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第3章貿易契約の基本条件

貿易取引とは，それぞれ異なる国・地域にある当事者間で行われるところ

の商品についての売買である。圏内取引における商品売買と大きく異なる点

は，売手と買手が異なる国に離在して存在しているため，この聞の社会的・

文化的な隔りと，地理的・物理的な隔りとをそれぞれ克服していかなければ

ならないことにある。

圏内取引の場合，売手と買手とは比較的近い距離にいるであろうから，実

際に会って取引の交渉を進めるということもたびたび行われる。しかもその

際，共通の言葉を介すので，意思の疎通に欠けるということもあまりないで

あろう。

これに対して貿易取引では，一般に通信手段によって取引の合意がなされ，

しかも，その合意に基づいて商品の受け渡し，代金の受け払いがなされてい

くので，一連の行為が確実に行われるかどうか，はなはだ不安が生じること

となる。

圏内取引にあっても同様の不安は存在するが，貿易取引における紛争の発

生，それへの対応・解決という作業は，圏内取引のそれに比べ著しく厄介な

ものとなるであろう。

そのため，貿易取引においては，取引の安全・確実な実行のために，これ

を契約に基づいて履行させるといフ方法をとるのが普通である。契約とは，

一定の債権・債務関係の発生を目的とする法律行為であるから，商品の売買

の場合には，買手が売手に対して商品の引渡しを請求したり，売手が買手に

対して代金の支払いを請求したりすることが権利として認められる。万一契

約が履行されないときには，損害賠償を請求する等の法による救済を受ける

ことも可能となる。

実際の貿易取引では，たとえば取引される商品について，その商品に関わ

る具体的条件に始まり，代金の決済方法に至るまで，個々の合意内容が集休
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化されたものとして売買条件が存在する。そこで次に，売買契約においてぜ

ひとも取り決めておかなければならない事項について見ておくことにしよう。

1. 7つの基本条件

(1）品質条件

売手と買手との聞で合意されるべき第 1のものは，何を取引の対象にする

のかということである。

売買においては，売買の対象とする商品が売買の合意に際して，他の商品

と区別されて，売買されるそのものとして存在し，なおかつ相手方によって

同意されているような状態にある場合と，そうではない場合とがある。

たとえば，高級貴金属の買付けなど直接仕入れの方法に見られるよフに，

売手と買手とが取引される商品を実際に見て行うようなときには（実見売

買），取引の対象となる商品についての合意もはっきりしている。

これに対して，貿易取引では，

i 売手が実際に取引される商品の一部を見本（Sample）として提供し，

この見本に従って売買の合意がなされたり（見本売買）

ii 国際的に知れわたった商標（TradeMark）やブランド（Brand）に基づ

いて行われたり（銘柄売買）

iii 国際的に統ーされた規格に基づいて取引が行われる（規格品売買）

など，一般に，売買の合意に際して取引の対象となる品が，そのものとして

明確には特定されていない。さらに，

iv 羊毛，綿花，小麦といった未収穫物についての取引

v プラント，機械設備，船舶などのような，青写真・説明書・仕様書等

による取引

といったように，見本などの提出がそもそも不可能な場合，これに代わるべ

き何らかのものが必要となってくる。

そこで貿易取引では，合意されるべき第 1の条件として品質条件をあげ，
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個々の取引で売買される商品の性質に応じて，売買される商品の種類を明示

するようにしている。

前述のような未収穫物の取引では，今年度の中等品質（FairAverage Qual-

ity）のものをスタンダードとして一応価格を取決めておいて，実際に収穫さ

れ引渡された商品の品質に応じて価格の増減調整（Scalein Price）が行われ

る。また，木材・冷凍魚などの取引では，売手がその品質について取引上適

格品質である（GoodMerchantabble Quality）ことを保証して行う慣習があ

る。

いずれにしても売手は，合意された品質条件に合致する商品を買手に引渡

さなければならない。

一品質決定の時期ー

では売手が買手に引渡すべき商品は，いつ，どの時点においてこの条件に

合致していればよいのであろうか。

取引における商品の品質は，買手への引渡しが行われる時点で決定される

べきであろう。しかし売手と買手とが離在しており，この聞の商品の移動に

長期間の運送を要する貿易取引にこれを強いることは，売手にとって必ずし

もよいとは思われない。そこで海上運送が利用される多くの場合において，

商品の品質決定の時期を，運送手段である船舶に商品が船積みされたときと

みるか（船積品質条件），あるいは，船舶が目的地に到着し商品が陸揚げされた

ときとみるか（陸揚品質条件）のいずれかで判断する慣習がある。この点につ

いては取引当事者間であらかじめ合意しておく必要があるだろう。

(2）数量条件

取引する商品の単位は，商品の種類はもちろんのこと地域によって異なる

し慣習さえ存在している。取引上の慣習に沿うことによって，より安全・

確実な取引の履行が期待されうるし，そのことが相手方の信頼を得ることに

も結果的につながるであろう。

一般に採用されている数量単位は，個数・重量・容積・面積・長さ ・包み
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などである。

地域によって，たとえば長さについて，英・米ではYard,Footが使われ

るのに対して，欧州大陸諸国ではメートル（Meter）が一般的である。また重

量の単位であるトンは，英トン（LongTon, 2240ポンド， l.016kg），米トン

(Short Ton, 2000ポンド，907kg），仏トン（MetricTon, 2204ポンド， 1000kg)

と， 3つのトンがあるし，重量を示すトン（WeightTon）とは別に容積を表

すトン（MeasurementTon）がある。したがって，このいずれであるのかを明

示することがきわめて大切となる。これらいわゆる度量衡の問題は，取引相

手および相手地域で慣用する単位を十分理解したうえで対処することが肝要

である。

一数量決定の時期一

品質条件においてと同様に，売手は数量条件に合致する数量の商品を買手

に引渡さなければならない。問題となるのは，いつの時点で合致すべきなの

かということである。

原則としては，買手に商品が引渡される時点となるのであろうが，品質決

定の時期におけるのと閉じ理由から，船舶が利用される一般的な場合に，船

積数量条件と陸揚数量条件といういずれかをもって数量決定の時期とする慣

習がある。なお，後日の紛争を避けるためにも双方による取決めが必要なこ

とはいうまでもない。

数量については，特にこれが代金計算の基礎となるので，数量規模の大き

い貿易取引においては重要となる。

一数量緩和条件一

船積数量条件であっても，陸揚数量条件であっても，商品の長距離かつ長

時間の移動が避けられないので，商品によってはその運送中の減量 ・破損・

漏損・揮発・不純分の混入などが免れないことがある。特に，石炭・小麦な

どのパラ積み貨物では，そもそも契約数量を正確に引渡すことが難しい。こ

のような数量上の過不足について前もって契約条項として取決めをしておく

ことが実務上慣行されている。
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①減量控除条項（DeductionClause) 

不純物の混入が避け難い商品の場合，その分を控除して引渡数量とするも

のである。この減量を何ノ守一セントにするのかが問題となる。

②過不足許容条項（Moreor Less Clause) 

前述のパラ積み貨物の場合，船積時の重量や陸揚時の重量を契約重量と一

致させることは技術的に不可能なので，ある程度の過不足を許容してクレー

ムの対象としない旨定めたものである。この限度を双方で何パーセントと決

めておくわけだが，特定の率を明記せず，約（About,Approximately）の文字

を冠することが少なくない。

なお，過不足分は送状金額て精算されるが，さらにこれを超える分につい

てどのように調整するか，双方で取決めておく必要がある。

③免責歩合条項（FranchiseClause) 

運送中の破損・漏損を避けることができない商品にあって，減量割合を前

もって決めておいて，その限度内は容認されるだけでなく，値引きの対象と

もしない旨を定めた慣習である。

(3）価格条件

(i）建値

価格は，貿易取引を含めて売買取引の中核となるものである。特に貿易取

引では，商品の原価に加え，商品の移動にともなう運送関係費用がかなりの

ウェイトを占めるので，売手が買手に対してどのような価格を提示すること

ができるのか，言い換えれば，どの£フに建値をするかが取引の成否の鍵と

なるであろう。

価格の決定にあたっては，売買当事者それぞれの交渉力もさることながら，

当事者国の慣習，取引商品の種類によって慎用される建値が決まる。

貿易取引で用いられる価格の建て方は，長年にわたる取引慣習から，商品

の引渡場所がどこであるかにより，そこまでの運送関係費用を負担しこれを

原価に加えるというのが基本である。そしてこれをFOBとかCIFという簡単
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な略語で示した条件をもって表わしている。

これらの条件は定型取引条件（TypicalTrade Terms）と呼ばれ，その代表

的ないくつかの条件について国際商業会議所（ICC）が解釈基準を設けてい

る。この解釈基準はインコタームズ（Incoterms）と呼ばれており，取引で使

われた定型取引条件がこの解釈基準に従う旨合意された場合には，そこでの

価格構成要素の詳細が了解きれ，なおかつ，売手・買手の行うべき事項が明

確なものとなる。インコタームズについては，次の項で詳しく説明している。

(ii) 取引通貨の決定

取引相手によって，その相手方の国で使用きれる通貨は決まっている。し

かしながら，貿易取引での決済通貨については，今日のわが国において，ど

この国の通貨で、行ってもかまわない。したがって，自国通貨つまり円建てで

取引を行うこともできるし，相手国通貨建て，あるいは，第三国通貨建てで

行うことも可能である。

問題となるのは，変動相場制のもとでの為替リスクの負担である。自国通

貨の対外価値の変動を考慮しながら，取決めをなすことが大切で、ある。なお，

商品によっては特定の通貨で取引することが慣習となっているものもあるの

で，注意を要する。

また，アメリカドル，カナダドルなどのように同じドルという名称、であっ

ても，対外価値が異なることがあるので，いずれの通貨かを示すことが必要

である。

(4）船積条件

貿易取引では売手と買手との聞の場所的・時間的隔りが大きいので，売手

が買手に対して貨物の引渡しを行う時期や期日を，何月何日と確約すること

は極めて困難といえる。そのため古くより売手が買手への貨物の発送を意図

して船舶にこれを船積みすることをもって，買手に引渡されたものとみなす

慣習がとられている。

こういった船積主義の考えがとられることによって，売手が買手に貨物を
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引渡す時期・場所・方法というものは，それぞれ商品が船積みされる時期・

場所・方法に置きかえて考えられることになる。

一船積みの時期一

貿易取引での貨物は一般に大量となることが予想され，しかもこれを運送

する船舶の手配は陸上運送におけるように簡単なものではない。そこで，船

積みの時期については，確定日を決めるのではなく， 7月積み (July Ship-

ment：単月積み）とか 6/7月積 (June/JulyShipment ：連月積み）といった

積月で条件づけるのが慣習となっている。つまり期聞の幅を設けることにな

るので，売手はこの期間のうちに商品の船積みをすればよいことになる。

なお，契約で合意された期日中に船積みされたかどうかは，貨物の船積み

と引替えに船主ないしは船会社が発行する船荷証券（Billof Ladng：通称B/

L）の日付（B/LDate）をもって船積日とみなす慣習がある。ただし遅延な

どによるクレームを防止するため，船積日について何をもって確定させるか

について双方で取決めておくことが大切である。

一船積みの方法一

売買の原則からいえば，売主が引渡すべ〈商品は全量一括でなければなら

ない。しかし，数量によっては，配船の都合により，全量を船積みすること

が困難な場合がある。こういうとき，分割船積みが認められるかどうかにつ

いては種々の慣習がある。それらの慣習に従うことが可能となるかどうかに

ついては将来のクレームのもとにもなりかねないので，分割積み（Partial

Shipment）を許容するかどうかの定めをもうけておくべきである。

また商品によっては，季節的な制約から一度に大量の供給を受けることが

はなはだ不都合となり，買手の側で分割船積を指定することもある。

一船積み遅延一

船積みの遅延は，買手にとってそれだけ商品の入手が遅れることを意味す

る。買手は実際に商品を手にする時期を勘案して船積時期を決定していくの

であるから，売手としてこの期間内の船積みを履行していかねばならないこ

とはいうまでもない。
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船積遅延は，①当事者の事由によるもの，つまり売手の故意・過失を原因

とするものと，②不可抗力によるものの2つが考えられる。

①には，商品の入荷の遅れといった商品自体の調達の遅延に始まり，メー

カー側の商品生産の遅れ，船積み予定の船舶の手配違いによるものも含まれ，

すべて売手の責任に帰せられる。

②の不可抗力（ForceMajeure）とは，天災（暴風雨・地震・洪水・火災など）

や，人災（戦争・ストライキ・輸出入禁止措置など）といった売買当事者のカの

及ばぬ事由である。上記のような不利益を買手に生ぜしめることとなるので，

当事者間でこのような不測の事態についての取決めをしておくべきである。

(5）決済条件

決済，つまり代金の支払いは，買手が行うべき行為であるから，いつ（時

期），どこで（場所），どのように（方法）に行われるかということが重要であ

る。

貿易取引では，一部の例外的取号トーたとえば，見本品の取引や小額の取

引では，小切手を前もって送りつける前払いの方法がとられたり，プラント

輸出では延払いという決済方法がとられるーーは別として，最も常倒的に，

荷為替決済という方法が利用されている。

荷為替決済とは，売買目的たる商品を担保とした為替手形すなわち荷為替

手形（DocumentaryBill）による決済方法である。売手は商品を船積みするの

と引替えに船会社から発行される船荷証券などの船積書類（Shipping Docu-

men ts）と一緒にして為替手形を振出し，銀行に譲渡する形で割引き，または

買取りを受けることで輸出代金の回収を行う。買手は，手形を引受け，また

は支払うことで船積書類を入手し，ときにはこれをそのまま転売することさ

え可能となる。

つまり荷為替決済制度によって，隔地者聞の取引であっても，商品の引渡

しと代金の支払いとの実質的な同時履行ということが可能となる。なぜなら，

売手は，買手への送付を目的として積極的に商品の船積みを行わないと代金
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の回収ができないわけであるし，買手は，手形代金という形での商品の代金

を支払わなければ，商品の引渡しを受けることができないからである。

この決済方法はさらに，信用状（Letterof Credit：通称L/C）と呼ばれるも

のにもとづいて行われることによって，なお一層円滑かつ安全・確実な決済

が期待されうる。

信用状付の荷為替決済による場合，決済条件では通常次のようなことにつ

いて取決めがなされる。

①信用状の開設期日について

②信用状の条件について

③ 手形の条件について

手形の期限

ii 船積書類の引渡し方法

なお，信用状については第2編第1章で詳しく解説している。

(6）保険条件

航空運送の発達によって，貿易取引においてもその運送手段として航空機

が利用されている。しかしながら，運送量からみれば海上運送によるものが

大部分である。海上運送中，商品はいわゆる海固有の危険にさらされている

わけであるし，その前後の運送手段への積み替え等，常に移動中・保管中の

危険というものが存在する。

危険を回避する努力は必要であるが，そのような危険から生じる損害を補

てんする制度，いわゆる保険制度が海上保険制度として誕生し今日に至って

いる。

貿易取引では，長途の運送が行われるためそれだけ長〈危険にさらされる

ことになる。したがって，保険を付ける期間・範囲もその分長〈・大きくな

る。さらにこのときの保険料は，取引コストとして売手・買手のいずれかが

負担することとなってしまう。

長年の取引慣習から，定型取引条件に従って売手・買手それぞれが危険を
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負担する分界点が了解されており，条件によって保険料の負担がいずれにあ

るのかが示される。

このように，保険条件については，価格条件のなかの定型取引条件と呼応

して，売手・買手それぞれが負うべき危険の部分と，保険料の支払い負担が

明らかにされなければならない。特に保険料は，前述のように商品の採算に

影響するので，重要である。

次いで，保険の条件となる，①担保される危険の種類，②てん補の範囲を

取決めておかなければならない。

(7）包装条 件

買手への運送途中にある商品は，損傷等の危険にさらされるが，それ相当

の包装をすることにより，損傷をなくしたり，軽減したりすることができる。

かつて海上運送にあって在来船が利用されていたときには，いわゆる輸出

用包装と称して頑丈な包装が要求されていた。今日では，革新的な運送手段

の登場，包装技術の飛躍的発展によって，以前のような頑丈一本やりの包装

は影をひそめつつある。

そもそも包装の目的とは，商品を保護し維持することにあるが，いわゆる

これら外装（Packing）と呼ばれるものに対して，商品のひとつひとつの包

装，つまり内装（Packaging）の意義が重視されている。

貿易取引での包装条件で問題となるのは主として外装に関わることである

が，通関・船積み・運送・積替え・陸揚げ・保管という一連の流れの中でど

れ位の包装が要求されるのかということである。しかも包装にかかる費用は，

取引コス トとして売手負担となってく るので，建値に直接影響する。

商品の性質や運送経路における気候・風土，輸出入国での法規制，取扱上

の便宜などを考慮に入れたうえで，売買当事者間では， 最小限度，①包装用

材・構造，②包装形式・規格，③収容個数，④荷印について取決めておく必

要があるだろう。

とくに荷印には注意を要する。荷印（ShippingMarks）とは，外装表面に施
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されるもので，これによって，

i 商品の識別が可能となり仕向地などを知ることができる。

ii 船積書類と現品とを照合する際の手がかりとなる。

一般には買手の指示に従うことになるので，売手は包装条件として明記し

ておくことが重要である。

2. インコタームズとウィーン条約

(1) インコタームズ

貿易売買契約における両当事者は，通常，海を隔てて取引を行う。したが

って細部まで誤解の生じない取決めを行う必要がある。しかし契約のたび

ごとに，細かい条項までいちいち取決めをすることは極めて非効率的であっ

た。そこで長い年月のうちに，商人間で標準的取引条件が自然に形成されて

記号で示されるようになった。これが国際間で了解されて定型化し，それに

従って現在，取引が行われている。今日， FOB契約やCIF契約と呼ばれている

のがこれにあたる。定型化された標準的取引条件を定型取引条件という。

インコタームズ（Incoterms）は， InternationalCommerceの2つの単語の

InとCoとをTermsに付けて略称したものである。正式には，貿易の取引条件

の解釈に関する国際規則 (InternationalRules for the Interpretation of Trade 

Terms）という。 1936年にパリに本部をおく国際商業会議所（International

Chamber of Commerce）により制定された。これには， 11種類の定型取引に

ついて売手と買手の最小限の義務が規定されていた。その後，第 2次世界大

戦後の新しい国際情勢の変化に応じて1953年に改廃が試みられ， 9種類の条

件が制定される。以後， 1967年， 76年， 80年に改定および追加がなされた。

さらに1990年7月に大きく改訂され，その13種類の定型取引条件は，現在，

世界の貿易当事者間では，もっとも頻繁に用いられている。

貿易取引条件とは，貿易契約の中核をなすものである。他の様々な条件，

いわゆる，数量，品質，船積，決済，保険，包装条件と相互に関連して売買
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の際には，建値に組入れられて決定されるものである。ところが，現在のと

ころ，物品売買に関する国際的に共通した法制はない。貿易取引はすべて商

慣習によって行われているのが現状である。しかし，貿易は当事者が国籍を

異にし，海を隔てて交渉する国際的性格を備えているので，その内容は複雑

だが，長い年月にわたり国際間に売買慣習が定型化され，それが是認された

慣行として標準的取引条件の形で利用されるようになった。

さらに，この貿易取引条件は，極めて簡単な略号表示によっているため，

その解釈や適用が固または地域によって必ずしも一定していない。そのため，

異国の売買当事者聞に種々の誤解や紛争を引起こし，国際通商の大きな障害

となっていた。こうした障害を除去するためには，契約に使用する各種の述

語や略語を国際的に統一する必要がある。 1932年に国際法協会によって制定

されたCIF(Cost, Insurance & Freight，運賃保険料込）条件に関する統一規則

が，「ワルソー・オックスフォード規則」（Warsaw-OxfordRules）である。こ

の規則は，現在ではその内容が時代遅れとなり，インコタームズにとって代

わられた。もちろんこれは，条約ではなく，当事者の自由意思によって任意

に採用できるものである。当事者がこの解釈基準に従うときは，インコター

ムズによる旨を契約書に明記する必要がある。ところが，大きく貿易を扱う

業者のほとんどの契約書には，インコタームズに準拠することが，印刷記載

されている。実質的には国際的規範として貿易取引を規律しているのである。

きて， 1980年版での改訂によってFRC(F郎 ECARRIER，運送人渡し）， DCP 

(FREIGHT /CARRIAGE PAID TO，運賃支払済）， CIP(FREIGHT/CARRIAGE 

AND INSURANCE PAID TO，運賃保険料支払済）， という 3つの条件の追加

をした。これは，コンテナ運送いわゆるコンテナリゼーションの発展により

浸透してきた，複合一貫運送(InternationalCombined Transport; International 

Multimodal Transport）体制という新たな国際物流形態への対処である。言い

換えれば，ポートトゥ・ボートの輸送を前提とする既存のFOB,CIFなどの

伝統的な条件では，貨物の所有権ならびにリスクの負担義務のあり方，さら

には各種費用の負担義務のあり方などについて，対処が困難となったための
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改訂であった。コンテナ輸送を前提とする国際的な複合一貫輸送は， 1960年

代に先進国から始まり， 1980年代半ばには，世界の物流のかなりの部分を占

めるようになった。これは，輸送コストの削減が，第一義的課題であった海

運業界，貿易業者のニーズにも一致するため， 80年版の追加改訂は時宜をえ

ていた。この追加は，大きな成果があったといえよう。

1990年版への改訂の特徴を，以下4つにまとめてみる。

第1に， 80年版にもあったFRC(FreeCaπier）条件の内容を整備した。こ

れは，すべての運送形態にも使用が可能なように整合をはかり，新たにコー

ドをFCAと改称し，複合一貫輸送，航空輸送，鉄道輸送などに対応を試みた

のである。さらにあわせて， 80年版のFOR/FOT（鉄道渡）やFOBAirport（空

港渡）は，その役目を90年版のFCAに譲った。このほかに， DDU(Delivered 

INCOTERMS 1990 

Group E EXW Ex Works （工場渡）
Departure 

Group F FCA Free Carrier （運送人渡）

Main Carriage 
FAS Free Alongside Ship （船側渡）

unpaid 

FOB Free On Board （本船渡）

Group C CFR Cost and Freight （運賃込）
Main carriage 

CIF Cost.Insurance and Freight （運賃保険料込）
paid 

CPT Carriage Paid To （輸送費込）

CIP Carriage and Insurance Paid To （輸送費保険料込）

Group D OAF Delivered At Frontier （国境持込渡）
Arrival 

Delivered Ex Ship （本船持込渡）DES 

DEQ Delivered Ex Quay 〔埠頭渡（関税込）〕

DOU Delivered Duty Unpaid 〔仕向地持込渡（関税抜）〕

DDP Delivered Duty Paid 〔仕向地持込渡（関税込）〕
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Duty Unpaid）条件（仕向地持込渡，関税抜）が追加され，複合一貫輸送への対

応をなお一層充実させた。

第2に，以下の表のように合計13の標準的取引条件をそれぞれE,F, C, 

Dという 4つのグループに分類した。これは，レイアウトやページの構成など

を使用者の便宜のため考慮に入れての分類である。

lつめのEグループは伝統的なEXW(Ex Works）がただひとつ規定されて

いる。売手が輸出国の工場内での輸出貨物の引渡を行うものであることは周

知の事であろう。 2つめのFグループは，前述のFCA，伝統的なFOB, FAS 

条件で，買手によって指定された運送人に，売手が品物を引渡すことによっ

て契約を締結する条件である。 3つめのCグループは， 4つの取引条件が規定

されている。伝統的なCFR(Cost & Freight, C&F）とCIF条件そして，複合

一貫輸送形態に対応したCPT, CIP条件である。 Cグループの特徴は，売手

が，自らの費用負担によって運送契約を締結し，船積み（発送）以後の危険費

用は，買手が持つという条件である。最後のDグループは，売手が仕向地まで

の貨物の輸送に必要なすべての費用や危険を負担するというものである。 80

年版では， EXS(Ex Ship), EXQ (Ex Quay）というコードであった条件が，

それぞれDES, DEQと変更され，また， 1967年に追加された馴染みの深い

DAF, DDPと前述の新たに追加されたDDU条件という 5つの条件が規定さ

れている。

90年版の第3の特徴として，前述の使用者の便宜をはかる13の各条件の売

手と買手の義務それぞれを10項目に整理している。オフィシャルな刊行物は，

左右の見聞きにそれぞれ売手，買手の義務が印刷されている。

90年版への改訂の第4の特徴は，将来の貿易取引に対して，今改訂の最も

重要な部分となる可能性のあるEDI(Electronic Data Interchange）への対応

を目指している点である。 90年版は，このような追加・改訂が行われ，新時

代の貿易に対応を目指している。



(2) ウィーン条約（CISG)

(i）国際商取引法への動き
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世界経済の発展を担いながらも，国際貿易は，その性質上，異国間で行わ

れるため紛争が生じやすい。いったん紛争が生じるとその解決のために多大

の時間・労力・費用が必要となる仲裁や，民事訴訟を好む貿易業者はいない

であろう。そこで，国際売買においては，当事者は紛争が生じないように最

大限の努力を払う。しかし，困難な面も多い。当事者は紛争が生じないよう

に契約で細かく定めようとするが，そこで使用される条件が必ずしも両当事

者にとって共通の意味を有するとはかぎらないからである。また，あらゆる

事態を想定して契約を定めることは不可能でもある。当事者が定めなかった

事柄について紛争が生じた場合には，国際私法の原則によって定まるいずれ

かの国の法が適用されることになる。この場合，どの国の法が準拠法として

適用されるかによって，当事者の利益が根本的に左右される恐れもある。契

約で準拠法を決めておけばよいが，準拠法を自己の利益に都合よく決めよう

として，当事者間で綱引きが行われる。そこで，貿易実務に深〈関わる国際

売買における紛争の原因を除去すべ〈，様々な試みがなされてきた。貿易売

買に利用される慣習の統一化と国際私法の統一化である。

前者は，契約で使われる条件の意味が共通となるように定義する作業であ

り，国際商業会議所で作成されるインコタームズがこれに相当する。後者に

ついては，国際売買に適用される私法そのものの統一化により紛争を極小化

させる動きである。したがって統一売買法の作成へ向けての取り組みが近年

特に強められてきた。元来，法制や慣習が異なっている固と固との聞で行わ

れるのが貿易契約である。種々の地方的慣習や特殊な歴史的要因が伴むそ

のため，条件や慣習の適用の不統ーにより当事者聞に様々な誤解や紛争が生

じやすい。

国際取引に関する法を立法化する全世界の共通単一機闘が存在していない

現状においては，各国が批准できる条約やモデル法により国際取引の世界的

規範として，これらの条約やモデル法を取り扱うことが妥当であろう。
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国際貿易における法的障害を取り除き，国連がさらに積極的な役割を演じ

る必要が生じたため，国連総会決議により 1966年，国際貿易に関する法律の

漸進的調和と統ーをはかることを目的とする国連国際商取引法委員会（UN・

CITRAL: United Nations Commission on International Trade Law）が設立さ

れた。その目的は，国際商取引法の分野における国際機関の活動の調整，既

存の国際条約への参加の促進，国際商取引法に関連する新たな国際条約や文

書（国際モデル法など）の作成などである。この委員会は様々な地域と主な経

済・法律制度を代表する36か国で構成きれ，毎年，総会と国連貿易開発会議

(UNCTAD）に報告書を提出している。

商取引，すなわち国際取引に常用される法制の重要性を再認識しておきた

い。すなわち，わが国や相手国にそれぞれ国際取引を促進し，あるいは，逆

にそれを制限し，規制する法制の存在である。したがって，取引にあたって

はそのような法制と契約とを調和させ，あるいは，取引効果を高めるため，

圏内取引の場合以上にリーカeル・プランニングが要請されていることは申す

までもない。国際通商に関する条約や政府間協定，貿易慣習や慣行はもちろ

ん，準拠法の選択など国際契約である貿易契約を支える部門に，法制の知識

は欠かせない。

貿易実務を日常業務とする者にとっては，世界中どの国と取引をしても貿

易売買契約に同ーの法律が適用されれば大変ありがたいこ とである。従来，

貿易の実務家は，売買契約に関する各国の法律がまちまちであるため，万一

当事者間で紛争が起った場合のことを想定して，いろいろと配慮する必要が

あった。ところが，このような状況が改善される方向に進みはじめた。とい

うのも， 1988年1月1日に，ウィーン統一売買法条約と呼ばれる「国際物品

売買契約に関する国連条約」（UnitedNations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods；以下，ウィーン条約，またはCISGと略す）が発効し，

締約国 （ContractingStates）の数がすでに45か国に達しているからである。

売買契約に使用される用語については，国際私法ではなく，慣習規則であ

る国際商業会議所 (ICC）のインコタームズが，ほぽ全世界的に利用されてい
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る。今後，一般売買契約についてはウィーン条約が適用されることが予想さ

れるが，取引契約書中にこの条約をどのように生かすか，または排除するか

は契約書作成者の手腕にかかっている。

ウィーン条約の適用規模が広がれば，世界のどの固と貿易取引をしても同

ーの法原則が適用される可能性がでてきた。従来，貿易実務家は，各国の売

買法がそれぞれ異なっているため，万一当事者間で、紛争が起った場合のこと

を考え，色々と配慮をする必要があった。たとえば，郵便または電報による

承諾の効力発生時期については，英米普通法と大陸法とで大きくわかれてい

る。すなわち英米法においては，郵便または電報による承諾の効力発生時期

については，発信主義が採られており，大陸法では到達主義となっている。

ところが，このような状況が最近急速に改善される可能性が大きくなってき

た。本条約の下では承諾の方法にかかわらず，常に到達主義が採用され， ド

イツ法と同じく明快なものとなっている。本条約の締約国は急速に増加しつ

つあり，日本との貿易の主要な相手国が加入し，いわば世界の大勢となりつ

つある。将来，日本の輸出入取引は，ほとんどがこの条約の適用を受けるこ

とになるであろう。UNCITRALの創設以来そのメンバーであるわが国も，国

際売買法統ーの世界的．流れに同調し，ウィーン条約の締結を検討中である。

(ii) CISGの売買契約書に与える影響

売買契約は当事者の任意契約であるから，当然，様々な任意規定を盛り込

むことができる。多くの貿易当事者が援用するインコタームズは，その典型

的代表である。慣習はあくまでも，当事者が適用の意，思を契約に盛り込むこ

とにより利用される。貿易売買の根幹に関わる，オファー，承諾，物品の引

渡しについては当事者聞の合意という形式をとり，貿易慣習の集大成である

インコタームズを採用するという一文が契約書裏面に挿入されている。これ

により貿易実務のやり取りの合理化，スピード・アップがなされてきた。し

かし，これはあくまでも当事者聞の合意であり，任意規定であった。インコ

タームズという貿易慣習規則は，採用という文言が挿入されて初めて売買契

約に適用される。これとは逆に，国際条約は各国が批准すれば，加盟国の取
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引では圏内法よりも優先してその条約が適用される。自動執行的といわれ，

ハード・ローの側面を備えているゆえんである。 CISGの適用を受けたくな

ければ，当事者はその旨をわざわざ契約書面に挿入し，書き込まねばならな

い。完全なハード・ローではなしソフト ・ローのー側面をもっCISGは，批

准国がその一部を適用除外とすることが可能であるが，売買契約の当事者が

除外する旨を挿入しなければ，自動執行的に適用される。売買契約の当事者

の営業拠点がこの条約の批准国内にある場合，売買契約書にわざわざ同条約

の採用のことをうたわなくとも適用されてしまう。この点が貿易慣習の集大

成といわれるインコタームズと，国際条約であるCISGとの大きな相違点であ

る。

本条約の第6条が，貿易条件や準拠法に特に関係している。第6条によれ

ば「当事者は，本条約の適用を排除し，あるいは第12条の規定に従わなけれ

ばならないが，本条約の何れの規定の効果も減殺または変更することができ

る。」と規定されている。当該売買契約の当事者の営業地国が本条約に加盟し

ていれば，本条約は対象とされる売買契約に自動的に適用される。もし当事

者が本条約によって拘束されることを望まなければ，その旨を契約書面に明

示する必要があるにれはoptoutまたはcontractoutと呼ばれる）。本条約は自

動執行的な条約と考えられ，国内で適用される場合，圏内法の規定を必要と

せずそのまま圏内で通用可能とされている。したがって本条約の適用を受け

たくなければ，その旨を契約ではっきりと意思表示しなければならない。

ところで，貿易条件の定義および準拠法条項（TradeDefinitions and Govern-

ingLaw）は当事者聞のオファーと承諾の段階で，合意の中に取り入れられて

いることはほとんどない。多くの場合，自己の有利な条項を互いに契約書作

成の際，一方的に裏面約款として挿入している。このため，両書式の条項が

まったく対立するか，当事者のどちらかの書式が一方的にある条項を述べ，

相手側の書式がこのことに関し何も述べていない場合が多い。いずれにして

も相手方の条項を黙示的に承諾したことにはならないため，書式の争いが生

じる。しかしながら主要取引条件は一致しているので，両当事者は契約が成
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立しているものとして，取引を進め，各々次の手順へと行動を移す。

貿易取引条件に関し，インコタームズを当事者が採用することについては，

まず問題なく合意に達するであろう。合意に時間がかかるのは準拠法の条項

である。 A国に営業の拠点を置くX社は当然A国の圏内法を， B国に営業の拠

点を置く Y社はB国の圏内法を準拠法として採用することを，各々主張しあ

っ。このような書式の争いはどう解決されるのであろうか。 X社がB国の圏内

法を承諾するか，または， Y社がA国の圏内法をゑ諾すれば，この条項はすん

なりと合意に達する（図（1),(2）に相当）。このような場合いずれか一方の書式を

優先させることは，著しく公平を失するといわねばならない。したがって，

両当事者聞の書式の争いの解決策を見いだすには，双方に対し公平な答えが

求められる。

(I) 

(2) 

圏内法

A国

X社

圏内法

A固

X社

準拠法

取引契約

取引契約

囲内法

B国

Y社

国内法

B国

Y社

CISGの存在は，このような理論的には果てしなく続く書式の争いに，ひと

つの選択肢を与えた事になる。従来のやり方でいくと，売買の当事者が英国

および米国のどちらにも営業拠点を有しない場合ですら，英国法を準拠法に

するとか，米国の統一商法典（UniformCommercial Code，以下， UCC）に準

拠するという第三国の圏内法に準拠する方法が代表例であった（図（3）に相

当）。これらの法体系が自国以外の国々でかなり広範囲にわたり利用されてい
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ょうとも，各々の国の圏内法であることに間違いはない。売手と買手の公平

な立場にたった売買法に準拠することを，多くの開発途上国の人々は長年待

ち望んでいた。世界各国が草案当時より参加したCISGが，取引のうえで弱い

立場にいる人々に対し，ひとつの選択肢を提供していることは意義深い（図（4)

に相当）。

(3) 

(4) 

囲内法

A国

X社

圏内法

A国

X社

取引契約

取引契約

l準拠法

CISG 

圏内法

B国

Y社

圏内法

B国

Y社
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3.外国為替と為替相場

外国為替とは“国際間の賃借あるいは債権・債務を決済する手段である”

とか，“現金を移動きせないで国際的な資金移動を行う手段である”とか，ま

たは“自国通貨と外国通貨との交換あるいは異種外国通貨どおしの交換であ

る”といわれている。

この外国為替の取引が行われる市場は，外国為替市場と呼ばれる。たとえ

ば東京外国為替市場は，為銀と外国為替ブローヵーおよび日銀によって構成

されている。これはインターバンク・マーケットとも呼ばれている。もう少

し広い範囲で外国為替市場を捉えてみると，為銀との聞には対顧客取引もあ

るのだから，個人や商社やメーカーといった顧客との為替取引が行われるカ

ストマーズ・マーケットを合わせた範囲を東京外国為替市場と呼ぶ場合もあ

る。

そこでの取引は異種通貨間での取引であるから，為替相場（ExchangeRate) 

が問題となる。一般に為替相場とは，他の通貨で換算した 1通貨の価格であ

るとか，通貨の交換比率である，とかいわれている。その為替相場は，大き

く分けて次のような種類がある。

場寸
ここにいう銀行間相場：インターパンク・レート（InterbankRate）とは，

インターバンク・マーケット (InterbankMarket）における外国為替に対する

需要と供給とによって決定される相場である。インターパンク・マーケット

では直物相場（SpotRate）の取引とスワップ・レート（SwapRate）の取引が

42 第1編貿易取引の基礎事項

行われ，先物相場（ForwardRate）の取引が直接行われているわけではない。

この相場の変動が，投機筋などの影響を受けて激しく乱高下する時には，運

営委託されている外国為替資金特別会計の円資金やドル資金を使用して，日

銀は外国為替市場に介入することもある。

対顧客相場とは，顧客の為替取引に適用される相場である。そのうちの直

物相場とは，為替の受渡しつまりデリパリーが即日行われる直物為替取引に

適用きれる相場である。この時の建値はたとえば「100.30-40」というふうに

表示されるが，これは100円30銭であれば， ドルを買いたい銀行 （Bidという）

がおり， 100円40銭であればドルを売りたい銀行（0丘erという）がいることを

表している。

先物相場とは， 3か月とか6か月とか，将来のある時点で外貨のデリパリ

ーを行う時に適用される相場である。それはたとえば， ドルと円との金利差

すなわち金利平価 (InterestParity）によって決定されることになる。という

のも最終的には，直物相場と先物相場の聞きつまりディスカウントやプレミ

アムの幅が金利差と等しくなるからである。したがって市場では， 6か月先

の聞きは「0.30-0.20円」のように表示される。これはドルが先安すなわちデ

イスカウントになることを表している。この場合は，直物のドルを売って6

か月先のドルを買い戻すなら0.30円の幅で取引をしてもよいことを意味し，

一方反対に，直物のドルを買って 6か月先のドルを売り戻す取引は0.20円で

あれば行う銀行がいることを意味している。

ここに，イ ンターバンク ・マーケッ トとカストマーズ・マーケットで行わ

れる外国為替取引と為替相場の一覧およびそれらのマーケットで大きな役割

を担う為銀の現状を示しておこう。
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国2 外国為替取引と為替相場 表1 外国為替公認銀行の現状（平成7年12月末現在）

匪
し

対外為ブローカー｜廷

粗小一

銀行数 外国為替公認銀行｜ l 
コルレ主｜ 副ノンコル

（糊）｜外為店数｜為 包括承認lzs行 レス為銀

外国為替専門銀行 1 1 33 1 1 

都市銀行 10 10(10) 1,619 10 10 

長期信用銀行 3 3( 3) 50 3 3 

信託銀行 25 24( 4) 147 24 16 8 
〔うち外資系〕 〔9〕〔9〕 〔9〕 〔9〕 〔9〕

地方銀行 64 64(33) 1,135 59 57 2 5 

第二地方銀行 65 60( 3) 376 43 30 13 17 

信用金庫
418 94 215 16 9 7 76 

（全信連を含む）

信用組合
373 1 1 1 

（会組連を含む）

農中・商中・輸銀 3 3( 2) 61 2 2 1 

外国銀行 94 94 146 94 94 

計 1,056 354(55) 3, 783 252 222 30 100 

インターノマンクマーケット

スポy ト・レートの取引

スワップ・レートの取引

カストマーズ ・マーケット

スポット・レートの取引

電信売相場

輸入手形決済相場

外貨現金売相場

電信買相場

一覧払買相場

信用状なし手形買相場

外貨現金買相場

期限付手形買相場

（注） コルレス為銀とは，本邦の為銀が海外の銀行との聞で外国為替取引

についての各種の取極めであるコルレス契約を結ぶ際に，大蔵大臣の

認可を受けることになるが，この認可を受けた銀行をきしていう。ただ

し，ノンコルレス為銀はコルレス為銀を通してでないと海外の銀行と

の聞で外国為替取り引きを行うことができない。

（出所） 『大蔵省国際金融年報』平成8年版

インターノぐンク・レート

利輸を加味したレート

ロヲ取のレ・
場
場

ド
相
相

一
売
買

ワ
物
物

オ
先
先

フ

個人・商社・メーカーなど

（注） インターバンク・マーケットでは為銀同士のダイレクト・ディーリングと

外為ブローヵーの仲介であるプローキングとが同時に行われている。その割

合は．ダイレクト・ディーリングが7割，プローキングが3望書jである。
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第4章取引関係の結成

1.貿易取引の特性

貿易取引は商品の売買取引であるから，これを行う場合，①取引の相手を

求めることに始まり，②取引の交渉，③売買契約の締結，④商品の受渡し，

⑤代金の受払い，の順序をたどることは，圏内における商品売買と異なると

ころはない。ただし，貿易取引は「異なる固ないし地域の領域に在る取引当

事者間」で行われるので，下記のような点をもってその特性が指摘されてい

る。

まず，取引の交渉から契約の締結の過程にあって，取引当事者聞の意思伝

達がもっぱら通信手段によって行われる。次いで，通信によって合意された

取引内容に従って取引が履行されていくのであるが，ここでは取引当事者だ

けでなく，運送をはじめ保険・金融といった各種の国際的な商業機関が利用

されることで，円滑な取引が行われる。

さらに長い年月の聞にくり返し行われてきた取引内容の中からは，独特と

もいえるような商慣習が形成されてきており，これら商慣習の中には国際的

に定型化され，統一化されたものもある。内容のきわめて複雑な取引が簡単

な貿易取引条件の用語で表現されることで，一層確実な取引というものが期

待される。

もとより言語・風俗・習慣・ 気候 ・風土・噌好をはじめ，法律・税制度・

通貨制度・度量衡などが異なる国・地域聞の取引であるから，圏内での取引

とは比較にならないくらい繁雑で，難しい状況が存在することであろう。こ

れに対処するだけの十分な知識とその理解が必要となってくるのである。
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2.特定市場の探求

では，新たに貿易取引を始めるにあたって行わなければならないこととは

何であろうか。

前述のようにこれから取引を始めようとする相手方の国は，その経済，文

化，社会などの面が自国とは決して閉じではない。いわゆる市場の異質性・

特異性というものが存在しているわけである。したがって新たな市場に取引

関係を創設するためには，まずその市場についての綿密な調査と資料の収集

ならびにその分析研究というものが必要となる。

輸出取引の場合，その市場における当該商品の受入れ可能性の測定を，輸

入取引の場合であると，自己の市場における需要量と市場への投入時期の把

握をしなければならない。自国でよく売れている物が他国で売れるとは限ら

ないし，逆もまた言えるのである。

これらの情報源としては，

(a）支店・駐在員・調査団による報告書

(b) 取引先からの市況報告

(c) 官公庁・海外公私団体・銀行・商工会議所・貿易斡旋所などからの刊

行物

などがあるので，できるだけ広〈これらを参考とすべきであろ う。

また，そこでとらえるべきポイン トとして挙げておかなければならないの

は，

① 商品の需給状況：市場の大きさ，需給季節変動，消費習慣，噌好，競

争品・代替品の有無，将来性など

②売買方法：取引方法，商慣習，建値，単位，受渡し，決済など

③経済条件 ：法規，関税，金融，貿易政策など

④運輸施設：港湾，倉庫，運輸機関など

⑤ 自然環境 ：気候 ・風土 ・消費地（生産地）と港との距離

などである。
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3.取引先の選定

取引相手の市場が得られれば，次はその市場での取引先を求めることにな

る。この際何と言っても信頼するに足る者を選ぶことが重要である。なぜな

らば，貿易取引は遠く離れた相手との，しかも相当まとまった金額の取引で

あるから，一度紛争が発生した場合には，当事者に多大な不利益を生ぜしめ

ることになる。代金不払いにつながる信用状態の良し悪しであるとか，商品

の引渡し不履行・遅延という取引を進めるにあたっての不誠実きを事前につ

かむことで，将来の紛争発生を未然に防ぐことができるであろう。

選定の方法として考えられているものは次のようなものである。

①商工人名録：貿易商社，貿易関連製造業者，海運業者，海上保険会社，

為銀などの業態一覧が集録されている。ただ集録の仕方は羅列的であり，

資料としての今日性に欠けているといわれる。

② 貿易斡旋機関：日本貿易振興会 (JapanExternal Trade Organization: 

JETRO，通称“ジェトロ”）や各地の商工会議所，各都市の貿易課には海

外からの引合いがきており，そのリストが一般に供されている。

③ 関係業界誌などの広告・引合欄：貿易関係の刊行物の広告・引合欄を

利用する方法。

④見本市：見本市への出品，参加により現物を目の前にして相手との交

渉が可能となる。

⑤為銀による紹介：自己の取引銀行，あるいは外国の為銀を通じて取引

先を選定するものである。

⑥旅商 ：見本やカタログ・価格表を持参して相手市場を巡り取引相手を

求めようとするもの。見本市への出品以上の効果が期待されるかもしれ

ない。この旅商は，取引先が選定された後も相手方との意思の疎通を計

り，販路の維持・拡大を目指すために大切だといえよう。
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4.取引の勧誘と引合い

このような方法によって見い出した相手先に対して，まず取引の申込状を

送る。ここでの手紙は，将来の取引に導〈大切なものであるから，相手方に

良い印象を与えるものであり，当方の取引の意向を十分に伝えるよう書きし

るさなければならない。

なお，輸出取引の場合には，この手紙に見本やカタログを添えたり，価格

表を同封すればよいであろう。

当方からの呼びかけに対して，運よく相手方より何等かの応答があればし

めたものである。これにより一応の取っ掛かりができたこととなり，取引関

係の結成に向けての折衝が始まる。しかし相手からの応答を得るまでは，何

度もの間合わせが繰り返されるのが普通である。商業取引上のこのような間

合わせを，引合い（Inqui可）と呼んでいる。

5.信用調査

貿易取引において相互の信頼が前提条件になるとはいっても，特に新規の

場合，まったくの未知の業者との取引であり不安極まりない。前述のような

買手の不払い，売手の商品引渡し不履行といったことが現実のものとならな

いように，取引相手の信用に関する調査を十分に行っておく必要がある。こ

のことは，紛争の発生を未然に防ぐという目的にも合致する。 貿易商務では，

このような信用調査を， 信用照会 （CreditReference）と呼ぶこともある。

信用照会は一般に次のよ うな機関を通じて行われる。

①為銀：貿易取引を始めるにあたって，自己の取引銀行を自らの信用照

会先として挙げる慣習がある。取引の代金決済にあたって中核的役割を

果たし， 業者の振出した手形等を取扱う銀行にと っては，常にこの業者

の信用状態 ・営業状態というものは気になるものであって，いきおい同

社に関する情報も豊富に持っているであろう。相手方がその取引銀行を
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知らせてこないような場合には，自己の取引銀行に依頼するというのも

ひとつの方法である。

ただこういう方法の欠点として，これらの銀行が相手方への遠慮から，

不利な情報を流さないであろうことが予測される。しかし一番手軽で信

頼度も高いものとして多いに利用されているようである。

② 商工会議所：取引先所在の会議所を利用する方法もある。

③ 商業興信所：専門の調査会社に依頼するものである。国際的に有名な

会社として米国のR.G.Dun&Bradstreet,Inc.をあげておく。費用や日数

が多少かかるのが難であるが，確実な情報を得ることができる。

信用についての照会事項は，昔から特に， 3つのC,ThreeC'sといわれて

いる。つまり， Capital（資産状態）， Capacity （営業能力）, Character （営業

姿勢）である。できるだけ深〈，広い情報を収集し参考にすべきであろう。

6.取引一般条件

信用照会などによって取引の相手として申し分ないものと確定されたなら，

実際の個々の取引に先立つて，取引全般に関わる事項について合意しておく

必要がある。それぞれの取引における合意内容は別として，下記にあげるよ

うな後日に締結される各売買契約の基礎的事項について前もって両者の聞の

了解事項としておく必要がある。このような取引者相互間の取引の基準とな

るものを，取号ト般条件（GeneralTerms and Conditions）と呼ぴ，一般には

協定書（AgreementまたはMemorandumof Agreement）の形にまとめられ，相

Eの署名によって取り交わされる。ただし，取り交わされる場合と他の契約

書で代替される場合とがある。これによって取引の簡潔・確実な達成と，後

日の紛争の予防が期待できるのである。

取引一般条件は，取扱い商品などによって異なるものであるが，次の5つ

の事項は共通事項として考えられる。

① 取引形態に関する事項：本人間同士の取引であるのか，あるいは，代
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理人としてまたは代理人を介在させる取引であるのかについて

②商品取引に関する事項 ：売買契約の基本条件である，品質・数量・価

格 ・船積み・決済について

③ 契約成立に関す事項 ：オファーの有効期限，オファー受諾後の手続き

など

④紛争解決に関する事項：クレームの申し出期限，その解決方法など

⑤協定書の効力に関する事項：取引一般条件協定書の有効期間，継続 ・

破棄などについて

7.隔地者間の商談

具体的な取引の交渉に入ると，商品の性能や性質についての問い合わせや，

価格の見積り依頼，値引きの要求がおこり，それぞれに対しての返答がなさ

れる。こういった商談がくり広げられていくと，ある程度の段階で，売手の

側から具体的な取引条件を示して取引の申込みが行われる。このような，取

引を行うという意思をもってなされ，相手方がこれに同意したなら取引が成

立すると了解されるような取引の申込みを，オファー（Offer）と呼んでい

る。

一方の行ったオファーに対して，そこで提示された条件を了承する相手方

の意思表示を承諾（Acceptance）と呼ぶ。したがって一対のオファーと承諾に

よって取引の契約が成立することになる。

〈オファーの種類〉

Lイ） ファーム・オファー（FirmOffer）とフリー・オファー（FreeOffer) 

オファーを受けとった者がこれを承諾するための回答期限を指定された

オファーをファーム ・オファーという。この場合，回答期限までの期間，

オファーを行った者はその条件を変更したり，取消したりすることができ

ないものとされている。

これに対して，回答期限の設定されていないオファーをフリー・オファ
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ーという。フリー・オファーでは，申込者の都合等によって取消されたり，

その条件が変更されたりする。

（ロ） カウンター・オファー（CounterOffer) 

オファーを受けとった者は，何らかの条件についての修正・変更を申入

れるのが普通である。このような，元のオファー（OriginalOffer）の条件

を変更した形で発せられるオファーを，カウンター・オファーと呼ぶ。

なお，カウンター ・オファーが発せられた時点で元のオファーは効力を

失うので，カウンター ・オファーを受けとった者がこれに対して承諾の意

思表示をすれば，それで契約は成立する。実際の取引では，売手と買手と

の聞でカウンター ・オファーのやりとりが行われ，双方が納得できる条件

に達したところで，いずれかから承諾が発せられることになる。

や守 売オファー（SellingOffer）と買オファー（BuyingOffer) 

商品の供給者側からなされるオファーを売オファー，需要者側からなさ

れるオファーを買オファーと呼ぶ。なお，国際取引では単にオファーとい

ったときには売オファーのことを指すことが多い。これに対して，ビッド

(bid）という用語が，買オファーに相当するものとして，需要者より希望

条件を提示するときに用いられるといわれている。

8.契約書

商品の売買についての契約は諾成契約と呼ばれ，合意だけで成立するので，

その他の行為・実践を必要としない。

しかしながら，貿易取引では，契約の成立後，実際に商品が引渡され代金

の決済が行われるには，場所的・時間的な隔りが存在するので，契約を確認

するためにも，証拠書類を作成しておくことが重要である。通常用いられる

のは次のいずれかである。

（イ） 買付契約書（PurchaseContract: Purchase Note）または注文書（Order

Sheet . Order Note) 
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これらは買手側が作成し，売手側に送付する。

（ロ） 売約書（SalesNote）・注文請書（Confirmationof Order) 

売手側が作成し，買手側に送付するものである。買付契約書や注文書の

確認の意味で作成されるのが通常である。

付売買契約書（ContractNote: Contract Sheet) 

署名のうえ，一通ずっそれぞれの手元に置かれる。

9.通信 手 段

隔地者聞の通信手段として一昔前までは，手紙 ・電報が主流であったのだ

が，今日では様変わりの感がある。代表的な通信手段をあげてみる。

①郵便（Mail)

意思伝達の手段として有用で、あることは今も変わりはないが，高速通信手

段の登場した現代ではやや色あせて見える。オファー以前の段階，テレック

ス等の確認・補足のために利用されているというのが現状のようである。

②電話（Telephone)

相手との直接折衝ができるといフ長所はあるが，時差の障害は避けられな

し、。

③電報（Cable:Telegram) 

1970年噴までは貿易取引の意思伝達手段として主位を占めていたといわれ

るが，今日では迅速性・経済性において後述のテレックス等に地位を譲って

いる。

④ テレックス（Telex)

電話と同様に加入者双方が，タイプライターに似たテレプリンターを叩き

あうことによって会話に近い意思伝達が可能となる。時差等で相手が不在で

あっても自動的に受信され，印字として残る。

⑤ ファクシミリ（Facsimile)

国際電話回線を用いて，文字，図形などのデータを送信することができる。
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手紙を航空便によってではなく，ファクシミリによって送達することが可能

となっている。

⑥ EDI 

国際的に構築されたコンビュータ・ネットワーク上で，異なる企業聞の取

引業務に関するビジネスデータを共通の標準フォーマットによって伝達・処

理・保存しようとするものである。


