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１．状況認識
• 2019年6月：ホルムズ海峡付近で、日本企業が所有するタン
カーに、加害者不明の爆破事件が発生

• 7月：英国が、ジブラルタル海峡付近でイランが利益を有する
タンカーを拿捕

• 7月：イランが、ホルムズ海峡付近で英国が利益を有するタン
カーを拿捕

• 9月：サウジアラビアの石油精製施設へ加害者不明の攻撃
• 10月：イランが利益を有するタンカーが紅海において加害者不
明の攻撃により被弾
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２．問題の所在
（１）加害行為の解釈
• 国権の発動としての武力行使？テロリズム？malicious act？
• 解釈次第で、填補責任を負うべき保険約款は異なる。約款が違えば、それ
ぞれに免責規定、義務規定、追加的担保事項などの規定に違いがあり、危
険の測定、保険料率の調整、再保険等にもその影響が及ぶ。

• 従って、その意図と動機の確認が必要となる。
• ところが、実際問題として、加害行為が謀略であることがある。行為者や
動機が偽装されると事実認定に困難をもたらす。秘匿されていた事実が後
年に明らかになると填補責任の有無についての誤認が生じる可能性も。

• 実際に、上述のホルムズ海峡付近で発生した爆破事件や紅海上で発生した
ミサイル攻撃なども、その行為者と動機について諸説あり。

• 翻って、保険約款上においては、他の損害保険にはあまり見られない戦争
危険等の危険が列挙され、加えてこれらには判例の積み重ねから来る特有
の解釈
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２．問題の所在
（２）拿捕の解釈
• 貨物の拿捕については、捕獲、抑留、拘束などの危険と混同さ
れやすい。

• 拿捕の意義や法律的効果などが正しく理解されていないことも。
• 拿捕を執行する根拠は国際法に求められるが、そこには船舶と
積荷とで執行上の要件に違いがある。

• 拿捕の根拠となる国際法の近時の動向などから、貨物の拿捕危
険については掘り下げる余地がある。
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３．約款解釈の前提
• 英国の約款を使用。準拠法約款にて、保険者の填補責任について、英国の
法と慣習に服すると規定。

• 英国の約款で使用される用語・表現・文法とも英法上の法律的効果を前提
として起草されているので、約款解釈は当然に英法に準拠すべきもの（逆
に、和訳文に頼って解釈すれば、約款の意図するところと乖離する）。

• 約款上の各種危険の意義も英法に拠る。その殆どは判例法に基づく。そし
て、このような判例法に基づく各種危険の意義は、和訳された語彙の通念
や、日本法上の意義とは異なることが多い。

• 貨物戦争約款に列挙される危険については、国際法にその根拠があって、
国際法上の意義を踏まえるべきものも。国際紛争等にかかわる危険を保険
契約上に規定するにあたり、国際的に共通する公法上の定義を用いること
は、概念の統一性の観点から合理的。一方で、国際法の理解が必要。
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４．加害行為
(1) Institute War Clauses (Cargo)（協会貨物戦争約款）における解釈

1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, 
loss of or damage to the subject-matter insured caused by 
1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any 
hostile act by or against a belligerent power 
（和訳）
第1条 この保険は、下記第3条および第4条の規定により除外された場合を除き、以下の事
由によって生じる保険の目的物の滅失または損傷をてん補する。
1.1 戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる国内闘争、または敵対勢力
によってもしくは敵対勢力に対して行なわれる一切の敵対的行為

• 本約款上に規定されるwar（戦争）と、any hostile act by or against a 
belligerent power（敵対勢力によってもしくは敵対勢力に対して行なわれ
る一切の敵対的行為）の2つの危険は、本件加害行為に関係があるといえ
る
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４．加害行為
(1)Institute War Clauses (Cargo)（協会貨物戦争約款）における解釈（続き）

a)War
• 武力行使（use of force）という現代用語ではなく、warという旧来用語を使用しており契約当事者には定義が
必要。

• 英国保険法上のwarの定義：国際法上の戦争の意義にかかわらず、また武力行使の合法性などにもかかわらず、
二国以上の国家間の実質的な交戦状態を指す。従って宣戦などの意思表示は要件でなく、国家間の武力行使が
あればこれをwarとし、したがって平時における局地的な武力衝突もwarに該当する（たとえば、警備行動中の
偶発的な交戦）。また行為の主体が、公式に主権国家として認められていないデファクトの政府等であっても
構わない。さらに、被保険者が中立的立場で、武力を行使している国家とは無関係であっても、warによる危険
は生じ得る 。

• 国際法上における戦争の定義は、「国家間の継続的かつ大規模な武力行使」（行為説）ととらえる場合と、
「国家間で交戦意思が示されている状態」（状態説）ととらえる場合とがある 。一般に国際法上の戦争が開始
されるための要件として、交戦開始の意思表示である宣戦や最後通牒があるが、これは状態説に基づく行為。

• 国際法上の戦争の意義と保険法上のそれとを比較すると、英国保険法上では、「継続的かつ大規模な」武力行
使を要件としておらず、「交戦意思が示されている」ことも要件としておらず、保険法上の意義の方がその概
念が広く、国際法上の概念をも包含している。

• 本件加害行為はwarの危険に相当するか？ 国家間の武力衝突は生じておらず、また交戦状態にも到っていな
いことから、英法上のwarの危険には相当しないと考えられる。
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４．加害行為
(1)Institute War Clauses (Cargo)（協会貨物戦争約款）における解釈（続き）

b) Any hostile act by or against a belligerent power 
• Hostile actは敵対的行為とは？ 英法上の敵対的行為とは、

国家機関、または
主権国家として認証されていないデファクトのもの、または
反体制組織（rebel）程度のもの、または
これら組織の代理人（諜報員等）による、
武力の使用や破壊行為などを指す。個人または同志、テロリスト等による行為は該当しない。
※反体制組織（rebel）とは、rebellionかinsurrectionと同等のステータスを要する。rebellionの要件は、組織的かつ武装し
ており、その目的とするところは政府の転覆であり、実現の可能性が低くとも構わない。insurrectionは、rebellionとほぼ同
じであるが、rebellionよりも組織化の程度が低いものを指す。

• Hostile actは、戦争または内乱の状況下で発生する場合もあるが、戦争に発展する前の段階でも有り得るとさ
れ、必ずしも武力の行使を伴わなくても良いとされる（武力行使前だが作戦行動中の事故等） 。したがって
warの意義と重複する部分もあり、warの意義の一部を内包する概念であるといえる 。

• 判例法から理解されるところが多い。（Atlantic mutual insurance v. King [1919] 1 K.B.309.）
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４．加害行為
(1)Institute War Clauses (Cargo)（協会貨物戦争約款）における解釈（続き）

b) Any hostile act by or against a belligerent power （続き）
• 本件加害行為は、hostile actに相当するか？
英法上、列挙危険主義の約款における挙証責任は、被保険者が負う。本件加害行為においては、いずれも行為者
が不明であり、行為者が不明である以上はその動機も解明されないので、列挙危険であるhostile actに該当するこ
とを合理的に説明することが難しい可能性がある。
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４．加害行為
(２) Institute Strikes Clauses (Cargo)（協会ストライキ約款）における解釈

1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to 
the subject-matter insured caused by 
1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions 
1.2 any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation
which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any 
government whether or not legally constituted 
1.3 any person acting from a political, ideological or religious motive. 
（和訳）
第1条 この保険は、下記第3条および第4条の規定により除外された場合を除き、以下の事由によって生じる保険
の目的物の滅失または損傷をてん補する。
1.1 ストライキに参加する者、職場閉鎖を受けた労働者、または労働争議、騒じょうもしくは暴動に参加してい
る者
1.2 一切のテロ行為、すなわち、合法的にあるいは非合法に設立された一切の政体を、武力または暴力によって
転覆させあるいは支配するために仕向けられた活動を実行する組織のために活動し、あるいはその組織と連携し
て活動する者の行為
1.3 政治的、思想的、または宗教的動機から活動する一切の個人
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４．加害行為
(２)Institute Strikes Clauses (Cargo)（協会ストライキ約款）における解釈（続き）

• 本件加害行為は、テロ行為に相当するか？

当該約款も列挙危険形式の約款構成であることから、列挙危険によって損害が生じたことを立証する義務は、
被保険者が負う。行為者が不明で、従ってその動機も不明とあらば、立証が困難となることが想定される。

※立証の程度については、英米の民事訴訟法における証拠法上の原則であるbalance of probabilitiesが適用
される。
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４．加害行為
(３) Institute Cargo Clauses（協会貨物約款）における解釈

• 一般的な輸送中の危険（英法上のMarine risks）による損害を対象とし、Institute Cargo Clauses
（A）、同（B）、同（C）の３種類。
（A）：免責となる場合を除く一切の危険を対象とする包括責任主義。
（B）および（C）：特定の危険を列挙する列挙責任主義による約款構成。

• Institute Cargo Clauses（A）は、包括責任主義なので、被保険者は保険期間中に偶然性のある事
故が生じたことを証明できればよく、特定の危険によって損害が生じたことの立証を要さない。そ
して、保険者が、約款上において免責されるべきと主張するのであれば、その挙証責任は保険者側
に転じる。

• 本件加害行為は対象か？Institute Cargo Clauses（A）の場合
偶然性のある事故であることは合理的に認められる可能性がある。（戦争危険やテロ危険とも証
明し難い状況でも。逆に戦争・テロ等で免責を主張するには保険者が挙証を要する）
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４．加害行為
(３) Institute Cargo Clauses（協会貨物約款）における解釈（続き）

• 本件加害行為は対象か？Institute Cargo Clauses（B）および（C）の場合：

（B) (C）ともに対象とする危険に、 fire or explosion（１条１項１号）を挙げている。

しかし、4条7項において不法な故意による破壊等の危険について免責としている。

従って、火災事故または爆発事故が発生しても、放火や本件加害行為の爆発のような場合には、
保険者は免責される可能性がある。

当該免責を打ち消すための一般的な特約としてInstitute Malicious Damage Clause がある。
本特約が契約に付帯された場合には、４条７項の免責は打ち消され、悪意のある加害行為など
が復活して担保される。また、最後に「他の免責事項に従う」ことが規定されているが、
Institute Cargo Clauses（B）および（C）ともに、その免責事項には戦争危険とテロ危険が含
まれていることから、本特約によって復活して担保される悪意のある行為や破壊行為に、戦争
やテロリズムに伴う加害行為は含まれない。
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５．貨物の拿捕
(１) 国際法上に認められる貨物拿捕（有事の場合）

• 武力紛争下での拿捕は、捕獲（capture）の一環。
• 捕獲は、海上武力紛争法（戦時国際法）上に認められる措置：交戦国が敵国や中立国の貨物（およ
び船舶）を拿捕し、その後に捕獲審検所（prize court）における手続きを経て当該貨物を没収する
までの行為全体を以て一つの単位とする。

• 今日の国際法の規整の下においては、国家による武力行使が原則として禁止されているが、実際に
武力紛争が生じた場合には、伝統的な戦時国際法上の交戦法規が適用される。（＝違法な戦争であった
としても、あるいは戦争と位置付けられない紛争であったとしても、武力が行使される場合には戦時国際法たる交戦法規（海
戦法規）に服することが求められる）

• 海戦法規に規律される捕獲の対象
㋐「敵国船舶」の積載貨物：
 敵国の貨物：原則として拿捕の対象
 中立国の貨物：次のいずれかに該当する場合に拿捕；「貨物が戦時禁制品である場合」「船舶が封鎖侵破
を行った場合」「船舶が敵国の護衛下で航行している場合」「臨検・捜索に積極的に抵抗する場合」 。

㋑「中立国船舶」の積載貨物：中立国・敵国いずれの貨物の場合であっても、戦時禁制品である場合にのみ
拿捕される。
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５．貨物の拿捕
(１) 国際法上に認められる貨物拿捕（有事の場合）（続き）

• 国際法や英国海上保険法が規定する貨物の「中立性」と「敵性」の意義は？
• 戦時国際法の解釈：「敵国船舶内に在る貨物が中立性を有するか敵性を有するかは、この貨物の所有者が中立
性を有するか敵性を有するかにより判断する」。

• 従って、たとえば交戦中の国が、相手国の原油タンカーを捕獲すべく拿捕に及んだとすれば、捕獲審検におい
て、原油の所有者が誰であるか判断し、それによって捕獲か解放かを決定する必要がある。

• しかし、国際売買に伴い運送される貨物は、売主と買主との間でその所有権が移転する。一般に、所有権の移
転時期は売買契約上に定めるか、またはB/Lの譲渡によって判断される。

• 戦時国際法上では「貨物の敵性は、敵対行為の開始後その輸送中において行われた（所有権の）移転にかかわ
らず、その仕向地に到着するまでは、なお継続する」と解釈。すなわち、敵国売主より中立国買主に向けて運
送される貨物であれば、運送中の所有権移転にかかわらず、仕向地到着まで一貫して敵性貨物と看做される 。

• 中立性・敵性の判断を追求すると、敵国・中立国の「国」と「所有者」の関係をどう考えるかという問題に。
例：原油の取引において、アメリカに本社を持つ会社がサウジアラビアの現地法人を使って中国向けに原油の輸出、所有者た
る売主をアメリカの会社と考えるべきか、サウジの会社と考えるべきか？更に、この取引に日本の会社のシンガポール支店が
介在し、サウジの会社から貨物をFOB条件で買い、中国の会社向けにサウジ仕出しのCIF条件で売るという取引があるとすれば、
日本やシンガポールが輸出国となる可能性もある。捕獲審検は、このような実際上の諸事情をもとに検討を行い、没収か解放
かを判断するところにあるともいえる。
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５．貨物の拿捕
(２) 国際法上に認められる貨物拿捕（平時の場合）

• 沿岸国の領海、接続水域等において、外国船舶が沿岸国の法令に違反した場合に、沿岸国の追跡権
の行使に伴って行われることがある。

• また、外国船舶には沿岸国の領海の無害通航権が認められるところ、当該船舶が有害な通航を
行った場合に必要な措置をとることが認められ、この「措置」の対象として拿捕も含まれるとされ
る。公海上であれば海賊行為等も拿捕の対象。

• このように国連海洋条約上には、領海や接続水域に加え、公海における平時拿捕の可能性が存在す
る。

• イランによる英タンカー拿捕の法的根拠：イラン政府は、英タンカーが漁船と衝突し、救難信号や
警告が発せられたのに停船しなかったこと、AISを停止していたことなど「国際的な運航規則への
違反」があったとして拿捕におよんだ。これらの説明に基づけば、領海内において秩序や安全を害
する行為として無害通航への違反が構成されたととらえることが可能か。（事実関係について主張
が対立しているので確定できないが）イランの主張に従えば、当該拿捕は、無害通航に違反する不
法行為に伴うもの、すなわち海洋法上に根拠を持つ平時拿捕と解釈する余地がある。
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５．貨物の拿捕
(３) 近年の国際法上の動向：海上阻止（maritime interception）

• 海洋法・戦時国際法のいずれによっても説明できない行為で、船舶が特定物資の輸送に従事してい
る場合に、行先の変更、あるいは拿捕及び積荷の没収に至る一連の措置である海上阻止（maritime 
interception / interdiction）の実行例がある。

• 海上阻止の対象となる貨物は、関係する決議、法令、規則などにより規制または禁止される貨物で
あり、原則として所有者の国籍などを問わない。こうした海上阻止活動は、国連安保理決議に根拠
を持つ禁輸物資の禁輸対象国への輸送を公海上にて阻止する行為として形成。（近年における例と
して、国連安保理決議によるものでは、湾岸戦争時のイラクに対する包括的禁輸、アル・カイダな
どのテロ対策に伴うテロ関連物資の輸送阻止、リビアのカダフィ政権による民主化運動弾圧に伴う
武器禁輸など）。

• ジブラルタル海峡周辺において、英国がイランから石油を積み出したパナマ船籍タンカーを拿捕し
た事件は、こうした海上阻止のコンテクストから眺めると理解できる。すなわち、当該拿捕行為は、
捕獲法上と海洋法上のいずれにも根拠を見出すことができないが、英政府はこれをEUによる対シ
リア制裁としての石油エンバーゴへの違反に伴い拿捕したものと主張。当該主張に従えば（その当
否は別として）、拿捕は海上阻止活動に立脚したものと解釈することは一応のところ可能であると
考えられる。
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５．貨物の拿捕
(４) 保険法上の拿捕

• 英国保険法上の判例法が規律する拿捕の意義： 保険の目的の所有者や管理者の承認の有無にかか
わらず、保険の目的の支配権を奪い取ることであり、占有が確立することで完了する。所有権を得
ることを目的とする場合もあるが、必ずしも所有権を得ることが目的でない場合もある。適法な場
合も違法な場合もあり得、従って拿捕者にその権利があるか否かを問わない。捕獲は、保険法上に
おいても海上武力紛争法に基づく国家の行為であるのが、拿捕は誰の行為であってもよく、たとえ
ばテロリストなどによる場合もある。捕獲は、審検によっては没収が確定し所有権が移転するのに
対し、拿捕は、占有ののちに返還される可能性がある。

• 従って、保険法上の拿捕は、国際法上の意義を含むものの、国際法上の拿捕とは一致しない。捕獲
法や海洋法上に根拠があるものや、慣習国際法上に認められる行為のみならず、不法な拿捕行為で
あったとしてもこれを対象としている。

• また、拿捕は捕獲と違って所有権移転に関する意思が明らかでないことがあり、加えて貨物が返還
される可能性がある場合も多いため、現実全損よりも、合理的な期間内に返還されないことによっ
て推定全損が認定されることが多い。

18



５．貨物の拿捕
(４) 保険法上の拿捕（続き）

• Institute War Clauses(Cargo)は、拿捕について1条2項で規定する。
1. This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the 
subject-matter insured caused by 
1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a 
belligerent power 
1.2 capture seizure arrest restraint or detainment, arising from risks covered under 1.1 above, and the consequences 
thereof or any attempt thereat 
（和訳）
第1条 この保険は、下記第3条および第4条の規定により除外された場合を除き、以下の事由によって生じる保険の目的物
の滅失または損傷をてん補する。
1.1 戦争、内乱、革命、謀反、反乱もしくはこれらから生じる国内闘争、または敵対勢力によってもしくは敵対勢力に対し
て行なわれる一切の敵対的行為
1.2 上記第１条１項で担保される危険から生じる捕獲、拿捕、拘束、抑止または抑留およびそれらの結果またはそれらの一
切の企図

• 保険者によっては平時拿捕も対象としている。
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５．貨物の拿捕
(４) 保険法上の拿捕（続き）

• 拿捕によって貨物を占有・支配したとしても一時的な占有に留まるのであれば、拿捕の事実のみをもっ
て損害が発生したと判断することは難しい（貨物が短期間で無傷のまま返還されれば、保険上における
実損は生じない）。

• 拿捕は盗難と違い、積荷が誰に持ち去られたか明確。拿捕の理由も明らかであることが多く、荷主が交
渉を行う余地がある場合もある。従って、盗難損害のように事実関係さえ認定できれば全損となるもの
とも異なる（英・イラン間の相互の拿捕行為においては、2か月内外で両者ともに拿捕物件を解放）。

• 一方で、拿捕が長期にわたり、返還の見込みが立たない場合等には、推定全損に到ることがある。
Institute Cargo Clausesは、推定全損を認める場合を規定しているが、Institute War Clausesには規定が
ない。その結果、拿捕による推定全損の解釈は、填補責任に係る準拠法である英国法に拠る（英国海上
保険法60条に規定）。

• 英国海上保険法60条2項は“(2)In particular, there is a constructive total loss (i) where the assured is 
deprived of the possession of his ship or goods by a peril insured against, and (a) it is unlikely that 
he can recover the ship or goods, as the case may be…..” と規定、「保険の目的の占有を奪われその回
収の見込みが無いときには推定全損が成立する」ことを定めている。このunlikely that he can recover 
the ship or goods”（回収の見込みが無い）という一節については、判例法がその解釈を規律しており、
「永久に回収する見込みがない」と解釈されるのではなく、「相当な期間内に回収する見込みがないこ
と」と解釈される。この観念はunlikelyhood of recoveryと称され、その後の多くの判例によって原則と
して確立している 。
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５．貨物の拿捕
(５) 保険法上の「拿捕」と「拘束、抑止または抑留」の異同

• Institute War Clauses (Cargo)は1条2項に”capture seizure arrest restraint or detainment, arising 
from risks covered under 1.1 above…”と規定し、下線部は「捕獲、拿捕、拘束（または強留）、
抑止または抑留」と訳される。拘束・抑止・抑留とは、いずれも日本語の通念上は、保険の目的に
ついてその所有権を獲得することよりも、その支配権を得ることや占有を得ることを目的とする行
為と一般に解され、また不法か適法かを問わない行為であることからも、拿捕の類似行為として解
釈されることがある。

• しかし、arrest restraint or detainmentの危険についても、数多くの判例法から成る英国保険法に
特有の意義があって、その意義は日本語の通念上の（あるいは日本の法律用語としての）拘束・抑
止・抑留とは異なる。

• 貨物に対して生じるこれらの危険には様々な類型があるが、一般的な特徴として、保険の目的に対
する実力行使は無く、運送の中断の帰結としての危険である場合や、あるいは運送人が官憲等に行
動を制御されることで生じる場合等がある。また、行為者による貨物に対する占有や支配の意思が
ない場合が多い
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５．貨物の拿捕
(６）拿捕に伴う請求権代位

• 戦時国際法上、拿捕が不法に行われた場合には、拿捕者（国）は利害関係人に損害賠償責任を負う。
不充分な理由での拿捕や、捕獲審検の遅延などに伴う拿捕実行者の損害賠償責任を認めている判例
がある。英国保険法上の拿捕は、国際法上の拿捕よりもその概念が広範であることから、国際法
上は不法な拿捕であっても保険法上の拿捕には妥当するという場合がある。こうした場合において、
保険者が保険給付を行うと、保険者は拿捕者たる国に対し、被保険者債権の移転によって請求権
を取得することが想定される。

• 平時拿捕も、国連海洋法条約は、追跡権の行使が正当とされない状況下で行なわれた拿捕について
拿捕者が損害賠償責任を負うこと、また海賊行為について充分な根拠なしに拿捕が行われた場合
についても、損害賠償責任を規定している。従って、海洋法上は不当な拿捕であっても、保険法
上の拿捕に妥当し保険給付が行われれば、同様に請求権代位が生じる可能性がある。
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５．貨物の拿捕
(６) 拿捕に伴う請求権代位（続き）

拿捕に伴う請求権代位
• 請求権代位に際しての損害賠償請求の根拠について： 請求権代位制度について日本では保険法上
に定めがあるが、拿捕に伴う請求権の適用法は日本法とは限らない。請求権代位は、保険契約の当
事者以外の第三者（代位により移転する権利の債務者）との間の法律関係が問題となるので、保険
契約の準拠法とは異なる配慮が必要となる可能性がある。現在の国際私法学説上は、「請求権代
位の成立やその保険契約当事者間の効力の問題」と、「債務者その他の第三者に対する効力の問
題」とを区別した上で、前者については保険契約の準拠法により、後者については対象債権準拠法
によるという見解が有力になっている。見解に従えば、債務者たる拿捕実行者に対する損害賠償
請求については、対象債権の準拠法が適用される。対象債権は、不法な拿捕に伴って国際法上に生
じる損害賠償請求権であるから、不法・適法の判断は、慣習国際法や国連海洋条約等を前提とする
が、債務者（拿捕実行国）と債権者（保険者）の属する国との間には、慣習国際法の解釈の相違、
これに伴う国内法の異同、また条約への批准の有無に伴う立場の相違などが存在する可能性が考え
られる。

• ところで、日本の判例上は、学説とは違い、請求権代位の債務者に対する効力についても、対象債
権準拠法ではなく、保険契約の準拠法によるとの見解を採っている。しかし、国際法上に根拠を
有する被保険者債権の代位によって弁済を求めるのであれば、それは、保険契約の当事者が合意し
た準拠法（たとえば日本法）とは当然に異なる準拠法となる。また理論的にも、保険契約と無関係
な第三国の負う債務について、保険契約の準拠法に基づいて弁済を求めることの有効性は定かでは
なく、当該第三国に日本と同様な保険代位制度があるとも限らない。
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６．最後に
• 「日本人が日本で契約する保険契約を英文かつ英法準拠とする必要性は本当にあるのか？」
• 外航貨物海上保険には独特の実務慣習：保険の目的が輸出入貨物であることから、保険の目的の譲
渡が行われ、保険の目的の譲渡に伴い被保険利益の係属も関係者間で移転することがある（外形的
には保険証券等の譲渡が行われる）。

• 現在、日本で引受けられている同保険の６～７割程度が、輸出および三国間輸出される貨物を対象
としており、これらの多くは、CIFなどの貿易条件のもと、外国企業が荷受人として保険契約の受
益権を得る。これらの荷受人たる外国企業は、外国資本の企業であることもあれば、日本企業の関
連企業である場合もあるが、いずれにも共通するのは、保険金請求に携わる実務者はほぼ一様に外
国人であるという点である。また、仕向地において保険金請求を受ける側である保険会社の現地法
人や代理店も同様にその殆どが外国人である。外国では、保険金請求の段で約款解釈等に弁護士が
関わることが多いが、これも当然ながら外国人である。

• 要するに、日本の保険会社が引き受ける保険であっても、その過半が外国企業を契約上の受益者と
し、外国人同士による保険金請求実務が行われる。従って、保険契約の円滑な国際的流通が要請さ
れる中において最適と考えられているのが、伝統的に国際間で認知されている英国の約款の使用と
英国法の適用である。

24



ご清聴ありがとうございました。

東京海上日動火災保険株式会社
海上業務部 貨物業務グループ

新谷哲之介
tetsunosuke.shinya@tmnf.jp
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