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英国法 – 錆に関する RETLA 条項 
English law – The RETLA rust clause 

 
英国の裁判所は、運送人の船荷証券の留保条項の効力を制限しました。 
 

 
 
はじめに 
RETLA1の条項に関する事案はめったになく、

最後にGard Newsで取り上げたのは 1995 年の

ことです 2。このほどのSAGA EXPLORER号事

件 3で、英国高等法院は、その条項の効力につ

いて判断することを求められました。その中

で、高等法院はRETLAに関連する多数の法律

文献に言及しました。RETLA条項の裏にある

意図と、この判決以前に理解されていた効力

の説明として、その 1 つをここで引用するこ

とは有用であると思われます。それは、「船

荷証券に『良好な状態（good order and 
condition）』の定義を盛り込むという実務が広

がっており、これによって、上記の表明が、

その貨物に、同種貨物に共通して影響を及ぼ

すような種類の瑕疵（例えば錆（金属製品の

場合）や湿気（木材の場合）など）がないこ

とを示すものではない、ということが明確に

なる。このような条項が有効とはならない理

由はないように思われる上に、ヘーグ・ウィ

                                                             
1 この条項は、米国の裁判事案である Tokio Marine & Fire 
Insurance Company Ltd 対 Retla Steamship Company 事

件 [1970] 2 Lloyd’s Rep 91 (US 9th Circuit CA)の対象であ

った錆条項からその名を取ったものです。 
2 Gard News 137 号「Wood clauses ―The RETLA rust 
clause revisited（木材条項―RETLA 錆条項の再検討）（英文

のみ）」 
3 Breffka & Hehnke GmbH & Co KG and Others 対 Navire 
Shipping Co Ltd and Others 事件 [ 2012 ] EWHC 3124 
(Comm). 

ズビー・ルールを害するものとは思われな

い」4というものです。 
 
鋼材取引や木材取引等で使用される船荷証券

にはRETLA条項がしばしば盛り込まれます。

当該条項は、無故障船荷証券の証拠価値を制

限するために契約運送人によってしばしば援

用されます。多量の未加工鋼材の場合、ある

程度の錆がついた状態で船積みされることが

通常であっても、荷主側は、信用状として無

故障船荷証券を必ず要求してきます。実際、

船荷証券の信用状としての容認可能性を定め

たICC荷為替信用状に関する統一規則および慣

例（UCP 600）では、「無故障運送書類」を

「物品または梱包に瑕疵のある状態を明示し

ている条項または注記のついていないもの、

つまり無故障船荷証券」であると定義してい

ます 5。したがって、RETLA条項は、荷主の

この断固とした姿勢に応えるためのものであ

るとともに、船積み前の特質であることが証

明できるような貨物への損害請求から、契約

運送人を保護する便利な方法であると認識さ

れていました。上記の法律文から分かるよう

に、これによる保護は有効であると考えられ

ていたこともあり、おそらく、今日でも、あ

る方面ではそのように考えられていると思わ

れます。しかし、SAGA EXPLORER号事件の

判決は、それを全面的に変えてしまうものと

なりそうです。 
 
  

                                                             
4 『Scrutton on Charterparties: 21st edition』63 章。ここでは、

脚注 1 に記載の東京海上事件に言及しています。裁判所が

指摘したように、この文は、22 版で見直されました。 
5  UCP 600 第 27 条を参照してください。また、UCP 600 に

関する他の解説として、Gard News 187 号の掲載記事「UCP 
600 ―How the new rules on documentary credits may 
affect contracts of carriage（UCP 600―荷為替信用状に関

する新しい規則は海上運送契約にどのような影響を与えるか）

（英文のみ）」を参照。 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51818&p_subdoc_id=51831
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51818&p_subdoc_id=51831
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52713&p_subdoc_id=52734
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52713&p_subdoc_id=52734
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52713&p_subdoc_id=52734
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事案の事実 
この事案は、貨物関係者が無故障船荷証券を

信頼したことから生じた損失について、損害

を受けた（錆びた）貨物を引き渡した船舶関

係者に対して請求を行ったものです。該当の

貨物は、韓国から北米に向けて委託された鋼

管で、船荷証券の RETLA条項に以下のように

記載されていました。 
 
「RETLA 条項: 荷主が説明した対象物品が鉄、

鋼材、金属または木材製品である場合、前項

の「外観上良好な状態」とは、鉄、鋼材また

は金属製品にあっては、対象製品が目視可能

な錆または湿気がない状態で、また、木材製

品にあっては、たわみ、破断、チッピング、

湿気、裂け目または割れ目、汚損、腐食また

は変色がない状態で受け取られたことを意味

するものではない。また、運送人は、荷主が

提供した個数の正確性または結束もしくは固

縛の適切性を保証しない。荷主の要請があっ

た場合、この定義を削除し、メーツレシート

または検数人の受領書に記載されることのあ

るリマークを記載した代わりの船荷証券が発

行される」 
 
鋼材取引ではよくあるように、船舶関係者は

船積み前検査を手配し、その検査結果により、

貨物の船積み前の状態は様々な方法で表され、

とりわけ、「一部に錆が付着している」、

「船積み前に雨で濡れ、一部に錆が付着し、

表面にわずかに傷がある」、「船積み前に雨

で濡れ、一部に錆が付着し、表面が白く酸化

している」と記載されていました。損害／例

外の一覧はサーベイレポートに記録され、メ

ーツレシート（これにも RELTA条項と同様の

文言が盛り込まれている。）には、「貨物の

状態はサーベイレポートのとおり」と記載さ

れていました。船荷証券にはそのような留保

は含まれておらず、したがって、本質的に無

故障で発行されました。 
 

船舶代理店の証人は、補償状（LOI）と引き換

えに無故障の船荷証券を発行するよう荷主が

求めたと説明しました。RETLA条項の文言と

サーベイレポートに記載された損害／例外と

を比較した上で、代理店は、B/Lにリマークを

付す必要はないと判断し、荷主の要求に同意

し、大事を取って LOI を取得しました。興味

深いことに、裁判所は、代理店の理由を認め

ず、むしろ代理店は LOI と引き換えに無故障

船荷証券を発行するよう荷主に説き伏せられ

たのであろうと考えたのです。 
 
次に、裁判所は、船積み港における貨物の性

質を検討し、「特別に製造され、または特別

に加工されない限り、鋼材貨物の表面には目

視可能だが表面的な錆がある程度発生する可

能性がある。一方では、これは大したことで

はないと言えよう。酸化は、大気にさらされ

ることにより生じる通常の結果であり、その

ような目視可能な錆について、船荷証券にリ

マークを挿入すべきこととなると、国際貿易

に広く障害が生じるおそれがある。この正反

対にあるのが、錆が深く、除去するのが困難

であり、除去すると表面に凹凸ができるおそ

れがある場合の貨物である。本件では、専門

家の証言によって、これら両極端の間にある

表面の酸化を説明することは特に困難である

ことが明らかになった」と述べています。 
 
この証言は、P&Iクラブが推奨する一定の記述

（鋼材貨物の錆の程度を表すのに使用し得る

27 の条項を記載した 1964 年の国際P&Iクラブ

のサーキュラー6を含む。）の解釈についてす

ら、専門家の間にも見解の相違が見られるこ

とを明らかにするものでした。船積み港より

先では、航海中には貨物の重大な劣化はなか

ったというのが共通の論拠でした。裁判所は、

荷揚げに立ち会った多数のサーベヤーの誰一

人として、損害が「一般的」または「予想さ

                                                             
6 裁判所は、これは国際標準として受け入れられていないと指

摘しました。Gard News 153 号の掲載記事「Steel pre-
shipment surveys（鋼材の船積み前検査）（英文のみ）」を参

照。 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51566&p_subdoc_id=51581
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51566&p_subdoc_id=51581
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れるもの」であると判断しなかったことを指

摘しました。船舶関係者のサーベヤーですら、

「酷く錆びた状態」および「様々な程度の錆」

（「荷揚げ前には酷く錆びた状態で積載され

ていた」を含む）に触れていました。 
 
争点 
判断すべき最初の争点のうちの 1つは、B/Lに
おいて運送人が行った表明の性質でした。既

存の判例 7と米国海上物品運送法 8を参照して、

裁判所は、船長が船荷証券に物品を記載する

際に何を実施する義務を負っているかを示し

ました。荷主の要求を受けて、船長は、特に、

物品の外見上の状態を示した船荷証券を発行

する義務を負っています。船長は、その前に、

貨物に関する誠実かつ合理的な非専門家とし

ての見解をまとめなければなりません。多く

の船荷証券の書式と同様に、本事案の船荷証

券には、貨物は外観上良好な状態で輸送され

るとの文言が表面に印字されていました。

RETLA条項がなければ、合理的な能力を有し

た観察力の鋭い船長の合理的な判断が反映さ

れたものとして援用可能な事実の表明に当た

ると言えるでしょう。次に問題になったのは、

RETLA条項の効力でした。 
 
RELTA条項にその名を与えることになった

1970 年の事案（東京海上事件）9では、米国の

裁判所は、問題の条項は、船積みの際に受け

取った時点で、鋼材貨物には錆または湿気が

なかったことに関して船主による肯定的な表

明が存在しないことを意味すると判断しまし

た。言い換えると、程度のいかんを問わず、

表面のあらゆる錆が外観上良好な状態という

                                                             
7 とりわけ DAVID AGMASHENEBELI 号事件―Gard news 
168 号の掲載記事「Clausing bills of lading correctly 
―Standard of reasonable care affirmed（船荷証券に正確に

記載すること―確認された相当の注意の基準）（英文のみ）」を

参照。 
8 これは、船荷証券に契約により適用され、ヘーグ・ルールと

ヘーグ・ウィズビー・ルール第 3 条ルール 3 の文言とほとんど

同じです。 
9 脚注 1 を参照。 

表明から除外されました 10。本事案の本船関

係者は、予想どおり、東京海上事件の判決を

英国の裁判所も踏襲すべきであると主張しま

した。これに対し、貨物関係者は、その判決

は制限的に解釈すべきであると反論するとと

もに、RETLA条項は、通常の貨物に見られる

可能性があり、かつ、貨物の全体的な品質を

損なったり商品性に影響を及ぼしたりしない

であろう（表面の）錆のみを除外するもので

あると主張しました。裁判所は、その考え方

には多くの問題があるとし、特に、なぜ船長

による表明に商品性が関係するのかを問題視

しました。 
 
裁判所の判断 
裁判所は、東京海上事件に基づいて、RETLA
条項はその程度を問わずあらゆる錆に適用さ

れるという船舶関係者の主張を却下しました。

裁判所の見解は、そのような解釈では、良好

な状態についての表明にいかなる効力も認め

られないことになり、故障付船荷証券を求め

る選択肢を荷主に与えるRETLA条項に過度に

重きを置くことになるというものです。裁判

所は、東京海上事件でその条項に重きが置か

れたことに批判的で、米国海上物品運送法で

は、運送人に対し、荷主の要求にかかわらず、

物品の外観上の状態を記載した船荷証券を発

行するよう義務付けていると指摘しました。

その記載には何ら留保は付いておらず、米国

海上物品運送法（およびヘーグ・ルール／ヘ

ーグ・ウィズビー・ルール）によれば、その

ような留保は無効となります 11。また、この

事案で証明されたように、特に、無故障船荷

証券であれば荷主は信用状に基づいて支払い

を受けることが可能であることから、荷主が

故障付船荷証券を求めることはまずありませ

ん。裁判所は、かなり強い言葉で、「運送人

に外観上の状態に関する記述に対する責任を

                                                             
10 東京海上事件のメーツレシートには、「酷く錆びている」、

「白く錆びている」、「錆びている」、「酷い片状の錆」、「船積み

前に濡れていた」と記載されていました。 
11 ヘーグ／ヘーグ・ウィズビー・ルール第 3 条ルール 8 を参

照。 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52656&p_subdoc_id=52671
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=52656&p_subdoc_id=52671
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免れさせることは、第三者が信頼することが

できる商業文書として船荷証券を保護すると

いうヘーグ・ルールの目的を損なうものであ

る。実際に、ヘーグ・ルールが是正しようと

したことの 1 つに、物品に関する記述につい

て、運送人の責任を免除することになる『留

保条項』を運送人が濫用することであった」

と述べました。この言葉から、少なくとも英

国法上、RETLA条項は「完全に終わった」と

読者は思われるかもしれません。しかし、裁

判所は、RETLA条項はある程度有効であると

考え、次のように述べています。 
 
「RETLA条項は、船積み時の鋼材貨物の外観

についての表明により、どのような理解がな

されていたのかを合法的に明確にするものと

解釈することが可能であり、そのように解釈

すべきである。RETLA条項は、貨物の良好な

状態についての表明を否定するものと解釈す

るべきではなく、どのような鋼材貨物にも見

られると予想し得るような種類の錆と湿気、

つまり大気の状態によって発生する表面酸化

が見られたとの留保条件と解釈するべきであ

る。したがって、良好な状態に関する表明か

ら、「目視可能な錆または湿気」を除外する

ことは、避けることが不可能ではないとして

も、それが困難な貨物の表面的な外観に向け

られるものである。これは、米国海上物品運

送法第 5.4条(2)(m)またはヘーグ・ウィズビ

ー・ルール第 4 条(2)(m)に基づく、船積みされ

た物品の固有の特性に起因する劣化が他にな

いかどうかに関する判断の基礎をなすものと

考えられる」 
 
RETLA条項の効力に関する判断に続いて、裁

判所は、普通の状態で船積みされた貨物、つ

まり、本来であれば RETLA条項に該当する貨

物ではなかったと認めました。裁判所は、貨

物は（少なくとも）「錆が点在」または「部

分的に錆が多量あり」と説明されるべきであ

ったとの貨物関係者側の専門家の意見に同意

しました。本項の範囲外である訴えを提起す

る権利に関する争点を取り上げたのち、裁判

所は、船荷証券の所持人は、自らに不利にな

る船荷証券に記載された表明を援用したと認

め、総額 50 万米ドル近い賠償金を貨物関係者

に支払うよう命じる判決を下しました。 
 
まとめ 
この事案で、裁判所は、多数の有用な法律文

献と判例に言及しています。本稿の冒頭部分

で法律文献の一例を引用したのに続き、この

まとめの部分でもその一部を引用します。 
「誠実な商取引では、船荷証券のような重要

な書類を流通させる人々は、自ら知る限りそ

の船荷証券が真実を表明している場合に限っ

てそれを流通させることが求められる」12 
 
SAGA EXPLORER事件判決において、裁判所

は、「無故障船荷証券を発行し署名するとい

う決断には、船主が虚偽の表明をしたことが

関係していた。その表明は、事実ではないこ

とを知りながら信用させることが意図された

ものであった。その結果としてもたらされた

のは、『貨物の外観に関する誠実かつ合理的

な非専門家の見解』ではなく、荷主の要請に

応じて代理店が船主を代理して行い、船荷証

券の内容を信用する人々の不利益になるよう

な、人を欺瞞するたくらみであった」とも指

摘しました。 
 
驚くべきことに、同裁判所は、LOIについては

それ以上意見を述べませんでした。裁判所は、

そのようなLOI、つまり、不正確であると知り

ながら情報を船荷証券に記載することは詐欺

を助長するものであるとの見解を取っていま

す。そういったLOIには、法的拘束力はなく、

したがって、荷主が自己の約束を破った場合

でも何ら保護は与えられません。Gardの約款

では、貨物、その数量または状態に関する不

正確な記載が含まれていると船長またはメン

                                                             
12 Standard Chartered Bank 対 Pakistan National 
Shipping Corporation and others 事件 （第 1 事件および第

2 事件）、Clarke 判事  [1995] 2 Lloyd’s Rep. 364 at 374 
and Cresswell J [1998] 1 Lloyd’s Rep. 684 at 704. 
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バーが知りながら発行した船荷証券から生じ

るクレームに対するてん補を除外しているた

め、P&I保険のカバーはありません 13。 
 
RETLA条項の効力については、英国の裁判所

は、東京海上事件の判決が常に踏襲されてい

るわけではないと指摘しました。今回英国法

に基づいて与えられた同条項の限定的な効力

は、どこであっても説得力を有するものかも

しれません。実務上、RETLA条項は、避ける

ことが不可能ではないとしても、それが困難

な貨物に見られる表面的な瑕疵と考えられる

ものについてのみ関係するものです。船長が

特定の貨物に関する専門家ではなく、専門家

であると期待されないことを考慮に入れると、

実際に何が「表面的な瑕疵」であるかを評価

することは簡単なことではないかもしれませ

ん。鋼材の錆に関する限り、裁判所は、これ

は大気の状態によって発生する表面酸化にの

み及ぶとしました 14。裁判所が引き合いに出

したあるP&Iクラブが述べたように、「船積み

前の損害から生じるクレームを防ぐ唯一の無

難な手段は、船積み時の物品の外観の状態を

反映させるよう船荷証券を故障付きにするこ

とである」と言えます。荷主はそれを好まな

いであろうし、SAGA EXPLORER号事件では、

リマークを挿入することに対してより慎重な

アプローチを取るよう奨励していることから、

より多くの争いが発生する可能性もあります。

結局、船主は、リマークを挿入することに厳

しい態度を取るか、より商業的なアプローチ

を取るかを決める必要があることになります。

後者を選択すれば、その価値がどうであって

も、LOIが唯一の保険となると思われます。 
 

                                                             
13 Gard の「Gard Guidance to the Statutes and Rules」約款

第 34.1 条但書 X を参照。 
14 Gard News 180 号の掲載記事「When can a master 
refuse to load damaged cargo?（船長が損傷貨物の荷積み

を拒否できる場合は？）（英文のみ）」を参照。 

http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/forside?p_document_id=6687
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51684&p_subdoc_id=51688
http://www.gard.no/ikbViewer/page/iknowbook/section?p_document_id=51684&p_subdoc_id=51688

