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通し運送 
Through Transport 

 

はじめに 
運送形態の中には複数の会社あるいは手段によ

って行われるものがあり、折りにふれて種々の

団体がこの特殊な運送タイプを類別しようと試

みてきましたが、今のところ普遍的かつ法的な

定義はなく、物品をある場所から他の場所へ

様々な段階により様々な輸送手段で運ぶ状況を

表すためには、通し運送、混合運送、複合運送、

相次還送などと言った用語が錯綜して用いられ

ています。「複合運送」と言う言葉は、1980 年

5 月 24 日付けの物品の複合運送国連条約第 1 条

1 で定義されているのと同様の意味で、少なく

とも 2 種類の異なった手段による運送、例えば

海上と陸上をつないだ運送を表すために用いら

れています。この記事では、不必要な混乱を避

けるため上記のような様々なタイプの運送をす

べて「through transport」の略称「TT」で表し、

「TT 証書」（通常船荷証券)を発行する契約上

の運送人を「TT オペレーター」の略称で表す

こととします。 

 
海上運送における責任の基本的原則は、運送人

は自身が行う運送部分における過失についての

み責任を負うという考えです。海上運送におい

てはこの原則はハーグ規則及びハーグ・ウィス

ビー規則に見られ、運送人には自身が行ったの

ではない運送の段階における貨物の損失、損傷、

遅延に対する責任を免除される権利があります。

運送貨物に対する運送人の責任期間は「テーク

ルからテークルまで」の原則が基本となります。

しかしハンブルグ規則が適用されますと立場は

異なります。契約上の運送人は、各段階の実際

の運送人とともに海上運送の全期間にわたって

責任を負うこととなります。貨物に対する責任

の期間は「港から港まで」が基本になるからで

す。 

 
通し運送に関しては、TT 証書を発行する運送

人（ここでは TT オペレーターと呼びます）は

荷送り人及び/または貨物利益者に対して全運送

中の責任を負います。すなわち TT オペレータ

ーは自分自身の行為や不行為のみならず、その

代理店、使用人、その他契約遂行の為に使用す

るサービスの提供者達、つまり実際に運送を行

う二次業者などの行為・不行為の責任をも引き

受けるという訳です。TT オペレーターの責任

は、物品を荷送り人から引き受けてから荷渡し

までの間の物品の損失や損傷に及びます。この

ように運送が幾つもの段階に分かれ、実際には

幾人もの運送人が関わっていても、運送の全期

間が同一の契約における航海とみなされるので

す。TT オペレーターは契約上の運送人で通常

は航海の一部分のみを行い、残りの部分は二次

業者が行います。 

 
商業上その他の理由で、運送人はしばしば全航

海に付いて船荷証券を発行することで、荷送人

が運送の各段階ごとに異なった運送人や異なっ

た証書に対処する煩わしさを避けようとします。

TT 船荷証券は普通次の二つのうちいずれかの

形で発行されます。 
(1)運送人が船荷証券を発行し、それに従って単

に代理店として通し運送を手配し、全運送に対

する責任はとらない、または 
(2)運送人が全航海に付いて契約上責任を負う。 

 
運送人が荷送り人の代理店としてのみ行動して

いるのであれば、船積み前あるいは引き継き輸

送中の責任は負いません。標準的な「Conline」
船荷証券はこのタイプの証券で、4 項は以下の

ように唱っています: 

 
「4 項 - 責任期間 
運送人及びその代理店は、船積み前及び荷揚げ

後は物品に対していかなる損失または損傷が起

こっても責任は負わない。」 

 
引継き運送中に貨物が損失したり損傷を受けれ

ば、貨物利益者はその事故が発生した部分の航

海を実際に担当していた運送人を訴えなければ
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なりません。司法や適用法によっては、実際の

運送人は TT オペレーターとの契約条項によっ

て応訴したり、通し船荷証券の条項に頼ったり

します。しかし、実際には、ほとんどの司法で

は通し船荷証券による責任の制限は認められて

おらず、契約上の運送人として TT オペレータ

ーに対しての訴訟を許しています。特に契約上

の運送人が物品を外見上良好な状態で引き受け、

損失や損傷がどこで発生したか不明な場合は、

契約上の運送人がその責任を自分自身で行った

運送段階にのみ限定することは難しいでしよう。 

 
対称的に、他の TT 証書 - これらはある意味で

純粋な証書なのですが - は、契約上の運送人は

貨物利益者に対して、物品を引き受けてから

終の引き渡しまで、船積み前の運送も、契約上

の運送人自身の船から引継の運送も含めて、運

送の全行程において責任があるとしています。 

 
一つの例は「FlATA」船荷証券で、第 2 項は次

のように唱っています。 

 
「第 2 項 - 複合船荷証券の発行 
2-1 当複合船荷証券の発行により、貨物運送

人は、(a)物品を引き取った場所から当船

荷証券記載の引き渡し場所と定められた

場所までの全運送を遂行すること、およ

び/または自分自身の名の下にその遂行を

媒介することを約束する。」 

 
運送人が単に荷送り人の代理店として行動する

と主張する状況と同様に、貨物の損傷に対する

責任は賠償請求が出された現地の司法による場

合もあります。 

 
要約すれば、個々の TT 証券の条項を常によく

読み、運送人が全運送行程の責任を引き受けて

いるか否か、そしていかなる条件でか、を確か

めることが大切です。統一用語がないために特

定の TT 証券の名前に依存するだけでは必ずし

も十分ではありません。証券の用語が必ずしも

題名と符合しているとは限らないからです。 

 

TT 証券下の責任 
国際条約 
運送方法によって、個々の運送行程に対して

種々の国際条約が強制的にあるいは合意により

適用されます。海上運送に付いては、ハーグ規

則またはハーグ・ウィスビー規則が通常適用さ

れますが、希にハンブルグ規則が適用されるこ

とがあります。その他の適用され得る条約とし

ては、路上運送用の CMR 条約（ジュネーブに

おいて 1956 年 5 月 19 日調印、1978 年 7 月 5 日

改訂）や、鉄道輸送用の CIM 条約（現行版はベ

ルンにおいて 1980 年 5 月 9 日調印）がありま

す。これら二つの条約は主としてヨーロッパで

適用されており、その条項についてはガードニ

ュース 100 号（1984 年）に概要を載せています。

ワルソー条約（1955 年ハーグにおいて改訂）は、

国際空輸に関する規則のいくつかを統一してい

ます。 

 
ジュネーブ 1980 年 5 月 24 日付け国連国際物品

複合運送条約 - 通常複合条約と言われます - 
は、ガードニュース 135 号（1994 年）で説明い

たしました。しかしこの条約はいまだ発効して

おらず、近い将来発効することもなさそうです。

複合条約はハンブルグ規則を基にしており、

P&I 填補に抵触する可能性もありますので、こ

の条約あるいはその一部を船荷証券に組み入れ

るときは注意が必要です。 

 
国法 
国法は当然それぞれ差異があり、賠償請求が発

生した地の司法によっては十分研究されなけれ

ばなりません。 

 
米国に関しては、米国海上物品運送法が改正中

であることをご承知おき下さい。予想される変

更の一つは複合運送規則の統一に向けての動き

です。 

 
契約条項 
以上説明しましたように、TT 証券の条項には

かなり差異がありますので、運送人がいかなる

責任を負うのかを査定するには個々の条約を詳
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しく読むことが大切です。「Combidoc」といっ

たような標準証書は、国際海運集会所の草案に

よる複合運送証書の ICC 統一規則 1975 年(298)
と呼ばれる特別の複合運送規則を含んでいます。

これらの規則は今では複合条約を基にした

Unctad/I.C.C.Rules（国連貿易開発会議/ICC 規則

481）に取って代わられました。従って、上記

の国際条約に関連する部分に書かれた填補に関

するコメントにご注意ください。ICC 規則は法

律としての効力はなく、TT 証書に組み入れら

れて初めて適用されるのであり、適用範囲も強

制的に適用される国際条約または国法に取って

代わられない限り有効なものです。 

 
これに関連して、近々発行される新しい

BIMCO 証書「Multidoc 95」が特に注目に値しま

す。これは Unctad/I.C.C.規則を基にしており、

「Combidoc」に代わるものです。「Multidoc 
95」がハーグ規則またはハーグ・ウィスビー規

則を上回る責任を認める場合は、組合員の皆様

は組合規則 34(1)(b)(ii)をお忘れにならないよう

お願いいたします。ここでは、貨物が組合員に

とってハーグ規則またはハーグ・ウィスビー規

則によるのと有利さの点で同等な条件で運送さ

れた場合（ハンブルク規則が強制的に、あるい

は法律により、適用される場合を除いて）発生

しなかったであろう責任については P&I 填補は

除外されています。「Multidoc 95」とともに、

BIMCO は現在ハーグ・ウィスビー規則を基礎

にした「Combiconbill」の改訂版を出す準備を

しています。これは「Multidoc 95」の営利的代

替え案と言えそうです。 

 
条約も現地の法律も特定の運送行程に強制的に

適用されない時、あるいは損傷がどの段階で発

生したか不明な場合、TT 証書は通常責任と賠

償について明瞭な条項を含んでいます。損傷が

どこで発生したか明確な場合、責任は普通ネッ

トワークあるいはスイッチバックの原則で査定

されます。スイッチバックというのは、責任が

二次契約の条項に基づくことであり、一方ネッ

トワークは、もし請求人が実際の運送人と直接

契約を締結していたと仮定した場合の運送人の

責任が基になります。損傷がどこで発生したか

不明な場合は、ネットワーク、スイッチバック

船荷証券とも特別限定額を定めています。その

ほかは、損害は通常海上還送に適用される責任

と限度を基に処理されます。 

 
損害がどこで発生しても、また発生場所が不明

な場合も、請求人は大抵 TT 証券の下に TT オペ

レーターを起訴することを選択します。しかし

状況によっては、例えば TT オペレーターが破

産した場合や何らかの理由で TT 船荷証券が無

効である場合、請求人にとって実際の運送人を

起訴するほうが有利なこともあるでしょう。そ

こで TT 船荷証券の中には、このような契約の

抜け道を封じるためにヒマラヤ条項を挿入した

り、いわゆる Circular Indemnity Clause（環状賠

償条項）を挿入したりしているものもあります。

Circular Indemnity Clause には、次のようなもの

があります:「荷主は、運送人の使用人、代理店

または二次業者に対し、またはかかる人の所有

になる船舶に対し、物品に関して課せられるま

たは課せることを試みるいかなる賠償責任の請

求も申し立ても一切しないものとする。また荷

主は万一かかる賠償請求あるいは申し立てがな

された場合も、その結果のすべてを運送人に補

償するものとする。」 

 
請求人が実際の運送人の起訴を求める場合の法

的な問題は、請求人と実際の運送人との間に直

接接触がないことです。個々の運送行程は通常

TT オペレーターが二次業者に手配し、この場

合に発行される証書は実際の運送人と TT オペ

レーターの間の契約だからです。 

 
スカンジナビアの制定法及び米国のいくつかの

判決では、実際の運送人が元来の TT 船荷証券

の下に貨物利益者に対して責任ありとされるこ

とがあります。これは、実際の運送人が自身の

船荷証券下（あるいは自分が契約上の運送人に

対して発行した証書の下）では全く責任がなく

ても（あるいは責任がより軽度のものであって

も）責任があると言うことです。 
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英国法では、 近の MV “K.H.Enterprise 号”に

関する判決が同じ問題を扱っており、ガードニ

ュース本号の 15 ぺ一ジに紹介してあります。 

 
回収 
契約上の運送人の責任は TT 証書の条項に基づ

くものであり、貨物利益者が損失を申し立てて

請求を起こした場合、運送人は応訴あるいは解

決に当たって前線に立つとは言え、 終的な危

険負担は運送人が実際の二次業者からの、その

過失または怠慢があった場合の回収の可能性に

かかっています。回収はしばしば実質的な困難

さ故に成功しません。二次業者が支払不能であ

ったり、連送のどの段階で損傷が発生したかの

証明が困難であったりというのが典型的な例で

す。加えて、二次業者が海上運送人よりも大幅

に責任を限定出来る場合があるかもしれません。 

 
従って、二次業者との契約は TT 証書と表裏一

体の条件であること、さらには回収に関しては

TT オペレーターにとってより有利な条件であ

ることを確認しておくのが賢明でしょう。例え

ば、現地の法律が許す限り提訴期限を TT 証書

か二次契約のいずれかで違えて、TT オペレー

ターが回収するのに十分な時間を確保すること

を考えるなどです。典型的には、TT 証書で 1
年未満すなわち 9 か月とか 11 か月の提訴期限

を合意しておくと、法律や条約と矛盾しない限

り、運送人が実際の運送人に対して期限内に回

収の手続きを起こすのに有利です。 

 
支払不能な二次業者からの防衛確保は確かに容

易なことではありません。まずは慎重に二次業

者を選ぶことから始めるのがよいでしょう。そ

の上で TT オペレーターとしては二次業者が十

分な責任保険をかけていることを確認すべきで

しよう。 

 
P&I 填補の範囲 
規約 34(1)(b)で通し運送または積み替え運送船

荷証券、その他部分的に本船によって行われる

運送契約フォーム下の組合員の賠償責任につい

ては、填補の用意があることを唱っており、一

方、規約 57(c)は貨物が他の運送人の管理下にあ

る期間の填補を、組合が承認した契約または慣

習的なはしけ運送に関連した責任に限定してい

ます。この限定理由は、組合員が生ぜしめた責

任、損失、費用及び支出は、保険加入している

船舶の運航に直接関連して発生したものでなけ

ればならないという P&I 填補の基本原則のため

です。 

 
現行の規約 57(c)は次のようになっています。 

 
「組合は P&I 加入による次の責任を填補しな

い： 
(c)連続運送中の貨物が他の運送業者の管理下に

ある間。但し運送が組合の承認する契約形式で

部分的に本船による運送を提供するものである

場合、あるいは責任が、慣習的にはしけ運送が

行われる港内での、契約下のはしけ運送に関す

る場合はこの限りではない。」 

 
1996 年 2 月 20 日から規約 57(c)の文言は多少修

正され、以下のようになります: 

 
「(c) 貨物の運送に関し、部分的に本船によっ

て行われ部分的に本船以外の運送手段による運

送を提供する契約から発生する責任、費用及び

支出。但し、組合が承認する契約形式の下に行

われる運送はこの限りではない。」 

 
上記の修正は、当組合の規約を国際グループの

プール協定の条項と調和させるべく、理事会が

採択したものです。現行の形式とは大して変わ

りませんが、契約下及び慣習的はしけ運送への

言及が消され、組合が承認した場合にのみ填補

されることになります。 

 
それぞれの TT 契約にはかなりの差異があり、

個々の交易状況に依るところが多いので、承認

の為の一般的ガイドラインを示すのは困難です。

概して、契約を律する法律が許せば、貨物が組

合員の管理、保管、支配下にない間は組合員に

責任がかかるのを除外する通し運送証書であれ

ば承認は得られます。他の証書では、承認は
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諸々の要素に依存し -保険が全てそうであるよ

うに- 危険度の審査とその調整に伐ることでし

ょう。 

 
特に、個々の運送行程について有効な権利と応

訴の全てが TT 証書の申に保持されていること

が P&I 填補を得る条件です。その他の海上輸送

については、この原則は規約 34(1)(b)(ii)に確定

されています。これによると填補には、貨物が

組合員にとってハーグ規則またはハーグ・ウィ

スビー規則に示される条件と同等の条件で運送

され、あるいはされ得た場合には組合員に生じ

なかったとみなされる責任、費用及び出費を含

みません。（運送契約がハンブルグ規則の法律

の運用を組み込んだが為に組合員にとって有利

でなくなった場合を除く。） 

 
海上以外の運送については、承認は、運送がそ

の各行程に適用される適切な国法または標準的

な鉄道、道路あるいは航空条約に従って行われ

るか否かにかかっています。ほかには内陸の運

送については、ICC 規則あるいは上記同様の条

件で行われるのであれば承認は得られるでしょ

う。 

 
上記に加え、承認の条件となるのは、契約上の

運送人としての組合員が実際の運送人または他

の第三者、例えば運送に参加したターミナルな

どに対して保険金回収の権利を保持しているこ

とです。少なくとも二次契約は TT 証券の条件

と表裏一体であるよう確保することが賢明でし

ょう。賠償請求が発生した後で、保険金回収が

（二次契約の実際の運送人の支払不能など）何

らかの現実的理由で強制できない場合でも填補

は用意されています。 

 
このほか組合が TT 証書の承認を求められる場

合に考慮する点は、(a)どの国で陸上運送が行わ 

れるのかといった地理的条件と、(b)必定の保管

条件、すなわち異なる運送行程の途中で貨物を

保管する予定があるのか、もしあるとすればい

かなる条件でか、そしてその期間はどれくらい

かといった問題を含むことがあります。組合は

また、船荷証券に自由条項が含まれているか、

その条項は積み替え運送その他の取り決めの考

慮を許す余地があるものかといった点を調べま

す。自由条項がない場合、または範囲が十分広

範なものでない場合は、運送人は不法な難路の

故にハーグ規則やハーグ・ウィスビー規則の応

訴に頼る権利を失いかねません。従って追加の

難路担保が必要になってきます。 

 
交易の地域を検討することも重要です。組合は、

例えばメキシコやコロンビアでの内陸運送中の

ハイジャックや盗難を経験したことがあるから

です。以来、組合員が特別な予防策を講じる必

要がでてきました。因みにロシアはハイジャッ

クの危険地域です。 

 
承認がおりれば、P&I 填補にはほかの運送人の

管理下で発生した貨物の損傷や損失の責任が含

まれます。しかし、填補はその他の責任にまで

は及ばず、例えばコンテナそのものの損傷やコ

ンテナによる損傷は含みません。P&I の填補範

囲についてはガードニュース 108 号（1988 年）

で論評しています。コンテナそのものやコンテ

ナによる第三者への責任を扱う TT クラブのよ

うな保険業者による追加担保を考慮することも

必要でしょう。 

 
審査の結果、組合が特定の TT 証書を通常の

P&I 加入では承認できない場合は、当組合の保

険部で特別な保険市場で担保の手配をお手伝い

することができますが、代理店資格での行動に

限られます。 


