
はじめに

国際的な商取引は、物品売買・運送・代金支払という代表的な分野を持つが、
これらは互いに密接に関連し、同時期に進行する一体の取引である。本書は、こ
れらを規整するインコタームズ2010やウィーン売買条約といった新しい規範を
組み入れる一方で、契約交渉→契約履行→トラブル発生というように時系列
を追って、各分野のつながりを横断的に解説する。たとえば、代金の不払がある
と、運送人は物品を買主・荷受人に引き渡してよいかという問題に直面する。こ
のように、ある分野で発生する問題が他の分野に波及するという現実を踏まえる
と、問題の原因を有機的・包括的に分析することが、トラブルの回避や解消に重
要と考えられる。このため、従来の国際取引法の解説書のように、分野ごとに縦
割りにして論ずるのを避けた。
他国民との交渉・取引である国際取引は、法的にも心理的にも特異な様相を呈

する。とりわけ、契約の成立や義務の履行に対する基本的な考え方が異なり、ト
ラブルに発展することが多い。たとえば、世界には口頭による契約を認める法制
と認めない法制があるので、契約が成立したかどうかで争いとなる。また、経済
効率のために契約違反を許容する法制度もあるので、その法制の下では契約を破
ろうとする心理も大きく頭をもたげる。こうした取引に際しては、企業において
取引の第一線で活躍するスタッフが、その特異性について基本的な知識を持ち、
「予防法務」を行ってトラブルを回避してゆくことが肝要である。その方が遙か
にコストが安く、決定的な損害を回避できるからである。
国際取引の段取りを時系列で見ると、契約交渉（第1章）と契約締結（第2

章）に始まり、契約履行（第3章）、トラブル発生と衝突回避（第4章）、説得と
自律調整（第5章）、紛争解決（第6章）へと続く。本書は、こうしたステージ
ごとに、主要分野（物品売買、物品の運送、代金の決済、知的財産戦略、開発投
資）で当事者が行う交渉を軸に実務と問題点を解説し、トラブルの原因を分析す
る。上で述べた国際取引の特性を考慮すると、契約相手の選別はいうに及ばず、
契約起草時に適用法規を適正に選択することや契約違反に対応した条項を熟慮す
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ること、トラブルが発生したときには法的知識を駆使して相手方を説得し、契約
どおりの履行を促すことが必須である。全般にわたって法と交渉の要素が入り込
むことになるが、その際も、実際に取引を行うセクションが直接、迅速に対応す
ることが求められる。
トラブルに際して、交渉による解決を迅速に行うためには、実際に争われた

先例を基に説得するのが一番であろう。本書は、各分野で争われた代表的事例の
概要と解決結果を数多くまとめている。交渉の際の実務書としても参照していた
だければ幸いである。また、トラブルを回避したり、損害について自律調整した
りする交渉が頓挫すると紛争になるが、そこでも有効な紛争解決方法を選択する
ことが重要となる。損害を回収する正式な方法である紛争解決について、わが国
の伝統的な仲裁機関での実務経験に基づき、商事仲裁および調停の実務と理論を
解説する。
なお、取引を規整する法規範では、日本法と英米法、商慣習法および統一規

則・条約がどのような法的枠組を作っているかを論ずるが、とくに英米法の理解
は必須である。条約では、わが国も2008年に加入し、2009年 8月から発効し
ている国際物品売買契約に関する国連条約（ウィーン売買条約、CISG）を筆頭
に、個品運送に関するヘーグ・ヴィスビー・ルールズなどの内容を解説する。売
買と運送を含む貿易取引条件では2011年 1月に改訂されたばかりのインコター
ムズ2010を検討しよう。代金決済については、2007年 7月に改訂された信用
状統一規則UCP600を研究する。
最後になるが、本書を世に出す機会を下さった大学教育出版の佐藤守社長に

心より感謝申し上げる。

2011年 8月
立石　孝夫
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