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記事1.  貿易の実務と理論（42）

早稲田大学名誉教授　椿……弘次

はじめに
本稿で取り上げる貿易取引条件と傭船契約における滞船料の負担について､ 日本でも､ 貴重な事案が裁
判上の判断を受けている｡ それは､ 東京高等裁判所平成18年8月24日判決の平成18年（ネ）第1911号
滞船料請求控訴事件（『海事法研究会誌』2008年8月号､ No.200,…pp.70-81）である｡ 日本法では､ 滞船
料は法定の特別報酬1で､ 損害賠償額の予定と捉える英法と異なる2｡ 滞船料を売主である傭船者が運送
人に支払い､ かつ､ 傭船者の相手方であるCFR売買契約上の買主に揚げ地滞船料の支払を求める旨の
明示の規定が売買契約にあることが重要であるとされた｡ この点に関しては､ 売買契約のそのような明示の
規定に対し､ その後に､ 買主側から削除を主張したはずとの抗弁があったが､ そのような主張は曖昧で､
かつ売主が運送人に滞船料を支払ったことを買主に対する請求の前提にする旨の合意も認められなかった｡
したがって､ 売主の買主に対する滞船料の支払請求を認めた東京地裁の判断が維持され､ 控訴棄却とな
った｡ また､ CFR売主である傭船者に過失がある場合には､ 公平の見地から買主の滞船料の負担が軽減
されうることが認められた｡ 概ね､ 傭船契約と売買契約の相互の独立性を前提とし､ 売買契約上の滞船料
を含む費用負担の原則に基づき､ さらに航海傭船契約の規定を売買契約に援用しているときに下された英米
の判例と同様の判断が示された｡ CFR買主に傭船契約上の滞船料の負担を請求する場合において､ 傭船
者であるCFR売主による滞船料の運送人に対する支払を前提とするためには､ 売買契約上にその旨の明
示の規定を要することも指摘された｡ 公平の見地からCFR買主が支払うべき滞船料の軽減があり得ることが
付言されている点には､ 慎重な解釈が必要であろう｡ CFR売主がその買主に売買契約上支払い請求でき
るのは､ 揚げ地滞船料部分に限られるので､ ｢売主に過失がある場合､ 公平の見地から云 ｣々は､ 慎重に
考慮しなければならない｡
売買契約当事者が､ 許容碇泊期間の進行に関する事実の記載（すなわち､ Time…Sheet,…Laydays…
Statementなどの作成）に努め､ 双方が文書による確認をし､ それに基づいてのみ滞船料が計算されること
を指摘している点は､ 取引実務上の正確性と迅速の観点､ 立証の面からも当然のことである（これと異なる
慣行が､ 長い期間にわたり当事者間に確立しているかどうかは､ 事実の立証問題に還元されよう）3｡
このため､ Time…Sheetなどに荷役作業上の障害､ 中断､ 遅延などの事実を記載し､ 碇泊期間に算入し
ないことを傭船者は主張できる｡

1. 売買契約条件と運送契約手配義務､ とりわけ航海傭船契約の手配について
Incoterms®…2010は､ 海上又は水上を航行する船舶を利用する運送を前提にする取引条件として､ FAS,…

◇ 連 載 ◇

1　…商法第741条第2項。
2　…例えば、Fal…Oil…Co.,…Ltd.…&…Anor…v.…Petronas…Trading…Corp.,…SDN…BHD（The…Devon）[2004]EWCA…Civ.822,…para.33参照。
3　…一般的な不可抗力約款は、標準的な航海傭船契約書式には少なく、結氷、荒天、ストライキ、戦争などの個別の免責特約および
荷役作業条件を基礎に碇泊期間が計算される。ただし、C（Ore）7書式は、第5条で碇泊期間除外事由を定め、一般的な不可
抗力約款の体裁を整えている。これに対し、NIPPONGRAIN書式の裏面約款第29条（除外約款）が、碇泊期間の計算に関係が
あるかどうかは、滞船料は滅失・損傷にかかる事柄ではないので、明らかでないように思われる。



JASTPRO

—…2…—

FOB,…CFR,…CIFの4条件を定義している｡ 今日の国際海運貨物の運送事情から判断すれば､ 概ね､ これ
らの条件は､ 不定期海運､ とりわけ､ 航海傭船契約の手配を想定していると思われる｡ この種の国際売買
において準拠され､ 有力な業界団体が制定する国際的な標準売買契約約款（例えば､ 穀物取引における
GAFTA書式､ 油脂関係の取引におけるFOSFA書式が､ Incoterms®…2010の適用を排除し､ 運送､ 保
険､ 決済､ 仲裁､ 準拠法など多岐にわたり詳細な規定を記載しているが､ その事情はよく理解できる｡ すな
わち､ それらの標準約款は詳細にわたり専門性が高く､ Incoterms®…2010のような一般的指針性を主眼とし
ていないからである｡ また､ これらの条件においては､ 売主が契約品を､ 出荷地（船積地）において指定の
運送人に引渡した時､ 契約品に関する危険は､ 売主から買主に移転するとされる（Incotermsの各条件の
A4および5,…B5参照）｡ さらに､ GAFTA…Contract…No.120（FOB）第12条は､ ship’s…railをもって売主･
買主間の危険移転の分岐点と定めているが､ 国際売買における一般的原則と見なしうる4｡ ただし､ 液体
貨物の場合には､ 本船に固定のホース取り付け口（permanent…manifold…flange…or…hose…connections）
通過を危険と費用の負担の基準点とする5｡ Incotermsでは､ 運送人への売買契約品の引渡場所は､ FAS
の場合には本船船側（alongside… the…vessel）であり､ それ以外の3条件の場合には､ 本船積込み（place…
the…goods…on…board…the…vessel）であるから本船内になる｡ ここで言う危険は､ 契約品の滅失･損傷の物
理的危険である｡ すなわち､ 運送危険として､ 運送契約および海上貨物保険契約により､ 売買当事者が対
処するものである｡ FAS,…FOB,…CFRのそれぞれの条件の買主は､ 海上貨物保険を手配してこの危険に対
応する｡ また､ FAS,…FOBの各条件の買主は､ 手配する運送契約の条件に従い､ 運送人に対して損害賠
償を請求して､ やはりこの危険に対処する｡ CFR及びCIF条件においては､ 売主が運送契約を手配し､
荷揚港までの運送賃を支払う｡ これに加えて､ CIF条件の売主は保険料を負担して貨物海上保険を手配す
る｡ 買主に適格な運送書類ならびに保険書類を提供する義務をCIF条件の売主が負担する｡ CFR条件の
場合､ 保険契約の手配と保険料の負担がCIF条件から抜けているだけである｡ F系と異なり､ C系の条件
においては書類渡し（documentary…tender）を要求され､運送書類（transport…document）は船荷証券（以
下､ B/Lと表示する）になるのが通常である｡ その限りにおいて､ この物理的危険への対応の基準は､ 国
際海上物品運送法（以下､ COGSAとも言う）に従う｡
前述の物理的危険以外に､ 原則的に売主負担である運送賃､ 保険料の変動ないし付加運賃

（surcharge）の導入に伴う負担増は､ 買主に提供すべき貨物海上保険証券を含む運送書類（shipping…
documents）の取得の時まで､ 売主の負担とされる6｡ ………
この他に､ 売買当事者の支配し得ない遅延の危険として､ 運送遅延が運送品の品質劣化や市価の低下
をもたらすことがあり､ 一様に物理的危険に関する原則を適用できないことがある｡ 運送書類の引渡による契
約履行を特徴とするCFR,CIF条件の契約においては､（1）積地における物理的引渡､（2）運送書類の提
供による象徴的引渡､（3）仕向地おける運送品の買主による引取の3段階があり､（1）とともに物理的危険
が移転し､（2）に伴い売主の代金支払い請求権が発生し､（3）は運送品の引取経費の負担に密接に関連し､

4　…A.G.Guest（ed.by）,…Benjamin’s…Sale…of…Goods ,…Sweet…&…Maxwell,…7th…ed.,…2006,…para.19-110.
5　…例えば、ASBATANKVOY第10条（pumping…in…and…out）参照。
6　…これに対し、価格採算は、契約時点で固定し、その後の売主が負担すべき経費の引上げは、買主の負担とする旨を定める約款例
もみられる。澤田壽夫、柏木　昇ほか『マテリアルズ国際取引法』有斐閣、第二版、2009、p.138参照。三菱商事株式会社法務
部ほか編『新・国際売買契約ハンドブック』有斐閣、第2版、2018年、p.150以下では経費増による「価格調整条項」の挿入の必要
性が説明されている。
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（1）に適用される原則がそのまま（2）および（3）に適用されるのではない7｡
………

2. 滞船料の負担と売買契約の規定
前述のとおり､ F系の取引条件では､ 買主が航海傭船契約を手配し､ C系の取引条件では売主が航海
傭船契約の交渉をする｡ 航海傭船契約の重要な約款の一つが､ 荷役条件ならびに許容碇泊期間の定めと
滞船料の負担に関する条項である｡ そして､ F系では積地における許容碇泊期間と滞船料の負担をめぐり､
傭船者である買主と売主間でどのように対処するかが課題となり､ 買主が積地滞船料の負担を売主に求める
のが普通である｡ C系では逆に､ 傭船者である売主が､ 上記（3）の義務とも関連して､ 原則上､ 揚げ地滞
船料の負担を買主に請求する｡ 航海傭船契約と売買契約は､互いに別個の契約であるから､運送人（船主）
が傭船者に請求する滞船料と､売買契約に基づき売主が揚げ地滞船料の負担を買主に求めることは､一応､
別扱いし､ 運送人が､ 直接､ 売買契約上の買主に滞船料を請求することはできない｡ ただし､ Gencon第
8条に代表されるように､運送人は運送賃および滞船料などに関し､運送品および再運送賃の上にリーエン（留
置権）を行使でき､ 間接的にC系の買主に滞船料の支払いを要求できる｡ さらに､ 同第7条は､ 滞船料の
支払を1日毎に支払期日が到来すると定めていることにも､債権の担保の点から注目すべきである｡このため､F
系であれC系であれ､ 売買契約における滞船料の負担に関する取り決めが重要になる｡ 滞船料の支払遅
延が､ 買主の契約品の引取に影響しないよう配慮する必要がある｡
許容碇泊期間の計算に直接影響するのは､ 本船ならびに埠頭施設の1日当たりの荷役能力と荷役方法お

よび荷役条件と本船の載貨量である｡ そして､ 機器･設備の故障の他に､ 不可抗力的事由が生じれば､
運送人と傭船者間で調整して碇泊期間が速やかに確定され､ 清算されるべきである（前述のGencon第7
条参照）｡
一般的には売買契約が先行し､ その後追いの形で航海傭船契約が取り纏められる｡ このため､ 売買契
約の交渉に当たり､ 碇泊期間と滞船料の負担に関する条項を売買契約に盛り込む必要があるが､ その中身
は未だ確定していない航海傭船契約の条件に左右される｡ したがって､ 売買契約上は､ 当面､ 傭船契約
による（as…per…the…charterparty,…in…accordance…with…the…usual…form…of…charterpartyなど）と規定せざ
るを得ない｡ その場合であっても､ 売買契約において､ 航海傭船契約の約款の摂取を定めることは､ 相当
で通常の運送契約（a…reasonable…and…usual…contract…of…carriage）の手配義務に反しない限り､ その摂
取は有効と判断される8｡
特定の売買契約と組み合わされる標準的な航海傭船契約書式は､ 航路､ 運送品の種類上､ ほぼ一定
範囲内に収まると思われる｡ すなわち､ 航海傭船契約は､ 前述の国際的な標準売買契約約款と同様､ 契
約自由の原則に則り､ 航路､ 運送品の種類に応じて､ 標準約款が国際的な海事団体や海運取引所などに
より制定され､ それに準拠して交渉されることは周知のとおりだからである9｡ したがって､ 売買契約の当事者
にとり､ まったく意外な条件（unfair…surpriseをもたらすようなとも言える）の傭船契約書式が､ 航海傭船契約

7　…Benjamin’s…Sale… of…Goods（前掲書）,…paras.19-072-074。Paul…Todd,…Laytime…and…Demurrage…Provisions… in…Sales…
Contracts ,…[2013]…LMCLQ,…pp.150-156,…p.154.

8　…Ceval…Alimentos…S.A.… v.…Agrimpex…Trading…Co.,… Ltd.（The…Northern…Progress（No.2））[1996]… 2…Lloyd’s…Rep.… 319
（Q.B.Comm.Ct.）、Gill…&…Duffus…S.A.…v.…Rionda…Futures…Ltd.[1994]…2…Lloyd’s…Rep.67（Q.B.Com.Ct.）.

9　…参考までに、日本海運集会所から発行されている『新訂対訳航海傭船契約書式集…I 』2000年が、いわゆる乾貨物を一般、石炭、
鉱石、穀物、木材に分けて書式と約款を収録していることを指摘しておきたい。原油に代表される液体貨物についての事情も同様
である。
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の交渉に持ち出されることは少ないと思われる｡ 売買契約において運送契約の手配義務を負担する当事者
には､ 運送品の種類に相応しい運送条件により､ かつ通常の航路による運送契約の手配が期待されている｡
例えば､ Incoterms®…2010に定めるCIF条件A3…b）においては､ on…usual… terms,… the…usual…route,…a…
vessel…of…the…type…normally…used…for…the…transport…of…the…type…of…goods…sold等と定めているとおりで
ある｡ 主要な標準書式が､ 本船について船級を第1級（Lloyd’s…A1もしくはそれと同等とし､ 機船に限定し
ていることもこれに共通している｡このため､仮に売買契約に滞船料や許容碇泊期間に関する約款を設けても､
その後に締結される航海傭船契約の条項と大きく齟齬することは少ないと期待できる｡
他方､ Incoterms®…2010においては､ 売主の義務A3,…A4において､ 通常の条件の運送契約の手配と
前記の（1）積地における物理的な引渡を定め､ C系の場合の運送書類の提供について､ A8（引渡書類）に
おいて引渡の通常の書類の提供義務を売主に課し､（2）の象徴的引渡を定めている｡ 揚地における契約
品の引取に関しては､ ｢港における慣習的な方法での受渡しを､ A4-B4で表裏の規定としている｡ これは､
航海傭船契約における許容碇泊期間と滞船料に関する規定に比して､簡潔に過ぎると思われる｡したがって､
売買契約に碇泊期間と滞船料に関するやや詳しい定めを設けることの重要性は､ F系､ C系の各条件に基
づく国際売買契約において看過できない｡ 少なくとも港の慣行の尊重とともに､CQD（慣習的に速やかな荷役）
による船積､ 引取を規定しておく必要はある｡ さらには､ 荷役に関して､ 航海傭船契約ではFIO条件が一
般的である｡ いずれの売買条件であっても､ 許容碇泊期間にも関連する荷役業務につき､ FIO条件を反映
する売主･買主間の費用分担について明示の条項を契約に入れ､ implied… terms（黙示の内容）と言う概
念に依存せず､ 併せて滞船料の負担を定めておくべきだろう｡

3. 航海傭船契約における荷役責任と売買契約の関係
滞船料の負担に関連して､ 航海傭船契約におけるFIO,…FIOST条項の意義を検討しておく必要がある｡

すなわち､ 許容碇泊期間内に荷役を円滑に行うためには､ その業務についての責任の所在を理解しておか
なければならない｡
Incoterms®…2010で､ 明確に海上もしくは水上の運送を前提とするtrade… termsを､ 運送手段の如何を
問わない､ 個品の定期運送を想定したと思われる他の条件と分けて定義した割に､ 不定期海上運送におけ
る滞船料や荷役作業条件などに配慮した規定が十分でないように思われる｡ すなわち､ 今日の不定期海上
貨物運送を前提とする限り､ 航海傭船契約における許容碇泊期間に関する規定､ 滞船料負担､ FIOある
いはFIOST条項に伴う荷役負担義務を､ 売買契約上も軽視できない｡ 大型･専用化している不定期船によ
る運送において､ 積み揚げの荷役経費の負担や､ 高額の滞船料が課されることにも留意した売買契約の条
件や内容でなければならない｡
この点に関し､ 澤田壽夫･柏木…昇ほか編『マテリアルズ国際取引法』有斐閣､ 第2版､ 2009年､ p.136
に引用の買入契約書（Purchase…Contract…Form）のひな型の裏面に印刷の一般約款によれば､ 以下の趣
旨の規定になっている｡
｢…買主に本船手配義務がある場合（すなわち､FAS,…FOB仕入れ）､契約品の積込みに関するすべての経費､
料金（all…charges…and…expenses）は､ 傭船契約に基づき傭船者が船主に対して負担する（for…the…account…
of…charterer…against…the…shipowner）滞船料およびその他の損害賠償金を含み､ 売主負担とする｡
売主に本船手配の義務がある場合（CFR,…CIF仕入れ）､ 契約に別段の定めがある場合を除き､ 売主は､
国際的に定評のある運送人が所有し､ あるいは運航する第1級の機船で､ 契約品と同種の運送品の運送
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に通常使用する本船に船積すべきものとする｣｡
また､ 同書､ p.134に記載の販売契約書のひな型（Sales…Contract…Form）裏面約款第1条は､ Shipmen…
or…Deliveryを規定し､ 契約品の滅失･損傷の危険について､ 以下のように規定している｡
｢…本契約に基づくFIOST条項の定めによりに負担する要件（requirements）のいかんにかかわら
ず､ Incotermsの規定に従い､ 危険は売主から買主に移転すべきものとする｡
売主が本船手配の義務を負担する場合であっても（CFR,…CIF）,滞船料その他の経費で傭船契約により傭
船者の負担とされるものを含み､ 契約品の荷揚げに要するすべての料金および費用は､買主負担とする｣10｡
三菱商事株式会社法務部ほか編『新･国際売買契約ハンドブック』有斐閣､ 第2版､ 2018年,…p.177以下
においても､ 売買契約における傭船契約に関する交渉条件について優れた説明がなされている｡ 特
に､ pp.185-188に掲載の｢FOB条件の例｣を参照されたい｡
なお､ 脚注10にも関連して､ 荷為替決済に基づき代金を支払い､ 買主が運送人発行のB/Lを入手し､
運送品の引渡を請求するとき､ 滞船料未払いを理由に運送人が引渡を留保を主張するだろう｡ 売買契約上
の揚げ地滞船料の支払義務が買主にあるC系は別にして､ F系の売買条件の場合でも､ 積地滞船料が発
生し､ 揚げ地で運送品の引渡を買主が請求するとき､ 売主による積地滞船料が未払いであれば運送人はリ
ーエンを行使するので､ 運送品の引取が遅延する恐れが残る｡ また､ 滞船料の考え方は､ コンテナ貨物の
場合にも及び､ 速やかなコンテナの返却がないと､ container…detention…chargeあるいはcontainer…
demurrageが課徴されることがあることにも注意する必要がある11｡ …

4. 傭船契約のFIO, FIOST条項と傭船契約に基づくB/L約款の関係
この点については､ 既に簡単に触れたことがある（本誌､ No.432､ p.6参照）｡ 貿易実務を理解するに当
たり､ 国際貨物運送契約の基礎概念も併せてこの点を認識しておかなければならない12｡
例えば､ FOB,…FIOSTと条件が示されたとき､ 注意しなければならないのは､ FOBは売買条件に主眼が

ある用語であり､ FIO,…FIOSTは荷役条件用語であり､ 傭船契約と密接な関係がある｡ 両者を点検して､
齟齬がないかどうかを確認しておかなければならない｡ FIOは､ 乾貨物ならび液体貨物（例､…
ASBATANKVOY…Clause10は､ 船積と荷揚を規定するが､ 積み付け､ 荷均しに相当する文言はみられ
ない｡ Pumping… in…and…outがFIOに相当すると思われる｡）の双方に適用があるが､ FIOSTは､ 専ら乾
貨物に適用される｡ STは本船の安定性､ 運送品の運送中の安定と安全に関するので､ Hague-Visby…
Rules（HVRと略す）上も｢properly…and…carefully…---stow,…carry,…keep,…care…for…the…goods…carried｣の
文言に密接に係る｡ FOBは｢（船積港）本船渡し｣､ ｢本船積込み渡し｣と一般に理解されている｡ これが定
期海上貨物運送になると､ テークル主義と呼ばれる運送人の責任区間に結び付き､ 在来船の索具により運
送品を積込みのために吊りあげ､ 仕向地で索具により船側に荷卸しする区間がHVRの適用範囲とされる｡
しかし､ 伝統的には｢本船の手摺｣を売買上の危険移転時点と解してきたので､ 積込みは本船欄干の通過と

10　…この点に関し、揚げ地滞船料の買主による速やかな支払が含まれることを示唆する判例、Profind…Pte.…Ltd.…v.…Abani…Trading…
Pte.…Ltd.[2013]…SGHC…10とそ の 判 例 批 評（P.Todd,…Laytime…and…Demurrage…Provisions… in…Sales…Contracts, … [2013]…
LMCLQ,…pp.150-156があり、本文の趣旨を裏付けていると思われる。

11　…この点に関する判例が、英米で散見され、イギリスでは、MSC…Mediterranean…Shipping…Co.…S.A.…v.…Cottonex…Anstalt［2016］…
EWCA…Civ.789;[2016]…2…Lloyd’sRep.494,…アメリカでは、CMA…CGM…S.A.…v.…Deckwell…Sky（USA）…Inc.,2015…AMC…1692
（E.D.VA,）が最近の事例である。…　…

12　…J.…Cooke…et…al.,…Voyage…Charters ,…LLP,…1993,…pp.265-273を参照。　　
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し､ 傭船契約上もそのように表示されてきた｡ FIOの規定とこのテークル主義が互いに抵触し､ 索具と欄干
の間において生じるいわゆるsling… lossの処理問題として売買上も議論されてきたことは､ 周知のとおりであ…
る13｡ コンテナ船の使用が一般的になり､かつ､運送人による運送品の積地ターミナルにおける受取（receipt）
から仕向地ターミナルにおける引渡し（delivery）までを運送区間とするB/L約款が ｢積込み｣､ ｢荷卸し｣を
規定するようになっている（例えば､ NYK…Received…B/L…Art.8（Responsibility）が代表的である）｡ これに
合わせて､ IncotermsにFCA,…CPT,…CIPが定義されている｡ …
FOB,…CFR,…CIFなどの売買条件用語は､ 水上ないし海上運送のみを対象にしているもので､ Incoterms

が想定する主たる運送は､ 海上貨物の航海傭船契約による運送である｡ その場合､ Gencon第5条
（Loading/Discharging…（a）Costs/Risks）に代表されるように､ 通常､ 責任及び費用に関し､ FIOもしくは
FIOSTと規定し､ 航海傭船による運送人の責任の範囲から船内荷役作業が危険および費用負担を含めて
除外されている｡ このような用語は､ ｢両船内荷役船主無関係｣と称される14｡ 船内荷役は､ 本船への積込
み（loading）と荷揚げ（discharging）を主として意味し､これに､ 積み付け（stowing）､ 荷均し（trimming）､
固縛･固定（lashing,…securing）などが含まれることがある｡ FOB…and…FIO,…FOB…and…FIOSTなどと約定
されると､ それがIncotermsの危険の移転と費用の負担に及ぼす効果について検討を要することは､ 前注
13のとおりである｡ また､B/Lにこの航海傭船契約約款が援用される場合､国際海上物品運送法（COGSA）
の責任制限に関する特約の禁止規定（Hague-Visby…Rules（HVR）Art.III-8,…同法第15条第1項および第
2項）と抵触するか否か､ 言い換えれば､ 積み付けなど運送品の適正かつ慎重な荷役に関する運送人の義
務が､ 転嫁不能の義務（non-delegable…duty）か否かの紛議を生むことは､ 夙に知られている15｡ B/Lに
は､ HVRの適用を定め､ 通常､ それを至上約款（General…Paramount…Clause）とする条項が挿入される｡
このため､ そのような紛議が続いて生じ､ B/Lの明示の約款（至上約款）に基づく判断が下されて､ 売買契
約上の処理がなされる｡ その後に運送人（=B/Lの発行人）が､ 傭船者の相手方に対し､ 航海傭船契約に
基づく補償（indemnity）を請求するのが､ 通常のようである｡ 紙幅の関係上､ 後日､ 改めてこの点を検討し
たい｡
売買契約上の売主から買主への危険の移転について見れば､ Incoterms®…2010におけるFOB,…CFR,…
CIFのA4およびA5に抵触するが､ 費用負担に留まり､ 売買当事者間における危険の移転を運送品の本
船積込み（loaded…on）以降に延ばすものではないと解するのは可能であろう｡ しかし､ 航海傭船契約の当
事者間においては､FIOST条項の字句解釈上は､危険の移転に関して､また､HVRの特約禁止規定（Art.
III,… r.8）との関係について多少の疑義が残る｡ この点に関するイギリスの最高裁の判例､ Jindal… Iron…and…
Steel…Co.,…Ltd.…v.…Islamic…Solidarity…Shipping…Co.Jordan…Inc.（The…Jordan…II）[2005]…1…Lloyd’s…Rep.…
57;… [2004]…UKHL…49を紹介し､ 有効･無効の両説を検討しておきたい｡ これをさらに詳細に検討した最近
の判例､ Yuzhny…Zavod…Metall…Profil…LLC…v.…Eems…Beheerder（The…MV“Eems…Solar”）[2013]…2…

13　…Pyrene…Co.,…Ltd.…v.…Scindia…Navigation…Co.,…Ltd.事件（[1954]…2…Q.B.…402（CA）;[1954]…1…Lloyd’s…Rep.321）が、この件に関す
る指導的判例で、FOB条件の場合、船積みにつき、loaded…on…the…vesselに与するものである。

14　…NIPPONORE…Form…Art.7（Free… In…and…Out）の邦訳（日本海運集会所編『新訂対訳航海傭船契約書式集　I』同所発行、
2000年、p.78参照。同書のp.6に掲げられているGencon…Form…Art.5の和英対訳も点検されたい。…

15　…清河雅孝「義務転換約款の効力に関する一考察」『産大法学』第30巻3・4号（1997）、pp.246-280。最近の記事として、雨宮正
啓「貨物の積み付けに関する責任を契約で荷主に負担させることは有効か」【英国判例Short…News…No.29】,『海運』2013年12月
号、p.56がある。
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Lloyd’s…Rep.487（QBD（Admlty…Ct））にも言及し､ 理論構成を紹介したい16。
The…Jordan…II 事件において､ 最高裁はコモン･ロー上､ FIOST条項に掲げられた業務は､ 一応､ 運
送人の責任において遂行されるべきであるが､ 合意によりそれを傭船者に移転することは､（契約自由の原
則により）可能であると判断した｡その判断理由は､国際取引法（international…trade…law）においては規則･
原則が確実であることが重要で､ その作用が取引界で明らかに納得のゆかないものとなり､ 不当な（unjust）
結果をもたらすことが実証されない限り､ 確立したコモン･ロー上の原則（それは､ Pyrene…Co.,…Ltd.…v.…
Scindia…Navigation…Co.,…Ltd.事件（[1954]…2…Q.B.…402（CA）;[1954]…1…Lloyd’s…Rep.321）およびG.…H.…
Renton…&…Co.…v.…Palmyra…Trading…Corp.[1957]…A.C.…146;…[1956]…2…Lloyd’s…Rep.379事件により確立した
もの）で､ イギリスの業界のみならず学界もこれに従っている（判例集のparas.27-29）実情を覆すわけにゆな
いと判示された（as…per…Lord…Steyn,…paras.11,12,17）｡ とりわけ傭船契約において､ 契約当事者間におけ
る危険の再配分（reallocation）に関する合意が許容されているので､ その後の事情（B/Lの発行に伴うB/
L約款の適用）により､ 運送人が有責とされることはないことを指摘している点が注目される｡ したがって､ 航
海傭船契約の条件を援用し､ その後に発行されたB/L約款により､ 航海傭船契約上のFIOST条項は無
効にならないとの原則が､ イギリス法上確立している｡ すなわち､ HVR…Art.III（2）の義務は､ 転嫁可能な
ものとされた｡
その具体的な検討過程について詳細にわたる､ The…MV…“Eems…Solar”事件を一瞥し､ 注目すべき論点

を整理しておきたい17｡ 本件においては､Gencon…Form…Art.…5に規定するFIOST条項の効力が争われた｡
事実の概要は､ 以下の通りである｡ 中国からロシアへ塗装済の鋼材411コイルを､ モンスーンの発生しや

すい時期に､ インド洋経由で運送する契約が結ばれ､ B/Lに記載の運送条件すべては､ 仲裁および準拠
法を含め傭船契約約款に準拠する旨が記載され､ Gencon…Form（1994）が摂取されていた｡ 荷揚げに際し
て､ 34コイルに損傷が認められ､ 鑑定人の指摘では､ 運送中の荷崩れが原因であるとされた｡ したがって､
荷主でありB/L所持人である原告は､ 積荷の荷役上の過失ないし荷役不良を理由として契約違反に基づく
損害賠償を運送人に対し請求した｡ これに対し､ 運送人（被告）はGencon…Form第5条Loading/
Discharging（a）Costs/Risksに基づき､ 賠償責任がないことを主張した｡ 原告はこれに反論して､ 本船の
堪航担保義務違反および荷役属具の不足を請求の理由として挙げた｡ さらに､ 運送品の積み付け図…
（stowage…plan）が船長と一等航海士により､ 荷役業者に提供されたことを指摘し､ 積み付け作業に本船側
が干渉したので､ 運送人に賠償責任があると主張された｡
これに対し､ 本船自体は不堪航ではなく､ 航海途上で荒天に遭遇し､ 積み荷が激しく揺れたことが､ 運
送品の損傷と積み付け不良の間に介在し､ それが運送品の損傷における因果関係に影響した｡ すなわち､
本船自体は不堪航ではなく､ 積み付け不良が不堪航をもたらしたが､ 運送品の損傷の発生との間に運送人
免責事由の荒天が介在し､ 積み付け不良と運送品の間では因果関係はない､ と判断された｡
荷役を担当したステべドア（荷役業者）は､ FIOST条項により荷役業務が傭船者の責任とされていたから､
傭船者もしくは荷主が傭船契約に基づいて雇い入れた者である｡ 船長および一等航海士が､ 積み付け図の
作成に当ったが､ その際､ 荷役属具（locking…coils）の不足が指摘されていた｡ 荷役業務に対する責任を

16　…イギリスの最高裁（House…of…Lords）が認容した控訴審の判決については、田中庸介「F.I.O.S.T.条項の効力」『海事法研究会誌』
Ｎｏ．１７８（2004）,pp.16-25があるので、参照されたい。

17　…この事件と文脈上同一方向にある最近の判例に、Synacomex傭船契約書式をベースにするThe…Sea…Miror 事件[2015]…
EWCH1747（Comm）;…[2016]…2…Lloyd’s…Rep.…395がある。併せて、参照されたい。
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傭船者でない荷主に対し転嫁する趣旨の文言は皆無であったが､ 傭船契約ならびにB/Lの約款の文言は､
積み付けを含む荷役業務を船主が負担しないことは明白であった､ と判示された｡ 結果的には､ 前述の
The…Jordan…II 事件の判決を､ 判例の羈束力の原則に従い踏襲するものであった｡ ………
B/L約款の第1条は､ Gencon…Formの傭船契約第5条（船積/荷揚に関する費用と危険の負担を傭船
者に課す趣旨の約款）を摂取するのに十分な規定であった（援用は､ 航海傭船契約の締結日を特定してあ
れば十分とされたが､ その書式名も明らかにするのが普通だろう）｡ したがって､ その第5条により､ 積荷の
固縛（securing）は傭船者の責任であることは明確だった｡ 積み付けに関するそのような責任分担を､ 契約
により決めてはいけないとする理由もない｡ また､ 積荷作業方法の選択に関して､ 船主自身の責任を免除す
る趣旨は文言上､ 明確にされていた｡ 積み付け不良が運送品の損傷をもたらし､ 船主又は船長の積み付け
に関する重要な介入（干渉）が損傷の発生に寄与したことが立証されたときは､ 船主はそれに対し責任を負う
ことはあり得ると､ 担当判事は認めたが､ 事実上､ 船長の介入を示す証拠はなかった18｡ 積み付け図の船
長等による提供は､ 積み付け作業への介入でもなく､また､ 荷役業者は､その積み付け図に十分留意したり､
それに従わなければならないとの義務感をもっていなかったと判事により指摘された｡ 船主（運送人）は､ 本船
の堪航性ならびに堪貨性の担保義務から､ 運送品の積み付け､ 荷均しに注意を払うが､ Gencon第5条は
荷役業務に焦点を当てるものであって､ それらの担保義務に直接関係するものではない｡
B/Lへの航海傭船契約の摂取は､ B/Lに定める運送品の船積､ 運送､ 引渡に直接的に合致する傭船
契約上の約款を対象とする｡ Gencon…Form…Art.5…のFIOST条項の運送品の船倉への運び込み､船積み､
積み付け･荷均し､ 固縛などがそれに該当する｡
B/Lには､ 通常､ 一般的な至上約款（“general…clause…paramount”）が挿入されている｡ このため､ 航
海傭船契約とHVRの抵触問題が生じる｡ すなわち､ Gencon…Form…Art.5…のFIOST条項は､ 運送品の
本船内持ち込みから荷揚げに至る業務に関し､ 船主にはいかなる危険､ 責任及び費用も負担させないと規
定するが､ HVR第III条第2項に定める｢特約禁止規定｣に反しないかとの議論を生むことは前述のとおりで
ある｡ これについても､ The…Jordan…IIの原則を踏襲し､ FIOST条項のB/Lへの援用の有効性が認めら
れた｡ 至上約款との関係で言えば､ 傭船契約の当事者ではないB/L所持人は､ その発行者である運送人
にB/Lに基づき､ 運送品に関する損害賠償を請求することになる｡ 運送人は､ B/L発行者として､ 取引実
務上も､ これにB/L約款に基づいて応えざるを得ないから､ 運送人は傭船者に対して､ 当然､ 補償を後日
に請求することで､ 経済的にはバランスをとる｡ したがって､ The…Jordan…II 事件の原則は､ 補償請求の妥
当性に密接に関係している｡
このように､ FIOST条項が､本船の堪航性および堪貨性に関連し､ FIO単独の場合と異なることを指摘し､…
”under…the…supervision…or…responsibility…of…the…captain”との語句が堪航性および堪貨性に及ぼす効果
を限定的に解釈した点など､ The…Jordan…II 事件の原則を敷衍したことに注目したい｡ また､ 本船の堪航性
にも､ 本船の安定性､ 風波への抵抗力､ 安全性が含まれ､ 船長の発航の判断に､ 積み付け･荷均しの作
業の完全性は多少とも運送人の堪航性担保義務に影響する｡ この意味でも､FIOST条項の中身の性質は､
二分できよう｡ ……

18　…J.Cookeほか著の前掲書、p.267では、積み付けが“under…the…supervision…or…even…responsibility…of…the…captain”と規定され
ていても、Gencon…Form…Art.５の積み付けは荷送人/傭船者の責任であるとの規定の解釈を全く変更するものではないという。
それは、典型的には、最近の判例、Transocean…Liners…Reederei…GmbH…v.…Euxine…Shipping…Co.,…Ltd.（The…Imvros）[1999]…
1…Lloyd’s…Rep.…848にも示されている。
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おわりに
滞船が､ 主して荷役作業の責任の所在に深く関連していることを指摘し､ 滞船の原因と責任を明らかにし

たいとの思いで､特にFIOST条項を取り上げた｡ その結果､FIOST条項のHVRに対する関係について､B/
Lへの航海傭船契約約款の援用の有効､ 無効の両説があることを指摘することに及んだ｡ これは､ 準拠法
と裁判管轄の選択にも関連して､ 実務上の約款の規定に注意すべきことである｡ 同じcommon… law系の法
域でありながら､ 英米の間で互いに反対の結果が出ていることは､ 船主国のイギリスが義務転嫁約款の有
効説をとり､ 荷主国のアメリカがFIOST条項とB/Lの至上約款の関係において､ 後者の優位性を認める無
効説が多数説であることは興味深い｡ 概ね､ 準拠法をイギリス法とし､ ロンドン仲裁条項が契約に挿入され
るのが､ 国際海上物品運送契約の主流になっていると思われるので､ イギリスの判例に今後とも注目して､
引き続き､ 売買契約と航海傭船契約ならびにB/Lの相互関係を検討したい｡

以上
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記事2. Summit Forum on Trade Facilitation and Cross-border Electronic Commerce

10月14日（日）国連CEFACTフォーラム開催（10月14日から19日）に先立ち、今回の杭州開催に尽力した
CNIS社（China…National…Institute…of…Standardization）の主催で、題記フォーラムが開催されました。

内容は、中国各地の貿易関係公官庁の首脳などが、貿易関係手続の簡易化、標準化、電子化の必要性
を、国連CEFACTの職員がCEFACTの仕組みと活動内容を、主に中国の技術者を対象に紹介するもので
した。
通訳機を耳につけ、通訳ブースからの英語と中国語の通訳を聞く面白い会議でした。

中国側の講演で注目した発言は以下の通り。
・中国の物流業者はほとんどが中小企業なので独力のシステム構築は難しい。共通のプラットフォームの構
築の必要性がますます重要になる。

・輸出品は日本並みに高い品質管理基準を適用しよう。
・日中韓間のコンテナデータ交換を目指しているが、日韓は政府の主導したシステムで全部のデータを把握
しているが、中国では各港ごとの把握しか出来ていないので、この機に本来のNational…Single…
Windowにする改革が必要。

国連ＣＥＦＡＣＴ事務局からの説明
・国連ＣＥＦＡＣＴの歴史、役割… 国連ＣＥＦＡＣＴ所長… Maria…Ceccarelli氏
・Single…Windowについて… 国連CEFACT事務長… Lance…Thompson氏
・国連LOCODEについて… 国連CEFACT事務局… Yan…Zhang氏（中国語の講演）
・国連CEFACTの意義… 国連CEFACT議長… Sue…Probert氏
・水産物などの販路追及問題… 国連CEFACT事務局… Maria…Teresa…Pisani氏

以上
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記事3. 第32回 国連CEFACTフォーラム会議報告

2018年10月13日〜 10月20日
杭州（中国）

国連CEFACT日本委員会
一般社団法人…サプライチェーン情報基盤研究会

菅又…久直

1. 会議日程:
10月13日（土）… 東京発　杭州着
10月14日（日）… 貿易円滑化とeビジネスサミット
… 国連CEFACTフォーラム開会式
10月15日（月）〜 10月19日（金）… 国連CEFACTフォーラム
10月20日（土）… 杭州発　東京着

2. 会議参加の目的:
国連CEFACTは、貿易手続の簡易化と電子ビジネスの促進、およびそれらに関するグローバルなポリ…

シーや技術仕様の制定を目的として設立された国連組織である。
小生は、国連CEFACT組織の中で、手法技術分野およびサプライチェーン分野の開発に貢献するととも

に、今後のアジアおよび日本における電子ビジネス関連標準の推進方策を見通すことを目的に、一般財団法
人日本貿易関係手続簡易化協会の依頼により第32回国連CEFACTフォーラムに参加した。今回のフォーラ
ムは、国連CEFACTと中国標準化研究院（CNIS:…China…National…Institute…of…Standard）が主催した。
……本報告は、国連CEFACTフォーラムの内、小生が主に参画した審議を中心にまとめたものである。

3. 貿易円滑化とeビジネスサミット:
国連CEFACTフォーラムに先立ち、国連CEFACTの活動及び中国におけるeビジネスの最新状況を紹
介するセミナが開催された。セミナの講演テーマは次の通り。
　　➢　貿易手続標準の中国での適用
　　➢　国連CEFACT概要
　　➢　国連CEFACTの推奨するシングルウィンドウ
　　➢　UN/LOCODEについて
　　➢　中国におけるシングルウィンドウ
　　➢　中国と米国の貿易摩擦について
　　➢　中国における最新の越境電子商取引
　　➢　中国における越境電子商取引の将来
　　➢　国連CEFACTの技術体系
　　➢　貿易取引におけるビッグデータの活用（アリババ）
　　➢　ブロックチェーンによる安全確保（テンセント）
　　➢　CNISの標準化支援体制
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　　➢　国連CEFACTトレーサビリティプロジェクト
　　➢　NEAL-NETによる物流可視化
　　➢　物流の標準化

4. 第32回国連CEFACTフォーラム:
25ヵ国及び多数の国際機関（UNECE,…WCO,…EU,…BIC,…FAO,…IPCSAなど）より、登録ベースで約170
名が参加した。アジアからは7カ国（日本、タイ、中国、インド、シンガポール、マレーシア、スリランカ）、…
日本からは次の11名が参加した。
　祁答院包則　日本貿易関係手続簡易化協会
　鈴木　耀夫　NPO法人観光情報流通機構
　田中　幹夫　株式会社JR総研…
　遠城　秀和　NTTデータシステム技術株式会社
　菅又　久直　国連CEFACT日本委員会・サプライチェーン情報基盤研究会
　鬼頭　吉雄　SMDG
　石井　真一　株式会社野村総合研究所
　原田　直樹　株式会社野村総合研究所
　浅野　昌和　GMOグローバルサイン株式会社
　田中　正道　株式会社ウフル
　古城　篤　　株式会社ウフル

4.1  フォーラム審議体制:

国連CEFACTフォーラムは、本年4月30日総会での新議長（Sue…Provert…(UK)）の選出により、次頁
の体制となった。
フォーラムでは、PDA（Program…Domain…Area）ごとに会議が進められる。小生は、国際サプライチ
ェーンPDA（サプライチェーン&購買ドメイン）、制度PDA（電子政府ドメイン）、手法・技術PDAおよび
オーケストラレイション・フォーカルポイント主催のコンファレンスに参加した。

…



JASTPRO

—…13…—

4.2  国際サプライチェーンPDA（サプライチェーン&購買ドメイン）

国際サプライチェーンPDA（担当副議長はIan…Watt（オーストラリア）のサプライチェーン&購買ドメイン
（リーダーはRolf…Wessel）では、日本およびフランスが共同で進めていたスケジューリング・プロジェクトおよ
び新プロジェクト3件の審議を行った。

（1）スケジューリング・プロジェクト
当プロジェクトの製造JITプロセス部分は既に完成し、CCL18Aに掲載済である。残りのVMI用コンサ

ンプション・レポート（フランス提案部分）につきBIEハーモナイゼーションは完了していたが、メッセージ・ス
キーマ生成時に不必要な大量のBIEを参照していることが判明したため、その解決策（一部のASBIEを
削除）を検討し、合意した。これにより、CCL18Bは公開可能な状況になった。

（2）サプライチェーン新規メッセージ提案
①…Quality…Conformance…Message
BAI（Boost…Aero… International）より、発注者・サプライヤー双方からの品質クレームの提示とその
応答についての新規メッセージ開発が提案された。

②…Receiving…Advice…Message
同じくBAIより、Dispatch…Adviceに加え、Receiving…Adviceも独立に必要との要請があった。この
メッセージはBAIでは既に実装済であり、実装したものを国際標準化したいとの意向である。

③…Track…and…Trace…Message
農業分野では家畜のTrack…and…Trace…Messageが既に登録済であるが、一般の物品にも適用した
いとの要求である。

4.3  制度PDA（電子政府ドメイン）

制度PDA（担当副議長はTahseen…Khan（インド））の電子政府ドメイン（ドメインコーディネータは
Kaushik…Srinivasan）では、以下の審議が行われた。
➢ Mutual…Recognition…mechanism:
電子署名の認証局やデジタルIDの可用性など、越境貿易において多国間で合意形成が必要となる。
そのための仕組みや合意書などにつき審議された。

➢ Whitepaper…for…IoT:
人間関係IoTデータの扱い（日本から提案）を含め、各種のユースケースに基づくIoT白書の執筆が
進められている。

➢ Digital…ID…for…Trade:
個人や法人識別のID附番や管理につき各国の方法および状況はかなり異なっている。まずは、各国
事例の収集から行うこととなった。

➢  Data…Retention:各国行政データはデジタル化により益々増加している。それらにつき、どのような体制を
とるべきか、またアーカイブはどうするかなど、まずは現状把握の審議が行われた。

➢ Artificial…Intelligence…for…Trade…Facilitation:
貿易円滑化分野におけるAIの活用分野につき、まずはIoT白書に掲載することを目的に調査する。

➢  Global…Privacy…Laws:欧州のGDPR発行により各国のプライバシー保護体制の再検討が行われてい
る。各国の取り組み状況につき紹介があった。
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4.4  技術手法PDA

PDA担当副議長Anders…Grangard（GS1）のもと、次の3つのドメインが活動を行っている。
　　Specification…Domain（コーディネータ:菅又…久直）
　　Syntax…Domain（コーディネータ:Gait…Boxman）
　　Library…Maintenance（フォーカルポイント:Mary…Kay…Blantz）
本フォーラムでは、Library…MaintenanceおよびSyntax…Domainのリーダーが不在であり、Specification…

Domain中心に審議が行われた。
①……辞書発行フォーマット:CCLの新たな公開形式として、XML4CCLおよびHTMLが検討されている。
CCTSのメタモデルをCCTS自身の仕様により記述する手法がとられている。

②……標準文書ヘッダー（XHE:…Exchange…Header…Envelope）:OASISと共同で現行SBDH（Standard…
Business…Document…Header）標準を改訂しようとするプロジェクトで、SBDH（国連CEFACT標準）
とBDE（Business…Document…Envelope）…（OASIS標準）の機能を双方盛り込んだガイドラインのドラフ
トが作成された。ただし、内容がCCTSに準拠していないとの理由から未だビューローの承認が得られ
ていない。

③……XMLメッセージ構築ガイドライン:
小生（菅又）からの新プロジェクト提案（添付プロジェクト提案参照）で、次の成果物を策定する予定

である。
　➢ XMLメッセージ設計ガイドライン
　➢ MA、ASMA、MBIEおよびユーザー・コードリストの公開ガイドライン
　➢ MA、ASMA、MBIEおよびユーザー・コードリストのRSM定義ガイドライン
　➢ ガイドラインに関連して必要な技術仕様の改訂プロジェクト提案
　➢ ユーザー定義MA仕様のエンドユーザー間交換手法プロジェクト提案
当新プロジェクトはビューローに提出され、承認を待つ手はず。
④…ライブラリ・メインテナンス
…………EDIFACTディレクトリに対し9件のDMR…(Directory…Maintenance…Request)が提出された。
　　-…Approved:…1
　　-…Approved…with…modification:…4
　　-…Postponed:…2
　　-…Rejected:…2
国連CEFACT共通辞書（CCL18B）のメインテナンスは、メッセージ・スキーマ生成時に不必要な大
量のBIE参照問題が解決しだい、バリデーションが行われ公開される予定。今回の主なメインテナンス
領域は、日本とフランスで進めてきたスケジューリング・プロジェクトの最終要求が含まれている。
CCL18Bの内容構成は次のようになる予定。
　　CC… 7,861
　　BIE… 12,644
　　Qdt… 161
次回発行の共通辞書（CCL19A）の提案締切は2019年2月4日（次回フォーラム（4月1日の8週間
前）である。
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4.5  オーケストラレイション（コンファレンス）

現状のデータ交換型EDIから、クラウド上での情報共有型の仕組みへ進化させようと言う試みである。
そのため、新たにISCO…(International…Supply…Chain…Orchestration)ドメインが作られ、今回のフォーラ
ムでオーストラリア政府の…Steven…Capell氏がプレゼンを行った。

プログラマブルWEBの概念
➢  多くのAPIが提供されており、それらを組み合わせることでユーザー固有のアプリケーションが組み立
てられる。

…

➢  オーケストラレイションの構想は、国連CEFACT標準のメッセージに代わってユーザニーズに基づく
APIを各種整備して行こうとするものである。

➢  次の3つの新規プロジェクトが提案された。
・  RDM…to…API…手法プロジェクト:国連CEFACTの参照データモデル（RDM）をベースに、state…
lifecycleを加えてRESTful…APIを策定する手法を公開する。

・  サプライチェーン（B/S/P）APIプロジェクト:RDM…to…API手法を使ってSCRDM（サプライチェーン
参照データモデル）のAPI仕様セットを策定する。

・ 資源発見（Resource…Discovery）プロジェクト:Webリソースを発見するプロトコルの策定。
➢  従来の国連CEFACTの手法（EDIFACT,…ebXML）との関係、また手法技術PDAとの組織的な
関係などにつき自由討議が行われたが、意見の統一には至っていない。

次回の会議予定は次の通り。
国連CEFACTフォーラム（ジュネーブ）…：2019年4月1日〜 5日
国連CEFACT総会（ジュネーブ）… ：2019年4月8日〜 9日

以上
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UN/CEFACT Project Proposal (2nd Draft)
Message Construction Guideline Project

Date: 2018-10-18

1. Project Purpose
For semantic interoperability in the field of Trade Facilitation and eBusiness, UN/CEFACT 
Technical Specifications and Libraries should be used more widely in the world.
There are several standard messages published in the UN/CEFACT library (Web site) which 
are designed to be used widely including general purpose business information entities and 
codelists.
The other hand, a user’s application used with trading partners needs and can handle a part 
of information of the standard message. This causes frustration among users especially 
SMEs, such as;

(1) It needs a large size standard message for the small set of information used in user’s 
application.

(2) Each user application has to handle a bunch of information defined in the standard 
message.

(3) A user cannot predict the usable set of information in the standard message received.
Fortunately, we have the technical specification Core Component Business Document 
Assembly (CCBDA) which enables defining a subset of the standard message. This 
specification has the capability to solve the above issues. 

However, there seems to be some difficulties to apply CCBDA specification for 
implementing restricted messages while keeping interoperability, as follows.

✓  No clear rules for restrictions of MBIE.
✓No rules for identifier of MA, MBIE.
✓No assembly rules for Internal Schema used for MBIEs.
✓No rules for restricting code lists.
✓No publication rules for MA.

Further more;
✓Considering the new RSM template describing MBIEs.
✓Considering the namespace for MBIEs.
✓Considering the relation with XHE (Exchange Header Envelope) specification.

It is desirable to take careful guidance for message implementations based on CCBDA 
specification to keep interoperability among EDI users.

添…付
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This project introduces the guidelines how to define a Message Assembly (MA) constructed 
with Message Business Information Entities (MBIE) and Qualified Data Type (QDT).  

2. Project Scope
The guidelines introduces the method to design an UN/CEFACT XML user message using 
MA, MBIE and QDT under the rules of CCTS, CCBDA and XML NDR which are UN/
CEFACT technical specifications. 

3. Project deliverables
　a. XML Message design guidelines for CCBDA
　b. Publication guidelines for MA, MBIE, restricted code lists 
　c. RSM guidelines for messages using MA, ASMA, MBIE and/or restricted code lists
　d. Requirements for amendment to related technical specifications, if any 
　e. Requirements for exchanging the user construct of MA, if any

4. Exit criteria
　a. The project deliverables (a-c) approved by the Bureau.
　b. The project proposal for requirements (d-e), if applicable.

5. Project Team membership 
The project team is open to UN/CEFACT Experts with broad knowledge and experience in 
the area of XML message design and related activities. Experts are expected to contribute to 
the work based solely on their expertise and to comply with the UN/CEFACT Code of 
Conduct and Intellectual Property Rights policy.

6. HoD support 
N/A

7. Geographical Focus
The geographic focus of the project is global.

8. Initial contributions
1. Core Components Technical Specification – Part 8 of the ebXML Framework, Version 

2.01



JASTPRO

—…18…—

2. Core Components Business Document Assembly Technical Specification, CCBDA, 
version 1.0

3. UN/CEFACT XML Naming and Design Rules for CCTS 2.01 Version 2.1 dated 27 
May 2014

4. Requirements Specification Mapping (RSM) Documentation Template Guidelines 
Version 2.0

5. Code Management User Guide 

9. Resource requirements
Participants in the project shall provide resources for their own participation.
The continued existence and functioning of the project team shall not require any additional 
resources from the UN/ECE secretariat other than: 

•  Establishing and maintaining the project team's Web site pages with appropriate links, 
document download facilities, and items of interest

10. Project Leadership
The following project team is proposed:
Project Leader:  TBD
Lead Editor: TBD

11. Milestones

Yes/No ODP Stage
Expected Completion Date 

(YYYY-MM-DD)

Yes Project Inception 2018-12-31

Yes Requirement Gathering PI + 4 month

Yes Draft Development RG + 5 month

Yes Public Review DD + 2 month

Yes Project Exit PR + 1 month

Yes Publication PE + 1 month

以上
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記事4. 第32回 国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム報告

一般財団法人…日本貿易関係手続簡易化協会
業務一部長　祁答院…包則

記事3．の菅又氏に続いて、弊員の参加した内容を中心に報告致します。内容は重複を避けましたが、…
一部重なる部分もあります。

初めに
会議の開かれた中国・杭州は浙江省にあり、人口は6百万人。ＩＴ企業のアリババの本社があります。…
歴史的には南宋の首都で、13世紀には世界一の人口を誇ったそうです。
日本からは成田空港・関西空港から直行便が出ていますが、上海からも新幹線で１時間と近く、欧米から
の参加者の多くは上海経由を選んでいました。
会議の会場は風光明媚な西湖のほとりにあるリゾートホテルで、部屋のベランダからは観光名所のお寺も
遠眺することが出来ました。

会議報告
１．Internet of Things （IoT） in Trade Facilitation: Use Cases and Example of Implementation

2018年10月15日午前

IoTとは、従来インターネットに接続されていなかった様 な々モノ（センサー機器、駆動装置（アクチュエー…
ター）、建物、車、電子機器など）が、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、相互に
情報交換をする仕組み。

1.1  会議の背景

ここ数年、IoTは、貿易の分野を含むあらゆる分野に接続されたデバイスを統合する重要な新しい開発
となっています。UN/CEFACTはホワイトペーパープロジェクトの立ち上げを提案
・IoT技術を使用して貿易および関連するビジネスプロセスを促進する方法
・既存のUN/CEFACT成果物をIoTアプリケーションでどのように使用できるか

フォーラムの会場 杭州遠景
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・IoT貿易円滑化関連アプリケーションをサポートするために考慮できる既存のUN/CEFACT成果物ま
たは新成果物の可能性のある変更

を検討しています。2018年4月には、IoTの潜在的なユースケースを踏まえ、貿易を促進するための会議
/ワークショップが開催されました。このプレゼンテーションは、イベントウェブサイトから入手できます。

1.2  会議の目的

農業、輸送、規制、サプライチェーン、そしてそのような実施から得られた利益のような分野における貿
易を円滑にするために、IoTの導入事例と使用事例を検討します。

1.3  会議の内容

（1）基調講演　　Tahseen…Khan、国連CEFACT副議長
　……Mr.Kaushik…Srinivasan、ドメインコーディネーター、eGovernment
　……Ms.Virginia…Cram…Martos、プロジェクトリーダー、IoT…for…Trade…Facilitation

（2）IoTテクノロジーの利用事例と実装例
Sensorise…Digital…Servicesの創設者、Mr.Sharad…Arora
インドでIoTを使ったスマート農法と物流と輸送におけるIoTの使用。
それぞれの地域の農業の規模は小さくても、中央にデータを集中させて需要と供給のバランスをとること
が出来る。

（3）サイバーセキュリティ
国連CEFACT副議長　Mr.…Tahseen…Khan…………　
新しいシステムは安全性に脆弱であることに注意。扱いデータが増えるということはリスクの対象も増える

ことになる。データを扱う人が増えることも問題となりうる。

（4）IoT　PKI…Technology
ＧＭＯグローバルサイン株式会社　グループ技術開発本部　浅野…昌和部長
PKIはPublic…Key…Infrastructure,…公開鍵暗号基盤。
端末とクラウドのデータセキュリティについて、誰でも端末に触れるが、管理者が使われ方を理解してい

るのか？…Digital…Certificateについて、TLS（Transport…Layer…Security;……認証画面で「この文字を入
力して下さい」という仕組み）を推奨する。

（5）資産の追跡と監視におけるIoTの使用
ウフル社　最高戦略責任者、田中　正道氏
複数の利用者が複数のデータベースでのデータ共有。　
IoT専用デバイスでデータの蓄積・配信をトライしている。複数のシステムをグループ化してクラウドを複
数にすることもある。複数のデータソースで集めたクラウドでひとつの配信を行うこともある（ビデオ発信のイメ
ージ）。「今まで不可能だったのに出来るのか？」という問いかけには「かなりの部分で可能」と答えられる。
Echo…Chamber（視野を狭くして情報を繰り返すコントロール）を使っている。

（6）使用者が多数となるモバイルのIoTの利用注意点
IEA社　Mr.…Depan…インド
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IoTは貿易両国間で異なる関税・手続き等の障害を除く有効手段だが、利用者が雑多になるとその有
効性が薄れることを懸念。

（7）IoT…of…China…E-Commerce
GAIA…Smart…Cities……Mr.…Biipin…Kumar
中国はMobleがアリババなどの先進企業でE-Commerceの扱いが世界一になった。
AIが進んでいながらまだまだ紙の割合が高いのでさらに電子化を推し進める。

（8）コンテナ貿易のIoT利用
国連CEFACT　Smart…Container…Project…Leader…Ms.hanane…Becha
商品の製作から船積、到着までに関わる人ごとにシステムが違う。Door-Doorで40種類もの機関が関

わるので大変な作業になっている。

（9）オープンデスカッションの主な質疑応答
「IoTの範囲が広すぎると思うが？」中国の質問者
「企業によって用途はいろいろだが概念はひとつ。ただ幅広く使われている」Ms.Virsinia
「各国で制度が違うのにどうやってまとまるのか」中国の質問者
「技術的なことは現実にプログラムを作っている人に聞いて下さい」Ms.Virsinia

２．Blockchain in Trade Facilitation: Looking Toward Implementation
10月15日午後

2.1  会議の背景

国連CEFACT…Blockchain…Whitepaper…プロジェクトは2017年5月に開始され、現在75人の参加エ
キスパートがいます。このプロジェクトが検討していることは、
・Blockchain技術を使用して貿易および関連するビジネスプロセスを促進する方法
・Blockchainアプリケーション開発者が既存の国連…CEFACT成果物をどのように使用できるか
・…Blockchain貿易円滑化関連アプリケーションをサポートするために考えられる既存の国連CEFACT成
果物または新成果物の可能性のある変更。

になります。プロジェクトの詳細な説明は、ウェブサイトから入手できます。…

2018年4月には、複数の分野の活動におけるブロックチェーンの潜在的なユースケースを検討した会議
/ワークショップが開催されました。このプレゼンテーションも、イベントウェブサイトから入手できます。

2.2  会議の目的

このワークショップでは、広範なブロックチェーン使用事例および問題を検討したジュネーブでのブロックチ
ェーン会議の後、貿易円滑化におけるブロックチェーンの実施に焦点を当て、結果に基づいて取り組んで
いきます。議論は3つに焦点を当てました：
・「ブロックチェーンの正しい解決策」…誇大宣伝を切り詰め、参加者がブロックチェーンは正しい解決策で
あるかどうかを理解するのに役立つ実用性を提示することを目的としています。
・「どのような実践的な実装から学ぶことができるか」…-…このパートは、参加者が成功を収めるための実際
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の実装からの教訓を提示することを目的としています。
・「実装における国連CEFACT標準の使用」…-…実際の運用とギャップがあるか？

2.3  会議の内容

開会に先立ち、プレコンファレンスとして昼休みにMs.…Virginia…Cram-MartosがBlockchainを紹介す
るビデオを４本紹介した。

（1）挨拶　UNECE　Ms.…Ignowa

（2）…欠席したジュネーブの会社に代わって、Ms.Virginiaがブロックチェーンの利用者は零細企業が含まれる
が、件数は多い実情を説明した。

（3）Blockchain…BasisMorpheusのサプライチェーンシステム
Network…BiOの共同設立者Mr.…Dan…Weinberger
Successful…Basis…Data…Baseを生産、銀行、購入などの様 な々分野で利用する。特に輸送で様 な々

データが集中する。

（4）海上輸送における実際のブロックチェーン　　
IPCSA事務局長　Mr.…Richard…Doward
船積手続につかうBlockchainの紹介。BlockchainはGovernment…cargoの場合入力項目が違って、
別のDocumentになることの注意喚起がされた。

（5）Blockchainの運用
オーストラリア政府自治省のエンタープライズアーキテクト　Mr.…Steve…Capell
個人としての意見だが
・ブロックチェーンの新規加入者については既存利用者全員の同意が必要となり、搬入障害となる
・参加者の言語が多数になると煩雑さが増す
・複数国間は片方でシングルユースの利用でつなぐのが現実的運用になっている。

（6）Blockchaihのアプリケーション、特にアウトソーシングについて
DGファン社　Mr.…Moshe…Hogeg
BlockchainでBusinessが迅速化、効率化、プロジェクトのアウトソーシングも家計管理もBlockchain

で行える様になるだろう。

（7）ビットコインの話
EnglandのMr.…Hoget
Blockchainで物に付加価値が付く。いくつかの政府がBlockchain上の流通管理員を設け始めたが、
彼らは元々は通貨の流通プロで、貯まったものを正確・迅速に見極めることが出来るか、心配である。

（8）シンガポールのブロックチェーンについて
シンガポールのブロックチェーンイニシアチブインフォコム・メディア開発局（IMDA）BIO貿易セクター改革

グループディレクター、LOH…Sin…Yong氏
ICTで発展してきたので今後も最新の技術を取り入れていく。これからは国々のNSW、Blockchainが
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チェーンのようにつながるだろう。Technical部分だけでの実行ではなしに入出力の技術向上も目指して…
いく。

（9）質疑応答

3. Showcasing of Transport & Logistics deliverables 
 - Concrete applications of Trade Facilitation through automation
10月16日午前
輸送および物流の展示…-…自動化による貿易円滑化の具体的な適用

3.1  会議の背景

30年以上にわたり、UN/CEFACTは、サプライチェーン全体、特に輸送および物流分野において、
標準を開発し、公表してきました。その間多くの組織が、テストを立証して真にグローバルかつ堅牢な基準
を作成するために貢献してきました。UN/CEFACTは、現在も広く使用されているUN/EDIFACTから
Multi-Modal…Transport…Reference…Data…Model（意味論的ライブラリと運輸および物流で潜在的に使用
されるすべてのデータの構造）に至るまで、また、複数の輸送モードと複数のユーザーのニーズ（運送、荷
送人、規制、梱包資材など）の観点から、データと取引所を見る価値あるプラットフォームとなっています。

3.2  会議の目的

UN/CEFACTの輸送物流セクターの公開された成果物と進行中のプロジェクトを展示し、標準の機能
の仕方や実施者からの経験の戻りに関する説明を提供します。取り組む主な成果物には次のようなものが
あります。
・マルチモーダルトランスポート参照データモデル
・電子委託ノート（e-CMR）
・UN/EDIFACT
・スマートコンテナ
・データパイプライン
・IMO…FALのマッピングとメッセージ
・UN/LOCODE

3.3  会議の内容

（1）基調講演　国連ＣＥＦＡＣＴ代表　Ms.…Maria…Rosaria…Ceccarelli
国連ＣＥＦＡＣＴ副議長　Mr.…Ian…Watt

（2）国連CEFACTの進化と変貌　…Mr.…Gerhard…Heemskerk
国連CEFACTのData…Model…Principleを解説。
CEFACT基準はシステムの維持・変更が簡単で、新しいシステムにも対応可能であることを強調、シ

ステム構築に一番適している内容を説明した。

（3）Multi-Modal…Transport………国連CEFACT議長　Ms.…Sue…Probert
国連CEFACTのModeである　「Buy…Ship…Pay」からそれぞれその下にある商行為についてコンテナ
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貿易の際に手続、関係者との情報共有の方法を紹介した。

（4）国連LOCODEについて　BIC社副社長　Mr.…Jorn…Heerulff…
LOCODEがMotor…Model…Transportに利用されている実例を紹介した。

（5）新プロジェクト　国連CEFACT議長　Ms.…Sue…Probert
ますます紙の使用が少なくなり、新しいシステム基準が導入されていく中での国連推奨基準を検討するプ
ロジェクトを立ち上げる。

（6）Suplychain…と輸送の相関関係　　フェデラルエキスプレス社　Mr.…David…Roff
Finance…Process、…Government…Processを含む複合輸送を実施する上でのSupplychainの利用促
進を訴えた。

（7）Smart…Container………Ms.…Hanane…Becha
複合コンテナ輸送の効率運用を研究するプロジェクトを立ち上げた。

（8）IMO-FAL（国際海事機構の簡易化委員会）
International…Port…Community…System…Association……Mr.…Nico…De…Cauwer
IML-FALの変更が説明された。

（9）質疑応答

4. Data Protection
10月16日午後

BlockchainのデータはBtoBが主だが、例えば客船の通関業務などでBtoCの局面適用も考えられる。…
また、Customerが一人の内は不評はないが、複数になるとプログラム作成が難しくなっていく。
こうした展開に備えながら、データの機密保持について、議論が交わされた。

5. Traceability and Transparency for Sustainable Value Chains
10月17日午前

5.1  会議の背景

現在の生産と消費のパターンは、天然資源を急速に枯渇させ、生態系を悪化させ、有害物質、廃棄物、
および公害を発生させています。これらの課題に対応するには、一方的な使い捨てからより循環的なアプ
ローチに移行し、サプライチェーン全体で資源とエネルギーの効率を達成し、基本的なサービス、グリーン
ジョブへのアクセスを提供し、すべての人にとってより良い持続可能な生活の質に到達する必要があります。
本質的に、それはより少ない資源でより多くのことを行うことです。これには、すべての利害関係者、生産者、
製造業者、仲介業者、トレーダー、小売業者、最終消費者を関与させる体系的なアプローチが必要です。
このような関係において、透明性とトレーサビリティは、持続可能な発展のための国連アジェンダのSDG12
に沿って、より責任ある消費と生産を進めるための重要なツールであると認識されます。
この会議では、UN/CEFACTは以下の議論を行います：
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・リニア経済システムから循環経済システムへの移行方法。ますますグローバル化し、断片化したバリュー
チェーンにおける課題と機会の追及

・透明性の向上、バリューチェーンのトレーサビリティ、環境リスク、社会的リスク、および健康リスクは、
持続可能な生産パターンの向上への貢献

・さまざまなステークホルダー間の情報共有をサポートする革新的な実践を、消費者が持続可能なライフス
タイルのために関連情報と意識を持つことを確実にするもの

・既存および新しいUN/CEFACT成果物を使用可能にする方策

2018年4月、会議/ワークショップが開催され、ガーメントやフットウェア分野を中心に指導や勧告が行わ
れました。このイベントからのプレゼンテーションは、イベントウェブサイトで入手でき、この会議でのディスカッ
ションの前提となります

5.2  会議の目的

ラウンドテーブルでは、専門家が経験を披露し合い、特定された問題の解決策を提案し、循環経済の
ための持続可能なバリューチェーンを推進するための将来の発展を予測する相互学習空間を提供します。
学んだ主な教訓を特定し、継続的かつ新しいUN/CEFACTプロジェクト、特に持続可能なバリューチ

ェーンのための透明性とトレーサビリティを知らせるための一連の重要な行動分野と優れた実践を集めます。

5.3  会議の内容

（1）基調講演　　国連欧州委員会　経済・貿易委員会　理事Ms.…Ivonne…Higuero

（2）Managing…sustainable…value…chains…for…a…circular…economy
国連CEFACT…事務局　Ms.…Maria…Teresa…Pisani　
膨大な生産素材の80％がゴミになる。そのうちの20％しかリサイクルされない。一番必要なのは生産者

の意識である。

（3）ブロックチェーンの利用
Donghua…University…Shanghai　Prof.…Ding…Xuemei
今までは個々の情報伝達が上手くいかなかったがブロックチェーンの利用でそれが可能となった。しかし、
企業の経済負担はますます大きくなった。

（4）オーストラリアでの実証例
GoSource…Pty,…Australia…　取締役　Mr.…Steve…Capell

（5）繊維製品の流通
Global…IDFL社…Audit…and…Inspection…Manager　Mr.…Bryan…Mortensen
中国で働くアメリカ人でボーダフォンのManagerと自己紹介。
生産向上のためのcheck…pointの紹介。情報保護が重要になる。

（6）スマホと小型端末　Intertek…China社専務　Mr.…David…Ho,
フォーラムが行われている杭州ではタクシードライバーでも電子ネットワークを使う電子の先進圏で、便利

さになれると元には戻れない。
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（7）中国GSIのGlobal…Business…Standard…の紹介
GS1…China…社取締役補佐　Mr.…Du…Han

6. Cross-Border e Commerce
国境を越える電子商取引
10月17日午後

6.1  会議の背景 

オンライン・プラットホームを通しての取引業務量は毎年拡大しています。電子商取引プラットホームはそ
の商品をオンラインで販売している会社のサービスを提供することができます。また、ショーケースに他の会
社の商品を売るツールも提供されています。業務はオンラインで、プラットフォーム自体に集積されるサービス
（金融、輸送、調整クリアランス、支払い）を行い、他社のサービスの扱いも可能になるなど、多面的です。
リビングルームを出ることなく世界中で買い物が出来るのです。個々の要求を満たすために、パッケージは、
小売業者に送られるものよりしばしばより小さくて、より頻繁です。
これらのプラットホームは、前向きな影響をmicro-（彼らの商品と部門を売却する中小企業）により大きな
機会を提供させることができます。彼らは、通常国際的ではないローカル製品を販売促進も手伝うことがで
きます。
パッケージは価格を下げることができて、革新を促すことができた競争を刺激するのを手伝うこともできます。
これらのプラットホームは、同様に若干の副作用があります。特に販売をしているプラットホームがもう一つ
の管区に位置しているとき、競争の問題は境界の向こうで管理するのが難しいです。
そのようなプラットホームでベンダーか消費者を特定することは課題で、カードを配っているパートナーが信
頼性は問題になります。
特に非低い価値製品については、品質管理は難しい問題です。…

6.2  会議の目的 

電子商取引の現在の実践を探検します。そして、電子商取引と電子商取引プラットフォームのはっきりし
た定義ならびにそのような業務の関連性を明らかにし、また問題点を調査します：
電子商取引は伝統的な業務と調和するかも調べます。伝統的な種類の業務との比較で電子商取引の
特有点を調べます。電子ビジネス標準の必要性を調査します。電子商取引プラットフォームでの必要手順
と調停手順を実行する方策を調べます。国家Single…Windowsと電子商取引プラットホームの間で調和す
るかを探ります。

6.3  会議の内容

（1）基調講演　国連欧州経済委員会　Ms.…Ivonne…Higuero…

（2）中国のCross…boarder…E-Commerceのルール　Mr.…Richard…Lay
海外の販売者が直接消費者に売る際の関税取得についての内容。National…Single…Windowを使うこ

とを奨励していた。

（3）中国の国をあげてのE-Commerceに推進している事例の紹介
China…National…Institution…of…Standardization　Mr.…Yueming…QIU
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検疫など様 な々場面でもE-Commerceが有効であることの紹介

（4）Supporting…MSMEs…to…access…international…marketservice……
Triangularity…Consulting…　Ms.…Virginia…CRAM…MARTOS,
MSMEはMicro,　Small…and…Medium…Enterprize。E-Commerceは特に発展途上国などで様 な々
商機が生まれることの紹介。

（5）…Transaction…assurance…of…cross-border…e-Commerce…–…supplier’s…performance…management…on…
e-Commerce…platforms
China…Council…for…the…Promotion…of…International…Trade　Mr.…Xin…YAO…
中国の発展の源は輸出と国内消費と投資。輸出を下支えしているのがE-Commerceである。

（6）売手のPerformance…Management…　DHGate.com……Mr.…Ping…WANG,…
昔は貿易業務のプラットフォームが違っていたため不効率だったが、徐々に情報共有の精度が向上して

いき、今の大量な物流の取扱いが可能になった。

（7）プラットフォームとNational…Single…Windowsの情報交換
Eurasian…Economic…Commission…Mr.…Aleksei…BONDARENKO
Cross…boarder…E-Commerce…とSWは一緒に考えるべきだ。

（8）E-Commerceの法律面
S.U.…Khan…Associates…Corporate…&…Legal…Consultants　Mr.…Saifullah…KHAN
E-CommerceではIdentificationが難しく、正確な検疫が出来るかという問題が提起された。

7. Smart Containers プロジェクト
10月18日　09：00〜 15：30

7.1  プロジェクトの目的

このプロジェクトの目的は、コンテナ化された商品にリンクされた機器を追跡して監視することによって明ら
かにされる必要のある情報を定義することです。これは、民間セクターのパートナーや、工場や獣医機関、
有害医薬品、違法貨物管理、税関、規制当局などの国境を越えた機関によって、マルチモーダル輸送
や物流業務におけるデータの可用性を向上させるために使用できます。

7.2  プロジェクトの範囲

スマートコンテナは、さまざまな部門のステークホルダーによる意思決定の強化を支援するために、IOT
（Internet…of…Things）を取り入れることによって、ペーパーレスプロセスをさらに超えて出荷のデジタル時代
を迎えています。
このプロジェクトの目的は、民間セクターのパートナーや国境を越えた機関による意思決定を支援するた
めに、スマートコンテナによって送信される可能性のある情報を定義することです。この情報は、認定パー
トナーと通信できるスマートデバイスによって収集されます。
プロジェクトは、スマートコンテナによって提供される取引所のビジネス要件仕様（BRS）を取得します。また、
MMT参照データモデルに基づいた要件メッセージ仕様（RSM）および標準化メッセージ構造を開発する予
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定です。

7.3  プロジェクト成果物

プロジェクトの成果物は次のとおりです。
　•…ビジネス要件の収集中に定義されたビジネス要件仕様（BRS）
　•…要件メッセージ仕様（RSM）
　•…必要なメッセージのXMLスキーマ

7.4  終了基準

終了条件は次のとおりです。
　•…ビジネス要件の収集中に定義されたビジネス要件仕様（BRS）
　　o…すべてのコメントが表示されている外部レビューログに対処
　•…要件メッセージ仕様（RSM）
　　o…すべてのコメントが表示されている外部レビューログに対処
　•…必要なメッセージのXMLスキーマ
　　o…すべてのコメントが表示されている外部レビューログに対処

7.5  プロジェクトの参加資格　

プロジェクトチームは、サプライチェーンや関連活動の分野で幅広い知識と経験を持つ専門家、そして
モデリング技術に関心があります。さらに、代表団長は、選挙区に所属する技術専門家を招聘して作業
に参加することができる。専門家は専門知識のみに基づいて作業に貢献し、UN/CEFACTの行動規範
を遵守することが期待されます。

7.6  現在国連ＣＥＦＡＣＴにある成果物

•…T＆Lのマルチモーダル輸送参照データモデル（プロジェクトp1023）
•…BRS…IFTM国際輸送および輸送
•…国連CEFACTモデリング手法（CEFACT/TMG/N093）
•…国連CEFACT…ebXMLコアコンポーネント技術仕様バージョン2.01
•…国連CEFACTコアコンポーネントライブラリ
•…国連CEFACT国際サプライチェーン参照モデル
•…国連EDIFACTデータ要素ディレクトリD.16A

8.  国連LOCODE Advisory Group Meeting 
10月18日　16：00〜 18：00　　19日　11：00〜 17：30

8.1  グループ立ち上げの背景

「TradeとTransport…Locationsのための国連Code」（国連LOCODE）は、UNECE（国連欧州経
済委員会）によって管理されて、維持され、国連内で行われる共同の取引促進運動のフレームワークの広
い協同の成果です。…
国連LOCODEユーザー・コミュニティに対するより良い貢献と国連LOCODEの持続可能な発展を目指

して、UNECE事務局は、限られた資源で増えつつある需要に合うよう努めます。
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2015年に、国連LOCODE……Focal…Point…Networkは、データ品質を改善するために設立されました。
国連LOCODEメンテナンスと開発でより重要で活発な役割を演ずることができるすべての関係者にプラット
ホームを与えるために、2017年に設立された国連LOCODE…Advisoryグループによって、この作業は補
われました。
国連LOCODE…Advisoryグループのその規範によると、集合会議は、1年につき一回以上、国連
LOCODEに関連したすべての重要な問題を議論して、決定します。
今年の会議は、2018年10月19日に杭州のUN/CEFACTフォーラムの間に開催されます。国連
LOCODEユーザー・コミュニティが期待するデータ品質の取扱い量が事務局の能力の限界に近いため国
連LOCODEメンテナンスによって必要とされる資源を整理し、Data…Maintenance…Requests（DMRs）確
認の現在の仕事の流れは知識の標準的使用と国連LOCODE…Advisoryグループの経験で最適化され
るために再検討が必要です。

8.2  グループの目的

国連LOCODEのメンテナンスの鍵となる懸念の1つは複雑な地理的知識が必要のため非常に時間が
かかることがありえるData…Maintenance…Request（DMR）プロセス、関連した国際貿易背景、調整と投
資家の間のコミュニケーションです。事務局、依頼人、国連LOCODE…Focal…Points、その他を含む、
関係者は以下の問題に直面しています。
・どのように、増えつつある需要を満たすために、現在の資源を最適化することができるか？
・このプロセスのDMRsの依頼人の義務は何か？
・国連のデフェンシブ・エンド顧問団の役割は、何か？…
・一回限りのDMR要請は、要請の多数を提出する依頼人と、同じ方法が必要か？
・…国連LOCODE…Focal…Pointsが国連LOCODEメンテナンスで活発な役割を演ずるのを奨励するため
にはどうしたらよいか？
・現在のメンテナンス方針とプロセスを再検討の必要性？…
・新しい方針とプロセスの提案？
この会議ではこれらの課題を議論して、そのうえ国連LOCODEの上でUNECE…Recommendation…
No.16を必要あれば修正して、最新版を提供する予定です。

8.3  会議の内容

（1）開会挨拶　
UNECE　Ms.…Ivonne…Higuero,…Director,…UNECE
国連CEFACT議長　Ms.…Sue…Probert,…Chair…

（2）現在のUN/LOCODEメンテナンスに関する分析と…UN/EDIFACTのDMRs
Ms.…Sue…Probert,

（3）National…Focal…Pointとしての意見表明
Brazil…Focal…Point　Mr.…Tiago…Spendler…

（4）Advisery…Group…Memberの意見
（5）メンテナンス要請（DMRs）データに関する分析
（6）大量依頼機関/緊急依頼の事例
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（7）国連LOCODEに関する新しい情勢について
（8）国連LOCODEの内陸ポイントでの適用
（9）UNECE勧告No.16改訂プロジェクト
（10）国連LOCODEメインテナンスに関する新たな提案　
　　…UNECE事務局　Ms.…Yan…Zhang
（11）オープンディスカッション
（12）…不適格な依頼や依頼人の不在でDMRを延期する場合の検討。依頼量の多い依頼人から送られる提

出物のFocal…Point…による拒否の情報を各国のFocal…Pointsと国連LOCODE…Maintenance委員会
によってチェックの検討

（13）UN/LOCODEメンテナンス委員会のセットアップ
………新しいメンテナンス仕事の流れを検討

8.4  結論

Web-siteを使った新たな国連LOCODE申請手順を検討することとなった。
次の会議を2018年12月3,4日にスイスのジュネーブ国連本部で行うこととなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

今回の国連ＣＥＦＡＣＴフォーラムには日本から11名が参加しました。会議の終了と10月号締切が重なったた
め、来月号でも参加した専門家に会議の内容を報告して頂く予定です。　　　　　　　　　　　　　　　
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— 協会ホームページのリンク集のご案内 —

http://www.jastpro.org/l ink/index.html

当協会のホームページのリンク集には、当協会の活動にご興味を持たれる方や日本輸出入者コードの

利用者の方々のご参考として関係諸組織・団体ホームページへのリンクを下記の分類で掲載しております

のでご活用下さい。

▲  

当協会に関係する我国の官公庁・公的機関（独立行政法人を含む）

▲  

輸出入関係手続きに関係する業界団体等

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（国内）

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（海外）

▲  

貿易振興・簡易化や電子商取引の標準化に関係する国際機関…

▲  

日本財団、公益財団法人JKA



— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

電子版は、当協会ウェブページのお知らせ欄にてご覧いただけます。

　　　http://www.jastpro.org/topics/index.html

掲載通知をご希望の皆様には、メールにてその旨ご案内申し上げますので、ご希望の方は毎月20日までに…

次の内容を下記のE-mailアドレスにお知らせくださいますようお願いいたします。

　　

▲  

ご所属の組織名称　

　　

▲  

所属されている部署

　　

▲  

申込者氏名

　　

▲  

連絡先電話番号

　　

▲  

送達をご希望のメールアドレス

　【ご連絡窓口】

　　…（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

　　…業務部　業務一部長　祁答院（けどういん）…包則

　　…E-mail…address:……gyomu_dept@jastpro.or.jp


