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記事１.  貿易の実務と理論（28）

早稲田大学名誉教授　椿……弘次

まえがき
Incoterms©…2010においては、海上（ないし内水路）貨物運送を前提にした取引条件として、FAS,…FOB,…

CFR,…CIFの4条件が挙げられている。それらは、いずれも伝統的な「海上売買」の条件であり、FCAを除き、
FOB,…CFR,…CIFの3条件については、本誌Nos.436-438（2015年1月－3月）において既に略説した。併せ
て参照して頂ければ幸いである。

他方、国際コンテナによる国際複合一貫運送が相当普及しているにもかかわらず、依然として海上（内水
路）運送のみを利用する条件として定義されているFOB,…CFR,…CIFの各条件が、国際コンテナ運送を利用
する取引に採用されている。この点は、Incoterms©…2010版の改訂意図が十分理解されていない事情を示
すものとして、注目するとともに、改めてこれらの海上売買条件に固有の課題である傭船契約条件の援用に
ついて検討したい。それにより、国際統一条約（すなわち、Hague…Rulesとその後の改訂規則）で規律され
る国際定期貨物運送と国際標準約款に準拠する航海傭船運送の対照が明らかになり、売買契約の履行に
おける物品の引渡しに関して見られる両者の相違について理解が進むことを期待したい。…

本稿では、売買契約と航海傭船契約の間に齟齬が生じないように交渉する実務、売買条件における出荷
時期と荷役の仕切り、滞船料の負担などを取り上げたい。

1．2010年版のIncotermsの新鮮味
2000年版のE系、F系、C系、D系という略号の頭文字による分類から、運送手段の類型による2分化

に大括りした。すなわち、国際コンテナによる定期運送の発展により、運送手段（mode）の種類を問わず、
運送品の受取から引渡しまでを、主として物流の拠点になるターミナル間の定期貨物運送と捉え、売買契約
における責任区間の仕切りの基準にしている。それは、従来の「条件」に代え、「規則」として個々に独立さ
せた7件の略号でグループ化され定義されているものである。もう一つのグループは、内水路・海上における
主として不定期の運送を利用する港間（port-to-port）の運送を基礎にする4条件（あるいは規則）である。
それらは、FOB,…CIFに代表される伝統的な「海上売買」の規則である。

この2分化は、「簡素化」の点で注目したい。さらに、いずれのグループの規則の定義も、必ずしも国際
貿易に限定せず、国内取引にも使用可能であるとした点も、注目される。とりわけ、EXW,…DDPは国際貿
易取引に使用されるほかに、輸出品の国内仕入れ、輸入品の国内転売のそれぞれの国内取引条件として、
連鎖取引的に使用できることを、規則を定めた国際商業会議所は視野に入れている。

同じ、出荷地渡し条件（shipment…contract,…送付売買）でありながら、FとCを分ける意味が主として荷
為替決済条件との連係にあったのに対し、荷為替決済によらない国際売買条件の使用比率が上ってきたた
め、関心が物流関連の手配ならびに取り決めの業務分担に大きく向かうようになってきている。

伝統的な4条件は、いずれも積地渡し契約（shipment…contract）であり、送付売買（送付債務）の性質
を帯びたものである。それら4条件の間に差異が認められるとするならば、国際海上貨物運送契約の手配（あ
るいは契約締結義務）および積荷保険の手配の義務が、売買当事者のいずれに課されるかということである。

売主にその義務があるのは、CFR,…CIFの各条件（あるいは規則）であり、反対に買主にその義務が課さ

◇ 連 載 ◇
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れているのは、FAS,…FOBの各条件である。貨物保険の手配義務に限れば、CIF条件の売主にのみその
義務があり、貨物海上保険証券が買主への提供書類に含まれる1。

国際商業会議所が意図する伝統的な条件が使用される分野は、航海傭船契約（voyage…charter）によ
る契約品の不定期運送であり、専用船化、大型化、荷役の機械化が顕著な世界である。それに加えて、「港
の慣習（custom…of…the…port）」が荷役作業などについて影響することが少なくない事情がある。しかし、主
として、大量のバラものを運送する分野は、国際統一標準が国際海上物品運送法（COGSA）として確立し
ている国際定期貨物運送ほどに統一化されておらず、商品群ごとに固有の標準約款、すなわち航海傭船
契約が利用されていて、そこに専門的述語（technical… terms…or…usage）が多数使用されるので、一般的
な興味・関心を呼びにくい。このため、Incotermsに規定される重要な条件であるにもかかわらず、「特殊、
専門的、限定的な」分野であると見られ、十分理解が及んでいない2。

　　

2．Incoterms© 2010年版における、当該4条件のA3−A6に定める売主の義務　　　
これらの義務と対照をなすのは、周知のとおり、買主の義務を定めるB3－B6である。A3－A6に定める売

主の義務は、運送契約ならびに貨物保険契約の手配である。
FAS,…FOBの各条件におけるA3は共通に、運送および貨物保険ともに、売主に手配義務はなく、専ら、

自らの費用負担の下に、買主が運送契約の手配を行わなければならないことを定めている。ただし、運送契
約については、買主の要請があるとき、あるいは買主に代わって売主が運送を手配する取引実務（practice）
が確立しているが、しかるべき期間内に買主自ら手配を行う旨の通知をしないときは、売主は、買主の費用
と危険により、通常の条件による運送契約の手配をすることができる。

貨物保険については、売主は買主に対しその手配義務を負担しない。しかしながら、買主の依頼、およ
び危険と費用において、貨物保険の手配に必要な情報を売主は買主に提供しなければならない。

CFRおよびCIFの各条件における運送契約に関する売主の義務については、規定を同じくしている。す
なわち、売主は、自らの費用負担において引渡地から指定仕向地までの物品の運送契約を締結するか、ま
たは物品を運送中の運送契約を引き継ぐ義務を負担する。その運送契約は、通常の条件により、契約品の
運送に通常使用されるタイプの船舶により、通常の航路を経由するものでなければならない。

CFR条件における貨物保険の手配に関する規定は、FAS、FOBの各条件における場合と変わりはなく、
売主にその手配義務はない。これに対し、CIF条件においては、売主は自らの費用負担により、貨物保険
における最も填補条件の狭い（C）条件またはそれと同等の条件の貨物保険の手配を義務を負担する。買主
の要請があれば、買主の費用負担に基づき、より広い補償範囲の保険契約を手配し、あるいは追加補償を

1　…買主に対する契約上の義務としてではなく、自己の利益を保護するために、売主が「FOB輸出保険」を物品の本船積込みまでに対
して手配することはある。なぜならば、FOB条件の買主が物品に手配している保険につき、FOB出荷の荷役作業途上の事故によ
る物品の滅失・損傷について、売主はそれを利用できないからである。

2　…日本のCOGSAは、第16条において、傭船契約には適用しないことを宣しているが、船積港または陸揚港が本邦外にある運送で、
船荷証券が発行されるならば、傭船契約による運送であっても、証券所持人との関係ではCOGSAが適用される。船荷証券所持
人は、傭船契約の詳細について知ることは容易でない（傭船契約ベースの船荷証券のL/C上の扱いについては、信用状統一規則

（UCP）Art.22に定められているが、銀行は呈示されても傭船契約書を点検しない。さらに、海上運送状（SWB）の使用が盛んにな
ると、船荷証券法の厳格性が十分に認識されず、船荷証券が発行されているにもかかわらず、「受戻」の原則が疎かにされることも珍
しくない。原本の回収をしていない、B/Lのファックス・コピーによる運送品引渡し、荷為替決済において指図式B/Lの原本一通が
荷受人へ直送されるなどがその例だろう。こうしたことは、取引実務上、十分自覚されていないようでもある。
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つけなければならない。保険金額は、特約がなければ、少なくとも送り状金額の10％増しとし、契約品と同じ
通貨表示にしなければならない。

物品の引渡し

FAS条件においては、買主によって指定された積込み地点において、指定された本船の船側（alongside…
the…vessel）に物品を置くことにより、売主は引渡し義務を履行する。当然のことながら、売主はそれを合意
された期日もしくは期間内に履行しなければならない。FOB条件の場合は、指定の船積港において、買主
指定の本船の船上に物品を置くことにより（placing…the…goods…on…board…the…vessel）、売主は引渡し義務
を履行する。この点に関しては、CFR,…CIFの各条件ともに同様である。

さらに、FAS条件を含むこれら4条件は、国際商品の業者間転売を想定して、洋上転売（sales…of… the…
cargo…afloat）に対応できるよう、既に原の売主により履行された商品に関する書類を調達して買主に引渡す
ことができる旨を定めている。

危険の移転と費用の分担

前述の物品の引渡しが行われるまで、物品の滅失または損傷の危険を売主は負担し、その時までにかか
る物品に対する一切の費用も、併せて負担する（各条件のA5,…A6参照）。

したがって、物品の引渡し時点が重要な意味を持つことが、十分理解されよう。Incoterms©…2010年版に
おいて、伝統的な語句、passing… the…ship's…railが廃され、上述のように変更されたことは、とりわけ航海
傭船契約においては重要な意味を持つ。船内荷役費用の負担条件、機械荷役における物品の引渡し時点
の確認などに、そのことが具体的に反映されるからである。

3．航海傭船契約と売買契約
航海傭船契約は、主として産業物資の国際運送を対象とし、国際貿易の発展を支えてきた重要な取引

実務の支柱である。そして、国際コンテナによる単位化が困難な貨物の運送を受け持っている。
運送人は、貨物の運送に対し報酬を得るわけであるから、荷役を安全、迅速に行い、本船の稼働状態

を長く継続したい3。
このため、荷役のための碇泊期間を短くし、航海（voyage）を安全・迅速に行い運賃収入を増やしたいの

が、運送人の最重要関心事項である。したがって、入出港する港の安全性（safe…port）、碇泊期間の計
算条件、荷役作業条件など、各種の条件が標準的な傭船契約書式に定められている。

代表的には、荷役開始（荷役準備整頓通知＝Notice…of…Readiness,…NOR）の前提としての、着船
（arrived…ship）、責任荷役量（run）の計算と作業条件、それらの条件に反して遅滞が生じた場合の滞船料
（demurrage）の計算と免責、船内荷役費用負担などの規定が書式に盛られている4。

傭船契約の世界は、市況性が強く、運賃変動（言い換えれば、傭船料＝charter…freight）も当然ながら
日常的である。したがって、適当な船舶（suitable…vessel…or…ship）と航海傭船契約を結ぶことは、荷主の
喫緊の課題である。ここでいう適当な船舶とは、売買取引数量に見合った船型で、かつ船積み港に最も近

3　…運送人には、船主の他に、定期傭船者、さらに航海傭船者が含まれる。再航海傭船も珍しくないことに留意する。
4　…航海傭船契約は、運送品の種類に応じて、穀物、鉱石などの乾貨物（dry…bulk）と原油、LNGなどの液体貨物にそれぞれにふさ

わしい国際的な標準約款が、業界団体により起草され、それらの中から適当なものを選択して交渉される。代表的な約款は、日本
海運集会所編『新訂……対訳航海傭船契約書式集……Ⅰ…』同所刊、2000年などを参照されたい。
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い地点を航行ないし待機中で、（燃料費、設備などの点で）稼働状態の良好な船舶を言う。また、そのよう
な船舶は物品の運送に適した構造・装置を備え、その種の運送に標準的な航海傭船契約の下に運航され
ている。

その種の航海傭船契約の条件と、売買契約の間の整合性が如何にして達成されるかは、容易でない課
題を含んでいる。そのような船舶を見つけ出し、傭船契約の仲介を専門に行う傭船仲立人（chartering…
broker）を介して、運送人と売買当事者が傭船契約を交渉するのが普通である。この交渉と売買契約の交
渉が適時に行われて初めて、売買契約の履行が円滑に実行できる。

実際には、この二種の契約が齟齬なく結ばれるための調整は容易ではない。最悪の場合は、売買契約
は成立したが、航海傭船契約は破談になった、あるいはその逆というような状況もありうる。これを避けるため
に、売買契約を先に取りまとめる際（contract…confirmation…memoなどを作成する）に、想定の傭船契約
の主要事項を、Maritime…Shipping…Termsとして売買契約書に適記する実務がある（例えば、後出の
Soufflet…Negoce…v.…Bunge…SA[2011]…1…Lloyd’s…Rep.531,…532参照）5。

それは、運送人との傭船契約の交渉に対する売買当事者間の大枠の事前合意という性格を持つ。それが、
契約の重要な内容の確定性の欠如と判断されれば、売買契約の拘束力が弱くなる。したがって、as…per…
charterpartyあるいはMaritime…Shipping…Termsと注記（special…remarks）して、傭船契約の手配義務
を負う売買当事者に、停止条件としていわゆる誠実な協力義務（具体的には、傭船契約の手配義務）を負
担させていると解釈せざるを得ない。売買契約に、subject…to…confirmation…of…a…C/Pと明記して、傭船契
約の迅速な締結を促がし、両契約の整合性の確保に当事者が務めるべきことを宣明するのも、同様の対応
とみなすことができる6。…

　　

4．売買契約に対する航海傭船契約に固有の課題：碇泊期間の計算と荷役費用の分担
前述のとおり、運送人は可能な限り多くの運賃収入を得たいので、運賃を稼ぐことができない碇泊期間

（Laytime,…Laydays）を厳格に定め、それを超過するときは滞船料（demurrage）を傭船者に課徴する。また、
運送人は航行（navigation）に対する責任を負担するが、航海（voyage）については、商業上の管理として
傭船者（荷主）に多くの責任を負担してもらうことを期待したいので、荷役作業管理、碇泊錨地の選定などは
傭船者の責任としたい7。

それらの事項は、Incotermsの前述の4条件における費用の分担、出荷・荷揚期間条件に反映され、
超過碇泊期間に対する滞船料が売買当事者のいずれに負担されるべきかに関連してくる。以上の他に、運
送賃の支払い、荷役作業の管理や本船に対する作業中の事故（stevedore…damage）に対する責任、傭
船契約準拠の船荷証券の扱いなども、売買当事者に関連の深い事項である。紙幅の関係で、言及は最小
に留めたい。

5　…Maritime…Shipping…Termsを売買契約の交渉時に、その契約の「付則」的な扱いとして、航海傭船契約の主要事項を末尾に記
載する。それは、傭船契約を援用するためにas…per…charterpartyと表記するのに代わる対応として、実務上、普通に行われてい
る。前掲の判例の中では、Shipping…Termsと表示され、追加的合意事項とされていた。それには、傭船契約の概要が摘録され
ていた。

6　…周知のとおり、常時、航海傭船を必要とする企業は、自由の利く船舶を子会社やグループ企業に保有させて、必要な時に運航を依
頼するだろう。石油精製会社、電力会社、鉄鋼メーカー、大手自動車会社などは、そうした船舶の運航を支配している。

7　…Laydays…Statementは、運送人と傭船者が立ち合いの上、日々 、詳細な記録を取り、それに基づいて、両者の合意を得て作成さ
れる文書である。浜谷源蔵『最新貿易実務』同文舘出版、2008年、p.381に掲載のひな型の資料参照。
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事例の紹介

国際商品取引の主要中心地のひとつであるロンドンを抱えるイギリスの先判例を幾つか紹介して、先に取り
上げた課題を具体的に理解する手立てとしたい。

（A）Soufflet Negoce v. Bunge SA[2011] 1 Lloyd’s Rep. 531（CA）

本件は、穀物取引に関する穀物・飼料取引協会（GAFTA）の定めるFOB条件の標準売買約款8に
よる国際売買で、世界的な大手穀物商の一つが被控訴人となって控訴院（Court…of…Appeal）に係った
事案である。

売買対象の商品は、ウクライナの港からFOB出荷される飼料穀物15,000メトリック・トンであった。納期は、
買主（大手穀物商）の選択により、2006年10月9－22日の両端を含む期間内とし、買主は手配した本船名、
積込み開始予定期日を納期に先立って通知すべきことが定められ、—“presented…at… the… loading…port…
in…readiness… to… load”と記載する標準約款第6条の適用を予定した。併せて、引取見込み数量につい
ても、同様の事前通告を買主が行うべきことが定められ、代船の選択権を買主は留保していた。これに対し、
売主は所定の納期内には、いつでも物品の引渡し準備を整えて待機すべきことが定められた。ただし、
納期限内に積込み完了とならないことがあるとしても、売主はそれに伴う追加費用の負担を請求されないも
のとする旨の定めがなされた。

納期の最終日に、本船は積込み準備整頓通知（Notice…of…Readiness…to…load,…NOR）を売主に伝えた
が、売主は、本船船倉が貨物の積込みに適した清浄な状態にない（not…clean）と主張し、提供された
NORの無効を申し立て、物品の積込みが行われなかった。これに対し、買主は通知されたNORの正当
性を主張し、10月22日の後でも物品の積込みを行うべきことを要求した。

協会の商事仲裁、裁判所への仲裁判断に対する異議申し立てを通じて、原告・控訴人である売主に
不利な判断、判決が下された。
これだけを見れば、買主はFOB条件に従い、本船を指定し、引取見込み数量の事前通知も行ったが、

NORの提供（tender）において、定期海上運送における船倉の「堪貨性＝cargoworthiness」担保に反
した本船の状態は、欠陥のあるNORの提供に該当すると主張して、この仲裁判断および判決に異議を
唱えた。
しかしながら、ここに、Incotermsによる実務の理解とそれの適用を排除する約款を記載している取引

協会の標準約款の文言の解釈に齟齬が生じているのである。すなわち、Incotermsは一般的な実務に
関する基準を定めているのに対し、取引協会の約款は特定の業界固有の語句を使用して、かつ、詳細
に規定していることに留意すべきである。その結果、個々の契約の条項の解釈に及ぼす影響は、取引協
会の標準約款の方が幅広く大きい。

本件では、本船のNORの提供に関して、約款の規定が普通に理解されるよりは、やや曖昧さを残して
いたと判断された。すなわち、NORは、売買契約上の納期内における本船の到着の条件なのか、碇泊
期間の計算の始点を規定するものなのか、堪貨性を含む堪航能力の担保充足をも具備すべきなのかなど
が、明確でないと判断されたと思われる。

それに加え、買主に代船の選択権を与え、売主には納期内の積込み完了を厳格に要求せず、滞船料

8　…GAFTAは、http://www.gafta.com/,…FOSFAは、http://www.fosfa.org/にアクセスするとそれぞれの標準約款を閲覧できる。
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（carrying…chargesと表現している）の負担を求めないと規定していた。したがって、全体として見れば、
NORの提供が買主による本船の提供期限遵守に主眼があるものと解されたようである。
また、本船手配の義務を負担する当事者（FAS,…FOBの各条件の買主）は、選択する「適船＝

suitable…vessel」に関し、以下の点に留意すべきであろう。
a.…売買契約に定める本船の指定と本船名の通知に関しては、売主の出荷・荷役準備整頓に要する時

間的余裕を考慮すること。これに対し、物品の船積準備整頓、船積港の状況などを考慮して、本
船の船積期間（laycan）を売主は買主に通知して、調整を図るべきである。

b.…碇泊期間の起算のためには、「着船」の定義を明確にすることである。「arrived」が、船積港の港域
（commercial…zone）内への到着（port…charter）を意味するのか、指定のバースに投錨する（berth…
charter）ことを言うのかを明確にする。

c.…NORの提供に関し、陸上との往来の許可（free…pratique）を得るときまで、着船とならないとするかど
うか。

d.…堪貨性の担保充足（船倉の燻蒸、清掃、換気など）を、NOR提供の条件とするかどうか。
e.…指定の本船の載荷能力は、売買契約上の引渡数量条件において売主に与えられている選択権の行

使（例、plus/minus…10%…at…the…seller's…option）が、傭船契約における運送人の積取量の選択権
と抵触しないかどうか。

本件では、d.について、NORの提供を妨げるほど重要な要素とみなされなかったようである。そうではな
く、汚染損害などが予想されるときは、NORの提供受けたFOB売主は、速やかに異議を唱えて、傭船
契約当事者である買主に船倉の洗浄などの是正を申し出て、碇泊期間の開始を遅らせるのが無難であろ
う。例えば、食用油、油脂取引協会（FOSFA…International）の標準契約書式No.53（Bulk…FOB…
Terms）第8条は、Freight…space…to…be…provided…by…Buyers…who…shall…be…solely…responsible…for…
the…cleanliness…and…fitness…of…the…ship's…tank/s…receiving…the…oilと定めている。…
これらの点は、直接、間接に滞船料が発生した場合、その負担の決定に影響することがあるので、十

分留意して定めをするべきである。

（B） Suek AG v. Glencore International AG（The “Hang Ta”）[2011] 2 Lloyd's Rep. 278（QBD, Com.Ct）

本件は、石炭のCIF…Amsterdam条件の売買契約に関する事案で、売主手配の本船が、荷揚港に
到着した際に船長から提供されたNORの適格性を巡って紛議が生じた。その結果、荷揚港における滞
船料の負担の是非が争点になった。

2010年の4四半期にわたり6回に分けて出荷する石炭、合計39万メトリック・トンのうちの一回分の物品
を積載して荷揚港に本船が到着したとき、予定のバースに先船が碇泊していた。そこで、通常の仮泊錨
地に待機して、その間にNORを荷受人である買主に提供できると本船の船長は判断し、NORを提供した

（この事情は、荷揚港のバースにおける潮位のレベルが本船にとり十分でないときにも該当する）。これに対
し、買主は異議を唱えた。

売主手配の航海傭船契約には、多数の略号・符号を用いて、以下のように規定されていた。
「荷役作業時間は、昼夜、週末、休日を問わず（ATDN…SSHINC＝At…any…time…during… the…day…

or…night,…Saturdays,…Sundays…and…holidays…included）、常時、碇泊時間の計算対象とする。WIBON
（whether… in…berth…or…not,… バースに碇泊していると否とを問わず）、WIFPON（whether… in… free…
Pratique…or…not,…検疫上、陸上との往来許可が出ると否とを問わず）、WCCON（whether…customs…
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cleared…or…not,…通関手続きの完了のいかんを問わず）」、と追記されていた。さらに、NORの提供後12
時間経過するか、実際に荷揚が開始されるかのいずれか早い方を基準に碇泊期間の計算を開始すると
定めていた。…
これに対し、売買契約の条項には、次のように規定されていた。
「海上運送の手配は、売主の責任であり、物品は無故障船荷証券（a…Clean…on…Board…Bill…of…

Lading）に基づき引渡されるべきこと。買主は、最終の荷揚港の選択を売主に電信により通知し、港湾
運送代理店（port…agent）を指名し、少なくとも船積期間（Laycanというが納期と同様の意味を持つ）開
始の2週暦日以内に売主に通知し、併せて、売主による本船の指定に対して同意・確認する旨を買主は
伝えるべきこと。荷揚港におけるバースの安全性に買主は責任を持つこと。」

以上を踏まえて、本件の航海傭船契約は、port…charter（指定の港の港域（commercial…zone）に到
着することを条件とする傭船契約）でもなく、berth…charter（指定の荷揚港における特定のバースに碇泊
することを条件とする傭船契約）でもない点では、当事者の代理人間に意見の相違はなかった。むしろ、
本件の航海傭船契約は、Amsterdam/Rotterdam/Antwerpの諸港を仕向地とし、買主による揚げ地
選択を認める航海傭船契約であり、適正な選択権の行使を条件とするCIF条件の売買で、売主にそれら
の港のうちいずれかで物品を引渡すべき責任を課すものではないと解された（この点は、積地渡し契約であ
るCIF条件上、当然の解釈である）。

それらを基に、本件におけるNORの提供は、航海傭船契約の規定を満たし、有効である。傭船契約
の定めに従い、買主は、傭船契約に基づき売主に請求された滞船料の支払い（償還）義務があると判示
された。すなわち、滞船料は運送賃の性格を有するものではなく、「損害賠償額の予定」に相当するもので、
遅延賠償金として扱われた9。
このような扱いについては、イギリスの判例法上も諸説がある。特に、洋上転売の盛んな国際商品の

FOB,…CIFなどの伝統的な売買条件においては、それ等と航海傭船契約との間に密接な連係が少なく、
滞船料の料率も転売毎に変動するので、洋上転売の連鎖上にあるCIF売主が、単にas…per…
Charterpartyと記載して滞船料率を操作する可能性が大きいことが、夙に指摘されている10。　

（C）判例ではないが、航海傭船契約による運送が行われ、その下に船荷証券が発行された場合に

　　注目すべき事項として、本船荷役作業における責任の分担問題がある。

代表的な航海傭船契約である“Gencon”Charter（1922,…1976,…および1994年改訂版）第5条は、
[Loading/Discharging]に関して、次のように規定している（日本海運集会所『対訳航海傭船契約書式…
集……Ⅰ…』、2000年、p.7による）。
「貨物は、傭船者が、船倉に持ち込み、船積み、積付け及び/又は荷均し、検量、固縛及び/又は

固定をし、船倉から取り出し、荷揚げをし、船主にはいかなる危険、責任及び費用をも負担させない」
まず、これと船積・荷揚に関する売買契約当事者間における責任の仕切りが問われるだろう。FOB売

9　…この点に関しては、中村真澄・箱井崇史『海商法』成文堂、2008年、pp.280-282、M.…Bridge,…The… International…Sale…of…
Goods,…Oxford…U.P.,…2d…ed（2007）,…para.4-156参照。

10　…M.…Bridge,…op.cit.,…para.4.154以下、およびD.Celik,…Incorporation…of…charterparty… into… international… sale…contracts…on…
shipment…terms,…Eur.Trans.…L.…2013,…445,…p.454参照。FOIST約款については、J.…Cooke…et…al.,…Voyage…Charters,…Lloyd‘s…
of…London…Press,…1993,…p.265以下も参照。
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主は、傭船契約当事者ではないが、契約上の物品の引渡しを船荷証券を用いて証明する（B/Lの受取
証性）。その際に、運送人はこの第5条に基づき、荷均し・積付け完了時の物品の数量・状態を記載する。
その結果、物品に対する損傷などの危険は、本船積込みの時ではなく、無故障のB/L発行時まで延期
されることになり、Incotermsの定めるところと異なる結果になる。他方、荷為替に使用するため、傭船契
約の契約当事者ではないFOB売主が、この第5条の適用の排除を求め、国際海上物品運送法

（COGSA）を適用法規とする至上約款（Paramount…Clause）付きB/Lに切り替えるよう請求することは、
普通に見られるところである。また、そうしないと船内荷役費用傭船者負担のいわゆるFIOST（Free… in…
and…out,…stowed…and…trimmed）条項（前掲“Gencon”Charter第5条も同趣旨）の効力に疑問が生じる。
すなわち、COGSAの特約禁止規定にFOIST約款が抵触し、その約款が運送責任の軽減となるならば、
無効になる可能性が生まれる11。さらに、船内荷役作業が、船長の監督（under… the…supervision…of…
the…captain）の下に行われた場合のFIOST約款と本船の安全性（stability）に対する船長権限との抵
触問題も浮かび上がってくる。…
また、Incotermsを売買契約に援用するとしても、売買契約にas…per…Charterpartyと注記したとき、

荷役の責任の仕切りにおいて、売買契約と航海傭船契約のそれぞれの規定の適用の優先関係の問題が
生じ、物品に対する危険の移転時点に関し議論を生むだろう。とりわけ、CIF買主が揚げ船内荷役費用を、
FOB売主が積み船内費用を、定期海運を利用する場合より少し多めに負担することになる点について、
了解を得ておく必要があろう。

このように、貿易取引を航海傭船契約をベースにして行うときは、その約款の売買契約への援用問題が
大きく影響を及ぼし、Incotermsだけが参照の枠組みという訳にはいかないことは明らかである。

終わりに
以上のように、不定期海上貨物運送（航海傭船契約による運送）を前提にした国際売買契約の定型条件

（trade…terms）について、理解を深めることは時間を要するところである。したがって、Incotermsに10項目
にわたって定義されている売買当事者の義務は、最大公約数的な性格のものであることに留意すべきである。

本稿で言及した事項以外に、まだ、詳細な検討を要する多くの課題がある。売買契約の履行に係る航海
傭船契約と売買契約の相互の関連に注目しながら、契約当事者として自己の利益を守るために、要領の良
い契約条項を検討し、起案する努力が重要である。

視点は異なるが、関税評価において、早出料（dispatch…money）が得られると、輸入申告における現実
取引価格の算出に必要な加算要素の運送賃の減額扱いとされる。これに従えば、滞船料が加算要素として
の運送賃ではなく、損害賠償額の予定と解されるならば、輸入申告に反映され、加算要素にならないだろう。
関税法関係の基本通達などを点検・確認しておきたい。

（訂正　3月号（No.460）末尾p.8の「Incoterms©…2020」は、「Incoterms©…2010」とすべきもので、
　　　……誤りを訂正しお詫びします）。…

以上

11　…至上約款によるCOGSAの適用がないときは、Incotermsと航海傭船契約の間の問題として、売主の責任が物品の積付け完了ま
で延長されると解されることがあるだろう。



JASTPRO

—…9…—

　　　　　　　記事2.  WCO及びアフリカン・ユニオン共催
　　　『グローバル原産地カンファレンス2017』の模様

5月3日及び4日の両日、アジスアベバ（エチオピア）のアフリカン・ユニオン本部大会議室において、WCO及
びアフリカン・ユニオン共催による『グローバル原産地カンファレンス2017』が開催された。JASTPROから今川
業務二部長が出席し、「原産地規則の将来」と題するセッションにおいて講演を行った（講演に使用したプレゼ
ン資料はJASTPROウェブサイトに掲載されている。）。本カンファレンスは、英仏の同時通訳が付き、アフリカ、
欧州、アジアを中心に約70名が参加した。

本カンファレンスの目的は、地域統合がグローバル・サプライ・チェーンの形成に大きな影響を与え、地域単
位でのFTAが交渉されている状況において、原産地規則が地域協定の実施を可能にし、貿易及び投資のフ
ローにインパクトを与えることを認識し、原産地規則分野における知見の共有のためのプラットフォーム並びに政
府機関、民間セクター及び学識経験者が同分野において新たな連携の場を提供することとしている。

オープニングには、御厨WCO事務総局長及びエチオピア関税歳入庁アト長官、またキーノート・スピーチには、
アフリカン・ユニオン事務局貿易・産業局長ムチャンガ大使がスピーチを行ない、テレビ録画を始め、プレスの
取材があった。御厨事務総局長からは、BREXIT等の最近の地域統合・地域FTAをめぐる話題に触れて、
原産地規則が地域経済活動に密接にかかわっていることを強調しつつ、WCO事務総局が原産地インフラとし
て、診断ツール、ベスト・プラクティス、原産地事前教示に係る技術的ガイドラインの整備を実施してきた旨の発
言があった。

（カンファレンス議場の模様）
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本カンファレンスは、韓国関税庁が過去に数回、韓国において主催していたが、WCOに今後の実施を委託
した経緯がある。今回がWCO実施分としては初めてで、アフリカン・ユニオンとの共催となった。講演者は多
彩で、総勢21名に及び、欧州委員会租税・関税同盟総局長、原産地分野では著名な米州開銀エコノミスト、
弁護士、大学教授、国際機関（WTO、WCO、UNCTAD）及び地域機関（ECOWAS、アフリカン・ユニオン）
担当者、チリ、豪州、中国及び韓国税関原産地規則担当官等が、6つに分けられた分野（①地域統合と地
域統合が原産地規則に与える影響、②アフリカにおける地域統合と原産地規則、③FTAの利活用、④
LDC特恵原産地規則に係るWTOナイロビ宣言の実施、⑤原産地規則の管理・実施、及び⑥原産地規則
の将来）において、それぞれプレゼンを行った。

また、3日のセッション終了後に、WCO事務総局がこれまでまとめてきた調査レポート、原産地証明マニュア
ル等を一つにまとめた『WCO原産地コンペンディウム』の披露が行われた。コンペンディウムは、WCOのウェブ
サイトに公開される。次回は、2年後に南米で開催される予定である。

以上

（アフリカン・ユニオン本部、アジスアベバ）
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記事３. 第29回国連CEFACTフォーラム報告書

2017年3月27（月）～ 31日（金）　　国連欧州本部（UNOG）……ジュネーブ・スイス

1.  会議の概要

1.1  会　期　2017年3月27日（月）～ 31日（金）

1.2  会議場　国連欧州本部（UNOG）　ジュネーブ・スイス

1.3  参加者　　

　　＜全体参加者数：約120名＞
　　＜参加国数：32ヶ国＞
　　（欧州地域）

英国、アイルランド、スペイン、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、スイス、オーストリア、スウェーデン、
フィンランド、ノルウエイ、ウクライナ、ベルギー、ルクセンブルク、デンマーク

　　（アジア・太平洋・ユーラシア地域）
日本、中国、韓国、タイ、インド、ロシア、キルギスタン、オーストラリア

　　（アフリカ地域）
カメルーン、モロッコ、ナイジェリア、セネガル、ケニア

　　（南北アメリカ地域）
米国、カナダ、ブラジル

　　＜国際組織＞　
GS1、WCO、IATA、ISO、IRU、IBC、ITC、IMO、EEC等が、また、その他国連の組織とし
てUNECE、UNCTAD、OECD等がそれぞれ参加しました。

（オープニングセッションの会場風景）
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1.4  ビューロメンバーの参加

国連CEFACTビューロ議長並びに各企画開発分野（以下PDA）を総括する
副議長6名全員が出席しました。

1.5  日本からの参加者　

前回フォーラムと同数の以下6名が参加しました。
　　　　（敬称略）
椿　　弘次…（国連CEFACT日本委員会委員長　早稲田大学　名誉教授）
鈴木　耀夫…（NPO法人観光情報流通機構）
堀田　和雄…（　　　　　　同　　　…　　）
遠城　秀和…（NTTデータシステム技術（株）：品質評価コーディネータ）
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）
石垣　充…　（日本貿易関係手続簡易化協会）

２.  フォーラム全体の構成
フォーラムは以下の構成にて実施されました。
第１日目（3月27日…月曜日）
　午前：…Ⅰ）初めての参加者への国連CEFACTの活動の概略説明

事務局長のMaria…Ceccarelli氏ならびにビューロ議長のLance…Thompson氏によるプレゼン
テーションが実施されました。

　　　…Ⅱ）フォーラムオープニングセッション
Lance…Thompson氏による開催宣言のあと、UNECEのDeputy…Executive…Secretary…の
Andrey…Vasilyev氏より開会の挨拶がありました。
その後、事務局並びに各ビューロ副議長より担当のPDAについて本フォーラムの作業予定につ
いて説明がありました。

　午後：ミニコンファレンス「リファレンスデータモデル」が開催されました。
第2日目（3月28日…火曜日）
　ミニコンファレンス「持続可能な農業（国連　持続可能な開発目標）」が開催されました。　
第3日目（3月29日…水曜日）
　ミニコンファレンス「法的に信頼された越境電子交換」が開催されました。
第4日目（3月30日木曜日）
　第3回UN/LOCODE…コンファレンスが開催されました。
第5日目（3月31日…金曜日）
　午前：ミニコンファレンス「シングルウィンドウにおける展開」
　午後：フォーラムクロージングセッション

Lance…Thompson氏が議長となり、各ドメインリーダによる本フォーラムに於ける進捗報告を行い、…
閉会となりました。
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３．ミニコンファレンスの開催
上述のとおり、今回開催されたミニコンファレンスは以下の4つです。
ミニコンファレンスは第27回国連CEFACTフォーラムより開催されるようになり、個々のドメインがAgendaに

基づき並行して活動を行い、専門家が興味のあるセッションを選択して参加するという、従来からの参加方
式に加えて、特定の話題を前面に出し、一般の方からみても対象とするテーマを分かり易くするとともに、広
いジャンルからの参加者を想定したものです。　

（1）リファレンスデータモデル

副題：eビジネス　データ交換について予見されフォローすべき技術動向…………
電子的なビジネスメッセージについてこれまでのドキュメントを基本としたアプローチからプロセスを基本とし

たアプローチに変革していくことについてプレゼンテーションが行われました。具体的にはサプライチェーン管
理ドメインのプロジェクトとしてサプライチェーン参照データモデル（SCRDM）を開発し、それに基づいたクロ
スインダストリーインボイス（CII）メッセージが開発済です。今後更にその対象をサプライチェーンに関連した
メッセージに拡大していくプロジェクトが稼働しています。同様のアプローチを、輸送・ロジスティクスドメイン
ではマルチモーダルトランスポート参照データモデル（MMTRDM）を開発しました。　

このアプローチによる期待効果は以下が挙げられています。
・特定のシンタックス（構文）に限定しないセマンティック（意味情報）モデルの定義
・国連CEFACTのBuy/Ship/Payモデルを基本としたデータ再利用による開発作業削減
・国連CEFACTにより標準化整合化された国連コア構成要素ライブラリーを基本としたすべてのビジ

ネス要件の参照データモデルをカバーしたセマンティックスの提供
・サプライチェーンや輸送・ロジスティクスのそれぞれの分野のビジネスプロセスで共通に使われるデー

タについての相互運用性の確保
・その他

当日は上述のプロジェクトリーダによりプロジェクトでの活動内容について説明がありました。
新規にビジネスメッセージを開発する際には当該業務分野における参照データモデルを活用するメリットは

多いものの、既に相当数のメッセージを導入し運用している分野にとってはメッセージを再構築する作業負
荷並びに既存の運用への影響を考慮すると難しい選択を迫られることとなることから、サプライチェーンや
輸送・ロジスティクス以外の他のドメインの専門家も多数出席し議論に参画しました。

参考の資料は以下に掲載されています。
　http://www.unece.org/index.php?id=45308#/

（2）持続可能な農業

産業別特化（Sectral）PDAのAgriculture…Domainの主催で、国連CEFACT…Agriculture…標準メッ
セージ、プロセス並びに利用実績について、特に持続的な食料生産とその透明性とトレーサビリティの重
要性についてプレゼンテーションが行われました。国連CEFACTは国連持続可能な開発ゴール（SDGs）
への貢献を標榜しており、本ドメインが進める標準開発は、安全で持続可能な食料生産に合致するもので
す。当日資料は以下に掲載されています。

　http://www.unece.org/index.php?id=45340#/
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（3）法的に信頼された越境電子交換（Ensuring Legally Significant Trusted Transboundary Electronic Interaction）

Regulatory（行政）PDAのeGovernmentドメインの主催,…UNECE並びにUNCITRALとの共催にて
開催されたもので、以下の5つのパートで構成されプレゼンテーションが行われました。

パート…Ⅰ……法的に信頼されている越境電子交換に関連する国連の活動
Lance…Thompson氏により勧告第14号「貿易書類の認証」について、UNCITRALのLuca…

Catellani氏により「越境貿易円滑化に関するUNCITRAL発行の資料」について、そして国連経済社
会委員会のSusan…Stone氏により「アジア・太平洋地域における越境ペーパーレス貿易の円滑化
Agreement」と題してプレゼンテーションが行われました。

パートⅡ……法的に信頼された越境電子交換の必要性とそれに含まれる価値
「農業における電子sanitary…and…phytosanitary…certificate」、「インドにおける電子署名と相互認

証」等のプレゼンテーションがありました。

パートⅢ　現行利用可能なシステムと開発途中のシステム
「EUのTrusted… Infrastructure」、「eCERT…/…eCITES」、「Boleroの下での貿易書類の法的に

信頼された越境電子交換」等の主題でプレゼンテーションが行われました。

パートⅣ………新技術と今後のアプローチ
「法的に信頼された越境電子交換プロジェクト」についてプロジェクトリーダのAleksandr…Sazorov氏

（ロシア）よりプロジェクトの成果について、「サプライチェーンにおけるブロックチェーン」と題して…Enrico…
Camerinelli氏（イタリア）により、「サプライチェーンのトレーサビリティにおけるブロックチェーンの活用」と
題してMarrek…Laskowski氏（ヨーク大学）により、そしてVirginia…Cram-Martos氏（前ECE……
Executive）により「EU…TAXUD…（Tax…&…Customs）におけるブロックチェーンの役割」と題するプレゼ
ンテーションが行われました。

パートⅤ………現出するシステム群と法的な課題
UNCITRAL…Castellani氏による「ID管理に関する法的観点」と題して、そしてElena…Alampi氏

（EC）による「EU…Perspective…eIDASの役割」と題したプレゼンテーションが行われました。

特にブロックチェーンが今後サプライチェーンに果たす役割については出席者の関心が高く、上述の
Virginia…Cram-Martos氏をリーダとした「ブロックチェーンに関するホワイトペーパープロジェクト」が早々に
発足することが確認されました。本プロジェクトは5月1日付にてプロジェクト参加者募集の案内が国連
CEFACTの公式ウェブサイトに公示されました。　

当日資料は以下に掲載されております。
　http://www.unece.org/index.php?id=45424#/

（4）シングルウィンドウの展開

本ミニコンファレンスは、国際貿易手続きPDA…（シングルウィンドウドメイン）、行政PDA（税関ドメイン）、SHIP…
PDA（運輸・ロジスティクスドメイン）及びBUY/PAY…PDA（サプライチェーンドメイン）の共催にて開催されたもの
で、シングルウィンドウが多様な展開をみせていることを以下の各国での展開事例に基いて紹介がありました。
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…　紹介事例：ユーラシア経済コミッション、中米地域シングルウィンドウ、ECの共通シングルウィンドウ、
　　　　　モロッコPort…Net、スウェーデン、ルクセンブルグ
また、Lance…Thompson議長より「シングルウィンドウの用語に関するテクニカルノート」について説明があ

りました。同文書は翌週開催された第23回国連CEFACT総会に提出されたものです。

当日資料は以下に掲載されております。
　http://www.unece.org/index.php?id=45310#/

４．第3回UN/LOCODE コンファレンス
UN/LOCODEコンファレンスは、2015年4月開催の第25回国連CEFACTフォーラム（ジュネーブ・スイス）

に於ける第1回、2016年4月開催の第27回国連CEFACTフォーラムに於ける第2回に続き、UNECEの
主催により第3回が開催されました。　

最初にUN/LOCODEのメンテナンスを担当しているYan…Zhang氏（UNECE）より現在のUN/LOCODE
の新規申請実績、昨年設置したUN/LOCODE…MAINTENANCE…GROUPの作業実績等の報告があり
ました。
・次期UN/LOCODE管理システムの業務要件整理

上記GROUPにはUN/LOCODE…National…Focal…Pointとして当方も参画し、次期システムの業務
要件の検討を実施しました。今年度は更に詳細な仕様に落とし込んで行きたいとの意向表明があり、引
き続き当方も検討グループに参画する旨意向を伝えました。

・UN/LOCODE…National…Focal…Point（NFP）…
2015年以降、UNECE主導にて各国にNFPの設置を働きかけ、年々設置国が増加し現在32カ国

に達しています。但し与えられた枠が満杯になりつつある懸案のドイツ、フランスにはいまだに設置されて
いません。また、各国レベルのNFPに加え、UN/LOCODEを利用している国際組織（IATA、IMO、
ITU、国際郵便（UPU）等）もUN/LOCODE……Institutional…Focal…Pointsの位置づけでUN/LOCODE
ネットワークが運用されています。

其の次に、UN/LOCODEを利用しているステークホルダーとして以下の国、組織から運用実態について
のプレゼンテーションが行われました。

ブラジル、フィンランド、中国、モロッコ、フランス（マルセイユ）、EU、ITU、BIC　等

当日資料は以下に掲載されております。
　http://www.unece.org/index.php?id=45365#/

５．各PDA・ドメインに於ける活動
今次フォーラムでも各ドメインにて、継続中のプロジェクト、新規に立ち上げ準備中のプロジェクトの意見交

換等が行われました。

5.1  国際貿易手続ドメイン

…　○…「貿易円滑化における女性の活躍　ホワイトペーパー」プロジェクト
本主題に基づくホワイトペーパーを開発中です。SDGsの中のGender…Equityのゴールを視野に入れ
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ての作業ですが、女性を男性より優遇するような記載は逆差別になるといった意見、女性の処遇向上を
広く記述していくと国連CEFACTの本来のSCOPEを超える可能性があるといった様々な意見が出て、
今次フォーラム期間中にはまとめきれませんでした。

5.2  シングルウィンドウドメイン

…　○…シングルウィンドウの運用面におけるコアとなる原則
シングルウィンドウの不稼働により経済活動に重大な影響を与える点から正常な運用を継続するための

原則について勧告ならびにガイドラインを作成するプロジェクトが準備段階にあり、どのような視点を織り込
むべきか多方面の視点から意見交換が行われました。

5.3  ファイナンス・ペイメントドメイン　

…　○…ブロックチェーン技術のサプライチェーンファイナンスプロセスへの適用
本主題に関する新たなプロジェクトを提案することとなりました。

5.4  サプライチェーン管理ドメイン

…　○…サプライチェーン参照データモデル（SCRDM）のインボイスへの適用結果に基づくサプライチェーン関連
　……の他のメッセージへの展開　プロジェクト

本主題に関するプロジェクトが現在進められています。
…　○…Cross…Industry…Scheduling…プロジェクト

本主題に基づくプロジェクトが現在進められています。今次フォーラムではフランス・日本に加え、サプ
ライチェーン管理チームよりアイルランドとオランダの積極的な参加があり、これまでの継続審議案件は全
て合意に漕ぎ着けられたとのことです。

2017年6月にビジネス要求仕様（BRS）のドラフトが完成し6月末に公開レビューに付す予定です。

5.5  調達（Procurement） ドメイン

…　○…公共調達に関する事前調査プロジェクト
今後継続的に作業を進めるとのことです。

5.6  輸送・ロジスティクスドメイン

…　○…マルチモードトランスポート（MMT）の参照データモデル対応
2017年4月末目標で公開レビューに付す予定とのことでした。

…　○…ロジスティックパイプライン　プロジェクト
現在プロジェクトを進めているところとのことです。

…　○…eBill…of…Delivery
韓国のeBODチームの要請により輸送・ロジスティクスドメインにおいてプロジェクト化是非について意

見交換がなされ次の点を再考してプロジェクト提案書の修正を行うとの結論となりました。
・モバイルのセキュリティについてはTC154及びITUでも標準化の検討が進められており、それらを

参考に当該プロジェクトの技術スコープを国連CEFACTのスコープの範囲内に限定する、
・輸送・ロジスティクスドメインにおいて並行的に稼働中のMMTプロジェクトやTrack…and…Traceプロ

ジェクトとの間の位置づけを明確にする。
また、現在同プロジェクトの支援は韓国とオーストリアの２カ国のみであり少なくとももう１カ国の支援を要

するとのことです。　　
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5.7  Agriculture（農業・水産業・食の安全等の分野）ドメイン
以下の各プロジェクトを継続的に取り進めているとのことです。

…　○…持続可能な漁業
…　○…電子証明書（eCERT）及び検査所との電子的交信（eLAB）
…　○…eCROP穀物の生産地情報とサプライチェーン情報
…　○…動植物の原産地のトレース
…　○…RASFF（食物と飼料の緊急警戒通知）
…　○…トレーサビリティの枠組み…………………
…　○…Agriculture分野のメッセージの参照データモデル対応……

5.8  旅行・観光（T/T）ドメイン　
…　○…小規模宿泊施設（SLH）Small…scaled…Lodging……Houseプロジェクト

SLHに関連した標準開発作業は終了し現在メンテナンスフェーズに移行したとのことでした。
…　○…SLH…インターナショナルパイロットプロジェクト　フェーズ2

第二期プロジェクトを現在進行中であるが、関係する課題の整理を早めて今後1年程度の中で早期に完
了することを確認しました。

…　○…Destination…Travel…Informationプロジェクト
依然として継続作業中のStatusであり、更に１年程度作業期間を延長する必要ありとのことです。…

…　○…体験（Experience）プログラムに関するグリーンペーパー作成プロジェクト
今後グリーンペーパー作成作業のためのプロジェクトを立ち上げ作業を行い、新たなプロジェクトを設立す
るか否かについて検討を進める予定とのことでした。

…　○…今後のT/Tドメインでの作業の進め方について検討を行い、この時に日本での進め方を下記図により…
　　……紹介し、同じような取り組みが各国でできないものかについて意見交換を行い、大筋としては賛同が得ら…
　　　れたとのことです。
…　○…参照データモデル対応

今回はこのMini-Conferenceについては、今後のT/Tドメインでの検討に役立てることを確認したとのこ
とです。

…

図　日本での観光関連のプロジェクトの進め方
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5.9  ｢手法及び技術｣ PDA

…　○…Library…Publication…Format…Project
コア構成要素ライブラリー（CCL）の新たな公開形式として、XML4CCL及びHTMLが検討されており、
複数のソリューション・プロバイダーを集めて７月にFace…to…Faceでの会議を開催（ウィーン）するとのこと
です。

…　○…Standard…Business…Document…Header（SBDH）/Envelopeプロジェクト
OASISと共同で現行のSBDH標準を改訂しようとするプロジェクトにて、SBDH（国連CEFACT標準）と
BDC（OASIS標準）との機能詳細比較作業を開始したとのことです。

…　○…Code…List…Managementプロジェクト
現在のコードリストはUN/EDIFACT、XML等ばらばらに管理され、又、規模が肥大化しており使い勝
手が悪いという課題があり、これをよりガバナンスの利いた管理哲準を再構築しようとするもので今後作業
を進めるとのことです。

…　○…ライブラリーメンテナンス
UN/EDIFACTに関連した218の変更要求への対応が、また119の国連CEFACT…XMLメッセージへ
の対応が実施されました。
また、国土交通省より、勧告第24号「輸送ステータスコード」の対象として登録されているStatusコードに
コードを追加する件の要請があり2016年11月に開催の第2回国連CEFACT標準促進委員会の審議を
経て国連CEFACTに申請、今回のフォーラムにおける審査の結果、承認を得ました。　

６.  次回　第30回国連CEFACTフォーラム開催予定
　開催時期：…2017年10月2日（月）～ 6日（金）
　開催場所：…ローマ・イタリア

以上
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記事４. 第35回AFACT中間会議出席報告

AFACT: 貿易簡易化と電子ビジネスのためのアジア太平洋協議会

Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business

AFACTは、年度毎に、メンバー国が交替でHostを務めることとし、そのHost国が事務局となり年間で中
間会議（例年5 ～ 6月）と総会（例年11月頃）の2回開催しています。

2017年度は台湾となり、例年より早めですが2017年4月19日（水）～ 21日（金）の3日間、「第35回
AFACT中間会議」が淡水・台湾にて開催されましたので報告します。
＊AFACT概要につきましては　http://www.jastpro.org/un/afact.html…を参照ください。

１．会議全体の構成
【主 催 者】　財團法人資訊工業策進會（III:…Institute…for…Information…Industry）
【会 　 場】　Fullon…Hotels…&…Resorts、淡水（新台北市）・台湾

（最終日総会の参加者）
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【会議の構成】
　＜AFACT運営委員会（以下StC）＞

4月19日（水）AM/PM及び4月21日（金）AM
　＜各委員会・作業部会＞………
　　○ビジネスドメイン委員会（以下BDC）　4月20日（木）AM/PM
　　○技術・手法委員会（TMC）・コミュニティサポート委員会（CSC）　4月20日（木）AM/PM
　　○旅行・観光・レジャー作業部会…（TT&L…W/G）　4月19日（水）・4月20日（木）AM/PM

２．参加メンバー
（1）…今次AFACT中間会議には、日本、タイ、韓国、台湾の計4ヵ国からの参加がありました。またWeb

経由にてイランのAFACT事務局が参加しました。当初、バングラデシュからの参加が見込まれました
が残念ながら不参加でした。因みに、前回2016年5月に浜松にて開催した第34回AFACT中間会議
は同じく、日本、タイ、韓国、台湾からの参加がありました。

（2）…今次AFACT中間会議には我が国から、以下4名が参加しました。（以下敬称略）
　　菅又久直… AFACT技術手法委員会（TMC）…Chair…（JEC運営委員会委員長）
　　鈴木耀夫… AFACT旅行・観光レジャー作業部会（TT&L…WG）…Acting…Chair
　　　　　　　　（AFACT旅行関連日本部会）
　　田中幹夫… AFACT旅行関連日本部会
　　石垣　充… AFACT日本HOD…（JASTPRO業務１部長）
　　　　　　

３．各セッションにおける主な議事内容
3-1  AFACT運営委員会（StC）

3-1-1  AFACT/国連ECE間での相互協力のための覚書（MoU）締結の件

石垣より本MoUが2017年4月3日ジュネーブにて署名され発効した旨とこれまでの経緯について報告
がありました。
①第22回国連CEFACT総会（2016年4月ジュネーブにて開催）にて承認された中期活動方針
「UN/CEFACT…Prospective…Directions」の中で、「現在相互協定がない標準化組織とも連携
して行く。また有効であるならば相互協力の合意書について事務局を通じて締結する」との方針が
記載された。これによりAFACTとECEとの間に合意書を締結できる可能性が想定された。

②AFACT…StCメンバーでもあり国連CEFACTビューロ副議長のTahseen…Khan氏（インド）を介し
て国連CEFACTビューロ及び事務局と折衝するなかで、国連CEFACTの中でAFACTとの
MoU締結が可能となる感触を得たことにより、正式に2016年12月にAFACTより、国連
CEFACT上部組織である国連欧州経済委員会（UNECE）に宛て覚書締結の提案書を提出した。

③UNECE事務局より2017年3月のUNECE執行委員会にて本件の了承が得られたとの通知を受領
した。

これにより、国連CEFACTの中におけるAFACTの位置づけが明確になりました。　
今後、国連CEFACTフォーラムに開催するための具体的な手続き要領について、国連CEFACT

アジア・太平洋地区ラポータを窓口とし、国連CEFACT事務局との間で詰めて行くことが確認されました。
又、これまで数年間にわたり国連経済社会理事会（ECOSOC）に対し、AFACTをNGOとして承認す
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るよう申請を試みてきましたが、申請基準の点でなかなか承認までの目途がつかず現在に至っています
が、上記のMoU締結に基づく手続きを経ることでAFACTの名目で国連CEFACTフォーラムに参加
する上での実質な目的が達成可能となる見込みです。

3-1-2  国連CEFACTの活動についてのラポータによる報告の件
2013年からの2期・4年間JASTPRO石垣がラポータを務め、国連CEFACT活動内容を報告して

きましたが第23回国連CEFACT総会（2017年4月3日開催）にて後任としてUrachada…Ketprom氏
（タイ）が選任されましたので今次StCでは同氏により報告が行われました。

3-1-3  AFACT来年2018年度ホストメンバーの件
残念ながら今次StCでも来年のホストメンバーを決めることができませんでした。
当初、韓国が次年度AFACT主催メンバー候補でしたが、国内政情の混乱から主催メンバーを受諾

するのは困難との表明があり、代替案としてタイおよびイランが推薦されましたが、両メンバーとも受諾確
定の即断はできませんでした。2018年度主催メンバー確定は依然として予断を許さない状況です。なお、
2019年度はインドが主催する可能性を、また、韓国も2020年について可能性ありとのコメントを得ています。

3-1-4  AFACTメンバー構成の見直し
毎年、主催メンバー確定に難航する最近の傾向に鑑み、AFACT…ChairのGary…Gong氏（台湾）よ

り以下の提案があり、承認されました。
①AFACTメンバーの中で核となるメンバー（Core…Member）を選定し、それ以外のメンバー（Interest…

Member）とを分け、その責任を明確にする。
… Core…Memberはこれまでの貢献から、日本、台湾、韓国、タイ、インド、イランの6カ国を想定す

るが、事前にAFACT…Chairより全HoDに対してCore…Memberとしての参画の意思確認を行う。
②Core…Memberは他のメンバーとの責任の違いを明確にする。
… 順番に各年度のホスト役を受け持つ。Core…MemberはStCのメンバーとなる。仮に6メンバーとし

た場合には、議長、副議長（2名）、選任（Elected）メンバー（3名）となる。

3-1-5  2017年度のStCメンバーの再確認
2017年度のStCメンバーは前回のAFACT…Plenary（2016年11月開催）にて定められたもののその

後、2018年度ホスト未定等の変更要素もありあらためて、以下のとおり再確認されました。（敬称略）
ホスト議長：Gary…Reng…Weng…Gong（台湾）
副議長：石垣　充（日本）…前年度開催ホストメンバー
副議長：　空席　　　　次年度開催ホストメンバー
国連UN/CEFACTビューロ副議長：T.A.…Khan（インド）
UN/CEFACT…Rapporteur：Urachada…Keptrom（タイ）
Elected…HOD：Ambreesh…Kumar（インド）
　　　　　　　Jung-gu…Lee（韓国）
　　　　　　　Ramezan…Ali…Sadeghzadeh（イラン）
Executive…Committees…Chairs:
　　　Community…Support…Committee：Eva…Yie-Yuen…Yueh…（台湾）
　　　Technology…and…Methodology…Committee：菅又久直（日本）
　　　（Acting）Business…Domain…Committee：Supachok…Jantarapatin（イラン）
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国連ESCAP：Yann…Duval
AFACT…General…Secretary：Mahmood…Zargar…（イラン）

3-1-6  AFACT第35回Plenaryの日程

AFACT…Chairより以下の日程の説明がありました。
　【第35回AFACT…Plenary………9月11日（月）～ 13日（水）台北・台湾】
　　（AFACT…Plenary期間中にeASIA賞のコンテストを実施。）
なお、当該9月11日～ 13日の期間設定に際しては、同じくIII主催にて同期間に2017年度の

World…Congress…on… Information…Technology（WCIT）が開催されることから参加者の利便性と開
催会場の効率的な利用が考慮されたものです。

3-1-7  AFACT年次報告書

例年、各メンバーが寄稿し事務局が取りまとめて年次報告書としてその年のPlenaryにて発表すると
いう手順をとってきましたが、昨年2016年の年次報告書は各メンバーからの原稿が思うように充分には集
まらず、結果的にPlenaryには間に合わず2016年の末発行となりました。更に2017年度は例年より
Plenaryの開催時期が2か月ほど早いこともあり、年次報告書は次年度より作成、毎年ではなく隔年発
行とすることがStCにて合意されました。

3-2  ビジネスドメインCommittee（BDC）（4月20日AM）

BDC議長のWanawit…Ahkuputra氏（ETDAタイ）が異動となり欠席のため、Supachok…Jantarapatin
（タイ）氏がActing…Co-Chairとして議長役を務めました。

3-2-1  ASEAN Single window project - Electronic Phytosanitary Certificateの件

Natthaphat…Rojanasupamit氏（ETDAタイ）より題記プロジェクトの最近の進捗についてプレゼンテー
ションがありました。

e-Phyto…Certificates…はASEAN…Single…Windowを介して2017年末までにデータ交換が開始され
る予定とのことです。…
・…Dr.Eva（台湾）より、各種Certificateの電子的な標準化された（とりわけ国連CEFACT標準を使っ

た）発行業務の状況について各AFACTメンバー国の状況の調査の提案がありました。国連
ESCAPが同様な情報収集を実施している模様にて、ETDAは国連ESCAPと本件についてすり合
わせた上で、質問書案をドラフトすることとなりました。

3-2-2  WTO Trade Facilitation Agreementの件

Kongrit…Jantrik氏（タイ荷主協会）より2017年2月22日に発効したTFAについてプレゼンテーション
がありました。TFAではCategory…A,B,Cとあるがタイは実質的にはBに該当し、今後、①TFAへの
理解を深める…②National…Trade…Facilitation…Committeeの確立…③貿易円滑化（TF）へのロードマッ
プの作成…④TFA導入のための開発プロジェクトの開始、を進めたいとのことでした。

3-3  BDC/TMC/CSC合同ミーティング（4月20日PM）

3-3-1  韓国提案のElectronic Bill of Delivery（電子配送保証システム）プロジェクトの件

Young…Kon…Lee氏が本プロジェクトの趣旨について説明を行いAFACTメンバーによる支援への要
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望表明がありました。
提案趣旨は、下図に示すように、海港・空港に到着してから最終のConsigneeにDeliveryされるま

での区間のLogisticsのトレースについてMobileを利用したデータ収集を行うというものです。

本プロジェクトにて想定する成果物は以下の4点です。
（1）Core…data…items…in…CCL…（ACC,…BCC,…ABIE,…BBIE,…ASBIE）
（2）BRS…for…e-BOD…application…
（3）XML…Schemas…for…e-BOD…Messages…and
（4）Guideline…for…using…e-BOD…in…mobile…environment
実現のためには下図に示すように特定の「Mobile…Communication…Company」のサービス利用が

前提となります。
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菅又氏より、「国連CEFACTビューロが問題視しているのは、①既存の運輸プロジェクトと重複して
いる点と②国連CEFACT標準の対象外である通信プロトコル（信頼性モバイル通信）が標準化範囲に
含まれていることである。」との指摘があり、Lee氏より、「①については、eBoDは陸揚げ後の国内、そ
れも、Logisticsに焦点をあてており、それぞれ重点を置いた部分における重複はないこと、②については、
現在韓国で提供されているサービスがあるが、成果物のうち、ガイドラインにひとつの例として織り込むこ
ととする」旨の説明がありました。

国連CEFACTの新規プロジェクトとして承認されるために既に韓国とオーストリアの2か国の支援を受
けており、あと少なくとも1か国の追加支援が必要です。提案者の事情として財政的な支援を得るため
には5月末日までに承認を得ることが必要との補足説明がありました。

3-3-2  越境電子商取引プラットフォーム

Dr.…Eva…（III台湾）…より本件の進捗について説明がありました。
議事のなかで、以下のような指摘がなされました。
①All…stakeholders…（e-market…places,…merchants…and…consumers）が直面している課題、特に

税関手続きについて、更に情報分析が必要性
②対象とするデータセット及び構築しようとするプラットフォームと各国税関システムとのインターフェースの

仕様の重要性
③Stakeholders…に対するガイドラインの重要性
④各国政府に対するRecommendationはどのような内容になるか
当作業部会はサーベーシートを本年7月末までに作成し、9月開催予定の次回AFACT…Plenary時

に収集したサーベー結果について意見交換を行い、更に2017年末までにスタディ結果をホワイトペーパー
にまとめることとしました。
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3-4  技術・手法ドメインCommittee（TMC）（4月20日AM）

以下の項目について報告及び意見交換が行われました。

3-4-1  国連CEFACTの技術関連の動向

菅又議長より国連CEFACTフォーラム（2017年3月開催）における手法・技術企画開発分野（M&T…
PDA）ならびにサプライチェーンドメインの活動について報告がありました。
【M&T…PDA】

・……ライブラリー公開フォーマットプロジェクト
・……コードリスト管理プロジェクト
・……ビジネス文書ヘッダープロジェクト
・……地理空間データ型プロジェクト

【SCMドメイン（サプライチェーンPDA）】
・……サプライチェーン参照データモデル（SCRDM）プロジェクト
・……スケジュールドJITプロジェクト（CI-SC…Scheduling）

日本から提案のCI-SC…Scheduling改訂案につき、業務要求の全てにつき合意が成立しました。今
後の予定は次のとおりです。

業務要件定義書策定　2017年6月
業務要件定義書公開レビュー　2017年7月～ 8月
CCL提案準備　2017年7月～ 9月
CCLハーモナイゼーション　2017年10月～ 11月
CCL18A公開　2018年4月

3-4-2  ISO TC154進捗報告

AFACTからISO…TC154のLiaisonとして参加しているMei-Li…Chen氏（III台湾）より報告がありま
した。

3-4-3  国連CEFACT標準活用プロジェクト

菅又議長より日本でスタートした中企庁の12プロジェクトの紹介がありました。
・……水産業における共通EDI連携
・……北海道中小企業次世代共通EDI連携
・……大阪中小企業ビジネス情報共通EDI連携
・……貿易手続に係る輸出業界の受発注EDI連携
・……日用品の卸・小売業界共通EDI連携
・……豊田商工会議所における商工会議所モデル共通EDI連携
・……碧南商工会議所における中小企業共通EDI連携
・……中小流通業クラウド型共通EDI連携
・……自動車部品業界における共通EDI連携
・……多摩地域活性化ビジネス情報共通EDI連携
・……水インフラ業界共通EDI連携
・……静岡エンジニアリングチェーン共通EDI連携



JASTPRO

—…26…—

3-4-4  新技術対応についての審議

菅又議長より、始まったばかりの社会インフラプロジェクト（水道CPS/IOT：Cyber…Physical…System…
/…Internet…Of…Things）につき紹介がありました。

3-5  旅行・観光・レジャー WG （4月19日、20日AM/PM）

最終日21日開催のStCにてWGのActing…Chairとして鈴木耀夫氏より活動報告がありました。なおこ
の際、永らく連絡がとれなかったWGのChairであるGiljun…Ko氏（韓国）のWebによる参加がありました。

報告概要は以下のとおりです。
（1）小規模宿泊施設（SLH:Small…scaled…Lodging…House）パイロットプロジェクト

本パイロットプロジェクトは第１ステージを既に完了し、現在第2ステージを実施中である。本年末を
目標に進めてきたがそれよりは早めに完了する見込みである。その後実利用に早期に移りたい。プロ
ジェクト遂行にはIIIが開発したGlobal-hubを利用するが、IIIより知財権等についてのプロジェクトと
の間でMoUを結びたいとの要請があり、WGにて検討を行って実現できるであろう案を作成すること
ができた。
また懸案であった予約APIについては台湾から新たな提案を受けたことで、今後これを基に検討を

おこない実験での利用につなげていくこととした。
（2）タイにおける「ToTOP」プロジェクト

同プロジェクトについての進行状況の報告があった。これはタイにおけるSLH宿泊商品を含む旅行
関連商品を国際取引するための本使用のプロジェクトで、SLH国際実証実験システムの中でタイが
提供するシステムとなるもので、上述のGlobal-hubや各国の予約システムとの結合での実験を経て、
その後の国際的な実利用に提供されることを意図した取り組みである。関係するAPIを
Confidentialityの点でメンバーにどのように開放するか検討中である。
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（3）体験プログラム（Experience…Program:…EP）
EPは2017年3月開催の国連CEFACTフォーラムにて説明し、WGは今後半年以内にEPについ

てのグリーンペーパーを作成し、次回10月開催される国連CEFACTフォーラムに提出することとした。
今後、EPについての標準の開発は国連CEFACTの新規プロジェクトとなる可能性があり、その際
の前提となる三カ国のサポートについても議論が行われた。日本、インド、タイ、更に状況によっては
台湾も支援メンバーとなる可能性がある。欧米のメンバー国も興味を示しておりWGは将来各国メン
バーも交えてEPを進めて行くことを確認した。
また体験プログラムの課題や検討事項を整理することに役立てるために、国際で体験プログラムを

使った実際のツアーを試行的に催行する提案を日本から出したが、これに対して台湾からも賛同を得
ることができた。

４．次回　第35回AFACT Plenary開催予定
開催時期：…2017年9月11日（月）～ 13日（水）
開催場所：…Taipei101…台北・台湾

以上
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記事５. 国連CEFACTからのお知らせ

国連CEFACT公式Website（http://www.unece.org/cefact.html）に以下の記事があらたに5件公表…
されておりますのでお知らせします。

5-1  4 May 2017: 
The…UN/CEFACT…Bureau…is…happy…to…announce…a…call…for…candidatures…for…Domain…Coordinators.
Domain…Coordinators…are…nominated…by… the…Bureau… for…periods…of… two…years,… renewable.…The…
Terms…of…Reference…of…Domains…and…Domain…Coordinators…are…available.
If…you…are…interested…in…proposing…your…candidature,…please…see…the…documents…linked.……Deadline…for…
submissions…are…9…June…2017.

　2017年5月4日
国連CEFACTビューロはドメインコーディネータの候補者を募集します。ビューロは2年任期で各ドメインのド
メインコーディネータを選任します。任期満了後も更に延長が可能です。ドメイン並びにドメインコーディネータ
に関する規定は別途公開されています。立候補のご意思がある方はリンクを参照して必要な書類を確認くだ
さい。立候補の通知は2017年6月9日を期限とします。

5-2  3 May 2017:
The…Bureau… of… the…United…Nations… Centre… for…Trade… Facilitation… and… eBusiness…（UN/
CEFACT）,…with…support…from…the…UNECE…Secretariat,…is…conducting…the…first…Survey…on…"UN/
CEFACT…Deliverables…Use"… to… gather… relevant… data… and… information… from…UN/CEFACT…
Heads… of… Delegations,… private… sector,… public… sector… as…well… as… Standards… Developing…
Organizations…and…academia.…The…results…of…this…Survey…will…lead…to…the…production…of…a…Report…
on…how…and…with…what…frequency…UN/CEFACT…deliverables…are…being…used.…The…Report…will…
be…presented… at… the… 24th…UN/CEFACT…Plenary… in… 2018.…Kindly…provide…your… input… to… the…
survey…by…15…September…2017,…by…filling…in…the…questionnaire.… …For…any…questions…or…requests…
for…additional…information…please…contact…Mrs.…Maria…Ceccarelli.

　2017年5月3日
国連CEFACTビューロはUNECE事務局の支援を受けながら、「国連CEFACTの開発した成果物の利
用状況」についての初めてのサーベイを実施します。これは、国連CEFACTに登録されている各国Head…
of…Delegation、民間部門、公的部門、標準開発組織、学術界を対象として情報を収集するものです。
本サーベイの結果は、国連CEFACTの成果物がどのように、またどの程度の頻度で現在利活用されてい
るかについての報告書にまとめられ、2018年に開催される第24回国連CEFACT総会に提出されます。
各位におかれては、2017年9月15日までに、（Websiteに用意された）questionnaireにアクセスし入力くだ
さい。ご質問や、更に必要な情報のリクエストがありましたらMaria…Ceccarelli氏にコンタクトください。
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5-3  1 May 2017:
Call… for…Participation…Blockchain…White…Paper…Project… -…UN/CEFACT… is…pleased… to… launch…a…
call… for…participation… for… the…new…project… entitled…“Blockchain…White…Paper.”…Blockchain… is… a…
relatively…new…information…technology…（IT）…that…is…based…on…an…innovative…use…of…IT…security…
tools.… It…has…attracted…a… lot…of…attention…due…to… its…characteristics…which…reduce…the…need… for…
trusted…third…parties…and…intermediaries.…
The…purpose…of…this…project…is…to…explore:
-…How…existing…UN/CEFACT…deliverables…could…be…used…by…Blockchain…application…developers
-…Possible…changes…to…existing…UN/CEFACT…deliverables,…or…new…deliverables,… that…could…be…
considered…in…order…to…support…Blockchain…trade-facilitation…related…applications.

-…How…Blockchain…technology…could…be…used…to…facilitate…trade…and…related…business…processes
To…register…interest…in…participating…or…for…more…information,…please…contact…the…project…leader,…
Mrs.… Virginia… Cram…Martos.… The… development… of… this… project… can… be… followed… on… the…
Collaborative…UN/CEFACT…Environment…project…page.

　2017年5月1日
国連CEFACTは「ブロックチェーンに関するホワイトペーパー」プロジェクトへの参加者の募集を行います。
ブロックチェーンは比較的新しい情報技術（IT）でありIT…セキュリティのツールとして革新的な利用をベース
にしています。Trusted…Third…Partyや仲介者の必要性を削減するというその性格は多くの注目を集めて
います。
本プロジェクトの目的は、以下の探究にあります。
・…既存の、また今後開発する国連CEFACTの成果物がブロックチェーンのアプリ開発者にどのように利用

されることが可能か
・…既存の、また今後開発する国連CEFACTの成果物について、ブロックチェーンを使った貿易円滑化に

関連したアプリをサポートするためにどのような変更を加えることが考慮できるか。
・…ブロックチェーン技術がいかに貿易円滑化と関連したビジネスプロセスに利用可能か

参加ご希望の方や更に情報を求める方はプロジェクトリーダのVirginia…Cram…Martos氏にコンタクトくださ
い。このプロジェクトの開発状況はCollaborative…UN/CEFACT…Environment（CUE）のプロジェクトの
ページにて検索できます。

5-4  1 May 2017: 
This… is… to…announce…a…60-day…public… review…until… 1… July…2017…concerning… the…Traceability… of…
Primary…Natural…Products…from…Plant…or…Animal…Origin.…All…eventual…comments…can…be…addressed…
using…the…prescribed…template…to…Niki…Dieckmann.

　2017年5月1日
「植物から動物にわたる主要な自然の生産物の原産地のトレーサビリティ」に関連したビジネス要求仕様
（BRS）について60日期限の公開レビューを実施します。コメント期限は2017年7月１日です。コメントは別途
提供されているテンプレートに記入の上、Niki…Dieckmann氏に送付願います。



JASTPRO

—…30…—

5-5  1 May 2017: 
UN/CEFACT…is…pleased…to… launch…a…call… for…participation… for…the…new…project…entitled…“CII-BRS…
Repository.”…The…purpose…of…this…project…is…to…provide…concrete…examples…of…how…the…UN/CEFACT…
Cross…Industry…Invoice…（CII）…is…being… implemented…through…a…repository…of…case…studies…and…to…
provide…guidance…on…implementation.
To…register…interest…in…participating…or…for…more…information,…please…contact…Mr.…Rolf…Wessel.…The…
development…of… this…project…can…be… followed…on… the…Collaborative…UN/CEFACT…Environment…
project…page.

　2017年5月1日
国連CEFACTは新プロジェクト「クロスインダストリーインボイス（CII）ビジネス要求仕様（BRS）…Repository」
への参加者の募集を行います。このプロジェクトの目的は、ケーススタディの索引を通して国連CEFACTク
ロスインダストリーインボイス（CII）がいかに導入されているのかの具体的な例を提供することと、導入につい
てのガイダンスを提供することです。参加ご希望の方や更に情報を求める方はRolf…Wesseｌ氏にコンタクトく
ださい。このプロジェクトの開発状況はCollaborative…UN/CEFACT…Environment（CUE）のプロジェクト
のページにて検索できます。

以上
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本誌は再生紙を使用しております。

— 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

　【申込み宛先】

　　…（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

　　…業務部　業務一部長　石垣……充

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




