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記事１.  貿易の実務と理論（30）

早稲田大学名誉教授　椿……弘次

はじめに
貿易（取引）は、国境を異にして営業する当事者間の売買取引で（隔地者間取引）、契約品の引渡と引き
換えに代金を支払うという同時的交換取引の原則が適用される。ただし、貿易の場合、対面の取引は稀で、
通信手段を用いて交渉を取りまとめ、それを契約品の出荷・引渡しと代金決済を交換的に行うため、現物の
商品に代えて、運送書類（transport…document）の提示に対し、代金を支払ういわゆる書類取引
（documentary…sales）が一般化している。
したがって、取引条件を定めるIncoterms©…2010の各規則においても、売主の義務、A8（Delivery…
Document）,…買主の義務、B8（Proof…of…Delivery）を定め、貿易の書類取引性に関する定めをおいている。
どのような書類が適切であるかは、各規則が想定している運送手段や運送方式により、また、代金決済条
件を顧慮して、定まってくる。
前号で、国際定期海上貨物運送がコンテナ化され、従来のtackle-to-tackle（本船積込みから荷揚げまで）

の運送責任区間から、door-to-door（出荷地における運送品の受取から仕向地における引渡しまで）にまで
運送責任区間が前後に拡大されたことに触れ、それにふさわしい売買規則としてFCA,…CPT,…CIPを採用す
べきことを説いた。しかし、現実には、未だ、不定期海運を想定したFOB,…CFR,…CIFの各規則が売買条
件として少なからず用いられ、運送証券の印刷書式が受取式（received… form）であるにも拘らず、積込み
確認の追記（on…board…endorsement…or…on…board…notation）が求められることが少なくない事情が、日本
でも見られることに言及した。
本稿では、そのような事情にも触発されつつ、FCA,…CPT,…CIPの各規則に相応しい運送書類はどのような

ものであるか、売買の原則である契約品の引渡と代金の支払いの同時交換に相応しい運送書類の要件は
何か、さらには売買契約の条件を満たす運送書類の記載要件はなにかなどを簡潔に検討し、現代のコンテ
ナによる国際複合一貫運送による契約品の引渡に用いる運送書類の種類とその電子化に言及しておきたい。

１．国際海上運送証券の基準としての船荷証券（Ocean Bill of Lading）
貿易に携わる者の間で、単にB/Lと称される船荷証券は、産業革命期以前から存在していたと言われる1。

イギリスの1855年船荷証券法（Bills…of…Lading…Act,…1855年）に象徴されるように、広く貿易に使用されるよ
うになったのは、19世紀以降である。航海の安定、航海の迅速化は、貿易の発展と相まって、「荷為替決
済ベースの取引慣行」を形成してきた。それは、CIF取引慣習として洗練され、永らく売買の基本原則に忠
実な貿易取引の標準モデルとなってきた。積出港における契約品の船積を以て仕切る現物取引のFOB取
引慣習も、荷為替決済条件により、本船手配などに関する特約が重なり、書類による売買であるCIF取引
に類似の取引条件となってきた2。

◇ 連 載 ◇

1　…田中誠二『海商法詳論』勁草書房、増補3版、1985年、p.349以下参照。
2　…これらの取引慣習については、D.…Sassoon,…C.I.F.…and…F.O.B.…Contracts, …Sweet…&…Maxwell,…4th…ed.（1995）およびその5th…ed.…
by…F.…Lorenzon（2012）が網羅的で重要な文献である。日本の文献のうち、比較的新しい著書は、新堀……聰『現代貿易売買』同文
舘出版、第4版、2005年である。併せて、J.…Ramberg、新堀…聰訳『ICCインコタームズ©…2010の手引き』国際商業会議所日本委
員会2012年も参照されたい。
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前述のFCA,…CPT,…CIPの各規則は、伝統的な海上売買の条件であるFOB,…CFR,…CIFの3条件を先
行者として前提においている。これらの3条件ないし規則は、売主が買主に提供すべき引渡書類として、運
送人が発行する書類として次の3要素のすべてまたは1）および2）の2要素を具備すべきことを定めている。
すなわち、
1）運送品の受取証
2）運送契約の重要な証拠（契約証）
3）運送品の引渡請求権を代表する証券

3）については、FOB条件で荷為替決済を行わないときは、要素として不要である。FOB条件においても、
引渡書類としての運送書類（transport…document）の提供は必要であるが、権利証券性の書類であること
を要しない現物渡し条件で、本船受取証（Mate's…Receipt）もしくは船荷証券による船積の証明を得て輸出
港で買主が代金決済することを趣旨とするものである。輸出のため貿易専門商が商品の国内仕入れを行う
取引に見られる伝統的なFOB条件であり、Incotermsの輸出FOBと区別される3。
FCA,…CPT,…CIPの3規則は、必ずしも海上売買条件ではなく、船荷証券という名称を冠した書類を用い

る必然性はない。このため、運送書類あるいは引渡書類と呼ぶのが妥当だろう。しかしながら、国際運送
の物量と距離の過半以上は海上ないし水上を舞台としており、伝統的な船荷証券が依然として基盤になり、
コンテナによる国際複合運送をも対象に含めたロッテルダム・ルールが採択され（未発効）、そのルールの名称
は、UN…Convention…on…Contracts…for…the…International…Carriage…of…Goods…Wholly…or…Partly…by…Sea
（下線は筆者）とされている。すなわち、要素3）の有意性は必ずしも失われていない。
順次、以上の3要素について、貿易実務上の要件を踏まえて、簡潔に説明をしておきたい。

1）運送品の受取証としての船荷証券 

運送品の受取または船積の事実に基づき発行される要因性証券であり、その事実がないときに船荷証
券は発行されてはならない。買主に提供する船荷証券は売買契約品のみを記載し、外観上異常が認め
られないことを示すものであること（国際海上物品運送法第7条1項一ないし三参照）。包装品の場合には、
受取または船積の時点における内容品の確認をしないので、梱包やコンテナなどに異常がないことが示さ
れていれば十分である（すなわち、無故障＝cleanであり、内容不知＝content…unknownである（信用状
統一規則＝UCP…600…Art.27参照）。契約品ではあるが、数量に過不足があり、それが売買契約におけ
る許容条件を超えているときは、受取証として欠陥があるものとして売買取引上拒否される。運送品の受
取が、本船積込みを示すものは、shipped…（or…on…board）…B/Lと称され、本船名、船積港、船積日が
記載される。それが、FOB以下の伝統的な3条件において受理されるための要件である。これに対し、
受取が、埠頭上、埠頭隣接のコンテナ・ヤード、船側などでの運送品の受取を表記するもの（received…
B/L）で、売買契約上特段の定めがないときは、コンテナ運送の場合には許容される。証券に記載の運
送品の受取、または船積みの日付は、納期内の期日であることが重要である。併せて、受取、船積の日
から速やかに発行されたものであることも重視され、信用状統一規則（UCP…500）は、船積日後21日を経
過して発行された書類を銀行は受理しないとかつては定めていた（UCP…600にはこれに相当する規則は見

3　…Schmitthoff…The…Law…and…Practice…of…International…Trade.…13th…ed.（by…C.…Murray…et…al.）,…Sweet…&…Maxwell,…2012,…p.19
以下、および新堀、前掲書、第2章第5節（4）FOB契約を参照。
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当たらない）。
伝統的なCFR,…CIF条件による売買の場合には、運送賃が支払い済（freight…prepaid）であることの
記載が必要である（国際海上物品運送法第7条1項十参照）4。

2）運送契約の重要な証拠（契約証）としての船荷証券

海上運送契約の交渉は、相当に電子化され、コンピュータの端末を介するメッセージ交換により行われる。
最終的には、船腹申込（space…booking）に対する運送人の確認により運送契約の成立とされる。したがっ
て、船荷証券ないし海上運送書類の発行以前に契約締結となっているが、契約内容の具体的な記載と
確認は、船荷証券などに拠り、また、国際統一条約（日本の場合には、Hague-Visby…Rules…1968）に準
拠する国際海上物品運送法が適用されることは周知のとおりである。契約の内容は、常に、「運送人発
行の標準船荷証券に準拠する＝subject… to…our…standard… form…of…B/L」とされる。そして、海上貨物
運送会社のホーム・ページに、その標準約款が掲載され、常に荷主の参考に供され周知がはかられている。
船荷証券の表面約款において、「本船荷証券を受領し、異議無きときは、その証券の裏表に記載のすべ
ての条件に同意したものと見做す」旨の規定（受諾約款）が掲げられている。
理念的には、契約の交渉に入る前に、それらの条件を点検し、理解していることが求められる。しかし、
定型的に大量の契約を処理する必要から、個別交渉の余地は狭く、他方、大きくない活字で印刷された
多数の条項を短時日のうちに読み、点検し、理解することは、実務に従事する者には容易なことではない。
そのため、一般的には国際海上物品運送法第7条に列挙されている事項、運送責任区間などを除き、
運送証券の裏面約款が荷主関係者の関心を強く惹いていないのが普通である。因みに、裏面には、30
か条前後の約款や定義が細かい活字で印刷されている。既に何回か同じ当事者と取引経験を重ねてい
るときは、使用された船荷証券の裏面に印刷約款が記載されず、「その他弊社標準約款による」と記載さ
れるいわゆるblank…back…B/L,…short…form…B/Lであっても、標準約款の適用はあると思われる。船荷証
券の約款は、国際海上物品運送法の適用と規制を受ける附合契約約款であり、企業取引の一方の当
事者として、荷主関係者には「読む義務＝duty…to…read」があると解される。
いったん運送品に事故が発生すると、その処理のために、運送クレーム、運送人の責任制限、準拠法、
商事仲裁などに関する諸約款が議論の対象にされる。その時になって、約款の妥当性を判断することは
必ずしも容易ではないし、そのような主張がそのまま許されるとは限らない。運送書類の内容に関する前述
の国際統一条約に基づき、貿易を盛んに行っている国々は、その条約を国内法化している。この条約に
定められた原則は、いわば法律上の国際標準（de…jure…international…or…global…standard）になっている
ことに留意し、貿易に従事する者は、船荷証券の契約証性について、少なくとも「海商法」、「国際取引法」
などを一度は学習することが必要である。この点に関する多数の解説書、専門書が出版されている。とり
わけ、国際物流の実務を担当するときは、それらを座右に置くのが賢明である5。
なお、船荷証券の発行通数は慣習的に3通であるが、当然、契約証としては各通に何ら差異はなく、
所定の仕向港においては1通を以て運送品を引き取ることができる。

4　…運送賃額は特約事項であり、必ずしも具体的に金額が記載されない。例えば、Freight…prepaid…as…arrangedと記載されることも
多い。

5　…最近刊行された書籍に、中村真澄・箱井崇史『海商法』成文堂、第2版、2013年、松井孝之・黒澤謙一郎編著『船荷証券の実
務的解説』成山堂、2016年がある。参照されたい。
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3）運送品の引渡請求権を代表する流通性証券（権利証券性）

前述のとおり、この点に船荷証券と海上運送状（あるいは、運送状）の間の大きな相違がある。貿易実
務上は、荷為替決済条件に絡んで、次のような点が留意される。第一に、指図式発行（to…order…B/L）
である（日本法では、裏書禁止が券面に明記されていない限り、当然の指図性証券とされる。国際海上
物品運送法第10条及び商法第574条参照）。荷送人である売主が、その後に運送品引渡請求権を持
つことになる荷受人（譲受人）を裏書きにより指名できる発行方式である。売主は、荷為替の取組みに応じ
てくれる銀行を指名して裏書し、担保として船荷証券を譲渡する。このように、簡便に証券を譲渡できるこ
とをさして、流通性（negotiable）の…B/Lと称される。第二に、船荷証券と引換えにのみ、運送人が運送
品を引渡す原則である（厳格な受戻証券性）。第三に、記載事項が絶対的に正しいとする文言証券性で
ある。これは、船荷証券に記載の外観を重視して、証券の流通を迅速に行うことに資する。たとえ、荷
送人より保証状が差し入れられて、記載の一部が訂正されているとしても、運送人はその記載に基づき責
任を負担し、保証状の存在を示して、荷受人の請求に対抗することはできない。これに関連して、傭船
契約に基づく海上貨物運送であっても、船荷証券に示された国際統一条約の原則と抵触する傭船契約
の内容が摂取されれば、流通性は阻害される（UCP…Art.20…a項.…vi参照）。船荷証券の正当所持人（B/
L…holder…in…due…course）は、運送人に対し運送品の処分に関して指示を出すことができる6。

２. 荷為替決済の前提の崩壊
船荷証券の権利証券性を基盤にして、荷為替決済は、船荷証券に記載の運送品を担保として、銀行が
輸出者に出荷後速やかに手形代わり金を支払う貿易金融（商業金融）の便を提供するものである。荷為替
の取組みにより、輸入者による代金の支払いを待たずに、輸出者にとっては手形貸付けと同様の仕組みで
金融を受けることができることが魅力的だった。輸入者側から提供される銀行信用状（Banker's…Credit）が
あれば、荷為替の取組みがより容易になることも、輸出者には好都合であった。輸入者の側から見れば、銀
行で呈示書類を点検して、輸出者の契約履行が妥当であることを確認してから、手形を引受け支払うという
取引の安全性にも魅力があった。そして、この履行確認と同時か、またはその直後に、契約品が仕向地に
到着し、速やかに引取って国内販売などが行えることが、輸入者側から見た荷為替の利点であった。この
ため、貿易取引の決済条件は、長年、荷為替ベースが主流だった。
しかし、ヨーロッパ大陸の西欧諸国とイギリスの間の貿易のように、短時日に国際海上運送が履行されると
きは、契約品の仕向地到着時に関係の船荷証券が輸入者側に未着で、運送品の引取りに遅延が生じると
いう問題が歴史的に早くからあった。1960年代後半以降、コンテナ船の導入による迅速な航海が一般化し、
荷為替による書類の仕向地到着以前に、本船が仕向地に入港する現象が急に増えた。このため、船荷証
券の権利証券性が、迅速な物流を阻害する要因になってきた。
荷為替決済は、通常、独立対等当事者間取引における代金決済の仕組みである。コンテナ船による迅速

な航海に加えて、企業の国際的展開に伴い、取引当事者関係が緊密化、内部化し、本支店・親子会社間
取引、グループ企業内取引も著しく増えて、荷為替決済そのものが、決済（手形）と運送（船荷証券）の分離
となって徐々に崩壊してきた。この結果、手形による決済から、送金・一括決済へと移行し、売主が提供す

6　…契約当事者である荷送人が、運送人に対して船積後に運送品の処分（主として引渡）に関する指図をすることができることを意味し、
これは処分証券性と呼ばれる。売買法上、代金の支払いを受けない売主に認められる運送差止権＝stoppage…in…transitと関連し、
船荷証券の提示により権利行使が可能である。Sale…of…Goods…Act…1979（UK）Art.44、日本の商法第582条参照。
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べき運送書類も、船荷証券から運送状へと切り替わる傾向が顕著になってきた7。換言すれば、企業間関係
の緊密化に伴って取引経費節減が一層可能になり、荷為替決済が回避されている。そうした事情がなければ、
国際荷為替決済の合理性を貿易企業は相変わらず当てにしたいだろう。また、輸入金融のために期限付き
手形（usance…bill）を決済手段とするならば、荷為替の仕組みは有効で、したがって、船荷証券も必要である。
貿易の決済面では電子送金が普及し、定期的精算を基にする集中的決済も採用されて、個別の取引と

つながっている為替手形は支払い手段として重要性を失いつつある。為替手形がそのような状況におかれて
いる中で、有価証券性の船荷証券を維持しておく必要性は低くなる。
この傾向を一層促がしたのは、コンテナ船の大型化競争であり、機械による迅速な自動化荷役である。
導入当初（1960年代末）、コンテナ船の載荷能力は、1,000TEU程度であったが、近年では10,000TEU
型のコンテナ船は珍しくなく、20,000TEUを超える大型船も出現している状況にある。大量のコンテナの荷役
を機械による自動化荷役で、積み揚げを1両日に済ませる。結果的に、国際貨物運送経費は大きく低下し、
近年では北米西岸とアジア・日本間の40フィート型コンテナ一個当たりの運送賃は、US$１，３００程度である
（2017年6月30日付け日本経済新聞朝刊、p.17参照）。それに伴い、必然的に運送契約情報ならびに積
荷情報も電子的に処理することが必須になっている。すなわち、コンテナ運送の普及、コンテナ船の大型化、
情報の電子的処理が物流ならびに運送情報面から荷為替決済の危機を誘因してきた。

３．荷為替の危機に対する対応；運送状の使用
この危機に対し様 な々対応がなされてきたことは周知のところである。古くは、荷受人が取引銀行と連帯し
て運送人に差し入れた保証状（Letter…of…Guarantee=L/G）を基に、船荷証券の受戻なく、運送人が荷渡
しに応じる方法であった。保証料の設定が難しく、また荷受人単独の保証状による荷渡し後の荷受人の倒
産や横領の危険もあって、安易に一般化できないものだった。信用状付き荷為替決済において、荷受人の
信用が確かであるときに限り、船荷証券の原本（もしくは写し）一通を荷受のために買主に直送することを、
信用状の発行銀行が信用状の受益者である売主にごく限定的に認める便法もあった。これも、信用状発行
銀行から見て、金融担保の欠落になりやすく、危ういもので極めて例外的な扱いであった。記名式船荷証
券の使用も進められたが、それを売主側（現実には為替取立銀行）で保管している限り、船荷証券の受戻
性に鑑みて荷為替の危機に対する有効な対応にはならない。Surrendered…B/L（船荷証券の元地回収）に
より、仕向地における荷渡しに、船荷証券の受戻を要しないものとするため、荷送人が荷受人の同意を得て、
船荷証券の交付と同時に運送人に船荷証券を返却し（この事務を省いて、当初から船荷証券の写しのみを
印字して荷送人に渡すこともある）、その写しをファックス通信により荷受人に電送し、それを参照して、運送
品が仕向地に到着次第、運送人が速やかに荷渡しする。この実務は容易に理解できにくいもので、少なか
らずの論文などで解説されている8。

7　…溝下和正『船荷証券・ウェイビルの基礎知識』オーシャンコマース社、2003年、p.42のデータは、2003年頃の事情のようであるが、
SWBの使用比率は5割を超えている。学術的には、Incoterms1990版が、CIF売主の引渡書類に、船荷証券の他に海上運送
状を加えたことの妥当性が議論を呼んだ（新堀、前掲書、第2章第5節（２））。……

8　…合田浩之「船荷証券の元地回収について」『日本貿易学会年報』第43号（2006）、pp.248-255、古田伸一「国際物品運送契約にか
かわる法制や慣行のエアポケット」『新時代の貿易取引を考える会（第5回）研究報告書』（財）貿易奨励会、2010、p.126以下、戸
塚健彦「元地回収された船荷証券上の当事者の立場について」『国際取引法及び海商法の諸問題　Ⅱ』忽那海事法研究会、
2011、p.163以下、JIFFA「運送関連書類研修会（東京開催）」、『JIFFA…News、No.187（2013年11月）,…pp.18−29参照）。さ
らに、山口修司「海上運送書類（B/LとSea…Waybill）の法的問題点と将来の展望について」（前編）『JASTPRO…420』JASTPRO,…
2013、p.1以下によれば、船荷証券の元地回収と呼ばれる方式にもさまざまあること、および前掲の古田論文によれば、東アジア地
域がその実務慣行の中心らしいことが理解できる。
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結局のところ、船荷証券の危機に対する対応として、書類面で最も合理的と思われるのは、運送状の使
用であり、その電子化であると思われる。
荷為替における船荷証券と為替手形のセットを切り離し、決済は送金決済とし、それを一括清算する仕組

みが経費の節減の点でも優れていると思われる。それに見合う決済の保証は、単純保証（Standby,…Bond,…
Demand…Guaranteeなど）に委ねられる。企業内取引であれば、これも不要になろう。運送状は、物流の
情報管理の道具として、紙でも良いが、電子化が望ましく、その際のモデルは電子AWBが引き受けるだろう。

このため、国際統一条約に基づく立法および証券の約款に規律される船荷証券と、船荷証券から権利証
券性が抜けるが、CMI（万国海法会）の統一規則で国際的に自主規律される運送状との間で、売主が提
供すべき運送書類の選択が行われる。貿易取引は、伝統的な独立企業間取引であれ、企業内取引であれ、
各種の情報の交換を必要とし、かつ、それらの情報を一括して同時的に交換する仕組みが望ましい。それは、
各種の証書、書類などを用いる荷為替決済の合理性により象徴されている交換の体系であろう。それに対し
て、UN/CEFACTが推進する貿易円滑化の電子モデルは時系列情報のフロー・モデルと見ることができる9。
そして、この時系列的モデルには、運送状もしくは電子運送状がより適合すると思われる。TSU/BPOモデ
ルは、交換の体系として決済と物流の情報のマッチングに依存しているので、要求される各種の書類の電子
化が同時的に整うことが必要である。なぜならば、貿易取引の電子情報システムは全体最適がシステムの
効率を左右するからである。一部でも紙で処理される業務が残るならば、それにより同時的かつ全体的な電
子取引情報処理が滞ることになり、効率が多少とも削がれるからである10。また、主要な企業は包括的決済
を目指しているから、個別決済を主たる対象にするTSU/BPOは、そうした企業の需要に十分応えられない
若干の懸念は残る。言い換えれば、全体的な一括処理ができる電子情報システムを維持できる財務体力と
取引規模、それを効率よく運用できる人材と組織を、関係者が必要とすることを意味するだろう。したがって、
企業規模、取引量、取引相手方の事情、システムの守備範囲などに照らし、電子取引情報システムの導
入につき、費用対効果の効率を慎重に検討する必要があろう。

４．運送状を使用する物流
本稿では、運送状もしくは電子運送状の使用に伴う課題を検討したい。この点については、平成25年度
報告書『海上運送書類に関する手続き簡素化に向けた調査研究委員会報告書』JASTPRO,…2014があり、
1,…2の重要な課題を取り上げるのにとどめたい11。

a)海上運送状という呼称について

広く海上運送状（Sea…Waybill,…SWB）と呼ばれているが、コンテナによる国際定期貨物運送は、必ずし
もsea…port-to-sea…portの区間のみを対象としないから、単に「運送状＝Waybill」とするのが厳密には妥
当だろう。日本の大手定期海運サービスでは、最初から、運送状（Waybill）と呼んでいた。例えば、
NYK社のガイドブックもWaybillと表記し、サブ・タイトルをPoint-to-point…total…global…servicesとし、複

9　…石垣　充・菅又久直「国連CEFACTの動向とアジアへの普及」『貿易と関税』2014年6月号（Vol.62,…No.6）、p.31以下参照。
10　…檜垣拓也「拡大するessDOCSの電子貿易取引と、電子海上運送状活用の提言」『国際商取引学会年報』vol.19（2017）,…

pp.118-131,…p.123…図表（1）、（2）参照。この論文から推察するに、TSU/BPOの普及は緩慢なように見える。
11　…山口修司弁護士は、法的根拠のないsurrendered…B/Lの使用を避けるべきことを指摘される。上記報告書p.29。前掲注8の古

田論文、p.137も同趣旨だろう。
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合運送サービスを前面に出している。溝下和正、前掲書（注7参照）によれば、収載のMOL社のひな型
はWaybillとのみ表記し、Sea…Waybillとしていない。しかしながら、契約内容によっては、特に、小口
貨物の場合でフォワーダーが運送手配の業務を引き受けるとき、引渡地である仕向港以遠の区間につい
ては、荷主の代理人として運送手配を行い、運送責任を引き受けるものではないことが明示される。その
場合は「海上運送状」と呼ぶべきかもしれない。それゆえ、国際複合一貫運送の手配をするとき、引渡地
（place…of…delivery）と併せて、それ以遠の最終仕向地（final…destination）が表記されても、運送責任
がそこまで及ばない。複合一貫運送の責任区間は、受取地（place…of…receipt）から引渡地までであり、
主として海陸の一貫運送が対象になる。すなわち、最終仕向地までの運送については、元請運送人も
NVOとしてのフォワーダー（契約運送人）も、荷送人の代理人として最終仕向地までの運送手配に努め
るが運送責任を負担しないことが普通で、最終仕向地の記載欄に、運送業務の参考情報扱い（for… the…
Merchant's…reference…only）と表記してそれを明確にしている12。一般に、door-to-doorと呼んでも、実
質は出荷地CFS（あるいはCY）-to-引渡地CFS（あるいはCY）区間が運送契約対象となり、売主の倉庫
を出るときから買主の倉庫に入るまでのwarehouse-to-warehouse（貨物保険でいうW/W約款）を運送
区間とする例は多くないと思われる。したがって、IncotermsのCPT,…CIPの各規則上の仕向地は、この
引渡地のＣＹまたはＣＦＳをインボイスに表記すべきである。
ここで留意すべき点は、国際海上コンテナによる物流システムは、FCLベースで、かつ、定期的、長
期的なビジネスが存在してなり立つものであること、その上で、元請運送人と下請運送人の業務提携協定
が結ばれ、両者に共通の運送約款が利用されていることである。これに対応し得る輸出入関連企業は、
相当の取引規模を誇るか、関連企業が連携して、あるいはそれらを束ねる物流事業者が介在して大口の
物流量（FCLベース）を維持できることが求められる。総合的な物流事業者が関連施設を整えて運営する
運送ネットワークに国際物流を依存して、コンテナによる国際複合一貫運送が実現できるものである。そう
でないときは、コンテナ港湾として、拠点（hub…port）と支線（feeder…service）のネットワークに含まれてい
る港湾間においてなり立つシステムである。出発点は、依然として元請けの海運会社（VOCC）のport-to-
port間の運送サービスで組み立てられるものである。それに、国際的な相互の直接投資が盛んになって、
生産地と消費地を結ぶ主要交通路上のターミナルまでサービスを広げるために、NVOCCとしての
Forwarders,…Rail…Carrierｓなどが参画、連携して、CFSないし顧客の工場、倉庫までの運送を引き受
けることになったのがこの種の事業の発展の沿革である。必然的に大企業が求める専門的な物流（すなわ
ち、supply…chain…management=SCM）に相応しいサービスである。また、3PLと称される専門物流事
業者の規模と組織が問われる業務サービスでもある。そのような実態を抜きにして、国際商業会議所が
FCA,…CPT,…CIPの各条件または規則の使用を奨めても、小口（LCL貨物）で、間歇的な取引を主とする
多くの事業者で、内陸の浅い国あるいは複合運送システムが未発達の国において営業する者は、sea…
port-to-sea…port間の海上運送を念頭に、相当の取引額に対し信用危険が小さくないときは、荷為替決
済あるいは信用状付き荷為替決済を条件として取引することをやむを得ず選択することになるのだろう。そ
の結果、船荷証券が引渡書類として使用されるときは、受取式の船荷証券にon-board…notation（船積
確認の記入）が求められることがある。運送状を使用する場合には、売主の取引銀行である取立委託銀

12　…実運送人である海運会社およびJIFFAのそれぞれの運送書類の約款、例えばMOL複合運送証券約款第6条（6）に定める「代
理」条項、JIFFAの複合一貫輸送約款第22条第1項および表面の記載欄参照。
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行の仕向地にあるコルレス先を運送契約上の荷受人とするいわゆる「銀行荷受人方式＝bank…consignee
方式」が選択されることがある。このように、伝統的なFOB,…CFR,…CIFの各条件と大差のない取引が行
われることになる13。　
したがって、アメリカ、ヨーロッパ、ASEAN地域などで整備されている複合一貫運送サービスを除いて、
航空貨物運送サービスと同様に、Hub…and…Sporkの主要港間運送サービス（port-to-port… transport…
service）になるだろう。このため、sea-land,… land-seaの複合運送であっても、運送約款の整備の他に、
定期、大量の運送サービスが経営的に成り立たなければ、複合一貫運送ルートはごく限定されると思われる。

b）運送状の発行過程について

運送状は、契約一件について発行される。運送契約一件は、FCL貨物の場合には、海運会社が運
送人として、売主である荷送人に発行する。LCL貨物の場合には、海運会社が奨めるフォワーダーのう
ちから選んで（あるいは海運会社と特約関係にあるロジスティック・サービス会社と）運送契約し、フォワーダー
（ＮＶＯ）が契約運送人として複合運送証券または運送状を売主を荷送人として発行する。荷為替決済が
行われるときは、主として複合運送証券が選択される。フォワーダーはLCL貨物をコンテナに混載して
FCL貨物に仕立て、海運会社に運送の申込みを行い、承諾され、いわゆるshipper's…pack（あるいは、
Merchant-Packed）のコンテナに対し、フォワーダーを荷送人、海運会社を実運送人（actual…carrier）と
する運送状が発行される。海運会社による運送状の発行実績が報告されているが、この点に注意を要する。
コンテナは、海運会社が管理しているのが普通で、CL貨物の運送に先立って機器受渡証（EIR=…
Equipment…Interchange…Receipt）を用いて、コンテナの貸出、返還に関する契約が行われる14。
要約すれば、以下のA）およびB）のようになろう。
A）…FCL貨物の輸出者（荷送人）—運送契約—海運会社（運送人）—貨物の輸入者（荷受人）→…
この場合には、売買当事者の関係が密接であれば、B/Lに代えて、運送状を使用することが当事者
間で取り決められる。この場合、電子運送状の使用がより容易であろう。大手の輸出入者は、特約
のＮＶＯに国際運送契約に関する諸業務を委託し、それを電子化している例が日本では多くみられる。

B）…LCL貨物の輸出者（荷送人）— ①運送契約—フォワーダー（契約運送人）→同じフォワーダー…
＝FCL貨物の荷送人）— ②運送契約—海運会社（実運送人）— LCL貨物の輸入者（①におけ
る荷受人）・フォワーダーの仕向地営業所（②における荷受人・仕分け・輸入者に対する引渡担当）
この場合には、LCL売買当事者間の契約で（イ）荷為替決済、または（ロ）送金決済が選択される。フォ
ワーダーと実運送人の間では、運送契約は運送状もしくは電子運送状により証明されるだろう15。近年は、
EDIデータ・メッセージもさることながらPDFファイルで簡便に転送されていると思われる。

以上のa）およびb）を踏まえて、さらにはJASTPROの調査報告書（2014年）を基に、CMI規則に準
拠する運送状と記名式船荷証券の対比が貿易の実務上の次の課題になるが、紙幅の関係で次号におい
て考察したい。

13　…これを裏付ける国際海運企業のサービス実態は、『荷主と輸送』2016年8月号、Ｎｏ．502，p.26以下の国際コンテナ運送会社の北
米航路のスケジュール、および同誌、2017年2月号、Ｎｏ．508，p.34以下のアジア・欧州間における主要コンテナ運送サービスの
スケジュール、それ等に関連するNVOCCの物流事業の動向などを突き合せれば理解できるところである。

14　…NYK…B/Lの裏面約款第13条、Ｋ…Ｌｉｎｅ…Ｂ/Ｌの裏面約款第11条、MOL…B/Lの裏面約款第7条参照。
15　…溝下和正,…前掲書、長沼　健「電子海上運送状（eＳＷＢ）の普及について」『同志社商学』第59巻第3・4号（2007年、pp.69-83
は、A）とB）を分けないで、ＳＷＢの使用率を議論されているようである。
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終わりに
船荷証券と海上貨物保険証券のセットは、共にnegotiable（流通性）であって、売買当事者には都合が

良い。しかし、運送状はnegotiableではないので、運送途上で運送品に損害が生じたときのクレーム処理
が容易でないように思われる。
英国海上保険法（Marine…Insurance…Act,…1906）は、その第50条において、保険証券の譲渡性を次の

ように規定している16。
「第1項… …海上保険証券は、証券面に譲渡を禁じる明文を設けないかぎり、これを譲渡することができる。

海上保険証券は損害発生の前後を問わずこれを譲渡することができる」
「第2項… …海上保険証券が保険証券上の受益権を移転する目的で譲渡された場合には、譲受人は自己

の名において保険証券に基づき訴訟を提起することができる—」
「第3項… …海上保険証券は、これを裏書きすることにより、またはその他の慣習的な方法によって、これを

譲渡することができる」
このように、海上保険証券（Marine…Policy）は、船荷証券に類似した譲渡性を有するものとして扱われている。
船荷証券と海上保険証券は、有価証券性の点で同格ではないとされるが、海上保険証券に船荷証券と同様
の譲渡性を認める英国海上保険法の規定は、荷為替決済を想定するCIF条件に好都合である。国際海上
売買（その両端の陸上部分を含む）において、海上保険契約が、保険の目的である運送品の販売・転売を想
定して、売主が将来の被保険者（すなわち、当初の契約から見れば第三者である買主）のためにも貨物保険
を手配し得る、あるいはそうすべきであると考えている点は注目される。もちろん、契約品の船積により運送品に
生じる滅失・損傷の物理的危険が、売主から買主に一応移転するとするCIF条件を反映してのことと留意す
べきだろう。洋上転売（sales…of…cargo…afloat）の対象となる国際商品の世界の中核的取引所を抱えて、CIF
取引慣習の発展に判例法を通じて寄与しきたイギリスの考え方とも合わせて、この点、興味深いものがある。
これに対し、運送状はnegoｔiaｂleな証券17ではなく、特に、運送途上で運送品が全損になって、仕向
地に到着せず、荷受人としての買主に運送品引渡請求権が生じない事態が生じる場合は、売買条件に関
するIncotermsの危険の移転に関する定めと相いれなくなる。すなわち、売主が、運送契約を手配し、運
送人に損害賠償請求権を有するＣＰＴ，ＣＩＰ規則による売買のときは、運送法上、荷送人としての売主の権
利を買主は継承できない（国際海上物品運送法第20条、商法第583条）。貨物海上保険により仮に買主に
保険金が支払われても、保険者は代位請求できる権利がないことになる。FCA規則による売買の場合であっ
ても、国際運送契約の代行を売主に依頼し、代金決済の観点から売主が運送状を取得し、買主に提供す
る場合も、同様であろう。したがって、運送状を用いて輸入するときは、Incoterms©…2010のFCA規則を選
択せざるを得ないことになろう。すなわち、運送契約も貨物海上保険契約も、売買当事者のいずれかが一
手に手配することが、貿易取引において運送状を使用するときに重視されるべきである。
この点も含め、運送状に関するＣＭＩ規則を参考にし、それに準拠する運送状と記名式船荷証券の差異、
記名式船荷証券の電子化の要否などを引き続き考えてみたい。その際、国際取引においては、イギリス法
の考えに準拠することが、特に紛議の解決の場面でみられるので、イギリス法の文献を参考にしたい。

以上

16　…訳文は、葛城照三ほか訳『アイバミー海上保険法』早稲田大学出版部、1972、第22章（pp.479-489）に基づき大まかにまとめてある。
17　…このnegotiableとtransferableの間には、微妙な意味の違いがある。また、negotiableに関して、荷為替手形とその付属書類の
セットにいうnegotiableと為替手形のみのnegotiableにも、その範囲の広狭の差がある。これらにも、次号では注意したい。
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記事２.  国連CEFACTビューロにおけるLance Thompson氏の足跡

国連CEFACTビューロ議長Lance…Thompson氏は2017年6月末のビューロ会議にて国連職員として国連
CEFACT事務局であるUNECEに移ったことを通知し、議長職を辞した。
2015年2月に議長に選任されてより議長職在位2年4か月であった。
空席となった議長席は2018年4月30日開催予定の第24回国連CEFACT総会において議長改選が実施さ

れるまでの10ヶ月間、ビューロ副議長8名が順番に交代でActing…Chairとなることが同会議で合意された。
当方が国連CEFACT日本代表団の事務局を務めたこの５年間にわたるThompson氏との交流を通じた国連
CEFACTの活動に於ける同氏の足跡について少し記したい。

１．Thompson氏の国連CEFACTビューロへの参画の経緯
①　Thompson氏は、貿易手続きドメインのコーディネータとして精力的にビジネスプロセスのベストプラクティ
スに関する勧告・ガイドラインの開発や既存の勧告の刷新に尽力し国連CEFACTの活動の中で実力を
発揮してきた（第14号「貿易書類の認証」の新規開発、勧告第4号「各国貿易円滑化機関」改訂等）。

②　2014年4月開催の第20回国連CEFACT総会のビューロ副議長全員の改選に於いて、それまでの副
議長7名に対して、副議長席６名枠にて投票が行われた。初めて立候補する同氏を含めて9名が立候補
し、6名の中に同氏も選任された。選任された6名の出身国内訳は、同氏が米国（写真の右から二人目）、
他は、オランダ、インド、スウェーデン、イタリア、そして初めてアフリカ地域からのナイジェリアである。

当選した6名の中では同氏を始め、ナイジェリア、スウェーデン、イタリアの4名が初就任となった一方、
これまで副議長を務めてきたフランスがゼロとなり、特にAgricultureの分野についてフランス出身の専門
家の活動が精彩を欠き、オランダの専門家主導となり現在に至っている。
Thompson氏はこれまでの実績に基づき、貿易手続企画開発分野（PDA）担当の副議長となり、併せ

て新人のナイジェリア出身の副議長を副担当として育成した。これは彼の次の③の議長立候補の構想に
基づく作戦の一環であったのであろう。
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③　2015年2月開催の第21回国連CEFACT総会はビューロ議長の3年毎の改選の年にあたる。議長の
Stuart…Feder氏（米国）は2005年に議長に就任以降長期にわたり議長職を務めてきたがこの時退任する
こととなった。後任の議長候補としてLance…Thompson氏、Harm…Jan…Van…Burg氏（オランダ）、
Tahseen…A.…Khan氏（インド）の3氏が立候補し、投票の結果、Thompson氏が選任された。専らビジ
ネスプロセス中心で、技術に中立的なThompson氏に多くの票が集まった可能性があると思われる。　
（因みに我が国は国連CEFACT日本委員会（略称JEC）にて議論した結果、これまでの実務経験から
Van…Burg氏を支援した。）副議長が議長に昇格したことにより、副議長は5名体制となり、議長職の
Thompson氏も副議長のサポートに入らざるをえなくなり、翌年の第22回国連CEFACT総会にて副議長
職を１名追加選任した。

ナイジェリアのEgwe副議長から当選の祝福を受けるLance…Thompson氏

④　2017年4月開催の第23回国連CEFACT総会では任期3年の副議長職全員の改選が行われた。こ
れまでの6名の副議長に対して8名が立候補。このうち、6名は現職の副議長全員6名、更に豪州、カナ
ダの2名。ここでこれまでの副議長6名の枠に捉われることなく、ビューロの意思として立候補者8名全員
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の就任を希望する旨、総会においてThompson氏が明確に表明し、総会の賛同を得て、8名全員が選
任されビューロは議長と8名の副議長の9名体制となった。国連CEFACTの活動を推進するにはビュー
ロの充分なリソースを確保すべきとのThompson氏の意向を反映したものと考える。

⑤　2017年6月、上述のとおり、議長任期を約１年間残しながらThompson氏は2年間の議長職に終止符
を打ち、今後はビューロをサポートする事務局長に転身することとなった。

２．Thompson議長のマネージメント
ここで前任議長のFeder氏との年齢差（おそらく20才ほど若返った !）、パーソナリティの面で大きく異なる
Thompson氏の議長としてのマネージメントにおける特質について触れたい。　

①　活動内容について情報共有及び透明性の確保　
国連CEFACTの活動に参加する専門家のためのWebsite「Collaborative… UN/CEFACT…
Environment…（CUE）」を開発・導入した。そこでは各メンバーのプロフィール、各プロジェクトの進捗状況、
月2回開催のビューロミーティングの議事録などの情報が各専門家や各国HoD間にて共有する体制が整
えられた。また、四半期ごとに国連CEFACT事務局からHoDに対してレポートが発信されることとなった。
各副議長に対しては、各プロジェクトの進捗状況を的確にビューロとして共有することを指導。特に、公
開開発手続き（Open…Development…Process）に基づき、プロジェクトが宙ぶらりんの状態にならぬよう、
現在どのようなStatusなのか、いつ終了したかといったことの明確化が進められた。

②　国連CEFACTの運営手続きの明確化、透明化
Thompson氏の主導にて、これまで文書化されていなかったり、必ずしも明確ではなかった運用手続き

について文書化及びその公開を積極的に進めた。

③　前任のFeder氏は活動の実務には直接参加せず、番頭格の副議長のVan…Burg氏を介して各ビュー
ローメンバーを間接的に統制するといった形であったと思う。Van…Burg氏は議長と各副議長との調整にか
なり苦労したと思われる。
一方、Thompson氏は実務面から昇格した経歴から、また、年代的にもVan…Burg氏やKhan氏など
古参メンバーとは逆転していることもあり、直接に各副議長へ働きかけ、場合によっては実務にも一緒に参
画するといった直接的な関与をもって統制を図る傾向がある。結果、各副議長に求める責任も大きくなり、
それが故に、今次の国連CEFACT総会の副議長の改選に於いて同氏が立候補者全員を選任すること
で副議長職の増強を強く主張したものと思う。結果として現ビューロ副議長は実務派が揃っている。　

④　雰囲気づくり
当方の拙い英語力では、Feder氏のささやくような早口のスピーチは理解するのに苦労した。
Thompson氏のことばは明解でわかりやすい。これは英語が母国語ではない参加者に配慮したもので、
日本も含め、彼のこれまでの経験に基づくものと思う。
また国連CEFACTの実務的な活動経験から、多くの専門家とはこれまでも直接的な意思疎通が図ら
れていることもあり、フランクに意見交換を行う雰囲気が醸成されてきたと思う。
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３．Thompson事務局長への期待
事務局の職能について、ビューロを横から実務的に支える番頭役といった機能を想像していたが、それに

とどまらず、国連CEFACTを所管するUNECEの執行委員会（EXCOM）との調整も含め国連CEFACT
全体の枠組みを左右する極めて重要な職能であることが当方にも分かってきた。ビューロ議長として尽力して
きたThompson氏として、国連CEFACTの更なる活性化推進のためにEXCOMとの調整を含めた事務局
としての影響力の発揮を意図したものではと想像しているがどうであろうか。次回2018年の国連CEFACT
総会にて正式に選任される新議長にどなたが立候補し選任されるか予断を許さない状況であるが、
Thompson氏が培ってきた成果を、新議長と連携して、更なる国連CEFACTの活性化に向け発展させて
いくよう、大いなる活躍を期待したい。
　

４．国連CEFACT日本委員会（略称JEC）とThompson氏との連携
同氏は日本贔屓である。過去に日本で働いた経験があり、また片言の日本語を話す。
同氏より是非、JECの専門家との意見交換をしたいとの事前のSoundingがあり、多くのJEC各位の参加

を得て2015年9月、2016年10月と、意義ある意見交換をすることができた。今後も同氏との良好な関係を
続けて行ければと思う。

（同氏の参加を得て2016年10月に開催した国連CEFACT標準促進委員会）

以上
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記事３. 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6件…
公表されておりますのでお知らせします。

3-1  13 July 2017: 
This…is…to…announce…a…60-day…public…review…until…11…September…2017…concerning…the…Cross…Industry…
Scheduling…Supply…Chain…Project.…All…eventual…comments…can…be…addressed…using…the…prescribed…
template…to…Hisanao…Sugamata.

　2017年7月13日
「業界横断スケジューリングプロジェクト（製造ジャストインタイムプロジェクト）」に関連して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9月11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、菅又久直氏に送付願います。

3-2  13 July 2017: 
UNECE…Secretariat…has…released…the…2017-1…UN/LOCODE…directory

　2017年7月13日
国連欧州経済委員会（UNECE）事務局よりUN/LOCODE（地名、港名コード）の2017年前半更改内容…
が公表されました。詳細は以下を参照ください。
　　http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html

3-3  11 July 2017: 
This…is…to…announce…a…60-day…public…review…until…11…September…2017…concerning…the…BRS…of…the…
eCMR…Project.…All… eventual… comments… can…be… addressed…using… the…prescribed… template… to…
Evginya…Iafaev.

　2017年7月11日
電子による国際貨物受取証プロジェクトのビジネス要件仕様（BRS）が発表されました。意見がある方は、9
月11日までに所定のフォームでEvginya…Iafaev氏までお知らせ下さい。

3-4  10 July 2017:
UN/CEFACT… is…pleased… to…announce… that… former…chair,…Lance…Thompson…has… integrated… the…
UNECE…Secretariat… as…Chief… of…UN/CEFACT…Support…Unit.…The…Bureau…decided… to…have…a…
rotating…acting-chairmanship…until…the…next…elections…in…April…2018.…
The…rotation…will…be…as…follows:
　•…1…July…–…18…September:…VC…Grangård
　•…19…September…–…16…October:…VC…Fantetti
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　•…17…October…–…11…December:…VC…Igwe
　•…12…December…–…22…January:…VC…Probert
　•…23…January…–…25…February:…VC…Laughlan…
　•…26…February…–…16…March:…VC…Watt
　•…17…March…–…30…April:…VC…Khan

　2017年7月10日
国連CEFACTビューロのLance…Thompson前議長は欧州経済委員会の事務局に移り、国連CEFACT
支援UNITの長（事務局長）となりました。ビューロは来年4月の総会までの間、交代で議長職を務めること
としました。
　7月1日… ～… 9月18日… Grangård副議長
　9月19日… ～… 10月16日… Fantetti副議長
　10月17日…～… 12月11日… Igwe副議長
　12月12日…～… 1月22日… Probert副議長
　1月23日… ～… 2月25日… Laughlan…副議長
　2月26日… ～… 3月16日… Watt副議長
　3月17日… ～… 4月30日… Khan副議長

3-5  28 June 2017: 
Online…registration…for…the…30th…UN/CEFACT…Forum…in…Rome,…Italy…is…open…now.…

　2017年6月28日
イタリアのローマで行われる第30回国連CEFACTフォーラムの電子登録窓口が開設されました。

3-6  22 June 2017: 
UN/CEFACT…Validation…Focal…Point… has… successfully… verified… the… updated…UN/EDIFACT…
D.17A…directory…and…it…is…now…available…for…download…and…browsing.…

　2017年6月22日
国連CEFACT…Validation…Focal…Pointグループは最新のUN/EDIFACT…D.…17A版の対照表の照合
を終え、今はダウンロードや参照が出来る状態です。

以上
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記事４. UN/LOCODEの新規承認

今回2017−1（2017年……前半期分）として、以下の18件が日本に関する新規UN/LOCODEとして国連
CEFACTホームページに公開されましたのでご通知いたします。

UN/LOCODE 都道府県名 地　名 Name 経度緯度

JPAGA 新潟県 阿賀 Aga 3750N 13913E

JPAGC 愛知県 阿久比 Agui 3456N 13654E

JPAGM 熊本県 和水 Nagomi 3258N 13036E

JPGHU 岐阜県 土岐 Toki 3521N 13711E

JPGOO 和歌山県 御坊 Gobo 3353N 13509E

JPHNC 埼玉県 飯能 Hanno 3551N 13919E

JPIGK 沖縄県 石垣空港 Ishigaki Apt 2424N 12415E

JPIWU 愛知県 岩倉 Iwakura 3517N 13652E

JPKKG 岐阜県 各務原 Kakamigahara 3525N 13652E

JPKYW 愛知県 清須 Kiyosu 3513N 13650E

JPSBE 福井県 鯖江　 Sabae 3557N 13611E

JPSBI 東京都 渋谷 Shibuya 3539N 13942E

JPSHW 千葉県 酒々井 Shisui 3543N 14016E

JPSKE 長野県 佐久 Saku 3613N 13829E

JPSMW 東京都 墨田 Sumida 3542N 13948E

JPSYD 山口県 山陽小野田 Sanyo Onoda 3405N 13111E

JPUHI 佐賀県 嬉野 Ureshino 3307N 13003E

JPYOW 徳島県 吉野川 Yoshinogawa 3401N 13415E

注）上述石垣空港のUN/LOCODE新設に伴い、既存の石垣（JPISG）のFunctionは従来の
　……海港（1）＆空港（4）が（1）のみに変更されました。

以上
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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


