一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会

465

2017- 09

今月号の内容
記事１．◇連載◇ 貿易の実務と理論
（31）
… ………………………………………………… 1
早稲田大学名誉教授

椿  弘次

記事２．国連ESCAPアジア太平洋貿易円滑化フォーラム参加報告………………………… 11
一般社団法人  サプライチェーン情報基盤研究会（略称SIPS） 業務執行理事
「国連CEFACT日本委員会」
（略称JEC） 運営委員会委員長

菅又  久直

記事３．AFACT第35回総会報告……………………………………………………………… 17
記事４．国連CEFACTからのお知らせ………………………………………………………… 23

＝JASTPRO広報誌電子版のご案内＝
裏表紙にJASTPRO広報誌電子版のご案内を掲載しておりますので、ご参照下さい。

J AS T P RO
◇連載◇

記事１. 貿易の実務と理論
（31）
早稲田大学名誉教授

椿  弘次

はじめに
前稿を執筆した2017 年 7月中旬時点では、国会に上程されていた「商法および国際海上物品運送法の
一部を改正する法律」
（案）
（以下、商法改正案という）は、未成立であったと理解している。そのため、商
法改正案への言及を控えたことを了とされたい。
しかしながら、本誌前号を読まれた方で、運送法制の検討に参画された方から、重要なご指摘を受けた。
それは、前号末尾の「終わりに」で触れた、「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。--- 中略 --- 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」
との私見に関し、
（20１７年 9月10日の本稿執筆時点での）現行商法第 583 条（荷受人による荷送人の権利
の取得）は横に置くとして、商法改正案（第 581 条（荷受人の権利義務等））の趣旨と合わないのではないか
というご指摘である。重要なご指摘であるので、本稿で多少の検討を試みたい。

1. インコタームズの各条件と海上運送状
引渡を証明する書類として、船荷証券の他に、通常の運送書類の提供を認めている（FCA, FOB, CPT,
CIP, CFR, CIFの売主の義務  A8）。これに、運送状が含まれることは、1990 年版のCIF 条件における提
供書類に、運送状、船荷証券の電子的等価物が認められて以来、一般的なことと理解されている。
ただし、合意又は慣習により、買主が、指定仕向地において、運送人に対し物品の引き渡しを請求できる
もので、さらに、買主が運送人に通知することにより、または、書類を譲渡することにより、運送中の物品を
転売できるものでなければならない（原油、穀物などの国際商品の洋上転売を念頭に置いたもので、
IncotermsのCFR、CIFなどのC 系の規則のA8には、その趣旨が定められている）。その場合には船荷
証券がこれに該当する。アメリカの統一商法典（UCC）
§2－504（b）
も前述の規則 A8と同趣旨で、「買主が
物品の占有を取得できる様式の書類を速やかに取得し、買主に提供しなければならない」と定める。この合
意又は慣習により、という語句の中に、洋上転売の他に、代金決済条件を含める趣旨の言及が必要である
というのが、指摘したい要点である。Incoterms© 2010のFCA, CPT, CIPの各規則もしくは条件は、定期
運送サービスの利用を前提にし、それに対応した貿易売買契約条件である。したがって、洋上転売のこと
以上に、代金決済条件が重要である1。
積地売買（shipment contract）における契約品の引渡を証明する書類の選択は、以下のとおりである。
海上売買系のFOB, CFR, CIFの各条件において売主が提供すべき引渡を証明する書類は、本船受取証
（mate’
s receipt）または船荷証券もしくは海上運送状である。運送手段の種類を問わないFCA, CPT,

1

Incotermsに定義されている各条件あるいは規則は、これまで、本誌 No.432（2014 年 9月号）以降、折に触れて言及し、検討して
きた
（特に、Nos.437（2015 年 2月号）
、決済モデルとの関連で、448（2016 年 2月号）
、コンテナ運送革命との関連で、456（2016
年 11月号）
，対米取引との関連で459（2017 年 2月号）
の各号を参照されたい。
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CIPの各条件の場合は、通常の運送書類で可とされるが、慣習もしくは合意がある場合、買主が指定仕向
地で運送人に物品の引渡しを請求することができる書類で、買主が、次の買主にその書類を譲渡することに
よって、運送中の物品を転売できるものでなければならないとされ、流通性のある船荷証券を示唆しているも
のと解される。
輸出のために貿易商が国内仕入れを行う場合の伝統的なFOBの場合には、通常は本船受取証を提供し
て、引き換えに代金の支払いを船積時に受ける。これらの点を含め、FOB, CIFなどを沿革的に略説すれば、
以下のとおりである。
FOBは商館貿易時代の商人（factorsなど）のネットワークに依存して、出荷地における現物売買（actual
delivery）
として古典的に形成されてきたものである。これには、貿易商による製造業者からの国内仕入れの
FOBと貿易商（Trading or Merchant House）の開港における代理人による輸入のための引取型（これを
古典的 FOB、固有のFOBという）があり、その後に、船荷証券制度の確立を受けて、かつ国際商業銀行
の発達とともに荷為替決済を条件とするFOBの類型（売主の追加義務付きFOB 契約）が生まれた 2（後者
は、国を異にして営業する当事者間の隔地者間取引のFOB であり、Incotermsに定義されるものである）。
それは、契約品の書類による引渡（symbolic delivery）
として構成され、仕向地において買主がその書類
の引渡に対して手形決済に応じることを前提に、このFOBを含む積地契約（送付売買）が貿易取引の慣習と
して形成され、今日に至っている。すなわち、荷為替決済条件に支配されてFOBも使用され、伝統的な
FOBにおける売主の義務に、引渡の証明書類としても船荷証券の提供が加えられ、その結果、売主が運
送契約の手配を代行し、運送賃を前払い（freight prepaid）する追加義務付きFOBとして定着してきた。
結果的に、インボイス上は定期船によるFOB 条件とCFR（C&F）条件は、商業上ほぼ同様と誤って見なされ
ることも生じた。さらに、売主により運送品に貨物保険が手配され、貨物保険証券が船荷証券とともに提供さ
れれば、荷為替の取り組みにあたり、取組銀行から見て担保価値が高くなるCIF 条件の方が好ましかった。
このようにして、製品の海上定期運送による国際売買においては、CIF 条件の使用比率が過半を超える時
代があった。
このように、現物渡し（actual delivery）を原則とし、決済を船積時に現金払いとする伝統的なFOB でな
い限り、
FOB 売主も、
CIF 売主と同様に流通性船荷証券を買主に提供しなければならないことになる。そして、
国際商業銀行のコルレス契約による決済ネットワークに依存する。必然的に、引渡の証明書類としては、本
船受取証は除かれることになる。買主が運送品の占有を指定仕向地において取得できる様式という点から見
ても、本船受取証は同様の扱いを受ける3。
本船積込み後は、運送品の滅失・損傷の危険は売主から買主に移転するとFOB、CIFなどの積地渡し
条件で規則上定められていても、荷為替を取り組む銀行の立場からすれば、手形不渡り（手形の名宛人で
ある買主が、引受けもしくは支払いを拒否すること）になれば、手形及びその付属書類を売主に戻してその
処分に委ねることになる。すなわち、売買契約上、危険は買主に移転しなかった状態に戻る。その場合、
CIF 条件のときは、契約品の運送中の滅失・損傷に対し、売主は自らが手配した保険契約により、運送品

2
3

.Schmitthoff International Trade, para.2-005 以下参照。新堀、新展開、pp.16-20も参照されたい。
.朝岡、商慣習、p.250, Benjamin, para.20-002、Schmitthoff International Trade, para.2-007 参照。日本における第二次世界
大戦前の委託貿易実務の長い歴史については、朝岡良平「商学部における貿易実務関係の科目の変遷」
『早稲田商学』No.256
（1976）
に紹介されている、T.ジョーンズの貿易実務のテキストの概要を参照されたい。CIF、FOBと言っても委託販売用語だったよ
うである。
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が運送状態（in transit）にある間は保険保護を受けられる。さらに、信用付き決済を取り決めておけば、手
形の支払い拒否の確率を大幅に抑えることができる。ここに、信用状付きCIF 売買条件のFOB 条件に勝る
点が見られる4。契約時点において、
買主側の支払い保証（単純保証＝simple guaranteeや信用状＝L/C）
がなければ、決済リスクは依然として売主側に残り、FCA, CPT, CIPの各条件もしくは規則の下でも、注４
で述べたところが妥当する。したがって、CPT,FCAに対しCIPの方が、売主から見てより合理的に取引危
険に対処できる。一歩進めて、この危険を回避するために、船積（出荷）払い（payment on shipment
against documents）を決済条件として提案することもあろう。しかしながら、当事者間に相当の信頼・信用
が成立していなければ、買主はこれに応じないと思われる。
もちろん、運送品の滅失、あるいは仕向地不着があるとしても、買主に提供される書類に売買契約上の
瑕疵（欠陥）がなければ、買主の手形引受け・支払い拒否は荷為替決済の取り決め上は不当である。しかし、
買主が提供書類の不備を理由とするときは、手形の正当な引受け・支払いの拒否に当たるうえ、契約品で
ある運送品の現実全損が認められる場合には、運送品を契約品として確かめる検査の機会（商法第 526 条
（買主による目的物の検査及び通知））が買主にとっては失われるので、書類の純正を前提とする拒絶権否
認約款（non-rejection clause or final clause）が売買契約に規定されていないと、CIF 買主などに不利に
作用することがある。このため、買主が機に乗じて手形の引受け・支払いを拒否する可能性は皆無ではない。
要するに、代金の支払いにおいて荷為替決済方式をとるときには、船荷証券を引渡の証明書類にせざる
を得ない。売買上の引渡証明書類として運送状を選択することを取り決めるときは、信用リスク
（代金決済リス
クあるいは決済リスクと互換的に言う）が極めて低い場合に限られる。独立対等当事者間の単発的な取引の
場合で、信用リスクに対し信用状付き決済を取り決めて対応するときは、UCPと略称される信用状統一規則（と
りわけ、Arts.19-21）
も参照しながら、引渡証明書類の選択を検討する必要が生じる。
以上のように、貿易取引の積地売買における
「危険の移転」は、代金決済とそこで使用される書類の性質
と密接に結びついている。そして、「危険は所有権に従う」とのコモン・ローの原則の適用に当たって、書類
の性質との関係において、積地売買における「危険の移転」が取り上げられ、ひいては「所有権の移転」に
行き着いてきた。それが、Incoterms 制定前後における貿易取引の国際的センターであったイギリス法にお
ける実情であった。

２. イギリスの動産売買法と貿易における積地売買契約
FOB, CIFなどの伝統的貿易慣習を売買法的に検討し、Incotermsの解釈に大きな手掛かりを提供してき
たのは、周知のとおり、イギリスの判例学説である。これらの貿易売買慣習において、契約品の「船積み」
あるいは「出荷」を以て、危険の移転 5 の時点とする解釈やIncotermsの規則が、そのような判例学説を基
に承認されている。
売買取引は、契約品の引渡と代金の支払い（隔地者間取引として、貿易取引の基本でもある）による権
利移転が基本である。したがって、具体的には、Incoterms A1および B1は、売買の基本原則が再録さ
れている。すなわち、契約に合致した物品とその引渡の証明書類の提供が、売主の基本的義務と規定され

4

FOB 売主は、未必利益保険（contingency insurance）
を別途手配することにより、手形支払い拒否の結果、買主に移転しなかっ
た運送品の滅失・損傷の危険をカバーできる。
5 ここでいう危険とは、事故により契約の対象物に滅失・損傷が生じたとき、買主は代金支払いを免れるか否かの問題としてとらえるこ
とをいう。
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ている。この引渡が、伝統的なFOB, CFR, CIFの各条件では、「本船への物品の積込み（shipped or
loaded on board）」と定義されている
（現行のIncoterms© 2010における、それらの規則のA4）。その時に、
「危険の移転」が生じるとされる
（同規則  A5）。FCA,CPT,CIPの各規則では、合意の期日又は期間内に、
合意の地点において契約品を運送人に引渡すことにより、危険の移転が生じる（Incoterms© 2010のそれぞ
れの規則  A.4および 5）。
その危険の移転について、イギリスの動産売買法（Sale of Goods Act, 1979、前身は1893 年制定のもの
である。以下、SGAと略す）は、Risk prima facie follows titleの原則を取っている。すなわち、
「危険は、
一応、所有権とともに移転する」との原則である
（SGA s.20（1）6。
これに従い、前述の積地売買の各条件において、危険とともに直ちに所有権が買主に移転するかと言えば、
そうではなく、いくつかの前提となる条件の適用がある。SGAは、契約に合致した物品で買主に引渡すもの
として特定されていることの他に、特に、売主が、物品の出荷に際して指図式発行の船荷証券を取得して
いるときは、処分権（the right of disposal of the goods）を留保しているものと解され、代金の支払いが行
われるまで、所有権は移転しないと定めている
（SGA  ｓ.19（1）および（2））。したがって、代金の支払いまで、
危険も移転しない。まさしく、これは荷為替決済を基本にするCIF 売買に妥当し、荷為替特約付きFOB 売
買にも適用される。
このため、荷為替決済を基本とするCIFおよび CFR 売買の下での物品の所有権の移転と船積時に買主
に危険が移転することとの関係を解釈する諸説が論じられてきた 7。SGAに拠り、CIF 及び荷為替特約付き
FOB 売買における所有権と危険の移転の関係を解釈すれば、出荷時以降の物品の滅失・損傷などの危険
を引き受けて代金決済するものとし、所有権は代金決済のときに移転する。したがって、物品の船積（出荷）
以後の事故による滅失・損傷を理由とする支払い拒否は許されない（危険の遡及移転説）。これに対し、所
有権を受益利益と担保利益の二つに分け、受益利益と危険は、船積時に同時に移転し、担保利益（security
interest）は、代金支払い時に買主に移転する
（あるいは消滅する）
とし、代金の支払いがないときは、受益
利益および担保利益ともに移転しないものとするアメリカの解釈がある。詳細は、新堀、新展開、第１章に譲
りたい。
準 拠 法の問 題もあり、「 物 権の変 動 」に関する法 文が一 様であるとは限らない。このこともあって、
Incotermsも国連動産売買条約（CISG, ウィーン条約）
も、「所有権の移転」に直接的に触れていない 8。ア
メリカの統一商法典（UCC）は、§2－509（Risk of Loss in the Absence of Breach）
（1）において、積地
売買の場合、代金支払いの留保条件付きであっても、運送人に物品を引渡したときに危険は移転するとし、
Incotermsと同様の立場を示している。すなわち、船荷証券による処分権の留保があっても、積地売買の
場合、危険は出荷（船積）の時に移転すると定めている。買主による代金の支払いがなければ、所有権は
売主に復し、危険も移転しなかったものとして扱われる。
CIF, CFR, CPT, CIPの各条件もしくは規則においては、書類の譲渡により、運送法上の引渡請求権、
損害賠償請求権を売主から買主に移転させることは、引渡証明書類として、船荷証券が選択される場合に
は可能であり、「書類の提供による売買契約の履行」が成り立つ。積地売買において、現物の引渡（actual

6
7
8

 enjamin, 8th ed., para.6-002 以下参照。
B
新堀、新展開、第 1 章、2006 年。
危険の移転については、CISG ではI.Schwenzer et al., Global Sales and Contract Law , Oxford U.P., Chapter 38（Passing
of Risk）
、2012, 井原  宏・河村寛治編著『判例ウィーン売買条約』東信堂、2010 年、第 7 章参照。
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delivery）が、出荷地で完了し、本船受取証と引き換えに支払いが行われる純然たるFOB（イギリスにおけ
る古典的なFOB）が沿革的に先行し、契約品の引渡に対する支払いという売買の基本原則は維持されてい
た。CIF（CIP）売買における船荷証券と異なり、海上運送状には権利証券性が欠けており、CIF 売買の「書
類の引渡による売買」の概念に充分適合しない。そもそも、所有権や危険の移転に、運送状は何らの関係
もない。そこで、関係企業間取引や単純保証で、決済リスクを削減ないし消滅させておき、CIP, FCA,
CIF,FOBなどの積地売買と運送状を使用する場合の荷受人の権利義務との間の整合性を図る必要があ
る。
前述のように、船荷証券と海上運送状のいずれを使用するかの選択は、売買の主体のあり方（形態）に
左右される。独立対等当事者関係に立ち、個別の決済・金融が重要であれば、契約品の引渡と代金決済
を書類面で同時交換的に実現する荷為替が選択されるだろう。そうであれば、船荷証券の使用が通常であ
る。信用状付き決済として、支払い保証が得られている場合、代金前払い（cash with order=CWO）の
場合、SWBを使用してCIP, CPT, FCAの各規則を契約条件として採択できよう（支払い保証をstandby
credit, simple demand guaranteeなどの単純保証により、個別保証ではなく包括的保証を取り決める場合
も同様である）。
引渡の証明書類と選択された運送書類が、運送品の処分権を代表していなければならないのは、荷為替
を決済条件として選択するからであり、書類による転売が可能だからである9。単純な受取証は、運送契約
上の権利の移転に関係がないので、隔地者間売買における引渡の証明書類から除かれる。その結果、引
渡の証明書類は、船荷証券と運送状の二者択一になる。利用する運送手段および代金決済リスクに応じて、
船荷証券、運送状のいずれかが選択される。国際海上運送が利用されるときは船荷証券が、航空運送が
利用されるときは航空運送状（Air Waybill=AWB）が、コンテナによる国際複合運送が魅力的なときには複
合運送証券（Combined B/L）が、それぞれ引渡証明の書類とされる。
国際運送の迅速化、大量化に伴い、船荷証券と並んで、運送状（とりわけ海上運送状＝Sea Waybill）
が脚光を浴びていることは広く理解されているところである。しかしながら、船荷証券に比して、運送状はい
わゆる「権利証券性」
（document of title, 引渡請求権を代表する債権証券性）に欠けているので、荷為
替決済には容易に馴染みにくい。また、船荷証券のように国際条約によりその記載事項の効力、約款の統
一性などが規定されていないなどの弱点がある。他方、受戻性が要求されず、取扱いが簡便であることと相
まって電子化に向いていて、運送品の迅速な受渡しに応える運送書類として、定期国際海上運送において
は広く使用されるようになってきた 10。そして、貿易売買に付随するリスクの一つである決済リスク（あるいは信
用リスク）への対応に、大きな差異がこの二種の書類間に見られることに注目が集まっている。さらに、記名
式船荷証券と運送状の違いをも点検しておく必要があろう。

３．商法改正案と運送状
商法改正案第 571 条によれば、運送人の請求により、荷送人は、運送品の種類、容積もしくは重量又は
包もしくは個品の数および運送費の記号、荷姿、発送地および到達地などを記載した運送状を運送人に交

9

処分権というのは、ここでは、具体的には「指定仕向地で運送人に物品の引渡を請求することができ、また、その書類を譲渡するこ
とによって--- 運送中の物品を転売できる」
ことを意味する
（Incoterms A 8および UCC§2－504（b））。
10 UNCTAD、The Use of Transport Documents in International Trade , 2003, JASTPRO 報告書、第一部参照。
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付しなければならない。実際には、国際海上運送においては荷送人の選択により、運送状の交付を運送人
に求めている。この点は、運送状の性質に影響を及ぼすことは少ない。
貿易の実務において、運送状について重要なことは、契約品の運送人に対する引渡しおよび運送契約の
証拠書類としての機能である
（＊運送品の受取証として、船荷証券と同様の文言証券性あるいはコモン・ロー
上の禁反言（estoppel）の法理が認められ、運送状を発行する運送人は、表示責任を問われるだろう11。
荷送人の運送人に対する運送契約に基づく運送差止の請求権（「運送差止権」
（stoppage in transit））が
あることを、商法改正案第 580 条は定めている。これに対し、荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は
運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する、と
商法改正案第 581 条 1 項は規定している。現行商法第 583 条によれば、運送品が全損などにより不着の場
合、反対に荷受人は荷送人の権利を取得しない。言い換えれば、不着にならない限り、荷受人は荷送人
の権利を取得する。商法改正案が、不着に全損を含めた点が注目される。荷受人が運送品の引渡し又は
その損害賠償を請求したときは、荷送人は、その権利を行使することができないと同条 2 項は定める
（請求の
競合を回避する趣旨）12。
運送法上の「運送差止権」は、元来、代金の支払いを受けない荷送人としての売主（unpaid seller）の
運送人に対する運送契約に基づく指図権の行使である。すなわち、SGA s. 44は、買主が支払い不能になっ
たとき、契約品が運送中であることを条件に、運送を差止める権利を行使できると定めている。これは、
Lickbarrow v. Mason 事件（1793）4 Bro. Parl. Cas.57の判例原則により確立したものである13。また、代
金の支払いを受けない売主に関し、代金決済が銀行信用状（banker’
s credit）付きの場合には、よほどの
ことがない限り、売主がこの地位に陥ることはないので、運送差止権の行使はないことになる14。原理的には、
契約の当事者は相手方に対し、契約に基づき指図ないし指示を与えることができるとするするコモン・ローの
契約関係理論（doctrine of privity）により荷送人の運送人に対する指図権を行使して、運送品を留置する
ことにより、売買契約上の決済と物流（運送契約）がリンクされ、利害の衡平が図られている。反面、買主で
ある荷受人から見れば、運送差止権の行使により荷受人としてのその地位が不安定になり、銀行信用状付
き決済条件の場合、発行銀行としても不安を感じる。したがって、そうした信用状の発行を条件に、事前に
荷送人としての売主が、その権利を放棄してくれることが望ましい。この意味で、海上運送状に関するCMI
統一規則（1990、以下、CMI 統一規則と呼ぶ）は、第 3 条（代理）を設けて、後述の現行商法第 583 条の
趣旨に合わせているのみならず、同規則第 6 条（運送品処分権）ii 項に定める荷送人が「運送品処分権」を
予め放棄し、荷受人にこの権利を譲渡する旨を運送状に表記する対応で解決される。具体的には、運送
状面に「No-Disp.」の略号が付され、事前に運送人に通知される。商法改正案が成立し、日本法の適用が
あるときは、インコタームズの規定と整合させることができる。そして、船積（出荷）時に、危険とともに所有権
も移転するとの解釈もより容易にでき、売買契約上の決済と物流（運送契約）のリンクを外す効果をもたらすこ
とができる。

11
12

13
14

 etley, Part II, 15 J. Mar. L. & Com. 41 以下参照。
T
推定全損の場合には、不着ではないので、運送人に対する荷受人、の請求権は残るが、 原因いかんにより、保険代位による保
険会社の請求がなり立たないこともあろう。運送途上で、全損になった場合、書類審査権のみが行使され、もしあったとしても詐欺、
不実記載を理由にして支払拒否できない買主の保護の課題は残るだろう。
Benjamin, para.15-061を参照。
Tetley, 15 J. Mar. L. & Com. 56（1985）参照。
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運送品が全損となって、到達地に到達しなかった場合、荷受人は運送品の引渡しを運送人に事実上請
求できない。代わって、運送契約に基づき、運送人に対し損害賠償を請求することになろう。その場合、運
送人は運送状に規定する免責条項に該当する事故や事由を主張して、荷送人の請求に応じることはないだ
ろう。すなわち、通常、運送状には国際海上物品運送ないしヘーグ・ヴィスビー条約の適用が定められ、広
く運送人の免責が認められている。すなわち、全損の原因が、COGSAの免責事由
（国際海上物品運送法、
第 4 条）に因るときは、海上運送人は免責され、損害賠償請求権を荷主は行使できない。なお、UK
COGSA（1992 年）によるイギリスや1992 年改正国際海上物品運送法による日本は、法律上当然に前記条
約の海上運送状への適用が認められる。しかし、海上運送状は船荷証券と異なり、同条約の適用が認めら
れていない場合には、挿入されている至上約款に基づき運送人の船荷証券約款が適用される。荷受人に
残された救済は、国際海上物品運送法第 3 条に基づき、いわゆる「商業過失」を立証して運送人に損害賠
償を直接請求するか、貨物海上保険に基づく保険金の請求であろう。
CIF, CIP 条件であれば、代金を支払って保険証券を含む運送書類を取得して初めて、荷受人は保険者
に対し保険金の支払いを請求できる。FCA, FOB, CPT, CFRの各条件であれば、買主が貨物保険を手配
して保険証券を保持しているときは、保険金の支払いを請求できる。保険者は、保険金の支払いにあたり、
Incotermsの定めるところにより、出荷後は契約品の危険は買主に移転したと認めて、それらの各条件に基
づく代金の支払の有無を問わないのだろうか。すなわち、売買の基本原則である契約品の引渡しに対して
代金を支払って売買による権利の移転が成立することを保険者は無視できるのだろうか。言い換えれば、
Incotermsの適用により被保険利益が荷受人である買主にあるとして、その前提のみで買主による代金の支
払いの有無を問わないのだろうか。このような点を考慮に入れると、運送状に権利証券性が備わっていない
ことの意味を、信用リスクの管理の観点から十分注意すべきだろう。前号で、冒頭に述べたような言及をした
意味は、この点にある。
商法改正案第 581 条の貿易取引上の主たる対象は、決済リスクが極めて低い取引であって、売買当事
者が CMI 統一規則の援用に合意している場合であると思われる。商法改正後の日本法が準拠法になれば、
CMI 統一規則の援用は不要になろう。そういう事情にないときは、CMI 統一規則を売買契約に明確に援用
しておくことが依然として必要であろう。
そして、決済リスクが小さくないときは、荷受人を輸入者所在地に近い国際商業銀行とする（bank
consignee）決済方式をとり、当該銀行から事前にその旨の同意を得ておく必要は残るであろう。これが信用
状付きの決済とされて、とりわけ銀行が海上運送状の取扱いになじみが薄いときは、発行銀行は形式的には
自行を荷受人とする記名式の船荷証券を呈示書類に含めるよう、信用状条件を設定すると思われる。
売買契約上の運送区間が、sea port-to-sea port である場合には、海上運送状で良いが、コンテナ運
送による複合一貫運送で、かつ、陸上の運送区間を含む場合には、別途、検討を要する。現実には
master B/Lを発行する実運送人は、それをcombined or multimodal B/Lとし、いわゆるhouse B/Lを
発行するNVOとしてのフォワーダーも同様の名称を冠していることを指摘することに留めたい。それは複合一
貫運送の運送書類を、陸上運送区間を含めて、ヘーグ・ルール（あるいはヘーグ・ヴィスビー・ルール）に基
づく立法の適用を受ける証券的枠組みの中に置いておきたいとの趣旨だろうと推測される。コンテナ物流シス
テムに参加する企業間では、物流業務の指示、報告に集中している。したがって、基本的にLCL 混載の
場合には、フォワーダー（契約上の荷送人）
と実運送人間では、売買契約の関係はなく、運送状で十分で
ある。これに対し、荷主（荷送人）
と契約運送人の関係では、荷主（荷受人となる買主）
との売買契約の関
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係が反映され易く、依然として船荷証券ベースの思考を求められることが、開発途上国の当事者との取引や
独立対等当事者間の取引の場合には少なくない（すなわち、決済リスクの管理が必要である）。このため、
荷送人に交付されるhouse B/Lもcombined or multimodal B/L（船荷証券）が多いものと思われる。その
意味で、UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents（1991）4.3 Delivery of the
goods to the consigneeは、船荷証券と同様に4 つの発行様式を定めていることは注目される。

４．商法改正案の適用がある貿易実務
独立対等当事者間の個品の単発的取引と関係的契約理論（親子会社間、本支店間、あるいは提携企
業間の取引、すなわちいわゆる関係企業間取引契約を対象とする契約理論）が当てはまる継続、長期、反
復の関係企業間取引とでは、取引リスクの管理において大きく異なる。前者には依然として、国際荷為替モ
デルがこの管理について有効であり、慣習的になじみやすいかもしれない。後者は、業務規則の順守と集
中決済（このため、売買契約性がやや薄れ、組織内の物流管理＝control が重視されることになる）を基に、
取引リスクが包括的に管理される。これを全体的に把握するのが、SCM（supply chain management）の
思考である。そして、日本のみならず主要貿易国では、関係企業間取引が占める割合が高く、国際荷為替
モデルよりも、SCM 思考に基づく定期的決済、包括決済（いわゆるnetting= 相殺決済）などの取引の包括
的管理が重視されている。したがって、JASTPRO がその『報告書 13－15』
（2014 年 3月刊）に取りまとめて
いるように、不必要に船荷証券に拘らずに、海上運送状の採用に積極的に移行すべきである。商法改正案
第 581 条の背景に、運送リスクの売買当事者間における分担に関連して、この包括的管理の思想、すなわ
ち所有権や危険の移転を個々の契約別に議論するよりも、全体的な効率向上を重視する情報管理の簡潔な
考え方が潜んでいると思われる。
独立対等当事者間取引で、LCL 貨物の場合においては特に、決済リスクを考慮し、海上運送状の弱点
を回避するため、FCA で契約し、買主が一括して運送リスクを管理し、決済条件を船積払いないしは前払
いとするか、CIP で売買し、決済リスクが多少とも残るときは、提供すべき運送書類上の荷受人を輸入地の
銀行にするbank consignee 方式を選択することが、取引の包括的管理の観点からは望ましいと思う。
CPT、CIPの場合、海上運送状による引渡の証明とし、CMI 統一規則に準拠して、運送品処分権を買
主に危険とともに移転させることに買主が同意し、かつ、運送人がそれを承認して、他方で、買主が決済
の単純保証や銀行信用状などによる支払い保証に応じることが、売主から見た売買条件になるだろう。関係
企業間の取引でないときも、支払い保証と組み合わせて、CMI 統一規則に準拠する海上運送状の使用によ
り、迅速な物流と経費節減が十分可能であろう。
これに対し、複合運送状を含む運送状は、企業組織の国際的展開、国際複合運送の発展により求めら
れる運送業務指図書（instructions）の性格を帯びるもので、運送人（actual carrier）
と契約運送人（NVO）
による物流ネットワークに依存し、かつ、関係会社間取引を巡って使用されるのが通常である（本来的には、
AWBに倣うものであるから、運送人の請求により運送品とともに運送状を作成して、荷送人が交付すべきも
のであろう
（商法第 570 条））。
その意味で、foｒwardersの「相互代理契約」は、国際商業銀行間のコルレス契約に匹敵する機能を果
たすものと思われる。すなわち、独立対等当事者間の単発的取引を主たる対象とせず、関係的契約理論
が生きる関係企業間取引に有益なSCMや提案型物流（3PL=third party logistics）のサービスを提供しよ
うとする取り決に効果的であると思われる。これを促進した要因は、もちろん、コンテナ運送システムの普及で
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ある15。
そして、FCA 条件は、買主側が輸出地に荷受のための代理人を、buyer’
s consolidation programの
推進者である物流企業を選んで指名している場合に使い勝手の良い条件だろう。もちろん、買主が国際展
開し、輸出地に営業所、支店を設けている場合は、かつての国内仕入れ FOBに匹敵する条件として使用
することも多いだろう。これらの場合にも、海上運送状は使用しやすいだろう。

おわりに
我が国が締結しているEPA 協定相手国の中には、原産地規則適用上、積送基準（日本から当該国へ
直接輸送されたことを原則とする）を充足していることの証明のために、輸入通関に際し、船荷証券の写し
の提出を求められる例が見られる。その船荷証券が通し（through or combined）船荷証券であるときは、
運送途上で、積替えのため、ごく短期の蔵置のためとはいえ第三国の港を経由する（本船が寄港する、運
送品が積替えられるなど）
ときは、すべての経由地を記載している船荷証券とともに、その地において加工そ
の他の作業が行われなかったことの証明を求められる例があることを承知する機会が、過日にあった。
我が国の貿易相手国の中には、このように船荷証券の写しの提出を重視する国があり、関税支払い確保
のため、船荷証券の提出とともに指定の保税倉庫への搬入を義務付ける輸入通関実務の事例が過去には
あった。このように、依然として「船荷証券信仰」が強い例が見られ、他方で、海上運送状に対する理解が
浸透していないことを、UN/ECE 勧告第 12 号改訂版（Revision of Recommendation 12:Measures to
facilitate maritime transport and document procedures, April 2011）の広報に際して実感したことが
ある。
WTOの貿易円滑化の協定（TFA）の精神に照らし、また、国際複合一貫運送のコンテナ運送上の実務
慣行に照らしても、Combined B/Lの使用が常態化している実情からも、そのような証明を求めることには、
貿易の実務上強い違和感が残る。国際定期貨物運送における複合一貫運送証券、あるいは運送書類に
対する認識を深める必要がある。
主要参考文献
朝岡 良平『貿易売買と商慣習』東京布井出版、第 3 版、1981 年（朝岡、商慣習という）
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、2003 年
新堀 聰・椿 弘次編著『国際商務論の新展開』同文舘、2006 年（本文中では、新堀、新展開として引用）
国際商業会議所日本委員会『Incoterms© 2010』同委員会刊、2010 年
中村真澄・箱井崇史『海商法』成文堂、第 2 版、2013 年
『平成 25 年度

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 刊

13－15, 2014 年（JASTPRO, 報告書と本文中で引用）  
G. Treitel and F. Reynolds（ed. by）, Carver on Bills of Lading , Sweet & Maxwell, 2d ed., 2005

Benjamin’
s Sale of Goods , 8th ed., by M. Bridge, Sweet & Maxwell, 8th ed., 2010（本文では、
Benjaminと表記する）

15

Garvin, para. 4-02 以下参照。

—9—

J AS T P RO

S. Girvin, Carriage of Goods by Sea , Oxford U.P., 2d ed.2011（本文中では、Garvinとして引用）
Schmitthoff The Law and Practice of International Trade , Sweet & Maxwell, 12th ed. by C.
Murray et al., 2012（Schmitthoff International Tradeとして引用）
W. Tetley, Waybills: The Modern Contract of Carriage of Goods by Sea , Part （14
I
Ｊ．Ｍａ
ｒ.L. ＆
Com.. 465（1983）, Part II（15 J. Mar. L. & Com. 41（1984）
以上
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記事２. 国連ESCAPアジア太平洋貿易円滑化フォーラム参加報告
題記会合は、国連 ESCAP（United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific：
国連アジア太平洋経済社会委員会）が、アジア開発銀行と共催で、アジア太平洋地域における電子貿易円滑
化の推進を目的に、インドネシアのジョグジャカルタで開催されたものです。
本会合にUNNExTアドバイザリの一人として出席された菅又久直氏より、以下のとおりその概要の提出があ
りましたので、報告いたします。
一般社団法人

サプライチェーン情報基盤研究会（略称 SIPS）
業務執行理事

「国連 CEFACT日本委員会」
（略称 JEC）
運営委員会委員長
菅又

久直

Ⅰ. 会議日程：
9月4日
（月）東京発 ジョグジャカルタ着
9月5日
（火）APTFF 会議
9月6日
（水）APTFF 会議、UNNExTアドバイザリ会議
9月7日
（木）シングルウィンドウ相互運用性コンサルテイション
9月8日
（金）ジョグジャカルタ発
9月9日
（土）東京着

Ⅱ. 会議参加の目的と総括：
国連 CEFACT日本委員会・サプライチェーン情報基盤研究会（SIPS）の国際連携活動の一環として、ア
ジア地域における貿易手続電子化の動向を調査し、また我が国で検討した国際標準に基づくビジネスインフ
ラの導入をアジア太平洋地域に波及させる可能性調査を目的に、アジア太平洋貿易円滑化フォーラム
（APTFF ：Asia-Pacific Trade Facilitation Forum）
、および同時に開催されたシングルウィンドウ相互運
用性コンサルテイション
（Regional Consultation on Single Window Interoperability）にUNNExTアドバ
イザリの一員として参加した。
＜総括＞
今回のAPTFFは2 年ぶりに開催されたものであり、今年 2月に発効したWTO 貿易円滑化協定、および
現在調印公開中のアジア太平洋地域における電子貿易円滑化枠組協定（Framework Agreement on
Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific：以降フレームワーク協定と呼ぶ）
を軸に、シングルウィンドウの今後のあり方につき様々なテーマで意見交換が行われた。なお、フレームワーク
協定に既に調印したのは、中国、カンボジア、バングラディシュの3 か国であり、5 か国の調印を待って発効
されることとなる。
シングルウィンドウの必要性とその実装に向けた活動は、発展途上国を含め着実に進められている。その
中で課題として取り上げられ、審議された主なテーマは次の事項である。
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➢ シングルウィンドウを機能させるための国内の環境整備
➢ 農産物のサプライチェーン
➢ 中小企業の貿易参加
➢ シングルウィンドウの相互接続
➢ 越境電子商取引の貿易手続簡易化
➢ デジタル商品の輸出入管理
なお、シングルウィンドウの相互接続については、小生よりユースケースに基づく考慮点につき意見表明を…
行った。

Ⅲ. APTFF 会議：
アジア太平洋地域の貿易手続簡易化と電子化を促進するため、国連 ESCAPとアジア開発銀行の協賛に
より、第 8 回目となるAPTFF（Asia-Pacific Trade Facilitation Forum）が開催された。当フォーラムは地
域各国の貿易手続簡易化を進めるために、各国間の情報交換を行なうとともに、協力して貿易手続簡易化
戦略を検討するものである。
当フォーラムには国連 ESCAP 加盟国（62 ヶ国）を中心に約 30 ヶ国、および当地域を支援する国連
ESCAP、国連 ECE、国連 CEFACT、WTO（世界貿易機関）
、世界銀行、アジア開発銀行、WTO（世
界貿易期間）
、OECD（経済開発協力機構）
、UNCITRAL（国連国際商取引法委員会）
、UNCTAD（国
連貿易開発会議）
、APEC（アジア太平洋経済協力会議）
、WCO（世界税関機構）等の国際機関が参加し
た。参加者は約 200 名。
アジア太平洋地域からの参加国は次の通り。
アフガニスタン、アルメニア、バングラディシュ、バナウツ、ブータン、ブルネイ、カンボジア、中国、
…
インド、インドネシア、イラン、日本、カザフスタン、キリギスタン、ラオス、マレーシア、モルジブ、
…
モンゴル、ミャンマー、ネパール、パプア・ニューギニア、フィリピン、韓国、パキスタン、サモア、
…
シンガポール、ソロモン諸島、スリランカ、タジキスタン、タイ、東チモール、ベトナム
今回のテーマは「アジア太平洋地域の持続開発（Sustainable Development）
のための貿易円滑化改革」
とし、オープニング・セッションおよびハイレベル・パネルに続き、6 つのテーマ別セッションが行われた。
（1）
オープニング・セッション
主催者挨拶：
Mr. Sri Sultan Hamengkubuwono：ジョグジャカルタ知事
Dr. Bambang Susantono：アジア開発銀行（ADB）副社長
Dr. Hong Joo Hahm：ESCAP 副事務局長
➡今回のフォーラムでは、WTO 貿易円滑化協定、ASEANシングルウィンドウ、アジア太平洋地域の
貿易手続円滑化フレームワーク協定などの環境整備を踏まえた、世界および地域の貿易円滑化改善
についての再考を促すことを目指している。
➡ ADB-ESCAP 協力による「貿易円滑化とアジア太平洋の包括的相互運用性改善」と題する小冊子
が発行されることが発表された。
（２）
ハイレベル・パネル
「アジア太 平 洋における持 続 的 開 発のための貿 易円 滑 化についての再 考（Rethinking trade
— 12 —
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facilitation for sustainable development in Asia Pacific region）」をテーマに、次の方々によるパネ
ルディスカッションが行われた。
議長：
Mr. Yasuyuki Sawada：アジア開発銀行

経済調査および地域協力部門

パネリスト：
H.E. Ms. Khadeeja Hussain：モルジブ 経済開発省、副大臣
H.E. Mr. Almaz Sazbakov：キリギス 経済省、副大臣
Mr. Ramsharan Chimoriya：ネパール 税関、庁官
Mr. Loo Leong Seng：CrimsonLogic（シンガポール） 副社長
Ms. Barbara Meynert：Fung Group（香港）シニア・アドバイザー
➡貿易円滑化改革はSDGs（持続的開発目標）に貢献するものである。特に、複合輸送（インドネシア）
、
中小企業、マイクロファイナンスなどにつき意見交換がなされた。
（３）
セッション１：アジア太平洋におけるペーパーレス貿易円滑化の状況
議長：
Dr. Hong Joo Hahm：ESCAP 副事務局長
発表者：
Mr. Yann Duval：国連 ESCAP 貿易投資部門

貿易円滑化チーフ

➡アジア太平洋地域の貿易円滑化導入状況
Dolores Halloran：WTO 市場アクセス部門
➡ WTO TFA 実装について
パネリスト：
Luc De Blieck：国際税関機構

手続簡易化部門、副長官

Evdokia Moise：OECD 上級貿易政策分析官
Prasith Suon：商業省、副長官
➡ ESCAPおよび ADBによる、貿易円滑化の4 つの指標（下記）についての調査結果に基づき、WTO
貿易円滑化協定の実装推進について意見交換が行われた。
① 一般貿易円滑化状況（Transparency, Formalities, Institutional arrangement）
② トランジット円滑化状況
③ ペーパーレス貿易手続状況（電子通関など）
④ 越境ペーパーレス貿易手続状況（原産地証明交換など）
（４）
セッション２：アジア太平洋における貿易円滑化実装のための統制と制度的改革
議長：
Rose McKenzie：アジア開発銀行 南アジア部門、上級地域協力スペシャリスト
発表者：
Poul Hansen：UNCTAD 貿易円滑化部門、OICチーフ
➡貿易円滑化委員会（NTFC: National Trade Facilitation Committee）による持続的貿易円滑化
の改善。
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Oudet Souvannavong：GMS（Grater Mekong Subregion）事務総長
➡官民協力による貿易円滑化の改革モデルとソリューション
パネリスト：
Femanda Borges：東チモール 財政改革委員会、議長
Kanika Y. Tomlinson：ジャマイカ 貿易委員会、弁護士
Muwasiq M. Noor：インドネシア シングルウィンドウ運用機関
➡政府の貿易円滑化政策を実現させるための手立てにつき意見交換が行われた。特に、
官民パートナー
シップ（PPP）の重要性、および各国貿易円滑化委員会（NTFC: National Trade Facilitation
Committee）のあり方について紹介された。
（５）
セッション３：国境以前の貿易円滑化
（貿易のためのビジネス環境整備）
議長：
Cyn-Young Park：アジア開発銀行 地域協力と統合、理事
発表者：
Gloria Pasadila：APEC 政策支援部門
➡電子貿易のための制度環境整備戦略
Henry Sandee：世界銀行

上級貿易スペシャリスト

➡インドネシアにおける国境ロジスティックスでの挑戦と計測
パネリスト：
Mohammad Saeed：国際貿易センター、上級貿易円滑化アドバイザー
Anar Suleymanov：税関委員会
Hong Xue：中国

開発実績計測部門、第 1 副長官

北京師範大学 インターネット政策

理事

➡貿易円滑化の仕組み実現には国内のビジネス環境の改善が重要である。貧弱な運輸および物流イン
フラ（Poor transport infrastructure and logistics）
、規定実施能力の欠如（Weak regulatory
capacity）
、誠実でない契約実施強制の仕組み
（Inadequate contract enforcement mechanism）
、
貿易金融へのアクセスの限界（Limited access to trade finance）などがバリアーとなりえる。
（６）
セッション４：農業貿易円滑化戦略
議長：
Shashi Sareen：FAO（国連食糧農業機関） 食料安全アドバイザー
発表者：
Kipp Sutton：USAID（US 国際開発庁） アジア地域開発ミッション
➡農業の貿易円滑化とバリューチェーン開発とリスク
Somnuk Keretho：タイ カセツアート大学

IT 改革

理事

➡農産物通関手続協業を強化できる新技術
パネリスト：
Francis Lopez：インターコマース 社長
Benno Slot：オランダ 食品および消費財安全局
Marlynne Hopper：WTO STDF（Standards and Trade Development Facility）事務局
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➡農業のサプライチェーンは複雑であるが、農業取引コスト削減はSDGs（Sustainable Development
Goal）に向け不可欠な要素である。農産物貿易の規定要件の各国整合化に基づく手続改革が必要
である。
（７）
セッション５：電子商取引とデジタル貿易
（新興機会と挑戦）
議長：
Tasheen Khan：インド 国連 CEFACT 副議長
発表者：
Sung Heun Ha（Rama）
：韓国 KTNET（Korean Trade Network）
➡電子商取引のためのシームレス貿易改革
Ho Thant Theang Laura：マレーシア MDEC（Malaysia Digital Economy Corporation）
➡デジタル自由貿易圏と電子商取引手続簡易化の可能性
パネリスト：
Sami Farhad：中国 Alibabaグループ

国際商取引法、上級理事

Shantanu Godbole：IBM ブロックチェーン改革センター
Luca Castellani：UNCITRAL 電子商取引作業グループ、事務局
➡国境を越えた電子商取引（eCommerce）が盛んになってきており、それらの貿易手続の円滑化は急
務である。また、デジタル商品（SW、音楽、電子書籍など）の貿易手続や、電子データのやりとりに
係るセキュリティや個人情報保護についても考慮する必要がある。
（８）
セッション６：アジア太平洋における地域・国家貿易円滑化改革
議長：
Mahmood Zagar：イラン AFACT 事務局長
➡貿易円滑化改革のための事例コンテストが行われた。10 件の応募があり、次の3 件が選ばれて発表
が行われた。
➢ KITAシームレス電子貿易サービス：韓国
➢ シングルウィンドウにおける食品・薬品管理：タイ
➢ 通関手続きの刷新：インド

Ⅳ. シングルウィンドウ相互運用性についての意見交換：
（Regional Consultation on Single Window Interoperability）
参加者：
・Yann Duval（国連 ESCAP）
・Mr. Sangwon Lim（国連 ESCAP）
・Maria Ceccarelli（国連 ECE）
・Hong Xue（中国
・菅又 久直（日本

北京師範大学

法制度担当アドバイザリ）

国連 CEFACT日本委員会 データモデル担当アドバイザリ）

・Mee Wan Wong（マレーシア）
・Somnuk Keretho（タイ カセサット大学 ビジネスプロセス担当アドバイザリ）
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・Tahseen Ahmed Khan（インド 通信情報技術省

電子情報技術部門）

・Jonathan Koh（シンガポール）
・Mostafa Abid Khan（バングラディシュ 国際貿易協会

部長）

・Sung Heun Ha（韓国 KTNET）
シングルウィンドウの相互接続についての考慮点につき意見交換を行った。また、国連 ESCAP 事務局より…
「シングルウィンドウ相互運用性ガイドライン」の草案が示され、今後内容のチューンアップのために各自が協
力することとなった。
なお、小生からは、シングルウィンドウ相互接続の5 種類のユースケースを示し、それぞれについての考慮
点を掲げるとともに、最も重要なのはデータの正確性であることを訴えた。
＜菅又の意見表明：シングルウィンドウの相互接続ユースケースについての考慮点＞
１．通関情報の共有化
➢ 輸出通関情報は輸入通関の参考情報となる。
➢ トランジット情報の共有化は手続迅速化に欠かせない。
➢ 原産地証明は輸入側税関で必須。
➡国連 CEFACT 共通辞書のコア構成要素の使用を推奨。
２．検疫情報の共有化
➢ 植物検疫情報や動物検疫情報は輸出入側で共有すべき情報
➡国連 CEFACTの電子証明書（eCert）メッセージが使用可能。
３．安全管理情報の交換
➢ コンテナーの積荷事前申告情報の交換。
➡ FAL（国際海上交通簡易化条約）の順守。
４．国際条約関連情報の交換
➢ 絶滅危惧種の国際取引制限（ワシントン条約）
➢ 廃棄物の国家間移動制限（バーゼル条約）
➡国連 CEFACTの標準メッセージ使用可能。
５．B2B 関連情報の交換
➢ 貨物トラッキングのための情報交換
➢ 輸出入荷主間の通関関連文書交換
以上
追記：
ジョグジャカルタはインドネシア・ジャワ島の真ん中にある旧都
で、世界遺産のボロブドウール仏教遺跡が有名です。ただ、
今回は遺跡周辺でデモがあり、安全のため見学することは…
できませんでした。
ボロブドウール仏教遺跡
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記事３. AFACT第35回総会報告
2017 年 9月11日から13日まで、台湾の台北市台北国際会議場でAFACT（Asia Pacific Council for
Trade Facilitation and Electronic Business: 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）の
総会が開催されたので、その概要を報告する。
尚、第２１回 WCIT（World Congress on Information Technology）
と、
アジア各国から23 件の応募があっ
たeASIA Awards の最終審査会も行われた。
＜日程＞
9月11日
（月）   WCITオープニングおよび AFACT 運営委員会
9月12日
（火）   各部会会議および eAsia 賞最終評価
9月13日
（水）   各部会会議および AFACT 総会
WCITオープニングセレモニー

WCIT 会議の冒頭、挨拶する台湾の蔡総統。

１. AFACT 会議
今回の会議は、台湾の財團法人資訊工業策進會（III: Institute for Information Industry）が主催し、
台湾の台北で開催された。会議には、バングラディシュ、中国、台湾、インド、日本、韓国、タイ、マレーシ
アの8カ国が参加した。また、前国連 CEFACTビューロ議長（Lance Thompson 氏）が WCITに招待され、
審議委員の一人としてeAsia 賞最終評価会議にも参加した。

２. 運営委員会
9月11日、AFACT 運営委員会が開催された。
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（１）運営委員会電話会議総括
ホスト国（台湾）事務局より、4月のAFACT 中間会議以降に行われた電話会議の総括が行われた。
（２）AFACT 常設事務局報告
AFACT 常設事務局（イラン）
より、WEB 参加により1 年間の活動報告が行われた。その中でAFACT
と国連 ECE が MoUを締結したことが改めて報告された。
（３）自由討議
2018 年および 2019 年の主催国について意見交換が行われ、2018 年はバングラディシュ、2019 年はイン
ドが候補国に挙げられた。2019 年については、国連 ESCAP 主催のAPTFFのサイドイベントとして開催
できれば、アジア各国より多数の参加が期待できそうであるとの意見も出された。
また、AFACTの組織の安定化を狙ったコアメンバー制度について引き続き意見交換が行われたが、コ
アメンバー制度の規定は他のメンバーが discourage するとの意見が強く、AFACT 規約（Bylaws）の改
訂検討は見送ることとなった。

３. 各作業部会の活動 .
会議の間に
• BDC（Business Domain Committee）委員会
• TMC（Technology and Methodology Committee）委員会
• TT&L（Travel Tourism and Leisure）作業部会
の活動があった。
（１）TMC 委員会の報告内容
TMCについてはTMC 委員長である菅又氏から報告を頂いたので掲載する。
今回の技術手法委員会
（TMC）会議には、中国、台湾、インド、日本、韓国、タイより10名の参加があった。
① 国連 CEFACTプロジェクト最新状況
次の6 つのプロジェクトにつき、菅又氏より報告を行った。
➢ コード管理プロジェクト
コードリスト利用者のためのユーザーガイド策定中。
➢ サプライチェーン参照モデル
参照モデルに必要なBIEは共通辞書に登録済。
➢ スケジューリングプロジェクト
BRSの公開レビュー中。次回国連 CEFACTにてRSMおよび BIEにつき審議。
➢ 電子 BOD（Bill Of Delivery）
韓国提案に対し、国連 CEFACT 副議長の反対意見（重複）があり、プロジェクト範囲を再考。
➢ 貿易円滑化正規モデル
BRSおよび RSMもモデル記述法の正規化を図る目的で提案がなされ、現在 3 か国承認待ち。
➢ IOT/Cloudに係る個人情報
次回国連 CEFACTフォーラムにて、日本より課題提起予定。賛同が得られれば、当件に関する新
勧告またはガイドライン策定プロジェクトを提案する。
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② モバイル技術を活用した運輸・ロジスティクスデータ交換
韓国より、電子 BODプロジェクトの再提案骨子が説明された。貿易前後の国内物流におけるきめ細
かな貨物トレースを行うプロジェクト。運輸モードとして、Synchromodal（同期運輸モード）を定義し、2
地点間で複数の運輸手段から最適なものを選択する運送手法に対応できる情報モデルを提案しようとす
るものである。
③ ISO TC154 標準開発状況
ISO TC154のAFACTリエゾン
（台湾より選出）
より、標準開発状況の説明があった。
➢ ISO 8601（日付と時間）の改訂（うるう秒の追加）はDIS 投票完了。
➢ IS0 14553（長期保存署名：日本提案）は、PDF 用はIS 公開手続き中、XML 用はまだ作業ドラフト
のまま。
➢ ISO 19626（信頼通信プラットフォーム：韓国提案）は、基本部分につきCD 投票完了。
➢ ISO20415（信頼モバイル電子文書フレームワーク：韓国提案）はCD 投票中。
➢ その他、セマンティック関連標準提案（Basic Semantic Thesaurus、Value Stream Management）
は作業が滞っている。
④ 日本における国連共通辞書活用推進
菅又氏より、国連 CEFACT 共通辞書をベースとした日本における業界横断 EDI 関連プロジェクトの
進捗状況を紹介。
業界横断 EDIレジストリ／リポジトリおよびメッセージ設計ツールのデモンストレーションを行った。
⑤ EDIに関連する新技術
菅又氏より、IOT 情報収集に使えるSIMネットワークの利用モデル、およびブロックチェーンの活用ユー
スケースの紹介を行った。
（２）BDC 委員会の活動内容
① ASEAN 諸国で行われている植物検疫の電子申請の実態につき、各国の実態取りまとめ結果をタイの
Natthaphat Rojanasupamit 氏から報告を受けた後、議論が行われた。
②台湾より、小口貨物の電子貿易手続き制度について、各国への質問が行われた。韓国などから、国
によって通関などの事情が違う部分が多いので、電子による統一した簡易化は難しいのではないか、と
いう意見があり、台湾はさらに状況を把握することとなった。
（３）TT&L 作業部会の活動内容
TT&L 作業部会ではシンガポール、バングラディシュから初参加があった。
① Management 体制の検討
議長の韓国のKo 氏、副議長の台湾のHsiao 氏が転勤などで活動が出来なくなってしまったことから、
新たに鈴木氏が議長に、副議長に台湾のChien 氏（上司の確認待ち）
、Editorに台湾のTai 氏が就
任することになった。
② SLH（APIソフトを利用した小規模施設宿泊予約システム）
鈴木氏が APIソフトの内容を説明。システム開発担当のIII 社が開発に責任を持つことを約束。…
台湾の民宿・日本の旅館の予約システムを国連標準としていくことを目指し、日台が連携して開発してい
くことを確認した。
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③ DTI（地域観光情報）地域開発を主眼としている。
第一層の旅館の位置に関する情報だけでは進展しない。第二層に商品に関連した情報を整理し、
第三層として生活、地域情報、文化、歴史などの「情報倉庫」で情報整理を行う提案が行われた。
④ EP（体験プログラム）
日本のJTREC から参加の堀田和雄理事がプレゼンテーションを行い、外国の富裕層を対象に日本の
高度技術医療を利用し、データ分析が終わる１週間を観光に充てる「Healthcare Program」が紹介さ
れた。帰国後も医療データを取りながら健康意識を高めてもらうこととなる。この体験プログラムは旅行
+SLH,

ヘルスケアの概念の基本に地域の協力、医療データ分析、魅力的なもので構成される。

新たなサービスに対応出来る人材の育成が必要になる。
台湾でもGroup Tourの体験プログラムを考えているが、旅行後の感想で悪いと思った人は辛辣に
言うが、良かったと思った人はあまり口にしない傾向から、評価には注意が必要、との意見であった。

４. eAsia 賞最終評価審議会
本年度は４つの分野につき募集を行い、6 か国より23 件の応募があり、分野ごとに次のプロジェクトが受賞
した。以下は7月の予選を通過し、最終評価審議会でプレゼンテーションが行われた作品である。
（１）貿易円滑化と電子商取引
➢ Postal Cash Card: Banking for the unbanked people（Bangradesh）
➢ Shenzhen E-business Better Service Center（China）
（２）オープンデジタル政府
➢ E-Invoice Service Application（Chinese Taipei）
➢ Hajj Management Information System（Bangladesh）
➢ The Third-Generation Motor Vehicle and Driver Information System（Chinese Taipei）
（３）データドリブン価値創造
➢ CCBT Data Analytics Transformation（Chinese Taipei）
➢ HOUSE+（Chinese Taipei）
➢ ACH Fraud Management Project（Iran）
（４）デジタル機会の創造的拡大
➢ National Intra Network Project for Bangladesh Government（Bangladesh）
➢ Eradication of digital divide and rural areas Service in Taiwan（Chinese Taipei）
➢ The Mobile POS System（Korea）
国によって目指すレベルは違うものの、中々の力作が集まった。
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審査会の様子

表彰式では各部門の他、AFACT 運営に長年の貢献あった日本の石垣充氏
（JASTPRO 前業務一部長、今回はSenior Adviser として参加）が表彰された。
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表彰式を兼ねての晩餐会。WCIT 参加者を含め1,000 人以上の賑わいであった。

５. AFACT 総会
9月13日、第 35 回 AFACT 総会が開催された。主な審議事項は次のとおり。
（１）次年度 AFACT 主催国
運営委員会にて合意したとおり次年度はバングラディシュが主催国を務めることが決定した。
2018 年度中間会議：3月 チッタゴン
2018 年度総会：11月 ダッカ
（２）AFACT 年鑑の発行
AFACT 年鑑（Year Book）は一年置きの発行となり、2018 年は発行年に当たる。年鑑の目次案策定、
原稿の募集などの日程につき暫定案の提示を事務局に求めた。
（３）その他
菅又委員より、CSC（Communication Support Committee）に対し、デジタル商品の越境取引の手
続および管理について各国の対応状況を調査の提言があり、討議の結果、サービスの越境取引も含め、
CSCにて検討することとなった。
以上
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記事４. 国連CEFACTからのお知らせ
国連 CEFACT 公式 Website（ http://unece.org/cefact.html）に以下の記事があらたに４件公表されて
おりますのでお知らせします。

4-1 18 September 2017:
UN/CEFACT is pleased to announce the launch of a project on Canonical Models within the
Harmonization Programme Development Area. This technical assessment of UN/CEFACT
deliverables will check against the use of the UMM and the CCTS as well as address a global
move towards event driven architecture. The deliverables will be internal documents to outline
the way forward on this subject. The first official meetings will take place during the UN/
CEFACT Forum in Rome, Italy on Tuesday, 3 October. If you are interested in joining this
project, please contact the project lead, Tat Tsen Jonathon Koh.

2017 年 9月18日
国連 CEFACTは「整合化プログラム開発分野（PDA）
に於ける標準モデル」
プロジェクト発足について発表
致します。この国連 CEFACT の成果物に対する技術的アセスメントでは国連 CEFACT モデル化手法
（UMM）
とコア構成要素技術仕様（CCTS）
のチェックのみならず世界的なイヴェントドリブン技法の動向にも
言及します。プロジェクトによる成果物はこの主題に沿って今後の進むべき方向を概括する内部にて活用す
るドキュメントとなります。最初の公式会合はローマにて開催される国連 CEFACTフォーラムで10月3日
（火）
に開催します。本プロジェクト参加のご興味ある方はプロジェクトリーダーの Tsen Jonathon Koh 氏までお問
い合わせ下さい。

4-2 28 July 2017:
The UN/CEFACT Buy/Pay PDA is pleased to announce the opening of the Public Review
period for the Extension of Cross Industry Technical Artefacts Project. The purpose of this
project is to develop the technical artefacts needed to allow users to implement the business
messages for cataloguing, quotation, ordering, delivering and remittance advice based on the
SCRDM and Core Component Business Document Assembly（CCBDA）. The UN/CEFACT
Supply Chain Reference Data Model（SCRDM）is a standardized and harmonized semantic
framework fully compliant with the UN/CEFACT Core Component Library. The SCRDM
focusses on interoperability, re-use of supply chain core components（globally standardized
semantics）, and will speed-up and ease implementation.
It builds the foundation for deriving syntax-neutral CCBDA compliant semantic business
models.
The five RSM for public review are available on CUE. Any comments should be submitted to
the Project Lead Rolf Wessel using the Public Review Comment Template provided on CUE
until 28 September 2017.
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2017 年 7月28日
国連 CEFACTのBuy/Pay

PDAは「The Extension of Cross Industry Technical Artefacts Projec.」

（対象を拡大したクロスインダストリーサプライチェーン関連メッセージの技術的な成果物の開発プロジェクト）
パブリックビューを行います。このプロジェクトはサプライチェーン参 照データモデル
（SCRDM）
とCore
Component Business Document Assebly（CCBDA）を 基 本とし た、 ユ ー ザ ー が、cataloguing、
quotation、ordering、delivering、remittance advice のビジネスメッセージを導入するための、ユーザー
が必要とする技術的な成果物を開発しようとするものです。国連 CEFACT SCRDMは国連 CEFACTコ
ア構成要素ライブラリーに完全に準拠した、標準化、整合化された意味情報（Semantic）の枠組みです。
SCRDMは透明性、サプライチェーンコア構成要素（すなわち、グローバルに標準化された意味情報）
に焦
点をあてており、迅速・容易な導入に寄与します。これはシンタックスに中立なCCBDA 準拠の意味情報ビ
ジネスモデルの基盤を構築します。
パブリックレビューの 対 象として5 つの 要 求 仕 様 マッピング
（RSM）が Collaborative UN/CEFACT
Environment（CUE）
に掲載されています。ご意見がある方は定められたフォームに記載して2017 年 9月
28日までにプロジェクトリーダの Rolf Wessel 氏にお送りください。

4-3 27 July 2017:
The UN/CEFACT Bureau is happy to announce a call for candidatures for Domain Coordinators
for the following groups: the TFIG Focal Point, the WTO-TFA Focal Point, the Cross-Border
Management Domain, the e-Government Domain, the Specifications Domain, the Harmonization
Focal Point, the Communication Team Focal Point, the BRS-RSM Harmonization Focal Point.
Domain Coordinators are nominated by the Bureau for a period 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 8 September.

2017 年 7月27日
国 連 CEFACTビューロはthe TFIG Focal Point, the WTO-TFA Focal Point, the Cross-Border
Management Domain, the e-Government Domain, the Specifications Domain, the Harmonization
Focal Point, the Communication Team Focal Point, the BRS-RSM Harmonization Focal Point.
の各グループのドメインコーディネータを募集しています。
ドメインコーディネータはビューロにより、任期 2 年・再任可にて選任されます。
ドメインコーディネータの職務規定は国連 CEFACT の公式 Websiteに掲載されています。
立候補の意思のある方は添付の書式に記入して9月8日までに送付下さい。

4-4 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.
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2017 年 7月13日
国連 CEFACTはthe Cross Industry Scheduling Supply Chain Project についてのパブリックビュー
を行います。ご意見のある方は所定のフォームで9月11日までに菅沼久直氏にお寄せ下さい。
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/link/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
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— 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

