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記事１.  貿易の実務と理論（33）

早稲田大学名誉教授　椿……弘次

はじめに
必ずしも、理屈や理論で一括りできるほど、現実は単純に進行していない。国際取引の世界は、国民国
家の体制内に収まりきるものではなく、取引当事者の主体的判断とその集合（団体、協会、組合など）からな
る国際社会の慣行や協定・条約に基づく、自律の世界でもある。
昔は、その自律的社会は、都市国家や定期市（trade… fair）や商品取引所（mercantile…exchange,…
produce…exchange）におけるcommon…senseや等価交換の倫理などで取引が規律され、それ等が確立す
るとLaw…Merchant（商慣習法）やLex…Mercatoriaと呼ばれた。それに反した者は、取引所から締め出さ
れるか、市場内に設けられた「商事仲裁審判廷」（tribune）で審判を受け、賠償金などの支払いを命じら…
れた1。
近年の日本における海事の世界では、「保証状荷渡し」という便法の性格についての司法上の判断や学
説が注目された。「高田商会B/L事件」として、少し昔までは、『海事判例百選』2などでも解説され、講学
上も「商慣習」と「法理」が交錯する課題として説明された。数年前まで盛んに論じられたいわゆる「B/Lの
元地回収」の実務（practice）にも通じる点があると思われる。
国際取引の実務の現場を担当する者は、国家法が手薄であったり、それ等が微妙に異なる世界において、

自己の利益を守る方策を探求する任務を負っている。前号までに検討した、国際海上コンテナを用いた運送
の普及と迅速化にともなう「荷為替の危機」に対する対応の一つである「B/Lの元地回収」と海上運送状
（SWB）の使用のそれぞれの是非も、この文脈にあることは明らかである。B/Lが国際条約の裏付けを持ち、
運送書類の提供と代金決済（手形引受書類渡し＝D/P）の「同時履行」という合理性ゆえに、荷為替決済
モデルが、永年、標準的貿易実務の指針となっていた。しかし、「国際海上コンテナを用いる複合一貫運
送システム＝コンテナ革命」と取引情報の電子化（言い換えれば、paperless… trade）の革新を前にして、銀
行経由の書類渡しが迅速な契約履行の障害になる事例が増えた。その結果、多様な対応が考案され、取
引当事者の具体的な状況判断とそれに見合った事前の調整が重要になってきている。国際商業会議所の
公表する取引統一規則であるIncotermsも、その例に加わっている。
国際荷為替という取引の統合的処理（束ねる処理＝bundling）から、「商物分離」への転換（束ねを外す

＝unbundling）が必要であろうと、前号で示唆した。すなわち、物流と決済のリンクを外し、物流システムの
確立と定期・総合決済（netting）を実行し、それを保証の仕組みで裏付けるのが、上述の二つの革命ない
し革新への対応だろうと若干の説明をした。今号では、事例を参考に、B/Lの重要性を、再度検討したい。
その後、国際定期貨物運送を前提にした取引条件（あるいはIncoterms®2010の「規則」）と国際物流シス
テムの関係に言及したい。

◇ 連 載 ◇

1　…朝岡、商慣習（第三版、1981）、総論参照。…
2　…有斐閣、増補版、1973、pp.126-127。
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１．B/Lを使用することの意義：ある事例を参考に
参考の事例として、アメリカのMan…Ferrostaal,…Inc.…v.…M/V…Akili,…et…al．事件3を紹介しておきたい。…
事案の経緯：陪審抜きの法廷審理により、航海傭船契約により運送され、積荷に生じた損害に対し、B/
L約款に基づき対物責任（in…rem）を運送人は負担すべきと判示したアメリカの連邦地区裁判所の判決4を
不服として、運送人側が控訴した事案である。

（当事者の関係）
原告は、アメリカの顧客から注文を受け、海外の供給者を探して鉄鋼製品を調達し、国内の顧客のため

に国際運送を手配する商社である。この事案の運送品は、薄型の中国製の鋼鉄パイプ9,960本で、原告
が顧客から受けた注文書に従い海外調達し、国内の顧客に転売するものであり、ニューオリンズまでの国際
海上運送を原告が手配することになっていた。原告と海外の売主との間の契約条件は、CFRないしCIF条
件と推定される。すなわち、原告の仕入れ元である海外の売主は、定期傭船下にある本船の再傭船者で、
本件の契約の履行のために上海−メキシコ湾岸の諸港間の運送を貨物スペースの航海傭船契約により引き受
けていた。ただし、買主である原告には、本船名を後日確定する（TBN=to…be…named）条件付きとしていた。
したがって、原告が海外からCFR（あるいはCPT）ないしCIF（あるいはCIP）仕入し、そのまま国内転売…
（納品）する取引だったものと推測される。
当該の航海傭船契約は、「不適当な積み付けもしくは積み付け、荷揚、保管（care）上の過失による運送
品に対する損傷の責任」は、航海傭船者の責任とし、本船は”free-in-and-out”条項（FIO約款又は条項
と言い、積み揚げ荷役費用船主無関係を定める）により、運送品の取扱いの過失に対し免責されると定めて
いた（この点は、Incotermsの規則との関係で、検討を要するが、本稿では言及しない）。なお、この傭船
契約には、いわゆる至上約款（Clause…Paramount）が挿入され、The…Hague-Visby…Rulesが強行的に適
用される旨が明示的に規定されていた。
本事案において発行されたB/Lにも、同様の至上約款が含まれており、それが“cash…against…
documents”（いわゆるD/P条件）により、銀行経由で原告に提供された。
仕向地のニューオリンズに到着時に、本件の積荷が底荷にされ、その上に重量物のパイプが積み上げら

れたため、損傷を被っていることが判明した。その修理費用は、28万６千米ドルあまりに上り、原告が負担し
た。原告は運送人に対し至上約款に基づき損害賠償を請求し、下級審はそれを認めた。運送人側は、こ
れに不服として控訴した。………

（控訴審の判決）
至上約款により、The…Hague-Visby…Rulesの強行的適用が規定されており、運送契約において運送人

がこのルールに反する特約をすることを禁止する旨が定められている。FIO約款による免責は、その種の特
約に該当し、無効である。さらに、アメリカの国際海上物品運送法（以下COGSAという）により、運送人
（carrier）には、広く、船主の他に、船舶管理人、傭船者、その代理人、船長が含まれるので、本件の

3　…７０４…F.３d…７７,…2003…AMC…113（2d…Cir.）。本件は、貿易実務上、参考になり、日本においても支持される判断が示されていると
思われる。

4　…２０１１…AMC…７８６（SDNY）。SDNYは、アメリカの連邦ニューヨーク州南部地区裁判所の略号である。対物責任は、コモン・ロー（英
米法）に固有のもので、財産を以って責任主体とする考え方で、船舶に対する先取特権（本船の差し押さえを可能にする）を認めるも
のである。
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場合、それ等の者が免責される理由はない5。
なお、売主である航海傭船者がB/Lの発行を受け、買主である荷受人に提供する場合の契約関係と、
実運送人に運送委託することを前提に、NVOが荷送人に発行するhouse…B/Lに基づく契約関係は異なる
と指摘される。前者の場合には、傭船契約に準拠する（as…per…charterparty）との文言は有意義であるが、
後者の場合にはCOGSAの適用を免れない点に重要な相違がある6。
本件の場合に、傭船契約に基づき発行されるB/Lに至上約款を挿入し、The…Hague-Visby…Rulesの適

用を定めたことで、FIO約款がCOGSAの特約禁止規定に抵触するとの判示につながった7。
B/Lと傭船契約は、一般公衆運送（common…carriage,…public…carriage）と私運送（private…carriage）

の代理変数のように言われ、本件は傭船契約の下に発行されたB/Lであるから、権利証券と言うよりも受取
証に過ぎないと運送人側により主張された。これに対し、両種の契約が遮断されているように考えるのは妥当
ではなく、傭船契約と異なる内容（terms…and…conditions）の…B/Lの発行を認めることにより、少なくとも第三
者であるB/L所持人に対しては、至上約款が挿入されていることにより傭船契約は変更されると、裁判所に
より説示された8。すなわち、海事法における至上約款は、B/Lの関係当事者の権利義務を規律する法を
特定するもので、傭船契約のFIO約款に優先する。言い換えれば、傭船契約に基づきB/Lが発行されたと
しても、B/Lの至上約款によりCOGSAが優先的に適用され、FIO約款はCOGSAの特約禁止規定の対象
となるので効力を失う（本件判例、2013…AMC…113,…125）。

（この判例から見えること）
以上から理解されるように、満船積（full…and…down）の航海傭船契約と異なり、荷主（再傭船者）が少なく

ない航海傭船契約において、至上約款の下にCOGSAを摂取するB/Lが発行される場合およびCMI規則
に準拠する海上運送状（SWB）の下に運送される場合には、IncotermsのFOB,…CFR,…CIFは、経費負担
と危険の移転に関してCOGSAと整合する。ただし、厳密にはCOGSAにおける運送責任区間は、tackle-
to-tackleすなわち本船の船側間（tackle…主義と呼ばれる）としているので、FOB等における“placed…on…
board… the…vessel”を以って運送人に対する引渡しとするIncotermsとの間にごくわずかの時空間の差は残
る。しかし、無故障の受取証は、契約数量全量を積込み後に発行されるので、この時空間の差の間に生じ
る損傷（例えば、在来船の場合の船側からの積荷役作業中の過失に因る事故）が受取証（mate's…receipt
など）に記載されると、結果的に無故障の運送書類は発行されない。このため、契約の趣旨に合った履行
の証明としての無故障の運送書類の提供を重視すれば、本船内に無事積み込むことを基準にとる
Incotermsの考え方が通用することになる。他方、満船積みの傭船契約などでB/Lが発行されても、傭船
者である荷送人の手元に置かれ、積数量の証明、船積日の証拠などとしてB/Lを受取証として使用し、そ
の他はas…per…charterpartyと明示している場合には、FIO約款が有効になり、その部分について

5　…判例としてSeguros…Illimani…S.A.…v.…M/V…Popi…P,…929…F…2d…8９,…1991…AMC…1521…（2…Cir.…1991）を挙げるほかに、学説として著
名なGilmore…&…Black,…The…Law…of…Admiralty、…Foundation…Press,…§３−４５、p.165（1975）を典拠として指摘している。この点
（FIO約款と国際海上物品運送法の関係）に関する日本における見解としては、中村真澄・箱井崇史『海商法』成文堂、第２版、
２０１３年、pp.２７４-２７５を参照されたい。

6　…2013…AMC…113,…119…fn.7。
7　…この点は、既にNichimen…Co.…v.…M.V.Farland,…462…F.2d…319,…327,…1972…AMC…1573,…1583（2d…Cir.1972）で宣明されており、本
件はこの先判例を踏襲した。

8　…Asoma…Corp…v.…SK…Shipping…Co.,…467…F.3d…817,…2006…AMC…2475（2d…Cir.…2006）と同旨。
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Incotermsの規定と異なることになろう。なお、信用状統一規則（UCP…600）第22条の要件を満たしている
場合には、ｃharterparty…B/Lは銀行により受理される。…

２．出荷地渡し契約としてのFCA, CPT, CIPが一層普及するためには9

Incoterms2000に掲げられている出荷地渡し契約としてのEXW,…FCA,…CPT,…CIPが日本の輸出入にお
いて十分普及していないと言われ、国際運送契約上は個品運送貨物（したがって、コンテナ運送される貨物）
となる商品の売買において、依然として、従来型のFOB,…CFR,…CIFが多く契約条件とされている。これらの
条件は、水上又は海上運送のみを運送モードとする場合の条件（または規則）と定義するIncoterms®2010
の下でも、その使用実態に関するアンケート調査報告書などを参照しても、事情は左程変化していないように
思われる10。…
日本の国内取引で、EXW,…FCAの各条件は使用されても、コンテナ化され運送される商品の日本の輸出
入取引ともに、FOB,…CFR,…CIFが依然として主流の取引条件のようである。これらの条件は利用される運送
手段のいかんを問わないけれども、EXWを除き、国際海上コンテナを用いる複合一貫運送を利用する貿易
取引を主たる対象にしていると、Incoterms®2010のEXWの助言メモ（Guidance…Note）で明言している。
したがって、本船積込みではなく、運送品を運送人の管理下に置くこと（receipt…of…the…goods）が重視される。
日本の貿易港や空港が主として、大都市近郊に立地し、内陸に国際貨物運送センター（Inland…Depot）
が少ないうえに、貿易港や空港と後背地（hinterland）の距離が短く、港湾を国際運送の終始点とする認識
が強い。港域を広げ、内陸で通関して一貫運送を行う必要性とその利便性を十分に感じていなかったのか
もしれない。これに、アメリカの国際コンテナの安全性の問題が絡み、積荷情報の電子的な事前申告がB/
L情報を基にしていていることも加わって、B/Lの使用を前提に考える慣行が続いたことも、前述の事情に寄
与していると推察される。もちろん、信用状付き決済の慣性が原因でもあることも忘れてはいけない。
輸出入の申告官署の自由化が、つい最近まで実施されなかったこと、国内保税運送も盛んではなく、貿
易の管理も主要港湾を中心にとらえられてきたこともあって、port-to-portの運送が国際物流の中心的モデル
と見なされてきた。その結果、前述のような事情が生まれ、国際コンテナ運送実務とIncotermsに規定され
ている取引条件に関する統一規則の整合性が十分でない状態をもたらしている。
これを改め、国際海上コンテナによる複合一貫運送を、SCM（supply…chain…management）および取引
情報の電子化をシステムとしてとらえる契機と理解すべきである。売買取引条件と国際コンテナ物流の間の
整合性を高めることが、IncotermsのFCA以下の諸条件を売買契約に一層多く採択するためのみならず、
WTOの貿易の円滑化協定（TFA＝trade…facilitation…agreement）にかなう迅速な国際物流に結び付くで
あろう。
国際海上コンテナを利用する貿易取引は、契約品の引渡しに関して、その種運送の特徴を生かせる契約
内容であることが望ましい。すなわち、貨物コンテナの国際標準規格を基に、運送用具及び設備も規格化さ
れ、機械荷役もそれに合わせて行われ、運送の単位化（unit… load）が求められる。したがって、国際標準

9　…この部分をまとめるに当たり、『国際複合輸送業務の手引』JIFFA、第9版、2017年、第11章を参照。以下、「手引」と略す。本
書は、最近の貿易実務の実情を理解するのに、とても有益な文献であり、参照を奨めたい。

10　…遠藤健二「インコタームズの実務と問題点---コンテナ貨物に対する取引条件の誤用問題を中心として」（財）貿易奨励会『第9回貿
易研究会、研究報告書』同会刊、2010年、p.160以下、および本誌Nos.432,…434（2014）およびそこで参照した吉田友之「トレード
タームズの使用動向に関する時系列的考察」『日本貿易学会誌』No.51（2014）,…p.3以下参照。
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規格の20フィート型もしくは40フィート型のコンテナの使用を標準に物流業務が仕切られる。その結果、運送
品（売買上は契約品）の受取から仕向地における引渡しまで、一貫した物流サービスのシステム化が理想と
される11。
国際コンテナ物流の基本はdoor-to-doorの一貫運送である。運送品の受取地の倉庫やターミナルの施設

のdoorであり、引渡地の倉庫や工場、ターミナルとしてのCFS（container…freight…station）のdoorである。
売買契約では、それを具体的に、運送品（契約品でもある）の受取地（place…of…receipt）と引渡地（place…
of…delivery）として定めなければならない。国際海上コンテナを使用する運送は、標準コンテナ単位を基準
にしているので、この2地点間では、20フィート型、ないし40フィート型コンテナ詰めの運送品を対象にし、
途中でコンテナを開扉しない一貫運送が原則である。FCA,…CIP,…CPTなどの国際定期運送貨物を対象に
する売買取引条件は、この一貫運送の手配と費用の負担を売買契約当事者のいずれに負担させるかを定
めるものでもある。いわゆるB/Lにおけるbefore…and…after… tackle（運送責任区間外）に相当するものは、
運送書類上にpre-carriage（事前の運送）および引渡地（place…of…delivery）以後の最終仕向地（final…
destination）までの運送に関する情報であって、売買契約で要求される運送区間外の業務であり、売買当
事者がそれぞれ自己の責任において負担すべきものである。したがって、売主ならびに買主の営業地や工場
に近い場所に、CFSのような国際物流センターが存在することが望ましい。
しかしながら、国内運送が別規格のコンテナによる運送になっていたり、道路・鉄道などの陸上運送の安
全規格（運送用具の重量など）、トンネル、橋梁などの施設の規格・標準が国際海上コンテナ運送の規格と
異なっていたりすれば、一貫運送の区間は短くなる。さらに、国際海上コンテナによる運送は、大量、反復、
定期的という取引の効率性を基本にしている。小口貨物（LCL）の国際取引にも利用しやすい小口混載
（consolidation）サービス網が普及しないと、そのような取引の国際一貫運送が、国際コンテナ港湾間に留
まることも十分あり得る。日本においても、国際コンテナ・ターミナルが港湾以外の適当な場所に設置され、国
際的に標準のコンテナの運送の結節点となる港湾とその前後の運送が円滑につながらないと、FCA,…CPT,…
CIPの各条件（あるいは規則）に基づく売買契約は期待されるほどに増えない恐れがある12。

説明のために、具体的な取引を想定しておきたい。東北地方の製造業者が、自社の小型の機器とその
部品をアメリカに輸出すると仮定する。工場近くのCFSでのコンテナ詰めを、取引している国際運送取扱人
（forwarder）に依頼し、アメリカ西岸の港で揚げて、ロスアンゼルス郊外の買主の営業所を最終的な納品
地にするとする。契約品の数量を40フィート型コンテナ2本分とし、売買条件をCIP…Anaheim…CFSと取り決
め,…port…of…dischargeをLong…Beachとし、最終の仕向地をAnaheimから30キロ南の買主の営業所と仮
定しよう。日本の売主は、Anaheimまでの国際コンテナ運送を取り決め、ICC…A約款の貨物運送保険を手
配し、納期内に出荷しなければならない。このために、国際運送取扱業者を通じて、仙台−Anaheim間の
国際コンテナ運送契約の手配を依頼し、運送賃を支払わなければならない。この運送を引き受けてくれる国
際海上運送業者が見つかるとしても、例えば、仙台−横浜（port…of…loading）間の内航フィーダー・サービス
またはトラックによる陸送を取り決めなければならない。NVOが輸出者に対し契約運送人になり、定期海運会

11　…物流に関する電子情報システムについては、前掲『手引』JIFFA,…第10章「国際物流におけるIT」を参照されたい。
12　…日本は、運送本船の到着から、通関完了・引取までの時間の短縮では、比較的高い効率を維持していている。しかし、その前
後の物流に要する時間とプロセスは、国内運送・物流との接続が必ずしも円滑ではないとされ、その改善が検討されるようである（内
閣府「未来投資戦略…2017」参照）。



JASTPRO

—…6…—

社が実運送人となる場合（A）と定期海運会社が最初から契約運送人になり、フィーダー・サービスを手配す
る場合（B）があるだろう。いずれの場合も、アメリカ向けコンテナ運送サービスの寄港地（例えば、横浜港）
を経由するだろう。（A）の場合、内航フィーダー・サービス会社又はトラック運送事業者および外航海運会社
に下請け運送を依頼しなければならない。また、Long…Beach-Anaheim間の陸送の手配も必要である。こ
れらの業務を引き受けてくれるNVOが見つからなければ、（A）は不首尾に終わる。事前に、国際運送取扱
業者と打ち合わせ、そのような事態を回避できなければ、最初の売買契約案を見直さなければならない。（B）
の場合には、外航海運会社が、その運送書類におけるport…of… loadingを仙台にすることを引き受けてくれ
る必要がある。内航運送のB/Lを回収して、仙台からの複合一貫運送をカバーする書類を外航海運会社
が発行してくれれば13、それは満たされる。しかし、内航フィーダー・サービスないしトラック運送をpre-
carriageとし、Combined…B/Lを発行することを外航海運会社が主張すれば、売買契約の趣旨に合わなく
なる。コンテナ・セキュリティにおける事前申告の起点が横浜港であれば、荷主としては、B/Lのplace…of…
receipt（運送品の受取地）を、仙台に拘らず、横浜CFS（あるいは大黒CY）とし、port…of…loadingを横浜
に変更することを提案せざるを得ないこともあろう。
このように、国際複合一貫運送の効率性を享受するためには、調査や協議を経て様々な取り決めを事前
に十分行い、とりわけ実務上の運送書類の仕組みを対比して、売買契約における運送条件と一致する運送
契約と運送書類の選択に配慮しなければならない。
さらに、決済条件が加わると、荷為替の場合、Combined…Transport…B/Lの金融担保性（bankability）
の適否にも留意しなければならなくなる14。売買契約上の提供書類は運送人発行の複合一貫運送用の運送
状で、代金の支払いは運送人から貨物到着案内（arrival…notice）が届いたときに、電子送金決済（振込）
を行うと取り決めたとしよう。この取り決めを支援する保証は、standby…L/Cなどの請求払性の保証になると
思われる。しかし、この種の信用状は一回の取引を対象にするというよりも、一定期間の反復的取引を前提
にしていることに留意しなければならない。さらに、保証リスクの査定が難しく、その結果、銀行に支払う発
行手数料も無視できないものなることがある。
要するに、「商物分離」（unbundling）の思考を支えるものは、総合的な視点と判断である。したがって、
取引を全体として把握し統括するとともに、具体的に取引条件の適否を判断するチーム（あるいはグループ）
の存在が求められるだろう。

終わりに
従来型のFOB,…CFR,…CIPから、CFR,…CPT,…CIPへの転換を図り、国際海上コンテナによる複合一貫運
送の効率性に浴するためには、契約品の引渡しおよび契約品に対する運送危険の移転時点の変更にとどま
らず、標準約款、実務慣行や国際統一規則を参考に、多面的な検討と各種の取り決めをまとめなければな
らないことを銘記すべきだろう。
すなわち、国際取引の世界は、G.Teubnerのいう「国家なきグローバル法」（global… law…without…a…
State）に支援される部分が少なくない15。しかし、紛議が生じれば、最終的にはある国家の司法に依存しな

13　…おそらくCombined…Transport…B/Lになるだろう。
14　…この点に関しては、複合運送書類に関するUNCTAD/ICC…Rules（1991）が援用可能で、実務でもそのように対応されている。
15　…戒能通弘「G.トイブナーの「国家なきグローバル法（global… law…without…a…state）」の概念について」『同志社法学』第54巻1号
（2002）、p.65以下参照。
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ければならないことにもなる。それを回避して紛議を解決しようとして国際商事仲裁による審判・判断を待つと
しても、仲裁判断の執行に関する国際条約（The…New…York…Convention（1958））の締約国で相手方が
営業していることが前提になる。
他方、国際複合運送による売買取引条件を取り決め、代金決済を信用状付き荷為替によるときは、信用
状統一規則（UCP…600）第19条の規定を点検して、齟齬のないように注意する必要がある。とりわけ、発送
地および発送日（place…and…date…of…dispatch）,…受取（taking…in…charge）の場所および日付、又は船積地
および最終仕向地の記載要件に注意する必要がある。それらの相互の関係がややわかりづらい（特に、第
19条iiおよびⅲ項）。…
このように、貿易実務と称しても、国際売買（貿易取引）の環境は規範の面でも複雑であり、当事者間で

「common…sense」としての取引規則が理解され、それを反映する契約条件（terms…and…conditions）に合
意しなければ、リスクの多い取引である。最初に挙げたアメリカの参考事例は、国際取引所などが定める詳
細な標準傭船契約約款による取引であっても、売買契約上、船荷証券（B/L）を用い、その流通性を高める
ために国際条約（the…Hague-Visby…Rules）の適用を定めれば、B/L所持人とその発行者である運送人は、
条約の規定に拘束され、売買契約上の物品の引渡に関して傭船契約約款の適用が排除されることを示して
いる。一方は国際条約であり、Incotermsは国際統一規則に過ぎず、標準約款は援用可能なモデルなので、
仮に抵触するときは強行的規定を含む国際条約の方が自ずと上に来る。
次に、FCA,…CPT,…CIPの普及が進まず、国際海上コンテナによる複合一貫運送のモードと整合しない伝
統的な取引条件（FOB,…CFR,…CIF）が未だにしばしば採用されている。これを、改めるには、広報による理
解の促進も必要であるが、コンテナによる国際運送システムの特徴を理解し、それを生かす施設を港湾中心
のport… logistic…systemに留めず、拡げる必要があることを説明したかったのである。日本で言えば、
NACCSによる管理の守備範囲ならびに領域を広げ、日本における国際logistic…community…systemへと
発展させるのが鍵になるだろうと思う。…
次号では、前述の「国家なきグローバル法」の意義を考えてみたい。

訂正：本誌、No.465…注…１４（年号、1985→1984に訂正）、国際海上物品運送法、法を補う）
　　……No.466…注…22　port…to…sea→port-to-portに改め,…参考文献（p.8）の著者名、
　　……Schmittthoff→Schmitthoffに訂正する。

以上
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記事２.  鯖江商工会議所主催「国際化セミナー」における講演の実施

平成29年10月21日、鯖江商工会議所等が主催する「国際化セミナー」において、今川業務二部長が「経
済連携協定における原産地規則–繊維及び衣類、漆器並びに眼鏡フレーム」と題した講演を行った。

（鯖江市嚮陽会館における「国際化セミナー」の模様。約40名が熱心に聴講した。）

鯖江市では、若手事業者が主導する鯖江商工会議所国際化委員会を中心として、福井銀行、JETRO福
井事務所と連携しながら、地場産業の国際化、特にEPAを活用した輸出の促進を進めている。本年は、…
10月20日及び21日に、地場産業の製品展示・即売会を開催し、その一環として、展示会に参加している企
業者を主対象とした「国際化セミナー」を二日目の午後に同時並行して開催した。主催者側は、看板商品であ
る眼鏡フレームの他にも輸出産業を育成すべく、漆器、医療機器及び繊維製品等のEPA輸出の促進を目指
している。
今回の講演では、繊維製品、眼鏡フレーム及び漆器の品目別規則に加え、TPPを含むすべてのEPA原
産地規則の概要を簡潔に説明した。特に、原産地規則の基礎、なぜ分類変更規則が有利になり、付加価
値基準の適用が実務上困難であるかを、具体例を挙げて説明した。本資料一式をJASTPROのウェブサイト
に掲載しているので、ご興味のある方はご参照下さい（http://www.jastpro.org/essay/index.html）。
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【鯖江商工会議所主催「国際化セミナー」における講演資料の例】

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://unece.org/cefact.html）に以下の記事があらたに1件公表されて
おりますのでお知らせします。

3-1 15 November 2017:
The…UN/EDIFACT…directory…version…D.17B…has…been…validated…by…the…BPS…Validation…Team…
and…approved… for…publication.… It… is… now…available… in… the…UN/EDIFACT…section… of… the…UN/
CEFACT…website…and…can…be…downloaded…from…the…UN/EDIFACT…Directories

BPS＝Bureau…Program…Support

注：今月号より日本語注釈の付記を取りやめます。

以上
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