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記事１. 貿易の実務と理論
（32）
早稲田大学名誉教授

椿  弘次

はじめに
貿易取引は、概念的には、通常、一方当事者が、外国において営業している隔地者間取引である。…
しかし、定期海運サービスが普及し、商業銀行による貿易金融としての荷為替決済が一般化するまでは、
貿易専業のいわゆる商館（trading house）を介する委託貿易が主流だったことは、日本の貿易商社の社史
などを参照すれば理解できる（後述の（イ）参照）。その後、国際定期海上運送が盛んになるにつれて、海
上運送人への契約品の引渡しないし船積をもって、買主への引渡しとする考え方が承認され、「船積み」の
概念と時点が重視されるようになった。
商慣行に留まっていた船荷証券（B/L=Bills of Lading）の実務を、当時の判例法などを基に、イギリス
で最初に制定法化したものが The Bills of Lading Act 1855 である。それにより、荷受人またはその譲受
人の権利及び責任が規定され、今日にいう
「権利証券（document of title）」として承認された。これの基に
なった判例は、Lickbarrow v. Mason 事件 1 であり、
“a bill of lading by which the goods were stated
to have been shipped by any person or persons to be delivered to order or assigns”
（下線筆者；
「運送品が船積されたと記載され、指図人もしくは譲受人に引渡されるべきものとする船荷証券」。「」内は拙
訳）
と記載されていたので、裏書による譲渡可能なもの
（negotiable）
と判断された。
B/Lは、このように当初から「船積み船荷証券（shipped B/L）」で、「裏書譲渡可能（negotiable）B/L」
のみであった 2。この2 点のいずれを欠いてもB/Lとして承認されないというのが、イギリス法の考え方で、世
界的に影響力を及ぼした。なぜならば、当時の貿易品が傭船契約によって運ばれてきた国際商品で、ロンド
ン・マーケットが世界的な中心市場だったからである。
他方、海上運送状（SWB=sea waybill）は、荷為替の取り組みや洋上転売の必要がなければ荷主の求
めに応じて、発行されることはあった 3。その使用を一層促したのは、コンテナ運送の普及による運送の迅速
化と運送区間のdoor-to-door（あるいはpoint-to-point）への延長であったことは、周知のところである。…
日本では、1990 年前後から、Waybillを使用しませんかと奨める冊子などが主要海運会社により作成され、
特に、いわゆる保証状渡し（L/G 渡し）を回避するのに有効であることが強調された。また、周知の通り、万
国海法会（CMI）が、SWBに関する統一規則を1990 年に発表した。さらに、イギリスが、国際海上物品運
送法（UK COGSA、1971）を改訂し、B/L ではないとしつつもその適用対象にSWBを加え、「（運送契約
の当初の当事者ではなくとも）
、SWBに記載の運送品の引渡しが契約に従って運送人により行われるべきとさ
れる荷受人は、運送契約の当事者に準じて、契約に基づく権利が譲渡され、その者に帰属するものとする
と定め、その権利義務を規定した 4。
そして、1990 年版のIncoterms が、引渡の証明書類に、伝統的な船荷証券の他に、その電子的等価物、

1 （
 1787）2 T.R.63;（1793）”H. B.1.211）
（1787）2 T.R.63;（1793）”H. B.1.211.
2 イ
 ギリス法には、straight B/Lの定義はない
（Carver 1-008, p.6。日本法は、B/Lを当然の指図証券とし、裏書禁止文言の記載
が表面になければ、裏書譲渡可能である。商法 574 条 .
3 J.Wilson, Carriage of Goods by Sea , 4th ed., Longman, 2001, p.6.
4 UK COGSA, 1992, §２
（１）
（ｂ）§
, ３. この点は、前号で言及した商法改正案と合致する.
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運送状を加えたことで、SWBの使用が普及すると期待された 5。しかし、期待されたほどではなかった。
その主たる原因は、国際売買の書類売買性の慣習に対する信頼や慣習の惰性であると思われる6。その
ほかの要因も含め、重要な判例を参考に、Incoterms® 2010に掲げられている規則、とりわけEXW, FCA,
CPT, CIPとFOB, CFR, CIFとを対比しながら、コンテナ運送を利用する場合には、前の４規則のいずれか
を選択すべきことを少しばかり説明しておきたい。

１．Incoterms の FOB, CFR, CIF
純然たるFOB 条件の売買では、運送本船の指定は買主が行うべきことになっている（Incoterms® 2010
FOB A 3）。すなわち、運送契約は、買主と運送人の間で結ばれるべきものとされる。売主は、この運送
契約上は第三者である。買主は、荷送人として、運送品を船積のために運送人に提供しなければならない。
この義務は、傭船契約による運送の場合には特に、FOB 買主は売主に委託していると理論構成される。そ
して、伝統的には運送品が本船欄干（ship's rail）を越えるまで、滅失・損傷の危険を売主が負担するとさ
れてきた 7。Incoterms® 2010 では、危険の移転に関し（FOB A 5）
、本船欄干通過に代えて、「本船内に
積み込む
（place the goods on board）時まで」に改められた。
この伝統的なFOB（a classic type of FOB、あるいはstrict or simple FOB）8 では、売主は、運送契
約上の第三者として、積み込み作業中の事故で運送人の支配下において生じた滅失・損傷（典型的には、
sling lossやnegligent loadingによる事故）について、理論上は運送人を不法行為で訴えることができる。
しかしながら、定期海上運送契約によりB/L が発行され、B/Lに基づく運送の場合には、その責任制限
ないし免責約款が、いわゆるHimalaya 約款の適用により、運送人およびその履行補助者の責任に適用され、
sling lossないしnegligent loadingに対する運送人の責任は制限される。このため、機械による自動荷役
が完備している場合を別にして、積み込み作業中の事故あるいは荒天などの危険に備えて、FOB 積込み完
了までの貨物運送保険を、とりわけ高価品や毀損しやすい運送品の場合には、売主は「FOB 輸出保険」と
して手配しておく必要があろう。
この種 FOBは、以下のような取引関係において利用される9
（イ）売主（国内の製造業者などの供給者）

買主（同じ国内の貿易商、外国商館（trading house））。

例として、横浜持ち込み、横浜積出の輸出商品の国内仕入れ売買（明治期の外国商館経由の生糸
の輸出の場合、または国内製造業者の貿易商社経由の輸出における商社の仕入れ条件として見ら
れる）。
（ロ）売主（日本の貿易商、製造業者で直接貿易業者）

買主（外国の貿易商で、傭船者ないし定期

海上運送契約の荷送人）。例として、外国の貿易商が日本に代理人をおいて売主に対する決済代
行させていたとき、その代理人が海外販売委託を引き受けて国内から仕入れるとき、日本の貿易商（売

5 そ
 れは、CIF 契約などの書類売買性に変更を加えるものとして、画期的であった。
6 パ
 スカル
（前田陽一、由木 康訳）
『 パンセ』
中公文庫、2014 年、２９４によれば、「習慣はそれが受け入れられているという、ただそ
れだけの理由で、公平のすべてを形成する。これが、その権威の神秘的基礎である」.
7 荷役費用面では、傭船契約の場合、FIO, FIOSTと略称される荷役費用負担約款により、傭船者である買主が、積み船内荷役
費用を負担することが少なくない。この場合には、売買当事者間で費用負担の調整の合意ないし特約が必要になると言う別の問題
もある。Incoterms® 2010、FOB B 6 参照 .
8 Schmitthoff, para.2-007におけるFOB 契約の分類参照 .
9 朝岡、商慣習 , pp.248-261 参照 .
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主）がその取引先と直接売買契約を結ぶとき（貿易のFOBあるいはsimple FOBと呼んで、
（イ）の
国内仕入れ売買と区別される）。
（ロ）のケースは、今日でも、製造業者が貿易商社などを介して間接貿易を行う場合に見られる。ただし、
その場合には、貿易商社は海外の買主に対しFOB 条件に限らず、CIF, CIPなどの条件でも販売するであ
ろう。
このような関係にあるときの、やや古いけれども指導的な判例（a leading case）
として、Pyrene Co.,Ltd v.
Scindia Navigation Co. Ltd. 事件がある10。
本件における売買契約は、FOB London 条件で、消防車（fire tender）が対象商品であった。LondonBombay 間の運送契約の手配をした買主（インド政府）により指定された本船に、本船の索具を用いて積込
み作業中で、本船欄干通過（passing the ship's rail）直前に、運送品が落下し損傷した。このため、売
買契約上、所有権は移転していなかった。B/Lは準備されていたが、発行されなかった 11。売主は、修繕
費用額に対し、不法行為に基づき運送人に損害賠償を請求した。運送人は、その責任を認めたが、
COGSAによる責任制限を主張して対抗した。
売主は、事故はCOGSAの適用範囲外において生じたもので、責任制限約款の適用はなく、また、B/L
が発行されていないので、責任制限約款の適用はないと反論した。仮に、積込み作業中の事故に対し、
責任制限約款の適用があるとしても、売主と運送人である船主の間には、運送契約の当事者関係が成立し
ていないので、同約款の適用の余地はないと売主は主張した。
裁判所は、売主敗訴の判断を下した。その理由は、積み込み作業（loading）は、本船欄干通過後の作
業に限定されるものではなく、その前の作業も含めた積込み作業全体を意味するもので、船主のCOGSA 上
の責任制限および免責は、事故が発生したときに行われていた作業にも適用があると指摘した。また、運送
契約の締結において、しかるべき時にB/L が発行されることは最初から想定されていたので、事故発生時
に行われていた作業は運送契約に含まれ、COGSAの適用があるとも判示された。FOB 売主の地位につい
ては、売主が関係する範囲において、運送契約が課している利害に関し、その資格・性質（qualification）
がいかなるものであれ、運送品の積込みに関し、売主は買主手配の運送契約の当事者になり、COGSAに
拘束されるので、船主は売主に対し、責任制限を主張できると裁判所は判断した。
この判例は、FOB 売買における売主、買主、運送人の関係を捉えるときの有益な典拠（authorities）に
なるものである。売買契約の約款を理由に、積込み作業を
「本船の欄干」をもって分断する解釈をすることは、
運送契約上はできないことを明確に示した 12。
もう一点注目すべきは、運送契約は運送書類の発行以前に締結され、運送書類はその証拠に過ぎないこ
とである。しかし、運送契約交渉の時に、運送書類に定める条件が契約に摂取されることを当初から予期し、
また、売買契約の当事者はその内容を知っているとの前提に立っていることを指摘し、事前に取引に通常の
運送契約条件を当事者はよく理解しておくべきことを示唆していることである13。このことは、定期国際海上貨

10 ［
 1954］2 Q.B. 402.
11 発
 行されていたならば、Hague Rulesに準拠しUK COGSA, 1924の適用があるshipped B/L であるべきだった。Devlin, Jの言
による, at p. 413.
12 にもかかわらず、Incotermsの規定からship's rail が除かれるのに半世紀程度を要したことは、慣習的規則の強い保守性、ある
いは安定性を示すものだろう.
13 Devlin 判事の言による at p.419.
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物運送がコンテナ船を用いて遂行されるときで、売買契約条件をEXW, FCA, CPT, CIPとするときは、運
送手配義務を負う当事者が、いわゆる受取式（received form）の複合運送書類（これにはSWBも含まれる）
に基づく運送条件の適用を受け、運送区間は運送品の受取地点（place of receipt）から仕向地における
引渡し地点（place of delivery）であることを理解しておくべきことを意味している。したがって、船積式のB/
L（shipped B/L）を念頭に本船積込みをもって責任を仕切る運送契約条件ではないとの認識に基づき、前
記のようなIncotermsの取引規則を選択すべきことになる。言い換えれば、FOB, CFR, CIFなどの海上売
買契約条件で、運送が傭船契約に基づくことを想定しているときは、契約交渉の前提は、選択された傭船
契約の条件に規律されるということである。これに対し、shipped B/L が発行され、至上約款（paramount
clause）が挿入されていれば、B/L 所持人は、COGSAの適用を受け、傭船契約は傭船者と運送人の関
係に限定して規律するものとされる。  
国際海上定期運送契約の場合で、荷為替決済条件の時には、しばしば、FOB 売主が運送契約を手配
することがある。その場合の契約解釈としては、買主より運送契約の手配を依頼され、その代理人として、
FOB 売主が運送人との間で海上運送契約を結び、海上運賃も立て替え払い（freight prepaid）するものと
される。これは、荷為替決済特約に基づく追加義務付きFOBと呼ばれる14。運送契約の手配の代行であっ
て、運送賃の支払いとその経費の変動の危険は、買主の負担であると解して、CFRと区別される。
CFR 及び CIFの場合は、運送契約および貨物保険契約の一方（CFR）
または双方（CIF）は、売主の責
任において手配し、引渡すべき運送書類は、shipped B/L で荷受人として荷送人である売主が指図するも
の（すなわち、to order of the shipper, 単にto orderとし、negotiable B/L）であるか、仕向地おいて契
約品の引渡しを請求できる買主を被裏書人とする指図式発行のB/L であることを要する。個品取引の場合、
荷受人を買主とする記名式発行もあり得るが、荷為替決済条件ならびに洋上転売を想定する条件として、
CFRおよび CIFのときは、B/Lは指図式発行でなければならない。したがって、SWB が提供書類に含まれ
る余地はないだろう15。

２．記名式 B/L の権利証券性に関する先判例：JI MacWilliam Co., Inc. v. Mediterranean
Shipping Co. S.A.（The Rafaelas S）
事件 16
本件の注目点は、記名式 B/L（straight B/L）は、B/Lの所持人による呈示と引き換えに運送品が引渡
されるべき点（受戻性）において、流通性のあるB/Lと変わりなく、権利証券性のものであると判示されたこと
である。主要海運国の判例に合わせて、国際統一条約に基づくUK COGSAの解釈を明らかにし、併せて
SWBとの相違が「受戻性」の有無にあることを指摘した。言い換えれば、SWBは権利証券性の書類ではな
く、荷受人の身分証明（identity）のために有用であるが、仕向地における運送品の引き取りに当たり、受け
戻す必要がないことを明確にした。
本件の国際海上運送に関する事実関係を、簡略に述べれば、以下のとおりである。運送品は印刷機で
あり、４個のコンテナに詰め込まれていた。南アフリカのDurbanを船積港とし、イングランドの主要コンテナ港

14
15

 chmitthoff, p.２０, Benjamin, para.20-007.
S
在来船による傭船運送で、バラものの売買契約のときでも、B/Lによる運送数量、船積日の証明などの要請から、SWBを使用しな
いだろう.
16 ［2005］UKHL 11; 2005 AMC 913,［2003］3 All E. R. 369（CA）; 2003 AMC 2035.
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Felixstoweを仕向地として運送され、運送人であるMSC 発行のstraight B/Lによりカバーされていた。最
終仕向地が決まり、MSCは荷送人の代理人として、Felixstowe から最終仕向地のアメリカのBostonまで
の運送を手配し、運送を継続した。
荷揚時に運送品が損傷していたことが判ったので、イングランドで仲裁が開始され、船積港がイングランド
にある場合には、UK COGSA（1971）が適用される。本件の運送は一つの運送契約によるのか、二件の
運送契約によるのかも争点になり、また、UK COGSA（1971）の適用があれば、明示もしくは黙示によりB/L
もしくは類似の権利証券の発行が前提になるとの解釈により、straight B/L が類似の権利証券に該当する
か否かも争点になった。商事仲裁では、運送契約はFelixtoweを船積港とする一つの契約と見なされたらし
く、UK COGSAに基づき、当該 straight B/Lは、1971 年法にいうB/L ではないと判断された。荷主は、
これを不服として訴訟に訴えたが、下級審は仲裁判断を妥当として、上訴を棄却した。荷主はさらに、控訴
院へ訴訟を持ち込み、straight B/Lは制定法上のB/L であるとの主張を繰り返した。控訴院においては、
Rix 判事が主として審理を担当し、Original B/Lと題されたstraight B/Lの表裏の約款および記載を基に
判断し、とりわけ運送人と荷主の契約関係を規律するものとして、いわゆるHague Rulesとそれに基づく立
法の適用を定める至上約款が挿入されていたこともあり、また、2 通以上の原本が発行され、B/Lに通常見
られる承諾約款（acceptance clause）および署名約款（IN WITNESS clause）
も規定されているほか、記
載の諸条件は通常のB/Lと変わるところはないと認められた。さらには、同判事は内外の主要な学説判例も
調べた。その結果、Rix 控訴院判事は、先述の国際統一性の維持の観点も踏まえて、荷主の控訴院にお
ける主張、すなわちstraight B/Lも権利証券であり、運送人が荷渡しに当たりB/Lの受戻（production or
surrender）を求めることを認め 17、イギリスの最高裁も、それを確認し承認した。同時に、当該運送の対象
となる商品の性質や運送の事情などが、特別の合意を正当化するものでない限り、Hague Rulesに関する
立法の適用を運送契約当事者が排除する（contracting out）ことは極めて容易でないと、担当の最高裁判
事であるBingham 卿は説示した 18。
B/Lを金融書類である小切手のように裏書と交付のみで譲渡可能な（negotiable）
ものとして扱うのは妥当
でない。運送品である個品の流通経路が、荷為替における4 角関係（four corner model）の枠から出るこ
とは稀であり、むしろtransferable（権利移転が可能である）
という意味に解すべきことを、Schmitthoffは、
この判例に基づき説いている19。B/L 面の記載欄に、指図式発行を希望するならば、着荷通知先を記入せ
よと指示する欄が設けられていたにも拘わらず、空白のままにされたときは、記名式発行で良いとする荷送人
の選択が行われたと解した事案 the“Chitral”事件 20 にも注目したい。
この点は、The Rotterdam Rules（ 未発効）Art.46に関連し、non-negotiableだが、受戻性を定める
B/Lは、流通性のB/LとSWBの混合種として、
“recta bills of lading”
として知られているが、straight
B/LやSWBとの差異が明確でないとされる21。

17
18
19

 ix 控訴院判事の判決理由は、
R
［2003］3 All E. R.369, at pp.413-415を参照 .
Bingham 卿の説示は、2005 AMC 913, at p. 923を参照 .日本 COGSAに定める特約禁止規定と同旨 .
Schmitthoff, para.15-026, A.Tettenborn, Transferable and negotiable documents of title---a redefinition? ,［1999］
LMCLQ pp.538-542 参照 .
20 ［2000］1 Lloyd's Rep. 529（Q.B.Comm.Ct.）
21 M. Sturley、T. Fujita, and G. der Ziel, The Rotterdam Rules , Sweet & Maxwell, 2010, para.8.036 以下参照 .
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この判例により明らかなことは、運送品の仕向地における迅速な引渡のためには、SWBの使用が望ましく、
運送人によるmisdelivery（正当なB/L 所持人以外への引渡）
を防止したいのならば買主を荷受人に指定す
るstraight B/Lとし、買主による代金支払いの確保を優先するならば、仕向地あるいは仕向国にある指定
の銀行を荷受人とするstraight B/Lとするか単にorder B/Lを発行してもらうことである。

３．運送契約上の Right of Controlについて
運送品の運送あるいは処分について、「right of control（処分権）」が議論されることがある。例えば、
The Rotterdam Rules Art.1（Definitions）, 12によれば、「Right of control of the goods」とは、運送
契約に基づき同規則第 10 章に従い、運送品に関して、運送人に指図（instructions）を与える権利を意味
する、とされる。
運送契約の当事者として、荷送人は、契約相手方の運送人に対し、仕向地の変更、荷受人の指定もし
くはその変更など契約の履行に関して、正当な理由があれば、適時に運送人に指図を与えることができるこ
とは、広く承認されている。The Rotterdam Rulesにおいては、流通性の運送書類の所持人である第三
者の権利義務および責任に関してこれを定めている。特に、電子運送記録を取り上げている点が注目される
が、未発効でもあるので、ここでは、従来の運送書類に基づく運送契約における処分権（right of disposal）
について、概要を点検することに留めておきたい。
B/L が発行される場合には、運送品の処分は、B/Lをもって行うことが原則である。その所持人は荷送
人として、運送人に対し、裏書により荷受人を指定できるほかに、買主の信用不安の情報を基に、運送品
の仕向地到着前に、運送品の荷受人に対する引き渡しを止めることができる。これは、売買法上でも認めら
れていることは、前号でも言及した。流通性のB/Lの場合には、B/Lを荷送人側において留保していれば、
これは容易である。しかし、straight B/Lの場合には、荷送人が運送人に荷受人の変更を通知して、それ
を運送品の仕向地到着前に承認してもらう必要がある。港湾ストライキなど不可抗力的事情による仕向地の
変更は、多くの荷主の運送品を混載している場合には、本船の新たな仕向地到着後に仕分けしてから、荷
送人の指示を受けて履行することになる。実際には、売主名義で、運送品を倉庫保管に委ねるしかないだ
ろう。いずれにしても、荷送人に認められた権利であるので、買主が荷送人となる純然たるBOB 条件の場
合には、売主はこの権利を行使できない。それゆえに、そのような条件の場合、代金の船積払い条件になら
ざるを得ないか、信用状付きの決済条件になるだろう。買主が、これに抵抗感を感じるならば、いわゆる追
加義務付きのFOB、すなわち売主が運送契約の手配を代行し、L/Cなしの荷為替決済として流通性のB/
Lを取得することになるだろう。このように、C 系の条件とF 系の条件とでは、提供される運送書類に差がある
ように見えて、独立対等当事者間の取引では、売主が B/Lを保持するので、大きな差は見られないことになる。
このため、貿易相手国によっては、B/L からSWB への切り替えが容易でないこともあるだろう。  
SWBに関するCMI 規則第 6 条に定められている通り、売主が荷送人としてこの権利を行使して、契約品
の引渡しを拒否することを防ぐために、運送開始前に、運送人に対しその権利を放棄する旨を通知し、
SWB 面にその旨の符号「No.-Disp」を付すことで対応されることを念のために、再録しておきたい。
要するに、この処分権は一方的に行使できるものではなく、不可抗力的事情の発生など正当な理由が存
在し、その指示を遵守することに要する追加の経費を荷送人が負担することを条件とする。
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おわりに
買主への物品の引渡に際し、取引の電子情報化のために、提供すべき運送書類をB/L からSWB へ…
切り替えるようUN/CEFACT Revision of Recommendation 12：Measures to facilitate maritime
transport and document procedures, April 2011により提唱されている。この提唱の成否のカギは、「商
物分離」の思考である。これは、商流情報と物流情報のマッチングを取引一件ごとの荷為替決済で実行す
るport-to-port 間の取引ではなく、SCM（supply chain management）に基づき、point-to-point 間の物流
情報を定期国際貨物運送のSWB（および望むべくはAWBを含め）による複合運送の電子化の目標とするこ
とである。そのpoint が物流のone-stop serviceの総合拠点（focal point）
となれば、売買条件においても
EXW, FCA, CPT, CIP 出荷地渡しのみならず、DAT, DAPの仕向地渡しもより一層選択しやすくなり、国
際コンテナ運送でありながら海港に運送品の受渡しが集中しすぎる弊害を緩和できるだろう。  
他方で、相殺決済などによる包括的会計管理と資金計画により定期的精算の収支差額の送金決済を確
立し、取引一件ごとに商物のマッチングを行うことから、商流と物流を一応切り離して、定期的かつ総合的
に管理し、それぞれの業務の整合性を統制する包括的協定をSCM 上の関係者が結ぶことができて、商物
分離は完成すると思われる。そこへの道程にあるのが TSU・BPO かもしれないが、未だL/C ベースの決済
の性格を残しているようにも思える。また、相当に大量、定型、継続的な取引でないと、貿易取引の電子化
の経済的基盤は安定しない。したがって、商物分離は大型の企業やそのグループ・メンバー間において、
当面、部分最適モデルとして実現性が望めるかもしれないが、多数多種の関係業者と取引規制当局の連
携が必要で、流線形のようにはいかないだろうと危惧される。最も重要なことは、コンテナによる国際運送と
SCMについて、関係者が理解を深め、取引の効率化と安定に努めることであろう。
現状では、
売買取引の担保のためにする荷為替型取引の重視とL/C 条件 22を速やかに見直すべきだろう。
これらを改めないとFCA, CPT, CIPの各規則の使用頻度の向上は十分期待できない。さらに、通関情報
の提供が B/Lに記載のデータによるとされる例が見られる。例えば、2017 年 10月6日付けCyber Shipping
Guideによれば、積替え貨物の情報を中心にH/S CodeのB/L への記載が求められる事例が増えているが、
貿易円滑化協定（TFA）の趣旨からすれば、仕切り書にそのcode が記載されていることで十分ではないか。
該当の貿易管理当局が再考されることを期待したい。
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（朝岡と略す）
国際商業会議所日本委員会『Incoterms® 2010』同委員会刊、2010
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
G. Treitel and F. Reynolds（ed.by）, Carver on Bills of Lading , Sweet & Maxwell, 2d ed., 2005
（Carverと略す）
M. Bridge（ed. by）, Benjamin's Sale of Goods , Sweet & Maxwell, 8th ed., 2010（Benjaminと…
略す）

22

 CP 600 Art.21は、port-to sea 間のSWBによる運送を想定した定めを設け、例えば、運送区間を船積港と陸揚港に限定し、
U
積込み注記（on board notation 付き）
であることを規定している。これは依然として、伝統的な海上売買条件を想定していることを
意味する。銀行の観点からすれば、書類の担保性を意識して、そうしたいのだろうが、コンテナ運送に使用されるSWBとはかみ
合わない恐れを無視できない。
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C.Murray et al（ed.by）, Schmitthoff The Law and Practice of International Trade , 12th ed.
Sweet & Maxwell, 2012（Schmittthoffと略す）
S.Girvin, Carriage of Goods by Sea , Oxf.U.P. 2d ed., 2011（Girvinと略す）
UNCTAD, The Use of Transport Documents in International Trade、Report by UNCTAD
Secretariat, 2003（UNCTAD Reportと略す）
F.Lorenzon（ed. by）, Sasoon's C.I.F. and F.O.B. Contracts , Sweet & Maxwell, 5th ed., 2012
なお、文中のCOGSAは、Carriage of Goods by Sea Actの略で、日本の国際海上物品運送法に相
当するものである。
訂正：前 号において、Incoterms® 2010とすべきところ、Incoterms© 2010としている箇所がありました。…
® が正しく、前者のように訂正します。
以上
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記事２. 第30回国連CEFACTフォーラム
（概略報告）
第 30 回国連 CEFACTフォーラムが 2017 年 10月2日（月）～ 7日（金）にイタリア貿易機構（ローマ・イタリア）
にて開催されましたので概略につき報告します。  

オープニングセッションの様子

１．参加者
参加者は以下のとおりです。
＜ 全体参加者数 : 177 名 ＞
＜ 参加国数：30 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、べルギー、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、オーストラリア、インドネシア、シンガポール、ベラルーシ
（アフリカ地域）
モロッコ、ナイジェリア、セネガル
（南北アメリカ地域）
米国、カナダ、
＜ 国際機関 ＞
GS1、WCO、ISO、IBC、EEC、WTO 等が、また、その他国連の組織としてUNECE 等がそれぞ
れ参加しました。またUNECEとMoUを結んだAFACTを通じ台湾からの参加がありました（旅行・観
光ドメインご参照）。
—9—
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＜ ビューロメンバーの参加 ＞
国連 CEFACTビューロ各企画開発分野（以下 PDA）を総括する副議長 8 名全員が出席しました。…
7.8月号で既報の通り、ビューロ議長の退任により、現在は次回議長選出まで副議長が輪番でActing
Chairを務めることになっており今回のフォーラムは Raffaele Fantetti 氏が務めました。
＜ 日本からの参加者 ＞
前回フォーラムより5 名多い11 名が参加しました。（順不同・敬称略）
鈴木 耀夫

NPO 法人観光情報流通機構

堀田 和雄

NPO 法人観光情報流通機構

田中 幹夫

株式会社 JR 総研

遠城 秀和

NTTデータシステム技術株式会社

菅又 久直

国連 CEFACT日本委員会・サプライチェーン情報基盤研究会

鬼頭 吉雄

SMDG

島野 繁弘

日本電気株式会社

田中 正道

株式会社ウフル

山口 達也

株式会社システムフェイス

石垣

日本貿易関係手続簡易化協会

充

祁答院 包則

日本貿易関係手続簡易化協会

２．今回のフォーラムにおけるトピック
＜ 小会議（ミニコンファレンス）の開催 ＞
フォーラムでは、ビューロから各ドメインコーディネータへの事前の働きかけで、各ドメインの担当分野につい
て特定のトピックに基づくミニコンファレンスが開催されました。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、特定のトピッ
クを前面に出し、一般の方からみても対象とするトピックが分かり易くするとともに、広いジャンルからの参加者
を想定したコンファレンス方式による開催を意図したものです。
今回、
相応の成果を確保できたものと思われます。今回開催されましたミニコンファレンスは以下の2 つです。
（1）
繊維製品の輸送追跡サプライチェーン
Ethical and informed choices for sustainable clothing – Tracking and tracing textile supply
chains”
国連から寄せられた環境・社会・健康への影響に関する繊維製品の成分と製品の製造過程における
循環使用について議論された。
国連の輸送追跡基準に基づく最新技術のブロックチェーンを含めた最新技術の導入が専門家から解説
された。
繊維製品の追跡手段の国際的な仕組みのプロジェクト発足が提案された。
（2）
ブロックチェーン
前回に引き続き、一日がかりでブロックチェーンに関わるミニ・コンファレンスが行われ、多数の参加者を
集めた。コンファレンスの発表テーマは次の通り。
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□ ブロックチェーン・プロジェクト提案：Virginia Cram-Martos（Triangularity 社）
□ ブロックチェーンによる電子契約：Sean A. McKenna（IBM）
□ ブロックチェーンによる分散台帳（Distributed Ledger）
：Catherine Mulligan（ロンドン大学）
□ ISO TC307におけるブロックチェーンの活動：Eric E. Cohen（コンサルタント）
□ ブロックチェーンを使うプロセス／データのモデリング：Ian Watt（Harmonization PDA 副議長）
□ ブロックチェーンによる越境信頼空間の構築：Aleksandr Sazonov
（EurAsian Economic Commission）
□ ブロックチェーンに関わるセキュリティの課題：Tahseen Khan（Regulatory PDA 副議長）
□ ブロックチェーンの比較：Virginia Cram-Martos（Triangularity 社）
□ 金融分野におけるブロックチェーン・ユースケース：Ferdinando Ametrano（ミラノ大学）
□ 難民支援に活用できるブロックチェーン：Giovanni Pio（WFP）
□ サプライチェーンにおけるブロックチェーン・ユースケース：Edmund Gray
（サプライチェーン・ドメインコーディネータ）
□ 税関におけるブロックチェーン・ユースケース：Ibrahima Diagne（セネガル）
□ 海運におけるブロックチェーン・ユースケース：Dennis Dortland（IPCSA）
□ 運輸におけるブロックチェーン・ユースケース：Thierry Grumiaux（FNTR）
□ 農産物サプライチェーンにおけるブロックチェーン・ユースケース：Lan Ge（オランダ）
□ エネルギー取引におけるブロックチェーン・ユースケース：Jorge Alvarado（ELCA）
□ ブロックチェーンを用いたEcosystemの相互運用：Pietro Marchionni（イタリア）
それぞれのブロックチェーン・ユースケースのターゲットは、複雑な仕組み無しに、セキュアな情報共有によ
るプロセスの単純化にあるようです。

３．各企画開発分野
（PDA）
に於ける案件
（1）
「国際貿易手続
（ITP）
」PDA
担当のビューロ副議長はEstelle Igwe 氏（ナイジェリア）。
当 PDA では3 つのドメインが活動している。今回の活動内容は以下の通り。
① International Trade Procedures Domain（リーダー : Virginia Cram Martos 氏）
○「貿易円滑化における女性の活躍」のWhite Paper 策定プロジェクト
○ 中小企業（MSMEｓ）への国際貿易の一貫したサービス提供
② Single Window Domain（リーダー : Aleksei Bondarenko 氏）
○ Core Principles for the Operation of SWの勧告案が審議され、今後、公開レビューに向け…
最終案として詰められる予定。
○ Single Submission Portalプロジェクトが新規プロジェクトとして発足した。
③ TFA Focal Point（リーダー：未定）
（2）｢受発注・代金精算
（BUY / PAY）
｣ PDA
担当のビューロ副議長はRaffaele Fantietti 氏（イタリア）。
当 PDA では、3 つのドメインが活動している。今回の活動内容は以下の通り。
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① Finance and Payment Domain（リーダー：Lillianna Fratini Passi 氏）
○ 日本提案の支払通知プロジェクトは昨年にProject Exitとなり、ODP7の保守ステージに移行して
いる。
○ POファイナンス：BRS 公開レビューが完了し、公開待ち。
○ 貿易金融（Trade Finance）
：公開文書（Background paper, Road map, Case study）完成し、
公開済。
○ ブロックチェーンの金融セクターでの活用（分散型台帳技術（DLT: Distributed Ledger Technology）、
POファイナンス、BPO（Business Process Outsourcing）など）につき検討を開始。
② Procurement Domain（リーダー：Jostein Fromyer 氏）
③ Supply Chain Management Domain（リーダー：Edmond Grey 氏）
○ SCRDM Project
サプライチェーン参照情報モデルはほぼ完成し、サプライチェーン全体（カタログ、受発注、出
荷納入、請求支払）への展開が進められた。また、当職がエディターを務めるスケジューリング・プ
ロジェクト
（JIT 製造プロセス）への参照情報モデル適用プロジェクトの提案が行われた。
現在、ほぼ必要なBIE（データモデル）は国連 CEFACT 共通辞書（CCL: Core Component
Library）に登録済であり、サプライチェーン全体の業務要件定義書（BRS: Business Requirement
Specification）および業務要件マッピング（RSM: Requirement Specification Mapping : メッセー
ジごとに全てのビジネス情報項目（BIE: Business Information Entity）の構造図（クラス図）を定
義した仕様書）の整備が進められている。
○ 製造プロセス
（スケジューリング・プロジェクト）
当プロジェクトは、2016 年の第 26 回国連 CEFACTフォーラムにて、日本（自動車部品業界にお
ける中小企業対応）
より提案したプロジェクト「CI-SC Scheduling Supply Chain（ジャストインタイム
製造プロセス）」であり、欧州の航空機製造組合（Boostaero International Association）策定
のスケジューリング方式によるサプライチェーン（需要予測（Demand Forecast）に基づく供給指示
（Supply Instruction））を、
ジャストインタイム方式でも活用できるように拡張することを目的にしている。
以来、業務要件についての議論は決着し、7月〜 9月に業務要件定義書（BRS）の公開レビュー
が行われ、チーム外からのコメントは無くBRSは承認された。
今後、BIE 追加要求を提出し、情報項目のハーモナイゼーションが行われる。日本側のBIE 要
求（需要予測と納入指示）整備は1 か月程度で完了し、年内にハーモナイゼーションが開始できる
見込み。欧州側のBIE 要求（Consumption Report : 在庫の消費報告）整備についてのスケジュー
ルは遅れが見込まれる。よって、2018 年上半期のCCL（共通辞書）には日本側のBIE 要求（需要
予測と納入指示）だけが反映されることになろう。
（3）｢輸送
（SHIP）
｣ PDA
担当のビューロ副議長はSue Probert 氏（イタリア）。
当 PDA では、3 つのドメインが活動している。今回の活動内容は以下の通り。
① Transport and Logistic Domein（リーダー：David Roff 氏並びにJerome Besancenot 氏）
○ サプライチェーンドメインと合同会議でコードリストについて意見が交換された。
○ 今年 12月を目途にリファレンスモデルの作り方が提案される予定。
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○ eBill of Delivery では12月までにXMLスキーマを公示予定。
② Insurance Domain（リーダー：Andrea Schultz 氏）
③ UN/LOCODE Focal Point（リーダー：未定）
（4）｢行政｣ PDA
担当のビューロ副議長はTahseen A.Khan 氏（インド）。
当 PDA では、3 つのドメインが活動している。今回は共同で以下の活動をした。
① Cross Border Management Domain（リーダー：Abdoulaye Basse 氏）
② eGoverment Domain（リーダー：未定）
③ Environment Domain（リーダー：Norbert Pfaffinger 氏）
貿易簡易化のためのIOT（Internet of Things）が議論された。
その中で、日本より、IOTやWEB でキャプチャリングされるデータのプライバシー扱いについての各国整
合化についてのガイドライン制定を目指した提案が行われた
（IOT/Privacy）。

Privacy Data Protection for IOT & CloudPERSONAMarket ResearchCross Boarder

提案については審議参加者の興味をひいたものの、Regulatory PDA 担当の副議長（インド）から、当
該テーマが国連 CEFACTの作業スコープに合うのかどうかとの疑問が発せられた。プライバシーに関わる
データの電子ビジネスにおける扱い、国境を越えたデータ交換を可能にするための枠組み策定のため、次
回フォーラムまでにプロジェクトとしての合意を取り付ける必要がある。
（5）
「産業別特化」PDA
担当のビューロ副議長はHarn Jan van Burg 氏（オランダ）。
当 PDA では、3 つのドメインが活動している。今回の活動内容は以下の通り。
① Agriculture Domain（リーダー：Frams van Diepen）
○ 電子証明書（eCERT）についての内容が議論され、活動部会が発足した。
② Travel and Tourism Domain（リーダー：鈴木耀夫氏）
○ AFACT 台北での旅行関連部会（TT&L WG）の議論を踏まえて検討が行われた。
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○ 地域観光情報（DTI）プロジェクトの推進では、新たな作業工程を設定して推進することとした。
○ 体験プログラム（EP）のGreen Paper 作成 Projectの提案準備では、プロジェクトの立ち上げに
関して種々協議を行った。そのProject ProposalはVice Chairの出席のもとで整理を行い、
Bureau へ提案すべき内容をまとめることができた。
○ Blockchainプロジェクトに関しては、Mini-Conferenceに参加すると共に、旅行関連部門におけ
る活用の可能性を協議した。この技術に関しては今後さらに検討を深めることとした。
○ この会議ではAFACTとしての参加が認められたことにより、台湾からの実質の参加者があった
他、電話会議の参加者も複数あった。
③ Utility Domain（リーダー：Kees Spaareboom 氏）
（6）｢手法及び技術｣ PDA
担当ビューロ副議長はAnders Grangard 氏（スウェーデン）。
当ビューロでは、3 つのドメインが活動している。主なプロジェクトの進捗状況は次の通り。
① Specific Domain（リーダー：菅又久直氏） 編集部注：
「技術仕様ドメイン」
○ 標準文書ヘッダー（XHE: Exchange Header Envelope）
OASISと共同で現行 SBDH（Standard Business Document Header）標準を改訂しようとする
プロジェクトで、SBDH（国連 CEFACT 標準）
とBDE（Business Document Envelope）
（OASIS
標準）の機能を双方盛り込んだガイドラインのドラフトが試作され、審議が進められている。
○ コードリスト管理
現在のコードリストはシンタックスに依存しながら、TDED（Trade Data Element Directory）
、
UN/EDIFACT、XMLとばらばらに定義され、また外部機関（ISOなど）依存のものもある。また、
全てのドメイン要求が含まれるため、コードリストが肥大となり使い勝手が悪い。それらの課題を整理
し、ガバナンスのきいた使い勝手の良いコードリスト管理手順を再構築しようとするものである。特に、
メッセージ定義の中からコードリスト定義を分離する案が有力で、XML 設計規則（NDR）の仕様改
訂も含めて考えられている。
② Syntax Focal Point（リーダー：Gait Boxman 氏）
③ Library Maintenance Focal Point（リーダー：Mary Kay Blantz 氏）
○ 辞書発行フォーマット
CCLの新たな公開形式として、XML4CCLおよび HTML が検討されているが、それらフォーマッ
トをサポートする複数のソリューション・プロバイダーの協力が得られていない。
○ UN/EDIFACTディレクトリに対し218 件のDMR（Directory Maintenance Request）が提出さ
れた。
許可 : 3
マイナーな修正を加えての許可 : 6
延期：40
なお国連 CEFACT日本委員会（JEC）
より提出された1 件のDMR（3055コード管理機関としてJEC
をコード追加）は承認された。
また、国連 CEFACT 共通辞書（CCL17B）のメインテナンスおよびバリデーションは完了した。今回の
主なメインテナンス領域は次の通り。
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漁業（FLUX）
運輸（複合輸送）
サプライチェーンマネージメント
（タイからの要求）
次回発行の共通辞書（CCL18A）の提案締切は2018 年 2月26日
（次回フォーラム4月22日の8 週間前）。
（7）
「Harmonization」PDA
担当のビューロ副議長はIan Watt 氏（オーストラリア）。
当 PDA では、2 つのドメインが活動している。
① BRS-RSM Harmonization Domein（リーダー：Tat Tsen Jonathan Koh 氏）
② Validation Focal Point（リーダー：遠城秀和氏）
（8）
「コミュニケーション」PDA
担当のビューロ副議長はColin Laughlan 氏（カナダ）。
当 PDA では、2 つのドメインが活動している。今回の活動内容は以下の通り。
① Communication Team
（メンバー：hanane Becha, Benoit Marchal, Paloma Bernal Turnes,
Kepeng Li, Miluse Tichavska 各氏）
○ ビデオ制作が行われた。
② TFIG Focal Point（リーダー：未定）

４．UN/EDIFACT 30 周年記念イベント
今年で30 周年を迎えたUN/EDIFACTの記念イベン
トが行われ、UN/EDIFACT 普及への貢献に尽くした
世界各国の団体、専門家が表彰されました。
日本からは、当 JEC 委員である日本自動車工業会様、
国連 CEFACT 標準促進委員会（略称 JUS）委員の遠
城秀和氏、元 JEC, JUS 委員で長年運輸分野の電子
化に貢献された鬼頭吉雄氏と、当協会に感謝状が贈ら
れました。

５．次回 第 31 回国連 CEFACTフォーラム開催予定
開催時期：2018 年 4月23日
（月）から27日
（金）
開催場所：国連欧州本部 . ジュネーブ・スイス
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3 件公表されて
おりますのでお知らせします。

3-1 6 October 2017:
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the new project entitled
"Sustainable Procurement" Project. The purpose of this project is to identify policies, standards
and good practices for sustainable public and private procurement, and their impact on trade
facilitation. The project also identifies common requirements and provides recommendations
as to their use in such a way to minimize administrative burdens and facilitate cross border
trade and access of transition and developing economies to procurement opportunities
worldwide, in line with both the WTO Government Procurement Agreement and the WTO
Trade Facilitation Agreement. For more information, contact the Project Leader: Enrico
Camerinelli.

2017 年 10月6日
国連 CEFACTは新たなプロジェクト
「Sustainable Procurement」への参加を呼びかけます。このプロジェ
クトの目的は継続可能な公共および民間調達の方針、基準、効果的な手続き、そして貿易円滑化に対す
る効果の明確化を行うことです。本プロジェクトはまた、移行経済圏ならびに開発途上国が事務処理負担を
最小限度にし、越境貿易の円滑化を行い、また、WTO 政府調達協定ならびにWTO 貿易円滑化協定に
沿って、世界の調達の機会に参画するといった利用を想定して、共通の要件を明確にし、また勧告を提供
します。詳しくはプロジェクトリーダーの Enrico Camerinelli 氏まで。

3-2 3 October 2017:
UN/CEFACT is pleased to announce the launch of a project on Single Submission Portals. In
the recent terminology technical note, UN/CEFACT developped alternative vocabulary for
solutions which can offer similar facilitation measure to a Single Window but that may not
cover all the aspects of the Recommendation 33 definition. This project will develop guidance
on one such type of solution, setting out the variations that may exist and what governments
and trade can do to facilitate their establishment. If you would like more information, please
contact the project lead, Ibrahima Diagne or co-lead Kepeng Li.

2017 年 10月3日
国連 CEFACTは新たに「Single Submission Portals」
プロジェクトを立ち上げます。国連 CEFACT では
Single Windowに類似した円滑化手段を提供できるソリューションのである別途の用語集を整えてきました
が、これだけでは勧告 33 の内容をカバーするに至りません。本プロジェクトは、存在する多様性と、政府と
貿易業界が実施可能な円滑化に対応したソリューションについてのガイダンスを開発します。詳しくはプロジェ
クトリーダー Ibrahima Diagne 氏か co-リーダー Kepeng Li 氏まで。
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3-3 3 October 2017:
UN/CEFACT is pleased to announce the launch of a project on Smart Containers. This
project will look at the business processes and potential data to be exchanged between smart
containers and the rest of the supply chain actors, notably in view of expediting border
clearance. If you are interest in joining this project, please contact the project lead, Hanane
Becha.

2017 年 10月3日
国連 CEFACTは「Smart Containers」
プロジェクトの発足を発表します。このプロジェクトはとりわけ国境で
の通関の円滑化を視野に、Smart Containersとその他のサプライチェーン当事者との間で交換されるビジ
ネス手順と潜在的に有効なデータを研究対象とします。参加される方はプロジェクトリーダーの Hanane
Becha 氏まで。
以上
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