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◇連載◇

記事１. 貿易の実務と理論
（19）
早稲田大学名誉教授

椿 弘次

はじめに：銀行による支払い確約について
前号で、話題の新しい銀行支払い確約であるTSU/BPOと従来型の取消不能信用状を対比しながら、
取消不能信用状取引の原則を説明した。TSU/BPOは、SWIFTの提供する情報基盤を基に電子的情報
処理により、SWIFT 加盟銀行間の信用状取引を電子化して、従来型の紙による取消不能信用状に基づく
銀行支払い（bank payment）を迅速、簡便にすることを狙いとしていることを説明した。仕組みは基本的に
UCP（信用状統一規則）
と同様で、原因契約が順調に履行され、Baselineを充足したときに銀行支払い確
約が実行される点で、取消不能信用状に基づく支払いと変わりはない。しかしながら、SCMメンバー企業間
の継続的定型的取引を主たる対象にしている点とBaselineの確立に担保価値のある船荷証券自体の呈示
に拘らない点の2 点に注目して、TSU/BPOは支払保証に近似していると説明した。
ここで、用語を明確にし、正確な理解を示す必要があると思う。すなわち、信用状、standby credit, ボ
ンド
（bond）
などの銀行支払い確約（bank payment undertaking）
は、
共に、
国際貿易の生命線（life-blood）
と比喩される程重要な決済・金融の仕組み（後述参照）であるが、それらの間の差異を確かめることが、生
じることがあろう課題の理解には必須である。
取消不能信用状取引は、金融に対する「物的担保」的な考え方（荷為替）をベースにしている（すなわち、
documentary creditとなる）。実体取引に関する文書による契約条件の充足を基本とし、とりわけ船荷証券
を担保として確保することを重視するものである
（原則上は、実体取引と信用状取引は互いに独立しているが、
契約履行に対する銀行による支払い確約という受益者（売主）から見た取決めの性格上、信用状の条件が
売主・買主（＝開設依頼人）間の売買契約の条件を主要な点で反映していないと、売買契約と信用状取引
の板挟みに、受益者は巻き込まれることになる。したがって、信用状接受後、受益者すなわち売主が開設
通知された信用状を点検し、売買契約に規定していないこと、売買契約と齟齬を来たしていることに対して、
速やかに必要な訂正・修正を申し出るか拒絶するのが普通の実務である。発行依頼人が、実体契約に明
示されていない事項などを信用状条件に加えることは、簡便・迅速な決済を乱す惧れがあり、自主的に抑制
しなければならない。信用状の発行銀行およびその指定銀行などは、実体取引の当事者である売主との間
には契約関係がないことから、明文の信用状条件のみが支払確約の実行の可否の判断基準である。
前述のとおり、TSU/BPOは、信用状取引の基本的考え方を継承しているが、主として継続的な定型的
契約の経常の履行を電子データによりTSUのBaselineで確認し、支払い確約することを軸にし、取引書類
は売買当事者間で直接やり取りし、問題があればその当事者間で解決すべきとしている点で、「保証」に接
近しているように思われる（英語では、obligationsと表示されているが、実質はundertakingであろう）。しか
しながら、BondやStandby L/Cでは、比較的簡素な内容・条件（terms）が好まれる一方、取引の履行に
関連するあらゆる側面に絡み、契約不履行などの非経常的事由（non-monetary obligations as a default
mechanism）を保証の起動原因としている1。また、日本の銀行実務では、両者ともに信用状取引約定書の
対象に含めている。それは、支払い保証（payment undertaking）として、保証の独立性の原則に基づき

1

契約が履行されないか、不完全な履行があったとの陳述書（statement）
を以って、銀行による支払を請求する。
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共通の取り扱いをする
（これをabstract payment

undertakingsとR.Goodeは呼ぶ）ことを示唆していると思

2

われる 。契約の経常的履行（Baselineに基づくmonetary-obligations の負担）
を前提にするTSU/ BPOと
はこの点で趣を異にする。したがって、前号で述べた「担保」から「保証」への移行の傾向も、企業間関係
が SCM 型取引のように緊密である場合であっても、期待されるほど単純容易な過程ではないだろう。
日本から見てTSU/BPO が魅力的に見えても、海外子会社などが行う現地のビジネでは、信用状付決済が
珍しくないと思われる。信用状の利用比率が下がっていることは、日本における企業組織の国際化の進展によ
る貿易取引の形態変化、すなわち多少とも資本関係のある企業間取引に起因するところが大きい。独立対等
当事者間取引の場合、あるいは取引頻度が低く、相手方がいわゆる発展途上国の企業である場合、取消不
能信用状付き決済条件は依然として魅力的である。これに加え、主として一回限りの当座の取引や高額の（し
たがって、長期間を要する）国際取引の場合、取消不能信用状の他に、Standby L/C, demand guarantee（あ
るいはbond＝履行保証証券）などによる貿易金融・決済の仕組みを理解して利用する必要性は大きい。
これらの仕組みの相互の相違は別にして、これらの仕組みに共通していることは、UCP 600 Art.4に代表
される「独立抽象性の原則＝the principle of the autonomy of the credit」である
（URBPO Art.6も同趣
旨である）。信用状などと実体取引は別物であり、互いに独立しているものとして扱うのを原則とする。さらに、
呈示された書面の外観のみを重視して判断し、迅速、簡便な処理をすることが肝要である。
売主・開設銀行間には、信用状に基づく開設銀行の支払い確約とそれに対応して売主が呈示書類を整え
て、支払い請求する事実行為があるのみで、
いわゆる契約関係（privity of contract）は存在しない。それが、
「独立抽象性の原則」の意味するところで、開設銀行及び指定銀行は、開設依頼人との間の約定書に基づき、
開設された信用状の条件および UCPに準拠して決済事務を処理する。したがって、買主（開設依頼人）が
売買契約に定める決済条件に従い、かつ、信用状開設後の売買契約に基づく売主との折衝の結果に沿って、
開設銀行に信用状に関する指示を与える立場に立つ。すなわち、買主が、売買契約と信用状約定書の間
の調整と整合性の維持のための鍵をより強く握っている。これを具体的に図示すれば、次頁の図のようになる。
買主が、この種の取引におけるfocal pointを占めていることが、この図で理解しやすいだろう。
取消不能信用状などの銀行支払い確約に共通する原則に抵触する事案は、この原則の下での呈示書類
の記載に関するL/C 条件との不一致＝ディスクレ（discrepancy）問題が多く、詐欺的請求（fraudulent
claim or demand）に関する事案も見られる。そこで、本稿では、前号でも触れたように、詐欺的な請求に
ついて、判例を紹介して、それらの原則の具体的適用事例を説明し、若干のコメントを加えたい。
＜信用状取引の当事者関係の図＞
売主
（受益者）

（売買契約）
信用状付決済条件

信用状開設通知

買主
（開設依頼人）
（信用状取引約定書）

通知銀行 ̶̶ コルレス契約（あるいは本支店関係）̶̶ 開設（or 発行）銀行
（ただし、売主と開設銀行間には、対価関係（イギリス法にいう契約関係）はない）

2

R. Goode, H. Kronke, and E. McKendrick, Transnational Commercial Law , Oxford U.P., 2007, para. 9.10.
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独立抽象性の原則を適用した最近のイギリス判例について；
Alternative Power Solution Ltd. v. Central Electricity Board[2014]UKPC 31, [2014] All E.R. 882（PC）
取消不能荷為替信用状に関して、呈示書類の不実表示、虚偽などにより、信用状発行依頼人の側から発
行銀行に対し、銀行に支払停止を要請する例が時折見られる。発行銀行側としては、呈示書類の外観上、
信用状条件と齟齬する点がなければ、書類の背後の事情を顧慮することなく、支払い義務を履行しなければな
らない。しかし、発行依頼人から呈示書類と信用状条件の間の不一致や書類上の詐欺（偽造）が申し立てら
れると、発行銀行による支払は一時的に停止（あるいは留保）され、最終的には拒絶されることがある。詐欺
的請求の例は、典型的には前号５頁で紹介したアメリカのSztejn v. J. Henry Schroder Banking Corp. 事
件に代表される
（31 NYS 2d 631（1941））3。
銀行の立場からすれば、書類上の取引を抽象的に取り扱うことで、実体取引の迅速な充足（すなわち、銀
行支払確約の実行）
を図りたいところだろう。しかし、
銀行から見て呈示書類の信用状条件との不一致に関して、
一応、書類受け取り拒否の権利放棄（waiver）を発行依頼人に打診する慣行も無視しがたく、顧客である発
行依頼人の意向を参考にしつつも、銀行が独自に判断することもしばしばありうることで、単純に迅速にとはゆ
かない（UCP 600 Art.16b 参照）。まして、顧客の発行依頼人から、銀行支払の実行以前に、呈示書類の
不備または偽造が申し立てられたときには、それに対して開設銀行は慎重に対処しなければならない。その場
合には、発行された信用状の中味（terms）の吟味がまず重要であり、発行依頼人による偽造の事実の明確な
立証の有無が、支払い確約の履行を差し止める判断の決め手になる。
本件は、このような点に関して、具体的に理解するのに適した事例であると思われる。また、Incoterms
2000に定めるDDUにおける売主の義務、アジア・欧州間のコンテナ運送の実態を示す事案としても興味深い
ものである。紹介を兼ねて、若干のコメントを付けてみたい。
以下に、a. 〜 f.のそれぞれに関することを参考のために図示したい。
APS
（売主）
（L/C受益者）

売買契約
（b.およびc.参照）

CEB（買主）
（在Port Louis, Mauritius）
（L/C開設依頼人）

履行保証書
（e.参照）
（L/C修正拒否）

MCB（APSの取引銀行）

開設依頼及び修正依頼

信用状
（d.参照）

（APSのための履行保証書の発行銀行）

Standard Bank（SB）
（L/C開設銀行）

L/Cの一部譲渡
Sichuan CB Light
（荷送人）̶̶ 出荷（本船、
Wellington号）
（e.およびf.参照）
（中国南部在の製品の供給元）
（船積み港：広東、
積替え港：
シンガポール）

3

詐欺の態様については、A. Malek and D. Quest, Jack: Documentary Credits , 4th ed., Tottel Pub., 2009, para.9-15 以下に、
書類の表示上の虚偽、書類の無効、L/C 開設時における開設依頼人自身の詐欺、書類の偽造などが挙げられている。
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a. 当事者の関係
売主（上訴人）は、Alternative Power Solution Ltd.（以下、APSという）であり、買主はMauritiusの
Central Electricity Board（以下、CEBという）であり、入札による取引の結果、APS が落札した。売買
対象物品は、66 万本の蛍光灯で、米ドルに換算して総額、763,725ドルの取引額である。決済条件は、信
用状付決済で、CEB が APSを受益者として、Standard Bankに信用状の開設を依頼した。
b. 売買契約を構成する書類
① 契約書本体
② 買主の買付承諾書
③ 物資調達契約一般条件協定書（the General Conditions of Contract（GCC））, 特約書（the Special
Conditions of Contract（SCC））および入札書
④ 買主の開示請求に対する契約対象物品の供給元の技術仕様書ならびに財務提案書による回答
これらの契約文書が他の一切の契約関連の書面に対し優先的に効力を有し、各書面間で不一致あるい
は首尾一貫しない点がもしあれば、前記の①〜④の順序で各書面が優先するものとする。
GCC 第４条は、検品・検査に関し、次のように規定していた。すなわち、「買主 CEBは、契約品の仕様
と契約品の品質の一致を確認する検査・検品の権利を留保する。CEBは本条の検査に立ち会う代表者を、
書面により供給元に適時に通知する。検査・検品は、供給元の施設内で行うものとする。検査・検品は、
買主の代表者および /もしくは指名の独立検査人の立会いにより、船積みに先だって供給元が通常の検査と
して実施するものとする」。
SCCの規定により、紛議が発生する場合には、すべて国際商業会議所（ＩＣＣ）の商事仲裁により決する。
運送書類およびその他の書類の明細は、供給元が提供するものとする。APSは、製品の製造元の名称、
製品のカタログ、検査証明書類などをCEBに通知・提出すべきものとされていたので、それに基づき、APS
は製造業者名を知らせた。
c. 提供製品の確認
CEB からの、詳細な情報提供要求に応えて、APSはオランダのPhilipsの名を挙げたが、Philipsは委
託製造者（contract manufacturer）ではなく、Philips（China）Investment Company Limited が当
該製品のブランド保持者であり、入札の過程では、CEBに対してはOEM/ODM（original equipment
manufacturing/original design manufacturing）製品をＰｈ
ｉ
ｌ
ｉ
ｐｓのための製造工場から供給するとし、製
品の技術仕様書に定める範囲内に収まる品質と性能を有する商品であるとした。
d. 信用状の内容
当該の取消不能譲渡可能（Irrevocable Transferable）信用状は、Standard Bankにより開設され
UCPの最新版が準拠規則とされて、2010 年 9月27日にAPSの取引銀行であるMauritius Commercial
Bank Ltd.（MCB）
を介してAPSに通知された。
それが売買契約に一致していないことは、
示唆されていなかっ
た。有効期限は2010 年 12月30日で、仕向地において満了するとされた。信用状金額は、$US763,725 で、
分割積みおよび積み替え許容条件であった。出荷地は、
南アフリカおよび /もしくはアジアとし、
最終仕向地（引
渡し地）は、MauritiusのPort Louisと表示された。船積期限は、2010 年 11月30日で、提示書類が詳細
に列挙され、呈示期限は船積後 15日以内で、かつ信用状有効期限内とされた。検査証明書ないしそれに
類する書類の銀行に対する呈示要件の定めはなかった（この点に関しては、CEB 側からL/Cの修正要求が
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あったが、APSはこれに同意しなかった）。APSの取引銀行である前述のMCBにおいて、荷為替の取り組
みが行われた。
e. 支払差止め命令の申立てに至る経緯
支払差止め命令 4 の申立人であるCEBは、検品・検査の実施について、被申立人であるAPSに工場に
おける出荷前検査・検品について、売買契約の条件を指摘して、連絡を取るよう要請した。その要請の写
しは、発行銀行にも送付された。しかしながら、CEBとAPSのこの点に関する連絡が整わないまま、11月13
日に対象製品の供給者である、Sichuan CB Light Co. Ltd.により、広東港でコンテナ船 Wellington 号に、
問題の積荷が船積みされた（なお、信用状金額の一部、$US613,800を限度として、Sichuan CB Liｇｈ
ｔに
信用状が譲渡されその旨、発行銀行に通知された）。これに先立ち、既に、9月23日に、MCBはAPSの
ために履行保証書（performance guarantee）をCEBに提供していた 5。
そこで、11月15日に、支払差止め命令申立て書が裁判所に送達された。これに対し、発行銀行は、契
約に基づく検査が実施されて、船積みが行われるべきものとするAPS 側担当者の裁判所に対する証言もあり、
発行銀行は、そのような船積みが行われるまで、信用状に基づく支払いをしないと述べ、買主のCEBも支
払差止め命令申立て書を取り下げた。
f. 支払差止め命令の再度の申立て
11月17日付けで、ECOTRANSと名称が記載された船荷証券（B/L）が発行され、それには、CB Light
を荷送人とし、11月13日、広東港でWellington 号に船積みされ、シンガポール港で揚げて、Mauritiusの
Port Louisを荷渡し地とすることが記載されていた 6。B/Lの発行は、信用状発行銀行の指図人式で、
CEBを着荷通知先とするものであった。
11月22日に、CEBの代理人である弁護士は、多数の申立て事由を挙げて、APS が契約違反を犯してい
る、とりわけ製品のブランドが Philips でないと主張した。これに対し、APSは信用状に基づく書類を、11月
24日に、取引銀行のMCBを通じて開設銀行のStandard Bankに呈示した。これを受けて、Standard
Bankは書類を点検し、29日に１１点のディスクレを示し、開設依頼人（CEB）に、権利放棄を選択するか、
書類の引き取りを拒否し買取銀行（MCB）に返送することを希望するかどうかを尋ねた。これは、UCP 600
Art.14b から見れば、ぎりぎりの期限であろう7。これに、CEBは回答しなかったようである
（判例集の原文は、
It appears ｔ
ｈａ
ｔｔ
ｈｅ CEB did not reply である）。
第二の船荷証券によれば、それはOcean Bill of Lading - Negotiableと題され、11月30日に、Malaysia
Express 号に、シンガポールで問題の積み荷が船積みされ、Port Louis が荷渡し場所と記載されていた。
Wellington 号の積荷が、Malaysia Express 号にシンガポールで積替えられたと思われる。ただし、荷送人
は、ドイツのファクターであり、中国の委託製造者が売掛債権を譲渡したものと思われる。
そこで、１２月１日に、詐欺を理由とする支払差止め命令の申立てが行われ、裁判所によりその仮決定が

4
5
6
7

信用状に基づく銀行支払の請求に対する、詐欺の主張による請求却下の申立ては、この命令もしくは略式判断（summary
judgment）
の是非に掛かるのが普通である。
買主側の信用状による支払保証に対する見返りの保証に当たり、売主側から提供される。
国際コンテナ運送においてシンガポールをハブ港とする場合にこのような記載が見られるが、DDU 条件における運送手配は売主の
義務であり、信用状で積替えが認められているので、この点では売主に契約違反はない。
UCP 600 Art.14bは、呈示書類の受理の判断を5 銀行営業日以内としているからである。
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なされ、裁判所に出頭した当事者に通知された。これに対し、発行銀行（SB）側は、信用状条件を満たし
た書類が呈示されたならば、信用状に基づく支払いに応じる旨を繰り返していた。
g. 12月3日の審迅とその後の経緯
当事者は、双方とも、弁護士に代表されていた。CEBの弁護士は、書類上いくらかのディスクレが見られ
るので、発行銀行は信用状に基づく支払いを行えないと述べた。詐欺があったことを示すものはないことは、
留意しておくべきことである。
にもかかわらず、信用状に基づく支払を禁じる12月3日まで有効な仮処分が 12月1日に発行銀行に命じら
れた。しかしながら、12月2日には、発行銀行は信用状条件を充足する書類の提示があれば、信用状に基
づく支払いを行う旨、繰り返し主張した。売主も、信用状に基づく支払いを請求する他に選択肢はないと申し
添えた。
12月14日に、MCB が信用状条件を充足すると言われる書類を発行銀行に呈示したのに対し、12月16日
に、売主側の供給業者は契約に反して出荷したと主張して、買主（CEB）は履行保証書に基づく保証金の
支払請求を行った。
12月21日には、買主は更なる申立てを裁判所に行い、発行銀行に支払いを制限する中間判断を得ると
同時に、売主と発行銀行に一時的な差止処分の対象に当たらない旨を証する原因を挙げるよう求める命令
を裁判所から得た。12月23日には、翌 2011 年 1月11日に行われる尋問の時まで、差止処分の有効期限を
判事は延長した。
h. 売主
（受益者）APSに対する詐欺の主な主張
契約交渉中には、契約対象商品はPhilips 製またはＰｈ
ｉ
ｌ
ｉ
ｐｓのライセンスに基づき中国で製造されることは、
売主 APS が入札書の中で述べていたと主張され、さらに、買主 CEBに中国の製造地での検品を許さず、
そのような検品後でないと出荷しないとの陳述に反して、11月13日に船積みされ、11月30日に中国からでは
なく、
シンガポールから出荷されたことは詐欺にあたると相手側に主張された。また第二のB/Lには、
シンガポー
ル出荷と明示され、荷送人として買主 CEBの知らない契約当事者外のドイツ法人が明示されていたことが指
摘され、売主 APSは詐欺的行為を犯し、信用状に基づく銀行支払を受ける権利を持たないとCEB 側から
主張された。

第一審の判旨
取消不能信用状に基づく銀行の支払い義務は、指定された条件が充足されている限り、原因契約から生
じる紛議に関係なく、それに受益者が完全に満足しているところに、信用状、保証書もしくは保証証券の独
自の価値があるとするSir John Donaldson 記録長官の判示 8 および Lord Denning 記録長官の判決 9 に依
拠して、信用状に基づく銀行の支払い確約に対する詐欺の例外が適用されうるのは、発行銀行がその詐欺
を明確に認識していた場合にかぎり、かつその趣旨の明確な証拠に基づいて、信用状に基づく支払いを差
し止めることが許されるとした。銀行自ら調査して詐欺の認識を固めるのではなく、詐欺に関する銀行の認識
が、それを強力に証する証拠により立証されることが重要であるとされた。

8
9

Bolivinter Oil S.A. v. Chase Manhattan Bank[1984]1All E.R.351, 352.
Edward Owen Engineering Ltd. v. Barclays Bank International Ltd.[1978] 1 All E.R.976, [1978] Q.B. 159.
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本件では、仮処分としての支払差止め命令の申立人が、金銭を入手する目的で詐欺を働く試みがなされ
たとの審理に値する重要な事実関係（serious issue to be tried）の証明を行ったので、その紛議の最終判
断は裁判所もしくは契約約款による仲裁廷に委ねられると、判事により認定された。また、違法な契約は無効
である（ex turpi causa non oritur action）
と言う法諺により、違法性の問題が解決されるまで、売主 APS
は信用状に基づく請求を抑止される。誤った判断の結果がもたらす銀行の信用・評判への影響および同じ
判断により売主 APS が蒙る損害とを比較考量すれば、前者に対する考慮がより重要で、申立人 CEBの主
張に明白に与すべきであると説示された。したがって、第一審判事は、申立人 CEBに有利な判断を行った。

控訴審の判旨
これに対し、売主 APS が控訴した。控訴理由は、信用状取引の独立抽象性により、取消不能信用状の
外部の事情、すなわち、実体取引の契約内容に、発行銀行がそれを取り上げ、かつそれに深く関与すべき
でないと言うことだった。発行銀行と発行依頼人の間の実体取引の契約履行に関する意見の相違が何であ
れ、信用状条件が充足されるならば、受益者 APSは発行銀行による支払を得ると言うのが、信用状の独特
の存在価値である、と控訴審は説示した。
しかしながら、当該製品の工場における検品・検査が行われ、買主がその結果に同意するまで、信用状
に基づく支払い請求をしないと銀行の面前で約していたことを理由に、売主ＡＰＳにPhilipsブランドの製品を
提供する義務はないとする意見を退けた。売主 APSにはPhilipsブランドの製品を提供すべく契約の履行に
真摯に務める意思はなく、むしろ、取消不能信用状の仕組みを悪用して、金銭をだまし取ろうとする意思が
認められる。その結果、控訴理由なしとして却下された。これに対し、売主 APSは、イギリスの枢密院司法
委員会（Privy Council＝イギリス連邦管轄の最高裁判所）に上訴した。

［判決］
上訴を承認する
（売主勝訴）。

［判決理由］
詐欺を理由に、銀行の支払確約の実行を差し止める判断の基準は、詐欺の事実が発行銀行にとり適時
に了知するところとなっていること、および信用状に基づく銀行の支払を請求することの有効性を受益者が誠
実に信じることができたか否かという2 点に絞ることができる。後者の点は、信用状に基づき支払い請求する
ために、正しくない（untrue）事実についてそれを知りながら、明示もしくは黙示により重要な不実表示が記載
された書類を銀行に呈示することが、売主の詐欺に該当すると言い換えることができる（[2014] 4 All E. R.
at p.900）10。これらの点に関し、審理に値する重要な論点があることが証明できれば、支払差止めの仮処
分の申し立ては許される。この2 点の基準を緩めて、独立抽象性の原則の適用範囲を曖昧にしないよう留意
すべきである。
そこで、詐欺の成否につき、発行銀行に呈示された書類に偽造がある、あるいは重要な明示の不実表示
（material express misrepresentation）が呈示書類に見られることが重要であるが、そのような示唆・指
摘は本件には見られない。また、売主 APS が黙示の不実表示（implied misrepresentation）を、それを知

10 これは、Lord Diplock in United City Merchants(Investments) Ltd. v. Royal Bank of Canada[1983] 1A.C. 168, 183の説
示に拠る。
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りながら不誠実に行ったとの示唆もない。
第二の船荷証券の記載事項についても、事実に反する記載はないとの売主 APS 側の主張を承認する。
船積港をシンガポールとすることは信用状条件の記載に反しないものであり、荷送人に関して、その者を限定
する規定は信用状には見られず、中国の港で船積みされ、シンガポール港で積み替えることは、信用状条
件において認められているところである。コンテナ番号の記載が B/Lにないとの主張に関しては、信用状に
その点に関する要件の定めはなかった。
DDU 条件（仕向地持込渡し、輸入関税買主負担条件）11 が売買契約条件であるが、売主自身が船積を
すべきであるとの要件は、当該の信用状に何ら見られない。また、B/Lの発行に当たり詐欺が働かれたとの
申立てもなかった。さらに、契約違反の申立ても、したがって、紛議の仲裁付託も、信用状に基づく発行銀
行の責任に何ら関係のないことである。銀行の支払い確約に対する詐欺の例外を適用する根拠は見られない
（UCP 600 Aｒ
ｔ．4aに定める信用状取引の独立抽象性の原則の適用）。売買当事者間に検品・検査に関
して紛議があり、出荷前の検査・検品抜きに出荷されたとしても、発行銀行の関与しない問題である。

コメント
判決及びその理由に賛成である。銀行の支払い確約が、取消不能信用状、Standby L/C, Bondに基
づくものであれ、UCP 600 Art.4aに宣明されているように、「独立抽象性の原則」に支配されるものである。
これに例外を設ける詐欺の例外（fraud exception）の適用は、要件面で強い制約を受けるものである。言
い換えれば、詐欺の立証は明確で議論の余地なく、かつ、詐欺の事実が発行銀行に速やかに知らされ、
銀行に確認されていることが重要である。それが、銀行が重んじる信用（評判）を優先する多数派の考え方
である。信用状に明文を以って規定された内容（terms）が、銀行の支払い確約の実行を左右する基準で
ある。迅速、簡便な決済が重視される銀行の支払い確約において、実体取引の詳細な条件・内容（terms）
を信用状条件として不必要に採録することはさけるべきである12。
信用状条件の充足を念頭に、貿易取引契約の円滑な履行が守られる。それゆえ、これらの銀行の支払
確約の仕組みが、貿易取引の生命線（the life-blood of international commerce）
と評価されるのである。
今から40 年ほど前のR.D. Harbottle（Mercantile）Ltd. v. National Westminster Bank[1976] QB 146
事件において、Kerr 判事は、「取消不能信用状による決済は、国際貿易の生命線（the life-blood of
international commerce）である」
（at p.155）
と述べたが、信用状の他に、Bond, Standby L/Cにもこれ
が該当するとされる13。
本件の場合、金額的にも重要な取引のように思われる割に、開設されるべき信用状条件が簡素に過ぎ、
取消不能信用状のような本来の書類取引（documentary transactions）というより、抽象的な保証取引
（abstract payment undertaking）に近いような内容であったところに、紛議発生の一因が見られる14。

11 この条件の詳細は、国際商業会議所日本委員会『Incoterms 2000』同会刊、1999，p.204 以下参照。
12 本件でも言及された「積載コンテナ」の番号もB/Lの記載要件に含め、信用状に基づく呈示書類の要件とするかどうかについては、
消極的であるべきだろう。
13 現在もこの名言が十分に妥当するかどうか、疑問に思われるかもしれないが、本判例をもって例示するような事案は少なくないよう
である
（本件判例評釈、G. McMeel, Letter of Credit and the Fraud Exception---The Threshold Test for Injunctive Relief ,
[2015] LMCLQ pp.19-23 参照）。
14 しかしながら、判例集の記述以上に当該の信用状条件が詳細にわたっていたのならば、別である。
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具体的には、本件においては検査・検品証明書を呈示書類に挙げるべきだったのであり、それが重要なも
のだと判断するならば、出荷前の立会検査に基づく証明書であるべきことも併せて明記すべきであった。
売買条件が DDU であり、売主が裁量により契約品調達元および運送経路を決定することが認められる場
合、かつ、蛍光灯のような標準品はどこから調達するかに関して、複数の供給元から売主が選択できる事
情にあるときは、本件のように出荷地を広く定めることは稀ではないだろう。したがって、本件におけるように、
信用状の条件がやや緩やかな場合、契約履行準備に沿って、適時に信用状条件の修正・追加が必要に
なるだろう。売買契約における品質保証の一環として、特定のブランド付き商品の提供を重視するならば、そ
れに応じた信用状条件を定めるべきであった。こうした一連の手順は、信用状開設依頼人である買主が開
設銀行に対し主導権をとるべきことであり、売主・買主間の合意に基づき、信用状条件の修正、追加として
発行銀行がそれを受益者に通知して有効になるものである。
注目すべき点の一つは、売買契約に基づく取消不能信用状の買主による開設手配と、その見返りに、売主
の契約履行につき、売主側銀行が履行保証書を買主に提供することを定めていることである。本件では、
取消不能信用状に基づく銀行の支払い確約の発行依頼人による支払差止めの仮処分が対象案件であった
から、履行保証書に基づく保証書発行の銀行に対する買主側の保証金支払い請求は審理されていないよう
である。また、売主側に明らかな売買契約違反があったと思われるような事情があったとしても、納期、DDU
に基づく商品の提供義務も満たされており、本件からは詳細は明らかでないように思われる。しいて言えば、
出荷前の検査・検品協議が不調に終わり、提供商品のブランドが明確でないまま、検査・検品が工場にお
ける通常の検査で済まされたことが、買主の保証金支払い請求につながり得たかもしれない。
この点は、取消不能信用状に基づく銀行の支払いに対する「詐欺」の例外事由の適用の成否ではなく、
保証金支払い請求の適法性に関する
「不当請求＝illegal claim」の問題で、やや次元が異なる。本件に見
られるとおり、取消不能信用状と請求払い保証（demand or simple guarantee）が対抗的に当事者間で
連動されることがある。このため、保証書発行銀行は受益者（本件の場合では、買主）の不当請求に備えて、
貿易保険における
「輸出保証保険 =bond 保険」につないでおくことも必要だろう。機会があれば、別途、取
り上げたい 15。

結びとして
今回は、判例研究のような内容になってしまったが、個別具体的に取消不能信用状の実務を理解するた
めに参考になればと思う。特に、信用状取引の当事者関係が二つの契約と一つの特殊な確立した商事慣行
（commercial usage）から成っていることが明らかになったと思う。そして、売買契約の一方の当事者（信用
状の受益者）
と他方の支払確約の提供者である発行銀行の間には、厳密な意味での契約関係は見られず、
信用状取引関係という特殊な関係が、UCP（信用状統一規則）により規律され、両者（すなわち、売買と決済）
は互いに独立した存在であるとされる特殊な仕組みが商業信用状であり、その仕組みの延長線上に、
Standby L/C, Bond, Demand Guaranteeなどが存在することが理解されよう。信用状付決済の相対的重
要性は、日本をはじめいわゆる経済先進国では低下している。しかし、信用状取引の原則の重要性はさほ

15

貿易保険法第 3 章第 7 節第 45-48 条に定める
「輸出保証保険」参照。貿易保険の仕組み上、この種の保証保険による支払後も、
不当請求に対する求償が試みられるときは、保証証券発行銀行（もしくは損害保険会社）
とともに発行依頼人である受注者も貿易
保険者に協力が求められる。したがって、後仕舞いは容易でないこともある。
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ど低下していないことが、併せて理解されるべきものと考える。
本件で例示されるように、開設依頼人が売買と信用状による決済の両面に接する重要な地位を占め、両
者の間の円滑な関係の成立につき決め手を握っていることが理解されるだろう。その認識を欠いて、買主（開
設依頼人）が製品仕入れに関する状況判断に弱く、信用状条件の委細に関して、売主にやや不用意な対
応をしたことが、買主の敗訴につながったと言えるだろう。
終わりに、取り上げた前記の判例はイギリスのものあるが、類似の判断が示された興味深い判例が、最近、
AMC（アメリカ海事判例集）に搭載されていることを紹介しておきたい。実体の取引背景は海運取引に絡むも
のである。信用状の条件が、銀行にB/Lに記載の積荷の重量と買付書（Purchase Order）に規定の商品
の重量を照合確認することを求めていないときに、信用状に基づく銀行の支払いを差し止める申し立てが行
われ、その理由が B/Lに記載の重量と買付書の重量に関する記載が一致していないということであった。当
然のことながら、詐欺の明確な証拠がなければ、この不一致の事実のみでは、信用状に基づく銀行の支払
いを差し止める理由にはならないとされた。この判例は、Century Pulp & Paper v. MSC Damla, 2014
AMC 378（SDNY 2013）である。

訂正・補筆とお詫び：前号における誤記と言い回しを以下のように訂正・補筆し、お詫び申し上げます。
1頁

下から7 行目

origin-to-origin →「end-to-endないしはdoor-to-door」に訂正

下から5 行目冒頭

保証 →「確約」に訂正

4頁

第二パラグラフ6 行目 dicre →「discre」に訂正

5頁

脚注 13の事件名

７頁

上から3 行目

Sｚ
ｔ
ｅ
ｊ
ｉ
ｎ →「Sztejn」に訂正、
［Ｊ．Henry Schroder］のようにJ.を入れる。
「保証」
（guarantee）→「「支払確約」
（obligation）」に訂正

以上
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記事２. 第22回国連CEFACT総会

報告書

2016 年 4月21日
（木）
〜 22日
（金） 於：国連欧州本部 ジュネーブ・スイス

総会での審議風景

2016 年 4月21日
（木）
〜 22日
（金）の二日間、スイス・ジュネーブの国連欧州本部にて開催されました。
第 22 回国連 CEFACT 総会に出席しましたので、その概要を報告します。

1．国連 CEFACT 総会の開催
国連経済社会理事会（ECOSOC）に組織される欧州経済委員会（以下 UNECEと略す）の下部機関であ
る国連 CEFACT（United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business：貿易円滑
化と電子ビジネスのための国連センター）総会は、その規約第 8 条により毎年一回国連欧州本部にて開催さ
れます。
この総会は国連 CEFACTの最高意思決定機関であり、加盟各国の出席のもと国連 CEFACTに於ける
重要活動方針や、国連 ECE 勧告等の審議・議決、ビューロ及び各地区に選任されたラポータ報告等を行
います。

2．参加国等
参加国は以下の24 ヶ国であり、前回第 21 回総会の27ヵ国から3ヵ国減となりました。
オーストリア、中国、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、イラク、イタリア、ジャマイカ、日本、
モロッコ、ミャンマー、オランダ、ナイジェリア、オマーン、セネガル、スペイン、スウェーデン、タイ、
ウクライナ、英国、米国及びベトナム
更に、国際機関として、ITC（国際貿易センター）
、UNCTAD（国連貿易開発会議）
、ISO（国際標準化
組織）
、GS1、UNECE（国連欧州経済委員会）等が参加しました。

̶ 11 ̶

J AS T P RO

3．国連 CEFACTビューロメンバー
ビューロメンバーである議長及び 5 名の副議長全員が出席しました。

4．我が国からの Delegation
以下の3 名が出席しました。
椿

弘次氏

菅又久直氏

国連 CEFACT日本委員会委員長・早稲田大学名誉教授
国連 CEFACT日本委員会運営委員会委員長・
一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 業務執行理事

石垣

充

国連 CEFACT日本委員会事務局・JASTPRO 業務一部長

なお、総会審議において必要であるHOD 代行については我が国のHOD である小西幸治氏（財務省）に
より国連 CEFACT 事務局に対し、「石垣

充」を指名する旨の事前通知が行われ、これをもとに審議等に

臨みました。

5．議事概要
冒頭、UNECEの経済協力・貿易部のDirector Virginia Cram-Martos 氏より開会の挨拶があり、そ
の中で、国連総会にて採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals（SDGs））に着目
し、すべての関係者によるその実現の必要性が強調されました。其の後、議事次第案に沿って各議題に係
わる審議が行われました。
議案書、議事録、
プレゼンテーション資料等の原文は以下の国連 CEFACT 公式 Web Siteを参照ください。
http://www.unece.org/index.php?id=40403#/
議題１．議事次第案の採択
＜議事次第案＞
議題 1

議事次第案採択

議題 2

ビューロ副議長１名の選任

議題 3

第 21 回総会（2015 年 2月）以降の事案に関する報告

議題 4

活動に関するビューロによる総括報告

議題 5

地域ラポータ活動報告

議題 6

その他の欧州経済委員会傘下の組織ならびに国連 CEFACTに関係する
他の標準化組織の活動

議題 7

国連 CEFACTの勧告および標準

議題 8

国連 CEFACTの規約等の改正

議題 9

貿易円滑化及び電子ビジネスに関する将来への挑戦

議題 10

国連 CEFACT が目指す方向

議題 11

その他

議題 12

決議議案及び第 22 回総会の議事録草案の採択

議案

決議事項 16−01
総会は議事次第案を承認した。
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議題 2．ビューロ副議長１名の選任
副議長 1 名の補充枠としてSue（Sylvia）Probert 氏が英国のHOD 推薦にて立候補しました。この補
充 選 挙は、 前 回の第 21 回 国 連 CEFACT 総 会におけるビューロ議 長の改 選で前 副 議 長のLance
Thompson 氏（米国）が選任されたことにより、その後 6 名の副議長職を5 名体制にて進めてきたもののリ
ソースを確保する必要性がビューロにて確認されたことによるものです。任期は前任者の残余期間である
2017 年 4月開催予定の次回総会の副議長全員の改選時期までの約 11 ヶ月です。
決議事項 16−02
総会はProbert 氏をビューロ副議長に選任した。
この補充により、同氏の専門分野であるTransport & LogisticsならびにUN/EDIFACTの知見を考
慮し、これまでの国連 CEFACTの5 つの企画開発分野（PDA）を以下のとおり6 つに再編することが、翌
週、同欧州本部で開催された第 27 回国連 CEFACTフォーラム最終日
（4月29日）にビューロ議長より公表
されました。これはこれまでの「サプライチェーンPDA」を Buy Ship Payモデルから「Buy/Pay PDA」と
「Ship PDA」に分け、後者を同氏の担当としたことに加え、「Methodology + Technology PDA」に置
かれていた一部ドメインをShip PDAに移設したものです。
（新体制）

議題 3．第 21 回国連 CEFACT 総会（2015 年 2月開催）以降の事案に関する報告
UNECE 貿易円滑化部の議長より報告がありました。その概要は以下のとおりです。
（1）執行委員会（EXCOM）は国連 CEFACTの2015-2016 年の活動計画を承認したこと。
（2）ECE 勧告第 4 号（改訂）
「各国貿易円滑化組織」、ECE 勧告第 40 号「コンサルテーションアプローチ」
など国連 CEFACTにて新規に開発された勧告が WTOのTFA 導入に直接的なサポートとなっている
こと。
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（3）WTO TFAを効果的に支援するため、2015 年 4月にUNECEはUNCTAD/ITC 間にてMoU（相
互覚書）を、更に、2015 年 5月にIATAとMoUを締結したこと。
（4）国連 CEFACTの活動は、2015 年 9月に国連にて開催された「持続可能な開発に関するサミット」に
おいて採択された「持続可能な開発の為の目標（Sustainable Development Goals（SDGs）」の導入
に大きく関与していること。国連 CEFACTの勧告や標準は、更に迅速、低コストによる貿易とその情
報の交換、ならびに、各国における生産力増強と雇用の拡大に貢献していること。
経済協力・貿易部のDirector から、メンバー各国、支援組織、各開発銀行が、貿易円滑化のため
に必要な人材を、
国連レベル
（System）で照会するための支援となるオンラインフォーカルポイント
（Website）
の開発を目指して、国連組織間にて立ち上げた新しい組織について概略説明を行いました。本 Website
の開発について参加各国からの資金援助の検討を求めました。このWebsite 開発についてはWTOとも
連携しており、個々の国に加えて、WTO、関係団体が本 Siteを介してActiveな人財を、参加各組織か
ら得ることを意図しています。
事務局から、「貿易円滑化導入ガイド（Website）」の更新について資金を提供したスウェーデンに対し
て感謝の言葉を述べ、更に参加メンバー各国に対して本活動への更なる支援を求めました。
決議事項 16−03
総会は本報告書をTake Noteした。更に本総会は事務局に対して、次回第 23 回総会に
おいて、今次総会以降に発生する各種事案について報告するよう指示した。

議題 4．活動に関するビューロによる総括報告
議長 Thompson 氏より、最近に至るビューロにおける活動について報告がありました。その後、以下の
各企画開発分野（PDA）の活動について担当の副議長ならびに専門家より報告がありました。
【国際貿易手続 PDA】
●

勧告第１号「国連レイアウトキイ」改訂プロジェクト
（日本から提案）

●

勧告第 36 号「シングルウィンドウ相互運用性」プロジェクト

●

勧告「貿易・輸送貿易円滑化モニタリング手法（新規プロジェクト）

●

貿易円滑化におけるGENDERプロジェクト
（検討中）

●

シングルウィンドウシステムの災害復旧プロジェクト
（検討中）

●

シングルウィンドウ及びその自己評価モデルに関するキイとなる用語集（検討中）

【サプライチェーンPDA】
「Remittance Advice」改訂プロジェクト

●

「Purchase Order Financing」プロジェクト

●

「トレードファイナンスとサプライチェーンファイナンスの貿易円滑化への統合に関する背景調査」

●

プロジェクト
「サプライチェーン参照データモデル」プロジェクト

●
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「国際標準を活用した公的調達についての研究」プロジェクト

●

「マルチモーダル輸送」プロジェクト

●

「積載コンテナ別総重量」プロジェクト

●

【行政 PDA】
「Ensuring Legally signiﬁcant trusted trans-boundary electronic interaction」プロジェクト

●

「国境をまたがった廃棄物の移送」プロジェクト

●

「Journal Book」プロジェクト

●

「サイバーセキュリティ」プロジェクト
（検討中）

●

【産業分野特化 PDA】
●

農水産業ドメインの活動

●

旅行・観光ドメインの活動

等

【手法及び技術 PDA】
「ライブラリーレビュー」プロジェクト

●

「準拠（Conformance）」プロジェクト

●

「新技術に関する国連 CEFACTの役割」 等

●

更に議長より以下の開催予定について説明がありました。
●

第 27 回国連 CEFACTフォーラム：2016 年 4月25日〜 29日
（5日間）
開催場所：国連欧州本部 ジュネーブ・スイス

●

第 28 回国連 CEFACTフォーラム：2016 年 9月26日〜 30日
（5日間）
開催場所：バンコック・タイ UNESCAP 主催

決議事項 16−04
総会は本報告書をTake Noteした。更に本総会は事務局に対して、次回第 23 回総会に
おいて、今次総会以降に発生する各種事案について報告するよう指示した。

議題 5．地域ラポータ活動報告
アフリカ地 区ラポータのIbrahima N.E.Diagne 氏（ セネガル ）よりAAEC（African Alliance for
e-Commerce）の活動等について報告がありました。
また、アジア・太平洋地域のラポータであるJASTPRO 石垣業務部業務一部長より、2015 年以降の
活動として、AFACT（貿易円滑化と電子ビジネスのためのアジア太平洋協議会）のPlenary（2015 年 12
月開催）の概要を中心に報告しました。更にDiagne 氏を仲介に、2015 年 9月開催のAAEC 会合（コンゴ
共和国）にJASTPROシニアアドバイザーが参画したこと、Diagne 氏を2016 年 2月に開催したJASTPRO
セミナーに招致し、そのプレゼンテーション概要は来たる2016 年 5月に浜松市で開催予定のAFACT 中間
会合において当方より報告予定であること等、両ラポータ間の友好的・効果的な協力関係について報告し
ました。
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決議事項 16−05
総会は両ラポータの報告をTake Noteした。また、総会は次回第 23 回の総会に於いても
それぞれ同様に報告するよう指示した。

議題 6．その他のUNECE 下の組織ならびに国連 CEFACTに関係する他の標準化組織の活動
UNECE：行政協力・標準政策作業グループ
（WP.6）
、UNECE：農業品質標準作業グループ
（WP.7）
、
UNECE：輸送に影響を与える税関による質問作業グループ（WP.30）
、及び ITC、UNCTADの各組織
を代表して担当者から、国連 CEFACTとの良好な協力関係が持続していること、並びに、今後の協調
可能な分野についてのコメントがそれぞれありました。
議題 7．勧告ならびに標準
a. ECE 勧告案「貿易円滑化におけるPPP」
（承認事項）
当初、当該勧告案を決議案件として予定していましたが、公開レビューのあと、UNECE 事務局より
本質にかかわる追加コメントが付加されたことを受け、議長より本勧告をより的確な成果物とするため、
再度公開レビューを経たうえで会期間総会承認にするとの説明がありました。
決議事項 16−06
総会はドラフトについてNoteし、
（最終ドラフトが）総会間承認として提案されることを承認
した。
b. 勧告（留意事項）
事務局より以下 2 つの勧告について報告がありました。
●

ECE 勧告第 4 号「各国貿易円滑化組織」改訂版（ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/6）
2015 年 12月15日、会期間総会にて承認された。

●

ECE 勧告第 40 号「コンサルテーションアプローチ」
（ECE/TRADE/423）
前回第 21 回総会にて承認済。その際、オランダ、米国代表団よりの提起に基づき国連 CEFACT
事務局にて変更が施された。

c. 標準（留意事項）
事務局より、国連 ECE 勧告及び標準等開発・保守された成果物（UN/EDIFACT D.15Aおよび
D.15B、UN/LOCODE 2015-1および 2015-2、コア構成要素ライブラリー D.15Aおよび D.15B、国連
CEFACT XMLスキーマライブラリー D.15Aおよび D.15B、国際貿易に利用される容積単位（勧告第
20 号）について報告がありました。
決議事項 16−07
総会は事務局より報告のあった最新の標準についてTake Noteし、今後も定期的に報告
するよう要請した。
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d. その他関連事項
（1）事 務局より、新しいタイプの国 連 CEFACTの成 果 物として高 位 者に対するガイド（Executive
Guide）の事例について紹介があり、スウェーデンの出席者から同 Guideを評価する旨のコメントがあ
りました。
決議事項 16−08
総会はExecutive Guideの事例をNoteし、他の国連 CEFACTの成果物のためのExecutive
Guideの開発を歓迎することとした。
（2）事務局より、2015 年 4月に開催した第一回 UN/LOCODEコンファレンスの内容の報告に加え、2016
年 4月に第二回同コンファレンスの開催について説明がありました。第一回会合における成果をもとに、
UN/LOCODE Focal Pointの役割に関するTerms of Referenceを作成した一方、未だFocal
Pointを設定していない国があり、参加メンバー各国のうち未設定の国は設定するようとの要望がありま
した。ちなみに現在、日本を含む28ヵ国が政府の承認を得てFocal Point が設定されています。
決議事項 16−09
総会は事務局の報告をTake Noteし、次週に予定される第二回コンファレンスの結果を
第 23 回総会に報告するよう事務局に要請した。

議題 8．国連 CEFACTの規約等の改正
（1）国連 CEFACTビューロ選任手続案（決議事項）
事務局より、本手続について、前回第 21 回総会にて承認され、更にコメントを反映させたものである
との説明がありました。
再選可能回数が今回 1 回のみとされていることに配慮し、本手続がどの時点を起算時として有効とさ
れるかとの質問が出され、2017 年の次回総会における全副議長改選の時点を起算時とすることが確認
されました。
決議事項 16−10
総会は、本ドキュメントが 2017 年の改選時から有効となり、従って、再選回数の制限はその
時点から起算するとの理解の下に、総会において指摘のあった小修整を反映した文案を承
認した。
（2）その他の議案書（留意事項）
以下の規約は、前回第 21 回総会にて選任された新ビューロ議長の指示の下、これまで運用にて対
応されてきた諸手続きを文書化し、明確化、透明性を増強するものです。
●

国連 CEFACTの成果物に関する高位者のためのガイド

●

プロジェクトレビューとサポート規約
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●

ドメインおよびドメインコーディネーター規約

●

他の組織とのLiaisonの規約

●

国連 CEFACTコミュニケーションチームの規約

●

UN/LOCODE Focal Pointの規約

●

公開開発手続きに関する規約

日本代表団による、パラグラフ16の成果物の定義の明確化の示唆について担当の副議長より、興味
のある代表団との間で協議し、本手続が改訂される際に補足として付記されることが確認されました。
本件は菅又久直 JEC 運営委員会委員長より運営委員会にて指摘いただいたことに基づいて当方より発
言したもので、国連 CEFACTの手法・技術 PDAの適当な場にて議論いただくことを予定しています。
決議事項 16−11
総会は、提示されたドキュメントをNoteし、今後更に明確にし、その手続きを整理し、国連
CEFACTとその活動の可視化向上のため、必要に応じて、開発および更新することをビュー
ロに要請した。

議題 9．貿易円滑化と電子ビジネスの支援に関する将来の挑戦
事務局より、「国連 CEFACTとSDGs：持続的な開発のための貿易円滑化と電子ビジネスのポテン
シャルへの取り組み」と題する発刊物について、また、ゴール14「持続可能な開発のために海洋・海洋資
源を保全し、持続可能な形で利用する」ならびにバックグランド資料「世界に食糧を供給するための貿易円
滑化」について説明がありました。
決議事項 16−12
総会は、提示されたドキュメントをNoteし、SDGsとその関連課題に対する国連 CEFACT
の貢献について、事務局が引き続き分析することを要請した。
（例：開発のためのファイナンシングに関するアジスアベバアクション アジェンダ）

議題 10．国連 CEFACT が目指す方向性（決議事項）
本議案に関して議長より以下の説明がありました。
『本ドキュメントは、国連 CEFACTの使命をサポートする鍵となる活動の戦略的な枠組みを記載するも
ので、現行の「国連 CEFACTの活動に関する戦略的枠組み」を置き換えるものである。』
現行の「国連 CEFACTの活動に関する戦略的枠組み」は2 年毎に策定される国連 CEFACTの活動
計画の基礎となるもので、第 21 回総会（2015 年 2月開催）において承認されたものです。今回の内容は
概ね趣旨に大きな変更はありませんが数点、議長及びビューロの意向が強調されたと思われる箇所が見ら
れ、その点について以下を含めて総会で質疑が行われました。
オランダ代表団より国連 CEFACT が目指す「セマンティックハブ」との表現について質問があり、それに
対して「複数のノードに対する結び目」の文字通りで、国連 CEFACTの成果物がサプライチェーン上の全
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てのデータの意味情報の中核となることを意味すること、更に重要なことは国連 CEFACTの中で開発され
た成果物のみでなく、他の組織とのコラボレーションを意味するとの説明がなされました。更に、議長より、
IEC，ISO，ITCとECEとが締結した覚書（MoU）において、国連 CEFACTはセマンティックについての
標準化の担当と認識されているとの説明があった。
ドイツ代表団より、国連 CEFACT が参照データモデルを開発し、電子メッセージにおけるセマンティック
ハブとしての役割を強化するべきとの発言がありました。
決議事項 16−13
総会は、国連 CEFACT 2017−2018 活動計画に参照データモデルの開発を織り込むことに
合意した。
決議事項 16−14
総会は、
（総会にて指摘のあった）小修整を反映したドキュメントを承認した。
決議事項 16−15
総会は、2017 年の国連 CEFACT 総会に、国連 CEFACT 2017-2018 活動計画案の提出
を要請した。

議題 11．その他
中国代表団より、WTO TFAを批准し2016 年 3月に貿易円滑化組織を設立したこと、国連 CEFACT
標準に準拠した国内標準を発行したこと、更にローカルでの標準のハーモナイゼーションと適用、中国語
への翻訳等を進めていること等報告されました。
ECE 事務局より、中国代表団の希望があれば、成果物の非公式な中国語訳としてECEのWeb サイト
に掲載する旨提案した。これは他の各国言語での標準を翻訳したものについても含まれるとのコメントがあり
ました。
決議事項 16−16
総会は、事務局の協力を得、ビューロが、メンバー各国や国際組織から情報を得た上で、
国連 CEFACTの成果物が如何に活用されているかの報告書を次回総会に向けて作成する
よう要請した。

議題 12．決議議案及び第 22 回総会の議事録草案（承認事項）
決議事項 16−17
総会は、議事録案を承認した。
以上
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記事３. 第27回国連CEFACTフォーラム

報告書

2016 年 4月25日
（月）
〜 29日
（金） 於：国連欧州本部 ジュネーブ・スイス

（オープニングセッションの会場風景）

1．会議の概要
1.1 会

期

1.2 会議場

2016 年 4月25日
（月）
〜 29日
（金）
国連欧州本部（ジュネーブ・スイス）

1.3 参加者
＜全体参加者数（登録ベース）
：144 名＞
今次会合参加者は、前回フォーラム
（2015 年 11月マルセイユ・フランス）の130 名、また、前々回（2015
年 4月ジュネーブ・スイス）の130 名と比較し、若干の増となりました。
＜参加国数：30 ヶ国＞
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、ノルウェー、ウクライナ、米国、セネガル、ナイジェリア、モロッコ、日本、タイ、韓国、中国、
ベルギー、フィリピン、トルコ、ロシア、カナダ、ベトナム、インド、エストニア、アフガニスタン
（参加国数は、前回、国連欧州本部で開催した第 25 回フォーラムと同程度でした。）
＜国際組織＞
GS1、WCO、IATA、ISO、ITC、IMO、FIATA、EEC 等が、また、その他 国 連の組 織として
ECE、UNCTAD、OECD がそれぞれ参加しました。
1.4 ビューロメンバーの参加
国連 CEFACTビューロ議長並びに各企画開発分野（以下 PDA）
を総括する副議長 6 名全員が出席し
ました。
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1.5 日本からの参加者
前回フォーラムと同数の以下 6 名が参加しました。（敬称略）
椿

弘次（早稲田大学

名誉教授）

鈴木

耀夫（NPO 法人観光情報流通機構：旅行ドメイン）

堀田

和雄（

遠城

秀和（NTTデータシステム技術（株）
：品質評価コーディネーター）

菅又

久直（国連 CEFACT日本委員会・サプライチェーン情報基盤研究会）

石垣

充 （日本貿易関係手続簡易化協会）

同

）

2．今回のフォーラムにおけるトピック
【トピック1】『ビューロ体制の再編』
第 21 回国連 CEFACT 総会（2015 年 2月）において当時ビューロ副議長であったLance Thompson 氏が
ビューロ議長に選任され、副議長が 1ポスト不在となり、その後、新議長と残り5 名の副議長によるビューロ
体制で運用してきましたが、やはりリソース不足は否めず、2016 年 4月21日に開催されました第 22 回国連
CEFACT 総会において、副議長 1 名枠に対する選挙が行われ、Sue Probert 氏（英国）が選任されました。
この補充により、
同氏の専門分野であるTransport & Logistics 並びにUN/EDIFACTの知見を考慮し、
これまでの国連 CEFACTの5 つの企画開発分野（PDA）を以下のとおり6 つに再編することが、総会の翌
週、国連欧州本部で開催された第 27 回国連 CEFACTフォーラム最終日
（4月29日）にビューロ議長より公表
されました。これは、これまでかなりの広範囲な分野で多くのドメインを抱えていた「サプライチェーンPDA」に
ついて、Buy Ship Payモデルから「Buy/Pay PDA」と「Ship PDA」の二つに分けて平準化を図ることに
なっています。更に、「Methodology + Technology PDA」に置かれていた一部ドメインが「Ship PDA」
に移設されました。
（新体制図）
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（参考：これまでの体制図）

【トピック2】 小会議
（ミニコンファレンス）
のフォーラム期間中の開催
今回のフォーラムでは、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、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、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3 つです。
（1）貿易・輸送円滑化モニタリングメカニズム
（Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanisms（TTFMM））
主催ドメイン：国際貿易手続ドメイン
（ITPD）
（2）情報管理に基づく持続的な漁業管理（FLUX）
（Sustainable ﬁshery management through information management（FLUX））
主催：農水産分野ドメイン
（Agriculture Domain）
（3）航海安全規則（Ship Safety and Security Regulations）
主催：輸送＆ロジスティクスドメイン
（Transport & Logistics Domain ）
（ジュ
また、ミニコンファレンスとは銘打っていませんが、2015 年 4月開催の第 25 回国連 CEFACTフォーラム
ネーブ・スイス）の 第 1 回 UN/LOCODEコンファレンスに続き、UNECEの 主 催による『 第 二 回 UN/
LOCODE コンファレンス』がフォーラム期間中に開催され UN/LOCODEの運営体制の見直し等重要な議
論が展開されました。
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3．各企画開発分野
（PDA）
の活動状況
5 つのPDAの活動状況について報告します。
なお、本フォーラムにおけるプレゼンテーションの資料等は以下のURL から参照できます。
http://www.unece.org/index.php?id=40406#/
3.1 【国際貿易手続
（ITP）』PDA
3.1.1 担当副議長 : Estelle Igwe 氏
（ナイジェリア）
以下は本 PDAの下に構成されている4 つのドメインと各ドメインコーディネータ
（以下 DC）です。
【国際貿易手続きドメイン
（ITPD）】
Paloma Bernal Turns 氏（スペイン）
【シングルウィンドウドメイン】
Andrea Fehr Hampton 氏（英国）
【貿易円滑化導入ガイド
（TFIG）フォーカルポイント】
Jari Salo 氏（フィンランド）
【WTO 貿易円滑化協定（TFA）関連のフォーカルポイント】
Khan Salehin 氏（UNECE）
3.1.2 各ドメインのトピック
3.1.2.1 国際貿易手続きドメイン
（ITPD）
【トピック１】
『新規勧告案

貿易円滑化における官民パートナーシップ

（The Recommendation on Public Private Partnership（以下 PPP）in Trade Facilitation）』
この勧告の趣旨は、PPPのモデルを貿易円滑化対応や、ファイナンスに関連した様々なリスクに適
用するというものです。
本勧告案は公開開発手続（ODP）に従って2015 年 4月に公開レビューを行い、得られたコメント
（コ
メントは我が国から発信したもののみでした。）を2015 年 11月の第 26 回国連 CEFACTフォーラム（マ
ルセイユ・フランス）にて審議し、その結果、最終案としてビューロに提出し承認を得ました。この結果、
2016 年 4月開催の第 22 回国連 CEFACT 総会にて承認を得て公開される予定でしたが、結果的に
は総会では参考情報としてのみ説明が行われ、改めて公開レビューを行ったあと、総会会期間承認
に付される総会決議となりました。これはプロジェクトとして提出した最終案が、国連 CEFACT 事務局
（UNECE）の事務的な校正にとどまらず、UNECEのPPP 担当の部署（UNIT）から大幅な変更を付
されたため、当該校正済みのドラフトを改めてITPDにて再確認する必要が認識されたためです。
今次第 27 回フォーラムのITPDのセッションには、本プロジェクトリーダのMaurice Diamond 氏は
出席しませんでしたが、本ドラフトについて特段の異議はでずこのまま再度の公開レビューに付されるこ
ととなりました。公開レビュー期間は60日ですのでそこで得られたあらたなコメントを反映した上で、総
会会期間承認（60日間）に付されるとして公開は早くても2016 年 10月頃と予想されます。
公開レビューの勧告案についての我が国としての対応は、次回国連 CEFACT 標準促進委員会
（略称 JUS）にて審議を行う予定です。
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【トピック2】
『新規プロジェクト：勧告

貿易・輸送円滑化モニタリングメカニズム

（Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanisms（TTFMM））』
2015 年末にUNESCAPよりプロジェクト提案がなされ、三カ国サポート
（国名は未確認）を経て新プ
ロジェクトとしてビューロの承認を得て正式の発足したものです。
TTFMMはUNESCAP が従来の貿易円滑化効果の計測手法と、それを支えるデータベースをも
とに各国が自国にあったカスタマイズを加えて、また、それを推進する組織体の設立も併せて主に開
発途上国に提案している手法で、ネパール、ブータン、バングラデシュにおいて導入済。UNESCAP
管轄地域以外にも展開する価値があるものとして国連 CEFACTの新規勧告の開発を提案しているも
のです。
ITPDのDCのコーディネーションにより4月25日午後、TTFMMの内容を説明する前述のミニコン
ファレンスが開催されました。また、その内容を踏まえて4月27日にITPDの専門家が参加して意見
交換を行いました。両方の会議とも、UNESCAPの担当者 Dr.Tengfei WangはInternetを介した
参加となり、参加者間で相互に充分な意志疎通が図れなかったことは残念です。
ITPDの会議ではGordon Crag 氏（英国）
より2 点の重要な指摘がありました。
① ODPの手順に沿って、まずプロジェクトリーダよりプロジェクト参加者募集の手続きを行い、その
上で正式なプロジェクト推進体制を構成し、最初の「要件収集（Requirement gathering」を
開始すべきであること。
② ITPD では過去、「Trade Facilitation Benchmarking」と題するガイドを、ITPDの前身であ
るInternational Trade Procedure Working Group（TBG15） により、UNECE、 国 連
CEFACT、WCO、世界銀行の協力を得て開発し、国連として発行したものの、残念ながら
それを推進する上でステークフォルダーより充分な支持を得られない現状があり、UNESCAPの
TTFMMの経験を合わせて、是非、本プロジェクトを成功させたいとのこと。
意見交換の結果、①について、4月27日のITPDの会合は事前会合（Informal Meeting）
とする
こと、並びに、UNESCAP 担当者はODPに基づいてCall for Participantsの手続きを進めることと
なりました。②についてはUNESCAP が招集する最初の正式なプロジェクト会議（電話会議）に先立
ち、既に検討した資料を相互に共有する作業に入ることを申し合わせました。席上当方から、2016
年 5月23日にアジア・太平洋貿易円滑化と電子ビジネス（AFACT）の中間会合を開催し、ITPD で
の審議内容をFeed backしAFACTメンバーの本プロジェクトへの参加を促す意向を伝えました。本
プロジェクトについては、自管 轄 地 域にて実 績を積んでいることを背 景にその原 型のまま国 連
CEFACTの勧告に展開すれば充分との感触を持つUNESCAPと、国連 CEFACTの場で同様な
活動の実績を織り込みたい専門家との間で、有効な連携・共同作業を進めるには、日本 Delegation
の果たすべき役割は重要であると認識しました。
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（参考）
UNESCAP のプレゼン資料よりTTFMM 勧告提案趣旨の基本部分を抜粋しました。

下の資料は国連が発行した「BENCH MARKING」ガイドの表紙です。
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【トピック3】 勧告第 1 号『国連レイアウトキイ』改訂プロジェクト
本勧告は1981 年の改訂の後、そのAddendumやガイドラインその他が公開され分かりづらくなっ
ていることから、それらを統合した改訂版を策定するというもので、ビューロの承認を得て2015 年 9月、
正式にプロジェクトが立ち上がりました。なお、本勧告で規定されたレイアウトキイは、世界各国で採
用されておりその仕様自体の変更は行いません。現在、改訂案の開発作業中です。
【トピック4】 貿易円滑化におけるGender 差別の是正
（Gender in Trade Facilitation）』
プロジェクト
2015 年 11月開催の前回フォーラムにて、Genderの不公平な扱いに伴い貿易円滑化の障害が発
生しているとの課題が DCにより提起されました。今次フォーラムでは勧告ではなくWhite Paperと位
置付けられるドキュメントを他の国連組織と連携して開発することとなりました。プロジェクトリーダはDC
のPaloma Burns 氏（スペイン）
、Editorは出席したDaniel SARR 氏（セネガル）が引き受けることと
なりました。本件は特に開発途上国では大きな課題と認識されているようで、アフリカ等開発途上国の
専門家には大変関心がもたれていました。White Paper 作成についても、プロジェクト提案書をビュー
ロに提出し承認を得る必要があります。現在その提案ドラフト作成中です。
また、本トピックに基づくミニコンファレンスを、次回第 28 回国連 CEFACTフォーラム
（バンコック・タイ）
にて開催することが予定されています。
3.1.2.2 【シングルウィンドウドメイン】
【トピック1】『勧告第 36 号 シングルウィンドウの相互運用性確立』
プロジェクト
本勧告第 36 号は、各国でそれぞれのニーズに即して開発されてきたシングルウィンドウについて、
国を跨り相互に接続する相互運用性の確立を目指すものです。プロジェクトに参加する専門家は、
2014 年度に以下 4 つのタスクに分かれそれぞれ検討を進めました。
・ビジネスニーズ
・意味情報（Semantics）の相互運用性
・ガバナンス環境
・リーガル環境
この検討結果及び 2015 年 2月に開催しましたワークショップにおける意見交換結果を踏まえ、2016
年夏に公開レビューにこぎつけるべく勧告案を作成中です。
【トピック2】 その他の提案途中のプロジェクト
以下の二つのプロジェクトの提案書が作成されているところです。
・シングルウィンドウ技術の用語（Glossary of Single Window Terminology）
・シングルウィンドウの運用に関するコアとなる原則（Core Principle of Operations for the
Single Windows）
3.1.2.3 【貿易円滑化導入ガイド
（TFIG）フォーカルポイント】
TFIG、は以下のURLにてアクセスでき、貿易円滑化導入のための国連 CEFACTの成果物につ
いて無料で利用できるガイドです。UNECEのWeb Site 上で提供されています。
http://tﬁg.unece.org/
DCのSalo 氏はTFIGの記載の変更追加の手続の文書化を進めています。
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3.2 ｢購買・精算
（BUY / PAY）｣ PDA
3.2.1 担当副議長

Raﬀelle FANTETTI 氏
（イタリア）

3.2.2 関係ドメインとそのコーディネータ
これまでの「Supply Chain」PDA の名称を今回のビューロ体制の再編に伴い改名し、傘下にあった
Transport and Logisticsドメインは新たに創設された「SHIP」PDAに移設されました。その結果、本
PDAの下に構成されているドメインは以下の4 つとなりました。
【Finance and Payment】
Liliana Fratini Passi 氏（イタリア）
【Procurement【調達】】
Jostein Fromyr 氏（ノルウェー）
【サプライチェーン管理】
Edmund Gray 氏（アイルランド）
3.2.3 Finance and Payment ドメイン
【トピック1】『改訂 Remittance Advice』
プロジェクト
日本提案の本プロジェクトは、前回フォーラム
（2015 年 11月）にて最終確認フェーズ
（Project Exit）
となっており、必要な関係情報項目（BIE）
も2015 年 12月には共通辞書（CCL）に登録され公開され
ています。今回は、登録し忘れた一部の情報項目（3 点のBBIE）を追加し、共通辞書 2016 年 A 版
に掲載することが決まりました。当状況に基づきビューロに対し、公開レビュー済の拡張版業務要件
定義書（BRS: Business Requirement Speciﬁcation）を国連 CEFACT Webより公開するようとの
提言がなされました。
【トピック2】『Purchase Order Financing Request』
プロジェクト
PO Financeとは、取引先への支払いにおいて取引の完結前に取引の支払いをカバーするための
融資を行うことで、Invoiceをベースにしたバリエーションです。本プロジェクトでは、ビジネス要求仕様
（BRS）
、要求仕様マッピング
（RSM）の策定と三つのメッセージ
（① PO Financing Request、② PO
Financing Request Technical Report、③ＰO Financing Request Business Status Report）
の設計を行います。
今次フォーラムにてプロジェクトリーダのFabio Sorrentino 氏（イタリア）のリードのもと、①に関するビ
ジネス要求仕様（BRS）の最終版の開発が終了し、次のBIE 導入を目指しています。
3.2.4 サプライチェーン管理ドメイン
【トピック1】『サプライチェーン参照データモデル』
本件は、ビジネスプロセスを基本とした共通辞書（コア構成要素 CCL）を使ったメッセージ構築法
（CCBDA: Core Component Business Document Assembly）のための参照データモデルを開発
するプロジェクトであり、日本、ドイツ、英国、米国のサポートにて開始されました。
受発注・出荷納入・請求支払で定義される各種メッセージを整合化し、プロセス間の情報連携を
スムーズにできるよう、SCRDM（Supply Chain Reference Model）を策定し、その実証が進められ
ています。
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モデルのドラフトについての内部レビューが行われ、合意が得られました。また、Transport &
Logisticsドメインとの合同会議も行われ、『マルチモーダル輸送参照モデル（MMT）』プロジェクトの
活動とも、相互にシナジー効果が得られるとの了解に達したとのことです。
【トピック2】『Cross Industry Scheduling 改訂』
プロジェクト
2015 年 11月の第 26 回 国 連 CEFACTフォーラムにて、日本より提 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）」につき、初めてのFace to Faceの会
議 が 行 われました。 本プロジェクトは、 欧 州 の 航 空 機 製 造 組 合（Boostaero International
Association）の提案により国連 CEFACT 標準となった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もので、国内および海外現地取引を対象にした自動車部品メーカーを
含む中小企業製造業の要望に応えるものです。
本プロジェクトはビューロによる暫定承認を得る状況でしたが、今回の総会およびフォーラム期間中
のロビイング活動により、オランダ
（花市場への応用）
、
ドイツ
（自動車業界との関連）
、イタリアのプロジェ
クト支援を得ることができたことによりプロジェクト承認の前提となる三カ国の支援の条件を満足し、正
式に「 参 加 者 募 集（Call for participants）」ならびに「 業 務 要 件 分 析フェーズ（Requirement
Gathering）」に進むこととなります。
3.3 ｢輸送
（SHIP）
｣ PDA
3.3.1 担当副議長

Sue Probert 氏
（英国）

3.3.2 関係ドメインとそのコーディネータ
Probert 氏が 2016 年 4月21日の第 22 回国連 CEFACT 総会にて副議長に選任されたことに伴い、
これまでの「サプライチェーン」PDAを分割し、「輸送（BUY/PAY）」PDA が創設され、同氏の専門
分野であるTransport& Logisticsドメインを移設したものです。またUN/EDIFACTの専門家でもある
ことから以下のドメインが傘下に置かれました。
【Transport and Logistics】
Rudolf Bauer 氏（オーストリア）
【UN/LOCODE】
UNECE 事務局
【バリデーション】
遠城 秀和 氏（日本）
3.3.3 【Transport and Logistics】
ドメイン
【トピック】『SOLAS Veriﬁed Gross Mass の新規 EDIFACTメッセージ
（VERMAS）』
プロジェクト
SOLAS（海上における人命の安全のための国際条約）条約の改訂案が 2016 年 7月1日に発効とな
ります。Shipperは、個々の海上コンテナンの重量証明の義務が課せられることとなり、SMDGより対
応する情報をShipper/Carrier/Terminal/Vesselと順次伝送されることを想定した新たなUN/
EDIFACTメッセージとして「VERMAS」を開発するプロジェクトです。新規プロジェクトとしてビューロ
の承認を得て、プロジェクト参加者募集（Call for Participants）が公表されました。
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3.3.4【UN/LOCODE】
UN/LOCODEの安定運用を目指した「第二回 UNLCODE Conference」が 2016 年 4月28日（木）
終日開催され、ビューロ副議長のSue Probert 氏が議長を務めました。

（会場での審議風景）
前回第 1 回 Conferenceは2015 年 4月に開催され、その際に、UN/LOCODEの利用促進と安定
運 用のため、Stakeholderにて構 成された支 援・アドバイスグループ（UN/LOCODE Advisory
Group）の設立が合意されました。今次の第二回には名称を「UNLOCODE Maintenance Group」と
され、その具体的な職能（ToR）が事務局より提示されました。
○ UNLOCDE 管理を行う事務局ならびに国連 CEFACTにアドバイス・支援を行うこと。
○ 国際貿易・輸送・新技術において利用される場所情報についての新しいビジネスニーズをモニター
すること。
○ UN/LOCODE

Focal Pointを支援すること。

○ UN/LOCODEの管理運用システムのリエンジニアリングを支援すること。
○ グループの参加はボランタリーベースであり、国連 CEFACTの専門家として登録すること。
○ 最低限 2 か月に1 回会合を開催すること。
会議出席者に対してグループ参加希望が募られ、以下がメンバーとして参画することなりました。
日本、タイ、ノルウエイ
（いずれもUN/LOCODE Focal Pont）
IHI, IMO, ECE, BIC（Bureau International des Containers et du Transport Intermodal）
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3.4 ｢行政｣ PDA
3.4.1

担当副議長 Tahseen A.Khan 氏
（インド）

3.4.2

関係ドメインとそのコーディネータ

【会計・監査】
Benoit Marchal 氏（フランス）
Eric Cohen 氏（米国）
【税関】
Tejo Kusuma 氏（WCO インドネシア）
【環境管理】
Norbert PFAFFINGER 氏（オーストリア）
【電子政府】
Eric Okimoto 氏（米国）
3.4.3

電子政府ドメイン

【トピック】 Cyber Security プロジェクト
Cyber Securityをテーマにワークショップが開催されました。
国連 CEFACT Cyber Security プロジェクトとして以下の分野を対象とすることとしました。
・重要性に関する認識向上を図ること。
・原則もしくはベストプラクティスの枠組みとガイドラインを作成すること。
・G2G、G2Bの情報交信の拡大と知識を共有すること。
また、プロジェクトとしての次のステップ：
・プロジェクトとして焦点をあてる分野とトピックを確定すること。
・プロジェクトProposalの策定
3.5 ｢産業別特化｣ PDA
3.5.1

担当副議長 Harm-Jan Van Burg 氏
（オランダ）

3.5.2

関係ドメインとそのコーディネータ

【農水林 Agriculture】
Frans Van Diepen 氏（オランダ）
【保険 Insurance】
Andreas SCHULTS 氏（ドイツ）
【旅行・観光】
鈴木 耀夫 氏（日本）
【エネルギー Utility】
Cornelis（Kees）Sparreboom 氏（オランダ）
阪口 信吾 氏（日本

欠席）
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3.5.3 Agriculture（農業・水産業・食の安全等の分野）
ドメイン
【トピック１】『国連 CEFACTで開発したAgricultureに関するメッセージの導入に関するHand Book
（Implementing UN/CEFACT e-Business Standards in Agricultural Trade）』
同ハンドブックが完成し、UNECEのWeb Siteに公開されました。
http://www.unece.org/index.php?id=42602&L=0
【トピック2】 進行中のプロジェクト
○『Fresh Crop Data Exchange Project

生鮮作物流通関連データ交換（eCROP）』

栽培業者、オークション、輸出者、輸入者、リテーラー、証明書発行者、植物検疫所間の情報
連携を意図したものでオランダから提案されました。
2016 年中にビジネス要求仕様（BRS）を作成する予定です。
○『漁獲トレーサビリティー（FLUX）プロジェクト』
2016 年中に最終版を公開する予定です。
○『Track and Tracing（TT）animals and ﬁshプロジェクト』
Plant 及び Plant Productsにも本 TTの対象として拡張することとなり、ビジネス要求仕様（BRS）
を開発中です。
○その他
eCERT 動植物検疫情報、eLabs 検査結果情報、RASFF 飼料・食糧緊急警戒情報

等

3.5.4 旅行・観光 ドメイン
【トピック】『小規模宿泊施設
（SLH）Small scaled Lodging House 関連プロジェクトその他』
今次フォーラムには同ドメインのメンバーとして鈴木耀夫リーダならびに堀田和雄氏の2 名が日本から参
加し、現在のプロジェクトの進捗状況ならびに今後の展開について整理を行いました。特に展望につい
てはEmerging Tourism Market として整理を行い、これを基に出席をしている多くの関係者と意見
交換を行いました。そして観光旅行業界の知見と関心が大きくあるThompson 議長とVan Burg 副議
長とは、欧米やアジアでの現状とその課題点について意見交換を行う中で、我が国のそれとも共通性
が存在していることが確認でき、又今後の展望では当ドメインの整理の仕方について基本的な賛同を得
ることができました。この整理内容を踏まえて欧州の業界のリーダとの接点を広げていくことへの支援や、
関係者を引き入れてのドメインの検討を前進させていくことに力強い応援も得ることができました。
下記の諸点については確認されています。
・SLHプロジェクトは既にメンテナンスフェーズに移行していること。
・AFACT 6ヵ国によるSLH パイロットプロジェクト第二ステージを進めているが、この進行状況と課
題点等の整理は本年 5月に開催される浜松でのAFACT 会議で行われること。
・DTI（地域観光情報）プロジェクトは、リーダの都合で若干工程に遅れが生じていること。

̶ 31 ̶

J AS T P RO

Emerging Tourism Marketとしての整理した内容
3.6 ｢手法及び技術｣ PDA
3.6.1 担当副議長 Anders GRANGARD 氏
（スウェーデン）
3.6.2 関係ドメインとそのコーディネータ
これまでは、本 PDA 傘下にあえてドメインを分けて設定せずに運営してきましたが、新ビューロ議長の
もと、以下の4 つのドメインを設けることとなりました。
【Speciﬁcation】
CristianHuemer 氏（オーストリア）
【Syntax】
Gait BOXMAN 氏（オランダ）
【Library Maintenance】
Mary Kay BLANTZ 氏（米国）
【トピック】 Library Review Project
本フォーラムでは、共通辞書（CCL）が Excel 形式で、Computer readableでもなく、人目による理解も
容 易ではないとの認 識から、新たな共 通 辞 書 公 開フォーマット定 義プロジェクトが提 案されました。
Computer 用にはXML4CCTSを使い、人目にはHTMLを採用しようとするものです。なお、本プロジェクト
を進めるためには、少なくとも二つ以上のツールによるサポートと実証を必要とすることが条件になっています。

4. 次回以降の国連 CEFACTフォーラム開催予定
第 28 回フォーラム
開催時期：2016 年 9月26日
（月）〜 30日
（金）
開催場所：UNESCAP 本部

バンコック・タイ
以上
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記事４. 国連CEFACTからのお知らせ

4-1 17 May 2016:
Following the approval of the project Trade and Transport Facilitation Monitoring
Mechanisms（TTFMM）this is to announce a call for participation. Relevant experts and
interested parties are invited to join the project team that will work collaboratively to develop
the Recommendation over the next six to eight months, mainly through conference calls and
other electronic means. For more information, please contact the Project Leader Somnuk
KERETHO, Lead Editor Tengfei WANG and Editor Paloma BERNAL TURNES.

2016 年 5月17日
『貿易及び輸送円滑化モニタリングメカニズム
（TTFMM）』
プロジェクトが承認されましたので、プロジェクト
への参加募集をします。専門家の方々、ご興味のある方々は、プロジェクトチームへの参加を歓迎し、プロ
ジェクトは向こう6 か月〜８か月かけ、Web 会議にて行うことを基本とし国連 ECE 勧告として開発する作業に
一緒に参加いただきます。更なる詳細はプロジェクトリーダーの Somnuk KERETHO 氏、エディターの
Tengfei WANG 氏、Paloma BERNAL TURNES 氏宛てコンタクト願います。

4-2 02 May 2016:
The UN/CEFACT Schema library version D.16A has been approved and is now available
along with the validation report and release notes.

2016 年 5月2日
国連 CEFATスキーマライブラリー・バージョンD.16A が承認され、Validationレポート並びにリリースノート
と合わせて公示されています。

4-3 02 May 2016:
The UN/CEFACT Bureau has approved the publication of the Core Component Library 16A.

2016 年 5月2日
国連 CEFATビューロはコア構成要素ライブラリー
（CCL）
１６Ａの公開を承認しました。
以上
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