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記事１.  貿易の実務と理論（23）

早稲田大学名誉教授　椿  弘次

はじめに：信用状決済と保険書類など
信用状に基づき呈示を求められる書類は、前号までの「商業送り状」、「運送書類」の他に、「保険書類」、

その他「原産地証明書」、「包装明細書」などの各種証明書がある。今号では、信用状に基づく「保険書類」
以下の書類のUCP, ISBP上の要件を検討したい。その際、保険書類の呈示は、取引条件がCIF, CIPに
よるときに求められるものであり、その他の書類は、買主が契約履行の証明を売主に求め、かつ輸入国の通
関規則の遵守などの必要に応じるために、一般的に呈示を求められるものであることに留意する必要がある。
まず、CIF, CIP規則に基づく売買契約の義務の履行としての、保険契約の手配について、説明しておき

たい。その関連で、これら2条件以外で、売主が保険契約の手配をする場合として、C&Iと略称される取
引条件に付いて言及しておきたい。

貨物保険契約の手配は、売主により、輸出地で行われるが、貨物保険のクレームの処理は輸入地におい
て行われる。このため、クレーム処理の便にも注意する必要がある。本稿では、これらを順次、検討したい。

１．CIF, CIP規則に基づく、売主の貨物保険手配義務
Incoterms© 2010CIF規則　売主の義務A3（b）は、売主の貨物保険契約の手配につき、概要以下のよ

うな点を定めている（これは、基本的にCIP規則とも共通しているので、CIP規則との相違点は、簡略に説
明したい）。

保険条件は、ロンドンの協会貨物約款（ロイズ市場協会（LMA=Lloyd's Market Association）/ロンドン
国際保険業者協会（IUA=International Underwriting Association of London））が規定する（C）約款
またはそれと同種の約款により規定されている最低限の補償範囲を充たすものでなければならない。

実務では、保険条件は、商品の種類と運送経路・手段に基づき、売買当事者による協議を経て定められ
る。したがって、通常、最低限の補償範囲を超える保険条件が取り決められることが製品（コンテナ貨物）の
貿易の場合には多いので、Incotermsの規定は、売買当事者間における保険料の負担の原則を定めたも
のとして重要になる。すなわち、（C）条件より補償範囲が広い（B）あるいは（A）条件を取り決めたとき、後者
の保険料の差額を原則通りに、買主が負担すると取り決めるべきことを定めている（前記CIF規則売主の義
務A3（b）項第二段落）。これは、協会戦争保険および協会ストライキ約款もしくはそれと同種の約款による補
償範囲の追加にも妥当する。
この義務には、保険業者または保険会社が信頼のおける者であり、運送品に被保険利益を取得する買

主その他の者に、直接、保険金請求できる権利を与えるものでなければならないという要件が加わる。この
点は、信用状発行銀行の立場から見ても、当然のことであり、供与する金融の担保として、重要な条件で
ある1。したがって、CIF, CIP規則に基づく売主は、いわゆる信用のおける一流の保険業者または保険会社
と保険契約すべきである。具体的には、外国為替銀行のコルレス契約網に似た、世界的に（具体的には仕

1　 CFR, CPTなどの輸入者が保険手配をする規則の場合には、信用を供与する銀行は、開設依頼人である買主が十分な貨物保険
の手配をしていることを確認しなければならないだろう。

◇連載◇
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向地に）クレーム処理担当の提携会社あるいは代理店を有している保険会社または保険業者を選んで、売
主は貨物保険を手配しなければならない。

保険金額は、少なくともインボイスの110％を保険価額とし、全部保険（すなわち、保険価額＝保険金額）と
して手配するのが原則である（前記CIF規則　売主の義務A3（b）第三段落）。しかし、これを超えてはなら
ないということではない。言い換えれば、110％を超える保険金額が記載されていることを理由に、保険証券
の受理を銀行は拒否できないということである（UCP Art.28, f（ii）参照）。買主から見れば、仕向け地到着
の暁に評価される実損害額が十分に保険填補（full coverで全部保険となること）されることが重要であるの
で、インボイス金額の110％を超える保険評価額を定め、全部保険として評価額＝保険金額となる保険手配
を売主に依頼することは自由である2。なお、保険金額の表示は、商業送り状に表示の通貨で行われるべき
である（UCP Art.28 f項iiの第三段落参照）。

C＆I条件は、従来からIncotermsに規定される条件や規則ではなく、取引実務上の便宜的な呼称であり、
FOB条件において、貨物保険契約の手配を売主が進んで引き受けることを申し出る、あるいは買主から依
頼される場合に、C&Iと略称された。かつて、貿易貨物の保険を自国の保険会社に契約することを奨励し
た国（すなわち、自国保険主義の国）から、FOB条件で輸出契約しながら、売主が進んで保険契約の手配
を引き受けることにしたことがある。また、保険契約に必要な運送情報および貨物に関する情報を、売主が
相対的に多く持っているため、貨物保険契約の確定に便利だったとの事情の下に、この呼称が使用された
と言われる3。この場合には、原則的にFOB規則に基づく売買条件と解される。

近年、輸入者が特定の国際定期貨物運送会社（とりわけ、mega-carrierと呼ばれる大手海運会社）との
間で、運送賃に関して年間を通じてサービス・コントラクト（SC）を結び、コンテナ貨物の国際運送契約にお
いて、運送賃の支払いについて包括的決済（freight credit agreement）を取り決めることが見られる。こ
のため、CIF, CIP規則で売買契約をしながら、買主がこの取り決めにより、運送契約の相手方を売主に指
名し（あるいは指名しなくとも、運送賃後払い（freight collect）がその取り決め上できる運送人を売主が選択
したため）、商業送り状の上では運送賃が控除される。その結果、請求額のみから見ればC&Iになる。

以上のいずれにしても、信用状付き決済における保険書類の要件に影響を与えるものではない。
保険区間（duration of risk）は、貨物運送保険として、契約品が運送状態（in transit）にある全区間を

カバーするものでなければならない。自ずと、運送書類に定める運送区間と同じになるか、その前後の区間
を含むことになろう。現実には、ロンドン協会貨物約款（2009）第8条（輸送条項＝Transit Clause）１項により、
基本的に、運送状態が倉庫間移動として把握されている（すなわち、̶ moved in the warehouse or at 
the place of storage for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle 
or other conveyance for the commencement of transitと規定し、直ちに運送するために倉庫に搬入さ
れるときから保険責任開始となる）。運送区間を出荷地、仕向地をもって正確に示せば、呈示書類として問
題になることはない。CIF規則では、本船船積みまでは売主の危険負担のために、売主手配の貨物保険
は利用でき、それ以後はFOB Attachment、すなわち積込み以後に貨物保険は危険開始となるとの条項

2　 しかし、インボイス金額に比してあまりに高率の保険金額の保険を売主に手配するように求めるのが妥当かどうかは、慎重に判断しな
ければならない。なぜなら、その後の取引の価格交渉において、売主から高めの販売価格が提案される恐れが生じるからである。
したがって、買主の期待利益が大きいときは、別途、買主自身が増し値保険を手配するのが、取引上は得策になる。この保険の書
類は、当然のことながら、呈示書類に含めない（ISBP K16参照）。

3　 浜谷源蔵『最新貿易実務』同文舘、2008年、p.57参照。
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に従う。この点が、CIP規則による売買契約では倉庫からの出荷から危険開始となり、CIF規則の場合と異
なる。ただし、運送開始時点ですでに有効な貨物保険契約が締結されて有効になっていることが重要で、
運送書類の日付と貨物保険契約の保険責任開始日が同じか、貨物保険証券の発行日が運送書類の日付に
先立つことに留意すべきである（UCP Art.28 e項）。運送人側の事情により運送の打ち切りがあり、保険契
約が終了するとしても（先日の韓進海運の事例のように、前述のロンドン協会貨物約款第9条の適用を受ける
が）、信用状の当事者である銀行が直接関与する問題ではない4。

遡及保険（保険契約締結日が、出荷あるいは船積みの日より遅い場合でも、被保険者が損害発生の事実
を知らず、損害発生以前に被保険利益を取得していなくとも、保険者に対し保険金請求ができる）に関連して、
ISBP K10（ｂ）は、「船積日より遅い発行日を（保険書類が）示しているときは、保険書類は補償（coverage）
が船積日よりも遅くない日から有効である旨を、追記または注記によって、明確に示すべきである、と定めている。
この点は、遡及約款（lost or not lost clause）入りの保険証券の有効性を認める英国海上保険法MIA第
6条1項および協会貨物約款（A）第11条2項を参照されたい。UCP 600に準拠する信用状取引では、なお、
付加危険、特約などにつき「追記または注記」を必要としていることに注目すべきである（UCP Art.28 g 項お
よび h 項参照）。ただし、洋上転売（sale of cargo afl oat）が行われるような場合を除いて、今日の情報環
境を考慮すれば、個品運送貨物のCIF, CIP売主が、遡及保険を手配する必要はほとんどないであろう。

2. 信用状に基づく保険書類の呈示
この呈示に関して、発行銀行は信用状の開設依頼人である買主の依頼書により、例えば、以下のような

指示を、売主である受益者に対しておこなうのが、標準的である。ISBP K22（銀行は一般保険条件を点検
しないとする）に照らし、特約事項、注記（notation）をこの指示に加えても、それ以外の事項を呈示される
保険書類の記載条件とすることは、開設依頼人として控えるべきだろう。

Required Documents （or Drafts to be accompanied by）；―――
Marine Insurance Policy or Certifi cate of Insurance in duplicate, endorsed in blank for the 
amount of 110%/______of the invoice value, covering Institute Cargo Clauses （A） or （all 
risks）1/1/09, Institute War Clauses（Cargo）1/1/09, and Institute Strikes Clauses（Cargo）
1/1/09.

UCP Art.28ならびにISBP K段は、保険書類の呈示に関し、詳細な規定を置いている。保険者または
保険会社、担保条件、担保区間、担保金額、保険書類の日付のそれぞれについては売買契約に関連し
て既に言及したので、以下では、保険証券と保険承認状、保険書類の通数、保険書類の譲渡、小損害
免責、付加危険などを説明しておきたい。

国際的に運送される貨物の保険は、保険者または保険会社間の再保険の取り決めもあり、担保約款、
保険証券（Marine Policy）の様式などは国際的にほぼ統一されている。その統一の機能は、ロンドン市場

4　 指定銀行に書類が呈示された時、信用状条件を充足する呈示であると書類の外観上判断されれば、銀行は信用状条件に従い、
オナーしなければならない。なお、CIP、CPT規則の場合には、売買当事者間における契約品に関する物理的損傷の負担の仕
切りを本船船積ではなく、運送人に対する出荷（delivering the goods by handing them over to the carrier）においている

（Incoterms© 2010 CIP売主の義務 A4参照）。UCPの邦訳文は、shipmentを船積に限定しない方が良いだろう。特に、複合
一貫運送を選び、CIP, CPT, FCAの各規則による売買契約とするときはこのことに留意すべきだろう。
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（LMAおよびIUA）に委ねられ、ロンドン協会貨物約款（Institute Cargo Clauses）に代表されている5。
これに倣い、国際貿易の貨物保険証券は、ほとんどの場合、保険責任および損害填補の処理の原則は、

ロンドン市場の法と慣習に準拠する旨を定める約款（英法準拠約款）を含んでいる。また、CIF, CIP規則に
おいても、そのような保険証券の提供を売主に義務付けている（例えば、CIP規則売主の義務A3（b）第5
段落参照）。貨物保険証券は、保険者である発行者またはその代理人による署名がなされ、直接、保険金
を保険者に対して請求できる権利を買主その他の者に与えるものでなければならない。したがって、名称は
必ずしも保険証券（Policy）に限定されず、保険承認状（Certifi cate of Insurance）6または確定通知書

（Declaration）でも可とされる（UCP Art.28 d項、a項）。これは、継続的な包括予定保険（Open Cover, 
Open Policy）契約に基づき、一件の出荷分ごとに発行され、保険契約書に代るものである。この場合、信
用状が保険承認状を呈示書類として指定していても、それに代えて保険証券を呈示することはいわゆるディ
スクレに該当しない（UCP Art.28 d項）。保険証券という名称自体が、保険契約とその内容（terms and 
conditions）の具備を含意しているからである7。ただし、（英国では被保険者の代理人とされる）保険ブロー
カーや代理店などが、契約の交渉メモ、確認のために用いる書類（Cover Note, Contract Slipなど）は、
呈示書類に該当しない（UCP Art.28 c項）。

航空貨物の保険の場合、運送人が手配している包括保険（All Risks条件）の適用を望む荷主が、航空
運送状（AWB）の荷主保険の供与に関する記載欄にその旨が記入されると、AWB自体が保険証券を兼ね
る。この場合には、別途、売主が保険証券を取得して、呈示書類に加える必要はない。

なお、保険書類への署名は保険会社（insurance company）または保険引受業者（underwriter）または
それらの者の代理人（agent or proxy）による（ISBP K2（a）。保険代理人による署名の場合は、保険責任
を引き受ける保険引受人（underwriter）または保険会社を示すことを要件としている（UCP Art.28（a）項後
段）。
イギリス（London）のunderwriterは、保険引受証（contract slip）に引き受け割合を示して、保険の一

部引き受けを行うことが少なくない。その場合でも一つの保険証券で担保されるべきで、その証券への署名は、
leading underwriterが、代表して署名する慣行になっている（ISBP K4、K７参照）。ただし、引き受け
割合を示す必要はない（ISBP K7（b）、ISBP K16（c）参照）8。

保険書類の呈示通数は、基本的に手形、B/Lの通数に合わせるが、原本が複数の場合、すべてに保
険者の署名がなされ、全通を提示すべきである（ISBP K８参照）。

貨物保険証券は譲渡性があるものとされるが、指図式発行とされていない（ISBP K20）。すなわち、被保
険者を、to Order of ABC Co., Ltd.と表示せず、単にABC Co., Ltd.とし、印刷されている譲渡約款により、
保険の目的物（運送品）に有する利益を売買などで譲渡するときは、保険契約上の保険金請求権も譲渡され

5　 B. Jervis, Reeds Marine Insurance , Bloomsbury Pub.Plc. 2005（大谷孝一、中出　哲監訳『現代海上保険』成山堂書店、
2013年参照。協会貨物約款については、大谷孝一監訳『外航貨物海上保険－2009年ロンドン協会貨物約款対訳』（財）損害保
険事業総合研究所、２００９参照。

6　 この書類のひな型は、R. Goode, Commercial Law, 3rd.ed., LexisNexis, 2004、pp.897-898ならびに東京海上日動火災保険株
式会社『貨物保険案内』2010年の巻末に掲載の書式見本を参照されたい。

7　 Benjamin's Sale of Goods , 8th ed.（by M. Bridge）, Sweet & Maxwell, para.23-155参照。
8　 日本の一般貨物の保険実務では、個品運送貨物について数社が共同で保険を引き受けることは稀である。したがって、ISBP K16

（c）が適用されることはないであろう。大型の商談で、数隻の船舶（あるいは数回の航海に分けて出荷ないし輸入される場合（特に、
数量契約（contract of aff reightment=COA）に基づいて、運送船舶あるいは航海ごとに）、別の保険者を指定することはあろう。
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るのが、貨物保険契約の実際である。運送書類などとともに呈示書類のセットの一部を構成する保険書類に、
運送書類の譲渡に合わせて「裏書」を求めるのは煩瑣である9。

担保条件は、既に触れたが、特に、all risksと表示される文言との関連において、若干の補足をしてお
きたい。個品貨物は、比較的高価なものが多く、荷扱いに慎重さを要する。このため、Incotermsに定める
最低限の補償範囲の貨物保険（すなわち、ロンドン協会貨物約款（C）条件）を選択する場合は少ない。通常、
同約款（B）ないし（A）が売買当事者間で合意される。その場合、（B）約款を従来の「分損担保＝W.A.（with 
average）」相当と解し、当該運送品の種類と性質に応じて、付加危険（extraneous or additional risks）
を追加して担保してもらうことが取引実務である。そして、呈示される保険書類には具体的に付加危険が記
載されるべきである。customary risks, usual risksなどの曖昧な表現は避けるべきであるが、信用状が担
保危険を特定していないときは、銀行は呈示された保険書類を受理する（UCP Art.28 g項）。また、（A）
条件は従来のAll Risks保険と同等の担保条件と理解されている。これに関連して、損害保険契約の性質
上、偶発性・偶然性を欠く損害（貨物の固有の性質、通常の減損、消耗など）は保険免責であり、危険査
定に特別の考慮が必要な戦争ならびにストライキなどは、特約で付保される危険である。このような点は、言
葉の平易な意味でAll Risksが理解されてはならない貨物保険固有の解釈であり仕組みでもある。これに対
応するUCPの規定は、Art.28 h項である。それによれば、免責約款に対する言及（reference）が保険書
類に見られても、all risksの付記または条項（notation or clause）が含まれていれば受理されると規定し、
銀行は海上貨物保険に固有の解釈に深入りしないことを明らかにしている。信用状条件が、Institute 
Cargo Clause（A）であり、呈示された保険書類がその通りに表示してあれば、あるいはAll Risks Clause
の注記があればよいことになる。

なお、all risksと言えども、小損害の発生が予想される貨物の場合には、被保険者の注意深い損害防
止策を促す意味で、免責歩合（franchise）や超過額担保（excess）の適用が一般的である。これの適用が
定められていても、呈示された保険書類を拒絶する理由にならない（UCP Art.28 j項）。ただし、信用状条
件が「免責歩合の適用なし（irrespective of percentage）」のときは、免責歩合ならびに超過額担保の条
項が、呈示された保険書類に含まれてはならない（ISBP K１４）。

国際複合運送される貨物（すなわち、CIP, CPT, DAP規則などによる売買契約の運送品）については、
陸上で発生する保険事故も、保険担保の範囲に入れておきたいものである。幸い、前述のロンドン協会貨物
約款第8条、輸送条項（Transit Clause）に加えて、脱線、雨濡れ、落雷、陸上施設や運送手段との間の
衝突などを担保危険とすることが、従来の貨物海上保険約款で対応可能である。したがって、運送経路情
報を正確に保険者に通知し、保険証券に明記すれば良い。ただし、航空運送を伴ういわゆるSea＆Airの
場合には、Institute Cargo Clauses（Air）の諸約款とInstitute Cargo Clausesを連結する必要がある。

３．保険書類の呈示に関するUCP, ISBPの規定の意義
以上に説明した事項は、主として、信用状の銀行関係者が、呈示書類を点検するときの参照情報のよう

なものであり、言い換えれば、開設依頼人である買主の指示を、信用状に基づく支払い請求者である売主

9　 この点も含め、被保険者は、自らが保険の目的物に被保険利益を有することが証明できなければ保険金の支払いを保険者に請求
をできないし、保険料の支払いがなければ対価を欠き、保険契約は当然無効とされるから、ISBP、K20以下は、念のために設け
られたものである。
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その他の関係者が遵守しているかどうかを判断するための指針である。したがって、買主の信用状開設依
頼書による信用状条件としての指示内容の背景の事情に、開設銀行などの銀行当事者が精通する必要は
必ずしもない。因みに、銀行は保険書類中の一般保険条件は点検しないと、ISBP K22は定める。信用状
取引独立性の原則に照らしUCP全般についても妥当するが、銀行関係者が委託者である買主に、相当の
注意を尽くして迅速に呈示書類を点検し事務委託を忠実に果たしましたという主張をするときの論拠の基準に
なるのが、とりわけUCP Art.28の性格である。

海上貨物保険の専門性について、銀行も売買当事者も、さほど詳細に通じている状況に必ずしもない。
迅速、簡便、確実な決済を促す信用状取引の原則に照らし、一般的でわかりやすい、かつ、正確な言い
回し（wording, parlance, usual or common terms）による信用状条件とすることに、売買当事者、とりわ
け買主は心がけるべきである。これを示す典型例は、all risksであろう。UCP Art.28 （g）および（h）は、
銀行関係者がこの語句に関して理解しておくべきことを明らかにする規定である10。All risksの記載

（notation）や約款（clause）が含まれていれば、表題（頭書）にall risksの文言が見られなくとも可とする。
貨物保険手配に関する事項は、CIF, CIPの各規則に基づく売買契約に関して交渉事項となり、売主・

買主間の合意によるものである。売主が、売買契約上手配すべき保険契約の条件を反映した保険書類の
呈示ができるよう、売主は、信用状開設通知を接受次第、速やかに点検し、売買契約と信用状条件の間
に齟齬がないことを確認すべきである。留意すべきは、売買契約の条件を充足した保険書類を呈示しても、
信用状の条件に合致しないときは、信用状独立性の原則により、信用状に基づく支払いを売主は受けられな
いことである。

　　　

４．その他の書類（原産地証明書、包装明細書など）の呈示について
貿易取引契約の履行、あるいは通関上の規則により、信用状の受益者である売主および輸入者である買

主が、税関や取引相手方に提供を求められる書類は少なくない。それらは、重量・容積、原産地、品質、
各種の検査証明、分析証明、包装明細などに関するものである。しかしながら、UCPはそれらのうちの特
定の書類について規定を設けず、ISBPに委ねている。ISBPには、原産地証明書（L段）、梱包明細書（M
段）、重量証明書（N段）、受益者作成の証明書（P段）、分析・検査・数量・品質などの証明書（Q段）の
それぞれに関する規定がある。UCPは、共通の規定として、これらの証明書に関して、Art.30が包装単位
または個々の品目数の許容範囲につき、5％と定め、Art.34が書類の有効性に関する銀行の免責を定めて
いる。同条によれば、書類の様式、十分性、正確性、真正性、偽造または法的効力に関し、銀行は何ら
義務も責任も負担しない。これは、UCP Art.4（a）が定める売買契約等からの信用状の独立性の原則を反
映する結果でもある。

ISBPの規定の順序に従い、概要を説明しておきたい。原産地証明書（Certifi cate of Origin）は主として、
輸出入関係国間の協定による関税の減免に関して必要とされる書類であることは周知のところである。一般
特恵関税の適用の場合には、書式がGSP Form Aが指定されるので、その要件を満たせば十分である。
個別の自由貿易協定による関税の減免の場合には、各協定の規定する書式に則るが、協定ごとに原産地
比率が異なることが多くみられ、また発給者（発行者）についても協定ごとに異なることがある。信用状に指定
された発行者（発給者）により発行されたものであることが、重要である（ISBP L３参照）。内容面では、商

10　  同旨、Jack: Documentary Credits , 4th ed.（by A.Malek and D. Quest）, Tottel Pub.2009, p.238.
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業送り状に記載の物品に関連すると外観上分かるものでなければならない。
梱包明細書（Packing List）は、荷扱い、検数、運送品の安全性などにかかわる。特に、コンテナ詰め

が荷主により行われ、運送人は、said to contain（STC）と表示したり、Shipper's Load and Countと記載
して、荷送人の通告に基づいて記載するもので、コンテナ内の運送品の種類、個数、重量などが運送人に
とり不知である（Contents Unknown、不知約款）、あるいはそれらの記載の正確性を保証しないとしてきた。
しかるに、文言証券性の運送書類の信用を高め、または運送・航行の安全上、記載の正確性を、運送書
類の発行を求める者に担保するよう要請し、それを前提に発行主体は関係の書類を発行している11。

信用状取引の面では、買主が受益者である売主による契約履行の適正を確保する狙いで、輸入通関に
おける送り状（関税法上は、仕切書）上の情報の補助書類として、梱包明細書を信用状に基づく呈示書類
に加えることを求めることがある。したがって、商業送り状、保険書類、運送書類などの記載と、梱包明細
書の記載が食い違ってはならない（ISBP M5）。重量明細書（Weight List）は、信用状に規定する重量要
件を充足しなければならない（ISBP N4）。関税法上、従量税が多いので、この証票書類は仕切り書の重
要な補足書類になる。

信用状が、受益者作成の証明書の呈示を要求しているときは、信用状に定める要件を充足するデータと
証明を含む受益者の署名入り証明書により、その要求は充足される（ISBP  P1 ～ 2）。

分析、検査、衛生、検疫、品質その他の証明書は、その多くが関税法にいわゆる「他法令」により提出
を求められるものである。したがって、輸入通関に際して必要な書類は、売買契約上は買主の要請と指示
並びに費用負担において取得されるべきものである（例えば、Incoterms© 2010 CPT規則  売主の義務
A10参照）。買主が発行主体も指定しているときは、その要件も当然充足されるべきである（ISBP Q3）。発
行日付は、船積み日もしくはそれ以前の日付、または呈示日以前であるべきである（ISBP Q2）。　

おわりに
これで、信用状付き決済に関する説明は終わりにしたい。依然として、信用状付き決済条件が、貿易

実務の学習と理解に重要な理由は、輸出入通関に関する事項は別にして、貿易実務に関連する諸領域
を信用状条件として総覧できることにある。電子商取引の時代においても、この点は変わりがない。電子商
取引においては、関係の組織間に流れる情報を横の直線的な流れとして捉えるUN/CEFACTが提唱する
B－S－Pモデルが基本になるだろう。これに対し、信用状付き決済をベースにする貿易実務では、4角関係
で捉えるいわゆる取引リスク管理モデル（four‒corner model）が基本になる。いずれにおいても、売買契約
の交渉から始まり、物流システムにつなげ、出荷（船積）が完了して決済に移行するのが通常の取引実務で
ある。したがって、取引リスク管理モデル（＝国際荷為替決済モデル）の思考が紙ベースである点を考慮して、
その等価物（equivalents）を創出し、反復、継続、大量取引に迅速に対処しようとするのがB－S－Pモデル
の基本的考え方であると言える。決済面では、BPO, 履行保証（Standby Credit, Performance Bond, 
Contract Guaranteeなど）がその主役を引き受けることになろう。

最近の韓進海運の破綻に関連して、輸出者である日本の企業からその対処方法について照会を頂いた。
出荷地渡し条件（代表的には、FCA, CPT, CIPの各規則）による売買契約であれば、出荷後の事故や出

11　  その例は、日本のCOGSA（国際海上物品運送法第8条第1項および第3項）における通告の正確性に対する荷送人への保証要
求、積荷２４時間前通告規則による不知約款の制限、改正SOLAS条約に基づく実入りコンテナの重量証明などである。
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来事による物的損害の負担は、輸入者負担である。信用状条件に規定の充足した（complying）呈示書類
が指定銀行などに持ち込まれるかぎり、指定銀行は受益者である輸出者の信用状に基づく支払い請求を受
理するはずである。また、信用状発行銀行は、指定銀行の判断を尊重し、補償請求に応じるべきであり、
発行銀行は開設依頼人である買主に、当然に償還請求できる。既に、触れたように、貨物保険面では、ロ
ンドン協会貨物約款により、運送打ち切りに伴い保険責任は終了する。その後の対処については、前号の3
－4ページにおいて説明したので参照されたい。問題は、Incoterms© 2010のCIP規則（これに準じるCPT, 
CIF, CFRの各規則も同じ）売主の義務A3（a）に定める運送契約の手配には、売主が選択する運送人の
財務状態については何ら言及がないことである。すなわち、Incotermsでは運送契約の相手方について何
ら言及がなされていない。したがって、売買契約において、「「売主が運送契約を手配すべきときは、例えば、
「一流の＝leading」、あるいは「信用のある＝reliable」の修飾語句を入れて、運送人を選択すべき」と規定
するのが得策であろう。但し、そのことを信用状条件とするのは控えるべきである。なぜなら、銀行はそのよう
な判断をする立場にないからである。また、CIP, CIFなどの出荷地渡し契約であれば、船積あるいは出荷
後の危険は輸入者負担であるから、輸入者としては、信用状に基づき銀行に償還して運送・保険書類のセッ
トを入手し、保険対応、B/L約款に基づく運送人に対する折衝に専心することになろう。しかし、韓進海運
に関する今回の事例で言えば、同社の財務事情が危機的であることが報道され、周知となった8月末時点
前後に、CIP, CIF, CPT, CFRの各条件の売主が韓進海運に運送の手配をしたとすれば、売買当事者の
間で紛議を招く恐れは強い。こうしたことを回避するためにも、契約の進捗状況につき、売買当事者間で相
互に報告・連絡する慣行を確立することに努めなければならない。

次回から、決済（P）に先行する物流（S）、とりわけコンテナ物流に関する課題を取り上げたい。

（注）これまでもそうであったが、本稿は早稲田大学産業経営研究所のプロジェクト研究の一環であることを改めて
記しておきたい。

以上
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記事２. 「第1回国連CEFACT標準促進委員会（略称JUS）」報告

2016年10月3日、JASTPROは国連CEFACTビューロ議長であるDr. Lance Thompson氏の来日の機
会をとらえて同氏をゲストに標記の会合を開催しました。

なお、同氏を迎えての専門家会議は昨年9月1日に続いて2回目です。

　

【開催日時】　
2016年10月3日（月）12：30 ～ 15：30　鉄鋼会館　802会議室

【出席者】
国連CEFACT日本委員会（略称JEC）の椿委員長、そしてその下部組織である同標準促進委員会（略称
JUS）の菅又委員長、それぞれの委員会の委員・オブザーバの皆様からの参加を得て総勢17名の方々が
出席されました。

【会議内容】　　
主な議題は、前週9月26日～30日にタイ・バンコックにて開催されました第28回国連CEFACTフォーラムに
ついてのレビューです。
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菅又委員長の進行により以下の議事が行われました。

１．国連CEFACTフォーラム概括

Thompson議長からフォーラム最終日のClosingのSlidesを使って個々のドメイン、プロジェクト、更にドメイ
ンが開催したミニコンファレンスについて説明がありました。

フォーラムに於ける説明に加えて、口頭にて更に突っ込んだ話題について触れられ、またその後の質疑も
なかなか文書に残せないような本音に近い意見交換ができ、大変に有意義な会合となりました。

２．フォーラムに参加した日本代表団の方々からの報告

鈴木委員からは旅行観光ドメインならびにミニコンファレンスについて、菅又委員長からはサプライチェーン
スケジュリングプロジェクトにおいてお互い、異文化の方々同士でプロジェクトを進める大変さを、遠城委員か
らはValidationのタスクのご苦労を、また弊JASTPROから参加しました菊川専務理事、今井業務2部長は、
初めてフォーラムに参加して受けた印象について席上報告がありました。

　フォーラムの内容報告は、記事3をご参照ください。
以上
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記事３. 第28回国連CEFACTフォーラム報告書

2016年09月26（月）～ 30日（金）　バンコック・タイ

国連ESCAP  国連会議センター（UNCC）

　　　　　　　　　　　　　                                 
 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　    　　　 

1.  会議の概要

1.1  会　期　2016年09月26日（月）～30日（金）

1.2  会議場　国連会議センター（UNCC）（バンコック・タイ）

1.3  参加者　　

　＜全体参加者数 （登録ベース）：124名＞
今次会合参加者は、前々回フォーラム（2015年11月マルセイユ・フランス）の130名、また、前回（2016
年4月ジュネーブ・スイス）の144名と比較し若干の減となりました。

　＜参加国数：33ヶ国＞
アジアからは10カ国（日本、フィリピン、タイ、スリランカ、カンボジャ、マレーシア、ネパール、パキスタン、
中国、インド）が参加しました。残念ながらAFACT主要メンバーの韓国・イラン・ベトナムの不参加でした。

　＜国際組織＞　
UNECE、UNESCAP、EU、EEC、GS1、IBC、ISOなど

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。

（オープニングセッションの会場風景）
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1.5  日本からの参加者　

日本からは次の8名が参加した。
 菊川　正博 （日本貿易関係手続簡易化協会）
 今川　博 （日本貿易関係手続簡易化協会）
 鈴木　耀夫 （NPO法人観光情報流通機構）
 西澤　清一 （NPO法人観光情報流通機構）
 田中　幹夫 （NPO法人観光情報流通機構）
 鬼頭　吉雄 （運輸・港湾エキスパート）
 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）

2．今回のフォーラムにおけるトピック
2.1  今回のフォーラムにおける小会合（ミニコンファレンス）のフォーラム期間中の開催

前回第27回国連CEFACTフォーラムに続き、今次フォーラムでも、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に基づき、各ドメインより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
るといった、従来からの参加方式に加えて、特定のトピックを事前に公表し、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。今回開催されましたミニコンファレンスは以下の8つでどれも多数の参加者があり大変有
意義な催しとなりました。

（Day 1） 

　　ミニ・コンファレンス 【Women in Trade Facilitation】
　　　　主催ドメイン：国際貿易手続ドメイン（ITPD）
（Day 2）

　　ミニ・コンファレンス 【Electronic Certifi cate Digital system for import & export of goods 
　　　　　　　　　　 in a fast, effi  cient & Secure way】
　　　　主催ドメイン：農業ドメイン
　　ミニ・コンファレンス 【The UN/CEFACT Reference Data Model: 
　　　　　　　　　　 A new way to facilitate eBusiness communication】
　　　　主催ドメイン：サプライチェーン管理ドメイン
（Day 3）

　　ミニ・コンファレンス 【Presentation of Activity of UN/CEFACT Travel and Tourism domain】
　　　　主催ドメイン：旅行・観光ドメイン
　　ミニ・コンファレンス 【Core Principles of the operation of Single Windows】
　　　　主催ドメイン：シングルウィンドウドメイン
（Day 4）

　　ミニ・コンファレンス 【Sustainable fi shery management and combatting illegal fi sheries through
　　　　　　　　　　 information management （FLUX） 】
　　　　主催ドメイン：農業ドメイン
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　　ミニ・コンファレンス 【Transboundary Movements of Waste】
　　　　主催ドメイン：環境管理ドメイン
（Day 5）

　　ミニ・コンファレンス 【Trade Finance as a Tool for Trade Facilitation】
　　　　主催ドメイン：ファイナンス・ペイメントドメイン

2.2  現行の規約の統合

現在の国連CEFACTの規約は異なった視点で作成されたものが5つ存在し分かりづらい状態となって
いるため、ビューロ・事務局はこれを一つの規約に統合する方向で作業を進めています。なお、テキスト
自体の内容には変更はありません。10月中にドラフトを作成し、11月にHODに送付して意見を求める予定
です。

2.3  国連ESCAPならびに国連アジア太平洋電子取引専門家ネットワーク（UNNeXT）との連携

今次フォーラムにて国連ESCAPならびにUNNeXTとの会談を行いました。
国連ESCAPとは若干ではあるが認識の異なるところもありましたが、広範な国連CEFACTの活動分

野について理解を深める機会となり今後も共通事項について協力してゆくことが合意されました。

3．各企画開発分野（PDA）の活動状況
6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=42230#/

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。

本PDAでは、技術的な成果物ではなく、勧告をはじめとするハイレベルのガイダンスに類する成果物の
開発を行います。

　【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）』
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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 な々リスクに適
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、総会の会期間承
認に付されることとなりました。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。

公開レビューを経て、最終勧告案が今次フォーラムにてビューロに提出され承認されました。10月
中には各HODに対してIntersessional Approval（会期間承認）を求められる予定です。

【トピック2】 勧告第1号『国連レイアウトキイ』改定案
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。

改訂の趣旨は以下の2点です。
　（1） 国連レイアウトキイに関してこれまでの5つのドキュメントがあり、これをひとつに統合すること。
　（2） 紙のドキュメントから電子ドキュメントへの移行要領について記述すること。
本改定案は現在公開レビュー中にて次回の国連CEFACT標準促進委員会（略称JUS）に於いて

審議を行う予定です。

【トピック3】 『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。

本勧告案は現在公開レビュー中で次回の国連CEFACT標準促進委員会（略称JUS）に於いて
審議を行う予定です。

【トピック4】 『貿易円滑化における女性の活躍（Women 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、女性の更なる活躍が貿易円滑化に寄与するとの課題が

DCにより提起されました。プロジェクトリーダはDCのPaloma Burns氏（スペイン）、EditorはDaniel 
SARR氏（セネガル）です。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
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等開発途上国の専門家には大変関心がもたれています。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。

国際貿易への女性の参加を促進することを目的としたプロジェクトであり、ミニコンファレンスを開催し、
大変好評でした。

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

6年以上の長期にわたり開発作業を進めてきたもので今般、最終案を公開レビューに付された。
次回2017年4月の第23回国連CEFACT総会の承認を得て発行の予定です。

【トピック2】 『Single Window運用における基本原則』
今回のフォーラムにてミニコンファレンスが開催され好評にて本プロジェクトが正式にスタートしました。
プロジェクトとして対象とするのは『Single Windowに障害による停止時に対する災害復旧を含めた

対応要領』と『Government AgencyのシステムをSingle Windowに含めて行く要領』の2点です。
プロジェクトリーダは、国際ポートコミュニティシステム協会（IPCSA）議長ならびにモロッコのPort 

Net専門家です。Port NetはPort Community System を基本としたSingle Windowシステムで
す。重要なことは貿易担当者（Trader）にとってSingle Windowが実現しているかどうかという点です。

【トピック3】 『シングルウィンドウ技術の用語（Glossary of Single Window Terminology）』　
日本に於けるSingle Window（NACCS）の事例とは異なり、国によってはSingle Windowとされる

ものが複数あり、このようなケースではどのようなことに留意すべきか、どのように統一したSingle 
Windowに移行するかといった点で勧告第33号『Single Windowの設置に関する勧告とガイドライ
ン』の更に追加ガイドラインに位置づけられるものです。ドラフトはほぼ完成しましたので近々公開レ
ビューを実施する予定です。

3.1.2.3 【WTO TFAフォーカルポイント】

国連CEFACTビューロが目指したのは、UNECEと国連CEFACT専門家の間で更に良好なコ
ミュニケーションを確保することであり、各国にてWTO TFAの導入を進めるにあたり、国連
CEFACTがどのように支援・推進するかを扱います。従って、原則的には、UNECE事務局から国
連CEFACTへのトップダウンの方向でのコミュニケーションが行われます。

貿易円滑化導入ガイド（TFIG）は、多くの関係者・専門家にコンサルティング情報として活用されて
いる。WTO TFAのバリ合意等の関連で2012年に利用率がピークに達しました。最近TFIGに反
映した主な項目は以下のとおりです。：　
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・WTO TFAの説明とどのように各国を支援するか
・各国貿易円滑化組織の設定の仕方
・各国の貿易円滑化のロードマップ

3.1.2.4 【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://tfi g.unece.org/

フォーカルポイントとしての役割は、各ドメインから国連CEFACTの活動内容についての情報を収
集し、それをUNECE事務局に伝えてTFIGに反映することで、これはボトムアップの方向のコミュニ
ケーションとなります。

現在、掲載内容の更新のための手続き（TFIG データメンテナンスリクエスト）を作成中です。但し、
『データメンテナンスリクエスト』という呼称はUN/EDIFACTについてのメンテナンスの趣旨と混同され
る可能性があり、より適当な名称を検討中です。

3.2  ｢購買・精算（BUY / PAY）｣ PDA

3.2.1  担当副議長　Raff elle 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、前々回フォーラム（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 Specifi cation）を国連CEFACT Webより公開するようとの提言がなされました。

2016年5月にプロジェクトは終了（Exit）し、その後のメンテナンス作業も先週完了しましたので本プロ
ジェクトは終了（Exit）しました。
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【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（①PO Financing Request、②PO 
Financing Request Technical Report、③ＰO Financing Request Business Status Report）の
設計を行います。
ビジネス要求仕様（BRS）の開発が終了しました。一部ISOの作業と重複するところがあります。

【トピック3】『Trade Finance as tool for trade facilitation』
本件についてミニコンファレンスが開催され、極めて興味深いものだった。プロジェクトの成果物は

White Paper（*）であり、これにてプロジェクトからは作業を終了したいとのことです。
注＊ White Paperとは、ベストプラクティスといったガイドとしての位置づけのドキュメントであり、官民

にベストウェイを推奨する意図のRecommendation（勧告）ほどには強いトーンのドキュメントでは
ありません。

 また、更にGreen Paperというドキュメントがあり、これはアイデアを記載したものといった位置づ
けです。例として『Cyber Security』の話題が挙げられます。Cyber Securityについては他の
組織も検討対象としている中で、いろいろな意見を収集したものです。将来これをWhite Paper
なりRecommendationに発展させる可能性を含んだものとの位置付けです。

 上記以外に『テクニカルノート』があり、これは特定のテクニカル事項について上位者に対する視
点で記載したものです。

公開開発プロセス（ODP）規約に規定された公開レビューを行う対象は勧告とビジネスプロセス仕様
（BRS）であり、それ以外の成果物は、特にビューロの指示がない限り、公開レビューの対象とはなりま
せん。この手続ももう少し整理が必要と思われます。 

3.2.4 【公共調達（PROCUREMENT）ドメイン】

本ドメインでは『国際標準を利用した公共調達に関する研究』を進めており、国連CEFACTメンバー
に質問書を送付して各国の事情について情報収集を行っています。現在、EUおよび欧州地域各国か
ら9件、アジア地域からは中国の計10カ国が情報を提供しました。EUは統一モデルで進めており、他
の地域各国ではまた異なったモデルで運用されている可能性があります。本件はGlobalの観点でバラン
スのとれたアプローチが望ましく、日本についての情報は極めて重要とのことで日本からの報告が要請さ
れています。

3.2.5 【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。

Reference Data Modelという捉え方は国連CEFACTでは新しい考え方です。国連CEFACTの
提供するコア構成要素ライブラリー（CCL）は1万以上の項目が記載されています。活用分野ごとに利用
する項目を抽出したReference Data Model（サブセット）を提供するというもので今回はサプライチェーン
に関するReference Data Modelについて2017年1月を目標に開発する予定です。更にProcurement
の分野で利用するData 項目はSupply Chainの利用するData項目とも重複するところがあり、項目を追
加してProcurement/Supply Chain Reference Data Modelとする予定です。 

【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）」を
進めることとなりました。現在、要件収集のステップにあり、来年3月のフォーラムまでに公開レビューとす
るべく活動しています。

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）
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3.3.3 【Transport and Logistics ドメイン】

【トピック1】『SOLAS Verifi ed 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日に発効し、

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ったことから、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。

其の後、ビューロは国連CEFACTの通常のレビュー手続きを経ずに前倒し（Fast Track）にて公開
することとしました。公開した内容のままで支障なく運用できたとの報告を各国際組織から得ているとのこ
と、またMaersk、Evergreen、CM－CGM、Port System等12社からも支障なく利用できている旨の
正式Letterを受領しており、VERMASは正式な国連CEFACTのUN/EDIFACT標準メッセージで
あることが確認できたとのことでプロジェクトは終了（Exit）しました。

【トピック2】『Multimodal Transport（MMT）reference data modelプロジェクト』
サプライチェーンドメインとも連携しており、Supply Chain reference data model（SCRDM）とは

compatibleな関係にあるとのことで次回2017年3月のフォーラムまでには終了（Exit） の予定です。

【トピック3】『eCMR プロジェクト』
International Road Transport Union（IRU）はロードマニフェストドキュメント（CMR）はeCMRにす

べきと規則で決定しましたが、現在国際標準メッセージが存在しないことから、国連CEFACTに
eCMR標準メッセージの開発を依頼があったもの。次回フォーラムまでにはプロジェクト終了（Exit）となる
見込みです。

【トピック4】『Logistic Pipeline Data Structureプロジェクト』
もとはオーストラリア、ＥＵが別個に検討してきたものを国連CEFACTにて進めようというもので、次回

フォーラムに向けて本プロジェクトの準備をしています。インボイス、マニフェスト、Purchase Order等ドキュ
メントの形で入手し、それをもとに税関申告書を作成しているのが現状ですが、そのソースデータは申告
者ではなくそれ以前の他のプレーヤーが作成したものです（船会社、荷主、フォワーダー等）。プロジェク
トグループのアイデアは元の情報を生成したプレーヤーが、オペレーションに関係する情報をPipelineに
入力し、船会社は入港出港情報を入力し、最終的に輸入手続きのために通関業者が税関に送信する
というものです。

Pipelineは収容するデータのタイプを考慮すると3つのPipelineレベルに分けられます。
　・Supply Chain Pipeline
　・Logistics Pipeline
　・Regulatory Pipeline
今後、手法およびプロセス（如何にPipelineを利用するか）を検討することになりますがサプライチェー

ン Reference Data Model とは異なったものとなると思われます。

3.3.4【Validation Focal Point】

全ての新規のライブラリーはValidationのプロセスを経る必要があります。今次フォーラムにてCCL 
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D16B及びXML schemaのValidationが実施されました。また、勧告第20号「貿易に使用される数
量単位コード」について今後Harmonizationの作業が必要との議論が行われました。
また、ライブラリーメンテナンスに関係してValidationの手順と技術について改善すべきとの議論が成

されました。
次回フォーラムにはD17AのValidationが実施されます。
　・UN/EDIFACT
　・CCL
　・UN/CEFACT Schema
更に Reference Data ModelのValidation作業も予定されています。

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）

【トピック1】『仕訳帳プロジェクト』
本プロジェクトはBRS及び要求仕様マッピング（RSM）開発作業を完了し近く終了予定です。

【トピック2】『Catalogue of Control』
中国は国内の二つの標準に加えてISO TC295にて標準開発を進めようとしており、他の標準化組織

との連携を考慮していないことを憂慮されます。本年10月にISOとの会合にて国連CEFACTとの連携
を打ち合わせる予定とのことです。

3.4.3  電子政府ドメイン

【トピック1】『Trusted Trans-boundary Electronic interactionプロジェクト』
本プロジェクトはロシアの主導により勧告の開発が進められ昨年12月に公開レビューを実施すべく

ビューロに最終ドラフトの提案がありましたが、その内容は、勧告第14号『貿易書類の認証』と重複する
ところがあり、またその実現方法についても専らPKIの利用という特定の技術の採用を前提としているこ
とから、勧告とするには馴染まず、ビューロはテクニカルノートとしての位置づけが妥当であると思われる
との見解です。また実現にあたっては国連により提供されたインフラの利用を前提としている一方、現時
点で当該インフラは存在していないこともあり、本件の扱いは事務局預かりとなっています。

455号.indd   20 2016/10/25   9:31



JASTPRO

̶ 21 ̶

【トピック2】『Cyber Security プロジェクト』
前回フォーラムにて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を目指しています。
　・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。
近いうちにプロジェクトとして発足するものと思われます。

3.4.4  環境ドメイン　

【トピック1】『廃棄物の国境を越えた移送プロジェクト』
本年4月のフォーラム時点でプロジェクトは終了し、Executive Guideとケーススタディの作成にかかる

予定です。次回フォーラムに向けて二酸化炭素排出に関するプロジェクトも検討されています。 

3.4.5  税関ドメイン

WCOのデータモデル作業グループとの交流は問題なくできているものの、WCOの上層部と国連
CEFACTとの間のコミュニケーションが希薄になってきている傾向があり、事務局よりWCOに対してアプ
ローチしているとのことです。今後改善されていくことが期待されます。

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）

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】『Traceability Frameworkプロジェクト』
本プロジェクトは専ら農水産物やCITESを対象とした勧告案の開発であり、それが法令に合致してい

るかどうかに視点を置いています。一般的にTraceabilityの用語はサプライチェーンやLogisticsにお
いて貨物に対して使われる場合が多く、自ずから農産物等のTracingとは異なる視点で扱われるもので
すので、一つのFrameworkでカバーするのは難しいように思われます。従ってこの名称は最終段階で

（特定のものを対象とする名称に）見直される可能性があります。
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【トピック2】『E-Certプロジェクト』
SPS等を対象とした本プロジェクトはかなり以前に完了しています。今次フォーラムでは、未だ利用し

ていない各国に対する普及を意図してワークショップに於いてケーススタディ等の説明が行われました。

【トピック3】『Track and Tracingプロジェクト』
対象は動物、家畜、食物、野菜等が対象でプロジェクトの成果物はBRSやRSMなどテクニカルなも

のです。また、誰がOrganic Law準拠に責任を持つかといったことも含まれます。

【トピック4】『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、小売業者、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。

【トピック5】『漁獲管理（FLUX）プロジェクト』
FLUXは漁獲管理と不法操業の排除を目的として10種類以上のメッセージが開発されました。タイ政

府もこのメッセージを利用するものと考えられます。今回のフォーラムではE－CertとFLUXのミニコンファ
レンスが開催されましたが、原則は同じグループからはひとつのミニコンファレンスに絞るというものですが、
今回は両プロジェクトに強い関心をもつタイ政府からの要望あり、二つが承認されました。

【トピック6】『The Reference Data Model for Agricultureプロジェクト』
サプライチェーンデータモデルと同じくAgricultureについてCCL全体の中から関連する項目を抽出す

るものです。

3.5.4  旅行・観光  ドメイン

【トピック1】『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、西澤清一氏及び田中幹夫氏の3名が

日本から参加しました。実証実験をアジア地域各国との間で進めておりこれを更にGlobalに拡大すべく
活動しています。

【トピック2】『Destination Travel Information（DTI）プロジェクト 』
今回に至るもドメインコーディネータであり、本プロジェクトのリーダであるGiljun Ko氏（韓国）の状況が

つかめず明確な進捗はありませんでした。

【トピック3】『旅行・観光ドメインの活動についてのミニコンファレンス 』
多数の参加者を得、また貴重な意見を拝聴できました。　

【トピック4】『EXECUTIVE GUIDEの作成 』
SLHとDTIのプロジェクト内容について高位者の方にも一覧で分かってもらえるような1枚もののガイド

を作成予定です。　

3.5.5  保険（Insurance） ドメイン　

主に他の組織で活動しており、その結果として必要な情報項目を国連CEFACTのCCLに追加する
ことで他の組織との間のCompatibilityを確保しています。
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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。

　【Specifi cation】
　　　CristianHuemer氏 （オーストリア）
　【Syntax】
　　　Gait BOXMAN氏（オランダ）
　【Library Maintenance】
　　　Mary Kay BLANTZ氏（米国）

3.6.2.1 【トピック1】 『Library Review プロジェクト』

本フォーラムでは、共通辞書（CCL）がExcel形式で、Computer readableでもなく、人の目によ
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、人の目には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。 

3.6.2.2  新規プロジェクトとして次の3件の検討が始まりました。

① 地理空間表現のデータ型：一定の地理領域（耕作地など）を定義する手法の定義。
② 標準文書ヘッダー：OASISと共同で現行SBDH標準を改訂しようとするプロジェクト。当プロジェク

トは、2年前まで日本が中心に進めようとしましたが、リソース不足のため断念したものです。
③ 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、UN/EDIFACT、

XMLとばらばらに定義され、また外部機関（ISOなど）依存のものもあります。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く、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す。

4. 次回以降の国連CEFACTフォーラム開催予定
　第29回フォーラム
　　開催時期：2017年3月27日（月）～ 31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４. 国連CEFACTからのお知らせ

本日時点で国連CEFACT公式Website（http://www.unece.org/cefact.html）に以下の5件の記事があらたに
公表されておりますのでご参考にお知らせします。

4-1  13 October 2016:
UN/CEFACT is pleased to announce the opening of the Public Review period for the Trade 
and Transport Facilitation Monitoring Mechanism recommendation project. This project aims 
to provide guidance on monitoring the eff ectiveness of policies and procedures that facilitate 
trade.  
The 60 days Public Review period will end on 14/12/2016.  
The Public Draft text is available on the CUE website.  
Any comments should be submitted to the project’s lead editor, Tengfei Wang using the 
comment template. 

　2016年10月13日
国連CEFACTより、勧告『貿易と運輸の円滑化モニタリング手法』プロジェクトの公開レビュー開始をお知ら
せします。本プロジェクトのねらいは、貿易円滑化のために、政策や手続きの有効性をモニタリングする上で
のガイダンスを提供することにあります。公開レビューの期間は2016年12月14日までの60日期間です。
勧告案はCollaborative UN/CEFACT Environment（CUE）Websiteに掲載しています。コメントは記
入フォームに記入してプロジェクトeditorのTengfei Wang氏に送付ください。 

4-2  05 October 2016:
The UN/CEFACT Bureau has approved the publication of the Core Component Library 16B 
and the XML Schemas 16B.

　2016年10月5日
コア構成要素ライブラリー（CCL）16BならびにXMLスキーマ16Bについて国連CEFACTビューロの承認
が得られましたので公開しました。

4-3  25 September 2016:
Following approval of the Library Publication Format Project, this is to announce a call for 
participation. The purpose of the project is to develop a format（s） for the publication of UN/
CEFACT’s libraries as identifi ed by the project proposal. The project will provide a machine-
processable format for the library content that may easily be integrated by software providers 
as well as allowing browsing of the library content by humans.
Membership is open to UN/CEFACT Experts with broad knowledge in the area of standards 
production and publication and awareness of implementers’ expectations, the functions of UN/
CEFACT, and its groups. The project team will work during the next months until 2017-06-01 
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mainly through conference calls and other electronic means. For more information, contact 
the Project Leader: Christian Huemer.

　2016年9月25日
国連CEFACTの新規プロジェクトとして『Library を公開する際のフォーマット』に関するプロジェクトについ
て、ビューロの承認が得られましたので、プロジェクトの参加者を募集します。本プロジェクトの目的は、プロ
ジェクト提案書に述べたように、国連CEFACTのライブラリーの発行の際のフォーマットを開発することです。
プロジェクトにおいては、ライブラリーの内容についてマシーン処理が可能なフォーマットを提供します。これに
より、ひとの目でライブラリーの内容を参照できると同時に、ソフトウェア業者によるシステム的な利用を容易に
します。
標準の開発、公開、また導入予定者への通知、国連CEFACTの役割などの諸分野について広い知識
を持つ国連CEFACTに登録している専門家、もしくはそのグループの方の参加を期待します。
本プロジェクトチームは2017年6月1日までの数カ月間、主にWeb会議等を通じて活動を行います。更に詳
細を知りたい方はプロジェクトリーダのChristian Huemer氏にコンタクトください。

4-4  20 September 2016: 
UN/CEFACT is pleased to announce the opening of the Public Review period for the revision 
of Recommendation 1. Besides streamlining all of the documentation into a single, consolidated 
document, this project has modernized certain aspects of the text in order to accommodate 
electronic equivalents of the UN Layout Key. 
The 60 day Public Review period will end on November 20 2016. 
The Public Draft text and the comment template are available on the CUE website. 
Any comments should be submitted to the project’s lead editor, Lance Thompson using the 
comment template.  

　2016年9月20日
国連CEFACTより、勧告第1号改訂案の公開レビュー開始をお知らせします。すべてのドキュメントをひと
つの統一的な書式に整理しようとする中で、本プロジェクトは、国連レイアウトキイの電子的な同等なものを作
成するため、テキストの特定の点を刷新しました。公開レビューの期間は2016年11月20日までの60日期間
です。勧告案ならびにコメント記入フォームはCollaborative UN/CEFACT Environment（CUE）
Websiteに掲載しています。
コメントは記入フォームに記入してプロジェクト主EditorのLance Thompson氏に送付ください。 

4-5  20 September 2016: 
UN/CEFACT is pleased to announce the opening of the Public Review period for 
Recommendation 36 - Single Window Interoperability（SWI）. The new recommendation covers 
the mechanism required for the interconnectivity of two or more Single Window facilities. 
The recommendation also addresses the need for cross-border trade information exchange 
which requires the exchange of data/information beyond the National Single Window, i.e. 
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across the border. 
The 60 day Public Review period will end on November 20 2016. 
The Public Draft text and the comment template are available on the CUE website. 
Any comments should be submitted to the project’s editor, Colin Laughlan, using the 
comment template.

　2016年9月20日
国連CEFACTより、『シングルウィンドウ相互運用性（SWI）』に関する勧告第36号の公開レビュー開始をお
知らせします。この新規勧告はふたつ以上のシングルウィンドウ間の相互接続性のためのメカニズムをカバー
します。本勧告は、また、国内処理を対象としたナショナルシングルウィンドウの範囲を越えた、国境を跨る
データ・情報の交換が必要となるクロスボーダー貿易情報交換の必要性についても言及します。
公開レビュー期間は2016年11月20日までの60日間です。勧告案ならびにコメント記入フォームは
Collaborative UN/CEFACT Environment（CUE） Websiteに掲載しています。
コメントは記入フォームに記入してプロジェクトEditorのColin Laughlan氏に送付ください。

以上
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記事５. ＮＡＣＣＳセンターからのご案内

以下のご案内がありましたのでお知らせいたします。
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平成28年10月28日発行　JASTPRO刊16-06

発 行 所 （一財）日本貿易関係手続簡易化協会
 東京都中央区八丁堀2丁目29番11号
 　　　  　  八重洲第五長岡ビル4階
 電　　話　 03-3555-6031（代）
 ファクシミリ　 03-3555-6032
 http://www.jastpro.org
編 集 人 菊 川 正 博

 本誌は再生紙を使用しております。

 ̶  協会ホームページのリンク集のご案内 ̶

http://www.jastpro.org/l ink/index.html

当協会のホームページのリンク集には、当協会の活動にご興味を持たれる方や日本輸出入者コードの

利用者の方々のご参考として関係諸組織・団体ホームページへのリンクを下記の分類で掲載しております

のでご活用下さい。

▲  

当協会に関係する我国の官公庁・公的機関（独立行政法人を含む）

▲  

輸出入関係手続きに関係する業界団体等

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（国内）

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（海外）

▲  

貿易振興・簡易化や電子商取引の標準化に関係する国際機関 

▲  

日本財団、公益財団法人JKA
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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

　【申込み宛先】

　　 （一財）日本貿易関係手続簡易化協会

　　 業務部　業務一部長　石垣  充

　　 E-mail address:  gyomu_dept@jastpro.or.jp
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