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◇連載◇

記事１. 貿易の実務と理論
（24）
早稲田大学名誉教授

椿  弘次

はじめに：貿易の実務は、具体的な環境条件に依存する
前号まで、伝統的な信用状付き決済を前提にする貿易の実務を説明してきた。独立対等の当事者関係
に立って、かつ、海外に支店、営業所を多く置かずに、国際商取引を行っている企業を想定して検討をして
きた。このため、資本（出資）関係を持ち、海外に多数の営業網を展開して国際事業を営んでいる企業の
取引担当者には、縁が薄く感じられたかもしれない。そのような企業では、取引契約と金融をつなげる資金
や財務の管理システム
（例えば、ALM=asset-liability management、CMS=cash management system、
包括的資金運用システムなど）を利用し、商業信用状よりも金融と保証（guarantee）の仕組みに経営の重点
が置かれているだろう。しかし、その場合でも、海外にある事業所の立地によっては、取引相手方との資本・
提携関係もなく、また、社会経済的にやや安定を欠く事情下にある相手方と取引することも少なくないであろう
から、信用状付き決済を基にした取引の基本的考え方は、依然として有用である。このように、具体的事情
において、最適の取引モデルを検討し、取引の実務に生かしてゆくことは、常に、重要な判断となるものであ
る。この具体的事情の中には、前述の資本・提携関係のほかに、個品運送貨物の取引か不定期貨物な
のか、企業規模による金融や物流に対する対応能力、さらには、電子取引化への対応の度合いなどの事
情が含まれる。更に、「契約の自由」の大原則が支配する商取引の世界であるが、歴史的遺産としての「英
語」と
「イギリスのコモン・ロー」の支配的な影響を受けて、英米の契約法に基づく標準書式や約款に依存す
る度合いの高低が、この事情に加わるであろう。
このような事情を具体的に考える材料として、国際コンテナ運送の導入に伴う「物流の革命」は格好の課
題になっていると思われる。そこで、本稿以下では、1960 年代後半から顕著になってきた国際物流革命が
貿易の実務と理論に及ぼしてきた影響を確認していきたい。

1．コンテナ運送革命のポイント
国際コンテナ運送の特徴が、（a）Unit Load Systemと呼ばれる運送取扱いの大型単位化、（b）複合一貫
運送、（c）機械荷役による運送の迅速化、（d）規模の経済性の追求の結果、今でも続くコンテナ船の大型化で
あることは、21 世紀の今日、常識的である。この他に、運送の安全性の向上があるが、本稿では取り上げない。
まず、
（a）の運送取扱いの大型単位化であるが、それ以前の最低海上運賃は、容積トンとしての1 立方メー
トル・ベースだった。コンテナ運送は、取扱いの基本を「標準規格のコンテナ」に置き、20フィート型コンテナ
による運送を標準にするものであり、一般貨物用（dry container）の場合、20トン前後の運送品を収容でき
るものである。今では、多様な貨物に対応できるよう、各種のコンテナが使用されるが、標準サイズは20フィー
ト型、40フィート型である1。このため、このコンテナを自社貨物で満杯にできる荷主でなければ、複数の荷
主の運送品を集めて混載および仕訳けの業務を提供してくれる適当な事業者を探さなければならない。また、
従来、運送品の種類ごとに、やや細かく運送賃が表定されていたが、運送品のカテゴリー化、あるいは大ま
かなカテゴリーをベースに、標準コンテナ当たりの運送賃が建てられるようになった 2。これに対し、コンテナ1
1
2

 種のコンテナの詳細については、石原伸志・合田浩之『コンテナ物流の理論と実際』成山堂書店、2010 年、第１章参照。
各
dry containerとcool or reefer containerの二種への大別化、FAK rate（=freight all kinds rate; 運送品の種類を細かく問わ
ないコンテナ単位の運送賃、box rate）
の導入など。
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本を自社の運送品で満杯にでき、かつ、年間複数回、定期的に出荷（調達）できる大口荷主には、いわゆ
るservice contract（SC）
と称される表定外の運送賃の個別建てが年度毎に交渉されることになった。これ
は、個品運送契約の傭船契約化に通じる動きであり、物流管理の効率と安定を目指す SCM（supply chain
management）重視型企業の需要に応えるものと思われる。これは、
運送事業の国際複合運送化と相まって、
海運同盟（shipping conference）の伝統を侵食してきたものである。
このように、取引実務が大口（container load lot; CL, full container load lot; FCL）荷主と小口（less
than container load lot; LCL）荷主との間で異なることになってきた。このため、この間を埋め、物流経費
の削減に貢献するフォワーダーの機能が一層重要になっている。
（b）の国際複合一貫運送化は、port-to-portの運送を基本にする国際貨物運送と船荷証券重視の考え
方に変革を迫るものとなっている。荷送人の事業所または物流センターのdoorを出てから、荷受人の事業所
または指定のターミナルにおける倉庫のdoor 間のいわゆるdoor-to-door 運送に、運送契約の区間が広がっ
てきた。そして、伝統的な海上運送の船荷証券（Bill of Lading; B/L）から、複合運送証券（Combined
Transport B/L, Multimodal Transport B/L）の使用、さらには海上運送状（Sea Waybill、SWB）の使
用へと展開されてきた。更に、取引当事者間における資本・提携関係の広がりが見られ、それに加えて、
運送の迅速化が、B/Lを基礎にした貿易金融の担保の仕組みの見直しを促してきた。それが、船荷証券
の危機（B/L crisis）
と呼ばれる荷為替決済回避の現象である3。
複合運送証券の国際的統一が十分に確立されていない状況においては、貿易取引を物流面でdoor-todoor で効率的に管理できるか否かが、取引条件（trade terms）の選択に影響し、かつ、代金決済におけ
る担保の必要性の有無にかかわることになる。例えば、日本側で「CIP Chicago CY, IL」という条件で対米
輸出するとしても、日本の港湾ターミナルとアメリカ内陸のターミナル間の海・陸の運送責任を引き受ける運送
業者が見つからず、その区間をカバーする複合運送証券がなければ、この条件での輸出は一般的に困難
である。それは、貿易業者に提供される国際複合一貫運送に見合った運送書類の選択の問題につながり、
個々のB/LもしくはWaybill（運送状）への理解を貿易実務の担当者に求めるものとなる。国際運送サービス
の提供者である実際運送人（performing carrier, actual carrier; 法的には、the Rotterdam Rules（未
発効）に照らして前者の呼称が適切だろう）
とその者に対し荷送人となる契約運送人（contracting carrier）
は、自らが発行する運送書類に基づき引受ける運送責任体制の確立が重要になる4。実際には、契約運送
人の事業ネットワークが、主要ターミナルをカバーする形で形成され、multimodal B/Lの呈示と引き換えに限
り、運送品の荷受人への引渡が行われる受戻証券性が維持される制度の確立は容易でない。したがって、
大手企業間の大量、定期的な運送を除き、door-to-door 運送と称しても、通常、主要物流ターミナル間の
運送であって、売買当事者の軒先間の国際複合一貫運送にまとまることは一般的には稀だろう5。
この国際定期貨物運送におけるdoor-to-door 運送の一般化は、Incotermsの見直しとなった。1990 年

3 た
 だし、未だに、B/L 信仰は強く、surrendered B/L（B/Lの元地回収）
などにそれが典型的に見られる。
4 すなわち、この両者間の業務委託協定、事業連携協定などを反映するMultimodal B/LまたはWaybillの普及が必要になる。…
さらに、荷為替決済条件の場合には、このMultimodal B/L が受戻証券性を備えていなければならない。
5 日本の輸入者（買主）が、海外の多数の売主からEXWまたはDATの条件で国際コンテナ・ターミナルに引き取って集荷し、コンテ
ナに混載して日本へコンテナ運送するBuyer’
s Consolidationと称する国際物流サービスは、輸入者の国際調達活動の支援であっ
て、売買当事者間におけるdoor-to-door 運送に必ずしも該当しない。売買当事者の契約条件が CIP,CPTなどであり、NVOCC が
売主から集荷するとき、House B/Lを売主宛に発行することはある。これは、NVOCC が海外に設けた物流施設で集荷・混載し、
日本の大手流通業者に納品する大口のコンテナ運送によるContract Logisticsの例に当たるだろう。
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版以降、FCA, CIP, CPTのそれぞれの条件が定められ、運送ターミナル（CY, CFS）における運送品の受
取と引渡しが運送責任の始終とされた。これにより、本船積み込みを重視する伝統的なFOB, CFR, CIFの
各条件との差異が強調されてきた。内陸の浅い日本では、この差異の実感が貿易実務担当者にやや薄いよ
うであり、国際コンテナ運送にはよる国際売買であるにもかかわらず、依然としてCIF, FOBなどの条件（規…
則）6 が使用されている。慣習の惰性が与っているのだろう7。Incoterms© 2010 では、念を押すように注記さ
れ、危険移転の仕切り点が「ship's railを通過する」ことから「契約品の本船積込み＝placed on board」に
切り替わっている。特に、
定期運送のコンテナ運送の場合には、
そのことに留意すべきことを再説しておきたい。
したがって、コンテナ運送を伴う貿易取引に、伝統的なFOB, CIF, CFRの各規則を、厳密に言えば、用い
るべきではない。
（c）に関しては、可能な限り短い碇泊期間内に、積み揚げの荷役作業を機械的に遂行するため、個々の
運送品のコンテナ詰めが完了した形で、コンテナ・ヤードまたはコンテナ・ターミナルに持ち込まれることが一
層求められる。併せて、
輸出入通関手続きを運送品の積み揚げ以前に完了しておくことも必要である。
したがっ
て、コンテナ・ヤードへの実入りコンテナの持込、あるいは実入りコンテナのターミナルからの搬出がコンテナ
単 位 で処 理 できる業 務システムが 整えられるべきなのである。この 業 務（ 貿 易 運 送 書 類 の 作 成＝
documentation, 輸出入通関、混載品の詰め合わせ・仕訳など）を担当してくれるフォワーダーの優れた能
力が、一層重視されることになる。このdocumentationの正確、迅速性は、積荷情報の早期通知が求め
られる規則に照らしても、とても重要なことである。このため、documentationの標準化・電子化、輸出入
の諸手続きの簡素化が重要な課題でもある。これらの条件を満たすことなくして、コンテナ船導入時に、輸
出入それぞれ 100 億ドルから飛躍的に増大し、今日では1 兆ドルに迫る輸出、輸入の量に対処することは不
可能だったであろう。貿易実務を担当する者は、これらの業務や課題に取り組み、進化してきた物流事業者
と円滑な連携を維持しなければならない。すなわち、荷主は、商流情報の共有を基に、円滑な運送品の受
け渡し
（出荷、荷受）を手配する物流業者（とりわけ、フォワーダー）
と協働しなければならない。
（d）に関しては、多言を要しないが、規模の経済性を追求してきた結果、中核港（main port）間の外航
運賃（ocean container freight）は急激に低下し、かつ、変動している。その結果、コンテナ船を運航する
海運会社の統合が進み、各国の独占禁止法上、企業集中が問題視される状況にある。国際航空運送の
先例に倣い、ハブ港と支線サービス（feeder service）に国際海運企業の活動の特化が進みつつあることは
周知の現象である。同様のことは、NVOCCを含むフォワーダーについても妥当し、地域統括会社をハブとし、
現地の提携企業群をスポークとする体制が大手フォワーダーの間で推進されている8。貿易実務上は、集荷・
混載地の選択、積み替え・中継港における流通加工を含めた業務の活用が検討されるべき状況にある。
なお、
（a）,（c）
と関連して、CY-CY 間の運送賃の外側に、各種の諸経費（charges and fees。例えば
THC=terminal handling charge, BAF=banker adjustment factor, CHC=container handling
chargeなど）が課徴され、とりわけ、小口貨物の場合、見かけのコンテナ運送賃の低下ほどに、その恩恵
に大きく浴さないことも見られることがある。これに関しては、
各外航海運会社の諸経費一覧をそのホーム・ペー
ジで参照されたい。したがって、貿易実務上の見積もりに当たり、それらの諸経費を正確に把握しなければな

6

条件（規則）
と表記するのは、Incoterms© 2010において、各 termsは独立した規則であると明記され、貿易取引用語であり、国
内取引用語にもなり得るとされたからである。
7 JIFFA 編『国際複合輸送業務の手引き』JIFFA, 第 8 版、2013 年、第 2 章第 1 節参照。
8 『荷主と輸送』
 
（オーシャン・コマース社）
の物流特集号などに紹介の事例を参照されたい。
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らないだろう。とりわけ、CIP, CPTの各条件（規則）で交渉するときに留意すべき点であり、Incotermsの規
定に基づき、それらの経費負担について、売買当事者間で明確に合意しておくべきである。

2．貿易実務におけるフォワーダーの機能とその重要性
国際コンテナ運送の発達に伴い、フォワーダーが果たしている諸機能が重視され、物流事業の進化が促
進されてきたと見ることができる。
フォワーダーは、運送の取次業者として、日本では商法第二編第 7 章「運送取扱営業」の範疇に属し、
問屋に類似の法律的地位に立つ者である
（商法第 559 条参照）。また、
フォワーダーは、
荷主の代理人として、
国際貨物運送人やその接続運送を担当するトラック、鉄道などの運送業者との間で、運送契約の媒介、締
結の代理業務を担当することも少なくない。外国法流に呼ぶと、agents or brokersの範疇に入る。したがっ
て、運送法上の最終的な責任は、荷送人や運送人に帰属し、フォワーダーは提供した業務に対する手数
料収入を得ることになる。しかしながら、取次の場合には、契約相手方に対する対応はフォワーダーの責任
で行われる。したがって、下記に説明する書類において、取次と代理を明確に区別することが重要になろう。
貿易実務上は、
「輸出出荷依頼書」
（shipping instructions）または「輸入通関依頼書」
（customs
clearance instructions）などを以って、荷主側からフォワーダーに対し、業務依頼が行われる。前者には、
輸出通関業務が、後者には国内搬送業務が付随しているのが普通で、フォワーダーは通関業の免許を備え
ているのが一般的である。これらの依頼書または指図書は、荷主企業が結んだ輸出・入の契約書を基にし
て作成されるので、フォワーダーはIncotermsの各条件（規則）に基づく、国際貨物運送、国際海上貨物
保険、決済条件、通関になどに関する業務分担について、売買当事者のそれぞれの義務を十分に理解し
ていることが求められる。とりわけ、関係の諸書類（formalities）やデータの整備は、フォワーダーが依頼書ま
たは指図書に基づき留意すべき重要な事項である9。
日本の荷送人が、長野県、栃木県などにある工場倉庫で海外の荷受人（買主）に契約品を引渡す条件
（EXW）の場合、
この輸出出荷依頼書は、海外の買主が日本にあるフォワーダーに宛てて作成することになる。
そのような実務的取扱いは、その買主と日本で営業するフォワーダーとの間に業務サービスの提供に関する契
約が結ばれていないと、個別にそのような取り扱いをすることは容易でない。その逆の場合のDDP 条件での
輸出・入についても、納税者番号の取得、フォワーダーと売買当事者の間の事前の取り決めなどを考えると、
実行可能性は低いと思われる。
日本の経済地理的条件において、フォワーダーが貿易実務上活躍する売買条件は、Incoterms© 2010
のFCA, CPT, CIP, および個品の国際複合運送を前提としながらも、当事者が合意の上で敢えてFOB,
CIF, CFRを使用する場合が大半であろう。
その前提で、フォワーダーが引き受ける主要な業務は、以下に掲げるものである。
1）適切な輸出梱包を輸出品に施し、輸出出荷地点までの運送手配と保管を行うこと、輸入の場合には、
保税地域からの輸入品の搬送および荷主指定の倉庫への搬入
2）売買契約に指定の仕向地までの契約品の運送契約の取次（国際海上運送の場合には、船腹の予約
（booking）がこれに当たる）

9 日
 本インターナショナル フレイとフォワーダーズ協会（JIFFA）編『フォワーディング業務の入門手引書』JIFFA 刊、2006 年、第 2，3
章及び JIFFA 編『国際複合輸送業務の手引き』JIFFA 刊、第 8 版、2013 年、第 1 章第１節参照。
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3）運送書類の準備（documentation）
とそれに伴う検数、検量、などの手配（輸入の場合には、輸入通
関に伴う諸書類の入手、点検が、これに該当しよう）。
4）コンテナの借り受け、運送品のコンテナ詰め（輸入の場合には、コンテナ・バンからの取り出し、点検・
仕訳け、および空コンテナの返却など）
5）コンテナ・ターミナルへの搬送・搬出入（haulage, dray）の手配
6）輸出申告、輸入申告とそれらに伴う、特に他法令関係の書類の整備
7）必要ならば、保税運送の手配
8）国際貨物保険の手配
このように、輸出入取引の各種の専門業務を引き受けて、荷主に物流の諸業務につき助言、支援し、か
つ貿易管理に荷主とともに法令を遵守すべく協力する機能をフォワーダーは果たしてきた。これに、コンテナに
よる国際複合運送が普及したことにより、フォワーダーが物流事業に幅広く進出することが加わり、「依頼を受
けて」という受け身型から、「進んで企画、提案する」協議・助言型へと進化してきている。その典型は、利
用運送事業であり、3PLと称される「物流事業の総合化」である。それは、荷主企業における経営政策とし
てのSCM 思考に呼応するものと思われる10。
３PLは、Third Party Logisticsの略であるが、その定 義は必ずしも確 立していない。 荷 主（First
Party）に対して、物流改革を提案し、物流を一貫して請け負う高品質のサービスで、いわゆるBPO（business
process outsourcing、業務の外注化）を一定期間請け負う事業である。アメリカ起源のサービス事業であ
るが、アメリカでも3PLの定義が確立している訳ではないようである11。そもそも、売買当事者が自ら物流を担
当することは、専門の定期運送が一般化した時代以降稀であったから、物流（売買上の引渡義務に相当）は、
運送契約により専門の第三者に委託して行われてきている。その委託者が、売主になるか買主になるかを定
めるものが、Incotermsの各条件（規則）である。物流業務は、元来、第三者が担当してきたという意味では、
３PLに特別に新味があるわけではなく、前述のように物流の効率化を目指して荷主企業に提案、助言し、
一定期間継続的に物流事業を引き受ける面（Contract Logistics）を強調しているものと思われる。
これに対し、3PLより範囲を広げて、物流の他に調達から販売に至る供給連鎖（supply chain）全体を一
括して対象にするSCM が、特に、加工組み立て型の製造業を中心に注目を集めている。そこでは、複数
企業間の組織間連携、経営情報の緊密な交換による業務の円滑な接続が重視されている。したがって、
輸出入という物品の移動の範囲内で考える貿易の実務の守備範囲を大幅に越えている。そうだとしても、
door-to-doorの物流経費の節減を考えて、価格採算（quotation, price estimateなど）を行うべきとの視点
に立てば、SCMの思考を輸出入当事者は無視できないだろう。それが、売買当事者のIncotermsの各規
則（条件）の選択に影響し、物流業務の負担範囲が定まるのである。例えば、外国の内陸仕向地までの物
流を売主が担当するCPT, CIPさらにはDAP, DATの各規則（条件）を選択する売主は、強力な3PL 業者

10

因みに、フレート・フォワーダーが、長年にわたり、個々の事情に応じて、運送契約の取次ならびに代理、運送自体、運送品の保
管など多様な機能を果たしてきたことに関し、スカンジナヴィアの事情を紹介するものとして、J. Anker Mikkelsen and L.
Lundsby Wessel, From Chameleon to Carrier---A Freight Forwarder’
s Journey over 50 Years from a Nordic
Perspective, 2015 Eur.Trans.Law 415 がある。日本の事情と大差ないようである。
11 3PL, SCMについては、国土交通省 3PL 人材育成促進事業協議会編『3PL 人材育成研修～提案営業の強化に向けて』平成
16－17 年開催の研修資料、第 1 章、JIFFAフォワーディング委員会編『フォワーダーの立場からみた3PL 事業の実体と今後の展
望』JIFFA, 2002 年参照。
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と連携できなければならないだろう。     

3．利用運送事業者としてのフォワーダー 12
前述のように、３PLおよび SCMは、その定義を含め、多様な意見や政策が企業経営面から表明されて
いるが、概念的に必ずしも確立し、統一されたものではない。これに対し、利用運送事業は、運送責任に
関し、法的概念と規制が明確にされ、運送書類に具体化されている。それは、船舶運航事業者でない一
般公衆運送人（Non-vessel operating common carrier; NVOCCあるいはNVO）業務と呼ばれる。これ
は、アメリカにおいて国際複合運送が盛んになり、1970 年代前半から、貨物の国際複合運送を陸上運送
業者やフレート・フォワーダーが引き受けることが盛んになり、外航海運改革法により導入された用語である。
わが国の場合、根拠法は、貨物利用運送事業法（平成元年 12月19日、法律第 82 号とその後の改正法）
であり、海上運送、航空運送、陸上の鉄道・トラック運送を規律対象としている。国際海上貨物運送の場
合には、前記の事業法に基づき告示された標準外航利用運送約款（平成 2 年 11月29日、運輸省告示第
586 号）が、従来のB/L 約款と同様に適用される。利用運送とそれに先行および後続する利用運送に係る
貨物の集荷および配達のために、
自動車による運送を一貫して行うときは、
第二種貨物利用運送事業とされる。
これらも参考に、国際コンテナによる複合一貫運送における利用運送を、フォワーディング業務と荷受から検
討してゆきたい。
国際海上運送コンテナの導入により、CLの荷主とLCLの荷主とで、運送契約実務に差異が生じたことは、
最初に説明したとおりである。外航船という大型の資産を持ち、規模の経済性を重視して大量運送に特化し、
費用効率の向上を図りたい海運会社は、サービス・コントラクト
（SC）に見られるように安定的運賃で年間契約
を荷主と結ぶことを選好する。したがって、荷主企業も自ずと大企業で、交渉力の強い企業になる。このよう
な経済条件に収まりきらない企業の方が数は圧倒的に多い。そのような企業にコンテナ運送の利便性を提供
するためには、多数の荷主を統合し、運送品の混載（consolidation）を行ってコンテナロード・ユニットを充
たす運送品として仕立て、さらには運送証券を発行して運送責任を引き受けてくれる業者（NVOCC）が貿易
取引上必要である13。多数の荷主との接点を持つフォワーダーでもあるNVOCCは、海運会社である国際複
合運送会社にとっても、サービスのマーケティング上、顧客を幅広くカバーする意味でも、そのような業者との
間で緊密な関係を維持しておく必要がある。SCの対象となる大口荷主相手の契約であっても、国際海運会
社がフォワーディング業務の便から、日常業務の履行に、自社あるいは提携会社の物流サービス会社を介在
させることは稀ではない。このようなサービス需要に応える重要な事業が、国際フレート・フォワーディングにも
積極的なNVOCC であり、日本法では外航利用運送事業者と呼ばれ企業である。荷主とperforming
carrierをつなぐ言わば一種の情報プラット・フォームとなって、NVOCCは国際運送情報の交換、運送活動
の調整、取決め、物流の効率化に貢献していると言えよう。
国際物流のこのような進化は、小口国際航空貨物の取引において、House Air Waybillを発行してきた
Air Freight Forwarderの先 例に倣っているように思われる。すなわち、利用運 送 事 業 者としてAir
12

運送人傭船の場合、傭船者も利用運送事業者の一種であろうが、ここでは定期海運を対象にし、これに含めない。また、国際コ
ンテナ運送経営上、海運会社が共同運航ないし提携契約によりspace charter, slot charterを行う取り決めの場合も、利用運送
事業の概念に含めないことにする。利用運送事業をサービス事業として把握し、企業経営管理の視点では考えない。
13 しかし、JIFFAの会員が報告する貨物取扱データの総計に占める小口混載の割合は、意外に低く、1 割程度である。バラの状態
で運送品が持ち込まれフォワーダーがコンテナ詰めする貨物とCL 貨物としてフォワーダーが受ける量が大半である。『荷主と輸送』
2015 年 12月、No.494, pp.24-25 参照。
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Freight Forwardeｒが集荷し、国際航空会社の標準 Air Waybill（AWB、Master B/Lとも呼ばれる）に
準拠して、自社の航空運送状（House Air Waybill, House B/Lとも呼ばれる）を記名式で発行し、運送品
の受渡を確認しているが、外航利用運送におけるSea Waybill（SWB）は、これに類似しているように思われ
る14。
NVOCC が発行するB/Lには、日本では前述の「標準外航利用運送約款」の適用がある。運送品を荷
送人から受け取った時から、荷受人に引き渡すときまでが適用範囲で、準拠法は別段の定めがないときは、
日本の国際海上物品運送法（COGSAという）であり、従来のB/Lと変わるところはない。荷送人は、「運送
指図書」
（貿易実務でいうところの荷主がフォワーダー宛に作成する「船積指図書＝shipping instructions」
相当）により、一件毎の運送につき署名または記名押印して、COGSA 第 8 条に準じた通告を行うべきものと
される。混載および甲板積の裁量が、NVOCCに認められるなど、同様に、従来の海上船荷証券（ocean
B/L）
とこの標準約款に基づく運送書類にさしたる相違はない。
実際には、国際コンテナ海運会社の運送を利用するNVOCCまたはフォワーダーは、そのような海運会社
発行の標準コンテナB/L 約款（Master B/L 約款）を基にした、自社のいわゆるHouse B/Lを荷送人宛に
発行する。したがって、LCL 貨物の荷送人であれ、CL 貨物の荷送人であれ、受け取るコンテナB/L 約款
の内容に相違はない。運送品の荷受、荷渡しに関して、取扱い上の差異があることに注意して、各運送書
類の記載事項に正確、適正を心がければよいことになる。
フォワーダーが、その業務として、運送品の梱包、集荷、コンテナ詰め、通関などを幅広く引き受けて、
包装明細書（packing list）
、数量・重量証明書、コンテナ詰め報告書（vanning report）
、コンテナ内積
付表（container load plan=CLP）などの書類を作成し、さらにNVOCCとして国際コンテナ運送 B/Lを荷
主である荷送人に交付するとき、contents, weight unknown（中味、重量不知）などの文言を入れることは
許されないだろう。同様に、工場倉庫などの物流施設で荷主立ち合いの下にコンテナ詰めが行われたとき、
shipper‘s load and packとNVOCC 発 行 のB/Lに表 記 することは 憚れるだろう。 港 湾 隣 接 のCFS
（=container freight station）に、トラック運送状によりバラの状態（break bulk）で運送品が持ち込まれ（い
わゆるCFS 受けベースの取り扱い）
、コンテナ詰めがフォワーダーを兼ねるNVOCCにより行われるときは、フォ
ワーダーが提供したコンテナの状態が、機器（コンテナ）受渡証により無故障（clean）であることが証明され、
コンテナ内積み付けが適正（proper stacking, or stowage）であることが証明されないと、貨物クレームにお
いてNVOCCは責任を容易に免れえないだろう。
これは、
B/Lの記載事項における受取地の記載に関連した、
CY 受けとCFS 受けの取り扱いに伴う問題であろう。このように、NVOCCの責任は、運送品を受取ったとき
から開始するから、荷受の方式の違いに注意すべきだろう。
また、CL（もしくはFCL）貨物としてコンテナ詰めして運送品をperforming carrier である国際コンテナ運
送会社に引渡すときは、運送品としてコンテナ自体の重量を含めたコンテナの総重量を通告する義務が、
SOLAS 条約（海上における人命の安全のための国際条約）により去る7月1日より課されている点にも注意が
必要である。NVOCCは、performing carrierに対しては、荷送人であり、この義務を負担することになる。

14

2016 年 7月20日付けのCyber Shipping Guide によれば、現行の国際航空運送協会（IATA）
の貨物代理店制度に代って、国際フ
レート・フォワーダーズ協会（FIATA）
とIATA が合意して、航空会社とフォワーダー間の関係を新たに規律することにしたのは、興味
深いことである。海上コンテナ貨物のsea-landの複合一貫運送に比して、航空貨物のair-landの複合運送条約への道は、責任制
限制度などの問題もあり、やや険しいようである。G. Leloudas, Door-to-door application of international air law Conventions:
commercially convenient, but doctrinally dubious, [2015] Lloyd’
s Mar. and Com. Law Quarterly 368 参照。
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NVOCCとしては、荷送人に対し、標準約款第 6 条に定める「運送指図書」の記載事項、とりわけ、運送
品の重量の正確性を保証するよう請求しなければならないだろう。

4．終わりに
外航利用運送は、ほぼ国際コンテナによる複合一貫運送につながるので、performing carrier が発行す
るMaster B/Lをベースに、NVOCCの事業に関して検討する種々の問題が残っている。しかし、許された
紙幅のこともあり、次号で国際複合一貫運送の課題をNVOCCによる運送も含め具体的に検討する予定で
ある。当面、この種の運送が普及している対米貿易を念頭に、運送責任を取り上げ、国際コンテナB/Lの
下で接続の鉄道運送業者の責任制限を扱った指導的先例であるKirby 事件 15を紹介することから始め
たい。
以上

15

125 S. Ct. 385, 2004 AMC 2705(2004).
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記事２. 第34回AFACT 総会に係る出席報告
AFACT: 貿易簡易化と電子ビジネスのためのアジア太平洋協議会
Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business
AFACTは、年度毎に、メンバー国が交替でHostを務めることとし、そのHost 国が事務局となり年間で中
間会議（5 ～ 6月）
と総会（11月頃）の2 回開催しています。2016 年度は我が国が Host 国となり、去る2016 年
5月23日
（月）～ 25日
（水）の3日間、
「第 34 回 AFACT 中間会議」を浜松市にて開催し、
更に今般 11月7日
（月）
～ 9日
（水）の3日間「第 34 回 AFACT 総会」を東京にて開催しましたのでその概要を報告します。
なお、会議全体の進行等はAFACT 日本代表団長（以下 HOD）であるJASTPRO 石垣業務一部長が
AFACT 議長（以下 Chair）
として務めました。
＊AFACT 概要につきましては http://www.jastpro.org/un/afact.html を参照ください。
また、本会議の議事録、プレゼン資料等は http://www.jastpro.org/afact2016/plenary.html
を参照ください。

（最終日総会の参加者）

１．会議全体の構成
【主 催 者】 JASTPRO
【会

場】 ARCADIA 市ヶ谷（私学会館）

【会議日程】
＜AFACT 運営委員会（以下 StC）＞
StC 準備会合

11月7日
（月）AM

StC

11月7日
（月）PM

＜各委員会・作業部会＞   
○ビジネスドメイン委員会（以下 BDC） 11月8日
（火）終日
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○技術・手法委員会（TMC）
・コミュニティサポート委員会（CSC） 11月 8日
（火）終日
○旅行・観光・レジャー Working Group（TT&L W/G）
11月7日
（月）終日、11月8日
（火）終日及び 11月9日
（水）AM
＜第 34 回 AFACT 総会（Plenary）＞
11月9日
（水）AM
＜AFACT/ 国連 ESCAP 共催

Capacity Building Workshop＞

11月9日
（水）PM
（1）今次 AFACT 総会には、イラン、タイ、台湾、マレーシア、韓国、日本の6メンバーならびに国連機関よ
り国連 ESCAP、UNCITRALアジア太平洋センター、国連 ECEの参加を含め総勢 42 名の参加があり
ました（当初、インド、シンガポール等からの参加が予定されていましたが、それぞれ、自組織の改編等
の事情が発生とのことで不参加となったことは残念です）。因みに、前回 2016 年 5月に浜松にて開催し
た第 34 回 AFACT 総会には日本、台湾、イラン、タイの4メンバーより、約 30 名が参加しました。
（2）今次 AFACT 総会には我が国から、以下の各氏を始め、総勢 23 名が参加しました。
椿

弘次氏

国連 CEFACT日本委員会（略称 JEC）委員長

菅又久直氏

JEC 運営委員会委員長・AFACT 技術手法委員会 TMC Chair

鈴木耀夫氏

JEC 運営委員会委員・AFACT 旅行関連日本部会長
Small Scaled Lodging House（以下 SLH）Project リーダ

遠城秀和氏

国連 CEFACT 標準促進委員会委員・
国連 CEFACT Validation Focal Pointリーダ

渡邊浩吉氏

国連 CEFACT日本委員会有識者

菊川正博

JASTPRO 専務理事

石垣

国連 CEFACTアジア・太平洋地区ラポータ・AFACT 議長・AFACT 日本 HOD

充

2．各会合の審議内容概要
2-1 運営委員会
（以下 StC）
【準備会合（11月7日AM）
当日午後に予定されるStCを控えて、事前にメンバー間での自由な意見交換を目的とした会合です。…
当日は主に次のテーマについて意見交換を行いました。
2-1-1 AFACT/ 国連 ECE 間での相互協力のための覚書
（MoU）
締結の件
第 22 回国連 CEFACT 総会（2016 年 4月ジュネーブにて開催）にて承認された中期活動方針「UN/
CEFACT Prospective Directions」に「現在相互協定がない標準化組織とも連携して行く。また有効
であるならば相互協力の合意書を事務局を通じて締結する」と記載されており、この方針に則れば
AFACTとECEとの間に何らかの合意書を締結し、その結果、国連 CEFACTの中でAFACT が認
知される可能性があるとの認識のもと、国連 CEFACTビューロおよび ECE 事務局に働きかけてきました。
このほど ECE 事務局より、先ずはAFACT からECEに正式に働きかける前提で打ち合わせを目的と
してECE 事務局スタッフが来日し、今次 AFACT 会合に初めて出席しました。本件はStCを推進役とし
てECE 事務局と更に具体的な詰めを行ってまいります。
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2-1-2 国連経済社会理事会
（ECOSOC）
への申請
国連 CEFACTの規約では国連経済社会理事会（ECOSOC）によりNGOとして承認された団体は国
連 CEFACT 総会にオブザーバーにて参加でき、また、フォーラムにも団体名で参加できることが規定さ
れています。AFACTをNGOとして承認を得るべく2012 年から毎年度、AFACT 事務局から申請を繰
り返していますが、AFACTの事務局として備えるべき要件が整っていないという理由で毎回拒絶されて
います。
AFACTの常駐事務局は現在イランに事務所を設置していることとなっていますが、実情はイランの
HOD であるICeCD が常駐事務局として担当者 1 名をアサインし、財政面でも負担しており、一方、毎
年のAFACTホストとしての基本的な運営費用は各年度のHost が負担しています。このような形態が
ECOSOCの規定する審査基準に当てはまらないことが想定され、あらためて国連 CEFACT 事務局を
通じてECOSOCとのパイプを確保し、AFACTの運営実態について理解を求めることの必要性が確認
されました。
2-1-3 AFACT の規約の改訂
今回特に以下の3 点の改訂を行うことは第 34 回 AFACT 中間会議におけるStCにて合意されました
が、今回あらためて確認しました。
①国連 ESCAPをAFACTのLiaison Memberとする。
国連 ESCAPは2013 年度総会以降、毎年、AFACT 総会に参加し連携してきた実績があり、
今回あらためてAFACTの規約上での位置づけを規定するものです。
②新たにバングラデシュから申請があり、第 20 番目のメンバー国として規定します。
③既存の規約ではStCによりTASK FORCEを設定できるとしていましたが、当初の役割が終了し実
際面での特段の活動がないこともあり、「必要に応じて」設定できると記載することとしました。
2-1-4 ビジネスドメイン委員会
（BDC）
の構成の見直し
議長の下に、BDCの活動を貿易円滑化、持続可能なゴール（SDGs）
、旅行・観光の３つの担当に
分けて運営するという議論を数回にわたり運営委員会（StC）のWeb 会議にて行ってきましたが組織運
営形態が複雑になるとの意見もあり、現状のBDC 議長が各作業部会を直接管理するという形式を当面
継続することとなりました。
2-1-5 新規作業部会
（W/G）
「eCOM」W/G 設立の件
本 W/Gは、Asian-Oceanian Computing Industry Organization（ASOCIO）のメンバーでもある
台湾が ASOCIOの専門家と連携して、AFACTの中でeMarket Placeを検討対象とした本 W/Gを
進めようとしているもので、AFACTの規約に基づき3メンバーのサポートを得てビジネスドメイン委員会
（BDC）議長の正式承認の上で、発足させたいとするものです。ただし e-COMというW/G 名は
e-Commerceの範囲が広く、今回対象としているeMarket Placeの名称を加えたほうが、より分かり易
いとの指摘がありました。最終的には「Cross-Border eMarket Place」W/Gといった名称になるかと思
われます。
2-1-6 不稼働の作業部会の改廃
現在リーダが不在となる等の事由にて活動を停止している作業部会として、e-Certificate of Origin
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（ECO）W/GとSHARP W/Gのふたつがあります。AFACTの規約では3 年以上活動報告が滞って
いるW/Gは廃止するとの規定があり、今年度、ECO W/Gの不稼動状態が 3 年経過していることから
廃止することとなりました。
2-2 StC 会合
（11月7日PM）
2-2-1 歓迎のメッセージ
JASTPRO 菊川専務理事より出席者に対して歓迎の辞が述べられました。
2-2-2 前回第 34 回 AFACT 中間会議の合意事項
AFACT Hostにより前回会合のStC での合意事項について確認されました。
2-2-3 AFACT Secretariatによる活動報告
SecretariatのAzadeh Bagheri 氏（ICeCD イラン）
より、2016 年度の活動内容について報告があり
ました。
トピックとしては以下 2 点です。
・2016 年度年次報告書未完成
主要なメンバーであるインド、韓国からの報告が揃わず、現時点では暫定版として公開し、し
かるべく速やかに不足の原稿を入手し年度内に完結することとなりました。
・今年度もECOSOC への申請不成功
この件は前述 2-1-2のとおりです。
2-2-4 国連 CEFACT アジア・太平洋地域ラポータによる報告
ラポータの石垣充氏（JASTPRO）
より第 28 回国連 CEFACTフォーラム（2016 年 9月にバンコック・タ
イにて開催）の成果について報告がありました。
なお、同フォーラムの報告についてはJASTPRO 広報誌 455 号（2016 年 10月発行）を参照ください。
2-2-5 AFACT/ 国連 ECE 間での相互協力のための覚書
（MoU）
締結の件
前述 2-1-1のとおりです。
2-2-6 2017 年ホストメンバーならびに2018 年ホストメンバーの件
2017 年のホストは台湾となることがあらためて確認されました。また、2018 年については韓国に期待
することが確認されました。これは、当初、韓国が 2016 年度のホストを受けることが予定されていたもの
の、韓国側の事情による不可となり急遽、日本がホストを務めることになったという経緯によるものです。
なお、韓国からは現時点では2018 年度の予算が確定できておらず来年に入ってから詰めるとの回答を
得ております。
2-3 Plenary 会合
（11月9日AM）
2-3-1 バングラデシュが AFACT の新メンバーとして参加する件
2016 年 5月、バングラデシュのBangladesh Computer Samity（BCS）社 長 Ali Ashfak 氏より、
AFACT への参加および同氏をHODにNominate する旨の申請通知が AFACT 議長に対して送付さ
れた旨、AFACT 議長より報告がありました。同社は同国のMinistry of ICTおよび関係行政機関に
対する電子的なデータ交換に関する支援を行う組織です。StCはBCSの参加を歓迎し、今次第 34 回
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AFACT Plenaryに正式に提案され、Plenaryは同国の参加を正式に承認しました。バングラデシュ
の加入により登録加入メンバーは20となります。
2-3-2 新規作業部会
（W/G）
「eCOM」W/G 設立の件
前述 2-1-5のとおり「Cross-Border eMarket Place」W/Gについての設立動向についてBDC 議長
（代行）
より報告があり、PlenaryはTake-Noteしました。
2-3-3 AFACT の規約の改訂
Plenaryは前述 2-1-3の改訂を承認しました。
2-3-4 AFACT/ 国連 ECE 間での相互協力のための覚書
（MoU）
締結の件
AFACT Host（議長）から本件の経緯について説明し、また、覚書の雛形として2015 年にIATAと
ECE が締結したMoU が参考になることを補足説明しました。
Plenaryは本件についてのStC からの提案を承認し、今後 ECEとの折衝ならびに調印にいたるまで
の行為をStCに委嘱することを承認しました。
2-3-5 次期国連 CEFACT アジア・太平洋地域ラポータ候補の選任
2017 年 4月の第 23 回国連 CEFACT 総会にて改選が予定されるラポータについてAFACTとして候
補者を選任すべく議論が行われ、第一候補としてタイのWanawit Ahkuputra 氏（現在 AFACTのタ
イHOD）を推薦し、また同氏の了解が得られない場合には韓国に対し候補者の選任を要請するとする
StCの当面の方針について説明があり、PlenaryはStCの方針を支持することを確認しました。
2-3-6 不稼働の作業部会の改廃
Plenaryはe-Certificate of Origin（ECO）W/Gの廃止を決定しました。
2-3-7 2017 年ホストメンバーならびに2018 年ホストメンバーの件
Plenaryは台湾の2017 年のホストを承認し、また2018 年についてはStCのアプローチを支持すること
を承認しました。
2-3-8 次年度の StC のメンバー構成
Plenaryは2017 年ホストの台湾の以下の提案を承認しました。
●

Hosting Chair: Reng Weng Gong

●

Vice Chair: Mitsuru Ishigaki and Jung-gu Lee

●

UN/CEFACT :T.A. Khan

●

UN/CEFACT Rapporteur: Mitsuru Ishigaki

●

Elected HOD: Ambreesh Kumar

●

EC Chairs:
●

CSC: Eva Yie-Yuen Yueh

●

TMC: HisanaoSugamata

●

BDC: Wanawit Ahkuputra

●

UNESCAP: Mr. Yann Duval

●

AFACT Secretariat: Mr. Mahmood Zargar
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また、マレーシアをElected HODに加えたいとの台湾の提案がありマレーシアがそれを受け入れるこ
とを前提に承認することとしました。
2-3-9 ビジネスドメイン委員会
（BDC）
、技術・手法委員会
（TMC）
、旅行・観光・レジャー W/G 報告
各リーダから報告がありました。
2-3-10 国連 ESCAPからの活動進捗についての説明
国連 ESCAP  Yann Duval 氏よりプレゼンテーションがありました。
2-3-11 AFACT 2017 Host Secretariatによる2017 年度の計画
Eva Yi-Yuan Yueh 氏から以下のとおり現時点での計画について説明がありました。
第 35 回 AFACT 中間会議

4月26日
（水）～ 29日
（金）淡水・台湾

第 35 回 AFACT Plenary   9月10日
（日）～ 13日
（水）台北・台湾
（AFACT Plenary 時にeASIA 賞のイベントを実施。）
なお、当該 9月10日～ 13日の期間設定に際しては、同じくIII 主催にて同期間に2017 年度のWorld
Congress on Information Technology（WCIT）が開催されることから参加者の利便性と開催会場の
効率的な利用が考慮されたものです。
2-3-12 AFACT 2016 HostからAFACT 2017 Host への引き継ぎ
第 33 回 AFACT Plenary（2015 年 12月テヘラン・イランにて開催）にてAFACT 2016 Hostを一年
間、日本が担当しました。今次 PlenaryにてHost 役を台湾に引き継ぎました。席上、石垣充氏より
AFACT 2017 Hosting SecretariatのEva Yie-Yuen Yueh 氏にToken が手交され、Plenary が閉
会となりました。
2-4 ビジネスドメインCommittee（BDC）
（11月8日終日）
BDC 議長のWanawit Ahkuputra 氏（タイ）が今回欠席のため、石垣充氏が Acting Co-Chairとして
議長役を務めました。
2-4-1 Electronic Certification for Agricultural Products
Supachok Jantarapatin 氏（タイETDA）によりプレゼンテーションがありました。
趣旨は以下のとおりです。
・ タイは各国に動植物を多く輸出しており、現行のペーパーワークからe-Certを使った電子化を重視
している。
・ ASEANは電子衛生と植物防疫のための措置（eSPS）証明を今後のAsean Single Windowの
処理対象項目とすることを決定した。現在、ASEANのAgriculture Groupにて詳細を詰めてい
るところである。
・ eSPS 証明の交換において国連 CEFACTの開発したe-Certを使うものとしており、順次準備を進
め、来年 3月目標でeSPSの最終レポートをASEAN SPS Contact Point（ASCPに提出する予定。
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この後、AFACTメンバー間でe-CertやeSPSの利用についてCollaboration の可能性について議
論があり、マレーシアはASEANの一員として本件進めていること、オランダも加わりSEANメンバーで
11月に会合を予定していること、中国もペーパーレスを志向しており本件に興味を示していること等のコメ
ントが出席者からありました。
2-4-2 国連 CEFACT 新規勧告案「貿易と輸送の円滑化についてのモニタリング手法
（TTFMM）
」
同勧告案は最終ドラフトが公示され公開レビューの段階にあります。TTFMMの趣旨について国連
ESCAPのYann Duval 氏より説明があり、また石垣充氏より勧告案の留意点についての補足説明があ
りました。
2-4-3 マレーシアに於けるeBusiness の進展
Mohd Nazri Bin Yaakub 氏（Dagang Net  マレーシア）
より同国の状況および Dagang Net がサ
ポートするNational Single Windowについてのプレゼンテーションがありました。
マレーシアはASEAN Single Window（ASW）に参画しており出席者からはASWについても多くの
質問が出ました。
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2-4-4 AFACT の新作業グループ
（仮称 Cross-Border eMarket Place WG）
Dr. Eva Yi-Yuan Yueh（III 台湾）により「小口貿易取引」を対象としたeCommerce（eCOM）
Working GroupをBDCの下に新たなWorking Groupとして発足させたいとして前回 AFACT 中間
会議（2016 年 5月に浜松にて開催）において提案があり、当日は、その後の進捗について説明がありま
した。
同プロジェクトはeMarket Placeの特にLogistics 部分に焦点を当てています。
中国税関は試験的に地域限定でAlibaba が提供するサービスプラットフォームにLog-In し、迅速な
通関処理を実現している実態があるとのこと。 ASOCIOはアセアン共同体（AEC）
と連携して、同様な
機能の小規模なeCommerce サービスプラットフォームを提供することで、Local Market Placeの業者
が容易に参画できるようなるのではとの構想を抱いているとのこと。同氏はマレーシアで開催された
ASOCIOの会議において、AFACTにおける本ＷＧのアプローチについて説明し今後相互に連携して
行くことを提案したとのこと。本 WGは台湾が主導し、
タイが賛同しているとのことで更にメンバーを拡大し、
特に実際のMarket Place 業者の参画を得て進めたいとのことです。その進捗に応じてWGのTerms
of Referenceの原案も改訂する予定とのことです。タイのWanawit 氏は出張先からOnlineにて本会
合に参加し、「AlibabaはUNCTADのアドバイザーに招聘されたくらいの位置にあり、Alibabaグルー
プを排除して進めるのは誤りである。少なくともAFACTのWGを進めるならば Alibabaの参加を促すべ
き」とのコメントがありました。
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2-4-6 Regional Economic Community（REC）in Africa
渡邊浩吉氏（JASTPROシニアアドバイザー）によるアフリカのRECの状況についての調査結果に基
づいたプレゼンテーションがありました。アフリカには多くのＲＥＣがあり、ひとつの国は複数のＲＥＣに参画
している実情や、それに伴う課税など複雑な運用があるなど興味深い内容でした。本調査報告書は別
途、JASTPROの2016 年度調査報告書として公表の予定です。

2-4-7 国連 CEFACT 新規プロジェクト
「eBill of Delivery」
YongKong Lee 氏（韓国 DCA）
より今後国連 CEFACTビューロの承認を目指して活動を開始させ
たいとする新規プロジェクト案について説明がありました。
国内の輸送状況の把握を効率化するためMobileを使用した運用環境を確立することを主眼に本プ
ロジェクトを進めたいとのことです。
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2-5 技術・手法ドメインCommittee（TMC）
（11月8日終日）
菅又久直氏が議長となり以下の項目について報告及び意見交換が行われました。
（1）国連 CEFACTの技術関連の動向
手法・技術企画開発分野（PDA）ならびにサプライチェーンドメイン
（2）ISO TC154 進捗報告
AFACT からISO TC154のLiaisonとして参加しているMei-Li Chen 氏（III 台湾）
より報告があり
ました。
（3）AFACTプロジェクト「CCL Utilization in Asia」
（4）新技術対応についての審議
Lee-Chung Chen 氏（III 台湾）
よりクラウド運用支援サービス
（IServe Cloud）の紹介がありました。
2-6 旅行・観光・レジャー Working Group（11月7日、8日終日及び 9日AM）
Plenaryにて鈴木耀夫氏より活動報告がありました。概略以下のとおりです。
（1）小規模宿泊施設（Small Scaled Lodging House）パイロットプロジェクト
Shao-Huan Chen 氏（III 台湾）ならびにTunghua Tai 氏（Taiwan VIP Travel）両氏より現在の
進捗について報告がありました。
現在使用中のGlobal-Hubは運用に支障がある等の懸念点はあるもののSLHプロジェクトを早急に
完了させ、今後の実運用を目指して、資金調達や収益について詰めて行くとのことです。
（2）
タイにおける
「ToTOP」プロジェクト
同プロジェクトについての報告がありました。
（3）Destination Travel Information（DTI）プロジェクト
本プロジェクトを主導してきた韓国の不在の中で、早急に本プロジェクトを完了する必要があること
が確認されました。DTI が Point of Interest（POI）を基盤としており、利用者の利便を考慮して
POIを改善すべきとの意見が出ました。
（4）SLH 及び DTIを対象としたExecutive Guide 及び Green Paperの開発
国連 CEFACTの成果物の一部としてExecutive Guide 及び Green Paperを開発する予定で
す。今次会合には国連 CEFACT 事務局の斉藤百合氏（UNECE）
も出席し以下の趣旨の意見交
換がありました。
『・Executive Guide
極力１ページにまとめること。完了したプロジェクトが対象となりSLHは適当なるもDTIは未完に
つき馴染まないだろう。
・Green Paper
多様な意見、経験を記載した成果物で、国連 CEFACTとして最初の実例となる。複数ペー
ジになることは容 認される。 同 氏の意 見では本 Green Paperは「2017 年 度

持 続 可 能な

Tourism」として活用されることになろう故、開発は急ぐ必要があるとのことである。』
2-7 AFACT- 国連 ESCAP 共催 Capacity Building Workshop
会合最終日（11月9日）の午後は、『Advancement of Cross Border Paperless Trade and Trade
Facilitation』を全 体 のテーマとして、AFACT/ 国 連 ESCAPの 共 催、UNCITRALによる協 賛 で
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Capacity Building Workshop が開催されました。国連 ESCAPは参加各国を訪問し、貿易円滑化に関
係した普及啓蒙、教育活動（Capacity Building）を行うことを重要な活動と位置付けて進めており、
AFACT 会合にあわせてこのCapacity Buildingを実施したもので、前年度第 33 回 AFACT Plenary
（2015 年 12月にテヘラン・イランにて開催）に続いて今回で2 回目です。本会合では国連 ESCAP、国連
商取引法委員会（UNCITRAL）アジア・太平洋地域センター、AFACTメンバーであるIII 社（台湾）お
よび SIPSの菅又久直氏の４氏によるプレゼンテーションが行われました。

2-7-1 Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Paperless
Trade in Asia and the Pacific
国連 ESCAP Yann Duval 氏により本 Agreementの導入作業経緯、その主な内容についてプレゼ
ンテーションが行われました。
本 Agreementは4 年前より国連 ESCAPにより進められてきたものでESCAPメンバー国であれば本
条約に加盟することができます。加盟申請受付期間は2016 年 10月1日から2017 年 9月30日までの1 年
間。5カ国が加盟した時点でAgreementは発効します。
2-7-2 Electronic Communications Convention as enabling cross-border paperless trade
AFACTの韓国 Delegationを介し、当方の求めに応じてUNCITRAL アジア・太平洋 Regional
Center（ 仁川・韓国）Jin Ho Kim 氏が来日し、今次 AFACT 会合に参画、更に本 Workshopに…
おいて題 記テーマに関 係して Paperless Tradeを進める上で以 下の UNCITRAL が提 供する
Conventionを理解することの重要性についてプレゼンテーションがありました。
① The UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce（MLEC）
② The UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures（MLES）
③ The Electronic Communications Convention（e-CC）
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2-7-3 Practice of Trade Facilitation and paperless Trading in Chinese Taipei
題記タイトルにてEva Yi-Yuan Yueh 氏（台湾  III）により講演が行われました。先ず、WTOの貿易
円滑化協定（TFA）について触れたあと、2004 年から開始された台湾・韓国間の電子原産地証明
（ECO）交換プロジェクトについて現在までの状況について説明がありました。

2-7-4 Business Innovation through sharing commercial information with the financial sector
菅又久直氏より金流商流情報連携によるビジネス改革（Business Innovation through sharing
commercial information with the financial sector）と題し、現在国内で進められている金融 EDI
の取組みにつき紹介するプレゼンテーションが行われました。
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記事３. 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2 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。

3-1 31 October 2016:
Two versions of the UN/CEFACT Cross Industry Invoice Schema based on the SCRDM Subset
of the published D16B CCL and CCBDA 1.0 have been approved and are now available.  Both
versions include the code list schemas, one with them coupled and one with them uncoupled.

2016 年 10月31日
公開されているD16B の CCLならびにCCBDA1. のサブセットであるサプライチェーン参照データモデル
（SCRDM）
に基づく国連 CEFACT 業界横断インボイススキーマの二つのバージョンが承認され、公開され
ています。両バージョンはコードリストスキーマを含み、片方はCoupled Code List であり、もう一方は
Uncoupled です。
JASTPRO 注：
Coupledに含まれているコードリストにはバージョンが指定されていますが、Uncoupledにふくまれて
いるコードリストはバージョンが指定されていません。
ただし本件は正式な国連 CEFACTのValidation Focal Pointの精査は経ておりませんので試行
結果の周知と理解されます。

3-2 13 October 2016:
UN/CEFACT is pleased to announce the opening of the Public Review period for the project
entitled“Technical Note on Terminology for Single Window and Other Electronic Platforms.
This project has aimed to elaborate on the five key aspects of the definition of a Single
Window and to provide guidance on terminology for other types of platforms that fulfill a
function similar to a Single Window.
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, Lance Thompson using the
comment template.

2016 年 10月13日
プロジェクト
「シングルウィンドウの用語とその他電子的なプラットフォームに関するテクニカルノート」の公開レ
ビューが国連 CEFACTより公表されました。本プロジェクトはシングルウィンドウの五つのキイとなる視点によ
る定義と、シングルウィンドウと類似の機能を満たす、その他タイプのプラットフォームの用語についてのガイダ
ンスを提供することが狙いです。
公 開レビュー期 間 は 2016 年 12 月14日までの 60日間 です。 文 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た上でプロジェクトEditor の Lance Thompson 氏に送付ください。
以上
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記事４. JASTPROからのお知らせ
JASTPRO では、貿易円滑化を支援するための新規活動として、EPA 活用の一層の促進のために原産地
規則に関する調査・研究・普及に注力しているところです。現時点においてはTPPの行方が判明しないところ
でありますが、既存のEPA、今後大筋合意が予想される日EU EPAの理解促進のために、時宜を得た情報
提供に心がける所存です。
その第１弾として、11月2日からウェブサイトに「八丁堀梁山泊」と題したコーナーを設け、原産地規則を話題
にしたエッセイの連載を始めました。今川博業務２部長が編集し、毎月1 ～ 2 回の更新を予定しています。事
務局からの一方通行ではなく、原産地に関心をお持ちの各位の投稿をお待ちしています。
第 2 弾は、11月16日から「氏家輝雄の『マニラ南溟原産地便り』」として、マニラ在住の氏家輝雄氏の連載
を開始しました。国連貿易開発会議、アジア開発銀行でそれぞれ 10 年以上勤務され、特恵貿易、関税・租
税制度に詳しい国際派としての立場から、毎月２回、マニラから寄稿していただきます。
第 3 弾は、12月5日から今川部長の「検証

WTO 非特恵原産地規則調和作業」と題する論文をウェブサイ

トに連載し、掲載分が一定量に達する都度、会報にも掲載する予定です。各国バラバラな規則の調和・統一
を試みた非特恵原産地規則の調和作業を検証することで、特恵原産地規則で適用される基本概念の理解を
深め、本協会が支援する国連 CEFACT 傘下の各分野での調和作業に資することになれば幸いです。
JASTPROの支援活動の一環として、賛助会員にはご要望に応じて今川部長による原産地規則の講演・
講習を無料で実施していますので、ご要望があれば JASTPRO（担当：今川）にご一報下さい。賛助会員以
外の方々にもセミナーでの情報提供を来春に予定しておりますので、詳細が決定しましたら再度お知らせいたし
ます。
【連絡先】
（一財）日本貿易関係手続簡易化協会
業務部

業務二部長

今川

博

e-mail address: gyomu_dept@jastpro.or.jp
以上
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— 協会ホームページのリンク集のご案内 —
http://www.jastpro.org/link/index.html
当協会のホームページのリンク集には、当協会の活動にご興味を持たれる方や日本輸出入者コードの
利用者の方々のご参考として関係諸組織・団体ホームページへのリンクを下記の分類で掲載しております
のでご活用下さい。

▲

当協会に関係する我国の官公庁・公的機関（独立行政法人を含む）

▲

輸出入関係手続きに関係する業界団体等

▲

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（国内）

▲

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（海外）

▲

貿易振興・簡易化や電子商取引の標準化に関係する国際機関

▲

日本財団、公益財団法人 JKA
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— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —
電子版は、当協会ウェブページのお知らせ欄にてご覧いただけます。
http://www.jastpro.org/topics/index.html
掲載通知をご希望の皆様には、メールにてその旨ご案内申し上げますので、ご希望の方は毎月20日までに…
次の内容を下記の E-mailアドレスにお知らせくださいますようお願いいたします。
▲

ご所属の組織名称

▲

所属されている部署

▲

申込者氏名

▲

連絡先電話番号

▲

送達をご希望のメールアドレス

【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

