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記事１.  貿易の実務と理論（25）

早稲田大学名誉教授　椿……弘次

はじめに：国際物流とｆｏｒｗａｒｄｅｒ
本年12月号の雑誌『海運』5頁に、「波濤」第202回の筆者である土博士の興味深い一文が掲載されて

いたので、引用し紹介しておきたい。

“「貿易実務」という古典劇の登場人物について、ヒーローが荷為替信用状であるとするならば、船荷証
券はヒロインである。—（中略）—…経費と生産性にしか興味を持たない管理者が、その業務の抜本的な革
新の必要性を認識する可能性が乏しいのはしかたがない。”

これは、個々の業務の実際が、直接的な接点をもつ当事者間ですら互いに十分理解されず、まして、契
約書や船荷証券の裏面約款にまで関心が向いていないため、業務改善や改革が進んでいない現場の実情
に、遺憾の意を述べられたものではないかと思う。
今回は、SCM（supply…chain…management）思考の浸透に伴い、貿易実務に関する各業務の接点

（crossroad）に立っていると思われるフォワーダーの重要な機能に関して、アメリカの代表的な海事判例を参
考に検討しておきたい。
それは、Norfolk…Southern…Railways…Co.…v.…James…N.…Kirby,…Pty…Ltd.（125…S.…Ct.385,…2004…AMC…
2705,…以下Kirby事件と呼び、文末の数字は、アメリカ連邦最高裁判例集のページを示す）とKawasaki…
Kisen…Kaisha…Ltd.…v.…Regal-Beloit…Corp.（130…S.…Ct.…2433,…2010…AMC…1521（2010）の２件と関連の判例
である。いずれも、アメリカという大陸国の国際通商に関するもので、日本の地理的条件からすれば、貿易
実務、運送法規制ともに自ずと異なる。したがって、国際複合一貫運送という専門用語で表現される対米
貿易取引の実際を知る材料と考えてもらえば幸いである。それを通じて、国際フォワーディング・サービスの貿
易実務における多面的な重要性が認識されることを期待したい。

１. Kirby事件1 — アメリカ向け輸出と国際複合一貫契約における運送人の責任制限
SCM思考は、企業の国際的事業展開はもちろん、取引情報の電子化と国際コンテナ運送による迅速な
物流を背景に持つ。しかしながら、国際コンテナ運送による一貫運送サービスは、各運送モードの別個独立
性を残したままでの連結に過ぎなければ、取引費用が増し、その迅速性も損なわれやすい。一枚の運送証
券で、一個の契約にまとめられ、一社の統括的管理により、迅速、円滑、比較的廉価な運送が、運送モー
ドの壁を越えて調整され実現されるのが望ましい。
しかし、各運送モードには固有の制度と歴史があり、それを越えて統一性を達成するのは容易ではない。
そこへ接近しようと海上船荷証券を中核に、地球上の７割が海上または内水であることに拠って、国際的に
統一されている船荷証券制度を、他の運送モードに拡大適用しようとする動きが出るのは自然かもしれない。
これに、国際貨物運送と貨物海上保険が両輪の補完的関係にあることがこの拡大適用に貢献していると思
われる。それは、国際複合運送における貨物損傷事件の当事者に、保険代位による保険会社が加わる例

1　…Ｎｏｒｆｏｌｋ…Ｓｏｕｔｈｅｒｎ…Ｒａｉｌｗａｙ…Ｃｏ．ｖ．Ｊａｍｅｓ…N.…Ｋｉｒｂｙ,…Ｐｔｙ…Ｌｔｄ.…１２５…Ｓ．Ｃｔ.３８５,…2004…AMC…2705（2004）.　　

◇ 連 載 ◇
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が少なくないことにより理解される。当事者関係を基に、事案の内容を検討してゆきたい。

（A）当事者関係と事実の経緯

　　　　　　　　　　The…first…B/L
James…N.…Kirby…————————————…ICC

GM,…Huntsville工場
（買主）

オーストラリアの製造業者（James…N.…Kirby、以下Kirbyという）は、10本のコンテナ詰めの機械を、
自動車メーカーGMのアラバマ州Huntsville工場に販売した。Kirbyは、オーストラリアのフレート・フォワー
ダー（International…Cargo…Control、以下ICCという）を通じて、end-to-endの国際複合一貫運送の手
配をした（売買契約は、後述のように、Kirbyを運送品の所有者とする判例の記載のとおりとすれば、売
買条件はDAPと推定される。売主として、Kirbyが、別途、運送品の実価に基づく貨物保険を手配し
ていたことからも、この推定は有効であろう）。
オーストラリアのSydneyとHuntsville間の国際複合一貫運送が、KirbyとICCの合意により取り決めら
れ、ICCはKirbyを荷送人とするB/Lを発行した。しかし、ICCは、Kirbyと契約し、国際複合運送を
手配したけれども、自らは運送しない（すなわち、non-performing…carrierである）。ICCは、実運送人
（performing…ocean…carrier）であるドイツの海運会社、Hamburg…Südと契約し、コンテナによる国際複
合一貫運送を手配し、当該海運会社は、ICCに自社のB/Lを発行した。そのB/Lには、船積港（port…
of…loading）としてSydney,…Savannahを荷揚港、Huntsvilleを最終仕向地として記載していた。したがっ
て、海上運送区間はSydney・Savannah間であるが、運送区間に関してB/L上の最終仕向地が
Huntsvilleと記載され、Himalaya約款により、Savannah・Huntsville間の陸上運送にもアメリカの国際
海上物品運送法（US…COGSA）の責任制限が適用される立てつけになっていた。この鉄道運送区間を、
Norfolk…Southern…Railway（以下、Norfolkという）が運送を担当した。

（オーストラリアの荷主で機械…
メーカー、10…containers
詰めの機械の売主）

（オーストラリアのFreight…Forwarder,…Huntsvilleま
での契約運送人（NVO）,…中間荷送人、ICC…B/L
の発行者）

Hamburg…Süd
（Sydney・ジョージア州Savannah間のperforming…
ocean…carrier=海上実運送人）、アメリカの鉄道会
社の指名・選任者、複合運送B/Lの発行者）

Norfolk……Southern…R.…Co.
（鉄道運送事業者で海上実運送人のsub-contractor
としてSavannah・Huntsville間の運送引受）

the…second…B/L
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ICCを契約荷送人（contracting…shipper）とするB/Lが、実運送人によりICCに発行された。それにも
かかわらず、ICCはKirbyの代理人としてHamburg…Südと複合一貫運送を契約したと理論構成し、代理
の法理に基づき、アメリカの鉄道運送法に定めるより高い責任制限額をKirbyはNorfolkに対し主張した。
運送品の引渡地である最終仕向地（GMの工場）に向け運送の途上、アメリカの内陸での鉄道事故（脱
線）により150万USドルと主張される損害が生じた（運送品全体の評価額は、200万USドルを超える）。
機械の所有者（Kirby）が、Norfolkを提訴し、鉄道会社は実運送人のB/Lに基づく責任制限を、
Himalaya約款の受益者として申し立てた。
ICC発行のB/Lは、Hague-Visby…Rulesに基づく責任制限（666.67SDR…per…package）を定め、実運
送人発行のB/LはU.S.…COGSAに基づくUS$500…per…packageの責任制限（package…limitation）を定
めていたので、金額的にかなりの差が見られた。Norfolk…は、後者のB/Lに記載の「約款に特定の履行
補助者」にもCOGSAの責任制限額を適用することを定めるいわゆるHimalaya約款の適用を主張した。
念のため、この約款を説明しておきたい。Himalaya約款は、契約の履行に使用された業務の提供者に、
運送人と同様の責任制限の機会を提供するものである。それは、Hague…Rulesに基づくport-to-portの
運送区間の前後、すなわちbefore…and…after…tacklesの区間の業務にも適用される。
Himalaya約款は、国際複合一貫運送の普及に伴い、各種の運送モードに携わる可能性がある多くの
業者を対象に含めるべく、拡大解釈が可能な文言になっている（例えば、any…servant,…agent…or…other…
person（including…any… independent…contractor）…whose…services…contribute… to…performing… the…
contractなどと規定し、anyという文言の拡張・拡大解釈性に依拠する意思を、運送人は明確にしている）。
因みに、JIFFA国際複合一貫輸送約款（2013）の裏面約款第1条（定義）（2）下請運送人（Sub-contractor）
では、—transport…operators…and…independent…contractors…and…their…respective…servants,…agents…
and…sub-contractors,…whose…services…the…Carrier…procures…for…the…performance…of…the…whole…or…
any…part…of…the…Carriageと広く規定している。JIFFA…Sea…Waybill（2013）の裏面約款もほぼ同様の文
言である。また、契約責任と並び不法行為責任も対象に含め、いわゆる契約関係理論（privity…of…
contract）による同約款の適用の制約条件を排除できるような文言になっている。また、日本の大手定期
海運会社の裏面約款では、Himalaya約款の対象になる当事者を、次のように広く列挙している。
— including,…but…not…limited…to,…the…Carrier’s…servants…or…agents,…any…independent…contractor…
and…his…servants…or…agents,…and…all…others…by…whom…the…whole…or…any…part…of…the…Carriage,…
whether…directly…or…indirectly,…is…procured,…performed,…or…undertaken,…—
アメリカの第11巡回区控訴裁判所は、この約款の狭義の解釈に固執し、荷主や運送人と契約関係に
ない者は、特にそれらの者と第三者の関係が特記され、約款の被適用者になることを示す具体的な文言
を必要とする立場をとった。これは、連邦最高裁の本判決で否定された。また、ICCはドイツの海運会社
との関係では、荷送人であり、荷主のKirbyに対しては契約運送人（contracting…carrier）であった。
本判決が出るまで、the…Fair…Opportunity…Requirement…TheoryとHimalaya約款の適否は、実務上

も重要な問題とされ、国際複合運送における当事者間の運送事故のリスク配分に及ぶ影響が大きかった2。

2　…B/Lの至上約款（Clause…Paramount）に基づく、運送人の責任制限を定めるHimalaya約款を陸上の事業者への適用に関する
Marva…J.…Wyatt,…Contract…Terms…in…Intermodal…Transport:…COGSA…Comes…Ashore ,…16…Tul.…Mar.…L.J.177（1991）を参考
に、陸上運送へのCOGSAの適用可能性を説明する拙稿をまとめたことがある（斎藤祥男先生古稀記念図書編集委員会編『国際
ビジネス：実態と法的側面』文真堂、１９９８に収載の「ＣＯＧＳＡは陸に上がり統一を目指す---コンテナによる国際複合運送と
Himalaya…Clauseがもたらすもの」）。
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Kirbyは運送品の実価（full…value）を申告し、ICCはそれを損害賠償限度額にすることに同意するい
わゆる「公平な機会理論」3…（Fair…Opportunity…Requirement…Theory）に基づく運送品の価格申告の
機会を提供されたのに対し、実運送人発行のB/Lに関しては、U.S.COGSAの過失責任原則と１梱包当
りのUS$500の責任制限を承認する（accept）ことにKirbyは同意した。しかし、ICCがこのB/Lにおける
契約荷送人（contracting… shipper）として記載されていた。このため、KirbyがICCに指示した
666.67SDRのpackage… limitationとUS…COGSAのUS$500のpackage… limitationの齟齬の論点は、
本件では重視されなかった。KirbyとICC間の補償問題として残るだろう。
前述のように、鉄道の脱線事故の結果、150万ドルと主張される損害が生じた。Kirbyおよび保険代位

により保険会社が、Norfolkを相手取って提訴した。第1審は、鉄道会社（Norfolk）の主張を認め、1梱
包当り＄500の責任制限を適用したが、控訴審は、ICCのB/Lに規定の契約において、がHimalaya約
款の適用を受けるにはICCとの間に契約当事者関係がなく、同約款の適用対象外であるとされ、また、
同約款の適用を受けるための要件である履行補助者としての言語上の特定性が薄弱であると、控訴審の
多数意見は判断した。それにより、第一審の判決は破棄された4。

（B）連邦最高裁の判決

最高裁を代表して、O'Connor判事は、“本件は列車脱線事故に関する海事事件である”（This… is…a…
maritime…case…about…a… train…wreck）と判決の冒頭で宣明した。本件の契約は海事に関する契約
（maritime…contract）であり、連邦の海事管轄（admiralty…jurisdiction）に服するとした。すなわち、海
事契約と非海事契約の間に明確な境界線を引くことは容易でないが、場所（spatial,…geography）の問題
と言うより概念（conceptual）に依存するものであると述べた。
海事サービス（maritime…service）あるいは海事取引（maritime…transactions）に関係があるかどうか

が重要である（at…p.393、Exxon…Corp.…v.…General…Gulf…Lines,… Inc.,… 500…U.S.…603,…111…S.…Ct.…2071
（1991）の先例を踏襲）5。標準規格化されたコンテナに運送品を詰め、国際複合一貫運送を行うこと（こ
れはthe…age…of…multimodalismそのものであり、door-to-door… transportである）は、海上運送の最も
重要な革新であるとの説示を行い、この判断の根拠としている（at…p.394）。
ICCのB/LもHamburg…SüdのB/Lも、オーストラリアからアメリカ東岸までの貨物の海上運送を遂行す

ることを主たる目的とするものであるから、海事性の契約（maritime…contracts）である（at…p.394）。運送
の最終部分が、陸上の鉄道運送であるとしても、この海事性を損ねるものではない（ibid.）。言わば、そ
の鉄道運送はB/Lに規定された大陸間航海の付随区間（fringe）に過ぎない。
また、引き受けた運送区間における責任原則の統一性により、この複合運送の効率を維持できる（at…p.…

3　…Michael.… F.… Sturley,…The…Fair…Opportunity…Requirement…Under…COGSA…Section… 4（5）:…A…Case… Study… in… the…
Misinterpretation…of…the…Carriage…of…Goods…by…Sea…Act, …19…J.…Mar.…L.…&…Com…1,…（1988）を参照されたい。この件に関して日
本企業が当事者となったアメリカの判例に、Nippon…Fire…and…Marine…Ins.…Co.…v.…Tourcoing,…979…F.…Supp.…206,…1998…AMC…89
（1997）がある。梱包1単位あたりの責任制限約款を拒否したい場合には、運送品の価額を申告し、B/Lに記載すればその責任
制限の適用を拒否できると規定してあれば十分と判示された。すなわち、B/Lの高価品申告欄の有無は重要でないとされた。

4　…連邦控訴審レベルでは、契約関係の存在を前提にHimalaya約款の効力を認める見解（Mikinberg…v.…Baltic…S.S.…Co.,… 988…F.…
2d…327（2dCir.…1993））と、それを要しないとする見解（Akiyama…Corp.…of…America…v.…M.V.…Hanjin…Marseilles,…162…F.…3d…571
（9th…Cir.1998））に、判断が分かれていた。この判断の相違をなくす必要性を連邦最高裁は認め、この事案を最高裁に移したので
ある。

5　…海上商業（maritime…commerce）の保護に基本的な利害があるとする政策的な判断が採られたと思われる。
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396）。各B/LのHimalaya約款により、引き受けられた各運送区間の参加者に責任原則が一様に適用
されて、B/L約款の統一により契約交渉の簡易化を目指したCOGSAの目的にも適うものである（at…p.…
396）。
外国との通商に密接に係る国際海上運送は、コンテナによる個品運送において複合一貫運送が一般
的になっている。それに関する法の統一を連邦の法管轄において維持することが重要で、州法に委ねるこ
とは一般海法の統一を損ね，海商の保護に資することにならない（at…p.396）。

（C）コメント

荷送人のKirbyの敗訴となり、アメリカ向け輸出における国際複合一貫運送における責任限度額の統
一性が確立されたように思われる。しかしながら、実損額の賠償を原則とするアメリカの鉄道運送における
責任限度額に比して、COGSAのそれは著しく低いと感じるのは、当然だろう。とりわけ、海上運送用の
大型コンテナをpackageと見なして、運送人の責任制限を低くすることに強い異論はあるだろう。
しかし、国際コンテナ運賃の著しい低下が企業間競争と船型の大型化などによるとしても、責任限度額
と運賃水準とを比較すれば、やむを得ない結果かもしれない。荷主としては、コンテナ内の運送品につき
高価品の申告をし、その価額をB/Lに記載してもらうことは可能であろうが、運送責任に見合った運送賃
の引き上げ（ad…valorem…freight）も適用されるだろうから、貨物保険で適当に対処するのが得策だろう。
また、コンテナ詰めされた梱包数をB/Lに記載し、それを賠償責任額の単位にすることも考えられる。しかし、
Hague-Visby…Rulesに規定の666.67SDR（為替相場によるが、ほぼ11－12万円）は、一般的な個品の
平均的価格から見て、必ずしも著しく低いとは考えられない。したがって、適確な貨物運送保険を手配す
ることが、荷主にとり物流上の危険に備える方策となる。それを助言ないし示唆するのもフォワーダーの役
割かもしれない。また、このような事案で作成される荷主とNVO,…NVOと実運送人のそれぞれの間で発行
される運送書類における取引当事者の表示の仕方並びに記載欄への資格記入の在り方もフォワーダーが
特に留意すべき事項である。
他方、前号でも触れたように、20フィートとその倍の40フィートに長さが規格化された国際標準コンテナ

による運送は、自ずと定期的かつ大量に運送品が集まる運送経路上で経済的に実現可能な運送サービス
である。運送契約上の重要地点は、運送品の「コンテナ詰め」を行い、「コンテナから取り出し仕訳け」を
行うCFS（container…freight…station）ないしはcontainer…terminalである。したがって、この国際標準コ
ンテナの載貨容積または重量に満たない取引量を扱い少量の運送に依存する企業は、主要コンテナ・ター
ミナル間で仕切る貿易条件にならざるを得ないだろう。いわゆるSeller's…door-to-Buyer's…door間の運送
は、大量かつ定期的な物流量を維持できる企業間の継続的な取引の場合に限られ、特注型の運送契約
（tailor-made…contract,…or…contract… logistic…service）になり、SCMモデルに最も合致することになる。
その結果、サービスのネットワークを形成する各運送モードを担当する企業間の連携（alliance）が重要にな
り、他方で一般公衆運送性（common…carriage）が薄れて、特別の運送賃率が個別交渉されるservice…
contractが優勢になると思われる。これと対照的なのが、courier…serviceと連結した小型包装貨物（small…
parcel）の貿易の盛行であろう。国際物流の課題は、performing…carriers…とcontracting…shippersの
物流ニーズに合致した連携であり、それによる肌理の細かい実荷主へのサービス提供であろう。
そのような背景において、国際複合一貫運送サービスを取り決めるフォワーダー本来の業務の他に、貿
易実務としての物流および物流情報管理、貨物保険、輸出入通関などの貿易管理にまで及ぶ幅広いフォ
ワーダーの貿易業務の支援機能が、売買当事者にとっても重要である（この点は、JIFFA編『国際複合
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輸送業務の手引き』第8版の各章を参照されたい）。
次いで、Kirby事件が示唆する課題は、アメリカから外国に向けて輸出される場合の国際複合一貫運
送におけるアメリカ国内での貨物損傷事故に対する責任原則のあり方だろう。それを検討するための入り
口は、アメリカの国内運送事業に関する、かつての州際交通法（Interstate…Commerce…Act…of…1906）
の改定法であるCarmack…Amendmentの国際複合一貫運送への適用問題であろう。なお、かつての
ICC（州際交通委員会）に代って、現在はSTB（Surface…Transportation…Board）が準司法的機能を持
つ行政担当部局となっている。

２．Kawasaki Kisen Kaisha v. Regal-Beloit Corp.（130 S. Ct.2433, 2010 AMC 1521）事件
（以下、申立人をK…Lineと呼び、事件名はRegal-Beloit事件という。文末の数字は、AMCの該当ペー
ジである）

出荷地:中国　　　　　　　　　　　　　　アメリカ中西部:仕向地　
　　　　　　sea-landの国際複合一貫運送
　　　　　　4通のK…LineのB/Lによる　
　　　　　　上告人は、複合運送人であるK…Line,…
　　　　　　被上告人は荷主とその保険者

上記のような当事者間で、荷主はK…Lineの選択する運送方法に従うことに同意した。これには、
Himalaya約款、運送人の裁量権（Liberty…Clause）、COGSAを責任原則とするUniform…Liability（統
一責任原則）が含まれ、日本法に準拠し、東京地裁を専属裁判管轄（forum…selection…clause）とすること
が規定されていた。
Ｋ…Lineは、B/L約款に従い、Union…Pacific…Railroadにアメリカの鉄道運送を委託した（subcontracted）。
運送品は、Long…Beach,…CAまでK…Lineの船舶に積み込んで運送され、そこから陸送後（transferred）
最終仕向け地までの鉄道運送をUnion…Pacificに運送委託した。…
鉄道車両の一部がOklahoma州内で脱線し、それにより積荷が損傷したと運送人に対してカリフォルニア
州で訴訟の申し立てが行われた。B/Lの専属管轄約款に基づき、被告側は訴訟を却下するよう申し立てた。
連邦地裁は、専属管轄約款ならびにHimalaya約款を基にその申し立てを認めた6。
控訴審において、第9巡回区連邦高裁は、原審を破棄し、再審を命じた7。これは、アメリカ向けの海外

からの国際一貫運送契約において、陸上（鉄道）区間にはB/LのHimalaya約款によるCOGSAの適用を
認めず、東京地裁を専属管轄とする約款を否定するものであった。第2巡回区連邦高裁の判決8と同様の
趣旨の判決であった。
以上が、連邦最高裁に上告されるまでの概要である。アメリカからの輸出に関する複合一貫運送の事案

ではないが、国際複合一貫運送のアメリカの内陸区間に、COGSAとアメリカ陸運局（the…Surface…
Transport…Board=TSB）の管轄のCarmack…Amendmentのいずれを適用すべきかに関する見解の対立

6　…462…Ｆ．Ｓｕｐｐ．２ｄ…1098,…2007…ＡＭＣ…480（2006）.
7　557Ｆ．3d…985，2009…ＡＭＣ…305（2009）.
8　Sompo…Japan…Inc.…Co.…of…America…v.…Union…Pacific…R.…Co.,…456…F.3d…54,…2006…AMC…1817.
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が残っていた。このため、輸出・輸入に関係なく、国際複合一貫運送の一部であるアメリカの鉄道運送へ
のCarmack…Amendmentの適用の是非を検討するため、この事案を取り上げたのである。アメリカからの
国際複合一貫運送による輸出の案件への言及も、本件の議論の過程で見られた。
The…Carmack…Amendmentは、貨物受取証およびB/Lに基づく鉄道運送人の責任について、49…U.S.…
Code…§11706において定めている。その（a）項（1）により、荷送人から運送品を受け取る鉄道事業者は、
貨物受取証もしくは運送証券（B/L）を発行し、実損額に対する賠償に応じる責任を負担すべきものと定める。
同じく、49…U.S.…Code…§10501は、鉄道運送人は、STBの管轄に属すべきものと規定し、アメリカ国内の運
送のみを管轄対象にすると定める。これは、前述のKirby事件の判決と衝突する可能性があり、本件の少
数意見により支持されている。
判決は、国際複合一貫運送を、分割不能な一個の契約と見るか、区間毎に分離可能な運送と見るべき

かで、意見が分かれる。反対意見（少数意見）は、後者の観点に立つ（at…p.1543、p.1547）。多数意見は、
輸入品の国際複合一貫運送証券が、発行された時点で、the…Carmack…Amendmentの適用が排除され
るとし、一個の契約と見る立場に立つ。すなわち、運送契約の当事者は、荷送人とmultimodal…carrier（NVO
を含む）であり、荷送人は、本件の場合、鉄道運送人と個別に運送契約を結んでいるという感覚ではないと
する。したがって、連絡運送人（connecting…carrier）の鉄道会社が、別途、運送状あるいは運送証券を
発行してはならないことになる。
これに対し、少数意見は、Ｋ…Lineのような海上運送人といえども、国際複合一貫運送の一環として、米
国内の鉄道運送を行う旨、公表している（hold…out）場合、STBのrail…carrierに該当し、その管轄下にあ
ると主張する（at…p.1546）9。
しかし、アメリカ向けの輸出取引におけるような国際複合一貫運送契約は、荷送人とNVO,…NVOと
Ocean…Carrier（like…K…Line）,…Ocean…Carrierの下請け運送人との業務協定に基づく契約履行というのが
普通であろう。荷送人とNVOの運送契約（これを仮に主たる運送契約という）は、NVOを荷送人とする
Performing…Carrierとの契約（運送契約あるいは下請け運送契約）を下敷きにし、主たる運送契約を契約
運送人（contracting…carrier）のHouse…B/Lで取り決め、House…B/Lは下請け運送のB/L（Master…B/L）
に準拠する（subject…to）としておく。これにより、荷送人は、全運送区間に対しMaster…B/Lの責任制限を
採用する（at…p.1550およびfn.…8参照）のが事実上の慣行である。そして、ここに契約自由の原則が働き、
多数意見がKirby事件と軌を一にしているのである。Kirby事件に念を押し、複合一貫運送B/Lにおける
Himalaya約款の使用に許諾を与える結果になったのが、このRegal-Beloit事件である10。　
Carmack…Amendmentに基づき、アメリカの鉄道会社が、陸上運送区間につき、receiving…carrierと

して国際複合運送人の主宰者にB/Lを発行すべきとするのは、国際複合運送人がCOGSAに基づき複合
運送証券を設計していることと衝突する結果を招き、国際運送約款の統一性を促進する観点から好ましくな
い。したがって、49…U.S.…Code…§10502（f）項により、複合一貫運送の一部として鉄道業者が担当する運送を、
同法の適用から免除する権限を、STBが行使すべきではなかろうか。

9　…少数意見を支持する意見に関し、Patrick…M.…Talbot,…How…Swiftly… the…Carmack…Amendment… is…Washed…Away（Or…Why…
Justice…Sotomayor…was…Right…in…Kawasaki…Kisen…Kaisha…LTD.…v.…Regal-Beloit…Corp.,…130…S.Ct.…2433（2010）,…42…J.…Mar.…L.…
and…Com.631（2011）,…43…J.…Mar.…L…and…Com.1（2012）がある。

10　…Dennis…A.…Cammarano,…Impacts…of…the…Supreme…Court…Decision… in…Regal-Beloit:…Exporting…Import…Litigation ,…85…Tul.…
L.Rev.…1207参照。
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ただし、アメリカ国内を起点として、国際複合運送契約により海外向けに（例えば、日本向けに）出荷され
る運送品に関して、複合運送証券の約款によりアメリカの国内法の適用を排除することになるかどうかは、慎
重に検討されるべきだろう。The…Shipping…Act…of…1984（1984年海運法）ならびにその後の改定、the…
Ocean…Shipping…Reform…Act…of…1988（OSRAと略称される1988年海運改革法）に照らし、NVOを介して
アメリカ国内の鉄道と国際海上運送を含む複合一貫運送を締結し、Combined…B/Lを発行し、全運送区間
を通じてCOGSAに準拠するとの規定をおき、Himalaya約款が挿入されている限り、輸出入取引に関する
国際複合運送法の統一性維持の観点からすると、Regal-Beloit事件と同様の判断が国際複合運送証券に
基づき下されるものと思われるが、これと異なる先例もある。それは、American…Home…Assurance…Co.…v.…
Panalpina,… Inc.,… et…al.事件11である。アメリカの中西部に工場を持つ機械メーカーの売主は、オーストラリア
向けに3本のコンテナ詰めのフォークリフトとその部品を輸出する契約を結んだ。フォワーダーを介してその工
場からロスアンゼルスまでの鉄道運送ならびにそこからオーストラリアまでの海上運送を含む国際複合一貫運
送を取り決めた。それは、トレーラー、鉄道、船舶のそれぞれによる運送をつなぐもので、鉄道運送業者で
あるBNSF（Burlington…Northern-Santa…Fe）に運送委託されたが、2006年12月下旬にカリフォルニア州
内で脱線事故により、運送品は37万USドル余の損傷を被った。BNSFはA.P.Moller-Maerskとの間で、
国際運送協定を結んでおり、両者それぞれ国際複合運送に関する指針およびMaersk's…Multimodal…
Transport…B/Lを適用することにしていた。しかしながら、アメリカ国内の鉄道運送は、the…Staggers…Rail…
Actおよび州際交通法のthe…Carmack…Amendmentにより規律されている。それによれば、運送のために
運送品を受け取る鉄道業者は、貨物受取証または運送証券（Bill…of…Lading）を発行し、運送品に生じた
実損額を賠償する責任を負担する（49…U.S.…Code…§11706（a）および（c）（1））。この規定を排除するためには、
（1）COGSAの下においてコンテナ運送による低い運送賃率とそれに伴う低い責任制限額とCarmack…
Amendmentに基づく実損額の賠償原則の間の選択の充分な説明と機会の提供が運送契約の交渉の前
提になり、かつ、（2）複合運送証券のHimalaya約款によるCOGSAの責任制限の鉄道運送人への適用
が許容されることが満たされ、「代替条件」（alternative…terms）に合意することを要する（at…p.742）。本件
では、この代替条件の成立させるに足る十分な証拠が認められなかった。

おわりに
長 と々アメリカの国際複合一貫運送に関する判例を説明してきたが、簡潔に要点を整理しておきたい。
Kirby事件が示しているように、コンテナによる国際複合一貫運送の経済合理性を評価し運送約款の統一を
図り、迅速かつ経済的な運送サービスを促進するためには、既存の国際運送条約（Hague…Rules,…Hague-
Visby…Rules）により確立した原則（過失責任原則、package… limitationとHimalaya約款など）に基づく
Uniform…Liability…Systemを志向することが望ましいということである。
Kirby事件は、アメリカ向け輸出に焦点を当てる国際複合一貫運送に関する事案であったけれども、アメ

リカからの輸出に関しても国内法の厳格適用より、当事者の経済的な判断を尊重すべきことに言及しているこ
とである。国際運送責任と損害保険が表裏の関係にあり、運送リスク対応の費用と責任の配分を重視すべ
きことを、Panalpina事件に言及して示唆し、契約の自由の重要性を想起させてくれている点である12。

11　…2011…AMC…733（SDNY,…2011）.
12　…この点は、取引の経済性と法的な制度の間の緊張関係を扱う「法と経済」で論じられる課題であろう。
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さらに、SCMが企業経営のスローガンのようになっている現在、物流事業者がかつての総合商社、外国
為替銀行と同様に「貿易実務」のガイド役を引き受けているのではなかろうか？…国際売買契約が迅速に、か
つ、電子的に交渉され、まとめられても、その履行には組織間調整と物的施設の接続という現場・現物・現
実が存在しなければならない。それを受け持つ国際複合一貫運送がＳＣＭの重要な支柱の一つである。き
め細かい業務の調整と管理を要する物流サービスが製品の貿易の重要な情報の結節点（knots）になってい
ると思われるからである。ＪＩＦＦＡ編『国際複合輸送業務の手引き』第8版、2013年は、その意味でも「貿易
実務」に関する貴重な書物であると思う。
次号でも、さらに同じトピックを掘り下げるつもりである。

今回参考にした2,…3の文献資料を適記しておきたい。
William…C.…Baldwin,…Comment:…Land…versus…Sea;…Carmack…v.…COGSA:…Why… the…Carmack…
Amendment…Should…Not…Apply…to…Inland…Portion…of…Multimodal…Shipments, …82…Tul.J.Rev.…731…………
Joseph…C.…Sweeney,…Crossing…the…Himalayas:…Exculpatory…Clauses…in…Global…Transport,…Norfolk…
Southern…Railway…Co.…v.…James…N.Kirby,…Pty…ltd.,…125…S.…Ct.…385,…2004…AMC…2705（2004）,…36…J.…
Mar.L.…and…Com.,…155（2005）…　
＊…この刊行物の同じ号には、William…H.…Theis,…Attilio…M.…Costabelによる同じ事件に関する論文が
掲載されている。

Dennis…A.…Cammarano,…Impacts…of… the…Supreme…Court…Decision… in…Regal-Beloit:…Exporting…
import…Litigation ,…85…Tul.…L.…Rev.…1207（2011）

以上
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記事２. 国連ESCAP UNNExT拡大アドバイザリ会議報告

題記会合は、国連ESCAP（United…Nation…Economic…and…Social…Commission…for…Asia…and…the…Pacific：
国連アジア太平洋経済社会委員会）がアジア太平洋地域における電子貿易円滑化枠組協定（Framework…
Agreement…on…Facilitation…of…Cross-border…Paperless…Trade…in…Asia…and…the…Pacific、以降フレーム
ワーク協定と呼ぶ）の推進を目的に、UNNExTの専門家の意見交換の場を設けたものです。

本会合にUNNExTアドバイザリの一人として出席された菅又久直氏（一般社団法人……サプライチェーン情
報基盤研究会（略称SIPS）業務執行理事・「国連CEFACT日本委員会」（略称JEC）…運営委員会委員長）
より、以下のとおりその概要の提出がありましたので、報告いたします。

Ⅰ. 会議日程：
11月22日（火）…UNNExT拡大アドバイザリ会議
11月23日（水）…UNNExT拡大アドバイザリ会議
11月24日（木）…UNNExT拡大アドバイザリ会議／国連ESCAP研修会
11月25日（金）…国連ESCAP研修会

Ⅱ. UNNExT拡大アドバイザリ会議：
フレームワーク協定は、2016年5月4日に国連ESCAPコミッションにて合意決議され（Resolution…72/4）、
国連法務局（UN…Office…of…Legal…Affairs）に送られた後、10月10日より各国の調印が開始されることとなっ
ています。調印期間は2017年9月30日までで、5か国以上の調印により発効されることになります。なお、
会議中の会話ではロシア、中国、モンゴリア、韓国、インド、パキスタンが調印候補に挙がっていました。
今回のUNNExTアドバイザリ拡大会議では、フレームワーク協定に基づく各国のシングルウィンドウ実装を
支援するための法的および技術的検討を行いました。
会議は、始めに国連ESCAP事務局（Yann…Duval氏）よりフレームワーク協定の合意・調印状況の説明

があり、その後、法的検討グループと技術的検討グループに分かれて具体的課題の審議を行いました。小
生（菅又）は、技術的検討グループの審議に参加し、「貿易円滑化における電子データと電子文書のため
の国際標準」を担当しました。

UNNExTアドバイザリ拡大会議の参加者は以下の通りです。
Mr.…Yann…Duval… ESCAP
Mr.…Sangwon…Lim… ESCAP
Mr.…Luca…Castellani… UNCITRAL
Mr.…Sung…Heun…Ha… 韓国（KTNET）
Mr.…Koh…Tat…Tsen… シンガポール（Crimson…Logic）
Mr.…Tahseen…Khan… インド（国連CEFACT副議長）
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Ms.…Mee…Wan…Wong… マレーシア（元DAGANNET）
Mr.…Hisanao…Sugamata… 日本（国連CEFACT日本委員会）
Ms.…Hong…Xue… 中国（北京師範大学）
Mr.…Umar…Wahid… パキスタン（商務省）
Mr.…Bryan…Tan… ベトナム
Mr.…Sergey…A.…Kiryushkin… ロシア（電話会議で参加）

＜技術的検討グループの審議＞
（1）国際標準導入戦略（菅又）

国際標準及びガイドラインの適用戦略について、次の事項につきまとめました。
• 国際標準と適用レイヤー
• 考慮すべき国際標準とガイドライン一覧
• 国際標準への適合性
• 国際標準化組織

（2）貿易円滑化リファレンスマップ（Sung…Heun…Ha）
貿易円滑化システムで取り扱うプロセス（Buy-Ship-Pay）と文書、及び標準との関連一覧を作成しつ

つあります。
（3）技術ギャップチェックリスト（Mee…Wan…Wong）

貿易円滑化電子化推進レベルを把握するためのチェックリストを整備中です。チェック項目は次の分野
をカバーしています。

• 貿易円滑化推進組織
• 自動化の度合い
• ICT基盤整備
• セキュリティ
•ビジネスプロセス改革（BPR）
• 情報項目の整合化
• 人材育成
• ITリテラシー
• 予算確保

（4）セキュリティ相互承認（Tahseen…Khan…/…Sergey…A.…Kiryushkin）
ロシアよりPKIに基づくTTE（Transboundary…Trust…Environment）の構築につきプレゼンテーショ

ンが行われました。TTEは、一昨年より国連CEFACTへも提言していますが、技術・制度・手法が
混在したガイドになっていて、共通なガイドラインとして推奨できる状況にはなっていないように思われます。

（5）インターオペラビリティガイドライン
シングルウィンドウ間の相互運用性ガイドライン策定に着手しました。ガイドラインは次の項目をカバーす

る予定です。
• 越境データ交換の範囲と導入モデル
• 越境データ交換システムの枠組み
• 越境データ交換システムのためのシングルウィンドウ
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• 相互運用性のための技術的考察
• セキュリティ基盤
• 相互運用性のためのゲートウェイ
•プロセス当事者の認証
• データ交換のための通信プロトコル
• データ定義標準
• 信頼性のレベル

Ⅲ. 国連ESCAP研修会：
UNNExTアドバイザリに加え、アジア太平洋地域各国の貿易円滑化（電子化）に携わる人材を集めて、フ

レームワーク協定に関わる研修会が開催されました。
参加した17か国は次の通りです。
ウズベキスタン、スリランカ、韓国、パプアニューギニア、パキスタン、ロシア（電話会議参加）、モンゴリ
ア、中国、カンボジア、マレーシア、バングラディッシュ、ミャンマー、ラオス、ベトナム、フィリッピン、モ
ルディブ、アフガニスタン

（1）フレームワーク協定への加盟
発表者：Yann…Duval（国連ESCAP）
フレームワーク協定の位置づけ（WTO…TFA（貿易円滑化協定）をアジア太平洋地域で推進するため
のフレームワーク）と概要についての解説があり、フレームワーク協定批准の手続きにつき説明が行われま
した。

（2）貿易円滑化先進システム
モデレータ：Sangwon…Lim（国連ESCAP）
韓国で進められている、次の貿易円滑化先進事例の紹介がありました。

①KITAマーケットプレース
発表者：Choonsik…Kim（韓国…KITA）
KITAは、B2BグローバルEマーケットプレース（EMP）を貿易円滑化システム（Utrade…Hub）と統合
化して提供しています。また、Alibabaとの共同EMPサービスや、タイとのビジネスマッチング、ベトナム
やマレーシアとの共同オンライン商取引ショーを開催するなど、アジア各国とのEマーケッティング連携を
積極的に進めているようです。
②G4Bサービス
発表者：Seon-Gwon…KANG（韓国…NIPA）
ビジネスサポートのための行政ポータルを構築し、G4Bサービスを提供していることが紹介されました。

（3）フレームワーク協定のもとでの国際データ交換
モデレータ：Somnuk…Keretho（タイ…Kasetsart大学）
ディスカサント：Jonathan…Kof（シンガポール）
ディスカサント：Umar…Wahid（パキスタン）
国際データ交換における相互運用性の考え方、およびASEANシングルウィンドウにおける事例につ

いての紹介が行われました。
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①相互運用性の重要性
発表者：菅又…久直（日本…SIPS）
相互運用性の必要性とレイヤーアプローチ、セマンティック相互運用性とは、セマンティック標準のフレー

ムワーク、コンフォーマンスとマッピング、および日本における業界横断EDIフレームワークによる柔軟な相
互運用性につき紹介しました。⇒添付（１）参照
②ASEANシングルウィンドウ（ASW）

発表者：Marianne…Wong（マレーシア）
各国のNSW（ナショナル・シングルウィンドウ）にASWゲートウェイを設置して相互接続を実現しようと

するフレームワークが紹介されました。
（4）セキュリティ相互認証

インド、韓国、ロシアより、セキュリティ相互認証の取組みについての紹介がありました。
①インドの事例
発表者：Tahseen…Khan（インド）
PKIフレームワークにおける相互認証システムへの取組みを紹介。

②PPAの事例
発表者：Sung…Heun…Ha（韓国）
PAAにおけるPKI導入事例の紹介。

③ロシアの事例
発表者：Sergey…A.…Kiryushkin（ロシア）
EAEU（Eurasian…Economic…Union）におけるTTE（Transboundary…Trust…Environment）導入

の取組みを紹介。

以上
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添付資料（1）
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記事３. 国連CEFACTからのお知らせ

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  1 December 2016:
Call… for…Participation:…UN/CEFACT… is…pleased… to… announce… the… launching…of… a…new…project,…
Pipeline…Data…Carrier.… Information… in…business… transactions… today…often…resides… in… fragmented…
business…and…government…systems;…it…is…often…transmitted…from…actor…to…actor…on…the…information…
supply…chain,…sometimes…being…altered…or…omitted.…The…Pipeline…principle…seeks…to…capture…data…
at… its…source,… store… it…on…a…pipeline…and…allow…each…actor… to… incrementally…add…the… information…
which…concerns…their…action…without…changing…what…has…already…been…placed…in…the…pipeline.…This…
project…will…aim…to…create…a…guidance…document…on…this…principle,…describe…the…business…process…
and…data…requirements…as…well…as…creating…a…sample…pipeline…carrier…XML…schema…established…as…
a…subset…of…a…Multi-Modal…Transport…Reference…Data…Model.…For…more…information,…contact…the…
Project…Leader,…David…Roff.…

　2016年12月1日
国連CEFACTより「パイプラインデータキャリアー」プロジェクトの発足をご案内します。
プロジェクトに参加される専門家の方を募集します。　
ビジネスの情報は一般的に個々の民間もしくは公共のシステムに分散して保管されます。通例、サプライ
チェーンにおいて伝達される情報は、当事者間で、一部変更ないし割愛されて送られます。「パイプライン（プ
ロジェクト）の原則」においては、元の提供者からのデータを取得する、それを「パイプライン」に保管する、（サ
プライチェーンにおける）関係者が個々のアクションに基づいて更に変更を、それ以前に保管された情報をつ
ぶさずに、保管するということが求められます。本プロジェクトはこの原則についてのガイドドキュメントを生成
し、そのビジネスプロセスとデータ要求を記載します。更に複数輸送モード参照用データモデルのサブセットと
して確立した、サンプルパイプラインキャリアーXMLスキーマを生成します。
更に詳細な情報はプロジェクトリーダのDavid…Roff氏（david.roff@warrant-group.com）に照会ください。

3-2  1 December 2016:
"UN/CEFACT…is…pleased…to…announce…the…launch…of…a…Traceability…Framework…project…in…the…
Agriculture… Domain".… … The… project's… purpose… is… to… provide… project…managers… with… a…
recommended…framework…to…develop…the…high…level…design…for…traceability…systems…for…goods…
in…international…trade.…The…framework…shall…help…stakeholders…to…develop…the…description…of…the…
planned… traceability… system… including… the…definition… of… the… traceable… asset,… the…policy… claim…
system…will…support,…the…starting…and…end…point…of…the…traced…supply…chain,…and…the…rules…and…
the…audit…mechanisms…for…the…governance…of…the…system.…The…project…deliverables…will…be:
•… Trade…Facilitation… recommendation… on… an…Framework… to…design… traceability… systems… for…
Cross…Border…Trade…
•… Guideline…that…explains…the…framework…for…use…of…decision…makers.…
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Membership… is… open… to…experts…with…broad…knowledge… in…one…or…more…areas…of…preparing,…
planning,…implementing…and…managing…traceability…systems…in…different…areas…of…international…
trade,… in… particular… but… not… limited… to… international… transport,… logistics… and… supply… chain…
management,… phytosanitary…control,… agriculture… trade…and… risk…management.… …The…project…
proposal,… sign…up… information…and…other…details.…For…more… information…contact… the…Project…
Manager…Frans…van…Diepen

　2016年12月1日
国連CEFACTより、「農業ドメインにおけるトレーサビリティフレームワーク」プロジェクトの発足をご案内しま
す。本プロジェクトの目的は、法規制対象の国際貿易の物品の高度に設計されたトレーサビリティシステムを
開発するプロジェクトリーダーの方々に推奨フレームワークを提供することです。このフレームワークは、ステー
クホルダーが以下の点について記述する際に役立てていただくことを想定しています。
•トレース対象の定義を含めたトレーサビリティシステムの企画
• ポリシークレイムシステム
•トレース対象のサプライチェーンの開始点と終了点、
•システムを管理する上でのルールと監査メカニズム

本プロジェクトの成果物；
• 国境貿易のトレーサビリティシステムを設計するためのフレームワークに関する貿易円滑化勧告
• 方針決定者のための、フレームワークに関する説明ガイド

プロジェクトに参加の方は、限定は致しませんが、特に、国際輸送、ロジスティクス、サプライチェーン管理、
植物検疫管理、農産物貿易、リスク管理といった、国際貿易に関する様々な領域のトレーサビリティシステ
ムについて、その準備、企画、導入ならびに管理について広い知識をお持ちのかたを歓迎します。
プロジェクト提案書や付帯情報はこちらをクリックください、更に詳細情報についてはプロジェクトマネージャー
のFrans…van…Diepen氏（frans.vandiepen@rvo.nl）にコンタクト願います。

以上



JASTPRO

—…24…—

記事４. 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。

NACCS専⽤⼝座は平成29年3⽉末に廃⽌します

継続して⼝座振替を希望されるお客様は、
お早めにリアルタイム⼝座への変更をお願いします。

NACCS専⽤⼝座廃⽌⽇直前のNACCS専⽤⼝座利⽤は、後続業務等に影響が
⽣じる場合があり、注意が必要です。

① NACCSホームページを参照し、リアルタイム⼝座振替申込
書類をNACCSセンターへご提出ください。(※2)

② リアルタイム⼝座登録完了後、社内関係部署、通関委託先等
の関係者へ使⽤⼝座の変更をご周知ください。

③ 銀⾏にてNACCS専⽤⼝座の解約⼿続きをしてください。

★ 残⾼不⾜にも⼊⾦後即時反映されて便利！
★ ⾃由に⼊出⾦ができて便利！
★ 関税等の納付以外にも使えて便利！⼀般⼝座を

利⽤するので…

※1 平成29年3⽉末は最終的な廃⽌期限であり、銀⾏により廃⽌時期は異なります。廃⽌後は、
NACCS専⽤⼝座を解約されなくても、関税等のNACCS専⽤⼝座からの引落しができなく
なりますのでご注意ください。

NACCSセンター ヘルプデスク

NACCS公式ホームページ
http://www.naccs.jp/

NACCS掲⽰板
http://www.naccscenter.com/

NACCS専⽤⼝座ご利⽤の皆様へ

［リアルタイム⼝座振替の主なメリット］

［NACCS専⽤⼝座廃⽌までにご対応いただくこと］

NACCS リアルタイム

※2 ⾦融機関により、お申込みから利⽤開始まで１ヶ⽉程度を要する場合がありますので、
NACCSホームページをご確認ください。

お問合せ先：
☎ 0120-794550

2016/12

検索
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同一口座の複数利用者による利用は

ご利用いただくには

手続きにかかる所要時間は

手続き完了通知は申込みにあたって

・ 金融機関コード(4桁)+支店コード(3桁)+口座番号(7桁)
を並べた14桁の数字列を通関業者にお伝えください
（自社通関の場合は、その数字を通関時に入力下さい）。

・ 利用者（納税義務者等）、金融機関、NACCSセンター
の三者間契約。

・ ご登録いただく「預金口座」は、「納税義務者の輸出
入者コード（又はNACCS利用者コード）」又は「代理
店・通関業者のNACCS利用者コード」
の登録名と名義が一致している必要があります。

・申込手続き完了次第、申込担当者欄に記入いただ
いたメールアドレス宛にメールにてお知らせします。

（メールが送れない場合は封書にて通知いたします。）

・ ご利用になりたい金融機関により異なります。
金融機関ごとの手続きに係る日数はホームページ
をご覧ください。 （おおよそ２～３週間程度）

（2）NACCS利用者コード(5桁)で登録している場合
NACCS掲示板の「申込手続(NSS)」から、「システム
設定調査票」をNACCSサポートシステムにて提出して
ください。

（1）輸出入者コード(12桁)で登録している場合
「輸出入者口座複数利用可能者登録申出書」を
提出してください。

・同一法人であれば可能です。
異なる法人間での同一口座の利用はできません。

「リアルタイム口座振替」の手続き・利用のポイント！

・ 「リアルタイム口座振替完了通知情報」のサンプル

[NACCS掲示板]から[リアルタイム口座振替方式等申込]
→リアルタイム口座振替完了通知情報（PDF）

・ 「口座使用明細データ」のサンプル

[NACCS掲示板 から NACCS業務仕様・関連資料]
→管理資料情報 →I06口座使用明細データ

領収書と明細は

・領収書は出力されません。
・明細が必要な方は事前に通関業者へご相談ください。
「輸入許可通知情報」
「リアルタイム口座振替完了通知情報」

管理資料の「口座使用明細データ」の入手が可能です。

リアルタイム口座振替方式対応金融機関一覧（銀行）

コード 金融機関名 コード 金融機関名 コード 金融機関名 コード 金融機関名

0001 みずほ銀行 0140 第四銀行 0163 紀陽銀行 0191 北九州銀行

0005 三菱東京ＵＦＪ銀行 0141 北越銀行 0166 鳥取銀行 0501 北洋銀行

0009 三井住友銀行 0142 山梨中央銀行 0167 山陰合同銀行 0517 栃木銀行

0010 りそな銀行 0143 八十二銀行 0168 中国銀行 0522 京葉銀行

0017 埼玉りそな銀行 0144 北陸銀行 0169 広島銀行 0525 東日本銀行

0116 北海道銀行 0145 富山銀行 0170 山口銀行 0534 富山第一銀行

0117 青森銀行 0146 北國銀行 0172 阿波銀行 0538 静岡中央銀行

0118 みちのく銀行 0147 福井銀行 0173 百十四銀行 0542 愛知銀行

0119 秋田銀行 0149 静岡銀行 0174 伊予銀行 0543 名古屋銀行

0120 北都銀行 0150 スルガ銀行 0175 四国銀行 0544 中京銀行

0125 七十七銀行 0151 清水銀行 0177 福岡銀行 0546 第三銀行

0126 東邦銀行 0152 大垣共立銀行 0179 佐賀銀行 0554 関西アーバン銀行

0128 群馬銀行 0153 十六銀行 0180 十八銀行 0562 みなと銀行

0129 足利銀行 0154 三重銀行 0181 親和銀行 0569 もみじ銀行

0130 常陽銀行 0155 百五銀行 0182 肥後銀行 0572 徳島銀行

0133 武蔵野銀行 0157 滋賀銀行 0183 大分銀行 0573 香川銀行

0134 千葉銀行 0158 京都銀行 0185 鹿児島銀行 0576 愛媛銀行

0135 千葉興業銀行 0159 近畿大阪銀行 0187 琉球銀行 0587 熊本銀行

0137 東京都民銀行 0161 池田泉州銀行 0188 沖縄銀行 0597 八千代銀行

0138 横浜銀行 0162 南都銀行 0190 西日本シティ銀行

2016.12.27時点

※リアルタイム口座振替方式対応信用金庫一覧についてはNACCS掲示板をご確認ください。

[NACCS掲示板]から[リアルタイム口座振替方式等申込]
→口座名義人コード変更、複数利用可能者追加等
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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/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



— 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


