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方がたは，本書の題名が『貿易商務の手写｜』となっているが，単なる入門書

の領域にはとどまらず，できるだけ自分の考えと現実とをマッチさせようと

して苦労した。そうした意味でも，若い方がたの研究業績に寄与すれば幸い

である。

なお，本書第2版の出版にあたっては，以前からご苦労をおかけしている

酒井書店の酒井誠社長に多大なお世話をいただいた。ここに謝意を表する次

第である。

はしカまき

本書の目的は，初めて貿易実務について学ぼうとする方がたに，その基本

的な骨組をできるだけ理解されやすい形で示そうとするところにある。した

がって，できるだけわかりやすしまた簡潔にと心掛けたつもりである。

しかも最近の貿易業界や法改正の動きを汲みとりつつ最新の情報を組み入

れた。とくに改正・外国為替及び外国貿易法の施行や輸出検査法および輸出

デザイン法の廃止にともなう，貿易の管理制度，輸出通関手続，輸入通関手

続，保税制度，貿易保険といった部分は全面的に書き改めたり書き加えた。

また，外国為替取引や為替相場，輸出代金の回収，貿易取引および貿易金融

取引におけるEDI化の方向については，できる限り業界の動向や現状を汲み

取り，それをより理解しやすい形にまとめようとした。当然のこととして，

貿易取引・貿易金融取引は国際経済情勢や各国の貿易政策の動向によって大

きな変化を受けることもある。貿易取引の実務は，物品の交流する経済現象

のみを対象とするばかりではなく，サービス取引や資本取引にも目をむける

ことが必要となる。貿易実務を学ぶ方がたは，本書の外にも，巻末に付され

た参考文献や貿易取引の情報誌に目を通されることが重要で、ある。

さらに，最近の動きの中で取り上げておかねばならないサービス貿易の実

務手続と電子データ交換を利用した貿易・金融取引にもページをきいた。第

2編第4章および第3編第4章で取り上げた通関情報処理システム，第2編

第6章で取り上げた決済システムのEDI化，および第5編第 2章の貿易と電

子商取引がそれである。私たちが知りたい貿易商務に関する情報は，貿易取

引の手続上見逃して通ることはできない。なぜならば他よりも異なった情報

をいかに速く得るかということが，貿易取引の勝負の決め手になるからであ

る。

本書は，あくまでも城隆さんをはじめ私をとりまく若い方がたの努力が実

を結んだものである。北川正さん，加藤靖弘さん，河野公洋さんたち新鋭の

1998年8月

山川 健
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第1編貿易取引の基礎事項

第 1章貿易取引と貿易形態

1.貿易取引の意義

貿易取引とは，国と固との聞で行われる取引活動である。なぜこのような

貿易取引が行われるのか。様々な理由を挙げることができるが，いずれの固

においても第 1の目的は，国民経済，国民生活に必要な物資を輸入によって

海外より手に入れることにある。技術の進歩した今日にあっても， 1国で必

要とするすべての物資を国内だけで満たしうる固などない。どの国も大なり

小なり，外国の物資に依存している。

外国から物資を調達するには代金を支払わなければならない。この輸入代

金である外貨を得るための手段として，輸出というものが位置づけられてい

る。輸出・輸入それぞれの健全な発達によって l国の国民生活が支えられて

いるといっても過言ではない。

本章では，こういった輸出取引，輸入取引の実態面をわかりやすく，具体

的に解説していくことにする。

2.貿易取引の客体

貿易取引において取引されるモノとは，その中心が，機械機器，金属，繊

維，鉱物性燃料といった狭い意味での商品である。ここで快い意味というの

は，目に見えるものとして実体を持ったものに限った見方をすればというこ

とである。

2 第 1編貿易取引の基礎事項

これに対して，広い意味とは，狭い意味での商品，つまり目に見える商品

に対するところの，目に見えない商品，つまりサービス（役務）や特許権・商

標権などの諸権利といった，実体を持たない無体の商品をも含んだ概念であ

る。

経済のソフトイじという言葉もあるように，知的集約型の産業が発達したり，

既存の産業の内部においても，技術開発，情報処理・加工等のソフト面の比

重が高まるにつれて，これらの商品が国際的に取引される。たとえば“船荷

証券”（第2編第4章）や“貿易商務の今日的話題”（第5編）を参照されると

よい。

3.貿易取引の主体

貿易取引は誰が行っているのであろうか。国家が行っているのであろうか。

わが国でも第 2次大戦後の一時期などの例で，国が貿易取引の主体となって

いたこともあった。しかし現在では，民間貿易という立場から，企業ないし

個人が主体となって貿易取引を行っている。

わが国で貿易取引を行っている者について，その状況を毎年調査したもの

がある（貿易業態統計）。これによると，平成6年度末現在で， 18,442社の企業

（個人経営のものも含む）が貿易取引を行っている。ここでいう貿易業者と

は，

①輸出または輸入を業として行う者

② 自己が生産・修理およひ百日工した貨物の輸出を業として行う者

③ 自己の生産に直接使用する原材料または燃料の輸入を業として行う者

が含まれる。

4.貿易形態

貿易取引をいくつかの形に分類してみよう。
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(1) 直接形態と間接形態

直接取引・間接取引という場合には，次の2通りの見方がある。

ひとつは，直接取引とは，自国の売手ないし買手が，外国の買手ないし売

手と売買取引を行うにあたって，その聞にいっさいの仲介者の手を経ないも

のをいれこれに対して間接取引とは，売手と買手との聞の売買取引に，い

ずれか，あるいは双方の代理人等の仲介者が入札彼らの手を経て行われる

ものをいう。

今ひとつの見方として，輸出国あるいは輸入国の生産者（メーカー）が，海

外の取引相手と直接取引交渉を行い，自らいっさいの取引責任を負って取引

活動を行う直接貿易と呼ばれるものがある。これに対する間接貿易とは，生

産者の貿易活動に，自国内の貿易商社等が介在し，これら中間商（Expo此／

Import Middleman）の手を経て行われるものをいう。

(2) 売買形態と交換形態

商品の需要者が供給者よりこれを取得しようとする際，今日最も一般的な

方法としてとられているのは“売買”によるものである。売買とは，商品と

通貨との交換である。商品を引き渡し代金を受け取る側を売手（Seller），商品

を受け取り，代金を支払う側を買手（Buyer）と呼んでいる。貿易取引での売

買は，売手・買手それぞれが異なる国・地域に居るわけである。

これに対して，何らかの事情によって，あるいは， 2国聞の政府間協定等

に基づいて，代金という正貨の流出をおこすことなし代金に等しい額の商

品を見返りに提供する形の貿易活動が見うけられる。商品の物々交換を指す

パーター取引（BarterTrade）と呼ばれてきたこの種の取引は，今日では，多

様化が進み，より広い概念としてのカウンター・トレード（CounterTrade) 

に含まれる。

(3） 委託形態

売買による取引では，売買の合意がなされた後に商品の受け渡しが行われ

る。しかしながら，合意に先立つて，供給者が海外の業者に商品を送りつけ，

現地での販売方を託すという取引方法がある。このような形態の貿易活動を

4 第 1編貿易取引の基礎事項

委託販売貿易という。販売を委託した供給者は，販売された額に応じて手数

料をこの業者に支払うこととなる。新規の商品の売り込み，あるいは，新市

場開拓に用いられる販売の仕方である。

これとは逆に，商品の需要者が，外国からの買入れを委託する委託買付貿

易と呼ばれるものもある。目的とする商品の供給国から直接買入れることが

できないような場合，また買付けを現地の専業者にまかせた方が有利な場合

などに行われる。買付け委託に際しては，需要者の方て最高買付値段を指示

することがある。これを「指し値委託」と呼んでいる。

(4）仲継形態

二国聞の業者の取引に，第三国の業者が介入することがある。需要者と供

給者との聞の商品の売買が，第三国の業者を通じて行われるとき，その第三

国の業者からみた貿易活動を仲継貿易という。取引される商品は，供給国か

らいったん第三国に輸入され，その後は再ぴ，第三国から需要因へ輸出され

る。このとき 2つの売買契約が存在し，この第三国の業者は，供給者に対し

ては買手となり代金を支払い，需要者に対しては売手となり代金を受け取る。

受取りと支払いとの差額がこの業者の収入となる。

また閉じように同ーの商品に 2つの売買契約が存在し，第三国の業者が介

入する場合であっても，商品が供給国から需要国へと直送され，第三国を経

由しない形態がとられることがある。これを仲介貿易という。

(5）加工形態

原材料を外国から輸入してこれを加工・精製し，外国へ輸出する貿易活動

を一般に加工貿易と呼んでいる。

こういった加工貿易のなかでも，加工の工程を海外の業者から委託を受け

て行ったり，あるいは逆に，わが国の業者が海外の業者に加工の委託を行い，

そこでできあがった商品を引き取ったり，第三国へ送り付けたりする貿易活

動がある。これを委託加工貿易という。

委託加工貿易は 2態あって，ひとつは，わが国の業者が海外の業者から原

材料等の供給を受けてこれを加工し，これを再び海外の業者のもとへ送り付
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けるか，あるいは当該業者の指定するところへ送付するというもので，順委

託加工貿易と呼ばれている。いまひとつは，これとは逆にわが国の業者が海

外の業者に原材料を供給して加工を委託するというものである。低廉・豊富

な労働力を利用し，商品の低価格化が可能となる。これを逆委託加工貿易と

いう。いずれの場合も売買は行っておらず，委託加工賃の受け払いのみが行

われる。

6 第1編貿易取引の基礎事項

第2章貿易の管理制度

1.貿易管理の必要性

世界の貿易は自由主義を建前としており，貿易の管理は排除するという考

えが一般的である。特に1980年代以降，行き過ぎた貿易の管理が貿易のもた

らす利益を阻害しているという意見が各国の共通したコンセンサスとなり，

規制緩和（deregulation）という潮流の中，わが国の複雑な管理制度も変革の

時代にある。

2.わが国の管理制度

貿易取引の理想が，何ら規制を受けることなし自由に行われることにあ

るのは， 1998年に改正された『外国為替及ひ’外国貿易法』（以下，外為法）の第

1条にも明記されている。この法が，わが国の貿易に関する管理制度の根幹

となっており，「この法律は，外国為替，外国貿易その他の対外取引が自由に

行われることを基本とし，対外取引に対し必要最小限の管理または調整を行

うことにより，対外取引の正常な発展を期し，もって国際収支の均衡及び通

貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とす

る」としている。輸出については，外為法第47条で「……最小限度の制限の

下に，許容される」と明示され，また，輸入については第52条で「……輸入

承認を受ける義務を課せられることがある」と暗に貿易の原則自由を保証し

ている。

わが国の外為法は， 1949年「外国為替及び外国貿易管理法」として制定さ

れ，圏内産業の保護，保護貿易を基調としていた。当時の外貨不足，産業の

振興のため，輸出入とも「原則禁止」を前提としており，高度経済成長を牽

引するひとつの要因と考えられる。 1980年には，その歴史的使命を大きく転
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換し，大改正が行われ，貿易については「原則自由」となった。この大改正

は，法体系の大きな転換ではあったが，その一方で多岐に渡った規制lが設け

られ，管理の色彩が強いものであった。特に，原則として決済に関わる「事

前届出制」を導入しており，「事前の許可・報告」が義務となっていた。 1998

年の改正は，金融制度の大改革（日本版ビッグパン）に伴い，法律の名称から

「管理」という言葉を取り払い，規制や管理をする法というイメージの払拭

を図っている。さらに，決済にかかわる「事後報告制」への大転換をはかる

ことによって，許可制からの脱却し，理想である「何ら規制を受けることな

し自由に行われる」貿易取引に近づいている。

しかし，無秩序または，無制限な貿易は，国内外の経済を乱し，国家聞の

信頼を失墜させるのみならず，貿易により，世界の国々が得るべき利益をも

歪めてしまう。実際に輸出の規制は，外為法第48条に「・…・・国際的な平和及

び安全を妨げることとなると認められる範囲……」内で，政令の定める「……

特定の貨物を輸出しようとする者に許可を受ける義務……」，また「……国際

収支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲

…」，「……特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出し

ようとする者又は特定の取引若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出

しようとする者は政令で定めるところにより承認を受ける義務を課されるこ

とがある」と規定し，最低限の管理の枠を設定している。以上のことから外

為法は，究極の目的が国民経済の発展への寄与にあることは当然だが，直接

には，①国際貿易の正常な発展，②国際収支の均衡，③通貨の安定，④外貨

資金の最も有効な利用を目的として制定されていることが明らかである。

この法律によって政府は輸出入に関し，物（サービスも含む）の面と金の面

との双方から，これを管理して目的達成を目指している。また，この基本法

につづく百数十にのぼる政令・告示・通牒なども，それぞれ目的にしたがっ

て貿易の管理を行っている。
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わが国の貿易関連法規および政・省令（抜粋）

法 律 政 令 省 A.. T’ 

・輸出貿易管理規則（通産）

・輸出貿易管理令別表第 1及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨

輸出貿易管理令
物又は技術を定める省令（通産・大蔵）

・輸出貿易管理令別表第 2及び別表第 7の規定に基つ’き貨物を定める
省令（通産）

－その他

輸出貿易管理令
－輸出貿易管理規則（通産）

外国為替 －その他

及 ぴ外国貿易法 －外国為替の管理に関する省令（大蔵）
－貿易関係貿易外取引に関する省令（通産）

外国為替令 －外国為替取引等の報告に関する省令（大蔵）
－船会社の事業収支の報告に関する省令（大蔵・運輸）

－その他

対内直接投資等に関する政令 －対内直接投資等に関する政令（各省）

その他 －その他

・輸出入取引法施行規則（通産）

輸出入取引法 輸出入取引法施行令 －輸出入取引法に基づく輸出のゑ認に関する省令（通産）
－輸出入取引法に基づく輸入の承認に関する省令（通産）

貿 易 保 険 法 貿易保険法施行令

関税法施行令 －関税法施行規則（大蔵）

関 税 法 税関関係手数料令 －税関関係手数料（大蔵）

その他 －その他

図1
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関税定率法施行令 －関税定率法施行規則（大蔵）

緊急関税に関する政令 －緊急関税に関する省令（大蔵）

関 税 定 率 法
関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令

その他 －その他

関税暫定措置法施行令 －関税暫定措置法施行規則（大蔵）

特恵関税割当制度に関する政令 ・特恵関税割当制度に関する省令（大蔵）

関税暫定措置法
関税割当制度に関する政令

・とうもろこし等の関税割当制度に関する省令（大蔵）
－その他

その他 －その他

そ の他関係法 その他関係政令 その他関係政令

－世界貿易機関条約（WTO), －国際通貨基金協定(IMF), －通商航海条約， －国際海上運送
その他関連国際条約 条約， ・絶滅の恐れのある野性動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）， －オゾ

ン層保護のための条約（ウィーン条約）， －国際物品売買契約に関する国連条約（CISG) －その他

－消費生活用製品安全法，－高圧瓦斯取締法，・計量法，－電気用品取締法，・あへん法，－大麻取締
法，・覚醒剤取締法，－銃砲万類所持等取締法，－林業種首法，・植物防疫法，・食品衛生法，・文化財

その他関連圏内法 保護法，・薬事法，・たばこ事業法，－真珠養殖事業法，・道路運送車両法，・電波乱・毒物及び劇薬
取締法，・鳥獣保護及び狩猟に関する法律，－家庭用品質表示法，・狂犬病予防法，・船舶安全法，・火
薬取締法，・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律，－消防法，・製造物責任法， ・その他

匂2
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3.貿易管理の実際

(1) 官公斤の管理

〈通商産業省〉

通産省は，貿易業界では一般にMITI(Minist~r or Ministry of International 

Trade and Industry）と呼称されており，貿易管理の主務官庁である。輸出入

財の承認という物の管理を基本として行っている。輸出入手続の段階で貨物

の輸出入が適法かどうか審査する一－－－＠通関行政，違法な輸出入が行われな

いように貨物の積み降しゃ出入を監視したり，違反行為を調査する一一＠監

視行政，という 2つの業務に大別できるが，主な管理事務を列挙すると以下

の通りである。

①輸出および輸入の承認ならぴに委託加工貿易契約，委託販売契約もし

くは仲介貿易契約の許認可（原則自由）

② 貿易に付帯する貿易外取引の許認可

③輸出入に関する税関長の指揮監督

④指定検査機関の指定・監督，輸出検査の基準の決定

⑤ 貿易保険制度の管理運営

⑥輸出業者，輸出すべき貨物の生産業者または販売業者および輸入業者

の協定，輸出組合および輸入組合の組合員の遵守すべき事項および団体

協約ならびに輸出入組合の遵守すべき事項の許認可，ならびに指定機関

の監督

⑦ その他

〈大蔵省〉

大蔵省は外国為替の管理についての基本的事項の決定，外貨資金の管理お

よび貿易外取引に関する事項および関税に関する一切の管理を行っている。

輸入品に対して関税や内国消費税を課したり，貿易に従事する船舶に対する

課税を行う一一＠税務行政，貿易の振興または輸出入手続の便宜の為に保税

第2章貿易の管理制度 II 

工場（BondedManufacturing Warehouse），保税蔵置場（BondedWarehouse), 

その他の保税地域（BondedArea）の許可をしたり，その監督をする一一＠保

税行政，のような 2つの管理に大別できる。現在，外為法に規定される大蔵

省による管理は以下の通りである。

①外国為替の基準相場および裁定相場の決定

②外国為替売買相場および取扱手数料の決定

③外国為替資金特別会計の運営

④標準決済方法の制定および標準外決済の認可に対する同意

⑤ 貿易外取引の認可報告

⑥ 金，対外支払手段および証券等の輸出入の認可

⑦税関における物品への課税および税の徴収に関する業務

〈日本銀行〉

日本銀行は，大蔵大臣の委任を受けて，政府外貨資金を管理運営し，外国

為替資金特別会計法にもとづき同特別会計の運用をするほか，大蔵大臣また

は通産大臣の所管に属する貿易外取引に関する許可事業を行っている。また，

輸出入・貿易外取引の事後審査，報告の徴求，外国為替取引諸統計の作成な

どの管理事務をしている。

〈為銀主義の廃止〉

外国為替公認銀行（以下，為銀）はs 銀行本来の外国為替業務のほかに，政

府の委任による管理事務も担当してきた。これは，貿易取引の窓口となる銀

行を特定して政府の管理下に置き，具体的な貿易取引に関連する適法性の確

認等の行政機能の一部を分担させるものであり，わが国の貿易管理の特色で

もあったが， 1998年の外為法改正によって為銀主義それ自体は廃止された。
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(2）輸出管理方式

〈輸出承認と許可〉

わが国の輸出貿易管理は，外為法に基づいて貨物の種類・仕向地を定めて，

「輸出許可制度」と「輸出承認制度」によって実施されている。輸出の許可・

承認は，下記の外為法関連の法令により規定されており，関税関係法令によ

る税関の通過の際に行われる。

物品を輸出しようとする業者が，①特定の貨物の輸出（国内需給確保物資，

輸出秩序維持物資，輸出禁制製品等），②特定の地域が仕向地（イラク等），③特

定の取引方法による輸出という場合は，外為法第48条3項，輸出貿易管理令

（以下，輸出令）第2条 1項さらに，輸出貿易管理規制第 1条第1項にもとづ

き輸出の承認を必要とする（輸出令別表第2に記載の品目と仕向地）。輸出令別

表2「要承認品目」の内訳をグループ分けすると以下の通りである。

① わが国の必需物資のうちで不足しがちなもの（圏内需給確保物資）

ニッケル，銅，原油等，核燃・原料物資，肥料，米麦，ふすま・米ぬか，

配合飼料，からまつの種子，せん・かば，ならの丸太，うなぎの稚魚，

クロロペンタフルオロエタン等

②過当競争のおそれのあるもので輸入制限の対象となりやすいもの（輸

出急増防止等秩序維持物資）

数量規制品目……NC旋盤等，綿糸，人絹糸等

価格規制品目・…・・合成繊維織物（ナイロン，新合繊等）

品質規制品目……中古自動車

その他・・．．．．．．．．．．・・・黒鉛電極等

③ 輸出を禁止しているもの（輸出禁制物資）

承認禁止品目…・・・偽造・変造通貨，反乱文書，わいせつ文書，かすみ網

他法令の確認・許可を要する品目……麻薬，国宝・文化財，特殊鳥類

所有者の同意を要する品目……特許権，意匠権等を侵害する物品

④ 国際協定により輸出規制しているもの

米国との 2国間取極………………冷凍あさりなど
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ワシントン条約・…...・ H ・...・ H ・－一…絶滅の恐れのある動植物

国連安保理決議…...・H ・－－－…...・ H ・－リビア向航空機及びその部品など

国際的な麻薬等の原材料に対する規制...・H ・－－麻薬向精神薬原料など

また，国際的な平和及び安全の維持を妨げると認められる貨物について，

ポスト・ココム（COCOM）として，ワッセナー協約品目（WassenaarArrange-

mentltems）について，ワッセナー協約の発行に伴う新しい武器輸出管理や大

量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制（KNOW）などの政令によ

り，特定地域を仕向地として輸出しよフとする業者は，外為法第48条 1項，

輸出令第1条 l項による通産大臣の輸出許可を受ける義務を課せられる。さ

らに，このような貨物は，前述の特定地域以外への輸出を行う場合でも，迂

回輸出防止のため，仕向地を問わず外為法第48条2項，輸出令第 1条2項に

よる通産大臣の輸出許可を必要とする。

輸出令別表の内訳は，以下のとおりである。

1.武器輸出 3原則等に基づく武器

2.核不拡散条約等に基づく原子力関連物資
3.化学兵器及び化学兵器製造設備
4.生物兵器及ぴ生物兵器関連

5. ミサイル規制等に係るミサイル関連物資

6.先端材料（半導体等）
7.材料加工
8.エレクトロニクス関連
9. コンビュータ，その関連
10.通信関連
11. センサー，レーザー，その関連
12.航空関連

13.海洋関連

14.推進関連
15. 1以外の武器

全地域
全地域

全地域
全地域

全地域
特定地域
特定地域
特定地域

特定地域
特定地域
特定地域
特定地域
特定地域

特定地域
特定地域

前述の特定の取引方法とは，委託加工貿易契約による輸出のうち， MIT！の

指定に該当する場合をいう（輸出令第2条2項）。
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1998年外為法改正の主な要点

改正前 改正後

第1章総則 第1章総則支払手段に「電子マネー」が追加

第2章外国為替公認銀行 第2章削除 （為銀主義，両替商制度廃止）

及ぴ両替荷

第3章支払等 （特殊な方法による決済に係わ
第3章支払等

る許可制度廃止）

第4章資本取引等 第4章資本取引等 （許可・事前届出制度廃止）

第5章対内直接投資等 第5章対内直接投資等（1992年に変更済）

第6章外国貿易 （輸出に係わる支払方法の証

明，輸入に係わる担保提供の
第6章外国貿易

削除，特殊決済方法による輸

出入承認廃止）

第6章2 報告等 （支払等の報告，銀行等の本

人確認実施状況報告，資本取

第6主主2 外国為替等審議会
引等の報告，外国為替業務の

報告，支払手段の輸出入に係

わる税関への届出）

第6章3 外国為替等審議会

第7章～第9章 特に改訂なし
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くその他の規制〉

前述の輸出令が行政権によって規制を行うのに対し，輸出入取引法は，「不

公正な輸出取引を防止し，並びに輸出取引および輸入取引の秩序を確立し

……」と第 1条にあるように，できるだけ業界の自主的な協調態勢をつくる

ことによって，貿易取引の秩序を確立させようとしている点に，この法の特

色がみられる。独占禁止法の適用除外（輸出入取引法第33条），各種私的協定の

締結（同法第5条第 1項），組合の設立（同法第8～19条）を認めている。ただ

業者の協調態勢だけでは規制が困難，あるいは適当でないと認められる場合，

MITIの承認を取ることを義務付けている（同法第28条第2項）が，あくまでも

原則は自主的な輸出協調を建前としている。協定を行っている品目，組合は，

輸出入取引法に基づく輸出の承認に関する省令別表第 1に記載されている。

〈貿易管理を受けない輸出〉

輸出について，管理法上の制限は前述の場合のみである。換言すると輸出

管理は，最小限の規制にとどめられ，輸出は原則として自由にできる。本項

冒頭で述べた輸出承認・許可を要する取引以外の輸出は，原則として誰でも

自由にできるようになっている（わが国の輸出のほとんどがこれに該当する）。

また，輸出特例として，通常規制をするのに不適当と考えられる場合（輸出

令第4条）には，それが前述の“特定の輸出”であっても承認の手続は不要と

されている（ただし，輸出令別表第 1に掲げられるている物品は除〈）。承認の不

要な項目と品目を例示すると以下の通りである。

①仮陸揚貨物

② 輸出令別表第 4，第 5に掲げられた貨物（たとえば，無償の求じゅつ品，

総価額200万円以下の無償の商品見本や宣伝用物品，国際便により送付された

個人用使用の身の回り品，職業用具を内容とした小型包装物，遺骨，外交使官買

の公私用貨物，自己の用に供する船用品または航空機用品，公共的機関が友好

寄贈しあうもの，無償で輸出入するコンテナ・フィルム・ボンベ等，国際的出

場競技者が持ち込んだ競技用品，巡回興行者が持ち込んだ奥行用具等である）
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(3) 輸入管理方式

〈輸入承認〉

原則自由の建前に対し，特定の場合にだけ輸入承認を条件とする規制lが行

われている（外為法第52条）。この規定を受けて輸入貿易管理令（以下，輸入令）

4条1項は，次の②③に該当する場合，通産大臣に輸入申請書2通を提出し，

①の場合は，銀行によって輸入承認を受けなければならないと規定している。

① 輸入割当品目（IQ品目（ImportQuata Item) ) （輸入令4条1項l号）

②特定の原産地・船積地から特定の貨物を輸入する場合（向上2号）

③輸入公表により一定の手続が求められている場合（向上4号）

〈輸入公表〉

輸入割当品目等は，輸入公表（輸入割当てを受けるべき貨物の品目，輸入につ

いての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について

必要な事項の公表を行う件）というMITIの告示で具体的に定められている。こ

の公表は，①武器，麻薬，食糧管理物資など，②残存輸入制限品目，③絶滅

の恐れのある野生動植物，④特定フロン・特定ハロンに分類される。このう

ち①，②の品目は，圏内産業保護の立場や国内経済・社会に悪影響を及ぽす

恐れのある貨物を輸入制限をしている。③は，前項の輸出承認と許可でも取

り上げたとおり，ワシントン条約（絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引

に関する条約）規定の中で，わが国が留保している種（鯨，海亀の類）以外の輸

入規制をする品目である。④の品目は，特定フロン等によるオゾン層破壊の

防止のために採択された「オゾン層を破壊する物資に関するモントリオール

議定書」により，各国聞の取引に規制lが加えられている。

さらに，輸入公表では輸入承認を要する特定の原産地・船積地域について

も定めている。たとえば，ブラジル，韓国，中国，台湾等を原産地とする生

糸および同製品，カンボジアから木材の輸入である。

輸出承認と同様に輸入承認においても大蔵大臣，通産大臣の確認を得るこ

とができれば，特例が適用きれる（「輸出承認」の項参照）。
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〈貿易管理を受けない輸入〉

輸入について，管理法上の制限は前述の場合のみである。換言すると輸入

管理は，輸出と同じように最小限の規制にとどめられ，原則として輸入も自

由にできる。

また，輸入の承認を要するものでも以下の場合，輸入令第14条，輸入令別

表に特例が認められている。

①総価額500万円以下の物品等

② 無償の商品見本，宣伝用物品等

③個人的使用に供される場合等

④船用品，航空機用品等

⑤ 無償の学術・慈善用品，大使・公使館用物品等

⑥携帯品，職業用具，引越荷物等

⑦仮陸揚貨物

4. その他の貿易管理

〈基準と認証制度〉

製品の規格，検査基準，表示基準等を定める制度を“基準・認証制度”と

呼称する。実体的には，本来，貿易とは離れて固有の目的が存在する。たと

えば各国が，自国民の安全確保などのために定めた，様々な法律，制度によ

り製品の規格，検査手続，検査方法，安全基準，表示基準に関しての制度で

ある。世界各国とも「規格・基準及び認証制度は人又は動物の生命，健康の

保護，消費者の利益の保護，環境の保護等合理的な目的で制定，運用されて

おり，輸入産品を排除することが目的ではない」という形で法制度化してい

る。

まず，規格と基準についての概念を規定すると，規格（Standard）は，認め

られた標準化機関が，反復的または継続的な仕様のために，承認した技術仕

様（Specification）であり，遵守することが義務付けられていないものであ
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る。また，基準（Regulation）というものは技術仕様であり，遵守することを

義務付けられるものとされている。ここでいう仕様とは，品質の程度，性能

の程度，安全度，寸法等の産品の特性について文書に規定したものである。

技術仕様は，専門用語，記号，検査および検査方法，包装または証票もしく

はラベルなどによる表示に関する要件であって産品について適用されるもの

を含むことができ，またこれらの事項のうち単一のものだけでも作成可能な

ものと規定できる。換言すると，規格とは，国家をはじめ地方自治体，民間

標準化機関などが，規定する任意的な仕様を意味する。また，基準とは，安

全，衛生，環境保護，消費者保護などの多様な目的のため，国家または地方

自治体が，法律で強制的に規定する仕様の事である。さらに，一般的には製

造方法や工程などの仕様についてもその範曙となる。

検査・認証制度の概念を規定してみると，一般に規格・基準に適応してい

るかどうか調査する行為を検査（Testing）という。認証制度（Certification

Systems）は，規格や基準への適合性を証明するシステムと理解できる。

これらの制度が，手続面での貿易障害となり，製品の規格，規格との適合

性をチェ ックする検査手続，適合性を証明する認証制度などの技術面におけ

る貿易障害を意味する。さらに，貿易にかかわる製品規格や検査手続が各国

で差異が存在したり，厳しい条件であると，貿易のスムーズな財の流れか吻

げられ，それがともすると貿易障害になりかねない。換言すると，基準や認

証制度によって，意図的に厳格な輸出入管理を行っていることも考えられる。

これが，貿易制限効果になる事は否めない。基準の制限効果は，圏内の法令

によって義務的な技術仕様を規定している所にある。この基準の概念を便宜

的に 3つに分類すると，①品質・安全基準，②検査基準・検査手続，③表示

基準が挙げられる。これらは，国家が圏内基準に合致しない外国製品の排除

を法制化し，かつ正当化するシステムとなってしまう。規格は前述のとおり，

それ自体は任意のものであるため，貿易制限効果を持たない。基準の不適合

と違って輸入禁止という措置はとられないからである。しかし，この規格の

存在しないはずの貿易制限効果が生れるのは，本来，任意の技術仕様である
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1998年外為法改正による貿易手続簡素化の要点

これまで輸出入に関して提出が義務付けられていた「輸

①輸出入報告書の 出報告書（ExportReport: E/R）」「輸入報告書 (Import

廃止 Report: l/R）」 が， 1998年 （平成10年） 3月31日限りで

廃止された。

これまで，貿易関係貿易外取引などに係わる送受金 （仲
②貿易関係貿易

介貿易貨物代金の決済など）に関して提出が義務付けら
外支払等報告

れていた「貿易関係貿易外支払等報告書」が， 1998年（平
書の廃止

成10年） 3月31日限りで廃止された。

これまで，許可又は承認を受ける義務が課されている貨

物の輸出入に関して，許可又は承認を受ける前の決済（前

受け・前払い）は，一切禁止されていたが，経済制裁の

場合を除き， 1998年（平成10年） 3月31日限りて禁止が

③承認前決済 解除された。

禁止の解除

「イラクを原産地又は船積地域とする貨物の輸入」以外

の輸出入に関する場合，許可又は承認を受ける義務が課

されていても，当該貨物の前受け・前払いは可能である。

(1998年4月1日現在）

④鉱業権の移転 これまで，許可を受ける義務が課されている鉱業権の移

に係る規制 転に係る取引について（旧外為法25条第3項）'1998年（平

の廃止 成10年） 3月31日限りで許可制が廃止された。
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はずの規格が，法的拘束力をもっ場合と，法には裏打ちきれではないが強制

力を持つ場合がある。

たとえば， JIS(Japan Industrial Standard；日本工業規格）は，それ自体と

しては任意の規格である。 JISマークを付けることを義務付ける法があるわ

けではない。ところが，消費者が製品購入をする際，このマークの付されて

いることが品質保証を裏付けることとなり，業者は，自己の製品にJISマーク

がついていることが大変重要な要件となる。きらに，法律によっては， JISマ

ークが付された製品のみを使用することを暗に明示したものもある。実際，

基準・認証にかかわる様々な法の中で， 20以上の法律に引用されている。

この法的強制力をもっ部分のため， JIS規格に適合しない外国製品は，輸入

販売が禁止される。これにより，業者がJISマークを使用することが必要不可

欠になり，規格の貿易制限効果が発生する。
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