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輸出手続きに関する現状 

部会などにおいて挙げられた意見に関して 

鮮度が重要であるにもかかわらず、手続きに時間を要し、輸出相手国により必要な証
明書が様々であることや、通関や検疫の各種手続きが複雑で検査費用等も負担とな
ること等が輸出手続きに関する問題点として部会にて挙げられており、また、地方ブ
ロック意見交換においては輸出手続き簡素化に関する要望も見受けられる。 

北海道 

 水産物の産地証明書の発行の場合、水産庁及び水揚される都道府県が
行っている。法的な位置付や予算的な支援が出来ないものか？業務が増
加していることに加え、偽造防止用紙の活用を求められるなど予算措置
が必要となっている。 

北陸 

 輸出証明書発行について、システム化により手続きがスムーズになると期
待しているが、航空便での輸出の際には朝のフライトに間に合わせるため、
早朝に書類準備が必要になる。産地証明書の発行申請は農政局又は商
工会で行うが、さらなる書類・手続きの簡素化を希望。 

関東 
 オールジャパンで輸出拡大を目指すために生産者の流通負担の軽減が

可能となり輸出手続の簡素化を可能にする仕組みを早急に進めていただ
ければと思います。 

東海 
 輸出証明書（産地証明所）は、いつまで取得する必要があるか。申請受理

から発行までに1週間、一字一句の修正など非常に手間が掛かる。 

東海 
 水産物の衛生証明書の窓口が最寄りは三重県。三重では扱える品目が

限定されるため、三重以外では東京まで行く必要があり時間がかかる。窓
口を増加するなどの予定はあるのか。 

東海 
 放射線検査証明書発行の電子化というのがあるが、花きもこうしたものを

検討するビジョンはあるか。現状は紙媒体を取りに行く必要がある。 

九州 
 都道府県が産地証明の窓口となっているが、産地証明手続き短縮化のた

め、申請窓口の拡充をして欲しい。 

※産地証明に関しては、水産物を除き、電子化済 

地方ブロック意見交換における意見・要望（抜粋） 

鮮度が重要なのにも関わらず、輸出手続きが煩雑であり、時間を要してしまう 
輸入規制への対応に関しては、本事業の各品目別部会やテーマ別部会において検

討されている 
先行事例として、複数業者の輸出手続きを卸売市場内で一元的に実施し、生産者等

の負担を軽減している事例があげられる 

本章のポイント 

輸出手続きに関する現状 
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輸出手続きに関する現状整理 
輸出証明書に関して 

東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて諸外国・地域が実施している輸入規制強化 
以下の外国に対して、放射性物質検査証明書や産地証明書の発行が求められている（注：

平成27年7月16日時点） 
水産物はその他、国により衛生証明、マグロなどには漁獲・統計証明が必要 

 

出所）農林水産省ホームページより 
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輸出手続きに関する現状整理 

出所）農林水産省ホームページより 
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輸出手続きに関する現状整理 

出所）農林水産省ホームページより 
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輸出手続きに関する現状整理 
輸出証明書手続きに関して 

水産物及び酒類を除く食品などの輸出証明を取得するには、インターネットを通じて
該当地域の地方農政局へ申請する必要がある 
申請窓口は農林水産省ホームページ【食品等に係る諸外国への輸出に関する証明書発行

について】に【諸外国・地域向け輸出証明書の申請窓口一覧（PDF）】で掲載 

以下に、基本的なフローを記載する。輸出証明書発行システム利用誓約書兼申請書
などのシステム利用申請書類や、システム操作マニュアル等、詳細については農林水
産省ホームページ 【食品等の放射性物質規制に係る輸出証明書のインターネットに
よる申請手続きについて】 に掲載されている 
水産物の輸出に関しては水産庁ホームページ【水産物輸出に係る手続き（施設登録、

証明書等）について】に国・地域別や品目別などの手続き・情報が掲載 
 

システムの 
利用申請 

システムの
起動 

システムを使用するために必要なＩＤ、パスワードを取得するため、
以下の書類を該当地域の地方農政局に提出（郵送可） 
輸出証明書発行システム利用誓約書兼申請書 
  履歴事項全部証明書（個人の場合は、顔写真付の公的証明書（運転

免許証等）の写し） 
   委任状（委任を受けて申請を行う場合） 

情報登録・
申請 

利用申請後に届く、ログインID・パスワードを用いて、輸出証明書
発給システム（https://www.y-shinsei.maff.go.jp/exportweb/login.do）

にアクセスし、ログイン 

各種情報（輸出申請・別添資料・運送情報）の登録を行い、申請 
輸出国別にシステム操作マニュアルが存在 

証明書の受
領 

申請の審査後、証明書が発行され、交付日がメール通知される 
該当地域の地方農政局にて証明書を受領 

輸出証明書の申請フロー 

出所）農林水産省ホームページよりNRI作成 
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輸出手続きに関する現状整理 
輸出植物の検疫検査について 

日本から植物などを輸出する場合は、輸出相手国が行っている植物検疫の条件に適
合した植物を輸出 
ただし、輸出相手国が日本での栽培地における検査を要求している植物や、てっぽうゆり、

やまゆり、かのこゆり及びチューリップについては、あらかじめその栽培地で植物防疫官
の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、輸出検査を受けることができない 

各国の検疫条件の詳細は植物防疫所ホームページ【輸出入条件詳細情報】に掲載 

輸出植物の 
検疫申請 

輸出検査 

植物等輸出検査申請書を輸出検査を受けようとする植物防疫所
に提出。申請書の提出は「NACCS植物検疫関連業務（APS）」を
用いても行うことが可能 
植物等輸出検査申請書は植物防疫所ホームページ【植物等輸出検

査申請書】からダウンロード可能 
植物防疫所の一覧は植物防疫所ホームページ【所在地一覧（アクセ

ス・地図）】に掲載 

輸出相手国の「輸入許可書」を取得している場合は、コピーを添付 
輸出国、品目、輸出相手国の植物検疫の条件によっては輸出検

査に長時間を要する場合があるため、事前に植物防疫所と相談の
上で申請した方がよい 

検疫証明書
の受領 

輸出検査は基本的に植物防疫所で行われるが、必要があれば輸
出植物の集荷地などで行うことが可能 

基本的に植物防疫所まで受け取りに行く必要がある。ただし、事
情によっては個別に相談することが可能 

検疫証明書の申請フロー 

出所）農林水産省ホームページよりNRI作成 
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輸出手続きに関する現状整理 
輸出畜産物の検疫検査について 
動物および畜産物等の国際交流に起因する家畜の伝染性疾病の伝播の防止のため、

日本から畜産物などを輸出する場合は、指定検疫物に相当するもののほか、相手国
（輸出先の国）が輸入にあたって輸出国に対し家畜の伝染性疾病をひろげるおそれの
ない旨の証明を要求しているものを対象に検査を受ける必要がある 
指定検疫物に関しては動物検疫所ホームページ【検査が必要な物（指定検疫物等）】に

記載 

各国の条件については動物検疫所ホームページ【家畜衛生条件】に掲載 

輸出畜産物
の検疫申請 

輸出検査 

検疫証明書
の受領 

輸出検査申請書（規則別記様式第29号）に必要事項を記載の上、
動物検疫所に申請書を提出。またはNACCS（動物検疫関連業
務）を使用して申請。 
輸出検査申請書は動物検疫所ホームページ【各種申請 ・届出書様

式】からダウンロード可能 
その他添付書類が求められる場合もある 

書類審査（検疫申請書、及び必要書類の添付の有無、それらの内
容）を通過したものに関して現物検査を行う 
必要な場合には、微生物学的、理化学的等の精密検査、生産工場

等の検査が行われる 
検査の結果、監視伝染病の病原体に汚染し、あるいは、汚染してい

るおそれのあるものについて、消毒等を行うことを指示があったり、
検査の結果、輸出入出来ないものと判断された場合には、焼却等
の措置を講じる 

現物検査は、動物検疫所、家畜防疫官の指定検査場所及び農林
水産大臣の指定検査場所の何れかで実施 

家畜防疫官により、検査及び検査に基づく消毒等の措置が行われ、
監視伝染病の病原体をひろげる恐れがないと認められたものにつ
き、検疫証明書が交付される。また、NACCS（動物検疫関連業
務）で輸出入検査申請を行った場合、端末にその旨が記録される 
証明書は検疫所まで受け取りに行く必要がある 

検疫証明書の申請フロー 

出所）農林水産省ホームページよりNRI作成 



55 

輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

食品衛生 
農林水産物等を輸出する際に、

相手国政府から、食品衛生の
観点で証明書などの添付を求
められる場合がある 

米、しいたけなどについては、
原産地を証明する「原産地証
明書」の発行を求められる場合
がある 

農薬・抗生物質・添加物 
輸出先国によっては、使用可

能な農薬の種類及びその残留
農薬の上限量が定められてお
り、その基準を下回る必要があ
る 

また、食品添加物や着色料の
使用に関する基準もあるため、
輸出先国の基準を把握する必
要がある 

表示ラベル・容器 
輸出先国によっては、表示ラベ

ル規則が定められており、その
規制に沿った表示ラベルを作
成する必要がある 

表示ラベルの記載事項例とし
ては、商品名、内容名称・重
量・容量・数量、食品添加物名
称などが挙げられる 

税制 
輸出先国の関税をはじめとした税制度を理解する必要がある 
関税については、JETROのホームページから世界175カ国の関税率が

検索可能 

販売に関する規制 
輸出先国によって、食品輸入

業や食品卸売業、小売業を行
う者に対する規制ある 

また、規制に関しては、品目別
に定められている場合もある 

各種制度・手続きの概要 

出所）農林水産省、JETRO等資料よりNRI作成 

その他の手続きに関して 

農林水産物・食品を輸出するにあたっては、検疫の他にも各種制度の理解が必要 
各種制度の主なものでは、食品衛生、農薬・抗生物質・添加物、表示ラベル、税、販売

に関する規制が挙げられる（以下に記載） 
各種規制の詳細については、品目や輸出先国ごとに異なるほか、その他にも規制や

ルール等がある場合もあるため、それぞれ事前に十分確認をする必要がある。
JETROのホームページの “品目別輸出ガイド”などを参考にご自身に必要な輸出手
続きについてご確認頂きたい。 
JETRO（品目別輸出ガイド） 

http://www.jetro.go.jp/industry/foods/exportguide.html 
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輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

Phone:
Fax:

Invoice No. Date:

For:
Bill to :

Phone:
Fax:

Invoice of
Shipped per On or about
From To
L/C No. T/T in advance Dated
Issued by
Mark & No.

Subtotal
TAX rate
other
Total

F.O.B TOKYO
"Samples of No Commercial Value,
Value for Customs Purpose Only"

Country of Origin : Japan

Nomura Research Institute, Ltd.

Manager

Street Address
City,  ZIP Code

Description of goods

Nomura Research Institute, Ltd.

AmountUnit PriceQuantity

DD/MM/YY

INVOICE

Name
Company Name
Street Address
City,  ZIP Code

(1)

(2) (3)

(4)
(5)
(7) (8)

(6)

(9)

(10)

(11) (12) (13) (14) (15)

(16)

(17)

(18)

(19)

以降、輸出に係る主要なドキュメントを記載する 
インボイスは、海外へ貨物を発送する場合に、荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)にあ

てて作成する貨物の明細書。 輸出入通関の際に税関へ提出することが義務づけられ
た重要な書類。 

インボイスの例 



57 

輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

(1) 輸出者名, 住所：会社で作成されるインボイスの場合、通常この辺りに会社ロゴ、
社名、住所等が記載される。個人の場合、住所等が署名欄に記載されることもあ
る 

(2) インボイス番号[INVOICE NO.]：輸出者により独自の番号が記載される 

(3) 作成年月日[DATE]：インボイスが作成される年月日 
(4) 品名[INVOICE OF]：輸出される商品が多くあるのであれば、代表的な商品名に

加えて、“& ETC” のように記載し、詳しい商品説明は下部の[DESCRIPTION OF 
GOODS]の欄に記載する 

(5) 船名[SHIPPED PER]：海上貨物の場合はこの欄に船名が記載される。航空貨物
の場合は “AIR” あるいは “AIR FREIGHT” のように記載し、別欄で航空便情報
を記載 

(6) 出港予定日[ON OR ABOUT] ：[ON OR ABOUT] 以外に [ON] だけの記載もあ
る 

(7) 出港地FROM] 
(8) 仕向地[TO] 
(9) 輸入者名、住所[MESSRS]：[MESSRS]ではなく、[SHIPPED TO] や、

[ACCOUNTEE]、[CONSIGNEE]等が記載されることがある 
(10) 支払条件[PAYMENT]：次頁の「支払条件」参照 

(11) ケースマーク[MARKS & NOS.]：梱包物に記載されるケースマーク。[CASE 
MARK]のようにも記載される 

(12) 品名[DESCRIPTION OF GOODS]：輸出される商品に関して、品番・型番等を具
体的に記載する。この欄に注文番号等が記載されることもある 

(13) 数量[QUANTITY]：[PCE], [KG]などの輸出する数量単位も同時に記載される 
(14) 単価[UNIT PRICE]：通貨コードと共に記載 

(15) 金額[AMOUNT]：単価と同様の記載になる。なお税関への申告価格はFOB（Free 
on Board）価格となる 

(16) 建値（取引条件）：次頁の「インコタームズ」参照 

(17) 無償[SAMPLES…….]：無償の場合は[NO COMMERCIAL VALUE, VALUE 
FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY]の記述が必要。また、無償であっても、申告
価格の記載は必要 

(18) 原産地[COUNTRY OF ORIGIN]：現地で関税率が決定される際の必要情報とな
ります。次頁の「原産地証明書欄」参照 

(19) 署名欄：自筆の署名が必要。肩書きがあれば記載される 

※上記記載以外にも注文番号や、あるいは特殊な機種記述等、会社・組織により個々
に必要不可欠な情報があれば、関税法規定に加えて、ケースバイケースで記載され
る。この場合には、対顧客用インボイスも兼ねて作成される 

インボイスの記載項目 
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輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

 取立為替 
 信用状 (Irrevocable Letter of Credit) 
 信用状無 

▪ 手形支払書類渡し (D/P Documents against Payment) 
▪ 手形引受書類渡し (D/A Documents against Acceptance) 

 送金為替 
 銀行為替 

▪ 電信送金（T/T Remittance：Telegraphic Transfer Remittance） 
▪ 送金小切手 (Demand Draft) 
▪ 郵便送金 (M/T: Mail Transfer) 

 国際郵便為替 (Postal Money Order) 
 その他 
 前払い (Advanced Payment) 
 現金引換商品渡し決済（Cash on Delivery） 
 現金引換書類渡し決済（Cash Against Document） 
 その他 

 

 建値はインコタームズ(INCOTERMS=International Commercial Terms)によって制定さ
れている。インコタームズとは、国際商業会議所（ICC=International Chamber of 
Commerce）が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規則。2011年1月に発効
されたインコタームズ2010により、下記11の規則で構成され、2つのクラスに分類された。

それぞれ、３文字の短縮語と共に指定地を記載。但し、実際の運用に当たっては、契約
条件等にもよるので、インボイス作成時には十分に注意いただきたい 

（１）Rules for Any Mode or Modes of Transport(あらゆる輸送形態に適した規則) 
EXW Ex Works 工場渡 
FCA Free Carrier 運送人渡 
CPT Carriage Paid To 輸送費込 
CIP Carriage and Insurance Paid To 輸送費保険料込 
DAT Delivered at Terminal ターミナル持込渡 
DAP Delivered at Place 向地持込渡 
DDP Delivered Duty Paid 関税込・仕向地持込渡 

（２）Rules for Sea and Inland Waterway Transport  
    (海上および内陸水路輸送のための規則） 

FAS Free Alongside Ship 船側渡 
FOB Free On Board 本船渡 
CFR Cost and Freight 運賃込| 
CIF Cost, Insurance and Freight 運賃保険料込| 

支払条件 

インコタームズ 
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輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

 原産地証明書には下記事項を記入する必要がある。詳細は細かい規則があるので、
事前に最寄りの商工会議所に相談、照会頂きたい 
1. Exporter (Name, address, country)  
2. Consignee (Name, address, country) 
3. No. and date of Invoice  
4. Country of Origin 
5. Transport details  
6. Remarks 
7. Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods 
8. Quantity 
9. Declaration by the Exporter 

原産地証明書 
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輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

パッキングリストは、国際取引における貿易ではインボイスと並んで必須の書類の一つ。
貨物をどのように梱包しているか、梱包数、重量、サイズ、外装に記したマークなど、貨
物の梱包明細を記載した書類 

パッキングリストの例 

 

For account of

Remarks

Name
Company Name

Contact Person Contact Person
Street Address
City, ST  ZIP Code
Phone:

Fax: Fax:
email: email:

Means of Transport & Route Terms of Payment 
Shipped per On or  About 

From Via 

To 

Marks & Nos. Description of Goods Quantity Unit Weight Total Weight

TOTAL：

 

PACKING LIST

Invoice No & Date Order No.

Country of Origin Country of Destination

Consignee
Name

Phone:

SHIPPER

Street Address
City, ST  ZIP Code

Company Name (1)

(2) (3)

(4)
(5)

(7)

(8)

(6)

(9) (10)

(12) (13)

(14)

(15) (16) (17) (18) (19)

(11)

(20)
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輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

(1) Shipper：荷送り人、または荷主の意味。輸出の際には、輸出者となる 
(2) Invoice No. and date：インボイスナンバーはどのようにつけるべきという規則は

ない。各荷主が管理しやすい任意の番号で構わない。日付は通常、インボイス作
成日を記載する 

(3) Order No.：Order No.に限定せず、荷主間でのPO No.など貨物を特定できる番
号を記載すると便利。 記載必須事項ではないので、項目名および記載欄をいず
れもブランクとしても何ら問題ない 

(4) For account of：誰が費用を負担すべきかを記載する。記載がなくても構わない。
Shipper（輸出者）もしくはConsignee（輸入者）がなることが通常 

(5) Country of Origin / 原産国の表記：送る品物の原産国を表記する。必須の項目。
「Country of origin : Japan」もしくは「Origin : Japan」等と表記する 

(6) Country of Destination：貨物の仕向先国名 
(7) Consignee：荷受人、通常、輸入者となる 
(8) Remarks / その他記載事項 
 運賃の負担先の表記。必須ではないが、通常「Freight : Prepaid」（前払い、つまり

発地側、日本の荷主が運賃を払うとの意味）もしくは「Freight : Collect」（運賃着払
い、つまり現地側、荷受人が運賃を払うとの意味）と表記する 

 統計品目番号、HS(Harmonized System)分類番号を表記する場合がある 
(9) Shipped Per：貨物の輸送方法を表す。航空輸送で送る場合は、ただ「by 

Aircraft」とのみ記入する 
 海上輸送で送る場合は、通常この欄に船名を記入する 

(10) On or about：貨物が出港/フライトする日付、あるいは予定日を表す 
(11) Terms of Payment：契約で定められた決済手段を表す。無償、サンプル等の場

合は、「No Payment」あるいは「Free of charge」等とし、有償の場合は｢T.T. 
Remittance｣等がある 

(12) From：貨物がどこから輸出されるかを表す。航空輸送の場合は空港名と国名を、
あるいは都市名と国名を、例えば「Narita, Japan」あるいは「Tokyo, Japan」となる 

 海上輸送の場合は港の名前と国名を、例えば「Yokohama, Japan」あるいは
「Tokyo, Japan」等 

(13) Via：貨物の輸送ルートを表す。直行便を使用して輸送する場合は不要。経由便を
使用して輸送する場合は経由地を記入する 

(14) To：貨物が何処へ、何処まで輸出されるかを表す。取引条件にもよるが、通常は
都市名と国名を記入する。例えば、「New York, U.S.A.」あるいは「Munich, 
Germany」等 

(15) Marks & No.：ケースマークやケースナンバーを明記する。貨物現物と一致してい
ることが必須だが、貨物にマークなどを貼付していない場合にはブランクで構わな
い。【N/M】（No Markの意）と記載するのも同義 

パッキングリストの記載項目（1/2） 
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輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

(16) Description of Goods：各包装の内容物の詳細を表す 
(17) QUANTITY：各包装の内容物の数量を表します 
(18) UNIT WEIGHT：品物の重量、それも単重を表す。単位は、上記と同じく品物の特

性による 
 *例えば繊維貨物の場合には重量ではなくRollの本数であったり、生地面積を記

載することが多い。通常は梱包前のNET WEIGHTと呼ばれる貨物単体（梱包材
除く）の重量を記載する 

(19) TOTAL WEIGHT：品物の総重量を記載する。「Quantity」×「Unit Weight」=
「AMOUNT」 

(20) Signature：記載事項の内容が真実であることを宣誓する意がある。会社名、署名
者の部署、役職、氏名を記載し、署名者本人の肉筆により署名をする 

パッキングリストの記載項目（2/2） 
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輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

SHIPPING INSTRUCTION
SHIPPER.

DATE.

INVOICE №

管理№

CONSIGNEE. TYPE OF SERVICE:

ON RECEIVING:

ON DELIVERY:

BOOKING №

B/L №

NOTIFY. SECOND NOTIFY.

VESSEL

VOY NO ETA-ETD:

PLACE OF RECEIPT PORT OF LOADING SHIP'S CO.

PORT OF DISCHARGE(ETA:         ) PLACE OF DELIVERY FINAL DESTINATION:

MARKS&NOS. DESCRITION OF GOODS PACKAGE/  G/W  /  M3

CONTAINERS

PACKAGES

( )

KGS

M3

PLACE OF ISSUE: BOOKING数量F/T:

ORIGINAL : ｺﾝﾃﾅ本数(SIZE x 本数): 20F  x 40F  x 

FREIGHT PAID AT: KIND OF B/L: ORIGINAL / WAYBILL / SURRENDERED .B/L（該当に○印）

貨物引渡場所: FREIGHT: PREPAID               COLLECT            （該当に○印）

搬入予定日: FREIGHT表示: AS ARRANGED　　　ACTUAL FREIGHT（該当に○印）

備考: THIRD NOTIFY.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(6)

(9) (10)

(11)

(12) (13) (14)

(15)

(16)

(17)

シッピングインストラクション（Shipping Instruction)【船積依頼書】は、輸出者様が海

貨業者や通関業者に提出し、船積業務や通関業務を依頼するための書類。信用状取
引の場合は、信用状の内容に従って記載する。 

シッピングインストラクションの例 
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輸出手続きに関する現状整理（その他手続きに関して） 

シッピングインストラクション(Shipping Instruction)  記載項目 

(1) Shipper：荷送り人、または荷主の意味。輸出の際には、輸出者となる。 
(2) Consignee：荷受人、通常、輸入者となる。 
(3) NOTIFY/ SECOND NOTIFY :輸入する際のConsigneeの代行者の連絡先とな

る。 
(4) Invoice No. and date：インボイスナンバーはどのようにつけるべきという規則は

ない。各荷主が管理しやすい任意の番号で構わない。日付は通常、シッピングイ
ンストラクション作成日を記載する。 

(5) TYPE OF SERVICE: ：海上・航空の別等の輸送サービスをタイプを記載する。 
(6) ON RECEIVING/ ON DELIVERY ： 
(7) BOOKING № / B/L № ：船会社が発行する予約番号、船荷証券番号。輸出時に

は船荷証券番号は確定しておらず、予約番号のみとなる。 
(8) VESSEL（ VOY NO / ETA-ETD）：搭載する船名。航海番号や入出港予定時刻

も併記されることが多い。 
(9) PLACE OF RECEIPT / PORT OF LOADING：貨物がどこから輸出されるかを

表す。航空輸送の場合は空港名と国名を、あるいは都市名と国名を、例えば
「Narita, Japan」あるいは「Tokyo, Japan」となる。海上輸送の場合は港の名前と
国名を、例えば「Yokohama, Japan」あるいは「Tokyo, Japan」等 

(10) SHIP‘S CO.：海上輸送や航空輸送を実施する船会社や航空会社の名称。 
(11) PORT OF DISCHARGE/PLACE OF DELIVERY/FINAL DESTINATION：貨

物の輸入先を表す。船卸される港湾、コンテナが配送先、貨物の最終的な配送先
を記入する。 

(12) Marks & No.：ケースマークやケースナンバーを明記する。貨物現物と一致して
いることが必須だが、貨物にマークなどを貼付していない場合にはブランクで構わ
ない。【N/M】（No Markの意）と記載するのも同義。 

(13) Description of Goods：各包装の内容物の詳細を表す。 
(14) QUANTITY（PACKAGE/  G/W  / M3）：各包装の内容物の数量or品物の重量、

それも単重を表す。 
(15) TOTAL WEIGHT：品物の総重量を記載する。「Quantity」×「Unit Weight」=

「AMOUNT」 
(16) コンテナ数量：BookingNo.に対するコンテナのサイズ・ハイト・タイプ別の数量を

記載する。 
(17) 運賃等の貨物引渡条件：BLの種類や、運賃の支払い条件や支払者等を記載す

る。 
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輸出手続きに関する現状整理：先行事例 

輸出証明書 

植物検疫 

動物検疫 

先行事例に関して 

成田市場内で輸出手続きを一元化し、 輸出手続きの迅速化・負担軽減を達成。また、
横持ちの削減等により物流の効率化・迅速化も可能。 

現状は農政局等での発行の後、証明書の受け取りが必要 
実証事業では、農政局職員（運用開始時は成田市職員）が卸売市

場内で証明書を発行し、受け取りの手間を軽減 

現状は基本的に空海港で実施 
実証事業では、植物防疫官を無償派遣して頂き、卸売市場内の保

税蔵置場で検査を実施 

現状では検査物件の取扱なし（食肉等は加工施設での派遣検査を
実施） 

爆発物検査 
現状は空港内でフォワーダー等が実施 
実証事業では、市場内の保税蔵置場でフォワーダーが検査を実施 

通関 

現状は空港内で実施 
実証事業では、派遣の必要がなく、フォワーダーによるオンライン手

続きで対応可能であった 

以上の輸出手続きのワンストップ化は現行法内で実現したことであり、農政局と植物
防疫所と協議を行い実現に至った 
ただし、今回は国家戦略特区の中で協議が行われたため、協議が比較的スムーズに

行われたという背景もある 

成田卸売市場の先行事例 
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輸出手続きに関する現状整理（輸入規制の対応状況） 

輸入規制の対応状況に関して 

証明書発行に関わる各国の輸入規制への対応を本事業の輸出環境課題部会が中心
となって実施 
輸出環境整備に係る約150の課題を整理し、約40の課題に最優先で対応 

 
 

水産物 青果物

○残留農薬基準(2014.8施行)への対応

○フグの輸出解禁への対応

○残留農薬基準への対応

○検疫条件の設定(トマト)

○検疫条件の設定(りんご)

※2015年５月検疫措置に合意、９月解禁

○検疫上の生産地域の追加(かんきつ類)

※2015年５月規制を撤廃（一部の野生動物肉を除く）

※2015年５月規制を撤廃（一部の野生動物肉を除く）

○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○ハラール認証の取得(水産加工品) ○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

中国

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入停止品目の解除(10都県))

韓国

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入停止品目の解除(８県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(８都道県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入停止品目の解除(５県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
(放射性物質検査証明書の要求の解除）

台湾

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入停止品目の解除(５県)) ○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　(輸入停止品目の解除(５県))

香港

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(５県))

フィリピン

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入停止品目の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(４県))

マレーシア

シンガポール

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　（放射性物質検査報告書の要求の解除（８県））タイ

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査報告書の要求の解除(８県))

ベトナム －

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入停止品目の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入停止品目の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
（放射性物質検査報告書の要求の解除（福島県））

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除) ○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応

　　（通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除）

　第１グループ（特に優先） 赤字

　第２グループ（優先） 緑字

　第３グループ　 青字

　国と事業者との協同で対応する課題　　　 黒字

　委員会取りまとめ（2014年11月）後に
　解決・進捗した課題

国家間交渉が

必要な課題

出所）農林水産省ホームページより 
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輸出手続きに関する現状整理（輸入規制の対応状況） 
水産物 青果物

○植物由来の生鮮食品の輸出入に係る安全管理（生産国認定）

○園芸作物の輸入ライセンスの取得

○ハラール認証の取得(水産加工品) ○輸入利用港の制限

○衛生証明書への対応

○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○衛生証明書への対応

　　　※2014年11月規制緩和（サウジアラビア） 　　　※2014年11月規制緩和（サウジアラビア）

　　　※2014年12月規制緩和（バーレーン、オマーン） 　　　※2014年12月規制緩和（バーレーン、オマーン）

○ハラール認証の取得(水産加工品)

○かつお節輸出に向けた対応 ○GLOBAL G.A.P.認証の取得

○EU・HACCPの取得

※2015年７月青森県の輸入停止を解除

○米国食品安全強化法(FSMA)への対応 ○検疫条件の緩和(うんしゅうみかん)　　※2014年11月緩和

○米国HACCPの取得 ○検疫条件の設定(かき)

○米国食品安全強化法(FSMA)への対応

※2015年９月農林水産省メールマガジン発行

インド

中東
(トルコ含む)

インドネシア

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(全都道府県）)

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　（放射性物質検査報告書又は全ロット検査の要求の解除（全都
道府県））

ＥＵ

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(８県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除(トルコ))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除(トルコ))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国))

米国

ロシア

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入停止施設の解除(８県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県))

ブラジル

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(輸入制限の解除(３県))

メキシコ －

　第１グループ（特に優先） 赤字

　第２グループ（優先） 緑字

　第３グループ　 青字

　国と事業者との協同で対応する課題　　　 黒字

　委員会取りまとめ（2014年11月）後に
　解決・進捗した課題

国家間交渉が

必要な課題

出所）農林水産省ホームページより 
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輸出手続きに関する現状整理（輸入規制の対応状況） 
牛肉 花き

○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

○日本産牛肉の輸入禁止

○月齢制限の撤廃　　　　※2015年1月撤廃

○日本産牛肉の輸入禁止

○月齢制限の撤廃

※2015年５月規制を撤廃（一部の野生動物肉を除く）

○日本産牛肉の輸入禁止

○ハラール認証の取得

○植物品種保護のための法制度の整備及び運用の強化

中国

韓国

－

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　（輸入停止品目の解除（10都県））

台湾

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　（輸入停止品目の解除（５都県））

香港

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　（放射性物質検査証明書の要求の解除（５県））

フィリピン －

マレーシア

シンガポール

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　（放射性物質検査報告書要求の解除（８県））タイ

ベトナム

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　（輸入停止品目の解除（福島県）、放射性物質検査報告書の要
求の解除（福島県））

　第１グループ（特に優先） 赤字

　第２グループ（優先） 緑字

　第３グループ　 青字

　国と事業者との協同で対応する課題　　　 黒字

　委員会取りまとめ（2014年11月）後に
　解決・進捗した課題

国家間交渉が

必要な課題

出所）農林水産省ホームページより 
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輸出手続きに関する現状整理（輸入規制の対応状況） 
牛肉 花き

○日本産牛肉の輸入禁止　　　※2014年11月解禁

○ハラール認証の取得

○日本産牛肉の輸入禁止　　　※2015年３月バーレーン解禁

　　　※2014年11月規制緩和（サウジアラビア）

　　　※2014年12月規制緩和（バーレーン、オマーン）

○ハラール認証の取得

○日本産牛肉の輸入禁止　　　※2014年12月解禁

インド

中東
(トルコ含む)

インドネシア

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　（放射性物質検査報告書又は全ロット検査の要求の解除（全都
道府県））

－ＥＵ

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(福島県))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(通関時の全ロットモニタリング検査の要求の解除(トルコ))

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(アラブ諸国))

米国 － －

ロシア

ブラジル

メキシコ

－

○原発事故に伴う放射性物質に係る輸入規制への対応
　　(放射性物質検査証明書の要求の解除(６都県))

　第１グループ（特に優先） 赤字

　第２グループ（優先） 緑字

　第３グループ　 青字

　国と事業者との協同で対応する課題　　　 黒字

　委員会取りまとめ（2014年11月）後に
　解決・進捗した課題

国家間交渉が

必要な課題

出所）農林水産省ホームページより 
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品質保持技術に関する現状整理 

輸送 

施設設備 

冷凍のものを扱うのであれば、それ程難しくはないが、フレッシュな魚
のやり取りとなると例えばタイへの輸出は難しいと思う。台湾や香港で
あれば、飛行機で輸送すれば時間的には十分に間に合う。品質を保
ちながら輸送できる仕組みができれば、輸出も拡大できると思う。 

東南アジア対応、ＥＵ対応、米国対応と要求される問題が違うが今後
拡大するためにＥＵＨＡＣＣＰ、ＦＤＡに対応できる認可が必要となり、
市場内施設では問題が多く、行政の支援が必要である。 

卸売市場を利用して、輸出戦略を行うのであれば、輸出センター用の
パッキングする場所をコールドチェーン化して作っていかなければ、パ
ワーアップしない。市場全体として、パッキングして、すぐに輸送できる
ようなコールドチェーン化した設備が必要ではないか。輸出の事務的
な問題や総合的に全て解決できる設備があると良いのではないか。
現状では、市場の隅の方で発泡スチロールに詰めて送っているような
状況である。 

部会・ヒアリング等で挙げられた意見（抜粋） 

本事業での検討状況に関して 

卸売市場部会にて物流における品質保持技術について以下の意見が挙げられてい
る 
他部会等において、品質保持技術についての検討が行われている。詳細は各部会資

料を参考して頂きたい 

今後、輸出拡大を目指すならば、施設設備や輸送時の品質保持技術に関する検討が
必要 
品質保持技術については、各部会、及び物流部会が中心となって検討を実施 
特に物流部会においては輸送時の品質保持技術に関する調査を実施 

本章のポイント 

品質保持技術に関する現状 
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品質保持技術に関する現状整理 

輸送 

施設設備 

物流部会にて、品質保持技術に関して検討 
基礎知識、事例集、技術集などの取りまとめ 

花き部会にて以下を検討 
長時間輸送に耐えうる鮮度保持技術の開発・普及 

水産物部会にて以下を検討 
  品質保持技術の向上として、生産・流通段階における品質保持

技術向上の取組を継続 

本事業にて食品安全に関する規制の強化への対応を検討 
EU・HACCP認定取得施設数の拡大（水産物部会） 
輸出施設認定に係る国内手続きの加速化（牛肉部会） 
食品安全強化法（FSMA部会）への対応 など 

国際農産物など市場構想推進事業にて、輸出にも対応可能なＨＡＣＣ
Ｐ対応等高度な品質管理機能を有する低温管理設備等を市場内外
の倉庫等にリース方式により設置する取組を支援 

本事業における検討内容（抜粋） 
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品質保持技術に関する現状整理 

基礎知識 

事例集 

物流面で必要な取り組みの概要（物流の高品質化・物流の効率化・日
本産品の販売強化） 
農林水産物・食品輸出の概要（輸出される農林水産物・食品の一般

的な流れ、農林水産物・食品の輸出に関する規制・手続き） 
輸送機関の特長概要（航空輸送と海上輸送の違い、それぞれの特長、

輸送時間・日数・運賃の違い） 
農林水産物・食品の特性概要（農林水産物・食品の輸出に係る輸送

機関の分担率、貯蔵条件・貯蔵限界について） 

航空輸送、海上輸送（単品）、海上輸送（混載）の３つに分類して、合
計13の事例を、以下の項目に従って記載 
また、品目ごとの貯蔵限界を考慮し、各品目のA/B/C群の該当につい

ても記載 
貯蔵限界をその長さごとにA/B/C群の3つに区分し、A群は14日以内、B

群は15日～30日、C群は31日以上としてグルーピング 

情報項目 情報内容 

ポイント 事例の特徴的な内容 

輸出情報 
品目、輸出先、実施主体、時期、輸送機関、輸送日数、物流
コスト比率について記載 

利用技術 事例で活用されている技術について記載 

背景 事例に至る背景について、事業面と物流面から記載 

輸送の流れ 実際の物流について図式化 

実施事項 実際の物流について、商取引と物流から記載 

効果 事例の効果について記載 

今後の課題・
展望 

事例の今後の課題や展望について、物流面と事業面から記
載 

その他 上記以外に特筆すべき内容を記載 

以降、物流部会調査の概要を記載する 

物流部会での調査概要 
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品質保持技術に関する現状整理 

技術集 

鮮度保持コンテナ、鮮度保持フィルム、鮮度保持剤、衝撃対応技術、そ
の他の分野に分類して技術を記載 

分野 技術名称 

鮮度保持コンテナ/ 
容器 

-冷凍（リーファー）コンテナ 

-CAコンテナ 

-加湿とエチレンガス除去による鮮度保持 

-通常冷凍コンテナを用いたＣＡ輸送 

-生鮮・食料品専用航空コンテナ 

-真空断熱資材容器 

-非電源式保冷容器 

-非熱電場技術を用いた輸送 

鮮度保持フィルム 

-青果鮮度保持フィルム 

-酸素除去フィルム 

-レトルト食品包装用フィルム 

鮮度保持剤 
-エチレン受容を抑制する燻蒸技術 

-鮮魚鮮度保持氷 

衝撃対応技術 
-輸送梱包用緩衝材 

-防振パレット 

その他 
-結露事故防止シート 

-遮熱シート 

参考 
資料集 

参考リンク集（輸出の相談窓口、フォワーダー、その他参考資料） 
商取引の流れ（農林水産物・食品の輸出の準備から契約成立まで、一

般的な輸出業務の流れ、貨物利用運送業者(フォワーダー)の利用につ
いて、電子商取引（Eコマース）による小口取引決済の流れ) 
物流用語集 
主要なドキュメント（インボイス、原産地証明書、パッキングリスト、シッ

ピングインストラクション） 

物流部会での調査概要 
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部会などであげられた意見に関して 

代金決済リスクは、取引先の信用リスクに起因するパターンと現地の社会情勢に左右
される非常リスクに起因するパターンに大分される。信用リスクの軽減方法としては取
引先調査による軽減、支払い条件による軽減、保険による軽減が挙げられる。非常リ
スクの軽減としては、輸出先国調査や貿易保険などが挙げられる。 
中小企業は大手企業と異なり、資金面・人材面で取引先選定の際に、取引先への訪

問、業界内での情報収集等が十分に行えないことが多いため、大企業と比べれば輸
出へのハードルが相対的に高い。以上はジェトロによるアンケート（次項）からも見て
取れる。また、ヒアリングによると、信用調査会社は多数存在し、与信情報提供サービ
スを提供しているが、実際に輸出している企業は、最終的に、取引相手と相対するこ
とで、取引先が信用に値するか確かめることが多い。 
本部会やヒアリングにおいては仲卸業者や生産者には規模の小さい業者も多く、彼ら

自身で輸出におけるリスクを取りにくい。また、リスク低減のために発生する費用負担
が大きく、サービスを受領しづらい。よって、彼らが輸出者となる場合はそれ相応のサ
ポートが必要との意見が挙げられた。 

代金決済リスクにおける現状 

A 
 決済リスクの問題については、仲卸業者の中には赤字企業も少なくないため、リスク

が大きくて利益の少ない輸出に仲卸業者が新たに取り組むとは思えない。むしろ海外
企業の信用情報を得られるようにすべきではないか。 

B 

 決済リスクやクレーム処理のリスクについて弊機構の与信サービスを利用している例
は少ない。世界の企業情報を提供するD社のサービスを割引して紹介するケースはあ

る。ただ、必ずしも信用調査すれば信用できるものでもなく、実際に取引相手と何回も
会って判断していると聞く。 

C 
 中小企業の悩みとして、販路拡大、代金決済、輸送コスト(小ロットだと費用がかかる)、

書類手続き等が挙げられる。 

部会・ヒアリング等で挙げられた意見（抜粋） 

特に中小事業者においては代金決済リスクがハードルとなり輸出に取り組めない 
輸出組合が中小事業者（生産者）の代金決済リスクを一元的に請け負い、中小事業

者のリスクを低減している先行事例が存在 
先行事例では、金融機関等の提携することにより、輸出組合が請け負ったリスクを一

部低減している 

本章のポイント 

代金決済における現状 
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ジェトロによる中小企業向けアンケート結果 

中小事業者の抱える問題点について 

ジェトロ実施の中小企業へのアンケートでは輸出に係る問題点として、市場調査、商
談、契約締結、輸出条件などについての情報収集が主に挙げられた。次に、（輸入手
続きと）輸出業務に適した人材の不足が挙げられている。 
情報収集(及びそれに係る調査資金)や輸出業務になれている人材が不足している結

果、前項のリスク低減策を上手く取ることができず、代金回収の不安が生じると考えら
れるのではないか。 

代金決済リスクにおける現状 

出所）JETROより 
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代金決済リスクにおける現状：先行事例 

組合の機能 概要 

代金決済リスク
の請負、軽減 

 信用リスク・非常リスクに関して、全て組合でリスクを負っている 
 オーダーサイトへ会員登録した海外バイヤーや商談会等に招聘

された海外バイヤーに対して銀行の与信審査を実施し、信用リ
スクを低減 

 輸出先国の簡単な調査をジェトロに実施してもらい、非常リスク
を低減 

商品ダメージリス
クの請負、軽減 

 腐敗リスクを軽減するため民間保険会社と協力し、組合から関
西空港を利用し輸出する食品に限り、腐敗、品質劣化を保証す
る外航貨物海上保険を開発 

 商品ダメージ（腐敗等）の責任所在が曖昧な場合は組合が負担 
 梱包方法・保冷方法等のセミナーを実施し、生産者の梱包レベ

ルを向上（パレット梱包を行うなどして商品ダメージリスクを低減） 
 食品衛生・環境衛生のコンサルティング企業に協力いただき、各

事業者の衛生管理等に関してアドバイスをしてもらう 

輸出手続きの請
負 

 輸出に関する書類作成を全て組合で請負（通関業務は流通業者
に委託） 

販路開拓の促進 

 物産展、商談会、展示会への参加をジェトロにセッティングをして
もらい、組合員に開催通知を行う。 

 商談会等で事業者と商談をしてもらい、海外のバイヤーに国産
品の事を知ってもらう。 

 銀行のもつネットワーク、既存海外取引先のもつネットワークを
活用し販路を開拓 

物流費の低減 
  複数商品をまとめて輸出することで、生産者あたりの物流費を

低減 

組合概要 

以降、先行事例として関西・食・輸出推進事業協同組合の取組を記載する 
輸出において中小企業が課題を抱える中、関西・食・輸出推進事業協同組合は輸出

のプラットフォーム機能を提供しており、中小企業のリスクを低減させるために、信用
リスク・非常リスクに関して、全て同組合にてリスクを負い、生産者の輸出をサポートし
ている。 
また、組合は代金決済リスクのみではなく、後述の輸出手続サポート等も行なって

いる。 

現在、マレーシア・シンガポール・タイ・ドバイ(お菓子のみ)に対して輸出 
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基本的な取引の流れ 

代金決済リスクにおける現状：先行事例 

小売業者 レストラン レストラン 

輸入商社 
バイヤー 

関西・食・輸出推進事業協同組合 

組合員A 組合員B 組合員C 

流通業者 

海外 

国内 関西国際空港 1 

3 

4 

5 

6 

2 

7 

8 

①関西・食・輸出推進事業協同組合が運営する企業会員限定の食品オーダーサイト
（https://itadakimasu.or.jp/）を通じて、海外のバイヤー等が商品を注文 

②注文情報を組合員に発信 
③商品提供可能な組合員は商品の出荷明細等を組合に送信 
④商品の梱包後、宅急便などで関西国際空港に商品を送る 
⑤組合は輸出に必要な書類（インボイス、PL等）、産地証明書等を流通業者宛に送付 
⑥流通業者は商品を受領し、送付された書類を元に通関業務を行い、定期航空便にて

商品をバイヤー向けに発送 
⑦バイヤーは商品を受取後、現地通貨で組合に代金を振り込み 
⑧組合は組合員に円建てで代金を支払い 
※ドバイを除いて週一回定期便で輸出している。大体一便あたり200kg程度 
※組合員が商品を発送してから、バイヤー受領まで大体一日程度 

保険について 
 腐敗リスクを軽減するため民間保険会社と協力し、組合から関西空港を利用し輸出する

食品に限り、腐敗、品質劣化を保証する外航貨物海上保険を開発。組合が保険の手続
きをとりまとめ 

 商品ダメージ（腐敗等）の責任所在が曖昧な場合は組合が負担 
 民間保険会社からすれば、組合を通すことによってスケールメリットが得られるとのこと 
 また、海外PL保険も提供している（ただし、この保険については個々の中小企業と契約） 
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一般的な輸出業務の流れ 

（参考）代金決済概要 

農産物・食品 
生産者 

(輸出者) 
輸入者 

輸入者側の 
取引銀行 

経済産業省ほか 
関係主務官庁 

輸出者側の銀行 
(通知銀行) 

輸出許認可 
の申請許諾 

代金 
支払 

荷為替 
手形の 
呈示 

信用状 
開設依頼 

契約成立 
信用状 
通知 

為替 
予約 

保険会社 

海貨業者 
(通関業者) 

税関 

ブッキング(船腹予約) 
船荷証券の発行 

貨物海上 
保険申込 

保険証券発行 

通関・ 
船積手続 

船積依頼 

輸出申請  許可 

荷為替手形 

信用状発行 

１ 

2 

3 

4 6 

8 

7 

5 

13 
12 

11 

10 

船積依頼書 

手形 
の買取 
依頼 

船積通知 

船会社 

9 

輸出業務の中で代金決済に関わる部分 

以下、参考までに一般的な輸出業務の中でも、代金決済についてその概要を記載す
る。 

取引先調査 
による軽減 

取引先への 
訪問 

前払決済、L/C
決済など 

代金決済リスク 

信用リスクに 
よるもの 

非常リスクに 
よるもの 

支払い条件 
による軽減 

業界内での 
情報収集 

信用調査会社 
の利用 

貿易保険等 
保険による 

軽減 

代金決済リスクとその軽減策の概要 

信用リスク 

非常リスク 

 取引相手の信用状況等の把握が困難な結果、代金決済、
契約履行、品質の毀損、受渡等に不確実性が発生する 

 取引先国の政変や経済状況の変化、自然災害等によって
取引が停止するリスク 

中
小
企
業
に
と
っ
て
、
人
材
不
足
や
費
用

面
で
実
施
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
多
い 

出所）「図解貿易実務ハンドブックベーシック版」「図解いちばんやさしく丁寧に書いた貿易実務の本」よりNRI作成 
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前受決済 

（参考）代金決済概要 

決済の流れ

銀行A

輸出業者

運送業者 運送業者

銀行B

輸入業者

日本 輸出先

①売買契約

②送金依頼

③送金

④支払い

⑥輸送

⑦B/Lの送付

⑧船積書類の送付

⑨B/Lの送付 ⑩貨物受取

決済の流れは以下のとおり 
売買契約に基づいて、輸出業者は輸入業者に送金を指示（①） 
輸入業者は送金する金額と銀行手数料を銀行Bに支払い、送金依頼を行う（②～

④） 
銀行Aからの支払いの後、輸出業者は売買契約に基づき、船積みを実行。その後

船積み書類を輸入業者宛に送付。輸入業者は書類受取後、貨物を受け取る（⑤
～⑩） 

前受決済であれば、回収リスクは無い。そのため、なるべく一部でも前受とすべきだが、
初めての取引では相手側が難色を示すことも考えられ、前受金返還保証状の差し入
れを求められることもある 

出所）「貿易実務完全バイブル」「図解いちばんやさしく丁寧に書いた貿易実務の本」よりNRI作成 
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L/C決済 

（参考）代金決済概要 

決済の流れは以下のとおり 
売買契約に基づき輸入業者はL/C発行銀行に信用状発行を依頼（①～②） 
L/C発行銀行はL/C通知銀行を通して輸出業者にL/Cを発行（③～④） 
船積み後、輸出業者は船積書類を揃え、為替手形を降り出し、荷為替手形として

L/Cとともに買取銀行に買取依頼（⑤～⑧） 
買取銀行は持ち込まれた書類をチェック後に支払いを実行。その後、書類をL/C

発行銀行に送付（⑨～⑩） 
L/C発行銀行は輸入業者に書類を提示、輸出業者は代金を支払い、貨物を受け

取る(⑪～⑮) 
※L/C銀行と買取銀行は殆どの場合同じ銀行 
※手形買取依頼ではなく代金取立依頼の場合、”⑬手形代金支払(銀行間決済)”

の後に”⑨手形代金支払い”が実行される 
基本的に回収リスクはない。L/C決済には一覧払い(at sight:輸入者が手形の提示を

受けた際に直ちに代金を支払わなければならない)とユーザンス付き(一定期間の支
払い猶予付き)があり、売買契約時に決める。輸出業者側有利とするならばなるべく一
覧払いとする。 
取引対象となる輸入会社によってはL/C開設が困難な場合がある 

決済の流れ

買取銀行

輸出業者

運送業者 運送業者

L/C発行銀行

輸入業者

日本 輸出先

①売買契約

②
Ｌ
／
Ｃ

発
行
依
頼

③L/C発行

⑥輸送

⑦B/Lの送付 ⑭B/Lの送付 ⑮貨物受取

L/C通知
銀行

④
Ｌ
／
Ｃ
通
知

⑧
荷
為
替
手
形

買
取
依
頼

⑨
手
形
代
金

支
払
い

⑩荷為替手形
船積書類の送付

⑪
船
積
書
類
等

到
着
通
知

⑫
手
形
代
金

支
払
い

⑬手形代金支払
(銀行間決済)

出所）「貿易実務完全バイブル」「図解いちばんやさしく丁寧に書いた貿易実務の本」よりNRI作成 
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L/C決済（補足） 

（参考）代金決済概要 

L/Cには複数の機能があり、目的に併せて利用する 
取消不能信用状（Irrevocable Letter of Credit） 
一旦発行されると、利害関係者全員が同意しない限り、取り消すことも条件変更

することもできない信用状。本来、輸出者側は輸入者側に対して、この信用状の
発行開設を要求し、輸出代金の回収を確実なものとする 
２００７年改定の国際商業会議所の信用状統一規則（ＵＣＰ６００）第３条により、以

前あった「取消可能信用状」は認められなくなり、信用状は表記にかかわりなく全
て取消不能(撤回不能）信用状であると規程される 

確認信用状（Confirmed Letter of Credit）／無確認信用状（Unconfirmed 
Letter of Credit） 
発行銀行の支払確約に加え、他の銀行（通知銀行など）がさらに支払確約を加え

た信用状を「確認信用状」と呼ぶ。 外貨事情が悪い国の銀行や信用力のない銀
行が発行した信用状の信用力を高めるために用いられる 
発行銀行の確約のみの信用状を「無確認信用状」と呼ぶ 

譲渡可能信用状（Transferable Letter of Credit） 
受益者（輸出業者）が第三者にその権利を譲渡できる信用状 
海外の買い付け代理人宛てに譲渡可能信用状を送り、買い付け交渉を行わせる

場合などに利用され、成約ごとに売主に信用状を譲渡する 

リストリクト信用状(Restricted Credit)／オープン信用状（Open Credit） 
荷為替手形の買取銀行が特定の銀行に指定されている場合をリストリクト信用状、

指定されていない場合はオープン信用状と呼ぶ 
オープン信用状であれば輸出業者の取引銀行を買取銀行とできる 

回転信用状（Revolving Letter of Credit ） 
同一の相手と同一種類の製品が、相当期間繰り返し輸出入される場合に利用さ

れ、一定期間をおいて更新される形態が一般的 
輸出入の都度L/Cを開設する必要がないため、時間と費用の削減に繋がる 

出所）「貿易実務完全バイブル」「図解いちばんやさしく丁寧に書いた貿易実務の本」JETROホームページよりNRI作成 
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L/C決済（補足） 

（参考）代金決済概要 

L/C決済においてもリスクは存在する。 
書類作成時に不備が無いか確認することが重要 
L/C決済においても例えば以下の場合に支払拒絶や取立て扱いとなって

しまう可能性がある 
船積書類上に不備があった場合 
信用状統一規則においては書類文面上の厳格一致が原則とされているため、

船積み書類上の単純なタイプミスなどもディスクレパンシーとみなされる 
L/Cに規定されている船積み期限や銀行への持ち込み期限が守れなかった場合 

 
対策法としては以下があげられる 
書類の訂正 
輸出業者が作成した書類であり、訂正が可能である内容ならば、銀行から書

類を返却してもらった後に、信用状に合致する書類への差し替えが可能 
アメンド（信用状の変更） 
船積み日など訂正ができないディスクレパンシーが発生してしまった場合に

は、信用状の条件変更を輸入業者経由でL/C発行銀行に依頼する必要があ
る。当事者(輸出入業者・銀行)の同意が必要であり、日数や費用が発生する 

ケーブルネゴ 
輸出業者が買取銀行に依頼し、発行銀行に電信で荷為替手形の買取可否を

確認する方法。発行銀行の輸入業者への同意確認を待たなければならない
ため、日数や費用が発生する 

L/G(保証状)付き買取 
輸出業者が買取銀行にL/G(発行銀行が買取拒否した場合に輸出業者は買

い戻しに応じるという旨の念書)を差し入れ、買取銀行に手形の買取依頼をす
る方法。発行銀行に拒否された場合は輸出業者に代金回収リスクが生じる 

出所）「貿易実務完全バイブル」「図解いちばんやさしく丁寧に書いた貿易実務の本」JETROホームページよりNRI作成 
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D/P決済 

（参考）代金決済概要 

決済の流れは以下のとおり 
売買契約に基づき輸出業者は船積みを行い、船積書類、荷為替手形を銀行Aに

送付し、買取依頼。D/P決済の場合は一覧払いとなる（①～⑤） 
買取銀行は持ち込まれた書類をチェック後に支払いを実行。その後、書類等を銀

行Bに送付（⑥～⑦） 
銀行Bは書類等を輸入業者に提示し、輸入業者が手形代金を銀行に支払うことと

引き換えに、船積書類を輸入業者に送付(⑧～⑨) 
銀行Bは銀行Aに代金支払いし、輸入業者は貨物を受け取る(⑩～⑫) 
※取立の場合、”⑩手形代金支払(銀行間決済)”の後に”⑥手形代金支払い”が実

行される。取立の場合が多く、買取と成るケースは稀 
※下線部はD/A(次項)との差異 

輸入業者は代金を支払うことで船積書類を入手でき、貨物を引き取れる決済条件であ
るため、次項のD/Aと比べ、リスクは小さい（買い手が支払いを放棄しても、貨物が買

い手側に渡ることを回避できる）。ただし、その場合、輸出業者が外国に自分の資産を
抱えることになり、保税倉庫料や返送時の費用が発生するリスクがある。 

決済の流れ

銀行A

輸出業者

運送業者 運送業者

銀行B

輸入業者

日本 輸出先

①売買契約

④輸送

③B/Lの送付 ⑪B/Lの送付 ⑫貨物受取

⑤
荷
為
替
手
形

買
取
依
頼

⑥
手
形
代
金

支
払
い

⑦荷為替手形
船積書類の送付

⑧
船
積
書
類
等

到
着
通
知

⑨
手
形
代
金

支
払
い

⑩手形代金支払
(銀行間決済)

出所）「貿易実務完全バイブル」「図解いちばんやさしく丁寧に書いた貿易実務の本」よりNRI作成 
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（参考）代金決済概要 

農産物・食品 
生産者 海外の購入者 

4 
代金支払 

物流事業者 輸出 

陸運会社など 

  
Eコマース事業者 

5 
代金回収 

1 サイト上で注文 

商品配送 

航空会社など 

2 3 再梱包 
インボイス作成 
輸出手続き 

（提携） 

農林水産物・食品の輸出でも使用されている電子商取引（Eコマース） を活用した小
口取引決済について説明する 
国際決済は、これまではL/C （信用状）取引が中心となってきたが、電子商取引（Eコ

マース）化が進み、小口取引決済ではL/Cを用いない越境決済システムが多数用意さ
れている 
中でも、海外向けインターネットサイトを経由した食品販売では、Eコマース事業者と

物流事業者が連携して、販売窓口としてのインターネット店舗から、その後の煩雑な
輸出手続きや販売後の代金回収までを代行することで輸出者の利便性を高めている 
Eコマース決済の取引例は以下のとおり 

① 海外の購入者が、 Eコマース事業者が開設した海外向けのインターネット販売サイト

を通じ て商品の注文を行う 

②～③Eコマース事業者と提携した物流事業者が、商品の国内での運送と海外への輸出を

行う 

④ Eコマース事業者が商品購入者との間で電子決済を行い、代金を回収する 

⑤ Eコマース事業者が生産者への支払いを行う 

電子商取引（Eコマース） 

出所）「図解貿易実務ハンドブックベーシック版」「図解いちばんやさしく丁寧に書いた貿易実務の本」よりNRI作成 
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 L/Cが商品代金に関する支払いの確約を行うのに対して、スタンドバイL/Cは債務の
不履行に対し支払いの確約を行う信用状 

 輸出業者が支払いを実行しない場合にのみ、支払いが行われる銀行信用状であり、
輸出業者が代金決済できなかった場合、輸入業者はその証拠をスタンドバイL/C発行
銀行に提示し、スタンドバイL/Cに基づき支払いを受ける 

 発行費用は条件により異なるが、発行依頼者に信用があれば、通常のL/Cより安く設
定されている 

 スタンドバイL/Cの発行は、UCP600のほか、ISP98やURDG758に準拠 

スタンドバイL/C 

（参考）代金決済概要 

出所）JETROホームページよりNRI作成 
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（参考）代金決済概要 

輸出に係る主な貿易保険 

保険の種類 対象契約形態 カバー範
囲 特長 

貿易一般 
保険 

輸出契約・仲
介貿易契約・
技術提供契約 

船積前・ 
船積後 

 個々の案件単位で利用可能 
 船積前については、保険金額を一

定の範囲内で設定可能 

企業総合 
保険 

輸出契約・仲
介貿易契約 

船積前・ 
船積後 

 1 件あたりの保険料が個別保険と
比べて安い 

 原則として企業単位の契約だが、
会社の部門単位や 対象貨物を限
定しての申込みも可能 

限度額設定 
型貿易保険 

輸出契約・仲
介貿易契約 

船積前・ 
船積後 

 輸出契約毎の申込みが不要 
 バイヤー毎に一年間有効な保険金

支払限度額を設定可能  

簡易通知型 
包括保険 

輸出契約・仲
介貿易契約
(オプション) 

船積前(オ
プション)・ 
船積後 

 決済機期間の短い取引向けの簡易
型包括保険であり、個別保険より低
廉 

中小企業 
輸出代金保険 

輸出契約 船積後 
  中小・中堅企業を対象 
  原則として保険金請求後１カ月以

内に保険金を支払い 

輸出手形 
保険 

輸出契約 船積後 
 銀行が輸出荷為替手形を買い取っ

た場合の取引先の不払いリスクを
カバー 

出所）NEXIホームページよりNRI作成 


