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ホームページ

— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

当協会ホームページで電子版をご覧いただけます。

https://www.jastpro.org/

電子版掲載は、Twitter（@_jastpro）でご案内しています。

ホームページ更新、刊行物のご案内、講演会開催のお知らせなども発信しており
ます。 フォローいただければ幸いです。

パソコンからもご覧いただけます。 https://twitter.com/_jastpro

メールにて掲載通知をご希望の方は、次の内容をお問い合わせページからお知ら
せください。

ご所属組織名称
所属されている部署
お名前
ご連絡先電話番号
送達ご希望メールアドレス

お問い合わせページ：https://www.jastpro.org/general-enquiry/

Twitter
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賛助会員規約の改正とホームページでの賛助会員一覧ページ新設について 

 

事務局 

 

1. 賛助会員規約の改正 

本年 6 月 11 日に開催された理事会において賛助会員規約を改正し、これまで個人・法人とも同額で

あった賛助会費（年額）に個人 1 万円を新設すること（法人 7 万円は変更なし）及び、賛助会員便宜

として閲覧者限定ページへのアクセスを追加することとしました。 

 

2. 個人賛助会費の設定 

個人賛助会費の設定については、定款上は、個人又は法人が賛助会員となることができますが、賛助

会員規約では賛助会費は個人、法人の別なく 1 口 7 万円で、個人に賛助いただくには 1 口あたりが高

額であることから、個人賛助会費額（1 口 1 万円）を設定しました。 

個人会員の皆様には、賛助会員を通じて当協会の活動をご理解いただき、国連 CEFACT 日本委員会、

国連 CEFACT エキスパート等の担い手となっていただくことも期待しております。 

個人会員の便宜については、本誌や調査報告書等の印刷物の配布はご容赦いただきますが、他の便

宜は法人と同等とします。 

 

3. 賛助会員便宜の拡充 

賛助会員便宜につきましては、賛助会員規約第 6 条で、 

① 資料、定期刊行物その他の報告書等の無償配布  

② 協会備付け資料の閲覧並びに貸出し 

③ 研究調査に対する意見の開陳 

④ 協会の主催する講演会、セミナー等への出席 

⑤ 協会に対する研究調査の委託（ただし、実費を要するときは別途協定） 

とされていますが、協会ホームページにアクセス制御機能を実装し、閲覧者限定コンテンツの提供が

可能となったことから、便宜として、閲覧者限定ページへのアクセスを追加しました。 

閲覧者限定ページでは、一般公開した PDF 資料の EXCEL 形式ダウンロード版等の提供、一般公開

での抜粋版の完全版などを提供する予定です。アクセスに必要な ID 及びパスワードにつきましては、

別途ご連絡いたします。 

 

4. ホームページでの賛助会員一覧ページ新設 

ご支援を顕彰させていただくとともに情報公開の一環として、協会ホームページに賛助会員一覧ペ

ージを新設します。 

掲載を希望された賛助会員名を掲載し、希望される場合は会員の公式ホームページ URL へのリンク

を設定します。掲載のご案内につきましては、別途ご連絡いたします。 
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記事１．アフリカにおける貿易関連電子化等の調査―シングルウィンドウの現況―① 

「アフリカにおける貿易取引等の電子化に関する調査」（2015 年実施）につき 

現況に基づいて情報を更新する 

 

シニア・アドバイザー 渡邊 浩吉 

 

（本調査はアフリカ 54 か国につき実施し、不

定期に分割掲載します。） 

 

Ⅰ 調査の目的と概要 

Ａ 調査の目的 

1. UN/CEFACT（貿易円滑化と電子ビジネス

のための国連センター）は、貿易手続きを

一元的に管理し、各種許認可や証明書の電

子的な申告・申請を特定サイトでの一回の

入力で済ませられるシングルウィンドウ

を各国が開設することを推奨している。 

2. アフリカはエマージングマーケットとし

て世界から注目されている。当協会が

2015 年に「アフリカにおける貿易取引等

の電子化に関する調査」を行ったのは、こ

のような状況を踏まえての事であった。そ

の後、2017 年には WTO1による貿易円滑

化協定2が発効し、また UN/CEFACT3も、

勧告 33 号「シングルウィンドウの設置に

関する勧告とガイドライン」2020 年版と

して内容を更新した。シングルウィンドウ

化を進める国際的枠組みも、近年大きな進

捗をみせており、アフリカ諸国においても

前回調査時点から貿易取引等の電子化、シ

ングルウィンドウ化が進展していると考

えられる。 

3. このような状況の変化の中で、当協会の上

記調査報告書のご利用者より、内容を更新

した最新版が無いかとのお問合せを頂い

たことから、今般、アフリカに係る情報を

 
1 WTO (World Trade Organization) 世界貿易機関 
2 TFA Trade Facilitation Agreement  
3 UN/CEFACT 貿易円滑化と電子ビジネスのための

整理し、報告書を改訂することとしたもの

である。 

 

Ｂ 調査概要 

１. 調査範囲： 

全アフリカ、54 か国を対象とする。 

２. 調査方法： 

2015 年調査における現地協力者に最新情

報の提供を依頼すると同時に、ウェブ上の

各国当局の公式サイトなどから、各国の個

別の情報を収集する。 

３. 調査内容 

（１） 各国の概要 

シングルウィンドウ等に係る情報を

理解する上で有益と思われる各国の

概要を取りまとめる。 

この項の情報については、各国の正式

名称や一般事情も含めて我が国外務

省の各国情報を原典とするが、一部必

要に応じて米国 CIA 等、他ソースも

参照する。 

東、西、南部、北、中部アフリカの区

分は国連準拠。 

概要説明等については、外務省情報の

他に、各国に係るインターネット上の

情報を併せ参考にし、筆者が整理した

ものである。 

（２） 各国のシングルウィンドウの現況あ

るいは進捗状況 

税関システムあるいは港湾システム

国連センター 当協会は同組織の日本委員会事務局

となり、日本代表の一員として総会やフォーラムに

参加している。 
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といった、シングルウィンドウ構築に

到るまでの段階のものや、貿易手続き

に係る一般情報をまとめただけのも

のなど国によって状況が違うが、シン

グルウィンドウ関連として取りまと

める。 

（３） アフリカ全体に係る種々の課題 

地域同盟に係る状況や、国によって抱える

多額の対外債務問題、中国の進める一帯一

路政策へのアフリカの対応など、各国の枠

を越えたいくつかの課題を整理する。 

４. 調査期間： 

2021 年 6 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 

５. 調査実行者、報告書作成者： 

渡邊浩吉 

JASTPRO シニア・アドバイザー 

 

免責 

今回の調査は、現地での確認作業等は行ってい

ないため、可能な限り異なる情報源の情報の突

き合わせ作業を行うなど、正確性などについて

相応の配慮をしたが、その内容の正確性、完全

性を保証するものではない。本報告書の情報を

利用されるに当たっては、利用者ご自身での検

証をお勧めするとともに、当該情報に基づいて

起こされた行動によって生じた損害・不利益な

どに対していかなる責任も負うものではない。
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Ⅱ アフリカにおけるシングルウィンドウ等の調査 

Ａ 各国の概要とシングルウィンドウ 

 

各国の位置 
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調査対象国（全アフリカ）一覧表 

（シングルウィンドウの進捗： 〇＝稼働中 △＝開発/構築中   ×＝なし） 

 

 

 

 

項目 国名 2015 年 現在  項目 国名 2015 年 現在 

1 アルジェリア × △  28 セネガル   

2 アンゴラ × △  29 ソマリア   

3 ウガンダ × 〇  30 タンザニア   

4 エジプト × 〇  31 チャド   

5 エスワティニ    32 中央アフリカ   

6 エチオピア    33 チュニジア   

7 エリトリア    34 トーゴ   

8 ガーナ    35 ナイジェリア   

9 カーボベルデ    36 ナミビア   

10 ガボン    37 ニジェール   

11 カメルーン    38 ブルキナファソ   

12 ガンビア    39 ブルンジ   

13 ギニア    40 ベナン   

14 ギニアビサウ    41 ボツワナ   

15 ケニア    42 マダガスカル   

16 コートジボワール    43 マラウイ   

17 コモロ    44 マリ   

18 コンゴ（共）    45 南アフリカ   

19 コンゴ（民共）    46 南スーダン   

20 サントメ・プリンシペ    47 モザンビーク   

21 ザンビア    48 モーリシャス   

22 シエラレオネ    49 モーリタニア   

23 ジブチ    50 モロッコ   

24 ジンバブエ    51 リビア   

25 スーダン    52 リベリア   

26 セーシェル    53 ルワンダ   

27 赤道ギニア    54 レソト   
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＜１＞ アルジェリア 

 

国名  アルジェリア民主人民共和国 

  People's Democratic Republic of Algeria 

     

首都  アルジェ   

     

規模 面積（万㎢） 238  

 人口（万人） 4,220 （2018 年 アルジェリア国家統計局） 

 GDP（億ドル） 1,883 （2018 年 IMF） 

 GNI/人（ドル） 4,450 （2018 年 IMF） 

     

概要 

 

アフリカ北部の地中海に面した臨海国。殆どがアラブ人。イスラム教スンニ派が多い。

フランス語圏。アフリカで最も国土が広い国だが、多くの部分はサハラ砂漠。国の地理

的条件や特性からも、対外政策は積極的で、アフリカ連合、アラブ連盟、地中海連合、

アラブ・マグレブ連合に加盟。2005 年 EU と連合協定を締結。WTO 加盟交渉中。2018

年に AU 加盟 44 か国と自由貿易圏を創設する協定に署名、その後同自由貿易圏は 2019

年に発効、2021 年から運用が開始された。 

     

貿易 輸出額 412 億ドル  (2018 年 アルジェリア関税庁） 

 輸出品 炭化水素（石油、天然ガス） 

 輸出相手国 伊、仏、スペイン、米、ブラジル 

 対日輸出額 214 億円 （2018 年） 

 対日輸出品 液化ガス、石油製品等 

     

 輸入額 462 億ドル  (2018 年 アルジェリア関税庁） 

 輸入品 資本財、半製品、食料品、消費財 

 輸入相手国 中、仏、伊、独、スペイン 

 対日輸入額 139 億円 （2018 年） 

 対日輸入品 自動車、鉄製品等 
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[現状] 

シングルウィンドウ ⇒ 構築中 

[2015 年調査]  

シングルウィンドウは未構築 

 

1995 年 に 構 築 さ れ た “SIGAD” (Customs 

Information and Automated Management 

System) というシステムが稼働しているが、こ

れはアルジェリア税関の輸出入通関実績をデ

ータとして取り纏め、統計化して政策策定の資

料に供することを主な目的としたものである。 

そこで、先行している国々のシステムをベンチ

マークとして、2019 年から 3 年間、新旧システ

ムを併行運用しながら、漸次税関システムの改

革を行うこととした。 

新システムは、税関だけでなく、貿易に係る他

の関係省庁とも連携し、国際貿易の場面に登場

する全てのプレイヤーとデータ交換できる、動

的データベースの構築が計画されている。 

新システムはシングルウィンドウとは呼称し

ていないようだが、機能的には、いわゆるシン

グルウィンドウを目指したものと考えられる。 

（上記情報に係る主な参考資料： 

WCO News 2019 “Algeria launches new 

Customs information system”） 

 

≪参考≫ 

アルジェリアの通関所要時間が、数週間から数

か月と長いことが課題となっている。通関手続

きに必要な文書が複雑な上に、エビデンスとな

る船積書類に、商務省が、不正評価検査合格の

スタンプを押すことが輸入通関の条件になっ

ていることが原因とされている。4 

システム改革も必須であろうが、先ずは貿易管

理に係る行政手続きの合理化をしないことに

は、十分な効果が得られないのではないかと懸

念される。

 
4 https://www.trade.gov/country-commercial- guides/algeria-customs-regulations 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/algeria-customs-regulations
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/algeria-customs-regulations


- 8 - 

 

＜２＞ アンゴラ 

 

国名  アンゴラ共和国  

  Republic of Angola  

     

首都  ルアンダ   

     

規模 面積（万㎢） 125  

 人口（万人） 3,080 （2019 年 世銀） 

 GDP（億ドル） 946 （2019 年 世銀） 

 GNI/人（ドル） 2,973 （2019 年 世銀） 

     

概要 

 

南緯 13 度付近にあるが、大西洋に面した海岸線に沿って長く続く平野部の直ぐ後ろ

まで丘陵地帯が迫っており、海岸には寒流が流れていることで、年間を通して 20℃

～30℃という住みやすい国土と言える。国民の約半分はキリスト教で、公用語はポル

トガル語である。しかしその歴史にはかなり厳しいものがあり、ポルトガルの植民地

時代には、多くの人々が黒人奴隷としてアメリカやブラジルに送られた。独立後も長

く内戦が続き、今でも数百万個の地雷が残されているとの話もある。しかし原油やダ

イヤモンド等の輸出が堅調となり、現在は経済も安定化の途上にあると言える。 

     

貿易 輸出額 347 億ドル （2019 年 アンゴラ中央銀行） 

 輸出品 原油、ガス、ダイヤモンド 

 輸出相手 中、インド、ポルトガル、米、UAE（アラブ首長国連邦）、南ア 

 対日輸出額 69 億円  

 対日輸出品 原油  

    

 輸入額 141 億ドル （2019 年 アンゴラ中央銀行） 

 輸入品 食料品、機械、電子製品 

 輸入相手 中、ポルトガル、韓、ベルギー、米 

 対日輸入額 40 億円  

 対日輸入品 車両、電子機器等 
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[現状] 

シングルウィンドウ ⇒ 開発中 

（SWFT（Single Window for Foreign Trade）

Guichê Único） 

[2015 年調査] 

シングルウィンドウは未構築 

 

(１) AGT イニシアティブ 

シングルウィンドウ構築の端緒は、2018 年 1 月

に商業省 (Ministry of Commerce) の協力のも

とに、財務省 (Ministry of Finance)の税務管理

総 局  AGT (Administração Geral Tributária)  

が開催したワークショップで、AGT のイニシ

アティブの一環として、2021 年から SWFT 

(Single Window for Foreign Trade) により、国

境での貨物の物流を円滑化すると決めたこと

に始まる。 

このワークショップには内務大臣の他、行政事

務局、行政技官、ビジネス事業者が参加した。 

2018 年 9 月に大統領令 220/18 が発出され、

SWFT の開発が開始された。当初 2021 年から

開始される予定であった上記 SWFT は、2020

年 3 月 31 日に前倒で実施される運びとなった。 

なお、この AGT イニシアティブは中国の信用

供与により融資されたものである。 

(２) 目的 

その目的とするところは、輸出管理の改善、国

際取引に関与するシステムを 1 つに特定する、

領海や大西洋沿岸の警備に遺漏ないようにす

ることである。 

財務省税務管理総局、保健省、農業省、その他

貿易関連省庁を横断的に連携させるシステム

の導入で、諸行政手続きの申請も許認可証の発

給も、全て一つの窓口で済ませることが出来る

ようになり、通関の所要時間、所要費用も削減

される。ビジネス環境を阻害する煩雑な作業手

順を排し、税関手続きを、ウガンダ、モザンビ

ーク、シンガポール、中国並みに効率化するこ

とを目指している由である。 

≪この項の主な参考資料≫ 

 Africa Business Communities Survey 54 

 AllAfrica “Angola eager to join Single 

Window for Foreign Trade” 

 Further Africa “Angola joins SWFT 

platform from 31 March” 2020.2.10 
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＜３＞ ウガンダ 

 

国名  ウガンダ共和国  

  Republic of Uganda  

     

首都  カンパラ   

     

規模 面積（万㎢） 24  

 人口（万人） 4,272  

 GDP（億ドル） 275 （2018 年 世銀） 

 GNI/人（ドル） 620 （2018 年 世銀） 

     

概要 

 

東アフリカ、赤道直下の内陸国。南スーダン、ケニア、タンザニア、ルワンダ、コンゴ

民主共和国に囲まれ、南部はナイル川の起点ビクトリア湖に接している。英語圏で、主

としてキリスト教。最近の政情は安定しているが、貧しくその上に南スーダンから難民

が流入している。 

     

貿易 輸出額 36 億ドル  

 輸出品 コーヒー、金、穀物類、野菜、魚 

 輸出相手 ケニア、UAE、コンゴ（民）、南スーダン、ルワンダ 

 対日輸出額 9 億円  

 対日輸出品 コーヒー、ごま、魚介類 

     

 輸入額 68 億ドル  

 輸入品 石油、石油製品、自動車、鉄、医療機器、医薬品 

 輸入相手 中、インド、UAE、サウジアラビア、ケニア 

 対日輸入額 220 億円  

 対日輸入品 中古自動車、バス、トラック、鉄構、医療品 
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[現状] 

シングルウィンドウ ⇒ 稼働中 

（Uganda Electronic Single Window  UeSW5） 

[2015 年調査] 

シングルウィンドウは未構築 

 

ウガンダ シングルウィンドウ UeSW の導入も

あって通関関連の所要時間が、輸入で 3 週間か

ら 2 週間へと大幅に縮小され、ウガンダの輸出

入業者に年間 8.5 万ドルの経費削減を実現させ

たとのことである。6 

 

連携された省庁 

（貿易関連 30 省庁の内の 15 省庁） 

税関の他、Posta Uganda（ウガンダ郵政） , 

Uganda Communications Commission（ウガン

ダ通信委員会）, Interpol Uganda（ウガンダ国

際警察）, National Environmental Management 

Authority（国家環境管理局）, Atomic Energy 

Council（原子力エネルギー評議会）, Cotton 

Development Organization （ 綿 開 発 機 構 ） , 

Ministry of Water and Environment（水資源・

環境省）, Warehouse Receipt Authority（倉庫受

票局）, Uganda National Roads Authority（ウガ

ンダ国家道路局）, Uganda Registration Services 

Bureau（ウガンダ登記庁）, Ministry of Works 

and Transport（労働・運輸省） , Ministry of 

Finance（財務省）, Ministry of Foreign Affairs

（外務省）, Uganda Wildlife Authority（ウガン

ダ野生動物局）.（）内は仮訳 

 

開発資金 

 900 万ドル 

 ベースになったシステムは ASYCUDA 

World 

 
5 https://singlewindow.go.ug/stp/#/ 
6 https://singlewindow.go.ug/index.php/2020/01/ 

 オランダ国際開発局 (DANIDA) の資金

に基づき TMEA (Trade Mark East Africa) 

から融資を受けた。 

 追加 1000 万ドル（2024 年までに）の資金

供与につき DANIDA 承認済みとのこと。

用途は非関税障壁の排除、住所表示の標準

化、電子商取引、不正貿易対策である。 

 

実運用 

 東アフリカ共同体（EAC）における域内原

産地証明については 90％まで電子原産地

証明 (eCO) が導入されている。しかし未

だ UeSW 経由伝送される eCO が承認され

ないケースがある。 

 コーヒーの植物検疫証では 2019 年に年間

4 万件の使用実績があった。 

 

 

14/uesw-offers-seamless-clearance/ 

https://singlewindow.go.ug/stp/#/
https://singlewindow.go.ug/index.php/2020/01/14/uesw-offers-seamless-clearance/
https://singlewindow.go.ug/index.php/2020/01/14/uesw-offers-seamless-clearance/
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＜４＞ エジプト 

 

国名  エジプト・アラブ共和国  

  Arab Republic of Egypt  

     

首都  カイロ   

     

規模 面積（万㎢） 100   

 人口（万人） 9,842 （2018 年 世銀） 

 GDP（億ドル） 2,860 （2018 年 世銀） 

 GDP/人（ドル） 2,549 （2018 年 世銀） 

     

概要 

 

北アフリカ。国土の北側は地中海、東側は紅海に面している。主としてアラブ人でアラ

ビア語圏。イスラム教が多い中、コプト派と呼ばれるキリスト教も古くからある。1922

年に英国より王制の国として独立。1952 年に共和制に移行した。大幅な貿易赤字もあり

外貨不足が深刻となり 2016 年 IMF から 3 年間総額 120 億ドルの融資を受け、為替自由

変動相場制に移行した。 

     

貿易 輸出額 276 億ドル （2018 年 WTO） 

 輸出品 原油、石油製品、衣類、肥料 

 輸出相手 EU、アラブ諸国、アジア諸国、米 

 対日輸出額 299 億円 （2018 年 貿易統計） 

 対日輸出品 天然ガス、石油、石油関連製品、衣料、食料品等 

     

 輸入額 720 億ドル （2018 年 WTO） 

 輸入品 石油製品、鉄構一次製品、小麦 

 輸入相手 EU、アラブ諸国、アジア諸国 

 対日輸入額 1097 億円 （2018 年 貿易統計） 

 対日輸入品 自動車等輸送機器、一般機器等 
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[現状] 

シングルウィンドウ ⇒ 本年 2021 年 7 月 1

日より稼働開始 

（ “Nafeza” National Single Window for Trade 

Facilitation ） 

[2015 年調査] 

貿 易 情 報 ポ ー タ ル （ EITP: Egyptian 

International Trade Point）しかなかった 

 

エジプト向け輸出は、本年 2021 年 7 月 1 日よ

りシングルウィンドウの稼働に伴い、輸出者の

事前登録、事前貨物情報申告等をしないと、揚

港での荷卸しができなくなるので、注意が必

要。 

 

用語の整理 

Nefaza エジプトのシングルウィンドウ デ

ータ交換はブロックチェーンのプ

ラットフォームで行う。 

ACI Advance Cargo Information 船積前

に輸入者が輸出者からの情報に基

づき Nefazza に行う事前貨物情報申

告 

ACID Advanced Cargo Identification ACI

に対し払い出される出荷識別番号

で、電子船積文書面上に記載が義務

付けられる 

MTS 80％政府 20％民間の Nefaza 構築/

運用と ACI プロセス設計担当会社 

CargoX Ethereum ブロックチェーンプラッ

トフォームの技術を持つスロベニ

アの企業で、MTS のパートナーとし

て承認されたブロックチェーンプ

ロバイダー 

BDT Blockchain Document Transfer 電

子文書交換用ブロックチェーンプ

ラットフォーム 

 

 2017 年、法令 149/Y2017 を発出し、貿易

円滑化協定に沿ってシングルウィンドウの

構築を計画した。 

 開発者に指名されたのは MTS 社。MTS 社

はパートナーとして CargoX 社を指名。 

 財務省は 2021 年、法令 38/2021 を発令し、

新 し い シ ン グ ル ウ ィ ン ド ウ  Nafeza は

2021 年 4 月 1 日より稼働開始、同 7 月 1 日

から全面適用されることとなった。 

 他国のシングルウィンドウと相違する点が、

次の通り２つある。 

① EDI によるデータ交換ではなく、ブロ

ックチェーンを使ったプラットフォー

ムとすること。 

② 従来の貿易手続きのデータをシングル

ウィンドウに一元化するのではなく、

根本的に貿易手続き制度そのものを変

更し「貿易取引関係者の事前登録」「船

積前事前貨物情報登録」を導入するこ

と。 

 輸出側も含めて貿易関係者の事前登録を要

求するのは、恐らく、ブロックチェーンを

導入することに起因すると考えられる。ブ

ロックチェーンでは共有台帳がベースとな

るが、それを参照できる参加者を予め特定

しておかなければならないので、輸出入業

者、サプライヤー、運送会社等のプレイヤ

ーの事前登録が必要となると理解できる。 

 ブロックチェーンをスタートするには、そ

の共有台帳に基本データを書込む必要があ

る。普通に考えれば輸入貨物の物流の起点

となる輸出者が全ての貨物情報を持つので、

最初に基本データを書込むのも輸出者が適

当で合理的だが、エジプトの場合、輸出者

から別ルートで船積商品情報を得たエジプ

トの「輸入者」が Nefaza に向かって ACI 業

務を行い、（UN/CEFACT でも廃止すべき

と提唱した「船積前貨物検査」の場合には、

「輸出者」が船積前貨物登録するが、これ
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とは趣旨が違う）これを受けて発行される

ACID は輸入者および輸出者と、必要に応

じて海外の運送業者にも税関から連絡され

る。輸出者がその ACID を載せた船積書類

をブロックチェーン BDT の共有台帳に入

力することからはじまる。貨物を運ぶ運送

会社も同じ ACID を載せた B/L を共有台

帳に入力する。ACI を使った貨物の事前通

関や、関税・種経費の支払いも BDT 上で

決済できるので、通関関連の所要時間の総

計は短縮できると期待される。（軌道に乗れ

ば、輸出者が貨物情報を別ルートで輸入者

に伝送する代わりに BDT に入力するよう

にして、更なる効率化を図ることもあるか

と思われる。） 

 具体的な要領は次の通りと思われる。 

① BDT に乗る全ての取引関連のプレイ

ヤーは、 

先ず、事前に自社の登録を行う。 

② 輸出者が輸入者に貨物情報を伝送する。 

③ 輸入者が ACI に貨物データを登録する。

（登録料 US$50／件 電子決済） 

④ 税関は 48 時間以内に ACID を発行す

る。 

⑤ 税関は輸出・入者に ACID を通知する。 

⑥ 輸出者は ACID を記載した船積一件書

類を BDT に入力する。 

⑦ 輸入者は上記船積一件書類が正しいこ

とを確認し、積地での輸出船積が実行

される。 

⑧ 輸入者は税金や料金を支払う。 

⑨ 当該船積文書に ACID の記載があるこ

とが確認される。（記載が無い場合はエ

ジプトでの荷卸しは許可されない。） 

⑩ 本船がエジプトに到着し貨物が荷卸し

される。 

 
7  MTS 説明：Using the CargoX Platform for ACI 

allows customs authorities to stop relying on 

declarations from importers. Instead, each 

⑪ エ ジ プ ト 港 の 合 同 委 員 会 （ Joint 

Committee）が貨物を検査する。 

⑫ 通関が完了する。 

 エジプト税関が BDT を導入する理由は、輸

出者が直接 BDT の共有台帳に入力した船

積書類を、税関も共有するので、貨物情報を

必ずしも輸入者に頼る必要が無くなること

と思われる。7 

document can be easily traced back to its origin, 

directly to the issuer. 
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ACI システムの概観 （MTI プレゼンテーション資料より）

注目すべき点は、税関、港湾当局、その他貿易

関連諸省庁、輸出入管理公団、銀行といった国

内の貿易関連組織がすべて BDT に参加し、そ

のプラットフォームに海外の輸出者も運送会

社も参加するといった理想的な姿を目指して

いることと言える。 
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記事２．改正京都規約個別附属書 K の改正について 

 

業務二部長 今川 博 

 

はじめに 

原産地手続きを規律対象とする国際協定に

は、古くは国際連盟時の「1923 年 11 月 3 日

にジュネーブで署名された税関手続の簡易化に

関する国際条約の適用について」がありまし

た。一方、原産地規則の本体分野を規律対象と

する国際協定は、今日まで WTO 原産地規則協

定（1995 年発効）と改正京都規約（2006 年発

効）の二つしかありません。しかも、WTO 原

産地規則協定が非特恵調和規則の策定･実施を前

提とした諸規定を置いているにもかかわらず調

和作業が頓挫した現状においては、WTO 原産

地規則協定の存在意義が薄れ、半永久的に第２

条（経過期間における規律）が適用されること

になります。WCO の改正京都規約個別附属書

K（以下「附属書 K」）は調和規則の策定を待っ

て改正する予定であったので、未だ旧規約の附

属書をほぼ維持した内容となっており、本格的

な改正への期待が高まっていたところです。こ

のような状況において、世界税関機構（World 

Customs Organization: WCO）の広報誌「WCO

ニュース」で附属書 K の改正に関する記事が掲

載されたので、その要旨（原文は英語）を引用

しつつ筆者の意見を述べてみます。引用元とな

る記事は、以下のとおりです。 

WCO ニュース第 95 巻（2021 年６月号）フォ

ーカス 

題名 ｢改正京都規約附属書 K – 提案及び目的

の重要な側面」 

著者 ロマン･ブリュワイラー（スイス連邦税

関 FTA･税関協定課シニア･アドバイザー） 

〔https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-

news-95-june-2021/revising-rkc-specific-

annex-k/〕 

【要旨】 

『1974 年に発効した「税関手続の簡易化及び調

和に関する国際規約（京都規約）」は改正規約が

2006 年 2 月 3 日に発効し、近代的･効率的な税関

手続きの将来像を描いた。しかしながら、国際貿

易及び税関機能の双方の急激な進化の中で、新た

な現実を反映させるべく 2009 年に改正京都規約

の再度の改正が示唆され、WCO 政策委員会及び

総会は、2018 年６月、改正京都規約の包括的な

レビューを行う作業グループ（WG）の設置を承

認した。 

附属書 K が改訂されるべき理由 

附属書 K は、原産地規則及び原産地手続き（証

明書類及び管理）を対象としたが、他の重要な諸

点が含まれない。例えば、原産地規則でも非特恵

と特恵が区別されない。沿革をたどると、附属書

Ｋは 1990 年代の旧京都規約全面改正の対象では

なかった。これは、WTO 原産地規則協定に基づ

く非特恵原産地規則の調和作業と時期が重なっ

ていたことが大きな理由で、附属書 K の改正は

調和作業の終了を待つこととした。調和作業は、

1995 年の開始後 3 年以内に終了する予定であっ

たが、予想を超える困難に直面し、未だ完結して

いない。 

附属書 K は、詳細規定が置かれておらず、批准

国も少数で、限定的な側面でのガイダンス程度の

ものである。調和規則の策定がままならない現状

で、非特恵原産地規則は未だに各国の固有の措置

に委ねられ、WTO 原産地規則協定第 2 条（経過

期間における規律）の一般規定に従うのみである。

一方、特恵原産地規則については、近年の FTA

https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-95-june-2021/revising-rkc-specific-annex-k/
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-95-june-2021/revising-rkc-specific-annex-k/
https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-95-june-2021/revising-rkc-specific-annex-k/
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の増大が効率的な特恵制度活用を妨げるほど複

雑化している。事業者と税関当局は最新の貿易実

務を反映しない諸々の規則と手続きに対応しな

ければならず、各国での異なる解釈･適用が散見

される。 

附属書 K のレビューは不必要なコストに対応

する機会を提供し、結果として、FTA 交渉者、税

関当局及び事業者に対して原産地規則及び同手

続きに係る理解の共有、アップデートされた一連

のツールの提供が望まれる。 

本附属書のレビューへの共同提案起案者及び達

成すべきこと 

当初から税関当局及び外部のステークホルダ

ーの間では附属書 K に高い関心が寄せられた。

最初の提案では、積送規定の改善、自己申告の導

入、IT の活用促進を意図していた。EU は、附属

書 K の修正よりも完全な書き直しを提案し、提

案者及び関係団体から幅広い支持を得て、諸提案

を統合した共同提案の策定につながった。共同提

案国には、中国、EU、日本、NZ、ノルウェー、

スイス、国連貿易開発会議（UNCTAD）、ユーラ

シア経済連合（Eurasian Economic Commission：

EEC ）、 民 間 協 議 グ ル ー プ （ Private Sector 

Consultative Group：PSCG）の一員であるルノ

ー･日産及びフォンテラを含む。 

提案内容及び構造の主要な側面（共同提案からの

抜粋） 

附属書 K は特恵と非特恵の区別をしないが、

両者は類似した概念に基づくように見えても、内

容面、手続き面ともに、同じ扱いをすることはで

きない。附属書Ｋのレビューは、この区別を確保

する機会を与える。 

原産地規則及び同手続きの条文策定が、自律的

なものであれ交渉の結果によるものであれ、多種

多様な目的及び制約によって着想された政策的

選択によって実施されており、その多くは税関と

は無関係である。そのため、共通アプローチの確

立が可能かもしれないが（これが達成されるほど、

良くなる）、それらの範囲は当該政策上の選択に

よって限定されるかもしれない。 

附属書Ｋの全面改正提案は、次の五つの原則に

基づいている。 

① WTO 原産地規則協定と同様、特恵及び非

特恵の明確な区別を附属書Ｋの構造及び

内容において確立する。現行附属書Ｋはこ

れらを分離させていないため、この手法の

採用は附属書の完全な書き直しを意味す

る。 

② 新たな附属書Ｋを WCO 原産地概説書

（Origin Compendium）及びその他の関連

参考図書・調査報告書の上に構築される

「ツールボックス」として活用し、締約国

（及び締約国でない WCO 加盟国）に対し

て明確な概念を提供し、共通の言語及び共

通の意味を共有する原産地規則及び同手

続きを確立する。それによって、税関、他

の関係当局及びステークホルダーの理解･

適用を一層容易にする。 

③ 特恵制度で一般的に使用される内容面で

の共通アプローチ、及び/又は、ベストプラ

クティスへの収束がみられる分野を識別

し、附属書 K に取り込むこととし、それに

満たないものは潜在的な推奨されるプラ

クティスまでに留める。ただし、品目別規

則の調和を意図しない。 

④ 過去から踏襲している異なる長い伝統と

慣例を調和させ、それぞれのベストである

部分をバランスさせるような特恵原産地

手続きの共通アプローチを検討する。 

⑤ 1974 年の旧京都規約附属書 D１の注釈及

び WCO 原産地概説書に含まれる技術的

ガイドラインを勘案し、附属書 K のガイド

ラインを準備する。 
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次の段階 

共同提案は改正京都規約のレビュープロセス

に乗り、附属書 K の条文素案審査が 2021 年 9 月

から開始される。これは、全プロセスの中でも最

も困難な部分になりそうだが、産品が加工され、

生産され、世界中に販売され、FTA の数が増え続

けている世の中にあって、原産地規則及び同手続

きの共通理解がもたらす明確性と予見可能性へ

の期待は附属書Ｋの改正に要する努力が十分に

価値あるものであることを意味している。』 

【筆者意見】 

改正京都規約の個別附属書の中で、旧京都規約

附属書Ｄの規定をほぼそのまま引き継いでいた

附属書Ｋが、ついに国際協定の本来の姿としての

基準設定に向けて動いています。WCO 広報誌に

寄稿したブリュワイラー氏は WCO における附

属書 K の改正手続きに深く関与し、現時点で公

開できる情報を共有してくれたようですが、筆者

が注目したのは以下の 2 点です。 

• EU による完全な書き直しを提案が幅広い

支持を得て、共同提案（中国、EU、日本、

NZ、ノルウェー、スイス）の策定につなが

った。 

• 原産地規則及び同手続きは政策的選択に

よって実施され、共通アプローチの確立が

可能かもしれないが、それらの範囲は当該

政策上の選択によって限定されるかもし

れない。 

一点目は事実を述べただけですが、共同提案国

に北米諸国が含まれていないため、共同提案をベ

ースとして新附属書が策定されるのであれば、自

然な流れとして欧州色が滲み出てくると想定さ

れます。二点目は、規則･手続きの策定に当たっ

て政策的な選択を是認する現状認識に基づいた

将来予測なので、WTO 原産地規則協定で試みら

れた関税分類変更の排他的使用といった革新的

な提案は期待できそうもないことを示唆してい

ます。 

また、共同提案の策定に係る５原則を整理する

と、次のように理解することが可能かもしれませ

ん。 

① 今次改正は、特恵･非特恵を区別して構成

するなど、附属書 K を全面改訂する。附属

書 K を WTO 原産地規則協定に整合的に

調整する。 

② 「ツールボックス」として活用できる、共

通規則･共通手続きに立脚した用語･概念

の統一を行う。 

③ 既存規則･手続きの「良いとこ取りによる

調和」を目指しつつ、品目別規則は各国に

委ねる。 

④ 新旧特恵原産地手続きのバランスされた

継続、すなわち、第三者証明と自己申告の

両制度を共存させる。 

⑤ （HS の関税率表解説のように）事実上締

約国の共通実施通達として使用されるガ

イドラインを策定する。 

以上、現時点における筆者の推論を述べました

が、EPA 原産地規則の一般規定（例えば、付加価

値基準の複数の計算式、閾値部分を除くデミニミ

ス規定、品目別規則を適用する際に考慮しない諸

要素）がほぼ類型化している現在、これらの一般

規定の概念部分の統一的解釈はそれほど困難で

はないように思います。一方、特恵原産地規則で

選択肢の提示にはなり得ても統一概念として共

通項になり難いのは、(i) 国原産と地域原産の選

択、(ii) 累積規定の適用対象（モノと生産行為の

選択･組合せ）、(iii) 品目別規則の調和、(iv) 電子

証明と自己申告への誘導、(v) 輸入国税関による

検証相手の選択･組合せ（輸出国当局、輸出者･生

産者、輸入者）などが考えられます。 

最後に、新附属書が今後の原産地規則の適用指

針として使用されるのであれば、特恵･非特恵に
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かかわらず原産地規則のメンテナンス上必須と

なる５年毎の HS 改変における関税分類変更基

準の調整に係る具体的かつ合理的な方策を提案

していただけると、実務者のみならず規則の策

定･実施に関与する政府関係者にも裨益すること

になると思います。私案としては、約 3 年前にエ

ッセイコラム「八丁堀梁山泊」第 24 話 ｢原産地

規則の将来を HS に見る｣で詳しく論じており詳

細には立ち入りませんが、HS 改変の都度、品目

別規則の悉皆的な技術的調整を行うことは差し

控え、新たな品目表にそのまま｢項変更｣、｢号変

更｣ルールを適用するとの慣行を定着させるべき

というものです。そもそも実施が不可能に近い施

策を附属書に規定しても官民の負担が増えるだ

けで、貿易の円滑化に逆行することになるので、

新附属書の策定をこれまでの非公式に行われて

きた慣行を正式に認知する機会としても活用し

ていただきたいと考えます。 

（注）エッセイコラム「八丁堀梁山泊」第 24 話

〔https://www.jastpro.org/pages/38/detail=1/b

_id=375/r_id=60#block375-60〕 

https://www.jastpro.org/pages/38/detail=1/b_id=375/r_id=60#block375-60
https://www.jastpro.org/pages/38/detail=1/b_id=375/r_id=60#block375-60
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記事３．2020 年度事業報告及び決算報告書 

 

事務局 

 

6 月 28 日に開催された第 23 回評議員会にお

いて当協会 2020 年度事業報告及び決算について

承認をいただきました。引き続き効果的、効率的

な予算執行に努めてまいりますので、ご支援のほ

どよろしくお願いいたします。 

2020 年度事業報告及び決算の概要は以下のと

おりです。 

なお、2020 年度事業報告書及び財務資料は当

協会ホームページのトップページ ＞ 協会案内

＞事業報告・財務資料でご覧いただけます。 

 

1. 事業報告 

当協会は 2013 年の一般財団法人移行後も、旧・

財団法人時代の事業を公益目的継続事業として

承継し、国連 CEFACT が定める貿易手続標準の

広報普及事業と日本輸出入者標準コードの発給・

管理事業を行っています。 

 

(1） 広報普及事業 

国連 CEFACT 関連の国際会議はコロナ禍で

軒並みオンライン対応となりましたが、オンライ

ン会合のために参加が容易となり、我が国からの

参加者が増加するという効果も見られました。ま

た、SIPS1菅又業務執行理事が次年度の  国連

CEFACT ア ジ ア 太 平 洋 地 域 ラ ポ ー タ ー へ 、

JTREC2田中技術アドバイザーが AFACT3旅行作

業グループ副議長へ選出され、我が国からの人的

貢献が拡大しました。 

(2） 日本輸出入者標準コード事業 

コロナ禍で業務縮小が懸念されましたが、新規

発給、変更件数は増加し、手数料収入も伸長しま

 
1 一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会

(Supply Chain Information Platform Study Group) 
2 NPO 法人 観光情報流通機構 (Japanese EC 

Promotion Organization for Travel, Tourism and 

した。 

コード業務主要指標（2020 年度） 

新規発給 4,501 件（対前年度比 117.7％） 

変更 1,846 件（対前年度比 110.5％） 

更新 24,764 件（対前年度比 99.5％） 

抹消 6,662 件（対前年度比 85.3％） 

手 数 料 収 入  113,183,910 円 （ 対 前 年 度 比 

105.2％） 

 

2. 決算概要 

(1） 2020 年度収支はおおむね均衡し、270,909 

円の黒字となりました。 

(2） 収 益 の 部 は 145,117,710 円 （ 対 予 算 比

108.6％）で、収益の約 9 割を占める日本輸

出入標準コード事業収益が伸長（対予算比

107.1％）した他、受託事業収益の増加など

によるものです。 

Leisure) 
3 貿易円滑化と電子ビジネスのためのアジア太平洋協

議会 (Asia Council for Trade Facilitation and 

Electronic Business) 

¥10,000

¥100,000

¥1,000,000

¥10,000,000

¥100,000,000

¥1,000,000,000

広報普及事業 日本輸出入者

標準コード事業

雑収益 全体

予算 実績
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(3） 費用の部は 144,846,801 円（対予算比 97.9％）

で、広報普及事業における国際会議への出席

が WEB 参加となり出張経費が大幅に減少

したこと（対予算比 21.6％）、日本輸出入標

準コード事業におけるプログラム改善が発

生しなかったこと（対予算比 76.4％）などに

より経費が減少する一方で、新型コロナウイ

ルス感染対策経費（在宅勤務リモートアクセ

スツールや Web 会議ツールの導入など）、

印刷製本費などの増加がありました。 

 

¥10,000

¥100,000

¥1,000,000

¥10,000,000

¥100,000,000

広報普及事業 日本輸出入者

標準コード事業

その他 全体

予算 実績

図 1. ポスター掲示や動線制御 

図 2. 消毒アルコール噴霧器と体温計 

図 3. 窓口のアクリル板 
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国連 CEFACT からのお知らせ 

 

6 July 2021:  

UN/CEFACT would like to remind users that the cut-off date for submissions of DMRs for UN/CCL 

D.21B and UN/EDIFACT D.21B is 6 August 2021. 

 UN/CEFACT は、UN/CCL（国連共通辞書/コア構成要素ライブラリ）D.21B 版と UN/EDIFACT 

D.21B 版へのデータメンテナンスリクエストフォームの提出期限を 2021 年 8 月 6 日にしたので、利

用者は留意願います。 

 

6 July 2021:  

UNECE Secretariat has released the 2021-1 UN/LOCODE directory. 

 UNECE 事務局は、2021-1 UN/LOCODE ディレクトリをリリースしました。 

 

30 June 2021:  

UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project “Consignment Security 

Declaration (AIR CSD)”. The Consignment Security Declaration (CSD) is a printed form in a standard 

format which provides security information relating to consignments of air cargo as they move along the 

supply chain. This project will develop a UN/CEFACT e-business standard based on the Annex 17 to 

the Chicago Convention. If you would like more information, please contact the project lead: Steve Hill. 

 UN/CEFACT は、プロジェクト「荷送セキュリティ申告（AIR CSD）」への参加を呼び掛けていま

す。荷送セキュリティ申告（CSD）は、サプライチェーン内を移動する航空貨物の荷送に関するセキ

ュリティ情報を提供するための標準書式の印刷フォームです。このプロジェクトは、シカゴ条約第 17

付属書に基づいた UN/CEFACT の e-ビジネス標準を展開するものです。詳しく知りたい方はプロジ

ェクトリーダーの Steve Hill にご連絡ください。 

 

23 June 2021:  

The UN/CEFACT secretariat is pleased to announce that the UN/EDIFACT directories version 

D.21A has been validated by the Validation Focal Point and officially published. It is now available for 

browsing in the UN/EDIFACT section of the UN/CEFACT website and can be downloaded from the 

UN/EDIFACT Directories. 

UN/CEFACT 事務局は、UN/EDIFACT ディレクトリ D.21A バージョンが Validation Focal Point

に確認され、公表したことをお知らせします。ディレクトリは、UN/CEFACT サイトの UN/EDIFACT

セクションでオンライン閲覧や、UN/EDIFACT Directories ページでダウンロードも可能です。 
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賛助会員継続のお願い 

 

賛助会員各位 

 

当協会の活動につきましてご支援・ご協力を賜りまして深く感謝申し上げます。 

さて、ご高承の通り、当協会は、我が国の貿易関係手続の簡易化のための活動を推進し、貿易関係実

務の能率向上、書類作成の合理化、費用の節減及び労働力の効率的利用等に大きな役割を果たすとと

もに、国際的にも、国連 CEFACT に登録された我が国唯一の機関として、国際機関や諸外国との密接

な連携の下に、諸活動を展開しております。 

近年はデジタルトランスフォーメーション（DX）が我が国においても課題となっておりますが、長

年、当協会は手続電子化推進に携わるとともに、日本輸出入者標準コードの発給・管理の実務で DX の

一端を担ってきた経験、知見で社会に貢献できるものと確信しております。 

一方で経費削減には努めておりますが、長期間にわたる低金利により財産運用益は低迷し、厳しい

財政状況に瀕しております。今後も更なる経費削減に取り組んで参る所存ではございますが、当協会

の各種事業につきまして、安定的に事業を実施するためには、賛助会員の皆様方からのご支援が大き

な柱となるものであります。 

賛助会員の皆様方には、賛助会員への便宜として、 

１． 資料，定期刊行物その他の報告書等の無償配布（個人賛助会員は除く）及び閲覧者限

定ページへのアクセス 

２． 協会備えつけ資料の閲覧ならびに借り出し 

３． 研究調査に対する意見の開陳 

４． 協会の主催する講演会、セミナー等への出席 

５． 協会に対する研究調査の委託（ただし、実費を要するときは別途協定） 

をご提供しており、メガ EPA 原産地規則に関し賛助会員向け研修会開催やコンサルティング・サービ

ス提供を拡充すること等にも取り組んでおります。 

どうか当協会の事業にさらなるご理解とご支援を賜りたく、2021 年度も引き続き協会賛助会員とし

てご加入を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会 

事務局長・専務理事 秋田 潤 

 

賛助会費お振込み先（法人一口年額 70,000 円、個人一口年額 10,000 円） 

口座名義「イッパンザイダンホウジン ニホンボウエキカンケイテツヅキカンイカキョウカイ」 

みずほ銀行  浜松町支店(148) 普通預金 口座番号 ０６７３６３３ 

三菱 UFJ 銀行 東京公務部(300) 普通預金 口座番号 ００００５５９ 

三井住友銀行 東京公務部(096) 普通預金 口座番号 ０００１４４５ 
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編 集 後 記 

 

今月号から、アフリカ諸国のシングルウィンドウに関する調査報告を新たに掲載します。当協

会は 2015 年に前回調査を行い、報告書をホームページに載せておりますが、それを読んでくだ

さった方から最新情報がほしいという声をお寄せいただき、更新調査を開始することといたしま

した。ドラマに例えると続編希望をいただいたわけです。当協会調査が誰かに役に立ち、必要と

されている証であり、編集担当者としても喜びと感謝の気持ちを覚えます。 

（2015 年の調査報告書はこちらから： 

 https://www.jastpro.org/files/libs/733/202104071131434915.pdf） 

スカーレット 

https://www.jastpro.org/files/libs/733/202104071131434915.pdf
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