
JASTPRO 508
一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会

広報誌

2021年8月

目次

賛助の御礼 …  1

記事１．汎ユーロ地中海条約原産地規則の改正（前編） … 2
業務二部長 今川 博

記事２．アフリカにおける貿易関連電子化等の調査 …  14
ーシングルウィンドウの現況ー②
シニア アドバイザー 渡邊 浩吉

記事３．国連CEFACT日本委員会 2021年度総会を終えて … 40
業務一部長 清友 大造

記事４．青山学院大学/WCO …  49
「戦略経営･知的財産権プログラム」への講師派遣
業務二部長 今川 博

記事５．国連CEFACTからのお知らせ …  50



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/dsadmin/directs/index/5/

Twitter



-1- 
 

賛助の御礼 

賛助会員の皆様へ 

 

このたびは、当協会の事業にご理解を賜り、厳しい経済情勢にもかかわらず、2021

年度におきましてもご賛助いただきまして、心から厚く御礼を申し上げます。 

当協会は、国連 CEFACT 日本委員会事務局として、我が国貿易関係システムのグ

ローバル対応を支援するため、国連 EDI 標準の広報普及活動事業に邁進するととも

に、新たな領域の我が国発 EDI 標準を国際標準化するための活動にも注力するなど、

貿易関係手続の簡易化を図るための様々な取り組みを継続して参りますので、引き続

きご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

なお、賛助を顕彰させていただきますとともに、当協会情報公開の一環として、当

協会ホームページに賛助会員一覧を掲載させていただきます。また、会員専用サイト

へのアクセス ID 及びパスワードをご担当者様メールアドレス宛にお送りいたします。 

 

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 
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記事 1．汎ユーロ地中海条約原産地規則の改正（前編） 
 

業務二部長 今川 博 
 

 改正汎ユーロ地中海条約原産地規則の近い将
来における実施が予想されることから、前編では
汎ユーロ地中海条約原産地規則について改正に
至る経緯とその構造について概説し、改正規則の
主要変更点の骨子を述べることとします。次回の
後編では、逐条の解説を含む改正汎ユーロ地中海
条約原産地規則の全体像をお伝えしたいと思い
ます。 
 
改正に至る背景 
｢スパゲティボウル現象｣と特恵原産地規則の宿
命  
 FTA･EPA 全盛の昨今、「スパゲティボウル現
象」という言葉はほとんど死語になってしまった
かもしれません。これは、自由貿易を標榜し FTA
には批判的であったコロンビア大学のバグワテ
ィ教授が使い始めた言葉です。その後、様々な意
味で使われるようになり、FTA 毎に異なる特恵
原産地規則が存在するという制度の複雑さ、それ
を利用する際の手続の煩雑さなどを表現する常
套句となりました。 
 しかしながら、WTO による多国間での自由化
アプローチが停滞する中で特恵原産地規則の統
一･調和などは夢物語と考える実務家の間では、
多種多様な特恵原産地規則が併存してしまうこ
とはある意味「仕方がないこと」と考えられてい
たように思います。なぜならば、FTA･EPA 交渉
における原産地規則は、特に品目別規則において
は交渉相手国と自国の産業･貿易の規模･競争力
に対応して厳格化すべきか緩和してもよいかの
判断基準が分かれるので、必然的に異なる規則に
仕上がってしまうからです。ところが、FTA 交渉
当事国が近隣国同士で、その一方が巨大市場を擁
する「巨人」である場合には状況が異なります。 

EU 加盟の過程としての FTA 網の構築と単一市
場  
 欧州は、ご存じのとおり二度にわたる大戦への
反省から国家を超えた統合こそが平和と繁栄を
もたらすと考え、ドイツ･フランスを中核とした
三つの共同体を起源とする欧州連合（European 
Union: EU）へと統合の途を進みます。この共同
体は周辺諸国を徐々に取り込み、経済面では関税
同盟を経た単一市場として 27 ヵ国を擁する巨大
市場を形成し、機能面では (分野によって加盟国
の固有権限を残しながらも) 独自の立法･行政･
司法機関を有する超国家的な統合にまで発展し
ました。 
 こうした近隣諸国との統合過程においても、第
一歩は経済的な統合、就中 FTA を締結すること
から始まりました。分野によって様々であったと
は思いますが、筆者の原産地規則分野での交渉の
経験から申し上げれば、FTA の締結交渉に当た
って、当事国の一方の経済規模が巨大で他方はそ
のバリューチェーンへの参入を主目的とするよ
うな状況にあっては、交渉者の立場も「条件を満
たせるのなら入れてあげてもよい」と余裕を見せ
るのか (EU)、「多少の不都合があっても入れて
もらえれば目的達成」として妥協ありきの姿勢で
臨むのか (周辺諸国)、大きな差が生じるようで
す。EU に加盟すれば結局のところ EU 法制その
ものを実施することになるので、EU 加盟候補国
同士の FTA であっても EU との間で締結した標
準的な FTA 原産地規則とほぼ同じものが締結さ
れ、これらが欧州型特恵原産地規則を形成してい
きました。 
 こうした下地があって、1994 年１月には EU
と EFTA 諸国 (スイスを除く。) との間の欧州経
済領域 (EEA) が創設されています。EEA は関税
同盟ではありませんが、単一市場としての EEA
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を 一 単 位 と し て 原 産 性 判 断 を 行 う 地 域 原 産 
(originating in the EEA) の考え方に基づき、完
全累積 (full cumulation) 制度が採用されます1。
また、EEA にスイス及びトルコを加えた汎ユー
ロ圏で対角累積 (diagonal cumulation) を適用
しあう「汎ユーロ累積」も開始されています2。対
角累積は、二国間 FTA の締約国ごとに原産性判
断を行う国原産 (originating in a country) の考
え方に基づきながら、モノの累積を域内第三国に
適用することができるので、物資調達上の優位性
を与え、地域間貿易を助長します。ただし、対角
累積を適用するには諸条件を満たさねばなりま
せん (詳細は後述します。) 。 
 
欧州隣接国･地域への経済的統合の手段としての
FTA 網の構築 
 欧州の地域統合において、EU (EC を含む。) 
加盟には厳格な要件を満たさねばならず隣接国
がすべて加盟できるわけではありません。しかし
ながら、欧州隣接地域の安定のためには経済的な
結びつきを強化しておくことが肝要です。このよ
うな発想の下に、1995 年、地中海地域の平和･安
定･繁栄を促進することを目的としたバルセロ
ナ･プロセスと呼ばれる欧州と地中海諸国とのパ

ートナーシップが創設され、EU の対地中海地域
政策の制度的枠組みを提供することになります。 
 ここで、汎ユーロ累積で適用されている対角累
積がバルセロナ宣言署名国に拡大されることに
なります。そもそも二国間 FTA を網の目のよう
に張りめぐらす方法は「線」を交差させるだけで
「面」の機能は果たしません。二国間 FTA の考
え方として、たとえ共通の第三国と FTA を締結
していたとしても、当該二国間 FTA とは無関係
です。したがって、「線」の集合体を「面」にす
るには、新たに多国間 FTA を締結しなければな
りません。しかしながら、そのためには多大な時
間と労力を要します。そのため、便宜的に編み出
された手法が「対角累積」です。（図表１, ２（次
頁）参照）ただし、対角累積が適用されるのは、
最終産品の輸入国 (域内輸入国)、同加工･輸出国 
(域内輸出国) と材料の供給国 (宣言署名国) が
同一の原産地規則を適用する場合に限られるこ
とから(図表３（次頁）参照)、標準規定としての
ユーロ地中海原産地議定書 (“Euro-Med origin 
protocol”) 3が承認され（2003 年 7 月ユーロ地中
海貿易大臣会合）、個々の協定で採用されていき
ました。 
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 その一方で、汎ユーロ地中海原産地規則に関す
る地域条約（Regional Convention on Pan-Euro-
Mediterranean Preferential Rules of Origin: PEM 
Convention）(以下「PEM 条約」) の策定がほぼ
時を同じくして決定され（2007 年 10 月ユーロ地
中海貿易大臣会合）、2012 年に発効します。PEM
条約は、参加国 FTA のユーロ地中海原産地議定
書と順次差し替えられています。この差替えには、
(i) 既存のユーロ地中海原産地議定書を削除し

PEM 条約を適用する旨の規定を挿入する方法と、 
(ii) PEM 条約の内容をそのまま FTA に原産地規
則として書き込む方法がありますが、対角累積の
適用はユーロ地中海原産地議定書又は PEM 条約
のどちらかが規定されていれば可能です。また、
新たに FTA を締結する場合には、PEM 条約の適
用が所与の要件とされています。 
 バルセロナ宣言署名国との措置は、EU の安定
化･連合プロセスへの参加国（西バルカン諸国）、



 

-5- 
 

ジョージア、ウクライナにも拡大されることにな
ります。ただし、西バルカン諸国が関与する場合
には、材料供給又は産品の生産に関与するすべて
の国が PEM 条約（又は同じ内容の原産地規則章）
を適用していなければなりません。（スイス連邦
税関資料「Guide to the Pan-Euro-Mediterranean 
cumulation of origin」4、欧州委員会資料「The 
pan-Euro-Mediterranean cumulation and the 
PEM Convention」5） 
 
対角累積を二国間 FTA のグループで認め合う効
果 
 欧州以外の地域ではグループ共通の原産地規
則の策定が高いハードルとなりますが、物品貿易
に関して新たなメガ協定を締結する労苦を思え
ば、原産地規則の差替えという単純な手法で欧州
では EU27 ヵ国に EU 以外の 24 国･地域を加え
た 51 ヵ国･地域から構成される巨大な FTA を構
築することに匹敵し、単一の原産地規則と原産地
手続きで域内すべての特恵貿易に対応できるな
らば、使い勝手の面からも格段に改善されること
になります6。 
 
先進的原産地規則へのレベル底上げ 
 さて、PEM 条約加盟国は開発途上国が大半で
あることから、統一を目指したレベルは、手続面
ではペーパーレスとはほど遠い第三者証明手続
き（Form EUR 1, Form EUR-Med）又は認定輸出
者による原産地宣誓（インボイス, デリバリー･
ノートほかの商業書類への記載）であり、規則面
では対角累積として加盟国間のモノの累積を認
め合うに過ぎません（例外は地域原産の考え方を
採用する EEA、EU とアルジェリア、モロッコ、
チュニジア間、EFTA 諸国とチュニジアとの間の
完全累積）。したがって、現在 EU が先進諸国と
の間で締結している FTA 特恵原産地規則に比較
すると旧式なものであり、特に最先端である我が
国との EPA 原産地規則との比較においては雲泥
の差が出てきます。 

 そこで、約半世紀も続けてきた伝統的な欧州型
特恵原産地規則の一律アップデート戦略の一環
として、GSP 原産地規則を証明書発給方式で第
三者証明から登録輸出者自己申告を原則とする
方向に舵を切り、FTA 原産地規則でも、例えば、
カナダとの間で輸出者自己申告、完全累積、FTA
を締結している共通の第三国材料への拡張累積
を導入し（2017 年 9 月暫定発効）、シンガポール
との間でモノの累積に加え EU と FTA を締結し
ているアセアン加盟国材料への拡張累積の導入
し（2019 年 11 月発効）、我が国との EPA で初め
て輸入者･輸出者･生産者による自己申告、完全累
積、特定自動車部品に係る拡張累積、緩和された
積送要件、関税のドローバックの完全容認を導入
しました（2019 年 2 月発効）。 

仕上げとして、PEM 条約を改正し、完全累積
の適用を汎ユーロ地中海地域全域に拡大し(図表
４（次頁）参照)、関税のドローバックを原則と
して容認し、積送要件を緩和し、電子化を容認す
る認定輸出者自己証明制度の採用を含む原産地
規則全般を先進的なものに底上げしようという
意図を持って改正案をまとめ、全加盟国による受
諾、完全発効を目指しているわけです。EU はそ
の た め の 促 進 ･ 妥 協 策 も 用 意 し て お り 、
derogation と呼ばれる特定品目への例外措置を
認めています。 

 
PEM 条約の締約国･地域における対角累積
の適用 
 2020 年 3 月 2 日付、「汎ユーロ地中海特恵原産
地規則に関する地域条約又は本条約の締約国間
における対角累積を規定する原産地規則議定書
の適用に関する欧州委員会告知 (2020/C 67/02)」
によると、PEM 条約の締約国は以下の 25 ヵ国･
地域です。 
 EU (欧州連合) 
 EFTA 諸国（スイス、ノルウェー、アイスラ

ンド、リヒテンシュタイン） 
 ファロー諸島 
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 バルセロナ宣言署名国（アルジェリア、エジ
プト、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モ
ロッコ、パレスチナ（これはパレスチナの国
家承認を意味せず、EU 加盟国の個々の立場
に影響を与えるものではない。）、シリア、
チュニジア、トルコ） 

 EU の安定化･連合プロセスへの参加国（ア
ルバニア、ボスニア･ヘルツェゴビナ、北マ
ケドニア、モンテネグロ、セルビア、コソボ
（これは地位に関する立場に影響を与える
ものではなく、国連安全保障理事会決議第
1244 号及びコソボ独立宣言に関する国際司
法裁判所意見に沿ったものである。）） 

 モルドバ共和国 
 ジョージア 
 ウクライナ 

対角累積適用に係る具体的要件 
対角累積の適用は、新たな地域協定の締結によ

る新たな FTA 譲許税率の適用を意味しません。
あくまでも、現行二国間 FTA の特恵税率適用の
ための産品の原産性判断において本来第三国材
料であって非原産材料としてカウントされるべ
き材料を原産扱いするという便宜的な措置にす

ぎません。EU の原産性判断に係る「哲学」とし
て、第三国材料を原産扱いするからには、その判
断基準としての原産地規則が最終産品の輸出国
と輸入国に適用される FTA 原産地規則と同じで
なければ合理性、適格性を失うというものです。
したがって、対角累積適格のある第三国は、同じ
原産地規則を適用できる国に限られることにな
ります。対角累積を適用することができるのは、
産品の生産に関与した国 (最終産品の生産･輸出
国、同生産･輸出国への材料供給国･地域 (複数で
も可)、最終産品の輸入国) が別添 1-1、1-2（「対
角累積適用状況簡易表」）にマークされている場
合に限られます。この表は、改正 PEM 条約案が
策定･公開された直後の 2019 年 12 月現在に公開
されたものですが、対角累積不適格国･地域
（PEM 条約又はユーロ地中海原産地議定書を適
用する FTA を未締結である国･地域）が多数存在
します。これらの中には、政治的に機微な関係に
あり、FTA の締結が困難ではないかと想像され
る国･地域もあります。また、PEM 条約締約国の
隣接国･地域は、少なくとも一つの PEM 条約締
約国･地域と特恵原産地規則を有する FTA が発
効していることを条件として加盟申請すること
ができます。 
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このように、対角累積は、域内輸出入国及び材
料提供国の FTA 及び PEM 条約締結の事実関係
によって適用できる範囲が異なる状況を指して
「可変翼」ルールとも呼称されます。ただし、ア
ンドラとサンマリノについては、第 25 類から第
97 類までの鉱工業品のみに適用されます。注意
すべきは EEA における完全累積と対角累積の適
用で、完全累積を適用する際は EEA 原産（地域
原産）であり、かつ、EU 及び EFTA 諸国等はそ
れぞれの国原産として対角累積を適用すること
ができます。 
（出典：EU 官報7） 
 
改正 PEM 条約に係る現状の整理 
 本稿を執筆している７月下旬から 8 月上旬に
おいて本件に関連した欧州委員会のウェブサイ
トから現状把握してみたいと思います。以下に筆
者による要約を掲載します。(出典：欧州委員会
｢ The pan-Euro-Mediterranean cumulation and 
the PEM Convention」8、EU 官報9 ) 

 2019 年 11 月 27 日に開催された第 9 回
PEM 条約合同委員会で PEM 条約改正案
の採択をうながしたものの、数ヵ国の留保
により採択に至りませんでした。 

 2020 年 2 月 5 日に開催された技術会合に
おいて改正規則の暫定適用への関心が表
明され、二国間原産議定書（bilateral origin 
protocol）に規定される改正規則の導入が
開始されました (暫定発効ではありませ
ん。）。その時点での関心国･機関は、ボスニ
アヘルテェゴビナ、EU、ジョージア、アイ
スランド、イスラエル、コソボ、レバノン、
モルドバ、モンテネグロ、北マケドニア、
ノルウェー、スイス、セルビア、トルコ、
ウクライナ、EFTA 事務局及び CEFTA 事
務局でした。 

 改正規則は PEM 条約現行規則と併存し、
現行規則はこれまでどおり適用されます。

改正規則の適用は暫定的なもので、以下の
二つのうちのどちらかに該当します。 

 改正規則を二国間原産地議定書で採
用している国の事業者は改正規則に
基づく特恵税率の適用申請を行うこ
とができる。又は、 

 現行 PEM 条約を適用する。 

 改正規則の受諾は、各国の政治レベルによ
る承認にかかっており、北マケドニアとト
ルコについてはいくつかの重要問題の解
決次第となっています。次のステップは、
欧州委員会が欧州理事会に対して EU と関
心国との間の二国間協定に含まれる原産
地議定書を改正するための提案を提出し、
理事会によって採択されることで、2020
年夏までに終了する見込みとなりました。
二国間協定の関係機関は、各国の国内手続
終了後、直ちに改正原産地議定書の採択を
行うこととなります。 

2020 年 12 月 7 日、欧州連合理事会によっ
て EU と汎ユーロ地中海地域諸国との間の
貿易を拡大するため、EU 及び域内の 20 の
貿易パートナーが原産地規則を近代化す
ることで FTA をアップデートする 21 に
及ぶ決定が採択された旨を報じています。
これらの諸決定の受諾及び発効に係るタ
ーゲット日時は 2021 年 9 月 1 日と設定さ
れ、同年中に欧州委員会として参加諸国に
よる新規則の受諾を促進し、地域経済復興
に貢献することを目指すとしています。
(出典：2020 年 12 月 16 日付、欧州委員会
租 税 ･ 関 税 同 盟 総 局 「 EU to enhance 
preferential trade with Pan-Euro-
Mediterranean countries」10) 

 

改正 PEM 条約における主要改善項目 
 改正 PEM 条約の主要改善項目は、以下のとお
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りです。 
 汎ユーロ地中海地域における原産性の累

積の一層の弾力化（大半の品目への完全累
積の適用） 

 大半の品目に対して関税のドローバック
の容認 

 品目別規則の簡易化、例えば、重畳的な要
件の撤廃、付加価値基準における低閾値の
採用、繊維製品における新たな二工程基準
（仕上作業の追加による原産性付与の容
易化）の採用、化学品分野での選択肢増加
（化学反応による原産性付与） 

 許容限度値（非原産材料の閾値）の増大
（10%から 15%へ） 

 
1  詳細な論述は控えますが、筆者の整理では、完
全累積は地域原産の考え方においては制度的に内在し
ているものと考えています。（今川･松本『メガ EPA
原産地規則 – 自己申告制度に備えて』日本関税協
会、2019 年、58 頁）しかしながら、EEA における完
全累積は、欧州型の例にもれず、「十分な変更とはみ
なされない加工･作業」の規定を満たさねばならず、
TPP における地域原産よりも厳格な規定振りとなっ
ています。 
 
2  FTA に別添される形で、改正第３議定書又は改
正第４議定書として登場します。議定書の正式な名称
は、「『原産品』の概念の定義及び運用上の協力の方
法に関する第〇議定書（PROTOCOL No 〇 
concerning the definition of the concept of 
'originating products` and methods of 
administrative cooperation）」で、この議定書と
FTA を紐付けする EC 決定は、例えば EC とチェコと
の協定を例にとると、「EC, その加盟国とチェコ共
和国との間の連合を創設する欧州協定の第 4 議定書
（1996 年 11 月 29 日）を改正する（EC, その加盟国
とチェコ共和国との）連合理事会決定第 3/96 号
（Decision No 3/96 of the Association Council, 
Association between the European Communities 
and their Member States, of the one part, and the 
Czech Republic, of the other part of 29 November 
1996 amending Protocol 4 to the Europe Agreement 
establishing an association between the European 
Communities and their Member States, of the one 
part, and the Czech Republic, of the other part」と
なります。 

 「直送要件」ルールから「不作為（non-
manipulation）」ルールへの差替え 

 一層弾力化した会計の分離ルール 

 可能性（将来的に受諾国の合意を前提）と
しての第三者証明から登録輸出者による
原産地申告への変更及び電子原産地証明
の発給 

現行 PEM 条約と改正 PEM 条約の構成は、
別添２のとおりです。 

 
 
 

URL〔https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A21996D1231%28
01%29&qid=%201629164742024〕（最終検索日:  
2021 年 8 月 17 日） 
 
3  正式名称は、例えば EC とエジプトとの協定に
例をとると、「EC, その加盟国とエジプト･アラブ共
和国との間の連合を創設するユーロ･地中海協定の締
結に関する 2004 年 4 月 21 日付理事会決定（Council 
Decision of 21 April 2004 concerning the conclusion 
of a Euro-Mediterranean Agreement establishing an 
Association between the European Communities 
and their Member States, of the one part, and the 
Arab Republic of Egypt, of the other part）」となり
ます。この第４議定書の第４条に対角累積の規定が盛
り込まれています。 
URL〔https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0635&qid
=1629164742024 #d1e671-103-1〕(最終検索
日:2021 年 8 月 17 日) 本稿では PEM Convention を
PEM 条約と訳していますが、個々の協定では「PEM
協定（PEM Agreement）」の文言が使用されていま
す。 
 
4  スイス連邦税関資料「Guide to the Pan-Euro-
Mediterranean cumulation of origin」
〔https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/en/dokumen
te/archiv/a5/ursprung/wegleitung_zur_pan-euro-
mediterranenursprungskumulation.pdf.download.pd
f/guide_to_the_pan-euro-
mediterraneanoriginprotocols.pdf〕（最終検索日：
2021 年 8 月 4 日） 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A21996D1231%2801%29&qid=%201629164742024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0635&qid=1629164742024%20#d1e671-103-1
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/en/dokumente/archiv/a5/ursprung/wegleitung_zur_pan-euro-mediterranenursprungskumulation.pdf.download.pdf/guide_to_the_pan-euro-mediterraneanoriginprotocols.pdf
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5  URL
〔https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-
4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-
cumulation-and-pem-convention_en〕（最終検索
日: 2021 年 8 月 4 日） 
 
6  ハードルを下げた方式で第三国累積を認める方
法として、カナダが推進する cross cumulation (交差
累積) があります。この方法は、FTA の締約国 (A 国
と B 国) が共通の FTA 締約国である C 国に対して同
一の原産地規則を適用することを求めないことに特徴
があります。この方法であれば、既存の FTA に第三
国累積の規定を追加すれば簡単に FTA 締約国を追加
できることになりますが、関税譲許ほかはそのままな
ので品目限定であれば実現可能性は高まります。日英
EPA のように、EU からの材料調達に対してほぼ全品
目に第三国累積 (拡張累積) を認める方法もあります
が、これは英国が EU から離脱したという特殊事情が
あり、お互いの利害関係が一致していたために実現し
たといえます。その証左として、EU は、日 EU･EPA
及び EU 英 FTA において、単一市場から離脱した英
国を利するような第三国累積 (拡張累積) を認めよう
とはしません。 
 
7  URL〔https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(0
1)&from=EN〕 (2021 年 8 月 2 日検索) 
 

8  URL
〔https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-
4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-
cumulation-and-pem-convention_en〕  (2021 年 8
月 2 日検索) 
9  URL
〔https://www.wb6cif.eu/2020/08/25/new-rules-
of-origin-for-pan-euro-mediterranean-pem-
countries/〕(2021 年 8 月 2 日検索) 
 
10  URL〔URL: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-
enhance-preferential-trade-pan-euro-
mediterranean-countries-2020-12-16_en〕（2021
年 8 月 2 日検索） 
 
 
【参考資料】 
 
「検証 WTO 非特恵原産地規則調和作業」2017 年 4
月 19 日付(参考 1：特恵原産地規則における累積制度
の考察)
〔https://www.jastpro.org/files/libs/564/20210312
1414128460.pdf〕 
 
「八丁堀梁山泊」2021 年 3 月 16 日付、第 52 話 
「英国が展開する貿易継続措置における原産地の拡張
累積」〔https://www.jastpro.org/pages/169/〕 
 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(01)&from=EN
https://www.jastpro.org/files/libs/564/202103121414128460.pdf
https://www.jastpro.org/pages/169/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en
https://www.wb6cif.eu/2020/08/25/new-rules-of-origin-for-pan-euro-mediterranean-pem-countries/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-mediterranean-countries-2020-12-16_en
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2020 年 3 月 26 日現在での対角累積適用状況簡易表                （別添１-1） 

（注）表中の「議定書」はユーロ地中海原産地議定書締約国、「PEM」は PEM 条約締約国を意味する。 
表中の網掛けは、ユーロ地中海原産地議定書締約国が PEM 条約に差し替えたことを意味する。 
EU トルコ関税同盟に含まれる産品は、トルコ原産であれば、EU 又は EU 安定化･連合プロセス参加国の産
品の原産材料として使用することができる。 

（＊）EU トルコ関税同盟に含まれる物品は、2006 年 7 月から適用。農産品は 2007 年 1 月、石炭･鉄鋼は 2009 年
3 月から適用。ただし、モルドバとは累積不可。 

（出典：スイス連邦税関資料
〔https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/en/dokumente/archiv/a5/ursprung/wegleitung_zur_pan-euro-
mediterranenursprungskumulation.pdf.download.pdf/guide_to_the_pan-euro-mediterraneanoriginprotocols.pdf〕、
EU 官報〔https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(01)&from=EN 〕
を基に筆者が作成。）  

 

 
EU 

EFTA 

ファロー 

諸島 

バルセロナ・プロセス参加国 

スイス

（＋リ） 

アイス

ランド 

ノルウ

ェー 
アルジ

ェリア 

エジプ

ト 

イスラ

エル 

ヨルダ

ン 

レバノ

ン 

モロッ

コ 

EU（欧州連合）  PEM PEM PEM PEM 議定書 PEM 議定書 議定書  議定書 

スイス （＋リヒテン

シュタイン） 
PEM  PEM PEM 議定書  議定書 議定書 議定書 議定書 議定書 

アイスランド PEM PEM  PEM 議定書  議定書 議定書 議定書 議定書 議定書 

ノルウェー PEM PEM PEM  議定書  議定書 議定書 議定書 議定書 議定書 

ファロー諸島 PEM 議定書 議定書 議定書        

アルジェリア 議定書           

エジプト PEM 議定書 議定書 議定書     議定書  議定書 

イスラエル 議定書 議定書 議定書 議定書     議定書   

ヨルダン 議定書 議定書 議定書 議定書   議定書 議定書   議定書 

レバノン  議定書 議定書 議定書        

モロッコ 議定書 議定書 議定書 議定書   議定書  議定書   

ヨルダン川西岸・ガザ PEM 議定書 議定書 議定書        

シリア            

チュニジア 議定書 議定書 議定書 議定書   議定書  議定書  議定書 

トルコ ＊ PEM PEM PEM PEM  議定書 議定書   議定書 

アルバニア PEM PEM PEM PEM        

ボスニア･ヘルツ

ェゴビナ 
PEM PEM PEM PEM        

コソボ PEM           

モンテネグロ PEM PEM PEM PEM        

北マケドニア PEM 議定書 議定書 議定書        

セルビア PEM PEM PEM PEM        

モルドバ PEM           

ジョージア PEM PEM PEM PEM        

ウクライナ PEM 議定書 議定書 議定書        

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/en/dokumente/archiv/a5/ursprung/wegleitung_zur_pan-euro-mediterranenursprungskumulation.pdf.download.pdf/guide_to_the_pan-euro-mediterraneanoriginprotocols.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(01)&from=EN
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2020 年 3 月 26 日現在での対角累積適用状況簡易表        (別添 1-2) 

（注）表中の「議定書」はユーロ地中海原産地議定書締約国、「PEM」は PEM 条約締約国を意味する。 
表中の網掛けは、ユーロ地中海原産地議定書締約国が PEM 条約に差し替えたことを意味する。 
EU トルコ関税同盟に含まれる産品は、トルコ原産であれば、EU 又は EU 安定化･連合プロセス参加国の産
品の原産材料として使用することができる。 

（＊）EU トルコ関税同盟に含まれる物品は、2006 年 7 月から適用。農産品は 2007 年 1 月、石炭･鉄鋼は 2009 年
3 月から適用。ただし、モルドバとは累積不可。 

（出典：スイス連邦税関資料
〔https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/en/dokumente/archiv/a5/ursprung/wegleitung_zur_pan-euro-
mediterranenursprungskumulation.pdf.download.pdf/guide_to_the_pan-euro-mediterraneanoriginprotocols.pdf〕、
EU 官報〔https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(01)&from=EN〕を
基に筆者が作成。） 

バルセロナ・プロセス参加国 

トルコ 

EU 安定化･連合プロセス参加国 
モルド

バ 
ジョー

ジア 

ウクラ

イナ 

ヨルダン川 

西岸･ガザ 
シリア 

チュニ

ジア 
アルバ 

ニア 

ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ 
コソボ 

モンテ

ネグロ 

北マケ

ドニア 

セルビ

ア 

PEM  議定書 ＊ PEM PEM PEM PEM PEM PEM PEM PEM PEM 

議定書 
 

 
議定書 PEM PEM PEM  PEM 議定書 PEM  PEM 議定書 

議定書  議定書 PEM PEM PEM  PEM 議定書 PEM  PEM 議定書 

議定書  議定書 PEM PEM PEM  PEM 議定書 PEM  PEM 議定書 

   PEM          

             

  議定書 議定書          

   議定書          

  議定書           

             

  議定書 議定書          

             

   議定書          

   議定書          

 議定書 議定書    議定書  PEM PEM PEM   

     PEM PEM PEM PEM PEM PEM   

 

 
   PEM  PEM PEM PEM PEM PEM   

   議定書 PEM PEM  PEM PEM PEM PEM   

    PEM PEM PEM  PEM PEM PEM   

   PEM PEM PEM PEM PEM  PEM PEM   

   PEM PEM PEM PEM PEM PEM  PEM   

   PEM PEM PEM PEM PEM PEM PEM    

            PEM 

           PEM  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/en/dokumente/archiv/a5/ursprung/wegleitung_zur_pan-euro-mediterranenursprungskumulation.pdf.download.pdf/guide_to_the_pan-euro-mediterraneanoriginprotocols.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/en/dokumente/archiv/a5/ursprung/wegleitung_zur_pan-euro-mediterranenursprungskumulation.pdf.download.pdf/guide_to_the_pan-euro-mediterraneanoriginprotocols.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0930(01)&from=EN
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現行 PEM 条約と改正 PEM 条約の構成        (別添 ２) 

現行 PEM 条約 改正 PEM 条約 
第１部 一般規定 第１部 一般規定 

 第１条  定義  第１条  定義 

第２部 原産品の概念の定義 第２部 原産品の概念の定義 

 第２条  一般的要件  第２条  一般的要件 

 第４条  完全生産品  第３条  完全生産品 

 第５条  十分な作業又は加工を行った産品  第４条  十分な作業又は加工 

―  第５条  許容限度 

 第６条  十分でない作業又は加工  第６条  十分でない作業又は加工 

 第３条  原産地の累積  第７条  原産地の累積 

―  第８条  累積の適用条件 

 第７条  原産品としての資格の単位  第９条  原産品としての資格の単位 

 第８条  附属品、予備部品及び工具 ― 

 第９条  セット  第 10 条  セット 

 第 10 条   中立的な要素    第 11 条  中立的な要素 

 第 20 条 会計の分離  第 12 条  会計の分離 

第３部 属地主義の要件 第３部 属地主義の要件   

 第 11 条  属地主義(域内一貫生産)の原則  第 13 条  属地主義(域内一貫生産)の原則 

 第 12 条  直接輸送  第 14 条  変更の禁止 

 第 13 条  展示  第 15 条  展示 

第４部 ドローバック又は免除 第４部 ドローバック又は免除 

 第 14 条  関税のドローバック又は免除の禁止  第 16 条 関税のドローバック又は免除 

第５部 原産地の証明 第５部 原産地の証明 

 第 15 条  一般的要件  第 17 条  一般的要件 

 第 21 条  原産地申告又は EUR-MED 原産地申告の作

成要件 

 第 18 条  原産地申告の作成要件 

 第 22 条  認定輸出者  第 19 条  認定輸出者 

 第 16 条  EUR1 又は EUR-MED 証明書の発給手続  第 20 条  EUR1 証明書の発給手続 

 第 17 条  遡及された EUR1 又は EUR-MED 証明書  第 21 条  遡及発給された EUR1 証明書 

 第 18 条  EUR1 又は EUR-MED 証明書の謄本発給  第 22 条  EUR1 証明書の謄本発給 

 第 19 条  以前に作成又は発給された原産地の証明に

基づく EUR1 又は EUR-MED 証明書の発給 
― 

 第 23 条  原産地証明の有効期限  第 23 条  原産地証明の有効期限 

 第 35 条  自由貿易地域（第 6 部）  第 24 条  自由貿易地域 

 第 24 条  原産地証明の提出  第 25 条  輸入に関する要件 

 第 25 条  分割輸入  第 26 条  分割輸入 

 第 26 条  原産地証明の免除  第 27 条  原産地証明の免除 
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現行 PEM 条約 改正 PEM 条約 
 第 29 条  誤記脱漏  第 28 条  誤記脱漏 

 第 27 条  疎明書類 ― 

―  第 29 条  サプライヤー宣誓 

 第 30 条  ユーロで表示される金額  第 30 条  ユーロで表示される金額 

第６部 運用上の協力のための取極め 第６部 協力及び証拠書類の原則 

 第 28 条  証拠書類、証拠書類及び疎明文書の保管 

(第 5 部) 

 第 31 条  証拠書類、証拠書類及び疎明文書の保

管 

 第 33 条  紛争処理  第 32 条  紛争処理 

― 第７部 運用上の協力 

 第 31 条  運用上の協力  第 33 条  通報及び協力 

 第 32 条  原産地証明の確認  第 34 条  原産地証明の確認 

―  第 35 条  サプライヤー宣誓の確認 

 第 34 条  罰則  第 36 条  罰則 

― 第８部 付録 I の適用 

―  第 37 条  欧州経済領域（EEA） 

―   第 38 条  リヒテンシュタイン 

―  第 39 条  サンマリノ 

―  第 40 条  アンドラ 

―  第 41 条  セウタ及びメリリャ 

附属書 I 附属書 II のリストへの一般的注釈 附属書 I 附属書 II のリストへの一般的注釈 

附属書 II  製造される産品の原産性の取得のために必要

な非原 産材料への作業又は加工のリスト 

附属書 II  製造される産品の原産性の取得のために

必要な非原産材料への作業又は加工のリス

ト 

附属書 IV a  原産地申告の申告文 附属書 III 原産地申告の申告文 

附属書 IV b  原産地申告 EUR-MED の申告文 ― 

附属書 III a  EUR1 証明書の見本及び申請手続 附属書 IV EUR1 証明書の見本及び申請手続 

附属書 III b  EUR-MED 証明書の見本及び申請手続 ― 

― 
附属書 V  セウタ及びメリリャを原産とする産品の

特別条件 

― 附属書 VI サプライヤー宣誓 

― 附属書 VII 長期サプライヤー宣誓 

― 

附属書 VIII 第 50 類から第 63 類までに分類される

産品の輸入に対する第７条第３項の適

用を選択した締約国のリスト 

附属書 V 本付録第 14 条 7 項に定める部分的ドローバ

ック規定を適用しない締約国のリスト 
― 
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記事 2．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―② 
「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。） 
Ⅱ アフリカにおけるシングルウィンドウ等の調査（続き） 
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 △ 〇  33 チュニジア   

7 エリトリア × ×  34 トーゴ   

8 ガーナ 〇 〇  35 ナイジェリア   

9 カーボベルデ × ×  36 ナミビア   

10 ガボン × 〇  37 ニジェール   

11 カメルーン 〇 〇  38 ブルキナファソ   

12 ガンビア × ×  39 ブルンジ   

13 ギニア × 〇  40 ベナン   

14 ギニアビサウ × ×  41 ボツワナ   

15 ケニア 〇 〇  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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＜５＞ エスワティニ 
 

国名 エスワティニ王国 （旧国名：スワジランド王国） 

 Kingdom of Eswatini 

首都 ムババーネ (Mbabane) 
  

規模 面積（万㎢） 1.7  
人口（万人） 113 （2018 年 世銀） 

GNI（億ドル） 47 （2018 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 3,850 （2018 年 世銀） 
概要 ほぼ南アフリカの領土内部にあり、一部モザンビークと国境を接している内陸国。主として

スワティ族の国家で、スワティ語と英語を話す。民族宗教とキリスト教は半々。立地上の要
因もあり、経済的には南アに依存する部分が多く、自国通貨のリランゲーニは１：１で南ア
の通貨ランドと等価に設定、国内でランドも通用する状態。2018 年の独立 50 周年記念式典
で，ムスワティ 3 世国王が国名をスワジランド王国から「エスワティニ王国」(「Swazis の
国」の意)に変更した。 

貿易 輸出額 18 億ドル  

輸出品 濃縮清涼飲料、砂糖、繊維製品、木材 

輸出相手 南ア、ケニア、パキスタン、モザンビーク 

対日輸出額 2 億円  

対日輸出品 グレープフルーツ、半導体等製造装置 

 
輸入額 16 億ドル  

輸入品 工業製品、機械、食料、家畜、化学製品 

輸入相手 南ア、モーリタニア、エジプト、ギニア 

対日輸入額 19 億円  

対日輸入品 自動車、バス、トラック、有機化合物 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 萌芽期 
[2015 年調査]  
シングルウィンドウは未構築 
 

 財務省歳入庁・税関は 2016 年からより、
税関システム ASYCUDA World を稼働さ
せている。 

 2020 年に関税のシミュレーションができ
るオンライン関税プラットフォームが稼
働を開始した。 

 農業省は 2020 年に NaPHIS Portal シス
テムを稼働させた。 
目的は、国際植物防疫条約（IPPC）で規
定されている植物と植物製品の移動につ
いて、国際基準に準拠して管理すること
である。 
このシステムにより利用者は、従来のよ
うに当該役所に出向かず、オフィスから
インターネットを通じて植物検疫証
（Phytosanitary Certificate）の発給を申
請することができるようになった。 

 加えて貿易情報ポータル（Trade 
Information Portal）も近々稼働を開始す
る予定である。 

 許認可関係等のシステム等を充実させる
など、シングルウィンドウを立ち上げる
環境を整えているところと言える。 

 
≪この項の主な参考資料≫ 
 Eswatini 政府サイト 農業大臣発言1 
 Eswatini 政府 Face Book 2020.09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
http://www.gov.sz/index.php/component/content

/article/126-agriculture/2457-naphis-
portal?Itemid=799 

http://www.gov.sz/index.php/component/content/article/126-agriculture/2457-naphis-portal?Itemid=799
http://www.gov.sz/index.php/component/content/article/126-agriculture/2457-naphis-portal?Itemid=799
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＜６＞ エチオピア 
 

国名 エチオピア連邦民主共和国 

 Federal Democratic Republic of Ethiopia 

首都 アディスアベバ (Addis Ababa) 
  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 110  
11,207 （2019 年 世銀） 

691 （2019 年 世銀） 

850 （2019 年 世銀） 
概要 東アフリカ。紅海、アラビア海側はそれぞれジブチ、ソマリアに囲まれ、インド洋側はエリ

トリアが独立したため、内陸国となっている。英語圏。キリスト教とイスラム教が主。周辺
国からの難民の流入が多いため、貧困削減計画を実施中。経済は農業が核となっているが、
工業に重点を置いた経済構造にシフトすることを模索中。 

貿易 輸出額 15 億ドル  

輸出品 コーヒー、油糧種子、切り花 

輸出相手 中、サウジアラビア、米、UAE、イスラエル 

対日輸出額 145 億円  

対日輸出品 コーヒー、油糧種子、切り花 

 
輸入額 150 億ドル  

輸入品 機械類、自動車、電化製品 

輸入相手 中、米、インド、クウェート、トルコ 

対日輸入額 92 億円  

対日輸入品 自動車、機械類等 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 稼働済み  
現在未完部分を開発中 
[2015 年調査]   
シングルウィンドウ構築に向けて準備中であ
った。  
 
2020 年 1 月にシングルウィンドウ（eSW）が
稼働を開始した。 
参加省庁：税関 他 16 貿易関連諸機関 
融資：世銀グループの貿易円滑化支援プログラ

ム (TFSP)2 による 
資金供与国：オーストラリア、カナダ、欧州委

員会、オランダ、ノルウェー、スウ
ェーデン、スイス、米国、英国 

概要 
 通関所要日数を現在の平均 44 日から第 1

フェーズで 13 日に、第 2 フェーズで 3 日
まで短縮し、国際貿易及び海外投資の障
害となっている要素を縮減、以って 
Doing Business の国際環境順位を改善す
ることを目的とする。 

 一回のアクセスで関連行政手続きを済ま
せるという利便性の高い手段の提供もさ
ることながら、むしろ現行の手続きその
ものや構造を変更することでより高い円
滑化の実現を図ることを狙っている。 

 その方策はおよそ以下の通り 
 所要文書の数を減らす 
 輸入品の物理的な検品を減らす 
 国境手続きにおける関係機関間

の連携の改善 
 市場競争力の低さの原因である

物流部門のチェック 
 上記に伴う法制の変更や税関業務の手順

の変更に起因するトラブルを軽減するた

 
2 Trade Facilitation Support Program 
3 
https://www.worldbank.org/en/news/feature/202

めに、トレーニングやワークショップを
実施している。 

（実績）ゴマの輸出について、新システム稼働
以来 20 件ほど出荷したが、貿易省への物理的
な申請や許可の入手が eSW 経由で可能となり、
時間とコストの軽減が実現したといった現場
の声がある由。 
 
≪この項の主な参考資料≫ 

 World Bank News 2020.04.233 
 Ethiopian Monitor “New eSW to Ease 

Doing Business in Ethiopia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0/04/23/in-ethiopia-electronic-single-window-
cuts-costs-and-time-to-trade 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/04/23/in-ethiopia-electronic-single-window-cuts-costs-and-time-to-trade
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/04/23/in-ethiopia-electronic-single-window-cuts-costs-and-time-to-trade
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＜７＞ エリトリア 
 

国名 エリトリア国 

 State of Eritrea 

首都 アスマラ (Asmara) 
  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 12  
550 （2017 年 アフリカ開銀） 

60 （2018 年 世銀） 

740 （2015 年 アフリカ開銀） 
概要 東アフリカの紅海に面した、その形状からアフリカの角と呼ばれる国。もともとはエチオピ

ア帝国の領土だったところを、イタリア王国が植民地政策により 1890 年に分離させた地域
が、1991 年に独立した経緯がある。そのためにエチオピアは海岸線を持たない内陸国とな
った。キリスト教、イスラム教、他 2 つが政府の認定宗教。教育はアラビア語と英語で行わ
れる。 

貿易 輸出額 3 億ドル  

輸出品 亜鉛、銅、レアメタル 

輸出相手 中、韓、スペイン、フィリピン、スーダン 

対日輸出額 3 千万円 （2018 年） 

対日輸出品 衣類、魚介類 

 
輸入額 3 億ドル  

輸入品 小麦、ソルガム、パスタ 

輸入相手 エジプト、中、伊、スーダン、ブラジル 

対日輸入額 1 億円 （2018 年） 

対日輸入品 機械類、ゴム製品 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 未構築 計画情報も
無し 
[2015 年]  
シングルウィンドウは未構築 
 
≪参考≫ 
 貿易に関連するシステムとして挙げられる

のは、主要港である Massawa Port 
Authority が運営している港湾利用料金やセ
キュリティーに関する情報を掲載したサイ
ト4と思われる。 

 途上国で広く利用されている税関システム
の ASYCUDA については、ASYCUDA の
Web ページを見る限り User Countries の
中に Eritrea の名前が表示されており5、
ASYCUDA++が入っていることになってい
るが、エストリアでどのように使われてい
るかは不明。 

 エリトリアは長いエチオピアとの闘いの影
響もあり、経済の基盤構築が思うように進
んでいない。そのため貧困率もかなり高
い。 

 産業は基本的には農業だが、灌漑設備が無
い天水農業のために天候に左右され、安定
した収穫、収益が得られない。従って食料
の自給自足が覚束かず、輸入に依存する部
分がある。 

 中期的には、鉱物資源の採掘が進んでいる
こともあって、経済が上向くことも考えら
れるが、それには民間部門の規制を緩和す
ること、無償開発融資導入の道を再開する
ことが必要と分析されている。 

 
≪この項の主な参考資料≫ 
World Bank news “Eritrea overview” 

 
4 https://masawaport.com/ 5 https://asycuda.org/en/usercountries-eritrea/ 

https://masawaport.com/
https://asycuda.org/en/usercountries-eritrea/


 

-22- 
 

＜８＞ ガーナ 
 

国名 ガーナ共和国 

 Republic of Ghana 

首都 アクラ (Accra) 
  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 24  
3,042 （2019 年 世銀） 

670 （2019 年 世銀） 

2,220 （2019 年 世銀） 
概要 西アフリカ。1957 年に英国から独立。公用語は英語で 7 割はキリスト教。1992 年以降、平

穏に実施される大統領選挙で政権交代が実現するようになり政情は安定した。経済は農業・
鉱業等が主体の一次産品依存型。主要輸出品も金、石油、カカオ豆が上位を占めており、国
際市況あるいは天候の影響を受けやすい脆弱性が有る。 

貿易 輸出額 168 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 金、石油、カカオ豆、ナッツ類 

輸出相手 中、スイス、インド、南アフリカ、オランダ 

対日輸出額 133 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸出品 カカオ豆、アルミニウム、アルミ合金、飼料 

 
輸入額 104 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 自動車類、機械類 

輸入相手 中、米、英、インド、オランダ 

対日輸入額 121 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸入品 自動車、ゴム製品、一般機械 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ GCNet が 2002 年より
稼働中 
現況情報読取り専用のモバイル GSW が追加さ
れた 
[2015 年] 
GCNet が稼働していた。  
 
GCNet 運営組織 
Ghana Community Network Services Ltd. 
官民パートナーシップ(PPP)による国益企業
(SIGA) 

 官側（35％）：歳入庁(GRA)、荷主評議
会(GSA)、GCB 保険公社 

 民側（65％）：Société General 銀行、
Ecobank 株式会社、03TAP  

主 管 ： 通 商 工 業 省 （ Ministry of Trade and 
Industry） 
 
運営 
 国内消費用輸入貨物の申告に係る従価シ

ステム使用料のみで運営。（輸出貨物、
通過貨物、Free Zone 取扱貨物、統計数字
使用は無料） 

 申告にはシステムの使用義務がある。 
 収益はシステムの維持、改善に使用され

る他、最近の実績では法人税 4,000 万
GHc（約 7.6 億円）配当金 1,500 万 GHc
（約 2.8 憶円）が支払われている。 

 因みに輸入税については、次のような推
移で着実に増加している。 

<1 Ghana Cedi ≒ 19 円> 
2003 年 2.49 億 GHc（47 億円）  
2004 年    6.03 億 GHc（115 億円） 
以降 2005 年～2019 年 
7.40  8.38  12  18  21  24  37  47  54  
69  97  131  154  163  157 億 GHc (2,983
億円) 
 

構造 
GCNet は 2 つの層で構成されている。貿易関
係の利用者から行政関連当局の間を end to 
end で接続する通信層があり、その上に輸出入
申告や許認可のサービスが乗っている。通信
層はシンガポールの Trade Net の技術が導入
されている。 
利用者は主として EDI（Electronic Data 
Interchange）で GCNet に入力する。(Web で
はなく自社のシステムから直接 GCNet にデー
タ転送する。) 
 
交信されるメッセージ 

 輸出入申告 (Customs Declaration) 
 各種ライセンス、許可、免除関係 

(Licenses, Permits, Exemptions) 
 通関許可 (Customs Release) 
 出荷指図 (Delivery Order) 
 Master B/L  Master Manifest（船社直接

発行の B/L） 
 House B/L  House Manifest (フォワーダ

ー発行の B/L) 
 船舶・航空機動静情報 (Ship and Aircraft 

movement information) 
 
GCNet の連結先 
 41 関連省庁等行政組織 (MDA: 

Ministries, Departments & Agencies) 
（110 の税関および 69 の徴税事務所） 

 港湾当局 (GPHA: Ghana Port & Harbors 
Authorities) 

 Meridian Ports Services (MPS) 港湾当局
と Meridian Port 社の合弁企業（コンテナ
取扱業務） 

 1020 の登録申告者 
 137 の船社 
 460 のコンテナ混載業者（コンソリデー

ター） 
 21 のターミナルオペレータ― 



 

-24- 
 

 174 の原油販売会社 
 保険会社 
 商業銀行 
 その他金融機関  

 
機能一覧 
GCNet は UN/CEFACT の提唱する国際サプ
ライチェーンにおける Buy-Ship-Pay モデルに
沿った機能を実現するように設計されてい
る。 
 Customs Management System 

輸出入申告、審査、税額計算、関税・国
税・賦課金・諸料金の支払 

 Cargo Management Platform 
港湾エリアでの貨物の場所と移動、出荷
指図、ターミナルオペレータ―による貨
物の引取り許可 

 貿易関連業者 
各種許可、免除、貨物の評価と区分、マ
ニフェストの提出と管理、輸出入申告、
貨物管理、所要誓約書類、出荷指図、電
子決済、電子付保、内貨処理
(Immigration)、統計管理 

 
国外のシングルウィンドウとの連携 
共同体内では各国のシングルウィンドウの連
携の協議はしているが、各国のシングルウィ
ンドウ機能の足並みが揃わず、電子データの
交換には至っていない。 
 
国際陸送での電子データ活用 

 コートジボワールからの通過貨物につい
て電子データで情報の交換が行われた。 

 ブルキナファソとの間でも SGS 社6の
Omnis システムを介して、国際貨物トラ

ッキングを輸出入当事者間直結（end-to-
end cross-border transit tracking）で実現
させた。 

 
GSW7の導入 
貿易関係者の貿易手続・貨物管理に機動性を
持たせるために、モバイルによるリアルタイ
ムの輸入通関・貨物動静の情報サービスが提
供されるようになった。 
要領は次の通り。 
1. モバイルツールから、指定のアクセスポ

イントに接続し輸出入申告番号(CDN: 
Customs Declaration Number)を入力す
る。 

2. 当該商品の通関進捗状況が表示される。 
3. 通関予定日、本船の到着・出航予定日、

貨物積込・積卸状況の表示 
4. 必要に応じて利用者が次にすべき作業が

表示される。 
但し情報の受取専用で、モバイルから、例
えば税金や料金の支払いの作業はできな
い。 

 
≪この項の主な参考資料≫ 

 CITI NewsRoom  GCNet: A model 
public private partnership in Ghana8 

 GCNet FQ9 
 その他新旧の GCNetd 関連 各種 web ペ

ージ 
 
 
 
 
 

 
6 Société Générale de Surveillance S.A. 国際検査
会社 
7 Ghana Single Window (mobile application) 

8 https://citinewsroom.com/2020/02/gcnet-a-
model-public-private-partnership-in-ghana-
recognized-worldwide-article/ 
9 https://gcnet.com.gh/faqs/ 

https://citinewsroom.com/2020/02/gcnet-a-model-public-private-partnership-in-ghana-recognized-worldwide-article/
https://gcnet.com.gh/faqs/
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出典： UN/CEFACT （GCNet のプレゼンテーション） 

（GCNet トップページの一部） 
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＜９＞ カーボベルデ 
 

国名 カーボベルデ共和国 

 Republic of Cabo Verde 

首都 プライア（Praia）  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 0.4  
55 （2019 年 世銀） 

20 （2019 年 世銀） 

3,630 （2019 年 世銀） 
概要 西アフリカ、大西洋の、セネガル沖合 500 キロにある小島嶼国。1975 年にポルトガルから

独立した。公用語はポルトガル語、ポルトガル人とアフリカ人の混血が約 70％を占める。
カトリック。安定した政治と自由経済とにより、経済成長は順調に推移。主要経済政策は、
国家債務削減による財政改善、成長産業への優遇税制導入、マクロ経済安定、海外直接投資
の呼び込み、社会サービスの向上である。 

貿易 輸出額 6 千万ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 肉類、魚介類、靴、衣料等 

輸出相手 スペイン、ポルトガル、伊 

対日輸出額 0 （2019 年） 

対日輸出品 ―  

 
輸入額 8 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 燃料、機械類、電気機器等 

輸入相手 ポルトガル、オランダ、スペイン 

対日輸入額 4 億円 （2019 年） 

対日輸入品 機械類、輸送用機器、化学製品等 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 未構築 
（税関システムは ASYCUDA World が稼働中） 
[2015 年]  
シングルウィンドウは未構築 
 
税関システムとして従来 ASYCUDA++ を利
用していたが、2015 年に ASYCUDA World に
Version Up された。 
 
≪参考≫ 
輸入関税率は 0％から 50％。 
カーボベルデは国内消費財のほぼ全てを輸入
に依存しているため、50％の関税はごく一部の
国産可能な製品にのみ課される。原材料あるい
は資本財は免税ないし低い関税で輸入される。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ASYCUDA Web page) 
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＜10＞ ガボン 
 

国名 ガボン共和国 

 Gabonese Republic 

首都 リーブルビル (Libreville)  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 27  
217 （2019 年 世銀） 

167 （2019 年 世銀） 

7,210 （2019 年 世銀） 
概要 アフリカ西岸の臨海国。仏語圏でキリスト教が主。1960 年にフランスから独立以来紛争無

し。1990 年から平和裏に政権交代が行われている。産油国だが産業の多角化を目指してい
る。2025 年までにいわゆる新興国の仲間入りをすべく「台頭するガボン（Gabon Emergent）」
政策を打ち出している。 

貿易 輸出額 72 億ドル  

輸出品 原油、マンガン鉱、木材等 

輸出相手 米、中、スペイン、仏 

対日輸出額 61 億円  

対日輸出品 石油、マンガン鉱、木材 

 
輸入額 22 億ドル  

輸入品 機械類、車両、食品等 

輸入相手 仏、ベルギー、米、伊 

対日輸入額 34 億円  

対日輸入品 自動車、建設用・鉱山用機械、タイヤ・チューブ 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 限定的なものが出来
つつある。 
[2015 年]  
シングルウィンドウは未構築 
 
Gabon 経済特区（GSEZ）の中での 
シングルウィンドウ 
 首都の Libreville から 21Km 南に行った

Owendo 州 Barracuda にガボン経済特区
（Gabon Special Economic Zone）が設け
られ、経済特区と Olam International 社 
およびアフリカ融資会社 (Africa Finance 
Corporation) ３者の合弁による鉱産物専
用港が設けられている。 

 この港は海洋、陸路、鉄道とのアクセス
が確保され、高速道路にも接続してお
り、複合物流のサービスが提供できる体
制にある。これによってガボンの国際競
争力を高める狙いがある。 

 経済特区では国際複合一貫物流(Multi-
Modal Logistics)が標榜され、その５サー
ビスの一つに、特区内だけにせよシング
ルウィンドウの機能が掲げられている。 
 Single Window Clearance： 

全ての行政手続きについて、そのス
ムーズで迅速な遂行を一元的に管理
するシステムという表現になってい
る。10 
National Single Window というよう
な位置づけではないにせよ、コンセ
プトとしては同列と思われる。 

 因みにそれ以外のサービスは次の通り。 
 輸出から輸入まで貿易関連の運送に

係る一元的サービス 
（end-to-end Shipping Service） 

 船社代理店の配備 (Shipping 
Agencies) 

 物流サービス (Logistics) 
 通関業者の配備 (Customs 

Brokerage) 
 
≪参考≫ 

 ASYCUDA 
税関システムとして ASYCUDA++が使用
されている。 
現在これを ASYCUDA World に Version 
Up する計画がある。 

 
≪この項の主な参考資料≫
https://www.gsez.com/mineral-port.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 A one-stop administration for smoother and 
faster transition of all administrative procedures 

https://www.gsez.com/mineral-port.php
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＜11＞ カメルーン 
 

国名 カメルーン共和国 

 Republic of Cameroon 

首都 ヤウンデ (Yaoundé)  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 475  
2,587 （2019 年 世銀） 

387 （2019 年 世銀） 

1,500 （2019 年 世銀） 
概要 アフリカ西岸。中央アフリカの臨海国。仏語、英語共に公用語で、 地域によってそれぞれ

語圏がある。キリスト教、イスラム教が主だが、北部でイスラム過激派ボコ・ハラムによる
治安問題を抱える。産業の多角化を目指し「長期成長戦略（vision2035）」を制定した。2017
年 IMF による「拡大クレジット・ファシリティー（ECFF）」が承認され、3 年間で 6.6 億ド
ルの財政融資が決定された。 

貿易 輸出額 56 億ドル （2019 年 ITC 推計） 

輸出品 石油製品、木材、カカオ、貴石、貴金属 

輸出相手 伊、中、仏、オランダ、スペイン 

対日輸出額 23 億円  

対日輸出品 原油、ココア、木材、石油製品等 

 
輸入額 61 億ドル （2019 年 ITC 推計） 

輸入品 船舶等、機械類、石油製品、電気機器、穀物等 

輸入相手 中、仏、タイ、トーゴ、ナイジェリア 

対日輸入額 36 億円  

対日輸入品 機械類・輸送機器、繊維、医薬品、ゴム製品、自動車 
 
 
 
 



[現状]     
シングルウィンドウ  ⇒  GUCE –GIE11  が稼働
中 
[2015 年]   
シングルウィンドウは既に GUCE が稼働して
いた。     
 
運営概要 
  開設：  2000 年 
  名称：   

GUCE- Guichet Unique des opérations du 
Commerce 
Extérieur - Groupement d'intérêt 
économique 

  形態：官民パートナーシップ（PPP） 
  運営：輸出入申告の一件当たりの課金 

   
目的 
カメルーンはナイジェリア、中央アフリカ、
コンゴ共和国、ガボン、赤道ギニアの 5 か国
と国境を接しており、国境での通関処理が煩
雑で、時には業務品質の均一性維持に問題が
あった。そこでシングルウィンドウを大西洋
沿岸の主要港 Douala 市に設置し、国境沿いに
置かれた各税関拠点の業務を一元的に処理、
サポートする方式をとっている。 
 
機能 
民間の貿易関係者が行う行政手続き業務を電
子データで行い、併せ関税のシミュレーション
も可能とする機能を持つ。 

 
≪この項の主な参考資料≫   

  e-FORCE: The Single Form of Foreign 
Trade Operations 

  AACE Guidelines for Single Window 
Implementation in Africa - Cameroon   

 
11  https://www.guichetunique.org/ 
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(原典：2019 年 AACE 会議でのカメルーン代表のプ

レゼンテーション。コメント筆者) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.guichetunique.org/
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＜12＞ ガンビア 
 

国名 ガンビア共和国 

 Republic of The Gambia 

首都 バンジュール（ Banjul ）  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 1  
228 （2018 年 世銀） 

16 （2018 年 世銀） 

710 （2018 年 世銀） 
概要 西アフリカ。ガンビア川はアフリカ内部と大西洋を結ぶ重要な輸送ルートであり、その河口

バンジュールは良港であるため、ガンビア川流域を広く含むセネガルを支配するフランス
と、イギリスが争い、結果的に河口の部分だけがガンビアとしてイギリスの植民地となり、
ガンビアを取り巻く周辺地域がセネガルとしてフランスに帰属することとなった。ガンビ
アは 1945 年にイギリスから独立、公用語は英語で、イスラム教が 90％を占めている。セネ
ガルが保護貿易主義なのに対してガンビアは自由貿易主義で関税も安いため、ガンビアで
輸入した貨物がセネガルに再輸出されるケースも多々あり、ガンビアの経済モデルの一つ
になっている。ガンビアとセネガルは長い国境を接しているので、適切な国境管理には相応
のシステムが必要になる。 

貿易 輸出額 909 億ドル （2018 年 ITC） 

輸出品 魚介類、衣類、果実 

輸出相手 マリ、韓、インド 

対日輸出額 3 千万円  

対日輸出品 飼料、美術品 

 
輸入額 6 億ドル （2018 年 ITC） 

輸入品 燃料、穀物類 

輸入相手 コートジボワール、ブラジル、中 

対日輸入額 3 億円  

対日輸入品 機械類、輸送用機器等 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 未構築 
（税関システムとして ASYCUDA++が設置さ
れている。） 
[2015 年]  
シングルウィンドウは未構築  

 
≪参考≫    
シングルウィンドウは無いが、ガンビアの通関
等に係る詳細情報を掲載した貿易情報ポータ
ルは整備されている。 
これにより必要書類、費用等が明示されること
から、ガンビアへの海外からの輸出者は、相応
の安心感を得ることが出来ると思われる。 

 
Gambia Trade Information Portal のファサード
の部分は次の通り。 

 
URL: 
http://gambiatradeinfo.org/business-
requirements/import-procedures-
documentations 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://gambiatradeinfo.org/business-requirements/import-procedures-documentations
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＜13＞ ギニア 
 

国名 ギニア共和国 

 Republic of Guinea 

首都 コナクリ （Conakry）  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 25  
1,277 （2019 年 世銀） 

136 （2019 年 世銀） 

950 （2019 年 世銀） 
概要 西アフリカ。1958 年にフランスから独立。フランス語が公用語でほとんどがイスラム教。

独立後は暫くソビエト連邦や中華人民共和国との関係が深かったが、経済の悪化とともに
徐々に西側との関係を改善し、体制も自由主義経済の導入によりその関係は深まった。基本
的には穏健路線で、アフリカの中では安定した国といえる。 
労働人口の大多数は農業に従事しているが、生産効率は十分ではなく、米を輸入するなど、
食料の自給自足ができていない。 
最大の輸出品は全世界の約 3 分の 1 の埋蔵量といわれるアルミニウムの原料ボーキサイト
である。 

貿易 輸出額 66 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 鉱物資源 （ボーキサイト等） 

輸出相手 中、ガーナ、UAE、インド 

対日輸出額 4 千万円  

対日輸出品 金、銅、魚介類 

 
輸入額 45 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 機械類、車両・車両部品、電子機器類、米 

輸入相手 中、インド、オランダ、ベルギー 

対日輸入額 12 億円  

対日輸入品 建設・鉱山用機械、輸送用機器、ゴム製品、バイク 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ GUCEG が稼働中 
[2015 年]  
シングルウィンドウは未構築 
 
構築 
 Webb Fontaine 社12が GUCEG（ギニア 

シングルウィンドウ）開発の指名を受け
た。（計画開始は 2019 年。） 

 要件： 
 シングルウィンドウ プラットフォー

ムの構築 
 電子決済 
 外国為替関連システム 
 ライセンス発給 

 
現況 
輸出入申告に係る電子決済は 2020 年末に稼働
開始予定のところ、2021 年 1 月にひと月延期
されたとのメッセージが GUCEG のサイトに
表示されるが、それ以上は登録をしないと内
容は不開示。 

その他の機能については進捗状況が不明だが、
決済機能が先行された模様。 
 
≪この項の主な参考資料≫ 
Implementation of the Guinean Single Window 
for Foreign Trade13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12ドバイ本拠の IT 企業で製品化されたシングルウィ
ンドウのシステムを提供。 

13 https://webbfontaine.com/success-
stories/guinea 

https://webbfontaine.com/success-stories/guinea
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＜14＞ ギニア ビサウ 
 

国名 ギニアビサウ共和国 

 Republic of Guinea-Bissau 

首都 ビサウ （Bissau）  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 4  
192 （2019 年 世銀） 

13 （2019 年 世銀） 

637 （2019 年 世銀） 
概要 西アフリカのポルトガル植民地であったが、1963 年にソ連やキューバアの支援を受けた勢

力と、米国の支援を受けたポルトガル系の勢力の間で紛争が起こり、1973 年にポルトガル
が独立を認めた。公用語はポルトガル語で、イスラム教が半分、キリスト教がその次といっ
たところ。あまり産業が無く、労働人口はほとんど農業に従事するが、効率が悪いため自給
自足ができず、食料の多くを輸入に依存している。 

貿易 輸出額 2 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 ナッツ、鉱石、魚介類 

輸出相手 インド、中、シンガポール、ベトナム 

対日輸出額 0  

対日輸出品 ― 

 
輸入額 3 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 食料品、石油製品、機械類 

輸入相手 ポルトガル、セネガル、パキスタン、中 

対日輸入額 2 億円  

対日輸入品 ゴム製品、食料品、化学製品 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒  未構築 
[2015 年]  
シングルウィンドウは未構築 
 
≪参考≫ 
 ギニア ビサウは、独立当初より何回もク

ーデターを繰り返し、極めて政情が不安定
で、世界の中でも最貧国の一つとなってい
る。 
主たる輸出産品はカシューナッツだが、こ
のところの世界的なコロナ禍により需要が
落ち込み、それに伴って価格も下落してい
る。 

 税関システムについては ASYCUDA の
Web ページによれば ASYCUDA++が導入
されていることになっているが、税関の機
能が十分と言えず、歳入も不足している模
様である。 

 シングルウィンドウ導入以前に、解決すべ
き課題が多々あると思われる。 

 政情不安定という事情もあってか、ギニア 
ビサウに輸入される貨物は、輸入禁止品目
の流入を防ぐ等の目的で、輸出国にて貨物
トラッキングノート(ECTN)14発効の手順
をとることが義務付けられている。 

 貨物トラッキングノートは、輸出者が、ギ
ニア ビサウ政府が認定した Antaser 
Afrique 社に依頼することにより発行され
る。 

 申請に必要な書類は次の通り。 
 B/L のコピー 
 インボイス (Commercial Invoice) 
 パキングリスト (Packing List) 

 B/L や Manifest の段階では ECTN 番号の
記載が求められないが、貨物を積載した船
舶が積港を出港してから 5 日以内に発行さ

 
14 Electronic Cargo Tracking Note (eCTN) 

れ、e メールで CNCG15の代理店に送信さ
れなければならないことになっている。 

 これが装備されない貨物はギニア ビサウ
で荷揚げができないことになる。  

 
≪この項の主な参考資料≫ 

 The World Bank in Guinea-Bissau 
 CMA CGM （仏コンテナ会社）Guinea 

Bissau Regulation Overview 
 https://www.cma-

cgm.com/static/eCommerce/Attachments
/Guinea%20Bissau%20111115.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Conselho Nacional de Carregadores da Guine 
Bissau（国家荷主評議会） 

https://www.cma-cgm.com/static/eCommerce/Attachments/Guinea%20Bissau%20111115.pdf
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＜15＞ ケニア 
 

国名 ケニア共和国 

 Republic of Kenya 

首都 ナイロビ（Nairobi）  
面積（万㎢） 人

口（万人）  

GDP（億ドル） 

GNI/人（ドル） 

規模 58  
5,527 （2019 年 国連） 

965 （2018 年 世銀） 

1,750 （2019 年 世銀） 
概要 東アフリカ。1963 年に英国から独立。以降、資本主義での経済運営を続け、大きな発展を

遂げている。首都のナイロビは東アフリカの通信・金融・交通の中心都市であり、モンバサ
は東アフリカ最大の港で、内陸国への物流センターとなっている。英語圏。キリスト教とイ
スラム教。「統一」「経済」「解放性」の３原則に基づき、ビジョン 2030 を制定した。 

貿易 輸出額 56 億ドル  

輸出品 紅茶、園芸作物、コーヒー、魚 

輸出相手 ウガンダ、オランダ、米、英、パキスタン 

対日輸出額 77 億円 （2018 年財務省統計） 

対日輸出品 切り花、紅茶、コーヒー、魚、ナッツ 

 
輸入額 139 億ドル  

輸入品 工業製品、資本設備、輸送用機器、食料品 

輸入相手 中、インド、UAE、日本、サウジアラビア   

対日輸入額 990 億円 （2018 年財務省統計） 

対日輸入品 乗用自動車、貨物自動車、鉄構、機械 
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[現状]   
シングルウィンドウ⇒Kenya National 
Electronic Single Window System (KNESWS) 
稼働中 
[2015 年]   
Kenya TradeNet System が既に稼働していた。 
 
構築経緯 

 2005 年モンバサ港の効率化のためにシン
グルウィンドウ計画開始 

 2007 年港湾当局と歳入庁でナショナル 
シングルウィンドウに格上げ 

 その後会計院、交通省、貿易省が加わっ
て運営委員会を形成 

 2011 年にシステム運営のため 100％政府
出資 KENTRADE 設立 

 2013 年に実務データでの運用開始（実際
のプラットフォームは Kenya TradeNet 
System で、シングルウィンドウとしての
総称が KNESWS） 

 2014 年 5 月 2 日に KNESWS の正式稼働
開始が宣言された。 

 
連結省庁機関と利用状況 

 2016 年 全 29 貿易関係省庁機関と接続 
（対応許認可証明数：35 種類） 

 登録利用者数： 12,000 社以上 
年間取扱件数： 684,000 件以上  

 
資金 
一義的にはケニア政府だが、それをサポートし
て い る の は World Bank Group の ICF 
(Investment Climate Facility for Africa) 。
TradeMark East Africa からの資金支援も受け
ている。 (ステークホルダー数：42) 
 
連携行政システム 

 iTax System（ケニア歳入庁 KRA)、
eCitizen Platform（ケニア政府） 

 Kenya Maritime Single Window (MSW)：
ケニア海事局 (KMA)  
 本年 2021 年 6 月 2 日から、シングル

ウィンドウの中に E-Maritime という
モジュールを組込み、MSW の稼働
を開始した。 

 ケニアに登録された船社や代理店は 
pre-arrival、pre-departure 
declaration を MSW 経由申告するこ
とが義務付けられたが、見返りとし
て FAL 条約に係る次の申告が自動認
可されることとなった。 
IMO FAL form 1～４: General 
declaration, Cargo declaration, Ship’s 
stores declaration, Crew’s effects 
declaration 

 
≪この項の主な参考資料≫ 

 The Star Kenya at advanced stage 
(www.the-star.co.ke) 

 Kentrade Public Notice 
(www.kentrade.go.ke) 

 Implementation of the Kenya National 
Single Window 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kentrade.go.ke
https://www.the-star.co.ke/
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記事 3．国連 CEFACT 日本委員会 2021 年度総会を終えて 
 

業務一部長 清友 大造 
 

国連 CEFACT 日本委員会の 2021 年度の委
員会活動として、2021 年度第一回運営委員会を
7 月 1 日、総会（第 33 回）を 7 月 29 日にオン
ライン会議にて開催しました。議事の要旨を説
明すると共に、この機会に、日本委員会組織に
ついて紹介します。 
 
１． 国連 CEFACT 日本委員会について 
＜設立経緯＞ 
 
EDIFACT 前夜 
国際貿易関係手続簡易化運動は、国連欧州経済
委員会（UNECE）を中心に進められ、日本にお
いては、1971 年 貿易関係業界により「貿易関
係書式標準化委員会（貿標委）」が設立された時
から本格的に進められた。貿標委は、UNECE や
各国の簡易化運動推進団体である、イギリスの
SITPRO (United Kingdom Board for the 
Simplification of International Trade 
Procedures)、アメリカの NCITD (National 
Committee of International Trade 
Documentation) などの会議に参加し、国内の
貿易関係書式の標準化・簡素化を推進した。こ
の貿標委（the Simplification of International 
Trade Procedures）が後の JASTPRO（Japan 
Association for Simplification of International 
Trade Procedures）の母体となる。 
 
EDIFACT 日本委員会 
しかし、国際的な動きをみると書式標準化は達
成され、次の段階のコンピューター利用による
ADP(Automatic Data Processing)化へと開発
が移行していた。日本においても標準化に併せ
ADP 化を総合的に推進するために、UNECE 勧
告＃４「各国貿易手続簡易化機関」に基づき、

1974 年財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会
（JASTPRO）が大蔵省、通商産業省、運輸省の
3 省共管により設立された。 
1987 年、それまでデータ交換に関する方式が欧
州と北米では異なっていたが、UNECE が設置
した欧州・北米の専門家の合同作業部会により、
統 一 さ れ た EDIFACT （ Electronic Data 
Interchange For Administration, Commerce 
and Transport：行政、商業、運輸のための電子
データ交換）が開発された。 
これに伴い、UNECE は、各地域にラポーター
（Rapporteur）の名称で呼ばれる専門家を地域
毎に任命し、EDIFACT の普及とそれに基づく
各種メッセージの開発の任にあてることとし
た。西欧、東欧、北米、豪州に続き、1990 年 日
本／シンガポール地域のラポーターとして
JASTPRO 理事（伊東 健治氏）が任命された。
これを受け、その支援組織として EDIFACT 
BOARD が日本／シンガポール共同で設立され、
さらにその BOARD で検討される事項につい
て国レベルでの合意を形成するために、両国は
それぞれ国内検討機関として「EDIFACT 日本
委員会」(JEC：Japan EDIFACT Committee)、
「シンガポール EDIFACT 委員会」を組織した。
EDIFACT 日本委員会は、貿易、製造、流通、
金融、運輸等の各分野から約 50 の団体及び有
識者で構成され、その審議を円滑に行うための
組織として、同委員会の下に運営委員会及び作
業部会が設置された。これら委員会の事務局が
JASTPRO に置かれた。 
 
AFACT の創設 
UNECE における貿易手続簡易化作業は、その
下部機構である「国際貿易手続簡易化作業部会」
（通称 WP.4 (Working Party No,4)）下に設置
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された 2 つの専門家グループ「データエレメン
ト及び自動データ交換に関する専門家グルー
プ（GE.1：Group of Experts No,1）」「手続き及
び書類に関する専門家グループ（GE.2）」にて
進められた。日本は、WP.4 に、ECE 規約第 11
条（ECE 非加盟国であっても国連加盟国であれ
ば、ECE オブザーバー資格で参画できる）に基
づき参加した。 
1991 年 日本／シンガポールの EDIFACT 
BOARD への韓国、中国、台湾の Board メンバ
ー及び準メンバー加盟に伴い、「Asia EDIFACT 
Board」（ASEB）に変更された。この組織は、
1999 年 に AFACT （ Asia Council for the 
Facilitation of Procedures and Practices for 
Administration, Commerce and Transport、後
に Asia Pacific Council for Trade Facilitation 
and Electronic Business）に名称を変更して現在
に至る。 
 
CEFACT 誕生 
UNECE は 、 1997 年  WP.4 を CEFACT
（ Centre for Facilitation of Procedures and 
Practices for Administration, Commerce and 
Transport、後に 2000 年に Centre for Trade 
Facilitation and Electronic Business に改称され
るが略称は引き継ぐ）として発展的に改組した。 
2007 年 EDIFACT 日本委員会（JEC）は、略
称 JEC をそのまま残し、フルネームを「国連
CEFACT 日本委員会」に改称した。 
 
＜国連 CEFACT 日本委員会の活動＞ 
 
日本委員会は、総会（年１回）及び運営委員会
（年 2 回程度）で運営され、国連 CEFACT に
向けた審議、及び国連 CEFACT が進めるプロ
ジェクトや各種勧告に関する日本の関係業界
の意見集約、関連する報告・計画の情報共有等
を行うべく活動を展開している。 
 

Head of Delegation 
国連加盟国は、国を代表する HoD（Head of 
Delegation）を指名し国連 CEFACT に登録し
ている。HoD には、国連 CEFACT 総会に出席
し 、 承 認 プ ロ セ ス に 参 加 す る 責 務 と 国 連
CEFACT 活動に参加する専門家（Expert）の指
名する責務がある。日本は、３省（財務省、経
済産業省、国土交通省）による 1 年毎の交代制
としており、2021 年度は財務省となる。 
このため、３省（財務省、経済産業省、国土交
通省）は、オブザーバーとして日本委員会に参
加している。また、JASTPRO は、Acting HoD
として、国連 CEFACT の我が国唯一の窓口と
して、また、日本委員会の事務局として日本委
員会、運営委員会の事務を担うと共に、作業部
会における審査、評価に参加している。 
 
4 つの作業部会 
日本委員会の活動は、実働を伴う以下 4 つの作
業部会によって支えられている。 
 
① 国連 CEFACT 標準促進委員会（JUS：Japan 

Committee for UN/CEFACT Standards） 
国連 CEFACT 活動への参画方針等の検
討。国連 CEFACT 勧告の評価、及び国連
CEFACT への提言。我が国発の提案を国
連 CEFACT プロジェクトとして申請する
場合の審査や手続。国連 CEFACT コード
のメインテナンス要求の事前評価・申請
などを JUS 委員、JASTPRO 事務局にて
行う組織。UN/LOCODE については
Japan Focal Point として国連 CEFACT へ
の申請を評価している。 
 

② 国連 CEFACT 観光部会 
UNECE が EDIFACT を開発し普及に力
を入れたことで、貿易分野のみならず旅
行観光分野においても、コンピューター
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利用による商取引の国際標準化活動を推
進する動きが始まった。 
そこで 1992 年に運輸省（当時）の呼びか
けにより、旅行観光分野の主要な協会・
企業により設立された「国連 EDIFACT
旅行メッセージ勉強会」を母体として現
在の「国連 CEFACT 観光部会」に至り、
JEC の下に組織されている。「NPO 法人
観光情報流通機構（JTREC）」が事務局
を担い、独立した組織として国連
CEFACT の活動に直接貢献もしている。
今や情報通信技術の活用は、旅行観光分
野の事業の生死を左右する重要な位置づ
けとなっており、標準化のみの観点か
ら、より幅の広い電子ビジネスの推進に
向け活動を展開している。この分野で
は、アジア太平洋地域の国・地域との旅
行客の相互交流が多いことから、実務面
でも深い関係があり、2010 年には
AFACT にも旅行観光部会が設置され、国
連 CEFACT に参加していない国・地域の
課題も踏まえ国連 CEFACT の国連標準に
反映する活動も行っている。 

 

③ サプライチェーン情報基盤研究会 
サプライチェーン情報基盤研究会
（SIPS）は、国内におけるビジネスイン
フラ構築を進めてきた「次世代 EDI 推進
協議会」（国内の EDI 促進のため経産省
のバックアップで約 60 の業界団体で立ち
上げた協議会で JIPDEC が事務局）の成
果（業界横断 EDI 仕様 V1.1）を継承し、
グローバルな情報連携との相互運用性を
保ちながら、その成果を金流・商流の情
報連携を含め、サプライチェーンに関る
業務・業種に幅広く拡充してゆく 役割も
担い、2015 年に国連 CEFACT 日本委員
会の下に設置された。実務面では、国連
CEFACT 活動への直接の貢献や国内業界
団体と直接のコンタクトがある。国際連
携、金流商流情報連携、国際/業界横断
EDI の３つのタスクフォースにより運営
され、標準化の基本である国連 CEFACT
共通辞書（CCL： Core Component 
Library）の実質的管理を担い、情報項目
定義資料やビジネスニーズ根拠につき技
術評価を行う。事務局として一般社団法
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人サプライチェーン情報基盤研究会
（SIPS）が設けられている。 
 

④ 登録技術審査グループ 
国連 CEFACT 標準に則った EDI 仕様の
国内展開、及び我が国産業界の業務要件
を国連 CEFACT 標準に反映させるメイン
テナンス要求の技術的信頼性を確保する
ため、2018 年に国連 CEFACT 日本委員
会の作業部会として設置され、次の成果
物の技術審査を行う。 
技術審査とは、国連 CEFACT の技術仕様
に合っているか否かの審査。国連
CEFACT 技術仕様には、XML メッセー
ジ規則のみならず、意味定義を含む情報
項目定義手法（コア構成要素技術仕様）
なども含む。 

 国連 CEFACT 共通辞書メインテナ
ンス要求書 

 業界横断 EDI 辞書 
 業界横断 EDI 参照メッセージ （主

に日本の産業界向けに業界横断で
共通に使用する情報項目により設
計されたメッセージ。特定業界や業
務分野で使用する実装 EDI メッセ
ージは、業界横断 EDI 参照メッセ
ージに業務領域特有の情報項目を
業界横断 EDI 辞書より選択追加す
ることにより設計する） 

 業 務 領 域 メ ッ セ ー ジ  （ 国 連
CEFACT 標準に則った業界横断
EDI 仕様に準拠した特定業務領域
をカバーするメッセージの公開） 

 
２． 2021 年度日本委員会第 33 回総会 

要旨 
7 月 29 日（木）オンライン会議にて、20 業界
団体を含め 27 委員（委任７名を含む）の参加

をいただき日本委員会第 33 回総会は成立し
た。 
冒頭、日本委員会事務局（JASTPRO 秋田専務
理事）より、 
委員に対して国連 CEFACT 日本委員会総会出
席及び JASTPRO に対する支援・協力へ謝辞と、
貿易大国、IT 先進国の一つである我が国が、国
連 CEFACT における議論に貢献できること、
また日本の標準を世界の標準にできることを
目指して、委員の皆様に心置きなく活動してい
ただけるよう、事務局として取り組んで参る旨
挨拶があり、国連 CEFACT 日本委員会 第 33
回総会の議事次第が承認され議題に進んだ。 
 
役員及び監事選出においては、 
委員長には、引き続き 早稲田大学名誉教授 
椿 弘治氏（再任）、 
副委員長には、新たに 三菱商事株式会社 
鶴田 仁氏（新任）、 
監事には、引き続き 一般社団法人全国銀行
協会 小川 幹夫氏（再任） 
に就任いただくことが承認された。 
新規加入／退会の議題においては、 
株式会社トレードワルツの新規加入が承認さ
れ、染谷 悟氏（株式会社トレードワルツ 
取締役 CEO 室長 兼 グローバル＆アライアン
ス事業本部長）に委員として参加いただい
た。 
また、一般社団法人 日本電線工業会の退会が
承認された。 
 
続く議題として、実働組織を含む日本委員会
2020 年度活動報告と 2021 年度活動計画が説明
され承認された。内容は次のとおり。 
 
１） 国連 CEFACT 総会・フォーラム 
2020 年度は、新型コロナ感染により、春のフ
ォーラムや中止、第 26 回総会のみオンライン
会議で行われ、8 名の副議長が選出され、勧告
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としてはシングルウィンドウの確立に関する
推薦事項とガイドラインなどが承認された。  
フォーラムは、秋のみ第 35 回フォーラムとし
て開催され、持続可能な繊維と皮革のトレー
サビリティと透明性プロジェクト等が紹介さ
れた。 
2021 年度も引き続きオンライン会議にて、4
月 19・20 日に第 27 回総会が開催され、議長
の Ms. Sue Probert 氏が再任され、アジア太平
洋地域ラポーターとして菅又 久直氏が選出さ
れた。勧告としては、#38 貿易情報ポータル
（TIP）、#46 衣服及び履物分野における持続
可能なバリューチェーンの透明性とトレーサ
ビリティの強化等が承認され、#46 は特に強調
された。 
総会に続き 4 月 26 日から 5 月 7 日まで第 36
回フォーラムもオンライン開催され、業務領
域毎のセッションが持たれた。詳細は月刊
JASTPRO 505（5 月号）1、506（6 月号）2に
掲載した。 
本年秋には、第 37 回フォーラムが 10 月 4 日
～15 日にてオンライン開催されることが決定
している。 
 
２） AFACT 
2020 年度は、新型コロナ感染の影響により、
例年開催される中間会議、総会は見送られ、
AFACT 継続のための運営会議のみ 12 月 9 日
にオンライン会議で開催され、ホスト国マレ
ーシアが 2021 年度も継続すること、旅行作業
グループの議長が日本から中華台北に交代さ
れることなどが決定された。 
2021 年度は、7 月 15 日に中間会議がオンライ
ンにて開催され、国連 CEFACT 総会・フォー

 
1 
https://www.jastpro.org/files/libs/945/20210526
100540907.pdf 
2 
https://www.jastpro.org/files/libs/975/20210630
1002348197.pdf  

ラムの概要説明、情報共有に始まり、ブロッ
クチェーン技術の貿易プラットフォームのイ
ンターオペラビリティについて説明され、ア
ジア各国のプラットフォームの調査プロジェ
クトが提案された。また、日本発のプロジェ
クトである電子交渉 eNegotiation が紹介され
た。 

 
３） 標準促進委員会 
2020 年度は、委員会の開催はなく、DMR 提
案審査、UN/LOCODE の Japan Focal Point
としての活動を行った。 
2021 年度は DMR 審査及び UN/LOCODE 管
理に加えて、国内コード表登録サービス（日
本委員会は、国連 CEFACT に登録されたコー
ド管理機関）を開始する予定。 
 
４） サプライチェーン情報基盤研究会（SIPS） 
SIPS 主導で進めてきた国連 CEFACT メッセ
ージ構築ガイドラインをベースに、実装に役
立つ情報／ツールの提供と導入スキルの普及
に努め、国内への国連 CEFACT 標準の適用を
推進した。更に、IoT や API-EDI など IT 技
術の進化に伴う標準 EDI 実装法の調査研究を
進め、国内外の DX（デジタル・トランスフォ
ーメイション）の推進に貢献することを方針
とした。国内外の商取引環境等の変化を捉
え、新たな技術に対応するビジネスインフラ
の枠組みの中で、国際標準と連動する業界横
断 EDI 仕様の新分野への展開を図るため、以
下の３つのタスクフォースによる調査・研究
を行った。 
 

３近い将来、AI 技術が企業システムに組み込まれ、
一部の企業間取引における交渉事が電子的に実施さ
れるようになることを考慮し、電子交渉を実装する
ためのプロトコルにつき、日本から国連 CEFACT
に新たなプロジェクトを提案している。 

https://www.jastpro.org/files/libs/945/20210526100540907.pdf
https://www.jastpro.org/files/libs/975/202106301002348197.pdf
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① 国際連携タスクフォース（リーダー：堀
内一 UML モデリング推進協議会） 

新たな経済連携協定や貿易円滑化協定などの
国際取引の枠組みの中で、商取引（売買・出荷
納入に関わる EDI）、金融（支払・決済に関わる
EDI）及び生産（製造サプライチェーンに関わ
る EDI）で使用される情報項目及び情報交換方
式を標準化することで産業の情報基盤構築に
資するタスクフォース。それを実現のため、関
連タスクフォースと国連 CEFACT日本委員会・
標準促進委員会と協力して、国連 CEFACT お
よびアジア地域における国際連携調査研究を
行う。 
 
 国連 CEFACT における国際標準化とその

普及としては、国連 CEFACT 日本委員会
の下、国連 CEFACT における手法技術
PDA（Program Development Area のこと
で、国連 CEFACT が決めた標準化開発促
進の領域で、企画開発分野とも言う）、国
際サプライチェーン PDA、およびライブ
ラリ管理チームに参加し、日本提案を含む
標準の策定・保守と普及に貢献した。 
具体的には、電子インボイスへの対応、
貿易運輸関連 EDI 実装への対応のため国
連 CEFACT 共通辞書へ日本提案を反映し
た。 

 
 新技術に対応する国連 CEFACT プロジェ

クト参加に関しては、国連 CEFACT 標準
をユーザーニーズに合わせて展開するこ
とを容易にするため、SIPS が主体となっ
て提案した XML メッセージ構築ガイドラ
インが、2020 年 8 月に完成し公開された。
このガイドラインに対応するため、2021
年度に国連 CEFACT 技術仕様（CCBDA、
NDR）修正プロジェクトを推進すると共
に、ユーザ間で使用する情報項目を決める
ための企業間システム協同メカニズム策

定のための新プロジェクトを検討する。ま
た、汎用的な受信確認メッセージ標準化の
ためのプロジェクトを提案し、2020 年 12
月に完成し公開された。 

 2020 年に SIPS 会員により提案された電子
交渉 eNegotiation は、国連プロジェクトと
して登録され、2021 年度は、AI 連携のた
めの電子交渉メカニズムの標準化プロジ
ェクトを進め業務要件仕様（BRS）と実装
ガイドを完成させる予定。 
 

 国連 CEFACT 標準の国内への適用につい
て は 、 EDI の API 化 プ ロ ジ ェ ク ト
（RDM2API）を評価し、国内実装の適否
につき検討する。また、自動車業界スケジ
ューリング改訂プロジェクト（Automotive）
につき、国内のジャストインタイム生産を
支える日本自動車工業会の EDI 標準への
影響を分析する。 

 
② 国際／業界横断 EDI タスクフォース

（リーダー：兼子邦彦 SCCC リアル
タイム経営推進協議会理事長） 

国 内 産 業 界 の 要 件 か ら の 情 報 項 目 の 国 連
CEFACT 共通辞書（CCL）へ反映と CCL とタ
イムリーに連動する「国内用の業界横断 EDI 辞
書」を保守管理し、当該辞書を核にした業界横
断 EDI 仕様を国内産業界に展開するタスクフ
ォース。 
国内用の業界横断 EDI 辞書は、自動車工業会標
準の一部であるトヨタ WG の EDI、農業機械部
品 EDI、中小企業共通 EDI などで使われてい
る。 
 
 SIPS 業界横断 EDI 仕様の国際標準化推進

（国内から CCL へ）としては、 
SIPS 提案情報項目を反映した最新版の国
連 CEFACT 共通辞書（2020 年 A 版及び
B 版）の日本語版を整備し公開した。引
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き続き 2021 年 A 版及び B 版を整備予
定。 

 
 国内産業界の情報項目要件（国内税制改定、

農業機械部品 EDI、電子インボイス、中小
企業共通 EDI）に基づき、国連 CEFACT
共通辞書への追加・変更要求を提出し、そ
の統一を実施。 

 
 国連 CEFACT 共通辞書を使用した国内使

用メッセージ用のコード表を整備した。
2021 年度は、国連 CEFACT 標準に準拠す
るコード表を整備するため、国連 CEFACT
標準コード表の日本語化及び国内使用の
ためのサブセットを整備すると共に、国内
業界で固有に策定するコード表及び ID 表
の登録サービスを開始する。 

 
  SIPS 業界横断 EDI 仕様の国内業界への展 

開については、 
我が国主要業界標準である流通 BMS 標準 
と国連 CEFACT 共通辞書とのデータ連携 
分析を進めた。 
流通 BMS 標準は、大手消費財量販店と納 
入業者（大手卸、大手消費財メーカー） 
の取引を対象としている。サプライチェ 
ーン上流にある消費財メーカー・中小卸 
や関連業界（惣菜、飲食など）の多数の 
中小企業の DX 化を目指し、流通 BMS デ 
ータと中小企業共通 EDI との連携を検討 
している。 

　　また、国連 CEFACT 準拠の中小企業共通 
　　EDI標準の整備を支援し、国連 CEFACT 
　　共通辞書との整合化分析を行った。 
　　（IT コーディネータ協会にて、中小企業
　　共通EDI 準拠サービス／ソフトの認証制
　　度を開始した） 
 
　　農業機械部品 EDI の標準化推進には、国 

　　 連CEFACT 共通辞書との整合化分析も行
　　 った。 （大手農機具メーカーが全農との 
　　 EDI を進めるために標準を策定した） 
 会計ソフトベンダー中心の電子インボイ

ス推進協議会にて国内インボイスの検討
が進められた。SIPS は、中小企業共通 EDI
の観点から、国内インボイス EDI に国連
CEFACT 標準の採用を提言したが、海外
の政府調達インボイスに PEPPOL（UBL）
採用の国が多い理由から、PEPPOL の採用
が決まった。PEPPOL 採用については内閣
官房 IT 総合戦略室が支援している（国内
の PEPPOL Authority は政府が担当）。 
SIPS としては、PEPPOL 版電子インボイ
スについて ①国内請求慣習及び税制へ
の対応が難航、②受発注／出荷納入 EDI
とのデータ連携が無いなどの未検討分野
があり、国連 CEFACT 準拠のサプライチ
ェーン EDI メッセージとの連携をどうす
るかが課題と認識している。 
2021 年度は、国連 CEFACT メッセージ
策定支援サービスを提供する。また、デ
ータ連携基盤ソフトウェアを整備し、メ
ッセージデータモデル間のマッピングが
容易に行える仕組みを構築できるよう、
情報項目の相互変換のためのマッピング
テーブル策定を支援する。 

 
 2020 年度に国内 DX 推進に関わる次のデ

ジタル化分野につき行った調査（タスクフ
ォース内の情報共有）は、 
経団連「サプライチェーン委員会」の提
言、デジタルガバメント実行計画、IPA
（情報処理推進機構）による DX 認定制
度、TDBC（運輸デジタルビジネス協議
会）の動態管理プラットフォーム。 
2021 年度には、新規プロジェクトの調査
として、スマート物流関連プロジェク
ト、貿易情報連携プラットフォーム関連
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プロジェクト、産業データ連携基盤関連
プロジェクトを計画している。 
 

③ 金流商流情報連携タスクフォース（リ
ーダー：遠城秀和 NTT データシステム
技術株式会社） 

金融業界の決済高度化に向けた戦略的取組み
に呼応した産業界への実装推進を技術的（商流
情報項目の整備など）に支援すると共に、金流
商流情報の利活用に関する研究を行うタスク
フォース。 
 
 金流商流情報連携基盤の推進においては、

2020 年度は電子インボイス対応の検討が
中心となり、全銀 EDI システムとの連携
推進についての進捗はなかった。 
2021 年度は、支払通知メッセージ及びコ
ード表の改訂、全銀 EDI との連携推進で
は、MIME に EDI 種別識別番号（CIEDI: 
Cross Industry EDI number）を新設、
CIEDI 登録サービスを提供するととも
に、ISO20022 導入ガイドの改訂（CIEDI
利用ガイド）を計画している。 

 
 金流商流情報の利活用分野の調査（タスク

フォース内の情報共有）としては、以下を
対象とした。 

 欧州電子インボイス標準（EN16931 
 デジタル通貨（デジタル円、デジタル

通貨） 
 トヨタコイン及びトヨタブロックチ

ェーンラボ 
2021 年度は、国内 DX 推進に貢献できる、
金流商流情報連携を活用した応用分野の
可能性調査を行う。 

 
５） 国連 CEFACT 観光部会 
2019 年度に国連 CEFACT に設置したプロジェ
クトと連携した活動を行うこととしてきたが、

世界的に新型コロナ感染の影響が大きく、国際
活動が困難であったために、2020 年度以降、主
として国内活動を行っている。 
 
① Sustainable Tourism 検討プロジェク
ト（ST プロジェクト） 
国連 SDGs の指針を踏まえて、持続可能な観光
に関する定義、基準、ガイドラインの作成を目
的とするプロジェクトであるが、世界的コロナ
禍の中で、旅行観光業界そのものが立ち上がら
なければ検討が進まないという苦しさがある。
2021 年 8 月までは国連 CEFACT での活動が中
断の状況である。 
 
② 体験プログラム Technical Artifacts 
検討プロジェクト（EPs プロジェクト） 
各地域で事業化が進んでいる体験プログラム
（EPs）を、国際取引に対応できるようにする
ため、EPs の技術標準を開発する。国際取引に
必要な情報を BRS（ビジネス要求仕様書）にま
とめ、整理した情報を国連 CEFACT の CCL に
登録する。本プロジェクトで定めた内容が、ソ
フトウェア開発者のメッセージ構築に活用し
易いように使い方ガイドを作成する。 
2021 年度前半には国連 CEFACT 観光部会の成
果として第１版を完成させる計画であり国内
での検討を進めていくが、国際協調が困難とな
る中であることで工程の見直しも考えられる。 
 
AFACT 対応としては、TT&L WG（旅行観光
作業部会）の 2021 年内の開催にむけ可能な検
討をしていく。 
 
新技術の検討と活用に関しては、今後の旅行観
光の情報交換において、API, AI, Blockchain、
データ Security 等の技術は重要な検討事項と認
識された。 
AR や XR など仮想旅行の検討（トレードワル
ツ染谷氏のコメント）も考えていくこととする。 
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６） 登録技術審査グループ 
技術審査として、2020 年度は、国連 CEFACT
共通辞書メインテナンス要求、業界横断 EDI 辞
書の公開（業界横断 EDI 辞書（日本語版）2020
年 A 版・B 版）、業界横断 EDI 参照メッセージ
の公開（受信確認メッセージ V5）を実施。 
2021 年度は、引き続き、国連 CEFACT 共通辞
書メインテナンス要求、業界横断 EDI 辞書の公
開、業界横断 EDI 参照メッセージの公開（請求
書メッセージ V6）の実施を計画。 
新たに、業務領域メッセージの登録として、中
小企業共通 EDI V4、金融 EDI 支払通知メッセ
ージ V6 を計画している。 
 
以上の内容が報告され、国連 CEFACT 日本委
員会総会は閉会した。 
各作業部会、タスクフォースは、年間 5 回から
8 回の会議が開催され、活発な議論が行われ、
標準という面から世の中の DX や SDGs の下支
えをしている。 
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記事 4．青山学院大学/WCO「戦略経営･知的財産権プログラム」への講師派遣 
 

業務二部長（青山学院大学経営学研究科客員教授）今川 博 

開発途上国への技術協力 
 JASTPRO では貿易手続きの円滑化に資する
開発途上国への技術協力についても積極的に
貢献しています。これまで、JICA、APEC 事務
局、財務省、外務省などの要請を受けて各種セ
ミナーへの講師派遣を行ってきていますが、
2017 年から、世界各国の税関などで指導的な役
割を果たすことが期待される将来のリーダー
のために青山学院大学経営学研究科が世界税
関機構(World Customs Organization (WCO))
のスポンサーシップの下で提供する国際的な
修士課程 (1 年間)への講師派遣を継続的に行
っています。 
 これらの技術協力事業への支援・協力は、国
際的に貿易関係手続の簡易化を推進し、ひいて
は途上国における日系企業の貿易活動の促進
にも裨益するものであり、我が国政府が推進す
る貿易関係手続の簡易化に関する政策立案及
びその実施への協力にも合致するものと考え
ます。 
戦略経営･知的財産権プログラム 
 本修士コースには、WCO で選抜された 10 名
の若手･中堅税関職員が留学生として参加しま
す。本年度は、アフリカ 5 名、アジア 3 名、中
央アジア１名、カリブ海１名の参加者を得まし
た。筆者が担当する科目は Customs Law と
Customs  Tariff Law の２教科で、毎週水曜日、
3 時 5 分から 6 時 20 分まで 90 分の講義を 2
回、途中 15 分の休憩を含め、15 週にわたって
行います。 
 Customs Law では、税関の執務に必要不可欠
な基幹協定である WTO 関連の原産地規則協定、
関税評価協定、貿易円滑化協定、WCO 関連の
HS 条約、改正京都規約を取り上げ、条文の解
釈のみならず、協定の成立に至った経緯、直面

する諸問題について議論を深めています。一方、
Customs Tariff Law では、関税の種類、用途の
解説に始まり、関税同盟･広域 FTA 下での税関
の役割、BREXIT で示された共同体離脱に際し
ての英国税関の対応、グローバル･バリューチ
ェーンの下で税関が果たすべき役割、通関手続
きの電子化等について講義を進めています。 
キャンパスライフのない留学・・・ 
 一昨年までは、地下鉄の表参道駅から青山通
りを経て青山キャンパスまで歩き、３廻り以上
も若い学部学生さん達と一緒に学内移動をす
るだけでこちらも若返ったような気になりま
したが、筆者の担当科目では昨年度から全講義
をオンライン実施せざるを得なくなりました。
それでも、昨年度の留学生は全員の来日が叶い、
宿舎でのオンライン講義でしたが、それなりに
東京での生活を楽しめたようでした。しかしな
がら、本年度は未だ誰一人入国できずにいます。
留学の醍醐味は外国で学位を取得することに
加え、滞在先での様々な生活体験を得ることで
すから、誠に気の毒に思う次第です。しかも筆
者の講義時間は、アフリカ勢にとっては朝食を
済ませた後の講義に集中しやすい時間帯に当
りますが、カリブ海では真夜中から明け方まで
となります。そのような状況下でも皆熱心に聴
講し、議論に参加してくれました。 
 留学生たちに幸多きことを祈ります。 
 
 
 
 
 
 
 

（最終日の記念撮影風景。皆良い笑顔でした。）
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記事 5．国連 CEFACT からのお知らせ 
 
22 July 2021:  

UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project "Application Programming 
Interface Technical Specification". This project aims to develop a technical specification in order to move 
from Reference Data Model (RDM) based deliverables to a standardized API which retains the richness 
of information available in RDMs. A kick-off meeting of this project is planned on Tuesday, 27 July 2021. 
If you would like more information, please contact the project lead: Ian Watt. 

UN/CEFACT はプロジェクト「API 技術仕様」への参加を呼び掛けています。このプロジェクトは、
参照データモデル（RDM）ベースの成果物を RDM で利用可能なリッチな情報を保持できる標準 API
に移転するための技術仕様を定めることを目指しています。キックオフミーティングは 2021 年 7 月
27 日（火）に開催されました。詳しく知りたい方はプロジェクトリーダーの Ian Watt にご連絡くださ
い。 
 
21 July 2021:  

This is to announce a 60-day public review until 20 September 2021 concerning the Cross Border 
Management Reference Data Model.  Please use the Public Comment Log provided to facilitate the 
preparation of a Disposition Log by the Project Team. 
 「国境管理参照データモデル」の 60 日間公開レビュー（2021 年 9 月 20 日まで）が開始されたとの
告示です。公開コメントログ機能を使って、プロジェクトチームは処分ログの準備を進めてください。 
 
21 July 2021:  

UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project "Single Window Assessment 
Methodology SWAM". The project will develop additional indicators enabling the state governments to 
evaluate the level of development of a Single Window and to answer the question: ‘To what extent does 
the existing facility meet the requirements of trade facilitation and international practice and 
international organizations’ recommendations?’. If you would like more information, please contact the 
project lead: Joaquin Eugenio Gonzalez Galvan. 

UN/CEFACT はプロジェクト「シングルウィンドウ評価法（SWAM）」への参加を呼び掛けていま
す。このプロジェクトは、加盟国政府がシングルウィンドウの進展状況を評価する追加指標を策定し、
現状が貿易円滑化や国際慣行、国際機関の勧告の要求をどの程度満たしているのか点検できるように
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 Joaquin Eugenio Gonzalez Galvan にご連
絡ください。 
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編 集 後 記 
 
「記事 1．汎ユーロ地中海条約原産地規則の改正（前編）」で言及された「スパゲティボウル現象」

ですが、初めて見たときは？！でした。どうして特恵原産地規則を説明にスパゲティが現れたの…？
と思いましたが、制度の複雑さと手続きの煩雑さの表現だと説明を読んでわかりました。そして頭の
中に何故か、アンテナ付の 70 年代のテレビが光っているリビングの中で、一人がけソファーに座っ
て、目の前のミートボールスパゲティが絡まっているところを見ながら、どこから食べていいかを困
っている人の姿が浮かび上がりました。 

想像の中の人の悩みに共感して、「スパゲティボウル現象」の意味を理解できました。こんなにい
い例えが世の中にもっとあればきっと楽しいと思います。 

 
スカーレット 

 
  



 

-52- 
 

 



JASTPRO 第47巻 第5号 通巻第508号
・禁無断転載
2021年8月30日発行21-05
発 行 所 一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会

東京都中央区八丁堀2丁目29番11号
キューアス八丁堀第二ビル4階

電 話 03-3555-6031（代）
ファクシミリ 03-3555-6032
編集人 秋 田 潤



Japan

Association for

Simplification of International

Trade

PROcedures

UN/CEFACT
Japan

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会は、国連CEFACT（貿易円滑化と電子ビジネスのための
国連センター）に日本事務局として登録されています。


