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記事１. 汎ユーロ地中海原産地規則の改正（後編） 

 

業務二部長 今川 博 

 

 前編においては欧州統合の歴史の中で縦横無尽な FTA 網の構築による経済的な統合強化、 さらに

原産地規則の原則であった二国間累積を超える対角累積及び完全累積へのアップグレードによる「線」

から「面」への拡がりを実現させようとする動きについて述べたところです。本稿は後編として、個々

の主要規定の改正内容について、条約本体条文のうち原産性判断要件及び積送要件までの解説を行い

ます。なお、本編で参照する資料は、以下のとおりです。 

現行条約 Council Decision of 26 March 2012 on the conclusion of the Regional Convention on pan-

Euro-Mediterranean preferential rules of origin (2013/94/EU) 

URL 〔https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.054. 

01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2013:054:TOC#L_2013054EN.01000401〕 

改正条約 COUNCIL DECISION (EU) 2019/2198 of 25 November 2019 on the position to be taken 

on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on 

pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of the Convention 

URL 〔https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019D2198&qid= 

1629164742024〕 

 

条約本体条文 

原産性判断要件 

• 完全生産品に係る｢船舶｣、｢工船｣の要件の緩和： 

 船舶への出資要件を緩和し、船員要件を削除することで、領海外での漁撈による水産品の原産資格

を取得しやすくしています。船員要件があまりに厳格であると特恵制度の活用が困難となる実態があ

り、我が国をはじめ、世界的に締約国の船員を要件にする規則は少数となってきています。 

現行第 4 条（船舶･工船の定義） 改正規定第 3 条（船舶･工船の定義） 

 輸出締約国で登録又は記録 

 輸出締約国の旗を掲げて航行 

 輸出締約国の国民又は当該国に本店を有する法人

が少なくとも 50％の持ち分を所有（法人の場合、

管理職、役員会又は監査役会の長及びその構成員の

過半数が当該輸出締約国の国民であり、合名会社、

合資会社、有限会社の場合、その資本の額の少なく

とも半分が輸出締約国又は当該国の公法人若しく

は国民によって所有） 

 船長及び高級船員が輸出締約国の国民 

 船員の少なくとも 75%が輸出締約国の国民 

 輸出又は輸入締約国で登録 

 輸出又は輸入締約国の旗を掲げて航行 

 以下のどちらかを満たす： 

✓ 輸出又は輸入締約国の国民が少なくとも 50%

の持ち分を所有；又は 

✓ 輸出又は輸入締約国に本店及び主たる事務所

を有し、かつ、輸出若しくは輸入締約国又はこ

れらの国の公法人若しくは国民が少なくとも

50%の持ち分を所有 

 輸出又は輸入締約国が EU の場合、EU 加盟国 

 EFTA 諸国は一締約国とみなす 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.054.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2013:054:TOC#L_2013054EN.01000401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.054.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2013:054:TOC#L_2013054EN.01000401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019D2198&qid=%201629164742024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019D2198&qid=%201629164742024
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• 十分な作業又は加工における平均法の導入： 

 ｢十分な作業又は加工｣の概念は、通常、｢実質的変更｣として整理されます。特恵原産地規則において

は、多くの例で、品目別規則を満たすことで原産性を付与されます。例外としては、協定条文本体に

｢項変更ルール｣ (我が国の GSP 規則) のみを規定する方法、同条文に｢項変更ルール」又は｢40％付加

価値基準｣を原則とする旨を規定しその例外だけを別表に掲載 (日アセアン規則)する方法などがあり

ます。 

 付加価値基準の計算において、現行規則では産品のロット単位での厳密な工場渡し価額と非原産材

料の総額の算定が求められるのに対して、改正規定では平均法を導入し、これらの数値の算出に一定

期間の平均値を使用できるようになります。この規定は、我が国では TPP11 の自動車に関する付加価

値計算で認められますが、日 EU･EPA では認められていません。 

現行第５条１項(十分な作業又は加工が行われた産品) 改正第 4 条（十分な作業又は加工） 

 締約国で完全に得られていない産品は、附属書 II の

リストに規定される要件を満たした場合に十分な

作業又は加工が行われたとみなされる(原則)。 

 上記要件は、生産に使用される非原産材料に対して

行われる作業又は加工を意味し、当該材料に対して

のみ適用される。リストに規定される要件を満たし

て原産資格を得た産品が他の産品の生産に使用さ

れた場合、材料として使用された産品が組み込まれ

る他の産品に適用される要件は、当該材料とされる

産品には適用されない。さらに、当該材料とされる

産品の生産に使用された非原産材料を考慮する必

要はない  (｢ロー ルアッ プ (roll-up)｣又は｢吸収

(absorption)｣と呼ばれる原則)。 

 同左 

 

 

 上記に従って締約国で原産資格を得た産品が他の

産品の生産に材料として使用された場合、当該材料

として使用される産品の生産に使用された非原産

材料を考慮する必要はない(｢ロールアップ(roll-

up)｣又は｢吸収(absorption)｣と呼ばれる原則)。 

 

 

 

 

 

 上記の要件を満たしたかどうかの判断は、各産品に

対して行われる。ただし、MaxNOM (非原産材料の

最大許容限度) が要件である場合、価額と為替相場

の変動を考慮し、締約国の税関当局は、輸出者に対

して｢工場渡し価額｣と｢非原産材料の価額｣の算定

において平均法の使用を認めることができる。 

 平均法においては、｢工場渡し価額｣として前会計年

度における当該産品の販売実績、｢非原産材料の価

額｣として前会計年度又は 3 ヵ月以上の期間 (年度

をとおしての数値がない場合) における当該産品

の生産に使用された非原産材料の総額をベースと

した平均値とする。 

 平均法を選択した輸出者は、参照する年度に続く通

年度又は当該短期間(3 ヵ月以上)に続く通年度で、

一貫して平均法を適用しなければならない。価額と

為替相場の変動が収まれば、平均法の適用を取り止

めることができる。 



-3- 

 

• 許容限度（デミニミス規定）の緩和： 

 品目別規則 (特に関税分類変更基準) を満たさない材料の価額が産品の価額との割合で 10%を超え

なければ原産性を否認しないとの規定です。改正規則では閾値が 15%に緩和され、農産品では重量基

準を導入したので、より原産資格が得られやすくなります。  

現行第 5 条 2、3 項(十分な作業又は加工が行われた産品) 改正規定第 5 条（許容限度） 

品目別規則を満たさない非原産材料の使用： 

 繊維･繊維製品以外は、工場渡し価額の 10％以下 

 

 

 

 繊維･繊維製品は、附属書 II の Introductory Notes

で別途規定 

品目別規則を満たさない非原産材料の使用： 

 農産品 (1 類、3 類、16 類の水産加工品を除く)は、

ネット重量の 15％以下 

 繊維･繊維製品を除く上記以外の品目は、工場渡し

価額の 15％以下 

 繊維･繊維製品は、附属書 I 注釈 7、8 に規定 

 許容限度規定は完全生産品には適用されないが、

品目別規則要件に完全生産材料の使用が規定され

る場合には適用される。 

 

• 累積及び累積の適用条件： 

 EU の累積規定には様々な種類が存在します。簡単に整理すると以下のとおりです。 

二国間累積（bilateral cumulation） 

 二国間 FTA を締結している締約国間で他方の締約国の原産品を自国での産品の生産に材料として

使 用 す る 場 合 に 自 国 の 原 産 材 料 と し て 取 り 扱 う こ と を 容 認 す る 規 定 が 二 国 間 累 積  (bilateral 

cumulation) でのモノの累積規定で、他方の締約国の生産行為を自国での生産行為として取り扱うこ

とを認める規定が二国間累積での生産行為の累積規定です。一般的には、モノの累積のみを規定する

累積規定 (UNCTAD では｢部分累積｣と呼んでいます。) が過半を占め、これに生産行為の累積条項が

加わると｢完全累積｣と呼ばれます。生産行為の累積と完全累積との使い分けが難しいのですが、モノ

の累積を規定せずに生産行為の累積のみを規定する原産地規則は存在しないので、生産行為の累積を

認める累積を、事実上、完全累積と呼んでいます。結果的に、二国間部分累積と二国間完全累積が存在

することになります。 

対角累積（diagonal cumulation） 

 前編で述べたとおり、二国間 FTA を締結している二つの締約国と共通の第三国がそれぞれ FTA を

締結していることが前提で、EＵの場合はこれらの三ヵ国の FTA 原産地規則が同一であることが次の

条件となります。さらに、通報規定、運用上の協力規定等が加わり、対角累積が発効します。その結果、

本来の二国間累積に加えて共通の第三国の原産品を自国での産品の生産に使用する場合に原産材料と

して取り扱うことを許容する｢モノの対角累積｣が確立し、当該第三国が前述の条件を満たす都度、増

えていきます。汎ユーロ地中海条約では現在のところ 24 ヵ国･地域でそれぞれ FTA を締結しあうこと

になるので、最終的には (24ｘ23÷2) 同一の原産地規則を共有する 276 本の FTA の集合体を目指す

ことになります。改正汎ユーロ地中海条約原産地規則では、モノの累積に加えて、繊維･繊維製品以外

の品目分野で｢生産行為の対角累積｣を認めることになり、繊維･繊維製品においても生産行為の累積を

選択できることとしています。この選択をしない場合であっても、繊維･繊維製品での二国間累積での
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生産行為の累積が標準規定になります。 

 以上を簡単に表にすると、以下のとおりです。 

 

             完全累積 

部分累積  

モノの累積 生産行為の累積 

二国間累積 現行･改正規定 改正規定：繊維･繊維製品 

対角累積 現行･改正規定 改正規定：繊維･繊維製品以外 

 なお、EU の原産地規則上の非原産材料を使用した生産行為には次の３通りがあります。 

(i) 非原産材料への十分な作業･加工 (品目別規則を満たし、原産性付与） 

(ii) 非原産材料への十分な作業･加工に至らない（品目別規則を満たさず、原産性を付与しない） 

(iii) 非原産材料への｢十分でない作業･加工｣を超えない（原産性を付与しない） 

 これらの生産行為を律する基準は｢品目別規則｣と｢十分でない作業･加工｣の二つですが、このうち、

累積規定の適用ができる(他の締約国の原産材料を自国の原産材料として取り扱うことができる)のは、

｢十分でない作業･加工｣(例えば、水による希釈、洗浄、ボトル詰め)を超える作業･加工を行った場合に

限られます。したがって、EU の規則上、例えば繊維･繊維製品における２工程ルールのうち他の締約

国で 1 工程、自国で１工程を行った場合は、自国での１工程は品目別規則を満たさず実質的変更では

ありませんが、｢十分でない作業･加工｣以上であれば他の締約国の１工程を自国での工程とみなすこと

ができるので、合算して２工程を満たすことができます。他の締約国の原産品が輸入され、何らの作

業･加工も行われずに別の締約国に輸出された場合は、当該他の締約国の原産品の原産性は維持されま

す。 

 累積規定の適用において｢十分でない作業･加工｣の実施を前提とするのは欧州特有の制度で、我が国

又は北米地域の原産地規則ではこの規定を置かないことが一般的です。ただし、多国間協定において

締約国の譲許税率に相手国によって税率が異なる (税率差が生じる) 場合、この規定は締約国の中で

もより税率の低い国を経由 (迂回) することで輸出国を低税率の国と偽装する手法に対して有効に働

きます。税率差ルールを原産地規則で対応するか (EU 方式)、マーケットアクセスの問題として別途

ルールを設けて対応するか (TPP11) の違いとも云えます。 

現行第 3 条（累積） 改正規定第 7 条 (累積)･８条 (累積の適用条件) 

【二国間及び対角累積でのモノの累積】 

 EEA 諸国、スイス、トルコの原産材料から生産され

る産品は、輸出締約国の原産品とする (ただし、輸

出締約国で実質的変更が行われたことを要しない

が、十分でない作業･加工のみが行われた場合を除

く)。 

 ファロー諸島、トルコを除くバルセロナ･プロセス

参加国、その他の締約国の原産材料から生産される

産品は、輸出締約国の原産品とする (ただし、輸出

締約国で実質的変更が行われたことを要しないが、

十分でない作業･加工のみが行われた場合を除く)。 

【二国間及び対角累積でのモノの累積】 

 他の締約国の原産材料から生産される産品は、輸

出締約国の原産品とする (ただし、輸出締約国で

実質的変更が行われたことを要しないが、十分で

ない作業･加工のみが行われた場合を除く)。 
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現行第 3 条（累積） 改正規定第 7 条 (累積)･８条 (累積の適用条件) 

 輸出締約国で十分でない作業･加工を超えない作

業･加工を行った場合、域内のどの一締約国の原産

材料の価額よりも当該輸出締約国での付加価値が

大きければ当該輸出締約国の原産品とし、当該付加

価値以下であれば産品の生産に使用された原産材

料提供締約国のうち最大貢献国の原産品とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【産品の締約国間移送に係る原産性の維持】 

 原産品が輸出締約国で何らの作業･加工も行われ

なかった場合、他の締約国に輸出される限りにお

いて当該産品の原産性は維持される。 

【累積の条件】 

 本条の累積は、以下の条件を満たす場合に適用され

る。 

✓ ガット 24 条に整合的な特恵協定が、輸入締約

 輸出締約国で十分でない作業･加工を行った場合、

域内の複数国の原産材料の価額よりも当該輸出締

約国での付加価値が大きければ当該輸出締約国の

原産品、付加価値以下であれば産品の生産に使用

された原材料提供締約国のうち最大貢献国の原産

品とする。 

【二国間及び対角累積での生産行為の累積】 

 繊維･繊維製品を除き、輸出締約国以外の締約国で

行われた作業･加工は、輸出締約国で引き続き何ら

かの作業･加工が行われた  (undergo subsequent 

working or processing) 場合には、当該輸出締約国

で行われたものとみなす。 

【繊維分野に係る二国間累積での生産行為の累積】 

 繊維･繊維製品であって、二国間累積(bilateral 

cumulation)の適用に限った観点からは、輸入締約

国で行われる作業･加工は、輸出締約国で行われた

ものとみなす (輸出締約国で引き続き何らかの作

業･加工が行われたことを条件とする。)。この関

連で、EU の安定化･連合プロセス参加国及びモル

ドバについては、一締約国とみなす。 

【繊維分野に係る対角累積での生産行為の累積選択】 

 締約国は繊維･繊維製品の輸入に際して完全累積

を適用することを選択することができる。当該選

択を行った締約国は、その旨及び変更を合同委員

会に通報する。これらの適用国リストは附属書

VIII に掲載され、適用を停止した場合には直ちに

修正される。各締約国は、付属書 VIII の適用国リ

ストを国内で周知する。 

【十分でない作業･加工と生産行為の累積】 

 生産行為の累積の適用に当たって、輸出締約国で

原産品に対して加えられた作業･加工が十分でな

い作業･加工を超える作業･加工であった場合に限

って、輸出締約国の原産品とみなされる。 

【産品の締約国間移送に係る原産性の維持】 

 同左 

 

 

【累積の条件】 

 第７条の累積規定は、以下の条件を満たす場合に

適用される。  

① ガット 24 条に整合的な特恵協定が、輸入
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現行第 3 条（累積） 改正規定第 7 条 (累積)･８条 (累積の適用条件) 

国と原産性取得に関与する締約国との間に締結

されている。 

✓ 本条約に定める原産地規則と同一の規則によっ

て材料及び産品の原産性が判断される。 

✓ 累積規定適用に関する要件具備の告知が EU 官

報に、他の締約国においては自国の手続に従っ

て掲載される。 

 累積規定の適用開始日は、EU 官報で告知された日

とする。締約国は、他の締約国に対し欧州委員会を

通じて発効の日を含む条約の詳細を通報する。 

締約国と原産性取得に関与する締約国との間に締結

されている。 

② 本条約に定める原産地規則と同一の規則

によって材料及び産品の原産性が判断される。 

 累積規定適用に関する要件具備の告知は、EU 官報

に、他の締約国においては自国の手続に従って掲

載される。 

 第７条の累積規定の適用開始日は、告知に掲載さ

れた日とする。締約国は、他の締約国に対し欧州

委員会を通じて発効の日を含む条約の詳細を通報

する。 

 第 7 条の累積の適用によって輸出締約国で原産資

格を得た産品の原産地に関する証明 (proof  of 

origin) は、英語で｢cumulation applied  with (国

名)｣との表記が含まれる。EUR1 証明書が使用さ

れる場合には、第 7 欄に同表記が記載される。 

 締約国は、輸入国の立場として、第 7 条の累積の

適用によって輸出締約国で原産資格を得た産品の

原産地に関する証明への記載義務を免除できる。 

 原産地に関する証明への記載義務を免除する締約

国は、合同委員会に対してその旨を通報する。記

載義務を免除した締約国の最新リストを掲載する

告知は、締約国の自国の手続に従って公開される。 

 

• 会計の分離： 

 他の協定では｢代替性のある材料･産品｣として規定されることが一般的です。原産地規則の適正な実

施のためには原産材料と非原産材料は物理的に分離して保管されるべきですが、経済性、保管場所の

スペース等に鑑み必ずしも常に物理的な分離が確保されるわけではありません。そのため、帳簿上の

数字で混ざり合った材料･産品の原産･非原産の割合を按分して使用できるようにしています。現行規

定では在庫の分離保管が｢相当なコストと実質的な困難｣を生じさせていることを税関に説明しなけれ

ばなりませんが、改正規定ではその説明責任を解除しています。 

現行第 20 条（会計の分離） 改正規定第 12 条（会計の分離） 

 同一かつ代替可能な原産及び非原産材料の在庫の

分離保管が相当なコストと実質的な困難を生じさ

せる場合、税関当局は、書面による請求に基づき、

会計の分離手法を承認することができる。その際に

は適用と考えられる条件に従う。  

 

 

 

 原産及び非原産の代替可能な材料が産品の作業又

は加工に使用される場合、事業者は当該材料を分

離在庫として保管することなく会計の分離手法を

用いて材料を管理することができる (コスト･困

難要件の削除)。 

 事業者は、分離在庫として保管することなく会計

の分離手法を用いて原産及び非原産の代替可能な

第 17.01 項の砂糖を管理することができる。 
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現行第 20 条（会計の分離） 改正規定第 12 条（会計の分離） 

 税関当局は、利用者が本手法の承認の使用について

監視し、不適切な使用をした場合にはこれを取り消

すことができる。 

 

 

 本手法は、特定の期間、原産品とみなす数量が在庫

を分離保管していた場合に得られたであろう数量

と同じであることを確保する。 

 

 本手法は産品が生産される国で適用される一般的

会計原則 (general accounting principles)に基づい

て適用され、適用結果が記録されるものとする。 

 本手法の利用者は、原産品とみなされる数量につい

て原産地に関する証明を作成し又は申請すること

ができる。税関当局からの要請がある場合には、利

用者は数量の管理について説明しなければならな

い。 

 締約国は、会計の分離の適用が税関当局による事

前承認によることを求めることができる。税関当

局は適用と考える条件に従って承認することがで

き、その使用につき監視し、不適切な使用をした場

合にはこれを取り消すことができる。 

 会計の分離の使用に当たって、いかなる時にも｢輸

出締約国の原産品｣が分離保管していた場合に得

られたであろう数量を超えることがあってはなら

ない。 

 同左 

 

 

 同左 

 

• 属地主義 (域内一貫生産) の原則： 

 原産地規則の適用において、原則として、産品の生産は常に一又は複数の締約国内で完結しなけれ

ばならず、ほぼ完成品に近い産品が第三国に輸出されて簡単な加工を施されて締約国に戻された場合

にはその原産性を失います。特に、TPP11 は多くの品目分野で生産拠点となっている中国を意識して、

生産途中での中国の関与を排除するために非締約国 (第三国) での加工再輸入を認めていません。 

 一方、EU は、現行規則においても例外規定を設けることで加工再輸入制度に則った形で域外でピン

ポイントの作業を委託することを許容しています (ただし、第三国での付加価値が最終産品の工場渡

し価額の 10％を超えてはいけません。)。改正規則では、現行規則で禁止されている繊維･繊維製品に

対しても本規定を適用できるようにしています。 

現行第 11 条（属地主義） 改正規定第 13 条（属地主義） 

 EEA、累積規定、域外での加工再輸入品の使用規定

で定める場合を除き、原産性判断要件 (第 2 条から

第 10 条まで) は輸出締約国内で一貫して満たさな

ければならない。 

 累積規定の適用がある場合を除き、一つの締約国か

ら他国に輸出され、戻された原産品は、税関当局に

以下の要件具備を証明しない限り非原産品として

取り扱う： 

✓ 戻された産品が輸出された産品と同一、かつ 

✓ 当該他国で産品の状態を良好に保つために必要

な作業を超える作業が行われない。 

 原産性判断要件に従った原産資格の取得は、以下の

 原産性判断要件 (第２条から第 12 条まで) は締約

国内で一貫して満たさなければならない。 

 

 

 一つの締約国から他国に輸出され、戻された原産品

は、税関当局に以下の要件具備を証明しない限り非

原産品として取り扱う： 

✓ 戻された産品が輸出された産品と同一、かつ 

✓ 当該他国で産品の状態を良好に保つために必要

な作業を超える作業が行われない。 

 

 同左 
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現行第 11 条（属地主義） 改正規定第 13 条（属地主義） 

事項が税関当局に疎明できる場合に限り、輸出締約

国外に輸出され、 再輸入された材料に行われた作

業又は加工によって影響されない： 

✓ 当該材料が輸出締約国の完全生産品、又は十分

ではない作業又は加工を超える作業又は加工を

輸出前に行っており、かつ、 

✓ 再輸入された物品が輸出された材料への作業又

は加工によって得られたこと、及び 

輸出締約国外で得られた付加価値が最終的な原産品

の工場渡し価額の 10％を超えないこと。 

この場合、輸出締約国外で行われた作業又は加工に対

して本条約の原産性判断基準は適用されない。しかし

ながら、品目別規則に非原産材料の最大許容限度が定

められている場合、輸出締約国で最終産品に組み込ま

れた非原産材料の総額に、域外で付与された付加価値

総額を加えた額が当該許容限度を超えてはならない。 

 付加価値総額とは、輸出締約国外で付与された全て

のコスト (当該国で使用された材料の額を含む。) 

をいう。 

 輸出締約国外での作業又は加工の許容は、品目別規

則を満たさない場合、又は許容限度 (デミニミス) 

規程で救済されることのみを理由とする場合には

適用されない。 

 輸出締約国外での作業又は加工は、 繊維･繊維製品

に対しては適用されない。 

 輸出締約国外での作業又は加工は、加工再輸入制度 

(outward processing arrangement) 又は類似の精度

の下で行われるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同左 

 

 

 同左 

 

 

 

 (削除) 

 

 同左 

 

• 変更の禁止（積送要件）： 

 原産地規則の技術的用語としては、｢積送要件｣が一般的です。積送要件は、特恵関税適用の対象品目

は輸出締約国で生産されたままの状態で輸入締約国税関に輸入申告されるべきという原則を定めたも

ので、第三国産品の迂回輸入、第三国で更に加工されて別の産品になった物品への特恵関税の適用を

防止することを目的としています。したがって、｢変更の禁止｣は本規定の内容を直截的に表現してい

ると云えます。 

 改正規定では第三国で税関監視下にあることを条件として輸入国で求められるラベリング等の作業

を行うことを認め、輸入国税関から求められた際の証明となる文書を運送書類、商業書類にまで拡げ

ています。これらは、我が国が締結しているメガ協定である TPP11、日 EU･EPA でもほぼ同じ内容と

なっています。 
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現行第 12 条（直接輸送） 改正規定第 14 条（変更の禁止） 

 関連する条約に定められる特恵待遇は、本条約の要

件を満たし、締約国間又は累積規定が適用される締

約国を経由して直接に輸入される産品に対しての

みに適用されるものとする。しかしながら、単一の

貨物を構成する産品は他の領域を経由して、場合に

よってはその地で積み替えられ又は一時蔵置され、

輸送されてもよい。ただし、積替え又は一時蔵置さ

れた国の税関当局の監視下に置かれ、かつ、積卸し

若しくは産品を良好な状態に保つための作業以外

の作業がされないことを条件とする。  

 原産品は輸出締約国及び輸入締約国の領域以外の

領域を越えてパイプラインによって輸送されても

よい。 

 上記の要件を満たすことの証明は、以下の書面を輸

入締約国の税関当局に提出されるものとする： 

✓ 輸出締約国から積替国までの経路を占める単一

の輸送書類; 又は 

✓ 積替国の税関当局が発給した次の事項を証明す

る書類 

① 当該産品の正確な宛先を示すもの、 

② 積み下ろし及び積み戻しの日時、及び (判

明していれば) 船名或いは他の輸送手段、

及び 

③ 積替国で当該産品が保管された状態に関す

る証明、又は 

✓ 上記の提出が出来ない場合、他の立証書類 

 関連する条約に定められる特恵待遇は、本条約の要

件を満たし、締約国で輸入申告された産品に対して

のみに適用される。原産品は、変更してはならず、

何らかの改変を行ってはならず、並びに経由国の税

関当局の監視下又は自国での国内使用のために税

関申告の前の区分けで実施される当該原産品を良

好な状態に保存するために必要な工程及びマーク、

ラベル、封印その他書類を付し、又は施す工程（輸

入締約国の特定の国内的な要件の遵守を確保する

ためのもの）以外の工程を行ってはならない。 

 産品又は貨物の蔵置は、当該産品又は貨物が第三国

において税関の監視の下に置かれていることを条

件として、当該第三国において行うことができる。 

 貨物の分割は、当該貨物が第三国の税関の監視の下

に置かれていることを条件として、当該第三国にお

いて行うことができる。ただし、第 5 部 (原産地手

続)の規定の適用を妨げるものではない。 

 疑義がある場合、輸入締約国は、輸入者又はその代

表者に対し、遵守の証拠であって何らかの方法によ

るもの（船荷証券等の契約上の運送書類、事実関係

の又は具体的な証拠（包装の表示又は包装に付され

た番号に基づくもの）、積替え若しくは区分けが行

われた第三国の税関当局による非改変証明書若し

くは産品が当該第三国の税関の監視下に置かれて

いたことを示す他の書類又は産品自体に関連する

証拠等）を提供するよう要求することができる。 

 

• 関税のドローバック又は免除： 

現行規則が定める｢関税のドローバック又は免除の禁止｣とは、材料を外国から輸入し、自国で生産

する産品の材料として使用し、完成品を他の締約国に輸出する場合に、輸入した当該材料に係る関税

等を払い戻したり、当初支払うはずの関税を免除したりすることを原則として禁止する (農産品を除

くその他の品目には、一定限度内で許容されます。) 規定です。この規定が導入されたのは、地域統合

が途半ばの頃、材料調達において累積規定を通じての域内貿易が割安な非締約国から材料の調達によ

って阻害されることがないようにとの政策的配慮からです。非締約国からの材料調達又は締約国から

の調達であっても第三国からの材料を簡単な作業を行っただけで迂回させたような非原産材料には関

税等がかかるので、関税等が賦課された後の価額であれば域内材料は十分に価格競争力があり、関税

等を払ってでも調達したい材料であれば仕方がないと考えたわけです。念のため申し添えれば、FTA

非締約国への当該材料を使用した産品の再輸出に際しては、関税等のドローバック又は免除は一般規

定として有効に活用できます。 
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 改正規則では、関税のドローバック又は免除の禁止規定を原則禁止から部分的禁止 (繊維･繊維製品

のみを対象) へと転換し、繊維･繊維製品であっても締約国間での取引で生産行為の累積によって原産

品を輸出する場合であれば、当該部分的禁止が解除されます。 

現行第 14 条（関税のドローバック又は免除の禁止） 改正規定第 16 条（関税のドローバック又は免除） 

 原産地に関する証明が作成又は発給される締約国

原産品の生産に使用される非原産材料は、締約輸出

国における関税等のドローバック又は免除の対象

とはならない。 

 上記禁止規定は、輸出締約国における生産に使用さ

れる材料に対しての関税又は関税と同等の効果を

有する諸掛りの還付、軽減又は一部若しくは全額の

不払いの措置に適用される。これらの措置は、明示

的又は事実上、当該材料から生産された産品が輸出

される時に適用されるもので、輸出されずに国内使

用される時には適用されない。 

 原産地に関する証明に記載される産品の輸出者は、

税関当局の求めに応じて、当該産品の生産に使用さ

れた非原産材料に関してドローバックを得ておら

ず、当該材料に課せられる関税又は同等の効果を有

する諸掛りが実際に支払われたことを示すすべて

の適切な書類をいつでも提出できるようにしてお

かなければならない。 

 前述の規定は、第 7 条 2 の包装材料、第 8 条の附属

品、予備部品及び工具、第 9 条のセットに分類され

る産品が非原産である場合に適用される。 

 前述の規定は、関連する条約が適用される材料につ

いてのみ適用される。 

 

 

 

 

 

 

 本条の関税等のドローバック又は免除の禁止は、第

3 条第 1 項の締約国 (EU、EFTA 諸国、トルコ) の

うちの一つと同条第 2 項の締約国 (バルセロナ･プ

ロセス参加国、その他の協定の締約国で、イスラエ

ル、ファロー諸国、EU の安定化･連合プロセス参加

国を含まない。) のうちの一つとの間の二国間貿易

には適用されない。ただし、産品が第 3 条の他の締

約国の一つの原産材料に対して累積を適用せずに

輸出又は輸入締約国の原産品であると認められる

 原産地に関する証明が作成又は発給される締約国

原産品である繊維･繊維製品の生産に使用される非

原産材料は、締約輸出国における関税等のドローバ

ック又は免除の対象とはならない。 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 同左 

 

 

 

 

 

 

 (削除) 

 

 

 (削除) 

 

 本条の関税等のドローバック又は免除の禁止は、

第 7 条第 4 項(繊維分野に係る二国間累積での生

産行為の累積)又は第 5 項(繊維分野に係る対角累

積での生産行為の累積選択) の累積規定の適用に

よって原産資格を得た産品の締約国間の貿易に対

しては適用されない。 

 本条の関税等のドローバック又は免除の禁止は、

スイス (リヒテンシュタインを含む)、アイスラン

ド. ノルウェー、トルコ、又は EU とバルセロナ･

プロセス参加国 (トルコ、イスラエルを除く)との

間の二国間貿易には適用されない。ただし、産品

が他の締約国の原産材料に対して累積を適用せず

に輸出又は輸入締約国の原産品であると認められ

る場合に限る。 

 



-11- 

 

現行第 14 条（関税のドローバック又は免除の禁止） 改正規定第 16 条（関税のドローバック又は免除） 

場合に限る。 

 本条の関税等のドローバック又は免除の禁止は、エ

ジプト、ヨルダン、モロッコとチュニジアとの二国

間貿易には適用されない。ただし、産品が第 3 条の

他の締約国の一つの原産材料に対して累積を適用

せずに、これらの国の一つの国の原産品であると認

められる場合に限る。 

 

 本条の関税等のドローバック又は免除の禁止の規

定にかかわらず、輸出締約国は、第 1 類から第 24

類に分類される産品 (農産品) を除いて、以下の場

合には原産品の生産に使用される非原産材料に対

して関税又は同等な効果を有する諸掛りのドロー

バック又は免除を適用することができる。 

✓ 第 25 類から第 49 類まで、及び第 64 類から第

97 類までに分類される産品 (農産品及び繊維･

繊維製品を除く全ての品目) について 4％の税

関諸掛り、又は輸出締約国で実施されているよ

り低い率が維持されること。 

✓ 第 50 類から第 63 類までに分類される産品 (繊

維･繊維製品) んついて 8％の税関諸掛り、又は

輸出締約国で実施されているより低い率が維持

されること。 

この条項は、附属書 V に掲げられる締約国には適用

されず、2012 年 12 月 31 日まで適用されるが、合意

があれば再検討される。 

 

 本条の関税等のドローバック又は免除の禁止は、

アラブ地中海諸国間での自由貿易地域を構成する

協定 (アガディール協定) 加盟国である締約国間

の二国間貿易には適用されない。ただし、産品が

他の締約国の原産材料に対して累積を適用せずに

これらの国の一つの国の原産品であると認められ

る場合に限る。 

 (削除) 
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《PEM 条約新旧対照総括表：原産性判断基準》 

 

現行 PEM 条約 改正 PEM 条約 改正のポイント 

第１部 一般規定 第１部 一般規定  

 第１条  定義  第１条  定義 • アルファベット順に並び替え 

• “ex-works price”の定義の詳細化 

• ｢fungible materials/products｣、

｢maximum content of non-

originating materials｣の定義を追加 

• ｢value of originating materials｣の削除 

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 • 原産性付与に係る原則として以下を

規定： 

(i) 完全生産品、 

(ii) 生産に非原産材料を使用した場合

の十分な作業･加工 

• ｢原産材料のみから生産された産品｣

は累積規定の一部として位置付け 

• 改正規定では、EEA に係る調整規定

を削除 

 第４条  完全生産品  第３条  完全生産品 • 完全生産品の定義として 13 項目を規

定 (現行 11 項目から 2 項目追加 

(｢屠畜｣、｢水産物の養殖｣) 

• 船舶要件の緩和 

 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 • ｢十分な作業又は加工｣の適用基準

は、品目別規則に設定 

• 付加価値基準の計算における平均法

の導入 

―  第５条  許容限度 • 許容限度規定が現行５条２、3 項か

ら独立 

• 限度閾値が工場渡し価額の 10%から

15％へ（農産品は原則. 重量ベー

ス） 

 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 

(o) 単なる加水、希釈、脱水、変性を

追加 

 第３条  原産地の累積  第７条  原産地の累積 • 繊維･繊維製品に対して二国(輸出入

締約国)間での完全累積(生産行為の

累積)を適用し、それ以外の産品に対

して二国間及び対角累積での完全累

積を適用 
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現行 PEM 条約 改正 PEM 条約 改正のポイント 

• 繊維･繊維製品に対しても対角累積で

の完全累積の適用を選択することが

可能  

―  第８条  累積の適用条件 • ガット 24 条の特恵協定の締結と同一

の原産地規則の適用が条件 

• 原産地に関する証明に｢cumulation 

applied with (国名)｣の記載義務 (た

だし、輸入国の立場で記載免除が可

能) 

 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 

• 原産品としての資格の単位は現行協

定とほぼ同じ。 

• 附属品予備部品及び工具は、｢同一イ

ンボイス｣要件が｢産品の工場渡し価

額に含まれる｣ことに変更 

 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 • 現行協定と同じ (セットを構成する

非原産材料が工場渡し価額の 15％を

超えなければ原産品とする。) 

 第 10 条   中立的な要素    第 11 条   中立的な要素 • 修辞上の変更 (産品の生産において

使用される材料であって、産品に直

接組み込まれないものは原産性判断

において考慮する必要はない。) 

 第 20 条 会計の分離  第 12 条   会計の分離 • 会計の分離の適用につき、コスト･困

難要件を削除 

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 

• 原産性判断要件は域内一貫実施を求

めるが、例外として加工再輸入制度

の下での第三国での加工は許容 

• 繊維･繊維製品への適用除外を撤廃 

 第 12 条  直接輸送  第 14 条   変更の禁止 • 第三国の税関監視下で可能となる作

業の拡大 (輸入締約国の国内要件を

満たすために必要な場合) 

• 積送要件の具備を証明する文書の範

囲を第三国税関の証明書類から輸

送、商業書類にまで拡大 

 第 13 条  展示  第 15 条   展示 • 変更なし（展示する締約国から他の

締約国への特恵輸出の許容） 

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 

• 関税のドローバック又は免除の原則

禁止から繊維･繊維製品以外の産品へ

の自由化 

(注) 改正 PEM 条約の欄で太字になっている項目は、本文で詳細な条文比較がされています。
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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―③ 

「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 〇 〇  43 マラウイ   

17 コモロ × 〇  44 マリ   

18 コンゴ（共） 〇 〇  45 南アフリカ   

19 コンゴ（民共） 〇 〇  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 × 〇  49 モーリタニア   

23 ジブチ × 〇  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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＜16＞ コートジボワール 

 

国名 コートジボワール共和国 

 
Republic of Cote d'Ivoire 

首都 ヤムスクロ (Yamoussoukro)（実質的首都アビジャン Abidjan） 

  

規模 面積（万㎢） 32  

人口（万人） 2,572 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 47 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 3,850 （2019 年 世銀） 

概要 西アフリカ。1960 年にフランスから独立。公用語はフランス語。キリスト教（多数）とイ

スラム教。主要産業はカカオ（世界一の輸出国）、コーヒー、イモ類、天然ゴムの生産を中

心とする農業。他に鉱業（石油、ダイヤモンド）、林業、工業（食品加工、石油製品）も盛

んである。カカオ、石油製品、材木の輸出が好調な年は貿易黒字を記録するが、膨大な累積

債務1を抱え財政が圧迫されている。中国は公共事業等への援助と投資を併行して戦略的に

実施している。 

貿易 輸出額 127 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 カカオ、石油製品、宝石類 

輸出相手 オランダ、米、仏、マレーシア、ベトナム 

対日輸出額 11 億円 （2020 年 貿易統計） 

対日輸出品 ココア、カカオ豆、非鉄卑金属 

 

輸入額 105 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 石油製品、機械類、穀物 

輸入相手 中、ナイジェリア、仏、米、インド 

対日輸入額 53 億円 （2020 年 貿易統計） 

対日輸入品 自動車、織物用繊維、ゴムタイヤ・チューブ等 

 

 

 
1 アフリカ開銀情報：2015～2019 年の 4 年間、年平均 14％の割で債務が増大した。Total public debt 

increased by an average of 14% per year between 2015 and 2019 
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[現状]   

シングル ウィンドウ⇒ シングル ウィンドウ

GUCE 稼働中 

[2015 年調査]  

シングル ウィンドウは既に稼働していた。 

 

Guichet Unique du Commerce (GUCE) Côte 

d'Ivoire 

 稼働開始： 2013 年 7 月 1 日 

 開発業者： Webb Fontaine 社2  

 運用：  

2019 年 6 月 30 日まで契約により Webb 

Fontaine 社、2019 年 7 月 1 日以降 GUCE 

Côte d'Ivoire 社3 

 機能説明：  

 貿易業務に関係する全ての関係者（行

政機関、銀行、港湾関係者、事業者）

が参加し、貿易関連の行政手続きを一

回のアクセスで全て済ますことが可能

な、シングル ウィンドウ機能を満た

している。 

 商業上に必要とされる書類の簡易化、

標準化、ペーパーレス化を促進する。 

 決済面においては種々の支払いアイテ

ムに統合した対応も可能にしている。 

 入力作業をサポートするために、ヘル

プデスクだけでなく、シングル ウィ

ンドウに常時接続されたパソコンが配

備されているインターネットカフェを

設置している。 

 National Ruling Centre 

 シングル ウィンドウと併設して

Ruling Centre が設置され、当該輸入

貨物の区分、価格評価が行われる。こ

 
2 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。 
3 Guichet Unique du Commerce (GUCE) Côte 

d'Ivoire SA 

れは船積前の輸出地検査に代わるもの

である。輸入者はインボイス、B/L な

どの情報と共に Request for Value 

Certificate を申請する。 

 

≪この項の主な参考資料≫ 

 AACE www.african-alliance.org   

Côte d’Ivoire 

 GUCE Côte d'Ivoire の HP

 コートダジュール政府 70％資本参加の合弁会

社 

 二省共同管轄となる 

通商産業省: 管理・技術部門監督、財務省: 財

務面監督 

http://www.african-alliance.org/
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＜17＞ コモロ 

 

国名 コモロ連合 

 
Union of Comoros 

首都 モロニ (Moroni) 

  

規模 面積（万㎢） 0.2  

人口（万人） 85  

GDP（億ドル） 12 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,420 （2019 年 世銀） 

概要 東アフリカ。マダガスカル島とモザンビークの間の海域にある小島嶼。1975 年にフランスか

ら独立。フランス語、アラビア語共に公用語。イスラム教。気候条件に左右されやすいバニ

ラ等の作物が収入源で、漁業や海運教は未発達。在外コモロ人からの送金が経済を支えてい

る。 

貿易 輸出額 4 千万ドル  

輸出品 バニラ、丁子、イラニラン（精油） 

輸出相手 仏、インド、独、マダガスカル 

対日輸出額 2 千万円  

対日輸出品 イランイラン（精油） 

 

輸入額 2 億ドル  

輸入品 石油製品、米、輸送機器類および部品 

輸入相手 UAE、仏、パキスタン、中 

対日輸入額 2 億円  

対日輸入品 機械類、輸送用機器 
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[現状]   

シングル ウィンドウ⇒ASYCUDA World を使

用した SW 稼働中 

[2015 年調査]   

シングル ウィンドウは未構築であった。 

 

 稼働開始：2018 年 

 資金：東・南アフリカ市場共同体 

COMESA4からの融資 

 構築：稼働中の税関システム 

   ASYCUDA World を拡張 

o e-banking payment 

o Moroni 港ターミナルでの貨物の引渡

許可証発行 

o 関係省庁（PGAs）5の許認可の自動化 

 実績： 

 農水産環境調査庁関連の申請が 2020

年 3 月～10 月の間に 1,053 件 このシ

ステムを使用して認可された。 

 鉱山省関連で、2020 年 4 月～10 月の

間に 604 件の証明が発行された。 

 薬品・衛生管理局関連で、2020 年 6

月～10 月の間に 158 の輸入薬が申告

され、その内 93 が認可された。 

 2019 年における税関の業務実績は次

の通り 

o Waybill： 35,118 件 

o 輸入申告： 81,858 件 

o 輸出申告： 1,004 件 

o 通過申告： 226 件 

 準備（世界税関機構 WCO の支援）： 

 2017 年 11 月に WCO はコモロ税関管

理局と共にコモロのシングル ウィン

ドウに係る診断ミッションを組成し

た。 

 財務省、交通省、衛生省、港湾局、商

工会議所、通関業者、ターミナルオペ

 
4 Common Market for Eastern and Southern 

Africa 

レータ―など関係方面の意見の聴収を

行う方策をとった。 

 省庁間で電子文書をやり取りすること

の有効性の確保などについてなど法制

上の問題についても体制を整えるよう

にした。 

 

≪この項の参考資料≫ 

 WCO conducts a diagnostic mission for 

SW in Comoros 

 ASYCUDA Comoros Single Window 

5 Partner Government Agencies 
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＜18＞ コンゴ（共） 

 

国名 コンゴ共和国      

 
Republic of Congo 

首都 ブラザビル (Brazzaville) 

  

規模 面積（万㎢） 34  

人口（万人） 538 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 108 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,750 （2019 年 世銀） 

概要 西アフリカ。コンゴ川を挟んでコンゴ民主共和国（旧ザイール）の北側に位置する。公用語

はフランス語。キリスト教と伝統宗教が半々。農牧業は整っておらず、外貨収入源は原油を

中心とした鉱物資源の輸出。1960 年フランスから独立後 1968-1991 年の約 20 年は社会主

義・共産主義。東欧諸国との結びつきもあったが経済的には仏、米への依存が高い。2016 年

以降現大統領の政権が続き安定。原油依存経済。公的債務の 34％を占める中国の巨額融資

で公的債務は GDP 比 117％となっているのが課題。財政立て直しのため IMF の拡大クレ

ジット・ファシリティー6が実施された。 

貿易 輸出額 56 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 原油、木材、船舶、銅 

輸出相手 中、インド、オランダ、米 

対日輸出額 4 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸出品 非鉄金属、木材 

 

輸入額 22 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 船舶、機械、食用肉 

輸入相手 仏、中、ベルギー、アンゴラ 

対日輸入額 5 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸入品 鉄鋼、魚介類、機械類 

 

 

 
6 ゼロ金利、支払い猶予期間は 5 年半、最終満期は 10 年 
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[現状]   

シングル ウィンドウ ⇒ GUCE 稼働中 

[2015 年調査]  

シングル ウィンドウは既に GUCE が稼働し

ていた。 

 

 稼働開始： 2013 年 7 月 

実運用開始： 2014 年 11 月  

 開発目的：  

 貿易手続簡易化、管理および貿易業

務・通関業務の円滑化 

 オペレーションの透明化とトレーサビ

リティーの確保 

 港湾・空港の競争力強化 

 ビジネス環境の改善 

 開発資金：100％ コンゴ政府の自己資金 

（€5,352,402） 

 開発基準： WCO Data Model, 

UN/CEFACT 勧告 33,34,35,36 号 

 運用：従量課金は無し。固定料金を運用費

に充当。政府が財政支援。 

 所定手続業務については GUCE の使

用が義務付けられる。 

 機能： 

 輸出入の電子申告 

 輸出入許可 

 電子マニフェストの取扱い 

 実績： 

 取扱件数： 332 件／日 

 輸出申告：全体の 6％が GUCE 経由 

 輸入申告：全体の 61％が GUCE 経由 

 その他：全体の 23％が GUCE 経由 

 操作手順 

 利用者に支給されるセキュアアクセス

カードでアクセス 

 メニューから必要な業務を選択し、添

付書類を付けて送信 

 当該許認可省庁に同時送信 

 国際連携：中央アフリカ経済通貨共同体

(CEMAC)および AACE と計画中 

 

≪この項の主な参考資料≫ 

 UNECE Single Window Case Study 

Repository Vol.18 April 2019 

 https://unece.org/DAM/cefact/single_win

dow/sw_cases/Download/2019/CongoRep

_Eng.pdf 

 The World Bank in the Republic of Congo 

https://unece.org/DAM/cefact/single_window/sw_cases/Download/2019/CongoRep_Eng.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/single_window/sw_cases/Download/2019/CongoRep_Eng.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/single_window/sw_cases/Download/2019/CongoRep_Eng.pdf
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＜19＞ コンゴ（民共） 

 

国名 コンゴ民主共和国  （旧国名 ザイール 1997 年改名） 

 
Democratic Republic of the Congo 

首都 キンシャサ (Kinshasa) 

  

規模 面積（万㎢） 234  

人口（万人） 8,679 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 473 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 520 （2019 年 世銀） 

概要 アンゴラの大西洋に面した海岸線に割り込むように、コンゴ川河口の一部を領土としてい

るので、内陸国ではないが、実質的には中部アフリカの内陸に、森林と水資源に恵まれた広

大な国土も持つ国。コバルト、タンタル（IT 機器用コンデンサー等に使用されるレアメタ

ル）、銅、ダイヤモンド、リチウム、スズ等の鉱物資源にも恵まれ、国土の潜在能力は高い。

宗主国はベルギーで公用語はフランス語。８割はキリスト教。日本とは独立以来友好関係に

ある。 

貿易 輸出額 93 億ドル （2020 年 ITC） 

輸出品 銅、銅製品、その他卑金属、鉱物、鉱滓 

輸出相手 中、韓、ナミビア、伊 

対日輸出額 6 億円  

対日輸出品 銅、木材、非鉄卑金属くず 

 

輸入額 47 億ドル （2020 年 ITC） 

輸入品 機械・部品、電気機械・設備・部品、医薬品、乗用車 

輸入相手 中、南アフリカ、ベルギー、仏 

対日輸入額 80 億円  

対日輸入品 輸送用機器、機械類、化学製品 
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[現状]   

シングル ウィンドウ ⇒ Guchet Unique 稼働

中 

[2015 年調査] 

Guchet Unique が既に稼働していた。  

 

 経緯： 

2013 年、国際検査会社 Bureau Veritas 

BIVAC 社とイタリアの SOGET 社が合弁

会社 SEGUCE-RDC (Société 

d’Exploitation du Guichet Unique du 

Commerce Extérieur de la République 

Démocratique du Congo)を設立し、シン

グル ウィンドウの構築と運用を 10 年間の

BOT7条件で受注した。 

 目的： 

革新的な決済システムをシングル ウィン

ドウに具備させることで、費用の効率と税

のモニタリングの改善を行う。 

他にシングル ウィンドウ構築の目的に挙

げられているのは次の通り。 

 不正の縮減 

 税収の増大 

 税関拠点のコストの削減 

 コンゴのビジネス環境の改善 

 機能： 

次の機能が列挙されている。 

 受付機能（Call Management） 

 輸出入通過貨物のアナウンス 

 貨物の移動管理 

 税官吏の業務支援（目標貨物の場所ガ

イド、リスク管理データ、マニフェス

トの修正履歴、ハウス・マニフェス

ト、倉庫の受入可能量などの動きの連

絡） 

 国境管理 

 
7 BOT = Build-Operate-Transfer   請負者の自己

資金でシステムを構築し一定期間有料で運用するこ

 複合輸送の管理 (Intermodal 

management) 

 統計データのリアルタイム更新 

 税関機能の改良 

 インボイスの受付を一か所にする

（Single Point of Invoice） 

 運送用トラックの空き情報 

 梱包輸送（コンテナ、Roll-in Roll-

out）の取扱情報 

SEGUCE-RDC 社の Web サイトには趣旨

として「貿易手続きの効率化、重複作業の

回避、ASYCUDA との連携」が謳われてい

るが、実際、シングル ウィンドウといって

も貿易手続き全般を単独で捌くものではな

く、例えば税関手続きについては、連携し

た ASYCUDA での業務に誘導するような

仕組みとなっている。 

その意味で、シングル ウィンドウは国内ど

こからでも使用可能な全国的に展開された

システムではなく、ASYCUDA が稼働して

いるなどの特定地域に限定されたものと思

われる。具体的に挙げられているのは、首

都の Kinshasa、主要港である Matadi、

Zambia との国境 Kasumbalesa、ウガンダに

近い東部の Beni となっている。その他にも

展開を予定しているが、資金的な余裕が無

いとのことである。 

シングル ウィンドウに新たに追加された

機能は、BIVAC 社が 2006 年から委託を受

けているコンゴ共和国向けの輸出貨物の、

輸出地での船積前検査申請を、シングル ウ

ィンドウを通じて行えるようにしたことで、

申請はシングル ウィンドウを通じて行う

べしとの政令が 2016 年に発出された。 

 

 

 

とで投下資金を回収後 発注者に引き渡す方式の契

約 
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≪この項の主な参考資料≫ 

 SEGUCE RDC, Web site 

 Customs Regulations International Trade 

Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGUCE RDC ホームページ 
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＜参考＞ 

船積前検査について、参考までに以下に記述す

る。 

 船積前調査の実施要領 

検査の委託を受けた BIVAC 社は、コンゴ

管理当局 OCC (Office Congolais de 

Contrôle) と共同で次の要領で検査を実施

する。 

（１） 輸入者は輸出者から Proforma 

Invoice を受取る。 

（２） 輸入者は Proforma Invoice を指定の

銀行に提出し輸入許可を受ける。 

（３） 輸入許可証を BIVAC に提出する。 

（４） BIVAC は輸入許可証にコード番号を

払い出す。 

（５） 同コード番号は輸出地の BIVAC に

伝送される。 

（６） OCC の名のもとに BIVAC が船積前

検査を実施する。 

（７） BIVAC は現品の品質、数量、価格が

Proforma Invoice に合致し、国際標

準からの逸脱が無いことを確認す

る。 

（８） 検査結果に基づき輸出国の BIVAC

は在コンゴ共和国の BIVAC を通じ

て、輸入者に検査済証を発行する。 

その検査済証には次の情報が含まれ

なければならない。 

a. インボイス番号 

b. Ｂ／Ｌ番号 

c. コンテナ番号 

d. 輸入許可証番号 

e. 製品の数量の確認 

（９） CIF 金額が検査済証段階で決定され

るが、税関総局(DGDA)でこれが変

更されることはない。一方、検査手

数料は OCC が FOB の 2％徴収し、

その内 0.75％を BIVAC に支払う。 

その他必要書類は、①インボイス ②パッキン

グリスト ③B/L、Air Waybill ④輸入許可証 

⑤Proforma Invoice ⑥輸出申告書 ⑦保険証

書 ⑧原産地証明書（必要な場合） 

 

参 考 部 分 の 原 典  International Trade 

Administration 

https://www.privacyshield.gov/article?id=Con

go-Democratic-Republic-Import-

Requirements-and-Documentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.privacyshield.gov/article?id=Congo-Democratic-Republic-Import-Requirements-and-Documentation
https://www.privacyshield.gov/article?id=Congo-Democratic-Republic-Import-Requirements-and-Documentation
https://www.privacyshield.gov/article?id=Congo-Democratic-Republic-Import-Requirements-and-Documentation
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＜20＞ サントメ・プリンシペ 

 

国名 サントメ・プリンシペ民主共和国 

 Democratic Republic of São Tomé and Príncipe (STP) 

首都 サントメ (Sao Tome) 

  

規模 面積（万㎢） 0.1  

人口（万人） 22 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 4 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,930 （2019 年 世銀） 

概要 西アフリカ。大西洋岸ガボン国の沖合にある島嶼。経済は外国からの援助に依存。カカオ豆

の輸出が主産業だが、近年、排他的経済水域で石油鉱床が確認された。しかし水深が深く経

済性に問題あり。観光も進めたいがアクセスやインフラに問題がある。キリスト教。旧宗主

国はポルトガルで公用語はポルトガル語。 

貿易 輸出額 1 千万ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 カカオ豆、コプラ（椰子の乾燥胚乳）、コーヒー 

輸出相手 オランダ、ベルギー、ポルトガル、独 

対日輸出額 181 万円 （2019 年 財務省） 

対日輸出品 医薬品  

 

輸入額 １億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 石油製品、機械、食料品 

輸入相手 ポルトガル、アンゴラ、中、ナイジェリア 

対日輸入額 619 万円 （2019 年 財務省） 

対日輸入品 機械類 
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[現状]   

シングル ウィンドウ ⇒  

ASYCUDA World をＳＷ的に活用 

Single point of entry/exit が凡そ完成 

[2015 年]  

シングル ウィンドウは未構築であった。 

 

 経緯 

 税関システムとしては ASYCUDA 

World が設置されているが、活用され

ず、通関関係各種手続きは手作業で書

面をベースに行われていた。 

 2020 年、アフリカ開発銀行は一次産

品（農業製品）の輸出支援をする一

方、輸入品が不当な高値にならぬよう

管理することを目的とした Single 

Point システムを構築・提供した。こ

れは ASYCUDA を軸としたシステム

で、シングル ウィンドウのように、

民間事業者の申請手続きと許認可受取

を一貫して行える機能も持つものであ

る。 

 上記プロジェクトは同国が地域の経済

共同体の一員として活動する上で必須

のものであった。 

 アフリカ開発銀行の支援 

① リスク管理の枠組みの構築 

 リスク管理の戦略 

 リスクデータベースを ASYCUDA 

World に設置 

 リスク特性(risk profile)の分析 

② 国境の通関システムの強化 

 e-Certificate を発行するためのプ

ロセスの自動化 

 製品の区分ガイド 

 法制の改変 

 

≪この項の主な参考資料≫ 

アフリカ開発銀行  

Policy and Institutional Reforms for Improved 

Trade Facilitation in STP 

https://www.afdb.org/en/documents/sao-

tome-and-principe-policy-and-institutional-

reforms-improved-trade-facilitation-sao-tome-

and-principe-project-completion-report  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.afdb.org/en/documents/sao-tome-and-principe-policy-and-institutional-reforms-improved-trade-facilitation-sao-tome-and-principe-project-completion-report
https://www.afdb.org/en/documents/sao-tome-and-principe-policy-and-institutional-reforms-improved-trade-facilitation-sao-tome-and-principe-project-completion-report
https://www.afdb.org/en/documents/sao-tome-and-principe-policy-and-institutional-reforms-improved-trade-facilitation-sao-tome-and-principe-project-completion-report
https://www.afdb.org/en/documents/sao-tome-and-principe-policy-and-institutional-reforms-improved-trade-facilitation-sao-tome-and-principe-project-completion-report
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＜21＞ ザンビア 

 

国名 ザンビア共和国  

 Republic of Zambia 

首都 ルサカ （Lusaka） 

  

規模 面積（万㎢） 75  

人口（万人） 1,786 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 231 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,450 （2019 年 世銀） 

概要 アフリカ南部の内陸国。コンゴ（民共）、タンザニア、マラウイ、ボツワナ、ナミビア、ア

ンゴラ、モザンビーク、ジンバブエの 8 か国と国境を接する。旧名は英領北ローデシア。公

用語は英語。8 割近くがキリスト教。ビクトリアの滝をはじめ、象やキリンなどの動物は観

光資源となっている。地下資源も豊かで、特に銅の生産は主力産業となっている。2030 年

までの長期的国家戦略「ビジョン 2030」を打ち出し、経済成長に重点を置いている。地域

の安定と近隣諸国との共存を基本に据えた極めて安定した国と言える。 

貿易 輸出額 90 億ドル (2018 年 EIU: Economist Intelligence Unit) 

輸出品 銅、コバルト、タバコ、皮革類、綿花 

輸出相手 スイス、中国、コンゴ（民共） 

対日輸出額 155 億円 （2019 年 財務省貿易統計） 

対日輸出品 銅、コバルト、タバコ 

 

輸入額 85 億ドル (2018 年 EIU: Economist Intelligence Unit) 

輸入品 機械類、輸送用機器、石油製品、化学製品、食料 

輸入相手 南ア、コンゴ（民共）、中国 

対日輸入額 49 億円 （2019 年 財務省貿易統計） 

対日輸入品 車両と部品、タイヤ、建設用・鉱山用機械等 
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[現状] 

シ ン グ ル  ウ ィ ン ド ウ  ⇒  Zambia e Single 

Window 一部稼働中 

[2015 年調査]  

シングル ウィンドウは未構築であった。 

 

 名称： 

The Zambia Electronic Single Window 

 目的：   

 国際サプライチェーンでの透明性、

効率、予測可能性の実現 

 貿易関連省庁からの許認可取得の円

滑化 

 2019 年段階の課題として中小企業の

輸出の多くが貿易手続きを経ない密

輸で行われており、その主たる原因

は輸出手続きが書面の手作業で時間

と労力と経費が掛かるためと分析さ

れている。 

 計画： 

シングル ウィンドウは税関システム

ASYCUDA World の内部に実装する。 

2017 年までに 31 のプロセスを再構築し 7

つを自動化する。 

2022 年までに残りの 26 プロセスの再構築

を行う。 

 現状： 

2019 年段階でシングル ウィンドウに参加

した省庁 

 Ministry of Works and Supply (労働・

供給省) 

 Ministry of Health（保健省） 

 Ministry of Finance（財務省） 

 Ministry of Agriculture (農業省) 

Web ページには「農業省関連での許可

証発行のみ取扱い中」とある。 

 

 

≪この項の主な参考資料≫ 

 ザンビア シングル ウィンドウ HP: 

https://www.zesw.gov.zm/zesw/ 

 Times of Zambia: 

http://www.times.co.zm/?p=82972  

 Zambian Business Times 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zesw.gov.zm/zesw/
http://www.times.co.zm/?p=82972
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＜22＞ シエラレオネ 

 

国名 シエラレオネ共和国 

 
Republic of Sierra Leone 

首都 フリータウン (Freetown) 

  

規模 面積（万㎢） 7  

人口（万人） 781 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 41 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 540 （2019 年 世銀） 

概要 西アフリカの大西洋岸に位置し、かつて英国の保護領だった。公用語は英語。6 割はイスラ

ム教。2018 年から「New Direction」政策を展開し、現在、雇用創出、高度教育の普及、収

賄・汚職の撲滅に取組んでいる。 

貿易 輸出額 7 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 鉱物、石油、木材、貴石、貴金属 

輸出相手 中、ベルギー、ルーマニア、UAE、独 

対日輸出額 17 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸出品 チタン鉱、銅、ダイヤモンド、金等 

 

輸入額 12 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 プラスティック類、食糧（米）、機械類 

輸入相手 中、インド、米、ガーナ、トルコ 

対日輸入額 18 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸入品 船舶類、医薬品、一般機械等 
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[現状]   

シングル  ウィンドウ  ⇒  ASYCUDA World 

ベースのシングル ウィンドウ 稼働中 

[2015 年]  

未構築。ASYCUDA World に基づく SW 構想を

検討中であった。  

 

 経緯： 

 2019 年、歳入庁の要望で種々機能を

追加した ASYCUDA World 設置 

 重視された装備はシングル ウィンド

ウとして使用できることで、2020 年

末までに予定したシングル ウィンド

ウの機能が漸次実現 

 効果： 

 輸入通関の所要時間が短縮された。

（2019 年で 27 時間） 

 ペーパーレス化が実現しコスト削減が

実現した。 

 マニフェストのデータ入力により作業

効率向上。 

 石油などの液体製品の輸出申告の的確

な掌握により税収が増加。 

 輸入品の正確なデータが入手できるよ

うになった。 

 手続の透明化が実現できた。 

 中央税関のサーバーに機能が集約され

たため、多くのシステム構築費用やそ

のメンテナンスコストが削減された。 

 ヤードから搬出される貨物の可視化が

実現した。 

 国内に搬入される貨物のリスクが軽減

された。 

 実績： 

・ 税収増加（対 2018 年比） 46％増 

・ マニフェスト処理件数 2,639 件 

・ Waybill 処理件数 27,608 件 

・ 輸入申告処理件数 26,795 件 

・ 輸出申告処理件数 1,013 件 

・ 通過貨物申告処理件数 2,197 件 

 

≪この項の主な参考資料≫ 

 ASYCUDA Progressive Implementation 

https://asycuda.org/wp-

content/uploads/2020/ASYCUDA%20Compe

ndium%202020%20-%20Sierra%20Leone.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asycuda.org/wp-content/uploads/2020/ASYCUDA%20Compendium%202020%20-%20Sierra%20Leone.pdf
https://asycuda.org/wp-content/uploads/2020/ASYCUDA%20Compendium%202020%20-%20Sierra%20Leone.pdf
https://asycuda.org/wp-content/uploads/2020/ASYCUDA%20Compendium%202020%20-%20Sierra%20Leone.pdf
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＜23＞ ジブチ 

 

国名 ジブチ共和国 

 
Republic of Djibouti 

首都 ジブチ (Djibouti) 

  

規模 面積（万㎢） 2  

人口（万人） 97 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 33 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 3,310 （2019 年 世銀） 

概要 1977 年にフランスから独立、アラビア語、仏語が使用され、イスラム教が 94％を占める。

紅海の入口に突き出た位置にあり、近年のソマリア沖海賊対応の基地になるなど、航路の安

全確保には重要地点で、港湾収入、中継貿易等の運輸業、各国軍駐留に係る種々の利用料な

どが歳入の重要な部分をしめている。2014 年に Djibouti Vision 2035 を策定し、域内の貿

易・商業ハブになるとの国家目標を掲げ、港湾や鉄道などインフラ事業を行っているが、そ

の財源で中国からの支援を受け、現在対外債務が増大8する問題を抱えている。 

貿易 輸出額 51 億ドル （2019 年 世銀） 

輸出品 生きた動物、塩化物、乾燥野菜 

輸出相手 ソマリア、エチオピア、ブラジル、カタール 

対日輸出額 1 億円 （2020 年 貿易統計） 

対日輸出品 魚介類 

 

輸入額 48 億ドル （2019 年 世銀） 

輸入品 石油精製品、鉄鋼、プラスティック 

輸入相手 仏、UAE、サイジアラビア、中 

対日輸入額 104 億円 （2020 年 貿易統計） 

対日輸入品 自動車、鉄鋼、一般機械 

 

 

  

 
8 アフリカ開銀情報：対 GDP 比の負債は、2015 年:50.2％ 2020 年:72.9％（推定） 

Because the country makes public investments in major infrastructure projects, Djibouti’s public debt has 

increased sharply—from 50.2% of GDP in 2015 to an expected 72.9% in 2020。 
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[現状]   

シングル ウィンドウ ⇒ DPCS 稼働中（港湾

に重点置いた SW） 

[2015 年調査]  

シングル ウィンドウは未構築であった。 

 

 名称： 

Djibouti Port Community System (DPCS) 

ジブチ港湾システム 

 稼働開始：  

2018 年 7 月 

従来、港湾、税関、その他関係省庁はそれ

ぞれのシステムを保有していたが、その内

の港湾システムを拡充し、税関等もこのシ

ステムを使用することで、シングル ウィ

ンドウとしての機能を実現している。 

 事情： 

内陸国であるエチオピアの海運貨物の約

90％がジブチで取扱われていることもあ

り、ジブチにとって港湾事業は大変重要な

産業である。従って港湾の事情を最優先に

したシステムをベースにおいて、その他の

貿易関連手続きを、税関も含めて、同シス

テムで取扱うのが合理的との判断がなされ

たと思われる。 

税関システムとしては ASYCUDA World

が稼働している。 

 機能： 

年間３万隻の船が行き交う事情が有り、船

舶や貨物の所有者に、透明性の高い安心で

きるサービスを提供することが目標。 

従って貨物を中心にして、本船の到着、揚

荷の状況、貨物の場の明示、通関関連文書

の取扱い、通関の状況、貨物のヤードから

の搬出、積載トラックの動静など全ての管

理を一括して行う。 

 

 

 

≪この項の主な参考資料≫

https://ipcsa.international/news/2021/03/24/t

racking-tracing-and-transparency-djibouti-pcs-

smooths-the-flow-of-vital-cargo-and-

documentation-across-the-border-into-

ethiopia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ipcsa.international/news/2021/03/24/tracking-tracing-and-transparency-djibouti-pcs-smooths-the-flow-of-vital-cargo-and-documentation-across-the-border-into-ethiopia/
https://ipcsa.international/news/2021/03/24/tracking-tracing-and-transparency-djibouti-pcs-smooths-the-flow-of-vital-cargo-and-documentation-across-the-border-into-ethiopia/
https://ipcsa.international/news/2021/03/24/tracking-tracing-and-transparency-djibouti-pcs-smooths-the-flow-of-vital-cargo-and-documentation-across-the-border-into-ethiopia/
https://ipcsa.international/news/2021/03/24/tracking-tracing-and-transparency-djibouti-pcs-smooths-the-flow-of-vital-cargo-and-documentation-across-the-border-into-ethiopia/
https://ipcsa.international/news/2021/03/24/tracking-tracing-and-transparency-djibouti-pcs-smooths-the-flow-of-vital-cargo-and-documentation-across-the-border-into-ethiopia/
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＜24＞ ジンバブエ 

 

国名 ジンバブエ共和国 

 
Republic of Zimbabwe 

首都 ハラレ （Harare） 

  

規模 面積（万㎢） 39  

人口（万人） 1,465 （2019 年 世銀） 

GNI（億ドル） 204 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,390 （2019 年 世銀） 

概要 アフリカ南部、南ア、ボツワナ、ザンビア、マラウイ、モザンビークの 5 か国に囲まれた内

陸国。旧宗主国は英国で、英語、キリスト教が主。国内紛争が絶えない状況ではあるが、経

済立て直しを図るため複数外貨制を導入、米ドル、南アのランド、2014 年からは日本円、

中国元。豪ドル、インド・ルピーも法定通貨とした。慢性的な貿易赤字、巨額の対外債務9

や公務員給与で逼迫する財政等により、現在経済成長が鈍化している。物価上昇率は 2019

年で 255％といったハイパーインフレである。 

貿易 輸出額 43 億ドル （2019 年 UNCOMTRADE） 

輸出品 貴金属、タバコ、鉱石、ニッケル、鉄等 

輸出相手 南ア、UAE、モザンビーク 

対日輸出額 36 億円  

対日輸出品 葉タバコ、合金鉄、粗鉱物 

 

輸入額 48 億ドル （2019 年 UNCOMTRADE） 

輸入品 鉱物燃料、原子炉・機材、自動車、薬剤、電気機械等 

輸入相手 南ア、シンガポール、中国 

対日輸入額 16 億円  

対日輸入品 自動車、医薬品 

 

 

 

 

 
9 アフリカ開銀情報：2019 年債務額 111 億ドル（GDP 比 54％） 
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[現状]   

シングル ウィンドウ ⇒ 稼働しているが十分

使われていない 

[2015 年調査]  

2015 年の第 2 四半期から稼働開始の予定であ

った。 

 

名称：  

ESWF (Electronic Single Window Facility) 

 

 構造： 

シングル ウィンドウのプラットフォームに入

力されたデータの中から所要データが税関シ

ステム ASYCUDA World に投入されて通関業

務が遂行される。その他の許認可省庁も同様

に、所要データを引き入れて申請の受付と許

認可の発行を電子的に行うことになっている

が、この部分は実現されていない。 

 現状： 

通関関連の作業は、全てが ASYCUDA でデー

タ処理されてはおらず、Zimra10（歳入庁）に

許可証やライセンスを書面で手ずから持参し

スタンプやマーキングを受ける必要があり、

作業の効率化には限定的にしか役立っていな

い模様。 

現品検査についても、リスク管理システムを

使用すれば効率的にできるものを、これが十

分に使用されていないので、検査頻度が多く

なり、通関時間の短縮の妨げになっている。 

スタッフの給料が安いこと、配置された人員

が多いこと、時代遅れのインフラが使用され

ていることなどが、効率が上がらないリスク

要因という調査結果もある11。 

 
10 Zimbabwe Revenue Authority 
11 August 2020 Studia Universitatis Babe-Bolyai 

Oeconomica 

SFAAZ12（フレートフォワーダー協会）は、コ

ロナ禍で取扱件数が下がっている今こそ、非

効率な部分を見直して改善するいい機会だと

主張している由。 

 

≪この項の主な参考資料≫ 

 Blawayo “Zimra urged to fully implement 

single window customs facility” 

https://bulawayo24.com/index-id-news-

sc-national-byo-183423.html 

 https://www.researchgate.net/publication/

345809675_Attitudes_Knowledge_and_Pra

ctices_of_Customs_Administrators_on_Tra

de_Facilitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 Shipping and Forwarding Agents Association of 

Zimbabwe’s 

https://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-183423.html
https://bulawayo24.com/index-id-news-sc-national-byo-183423.html
https://www.researchgate.net/publication/345809675_Attitudes_Knowledge_and_Practices_of_Customs_Administrators_on_Trade_Facilitation
https://www.researchgate.net/publication/345809675_Attitudes_Knowledge_and_Practices_of_Customs_Administrators_on_Trade_Facilitation
https://www.researchgate.net/publication/345809675_Attitudes_Knowledge_and_Practices_of_Customs_Administrators_on_Trade_Facilitation
https://www.researchgate.net/publication/345809675_Attitudes_Knowledge_and_Practices_of_Customs_Administrators_on_Trade_Facilitation
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＜25＞ スーダン 

 

国名 スーダン共和国 

 
The Republic of the Sudan 

首都 ハルツーム (Khartoum) 

  

規模 面積（万㎢） 188  

人口（万人） 4,281 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 189 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 590 （2019 年 世銀） 

概要 国連区分では北アフリカ。主としてアラブ人、アラビア語が公用語だが英語も通用する。イ

スラム教とキリスト教が主。紅海に面し、原油、金、鉄などの鉱物資源があり、かつナイル

川からの水資源と肥沃な耕地に恵まれている。しかし 2011 年の南スーダン分離独立に至る

までの内紛で政情が定まらず、アフリカ同盟(AU)のメンバー資格が一時停止される事態に

までなった。因みに 2019 年のインフレ率は 51％、公的債務残高の対 GDP 比は高く、211％

に達する状況となった。 

貿易 輸出額 56 億ドル （2015 年 世銀） 

輸出品 石油、食用油、金、家畜（羊） 

輸出相手 中、UAE、サウジアラビア、インド、エジプト 

対日輸出額 28 億円  

対日輸出品 原油 

 

輸入額 84 億ドル （2015 年 世銀） 

輸入品 航空機部品、サトウキビ、医薬品、トラクター、小麦 

輸入相手 中国、ヨルダン、インド、エジプト、UAE 

対日輸入額 54 億円  

対日輸入品 バス、トラック、乗用車、タイヤ 
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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であった。 

 

港湾管理の面からもシングル ウィンドウの必

要性が叫ばれてきたが、税関システムとして

ASYCUDA World が稼働しているだけで、シン

グル ウィンドウと呼べるものは未構築と思わ

れる。 

 

≪参考≫ 

 スーダンの輸入に必要な書類 

 いずれかの商業銀行から発行された 

Form IM 

 手順と標準に係る General Authority

（総務省）の証明書 

 インボイス 

 B／L 

 船社からの貨物受渡指図書 

 原産地証明（必要な場合） 

 規制品目の場合は関係省庁の許可証 

 パッキングリスト 

 保険証券 

 

 スーダンからの輸出に必要な書類 

 輸出数量と輸出金額は貿易省指定の

価格に基づいた適正なものであるこ

とを確認する趣旨の、商業銀行から

発行された Form EX 

 貿易省の輸出許可証ないし貿易省承

認済の輸出入者間売買契約書 

 納税番号 

 商工会議所への登録 

 

 

 

 

 

≪この項の主な参考資料≫ 

 Maritime Research & Consultation Center 

www.aast.edu/en  

 スーダン税関の HP 

http://customs.gov.sd/en/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aast.edu/en
http://customs.gov.sd/en/
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＜26＞ セーシェル 

 

国名 セーシェル共和国 

 
Republic of Seychelles 

首都 ビクトリア (Victoria) （在マヘ Mahé 島） 

  

規模 面積 460 ㎢  

人口（万人） 10 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 17 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 16,870 （2019 年 世銀） 

概要 アフリカ東岸沖、インド洋にある小島嶼国。1976 年に英国より独立。英語とフランス語が使

用され、9 割はキリスト教。一人当たりの GNI は人口が 10 万人と言う圧倒的な少なさのた

めか 16,870 ドルと世界の中でも 50 位の高さだが、小島嶼国特有の経済的な脆さがあるの

で、多くの国から経済支援を受けている。 

貿易 輸出額 1 千万ドル  

輸出品 マグロ缶詰、石油、タバコ 

輸出相手 英、仏、ケイマン諸島、タイ 

対日輸出額 82 億円  

対日輸出品 冷凍魚等 

 

輸入額 1 千万ドル  

輸入品 船舶関連、石油、冷凍マグロ 

輸入相手 UAE、スペイン、払、インド、英 

対日輸入額 13 億円  

対日輸入品 自動車等輸送機械、機械製品等 
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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であった。 

税関システムとして ASYCUDA World が稼

働中だが、シングル ウィンドウは構築されて

いない。 

 

＜参考＞ 

 積替えの一時陸揚げでも、国内引取りの

ものでも、輸入案件は全て ASYCUDA 

World に入力が必要である。 

 税率は HS コードに基づいて決定され、

CIF 価格に引き直した商品価格に対して

課税される。 

 輸出入申告に当たっては正しい様式を使

用しないと ASYCUDA による正しい処理

が行われない。 

輸出用 EX1  単純輸出  

(Permanent exportation) 

EX2  一時輸出 

EX3  再輸出 

輸入用 IM4  国内消費用 

IM5  一時輸入 

IM6  再輸入 

IM7  倉庫保管用の入荷 

(Entry for warehousing) 

IM8  積替貨物 

(Transshipment & Ship 

Store Procedures) 

SD4  簡易申告 

(Simplified Declaration) 

 必要書類 

 Invoice 原本 

 パッキングリスト 

 B/L ないし Airway bill 

 保険証券 

 輸入許可証（該当する場合） 

≪この項の主な参考資料≫ 

Seychelles Revenue Commission 

https://www.src.gov.sc/pages/customs/import

andexport.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.src.gov.sc/pages/customs/importandexport.aspx
https://www.src.gov.sc/pages/customs/importandexport.aspx
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記事３. 国連 CEFACT からのお知らせ 

 

10 September 2021:  

UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project "Cross-border multimodal 

digital corridors for regulatory related movement of consignment data and consignment status 

information for trade facilitation". The purpose of this project is to create regulatory-related guidance 

material on multimodal corridor set ups and further build on the existing data pipeline model to create 

Linkage and establish appropriate standards for exchange of information between ports and airports of 

two countries. If you would like more information, please contact the project lead: Charles Edwards. 

 国連 CEFACT は、プロジェクト「貿易円滑化を目的とした規制に関連した積送データと積送ステー

タス情報の移動のための越境マルチモーダル・デジタル・コリドー」への参加を呼び掛けています。こ

のプロジェクトの目的は、マルチモーダル・コリドー設置に関する規制関連のガイダンス資料を作成

すると共に、既存のデータ・パイプライン・モデルを発展させてリンケージを作成し、両国の港／空港

間の情報交換のための適切な標準を確立することです。詳しく知りたい方はプロジェクトリーダーの

Charles Edwards にご連絡ください。 

 

7 September 2021:  

UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project “Revision of Recommendation 

2”. Ensuring that all parties understand the same information in the same way is perhaps even more 

pertinent today as multiple data exchange methods are emerging. The semantic meaning – or the base 

meaning – of each individual data element, whether it be on a paper document or within an electronic 

message, needs to be clearly defined and understood by all parties involved in order to avoid errors, 

miscomprehension, misalignment or non-interoperability. If you would like more information, please 

contact the project lead: Nariné Aldasheva. 

 国連 CEFACT は、プロジェクト「勧告 2 号の改訂」への参加を呼び掛けています。多様なデータ交

換方法が出現している今日、すべての関係者が同じ方法で同じ情報を理解できるようにすることが、

より重要になっています。個々のデータ要素の意味解釈、すなわち基本的な意味は、それが、紙か電子

メッセージかに関わらず、誤りや誤解、不整合、相互運用性の欠如を避けるために、全ての関係者によ

って明確に定義され理解される必要があります。 詳しくはプロジェクトリーダーの Nariné Aldasheva

にご連絡ください。 

 

3 September 2021:  

On-line registration to the UN/CEFACT 37th Forum is open now. Detailed information is available 

in the Forum website. 

UN/CEFACT 第 37 回フォーラムのオンライン登録を受け付けています。詳しい情報はフォーラム

ウェブサイトまでご覧ください。 

 

 

 

https://uncefact.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=91553889
https://uncefact.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=91553889
https://uncefact.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=91553889
mailto:chwedwards@gmail.com
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Revision+of+Recommendation+2
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Revision+of+Recommendation+2
mailto:aldashevanarine@gmail.com
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23 August 2021:  

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

UN/LOCODE release 2021-2 is 30 September 2021. 

UN/CEFACT は、UN/LOCODE の 2021⁻2 リリース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 9 月 30 日にしたので、利用者は留意願います。 
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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（後編）」では、船員要件が特恵制度の活用に関係

していると記述があります。私と同じように「船員要件はどうして重要なの…？」と思ってしまう読

者の皆さん、キーワードは領海外です。 

執筆者に尋ねると、公海など国家が領有しない場所で得たものの原産地決定は、特恵と非特恵

の 2 通りの約束事があり、特恵の場合、公海で採れた魚に自国の低い特恵関税を適用するには、

「自国の船員が他国の支配下にない法人の下で自国で登録した漁船で自国の旗を掲げた状況で操

業した場合に限る」との要件が出てきたそうです。簡単に言うと、漁をする船や船を保有する会

社、船員、船籍が自国に属した場合に限り特恵関税が適用できます。 

でも今や漁業の世界でも、船員が必ず自国の国民とは限りませんので、船員要件は原産性判断の要

素から外されたようです。原産地規則も、時代と共に進んでいますね。 
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