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記事 1．アジア太平洋地域における広域 FTA･EPA の活用のために② 

～ 重なり合う原産地規則の実態と問題点 ～ 

 

業務二部長 今川 博 

 

第３編 自動車及び自動車部品（第 87 類） 

 前回、第２編では第 84 類及び第 85 類の機械
類、エレクトロニクス製品等の分野における品
目別規則を取り上げ、アジア太平洋地域の広域
FTA･EPA においては「項変更又は域内原産割
合（以下「RVC」）40％」の選択方式が広く採
用され、製品には専用部品の組立て、部品には
一定の付加価値付与が当該分野の多くの品目に
おけるスタンダード規定となっていることを論
じました。また、例外的に、製品に対して専用
部品の組立てだけでは原産資格を与えず、定め
られた付加価値基準の達成を求める規則が存在
することも述べました。 

これらの例外には、 

品目別規則全体の整合性の観点から、エン
ジン、ギアボックス等第 87 類に属さない自動
車関連製品について、第 87 類（自動車及び自
動車部品）の品目別規則と整合させている場
合、 

ベアリング、バッテリーのように構成部品
の製造が技術的に困難で当該部品が製品の重
要な特性を有する場合、 

開発途上にある締約国の地場産業育成の観
点から特定家電製品（例えば、洗濯機、真空
式掃除機）が輸入品によって自国市場から駆
逐されることがないよう、域外から輸入され
た部品の組立てのみでは原産資格を与えない
場合 

などが考えられました。 

1. 自動車及び自動車部品の品目別規則を俯瞰
してみると 

 さて、第 3 編では第 87 類の自動車及び自動車
部品を取り上げます。 

自動車及び自動車部品に適用される原産地規
則策定の背景及び規定の性格を簡単に整理して
おきますと、次のとおりです。 

 自動車産業は、完成車メーカーを頂点に幾層
もの部品サプライヤーがピラミッド型の産業構
造を構成し、国内に膨大な雇用を創出し、生産、
輸出による GDP の創出に貢献するため、先進国、
途上国を問わず、どの国においても基幹産業と
して位置付けられています。そのため、原産地
規則の策定にも各国の思惑が重なります。すな
わち、競争力の乏しい自動車産業を抱える締約
国にとっては、他の締約国で自動車部品の完成
車への組立てのみによって原産資格が得られて
しまうことは、自国への対内直接投資の確保、
自国基幹産業の保護育成の観点からは論外です。 

完成車生産へ自国の自動車部品産業の関与を
深めさせるべく、乗用車･バス･トラックを例に
取れば、本稿で取り上げるどの広域 FTA･EPA
でも自動車部品及び完成車に対して付加価値基
準が適用されます（協定によって閾値が異なり
ますが、RVC の控除方式で比較すると 40％から
55％の範囲です）。他方、この閾値を逆に見れ
ば、非原産材料を最大 60％から 45％まで使用で
きることを意味しますが、この非原産材料には
締約国外から輸入した部品に加えて、締約国か
ら輸入した部品であっても原産資格を得られな
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かったものも含みます。ある FTA･EPA の利用
を前提で、その締約国への完成車輸出を考える
場合には、生産国（イコール輸出国）で利用可
能な当該 FTA･EPA 締約国からの自動車部品の
調達を優先し、かつ、その部品が累積規定を適
用すれば原産部品となることを確認した上で完
成車の組立てを行うことが必須となります。 

すなわち、何が非原産になるかの基準は各協
定で異なるため、日 EU･EPA の原産品である
EU 産品をアジア太平洋地域の広域 FTA･EPA で
原産材料として認定するのは不可能です。また、
中アセアン協定で原産品であった材料を日アセ
アン協定で常に原産材料として使用できるとは
限りませんし、TPP11 と RCEP でも同様です。 

 我が国のように自動車の MFN 関税が既に撤
廃（無税化）されていれば、EPA 原産地規則は
専ら輸出促進の観点から交渉されます。その最
も成功した例は、米国が参加していた TPP12 で
す。12 ヵ国全域での付加価値を考慮できる地域
原産の考え方に基づくネットコスト方式で 45％
又は控除方式で 55％という基準を合意できたこ
とは、米･加･メキシコの 3 ヵ国での NAFTA 協
定を引き継いだ USMCA 協定で乗用車のネット
コスト方式での最終的な閾値が 75％（発効時
66％）であったことを考えれば、驚異的な緩さ
と云えましょう。 

 自動車関連産品に適用される付加価値基準の
単独適用に対する例外が、印アセアン協定の
「号変更及び RVC35％」です。印アセアン協定
では「及び」と規定されるダブル要件が定めら
れていても、完成車について論じれば、完成車
の自動車部品からの組立てには必ず号変更が生
じるので、一見したところ、RVC35％のみの緩
いルールが適用されるように考えられます。し
かしながら、自動車部品に対しては、ブレーキ、
ギアボックス、駆動軸、懸架装置等の主要コン
ポーネンツが第 87.08 項の各号に分類され、当
該コンポーネンツを構成する専用部品も同じ号

に属するので、これらの主要コンポーネンツに
ついては粗原料から生産しない限り原産資格は
得られません。印アセアン以外では併用されて
いる付加価値基準を満たすことができますが、
印アセアンでは号変更規則を満たした上での
35％付加価値付与が求められので、自動車部品
の原産資格取得には相当な困難が想定されます。
すなわち、生産工程の上流に位置する自動車専
用部品から中･下流に位置する自動車部品の生産
において関税分類の号が変わらないならば、ダ
ブル要件のうちの「号変更」要件を満たさない
ことになるからです。 

したがって、印アセアン協定を利用してイン
ドに自動車、自動車部品を輸出することを企図
している企業は、アセアン諸国で粗原料からの
自動車部品の生産が可能な状況を確保しなけれ
ば、部品生産の段階で非原産材料が大部分とな
ってしまいます。 

 また、最近注目を集めている自動車用バッテ
リーパック（第 85.07 項）については、次頁の
表１（品目別規則比較表（抜粋））が示すとお
り、RCEP が部品からの組立を容認する以外は
どのスキームも付加価値基準の充足を求めます。
世界的に電気自動車（EV）が普及する時代が近
づいているようですが、当面、電気自動車にあ
ってはバッテリーパックが自動車としての最重
要部品の位置を占めると思われます。アジア太
平洋地域内で電気自動車を生産し、域内に輸出
するのであれば、RCEP での特恵税率のステー
ジングを見ながらより低税率が適用される広域
FTA･EPA の活用も視野に入れるべきでしょう。
そのような場合、域外の部品を輸入して組み立
てただけで原産品となる RCEP に比べて他の協
定では一定付加価値の付与が求められるので、
他の協定でも原産品となるバッテリーパックの
生産を心掛けておく必要があります。今後、
TPP11 に英国が加盟するようになると、英国に
生産拠点を有する日系企業は EU 英国貿易･協力
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協定でのバッテリーパックの品目別規則をにら
んだ英国での生産、部品輸出を戦略的に検討す
ることになるのでしょう。ただし、TPP11 に英
国が加盟すれば TPP11 原産品は英国での輸入時
に特恵関税の適用が可能ですが、対 EU 輸出に
第三国累積が適用されるわけではありませんの
で、注意が必要です。 

 一方、非原産のバッテリーパック材料をアジ
ア太平洋地域から輸入しても、英国工場でバッ
テリーパック（第 85.07 項）を以下の EU 英国貿
易･協力協定の品目別規則を満たす形で仕上げる
ことで、対 EU 特恵輸出は可能です。 

2023 年 12 月末まで：   

号変更、非原産のバッテリーセル又はバッテ

リーモデュールの組立て、又は非原産材料の

最大許容限度 (MaxNOM) 70 % (工場渡し価

額) 

2024 年 1 月～2026 年 12 月： 

項変更（ただし、非原産の正極活物質材料か

らの変更を除く）又は非原産材料の最大許容

限度 (MaxNOM) 40 % (工場渡し価額) 

2027 年 1 月から： 

発効後５年以降に、十分かつ適切な原産材料

の調達可能性、需供バランスその他の情報な

ど締約諸国内の市場情報を勘案して再検討 

 したがって、英国の TPP11 加盟以前であって
も、アジア太平洋地域でのバッテリーパック構
成材料は域内輸出のみならず、欧州市場をも視
野に入れて 2026 年までであれば英国工場での工
場渡し価額の 40％までをアジア太平洋地域の工
場から供給することができます（2027 年以降の
品目別規則は再検討される予定）。 

  

表 1：品目別規則比較表（抜粋)
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2. 自動車及び自動車部品に適用される付加価
値基準の比較 

付加価値基準の計算式は何通りもありますが、
控除方式が多くの FTA･EPA で採用され、FOB
価額と非原産材料の価額（以下「VNM」）の
差額を国内（域内）での付加価値として、FOB
価額で除した率を算出します（欧州型では、
FOB に代えて工場渡し価額（ex works）が使用
されます。）。 

 

RVC =      x 100 

 

この方式のみを採用するのは、日アセアン、
中アセアンで、他の方式との併用制を採用する
のは、RCEP、TPP11、韓アセアン、豪州･NZ･
アセアン、ATIGA の各協定です。ここでも、唯
一の例外は印アセアン協定です。印アセアン協
定では、間接方式として以下の計算式が適用さ
れます。どの原産地規則においても使用した材
料の原産性が不明である場合には非原産材料と
して取り扱われますので、他の方式と同様に非
原産材料を対象とすることには差異はありませ
んが、印アセアン協定の間接方式は付加価値
「 35 ％ 以 上 」 で は な く 、 非 原 産 材 料 許 容 率
「65％以下」となります。 

 
RVC =     x 100 

ATIGA 直接方式（積上げ方式） 

 それでは、自動車関連産品に併用される他の
方式を検証してみましょう。アジア太平洋地域
の広域協定は、TPP11 を除きアセアン 10 ヵ国
の参加が必然視されます。ATIGA は付加価値
40％のみの AFTA（アセアン自由貿易協定）原
産地規則から出発しているので、アセアン各国
が慣れ親しんだ計算方式が取り入れられました。 

結果的にアジア太平洋地域の広域協定の付加
価値計算に係る積上げ（直接）方式では、使用
さ れ る 用 語 、 順 番 が 多 少 異 な っ て い て も 、
ATIGA の計算方式が採用される傾向が強く、
RCEP、印アセアン、豪･NZ･アセアンで以下の
ATIGA 直接方式が使用されています。 

 

RVC =         x 100 

 控除方式のみの日アセアン、中アセアンを除
き、併用制度を採る広域協定で上記 ATIGA 直接
方 式 を 採 用 し て い な い の は 、 韓 ア セ ア ン と
TPP11 のみです。韓アセアンは、ルール 4 第 2
項(a)で「積上げ方式」として「VOM」のみを
記載していますが、「VOM」が何を意味するか
については計算式の下に定義規定が置かれてお
り、次のように定められています。 

 

RVC ＝      X 100 
 

 TPP11 の自動車関連産品以外に適用される付
加 価 値 基 準 に も 「 積 上 げ 方 式 」 が 存 在 し 、
TPP11 の積上げ方式では RVC は「VOM」を
「産品の価額（FOB 価額）」で除した率としま
す。この場合の VOM は言葉の意味に忠実に原
産材料の価額のみを含みます。個人的意見です
が、韓アセアンの積上げ方式規定は利用者を混
乱させてしまいます。このような規定振りとな
った理由は、交渉上の妥協の産物として「実
（定義規定）」と「名（計算式での名称）」を
分け合ったものと推測します。ATIGA 直接方式
との差異は、「他の費用」が含まれず、「輸送
費」が含まれることです。 

VOM は、原産材料の価額を意味し、原産材
料の価額、直接労務費、直接経費、輸送費、
及び利益を含むものとする。 

FOB ― VNM（非原産材料の価額） 
FOB 

輸入された非原産材料の価額＋ 
原産性が不明な材料の価額 

FOB 

原産材料の価額＋直接労務費＋
直接経費＋利益＋他の費用 

FOB 

VOM 

FOB 
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「他の費用」の内訳 

 ATIGA 直接方式は、アジア太平洋地域におい
て RCEP を含む多くの広域協定で使用される計
算式であるにもかかわらず、本家である ATIGA、
発効後に最大限の活用が期待される RCEP で
「他の費用」の定義が置かれていません。その
ため、ATIGA では積み重ねられた実務慣行が確
立しているのかもしれませんが、RCEP におけ
る「他の費用」の解釈については、特にアセア
ン以外の 5 ヵ国においては不整合があるかもし
れません。したがって、発効後に輸入締約国の
税関当局に照会することが明確化の早道となり
ますが、本稿では他の協定で定義されている内
容から考察します。 

 韓アセアンでは、上に引用したとおり「他の
費用」の文言は使用されず、「輸送費」を「含
む（include）」と規定されています（附属書 3、
ルール 4 第２項(a)）。したがって、輸送費が原
産材料に含まれることは明確ですが、倉庫料な
どは含むことになるのでしょうか。この解釈は、
これはアセアン諸国又は韓国の当局に照会した
方がよさそうです。 

 印アセアンでは、付加価値基準の計算方法は、
附属書２，ルール４及び同附属書の付録 A で定
めています（ルール４(d)）。付録 A は次のよう
に規定しています。 

FOB 価額 ＝ 工場渡し価額（ex-factory price）  ＋  

 

工場渡し価額 ＝ 製造費用（production cost） ＋  

 

製造費用 ＝ 原材料費 ＋ 労務費 ＋ 経費 

 

その内訳として、以下の定義が置かれています。 

「他の費用」 FOB 価額を算定するに際しての他

の費用は、産品を輸出目的で船舶に

積み込むために生じる費用として、

国内輸送費、倉庫料、港湾諸掛り、

代理店等への手数料、サービス料ほ

かが含まれるが、これに限ることは

ない。 

「原材料費」 原材料の費用、及び輸送費並びに保

険料 

「労務費」 賃 金 （ wages ） 、 報 酬

（remuneration）、生産工程に関連

す る 従 業 員 の 福 利 厚 生 （ other 

employee benefits associated with 

the manufacturing process） 

「経費」 以下を含むが、以下に限ることはな

い。 

 生産工程に関連する不動産に関連す

るもの（保険、工場の借料、建物の

減価償却、修理、維持管理、モーゲ

ージの利子） 

 工場及び装置のリース料及び利子の

支払い 

 工場の保安 

 保険（工場、装置、産品の製造に使

用される材料） 

 ユーティリティ（燃料、電気、水道、

その他産品の生産に直接帰属させら

れるもの） 

 調査、開発、デザイン、エンジニア

リング 

 ダイス、鋳型、工作機械設備、工場

及び装置の原価償却、維持、修繕 

 ロイヤルティー又はライセンス料

（産品の製造に使用される機械又は

工程の特許料、産品を製造する権利

に関連するもの） 

 材料及び産品の検査、試験 

 工場における保管、移動 

 リサイクル可能なくずの廃棄 

 原材料の価額の算定における経費要

素、すなわち、港湾諸掛り、通関手

他の費用 

利益（profit） 

（overhead costs） 
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数料、有税物品に係る支払われた関

税額 

したがって、印アセアンでは、FOB 価額から工
場渡し価額を差し引いた価額が「他の費用」と
なり、これには、産品を輸出目的で船舶に積み
込むために生じる費用として、国内輸送費、倉
庫料、港湾諸掛り、代理店等への手数料、サー
ビス料等が含まれます（附属書 2、付録 A.1 (a)、
(b)）。なお、筆者の個人的な意見ですが、工場
渡し価額が製造費用と利益の合計額であるなら
ば、この製造費用は、我が国の原価計算の考え
方では総原価として製造原価と販売費及び一般
管 理 費 （ い わ ゆ る 、 selling, general and 
administrative expenses: SGA expenses）を含み
ます（注）。ところが、印アセアンでは、製造
費用を原材料費、労務費及び経費の総計と定義
しているので、経費に販売費及び一般管理費を
含めているのかもしれませんが、現時点では詳
細は判明していません。また、締約国の付加価
値としてカウントできる要素の「原産材料の価
額＋直接労務費＋直接経費＋利益＋他の費用」
のうち、「直接経費（direct overhead cost）」
として含めてよいものの例示がないので、輸出
締約国の一般的に認められている会計原則に従
って算定することになると考えられます。 

（注）日 EU･EPA 附属書 3A 注釈 4（非原産材料の最

大限の割合（価額に基づくもの）及び最小限の域内原

産割合（価額に基づくもの）の算定）の定義 1（b）

(工場渡し価額)(ii)では、以下のとおり規定されてい

ます。 

支払われた若しくは支払われるべき価額がな

い場合又は実際に支払われた価額が産品の生

産に関連する全ての費用であって、当該産品

の生産において実際に要したものを反映して

いない場合には、輸出締約国における当該産

品の生産において使用された全ての材料の価

額及び要した他の全ての費用。 

当該費用は、次のとおりとする。 

(A) 販売費、一般管理費及び当該産品に合理

的に割り当てることができる利益を含む。 

(B) 当該産品を輸送するために要した運賃、

保険料及び他の全ての費用並びに当該産

品が輸出される際に払い戻され、又は払

い戻され得る輸出締約国の内国税を除く。 

 豪･NZ･アセアンは印アセアンとほぼ同じで、
以下のとおり規定されています（協定第 3 章第 5
条(d)）。 

「他の費用」は、産品を輸出目的で船舶又は
他の輸送手段に積み込むために生じる費用と
して、国内輸送費、倉庫料、港湾諸掛り、代
理店等への手数料、サービス料が含まれるが、
これに限ることはない。 

 上記三つの「ASEAN プラス１」協定は、いず
れも 2010 年 1 月 1 日に発効しており、交渉の時
期もある程度重なっていたにもかかわらず、少
しずつ文言が異なっています。解釈上、最も具
体的に規定しているのは印アセアン協定で、
「産品が生産工場を出てから船舶の舷側を通過
するまでの経費」という意味で非常に明確で、
限定列挙ではないため、例示されていない費用
であっても当該定義に該当すれば内国付加価値
として取り扱うことが可能です。この解釈は、
筆者の個人的意見ですが、ATIGA、RCEP を含
めて、アセアン諸国内での共通解釈として理解
してよいと考えます（ただし、公式解釈は当局
者 へ の 照 会 に 委 ね る べ き こ と を 申 し 添 え ま
す。）。 

計算方式の併用制において選択できる者（締約
国か、輸出者･生産者か） 

 併用制の場合、誰がどのルールを選択するこ
と が で き る の か が 重 要 な 問 題 と な り ま す 。
RCEP、TPP11、豪･NZ･アセアン協定の場合、
輸出者又は生産者が任意に選択することができ
ます。しかしながら、ATIGA、印アセアン協定
では締約国が直接方式又は間接方式のどちらか
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を選択し、他の締約国に通報することとなって
います。また、韓アセアン協定では、当初、印
アセアンと同様に併用される積上げ方式と控除
方式は締約国がどちらかを選択し、その方式を
他の締約国に通報することとしていましたが
（附属書 3、ルール 4.2 の脚注 3）、韓アセアン
物品協定を改正する第３議定書（2015 年署名、
2016 年発効）によって輸出者又は生産者がどち
らかの方式を選択できるようにしました（ただ
し、選択した方式は年度を通して使用しなけれ
ばなりません。）。 

3. 原産地規則適用上の留意点 

平均法の採用 

 控除方式においては非原産材料の価額と FOB
価額のみが必要なことから、RCEP 規則に代表
されるように、これらの価額は定義され、明確
化されています。すなわち、材料費として実際
に支払われた又は支払われるべき価額、インボ
イスに記載されている FOB 価額（調整された価
額を含む。）を使用します。これは、税関が課
税価格を算定する際に適用する関税評価協定上
の概念と一致します。欧州では、付加価値基準
は出荷ロット単位で算定すべきとの原則を採用
しているため（注）、我が国を含めて欧州方式
に倣う協定では一定期間の出荷をまとめて計算
する平均法の適用には、実務上、明文規定によ
る根拠が必要と理解されています。しかしなが
ら、自動車及び自動車部品の原産性を出荷する
ロット毎に算出するのは手間がかかり、また、
生産時点からある程度時間を経ないと確定しな
い価額要素もあるため、自動車メーカー、部品
メーカーにとって最も利便性の高い方法は、一
定期間における工場単位、製品単位での包括的
な原産性判断を許容する平均法です。その観点
か ら 各 協 定 を 俯 瞰 し て み る と 、 TPP11 と
ATIGA では明文で平均法の適用が確認できます
が、他の協定では特段の規定がありません。 

（注）EU においても平均法採用の動きが見られ、

直近の EU 英国貿易･協力協定においては附属書 

ORIG-1: 品目別原産地規則の一般注釈、Note 4 

(非原産材料の最大許容価額の計算) (d)で、非原

産材料の価額の算定においては、締約国で一般的

に認められている会計原則に従った 加重平均価

額計算式（weighted average value formula）又は

そ の 他 の 棚 卸 資 産 評 価 方 式 （ other inventory 

valuation method）を、自動車関連産品に限らず

（品目を特定することなく）適用可能としました。

さらに、欧州域内に横断的に適用されることにな

る改訂汎ユーロ地中海条約原産地規則第 4 条（第

3 項～第 6 項）（未発効）において、工場渡し価

額（ex-works）及び非原産材料の価額の算定に際

して、締約国税関当局は輸出者に対して非原産材

料の最大許容限度の算定で平均法を用いることを

承認することができるとしています（JASTPRO

月刊誌 2021 年 9 月号「改訂汎ユーロ地中海条約

原 産 地 規 則 の 改 正 （ 後 編 ） 」 URL: 

https://www.jastpro.org/files/libs/1320/2021092

81653537932.pdf）2 ページに関連記事を掲載し

ています。 

 それでは、アジア太平洋地域の広域 FTA･
EPA で適用される平均法を具体的に見ていきま
しょう。   

 ATIGA 附属書 5「ATIGA 地域原産割合の算
出のための原則及びガイドライン」の B. 「原価
計算方式のガイドライン」によると、次の４方
式が掲載されています。 

(i) 実際原価： 実際原価のベースは事業者によ

って定義されるべきで、実際原価には産品の

生産に要した直接及び間接経費が含まれる。 

(ii) 見積原価及び予算原価： 見積原価は正当性

が立証される場合に限り使用が認められる。

事業者は予測の正確性を示すために原産性を

主張する期間内の差異分析及び証拠を提示す

べきである。  

(iii) 標準原価： 標準原価のべースは明示される

べきで、事業者は会計上経費が使われたこと

https://www.jastpro.org/files/libs/1320/202109281653537932.pdf
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を示す証拠を提供すべきである。  

(iv) 平均原価･移動平均原価： 平均原価は正当性

が立証される場合に限り使用が認められる。

平均原価を計算するためのベース（期間等を

含む）は特記されるべきで（be highlighted）、

事業者は平均原価の正確性を示すために原産

性を主張する期間内の差異分析及び証拠を提

示すべきである。 

(v) 固定費用： 固定費用は健全な原価計算原則

に従って配賦されるべきで、特定の期間にお

ける事業者にとっての単価の代表的な反映で、

配賦のための手法は明確に示されるべきであ

る。 

 TPP11 第 3.9 条（純費用）第 1 項では、自動
車関連産品の範囲を定め、その原産性判断にお
いて純費用（ネットコスト）方式に基づく域内
原産割合を適用することを規定しています。自
動車関連産品とは、以下を意味します。 

第 8407.31 号～第 8407.34 号:  

ピストン式往復動機関（第 87 類の車両の駆動

に使用する種類のものに限る。） 

第 8408.20 号: 

第 87 類の車両の駆動に使用する種類のピスト

ン式圧縮点火内燃機関（ディーゼルエンジン

及びセミディーゼルエンジン） 

第 8409.91 号～第 8409.99 号:  

第 84.07 項又は第 84.08 項のエンジン（航空機

用以外のもの）に専ら又は主として使用する

部分品 

第 87.01 項～第 87.09 項:  

トラクター、バス、乗用車、トラック、クレ

ーン車等の特殊用途自動車、これらの部分品･

附属品、原動機付きシャシ、車体、自走式作

業トラック 

第 87.11 項: モーターサイクル 

 同条第 2 項では、「純費用」、「自動車関連
産品 (単数の the good。以下同じ。) の純費用」
の定義を定めています。 

「純費用」とは、(i) 総費用 から (ii) 控除され

るべき費用 (販売促進･マーケティング･アフタ

ーサービス費、使用料、輸送費、梱包費、不

当な利子) を差し引いたもので、 

「自動車関連産品の純費用」とは、次のいず

れかの方法によって合理的に割り当てる（以

下「配賦する」）ことができる純費用です。 

① 生産者によって生産される全ての自動

車関連産品の総費用から控除されるべ

き費用を差し引いた純費用を、(原産性

判断の対象となる産品に）合理的に配

賦する。 

② 生産者によって生産される全ての自動

車関連産品の総費用を (原産性判断の対

象となる産品に) 合理的に配賦し、そこ

から控除されるべき費用をそれぞれ差

し引く。 

③ (原産性判断の対象となる) 自動車関連

産品の総費用の一部をなす各費用の積

上げに当って、控除されるべき費用が

含まれないように合理的に配賦する。 

 同条第 3 項、第 4 項では、具体的な純費用の
算定には、完成車と材料･部品に対して二通りの
方法を認めています。 

第 1 グループ： 

トラクター、バス、乗用車、トラック、クレ
ーン車等の特殊用途自動車、原動機付きシャ
シ（第 87.01 項～第 87.06 項）、モーターサ
イクル（第 87.11 項） 

以下の使用できる区分を用いて、かつ、対象と
なる自動車のどちらかを基準として、生産者の
会計年度の平均をとることができる。 
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《使用できる区分》 

(a)  締約国の領域の同一の工場で生産される

同一の車種で同一のモデルライン 

(b) 締約国の領域の同一の工場で生産される

同一の車種 

(c) 締約国の領域で生産される同一のモデル

ライン 

(d) 締約国間で決定する他の区分 

《対象となる自動車》  

① 上記のいずれかの区分の全ての自動車 

② 上記のいずれかの区分の自動車のうち、

他の締約国に輸出されるもの 

第 2 グループ：  

第 87 類の車両の駆動に使用するガソリンエ
ンジン、ディーゼルエンジン、セミディーゼ
ルエンジン、これらの部分品（第 8407.31 号
～第 8407.34 号、第 8408.20 号、第 8409.91
号～第 8409.99 号のうち自動車関連）、原動
機付きシャシ、車体、自動車の部分品（第
87.06 項～第 87.08 項） 

同一の工場で生産されることを条件として、
次のいずれかの期間の平均をとることができ
る（ただし、当該年度、四半期、月の間に生
産されたもの。）。 

《使用できる期間》  

(a) 当該材料･部品の販売相手である自動車生

産者の会計年度（販売される材料･部品ご

と、他の締約国の領域に輸出される材料･

部品ごとに算定） 

(b) 任意の四半期又は月（他の締約国の領域

に輸出される材料･部品ごとに算定 

(c) 当該材料･部品の生産者の会計年度 

 同条第 5 項では、純費用算出に必要なそれぞ
れの専門用語である総費用、控除されるべき費
用 (販売促進･マーケティング･アフターサービ
ス費、使用料、輸送費、梱包費、不当な利子)、
車種、モデルラインの定義を定めています。 

 

《総費用》 

産品に係る全ての(i) 製品原価、(ii) 期間原価 及

び (iii)他の費用であって、一又は二以上の締約

国の領域において生ずるものをいう。 

(i) ｢製品原価」は、産品の生産に関連する

費用であり、材料の価額、直接労務費及

び直接経費を含む。 

(ii) ｢期間原価」は、その生ずる期間中に経

費として請求される費用（製品原価を除

く。）であり、販売費及び一般管理費を

含む。 

(iii) ｢他の費用」は、生産者の帳簿に記録さ

れる製品原価及び期間原価以外の全ての

費用であり、利子を含む。 

総費用には、生産者が取得する利得（当該生産者

により留保されているか又は配当金として他の者

に支われるかを問わない。）及び当該利得につい

て納付される税（譲渡収益税を含む。）を含まな

い。 

《車種》  

(i) セミトレーラー用の道路走行用トラクター

（第 8701.20 号）、16 人以上のバス（第

8702.10 号、第 8702.90 号）、ダンプカー、

5 トン超のトラック（第 8704.10 号、第

8704.22 号、第 8704.23 号、第 8704.32 号、

第 8704.90 号）、クレーン車等の特殊用途

自動車（第 87.05 項）、原動機付きシャシ

（第 87.06 項） 

(ii) トラクター（第 8701.10 号、第 8701.30 号

～第 8701.90 号） 

(iii) 10 人以上 15 人以下のバス（第 8702.10 号、

第 8702.90 号）、5 トン以下のトラック

（第 8704.21 号、第 8704.31 号） 

(iv) 乗用車等（第 8703.21 号～第 8703.90 号） 

(v) モーターサイクル（第 87.11 項） 

《モデルライン》  

同一の車台又はモデルの名称を有する自動車の

一群 
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《使用料》  

著作権、文学上、芸術上若しくは学術上の著作

物、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密

方式若しくは秘密工程の使用又は使用の権利の

対価として発生する全ての種類の支払金（技術

支援又は類似の合意に基づく支払金を含む。）

をいい、次のものを含む特定のサービスに関連

し得る技術支援又は類似の合意に基づく支払金

を除く。 

(i) 人員の訓練（当該訓練が行われる場所を

問わない。） 

(ii) エンジニアリング、設備の据付け、型の

取付け、ソフトウェア・デザイン及び類

似のコンピュータに係るサービスその他

サービス（一又は二以上の締約国の領域

において行われる場合に限る。） 

《販売促進、マーケティング及びアフターサービ

スに係る費用》 

(i) 販売及びマーケティングの促進、メディ

ア広告、広告及び市場調査、販売促進及

び実演説明のための資料、展示、販売会

議、展示会及び見本市、バナー、マーケ

ティングのための陳列、無料の見本、販

売、マーケティング及びアフターサービ

スに係る印刷物（産品のパンフレット、

カタログ、専門図書、価格リスト、サー

ビスマニュアル及び販売支援情報）、ロ

ゴ及び商標の設定及び保護、後援、卸売

及び小売の在庫補充料並びに接待 

(ii) 販売及びマーケティングの奨励金、消費

者、小売業者又は卸売業者への払戻し並

びに商品の奨励金 

(iii) 給料及び賃金、販売手数料、賞与、手当

（例えば、医療、保険又は年金に係るも

の）、旅費及び住居費並びに販売促進、

マーケティング及びアフターサービスの

ための人材の雇用に係る会費及び報酬 

(iv) 販売促進、マーケティング及びアフター

サービスのための人材の採用及び訓練並

びに顧客に対応する従業員に対するアフ

ターサービスのための訓練（これらに係

る費用が生産者の財務書類又は原価計算

書において産品の販売促進、マーケティ

ング及びアフターサービスのためのもの

として区別して特定されている場合に限

る。） 

(v) 産品に係る賠償責任保険 

(vi) 産品の販売促進、マーケティング及びア

フターサービスのための事務用品（これ

らに係る費用が生産者の財務書類又は原

価計算書において産品の販売促進、マー

ケティング及びアフターサービスのため

のものとして区別して特定されている場

合に限る。） 

(vii) 電話、郵便その他の通信（これらに係る

費用が生産者の財務書類又は原価計算書

において産品の販売促進、マーケティン

グ及びアフターサービスのためのものと

して区別して特定されている場合に限

る。） 

(viii) 販売促進、マーケティング及びアフター

サービスのための事務所及び流通センタ

ーの賃貸料及び減価償却費 

(ix) 産品の販売促進、マーケティング及びア

フターサービスのための事務所及び流通

センターに係る資産保険料、税、公共料

金並びに修理及び保全（これらに係る費

用が生産者の財務書類又は原価計算書に

おいて製品の販売促進、マーケティング

及びアフターサービスのためのものとし

て区別して特定されている場合に限る。） 

(x) 保証期間内の修理に係る生産者から他の

者への支払 

《輸送費及びこん包費》  

産品を輸送するためのこん包及び買手に直接引

渡しを行うまでの輸送に要する費用をいい、当

該産品の小売のための準備及び包装に係る費用

を除く 
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《不当な利子》  

生産者が負う利子としての費用であって、当該

生産者が所在する締約国の中央政府が発行する

同種の満期の借入債券の利回りに 7 パーセント

を加えた水準を上回るもの 

《合理的割り当てる》 

一般的認められている会計原則に従って適当な

方法で配分すること 

異なる利用者の観点からの考察 

 平均法は、協定によっては方式を厳密に定め
ているものと、各締約国に詳細を委ねているも
のがあります。TPP11 は前者であり、ATIGA
は後者になります。また、協定の規定の使い勝
手は、誰が使うかによっても異なりますので、
少し立場を変えて、域内の締約国に進出した日
系自動車関連企業が域内第三国に広域 FTA･
EPA を活用して特恵輸出した場合の生産者、商
社、第三国の輸入者･輸入国税関の立場から考察
してみましょう。ただし、自動車関連の日系企
業が進出先の締約国で生産した製品を、自ら又
は商社によって我が国に輸入し、国内販売され
る場合は、我が国での輸入時に MFN 無税が適
用されるので、進出先の締約国で特恵原産地規
則を考慮する必要はありません（進出先から部
材を我が国に輸入し、加工の上、域内第三国に
再輸出する場合には、再輸出の際に適用する協
定での原産性チェックが必須となりますので、
留意する必要があります。）。 

生産者の立場： 

 生産者としては、自動車組立メーカー、自動
車部品供給メーカーを問わず、平均法の適用で
原産性立証に係るコスト軽減でメリットを受け
ることになります。ただし、TPP11 のように具
体的な計算方法が指定されている場合と ATIGA
のように締約国に委ねられている場合が併存す
るときには、両協定を並行して使用するのであ
れば、TPP11 の方法で一律に原産性決定を行う

ことが原産地事務を効率的に運営できるでしょ
う。一方、アジア太平洋地域では平均法を採用
していない協定の方が多数であるので、ロット
毎の原産性判断にも対応できる体制を整備して
おかねばなりません。ロット毎であれば会計年
度全体での平均というわけにもいかず、個別対
応となりますので、どちらの方法にも対応でき
る証拠収集体制を確保するなど、原産性判断を
行う部署には負担がかさみます。特に、最終組
立メーカーの間で異なる手法を部品供給メーカ
ーに求める場合には、部品メーカーの負担は倍
増することとなります。 

輸出者として貿易業者の立場： 

 基本的に産品の原産性に係る情報は生産者に
あり、輸出者が原産性の証明を行う場合には生
産者から原産性を証明できる最低限の情報を入
手していなければなりません。したがって、平
均法の採用の有無は貿易業者にとっては間接的
に重要な事項となります。また、手続的な内容
になりますが、輸出入を行う事業者が系列企業
ではなく独立系である場合には、輸出国発給当
局の原産地証明書又は生産者による原産地自己
申告を活用するか、生産者を信頼して輸入国税
関の検証には生産者が対応する旨の合意を得て
から特恵制度を利用すべきと考えます。 

輸入者・輸入国税関の立場： 

 域内第三国の輸入者、輸入国税関は自国の会
計原則を判断基準として原産性チェック、検証
を行うことはできず、あくまでも輸出国の会計
原則に従って検証しなければならないので、輸
入者は生産者の立証による他に術はなく、輸入
国税関職員も輸出国の会計原則に精通していな
いと適切な質問ができません。その意味では、
出荷ロット毎に計算する方式の方が、輸入国税
関の立場としては実務上容易であると言えるか
もしれません。 
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域外加工の累積への影響 

 アジア太平洋地域の広域 FTA･EPA のうち、
韓アセアン FTA には域外で委託加工された産品
が再輸入された際に原産資格を維持するものが
あります（附属書３、ルール６）。 

ルール６（特定産品の取扱い）  

ルール 2, 4, 5 の規定にかかわらず、締約国から輸

出された後に当該締約国に再輸入される材料が韓

国又はアセアン加盟国の領域の外（特別工業地区）

で生産又は作業が行われたとしても、特定の産品

は原産品とみなされる。本ルールの適用は、産品

のリスト及び本ルールの適用に関する手続きを含

めて、締約国間で相互に合意されるものとする。  

 例えば、アセアンの一構成国において、韓ア
セアン FTA の本ルールの下で「原産材料」とし
て輸入され、最終製品の生産に使用された場合、
韓アセアン FTA 以外の協定を適用して当該最終
製品を特恵輸出する際には、域内一貫生産の原
則を厳格に適用されることから（品目別規則次
第ではありますが）当該最終製品が非原産品と
なることも考えられるので、注意が必要です。 

異なる利用者の観点からの考察 

 域外加工は工程の様々な段階で生じることが
想定されます。特に、域内の締約国に進出した
日系自動車関連企業が直接に又は進出先の地場
企業を介して間接的に部材生産の段階で域外加
工に関与する場合には、当該域外加工・再輸入
を行う事業者として記録を正確に保持しておか
なければ当該部材の国内販売先又は輸出先であ
る域内第三国で意図しなかった間違いが生じ、
特恵マージン利益の逸失、信用失墜につながる
ことになりかねません。 

域外加工された部材を使用する生産者･輸出者の
立場： 

 アジア太平洋地域の広域 FTA･EPA では韓ア
セアン FTA に限られますが、部材調達において

は当該部材の素性の確認が必要になります。本
稿の対象からは外れますが、自動車及び自動車
部品の大生産地である EU が締結する FTA では
域外加工に寛容である印象を受けますので、将
来的に英国が TPP11 に加盟し、英国の部品メー
カーとの特恵取引を開始する場合には、EU 法制
に慣れ親しんだ英国部品メーカーが域内一貫生
産を厳格に適用する TPP11 の規定に留意するよ
うに啓蒙措置が必要になると思います。 

部材の生産に域外加工を自ら利用する事業者の
立場： 

 アジア太平洋地域の広域 FTA･EPA を利用す
る自動車メーカー、自動車部品メーカーは、韓
アセアン協定の下での域外加工について当該部
材の識別を厳格に行い、輸出に際して累積規定
の適用の可否を適切に判断しなければなりませ
ん。域外加工の有無、その時期、対象となった
部材等についての管理が甘いと、域外加工が行
われた産品とそうでない産品が混同され、結果
的に輸出先の取引相手に迷惑をかけることにな
ります。 

ATIGA では、国内調達された認定製造者の製品
は原産材料とみなされる 

 ATIGA には、締約国で認定を受けた製造者が
生産した材料が同締約国内の他の企業者によっ
て調達された場合には、当該材料を原産材料と
みなすことができる規定があります（第 29 条第
5 項）。これは、いわゆる「ATIGA 特恵原産地
に 関 す る AEO 製 造 者 」 の よ う な も の で 、
ATIGA 貿易に関する限り当該材料に関して輸入
国税関は原産材料として原産性判断を行うため、
輸出者、輸入者双方から（当該材料に関する）
検証に対して安心感を与えます。特に、自動車
のように使用部品が万単位に及ぶ産品の生産に
は、原産性管理上のメリットは大きく、我が国
にも二国間取極めで導入できれば、EPA の使い
勝手が格段に改善されると考えます。 
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ATIGA 協定第 29 条（域内原産割合の算出） 

5. 確立した認定製造者によって生産された国内

調達材料は、国内法令に従って、本協定の原

産性に係る要件を満たしたものであるとみな

す。それ以外の国内調達材料は、原産地決定

のために第 57 条に従った原産地の確認（検証）

を受けなければならない。 

異なる利用者の観点からの考察 

 非原産材料には「原産材料であることを立証
できない材料」をも含むことから、非原産材料
を産品の生産に使用することは極めて一般的な
生産形態となっています。特に自動車関連産品
には付加価値基準が適用されるので、非原産材
料の価額は最も大きな原産性判断要素となって
います。そのため、何が非原産材料であるかを
識別することが肝要であるわけですが、材料供
給元からの情報入手が困難なため立証ができず、
実際に原産品であっても非原産扱いで取り引さ
れる現実があります。この観点から、認定製造
者制度を有するアセアン諸国に進出した日系自
動車関連企業は、ATIGA を適用してアセアン諸
国に輸出する場合に限定されますが、他の協定
に比較して立証上の便宜を与えられています。
しかしながら、他の協定にはそのような便宜的
な規定はないので、輸入国税関からの検証に対
して認定製造者である旨の事実をもって対応す
ることはできないので留意すべきです。 

生産者の立場： 

 ATIGA の適用を前提としますが、自動車部品
メーカーが認定製造者となっていれば対外的に
は問題なく原産部品である旨の証明ができるこ
とになり、アセアン各国に進出した自動車メー
カーも原産性確保の観点から安心して当該部品
を使用することができます。特に、冒頭で述べ
たように、自動車産業は幾層もの部品サプライ
ヤーがピラミッド型の産業構造を構成している
ことから、コスト減を達成し、輸出相手国での

特恵税率適用を確保することにつながります。
しかしながら、上述したように、ATIGA 以外の
協定では本措置が使えないので、アセアン諸国
に 展 開 中 の 日 系 自 動 車 関 連 企 業 は RCEP 、
TPP11 等を利用して特恵輸出を行う際には、部
品メーカーに対して取引きの都度、原産性に関
する証拠の確保に注力しなければなりません。
こうした立証コストの低減のためにも、アセア
ン又はアセアン構成国が我が国と締結している
EPA でのこの制度の採用に係る再交渉が望まれ
るところです。 

貿易業者の立場： 

 「平均法の採用」部分で述べたとおり、取引
される自動車部品又は完成車の原産性の情報は
生産者にあり、貿易業者が輸出者として原産性
の証明･申告を行う場合には、全面的に生産者に
情報を提供してもらう必要があります。したが
って、ATIGA を利用して認定製造者の自動車部
品を輸出入する場合には、原産地手続きが極め
てスムーズに進むというメリットがあります。
ただし、繰り返しになりますが、ATIGA の認定
製造者であっても他の協定で同様な待遇が与え
られるわけではないので、留意すべきところで
す。 

輸入者･輸入国税関の立場： 

 ATIGA を利用する輸入者は、認定製造者の生
産分について、制度上完全に信頼できる立ち位
置にあるので、全部又は一部に認定製造者の製
品が使われていれば安心して原産材料、原産品
である旨の申告ができます。また、その部分に
ついては、輸入国税関もチャレンジしない「建
前」となっています。認定製造者の原産性判断
について輸入国税関が疑う場合には、輸入国税
関は輸出国税関に対して認定の有効性に係る調
査を依頼することになるのでしょう。 

ATIGA では、WTO 合意で無税となった IT 関
連物資から組み立てられた産品は原産品とみな
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される 

 ATIGA には、非原産材料を使用した産品の原
産性を決定する実質的変更基準の例外として、
WTO 合意で無税となった IT 関連物資から組み
立てられた IT 関連物資で同合意に含まれるもの
（附属書 4 に 2007 年アセアン共通関税表 8 桁ベ
ースで 411 品目を掲示）を、原産品とみなしま
す。我が国の二国間 EPA 協定（シンガポール、
マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア）
にも類似規定がありますが、その規定は「WTO
合意で無税となった IT 関連物資の品目別規則に
かかわらず、当該 IT 関連物資が他の産品の材料
として組み立てられた場合、当該 IT 関連物資を
原産材料とみなす」というものです。そのため、
我が国の本件規定であれば、IT 関連物資以外の
産品の組立てに材料として使用された場合にも
原産材料扱いできるので、より使い勝手がよく
なっています。アセアン 10 ヵ国のすべてが
WTO の IT 合意に参加しているわけではないの
で（注）、より限定的にし、このような規定に
なったと考えられます。 

ATIGA 協定第 28 条（完全に得られ又は生産され

た産品でないもの） 

３. 本条の第 1 項及び第 2 項にかかわらず、1996

年 12 月 13 日の WTO 閣僚会議において採択

された情報技術製品の貿易に関する閣僚宣言

の付表 A 又は B が対象とする産品（附属書 4

に掲示）は、同附属書に掲げられる材料から

組み立てられた場合、締約国の原産品とみな

す。 

（注）アセアンの非参加国は、ブルネイ、ミヤンマー、

ラオス、カンボジアの 4 ヵ国。 

異なる利用者の観点からの考察 

 上述の認定製造者の製品が原産材料とみなさ
れることについての考察と同様な事例が挙げら
れます。IT 関連物資の場合は、誰が生産したか
ではなく、IT 関連物資として関税分類されるか

否かによって IT 合意を根拠として原産材料扱い
されるので、締約国の事情で認定が取消される
可能性がある認定製造者よりも予見性、透明性
が高くなります。ただし、IT 関連物資を材料と
して IT 関連物資を生産することが ATIGA の要
件となっているので、認定製造者の製品に比較
して汎用性は狭まります。自動車部品の場合は
MFN 有税品を低い又は無税の特恵税率で輸入す
ることになりますが、IT 関連物資であれば
WTO の IT 合意参加国では原産性の立証も必要
なく、MFN 無税で輸入できることになります。
したがって、特恵原産地規則上の原産資格を追
う場合に、MFN 無税で通関された物品への原産
性のトレースは一般的に困難であるため、無条
件で原産性を認定する制度は、生産者、貿易業
者、輸入者を問わず非常に使い勝手がよいもの
となります。 

4. 自動車及び自動車部品での累積規定適用に
よる広域 FTA･EPA 活用 

 次に、アジア太平洋地域での自動車輸出及び
自動車部品の域内調達に係る関税負担を極小化
するための広域 FTA･EPA の活用について考察
します。統計資料は、(一社)日本自動車工業会
がウェブサイトで公開しているものを引用して
います（最終検索日は 2021 年 9 月 11 日）。 

 アジア太平洋地域における広域 FTA･EPA
（RCEP、TPP11 及び ASEAN プラス１協定）
の締約国となっている諸国の四輪自動車の生産
台数は、次頁の表 2 のとおりです。コロナ禍の
影響を受けていない 2017 年から 2019 年までの
世界の四輪車生産台数の５割超がアジア地域で
生産され、約６割がメキシコ、カナダを含めた
アジア太平洋地域で生産されています。この図
表が示すとおり、中国での生産台数が圧倒的に
大きく、単独企業ベースの生産台数では世界有
数の自動車メーカーを擁する我が国の国内生産
台数の約３倍弱に達します。 
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表 2：RCEP、TPP11 及び ASEAN プラス１協定が適用される諸国の四輪車生産台数 

国･地域 

2017 年 2018 年 2019 年 

乗用車 
トラック･ 

バス 
計 乗用車 

トラック･ 

バス 
計 乗用車 

トラック･ 

バス 
計 

中 国 24,806,687 4,208,747 29,015,434 23,529,423 4,279,773 27,809,196 21,360,193 4,360,472 25,720,665 

日 本 8,347,836 1,342,838 9,690,674 8,359,286 1,370,308 9,729,594 8,328,756 1,355,538 9,684,294 

インド 3,961,327 830,904 4,792,231 4,032,481 1,110,328 5,142,809 3,623,335 892,682 4,516,017 

韓 国 3,735,399 379,514 4,114,913 3,661,730 367,104 4,028,834 3,612,587 338,030 3,950,617 

タ イ 818,440 1,170,383 1,988,823 877,015 1,290,679 2,167,694 795,254 1,218,456 2,013,710 

インドネシア 872,337 235,769 1,218,106 1,005,774 287,940 1,343,714 1,045,666 241,182 1,286,848 

マレーシア 460,000 40,700 501,700 520,526 44,445 564,971 534,115 37,517 571,632 

ベトナム 145,571 90,590 236,571 146,000 91,000 237,000 250,000 0 250,000 

豪 州 0 0 0 0 6,371 6,371 0 5,606 5,606 

地域合計* 44,892,003 9,224,801 53,395,211 43,622,768 9,034,058 52,656,826 40,666,078 8,600,791 49,266,869 

カナダ 751,048 1,442,955 2,194,003 655,896 1,369,898 2,025,794 461,370 1,455,215 1,916,585 

メキシコ 1,906,899 2,187,933 4,094,832 1,581,012 2,519,758 4,100,770 1,382,714 2,604,080 3,986,794 

[米 国] 3,033,216 8,156,769 11,189,985 2,785,164 8,512,747 11,297,911 2,512,780 8,367,239 10,880,019 

[EU(27 ヵ国)] 16,576,261 1,781,445 18,358,206 16,746,049 1,858,030 18,604,079 15,837,082 1,898,069 17,735,151 

世界合計 72,883,131 24,604,711 96,746,802 71,750,946 25,118,074 96,869,020 67,149,196 24,637,661 91,786,857 

(*) アジア･太平洋地域の合計。数値は、イラン、パキスタン、台湾を含む。 

(注) 速報値での計上。EU 加盟国及び中南米の一部では、トラック･バスの生産台数が公表されていない。 

(出典) 国際自動車工業会、我が国は日本自動車工業会。(一社)日本自動車工業会ウェブサイトから引用 

〔URL: https://www.jama.or.jp/world/world/world_t2.html〕 

表 3：アジア太平洋地域の主要国の四輪車輸出台数 

国･地域 

2016 年 2017 年 2018 年 

乗用車 
トラック･ 

バス 
計 乗用車 

トラック･ 

バス 
計 乗用車 

トラック･ 

バス 
計 

日 本 4,118,432 515,601 4,634,033 4,218,429 487,419 4,705,848 4,357,782 459,688 4,817,470 

メキシコ 1,478,576 1,289,692 2,768,268 1,443,863 1,809,996 3,253,859 1,271,675 2,177,526 3,449,201 

韓 国 2,506,505 115,210 2,621,715 2,415,948 114,246 2,530,194 2,342,292 107,359 2,449,651 

中 国 477,088 231,173 708,261 639,167 251,730 890,897 757,525 283,188 1,040,713 

インド 758,727 108,271 866,998 748,366 96,865 845,231 676,193 99,931 776,124 

[米 国] 2,114,606 539,082 2,653,688 2,221,875 617,586 2,839,461 2,344,811 535,340 2,880,151 

(出典) WARDS 等、我が国は日本自動車工業会。(一社)日本自動車工業会ウェブサイトから引用 

〔URL: https://www.jama.or.jp/world/world/world_3t2.html〕 

https://www.jama.or.jp/world/world/world_t2.html
https://www.jama.or.jp/world/world/world_3t2.html
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 アジア太平洋地域の主要国の四輪車生産台数
（表２）と輸出台数（表 3）を考察すると、中
国においては生産台数の約 3％、インドでは２
割弱が輸出されるのに対し、メキシコでは 8 割
強、韓国で約 6 割、我が国でも約半数が輸出さ
れていることが分かります（残念ながら、ウェ
ブサイトに公開されている自工会統計では、そ
の他のアジア諸国の輸出台数は確認できません
でした。）。 

 アジア太平洋地域の主要国の四輪車販売台数
（表 4）も参考までに掲載しておきます。さら
に、日系自動車メーカー等の現地生産工場数
（表 5）と日本メーカーの四輪自動車海外生産
台数の推移（表 6）から考察すると、近年のア
ジアにおける日系自動車メーカー四輪車生産工
場･部品工場の数と四輪車海外生産台数は、対世
界比で半数を超えます。RCEP が発効すると、
日系自動車関連企業が進出している国との貿易
はすべて FTA･EPA の対象となります。また、
TPP11 でメキシコ･カナダにも EPA 活用が可能
なことから、アジア太平洋地域の日系自動車関

連企業は地域内の生産拠点から他の広域 FTA･
EPA 締約国への特恵輸出が可能な状況にありま
す。 

 前述のとおり、自動車及び同部品の原産地規
則はほぼ付加価値基準一色に染まっています。
したがって、表５に掲げられている日系自動車
メーカー等が進出先の国で原産材料としてカウ
ントできる現地生産される部品の対 FOB 比率が
50％を超える状況にあれば、どの協定であって
も付加価値基準を累積規定の適用なしで楽に満
たせます。 

 広域 FTA･EPA のメリットである累積規定の
適用による調達先の拡大は、RCEP が発効する
ことで、これまで ASEAN プラス 1 協定でアセ
アンと我が国、中国、韓国、豪州･NZ との貿易
がハブ･スポークの関係であったものが、我が国、
中国、韓国、豪州･NZ の原材料を域内のどの拠
点における生産においても自由に使用できるよ
うになります。RCEP の発効は、我が国の自動
車関連企業にとっては日本国原産の部材をアジ

表５：日系自動車メーカー等の現地 
生産工場数 

国・地域 
四輪車 

工場数＊ 
部品 

工場数＊＊ 
中国 19 19 
タイ 15 9 
インドネシア 15 15 
マレーシア 12 6 
インド 11 2 
ベトナム 7 3 
フィリピン 6 4 
ミヤンマー 3 0 

アジア合計 103 59 
メキシコ 9 1 
カナダ 5 2 
[米 国] 14 11 

米州合計 39 19 
世界合計 181 83 

(出典) 日本自動車工業会。〔URL: 
https://www.jama.or.jp/world/foreign_prdct
/foreign_prdct_1t1.html#table1〕 

国･地域 
2019 年 

乗用車 トラック･バス 計 
中 国 21,444,180 4,324,497 25,768,677 

日 本 4,301,091 894,125 5,195,216 

インド 2,962,052 854,839 3,816,891 

韓 国 1,539,060 256,074 1,795,134 

インドネシア 798,813 244,204 1,043,017 

タ イ 468,638 538,914 1,007,552 

マレーシア 550,179 54,108 604,287 

豪 州 799,263 235,116 1,034,379 

メキシコ 761,720 597,951 1,359,671 

カナダ 496,603 1,479,252 1,975,855 

[米 国] 4,715,005 12,764,999 17,480,004 

世界合計 64,341,693 26,955,045 91,296,738 

（出典）日本自動車工業会。 
〔URL: https://www.jama.or.jp/world/world/world_1t2.html〕 

表４：主要国の四輪車販売台数 

https://www.jama.or.jp/world/world/world_1t2.html
https://www.jama.or.jp/world/foreign_prdct/foreign_prdct_1t1.html#table1
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ア生産拠点からの中国、韓国向け輸出において
原産材料カウントできるため、高品質を維持す
る国内の部品メーカーには追い風となるはずで
す。自動車メーカーについても、原産材料扱い
できる部品調達の範囲が拡がることで、海外生
産拠点からの輸出増が望めます。 

表６：日本メーカーの四輪自動車海外生産台数の推移 

（出典）日本自動車工業会。〔URL：https://www.jama.or.jp/world/foreign_prdct/foreign_prdct_2t1.html〕 

https://www.jama.or.jp/world/foreign_prdct/foreign_prdct_2t1.html
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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―④ 

「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 〇 〇 

2 アンゴラ × △  29 ソマリア × × 

3 ウガンダ × 〇  30 タンザニア × 〇 

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 〇 〇 

7 エリトリア × ×  34 トーゴ △ 〇 

8 ガーナ 〇 〇  35 ナイジェリア 〇 〇 

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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＜27＞ 赤道ギニア 
 

国名 赤道ギニア共和国 

 Republic of Equatorial Guinea 

首都 マラボ (Malabo)  
  

規模 面積（万㎢） 3  
人口（万人） 136 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 110 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 6,460 （2019 年 世銀） 
概要 中部アフリカ西岸、カメルーンとガンビアに挟まれた大西洋岸の小国。首都は大陸側では

なく、カメルーン沖のビオコ島にあるマラボで、これは大陸に比べて気候的な利点等のた
め昔から人が住み着いた経緯による。しかし現在新しい首都を大陸側に建設する計画が進
んでいる。従来の産業は木材、ココアだったが、新たな油田の発見が相次いでいる。キリ
スト教が主。旧宗主国はスペインで、公用語はスペイン語。大統領は長期政権となってい
るが、透明性に問題があるとも言われている。 

貿易 輸出額 51 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 石油製品、化学品、木材、機械類 

輸出相手 中、インド、スペイン、米 

対日輸出額 4 千万円 （2019 年 財務省） 

対日輸出品 天然ガス、アルミニウム 

 
輸入額 10 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 機械類、飲料品、電子機器、鉄鋼製品 

輸入相手 米、スペイン、中、伊 

対日輸入額 36 億円 （2019 年 財務省） 

対日輸入品 医薬品、機械類 

 
 



-21- 

[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 未構築 
[2015 年調査]  
シングルウィンドウは未構築であった。 

 
 2019 年 1 月に Single Window とも称する

One-Stop-Shop が稼働を開始した。これ
は世銀の融資に依るものである。 
赤道ギニアにおける企業開設には平均 33
日を要し、世銀の Doing Business Report 
2020 でも、ビジネスのし易さランキング
で 190 か国中 183 位という状況を改善す
ることを目的としたシステムで、いわゆ
る Single Window ではない。 
政府主導で機能的には公証人手続、貿易
業登録、経済・財務・企画省関係手続、
商業省手続などが全て One-Stop-Shop で
出来るようになっている。 

 2020 年 4 月 30 日、税関システムとして
ASYCUDA World が稼働を開始。 

 ASYCUDA World の方は、経済・財務・
企画省が主管となって運用されるが、ま
だ開始したばかりで、シングルウィンド
ウのような、他省庁との連携で貿易関連
手続きを一元化するようにはなっていな
い。 

 貿易関係者は ASYCUDA に事前に登
録することが求められている。 

 マニフェストの入力は入港の 48 時間
前、航空・陸上貨物は 12 時間前であ
ることが必要。 

 許可された貨物には全て ASYCUDA
から登録番号が払い出される。 

 これらが完了したところで、貨物は
税関内の一時置場に移動される。 

 
≪この項の参考資料≫ 

 CLARENCE Abogados y Asociados 

https://clarenceabogados.com/client-
alert/the-implementation-of-the-asycuda/ 

 IFLR1000 
https://www.iflr1000.com/NewsAndAnaly
sis/Equatorial-Guinea-Automated-
system-for-customs-data-
Asycuda/Index/11084 

 https://www.guineainfomarket.com/econ
omia/2019/02/26/ventanilla-unica-
empresarial-punto-de-atencion-al-
emprendedor-en-guinea-ecuatorial/ 

 2020 Investment Climate Statements: 
Equatorial Guinea 
https://www.state.gov/reports/2020-
investment-climate-
statements/equatorial-guinea/ 

https://clarenceabogados.com/client-alert/the-implementation-of-the-asycuda/
https://www.iflr1000.com/NewsAndAnalysis/Equatorial-Guinea-Automated-system-for-customs-data-Asycuda/Index/11084
https://www.guineainfomarket.com/economia/2019/02/26/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor-en-guinea-ecuatorial/
https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/equatorial-guinea/
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＜28＞ セネガル 
 

国名 セネガル共和国 

 Republic of Senegal 

首都 ダカール (Dakar) 
  

規模 面積（万㎢） 20  
人口（万人） 1,630 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 236 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,450 （2019 年 世銀） 
概要 首都のダカールはアフリカ大陸の西端にある良港として、古くから交易の拠点となってい

る。セネガルのガンビア川河口は、別の国ガンビアになっており、こちらは英連邦加盟国
でキリスト教が多く、一方セネガルはイスラム教が多く、フランス語圏である。パリ ― ダ
カールラリーのゴールとなっていたなど、フランスとの繋がりが強い。経済の特徴の一つ
は第三次産業が GDP の 3 分の 2 を占めていることで、商業分野や物流・通信分野が発展を
遂げている。これにも関連して、アフリカにおけるシングルウィンドウの進展に係るリー
ダー的な役割を果たしていると思われる。 

貿易 輸出額 42 億ドル （2019 年 ITC) 

輸出品 鉱物燃料、石油製品、真珠、貴石、魚介類 

輸出相手 マリ、スイス、インド、中 

対日輸出額 28 億円  

対日輸出品 魚介類、金属鉱類 

 
輸入額 81 億ドル （2019 年 ITC) 

輸入品 鉱物燃料、石油製品、機械。穀物 

輸入相手 仏、中、ベルギー、オランダ 

対日輸入額 66 億円  

対日輸入品 合成繊維、ゴムタイヤ、自動車等 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒  
2004 年～：ORBUS の機能が漸次充実 
2019 年～：One Stop Shop (GU)が、併行して
稼働開始 
[2015 年調査]   
シングルウィンドウ ORBUS が稼働してい
た。 
 
＜ORBUS＞ 
 構成： 

 税関と港湾オペレーターの合同事業と
して開発された。 

 経営委員会は官民の PPP（Public 
Private Partnership の形態）で構成さ
れる。 

 GAINDE2000 社が ORBUS の開発と
運用のために設立された。 

 機能： 
 主として通関前手続を効率化すること

で、通関全体のコストと時間を軽減す
る。 

 各種データ収集の自動化や通関申告
を、ネットワークを通じて行えるよう
にする。1 

 国外貿易関係者のセネガルにおける所
要貿易手続をオンラインで実行するこ
とを可能にする。 

 特に効率化の主眼に置かれた部分 
o 船舶の到着： 

マニフェストが税関、港湾局、登
録された 30 の船社代理店でリア
ルタイムに共有される。 

o 通関前業務： 

 
1 ORBUS Single Window was launched to 
automate data collection and submit customs 
declarations through a network. 

官民の事業体が相互連携されるこ
とで通関前業務が電子データで処
理される。 
因みに 2004 年～2017 年の間での
状況改善の具体的数字は参加する
官民事業体数が 10 から 71 に増加
した。 
所要日数が 4.05 日から 0.51 日に
削減された。 

o 通関業務： 
ORBUS と税関の管理システム 
(Trade X) が連携されており、通
関申告と許可通知が電子的に実行
される。 

o 貨物の搬出許可： 
船社代理店、港湾、海貨業者、陸
送業者がネットワークで統合され
自動化される。（一時停止された
模様） 

 参加行政局・事業体： 
 銀行 
 為替・与信庁 (Currency and Credit 

Department) 
 保険会社 
 植物保護局（Plant Protection Office） 
 家畜庁（Livestock Department） 
 外国貿易局 
 水産漁業局 
 品質管理局 
 COTECNA2  
 森林局 

 データ取扱い文書： 
① 事前輸入申告  DPI  

Prior Import Declaration 
② 為替許可証  AC  

Exchange Authorization 

2 船積前検査（Pre-Shipment Inspection）に指定さ
れた検査会社 
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③ 輸入許可証  AI  
Import Certificate 

④ 為替予約  EC  
Exchange Commitment 

⑤ 輸出許可証  AE  
Export Certificate 

⑥ 確定インボイス  FD 
Final Invoice 

⑦ 見積用インボイス FP 
Pro Forma Invoice 

⑧ 国庫収納受領書  QT 
Treasury payment receipt 

⑨ 税関搬出許可  BAE 
Good to Remove Customs 

⑩ 保険証券  PA 
Insurance Policy 

⑪ 船荷証券  CON 
Bill of Lading 

⑫ 輸入原産地証明  COI 
Certificate of Import Origin 

⑬ 輸出原産地証明  COE  
Certificate of Export Origin 

⑭ 食品輸入申告  DIPA 
Food Product Imp. Declaration 

⑮ 品質証明  CQ 
Quality Certificate 

その他 
 標準文書： 

UN Layout Key については現場の反対が
あり全面的には使用していない。
UNLOCODE は使用している。 

 経費： 
 運用費用は課金収入で賄い、その他は

政府予算による。 
 ORBUS の使用は強制である。 

 
3 The one-stop-shop is an IT platform that aims to 
carry out an administrative formality by submitting 
all the information required within the framework 
of this formality at a single point. （仏文英訳） 

 初期設定費用：200 ドル（初期設定な
しで都度 Web 使用の時は不要） 

 輸入一件当たり：15 ドル（輸出は無
料） 

 文書一件当たり： 2 ドル追加 
 

＜Le Guichet Unique (GU)＞   
英名 The One-Stop Shop 
 概要： 

One-Stop Shop も、ORBUS の開発・運
用を行う GAINDE 社がプロモートしてい
るシステムだが、同社の説明では、One-
Stop Shop は貿易において必要となる全て
の行政手続きを一度に行うことができる
プラットフォームとなっている。3 

 ORBUS との関係： 
One-Stop Shop は機能的にシングルウィ
ンドウの要件を満たすような造りになっ
ていると思われるので関係者に確かめた
ところ、両システムは同等に機能するこ
とになるが、ORBUS 使用が義務づけら
れており、セネガルの唯一のシングルウ
ィンドウであるとの説明を受けた。4 

 
≪この項の参考資料≫ 
 https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/

single_window/sw_cases/Download/Seneg
al.pdf 

 https://documents1.worldbank.org/curate
d/en/814111559645179494/pdf/Country-
Diagnostic-of-Senegal.pdf 

 https://african-
alliance.org/AACE/senegal-gainde-2000/ 

 https://besc-senegal.com/full-form-of-
dakar-besc-certificate/ 

4 “In fact ORBUS is still the only SW of Senegal 
and a new version has been released in 2019. So 
ORBUS, Guichet unique, SW, One stop shop 
related exactly to the same matter.” 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/814111559645179494/pdf/Country-Diagnostic-of-Senegal.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/single_window/sw_cases/Download/Senegal.pdf
https://african-alliance.org/AACE/senegal-gainde-2000/
https://besc-senegal.com/full-form-of-dakar-besc-certificate/
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 https://www.gainde2000.com/le-guichet-
unique/ 

 

GAINDE 社ホームページ 

https://www.gainde2000.com/le-guichet-unique/
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＜29＞ ソマリア 
 

国名 ソマリア連邦共和国 

 Federal Republic of Somalia 

首都 モガディシュ (Mogadishu) 
  

規模 面積（万㎢） 64  
人口（万人） 1,400 （2015 年 IMF） 

GDP（億ドル） 62 （2016 年 IMF） 

GNI/人（ドル） 433 （2016 年 IMF） 

概要 東アフリカでアラビア海とインド洋に面したソマリ族の国。公用語はソマリ語、第二公用
語はアラビア語で、ほとんどがイスラム教。国際機関を通じた支援については、2007 年か
ら、（1）基礎サービス改善（食糧援助、インフラ支援、水・衛生、教育等）（2）治安回
復（ソマリア警察支援、海賊対策）（3）経済活性化の三つの分野を中心に実施されてい
る。 

貿易 輸出額 9 億ドル （2016 年 IMF） 

輸出品 家畜、バナナ、皮革、水産物 

輸出相手 サウジアラビア、オマーン、中、インド、イエメン 

対日輸出額 4 千万円 （2016 年 貿易統計） 

対日輸出品 生鮮魚類、精油 

 
輸入額 4 億ドル （2016 年 IMF） 

輸入品 工業製品、石油製品、食料 

輸入相手 エチオピア、インド、中、オマーン、トルコ 

対日輸入額 4 億円 （2016 年 貿易統計） 

対日輸入品 自動車、貨物自動車 
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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。 
 
 現状： 

 シングルウィンドウを構築する前に
種々解決しなければならない課題があ
ると思われる。 
o ソマリアは連邦制をとっており、

特に Somaliland 州と Puntland 州
の対立は長期間続いており、それ
ぞれ税関システムを持ち輸出入通
関手続も統一されていない模様で
ある。 

o ナショナルシングルウィンドウを
構築するには、先ず、各州が制度
等においても歩調を合わせること
が必要と思われる。 

 2019 年、世界税関機構(WCO)の働き
かけで、これまで使用してきた独自の
関税率表を 2017 年版の HS コードに
移行させることとなった。しかし、一
度に移行するのではなく、暫くは従来
の税率表と HS コードを併行使用し、
漸次移行される。 

 
＜参考＞ 
船積前検査： 
未だ国の基盤が強固ではないため、ともする
と国際市場で販売がしにくい品質の商品をソ
マリア市場で捌こうといった動きが出ること
が懸念される。これを未然に防ぐために、ソ
マリア向けの輸出貨物は、船積前にソマリア
が指定する検査会社に検査してもらう船積前
検査が導入されている。認定された検査会社
は以下の二社である。 

 BIVAC 社 （Bureau Veritas） 
 INTERTEK 社 

≪この項の主な参考資料≫ 
 https://dlca.logcluster.org/display/public/

DLCA/1.3+Somalia+Customs+Informatio
n  

 https://www.cma-
cgm.com/static/eCommerce/Attachments/
Somalia%20111115.pdf  

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/1.3+Somalia+Customs+Information
https://www.cma-cgm.com/static/eCommerce/Attachments/Somalia%20111115.pdf
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＜30＞ タンザニア 
 

国名 タンザニア連合共和国 

 United Republic of Tanzania 

首都 ドドマ (Dodoma) （国会議事堂所在地）  
主要都市はダルエスサラーム (Dar es Salaam) 

規模 面積（万㎢） 95  
人口（万人） 5,800 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 632 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,080 （2019 年 世銀） 
概要 1961 年に英国の委任統治領から独立した東アフリカの農業国。独立当初は社会主義経済政

策を推進してきたが、経済が行き詰まり 1986 年以降、市場経済に移行した。公用語は英
語で、キリスト教とイスラム教が半々。2000 年頃より経済成長が進展し、鉱業、情報通
信、運輸、建設等の産業が伸びている。 

貿易 輸出額 51 億ドル （2018 年 タンザニア中央銀行） 

輸出品 金、カシューナッツ、タバコ、サイザル麻、コーヒー 

輸出相手 ルワンダ、ケニア、コンゴ（民）、ザンビア、ウガンダ 

対日輸出額 88 億円 （2020 年貿易統計） 

対日輸出品 金属鉱、コーヒー、ゴマ、タバコ、魚介類 

 
輸入額 85 億ドル （2018 年 タンザニア中央銀行） 

輸入品 石油、機械類、運輸機材、建築資材 

輸入相手 中、インド、UAE、サイジアラビア、南ア、日 

対日輸入額 271 億円 （2020 年 貿易統計） 

対日輸入品 自動車等輸送機械、鉄鋼、機械製品 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 取敢えず稼働中 
[2015 年] 
2016 年に稼働が開始される予定だった。  
 
 名称： 

ESWS (Electronic Single Window System) 
 開発経緯と趣旨：  

 タンザニアの経済にとってダルエスサ
ラームがその中心となっており、その
港湾の効率化が重要な課題である。 

 従ってシングルウィンドウも港湾局の
リードで、2014 年にベルギーの
Phaeros group にシングルウィンドウ
ESWS の開発・構築が発注された。 

 2016 年に稼働開始予定のところ、港
湾現場からは、従来の作業による仕事
が奪われる不安もあり、必要な現場か
らの情報提供が十分に行われなかっ
た。税関も従来の ASYCUDA から韓
国の KTNet が構築した TANCIS 
(Tanzania Customs Integrated System) 
に税関システムを移行させたところ
で、オンラインで通関や支払いが出来
るようになってことから、敢えてシン
グルウィンドウを構築しないで
TANCIS を軸にした方がよいとの意見
が出され、Phaeros の開発作業は進ま
なかった。 

 紆余曲折の末、ESWS は現在のとこ
ろ、歳入局が主管となって稼働してい
るようだが、実際にはトラブルが多
く、通関待ちの行列ができ、TANCIS
ベースに戻したいというような話も出
ている模様である。 

 機能： 
 通関と諸費用支払いの統合システム 
 貿易と運送に携わる関係者が標準文書

で、一か所で入力できる。 

 輸出、輸入、積替えに係る物流を対象
とする。 

 
≪この項の主な参考資料≫ 
 IFB - Tanzania - Additional Supply and 

Installation of Hardware and Software for 
Electronic SWS (eSWS) 

 https://www.afdb.org/en/documents/ifb-
tanzania-additional-supply-and-
installation-hardware-and-software-
electronic-sws-esws  

 https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/new
s/clearing-system-at-dar-es-salaam-port-
hit-by-technical-hitches-3358272 

 https://www.ippmedia.com/en/business/g
ovt-orders-tpa-refloat-electronic-single-
window-tender-dar-port  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.afdb.org/en/documents/ifb-tanzania-additional-supply-and-installation-hardware-and-software-electronic-sws-esws
https://www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/clearing-system-at-dar-es-salaam-port-hit-by-technical-hitches-3358272
https://www.ippmedia.com/en/business/govt-orders-tpa-refloat-electronic-single-window-tender-dar-port
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＜31＞ チャド 
 

国名 チャド共和国 

 Republic of Chad 

首都 ンジャメナ (N'Djamena)  
規模 面積（万㎢） 128  

人口（万人） 1,548 （2018 年 世銀） 

GDP（億ドル） 113 （2018 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 670 （2018 年 世銀） 
概要 中部アフリカの内陸国。フランス語圏。イスラム教の方がキリスト教よりやや多い。1960

年にフランスから独立。国土の約 3 分の 2 は砂漠地帯。綿花と畜産業が中心であったが、
南部の石油資源（埋蔵量約 15 億バレル、アフリカ第 10 位）の開発が進んだ。しかしその
後の石油価格の下落で財政が悪化。脱石油依存を目指した経済立て直しを目的とする、拡
大クレジットファシリティー (ECF)として、3 年間で 3.1 憶ドルの融資が IMF に承認され
た。 

貿易 輸出額 17 億ドル  

輸出品 石油、貴石、樹脂、種子、綿 

輸出相手 インド、米、オランダ、UAE、中 

対日輸出額 2 千万円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸出品 植物性原材料、革製品 

 
輸入額 8 億ドル  

輸入品 機械類、電子機器、医療用品、車両 

輸入相手 中、UAE、仏、米、トルコ 

対日輸入額 5 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸入品 医薬品、機械類、輸送用機械、金属製品 
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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であった。 
 
 貿易手続き関連の環境： 

 2019 年 9 月に世界税関機構 (WCO) 
とチャド政府の間で、チャドの税関改
革を行うためにどのような選択がある
かを評価するための会議が開催され
た。 

 課題： 
o 麻薬、偽造医薬品、などの違法製

品の流入の防止 
o 国境、税関がテロリスト等の危険

に晒されていること 
o 税収を上げて国家の歳入を増やす

算段 
 支援： 

o 戦略的管理、人的資源管理 
o 法律と手続きの見直し 
o 情報通信技術 
o 通信の安全性の確保 

 方向性としてはシングルウィンドウに
よって改善が見込まれる部分が多々あ
るようだが、基本的な土壌の整備が肝
要と思われる。 

 
 船積前検査は廃止、Cargo Tracking Note 

は継続 
 船積前検査は 2020 年 1 月 1 日を以っ

て廃止された。 
https://verigates.bureauveritas.com/ne
ws/chad-termination-psi-activities  

 Cargo Tracking Note (CTN) 
https://www.waiver-
service.com/locations/chad-cargo-
tracking-note  
 

必要書類： 
o B/L 
o インボイス（米ドルかユーロ建

て） 
o 運賃インボイス 
o 荷主と荷受人の E メールアドレス 
o 原産地証明 

 
≪この項の主な参考資料≫  

 Logistics Capacity Assessment 
https://dlca.logcluster.org/display/pub
lic/DLCA/1.3+Chad+Customs+Infor
mation  

 WCO 
http://www.wcoomd.org/en/media/ne
wsroom/2019/september/chad-
customs-and-wco-reinvigorate-their-
collaboration.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/1.3+Chad+Customs+Information
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2019/september/chad-customs-and-wco-reinvigorate-their-collaboration.aspx
https://verigates.bureauveritas.com/news/chad-termination-psi-activities
https://www.waiver-service.com/locations/chad-cargo-tracking-note
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＜32＞ 中央アフリカ 
 

国名 中央アフリカ 

 Central African Republic 

首都 バンギ (Banguî) 
  

規模 面積（万㎢） 62  
人口（万人） 475 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 22 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 520 （2019 年 世銀） 
概要 内陸国。旧宗主国はフランス、公用語はフランス語。キリスト教とイスラム教が主。クー

デターが繰り返され、政情は定まっていない。鉱山開発や関税収入が国庫に入らず財政状
況は劣悪。ダイヤモンドやウラン、金などさまざまな鉱産資源を産出。利権が絡んでく
る。 

貿易 輸出額 2 億ドル （2017 年 ITC） 

輸出品 木材、貴石 

輸出相手 仏、UAE、カメルーン、中、ニジェール 

対日輸出額 1 億円  

対日輸出品 木材等 

 
輸入額 4 億ドル （2017 年 ITC） 

輸入品 鉄道車両、機械、電子機械、医療用品、繊維等 

輸入相手 仏、中、カメルーン、ネパール、インド 

対日輸入額 2 億円  

対日輸入品 機械、輸送機器、金属、医療用品等 
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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。 
 
 状況： 

 内陸国で、輸出入には主としてカメル
ーンの港が使用されると思われるが、
いずれにせよ経済的にはハンディキャ
ップを持った国情と言える。 

 更に幾度もクーデターを繰り返した歴
史から政情が定まらず、長期の開発計
画が立てにくい事情も垣間見られる。 

 税関システムとしては ASYCUDA++
が入っているが、どの程度使用されて
いるのかは不明。シングルウィンドウ
はその後になろう。 

 輸入貨物が入着する前に要求される検査： 
 品質事前評価票 Pre-Verification of 

Conformity (PVoC) 
o 本年 2021 年 3 月 1 日より適用が

開始された。 
o 政府から検査を委託されたのは

SGS 社5 
o SGS 社の説明に依ると、趣旨は中

央アフリカ国民を危険で標準に満
たない品質の製品から守ること、
およびこれらの劣悪商品の国際的
な売り捌き場化するのを防ぐこと
にある由。 

o 国内あるいは国際品質基準をパス
した製品には合格証を発行され、 
合格証がない輸入品は入境が拒否
される。   

 船積前検査 Pre-Shipment Inspection 
o 受託会社は BIVAC 社（ビューロ

ベリタス国際検査会社） 

o 商品、数量、品質、価格等の明細
を事前検査し輸入国に連絡する。 

 貨物トラッキング票 Cargo Tracking 
Note (CTN) 
o 貨物を積んだ船舶が入港する前

に、貨物の明細と運送上どのルー
トを通って来たか、到着予定日、
積替えも含めて証明を行うもの。 

o サービス業者がある。（Get CTN
社など） 

 
≪この項の主な参考資料≫ 

 Get CTN： 
https://getctn.com/central-african-
republic-ectn/  

 BIVAC Pre-Shipment Inspection: 
https://verigates.bureauveritas.com/sit
es/verigates/files/2019-
02/GSIT%2B-%2BCentral%2BAfrica
n%2BRepublic%2BRev%2B6.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Société Générale de Surveillance S.A. 国際検査会
社 

https://getctn.com/central-african-republic-ectn/
https://verigates.bureauveritas.com/sites/verigates/files/2019-02/GSIT%2B-%2BCentral%2BAfrican%2BRepublic%2BRev%2B6.pdf
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＜33＞ チュニジア 
 

国名 チュニジア共和国 

 Republic of Tunisia 
首都 チュニス (Tunis)  
規模 面積（万㎢） 16  

人口（万人） 1,169 （2019 年 世銀） 

GNI（億ドル） 374 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 3,360 （2019 年 世銀） 
概要 地中海を挟んで 200 ㎞ ほどでイタリアに対面する位置にある北アフリカの国で、経済的に

欧州との結びつきが強い。1995 年には EU との間で自由貿易圏を設立する趣旨のパートナ
ーシップ協定を締結、2008 年に工業製品に関する関税撤廃が導入された。一方、北アフリ
カ 5 か国（アルジェリア、リビア、モーリタニア、モロッコ、チュニジア）が加盟するア
ラブ・マグレブ連合（AMU）を通じた地域内経済交流の活発化や治安協力も重視してい
る。アラブ人が 98％だが、フランス語も通用する。イスラム教スンニ派が主流。 

貿易 輸出額 193 億ドル （2019 年 世銀） 

輸出品 機械、電器製品、衣類、石油関係、化学製品、肥料 

輸出相手 仏、伊、独、スペイン、リビア 

対日輸出額 113 億円  

対日輸出品 衣類、電気機器、マグロ 

 
輸入額 235 億ドル （2019 年 世銀） 

輸入品 機械、電器製品、衣類、石油関係、自動車等 

輸入相手 伊、仏、独、アルジェリア、ロシア 

対日輸入額 109 億円  

対日輸入品 自動車、機械、電気機器（通信機、電子部品） 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ Tunisie TradeNet 稼働
中 
[2015 年]  
シングルウィンドウ Tunisie TradeNet が稼働
していた。  
 
 名称： 

Tunisie TradeNet 
Single Window for foreign Trade / Cargo 
community System 

 事業会社：  
Tunisie TradeNet 社 準公社 

 株主： 
港湾局、チュニス航空など 10 の政府省
庁・機関 
銀行やチュニスインターネットなどの 18
の私企業 

 稼働開始： 2000 年 
 機能： 

o 国内専用（但し緊急通知システム関連
では EU と連携） 

o 通関前・通関・通関後の全ての手続き
を対象とする。 

o 電子署名 
o 24/7 稼働の保証 
o アクセスの安全性の保証 
o データベースへのアクセス保証 

 手続簡素化・行政文書削減： 
o 文書の重複部分を調整するためにフォ

ーム変更 
o 用語の標準化 
o 通関用申告フォームを国際標準に準拠

させる 
o 貨物搬出に必要な書類を 4 から２に削

減 
 法制整備：  

o 電子文書とその交換の有効性承認 
o 電子署名の有効性承認 

o 電子文書に法的対抗力を承認 
o 秘匿性保全 

 
≪この項の主な参考資料≫ 
 ESCWA 会議(2018)での TUNISIA 代表プ

レゼンテーション: 
https://www.unescwa.org/sites/default/file
s/event/materials/experiences_from_single
_window_implementation-tunisia.pdf 

 AACE Structure Tunisie TradeNet: 
http://swguide.org/single_window/tunisie.
php  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/experiences_from_single_window_implementation-tunisia.pdf
http://swguide.org/single_window/tunisie.php
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＜34＞ トーゴ 
 

国名 トーゴ共和国 

 Republic of Togo 
首都 ロメ (Lomé) 

  
規模 面積（万㎢） 5  

人口（万人） 808 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 55 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 690 （2019 年 世銀） 
概要 

 

1960 年に仏から独立。公用語はフランス
語。伝統的宗教が大半を占める。穏健な非同
盟中立路線が基調。左図の通り、西アフリカ
のこの地域はナイジェリアのラゴスから、ベ
ナンのコトヌー、トーゴのロメ、ガーナのテ
マ、更にはその先コートジボワールのアビジ
ャンまで、海岸線を国際幹線道路が走ってお
り、約 1,000 キロの間に 4 つの国境を跨ぐこ
とになる。通関の円滑化が最も必要な地域の
一つと言える。 

貿易 輸出額 10 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 リン酸塩、石油、綿花 

輸出相手 ベナン、ブルキナファソ、インド、ニジェール 

対日輸出額 32 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸出品 織物用繊維 

 
輸入額 20 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 石油製品、自動車関係、プラスティック製品 

輸入相手 中、仏、米、ガーナ 

対日輸入額 7 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸入品 非鉄卑金属くず 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ Single Window for 
Foreign Trade が稼働中で、BOT 方式6で構築
した SEGUCE TOGO 社が 2025 年まで運営・
資金回収中である。 
[2015 年]  
“Single Window for Foreign Trade”はパイロッ
トフェーズだった。 
 
 経緯と現状： 

 Single Window for Foreign Trade は、
Togo Port Community System (PCS) 
の性格も持ち、税関システムの
ASYCUDA World とも連携し、全体と
してトーゴのシングルウィンドウとし
ての機能を実現する統合システムのよ
うである。 

 国際検査会社の BIVAC 社とシングル
ウィンドウ開発を手掛ける SOGET 社
が組んで SEGUCE TOGO （Société 
d’Exploitation du Guichet Unique pour 
le Commerce Extérieur du Togo）とい
う PPP 事業体を設立し、2013 年
BOT 条件でシングルウィンドウを受
注、2014 年のパイロットフェーズを
経て現在は 10 年間の Concession 期間
で、システムを運用しつつ資金回収を
していると思われる。 

 従って現在までの 5 年間で大きな変化
は見られない。 

 関係機関・業界： 
 Lomé 港港湾局 
 税関 
 トーゴ荷主協会 
 輸出入業者 
 海貨業者、通関業者 

 
6 Build Operate and Transfer: 請負企業が自社の資
金負担でシステムを構築し、一定の契約期間自社で
システムを運用して利用者から収納する料金を投下

 銀行業界 
 国際商工会議所 
 動植物検疫 
 海事局  他 

 
≪この項の主な参考資料≫ 
 トーゴ税関 

https://www.otr.tg/index.php/fr/ 
 SEGUCE   https://segucetogo.tg/ 
 SOGET 社 Web Page  

https://www.soget.fr/en/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資金の回収に充当し、その後に運用権を施主に引き
渡す方式。 

https://www.otr.tg/index.php/fr/
https://segucetogo.tg/
scarlett
テキストをタイプ

https://www.soget.fr/en/
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＜35＞ ナイジェリア 
 

国名 ナイジェリア連邦共和国 

 Federal Republic of Nigeria 
首都 アブジャ (Abuja)（1991 年にラゴス Lagos より遷都）  
規模 面積（万㎢） 92  

人口（万人） 20,096 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 4,481 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 2,030 （2019 年 世銀） 
概要 アフリカで最大の経済規模を誇り、西アフリカを主導する責務を自認する。1960 年の英国

からの独立後 1967～70 年内戦に陥ったが、1999 年に安定した民主政権が成立した。公用
語は英語。主として南部はキリスト教、北部はイスラム教。近年ではサービス産業の成長
が顕著。国家歳入の約 7 割、総輸出額の約 8 割を原油に依存しており、経済の多角化が課
題。イスラム過激派ボコ・ハラムからの治安維持も課題。 

貿易 輸出額 536 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 原油、天然ガス、船舶、卑金属性雑品 

輸出相手 インド、スペイン、オランダ、ガーナ 

対日輸出額 733 億円 （2020 年 日本財務省統計） 

対日輸出品 液化天然ガス、ごま、アルミニウム・合金 

 
輸入額 474 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 鉱物性生産品、機械、電気機器、輸送機器 

輸入相手 中、インド、米、オランダ 

対日輸入額 305 億円 （2020 年 日本財務省統計） 

対日輸入品 乗用車、鉄鋼、人造繊維、魚介類 
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[現状]   
シングルウィンドウ⇒ Nigeria Single Window 
Trade Portal 稼働中 
[2015 年]  
後にシングルウィンドウの一部を構成する税
関システム Nigeria Integrated Customs 
Information System (NICIS) が稼働していた。 
 
 経緯と現状： 

 財務省ナイジェリア税関局（Nigeria 
Customs Service (NSC)）が Webb 
Fontaine 社7に 2005 年、次のスコープ
の発注をした。 
o 税関の Web サービス 
o 全土を対象として税関管理システ

ム（NICIS） 
o 電子政府ソフトウェア 
o 情報と電気通信技術とインフラサ

ービス 
o 周辺機器と消耗品の供給 
o BPR と標準化の支援 

 Nigeria Single Window Trade Portal（シン
グルウィンドウ）： 
 関係省庁の標準化されたサービス、そ

の他あらゆる機関へのアクセスを、国
内外の貿易関係者に提供する、省庁横
断的な Web サイト。 

 機能： 
o 関税率、本船の動静、規制情報な

どの提供 
o 貿易関係文書の伝送と、手続進捗

状況のトレース 
o 電子支払い機能、ヘルプデスク等 

 
7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。 

 現在の登録利用者数 136,000 社。 
銀行 21 行、船社・航空会社 213 社、
ターミナルオペレータ―等 26 社。 

 標準化された文書の数は 22。 
≪この項の主な参考資料≫ 
 Single Window Web Page: 

https://trade.gov.ng/  
 税関サービス 

https://trade.gov.ng/en/custom-
pages/about-ncs 

 Webb Fontaine Web Page: 
https://webbfontaine.com/success-
stories/nigeria/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://trade.gov.ng/
https://trade.gov.ng/en/custom-pages/about-ncs
https://webbfontaine.com/success-stories/nigeria/
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＜36＞ ナミビア 
 

国名 ナミビア共和国 

 Republic of Namibia 
首都 ウイントフック (Windhoek) 

  
規模 面積（万㎢） 82  

人口（万人） 245 （2018 年 世銀） 

GDP（億ドル） 145 （2018 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 5,250 （2018 年 世銀） 
概要 独の保護領「南西アフリカ」に南アが侵攻・占領。国連による南アへの委託統治後、1990

年にナミビアと改名して独立。公用語は英語でキリスト教。ダイヤモンド・ウラン等の地
下資源や南部沿岸沖の天然ガス田、大西洋に面した漁場と海上物流の拠点ともなりうる立
地条件、赤い砂漠として有名なナミブ砂漠は観光資源ともなり、国土の潜在能力は高い。
政情は安定している。 

貿易 輸出額 422 億ドル （2018 年 EIU: Economist Intelligence Unit） 

輸出品 ダイヤモンド、魚介類、銅 

輸出相手 南ア、メキシコ、ボツワナ 

対日輸出額 14 億円 （2018 年 貿易統計） 

対日輸出品 かに・えび等の水産物、飼料等 

 
輸入額 575 億ドル （2018 年 EIU: Economist Intelligence Unit） 

輸入品 鉱物燃料、石油、車両、機械類 

輸入相手 南ア、ボツワナ、中 

対日輸入額 26 億円 （2018 年 貿易統計） 

対日輸入品 中古自動車、タイヤ 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 未構築のままの模様 
[2015 年]  
シングルウィンドウ導入が閣議決定された
が、関係省庁のシステムが未整備のため進捗
していなかった。 
 
 シングルウィンドウ構築に係る経緯： 

 2018 年ナミビアはシングル ウィンド
ウ計画を開始し、必要な法制整備も行
い、Namport（ナミビア港湾局）は
Namibia Single Window operator とし
て一社を指名し、運営は課金で賄うこ
とまで決めた。8 

 しかしこの記事以降、状況は進展して
いない模様。 

 港湾関係のシステム： 
 Namport’s Online Portal というシステ

ムが稼働中だが、もっぱら港湾関係の
許可類の手続き用となっている模様。
9 

 通関手続きの現状 
 ナミビア歳入庁 (NamRA: Namibia 

Revenue Agency) の Web ページ10を見
る限り、現在でも輸出入通関の手続き
は書面が基本のようである。11 

 しかし財務省の Web ページには次の
IT システムを使用中とある。 
ASYCUDA World 税関システム 
IFMS System 統合財務管理
Integrated Financial Management Sys.  
ITAS System 統合税  

 
8 https://www.freightnews.co.za/article/namibia-
implements-single-window  
9 On this portal you will get links to different 
online forms, from which you can apply different 
permits. This process is expected to simplify 
getting your permits as you can apply anywhere 
and anytime. 

Integrated Tax System 
HCMS System 人事管理 
Human Capital Management System 
EDRMS 電子文書管理  
E. Documents & Records Manage. Sys. 
CS DRMS 連邦事務局債務記録管
理システム    
但し、シングルウィンドウという記載
は見当たらない。 

 ASYCUDA の使用に係る記述もある
が、もっぱら税の支払いのオンライン
化に重点を置いた説明となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 https://www.namra.org.na/customs-
excise/page/importation-of-goods/ 
11 “The SAD (Single Administrative Document: EU
の対外貿易用の輸出入申告フォームで、アジア等で
も広く使用されている) 500/501 may be completed 
either in type or manuscript. If prepared in 
manuscript, it must be legible, using block 
capitals in indelible blue or black ink.” 

https://www.freightnews.co.za/article/namibia-implements-single-window
https://www.namra.org.na/customs-excise/page/importation-of-goods/
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＜37＞ ニジェール 
 

国名 ニジェール 

 Republic of Niger 

首都 ニアメ (Niamey)  
規模 面積（万㎢） 127  

人口（万人） 2,331 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 129 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 600 （2019 年 世銀） 
概要 サハラ砂漠の南側に沿って広がる大きな内陸国。両側は二つの内陸国マリとチャドがある。

旧宗主国はフランスで公用語はフランス語。イスラム教とキリスト教が主。伝統的には農牧
業が主産業だが自然条件が厳しく、かつ内陸国のために流通コストも掛かることから、安定
性に課題がある。1970 年代半ばよりウラン産業が外貨収益源となっている。 

貿易 輸出額 7 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 鉱石、燃料鉱物、動物・植物油脂 

輸出相手 仏、ナイジェリア、マリ 

対日輸出額 1 億円  

対日輸出品 雑製品、採油用種子、食料品 

 
輸入額 28 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 穀物、航空機類、機械類 

輸入相手 中、仏、タイ 

対日輸入額 7 億円  

対日輸入品 機械、輸送用機器、化学製品、ゴム製品 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ NNSW が本年 2021 年
に発注された。 
[2015 年]   
シングルウィンドウは未構築だった。 
 
NNSW  Niger National Single Window 
ニジェール シングル ウィンドウ 
 
 経緯と現況： 

 本年 2021 年 6 月、Webb Fontaine 社
12はニジェール政府から国際貿易と通
関環境を長期的に発展かつ成熟させる
ための 10 年契約を受注した。 

 その要件として、Niger National 
Single Window の構築と長期的な運用
およびニジェール独自の最先端の港湾
物流情報システム (Port Community 
System) の展開が規定されている。 

 目的： 
 商業取引、運輸など物流関係情報を総

括すると共に、金融機関や関連省庁も
含めた、総合的なプラットフォームの
構築が目的となる。即ち輸出入関係の
許認可証明は全て電子化され、決済も
電子化されることを目指す。 

 以って輸出入に関連した収益を増大さ
せる。 

 この環境整備によりニジェールは、国
際貿易における近隣諸国のセンターに
なる。 

 
≪この項の主な参考資料≫ 

 Webb Fontaine の広報サイト 
 https://www.africanews.com/2021/06

/07/webb-fontaine-awarded-10-year-
contract-to-upgrade-expand-develop-

 
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。 

niger-s-trade-and-customs-
capabilities//   

 
 

https://www.africanews.com/2021/06/07/webb-fontaine-awarded-10-year-contract-to-upgrade-expand-develop-niger-s-trade-and-customs-capabilities//
https://www.africanews.com/2021/06/07/webb-fontaine-awarded-10-year-contract-to-upgrade-expand-develop-niger-s-trade-and-customs-capabilities//
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記事３．国連 CEFACT からのお知らせ 

 

23 September 2021:  

 This is to announce an extension of a public review by 30 days until 24 October 2021 concerning 
the Cross Border Management Reference Data Model project. 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プロジェクト」の公開レビューが 30 日間延長した（2021 年 10 月 24 日
まで）との告示です。プロジェクトチームによる処分ログの作成を容易にするために、提供されたパ
ブリックコメントログを使用してください。 

 

16 September 2021:  

This is to announce a 60-day public review until 2021-11-16 concerning the IoT for Trade Facilitation 
project. Please use the Public Comment Log provided to facilitate the preparation of a Disposition Log 
by the Project Team. 

 「貿易円滑化のための IoT プロジェクト」の 60 日間公開レビュー（2021 年 11 月 16 日まで）が開
始されたとの告示です。プロジェクトチームによる処分ログの作成を容易にするために、提供された
パブリックコメントログを使用してください。 

 

15 September 2021:  

This is to announce a 60-day public review until 2021-11-15 concerning the e-Negotiation BRS project. 
Please use the Public Comment Log provided to facilitate the preparation of a Disposition Log by the 
Project Team. 

「電子交渉ビジネス要件仕様プロジェクト」の 60 日間公開レビュー（2021 年 11 月 15 日まで）が
開始されたとの告示です。プロジェクトチームによる処分ログの作成を容易にするために、提供され
たパブリックコメントログを使用してください。 

 

 

https://uncefact.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=83591883
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+WHITEPAPER+ON+IOT+STANDARDS+FOR+TRADE+FACILITATION
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+WHITEPAPER+ON+IOT+STANDARDS+FOR+TRADE+FACILITATION
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+E-NEGOTIATION+BRS
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編 集 後 記 

  2021 年度調査の第２四半期報告は、「アジア太平洋地域における広域 FTA･EPA の活用のために
②」第 3 編として自動車・自動車部品に焦点を当てています。自動車関連産品に適用される TPP11、
RCEP をはじめ、ASEAN＋1 協定、アセアンの ATIGA 協定の原産地規則を比較し、これまで詳細な
参考文献が提供されていなかった積上げ方式での付加価値計算式にも詳細な解説を加えています。ま
た、生産者や輸出者、貿易業者、輸入者、輸入国税関の観点からの分析も、これまで気づかなかった
微妙な相違点を浮き彫りにしています。 

  自動車関連の実務に携わっている方々に、是非一読していただきたいと思います。 
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