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記事1．JASTPRO＆SIPS合同セミナー「日本発国際標準の現状と展望」報告 
 

業務一部長 清友 大造 
 

第二次大戦後、欧州で始まった貿易手続簡易化活動が、我が国でも本格的に始められたのが 1971 年。
今年で 50 周年を迎えました。 

貿易手続簡易化活動は貿易手続や書式の標準化から始まり、貿易手続の電子化の進展に伴い、データ
の項目や形式の標準化へとその活動は発展し、現在も、その対象を拡大し活動は続いています。一方、
国際標準を制することは、我が国企業が貿易活動を円滑に進める上で重要であり、我が国の経済発展
に寄与するものでもあります。 

そこで、我が国の貿易手続簡易化活動の担い手である国連 CEFACT 日本委員会1の事務局である当協
会と SIPS（一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会）は、貿易手続き簡易化活動 50 周年を記
念して、日本発の国際標準を目指す各分野における活動をご紹介するセミナーを開催しました。 

タイトル：日本発国際標準の現状と展望 ―デジタル社会を推進する国連 CEFACT 標準― 
日 時 ：10 月 27 日（水）14:00～17:00 
形 式 ：ZOOM Webinar によるオンライン形式 

平日午後の時間帯にもかかわらず、募集開始から数日で 400 人を超える大勢の方々にご登録いただ
き、この分野への高い関心が寄せられていることを改めて認識しました。 
 
セミナー講演概要 

開催にあたって、国連 CEFACT 日本委員会事務局長の秋田 潤（当協会専務理事）から挨拶の中で、
国連 CEFACT 日本委員会設立の経緯や組織構成、現代の課題、活動、そして貿易手続の世界標準を制
することの重要性を述べました。 

来賓として、デジタル庁統括官の冨安 泰一郎 様にビデオ出席いただき、以下ご挨拶＜要旨＞のと
おり、デジタル庁の紹介や本セミナーにより標準化やデータ連携が促進することへの期待、当協会及
び SIPS 活動にさらに期待したい旨のご挨拶をいただきました。 

 
ご挨拶＜要旨＞ 

今年 9 月 1 日に発足したデジタル庁は、「誰ひとり取り残さない人にやさしいデジタル化を目指す」
をミッションとし、政府全体のデジタル化を推進するにおいて、国民・ユーザにとって使い勝手がよい
こと、働き易くなること両方の視点をもってシステムを整備していく。マイナンバーカード普及推進
では、ユースケースを増やし、デジタルで便利になっていくことを実感してもらいたい。 

もう一つの柱は、「データ戦略」。本年 6 月政府として初めて包括的データ戦略をまとめ、データ連
携し易いようにベースレジストリーを整備し、必要な法制を詰め、実際に使えるプラットフォームを
構築していく。データ信頼性確保にはトラストの枠組みも検討する。 

本日のセミナーは、貿易手続の標準化活動 50 周年を記念したもの。データを繋ぐことで、新たな付

 
1 国連 CEFACT 日本委員会は、電子データ交換国際標準の国内展開を推進するための機関として、1990 年に民間
企業専門家や学識経験者により組織され、オブサーバーとして財務省・経済産業省・国土交通省の専門家も参加し
ています。 
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加価値を創出し、我が国の成長に繋げて行くことが重要で、標準化はその土台、基盤となる。本セミナ
ーにより、データ連携の有用性、その実現方策や課題等につき理解が深まり、標準化、データ連携が推
進されることを期待する。 
 
※ 各講演の録画ビデオを当協会 YouTube の JASTPRO 公式チャンネルにて公開（2022 年 1 月 31 日

まで）しています。併せてご覧ください。 
 

１． 貿易 PF 間連携で未来の貿易を作る TradeWaltz 
講演者：株式会社トレードワルツ 代表取締役 社長 小島 裕久様 
講演資料 URL：https://www.jastpro.org/files/libs/1333/202111021045111249.pdf   
講演録画（YouTube）URL：https://youtu.be/9FpGDRK11Dk  

＜要旨＞ 
課題と目指す方向 

弊社トレードワルツは、貿易業務に関わる皆様に対し SaaS を提供する会社。 
日本の貿易の課題は、貿易取引の増加に対し実務者が不足。貿易手続に紙文書や FAX、PDF による

メール交換が多く残っており非効率。これを解決するには、情報の改ざんが困難で各ノードで同じ情
報がリアルタイムに保有され拡張性もあるブロックチェーンが最適な技術である。 
大手で EDI 化は進んでいるが、デジタルで連携できていない箇所が残っている。TradeWaltz を用いる
ことで、企業間の情報連携を全てデジタルで行えるようにする。 

貿易完全電子化の効果は、①業務時間とコストが 44%以上効率化、②書類の紙保管が不要、③リモ
ートワークが可能、④イベント、各貿易実務者の進捗ステータスの可視化など。 

TradeWaltz は、本年 11 月 25 日にトライアル利用が可能となる。（正式リリースは 2022 年 4 月予
定）、2021~2022 年の 2 年間で貿易の輸出入に関わる基本機能の実装を進めていく。 
国内外プラットフォーム、サービスとの連携 

TradeWaltz は、世界連携した貿易エコシステムを目指す。 
欧米のプラットフォーマーは民間企業主導で広域、一方アジアは、国・官主導で自国向けが主。

TradeWaltz は、①関連業界横断のプラットフォーム、②幅広い貿易書類を構造化データで利活用可能、
③蓄積データで新たなエコシステム構築の観点でサービスを提供していきたい。 

国内外の競合と目されるプラットフォーマー、サービスとも積極的に協業し、システム連携により
貿易エコシステム形成を目指す。国内の連携事例としては、NACCS との連携 2020 年 11 月に MOU
締結し連携を進めている。2022 年 4 月には netNACCS 形式の連携を目指している。 国内 7400 社の
導入事例のある BINAL 社の TOSS システムとの連携も進めている。世界の他国プラットフォームと
の連携としては、シンガポール関税局の NTP、タイの NDTP、 オーストラリア・ニュージーランド
の TradeWindow との具体的な検討を進めている。その他、世界 20 以上のプラットフォーマーから連
携、協業の依頼がある。 

世界とつながるための国際標準化の活動状況としては、①デジタル船荷証券（eBL）については電子
化を容認する法改正、②取引データの具体的な取扱いに関する国際的な共通ルール整備として、国連
CEFACT が整備している EDIFACT や EDI 共通辞書（＝CCL：Core Component Library）をベース
としたプラットフォーム間のやりとりのルール造り、③国連 CEFACT が参加している ISO/PWI 5909

https://www.jastpro.org/files/libs/1333/202111021045111249.pdf
https://youtu.be/9FpGDRK11Dk
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の制定など、今後も国連 CEFACT 日本委員会と連携し進めていく。 
その他、国際商工会議所デジタル標準化イニシアチブ共通ルールが発表されたためこれを遵守し他

のプラットフォーマーとの連携を進めていく。 
世界は大きく貿易 DX と国際標準化に向けて動いている。皆さまと共に活動していきたい。 

 
２．中小企業共通 EDI による電子インボイス 

講演者：IT コーディネーター協会つなぐ IT 推進委員会共通 EDI 標準部会長 
フェローIT コーディネーター 川内 晟宏 様 

講演資料 URL：https://www.jastpro.org/files/libs/1334/202111021054049666.pdf  
講演録画（YouTube）URL：https://youtu.be/JLn9aIfWf4U  

＜要旨＞ 
中小企業の EDI 取組み経過 

中小企業のIT化がなかなか進んでこないのが現状。その理由は、①業界毎に標準仕様（業界 EDI）
が異なり繋がらない、②大手発注側の個別仕様により多画面問題、③FAX の方が便利。 

IT 化は、ユーザが便利だと思わないと進まない。全体の底上げを図るためには企業間取引をデジ
タル化して全ての業務がデジタルで始められる環境を整えることで中小企業の社内の IT 化･DX
を促進する考え。中小企業 EDI はそれらを実現することを目標に開発が始まった。 

業界毎に EDI 標準仕様が異なり繋がらない問題は、国際的に同様の状況であったことから、国連
CEFACT にて、既存業界 EDI の存在を維持しながら互いに共通辞書に変換して繋ぐ考え方に基づき、
EDI 共通辞書（CCL）が開発され、2008 年に実用版が公開された。 

2009 年ビジネスインフラ事業（経済産業省）においては、この CCL を採用することを結論と
し、その後の展開を SIPS に引き継いだ。IT コーディネーター協会は、SIPS 会員として CCL を活
用した中小企業 EDI の仕様を検討し実用化する活動を行ってきた。これが中小企業庁の目に留まり
2016 年度の次世代企業間データ連携調査事業として取り上げられ、検証実験にて、整備してきた中小
企業共通 EDI 仕様にて問題なく紙の企業間取引を移行でき、半分以下となる生産性向上も確認できた
ことで、中小企業共通 EDI 仕様を標準に位置付け 2018 年 3 月公開した。翌 2019 年には、金融 EDI
（ZEDI）と連携できることも確認された。 

さらに、2020 年には、中小企業共通 EDI 標準実装 IT ツールの認証制度を開始。標準をアプリに実
装したパッケージベンダー12 社 26 製品を認証し、EDI 導入スキルとノウハウを備えた人材を育成す
るためのサポーター制度も開始した。 

業種を超えたデータ連携を実現できる仕組みとしては、クラウド上に共通 EDI 標準に変換するサ
ービスを提供する「共通 EDI プロバイダ」を置き、プロバイダ間も繋ぐことにより、各企業のア
プリはアプリ仕様のまま CSV 等で共通 EDI プロバイダに送信するだけで EDI が実現するように
した。これにより、FAX やメールより便利で FAX と同レベルのコストを実現した。 
電子インボイス制度の企業間取引上の影響進行状況 

2023 年 10 月に導入される適格請求書等保存方式（インボイス制度）に対応するための仕様変更を
Ver. 4 で行うための検討を進めている。電子インボイスは全ての取引に適用されるので、業界を超え
て繋げること、パッケージの変更が最小で移行できるように中小企業向け電子インボイス仕様を検討
している。 

https://www.jastpro.org/files/libs/1334/202111021054049666.pdf
https://youtu.be/JLn9aIfWf4U
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電子インボイスについては、電子インボイス推進協議会（EIPA）が設立され、2020 年 12 月に行政
の電子インボイスには日本版 PEPPOL（JP-PINT）の採用が公表されている。中小企業共通 EDI とし
ては、日本版 PEPPOL 仕様の電子インボイスも繋ぐ方向で検討している。（中小企業共通 EDI はサプ
ライチェーン全体を対象、EIPA は請求から支払のみを対象） 

業界を超えて全ての電子インボイスを繋ぐには、業界毎に異なる仕様のインボイスデータを変換す
る仕組みが必要なので、共通 EDI 電子インボイス仕様開発にあたり、ベースとなる CCL を作成し実
装に落としていく。繋ぐための通信プロトコルは、国際 EDI からの選択を想定し、2022 年 10 月のサ
ービス開始を目指している。 

これは、EIPA の計画と同時期であり、EIPA・デジタル庁が詰めている電子インボイス仕様との整合
性を保ちながら進める。 
まとめ 

2023 年適格請求書等保存方式をしっかりサポートできる仕様。企業間接続を実現する標準化の水平
展開。各企業内での受発注から出荷・納入・請求・支払までの縦の繋がり。この 3 つが基本的な考え方
として、中小企業共通 EDI は実施されている。 
 
３．AI 連携を目指す電子交渉の仕組み 

講演者：NEC データサイエンス研究所 主任研究員 中台 慎二 様 
講演資料 URL：https://www.jastpro.org/files/libs/1335/202111021100594412.pdf  
講演録画：なし 

＜要旨＞ 
電子交渉（eNegotiation）は、ドローンや AGV 管制への適用において NASA や Google と共に海外

で標準化が進めているが、サプライチェーンでも使えるだとうということで、国連 CEFACT のプロジ
ェクトとしてプロトコルと情報項目の標準化を推進している。その目的は、メールや電話、FAX など
で実施されている交渉や調整を EDI 化し、AI に交渉をさせ、手軽に早くより良い合意点を得ること。
企業の最適化を企業間の AI 交渉でリンクしていくことにより全体最適に近づける。 

AI 交渉の仕組みは、各組織の交渉 AI が効用関数2を持って、自身の効用を最大化するようにお互い
に提案する。時間が制限されているので、時間とともに妥協する場合もある。製品売買業務や航空貨物
のスペース調整業務、共同配送の適用例が挙げられ、煩雑な調整業務の負荷低減とレベニュー最大化
などのメリットを見せた。 
 
4. 体験プログラムの標準化とサスティナブルツーリズムの推進 

―国際標準の普及・実用化に傾注― 
講演者：NPO 法人 観光情報流通機構（JTREC）副理事長 堀田 和雄 様 
講演資料 URL：https://www.jastpro.org/files/libs/1336/202111021110113458.pdf  
講演録画（YouTube）URL：https://youtu.be/kr-2b4ffxwE  

＜要旨＞ 
「体験プログラム」（Experience Programs：Eps）は、隙間時間を埋める楽しみの旅行商品ではなく、

 
2 調整内容に対する便益を現した情報です。例えば、再配達を調整するとき、受取時刻に対する意向が効用関数で
表すことができます。 

https://www.jastpro.org/files/libs/1335/202111021100594412.pdf
https://www.jastpro.org/files/libs/1336/202111021110113458.pdf
https://youtu.be/kr-2b4ffxwE
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地域の特性を活かしたイベント等が滞在の主目的となるように開発されたもの。農業や産業、健康関
連にも関わる地域専門性の高い商品であり、地域活性化や自然環境維持、利用者の生活の質の改善に
寄与するため、サスティナブルな社会にも繋がる。 

スマートフォンや SNS が普及する環境下、体験プログラムの安全性や信頼性などを理解してもらい、
スムーズに宿泊プランへ組入れや予約ができるようにするには、内容や取引の標準化が必要と認識さ
れ、2019 年より国連 CEFACT 観光部会の活動として標準化作業が進められ、本年 12 月で完了見込み
となっている。 

体験プログラムの国際標準を実用化するために、対象としてウエルネス（健康長寿に役に立つ）分野
を選択し、コンソーシアムの結成、標準の実装とシステム化、それを活かしたビジネスモデルの開発を
進めており、ウエルネス EPs を普及させることでサスティナブルな社会実現への貢献を目指している。
まずは、国内版から開始するが、将来的には、国際標準の利点を活かし、中国医学を取り入れた台湾
版、アーユルベーダを取り入れたインド版への展開を考えている。 
 
5. スマート物流を支える動態管理 

講演者：一般社団法人 SCCC・リアルタイム経営推進協議会 理事長 兼子 邦彦 様 
講演資料 URL：https://www.jastpro.org/files/libs/1337/202111021111559524.pdf  
講演録画（YouTube）URL：https://youtu.be/n3QxvvYI5mU  

＜要旨＞ 
トラック輸送においては、車両に装備されているデジタルタコメーターが様々なメーカーによる製

品であるため、データが連携されておらず、元請は下請業者の庸車の情報を取得できないため、配送状
況確認や連絡に電話などの伝言ゲームが多発している状況にある。 

運輸デジタルビジネス協議会（TDBC）と SCCC は、それを改善するように、API を備えた動態管
理プラットフォーム構築を進めてきた。プラットフォームはハブ役として、各社の運行車両の車両動
態情報を収集、統合一元管理し、荷主システムや配車管理システム等に通知、配信する。 

今回、動態管理項目は、実際に利用する項目に限定し、車両車番/デバイス ID/計測時刻/経度/緯度
/測地系/温度とし、国際標準として国連 CEFACT に申請した。 

国土交通省が主導する SIP「スマート物流サービス」も、国連 CEFACT を重視する標準として
いるが、末端であるトラック輸送の動態管理項目は無く、SIP とは車両番号で連携することになっ
ている。また、経済産業省が主導する物流「MaaS」とも今後連携していく予定。 
 
終わりに 

沢山の方々にご参加いただき、オンラインセミナーは盛況のうちに終わりました。講師の皆様の熱
く、解り易い講演により、参加者から大好評をいただきました。日本発の貿易業務手続プラットフォー
ム、我が国の商慣行を反映した電子インボイス標準、AI を援用した交渉プラットフォーム、我が国の
トラック輸送業界事情を斟酌した情報プラットフォーム、さらに観光事業における体験型プログラム
の標準化と、多岐にわたる分野について非常に有益な内容を講演いただきました。講師の皆様には改
めて御礼申し上げます。 

末筆ではございますが、今回のセミナー開催を成功裏に終えられましたのは賛助会員の皆様からの
ご支援の賜物でございます。この場をお借りして賛助会員の皆様に厚く御礼申し上げます。

https://www.jastpro.org/files/libs/1337/202111021111559524.pdf
https://youtu.be/n3QxvvYI5mU
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記事2．衣料・履物分野における持続可能なバリューチェーンのトレーサビリティと
透明性の向上活動 その後 

 
業務一部長 清友 大造 

 
本年の国連 CEFACT 総会において、最も強調

された勧告 No.46「衣料・履物分野における持続
可能なバリューチェーンのトレーサビリティと
透明性の向上」及び行動要請に関連し、その後の
動きについて UNECE 国連 CEFACT の興味深
い News が２つありましたので、以下に紹介しま
す。 
 
The Sustainability Pledge is gathering 
momentum with commitments from across the 
garment and footwear industry, government, 
campaign groups and academia1 
21 September 2021  
（抄訳） 
衣料・履物業界、政府、運動組織、学会からのコ
ミットメントで「サスティナビリティ誓約」は勢
いを増す（要旨） 
＜Sustainability Pledge「サスティナビリティ誓
約」による持続可能なバリューチェーンのトレー
サビリティと透明性の向上活動＞ 

ミラノ・ファッション・ウィークの合間に、衣
料・履物部門の持続可能性の向上と倫理的実践に
関し UNECE が調整した勧告・行動要請の署名
者や策定者が集まり、3 日間のイベントが開かれ
た。 

これまでに、100 以上の繊維及び皮革製造企業、
運動組織、学術団体が「サスティナビリティ誓約」
に参加し 42 の誓約が発表されている。 
イタリア政府は今日、UNECE の政策勧告を利
用して衣料産業の循環性に関する法律を制定す
ると発表した。イタリアの衣料・履物産業は
2020 年に約 400 億ユーロの売上高を記録し、中

 
1 https://unece.org/media/trade/uncefact/press/359969 

央・東ヨーロッパやその他の地域でイタリアの
毛糸・織物工場が生産されている。 

イタリア経済開発省産業政策・イノベーショ
ン・中小企業総局長のマリア・ベネデッタ・フ
ランセスコーニ氏は、「デジタル技術が、消費
者に製品の生涯に関する信頼できる情報を提供
する方法、生産者、特に中小企業にプロセスの
持続可能性の向上を支援する方法を探求する上
で、イタリアは主導的な役割を果たしてき
た。」と述べた。 

Inditex、Mulberry、Scottish Leather グルー
プ、Vivienne Westwood などの企業が誓約書を
提出し、パートナーとして署名している。 

Vivienne Westwood の誓約には、原材料の調
達から流通、小売までのトレーサビリティと透
明性のデータを収集することが含まれる。 

Mulberry は、彼らの製品の約 90%である皮革
製品のサプライチェーン全体を通じてトレーサ
ビリティと透明性の向上を約束し、Scottish 
Leather グループは、皮革の 100%を追跡可能
にし、カーボンフットプリントを測定すること
を約束している。 

衣料部門労働者の労働条件改善のための運動
を行っている衣料業界最大の労働組合と NGO
団体である 「クリーン・クローズ・キャンペー
ン」 は、サプライチェーンの透明性に関するブ
ランド評価と、同分野の労働者に生活賃金を提
供するための方針を評価する 「ファッションチ
ェッカー」 プロジェクトを公約した。 

UNECE のオルガ・アルガヤロワ事務局長
は、「消費者は衣料産業の持続可能性と倫理的
実践を公正に求めており、私たちはそれに応え

https://unece.org/media/trade/uncefact/press/359969
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たいと考えている。私は、織物の生産者や有名
なストリートファッションブランドから、活動
家や学界に至るまで、すべての関係者に サステ
ィナビリティ誓約 への参加を呼びかける。」と
述べた。 

イタリアの経営大学院 SDA Bocconi School of 
Management は、Sustainability Lab から複数署
名の誓約書を提出した。彼らの活動は 「サーキ
ュラー・ファッションのモニター」 であり、業
界のダイナミクスとトレンドをマッピングして
分析し、業界におけるサーキュラー・ビジネ
ス・モデルへの道筋を示す主要業績評価指標を
特定する企業の科学的・技術的コミュニティで
ある。 
 

「サスティナビリティ誓約」活動とは、政
府、衣料・履物メーカー、業界関係者に対し、
国連がソリューションの一環として開発した衣
料・履物サプライチェーンを通じた透明性とト
レーサビリティの向上のための政策提言、実施
ガイドライン、標準の適用を約束するよう呼び
かけるものである。サスティナビリティ誓約
は、より循環的な経済プロセスに向けた前向き
な変化のための実用的解決策を提供するため
に、業界全体から利害関係者を集めた数年間の
研究開発作業の集大成である。それらの成果
は、この分野でのトレーサビリティと透明性の
向上の必要性を明らかにすること、今後、ブロ
ックチェーンや DNA トラッキングなどの技術
を使って、衣服や履物のあらゆるアイテムの不
変のフットプリントを開発するため一連の試験
を開始することである。 

サスティナビリティ誓約は、UN/CEFACT と
国際貿易センター (ITC) の協力と欧州連合か
らの資金提供を受けて実施されている UNECE
プロジェクト「衣類と履物における持続可能な

 
2 
https://unece.org/media/trade/uncefact/news/361767 

バリューチェーンの透明性とトレーサビリティ
の向上」の成果である。 

サスティナビリティ誓約は、衣料、繊維、靴
がどのように調達、製造、製造されているかに
ついての情報を求める消費者からの需要の高ま
りに応えている。 Euratex, the European 
Apparel and Textile Confederation によると、繊
維・衣料産業はヨーロッパだけで 1620 億ユー
ロの売上高がある。何百万人もの人々が、この
部門のグローバルなサプライチェーンを通じて
雇用されている。サプライチェーンは複雑で不
透明であり、労働者 (その多くは女性) の搾取
と虐待の機会を生み出している。 繊維製品生産
による温室効果ガスの総排出量は年間 12 億トン
で、これはすべての国際航空便と海運を合わせ
た排出量よりも多い。 
 
Supply chain transparency could help the clothing 
industry significantly reduce its GHG emissions2 
04 November 2021 
（抄訳） 
サプライチェーン透明性が、衣料産業の GHG 排
出量大幅削減を救う（要旨） 

温室効果ガス (GHG) の排出を削減し、地球
温暖化を制限するための重要な交渉のために世
界の指導者が COP26 に注目が集まる中、
UNECE の専門家は、透明性と追跡可能性の向
上が解決策の一部になり得ると強調している。
温室効果ガスの排出を削減し、パリ協定に沿っ
て世界の気温上昇を 1.5 度以内に抑えるために
は、民間部門の役割が重要である。しかしなが
ら、参加している複雑なグローバル・サプライ
チェーンが生み出す GHG 排出量を理解すると
いう点では、ほとんどの企業は全体像の一部し
か持っていない。トレーサビリティと透明性の
データはこの状況を変えるかもしれない。 

https://unece.org/trade/uncefact
https://www.intracen.org/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/
https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwear
https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwear
https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwear
https://mneguidelines.oecd.org/forum-on-due-diligence-in-the-garment-and-footwear-sector.htm
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unece.org/media/trade/uncefact/news/361767
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マッキンゼーによると、衣料と履物業界だけ
で世界の GHG 排出量の 21 億トン (4%) を占
めており、これはフランス、ドイツ、イギリス
の排出量の合計に匹敵する。1.5 度の道筋を維持
するためには、業界は 2030 年までに排出量を
半減させ、脱炭素化イニシアティブとプロセス
改善を通じて削減機会を実現する必要がある。
これは、特にサプライチェーンの上流部分で起
きる必要があり、そこでは同部門の排出量の半
分以上が存在する。実際、アパレル分野では繊
維生産製糸、染色、仕上げがそれぞれ 15%、
28%、36%を占めているが、履物部門では原料
の抽出、加工、製造がそれぞれ 20%、14%、
43%を占めている。 

産業界における 「GHG 排出の主要な排出源」 
は、化石資源から発生する生産および輸送に使用
されるエネルギーと、化石系合成繊維を廃棄また
は焼却する際に放出される GHG である。皮革製
品に関しては、牛の飼育も GHG (メタン) の重
要な発生源である。 

このような状況では、特にブランドや小売業者
である企業が、自社の製品サプライチェーンの参
加者が GHG 排出量を最小限に抑えることを保
証するために、デュー・ディリジェンスが必要で
ある。そのためには、企業はリスクベースの分析
を行い、農場から店頭、さらにそれを越えた範囲
から 「排出ホットスポット」 を特定して追跡す
る必要がある。GHG 排出量削減に影響を与える
主な行動は、化石燃料から再生可能エネルギー源
への転換、省エネプロセスの採用、物流の最適化、
家庭でのよりエネルギー効率の高い衣類のメン
テナンス、化石燃料を原料とした合成物のバイオ
燃料やリサイクル品への代替である。例えば、ポ
リエステルをリサイクル可能な対応物である
rPET で代替すると、GHG 排出量を最大 40%削
減できると推定されている。 

UNECE 持続可能な繊維及び皮革のバリュー
チェーンのための「ビジネスプロセス分析」及び
「 要 件 仕 様 」  (2021) SUSTAINABILITY 

PLEDGE - Toolbox (thesustainabilitypledge.org)
に詳述されているように、監視と報告に利用可能
なツールには以下のものがある: 

ISO 規格(14025、14064 および 14067)、 
ライフサイクル分析 (LCA) アプローチ、 
環境製品宣言 (EPD) 、 
および製品または組織の環境フットプリント 
(PEF または OEF) レポート。 
ブロックチェーンは、企業が関連する標準、基

準、および科学に基づく KPI に準拠しているこ
とを証明するサポートデータおよび評価/証明書
を交換および検証できるようにする新しい重要
なテクノロジーである。それは、私たちが購入す
る衣料品の持続可能性の主張の信頼性をサポー
トするシステムを、幅広い業界関係者に提供する。 

そしてここでは、UNECE は 「サスティナビ
リティ誓約」 イニシアチブの下で、大手ブラン
ド、中小企業、農家、衣料セクターの主要なサー
ビスプロバイダーと協力して、気候への影響を含
む追跡調査とデュー・ディリジェンスの可能性を
検証している。現在実施中の UNECE ブロック
チェーン・パイロットの一環として、シャツやジ
ーンズなどの小売店で販売されている衣類につ
いて、従来のものと比較して GHG 排出量が最大
50%減少すると報告されているリサイクルおよ
び有機綿の使用に関する主張が検証された。 

政策と規制の側面では、サプライチェーンに沿
った排出トレーサビリティと透明性は、異なるレ
ベルでの支援を必要としている。すなわち、政策
の一貫性を伴う規範レベルと適切なインセンテ
ィブ制度である。明確な基準と科学的根拠に基づ
く KPI を採用した基準レベル;革新と先進技術を
サポートする技術レベルである。また、実施する
必要がある横断的な側面としては、特に中小企業
と農業従事者のための能力開発と技術移転、消費
者教育、マルチステークホルダーとの協働がある。
これは、2021 年の第 27 回国連 CEFACT 総会で
承認された UNECE 勧告 N .46 に概説されてい
る。 

http://thesustainabilitypledge.org/toolbox.html
http://thesustainabilitypledge.org/toolbox.html
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衣料および履物業界は主に小規模な関係者で
構成されているため、持続可能性と透明性の枠組
みのための柔軟なアプローチにより、資金調達、
技術移転、低コストの解決策にアクセスすること
が、この業界におけるゼロ・ネット・エミッショ
ンという意欲的な目標を達成するために必要な
規模に到達するための鍵となる。 
 
勧告 No.46： 
https://unece.org/sites/default/files/2021-
04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_10E_Rec4
6-Textile_0.pdf  
 
勧告 No.46 行動要請： 
https://unece.org/sites/default/files/2021-
03/11a%20ECE_TRADE_C_CEFACT_2020_06
_Rev1E.pdf  

https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_10E_Rec46-Textile_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/11a%20ECE_TRADE_C_CEFACT_2020_06_Rev1E.pdf
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記事3．第37回 国連 CEFACT フォーラム（Virtual）会議報告 
2021年10月4日～10月15日 

オンライン会議 

 
国連CEFACT日本委員会 

一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 
菅又 久直 

 
  第37回国連CEFACTフォーラムは、2021年10月4日から10月15日の2週間、3つのオンライン会議室
を使って、分野領域（ドメイン）ごとのセッションが並行的に行われました。62か国から350名、日本
からは29名が参加しました。 
 
 国連CEFACTフォーラムでは大まかに4つの分野（国際貿易円滑化分野、国際サプライチェーン分野、
規制・電子政府分野、手法・技術分野）に分かれてセッションが持たれます。 

 国際貿易円滑化分野では、シングルウィンドウや貿易情報ポータルについての課題、および貿易
円滑化関連の勧告について審議されています。 

 国際サプライチェーン分野では、国際サプライチェーン、運輸・物流及びその他のビジネス電子
化に関わる課題が審議されています。 
 国際サプライチェーン関係では自動車製造EDIのAPI化や日本から提案中の電子交渉プロジ

ェクトなどが議題になりました。 
 運輸・物流関係では、複合一貫輸送及び商流・物流を連携したトレーサビリティのモデル化、

及びそれらのAPI化が中心の話題となっています。 
 その他の電子ビジネス分野では、金融、会計、保険、医療、旅行観光などの電子ビジネスモ

デルが検討されています。 
 規制・電子政府分野では、ブロックチェーンやIoT、AIなどの新技術によるデータ管理を検討して

います。日本発の電子交渉もAI技術のユースケースとして紹介されました。更に、農業／漁業／
環境分野も電子政府関係領域に含まれています。 

 手法・技術分野では、EDIのAPI化に向けた標準の整備について集中審議が行われました。 
 
本報告では、小生（菅又）が国際サプライチェーン分野（運輸・物流、製造、及び電子交渉）と手法・
技術分野（EDIのAPI化）を中心に参加した以下のセッションにつき報告します。 

 CCL & BRS解説セッション（日本時間：10月4日 18:00 – 19:30） 
 オープニングセッション（日本時間：10月4日 20:30 – 22:30） 
 運輸・物流ドメイン会議（日本時間：10月5日- 6日 17:00 – 23:00） 
 サプライチェーン・ドメイン会議（日本時間：10月7日- 8日 17:00 – 23:00） 
 技術仕様ドメイン会議（日本時間：10月12日- 13日 17:00 – 19:30） 
 クロージングセッション（日本時間：10月15日 20:30 – 23:00） 
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１． CCL & BRS解説セッション 
オープニングセッションに先立ち、初心者向けに国連CEFACT標準の策定手順である公開開発プ
ロセス（ODP: Open Development Process）、及びセマンティック標準の核となる業務要件定義
仕様（BRS: Business Requirement Specification）と国連CEFACT共通辞書（CCL: Core Component 
Library）の解説が行われました。 
これら仕様策定手順の解説については国連CEFACT日本委員会発行の「国連CEFACT標準準拠・
業 界 横 断 EDI 仕 様 の 技 術 審 査 要 領 」 （ http://www.caos-
a.co.jp/SIPS/documents/CIEDI_TechnicalAssessmentGuide.pdf）が参照できます。 
 

２． オープニングセッション 
オープニングセッションは開催初日10月4日に開催され、約70名が参加しました。 
開催にあたって、Sue Probert氏（UN/CEFACT議長）の挨拶があり、事務局（Lance Thompson
氏）よりフォーラム全般のスケジュールの紹介がありました。 
 
以下のようにプログラム開発エリア（PDA: Programme Development Area）ごとに担当副議長及
びドメインコーディネータより、各プロジェクトの進捗状況と本フォーラムでの審議予定につき
説明が行われました。 
 
ITP (国際貿易手続) PDA: 
 貿易手続簡易化ドメイン 

 民間企業のNTFB (政府貿易簡易化組織)参加促進プロジェクト 
 シングルウィンドウ・ドメイン 

 貿易情報ポータルBRS（業務要件仕様）プロジェクト 
 シングルウィンドウ・アセスメント手法 

 コードリスト・フォーカルポイント 
 コードリスト・メインテナンス要求 

ISC (国際サプライチェーン) PDA: 
 サプライチェーン管理&購買ドメイン 

 自動車製造EDIプロジェクト 
 電子交渉プロジェクト 
 MLETR（電子交換文書模範法）に準拠した権利書（電子B/Lなど）転送プロジェクト 
 サプライチェーンにおけるトレーサビリティ（Track & Trace） 

 運輸・物流ドメイン 
 危険物輸送メッセージ（IFTDGN） 
 国際海事機関（IMO）国際海運簡便化条約（FAL）に準拠した電子情報マッピングプロ

ジェクト 
 金融決済ドメイン 

 貿易手続のためのオープンファイナンス・プロジェクト 
 

http://www.caos-a.co.jp/SIPS/documents/CIEDI_TechnicalAssessmentGuide.pdf
http://www.caos-a.co.jp/SIPS/documents/CIEDI_TechnicalAssessmentGuide.pdf
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 会計／監査ドメイン 
 会計／監査参照データモデル・プロジェクト 

 保険／医療ドメイン 
 医療費償還請求 
 自動車賠償責任保険、保険証書 

 旅行／観光ドメイン 
 持続的観光ビジネス標準化プロジェクト 
 体験プログラム技術成果物プロジェクト 

REG (規制／電子政府) PDA: 
 電子データ管理ドメイン 

 ブロックチェーンによる特恵原産地証明書交換プロジェクト 
 貿易手続のためのデジタルIDプロジェクト 
 貿易手続のためのIoTプロジェクト 
 国連CEFACTチェイン・プロジェクト 
 貿易手続におけるAIの活用 

 越境管理ドメイン 
 越境管理参照データモデル 
 デジタル回廊の動向 

 漁業／農作物ドメイン 
 電子品質証明書プロジェクト 

 環境ドメイン 
 廃棄物管理と分析 

M+T (手法・技術) PDA: 
 技術仕様ドメイン（菅又がドメインコーディネータ） 

 EDIのAPI化 
 参照データモデルのJSON-LD試作によるEDIのAPI化実証プロジェクトが行われ、

各業務ドメインからのAPI化要求が高まっています。 
 しかしながら、APIに関わる技術仕様（JSONスキーマ設計規則など）や標準ライブ

ラリ（JSON-LDボキャブラリなど）を国連CEFACTの基で進めるためのプロジェ
クトは始まっていません。 

 本フォーラムでは、国連CEFACTのガバナンスの基で進めるAPI関連プロジェクト
について方向性を検討しました。 

 共通辞書管理／評価フォーカルポイント 
 共通辞書2021年B版についてのハーモナイゼーションの最終品質検証作業は、本フォー

ラム後に行われる予定です。 
 シンタックス・フォーカルポイント 

 国連EDIFACT DMRs（辞書変更要求） 
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３． 運輸・物流ドメイン会議 
運輸・物流ドメイン会議は10月5日-6日の2日間に渡り開催され、約50名が参加しました。 
会議は運輸・物流ドメインコーディネータのDavid Roff氏により、複合輸送に関わる参照モデルの
標準関連情報一式（BRS、CCL、スキーマ、手続、ユーザーコミュニティ、ツールなど）が整備さ
れたことが報告されました。 

 国際輸送（IFT: International Forwarding and Transport）メッセージ 
現状の運輸・物流業界ではEDIFACT等の文書ベースのIFTメッセージが多く使われています
が、本プロジェクトでは、プロジェクトリーダのMichael Dill氏の下、広範囲な相互運用性の
確保とAPIへ向けた参照モデル（RDM: Reference Data Model）の開発が進められています。
今までに業務要件仕様（BRS: Business Requirement Specification）は完成し、現在は航空貨
物及び危険物輸送のモデルにつき検討中です。 

 航空貨物のDX化 
プロジェクトリーダのSteve Hill氏により、航空貨物分野の主要文書AWB(Air Way Bill)、
DGD(Dangerous Goods Declaration) 、 CSD(Consignment Security Declaration) の
MMT(Multi Modal Transport)参照モデルに基づくメッセージ開発について説明が行われま
した。 

 トレーサビリティ（Truck & Trace）プロジェクト 
運輸・物流分野担当副議長のHanane Becha氏から、AIDC(Automated Identification and Data 
Collection：自動認識&データ収集)及びGPSを使用した複合一貫輸送における貨物追跡シス
テムへの取組み（Track & Trace プロジェクト）につき紹介が行われました。今後、White 
Paperに続きBRS(業務要件定義書)及びXMLメッセージの整備が行われる予定です。 

 関連ISOの活動報告 
国連CEFAT事務局のLance Thompson氏、Bureau議長のSue Probert氏及びTC154/JWG8の
メンバーであるLin Wang氏より、TC154/JWG8のプロジェクト進捗報告が行われました。 
 ISO/CD 23355：物流情報サービス提供者間の情報交換標準（Visibility data interchange 

between logistics information service providers）はCD(Committee Draft)投票を完了。 
 ISO/NP 5909：ブロックチェーンによるECプラットフォームに関わる船荷証券（B/L）

のデータ交換標準（Data interchange processes of blockchain based negotiable maritime 
bill of lading related to e-Commerce platform）の新プロジェクト投票が行われ、新規プ
ロジェクトとして発足することが承認されました。 

 FIATA（International Federation of Freight Forwarders Associations）標準の報告 
FIATA(国際貨物輸送業者協会連合会)のLucelia Tinembart氏より、以下の主要文書電子化
（PDF+QRコード）の実証（POC）について解説が行われました。 
 FBL: FIATA Bill of Lading（船荷証券） 
 FWB: FIATA Waybill（運送状） 
 FCR: FIATA Forwarders Certificate of Receipt（フォワーダ受領証明） 
 FWR: FIATA Warehouse Receipt（倉庫受領） 

 DCSA（Digital Container Shipping Association）の報告 
DCSA（デジタル・コンテナー貨物協会）のDominique Willems氏が、当協会におけるEDIの
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API化へ向けた活動について紹介しました。 
また、欧州におけるeFIT（electronic freight transport information）規則の整備についての説
明が行われました。 
続けて、Rudy Hemeleers氏より、eFTI、eCMR(Convention Relative au Contrat de Transport 
International de Marchandises par Route：国際道路物品運送条約)に関わるデータのAPI化に
つきデモを交えて取組みの説明が行われました。 

 EMSA（European Maritime safety Agency：欧州海事安全協会）の報告 
EMSAのPhilippe Duchesne氏より、海運業務用ソフトウェア環境についての紹介が行われま
した。 

 ドナウ回廊（Danube Corridor） 
Dmytro Lakymenkov氏より、ドナウ回廊におけるベラルースからセルビア経路における複合
運送（トラック、水運、鉄道）参照モデルのパイロットプロジェクトの紹介が行われました。
APIによる文書交換モデルからデータパイプラインモデルへの改善が指向されています。 

 CBM（Cross Border Management：越境管理）参照モデル 
Zisis Palaskas氏から、EUCDM(EU Customs Data Model：欧州税関データモデル)適用のた
めの参照モデルプロジェクトが紹介されました。 

 FAL条約（Convention on Facilitation for International Maritime Traffic：国際海上交通簡易
化条約）マッピングプロジェクト 
Bureau議長のSue Probert氏より、FAL条約に含まれるMDH(Maritime Declaration of Health：
海事健康状態報告)対応のXML及びJSONメッセージ開発プロジェクトにつき紹介が行われ
ました。 

 SMDG(Ship Message Design Group：船舶メッセージ設計グループ)の活動報告 
Michael Schroder氏より、SMDGが扱う海運関係のUN/EDIFACTメッセージ及びコードにつ
いての最新状況の説明が行われました。 

 BIC（Bureau of International Containers：国際コンテナ局）のデータ・リソース 
Douglas Owen氏より、海運関係メッセージのAPI化検討状況の説明が行われました。また、
コンテナ所在追跡のためのパイロットプロジェクト（Geofencing Pilot）につき紹介が行われ
ました。 

 国連CEFACT標準 Streamlined Presentation（ストリームライン方式の公開） 
運輸・物流ドメインコーディネータのDavid Roff氏から、国連CEFACTの新しい公開様式で
あるStreamlined Presentationが説明されました。公開されているMMT参照モデルには次の
成果物が含まれています。 
 White Paper on RDM  (English  French  Russian) 
 RDM Guidelines 
 BRS 
 Executive Guide on RDM English   French  Russian 
 Structure Report / Data Elements 
 XSD Schema 
 UML Diagram 

https://unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/plenary/2017/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_11E__White_Paper_on_RDM_.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/plenary/2017/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_11F__White_Paper_on_RDM_.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/plenary/2017/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_11R__White_Paper_on_RDM_.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ReferenceDataModelGuideline-v1.0.0.2.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/Standards/MMT/BRS_T_L-MMT.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/RefDataModel-ExecGuide_Eng.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/RefDataModel-ExecGuide_Fre.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/ExecutiveGuides/RefDataModel-ExecGuide_Rus.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/Standards/MMT/BRS_T_L-MMTDataElements.xls
https://service.unece.org/trade/uncefact/publication/Transport%20and%20Logistics/MMT%20RDM/XSD/schema.zip
https://service.unece.org/trade/uncefact/publication/Transport%20and%20Logistics/MMT%20RDM/UML/UML-Diagram.zip
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 HTML index 
 運輸技術委員会報告 

Nis Jesperson氏より運輸技術委員会（Technical Committee on Transport）で検討している課
題（電子B/L、複数署名）につき紹介があり、アジアからの参加者（Sin Yong Loh氏：シンガ
ポール、Eva Chang氏：マレーシア）との質疑応答が行われました。 

 危険物輸送 
Bureau議長のSue Probert氏より、複合一貫輸送における国際危険物輸送（Global Dangerous 
Goods）メッセージの参照モデルにつき説明が行われました。 

 ICAO（International Civil Aviation Organization：国際民間航空機関） 
Michael Dill氏より、ICAOメッセージのMMT参照モデルへのマッピング成果につき報告が
行われました。 

 航空危険物貨物申告 
Steve Hill氏より、MMT参照データモデルの航空貨物への適用についての説明が行われまし
た。 

＊運輸・物流ドメイン会議において、取引データの（Shipment）と運輸データの（Consignment）の定
義解釈について、サプライチェーン・ドメインとの食い違いがあることが問題提起されました。
ShipmentとConsignmentは両ドメインの接点であり、定義解釈の一致は必須です。 

 
４． 運輸・物流ドメイン&サプライチェーン・ドメイン合同会議 

運輸・物流ドメイン&サプライチェーン・ドメイン合同会議は10月7日に開催され、約30名が参加
した。会議は運輸・物流ドメインコーディネータのDavid Roff氏及びサプライチェーン・ドメイン
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図―１ 取引データモデルと運輸データモデルの接点 

https://service.unece.org/trade/uncefact/publication/Transport%20and%20Logistics/MMT%20RDM/HTML/index.htm
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コーデイネータのEdmund Gray氏が合同で進行しました。 
David Roff氏からは、IMO FAL(International Maritime Organization：国際海事機関、Convention 
on Facilitation for International Maritime Traffic：国際海上交通簡易化条約)と危険物輸送の参照
モデルマッピング、及びAPI化の検討状況につき紹介がありました。 
Edmund Gray氏からは、自動車製造分野のAPI化検討状況、及び電子交渉プロジェクトの紹介が
行われました。 

 運輸・物流分野のAPI化について 
 Rudy Hemeleers氏がeCMR(Convention Relative au Contrat de Transport International de 

Marchandises par Route：国際道路物品運送条約)のAPI化について紹介しました。APIの
JSON-LDボキャブラリは”edi3.org”（WEB開発者のためのサプライチェーン標準とツール）
を使用しています。 

 国連CEFACT事務局のLance Thompson氏及びBureau議長より、API（JSON-LD）の正確性
に課題があり、品質保証の仕組みが必要との指摘がありました。それに関しEdmund Gray氏
から誰でもがチェックを行うオープン評価方式も考えられるとコメントしました。 

 サプライチェーン・ドメイン担当のIan Watt氏より、最近API技術仕様プロジェクトを立ち上
げたことが紹介されました。当件については、次週に行われた技術仕様ドメイン会議で具体
的な審議が行われました。 

 
５． サプライチェーン・ドメイン会議 

ドメインコーディネータ Edmund Gray氏の司会により、10月7日～8日、サプライチェーン関連の
次のプロジェクトに関して審議及び意見交換が行われました。参加者は約40名です。 

 MLETR（電子交換文書模範法；ETR: Electronic Transferable Record） 
 電子交渉プロジェクト（eNegotiation） 
 トレーサビリティ・プロジェクト（Track & Trace） 
 自動車製造プロジェクト（Automotive） 
 欧州における電子インボイス（eInvoicing） 

 MLETR（電子交換文書模範法；ETR: Electronic Transferable Record） 
Ren Yuh Kay氏により、MLETRのWhite paperの進捗状況につき説明が行われました。現在、
White paperのドラフト編集中です。 

 電子交渉プロジェクト（eNegotiation） 
 プロジェクトエディタの中台慎二氏（NEC）より、電子交渉プロジェクトにつき報告が

行われました。これは2020年7月に日本（Project Leader：菅又久直、Lead Editor：中台
慎二氏）が提案したプロジェクトで、現在BRS（業務要件仕様）ドラフトが完成し、9月
13日～11月13日の期間で公開レビューが行われている最中です。 

 本プロジェクトでは、4種類の交渉プロトコルを設定し、使われる交渉データモデルを定
義しています。 

 設定した交渉プロトコルは図―２の通りです。 
 Bilateral Negotiation：1対1交渉で、交渉の基本パターン。 
 Counterpart Negotiation：複数の取引先を相手にした競争交渉。 
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 Item Negotiation：異なる種類の複数製品を同時調達する交渉。 
 Chain Negotiation：調達における2次取引先まで含んだ交渉。 

 交渉データモデルは図―３の通りです。 
 交渉プロトコルのコンテキストの基に交渉データの交換が行われます。 
 交渉は交渉対象データの値の交換により行われます。 
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図―２ 交渉プロトコル 

図―３ 交渉データモデル 
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 電子交渉プロジェクトで定義しているのは、交渉プロトコルと交渉データで、交渉を実
施する当事者にあるAIシステムはプロジェクト範囲外です。 

 ＊参考：当事者のAIシステムの例 
Negotiation AIは、交渉相手の妥協状況を推定したり、相手が望むもの（効用関数）を推定し
たりしながら、自分の利益（＝獲得効用）を最大化しようとします。これは適用先の分野に
非依存です。 
Domain AIは、効用関数（交渉条件を入力として、効用・利益が出力される関数）を定義す
るもので、Negotiation AIから呼び出されます。これはドメイン依存で、例えばトラックの経
路問題であれば、ある拠点での「受け取り時刻」という交渉条件を入力として、トラックの
経路長を出力するような関数です。例えば、巡回セールスマン問題みたいなものを内部で使
ったりしています。 
 

 トレーサビリティ・プロジェクト（Track & Trace） 
 運輸・物流ドメイン担当副議長のHanane Becha氏より、Track & Traceプロジェクトの

White paper（Integrated Track and Trace for Multi-Modal Transportation）が完成し、
現在BRS（業務要件仕様書）に取り掛かっていることが報告されました。 

 Track & Traceプロジェクトの範囲は運輸・物流を含んだ国際サプライチェーンであり、
自動データ識別＆収集(AIDC)とIoT移動体通信(GPSベース)技術を使用したスマート
コンテナー及び複合一貫輸送を対象としています。 

 自動車製造プロジェクト（Automotive） 
 AutomotiveプロジェクトのリーダRob Exell氏より、JADM（Joint Automotive Data 

Model：欧州・米国・日本で合意した自動車製造EDIデータモデル）の改訂を行い、必要
なBIE（ビジネス情報項目）のCCL（国連CEFACT共通辞書）追加要求が完了したこと
が報告されました。これによりUN/EDIFACTメッセージからXMLメッセージに移行が
可能になります。 

 Joerg Walther氏より、ODETTE（欧州自動車業界）におけるEDIのREST-API化の検討
状況につき説明が行われました。国連CEFACTからAPIに関わる技術仕様が提供される
ことが期待されています。 

 欧州における電子インボイス（eInvoicing） 
 Svante Schubert氏より、欧州標準化組織（CEN）の標準についての位置づけが説明され

ました。CEN/TC434でEN16931の電子インボイス標準（コアモデル、シンタックスバ
インディング、エクステンションなど）が作られています。欧州における電子インボイ
ス標準は、コアデータモデル=>欧州エクステンション=>ドメイン・エクステンション
（各国税制度への対応）となっていて、エクステンションの設定手順等もCEN/TC434
にて管理しています。 

 CENのメンバーは、EU加盟国、アイスランド、ノールウェイ、スイス、UK、北マケド
ニア、トルコ、セルビアであり、日本はCEN標準の開発などに参加することはできませ
ん。 
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６． 技術仕様ドメイン会議 
ドメインコーディネータ菅又久直（SIPS）の司会により、10月12日～13日、国連CEFACTの基で
EDIのAPI化を可能にする技術仕様策定の進め方について審議を行いました。参加者は約20名です。 
 RDM2API（Reference Data Model to API：参照データモデルのAPI化）プロジェクトリーダ

のSteven Capell氏より、国連CEFACTにおけるAPI関連技術仕様の段階的開発の提案が行わ
ました。 

 ステージ１：国連CEFACT標準文書のJSONメッセージ策定 
技術仕様としてメッセージベースのJSONスキーマ NDRを設定し、既存の標準メッセー
ジのJSONスキーマを作成。 

 ステージ２：WEB用ボキャブラリの整備 
参照データモデルに対応できるJSON-LDボキャブラリを整備。 

 ステージ３：API設計手法の標準化 
メッセージ（文書）交換ベースを、リソース（JSON-LDボキャブラリとDataset）ベー
スの発見・共有の思考に転換。 

 サプライチェーン・ドメイン自動車製造分野のJoerg Walther氏から、ODETEで検討中のAPI
化のリクアイアメントにつき次の説明を受けました。 

 自動車製造分野の参照データモデルの策定 
 国連CEFACT技術仕様に基づくAPI化 
 Open API（edi3.orgなど）の使用 

 運輸・物流ドメインのRudy Hemeleers氏より、eCMRにおける実証をベースに次のプロジェ
クトを進めたいとの意向表明がありました。 

 インターネット構造類似の運輸プロセス（Internet of Logistics）定義 
 JSON-LDとRDFでセマンティック相互運用性実現 
 分散化IDと検証付信頼性（Verifiable Credentials）の実現 

 審議の結果以下の方策につきコンセンサスを得ました。 
 Steven Capell氏提案の3ステージ・アプローチに合意する。 
 ステージ１をAPI技術仕様プロジェクトの1部として進める。 
 ステージ２につき、公開様式や公開サイトを含めた成果物の具体的な範囲を検討す

る。 
 ステージ３につき、標準開発のフィージビリティ及び既存標準や国連CEFACT体制

への影響につき調査を行う。 
 更にステージ１を始めるにあたっての考慮点が提起されました。 

 既存のXMLスキーマの構造を継承し、上位レベルのコンテキストを保持できるよう
にする。 

 JSONスキーマとJSON-LDアーティファクトの違いを意識する。 
 XMLのName Space機能をJSONスキーマでどう扱うのか検討する。 

 
７． クロージングセッション 

10月15日、Bureau議長のSue Probert氏の進行によりクロージングセッションが開かれ、各PDA担
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当副議長より、それぞれのPDA及びドメインの活動概要報告がなされました。 
 Sue Probert氏コメント：本フォーラムでは幾つかのドメインで、EDIのAPI化に関わる国連

CEFACT標準の整備についての要請が上がってきています。それら標準につき、開発・検証・
公開をどのように進めるかについて議論され、標準開発のステップについて大方の合意が得
られました。 

 Lance Thompson氏コメント：国連CEFACTのAPI技術仕様はBuy-Ship-Payモデルを継承し、
国連欧州経済委員会が提唱する循環経済（Circular Economy）に資するものでなければなり
ません。 

国連CEFACT事務局Lance Thompson氏より今回のオンライン・フォーラムには世界中から約62
か国、約350名の参加があったとの報告がありました。国別参加者数は、1位：米国（36名）、2位：
日本（29名）、3位：英国（23名）です。 
また、次回フォーラム及び総会の予定につき次の日程が発表されました。 

 2022年5月12日～5月13日 国連CEFACT総会 
 2022年5月16日～5月20日 国連CEFACTフォーラム 

以上 
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記事4．第37回 国連CEFACT シングルウィンドウ ドメイン フォーラム報告 

 
JASTPRO シニアアドバイザー 

渡邊浩吉 
 

国連 CEFACT 第 37 回フォーラムが 2021 年 10 月 4 日から 15 日の間にオンライン開催された。以
下は、その間 10 月 13 日に行われたシングルウィンドウ ドメインのフォーラムについて、その概要を
報告するものである。 

オンラインフォーラムにつき、ニュアンスの取違い等の可能性があり、また、個々の発言者の特定が
困難な事情もあることをご理解頂きたい。  
 
フォーラム名：シングルウィンドウ ドメイン （SWD） 
開催日： 2021 年 10 月 13 日 
進行役： Mr. Aleksei Bondarenko1  UN/CEFACT 副議長（ロシア） 
 
次の４つのテーマに沿って行われた。 
1. 貿易情報ポータル  (TIP: Trade Information Portal) 
2. リスク管理とシングルウィンドウ 
3. シングルウィンドウの評価手法 
4. その他のブレーンストーミング 
 
１． 貿易情報ポータル  (Trade Information Portal) 
プレゼンター： Mr. Luciano Pugliatti2    IT コンサルタント （イタリア） 
 
（１） 貿易情報ポータルに係る勧告 38 号＊について 

＊勧告 38 号 「貿易情報ポータル」の概要については、6 月発行の JASTPRO 広報誌  
 第 506 号に掲載されているので参照願いたい。 
 今回のフォーラムでは、上記冊子に掲載された、例えば貿易情報ポータルの意義など 
 いくつかの項目が再度解説されたが、重複する内容については本報告では割愛した。 
貿易情報ポータルについて現在注目されている点についての説明がなされた。 
① 貿易関連情報の透明性 

・ 貿易を円滑化するには先ず各国が貿易規則を明らかにする必要がある。 
・ これは WTO の貿易円滑化協定にもその趣旨が明記されており、いわば国際的な合

意である。 
・ 勧告 38 号は、これを具体的にどのように実現すればよいかのガイドラインと位置付

けられる。 

 
1 モスクワ MIGIMO 大学 准教授 
2 税関システムの専門家でアフリカ、東欧、カリブ、東南アジアの多くの国のシステム作りに貢献した。 
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② 情報明示による透明性が確保されることの意義 
a. 透明性は、輸出者、輸入者、政府、全ての費用削減に繋がる。 

・ 必要な情報を遅滞なく見つけられる。 
・ 余計な問い合わせや間違いによる時間のロスを削減できる。 

b. 輸出入者にとって、起こりうる事態の予測可能性が高まる。 
・ 間違った手続きに起因して不許可となる可能性が削減される。 
・ 法令や規則の解釈に要する時間が削減される。  

c. 透明性の増大は、遵法性の向上にも繋がる。 
d. 透明性が確保されていることで、投資がし易くなる。 
e. 透明性が確保されることにより、貿易が円滑化される。 

③ 貿易情報ポータルに係る技術モデル 
 貿易情報というのは相互に連携されることで有意義となる。容易にアクセスでき、必

要に応じて情報を追加する等が出来なければならない。 
 利用者の利便性のために、一つのアクセスポイント(Single Access Point)を設定する

のが良い。 
 中央型、分散型、組み合わせ型などが説明されたが、前回のフォーラムでの説明とほ

ぼ同じのため広報誌 506 号を参照願う。 
④ シングルウィンドウとどのような関連性をもたせるか。 
  （これも前回のフォーラムでも提起されているので、特記事項のみ） 

 実際の船積み一件ごとの、BUY-SHIP-PAY に係る言わばフローの情報を取扱うシン
グルウィンドウと、その時点で広くどの案件にも適用される制度的な、言わばストッ
クの情報を提供する貿易情報ポータルとは、緊密な連携を持ち、利用者が正しい手続
きが取れるように支援しなければならない。 

 またシングルウィンドウで扱われたデータを、統計的な観点から貿易情報ポータルに
取込み、分析資料を提供するということも考えられる。 

 
2. リスク管理とシングルウィンドウ 
プレゼンター： Mr. Valentin Nikonov （ロシア） 
  UNECE GRM3共同コーディネーター 
 
（１） UNECE GRM のリスク管理に係る提案 

 SDGs4をサポートする観点も含めた、リスク管理に基づく規制システム。 
 リスクをゼロにすることを目指すのではなく、規制システムの強度を、目標とするリス

クのレベルに見合う程度にするという考え方。（締めすぎると流通が滞り、緩すぎると製
品品質リスク等が増大する。） 

 
3 The Group of Experts on Risk Management in Regulatory Systems (UNECE GRM) 規制システムにおけるリ
スク管理手法の専門家集団（世界 13 か国から参集したリスク管理の専門家により構成される。）  
4 SDGs  Sustainable Development Goals （持続可能な開発目標。開発により資源や環境に負荷を与える一方で
はやがて再生・持続できなくなることを意識し、2030 年までに世界が取り組むべき 17 の目標として 2015 年 9 月
に国連総会で採択されたもの。） 
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 ルールがどこまで順守されるか（Conformity Assessment 遵守具合の評価）  
マーケットの秩序はどうなるか（Market Surveillance マーケットの監視） 
上記２要素を検証して、ほどよい規制水準を設定する。 

（２） マーケット監視の内容 
o 流通製品の品質が基準を満たさないリスク 
o 基準を満たさない製品の及ぼす危険の度合い 
o 基準を満たさない製品の検出の蓋然性 

 製品の危険が低いものについては、規制が十分に遵守されなくても、実質的には大きな
問題にならないが、重大な危険があるものが市場に流通することは回避しなければなら
ず、これらについては規則の遵守を厳しく管理する必要がある。即ち規制の順守管理に
はメリハリをつけて行うことが現実的には重要である。 

（３） リスクと規制の適正なバランス 
 政府は通関における所要時間やコストを縮減しつつ、規制要件の肝要な部分は精度を維

持するという、統合的なリスク管理戦略を立てる必要がある。 
 政府は貿易規制に係る複数の省庁の横の連携を図り、通関のコストや時間の削減を念頭

に置いた上で、規制が遵守されなかった時のリスクに係る全体的な評価を行う必要があ
る。 

 統合的なシステムの構築：法令遵守ルールの統合的な適用 
政府は製品の規制当局と税関当局の協力関係を強化し、貨物の到着時に、製品品質の不
適合リスクの評価と貨物の通関手続きを、ベストのバランスで統合的に実行できるよう
にする必要がある。 
やり方としては税関のデータベースを参照しながら製品規制当局がリスクの評価を行う
などが考えられる。必要に応じて合同調査などもあり得よう。 

 統合的なシステムの構築：データとルールへの統合的なアプローチ 
政府は、製品の品質不適合リスク管理に必要なプロセスを、税関関連リスクや貿易障害
のリスクを管理するためのプロセスの中に統合すべきである。 
税関は、その IT システム内のデータを、法令遵守推進のための方策を開発・評価する担
当局に提供する、といった協力体制を整える。 

 
3. シングルウィンドウの評価手法構築プロジェクト 

(SWAM：Single Window Assessment Methodology)  
プレゼンター： Mr. Joaquin Eugenio Galvan5   （メキシコ） 
（１） 目的 

 シングルウィンドウの構築を目的として開発されたシステムが、実際にシングルウィン
ドウの要件を満たしているか否かの判断基準が必要となっている。 

 各国政府が、自国の保有するシングルウィンドウが、どれほど貿易円滑化に役立つもの
か、国際的なシングルウィンドウのレベルに達しているか、国際的な機関の勧告に沿っ

 
5 Mr. Joaquín Eugenio González Galván, Customs Modernization Administrator  
& Mexican Single Window Manager, Mexico City, Mexico  
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ているかを評価する手法を提供する。 
（２） プロジェクトが提供する機能 

 国際的な勧告や先行国の成功事例を参照して作成された指標に基づき、当該シングルウィ
ンドウが現在、発展段階のどの位置にいるのかを把握するための標準的な手法を策定する。 

 自国のシングルウィンドウの時々のステージを正確に理解することで、あるべき姿とのギ
ャップ分析を可能とし、以降の計画が適格に立てられるようにする。 

 シングルウィンドウの目標や目的を理解する力を強化し、貿易手続きの簡易化を更に進め
る方向性を明らかにする。 

（３） シングルウィンドウの評価を使用した改善へのフロー 
① シングルウィンドウの現況と、あるべき姿とのギャップ分析 
② ギャップがある理由の調査 
③ ギャップを埋めるために採るべきアクションの選択 
④ アクションの実行 
⑤ 結果の検証 
⑥ 定常化する 

（４） シングルウィンドウの評価手法 
① 数学的な手法を用いてそれぞれのシングルウィンドウの状況を数値化して評価する。 
② 次の５項目は重要な要素 (Key elements) として扱われる。 

a. シングルウィンドウに関係する省庁、事業体等の数 
b. 標準化された情報や文書の種類 
c. 単一のアクセス窓口の整備 
d. 規制要件の網羅状況 
e. 単一のデータ発信窓口の整備 

③ 評価は次の 4 点につき、それぞれ更に細分化した項目ごとにスコアを付ける。 
a. 政府としての意思 

 シングルウィンドウの実装に係る政府ないし執行組織6の支援がある。 
 政府ないし執行組織に変更があった場合でも頓挫しない体制がある。 
 副首相以上の政府高官がプロジェクトを監督する。 
 シングルウィンドウの実装に産業界も公式に支援する。 

b. 主導省庁のリーダーシップ 
 シングルウィンドウ実装の責任省庁は法令に基づき決まっている。 
 当局の代理人、組織のメンバー、ビジネス界から成る諮問機関がある。 
 プロジェクトの責任省庁は、シングルウィンドウ実装を支援し遂行する。 
 プロジェクトの責任官庁は、プロジェクトの現況と目標をベースに戦略計画を

定期的に見直し、やるべきことを管理する。 
c. 政府と貿易産業の結びつき 

 シングルウィンドウに係る専門家会議にビジネス界を招聘する。 
 ビジネス界の関心事、例えば B2B などに係るシングルウィンドウの機能、規制

 
6 Executive power 
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当局の活動への参加などについて対応する。 
d. プロジェクトの明確な範囲 

 到達可能なゴールと承認された目標が明らかである。 
 シングルウィンドウを実装することに係る戦略の法的裏付けがある。 
 シングルウィンドウの実装予定日が設定されている。 
 プロジェクトの完工までの詳細な計画、日程表がある。 

④ 各項目につけられたスコアを、加重等のプロセスを施した上で、設定されたアルゴリズム
に従って計数化し、総合評価の数値に落とし込む。 

（５） シングルウィンドウの評価手法（SWAM）プロジェクトの完了予定 
 2022 年 2 月の予定。 

 
4. その他事項に係るブレーンストーミング 

・ シングルウィンドウでの B-B の文書交換必要だが、なかなか進まない。 
マレーシアのようにシングルウィンドウが政府によって所有されている場合、B-B でビジネ
ス文書を交換する時、使い勝手が悪くなる懸念がある。 

・ シングルウィンドウは各国一つという取決めにはなっていないので、国によっては政府用の
シングルウィンドウと民間用のシングルウィンドウというように併立することもあるだろう。 

 
5. 当方からのコメント提示 
① 貿易情報ポータルについて： 

各国がそれぞれ貿易情報ポータルを設置するのは、通関の透明性を増す等の有益な施策だが、各
国のポータルの呼称がそれぞれ違うなど、海外からのアクセスには必ずしも万全とは言えない。
UN/CEFACT が各国ポータルサイト一覧のインデックスサイトを提供し、そのサイトから国名
だけでどこの貿易情報ポータルにでも繋がるような仕組みをつくれば、各国の貿易情報ポータル
の有用性はもっと高まるのではないか。 
UN/CEFACT は勧告(Recommendation)を出すというようなことだけでなく、実際の機能
(Facility)の提供をするようにすれば、ビジネスから大きな注目を集めることが出来るだろう。 
 

② シングルウィンドウの評価手法： 
細かいファクターについて、それぞれ評価をするのはいいが、それを数学的に計数化するのに意
味はあるのか。例えばある国のシングルウィンドウが高得点で、別の国は低かったとした場合、
我々はそれをどう読み解けばいいのか。シングルウィンドウが高得点の国は進んだ国で、低い国
はそうでもない国と理解したところで、あまり役に立つとは思えない。 
（回答） 
各国のシングルウィンドウ評価点は、今のところ纏めて公表することは考えておらず、公表して
アピールしたい国は個別に公表すればよい、というところに落ち着くと思う。各国の担当部局が、
自国のシングルウィンドウの世界におけるレベルを客観的にみるために使えればいいのではない
か。
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記事5．RCEP税率差ルールの考察（前編） 
 

業務二部長 今川 博 
 

はじめに 

 RCEP は、アセアン 10 構成国のうち６構成国、及び非アセアン５構成国のうちの３構成国が批准書、
受諾書又は承認書を寄託者（アセアン事務局長）に寄託した日の後 60 日で、寄託をした署名国につい
て発効します。 

11 月 2 日、豪州及び NZ が批准書を寄託したことにより、同日までに、アセアン構成国ではブルネ
イ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナムの 6 ヵ国、非アセアン構成国では我が国、中
国、豪州、NZ の 4 ヵ国が手続きを終えたことから、2022 年 1 月 1 日に日本を含む 10 ヵ国で RCEP
協定が発効します（2021 年 11 月 3 日付け、外務省報道発表）。なお、11 月 2 日までに手続きを終え
なかった署名国（韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ミヤンマーの 5 ヵ国）については、
それぞれの国が寄託者に寄託した日の後 60 日で、当該署名国について発効します。 
 本稿は、RCEP 物品貿易及び原産地規則に関連する諸要件のうち最も複雑な構造を持つ｢税率差ルー
ル｣について考察しますが、前後編に分けて、前編では、RCEP 締約国の｢関税に係る約束の表｣（以下
「譲許表」という。）を考察し、税率差が生じる場合の関税率がどのように譲許表に記載されているの
かをグループ分けして解説します。後編では、複数存在する関税率のうち、どの関税率を適用するのか
を規定する(i) 協定第 2.6 条（関税率の差異）と(ii) 譲許表に添付された｢第 2.6 条３の規定に関する付
録｣を逐条的に説明します。 
 なお、本稿の内容については、筆者の個人的な意見に留まることを念のため申し添えます。後編につ
いては、12 月初旬に財務省、経済産業省主催の説明会が開催されることから、その内容を反映させる
所存です。 

なぜ広域 EPA で税率差が生じるのか 

 FTA･EPA を使う事業者の立場から見た使い勝手のよい広域協定とは、域内のどの締約国から輸入
されたとしても、原産品である限り当該産品に適用される特恵関税率が同じである協定であると言え
ます。多数の締約国を擁する FTA･EPA においてなぜ国によって享受できる関税率に差異が生じるか
というと、各締約国は、産業政策上、脆弱な国内産業を保護する観点から競争力の強い締約国からの原
産品が特恵無税で国内市場に流入することを回避しようと考えるため、当該締約国からの原産品に対
して関税に係る約束（以下｢譲許｣という。）を全く行わないか、譲許したとしてもその他の締約国の譲
許税率よりも譲許の程度を低く（譲許税率としては高く）抑えようとします。したがって、どのような
場合に関税率の差異が生じるかというのは、締約国により、相手国により、品目により、最終的な関税
率への段階的な引き下げの期間（以下｢ステージング｣という。）により異なってきます。 
 一部の競争力の強い締約国の存在を慮って一律に全締約国に対して関税譲許を行わず、MFN 税率を
適用する方がよいのか、一部の締約国のみ特定産品の関税譲許行わない代わりに税率差が生じるシス
テムにしてしまう方がよいのか、立場によって意見は様々であると思います。しかしながら、いったん
制度として確立される以上、どれほど複雑であってもそれを上手く活用すべきであることに異論はな
いと思います。 
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1. RCEP 締約国の譲許表の記載方法と税率差の発生 

RCEP 締約国の税率差発生状況 

 まず、RCEP 締約国の税率差発生状況を検証してみます。15 ヵ国のうち、非アセアンの豪州と NZ、
アセアン構成国のうちシンガポール、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミヤンマーの合計 7 ヵ国につ
いては、全締約国に共通の関税に係る約束（以下｢共通譲許｣という。）を行っています。マレーシアは、
インドに対してのみ異なる税率を譲許したので、インドが RCEP から離脱したため共通譲許と同じ状
況にあり、税率差が発生するのは上記共通譲許を行った 7 ヵ国及びマレーシアの 8 ヵ国を除く、他の
7 ヵ国となります。 
 

《図表１：RCEP 締約国において税率差が発生する状況一覧表》 

（出典：外務省ウェブサイト掲載の各国譲許表を基に筆者が作成） 

 これを一覧表にすると、図表１（RCEP 締約国において税率差が発生する状況一覧表）のとおりで
す。共通譲許を行わない（税率差が生じる）７ヵ国（日本、中国、韓国、タイ、フィリピン、インドネ
シア、ベトナム）の譲許表を見てみると、共通点として (i) アセアン構成国を 1 グループとして取り
扱っていること、(ii) 日本、中国、韓国を単独で取り扱っていることが挙げられます。 
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 一方、(iii) 豪州、NZ については、(iii-1) それぞれ独立して取り扱う締約国（中国、韓国、インドネ
シア、ベトナム）、(iii-2) 豪州と NZ を 1 グループとして取り扱う締約国（フィリピン）、(iii-3) ア
セアンと同じグループとして取り扱う締約国（日本）に分かれます。 
 また、独特な方式を採用するタイとフィリピンですが、全締約国を対象として一本化された譲許表
が初めに置かれ、税率差が生じる品目が非譲許であるため非譲許の表示のみを行う方式（タイ）と、当
該譲許表の例外として税率差が生じる品目のみを対象とした短い譲許表を個別に設置するフィリピン
の例があります。 
 図表１と上記のグループ分けの (iii) の部分を合わせると、以下の図表２（個別譲許を行う締約国の
グループ）のとおりです。 

《図表２：個別譲許を行う締約国のグループ》 

 譲許国 個別譲許を行う締約国のグループ 

１ 日本 ① 中国、② 韓国、③ (iii-3) アセアン構成国、豪州、NZ 

２ 中国 ① 日本、② 韓国、③ (iii-1) 豪州、④ (iii-1) NZ、⑤ アセアン構成国 
３ 韓国 ① 日本、② 中国、③ (iii-1) 豪州、④ (iii-1) NZ、⑤  アセアン構成国 
４ タイ 全締約国を一本化 （日本、中国、韓国に対してのみ非譲許の品目あり） 
５ フィリピン ① 全締約国を一本化、② 日本、③ 中国、④ 韓国、⑤ (iii-2) 豪州、NZ 
６ インドネシア ① 日本、② 中国、③ 韓国、④ (iii-1) 豪州、⑤ (iii-1) NZ、⑥ アセアン構成

国 
７ ベトナム ① 日本、② 中国、③ 韓国、④ (iii-1) 豪州、⑤ (iii-1) NZ、⑥ アセアン構成

国 
(出典：外務省ウェブサイト掲載の各国譲許表を基に筆者が作成) 

 このように、譲許表にどのように記載されるかについての統一基準がないため、同一品目に対する
税率差が明確になっている表と、一見したところでは税率差の有無が分からないものがあります。各
国とも、独自性にこだわる理由があったのかもしれませんが、こうした点にも使い勝手の悪さが出て
しまっています。 

税率差の存在が明確になっている譲許表（日本国） 

 前者の例としては、我が国の譲許表が挙げられます。我が国の譲許で税率差が生じる対象となるの
は、①アセアン･豪州･NZ、②中国、③韓国の三つのグループです。一本の譲許表に産品の統計番号･品
名が同じである列を複数併置し、列の右端の備考欄に当該税率が適用される締約国名が記載されてい
ます。具体的な例を図示してみましょう。まず、別々の譲許ステージングが示される例として、統計品
目番号第 6116.10-163 号 (編み上げた綿製のミトン･メットでゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した
もの) を取り上げます（図表３：中国、韓国、その他で税率差が発生する産品の譲許表の例）。 
 この品目に対しては、①アセアン･豪州･NZ に即時関税撤廃が適用されるのに対し、②中国には 11
年目に関税撤廃、③韓国には 16 年目に関税撤廃が実施されることになり、16 年目にすべての締約国
に対する関税率が無税になるまでの間、各グループに適用される RCEP 税率に差異が生じます。 
 我が国において適用される RCEP 税率のグループは三つあるとしても、譲許表に併置される列が常
に三つあるわけではないことに留意してください。譲許税率が同じ場合には備考欄で当該税率が適用

www.jastpro.org/files/libs/1348/202111241421122518.png
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される国名がグループにかかわらず記載されるので、アセアン構成国、豪州、NZ の原産品を対象とす
る列と、中国、韓国の原産品を対象とする列の 2 列となる場合もあります。 

 また、RCEP 税率の譲許を全く行なわない（以下｢非譲許｣という。）場合であっても、我が国の米
（第 10.06 項）のように全締約国に対して非譲許であれば分かりやすいのですが、特定締約国に対し
てのみ非譲許とする場合にも税率差が生じます。これら（2 列のみ、特定国を非譲許）の例として、中
国及び韓国の産品に対して非譲許とする第 1604.19-090 号の魚調製品（タラ･マス等）を取り上げます
（図表４：中国/韓国 (非譲許)、その他で税率差が発生する産品の譲許表の例）。 

 最後に、我が国の税率差事例の中でも変則事例を紹介します。この事例では、特定締約国（中国、韓
国）に譲許せず、かつ、アセアン及び豪州･NZ に適用される譲許税率が基準税率（21.3％）から引き
下がらず、そのまま維持されます（第 1905.90-329 号のベーカリー製品（お好み焼き等））（図表５：
中国/韓国 (非譲許)、その他で税率差が発生する産品の譲許表の例）。  
 この変則事例の謎を解くためには、譲許税率と非譲許税率の違いを理解しなければなりません。す
なわち、譲許税率は将来的な RCEP 税率の見直しによって引き下げられることがあり得るのに対し、
非譲許税率は MFN 税率そのものなので RCEP 協定の枠組みでは変更されず、我が国が MFN 税率を
自主的に引き下げた場合にのみ変更されます。 

税率差の存在が明確になっている譲許表（タイ及びフィリピン） 

 次に、同一品目に対する税率差が明確になっている表の例として、我が国と同様に、備考欄に税率差
が発生する締約国名を記載しているタイとフィリピンの譲許表を見てみましょう。両者の違いは、タ
イが譲許表を 1 本に限定して、備考欄で税率差が生じる締約国名を記載するのに対して、フィリピン
は全締約国を適用対象とする共通譲許表の備考欄に税率差が生じる締約国名を記載し、当該締約国の
税率差が生じる産品のみを特掲した表を別途設定しています。 

(注) 「OEM 要件」として、(i) 自動車会社が完成車の組立用に輸入することと、(ii) 自動車部品･附属品製造者

が同部品･附属品の製造のために輸入し、自動車会社に卸すことを定めています（タイ譲許表注釈 4）。 

 タイの譲許表で具体例を挙げてみましょう。タイ譲許表の備考欄には、エンジン部品に対して共通
譲許、特定の締約国（日本国、中国）に対して非譲許であることに加え、OEM 要件 (注)を満たすこと
を条件として RCEP 税率が適用されることが記載されています（図表６：タイの譲許表：共通譲許、
特定国への非譲許、OEM 要件の具備を備考に記載する例）。 

 譲許表を精査したわけではありませんが、タイの場合、税率差が生じる品目についてはほぼ非譲許
であるようなので、例外表を参照するまでもなく１本の譲許表で利用者に必要なすべての情報を提供
できます。  

 フィリピンの譲許表も、同様に、利用者が参照しやすい構造となっています。備考欄に何も記載がな
ければ全締約国に単一の関税率が適用され、税率差が生じる場合には、当該国の譲許表を参照すべき
ことを記載している（例えば、｢For China, refer to Section C｣）ことから、税率差の存在自体は即座に
確認することができます。ただし、具体的な税率は、当該個別譲許表を確認する必要があります（図表
７：フィリピンの譲許表：共通譲許、特定国への非譲許を備考に記載する例）。 

 

www.jastpro.org/files/libs/1350/202111241421224907.png
//www.jastpro.org/files/libs/1349/202111241421181400.png
www.jastpro.org/files/libs/1349/202111241421181400.png
www.jastpro.org/files/libs/1351/202111241421277840.jpg
www.jastpro.org/files/libs/1351/202111241421277840.jpg
www.jastpro.org/files/libs/1352/202111241421326834.jpg
www.jastpro.org/files/libs/1352/202111241421326834.jpg
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税率差の存在が明確になっていない譲許表（中国） 

 続いて、一見したところでは税率差の有無が分からない譲許表を検証してみましょう。このグルー
プに属するのは、中国、韓国、インドネシア及びベトナムです。中国は①アセアン諸国、②日本国、③
韓国、④豪州、⑤NZ の 5 グループにそれぞれ異なる譲許表を設定し、21 年のステージングを課して
いますが、韓国に対してのみ 36 年もの長期間となります。韓国も同様に 5 グループに異なる譲許表を
設定し、20 年のステージング期間を設けていますが、中国に対しては 35 年です。 
 インドネシア及びベトナムは、①アセアン諸国、②日本国、③中国、④韓国、⑤豪州、⑥NZ の 6 グ
ループにそれぞれ個別の譲許表を設定しますが、ステージングは一本化されてインドネシアが 23 年、
ベトナムが 25 年となっています。したがって、これら諸国から部材の調達計画を立てる場合には、該
当する個別の譲許表を比較して税率を把握しなければならず、手間がかかります。しかも、中国と韓国
との間の RCEP 特恵貿易には極めて長期にわたるステージングが設けられているため、当該年度の税
率を正確に把握する必要があります。 
 例示として、中国の譲許表の対韓国と対日本国の一部分を以下に掲載します（図表８－１及び 2：中
国の譲許表：特定国への譲許を国･グループ別に記載する例）。 

 以上、税率差が生じる場合における各締約国の譲許表を俯瞰し、税率差の具体的な把握方法を理解
されたことと思います。しかしながら、これは RCEP 協定における適用税率決定の第１段階に過ぎま
せん。実務上、事業者（特に輸入者）の事務負担が増えるのは、我が国の例を取れば、中国又は韓国で
大半の生産工程を終えた産品がアセアン構成国で最終的な加工を行った後に我が国に輸入される場合
に、どの締約国の RCEP 税率が適用されるかを輸入申告の時点で把握していなければならないという
点にあります。次回の後編で、税率差が生じる品目における RECP 税率の決定手順について解説しま
す。 

《図表３：中国、韓国、その他で税率差が発生する産品の譲許表の例》 
統計品目番号第 6116.10-163 号 (編み上げた綿製のミトン･メットでゴムを染み込ませ等したもの)  

（出典：外務省ウェブサイト掲載の日本国譲許表を基に筆者が作成） 

www.jastpro.org/files/libs/1353/202111241421388350.jpg
www.jastpro.org/files/libs/1353/202111241421388350.jpg
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《図表４：中国/韓国 (非譲許)、その他で税率差が発生する産品の譲許表の例》 
統計品目番号第 1604.19-090 号の魚調製品（タラ･マス等）  

（出典：外務省ウェブサイト掲載の日本国譲許表を基に筆者が作成） 

 

《図表５：中国/韓国 (非譲許)、その他で税率差が発生する産品の譲許表の例》 
統計品目番号第 1905.90-329 号のベーカリー製品（お好み焼き等）  

（出典：外務省ウェブサイト掲載の日本国譲許表を基に筆者が作成） 
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《図表６：タイの譲許表：共通譲許、特定国への非譲許、OEM 要件の具備を備考に記載する例》 
第 8409.10 号、91 号の一部（エンジン部品） 

（出典：外務省ウェブサイト掲載のタイ国譲許表を基に筆者が作成） 
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《図表７：フィリピンの譲許表：共通譲許、特定国への非譲許を備考に記載する例》 
第 8409.10 号、91 号の一部（エンジン部品）  

（出典：外務省ウェブサイト掲載のフィリピン譲許表を基に筆者が作成） 
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《図表８-１：中国の譲許表（対韓国）特定国への譲許を国･グループ別に記載する例》 
第 84.08 項、84.09 項の一部（ディーゼルエンジン、エンジン部品）  

（出典：外務省ウェブサイト掲載の中国譲許表を基に筆者が作成） 

 
《図表８-2：中国の譲許表（対日本）特定国への譲許を国･グループ別に記載する例》 

第 84.08 項、84.09 項の一部（ディーゼルエンジン、エンジン部品） 

（出典：外務省ウェブサイト掲載の中国譲許表を基に筆者が作成） 
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記事6．国連CEFACTからのお知らせ 
 
11 November 2021:  
 This is to announce a 60-day public review until 2022-01-11 concerning the revision of 
Recommendation 2. Please use the Public Comment Log provided to facilitate the preparation of a 
Disposition Log by the Project Team. 
 「勧告2号の改訂」の60日間公開レビュー（2022年1月11日まで）が開始されたとの告示です。プロ
ジェクトチームは集まった意見を処理してください。 
 
29 October 2021:  
This is to announce a 60-day public review until 2021-12-28 concerning the White Paper Internet of 
Things in Trade Facilitation. Please use the Public Comment Log provided to facilitate the preparation 
of a Disposition Log by the Project Team. 
「貿易円滑化におけるIoTホワイトペーパー」の60日間公開レビュー（2021年12月28日まで）が開始
されたとの告示です。プロジェクトチームは集まった意見を処理してください。   
 
 

https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+REVISION+OF+RECOMMENDATION+2
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+REVISION+OF+RECOMMENDATION+2
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+White+Paper+Internet+of+Things+in+Trade+Facilitation
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+White+Paper+Internet+of+Things+in+Trade+Facilitation
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記事7．JASTPRO DXへの道 第一話「DX前夜」 
 

庶務室長 古内 登美雄 
 

今号より、何度かに分けて当協会事務所で取り組んでいるデジタル化に関するよもやま話をお届け

します。毎号の連載となるか不定期となるかは実際の取り組み状況に併せてご紹介していく関係上ま

だはっきりとわかりませんが、当協会のデジタルトランスフォーメーション（DX）に向けたチャレ

ンジの様子をお楽しみください。 

＊＊＊ 

 

皆様、当協会機関紙の裏表紙に掲載されたホー

ムページと Twitter アカウントの QR コード、お

気づきになられましたでしょうか。こちら、通算

500 号目（2020 年 12 月号）から掲載しておりま

す。Twitter アカウントは開設したもののフォロ

ワー数が伸びず悩みの種が増えております。 

 
それはさておき、当協会ホームページを 2021

年 4 月にリニューアルいたしました。更新がタイ
ムリーではない、情報が探し難いというお叱りも
いただいていたため、見やすく整理されたホーム
ページを目指して、業者委託からコンテンツ・マ
ネジメント・システム（CMS）を導入し内製化を
図りました。日本輸出入者標準コード（JASTPRO
コード）の申請や更新、お問い合わせ方法も改善
し、スマートフォンやタブレットからも参照しや
すいレスポンシブデザインを取り入れるなど、今
後も当協会の顔として工夫してまいります。皆様
からのご意見ご感想をお待ちしております。 

 
このように皆様に向けたデジタル化を進めて

いる一方、事務所での業務はずいぶん前時代的な
やり方を続けておりました。メールや PDF 文書
は印刷して回覧。職員の予定は各自に確認後ホワ
イトボードに記入。会議は全員出勤し、対面で開
催。デジタル化とはほど遠いアナログ的業務が続
いていたのです。小さな事務所で職員も毎日顔を
合わせるため、このようなやり方でも大きな問題

はなかったのですが・・・。 
 
新型コロナウイルス感染拡大を契機とした働

き方と生活の変化。当協会も影響を受けました。
出勤者の削減や事務所業務の一時的な縮小、アク
リル板や消毒液、非接触型体温計の導入などの対
策を行いつつ、新しい日常に対応すべく在宅勤務
の導入を決定。しかし、何の工夫もなしに在宅勤
務は出来ません。毎日出勤して顔を合わせること
を前提とした仕組みでは仕事が回らない。最初の
緊急事態宣言から始まったテレワークの波に翻
弄された方は皆様の中にも多くいらっしゃった
のではないでしょうか。 
 

知見が豊富なデジタル企業であれば即座に対
応出来たというテレワーク。当協会でもチャレン
ジを始め、今も続けています。慌てて導入したリ
モート接続ツールやオンライン会議システムは
上手く使いこなせなかったものの、続けて導入し
たグループウェアやメール共有ツールは、きめ細
かい機能やサポートのおかげで活用できそうな
手応え。在宅勤務しながらも問合せ対応の効率が
向上するなど、亀の歩みではありますが IT ツー
ルを活用したデジタル化が進み始めました。 
 
しかし、実はまだ、根本的な課題が残っていたの
です。（つづく） 
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JASTPRO・SIPS合同オンラインセミナー（先月27日）では、専門家の皆様から講演していただ
きました。どの講演も非常に勉強になりましたが、その中の電子交渉をとても興味深く思いまし
た。

現段階では、AIが効用関数とデータに基づいてお互いに条件や希望を提出して話し合います。
最強AIエンジンが交渉相手を次々と打ち負かすことはないのだろうかと心配になります。しかし、
近い将来、より人間らしい交渉――人情を持ちながら、あるいは相手の将来性というような見え
ない価値を信じながら、取引することも期待してしまいます。今は話にならないかもしれません
が、未来には予測できないものが山ほどあると思います。何十年前に、手のひらぐらい小さい機
器ひとつで何でもできることは夢にも見なかったように、これからも私たちをびっくりさせる発
展や発明が誕生すると思います。 ( S )
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