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記事1．環境・社会・ガバナンスのトレーサビリティの専門家チーム始動
業務一部長

清友 大造

本年の第 27 回総会の議題 10. 持続可能な漁業／持続可能なバリューチェーンに関する専門家チー
ムが、環境・社会・ガバナンスのトレーサビリティに関する活動を開始した旨の News がありました。
News 内容に加え、第 27 回総会に提出された文書や第１回セッション議事等から、この活動の背景や
経緯、活動概要、作業計画などについて補足します。

＜＜News＞＞
UNECE ESG トレーサビリティ専門家チームを立ち上げる
UNECE launches a Team of Specialists on Environmental, Social and Governance
Traceability
24 November 20211
【要旨】
複雑なグローバル・バリュー・チェーンには、世界中に散在する生産設備が含まれる。時には、違法
な下請けや申告していない非公式な作業を伴うこともあり、その複雑性と不透明性のために、環境や
社会経済への影響がどのようにどこで起こるかについての正確な情報を得ることは、実際、非常に困
難である。
バリューチェーンをより持続的に管理し、より低炭素で循環型の経済に移行する能力を高めるため
には、まず消費者と企業の双方がこれらのリスクの性質と重大さを認識し、それらを測定、緩和、防止
する手段を持たなければならない。それ故、環境、社会、ガバナンス (ESG) のトレーサビリティとバ
リューチェーンの透明性を向上させることが優先課題となっている。
このようなニーズに応えるため、UNECE（国連欧州経済委員会）は専門家チームを設置し、バリュ
ーチェーンにおける ESG のモニタリングと報告を改善させる。これは、循環型経済への移行のため
の主要産業における横断的変革を促進するための努力を支援する。
2021 年 11 月 10 日の初回ミーティングでは、170 人以上の専門家が議論（オンライン）に参加した。
議長にはフランス経済財政省のメイリス・スーク氏が、副議長には IISD ヨーロッパのナタリー・ベル
ナスコーニ氏とブルクコム・コンサルティングのハーム・ヤン・ヴァン・ブルク氏が就任した。参加者
は、トレーサビリティを通じてバリューチェーンにおける ESG パフォーマンスを前進させるためのア
プローチと展望、および 2021~2023 年のチーム作業計画について議論した。
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専門家は、持続可能な/循環型サプライチェーンと透明性・トレーサビリティ標準との間の調整にお
ける広範な課題について議論した。その中で、地域社会、小規模企業及び小規模自作農、特に移行経済
国及び新興経済国を含む不利な立場にある者に特別な注意を払うよう呼びかけた。労働者の技能向上
と再技能化のための能力開発、および生産方法をより持続可能にし、認証を容易にし、技術ベースのト
レーサビリティソリューションを実装するための資金調達は、重要な役割を果たす。
専門家はまた、国際貿易ガバナンスについても議論し、公平な競争条件と開かれた市場機会を確立
するためには明確な貿易ルールが必要であり、政策の一貫性と監査の整合性は、多数の基準やラベル
表示スキームの遵守コストを削減するために重要であると強調した。ブロックチェーンや物理マーカ
ー、デジタルマーカーなどのイノベーションや先進的な技術は、現在および将来のリスクを特定し対
処するための潜在的なソリューションを提供するものとして認識された。しかしながら、バリューチ
ェーンに沿った情報交換のための共通言語の利用可能性と相互運用性は不可欠である。また、循環型
ビジネスモデルがスケールアップされた場合、バリューチェーンにおける価値維持のための二次原料・
副産物のトレーサビリティは、重要な分野として認識された。
このような観点から、新たに設置された 「循環型経済のための持続可能なバリューチェーンの環境・
社会・ガバナンスの透明性とトレーサビリティに関する専門家チーム」 は、以下の分野を担当する。
政策対話・指導
技術的モニタリング、評価及び助言
能力開発とパートナーシップ
コミュニケーションと対象者のすそ野を広げる活動
これにより、専門家チームは、UNECE とその傘下の政府間組織である国連 CEFACT によって開発
された既存の手段の上に構築することができる。規範、標準、政策ガイドラインを含むこの広範な実践
的手法は、農業食料、衣料・履物、漁業、運輸などの重要な分野における行動のバックボーンとなりう
る。
WTO 加盟国が第 12 回閣僚会議に向けて準備を進めている中、ジュネーブや本国の貿易外交官の間
では、サプライチェーンの ESG トレーサビリティに関する問題が大きく取り上げられている。貿易と
環境の持続可能性に関する構造化された議論に関する閣僚声明は、サプライチェーンと技術的及び規
制的要素、並びに ①資源効率の高い循環型経済の実現；②持続可能なサプライチェーンの促進と持続
可能性基準及び関連測定法（特に開発途上加盟国のためのもの）の利用から生ずる課題への対処、そし
て ③環境関連製品及びサービスへのアクセスを容易にし促進すること（新たに出現しつつある低公害
技術やその他の気候に優しい技術の世界的な普及促進を含む）
。という目的に言及している。
循環経済における持続可能なバリューチェーンの環境・社会・ガバナンスのトレーサビリティに関
する専門家チームのメンバーになるには、https://unece.org/trade/uncefact/ToSTraceability により
UNECE 事務局に連絡してください。
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＜＜補足＞＞
専門家チームについて
持続可能な漁業に関する専門家チーム(ToS：Team of Specialists)は、漁業部門のサプライチェーン
全体にわたるデータ交換のための基準の開発と実施を支援するために、欧州経済委員会(UNECE)執行
委員会が、2010 年 3 月 31 日の第 35 回会合で承認した「UNECE 内の専門家チームの設立および機能
に関するガイドライン」
（ECE/EX/2/Rev.1）に基づき設置されている。
専門家チームの中心的な機能は、親機関によって割り当てられた任務に応じて、助言的若しくは運
営的な性格のものであってもよく、その二つの組み合わせでもよい。
専門家チームメンバーは、政府機関、国際機関、市民社会、ビジネスコミュニティ、学術・研究機関
から地理的バランスも考慮し選ばれる。
今回、この持続可能な漁業に関する専門家チームは、初期の作業計画が成功裏に完了したことで、
「より責任ある消費と生産パターン」(SDG12)と循環型経済への移行のため優先分野である環境・社
会・ガバナンスのトレーサビリティに範囲を拡大された。
国連 CEFACT の農業およびアグリフードに関する e ビジネス標準に基づく漁業、衣服・履物、廃棄
物の越境移動、衛生または植物検疫の管理下にある製品の取引、絶滅のおそれのある野生動植物
(CITES)の取引についても、
「持続可能なバリューチェーンのための ESG トレーサビリティ」アプロ
ーチ及び標準の開発に統合することにより、この目的を達成する。
背景・経緯（ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_23E_Rev1-ToR-ToSSVC より）
消費と生産は世界経済を動かしているだけでなく、天然資源の持続不可能な利用を通じて地球の健
康にも大きな影響を与えている。国連環境計画(UNEP)は、現在の消費と生産のパターンが続けば、地
球は 2050 年までに毎年 1830 億トンの物質を必要とするだろうと報告している。これは現在の 3 倍の
量であり、維持することは不可能です。毎年、4.8 から 1270 万トンのプラスチックが海洋に投棄され、
4000 万トンを超える電子廃棄物が発生し(毎年 4 から 5%増加) 、生態系、生活、健康に深刻な被害を
もたらしている。そして、毎年生産される食料の 1/3 が廃棄されているにもかかわらず、食料安全保
障に対する懸念が高まっている。
業界のバリューチェーンをより持続的に管理する能力を高めるためには、消費者と企業の双方がま
ずこれらのリスクの性質と重大さを認識しなければならない。それ故、環境、社会、ガバナンス(ESG)
のトレーサビリティとバリューチェーンの透明性を向上させることが優先課題となっている。標準化
された方法で情報を提示することは、共通の理解、アクセス可能性、明確性及び比較をサポートし、信
頼できるコミュニケーションを促進する。
UNECE は、SDGs12 の達成における ESG トレーサビリティの重要性を認識し、UNECE を通じて
既に得られている豊富な専門知識と基準を考慮し、ToS の焦点を「循環型経済における持続可能な消
費と生産の ESG トレーサビリティ」に拡大した。
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対象となる国連 CEFACT の取組み状況
UNECE は、国連 CEFACT を通じて、生産の持続可能性、環境に配慮した資源の利用、およびサプ
ライチェーンに沿った労働基準を含む社会基準へのコンプライアンスに直接関連する一連の標準と手
順を提供している。
例えば、国連 CEFACT は国連漁業言語ユニバーサル交換標準(UN/FLUX)を開発した。この標準は、
漁業に関するすべての欧州連合の報告に必須である。これにより、各国政府及び地域漁業管理機関
(RFMO)は、漁船から、船舶の識別及び位置、漁獲区域、漁獲時間、漁具及び労働条件に関するジャス
ト・イン・タイム情報を受け取ることができる。この情報は、持続可能な漁獲割当量を設定し、違法・
無規制・無報告(IUU)漁業と闘うための統計を作成する上で、極めて重要である。国連 FLUX データ
は、国連 CEFACT トレーサビリティ標準を使用してサプライチェーンに沿ってさらに伝達され、海洋
と生物資源の未来を守る認証スキームをサポートしている。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)は、野生生物の違法取引と闘
い、絶滅のおそれのある種の取引の持続可能性を強化するため、エンド・ツー・エンドの電子的トレー
サビリティ及び管理システムの導入を目指している。CITES 締約国会議は、関連する国連 CEFACT の
e ビジネスおよびトレーサビリティの基準に基づいてシステムを実施することを締約国に明示的に勧
告する。UNECE は、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)と共同で、最近作業部会を設置した。そこ
では、関心を有する経営当局が試験的実施に関する経験を交換し、CITES の貿易取引を追跡し、管理
するための新たなアプローチについて議論することができる。
衣料および履物業界では、原産地のトレーサビリティと人権の遵守において、環境、健康、安全基準
が市場の原動力となっている。バリューチェーン全体の可視性と企業の主張に対する説明責任は、消
費者と企業にとって容易な情報に基づく選択肢を提供するための要件である。UNECE プロジェクト
「衣服・履物分野における持続可能なバリューチェーンの透明性とトレーサビリティの向上」は、国際
貿易センター(ITC)と共同で実施され、欧州連合(EU)の資金援助を受けて、政策提言、実施ガイドライ
ン、情報交換基準を策定し、業界の公約を集め、好事例と教訓の交換を促進する行動を呼びかけた。
UNECE ESG トレーサビリティ標準は、業界関係者に対し、製品、プロセスおよび施設の持続可能
性パフォーマンスに関するデータを交換するための、統一され標準化されたアプローチを提供する。
規制やコンプライアンスに関する情報交換のために広く適用されている国連 CEFACT e ビジネス標準
をトレーサビリティ・システムにさらに統合することで、政府、業界、消費者は貿易取引の持続可能性
を評価し、意識的な選択をすることができるようになる。
第１回セッション議事概要（ToS-TSVCCE/2021/INF.1 より）
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ToS-TSVCCE_INF01_Agenda.pdf
2021 年 11 月 10 日（水）にオンラインで開催された。主な内容は以下の通り。
役員の選任
トレーサビリティを通じてバリューチェーンにおける環境・社会・ガバナンス (ESG) パフォ
ーマンスを向上させるためのアプローチと展望。
循環経済における持続可能なバリューチェーンの ESG トレーサビリティに関する専門家チー
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ムの作業計画 (TSVCCE) に関する議論。
目的と活動概要（ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23/Rev .1 より）
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_23E_Rev1-ToRToSSVC.pdf
ToS の目的は、国際的なバリューチェーンに沿ったデータと情報交換のための環境・社会・ガバナ
ンス(ESG)のトレーサビリティ・アプローチとシステムを通じて、持続可能な生産と消費のためのより
良い情報に基づいた意思決定に貢献することである。この目的を達成するために、ToS は次のことを
行う。
①

国際貿易における持続可能性と循環性に関する情報交換のための ESG トレーサビリティのた
めの政策、基準、ツールを推進する。

②

持続可能で循環型の生産・消費パターンを進展させるために、グローバル・バリューチェーン
における情報交換の ESG トレーサビリティに関連する国連 CEFACT 基準の更新を提案する。

③

持続可能な生産と消費のための ESG トレーサビリティに関するベストプラクティスを開発・
共有し、それを支援する教材、ガイド、キャパシティ・ビルディング活動を開発する。

④

ESG トレーサビリティ・アプローチとシステムの導入に関する経験と教訓を共有するための
プラットフォームをステークホルダーに提供する。

作業計画（ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/23/Rev .1 より）
作業計画（PoW）は、次の作業領域 (WA) を中心に構成される。
WA 1：政策対話と指導
WA 2：技術的モニタリング、評価および助言
WA 3：キャパシティ・ビルディングとパートナーシップ
WA 4：コミュニケーションとアウトリーチ
WA 1：政策対話と指導
この作業領域には、政策レベルでの基準の導入と実施に対する支援が含まれ、世界規模での政策立
案者との積極的な関与も含まれる。この作業領域のアクティビティには、次のものがある。
マルチステークホルダー政策対話プラットフォームへの主要アクターの参加と関与を拡大する
ことにより、政策対話を強化する。
国際機関が主催するような関連する地域的及び国際的な政策会議、条約及びフォーラムに貢献
する。これには、CITES、欧州委員会、FAO、ILO、ITC、OECD、国連貿易開発会議（UNCTAD）
、
UNDP、UNEP、国連グローバル・コンパクト、国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) 、その他
の主要業界関係者が含まれる。
労働と人権、環境の持続可能性、責任ある倫理的な企業行動、循環型経済に関する ESG のトレ
ーサビリティとパフォーマンスの透明性を通じて、持続可能なバリューチェーンを推進するた
めに、国、地域、国際的な政策と規制の枠組みを強化する研究論文や政策ブリーフを作成する。
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WA 2：技術的モニタリング、評価および助言
この作業領域は、技術レベルでの ESG トレーサビリティ・アプローチとシステムの開発と導入を促
進し、サポートする。この作業領域のアクティビティには、次のものがある。
責任ある消費と生産のための ESG トレーサビリティ標準の開発と実施のニーズを特定する。
業界の意思決定者を対象とした実用的で使いやすいツールとガイダンスを開発し、技術的な実
装事項に関する優れたプラクティスと経験を共有。
ESG トレーサビリティ標準（規制、財務、IT 要件など）の導入に必要な一般情報の説明。
エキスパートグループを通じて、実装要件に関するテクニカルサポートを提供する。
ブロックチェーン技術、モノのインターネット (IoT) 、人工知能 (AI) などのイノベーションと先
進技術は、持続可能性のための ESG トレーサビリティをサポートし、移行を加速し、バリューチェー
ンの関係者間のつながりを促進する上で重要な役割を果たす。テクノロジー・ベースのソリューショ
ンは、データの関連性と正確性に基づいて、ESG トレーサビリティ・システムで使用するための質の
高い信頼できる情報の交換を保証する。
WA 3：キャパシティ・ビルディングとパートナーシップ
パートナーシップを求めることにより、この作業分野は ESG トレーサビリティ・アプローチと標準
の推進と実施のための強固な基盤を確立し、持続可能な貿易に取り組む。また、責任ある消費と生産に
関する SDG 12 の下で関連する次の目標の実施を支援する。働きがいと経済成長に関する SDG 8、気
候変動に関する SDG 13、海・海洋資源の保全と持続可能な利用に関する SDG 14、陸上生態系の保護、
回復及び持続可能な利用の促進、持続可能に管理された森林、砂漠化の防止、土地劣化の停止及び回
復、並びに生物多様性の損失の停止に関する SDG 15、パートナーシップに関する SDG 17。
ESG トレーサビリティ・アプローチと標準を採用し実施するための知識も財政的手段も持ち合わせ
ていない、特に移行経済国と開発途上経済国の地域社会、小規模な関係者、小規模自作農家に対して、
特別な注意、助言、支援を行う。
コラボレーションはすでに確立されており、さらに発展させる必要がある。次のエンティティと重
点分野がある。
バーゼル条約 (事前のインフォームド・コンセント手続及び関連する移動のトレーサビリティ
を支援するための通知の電子的交換に関する条約)
ワシントン条約 (絶滅のおそれのある種の取引のエンド・ツー・エンドのトレーサビリティの
ための電子的許可の国境を越えた交換に関する条約)
海洋漁業総局 (DG MARE) 及び国際協力開発総局 (DG DEVCO) に代表される欧州連合
FAO と世界保健機関 (保健関連問題と CODEX 2)
サプライチェーンにおける支店組織(例国際持続可能なシーフード財団)と認証組織
(例:FAIRTRADE、Marine Stewardship Council)
ILO ベター・ワーク・プログラム
ITC 持続可能な貿易プログラム
世界税関機構
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世界貿易機関の基準・貿易開発ファシリティおよび国際植物保護条約 (電子植物検疫交換の実
施を支援するため)
WA 4：コミュニケーションとアウトリーチ
この作業領域のアクティビティは次のとおり。
責任ある消費と生産のための ESG トレーサビリティに関するハンドブックと導入ガイドの普
及。
ポリシー・ブリーフ、プレス・ブリーフ、チラシを使用して、ToS の作業に関する情報を作成
する。
ToS の Web サイトを整備し、コンテンツの設計・維持に貢献するとともに、必要に応じてソ
ーシャルメディアや動画を活用する。
チームの仕事を促進するために関連する会議、フォーラム、イベントに参加し、貢献する。
追跡調査やリスク管理など、持続可能な貿易のための他のアプローチや基準の利点を強調する
ためのアウトリーチ活動を実施する。
持続可能な貿易に関する他の基準設定・認証機関と協力する。
指針
ToS の作業とこの作業プログラムの実施は、以下の原則に基づいている。
専門家のアドバイス
あらゆるレベルの関与または貢献を尊重し、相互に受け入れること
ToS の作業と参照条件および関連する国連規則および規則との完全な整合
特に開発途上国及び移行経済国において、小規模な主体及び脆弱なグループを支援する開発協
力
以上
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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―⑤
「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
（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
Ａ

アフリカにおけるシングルウィンドウ等の調査（続き）
各国の概要とシングルウィンドウ

各国の位置
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渡邊

浩吉

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

〇

〇

12

ガンビア

×

×

39

ブルンジ

△

△

13

ギニア

×

〇

40

ベナン

〇

〇

14

ギニアビサウ

×

×

41

ボツワナ

△

〇

15

ケニア

〇

〇

42

マダガスカル

〇

〇

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

×

△

47

モザンビーク

〇

〇

〇

〇

シペ
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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＜38＞ ブルキナファソ
国名

ブルキナファソ
Burkina Faso

首都

ワガドゥグ (Ouagadougou)

規模

面積（万㎢）

27

人口（万人）

2,032

（2019 年

世銀）

GDP（億ドル）

157

（2019 年

世銀）

GNI/人（ドル）

790

（2019 年

世銀）

概要

西アフリカのガーナ、トーゴ、ベナンの直ぐ北に位置する内陸国。1960 年にフランスから
独立。公用語はフランス語。伝統的宗教に続いてイスラム教、キリスト教となっている。基
本的に農牧業国。

貿易

輸出額

33 億ドル

（2019 年

輸出品

金、綿花

輸出相手

スイス、インド、シンガポール

対日輸出額

48 億円

対日輸出品

採油用種（ごま）

輸入額

43 億ドル

輸入品

石油製品、輸送用機器類

輸入相手

中、コートジボワール、ロシア

対日輸入額

13 億円

対日輸入品

機械類、輸送用機器、食料

（2019 年

（2019 年

（2019 年
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ITC）

貿易統計）

ITC）

貿易統計）

[現状]

≪この項の主な参考資料≫

シングルウィンドウ ⇒ SYLVIE が稼働中

Le faso.net: “Sylvie” to facilitate import and

[2015 年調査]

export operations

シングルウィンドウ SYLVIE を保有していた。

https://lefaso.net/spip.php?article70404
Ecodufaso:

SYLVIE

(Virtual Liaison System for Import

Import-export

au

Burkina:

SYLVIE, une plate-forme electrica

and Export Operations)

http://ecodufaso.com/import-export-au-

稼働開始：

burkina-sylvie-une-plate-forme-

正式に稼働開始したのは 2016 年

electronique-au-service/

構築費用：

https://www.kinamap.com/burkina-

US$4,450,000 （約 5 億円）

faso/ouagadougou/sogesy-sa-societe-de-

運用会社：

gestion-de-la-plateforme-sylvie

SOGESY

(Société

de

gestion

de

la

plateforme Sylvie, Sociétés)
構成：ブルキナファソ商工会議所（CCIBF）、税関総局
2016 年 2 月 16 日設立
参加組織：
税関他、貿易関連行政機関

10 機関

BCEAO (Banque Centrale des États de
l'Afrique de l'Ouest 西アフリカ諸国中
央銀行）
COTECNA 社2
銀行 13 行
保険会社

8社

機能：
輸出入関係の手続きは全て SYLVIE 上で済
ませることが出来る設計となっており、関
連した支払や保険の付保も全て SYLVIE 上
で完結する。全てが完了した最終ファイル
は利用者が取りに来てもよいし、各社に届
けることもできる。3

2 ブルキナファソの船積前貨物検査の委託を受けて
いる国際検査会社
3 “At the end of the establishment of the files, the

merchant comes to pick them up in our premises
or we bring them to his home.”という表現となって
おり、最後は書面がベースになるようにもとれる。
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＜39＞ ブルンジ
国名

ブルンジ共和国
Republic of Burundi

首都

ブジュンブラ(Bujumbura)
（政治機能所在地はギテガ Guitega ）

規模

概要

面積（万㎢）

3

人口（万人）

1,153

（2019 年

世銀）

GDP（億ドル）

30

（2019 年

世銀）

GNI/人（ドル）

280

（2019 年

世銀）

コンゴ（民共）
、ルワンダ、タンザニアに囲まれた東アフリカの内陸国。1962 年にベルギー
から独立。公用語はフランス語。キリスト教が主。非同盟を基調とする。従来は社会主義諸
国寄りであったが、現在は近隣諸国との善隣友好、先進諸国との経済協力を重視した現実的
全方位外交をとっている。

貿易

輸出額

2 億ドル

（2019 年

輸出品

金、コーヒー、茶、タルタル等

輸出相手

UAE、コンゴ（民）
、独、中、パキスタン

対日輸出額

14 億円

対日輸出品

コーヒー、茶

輸入額

9 億ドル

輸入品

石油、医薬品、セメント、サトウキビ等

輸入相手

中、サウジアラビア、インド、ケニア、UAE

対日輸入額

6 億円

対日輸入品

二輪車、米

（2018 年

財務省）

（2019 年

世銀）

（2018 年
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世銀）

財務省）

[現状]

無くすなど）、東アフリカ同盟(EAC)との域

シングルウィンドウ ⇒

内取り引きを推進することが目的として挙

ESS は十分機能していない模様

げられた。

[2015 年調査]

ASYCUDA のサイトでは、ブルンジでシン

シ ン グ ル ウ ィ ン ド ウ ESS Electronic Single

グルウィンドウ モジュールを展開してい

Window System を旗揚げした。

るとあるが、ESS シングルウィンドウ自身
のサイトは Web 上に見当たらない。近年改

ESS Electronic Single Window System

めて税関近代化支援のミッションを受け入

2015 年、貿易関連の 9 省庁のうち、次の４

れているところをみると、本格運用にはま

省庁がシングルウィンドウの旗揚げに参加

だ課題が残されている可能性が有る。

した。
歳 入 庁

OBR (Burundi Revenue

≪この項の主な参考資料≫

Authority)

https://www.trademarkea.com/news/buru

国家標準・品質監督局

BBN (Bureau

ndi-opens-electronic-single-window/

of Standards and Quality Control)

https://www.theeastafrican.co.ke/tea/busi

財務および経済開発省（Finance and

ness/burundi-traders-welcome-electronic-

Economic Development Ministry）

single-window-1333286

農 牧 省 （ Agriculture and Livestock
Ministry）
政府と UNCTAD4の間で、税関近代化プロ
ジェクトに係る調印が行われ、ブルンジに
おける Doing Business にかかる時間と費用
を節減すべく、税関システム ASYCUDA
World が導入されることとなった。
構築方法は、ASYCUDA World をベースと
し、TMEA5先進各国から 240 万ドルの支援
を受けて構築されるもの。予定地は、Banda,
Mugina,

Gisuru,

Kanyaru,

Rumandari,

Gahumo, Gatumba である。
目的としては、関係各省庁と貿易事業者に
共通のプラットフォームを提供することで、
透明性を高め（同じ製品でも通関のたびに
掛かる費用が違うといった不都合や汚職を
4 国連貿易開発会議（United Nations Conference
on Trade and Development）
）
5 TradeMark East Africa 東アフリカ諸国の経済発
展を促進するための先進国の支援団体。①英国

②EU ③ア イル ランド ④ ベルギ ー ⑤ カナダ
⑥デンマーク ⑦フィンランド ⑧オランダ ⑨ノ
ルウェー ⑩米国
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＜40＞ ベナン
国名

ベナン共和国
Republic of Benin

首都

ポルトノボ（Porto-Novo）

規模

面積（万㎢）

11

人口（万人）

1,149

GDP（億ドル）

143

GNI/人（ドル）

1,200

概要

（2018 年

世銀）

西アフリカで、大西洋に接する比較的狭い海岸線から内陸に向かって北に細長く伸びる形
状の国土で、綿花栽培などの第一次産業が GDP の 1/4 を占める。1960 年にダホメ共和国
としてフランスから独立。公用語はフランス語で 4 割がキリスト教。独立後は社会主義国
として東側諸国と緊密な関係にあったが、1989 年に社会主義を脱し市場主義を取り入れて
以降は、西側諸国との関係を強化している。

貿易

輸出額

9 億ドル

（2019 年

輸出品

綿花、ナッツ

輸出相手

バングラデシュ、インド、ベトナム、中

対日輸出額

300 万円

対日輸出品

バッグ類

輸入額

29 億ドル

輸入品

燃料、穀物

輸入相手

インド、中、トーゴ、仏

対日輸入額

7 億円

対日輸入品

機械類、自動車、食品

（2019 年

貿易統計）

（2019 年

ITC)

（2019 年
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ITC)

貿易統計）

[現状]

省庁の手続きが GUCE 経由となり、一

シングルウィンドウ ⇒ GUCE が漸次稼働

回のアクセスで必要な多数の行政手続

[2015 年]

きが可能となっている。GUOCE の時

Cotonou 港の機能サポートを主とする SEGUB

は GUOCE の窓口や銀行等に出向く必

と GUOCE の二つのシングルウィンドウが稼

要があったが、これらがオンライン化

働していた。

している。

経緯

≪この項の主な参考資料≫

SEGUB は 2010 年 、 BIBAC 社 と

http://www.wcoomd.org/-

SOGET 社の合弁に 10 年間の BOT 契

/media/wco/public/global/pdf/events/20

約で発注した Cotonou 港を主とした港

13/2013-it-conference/presentations/elie-

湾シングルウィンドウ。

sawaya.pdf

GUOCE はベナン政府と SEGUB 運営

https://www.lavraieinfo.com/societe/beni

会社との PPP で、
通関前の業務6を簡易

n-vers-la-fusion-de-la-segub-et-du-guoce/

化することで手続きの円滑化を図るシ

https://www.segub.bj/?Lancement-du-

ングルウィンドウ。

projet-de-mise-en

シングルウィンドウとして構築された
GUOCE も港湾色が強かったためか、
2017 年閣僚評議会7は、インフラ・運輸
大臣と経済・財務大臣に港湾関係者と
協議の上 SEGUB と GUOCE を統合す
る指示を出した。
GUCE

(Guichet Unique du Commerce

Extérieur ） National Single Window for
Foreign Trade
2017 年に経済・財務大臣から Webb
Fontaine 社8に次の発注があった。
o

National Single Window の開発と
運用

o

貨物トラッキングシステムの構築

o

貨物の選別と評価センターの設置
（Classification & Valuation）

2018 年 National Single Window GUCE
の枠組みがスタートし、漸次貿易関連

6 Pre-clearance procedures
7 Council of Ministers

8 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。
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＜41＞ ボツワナ
国名

ボツワナ共和国
Republic of Botswana

首都

ハボロネ

規模

面積（万㎢）

57

人口（万人）

230

（2019 年

世銀）

GDP（億ドル）

180

（2019 年

世銀）

GNI/人（ドル）

7,660

（2019 年

世銀）

概要

(Gaborone)

南アの北側に隣接した内陸国。1966 年英国から独立。英語圏。キリスト教。1967 年にダイ
ヤモンドが発見され、GDP の約 2 割、歳入の約 3 割を占めることになり、急速な経済発展
を遂げている。しかし政府は、ダイヤモンド依存型経済からの脱却を目指し、長期的経済開
発に向けた「ビジョン 2036」に基づいて、産業の多角化を進めている。

貿易

輸出額

66 億ドル

（2018 年

輸出品

ダイヤモンド、配線器具、冷凍肉

輸出相手

ベルギー、インド、UAE

対日輸出額

34 億円

対日輸出品

ダイヤモンド、配線器具、冷凍肉

輸入額

62 億ドル

輸入品

食料品、機械類、電化製品、輸送設備、織物、石油製品

輸入相手

南ア、カナダ、ナミビア

対日輸入額

36 億円

対日輸入品

自動車、医療品

（2019 年

（2018 年

（2019 年
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世銀）

貿易統計）

世銀）

貿易統計）

[現状]

≪ 参 考 ≫

シ ン グ ル ウ ィ ン ド ウ ⇒ Botswana Single

Regulations (SIIR)

Window 稼働中

ボツワナ標準局輸入品検査規則に基づき、輸入

[2015 年]

品には品質適合証明(CoC)が要求されるので、

2015 年 1 月 Botswana Single Window 採用が決

検査会社の Intertek か Bureau Veritas にコンタ

定された。

クトが必要。

Botswana Single Window

≪この項の主な参考資料≫

経緯

Botswana Import Inspection

ボツワナ歳入局

ボツワナのシングルウィンドウは米国

https://ecustoms.burs.org.bw/TFBSEW/c

の国際開発庁（USAID）の南部アフリ

usLogin/login.cl

カ Trade Hub 構想の一環として資金

USAID Southern Africa Trade Hub 構想

供与を受け進められた。

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00M3Q

ボ ツ ワ ナ 側 は Botswana Unified

S.pdf

Revenue Service (BURS 統合歳入局)

International Trade Administration

がこれに対応した。

https://www.trade.gov/country-

税関が先導し、他関係省庁がフォロー

commercial-guides/botswana-customs-

する大枠となった。

regulations

シングルウィンドウが導入されると管
理方法が変わるので、参加する官民両
方でプロジェクト管理組織（Project
Management Unit）が形成され、準備が
整ったところで稼働開始の運びとなっ
た。
特徴
機能や構築の目的などは他国のシング
ルウィンドウと変わりはないが、ボツ
ワナは内陸国であり、臨海国との内陸
輸送を円滑化させることが肝要となる。
特に隣国のナミビアは、同じく USAID
の支援を受けていることから、二国間
に お け る 行 政 文 書

(Regulatory

documents) データのやり取りなどシ
ステム間の連携についても積極的な検
討が進められている模様である。
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＜42＞ マダガスカル
国名

マダガスカル共和国
Republic of Madagascar

首都

アンタナナリボ (Antanànarìvo)

規模

面積（万㎢）

59

人口（万人）

2,697

（2019 年

世銀）

GDP（億ドル）

141

（2019 年

世銀）

GNI/人（ドル）

520

（2019 年

世銀）

概要

アフリカ大陸から東へ約 400km 離れたインド洋の島である。国連の区分としては東アフリ
カに属する。民族的には東南アジアから漂着した先祖と後で東アフリカから入った先祖が
混血してできた民族との見方もあり、文化的にも多様性がある。フランスに侵攻され独立し
たのは 1960 年。マダガスカル語とフランス語がともに公用語。宗教はキリスト教、伝統宗
教、イスラム教となる。農業が主流でバニラ、丁子、カカオなどを産する一方、立地条件を
生かして海上輸送の拠点としての機能を提供する産業も進められている。島固有の動植物
が多く、これらを目玉に観光産業の振興にも注力している。

貿易

輸出額

28 億ドル

（2018 年 EIU Economist Intelligence Unit)

輸出品

鉱物、グローブ、バニラ、石油製品

輸出相手

米、仏、トルコ、中、日

対日輸出額

127 億円

対日輸出品

ニッケル、コバルト、香辛料、衣類、魚介類

輸入額

33 億ドル

輸入品

原材料、消費財、資本財、コメ

輸入相手

中、UAE、仏、インド、南ア

対日輸入額

9 億円

対日輸入品

自動車、医薬品、ゴム製品（タイヤ等）

（2020 年

（2018 年 EIU Economist Intelligence Unit)

（2020 年
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貿易統計）

貿易統計）

[現状]

参加関係者 400 以上（税関、他省庁、

シングルウィンドウ ⇒ GasyNet が更改され

銀行、海貨、荷主、船社等）

ながら稼働中

利用者数 3,000 社以上。

[2015 年]

通関申告件数月 7,000 件以上。

シングルウィンドウ GasyNet が稼働中であっ

許認可件数月 2,500 件以上。

た。

Cargo Tracking Note 数 月 7,000 件以
上。

GasyNet
経緯

≪この項の主な参考資料≫

SGS 社9は、2004 年からシンガポール

https://www.sgs.com/-

の CrimsonLogic 社とタイアップして、

/media/global/documents/brochures/sgs-

同社のシングルウィンドウ製品

gis-single-window-a4-en-14.pdf

TradeNet の世界展開を行っている。

https://african-

SGS 社はマダガスカル政府と同国のシ

alliance.org/AACE/en/madagascar-

ングルウィンドウ構築契約を結び、

gasynet-2/

2007 年に政府との PPP 企業(Public
Private Partnership) と し て Malagasy
Community Network Services SA を設
立、TradeNet をベースに GasyNet をス
タートさせた。
その後、GasyNet に入る Gateway とい
う位置づけで、
o

税関が通関のために必要とする情
報を整理、

o

マダガスカル向けの輸出者に義務
付 け ら れ て い る Cargo Tracking
Note (BSC: Bordereau de Suivi de
Cargaison)の取扱いを取り込む

など機能を充実させている。
成果報告として以下が挙げられている。
稼働開始から今日まで税収は３倍にな
った。
外貨決済の費用が 14%～18%削減され
た。
通関所要時間が 1/3 になった。
9 Société Générale de Surveillance S.A. 国際検査会社
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＜43＞ マラウイ
国名

マラウイ共和国
Republic of Malawi

首都

リロングェ (Lilongwe)
（第２の都市はブランタイヤ Blantyre）

規模

概要

面積（万㎢）

12

人口（万人）

1,862

（2019 年

世銀）

GDP（億ドル）

77

（2019 年

世銀）

GNI/人（ドル）

380

（2019 年

世銀）

東アフリカの内陸国。1964 年、イギリス連邦内の英連邦王国の形式で独立した。公用語は
英語と原住民族のチェワ語。人口の 75％はキリスト教。国土はほとんど高原にあり、マラ
ウイ湖が大きな面積を占める。タンザニア、モザンビーク、ザンビアに囲まれている。人口
のほとんどは第一次産業に従事しているが、天水農業が多く、生産性が不安定で、自国で消
費されるものが中心となり、外貨を稼ぐ輸出産業レベルまでは育っていない。

貿易

輸出額

9 億ドル

（2019 年

輸出品

タバコ、紅茶、砂糖、コーヒー、ナッツ類

輸出相手

ベルギー、南ア、タンザニア、独、エジプト

対日輸出額

14 億円

対日輸出品

葉タバコ、コーヒー、茶等

輸入額

28 億ドル

輸入品

食料品、石油製品、肥料、消費財等

輸入相手

南ア、中、インド、UAE、英

対日輸入額

30 億円

対日輸入品

鉄鋼製品、輸送機械等
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（2019 年

世銀）

世銀）

[現状]

≪この項の主な参考資料≫

シングルウィンドウ ⇒ 本年 2021 年 構築入

https://www.sadc.int/files/6913/9383/887

札発表

8/Request-for-expression-of-interest-

[2015 年]

National-Single-window-fV.pdf

シングルウィンドウは未構築であった。

http://www.ra.org.mw/?p=1614
https://drive.google.com/file/d/1eLkK-

Malawi National Single Window

lJ60CD5m1wCkrYp_uNvwLVxB7ij/view

経緯

https://projects.worldbank.org/en/projects

2014 年にマラウィ政府は、National

-operations/project-detail/P145566

Single Window 構築のためのプロジェ
クトの基本設計に係る技術コンサルテ
ィングの入札を行った。
一方、2015 年に世銀から幹線道路の整
備や物流、国境手続円滑化等のために
6,900 万ドルの借款の確認が得られた。
2021 年末が期限のところ 6 月段階で
4,425 万ドルが消化された状態となっ
ている。
上記スキームの中、2021 年 6 月 18 日
Malawi National Single Window 構築の
入札が発表された。
シングルウィンドウの入札要件等
主管：運輸公共事業省道路庁10
次のようなシステムの構築経験がある
ことが、適格となる条件
o

シングルウィンドウへのインター
ネットを介してのアクセスに対し、
各種証明(C)、ライセンス(L)、許
可証(P)等(CLPs)を発行するまで
の、全体の仕組みを構築した経験
があること。

o

上記 CLP に必要な各種特性に対
応してのシステム調整

o

人材教育や変更必要時への的確な
対応

10 Roads Authority, Ministry of Transport and Public Works
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＜44＞ マリ
国名

マリ共和国
Republic of Mali

首都

バマコ（Bamako)

規模

面積（万㎢）

124

人口（万人）

1,966

（2019 年

世銀）

GDP（億ドル）

175

（2019 年

世銀）

GNI/人（ドル）

880

（2019 年

世銀）

概要

国土の北側をサハラ砂漠と接する、西アフリカに区分される内陸国。モーリタニア、セネガ
ル、アルジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアに囲まれた西
アフリカの内陸国である。国土の北側 1/3 はサハラ砂漠となり、農耕地はニジェール川沿
岸となる。1960 年にフランスから独立。公用語はフランス語。8 割がイスラム教。独立し
た当初は社会主義政策が推進された。その後軍政をへて 1992 年頃から民主的な民政に移行
した。しかし一般的に政情は安定しているとは言い難く、経済基盤も脆弱である。

貿易

輸出額

16 億ドル

（2019 年

輸出品

金を含む貴金属、綿花、食料品

輸出相手

南ア、スイス、ブルキナファソ

対日輸出額

5 億円

対日輸出品

雑製品等

輸入額

33 億ドル

輸入品

石油製品、機械類、電化製品

輸入相手

セネガル、中、コートジボワール

対日輸入額

12 億円

対日輸入品

自動車、二輪自動車

（2019 年

財務省）

（2019 年

ITC)

（2019 年
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ITC)

財務省）

[現状]

≪この項の主な参考資料≫

シングルウィンドウ ⇒ 未構築

https://douanes.gouv.ml/d%C3%A9doua

[2015 年]

nement-0

シングルウィンドウは未構築であった。

https://verigates.bureauveritas.com/progr
ammes/mali

状況：

https://www.trade.gov/country-

ASYCUDA World が稼働しているが、国境

commercial-guides/mali-import-tariffs

を越える陸送貨物に必要な T1 書類を１

https://douanes.gouv.ml/

11

クリックで発行させるという使い方で、シ
ングルウィンドウのような機能は持たせ
ていない。従ってシングルウィンドウは未
構築といえる。
＜参考＞
2017 年末を以って船積前検査が終了し、
2018 年 1 月 1 日より船積前検査と同じく
国際検査会社 Bureau Veritas 社が委託され
た暫定文書証明サービス12に移行した。
暫定文書証明サービス
主管：商業、消費、自由競争総局13
証明項目：輸入妥当性、税目区分、価
格評価、課税用金額
必要書類：パッキングリスト、決済用
インボイス、運送書類
アフリカ共同体上納税
2019 年にアフリカ共同体(AU)の自由貿易
協定が発効したことを機に、マリに AU 域
外から輸入される貨物について 0.2％の税
金を上乗せし、AU の資金繰りに貢献する
施策が取られている。

11 EU で域外からの貨物が域内の他国向けに通過す
る時に使用されるのが T1 だが、内陸国のマリの場
合、陸送される輸出入貨物は必ず国境を越えるので
T1 が使用されていると思われる。

12 Transitional Documentary Verification Services
13 direction générale du Commerce, de la
Consommation et de la Concurrence
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＜45＞ 南アフリカ
国名

南アフリカ共和国
Republic of South Africa

首都

プレトリア (Pretoria)
主要都市はヨハネスブルグ (Johannesburg)、ケープタウン (Cape Town)

規模

概要

面積（万㎢）

122

人口（万人）

5,778

（2018 年

世銀）

GDP（億ドル）

3,663

（2018 年

世銀）

GNI/人（ドル）

5,720

（2018 年

世銀）

アフリカ大陸最南端。英語を始めとする 11 か国語が公用語。人口の約 80％はキリスト教。
1910 年にイギリスから「南アフリカ連邦」独立。1961 年英連邦から脱退し「南アフリカ共
和国」成立、同年アパルトヘイト関連法が廃止された。アフリカ経済を牽引する立場。
貿易は輸出入とも、相手国は中国が最大（総輸出額の 15％ 総輸入額の 18％が中国）とな
っている。
経済構造は第三次産業の割合が高くなっている。
（第一次産業 10%、第二次産業 21％、第
三次産業 69%（2015 年））

貿易

輸出額

132 億ドル

輸出品

金、希金属、鉱物製品、化学製品、食料品、繊維製品

輸出相手

中、 英、 独、米、 インド

対日輸出額

5,698 億円

対日輸出品

プラチナ、機械類、自動車等

輸入額

124 億ドル

輸入品

食料品、鉱物製品、機械製品、自動車、化学製品

輸入相手

中、独、 米、インド

対日輸入額

2,814 億円

対日輸入品

自動車・部品等
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（2019 年

（2018 年

（2019 年

（2018 年

CIA web site

額と相手先）

貿易統計）

CIA web site

貿易統計）

額と相手先）

[現状]

https://www.cambridge.org/core/journals/

シングルウィンドウ ⇒

journal-of-african-law/article/abs/trade-

税関システム iCBS が漸次機能を充実させ

facilitation-an-assessment-of-south-

稼働中だがシングルウィンドウは未構築

african-experiences-visavis-wto-

[2015 年]

disciplines/57D476DF459E2FF6E23316D

iCBS が稼働していた。

DA583B290

基本的な国力に相応した貿易手続円滑化が進
んでいるようには見えないが、幾つか貿易関連
システムは稼働中である。しかしいずれもシン
グルウィンドウの機能を持つまでには至って
いないと思われる。
例えば、関税に係る情報を得るためには、南ア
国 際 取 引 局 （ SATO: South African Foreign
Trade Organization) に直接問い合わせるよう
にといった指示が Web サイトに掲載されてい
るなどをみても、Trade Information Portal のよ
うなコンセプトも未導入で、実際にそのような
Portal サイトは Web 上に見当たらない。
iCBS (Interfront Customs and Border
Solution)
稼働開始： 2013 年 8 月 13 日
主管：南ア歳入庁

SARS (South

African Revenue Service)
機能：税関と国境に係る対応システム
MPR (Manifest Processing System)
稼働開始： 2016 年 6 月 17 日
主管：南ア歳入庁
機能：貨物および輸送管理システム（入
港前マニフェストの自動処理など）
≪この項の主な参考資料≫
https://mpoverello.com/2013/08/18/south
-africas-new-integrated-customs-bordermanagement-solution/
https://africabusiness.com/features/faqs.html
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＜46＞ 南スーダン
国名

南スーダン
The Republic of South Sudan

首都

ジュバ (Juba)

規模

面積（万㎢）

64

人口（万人）

1,106

（2019 年

世銀）

GDP（億ドル）

46

（2020 年

IMF）

GNI/人（ドル）

322

（2020 年

IMF）

概要

スーダンの南に位置する内陸国。2011 年にスーダンから分離独立した。スーダンはアラブ人
が多くアラビア語が公用語だが、南スーダンは南部部族を中心とし、公用語は英語。キリス
ト教、イスラム教が主。歳入の大部分が原油輸出に依存しているため、原油価格の低下がそ
のまま国の経済状態に影響し、治安も不安定になっている。

貿易

輸出額

30 億ドル

（2019 年

世銀）

輸出品

原油等

輸出相手

中 等

対日輸出額

61 万円

（2020 年

貿易統計）

対日輸出品

再輸出品、蜂蜜等

輸入額

30 億ドル

輸入品

車両等

輸入相手

UAE、中、ケニア 等

対日輸入額

14 億円

対日輸入品

中古自動車、バス・トラック、配電盤、医薬品

（2019 年

（2020 年

-26-

世銀）

貿易統計）

[現状]

≪この項の主な参考資料≫

シングルウィンドウ ⇒ 未構築

https://www.southsudantrade.org/ectn-

[2015 年]

management/inf693d455f6c5200a8a544fc

シングルウィンドウは未構築であった。

9ea604150666ffc1c/0i71j0i131i67j0i30j0i
5i30.MWvKRTmFfhg.php?id=103

税関システムとして ASYCUDA World が導入

https://balticcontrol.com/inspection/gove

されているが、いわゆるシングルウィンドウと

rnments-organizations/south-sudan

いうような使い方にはなっていないと思われ

https://kenfreightgroup.com/2018/12/06

る。

/south-sudan-pre-shipment-inspectionprogamme-seal-discrepancies/

＜参考＞ （要注意）
南スーダン標準仕様適合に係る船積前検査
(PVoC:

Pre-shipment

Verification

of

Conformity)
適用開始：本年 2021 年 5 月 1 日
委託部局：南スーダン政府（商工省傘下の
国家標準局 SSNBS）
委託先：SGS 社14
類似の検査は以前から実施されて
いたが、本年から SGS 社が統括し
て行う。
要領：
①

SGS の GS Customer Portal
（https://exporter-portal.sgs.com/）
にアクセス

②

SGS の輸出国代理店から必要書類の
案内等が申請者に届く

③

輸出者と SGS が共同で現品検査など
を行う

④

検査結果が SGS の証明センターに伝
送される

⑤

センターで精査した上で標準適合証
明（CoC Certificate of Conformity）が
発行される

14 Société Générale de Surveillance S.A. 国際検査会社
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＜47＞ モザンビーク
国名

モザンビーク共和国
Republic of Mozambique

首都

マプト

規模

面積（万㎢）

80

人口（万人）

3,036

（2019 年

世銀）

GNI（億ドル）

149

（2019 年

世銀）

GNI/人（ドル）

480

（2019 年

世銀）

概要

(Maputo)

東アフリカ。15 世紀にヴァスコダガマがモザンビークの沖合のモザンビーク島に到着して
以来、ポルトガルが、総督府を置くなど支配してきた。1975 年に独立。公用語はポルトガ
ル語で、キリスト教が最大宗教。対外的に開示していない政府債務があり、経済的に低迷し
ているが、基本的には天然ガスや石炭など地下資源が豊富で、投資市場では常に注目されて
いる。

貿易

輸出額

47 億ドル

（2019 年

輸出品

石炭、アルミ、天然ガス、重砂、たばこ、貴金属

輸出相手

南ア、インド、中

対日輸出額

233 億円

対日輸出品

木材、鉱物燃料、採取用種/果実

輸入額

68 億ドル

輸入品

軽油、石油、アルミナ鋼、建築資材、自動車

輸入相手

南ア、中、UAE

対日輸入額

201 億円

対日輸入品

車両、鉄鋼製品

（2019 年

（2019 年

（2019 年
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中銀）

貿易統計 ）

中銀）

貿易統計）

[現状]

モザンビーク税務局(Tax Authority)が 2019

シングルウィンドウ ⇒ SeW 稼働中

年に実施した国際入札に基づく専任運用契

[2015 年]

約 に よ り Mozambique Electronic Cargo

SeW が既に稼働していた。

Tracking Services(MECTS)コンソーシアム
が SEERC を運用、稼働させている。

貿易手続円滑化関連のシステム
次の２つのシステムが PPP 事業体である

≪この項の主な参考資料≫

MCNet により運営されている。

https://www.mcnet.co.mz/Home/test.aspx

15

SeW

(Single electronic Window)

https://www.cma-

シンガポール CrimsonLogic 社の商品

cgm.com/static/eCommerce/Attachments/

化されたシングルウィンドウ

Mozambique%20111115.pdf

TredeNet が導入された。利用者の各種

https://clubofmozambique.com/news/moz

貿易手続関連の電子申告・申請を一元

ambique-launches-electronic-system-for-

的に受付、対応する一方、許認可の発給

tracking-goods-in-transit-in-the-country-

も同じルートで行われるという、いわ

179985/

ゆるシングルウィンドウの機能が提供
される。
MCMS

(Mozambique

Customs

Management System)
通関のための税関管理システム。マニ
フェストや通関申告の処理およびその
関連作業を自動的に行うことを目的と
したもの。
これら二つのシステムにより次のことが実
現されている
通関申告が 7d/24h 可能
通関申告の評価がほぼ自動化
総合的リスク評価機能
関税等の支払い利便性向上
税関の監視機能の強化
統計資料の充実
＜参考＞
In-Transit Electronic Sealing and Cargo
Tracking System (SEERC)
15 Mozambique Community Network, SA
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＜48＞ モーリシャス
国名

モーリシャス共和国
Republic of Mauritius

首都

ポート

規模

面積（万㎢）

0.2

人口（万人）

127

（2019 年

世銀）

GDP（億ドル）

141

（2019 年

世銀）

GNI/人（ドル）

12,900

（2019 年

世銀）

概要

ルイス（Port Louis)

マダガスカルの更に沖合、インド洋にある小島嶼。過半数の国民のルーツであるインド、旧
宗主国の仏・英との連携を基本とする。公用語は英語。フランス語も通用する。宗教はヒン
ズー教、キリスト教、イスラム教の順。1968 年に英国から独立した。長らく砂糖産業に依存
してきたが、工業化政策を推進し産業の多様化に成功。IT 産業への投資等を積極的に進める
他、アフリカへの投資拠点となることを目指している。

貿易

輸出額

24 億ドル

（2018 年

輸出品

魚加工品、砂糖、繊維、衣料品

輸出相手

仏、米、英、南ア

対日輸出額

10 億円

対日輸出品

魚介類（マグロ）
、衣類

輸入額

54 億ドル

輸入品

石油、魚、自動車

輸入相手

インド、中、南ア、仏

対日輸入額

154 億円

対日輸入品

自動車、自動車関連機器、建設用機械

（2018 年
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（2018 年

EIU）

財務省）

EIU）

[現状]

2016 年

シングルウィンドウ ⇒ TradeNet を軸として漸

“TradeLink Single Window”構築。TradeNet

次広く展開

同様 MNS 運用。

[2015 年]

MICCP 22 他の関係省が利用する許認可関係

TradeNet がシングルウィンドウとして稼働して

のシステム

いた。

2021 年
“Maritime Single Window” 構 築 計 画

アフリカの中ではセネガルと同様 IT 立国を目指

（2020/11/17 入札）

していたこともあり、関連システム（下線表示）

主管：港湾局23 貨物積載船の到着、停留、出

が多数存在している。

帆、積載貨物、乗組員に係る情報を一元的に

シングルウィンドウの名称を持つものだけでも

管理するシステム

３システムあることになる。
1994 年

≪この項の主な参考資料≫

TradeNet シングルウィンドウの構築16：

https://mns.mu/about-mns/

MNS 社 を設立し TradeNet を運用。以降同

https://mns.mu/our-solutions/trade-

社が中核となる。

facilitation-solutions/

小経済規模の国が立ち行くための方策とし

https://mns.mu/tradelink-single-window/

て政府が主導した。

http://www.mauport.com/maritime-single-

17

MNS 社が運用するその他のシステム
o

CNP

18

window-system

財務省主管の税金支払・還付

https://www.maccs.mu/about-us/

の電子プラットフォーム
o

CBRIS 19企業局主管の企業登録と閲
覧サービス

1997 年
CMS20税関システムを構築し TradeNet とリ
ンクさせる。
2008 年
CCS21を貨物のオペレーションの安全と円滑
化を図るため構築：
MACCS 社を設立し CCS を運用させる。

16 シンガポール CrimsonLogic 社のシングル ウィン
ドウ TradeLink を導入した
17 Mauritius Network Service Ltd.
18 Contributions Network Project
19 Companies and Business Registration Integrated
System

20 Customs Management System
21 Cargo Community Service System
22 Ministry of Industry, Commerce and Consumer
Protection 商工消費者保護省
23 Mauritius Port Authority MPA
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記事3．RCEP税率差ルールの考察（後編）
業務二部長
1.

今川 博

税率差ルール

税率差ルールとは
前編で述べたとおり、共通譲許を行っている８ヵ国 (豪州、NZ、シンガポール、ブルネイ、カンボ
ジア、ラオス、ミヤンマー、マレーシア) に輸入される(これらの国へ輸出される) 原産品は、輸出締
約国がどこであろうと同じ税率が適用されます。他方、共通譲許を行っていない我が国を含む 7 ヵ国
(日本、中国、韓国、ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピン)において原産品を輸入する際には、
当該輸入国の輸入者が税関への輸入申告に当って知っていなければならない適用税率を導き出すため
のルールが必要となり、そのルールは「税率差ルール」と呼ばれています。このようなルールは EPA
特恵制度を煩雑にし、使い勝手を悪くするものですが、迂回防止の観点から必要となります。しかしな
がら、共通譲許を行っていない 7 ヵ国で全品目に対して税率差ルールを適用することにはなりません。
あくまでも、譲許表を確認して税率差が生じる産品に限定して適用することになります（税率差が生
じない原産品は、どの締約国から輸出されても税率は同じです。）。
税率差ルール、すなわち税率差が生じる原産品に関して最終的な RCEP 税率を決定する根拠規定は、
協定第 2.6 条（関税率の差異）と各締約国の譲許表の最後尾に付録（Appendix）として添付されてい
る｢第 2.6 条（関税率の差異）3 の規定に関する付録｣の二つです。これらの規定が原産地規則章に置か
れていないことから明らかであるように、税率差ルールは産品の原産資格の有無を決定する原産地規
則とは異なる、独立した規則です。税率差ルールでの税率決定方法は、原産性判断のために入手した情
報をそのまま使用できるように配慮されていますが、残念なことに一部の品目については、せっかく
の簡素で使い勝手のよい RCEP 原産地規則が税率差ルールのために原産地規則で求められる以上の情
報を得なければ税率決定ができない仕組みになっています。
以下に税率差ルールの詳細を説明しますが、まず全体像を把握するために、フローチャートで手続
きの流れを示すこととし、次に税率差ルールを規定する(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。税率差ルールそのものは、税
率差が生じる 7 締約国に共通に適用されますが、付録に規定される追加要件が課される品目は当該締
約国が個別に指定しています。そのため、追加要件が課される品目の品目数も準拠する HS 細分の桁
数も各締約国で異なります。ただし、混同すべきでないこととして、税率差が生じる品目と輸入締約国
が付録で特定する追加要件が課される品目とは包含関係にあり、税率差が生じる品目の一部について
追加要件が課されます。
(1) 税率差ルールに係るフローチャート
本フローチャートは、上から下に向けて矢印に従って順次設問に回答（｢はい｣、｢いいえ｣）していく
と、適用される税率が導かれるように作成されています。各国共通のプロセスを経ますが、唯一異なる
のがフローチャートの左側に位置する｢輸入締約国が指定する品目｣です。我が国の場合、農産品 56 品
目、皮革･靴 44 品目の合計 100 品目が指定されています。
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《図表８：税率差ルール：各国共通の「RCEP 原産国」決定プロセス》

(注) 輸入締約国が指定する品目は、各締約国が公表した数値ではなく、筆者が譲許表から確認した数値です。

（出典：外務省ウェブサイト掲載の協定条文及び各国譲許表を基に筆者が作成）
(2) 税率差ルール根拠規定の逐条解説
フローチャートにおける設問の根拠となるのが、第 2.6 条及び譲許表の付録です。以下に当該諸規定
の逐条解説を行い、フローチャートの流れについても説明します。
輸出締約国と RCEP 原産国の一致（原則規定）
第 2.6 条 1

関税率の差異 (注) の対象となる全ての原産品は、輸出締約国が RCEP 原産国である場合に限
り、輸入締約国が附属書Ⅰ(関税に係る約束の表) の自国の表に定める関税に係る約束に従って
輸入の時に当該輸出締約国の原産品について適用する関税上の特恵待遇を受ける。

注

締約国は、｢関税率の差異｣とは、輸入締約国が同一の原産品について適用する異なる関税上の待遇をいうも
のと了解する。

第１項は、まず、税率差ルールの対象が (i) RCEP 原産地規則に基づく原産品であって、かつ、(ii)
税率差が生じる産品であることを明確にした上で、税率差の生じる産品に対しては、輸出締約国が
「RCEP 原産国」である場合に限って譲許表に示される輸出締約国の譲許税率が適用されることを規
定しています。原産地規則章では原産性判断基準に従って｢締約国の原産品｣であるか否かを決定しま
すが、｢RCEP 原産国｣は、｢締約国の原産品｣とは概念が異なり、迂回防止の観点から最終生産国で原産
性を付与する生産行為が行われたかについて、当該原産品に対して原産性を付与した締約国はどこか
を判断基準とします。したがって、原産品の輸出締約国であっても RCEP 原産国にならない場合があ
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り、そのような場合に｢RCEP 原産国｣がどの締約国になるのかを定める規定が、以下に掲げる第 2 項
です。なお、輸出締約国とは、輸入締約国に向けて貨物（原産品）を送り出す RCEP 協定発効国と考
えてよいでしょう。
RCEP 原産国の定義
第 2.6 条 2

原産品の RCEP 原産国は、当該原産品が第 3.2 条（原産品）の規定に従って原産品としての資
格を取得した締約国とする。同条(b)の規定に関しては、原産品に対して５に規定する軽微な工
程以外の生産工程が輸出締約国において行われた場合に限り、当該原産品の RCEP 原産国は、
当該輸出締約国とする。

《参考》
第 3.2 条(b)

一の締約国において一又は二以上の締約国からの原産材料のみから生産される産品

第 2.6 条 5

２の規定の適用上、｢軽微な工程｣とは、次の工程をいう。

(a)

輸送又は保管のために産品を良好な状態に保つことを確保する保存のための工程

(b)

輸送又は販売のために産品を包装し、又は提示する工程

(c)

ふるい分け、選別、分類、研ぐこと、切断、切開、破砕、曲げること、巻くこと又はほどくこと
から成る単純な (注) 処理

注

この５の規定の適用上、｢単純な｣として規定される活動とは、専門的な技能又は特別に生産され、若しくは
設置された機械、器具若しくは設備を必要としない活動をいう。

(d)

産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又
は印刷する工程

(e)

産品の特性を実質的に変更しない水又は他の物質による単なる希釈

(f)

生産品の部品への分解

(g)

動物をとさつする工程 (注)

注

この５の規定の適用上、｢とさつ｣とは、動物を単に殺すことをいう。

(h)

塗装及び研磨の単純な工程

(i)

皮、核又は殻を除く単純な工程

(j)

産品の単純な混合（異なる種類の産品の混合であるかどうかを問わない。）

(k)

(a)から(j)までに規定する二以上の工程の組合せ

第 2 項前段は、｢原産品の RCEP 原産国｣は当該原産品が原産品としての資格を得た締約国であると
する規定です。この規定は、次に説明する「追加的な要件を満たすべき 100 品目以外」に適用されま
す。したがって、輸出途上で単に産品を積み替えただけの締約国は RCEP 原産品にはなりえず、基本
的に生産行為が当該締約国で行われることが前提となります。ただし、域内の原産品のみから生産さ
れる産品を原産品とする第 3.2 条(b)の規定に関しては、第 2 項後段において、第５項の｢軽微な工程｣
以外の生産工程が輸出締約国において行われた場合に限り、当該原産品の RCEP 原産国を当該輸出締
約国とします。
ここで、域内の原産品のみから生産される産品を原産品とする第 3.2 条(b)の適用がある場合との限
定される理由を考えてみます。第 3.2 条(a)の「一の締約国において完全に得られ、又は生産される産

-34-

品」として原産資格を得た産品は、当然のこととして、最終生産国で当該産品が完全に得られ、又は生
産されているので、疑いもなく当該国が RCEP 原産国となります。また、第 3.2 条(c)の「一の締約国
において非原産材料を使用して生産される産品であって、附属書 3A（品目別規則）に定める関連する
要件を満たすもの」として原産資格を得た産品は、最終生産国の生産工程において使用される材料の
一部に非原産材料が含まれていますが、非原産材料が所定の要件（例えば、関税分類変更）を満たした
ものであるので、最終生産国を RCEP 生産国として差し支えありません。したがって、最終生産国に
おいて通常の生産行為を行っている限り（使用された材料がすべて原産品であることの方が稀である
ので）本条(c)の規定が適用され、当該産品を生産した輸出締約国が RCEP 原産国となります。
第 3.2 条(b)に規定する「域内の原産品のみから生産される産品」の場合には、例えば、中国と韓国
の原産品をシンガポールで見栄えの良い外装に詰め替え、我が国に再輸出した場合、原産資格は維持
したままですが、上記第 2.6 条 5(b)に該当し、シンガポールを RCEP 原産国とは認めません。
それでは、第 3.2 条(b)と同上(c)の双方が適用される可能性のあるボーダーラインの事例を考察して
みましょう。例えば、中国で原産資格を得た木製の事務用レタートレイ（第 4420.90 号）をシンガポ
ールに輸出し、そこで高級感を出すためにフェルト（第 5602.21 号）で内張をしたとします。この場
合、フェルトが RCEP 締約国の原産品であるならば、第 3.2 条(ｂ)の原産材料のみから生産された産
品として原産資格を維持します。一方、フェルトが EU 原産であったとしても、第 3.2 条(c)の品目別
規則（「項の変更」又は「域内原産割合 40%」）が適用され、シンガポールにおいて「項の変更」を
満たします。すなわち、ほぼ完成した本体（木製の事務用レタートレイ）に装飾布を取り付ける行為が
シンガポールで行われますが、装飾布が非原産であれば問題なくシンガポールが RCEP 原産国と認め
られるのに対し、装飾布が偶々RCEP 締約国の原産品であった場合には、当該装飾布の取付が「軽微な
工程」に該当するかどうか、もう一段階のテストを経なければ RCEP 原産国の決定には至りません。
この点については、2021 年 12 月 9 日に実施された「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定に係る
業務説明会」（財務省及び経済産業省主催）における説明者から実務上の解決策が示されています。す
わなち、シンガポールで使用した原産フェルトの生産に使用された材料の生産工程を遡り、例えば、パ
キスタンの繊獣毛を使用していた事実を疎明できれば、産品である木製の事務用レタートレイの生産
には非原産材料（パキスタン製の線獣毛）を使用したことにより第 3.2 条 (c) の品目別規則を適用で
きるため、「軽微な工程」の微妙な判断から逃れることができます。
留意点を更に追加しておきます。税率差ルールの第 2.6 条 5（軽微な工程）は原産地規則第 3.6 条（軽
微な工程及び加工）とほぼ同じですが、税率ルールの「軽微な工程」は原産材料に対して、原産地規則
の「軽微な工程及び加工」は非原産材料のみに対して行われた場合に適用対象となることに差異があ
ります。また、抽象的な文言の適用に不安を感じる事業者の方も多いと思いますが、第 2.6 条 5 の「軽
微な工程」で「単純な」という文言については注で適用される範囲が限定されているので、原産材料に
対して「単純でない」加工を行った場合には、「原産材料のうち合計して最高価額を提供した国」では
なく、輸出締約国が RCEP 原産国となります。
注

この５の規定の適用上、｢単純な｣として規定される活動とは、専門的な技能又は特別に生産され、若し
くは設置された機械、器具若しくは設備を必要としない活動をいう。
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我が国への輸入の場合には、2021 年 12 月 10 日から、輸入産品に係る原産性判断に加えて、RCEP
原産国決定のための事前教示も可能となるので、次頁の税関ホームページ情報をご参照ください。
URL:

https://www.customs.go.jp/roo/information/rcep/exp_oshirase.html

特定産品への追加的要件の適用
次に、原則規定としての第 2.6 条 1 及び 2 の例外として、全く別の要件が課される品目について説
明します。
第 2.6 条 3

２の規定にかかわらず、輸入締約国により附属書Ⅰ（関税に係る約束の表）の自国の表の付録に
特定された原産品については、当該原産品が当該付録に定める追加的な要件を満たす場合に限
り、RCEP 原産国は、輸出締約国とする。

《参考》
付録

第 2.6 条（関税率の差異）３の規定に関する付録
１ この付録の規定の適用上、
(a)

｢追加的な要件」とは、原産品の輸出締約国が、第 3.5 条（域内原産割合の算定）の規定に必要
な変更を加えたものに基づいて算定するところにより当該原産品の価額の総額の 20%以上が当
該原産品の生産において付加された締約国であるとの要件をいう。（注）

注

この付録の規定に従い当該原産品の価額の総額を算定するに当たっては、第 3.4 条（累積）1 の規定にかか
わらず、他の一又は二以上の締約国において生産された産品又は材料は、その原産品又は原産材料としての
資格にかかわらず、非原産品又は非原産材料とみなす。

(b)

「期間」とは、日本国が追加的な要件を課する期間をいう。当該追加的な要件を課することは、
原産品が日本国による関税率の差異の対象である期間に限定される。

２ この付録の表に掲げる日本国の関税分類番号の 9 桁番号及びその品名は、それぞれ日本国の関税に係
る約束の表に掲げる日本国の関税分類番号の 9 桁番号及びその品名に対応するものである。

本規定は、冒頭に｢2の規定にかかわらず｣と規定されていることから、第2.6条2に優先します。その
ため、各締約国がそれぞれ付録に特掲する品目に対しては、第2.6条2 (輸出国で原産性を得る生産) の
規定は適用されず、付録に定める｢追加的な要件｣を満たす必要があります。この追加的要件とは、原産
性判断に使用する付加価値基準（控除方式又は積上げ方式）に必要な変更を加えた計算式に基づいて
算定される当該輸出締約国の生産において付加された価額（付加価値）が当該原産品の価額の総額の
20％以上であることです（no less than 20 per cent of the total value of the originating good has been
added in the production of that originating good）。さらに、注書きで、生産に使用された材料･産品に
ついては、原産性判断に使用できる累積規定の適用を不可とし、当該輸出国で生産された原産品のみ
を原産材料･原産品として計上することができます。
税率差ルールは、追加的要件が課される品目を除いて各締約国に共通のものなので、その適用に当
たっては同じ方式が採用されるべきと考えます。税率差ルールに適用される解釈基準は、付録の1(a)で
｢第3.5条（域内原産割合の算定）の規定に必要な変更を加えたものに基づいて算定する｣旨が規定され
ているので、同条2に規定されるとおり、(i) 産品の価額についてはWTO関税評価協定の規定に必要な
変更を加えて算定すること、(ii) 全ての費用については産品が生産される締約国において適用される
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一般的に認められている会計原則（GAAP）に従って記録し、保存されることになります。ただし、後
者の (ii) については各締約国の会計基準が適用されることから、全締約国において共通基準が使用さ
れるわけではないことに留意すべきです。
さらに、輸出締約国の付加価値を算定する上で重要な点は、｢当該原産品の生産において付加された
価額｣ (付加価値)が当該原産品の｢価額の総額｣の 20％以上となることです。このような基準を設定す
るのであれば、｢生産において付加された価額｣、｢価額の総額｣の明確な定義を置くべきでした。各締約
国共通の付加価値計算方式が適用されればよいのですが、各国で異なるものとなった場合には、RCEP
を最大限に活用すべく域内の多数国間でビジネス展開している企業にとっては相当念入りな準備と対
応が必要となり、必要な情報が行き渡るまでの間、実務上の困難が懸念されます。
もう一点付け加えると、我が国に輸入する場合、100 品目中の農産品の大半は原産性判断に関税分類
変更基準だけが適用されるため、材料等の価額情報は本来不要であるはずですが、税率差ルールでは
価額情報を入手しないと適用税率が決定できない仕組みになっています。そうなると、必要な情報の
入手ができないために本来享受できたはずの税率が適用されず、事実上、MFN 税率を含む最高税率の
適用となってしまいます。また、皮革、靴は、関税分類変更基準と付加価値基準が併用されるため、中
間締約国が関与する場合には、税率差ルール立証の手間を考えれば輸出者に対して付加価値基準での
原産性立証を要請すべきと考えます。
以上を踏まえた上で、付加価値計算式を具体例で考察してみましょう。なお、12 月 9 日の「地域的
な包括的経済連携（RCEP）協定に係る業務説明会」では税率差ルールの詳細な説明が省略されていた
ので、以下は筆者の個人的な意見であることに留意してください。
まず、計算式ですが、付録の 1(a)で｢第 3.5 条（域内原産割合の算定）の規定に必要な変更を加えた
ものに基づいて算定する｣旨が規定されているので、第 3.5 条で認められる控除方式と積上げ方式の双
方が認められると理解します。もしどちらか一方のみを使用すべきであるならば、その旨が明記され
るものと考えます。
【控除方式】
(i)FOB ― (ii)非原産材料の価額
RVC

＝

X

100

(i) FOB
(i) FOB は、輸出締約国における｢原産品の価額｣であれば何ら問題なく受け容れられるものと思い
ますが、｢原産品の価額の総額｣が FOB であるかについては、明文規定が存在しません。しかしながら、
付録 1(a)では輸出締約国における付加価値を算定することを求めているので、
「原産品の価額の総額」
は産品の生産が行われた輸出締約国の FOB 価額になると考えます。
(ii) 非原産材料の価額は、①産品の生産に使用される非原産材料の価額、②他の締約国の原産品であ
って原産性判断目的であれば原産材料としてカウントできる材料の価額が含まれます。問題となるの
は、次のロールアップ事例で、
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他の締約国の原産品が輸出締約国の原産材料を生産するための材料として使用されていた場
合に、当該他の締約国の原産材料だけを切り分けて当該他の締約国の原産材料として非原産材
料の価額に加えるのか、それとも、輸出締約国の原産材料の価額に含めてよいのか、
ということです。
｢追加要件｣を厳格に解釈すれば、完全トレーシングの実施を強要することになり、事実上、実施は極
めて困難となります。実務的に実施可能な解釈としては、非原産材料の特定は、産品の生産に直接使用
される材料（財務省が使用する用語では｢一次材料｣）のみに限定することですが、原産性判断における
｢軽微な工程及び加工｣による篩は原産材料には適用されないことから、他の締約国から輸入された原
産品（「一次材料」を生産するための「二次材料」）に自国の原産品（「二次材料」）を少し加える等
によって新たな自国原産品が出来上がってしまう（原産材料のみから生産される産品）ので、明確な線
引きが難しいところです。ただし、第 2.6 条 6 で「原産材料とは、最終的な産品の原産品としての資格
の要求において考慮された原産材料のみをいう。」という「一次材料」に限定するとも読める規定が税
率差ルールの他の部分には規定されていないことから、輸入国税関当局の迂回判断を予断させないた
めに、「追加要件」にあえて挿入していないとも読めます。
また、非原産材料には原産地不明な材料も含まれます（第 3.5 条 4）。産品の原産性判断におけるテ
クニックとして、使用材料の素性を把握した上で、その材料が原産材料であっても非原産材料であっ
ても原産資格に変更がない場合には、輸入国税関からの事後確認に備えるために、あえて非原産（原産
性不明）とすることがあります。しかしながら、税率差ルールにおいてあえて他の締約国の原産材料を
カウントしない旨の規定が置かれる状況にあっては、実態にあった取扱いをする方が無難であると考
えます。
結論として、完全トレーシングの実施を強要することになれば、事実上、実施は極めて困難となるこ
とから、明らかに迂回目的で軽微な加工を行って原産材料として計上することによって低い関税を適
用させる意図があるような、税関当局が疑義を持つかもしれない事例があることを前提とした上で、
他の締約国の原産材料は、原則、「一次材料」として最終産品に直接組み込まれる又はその生産に直接
使用される他の締約国の原産材料に限定して適用されるべきと考えます。日本国への輸入についてこ
のような事例に遭遇する場合には、躊躇なく税関当局から「RCEP 原産国」に係る事前教示を得ること
で、解決できる内容です。
【積上げ方式】
(ii)原産材料の価額＋(iii)直接労務費＋(iv)直接経費＋(v)利益＋(vi)他の費用
RVC

＝

X

100

(i) FOB
(i) 控除方式と同じ理由で、分母となる原産品の価額の総額は FOB として差し支えないと考えます。
(ii) 原産材料の価額には、他の締約国の原産材料･原産品は含まないので、輸出締約国で生産された
原産品･原産材料のみが計上されます。控除方式で述べた理由と同じで、輸出締約国での産品の生産工
程の上･中流部分で「二次材料」及び加工工程におけるそれ以前の材料として加えられた他の締約国の
原産材料･原産品については、明らかに特恵税率迂回の目的で軽微な加工を行って原産材料として計上
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することによって低い関税を適用させる意図がある場合を除いて、最終産品の一次材料として生産に
使用される時点で全て原産材料として計上して（すなわち、ロールアップを認めて）もよいと考えま
す。
(iii)直接労務費及び(iv)直接経費については、生産において付加された価額として全く問題なく計上
できるものと考えます。
(v)利益及び(vi)他の費用（例えば、生産された工場から輸出港までに要する輸送費等）については、
TPP11 のネットコストで排除されているとおり生産に直接的に関係するものではありませんが、内国
付加価値として計上するには問題ないと考えます。控除方式での付加価値算定を容認するのであれば
これらの費用は内国付加価値に含まれるので、積上げ方式の付加価値算定で利益及び他の費用をあえ
て排除すべき理由はありません。
生産に使用された原産材料を提供国別に合計した場合、最大となる締約国
第 2.6 条 4

２及び３の規定によって原産品の輸出締約国が RCEP 原産国であると決定されない場合には、
当該原産品の RCEP 原産国は、輸出締約国における当該原産品の生産において使用された原産
材料のうち合計して最高価額のものを提供した締約国とする。この場合において、当該原産品は、
RCEP 原産国のその原産品について適用される関税上の特恵待遇を受ける。

本規定は、優先順位が上位にある規定の適用によって原産国を決定できない時に最終的な決定を行
う規定です。本規定の判断基準は付加価値ではなく、原産材料の価額に焦点を当てて累計で最大額を
提供した国を RCEP 原産国とします。材料費のうち原産材料のみを対象とすることから、当該原産材
料が有税品であれば原産地証明書が添付されてくるので、生産者にとっては比較的容易に原産国決定
できるものと思います。しかしながら、輸出者と生産者が異なる場合には、生産者が輸出者に対して情
報提供しにくい面があると考えます。
他の締約国の原産材料の価額は、関税評価協定に従えば輸出締約国に輸入された時点での CIF 価額
になりますが、輸出締約国で国内調達した材料が他の締約国の原産材料である場合、第 3.5 条 3(b) （確
認可能な最初に支払われた又は支払われるべき価額）を適用して、判明しうる限り輸入時点での CIF
価額に近い国内購入価額を採用することになります。
輸出締約国で生産された原産品の生産工程の上･中流部分で加えられた他の締約国の原産材料･原産
品については、既述したとおり、明らかに迂回目的で軽微な加工を行って原産材料として計上するこ
とによって低い関税を適用させる意図がある場合を除いて、最終産品の一次材料として生産に使用さ
れる時点で原産材料を判断してよいと考えます。
「軽微な工程」の定義
第 2.6 条 5

（前掲）
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便宜的な適用税率決定方法
第 2.6 条 6

１及び４の規定にかかわらず、輸入締約国は、輸入者に対し、次のいずれかの関税上の特恵待遇
を要求することを認める。
(a) 輸入締約国が、原産品の生産において使用された原産材料を提供する締約国からの同一の
原産品について適用する各関税率のうち最も高い関税率。ただし、当該輸入者がその要求
を証明することができる場合に限る。原産材料とは、最終的な産品の原産品としての資格
の要求において考慮された原産材料のみをいう。
(b) 輸入締約国が、締約国からの同一の原産品に適用する各関税率のうち最も高い関税率

以上、税率差ルールの適用について説明してきましたが、そもそも、そのような面倒な手続きを踏ま
なければ RCEP 税率が適用できないのであれば、
RCEP など存在しないものとして既存の二国間協定、
TPP11、日アセアン協定などを活用すればよいとの感想を持つ事業者の方がいても不思議ではありま
せん。RCEP 税率が既存 EPA 税率よりも高い場合には、既存 EPA の活用が当然の選択であるとは思
いますが、現在のところ、中国、韓国とは RCEP でしか特恵貿易関係に入れません。したがって、煩
瑣な手続きを避けつつ、MFN 税率よりも若干なりとも有利な特恵税率を適用したいという場合には、
第 2.6 条 6 の輸入者による便宜的な適用税率決定方法を選択することができます。
この方法には、２通りあります。二つの方法の中で、より有利な税率を適用する方法として第 2.6 条
6(a) があります。すなわち、
(a)

輸入者は、原産品の生産において使用された原産材料を提供する締約国からの同一の原産品に
ついて適用する各関税率のうち最も高い関税率を申告できます。

なぜ、(b)の方法よりも有利な税率の適用が可能かというと、我が国の場合、税率差は中国、韓国、
その他の締約国の３グループに分けられるため、生産に関与した締約国のうち原産材料を提供した国
が中国、韓国以外であることを立証することにより、アセアン、豪州、NZ のグループのどの複数国が
原産材料を提供したとしても最高税率は同じとなり、このグループの EPA 税率の適用が可能です。
ただし、この規定においても原産材料を提供した国を特定する必要がありますが、その価額を比較
する必要はなく、単に締約国名の把握のみで足ります。ただし、当該輸入者が、使用された原産材料が
そのグループの締約国であると証明することができる場合に限られます。また、原産材料とは、最終的
な産品の原産品としての資格の要求において考慮された原産材料のみをいうため、前述の「一次材料」
レベルの原産材料を把握すれば十分ということになると考えます。
そのような原産材料の把握が困難、又は余計な手間を省きたいという事業者の方には、最後の方法
として(b)の方法があります。この方法では、
(b)

輸入者が、締約国からの同一の原産品に適用する各関税率のうち最も高い関税率を申告できま
す。

この方法は、原産品である限り、EPA 税率適用の可能性を残すものですが、中国又は韓国、或いは
その両国に非譲許設定がある場合には、MFN 税率が最も高い税率として適用されることになります。
それでは、せっかくの原産性判断に要した時間と手間が無駄になるので、少なくともいずれの締約国
にも MFN 税率よりも低い税率が譲許されている場合に限っての使用ということになります。
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2021 年 12 月 9 日に実施された「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定に係る業務説明会」で共有
された資料（「地域的な包括的経済連携（RCEP）協定 【原産地規則･原産地手続等】」17、23 頁）に
よると、「輸出者又は生産者による原産地申告（自己申告）は、輸出国と輸入国の双方で導入された場
合（発効時は、日本、豪州、NZ のみ）に限って利用可能」である旨の説明があり、自己申告書類とし
ての原産品申告書の項目 8（RCEP 原産国）には、以下を記載すべきとしています。

したがって、（a）の方法を選択した場合には、締約国名と併せて「＊」を、（b）を選択した場合に
は、締約国名と併せて「＊＊」を記載することが必要となります。
第三者証明による場合の取扱いは、前述の説明会資料では明確な説明がありませんでした。これは、
輸入相手国への照会から始まり、先方の対応が確定しないと周知できない性格のものなので、情報の
共有は発効後にずれ込む可能性も否定できません。
以上で RCEP 税率差ルールの説明を終えます。他の締約国の状況が判明した段階で月刊 JASTPRO
にフォローアップ記事を掲載する予定です。
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記事4．国連CEFACTからのお知らせ
6 December 2021:
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project “Sustainable Development
and Circular Economy Reference Data Model”. Reference Data Models (RDMs) provide a
comprehensive subset of the UN/CCL (UN Core Component Library) and its associated code lists with
all the information pertinent to a sector of activity such as Buy-Ship-Pay Reference Data Model (BSP
RDM), Supply Chain Reference Data Model (SC RDM), Cross-Border Management Reference Data
Model (CBM RDM) or Multi-Modal Transport Reference Data Model (MMT RDM). This project aims
to provide a Sustainable Development and Circular Economy Reference Data Model (SDCE RDM) as a
view on the top-level BSP RDM within the UN/CEFACT semantic library. If you would like more
information, please contact the project lead: Gerhard Heemskerk.
国連 CEFACT は、
「持続可能な開発と循環型経済参照データモデル」プロジェクトへの参加を呼び
掛けています。参照データモデル（RDM）は、国連 CCL（コア要素ライブラリ＝国連 CEFACT 共通
辞書）の包括的なサブセットと、関連するコードリストに、Buy-Ship-Pay 参照データモデル、サプラ
イチェーン参照データモデル、越境管理参照データモデル、またはマルチモーダル輸送参照データモ
デルなどの活動セクターに関連する全ての情報を提供します。このプロジェクトは、国連 CEFACT セ
マンティック・ライブラリにおけるトップレベルの Buy-Ship-Pay 参照データモデルのビューとして、
持続可能な開発と循環型経済参照データモデルを提供することを目標としています。詳しく知りたい
方はプロジェクトリーダーの Gerhard Heemskerk にご連絡ください。

6 December 2021:
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project “Extension Textile and Leather
BRS part 2: Use case and CCBDA data structure supporting product circularity”. The project’s purpose
is to update and publish the Textile and Leather BRS (Business Requirement Specification) part 2 with
an additional use case and CCBDA (Core Component Business Document Assembly) data structure to
support the reuse and recycle stages of the value chains through a digital representation and exchange of
circular product and material data. If you would like more information, please contact the project
lead: Virginia Cram-Martos.
国連 CEFACT はプロジェクト「延長 繊維と皮革 BRS 第 2 部：ユースケースと製品循環性を支援
する CCBDA データ構造」への参加を呼び掛けています。このプロジェクトの目的は、繊維と皮革 BRS
（ビジネス要件仕様）第 2 部にユースケースを追加し、CCBDA（コア要素・ビジネス文書集）データ
構造を更新して公開することで、循環型製品と素材データのデジタル表現とデータ交換を通じて、バ
リューチェーンにおける再利用とリサイクル段階をサポートすることです。
ロジェクトリーダーの Virginia Cram-Martos にご連絡ください。
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詳しく知りたい方はプ

6 December 2021:
The UN/CEFACT secretariat is pleased to announce that the UN/EDIFACT directories version
D.21B has been validated by the Validation Focal Point and officially published. It is now available for
browsing in the UN/EDIFACT section of the UN/CEFACT website. and can be downloaded from
the UN/EDIFACT Directories.
国連 CEFACT 事務局は、UN/EDIFACT ディレクトリ・バージョン D.21B が検証フォーカル・ポ
イントによって検証され、正式に公開されたことをお知らせします。ディレクトリは、国連 CEFACT
サイトの UN/EDIFACT セクションで閲覧できるようになりました。UN/EDIFACT Directories ペ
ージからはダウンロードも可能です。

2 December 2021:
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project “Code lists and identifiers
guide for the garment and leather sector project”. The project’s purpose is to publish a reference guide
for code lists and identifiers for the Garment and Leather sector, which can be used for information
entities residing in the textile and leather data model. The code lists and identifiers can be internal
(developed and published by UNECE/UNCEFACT) or external (developed and published by other
standards developing organizations). If you would like more information, please contact the project
lead: Gerhard Heemskerk.
国連 CEFACT は、
「衣服及び皮革分野プロジェクトのコードリストと識別子ガイド」プロジェクト
への参加を呼び掛けています。このプロジェクトの目的は、衣服と皮革分野のためのコードリストと
識別子の参照ガイドの公開であり、この参照ガイドは衣服と皮革データモデルにおける情報項目で使
用できます。コードリストと識別子は、内部（UNECE/CEFACT によって開発及び公開されたもの）
でも外部（他の標準開発機関によって開発と公開されたもの）でも利用可能です。詳しく知りたい方は
プロジェクトリーダーの Gerhard Heemskerk にご連絡ください。

2 December 2021:
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project “CII Light”. This project aims
to develop a subset of the CII that will be functional for a majority of operations and compatible with
regulatory requirements in a majority of countries. This would strip away the industry-specific elements
and produce a generic invoice that could be used as a basis for international trade operations. It is hoped
that this lighter subset would be easier for organizations to implement and exchange with others. It would
be suggested that any extensions to cover industry-specific elements either use directly the complete CII
or they make extensions solely based on the CII. If you would like more information, please contact the
project lead: Nariné Aldasheva.
国連 CEFACT は、
「CII ライト」プロジェクトへの参加を呼び掛けています。このプロジェクトの目
的は、大多数の業務で機能し、大多数の国の規制要件に準拠した CII（業界横断インボイス）のサブセ
ットを開発することです。これにより、業界特有の要素が排除され、国際貿易業務の基礎として使用で
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きる汎用的インボイスが作成される。この軽量なサブセットが、組織が他の組織との実装や交換を容
易にすることを期待します。業界固有の要素をカバーする拡張は、完全版 CII を直接使用するか、CII
のみを基に拡張を行うことが推奨される。詳しく知りたい方はプロジェクトリーダーの Nariné
Aldasheva にご連絡ください。

2 December 2021:
The Core Component Library (CCL) D21B and XML Schema D21B have been validated by the
Validation Focal Point and published in the UN/CEFACT website.
コア要素ライブラリ（国連 CEFACT 共通辞書） D21B 版と XML スキーマ D21B 版は、 検証
Focal Point に検証され、国連 CEFACT のサイトに掲載されています。

23 November 2021:
This is to announce the inter-sessional approval of the Mandates and Terms of Reference of the
Advisory Group on the United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE)
until 23 January 2022. If there are any comments, please submit these to the secretariat.
国連貿易輸送地名コード（UN/LOCODE）諮問グループの任務及び付託条項の中間審査は、2022 年
1 月 23 日までです。ご意見がございましたら、事務局に提出してください。

22 November 2021:
This is to announce a 60-day public review until 2022-01-22 concerning the White Paper on Open
Finance to Support Trade Facilitation. Please use the Public Comment Log provided to facilitate the
preparation of a Disposition Log by the Project Team.
「貿易円滑化支援のためのオープンファイナンスホワイトペーパー」について、60 日間公開レビュ
ー（2022 年 1 月 22 日まで）が開始されたとの告示です。プロェクトチームは集まった意見を処理し
てください。

22 November 2021:
This is to announce a 60-day public review until 2022-01-22 concerning the Inter-ledger Preferential
Certificate of Origin project. Please use the Public Comment Log provided to facilitate the preparation
of a Disposition Log by the Project Team.
「元帳間特恵原産地証明書プロジェクト」について、60 日間公開レビュー（2022 年 1 月 22 日ま
で）が開始されたとの告示です。プロェクトチームは集まった意見を処理してください。
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記事5．国連CEFACT 日本委員会からのお知らせ
2021 年 11 月
国連 CEFACT 標準に準拠した EDI を日本国内に普及促進するために、
「国連 CEFACT コード DMR」
と「国連 CEFACT 準拠国内コード表の登録管理」の手続きを、国連 CEFACT 日本委員会の作業部会
であるサプライチェーン情報基盤研究会と標準促進委員会が共同で取り纏め、
「国連 CEFACT 標準準
拠：コード及びコード表の管理手順」＊として、国連 CEFACT 日本委員会・運営委員会の承認のもと
発行しました。
http://www.caos-a.co.jp/SIPS/documents/CIEDI_CodeManagementGuide.pdf

＊
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記事6．JASTPRO DXへの道

第二話「IT化とDXの関係は？」
庶務室長

古内 登美雄

根本的な課題。それは、IT 化と DX の違いを

なるほど、明快ですね！ つまり、まずは IT 化

良く理解して取組みを進めているのか、という点

を進めること。それが DX への道そのものである

です。前号のとおり仕事の IT 化を試みてはいる

と理解いたしました。

ものの暗中模索。そんな中で若手が数名入職し、
当協会の紙の多さに閉口してワークフローシス

思い返せば、かつて「アナログ人間」という表

テムの導入検討も始まりました。しかし、冒頭の

現を免罪符にして IT 機器の利用を避けたがる人

疑問はずっと心中くすぶり続ける毎日でした。

たちがおりました。以前勤めていた職場でワープ
ロ（！）の操作説明会が行われた際、講師の方が

本連載の主題である DX。すっかり人口に膾炙

「どんどん触って覚えましょう」と笑顔で呼びか

した言葉ではあるものの、私の感覚では今も「デ

けた際、積極的に触るのは若手職員、触らないの

ラックス」。
「デジタルトランスフォーメーション」

が年配の管理職だったことを思い出します。一方

を意味するということですが、なぜトランスフォ

で、最近こんなエピソードも聞きました。幼稚園

ーメーションが「X」なのか？ そして当協会の IT

の教室にタブレットコンピュータを置いたら、見

化に向けたチャレンジは、DX とは違うのか？

たことも聞いたこともなかったのにみんな興味
津々に寄ってきて半日もしないうちにすっかり

この疑問を、改めて調べてみました。IT 化は

慣れて遊んでいたというのです。

「省力化、効率化、自動化」などを実現すること。
一方 DX は、経産省によれば「企業がビジネス環

IT は怖い、難しい、避けたいというのは遠い

境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術

昔のお話。今の IT はとてもフレンドリーで便利

を活用して顧客や社会のニーズを基に、製品やサ

なもの。そんな認識で取組みを続けていけば、そ

ービス、ビジネスモデルを変革するとともに業務

れが DX への道となって、新しい価値を皆さまに

そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を

お届けできる日が来るのではないか。少し、光が

変革し、競争上の優位性を確立すること」とのこ

見えてきました。
（つづく）

と。うーん？ 正直まだよくわかりません。
そんな中、新戦力となった若手職員は次々と
IT 化の施策を打ち始めます。そこで、この疑問
をぶつけてみました。返ってきた答えは「IT 化
は DX の下支えなんです。IT 化は DX の必要条
件だけど、十分条件ではないと考えています」と
いうもの。

-46-

編

集

後

記

私に ESG や透明性、トレーサビリティの重要性を認識させたのがラナ・プラザ事故だと言っても過
言ではないと思います。ラナ・プラザとは、バングラデシュにあるラナ・プラザというビルです。ビル
には違法増築や違法な発電機設置など様々な問題があり、すでに亀裂が入っていました。2013 年に、
発電機とビル内縫製工場の数千台のミシンの振動が一致になって、建物の崩壊を引き起こし、縫製工
場の女性従業員のみならず、同じビルの保育園にいた従業員の子供も巻き込まれ、1100 人超の死者と
2500 人超の負傷者の大惨事になりました。
ESG について調べているとこの事件が出てきて、とても驚きました。ビルのオーナーと工場経営者
がどれだけ悪徳でも、発注企業がコストばかり考えないで、もっと工場の情報を収集していれば、この
工場を選ぶことはなかっただろうし、事故も起きなかったと思います。二度とこのような事故を起こ
さないために、ESG の促進はもちろん大事ですが、ある人の選択が他人の生活を左右するとの想像力
を持って生きることが、さらに大切だと思います。（Ｓ）

本年もご購読ありがとうございました。また来年もよろしくお願い申し上げますとともに、
皆様のご多幸をお祈り申し上げます。（JASTPRO 一同）
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