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短期集中連載 日本のベース・レジストリ戦略と JASTPRO コードの未来 
第一話（全三話） 「世界と日本のベース・レジストリ」 

 
上席調査員 幸田 周平 

 
今月号より、「日本のベース・レジストリ戦略と JASTPRO コードの未来」 と題した短期集中連載

を 3 回に分けてお届けします。第 1 回では、ベース・レジストリとは何か、世界の先進事例、日本の
現状と課題をご紹介いたします。  
 
1. ベース・レジストリとは？  

 
ベース・レジストリという言葉をご存じでしょうか。「また新しいカタカナ言葉が出てきたな」とい

う声もありましょうが、まずは日本政府による定義を確認してみます。  
 
2020 年 12 月 21 日に公開された『データ戦略タスクフォース 第一次とりまとめ』1という政府デジ

タル・ガバメント閣僚会議決定によると、ベース・レジストリは「公的機関等で登録・公開され、様々
な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確
保された社会の基盤となるデータベース」と定義されています。また同文書では『ベース・レジスト
リ・ロードマップ』が別紙として用意され、具体的な整備方針が記されました。 

 
ベース・レジストリは「全ての社会活動の土台であり、デジタル社会における必須の環境」とあり、

「データ活用環境の中核となる」とも記載されています。キーワードとして出てくるのは「ワンスオン
リー」「ワンストップ」「スマートシティ」「データマネジメント」・・・カタカナばかりで閉口しますが、
IT に関わる用語は日本語に言い換えると却ってわかりにくくなることも多く、これは仕方がないこと
なのかも知れません。 

 
ここでは、「ワンスオンリー」と「データマネジメント」について簡単に触れてみます。この二つは

とても大切な考え方で、一度登録したデータはきちんと管理した上でとことん再活用しましょう、と
いうものです。これが実現されると、役所でいったん手続きを行えば、再度同じことを別の手続きの際
に書かなくても良くなります。もうこれだけで便利さが実感できるのではないでしょうか。 

 
例えば新型コロナ禍で記憶に新しい特別定額給付金申請を思い出してください。この時は、国はオ

ンラインでの申請を推奨したものの、データの不備が続出して紙で処理した方が早いとする自治体が
相次ぎました。「ワンスオンリー」も「データマネジメント」も実現できていないことを示す、大変残
念な事例です。 

 
1 https://www.soumu.go.jp/main̲content/000725147.pdf  

https://www.soumu.go.jp/main_content/000725147.pdf
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この例からもわかるように、現時点の日本は社会活動における土台が実はしっかりしておらず、デ

ジタル社会を実現する準備が整っているとは言えない状況です。ベース・レジストリの整備を政府が
急いでいる理由もわかります。それでなくても IT 後進国と揶揄される日本がデジタル化でまた世界に
後れを取ってしまえば、今度こそ本当の意味で時代遅れのオワコン国家になってしまうことでしょう。 

 
2. 世界の状況と先進事例  

 
さて、世界は今どうなっているのかも確認しておきましょう。政府・IT 総合戦略室が公開した資料

2によれば、参考情報としてデンマーク、オランダ、チェコ、スロバキア、エストニア、英国、米国、
韓国、中国、シンガポール、インドなどの状況を調査・整理しており、「個人、法人、土地、不動産、
自動車を、ベース・レジストリにしている国が多い」と分析しています。  

 
ここでは例としてエ

ストニアの事例3をご紹
介します。エストニア共
和国は、北ヨーロッパに
位置する人口約 133 万、
面積は 45,227 平方 km
（ 九 州 本 島 の お よ そ
1.23 倍）の国で、バルト
三国の最も北に位置し
ています。エストニアで
は今から 30 年も前の
1990 年代からデジタル
社会を整備し始めてき
ました。バルト三国は、
1991 年にソビエト連邦
から独立し、エストニア

 
2 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/data̲strategy̲tf/dai1/siryou2.pdf  
3 エストニアの情報、事例は以下サイトを参考にしました。   
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/key-facts-and-figures/life-eu̲en  
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/estonia-advanced-digital-society-here-s-how-that-helped-it-
during-covid-19/  
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/   
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/government-data-
management-for-the-digital-age  
https://e-estonia.com/data-tracker-build-citizen-trust/  
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/estonia/data.html#section1  

エストニアの位置  出典：白地図専門店 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/data_strategy_tf/dai1/siryou2.pdf
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/key-facts-and-figures/life-eu_en
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/estonia-advanced-digital-society-here-s-how-that-helped-it-during-covid-19/
https://e-estonia.com/solutions/e-identity/id-card/
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/government-data-management-for-the-digital-age
https://e-estonia.com/data-tracker-build-citizen-trust/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/estonia/data.html#section1
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は、伝統的にロシアへの警戒心が強く、1991 年の独立以来、欧州への復帰を目指し、北大西洋条約機
構（NATO）、欧州連合（EU）加盟を最大の外交目標とし、2004 年 3 月及び 5 月にそれぞれ加盟を実
現し、EU 寄りの外交基本方針をとっており、安全保障政策の観点からも電子化を進めているとの分析
4もあります。 

 
目的はともあれ、エストニアでは、国民が持つ ID カードひとつでさまざまな機能を利用することが

できます。EU 域内を移動できるパスポート・健康保険証として活用できることはもちろん、選挙にお
ける電子投票も実現しており、すでに約半数弱の投票が電子化されています。公共サービスは既にオ
ンライン移行しているため、新型コロナ禍におけるロックダウンの際も、99％のサービスが問題なく
続行できたとのことでした。他にも、子どもが生まれたら自動的に福祉サービスが提供される仕組み
が整っているなど、一歩進んだ社会が実現しています。 

 
エストニア国民は自分自身のデータを保有することが前提で、オンラインで誰が自分のデータを見

たのかを確認することも出来る仕組みがあるとのこと。国民の IT リテラシー向上とプライバシー保護
の仕組みの確立も大きなポイントと言えましょう。  

 
当然ながらこのような社会を実現するまでの道のりは険しかったものと推察されます。特にデータ

管理や閲覧に関するルールの整備を通じた透明性の確保と信用の構築をどのように実現したのか。技
術的な側面だけでなく、社会的な側面からも学ぶことは多そうです。 

 
3. 日本における取組み：問題点と課題 

 
それでは、日本の現状を確認するため、『ベース・レジストリ・ロードマップ』をもう一度参照して

みます。  
 
まず、ベース・レジストリについては「レジストリという単語が示すとおり『正規に登録された情

報』」であることが強調されています。これは 2022 年 5 月 19 日に公布されたデジタル社会形成基本法
においても、第 31 条においてベース・レジストリを「公的基礎情報データベース」と言い換えている
ことからも読み取れます。そして「日本では台帳等が相当する場合が多い」という説明があります。 

 
すでに台帳がベース・レジストリであるかのような記述ですが、残念なことに現時点で存在する正

規に登録された情報、つまり台帳の類はベース・レジストリとして使い物になりません。もともとデジ
タル前提ではない環境で整備された台帳ですから、基本は「紙」。デジタル情報として活用するには超
えるべき大きな関門が存在します。 

 

 
4 https://www.ibm.com/blogs/smarter-business/business/dx-estonia/  

https://www.ibm.com/blogs/smarter-business/business/dx-estonia/
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例えば、日本では漢字・ひらがな・カタカナといった多様な文字種が使われています。アルファベッ
トしか使わない欧米とは比較にならないレベルで日本語のコンピュータ利用が難しいことは、昔から
コンピュータを利用されていた方には強く共感いただけることでしょう。多様な文字種は高い表現力
を実現する一方で、表記の揺れ、あるいは同じ読み方でもさまざまな字体が存在するなど、標準化を困
難なものとしています。漢字を本格的に取り扱う登記情報などの行政システムが本格稼働するのは
1980 年代も後半に入ってからのことです。 

 
また、いったん電子化されていたとしても、文字入力ソフトに登録されていない「外字」がそのまま

残っているという問題もあります。「ト（カタカナ）」と「卜（漢字、ぼくと読む）」、「ー（長音記号）」
と「－（マイナス記号）」のように、コンピュータが解する文字コードは異なるが、人が文字の見た目
の形状で混同し誤入力されてしまった例もあります。さらに、グローバル化により中国など漢字圏の
国の人名、社名などの正字表記に使用されている文字種や文字コードの取り扱い方もますます重要に
なっていきます。 

 
こういった例によって同じ事物を示すはずの情報に別の文字が使われ、結果として別のレコードと

して扱われてしまうとレジストリが正しく機能しなくなります。そのため、まずは標準化された文字
基盤を利用したり、コードを上手に設計したりという対策を行った上で既存の情報をデジタル化して
いく必要があります。これが大変骨の折れる作業であることは想像に難くありません。 

 
そして、すべてのデータベースをゼロから完璧に構築するのは現実的ではありません。そこで、社会

的ニーズや経済効果、即効性の高いものについては、今ある情報源を活用して整備するというアプロ
ーチを取ることになっています。2021 年 5 月には、『ベース・レジストリの指定について』5という文
書が公開されました。ここでは「早期にベース・レジストリとしての利活用を実現するものとして指定
するデータ」を区分 1 として既存のデータを指定し、「今後ベース・レジストリとして整備のあり方を
含め検討するものとして指定するデータ」を区分 2 としてゼロベースに近い状態から整備していくと
いう戦略が書かれています。 
 

表 1：区分 1 として指定する法人分野の情報（『ベース・レジストリの指定について』より抜粋） 
分野 指定項目 指定データ等 所管部門 

法人 会社法人等番号 商業・法人登記簿 法務省 

商号（法人名） 

本店（所在地） 

法人番号 法人番号公表サイト 国税庁 

法人資格 gBizINFO 経済産業省 

決算情報 EDINET 金融庁 

 
5 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/SpecifyingBaseRegistry.pdf  

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/SpecifyingBaseRegistry.pdf
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表 2：区分 2 として指定する法人分野の情報（『ベース・レジストリの指定について』より抜粋） 
分野 指定項目 指定データ等 所管部門 

法人 決算情報 官報（決算公告） 国立印刷局 

役員・資本金 商業・法人登記簿 法務省 

事業所情報 （マスターデータを整備する必要あり） 

 
ここでは、例として同文書より区分 1 と区分 2 に分類されたデータのうち法人分野のデータをご紹

介します。表 1 が区分 1．表 2 が区分 2 に分類されたデータの一覧です。区分 1 では具体的な既存デ
ータが指定されており、まずは使ってみてベース・レジストリの効果を実感していこうという意図が
読み取れます。そして表 2 に示された区分 2 では、法人における事業所情報のように「マスターデー
タを整備する必要あり」として、デジタル社会実現のために欠かせないが今は適したデータがなく、こ
れから整備していくべきものが挙げられていることがわかります。 

 
ただし、このデータ選定にはやや疑問も残ります。ベース・レジストリは現実世界をデジタル世界と

一致させる「デジタルツイン」6を実現させるためのデータベースですから、データのトラスト7は何に
も増して重要です。法人における指定データとして登記情報が挙げられていますが、登記は現場に赴
き存在確認するわけではなく書類審査によって行われるもの。ペーパーカンパニーを設立できてしま
うような情報は果たしてベース・レジストリとして適しているのでしょうか。無論これは登記情報に
限った問題ではなく、既存データの活用やこれから区分 2 として選定・構築するデータにも当てはま
ります。時間やコストをかけすぎることなく実在と情報を一致させ、さらには一定期間毎に確認する
ことで情報の鮮度を保つような取組みも、ベース・レジストリの健全な運用には欠かせないアクティ
ビティになっていくでしょう。 

 
以上、連載第 1 回はベース・レジストリの概要や課題をご紹介いたしました。次回は JASTPRO コ

ードについて。当協会にしか出来ないレベルで徹底的に掘り下げた内容をお届けします。お楽しみに。 
  

（つづく） 

 
6 大量の質の高い信頼できるデータが相互に連携し、「地理空間、ヒトや組織、時間」といった構成要素から成り
立つ現実世界をサイバー空間で再現すること https://www.soumu.go.jp/main̲content/000725147.pdf  
7 「該当データが主張されているとおりのものであること（真正性）」、「該当データが改ざんされていないこと（完
全性）」の点が確保されることを指す。https://www.soumu.go.jp/main̲content/000725147.pdf  

https://www.soumu.go.jp/main_content/000725147.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000725147.pdf
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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―⑥ 
「アフリカにおける貿易取引等の電子化に関する調査」（2015 年実施）につき 

現況に基づいて情報を更新する 
 

シニア・アドバイザー 渡邊 浩吉 
 
（本調査はアフリカ 54 か国につき実施し、不定期に分割掲載します。） 
Ⅱ アフリカにおけるシングルウィンドウ等の調査（続き） 
Ａ 各国の概要とシングルウィンドウ 
 
各国の位置 
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調査対象国（全アフリカ）一覧表 
（シングルウィンドウの進捗： 〇＝稼働中 △＝開発/構築中 ×＝なし） 

項目 国名 2015 年 現在  項目 国名 2015 年 現在 
1 アルジェリア × △  28 セネガル 〇 〇 

2 アンゴラ × △  29 ソマリア × × 

3 ウガンダ × 〇  30 タンザニア × 〇 

4 エジプト × 〇  31 チャド × × 

5 エスワティニ × △  32 中央アフリカ × × 

6 エチオピア △ 〇  33 チュニジア 〇 〇 

7 エリトリア × ×  34 トーゴ △ 〇 

8 ガーナ 〇 〇  35 ナイジェリア 〇 〇 

9 カーボベルデ × ×  36 ナミビア × × 

10 ガボン × 〇  37 ニジェール × △ 

11 カメルーン 〇 〇  38 ブルキナファソ 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
シペ 

× △  47 モザンビーク 〇 〇 

21 ザンビア × △  48 モーリシャス 〇 〇 

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 〇 〇 

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 〇 〇 

27 赤道ギニア × ×  54 レソト × △ 
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＜49＞ モーリタニア 
 

国名 モーリタニア・イスラム共和国 

 Islamic Republic of Mauritania 

首都 ヌアクショット (Nouakchott)  
  

規模 面積（万㎢） 103  
人口（万人） 453 （2019 年 世銀） 

GDP（億ドル） 76 （2019 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,660 （2019 年 世銀） 

概要 西アフリカのイスラム教を国教とする、アラブ系住民の国。公用語はアラビア語。1960 年
に独立するまでフランス連合植民地であったため、フランス語も通用する。政治的には穏健
中立で、フランスをはじめとする先進諸国と関係強化に注力。農業、漁業及び牧畜など第一
次産業が主。たこ・イカなどの水産物および鉄鉱石の輸出により外貨収入を得る。近年オフ
ショア油田・ガス田が確認されたが、技術的な問題もあって経済を支える柱にはなっていな
い。 

貿易 輸出額 29 億ドル （2019 年 ITC） 

輸出品 鉄鉱石、魚介類、貴金属 

輸出相手 中、スイス、スペイン 

対日輸出額 253 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸出品 たこ等水産物、鉄鉱石等 

 
輸入額 35 億ドル （2019 年 ITC） 

輸入品 石油製品、機械類、船舶類 

輸入相手 UAE、スペイン、中 

対日輸入額 25 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸入品 タイヤ、自動車、漁船用モーター 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 未構築 
[2015 年調査]  
シングルウィンドウは未構築であった。 
 
モーリタニアにおいては、シングルウィンドウ
は未構築のままである。 
 
≪参考≫ 
 税関システムの ASYCUDA は 2016 年に

ASYCUDA World が導入されたことにより、
国家の歳入は大幅に増大したとの報告があ
る。 
因みに 2017 年段階で国内 16 か所の税関の
内、15 か所が電子化され、取り扱われた件
数は次の通りとなる。 
マニフェスト   2,388 件 
Waybill  44,582 件 
輸入申告  83,466 件 
輸出申告  11,431 件 
通過貨物手続   9,230 件 

 本年 2021 年 7 月に更新された Export 
Enterprises SA 社の情報をみると、現在の
モーリタニアの貿易手続には、次の点に留
意が必要である。 
 モーリタニアの関税率は 20%、5%、0

の３種類で、それぞれ一般レート、最恵
国レート、生活必需品レートとなる。そ
の他、統計税としてほぼ全てに 3％が課
せられ、農産品には季節により追加課
税がある。 

 5,000 米ドル以上の案件では、輸出者は
SGS8社に連絡をとり検査済証を発行し
てもらう必要があるという船積前検査
は現在も継続している模様である。 

 
 

 
8 Société Générale de Surveillance S.A. 国際検査会社 

≪この項の主な参考資料≫ 
 https://www.lloydsbanktrade.com/en/mar

ket-potential/mauritania/customs 
 https://asycuda.org/en/case-studies/#  

 

https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/mauritania/customs
https://asycuda.org/en/case-studies/#
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＜50＞ モロッコ 
 

国名 モロッコ王国 

 Kingdom of Morocco 
首都 ラバト (Rabat)     

他に カサブランカ（最大都市）、マラケシュ 
規模 面積（万㎢） 45  

人口（万人） 3,603 （2018 年 世銀） 

GDP（億ドル） 1,119 （2018 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 3,090 （2018 年 世銀） 
概要 北アフリカに区分されるが、スペインとの間のジブラルタル海峡を挟んで、北側を地中海に、

西側を大西洋に面した、アフリカ大陸の北西角に位置する。基本的にイスラム教（スンニ派）
のアラブ人の国として、アフリカ諸国および地中海諸国、近傍の欧州各国、歴史的に関係の
深い米国等と良好な関係を保つ、多角的な政策をとっている。1956 年に独立するまではフラ
ンスの保護領であったため、公用語のアラビア語、ベルベル語の他にフランス語も通用する。 
農業が主だが、工業化を推進、自由市場を基盤とした経済を進める。 
FTA は EU、米国、中国など 10 か国ほどと締結している。 

貿易 輸出額 294 億ドル （2018 年 モロッコ為替局） 

輸出品 自動車関連、燐鉱石、燐酸、衣類、電子部品 

輸出相手 スペイン、仏、米、伊、インド 

対日輸出額 150 億円 （150 百万ドル 2018 年モロッコ為替局） 

対日輸出品 魚介類（タコ、イカ）、電子部品、燐鉱石、寒天 

 
輸入額 511 億ドル （2018 年 モロッコ為替局） 

輸入品 エネルギー、農業・産業用機械・設備類、消費財 

輸入相手 スペイン、仏、中、米、伊 

対日輸入額 259 億円 （259 百万ドル 2018 年モロッコ為替局） 

対日輸入品 乗用車、産業用車両、機械類 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ Port Net を軸に付加
価値を高めている。 
[2015 年調査]   
Port Net がシングルウィンドウとして機能し
ていた。 
 
Port Net 
 経緯 

多くの国では税関が主体となって進めら
れるシングルウィンドウだが、モロッコの
場合は、港湾局が、主要港であるカサブラ
ンカのデジタル化を目指し、国家港湾協会
シ ス テ ム (National Port Community 
System)を 2011 年に構築したものが、2014
年にシングルウィンドウとなった経緯が
ある。 
従って最初は、貨物積載船の到着、係留場
所の振当て、マニフェストの取扱いに始ま
り、税関、船積代理店、ターミナルおよび
他の関連省庁との連携へと機能を拡大し
ていった経緯がある。 

 Port Net の拡張 
 2016 年 12 月 21 日、Port Net は、

GTD 社9および PORTEL 社10の両社
と、Port Net システムの拡張 5 年計画
（2021 年末までということになる）
の支援契約を結んだ。プロジェクトの
管理と Port Net 社 IT サービスセン
ターの設立が契約のスコープに含ま
れている。 

 機能としては、管理手続、物流取扱い、
電子支払いのスコープの中で、データ
の全体調整（Orchestration）や電子文
書の交換を可能にすることが必要と
なる。 

 サービスセンターは行政側と民間側
 

9 GTD System and Software Engineering 地中海を挟
んだ向かい側スペインの IT 関係の開発会社。 

の両方に亘って、港湾、飛行場、鉄道、
道路、全ての運送手段を通じて、輸出
入の貿易手続きを更に円滑化するこ
とが目標となる。 

 
≪この項の主な参考資料≫ 
 https://unctad.org/system/files/non-

official-
document/MyEM6th_day03ppt_Benhayo
un_en.pdf 

 https://www.gtd.es/fr/news-and-
events/gtd-building-future-it-service-
center-portnet-morocco 

10 PORTEL は GTD の関係会社で主として港湾システ
ム関連を取り扱うエンジニアリング会社  

https://unctad.org/system/files/non-official-document/MyEM6th_day03ppt_Benhayoun_en.pdf
https://www.gtd.es/fr/news-and-events/gtd-building-future-it-service-center-portnet-morocco
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＜51＞ リビア 
 

国名 リビア 

 Libya 
首都 トリポリ (Tripoli) 

  
規模 面積（万㎢） 176  

人口（万人） 668 （2018 年 世銀） 

GDP（億ドル） 483 （2018 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 6,330 （2018 年 世銀） 
概要 北アフリカ、地中海沿岸。公用語はアラビア語だが、旧宗主国のイタリア語も使われている。

アラブ人が多い。イスラム教（スンニ派）。従来、農業、繊維、皮革などが産業の中心であ
ったが、1959 年頃から産油国となった。社会主義を進めたカダフィ将軍体制が 2011 年に
終了した後も、カダフィ支持派や ISIL の侵入による混乱が収まらず、2021 年 7 月時点でも
日本の大使館は隣国のチュニジアに居を移して執務している状況。 

貿易 輸出額 184 億ドル （2017 年 CIA The World Factbook) 

輸出品 原油、石油精製製品、天然ガス、化学製品 

輸出相手 伊、スペイン、仏、エジプト、独、中 

対日輸出額 15 億円 （2018 年 貿易統計） 

対日輸出品 魚介類 

 
輸入額 114 億ドル （2017 年 CIA The World Factbook) 

輸入品 機械、食料品、輸送機器等 

輸入相手 中、トルコ、伊、韓、スペイン 

対日輸入額 35 億円 （2018 年 貿易統計） 

対日輸入品 原動機（車両用） 
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[ 現状 ]   
シングルウィンドウ ⇒ Libya Trade Network
稼働に向け取組中 
[2015 年]  
Libya Trade Network が開発されたままの状態
であったか。 
 
概要 
 名称：LTNET (Libya Trade Network) 
 構築：2003 年、韓国の支援により稼働を開

始(launched)したとの情報もある。 
 主管：経済貿易省 (Ministry of Economy 

and Trade) 
 目的： 

 輸出入手続きを合理化し効率を高める。 
 港湾能力を最大限に生かす。 
 域内貿易、国際貿易の振興。 

 
現状 
 LTNET のサイトを見ると、登録企業数

500 社、月間データ取扱件数 2,000 件とな
っており、また、携帯端末を使用するPortal 
Trade Service も提供されているようであ
る。 

 しかし本年 2021 年 4 月 23 日、経済貿易
大臣、LTNET 社会長、その他主要関係者
が行った会合で話し合われたのは、2021-
2023 年の計画として、どのようにして
LTNET が現在抱えている障害要件や問題
を取り除き、LTNET を実装 (implement)
に漕ぎつけるか、ということであった由で
ある。 

 LTNET のサイトの記述とややイメージを
異にするが、少なくとも順風満帆と言える
状況にはないと思われる。 
 
 
 
 

≪この項の主な参考資料≫ 
 LTNET Web サイト： 

http://www.ltnet.ly/ltnet/ 
 Libya Herald:   

https://www.libyaherald.com/2021/04/23
/economy-ministry-following-up-on-
completion-of-e-commerce-portal-libya-
trade-network-ltnet/ 

http://www.ltnet.ly/ltnet/
https://www.libyaherald.com/2021/04/23/economy-ministry-following-up-on-completion-of-e-commerce-portal-libya-trade-network-ltnet/
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＜52＞ リベリア 
 

国名 リベリア共和国 

 Republic of Liberia 
首都 モンロビア (Monrovia）  
規模 面積（万㎢） 11 

 

人口（万人） 482 （2018 年 世銀） 

GDP（億ドル） 33 （2018 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 610 （2018 年 世銀） 

概要 西アフリカ。米国のモンロー大統領に解放された奴隷がアフリカに帰還し、1847 年に独立。
（首都モンロビアの名前はモンロー大統領に由来）公用語は英語で 85％がキリスト教。2000
年前後から内紛が絶えず、多くの難民がシエラレオネやギニアに流出した。現在難民の帰還
促進に尽力中。2030 年までに中所得国入りすることを目指した長期開発計画「Liberia for 
Rising: Vision 2030」が策定された。 

貿易 輸出額 14 億ドル （2018 年 ITC） 

輸出品 金、鉄鉱石、船舶、石油製品 

輸出相手 スイス、独、インド、英 

対日輸出額 149 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸出品 船舶、鋼くず 

 
輸入額 98 億ドル （2018 年 ITC） 

輸入品 船舶、日用品、米、石油製品 

輸入相手 シンガポール、中、韓、日 

対日輸入額 2,210 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸入品 船舶、一般機材、電器機器、ゴム製品 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ 準備中 
[2015 年] 
シングルウィンドウは未構築であった。  
 
状況 
 2021 年現在リベリアにおいてはシングル

ウィンドウは未構築である。 
 税関局は、2013 年に合意された貿易円滑化

協定に沿って税関管理の効率化を進めるた
め 2015-2022 年計画を策定し、WCO と
UNCTAD に対してその旨表明した。 
その中にシングルウィンドウの構築計画も
含まれていた。 

 
実装 
 WTO の関連サイトによると、シングルウ

ィンドウの実装予定日は 2023 年 2 月 22 日
となっている。 

 資金手当は未定となっているが、上記の
2015-2022 年計画発表の時には、英国の歳
入税関庁11が資金供与を行うとのことであ
った。 

 
要支援部分 
 シングルウィンドウを稼働させるための国

内法の整備 
 コンプライアンスがどの程度実現できるか

の見極め 
 他関連省庁の協力の確約を得るための方策 
 シングルウィンドウを運用するための人材

育成 
 国境におけるシングルウィンドウ取扱いに

支障が無いような準備 
 
 
 

 
11 HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) 

≪この項の主な参考資料≫ 
 商工省 Web サイト 

https://www.moci.gov.lr/1content.php?su
b=182&related=15&third=182&pg=sp 

 WTO サイト 
https://tfadatabase.org/members/liberia/t
echnical-assistance-projects/article-10-4 

 UNCTAD サイト 
https://unctad.org/meeting/module-0-
operationalization-liberia-national-trade-
facilitation-committee  

 

https://www.moci.gov.lr/1content.php?sub=182&related=15&third=182&pg=sp
https://tfadatabase.org/members/liberia/technical-assistance-projects/article-10-4
https://unctad.org/meeting/module-0-operationalization-liberia-national-trade-facilitation-committee
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＜53＞ ルワンダ 
 

国名 ルワンダ共和国 

 Republic of Rwanda 
首都 キガリ (Kigali)  
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 東アフリカの内陸国。コンゴ（民）、ウガンダ、タンザニア、ブルンジに囲まれている。1962

年にベルギーから独立した歴史から見るとフランス語圏だが、英語圏と隣接している周辺
環境からの利便性に鑑み、英語を公用語に加え、且つ教育言語とした。キリスト教とイスラ
ム教が主。主要な輸出産品はコーヒーと茶である。しかし、内陸国のために輸送費が高いと
いう問題があり、経済特区の整備や ICT 産業の振興に注力している。世銀の「Doing Business
（投資環境ランキング）2020」では、全世界 190 か国地域中 38 位、アフリカ第 2 位。 

貿易 輸出額 12 億ドル （2019 年 UN COMTRADE 国連） 

輸出品 金、石油、茶、コーヒー、錫 

輸出相手 コンゴ（民）、UAE、ウガンダ、スイス、パキスタン 

対日輸出額 3 億円 （2020 年 財務省） 

対日輸出品 コーヒー、非鉄金属鉱 

 
輸入額 32 億ドル （2019 年 UNCOMTRADE 国連） 

輸入品 石油、金、通信機材、薬剤、粗糖 

輸入相手 中、インド、ケニア、タンザニア、UAE 

対日輸入額 10 億円 （2020 年 財務省） 

対日輸入品 医薬品、自動車 
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[現状]   
シングルウィンドウ ⇒ ReSW の機能を漸次拡
充している。 
[2015 年]  
Rwanda Electronic Single Window (ReSW) が
稼働していた。 
 
経緯 
 地下資源に恵まれず、港が無いので製造業

にも不具合といった制約の多い国土のた
め、2000 年頃に政情が落ち着き始めたこ
ろから「ICT 立国」を目指し、アフリカで
の知識集約型産業のハブになることを政
策とした。従ってシングルウィンドウを手
掛けたのも比較的早く、ルワンダ開発局12

が行政サービスの自動化を始めた 2005 年
に遡る。 

 
ReSW  
 主 管 ： ル ワ ン ダ 歳 入 局  (RRA: Rwanda 

Revenue Authority) 
 実装：公式に実装されたのは 2011 年 
 稼働：2013 年に稼働開始 
 支援：TMEA13の資金・技術援助に基づい

て開発された。 
 現況：供与できる便益を拡大するためアプ

リケーション開発等を実行中 
 

モバイル用の Web アプリケーション（2019 年） 
 ルワンダは四方を全て他国との国境で囲

まれた小面積の内陸国のため、幹線道路の
税関は、交通量に伴う件数の輸出入手続き
をこなさなければならない。この作業の効
率化を図るため、少額（50 万ルワンダフラ
ン＝約 5 万円 未満）のものについては、
車両が国境に差し掛かる前に、車内からモ

バイルで通関申告ができるような専用
Web アプリケーションが開発された。 

 
≪この項の主な参考資料≫ 
 https://documents1.worldbank.org/curate

d/en/248011488807240462/pdf/113173-
BRI-IFC-SMART-LESSONS-BRIEF-
PUBLIC-20170303T111535-2017-
Rwanda-Single-Window-Trade-A.pdf  
（Smart Lessons） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 RDB Rwanda Development Board 
13 TradeMark East Africa 先進国の出資に基づく東ア

フリカ開発機関 

（写真：ReSW Web サイト） 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/248011488807240462/pdf/113173-BRI-IFC-SMART-LESSONS-BRIEF-PUBLIC-20170303T111535-2017-Rwanda-Single-Window-Trade-A.pdf
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＜54＞ レソト 
 

国名 レソト王国 

 Kingdom of Lesotho 
首都 マセル （Maseru）  
規模 面積（万㎢） 3  

人口（万人） 210 （2018 年 世銀） 

GDP（億ドル） 31 （2018 年 世銀） 

GNI/人（ドル） 1,390 （2018 年 世銀） 
概要 南アの国内に、周囲を全て南アの領土に囲まれた国土を持つのがレソトで、1966 年イギリ

ス連邦の一員としてイギリスから独立し、レソト王国を建国した。ソト族の国で、英語とソ
ト語が公用語。大部分がキリスト教。ドラケンスバーグ山脈の山中に位置するため、平地が
一切なく、全土の標高が 1400m を超える。歳入は国民の出稼ぎ労働によるところが多いが、
2000 年以降は繊維工業が急成長を遂げ、衣類が総輸出の半分以上を占めるようになった。 

貿易 輸出額 12 億ドル  (2018 年 EIU Economist Intelligence Unit) 

輸出品 衣料品、ダイヤモンド 

輸出相手 米、ベルギー、南ア、UAE 

対日輸出額 1 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸出品 鱒（養殖）、電気機器、衣類 

 
輸入額 19 億ドル  (2018 年 EIU Economist Intelligence Unit) 

輸入品 工業製品、機械製品、食料、家畜 

輸入相手 南ア、中、インド、日 

対日輸入額 11 億円 （2019 年 貿易統計） 

対日輸入品 自動車、医薬品、通信機 
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[ 現状 ] 
シングルウィンドウ ⇒ 構築計画中 
[2015 年]  
シ ン グ ル ウ ィ ン ド ウ は 無 い が レ ソ ト Trade 
Portal を立ち上げた。 
 
シングルウィンドウ計画 
 世界銀行の支援 

2017 年 3 月 7 日付の世銀レポート PAD2007
にてレソト向けに追加融資 1,340 万ドル 
(P144933) が表明された。趣旨としては民間
部門の競争力強化と経済の多様化に係る 2 回
目の支援14であった。その一部として貿易関
連省庁の連携などによるシングルウィンド
ウの準備と開発支援15が含まれていた。 

 2020 年 1 月 31 日付でシングルウィンドウに
ついての入札公示(#1497)があった。 

 2021 年 8 月現在、新たな公示は無く、レソ
トのシングルウィンドウのサイトも Web 上
に見当たらない。 

 
貿易情報ポータル（Lesotho Trade Information 
Portal） 
 会社登録サイト 
 手続一覧 （許認可の種類など） 
 申請フォームの検索 
 税務署サイト 税率 税還付 など 
 HS コード検索 
 貨物の寸法に係る規制 
 Lesotho Vision 2020 について 

など 
 
 
 
 

 
14  Second Private Sector Competitiveness and 
Economic Diversification Project 

≪この項の主な参考資料≫ 
 世界銀行サイト 

https://documents1.worldbank.org/curated
/pt/379791491425922831/pdf/Lesotho-
PP-res-03072017.pdf 

 Project ＆ Procurement サ イ ト ：
https://www.projproc.com/tender/1497-
supply-and-installation-lesotho-national-
single-window 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Supply and Installation of the Lesotho National 
Single Window 

https://documents1.worldbank.org/curated/pt/379791491425922831/pdf/Lesotho-PP-res-03072017.pdf
https://www.projproc.com/tender/1497-supply-and-installation-lesotho-national-single-window
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アジア太平洋地域における広域 FTA･EPA の活用のために③ 
～重なり合う原産地規則の実態と問題点～ 

 
業務二部長 今川博 

 
第 4 編 繊維及び繊維製品（第 50 類～第 63 類） 
 
 前回までの説明をまとめると、アジア太平洋地域の広域 FTA･EPA では、機械、エレクトロニクス
製品分野（第 84 類、第 85 類）では輸出者･生産者が選択可能な「項変更又は域内原産割合（以下
「RVC」）40％」、自動車･同部品分野（第 87 類）では閾値が 40％から 55％までの付加価値基準が
スタンダード規定として採用されていることを述べました。機械･エレクトロニクス製品分野では、
専用部品から製品への組立を実質的変更と認定し、専用部品から製品への関税分類の変更によって原
産資格を付与しているのに対し、専用部品の専用部品からの組立では関税分類の変更が生じないとい
う HS 分類の構造から付加価値基準によって原産性判断を行っています。 

 一方、自動車分野は、基幹産業として部品生産から組立までの自国での関与を深めさせるべく、付
加価値基準が採用されています。付加価値計算の方法は FTA･EPA 毎に微妙に異なるため各計算方式
の完全な理解が必要となりますが、各締約国の会計基準が統一されていないこともあり必ずしも明確
な基準が協定条文で示されていません。そのため、筆者が公開資料を悉皆的に分析し、共通概念を把
握すべく、積上げ方式での内国付加価値の加算要素に関して深堀りした私見を述べたところです。 

 さて、今回取り上げる繊維･繊維製品分野は先進国と開発途上国とで対応が両極に分かれます。途上
国においては、安価で豊富な労働力をベースに外資を呼び込みやすい産業として雇用の維持、外貨獲
得への貢献で重要な役割を果たすことから、輸出促進の観点から緩い原産地規則を望むのに対し、先
進国では途上国の追い上げに苦しむ自国産業保護の観点から、厳格な原産地規則の策定を求めます。
米国主導で成立した TPP12 の「ヤーンフォワード (yarn forward)」ルールはその典型例で、米国の繊
維産業にとって機微な製品、素材に対しては極端に厳格な規則が設定されているものの、域内生産で
きない製品、素材は自由に非原産品を使用できる仕組みになっています。このような政策的な配慮か
ら、価格、品質面での競争力の強い中国の素材、製品が、関税障壁が撤廃された域内市場に容易に入り
込まないように、繊維章を原産地規則章から独立させて、他の製品分野よりもより徹底した迂回防止
策を協定条文に盛り込んでいることも、特徴として挙げられます。 

 好対照として、RCEP では特恵原産地規則としては他に類を見ない、非常に緩やかな、使い勝手のよ
い規則になっています。例えば、衣類の原産資格要件は、TPP11 が非原産ファイバーから糸、布、衣
類までの３段階の工程を求めるのに対し、RCEP では非原産の布から衣類への１段階の工程のみで原
産品となります。素材、製品ともに世界最大級の供給能力を備えた中国が締約国に入るのであれば、脅
威として排除すべき非原産材料がもはや存在しないと考えたとしても不思議ではありません。 
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 二つのメガ協定の成立で影が薄くなってしまった「アセアン+１」協定ですが、物品貿易に限定して
発効順に並べると、① 2005 年 1 月 1 日に中国、② 2008 年 12 月 1 日に日本、③ 2010 年 1 月 1 日に
豪州･NZ、インド、韓国、④ 2019 年 6 月 11 日に香港との FTA が発効しています（WTO データベー
ス）。「アセアン+１」協定の原産地規則は、アセアンの意向が相当程度尊重され、各協定ともある程
度の相似性が認められますが、その強みは、関税譲許のステージングで先行し、譲許品目の大半が既に
無税となっていることにあります。また、アセアン域内のみの貿易であれば、アセアン物品貿易協定
（以下「ATIGA」）が無税品目範囲、原産地規則において優位に立ちますが、最終的な輸出先がアセ
アン域外の場合には、域内調達された材料の原産性の証明に ATIGA の原産地証明書をそのまま使用
できるわけではなく、最終仕向国で適用される FTA･EPA の原産地規則に照らし合わせて製品の原産
資格を判断しなければなりません。 

 本稿の表題にあるとおり、重なり合う FTA･EPA をどのように活用するかによって最終製品の価格
競争力に差が出てくることは否めません。そのためには、関税率の縦軸と原産地規則の横軸の双方を
視野に入れながら最適な原材料調達と製品出荷のための FTA･EPA 選択が必須となります。関税率は、
公開されている各国税関当局のウェブサイトなどを検索することで（大変な手間となりますが）入手
できます。一方、我が国が関与しない FTA 原産地規則は、英語の協定条文があっても読み解くだけで
も多大な労苦を伴い、しかもその理解が正確であるか否かは輸入国税関の判断次第となります。この
ような状況を勘案し、まず、各協定の原産地規則について筆者の理解するところを共有することとし、
繊維分野の原産地規則を理解するために必要な基礎知識、RCEP、TPP11、「アセアン+１」５協定及
びアセアン ATIGA 協定の各繊維規則に共通する概念を総論としてまとめ、それぞれの協定独自の内
容を有するものを各論として解説します。そして、繊維規則の全般的な理解を共有した上で、アジア太
平洋地域全体での繊維･繊維製品分野に係る広域協定の最適活用方法について、各協定の原産地手続き、
積送基準を含めて論じることとします。なお、相当な分量となることから、本稿は 2 回に分けて掲載
します。また、本稿における筆者の意見は、あくまでも私見であることをあらかじめ申し述べておきま
す。 

1. 総 論 

(1) 繊維･繊維製品の基本工程に適用されるルール 

 繊維及び繊維製品の生産工程は技術革新を反映して大きな変貌を遂げていますが、品目別原産地規
則は、HS 分類に従って次の基本工程をベースとした構成になっています（注 1）。 
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 どの協定も、第１段階の原材料としてのファイバーの取得、生産については、完全生産品（天然繊
維）又は HS 類の変更要件（関税分類変更基準）を満たす実質的変更（人造繊維）として製造国が原産
性を得ることで、ほぼ一致しています。ここで興味深いのは、品目別規則としては、全品種に類変更
ルールを設定（一部の協定では付加価値基準を併置）していることです。このルールに従えば、動物
性繊維であれば蚕、羊などの動物、人造繊維であれば石油化学材料などを輸入してファイバーを生産
しても原産性が付与されますが、実綿、植物性紡織用繊維（麻など）については生きている植物の状
態での輸入は想定されないので、事実上、収穫、収集された植物性生産品として完全生産品になりま
す。 

  第２段階の糸の製造については、基本工程が第１段階から第２段階への移るファイバーの紡績、紡 
毛又は化学材料等の押出しによって原産性を与える１工程ルールが一般的ですが、TPP11 が綿糸及び
人造繊維について非原産の実綿、人造繊維のトウからの製造を許容しないので、綿糸を TPP11 域内で
特恵輸出入するには、事実上、綿花を栽培している域内締約国（TPP12 では米国を想定）からの実綿
調達を義務付けることになります。人造繊維の場合は、非原産の化学材料等からの押出しによる一貫
生産であれば、TPP11 であっても原産性が付与されます。 

  第３段階の布の製造については、RCEP、ATIGA 及び日アセアン以外の「アセアン+1」協定が悉く 
非原産の糸からの製織、編上げを許容するため、アジア太平洋地域においては非原産の糸からの１工
程ルールがスタンダード規定であるといえます。日アセアンは、欧州方式を踏襲したファイバーから
糸を経て布を製織、編上げを行う基本工程の２段階ジャンプを要件とする２工程ルールで、他の「アセ
アン+1」協定に劣後します。TPP11 は更に厳格ですが、品目によって極端な差異が見られます。まず、
絹織物、麻などの植物性紡織用繊維の布（製織･編上げ）については非原産の糸からの１工程加工を許
容するのですが、羊毛等の布（製織･編上げ）及び綿の製織布については非原産のファイバーからの２
工程加工、綿、人造繊維の編物に至っては、原産品となっている実綿、（ビスコースレーヨンの糸を除
き）非原産の化学材料からの３工程加工「ヤーンフォワード」が求められます。 

  第４段階の衣類、フラット製品については、第３段階の布と同様な傾向が見られます。RCEP、ATIGA 
及び日アセアン以外の「アセアン+1」協定は、非原産の布からの裁断、製品への組立てによる衣類の
製造（1 工程ルール）を原産性付与行為とします。域外から衣類の部分品を輸入して締約国で組み立て
ただけでは原産資格が与えられません。日アセアンでは非原産材料の使用は糸からになり、製織、編上
げ工程を経た衣類の製造（2 工程ルール）が要求されます。TPP11 では、非原産ファイバーから糸の
紡績、紡毛、又は（ビスコースレーヨンの糸を除く）押し出された人造繊維の長繊維から製織、編上げ 
を経て衣類への裁断、縫製（3 工程ルール）が要求されます。  
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(2) 基本工程に適用されるルールを補足するルール 

 上記の基本工程をベースとしたルールの他にも、第２段階の糸、第３段階の布の範囲内で工程ジャ
ンプを伴わない特定加工によって高付加価値化する加工、作業に原産性を付与する場合があります。
日本化学繊維協会の「化学繊維の用語集」によると、織編物の染色は、糸、トゥ･トップの状態で染め
る「先染め（糸染め）」と、織編物にしてから染める「後染め」に分けられます。「後染め」は更に浸
染と捺染（プリント）に分けられます。後染めは QR に対応できるため広く行われています。浸染（し
んせん）は、染料を溶かした染液の中に織・編物を浸して染色することをいい、無地染め、反染ともい
います。捺染（なせん･なっせん･プリント）は、印捺その他の操作により、織物に模様染めをすること
をいいます。ローラー捺染、スクリーン捺染などの従来の方法に加え、近年は環境に優しく（無水性）、
小ロット対応が可能なインクジェットプリントが注目されています。このほかに化学繊維では、紡糸
前の原液の段階で顔料を混合することにより、着色された原糸を製造する「原着糸」があります。
（https://www.jcfa.gr.jp/about_kasen/knowledge/word/index.html） 

 例えば、ATIGA、「アセアン+1」協定（日本、中国、豪州･NZ）では、布に対する「なせん」 (注
2)、「浸染」(注３)を、単なる着色、印刷、染め加工のみならず、その準備作業又は仕上げ作業を伴う
ことを条件として原産性が付与されます。本工程に伴う準備作業、仕上げ作業の例示が各協定で示さ
れており、特に、中アセアン協定では、出発材料が漂白前の生機であることを条件としており、ATIGA
では漂白を準備作業として行うことで原産性付与を確実にします。第 2 段階の糸に対する「なせん」、
「浸染」は、日アセアンと ATIGA で原産性を付与する特定加工と認識されますが、日アセアンの場合
は 2 工程ジャンプを要件とするので、「紡績･紡毛+なせん又は浸染」として工程要件の一つとしてカ
ウントすることが可能です。 

https://www.jcfa.gr.jp/about_kasen/knowledge/word/index.html
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 一方で、RCEP、TPP11、「アセアン+1」協定（韓国、インド）では捺染、浸染を独立した原産性付
与工程とはみなしません。ただし、韓アセアン協定は付加価値基準によって捺染、浸染のみの加工に対
して原産性を付与することは可能です。印アセアンでは、「CTSH+VA 35％」を満たした上で、捺染、
浸染に準備作業、仕上げ作業を伴わなければなりません。 

(3) 繊維規則のカバレッジと関税分類変更基準の適用原則 

 繊維規則のカバレッジ 

 HS では繊維･繊維製品は第 11 部（第 50 類から第 63 類まで）に分類されることから、多くの協定
は第 11 部の品目別規則を繊維規則として取り扱っていますが、協定によっては製品の一部又は全部に
繊維製品が使用されているバッグ、帽子、傘などの産品（図表 1 参照）に対して繊維規則が適用され
ます。そのため、第 11 部以外の特定産品の原産性を判断するに当たっては、繊維規則の注釈、定義な
どを参照しなければなりません。 

 繊維製品のみに適用される注釈 

 また、TPP11 及び日アセアンには、第 61 類から第 63 類までの繊維製品のみに適用される類注、注
釈が定められています。 

TPP11 類注１： この類の産品が原産品であるかどうかを決定するに当たり、当該産品について適用される規則

は、当該産品の関税分類を決定する構成部分についてのみ適用されるものとし、当該構成部分は、当該産品につい

て適用される規則に定める関税分類の変更の要件を満たさなければならない。 

日アセアン 注釈２： 第 61 類から第 63 類までの各類の産品が原産品であるか否かを決定するに当たり、当該産

品について適用される規則は、当該産品の関税分類を決定する構成部分についてのみ適用されるものとし、当該

構成部分は、当該産品に係る規則に定める CTC に基づく規則を満たさなければならない。 

 「関税分類を決定する構成部分」とは、産品の表側の生地に占める面積が最も大きい構成材料から成
る部分とされるので、身頃に使用されている生地に着目して原産性判断ができます。この解釈は、我が
国においては財務省の通達（図表 2 参照）として輸入される繊維製品の EPA 税率適用に際して適用さ
れますが、TPP11 の先進国グループでは共通の認識となっています。 

 アジア太平洋地域における他の繊維規則には上記注釈が盛り込まれていないので、関税分類変更基
準の一般原則に従って、すべての非原産材料が関税分類変更の要件を満たすかをチェックしなければ
なりません。 

 関税分類変更基準の工程ルールへの置き換え 

 繊維･繊維製品の品目別規則には、「糸から布の製造」のように加工･作業要件を書き込む欧州方式
と、「CTH（第 52.05 項又は第 52.06 項の材料からの変更を除く）」のように「産品の生産に使用で
きる非原産材料（「CTH：Change in tariff heading (HS 項の変更)」部分）」と「使用できない非原産
材料（「第 52.05 項又は第 52.06 項の材料からの変更を除く」部分）」の関税分類を特定することで表
現する北米方式に大別されます。「CTH」のみのルールは、産品の属する項以外に分類される材料で
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あれば何を使用してもかまいませんが、当該項に分類される産品を出発材料として使用することはで
きないことを意味します。例えば、「第 52.08 項綿織物（綿の重量が全重量の 85％以上で、重量が 1
平方メートルにつき 200 グラム以下のものに限る。）」には、(i) 漂白していないもの (注 2)、(ii) 漂
白したもの (注 3)、(iii) 浸染したもの (注 4)、(iv) 異なる色の糸から成るもの (注 5)、(v) なせんし
たもの (注 6) を含むので、第 52.08 項に分類される未漂白の綿布を捺染又は浸染しても項の変更は生
じません。「なせん」、「浸染」のような特定工程に原産性を付与する場合には、「号変更」ルールと
するか、前述の加工工程基準を別途、設定する必要があります。  

 これらの規則の中で最も理解し難いのは、使用できない材料の関税分類番号が品目別規則に長々と
書き込まれている規則です。このような規則を理解するには、材料としてのファイバー、中間製品とし
ての糸、布の関税分類を図表 3 で示されるようにグループ化し、図表 4 のように工程ルールに置き換
えると概念的な理解が容易になります。 

(4) 繊維規則への付加価値基準の適用 

 この他にも、付加価値基準が適用されることがあります。アジア太平洋地域では ATGA の前身であ
る「アセアン自由貿易地域（AFTA）」の原産地規則が繊維分野を含む全品目一律の付加価値 40％ル
ールを設定し、後にタイの要求に応じて繊維分野に工程ルールを追加導入した経緯があるので、「アセ
アン+1」協定では、中国、韓国、インドとの協定において、繊維分野に対して横断的に付加価値基準
を併用しています。豪州･NZ の場合は、部分的に付加価値基準を併用していますが、日アセアンでは
皆無です。日アセアン協定は、我が国がアセアン諸国と締結しているバイ（二国間）協定に付加価値基
準が導入されていないため、バイ協定の繊維規則に揃えたものと考えられます。 

2. 各 論 

(1) RCEP 繊維規則 

 2022 年 1 月 1 日に発効した RCEP は、インドの離脱が残念であったものの、我が国にとっては中
国、韓国との初めての FTA･EPA となります。上述のとおり、RCEP 繊維規則は、ほぼ全品目にわた
って関税分類変更による１工程ルールを採用し、付加価値基準を併用する ATIGA、「アセアン+1」協
定とも少し距離を置いた簡素な規則に仕上がっています。アジア太平洋地域のもう一つのメガ EPA で
ある TPP11 の「ヤーンフォワード」ルールに比較して、格段に理解しやすく、かつ、使い勝手のよい
ものと理解します。 

 RCEP 繊維規則を俯瞰すると、次のようになります。 

項 目 規則の内容 
原産性の判断 国原産（締約国毎に判断）。完全生産品、原産材料のみから生産、品目別規則 
累積規定 (i) モノの累積（産品の生産に材料として使用される他の締約国の原産品を原産材料とし

て取り扱うことができる。） 
(ii) 生産行為の累積は、全ての署名国（15 ヵ国）で発効後に見直し開始  

軽微な工程･加工 11 項目を指定（図表 5 参照） 
デミニミス規定 (i) 第 1 類～第 97 類：非原産材料の価額が FOB の 10％以下 
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項 目 規則の内容 
(ii) 第 50 類～第 63 類：関税分類変更を満たさない非原産材料の総重量が産品の総重量の
10％以下） 

原産性判断で考慮
しない事項 

輸送用梱包材料･容器、産品と同一分類される小売包装用材料･容器（RVC の場合は原産、
非原産を考慮）、附属品、予備部品、工具、解説資料（インボイスが別建てされず、数量･
価額が慣習的なもの） 

自社製造品の 
ロールアップ 

可能（通常のロールアップに加え、産品の生産に非原産素材を使用した原産材料を自社生
産した場合でも、原産材料としてカウント可能） 

品目別規則 ほぼすべて関税分類変更基準（1 工程基準）。第 63 類の一部（テント、帆、救命胴衣）で
RVC40％を導入。捺染、浸染の単独工程、小売用への関税分類変更には原産性を付与せず 

 
(2) TPP11 繊維規則 

 TPP11 繊維規則は、アジア太平洋地域の FTA･EPA のうち、最も厳格な原産性要件が設定され、規
則の構造も非常に複雑になっています。まず、第 4 章（繊維章）を独立させながら、第 4 章に規定が
ない場合には第 3 章（原産地規則）を準用します。 

 原産資格を厳格化する追加要件 (例外を定める 4 規定) 

 原産性付与に関しても、ネガティブ規定としての「軽微な工程･加工」はないものの、原産性付与を
より厳格にする追加要件として、 

• 繊維規則が適用される産品すべてに対し「弾性糸 (注 7) 例外」（ただし、第 61 類から第 63 類
までの製品には関税分類を決定する部分に対してのみ）（協定第 4.2 条 4） 

• 繊維製品（第 61 類から第 63 類まで）に対し「縫糸 (注 8) 例外」（61 類、62 類の各類注３、
63 類 類注２） 

• 衣類等（第 61 類、第 62 類）に対し「弾性糸等を使用した布例外」（61 類、62 類の各類注 2） 
• 第 62 類（織物の衣類）に対し「着物例外」（62 類の類注 4） 

が置かれています。 

 弾性糸（例えば、第 5402.44 号、第 5404.11 号）を含む産品では、弾性糸が域内で完全に作られる 
(注 9) ことを求めており、域内で化学材料等からの押出しによって生産された弾性糸しか使用できま
せん。また、弾性糸例外は、デミニミス規定に優先します。 

 縫糸は、HS 第 11 部の注 5 で第 52.04 項、第 54.01 項及び第 55.08 項に分類される旨規定され
ていますが、TPP11 の繊維規定では「縫糸として使用される第 54.02 項の糸」を含めています。これ
らの「縫糸」が繊維製品に使用される場合には、綿糸であれば原産品である実綿から、人造繊維であ
れば化学材料等の押出しによって作られたものでなければなりません。第 61 類、第 62 類の注３では
「作られ、かつ、仕上げられる場合」、第 63 類の注２では「完全に作られた場合」と書き分けてお
り、どのような区別がされるべきかについて明文規定はありませんが、「関税分類変更での特定の材
料を除外する場合、除外された当該特定の材料が原産品であることを要求する」（協定附属書 4-A、
第 A 節３(d)）とされているため、上記４品目の縫糸の品目別規則がいずれも類変更であることに鑑
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み、そのような解釈が導かれます。縫糸例外の規定は、「関税分類を決定する部分」の適用を排除
し、すべての構成材料に対して適用されます。 

 

 弾性糸等を使用した布（第 5806.20 号の細幅織物、第 60.02 項の幅 30cm 以下の編物）は、第 61
類の製品、第 6212.10 号（ブラジャー）を除く第 62 類の製品に使用される場合、当該布は域内で作
られ、仕上げられるのみならず、材料となる糸についても域内で作られ、仕上げられる必要がありま
す。縫糸例外と同様、本例外の適用に当たっては、「関税分類を決定する部分」の適用を排除し、す
べての構成材料に対して適用されます。 

 着物例外は、我が国の要求が容認された形で、要件を満たす絹 100％の着物又は帯について原産性
要件を 2 工程に引き上げ、域内での製織、裁断･縫製を求める規定です。 

 使用材料の縛りが緩いルール 

 上記は厳格な追加要件について述べました。次に、政策的配慮から非原産材料を一定の範囲で又は
ほぼ自由に使用できることとした規定を説明しますが、その中間に位置する「やや緩め」のルールに
ついても解説しておきます。 

 繊維を使用したかばん（第 42 類）： 類変更ルールをベースとするので、材料となる布に限
定はありません。条件として、製織布であれば域内での裁断、縫合、組立てが求められ、編
物であれば域内でのパーツへの編上げ、縫合、組立てが求められます。しかしながら、弾性
糸を使用した場合には、追加要件として弾性糸例外が適用されます。 

 じゅうたん、床用の敷物（第 57 類）： 単純な類変更ルールのみが適用されるので、使用素
材は同種のじゅうたん、床用の敷物の転用以外であれば許容されます。しかしながら、弾性
糸を使用した場合には、追加要件として弾性糸例外が適用されます。 

 レース（第 5804.21 号、第 5804.29 号、第 5804.30 号）： 単純な類変更ルールが適用され
るので、基布の種類を問いません。あまり考えられませんが、弾性糸を使用した場合には、
追加要件として弾性糸例外が適用されます。 

 乳児用の衣類･衣類附属品（合成繊維製のもの）（第 6111.30 号、第 6209.30 号）： 類変更
ルールをベースとしますが、布の種類は合成繊維に限定されます。製織布であれば域内での
裁断、縫合、組立てが求められ、編物であれば域内でのパーツへの編上げ、縫合、組立てが
求められます。しかしながら、弾性糸、縫糸、弾性糸を使用した布を使用した場合には、追
加要件としてこれらの例外規定が適用されます。  

 ブラジャー（第 6212.10 号）： 類変更ルールをベースとするので、非原産の布を使用でき
ますが、製織布であれば域内での裁断、縫合、組立てが求められ、編物であれば域内でのパ
ーツへの編上げ、縫合、組立てが求められます。しかしながら、弾性糸、縫糸を使用した場
合には、追加要件としてこれらの例外規定が適用されますが、弾性糸を使用した布の例外規
定の適用はありません。 
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 傘（第 66.01 項）： 項変更ルールが適用されるので、繊維素材は自由に使用できますが、
弾性糸を使用した場合には、追加要件として弾性糸例外が適用されます。 

 ガラス繊維及びその製品（第 70.19 項）： 項変更ルールが適用されるので、製品の生産に
使用される繊維素材は原産ガラス繊維に限定されます。 

 布団、クッション等の寝具（第 9404.90 号）： 類変更に加え、（絹、麻等の特定素材を除
き）ファイバーの紡績･紡糸から始まり、製織布であれば域内での裁断、縫合、組立てが求め
られ、編物であれば域内でのパーツへの編上げ、縫合、組立てが求められます（ヤーンフォ
ワード・ルール）。非原産の弾性糸、縫糸は品目別規則の使用不可材料として列挙されてお
り、使用できません。 

 おむつ等（第 96.19 項）：  

(i) 紡織用繊維のウォッディング製のもの、紡織用繊維製のその他のもの： 前者は項変
更、後者は類変更をベースとし、絹、麻等の自由に使用できる素材を除いてヤーンフ
ォワード･ルールです。繊維製品･同部品からの流用を禁止しているのも特徴的です。
非原産の弾性糸、縫糸は品目別規則の使用不可材料として列挙されており、使用でき
ません。 

(ii) 乳児用のおむつ･おむつ中敷き等（合成繊維製）： 項変更をベースとし、素材は自
由に使用できますが、繊維製品･同部品からの流用を禁止しています。原産性要件と
して、製織布であれば域内での裁断、縫合、組立てが求められ、編物であれば域内で
のパーツへの編上げ、縫合、組立てが求められます。弾性糸例外も適用されます。 

 原産資格要件を緩和する規定（デミニミス規定） 
 一方、原産性付与を緩和する規定として、第 61 類から第 63 類までの製品と繊維規則が適用される
それ以外の産品に適用されるデミニミス規定が別個に存在します。前者の製品については、関税分類
変更基準を満たさないファイバー、糸の総重量が関税分類を決定する構成部分の総重量の 10％を超え
ないことを要件とするのに対し、後者の産品は、関税分類を満たさない非原産材料の総重量が当該産
品の総重量の 10％を超えないことを要件とします。 

 デミニミス規定は、原産性要件の適用に際しての一般的な緩和を定めます。これに対して、弾性糸の
使用については協定条文（第 4.2 条 4）で明確にデミニミス規定の適用除外を規定しています。縫糸及
び弾性糸等を使用した布の使用は適用範囲を限定した追加要件であることから、デミニミス規定は適
用できないものと考えます。 

 原産資格を緩和する規定（供給不足の物品の一覧表） 

 デミニミス規定に加えて、域内調達が容易でない材料については、附属書 4-A、付録 1「供給不足の
物品の一覧表」（Short Supply List: SSL）が定められ、187 素材 (うち 8 素材は協定発効から 5 年で削
除) について、最終用途を指定して、又は用途にかかわらず原産材料として使用することができます。
原産性付与に係る追加要件と緩和を図示すると図表５のとおりです。 

 TPP11 の繊維規則を上述の総論で使用した総括図で説明し、俯瞰すると、次のようになります。 
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項 目 規則の内容 
原産性の判断 地域原産（全締約国を一領域として判断）。完全生産品、原産材料のみから生産、

品目別規則 
  弾性糸例外 すべての繊維･繊維製品（第 61 類から第 63 類までの製品は、関税分類を決定す

る構成部分）で弾性糸を含むものは、当該弾性糸が域内で完全に作られる場合に
のみ、原産資格を付与（デミニミス規定の適用なし） 

  弾性糸を使
用した布例外 

第 61 類、第 62 類の産品で、第 5806.20 号又は第 60.02 項の生地を含むもの（第
6212.10 号の産品を除く。）は、そのような生地が、域内において作られ、かつ、
仕上げられた糸から作られ、かつ、仕上げられる場合に限り、原産品とする。（関
税分類を決定する部分以外にも適用） 

  縫糸例外 第 61 類から第 63 類までの産品で、第 52.04 項、第 54.01 項若しくは第 55.08 項
の縫糸又は縫糸として使用される第 54.02 項の糸を含むものは、そのような縫糸
が域内で作られ、かつ、仕上げられる場合に限り、原産品とする。（関税分類を
決定する部分以外にも適用） 

累積規定 モノ･生産行為の累積（地域原産の考え方を採用するので、累積概念は規定がな
くても所与のもの） 

軽 微 な 工 程 ･ 加
工 

規定なし 

デミニミス規定 (i) 第 50 類～第 60 類及び図表 1 で示される産品（関税分類変更を満たさない非
原産材料の総重量が産品の総重量の 10％以下）。 
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項 目 規則の内容 
(ii) 繊維製品（第 50 類～第 63 類）（関税分類を決定する構成部分に関税分類変
更を満たさない非原産材料のファイバー、糸を含む場合、当該ファイバー、糸の
総重量が当該構成部分の総重量の 10％以下） 

原産性判断で考
慮しない事項 

輸送用梱包材料･容器、産品と同一分類される小売包装用材料･容器（RVC の場
合は原産、非原産を考慮）、附属品、予備部品、工具、解説資料（インボイスが
別建てされず、数量･価額が慣習的なもの） 

自社製造品の 
ロールアップ 

可能（通常のロールアップに加え、産品の生産に非原産素材を使用した原産材料
を自社生産した場合でも、原産材料としてカウント可能） 

品目別規則 (i) すべて関税分類変更基準。基本的に「ヤーンフォワード」ルール 
(ii) 捺染、浸染の単独工程では原産性を付与せず 
(iii) 附属書 4-A、第 A 節３(d)： 関税分類変更での特定の材料を除外する場合、
除外された当該特定の材料が原産品であることを要求 

 

図表 1：HS 第 11 部以外に適用される繊維ルール 
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図表 5：TPP11 繊維規則の原産性付与に係る追加要件と緩和要件 
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(注 1)  HS 関税率表解説第 11 部総説によると、HS 分類は、第 50 類から第 55 類までにおいて、「一種又は二

種以上の紡織用繊維の単独のもの又は混用のものを扱い、・・・織物及びこれらの織物を製造するまでの各段階の

物品・・・（例えば）原材料、回収くず、カードし又はコームしたスライバー、ロービング等の形状の繊維、糸及

び織物を含む」のに対し、第 56 類から第 63 類までには、例えば、「パイル織物、細幅織物、56.06 項又は 58.08 

項のシェニールヤーン、ジンプヤーン、組ひも、ガルーンその他のトリミング及びチュールその他の網地、レー

ス、織物その他の紡織用繊維にししゅうしたもの、メリヤス編物又はクロセ編物」を含みます。 

 また、第 11 部の注７によると、この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいいます。  

（a） 長方形（正方形を含む。）以外の形状に裁断した物品  

（b） 完成したもので、単に分割糸を切ることにより又はそのままで使用することができるもの（縫製その他の

加工を要しないものに限る。例えば、ダスター、タオル、テーブルクロス、 スカーフ及び毛布）  

（c） 特定の大きさに裁断し、少なくとも一の縁を熱溶着し（縁を先細にし又は圧着したのが見えるものに限

る。）、その他の縁をこの注に規定される他の加工をした物品（反物の裁断した縁にほつれ止めのための

熱裁断その他の簡単な加工をしたものを除く。 

（d） 縁縫いし、縁かがりをし又は縁に房を付けた物品（反物の裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工を

したものを除く。）  

（e） 特定の大きさに裁断した物品でドロンワークをしたもの  

（f） 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた物品（同種の織物類を二以上つなぎ合 わせた反物及

び二以上の織物類を重ね合わせた反物（詰物をしてあるかないかを問わない。） を除く。）  

（g） メリヤス編み又はクロセ編みにより特定の形状に編み上げたもの（単一の物品に裁断してあるかないかを

問わない。 

 さらに、第 11 部の注８で、 第 50 類から第 60 類までにおいては、（ａ）第 50 類から第 55 類まで、第 60 

類及び、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第 56 類から第 59 類までには、７に定義する製品にした

ものを含まないとしています。 

（注 2） 第 11 部の号注 (d) 織物との関連で「漂白してないもの」とは、漂白してない糸から成る織物で、漂白、

浸染及び捺染のいずれもしてないものをいうものとし、無色の仕上げをしたもの及び一時的に染めたものを含む。  

（注 3） 第 11 部の号注 (e) 織物との関連で「漂白したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。(i) 織った後

に漂白したもの又は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、織った後に白色に着色し若しくは白色の仕上

げをしたもの (ii) 漂白した糸から成るもの (iii) 漂白してない糸と漂白した糸とから成るもの  

（注 4） 第 11 部の号注 (f) 織物との関連で「浸染したもの」とは、次のいずれかの織物をいう。(i) 織った後

に単一の色で均一に浸染したもの（文脈により別に解釈される場合を除くほ か、白色に浸染したものを除く。）

又は織った後に色付きの仕上げをしたもの（文脈により別に解釈される場合を除くほか、白色の仕上げをしたも

のを除く。） (ii) 単一の色で均一に着色した糸から成るもの 

（注 5） 第 11 部の号注 (g) 織物との関連で「異なる色の糸から成るもの」とは、次のいずれかの織物（捺染し

た織物を除く。）をいう。この場合において、織物の耳又は端に使用する糸は、考慮しない。(i) 異なる色の糸か
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ら成るもの又は同色で濃淡の異なる糸から成るもの（構成繊維固有の色のみを有するものを除く。）(ii) 着色した

糸と漂白してない糸又は漂白した糸とから成るもの (iii) 単糸杢（モク）又はミキスチュアヤーンから成るもの 

（注 6） 第 11 部の号注 (h) 織物との関連で「なせんしたもの」とは、織った後捺染した織物をいい、異なる色

の糸から成るものであるかないかを問わないものとし、ブラシ、スプレーガン、転写紙、フロックプリント、ろう

けつ染め等により模様付けをした織物を含む。(a) から (h) までの規定の適用に当たりマーセライズ加工は、考

慮しない。 (d) から (h) までの規定は、メリヤス編物及びクロセ編物に準用する。 

（注 7） 第 11 部の注 13  この部及び適用可能な場合にはこの表において「弾性糸」とは、合成繊維の長繊維

の糸（単繊維を含むものとし、テクスチャード加工糸を除く。）で、もとの長さの３倍に伸ばしても切れず、もと

の長さの２倍に伸ばした後、５分以内にもとの長さの 1.5 倍以下に戻るものをいう。 

（注 8） 第 11 部の注 5 第 52.04 項、第 54.01 項及び第 55.08 項において「縫糸」とは、マルチプルヤーン

及びケーブルヤーンで、次の全ての要件を満たすものをいう。 (a) 糸巻（例えば、リール及びチューブ）に巻い

たもので重量（糸巻の重量を含む。）が 1,000 グラム以下であること。(b) 縫糸用としての仕上加工をしてある

こと。 (c) 最後に Z よりをかけてあること。 

（注 9） TPP11 協定 第 4.2 条 4 （僅少の非原産材料の規定にかかわらず、）・・・当該弾性糸が一又は二以

上の締約国の領域において完全に作られる場合に限り、原産品であるとみなす（注２）。 

注２ この４の規定の適用上、「完全に作られる」とは、全ての加工及び仕上げの工程（長繊維、ストリップ、フ

ィルム又はシートの押出しに始まり、長繊維を揃えるための引抜き若しくはフィルム及びシートのストリ

ップへの切断、ファイバーから糸への紡績又はその両方を含み、仕上げられた糸又は撚糸で終わる。）を

いう。
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専門家募集のお知らせ：「貿易円滑化における AI の利用」プロジェクト 
 
国連 CEFACT の AI（人工知能）関連プロジェクトとしては、既に、電子交渉プロジェクト

（eNegitiation）について報告していますが、2021 年 3 月より、「貿易円滑化における AI の利用」プ
ロジェクトが開始され、日本からは、既に SIPS（一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会）菅
又氏が専門家として参加していますが、現在も追加で専門家を募集しておりますので、プロジェクト
の概要を紹介するとともに、専門家の方々の参加を呼びかけます。 
ご関心のある方は、 

＜JASTPRO 清友（国連 CEFACT 日本委員会事務局）E-mail：d-kiyotomo@jastpro.or.jp＞ にご連
絡ください。 
 
プロジェクトの詳細は、 
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Use+of+Artificial+Intelligence+in+Trade+Facilita
tion 
を参照願います。 
 
以下は、上記 URL の掲示内容から一部を抜粋し日本語に仮訳したものです。 
 
＜プロジェクトの目的＞ 

AI は、グローバル・バリューチェーンと国際貿易パターンをシフトさせている。 AI は、国際貿易
に変革的な影響を与える。アナリティクスやコグニティブサービスといった複数の分野における特定
のアプリケーションは、貿易の障壁を下げつつある。AI は、間違いなく、生産力の成長、経済成長を
支え、貿易を促進する新たな機会を生み出すだろう。 

このプロジェクトの目的は、国連 CEFACT が進めてきた貿易円滑化における AI の役割を検討し、
AI をどのように利用すれば貿易円滑化を進められるか、データの収集、処理、分析、データに基づく
推論など AI の能力を最大限活用するために検討しなければならない議題に焦点をあてたホワイトペ
ーパーを作成することです。 

潜在的には、この作業は、データプロバイダー、アプリケーション開発者、技術採用者にガイダンス
を提供することになる。 

 
＜プロジェクトの範囲＞ 
 このプロジェクトの範囲は、以下のことを調査検討することによる、越境貿易での安全なデータフ
ロー導入のベストプラクティスに関するホワイトペーパーの作成です。 

 AI テクノロジーを如何に国際サプライチェーンにおける貿易や関連プロセスの円滑化に活用で
きるか、データプライバシー、AI に基づいた貿易ポリシー、E コマースや支払いにおける AI の
活用などの分野も含め検討する。 

 既存の国連 CEFACT 成果物は、AI アプリケーションでどのように利用できるか。 

mailto:d-kiyotomo@jastpro.or.jp
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/Use+of+Artificial+Intelligence+in+Trade+Facilitation
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 AI 貿易円滑化アプリケーションをサポートするための新規成果物、もしくは、既存の国連
CEFACT 成果物への実行可能な変更。 

 
上記のすべては、国連 CEFACT の任務の観点から検討され、以下に関する情報をビューロー、プロ
グラム開発者、ドメインに提供する。 
1) 考えられ得る今後の作業と考えられ得る共通アプローチ 
2) 国連 CEFACT 標準の潜在的な新しいユーザグループとしてのアプリケーション開発者 

 
＜プログラム成果物＞ 
1. AI の技術的側面と、国連 CEFACT 成果物との関係についてのホワイトペーパー 
2. 越境ペーパーレス貿易円滑化への AI 技術活用に関するビジネスケース/プロセス志向ホワイトペ

ーパー 
 
（プロジェクトチームメンバーに必要な専門知識） 
人工知能技術 及び／または、貿易円滑化及び関連ビジネスプロセスの分野における幅広い知識を有
する方。 
専門家は、専門知識に基づいて作業に貢献し、国連 CEFACT の行動、倫理規範及び知的財産権に関す
る方針を遵守することが求められる。 
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国連 CEFACT からのお知らせ 
 
30 December 2021:  

UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project “JSON-LD Web Vocabulary”. 
This project will deliver a high quality JSON-LD vocabulary published to a UNECE domain and 
maintained throughout the ongoing development of the CCL, RDM s, and code lists. The vocabulary will 
be both human readable and machine readable and will support the international community in the 
development of interoperable APIs, IoT streams, and Verifiable Credentials. If you would like more 
information, please contact the project lead: Nis Jespersen. 

国連 CEFACT はプロジェクト「JSON-LD ウェブボキャブラリー集」への参加を呼び掛けています。
このプロジェクトは、質の高い JSON-LD ボキャブラリー集を UNECE ドメインへ発表するとともに、
CCL（コア要素ライブラリ＝国連 CEFACT 共通辞書）や RDMs（参考データモデル）、コードリスト
の継続的開発を通じて維持します。この語彙集はこのボキャブラリー集は、人間による可読性とコン
ピュータプログラム処理の容易性を両立させるもので、相互運用可能な APIs や IoT ストリーム、検証
可能な認証の開発において国際開発コミュニティーをサポートします。詳しく知りたい方はプロジェ
クトリーダーの Nis Jespersen にご連絡ください。 

 
23 December 2021:  

This is to announce a 60-day public review until 2022-02-21 concerning the White Paper on 
Encouraging Private Sector Participation in National Trade Facilitation Bodies. Please use the Public 
Comment Log provided to facilitate the preparation of a Disposition Log by the Project Team. 

「国の貿易円滑化機関への民間企業の参加促進に関するホワイトペーパー」について、60 日間公開
レビュ ー（2022 年 2 月 21 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。 

 
13 December 2021: 

UNECE Secretariat has released the 2021-2 UN/LOCODE directory. 
UNECE 事務局は、2021-2 UN/LOCODE ディレクトリをリリースしました。2021-2 の行政区画コ

ードは ISO3166-2（国名及び行政区画コード）の最新版と一致させるように修正されました。 
 

https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/JSON-LD+Web+Vocabulary
mailto:nis.jespersen@gmail.com
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+White+Paper+on+Encouraging+Private+Sector+Participation+in+National+Trade+Facilitation+Bodies
https://unece.org/unlocode
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JASTPRO DX への道 第三話「IT 化の着実な取組の具体例」 
 

庶務室長 古内登美雄 
 

IT は怖い、難しい、避けたいというのは遠い
昔のお話。今の IT はとてもフレンドリーで便利
なもの。そんな認識で取組みを続けていけば、
それが DX への道となって、新しい価値を皆さ
まにお届けできる日が来るのではないか。まず
は IT 化を進めること。それが DX への道そのも
のであると理解し、光が見えてきたところとい
う締めくくりで第二話は終わっていました。 
 

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として
3 密の回避が叫ばれると同時に、各種の対策を
行ってきました。在宅勤務・時差出勤の導入に
加え、会議・打ち合わせは対面での密を避ける
ため、オンラインでの開催が増えました。当協
会でも遅れることなくオンライン会議ツールを
導入し、評議員会・理事会の各委員と議題の事
前説明を含むテストを繰り返し、本番への移行
をしてきました。当初は意図しないミュートや
映像表示ができないなど、いろいろなトラブル
が発生しました。当時利用者の増えつつあった
ツールを採用したこともあり、経験を積むこと
により割とスムーズに使いこなせるようになっ
ていました。例えば音声をミュートにした参加
者に対して当初は電話をかけて状況を確認して
おりましたが、慣れるに従い会議を進行しなが
らチャット機能を使いトラブル回避が可能とな
ってきました。冒頭にも記載したとおり、今の
IT はとてもフレンドリーで便利なものでした。 
 

しかし、実はフレンドリーで便利なものと気
づくまでには少々の紆余曲折がありました。当
協会においては、2019 年度にいったん無償版の
グループチャットツールを導入したのですが、

これ単体だけでは本来持つ便利さを活かせない
まま、不評（慣れ・不慣れ、使い勝手・不勝
手、好き・嫌い等の要因）だったために利用を
中止しました。正直なところ、この時点では情
報共有の必要性をそこまで重要視していなかっ
たことも一因かもしれません。 
 

そうこうしているうちにコロナ感染が急拡大
で、在宅勤務体制を常態化する必要に迫られ、
このままでは在宅勤務においては事務所のファ
イルサーバーにアクセスできずに仕事にならな
いという声が職員からは挙がって来ました。そ
こで、手元の端末にオフィス PC のデスクトッ
プ画面を呼び出して操作するリモートアクセス
サービスを（予算の都合上）一部の職員向けに
導入。外出先や自宅にいても、インターネット
につながる PC やタブレット、スマートフォン
を利用してオフィスにいるのと同じような業務
が行えるようになり、テレワークに対応する在
宅勤務の基礎を作りました。 
 

その後、職員のスケジュール管理のため 2020
年度に国産グループウェアのスケジュール管理
ソフトを導入したものの、一朝一夕には 100 パ
ーセントの移行には至らず予定表の共有は壁に
貼っているホワイトボードも並行して使い続け
るという笑えない状況が続きました。 
 

どこからでも仕事をできるようにするための
「リモートアクセスサービス」とスケジュール
の管理もファイル共有もクラウドで行う「国産
グループウェア」を導入して一件落着・・・と
はいかず、さらなる費用対効果を検討している
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時に、かつていったん導入を中止したグループ
チャットツールがさらに進化していること、さ
らにこのツールは単体ではなくグループウェア
として導入することで一層効果的に活用できる
ことが分かりました。 
 

この統合グループウェアツールはメール、ス
ケジュール管理、ファイルサーバー、チャット
など、仕事に必要なコミュニケーションが全部
できるということだったので、2021 年 10 月よ
り本格導入を開始しました。再度かつて導入を
失敗した無償版でコスト増を回避しようと自力
で導入に挑戦しましたが、ツールやパソコンの
設定が素人には難しく、DX 推進には知識とス
キルを持った人材が必要であることを実感した
ところです（幸運にもこのタイミングで IT に詳
しい職員を採用でき、彼のおかげでこのグルー
プウェアは無事導入されました）。このグルー
プウェアは、アプリ同士の連携が簡単に行える
ところや複数のデバイスで使えるところがとて
も便利。導入後はリアルタイムな情報共有とペ
ーパーレスを目指し、プロジェクト毎にチーム
を作成し情報共有するという最大のメリットを
享受できるようトライ＆エラーの毎日です。使
って慣れることが一番です。 
 

もう一つ、当協会が昨年 4 月にリニューアル
したホームページを活用した IT 化の具体例を紹
介いたします。 
 

それは海上コンテナに搭載する危険物の申告
とコンテナ以外のバラ詰み貨物の危険物申告の
際に使用する「危険物明細書標準書式用紙」
（以下「書式」）の販売に係る手続きをホーム
ページ上での申し込みを可能にしたものです。 
 

以前はお客様が FAX で申込みを実施、当方か
らは書式と請求書をお送りし、お客様に届いた
後に代金を振り込んでいただくと言う流れでし
た。しかし、今の時代わざわざ FAX を送ってい
ただかなくてもワンクリックで注文できる方が
お客様に便利なはず。また、FAX 受付よりも業
務を効率化して迅速に対応できるようにするた
め、当協会ホームページに申込フォームを作成
し、協会内でダミーテストを繰り返し実施。問
題なく動作することを確認後、今まで FAX を利
用し発注いただいていたお客様に発注方法の変
更についてご案内し、2021 年 6 月 1 日より切替
を実施。移行はスムーズに行われ現在に至って
おります。事務所内での注文情報の共有もメー
ルによる方法に変更したことにより、複数の職
員で注文の情報共有ができるようになりまし
た。また、かねてから使用していたインターネ
ットバンキングの活用により、速やかな入金確
認も可能になるなど、お客様だけでなく、当協
会にとってもメリットがありました。今までは
お客様へ書式が届いた後に入金していただいて
いましたが、発注方法の変更に合わせて後払い
から先払いに変更させていただき、未収金処理
もなくなり事務効率があがりました。 
 

今回はグループウェアの導入と、リニューア
ルしたホームページを活用した書式販売につい
てご紹介いたしました。実はこのホームページ
リニューアル、お客様と当協会をつなぐ大変重
要なツールであるとの認識から一大プロジェク
トとして敢行したものです。次号では、このホ
ームページ刷新について詳しくご紹介いたしま
す。（つづく） 
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4 月号からの発行日変更と 2・3 月合併号について 
 

2022 年もよろしくお願いいたします。 
 
さて、月刊誌 JASTPRO は 1975 年 3 月に創刊以来、貿易標準化などの最新動向をお届けしておりま

すが、この度、発行日を 4 月号から「月末」から「15 日」に変更いたします。 
賛助会員の皆様には同日に送付及び賛助会員専用サイトに公開いたします（賛助会員専用サイトの

ログイン情報は別途ご案内いたします。）。 
一般読者の皆様は、同月末からホームページでご覧いただけます。 
なお、2・3 月号は合併号として 2 月末に発行いたします。 
 
今後も CEFACT の動きを始め、幅広いテーマで充実したコンテンツのタイムリーな発信に努めて参

りますので、引き続きご愛読賜りますよう、よろしくお願い致します。 
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編 集 後 記

今年から初めて連載ものを執筆することになり、現在資料の調査中です。いつも編集者の立場
から執筆者の方々に締切を厳守するようにお願いしていましたが、執筆者になってようやく締切
に間に合わせるのはどれだけ大変なことなのかをわかりました。

元々物書きが趣味で、何かを書くこと自体に抵抗はないのですが、事前の情報収集が大変で、
特に半世紀以上の歴史を確かめることは簡単にできませんでした。幸い協会は70年代から国連
ECEの会議報告を作り、その記録もすべて保管されていましたので助かりました。

しかしながら、原文資料が必要でWEB検索しなければならない場合があり、検索キーワードを
当てるのに苦労しています。文献として使える書類が出てきたときは、嬉しさのあまりに席で踊
り始めました。この達成感は大学卒論を書いた以来で、少しデジャヴュで懐かしかったです。

世の中の調査研究や報告書は皆そうだと思いますが、考え抜かれた文章では一単語だけでも、
背後には何万もの資料が隠れていると実感しました。（S）
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