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短期集中連載 「日本におけるベース・レジストリ戦略とJASTPROコードの未来」 

第二話（全三話） 「JASTPRO コード今昔物語」 

 

上席調査員 幸田 周平 

 

先月号では、日本版ベース・レジストリ戦略がこれからのデジタル社会を作り上げるうえでとても

大切なものであることが分かりました。しかしながらその実現に対して課題が山積みであることも事

実。ここからは、当協会としてこの戦略に対してどのように参画・貢献できるか、という観点から話を

続けます。 

 

短期集中連載 2 回目、今回は当協会が運用管理する日本輸出入者標準コード（JASTPRO コード）に

ついて詳細を掘り下げ、ご紹介します。ベース・レジストリと何の関係があるのか？という疑問をお持

ちいただきつつ（その結論は次号最終回にて）、まずは JASTPRO コードに対する理解を深めていただ

ければと思います。 

 

JASTPRO コードは、「輸出入者コード」「輸出入者符号」といった呼称で輸出入を生業とする方々に

長く親しまれているコードですが、どのように開発され、今のような姿になったのでしょうか。当協会

が発行してきた過去書籍を中心に、歴史をさかのぼってみます。 

 

１．誕生 

その始まりは 1968 年。日本＝北米カリフォルニア航路へのコンテナ船就航をきっかけに、当時のコ

ンテナ船運航 6 社による 6 社コード統一委員会がそれぞれの荷主情報を統合して開発した荷主コード

ブックです。コンテナ船には、各船社の積荷が相乗りします。そのため、一つの船の積荷に対して各社

各様の書類がターミナルに集まり、海貨業者による事務処理はきわめて複雑になってしまいました。

これにより貿易書式やコードの標準化が求められるようになり、荷主のコード化もその一環として始

まったものと推測されます。 

 

この荷主コードブックは、1971 年に海運コード統一委員会（参加社拡大により、前出の 6 社コード

統一委員会より改称）によって著作権や出版権の問題をクリア。国会図書館にも納本し広く一般にも

公開、海貨・通関業界に対してはコードの利用について「輸出入者符号表の説明書」を発表して理解と

協力を求め、1972 年に英国の貿易簡易化機関 SITPRO の代表が来日した際に紹介するなど、その普及

を着実に続けていきました。 

 

なお、この時期には貿易書式全般標準化に向けた気運が高まってきていました。その結果、大蔵省・

通商産業省・運輸省の支援を得て、日本貿易会を中心とした貿易関係業界により JASTPRO の前身と

なる「貿易関係書式標準化委員会（貿標委）」が設立されています。 
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さて、このころには民間業界が開発したコードである「輸出入者符号表」の有用性を国も認識するに

いたりました。1971 年 3 月には、大蔵省関税局が輸出入申告書に「輸出入者符号」として海運統一荷

主コードの記載を定めた通達改正を出しています（昭和 46 年 3 月 29 日 蔵関第 618 号）。この記載実

施に先立ち、同省は 1 年前より海運コード統一委員会と協議。同時にコード記載について通関業連合

会とも協議して賛同と協力を得た結果、同委員会発行のコードブック第 2 版の限定出版権を譲り受け

ました。これを「輸出入者符号表」として印刷、各地税関に配備し、通関業界にも有償実費で配布して

います。この版では、海上貨物荷主に加えて新たに航空貨物荷主約 1200 社が関税局の要望により登録、

符号表追補が別冊で発行されました。 

 

この時点で、輸出入者符号表が民間海運業界にとどまらず、国による活用や航空貨物荷主の収録が

始まっており、事実上の日本の標準コードとしての性質を持ち始めていることがわかります。 

 

２．普及 

1972 年、海運コード統一委員会はそれまでに発行された 16 回の訂正表を組み込んで整備した「輸

出入者符号表」第 3 版を発行。その後 1974 年には「輸出入者符号表」の出版権を日本船主協会に譲渡

したことで、このコードは「船協コード」と呼ばれるようになり、船主協会がコードの再版作業と関係

メンテナンスを実施することになりました。 

 

ちなみにこのタイミング、1974 年 12 月に貿標委は発展的に解消し、財団法人日本貿易手続簡易化

協会（JASTPRO）が大蔵省・通商産業省・運輸省共管の法人として設立されました。 

 

先述したとおり、船協コードはその用途や価値が開発当初から大幅に拡張されており、一民間業界

団体が維持管理し切れるものではなくなっていました。1975 年 12 月、ここに至って船主協会は「輸

出入者符号表の編集及び出版について」という書簡を JASTPRO 宛に送付。コードの運用管理の検討

を依頼することとなりました。 

 

この背景には、日本においても航空貨物が増加しはじめ、迅速な電算処理の必要性から開発された

NACCS（当時の名称は Nippon Air Cargo Clearance System＝航空貨物税関手続システム）が近く稼働

する予定となっており、この輸出入者符号表がコードとして採用されることになっていたという事情

も存在しています。NACCS による航空貨物処理では輸入者住所の表示を必要としたことから、大蔵省

は船主協会に住所追加の検討打診を行ったものの、その対応によるコードブック価格の高騰や一民間

団体の負担を越えるという判断があり、然るべき機関において運営されることが望まれるようになっ

たのです。 

 

３．継承 

依頼を受けた JASTPRO は、早速貿易関係者コード特別委員会を設置。1976 年 9 月、その検討結果

として「日本輸出入者標準コードについて」をとりまとめました。船協コードをベースに住所・郵便番
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号・電話番号を追加することや事業実施体制、費用に関する詳細な検討結果を提示するも、残念ながら

この時点では新標準コード開発の具体化には至りませんでした。 

 

1978 年 8 月、成田空港にて輸入貨物を対象に NACCS が稼働しました。新標準コード開発が間に合

わなかったため、NACCS センターは通関業者協力のもと独力で船協コードから関係輸入者とコード

を抽出し、住所の追加を行って「NACCS 輸入者コード表」第 1 版を作成、NACCS 利用企業に配布す

ることとなりました。これにより、一時的にコード管理を複数の組織が行うという状況が発生し、コー

ドの重複設定や誤設定の危惧を内包するという不安定な状態で日本の貿易電子化はスタートを切った

のです。 

 

しかし、JASTPRO は輸出入者コードの具現化に向けた調査研究とともに、協会内での事業実施に向

けた詳細な検討を根気よく継続しました。対外的には 1978 年 3 月に「貿易手続簡易化 24 の課題」に

おける 22 番目の課題として「日本輸出入者標準コードの開発・設定」を提言します。1980 年には「『貿

易手続簡易化 24 の課題』のその後」として続編を発表。2 年前の提言に関する進捗について、この時

点で「コードのレベルアップを図り、これの保守管理を 1983 年から JASTPRO で行うこととして、そ

の準備を進めている」としています。 

 

この提言どおり、協会内部における準備が進みます。1980 年 9 月の理事会で「わが国の輸出入者コ

ードの標準化とその保守、管理の実施」が承認され、翌 1981 年度事業計画においてコード開発調査特

別委員会の設置とコード基本データ収集の一部着手が策定されました。ここに至り、JASTPRO は標準

コードを「検討」する段階から「開発」する段階に移ったと言えるでしょう。続く 1982 年には、5 月

の理事会で翌年からの標準コード保守管理に向けたデータ整備とシステム開発計画・保守管理業務の

試行が承認され、協会における準備作業は佳境を迎えます。 

 

そして、1983 年 4 月。すべての準備が整い、JASTPRO はコードの運用管理を船主協会から正式に

継承し、協会としてのコード事業が正式に始まりました。 

 

４．慧眼 

さて、ここからは「然るべきコード運営機関」として当協会が選ばれた点について考察してみます。

JASTPRO は、名前のとおり「貿易関係手続の簡易化」がその使命です。そのための手段として、各種

情報のコード化を進めていました。これは、当時は貿易事務量が年々増加し、貿易関係手続が当初の人

手による事務処理から、コンピュータによる処理に移り変わりつつある時代であったことも大きく関

係しています。 

 

人手による事務処理の場合、人が書類を目で見て「誰が発行し、誰に向けたものか」「対象とする商

品や債権債務は何か」を判別、そのうえで必要な分類・集計・処理を行います。この過程で「なに」「だ

れ」といった情報要素を読み取る際の誤りを減らし、かつ時間当たりの作業速度、つまり生産性を高め
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ることは大きな課題ではあるものの、人の作業速度には限界があり、また、人による作業である限りミ

スが起こります。 

 

一方、定型処理を大量に行うことが得意分野であるコンピュータは、この課題を解決するための大

変有効な手段です。ただし、コンピュータが処理を容易に行うためには、情報要素を英数字による定型

符号に置き換える、つまりコード化する必要が生じました。 

 

ここで重要な点は、貿易は自分の組織だけではなく、さらに大きな視点から見ると日本だけで完結

するものではないという点です。そこで、当協会では組織独自または日本独自によるコードの乱立を

防ぐために、国際機関が進めるさまざまな国際標準コードの開発・普及に対して積極的に協力するこ

とをその方針としました。この方針に従い、国連コード勧告集を発行するなど、普及への取組みを続け

てきました。 

 

ところが、貿易関係者をコード化した「組織コード」については、この国際機関によるコード開発に

おいて対象になっていませんでした。当協会では、コード管理事業を引継ぐ以前の分析をまとめた書

籍『日本標準輸出入者コードについて（２）』において、この理由を以下のように分析しています。 

 

組織名というのは、貿易手続上、もっとも広く頻繁に用いられる情報要素であるこ

とは疑いもなく明らかである。それにもかかわらず、これに関する標準コードを望む

声が意外に盛り上がらなかったのは不思議といえば不思議である。なぜそうなのかに

ついて、一歩、突っ込んでみてみると、一組織にとって自らが書類手続上関係をもつ相

手組織の数はさほど多くないし、繰り返し発生する先が多く、また数が多い場合でも

自らの都合に合わせて任意の桁数で番号や略号を決めて使うことで、別に痛痒を感じ

ないと考えられているためとみられる。つまり大げさに「日本標準コード」というもの

を作って（多分、桁数の多いものになるはずだが）、それを押し付けられるより、自分

の使いよいもので十分間に合うという考え方である 

 

同書ではこの分析に対し、「しかしながら、このような考え方は、一見、合理性を持っているように

みえるが、やはり自己中心の近視眼的なものといわなければならない」とセルフツッコミの如く一刀

両断し、他組織との情報伝達やメンテナンスの一元化によるリソース最小化、それによって生まれる

国家的・社会的なメリットを挙げて「標準組織コード」の必要性を訴えました。 

 

これらの提言活動や標準コード普及に取り組み続けたことから、JASTPRO は事実上の標準コード

となりつつあった船協コードの然るべき運営機関としてふさわしいと判断され、その大役を任された

ものと考えられます。 
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５．進化 

その後、JASTPRO はかつて自身が提言したとおり、コード情報に住所・郵便番号・電話番号を追加。

協会内にコード管理センターを設置し、コードの新規登録や削除、変更のタイムリーな実施による保

守管理、コード表の頒布を通じた普及業務を開始しました。 

 

現在においても、JASTPRO コードは NACCS 用輸出入者コードとしての用途を中心に広く活用さ

れており、NACCS の拡張1と歩調を合わせるように改良進化を続けています。 

 

 具体的には、1994 年にコードの真正性を高めるため、3 年毎の更新登録制度を導入しました。IT 時

代が本格的に始まった 2001 年にはコードブックを電子媒体（CD-ROM）に移行。その後、貿易に参

入する事業者数の増加を踏まえて、2008 年には 5 桁数字から 12 桁英数字へとコード体系の変更を実

施して登録数上限を引き上げるとともに、社内に複数の通関担当部署を持つコード登録者の要望に応

えて枝番（12 桁のうち下 4 桁）の仕組みを導入しています。これにより、同一コード内で最大 10,000

の事業所登録（支店、工場、部署など）を可能としました。2016 年には法人番号情報との紐づけも開

始したことで、NACCS を利用した手続きに必要な情報を全てカバーしています。 

 

ここで、NACCS についても少し詳しく触れておきましょう。NACCS は、1970 年代に開発された

日本の行政手続システムで最も成功したシステムの一つです。貿易手続は、コンピュータ化される前

の紙の時代においても、各種書式が英文タイプライターを使ってローマ字（英字）で作成され、日本の

税関への輸出入申告もローマ字打ちの書類で行われていました。このような慣習の中で開発されたシ

ステムだったため、当時のコンピュータでは扱うことの難しかった漢字を使うことなく、親和性の高

い英数字のみでシステムを構築できたことが、システムの普及と成功に大きく貢献したと思われます

（前回ご紹介の通り、登記システム等漢字を扱えるシステムの実用化は 1980 年代の後半を待つことに

なります）。 

 

一方で、法人名称、住所等のローマ字表記を正確かつ迅速に入力することは多大な手間であるため、

コードを入力するだけで必要な情報が補完入力される JASTPRO コードは貿易関係者の間で重宝され、

NACCS の利便性向上にも貢献してきたと言えましょう。また、表記ルールの管理を JASTPRO が一元

的に行っていることも、コードの一貫性が保たれる要因であり、長く使われ続けている理由でもあり

ます。 

 

６．真価 

2022 年現在、JASTPRO コード約 87,000 社におよぶ継続して貿易取引を行う輸出入者様にご登録い

ただいております。通関業者、船会社、航空会社、倉庫業者、運送業者、銀行、保険会社、税関等とい

 
1  航空貨物通関に続いて海上貨物通関がシステム化され、この時点で「Nippon Automated Cargo Clearance 

System」と改称、現在では港湾関連システムも統合して「Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System

＝輸出入・港湾関連情報処理システム」となっている 
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った NACCS 利用者は、JASTPRO コードを入力することで輸出入関連手続きに必要となる英文申告

者名称や住所等の自動入力や検索ができます。また、2013 年以降 NACCS に統合された植物検疫、動

物検疫、食品等輸入届等でも利用されていることから、輸出入に必要な手続きの迅速化・省力化・正確

性向上に寄与する、日本で唯一の「貿易関係者を網羅したコード」となっています。当協会によって発

給・管理が徹底された真正性と、貿易に関わるプレイヤーを広くカバーする網羅性こそが、JASTPRO

コードの大きな価値なのです。 

 

以上、連載第 2 回は JASTPRO コードの歴史や価値を徹底的に掘り下げてご紹介いたしました。次

回最終回では、日本のベース・レジストリ戦略が目指すデジタルトランスフォーメーションに対し、

JASTPRO コードがどのように貢献できるか？について、チャレンジングな課題も含め「REBORN 

JASTPRO コード」をキーワードに大言壮語（？）を繰り広げます。お楽しみに。（つづく） 

 

参考文献： 

貿易実務ダイジェスト：1971 年 6 月号 財団法人 日本関税協会 

日本輸出入者コードについて（２）：1979 年 3 月 JASTPRO 

JASTPRO 5 年間の歩み：1980 年 3 月 JASTPRO 

『貿易手続き簡易化 24 の課題』のその後：1980 年 12 月 JASTPRO 

日本貿易関係コードの手引きー日本貿易標準コード特別委員会報告書ー：1984 年 3 月 JASTPRO 

貿易実務ダイジェスト：1984 年 4 月号 財団法人 日本関税協会 

JASTPRO 10 年の歩み：1985 年 2 月 JASTPRO 

貿易手続き簡易化のためにー10 周年記念特集号（資料集）1985 年 2 月 JASTPRO
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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―⑦ 

「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（最終回） 

 

シニア・アドバイザー 渡邊 浩吉 

 

B 電子取引法の整備状況 

 

今般アフリカ各国のシングルウィンドウを調査するに当たって、各国のシングルウィンドウを連携

し、輸出入通関に関連した公用文書 (Regulatory Documents) や、輸出入ビジネスに係るインボイスや

B/Lなど商用文書(Commercial Documents)を、電子メッセージでやり取りする場合の根拠法となるべ

き、各国の電子取引法の現状についても併せ調査した。 

 

1. 電子取引法の概要（UNCITRAL 電子取引モデル法） 

 

 UNCITRAL2（国連国際商取引法委員会）は、1966 年に創設された国連総会直属の委員会で、

1997 年に「電子商取引に関するモデル法（Model law on Electronic Commerce）」3（向後「モデ

ル法」と略称）が採択された。その目的は「各主権国家が、書面（paper-based）での意思伝達手

段および情報蓄積（storage）への代替手段の利用を統べる各国立法の強化、もしくはそのような

立法のない場合には立法形成をする際の、著しい支援となること」となっている。4 

 アフリカの多くの国では、このモデル法に沿って自国の電子取引法を作成している。モデル法に

沿っているか否かについては、基本的な部分の言い回し5などでモデル法が参照されているかどう

かをみた上での私見ではあるが、沿っているとみたものについては、便宜的に「UNCITRAL モデ

ル法の考え方」というような表現を付した。 

 電子取引モデル法の要諦は、多くの国の電子取引法作成のモデルになることで、各国の法律が相

違することに起因する障害を軽減することにある。 

 例えば、文書が電子データであるというだけの理由で、その法的効力、有効性、強制執行の可能

性が失われることは無く、紙の書面と同等に扱うことを保証するといったことを、各国が共有す

るということである。 

 
2 United Nations Commission on International Trade Law; UNCITRAL 
3 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf  
4 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/pdf/g90527c3-7j.pdf 
5 以下の基本的な部分の言い回しに注目し、モデル法を参照したかの見当をつける。 

(モデル法の第 5 条) データメッセージの法的な認知情報は、それが単にデータメッセージの形をとっていると

いうだけで、その法的効力、有効性、強制執行力を拒否されることはない。 

Article 5. Legal recognition of data messages 

Information shall not be denied legal effect, validity, or enforceability solely on the grounds that it is in the form 

of a data message. 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/fukosei_boeki/pdf/g90527c3-7j.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/286739
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 また、電子的手段で締結された契約の有効性、書面が手から手に渡るように、データメッセージ

がその時点で誰の所有物かの帰属の認定、受信の確認の仕方、データメッセージの発信と受信の

時間と場所の特定の仕方など、法律に照らして紛争を解決する場合に必要となりえる要件が規定

されている。 

 多くの国で、このモデル法に沿った電子取引法が整備される場合、各国独自の事情を加味しつつ

も、モデル法の基本的な枠組みを逸脱していないことが明らかであれば（有価証券の取扱いなど

留意点もあるが）、たとえ多国間での電子データ交換に係る域内法的枠組協定 (Regional Legal 

Framework)が十分に整備されていない状況であっても、基本的な部分は共有されているという認

識を持って国際電子取引に臨むことが出来る効果があろう。 

 実際の、調査結果に係る各国状況の一覧は、「シングルウィンドウ／電子取引法／貿易情報ポー

タルの整備状況一覧」（付録 1）を参照願いたいが、必ずしもシングルウィンドウが構築されてか

ら電子取引法が制定されているということはない。 

 一件毎にインボイスや運送書類などの船積書類を作り通関するいわゆる輸出入取引を電子メッセ

ージで行うには、少なくとも各国に UNCITRAL モデル法で例示したような電子文書取引法がな

いと、紛争発生時への対応が困難になる。しかし小口の E コマースでは、売手も買手も輸出入作

業には一切かかわらず、仲介するマーケット運営会社任せとなるケースが多く、利用者が直接電

子取引法などを意識することは少ないと考えられる。E コマースが手軽で早々に普及したとして

も、電子メッセージがベースになっているもの故、E コマースを監督する側からすれば、トラブ

ル発生時にこれを解決するための法的根拠として電子取引法が必要となる。 

 またこれとは別に、各国での電子政府化の動きも電子取引法の整備に関係すると思われる。電子

政府に係る電子申請等も電子取引と同じ electronic transaction であり、それを有効とするには法

的根拠が必要となる。 

 国境を越えた電子メッセージによる貿易関連文書のやりとりを可能にするシングルウィンドウの

普及とは別の時間軸で、電子取引法の整備が先行したケースがあるのは、上記のような理由から

ではないかと考える。 

 いずれにせよ貿易関連業務を電子化するに当たっては、電子取引法は必ず必要となる。アフリカ

各国の電子取引法の整備状況は次項の通りである。 

 電子取引法の中で電子インボイスや電子 B/L に触れた以下の事例がある。 

o 電子インボイス 

電子インボイスについては、トーゴの電子取引法の中で、その取扱い方が明記されている。

（後述のトーゴの項目を参照願う。） 

o 電子B/L 

電子B/Lについては、ガーナやケニアの場合、有価証券性のあるものとの趣旨に関連して、電

子取引法の範疇外としている。 
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因みにUNCITRALのモデル法では、その17条6において、電子B/Lが利用される場合の要件に

ついて詳細が規定されている。例えば、B/Lのような権利書類としてのデータメッセージは、

いつ何時も所有者が１名に限定されるような仕組みとすること。また権利を化体するデータ

メッセージと書面の原本が同時に存在してはならない等である。紙の書面なら1通の原本の

所持人は物理的に常に１人であり、データメッセージは存在しないので、上記の例はいずれ

も問題にならないが、簡単に共有できることが利点のデータメッセージでは、逆にこれらが

問題となる。しかし昨今貿易分野でも活用が始まったブロックチェーンの技術などを使うと、

ビットコインと同様のコンセプトに基づいて対応することで、データメッセージのこれらの

弱点がカバーされうる。UNCITRALモデル法が課す電子B/L取扱いに係る規制も、現実的に

クリアできるところまで来ていると言える。 

 

2. 各国の電子取引法の整備状況 

 

「シングルウィンドウ／電子取引法／貿易情報ポータルの整備状況一覧」（付録1）では、各国

の電子取引法の整備状況を〇△✕で区分したが、シングルウィンドウや貿易情報ポータルの整備

状況との比較、あるいは地域との関連性を見るなど、読者の参考・便宜に供するためのものであ

る。 

この中で△に区分したものは、法令が作成されたとの情報はあるが、施行されたという情報が

無く、WEB上にもサイトが見つからない国とか、法案のドラフトを作成中の状態の国について、

整備済（〇）未整備（✕）とは区別し、中間区分として表示したものである。 

従って未整備の国は欠番となっている。 

 

＜1＞ アルジェリア 

https://www.joradp.dz/Jo2000/2018/028/Fp4.pdf 

法令： 電子取引法 （2018 年） 

Loi n° 18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique  

ビジネスの流れに沿って詳細に記述されている。 

電子契約の有効性については 2004 年の法令 23 で確認されている。 

 

＜3＞ ウガンダ 

https://www.nita.go.ug/sites/default/files/2021-

12/Electronic%20Transactions%20Act%202011%20%28Act%20No.%208%20of%202011%

 
6 17 条は長文につき全部は引用できないが、該当部分だけ抜粋すると次の通り。  

“…, is intended to ensure that a right can be conveyed to one person only, and that it would not be possible 

for more than one person at any point in time to lay claim to it.” 

“it is essential for the operation of any system relying on electronic equivalents of bills of lading to avoid the 

possibility that the same rights could at any given time be embodied both in data messages and in a paper 

document.” 

https://www.joradp.dz/Jo2000/2018/028/Fp4.pdf
https://www.nita.go.ug/sites/default/files/2021-12/Electronic%20Transactions%20Act%202011%20%28Act%20No.%208%20of%202011%29.pdf
https://www.nita.go.ug/sites/default/files/2021-12/Electronic%20Transactions%20Act%202011%20%28Act%20No.%208%20of%202011%29.pdf
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29.pdf  

法令： 電子取引法（2011 年）  

Electronic Tansactions Act, 2011  

UNCITRAL モデル法の考え方に沿っている。 

＜5＞ エスワティニ 

http://www.osall.org.za/docs/2011/03/Swaziland-Electronic-Communications-Act-9-of-

2013.pdf  

上記は Electronic Communications Act で、国名スワジランドの時に制定された電子通信法で

ある。電子取引とも一部関連するが、主として通信事業の規定である故、この調査では電子取

引法は未整備とする。 

 

＜6＞ エチオピア 

https://chilot.me/2021/05/29/electronic-transaction-proclamation-no-1205-2020/ 

法令：電子署名法 No.1072/2018   

Electronic Signature Proclamation No.1072/2018 

法令名は電子署名法となっているが、同法第Ⅱ部 電子署名と電子メッセージの第 5 項「電子

メッセージの法的認知」の中の１点目に、「電子フォームのデータであるからというだけの理

由で、あらゆる法的手続きにおいて、法的な効力、有効性、証拠力を否定してはならない」と

規定してあるなど、通常の電子取引法と同等のものと考えられる。 

UNCITRAL モデル法の考え方を取り入れていると思われる。 

 

＜8＞ ガーナ 

https://bcp.gov.gh/acc/registry/docs/ELECTRONIC%20TRANSACTIONS%20ACT,%202

008%20(ACT%20772).pdf 

法令 772 電子取引法 2008 年 

ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT, 2008 (ACT 772) 

≪特筆点≫ 

上記法令の 4 節 除外規定 (f)項 

船荷証券 (B/L) は電子取引法の「適用外」とすると記載されている。 

因みに、他に適用外と規定されているものは、手形、委任状、信託、不動産売買、などとなっ

ている。 

逆に、電子取引、電子記録だからとぃって、現行の成文法あるいは習慣法の原則から適用外扱

いされることもないと規定している。7 

基本的には UNCITRAL モデル法の考え方を取り入れていると思われる。 

 
7  Electronic Transactions Act states that it “shall not be interpreted so as to exclude statute law or the 

principles of the common law being applied to, recognising or ac commodating electronic transactions, 

electronic records or any other matter provided for in the act. 

https://www.nita.go.ug/sites/default/files/2021-12/Electronic%20Transactions%20Act%202011%20%28Act%20No.%208%20of%202011%29.pdf
http://www.osall.org.za/docs/2011/03/Swaziland-Electronic-Communications-Act-9-of-2013.pdf
http://www.osall.org.za/docs/2011/03/Swaziland-Electronic-Communications-Act-9-of-2013.pdf
https://chilot.me/2021/05/29/electronic-transaction-proclamation-no-1205-2020/
https://bcp.gov.gh/acc/registry/docs/ELECTRONIC%20TRANSACTIONS%20ACT,%202008%20(ACT%20772).pdf
https://bcp.gov.gh/acc/registry/docs/ELECTRONIC%20TRANSACTIONS%20ACT,%202008%20(ACT%20772).pdf
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＜10＞ ガボン 

https://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Ordonnance-2018-13-communications-

electroniques.pdf 

Réglementation des communications électroniques 

Ordonnance No.013/PR/2018 du 23 février 2018 

法令 013/PR/2018 電子通信法（2018 年仏語）で電子取引法は未整備。 

 

＜11＞ カメルーン 

https://www.cameroontradeportal.cm/tradeportal/templates/Tip_accueil/docs/lois/loi-

commerce-electronique-n-2010-021-du-21-12-2010.pdf 

loi-commerce-electronique-n-2010-021-du-21-12-2010.pdf (cameroontradeportal.cm) 

法令： 電子商取引管理法 No.2010/021 (2010 年 12 月 仏語) 

Loi No 2010/021 of 21 decembre 2010 Régissant le commerce électronique au Cameroun  

適用外事案など規定しているが、モデル法とは違った書きぶりとなっている。 

 

＜13＞ ギニア 

https://www.arpt.gov.gn/reglementations-arpt/loi-2016-035-an-relative-aux-transactions-

electroniques/   

法令 35/2016 号 電子取引法 （2016 年 仏語） 

Loi sur les transactions électroniques 35/2016 (in French) 

ギニアにおいて電子取引を安全にできるように、違反行為やそれに対する罰則などを明示す

るというような規定で、管理色が強いかと思われる。 

2018 年に法令 81 号が追加され、消費者保護に係る規定が強化された模様。 

 

＜15＞ ケニア 

https://www.researchictafrica.net/countries/kenya/The_Kenya_Information_and_Communic

ations_Act_2009.pdf 

ケニア情報・通信法  

Kenya Information and Communication Act, Rev. 2009 (in English) 

電子取引関係の規則は上記法令の一部として規定されている。 

電子メッセージの有効性を謳った上で以下については適用外としている。8 

(a) 意思表示の作成と実行にかかるもの the creation or execution of a will 

(b) 流通証券（小切手など） negotiable instruments 

(c) 有価証券 documents of title 

従って電子 B/L は有効な電子文書の範疇には入らないと考えられる。 

 
8 Part VIA—Electronic Transactions（電子取引）83B. 項 

https://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Ordonnance-2018-13-communications-electroniques.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Gabon-Ordonnance-2018-13-communications-electroniques.pdf
https://www.cameroontradeportal.cm/tradeportal/templates/Tip_accueil/docs/lois/loi-commerce-electronique-n-2010-021-du-21-12-2010.pdf
https://www.cameroontradeportal.cm/tradeportal/templates/Tip_accueil/docs/lois/loi-commerce-electronique-n-2010-021-du-21-12-2010.pdf
https://www.arpt.gov.gn/reglementations-arpt/loi-2016-035-an-relative-aux-transactions-electroniques/
https://www.arpt.gov.gn/reglementations-arpt/loi-2016-035-an-relative-aux-transactions-electroniques/
https://www.researchictafrica.net/countries/kenya/The_Kenya_Information_and_Communications_Act_2009.pdf
https://www.researchictafrica.net/countries/kenya/The_Kenya_Information_and_Communications_Act_2009.pdf
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＜16＞ コートジボワール 

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Loi-2013-546-transactions-

electroniques.pdf 

    

Loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques  

コートジボワールにおける電子取引の標準を提示するもので、その後同国が参加する経済共

同体 ECOWAS の電子取引に係る規定に調和するような調整がなされた模様。 

 

＜19＞ コンゴ（共） 

https://economie.gouv.cg/sites/default/files/L%20n%C2%B037-

2019%20du%2012%20d%C3%A9cembre%202019.pdf 

法（案）No.37-2019 電子取引法の法案 （2019 年 仏語） 

Loi No. 37 - 2019 du 12 d6Cembre 2019 

relotive oux tronsactions Electronigue 

Bill - E-Commerce Legislation 

未だ発令されたとの情報は、Web 上には見当たらない。 

 

＜20＞ コンゴ（民共） 

https://cipesa.org/2017/06/le-parlement-de-la-republique-democratique-du-congo-est-

invite-a-adopter-des-lois-qui-appuient-les-droits-des-citoyens-en-ligne/ 

政府が国会に、電子取引を含む法案の整備を促したとの情報があったが、進捗があったかの

情報は Web 上には見当たらない。 

 

＜21＞ ザンビア 

https://www.parliament.gov.zm/node/8842 

法令：No. No 4 of 2020 電子通信および電子取引法 （2021 年） 

Electronic Communications and Transactions Act, 2021 

UNCITRAL モデル法の考え方 

 

＜22＞ シエラレオネ 

https://old.sierralii.org/sl/legislation/act/2019/89-0 

電子取引法 （2019 年） 

Electronic Transactions Act 

UNCITRAL モデル法とは違った構成になっているが、恐らく考え方はそれほど乖離していな

いと思われる。データメッセージが最初からデータで作成され、オリジナルメッセージ全体

を完全に維持しており、必要な人には見せることが出来る状態であるならば、データメッセ

ージは有効であるというような書きぶりになっている。（日本の E-文書法の見読性、完全性、

法令  2013-546  号 電子取引法 （2013  年 仏語）

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Loi-2013-546-transactions-electroniques.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Loi-2013-546-transactions-electroniques.pdf
https://economie.gouv.cg/sites/default/files/L%20n%C2%B037-2019%20du%2012%20d%C3%A9cembre%202019.pdf
https://economie.gouv.cg/sites/default/files/L%20n%C2%B037-2019%20du%2012%20d%C3%A9cembre%202019.pdf
https://cipesa.org/2017/06/le-parlement-de-la-republique-democratique-du-congo-est-invite-a-adopter-des-lois-qui-appuient-les-droits-des-citoyens-en-ligne/
https://cipesa.org/2017/06/le-parlement-de-la-republique-democratique-du-congo-est-invite-a-adopter-des-lois-qui-appuient-les-droits-des-citoyens-en-ligne/
https://www.parliament.gov.zm/node/8842
https://old.sierralii.org/sl/legislation/act/2019/89-0
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機密性、検索性の４原則みたいなものと考えられる。） 

 

＜24＞ ジンバブエ 

http://www.techzim.co.zw/wp-content/uploads/2016/08/ZImbabwes-draft-Electronic-

Transactions-Electronic-Commerce-Bill.pdf 

法（案）電子取引および E コマース法の法案 

ELECTRONIC TRANSACTIONS AND ELECTRONIC COMMERCE BILL, 2013 

法令化されたとの情報は見当たらない。 

 

＜25＞ スーダン 

https://cbos.gov.sd/sites/default/files/Electronic_Transactions_act_2007.pdf 

  

Electronic Transactions Act, 2007  

「電子契約は、データメッセージの交換を以て見積と承諾が合意され、案件に係る両者の意

思が一致することで双方の義務が成立することを以て、正当で有効となる。9」といった表現

があり、あるいはこれはイスラム法典の考え方が反映されたものかもしれない。 

 

＜26＞ セーシェル 

https://lawstrust.com/sites/default/files/docs/juris_laws/Electronic_Transactions_Act_2001.

pdf 

Electronic Transactions Act 2001 

UNCITRAL モデル法の考え方 

 

＜28＞ セネガル 

http://www.centif.sn/loi_transactions_electroniques.pdf 

電子取引法 2008-08 号 （2018 年 仏語） 

Loi N°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques  

関係者それぞれの行動に係る規定がある。 

 

＜30＞ タンザニア 

https://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/1-2015-6_sw.pdf 

Electronic transaction Act 2015 

UNCITRAL モデル法の考え方 

 

 
9 Electronic contracts shall be correct and valid when offer and acceptance coincide through data message 

exchanged by the parties to express two wills which coincide on the subject matter and put obligation on each 

other. 

法令  2007  号電子取引法 （2007  年）

http://www.techzim.co.zw/wp-content/uploads/2016/08/ZImbabwes-draft-Electronic-Transactions-Electronic-Commerce-Bill.pdf
http://www.techzim.co.zw/wp-content/uploads/2016/08/ZImbabwes-draft-Electronic-Transactions-Electronic-Commerce-Bill.pdf
https://cbos.gov.sd/sites/default/files/Electronic_Transactions_act_2007.pdf
https://lawstrust.com/sites/default/files/docs/juris_laws/Electronic_Transactions_Act_2001.pdf
https://lawstrust.com/sites/default/files/docs/juris_laws/Electronic_Transactions_Act_2001.pdf
http://www.centif.sn/loi_transactions_electroniques.pdf
https://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/1-2015-6_sw.pdf
http://www.centif.sn/centif/Loi_2008_08.pdf
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＜33＞ チュニジア 

https://ictpolicyafrica.org/fr/document/94x41x6wcz6?page=1 

Electronic Exchanges and Electronic Commerce Law No. 83  

（2000 年 8 月） 

表現は違うがコンセプトは UNCITRAL モデル法と同様と思われる。 

https://www.jstor.org/stable/27650551（参考） 

 

＜34＞ トーゴ 

https://www.droit-afrique.com/uploads/Togo-Loi-2017-07-transactions-electroniques.pdf 

Togo - Loi n°2017-07 du 22 juin 2017 relative aux transactions electroniques (www.droit-

afrique.com) 

電子取引に係る法令＃2017-07  

NB‐Loi n°2017-07 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques 

≪特筆点≫  

概ね UNCITRAL モデル法の考え方に沿った規定となっていると思われる。 

上記法令の 3 節 10 

32 条 「電子インボイス」 

別途取り決めが無い場合は、内容の真正性と完全性が保証される限り、電子データによるイ

ンボイスは書面によるインボイスと同等に受け付けられなければならない。 

33 条 「電子インボイスの保存」 

電子インボイスは、データ圧縮されたものも含め、電子データ保存用の装置に保存される。 

その場合、各インボイスのオリジナルの真正性と内容の完全性の保証も含めて保存されなけ

ればならない。 

 

＜35＞ ナイジェリア 

https://dailytrust.com/e-commerce-in-nigeria-legal-framework-challenges-and-prospect 

法案名： Bill – Electronic Commerce 2011 

電子取引法の法案が策定されて以降、まだ法律として成立していない模様。 

 

＜36＞ ナミビア 

https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Electronic%20Transactions%20Act%204%20of%2

 
10 原文は仏語 Section 3 - Electronic invoicing 

Art.32.- Notwithstanding any provision to the contrary, invoicing is accepted in the form electronic in the same 

way as the paper invoice, provided that the authenticity of the origin of the data it contains and the integrity of 

their content are guaranteed. 

Art.33.- An invoice is stored electronically by means of electronic data retention equipment, including 

compression digital. 

For invoices which are kept in electronic form, the data guaranteeing the authenticity of the origin and the 

integrity of the content of each invoice must also be kept. 

https://ictpolicyafrica.org/fr/document/94x41x6wcz6?page=1
https://www.jstor.org/stable/27650551
https://www.droit-afrique.com/uploads/Togo-Loi-2017-07-transactions-electroniques.pdf
https://dailytrust.com/e-commerce-in-nigeria-legal-framework-challenges-and-prospect
https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Electronic%20Transactions%20Act%204%20of%202019.pdf
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02019.pdf 

Electronic Transactions Act 4 of 2019  電子取引法 

モデル法の考えに沿うが、第 17 条で、当事者同士での別途取決め可とする。 

 

＜37＞ ニジェール 

http://www.justice.gouv.ne/images/2019/PDF/2019_josp_n_4_ProCiv_TribCom.pdf 

法令 電子取引法 2019-03 号 （2019 年 仏語） 

Loi n°2019-03 du 30 Avril 2019, portant sur les transactions électroniques  

関係者それぞれの責任について記述されている。 

 

＜38＞ ブルキナファソ 

http://www.arcep.bf/download/lois/loi_portant_reglentation_des_services_transaction_2.pdf 

    

独自の規則と思われる。 

 

＜40＞ ベナン 

https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Benin-Loi-2017-20-Portant-code-du-

numerique-en-Republique-du-Benin.pdf 

ナンバリングコードに係る法令 No.20/2017 と 経済共同体 ECOWAS 域内における電子取

引に係る補足協定 A/SA.2/01.1011 （2017 年 仏語） 

Loi No. 20/2017 portant code du numérique en République du Bénin. 

Supplementary Act A/SA.2/01/10 on Electronic Transactions within ECOWAS 

ECOWAS の補足協定を取り込んでいる。 

 

＜41＞ ボツワナ 

https://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/Electronic-Communications-and-

Transactions-Act-2014.pdf 

法令 14/2014 号 電子通信および電子取引法  

Electronic communication and transactions Act No. 14/2014 

UNCITRAL のモデル法に沿った設定。 

 

＜42＞ マダガスカル 

https://edbm.mg/wp-content/uploads/2017/12/Loi-

2014_024_transactions_electroniques.pdf 

法令 24/2018 号 電子取引 (2018 年 仏語) 

 
11 ECOWAS の補足協定については、D 節(3)項 a.の詳細を参照願う。 

法令 045-2009/AN  電子取引のサービスに係る規則  (2009  年 仏語)

https://www.lac.org.na/laws/annoSTAT/Electronic%20Transactions%20Act%204%20of%202019.pdf
http://www.justice.gouv.ne/images/2019/PDF/2019_josp_n_4_ProCiv_TribCom.pdf
http://www.arcep.bf/download/lois/loi_portant_reglentation_des_services_transaction_2.pdf
https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Benin-Loi-2017-20-Portant-code-du-numerique-en-Republique-du-Benin.pdf
https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Benin-Loi-2017-20-Portant-code-du-numerique-en-Republique-du-Benin.pdf
https://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/Electronic-Communications-and-Transactions-Act-2014.pdf
https://www.bocra.org.bw/sites/default/files/documents/Electronic-Communications-and-Transactions-Act-2014.pdf
https://edbm.mg/wp-content/uploads/2017/12/Loi-2014_024_transactions_electroniques.pdf
https://edbm.mg/wp-content/uploads/2017/12/Loi-2014_024_transactions_electroniques.pdf
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Law No. 24/2018 on electronic transaction  

独自色のある規則と思われる。 

 

＜43＞ マラウイ 

https://macra.mw/wp-content/uploads/2021/04/MACRA-Electronic-Transactions-

Cybersecurity-Act-2016-33.pdf 

Electronic Transactions and Cyber Security Act, 2016 

UNCITRAL のモデル法に沿っている。 

 

＜44＞ マリ 

http://www.sgg-mali.ml/JO/2016/mali-jo-2016-22.pdf 

法令 2016-012 号 電子データ交換とサービス （2016 年 仏語） 

独自の規則と思われる。 

 

＜45＞ 南アフリカ 

http://www.saflii.org/za/legis/consol_act/ecata2002427.pdf 

Electronic Communications and Transactions Act, updated in 2010 (in English) 

UNCITRAL モデル法の考え方 

Electronic Communications and Transactions Act [No. 25 of 2002] (www.gov.za) 

電子通信と取引法 No. 25 of 2002: Electronic Communications and Transactions Act, 2002. 

 

＜47＞ モザンビーク 

https://www.lexafrica.com/2017/08/review-of-the-electronic-transactions-act-in-

mozambique/ 

法令 No.3/2017/08 電子取引法 （2017 年 ポルトガル語） 

Electronique transaction Act, Law no. 3/2017 (Portuguese) 

電子取引法の主たる目的は法体制を整備することで電子取引に確実性を持たせること。 

 

＜48＞ モーリシャス 

https://www.icta.mu/documents/2021/08/eta.pdf  

電子取引法 23/2000 （2000 年） 

Electronic Transactions Act 23/2000  

UNCITRAL モデル法の考え方。 

 

＜49＞ モーリタニア 

http://www.msgg.gov.mr/sites/default/files/2020-

11/J.O.%201417F%20DU%2030.07.2018.pdf 

https://macra.mw/wp-content/uploads/2021/04/MACRA-Electronic-Transactions-Cybersecurity-Act-2016-33.pdf
https://macra.mw/wp-content/uploads/2021/04/MACRA-Electronic-Transactions-Cybersecurity-Act-2016-33.pdf
http://www.sgg-mali.ml/JO/2016/mali-jo-2016-22.pdf
http://www.saflii.org/za/legis/consol_act/ecata2002427.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a25-02.pdf
https://www.lexafrica.com/2017/08/review-of-the-electronic-transactions-act-in-mozambique/
https://www.lexafrica.com/2017/08/review-of-the-electronic-transactions-act-in-mozambique/
https://www.icta.mu/documents/2021/08/eta.pdf
http://www.msgg.gov.mr/sites/default/files/2020-11/J.O.%201417F%20DU%2030.07.2018.pdf
http://www.msgg.gov.mr/sites/default/files/2020-11/J.O.%201417F%20DU%2030.07.2018.pdf


-17- 

 

電子取引に係る法令 2018-022  （2018 年 仏語） 

Law n ° 2018-022 relating to electronic transactions 

ベースにはイスラム法があるとも考えられる。 

電子を認める部分と従来の形式を維持する部分とが区分されている。 

 

＜50＞ モロッコ 

https://www.dgssi.gov.ma/sites/default/files/attached_files/decret-2-08-518.pdf 

電子取引法 2-08-518 （2009 年 仏語） 

Decret relatif a l'échange électronique des données juridiques No 2-13-881  

上記とは別に、2021 年 1 月に法令 No.43.20 が公布され、電子署名法が更改された。 

https://aujourdhui.ma/economie/e-transactions-une-loi-pour-restaurer-la-confiance 

電子署名法 Law No. 43.20 on trust services for electronic transactions 

 

＜52＞ リベリア 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/lbr_e/WTACCLBR15_LEG_18.pdf 

電子取引法 Electronic Transactions Law 

UNCITRAL モデル法の考え方。 

 

＜53＞ ルワンダ 

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/rw/rw030en.pdf 

法令 Nº 18/2010 電子メッセージ、電子署名、電子取引に係る法律 

（2010 年）  

Law relating to electronic messages, electronic signatures, and electronic transactions . 

Law governing Information and Communication Technologies (N°24/2016 of 18/06/2016) 

UNCITRAL モデル法の考え方に沿っていると思われる。 

 

＜54＞ レソト  

https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/53146/Lichaba_Lesotho_2016.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

Lesotho Electronic Transactions and Electronic Commerce Bill 2013 

ドラフトなど検討中の状態。 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgssi.gov.ma/sites/default/files/attached_files/decret-2-08-518.pdf
https://aujourdhui.ma/economie/e-transactions-une-loi-pour-restaurer-la-confiance
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/lbr_e/WTACCLBR15_LEG_18.pdf
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/rw/rw030en.pdf
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/53146/Lichaba_Lesotho_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/53146/Lichaba_Lesotho_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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C 貿易情報ポータル（Trade Information Portal = TIP) の整備状況 

 

1. 貿易情報ポータル TIP の概要 

 

 UN/CEFACT12 は、本年 2021 年 4 月に勧告 38 号「貿易情報ポータル」を発出した。 

 これは世界貿易機関（World Trade Organization）が 2014 年に採択し、2017 年に発効した貿易円

滑化協定13の第 1 条「情報の公表及び入手可能性」の第 1 項「公表」の規定にある公表すべき 10

項目について、どのような形で実施されるべきかを勧告したものである。 

 勧告 33 号 35 号 36 号では貿易円滑化を推進するため、シングルウィンドウの構築・活用を提言

しているが、シングルウィンドウは貿易取引に直接関係するデータを取扱うことから、実際問題

としては構築にも運用やメンテナンスにも相応の負担と習熟が必要で、その環境整備にはある程

度時間が掛かる。 

 TIP は取引契約毎の貿易文書データを扱うのではなく、その国の貿易に関連する諸条件や法令、

規制を国内外の関係者に告知することが目的14である。これにより、関連制度の仕組が全てつまび

らかとなり、特に海外の輸出者には輸入国の通関において予期しないトラブルに遭遇したり、追

加費用が発生するような事態が軽減される。また貿易関連事業者や産品が広く紹介される場合、

マーケットの活性化や産業振興にもなる。TIP はこのように、シングルウィンドウとは別の形で

貿易円滑化や海外からの投資意欲引出しに貢献する。いわば透明で開かれた輸出入環境の演出効

果も期待できるシステムとなる。 

 JASTPRO の 506 号（2021 年 6 月）に、勧告 38 号の詳細情報が掲載されているので参照願いた

い。 

 今回、アフリカ各国で TIP がどのような状況になっているかも併せて調査した結果、シングルウ

ィンドウは未構築だが、TIP を先行して整備している国もあれば、逆にシングルウィンドウはあ

るが、TIP は整備していない国もあるなど、各国各様であった。 

 

2. 各国の TIP の整備状況 

 

「シングルウィンドウ／電子取引法／貿易情報ポータルの整備状況一覧」（付録1）に、各国の

TIPの整備状況を一覧表にしたので参照願いたいが、実際に個々のTIPにアクセスが必要な向きは、

整備済み27か国について、そのURLを以下の国別項目に表示したので活用願いたい。 

可能なものについては更に若干の情報を加えた。 

 
12    UN/CEFACT 貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター 当協会は同組織の日本委員会事務局となり、

日本代表の一員として総会やフォーラムに参加している。 
13 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000187.html  
14 （勧告 38 号の「貿易情報ポータル定義」の筆者仮訳） 

貿易情報ポータルは、輸入、輸出、通過貨物、積替貨物を管理する政府機関が制定する全ての貿易関連の規定に係

る情報を、集約し公表するためのウェブサイトである。貿易情報ポータルにより、輸入者、輸出者、その他全ての

国際貿易にかかわりを持つものが、国境での通関、およびその前後において、法的遵守要件が課せられる特定の物

品について、どのような義務かを容易にチェックし、理解し、そしてそれを果たすことができるようになる。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page1w_000187.html
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東アフリカ共同体(EAC)と西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）は共同体としての貿易情報

ポータルを開設15しており、EACについては加盟国の貿易情報ポータルとリンクが張られている。 

未整備国は欠番となる。 

  

＜3＞ ウガンダ  (EAC でリンクされた TIP) 

https://ugandatrades.go.ug/ 

グローバルヘルプデスク16に連携して運用される。必要な許認可関係、通関必要書類、費用、

根拠法、トラブル発生時の提訴先などが明示されている。 

 

＜4＞ エジプト 

https://www.egypt.gov.eg/english/home.aspx# 

エジプト政府の総合ポータルの一部として「Egyptian E-Traders Portal」が組み込まれている。 

 

＜5＞ エスワティニ 

https://www.eswatinitradeportal.com/ 

 

＜6＞ エチオピア 

https://customs.erca.gov.et/trade/ 

 

＜8＞ ガーナ 

http://www.tradehubghana.com/ 

ガーナにはシングルウィンドウである GCNet の他に、歳入庁（Ghana Revenue Authority）

が運営する Ghana National Single Window17という別のシングルウィンドウと称される国営

企業があり、その企業は貿易手続・貿易業務を扱ういわゆるシングルウィンドウの機能はな

いが、one-stop-service として Ghana’s Trading Hub(GTH)というサービスを、輸出入者を始

めとする貿易関係者に、貿易に関連して必要となる要件や規則(all trade-related requirements 

and regulation)を 2015 年から提供している。このサービスは貿易情報ポータルに仕訳される

サービスと考えられる。 

  

＜9＞ カーボベルデ 

http://cvtradeinvest.com/ 

 
15 E 節に記述した説明をそれぞれ参照願う。 
16 Global Trade Helpdesk は米国の貿易管理機関 ITC（International Trade Commission）と WTO（世界貿易機

関）および UNCTAD （国際連合 貿易 開発会議 United Nations Conference on Trade and Development）が創

設した機関で、輸入関連、市場動向、関税、通関手続、潜在需要家などの情報を一か所で提供できることを目的と

したプラットフォーム) 
17 https://www.ghanayello.com/company/48329/GHANA_NATIONAL_SINGLE_WINDOW 

 

https://ugandatrades.go.ug/
https://www.egypt.gov.eg/english/home.aspx
https://www.eswatinitradeportal.com/
https://customs.erca.gov.et/trade/
http://www.tradehubghana.com/
http://cvtradeinvest.com/
https://www.ghanayello.com/company/48329/GHANA_NATIONAL_SINGLE_WINDOW


-20- 

 

カーボベルデの、他のアフリカの諸国より有利な点がアピールされている。 

 

＜11＞ カメルーン 

https://cameroontradeportal.cm/tradeportal/index.php/fr/ 

 

<12> ガンビア 

http://gambiatradeinfo.org/ 

貿易・産業・地域統合・雇用省が主管となっており、輸入通関の必要文書や規制事項等、所定

の情報が掲載されている。 

 

<15> ケニア  (EAC でリンクされた TIP) 

https://kenyatradeportal.go.ke/ 

TIP として必要なケニアの貿易手続き情報とは別に、ケニアの事業者の輸出製品を紹介し、

逆にケニアから輸入したい海外からの引合いを掲示する、言わばマッチングの場を提供して

いる。 

名称も「Kenya Trade Portal」となっている。 

 

<16> コートジボワール 

https://pwic.gouv.ci/ 

 

<21> ザンビア 

https://www.zambiatradeportal.gov.zm/ 

商業貿易産業省が主管となり、WTO の貿易円滑化協定の規定に従い、通関の透明性を増すた

めに、2020 年にシステムをスタートさせた。 

 

<24> ジンバブエ 

https://www.tradezimbabwe.com/ 

ジンバブエは ZimTrade を TIP と位置付けている。運営は貿易開発振興公団18で、単なる貿

易手続関連情報の提供に留まらず、ジンバブエの輸出入者と問題が生じた時には解決のため

に介入する機能を持つ。 

 

<26> セーシェル 

http://www.seychellestradeportal.gov.sc/ 

 

 

 
18 National Trade Development and Promotion Organization 

https://cameroontradeportal.cm/tradeportal/index.php/fr/
http://gambiatradeinfo.org/
https://kenyatradeportal.go.ke/
https://pwic.gouv.ci/
https://www.zambiatradeportal.gov.zm/
https://www.tradezimbabwe.com/
http://www.seychellestradeportal.gov.sc/
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<28> セネガル 

https://www.gainde2000.com/portail-dinformation-commerciale-du-senegal/ 

商業省が主管で、シングルウィンドウを運用する GAINDE2000 社が、TIP も併行して運用す

る。 

 

<30> タンザニア  (EAC でリンクされた TIP) 

https://trade.tanzania.go.tz/ 

本年 2021 年 7 月に稼働を開始したばかり。 

東アフリカ共同体 EAC ではケニア、ウガンダ、ルワンダが類似した TIP で相互にリンクし

ている故、タンザニアもこれにリンクする形の TIP とした。 

 

<35> ナイジェリア 

https://nigeria.tradeportal.org/Team?l=en 

連邦産業貿易投資省の主導のもと、国家貿易円滑化委員会との協働で、WTO19による貿易円

滑化協定に準拠して開発された。特徴は、貿易手続関連情報を単に参照するだけでなく、貿易

手続きの担当官に TIP を通じて直接質問を送ることができ、その質問には 48 時間以内に回

答がなされる仕組みになっていることである。 

 

<36> ナミビア 

https://www.iwits.me/solution/namibia-trade-information-portal/ 

特徴としては、関税計算機能を付加していることである。 

また、利用者なら誰でも閲覧できるライブラリーを設け、最新の関連情報を提供している。 

 

<38> ブルキナファソ 

https://burkinatradeportal.bf/ 

本年 2021 年 6 月に稼働を開始したばかり。主管は産業・貿易・民芸品省。 

システムの構築には DANIDA20の資金支援、ITC21の技術支援を受けた。 

 

<39> ブルンジ   

https://info.commerce.bi/ 

 

<40> ベナン 

https://www.ccibenin.org/blog/2021/02/11/note-dinformation-relative-a-access2markets-

un-portail-europeen-sur-les-informations-commerciales/ 

 
19 世界貿易機関 World Trade Organization 
20 オランダの国際協力機構 (Danish Agency for International Cooperation) 
21 国際貿易センター (International Trade Centre) 

https://www.gainde2000.com/portail-dinformation-commerciale-du-senegal/
https://trade.tanzania.go.tz/
https://nigeria.tradeportal.org/Team?l=en
https://www.iwits.me/solution/namibia-trade-information-portal/
https://burkinatradeportal.bf/
https://info.commerce.bi/
https://info.commerce.bi/
https://www.ccibenin.org/blog/2021/02/11/note-dinformation-relative-a-access2markets-un-portail-europeen-sur-les-informations-commerciales/
https://www.ccibenin.org/blog/2021/02/11/note-dinformation-relative-a-access2markets-un-portail-europeen-sur-les-informations-commerciales/
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サイトでは EU 市場向けとなっているので、現段階では限定的と考えられる。 

 

<41> ボツワナ 

https://botswanatradeportal.org.bw/ 

 

<43> マラウイ 

https://mitc.mw/trade/ 

マラウイ投資貿易センターが運営している。 

 

<44> マリ 

http://www.investir.gouv.ml/index.php/trade-portail  

ポータルにアクセスすると、多くの外国語から言語を直接選択できるような配慮がなされて

いる。貿易円滑化協定の考えに沿ったものと思われる。 

因みに「日本語」を選択すると、機械翻訳ではあるが次の説明文を表示する。 

「マリ貿易ポータルは、貿易競争省（DGGC）のイニシアティブであり、投資促進省と民間

セクター（CTRCA）の支援を受けています。 

貿易ポータルは、WTO 貿易円滑化協定の第 1.2 条に対応しています。マリでのインポートお

よびエクスポート手順のステップバイステップの説明を提供します。 

トレードポータルでは、責任者にオンラインリクエストを送信することもできます。回答は

通常 48 時間以内に行われます。 

貿易ポータルは、手続きの透明性を強化し、不要な手順や義務を特定することで簡素化を促

進し、官民の対話に不可欠なツールになります。」 

 

<47> モザンビーク 

http://mozambiquetradeportal.gov.mz/en 

 

<48> モーリシャス 

https://www.mauritiustrade.mu/en 

Mauritius Trade Easy という名称の TIP 

 

<49> モーリタニア 

https://www.mauritaniatrade.com/en/index.html 

ポータルにアクセスすると先ず、モーリタニアの経済・産業の現状が数字も使って丁寧に説

明されている。海外からの投資の促進が意識されているとも思える。貿易関連の手続や関税、

免税、諸規制も詳しく記述されている。 

 

 

https://botswanatradeportal.org.bw/
https://mitc.mw/trade/
http://www.investir.gouv.ml/index.php/trade-portail
http://mozambiquetradeportal.gov.mz/en
https://www.mauritiustrade.mu/en
https://www.mauritaniatrade.com/en/index.html
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<53> ルワンダ  (EAC でリンクした TIP) 

https://rwandatrade.rw/ 

グローバルトレードヘルプデスク22に連携されている。 

輸入の詳細情報、市場動向、関税、通関手続き、可能性のある買手 など。 

 

<54> レソト 

https://www.lesothotradeportal.org.ls/ 

 

<29> ソマリア  【準備中】 

http://somaliatradeportal.com/Eng.html 

「貿易関連情報のポータルはまもなく開設されます！」が表示される。 

 

<42> マダガスカル 【準備中】 

https://www.afdb.org/en/documents/attribution-de-marche-madagascar-assistance-la-

maitrise-douvrage-amoa-pour-la-mise-en-place-du-portail-dinformations-commerciales 

本年 2021 年 3 月にアフリカ開銀の支援を受けて TIP の開発が進められることとなった。 

 

 

D 経済共同体における電子取引法と貿易情報ポータル 

 

アフリカの経済共同体については、JASTPRO の 2016 年調査報告書「アフリカの諸地域における経

済共同体および電子化の状況」を参照願いたいが、今回のアフリカ各国の調査ではシングルウィンド

ウの他に、「電子取引法」および「貿易情報ポータル」についてもスコープに入れたので、経済共同体

に関しても同様の観点から、主だったところを記述する。 

自由貿易協定（FTA）から関税同盟（Customs Union）更に共同市場（Common Market）へと進む

につれて、域内を結び付ける電子的な仕組みがその重要さを増し、電子インボイス、電子 B/L を自由

に使用できる環境整備が進むと思われる。 

 

1. 東アフリカ共同体（EAC） 

East African Community 

加盟国：ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、南スーダン 

 

 

 
22 https://globaltradehelpdesk.org/en UNCTAD（国際連合貿易開発会議）、WTO（世界貿易機関）、ITC（国際

貿易センター）により 2017 年に創設された。目的は、情報を得たい対象の市場に係る統計資料や実用的情報を、

一つの窓口でビジネス業界や政策決定機関に提供すること (one-stop shop for businesses and policymakers to 

access trade data and practical information on target markets.) 

https://rwandatrade.rw/
https://www.lesothotradeportal.org.ls/
http://somaliatradeportal.com/Eng.html
https://www.afdb.org/en/documents/attribution-de-marche-madagascar-assistance-la-maitrise-douvrage-amoa-pour-la-mise-en-place-du-portail-dinformations-commerciales
https://www.afdb.org/en/documents/attribution-de-marche-madagascar-assistance-la-maitrise-douvrage-amoa-pour-la-mise-en-place-du-portail-dinformations-commerciales
https://globaltradehelpdesk.org/en
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a. 電子取引法 

http://www.eaco.int/admin/docs/publications/EAC%20MODEL%20POLICY%20ON%20E

LECTRONIC%20TRANSACTIONS.pdf 

以下のような電子取引に不可欠な要件につき、EAC参加各国が協調し、UNCITRALモデル法

の趣旨を共有する形で規定している。 

EACの域内法的枠組 (Regional Legal Framework) といえる。 

4.4項  電子と紙を、同等の法的効力を持つものと位置付けることに係る諸規定 

4.5項  電子データの送信・受信の時点や場所等に係る合意 

 

b. 貿易情報ポータル 

https://www.eacmarkup.org/regional-portals/eac-regional-trade-information-portal 

名称： The EAC Regional Trade Information Portal 

稼働： 2018年 

EACは2005年に関税同盟協定、2010年に共同市場協定が発効しており、EAC全体として一

体感のある政策が打てる環境にある。従って対外的にEACに輸出する場合、EACから輸入

する場合という枠で、共通の条件がEACの貿易情報ポータルに掲載されている。 

EACポータルは、次のような書きぶりになっている。 

「このEACポータルは、EACに輸出、EACから輸入、あるいはEAC域内で取引される貨物の

各種ライセンス、予備審査（Pre-clearance Permit）、通関手続きに係る段階を追っての手順

説明にアクセスできる。 

また参加国であるケニア、ルワンダ、タンザニア、ウガンダそれぞれのポータルサイトにリ

ンクされるようになっている。」23 

 

2. 東・南アフリカ市場共同体（COMESA） 

Common Market for Eastern and Southern Africa 

加盟国：エジプト、リビア、ケニア、エチオピア、スーダン、ザンビア、ウガンダ、コンゴ民

主共和国、南スーダン、モーリシャス、ジンバブエ、マダガスカル、ルワンダ、エス

ワティニ、マラウイ、ブルンジ、エリトリア、ジブチ、セーシェル、コモロ 

 

a. 電子取引法 

https://unov.tind.io/record/41921?ln=en 

名称： COMESA model law on electronic transactions and 

    guide to enactment 2020/COMESA 

発出：  2010年 

 
23  (原文では次のように表現されている) The portal gives access to step-by-step guides on licenses, pre-

clearance permits and clearance formalities for the goods traded within, to and from the EAC. 

It links to national trade facilitation portals in Kenya, Rwanda, Tanzania, and Uganda,…  

http://www.eaco.int/admin/docs/publications/EAC%20MODEL%20POLICY%20ON%20ELECTRONIC%20TRANSACTIONS.pdf
http://www.eaco.int/admin/docs/publications/EAC%20MODEL%20POLICY%20ON%20ELECTRONIC%20TRANSACTIONS.pdf
https://www.eacmarkup.org/regional-portals/eac-regional-trade-information-portal
https://unov.tind.io/record/41921?ln=en
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概要： 基本的にはUNCITRALのモデル法に沿った形の内容。 

（Browse SubjectsとしてUNCITRAL Model Law on ElectronicCommerce (1996) と記載さ

れている。） 

 電子署名 

 E-Commerce 

 消費者保護 

 一方的なメールの送り付け（Unsolicited Commercial Communications UCC）への対処 

 オンラインでの紛争処理 

域内取引引への対応が中心となっているようにも思える。 

 

b. 貿易情報ポータル 

Web 上には該当するサイトが見当たらない。 

 

3. 西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS） 

Economic Community of West African States 

加盟国：ナイジェリア、ガーナ、コートジボワール、セネガル、マリ、ブルキナファソ、ベ

ナン、ニジェール、ギニア、シエラレオネ、トーゴ、リベリア、カーボベルデ、ガ

ンビア、ギニアビサウ 

 

a. 電子取引法 

http://www.tit.comm.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/11/SIGNED-Electronic-

Transaction-Act.pdf 

以下の挿入フレームは、ECOWAS の協定の補足として 2010 年に施行された電子取引に係る

補足協定 A/SA.2/01/10 の、特に読者の参照に供したい部分を、筆者が抜粋して編集、仮訳

ししたものである。 

http://www.tit.comm.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/11/SIGNED-Electronic-Transaction-Act.pdf
http://www.tit.comm.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/11/SIGNED-Electronic-Transaction-Act.pdf
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ECOWAS における電子取引に係る補足協定 A/SA.2/01/10 

２条 趣旨 

本補足協定は、ECOWAS 域内において、各国の電子取引法に、調和のとれた枠組みを与えることを目

指すものである。電子メッセージによるものであれば、いかなる性質の取引であれ、この協定が適用さ

れる。 

７条 適用法 

1）本補足協定に基づくとの取決めで行われる行為は、その行為者が属する ECOWAS 加盟国の法律を

適用するものとする。 

（即ち、この電子取引協定は、契約を律する法令そのものを提供するのが趣旨ではなく、あくまで適用

法令は加盟各国の国内法に委ねるという姿勢がとられている。） 

2）取引契約行為に売主・買主どちらの国の法律を適用するかについては当事者の自由に任せられる。

但し、予め適用法の取決めをしなかった場合は、買主が居住する国の法律が、それが買主に不利になら

ない限りにおいて、適用される。 

28 条 文書の発信 

電子文書の発信は、受信者がその電子文書を読み、文書の受領を確認した時点を以て成立したと見做

す。 

 

小口 E コマースの買主を保護するという観点から、電子文書は受信者により受信が確認され

た時に通信が成立するという規定にしたのかもしれないが、通常の輸出入の場合は、受信者

が恣意的に受信しなかったことにできる規定は、必ずしも公平とは言えないとの見方もあろ

う。７条 2）によると、実際の契約には売主、買主、どちらかの国内法が適用されることにな

っているので、この点は個別に解決されるものと考えられる。 

因みに UNCITRAL のモデル法では、発信されたメッセージが受信者のシステムに届いたが、

受信者のシステムが不調で受信できなかった時は、メッセージは発信されたことにならず、

受信者が自分のシステムの不調の責任を負わされることも無い、となっている。しかし受信

者が電子メッセージを読んでから受信確認をしないと発信したことにならないとまでは書い

ていない。 

 

b. 貿易情報ポータル 

https://ecotis.projects.ecowas.int/what-is-ecotis/ 

名称： ECOWAS Trade Information System (ECOTIS) 

紹介文によると「簡単にアクセスできタイムリーな貿易関係情報を提供する情報ポータル」

ということで、域内外の両方を対象とするテーマは、貿易協定、貿易統計、貿易促進、貿易関

連の能力開発である。 

 

 

 

https://ecotis.projects.ecowas.int/what-is-ecotis/
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4. 南部アフリカ開発共同体（SADC） 

Southern African Development Community 

加盟国：南アフリカ、アンゴラ、タンザニア、ザンビア、ボツワナ、モザンビーク、ナミビ

ア、コンゴ民主共和国、モーリシャス、ジンバブエ、マダガスカル，エスワジニ、

マラウイ、レソト、セーシェル 

貿易情報ポータル 電子取引法 共に整備されていない。 

 

≪参考≫  

アフリカ大陸自由貿易圏（African Continental FTA＝AfCFTA）運用開始 

 

 アフリカ連合（African Union = AU）は、アフリカの一層高度な政治的・経済的統合の実現と紛争

の予防・解決に向けた取組強化のために，2002 年 7 月，「アフリカ統一機構」（OAU）（1963 年

5 月設立）が発展改組されて発足した24。経済統合については一気にアフリカ全体の経済統合を目指

すのではなく、先ず地域ごとに経済共同体をつくり、それらを漸次連結して統合に導こうという考

えもあった。地域共同体の方は、上記の EAC、COMESA、ECOWAS、SADC を中心に相応の進捗

があったが、一つの国が重複していくつもの地域共同体に所属するという状況から来る地域共同体

間の横の結びつきはあるものの、統合という形にまでは進んでいない。 

 このような状況において、AU は 2019 年、ニジェールで開催したサミットで、アフリカ大陸自由貿

易圏（AfCFTA）設立協定を発効させた。その後コロナ禍により遅延していたが、本年 2021 年 1 月

1 日より運用が開始された。 

今後の実績次第では、経済統合に向けて一歩前進したとの見方もできる。 

 AfCFTA の運用開始は、アフリカにおける貿易関連電子化の促進にも好影響を与えると考えられる。

アフリカは貿易電子化が進んだ地域とは言えないが、その分、その気運と環境が整えば、他地域に

はないような電子ネットワークが装備された 2.4 兆ドルの市場が出現することになる。 

 

 

E アフリカにおける一帯一路と電子インフラ 

 

 中国で一帯一路（BRI）に携わっている中央財経大学緑色国際金融研究院 (The Green Belt and 

Road Initiative Center) の作成したリスト25によれば、本年 2021 年 1 月現在、一帯一路に関する

国際交流協定（MOU）を中国と結んでいない国は、アフリカでは、エスワティニ、エリトリア、

ギニアビサウ、サントメ・プリンシペ、中央アフリカ、ブルキナファソ、マラウイ、モーリシャス

の 8 か国だけとなる。（他 46 か国は署名済み。） 

 
24 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/oau/oau.html#:~:text=  
25 https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/oau/oau.html#:~:text=
https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/
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 途上国が中国に期待するのは港湾・道路・鉄道など、従来からの土木インフラ系だが、中国とし

ては再生可能エネルギーや電子関連インフラ（renewable power schemes, digital infrastructure）

にシフトしたい意向26とのことである。 

 アフリカにおける BRI 関係の中国の融資等については、特に天然資源が豊かな国に対しては、国

の財政政策等への厳しい条件付けなど無しに承認されるため、とにかくインフラ整備がしたい途

上国には歓迎される。しかし一方、電子インフラではないが、シエラレオネにおいては、世銀や

IMF が、同国に不必要な海外債務を負わせることになるとして融資を見送った 357 億円規模の新

空港建設計画が、BRI の一環として中国からの融資が得られることになったところ27、大統領が代

わったこともあり、結局 2018 年末、不採算事業としてシエラレオネ側から中止を申し入れるケー

スも出てきた。因みに、2007 年から 2018 年までの前大統領の時世に、中国から 2.24 億ドルの融

資を受け、特にその内 1.61 億ドルは 2016 年 1 年間の内に実施された由である。 

アフリカ諸国の中で対中国債務の多い国は、アンゴラ 250 億ドル、エチオピア 135 億ドル、ザン

ビア 74 億ドル、コンゴ共和国 73 億ドル、スーダン 64 億ドルである28。 

また、中国からの融資は主として政府相手であり、政府によっては、その詳細が明かされないと

ころにも問題がある模様。29 

アフリカ全体では対中国の債務残が 1,300 億ドル（$130 billion）に上り、金利が 2～3％との情報

もあり、これが大きな負担になっていると考えられる。 

（この項目は主として The Economic Times 2018.10.2530 から情報を得た。） 

＜参考＞ 直接の比較はできないが、日本の円借款の場合は、調達先を日本に限定しないアンタイ

ドローンで、一般条件は貧困国の場合 0.30～0.60％、低中所得国の場合は 0.65～1.15％位となっ

ている。このほか各種優遇措置が用意されている。31 

 Ⅱ章 D 節 最後の≪参照≫に記述したアフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）設立に相まって、ア

フリカ各国を連結する電子ネットワーク整備の必要性が高くなることが予想される。電子インフ

ラ関係に注力したい BRI の方向性と合致すると思われるので、今後新たな動きが出てくる可能性

が考えられる。 

 

（参考資料） 

https://orfonline.org/wp-content/uploads/2020/08/ORF_IssueBrief_395_BRI-Africa.pdf 

 

  

 
26 https://cms.law/en/int/publication/belt-and-road-initiative/bri-view-from-africa 
27 https://www.cnn.co.jp/business/35126924.html 
28 https://www.theafricareport.com/81857/africas-debt-dance-with-china-in-creating-the-belt-road-

initiative/ 
29 https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/ 
30 https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/africa-cancels-a-bri-project-for-

the-first-time/articleshow/66363312.cms 
31 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100098531.pdf 

https://orfonline.org/wp-content/uploads/2020/08/ORF_IssueBrief_395_BRI-Africa.pdf
https://cms.law/en/int/publication/belt-and-road-initiative/bri-view-from-africa
https://www.cnn.co.jp/business/35126924.html
https://www.theafricareport.com/81857/africas-debt-dance-with-china-in-creating-the-belt-road-initiative/
https://www.theafricareport.com/81857/africas-debt-dance-with-china-in-creating-the-belt-road-initiative/
https://green-bri.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/africa-cancels-a-bri-project-for-the-first-time/articleshow/66363312.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/africa-cancels-a-bri-project-for-the-first-time/articleshow/66363312.cms
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100098531.pdf
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(付録-1) アフリカ諸国のシングルウィンドウと貿易情報ポータル一覧 

 

整備済⇒ 〇 整備中⇒ △ 未整備⇒ ✕    

貿易情報ポータル 

  電子取引法   

シングルウィンドウ     

項 国名 特性 語圏 2015 年 

当時 

2021 年 

現在 

2021 年 

現在 

2021 年 

現在 

1 アルジェリア  仏 × △ 〇 × 

2 アンゴラ  ポルトガル × △ × × 

3 ウガンダ 内陸 英 × 〇 〇 〇 

4 エジプト  英 × 〇 × 〇 

5 エスワティニ 内陸 英 × △ × 〇 

6 エチオピア 内陸 英 △ 〇 〇 〇 

7 エリトリア  アラビア × × × × 

8 ガーナ  英 〇 〇 〇 × 

9 カーボベルデ 島嶼 ポルトガル × × × 〇 

10 ガボン  仏 × △ × × 

11 カメルーン  仏 〇 〇 〇 〇 

12 ガンビア  英 × × × 〇 

13 ギニア  仏 × 〇 〇 × 

14 ギニアビサウ  ポルトガル × × × × 

15 ケニア  英 〇 〇 〇 〇 

16 コートジボワー

ル 

 仏 
〇 〇 〇 〇 

17 コモロ 島嶼 仏 × 〇 × × 

18 コンゴ（共）  仏 〇 〇 △ × 

19 コンゴ（民共）  仏 〇 〇 △ × 

20 サントメ・プリ

ンシペ 
島嶼 ポルトガル × △ × × 

21 ザンビア 内陸 英 × △ 〇 〇 

22 シエラレオネ  英 × 〇 〇 × 

23 ジブチ  仏 × 〇 × × 
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24 ジンバブエ 内陸 英 × △ △ 〇 

25 スーダン  英 × × 〇 × 

26 セーシェル 島嶼 英 × × 〇 〇 

27 赤道ギニア  スペイン × × × × 

28 セネガル  仏 〇 〇 〇 〇 

29 ソマリア  英 × × × △ 

30 タンザニア  英 × 〇 〇 〇 

31 チャド 内陸 仏 × × × × 

32 中央アフリカ 内陸 仏 × × × × 

33 チュニジア  仏 〇 〇 〇 × 

34 トーゴ  仏 △ 〇 〇 × 

35 ナイジェリア  英 〇 〇 〇 〇 

36 ナミビア  英 × × 〇 〇 

37 ニジェール 内陸 仏 × △ 〇 × 

38 ブルキナファソ 内陸 仏 〇 〇 〇 〇 

39 ブルンジ 内陸 仏 △ △ × 〇 

40 ベナン  仏 〇 〇 〇 〇 

41 ボツワナ 内陸 英 △ 〇 〇 〇 

42 マダガスカル 島嶼 仏 〇 〇 〇 × 

43 マラウイ 内陸 英 × △ 〇 〇 

44 マリ 内陸 仏 × × 〇 〇 

45 南アフリカ  英 × × 〇 × 

46 南スーダン 内陸 英 × × × × 

47 モザンビーク  ポルトガル 〇 〇 〇 〇 

48 モーリシャス 島嶼 英 〇 〇 〇 〇 

49 モーリタニア  仏 × × 〇 〇 

50 モロッコ  仏 〇 〇 〇 × 

51 リビア  アラビア △ △ × × 

52 リベリア  英 × △ 〇 × 

53 ルワンダ 内陸 英 〇 〇 〇 〇 

54 レソト 内陸 英 × △ △ 〇 
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(付録-2) アフリカ諸国のシングルウィンドウと貿易情報ポータル一覧 

項 国名 上段：名称    下段： URL 

3 ウガンダ SW Uganda Electronic Single Window 

https://singlewindow.go.ug/  

TIP The Uganda Trade Information Portal (eCitizens) 

https://ecitizen.go.ug/services/uganda-trade-information-portal-0  

4 エジプト SW Nafeza ( الواحدة النافذة ) 

https://www.nafeza.gov.eg/en  

TIP Trade Services Portal 

http://www.itda.gov.eg/cra/   

5 エスワティニ TIP Eswatini Trade Information Portal 

https://eswatinitradeportal.com/  

6 エチオピア SW Ethiopian Elecronic Single Window for Trader 

https://esw.et/esw-trd/  

TIP Ethiopia Customs Trade Portal 

https://customs.erca.gov.et/trade  

8 ガーナ SW GCNet  (Ghana Community Network) 

https://gcnet.com.gh  

TIP Ghana's Trading Hub (GTH)  

http://www.tradehubghana.com/ 

9 カーボベルデ TIP Cabo Verde Tradeinvest 

http://cvtradeinvest.com/  

11 カメルーン SW Guichet Unique des Operations du Commerce Exterieur 

https://www.guichetunique.org/  

TIP Cameroon Trade Portal 

https://cameroontradeportal.cm/tradeportal/index.php/  

12 ガンビア TIP The Gambia Trade Information Portal 

http://gambiatradeinfo.org/  

13 ギニア SW Guichet Unique du Commerce Exterieur de Guinee 

https://guceg.gov.gn/?namespaceController=home&lang=en 

15 ケニア SW Kenya National Electronic Single Window (KNESWS) 

https://kenyatradenet.go.ke/kesws/jsf/login/KESWSLoginPage.jsf  

TIP Info Trade Kenya 

https://infotradekenya.go.ke  

https://singlewindow.go.ug/
https://ecitizen.go.ug/services/uganda-trade-information-portal-0
https://www.nafeza.gov.eg/en
http://www.itda.gov.eg/cra/
https://eswatinitradeportal.com/
https://esw.et/esw-trd/
https://customs.erca.gov.et/trade
https://gcnet.com.gh/
http://www.tradehubghana.com/
http://cvtradeinvest.com/
https://www.guichetunique.org/
https://cameroontradeportal.cm/tradeportal/index.php/
http://gambiatradeinfo.org/
https://guceg.gov.gn/?namespaceController=home&lang=en
https://kenyatradenet.go.ke/kesws/jsf/login/KESWSLoginPage.jsf
https://infotradekenya.go.ke/
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16 コ ー ト ジ ボ ワ ー

ル 

SW Guichet Unique  pour le Commerce Exterieur 

https://guce.gouv.ci/customs/tariff?lang=en  

TIP Portail web d'informations commerciales pwic.gouv.ci) 

https://pwic.gouv.ci  

17 コモロ SW ASYCUDA World 

https://combiznet.wordpress.com/2009/05/18/business-

opportunities-in-comoros-islands/  

18 コンゴ（共） SW Guichet Unique Douanier 

https://www.finances.gouv.cg/fr/direction-du-guichet-unique-

douanier  

19 コンゴ（民共） SW Guichet Unique 

https://www.guichetunique.cd/  

21 ザンビア TIP Zambia Trade Information Portal 

https://www.zambiatradeportal.gov.zm  

22 シエラレオネ SW ASYCUDA World（EDI での接続と思われる） 

23 ジブチ SW Djibouti Port Communication System （DPCS） 

https://ipcsa.international/about/members/members-

africa/djibouti-port-community-system-djibouti/  

24 ジンバブエ TIP Zimbabwe Trade Information Portal 

https://www.tradezimbabwe.com  

26 セーシェル TIP Seycelles Traade Portal 

www.seychellestradeportal.gov.sc  

28 セネガル SW ORBUS 

http:// www.douanes.sn/en  

TIP Portail d'Information Commeriale du Sénégal 

http://www.gainde2000.com/portail-dinformation-commerciale-du-

senegal  

30 タンザニア SW Tanzania Electronic Single Window System (TESWs) 

https://www.taec.go.tz › tanzania-electronic-single-wind… 

TIP Tanzania Trade Information Portal 

https://trade.tanzania.go.tz 

33 チュニジア SW Tunisie TradeNet 

https://arab.org/directory/tunisie-tradenet-2/  

34 トーゴ SW SEGUCE TOGO 

https://verigates.bureauveritas.com/programmes/togo  

https://guce.gouv.ci/customs/tariff?lang=en
https://pwic.gouv.ci/
https://combiznet.wordpress.com/2009/05/18/business-opportunities-in-comoros-islands/
https://combiznet.wordpress.com/2009/05/18/business-opportunities-in-comoros-islands/
https://www.finances.gouv.cg/fr/direction-du-guichet-unique-douanier
https://www.finances.gouv.cg/fr/direction-du-guichet-unique-douanier
https://www.guichetunique.cd/
https://www.zambiatradeportal.gov.zm/
https://ipcsa.international/about/members/members-africa/djibouti-port-community-system-djibouti/
https://ipcsa.international/about/members/members-africa/djibouti-port-community-system-djibouti/
https://www.tradezimbabwe.com/
http://www.seychellestradeportal.gov.sc/
http://www.douanes.sn/en
http://www.gainde2000.com/portail-dinformation-commerciale-du-senegal
http://www.gainde2000.com/portail-dinformation-commerciale-du-senegal
https://trade.tanzania.go.tz/
https://arab.org/directory/tunisie-tradenet-2/
https://verigates.bureauveritas.com/programmes/togo
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35 ナイジェリア SW Nigeria Single Window Trade 

https://trade.gov.ng  

TIP Nigeria Trade Portal 

https://nigeria.tradeportal.org/menu/89?l=en  

36 ナミビア TIP Namibia Trade Information Portal | iWits Portfolio 

https://www.iwits.me/solution/namibia-trade-information-portal/  

38 ブルキナファソ SW Le Guichet Unique du Foncier (GUF) 

https://www.presidencedufaso.bf/le-guichet-unique-du-foncier-

guf/  

TIP Brukina Trade Portal 

https://burkinatradeportal.bf/  

39 ブルンジ TIP Burundi Trade Information Portal 

https://www.eac.int/press-releases/157-trade/2165-burundi-

launches-her-own-trade-information-portal  

40 ベナン SW SEGUB Société d’Exploitation du Guichet Unique du Bénin 

https://segub.bj/?Presentation-Structure  

TIP Note d'Information 

https://www.ccibenin.org/blog/2021/02/11/note-dinformation-

relative-a-access2markets-un-portail-europeen-sur-les-

informations-commerciales/  

41 ボツワナ SW Botswana Single Window 

https://ecustoms.burs.org.bw/TFBSEW/cusLogin/login.cl  

TIP The Botswana Trade Portal 

https://botswanatradeportal.org.bw  

42 マダガスカル SW GASYNET 

https://bscmg.sgs.com/  

43 マラウイ TIP Malawi Trade Portal 

https://www.malawitradeportal.gov.mw  

44 マリ TIP Mali Trade Portal 

http://www.investir.gouv.ml/index.php/trade-portail  

47 モザンビーク SW Single electronic Window   SeW 

https://www.mcnet.co.mz/home.aspx?lang=en-US  

TIP Mozanbique Trade Portal 

http://mozambiquetradeportal.gov.mz/en  

https://trade.gov.ng/
https://nigeria.tradeportal.org/menu/89?l=en
https://www.iwits.me/solution/namibia-trade-information-portal/
https://www.presidencedufaso.bf/le-guichet-unique-du-foncier-guf/
https://www.presidencedufaso.bf/le-guichet-unique-du-foncier-guf/
https://burkinatradeportal.bf/
https://www.eac.int/press-releases/157-trade/2165-burundi-launches-her-own-trade-information-portal
https://www.eac.int/press-releases/157-trade/2165-burundi-launches-her-own-trade-information-portal
https://segub.bj/?Presentation-Structure
https://www.ccibenin.org/blog/2021/02/11/note-dinformation-relative-a-access2markets-un-portail-europeen-sur-les-informations-commerciales/
https://www.ccibenin.org/blog/2021/02/11/note-dinformation-relative-a-access2markets-un-portail-europeen-sur-les-informations-commerciales/
https://www.ccibenin.org/blog/2021/02/11/note-dinformation-relative-a-access2markets-un-portail-europeen-sur-les-informations-commerciales/
https://ecustoms.burs.org.bw/TFBSEW/cusLogin/login.cl
https://botswanatradeportal.org.bw/
https://bscmg.sgs.com/
https://www.malawitradeportal.gov.mw/
http://www.investir.gouv.ml/index.php/trade-portail
https://www.mcnet.co.mz/home.aspx?lang=en-US
http://mozambiquetradeportal.gov.mz/en
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48 モーリシャス SW Mauritius Trade Net 

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

TIP Mauritius Trade Easy 

https://www.mauritiustrade.mu/en  

49 モーリタニア TIP The Mauritanian Trade Potal 

https://www.mauritaniatrade.com/en/index.html  

50 モロッコ SW Port Net 

https://www.portnet.ma  

53 ルワンダ SW ReSW Rwanda Electronic Single Window 

https://www.sw.gov.rw  

TIP Rwanda Trade Portal 

https://rwandatrade.rw  

54 レソト TIP Lesotho Trade Information Portal 

https://lesothotradeportal.org.ls/  

  

https://mns.mu/our-solutions/trade-facilitation-solutions
https://www.mauritiustrade.mu/en
https://www.mauritaniatrade.com/en/index.html
https://www.portnet.ma/
https://www.sw.gov.rw/
https://rwandatrade.rw/
https://lesothotradeportal.org.ls/
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(付録-3) 電子商取引に関するモデル法 

（UNCITRAL Model law on Electronic Commerce） 

＜モデル法項目の紹介とＢ/Ｌ関連条項を中心とした内容の和文仮訳＞ 

 

Part one. Electronic commerce in general 

第 1 部 電子商取引一般 

Chapter I. General provisions  

第Ⅰ章  一般規定 

Article 1.  Sphere of application  

第１条  適用範囲      略 

Article 2.  Definitions  

第 2 条  定義      略 

Article 3.  Interpretation  

第 3 条  解釈      略 

Article 4.  Variation by agreement  

第 4 条  協定による修正     略 

 

Chapter II.  Application of legal requirements to data messages  

第Ⅱ章  データメッセージに係る法的規制の適用    

Article 5.   Legal recognition of data messages  

第 5 条  データメッセージの法的認知   略 

Article 5 bis.  Incorporation by reference  

第 5 条補 参考用のデータメッセージの有効性    略 

Article 6.  Writing  

第 6 条  筆記との同等性     略 

Article 7.  Signature  

第 7 条  署名との同等性     略 

Article 8.  Original  

第 8 条  データメッセージによる原本性の表出  略 

Article 9.  Admissibility and evidential weight of data messages  

第 9 条  データメッセージの証拠価値の容認   略 

Article 10.  Retention of data messages 

第 10 条 データメッセージの法定保存    略 

 

Chapter III.  Communication of data messages  

第Ⅲ章  データメッセージの通信 

Article 11.  Formation and validity of contracts 
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第 11 条 データメッセージを使用して作成した契約の有効性  略 

Article 12.  Recognition by parties of data messages  

第 12 条 当事者間のデータメッセージの認知    略 

Article 13.  Attribution of data messages  

第 13 条 データメッセージの帰属     略 

Article 14.  Acknowledgement of receipt  

第 14 条 データメッセージ受信の確認    略 

Article 15.  Time and place of dispatch and receipt of data messages  

第 15 条 データメッセージの送信・受信の時間と場所の特定  略 

 

Part two. Electronic commerce in specific areas  

第２部 特定分野における電子商取引 

CHAPTER I. CARRIAGE OF GOODS  

第Ⅰ章  貨物の運送 

 

Article 16.  Actions related to contracts of carriage of goods  

第 16 条  貨物の運送契約に係る行為 

Without derogating from the provisions of part one of this Law, this chapter applies to any action in 

connection with, or in pursuance of, a contract of carriage of goods, including but not limited to 

本章は、この法令の第一部の規定を妨げることなく、貨物の運送契約に関連した、あるいはその遂行に

当たっての、以下のような項目に係る行為に適用される。 

 

(a) 

  (i) furnishing the marks, number, quantity or weight of goods;  

 貨物の荷印、個体番号、個数あるいは重量の記載 

 (ii) stating or declaring the nature or value of goods;  

 貨物の特性あるいは価格の表示あるいは告知 

 (iii) issuing a receipt for goods;  

 貨物の受領票の発行 

 (iv) confirming that goods have been loaded;  

 貨物が船積みされたことの確認 

(b)  

 (i) notifying a person of terms and conditions of the contract;  

 契約内容・条件の当該者への通知 

 (ii) giving instructions to a carrier;  

 船社への船積依頼の連絡 
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(c) 

  (i) claiming delivery of goods;  

 貨物の受渡の要求 

 (ii) authorizing release of goods;  

 貨物の引渡の承諾 

 (iii) giving notice of loss of, or damage to, goods;  

 貨物の遺失あるいは破損の連絡 

(d) giving any other notice or statement in connection with the performance  

    of the contract;  

 契約の遂行に係るその他すべての連絡あるいは供述 

(e) undertaking to deliver goods to a named person or a person authorized  

    to claim delivery;  

 荷受人あるいは貨物の受取りを委託された人への貨物の受渡の保証 

  

(f) granting, acquiring, renouncing, surrendering, transferring or negotiating  

    rights in goods;  

  貨物の所有権を供与、取得、放棄、元地回収、譲渡、売買する行為 

 

(g) acquiring or transferring rights and obligations under the contract.  

  契約に基づき権利や義務を取得あるいは譲渡する行為 

 

Article 17.  Transport documents  

第 17 条  運送書類 

(1)  Subject to paragraph (3), where the law requires that any action referred to in article 16 be carried 

out in writing or by using a paper document, that requirement is met if the action is carried out by using 

one or more data messages.   

下記第（3）節の規定を前提として、上記 16 条に係る行為の実行に当たり、筆記あるいは書面の使用

が法令で義務付けられている場合、（筆記・書面の代わりに）１ないし複数のデータメッセージを使用

してこれを実行しても、同規定を満たしていると見做される。 

 

(2)  Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether 

the law simply provides consequences for failing either to carry out the action in writing or to use a paper 

document.  

上記第（1）節は、その規定が義務とされている場合であっても、単に、筆記あるいは書面を使用しな

いで実行された結果について規定している場合であっても、等しく適用される。 

 

(3)  If a right is to be granted to, or an obligation is to be acquired by, one person and no other person, 
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and if the law requires that, in order to effect this, the right or obligation must be conveyed to that person 

by the transfer, or use of, a paper document, that requirement is met if the right or obligation is conveyed 

by using one or more data messages, provided that a reliable method is used to render such data message 

or messages unique.  

ある特定の人物に権利が供与される場合、あるいは義務が引受けられる場合について、法令により、こ

れらの行為が実行されるためには、権利あるいは義務が、書面の移譲あるいは書面を作成して、その人

物に移転されなければならないと法令に規定されている場合であっても、１ないし複数のデータメッ

セージにより権利あるいは義務が移転されることで、同規定に準拠していると見做す。但し使用され

るデータメッセージが唯一なものとなるような、信頼できる手法を用いることを要する。 

 

(4)  For the purposes of paragraph (3), the standard of reliability required shall be assessed in the light 

of the purpose for which the right or obligation was conveyed and in the light of all the circumstances, 

including any relevant agreement.  

上記（3）節に必要となる手法の標準的な信頼性は、権利あるいは義務を移転する目的に照らして、ま

た関連する協定等の環境に照らして評価されなければならない。 

 

(5) Where one or more data messages are used to effect any action in subparagraphs (f) and (g) of article 

16, no paper document used to effect any such action is valid unless the use of data messages has been 

terminated and replaced by the use of paper documents. A paper document issued in these circumstances 

shall contain a statement of such termination. The replacement of data messages by paper documents 

shall not affect the rights or obligations of the parties involved.  

上記 16 条の (f)項および (g)項に該当する行為の実行のために、1 つあるいは複数のデータメッセー

ジが使用される場合、同 1 つあるいは複数のデータメッセージの使用を終了し、書面に置き換えられ

ない限り、同行為を実行するためのいかなる書面も有効ではない。（書面とデータメッセージは、オリ

ジナルとして併存できない。） 

 

(6) If a rule of law is compulsorily applicable to a contract of carriage of goods which is in, or is evidenced 

by, a paper document, that rule shall not be inapplicable to such a contract of carriage of goods which is 

evidenced by one or more data messages by reason of the fact that the contract is evidenced by such data 

message or messages instead of by a paper document. 

書面の、あるいは書面に裏付けられた貨物の運送契約に、法令によるルールが強制的に適用されると

いう場合、書面ではなく、1 つあるいは複数のデータメッセージに裏付けされた貨物の運送契約である

からと言って、同ルールが適用外になるということはない。 

 

 (7)  The provisions of this article do not apply to the following: [...]*. 

この第 17 条の規定は次の事柄には適用されない。 
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上記の（7）項が付加されている理由は、このモデル法の注釈によると次の通り。 

*(The Commission suggests the following text for States that might wish to extend the applicability of 

this Law: "This Law applies to any kind of information in the form of a data message, except in the 

following situations: [...].") 

UNCITRAL は、このモデル法の適用範囲の拡張を図る場合、次の表示を推奨する。 

「この法令は、データメッセージによるいかなる情報についても、以下に記する状況を除いて、適用さ

れる。」 

原本 URL: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/286739
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COVID-19パンデミックを機に貿易デジタル化が加速 

 

業務一部長 清友 大造 

 

COVID-19 パンデミックにより、国際貿易やサプライチェーンにおけるデジタル化の重要性が再認

識され、2021 年を対象とした貿易円滑化協定（TFA）に基づく調査報告書にあるように進捗が加速し

ている状況や、UNECE や国連 CEFACT を中心に進められてきた更なるデジタル化のための標準整備

等の成果が見えてきました。それらの News について以下にまとめました。 

 

＜News １＞ 

「ニューノーマル」 への適応：デジタルで持続可能な貿易円滑化により、より良いものを取

り戻す 

Adapting to the “new normal”: building back better with digital and sustainable trade 

facilitation 

2 February 2022  https://unece.org/media/trade/uncefact/press/364813 

 

【要旨】 

国連の地域委員会が本日発表した報告書（Digital and Sustainable Trade Facilitation: Global Report 

2021）によれば、COVID-19 の大流行の間、世界中の国々は国際貿易手続きのデジタル化で進展を遂

げたが、中小企業や特別なニーズのあるその他の分野のための貿易円滑化には、より強力な努力が必

要とされる。 

 

この報告書は、アフリカ経済委員会 (ECA) 、欧州経済委員会 (UNECE) 、ラテンアメリカ・カリ

ブ経済委員会  (ECLAC) 、アジア太平洋経済社会委員会  (ESCAP) 、西アジア経済社会委員会 

(ESCWA) が共同で実施した第 4 回国連グローバル調査：「デジタルで持続可能な貿易円滑化」に基づ

いている。 

 

本調査は、世界貿易機関 (WTO) 貿易円滑化協定 (TFA) における貿易円滑化措置及び 2021 年 2

月に発効した国連条約 「アジア太平洋クロスボーダー・ペーパーレス貿易の円滑化に関する枠組み協

定」 に関連するデジタル貿易円滑化措置を対象としている。144 か国を対象とした 2021 年の調査に

基づくと、報告書は、デジタル貿易円滑化措置全体の世界平均実施率が 65%であることを示している。

COVID-19 が国際貿易に及ぼす深刻な影響にもかかわらず、貿易円滑化は過去 2 年間に著しい進展を

遂げた。施策全体の実施率は、2019 年から 2021 年の間に 5 ポイント以上増加した。 

 

調査対象となった 44 の UNECE 加盟国の貿易円滑化実績は、2019 年の 72%から 2021 年には 76%

に改善した。この改善は、東欧を除き、移行経済国を含むすべての国グループで明らかであった。中央

アジア諸国は、2019 年の 54%から 2021 年の 64%へと最も高い進展を記録した。南東ヨーロッパの実

https://unece.org/media/trade/uncefact/press/364813
https://unece.org/media/trade/uncefact/press/364813
https://unece.org/media/trade/uncefact/press/364813
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施率はこれまでで最低であるが、その差は縮小している。報告書は、WTO の TFA 関連措置が世界的

に相対的によく実施されていることを示している。特にペーパーレス化の進展が顕著で 「ペーパーレ

ス貿易」 の実施率は 64%となっており、2019 年以降 6 ポイント上昇している。しかしながら、 「ク

ロスボーダー・ペーパーレス貿易」 のみの実施率は 38%と依然として低く、二国間や限られた地域の

ペーパーレス貿易システムの導入は、ほとんど部分的か、試験的導入となる。 

 

報告書は、デジタル貿易円滑化策が、貿易コスト削減の大きな触媒となることを見出している。経験

的証拠は、WTO の TFA コミットメントを超えて完全なデジタル貿易円滑化を実施すれば、平均貿易

コストを 13%以上削減、WTO の TFA の要件を満たすことから期待されるものよりも 6.7 ポイント以

上削減できることを示している。各国は、規制上及び商業上のデータ及び文書をシームレスに交換す

るために必要な合法的且つ技術的なプロトコルを策定し、実施するために協働する必要がある。この

点に関し、同報告書は、地域的及びより限られた地域的なイニシアティブが、包括的な能力開発のため

の政府間プラットフォームを提供することにより、各国が徐々に紙の使用を減らし、ペーパーレス貿

易及びクロスボーダー・ペーパーレス貿易に移行することを支援できることを示唆している。このよ

うな措置の実施は、可能な限り、国連 CEFACT 、国際連合国際商取引法委員会、世界税関機構及びそ

の他の関連機関が民間部門と協力して策定した国際的な勧告、標準及びツールに基づくべきである。 

 

報告書は、持続可能な貿易円滑化措置、すなわち特定のセクターやトレーダーのグループを対象と

した措置の実施率が低いことを強調している。農業分野の施策は比較的順調に実施されているが、「中

小企業」や「貿易に従事する女性」を対象とした貿易円滑化施策は、平均実施率がそれぞれ 41、31%

と大きな課題に直面している。 

 

COVID-19 パンデミックは、取引システムの多くの弱点を明らかにした。調査結果によると、ほと

んどの国が短期的な危機対策を実施している。しかし、 「危機時の貿易円滑化」 の項目における措置

の全体的な実施レベルは 41%であるが、これは基本的に、多くの国が、将来の危機に備えるための長

期的な貿易円滑化計画を欠いているためである。報告書は、協力をさらに強化し、貿易情報を透明化

し、復興に貢献し、将来の危機に適切に対処する各国の能力を高めるために、継続的かつ持続的な努力

がなされるべきであると提言している。 

 

詳細なデータ分析を含む調査およびグローバルレポートの結果は、untfsurvey.org およびここで確認

できます。 

https://www.unescap.org/kp/2022/untf-survey-2021-global 

欧州・中央アジアに関する UNECE 報告書は以下にある。 

https://unece.org/info/publications/pub/361161 

 

（補足説明） 

本調査における以下のセクターの対象とする調査項目につき、以下に補足する。 

../untfsurvey.org
https://www.unescap.org/kp/2022/untf-survey-2021-global
https://unece.org/info/publications/pub/361161
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➢ ペーパーレス貿易： 

• 自動税関システム 

• 越境の際に、税関や他の貿易管理機関が利用できるインターネット接続 

• 電子シングル・ウインドウ・システム 

• 税関申告書の電子提出 

• 海上貨物マニフェストの電子提出 

• 航空貨物マニフェストの電子提出 

• 特恵原産地証明書の電子申請及び発給 

• 電子マネーによる関税と手数料の納付 

• 関税払い戻しの電子申請 

  

➢ クロスボーダー・ペーパーレス貿易 

• 電子取引に関する法規制(例えば、電子商取引法、電子商取引法) 

• 電子取引を行うために業者にデジタル証明書を発行する認定認証機関 

• 税関申告書の電子交換 

• 原産地証明書の電子的交換 

• 衛生植物検疫証明書の電子交換 

• 書面信用状による支払いのペーパーレス回収 

 

➢ 貿易に従事する女性 

• 女性の貿易参加を拡大するための貿易促進政策/戦略 

• 貿易に携わる女性に利益をもたらす貿易円滑化措置 

• 国内貿易円滑化委員会等への女性の参画 

 

 

＜News ２＞ 

最新のデジタル航空貨物イノベーションが世界的な景気回復を加速する 

Latest digital air cargo innovation will accelerate global recovery  

8 February 2022  https://unece.org/media/trade/uncefact/press/364980 

 

【要旨】 

国連欧州経済委員会 (UNECE) と国際民間航空機関 (ICAO) は、より安全で回復力のあるサプラ

イチェーンへの移行を加速する一助となる新しい「デジタル航空貨物技術仕様ガイダンス」を完成さ

せ、COVID-19 の対応と復旧努力に重要な貢献を果たした。 

 

このデジタルイノベーションにより、航空輸送部門は、世界的な航空貨物の移動を容易にするため

に長年使用されてきた紙ベースの文書からの移行が可能となり、将来パンデミックの脅威に直面した

https://unece.org/media/trade/uncefact/press/364980
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際に、非接触型航空貨物環境とクロスボーダー貿易の強靭性を得ることとなる。 

 

ICAO 理事会の航空復興タスクフォース (CART) の勧告に調和し、この仕様は国際貿易と輸送の従

事者間の物理的接触を減らし、パンデミック関連の制限からクロスボーダー貿易と国際輸送業務の流

動性をより良く保護するのに役立つ。 

 

「パンデミックは、全てのモードにわたる弾力的な輸送接続性を確保するための調和的アプローチ

の価値を明確に示し、加速されたデジタル化の重要な役割を強調しました。UNECE の下、国連

CEFACT の支援で開発された実用的なツールの貢献を誇りに思います。UNECE は、各国の持続可能

な社会経済回復努力を推進するため、シームレスな複合一貫輸送と貿易のための ICAO との成功して

いる協力を発展させることを期待します。」と、UNECE のオルガ・アルガエロワ事務局長は語った。 

 

「最新の技術革新は、航空貨物および郵便サプライチェーンを含む輸送政策に対する ICAO の統合、

協調、多国間アプローチを反映しており、現在および将来のパンデミックリスクに対処する上で重要

な役割を果たします。」と、ICAO のフアン・カルロス・サラサール事務局長は強調した。「COVID-19

のパンデミックそのものによるものか、あるいはそれに伴う国際的な電子商取引の驚くべき急増によ

るものか、現在グローバルなサプライチェーンにかかっている大きな二重の負担に対処するのに役立

つことを期待しています。」。 

 

サプライチェーンのデジタル化に関する UNECE と ICAO の協力は、2020 年 9 月に国連の 8 機関

が署名した 「COVID-19 時代における持続可能な社会経済回復への国際貿易とサプライチェーンの貢

献に関する共同声明」 の成果です。 

 

これらの最新の成果により、以前は紙ベースであった航空貨物運送状 (AWB：Air Waybill) 、危険

物申告 (DGD：Dangerous Goods Declaration) 、積送品セキュリティ申告 (CSD：Consignment 

Security Declaration) に代わって、デジタル仕様が採用されることになる。これらは、航空、道路、鉄

道、海上および内陸水運に適用可能な、マルチモーダルな輸送データ共有のための広範な成果物の一

部を形成する。 

 

仕 様 書 と 関 連 資 料 は 、 UNDA COVID-19 貿 易 輸 送 プ ロ ジ ェ ク ト の ウ ェ ブ サ イ ト

（https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data）を通じて規制当局、

企業、その他の利害関係者に無料で提供されており、今後は ICAO と UNECE は、これらの実施につ

いて各国を支援することに焦点を当てる。 

 

 

 

 

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
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＜News ３＞ 

UNECE 発行 マルチモーダル輸送データおよび文書交換のデジタル化に関する重要な標準

のパッケージ 

UNECE publishes a package of important standards for the digitalization of multimodal 

transport data and document exchange   

11 February 2022  https://unece.org/media/trade/uncefact/press/365096 

 

【要旨】 

UNECE とその傘下の国連 CEFACT は、世界的なサプライチェーンの貨物輸送をサポートするため

に、インターモーダル輸送データ交換のデジタル化のための統一標準をまとめ、公表した。 

 

これらの標準は、技術仕様と、5 つの主要な輸送モードのうちの 1 つ以上を移動する際に輸送される

商品に付随する主要文書のための、UN/CEFACT Multimodal Transport Reference Data Model (MMT 

RDM) のデータサブセット、XSD スキーマ、データ構造などの支援ツールで構成される。海上、内陸

水運、航空、道路、鉄道貨物の移動に関するデータ交換構造が含まれており、これらはそれぞれ、国連

CEFACT グローバル・サプライ・チェーン  セマンティック（意味論的）参照データ・モデル 

(BSPRDM) の一部である包括的な国連 CEFACT マルチモーダル参照データ・モデル (MMT) のサ

ブセットであり、相互に連携している。 

 

UNECE は、2020 年以来、COVID-19 のパンデミックが貿易と輸送の接続性に与える影響に関する

UNTTC（Transport and Trade Connectivity in the age of pandemics）の複数機関からなる国連開発勘

定プロジェクトの枠組みの中で、これらの基準の策定とパイロットプロジェクトの支援に取り組んで

きた。この基準は、貨物に添付される重要書類、すなわち貨物積送通知書、船荷証券、鉄道、道路、海

上、航空、内陸水運による貨物輸送を支援する追加書類を対象としている。 

 

この作業は、多くの国連 CEFACT フォーラムの専門家の専門知識と主要なモーダル標準組織との協

力の恩恵を受けている。例えば、航空貨物の安全性、セキュリティ、効率性の鍵となる 3 つの輸送文

書、航空貨物運送状 (AWB) 、危険物宣言 (DGD) 、積送安全宣言 (CSD) の電子情報交換技術仕様

は、国際民間航空機関 (ICAO) 及び国際航空運送協会 (IATA) との貴重な協力の結果として含まれ

ている。 

 

国連 CEFACT RDM は、活動のセクターまたは関連するビジネス・プロセスの範囲によって情報を

パッケージ化することによって、国際標準の使用を促進する。そのため、特定のセクターでのデータ交

換に必要なすべての情報とコード・リストの基本的なセマンティック・ライブラリーを提供する。RDM

は広範な国連 CEFACT コア・コンポーネント・ライブラリ (UN/CCL) のサブセットであり、非常に

広範な国際貿易活動をカバーしているため、単一の RDM を使用することで他のセクターとの相互運

用性がシームレスになる。国連 CEFACT は、他の標準開発組織による再利用のためのセマンティッ

https://unece.org/media/trade/uncefact/press/365096
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ク・ハブを提供する。RDM とデータ交換構造を再利用することで、セマンティックの相互運用性を向

上させるための貴重なツールを提供できる。 

 

これらの新しい国連 CEFACT 成果物は、インターネット時代における貿易と輸送データ交換のため

の次世代の国連セマンティック標準に貢献する。これは、電子文書交換をサポートするために 30 年に

わたって開発された UN/EDIFACT をはじめとする以前の成果物に基づいており、世界中で毎日交換

される何百万ものメッセージをサポートしている。新世代の RDM ベースの標準は、交換構文に依存

せず、XML、JSON、Restful API、ブロックチェーンなどの最新および新興のテクノロジーを使用した

実装に適している。 

 

国連 CEFACT 標準は、IATA 標準のような既存の輸送契約国際規制基準を電子航空貨物運送状に置

き換えないことに留意することが重要である。代わりに、共通のセマンティック基盤を使用して、異な

る輸送モードやセクター間で貨物データの運用上の相互運用性を実現するための基盤を提供する。運

転目的のためのマルチモーダル輸送をサポートする標準化されたデータ交換は、国連 CEFACT のデー

タパイプライン交換標準 (PDES) に従って、規制当局およびシングル・ウィンドウ・システムにデー

タを提出するための強固な基盤を提供することができる。 

 

その目的は、国連標準と最新の IT ツールを使用して、サプライチェーン内の人と人の接触を制限し

ながら、シームレスで効率的なデータ交換を行うこと。このアプローチを最初に採用した業界の 1 つ

が貨物輸送で、FIATA と国連 CEFACT の専門家は、2021 年、MMT の RDM に沿った電子式 FIATA

マルチモーダル船荷証券の開発に協力した。 

 

いくつかのパイロットプロジェクトでは、専門家が国連 CEFACT 標準と MMT RDM の変換能力を

分析した：例えば、ベラルーシからセルビアへの木材素材の輸出と、アゼルバイジャンとウクライナの

間のビチューメンと食肉のデジタルツイン演習。専門家は現在、アジア、ユーラシア、西ヨーロッパ諸

国間の鉄道貨物と複合一貫輸送のソリューション間のコンバーターの青写真に取り組んでいる。これ

により、MMT RDM を共通基盤として使用して、UN/EDIFACT、SMGS、CIM/SMGS、およびその

他のテクノロジー間でのデータ交換が容易になる。欧州委員会は現在、電子貨物輸送情報規制 (eFTI) 

の実施に取り組んでおり、マルチモーダルなデータ交換のための共通インターフェースとして MMT 

RDM の使用を検討している。 

 

ベラルーシからセルビアへの木材製品のマルチモーダル輸送のためのデジタルツインやウクライナ

の港での海洋文書のデジタル化などのパイロット実施プロジェクトの標準と報告書は、プロジェクト

のウェブサイト https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data と国連

CEFACT: https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards で公開されている。 

 

ステークホルダーは、新たに公表された標準を利用し、その改善に貢献することができる。

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
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国連CEFACTからのお知らせ 

 

15 February 2022:  

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

UN/CCL D.22A and UN/EDIFACT D.22A is the 21 March 2022. 

国連 CEFACT は、UN/CCL（国連共通辞書/コア構成要素ライブラリ）D.22A 版と UN/EDIFACT 

D.22A 版へのデータメンテナンスリクエストフォームの提出期限を 2022 年 3 月 21 日にしたので、

利用者は留意願います。 

 

11 February 2022:  

This is to announce a 60-day public review until 2022-04-11 concerning BRS of experience programs 

information exchange process. Please use the Public Comment Log provided to facilitate the preparation 

of a Disposition Log by the Project Team. 

国連 CEFACT 日本委員会の作業部会である国連 CEFACT 観光部会が、NPO 法人 観光情報流通機

構（JTREC：Japanese EC Promotion Organization for Travel, Tourism and leisure）と共に国連 CEFACT

の Travel and Tourism Domain で検討を重ねてきた「体験プログラムの取引情報交換プロセス」のた

めの BRS（ビジネス要件仕様書）について、60 日間公開レビュー（2022 年 4 月 11 日まで）が開始

されたとの告示です。 

これに関して広く意見を求めます。疑問点や修正等がありましたら、国連 CEFACT 観光部会長 鈴

木氏＜akiosuzuki＠jtrec.org＞宛に連絡願います。 

 

公開レビューの URL： 

https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+BRS+of+Experience+

Programs+Information+Exchange+Process 

https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+BRS+of+Experience+Programs+Information+Exchange+Process
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+BRS+of+Experience+Programs+Information+Exchange+Process
../akiosuzuki＠jtrec.org
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+BRS+of+Experience+Programs+Information+Exchange+Process
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview/Public+Review%3A+BRS+of+Experience+Programs+Information+Exchange+Process
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JASTPRO DXへの道 第四話「ホームページ刷新から見えたDXの本質」 

 

庶務室長 古内登美雄 

 

前号までで、DX とは何なのか、IT 化との違い

を探りながら少しずつ取組み始めた具体例を紹

介してきました。今回は、まずホームページ刷新

を通じて見えてきた DX の本質を探り、併せてこ

れから取組んでいきたいことをいくつかご紹介

して参りたいと思います。 

 

先月号の最後で触れた通り、ホームページはお

客様と当協会をつなぐ大変重要なツールです。イ

ンターネットの大々的な普及とともに迎えた 21

世紀も早 20 年が過ぎ、組織がホームページを広

報だけでなく事業そのものにも活用するという

流れは完全に定着したと言って良いでしょう。 

 

歴史を紐解いてみますと、当協会ホームページ

は今をさかのぼること 15 年、2007 年 4 月にオー

プンしています。当時の月刊 JASTPRO（2007 年

4 月号）には「これまでの印刷物版に加え、電子

版での配布を開始し、デュアルメディア通信体制

を開始します」と謡っており、この時点から

JASTPRO はオンライン事業への第一歩を踏み

出したといえるでしょう。 

 

例えば、日本輸出入者標準コード（JASTPRO

コード）の申請受付が紙ベースの申込しかできか

ったところ、オンライン申請にも対応しました。

また、当協会が毎年実施するさまざまな調査・研

究の成果である報告書もすべて電子化したうえ

でホームページに公開しています。これによって、

貿易に携わる皆様への知識・情報共有が一段とス

ムーズになったこともホームページ開設の大き

な効果でした。 

 

しかしながら、開設当初からコンテンツを増や

し続けた結果、どこに何があるかわからないとい

う状態になってしまい、お客様からお叱りの声を

いただくことが増えてきました。こうなると、ち

ょっとしたページ構成の改善程度ではどうしよ

うもなく、全体を抜本的に見直す必要があるとい

う判断からホームページ刷新プロジェクトが開

始されたのでした。 

 

このホームページ刷新プロジェクトには大き

な柱が三つありました。 

 

一つ目は、ホームページの作成・運用の内製化

実現です。「内製化」は、DX 時代の重要なキーワ

ードです。つまり、それまで外部の業者に委託し

ていたページデザインの作成、コンテンツ更新を

すべて当協会の中で行うようにしたのです。外部

委託の場合、こちらの要望を的確かつタイムリー

に伝えることができればリソースの節約になり

大変効果的ではありますが、要望の内容や伝える

タイミングが少しでもずれるとコレジャナイペ

ージがひと足遅い時期にアップロードされてし

まいます。また、ちょっとした変更にもお金がか

かりますので、大幅刷新となると相当な費用が掛

かってしまうことも内製化に舵を切った要因で

した。 

 

内製化の道のりは楽なものではなく、そもそも

協会内にホームページ作成経験者がほぼいない

という状況だったため、まずはツール探しからの

スタートでした。大変に幸運だったのは、15 年

前と比べてホームページ作成の方法が飛躍的に

進化していたという点でしょうか。HTML を手
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打ちすることもサーバーを立てて Web サーバー

をインストールすることも不要なコンテンツ管

理システムが普及し、比較的安価に利用できたお

かげで、最初の柱である内製化を実現できました。 

 

二つ目は、モダンで閲覧しやすいデザインの実

現です。いくら情報がたくさんあっても、それが

探しにくければ宝の持ち腐れ。訪問してくださっ

たお客様が求める情報に迷わずたどり着ける構

成を試行錯誤しました。まずは「JASTPRO コー

ド」「国連 CEFACT」「調査研究」「刊行物・書式

販売」といった主要なカテゴリを整理し、マウス

オーバーでの詳細メニュー表示を採用したこと

ですっきり見やすくなったのではないかと自負

しております。 

 

特に JASTPRO コードの申請・更新・お問い合

わせ方法については、このデザイン刷新に併せて

大きく改良いたしました。旧ホームページでは導

線や説明が分かりづらかったため電話でお問合

せいただくことになり、結果的にお客様のお手間

を取らせておりました。この反省から、各種申請

の関する説明や申請フォームへの導線を大きく

見直し、新デザインで最も目立つ個所にリンクを

設置するとともに、手続きの流れごとのボタンを

設置して素早いアクセスを実現いたしました。よ

くあるご質問（FAQ）も用意し、日々いただくお

問合せ内容を順次反映させていくという取組み

も開始しております。 

 

三つめは、モバイル時代に対応したページデザ

インの採用です。パソコンの画面からだけでなく、

スマートフォンやタブレット、その他のウェブ閲

覧ツールからもアクセスくださったお客様にも

見やすくするため、レスポンシブデザインに対応

したコンテンツ管理システムを選定しました。こ

れにより、機器を問わずホームページをご利用い

ただく環境が整うこととなりました。当協会のコ

ンテンツには読み応えのある調査研究資料も多

く用意しておりますので、パソコンだけでなくタ

ブレットや大きめの画面を持ったスマートフォ

ンでアクセスし、健康に良いリラックスした姿勢

でご覧いただけるのではないかと思っておりま

す。 

 

以上のようなポイントを踏まえ、2021 年 4 月

に新しいホームページをオープンすることがで

きました。刷新自体はこれで完了となりますが、

内製化のメリットを生かして継続的な改善を（か

つてのような無計画な拡張に気をつけて）取組ん

でまいりたいと思います。 

 

さて、このホームページ刷新プロジェクトを振

り返ってみますと、DX の要素を強く持った取組

みであったことに気づきます。コンテンツ管理シ

ステムを活用して内製化が実現し、自分たちで継

続的な改善が出来るようになった結果、各担当職

員は各自の創意工夫でホームページとはどうあ

るべきなのか、どうしたら伝えやすい形で情報を

載せられるかを意識するようになりました。自分

たちで納得いくまで作りこみ、それまでの「ホー

ムページですか？ 一応用意してあります」とい

ったレベルではなく、職員自身が自信をもって紹

介できるホームページ。良いものが出来上がると、

それをさらに良いものにしていこうという機運

も高まります。アクセス解析も活用して PDCA

サイクルを回し、良いホームページには良い記事

を、という好循環が生まれ始めたのです。 

 

この好循環は、ホームページだけでなく事業そ

のもの、さらには組織を良くしていこうという機

運にもつながりました。外部委託では避けられな

いコスト面の懸念も（オーバーワークには気を付

けなくてはいけませんが）自分たちの創意工夫に
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よって、どのようにも改善し続けることができる

という環境、これはモチベーションが上がります。

結果、このホームページ刷新はお客様への情報提

供やオンラインサービスの向上だけでなく、当協

会の体質改善にも大きく寄与することとなりま

した。DX への取組みは、組織の価値向上だけで

なく、そこで働く人達が学び続け、その人材価値

を向上することにもつながっていくのかも知れ

ません。 

 

そのように考えると、DX というのは実にわく

わくする取組みです。そこで、これから迎える

2022 年度には何ができるのか、私なりにまとめ

てみた案をご紹介します。 

 

まず、事務局内部においては、徹底した電子化

を推し進めていきます。これまで紙とハンコを使

ってきた事務局内の意思決定プロセスを、この 1

月からクラウドベースのワークフローシステム

に移行し始めています。2022 年度にはすべての

手続きを網羅する予定です。それ以外に、現在紙

やファイルで運用している台帳類の管理や書面

発行プロセスも、すべて電子化します。 

 

私ども庶務室は当協会のバックオフィス機能

を担う部署ではありますが、DX は組織全体で行

っていくものという観点から、各部署を巻き込み

つつ以下のようなアイデアも考えています。 

 

例えば広報・調査事業においては、事業に役立

つ職員向けデータベースや FAQ などのリファレ

ンス、また事業関係者とのコミュニケーションを

効率化するツールを構築し、知識共有と業務効率

を強化したいところです。コード事業においては、

コード管理システムが持つ各種データを取り込

んで集計・分析できるツールを用意し、これまで

手薄だったデータ活用も始めていくことで、貿易

簡易化に役立つ調査・研究に役立つだけでなく、

コードの価値向上に向けた取組みを開始できた

らと考えております。 

 

そして、こういった取組みにおいては可能な限

り共通の、または連携が可能なシステム開発プラ

ットフォームを採用します。ホームページ刷新で

の成功事例もベースにして、当初から内製を主体

として変化に強いシステムとして構築していき

たいと思います。 

 

以上、今回はホームページ刷新を通じて私なり

に感じた DX の本質と、この流れを 2022 年度も

継続するためのアイデアをまとめてみました。当

協会が歩む DX への道はまだまだ続きます。この

連載を通じてその様子を皆様にご紹介してまい

りますので、引き続きお楽しみください。 
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編 集 後 記 

 

JASTPRO コードの歴史を読んでいて、ふと村上春樹の小説「羊をめぐる冒険」の中に出てきた十二

滝町の歴史を思いだしました。一見すると全然関係のない話（しかも十二滝町云々はフィクション）だ

が、JASTPRO コードの歴史も十二滝町の歴史も学校で習うような一般的な知識ではなく、仕事上の必

要性や純粋な興味、好奇心からでないと学ぶ機会がないという共通性を感じるからです。どちらも専

門的すぎるというか、ある意味マニアックな世界だと思いますが、わたしのような必要に迫られて、あ

るいは自発的に学ぼうとする者には不思議に身近に感じます。さらに、ある出来事を成すまでの過程

を読むと、その歴史が起きたことを確実に感じて自然に敬意を覚えます。関心がなければ難しい歴史

なのに親しいと思うこの特別な気持ちは、自分が毎日触れている専門分野ならではだと思います。（S） 
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