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CEFACT ニュースピックアップ
―UNECE、仙台防災フレームワークの加速化のため
政策と越境協力の強化を呼びかけ―
専門調査員

ホウ スカーレット

この「CEFACT ニュースピックアップ」は、これまで不定期に掲載してきた「注目すべき国連
CEFACT プレス発表」を引き継ぎ、国連 CEFACT のウェブサイトに掲載された最新の動向から興味
深いトピックをピックアップし、その内容や背景・専門用語・周辺情報などの解説を付け加えてお届け
していきます。
最初となる今回は、国連 CEFACT の母体である UNECE が取り組んでいる第７回「防災グローバル
プラットフォーム会合(Global Platform for Disaster Risk Reduction (GP2022))」を取り上げます。こ
れは、2022 年 5 月 25 日～27 日にインドネシア・バリにおいてオンラインとのハイブリッド形式で開
催された、
「仙台防災フレームワーク」
（以下で詳しく説明します）の実施に関する評価や議論を行う主
要なグローバルフォーラムです。今年は、
「リスクから強靭性へ：コロナに変えられた世界で持続可能
な開発へ」(From risk to resilience: towards sustainable development in a COVID-19 transformed world)
をテーマとして開催されました。
※

原文トピックのタイトルは「At 2022 Global Platform for Disaster Risk Reduction, UNECE calls to build
coherent resilience policies and governance and enhance transboundary cooperation to accelerate Sendai
Framework implementation」で、以下の URL よりご覧いただけます。
https://unece.org/media/trade/uncefact/news/367996

この会議において、UNECE は防災・減災に向けた能力向上について様々な提言をしました。特に、
越境協力に関係者と大衆の参画、加盟国とパートナーとの協力、セクター間に共通な、およびマルチレ
ベルにおける防災・減災関連の政策決定の強化・ガバナンスの強化を強調しました。
仙台防災フレームワーク（Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030）は、第３回国
連防災世界会議（World Conference on Disaster Risk Reduction, WCDRR；2015 年 3 月 14 日―18 日）
において策定された行動指針です。この国連防災世界会議（World Conference on Disaster Risk
Reduction）とは、国連防災機関（United Nations Office for Disaster Risk Reduction：国連防災機関）
により開催され、国際間の防災戦略について議論する会合。第 1 回は横浜市、第 2 回は兵庫県神戸市、
第３回は宮城県仙台市と、3 回とも日本で開催されています。
そのうち第２回会議にて採択された「兵庫行動フレームワーク 2005-2015」の後を継いだものです。
その中では、まず兵庫行動フレームワークと現状のギャップ、つまり国際間災害リスク管理能力が高
まったにもかかわらず災害が引き続き大きな損害をもたらしてきたことや、貧困・気候変動・リスク情
報の欠如した政策・複雑なサプライチェーンといった潜在的な災害リスクが確認されました。続いて、
人命や企業、国の経済的・文化的・環境的など、多方面の資産に対する災害リスクと損失の削減をゴー
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ルとして定め、それらを基づいた国家や地方レベル、グローバルや地域レベルで行われるべき行動が
リストアップされています。2030 年まで、国々はこのフレームワークに沿って防災・減災に取組むこ
とになります1。
さて、今回のグローバルフォーラムについて、原文では以下のように紹介されています。
第 7 回「防災グローバルプラットフォーム会合」における「気候緊急事態に取り組むた
めの防災・減災の向上」
（Scaling-up DRR to Tackle the Climate Emergency）をテーマと
した閣僚級ラウンドテーブルに向けて、UNECE の事務局長 Olga Algayerova 氏は、
「地球
温暖化を 1.5 度以下に抑えるというパリ協定の目標を達成するためにあらゆるレベルの行
動を強 化しよ う(“step up actions at all levels to meet the ambitions of the Paris
Agreement to limit global warming to less than 1.5 degrees”)」と各国に促しました。ま
た同氏は、災害リスクを管理する際の国境を越えた協力の重要性を繰り返し、気候と災害
リスクに基づいた政策立案を支援するために、UNECE の支援を提供しました。
この目標を果たすため、UNECE は UNDRR（国連防災機関）やその他の国際機関、ア
カデミア、業界、市民社会、関係者と緊密に連携し、環境及び森林管理、都市開発・住宅、
貿易、交通、エネルギー、統計を取り上げる複数の法的または規範的手段や政策、専門家
フォーラムを用意しています。例として、森林とその他生態系の再生は災害リスクの減少
と気候に対する強靭性向上に極めて有益であることから、UNECE は 2030 年までに 700
万ヘクタールの森林景観を復元するという閣僚級の約束を支援し、野心的な都市植樹チャ
レンジ（an ambitious Trees in Cities Challenge）も立ち上げました。
続いて、Algayerova 氏は仙台防災フレームワークの実施の進捗状況と将来の方向性を
考案する二つの中間レビュー（MTR: Mid-Term Review）総会で発言。
「自然災害を越えて
－仙台フレームワークの拡大されたスコープを運用する」と題したこの総会で、同氏は狭
い範囲のセクター別アプローチから離れ、機関が対等な立場で相互に関係するための政策
とガバナンスを改革することの重要性を強調しました。
また同氏は防災・減災にむけた政策においてカスケード効果（連鎖的な影響）と国境を
越えた影響を考慮に入れて、自然と環境的ハザードとリスクに加えて技術面でも包括的に
取り組むことも呼びかけました。UNECE の水と労働災害条約(Water and Industrial
Accidents Convention)は、各国がマルチハザードやマルチリスクのアプローチを採用す
ることを支援しています。例えば、シルダリヤ川流域の産業や水汚染の源をマッピングし
て、流域周辺国の地図上に表示するプロジェクトを行いました。
さらに、フォーラムにおいて UNECE が開催したサイドイベント「水域における気候と

1

全文はこちら：https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000081166.pdf
仙台市からのまとめはこちら：https://sendai-resilience.jp/media/pdf/sfdrr̲2.pdf
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技術的なリスクのガバナンス」では、流域全体の防災・減災戦略と気候変動適応の戦略が、
どのように気候と自然、技術的なリスクがどのように対処されているかについて、さらな
る洞察を提供しました。そのうえで、パンデミックからの教訓を学び、環境だけではなく、
（筆者注：恐らく貿易も含まれるであろう）すべてのセクターへの災害からの影響をより
緻密な準備かつ軽減することがいかに重要かを強調されました。例えばこれは、UNECE
のパンデミック危機に関する貿易関連の対応のような規範を定める勧告を通して実現で
きます。
ここで出てきた UNECE 勧告とは、国連 CEFACT 第 47 号「パンデミック危機の貿易関連の対応」
を示しています。上記で触れられた水域のガバナンスと直接的に関係しているわけではありませんが、
この勧告はごく最近のパンデミックを踏まえて策定された最新の勧告であり、ハザードリスクやイレ
ギュラー状況に対する対応の仕方について振られているため、参考として挙げられたではないかと考
えられます。
もう少しこの勧告について詳しく触れておくと、これは COVID-19 のような感染症のパンデミック
による貿易の流れに対する悪影響を軽減するための勧告です。
パンデミックのさらなる拡散を防ぐために輸入を規制する国もあれば、マスクなどの必需品を確保
するために輸出を規制する国もあります。しかし、緊急の越境物流手続きについて明確なガイドライ
ンや指示の不足、優先される貨物に対して迅速に指示するはずであった国境規制機関の処理能力不足
がボトルネックとなり、遅延が発生します。パンデミックは需要と供給のバランスを乱し、国家間の
貨物の移動に対する大きな障壁となってしまいました。したがって、この勧告の目標は、世界的な健
康に対する脅威の間とその後での越境貿易の流れを緩和するため、貨物の共同管理の促進と迅速化す
る特定の対策を採用する重要性を伝えることです。
この勧告ではいくつかの具体的な対策も挙げられています。例えば、この課題における国際組織や
地域経済共同体の役割、標準・緊急実施要項の策定とその際に考慮すべき要素が説明されました。技
術面では、国際標準を使った EDI（＝電子データ交換）は人同士の接触を減らす、または不要にする
と同時に、貿易の流れをよりスムーズにできるため推奨されています。
もう一つ、今回の記事では Algayerova 氏が「持続可能な開発の再考」をテーマとする MTR 総会に
おいて述べた発言についても触れられています。
「持続可能な開発の再考」をテーマとする MTR 総会において、
「レジリエンス（強靭さ）
を構築するための戦略的先見性をもって投資する」と、5 つの国連地域委員会を代表して
発言しました。防災・減災アジェンダを他のグローバルアジェンダやコミットメントと統
合すること、地域間協力の強化を促進すること、刷新された国連地域システムをよりうま
く活用することなど、機関間の連携を呼びかけました。それはより強力な地域横断的な協
力を促進することを意味します。問題に基づいた協力体制（the Issue Based Coalitions）
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を通じてレジリエンスの側面に取り組むこと、現場での一貫したマルチハザード DRR へ
の介入を促進するために国連レジデントコーディネーター（常駐調整官）の関与を強化す
ることによって、改革された地域の国連システムをより有効に活用できることになります。
UNECE は国や地域が連携して、可能な限り一体化した災害リスク管理による広域防災・減災を目
指して各国の政策決定を多方面から支援しています。一方、自然災害が頻発している日本も、国連を
通じた多国間協力および地域間協力を行っています。
例えば、UNDRR が事務局を務める国連防災世界会議は第 1 回から最新の第３回、すべて日本がホ
スト国を務めていました。185 の国連加盟国が参加し、日本が開催した国際会議では最大級の会議で
す。また、2015 年の第３回会議において日本は自国の「津波防災の日」
（11 月５日）を「世界津波の
日」に制定することを提案し、12 月の国連総会で採択されました。
「世界津波の日」を通じて人々の
津波防災の重要性を認識させ、それへの啓発活動が世界に発信、展開させることが期待されています。
ほかにも、日本は国際復興支援プラットフォーム（IRP: International Recovery Platform）2を支援
しています。IRP は大災害から「より良い復興（Build Back Better）」を促進するため 2005 年に設立
され、現在は世界銀行（WB）や世界保健機関（WHO）
、UNDRR、内閣府、イタリア外務省などの機
関から運営されています。取り組みとしては、ガバナンス・気候変動適応・環境・復興計画等分野の
ガイダンスや、災害毎の災害後ニーズ評価を提供しています。
さ ら に 、 2019 年 ８ 月 に 内 閣 府 は 防 災 技 術 の 海 外 展 開 に 向 け た 官 民 連 絡 会 （ JIPAD: Japan
International Public-Private Association for Disaster Risk Reduction）という組織を設立しました。
JIPAD は、官民一体で日本の防災技術を海外へ発信し、世界各国の防災能力へ貢献することを目標と
しています。インドネシアやカンボジアから始まる様々な国の防災情報の調査や、企業の保有してい
る技術を外国へ提供できるようにわかりやすく整理することなど、「インフラ輸出戦略」にめぐる活
動を展開しています3。
自然災害にもたらす損害の深刻さは筆舌に尽くしがたいものです。防災・減災措置がきちんと備わ
っていなければ、つまり安全な暮らしの保証がなければ、技術・貿易などの発展の大きな阻害要因と
なります。
防災・減災に関わる組織や機関で専門的な仕事をしていない限り全体的な防災・減災戦略の策定に
関わるのは現実的ではありません。しかし、日常生活において防災・減災に関心を持ち、ニュースや
関連組織からの発信に対してアンテナを張って基本的な知識や最新の動向を把握しておくだけでも、
いざというときの行動には大きな違いを生むかも知れません。この記事がそのきっかけの一つになれ
ばとも思っています。

2

https://recovery.preventionweb.net/irp-japan。概要はこちら
https://www.bousai.go.jp/kokusai/global/pdf/irp.pdf
3
https://www.bousai.go.jp/kokusai/jipad/index.html
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原産地規則便利ノート 第２部 EPA による節税：
輸入材料を使用しても原産品になる方法 – 実質的変更基準
主席研究員

今川 博

前回まで、輸入品に適用される税率には様々な種類があること、EPA 特恵制度を利用することでよ
り低い税率の適用が可能であること、EPA 特恵税率を適用するためには輸入される産品が原産品であ
ること、原産品として認められる資格要件は主に次の三つの基準から構成されていることなど、特恵
制度全般について解説してきました。
(i)

完全生産品定義

(ii)

実質的変更基準

(iii)

原産材料のみから生産される産品

完全生産品定義は、農水産品、天然資源などの未加工分野を主対象として適用されます。一方、輸出
締約国における産品の生産において輸入された材料を使用した場合に適用される実質的変更基準は、
グローバル化した世界で部品･部材の供給が国境を越えて行われている状況下で最も使用頻度が高く
なっています。そこで、今回は実質的変更に焦点を当てて説明します。

1.

品目別原産地規則の成立ち
EPA 協定の原産地規則は、EPA 協定本文に上記の原産品判断のための三つの基準を示して原産品を

定義する規定、実際に原産性判断を行なう際の手順及び補助的な規定の適用の原則を示す一般規定が
置かれます。品目別規則は、一般的に、EPA 協定附属書に置かれ、①関税分類変更、②付加価値、③
加工工程などの実質的変更の具体的基準が規定されます。ただし、品目別規則は EPA 交渉当事国の国
内産業事情などを反映したものとなるため、全体としては似たような規則ではありますが、各協定で
微妙に異なっていることが特徴です。また、規則の内容のみならず形式も統一されておらず、EPA 協
定附属書の品目別規則は、協定本文に規定される一般規定としての「項変更又は 40％付加価値」が適
用されない例外品目だけを掲載したもの (日アセアン協定) と、HS 第１類から第 97 類までの全品目
にルールを規定するもの (例えば、TPP11、日 EU･EPA、RCEP など多数) があります。前者は原則
部分と例外部分の二か所を見なければならないのですが、規則のページ数が少ないので、実務上、ある
程度の経験者には使い勝手がよいと思います。後者は規則が分厚い辞書のようで、持ち運びに重く、保
管にスペースを取りますが、附属書部分だけを参照すれば済むという安心感があると思います。

2.

実質的変更と原産品の関係

2.1. 原産品：完全生産品と非完全生産品との区分
原産品について前回の復習も兼ねて簡単におさらいします。まず、産品の生産が一か国で完結して
いるならば「完全生産品」となりますが、その中には政策的に完全生産品と決められている「くず、リ
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サイクルによる再生品」などもあります。これに対して、産品の生産が一か国で完結せず、二か国以上
が生産に関与する場合に原産資格の有無を決定するルールが実質的変更基準です。したがって、産品
の素材構成に着目すれば、一か国ですべての素材を揃えたか（完全生産品）
、他国の素材も使用して新
たな産品に実質的に生まれ変わった（非完全生産品）かの二択になります4 (注 1)。
しかしながら、原産地規則の規定から見ると、原産品として判定する基準に冒頭の三つが存在し、
(iii) の「原産材料のみから生産される産品」の所属が完全生産品であるのか、否であるのか、いま一
つ不明確です。
「他国の素材を使用したか」という産品の素材構成の観点から区分する場合には、
「非完
全生産品」として広い意味での実質的に変更された産品のグループに属します。前回、EPA 原産地規
則には産品の原産性決定方法としての原産性判断基準が「二つ半」存在すると説明したのは、原産品を
定義付けるに際して、以下のような区分の整理があるからです。どちらかが正解と言い切れないため、
あえてそのように説明しました。

産品の素材構成

規定の仕方

完全生産品

完全生産品

非完全生産品

(ii)実質的に変更された産品（狭義）

(広義の実質的に変更された産品)

(iii)原産材料のみから生産される産品

2.2. 直接組み込まれ又は直接加工される材料
さて、非完全生産品（広い意味での実質的に変更された産品）として整理される上記 (ii) 及び (iii)
の二つ原産品の違いを説明します。これらの二つの原産品は非完全生産品として共通ですが、産品の
原産性を判断する際に適用する規定に差異が生じます。前述のとおり、実質的変更とは生産に使用さ
れた他国の素材が実質的に異なる新たな産品として生まれ変わったかを判断するための基準です。こ
の基準は、通常、生産工程を遡及することなく最終産品に直接組み込まれ（例えば、機械を構成する部
品・コンポーネンツ）又は産品へと直接加工されて姿を変える（例えば、窓枠に加工されるアルミのイ
ンゴット）材料の中で他国の素材（非原産材料）に対してのみ適用されます。理論的には使用材料の粗
原料5の輸入段階にまで遡って（
「完全トレーシング」といいます）
、厳格に他国素材と自国素材を峻別
した上で産品の HS 項又は号に設定された品目別規則を適用することが望ましいのですが、なぜ、産
品に直接組み込まれ又は産品へと直接加工されて姿を変える材料にその規則を適用することで足りる
のでしょうか。その理由は、完全トレーシングを強要すると、極度の事務負担、商業秘の壁、時間的制
約などから特恵関税制度の活用を著しく阻害する要因となるためです。

4

非特恵原産地の世界基準となる（はずであった）調和規則の策定を求めた WTO 原産地規則協定（1995 年発
効）では、原産国決定の基準として、一か国が生産に関与した完全生産品定義と二か国以上が生産に関与した場
合に実質的な変更が行われたと認めるための基準の二つに分けて原産地規則を策定すべきとしています（第 9 条
１ (b)）
。
5
粗原料とは、生産工程の最上流で使用された材料です。例えば、そば（麺）の粗原料は小麦とそばの実、水
です。
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3.

関税分類変更による実質的変更判断

3.1. 関税分類変更の適用とトレーシング
それでは、生産工程が比較的簡単で、最終製品、最終製品へと直接加工されて姿を変える材料及びそ
れらの材料の粗原料などが明確になるような事例として「そば（麺）
」を取り上げます（図表 1：
「そば
（麺）の生産工程（素材から製品への関税分類変更の経過）」参照）
。
この事例における最終製品はそば（麺）で、第 1902.19 号に分類されます。産品であるそば（麺）へ
と直接加工される材料は、小麦粉（第 11.01 項）、そば粉（第 1104.29 号）及び水（第 2201.10 号）で
す。水は地下水又は天然の湧き水を使用するので、それ自体が粗原料となりますが、小麦粉及びそば粉
は、種から生育した植物（小麦及びそば）を収穫し、脱穀した小麦（第 10.01 項）及びそばの実（玄そ
ば）
（第 1008.10 号）を製粉することで得られます。さらに、具体的に原産性を把握する事例として、
そば（麺）の生産に小麦粉及びそば粉のどちらか又は両方に輸入材料を使用したとして検討してみま
す。この生産工程についてそれぞれの材料について完全トレーシングを行ない、素材の素性を割り出
してみると、次のようになります。
前提：

最終製品の生産工程はすべて日本国内で行われる。
国産素材と輸入素材は物理的に分離して保管し、混ぜ合わせない設定。

(i)

小麦粉：

①米国産の小麦を輸入して国内で製粉した場合、非原産材料は小麦。

②日本で成育した小麦（完全生産品）を収穫、脱穀、製粉した場合、小麦粉は完全生産品。
(ii)

そば粉：

①中国産のそばの実を輸入して国内で製粉した場合、非原産材料はそばの実。

②日本で成育したそば（完全生産品）を収穫、脱穀、製粉した場合、そば粉は完全生産品。

(iii) 水：

日本の地下水又は湧き水が使用されるので、水は完全生産品。
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それでは、本事例に適用される関税分類変更が次の二つである場合、どのような適用手順になるのか
実証してみます（特定の EPA の実例ではなく、説明の便宜のための事例です。）。

そば（麺）の品目別規則が「HS 類の変更」である場合
小麦粉、そば粉及び水の関税分類とそば（麺）の関税分類を比較して類が異なっていれば、産
品へと直接加工される材料のすべてが非原産材料であっても最終産品のそば（麺）は原産品とな
ります。水は日本国内の水源から調達した事実を容易に証明できるので、原産材料として立証で
きます。水を非原産として立証しても類の変更が生じる（第 22 類から第 19 類）ので、最終産
品の原産性判断に影響を及ぼしません。小麦粉とそば粉についても類の変更が生じる（第 11 類
から第 19 類）ので、小麦粉とそば粉の原産性如何にかかわらず、最終産品であるそば（麺）は
原産品となります。このような場合、小麦粉から小麦、そば粉からそばの実に遡って素性を確認
する必要はありません。原産地実務では、原産地規則で求められる要件を満たしていることのみ
を立証すれば済むので、小麦粉、そば粉及び水の全てが完全生産品であったとしても、事実のと
おり立証する必要はありません。

そば（麺）の品目別規則が「HS 類の変更。ただし、第 11 類の穀粉からの変更を除く」である場合
この場合は、事情が異なってきます。産品へと直接加工される材料である小麦粉とそば粉の二
つが第 11 類に分類されるので、産品へと加工される材料に品目別規則を適用すると、これらの
材料のどちらか又は両方が輸入材料であった場合には最終製品であるそば（麺）は非原産となり
ます。生産工程の実態を見ることなく、産品へと直接加工される材料のみに関税分類変更を適用
する以外に原産性立証の方法はないのでしょうか。

①

関税分類を満たす素材までトレースする手法

関税分類変更を要件とする規則の下で産品が原産品となるためには、トレーシング手法を使
用しなければなりません。すなわち、日本国内でのそば (麺) の生産に使用する非原産の出発材
料が第 11 類に分類される小麦粉及びそば粉以前の（分類される項が異なる）材料から始まって
いればよいのです。
上の図のとおり、非原産の小麦 (第 10.01 項)、
非原産のそばの実 (第 1008.10
号) から国内生産を開始すれば、第 11 類の穀粉からの変更ではなく第 10 類の穀物からの変更
となるので、最終産品のそば (麺) は原産品となります。これが、関税分類変更基準の一般的な
解釈になります。
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②

出発材料としての使用が許されない非原産材料を国内生産し、原産品とする手法

ところが、この一般的な解釈が適用できない EPA も存在します。例えば、以下の規定が置か
れている場合です。
品目別原産地規則が統一システムの特定の材料を除外する場合には、当該品目別原産地規則は、産
品が原産品となるために、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ことを意味す
るものとする。6

この方式の要件は、トレーシングによる出発材料変更と似ているようで、少し異なります。実
質的変更を決定する原産地規則は非原産材料に対してのみ適用されるので、産品に直接組み込
まれ又は産品へと直接加工される材料が原産材料であれば要件から外れるので、理屈は通って
います。そのため、この方式を適用する際には（使用が許されない特定の）材料に適用される品
目別規則を把握し、その規則を満たす必要があります。
小麦粉及びそば粉に適用される規則が「HS 類の変更」であれば、小麦粉及びそば粉がそれぞ
れ類変更を満たす原産材料となり、上記の一般的な解釈と同じ結果となります。ところが、万一
の話ですが、
「HS 類の変更。ただし、第 10 類の穀物からの変更を除く」という規定が設定され
ているならばどうでしょうか。小麦粉及びそば粉を原産材料とするためには、植物としての小麦、
そばの段階まで国内の生産工程を引き上げなければなりません。すなわち、小麦、そばが日本国
内で生育した完全生産品でなければなりません。小麦粉、そば粉及び水のすべてが完全生産品で
あれば、そば（麺）も完全生産品となります。したがって、「出発材料としての使用が許されな
い非原産材料を国内生産することが原産品とする要件」の下ではそば（麺）が原産品となるのは、
以下のとおりです。
図表２：そば（麺）の原産性と材料との関係
小麦粉

そば粉

完全生産品
実質的変更

水
国産の水（完全生産品）を使用

完全生産品

完全生産品

原産材料のみから生産

非締約国の水（非原産）を使用
締約国の水（原産）を使用（累積規定を適用）

これらの、「関税分類を満たす素材までトレースする手法」と「出発材料としての使用が許さ
れない非原産材料を国内生産し、原産品とする手法」の違いは、前者が、生産工程の上流に向か
ってトレースを続け、関税分類が異なる素材が国内生産の出発材料とすれば足りるのに対し、後
者は、それに加えて当該素材が原産材料に転化することが求められることです。念のために付言
しておくと、全品目を検証したわけではありませんが、品目別規則は、この両者の適用結果が同

6

この規則は、
「品目別規則が類、項又は号の変更を求めながら、特定の HS 類、項又は号の物品からの変更を
除いている場合、当該品目別規則の要件を満たすためには、当該変更が許されない類、項又は号の特定材料が原
産品となることを要求している」ことを意味します。
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じになるように設定されていることが多いようです。

3.2. まとめ
関税分類変更は、非原産材料への実質的変更の有無を判断する方法として最も広く使われる方式で、
産品の生産に使用された全ての非原産材料の関税分類（HS 類、項又は号）が産品の関税分類（HS 類、
項又は号）と異なることで実質的変更を判断します。変更の幅は、号、項、類の順により HS 番号のカ
バレッジが広くなり、変更の程度がより大きく、規則としてはより厳格になります。
HS コード

細かさ

規格の厳しさ

類
項
号

関税分類変更の採用
特恵原産地規則の分野で世界的に広く使用されるようになったのは、1988 年 1 月に HS 条約が発効
し、HS による品目分類表が世界基準となってからです。HS で関税分類が世界的に統一される以前は、
欧州・日本などの関税協力理事会品目表（CCCN）と米国、カナダ、ソ連（当時）などの各国独自の品
目表が多数併存していたため、同じ品目表を採用しない国の間で関税分類変更を採用することは、相
手国の品目表に不慣れであることと同時に、異なる品目表をベースとして同じ内容の品目別規則を策
定すること自体が極めて困難だったため、品目表を異にする国の間での FTA 原産地規則を策定する場
合には、双方で問題なく適用できる実質的変更基準として付加価値を使用していたようです（例えば、
1985 年の米イスラエル FTA）
。
項変更と号変更――産品毎に違うのはどうして？
HS は関税徴収と貿易統計収集の二つの大きな目的のために策定されたため、品目分野によっては原
産性判断に使用することが適当でないこともあるからです。典型的な例は、第 84 類と第 85 類の機械
類における「部分品」の分類で、専用部品と製品とを明確に区別して分類すること自体は原産地規則目
的にも合致するのですが、例えば、エンジンは４桁、第 84.07 項と第 84.08 項に分類され、エンジンの
専用部品は第 84.09 項に分類されます。したがって、非原産のエンジン専用部品からエンジンを組み
立てた場合に「項変更」であれば原産性を付与します。一方、物品の自動販売機の完成品は６桁、第
8476.21 号から第 8476.89 号までに分類され、自動販売機の専用部品は第 8476.90 号に分類されます。
非原産専用部品の組立工程では項変更を満たさず、項変更を満たすためには専用部品を鉄、プラスチ
ックなどの粗原料から生産しなければなりません。そのため、機械類においては「専用部品から製品へ
の組立て」によって原産性を付与するとの原則を定めるならば、HS 分類に合わせて産品毎に項変更又
は号変更を設定しなければなりません。
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関税分類変更だけでは足りない――付加価値と加工工程ルールの存在理由
もう一度機械類を例として見てみましょう。機械に分類される産品には、原子炉（第 84.01 項）から
手工具の理髪用電気バリカン（第 85.10 項）まであることから、協定によって異なりますが、
「専用部
品から製品への組立て」が常に実質的変更に該当するとはいえません。このように、原則が適用できな
い品目に対して関税分類変更を「項変更」から「号変更」への振り替え調整をしても実質的変更判断の
目的を達することができない場合には、補完するルールとして付加価値、加工工程が関税分類変更と
併用されたり、これらが単独で使用されることもあります。

4.

付加価値による実質的変更判断
次に、付加価値による実質的変更判断を説明します。関税分類変更と付加価値による実質的変更の

差異は、関税分類変更の場合、すべての非原産材料と最終製品の関税分類番号が異なることで判断さ
れるのに対し、付加価値の場合、非原産材料と最終製品の価額差の比率で判断されることにあります。
この非原産材料と最終製品との価額差比率は基本型としてほぼ全ての計算式で使用されますが、例外
が一つあります。その例外が、TPP11 と日チリ協定で使用される原産材料と最終製品の価額差比率で
判断する方法です。前者の基本型には単純変形型と合理的進化型も存在するので、次に詳しく説明し
ます。

4.1. 付加価値計算に必要な基礎知識 Q＆A
Q：付加価値計算の対象は工場単位か？ロット単位か？
A：ロット。付加価値判断の対象物ですが、輸出される産品の原産性判断が目的なので、生産者の工
場で月間 1 万個の商品を生産するラインが３つあるとしても、輸出される産品が２千個であるなら
ば、当該２千個の一つ一つについて原産性があることを立証することになります。２千個全ての商
品が完全に同じ材料から同じ製品が生産されるのであれば計算は容易ですが、使用される材料が微
妙に異なり 100 個ずつ異なる性能、異なる配色がされる製品が生産される場合、HS 番号が同じで
あっても、別の商品としてインボイスに記載されるとおり、それぞれのロット毎に原産性判断を行
なう必要があります。工場単位又は四半期単位で平均値を使用してよいとする、利用者に都合のよ
い規則は非常に限られており、日本が実施している EPA の中では、TPP11 で自動車関連産品にの
み適用されます。
Q：算出すべき付加価値は実値？閾値を超えるという事実？
A：閾値を超えるという事実。付加価値による原産性判断を行なうに当たって間違えてはいけない
重要なポイントは、付加価値の算定とは産品の生産に係る内国付加価値が閾値以上であることの立
証であって、産品の生産に係る内国付加価値の実値を出すことではありません。すなわち、当該産
品の内国付加価値の実値が 80％を超えていたとしても、例えば 40％と設定される閾値をある程度
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の余裕を持って上回ることを立証すればよいのです。したがって、コストをかければ原産材料であ
ることが立証できる材料であっても、これを原産性不明の材料として非原産扱いすることは何ら問
題ありません。

4.2. 付加価値計算の基本型としての非原産材料と最終製品との価額比率
さて、次に計算式の説明に進みます。付加価値計算の基本型としての非原産材料と最終製品との価
額比率を、次のような非原産材料のみに焦点を当てた最も直截的な方法で算出する方法が控除方式で、
多くの EPA 協定で採用されています。
【控除方式：スタンダード (日スイス以外のすべて)】
域内原産割合

＝

FOB 価額 － 非原産材料の価額

x

100

≥

閾値 (X%)

FOB 価額
控除方式の特徴は、FOB価額を構成する要素のうち非原産材料以外のすべてを締約国内での付加価
値とみなすことにあります。したがって、FOB価額に占める材料費の割合が高く、その大半を自ら輸
入している生産者にとっては、産品が非原産となる可能性があるものの、実に簡単に原産性判断がで
きます。一方、材料費の割合が高く、その大半を国内調達している生産者にとっては、それらの調達材
料のある程度の部分が原産材料であることを立証できなければ産品が非原産となる確率が高まります。

原産材料であることの確認はサプライヤーの協力如何にかかっています。輸出者･生産者限りで行なう
ことができず、当該材料のサプライヤー、場合によってはその前段階の素材のサプライヤーからの情
報提供が不可欠です。ところが、サプライヤー側も取引相手に自らの販売価格の構成が透けて見える
ような情報を出したがりません。一見、簡素な計算式で実施も容易に思うかもしれませんが、使用材料
の調達状況によっては、大きな立証負担を負うことになりかねません。
【非原産材料の最大限の割合：控除方式を逆方向から実施 (日EU･日英･日スイス)】
非原産材料の最大限の割合 ＝

非原産材料の価額

x

100

≤ 許容限度 (X%)

工場渡し価額（ex works）
この方式は、非原産材料の価額だけに焦点を当てる意味でスタンダードである控除方式と全く同じ
ですが、分子に非原産材料の価額そのものを据えています。したがって、一定の内国付加価値の付与を
求めるのではなく、生産に使用できる非原産材料の最大限度を示しています。そのため、閾値を超える
のではなく、非原産材料の価額の総額が工場渡し価額の一定比率（許容限度としてのX%）を超えない
ことが求められます。欧州の特恵原産地規則でよく用いられる方法で、欧州では分母もFOB価額では
なく工場渡し価額（ex works）が使用されることが一般的です。
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【積上げ方式：RCEP型】
域内原産割合

＝

原産材料の価額+直接労務費+直接経費+利益+他の費用

ｘ

100

≥

40％

FOB 価額
スタンダードな控除方式と非原産材料の最大限の割合が非原産材料の価額に焦点をあてるのに対し
て、RCEP型の積上げ方式は、非原産材料以外のFOB価額構成要素すべてに焦点を当てて内国付加価値
を算出します。したがって、これらの３方式は、非原産材料のみを取り上げるか、除外するかの違いは
あっても、実際同じ内容を異なる手順で又は逆の方向から立証する方法といえます。計算式の分子が
なぜこのような構成になるかというと、原産地規則においては、
FOB価額 = A (非原産材料の価額) + B (原産材料の価額 + 直接労務費 + 直接経費 + 利益 + 他の費用)

という前提条件で付加価値計算を行なうので、Bの構成要素を積み上げた総額をFOB価額で除すこと
で、控除方式と同じ結果が得られることになります。積上げ方式による付加価値算定は、FOB価額に
占める材料費の割合が低い場合、例えば自社限りで（サプライヤーを煩わせずに）詳細を把握できる直
接労務費、直接経費及び利益のみで付加価値基準を満たす場合に便利な方法であるといえます。前述
のとおり、付加価値基準の閾値を満たすだけの立証を行なえばよいので、実値を出すために余計なコ
ストをかける必要はありません。

4.3. 基本型の単純変形型
【積上げ方式：日印・日蒙型】
域内原産割合

＝

原産材料の価額+直接労務費+直接経費+利益

x

100

≥

閾値 (X%)

FOB 価額
この方式は、RCEP型とほぼ同じですが、計算式の分子の部分においてRCEP型にある「他の費用」
が入っていません。
「他の費用」の内訳は、産品が生産された工場から当該産品が輸送船舶の舷側を通
過するまでのコストに加えて、販売費及び一般管理費を当該産品に割り当てた額を含むと理解されて
いることから、より数値の確定が容易な項目を残したものと考えられます。RCEP型に比較すると内国
付加価値として計上できる額が少なくなりますが、前述のとおり、実値ではなく閾値を超える立証を
行なうことが目的なので、
「その他」を含まないことで立証が困難になったという声は聞こえてきませ
ん。

4.4. 付加価値計算の進化型
【控除方式の進化型：重点価額方式 (TPP11)】
域内原産割合

＝

FOB 価額 – 関税分類変更を満たさない材料の価額
FOB 価額

-13-

x

100

≥

閾値 (X%)

「重点価額方式」は、原文の「Focused value method」の翻訳です。原文の意味に忠実に「焦点を当
てた（非原産材料の）価額」とFOB価額との価額比率と考える方が理解しやすいように思います。こ
こで何に焦点を当てているかというと、「関税分類変更を満たさない材料」がその対象となります。
TPP11 の品目別規則から例示すると、第 8211.91 号のテーブルナイフ（固定刃のもの）に対して、
類変更、又は

RVC7 35% (積上げ方式)、45% (控除方式)、55% (重点価額方式)

という規則が設定されています。このように、重点価額方式が規定される場合、必ず関税分類変更が併
用され、単独で規定されることはなく、例示にように３方式が併用される場合と控除方式との２方式
が併用される場合があります。この方式がなぜ進化型であるかというと、関税分類を満たさない材料
とは、産品そのものに分類される未完成品、関税分類変更から除外される重要部品･素材などの数品目
に限られるので、総部品表/材料一覧表の作成が楽になるからです。
【純費用方式：TPP11】
域内原産割合

＝

ネット･コスト – 非原産材料の価額
ネット･コスト

x

100

≥

閾値 (X%)

純費用方式は、純粋に産品の生産に直接要したコストのみを対象として内国付加価値を計算するも
のなので、利益、販売費又は一般管理費のような産品の生産に直接関係しないコストを排除します。た
だし、計算式のみならず、各項目にいたるまで厳密に定義されているので、企業会計の専門家の関与な
しに付加価値計算を行なうことは容易ではありません。

4.5. 原産材料使用義務要件
【積上げ方式：TPP11・日チリ型】
域内原産割合

＝

原産材料の価額

x

100

≥

閾値 (X%)

FOB 価額
上記 (2) から (4) までは、いずれも非原産材料の価額を軸に運用される計算式ですが、この積上げ
方式は原産材料に焦点を当てて数値を出すので、付加価値を求めるものではなく、一定比率以上の国
産材料の使用を義務化するローカルコンテント(local content)要件です。前述したとおり、国産（原産）
材料はサプライヤーの協力が得られなければ立証が困難になるのに対して、自社で基幹部品を製造し
ている企業が最終製品を同時に製造している場合などでは、非常に容易に原産性を立証できます。

4.6. 付加価値･原産材料使用義務要件のまとめ
付加価値及び原産材料使用義務要件は、関税分類変更に比較して特恵貿易の効果としての締約国へ
の投資を呼び込み、輸出増大を図る「貿易転換」を数値的に強要する意味もあるために、産品の原産性
判断の基準としてはオーソドックスなものといえます。付加価値のみを実質的変更の要件とする特恵
7

Regional Value Content の略語で、域内原産割合を意味します。
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制度も存在します（例えば、米国、加、豪、NZ の GSP、導入当初のアセアン域内特恵規則など）
。
付加価値の計算式は数種類存在するものの、産品の価額（FOB 価額）と非原産材料の価額の比率を
算出し、一定数値（閾値）以上であれば実質的変更があったとみなす控除方式がスタンダードとして日
スイス協定を除く全ての EPA で使用されています。実務上、付加価値は計算式に数値を入れるだけで
判断できる簡素な方法に見えますが、自社における産品の価額のみならず、他社から調達した材料の
原産性の把握も併せて行わなければならないので、自社限りで産品の原産性を判断できないという煩
わしさがあります。そのため、自社の労務費、直接生産経費、自社製造の材料費など、他社の関与を要
しない積上げ方式が役立つこともあります。

5.

加工工程による実質的変更判断
加工工程は、非原産材料に対して特定の加工又は作業が行われることを実質的変更判断の要件とし

ます。ただし、近年のメガ協定（TPP11、日 EU･EPA、RCEP など）では、適用対象を非原産材料に
限るとの規定を置いていません。これは、非原産材料と原産材料の両方を使用して指定された加工工
程を行なった場合でも原産性を付与することをより明確にしたものと考えられます。
従来の二国間 EPA とメガ協定で加工工程規定の書き方が変わったからといって、規定の取扱いが変
わるわけではありません。基本原則として、原産品が一国内でどのように加工、変造されようとも原産
材料のみから生産された産品として原産資格を維持するので、実質的変更判断の有無は、あくまで非
原産材料が新たな別の産品に生まれ変わるかということに焦点があてられます。
また、囲み記事の通り、加工工程は、HS が原産地規則目的で策定されていないことから、HS 関税
分類変更で対応できない場合の実質的変更を補完的に表現できます。一方、技術革新による生産技術
の進化が著しい製品分野においては、特定の加工又は作業を指定しても時を待たずに陳腐化すること
もあり、規則の頻繁な見直しが必要となります。また、原産性判断に主観が介在するような規定を置く
と、輸出国と輸入国とで判断が異なることにもなるため、明確な定義及び判断基準を定めないと実務
が混乱することになります。

5.1. 加工工程の種類
加工工程が実質的変更の判断基準として最も広範囲に適用される分野は、化学品関連分野です。代
表的な加工工程は、次のとおりです。
【化学反応】
最も広範囲な適用があるのは TPP11 で、第 27 類から第 39 類までの品目分野において、関税分類の
如何にかかわらず「化学反応」によって非原産材料が他の産品に変転したことを証明することで原産
性が付与されます。なお、加工工程の採用が最も少ない協定は RCEP で、
「化学反応」のみを品目限定
で認めています。
「化学反応」は、協定横断的に次の定義が使用されます。
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分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合を形成すること又は分子内の原子の空間的配列を変更
することにより、新たな構造を有する分子を生ずる工程（生化学的なものを含む。
）をいう。

ただし、(i) 水その他の溶媒への溶解、(ii) 溶媒（溶媒水を含む。）の除去、(iii) 結晶水の追加又は
除去は化学反応とはみなさないという除外規定が置かれます。
【混合及び調合】
適用される品目分野は第 30 類の医薬品が典型的で、TPP11 の規定を引用すると、次のとおりです。
所定の仕様と合致させるための材料の意図的なかつ比例して制御された混合又は調合（分散を含む。
）であ
って、当該産品の用途に関係し、かつ、投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を当該産品に与え
るものが一又は二以上の締約国の領域において行われる場合には、原産品とする。

この規定の適用に当たっては、
「意図的なかつ比例して制御された混合又は調合」を示す具体的な数
値等は何ら定められておらず、生産者の意図と実施された比例による制御を輸入国税関が信頼し、投
入された非原産材料と異なる産品が生産され、投入材料とは異なる物理的又は化学的特徴を与えてい
ると判断すれば原産品となり、疑義があれば原産資格が失われることになります。
【精製】
最も広範囲に適用される TPP11 の規定を引用すると、第 28 類から第 35 類まで、及び第 38 類の産
品に対して、
存在する不純物の含有量の 80％ 以上の除去をもたらす

精製工程が非原産材料に対して行われた場合に、原産品となります。明確な数値が規定されているの
で、使い勝手のよい規定です。
【異性体分離】
最も広範囲に適用される TPP11 では、第 28 類から第 38 類までの産品に対して、
異性体の混合物からの異性体の単離又は分離

が行われる場合には、原産品となります。
【粒径の変更】
日 EU･EPA で適用される規定を引用すると、第 30.01 項から第 30.06 項までの産品に対して、
産品の粒径の意図的なかつ制御された改変（破砕又は圧縮のみによるものを除く。
）であって、当該変更の
結果として生ずる産品の用途に関係する特定の粒径、粒径分布又は表面積を有し、及び投入された材料と
異なる物理的又は化学的特徴を生ずる

場合には、原産品となります。
混合及び調合の規定と同様、
「意図的なかつ制御された改変」を示す具体的な数値等は何ら定められ
ていないものの、意図的なかつ制御された改変を行った結果として特定の粒径、粒径分布又は表面積
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を有することになり、投入された非原産材料と異なる産品が生産され、投入材料とは異なる物理的又
は化学的特徴を与えていると輸入国税関が判断すれば原産品となります。

5.2. 加工工程は関税分類変更の相互互換性
HS の特定項の構成が、例えば第 52.08 項の綿織物で、漂白していないもの、漂白したもの、浸染し
たもの、異なる色の糸から成るもの、及びなせんしたものに分類がグループ化されるので、漂白、浸
染、なせんなどの加工を原産性付与工程とするならば、号変更規定を設定することで、事実上、加工工
程に対応した規則を関税分類変更で置き換えることができます。
日 EU･EPA で規定される定義に従って一覧図にすると、図表 3「繊維素材・半製品の関税分類と繊
維加工工程」、図表 4「関税分類変更から工程ルールへの書き換え例」のとおりです。

図表 3：繊維素材、半製品の関税分類と繊維加工工程
原材料

半製品

ファイバー

工程

糸

紡績･紡糸

布

紡

絹

50.01 (繭), 50.02 (生糸)

50.04 ～ 50.06

羊毛、繊･粗獣毛

51.01 (羊毛), 51.02 (獣毛)

51.06 ～ 51.10

51.11 ～ 51.13

綿

52.01

52.04 ～ 52.07

52.08 ～ 52.12

麻、その他

53.01 ～ 53.05

53.06 ～ 53.08

53.09 ～ 5311

人造繊維の長繊維

化学材料等

54.01 ～ 54.06

54.07 ～ 54.08

人造繊維の短繊維

55.03 ～ 55.04

55.08 ～ 55.11

55.12 ～ 55.16

メリヤス･クロセ編

50.07

60 類

日 EU 定義（注釈 6）
天然繊維：05.11 (馬毛), 50.02 ～ 50.03, 51.01 ～ 51.05,

ゴム糸, ひも 56.04 ～ 56.07

52.01 ～ 52.03, 53.01 ～ 53.05 (糸になるまで)

じゅうたん

57 類

特殊織物･刺繍

58 類

染み込ませた織物 59 類

人造繊維の短繊維：55.01 ～ 55.07

（出典：JASTPRO2021 年度調査研究報告「アジア太平洋地域における広域 FTA･EPA の活用のために」47 頁）
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図表 4：関税分類変更から工程ルールへの書き換え例
HS 番号・品名

第 62.15 項：
ネクタイ

品目別規則（日アセアン）

工程ルールへの置き換え

CC

類の変更、(非原産材料として

(第 50.07 項、

絹織物、

第 51.11 項から第 51.13 項までの各項、

梳毛・紡毛織物、

第 52.08 項から第 52.12 項までの各項、

綿織物、

第 53.09 項から第 53.11 項までの各項、

植物性紡織用繊維の織物、

第 54.07 項、第 54.08 項,

人造繊維の長繊維の織物、

第 55.12 項から第 55.16 項までの各項又は

人造繊維の短繊維の織物又は

第 60 類

メリヤス･クロセ編物

の非原産材料を使用する場合には、当該非原産

を使用する場合には、当該非原産

材料のそれぞれが一又は二以上の締約国におい

材料のそれぞれが一又は二以上の

て完全に製織される場合に限る。
）

締約国において完全に製織される
場合に限る。
）

（出典：JASTPRO2021 年度調査研究報告「アジア太平洋地域における広域 FTA･EPA の活用のために」48 頁）

5.3. 加工工程のまとめ
加工工程は、付加価値と同様に、関税分類変更が機能しない品目分野で補完的な判断基準として使
用されます。実質的変更基準のうち最も生産工程、生産技術に着目した決定方法であるので、原産地規
則として最も適しているといえます。しかしながら、日進月歩の技術革新に原産地規則の改正が追い
付けず、古い生産技術でしか原産性を付与しないということが起こり得ます。

6.

その他の変則的要件による実質的変更判断
上記の三つの判断基準の他にも、特定自国産原料の使用義務、特定非原産材料の使用禁止、原産材料

と非原産材料の比率などが併設されることがあるので、以下に例示しておきます。
特定自国産原料の使用義務
第 1108.12 号の「とうもろこしでん粉（コーンスターチ）及び第 1108.13 号のばれいしょでん粉」
に対し、関税分類変更（類変更）と同時に、米国で収穫された材料から米国で生産することを要
件とする（日米貿易協定）。
特定非原産材料の使用禁止
第 2 類の「肉」に対し、関税分類変更（類変更）を設定しながらも、その原材料となる第１類の
生きている動物からの変更を除外するため、事実上、域内産の動物の屠畜による肉の生産を要件
とする（RCEP）
。
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特定非原産材料の使用義務
第 1602.50 号の「その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血で、牛のもの」
に対し、関税分類変更（類変更）を設定しながらも、第２類の非原産材料（肉など）を使用する場
合には、締約国である日米とは無関係である TPP11 締約国の完全生産品であることを要件とす
る（日米貿易協定）。隣国であり、TPP11 の加盟国であるカナダ及びメキシコ産の肉などの使用
を許容するもの。
特定非原産材料の使用比率
第 18.05 項及び第 1806.10 号の「ココア粉」に対し、関税分類変更（項変更）を求めるが、非原
産材料である第 18.01 項のカカオ豆を使用する場合には、ASEAN 加盟国の第三国において収穫さ
れ、採取され、又は採集されるカカオ豆の重量が、産品の重量の 50％以上であることを要件とす
る（日マレーシア）。高品質のアフリカ産カカオ豆の使用比率を制限するもの。
原産材料と非原産材料の比率
第 85.18 項の「マイクロフォン等」に対し、非原産材料の総額が製品の価額の 40％を超えず、か
つ、非原産材料の総額が原産材料の総額を超えないことを要件とする（EEA：欧州経済地域）。緩
やかなローカルコンテントを要求するもの。
これらの変則的な要件は、その国の国内事情を反映して策定されています。EPA 特恵制度における
物品貿易は、締約国の双方が自国の産業の競争力が強い分野では相手国に関税撤廃を求め、弱い分野
では関税撤廃からの除外を求めます。そのような場合に、関税で妥協する代わりに原産地規則を厳格
化させたりすることがあります。日本の EPA 原産地規則では、農水産品の分野でこのような変則規則
が多くみられます。
次回は、原産性判断基準の中で最も難解な累積規定とデミニミス規定と呼ばれる原産性基準を満た
さない場合の救済規定について、原産性判断を行なう領域的範囲に関する「国原産」、
「地域原産」の相
違と併せて説明する予定です。
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国連 CEFACT からのお知らせ
22 June 2022:
The Core Component Library (CCL) D22A and XML Schema D22A have been validated by the
Validation Focal Point and published on the UN/CEFACT website.
コア要素ライブラリ（国連 CEFACT 共通辞書） D22A 版と XML スキーマ D22A 版は、検証 Focal
Point に検証され、国連 CEFACT のサイトに掲載されています。

10 June 2022:
This is to announce a 60-day public review until 2022-08-10 concerning the JSON schema naming
and design rules: technical specification. Please use the Public Comment Log provided to facilitate the
preparation of a Disposition Log by the Project Team.
「JSON スキーマネーミングとデザイン規則：技術仕様」について、60 日間公開レビュ ー（2022
年 8 月 10 日まで）が開始されたとの告示です。プロジェクトチームは集まった意見を処理してくださ
い。
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DX の道 第 7 話
「コード管理システム刷新プロジェクト（3）百里を行く者は九十を半ばとす」
CIO

幸田 周平

年が明け 2022 年。本プロジェクトも要件定義

やり方が大きく変わりますので、とまどいや不慣

→プログラミング→テストという過程をどうに

れによる生産性の低下が（特にシステム導入初期

かこなしてきました。ここからは、プログラミン

には）起こりがちです。その生産性の低下を出来

グやテストだけではない、リリースに向けて怒涛

る限り少なくするため、本番リリース前にある程

のように押し寄せてきたタスクを紹介しつつ、リ

度システムを触ってもらって慣れてもらうわけ

リースまでの足跡を振り返ってみます。

です。

ユーザー受入試験

そのため、システム利用者用の説明書を用意し
て操作デモを交えた説明会を実施し、随時質問を

まずは、当協会コード部職員によるユーザー受

受けつける体制を作ります。良くないプロジェク

入試験の実施です。この試験は、ここまで行って

トの典型例どおり素材に使えるドキュメントが

きたシステム観点からの仕様確認・不具合検出の

絶望的に少ないので、この説明書もほぼ一から作

ためのテストとは異なり、実際の業務を滞りなく

ることに。文字だけで説明してもわかりづらいの

進められるかを実際のシステム利用者の視点か

で、画面イメージを取得してサイズを整えて矢印

ら判断するものです。

や枠線で説明文と上手に紐づけて・・・という説
明書づくりを進めていきます。

今回のシステム刷新は、ただシステムを新しく
するだけではなく、業務プロセス自体を抜本的に

他にも問題があります。例えば、これまで紙ベ

改める機会でもありました。具体的に言うと、こ

ースの作業のほとんどをシステム上でのオンラ

れまではいくつかの担当分野に別れた分業制、い

イン作業としたため、今まで以上に画面に向かう

わゆる「縦割り」であった業務を再構成し、段階

時間が増えます。そのため、これまでよりも大き

的に作業を完了させていくというワークフロー

なディスプレイを用意する必要があります。これ

の構成に改めました。これによって「〇〇の仕事

は当初からの想定通りではありますが、システム

は□□さんしかできない」という状況を解消する

の移行までは旧システムとの同時利用になるた

ことができるわけです。業務プロセス改善という

め、作業スペースが窮屈になってしまいます。移

観点から言えば「属人化の解消」です。

行が完了してしまえば、旧システム用の専用端末
やたくさんの書類が不要になり、すっきりするの

また、この受入試験は新しいシステムを使った

ですが・・・。

新しい仕事の進め方に対応するための習熟訓練
も兼ねて行うこととしていました。こういった業

さらに、日常業務に加えて新しいシステムを触

務プロセス改善は、システム設計を行う側として

るというのは、ユーザーにとってはこちらが考え

は野心的でやりがいのある試みですが、実際にシ

る以上に業務上の負担が増えます。リソースが充

ステムを使うユーザーからすると日々の仕事の

-21-

保守サポート契約

分なプロジェクトであれば、受入試験を担当する
ユーザーの通常業務量を減らすという手段を取

このプロジェクトに限らず、システムは「作っ

れる場合もありますが、今回はそこまでの人的リ

て終わり」ではありません。リリース後、実際の

ソースの余裕がありません。ユーザー受入テスト

運用で不具合が発覚することがあります。また、

はこういった要素が重なり、いくつかの重要なフ

システムが動くデータベースソフトや基盤とな

ィードバックを通じた不具合の発見や使い勝手

るオペレーティングシステム（OS）
、それを動か

の改善を行ったものの、充分と言えるまでの検証

すクラウド環境になんらかの不具合が起きるこ

を行いきるには至りませんでした。

ともあります。時間的な制約から諦めた機能や、
今後必要となってくる新しい機能を追加開発す

実は完了しきっていないシステムテスト

ることも良くある話。こういった変化に対応する

本来であれば、製造サイドで品質確認工程（仕

ため、日々新しい機能をリリースし続けるという

様通りに動くか）が完了したシステムをユーザー

継続的開発という手法も広まってきています。

受入試験に回す、というのが正しいやり方です。
特に、それぞれを行うプレイヤーが異なる場合は

そういった「継続的開発」までは実現できなく

そうしないと責任問題にもなりかねません。ただ、

とも、最低限システムの健康を保ち続ける保守運

今回はスケジュールが厳しいことと、JASTPRO

用とサポートは欠かせません。そのため、保守サ

コード利用者が利用する部分を除けば当協会内

ポート契約を結んだ業者と良好な関係を築きな

部で調整ができること。この 2 点から、ある程度

がら日々システムを育てていく・・・それが理想。

工程を重ねて同時進行させることにしました。

このプロジェクトにおいても、保守サポート契約
についてはずいぶん早い段階から、それこそ筆者

これが何を意味するのかと言えば、K 部長と筆

が入職する前から課題として挙げられており、最

者はこれまでの「想定した仕様通り、あるいは想

初のスケジュール表からタスクとしてずっと記

定外の処理に対してシステムが正しく動く」「不

載されていました。ただ残念なことに、ここまで

具合を開発業者に伝えて修正してもらい、修正後

ご紹介の通り実際のシステム開発・製造を優先し

も検証する」という作業に加え、「ユーザーに対

続けてきたため、この時点ではほとんど手つかず

するシステムの習熟訓練を進めながら、受入試験

の状態でした。

で得られたフィードバック内容もシステムテス
トに組み込んで一緒に片づける」という作業も行

とはいえ、いつまでも手つかずでは話が進みま

う事になります。予想通りではあるものの年末よ

せん。システムのテストや修正と並行して保守サ

りもさらに忙しくなってしまいました。K 部長と

ポート契約の準備を開発業者と一緒に進めてい

筆者の体力に依存するやり方であり、決して好ま

きます。まずは核となる要素を列挙して契約書の

しい手法ではありませんが、背に腹は代えられな

骨組みを作成。開発業者側の手間を最小化するた

いということで濃い目に入れたコーヒーを片手

め、骨組みをもとに保守サポート契約に必要な情

にどうにか日々こなしていきます。しかしながら、

報の肉付け作業をこちらで実施することにしま

ユーザー受入試験同様この時点で満足できるま

した。

で徹底的にやり切れたかというと、筆者としては
悔いが残る過程でした。

具体的には、契約書のひな形も活用して各要素
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を条文として整理し、体裁を整えるという作業で

供サービス業者との調整が発生し・・・この件は、

す。開発業者と当協会の双方ともリソースは限ら

どうにか 1 日前に開通させて検証を行うことが

れているので、どちらかだけに負荷が掛かりすぎ

できましたが、双方が同じ理解をして事を進める

ないように注意を払いながら、お互いが守るべき

という当たり前のことができないと事故につな

責務をしっかりと文面に落とし込みます。その後

がる、という恐ろしさを実感する出来事でした。

法務チェックを行って相互レビューを実施。どう

道半ば

にかリリースまでに契約締結にこぎつけたので
した。

そして 3 月。新システムのリリースを目前に迎
えました。リリース日に焦点を合わせ、前後数日

システム連携トラブル

の細かい時間割やリリース直後のチェックリス

こんなこともありました。新しいシステムは、

トを用意。旧システムからのデータ移行について

これまで手作業で行っていたことを出来る限り

も、リハーサルを行って動作確認を実施。不安を

自動化する設計になっています。そのために必要

抱えつつも、リリースを遅らせないといけない事

な機能を、とある外部サービスとの接続によって

態にはならなそうです。

実現しています。テスト中は、その外部サービス
業者が提供するテスト環境への接続を行うこと

3 月半ばに行われたリリース直前の定例ミー

で機能の検証を行っており、特に問題なく動作し

ティングは、ずいぶん大変だった道のりを振り返

ていました。

って「いやぁ大変でしたけど、ようやくここまで
来ましたね」「ひと段落したら打ち上げでもしま

本番リリースを迎えるにあたり、こちらのシス

しょうか」といった雰囲気だったことをよく覚え

テムと外部サービスの本番システムを接続する

ています。

ことになります。ところが、ここで当協会と外部
サービス提供業者とのやり取りのさなか、外部サ

しかし、そんな中で筆者だけが一人殺伐とした

ービスの本番システム利用開始日が本番リリー

オーラを出し続けていました。確かに、このプロ

ス日に間に合わないという事実が発覚。

ジェクトは当初から問題山積で、発注側も受注側
もずいぶん大変な苦労をしてきました。ただ、こ

よく話を聞いてみると、「サービス開始日」と

こで一仕事終えたような平和な雰囲気になって

いう言葉に誤解があり、当協会は「リリース前に

しまうとマズいのです。空気の読めない奴という

本番システム同士で接続して開通試験をしたい

誹りを受けることも覚悟のうえで「まだそういう

から、外部サービスの利用開始日は当協会システ

のは早いです」と発言。温まりそうになった会議

ムリリースよりも前の日付」をリクエストしてい

の温度を一気に引き下げました。

たにも関わらず、先方は「当協会のシステムリリ
ース日＝外部サービスの利用開始日」として案内

システム開発プロジェクトにおけるリリース

してきていたのでした。これだと、事前テストも

日は、百里の中の九十に見えるかもしれませんが、

できないうえに、当日に接続と検証を行わなくて

実は「道半ば」です。リリース後にも間違いなく

はならなくなり、もし不具合が起きてしまえば大

問題が発生するからです。システムが止まってし

混乱に陥ることは必至。ということでこの外部提

まったり重要な情報が欠落・漏洩したりすること
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はないにしても、後から見ると「なんで気づかな

加えて、JASTPRO コードの手続きをほぼ全て

かったのだろう」という仕様の漏れや、
「（出来な

オンライン化したことで利用者からの問い合わ

いはずの操作が、システムでの制御をし損ねた結

せ内容にも少し変化が見られました。利用者の中

果）そういう操作もできてしまうよね」といった

にはこれまで紙ベースの申請を続けてきた方も

不具合は必ず発生するのです。そして、開発期間

おられるので、オンラインシステムを利用いただ

中とは異なり実際の運用を行いながらお客様へ

くためにこちらから操作手順や利用環境に対す

の影響を最小限に抑える必要があるため、対応の

る説明を行う機会が増えました。そこで、利用者

難易度はぐっと上昇します。

への説明をしっかり行うためコード部門におい
てもシステムの操作だけでなく、そのベースとな

気が緩んだ状態で発生する不具合は精神的に

る情報技術やデジタルに関する知識を学び、それ

受けるダメージが桁違いです。だからこそ用心す

を問い合わせ対応に生かそうという気運が生ま

るに越したことはないという気持ちを今しばら

れています。

く持ち続ける必要があります。そういった意図か
ら出た発言であることを、会議が終わってから関

問合せといえば、こんなエピソードも。システ

係者に伝えて理解を求めました。

ム刷新と並行して、当協会ホームページのコード
に関するよくあるご質問（FAQ）を、これまでの

エピローグ

問合せ内容を参考に全面更新したのですが、
FAQ 掲載済みの事項についても問い合わせが多

果たして、新しいコード管理システムは 2022

数発生したのです。そこで、利用者にお送りする

年 3 月 14 日に無事リリースを迎えました。予想

登録期限更新案内のハガキに掲載している QR

通り（？）いくつかの不具合が発生してその対応

コードの内容見直しに着手。最初は更新手続きペ

にはずいぶん苦労したものの、毎日（徹夜までは

ージに加えて FAQ ページを掲載してみたのです

せず）終電までに帰宅できるレベルではあったの

が、状況は変わらず。そこで、思い切って更新手

で、巷で聞くような炎上プロジェクトと比べれば

続きページへの直接リンクを削除して手続案内

ずいぶんマシだったのかも知れません。

のページに変更してみたところ、問い合わせが激
減。登山と同じで、最短ルートだけど険しい道よ

そして、システム刷新は当協会コード事業にお

りも、回り道でも登りやすいルートをしっかり案

いて効果てき面でした。しばらくは不具合対応に

内することが大事であると学んだのでした。

加えて旧申請様式による申込み（紙申請）の登録
作業とのダブルワークによってコード部門の残

今回のシステム刷新によって、当協会コード事

業時間が増えてしまいましたが、落ち着いてから

業のデジタル化を始めることができました。今後

は対応スタッフの人数を減少させながらもコー
ド管理業務を適時に行えるようになっています。
自動処理やペーパーレス化によって作業を効率

JASTPRO コードに新しい価値を創りだし、それ
を核とした当協会全体のデジタル変革を進めて
いくための基盤づくり。その意味では、このシス

化できただけでなく、専用端末や専用ネットワー

テム刷新プロジェクトを通じて当協会のデジタ

ク環境の撤廃によって作業スペースの自由度も

ル変革は「道半ば」を迎えたと言えるのかも知れ

向上しました。

ません。
（おわり）
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2021 年度決算及び事業報告について
事務局
2021 年度決算及び事業報告は、第 29 回理事会（6 月 11 日オンライン併用ハイブリッド開催）及び
第 26 回定時評議員（6 月 29 日オンライン併用ハイブリッド開催）において、承認いただきました。
事業報告書及び財務資料（貸借対照表、正味財産増減計算書）は当協会ホームページ（協会案内＞事業
報告・財務資料）に掲載しています。

1.

決算の要旨
単位：100 万円

継続公益事業

法人事業

（ ）内前年度

合計

前年度比

経常収益

111 (132)

17 (13)

128 (145)

17 減

経常費用

153 (139)

8 ( 6)

161 (145)

16 増

▲42 (▲6)

10 ( 7)

▲33 (0)

33 減

当期経常増減額

経常収益は 127,937,710 円、経常費用は 160,592,281 円、当期経常増減額はマイナス 32,654,571 円
となり、その結果、正味財産期末残高は 387,831,324 円となった。収益において日本輸出入者標準コー
ド事業の新規登録件数の減少と更新件数の周期的偏りから減収となり、費用において広報普及事業で
はコロナ禍に起因して国際会議にかかる費用を低く抑えられたものの、職員 2 名を採用したために人
件費が前年比約 12 百万円増加した。なお、当期経常増減額はマイナス（赤字）となっているが、当協
会は公益目的支出計画の実施下にあり、計画的に支出超過としていることによる。

2.

協会運営の概況
内部ツール統一による情報共有の改善、クラウド利用によるバーチャル・オフィス化などによって、

業務の遂行効率が高まり、場所に拘束されない働き方を実現。着々と協会内 DX 推進させている。
広報普及事業のうち、国連 CEFACT 及び国際貿易法制関連については、日本委員会として業界横断
EDI や AI 連携電子交渉等の国際標準化の活動を継続している。新たな試みとして、SIPS と合同のオ
ンラインセミナーを実施し 400 人超の登録・350 人の参加を得て好評を博した。また、調査研究にお
いては、各国際協定の原産地規則についての比較研究、アフリカにおける貿易シングルウィンドウの
現況に関する調査をホームページ及び刊行物として公表し、賛助会員等に配布した。
日本輸出入標準コード事業については、総登録件数が微減しているものの、更新手続未了者の登録
抹消処理に起因したものであり実質的にほぼ横ばいで推移している。従来の専用ネットワーク・専用
端末によるオンプレミスシステムからクラウドサービスを活用した新システムに全面的に刷新し、
2022 年 3 月 14 日に本格稼働。利用者サービスの向上、省人化、運用コスト削減を図ることとし、平
年度ベースで年間約 10,000 千円（約 45％）の運用コスト削減が見込める。
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編

集

後

記

新人の奥山です
はじめまして。月刊 JASTPRO の編集を担当することになりました奥山千穂と申します。大学では
歴史学を専攻とし、中央アジア現代史を研究テーマとしていました。卒業後は ODA ビジネス特化型
の商社に就職し、政府関係機関の調達や国連調達に携わっておりました。貿易実務者の立場から貿易
手続きそのものに強い興味を抱くようになり、その道を究めるために JASTPRO に転職しました。
オーケストラに入っており、打楽器を演奏することを趣味としています。打楽器の原始的な構造に
惹かれて今年で早 17 年、休日は練習、退勤後は演奏会鑑賞と音楽漬けの日々です。前衛的な芸術を
支持しています。
貿易も DX もわからないことばかりですが、早く知識を吸収すべく精進します。よろしくお願いい
たします。
（O）
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—知的財産権について—
本調査研究報告書の全てのテキスト、イメージ、データ、情報及びそ
の他の著作物（以下、これら全てをコンテンツといいます）に関する
知的財産権（著作権、商標権等の全ての権利を指します。以下、知的
財産権といいます）は、JASTPROあるいは表示された所有者の財産で
あり、知的財産権に関する法律等により保護されています。

—引用について—
関連する法律に従って、本調査研究報告書が意図した目的の範囲内に
限り、本調査研究報告書のコンテンツを引用できます。ただし、引用
の際、以下の要件をお守りいただくようお願いいたします。
1. 出典を明記すること
2. 引用部分とオリジナル部分を明確に区別すること
3. 原文通りに引用すること
引用後、下記メール宛にて当協会へご連絡頂ければ幸いです。
soumu-kikaku@jastpro.or.jp

JASTPRO 第48巻 第4号 通巻第518号
・禁無断転載
2022年7月30日発行22-04
発行所

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会
東京都中央区八丁堀2丁目29番11号
キューアス八丁堀第二ビル4階

電

話

03-3555-6031（代）

ファクシミリ 03-3555-6032
編集人

秋田潤

UN/CEFACT
Japan

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会は、国連CEFACT（貿易円滑化と電子ビジネスのための
国連センター）に日本事務局として登録されています。
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