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CEFACT ニュースピックアップ：
非常事態が及ぼす国際貿易への影響と CEFACT の取り組み
専門調査員

ホウ スカーレット

新型コロナウィルス（COVID-19）が蔓延してから早 3 年が経ちました。各国政府によるパンデミ
ック対策、つまりロックダウンや渡航規制、飲食店への休業要請などの措置の影響もあり、世界経済
は 2020 年以降減速し、
「ウィズコロナ」という考え方により世界経済は少しずつ回復してきたものの、
今度はウクライナ戦争が勃発し、経済成長に深刻な打撃を与えました。
この状況において、国連 CEFACT とその上位組織である国連 ECE は貨物とサービスの移動による
サプライチェーンの崩壊に着目し、ニュースとして取り上げました。今回は、この「UNECE contributes
to advancing resilient and sustainable supply chains in response to disruptions caused by health crises
and conflict（UNECE は、健康危機や紛争による混乱の対応として、回復力の高いかつ持続可能なサ
プライチェーンの推進に貢献する）
」と題された記事を取り上げています。記事抜粋（囲み記事、訳は
JASTPRO 仮訳）と周辺情報とを併せて要点を見ていきましょう。
なお、全文は UNCEFACT のウェブサイト内、以下の URL に掲載されています。
https://unece.org/media/trade/uncefact/news/369667

ウクライナ戦争の国際貿易への影響
As the world set foot on the recovery path from the still ongoing COVID-19 pandemic,
a new challenge in the form of the war in Ukraine resulted in a sharp decrease in trade,
investment, and supply chain shortages globally, adding to already growing inflation and
price rises.

世界が未だ続く COVID-19 の大流行からの回復軌道に乗る中、ウクライナ戦争とい
う新たな課題が発生したことで、貿易、投資は急激に減少し、既に拡大していたイン
フレや物価上昇に加えて世界的なサプライチェーン不足に拍車がかかる結果となっ
た。

これによって、辛うじてコロナショックから回復しつつあった世界の経済成長率がまた頓挫してい
るという調査結果が、国際通貨基金 (IMF)のレポートに記されています1。そこで、貿易、物流、サプ
ライチェーンそれぞれの分野における影響を少し確認してみましょう。

1

International Monetary Fund (2022). World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022

-1-

貿易
国際貿易におけるウクライナとロシアの位置づけはどのようなものでしょうか。
ウクライナとロシアは、いずれも重要な食料品の提供国です2。両国とも、小麦や大麦、とうもろこ
し、ヒマワリの種、ヒマワリ油について上位ランクの生産国・輸出国であり、世界全体の小麦輸出の
25％、とうもろこし輸出の 15％を占めています。戦争の影響によりこれらの供給が乱れ、小麦は 2 月
下旬から値上げが見られましたが、今後も引き続き価格が上昇する見込みです。
さらに、これに対処するための各国における貿易政策も日用品の価格を大きく左右しています。ウ
クライナ、ロシア以外の国でも食料品の輸出禁止や許可要件の設置等といった規制3が世界規模での
供給を減少させ、小麦価格の上昇を助長しています。
高騰した食料価格は特にサブサハラアフリカ地域（例：ボツワナ、ジンバブエ）と中東地域（例：
アルジェリア、チュニジア）に位置する中所得国や低所得国に影響を与え、その結果貧困が深刻化し
、
（食料そのものの不足ではなく、食料価格の上昇により購入ができなくなってしまうという意味で）

4

食料危機の可能性が高まっています。
物流
この戦争により、各国とロシア間での物流は非常に制限された状態です5。欧米諸国による経済制裁
に加え、戦争状態という物理的な危険によって多くの物流企業はロシアへの輸送やロシア国内での事
業を停止しています。制裁手段として追加された貨物検査、例えば出荷が法的に許されているのか、
銀行や保険会社、荷主など貨物に関わるすべての事業者がコンプライアンスを守っているかの確認な
ども、物流のスピードを低下させています。
空の混乱もあります。欧州連合（EU）やカナダ、米国等はロシア籍の航空機に対する飛行制限を実
施しており、その報復としてロシアはそれらの国の民間航空機の飛行制限を実施しています6。その結
果、ロシア領空を避けたルートを取らざるを得なくなり、飛行距離が増加しているため所要時間が伸
びてしまい、また航続距離の観点から一旦中継地点をはさまないといけなくなるケースも出てきまし
た。燃料資源高騰の影響も含め、これらは輸送コストを押し上げる大きな要因となっています。
前述の通りウクライナは穀物の輸出国であり、かつては黒海に面する複数の港を経由して穀物を輸
2

World Bank Group (2022). The Impact of the War in Ukraine on Global Trade and Investment, pp.6, 8.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099750104252216595/pdf/IDU0008eed66007300452c0beb20
8e8903183c39.pdf
3
World Bank Group (2022). The Impact of the War in Ukraine on Global Trade and Investment, pp.8.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099750104252216595/pdf/IDU0008eed66007300452c0beb20
8e8903183c39.pdf
4
World Bank Group (2022). The Impact of the War in Ukraine on Global Trade and Investment, pp.8.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099750104252216595/pdf/IDU0008eed66007300452c0beb20
8e8903183c39.pdf
5
World Bank Group (2022). Chapter 3. Effects on Global Logistics and Connectivity. The Impact of the War in
Ukraine on Global Trade and Investment, pp.39
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099750104252216595/pdf/IDU0008eed66007300452c0beb20
8e8903183c39.pdf
6
タワーマン(2022)。ロシア飛行禁止の 37 の国と地域、世界の運航への影響。
https://news.yahoo.co.jp/byline/tower-man/20220303-00284715
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出していました7。しかし、ロシアによる黒海封鎖で港の機能が停止しており8、商業輸送が不可能な
状況となっています。しかも、7 月末にウクライナとロシアが穀物の輸出再開に合意したにもかかわ
らず、合意の翌日にウクライナの穀物輸出の重要拠点であるオデーサ港がロシアに攻撃されるという
事態が発生しています。このまま戦争が続くと、世界的な食料問題のさらなる悪化が懸念されるとこ
ろです9。
サプライチェーン
ウクライナとロシアは、世界中に様々な原料や中間財を提供しています10が、先にご紹介した物流
の乱れによって、国際的なサプライチェーンへの供給不足が引き起こされました。
ロシアは先に触れた食料品だけでなく、世界へのエネルギー供給国として石油や天然ガスなどの化
石燃料を世界中に輸出してきたため、あらゆるグローバルバリューチェーンに影響を与えています。
ウクライナについては、鉄鋼業界に不可欠な鉄鉱石や銑鉄等、または半導体製造に極めて重要なネ
オンガスを多く輸出しています。ネオンガスは半導体の製造に必要な材料で、ウクライナが世界全体
の 70％を輸出しています。オデーサにある「LLC Cryoin Engineering」という工場だけで 65％を生
産しています。ロシアからの攻撃によって工場が操業停止しているため、半導体メーカー、そして半
導体を最終製品として利用する製品メーカーへの影響は極めて大きなものとなっています11。モノの
貿易の他にも、ICT（情報通信技術）サービスの輸出があり、2021 年には 68 億ドル相当を輸出して
いました。サービスを受けるクライアントは主に北米と英国、ドイツにあり、その業種は電子商取引
から銀行、金融技術まで多岐にわたります。

CEFACT の取り組み
ここまで、COVID-19 に続くウクライナ戦争と、その影響について見てきました。ここからは、国
連 CEFACT の取組みをニュース記事に沿って解説していきます。ニュース記事では、こういった世
界的な混乱状態に対するガイドとして国連 CEFACT が開発した標準と勧告の活用可能性を強調して
います。

World Bank Group (2022). Chapter 3. Effects on Global Logistics and Connectivity. The Impact of the War in
Ukraine on Global Trade and Investment, pp.40.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099750104252216595/pdf/IDU0008eed66007300452c0beb20
8e8903183c39.pdf
8
Bloomberg(2022)。
【ウクライナ】ロシアによる港封鎖を受け穀物輸出の対応策検討。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-05-24/RCDDN8DWLU6C01
9
BBC NEWS (2022)。ウクライナのオデーサ港に攻撃、穀物輸出再開で合意の翌日 履行は不透明。
https://www.bbc.com/japanese/62281534
10
World Bank Group (2022). Chapter 4. Effects on Ukraine’s key (non-food) exports and specific GVC;
Chapter 5. The Effects of Russia’s global value-chain participation. The Impact of the War in Ukraine on
Global Trade and Investment, pp.44-69.
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099750104252216595/pdf/IDU0008eed66007300452c0beb20
8e8903183c39.pdf
11
WIRED (2022)。ロシアによるウクライナ侵攻は、さらなる半導体不足の火種になる。
https://wired.jp/article/ukraine-chip-shortage-neon/
7
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勧告 44 号「災害援助のための越境円滑化措置（仮訳）
」
まず、最も関連性が高い勧告として、勧告 44 号12が取り上げられています。
This policy recommendation advocates the importance of building national capacity
and capability to cope with a large influx of humanitarian relief for governments and
supports governments by providing key considerations and practices for implementing
preparedness measures for the facilitation of a large influx of humanitarian relief after a
disaster.

この政策勧告は、大規模な人道支援到来に対処するための国家のキャパシティと能
力を構築することの重要性を提唱し、災害後の大規模な人道支援到来に円滑に対処す
る準備措置を実施するための重要な考え方と取組みを提供することによって、政府を
支援するものである。
勧告 44 号について、今回の記事に関わる要素を中心に、その概要を紹介します。
この勧告は、突発的に起きたイレギュラーな状況の中で行われる人道支援への急激な需要の高まり
に対して、国家が対応能力を向上させることの重要性を強調していることです。突発的災害が起きた
際、医薬品や医療機器、通信機器、捜索救助用機器や動物などの救援物資の緊急的な輸入についての
要件や手続きが不明確で、輸送や受け取りが遅れてしまうことがあります。この勧告では、災害当事
国が国際緊急援助をリクエストしている、あるいは援助を受けていることを前提として、サプライチ
ェーンにおける迅速な流通を確保するための対策が挙げられています。
推奨されるプラクティスは 3 つあります。一つ目は、あらかじめ計画を立てておくことと、優先す
るべき救援物資の越境移動に関する手続きを制定すること。二つ目は、そういった計画と手続きを関
係者間できちんと合意しておくこと。国連 CEFACT は、この「関係者」には援助を受ける者や救援
物資や設備の提供者に加え、救援サービスや技術的アドバイスの提供者や政府規制機関、救援活動を
サポートする民間事業者、併せて五つの関係者を挙げています。最後は、行政面や経済的な負担を積
極的に減らすこと、です。
勧告では、災害発生後のスムーズな救援環境構築と社会機能の回復を確保するために必要な対策が
想定されています。人と物資を含んだ国際的な人道的支援が急増するため、国境における入国手続き
拠点がボトルネックになる可能性があります。特に、物資は災害発生から救援、社会機能回復という
流れの最初から最後まで必要なものであり、常にスムーズに流通する状態でなければなりません。そ
のために現在の法律や政策、手続きを見直し、可能な限り手続きの所要時間を減らし、速やかに救援
物資の優先順位を決めることが重要です。インフラや人の配置、IT システムの一部、あるいはすべて
が機能停止している可能性を考慮して、機能不全な状況を想定しつつ効率を最大化する政策を練る必
要があります。さらに、被害を受けた場合に影響が大きい完全自動化された作業環境や情報システム
12

UN/CEFACT (2021). Recommendation No.44 Cross-Border Facilitation Measures for Disaster Relief.
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/ECE-TRADE-461E.pdf
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を代替できるローテクノロジーなメカニズムと手続き方法を、前もって関係者間の協力によって準備
しておくことも重要です。
それを実現できる一つのメカニズムとして、ワンストップショップ(One-Stop Shop)が挙げられて
います。一般的には、ワンストップとは例えば通関手続きにおいて官民連携したシステムにおいて一
回の電子手続きをするだけで、手続き内容が当局を含む関係者に共有され、処理が可能となる技術的・
手続的なソリューションのことです。ただ、ここで挙げられるワンストップショップはそれとは異な
り、国境の入国地点において実際に必要な手続きを、紙か電子データかを問わず一括で処理するため
に設置する窓口のことを示しています。救援物資の流通を促進させるため、ワンストップショップは
主要な空港や港、陸路における入国地点、あるいは影響を受けた地域に一番近い入国地点に設置され
るべきものです。また、災害を受けた直後に、官公庁が当分の間機能しない可能性もあるため、法律
や政策を通して緊急時のワンストップショップ起動について、事前に関係者の合意を得ておくことが
重要です。
日本でも南海トラフ地震をはじめ大規模災害発生が懸念されています。南海トラフ地震については
政府が応急対策活動計画13を公表していますが、東日本震災時の国内ロジスティクスの混乱を踏まえ
て、国内調達（在庫）物資のロジスティクス計画が中心で、海外物資の受入体制については言及され
ていません。大規模災害であっても、東日本震災時のように国内のいずれかの空港や港が正常に機能
していることを前提としているのかもしれませんが、ワンストップショップをはじめ本勧告の考え方
は日本においても有用ではないかと考えます。
勧告 47 号「パンデミック危機の貿易関連の対応」
もう一つ、関連性の高い勧告として、47 号14が取り上げられています。
UN/CEFACT is constantly working on providing recommendations for efficient crisis
response. When the COVID-19 crisis broke out in 2020, UN/CEFACT released its
Recommendation 47 on Pandemic Crisis Trade-Related Response, which outlines
measures to mitigate the adverse impact of the on-going public health crisis on trade
flows.

UN/CEFACT は、効率的な危機対応のための勧告を提供することに常に取り組んで
いる。2020 年に COVID-19 危機が発生した際、UN/CEFACT は「パンデミック危機
の貿易関連対応に関する勧告 47」を発表し、進行中の公衆衛生危機が貿易フローに与
える悪影響を緩和するための対策をまとめている。
勧告 47 号についても、今回の記事に関わる要素を中心に、その概要を紹介します。

13

南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（令和４年６月１０日 中央防災会議幹事会）
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/nankai̲oukyu̲keikaku̲full.pdf
14
UN/CEFACT (2022). Recommendation No.47: Pandemic Crisis Trade-Related Response.
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE̲TRADE̲469E̲0.pdf
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本連載で以前の記事でも少し触れたとおり、これは COVID-19 のような感染症パンデミックによ
る貿易に対するネガティブな影響を軽減するための勧告です。各国は感染拡大防止のため輸入を規制
しながら、食品の安全と国民の健康を確保することを目的として必需品の輸出制限も課すことがあり、
国際的な貨物輸送に混乱がおきることで平常時の需要バランスが崩れてしまいます。この勧告は、パ
ンデミックという非常事態における、政府が考慮すべき貿易関連対策についてのガイダンスとなって
います。
例えば、サプライチェーンの安定には情報の適切な受発信が重要です。流行中のウイルスに関する
情報や知識は刻々と変わり続けることが多く、防疫に必要な物資やサービスの特定と予測は非常に困
難です。医療品やその他の必需品の供給が適切になされない恐れは高く、今回のパンデミックはその
恐れが現実化したといえるでしょう。また、通常時にサプライチェーンが適切に機能していても、非
常時に露呈してしまうであろう脆弱性を意識していない企業や関係者が多かったこともわかりまし
た。ここでいう脆弱性とは、例えば人員不足や単一サプライヤーへの依存による供給源の不安定化、
厳しい安全衛生政策による生産やサービスへの制限、国境における通関の機能不全、あるいは処理能
力の低下から生じる物流問題などです。これらのどこかで発生したボトルネックから、複数のサプラ
イチェーンの全面停止まで引き起こすこともあります。
したがって、タイムリーで適切な情報交換とサプライチェーンにおける信頼できる情報の持続的な
確認が重要です。これらの情報は、パンデミックの範囲と経路、個人がパンデミック対策で備えるべ
き物資、影響を受けているサプライチェーンや輸送路、国境などを含んだものです。
そこで、信頼性の高くかつ常に最新の情報と、パンデミック全般の情報と貿易関連対策を、正しい
発信元が関係者に通知する仕組みが欠かせません。さらに、情報を提供する者は情報が信頼できるか
を判断するのがもちろんのこと、情報源も開示すべきです。情報源の透明性は情報の信頼度評価だけ
でなく、正規の情報源とベストプラクティスの確立にも役立つものとなるでしょう。

まとめ
コロナショックから少しずつ回復しつつある中で起きたウクライナ戦争、まさに世界的な「泣きっ
面に蜂」状態です。ロシアとウクライナに隣接する国々や近隣地域だけでなく、その輸出資源への依
存が大きい世界経済に対するダメージは大きなものとなってしまいました。世界がいまだ非常事態の
中にあることを認識し、各国は今回取り上げた国連 CEFACT 勧告をベースとした包括的な対策を打
ち出すことでサプライチェーンを安定させ、需給バランスを取り戻すことが求められていると言える
でしょう。
しかしながら、現時点では戦争を含めた非常事態に対応できる貿易・物流・サプライチェーンにお
ける方針やベストプラクティス、事例が不足していることも事実です。今回取り上げた二つの勧告も、
それぞれ自然災害、パンデミック対策が中心です。戦争に端を発する混乱にぴたりと当てはまる措置
には至っておらず、今後はそういった観点からの勧告が検討されたり、あるいは既存の勧告がより汎
用的な非常事態に対応するために進化したりしていくのかも知れません。
当協会においても、既存勧告のアップデートや新しい勧告に関する情報に注視し、皆様へ継続的にお
伝えする活動を強化していく予定です。
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原産地規則便利ノート 第３部 EPA による節税のための手続き：
産品が原産品であることを輸入国税関に示す書類
主席研究員

今川 博

第３部は、輸入国で EPA 税率の適用を受けるために必要な原産地手続きについて述べていきます。
EPA 協定の原産地手続きは締約国が従うべき大枠を定め、実施に係る細目を国内法令に委ねているの
で、各締約国においては自国の関税制度、輸出入通関手続きに沿った規則を定め、実施しています。第
1 部及び第 2 部で述べたように、EPA 税率の適用を受けるためには輸入締約国で EPA 税率の設定（EPA
協定上の関税譲許）があり、輸出締約国で生産された産品が原産品であり、積送要件などの協定上の他
の要件を満たし、輸入者が輸入申告においてこれらの要件を満たしていることを示す書類を提出する
ことが必要です。今回は、輸出締約国で生産された産品が原産品であることを示すための書類にどの
ようなものがあるか、この書類が特恵関税制度の導入期の原産地証明書から今日先進国で実施されて
いる自己申告に至るまでにどのような変遷を経ているか、原産地証明書と自己申告が手続きの IT 化に
どのように対応しているかについて解説し、次回に、輸入締約国税関がどのように産品の原産性の真
偽を確認し、EPA 特恵制度の健全性を確保しているかについて述べていきます。

1.

産品が原産品であることを輸出締約国政府が保証する書類

１-１

第三者証明制度における特恵原産地証明書

関税の減免を受けるためには、輸入申告において輸入者が当該減免要件を満たしていることを税関
に申告し、要件充足の証拠として必要書類を提出しなければなりません。その中でも、EPA 特恵関税
の適用には、輸入申告された産品が原産品であることを明らかにする書類の提出が必須となります。
日本では一般特恵制度（GSP）の 1971 年 8 月実施、日シンガポール EPA の 2002 年 11 月発効以来、
日豪 EPA で自己申告制度が導入されるまでの間、一貫して輸出（締約）国政府が発給する原産地証明
書（Certificate of Origin）のみを産品の原産資格を証明する証拠書類として提出すべきことを求めて
きました。このように、輸出入の当事者以外の第三者が産品の原産性を判断し、証明書を発給する制度
を「第三者証明制度」と呼んでいます。一般的に、EPA 協定においては税関又は貿易を所掌する省庁
などの国家機関が原産地証明書の発給機関としての役割を担いますが、国家として信頼できる特定の
団体（日本においては日本商工会議所）を指定して発給事務を委託することがあります。この場合であ
っても、EPA 協定上、特定の団体が行った発給行為に対して締約相手国に対して責任を負うのは当該
団体を指定した締約国です。
１-２

特恵原産地証明書の世界標準の有無

特恵原産地証明書には大きく分けて GSP 原産地証明書と EPA･FTA 原産地証明書の二つが存在しま
す。復習になりますが、GSP（一般特恵制度）は、先進国から開発途上国に対して一方的に｢特別な恩
恵｣として関税を撤廃又は引き下げる制度です、これに対して、FTA は国家間で（たとえ相手国が開発
途上国であっても）協定を締結して相互に関税率、その他の貿易制限的な措置を撤廃又は軽減する制
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度で、その範囲を WTO 協定の規律を越えて競争、投資、e コマースのような分野にまで拡張した FTA
協定を（日本国政府に定義に従えば）EPA と呼んでいることは第 1 部で既に説明したとおりです。
GSP 原産地証明書には国連貿易開発会議（UNCTAD）で合意された標準様式があり、開発途上国か
ら GSP 供与国への輸出においては、
（例外的に自己申告を採用する供与国15への輸出を除いて）統一様
式である GSP 原産地証明書 Form A（別表 1 参照）の使用が義務付けられます。
一方、EPA･FTA 原産地証明書に標準様式は存在せず、各協定において個別に定められます。GSP は
特恵供与国の国内法で自ら一方的に特恵待遇の内容及び手続きを決めることができますが、EPA･FTA
は国際協定であり、その内容は交渉で決まります。したがって、交渉当事国の一方が EU のように経済
的･政治的により強い立場にあり、他方が開発途上国である場合、EU の FTA 原産地証明書（例えば、
Movement Certificate EUR.1）がそのまま採用されることが多くなります。FTA･EPA 交渉では関税撤
廃をどこまで勝ち取るかのマーケットアクセス分野が「主戦場」として報道され、政治問題として首脳
間で取り上げられることさえありますが、その裏で自国の通関制度に整合的な原産地手続きを交渉相
手国に認めさせるべく、地味ではありますが、専門家同士の交渉が行われます。例えば、EPA･FTA 協
定の実施のために電子通関システムの改変を要するのであれば、あらかじめ交渉の着地点を予測して、
予算の手当を含む大がかりな準備が必要となります。
１-３

EPA･FTA 原産地証明書の記載内容

EPA･FTA 原産地証明書（以下「原産地証明書」
）に記載する内容に関して、既存の解説書は、記載
要領を羅列しただけのものが多かったと思います。しかしながら、EPA 税率を適用して通関した後に
輸入国税関から不必要な照会を受けないためには、原産地証明書になぜその記載を求めるのかについ
て、輸入国税関の視点からの理解が必要です。この点については、日本国税関が公開している｢不備の
ある EPA 原産地証明書等の取扱い｣が大変役に立ちます。なぜならば、この｢取扱い｣には、原産地証
明書の記載内容に不備があった場合、｢無効｣、｢原則無効｣、｢有効｣とする判断基準が公開されており、
輸出者が原産地証明書の発給申請を行なう前、又は輸入者が EPA 税率での輸入申告を行なう前に、必
ずチェックすべき重要なポイントとそうでないポイントが列挙されているからです。
それでは、輸入国税関の視点から見た記載内容について解説します。
(i)

産品の原産性
関税の減免税を行なうために必要な要件具備を疎明する書類として、輸入申告される貨物が
当該 EPA･FTA の原産品であることを、明確に、原産品と認める根拠を含めて記載する必要があ
ります（例外として、日シンガポール、日スイス協定）
。記載項目の一つに原産品と認める根拠
としての特恵基準を記載する欄があり、以下のような頭字語（acronym）を記載することになり
ます（図表 1 参照）。頭字語の統一的な運用が図られているわけではありませんが、産品の内容

15

豪州（輸出者自己申告）を除き、GSP 供与国は当初、第三者証明制度に基づく Form A のよる特恵輸入を制
度化していましたが、順次、米国は輸入者自己申告、NZ は輸出者自己申告、EU は登録輸出者による自己申告を
採用するようになっています。カナダは（LDC 諸国からの繊維製品輸出を除き）輸出者自己申告に加えて Form
A を証拠書類として認めますが、発給当局の押印を要件としていないので、事実上、輸出者自己申告のみとなり
ます（Form A を自己申告様式としても使用できるということです）
。
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を表現する｢WO (wholly obtained)｣、｢PE (produced exclusively)｣とするか、記号として特恵基
準の規定順に｢A｣、｢B｣、｢C｣とするかなど、ある程度の傾向が見てとれます。
輸入国税関の視点では、この記載は輸出締約国での生産工程を推定するのに役立ち、輸出締約
国での生産が常識的に考えられないような産品（例えば、内陸国での生鮮海産物）に｢WO｣、｢A｣
が記載されていれば、輸入締約国の税関職員は当該原産地証明書、ひいては輸出締約国の発給機
関の質を疑うことになります。また、品名が曖昧で HS 番号が原産地証明書と輸入申告書に異な
る番号が記載されている場合、輸入国側では、原産地証明書の発給申請を行なった産品は輸入申
告されている産品とは別のものであり、輸入申告されている HS 項･号に設定されている品目別
規則を正しく適用した結果として原産品と認めたのか、疑問が生じることになります。このよう
な場合、当然のこととして産品の原産性は揺らぎ、日本国税関では｢原則無効｣として輸入者の疎
明によって救済の余地が残されていますが、開発途上国税関ではこの HS 番号の不一致だけで十
分な特恵否認の原因になり得ます。
図表 1：EPA 原産地証明書に記載される特恵基準
協定名

RCEP アセアン ベトナム タイ 豪州 インド ペルー モンゴル その他

完全生産品

WO

原産材料のみから生産

PE

実質的変
更基準を

A

一般ルール HS 項 (4 桁) 変更

-

CTH

CTH

-

-

(協定条文)

付加価値

-

RVC

LVC

-

-

関税分類変更

CTC

CTC

CTC

付加価値

RVC

RVC

LVC

PS

PSR

加工工程

CR

SP

SP

満たす

品目別規則

産品

(附属書)

B

(a)

A

A

(b)

B

B

-

-

-

-

-

-

(c)

C

C

救済規定

累積

ACU

-

ACU

-

ACU

を適用

デミニミス規定

DMI

-

DMI

-

DMI

会計処理

代替性のある産品･材料

-

FGM

-

-

-

IIM

-

-

FGM

(注) 図表 1 の協定名欄の「その他」には、インドネシア、チリ、フィリピン、ブルネイ、マレーシア及びメキシ
コを含む。付加価値欄の「RVC」は Regional Value Content（域内原産割合）
、
「LVC」は Local Value Content
を意味する。加工工程欄の「SP」は Specific Processes（アセアン）、Specific manufacturing or processing
operation（ベトナム）
、
「CR」は RCEP が Chemical reaction（化学反応）のみを加工工程として認めている
ために CR と記載する。代替性のある産品･材料欄の「IIM」は、ベトナムのみ Identical and interchangeable
materials としているため、代替性のある材料を意味し、代替性のある産品は含まない。

(ii) 申告貨物との同一性
通常の WTO 税率での輸入申告においても、輸入申告されて港湾地区などで輸入許可を待っ
ている貨物とインボイスなどの商業書類及び船積書類に記載される貨物が同じものであるか、
輸入国税関では通関審査の基本動作としてその同一性の確認を万全なものとします。そのため
に、必要な場合は、現物確認、成分の抽出による化学分析なども行ないます。EPA 輸入におい
ては同一性を確認すべき要素がもう一つ増え、許可を待っている貨物そのものと、商業書類及び
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船積書類で特定される貨物、及び原産地証明書が証明する産品が同一であることを確認する必
要があります。具体的には、輸入申告されている貨物が契約書、インボイス、B/L、パッキング
リストなどに記載されている物品と同一であることを確認した上で、一般税率に代えて EPA･
FTA 税率を適用するための書類として提出された原産地証明書が当該輸入申告に係る貨物の全
部又は一部に対して適正に発給されていることを確認することになります。したがって、原産地
証明書と輸入申告に関連する商業書類、船積書類との間で、輸出者名、輸入者名、HS 番号、品
名、数量などが整合的に記載されていないと、別の産品に対して発給された原産地証明書、又は
同じメーカーの同じ品番･型番の産品であっても別の取引相手への船積貨物に対して発給された
原産地証明書が誤って申告書類として提出されている（すなわち、輸入申告された貨物に対する
原産性を立証する資料ではない）と輸入締約国税関に判断されてしまうかもしれません。
特恵制度を利用する輸出者にとっては｢面倒くさいお役所仕事へのお付き合い｣としか受け取
られないことと思いますが、原産地証明書に商業書類及び船積書類の日付、番号などを言及する
こと、又はあえて当該書類の内容を原産地証明書に重複的に記載することは、輸入申告された貨
物が商業書類、船積書類に記載されている貨物と一致し、さらに原産品であることを示す原産地
証明書との整合性を確認する上で、輸入締約国税関での審査に必要なものといえます。
輸入締約国税関においてよく問題となる事例として、第三国インボイスに基づく原産地証明
書の発給があります。例えば、欧州の X 社の生産拠点であるインドネシアのＹ社の産品を EPA
輸入する場合、商流は日本の輸入者と欧州のＸ社との間でインボイスが発出されるものの、物流
上の輸出者はインドネシアのＹ社であって、Ｙ社は欧州のＸ社からの生産･出荷指示に従って日
本の輸入者に直接産品を輸出するとします。この場合、輸出締約国で発給される原産地証明書に
記載される輸出者はＹ社であって、日本での輸入申告の際に課税価格決定のベースとなるイン
ボイスの売手となるＸ社ではありません。このように、原産地証明書の輸出者とインボイス上の
売手とが一致しない場合であっても、例えば、インドネシアで発給される日インドネシア EPA
原産地証明書に、｢インボイスが非締約国である欧州で X 社（正式名称と住所）から発出される｣
ことを記載すれば、日本国税関は輸入者に対して X 社が Y 社で生産された産品を日本に直送さ
せたという事実関係が確認できます。もし、Ｘ社のインボイス番号が輸出時に分かっていない場
合であっても、｢輸出者によるメーカーズインボイスの日付･番号を記載し、
（輸入申告で使用さ
れる）インボイスが欧州で X 社（正式名称と住所）から発出される予定である｣ことを記載すれ
ば、日本国税関は同様な処理を行なうことができます。
(iii)

原産地証明書の真正性
原産地証明書に押印される印影、発給機関の証明職員の署名を偽造して、虚偽の原産地証明書
を作成するのは、古典的な関税犯則の手口です。したがって、輸入締約国税関ではこれらの様式
性に係る要件を慎重にチェックしています。残念なことに、適正に発給された原産地証明書の提
出が輸入締約国において EPA･FTA 税率を適用するための協定上の要件とされている場合、い
かに他の書類から産品の原産性を確認できたとしても、制度の仕組みとして原産地証明書が真
正なものでない限り輸入締約国税関は EPA･FTA 税率を適用することはできません。
このため、
発給事務がシステム化されるようになるに従い、電子的に印字した署名、スタンプを自署及び物
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理的な押印と同じ真正なものとして容認するようになり（運用上の手続規則などに規定）
、真贋
の見分けが容易につくような証明書の発給方法が開発されています。
(iv) 第三国産品の迂回輸出への対応
産品の輸出時に発給される原産地証明書には、当該産品が第三国で生産された迂回品でない
ことのネガティブ･チェックのための手がかりを得るべく、記載事項に➀生産者の名称･住所、②
輸出締約国から輸入締約国までの輸送経路等の記載を求めることがあります。
➀ 生産者の名称、住所は、ウェブサイト情報などを利用して生産者として記載された企業者の
製品、規模などを把握し、原産地証明書の信憑性を裏付けることになります。もし、生産者とし
て記載された企業者が輸出締約国に存在しなければ、原産地証明書の記載に大きな疑義が生じ
ます。
しかしながら、輸出者が生産者の詳細を輸入者に秘匿したい場合であっても生産者の詳細明
示を強制するならば、事業者は EPA 制度の利用自体を躊躇することになります。そのため、協
定によっては、生産者の記載について「Confidential（秘密）」
（RCEP 協定）
、
「Available to Customs
upon request」(日メキシコ協定)、「Available to the relevant authority upon request」(日ペルー
協定) と記載することを求め輸入者には非開示とする方式（対輸入国税関に対しては求められれ
ば情報を提供）
、
「輸出者又は生産者」の選択的記載を求め、生産者が原産地証明書の発給を求め
ない場合には生産者の記載を要しない方式（日豪協定）
、又はそもそも輸出者のみを記載要件と
して生産者の記載を求めない方式（アセアン諸国との二国間協定ほか）があります。
② 輸送経路等は、実際に輸送された経路、使用された船舶･フライト、輸送に要した日数の事
実関係を示すものではなく、輸出時に予定されている経路などを示すものです。原産地証明書の
発給申請を行なう時点で船積み16の詳細が分かっていない場合もあるため、「分かる範囲で」と
の条件が付されることが一般的です。輸入締約国税関は、EPA 原産地規則に定められた積送要
件の充足を確認するために、これらの予定と実際の運送書類との突合によって貨物の同一性に
加えて、第三国産品の迂回輸出でないことの確認を行なうことがあります。
少なくとも、輸送途上で積替えを行なった第三国で輸入通関されて産品が当該国の市場に出
回ったとすれば、積送要件を満たさない産品として特恵待遇は受けられません。これは、一旦市
場に出回った産品が当該国でさらに加工が行われたか、輸入時の形状をそのまま維持している
かの確認ができないからです。そのために、第三国を経由して輸入される場合には、当該第三国
で加工などが行われずに、税関の監督下で保管されたことの証明を求められることがあります。
このように、原産地証明書に記載される内容は、他の輸入申告書類との二重、三重の整合性チェック
を入れるべく、輸出者名、輸入者名、輸送手段･ルート、船名・フライト番号、品名、HS 番号、貨物の
記号･番号、包装の個数･種類、特恵基準、貨物の数量･重量、インボイス番号･日付、遡及発給･再発給
の事実、第三国インボイスが使用される場合に記載すべき内容などを、輸出者が予めタイプ打ち又は
発給システムに入力し、輸出者が誤りのないことを宣誓する欄に署名（電子的な署名を含む）し、発給
当局の審査を受け、発給される仕組みとなっています。
16

荷主情報や輸送条件（インコタームズ）
、輸送ルートなど貨物の輸送に関する情報のこと。なお、航空輸送
の場合でも「船積み」という言葉を用いる。
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2.

第三者証明制度の質の劣化と自己申告の採用

2-１ 第三者証明制度の劣化とその原因
第三者証明制度は基本的に輸出締約国が産品の原産性を保証する制度なので、輸入締約国税関は当
該産品の輸入申告時に再度、悉皆的に原産性審査を行なう必要はなく、通常のリスク判定及びランダ
ムチェックによって原産地証明書の信頼度を確認することが一般的です。これを、輸出締約国の政府
機関が発給した証明書を輸入締約国税関が否認することはできないと理解されている方がおられます
が、それは誤りです。輸入申告において正規の原産地証明書が提出されるならば、輸入締約国税関は基
本的にはその証明書を信頼するものの、特恵関税制度は関税という税の徴収における特例なので、そ
の特例を認めるかどうかの判断権限はあくまでも徴税当局が保持し、受益者である輸入者、ましては
他国の政府機関が決定するものではありません。
かなり前の話になりますが、開発途上国からの特恵輸入に疑義が生じ、調査した結果、正規に押印、
署名された GSP フォーム A がブランクフォームで売買されていた事実が明らかになりました。国に
より、職員により、事情はそれぞれ異なると思いますが、発給機関のコンプライアンスに信頼を置けな
い状況に接すると、輸入国税関は「原産地証明書が本物であるからといって産品が原産品であるとは
限らない」との立場を取らざるを得なくなります。ただし、こうした発給当局の一部職員の不正による
トラブルは、制度の如何にかかわらず起こり得るものなので、第三者証明制度そのものを揺るがすこ
とにはなりません。
ところが、時代の流れで、開発途上国がごく普通に 10 から 20 の EPA･FTA 協定に加えて 10 前後
の GSP を利用するようになると、話は別です。開発途上国においては、一般の事業者はもとより発給
機関の職員に対して、合計して 30 にも達するそれぞれに異なる原産地規則のすべてを正確に理解させ
ることは容易ではありません。その理由は、予算の不足、行政インフラの未整備などによって適正な研
修の機会、執務参考資料を含む原産地規則に係る一般的及び個別情報を定期的、継続的に提供するこ
とが困難であったからです。こうした絶対的な事務量の増大に加え、内容面の複雑化に対応できない
状況下において、当然のこととして発給機関全体としての質の劣化が進みます17。
さらに第三者証明制度による特恵制度維持に致命的なダメージを与える事件が発生します。特恵制
度を最も積極的に活用していた EU で起こったことですが、輸出国の発給当局が自らの判断で輸入国
（EU）の要請を無視して非原産品を原産品として発給を続けるということがありました。外交交渉を
経ても合意が得られず、EU 加盟国税関は本件の特恵待遇を否認し追徴処分を行ないましたが、裁判で
敗訴した結果18、EU 加盟国税関は第三者証明制度において相手国政府が是正要請に従わない場合には
17

詳細については、
「ある途上国の原産地証明書発給事務所で見たこと《途上国における第三者証明の制度破
綻を実感》
」(筆者の note マガジン｢原産地規則エッセイ集『八丁堀梁山泊』｣ モノローグ「体験を綴る」No.６)
を参照。
〔https://note.com/imagawahiroshi̲/n/n681c97eecfe3?magazine̲key=m3a18a0f6bf73〕
18

2001 年 5 月 10 日、EC 第一審裁判所（Court of First Instance）による本件判決（Kaufring AG and Others
v Commission of the European Communities; Joined Cases T-186/97, T-187/97, T-190/97 to T-192/97, T210/97, T-211/97, T-216/97 to T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 and T-147/99）は、トルコ製のカラー
テレビが EEC トルコ連合協定（EEC-Turkey Association Agreement）の原産地規則を満たさないとして追徴処
分を行なった欧州委員会（Commission of the European Communities）の行為を支持せず、
「誠実に（good
faith）かつ相当な注意（due care）を払って輸入した者は、輸出国の発給当局による誤りに起因する事由に対し
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自らの判断で追徴処分を行なうことができないという、特恵関税制度の存続を危うくする事態に発展
しました。
2-２ 主要先進国における自己申告の採用
米国における自己申告の採用
主要先進国においては、まず米国が、GSP で 1980 年代後半から発給機関による押印の省略を認め
ることで輸出者自己申告に切り替えています。FTA においても、1985 年の米イスラエル FTA で GSP
Form A に米イスラエル FTA のタイトル部分のみを追加した様式を策定し、名称は「Certificate of
Origin (原産地証明書)」であっても輸出者の署名のみで足りることとしました。さらに、2001 年に発
効した米ヨルダン FTA から輸入者自己申告が始まります。米国が輸入者自己申告を採用することとな
った背景には、1993 年に発効した｢税関近代化法19｣による米国通関制度の大変革によるところが大き
いようです。｢税関近代化法｣において新たに導入された２つの大きな柱としての「周知されたコンプ
ライアンス（informed compliance）
」と「分担された責任（shared responsibility）
」は、輸入者が米国
関税関係法令の自主的なコンプライアンスを極大化する法的な枠組みを与えており、米国税関に対し
ては、明確かつ完全に当該法令上の権利・義務を事業者に対して周知することを求めます。その結果、
必要な情報を共有した事業者は、米国税関と共に当該法令上の義務を履行する責任を負うこととなり
ます。具体的には、輸入者が合理的な注意（reasonable care）を払って関税分類、関税評価、原産地そ
の他の輸入手続きに係る情報を米国税関等に提供する責任を負い、米国税関は関税分類、評価、原産地
等について最終的な決定を行う責任を負うことになります。輸入者による合理的な注意が不充分であ
った場合には、通関の遅延又は、場合によっては罰則の適用がありえます。この方式は、FTA を利用
した特恵輸入においても適用され、FTA 税率の適用を要求する輸入者は（当然のこととして）産品の
原産性について承知していることが前提となり、輸入者の知識・所持する情報こそが特恵税率要求の
根拠となり得ます20。
日本における自己申告の採用
日本は、2015 年に発効した日豪 EPA で第三者証明と自己申告（輸出者、生産者、輸入者）の併用か
ら出発しています。この背景には、日本国政府が TPP 交渉への参加を決断するに当たって、制度上の
障壁となりうる第三者証明への固執から、輸出者･生産者による自己申告に加え、輸入者自己申告を含
む時代の最先端を行く制度に一挙に転換しようとしたことが伺えます。日豪 EPA を実施するに当たっ
ては、特恵貿易法制で初めての自己申告導入であったことから「経済連携協定に基づく申告原産品に
係る情報の提供等に関する法律（申告原産品法）
」ほかの国内法令を整備し、輸入締約国税関からの照

て責任を負うべきではない」とし、欧州委員会はトルコに対して適正な執行を行なわせる義務があるとしていま
す。
19

1993 年 12 月８日、1930 年関税法及び関連法令を修正する「北米自由貿易協定（NAFTA）実施法の第６
章（Title VI）
」
（Pub. L. 103-182, 107 Stat. 2057）として発効しています。
20

さらなる詳細は、拙著『日米貿易協定 原産地規則の概要と実務』第 5 章：米国の自己申告･書類事務及び事
後確認（2020 年、日本関税協会）を参照してください。
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会に対応するために必要な措置を取れるようにしました。
その結果、第三者証明（後述する｢認定輸出者自己証明｣を含む）に基づく EPA 協定上の照会は経済
産業省、自己申告に基づく照会は財務省･税関が対応することになりました。日豪協定以降に締結され
た EPA は、(開発途上国を相手とする日モンゴル協定、RCEP 協定を除き) TPP（12 及び 11）
、日 EU、
日米、日英のすべての EPA 協定で自己申告（輸出者、生産者、輸入者）のみを採用しています（日米
協定は輸入者自己申告のみ）
。
RCEP 協定は、時代の流れを反映しつつ、交渉参加国の現実を踏まえた制度設計になっており、日、
豪、NZ の先進国グループが協定発効と同時に輸出者･生産者による自己申告を実施するのに対して、
中国、韓国、アセアン加盟 7 か国は協定発効の日から 10 年以内、アセアンの LDC 諸国（ラオス、カ
ンボジア、ミヤンマー）については 20 年以内に実施することが義務付けられています（最長 10 年の
猶予期間延長が可能）
。また、輸入者の自己申告については、日本のみが協定発効の日から実施するこ
とが認められ、すべての署名国で協定が発効する日に、輸入者自己申告の採用を含む原産地証明に係
る制度を見直すことになっています（5 年以内に終了）21。
EU における自己申告の採用
EU においても上記事件を契機として特恵原産地規則の全面的な見直しを行ない、輸出者自己申告制
度（正確には登録輸出者（Registered Exporter: REX）制度22）の採用に舵を切り、GSP では 2017 年か
ら準備を終えた GSP 受益国から順次適用を始め、FTA でも同年からカナダに対して実施している
CETA 23において輸出者自己申告のみの制度を採用し、2019 年、日本との EPA では輸出者、生産者、
輸入者による自己申告のみの制度を採用するに至ります。

3.

自己申告と第三者証明の中間に位置する認定輸出者自己証明制度

3-１ 認定輸出者自己証明制度の誕生
主要先進国による自己申告採用の動きは、開発途上国には｢迷惑な話｣でした。なぜならば、恒常的に
輸入者の低価申告に悩まされていた開発途上国税関にとって輸出者のインボイスはそのまま信頼でき
る証拠書類ではありえず、たとえ輸出者が｢当該産品は EPA･FTA 協定の原産品である｣旨の文言を特
定様式又はインボイスなどに記載したとしてもそのまま信用できるものではありません。また、輸出
締約国としての立場からは、政府による発給権限を手放すことについて根強い反発がありました。そ
のため、開発途上国間での FTA では官民の信頼関係が構築できていないことから自己申告の採用は遠
い将来の話に過ぎませんでしたが、先進国とも FTA を締結するようになると、時代の波に抗ったまま
では民間からの不満を解消できず、現実問題として年々拡大傾向にあった発給機関の事務量軽減にも

21

締約国の将来的な実施義務は、RCEP 協定第 3.16 条第 2 項から第 4 項までに規定されています。なお、
2022 年 8 月末における協定未発効国は、インドネシア、フィリピン、ミヤンマーの 3 か国。
22

登録輸出者制度は、輸出国当局が輸出者を登録し、その登録番号を原産地申告書類に記載させることで輸出
国及び EU 加盟国税関における正確な管理を行なうことを目的とします。管理当局の指導に従わず、関税犯則を
継続するような特恵制度を濫用する輸出者は、登録から外され、EU 域内での特恵輸入ができなくなります。
23

正式名称は、Comprehensive Economic and Agreement (CETA)。

-14-

つながりません。
そこで、第三者証明と自己申告の折衷案として認定輸出者自己証明制度が登場してきます。先進国
においては、完全な自己申告導入までの過渡的な措置として採用されますが、開発途上国の立場は、輸
出締約国の発給機関が｢お墨付き｣を与える優良輸出者による自己申告であれば例外的に認めるものの、
それ以外の一般輸出者は、発給機関が審査し原産性を証明する原産地証明書を取得すべきであり、真
正な原産地証明書が完全な形で提出されて初めて EPA 税率の適用を認めることが最も効率的で、自国
の関税収入の減少という痛みを伴う政策を実施する上で最適であるということになります。
しかしながら、開発途上国を含む FTA において認定輸出者自己証明が採用されず、いきなり自己申
告で合意することもあります。例を挙げると、米国主導で始まった TPP12 がそれに該当します。日、
米、カナダ、豪、NZ の先進国グループが全交渉国の半数近くに達したので、特に米国市場への特恵ア
クセスを期待して交渉に参加していた開発途上国グループも自己申告の採用に合意せざるを得ません
でした。唯一成功した抵抗は、輸出者、生産者の自己申告は即時実施するものの、輸入者自己申告の採
用には 5 年間の猶予期間を設けることを認めさせたことです24。
3-２ 認定輸出者自己証明制度とは
世界税関機構（World Customs Organization: WCO）が公開している「WCO Origin Compendium」
によれば、認定輸出者自己証明制度（Approved exporter system）とは、
「権限のある当局に認定された
輸出者が原産地申告をインボイス又は他の商業書類上に作成する制度」で、
「認定輸出者は、権限ある
当局が定めた要件を満たす輸出者に対してのみ認められる例外的又は特権的な地位」であるとされて
います（66-67 頁）
。
日本での認定輸出者自己証明の実施は、日メキシコ、日スイス、日ペルー及び RCEP の 4 協定に限
られます。各協定には認定輸出者の認定要件の大枠が定められ、日本においては経済産業省が法令で
詳細規定を定めています25。
例えば、日スイス協定の認定要件は以下のとおりです。
認定輸出者としての認定要件（日スイス協定附属書 2（第 2 章関係）原産地規則 第 19 条）
１ 輸出締約国の権限のある当局は、輸出締約国に所在する輸出者に対し、認定輸出者として原産地申告を作
成することを認めることができる。ただし、次のことを条件とする。
(a)

当該輸出者がいずれかの締約国の原産品の船積みを頻繁に行っていること。

(b) 当該輸出者が輸出締約国の法令に定める条件を満たすこと。

24

メキシコ、ベトナム、マレーシア、ペルー及びベトナムの５ヵ国について例外を認めています（TPP11 協
定第 3.20 条 1 注２）
。さらに、ベトナムは、発給当局が原産地証明書を発給することを時限的に認めさせること
に成功しますが、その原産地証明書は輸入締約国税関にとって自己申告文書と同じ効力しか持たせないという変
則的な制度になっています（TPP11 協定附属書 3-A：その他の制度）
。
25

認定輸出者に関する法令上の規定は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第２
章の２（第二種特定原産地証明書を作成する者の認定等）
、同法律施行規則第 13 条から第 22 条までに定められ
ています。そのうち、施行規則第 14 条に認定の基準が定められており、実務上の要件としては、半年で 8 回以
上の第１種特定原産地証明書（EPA 原産地証明書）の受給実績があることなどが目途とされています。協定毎に
認定輸出者資格を取得しなければならず、登録免許税として 9 万円が必要になります（3 年毎の更新手数料 5 千
円）
。なお、各協定の認定輸出者は非公開で、締約相手国政府にのみ告知されています。
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(c)

当該輸出者が、輸出締約国の権限のある政府当局に対して、手書きで署名したとしたならば負うこと
になったであろうすべての責任であって、当該輸出者を特定する原産地申告についてのものを負うこ
とを書面により約束すること

これらの要件を満たして認定輸出者になると、輸出する産品が原産品であると認める場合には、商
業上の書類（インボイス等）に英語で、認定時に付与される認定番号とともに当該物品が原産品である
旨の申告文（各 EPA 協定にそれぞれ規定）を記載することで、輸出者限りで証明書類を作成すること
ができます。これらの 4 協定の中で RCEP は記載内容について他の協定と異なる要件を定めており、
他の３協定が申告文の記載だけを要件とし、署名を求めないのに対し、RCEP は自己申告と同様な必
要的記載事項すべての記載と輸出者の署名を求めています（図表 2 参照）
。
原産地申告の申告文の例（日スイス協定附属書 2 付録 3）
"The exporter of the products covered by this document (Authorisation No ... (Note 1)) declares that, except
where otherwise clearly indicated, these products are of ... (Note 2) preferential origin."
｢この文書の対象となる産品の輸出者（認定番号（注釈１）
）は、別段の明示をする場合を除くほか、当 該
産品の原産地（国名（注釈２））が特恵に係る原産地であることを申告する。｣
注釈１括弧内に、認定輸出者の認定番号を記入する。
注釈２括弧内に、当該産品の原産地を記入する
図表２：RCEP における必要的記載事項の比較（RCEP 協定附属書 3B）
必要的記載事項

原産地証明書 原産地申告

輸出者の氏名又は名称及び住所

〇

〇

判明している場合には、生産者の氏名又は名称及び住所

〇

〇

輸入者又は荷受人の氏名又は名称及び住所

〇

〇

産品の品名及び統一システム（HS）番号（６桁番号の水準）

〇

〇

認定された輸出者については、輸出者又は生産者の認定番号又は識別番号

×

〇

固有の参照番号

×

〇

原産地証明書番号

〇

×

原産性を与えることとなる基準

〇

〇

輸出者又は生産者による申告

〇

×

×

〇

〇

×

〇

〇

〇

×

〇

〇

権限を与えられた署名者による証明であって、原産地申告に記載された産品が第
3 章（原産地規則）に定める全ての関連する要件を満たす旨が記載されたもの
発給機関による証明であって、原産地証明書に記載された産品が証拠に基づいて
第 3 章（原産地規則）に定める全ての関連する要件を満たす旨が記載され、か
つ、当該発給機関の正規の署名及び公の印章を付して提供されるもの
第 2.6 条（関税率の差異）に規定する RCEP 原産国
積送される貨物を確認するための詳細な情報（例えば、仕入書の番号、出発の日
付、船舶の名称又は航空機の便名、荷揚港）
原産性を与えることとなる基準として域内原産割合が用いられている場合には、
FOB 価額
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必要的記載事項

原産地証明書 原産地申告

産品の数量

〇

〇

〇

〇

連続する原産地証明書については、最初の原産地証明の番号、発給の日付、最初
の輸出締約国における RCEP 原産国及び該当する場合には、最初の輸出締約国
の認定された輸出者の認定番号

同じ認定輸出者であっても、12 項目の記載を求める RCEP 協定と、原産地申告文の記載のみを求め
る他の３協定では、輸出時に記載すべき内容に雲泥の差があります。制度上、RCEP を除く 3 協定は、
輸入締約国税関又は輸出締約国発給機関からの要請があれば直ちに証拠書類を提出できるようにして
おけばよいのですが、RCEP においては、輸出の都度、原産地証明書とほぼ同じ内容を自己申告として
商業書類等に記載しなければなりません。
なぜこのような差異が生じたのかについて詳細は承知しておりませんが、前述のとおり、アセアン
加盟の LDC 諸国（ラオス、カンボジア、ミヤンマー）を除くすべての RCEP 実施国が自国の協定発効
の日から原則 10 年以内に輸出者･生産者の自己申告を実施することを定めているため、自己申告導入
に向けた準備措置として敢えてこのような詳細な記載内容としたものと推定されます。

4.

自己申告と第三者証明における電子化への対応
自己申告と第三者証明による原産地証明書の最も大きな違いは、紙に印刷されて署名、押印等の処

理がされた特定様式の原本が存在するか否かです。これは、手続きの電子化の観点から見ると重要な
差異となります。自己申告は、原則としてインボイス等の商業書類上に直接又は別添される任意様式
として作成されることから、電子化された書類を当初から受け入れています。一方、紙の原本の提出義
務が課される第三者証明においては、輸入申告時に、輸入申告書、証拠書類としての商業書類などの資
料について電子的に申告することが可能であっても、原産地証明書だけは紙原本の提出が必要となり、
通関手続きの完全な電子化を妨げる要因となってしまいます。
そこで、貿易円滑化の観点から、第三者証明を採用する EPA･FTA においても原産地証明書の電子
化が検討、実施されてきており、特に直近に実施された RCEP では第三者証明による原産地証明書、
認定輸出者自己証明による原産地申告、輸出者又は生産者による自己申告のいずれであっても紙原本
と電子的様式を含むその他の媒体を許容しています（協定第 3.16 条第 5 項(a)）。
さらに、協定第 3.29 条（原産性の情報の交換のための電子的なシステム）において、
締約国は、この章の規定の効果的かつ効率的な実施を確保するため、関係する締約国が共同して決定する
方法により、原産性の情報の交換のための電子的なシステムを開発することができる。

旨規定されています。このシステムは、輸入締約国の税関当局が輸出締約国の発給機関に対する電子
的な照会を可能にしようとするものであると想定され、原産地証明書の電子発給システムとこの情報
交換システムが完成すれば、輸入締約国税関による産品の原産性確認は、より容易に、より高い精度で
行なうことが可能となり、署名･押印により正確性を担保していた原産地証明書に取って代わるものに
なり得るものと考えます。したがって、高いコンプライアンスを維持して原産地証明書を発給申請し
ている輸出者には影響はありませんが、そうでない輸出者は輸入国税関からの検認の頻度が高くなる
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かもしれません。
なお、輸入締約国の輸入申告において提出又は保持すべき原産地証明書の形態として、
➀ 電子的に発給された原産地証明書の電子ファイル、
② 電子的に発給された原産地証明書を紙に印刷したもの、
③ 紙原本として発給された原産地証明書を PDF、JPEG 等のイメージ･ファイルに変換したもの、
④ 紙の印刷物として発給された原産地証明書を PDF 化し、さらに紙に印刷し直したもの、
が存在するようです。RCEP 発効に伴い、RCEP 協定の事務局であるアセアン事務局は上記の原産地
証明書の形態の各締約国での発給及び受容状況に関する調査を行ない、結果（2022 年 2 月 8 日現在）
を表形式にしてウェブサイトに公表しているので、別表 2 に仮訳を共有します。

5.

まとめ
EPA 原産地手続きの要となる産品の原産性保証は第三者証明制度から自己申告制度への明確な変動

期にあって、先進諸国における導入は一段落し、開発途上国においても導入に向けた準備段階に入っ
たものと認められます。しかしながら、自己申告の本格的な導入には官民の信頼関係の構築、行政側か
らの情報提供の充実化が必要であり、開発途上国に自己申告が根付くのは相当な期間を要するように
思います。対開発途上国貿易において障害となっているのは、高関税の存在よりも、不必要に長くかか
る輸出入手続き、水際機関の不透明な判断基準などの｢見えない措置｣であることが指摘されています
。せっかくの EPA･FTA 協定締結による関税撤廃の果実も、このような｢見えない措置｣によって相殺

26

されてしまっては特恵貿易拡大の実を結びません。その観点から、原産地証明書の電子化及び発給に
係る公開可能な情報の電子的な情報交換システムの構築は、少なくとも開発途上国との EPA 特恵貿易
を促進し、開発途上国における輸出入手続きに係る時間と見えざるコストの軽減に寄与するものと考
えます。

David Dollar, “Executive Summary”, in Global Value Chain Development Report 2017 – Measuring and
Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development (World Bank Group, IDE-JETRO, OECD, University
of International Business and Economics, World Trade Organization) p.6
26
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【別表１】 GSP 原産地証明書 Form A

（出典）外務省ウェブサイト〔https://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/doc_evi.html〕
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【別表２】 RCEP 締約国及び署名国の原産地証明書発給及び原産地証明書･原産地申告の受容状況（仮訳）
原産地証明書の発給

（2022 年 2 月 8 日現在）

原産地証明書･原産地申告の受容性

デジタ
事業者が印
ル様式

紙原本の

紙の

証明書の発給情報及び

紙の

の原産

刷したデジタ 電子的な
PDF 版等

原本

真正性確認方法等

原本

ル様式の原

受容のための条件

様式30

28

地証明

を印刷

産地証明書29
27

書

ブルネイ

〇

×

現時点では紙原本のみ発給

〇

×

〇

×

カンボジア

〇

×

同上

〇

×

×

×

事業者によって印刷されたデジタル様式の原産地証明書を紙原本の前に産品が
到着した場合に受容。ただし, 原本が結果的に発給当局に戻されることが条件
現時点では, 紙原本のスキャンコピー, ソフトコピー/デジタル送信版のいずれも
受容不可
既存の協定 (アセアン物品貿易協定, 中アセアン, 韓アセアン等) の下での原産

インドネシ
ア

既存の協定 (アセアン物品貿易協定, 中
〇

×

地証明書の紙原本及び電子様式を受容。パンデミック対応として, 原産地証明書,

アセアン, 韓アセアンなど) の下で原産地 〇

×

×

〇

証明書の紙原本及び電子様式を発給

原産地申告のカラースキャンを輸入申告の日から 30 日以内であれば受容可能。
輸入者は輸入の日から 90 日, 遅くとも発給の日から 1 年以内に原本を提出。平
常時に上記が可能であるか国内で検討中

ラオス

〇

×

現時点では紙原本のみ発給

〇

×

×

×

現時点では, 原産地証明書のソフトコピー/デジタル送信版の受容不可

27

｢デジタル様式の原産地証明書 (Digital format Certificate of Origin) ｣は, PDF, JPEG のようなイメージ･ファイルを意味し, 発給機関の署名及び公式証明印を含む RCEP 原産地証明書様
式に適合するもの 。
28

｢紙原本の PDF 等を印刷 (Paper-based scanned copy)｣ は, 紙の原産地証明書原本をスキャンした PDF, JPEG 等のファイルを紙に印刷したもの。

29

｢事業者が印刷したデジタル様式の原産地証明書 (Self-printed)｣は, デジタル様式の原産地証明書で, 事業者によって紙に印刷されたもの。

30

｢電子的な様式 (Electronic format)｣は, 税関における原産地証明書及び原産地申告の電子的な様式の受容性を示す。電子的な様式は, 電子原産地証明書 (e Certificate of Origin) 及び紙
の原産地証明書原本をスキャンしたファイル (PDF, JPEG 等) を含む。
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原産地証明書の発給

原産地証明書･原産地申告の受容性

デジタ
事業者が印
ル様式
紙の

紙原本の
証明書の発給情報及び

紙の

の原産
原本

刷したデジタ 電子的な
PDF 版等

真正性確認方法等

原本
を印刷28

地証明

受容のための条件
ル様式の原

様式30

産地証明書29

書27

マレーシア

×

〇

現時点では証明書の PDF 版を発給。輸出
用に申請者による印刷が可能

発給当局は, 紙原本の印刷物, 紙原本の PDF 版の双方を受容。しかし, 原産地
〇

―

〇

×

証明書のソフトコピー/デジタル送信版の受容不可。原産地証明書のソフトコピー/
デジタル送信版の受容のためのシステムを開発中

紙原本を発給。輸出者は自社で印刷した
ミヤンマー

〇

×

証明書に発給機関職員の自署, 押印を受 〇

×

×

×

現時点では, 原産地証明書のソフトコピー/デジタル送信版の受容不可

けることも可能
紙原本の PDF 版等を紙に印刷したものはアセアン物品協定及びアセアン+1 協定
フィリピン

〇

×

現時点では紙原本のみ発給

〇

×

×

〇

で実施される特別措置。事業者によって印刷されたデジタル様式の原産地証明書
及び電子的な様式については、輸出締約国がオンラインでの検認用ウェブサイト
を保持していることを条件に受容可能

〇(原産地証明書)

発給当局は, 紙原本をスキャンしたファイル(PDF, JPEG, GIF, PNG, DOC 版)を受

証明書の紙原本の PDF, JPEG, GIF, 容。一方, 税関は原産地証明書に記載される署名及び公的な証明印の見本のな
シンガポ
ール

〇

×

現時点では紙原本のみ発給

PNG, DOC 版を受容
〇 (原産地申告)

い証明書は受容不可
〇

発給当局は, 電子的な原産地申告及び原産地申告の紙原本をスキャンしたファイ

原 産 地 申 告 の 紙 原 本 の (原産地 ル (PDF, JPEG, GIF, PNG, DOC 版)を受容。ただし, 附属書 3Ｂに列挙された必要
PDF, JPEG, GIF, PNG,
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申告) 的記載事項が記載されている場合に限る

原産地証明書の発給

原産地証明書･原産地申告の受容性

デジタ
事業者が印
ル様式
紙の

紙原本の
証明書の発給情報及び

紙の

の原産
原本

刷したデジタ 電子的な
PDF 版等

真正性確認方法等

原本
を印刷28

地証明

受容のための条件
ル様式の原

様式30

産地証明書29

書27

DOC 版を受容
紙原本のみ発給。現在, 原産地証明書の
タイ

〇

×

スキャンコピー及びソフト･コピー/デジタ 〇

×

×

×

ル送信版の発給システムを開発中

現時点では,PDF 化された紙原本の印刷版, 原産地証明書のソフトコピー/デジタ
ル送信版の受容不可。これらの証明書の受容のためのシステムを開発中
既存協定の下で原産地証明書の紙原本と電子的な様式を受容。パンデミック対

ベトナム

〇

―

―

〇

×

×

〇

応として, 原産地証明書のカラースキャン又はその他の種類の様式を受容。 ただ
し税関が証明書のデータをオンラインでチェックできることが条件。現在, 内部で
平常時に条件を付けずに適用することを検討中

豪州

中国

日本

〇

〇

〇

〇

〇

〇

電子証明書及び紙原本の双方を発給

〇

〇

〇

〇

電子的な原産地証明書及び紙原本の双方を受容

輸入締約国の申告要件に従って紙原本

検認は紙原本に基づく。中国の輸入者は輸入通関の際に原産地証明書を電子的

又は PDF 様式を発給。輸出者は, 税関職

に提出できるものの, 輸出締約国が定める要件に適合した原産地証明書の紙原

員の自署･押印のある証明書に代えて, 〇

×

〇

〇

本を所持する義務を負う。 電子的原産地データ交換システム (Electronic Origin

発給機関の電子的印章のある証明書を

Data Exchange System) が稼働すれば, 輸入者は輸入通関に際して原産地証明

自ら印刷することも可能

書番号の入力のみが要件となる。

輸入国が PDF 版の証明書を受容する場
合には, すべて PDF 版を発給。締約国の

〇

×

〇
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〇

原産地証明書については, スキャンされた原産地証明書を含む, dpi 200 以上の解
像度を有するカラーデータ (例えば, PDF, JPEG, GIF 等) を日本国税関で受容。

原産地証明書の発給

原産地証明書･原産地申告の受容性

デジタ
事業者が印
ル様式

紙原本の

紙の

証明書の発給情報及び

紙の

の原産

刷したデジタ 電子的な
PDF 版等

原本

真正性確認方法等

原本
を印刷28

地証明

受容のための条件
ル様式の原

様式30

産地証明書29

書27

当局だけがアクセスできるウェブサイトで

原産地申告については, スキャンされた原産地証明書を含む, dpi 200 以上の解像

証明書の真正性をチェックする手段を提

度を有するデータ (例えば, PDF, JPEG, GIF 等) を日本国税関で受容

供
申請者は, 韓国の電子通関システムを通
じて発給申請を行ない、発給された証明
書原本は当該システムによって１回限り
韓国

〇

〇

印刷できる。発効日の 2022 年 2 月 1 日か
ら, 証明書原本の PDF 版をダウンロード

〇

〇

〇

〇

〇

―

―

〇

原産地証明書の電子様式及び紙原本の双方を受容

できるが、当該ダウンロードは PDF 版の
証明書を受容れる輸入締約国にのみ可
能
NZ

〇

〇

―

輸入時に原産地証明書の提出を求めず, 必要と認めた時に提出を求める。状況
により紙原本又は PDF 版のソフトコピー/デジタル送信版でも受容

(出典：アセアン事務局編集「Status of RCEP Parties’ and Signatory States’ Issuance/Acceptance of Proof of Origin」
〔https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2022/02/C-RCEPParties%E2%80%99-and-Signatory-States-Status-on-electronic-CO-issuance-and-PO-acceptance_8-Feb-2022.pdf〕2022 年 8 月 30 日検索)
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国連 CEFACT からのお知らせ
9 August 2022:
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the “Verifiable credentials for cross border
trade” project. Awareness amongst policy makers of how best to leverage verifiable credentials is low.
Furthermore, there are interoperability risks if adoption increases quickly without underlying semantic
standards. This project will develop guidance material in the form of a UN/CEFACT white paper. This
initiative will pave the way for cross border mutual recognition of high integrity verifiable data. If you
would like more information, please contact the project lead: Steve Capell.
UN/CEFACT は、「国境を越えた貿易のための有効な証明情報」プロジェクトの参加者募集を開始
します。政策立案者の間では、有効な証明情報をどのように活用するのが最善かということに関して
認識が低いです。 さらに、基礎となるセマンティクス（意味）標準なしに有効な証明情報活用の普及
が進むと、相互運用性の面でリスクがあります。このプロジェクトは、UN/CEFACT ホワイトペーパ
ーの形で資料を作成していきます。そしてこの取り組みは、完全性の高い有効なデータの国境を越え
た相互承認を発展させていくものです。より詳細な情報をご希望の方は、プロジェクトリーダーの
Steve Capell までご連絡ください。

8 August 2022:
UN/CEFACT would like to remind users that the cut-off date for submissions of DMRs for UN/CCL
D.22B and UN/EDIFACT D.22B is 9 September 2022.
UN/CEFACT は、UN/CCL D.22B および UN/EDIFACT D.22B の DMR 提出の締切日が 2022 年
9 月 9 日であることをお知らせします。
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DX の道 第 9 話
「事務所内 DX チャレンジ（後編）」
CIO

幸田 周平

前回に続き、当協会事務所における DX チャレ

機器、もうすぐリース切れてしまうのを忘れてい

ンジをご紹介していきます。目指すのは、書類電

た、どうしよう！」「このシステムの保守契約ど

子化の仕組みづくりやデータの活用を通じた業

うなっている？」といった、きちんと管理してお

務変革。そのために、システム連携が容易なプラ

けばなんてことないけど、そうでない場合にあた

ットフォームを採用して変化に強いシステムを

ふたして仕事に影響するマイナス要因を無事排

自分たちで作る。これを羅針盤として、まずは「シ

除できました。小さなことですが、こういうとこ

ステム間連携が出来る」
「ノーコード/ローコード

ろをしっかり押さえておくことで日々の生産性

プラットフォーム」を選定し、導入にこぎつけま

は大きく違ってきます。

した。

職人技の悲劇
まずは自分の仕事から

ここで少し昔ばなしを。小規模な組織において、

最初に取り組んだのは筆者自身が担当する「IT

かつてシステムを自前で作るときは、表計算ソフ

関連情報」をシステム化することでした。管理す

トと同じパッケージに含まれるデータベースソ

る対象がごく少数であれば表計算ソフトでも対

フトを使うという手軽で便利な手段がありまし

応できそうですが、筆者の経験上、利用している

た。このやり方、「その気になれば」かなり高度

機器やシステム、ユーザーの数が二桁になったら、

なシステムを比較的容易に作れます。

なんらかのツールを利用したほうが良いと感じ
ています。その数が数百にも及ぶのであればなん

ただ、職人技を駆使しまくった仕組みを作って

らかの専用ツールを使うべきですが、当協会のよ

しまった結果、環境の変化に対応するための変更

うに「表計算ソフトではしんどいけど、高価な専

が難しかったり、そもそも作った人しか手直しで

用ツールを使うほどではない」という場合、こう

きなかったりするという悲劇が起きるようにな

いったプラットフォームは大変重宝します。

ってしまいました。筆者もかつては「退職してし
まった人が残したシステムが上手く動かない。ど

というわけで、早速事務所内のパソコンや複合

うにかして」という悲痛なヘルプを受けて対応し

機、サーバーや通信機器、利用システムやアカウ

たことが何度もあります。おおよそはどうにかで

ント情報などをリストアップ。所内に点在する紙

きたのですが、残念ながらどうにもできなかった

書類をひっくり返して必要な情報を探り、情報が

ことや、思い切って一から作り直したこともあり

なければ機器本体を見てシリアル番号やリース

ました。

期限などをすべて目視確認。そのあとはツール上

悲劇を防ぐ

で入力フォームや一覧表の設定を準備し、データ
を入力して完了です。これで、今事務所にある機

実は、
「ノーコード/ローコードプラットフォー

器やシステムの情報が可視化されました。「この

ム」にも同じ問題が起きる可能性があります。表
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計算ソフトやデータベースソフトよりも容易に

さらに若手となる職員が入職してきました。シス

システムづくりが出来てしまうため、変にのめり

テム作りを通じて効率化する活動に興味津々だ

こんで独自の仕組みをどんどん入れていくと、ま

ったので、これ幸いと一緒に取り組むことに。自

た「その人しかわからない」仕組みが出来上がっ

身の本業を覚えてもらうことを最優先にしつつ、

てしまうわけです。今回は、そういった悲劇を防

空き時間を利用して少しずつツールの使い方や

ぐため、このツールを使うにあたり二つのルール

仕組みの作り方をレクチャーしていきます。

を導入することにしました。
必要な機能を自分で作ったり使ったりしてみ
一つ目は、作りこみ過ぎないこと。まずは標準

ることで「すごい！便利！」と感じられるサイク

機能を出来るだけ活用し、どうしても必要な機能

ルを手軽に素早く実現できるというのは、こうい

を追加したい場合は市販されている（つまりある

ったツールの醍醐味です。うっかりすると本業を

程度普及していて、サポートも期待できる）追加

差しおいて熱中してしまいかねない楽しさがあ

パッケージを導入するようにします。今回採用し

るので、そこは気をつけないといけませんが。

たプラットフォームには、スマートフォンに好み

桁違いの効率化

のアプリをインストールするのと似た感じで機
能追加する仕組みが用意されています。また、そ

さて、若手の勉強も兼ねて始めたのは、皆様に

うした追加機能をパッケージ化して販売すると

ご愛読いただいている月刊誌の発送作業プロセ

いうエコシステムが出来上がっているため、必要

スの改善です。改めて調べると、当時の作業手順

な機能だけを購入して導入できます。これにより、

は以下のような感じでした。

独自に作りこむことなく機能を追加でき、職人技
の悲劇を避けられるというわけです。

（１）表計算ソフトで作成された前回の発送先一
覧に、新規や停止分など最新の情報を入力して最

二つ目は、仕組みづくりに関与できる人をある

新版を作成して保存する

程度制限すること。これはツールの浸透度合いに

（２）表計算ソフトとワープロソフトを組み合わ

よって柔軟に変えていくべき要素ですが、最初は

せた差し込み印刷を作成する

少人数でのスモールスタートで進めることにし

（３）レイアウトを微調整してラベルを印刷

ています。この点はツールの基本機能で「開発者」
「利用者」といったアクセス権限が自由に設定で

詳しく見てみます。（１）の工程では前回利用

きるため、「決めたルールは厳守。ただしルール

した一覧表をコピーして別のファイルを作成し

自体は状況に合わせて変化させていく」が実現で

ている様子。これだと、（２）の工程にある差し

きそうです。

込み印刷の設定を毎回しないといけません。さら
に、長年にわたってファイルのコピーを繰り返し

ひとりでがんばらない

てしまった結果、本当に正しい情報がどれなのか

話を協会内でのツール導入に戻します。自身の

分かりづらく、ファイルの比較と確認にかなりの

仕事を一部ではあるもののシステム化して省力

時間がかかっていた模様。そのため、下手をする

化できたおかげで、他チームの状況に目を向ける

とラベルを完成させるまでに半日くらいかかっ

余裕ができました。ちょうどこのころ、筆者より

てしまうこともあるということでした。
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DX の観点から言えば、そもそも情報発信の手

ど、そのせいでいずれ作業が属人化されてしまう

段として、月刊誌というやり方が今この時代に最

かもしれない」という悩ましい状況。そこで、先

適なのか、その再検討から始めるべきかもしれま

にご紹介した月刊誌発送ラベル作成の仕組みを

せん。とはいえそれを言っているとなかなか事が

応用して、数回のクリックでハガキ印刷が出来る

進まないので、まずはやってみること。むしろこ

ツールを用意してみました。

の作業を効率化することで生まれた余裕を使っ
て、そういった根本的なことをしっかりと考えれ

これ以外にも、システムで対応できない案件の

ば良いのです。

場合に手書きで作成していた領収証も自動生成
する仕組みを用意。同じツールを使っているので、

ということで、発送先一覧と発送ラベル印刷の

どの作業も手順がほとんど同じです。これはとて

仕組みを準備して、両者を連携させる仕組みを作

も効果的なことで、ある作業手順を覚えると、そ

ってみました。これにより、普段から月刊誌発送

の時点でこのツール上に存在する他の仕組みも

の新規受付や停止などの情報をリアルタイムに

使いこなせるようになります。「ツールを使って

更新しておけば、あとは数回のクリックでラベル

効率的になる」→「他のツールも使えてさらに効

が作成できるようになりました。作業時間を比べ

率アップ」という好ましいルートが出来つつある

ると「半日（数時間）」から「数分」。文字通り桁

と言えるでしょう。

違いの工数削減効果を得られました。

DX に欠かせない姿勢
大きなシステムの「サブ」システム

この先、ツールを使い込んだ職員から「この業

事例をもう一つ。本連載で以前ご紹介したとお

務を効率化したい！」「こういうやり方ならツー

り、当協会が発給している JASTPRO コードの管

ルに実装できる？」といったアイデアが出てくれ

理システムがこの春に刷新されたことで、コード

ばもうけものです。さらにその先、「アイデアを

管理業務の効率は飛躍的に向上しました。とはい

考えたので自分でやってみます！」「作ってみた

え、新システムは安定稼働とお客様の使い勝手を

けどどう？」という流れになれば最高でしょう。

最優先させたため、実装をあきらめた機能があり

ここまで来れば、あとは「職人技の悲劇」を防ぐ

ました。それらは主に部門内での手作業で対応で

ためのルールをしっかり守るだけで、事務所にお

きるところが中心です。そこで、今回採用したプ

ける DX のサイクルは自律的に回っていくよう

ラットフォームを利用して、あきらめた機能を少

になるはずです。

しずつ付け加えていくことにしました。
自ら手を動かし、作ってみる、使ってみる、失
例えば、JASTPRO コードの登録完了時、ある

敗したら上手くいくまでやり直す。システムの内

いは更新期限をご案内する際にハガキをお送り

製は、DX に欠かせないこの姿勢を醸成しつつ、

しています。以前は外注していた作業ですが、今

自分たちの業務に新しい価値を作り上げていけ

回のシステム刷新に合わせて内部対応に切り替

るという、一石二鳥のアプローチであると言える

えることでコスト削減をはかりました。しかしな

でしょう。
（つづく）

がら、現在のやり方だと「作業できなくはないし、
詳しい人なら技を駆使して効率化できそうだけ
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編

集

後

記

先月号に引き続き今月号も時間について考えたことを書き起こしてみようと思います。
最近過去のことを思い出し、物思いにふけることが多くなりました。トリガーは様々ですが、大体は
友人の結婚や出産といったライフイベントに遭遇し時の流れを感じる、というパターンです。
もう戻ることができない過去のことを考えたとき、良い思い出も良くない思い出もすべての過去が
いとおしくなる何とも言えない瞬間があります。「Saudade」という他言語への翻訳が困難なことで有
名なポルトガル語の単語がありますが、まさにこういった状況を指す単語なのでしょうか。
Saudade に浸った後、永遠は存在せず時間は有限であるということを自覚します。その日を摘みな
がら、一日を最大限に満喫して生きていきたいですね。
（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。
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