2022年10月 第521号
目次
巻頭言
－電子船荷証券の国際間での実効性確保にEPA枠組みの活用を－
専務理事 秋田 潤

1

「国連CEFACT勧告」とは？
－ 「第41号 貿易円滑化における官民パートナーシップ」から考える－
専門調査員 何 スカーレット

2

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：
輸入国税関による産品の原産資格保持の確認
主席研究員 今川 博

8

DXの道 第10話 「事務所内DXチャレンジ（番外編）」
CIO 幸田 周平

一般財団法人

日本貿易関係手続簡易化協会

24

— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

当協会ホームページで電子版をご覧いただけます。
https://www.jastpro.org/
電子版掲載は、Twitter（@_jastpro）でご案内しています。
ホームページ更新、刊行物のご案内、講演会開催のお知らせなども発信しており
ます。 フォローいただければ幸いです。
パソコンからもご覧いただけます。

https://twitter.com/_jastpro

メールにて掲載通知をご希望の方は、次の内容をお問い合わせページからお知ら
せください。
ご所属組織名称
所属されている部署
お名前
ご連絡先電話番号
送達ご希望メールアドレス

お問い合わせページ：https://www.jastpro.org/pages/5/

ホームページ

YouTube

Twitter

巻頭言－電子船荷証券の国際間での実効性確保に EPA 枠組みの活用を－
専務理事

秋田 潤

日本における通関手続きの 99％以上が既に NACCS を使った電子申告である。貿易の金流・商流・
物流の手続データを連携させる情報プラットフォームが民間ベースで稼働し、貿易手続でも DX が加
速しているが、通関の先行/後行業務には紙の手続きが残る分野もまだ多くあり、デジタル化が課題で
ある。
船荷証券のデジタル化も議論されて久しい。船荷証券は貿易の重要書類で、船会社が貨物引受けの
証拠として貨物引渡請求権の証書として発行する。紙媒体なので、いわゆる「船荷証券の危機」
、近距
離輸送では貨物が到着しても船荷証券が届かず貨物引取りができない問題や手続のデジタル化が進ん
でも書類作成や受渡しが残り非効率を生じる問題があり、迅速な物流を妨げている。
デジタル化が進まない原因の一つは、船荷証券は貿易引取りの中で裏書され流通する有価証券でも
あるため、電子記録でも裏書の有効性が担保されることが法的に求められることにあると言われてい
る。本年二月に法務大臣から法制審議会に船荷証券電子化に関する商法等の規定の見直しが諮問され、
商法（船荷証券等関係）部会で議論されているので、近い将来には日本国内では法的問題は解決される
見込みだが、輸出先で電子記録が船荷証券として法的に認知されなければ、サプライチェーン全体の
デジタル化は進まない。
国連 ESCAP(アジア太平洋経済社会委員会)が推進する多国間協定 CPTA（ペーパーレス貿易手続円
滑化枠組み協定)には、締約国におけるデジタル化の法的整備、貿易関連データの相互承認などが含ま
れている。この枠組みが拡大すれば、電子船荷証券（eBL）は締約国間で有価証券として通用すること
になろう。
ところが、CPTA 締約国はわずか 5 か国だけ。日本も批准していない。WTO 交渉でも経験済みで
あるが、多国間協定は実現にまで漕ぎつけないこともあり、CPTA も見通しは厳しい。法制度の調和
のみならず、システムの相互運用性まで含まれると多国間では困難であろう。しかしながら、デジタル
化促進のための法制度調和や相互承認という CPTA の基本的考え方は大いに参考となる。
日本は主要貿易国との間で多数の経済連携協定（EPA）を締結し、関税撤廃・削減だけでなく、幅
広い経済分野において制度の調和を実現している。これらと同様に必要な国との間でＥＰＡの二国間
の枠組みの中で eBL の法的有効性や相互承認を取り決め、デジタル化の障害を取り除くことが実効性
ある早道だと考える。船荷証券電子化に向けて民間企業はシステム整備が進む。JASTPRO としても、
関係官庁に国内法改正と並行して、主要国と二国間の枠組み整備も急いでいただくよう働きかけてい
く。
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「国連 CEFACT 勧告」とは？
－「第 41 号 貿易円滑化における官民パートナーシップ」から考える－
専門調査員

ホウ スカーレット

これまで、国連 CEFACT に関する入門記事と、CEFACT ウェブサイトに掲載されたニュースに関
するピックアップ解説を掲載してまいりました。今回は少し趣向を変えて国連 CEFACT による成果物
の肝ともいえる「勧告（Recommendation）」について取り上げ、紹介していきたいと思います。
※なお、勧告には日本語公式訳が存在していませんので、本文において勧告文中の用語を日本語化し
ている箇所は仮訳となることをご了承ください。

国連 CEFACT による「勧告」とは？
国連 ECE の職務権限及び手続規則1により、国連 ECE は加盟国や顧問で務める対象として認めら
れた政府、関連専門機関に対して、権能の範囲内で限り、いかなる事項についても勧告を出すことが可
能とされています。国連 CEFACT は国連 ECE 補助機関として勧告を起案し、国連 ECE がそれを国連
ECE の公式文書として発出します。勧告の文書番号の多くは「ECE/…」で始まる記号が付され、表紙
では国連 ECE と国連 CEFACT 両方の名前、巻末では国連 ECE の連絡先情報が載せられています。
国連ＣEFACT は「貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター」ですので、発出する勧告の
内容も当然ながら貿易の円滑化や電子ビジネスに特化した内容になります。最初の勧告は、1973 年
に出された第 1 号「貿易書類のための国連レイアウトキー」 (UN Layout Key for Trade Documents)
でした。国連レイアウトキーは、コンピュータはまだ普及していない時代において、貿易書類の処理
効率を向上させるため、基本的な項目のレイアウトを設定しながら、国々の制度や慣習による相違点
を許容するための自由度を確保した設計基準です（月刊 JASTPRO 2022 年 4 月号記事「CEFACT 入
門第一話 CEFACT 前史と 4 つの基本原則」でも詳しく紹介しています。併せてご参照ください）
。
この第 1 号以降、国連 CEFACT は貿易手続に着目した一連の勧告を発行し、また時代の動きに合わ
せたアップデートを続けています。例えば勧告第 4 号では、「各国貿易円滑化機関（National Trade
Facilitation Bodies）
」の設置を推奨し、勧告 13 号では「輸入通関手続きにおける関連法律問題の簡易
化」 (“Facilitation of Identified Legal Problems in Import Clearance Procedures”)を奨めています。勧
告 25 号 で は 「 国 連 EDIFACT 標 準 の 使 用 」 (Use of the UN Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport Standard (UN/EDIFACT) )が提言され、勧告 33 号におい
ては「シングルウィンドウに関する勧告」(Single Window Recommendation)が発表されています。
また、既出勧告のアップデートだけでなく、特に SDGs が強く意識され始めた 2010 年代後半から
は、この要素を意識した勧告が出されるようになりました。例えば勧告 43 号は「持続可能な調達」
(Sustainable Procurement)というテーマであり、公的機関か民間企業に関わらず環境への影響を最小
化し、労働者の健康と安全を保障した製造プロセスを実現するために、調達段階でコストを抑えなが
1

United Nations (2009). Terms of Reference and Rules of Procedure of the Economic Commission for
Europe (Fifth revised edition). https://unece.org/DAM/oes/mandate/Commission_Rev5_English.pdf
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ら持続可能なサプライヤーを選定するためのガイドラインになっています2。国連 CEFACT のテーマ
も、時代の流れを反映して、単なる貿易円滑化にとどまらず、持続可能な貿易を通じた経済活動の発展
を支えるものに少しずつシフトしていることがわかります。

勧告第 41 号3
今回は、勧告の具体例として 2017 年初出の勧告 41 号「貿易円滑化における官民パートナーシップ」
(Public-Private Partnerships in Trade Facilitation)を取り上げ、解説していきます。官民の効果的な連
携促進は当協会の重要な使命でもあり、まずはこの勧告に注目したというわけです。

「官民パートナーシップ（PPP＝Public-Private Partnership）」という考え方は現在において珍しい
ことではありません。公共部門は民営セクターの持っている資源やその調達方法、専門知識・技術など
のノウハウを活用してインフラ整備とサービス向上を実現でき、一方民営企業はこのようなプロジェ
クトへの参画・投資によってサービス提供者としての利益を得られるという点で、理屈の上では理想
的な Win-Win の関係が築ける仕組みと言えます。
貿易円滑化の分野においても、この官民パートナーシップという考え方は有効に適用することがで
きます。そのメリットデメリット、または留意すべきリスクを概説するために発行されたのが、この勧
告 41 号です。

「貿易円滑化」とは
まず、勧告タイトルに出てくる言葉の定義を（これまでの連載をご覧いただいた方には復習となり
ますが）
、ここで改めて把握しておきましょう。
「貿易円滑化（Trade Facilitation）」は、
「簡素化」、
「標
準化」、
「調和」といった三つの要素から構成されます。
「簡素化」は貿易のプロセスや手順にある無駄
な作業を取り除き、行政管理の負担と費用をなるべく減らすことです。
「標準化」は、貿易手続に必要
とされる情報が一貫した方法で記録、理解、適用されることです。最後に「調和」は、国内と国際市場
における荷動きに伴う情報フローを調整、または合理化することです（詳しくは月刊 JASTPRO2022
年 4 月号記事「CEFACT 入門第一話 CEFACT 前史と 4 つの基本原則」をご参照ください）。

官民パートナーシップとは
「官民パートナーシップ」の定義について、勧告 41 号においては国によって大きな違いがあり、ま
たビジネスモデルが多岐にわたるという特徴から世界的なコンセンサスはないものとして話が進めら
れていきますが、国連 CEFACT の母体でもある国連欧州経済委員会（国連 ECE）が刊行した「官民パ
ートナーシップにおけるグッドガバナンス促進のためのガイドブック」（Guidebook on Promoting
Good Governance in Public-Private Partnerships）4では、官民パートナーシップの特徴が整理されてい
2

UN/CEFACT (2017). Recommendation 43: Sustainable Procurement.
https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_451E_CF-Rec43.pdf
3
UN/CEFACT (2017). Public-Private Relationships in Trade Facilitation.
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430E_Rec41.pdf
4
UNECE (2008). Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships.
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ppp.pdf
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ます。一つ目は、公共サービスの一部または全部を民間部門が参画すること。二つ目は公共部門が調達
プロセスにこれから協業する民間企業を選び、契約を結ぶ調達プロセスが存在すること。三つ目は民
間部門が公共サービスを運営している中でリターンを得られることです。
この特徴を踏まえて、
「官民パートナーシップ」は一般的に３つのタイプに分けられます。一つ目は「開
発型」です。これは、民間セクターが取り組んでも十分な収益が期待できない（つまり、儲からない）
プロジェクトに採用され、政府機関や非政府機関の支援を受けて行われます。主に資金援助やノウハ
ウ提供を通じてインフラストラクチャーを改善するようなタイプと言えます。二つ目はハイブリッド
型です。民間セクターによる商業的な運営を想定したものの、商業的に成り立たないことが判明した
プロジェクトに対して何らかの資金提供や投資を行うプロジェクトを指します。最後は商業型と呼ば
れるものです。民間セクターがプロジェクトに投資して、相応のリターンを得ることが想定されるも
のであり、公共部門と民間セクターが契約を結んで当事者同士の義務を明確にしたうえで進める性質
を持っています。

貿易円滑化における官民パートナーシップ
それでは、貿易円滑化の分野における官民パートナーシップについて見ていきましょう。代表的な
例として、以下の 2 つがあります。
一つ目は、インフラストラクチャーにおける官民パートナーシップです。これは名前の通り、貿易を
促進するための建物や道路・鉄道網、港湾など、貿易関連インフラを建設、改修、メンテナンスなど行
うものです。20 年または 30 年の長期契約となり、道路や橋のプロジェクトであればさらに長期とな
る場合もあります。サービス提供者は、公共部門パートナーによる何らかの支払い、インフラの利用
料、あるいはその両方によって、投資に対するリターンが期待できます。
二つ目は情報通信技術（Information Communication Technology＝ICT)に関する官民パートナーシ
ップです。この官民パートナーシップには、シングルウィンドウシステムや国際貿易ウェブサイト構
築の他、貿易関連施設に関わる他のプロジェクトをサポートする技術を含むことがあります。この例
の場合、技術進化の速度が高いという特徴から、ICT 官民パートナーシップの成果物である技術資産
のライフサイクルはインフラストラクチャー型と比べて短く（5~10 年程度）、つまり投資の回収サイ
クルが短くなる可能性があります。一方で、技術の複雑さや他システムとの統合の必要性から生じる
インターフェイスの複雑さなどが生じるため、そのリスクをどのように負担するかを詳細に記述した
調達・契約文書が必要になります。

DBOT モデル
さて、契約を結ぶにあたって最も採用される契約形態は DBOT モデルと呼ばれます。これは、
「D:
Design（設計）」
「B: Build（建設・構築）
」「O: Operate（運営）」
「T: Transfer（移管・譲渡）」という
各フェーズそれぞれの頭文字を取った名称です。
まず設計フェーズでは民間部門が主導、あるいは共同ないし別々にプロジェクトの成果物を設計し
ます。どのような形態にせよ、民間部門の革新性や柔軟性を生かすことが重要と言えるでしょう。建
設・構築フェーズは民間部門主導となることが多く、これはこのフェーズにおけるリスク管理やスケ
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ジュール・予算管理とその実施において民間部門の方が長じているという仮説に基づいたものです。
その後の運用フェーズでは、民間部門が資産を所有する方式がとられてきましたが、最近ではサービ
スの開始前に公共部門に資産を「返還」するケースが、特に政府にとって戦略的とみなされる資産の場
合に存在しています。もちろん、このような譲渡タイミングや仕組み、またそれまでのリスク配分は契
約で合意されたものとなります。
DBOT モデルの重要な特徴としては、官民パートナーシップがキャンセルされたり、サービス提供
者が成果物の完成あるいはサービス開始に失敗したりした場合でも、そこまでに出来上がっている資
産や完成品を公共部門の管理下に置いて、必要なサービスを供することができる点にあります。また、
プロジェクトが成功して成果物が完成した後に資産やサービスの管理を公共部門に移管した場合も、
公共部門は成果物の運営の全部または一部を民間部門に任せることができます。
貿易円滑化における官民パートナーシップの例としてこの勧告 41 号では、①単一のエントリーポイ
ントで通関情報を提出させるシングルウィンドウシステム、②国や地域を横断して貨物をスムーズに
移動させるためのルート確保、③港湾や空港などの重要物流拠点、④コンプライアンスとのバランス
を保ちながら貿易の流れを効率化することが目的とされる協調的な国境管理、などが挙げられていま
す。

シンガポールのシングルウィンドウ構築
ここでは、①の事例としてシンガポールにおけるシングルウィンドウ構築官民パートナーシップを
紹介します（勧告に事例は掲載されていないため、当協会が独自で調査した内容に基づいています）。
シンガポール政府は、TradeXchange 呼ばれる輸出入申告者と税関当局等を結ぶシステムの開発を、
1989 年より稼働している TradeNet と呼ばれるシングルウィンドウシステムの改良を含めた官民パー
トナーシップとして 2007 年に計画しました。
TradeNet は、貿易書類作成の費用や書類の処理の所要時間を削減し、官庁の効率を向上させるため
にシンガポール政府が開発したシングルウィンドウシステムです。この世界初の全国的な電子貿易書
類システムによって、貿易業者は書類を電子的手段でシンガポール税関等の関連官庁に提出し、10 分
以内に審査結果（拒否された場合は理由付きで）を受け取ります5。しかしながら、TradeNet は通関処
理に重きを置いたシステムであったため、貿易に必要な港湾系業務の処理は他のシステムでカバーす
る必要がありました6。これを改善するため、政府は TradeNet の機能を含めた包括的な仕組みとして
TradeXchange の開発を計画しました。
「TradeXchange 開発と TradeNet 改良」の官民パートナーシップは、CrimsonLogic 社という民間
企業が落札し、開発と運用、保守管理を担当しています7。このパートナーシップにおけるリソース負

5

UNECE. Single Window experience Singapore.
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/single_window/sw_cases/Download/Singapore.pdf
6
Koh, Joanathan (2008). TradeXchange, Integrated IT Platform for Trade.
https://www.carecprogram.org/uploads/TradeXchange-Integrated-IT-Platform-Trade.pdf
7
World Customs Organization. Introducing Public Private Partnerships Part II Vol 2.
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-andtools/tools/single-window/compendium/swcompendiumvol2partii.pdf
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担は、政府が TradeXchange 開発の前払い金と保守管理の年間定額料金を支払い、CrimsonLogic 社が
TradeNet の改良、運営、保守管理費と、TradeXchange の運営と保守管理に関わる変動費を負担して
います。コストを賄うため、CrimsonLogic 社は TradeXchange に使用料を設定し、利用者から徴収す
る仕組みを採用しています。なお、成果物の所有権は政府にあり、CrimsonLogic 社との 10 年契約に
よって 2017 年までシステム運営を委託していました。
この 10 年契約が終わりに近づき、シンガポール政府は新しい政策の一環として、新しい「National
Trade Platform（のち Networked Trade Platform へ改称）
」開発に向けた官民パートナーシップを立ち
上げました8。Networked Trade Platform（NTP）は、民間業者・地域システムやプラットフォーム・
政府システムを繋げる貿易と物流の IT エコシステムとして、一つのプラットフォームで貿易と情報共
有を統合と促進するのを目指したものです。この官民パートナーシッププロジェクトには、
CrimsonLogic 社も入札しましたが、結果的には多国籍コンサルタント企業である Accenture 社が落札
し9、2018 年に運用開始となりました10。

官民パートナーシップで考慮すべきリスク
官民パートナーシップには、様々なリスクが伴います。勧告 41 号では、貿易円滑化における官民パ
ートナーシップで想定される具体的なリスクとして「投資利益率（ROI）」、
「不十分な資金」
「契約の長
さ」
「入札プロセス」
「貿易に対する障壁」
「関係者の協力（に必要となる調整）」
「一般的な通念（に対
する対応）」
「商業的/機密情報の保護」
「情報通信技術特有のリスク」
「法的側面」と、10 の分類が上げ
られています。紙面の都合上全てについて解説できないため、ここでは「情報通信技術（ICT）特有の
リスク」に絞って解説します。
ICT に関わる官民パートナーシップにおいては、データの取扱い（所有権や管理、操作、保存、検
索、開示）は極めて重要な課題です。官民パートナーシッププロジェクトは、必ずしも当事国の民間企
業が落札するとは限りません。そのため、公共部門は法による保護の仕組み整備が欠かせません。ま
た、国外企業が応札した際には、現地のプライバシーやデータアクセスに関する法規をよく理解し、遵
守する必要があります。
例えば、勧告 41 号が最初に発行された時点では施行されていなかった、EU の一般データ保護規則
（GDPR: General Data Protection Regulation）という、EU 域内の個人データ保護法について考えて
みましょう。EU 域内の個人関連データ収集あるいは利用対象とする限り、事業者はデータの所在が
EU 以外であっても、GDPR を遵守する義務が課されます。例を一つ挙げると、EU 域内の個人データ
の管理者は、GDPR を遵守していることを証明しなければなりません。この証明が出来ない場合、

8

Koh, Jonathan (2017). Singapore TradeNet Single Windows & Regional Interoperability – Trends and
Considerations.
https://www.unescap.org/sites/default/files/26%20Apr%202017%20-%20Singapore%20Experience.pdf
9
Nikkei Asia (2017). Singapore state IT group forced to intensify focus overseas.
https://asia.nikkei.com/Business/Singapore-state-IT-group-forced-to-intensify-focus-overseas
10
Networked Trade Platform (2018). Networked Trade Platform launched to Digitalise and Streamline endto-end trade processes. https://www.ntp.gov.sg/public/news/publication/2018/networked-trade-platformlaunched-to-digitalise-and-streamline-end-to-end-trade-processes
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GDPR に従っていないとみなされます。さらに、違反時の罰金は大変高く、最大で 2000 万ユーロま
たは企業のグローバル収益の 4%（いずれか高い方）が課されます。世界で一番厳格なプライバシーに
関する法であるというのも納得できます11。
GDPR では、インターネット利用者はデータの主体者(data subject)とも言われ、プライバシーの権
利として自分の個人情報へのアクセスや訂正、削除、拒否、処理の制限などができます。勧告 41 号に
おいても、こういった動きが想定されていたのか、
「データの提供者であるエンドユーザーがデータの
法的所有者であり、データへのアクセスやデータの正確さの確認、プライバシーの維持などの権利を
行使できるようにする必要がある場合」を想定したリスクへの対応が記されています。
データ主体者の権利の他にも、ICT サービスにおけるデータそのものの取扱いについても、公共部
門は民間部門との契約を慎重に行う必要があります。特に、データとそれを格納するサーバーについ
ては、使用・保存・破棄について民間サービス提供者へ課す要件や制限を慎重に検討し、明確に伝達す
る必要があります。特に、クラウド技術の利用を想定する場合は特別な注意が必要です。クラウド上の
ストレージは、データが国内に置かれるとは限らないからです。クラウド事業者の都合によりデータ
保存場所が変更されることもありえます。プロジェクトの検討段階で公共部門・民間部門が十分に検
討して合意する必要があります。
勧告においては、仕組みの構築や運用を民間部門が行うとしても、データの収集や利用、保管、公表
の最終責任は公共部門が負うことが望ましいとされています。万一、何らかの問題が発生してその時
点における民間事業者によるサービス継続が困難になった場合にも、公共部門がデータに対する責任
を持っておくことで、新たな民間事業者による新サービスに移行できるような取り決めをしておくこ
とで最低限の一貫性を保つことでできるでしょう。

おわりに
ここまで、
「勧告」とはそもそも何なのか、例として官民パートナーシップをテーマとする勧告第 41
号を見てきました。この勧告 41 号は本文と付属書をあわせると 30 ページを超えるボリュームがある
ため、いくつかの要素については割愛せざるを得ませんでした。割愛した要素にはプロジェクト開始
前の実行可能性調査（Feasibility Study）やガバナンス等がありますが、今回紹介した部分だけで、勧
告の性質とおおよその位置付けをお伝えできたかと思います。
勧告そのものには強制力もなければ事例紹介もなく、言ってしまえば理想論を並べただけの文書に
過ぎないという指摘もあるでしょう。しかしながら、多角的な視点やレベルから何をどのように考え
るべきかが示され、専門性がないと見落としやすい点がきちんと網羅されている点は重要です。公共
部門・民間部門を問わず、貿易に携わる関係者が自組織あるいは組織をまたいだ行動計画や優先事項
を策定するための参考に活用することは十分に可能です。そして、そのように活用されることこそ、強
制力を持たないにも関わらず、国連 CEFACT が勧告を出し続けている理由ではないか、と考えていま
す。
（つづく？）

11

Wolford, Ben. What is GDPR, the EU’s new data protection law? https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
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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：
輸入国税関による産品の原産資格保持の確認
主席研究員

今川 博

前回、開発途上国又は EPA 輸出締約国で生産された産品が一般特恵 (GSP) 又は EPA 特恵関税制
度上の原産品であることを保証する制度として、政府機関ほかの第三者機関が原産地証明書を発給す
る方法 (第三者証明制度) と輸出者などの事業者が協定で定められた申告文などをインボイス等の商
業書類に自ら記載する方法 (自己申告制度) の二つが存在すること、前者の原産地証明書は、標準様式
として GSP に使用される Form A を除いて、EPA 協定でそれぞれの様式又は記載事項が個別に指定さ
れていることを説明しました。しかしながら、一般的な傾向として第三者証明制度の持つ原産地証明
書の原本性が輸入通関手続きの電子化を遅らせる要因となったこと、EU の司法判断の結果として原産
地証明書を発給する輸出締約国政府が輸入国税関の要請に従わずに恣意的な発給を続けた場合であっ
ても輸入国 (EU 加盟国) 税関は追徴処分を課せなくなったこと、米国のように税関手続きに関する法
整備 (｢税関近代化法｣1) を行うことによってすべての税関手続の遂行責任を輸入者に負わせて輸入国
(米国) 税関が輸出国との直接的な関与を不要としたこと、などを背景として先進諸国では自己申告制
度が普及してきたことも具体的に説明しました。今回は、こうした産品の原産性を保証する制度の変
遷に従って輸入締約国における当該産品の原産性確認の方法、事業者としての望ましい対応について
述べていきます。

1. 産品の原産資格を輸入国税関が確認する方法
1-1

第三者証明制度の下での確認

輸入通関時の原産地証明書の記載要件審査
輸入締約国税関で EPA 税率での輸入申告が行われた時に、貨物の同一性確認等の通常の輸入審査を
クリアーし、輸入者から記載要件を満たした EPA 原産地証明書が提出されれば、基本的に、輸入締約
国税関は EPA 税率の適用を認めて貨物の輸入を許可することが一般的です。輸入締約国税関の立場と
しては、産品が輸出締約国の発給当局によって審査されているという事実に着目し、適正に記載され
偽造の疑いのない原産地証明書の提出によって、原則として、産品に原産性は備わっているものと判
断できるわけです。これは、開発途上国からの輸入に適用される GSP においても同様です。こうした
考え方に基づき、1971 年の GSP 導入時から自己申告採用に舵を切るまでの間、輸入国税関における
特恵税率適用に係る審査においては、原産地証明書の真贋、記載要件の具備が重視されてきたように
思います。多くの開発途上国においては、現在においてもこの方式 (通関時の原産地証明書の記載要件
審査の重視) を継続しています。

1

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。詳細は、月刊誌『JASTPRO』第 48
巻第 6 号通巻第 520 号（2022 年 9 月 30 日発行）13 頁参照。
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輸入許可後の事後確認
さらに、特恵税率を適用した輸入の許可後においても、輸入国税関は輸入申告書類のランダムなス
ポット検査を行ない、疑義のある場合には、輸出国の発給当局に対して原産地証明書の有効性、すなわ
ち産品の原産性及び他の要件充足の確認を行うことが一般的な方法です。したがって、産品の原産性
審査は、１回目が輸出国発給当局による原産地証明書の発給時審査、２回目が輸入国税関における輸
入申告時審査、３回目が輸入国税関における輸入許可後の事後確認と、都合３回実施されていること
になります。
リスク判断に基づく原産性確認
世界的に経済成長が続き、輸出入申告件数が増大してくると、その変化に対応するために輸出入申
告のシステム化が進み、時代の流れとしてリスク判断に基づく検査、審査が行われるようになります。
その結果、特に先進国において、低リスクと認められる輸入申告に対して書類審査･貨物検査を省略し
た即時輸入許可 (日本では簡易審査扱い) が行われるようになると、産品の原産性判断に係る審査は
輸出時の発給当局による審査と輸入許可後の輸入国税関による事後確認の２回になる事態が生じます。
これはリスク分析の結果を受けての措置なので合理的といえますが、輸入国税関は、必然的に事後確
認に一層注力するようになります。しかしながら、関税が財政収入に大きな貢献をしている開発途上
国においては徴税と貿易の円滑化との優先度に係るバランスが前者に傾く傾向にあることから、特恵
税率での輸入申告には少なくとも書類審査を伴うことが一般的です。
第三者証明制度の質的劣化が及ぼす影響
ところが、前回述べたように、第三者証明制度の質的な劣化が進み、輸出国発給当局による１回目の
審査に信頼を置けない状況では、輸入国税関の立場として、原産地証明書が保証する産品の原産性を
不確実なものとして、輸入国税関が行う審査の一層の充実化が必要となります。すなわち、輸入申告時
の産品の原産性確認の件数を大幅に増やし、審査の精度を上げて輸出国発給当局が行うべき審査を代
替し、かつ、輸入通関後の事後確認を広範囲に行うことが理想的です。そうすれば、特恵関税制度の実
施当初の３回審査体制に劣らない、特恵関税制度の健全な運営を確保できます。しかしながら、貿易の
円滑化の大きな柱となる通関を含む輸出入手続きの電子化、所要時間の短縮化の動きに逆行するよう
な、リスク判断を無視した原産性確認を優先させるためだけの書類審査件数の増加は合理性を欠きま
す。したがって、輸入通関時にリスクに応じた対応を維持した上で輸入国税関が産品の原産性確認を
本格的に実施できるのは、輸入許可後の事後確認だけとなってしまいます (｢１回半｣の確認)。これで
は、｢関所としての機能と徴税機能｣を担う税関が徴税官庁として本来果たすべき関税及び消費税の適
正な徴収への対応に不安が残ります。そこで、輸入国税関自らが関与し、産品の原産性審査を通関前に
行う原産地の事前教示が重要になります。事前教示は輸出締約国に所在する輸出者も申請することが
できるので、輸出者が事前教示書を取得して輸入申告時に輸入者から提出されれば、輸入締約国税関
はこれを尊重します。すなわち、原産地証明書よりも一層強固な原産性保証文書を得ることになりま
す。こうして、事前教示とリスク判断に軸足を移しつつ、特恵関税制度の実施を全般的に見直す制度改
革の検討が始まります。
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1-2

特恵関税制度の実施に関連する制度改革

米国の輸入者自己申告制度
米国の｢税関近代化法｣では、前回述べたとおり、税関法令・規則へのコンプライアンスに係る責任の
多くを米国税関 (U. S. Customs and Border Protection: CBP) から輸入者 (importer of record) に移
行させ、輸入者は税関手続きを理解し、｢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) から構成される｢合理的な注意｣ (reasonable care) をもって、
輸入申告を行うことになります。特恵関税制度が通商法的側面と税法的側面があるとするならば、米
国の輸入者自己申告制度は後者の税法の側面が強く出ている制度といえます。
米国の輸入通関には諸形式がありますが、ACE (Automated Commercial Environment) と呼ばれる
システム通関による一般的な商業輸入においては、以下のプロセスを経ます。
＜第１段階＞

貨物の引取申告（Filing Entry）

貨物の米国港湾への到着日から 15 暦日以内にエントリー申告書、インボイス、B/L、パッキング･リストなどの
エントリー書類を提出します (到着日前の提出も可能)。当該貨物は、検査を経て (又は検査を省略して) 関連法
令に違背がない場合には引き取ることができます。｢エントリーの時｣は、次の段階のエントリーサマリーの提出
に係る起算日となり、エントリーの時に有効な関税率が当該貨物に適用されます2。したがって、この時点では産
品の原産性判断に係る審査は行われません。
＜第２段階＞

貨物の納税・統計申告（Filing Entry Summary）

貨物の関税分類、関税額等を確定させるための申告であるエントリーサマリー (Entry Summary) 及び関連書類
の提出、並びに関税相当額の担保金供託は、輸入貨物の｢エントリーの日｣から 10 稼働日 (working days) 以内に
行われる必要があります 3 。ただし、関税割当等の特別許可を求める申告が行われた場合には、｢国内引取許可
(release) の日｣から 10 稼働日以内にエントリーサマリー・関連書類の提出及び関税相当額の担保金供託が行われ
なければなりません。この時点で、輸入者は産品が原産品であることを示す書類の保持が求められ、税関からの要
請があれば提出しなければなりません。

2

「エントリーの時」として認められるのは一律ではなく、以下のとおりです。
ⅰ 国内引取許可（release）の時、又は
ⅱ エントリー申告書 (CBP Form 3461) が提出された時：貨物が輸入港に到着済みで、同申告書が提出された
時に輸入者がその旨を申告書上で要求した場合、又は
ⅲ
貨物が輸入港に到着した時：エントリー書類が貨物の到着前に提出されており、同書類が提出された
時に輸入者がその旨を書類上で要求した場合。
詳細は、拙著「日米貿易協定 – 原産地規則の概要と実務」(日本関税協会、2020 年 8 月 25 日) 121-130 頁参照。
3
エントリーサマリーは常にそのまま米国税関に受け入れられるわけではなく、入力された情報が米国統計局
で通常得ている統計情報と齟齬をきたす場合には、エラーメッセージ的な｢統計上の警告 (census warning)」が
発せられます。その場合、警告に従って修正するか、警告を無視して元の情報をそのまま再入力することも可能で
す。また、｢書類要求 (documents required)」メッセージが発せられる場合は、米国税関又は関係政府機関が事実
を裏付ける疎明資料を求めていることを示しているので、それらの資料がさらに審査されます。
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＜第３段階＞清算（Liquidation）
米国税関は、エントリーサマリーを審査した後、関税等の価額を確定させるために清算 (liquidation) を行いま
す4。清算によって行政措置としての課税処分はとりあえず完結し、エントリーの日から５年以内に事後調査等に
よって税額の補正が行われない限り最終的なものとなります。連邦規則パート 163.11 には事後調査手続き (Audit
procedures) に係る規定があり、同パート(c)(1)では、｢米国税関の事後調査官 (CBP auditors)は、事後調査に係
る期間、調査対象の決定について完全な裁量権を有し、米国税関のみによって決定される十分な取引数の調査を
行う」旨規定しています。

このように、米国の輸入通関システムでは産品の引取申告と納税申告とが別々に行われるため、産
品の原産性判断のために引取りが遅延する事態にはなりません。納税申告 (エントリーサマリーの提
出) 時に産品が原産品である旨の申告を行ない、税関から産品の原産性に関する資料を求められれば
これを提出し、3～4 か月の書類審査期間5を経て清算に至ります。しかしながら、事後調査による産品
の原産性確認が終了するわけではなく、清算によって関税額が確定するのは、エントリーの日から５
年以内に事後調査等によって税額の補正が行われない限りとの条件付きのものになります。また、輸
入者が通関業者、弁護士等の専門家の助言を得て申告を行ったとしても、税関法令上の責任は輸入者
が負うことになります。
米国のように輸入申告に係る税関手続き全般の挙証責任を輸入者に負わせている法制度の下での
FTA 輸入者自己申告制度は、国内法制との整合性の取れた制度といえます。しかしながら、税制とし
て極めて常識的な｢受益者が要件の具備を税当局に証明して税の減免を受ける｣ものであっても、受益
者である輸入者が輸出締約国で生産された産品の生産情報を常に完全に把握できる立場にないことか
ら、原産性の立証に必要な情報を確実に入手できる輸入者しか特恵関税制度を利用させない趣旨で創
設された制度といえそうです。したがって、通商法の側面を持つ特恵関税制度としては、輸入者自己申
告のみならず、輸出者･生産者の自己申告を併用する制度の方が優れているように思います。米国が実
施している FTA の全 15 協定のうち日米貿易協定を含む７協定が輸入者自己申告のみを採用してお
り、他の８協定は最近実施された USMCA (Agreement between the United States of America, the
United Mexican States, and Canada: 米国･メキシコ･カナダ協定)を含め、輸出者･生産者の自己申告を
併用しています6。幸いなことに、日米貿易協定では輸出者からの情報提供を認める旨の協定条文があ
ることから、保秘の観点からの FTA 活用忌避はある程度避けられると考えられます。

4

連邦規則パート 159.1（清算の定義）｢清算は、国内引取・消費のための輸入又はドローバックの輸入に賦課
される関税の最終的な計算又は確定である。」Title 19, Chapter I, Part 159（Liquidation of duties）
5
田阪幹雄「第７章第１節: 北米」『国際複合輸送業務の手引き』第 10 版（2020 年 10 月, (一社) 国際フレイ
トフォワーダーズ協会）294 頁。
6
詳細は、今川、前掲『日米貿易協定』、117-119 頁参照。
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EU の輸出者登録制度
EU は司法判断で「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て責任を負うべきではない」7とされたことから第三者証
明制度による特恵関税制度の維持に限界を感じ、EU 域内外の官民双方の広範囲にわたる意見を聴取し
た大規模な検討を行ないました8。EU は、前回も説明したとおり、2017 年から特恵原産地手続きを、
順次、登録輸出者 (Registered Exporter: REX) 自己申告制度に切り替えています。
EU の輸入通関システムは、EU 関税法典 (Union Customs Code) 第 127 条で輸入申告制度 (Entry
summary declaration) が規定され、第 128 条でリスク分析の実施を義務付けています。また、同法典
第 16 条 第 1 項 で 電 子 シ ス テ ム に よ る 情 報 交 換 が 規 定 さ れ 、 委 員 会 実 施 規 則 (Commission
Implementing Regulation)

9

第 216 条によって加盟国税関のシステム･アップグレードの日時に応じ

て実施すべきとしています。さらに、同法典第 163 条 (Supporting documents) 第１項によって、輸入
申告に関連する資料 (supporting documents) は申告者が所持し、輸入申告が行われた時に税関当局に
提示できるようにしなければなりません。ここで、輸入申告時に関連する資料の税関への提出を求め
る日本の制度と基本的な相違が生まれます。EU の輸入通関制度は、関税法典及び実施規則で大枠が定
められますが、細部については加盟国の裁量に任されるので、具体例としてアイルランド税関の｢税関
輸入手続きマニュアル (Customs Import Procedures Manual)｣から抜粋して紹介します。
〈第１段階〉EORI (Economic Operator Registration and Identification) 番号の取得 (EU 共通)
EU で税関手続きを行う事業者は EORI 番号の取得が必要です。一旦取得すると、EU 域内のどの加盟国で税関
手続きを行う場合でも EU 域内共通番号として使用できます。EU 域内に登録拠点がある事業者は、当該拠点の所
在地を管轄する税関に、域内に登録拠点がない事業者は、初めて輸入申告又は決定申請を行う地を管轄する税関
において登録しなければなりません（EU 関税法典第 9 条）。EORI 番号は発給国の国コードと各 EU 加盟国独自
のコード又は数字で構成されます。

7

2001 年 5 月 10 日、EC 第一審裁判所（Court of First Instance）による判決（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）。詳細は、月刊誌
『JASTPRO』第 48 巻第 6 号通巻第 520 号（2022 年 9 月 30 日発行）７頁参照。
8
欧州委員会グリーンペーパー「特恵原産地規則の将来 (The Future of Rules of Origin in Preferential Trade
Arrangements) – サマリーレポート」COM(2003)787 final of 18 December 2003, 2004 年 8 月 24 日。結果を要
約すると、以下のとおりです。
•
EU の輸入者としては輸出国側に起因する原産地証明の誤りによって追徴されることは避けたいが、
EU 税関当局は追徴できる制度を確保したい。
•
産品の原産性を誤る判断の最大の理由は特恵原産地規則の複雑さにある。したがって、特恵原産地規
則の簡易化、調和化 (複数の原産地規則の一本化) を実施すべき。
•
第三者証明制度を廃した場合、すべての輸出者に無条件で自己申告を認めるのは行き過ぎで、認定輸
出者又は登録輸出者による自己申告制度が望ましい。
•
輸出締約国の当局は、輸出者のコンプライアンスを監視すべきで、コンプライアンスの弱い輸出者･
輸出国への特恵供与停止によって制度の健全性を担保すべき。
9
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 of 24 November 2015 laying down detailed rules
for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the
Council laying down the Union Customs Code
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EORI は、EU 域内事業者の総合的な登録データベースである｢EORI 中央システム｣ (EORI central system) と
して、欧州委員会、EU 加盟各国当局、登録事業者及び EU 域内外の外部利用者によって活用されます。外部利用
者は、無条件で EORI 番号が有効であるか否かを EU ウェブサイト10で確認することができ、同意が得られている
場合には名称及び住所を閲覧することができます。EORI 中央システムの構成は、委任規則附属書 12-01 第１部第
３章データ要件表項目の 1～5、9～10、14～15 について、登録を受けた EU 加盟国は欧州委員会が管理する EORI
中央システムに定期的にアップロードしなければならず11、その他のデータ要素 (6 から 8 まで、11 から 13 まで)
は、個々の EU 加盟国で収集が求められる場合に当該加盟国から EORI 中央システムにアップロードされます。な
お、EU は FTA･GSP における締約相手国･開発途上国においても同様な制度を採用することを求め、輸出者への
管理を徹底させることを求めることとしています（日 EU･EPA では国税庁の法人番号がこれに該当します。）。
〈第２段階〉輸入申告 (Entry summary declaration) 及び輸入審査 (アイルランド税関の例)
アイルランドでは、AIS (Automated Import System) と呼ばれる通関システムで輸入申告を行ない、貨物が到
着すると、次の４通りの区分が払い出されます。
グリーン：

書類審査及び貨物検査を省略

オレンジ：

輸入申告に関連するすべての書類を提出

赤：

輸入申告に関連するすべての書類を提出し、貨物検査を実施

黄色：

農業･食糧･水産部が所掌する生きた動物の輸入に関連

｢オレンジ｣と｢赤｣の区分は、リスク･プロファイルによって決定されます。このプロファイルは個々の税関官署
又は本署のリスク･ユニットによって設定されますが、個々の税関官署で設定された場合、当該官署に申告される
貨物のみに適用され、リスク･ユニットで設定された場合、アイルランド全域で適用されます。
｢オレンジ｣区分で書類審査を指定された場合、輸入者は AIS を通じて電子情報を税関に提出します。関連書類
は輸入申告と同時に提出することもできます。税関の輸入審査官は関連書類の審査を始める前に当該申告が｢オレ
ンジ｣として指定された理由を、例えば、プロファイル、義務的検査などとして、AIS に記録し、必要な書類 (例
えば、特恵原産地証明書又は輸入ライセンス) がすべてそろっているかチェックします。関連情報には、インボイ
ス、特恵原産地証明書を含む恒久的又は一時的な免税の申請書、INF (情報証明書) フォーム12、エアウェイビル、

10

URL 〔https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en〕
登録が義務付けられるデータ要素は、1. EORI 番号、2. 事業者の正式な氏名･名称、3. 本拠地･住居の住
所、4. EU 域内における設立、5. (加盟国から取得している場合) VAT 認識番号、9. 1 から 3 までの個人情報の開
示に係る同意、10. 略した氏名･名称、14. EORI 番号の開始日、15. EORI 番号の失効日の各データ要素。「委任
規則」は、Data Requirements Table of Chapter 3, Title I, Annex 12-01 to the Commission Delegated
Regulation (EU) 2015/2446 of 28 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European
Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union Customs
Code の略称。
12
例えば、｢情報証明書 INF 3｣は再輸入される貨物について発給される書類で、｢情報証明書 INF 4」は EU 域
内の材料供給者が作成したサプライヤー宣誓の真正性をその地を管轄する税関当局が証明する書類です。後者に
ついては、平成 30 年度 JASTPRO 調査研究報告書「EU 特恵原産地制度における証明及び確認実務に関する調
査」30-36 頁参照。
11
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関税評価フォーム及び VAT 免税許可書などを含みます13。申告書及び関連書類の提出に問題がなければ、AIS は
アップデートされますが、必要な関連書類が添付されていない場合には AIS を通じて提出要求されます。輸入審
査官は、関税分類、原産地、関税評価、輸入制限その他の貨物リリース要件について、適正な決定が下せるように
十分に精緻に、詳細に、深く書類審査を行なわねばなりません。その結果、輸入審査官が問題ないと認めるなら
ば、その所見の詳細を AIS に記録し、貨物をリリースします。これらの書類審査は、必要な書類が揃ってから 4 時
間以内に終了するようにしています。
〈第３段階〉事後確認 (Verification) (EU 共通)
犯則調査、事後確認についての情報は通常公開されず、アイルランド税関も同様に非公開の取扱いをしている
ので、EU 関税法典の規定から事後確認に関連する条文の内容を紹介します。EU 関税法典第 15 条 (税関当局への
情報提供) は、事業者の一般的な義務として、輸入申告を含む税関手続きの申告内容が正確で要件のすべてを満た
すことに責任を負い、税関手続きに関連して行われた申告等に関する情報を税関の要請に応じて提供しなければ
ならないことを規定しています。また、同法典第 51 条 (書類その他の情報の保管) は、輸入申告を含む税関手続
きが許可された暦年の最終日から起算して少なくとも 3 年間、輸入者は、輸入申告に関する書類及び関連情報を
保管する義務を規定しています。
事後確認の直接的な根拠規定は EU 関税法典第 188 条 (税関申告の事後確認) に求められ、この規定により税
関当局は、許可された税関への申告に含まれる内容の正確性を確認する目的で、(a) 申告書及び関連書類の調査、
(b) 申告した者に対する追加書類の提出要求、(c) 貨物の調査、(d)貨物の分析用サンプルの抽出及び細部に至る
調査を行うことができます。

これらをまとめると、EU の通関制度は、事業者を EORI 中央システムに登録させることでその素性
を詳細に把握し、通関システムに蓄積された輸出入実績及び書類審査、貨物検査の実施記録を基に事
業者の申告に係るリスク分析を行なっています。輸出国においても EORI システムに類似した輸出者
登録システムの構築を求め、輸出国政府による特恵輸出者への管理を確実なものとすることで、従来
原産地証明書の発給で担保していた当局としての管理を放置させないようにしています。また、米国
のように申告を貨物のリリースと納税に分けずに、輸入申告時に輸入申告書と関連資料を電子的に提
出するか、書類審査の区分が払い出された時に税関の求めに応じて提出するようにしています。
自己申告制度導入に当っての日本国税関の対応
日本では米国のように引取申告と納税申告を分離させておらず、輸入に際して輸入(納税)申告とし
て両者を一括して行う方法を採用しています。この方法は EU の輸入通関制度に類似しており、リス
ク分析により審査方法を簡易審査扱い (区分 1)、書類審査扱い (区分 2)、検査扱い (区分 3) に分け
ていることもアイルランド税関の｢グリーン｣、｢オレンジ｣、｢赤｣の区分と似ています。当然のことなが

13

民間企業 (SHIPHUB 社、ドイツ) ウェブサイトでは、これらの書類の他に B/L、パッキングリスト、SWB
(Sea Waybill)、鉄道の場合の CIM/SMGS 鉄道輸送契約書を例示しています。(検索日：2022 年 9 月 13 日)
〔https://www.shiphub.co/customs-procedure-for-import-to-the-eu/〕
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ら、輸入通関時審査は原産地関連の審査だけを行うわけではなく、輸入許可に必要なすべての要件充
足を審査します。
第三者証明制度の劣化への日本の対応は、特恵制度の枠組みをそのまま維持しつつ、特恵関税制度
の実施国としてのメリットを失わないように｢不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い14｣を協
定･法律の枠内の裁量行為として実務的に採用し、原産地証明書の証明印の脱落などの明らかな無効要
因を除くほか、輸入申告に際して提出される関連資料などから日本国税関が実質的な原産性審査を行
ない、原産性が認められれば特恵輸入を認める取扱いをしています。残念ながら、原産地証明書の証明
印に関連する輸出国当局の過失事例に対しては、日本国税関の裁量で対応することは法的に困難です。
そのため、これらの救済には、輸入者自己申告制度の追加的導入が必要かもしれません。
一方、自己申告制度導入に対しては、日本独自の制度を創設することで対応しています。筆者が個人
的意見として整理した内容は次のとおりです。まず、検討に当って前提となる事象は、(i) 輸出時に発
給当局の原産性審査が行われないこと、(ii) 輸入通関時にはリスクに応じた対応を行うことで貿易の
円滑化に資すること、(iii) 産品の原産性確認の本格的な実施は輸入許可後の事後確認だけとなる (｢１
回半｣の確認)ことです。そこで、(i) の事前審査の代替措置として輸入者に｢原産地の事前教示｣を積極
的に取得してもらうこと、(ii) のリスク判断に応じて書類審査を行う措置は維持すること、(iii) の輸
入許可後の事後確認は充実させつつも、輸入者に対して過度な負担を負わさない措置を採ること、な
どが求められたと考えます。
輸出者･生産者は産品が原産品である根拠を承知しているはずで、第三者証明制度の下で日本からの
EPA 輸出に際して原産地証明書の発給申請を行う際に、発給当局である日本商工会議所に原産地証明
書の記載内容の正確性を裏付ける総部品表、付加価値の計算根拠、加工工程表などの追加情報を提出
し、それらの情報に基づいて発給当局が産品の原産性判断を行ないます。したがって、輸入国税関とし
て最高の制度は、発給当局の位置にそのまま納まり、輸出者が発給当局に提出する申請書類に加えて
追加情報を輸出者から特恵輸入申告の都度、提出してもらうことですが、当該追加情報には商業秘が
含まれることから、輸出国の当局･事業者の立場に立つならば、これは到底受け容れることはできませ
ん。このような諸点を考慮し、最低限、原産地証明書の記載内容と同程度の情報を自己申告の必要的記
載事項として輸出者が作成し、日本国税関への輸入申告に添付してもらうことは第三者証明でも実施
されていたことであり、輸出国当局･事業者も問題なく受け容れてくれます。日本が締結した EPA に
おいては、協定上に自己申告文に含むべき記載内容が確保されています。RCEP を除き、この点が原産
品である事実のみの申告文記載を求める認定輸出者自己証明と大きく異なります。

14

｢不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱い｣
〔https://www.customs.go.jp/roo/text/fubi_gsp.pdf〕
｢不備のある経済連携協定(EPA)原産地証明書等の取扱い｣
〔https://www.customs.go.jp/roo/procedure/fubi_epa.pdf〕
｢＜重要＞「不備のある(EPA/GSP)原産地証明書等の取扱い」について (ご利用になる前にお読みください。)｣
〔https://www.customs.go.jp/roo/procedure/fubi_shuchi.pdf〕
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このようにして提出された自己申告書類は原産地証明書と同程度の内容が記載されていたとしても
輸出国で審査、記載内容の正確性が保障されるわけではないので、輸入国税関は、実質的な原産性審査
を輸入許可後の事後確認で集中的に実施する必要があります。輸入者は、輸入の許可の日の翌日から
５年間、書類の保存義務が課せられ、数年前に輸入申告された産品の原産性について事後調査の際に
税関に説明しなければなりません。輸入者･輸出者双方にとって記憶が鮮明で、正確な詳細情報を入手
できるのは当該産品を輸入申告する時であることは、経験則上、明らかです。それならば、協定上の自
己申告書類に加えて、申告時に入手可能な (輸出者が提供できる範囲での) 情報の概要を記載したサ
マリーとしての｢原産品申告明細書｣及びその原資料を提出してもらえれば、日本国税関には発給当局
が入手していた詳細情報には及ばないまでも、原産性を判断するに十分な資料が提供されることにな
ります。また、輸入者のメリットとして、充分な資料に裏打ちされた自己申告を行うことで当該申告が
事後確認の対象となる確率が著しく低下するであろうことに加え、原産性の判断に必要な書類の保存
義務が輸入者から税関に転換され、提出された書類については保管義務が解除されます。
第三者証明から自己申告への転換を踏まえた原産性確認のための制度的取組みを、日･米･EU のそれ
ぞれについて概要を述べてきました。次に、日本独自となる自己申告書 (国内法では｢原産品申告書｣)
に加えて｢原産品申告明細書｣及びその原資料を輸入申告時に提出する制度と、米国、EU の制度を比較
してみましょう。
1-3

原産性判断に必要な資料･情報の提出に関する制度比較

日本の制度と比較した米国の制度は、日本では輸入申告時に入手可能な原産性証明のための資料を
求めるのに対し、米国では引取申告時には特段の準備を要せず、納税申告から清算までの審査期間に
米国税関から要求された原資料又は産品の生産に係る情報を輸入者が米国税関に提出します。
日本の制度と比較した EU の制度は、EU 税関に対する資料又は産品の生産に係る情報の提出時期
は、輸入申告時 (アイルランド税関の例。日本では標準) でも、税関から要求された時でも構いません。
米･EU の制度との差異は、輸入国税関が産品の原産性審査に必要な追加資料･情報を求めることにつ
いて、具体例を公開した上で当該資料の提出を輸入申告時に求めるか (日本国税関)、具体例を予め公
開せずに税関の資料提出要求時に具体的な資料･情報を指定して提出を求めるか (米･EU 税関) にあ
り、また、税関が求める資料･情報の内容は、あくまでも輸出者･生産者が任意に提供することが可能な
情報に限られる点において同じです。また、輸入者が所持していない資料又は情報の提出を求められ
た場合、FTA 協定で直接提出できる旨の規定がない限り、輸入者は輸出者･生産者から任意の提供を受
け、税関に提出しなければならない点も同じです。
日 EU･EPA の実施時に、EU 側から日本国税関の手続きに対する不満が寄せられました。それらは、
自己申告 (原産品申告) 書、自己申告明細書の作成を誠実に行おうとする日本の輸入者から輸出者へ
の情報提供要請が EU の輸出者としては過大な要求と感じられたためでした。その背景として、EU の
輸出者は、輸入国税関からの事後確認 (検認･検証) であれば輸出者として必要な情報の (輸出国税関
への) 提供には慣れ親しんでいるのですが、輸入国サイドへの情報提供に違和感を覚え、更には輸入許
可後の事後確認ではなく、通関時審査に際して輸入者から協定上の原産地に関する申告文 (附属書 3-
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D) 以上の内容について照会される必要性について理解できなかったことにあると考えます。これは、
EU 側が協定第 3.21 条 1 で｢･･･ 輸入締約国の税関当局は、税関への輸入申告の時、産品の引取りの前
又は産品の引取りの後に確認を行うことができる｣と合意している以上、日本国側にしてみれば理屈の
立たない苦情でしかありません。こうした軋轢が生じる原因を考えてみたのですが、以前、JASTPRO
月刊誌に｢原産地手続きにおける日欧文化の衝突｣と題して掲載した小論の最終部分で引用した以下の
文章がよく本質をとらえているように思います。
これらの差異は、それぞれの文化が持つ特徴に根差しているように思われる。我が国の制度には日本人の几帳面
さが出ており、欧州の制度には独立した個々人を尊重する側面が強く出ている。これらは、鉄道運賃の徴収でコン
トラストを見せている。我が国ではスイカ、パスモで駅構内への入場の都度、登録され、降車駅構内から退出する
時に自動算定された運賃を支払っていることに何らの違和感も持っていない。一方、欧州では、駅構内に切符のチ
ェックなしで改札を通らずに自由に入出場でき、鉄道にも乗降車できる。たまに検札職員がやってきて乗車券を
チェックし、万一適正な乗車券を所持していなかった場合には大変高額な罰金を徴取される。EPA 税率の自己申
告においても同様で、我が国の制度は、毎回きちんと精算しておきたい日本人の性格に合致したものではないか。
(出典： note 無料マガジン 原産地規則エッセイ集『八丁堀梁山泊』モノローグ『体験を語る』編 第７話 (原産地手続きにお
ける日欧文化の衝突) 〔https://note.com/imagawahiroshi_/n/naf3e71915816?magazine_key=m3a18a0f6bf73〕)

２.

輸入国税関による輸入許可後の事後確認

輸入許可後の事後確認は、(i) リスク判断に基づき、書類審査省略で即時許可となった産品又は (ii)
通関時審査用に提出される書類、貨物検査の結果に矛盾点、疑義を生じさせる点がなく輸入許可され
た産品に対する、最終的な｢原産品であること｣に関する確認です。GSP は、先進国としての特恵供与
国が一方的に特恵関税を供与する制度であるので、供与国の国内法によって確認手続きも一方的に定
めることができ、それに従わない場合には特恵税率の適用を否認できます。ところが、EPA･FTA は協
定によって同一の確認手続きを双務的な権利･義務として規定するので、一方の締約国が協定で合意さ
れた内容と異なる手続きを取ることはできず、協定の範囲内で国内手続きに従って確認手続きを実施
します。以下に、EPA･FTA 協定の確認手続きを述べていきます。
2-1. 事後確認の対象
確認手続きとは｢産品が原産品であること｣を確認する手続きですが、協定によって｢原産品｣の定義
が異なります15。事後確認では EPA･FTA 税率での輸入申告について協定要件との整合性がチェックさ
れるので、産品の原産性 (どの原産性基準を満たしたか) 及び他のすべての協定要件 (例えば、積送要
件、第三者証明であれば証明に係る要件) の適正性が対象となります。輸入締約国税関の行う事後確認

15

例えば、実質的変更などの狭義の原産性判断基準を満たす産品を｢原産品｣と定義する協定 (日インド協定な
ど)、累積規定など原産性判断に関連する要件を加えた広義の原産性判断基準を満たす産品を｢原産品｣と定義する
協定 (例えば、アセアン諸国とのバイ協定など)、積送要件など協定で求められるすべての要件を満たした産品を
｢原産品｣と定義する協定 (例えば、TPP11、日 EU･EPA など) があります。詳細は、今川『メガ EPA 原産地規
則 - 自己申告制度に備えて -』(日本関税協会、2019 年) 53-58 頁参照。
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の形態は様々で、特恵税率の適用に焦点を当てた原産地規則及び同手続きに関するチェックのみの場
合もあれば、HS 分類、関税評価などすべての税関手続きに係る要件を総合してチェックする場合もあ
ります。
輸入者からの資料･情報提供で輸入締約国税関に十分な疎明ができればよいのですが、場合によって
輸入者は、輸出者･生産者から｢特恵輸出された産品は当該特恵原産地規則上の原産品である｣との情報
しか通知されないことがあります。このような場合でも特恵税率の適用は可能ですが、輸入締約国税
関は更に事実関係を疎明する情報を輸出国側に求めることがあります。通常は、確認したい内容を明
確にし、輸入申告に使用された原産地証明書、自己申告書などのコピーを添付した確認依頼書面を作
成し、必要情報の提供を受けて事後確認手続きは完結しますが、それでも事実関係の疎明が十分でな
い場合には、稀ではありますが、輸出国の輸出者の事業所、生産者の工場などを訪問して現地確認を行
うこともあります。
2-2. 書面による事後確認の流れ
書面による事後確認の流れを、図表 (輸入許可後の書面による事後確認プロセス) を参照しつつ以
下に簡単に説明します。まず、言葉の使い方ですが、日本においては協定条文の｢verification (確認)｣
を、第三者証明制度において輸入締約国税関から発給当局に対して照会することを｢検認｣、自己申告
制度において輸入締約国税関から輸出国 (税関などの当局又は輸出者･生産者) に照会することを｢検
証｣と呼んで、それぞれを区別するようにしています。
図表：輸入許可後の書面による事後確認プロセス

輸入者

1

輸入国税関

2

発給当局

3

輸出国の税関･

輸出者

権限ある当局

生産者

4

第三者証明制度の場合は、発給当局が産品の原産性判断に必要な情報を輸出者･生産者から提供を受
けて原産地証明書を発給し、発給後も一定期間保存しているので、輸入締約国税関の照会先として最
も適任であるのは発給当局です。したがって、輸入締約国税関が照会できる相手は自国の輸入者と輸
出国の発給当局に限られます (図表の｢１｣･｢２｣のプロセス)。照会を受けた発給当局は、原産地証明書
の発給申請を行った輸出者･生産者から事実関係の疎明を受けて、発給時の原産性判断に誤りがないと
判断すれば「当該産品は原産品である」旨を輸入締約国税関に各協定で定められた期限内に回答しま
す。その際、発給当局は自国の輸出者･生産者の商業秘･生産ノウハウが漏洩しないように、細心の注意
を払って (あまり詳しすぎないように) 回答します。
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この回答に対して輸入締約国税関が原産性を立証する情報として不十分であると判断する場合、同
税関は特定の事実関係について更に具体的な質問を送付することもあります。輸出者･生産者は、秘密
情報の漏洩を防止するために詳細情報の提供を求める質問に敢えて回答しないことも可能ですが、協
定で定められた期限内に回答を行わない場合には、輸入締約国税関は当該産品に対する特恵待遇を否
認することができます。
認定輸出者自己証明は、第三者証明制度の特例措置として認識されているので、輸入締約国税関の
事後確認も自国の輸入者及び当該認定を行った発給当局に対して行われます (図表の｢１｣･｢２｣のプ
ロセス)。
輸出者･生産者自己申告の場合は、大きく分けて二通りの方法 (図表の｢１｣･｢３｣、｢１｣･｢４｣のプロ
セス) があります。輸入締約国税関が自国の輸入者に照会できることは当然のことで、正式ルートで輸
出国に照会する前に輸入者を介して必要な情報を得られれば、輸入締約国税関としては問題なく事後
確認を終えることができます。特に、産品が輸出された後の積送要件については、通常、輸入者が詳細
情報を有しています。しかしながら、輸出者･生産者の立場としては、輸入者には可能な限り産品の生
産に係る情報を開示しなくないのが本音であり、輸入者経由で輸入締約国税関が得られる情報は限定
的なものとなります。したがって、守秘義務を厳守するとの条件で、輸入締約国税関は、産品の原産性
に係る情報を最も多く有している輸出者又は生産者に直接照会して産品の原産性確認を行うことがで
きます。
一般的に、国の行政機関は、予め同意した案件以外について他国の官憲が直接自国の事業者に照会
し、回答を求めることを忌避しようとします。そのため、協定上の義務として、輸入締約国税関は自己
申告を行った輸出者･生産者に対して文書照会を行うことができること、その照会に対して期限内に回
答しなければならないことを協定条文に盛り込みます。ここで、輸出締約国の税関又は他の権限ある
当局の関与度は二分化し、輸出者･生産者に適切な助言を行うべく、少なくとも輸入締約国から書面照
会を行った旨の通報を受けるものの、輸入締約国税関への対応は輸出者･生産者が直接行う (直接検
証：図表の｢４｣のプロセス) 方式と、輸入締約国の照会窓口として輸出締約国の税関又は権限ある当局
が仲介し、自己申告を行った輸出者･生産者から必要な情報を入手し、輸出者･生産者に代わって輸入
締約国税関に回答する (間接検証：図表の｢３｣のプロセス) 方式があります。どちらの方式であって
も、英語で適切な内容の回答文書を限られた期間内に作成するのは容易ではないので、輸出締約国の
税関又は他の権限ある当局は、自国の事業者を支援できる仕組みとなっています。世界的な傾向とし
て、北米の NAFTA (USMCA 協定の前身) をモデルに策定された協定は直接検証を採用しているのに
対し、EU の FTA をモデルとしている協定では間接検証が採用されています。
日本が実施している EPA
では、日豪協定、TPP11 で直接方式、日 EU･EPA、日英 EPA で税関を窓口とした間接方式が採用さ
れています。RCEP でも間接方式が採用され、日本では税関が窓口を担当しています。
輸入者自己申告の場合は、輸入者が全責任をもって輸入締約国税関からの照会にすべて回答するこ
とになっているので、図表の｢１｣のプロセスで終了します。したがって、輸入者自己申告は、輸入者が
産品の原産性に係るすべての情報を入手しているか、輸入国税関から照会を受けた場合に必要とされ
るすべての情報を輸出者･生産者から入手できることを前提に行うべきです。原則として、輸入締約国
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税関は輸出者･生産者からの直接的な情報提供は受けませんが、輸入者自己申告のみを採用している日
米貿易協定は、例外的に、輸出者･生産者が相手国税関に対して直接 (輸入者を介さずに) 原産性を疎
明する資料を送付することができます。
2-3. 訪問による事後確認
輸入締約国税関にとって産品の原産性審査のための最終的な手段が輸出締約国の輸出者･生産者に
対する訪問確認です。他国の国家機関が自国内で公権力を行使することは主権侵害となるので、輸入
締約国税関の職員が輸出締約国の輸出者･生産者の施設で輸出入関連書類、生産関連書類を閲覧し、工
場などの生産設備の確認をするためには、前提条件として、協定に明確かつ相互的な権限規定が存在
しなければなりません。また、その規定には、輸入締約国税関が輸出者･生産者 (及び、場合によって
は輸出国当局) に対して、訪問先の場所、期日、訪問する職員の役職･氏名、訪問先で確認したい内容
などを書面で要請し、これらの当事者が同意する旨の書面による回答を得ることを条件とすることが
一般的です。日 EU･EPA、日英 EPA などではこのような規定が置かれていないため、輸入締約国税関
の職員が訪問確認を行うことはできません。
また、訪問に当って輸出者･生産者に対して行う質問は、輸出締約国の政府職員が輸入締約国の税関
職員の立ち合いの下で行う場合 (例えば、日タイ協定など多数) と、輸出締約国の政府職員の立会を得
ながらも輸入締約国の税関職員が直接行う場合 (例えば、TPP11) があります。日 EU･EPA、日英 EPA
では、ほぼ同様な内容を輸出締約国税関の職員が (輸入締約国の税関職員の立会なしで) 行うことを
輸出者･生産者に要請できる旨の規定があるので、当該要請への同意があれば輸出締約国税関職員によ
る訪問確認が可能です。
輸入センシティブな品目を関税撤廃の対象とするために特恵制度の厳格な運用が強く要求され (例
えば、TPP における米国の繊維分野)、輸出締約国当局に信頼を置けないために強硬な検証手段を確保
することが協定案の議会承認を得るために必須であるような国内事情がある場合、極端に輸出締約国
に有利な条件で訪問確認を行なえるような規定が盛り込まれることもあります (例えば、TPP 繊維章
では、輸出締約国に対して、訪問の 20 日前までに訪問希望日、訪問先の数などを通報すればよく、最
初の訪問の前日に当該訪問先の名称･住所のリストを通報する等が規定されています。)。

３.

輸入国税関による事後確認への事業者の対応

3-1. 特恵関税制度の濫用に対して支払うべき代償
本来、WTO の多角的貿易体制が上手く機能して更なる関税の撤廃･引下げが実現していれば、EPA･
FTA などは不要で、特恵原産地規則などに煩わされずに貿易の拡大を謳歌することができたことでし
ょう。しかしながら、現時点で WTO に代わって貿易の自由化を牽引している EPA･FTA を上手く活
用できれば、輸出者･生産者は特恵貿易への対応をセールスポイントとして事業拡大に取り組むことが
でき、輸入者は都度支払っていた関税を節税することで一層のコスト削減に寄与することができます。
ところが、特恵関税制度は、輸出者･生産者が手間とコストのかかる原産性立証を行った結果として、
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輸入者が特恵マージンという名の果実を美味しくいただくという図式になっています。このような現
実に不満を抱く輸出者･生産者が原産性立証に係る手間とコストを惜しみ、体裁だけを整えた書類の山
を築いたらどうなるか。輸入国税関の事後確認への対応を誤ると、両者とも大きな損失を被ることに
なります。
まず、直接的な損失を被るのは輸入者です。輸入許可の数年後に事後確認があったとして、特恵否認
の結果追徴処分を課された場合、WTO 税率との差額分のみならず、過少申告加算税が課せられること
があります。国によっては、更に罰金の色彩が強い科料となったりします。しかも、商品は既に販売済
で、それらの金額を当該商品の販売価格に上乗せすることもできず、中小企業であれば資金繰りに困
る事態に陥ることもあるでしょう。
一方、輸出者･生産者も無傷ではいられません。特恵貿易を前提とした契約を締約していたのであれ
ば、損害賠償を求められることがあるかもしれません。また、第三者証明であれば発給当局から、自己
申告であれば輸入国税関から、コンプライアンスの緩い信用できない輸出者･生産者として取り扱われ
ると、原産地証明書の発給に手間と時間を要し、輸入国税関では書類審査にかけられる頻度が高くな
ることが想定できます。したがって、特恵関税制度が関係するビジネスでは競合他社に対して大きく
後れを取ることになりかねません。
そこで、事業者としてどのような対応を取ることが望ましいかについて述べることで、本編を締め
くくることにします。
3-2. 特恵関税制度の適正な活用へ向けた事業者の望ましい対応
事前教示の活用
原産地の事前教示の取得が輸入締約国税関による事後確認への対応で最も有効な手段といえます。
なぜならば、事前教示の内容は当該教示を行った税関当局を拘束することから、事前教示を得た産品
が継続して輸入される場合には、輸入締約国税関は産品の原産性に関して疑義を持つことはありませ
ん。ただし、事前教示は、使用された材料の HS 番号･価額、生産工程などの原産性の立証に必要な資
料を提出した上で、書面による決定を受けなければなりません。しかも、継続して輸入される当該産品
の生産工程、生産に使用される材料などが事前教示を得た産品のものと同じでなければならないので、
事前教示を受けた際の前提条件と異なる産品については有効な事前教示と認められません。
原産地の事前教示は、多数国間の国際協定においては、WTO 原産地規則協定第２条 (経過期間にお
ける規律) (h)で、輸出者、輸入者又は正当な事由を有する者が事前教示を申請することが可能で、150
日以内に原産地認定が行われ、その効力は３年間有効とされます。また、WTO 貿易円滑化協定第３条
(事前教示) では、事前教示に関する包括的な規定が置かれ、原産地以外にも関税分類について実施す
べきことが定められ、関税評価、減免税、関税割当てなどについても実施することが慫慂されていま
す。EPA･FTA 協定においても通常、税関手続き章に事前教示に関する規定が置かれ、具体的な要件を
書き込んでいる協定と、事前教示の実施義務を盛り込むだけの協定に分かれます。また、事前教示の具
体的な申請手続きは国内法令で定められているので、それに従って申請を行うことが求められます。
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産品の輸出時に、輸出国において事前教示を行う国がないわけではありませんが、これは単なる行
政サービスとしての助言にすぎません。特恵関税の適用の是非は輸入締約国税関によって決定される
ので、輸出国が出した事前教示書を輸入国税関に提出しても単なる参考資料でしかありません。輸出
者として得るべき事前教示は、あくまでも輸入国税関の事後確認であることを留意してください。
的確な社内体制の構築
特恵関税の適用を受けた輸入事案について輸入国税関から事後調査を受けることは、制度上、避け
ることはできません。これは、特恵関税が税であって、特定の要件を満たした場合にのみ減免税される
制度であるので、その要件の具備について税当局に説明できることが条件となるのは当然のこととい
えます。ただし、内国税と異なり、その要件の具備の説明に最も適した者が輸出者･生産者であって、
輸入国税関に説明責任を負う輸入者が必ずしも全ての詳細を承知していないことが制度の運用を複雑
にしています。そのため、輸入者が特恵待遇の否認による不利益を生じさせないためには、適切な社内
体制の構築が必要です。
特恵関税適用上の要は、(i) 産品の原産性の保持、(ii) 積送要件の具備、(iii) 証明又は自己申告に係
る書類事務の３点です。このうち、(ii) の積送要件は、変則な輸送ルートでの輸入、積替地での不自然
に長い蔵置など、通常の貨物輸送と異なる場合には、輸入国税関の質問に的確に回答するためのメモ
を記録として残しておくことが望ましいと考えます。積送要件の具備を証明するための証明書類も、
最近の協定では船積書類などでの立証が可能となっています。(iii) の証明書類、自己申告書類は、通
常原本などを輸入国税関に提出するので、そのコピーを電子ファイルで保管しておくことが肝要です。
日本国税関の場合は、税関に提出した段階で証明･自己申告書類及び関連資料の保管義務が解除される
ので、税関から保管についての責任を追及されることはありませんが、産品の原産性の保持について
の立証の際に参照すべき書類であれば、電子ファイルでの保存は必要となります。
(i) の産品の原産性保持に係る立証が事後確認への対応のコアな部分となりますが、これは、原産性
基準をどのように満たしたかをペーパー１枚程度で輸入国税関に説明又は提出できるように、記憶が
鮮明な輸入申告の都度作成しておくことが最も効率的な方法であると考えます。このような概要ペー
パー (日本の｢原産品申告明細書｣に相当) を作成するには、その根拠となる資料があるはずなので、そ
れらの資料も一緒に電子ファイルで保存しておくことが肝要です。輸入締約国税関の事後調査は、概
要ペーパーで納得する場合とその根拠となった資料の提示を求められる場合があるので、データベー
ス化して対応できるようにしておくべきです。これらの電子ファイル情報をどのように保存しておく
かについては、輸出者であれば日本商工会議所に対して提出している発給申請書及び関連資料に加え、
元資料を必要な時に簡単に検索して、参照できるような方法で保管しておくことが基本です。自己申
告であっても、自己申告に必要な情報を同様な方法で保管しておくべきです。この際に、できる限り自
社･関連会社だけで立証できる方法を工夫しておくことが肝要です。サプライヤーの宣誓書に原産性判
断を依拠する場合、当局の照会に回答できる旨の確約が必要です。輸入者の場合、必要な情報がすべて
入手済みであれば問題がありませんが、輸出者･生産者に情報提供を依頼する必要があるならば、その
ルート (輸入国税関に直接提出するか、輸入者経由でかまわないか) についても、予め文書で確認して
おくことが必要です。特に、生産者の技術情報保秘に関係して情報提供が困難な場合、技術情報の開示
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が不要な方法での立証 (例えば、粗原料から製品への関税分類変更での立証など) を心掛けるべきで
す。
おわりに
４年ほど前のことになりますが、平成 30 年度 JASTPRO 調査報告書として『EU 特恵原産地制度に
おける証明及び確認実務に関する調査』をまとめるために、筆者は、ベルギー、フランス、スペイン、
ドイツに出張し、官民の実務者、特恵輸出を行なっている事業者との面談を重ねました。その際に印象
に残ったのは、EU における数十年にわたる特恵制度の実施による経験の蓄積で、原産地規則はどこま
で徹底して遵守すべきかについて、各事業者が一定の｢相場観｣を持っているということでした。この
背景には、サプライヤー宣誓制度が EU 全域をカバーする民間制度として確立し、EU 域内のどの企業
であっても素材、部品、コンポーネンツの提供を受ける際に同宣誓書を受領し、加工を終えて他の企業
に販売する際には同宣誓書を作成してバリューチェーンの次の事業者に引き継ぐという基本動作が身
についていることがあると思います。
その一方で、迂回商品を特恵輸入しながら｢逃げ切り｣を図ろうとする事業者が存在することも事実
で、欧州委員会･加盟国税関はこのような逃げ切りを許さないためにも登録制度で極力「素性把握」を
行なっているとのことです。また、事業者との面談の際に事後確認に関連して注意している点は何か
と尋ねたところ、｢サプライヤー宣誓の提供を求めたところ『原産地はどこにしますか』などと論外な
ことをいう事業者、欧州で事業を始めたばかりで特恵制度にも不案内な様子にもかかわらずサプライ
ヤー宣誓の作成はすぐにできるなどという外国籍の事業者からのサプライヤー宣誓については、受け
取っても信頼せず、非原産扱いする｣というコメントが印象的でした。
筆者の率直な見立てでは、こうした欧州企業の平均的な意識は、日本の一般的な事業者の意識より
も高いように思いますが、日本の某大手企業が総力を挙げて取り組んでいる精緻なデータベース構築
とその実施のためにグループ企業、下請け企業を巻き込んだ大規模かつ強固な原産性立証体制のレベ
ルと、世界的に有名な某欧州企業の原産地管理に係る管理体制を比較すると、日本企業の｢職人技｣と
もいえる細部に至るまで厳格な管理体制には遠く及ばず、欧州では甘さの残る認識に基づく運用を行
なっているように感じました。日本の当該大手企業の責任者に運営方針を伺ったところ、将来的にど
のような事後確認が行われても原産性審査には絶対的な自信を持てるレベルに引き上げるとのことで、
データベース構築にも相当な金額の投資を行ったそうです。会社の名前を汚さないという企業人の誇
りを垣間見た気がしました。売上高が大きな企業であるからできることかもしれませんが、中小規模
の企業であってもむしろ関係先が少ない分だけ、規模に見合った、より的確な管理を行う体制の構築
が可能であり、そのための努力は惜しむべきではないと考えます。
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DX の道 第 10 話
「事務所内 DX チャレンジ（番外編）」
CIO
今回は、前後編でご紹介してきた事務所内 DX

幸田 周平

組織によって、あるいは職位・職種によって、

チャレンジの番外編です。ここまで、ずいぶん「ノ

勤怠自体にはさまざまなパターンが存在するで

ーコード/ローコードプラットフォーム推し」の

しょう。ただ、労務管理については労働基準法と

内容で展開してきました。しかし、それだけで「ウ

いう法律があり、これを遵守することが大前提と

チの DX（デジタル変革）は大丈夫」というわけ

なります。畢竟、この法律の枠組みの中で従業員

ではない・・・という点について、少しだけ補足

の働き方をルール化、システム化していく必要が

しておきたいと思います。

あるわけです。

餅は餅屋

もちろん、これらの条件を満たすシステムをノ

察しの良い方であれば「ああそういうことね」

ーコード/ローコードプラットフォームによって

となりそうな、出落ちっぽい見出しをつけてしま

作り上げることも、頑張れば不可能ではありませ

いました。つまり、バックオフィスのデジタル化

ん。ただ、法律的な要件だけではなく将来的な法

を目指すにあたってはノーコード/ローコードプ

改正への対応まで視野に入れた場合、工数をかけ

ラットフォームによる内製にこだわりすぎるこ

てまで内製システムとして運用管理していくこ

となく、むしろ標準的にデザインされた外部サー

とは果たして効果的なのか？ という問いが生ま

ビスを導入したほうが良いケースがある、という

れてきます。

お話しです。
さらに、労務管理というのはどの組織にも必ず
詳しく見ていきましょう。それは「入出力の結

存在する業務です。マーケティング的に言うと組

果がほぼ決まっている」ケースです。これに加え

織の数だけカスタマーが存在するという、非常に

て「法令への適時対応が必須となる仕事をシステ

大きなマーケットです。そのため、労務管理を効

ム化する」のであれば、より当てはまります。具

率的に行えるサービスを Saas（＝Software as a

体的な例としては、「労務管理」を挙げることが

Service、ソフトウェアまで作りこまれたクラウ

できます。

ド環境）として提供するプロバイダが多数存在し
ており、私たちユーザーは自分たちのニーズに合

この仕事には、勤怠記録によって労働時間を管

わせて適切なサービスを選ぶことができるよう

理したり、その記録から給与を計算したり、年次

になっています。

有給休暇などの適切な利用促進をしたり、といっ
たものがあります。従業員の働き方を適切に管理

労務管理はある意味標準化された業務です。そ

することでパフォーマンスを最大化し、組織活動

して、法令遵守だけでなく法改正への対応も含め

を円滑に進めるために非常に重要となるバック

たサービスを（利用者側で法改正のたびにその内

オフィス業務です。

容をしっかり把握して要件に落とし込み、システ
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ムや設定を変更することなく）ノーメンテナンス

てしまうことだけは避けたいと考えています。こ

で利用できることには、外部サービスを利用する

れをやってしまうと「その組織でしか通用しない

ことによってかかる多少の金銭的コストを差し

仕事」が増えてしまい、これからの人材採用や教

引いても大きな価値があります。従って、こうい

育に対する大きな支障になるだけでなく、内部人

ったケースでは内製にこだわりすぎない方がよ

材の市場価値をシュリンクさせることにもつな

さそうだ、というお話しでした。

がってしまうからです。

独自性 vs 標準化

組織の外でも余裕で通用するレベルの市場価

この考え方をベースにもう少し話を続けます。

値をもった人材が、それでも当協会とその事業に

当協会においては、この経験を通じて外部サービ

魅力を感じて組織にとどまり、最大限のパフォー

スを利用する業務と内製する業務を一定の基準

マンスを発揮し続けることができる環境。これが

で区別することにして、それぞれシステム化を進

理想です。また中で働く人も、内製含む自社開発

めるようにしています。

まで意識したリスキリングに取り組むことで自
身の市場価値を高めながらやりがいをもって働

この一定の基準とは、

くことができ、その結果当協会の事業が発展して

１）

いくのであれば、これこそまさに Win-Win の状

組織として必要だが標準的な仕組み

況であると言えるでしょう。

や手順を利用すれば処理可能なサービス
やプロセスについては外部サービスを利

システムづくりからずいぶん大きな話に膨ら

用する
一方、当協会が独自に提供する価値を

んでしまいました。しかしながら、これは筆者が

提供するためのサービスや仕組みについ

CIO 職として協会の DX や情報資産の保全など

ては、内製含む自社開発によってじっくり

を第一の任務としながらも、全体最適の視点から

しっかり作りこむ

ずっと考え続けていることです。

２）

というものです。
協会組織と事業の DX は、内部人材のたゆみな
この考え方をもう少し抽象化すると、「標準的

い価値向上なしに考えることはできません。これ

なツールでこなせるものは変に作りこまず、シス

だけは絶対に忘れてはいけない視点であること

テムに業務をあわせることで協会が費やすリソ

を、自戒も込めてこの機会に記事化させていただ

ースを最小化する。その代わり、組織のミッショ

いた次第です。
（つづく）

ン、ビジョン、バリューを体現するために独自の
価値を生み出すための仕組みやシステムにはし
っかりとリソースを投入する」ということになり
ます。
ミッション、ビジョン、バリューは似たり寄っ
たりなのに、組織内の仕組みや手順だけはやりす
ぎなくらい作りこんでしまう、という真逆をやっ
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編

集

後

記

先月号には「Saudade」という、いい思い出もそうでない思い出もいとおしくなる瞬間の話でしたが、
それにインスパイアされた感想を共有したいと思います。
子供のころから読書が大好きで、高校で選択科目に中国文学を履修していました。その時、授業で学
んだ蘇軾の「定風波」という詞の一句に強い印象を受けました。
回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。
しょうしつ

簫 瑟 だったところを振り返ってみる

帰ろう

雨風もなく晴れてもなかった（仮訳）

勝手な解釈かもしれませんが、これは過ぎ去ったことは無になり、それに対して何の感情も抱いて
ないと蘇軾の達観を表しているでしょう。そして現在苦しい出来事が起きていても、それはいずれ越
えられますし、越えれば過ぎ去ります。
性格のせいか、いい思い出より辛い思い出、感じている幸せより同時にある辛さの方に囚われがち
です。この一句はそんな私への答えになった気がします。悲しむことなく、喜ぶこともなく、平静な心
構えで人生のすべての瞬間を受け入れるようになりたいです。
（S）
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