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アセアン諸国のシングル ウィンドウの現況④ インドネシア と カンボジア 
 

シニア アドバイザー 渡邊浩吉 
 

免責：本報告書の内容については、出来る限り吟味をしておりますが、正確性を保証するものではありません。

ご自身で再検証の上、ご活用願います。 

 
インドネシア 

1 Indonesia National Single Window (INSW)  
1-1 概要（複数資料を編集して記述） 
(1) 開発経緯  

1995 年 貿易手続関連文書の IT 化と電子データの相互交換促進のために、国営 EDII (EDI 
Indonesia)社が設立された。EDII が初期の NSW を牽引する形であった。 

2006 年 ASEAN Single Window Protocol が合意されたことに合わせ、上記の計画は INSW 構築
として促進される。 

2007 年 輸入案件 (Tanjung Priok 港)で INSW のパイロットテスト1が実施された。 
2008 年 輸出入システム、海港システム、航空システムとして INSW が運用できる体裁が整った。 
2009 年 ASEAN Single Window との連携の準備と電子原産地証明 (ATIGA Form-D)のパイロッ

トテストが実施された。ASEAN 加盟諸国と ASW を介して ATIGA Form-D 交換の実運
用が開始されたのは 2017 年である。 

2010 年 以下の５税関における輸入案件で、INSW を使用しての輸入手続きが義務化された。
(Mandatory implementation of INSW) 

 Tanjung Priok Port (Jakarta) 
 Tanjung Perak Surabaya 
 Tanjung Emas Semarang 
 Sukarno-Hatta 空港 
 Halim Perdana Kusuma 空港 (Jakarta) 

その後 INSW 使用義務化が輸出と輸入の両方に拡充され、21 の税関がその対象となった。2 
 
(2) 主導機関 

財務省 インドネシア シングル ウィンドウ局  
Indonesia National Single Window Operating Agency (INSW), Ministry of Finance 

 
1 システムの本格運用の前に実施される試験運用 
2 Study on Single Window Systems' International Interoperability: Key Issues for Its Implementation  APEC 
Policy Support Unit   August 2018 
https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2018/8/study-on-single-windows-
systems/218psustudy-on-single-windows-systems.pdf?sfvrsn=d3347f05̲1  

https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2018/8/study-on-single-windows-systems/218psustudy-on-single-windows-systems.pdf?sfvrsn=d3347f05_1
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Lembaga National Single Window (LNSW) 
INSW の主体 (Owner) は LNSW だが、実際の運用は外部委託している由。運用費用は 2018 年
段階で 68 億ルピア（約７千万円）とのこと。3 

  
経緯 

 2007 年 経済関連調整省のもとに INSW 準備チームが編成された。 
INSW 準備チームの構成は次の通りであった。 
監督 (Supervisor)   経済関連調整大臣 
    Coordinating Minister for Economic Matters 
議長 (Chairman)  財務大臣 (Minister of Finance) 
副議長Ⅰ(Deputy ChairⅠ) 貿易大臣 (Minister of Trade) 
副議長Ⅱ(Deputy ChairⅡ) 交通大臣 (Minister of Transport) 
＜参考＞ 
以前に現地でヒアリングしたところでは、INSW 構築のために関係する各省庁の足並みを
揃えるには経済関連調整省が噛むことは必須だが、調整省は独自の予算を持たないので、各
省の INSW 関連の必要予算は、財務省から個別に確保する必要があり、プロジェクト進捗
の課題であったとのことである。 

 上記の INSW 局が設置されるまでは、財務省主導の INSW 準備チームが INSW の責任を持
つことになっていた。 

 現在は財務省が INSW を主管しているが、初期の段階では、経済関連調整省が INSW の政
策面においてプロジェクトを主導していた。財務省はシステム面、技術面、運用面における
責任を持っていた。 

 従って実働部隊としての INSW 準備チームは財務省と傘下の税関が主導し、下述の INSW 
運用局 PP-INSW4が組織されるまでは、同チームが INSW の管理運営をしていた。 

 PP-INSW（運用局）は、2016 年に財務省の下に設置され、利用者が貿易手続関連の書類、
許認可関連書類、および輸出・輸入・物流関連の各種書類を電子的に処理するにあたり、
INSW ポータルを適切に管理・運用する責任を負う組織。 

 2018 年、PP-INSW は、その機能強化を踏まえて名称を上記の LNSW に変更した。 
 大統領令 35/20125第 6 条において、運用局は次の各項ついて責任を持つことと規定されて

いる。 
a) データと情報の発信が一回で済ませられること。データや情報の処理は一回で且つ同

期をとって行われるべきこと。貨物の通関と搬出の決定は一時に行われるべきこと。 
b) INSW のサービスシステムは継続して運営され、データや情報の安全基準を満たすべ

 
3 https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2018/8/study-on-single-windows-
systems/218psustudy-on-single-windows-systems.pdf?sfvrsn=d3347f05̲1  
4 PP-INSW: Pengelola Portal INSW)  INSW Operating Agency  INSW 運用局 
5 Regulation of the president of the republic of Indonesia No.35 of 2012 
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4899̲PerPres̲35̲2012̲e.html 

https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2018/8/study-on-single-windows-systems/218psustudy-on-single-windows-systems.pdf?sfvrsn=d3347f05_1
http://www.flevin.com/id/lgso/translations/JICA%20Mirror/english/4899_PerPres_35_2012_e.html
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きこと。 
c) ポータル（1.3 項参照）の利用者に法的なアクセスを提供すべく、情報システムを電子

的に適切に管理し検証すること。 
d) ポータル利用者間の、オンラインでのデータや情報の直接交換に同期を確保するなど

調整を行う。 
e) 適用される規則に則り、発給された輸出入ライセンスの利用の確認として、当該許認

可発給者からの輸出入に係るアクセスデータを調整する。 
f) サービスシステムや INSW ポータルの故障の場合は、解決するためのアクションを採

る。 
g) 証跡を提供する。 
h) INSW ポータルを介して当局から発信されたデータや情報の安全性と秘匿性を保証す

る。 
i) 問い合わせのためのコールセンターを設置する。 
j) 財務大臣が決定したその他の事項を遂行する。 

 
(3) 国際復興開発銀行からの融資 

 2011 年 12 月 2 日、インドネシア政府は、これまでに投下した資金の充足のために、国際復
興開発銀行(International bank for reconstruction and development)6と融資協定を締結した。
4 億ドルの引出枠で、インドネシア政府の引出申請を、同行が、計画の推移や同国の経済政
策等を含めて審査し、適正と承認することで当該金額が引出し可能となる形態。 

 引き出した金額の返済は、引出時点から返済猶予期間を経た後、2021 年 4 月（全体の 2.17％）
から 2036 年 4 月（全体の 4.71％）31 回払いとなる。 
 

(4) 連携省庁  
① Ministry of Trade (貿易省) 
② Fishery Quarantine (魚類検疫局) 
③ Animal Quarantine (動物検疫局) 
④ Plantation Quarantine (植物検疫局) 
⑤ Food and Drugs Control  

(食品・薬品管理局) 
⑥ Ministry of Industry (産業省) 
⑦ Ministry of Energy (エネルギー省) 
⑧ Nuclear Energy Regulatory Agency  

(原子力エネルギー監督庁) 

 
6 国際復興開発銀行は、本部をワシントン D.C.に置く国際金融機関。現在では世界銀行グループの一員であ
る。この項の参考資料の URL: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/841591468252591481/pdf/LA0081050.pdf 

⑨ Ministry of Forestry (森林省） 
⑩ Directorate General of Post and 

Telecommunications (郵便・電話総局) 
⑪ Ministry of Agriculture (農業省) 
⑫ Ministry of Health (健康省) 
⑬ National Police (国家警察) 
⑭ Ministry of Environment (環境省) 
⑮ Ministry of Defense (貿易省) 
⑯ Ministry of Transport (運輸省) 
⑰ Central Bank （中央銀行） 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/841591468252591481/pdf/LA0081050.pdf


4 

⑱ Directorate General of Customs and Excise (税関・物品税総局) 
(5) 関連法規類 大統領令 

2008 年 The Use of Electronic System in the Framework of Indonesia 
National Single Window  10/2008 
(インドネシア NSW の枠組みに関する電子システムの使用) 

2012 年 上記法令の修正 35/2012 ＜1.1 （2）項で参照した法令＞ 
2018 年 大統領令 44/2018  上述 LNSW の設置なども含め、INSW の機能が整理され、現

在の INSW の根拠法の位置づけとなっている。 
 
1-2 概念 (Concept) 
 貿易手続き関係のデータや情報を一回の入力することで、所要の作業が完了するものである。

（Single Submission） 
 データや情報は一回の、同期された形で処理される。 
 通関や貨物の搬出の可否が、まとめて一回で判定される。 

出典： Indonesia National Single Window (INSW), Gateway to Paperless Cross Border Trade 

(p-30)7 の図を基に筆者が説明を加え仮訳した。 

 一連の申告・申請すべてをカバーする統合フォーマットの作成は困難とは思われるが、理想の姿
としてこれを掲げることで、所用項目の縮減や調整を行う方向性が明らかとなり、統合フォーマ
ットの実現性が高くなると考えられる。 

 
7https://www.unescap.org/sites/default/files/26%20Apr%202017%20-%20Indonesia%20Experience.pdf 

https://www.unescap.org/sites/default/files/26%20Apr%202017%20-%20Indonesia%20Experience.pdf
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1-3 原則 (Principles)8 
 INSW は、唯一の国のポータルであり、インターネット上に唯一の WEB アドレスを開設してい

る。それは貿易と物流に関係するあらゆる事案に公的に対応するものである。 
＜注＞ 上記通り、INSW の利用は WEB を介することになっているが、ASW との連携において
は、例えば ePCO の伝送には AS29が使用されており、web 以外でのデータ伝送もあり得ると思わ
れる。 

 同ポータルは、メッセージ交換の拠点 (Messaging-Hub) の機能を持ち、関係するすべての組織
（行政省庁や貿易の事業体）を相互に連携させる。 

 ライセンス、許可、推薦に係る認定は、従来通り各許認可省庁が行うものとする。 
 許認可省庁による当該ライセンス、許可、推薦はポータルサイトにアップロードされるので、税

関はそれらを参照することで、迅速に通関許可や貨物の搬出許可が発給できる。 
 

1-4 目標 
 次の３要素を同時に達成させることを目標とする。10 

(a) 行政サービスの効率化 
 貿易の円滑化 
 通関の所要時間の短縮と経費の節減 
 通関および搬出許可の迅速化 

(b) 効果的な貿易手続きの管理 
 コンプライアンスに係る法令整備 
 要注意物件分析・選出 （正確なデータによるリスク管理） 
 出港許可と事後追跡 

(c) 関税収入の確実化 
 
1-5  INSW の構造 
 NSW と言うのは本来、貿易に関わる、輸出入通関、貨物の保管、運送、船舶手配、貨物の積み降

ろし、関税や料金等の支払い、保険付保、加えて海外とのデータ交換など、全ての作業を一元的に
サポートするものでなければならない。従って ASEAN Single Window Protocol Technical 
Guidance (ASW 議定書 技術指針)が勧奨するのも官民の全ての貿易関係者が一堂に参集する
Single-Pillar である。 

 これに対し、INSW は次の図の通り、港湾関連部分で港湾システムとして INAPORT NET が稼働
しており、２Pillars 即ち２本立ての構造になっている。 

 
8 項目 1.3 ,1.4 ,1.5 についての参照：EC 20019.04  Indonesia National Single window 
http://mddb.apec.org/documents/2009/SCCP/SWWG-WKSP4/09̲sccp̲swwg̲wksp4̲016.pdf  
9 AS2 (Applicability Statement 2)は EDI（電子データ交換）においてメッセージを伝送する時の”http”をベー
スとした標準的なプロトコル（手順）である。 
10 GATEWAY TO PAPERLESS CROSS BORDER TRADE   2017.05 
https://www.unescap.org/sites/default/files/26%20Apr%202017%20-%20Indonesia%20Experience.pdf 

http://mddb.apec.org/documents/2009/SCCP/SWWG-WKSP4/09_sccp_swwg_wksp4_016.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/26%20Apr%202017%20-%20Indonesia%20Experience.pdf
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出典： 

Compendium of Best Practice Technology Solutions for Single Window Interoperability 

APEC Committee on Trade and Investment11 (2019.11) の図表を基に National Single Window System: 

Establishment, Development & Implementation in Indonesia12のプレゼンスライドを参照して筆者が編集作成し、

仮訳を付けた。 

 

1-6 INAPORT NET 
運輸省 2015 年 11 月 4 日付の広報局コミュニケーション 33195 X VIEWS（原文インドネシア語）を
基に、INAPORT NET について纏めると次の通りである。 
 INAPORT NET (船舶・貨物輸送サービス標準情報システム) 

① 主管：  運輸省 
② 運営：  海運総局 

 
11 https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2019/11/compendium-of-best-practice-
technology-solutions-for-single-window-interoperability/219̲cti̲compendium-of-best-practice-
technology-solutions-for-single-window-interoperability.pdf?sfvrsn=8441ba93̲1 
12 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-
window/∼/media/7988BDD5377242D18768177458C6C3FC.ashx  

https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2019/11/compendium-of-best-practice-technology-solutions-for-single-window-interoperability/219_cti_compendium-of-best-practice-technology-solutions-for-single-window-interoperability.pdf?sfvrsn=8441ba93_1
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/∼/media/7988BDD5377242D18768177458C6C3FC.ashx
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③ 根拠法： 2015 年 10 月 13 日付「船舶および物品の港湾サービスに対する INAPORT 
NET 実装に関するインドネシア共和国運輸大臣番号 PM157 規則」 

④ 運用開始： 2016 年 1 月 13 日 
⑤ 目的： 港湾関係者・機関が、物理的に船舶や物品にサービスを提供する際の標準

的な港湾情報システムを統合すること。具体的には海上交通総局、税関総
局、疾病管理・環境衛生総局、移民総局、農業検疫局、魚類検疫局、水産
物の品質管理・安全性、港湾事業体、その他港の関係者が所有するシステ
ムが対象となる。 
 

 原文では統合(integrate)の対象の中に INSW も入っているので、2015 年当時は、INAPORT NET
ですべてを纏める積りであったかもしれない。 

 因みにその後 2018 年５月に発出された INSW のベースとなる大統領令 44/2018（1-1（5）項参
照）では、INSW へのアクセスは財務省が管理すること、税関関連文書、検疫関連文書、ライセン
ス、港湾・空港関連文書、その他輸出入関係の文書は INSW から申告・申請できるとは記述され
ているが、どのような仕組みで対応されるのか、INSW の内部構造までは言及されていない。 

 逆に同じころ運輸大臣が次のような課題を提起している。 
 2018 年 5 月 12 日付のインドネシア シッピング ライン ニューズによれば13。先日（英訳 recently） 

Budi Karya Sumadi 運輸大臣は、タンジュンプリオク港で開催された「Kadin Forum Towards 500 
Percent Export Increase （貿易量を 5 倍にするためのフォーラム）」において、INAPORT NET 
(Indonesia Port Integration System インドネシア港湾統合システム) と INSW、加えてアプリケ
ーションベースのサービスである Digital Port System14 の 3 系統の港湾システムが併存しては、
到底、港湾・船舶サービスの根本的な改善は望めないので統合すべきであると指摘し、タンジュ
ンプリオク港湾局に主導されたすべての港湾関係者が率先して統合をサポートしなければならな
いと講演した由である。 

 
1-7  INSW 利用のフロー 
 INSW の使い方や作業の流れについて、貿易手続き全体、関係各方面とのつながりなどが INSW

を通じて可能であることが、次のチャートで説明されている。15 

 
13 Indonesia Shipping Line News  2018.05.12   港湾３システムの統合促す 
https://www.indonesiashippingline.com/wacana-opini/3099-menhub-harus-terintegrasi-antara-system-
insw,-inaportnet-dan-digital-port-system.html 
14 インドネシア最大の国営港湾企業であるインドネシアポートコーポレーション（IPC）が国際コンサルタン
ト ACCENTURE 社と共同で開発した、オフィスだけでなく現場作業とリンクする港湾総合システム。 
https://www.accenture.com/lu-en/case-studies/freight-logistics/ipc-digital-port-solution 
15 https://www.unescap.org/sites/default/files/26%20Apr%202017%20-%20Indonesia%20Experience.pdf 

https://www.indonesiashippingline.com/wacana-opini/3099-menhub-harus-terintegrasi-antara-system-insw
https://www.accenture.com/lu-en/case-studies/freight-logistics/ipc-digital-port-solution
https://www.unescap.org/sites/default/files/26%20Apr%202017%20-%20Indonesia%20Experience.pdf
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2 電子文書法 
名称： 2008 年制定「電子情報と使用に係る法令第 11 号」16を改訂する法 
 Electronic Information and Transactions Law （通称 EIT 法 改正法） 
発令： 2016 年 10 月 27 日 
 
EIT 法の要点 
 第５条 電子情報、電子文書、その印刷版は、以下①②を除き、有効な法的証拠となる。 

① 法令により書面で作成しなければならないとされる証明書。 
② 公証人や陸上輸送機関により書面で作成されることが法的に義務付けられて

いる証明書。 

 
16 https://cyrilla.org/en/entity/d535u3b8bqb?page=1 
 

https://cyrilla.org/en/entity/d535u3b8bqb?page=1
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改訂により、とかく書面の証拠を好む裁判所を意識して、電子情報や文書の強制力
や証拠性が強化された。 

 第 6 条 電子情報あるいは電子文書は、それがアクセス可能であり、画面に表示可能であり、
その完全性が確認されており、説明可能な状態にある限り、法的に有効なものと見
做される。 

 第 7 条 電子情報や電子文書に係る権利、既得権を主張する、あるいは他人の権利を否定す
るものは、その電子情報や電子文書が法令やルールに準拠して作成されたものであ
ることを保証する必要がある。 

 第 8 条 電子情報、電子文書の送信時点と受信時点の特定について。 
 第 11-14 条 電子署名の有効性について。 
 第 15-16 条 電子システム提供者の義務。 
 第 17 条 電子システム公的、私的な見識に従って運用されるべきこと。 
 第 18 条 ① 電子契約書に記載された電子取引は当事者双方を拘束する。 

② 国際電子取引の当事者は適用法を選択する権利を有する。 
③ 適用法の選択をしない場合は国際司法の原則に従う。 
④ 当事者双方は、紛争を解決するため、裁判所、仲裁裁定、その他の紛争解決機 

関のどの形をとるか、その管轄権などは国際司法の原則の下に選択することが 
出来る。 

 第 19-59 条 略 
 
3 電子署名用認証局 
 法令：政令  Application of Electronic Systems and Transaction （71/2019） 

  電子システムと事務処理への適用 
  省令 Regulation No.11 of 2018 on Administration of Electronic Certification 
  電子認証の管理に係るルール 11/2018 （MoCI 通信情報省） 
 インドネシアの電子署名には次の二つのタイプがある。 

A) 通信情報省に登録された認証局により保証された一般的な電子署名。 
B) 手書きの署名を電子化したものなど第三者の保証などがつかないもの。 

 ただし次の条件を満たすものは手書きの署名と同等と見做される。 
① 電子署名が付されたデータは署名した本人のみにより作成されたものであること。 
② 電子署名をする時に署名者本人のみの意志により電子署名されたものであること。 
③ 電子署名に後から変更が加えられた時は、その経緯がドレース出来ること。 
④ 電子署名が付された電子情報が変更されたときは、それがトレースできること。 
⑤ 署名者の本人確認ができること。 
⑥ 署名者は署名した電子情報に同意していることが分かる裏付けがあること。 
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 Electronic Service Provider(認証局)は次の通り17  
① PT Privy Identitas Digital 
② PT Solusi Net Internusa：https://digisign.id/  
③ Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia：https://ca.peruri.co.id/  
④ PT Indonesia Digital Identity (VIDA)：https://vida.id/  
⑤ PT Djelas Tandatangan Bersama：https://djelas.id/  
⑥ PT Tilaka Nusa Teknologi：https://tilaka.id/  
⑦ PT Digital Tandatangan Asli: https://www.xignature.co.id/  
⑧ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): https://govca.id/  
⑨ Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara  

 
4 電子特定原産地証明 (ePCO: electronic Preferential Certificate of Origin) 
 地域の貿易協定等は、ASEAN も含め域内の貿易の活性化が大きな目的であり、相互の関税を限り

なくゼロに近づけるために特恵関税が設定される。特恵関税適用の範囲等を取り決めるのが原産
地規則で、その規則に則って特恵関税の対象の取引であることを証するのが特定原産地証明とな
る。 

 インドネシアの原産地規則は貿易省省令 No.7/M-DAG/PER/10/2014 で裏付け規定されている。
（発令：2014 年） 

 特定原産地証明発給局：貿易省 (Ministry of Trade : Kemendag) 
 電子特定原産地証明 ATIGA Form D 受発給実績 (2016 年 3 月～2017 年 3 月)18 

インドネシアから発給   
タイ向け：  16,210 件 
シンガポール向け：  9,611 件 
マレーシア向け：    0 件 
合計  25,821 件 

インドネシア税関の受領 
タイから： 31,107 件 
マレーシアから：  1,858 件 
シンガポールから：  15 件 

 合計  32,980 件 
 自己証明： 

汎アセアン自己署名制度（AWSC: the ASEAN-wide Self-Certification) が 2020 年 9 月 20 日に合
意されたことにより、加盟各国の当局が、優良の基準を満たしていると認定した輸出者には公認
輸出者(CE: Certified Exporter)の資格が与えられ、CE が行う輸出案件では、特定原産地証明書発
給機関による PCO の代わりに、輸出者が輸入者に発行するインボイスなどの商用文書に、定型の
宣誓文を自ら加筆することで、その文書に PCO を兼ねさせることが出来るようになっている。 

 ただしこれを電子化する場合は、商用文書の電子データによる交換が未だ自由にできない現状で
は、むしろ第三者機関が PCO を e-PCO として電子発給する方が容易となろう。 
 

 
17 https://helpx.adobe.com/legal/esignatures/regulations/indonesia.html  
18 https://www.unescap.org/sites/default/files/Session%203-
2.%20Muwasiq%20M.%20Noor̲INSW%20Operating%20Agency.pdf 

https://digisign.id/
https://ca.peruri.co.id/
https://vida.id/
https://djelas.id/
https://tilaka.id/
https://www.xignature.co.id/
https://govca.id/
https://helpx.adobe.com/legal/esignatures/regulations/indonesia.html
https://www.unescap.org/sites/default/files/Session%203-2.%20Muwasiq%20M.%20Noor_INSW%20Operating%20Agency.pdf
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5  電子植物検疫証システム（ePhyto） 
 ASEAN では上記 ACDD と同様、USAID の支援により eSPS (electronic Sanitary and Phyto-

Sanitary Certificate 電子衛生および植物検疫証)および food safety and animal and plant health 
regulations（食品安全、動物・植物健康規則に則った検疫)を加盟国域内で ASW を活用して実現
するプロジェクトを進めている。 

 インドネシアでは農業省がその中心となっているが、植物検疫について、コロナ禍の対策の一つ
として、電子化を積極的に進める意向を 2020 年 4 月 30 日に WTO（世界貿易機関）に通知した。
（ePhyto） 

 電子化を進める上で発出した公文書19 
主管： 農業省 農業検疫局 
公文書番号： 5984/KR.020/K.3/04/2020 
日付： 2020 年 4 月 28 日 
内容： インドネシアは全世界を対象として電子/デジタル/スキャンデータでの植物検疫

証を受取る用意がある。電子/デジタル/スキャンデータでの植物検疫証を発給する
国は、その旨、内容を検証するためのアクセス方法も併せてインドネシアに連絡願
いたい。 

 
6  ASEAN 税関申告書類（ACDD） 
 ACDD (ASEAN Customs Declaration Document)は、USAID（米国国際開発庁）の活動の一環と

して ASEAN の輸入通関における安全性の向上と効率化のために、輸出通関情報を輸入国税関に
事前に連絡する仕組みである。 

 欧州 EU の 54 入力項目を持つ多目的文書様式である単一管理文書 SAD（Single Administration 
Document）を下敷きとして提案されたものだが、ASEAN の状況を加味して必須記入項目を 15 に
限定して提案された。20 

 本年 2022 年 1 月に、マレーシア、タイ、フィリピン、カンボジア、ミャンマー間で ACDD の導
入が合意された。輸出通関情報は商業上の機密情報も含む故、輸出申告における輸出者のオプシ
ョンとなっているが、輸入者となる取引相手先との合意のもとにオプションが行使されると思わ
れる。適用されたケースでは輸入通関に要する時間が短縮されるメリットが享受される。 
フィリピン税関の情報によると、上記に記載のないインドネシアとフィリピンの間で、2022 年 5
月 13 日から ACDD の実運用 (live exchange) が開始された由である。21  

 

 
19 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE̲Search/FE̲S̲S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=270350,270105,270106,269431,269440,268402,265723,263510,2635
02,263331&CurrentCatalogueIdIndex=8&FullTextHash=1&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=Tru
e&HasSpanishRecord=True 
20 https://pdf.usaid.gov/pdf̲docs/PA00TD5D.pdf 
21 https://customs.gov.ph/asean-announces-the-live-electronic-exchange-of-the-asean-customs-
declaration-document-acdd-of-the-philippines-with-brunei-and-indonesia/ 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=270350,270105,270106,269431,269440,268402,265723,263510,263502,263331&CurrentCatalogueIdIndex=8&FullTextHash=1&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://pdf.usaid.gov/pdf̲docs/PA00TD5D.pdf
https://customs.gov.ph/asean-announces-the-live-electronic-exchange-of-the-asean-customs-declaration-document-acdd-of-the-philippines-with-brunei-and-indonesia/
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7  Trade Information Portal (TIP) 貿易情報ポータル 
 名称： Indonesia National Trade Repository (INTR) 
 設置： シングル ウィンドウ (INSW) の中に組み込まれて設置されている。22 

ASEAN Trade Repository 機構の一部としてインドネシア側の情報開示を担う機能を提
供する。 

 内容： インドネシアの輸出入に係る規則や関連情報が格納されている。 
HS コード、関税率、FTA・EPA 毎の特恵関税率、非関税措置、原産地規則、規制法令類、
輸入規制一覧,、通関要領、所要書類 等 

 運用： 上記 1-6 項で利用のフロー図を引用したが、「Customs Clearance」「Post Clearance」のフ
ローの前に「Pre Clearance」のフローが示されており、それは INTR から始まっている。
即ち INTR は ASEAN 加盟国の協定を果たすという海外向けの機能もあるが、実際には国
内での活用が強く意図されていると思われる。 
同フロー図の表示だけを記述すると次の通りとなる。 
INTR にアクセスする ⇒ 必要情報を探す ⇒ 情報を収集する ⇒ ライセンスや許認可
として何が必要か分かったところで次の Customs Clearance のフローに進むという段取
りとなる。 

 管理： INTR は INSW の内部構造に組み込まれていることも有り、情報の更新等も含めた管理は
INSW 運用庁(Operating Agency)がその任に当たっている。Web ページには免責事項とし
て情報は必ずしも最新ではないこともあるので、都度確認することが求められている。 

 
8  ASEAN 税関トランジットシステム ACTS (ASEAN Customs Transit System) 
ASEAN 加盟国との陸上運送による輸出入が主力ではないインドネシアは、ASEAN の税関トランジッ
トシステムである ACTS には参加していない。 

 
 

カンボジア 
1  シングル ウィンドウ (National Single Window) 
1-1 概要 
(1) 名称： Cambodia National Single Window  (CNSW) 
(2) 稼働： 2008 年  税関システム ASYCUDA23 World 導入 

2014 年  CNSW 開発のための Blue Print24の提供受ける 
  2018 年 3 月 シンガポールの VCC 社25に開発が発注される 

 
22 https://insw.go.id/intr  
23 国連貿易開発会議（UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development）が途上国に無償供
与するために開発した税関システム。Automated System for Customs Data (ASYCUDA) 
24 世銀(World Bank)の元にタイのコングロマリット PM Group に主導された Cambodia National Single 
Window Preparation Technical Assistance Team が CNSW のあるべき姿を示した青写真(Blue Print) 
25 VCC 社 (vCargo Cloud Pte Ltd.) http://www.vcargocloud.com 2013 年創業 

https://insw.go.id/intr
http://www.vcargocloud.com
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2019 年 7 月 CNSW 稼働開始を公示。ASEAN Single Window と連携し電子
原産地証明 ePCO (ATIGA eForm D)に参加 

(3) 主管： 財務省 税関 
(4) 推進体制・運用： NSW 運営委員会（2015 年設置） 

① NSW 事務局 ② NSW 法制分科会 
③ NSW プロジェクトチーム 

 
1-2 連携省庁・当局等 

① 関税・消費税総局 GDCE (General Department of Customs and Excise) 
② 商業省 MOC (Ministry of Commerce) 
③ カンボジア開発評議会 CDC (Council for the Development of Cambodia) 
④ 農林水産省 MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) 
⑤ 健康省 MOH (Ministry of Health) 
⑥ 産業・科学・技術・イノベーション省 MISTI  

 上記 6 省傘下の 10 庁が実装している。 
 銀行は以下の８行と連携されている。 

Cambodian Public Bank, Foreign Trade Bank of Cambidia, Prince Bank, 
Acleda Bank, Phillip Bank, Vattanac Bank, Wing Bank, Canada Bank 

 
1-3  CNSW の構造 

 
貿易・物流業界に関係する IT システムを政府や業界に提供。V CC CamelONE その後 GUUD といった自社開
発の既成プラットフォームをベースに提案する方式と思われる。 
本社：シンガポール 海外支社：中国、インドネシア、ケニア 

出典：National Single Window & ASEAN Single 
Window by NSE Secretariat(カンボジア)。 
https://commerce-cambodia.com/wp-
content/uploads/2021/08/NSW-ASW-
Technical-Overview-MOC.pdf 

https://commerce-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/08/NSW-ASW-Technical-Overview-MOC.pdf
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(1) 許認可対象手続 
よく使用される表現通り LPCO を対象とする。 

 L:  License 商品リストにつき通常 3，6，12 か月有効な輸出入ライセンス 
 P:  Permit 一回の輸出入事案ごとに与えられる許可 
 C:  Certificate アイテムごとに供与される原産地あるいは国際標準準拠の証明 
 O:  Others 他のマスターリスト26やマニフェスト27等一定期間有効な文書 
(2) LPCO 手続きのフローチャート 

(3) NSW の Phase を追った整備状況 
2016 年に米国国際開発庁-貿易と投資を通じての「ASEAN の結び付き」プロジェクト（USAID – 
ACTI: United States Agency for International Development - ASEAN Connectivity through Trade 
and Investment)の協力の基に実施された必要度評価分析の結果、3 つの Phase に分けで開発する
との目安が策定された。 
(i) Phase 01  (完了)  

① 商業省の電子原産地証明システムを税関システム ASYCUDA に連携 
② ASEAN 加盟国と域内原産地証明 ATIGA Form D の授受 
③ 税関と VCC 社 (GUUD 社)28との協業で開発 

(ii) Phase 02 （完了） 
④ 貿易関連手続の申請と給付に掛かるソフトウェアの開発 
⑤ 貿易に係る主要な規制当局の参入 
⑥ 適切な能力開発 
⑦ システムの保全と最適化 

 
26 主に製造業が投資優遇を受けるための原料や機械、設備の年間輸入計画書 
27 積荷目録。船積貨物の明細書。船名、積地、揚地、運送書類番号（B/L No.や Sea Waybill No.など）、個
数、重量、容積、荷姿、などを記載。積地で船会社が作成し、揚地の代理店へ送達、輸入国税関に提出され
る。 
28シンガポールの IT 会社 vCargo Cloud 社は 2020 年に貿易円滑化部門を分社化し、GUUD グループを設立し
た。 https://www.biospectrumasia.com/news/46/16770/vcargo-cloud-launches-guud-trade-platform-to-
simplify-global-trade-processes.html  

出 典 ： National Single 
Window & ASEAN Single 
Window by NSW 
Secretariat。 
https://commerce-
cambodia.com/wp-
content/uploads/2021/08
/NSW-ASW-Technical-
Overview-MOC.pdf 

https://www.biospectrumasia.com/news/46/16770/vcargo-cloud-launches-guud-trade-platform-to-simplify-global-trade-processes.html
https://commerce-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/08/NSW-ASW-Technical-Overview-MOC.pdf
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⑧ VCC 社(GUUD 社)が開発・実行 
(iii) Phase 03（2022/2023 年から開始する） 

⑨ LPCO の取扱いに付き、未だ対応出来ていない省庁への拡張 
⑩ LPCO についてリスク管理システムを導入する 
⑪ AEO 制度29への対応 
⑫ 国際基準や安全を確保するために可能な新しい機能や技術を取り入れる 
⑬ 新しいシステム導入にあたって対応能力育成 

(4) 既存の税関システム ASYCUDA を継続使用した NSW の構成 
 一般的にシングル ウィンドウは、税関手続き、その他各種許認可、証明、ライセンス発給

などの機能(Regulatory Procedures)を一括して One Stop で処理できるように設計されるこ
とが多いが、カンボジアでは税関手続きが中心となる稼働中の ASYCUDA World をそのま
ま継続使用し、周辺にカンボジアの事情に合わせた補完システムを構築することで、全体と
して NSW の機能を実現する方向で進められている。 

 ASYCUDA を利用する上の便宜もあると思われるが、輸出入申告書は SAD（Single 
Administrative Document：通関申告書）30が使用されている。 

(5) e-Customs の導入 (ASYCUDA の機能の補完)31 
 ASYCUDA World はもっぱら上記の SAD を処理することである一方、税関には他にも処

理すべき業務があるので、これらの自動化を目的として e-Customs システムが構築されて
いる。 

 具体的な機能は次の通り 
① 小規模貿易業者用の簡易化・要約化した通関申告 
② 運送許可（一般貨物および石油） 
③ 輸入時に関税等を支払っていない既存の課税貨物の処理 
④ 国内および国際運送申告 
⑤ 歳入局との歳入金額の突合せ 
⑥ その他 

 税関の効率的な業務と貿易円滑化のために ASYCUDA と e-Customs はデータを共有する。 
 

1-4  税関のリスク管理フロー 
 次頁の図はリスク管理のフローで、自動化は各所で進んでいると思われるが、SAD もデータ使

用の傍らで書面として印刷してから使用する必要性もあり、電子化の恩恵が十分に生かされる
には至っていないようである。 

 
29 税関が承認・認定した貨物のセキュリティ管理と法令遵守（コンプライアンス）の体制が整備された事業者 
(AEO: Authorized Economic Operator)に対し、税関手続において優遇措置を提供する制度。 
30 1988 年に EC で開発された税関申告書の欧州標準様式。 
31 Progress of Customs Automation and National Single Window （2017） 
https://www.unescap.org/sites/default/files/4.%20Session%201%20%28Part%202%29̲Cambodia%20Coun
try%20Status.pdf 

https://www.unescap.org/sites/default/files/4.%20Session%201%20%28Part%202%29_Cambodia%20Country%20Status.pdf
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出典：Progress of Customs Automation and National Single Window (2017) 

 

1-5 NSW の円滑な開発と運用のために法制面の整備 
① ASEAN Single Window に参加するための合意 
② ASEAN Single Window に参加するための手順・規則 
③ 税関に係る法令整備 
④ 電子商取引に係る法令整備 
⑤ 2015 年 3 月 11 日付の NSW 運営委員会設置に係る閣僚会議令(Sub-decree) 25ANKr.BK 
⑥ 2019 年 6 月 25 日付の NSW 実装に係る省令（Ministerial Decree）575MEF.PRK 
⑦ 2020 年 2 月 20 日付の輸入禁止・制限リストの強化に係る閣僚会議令(Sub-decree)  

No. 17ANKr.BK 
 

1-6 NSW の国際連携 ASW との連携 
(1) ASW はセンターシステムを構築して加盟各国が同センターシステムに接続するという中央

統括型ではなく、加盟各国の NSW の前に加盟各国共通の ASW ゲートウェイを設置し、これ
らの ASW ゲートウェイ同士を連携することで各国の NSW が間接的に連携されるという分
散型である。これによりネットワークが形成され、そのネットワークがそのまま ASW とし
て機能する。 
(ア) カンボジアの場合 CNSW と ASW ゲートウェイの連携の部分を図示したものが CNSW
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事務局から提供されている。32（以下の図を参照） 

 
1-7  NSW としての課題と今後の展開 

2022 年 5 月に開催された国連 CEFACT 第 38 回フォーラムにおいてカンボジア税関・付加価値
税庁 副長官 兼 カンボジア シングル ウィンドウ事務局長のエンベン ファ氏33は、現行の
NSW の課題や向後の予定について次のように語った。 

(1) 改善されるべき点 
① 参加省庁間でも、民間の利用者間でも、IT の取扱い習熟度が違うことにより、SW 運

用による効率向上が十分に享受できていない。 
② 関係省庁の手続きデータ項目が十分に統一されていないこと、HS コードが未導入で

あることなど、ハーモナイゼーション（相互調整）に問題がある。 
③ 人的資源が不足していること。 
④ 官民からの協力が不十分なために本来の本格稼働に入れていない。 
⑤ SW の利用は現在無料となっているため、維持費の負担が嵩む。 
⑥ 貿易円滑化の要である National Single Window への資金的なサポートが十分でない。 

(2) 課題 
CNSW 事務局長の見解としては、SＷを構築することもさることながら、それを十分生か
せる環境づくりが重要である。SW を使いこなせないと、地域経済との連携にも支障をき
たす。システムを使いこなすためにはシステムに適するように従来の業務形態を見直して
無駄を無くすなど、SW 利用者サイドも然るべき対応が、マインドを高めることも含めて

 
32 https://commerce-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/08/NSW-ASW-Technical-Overview-
MOC.pdf 
33 Mr. Engveng Pha, Deputy Director General, The General Department of Customs and Excise of Cambodia 
and Chair of NSWSC Secretariat  

https://commerce-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/08/NSW-ASW-Technical-Overview-MOC.pdf
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必要である。課題や検討すべき点を列挙すると次の通りである。 
① 政策レベルの意志決定と、実務レベルの積極的参加の両方が必要である。 
② 行政組織の技術的な適応が必須である。 
③ 貿易円滑化への貢献の重要性を行政諸機関が自覚する必要がある。 
④ 冗長で複雑な行政手続きは単純化しなければならない。 
⑤ 円滑な稼働を実現するためには十分なトレーニング実施が重要。 
⑥ 取扱い可能で、かつ安全な技術を使用すべきである。 
⑦ アクセスに問題がなければ、National Single Window は必ずしも 1 つでなくても構

わない。 
⑧ National Single Window を構築するための完璧な方法など無い。34 

(3) 評価と今後の予定 
 課題を残しつつも機能的には上記の Phase 02 まではカバーできるところまでは来てい

るので、Phase 03 に向けてシステムの充実を図る。 
 2021 年 1 月 18 日、税関・付加価値税庁（General Department of Customs and Excise）

は、開発のパートナー応募者を招き、カンボジアの貿易円滑化を促進するために、進
行中あるいはこれから予定する協力事業について会議を開催した。 

 席上 CNSW 事務局長は National Single Window 構築プロセスおよび本格展開に向け
たプロセス（Phase 03 の実装）の評価について、開発パートナーの協力を要請した。 

 これに対して ARISE Plus Cambodia35は、National Single Window の評価作業への技術
的な協力を行うことに興味がある旨を表明、同席で採用された。 

 
2  法制度 
2-1 電子取引法 
(1) 名称： Law on Electronic Commerce36  NS/RCM/1119017 
(2) 施行： 2019 年 10 月 18 日 
(3) 概要： 幾つかの項目だけ概要を抜粋 

第 5 条 電子通信の法的認知 
誰も電子通信(Electronic Communication)の有効性、法的効果、証拠能力、強制力の認知を、
それが電子的に作成されたこと、あるいは電子的に通信されたことを理由に、拒むことはでき
ない。 
第６条 紙の書面が要求される場合の対応 
① 情報あるいは記録が紙の書面で求められる場合であっても、データにアクセス出来て、後

続業務に利用できるものであれば電子的に作成された通信文書は書面と同等と見做され
る。 

 
34 There is no perfect way to build National Single Window. 
35 ARISE Plus は、EU の ASEAN との経済関係強化のために、ASEAN 諸国を支援するために作られた組織。  
36 https://commerce-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/06/eCommerceLawEN.pdf  

https://commerce-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/06/eCommerceLawEN.pdf
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② 複数のコピーの提出が法律上の要件となっている場合、電子通信を一部提出するだけで、
同法令の要件は満たされていると見做される。 

第 7 条 署名が要求される場合の対応 
① 署名を付すことが要求されるケースでは、次の要領で付された電子署名を以て、署名をし

たと見做される。 
(a) 電子署名した本人が特定でき、なおかつ、その本人が署名した電子通信の内容を本人

の意志によるものである、と確認できるものであること。 
(b) 電子通信がなされた状況からみて、その電子通信が信頼できるものであること。 

② 署名が要求されている場合、あるいは署名が無い時にどうなるかが規定されている場合、
いずれの場合にも上記①が適用される。 

 
2-2  電子署名 
(1) 電子署名法37 

2017 年 12 月 29 日に施行された閣僚会議令(Sub-decree)No. 246 ANKR.BK において電子署名
の取扱いが明示された。 
① 目的 

a) 電子署名の原則と主管部局の規定 
b) 認証の発行、変更、停止、終了、失効に係る規定 
c) 電子署名認証 (Certification of Digital Signature) 
d) 認証局の義務 
e) 電子署名証明書保有者の義務 

② 主管部局 
 電 子 署 名 管 理 に つ い て は 郵 政 通 信 省 (MPTC: Ministry of Posts and 

Telecommunications)が主管する。 
 情報通信技術総局(GDICT: General Department of Information and Communication 

Technology)は、郵政通信省の次の業務に係る主務者である。即ち、この閣僚会議令
および関連規定に基づいて電子署名に関して、これを管理し、発給し、検査し、監視
すること。（第 5 条）。 

 郵政通信省は技術標準および、電子署名の管理と利用に係る安全性と効率を強化する
ための施策を策定しなければならない。 
例えば、公開鍵作成のための標準や構造、およびその適用に係るガイドラインなどで
ある。 

 また、郵政通信省はカンボジアにおける全ての認証局の名前を公示しなければならな
い。 

③ 電子署名が有効となる要件 

 
37 https://asset.cambodia.gov.kh/mptc/media/2022/02/7-Digital-Signature-English.pdf 

https://asset.cambodia.gov.kh/mptc/media/2022/02/7-Digital-Signature-English.pdf
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a) 電子署名者が正しく、決められた特性を有することが確認されること。 
b) 電子メッセージの原本性が確認されること。 
c) 電子署名を付した日時が確認されること。 
d) 郵政通信相が指示するその他条件 

④ 主要規定 
第 10 条 認証局の認証を受けた電子署名を付した電子文書は書面による文書と同等の法

的効果を有する。 
第 11 条  金融関係の取引には電子署名が必要であるとの趣旨。 
第 12 条  勝手に電子署名のためのキーを作成することを禁止する趣旨。 
第 13 条  海外の認証局が認証した電子署名はこの閣僚会議令の規定、郵政通信省の許可、

カンボジアが締結した国際定に則して検証されるべきこと。 
(2) 認証局 

 機関(Institute)：郵政通信省傘下の情報通信技術総局(GDICT) 
 規制当局／認証局／電子署名証明書(Digital Signature Certificate) の発給者：認証局管理

者 (Controller of Certification Authorities) 
 アクセス先： https://www.dti.gov.ph 

 
3  ASEAN シングル ウィンドウ (ASW) との連携 
3-1 電子特定原産地証明 (e-PCO: Electronic Preferential Certificate of Origin) 

カンボジアを含め ASEAN 加盟 10 か国は、2019 年 12 月 30 日に ASEAN 特恵関税適用の判断基
準となる電子原産地証明 ATIGA 
e-Form D の実運用開始を宣言し
た。 

 
(1) ATIGA eForm D 

(i) CNSW における電子原産地
証明発給の画面は、およそ右
のイメージである。 

 

（ 注 ） 〇 で 囲 ま れ た 部 分 は REC(Renewable 

Energy Certificate)に関係する記述 

出 典 ： Workshop on Cross-Border Trade 

Facilitation in Cambodia July 28-29, 2021 | 

Phnom Penh, Cambodia38   

 
38 https://commerce-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/08/ATIGA-e-Form-D.pdf 

https://www.dti.gov.ph
https://commerce-cambodia.com/wp-content/uploads/2021/08/ATIGA-e-Form-D.pdf
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(ii) 印刷に展開する画面 

 

(iii) プリント画面のレイアウト 

(2)  ePCO の発給要領 
 
 
 
 
 
 
 

出 典 ： Workshop on Cross-

Border Trade Facilitation in 

Cambodia July 28-29, 2021 
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(3) ASEAN 加盟各国の ATIGA e-Form D の受け口となる ASEAN Gateway の URL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Workshop on Cross-Border Trade 

Facilitation in Cambodia July 28-29, 2021 

 

(i) 原産地自己証明 (AWSC) 

2020 年 9 月 20 日に汎アセアン自己証明の制度(AWSC: ASEAN-wide Self-Certification)がス

タートしてから、各 AMS が優良と認めた自国の輸出者に対して、特恵関税適用のために必

要となる域内原産を証するための特定原産地証明を、第三者機関に発行を依頼せず、輸入者

向けの輸出者のインボイスなど船積文書に、輸出者自身が原産地を証する宣言文を記載する

ことで、代用させることが認められるようになった。 

カンボジアは 2015 年 7 月 7 日に原

産地自己証明パイロットプロジェク

ト（SCPP：Self Certification Pilot 

Project)に参加した。2020 年までに

参加しているのは、カンボジアの他、

ブルネイ、シンガポール、マレーシア、

タイ、ミャンマーである。 

因みに ASEAN 各国の AWSC 取扱い

機関は左図の通りである。 

 

 

出典：AWSC Guidebook 

https://asean.org/wp-
content/uploads/2021/09/ASEAN-wide-
Self-Certification-Guidebook-web.pdf 

https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-wide-Self-Certification-Guidebook-web.pdf
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3-2 電子植物検疫証 (e-Phyto: Electronic Phytosanitary Certificate) 
カンボジアは国際植物防疫条約(IPPC: International Plant Protection Convention)に加盟しており、
IPPC は植物検疫を電子化すべく ePhyto システムを構築している。 
カンボジアでの担当省庁は農林水産省傘下の農業総局 植物検疫部(Plant Protection, Sanitary and 
Phytosanitary Department, Plant Protection, Sanitary and Phytosanitary Department, General 
Directorate of Agriculture of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)である。 

 
3-3 電子輸出申告情報共有 (ACDD: ASEAN Customs Declaration Document) 

輸入国の税関にとって、案件ごとに輸入申告をチェックし通関許可、貨物搬出許可を出すのは、
関税等の徴収という観点からも、負荷の掛かる作業となる。輸入者から輸入申告が提出される前
に、輸出国税関から輸出通関申告データの主要部分だけでも先に G2G ベースで入手できれば、チ
ェックに掛かる労力は軽減される。しかし輸出申告データは商業上の機密事項を含み輸出者が所
有権を有するものである。そこで ASEAN の場合、輸出申告時に輸出者が同意した案件のみ、輸
出国税関がシステムを使って輸出申告データの中から特定の 15 項目のデータだけを自動抽出し
て ACDD を作成し、輸入国税関に伝送する仕組みを構築した。仕組み自体は各国税関の便宜から
発想されているが、これを適用することによる輸入通関作業効率化に伴い、結果的に物流全体の
時間的な短縮が期待できることから、輸出入者側にもメリットが生じ、これが ACDD に同意する
素地となっている。 
ACDD はあくまでも輸出者ごと事案ごとのオプションであり、かつ AMS も準備が出来たところ
から参加することになっているが、カンボジアは既に準備が出来た国として参加している。 

 
3-4 税関トランジットシステム (ACTS: ASEAN Customs Transit System) 

発効： 2020 年 11 月 30 日 
合意国：  カンボジア、シンガポール、マレーシア、タイ、ラオス、ベトナム 
 ACTS は AMS (ASEAN 加盟国) の国境を跨ぐ陸上運送において、通過国での通関を無くす

など国境管理を柔軟にすることで、ASEAN の域内経済活性化を優先させる施策である。 
 カンボジアが関係する主要なルートは、カンボジア ↔ タイ ↔ マレーシア ↔ シンガポー

ルである。 
 ACTS の合意内容は次の通り。 

① 輸出通関は輸出国で、輸入通関は最終輸入国で行われるだけとなる。通過する国の国境
では当該国税関に、輸出通関時に ACTS に基づいて発行される仮許可番号 Dummy 
Permit Number とデータが共有されるので、通関は不要となる。 

② 関税支払いに係る銀行保証も、一件につき一回だけで、通過国ごとに差し入れを要求さ
れることは無い。 

③ 運送する貨物のトラック積替えやトレーラーヘッドの交代も不要となる。 
 ただし現在は COVID-19 への対応もあり、貨物の積替えなど従来の要領での運送が求めら

れ、ACTS がそのまま実現される状況にはない模様である。 
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4  貿易情報ポータル (TIP: Trade Information Portal) 
TIP は、貿易簡易化と電子ビジネスのための国連センター（UN/CEFACT：United Nations Centre 
for Trade Facilitation and Electronic Business）が発出している勧告第 38 号で、貿易手続を透明化
し、予期しない手続き結果による不都合を事前に回避するなどを基本的な目的とすると共に、各
国貿易業界のマーケティングにも資する内容の貿易情報ポータルの設置を、各国政府に求めてい
るものである。 
カンボジアでは Cambodia National Trade Repository39 があり、同サイトはアクセスすると検索
ボックスが表示される。ここから必要な情報を取り出せるようになっている模様だが、タグとし
ては次の項目が表示される。 
 

手続き名 (Procedure Name)   

Application for Phytosanitary Certificate  植物検疫申請 

Application for Pre-Arrival Assessment 貨物到着前の商品評価 

Application for Certificate of Origin  原産地証明申請 

Application for Veterinary Certificate  動物検疫申請 

Application for Health Certificate for Food 
Import/Exports  

輸出入食品検査申請 

Application for Customs Permit 税関許可申請 

Application for Customs Permit of Free Zone 
Management Dept.  

Free Zone 管理に係る税関許可申請 

Application for permit to import Petroleum, Gas, 
and Oil, and Duty Free Goods 

石油、ガス、油、無税品の許可申請 

Application for verification of value on Customs 
Value Declaration  

輸入申請金額の裏付け 

Application for Chemical Substance Use License  化学物質使用許可証 

 
5  貿易プラットフォーム 

貿易プラットフォームに該当するようなシステムは保有しない。 

 
39 https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/index 

https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/index
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=1
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=5
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=6
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=7
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=8
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=10
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=11
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=12
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=14
https://cambodiantr.gov.kh/index.php?r=searchProcedure/view1&id=15
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原産地規則便利ノート 第５部 非特恵原産地規則： 
日･米･欧の非特恵原産地規則の概要 

 主席研究員 今川 博  

 
前回は、物品の輸入通関に際しての最恵国税率適用の是非若しくは物品の原産地表示の適否を決め

る関税関係法規としての非特恵原産地規則、又は物品の輸出入を規律する通商法規の一部としての非
特恵原産地規則などについて、WTO 協定附属書 A (物品の貿易に関する多角的協定) に含まれる原産
地規則に関する協定 (以下｢原産地規則協定｣) 第１条１の定義に基づいて、策定される予定であった
｢WTO 調和非特恵原産地規則｣（以下｢調和規則｣）との比較を含めて全体像を説明しました。今回は、
日本、米国及び EU の現行非特恵原産地規則を相互に比較しながら全体像が掴めるように解説します。 

日本･米国･EUの非特恵原産地規則は、それぞれ異なる形態の法源を持ちます。日本･EUでは、関
税関係の基本法から実施法規、個別規則へと、より詳細、具体的な規律がピラミッド型に形成される
点を特徴としますが、日本では非常に簡素に、EUでは細部に至るまで詳細に定められています(図表
１及び２参照) 。一方、米国は制定法がある繊維･繊維製品分野、原産地表示に係る米国･カナダ･メキ
シコ間の物品貿易に適用される規則(NAFTAマーキング･ルール)を除き、実質的変更に関して蓄積さ
れた判例法が個々の事例に適用されます(図表６参照)。したがって、３か国の非特恵原産地規則を同
列に比較することは容易ではないので、まず、日欧の規則比較で重なる点と相違する点を明確にし、
米国規則は全体像を書き下した後に、原産地規則協定との整合性、日欧との相違点について焦点を当
てる形で進めることとします。 
1. 日本の非特恵原産地規則の体系 

図表１：日本の非特恵原産地規則の体系 (総括表) 

日本にはEUのような多目的に使用することを前提とした１本の非特恵原産地規則は存在しません。
事実上、最恵国 (WTO) 税率適用にあたり原産国を決定するために策定された関税法施行令以下に規
定される規則が、輸出入通関の際に原産国決定を必要とする場合に適用されています。不正競争防止
法上の原産地表示の判断のように個別の法律の下で独自の原産地基準を適用する場合を除いて、物品
の輸出入における原産国決定には、関税法施行令以下の非特恵原産地規則が準用されることが多く、
商工会議所が発給する一般原産地証明書も同様です。 

法律レベルの根拠は、関税法第7条の２第１項でAEO輸入者に認められる｢特例申告｣の申告内容につ

根拠規定 規定内容 

関税法第 7 条の 2 第 1 項 申告の特例 (原産地に直接の言及なし) 

関税法施行令第４条の 2 特例申告書に特例申告貨物の原産地を記載 

関税法施行規則第１条の 6-7 
６．完全生産品の指定 

７．実質的な変更を加える加工又は製造の指定 

関税法基本通達 68-3-5～9 協定税率を適用する場合の原産地の認定基準等を補足 
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いて課税標準、税額その他必要な事項を記載すべきことを定めた規定を根拠としています。関税暫定
措置法において一連の詳細規定を置く一般特恵原産地規則と比較すると原産地に対する取扱いが小さ
いため、単独の条文として原産地判断基準を探しても見つかりません。本規定が置かれる前までは、関
税法基本通達に根拠規定が置かれていたこともあり、調和規則の完成が現実味を失った段階で、AEO
輸入者に対する規定整備に併せて最低限の法的認知を行う措置を講じたものと考えられます。 

したがって、日本の非特恵原産地規則の根源となる規定は政令レベルで規定され、関税法施行令第
４条の２ (特例申告書の記載事項等) 第２号において｢特例申告貨物の原産地｣ として特例申告に関
連した要件の一つであることを定めつつ、同条第４項では保税蔵置場の外国貨物を置くことの承認申
請に際して記載すべき貨物の原産地などの保税関連規定、同令第59条第1項第2号では輸入申告書にお
ける｢貨物の原産地｣を記載する際の基準として、以下について定める財務省令上の規則が適用される
べきことが規定されます。この規定が、EUの非特恵原産地規則の根源となる関税法典第60条に相当す
るものです。この規定は、原産地規則協定が策定予定であった調和規則と同様な基本構造になってお
り、｢完全生産品｣と｢実質的変更が加えられた物品｣から構成されます。 

関税法施行令第４条の２第４項 
第１号  一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品 
第２号  一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに

実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品 
EUと異なるのは、EUが関税法典において実質的変更の法的な概念定義を厳密に規定しているのに

対し、日本では省令委任方式で実質的な規則を関税法施行規則第１条の６ (完全生産品の指定) 及び
７ (実質的な変更を加える加工又は製造の指定) で規定していることです。同施行規則第１条の７で
は、 

物品の該当する関税定率法別表の項が当該物品のすべての原料又は材料（当該物品を生産した国又は地域が原産
地とされる物品を除く。）の該当する同表の項と異なることとなる加工又は製造（税関長が指定する加工又は製造を含
む。）とする。 

としていることから、HS項 (４桁) 変更のみを基本的な判断基準としていることが分かります。これ
を補足する形で、通達レベルの 関税法基本通達68-3-5 (2) において、以下を規定します。 

物品の生産が二国以上にわたる場合は、令第４条の２第４項第２号及び規則第１条の規定を適用して原産地を決
定するが、この場合、実質的な変更をもたらし、新しい特性を与える行為を行った最後の国を原産地とするものとする。 

原産地規則協定では、実質的変更の概念及び判断基準を 
•  最後の実質的な変更が行われた国（the country where the last substantial transformation has been 

carried out）を原産国とする  
•  実質的変更の判断には、HS号又は項の変更を用いる。関税分類変更のみで実質的変更を明確に定め

られない場合、補足的な基準として付加価値、加工工程を用いる 

としていることから、日本の非特恵原産地規則は、｢HS号 (６桁) の変更｣を認める余地を明文で規定
すべきこと以外は、原産地規則協定に整合的かつ理想的なものということができます。しかも、品目別
規則をあえて策定せず、「HS項変更」を規定することで、５年毎に行われるHS改変にかかわらず原産
地決定が最新のHSで行うことができることが大きなメリットです。これは、日本のEPA原産地規則の
多くが未だHS2002年版を使用するなど、実際の通関に際して使用する最新のHSと異なるHS版を常に
参照しなければならない煩わしさがなくなります。ただし、項変更のみを基準とするデメリットは、同
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じ機械製品セクターなどでHSの構造が異なるという理由だけで組立工程の実質的変更の有無が左右
されるという不条理が生じてしまいます。 

こうした項変更のみを実質的変更とする原則規定の補正のための規定として、関税法施行規則第１
条の７の文末括弧書きにある｢税関長が指定する加工又は製造｣が存在します。これは、関税法基本通
達68-3-5 (4)として規定され、加工工程基準 (例えば、HS第28類から第40類までに分類される物品で
化学的変換を伴う製造など)、号変更を含む項内変更として｢項変更が生じない加工における実質的変
更の認定｣(例えば、HS第71.01項から第71.04項までに属する加工していない物品 (真珠、ダイヤモン
ド、貴石・半貴石など) から当該各項に属する物品の加工など) が規定されています。しかしながら、
品目別規則で細心の注意を払って策定されるEPA原産地規則と比較すると粗さが顕著になります。そ
のため、輸出の際に関税法施行令を準用すると｢made in Japan｣の標章が使用できない不都合が業界に
よって著しいため、繊維･繊維製品などは業界ルールを設定して独自運用しています。 
 

2.  EUの非特恵原産地規則の体系 

図表２：EUの非特恵原産地規則の体系 (総括表) 

 EU関税法典には物品貿易に関する関税その他の措置の実施上の基礎となる関税分類、原産地、関税
評価などの要素について定める第２編 (Title II) の第２章 (原産地) 第１節 (非特恵原産地規則) と
して、第59条 (適用範囲)、第60条 (原産地の取得)、第61条 (原産地の証明)、第62条 (権限の委任)の
４規定が置かれます。 

根拠規定 規定内容 

EU 関税法典 

第 60 条 

１．完全生産品 

２．実質的変更の定義を満たす物品 

プライマリー･ルール レジデュアル･ルール 

附属書 22-01 
に規定される物品 

（法的拘束力のあるルール

が適用） 

委員会委任規則（EU）第 2015/2446

号第 32 条：生産に 2 ヵ国又は 2 領域以

上が関与する物品（関税法典第 60 条

2）（附属書 22-01 の品目別規則を満

たした国･領域又は同規則が指定する国･

領域に原産地を付与） 

委員会委任規則（EU）第 2015/2446 号第

33 条：経済的に正当化されない加工又は作業

（関税法典第 60 条 2） 

（類別のレジデュアル･ルールを満たした国に原産

地を付与） 

HS 2, 4, 9, 14, 17, 20, 22, 34, 35, 42, 49, 50-63, 64, 69, 71, 72, 73, 82, 84, 

85, 90, 91, 94 類で規定 (太字は当該類の全品目に設定)   

その他の物品 

WTO 非特恵原産地規則調和作業での

EU 提案を適用 （法的拘束力なし） 

(実務上、問題なし。ただし、訴訟になった

場合には関税法典第 60 条の基本原則に

則って判断される。) 

委員会委任規則(EU)第 2015/2446 号第 33

条: 経済的に正当化されない加工又は作業(関

税法典第 60 条 2)(生産に使用された材料の重

量 (HS 1-29, 31-40 類)又は価額面(HS 30, 

41-97 類) での最大貢献国･領域に原産地を

付与） 
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第59条 (適用範囲) は、MFN関税の決定、物品貿易に関連する特定分野を規律する欧州連合の規定
によって創設された措置及び物品の原産地に関する欧州連合の他の措置、例えば、原産地表示、ダンピ
ング防止法などに非特恵原産地規則が適用される旨を定め、FTA･GSPなどの特恵関税に関する原産地
規則を適用対象から除いています。したがって、原産地規則協定の非特恵原産地規則の適用対象とほ
ぼ同じ扱いとなり、非特恵原産地規則が一本化されて規定されていることも意味します。 

第60条 (原産地の取得) は、以下のとおり非特恵原産地規則の骨格となる定義を定めています。 
第60条 (原産地の取得) 

１． 1か国又は１領域で完全に得られた物品は、当該国又は領域に原産地を有するものとみなす。 
２． ２か国又は２領域以上が生産に関与する物品は、最後の、実質的な、経済的に正当化される加工又は作業

を、その目的のために装備した事業において行い、新たな産品の製造に至るか又は製造の重要な段階を示し
た国又は領域を原産地とする。 

欧州委員会委任規則 (EU) 第2015/2446号第 II 編第１章第１節 (非特恵原産地規則) には、第31条 
(完全生産品定義)、第32条 (２か国･領域が生産に関与する物品)、第33条 (経済的に正当化されない加
工又は作業)、第34条 (軽微な作業)、第35条 (附属品･予備部品･工具)、第36 条 (中立的要素及び包装) 
の６規定が置かれます。 

第32条 (生産に2ヵ国･領域以上が関与する物品) 
附属書22-01に規定される物品は、当該附属書に設定されるルールを満たす国又は領域において、又は当該
附属書のル―ルによって識別された国又は領域において、最後の実質的な加工又は作業を行い、新たな産品の
製造に至るか又は製造の重要な段階を示したものとする。 

第33条 (経済的に正当化されない加工又は作業) 

• 他の国又は領域で行われた加工又は作業は、当該作業の目的が法典第59条で言及される措置 (例えば、ダ

ンピング防止法) の適用を回避することであることが入手できる事実 (available facts) に基づいて立証され

る場合、経済的に正当化されないものとみなす。 

• 附属書22-01に規定される物品については、類別のレジデュアル･ルールが適用される。 

• 附属書22-01に規定されていない物品については、最後の作業又は加工が経済的に正当化されないと認められ

る場合、当該物品は、新たな産品の製造に至るか又は製造の重要な段階を示した最後の、実質的な、経済的

に正当化される加工又は作業を、材料の価額に基づき最大部分の材料を原産国とする国又は領域で行ったもの

とみなす。 
また、本規則附属書22-01には、以下の基本注釈と法的拘束力のある品目別規則が規定されますが、

この品目別規則は全品目に設定されているわけではなく、中には全く設定されていない類、設定され
ていても数品目のみに留まる類もあります。本附属書はこのように｢虫食い｣の状態で規定されていま
すが、利用者の便宜を考えて｢リスト･ルール｣という名称で法的拘束力のないEUのWTO非特恵原産地
規則の調和作業におけるEU提案を法的拘束力のある規則と共に記載し、実務上、全品目において原産
性を判断できるようにしています (図表３参照)。 
基本注釈 Introductory notes 

1. 用語の定義、付加価値基準の適用方法、繊維製品の完全な製品化 (complete making up) 
2.1  スプリット項・スプリット号に対して、HS通則、部注、類注、号注を必要な変更を加えて適用 
2.2 プライマリー･ルールの関税分類変更要件は、非原産材料に対してのみ適用 
2.3 ローアップ・吸収 (absorption) 規定 
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2.4 代替性のある物品・材料 
2.5 de minimis (関税分類変更要件を満たさない非原産材料の総額がex-works価額の10％を超えない) 
2.6 プライマリー･ルールは、規定される場所にかかわらず等しく適用 
 

図表３：EUの品目別規則表 (｢リスト･ルール｣) の例（第73類） 

3. 日欧の非特恵原産地規則の比較 
 実質的変更を決定する規定は、単純明確さでは日本、多様な事例への柔軟な適用の点では欧州に分
があります。以下に表形式で、日欧の実質的変更を決定する規定の主要点について比較します (図表５
参照) 

図表５：日欧の実質的変更を決定する規定の比較 

関税法施行令第４条の２第４項 EU関税法典第60条 

２ 一の国又は地域において、前号に掲げる物

品以外の物品をその原料又は材料の全部又

は一部としてこれに実質的な変更を加えるもの

として財務省令で定める加工又は製造により

生産された物品 ➡ 概念定義を置かない 

２．２か国又は２領域以上が生産に関与する

物品は、最後の、実質的な、経済的に正当化

される加工又は作業を、その目的のために装

備した事業において行い、新たな産品の製造

に至るか又は製造の重要な段階を示した国又

は領域を原産地とする。 ➡ 概念定義は、

法的拘束力のないEU非特恵調和規則提案

を適用した際の訴訟における判断基準となる 

(米国の実質的変更の判例による判断と類

似) 

類別のレジデュアル・ルール：第 73.01 項の項変更 (CTH) ルールを満たさない場合に適用 

附属書 22-01 に規定される法的拘
束力のある規則は背景がグレー 
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関税法施行規則第１条の７ 欧州委員会委任規則 (EU) 第
2015/2446号 

物品の該当する関税定率法別表の項が当該物品のすべて

の原料又は材料（当該物品を生産した国又は地域が原産

地とされる物品を除く。）の該当する同表の項と異なることと

なる加工又は製造（税関長が指定する加工又は製造を含

む。）とする。 ➡ HS項 (4桁) 変更のみ 

 

 

 

 

 ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその

他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他こ

れらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又

は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若し

くは添付すること、非原産品（一の国又は地域において生産

された前条各号に掲げる物品及びこの条に規定する加工又

は製造がされた物品以外の物品）の単なる混合、単なる部

分品の組立て及びセットにすること並びにこれらからのみ成る

操作及び露光していない平面状写真フィルムを巻くことを除

く。 ➡ EUの委任規則第34条 (軽微な作業) に対応 

第32条 (生産に2ヵ国･領域以上が関与する物品)： 

附属書22-01に規定される物品は、当該附属書に設

定されるルールを満たす国又は領域において、又は当該

附属書のル―ルによって識別された国又は領域におい

て、最後の実質的な加工又は作業を行い、新たな産品

の製造に至るか又は製造の重要な段階を示したものと

する。 ➡ HS 2,  4, 9, 14, 17, 20, 22, 34, 35, 

42, 49, 50-63, 64, 69, 71, 72, 73, 82, 84, 

85, 90, 91, 94類で 規定 (太字の類は、当該類の

全品目で規則設定)   

第34条 (軽微な作業)  以下は、原産性を付与するに

当たって、実質的な、経済的に正当化される加工又は

作業と認めない。 

(a) 輸送中及び蔵置中に物品の状態を良好に保つため

の作業(通風、天日干し、乾燥、損傷部分の除去その

他類似の作業)又は船積み又は輸送を促進するための

作業 

(b) ほこりの除去、ふるい分け、仕分け、区分、照合 

(matching)、洗浄、分割からなる単純な作業 

(c) 再梱包、積送貨物の分割及び集積、瓶、缶、容器、

袋、ケース、箱への単なる詰め替え、カード又は基板の

操作、その他すべての単純な包装作業 

(d) 物品をセット、アンサンブル又は小売用にそろえること 

(e) 標章、ラベル又は他の類似した識別記号を物品又は

その包装上に貼付すること 

(f) 完成品にするための物品の部品の単なる組立て 

(g) 分解又は用途の変更 

(h) 項目(a)から(g)までに規定される作業の二以上の組

み合わせ 

第33条 (経済的に正当化されない加工又は作業) 
• 他の国又は領域で行われた加工又は作業は、当該作

業の目的が法典第59条で言及される措置 (例えば、

ダンピング防止法) の適用を回避することであることが

入手できる事実 (available facts) に基づいて立証さ

れる場合、経済的に正当化されないものとみなす。 

関税法基本通達68-3-5 

実質的変更の解釈基準 

(2) 物品の生産が二国以上にわたる場合は、令第４条の

２第４項第２号及び規則第１条の７の規定を適用して

原産地を決定するが、この場合、実質的な変更をもたら

し、新しい特性を与える行為を行った最後の国を原産地と

するものとする。 

税関長が指定する加工又は製造 

(4) 項変更基準以外に、加工工程基準 (例えば、HS第

28類から第40類までに分類される物品で化学的変

換を伴う製造など)、号変更を含む項内変更としての

「項変更が生じない加工における実質的変更の認定」 

(例えば、HS第71.01項から第71.04項までに属する

加工していない物品 (真珠、ダイヤモンド、貴石・

半貴石など) から当該各項に属する物品の製造な

ど) ➡ 項変更ルールの例外 
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日本版レジデュアル・ルール 
(5) 自国産以外の２種類以上の原料又は材料 (以下｢原

材料｣という｡) を使用した製造において、当該原材料の

中に当該製造後の物品に特性を与える重要な構成要素
となるものとそうでないものとがある場合において、重要な構

成要素となる原材料からみて、当該製造が規則第１条の

７に規定する実質的な変更を加える加工又は製造 (税

関長が指定する加工又は製造を含む。) に該当するとき

は、当該製造は規則第１条の７に規定する実質的な変

更を加える加工又は製造 (税関長が指定する加工又は

製造を含む。) とみなすものとする ➡ 重要な構成要素

となる原材料が実質的変更要件を満たせば産品に原産

性を付与 (衣類に適用されるEPA原産地規則で身頃が

関税分類を満たせばよいとする内容に類似)。欧州のような

すべての事例に適用されるレジデュアル・ルールは存在しな

い 

• 附属書22-01に規定される物品については、類別のレ

ジデュアル･ルールが適用される。 ➡ 法的拘束力のあ

る附属書22-01の規則を満たさない場合には、拘束力

のある当該類のレジデュアル･ルールが適用され、原産国

を決定する 

• 附属書22-01に規定されていない物品については、最

後の作業又は加工が経済的に正当化されないと認めら

れる場合、当該物品は、新たな産品の製造に至るか又

は製造の重要な段階を示した最後の、実質的な、経済

的に正当化される加工又は作業を、材料の価額に基づ

き最大部分の材料を原産国とする国又は領域で行った

ものとみなす。 ➡ 拘束力のない品目別規則 (リスト・

ルールと呼ばれるEUの調和規則提案) を満たさない場

合に適用されるレジデュアル・ルールは、以下のルールで、

法的拘束力あり 

EUのレジデュアル・ルール 
生産に使用された材料の重量 (HS 1-29, 31-40類) 

又 は価額面 (HS 30, 41-97類) での最大貢献国･領

域に原産地を付与 

4. 米国の非特恵原産地規則の体系 
図表６：米国の非特恵原産地規則の体系 (総括表) 

品目分野等 
原産地表示, 数量制限その他関税法の適用 (繊維･繊維製品),  

通商法第 201 条･第 301 条, 通商拡大法第 232 条 
繊維・繊維製品  

 イスラエル 米イスラエル FTA 繊維ルール（19 CFR § 12.130、 §102.22） 

 その他 繊維ルール（19 CFR §102.21、19 U.S.C. § 3592） 

その他の物品  

 NAFTA 構成国 NAFTA マーキングルール（19 CFR §102.11-§102.20） 

 その他の国 実質的変更ルール（19 CFR §134.35(a)、19 U.S.C.§ 2518(4)(B)） 
米国においては、最恵国 (WTO) 税率の適用、原産地表示上の原産国等を決定するための非特恵原

産地規則は、米国税関･国境警備局（United States Customs and Border Protection：CBP。以下「米国
税関」という。）によって所掌され、それぞれの法分野において適用されるべき規則が個別に指定され
ています。それらの規則の多くは抽象概念を規定したものであり、具体的な適用については判例法と
して事例毎に確立された抽象概念の解釈を引用することになります。これらの規定の中でよく引用さ
れるのは、原産地表示に関する連邦規則集第19巻第134.35条（製造によって実質的に変更された製品）
です。 
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(a) 米国における製造に使用される製品で、輸入された時点での製品の名称、特性又は用途とは異なる名称、特
性又は用途に変更されたものは、United States v. Gibson-Thomsen Co., Inc.における判決（27 
C.C.P.A. 267（C.A.D. 98））の原則に従うものとする。 (以下、省略) 

例外的に繊維･繊維製品には上記判例法ではなく制定法が適用され、イスラエルに対しては特例法的
な性格を持つ規則が別途、適用されます。一方、品目限定ではなく、国限定で適用される規則として
NAFTAマーキング･ルール のための原産地規則が存在しますが、これは対メキシコ、カナダとの貿易
に限られます。興味深いことに、繊維・繊維製品についてはNAFTAマーキング･ルールの品目別規則
が存在せず、制定法である繊維規則が適用されます。 

また、米国税関は、 

 1974年通商法第201条： 
ガット第19条 (セーフガード措置) に対応し、輸入増により国内産業に重大な損害又はそのおそれを与
えていると認める場合に、関税引上、関税割当を含む措置を採ることができる。2018年に太陽電池 (全
輸出国への追加関税として、1年めに30％、毎年5％引き下げられ4年目に15％)、大型洗濯機 (全輸出国
への追加関税として、初年度に120万台まで20％、それ以上の台数に50％。追加関税は毎年漸減) 

 同法第301条： 米国が不公正と判断した貿易慣行をとる相手国に対して、関税引上、輸入制限など

の制裁措置を実施できる。2018年から本条の適用による対中国追加関税 (第1弾～

第3弾で輸入額約2,500億ドルに対して25％、第4弾の輸入額約1,200億ドルに対して

7.5%) を賦課している。 

 1962年通商拡大法232条： 
輸入製品が米国の国家安全保障に脅威を与える場合に、禁輸、関税引上、輸入数量制限などの輸入調整
措置を採ることができる。2018年にカナダ、メキシコを除く全ての国から輸入される鉄鋼に25％、アル
ミニウムに10％の追加関税を賦課している。 

の適用に係る原産国判断についても輸出国の輸出者･生産者には理解し難い判例法に基づく実質的変
更ルールを適用しています。したがって、米国が国別の輸入制限措置を採る限り、部品調達において中
国依存が進んでいる状況において、第三国で日系企業が現地生産した製品が、関税分類変更を基本ル
ールとする対EU、対日本への輸出であれば当該第三国の原産品になる場合であっても、対米輸出にお
いては米国税関による実質的変更概念の解釈次第で中国原産と認定される可能性があります。2020年
9月にWTOの紛争処理小委員会 (パネル) は米国の対中追加関税 (第1弾と第3弾) がWTO協定に整
合しないとしましたが、米国はこのパネル報告に何ら影響されない旨を公表しています。 

こうした事態は、第三国と米国とのFTA原産地規則を満たすFTA原産品であっても例外ではなく、
米国での輸入通関の際にFTA原産資格とは別に非特恵原産国が審査され、特恵原産資格が認められな
がらも非特恵原産国が中国と認定されれば、FTA無税に追加関税の25％が課されることになります。
したがって、理解し難いことを理由として米国非特恵原産地規則を十分に検討せずに中国製の部品、
部材を使用し続けることは、事業として致命的な追加関税リスクを背負うことになります。 
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《米国の原産地規則及び実施規則1》 

 政府調達 
 19 U.S.C. § 2511 et seq. (特に、§ 2518(4)(B).) (定義 (4) 適格物品 (B) 原産地規則) 
 19 CFR §177.21 (政府調達に係る原産地事前教示及び最終決定の発出への適用可能性) 

 原産地表示規則 
 19 U.S.C. §1304 for marking requirement (輸入された製品及び容器の表示) 
 19 CFR Part 134 (原産国表示) 

§134.35 (製造によって実質的に変更された製品) 
(a) NAFTA 構成国の物品以外の製品 
(b) NAFTA 構成国の物品 

 19 CFR §102.0 (原産地規則：NAFTA マーキング･ルール。品目別規則は§102.20) ➡ 関税分類
変更を基本ルールとしている 

 最恵国税率又は通常貿易関係税率 
 原産地規則は法令には定められていないが、米国関税率表一般注釈３ (19U.S.C. §1202) を参照  

 繊維及び繊維製品 
 7 U.S.C. § 1854 (農産品･同加工品、繊維･繊維製品の輸出国からの輸出制限) 
 19 U.S.C. § 3592 (繊維及び衣類の原産地規則) ← ウルグアイ･ラウンド協定法§334 
 19 CFR §§ 12.130 (米イスラエル FTA 原産地規則関連), 102.21 (§3592 の実施規則) ← 

2000 年貿易及び開発法 §405 で改正。 
(注)  U.S.C. は、Code of Laws of the United States of America 又は United States Code (米連

邦法規集、合衆国法典、合衆国法律集などと訳される) の略称 
CFR とは、Code of Federal Regulations (連邦規則集、連邦行政命令集などと訳される) の略称 

5. 米国の実質的変更とは 

政府調達 § 2518 (4) (B)  (原産地規則) 
物品は、 (i) 国家又は機関の完全なる生長物、産品又は製造品である場合にのみ国家又は機関の製品となり、
又は (ii) 全部又は一部が他の国家又は機関の材料から構成される物品である場合には、材料としての製品の名
称、特性又は用途が、異なる名称、特性又は用途を伴った新たな、異なる商業上の物品へと実質的に変更された
場合に限って当該国家又は機関の産品となる。 

原産国表示 § 134.35  (製造によって実質的に変更された製品) 

（a） NAFTA 構成国の物品以外の製品 

 
1  US CBP Informed Compliance Publication: “US Rules of Origin” May 2004 (last modified: 2020/2/26)  
( https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Apr/icp026̲3.pdf); “Textile & Apparel 
Rules of Origin” April 2004 (https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/ICP-
Textile-Apparel-Rules-of-Origin-2004-Final.pdf) 
U. S. Government Publication Office website “GovInfo” (https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-
2020-title19/USCODE-2020-title19-chap22-subchapIII-partB-sec3592) 
Code of Federal Regulations, Title 19 (https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-134) 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Apr/icp026_3.pdf
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2020-title19/USCODE-2020-title19-chap22-subchapIII-partB-sec3592
https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-134
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/ICP-Textile-Apparel-Rules-of-Origin-2004-Final.pdf
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米国における製造に使用される製品で、輸入された時点での製品の名称、特性又は用途とは異なる名称、特性又
は用途に変更されたものは、United States v. Gibson-Thomsen Co., Inc.における判決（27 C.C.P.A. 
267（C.A.D. 98））の原則に従うものとする。この原則の下で、輸入された製品を異なる製品に変更又は組み合
わせる米国製造業者又は加工業者は、1930 年関税法を修正した 304 条（a）（19 U.S.C. 1304（a））の
想定範囲内にある輸入製品の「最終的な購入者」であると考えられ、当該製品は表示の対象外となる。輸入された
製品の一番外側の容器は、本章（Part）に従って表示されなければならない 

図表７：米国判例における実質的変更判断の基準 

過去の判例で「実質的変更」の判断基準を明示したものの一つに、国際貿易裁判所略式判決 「Energizer 

Battery, Inc. v. United States」 (190 F. Supp. 3rd 1308, 2016 年) が挙げられます。本判決では、

実質的変更の判断のために過去の判例で以下の基準が適用されていたことを述べています。 
• ｢実質的変更｣テスト (名称, 特性又は用途の変

更） 

• 特性 (character) を基準とした実質的変更 

• ｢ エ ッ セ ン ス ｣ テ ス ト と ｢ 重 要 な 特 性  (essential 

character)｣テスト 

• 用途 (use) を基準とした実質的変更 

• 実質的変更を判断するための補助的な基準 

• 付加価値又は経費を基準とすることの是非 

• 組立工程の実質的変更判断 

• 輸入前と輸入後に行われた加工の比較 

• NAFTA 等の特恵原産地規則の援用 

｢Energizer Battery, Inc. v. United States｣

で実質的変更を否定した理由 

• 特性, 名称, 用途の変更の有無 

• 加工の複雑さの程度 

• 加工に要する熟練度 

 (b)  NAFTA 構成国の物品 
NAFTA 又は USMCA 構成国の物品で、米国において加工された結果として第 102 編の NAFTA マーキング･ル
ールによって米国の物品となるものは、表示を行う必要はない。物品が輸入者又はその代理の者によって加工されな
い場合には、本章（Part）の規定に従って当該物品の一番外側の容器に表示をしなければならない。 

 NAFTA マーキング・ルール (連邦規則集第 19 巻第 102 編 (Part))：原産地規則) 
B 節 (Subpart) 原産地規則 

§102.11 一般規定 (適用順位) 
以下のルールは、第 102.21 条に規定される繊維及び繊維製品以外の輸入された物品の原産国を
決定するために適用される。 

（a） 物品の原産国は、 
（１） 当該物品が完全に得られ又は生産された国、 
（２） 当該物品が原産材料のみから生産された国、又は 
（３） 当該物品に組み込まれる非原産材料が第 102.20 条に規定される関税分類変更及びその他の

要件を満たし、本ルールのその他の要件を全て満たす国。 
（b）  HS 品目表においてセットの記述がある物品又は HS 通則３によってセットとして分類される物品を除き、本

条のパラ（a）によって原産国が決定できない場合： 

合衆国 対 ギブソン-トムセン社判決 (United States v. Gibson-Thomsen Co., Inc.) 

関税特許上訴裁判所 (現在の連邦巡回区控訴審) における 1940 年判決の中で、1930 年関税法 §304
は、「新たな名称、特性、及び用途を持つ新たな物品の米国での製造に使用された輸入材料」には適用されな
いと判示。 
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(1)  物品の原産国は、当該物品に重要な特性を与える単一の材料に係る単一又は複数の原産国と
する。又は、 

(2)  当該物品に重要な特性を与える当該材料が代替可能なもので混在している又は混在している材
料の原産地の直接の物理的な識別が実施困難である場合、単一又は複数の原産国は在庫管
理方式に基づいて決定することができる。 

（c） 本条のパラグラフ (a) 又は (b) によって原産国が決定できず、物品が HS 品目表にセット若しくは混合で
ある旨の記載があり又は通則３によってセット、混合若しくは結合した物品に分類される場合には、当該物
品の原産国は、当該物品の重要な特性を決定するために等しく考慮に値する全ての材料の単一又は複
数の原産国とする。 

（d）  物品の原産国が本条のパラグラフ (a)、(b) 又は (c) によって決定できない場合、当該物品の原産国は
以下にとおり決定される。 
(1) 当該物品が微細な加工だけの結果として生産された場合、当該物品の原産国は、当該物品の

重要な特性を決定するために等しく考慮に値するそれぞれの材料の単一又は複数の原産国とす
る。 

(2) 当該物品が簡単な組立てにより生産され、かつ、当該物品の重要な特性を決定するために等しく
考慮に値する組立て部品が同一の国のものである場合、当該物品の原産国はそれらの部品の原
産国とする。又は、 

(3) 当該物品の原産国が本条のパラグラフ (d)(１) 又は (d)(２) によって決定できない場合、当
該物品の原産国は、当該物品が生産された最後の国とする。 

§102.12  代替性のある物品 
§102.13  デ ミニミス規定 
§102.15  考慮しない材料 (包装材料、附属品等、梱包材料、間接材料) 
§102.17  原産性を付与しない作業 (用途変更、分解、再包装、水による希釈など) 
§102.18  解釈ルール  
§102.19  NAFTA 特恵の優先 (NAFTA 特恵原産品がマーキング･ルール、繊維制定法で原産国が

１国に決められない場合、NAFTA 域内の最終加工国を原産国とする。ただし、2020 年７
月１日以前に輸入されたものに限る) 

§102.20  品目別規則 (ほぼ全品目に関税分類変更基準を適用) 
 

繊維・繊維製品 
§102.21 (§3592 の実施規則) 物品がイスラエルの原産であるか又はイスラエルの生長物、産品又

は製造品であるかを決定する場合、及び制定法によって規定される場合を除いて、本節
（Section）の規定は、関税法及び数量制限の実施のために輸入された繊維及び衣類の
原産国決定を管理する。本節 (Section)  の規定は、1996 年 7 月 1 日以降に国内消
費のために輸入され、又は倉庫から引き取られる物品に対して適用される。 

合衆国法典第 19 巻§3592：原産地規則 
(a) 制定根拠 

財務長官は、繊維及び衣類の原産地決定のための (b) の規定に含まれる原則を実施する規則を定
める。当該規則は 1995 年 7 月 1 日以前に最終版が公布されるものとする。 

(b) 原 則 
(1)  一般原則 

他の制定法に規定される場合を除き、繊維･衣類は、関税法及び数量制限の実施のために、以下
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を満たした場合に国、領域、海外領土を原産地とし、国、領域、海外領土の生長物、産品又は製
造品とする。 
(A)  完全生産品 
(B) 糸、ロープ類の場合には、構成される化学繊維の短繊維が紡績された国等、又は構成され

る人造繊維の長繊維が押し出された国等 
(C) 布 (第 59 類の布を含む) の場合、構成されるファイバー、長繊維又は糸が紡織され、編ま

れるなどの布製造工程が行われた国等 
(D) その他の繊維製品又は衣類の場合、コンポーネンツから完全に組み立てられた国等 

(2) 特別ルール （略）  
イスラエル繊維･繊維製品 (§102.22) 、19 CFR §§ 12.130 

 
6. 日・EUと米国の非特恵原産地規則の類似点と相違点 

これまで繰り返して述べてきたように、非特恵原産地規則には世界標準が存在せず、各国が独自の
規則を制定して原産国を決定しています。現在の状況は、原産地規則協定第２条 (経過期間における規
律) の諸規定に直接的に違背する状況ではないと考えますが、原産地規則協定前文の｢原産地規則の作
成及び適用について、公平性、透明性、予見可能性、一貫性及び中立性を確保｣すべきことを基準に考
察すると、日本は号変更を認めないことにおいて工程に着目した規則としての論理一貫性に欠け、EU
は法的拘束力のない規則を置いていることにおいて透明性はあるものの予見可能性に欠け、米国は税
関の事前教示又は原産地を専門とする法律実務家の助言を得なければ原産国判断が困難であることに
おいて透明性、予見可能性に欠けるといえます。また、米国は、実質的変更の概念規定を置きながらも
関税分類変更を主要基準とする調和規則の理想像から最も乖離した抽象概念のみの規則を維持してい
る点において、原産地規則協定第 2 条 (c) の｢原産地規則自体が国際貿易を制限し、歪め又は混乱させ
るような結果をもたらさないこと｣に必ずしも整合的とはいえません。 
 米国の規則と EU の規則を比較すると、EU の法的拘束力のない品目別規則を適用した結果、訴訟に
持ち込まれた際の判断基準となる原則が法典第 60 条の実質的変更の定義である点において、繊維･繊
維製品に適用される制定法、カナダ、メキシコとの貿易を律する NAFTA マーキング･ルールが適用さ
れる場合を除いて｢実質的変更｣の抽象概念が基準である米国と類似しています。NAFTA マーキング･
ルールに絞って EU 及び日本の非特恵規則を比較すると、いずれも関税分類変更を基本ルールとして
いる点が共通し、基本ルールを満たさない場合に最終的に原産国を決定するレジデュアル･ルールを定
めている点において米国、EU の規則はより先進的ですが、法的拘束力のない品目別規則が過半を占め
ているという点で EU の規則は米国、日本の規則に劣後します。また、日本の規則は号変更を認めず、
レジデュアル・ルールを持たないために項変更を満たさない場合に原産国を決定できないという致命
的な欠点がありますが、簡素性ゆえに誰でもが理解でき、HS 改変に左右されないという強みを持ちま
す。さて、次回は本年度の最終回となります。輸出入に直接関係しない国産表示、原産地表示の保護な
ど、通商政策とは直接関係のない原産地規則を総ざらいして、原産地規則全般を俯瞰的に見ることが
できるようにする予定です。
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第 39 回 国連 CEFACT フォーラム（Virtual）会議報告 
2022 年 12 月 5 日～12 月 6 日 オンライン会議 

 
国連CEFACT日本委員会事務局 

特別研究員 德 正芳 
 

第 39 回国連 CEFACT フォーラムは、2022 年 12 月 5 日および 6 日にオンライン形式で開催され、
合計 14 のセッションが行われました。オンライン形式であることもあり 65 か国・地域から約 800 名
の参加があり（事務局発表）、各セッションとも活発な議論が行われました。本稿では、国連 CEFACT
日本委員会事務局で参加した、次のセッションの報告をいたします。 

 Digital documents - challenges to Transit 
 Library Maintenance / EDIFACT review session 
 Working meeting of the ToS on ESG Traceability of Sustainable Value Chains  
 Introduction to the Digital Product Conformity Certificate Exchange project and 

identification of possible links with other UN/CEFACT projects 
 Supply Chain Simplification of Messages 
 Cross border management white paper update 
 Closing Session 

 
なお、その他のセッションに関しては、JASTPRO 理事を務める一般財団法人サプライチェーン情報

基盤研究会 菅又久直氏、JASTPRO シニアアドバイザー 渡邊浩吉氏、および NPO 観光情報流通機構 
鈴木耀夫氏からそれぞれ参加したセッションの報告がなされていますので、そちらをご参照ください。 

 
 国連CEFACT日本委員会一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 菅又久直氏からの報

告41 
 Opening Session 
 Seeing the global supply chain: knowledge graphs with UN semantics 
 Use of AI in TF domain and Data Governance for TF 
 Verifiable Credentials for Trade, Digital ID for Trade, eNotarization and Trusted Third 

Party Services 
 Panel discussion on Transport and API 

 
 JASTPROシニアアドバイザー 渡邊浩吉氏からの報告42 

  Single Window Assessment Methodology Workshop 

 
41 月刊 JASTPRO2023 年 1 月号 
42 月刊 JASTPRO2023 年 1 月号 



38 

 NPO観光情報流通機構理事 鈴木耀夫氏からの報告43 
 Sustainable tourism standards 

 
1. Digital documents - challenges to Transit 

デジタル文書- 通過貨物へのチャレンジ（日本時間12月5日 19:00~21:00） 
Trade Procedures Facilitation ドメイン及び Agriculture Fisheries and Agri food ドメイン 
Eva Chan氏（国連CEFACTエキスパート）から、通過貨物のデジタル添付文書に関する課題及び 

White Paper 44の策定についてプレゼンテーションが行われた。 
プレゼンテーションの概要 

 通過貨物を仕向国に向けてできるだけ速やかに通過させるためには、通過貨物の添付書類の
電子化及び電子化された文書の取扱ルールを定めて、通過国の税関当局等において、迅速・
適正に手続を行う必要がある。 

 現在、通過貨物の添付書類の電子化に関する次の内容を盛り込んだ White Paper を、2023
年4月に国連CEFACTの承認を得る予定で策定中である。 

 WTO（世界貿易機関）、WCO（世界税関機構）等における通過貨物の定義等を基に、
通過貨物の定義、対象とする文書等の対象範囲を定める。 

 通過貨物に関する、輸送方法、電子化等の現状についての解説。 
 通過貨物に関する、課題等について整理。 
 通過国が電子化された文書を利用するための仕組み等の勧告及びグッドプラクティスの

紹介。 
Salehin Khan氏（CITES45（ワシントン条約）事務局）から、ワシントン条約関係貨物の通貨貨物に

関する現状と課題についてプレゼンテーションが行われた。 
プレゼンテーションの概要 

 ワシントン条約関係の通貨貨物については、「合法性（条約の遵守）」、「サステナビリテ
ィ（輸送される貨物（生物）の安全確保）」及び「トレーサビリティ（詳細な貿易データの
正確な送受信）」が重要である。 

 ワシントン条約では、通過貨物についてもできる限りにおいて貨物の確認を求めている。通
過国で確認することは、生きている状態の生物の安全確保の観点で、特に重要である。 

 ワシントン条約事務局においては、通過貨物に関する文書の電子化を推進しており、CITES
電子許可ツールキットVer3 (2022年11月)を策定した。 

セッションのまとめとして、通過貨物の添付文書の電子化の重要性及び White Paper 策定の意義・
重要性が確認された。 

 

 
43 月刊 JASTPRO2023 年 2 月号 
44 White Paper: 国連CEFACTにおけるWhite Paper は、関連する課題のベストプラクティスの見解や正式な国連
CEFACT勧告まで踏み込まずに進むべき方法を提案するガイダンス文書である。 
45 CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれの
ある野生動植物の種の国際取引に関する条約) 
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2. Library Maintenance / EDIFACT review session 
EDIFACTメッセージのメンテナンスに関するレビュー（日本時間12月5日 21:00~22:00） 
Syntax Focal Point ドメイン 
EDIFACTメッセージのメンテナンスは年2回行われ、国連CEFACTフォーラムの際にレビューが行

われている。Gait Boxman氏（Syntax Focal Point ドメインコーディネーター）及び Kevin Bishop氏
（UNECE事務局）により、EDIFACTメッセージに関するDMR(Data Maintenance Request)について
レビューが行われ、日本の法人名の標記変更等に関するDMR等について合意された。 
 
3. Working meeting of the ToS(Team of Specialists) on ESG Traceability of 

Sustainable Value Chains 
循環型経済における持続可能なバリューチェーンのESGトレーサビリティに関する専門家チーム作
業部会（日本時間12月5日 22:00~24:00） 
Claudia Di Bernardino 氏 (Legal Project Expert) から、循環型経済における持続可能なバリューチ

ェーンの ESG トレーサビリティに関する専門家チーム第１回作業部会の報告が行われた。 
報告の概要 

 UNECEの各国に対し、ESG（Environment Social Governance）トレーサビリティに関する
各国の規制、グッドプラクティス、政策等についてアンケート調査を行い、次の課題を検討
することとなった。 

 複数の関係者から大量にデータを入手するための、データの標準化 
 多数に亘る関係者相互の信頼関係構築のための体制を作り 
 KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）及びインセンティブの設定 
 製品の出荷時の検査と検査の記録方法が明確化 

Maria Teresa Pisani 氏 (UNECE Trade Facilitation Section) の司会により、専門家チームから、繊
維及び皮革製品のバリューチェーンにおけるトレーサビリティと透明性確保のためのブロックチェー
ンパイロット等に関する UNECE フレームワークイニシアチブについてプレゼンテーション等が行わ
れた。 

プレゼンテーションの概要 
 繊維及び皮革製品（衣類、履物、バッグ等）は、素材（木材、動物等）の調達から、素材の

加工、組立て、物流（含む規制当局）、販売、消費者とサプライチェーン上に多くの関係者が
存在し、サステナビリティリスクも、自然破壊、動物保護、大気・水質汚染、有害廃棄物、
労働搾取、CO2排出等に影響を与える。これらは、次の側面に整理できる。 

 社会的側面：トレーサビリティが確保された、より透明性の高い製品に対する社会の関
心が高まっている。 

 市場の側面：消費者において、トレーサビリティが確保された製品に対して相応の対価
を支払う一方で、不透明な製品及び関係者をボイコットする機運が高まりつつある。業
界はコンプライアンスリスクの低減が求められるようになり、また、消費者のニーズを
需要拡大の機会と捉えている。投資家のESG投資（ESGに配慮している企業を重視・選
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別して行なう投資）シフトが進みつつある。 
 法規制の側面：税関等の関係当局は、ESGトレーサビリティ確保に関する社会の要請に

応える必要がある。 
 技術的側面：技術革新がESGトレーサビリティ確保に関する障壁及びコストを下げ、検

討の加速化が期待される。 
 衣料品、履物産業における持続可能なバリューチェーンのトレーサビリティ確保と透明性の

向上のためのUNECEフレームワークイニシアチブを開始、30か国以上から、専門家、関係企
業等により検討が進められ、ブロックチェーンパイロットの実施、キャパシティービルディ
ングの実施、ユースケースの策定等を行い、報告書及びツールボックス（関係資料を盛り込
んだ実施マニュアル）を策定した。 

 今回の検討を通じて次のメリットが確認できた。 
 税関における、申告者、貨物の内容、原産地等の迅速な確認 
 販売業者及び消費者における商品の品質保証 
 問題が発生した場合における、原産地まで遡った迅速な追跡 
 貿易関係者における、貨物情報及び取引情報の速やかなアクセス  等 

 一方、官民の利害関係者が大変多く、書面も多く使用されていることから、今後、次の課題
について官民の利害関係者が協力・調整して、検討を進める必要がある。 

 各種手続の標準化及び電子化 
 改ざん防止のためのブロックチェーン技術の活用 
 多数の利害関係者が参加できるようにするためのAPI等の活用 
 各国で電子手続やデジタル署名の利用等に関する法令の整備  等 

Virginia Cram-Martos 氏 及び Gerhard Heemskerk 氏 (UNECE プロジェクトリーダ) から、「衣料・
皮革製品循環プロジェクト」のプレゼンテーションが行われた。 

プレゼンテーションの概要 
 衣料・皮革製品循環プロジェクトは、国連CEFACTで策定した「Textile & Leather Business 

Requirement Specification（BRS）46」の盛り込まれている、「トレーサビリティデータ（誰が、
何を、なぜ、どこで、いつ）のユースケース」及び「透明性データ（証明、検査データ等）の
ユースケース」に、新たに、「製品循環データのユースケース」を追加することを目的として
いる。 

 最終製品にIDやラベルを付け、その後の販売、再販売、レンタル、回収、選別、リサイクル
等の製品循環を管理できるようにするスキームの策定を行う。 

 今後、必要な要件の確定、データ交換構造の策定、CCL(コアコンポーネントライブラリ：国
連CEFACT共通辞書)の策定、XML、API/JSON対応等について検討を行い、2024年5月まで

 
46 BRS Part 1: High-Level Process and Data Model (https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-
Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM̲v1.pdf)  
BRS Part2: Use Cases and CCBDA Data Structures (https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-
Traceability-Transparency-TextileLeather-Part2-UC̲CCBDA̲v1.pdf) 

https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf


41 

に検討を終了させる。 
 

4. Introduction to the Digital Product Conformity Certificate Exchange project and 
identification of possible links with other UN/CEFACT projects 

デジタル品質保証の交換プロジェクト等（日本時間12月6日 19:00~21:00） 
Trade Procedures Facilitation ドメイン及び Agriculture Fisheries and Agri food ドメイン 
Peter Carter 氏 (GS1 Australia)等から、国際サプライチェーンにおける製品の品質等の保証に関し、

Testing Inspection Certification (TIC) Sector （試験・検査・認証セクター）の役割等についてのプレ
ゼンテーションが行われた。 

プレゼンテーションの概要 
 製品の品質保証は、ESGや貿易取引上の信用保証において近年注目を集めており、特にESG

の観点で各方面から様々な意見が出されているが、製品の品質保証は、次のことが重要なポ
イントとなる。 

 偽造又は偽造がないことの証明の可否 
 証明書又は証明のマークが信頼のおける機関から発行されたこと 
 製品の使用目的と異なる証明の確認 
 法令の改正等で無効となった証明の確認証明が無効になっていないこと  等 

 これらの製品の品質保証に関する情報を、サプライチェーン上で電子情報により、迅速かつ
正確に交換されることが、安全性・品質の確保、環境負荷、社会的影響の観点から重要とな
り、TIC Sector が、ISO規格に準拠した枠組みの中で、関係機関と連携して対応している。
TICは、試験・検査・認証を行う第3者認証機関であり、世界160か国で約100万人の従業員か
らなるグローバルネットワークで運用されている。 

 2022年3月に品質保証関する証明書の作成、情報交換等に関し、WTO/ICCでツールボックス
を策定し使用されているものの、一部に書面が使用されていることから、デジタルコネクテ
ィビティの欠如が見られ、これらを解消する観点から、現在、バーコードやQRコードの活用
等を盛り込んだ White Paper を策定している。 

Jaco Voorspuij 氏 (Co-Chair International Task force Port Call Optimization) から国連 CEFACT の
業界を横断したトラック＆トレースプロジェクトの実施状況についてプレゼンテーションがあった。 

プレゼンテーションの概要 
 本プロジェクトは現在情報収集段階であり、これまでの検討結果は、White Paper及び業務要

件仕様書（BRS）47が発行されている。 
 本プロジェクトにおける「トラック」とは、現在の製品等の場所を特定することであり、「ト

レース」とは、過去の履歴を特定することである。本プロジェクトの使命は、製品等が「い

 
47 White Paper: Integrated Track and Trace for Multi-Modal Transportation 
(https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE̲TRADE̲466E̲0.pdf) 
BRS: Integrated Track and Trace for Multi-Modal Transportation v0.1-Final Business Requirements 
Specification (BRS)（https://unece.org/sites/default/files/2022-09/BRS-IntegratedTrackandTraceforMulti-
ModalTransportationv0.1-Final.pdf） 

https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE_TRADE_466E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-09/BRS-IntegratedTrackandTraceforMulti-ModalTransportationv0.1-Final.pdf
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つ」「どこに」あるのかを、次のように特定することである。 
 製品等のトラック・トレースを行うこと及び標準的な電子フォーマットでの情報共有を

可能にすること 
 航空機、船舶、トラックや容器（箱、パレット、コンテナなど。空のものも含む）含む、

取引され識別された品目のトラック・トレースを行うこと 
 売手から買手までの間のトラック・トレースを行うこと 

 トラック・トレースに関しては、これまで、国連CEFACT、ISO（国際標準化機構）、IATA
（国際航空運送協会）、IMO（国際海事機関）、WCO（世界税関機構）等で、各種の貨物を特
定するキー項目を開発している。本プロジェクトにおいては、売手から買手までに製品等が
移動する際に発生する「出来事（Events）」を、既存のキー項目で繋ぎ（combine）、「出来事
のチェーン（Chain of Events）」を作ることで、関係者が常に製品等のトラック・トレースを
行えるようにし、新たなキー項目等は開発しないスキームとしている 

 
5. Supply Chain Simplification of Messages 

サプライチェーンにおけるメッセージの簡易化（日本時間12月6日 22:00~24:00） 
Supply chain procurement ドメイン 
Sue Probert氏(議長)、Ian Watt氏(副議長)等から、サプライチェーンにおけるメッセージの簡易化に

ついてプレゼンテーションが行われた。 
プレゼンテーションの概要 

 貿易円滑化は、「貿易データの簡易化(Simplification)」（不要なデータ要素の排除、重複のな
い手続、単一モデルの策定等）、「調和化(Harmonization)」（既存のデータをできるだけ利活
用することによるデータの標準化、ベストプラクティスによる統一化等）及び「標準化 
(Standardization) 」（情報内容、フォーマット等における関係者間の合意等）の3つの観点で
検討が進められるが、この中で先ず「簡易化(Simplification)」を国連CEFACT標準に基づい
て行うことが重要である。 

 「簡易化(Simplification)」に関しては、国連CEFACTにおいて、BSP-RDM（Buy-Ship-Pay 
Reference Data Model）48として取りまとめている。 

続いて、Edmund Gray氏 (ドメインコーディネーター)等から、欧州で使用されているCross Industry 
Invoice Light ver.(CII Light) の使用状況のプレゼンテーションが行われた。 

プレゼンテーションの概要 
 CII Lightは、BSP-RDM等の国連CEFACTに準拠して開発され、インボイスの軽量化に成功

した。ドイツ及びフランスにおいて、CIIベースでＥ-invoicing (必須項目を最小限にした電子
インボイスでB2B又は税務当局に対して使用) 及び E-reporting （VATの支払額等を取引相
手等に報告するためのデータ）を共同で開発した。Ｅ-invoicing 及び E-reporting により、

 
48 BSP-RDM：受発注から、出荷、代金清算に至る国際的ビジネスモデルを可視化・整流化した国連 CEFACT の
成果物（https://unece.org/DAM/cefact/brs/BuyShipPay̲BRS̲v1.0.pdf）。CCL(コアコンポーネントライブラ
リ：国連 CEFACT 共通辞書)と共に国連 CEFACT の代表的な成果物の一つである。 

https://unece.org/DAM/cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf
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中小企業等における関係情報管理が容易になる、関係情報の把握が容易になる、ミスが減る
等のメリットが確認できた。 

 ニュージーランドの貿易情報プラットフォームである TradeWindow が、国連CEFACTに準
拠したデータモデリング作成、マッピングプロジェクトを行った。 

プレゼンテーション後、Ian Watt氏(副議長)をファシリテーターとしてプレゼンテーター等と意見交
換が行われ、貿易データの簡素化の重要性が再確認された。 
 
6. Cross border management white paper update 

国境管理(Cross Border Management) ドメイン作成白書のアップデート(（日本時間12月6日 
22:00~24:00） 

Tahseen Khan氏 (国連CEFACT副議長) 等から、Cross-border multimodal digital corridors for 
regulatory related movement of consignment data and consignment status information for trade 
facilitation 「貿易促進のための行政に関連した貨物情報及び貨物位置情報に係る国境マルチモーダル
デジタル回廊」プロジェクトに関する進捗状況に関するプレゼンテーションが行われた。 

プレゼンテーションの概要 
 本プロジェクトは、マルチモーダル・コリドーの設定に関する規制関連のガイダンス資料を

作成し、既存のデータパイプラインモデル49をさらに発展させてリンケージを作成し、2国間
の港又は空港の間で情報を交換するための適切な基準を確立することである。 

 国際貿易における複合一貫輸送においては、輸送方法の変更、国境を越えること、関係する
条約の変更等が発生するため、主に、法的な規制の観点から、2国間の情報交換のための適切
な基準を確立し、既存のデータパイプラインをベースに検討し、ガイダンス等を作成する。 

 具体的な検討項目としては、行政当局のニーズの整理、Single Window の可能性、デジタル
コリドー設立の際に想定される規制の対応、既存の類似した取組みの研究、共通データエレ
メントの作成、関連する技術の特定等である。 

検討結果は、White Paper として取りまとめられ、2023年2月に公開される予定。 
 
7. Closing Session 

クロージングセッション（日本時間12月7日 00:00~01:00） 
Maria Teresa Pisani氏 (UNECE Trade Facilitation Section)から挨拶が行われ、今回約800名が参加、20ド

メインから26アクティブプロジェクトの報告がされ、活発な議論が行われたことに感謝の意が示され
た。その後、各セッションの報告が行われた。 

以上 

 
49 データパイプライン：一度提供・入力されたデータを、サプライチェーンにおける関係者が利活用することを
目的とするバーチャル環境（仕組み）。概念等について、国連 CEFACT で White Paper を策定している。
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperDataPipeline̲Eng.pdf 

https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperDataPipeline_Eng.pdf
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第 39 回国連 CEFACT フォーラム 旅行観光部門 活動報告 及び 
体験プログラムの技術仕様 開発作業を完了して 

 
国連 CEFACT 観光部会 部会長 鈴木 耀夫 

 
１． 第 39 回国連 CEFACT フォーラムでの旅行観光部門の活動報告 

第 39 回フォーラムは、2022 年 12 月 5 日、6 日の両日に依然続くコロナ禍の中であったことでオン
ラインにて開催された。旅行観光部門（T/T Domain）としては、開発の最終段階を迎えていた持続可
能な観光のビジネス標準（Business Standard for Sustainable Tourism）の開発プロジェクトについて、
Sustainable Tourism をテーマにセッションを主催した。 
 

はじめに、プロジェクトリーダから、この開発の概要と課題そして将来の展開を説明した。そしてプ
ロジェクトの活動内容としては、旅行観光部門の活動をレストラン、宿泊、交通手段、体験活動等の 10
分野に区分して、それぞれに対応したビジネス標準を SDGs の目標とターゲットを基に開発したこと
を、開発をリードしてきた中華台北より報告した。続いて日本から、関連の事業者等がそれらのビジネ
ス標準を受けて如何にそれに沿った事業運営をしているかを自己評価する仕組みについて報告した。
これら報告に対しての意見交換では、10 分野の区分ごとで自己評価を行うという評価方法について、
GSTC（Global Sustainable Tourism Council―国連 WTO（World Tourism Organization: 

世界観光機関）の支援で組織された非営利団体）の参加者からも成果の期待が述べられた。 
 

国連 CEFACT の旅行観光部門では 2 つのプロジェクトを推進してきたが、その 1 つが上記に示した
プロジェクトであり、White Paper（勧告とせず特定のトピックを研究しベストプラクティスや方向性
を示すガイダンス文書）としての開発を成果物とするものである。この第１版の開発作業は、2022 年
12 月時点では概ね完了しており、国連 CEFACT 議長団（Bureau）の承認を得る段階にある。このプ
ロジェクトについては承認後に別途報告の機会を得ることとしたい。 

 
もう１つのプロジェクトは、体験プログラム技術仕様開発（Experience Programs Technical Artefacts）

であり、両プロジェクトは相互に関係性を持って開発が推進されてきた。今回このプロジェクトの成
果物（第 1 版）が、2022 年 10 月に開催された国連 CEFACT 総会で正式に承認され完了したので、以
下に報告を行いたい。 
 
２．体験プログラムの技術仕様開発を完了して 

体験プログラムは、世界的にみて旅行観光業界の新たな動きとして捉え国連 CEFACT の旅行観光部
門が取り組んだテーマである。ここでは体験プログラム（Experience Program と国連 CEFACT が命名
し、その略称を EPs とする）と称する旅行観光商品の国際取引を実現するために、国連 CEFACT が定
める開発手順に則り、扱う情報の技術的な事項（Technical Artefacts）を開発した。 
 



45 
 

１） EPs とは何か 
2016 年 9 月にタイのバンコックで国連 CEFACT フォーラムが開催され、この時に旅行観光部門と

して Mini-Conference を持った。ここでインドから同国の旅行観光業界で新たな動きとして
Experiential Program と称した旅行観光商品が出現してきていることとその具体例の一部が報告され
た。まだ体験という名を冠したツアーや商品が動き出す前であったので、この報告は参加者の大きな
関心を集めた。そしてこの Mini-Conference に参加をしていた Bureau 幹部から、興味深い動きである
ので Green Paper（特定のトピックを研究し勧告や White Paper として方向性を示す前段階の複数の
シナリオを提示する文書） プロジェクトとして引き続き検討を進めることを提案された。これを受け
て当旅行観光部門として検討を行い、プロジェクト提案書を作成し、翌年３月のジュネーブでの国連
CEFACT フォーラムで正式なプロジェクトとして承認された。 
Green Paper プロジェクトでの検討結果で EPs を図１に示すように位置づけた。 
 

図１ EPs とその位置づけ 

 
図１に示すように、EPs は、地域の活性化と環境保全を意識しながら、地域住民の生活の質を向上す

ることに役立つ旅行観光商品であると整理した。これまでも図１に示す従来からのツアーが存在して
いたが、これらのほとんどは観光を意図して、旅行事業者が、旅行者が集まる都市部で企画した商品で
あった。新たな動きでは、地域で、しかもそこに住んでいる住民が自らの生活の質の改善のために、商
品を企画し開発することが原点となる。インドでは地域の道路や水道の新たな敷設工事に、多くの参
加者が各地から集まって作業に加わる、いわゆる Social tour（社会活動ツアー）なども行われ始めてい
ることが報告された。日本でも農家に宿泊しながら米作りに参加することや、温泉地で入浴と食事療
法に運動を組み合させることで健康増進に役立てることなどが企画されだしていた。これら商品の日
本における企画販売では、旅行業法上の制約もあり旅行観光事業者以外が発案する動きは少なかった
が、次第に地域の活性化を意識して地域で企画する動きが広がる傾向が見えてきた。各国でも同様な
動きが始まっていた。そしてこれら商品に対して、国内のみでなく海外からの参加希望者もあること
が理解されてきた。さらに SDGs のコンセプトの開示を受けて関心の盛り上がりがあり、Green Paper



46 
 

の中では新たな技術仕様開発プロジェクトでこの備えを実施することが提案された。 
 
２） 何を開発したのか 

EPs の商品取引を実現するためには、その技術仕様の開発が必要になる。そのための本プロジェク
トは、立ち上げの準備をして 2019 年 9 月に Bureau の承認を得て開始された。このプロジェクトでは
図 1 に示すように、EPs の取引の実現に当たっては、従来からの観光を中心としたツアーの取り扱い
も可能とするように意図した。 
 

技術仕様の開発は、国連 CEFACT の開発手順に準拠し、旅行観光部門のプロジェクトチームが進め
国連 CEFACT の技術評価チーム（LMT: Library Maintenance Team）)の技術チェックを受けた。開
発すべき成果物は、旅行観光業界が必要とするプロセス（予約、修正、キャンセル、情報検索）を対象
としたビジネス要求仕様書（BRS：Business Requirements Specification）と CCL（コアコンポーネン
トライブラリ：国連 CEFACT 共通辞書）に登録する新規情報項目の開発である。BRS では開発の経
緯、目的を述べ、開発事項として情報交換のプロセスとそれに必要な情報項目の基本的な内容とこの
情報の中で使用するコード（メッセージ）を示す。そして情報項目は、BRS が定まった後に、新規に
CCL に登録することになるが、この登録に必要な様式と整理の仕方に従って、技術仕様として使用で
きるように開発作業を行った。CCL への登録には、情報項目の名称（Dictionary Entry Name）とその
意味するところの定義や使用頻度等を明示することが求められた。 
 
これらの開発で考慮した点を以下に示す。 
① 商品は売り手側に属するものであるが、EPs では売り手が多岐にわたることで、商品の種類も増え

る。いわゆる旅行観光事業者から、地域に根差す農業事業者、漁業事業者や林業事業者、工場経営
者、温泉事業者等に限なく拡大し得る。そして法人のみならず個人の事業者も存在するし、複数の
事業者が協力することもある。そして SDGs のコンセプトをふまえた事業者の自己評価情報の扱
いがある。それらに加えて、商品の催行場所である地域情報や周辺情報が必要になるが、これらは
また多岐にわたることから今回は別の情報源に誘導することにした。 

② 買い手側は国内外の消費者であることが多くなるが、商品を購入する法人や他者に販売する目的
の中間事業者もある。買い手側の特徴や希望条件等も幅広く取り込む必要がある。食事と宗教との
関係、個人の嗜好、健康や身体条件や言語、性別、そしてガイドやヘルパー等の条件等の考慮も必
要である。 

③ 料金情報では商品を構成する個々の構成商品の料金や、買い手側の希望条件を受けて組み合わせ
が変化することでの料金が積算されるように考慮した。 

④ 支払いでは従来の金融機関の活用、現金、チェック、加えてカードやデジタル支払い方法への対応
も考慮した。この中で Voucher と Coupon の扱いが LMT で議論され、基本的に同じ使い方であ
ることで、今回はすでに辞書に登録されている Voucher の使用に統一することにした。 

⑤ これら情報項目の開発では 5 つの構成部分（クラス図）に分けて、総括のクラス図の下に、売り手
側、買い手側、料金関係、支払い方法に区分して作成した。このことで新たな情報の発生があった
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時に追加や変更の対応がし易くなると考えた。 
 

BRS に記述した情報項目は、CCL に登録するために整備作業を行った。これらは現実にシステム構
築の時に使用されるものであり、技術仕様の基本を構成するものである。これらの作業の結果、最終的
に登録した情報項目は、修正分を含めて今回 500 項目を超えるものとなった。なお、この登録に当た
っては、取引相手相互間で将来 API（Application Program Interface）方式での情報連携が実施される
ことを考慮して、API 化の基本技術仕様に従って簡便な名前の付け方が採用された。 
 
３） 今後の対応 

世界的にどこの地域にも存在しえる EPs という旅行観光商品が、この技術仕様を活用することで新
しい視点の下に国際流通が図れることを期待したい。しかし、EPs を地域自らが企画、販売、運営し
てくことはそれなりの大きな努力が必要になる。図２に見るように、地域商品であることで資金や人
材の確保等での問題もある。そして新たな旅行者に持続可能な観光を意識して当該の地域訪問を実現
するには情報発信の有効な方法が求められる。幸いに情報技術が大きく進展をしてきているので、こ
れを有効に活用した取り組みが実現できれば、これまでにない地域独自の事業展開が実現できる可能
性がある。 

図２ EPs 事業と課題 

 
現実の国際的な旅行観光商品の流通では、世界規模の流通組織がそれぞれの特技を生かして活躍し

ている。今回開発した技術仕様を活用してこれら組織との連携を考えて流通を図ることもあり得る。 
EPs の事業展開では、どのような方法を地域としてとっていくのが良いのかの検討が必要になるが、

私達としても地域の人たちが真に受益し、新しい時代の商品の流通ができるように、この開発した技
術仕様の有効な活用方法を検討していくこととしたい。 

以上 
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国連 CEFACT からのお知らせ 
 
11 January 2023: 

  The UN/CEFACT secretariat is pleased to announce that the UN/EDIFACT directories 
version D.22B has been validated by the Validation Focal Point and officially published. It is now 
available for browsing in the UN/EDIFACT section of the UN/CEFACT website. and can be 
downloaded from the UN/EDIFACT Directories. 

 UN/CEFACT 事務局は、UN/EDIFACT ディレクトリ D.22B バージョンを Validation Focal 
Point の確認の下、正式に発行したことをお知らせします。ディレクトリは、UN/CEFACT サイ
トの UN/EDIFACT セクションでオンライン閲覧できるほか、UN/EDIFACT Directories ペー
ジにてのダウンロードも可能です。 

 

https://www.unece.org/?id=26028
https://www.unece.org/?id=24776
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編 集 後 記

CEFACTフォーラム会議報告で言及されたデータパイプラインの概念がホワイトペー
パーになってからすでに4年半たっていますが、私にとっては斬新なアイデアであり感
服しました。貿易手続簡易化の世界に踏み込んだばかりである私は、「紙をなくす」
「書類を電子化する」などの課題を考えるだけでも精いっぱいで、考えが煮詰まって
しまいます。しかし、先輩のデータパイプラインの説明を聞くと、森を包んでいた霧
が急に晴れたようにハッとしました。

先輩の言った通り、貿易取引書類はあくまで貿易バリューチェーンにおける関係者が
必要な情報をまとめるツールに過ぎず、一番大事なのは書類に載っている情報、つま
りデータです。では、すべてのデータをパイプラインに入れて、関係者が各自の需要
に応じてパイプラインからデータを取り出すことがより効率的ではないでしょうか。
情報保有者は一回の入力だけで済み、ほかの関係者は適切なデータが揃っている限り
業務は続けられます。

私にとっては、これはまさに「think outside the box」の発想です。貿易とデジタルの
勉強を継続すると同時に、その動きに注視しながら動向を追い続けてみたいです 。
（S）
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