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記事1. 新連載『JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則』

今月から「JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則」と題した連載を開始します。

昨今、EPA原産地規則に関する情報は、TPP11、日EU・EPAの発効をきっかけとして、セミナー、書

籍、ウェブサイトを通じてふんだんに提供されるようになりました。JASTPROでは、貿易手続法令分野

の中でも原産地規則に関する情報発信に注力し、日EU・EPA原産地規則セミナー等の開催に加え、

JASTPROウェブサイト（http://www.jastpro.org/essay/index.html）『原産地関係エッセイ・論文・講演

資料』に、エッセイ「一話完結…原産地オタク達の『八丁堀梁山泊』」を毎月1回のペースで連載しています。

本ウェブサイトには、このほかにも講演資料、翻訳資料、国際機関での勤務経験を綴った随筆集（62回、

昨年3月末完結）、『検証…WTO非特恵原産地規則調和作業』と題する連載（40回、今月完結）を掲載し

ています。

情報発信を始めてからの3年余りが経過して認識を新たにしたことは、EPA原産地規則の情報が比較

的容易に得られるようになったことに比較し、非特恵原産地規則について大きな需要があるにもかかわら

ず、体系的な情報提供が欠けていたということです。したがって、その情報のインバランスを埋めるため

にも、非特恵原産地規則を主対象とした記事を「月間JASTPRO」に掲載することには意義があると考え

ます。月刊誌上の記事は、上記ウェブサイトからも閲覧できますので、ご利用いただければ幸いです。

なお、新連載は、『JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則』…と題しているとおり、調査研究の成果は、

最終的にはJASTPROの令和2年度調査研究報告書として冊子になります。したがって、月刊誌にはその

進捗状況を毎月公開することになります。調査研究報告書としては、我が国から輸出する際に同じ生産工

程で生産された物品の表示について、原産国が日本国となるのか、それともそれ以外の材料供給国となる

のかについて、事例を挙げて、詳細な説明を加えていく予定です。したがって、ウェブサイトに掲載され

る事例はそのうちの一部となることが想定されます。特に、米国の原産地規則については、これまでに細

部にいたる資料が提供されてこなかったことも考慮し、相当深堀りした調査を進める予定です。年度内に

調査報告書をまとめる都合上、連載は1年間、12回となります。

月刊誌上の連載は、あまり堅苦しくならないように読み物風にしつつ、初回から第3回までは「序章」と

して、原産地規則の起源から今日の複雑な規則へと変遷していった経過を追い、今日、各国の非特恵原

産地規則が不統一又は不存在という現状を解説し、第4回以降に我が国、米国及びEUの非特恵原産地

規則の一般規定、HS類・品目グループ単位での品目別規則を比較し、解説を加えていきます。掲載スケ

ジュールは右記のとおりです。
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2020年…4月… 序……章……第1節… 歴史的に最も古い原産地規則は、何時、どこで成立したのか

… 5月… 序……章……第2節… …原産地規則にはなぜ世界的な標準規定が存在しないのか

… 6月… 序……章……第3節… WTO非特恵原産地規則の調和

… 7月… 第1章… 農産品…（HS第1類〜第24類）

… 8月… 第2章… 機械、自動車等…（HS第84類、第86類〜第89類）

… 9月… 第3章… エレクトロニクス、光学機器…（HS第85類、第90類）

… 10月… 第4章… 繊維…（HS第50類〜第60類）

… 11月… 第5章… 繊維製品…（HS第61類〜第63類）

… 12月… 第6章… 化学品等…（HS第28類〜第40類）

2021年…1月… 第7章… 非鉄金属・製品…（HS第72類〜第83類）

… 2月… 第8章… その他　

… 3月… 終……章… まとめ

なお、本稿で述べられる意見は全て筆者の個人的意見であり、JASTPROをはじめ、関係政府機関、

関係団体の意見を代表するものではありません。また、協定、法令の条文解釈についても、あくまでも筆

者の考えを述べるにとどまるものであるので、その旨を理解していただいた上で、賛助会員をはじめとす

る読者の方々の執務参考としてお役に立てば幸いです。

2020年4月30日

一般財団法人……日本貿易手続簡易化協会

業務2部長　今川　博　
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JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則

序  章

第１節   歴史的に最も古い原産地規則は、何時、どこで成立したのか

1. 混沌としている原産地規則という名の法令

物品の輸出入通関に際しては、当該物品が何で、値段がいくらで、どこから又はどこに輸出入される
かが基本情報として必ず必要になります。物品が何であるかを特定するには、200ヵ国以上で使用され
ている「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」（The…International…Convention…
on…the…Harmonized…Commodity…Description…and…Coding…System。以下「HS条約」という。）の品
目表が活用されます。また、通関目的での物品の値段の決定には、WTO加盟国の164ヵ国・地域（2020
年4月現在）で使用されるWTO関税評価協定が適用されます。さらに、物品がどこから又はどこに輸
出入されるかについては、一見明瞭な輸出港・輸入港の他に、適用される関税率の確定、その他の通
商政策目的の達成のために物品の原産地・原産国が求められます。

実は、この原産地・原産国の決定は、あまり容易ではありません。場合によっては、極めて困難です。
何故かというと、関税分類や関税評価と異なり、原産地を決定するための規則は法目的によって複数の
種類があり、その複数の種類の原産地規則のどの種類にも世界標準が存在せず、国によっては全種類
持っていたり、一部しか持っていない場合があります。俯瞰してみれば、まさに混沌とした法分野であ
るといえましょう。これから連載を開始する「非特恵原産地規則」は、原産国表示、WTO譲許税率、
貿易救済措置、輸入数量制限、政府調達、貿易統計、国連制裁等の各分野において「原産国の決定」
のために適用される原産地規則の「総称」で、これらに「特恵原産地規則」を加えると、「原産地規則」
としての集合体となります。

極端な例を挙げますと、原産地に関する規則・基準が存在しないにもかかわらず、必要であれば原
産地を決定しているという現実が相当数の途上国において見られます。想像するに、非公表の内規があ
るのか、関係省庁の政府職員の裁量に任されているのでしょう。したがって、同じ工場で、同じ原材料
を使用した同じ生産工程によって同じ時期に製造された製品を輸出した場合であっても、この製品の原
産国は、輸入国によって、又は同じ輸入国であっても適用される原産地規則によって、輸出国が自動的
に原産国となったり、輸出（最終生産）国と全く別の国が原産国となったりします。ここで、二つ問いか
けをしてみます。　

「歴史的に最も古い原産地規則は、何時、どこで成立したのでしょうか。」

「関税分類や関税評価と異なり、原産地規則にはなぜ世界的な標準規定が存在しないのでしょうか。」

序章では、この二つの問について調査可能な範囲で筆者なりの回答を用意します。
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2. 歴史の探求

二つの問のうち、まず「歴史的に最も古い原産地規則は、何時、どこで成立したのか」という問から
究明していくことにします。原産地規則を含む関税関係法規の起源となると、故朝倉弘教教授（元CCC
品目表分類局長）が、関税協力理事会（Customs…Co-operation…Council:…CCC）1の50周年記念として
出版された「（仮称）税関及び関税の世界史（World…History…of…the…Customs…and…Tariffs）2」から引用す
ることが最も相応しいと考えます。ただし、英語で書かれておりますので、以下に筆者の仮訳を掲載し
ます。なお、税の内容の部分は同著の他の箇所から引用しています。

貨物の通関に関連する法制の歴史は古い。例えば、最も古い関税率表として記録が残っているのは、
シリア砂漠のオアシス都市であるパルミラに遡る。バクダッドからダマスカスに向かうキャラバン隊
は、ヤシの木とナツメヤシが生い茂るパルミラで休息を取り、厳しい砂漠の旅の疲れを癒した。ロ
ーマ帝国のハドリアヌス帝はパルミラをこよなく愛したと伝えられ、例外的に、租税を課すことを許
したといわれる。これが、関税の誕生の背景にあるようだ。

「パルミラの関税」は、巨大な石（縦175…cm、横480…cm）にギリシャ語及びアラム語で刻み込まれ
た都市税法の重要な一部であった。この法律の日付は、紀元後137年4月18日となっている。こ
のような記載された関税の創設はキャラバン隊にとって大歓迎されたようだ。なぜならば、税の透
明性が増し、徴税吏による自由裁量での税額決定を避けることができたからに他ならない。刻ま
れた文字から判明したことは、関税が数量ベース、すなわち重量税であったこと。興味深いことに、
数量の単位は輸送手段に由来していた。例えば、ラクダ1頭に積まれたヤギ皮の袋に入れられたオ
リーブ油4袋につき輸出又は輸入に際して10デナリ、ロバ1頭に積まれたアラバスター壺に入れら
れたアロマ油につき輸出又は輸入に際して7デナリ、という内容であった。これが、異なる商品に
対して異なる税率を並べた人類史上初めての関税ということになる。

ここで特筆すべきは、最古の関
税率表としての課税の要件を定め
るのに際して、物品の特定・差別
化が品名の表記で行われ、課せ
られるべき関税が重量に従って決
定されるのに対して、原産地は「輸
出又は輸入に際して」として仕出
地・生産地による差別化を行なっ
ていないということです。すなわ
ち、関所を通過（輸出入）する際
の税は、どの地域・国から輸出入
されようが、同じであった訳です。

1　…世界税関機構（World…Customs…Organization）の旧名称（条約上の名称）。
2　…Hironori…Asakura,…World…History…of…the…Customs…and…Tariffs ,…Customs…Co-operation…Council,…2003.…Pp.…68-72.

世界最初の「パルミラの関税」

（出典 :「World…History…of…the…Customs…and…Tariffs」73ページ）
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少し、時代を下ってみましょう。関税史において有名な英国の「（仮称）チューダー関税表（Tudor……
Book（s）…of…Rates）」においては、約1,000項目（筆者注：時代によって増減があります。）に対して、重量
税が課されるワイン、羊毛、毛織物、羊毛皮、及び皮革を除くすべての項目に価格1ポンドにつき1シリ
ング（5%）の従価税が課せられたようです3。その際の課税価格は、「関税表」で固定課税額が定められ
ていたため、輸出入される物品がどの項目に属するかの決定が1つ目の問題で、価格表が現実の価格
と乖離することが2つ目の問題であったようです。これらは、現在でも関税分類と関税評価の実務にお
いて係争案件となりえます。特に2つ目の問題は、途上国において悩まされている事業者が多いことと
思います。

16世紀に関税評価の原型ができ上っていたことは興味深いものがありますが、この時点でも「輸出又
は輸入」に際しての課税であることから、国・地域を特定する原産地規則の出番はありません。

3. 原産地規則（Rules of Origin）の起源（Origin）

さて、輸出入関税又はその他の国境措置を国別に実施するという差別化によって、初めて原産地規則
の登場となる訳ですが、その「起源」は何時、どこになるのでしょうか。輸入関税率を差別化する手段と
しての特恵原産地規則の起源としては、1932年の英連邦特恵制度の創設がまず候補に挙がります4。…
しかしながら、その時の原産地規則に相当する条文をウェブサイトで検索することはできませんでした。
筆者が推測するに、「〜から輸入される」ということを規定するのみの「原産国イコール輸出国」の段階…
（第1段階5）であったと思います。

一方、非特恵原産地規則の分野になりますが、英連邦特恵創設に先立つ1923年に国際連盟の「税
関手続の簡易化に関する国際条約」が合意され、第11条には、原産地証明書を要求する事例を極力減
らすべきことが規定されています。原産地証明書が存在したということは、「原産国」が存在したという
ことです。それでは、この時代に何故、原産地証明書が必要だったのでしょうか。「税関手続の簡易化
に関する国際条約」に関連する文書をウェブサイトで検索すると、国際連盟経済委員会報告書として
「1923年11月3日にジュネーブで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約の適用について」
（1928年作成）6を探し当てることができました。以下に関連部分（筆者の仮訳）を引用します。

フランスが、1925年及び1027年にいくつかの国と締結した通商協定において、署名国が互いにジ
ュネーブ国際条約第2条（衡平な取扱の原則）の枠内での最恵国待遇を保障しあう規定を盛り込ん
だことは、特筆に値する。（経済委員会報告書5ページ）

3　同上。177ページ。当時の英国通貨は１ポンドが20シリングでした。
4　同上。255ページ。
5　…「第１段階」とは、技術的な原産性判断基準が登場する以前の、輸出国が自動的に原産国となる段階と整理しています。この
段階の原産性判断基準は「〜から輸入された」という最も単純な基準ですが、原産国・輸出国を特定することで複数存在す
る関税率のどれを適用するかという、通商関税政策の実施手段としての原産地規則の役割を果たしています。「第2段階」に
進むと、同じ輸出国からの物品が、技術的な原産性判断基準の適用によって、当該輸出国が原産国となる場合とならない場
合が生じます。

6　…国際連盟経済委員会。C.…180.…M.…56.…1928.…II。次ページの写真参照。　…
〔https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-180-M-56-1928-II_EN.pdf〕　（最終検索日：2020年4月7日）
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1923年7月28日の仏伊協定第27条（絹の輸入）において、
一方の締約国の公的に承認された生産者組合によって発
給された原産地証明書を伴う絹は、犯則又はすり替わり
の場合を除いて他方の締約国の領域に税関検査を省略し
て輸入できる。（同報告書15ページ）

ジュネーブ国際条約第11条（原産地証明書）は、原産地証
明書の作成及び受領に関して複雑な手続き及び不適切又
は制限的な規則によって国際貿易の阻害要因となること
を、できる限りにおいて撤廃することを意図している。こ
の国際条約の目的は、多くの国において達成されているよ
うだ。それらの措置は、原産地証明書の提出をすべて不
要としたり、限定的な場合に限って提出を求めるものとな
っている。モロッコ、ペルシャ及びスウェーデンでは、原
産地証明書を全く求めないこととした。インド政府は、ポ
ートワインに限定して要求し、ノルウェー政府は、ポート
及びマデイラワインのみとした。ハンガリーは、13品目の
輸入に限って原産地証明書を求めている。ここで言及さ
れるべきは、インド及びハンガリーでは、原産地証明は衛生上の監視又は植物・動物への病害の
防止を目的としたもので、明らかに衛生・検疫証明として求められ、国際条約第11条の趣旨とは異
なるものである。（同報告書9ページ）

ハンガリーが原産地証明書の提出義務を維持した13品目は、チーズ、特定地区からのコニャック、
リキュール、ブランデー、ワイン、スパークリングワイン、イワシ、アンチョビ、オリーブオイル、条
約で割り当てられたコート及びその他の衣類、並びにベネチアグラスのビーズ及び装飾品である。こ
れらの物品は、通常の関税を支払えば自由に輸入できるが、条約による低税率が適用されるのは、
これらの物品に対して原産地証明書が発給された場合のみである。これらの目的に使用される場
合を除いて、原産地証明書は衛生・検疫目的として求められるのである。（同報告書18ページ）

以上の記載から、今日ではほとんど意味のなくなった最恵国税率（most-favoured-nation… rate…of…
duty:MFN税率）適用のため、又は検疫目的のために、原産地証明書が必要であったことが分かります。
19世紀の欧州諸国間の2国間通商協定には、最恵国待遇を認め合う条文が含まれ、最恵国待遇を認
め合う諸国間での優遇税率を認めるために、「〜から輸入される」という簡単な原産地規則が登場した
とみてよいかもしれません（実際の条文を確認した訳ではありません。）。したがって、最恵国待遇を相
互に認め合わなければ、高関税が張られた国定税率が適用された訳です。ただし、この意味での原産
地規則は、「原産国イコール輸出国」とする第1段階のものと理解できます。

それでは、「原産国イコール原産性基準を満たした国」とする第2段階の原産地規則の「起源」は、何
時の、どの規則なのでしょうか。筆者の調査が及ぶ範囲において（欧州大陸では別事例があったかもし
れませんが）回答するならば、米国の1930年関税法第304条のマーキング規定になります。同規定は、「す

国際連盟経済委員会　報告書
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べての外国製品又はその容器は、米国の最終的な購買者（ultimate…purchaser）に対して原産国を知ら
しめるように表示」されるべきことを求めました。このマーキング要件の適合性を争った裁判において
興味深い解釈がなされています。関税特許上訴裁判所（現在の連邦巡回区控訴審）1940年判決（United…
States…v.…Gibson-Thomsen…Co。（以下「ギブソン・トムセン判決」という。））によりますと、「日本製の刻
印があるブラシの柄に米国製の荒毛を取り付けた場合に、ブラシの柄の最終的な購買者はブラシ製造
者であり、ブラシの購入者である消費者ではない」と判断し、ブラシとして日本製の表示は必要ないと
の趣旨であったようです。この判決の中で、1930年関税法第304条は、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の判断が示されました（27…
C.C.P.A.…at…273）。

欧州大陸は、いわゆる実定法主義というか、法令を定めて規律する法体系である訳ですが、英米は、
いわゆる判例法（Common…Law）として裁判事例の積み重ねが法令として機能します。米国におけるギ
ブソン・トムセン判決の中で引用された輸入品のドローバック（再輸出戻し税）に係る1907年の米国最
高裁判決（Anheuser-Busch…Brewing…Assn.…v.…United…States,…207…U.S.…556。以下、「アンハイザー・
ブッシュ判決」という。）では、初めて「実質的変更」基準を表現し、以下のように判示しました。

製造は変化（change）を想起させるが、全ての変化が製造であるわけではない。そして、物品のす
べての変化は、処理、労働及び操作の結果である。しかし、Hartranft…v.…Wiegmann,… 121…U.S.…
609で示されたように、更に何かが必要である。変更（transformation）がなければならない。す
なわち、新たな、かつ、異なる物品は、他との区別を示す名称、特性又は用途を持って現れなけ
ればならない（a…new…and…different…article…must…emerge,…‘having…a…distinctive…name,…character…
or…use’）。

アンハイザー・ブッシュ判決の要旨は、原材料の輸入者が米国内で「新たな物品の製造」のために当
該材料が使われた場合に物品の再輸出時に当該材料に課せられた関税の払い戻しを受けることができ
る制度の下で、輸入コルクをビール瓶のコルク栓に加工して再輸出した際にドローバックが適用できるか
について、本件は新たな物品の製造に当たらないとしたものでした。アンハイザー・ブッシュ判決に引
用されている1886年の最高裁判決（Hartranft…v.…Wiegmann）は関税分類に係るもので、輸入された貝
殻が洗浄され研磨されたものであるかを争点とし、その結果によって適用される関税率が35%か無税
かというものでした…。

したがって、原産国判断のための実質的な基準を示した第2段階の原産地規則の「起源」は、ドロー
バック要件判断のための1907年の米国アンハイザー・ブッシュ判決と言えるかもしれません。以上で、
原産地規則の起源についての歴史探求を終えます。次回は序章で取り上げるもう一つの問いである「関
税分類や関税評価と異なり、なぜ原産地規則には世界的な標準規定が存在しないのか」について掘り
下げてみたいと思います。

以上
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記事２.  国連/CEFACTの活動（FLUX）

今回は漁獲の管理活動（FLUX；The…Fisheries…Language…for…Universal…Exchange）についての報告
です。

FLUXとは国連/CEFACTによって開発された国際的な共通理解のための漁業言語です。漁業管理組
織（FMO ;…Fishery…Management…Organizations）が魚の資源管理に必要な電子データに自動的にアクセ
スできるようにする統一メッセージ標準を提供します。そのようなデータには、船舶とトリップの識別、漁
獲作業（毎日の漁獲または運搬ごと）、漁獲データ（漁獲面積、種と数量、日時、および使用された装備）、
着陸と販売の情報、ライセンス情報と検査データが含まれます。　
この標準の地理的範囲は全世界です。あらゆる漁業で使用できます。漁船は、漁業中に収集する必要
があるデータの主要な情報源になります。この電子メッセージング標準を使用すると、漁獲のデータを他
の利害関係者と共有できます。…FLUXは、電子レポートシステムを介してさまざまなソースからのデータレ
ポートを標準化しており、特定のビジネスプロセスやデータモデルに限定されません。
FLUXを使用できるのは、政府、地域および国際機関、地域のFMO、漁師、漁業グループ、研究機関、
管理および法執行当局となります。
FLUXの利点は、効果的で透明性のある効率的な方法で漁業情報を交換する方法を提供します。…
FLUXは、多様で非効率的なデータ管理の実用的な代替手段を提供し、利害関係者に即時の長期的な
コスト削減をもたらします。FLUXは、取引された魚を漁船から消費者まで追跡することで、トレーサビリ
ティの導入を支援します。トレーサビリティシステムは、違法に漁獲された魚が市場に入るのを防ぎ、過剰
漁獲を減らし、持続可能な漁業管理を促進するのに役立ちます。FLUXを通じて、世界中のFMOは無
料でオープンなグローバル標準にアクセスして、持続可能な漁業管理に必要な漁獲データの収集と普及を
自動化できます。FLUXは、漁船の電子情報の管理、ITシステム間の相互運用性、およびパーティー間
での簡単なデータ交換に向けた共通のアプローチを提供します。もう1つの利点は、国連/CEFACTが他
のビジネス分野で行われている同様の標準化作業との互換性を保証し、税関、食品トレーサビリティ、貿
易などの漁業部門から要求されるデータに影響を与える可能性があることです。
なぜFLUXが必要なのでしょう？…31億人以上の人々が、動物性タンパク質の摂取量のほぼ20％を魚に
依存しています。乱獲、違法、未報告、無規制の漁業は、漁業、生計、世界の魚資源に悪影響を及ぼし
ます。2016年、違法漁業は年間最大2,600万トンの魚を占めると報告されており、これは全体の約25％
に相当すると推定されています。…
毎年海から収穫された魚は数十億ドルの価値があります。乱獲は魚の資源を枯渇させ、漁業の収穫量
の低下につながり、それが漁村の生計と経済的安定に悪影響を及ぼす可能性があります。経済的損害に
加えて、違法および乱獲は海洋生物多様性に影響を与える可能性があります。食料安全保障も多くの国
で危険にさらされている可能性があり、特に小島嶼国を含む、タンパク質の供給源として魚に依存してい
る国々が危機に直面することが予想されます。FLUXはこれらの課題に対する即時の解決策を提供出来
ませんが、正確で信頼性の高い漁獲データを提供することにより、これらの課題に取り組むための出発点
を提供します。リアルタイムの漁業情報管理へのアクセスとアプリケーションの改善は、持続可能な漁業
管理を可能にするための前提条件です。
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FLUX標準規格の実装は、次のデータ交換ドメインで使用が定義されています。
•……船ドメインは、漁船データの交換、より具体的には、漁船と漁業をサポートする船に直接関連する
情報の標準化を目的としています。
•……漁獲活動ドメインは、就漁航海中に船が行う漁獲活動に関するデータ交換を指します。これらには、
港への出入り、漁場への出入り、漁獲航海に関連するその他の動きなど、すべての船舶活動に関
するデータが含まれています。これらのデータには、漁獲の努力、積み替え、移転、総水揚げも含
まれます。
•……船舶位置ドメインは、監視センター間での船舶位置情報の通信に関する標準を提供することを目的
としています。
•……漁獲のライセンス、承認、許可は、漁獲のライセンス、承認、または許可の要求に関連して、利害
関係者間のデータ交換を標準化することです。
•……集約された漁獲データの報告このドメインの目的は、利害関係者間の集約された漁獲データの交換
を標準化することです。
•……電子検査レポートの後立ち上げる予定ですが、このドメインの目的は、電子検査と目視レポートの
交換を標準化することです。
•……マスターデータ管理ドメインは、マスターデータレジスタから、そこに登録されている漁業情報の要
求者へのデータ交換に集中しています。

FLUXは、持続可能な開発に関する2030年までの到達行動計画である「持続可能な開発目標（SDG）
14」に直接リンクしています。FLUXは、2030年までに違法かつ未報告の漁業と乱獲をなくし、破壊的な
漁業慣行と科学に基づく管理計画を実施することに重点を置いた目標14.4の達成をサポートします。
FLUXはまた、信頼性の高い漁業データのデータベースに基づく漁業管理システムです。これは、生物多
様性を保護し、魚資源の持続可能な利用と全体的な漁業慣行をサポートする取り組みに役立ちます。

さらに、FLUXは、魚の資源の持続可能な管理と利用をサポートすることで、適切な動物性タンパク質
を現在および将来の世代で利用できるようにし、飢餓の終焉、食料安全保障の達成、栄養の改善に貢献
します（SDG…2）。

FLUXは、国連ヨーロッパ経済委員会（UNECE）の政府間機関である国連/CEFACTによって開発、
維持、推進されています。国連経済社会理事会の枠組みの中で、UNECEは貿易円滑化の提言と電子ビ
ジネス基準の中心的役割を果たし、国際貿易と関連サービスの成長を促進できる商業プロセスと政府ビ
ジネスプロセスの両方をカバーしています。
国連/CEFACT内では、専門家グループが農業および水産物の貿易の簡素化と自動化のためのメッセー
ジを作成しています。このグループは、以下の基準をすでに開発しています。

•…電子衛生植物検疫証明書（eCERT）。…
•…電子的管理および実験室メッセージの交換（eLAB）。…
•…動物、動物製品、魚の追跡と追跡（TT ;…Tracking…and…Tracing）。
•…保護され絶滅危惧種の取引を管理するための証明書（eCITESツールキット）。
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…（注）
国連/CEFACTのWeb…Siteであるwww.unece.org/cefact/の最初のページにある「Suitable…Fisheries」
を開いていただくと、FLUXに関する様々な資料があります。
本記事は「Suitable…Fisheries」内の
　「Our…Focus…=>…Communication…Materials…=>…UN/CEFACT…FLUX…Brochure」
などの内容をまとめたものです。…
Web…Siteには多くの情報が掲載されていますので、ご興味ある方はご参照下さい。

以上
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— 協会ホームページのリンク集のご案内 —

http://www.jastpro.org/l ink/index.html

当協会のホームページのリンク集には、当協会の活動にご興味を持たれる方や日本輸出入者コードの

利用者の方々のご参考として関係諸組織・団体ホームページへのリンクを下記の分類で掲載しております

のでご活用下さい。

▲  

当協会に関係する我国の官公庁・公的機関（独立行政法人を含む）

▲  

輸出入関係手続きに関係する業界団体等

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（国内）

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（海外）

▲  

貿易振興・簡易化や電子商取引の標準化に関係する国際機関…

▲  

日本財団、公益財団法人JKA



— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

電子版は、当協会ウェブページのお知らせ欄にてご覧いただけます。

　　　http://www.jastpro.org/topics/index.html

掲載通知をご希望の皆様には、メールにてその旨ご案内申し上げますので、ご希望の方は毎月20日までに…

次の内容を下記のE-mailアドレスにお知らせくださいますようお願いいたします。

　　

▲  

ご所属の組織名称　

　　

▲  

所属されている部署

　　

▲  

申込者氏名

　　

▲  

連絡先電話番号

　　

▲  

送達をご希望のメールアドレス

　【ご連絡窓口】

　　…（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

　　…業務部　業務一部長　祁答院（けどういん）…包則

　　…E-mail…address:……gyomu_dept@jastpro.or.jp


