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記事1.  AFACT  第37回中間会議  参加報告

日時：… 2019年5月22日（水）から24日（金）
場所：… タイ国… バンコック　Swissotel　　　　　　　　　　　　　　
参加：… 日本… 一般社団法人…サプライチェーン情報基盤研究会（SIPS）
… … 　　　　　　……業務執行理事　　菅又　久直氏
… … 日本貿易関係手続簡易化協会　　祁答院　包則
… 台湾… Inspiring…Ideas…Co.…Ltd… Dr.…Reng…Weng…Gong……
… … … Ms.…Pearl…Sun
… … … Dr.…Eva-Yui-Yuan…Yuen
… … … Ms.Annik…Kang
… タイ… Electronic…Transactions…Development…Agency…（ETDA）…
… … 　Deputy…Executive…Director… ChaiChana…Mitrpant…Ph.D
… … 　Deputy…Executive…Director… Soranun…Jiwasurat…Ph.D
… … 　Director… Urachada…Ketprom…Ph.D
… … 　Director… Supachok…Jantarapatin
… … 　Business…Analyst… Mr.…Natthaphat…Rojanasupamit
… … 　Officer… Mr.…Norawit…Unakui
… … 　International…Cooperation…Officer… Ms.…Pimchanok…Jekpoo
… … 　他　　事務局　デード女史、ヌーン氏、ヨー女史、………………………………………………
… UNESCAP（Economic…and…Social…Commission…for…Asia…and…the…Pacific）
… … 　Chief… Yann…Duval…Ph.D………………………………………………
… その他　22日プログラムにて講師として講演の企業・団体からの参加
内容：
＜5月22日（水）＞………
Opening…Ceremony………
　①…開催挨拶
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　②…集合写真
　③…参加者自己紹介

BDC（Busyness…Development…Committee）&…TMC（Technical…Methodology…Committee）Meeting
　BDC… Leader……Mr.…Supachok…Jantarapatin　
　TMC… Leader……菅又　久直氏

①…ASEAN…Initiative…on…e-Commerce
講師　Mr.…Soranun…Jiwasurat,…ETDA…
ASEAN諸国での中小企業を中心としたe-Commerceによる経済成長の取り組みを紹介。2019年に終
了を目標としたアクションプランを実行していく。
（質問）「具体的には？」
（回答）「これから個々の取り組みを実行していく。　発表会でWorkshopを準備の予定」
（質問）「すでに進展しているようだが、今後参加することは可能か？」
（回答）「事務局に問い合わせてスケジュールを確認して欲しい」

②…UN/FLUX…for…Sustainable…Fisheries…in…Thailand
講師　Dr.Sak……Seghoonthod,…Digital…Government…Development…Agency,…DGA
漁獲管理として、タイでは漁獲報告が義務となっており、熱心に取り組んでいる実情を報告。実際に厳
格な適用は難しいことを承知しているが、報告方式を国連CEFACT標準で統一する様努力していきな
がら、今はタイのみの数値獲得の実行を推進したい。裏話として「2018年韓国で行われたFood…and…
Agriculture…Organization…of…the…United…Nations…/…FAO＝全体会議」で報告された漁獲数はタイ全
体より少なかった。まだ統計の計上が実用化していない。

③…Update…on…ASEAN…Single…Window…（ASW）
講師　Ms.Paphanarn…Sirimano,…Thai…Customs…Department
ASEANでは植物検疫でもシステムを作って実行している。ACDD（Asia…Customs…Declarations…
Department）では2019年にAPT3（日中韓）でデータ交流をしたい。
（質問）「データ交換のレベルは？」
（回答）「…まだ税関レベルで、検疫当局がこれによって植物検疫を許可するシステムには各国とも至って

いない」
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④…Facilitation…of…the…Issuance…of…e-Certificate…of…Origin
講師　Ms.Spitcha…Manatiaku,…Department…of…Foreign…Trade
12の国と地域でタイが実施しているFTAに関しての原産地証明についての解説。
電子関係申請で…EDI,…Digital…Signature,…Electric…Signatureそれぞれの実施方法と違いを説明。完
全な実行は難しいかも知れないが、紙のみの時代と比べて情報伝達のスピードメリットがあることを強調し
ていた。ASEAN共通と他の地域のモデル統合を視野に入れている。
（質問）「…タイは原産地証明の明確なルールがない、とされているが、どうやって他の地域に合わせた

仕分けをするのか」
（回答）「…利用用途は現状Boarder…Control…がメインで各国の法令と照合していくのは今後の大きな

課題」

⑤…National…Digital…Trade…Platform（NTDP）
講師　Mr.Nattapon…Dejvitak,…Thai…National…Shippers…Council
タイのNTDPを他国（日本ではNTTData）との連携を交えて説明した。

⑥…GSI…Standard…and…the…Digital…exchange…of…Trade…Documents…across…Borders
講師　Mr.Shawin…Chen,…GSI…Thailand
Cross…Boarder…Blockchain…Platformを使ってのデータ交換の現状と問題点、将来プランについて説
明した。GS１社がタイの各方面に呼びかけ、貿易用語の呼び方を統一してデータ化したことから始まっ
た動きである。

⑦…Blockchain-Based…Trade…Data…sharing…Platform
講師　赤羽…喜治部長　㈱NTTデータ…金融事業推進部
　　他に　深谷…良治Chief…Advisor…NTT…Data…（Thailand）…Co.Ltd.
　　　　　Yusman…Kurnia主任　㈱NTT…Data…第一公共事業本部
NTT…Dataの会社概要をその規模と共に紹介、日本の各産業で使われているプラットフォームを連結した
Blockchainの導入を説明。貿易の全てのTransactionが取り扱われていることを説明した。
NTT…Dataは国連CEFACT基準に基づいていること、また特にLegal面（情報セキュリティ）に重きを置
いた点を強調した。
終了は「100％のCross…boarder…interoperabilityが現実に、法的に確立すること」である。
（質問）「多様なBlockchainがある中、特に国連CEFACTの目指す多国籍Blockchainとの違いは？」
（回答）「あまりに多いStakeholdersに対応する必要があったのと、Legalityの保持に軸足を置いた」
（質問）「大規模プロジェクトだが、完成する上での困難は何か？」
（回答）「…TechnicalにはBlockchainをつなげることに努力している。この点APIを使えばかなりの部

分が解決する。一方で、プロトコールはあっても各ユーザーのデータの使い方の違いでさらに
困難が予想される」

⑧…UN/CEFACT…Technical…Update
講師　菅又…久直氏　SIPS…業務執行理事（菅又さんからは別途原稿を寄稿頂きます）
国連CEFACTで議論されている概要が紹介された。
（1）国連CEFACT…Formation
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（2）Message…Construction…Guideline…Project
（3）New…EDI…Platform…（Web…API）
最近のプログラム技術者の中に国連CEFACT基準を知らない人が多くなっているので、ポピュラーにな
っているWebプログラミングの導入が必要である実情も紹介された。

＜5月23日（木）＞
Steering…Committee（STC）
①…開会挨拶　Dr.Chaicharia…Mitrpant,…ETDA

②…AFACT…BYLAWSの変更確認
2018年ダッカの総会で議論された内容の確認（選定committeeメンバーを2名の限定枠を外すなど）が
行われた。

③…AFACT活動の活性化の検討
AFACTのAssociate…MemberであるPAA（Pan…Asian…E-Commerce…Alliance、日本ではNACCS
センターがメンバー）に声を掛け、AFACTの休眠国に参加を促す、共同での事業を検討するなどの意
見が出され、議長国がアプローチすることとなった。
また、現在対外活動に積極的な中国、ベトナムなどに参加を個別に呼びかけることにした。
AFACT活動活性化のため、次の3つのプロジェクトを立ち上げる。
（１）越境Ecoプロジェクト（BDC）
（２）NDTP（National…Digital…Trade…Platform）相互運用性（BDC）
（３）相互運用性のためのWeb…APIベースメッセージ（TMC）
以上につき、6月末までにプロジェクト提案書を作成し、AFACT総会までに参加者の募集を行う。

④…Community…Support…Committee…（CSC）…Chairmanの人事異動
Committeeの議長の台湾のDr.EVAが勤務先の事情で今後の参加が難しくなり、後任を選定して欲し
い、との要請があった。
これに対し、今までのところ立候補者がおらず、またCSC自体も現在抱えている課題がないことから、次
の総会までに候補の応募を待つことこととなった。

⑤…2019年AFACT総会とe-ASIA…Awardsコンテストの実施スケジュール
毎年秋に開催が予定される総会は、今年は2年毎のe-ASIA…Awardsコンテストを同時開催する年と…
なる。
主催者タイとしては、Thailand…Logistics協会主催の「ASEAN…LOGISTICS…SOLUTIONS」が開催
される8月28日から30日に同時開催を希望したい、との提案であった。一方、この日程ではコンテストの
応募側に時間的余裕がないことから、通常通り11月頃の開催が望ましい、という意見も出された。
議論の結果、費用面の主催者側の事情を優先させることとなり、8月末開催でコンテストの応募を検討し、
応募作が少ないなど時間的余裕がさらに必要と判明した場合、開催日時を再検討することとし、6月末ま
でに決定することとなった。　　　　　　　　　　
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＜5月24日（金）＞
全体会議
STCでの議論が再確認され、特に
　①…AFACT会議の参加国の増加（活性化）の確認
　②…e-Asia…Awardsまでのタイトスケジュールにおける各国の協力
が確認された。

　　　　　　…　…　
街の様子（左）とETDA社受付（右）。街角・建物のあちこちに新国王ラマ10世戴冠のお祝いの…
飾りが設置されています。タイでは祝賀ムード真っ盛りでした。

以上
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記事２.  AFACT中間会議報告

2019年5月21日〜 5月25日
バンコク（タイ）

SIPS業務執行理事　菅又…久直

Ⅰ．会議日程：
5月21日（火）… 東京発　バンコク着
5月22日（水）… BDC/TMC合同会議
5月23日（木）… AFACT運営委員会
5月24日（金）… AFACT運営委員会　バンコク発
5月25日（土）… 東京着

Ⅱ. 会議参加の目的：
アジア各国で協力して、効率的で相互運用性のあるグローバルサプライチェーンのための情報基盤を構
築することを目指して、アジア各国の代表と技術的・手続的課題を審議するためにAFACT中間会議（運
営委員会および業務領域委員会／技術手法委員会合同会議）に参加した。

……AFACT（アジア太平洋貿易手続簡易化と電子ビジネス促進センター）：国連CEFACTが開発した貿
易円滑化と電子ビジネスに関する国際標準等の普及を図るために、国連CEFACTアジア地区ラポー
ターと連携して活動する非営利の団体で、現在アジアの20カ国・経済圏が参加している。

なお、今回の会議は、タイのETDA（Electronic…Transactions…Development…Agency）が主催し、タ
イの首都バンコクで開催された。

AFACTは、1年毎に異なるメンバー国が議長国となり、中間会議と総会の2回のイベントを主催する。
2019年はタイが議長国（2015年：イラン、2016年：日本、2017年：台湾、2019年：バングラディシュ）で、
今回の中間会議に続き、8月末に総会が予定されている。

今回の会議には、日本、台湾、タイの3カ国、約15名が参加した。
一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会（SIPS）からは、業務執行理事：菅又久直が、技術手
法委員会（TMC）の委員長の立場で、運営委員会およびBDC/TMC合同会議に出席した。

Ⅲ. BDC/TMC合同会議：
会議の進行はBDC議長のSupachok…Jantarapatin（タイ）が担当した。参加者は、3カ国（中華台北、

日本、タイ）から約15名が参加し、ASEAN電子商取引協定、UN/FLUX、ASEANシングルウィンドウ、
原産地証明対応システム、貿易円滑化B2Bプラットフォーム、GS1の電子原産地証明発行基盤、ブロック
チェーンによる貿易データ共有基盤、および国連CEFACT技術動向につき、発表と審議が行われた。
（1）ASEAN電子商取引協定

ETDAより、2019年1月に発行されたASEAN電子商取引協定（ASEAN…Agreement…on…Electronic…
Commerce）が紹介された。本協定の目的は次の通り。
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➢ASEAN地域の越境電子商取引基盤を整備する。
➢ASEAN地域の電子商取引信頼環境構築を推進する。
➢�電子商取引利用の開発と強化による、開発格差の解消と包括的成長のために、ASEANメンバー各
国の協力を深める。

（2）UN/FLUX
タイの電子政府開発機関（DGA:…Digital…Government…Development…Agency）より、国連CEFACT
が推進する水産資源管理の枠組み（FLUX:…Fishery…Language…for…Universal…Exchange）における
タイの取組みにつき発表が行われた。
タイでは、現在、次のシステムが構築されている。

➢漁業者、漁船、漁業権の登録データベースの管理
➢漁船、違反履歴、最大漁獲高の電子ライセンス発行
➢漁船入出港管理（漁船登録、漁業権、乗船者、作業許可、契約）。
➢漁業活動記録管理（漁船毎の漁獲高と入出港記録）。

（3）ASEANシングルウィンドウ
タイ税関より、ASEANシングルウィンドウ（ASW）の状況につき発表が行われた。ASWは、国連勧告
33（Single…Window）および国連勧告36（Single…window…Interoperability）に則って構築され、現在
5か国が次の情報交換を行っている。
➢e－ATIGA…Form…D（電子特恵原産地証明）
➢ACDD（ASEAN税関申告書）
➢eSPS（電子衛生植物検疫証明）

（4）原産地証明対応システム
タイの商務省貿易局より、電子原産地証明書発行システムについて説明が行われた。タイでは、FTA
対象国別に次のフォームが使われているが、現在はASEAN自由貿易地域用のForm…Dが主流（約
40%）となっている。
➢ASEAN…（AFTA）… FORM…D
➢ASEAN-China…（ACFTA）… FORM…E
➢Thailand-India…（TIFTA）… FORM…FTA
➢Thailand-Austraria…（TAFTA）… FORM…FTA
➢Thailand-…New…Zealand…（TNZCEP）… Self-declaration
➢Thailand-Japan…（JTEPA）… FORM…JTEPA
➢ASEAN-Japan…（AJCEP）… FORM…AJ
➢ASEAN-Korea…（AKFTA）… FORM…AK
➢ASEAN-India…（AIFTA）… FORM…AI
➢ASEAN-Australia-New…Zealand…（AANZFTA）… FORM…AANZ
➢Thailand-Peru…（TPCEP）… FORM…TP
➢Thailand-Chile…（TCFTA）… FORM…TC
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（5）貿易円滑化B2Bプラットフォーム
タイ荷主協会（National…Shipper’s…Council）より、B2Bの電子貿易プラットフォーム（NDTP:…National…
Digital…Trade…Platform）の取組みにつき紹介が行われた。
政府のNSW（National…Single…Window）と接続しながら、貿易手続関連B2Bデータ交換を行うプラッ

トフォーム。当然、海外のNDTPとの相互接続が必要となってくる。NSWの拡張より、NDTPによるサー
ビス競争を取り入れることが使いやすい貿易円滑化システムの促進につながるように思われる。

…

（6）GS1の電子原産地証明発行基盤
タイGS1は、ブロックチェーンとPKI技術の上で輸出用電子原産地証明書（eCO）発行サービスを始め
た。接続先はPAA（Pan…Asia…eCommerce…Alliance）グループのTrade-Van（台湾）。国境を跨いだ
貿易手続ブロックチェーンの取組みとして注目すべきプロジェクトである。

（7）ブロックチェーンによる貿易データ共有基盤
日本のNTTデータが、ブロックチェーン活用の貿易情報共有化プラットフォームの紹介を行った。国内
で、銀行、保険、荷主および船社とロジスティック企業をメンバーとするイニシャチブを立ち上げ、2019年
3月時点で18社が参加している。
また、NTTデータとMUFGによるタイとの貿易手続の電子化（I/V、P/O、SWBを含む）の実証実験
についての紹介も行なわれた。

（8）国連CEFACT技術動向
菅又より、国連CEFACTの技術動向につき、各PDA（Programee…Development…Area）の最新
活動状況、および技術的観点で注目すべき次の2つプロジェクトにつき概要説明を行った。
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➢�メッセージ構築ガイド・プロジェクト：日本より提案したプロジェクトで、ebXMLベースのユーザーメッセー
ジ構築にあったて、CCBDA（Core…Component…Business…Document…Assembly）とNDR（Naming…
and…Design…Rule）の適用方法を明確にすることが目的。

➢�Web…APIによる次世代EDI：CCL（Core…Component…Library）にある情報コンポーネント（BIE）を
ベースにした、RESTfullとJSON-LDによるメッセージ構築ガイドの試み。

Ⅳ. 運営委員会
Mrs.…Surangkana…Wayuparb…AFACT議長の代理として、Mr.…Chaichana…Mitrpant（ETDA…Thailand）
議長代理によりAFACT運営委員会が開催された。主な審議事項は次の通り。
（1）2018年運営委員会メンバーの確認

AFACT会則（Bylaw）に従い運営委員会メンバーは次のように確認された。
主催国議長（タイ：Mrs.…Surangkana…Wayuparb）
前回主催国議長（バングラディシュ：Mr.…Ali…Ashfak）
選出HOD（イラン：Mr.…Ramezan…Ali…Sadeghzadeh）
選出HOD（日本：祁答院包則）
選出HOD（中華台北：Mr.…Reng-Weng）
BDC議長（タイ：Mr.…Supachok…Jantarapatin）
TMC議長（日本：菅又久直）
CSC議長（中華台北：Ms.…Eva…Yueh）
国連CEFACT副議長（インド：Mr.…Tahseen…A.…Khan）
国連CEFACTアジアラポーター（タイ：Ms.…Urachada…Ketprom）
AFACT事務局（イラン：Mr.…Mahmood…Zargar）
国連ESCAP代表（国連ESCAP：Mr.…Yann…Duval）
次年度主催国候補のマレーシア（2020年度WCIT開催国）と連絡をとって、AFACTの窓口を確認

するとともに、2020年のAFACT開催を要請しなければならない。

（2）eASIA…Award
eASIA…Awardの４つのカテゴリーにつき、次のように変更する。
➢Trade…Facilitation…and…eCommerce
➢Digital…Transformation…（Public…sector）
➢Digital…Transformation…（Private…sector）
➢Creating…Inclusive…Digital…Opportunities

なお、ホスト国の都合により2019年のAFACT総会は8月末に開催されることが濃厚である。eASIA…
Awardの最終評価と表彰はAFACT総会で行われる予定のため、各国からのeASIA…Awardの応募
締め切りは7月15日と決められた。

（3）規約改訂の確認
前年のAFACT会議（バングラディシュ）で合意したとおり、…AFACT…Bylawは次の2点の修正を行う。
①AFACT総会の成立定足数は参加5か国（オンライン参加を含む）とする。
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②…運営委員会の選出HODメンバー数は2人に限定しない。

（４）作業委員会プロジェクト
AFACT活動活性化のため、次の3つのプロジェクトを立ち上げる。
①…越境eCOプロジェクト（BDC）
②…NDTP（National…Digital…Trade…Platform）相互運用性（BDC）
③…相互運用性のためのWeb…APIベースメッセージ（TMC）
以上につき、6月末までにプロジェクト提案書を作成し、AFACT総会までに参加者の募集を行う。

以上
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記事３. 国連CEFACTからのお知らせ

1  4 June 2019:
UN/CEFACT… is… pleased… to… launch… a… call… for… participation… for… the… project…“Cross… Industry…
Supply…Chain…Track…and…Trace.”…This…project…aims…to…create…a…standard…for…the…exchange…of…
information… about… asset… (product,… lot,… pallet,… etc.)… traceability.…This… includes…monitoring… the…
history…of…a…traceable…asset…and…monitoring…the…present…and…future…movements…of…the…asset.…If…
you…would…like…more…information,…please…contact…the…project…lead:…Rolf…Wessel.

2  29 May 2019:
UN/CEFACT…is…pleased…to… launch…a…call… for…participation… for… the…project… "Reimbursement…of…
Healthcare… Claims".… … This… project… aims… to… extend… the… current…UN/CEFACT… Insurance…
deliverables… to… cover… private… health… (full… or… additional)… insurance… policies… to… support… the…
exchange…of…data…in…the…field…of…reimbursing…claims.…If…you…would…like…more…information,…please…
contact…the…project…lead:…Michel…Bormans.

3  28 May 2019: 
This… is… to… announce… a… 60-day…public… review…until… 29… July… 2019… concerning… the…CI…Delivery…
Process…BRS.…Please…use…the…Public…Comment…Template…provided…to…facilitate…the…preparation…
of…the…Comment…Log…by…the…Project…Team.

4  28 May 2019:
Registration…to…34th…UN/CEFACT…Forum…is…now…open.
編集部注：10月28日から11月1日　於ロンドン　英国。
　開催案内と登録はこちらのWeb-site　
　　http://www.unece.org/uncefact/34thuncefactforum.html
　ご参加の方は登録の上、日本事務局JASTPROにもご連絡をお願いします。

5  23 May 2019: 
UN/CEFACT… is… pleased… to… launch… a… call… for… participation… for… the… project…“Readiness… for…
Emergency…Relief…Importation”.…This…project…will…develop…a…recommendation…to…provide…clear,…
accessible… and… concise… best… practice… guidelines… in… enabling… efficient… clearance… facilitation…
measures…for…humanitarian…readiness…and…response.…It…will…present…the…legislative…frameworks…
but…also…describe…what… leadership… in…this…field… looks… like.…If…you…would… like…more… information,…
please…contact…the…project…lead:…Ms.…Virginie…Bohl.

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




