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謹 賀 新 年
令和二年元旦

旧年中は格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。

皆様のご健勝とご多幸をお祈り致しますと共に

本年もご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

大洗磯前神社	「神磯の鳥居」
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年頭のご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人		日本貿易関係手続簡易化協会

理事長　中　村　邦　晴　

2020年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

昨年は地震や台風等さまざまな災害がありました。被災された皆様及びそのご家族に対しまして、改め
て心からお見舞い申し上げます。

昨年は、米朝首脳のハノイと板門店での2度の会談、英国のEU離脱の延期、香港での民主化デモの
拡大など、様々な動きのあった年となりました。貿易面では、2月に日・EU経済連協定が発効し、10月に
日米貿易協定・日米デジタル貿易協定が署名される一方で、両国間の貿易協議が続くなか、米中間では
双方の輸入品に関税を掛け合う事態が続きました。また、日韓の間では、日本から韓国に輸出される半
導体関連物資の輸出管理の強化とそれに反応した韓国における日本製品の不買運動等が発生しました。
世界経済については、貿易摩擦の高まりなどもあり、2019年11月のOECDエコノミックアウトルックに
よれば2018年に3.5%まで拡大していた世界全体のGDP成長率は、2019年は2.9%、2020年、2021年
も3.0%程度にとどまると予測されています。
我が国を見ますと、10月に消費税率の引き上げがあったものの、諸施策の効果や増税後の物価上昇が
小幅だったことから、個人消費の落ち込みも比較的小幅で、短期間で終了すると見込まれています。海外
経済の動向が気になるところですが、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え消費マインドの持ち
直しも期待されています。

このような状況の下で、経済のグローバル化は着実に進んでいます。昨年2月に発効した日・EU経済連
携協定については、財務省によると発効済みの経済連携協定の中で最も利用されているとのことです。な
お、昨年2月、当協会と駐日EU代表部との共催で日・EU経済連協協定の利用促進のためのセミナーを
開催いたしましたが、今年も2月に当協会、（公財）日本関税協会、（一社）日本通関業連合会、駐日EU
代表部との共催でセミナーの開催を予定しています。日米貿易協定・日米デジタル貿易協定の発効、
RCEP締結に向けた動きなど、経済連携深化やメガFTAの創設に向けた動きが、今後とも活発化してい
くものと思われます。また、デジタル化の波は近年加速しており、貿易のみならず様々な分野で変革を促
しています。このような状況の中で、国際貿易取引等に係る各種手続の簡素化、電子化の推進は重要で
あり、国境を越えた電子データ交換のためのインフラ整備が進んでいます。
他方、今年は、東京オリンピック・パラリンピックが控えていることから、テロ対策は昨年に引続き、
重要な課題と言えます。昨年も3月にニュージーランドでモスク銃乱射事件、4月にスリランカで同時爆発
事件が発生し多数の死傷者が出るなど、世界各地でテロが発生しています。
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国際貿易の安全確保を図りつつ貿易の円滑化を推進するとともに、急速なデジタル化の波に対応するた
めには、IT技術を活用した貿易関係手続の電子化、各国間の貿易関連電子データ交換、並びにその基
盤となる国際標準導入をさらに進めていく必要があります。当協会は、国連欧州経済委員会（UNECE）に
設置された国連CEFACT（貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター）での国際標準化活動に参画
しておりますが、その重要性はますます高まっております。

当協会は、一般財団法人としてこれまでの事業活動を踏まえたうえで、引き続き貿易関係団体や業界団
体、企業からのご支援を賜りつつこれらの課題に取り組み、幅広い分野において活動を展開していきた
いと考えております。

また、輸出入手続きにあたって皆様にご活用いただいております「日本輸出入者標準コード」につきまし
ても、今後とも一層の利便性向上に努めてまいる所存です。

最後になりましたが、平素より当協会の活動に対しご支援をいただいております会員各位に改めて御礼
を申し上げますとともに、本年も引き続きご理解とご協力を賜れれば幸甚に存じます。
皆様の益々のご発展とご健康を祈念し、新年のご挨拶とさせて頂きます。
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新年のご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務省関税局長

　中　江　元　哉　

令和2年の年頭にあたり、謹んで新年のお祝いを申し上げます。

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会及び会員の皆様方には、旧年中は関税政策・税関行政に
多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本年が皆様にとりましてより良い一年となります
よう、心からお祈りいたします。

新年のご挨拶にあたり、財務省関税局及び税関の主な取組みについて申し上げます。

昨年は、G20大阪サミットやラグビーワールドカップ日本大会といった国際的なイベントが開催されまし
た。また、即位礼正殿の儀という歴史的な節目も迎えたところです。事業者の皆様のご協力もあり、無事
終えることができました。改めて、御礼申し上げます。
これらに対応するため、昨年1月には、テロ防止等の観点を追加し、内容を拡充した「密輸防止に関す
る覚書」について、貿易関係業界等と再締結したことをはじめ、昨年は、テロ対策に関し、関係者の皆様
との連携強化を図ることができました。
本年も、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が控えており、財務省関税局及び税関
では、円滑かつ迅速な通関とともにテロ関連物資等の水際取締りに、より一層高い意識をもって取り組ん
でまいります。貴協会及び会員の皆様方におかれましても、引き続き、ご協力をいただきますよう、お願
いいたします。

また昨年は、一昨年に続き日本列島各地において自然災害の大きな被害がありました。こうした自然災
害への備えとして、今後、BCPの重要性はますます高まっていくと考えられます。
平成29年に導入した申告官署の自由化は、災害時の業務継続にも資するものであったと評価をいただ
いているところであり、このような観点からも引き続き積極的に活用について、ご検討していただければと
考えています。
申告官署の自由化は、制度導入後2年が経過しました。これまでのところ、皆様のご協力により大きな
問題もなく、円滑に運用されております。財務省関税局・税関におきましては、制度の利用状況等を注視
しつつ、事業者の皆様にとって使い勝手の良い制度となるよう、引き続き、業務運営の改善策について、
検討してまいります。

一方、国際的な動きとしましては、一昨年のTPP11に続き、昨年2月には日EU・EPAといったいわゆ
るメガＥＰＡが発効しました。また、本年1月1日には日米貿易協定が発効しております。
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さらに、RCEP交渉についても、昨年大きな進展を得ることができ、関税の引き下げに加え、新しい時
代の経済ルールも含めた野心的な協定の早期妥結に向けて努力を続けているところです。
このような状況から、輸出入に関するルールは一層複雑となっております。
貴協会におかれましては、日EU・EPAの利用拡大及び日EU間の貿易円滑化を図るため、本年2月、
駐日欧州連合代表部等との共催において、日EU・EPA発効1周年記念セミナーを開催されるものと承知
しております。
財務省関税局及び税関においても、関税制度や税関行政等を所管する立場から、引き続き関係省庁と
連携しながら経済連携交渉を進めていくとともに、貴協会及び会員の皆様方への情報提供を含む支援の
強化・充実により、EPA等の利用促進に取り組んでまいります。

財務省関税局及び税関の取組みを推進するにあたっては、貴協会及び会員の皆様方のご協力が重要と
なりますので、引き続きご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

最後に、貴協会及び会員の皆様の益々のご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただき	
ます。
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年 頭 所 感

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済産業省	貿易経済協力局

局長　保　坂　　伸　

令和2年の新春を迎えるにあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。
昨年は、米中間の貿易摩擦や、英国のEU離脱問題等、世界情勢に大きな動きが続きました。こうし
た情勢を踏まえつつ、経済産業省貿易経済協力局では、日本経済の発展を目指し、国際ビジネスの拡大
の後押しや、貿易投資の管理等に努めてまいります。

我が国が世界経済の発展を取り込んでいく上で、新興国の膨大なインフラ需要を獲得していくことは重
要であり、あらゆる政策ツールを最大限に活用し、企業の皆さまとOne	Teamとなってインフラシステム輸
出を推進してまいります。
昨今は、インフラ需要獲得の競争が激化しており、日本と外国企業それぞれの強みを活かして第三国
市場で連携してビジネス展開をする「第三国協力」も推進しています。
中国とは、平成30年に、第1回日中第三国市場協力フォーラムを北京で開催し、日中両首脳及び財界トッ
プを始め約1,500人にご参加頂きました。今年は、習近平国家主席の訪日のタイミングに合わせ、第2回
を東京で開催し、より一層の日中間の経済交流を図る予定です。他方、米国とも、昨年、トランプ大統
領が訪日した際に日米首脳会談において再確認された、日米第三国協力を今後とも推進してまいります。
引き続き、各国との連携等、あらゆる側面での支援を通じて、世界のインフラ需要の獲得を推進してま
いります。

昨年は日EU・EPA、TPP11の発効、日米貿易協定の国会での承認等、日本企業による海外市場開拓
の環境整備が進みました。この機を捉えて、中堅・中小企業の海外展開や農林水産物・食品輸出の拡大
への支援を充実させていきます。
具体的には、JETROを中心とした「新輸出大国コンソーシアム」では、事業計画策定から商談成立に至
るまで、専門家によるきめ細かな支援を充実させます。併せて、海外のECサイトで「ジャパンモール」を
設置し、日本産品の販売支援も拡充します。
一方、今年はオリンピック・パラリンピックが予定されるなど、日本に国際的な注目が集まり、世界から
投資を呼び込む好機です。昨年は、「地域への対日直接投資カンファレンス(RBC)」を北海道等5地域で
開催し、地域の魅力的なビジネス環境を世界へ発信いたしました。今後とも、対内直接投資残高35兆円
の目標に向けて、取組を進めてまいります。

一方、日本の平和と安全を確保し、国際経済秩序を維持するためには、適切な貿易管理が不可欠です。
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まず、北朝鮮に関しては、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入の全面禁止の措置をとってきました。
昨年の臨時国会において措置の期限を2年間延長することについて承認を得ました。引き続き、安全保障
上の脅威に対しては、毅然とした対応を行ってまいります。

また、米国はAI等エマージング・基盤技術の輸出管理を強化する方針を打ち出しており、我が国も今
後管理すべき技術の対象が広がることが考えられます。そうした中、昨年は技術調査室を立ち上げ、機
微技術のみならず、産業競争力上重要な技術を含め、調査・分析する体制を整備致しました。
さらに、欧米各国の投資管理制度を強化する方針を踏まえ、昨年の臨時国会において、外為法が改正
され、国の安全等を損なう恐れのある対内投資全般への対応が強化される一方、健全な投資を一層促進
する、メリハリのついた投資管理制度が構築されたところです。
また日本各地の大学や中小企業に対して技術管理のガイダンス普及、専門家派遣、セミナー開催等を通
じて、管理体制の強化に協力してまいります。

また、貿易管理に関する手続きについて、輸入割当制度、ワシントン条約に関する審査、特定原産地証
明の発行等、引き続き、各種手続きの申請者のご負担を軽減できるよう、電子化等の効率化に積極的に
取り組んでまいります。

以上を含めまして、本年も官民の密接な連携の下、効果的な施策の実施、制度運用を行ってまいります。
皆様の一層のご理解とご支援をお願い申し上げ、年頭のご挨拶と致します。
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年頭のご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		国土交通省総合政策局情報政策本部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		（大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官）

　瀬　口　芳　広　

令和2年を迎え、年頭のご挨拶を申し上げます。

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会並びに関係の皆様におかれましては、日頃より貿易関係手続
の簡易化・電子化等の活動を通じて国土交通行政に多大なご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、世界では、AI、IoT等の社会実装が急速に進展する中、社会のあらゆる場面でデジタル化が進
んでおります。このような技術を活用することにより、我が国が直面している人口減少、少子高齢化、生
産性向上等の課題の解決を図りつつ、新たな価値創造をもたらす大きな変革期を迎えております。

このような中、政府においては、昨年5月にデジタル手続法（令和元年法律第16号）が成立・公布され、
同法に基づき、昨年12月に新たな「デジタル・ガバメント実行計画」が閣議決定されました。　
「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があら
ゆる活動においてデジタル技術の便益を享受し、安全で安心な暮らしや豊かさを実感できる社会を実現
することを目指しています。
国土交通省としても、この計画を踏まえ、所管手続等の原則オンライン化及び添付書類の撤廃等の行
政サービスのデジタル化に取り組んでおります。

また、国土交通省では、平成28年から生産性向上につながる先進事例を「生産性革命プロジェクト」と
して選定し、着実に取組を進めてきました。
貴協会に関係が深い物流分野においては、全国の物流事業者や港湾管理者が保有する港湾情報や貿
易手続情報を電子化し、データ連携を標準とする事業環境を形成するため、国内港湾における情報連携、
手続きの共有化、データ標準化等を実現する「港湾関連データ連携基盤」を本年中に構築し、社会実装
を開始するとともに、世界最高水準の生産性と良好な労働環境を有する「AIターミナルの実現」に取り組
んでおります。

貴協会が国連CEFACT・AFACT等を通じて取り組まれている、貿易関係手続の簡易化・電子化等の
活動は、経済のボーダーレス化が進展する中、我が国や世界の国際物流の効率化・物流事業の生産性向
上に大いに資するものであります。その重要性は益々高まっており、国土交通省としても、貴協会の活動と
成果に大きな期待を寄せるところであります。

最後に、貴協会並びに関係者の皆様の益々のご発展とご健勝を祈念いたしまして新年のご挨拶とさせ
ていただきます。
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2020年		JASTPRO	行事予定（国際関係）

　○ 4月（予定）	 第38回	AFACT中間会議出席
　	 　クアラルンプール（マレーシア）

　○ 4月27日（月）～ 5月1日（金）	 第35回	国連CEFACTフォーラム出席
	 　ジュネーブ（スイス）

　○ 5月4日（月）～ 5日（火）	 第26回	国連CEFACT総会出席
	 　ジュネーブ（スイス）

　○ 9月（予定）	 第38回	AFACT	総会出席
	 　ペナン島（マレーシア）　

　○10 ～11月（予定）	 第36回	国連CEFACTフォーラム出席
	 　開催地：未定

<国連CEFACT：United	Nations	Centre	for	Trade	Facilitation	and	Electronic	Business>
　　　　　　　　（貿易円滑化および電子ビジネスのための国連センター）
国連ECEの下部組織であり、各国間のビジネス、貿易、管理組織の能力向上を支援している。	
その使命は、手順、手続、情報の流れについて簡素化を進め、調和を図ることによって、国内・
国際業務の簡素化を図り、世界の貿易の発展に寄与することにある。

<AFACT：Asia	Pacific	Council	for	Trade	Facilitation	and	Electronic	Business>
　　　　　	（貿易円滑化および電子ビジネスに関するアジア太平洋協議会）　
アジア・太平洋地域での国連CEFACTに関係する共通課題についての意見交換と域内での普及
促進を目的としている。ホスト国は一年毎に交代し、本年はマレーシアがホスト国となる。
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2020年		JASTPRO	行事予定（国内関係）

　　　○ 3月（予定）	 評議員会・理事会		開催		：		2020年度事業計画・収支予算等

　　　○ 6月（予定）	 評議員会・理事会		開催		：		2019年度事業報告・決算報告等
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JASTPROからのお知らせ

南・南西アジアにおける貿易取引等の電子化	シングル	ウィンドウに関する調査について

当協会はこれまで、我が国との関係が深いアジア地域を中心とした貿易取引等の電子化に関する調査
（2012年度、2014年度）をはじめ、アフリカにおける貿易取引等の電子化及び経済共同体に関する調査
（2015年度、2016年度）、中南米・カリブ諸国における貿易取引等の電子化に関する調査（2017年度）を行っ
てきましたが、2019年度においては、近年発展が著しいインドを中心とした南・南西アジアにおける貿易
取引等の電子化に状況等について調査いたしました。
今般、調査が終了し、報告書が完成いたしましたので、お知らせいたします。

なお、この報告書は日本貿易関係手続簡易化協会（JASTPRO）のWEBサイトにも掲載され、以下の
URLからご覧いただけます。（2020年2月公開予定）

http://www.jastpro.org/publication/index.html#004

（調査報告書の概要）

1．調査内容
（1）調査対象地域

　インドを中心とした南西アジア及びトルコ等これまで調査を実施していない国・地域
①	調査した国：インド、パキスタン・イスラム国、バングラデシュ人民共和国、
　	スリランカ民主社会主義共和国、ネパール連邦民主共和国、モルディブ共和国、ブータン王国、
　	トルコ共和国、イラン・イスラム共和国、アフガニスタン・イスラム共和国
②	調査した経済共同体：南アジア地域協力連合（SAARC）、南アジア自由貿易協定（SAFTA）、
　	南アジア・サブリージョナル経済協力（SASEC）、
　	ベンガル湾多分野技術経済協力	イニシアティブ（BIMSTEC）

（2）調査対象

①	インドを中心とした南西アジアにおける貿易取引等の電子化に係るシングル	ウィンドウあるいはこ
れに類するシステム及び同使用環境の現況

②	インドを中心とした南西アジアにおける貿易取引等の電子化に係るそれぞれの地域において形成
する関係国間のシングル	ウィンドウなど貿易関連システムの相互連携の現況

2．調査報告書緒言
2017年に発効した世界貿易機関（WTO）が進める貿易円滑化協定（Agreement	on	Trade	Facilitation）
第10条	第4項に記載のあるシングル	ウィンドウ、およびこれに関連する貿易円滑化のための電子システ
ムについて、インドをはじめとする南・南西アジア10か国が、現在どのような状況にあるのかを、ヒアリ
ング、ウェブ、その他情報を取り纏めて報告する。
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シングル	ウィンドウについては貿易円滑化協定のみならず、UNECE/UNCEFACTもこれに係る勧
告	を数多く出している。中でも注目されているのが、同じ地域の国々が、国を跨いでシングル	ウィンド
ウを相互に結び付けることにより、貿易手続きの円滑化を図り、以て貿易の効率化に供しようというも
のである。2017年の勧告36号「シングル	ウィンドウの相互運用性」は、まさにこの点に焦点を当てている。
最近の国際的な経済協力の場では、更に進んで、比較的発展が遅れている国が置き去りにならない
ようにといった意味合いで、Inclusive	Growthという言葉が使われることがある。Inclusive	Growthは
「包括的な成長」といった意味の言葉で、本来、経済発展の成果やグローバリゼーションの恩恵が、社
会全体の人々に平等に行き渡ることを意味する、国の所得分配の問題等に使われる言葉である。この同
じ考え方を地域の発展における各国の状況にも敷衍し、“Inclusive”というキーワードの下、上記のシン
グル	ウィンドウの相互運用を始めとした地域の国家間の緊密な連携により、開発の遅れた国も平等に、
それぞれの国の特性を生かして、地域の発展に積極的に寄与できる機会が持てるようにしようというも
のである。このように地域全体の底上げを図ることで、どの一国でやるより、さらに大きく効率的な地
域の発展を実現しようということである。

この報告書が対象としている南・南西アジアにおいても、いくつかの地域経済共同体、自由貿易協
定が形成されており、発展進度の違った国々が混在している。その中で、海岸線を持たない内陸国は
三か国あり、目安として国民一人当たりのGDPを基準に考えるなら、ブータン	US$2,956、ネパール	
US$1,004、アフガニスタン	US$696	と地域の中で最も厳しい状況にある。開発途上国が発展する中で、
大きな役割を果たすのは、一般的に対外輸出の推進だが、内陸国の場合、海港を持つ国への内陸輸
送のコストや時間が大きな制約条件となる。上記のInclusive	Growth	の考えに立てば、これらの制約
条件を緩和することが、内陸国延いては地域全体の発展にとり肝要となる。地域の各国がシングル	ウ
ィンドウを持ち、それらを連携することは、そのための大きな推進材料といえる。
今一つ南・南西アジアにおいて問題を難しくしている点は、政治的・宗教的な要因から地域における
緊張状態が続いており、特にインド、パキスタン間の歴史的な対立が、南西アジアの不安定な要素となり、
協調した発展を困難にしている面もあろう。先進国と後進国の混在など似たような状況に在りながら、
先進諸国が主導することでアセアン	シングル	ウィンドウの設立といったところまで漕ぎつけた東南アジ
ア諸国は、この辺に大きな問題が無いと言えよう。南西アジアにおける地域的な緊張状態が、全面的
にすぐに解消することは困難であるとしても、大きな緊張感を伴わない部分で枠組みを作り、その中で
経済を活性化させ、周辺地域とも連携することで、少しずつ地域全体の発展を進めていく動きもある。
南・南西アジアが、アセアン	シングル	ウィンドウのようなRegional	Single	Windowを保有すること
が適当かどうかは、例えばそれによりどこまで域内取引が伸びるかなど、計数的な予測に基づく投入資
源対効果を見極める必要がある。しかし、Regional	Single	Windowを構築しようと思えば、少なくと
も各国が自国にシングル	ウィンドウを持っていることが前提となる。未構築の国、あるいは構築中の国
は、シングル	ウィンドウを持つことで、先ずは自国内における貿易手続き等の効率化を図ることになるが、
同時にRegional	Single	Windowの話が進む場合に、すぐに対応できるための準備ともなる。
この報告書においては、なるべく各国の直近の状況まで網羅するように努めたので、南・南西アジア
において、今まさに、国際的な機関からの支援を受けながら、シングル	ウィンドウを構築しようとして
いる国も含めて、各国の現況を把握して頂けると思う。
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以上

（参考）調査対象国のロケーション
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