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記事１. 平成29年度における当協会の事業計画について
平成 29 年 2月28日（火）に開催された「第 13 回理事会」及び平成 29 年 3月27日（月）に開催された「第 9 回
評議員会」において、当協会の平成 29 年度事業計画がそれぞれ承認されましたので、その主要な事業であり
ます「制度・電子化にかかる調査研究事業」、「国際機関との連携推進事業」、及び「日本輸出入者標準コー
ド事業」等の概要について報告いたします。

１．制度・電子化にかかる調査研究事業
（1）
経済連携協定の利活用促進のための調査とその情報提供
（原産地手続等）
現在、我が国は15の経済連携協定を実施している。現在、日EU 経済連携協定の合意に向けた交
渉が進展しているほか、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）等の協定の交渉が進められている。
貿易に関して経済連携協定のメリットを最大限享受するためには、当該協定の内容を輸出入者等に対
し的確に周知させ、輸出入者自らがその実効性を担保していくことが重要である。協定ごとに定められて
いる原産品として認められるための要件及び特恵待遇を受けるための手続き等について、専門家等による
輸出入者等への丁寧な説明が必要となる。
国連 CEFACTの場においてもこれまで原産地証明書の電子化等が議論される中、平成 29 年度にお
いては、原産地規則等に関する輸出入者への啓蒙・普及に向けた調査研究と、その内容をもとに関係
企業等に対する情報提供等を展開する。
（2）
中南米における貿易取引等の電子化に関する調査
我が国政府は、戦略的な通商関係の構築と経済連携の推進に向け、広域経済連携に係る積極的な
取組みを展開している。
このような状況の中で当協会においては、これまで我が国との関係が深いアジア地域を中心に貿易取引
等の電子化に関する調査を行ってきたが、平成 28 年度においては、アフリカ地域が高成長を続ける中で
多様な経済活動の拠点として注目を集め、多くの日本企業が事業展開を行っている状況等を踏まえ、ケニ
アで開催された「第 6 回アフリカ開発会議（TICADⅥ）」に担当者を派遣し調査を実施する等、平成 27 年
度に引き続きアフリカでの貿易取引に関する電子化の状況等を調査し、関係業界等に情報提供を行った。
平成 29 年度においては、さらにその調査対象地域を拡げ、我が国との間で経済連携協定を締結して
いるメキシコ、チリ、ペルー、
さらには我が国を含め49 か国がオブザーバーとして参加している
「太平洋同盟」
など、日本企業の進出が増加している中南米に焦点をあて、同地域での主要な貿易取引等に関する電
子化の状況等を調査する。要すれば報告書に要約するとともに、これまで同様に関係企業等に情報を提
供し、関係機関や関係団体等を対象にしたセミナー等においてその動向等について公表する。
（3）
国連 CEFACT日本委員会の活動
国連 CEFACT日本委員会（JEC1）は、1990 年、我が国において国連 CEFACT が開発する勧告や

1

JEC(UN/CEFACT Japan Committee)：2007 年 6月25日開催のEDIFACT日本委員会（JEC）総会において、JECの略称はそ
のままとし、フルネームを国連 CEFACT日本委員会に改称するとともに規約の一部改正を行い現在に至っている。
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標準の普及・促進活動を支援するための組織として、関係機関や関係団体等により設立されたものである。
本 委員会は、総 会（ 年 1 回）及び 運 営 委員会（ 年 2 回～ 3 回程 度 ）で構 成され、それぞれ国 連
CEFACT 総会に向けた審議、及び国連 CEFACT が進める国際標準化に向けたプロジェクトや各種勧
告に関する我が国関係業界の意見の集約等を行うべく活動を展開している。平成 29 年度において当協
会は、本委員会の事務局として、これまでの活動を継承し、時宜に応じた適切な対応を行っていく。
また、本委員会の下に設置されている「国連 CEFACT 標準促進委員会（JUS）」は、我が国の国連
CEFACT 活動への参画方針等の検討、既定の各種コード、要件等の修正・追加等の申請に関する審
査等の活動を行っているところ、平成 29 年度においても同委員会の活動を継続する。更に、「AFACT
旅行関連日本部会」及び「サプライチェーン情報基盤研究会」についても可能な限り活動を支援していく。
《国連 CEFACT 総会等の開催》
○第 29 回国連 CEFACTフォーラム
（ジュネーブ、スイス）：平成 29 年 3月27日
（月）～ 31日
（金）
○第 23 回国連 CEFACT 総会（ジュネーブ、スイス）

：平成 29 年 4月3日
（月）～ 4日
（火）

○第 30 回国連 CEFACTフォーラム
（日程等未定）
（4）
国際機関との連携推進事業
イ AFACT 会議への参加
当協会は、AFACTの創設メンバーとして平成 2 年以降 AFACTの諸活動に積極的に参画してきて
おり、AFACT 会議への参加等を通じ、当該会合の全体概要はもとより、原産地証明書の電子化や
旅行・観光等を検討内容とする「ビジネス領域委員会（BDC）」、サプライチェーン関連標準の開発や
最新技術動向への対応を検討内容とする「基礎技術・技法委員会（TMC）」及び普及啓蒙活動への
対応を検討内容とする「コミュニティ支援委員会（CSC）」のそれぞれの活動成果等を、当協会の広報
誌に掲載するとともに、ホームページにも公表し、当協会賛助会員をはじめ関係団体・機関、企業等に
幅広く広報している。
AFACTは、毎年度メンバー各国がホスト役を交替により担当し、年 2 回、中間会合（春季）
と総会（秋
季）を開催しているが、平成 28 年度は我が国がホスト国となり、中間会合を5月に浜松市（「アクトシティ
浜松（コングレスセンター）」）で、総会を11月に東京（アルカディア市ヶ谷）で、それぞれ関係団体等の
協力を得て実施した。
平成 29 年度は台湾がホストとなり、中間会合及び総会が台湾において開催される予定である。これ
までと同様に専門家を派遣して情報収集していく。
《AFACT 総会等の開催》
○第 35 回 AFACT 中間会議（淡水・台湾）：平成 29 年 4月19日
（水）～ 21日
（金）
○第 35 回 AFACT 総会（台北・台湾）

：平成 29 年 9月頃開催予定

ロ その他会議等への参加
国連 ESCAPは、アジア開発銀行の協賛により、アジア・太平洋地域の貿易関係手続簡素化と電子
化を促進するためのAPTFF（Asia-Pacific Trade Facilitation Forum）を開催し、アジア・太平洋
地域の発展途上国を中心とした国際標準に基づく電子取引（Paperless Trade）
と貿易手続のシングル
ウィンドウ化の促進を目的とするUNNExT（United Nation Network of Expert on Paperless Trade
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in Asia and the Pacific）を組織するなど、アジア・太平洋地域で貿易手続の簡素化、電子化の推進
に取り組んでいる。また、国連貿易開発会議（UNCTAD）
もアジア・太平洋地域で種々の活動を実施
している。
当協会は、これまでもこれらの国際機関が開催する会議に職員等を派遣しているが、平成 29 年度に
おいても必要に応じ当協会の職員等を派遣し、同地域での貿易関係手続の簡素化、電子化等に向け
た活動に貢献していく。

２．日本輸出入者標準コード事業
日本輸出入者標準コード
（以下、「JASTPROコード」という。）は、我が国において輸出入業務を行う当事
者を特定する最も基本的なコードであり、NACCS2 の利用者（税関、通関業者、船会社、航空会社、倉庫
業者、運送業者、銀行等）は、このコードを入力することにより貿易事業者名等を識別して、入出力や各種
検索が出来ることとなっている。
平成 29 年 10月以降、財務省・関税局の方針のもとNACCSの第 6 次更改に併せ、税関への輸出入申
告手続きに際してはマイナンバー法 3 に基づく「法人番号」が使用されることとなったが、それ以降においても
NACCSを運営している輸出入・港湾関連情報処理センター㈱（NACCSセンター）
と連携を図りつつ、法人
番号を補完するコードとして、JASTPROコードの運用を継続していく。
JASTPROコードを法 人 番 号を補 完し、NACCSにおいて利 用 可 能とするため平 成 28 年 3月以 降、
NACCSセンターをはじめ貿易関 係 団 体のご協 力を得て、JASTPROコード取 得 者の「 法 人 番 号 」と
「JASTPROコード」との紐つけ作業を順次実施しているところであるが、今後とも作業を継続して、平成 29
年 10月以降の第 6 次更改後の輸出入申告業務に支障のないよう対応していく。

３．その他の事業
（1）
セミナー等開催事業
平成 28 年度に計画したTPP 関連のセミナーは、国際情勢等を踏まえ、より時宜にかなった内容で実施
すべく調整中であるが、平成 29 年度においては、世界的な経済連携の進展に伴い、貿易関係手続の電
子化と多国間での電子データ交換の重要性が高まりつつある中、各国との経済連携協定にかかる原産地
手続きの動向や多国間貿易関係電子データ交換の実態、貿易取引を巡る国内外の新たな諸施策・制度
の検討状況等に関する情報を提供することを目的に、講師を招聘のうえセミナーを開催する。
（2）
技術協力への支援事業
経済のグローバル化が進展し種々の経済連携協定が結ばれる中で、国際貿易関係手続の効率化、
簡素化及び電子化は、一国だけで達成することは不可能であり、緊密な国際協力が必要不可欠である。
このような状況下において、JASTPROに対し、WCO（世界税関機構）が実施している技術協力事業（受
入研修）
、JICA が実施している途上国税関職員に対する研修等への協力（講師派遣）要請があった。
これらの技術協力事業への支援・協力は、国際的に貿易関係手続の簡易化を推進し、ひいては途上国
における日系企業の貿易活動の促進にも裨益するものであり、我が国政府が推進する貿易関係手続の簡

2
3

Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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易化に関する政策立案及びその実施への協力にも合致するものと考えられることから、これらの技術協力
事業に対し積極的に支援・協力していく。
（3）
中堅・中小貿易業の経営者等を対象とする啓蒙活動
当協会は、毎年、中堅・中小貿易業の経営者等を対象とする国内外での貿易関係手続等に関する研
修を、
（一社）全国中小貿易業連盟に委託して実施しており、同連盟が大阪・兵庫・横浜などの各地区
連盟との共催により開催している
「貿易手続簡素化セミナー」に講師を派遣する。
以上
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記事２. 日本関税協会主催貿易実務研究部会における講演の実施
平成 29 年 3月10日、日本関税協会主催の第 650 回貿易実務研究部会（学士会館）において、今川業務二
部長が「特恵原産地規則における累積制度」と題した講演を行った。
今回の講演では、原産地規則における累積制度の位置付けを明確にするため、まず、資料１
（「EPA 制度
の積極的活用のために」）を用いて、EPA 全般及び EPA 原産地規則の概要を説明し、累積制度が原産性を
一見満たさない場合の救済手段であること、累積規定の適用は義務ではないことを説明した。
【資料 １】

引き続き、資料 2（「特恵原産地規則における累積制度 ‐ EPA 特恵制度を最大限に活用するために」から抜
粋）により、
「国原産」を原産性判断の基準とする二国間累積と「地域原産」を基準とする地域累積の差異、
EPA パートナー国の原産材料のみを累積対象とする部分累積とEPA パートナー国の原産材料及び原産要件と
される生産行為を累積対象とする完全累積についての詳細を説明し、諸外国において導入されている「対角累
積（diagonal cumulation）」、
「交差累積（cross cumulation）」等の我が国の原産地規則で未採用の累積規
定の紹介を行ない、累積規定に関する理解を促した。
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なお、今月からＪＡＳＴＰＲＯウェブサイトの「エッセイ・論文（原産地）」コーナーを拡充し、
「エッセイ・論文・講
演資料（原産地）」として、資料１及び資料２のフルセット版をアップロードしております。ご関心のある方は、
…
ＪＡＳＴＰＲＯウェブサイトをご参照ください。
【資料 2】

以上
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記事３. 国連CEFACTとＡＦＡＣＴによる覚書締結
2017 年 4月3日に国連 CEFACTの上部組織である国連欧州経済委員会（UNECE）
と貿易円滑化と電子ビ
ジネスのためのアジア太平洋協議会（AFACT）
との間でMemorandum of Agreement（覚書 MoU）が締結
されました。覚書の趣旨はこれまでほぼ 30 年近くAFACTによる国連 CEFACTの標準や成果物をアジア各国
への普及・展開してきた実績を踏まえて両者間の連携をMoUにて確認し、AFACTの国連 CEFACTにおけ
る位置を強固にすることにより、アジア・太平洋地域における更なるAFACTの発展を期すことを目指しています。
覚書はAFACT General SecretaryのDr.Mahmood Zargar（イラン）
とUNECE Executive Secretaryの
Christian Friis Bach 氏により署名されました。当日はZargar 氏の代理として当 JASTPROの石垣

充業務

１部長が署名式典に出席しました。
以上

写真右より、UNECE 事務局長のMaria Ceccarelli 氏、UNECE Deputy Executive Secretaryの
Andrey Vasilyev 氏、国連 CEFACT 副議長 Tahseen Khan 氏（インド）
、石垣

充、Christian

Friis Bach 氏、国連 CEFACT アジア・太平洋地区ラポータ Urachada Ketprom 氏（タイ）
、国連
CEFACT 議長 Lance Thompson 氏、UNECE 事務局 Maria-Teresa Pisani 氏
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記事４. 第23回国連CEFACT総会 報告書
2017 年 4月3日
（月）
～ 4日
（火） 於：国連欧州本部 ジュネーブ・スイス

（総会での審議風景）
2017 年 4月3日
（月）～ 4日
（火）の二日間、スイス・ジュネーブの国連欧州本部にて開催されました第 23 回国
連 CEFACT 総会に出席しましたので、その概要を報告します。

1．国連 CEFACT 総会の開催
国連経済社会理事会（ECOSOC）に組織される欧州経済委員会（以下 UNECEと略す）の下部機関であ
る国連 CEFACT（United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business：貿易円滑
化と電子ビジネスのための国連センター）総会は、その規約第 8 条により毎年一回国連欧州本部にて開催さ
れます。
この総会は国連 CEFACTの最高意思決定機関であり、加盟各国の出席のもと国連 CEFACTに於ける
重要活動方針や、国連 ECE 勧告等の審議・議決、ビューロ及び各地区に選任されたラポータ報告等を行
います。

2. 参加国等
参加国は以下の25 ヶ国であり、前回第 22 回総会の24ヵ国から1ヵ国増となりました。
オーストリア、豪州、ベラルーシ、カナダ、中国、キプロス、フィンランド、ドイツ、インド、イタリア、日本、
マルタ、ネパール、オランダ、ナイジェリア、ロシア、セネガル、セルビア、スペイン、スウェーデン、タイ、
トルコ、ウクライナ、英国及び米国
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更に、国際機関として、UNCTAD（国連貿易開発会議）
、UNECE（国連欧州経済委員会）
、UNEP（国
連環境機構）
、WTO（世界貿易機構）
、GS1、EEC が参加しました。

3. 国連 CEFACTビューロメンバー
ビューロメンバーである議長及び 6 名の副議長全員が出席しました。

4．我が国からの Delegation
以下の4 名が出席しました。
菊川正博

  （一財）日本貿易関係手続簡易化協会

専務理事

石垣

  （一財）日本貿易関係手続簡易化協会

業務部業務一部長

充

椿 弘次氏

早稲田大学

名誉教授

菅又久直氏  （一社）サプライチェーン情報基盤研究会

業務執行理事

なお、総会審議において必要であるHOD 代行については我が国のHOD である小川拓也氏（国土交通
省）より国連 CEFACT 事務局に対し、「石垣

充」を指名する旨の事前通知が行われ、これをもとに審議

等に臨みました。

5．議事概要
冒頭、UNECEのDeputy Executive SecretaryのAndrey Vasilyev 氏より開会の挨拶があり、その中
で、2017 年 2月22日に発効しましたWTO 貿易円滑化協定（TFA）の各国における導入支援及び 2015 年
の国連総会にて採択された持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals（SDGs）の実現を目指
し、国連 CEFACTの成果物の開発を進めて行くことにより貢献する重要性が強調されました。其の後、国
連 CEFACTビューロ議長 Lance Thompson 氏が議長となり議事次第案に沿って各議題に係わる審議が
行われました
（以下議長）。
議案書、議事録、プレゼンテーション資料等は以下の国連 CEFACT 公式 Web Site を参照ください。
http://www.unece.org/index.php?id=44087#/
5-1 議事次第案
1. 議事次第（案）の採択
2. 	 副議長及びラポータ選任
3. 第 22 回総会以降の事案に関する報告
4. 活動に関するビューロによる総括報告
5. 地域ラポータ活動報告
6. その他の欧州経済委員会傘下の組織ならびに、国連 CEFACTに関係する他の標準化組織の活動
7. 国連 CEFACT 勧告及び標準
8. 国連 CEFACTの規約等
9. 貿易円滑化及び電子ビジネスに関する将来への挑戦
10. 国連 CEFACT 2017-2018 活動計画
11. その他
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12. 第 23 回会合の議事録草案および決議事項の採択
事務局提案の国連 CEFACT 総会議事次第案は承認されました。
5-2 ビューロ副議長の選任（決議事項）
今次総会では国連 CEFACTビューロ副議長職の3 年間の任期満了に伴う改選が実施されました。立
候補者は現職ビューロ副議長 6 名全員を含む8 名でした。
立候補者名

所属国

現行担当する企画開発分野

Anders Grabgard

スウェーデン

手法・技術

Estelle Igwe

ナイジェリア

国際貿易手続

Raffaele Fantetti

イタリア

受発注・代金精算

Sylvia(Sue) Probert

英国

輸送

Harm Jan Van Burg

オランダ

産業別特化

Tahseen Khan

インド

行政

Ian Watt

オーストラリア

（新規立候補）

Colin Laughlan

カナダ

（新規立候補）

なお、任期は2020 年開催予定の総会までの3ヵ年です。また、前回第 22 回国連 CEFACT 総会にて
承認された国連 CEFACT 規約の改訂では、UNECE 規約に準じて、ビューロメンバー（議長、副議長）
の再任が１回のみと制限されました。従って今回選任された副議長は2020 年の再選に1 回のみ立候補で
きることとなります。
副議長の人数については国連 CEFACT 規約では4 名以上と規定されており、議長より、ビューロの担
当業務の質及び量に鑑み、是非 8 名全員の副議長就任を望むとの発言がありました。
総会は8 名の候補者全員を副議長として選出しました。
関連記事（国連 CEFACT からのお知らせ P-16）
5-3 アフリカ地区及びアジア太平洋地区ラポータの選任（決議事項）
今次総会ではアフリカ地区及びアジア太平洋地区の各ラポータの2 年間の任期満了に伴う改選が実施
されました。任期は2019 年開催予定の総会までの2ヵ年です。
ビューロ議長・副議長と同様、今回の改選を起点として、規約上、原則として継続しての就任は１回の
みとなり、任期は通算で最長 4 年となります。
【アフリカ地区ラポータ】
ナイジェリア代表団から現ラポータのIbrahima Diagne 氏（セネガル）の引き続いての就任の推薦があ
りました。
総会はDiagne 氏をアフリカ地区ラポータとして選出しました。
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【アジア・太平洋地区ラポータ】
インド代表団からアジア・太平洋地区ラポータの新規候補者としてUrachada Ketprom 氏（タイ）が
推薦されました。同ラポータ推薦にあたっては、貿易円滑化と電子ビジネスのためのアジア太平洋協議会
（以下 AFACT）第 34 回総会にて承認を得た上で、国連 CEFACT 副議長のTahseen Khan 氏（イン
ド）
より事前に事務局に通知されていました。
総会はKetprom 氏をラポータとして選出しました。
5-4 第 22 回総会以降の事案に関するビューロ報告
（報告事項）
国連 CEFACT 事務局であるUNECE 貿易円滑化部のチーフから以下の項目について概略報告があり
ました。以下は主な報告項目です。
（1）事務局はUNCTAD が主催する電子国際商取引分野で支援するために、「eTrade more for All」
と名付けられたMulti-Stakeholder Initiativeに招聘された。
（2）国連 CEFACTの成果物は加入勧告のWTO TFA の導入への支援となってきた。
（3）国連 CEFACTの活動は国連全体として進めている「持続可能な開発・発展のための目標（SDGs）」
に貢献してきた。
またこの報告の中で、UNECEとAFACTの間で相互連携のための覚書（MoU）を締結する件が触れ
られました。
総会は報告をテイクノートしました。
5-5 最近の活動に関するビューロによる総括報告
（報告事項）
ビューロ議長及び各副議長より，国連 CEFACTの各担当する企画開発領域（国際貿易手続，受発注・
代金精算，輸送，行政，産業分野特化，手法および技術）及びビューロの活動について報告がありました。
総会は報告をテイクノートしました。
5-6 地域ラポータ活動報告
アフリカ地区ラポータ Ibrahima Diagne 氏（セネガル）
より同地区の貿易円滑化の取り組みを，また，アジ
ア・太平洋地区ラポータである石垣充氏（日本）
よりアジアでの貿易円滑化ならびに電子ビジネスの取組み
について，それぞれ活動報告が行われました。
総会は両報告をテイクノートしました。
5-7 その他の欧州経済委員会傘下の組織ならびに，国連 CEFACTに関係する他の標準化組織の活動報告
国連の各組織から国連 CEFACTと協力を進めている以下の各分野及び将来において連携してゆく分
野について報告がありました。
UNCTAD 貿易の効率性
UNECE Steering Committee 貿易に関する教育訓練と標準
UNECE 法規に関する連携並びに標準化（WP.6）
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UNECE 農業分野品質標準（WP.7）
UNECE 税関業務の輸送への影響（WP.30）
5-8 国連 CEFACT 勧告及び標準
5-8-1 ECE 勧告案
（承認事項）
議長から以下の勧告案について説明がありました。
○ ECE 勧告第 36 号「シングルウィンドウの相互運用性」
○ ECE 勧告第 1 号「貿易書類の国連レイアウトキイ」改訂
○ ECE 勧告第 42 号「貿易と輸送の円滑化のためのモニタリング手法」
総会は提案された3 勧告を承認しました。
5-8-2 ECE 勧告
○ ECE 勧告第 41 号「貿易円滑における官民パートナーシップ」
議長から本勧告は会期間総会承認手続きにて2016 年 12月25日付けにて承認された旨説明がありま
した。
総会は本勧告についてテイクノートしました。
5-8-3 標準
議長より以下の勧告について報告がありました。
国連 ECE 勧告及び標準等開発・保守された成果物（UN/EDIFACT D.16A，D.16B，コア構成要
素ライブラリー D.16A，D.16B，UN/LOCODE 等）
総会は本勧告をテイクノートしました。
5-8-4 その他の成果物
議長より以下のドキュメントについて説明がありました。
○ シングルウィンドウ及び他の電子的プラットフォームに関する用語のテクニカルノート
○ 参照データモデルに関するホワイトペーパー
○ 貿易円滑化のツールとしての貿易金融に関するグリーンペーパー
○ サプライチェーン参照データモデル ガイドライン
総会は本ドキュメントをテイクノートしました。
5-8-5 関連事項
議長より引き続き以下のドキュメントについて説明がありました。
○ 国連コア構成要素（UN/CCTS 及び UN/CCL）に関する高位者に対するガイド
○ UN/EDIFACTに関する高位者に対するガイド
○ 小規模宿泊施設情報処理に関する高位者に対するガイド
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○ UN/LOCODE Conference レポート
総会は本ドキュメントをテイクノートしました。
○ 国連 CEFACTの成果物の利活用に関する質問書
議長から本質問書案について、前回の第 22 回国連 CEFACT 総会に於いて国連 CEFACTの成
果物の利活用の状況について情報収集する必要性が指摘されたことを受けて作成した旨説明がありま
した。GS1 から、本質問書を基に行うサーベー結果をGS1も共用したいとの申し出がありました。また日
本代表団は、情報収集の相手先に網羅性がないことからあくまで成果物がどのように使われているかの
分析であり、量的な分析は不可能であるとの指摘を行いました。
総会は質問者を了承し、事務局は次回総会に回答の調査結果を報告することとなりました。
5-9 国連 CEFACT の規約等の改正
事務局より以下の規約等について説明がありました。
○ 国連 CEFACT 組織、使命、委任事項および手続き
（統合版）
総会は事務局案に小規模修正を加え承認しました。本ドキュメントはUNECEの執行委員会の承認を
経て有効となります。
○ 専門家に関する使命、委任事項

及び

○ UN/LOCODEアドバイスグループに関する使命、委任事項
総会は両ドキュメントを承認しました。
5-10 貿易円滑化と電子ビジネスの支援に関する将来への挑戦
事務局より，国連 CEFACT が SDGsのゴール5「ジェンダーの平等」のサポートを目指し、提出された概
略ノート
「貿易円滑化における女性の活躍に関する事前調査」に関して説明があった。
総会は本ドキュメントをテイクノートしました。
UNCTAD、WTO、UNEPよりそれぞれ SDGsを視野に入れた取り組み、特に漁業関係について説
明がありました。
5-11 国連 CEFACT 2017-2018 活動計画
（決議事項）
議長より2017-2018 活動計画案について、本計画は、前回総会にて承認された「国連 CEFACT 今後
の方向性」に基き策定されたことの説明がありました。
総会は本計画案を承認しました。
5-12 その他
議長より出席者に対して、ＡＧＥＮＤＡに織り込まれなかった話題について自由な意見の提出を求められま
した。
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5-12-1 WCO Data Model と国連 CEFACT の Reference Data Model（RDM）及びコア要素ライブ
ラリー
（CCL）
との間の整合性
オランダ代表団から、現状、両者の間には内容に相違点があり、RDM 及び CCLをWCOデータモ
デルに合わせる
（Align）
ように変更すべきではないかとの意見表明がありました。これに対してドイツ代表
団から、当該作業を実施するならばそれはプロジェクトと見做すべきであり、あらためて提案し、三カ国
承認のステップをとるべきとの意見が出されました。オランダからはあえて積極的に本件進めたいという意
向表明はなされませんでした。
5-12-2 eCommerceを対象とした新規プロジェクト
中国代表団からeCommerceの重要性を強調し、そのためのプロジェクトの立ち上げるべきとの意見
表明がありました。事務局より、その提案は歓迎するも、当プロジェクトの参加国は必要な人的資源の
手当が必要となるとの説明がありました。
5-13 新ビューロの運営体制
議長より現在構想中の新ビューロの運営体制について説明がありました。本件は次回開催されるビュー
ロ会議で審議・決定する予定とのことでした。（P-15 参照）
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（これまでのビューロ運営体制）

（構想中のビューロ新運営体制）

5-14 決議議案及び第 23 回総会の議事録草案
総会は，事務局案を承認し、閉会となりました。
以上
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記事５. 国連CEFACTからのお知らせ
国連 CEFACT 公式 Website（http://www.unece.org/cefact.html）に以下の記事があらたに公表されて
おりますのでお知らせします。

5-1 6 April 2017:
The UNECE secretariat is very pleased to present its newly elected UN/CEFACT Bureau Vice
Chairs, which were elected at the 23rd UN/CEFACT Plenary on 3 April 2017. In addition to the
members of the previous Bureau, namely Mr. Harm Jan van Burg（The Netherlands）,Mr. Raffaele
Fantetti（Italy）, Mr. Anders Grangård（Sweden）, Ms. Estelle Igwe（Nigeria）, Mr. Tahseen Khan
（India）, Ms. Sylvia（Sue）Probert（United Kingdom）, and Chairman Lance Thompson（United
States）,the secretariat is welcoming
the new Vice Chairs Mr. Colin
Laughlan（Canada）and Mr. Ian
Watt（ Australia）. The secretariat
cordially congratulates all elected
Bureau members and is looking
forward to fruitful collaboration on
trade facilitation and electronic
business over the next three years.

2017 年 4月6日
国連欧州経済委員会（UNECE）事務局は、4月3日開催の第 23 回国連 CEFACT 総会にて選任された国
連 CEFACTビューロ副議長の方々を紹介します。これまでビューロ構成メンバーである、Harm Jan van
Burg 氏（オランダ）、Raffaele Fantetti 氏（イタリア）、Anders Grangår 氏（スウェーデン）、Estelle Igwe
氏（ナイジェリア）、Tahseen Khan 氏（インド）及び Sylvia（Sue）Probert 氏（英国）
の 6 名の副議長が再選
され、新たにColin Laughlan 氏（カナダ）、Ian Watt 氏（豪州）
の 2 名の新任の副議長が加わり8 名が選
任されました。事務局は各副議長就任を心より祝福し、Lance Thompson 議長（米国）
と連携し貿易円滑
化と電子ビジネスを推進することを期待しています。
【写真は、左からHarm Jan van Burg 氏、Tahseen Khan 氏、Raffaele Fantetti 氏、Estelle Igwe 氏、
Lance Thompson 氏、Colin Laughlan 氏、Sylvia（Sue）Probert 氏、Anders Grangår 氏そしてIan
Watt 氏】

5-2 10 April 2017:
The Core Component Library（CCL）D17A and XML Schema have been validated by the
Validation Focal Point and approved for publication. They are now available on the UN/
CEFACT website.
In order to improve the usability of the CCL, we are pleased to announce that a new column
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（Short Name）has been added. When combined with the Dictionary Entry Name this will
provide enhanced readability.

2017 年 4月10日
コア構成要素ライブラリー
（CCL）及び XML スキーマはバリデーションフォーカルポイントメンバーにより確認さ
れ公開のための承認が得られたため国連 CEFACT Websiteにて現在利用可能です。
CCL の利用要領改善のため、Short Name 欄を追加しました。Directory Entry Nameと組み合わせる
ことで検索が容易になります。
以上
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