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謹 賀 新 年
平成30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。

ローマ		コロッセオ	

第30回国連CEFACT（貿易円滑化と電子ビジネスのための国連センター）第30回Forum開催地
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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　小　林　栄　三　

平成30年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　
昨年は、保護主義的な米国トランプ政権の発足、英国によるEU離脱宣言、その直後に行われ注目を集め

たフランス大統領選挙、北朝鮮をはじめとする地政学リスクの問題など、2016年に引き続き、様 な々動きがあっ
た年となりました。
一方で、2018年の世界経済については、先進国で成長が加速し、新興・発展途上国でも持ち直しの動き

が続くことから、拡大が続くという見方が多いようです。
わが国の景気に目を転じますと、回復の実感はあまりないものの、海外経済の好調さや円安地合いの継続を
背景に輸出は今後も拡大基調を維持することが見込まれ、所得増が消費マインドの改善にもつながり個人消費
も拡大を取りもどすことが期待されることから、拡大基調は大きく崩れないものと思われます。

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7月には日・EU経済連携協定が
大枠合意、12月には交渉が妥結され、TPPについても、米国を除いた11か国によるいわゆるTPP11が昨年
11月に大筋合意に至りました。この他、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）、アセアン経済共同体（AEC）
など、メガFTAの創設や経済連携深化に向けた動きが、今後とも活発化していくものと思われます。
また、2014年11月に採択されたWTO貿易円滑化協定は、昨年2月、WTO全加盟国の3分の2に当たる
110加盟国が受諾し、発効しました。同協定には、貿易規則の透明性向上に関する措置や輸出入手続の簡
素化・迅速化に関する規則の整備等が含まれており、我が国企業の経済活動を後押しすることが期待されます。
これらのメガFTA創設やWTO貿易円滑化措置からより大きなメリットを享受するためにも、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、ヨーロッパでは、昨年5月の英国マンチェスターのコンサート会場の自爆テロ、6月のロンドン橋での自
動車による歩行者の殺傷をはじめ、フランス、ベルギーでもテロが発生しています。また、10月には米国ニューヨー
ク州でトラックを使ったテロが発生し、11月にはエジプト北東部シナイ半島のモスクが襲撃され305名もの死者が
出るなど、世界各地でテロが相次いでいます。
このような状況下で、我が国では、国際貿易の安全確保を図りつつ円滑化を推進するとの観点から、AEO

（Authorized	Economic	Operator）制度の充実に努めており、昨年10月、NACCS（Nippon	Automated	
Cargo	and	Port	Consolidated	System）更改時に合わせて、AEO輸出入申告について特例的に非蔵置官
署への申告を認める輸出入申告官署の自由化が実施されたところです。また、現在、海上コンテナ積荷情報
を電子的に税関に報告することを義務付ける「出港前報告制度」など、いくつかの事前報告制度が運用されて
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いますが、航空貨物に係る積荷情報項目の追加等、航空貨物の事前報告制度の拡充及び電子的な報告の
原則化が平成30年度に施行が予定されています。

国際貿易の安全確保と貿易円滑化を両立させるためには、IT技術を活用した貿易関係手続電子化、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。

我が国においても、企業間の銀行送金電文を国際標準であるXML電文に移行し、国内送金電文に商流
情報の添付を可能とした金融EDI実現に向けた取り組みを進めるため、本年中を目途に金融・ITネットワーク
システムの構築が進められています。また、これに対応して、金融EDIにおける商流情報等のあり方の検討も
行われており、中小企業庁によって、国連CEFACTに準拠した共通辞書を用いた金融機関からの決済情報
と企業間の商流情報を連携させる貿易関係を含む複数のEDI連携実証プロジェクトが進められています。

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、
昨年10月のNACCSの更改に対応すべく作業を進めてきたところですが、大きな混乱もなく更改に対応すること
ができました。今後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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年 頭 所 感

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済産業省	貿易経済協力局

局長　石　川　正　樹　

平成30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、米国に新たな大統領が誕生する中で、保護主義や自国第一主義への懸念が高まりましたが、日本

は引き続き世界との連携を強化し、世界と共に発展していく道を歩んでいます。また、日EU経済連携協定は
交渉妥結に、11カ国による環太平洋パートナーシップ協定（TPP11）は大筋合意に達し、貿易経済協力局とし
ても更なる貿易・投資の活発化に貢献してまいります。
これら通商交渉の成果は大企業のみならず、中堅・中小企業や農水産品の市場開拓のチャンスでもあります。
ジェトロ、中小機構、商工会議所・商工会等の支援機関を結集した「新輸出大国コンソーシアム」では、中堅・
中小企業に対し、国内での事業計画策定から海外での販路開拓に至るまで、専門家による切れ目のない支援
を実施しています。全国で1,105の支援機関が参加し、支援申込のあった約6,600社全てが専門家による支援
を受けました。また農水産品の輸出については、農林水産省との協力の下、JFOODO（ジェイフードー）という
プロモーションセンターを昨年4月に新設しており、重点品目について戦略的なプロモーションを展開してまいり	
ます。
また世界、特にアジアの膨大なインフラ需要を獲得していくことも重要です。我が国の高い技術力に基づいた

「質の高いインフラ」を輸出することにより、国内産業の活性化とともに相手国の経済発展に貢献していく考え	
です。
昨年11月の日米首脳会談では「日米戦略エネルギーパートナーシップ」を進めていくことで一致し、経済産業
省と米国貿易開発庁（USTDA）、及び株式会社日本貿易保険（NEXI）と米国海外民間投資公社（OPIC）と
の間で協力に関する覚書を締結しました。こうした米国との連携を強化し、質の高いエネルギーインフラの海外
展開を促進していきます。またインフラの「質」、すなわち、インフラの開放性、債務の持続可能性、ライフサイ
クルコストなどが正当に評価・理解されれば、日本のインフラシステムの国際競争力強化につながります。このた
め、昨年11月のAPECサミットにおいて、日本として、「質の高いインフラに関するガイドブック」を強化すること
を提案し、合意されました。
日本国内の生産性向上、イノベーション推進のため、外国からの投資や優れた経営資源を積極的に呼び込
み、活用していくことも重要です。特に外国人材の受入れについては、昨年4月、日本での在留期間が最短	
1年で永住許可申請が可能となる「日本版高度外国人材グリーンカード」を創設しました。在留資格認定も原則
10日以内で審査し、積極的な受入れを進めていきます。
また、日本企業がスピード感を持って海外で稼ぐ力を高めるためには、海外M&Aを活用することが重要です。
昨年、貿易経済協力局において「我が国企業による海外M&A研究会」を立ち上げ、海外M&Aの実態と課
題、克服策に関し、企業や専門家を交えて議論を行っています。今年度内を目途に、海外M&Aにおいて「留
意すべきポイント」とそれに対応した「ベスト・プラクティス」を提示したいと考えています。また、平成30年度税
制改正において、海外M&A後の経営統合、いわゆるPMI（Post	Merger	Integration）のための、傘下企
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業の再編を円滑化する税制措置を盛り込んでいます。これらが海外M&Aに真剣に取り組む企業の成功の一
助となることを期待しています。
さらに、海外での日本企業による人材育成も重要です。インドでは、日本企業による日本式ものづくり学校

（JIM : Japan-India	Institute	for	Manufacturing）を支持しており、既に5校が開校しています。インドにおい
て、10年間で3万人のものづくり人材の育成に貢献することを目指しています。
一方、日本の健全な経済発展を支えるためには、以上のような貿易・投資の促進のための取組を加速する
一方で、安全保障環境の維持、公正な市場環境の確保を目的とした適切な貿易・投資の管理を着実に実施
することも極めて重要です。
まず、日本を取り巻く安全保障環境は、北朝鮮による度重なる核実験・弾道ミサイル発射、南シナ海におけ
る緊張の増大、国際テロなど格段に厳しさを増しています。加えて、情報通信技術や新素材、精密加工等の
先端的な民生技術が防衛装備に転用されるおそれも拡大しています。
昨年は、こうした状況の変化に対応するため、安全保障上機微な技術の管理の更なる厳格化を図るとともに、
輸出入に係る規制の実効性の強化を図るべく、外国為替及び外国貿易法を改正し、10月に施行しました。	
改正法では、違反者への罰則や行政制裁を強化するとともに、無届けの外国投資家等に、株式売却を命令
できる制度の創設や届出対象業種の拡大等を行っています。また、北朝鮮について、経済制裁の一環として
日本との間の輸出入を全面的に禁止する措置等を引き続き実施することを閣議決定し、国会において承認がな
されました。
また、大学等の技術管理の向上に向けて、昨年10月に改正した大学等向けガイダンスの普及やアドバイザー
派遣事業を活用して、負担軽減を図りつつ機微技術管理を一層強化してまいります。
あわせて、機微な貨物等の生産、流通の拠点となっている東南アジア等の新興国における輸出管理体制整
備に対する協力を始め、国際社会との連携にも力を入れてまいります。
次に、公正な市場環境の維持という観点では、日本企業が国際ルールに基づく制度を適切に利用して、フェ

アな条件の下でビジネスを行えることが重要です。昨年は、中国産高重合度PET樹脂と韓国・中国産炭素
鋼製突合せ溶接式継手の2件について、本邦初となる2件同時のアンチ・ダンピング調査を行い、課税措置を
実施しました。
また、経済連携協定による低関税を活用するために必要な原産地証明制度も日本企業の活用が進んでおり、
証明書の発給件数は平成25年度の約18万件から平成28年度には約27万件と大きく伸びております。
本年も、こうした制度について、セミナーの開催等の普及啓発活動を実施することにより、より多くの日本企業

にご活用いただけるようにしてまいります。
こうした貿易・投資管理に係る制度は、国際的な経済活動を行う上で、遵守、活用していただくことが必要
ですが、企業の方々により円滑に対応していただくため、規制対象の見直し、手続の簡素化、電子申請の推
進等の利便性や効率性の向上に向けた取組を不断に進めてまいります。
本年も国際社会の一員として世界と手を取り合い、国際ルールに則した貿易・投資を推進してまいります。	

貿易経済協力局の施策に対する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）

　大　野　秀　敏　

平成30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、現在、IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）、ロボット等の情報通信技術の活用による技術革新の波
が押し寄せ、我が国の産業構造を一変させようとしています。このような情報通信技術の活用は、少子高齢化
により生産年齢人口が減少する中、生産性を劇的に向上させ、経済成長を実現する鍵として、ますます重要と
なっております。

このような中、政府としては、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を昨年5月
に閣議決定し、すべての国民がIT利活用やデータ利活用を意識せず、その便益を享受し、真に豊かさを実
感できる「官民データ利活用社会」のモデルを世界に先駆けて構築するため、①電子行政、②健康・医療・
介護、③観光、④金融、⑤農林水産、⑥ものづくり、⑦インフラ・防災・減災等、⑧移動を重点分野として、
施策に取り組んでおります。国土交通省としても、この計画を踏まえ、海事生産性革命（i-Shipping）、公共交
通機関の運行情報（位置情報等）等のオープンデータ化等に取り組んでおります。

また、国土交通省では、平成29年度を生産性革命「前進の年」として、一昨年に「生産性革命プロジェクト」
として選定した、ICTの活用等による生産性向上につながる先進的な20の取組の更なる具体化にも取り組んで
おります。

さらに、貴協会に関係が深い物流分野については、社会状況の変化や新たな課題に対応できる「強い物流」
を構築するために、「総合物流施策大綱（2017年度〜 2020年度）」を昨年7月に閣議決定し、物流の生産性
向上に向けた取組を推進しています。この計画の中においても、「新技術（IoT、ビッグデータ、AI等）の活用
による“物流革命”」が今後の物流施策の方向性と取組の一つとして位置づけられており、IoT、ビッグデータ、
AI等の活用によるサプライチェーン全体の最適化や、物流施設での革新的な生産性の向上と省力化等の施
策を推進しております。

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、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。
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今後益々、経済のボーダーレス化が進展する中、貿易関係手続の簡易化・電子化等を通じた国際物流の
効率化・物流事業の生産性向上の重要性は高まっており、国土交通省としては、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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新年のご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務省関税局長

　飯　塚　　　厚　

平成30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。

昨年を振り返りますと、10月に輸出入申告官署の自由化が実施されるとともに、ＮＡＣＣＳの更改と大きな変化
があった１年でした。
貴協会の皆様方や輸出入者、通関業者の皆様方の多大な協力をいただき、実施に至ったことについて重

ねて御礼申し上げます。

また、11月には『「ストップ金密輸」緊急対策』を策定・公表いたしました。金の密輸の摘発は、近年増加の
一途を辿っており、大変深刻な状況にあります。金の密輸は、空・海問わず様 な々ルートを通じて行われており、
隠匿の手口も様々です。また、組織的に反復して行われている事案も確認されており、税関における取締りに
加え、関係省庁とも連携して対応していかなければならない課題であります。
加えて、覚醒剤等の不正薬物や知的財産侵害物品の密輸も依然として深刻な状況にありますので、引き続

き厳正に対処していく所存です。

さらに、近年、Ｅコマースの進展により小口急送貨物の申告が急増するといった環境の変化がありますところ、
引き続き、適正な通関を確保する観点から、より一層の効果的かつ効率的な取締りに努めてまいります。

本年は、2019年のG20等の国際会議やラグビーワールドカップ日本大会、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会といった国際イベントの開催を控え、その準備が大詰めを迎える大切な１年となります。昨年に
引き続き訪日外国人旅客が増加することが見込まれる中で、財務省関税局及び税関においては、テロ関連物
資の水際取締りにも一層高い意識をもって取り組んでいく所存でございます。

また、国際的な動きとしましては、昨年11月に、米国離脱後のＴＰＰ11が閣僚会合で大筋合意に至り、	
12月に日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）が交渉妥結に至りました。財務省関税局及び税関におきましては、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ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連
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携）等の経済連携交渉を進めていくとともに、貴協会の皆様方に対して必要な情報発信を行っていくことで、	
今後日ＥＵ経済連携協定等が円滑に発効されるよう対応してまいります。

これらの取組みを推進するにあたり、貴協会の皆様方から、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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2018年		JASTPRO	行事予定（国際関係）

　○3月28日（水）〜 30日（金）	 第36回	AFACT中間会議出席
　	 　コックスバザール（バングラディシュ）

　○4月23日（月）〜 27日（金）	 第31回	国連CEFACTフォーラム出席
	 　ジュネーブ（スイス）

　○4月30日（月）〜 5月1日（火）	 第24回	国連CEFACT総会出席
	 　ジュネーブ（スイス）

　○9月予定	 第36回	AFACT	総会出席
	 　ダッカ（バングラディシュ）

　○10〜 11月	 第32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、本年はバングラデシュがホスト国となる。
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2018年		JASTPRO	行事予定（国内関係）

　　　○3月（予定）	 評議員会・理事会		開催		：		2018年度事業計画・収支予算等

　　　○6月（予定）	 評議員会・理事会		開催		：		2017年度事業報告・決算報告等
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記事１.	国連CEFACTからのお知らせ

国連CEFACT公式Website（http://unece.org/cefact.html）に以下の記事があらたに2件公表されて
おりますのでお知らせします。

1-1		2	January	2018:
UN/CEFACT	 is	pleased	 to	 announce	 the	 launch	of	 a	project	 on	Sustainable	Tourism.	This	
project	aims	to	enhance	rural	tourism	as	a	stand	alone	activity	basing	on	experience	programs	
for	 example,	which	 can	help	 to	vitalize	 or	 revitalize	 the	 area.	This	project	 shall	 develop	 a	
Green	Paper	which	 shall	 explore	how	sustainable	 tourism	would	 function	 in	vitalizing	 local	
economies,	 provide	a	definition	of	 sustainable	 tourism,	 and	bring	 to	 light	 some	examples	 of	
experience	programs.	 If	you	are	 interested	 in	 joining	 this	project,	please	contact	 the	project	
lead,	Mr.	Sachin	A	Mehta.	

1-2		21	December	2017:
UNECE	Secretariat	has	released	the	2017-2	UN/LOCODE	directory	

今回の登録でUN/LOCODEに追加された日本の分は記事2.で紹介しております。

以上
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記事２.	UN/LOCODEの新規承認

今回2017−2（2017年	後半期分）として、以下の6件が日本に関する新規UN/LOCODEとして国連
CEFACTホームページに公開されましたのでご通知いたします。

UN/LOCODE 都道府県名 地　名 Name 経度緯度

JPSGN 東京都 杉並区 Suginami 3541N 13937E

JPTUZ 山口県 津通 Tsuzu 3403N 13212E

JPTOO 愛媛県 東温 Toon 3347N 13252E

JPTMG 沖縄県 豊見城 Tomigusu 2611N 12740E

JPTSL 高知県 土佐 Tosa 3330N 13326E

JPOYO 香川県 三豊 Mitoyo 3409N 13342E

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

　【申込み宛先】

　　	（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




