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記事１．ASEAN 諸国の貿易手続のデジタル化の現状

元 長崎大学経済学部 教授

ASEAN（東南アジア諸国連合）は、2025 年の

鶴田 仁

るために優先する ADM2025 の行動

ASEAN 経済共同体構築（AEC2025）に向けて

Ⅱ 固定及びモバイルのブロードバンド・イン

様々な取り組みを行っている。そのような中、

フラストラクチャの品質と対象範囲の向上

ASEAN は、安全で革新的なデジタルサービス、

Ⅲ 信頼できるデジタルサービスの提供と消費

テクノロジー、エコシステムを活用した、先導的

者保護

なデジタル共同体・経済圏となることを目指した

Ⅳ デジタルサービスの供給のための持続可能

ASEAN デ ジ タ ル ・ マ ス タ ー プ ラ ン 2025

な競争市場

（ADM2025）
を策定した。この ADM2025 には、

Ⅴ 電子政府サービスの質と利用の向上

貿易文書のデジタル化、ASEAN シングル・ウィ

Ⅵ ビジネスを接続し、国境を越えた貿易を促

ンドウ（ASW）を活用した輸出入手続きのデジタ

進するためのデジタルサービス

ル化などが含まれている。

Ⅶ ビジネスと人々がデジタル経済に参加する

ま た 、 2020 年 に は ASEAN 物 品 貿 易 協 定

能力の向上

（ATIGA）の改正第１議定書が発効し、電子署名

Ⅷ ASEAN のデジタル包摂的社会2

及び e-シールでの ATIGA のデジタル原産地証
明書（e-Form D）の導入などが正式に図られる

このうち、Ⅵの分野に貿易手続きのデジタル化

など、法令・制度の整備も進められている。

が含まれている。Ⅵの分野については、次の５つ

本稿では、日本の主要貿易相手である ASEAN

の行動計画で構成されている。

における貿易手続のデジタル化の現状について

① 関連する ASEAN の貿易協定に沿って、コ

紹介することとしたい。

ンプライアンスを促進し、電気通信サービス
と電子商取引の利益を確保

１．ADM2025

② ASEAN 内の電子貿易文書（インボイスな
ど）と物品のシームレスで効率的なフローを

ASEAN は、2021 年から 2025 年の 5 年間で目

通じて貿易のデジタル化をサポート

指す 8 分野、37 の行動計画を含む ASEAN デジ

③ 貿易円滑化プロセスにおける IR4.0 テクノ

タル・マスタープラン 2025（ADM2025）を策定

ロジーのメリットを評価

した 。

④ モバイルデータサービスのローミング料金

1

ADM2025 の対象分野は、次の 8 分野である。

を下げることにより ASEAN 域内の移動コ

Ⅰ COVID-19 からの ASEAN の回復を加速す

ストを削減

1

2

ASEAN (2021)” ASEAN DIGITAL MASTERPLAN
2025” https://asean.org/storage/ASEAN-DigitalMasterplan-2025.pdf 参照。

Digitally inclusive society、社会的に弱い立場にあ
る人々をも含め市民ひとりひとりがデジタル技術を利
用できる社会のこと。

1

（図１）自動化のレベルに関する貿易円滑化指数
2
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（出典）OECD (2019)「Automation; Trade Facilitation indicators」

⑤ 電子商取引を促進し、ラストワンマイルフ

進捗を測定するため、ASEAN シームレス貿

ルフィルメント協力を強化し、デジタル経済

易円滑化指標（ASTFI）及び第三者機関によ

における ASEAN の競争力を向上

る他の貿易円滑化指標を使用して進捗度合
いを測ること

ASEAN における貿易手続きのデジタル化は行

デジタル取引を可能にし、国境を越える貿易

動計画②に含まれており、ADM2025 の中で次の

を促進する新しいビジネス・サービスの創出

ように説明されている。

と採用に関するベスト・プラクティス、ガイ

「組織や企業のデジタル・トランスフォーメーシ

ドライン、政策、事例を整備すること

ョン（DX）は、デジタル経済の効率性を向上
させ、顧客基盤を拡大する機会をもたらすもの

また、輸出入手続を自動化するメリットとして

で、ASEAN が AMS（ASEAN Member States、

は、以下が挙げられている。

ASEAN 諸国）間の信頼醸成と協力強化を図り、

貿易円滑化は、物品の輸出においても輸入に

貿易円滑化のプロセスをデジタル化し、

おいても、外国からの生産原材料への企業の

ASEAN 域外の企業や顧客との国境を越える取

アクセスを改善し、グローバル・バリュー・

引も含めて、ASEAN の企業がデジタル的かつ

チェーンへの参加拡大を支援することで、す

安全に貿易・取引を行うことを可能にすること

べての国に利益をもたらす。中間財を迅速か

がますます重要になっている。
」

つ確実に輸出入できる国は、外国企業が投資
をしようとし、消費者に低価格、高品質の製

また、上述の行動計画Ⅵ②では、以下を考慮す

品、多彩な品揃えを提供しようとする場合に、

ることとされている。

より魅力的な場所である。

ASEAN シングル・ウィンドウ（ASW）のよ

貿易円滑化は、中小企業の貿易参加を支援す

うな既存の輸出入手続のデジタル化に基づ

るもので、企業が新たな市場開放を最大限に

くこと

活用するためには、貿易手続きに伴う不必要

全 AMS について物品の輸出入手続の自動化

なコストへの対応が不可欠である。これは、

レベルを向上させること

取引コストが不釣り合いに大きい中小企業

2

に特に当てはまる。

（図２）ASW と NSWs

貿易円滑化は、腐敗しやすい農産物やハイテ
ク製造部品にとって極めて重要であり、これ

NSW

らはいずれも遅延の影響を非常に受けやす
NSW

い。

マレーシア

フィリピン

以上から、ASEAN の貿易手続きのデジタル化
については、ASEAN シングル・ウィンドウ（ASW）
（後述２参照）をベースに進めていく方針である

ータのデジタル交換、自動化された国境手続き、
国境を越えた電子決済などの貿易施設の自動化

タイ

NSW

NSW

ミャンマー

シンガポール

ASW

ことがわかる。
一方、OECD の貿易円滑化指数のうち、貿易デ

NSW

NSW

ベトナム

ラオス

NSW

のレベルは、図１に示すように AMS によって大

ブルネイ

きく異なっている3。シンガポールとタイは、自動

NSW

NSW
NSW

インドネシア

カンボジア

化レベルが最高値の 2.0 に近いのに対して、他の
多く AMS の自動化レベルは、1.0 以下となって
おり、ASEAN 全体としての底上げが課題となっ

るための統合プラットフォームとして、ASEAN

ている。

シングル・ウィンドウ（ASW）が整備されてきて
いる。ASW は、一度のデータ提出で手続が進め
られ通関許可までを可能とする各 AMS のナショ

（参考）AEC2025 貿易円滑化戦略行動計画
AEC2025 では貿易円滑化も主要分野のひとつ

ナル・シングル・ウィンドウ(NSW)と接続する

となっており、2017 年には「AEC2025 貿易円滑

（図２参照）ことで、ASEAN 地域全体で輸出入

化戦略行動計画」4が策定され、2020 年に貿易取

通関のプロセスの迅速化が図られるので、貿易コ

引コストを 10％削減し、2025 年までに ASEAN

ストを低減させることができ、ASEAN の貿易競

域内貿易を倍増させることを目標とした取り組

争力を高めることにつながるとされている。
NSW は国際的な通信規格に準拠しており、

みが行われている。

ASW の稼働は、ASEAN 全体としての貿易関連
の手続・規制の予測可能性や透明性が高まること

２．ASEAN シングル・ウィンドウ

につながる。また、ASW は、政府機関、輸出入
者、運送事業者、物流事業者が共有するプラット

（１）概要

フォームとなるため、貿易関係者間のデータ連携

輸出入通関の迅速化を通じて貿易円滑化を図

n%20in%20practice.
4
ASEAN (2017)”AEC 2025 TRADE FACILITATION
STRATEGIC ACTION PLAN” 参照。
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/
AEC-2025-Trade-Facilitation-SAP-FINAL-rev.pdf

3

OECD (2019)”Automation; Trade Facilitation
indicators” 参照。
http://www.oecd.org/trade/topics/tradefacilitation/#:∼:text=The%20OECD%20TFIs%20cov
er%20the%20full%20spectrum%20of,policies%20an
d%20regulations%20and%20their%20implementatio

3

が強化されることとなる。

国間のシングル・ウィンドウ構築に向けた作業を
進めている6。

（２）進展

３．ACDD

2018 年 1 月には、インドネシア、マレーシア、
シンガポール、タイ及びベトナムの 5 ヶ国間で、
ASEAN 物品貿易協定（ATIGA）の電子原産地証

2020 年 12 月 31 日、シンガポール、カンボジ

明書（e-Form D）の電子的な交換が開始され、

ア及びミャンマーは、ASEAN シングル・ウィン

2019 年 12 月 30 日には、全 AMS で実施に移さ

ドウ（ASEAN Single Window (ASW)）を活用し

れ、2020 年には、ASW を通じて 80 万件超の

た ASEAN の税関申告書（ACDD）の電子的な交

ATIGA e-Form D が送信されている。全 AMS が

換を開始した7。その後、マレーシアとタイが参加

ASW で接続されたことを受けて、現在、ASEAN

8

の 税 関 申 告 書 （ ASEAN Customs Declaration

第参加する予定となっている。

し、他の AMS も 2021 年中に参加準備が整い次

Document (ACDD)）
（後述３参照）
、電子植物検

この ACDD の取組みは、
輸出許可情報を、
ASW

疫証明書（e-Phyto）
、電子動物検疫証明書（e-AH）
、

を通じて AMS の輸入国税関に提供し、輸入国税

電子食品安全証明書（e-FS）などの貿易文書につ

関はリスクマネジメントに活用することにより、

いても電子的な交換の対象とすべく取組みが進

輸入国での通関所要時間が短縮となる可能性が

められている。

あるというメリットを輸出入者に与えるもので

なお、ASW を実施するための法的枠組みに関

ある。輸出許可情報のうち、輸入国税関に提供さ

する議定書は、
2017 年８月 1 日に発効している。

れる情報は、次の 15 項目である。
①

輸出者番号

②

輸出者名

ASEAN は 、 電 子 的 な 情 報 交 換 の 対 象 国 を

③

荷受人名

ASEAN 対話パートナー に拡大することにも取

④

荷受人住所

り組んでおり、日本との間及び韓国との間で検討

⑤

輸出申告代理人番号

が進められている。

⑥

輸出申告代理人名

シンガポール税関は、2020 年 11 月に米国税関

⑦

出港日

（CBP）とのシングル・ウィンドウ構築に向けた

⑧

HS Code

覚書に署名した。シンガポール税関は、オースト

⑨

貨物数量

ラリア、中国、インドネシア及びオランダとも二

⑩

数量単位

（３）ASEAN 域外国との連携
5

5

ASEAN は、日本、オーストラリア、カナダ、中
国、EU、インド、韓国、ニュージーランド、ロシ
ア、米国の 10 ヶ国を対話パートナー（Dialogue
Partners）としている。
https://asean.org/asean/external-relations/aseandialogue-coordinatorship/
6
シンガポール税関 MEDIA RELEASE（2020 年 11
月 11 日）参照。
https://www.customs.gov.sg/news-andmedia/media-releases/2020-11-11-Media-

Release.pdf
7
ASEAN ASW HP 及びシンガポール税関 Circular
（2020 年 12 月 31 日）参照。
https://asw.asean.org/index.php/news/item/liveoperation-of-the-asean-customs-declarationdocument-acdd 、
https://www.customs.gov.sg/news-andmedia/circulars/2020-12-31-Circular142020.pdf
8
ASEAN ASW HP 参照。
https://asw.asean.org/

4

⑪ 貨物の原産国

② e-ATIGA Form D による電子証明

⑫ 国際輸送方法

③ 認定輸出者による原産品申告

⑬ 荷揚げ港

3 方法が可能となっている9。

⑭ 貨物番号
⑮ 輸出許可番号

（２）電子署名及び e-シール
ATIGA の第 1 改正議定書の発効により、電子

シンガポールの場合、ACDD の情報交換に参

署名及び e-シールが付された ATIGA Form D を

加したい輸出者は、シンガポール税関に事前登録

認める法的枠組みは整備されたが、実際に導入す

の上、輸出申告において、「税関手続コード」欄

るかは各 AMS に任されている。

で「国際データ交換」を選択し、「手続コード１
（PC1）」欄に「ACDD」と記載することで、そ

イ．タイ

の輸出許可データが輸入国税関に送信されるこ

タイ税関は、ATIGA の改正第 1 議定書の発効

ととなる。

に合わせて、電子署名及び e-シールのある原産地
証明書を認める等を内容とする通達を発出 10 し

４．原産地証明書の電子署名と e-シール

た 。
なお、タイ税関は、
同年 9 月 22 日の時点では、

（１）ATIGA の改正

提出された電子署名及び e-シールが付された

ASEAN は、原産地証明書は書面での第三者証

ATIGA Form D の真正性を確認するためのオン

明のみを対象としていた ATIGA の規定を改正し、

ライン検証システム 11 が整備されているマレー

ASW の利用を前提として、ASEAN ワイド自己

シア12及びインドネシア13との間のみ電子署名及

証明（AWSC）制度における AWSC の認定輸出

び e-シールが付された ATIGA Form D を認める

者による原産地の自己証明制度（後述５参照）、

旨を公表14している。

電子認証及び e-シールを付したデジタル原産地
証明書も認めることとすることとし、2020 年 9

ロ．マレーシア

月 20 日に ATIGA の改正第 1 議定書を発効させ

マレーシア財務省は、ATIGA の改正第 1 議定

て、法的枠組みを整備した。これにより、ATIGA

書の発効に合わせて、
電子署名及び e-シールのあ

の特恵税率の適用を求める際には、

る原産地証明書を認める等を内容とする省令

① 原産地証明書（ATIGA Form D）

（order）を改正している15。

9

ATIGA 附属書８ 規定 1A 参照。
タイ税関 通達 152/2063 参照。
http://www.customs.go.th/cont̲strc̲download̲wit
h̲docno̲date.php?lang=th&top̲menu=menu̲hom
epage&current̲id=14232832414c505e4e464b46464
b48
11
タイの検証サイトは以下を参照。
https://verify.dft.go.th
12
マレーシアの検証サイト（ePCO）は以下を参照。
http://newepco.dagangnet.com.my
13
インドネシアの検証サイト（eSKA）は以下を参
照。

https://e-ska.kemendag.go.id
14
タイ税関 2020 年 9 月 22 日発表参照。
http://www.customs.go.th/cont̲strc̲simple̲with̲d
ate.php?current̲id=14232832414c505e4e464b4b46
4b4c
15
マレーシア財務省令“Customs Duties (Goods of
ASEAN Countries Origin)(ASEAN Harmonised Tariff
Nomenclature and ASEAN Trade in Goods
Agreement) Order (Amendment)(No.3)2020 参照。”
http://www.jmcti.org/trade/bull/trade/alert/arti/20
20̲09/pua̲20200918̲PUA271.pdf

10

5

（図３）e-ATIGA Form D の流れ
①発給申請

輸出者

⑥輸入申告

④ e-Form D

④ e-Form D

⑨輸入許可

輸入者

e-Form D

輸出国
②発給申請

証明

③ e-Form D

機関

⑩使用済情報

輸入国

ASW

NSW

NSW

⑤ e-Form D

⑨使用済情報

⑦輸入申告

税関

⑧輸入許可
使用済情報

輸出 AMS

輸入 AMS

マレーシア国際貿易産業省（MITI）は、2020

⑤ ATIGA

年 4 月 13 日（①から⑤）及び同年 9 月 14 日か

⑥ マレーシア・ニュージーランド FTA

ら、次の 6 つの EPA の原産地証明書について電
子認証を開始している16。なお、これにより発給

（３）ATIGA e-Form D

申請者は申請時に MITI に書面で提出する必要

ATIGA の e-Form D は 2018 年 1 月から利用

がなくなったが、発給された原産地証明書の写し

が開始され、2019 年末には全ての AMS で利用

を毎月まとめて MITI に提出することとされて

が開始されている17。

いる。

利用にあたっては、輸出者は輸出国税関への登

① 日マレーシア EPA

録が必要となっている。発給された e-Form D は

② ASEAN オーストラリア・ニュージーラン

図３に示したとおり、ASW を経由して輸入国と

ド FTA

の情報伝達が行われている。18

③ ASEAN 香港 FTA
④ ASEAN 韓国 FTA
16

マレーシア DAGANGNET 資料参照。
http://www.dagangnet.com/wpcontent/uploads/2020/09/ePCO%20Enhancement
%20Features%202020Training%20Presentation%20-%20Updated%200409
2020%20Latest.pdf
17
ASEAN ASW HP 参照
https://asw.asean.org/index.php/news/item/all10-asean-member-states-exchange-the-atiga-eform-d-through-the-asean-single-window
18
フィリピン税関の通達 19-2019 は以下を参照。

https://customs.gov.ph/wpcontent/uploads/2019/05/cmo-152019̲Operational̲Procedures̲for̲ASEAN̲E̲CO̲wi
th̲form.pdf
タイ商務省の資料は以下を参照。
https://standard.etda.or.th/afact2019/file/DFT̲eFormD̲AFACT37%20(22MAY19)%20Final-2.pdf
シンガポール税関の資料は以下を参照。
https://www.customs.gov.sg/documents/businesse
s/asw-infograhic-myanmar-lao.pdf
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（図４）AWSC の流れ
①登録申請

輸出者

② 認定輸出者

認定
当局

③輸出者登録

認定
輸出者

⑤輸出者確認

税関

DB

③原産品申告

輸入者

輸出 AMS

④輸入申告

輸入 AMS

５．AWSC

産品の概要
① 産品の名称

（１）AWSC

② HS6 桁又は AHTN コード

ASEAN は、ATIGA の原産地の輸出者による

③ 原産性判定基準

自己証明について、2010 年にブルネイ、カンボ

④ 原産国

ジア、マレーシア、ミャンマー、シンガポール及

⑤ 域内原産割合基準を使用する場合の FOB

びタイの 6 つの AMS が参加して第 1 回目の試行

価格

を行い、2014 年にインドネシア、ラオス、フィ

⑥ 産品の数量

リピン、タイ及びベトナムの 5 つの AMS が参加

⑦ 商標（該当する場合）

して第２回目の試行を行った。2020 年 9 月には

⑧ 連続する原産地申告の場合には、原産地証

ATIGA の 改 正 第 １ 議 定 書 が 発 効 し 、 正 式 に

明書の当初の参照番号、発給日、最初の輸出

AWSC の認定輸出者による原産地の自己証明制

国の原産国、及び、該当する場合には、最初

度が導入された19。

の輸出国の認定輸出者番号

認定輸出者が原産品申告を行う商業文書とし

認証署名による証明

ては、コマーシャル・インボイス、ビリング・ス

① 原産地申告で特定された物品が、提供され

テートメント、デリバリー・オーダー、パッキン

た証拠に基づいて、この協定の第三章のすべ

グ・リストが挙げられている。

ての関連する要件を満たしている旨を認定

また、記載が最低限必要な情報は次の項目とさ

輸出者の認証された署名による証明

れている 。

② 印字・スタンプされた署名者の氏名上に認

20

認定輸出者

証された署名

① 認定輸出者番号
19

20

ATIGA 附属書８ 規定 12A 参照。
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ATIGA 附属書８ 規定 12B 付表１参照。

なお、認定輸出者の要件としては、輸出手続き

2020 年 11 月 15 日に署名された地域的な包括

の十分な経験・知識があり、ATIGA の原産地規

的経済連携（RCEP）協定では、各締約国に貿易

則を理解していること、過去に原産地規則に関す

実務にかかる文書について、電子的形式により公

る不正を行っていないこと、輸出者は生産者の申

に利用可能なものとするよう努め、電子的に提出

告を入手して事後検認に備えていることが挙げ

される貿易実務に係る文書については、書面によ

られている21。

り提出される場合と法的に同等なものとして受

また、認定輸出者の登録先は以下のとおりとさ

理するよう努めることとされており（4.12 条）、

れている 。

貿易書類等のデジタル化に対応した規定が盛り

22

ブルネイ：財務経済省

込まれている。

カンボジア：運営委員会

また、原産地証明書は書面またはその他の媒体

インドネシア：商業省

（輸入締約国が通報した電子的様式を含む）と規

ラオス：商工省

定（3.16 条 5(a)）してデジタル原産地証明書を

マレーシア：国際貿易産業省

認めており、原産地証明書への署名及び印章は物

ミャンマー：商業省

理的又は電子的に付すると規定（3.17 条 3(d)）

フィリピン：税関

して電子署名及び e-シールに対応している。更

シンガポール：税関

に、自国の発給機関が発給する原産地証明書に関

タイ：商務省

連する情報（原産地証明書番号、HS 番号、産品

ベトナム：商工省

の品名、数量、発給日及び輸出者名を含む。）を
掲示した自国の安全なウェブサイトであって、全

（２）e-AWSC

ての締約国がアクセス可能なものを開設した場

認定輸出者の原産品申告についても、ASW を

合には、他の締約国への周知のため RCEP 事務

通じての情報伝達が検討されているが、ASW は

局に対して自国の発給機関の署名の見本を提供

各 AMS の NSW を通じた定型の電子文書のみを

することを要求されないと規定（3.17 条 7）して

対象としており、認定輸出者が原産品申告を行う

おり、輸入国の税関当局がウェブサイト上でデジ

商業文書の送信は ASW の対象とはなっていない。

タル原産地証明書の真正性の確認をすることが

このため、原産品申告を商業文書に替えて e-

可能となることについて規定している。

Form D のような様式とする等、様々な議論が行
われている。

（２）TPP 協定
TPP 協定では、輸入者及び輸出者が一度の情
報入力で輸入及び輸出に関する標準的な手続を

６．日本との連携

電子的に完了することを認める便宜を提供する
（１）RCEP 協定

ことに努める（5.6 条 2）としており、シングル・

21

s/Handbook%20on%20the%20implementation%20o
f%20the%20ASEAN%20WIDE%20SELF%20(final)%2
0-%20DEC.pdf
22
ASEAN 資料は以下を参照。
https://asean.org/storage/2012/05/04-AWSCBrochure.pdf

ATIGA 附属書 8 規定 12A 及びシンガポール税関公
告及び資料参照。
https://www.customs.gov.sg/news-andmedia/circulars/2020̲09̲01Circular%20062020.pdf
https://www.customs.gov.sg/documents/businesse
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ウィンドウの導入についての規定が盛り込まれ

（図５）原産地証明書のデジタル化

ている。
原産地証明書については、書面（電子的な手段
を含む。
）によるものであることと規定（3.20 条
3(b)）しておりデジタル原産地証明書を認めてい
る。TPP 協定では、原産地証明は第三者証明で
はなく、輸出者、生産者又は輸入者による自己証
明とされていることから、輸出者、生産者又は輸
入者によるデジタル原産地証明書に対応した規
定となっている。
（３）総合的な TPP 等関連政策大綱
2020 年 12 月 8 日に改訂された総合的な TPP
等政策大綱23では、デジタル化を含む海外展開関
係のビジネス環境整備として、原産地証明書のデ
ジタル化の取組（図５参照）、貿易関連書類のデ

（出典）内閣官房「「総合的な TPP 等関連政策大綱」のポイ

ジタル化に係る業界の取組を支援が挙げられて

ント」24

いる。
（４）現状
現在のところ、日本と AMS の間では、申告情
報やデジタル原産地証明書などの情報共有は行
われていない。今後は、上述の RCEP の規定や、
政策大綱に基づいて、貿易書類、原産地証明書の
デジタル化が図られ、その中で AMS との連携も
図られていくこととなると考えられる。

23

24

内閣官房 TPP 等総合対策本部（2020）
「総合的な
TPP 等関連政策大綱」参照。
https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2020/pdf/20
201208̲tpp̲taikoukaiteian.pdf

内閣官房 TPP 等総合対策本部（2020）
「
「総合的な
TPP 等関連政策大綱」のポイント」参照。
https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/2020/pdf/20
201208̲tpp̲taikoukaiteipoint.pdf
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記事２．日米欧の非特恵原産地規則
業務二部長

今川 博

令和 2 年度 JASTPRO 調査研究報告書「非特

とから貿易円滑化のために原産性基準、原産地手

恵原産地規則 ～ 米国、EU 及び我が国における

続きの周知が必要不可欠ですが、非特恵原産地規

主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の

則の分野では、公開されている規則が限定的であ

概要と比較 ～」を、本日、本稿と同時に

る上に、開発途上国においてはそもそも規則が存

JASTPRO ウェブサイトにアップロードしまし

在しないという事実に直面せざるを得ません。し

た。本報告書は、昨年 4 月から毎月ウェブサイト

たがって、輸出入される物品の原産地表示、特殊

で連載していた「JASTPRO 調査研究：非特恵原

関税の適用対象となる物品の原産国決定等のた

産地規則」を編集、加筆し、冊子としての体裁を

めに適用される非特恵原産地規則を調査し、周知

整えたものです。本調査研究においては、原産地

することには大きな意義が認められるものと考

表示における原産国決定、特殊関税の適用におけ

えます。

る対象国の決定等に際して使用されながらも、世

令和 2 年度（2020 年度）調査研究の対象とし

界標準が存在せずに各国の国内法で規律される

て、WTO 通報されている 50 ヵ国の非特恵原産

非特恵原産地規則のうち、米国、EU 及び我が国

地規則のうち、我が国にとって最重要な米国をま

で適用されている規則を調査対象としました。

ず調査対象として調査を開始しましたが、米国の
原産地法制があまりにも特異であり、非特恵原産

調査目的

地規則の全体像を把握するには他国の規則との

1995 年に開始された WTO 調和非特恵原産地

比較分析を行うことが必要と考え、急遽、EU 及

規則策定のための調和作業は、2017 年に正式に

び我が国の非特恵原産地規則をも調査対象に加

WTO 作業アジェンダから削除され、調和作業は

えることとしました。

未達成のまま終了したため、関税分類、関税評価

報告書の概要

等の他の貿易関連分野において世界基準となる
国際協定（HS 条約、関税評価協定）が存在する

第１編では、非特恵原産地規則の政策的側面を

のに対して、原産地規則分野には統一規則を掲げ

分析しています。第１章では非特恵原産地規則の

る世界基準が存在しません。したがって、非特恵

歴史的な考察から初めて原産地規則が人類史に

原産地規則は、200 ヵ国を超える国々が存在する

登場したのはいつなのかについて紐解いていき

中で、50 ヵ国が WTO 通報を行って原産地規則

ます。第２章では、なぜ今日に至るまで原産地規

を公開しているに過ぎません。非特恵原産地規則

則には世界的な標準規定が存在しないのかにつ

を適用しない、すなわち行政法令として非特恵原

いて、国際機関における統一の動き、先進諸国に

産地規則を持たないとの WTO 通報を行った国

よる本格的な原産地規則策定の経緯について触

も 59 ヵ国に達します（2020 年２月 18 日付、

れ、原産地規則が複雑化していった理由について

WTO 文書 G/RO/M/73）。

も考察します。第３章では、世界基準の策定が本

EPA 原産地規則は、その数だけ特恵原産地規

格的に動き出したウルグアイ･ラウンドでの調和

則が存在することを意味し、それぞれが異なるこ

規則策定の決定、ラウンドの成果物としての

10

WTO 原産地規則協定の特徴について言及しま

規則に記載されない品目別規則は法的拘束力が

す。非特恵原産地規則の調和作業はさまざまな要

ありません。このような立法手法は EU 独特のも

因が重なり頓挫するに至りますが、統一非特恵原

のといえそうですが、こうした法体系がどのよう

産地規則の策定が失敗した原因を追究し、調和作

に運用されるのかについても調査の対象として

業がレガシーとして残せたものがあったのかに

います。

ついて所見を述べています。

我が国の非特恵原産地規則の法源は法律レベ

第２編においては、米国、EU 及び我が国の非

ルにはなく、関税法施行令（政令）の規定に基づ

特恵原産地規則の法源となるそれぞれの法規、判

き、関税法施行規則（財務省令）、同基本通達と

例等について全体像が分かるように、第１章の米

下位規則に詳細を委任する方式を採用していま

国、第２章の EU、第 3 章の我が国と、それぞれ

す。米国、EU の規則と異なる点として、一般規

の一般規定の翻訳を含め、概要を述べています。

定のみが存在し、品目別規則を持たないことが挙

米国については、三つの法源を調査対象として

げられます。このため、判例法体系に不慣れな日

います。一つ目は、米国への製品輸出に義務付け

本人にとって複雑怪奇と言える米国の非特恵原

られる原産地表示、対中国追加関税措置の原産国

産地規則に比較して、あまりの簡素さに驚かれる

決定、日米貿易協定上の米国への輸出産品の材料

かもしれません。

原産地の判断等に使用される実態に鑑み、米国判

第３編では、米国、EU 及び我が国の品目別規

例法として繊維･繊維製品以外の製品分野に横断

則を考察します。我が国の場合は品目別規則が存

的に適用される｢実質的変更｣の概念に焦点を当

在しないので、それぞれの品目分野における一般

て、主要品目分野毎に原産地判断の傾向を調査し

規定の適用について触れています。具体的な品目

ました。二つ目は、NAFTA 構成国との貿易のみ

分野は、① 農水産品及び同加工品分野 (第 1 類

に適用される NAFTA マーキング･ルールで、メ

～第 24 類)、
② 化学品分野 (第 28 類～第 40 類)、

キシコ又はカナダからの輸入に際しての原産国

③ 繊維･繊維製品分野 (第 50 類～第 63 類)、④

表示を規律する法規として「実質的変更」の概念

貴石、貴金属の製品（第 71 類）
、⑤ 卑金属及び

に代わって、繊維･繊維製品分野を除いて品目横

同製品分野 (第 72 類～第 83 類)、⑥ 機械類、エ

断的に適用されます。三つ目として、繊維･繊維

レクトロニクス、自動車、光学機器等分野（第 84

製品分野にのみ適用される制定法としての繊維

類～第 90 類）、⑦ 時計（91 類）の順に取り上げ

ルールです。

ます。

EU については、2013 年 EU 関税法典（EU 規

上記品目分野に関連する部分の品目別規則の

則第 952/2013 号）の第 60 条を根拠規定とし、

翻訳は、米国の NAFTA マーキング･ルールを別

ピラミッド型に下位法規に詳細規定を定める一

添１に、EU の品目別規則（いわゆる、
「リスト･

連の非特恵原産地規則を調査対象としました。興

ルール」
）を別添２に、それぞれ掲載しています。

味深い点として、関税法典第 60 条の実施のため

第４編は結論として、非特恵原産地規則の将来

に制定された委員会委任規則 (第 2015/2446 号)

的な方向性について、筆者の所見を述べています。

第 31 条から第 36 条に置かれる一般規定及び附

原産国は、原産地表示、MFN 税率の適用、数量

属書 22-01 に規定される品目別規則のみが法的

制限等、途上国においても何らかの通商法制で必

な拘束力を有します。品目別規則としてウェブサ

ず適用機会がある概念であるにもかかわらず、今

イトで公表されていても、附属書 22-01 の品目別

日に至るまで 200 以上の国･地域が存在する中で、

11

確実に非特恵原産地規則を保持し、適用している

及び我が国は、概ね一本化されたルールが適用さ

国･地域数が 50 に過ぎません。昨今のグローバ

れる点で、米国の規則よりはユーザー･フレンド

ル･ バリ ュ ーチ ェ ー ンの 進展 で 「made in the

リーであるといえましょう。主観に左右されうる

world」という概念が違和感なく受け入れられる

「実質的変更」の概念の維持は、規則を執行する

ようになったため、原産国よりも生産者、供給者

立場の米国税関にとっても望ましいものではな

の商標･商号、商品のデザインが重視され、原産

いことは、関税分類変更基準をベースとした成文

国として一つの国を特定することが、技術的にも

法に差し替えるべく少なくとも３度法案を議会

商業的にも困難となっています。また、MFN 税

に提出し、その都度否決されるという事実からも

率での WTO 非加盟国の差別化は極めて少数の

明らかです。

国に限られ、主要国で通関時の原産地表示義務を

EU の非特恵原産地法制は、法的拘束力を有す

課す国も限定的です。さらに、加工食品の表示に

る規則と有しない規則とで成り立っています。こ

おいては使用素材の生産国を重視する傾向にあ

のような法制は、EU 関税法典第 60 条に概念規

り、貿易統計にいたっては、事実上、輸出国で計

定を置いているので、法的拘束力のない規則とし

上されており、原産国の特定を必要としません。

て公開されている EU の WTO 調和規則提案を

一方で、非特恵原産地規則の世界標準が不存在

適用しても、争訟となった場合の最終的な司法判

であることによる不都合が生じることも事実で

断において第 60 条を適用することで結論を出せ

す。例えば、貿易円滑化の観点から非特恵貿易に

るので、法の缺欠にはならないと理解できます。

おいては原産地証明書を求めるべきではないと

法的拘束力の有無を問わない規則の総体として

の WCO、WTO 等の「守るべき規律」に対して、

見れば、レジデュアル･ルールが規定され、品目

相当数の開発途上国で商工会議所発給の原産地

別規則が全品目に設けられているので、透明性･

証明書を求めていることは、不条理ともいえます。

予見可能性も高く、使い勝手のよい規則といえそ

なぜならば、原産地証明書を求める国においても

うです。

輸出国においても明文の原産地規則が存在しな

我が国の非特恵原産地規則は、米国、EU の規

い場合に、原産国を決定し、証明することに意味

則に比較すれば極めて簡素なものです。品目別規

があるのか不可解であるからです。

則を持たない「HS 項変更ルール」一本の規則は、

本報告書では、米国、EU 及び我が国の非特恵

あまりにも複雑化した原産地規則の中にあって

原産地規則に焦点を当てて、それぞれの特徴を浮

奇異な印象を与えつつも、その簡素さが逆評価さ

き彫りにしました。貿易に携わる事業者として留

れることもあります。例えば、特恵原産地規則に

意すべきこととして、米国に関しては少なくとも

おける HS 改正の都度行うべき品目別規則の技

三つのルール体系を理解しなくてはなりません。

術的な調整（transposition）が必要ないことが最

すなわち、

大のメリットといえます。我が国の非特恵原産地

(i)

判例法に基づく「実質的変更」の概念、

規則の基本的な発想は、1971 年に創設された

(ii)

制定法としての繊維ルール、

GSP 原産地規則に近く、現行非特恵規則に欠け

(iii)

メキシコ、カナダを経由した貿易に適用

ているのは旧 GSP 規則にあったリスト A（項変

される NAFTA マーキング･ルールの原

更があっても実質的変更と認めない事例）、リス

産地規則

ト B（項変更がなくても実質的変更と認める事例）

です。法源が分散しているとの観点からは、EU

の一層の整備、及び簡素なレジデュアル･ルール
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の創設かもしれません。
最後になりますが、非特恵通商政策分野におい
て原産国の概念は今日においても存在し、今後も
継続することが予想されるので、非特恵原産地規
則をめぐる状況がいかに世界的に混沌としたも
のであったとしても原産国の概念を無視して貿
易に関連するビジネスを展開することはできま
せん。卑近な例を挙げれば、輸入貨物に係る原産
地表示の是非についての判断権限は輸入国税関
にあるため、日本国の非特恵原産地規則を適用し
た原産国が輸出相手国税関でそのまま認められ
る保証は全くありません。同様に、原産国表示を
義務化している米国向けに生産した物品に
「made in XX」と刻印してしまった場合、急遽、
EU 向けに転売しようとしても、EU 加盟国税関
で原産地誤認表示として通関を止められるおそ
れがあります。また、昨今の米国による対中国追
加関税の賦課要件としての中国原産の判断は、判
例法上の｢実質的変更｣の概念を適用して行われ
ます。
本稿では報告書の概要を紹介することに留め
ました。当協会の賛助会員には本報告書の別添を
含む全編の印刷版を送付させていただいており
ますが、本報告書の詳細にご関心のある方は、全
編を JASTPRO ウェブサイトで自由に閲覧でき
ますので、 ぜひご活用ください。非特恵原産地
規則の参考文献が極めて限られている状況にお
いて、本調査報告書を公開することで当協会賛助
会員をはじめとする輸出入者ほかの事業者、関係
諸機関への情報提供にいくばくかの貢献ができ
れば幸いです。
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記事３．越境 e コマースに適用される EU 付加価値税（VAT）に関する新規則
（2021 年 7 月１日施行）
業務二部長
駐日 EU 代表部のチェルスカ書記官（通商部）
から、EU の e コマースに適用される付加価値税

今川 博

に輸入されるすべての物品に対して、例外なく
VAT が課されます。

（VAT）が改正され、新ルールが 7 月 1 日から

新制度においては、EU 域外から輸入される低

適用されるとの連絡がありました。関連する欧州

価格物品の遠隔販売のための特別スキームが創

委員会のウェブサイトを確認したところ、以下の

設されます。それは、輸入ワンストップ・ショッ

記事が掲載されていましたので、その概要をお知

プ（IOSS）と呼ばれるもので、VAT の申告及び

らせします（JASTPRO による仮訳）
。

支払いの簡素化のために新設されます。

出典 (https://ec.europa.eu/taxation_customs/

EU 域内の遠隔物品販売に係る現行閾値は廃止

business/vat/vat-e-commerce_en)

され、新たな閾値として EU 全域を対象とした１

2021 年 7 月 1 日 か ら 越 境 Business-to-

万ユーロに改められます。１万ユーロに満たない

Consumer (B2C) e コマースに係る VAT ルール

場合、電気通信放送、電子サービス（TBE：

が改正されます。その背景は、越境オンラインセ

telecommunications,

ールへの障害を乗り越え、物品の遠隔販売及び低

broadcasting

and

electronic) の提供及び EU 域内の物品遠隔販売

価格商品の輸入に対する VAT 制度に潜む困難に

は現行の EU 加盟国の VAT 制度の下に置かれ、

対応することにあります。

納税すべき者がそれぞれ決められています。

主要な変更点は以下のとおりです。

さらに、新たな記録の保存義務が物品及びサー

オンラインでの売り手（オンライン・マーケッ

ビスの提供を促進するオンライン・マーケットプ

トプレース/プラットフォームを含む。
）は EU 加

レイス/プラットフォーム（みなしサプライヤー

盟国の一つにおいて登録することで、すべての遠

でない者も含む。
）に対して導入されます。

隔物品販売及び EU 内の顧客に対するサービス

最後に、輸入ワンストップ・ショップが利用さ

の越境提供に係る VAT の申告及び支払いに有効

れない場合（特別措置）
、150 ユーロを越えない

となります。ワンストップ・ショップ（OSS）に

積送に係る輸入物品の遠隔販売の簡易化措置が

登録することで、オンラインでの売り手は最大

導入されます。

95％の手続コストの削減となります。

新制度が適用される取引

特別規定の導入により、物品の供給を促進する

サプライヤー及びみなしサプライヤーによっ

オンライン・マーケットプレース/プラットフォ

て行われる EU 域内での物品遠隔販売

ームは、VAT の適用において、物品を受領し供
給したとみなされます（「みなしサプライヤー」）。
22 ユーロを越えない小額貨物の輸入における

みなしサプライヤーによる国内物品販売
EU における消費者に対する EU 及び非 EU セ
ラーによるサービスの提供

VAT 免除は、廃止されます。すなわち、EU 域内

サプライヤー及びみなしサプライヤーによっ
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て行われる EU 域外から輸入された物品の遠

s/vat/ioss_en)

隔販売（ただし、内国消費税（excise duties）

輸入ワンストップ･ショップ(IOSS)は電子ポー

が課せられる物品を除く。）

タルで、事業者は輸入物品の遠隔販売に係る
VAT の e コマースの義務に従うために 2021 年 7
月 1 日から使用できます。

広範かつ多様な利点

2021 年 7 月 1 日まで適用される VAT ルール

EU の消費者が EU に域内及び域外からオン

によると、輸入物品に係る VAT は 22 ユーロを

ラインで物品を購入する場合、適用される

越えない商品については支払う必要がありませ

VAT 税率は自国で購入する場合の税率と同

ん。

じであることをあらかじめ知っていることの
恩典－新制度は VAT が物品の消費地で支払

新 VAT e コマース・ルールでは、
本規定は 2021

われることを確保します。

年 7 月 1 日をもって廃止されます。そのため、

EU におけるビジネスが簡素化され、
より公正

2021 年 7 月 1 日から、EU 域外から輸入される

な環境において発展し、越境オンライン版売

すべての商品はその価額にかかわらず VAT が課

に対する障害を乗り越えることができる－

せられることになります。

欧州デジタル単一市場は、人々に対する技術

輸入ワンストップ・ショップ（IOSS）の目的

的な作業を公正で競争力のあるデジタル経済

とは？

とすることを目的としています。

輸入ワンストップ・ショップは、EU 域内の購

EU 市民は歳入の増加を現認することになり

入者に対して輸入物品の販売を行うサプライヤ

ます－VAT 支払いの増加及び VAT に係る脱

ー及び電子インターフェイスが租税当局に対し

税の減少によってすべての加盟国が恩典を被

て VAT を徴収し、申告し、かつ支払うことを許

ります。

容するため、購入者が（22 ユーロを越える）物品

輸入ワンストップ・ショップ（IOSS）

が EU に輸入された段階で VAT を支払う必要が

出典

なくなります。

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/busines

輸入ワンストップ・ショップ（IOSS）の利点とは？
輸入ワンストップ･ショップは、EU 域内に輸入物品の遠隔販売を行う販売者の VAT の徴収、申告及
び支払いを促進します。輸入ワンストップ･ショップは、購入者に対しても手続きを容易にし、購入者
の購入時に VAT が課せられ、物品が配送された時に唐突な料金請求が送られてくることもありませ
ん。もし販売者が輸入ワンストップ･ショップに登録していない場合、購入者は VAT 及び配送者によ
って請求される通関手数料を支払うことになります。
オンライン販売者

電子インターフェイス

2021 年 7 月 1 日から何が変わるのか？
2021 年 7 月 1 日から付加価値税（VAT）の 22
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2021 年 7 月 1 日から、22 ユーロを越えない

オンライン販売者

電子インターフェイス

ユーロを越えない輸入物品に対する免税措置が

EU 域内への物品の輸入に対する付加価値税の免

廃止されます。その結果、EU に輸入されるすべ

税措置が廃止されます。その結果、EU に輸入さ

ての物品に対して VAT が課せられます。

れるすべての物品に対して VAT が課せられま

輸入ワンストップ･ショップは、EU 域内又は

す。

EU 域外から販売者によって遠隔販売される物品

EU 域内の購入者に対して電子インターフェイ

へのＶＡＴの申告及び支払いを促進し、かつ、簡

スを通じて物品の販売が促進された場合、当該電

易化するために創設されました。さらに、ＶＡＴ

子インターフェイスは販売を行ったものとみな

の支払いは、ＥＵ域内の購入者によって行われた

され、原則として VAT を支払う責任を負います。

購入における 150 ユーロに満たない価額の物品
に対して適用されます。

輸入ワンストップ･ショップは、EU 域内又は
EU 域外から販売者によって遠隔販売される物品
へのＶＡＴの申告及び支払いを促進し、かつ、簡
易化するために創設されました。さらに、ＶＡＴ
の支払いは、ＥＵ域内の購入者によって行われた
購入における 150 ユーロに満たない価額の物品
に対して適用されます。

輸入ワンストップ･ショップが取り扱う物品の提供はどこまでか?
輸入ワンストップ･ショップが取り扱う遠隔か

電子インターフェイスがサプライヤーからの
輸入物品の販売を促進し、当該物品が以下のもの

らの物品の提供は以下のとおりです。
物品が販売された時点で EU 域外から発送又

である場合です。

は輸送されるもの。

当該物品が販売された時点で EU 域外から発

注文が複数の物品を含むものであっても、積

送又は輸送されるもの。

送に係る価額が総額で 150 ユーロを越えない

積送に係る価額が総額で 150 ユーロを越えな

（低価格品）発送され又は輸送されたもの。

い（低価格品）発送され又は輸送されたもの。

内国消費税（excise duties）が課せられないも

内国消費税（excise duties）が課せられないも

の（典型的なものとして、酒類又はタバコ）

の（典型的なものとして、酒類又はタバコ）。
電子インターフェイスは、自らを経由して購
買者及び販売者が接触し、最終的に購買者に対
して物品の販売を行うことを許容した時に、輸
入物品の販売を促進したとみなされます。

輸入ワンストップ･ショップはどのように機能するのか?
輸入ワンストップ･ショップに登録した販売者

輸入ワンストップ・ショップに登録された電子

は、EU 加盟国の購買者向けに物品の販売を行っ

インターフェイスは、EU 加盟国の実際の納税義

た時に VAT を適用する必要があります。VAT 税

務を負う販売者に代わって、購買者の購入によっ

率は、当該物品が配送される仕向国である EU 加

て支払い義務が生じた VAT を支払います。
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オンライン販売者

電子インターフェイス

盟国の税率です。EU における VAT 税率に関す

VAT 税率は、当該物品の配送先である EU 加

る情報は、欧州委員会のウェブサイト及び加盟国

盟国において適用される税率です。EU における

の租税当局のウェブサイトの双方で確認できま

VAT 税率に関する情報は、欧州委員会のウェブ

す。

サイト及び加盟国の租税当局のウェブサイトの
双方で確認できます。

輸入ワンストップ･ショップに登録するには？
2021 年 4 月 1 日から、EU 加盟国の輸入ワン

電子インターフェイスは、2021 年 4 月 1 日か

ストップ・ショップ･ポータルで事業者登録が可

ら EU 加盟国の輸入ワンストップ・ショップ･ポ

能になります。事業者が EU に拠点を置かない場

ータルで登録できます。電子インターフェイスが

合、輸入ワンストップ・ショップの下での VAT

EU 内に創設されていない場合、輸入ワンストッ

上の義務を満たす EU で設立された仲介者を任

プ・ショップの下での VAT 上の義務を満たす EU

命する必要があります。輸入ワンストップ・ショ

で設立された仲介者を任命する必要があります。

ップの登録は EU 域内の購買者へのすべての輸
入物品の遠隔販売に有効です。輸入ワンストッ
プ・ショップの使用は 2021 年 7 月 1 日以降に販
売される物品に対してのみ可能となります。

この輸入ワンストップ・ショップの登録は EU
域内の購買者への全ての輸入物品の遠隔販売に
有効です。
輸入ワンストップ・ショップの使用は 2021 年
7 月 1 日以降に販売される物品に対してのみ可能
となります。

輸入ワンストップ･ショップを使用する際に必要なこと?
EU 国境で物品の申告を行う者の輸入ワンス

EU での通関に必要な情報を確保するため、

トップ・ショップ VAT 証明番号を含む、EU

物品の実際の販売者との協力（輸入ワンスト

における通関に必要な情報の提供。

ップ・ショップ VAT 証明番号、当該物品が

EU の購買者によって支払われる VAT の金

輸入される地の EU 加盟国税関への接触）
。

額の提示（遅くとも、注文手続完結時まで）

EU の購買者によって支払われる VAT の金

EU 加盟国の最終仕向地へのすべての被課税

額の提示（遅くとも、注文手続完結時まで）。

物品の提供に関する購買者からの VAT 徴収

EU 加盟国の最終仕向地へのすべての被課税

の確保。

物品の提供に関する購買者からの VAT 徴収

被課税物品の積送に係る費用が 150 ユーロの

の確保。

限度額を越えないことの確認。

複数の物品による積送であったとしても、被

可能な限りにおいて、ユーロ建てで購買者に

課税物品の積送に係る費用が 150 ユーロの限

よって支払われたインボイス価格の提示。

度額を越えないことの確認。

当該者が輸入ワンストップ・ショップ用に識
別されている EU 加盟国の輸入ワンストッ
プ・ショップ・ポータルを介しての電子的な
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可能な限りにおいて、ユーロ建てで購買者に
よって支払われたインボイス価格の提示。
当該者が輸入ワンストップ・ショップ用に識

オンライン販売者

電子インターフェイス

月別 VAT 申告書（Return）の提出。

別されている EU 加盟国の輸入ワンストッ

当該者が輸入ワンストップ・ショップ用に識

プ・ショップ・ポータルを介しての電子的な

別されている EU 加盟国の輸入ワンストッ

月別 VAT 申告書（Return）の提出。

プ・ショップ・ポータルを介しての電子的な

当該者が輸入ワンストップ・ショップ用に識

月別 VAT 申告書
（Return）で申告された VAT

別されている EU 加盟国の輸入ワンストッ

の月別支払い。

プ・ショップ・ポータルを介しての電子的な

10 年を超えるすべての輸入ワンストップ・シ

月別 VAT 申告書（Return）で申告された VAT

ョップ販売及び/又は販売促進に関する記録

の月別支払い。

の保持。

10 年を超えるすべての輸入ワンストップ・シ
ョップ販売及び/又は販売促進に関する記録
の保持。

適用される例外
オンライン販売者は、次の場合には物品の販売

電子インターフェイスは、以下の場合には輸入
物品の販売に関する VAT の徴収及び/又は報告

に関して VAT を負担する必要はありません。
オンライン販売者が複数の物品を同一の購買

を行う必要がありません。

者に対して販売し、当該物品が１パッケージで

実際の販売者が複数の物品を同一の購買者に

150 ユーロを越える額で発送される場合には、こ

対して販売し、
当該物品が１パッケージで 150 ユ

れらの物品は、EU 加盟国での輸入に際して課税

ーロを越える額で発送される場合には、これらの

されます。

物品は、EU 加盟国での輸入に際して課税されま

物品の遠隔販売がマーケットプレイスやプラ

す。

ットフォームのような電子インターフェイスに
よって促進される場合には、電子インターフェイ
スが支払うべき VAT についての責任を負いま
す。
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記事４．循環経済持続可能な貿易の発展
業務一部長

祁答院 包則

政策転換と画期的な最新 IT 技術により、大規

（alternative trade）とも言う。連帯経済の一翼を

模で持続可能な循環経済が可能となることを国

担う活動でもある。「公正取引」という表現は政

連 CEFACT ウェブサイトが紹介しています。

府との関係がある組織（例：公正取引委員会）に

持続可能な商品に対する消費者の需要は持続

も使われているので、誤解対策のために「適正な

可能な循環経済が変化するための重要な推進力

報酬での取引」という表現も使われている。

となっています。不経済な生産体制は製品の製造

エレン・マッカーサー財団（イギリスに拠点を

過程で非効率な大量の廃棄物を発生させ、そのこ

持つ世界のサーキュラーエコノミーを推進する

とで気候変動を引き起こし、天災による大惨事を

組織）のエグゼクティブ・リード・インスティテ

引き起こしかねません。これらを回避すると共に、

ューションである Jocelyn Bleriot 氏は、
「消費者

従来の線形経済モデルを循環系経済モデル（サー

が正しい選択をするのを手伝いましょう。しかし、

キュラーエコノミー）と持続可能な未来に向かう

そもそも間違った選択を利用できなくする仕組

行動とするには、消費者意識とは別に政府・公的

みにも取り組みましょう。これがないと、掲げた

機関の規制と政策の変更が不可欠です。最近まで、

ポリシーは言葉の遊びに留まってしまいます。サ

最も循環系経済モデル形成に意欲的な政府でさ

ーキュラーエコノミーソリューションを大規模

え、目標をどのように実現できるかは明確ではあ

に実現することは、政策と規制の展望を可視化す

りませんでした。しかし、技術とデータの進歩は

ることによって可能となります」と述べています。

それをすべて変える可能性があります。最近の

より持続可能で循環的な経済に向けた大規模

UNECE 主催のイベントはこの一旦を紹介しま

な変化を支えることができる政策と規制の展望

した。

を創り出すことは、ほんの数年前には乗り越えら

消費者の需要は、いわゆる「エコ」、
「グリーン」
、

れない壁のように見えたかもしれません。現実に

または「フェアトレード」（注）商品の入手可能

はほとんどの製品のバリューチェーンは、メーカ

性を高める原動力となっています。より多くの顧

ーとサプライヤーの絡み合った国際的なウェブ

客がお気に入りの製品の環境への影響と倫理的

です。しかし、一連の技術革新とデータキャプチ

信任が高いことの保証を求め、市場は徐々に変化

ャの革新のおかげで、原材料を完成品に変換する

しましたが、消費者の需要だけでは、根本的で大

プロセスのマッピングが可能になりました。

規模な変化をもたらすことは不十分であり、気候

今年の UNECE フォーラムでの 3 つの別々の

変動に対処し、より持続可能で循環的な経済モデ

イベントでは、業界の代表者、政策立案者、キャ

ルに移行するには、政策と規制の枠組みの変更が

ン ペ ー ン 担 当 者 は 、 UNECE お よ び UN /

必要であると専門家は指摘します。

CEFACT プロジェクトの一環としてイノベーシ

（注）フェアトレードとは発展途上国の原料や製

ョンがどのように適用されているかなど、この課

品を適正な価格で継続的に購入することを通じ、

題のさまざまな局面に取り組みました。国際貿易

立場の弱い途上国の生産者や労働者の生活改善

センターと協力し、欧州連合からの資金提供を受

と自立を目指す運動。オルタナティブ・トレード

けて実施された「衣服と履物のチェーン」プロジ
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ェクトは、250 人以上の利害関係者を集めて、業

UNECE 主導の綿ブロックチェーンパイロッ

界向けの実用的なガイダンスツールボックスと、

トの一環として、綿花の状態から綿製品に至る長

情報技術ソリューションを活用して、不透明であ

い生産過程で、操作または削除できない一意の生

りながらグローバル化されたバリューチェーン

産者 ID を保持するマーカーが原綿にスプレーさ

で動いていた衣服および履物セクターの、透明性

れます。すべての人が独自の DNA を持っている

とトレーサビリティを向上させる政府向けのポ

ように、このテクノロジーにより、すべての製品

リシー推奨事項を発信しました。

に独自の一連の識別マーカーを与えることがで

これらのソリューションの 1 つはブロックチ

きます。この技術では、「オーガニック」とマー

ェーンです。ブロックチェーンはもはや暗号通貨

クされた T シャツは、無農薬のオーガニック綿

だけでなく、無数の可能なアプリケーションがあ

花畑の原材料しか使用できません。

ります。詳細で具体的な元帳の情報を統合する機

ブロックチェーンは、オブジェクトのアイデン

能により、製品の原産地から生産および出荷のす

ティティを可能にするテクノロジーにまとめる

べての段階から最終的には購入地点まで、あらゆ

必要があります。これは国連が掲げる SDGs の目

る製品の検証可能な追跡が可能になります

標到達にも近づくことになります。

「ブロックチェーンは、単一の、検証可能で伝

現在および将来の世代のために環境を保護、お

達途中で内容が変わることのない本当の情報源

よび改善しつつ、高レベルの環境保護を保証する

を分散化された方法で実行できるようにするソ

ポリシーの提案と実装を目的とするため、

フトウェアおよびハードウェアプロトコルの形

（Directorate-General 環境に関する EU の政策

式と見なすことができます」と、スイスの

を担当する欧州委員会の環境総局部門が提言す

Cardano Foundation に参加した Eva Oberholzer

る）DG 環境、持続可能な生産、製品および消費

氏は述べています。

の合同ユニット欧州委員会の副責任者である

ブロックチェーンが伝達する情報は途中でオ

Paola Migliorini 氏は、委員会の経験に基づいて、

リジナリティーを変更することはできず、信頼性

リーダーシップの価値を増加させるコラボレー

を確保したものですが、誤解を招く可能性があり

ションの重要性を強調しました。

ます。倉庫事故が発生し、あるサプライヤーの綿

「模範を示す高権威者や会社の CEO などが介在

が他のサプライヤーの綿と誤って混合された場

しない場合、掲げたポリシーは単なる言葉のまま

合はどうなりますか？あるいは、悪意のある会社

にすぎません」と Migliorini 氏は述べています。

が、T シャツがオーガニックコットンでできてい

「（サーキュラーエコノミーに向けて）高いレベ

ると誤って主張しようとした場合はどうなるで

ルのリーダーシップを発揮する必要があります。

しょうか？しかし、そのための技術的な解決策も

欧州委員会の活動は今でも最高レベルを保ちな

あります。

がら継続中です。
」

Haelixa 社 の 共 同 創 設 者 兼 CEO で あ る
MichelaPuddu 氏は、
「システムは、その情報を製

参考）

品自体に固定する方法も使用する必要がありま

https://unece.org/circular-

す。例えば DNA マーカーの使用に基づいた製品

economy/news/policy-shift-and-game-changing-

自体の出所に関する情報のキャリアに変える方

tech-will-enable-sustainable-and-circular

法を取り入れました。
」と述べています。
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経産省の白書：
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/2020052
2004/20200522004-2.pdf
イベントへのリンク：
https://embassies.gov.il/UnGeneva/NewsAndEv
ents/Events/Pages/20210315-BlockchainCOVID19-Recovery-SDGs.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=XY_UnfAjA
Lw
https://www.youtube.com/watch?v=P1oalMl6e
1A
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記事５．2021 年度事業計画及び収支予算の概要について
事務局長
2021 年度事業計画及び収支予算については、

秋田

潤

ステムに移行し、経費削減を図ることとします。

本年 3 月 10 日に理事会決議、3 月 29 日に評議員

クラウド移行により、開発費、保守管理費が低

会承認をいただき成立しました。事業計画及び収

減するだけでなく、単独システムでは予算上困難

支予算の概要は以下の通りです。

であったセキュリティ強化も実現します。また、

なお、事業計画及び収支予算の詳細については

コード申請 WEB 手続きページの改善を図り、

当協会ホームページ会員専用ページ（現在準備中）

WEB 申込手続の拡大を図り、お客様の利便を図

にアップロードいたします。

るとともに、事務の合理化を図ることを目指しま
す。

１．2021 年度事業計画のポイント

システム経費削減によるコード事業収支改善

今年度も、国際貿易の発展に対応し、我が国に

における公益目的財産額 25の節約分については、

おける貿易関係手続の簡易化を図り、貿易関係業

貿易手続簡易化に係るセミナー、研究会の開催等、

務の効率化に資することを目指します。

他の継続事業（広報普及事業）における事業に充

社会に貢献するとともに、賛助会員をはじめと

てる他、コード手数料水準の維持・引下げ等を通

する当協会ステークホルダーに付加価値を還元

じて社会に還元します。

することを基本として業務運営いたします。

３．協会財政基盤を安定させる収益事業の開

今期の活動のポイントは次の３つです。

拓

日本輸出入者標準コード事業システム
の刷新

2032 年度の公益目的支出計画終了後も安定的

協会財政基盤を安定させる収益事業の

に事業を継続するためには、公益事業会計の収支

開拓

均衡を図るだけでなく、その他事業会計、法人会

賛助会員へのサービス（便宜）の拡充

計における収益を拡大し、協会の財政基盤を確固
たるものとする必要があります。

２．日本輸出入者標準コード事業システムの

現在は公益事業（国連広報普及事業、日本輸出

刷新

入者標準コード事業）が主たる事業であり、他に

日本輸出入者標準コード事業システムについ

収益の柱となる事業を実施していないことから、

ては、旧来のシステム（自前サーバーと独自シス

調査研究業務の延長線上である国際 EDI 標準や

テム）のため保守管理費、開発費ともに年々多額

原産地規則等貿易協定手続についてのコンサル

となっています。今年度はシステムの更新時期に

ティングを基本として、コンサルティング活動の

当たることから、システムをクラウドベースのシ

事業化を進めることとします。
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本輸出入者標準コード事業及び国連 CEFACT 等広報

当協会は、公益法人改革により 2013 年に財団法人

（旧制度）から一般財団法人に移行しましたが、その

普及事業において支出し、使い切ることを法律で義務

際に財団法人時代の内部留保（公益目的財産額）を日

付けられています。
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６．事務局から

当面は、セミナー開催や個社へのコンサルティ
ングなどを行い、そのノウハウの蓄積とコンサル

賛助会員の皆様には、常日頃より当協会事業へ

人材の育成に努めることとします。賛助会員には、

のご協力、ご支援を賜り誠にありがとうございま

会員への便宜として割引料金又は一定の無償利

す。

用にて提供することとします。

上述の取組みにより、協会運営の安定化を図り、
賛助会員をはじめとするステークホルダーの皆

４．賛助会員へのサービス（便宜）の拡充

様方により多くの付加価値を還元して参る所存

賛助会員へのサービス（便宜）の拡充策として、
上述の各種 EPA 原産地規則に係る原産地基準及

であります。
今後とも、ご支援のほどよろしくお願いいたし

び原産地手続についてセミナー等支援活動を拡

ます。

充するとともに、賛助会員限定の企業内研修、業
務支援コンサルティング・サービスを提供するこ
ととします。
また、当協会ホームページ内に賛助会員専用サ
イトを設け、賛助会員等限定情報の特別コンテン
ツの提供を行うこととします。

５．収支予算案
事業活動収支については、収入 1 億 3,317 万円
（対前年度比△0.4％）、支出 1 億 5,238 万円（対
前年度比 3.0％）を見込んでいます。
収入の 9 割は、日本輸出入者標準コード事業に
よるものです。昨年のコロナ禍の中でも新規、更
新とも件数には大きな変化がなかったことから、
例年通りと見込んでいます。支出については、ク
ラウド移行は来年 1 月 1 日からの実施で、12 月
までは旧システムを使用するため、クラウド移行
の費用削減効果発揮は 1 月以降となりますが、開
発経費は極力圧縮するとともに、コロナ禍での国
際会議減少・WEB 会議増加を見込んで国際会議
関係経費の大幅削減や広報誌印刷費等の事務費
の削減を図り、前年度並みの支出に抑制しました。
なお、支出超過となっていますが、公益目的支
出計画に従って公益目的財産残額の計画的な取
り崩しを行わなければならないために、支出超過
予算としているものです。
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ホームページリニューアルのお知らせ
日頃より、当協会のホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当協会は、2004 年からホームページを開設し、国連 CEFACT が推進する貿易手続の標準化・電子
化についての取組み、LOCODE、国際的な電子商取引の動向、諸外国における貿易手続簡易化の進展
状況などの情報を掲載するほか、当協会専門家、外部研究者による貿易手続標準化や貿易協定に関す
る論文、報告書を掲載し、皆様のご参考に供して参りました。また、日本輸出入者標準コードの申請等
の WEB 手続きとお問い合わせ対応などを行っておりますが、年々掲載情報の量、種類が増加し、欲し
い情報が探しにくいとのお叱りも受けていたところです。
そこで、どなた様も利用しやすく、分かりやすいホームページになるよう、ページ構成やデザインを
一新し、スマートフォン、タブレットなど多様なデバイスに対応できるホームページに本年 4 月 27 日
に全面リニューアルいたしました。
新ホームページには、賛助会員専用ページも準備しており、賛助会員のみがご覧いただける情報や
個別コンサルティングやウェビナーの開催情報など、特別コンテンツを提供する予定です。なお、賛助
会員専用ページをご利用できるようになりましたら、改めてお知らせいたします。
皆様のお役に立てるような情報を積極的に発信してまいりますので、今後ともご利用のほどよろし
くお願いいたします。
ホームページ URL:
https://www.jastpro.org/
（従来の URL と同じです。
）

旧サイト

新サイト
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賛助会員継続のお願い
賛助会員各位
当協会の活動につきましてご支援・ご協力を賜りまして深く感謝申し上げます。
さて、ご高承の通り、当協会は、我が国の貿易関係手続の簡易化のための活動を推進し、貿易関係実
務の能率向上、書類作成の合理化、費用の節減及び労働力の効率的利用等に大きな役割を果たすとと
もに、国際的にも、国連 CEFACT に登録された我が国唯一の機関として、国際機関や諸外国との密接
な連携の下に、諸活動を展開しております。
近年はデジタルトランスフォーメーション（DX）が我が国においても課題となっておりますが、長
年、当協会は手続電子化推進に携わるとともに、日本輸出入者標準コードの発給・管理の実務で DX の
一端を担ってきた経験、知見で社会に貢献できるものと確信しております。
一方で経費削減には努めておりますが、長期間にわたる低金利により財産運用益は低迷し、厳しい
財政状況に瀕しております。今後も更なる経費削減に取り組んで参る所存ではございますが、当協会
の各種事業につきまして、安定的に事業を実施するためには、賛助会員の皆様方からのご支援が大き
な柱となるものであります。
賛助会員の皆様方には、賛助会員への便宜として、
１．

資料，定期刊行物その他の報告書等の無償配布

２．

協会備えつけ資料の閲覧ならびに借り出し

３．

研究調査に対する意見の開陳

４．

協会の主催する講演会、セミナー等への出席

５．

協会に対する研究調査の委託

をご提供しており、メガ EPA 原産地規則に関し賛助会員向け研修会開催やコンサルティング・サービ
ス提供を拡充すること等にも取り組んでおります。
どうか当協会の事業にさらなるご理解とご支援を賜りたく、2021 年度も引き続き協会賛助会員とし
てご加入を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会
事務局長・専務理事

秋田

賛助会費お振込み先（一口年額 70,000 円）
口座名義「イッパンザイダンホウジン ニホンボウエキカンケイテツヅキカンイカキョウカイ」
みずほ銀行

浜松町支店(148)

普通預金

口座番号

０６７３６３３

三菱 UFJ 銀行

東京公務部(300)

普通預金

口座番号

００００５５９

三井住友銀行

東京公務部(096)

普通預金

口座番号

０００１４４５
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潤

編

集 後 記

新入社員のスカーレットです
はじめまして。月刊 JASTPRO の編集補助と、貿易手続簡易化の調査研究を担当するこ
とになりました新入社員のスカーレット（HO LOK TUNG SCARLETT）と申します。
香港出身です。前職では香港のテレビ局で日本番組の買付けを担当していましたが、日
本で暮らす夢を追うため、日本で再就職しました。
日本では財布が盗まれないと聞いていましたが、来日してからビニール傘 3 本が盗まれ、
とても不思議に思っています。日本も貿易手続きも知らないことばかりですが、精一杯
勉強させていただきます。これからも宜しくお願い致します。
事務局長・秋田です。スカーレットは中国語・英語はもちろん、日本語も堪能な才媛で
す。日本語の勉強は子供のころに見たアニメがきっかけだったそうで、当協会への就職
がきっかけとなり、貿易手続簡易化のプロフェッショナルとなってくれるものと期待し
ています。
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