
JASTPRO 505
一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会

広報誌

2021年5月

目次

記事１．国連CEFACT第27回総会 報告 …  1
業務一部長 清友 大造
前・業務一部長 祁答院 包則

２ 第36回 国連 CEFACT フォーラム（Virtual）会議報告 … 17
国連 CEFACT 日本委員会
一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 菅又 久直

記事３．第36回 国連CEFACTフォーラム参加報告 … 31
前・業務一部長 祁答院 包則

記事４．日インド協定には「原産材料のみから生産される … 35
産品」の規定がないけど、使用された材料がすべ
て原産品だったらどうするの？
業務二部長 今川 博

記事５．国連CEFACTからのお知らせ …  37

賛助会員継続のお願い …  38

JASTPRO調査研究スタッフ紹介 … 39



ホームページ

— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

当協会ホームページで電子版をご覧いただけます。

https://www.jastpro.org/

電子版掲載は、Twitter（@_jastopro）でご案内しています。

ホームページ更新、刊行物のご案内、講演会開催のお知らせなども発信しており
ます。 フォローいただければ幸いです。

パソコンからもご覧いただけます。 https://twitter.com/_jastpro

メールにて掲載通知をご希望の方は、次の内容を下記のE-mailアドレスにお知ら
せください。

ご所属組織名称
所属されている部署
お名前
ご連絡先電話番号
送達ご希望メールアドレス

【ご連絡窓口】

一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会 業務部

E-mailアドレス gyomu_dept@jastpro.or.jp

Twitter



1 
 

記事１．国連 CEFACT 第 27 回総会 報告 
 

業務一部長 清友 大造   
前・業務一部長 祁答院 包則 

 
国連 CEFACT の第 27 回総会の概要を報告します。 
COVID-19 の影響で総会は現地参加と Web 参加のハイブリッド会議形式で行われることが通知さ

れましたが、日本からはスイスへの入国が禁止されているため、Web 参加の登録を行いましたが、ス
イスに入国可能なシェンゲン協定国からの会議出席者も自国から Web で参加しており、実際には国連
の職員以外の現地参加は見送られたようです。 
 

各項目の資料は国連 CEFACT の Web-Site に掲載されており、詳しくはこちらをご参照ください。 
https://unece.org/trade/cefact/uncefact-27th-plenary 
 

 日時： 2021 年 4 月 19-20 日 
 場所： ジュネーブ 国連欧州本部 
 出席国および組織： 

アフガニスタン、アルジェリア、オーストラリア、中国、コンゴ共和国、フィンランド、
ドイツ、インド、イタリア、日本、キルギスタン、モンゴル、モロッコ、オランダ、ポル
トガル、カタール、ロシア連邦、セネガル、スペイン、スウェーデン、イギリスおよび北
アイルランド、ウクライナ、アメリカ合衆国、ベトナム。欧州連合。 
（日本からは、菅又久直（SIPS）、清友大造（JASTPRO）、祁答院包則（JASTPRO）、何
スカーレット（JASTPRO）の４名が参加した。） 

国連組織： 
   国連欧州経済委員会（UNECE）持続可能な輸送部門、 
   国連貿易開発会議（UNCTAD）、 
   絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（CITES）事務局 
非政府組織： 
   Bureau International des Containers et du Transport Intermodal （BIC）、 
   Global Standards 1（GS1）。 

 
＜ 開会挨拶 ＞  UNECE 経済協力貿易部門の局長 Ms. Elisabeth Tuerk 

国連 CEFACT の活動、特に前回の総会以降の数々の成果を強調し、専門家、局、事務局の貢献
に感謝。災害復旧（disaster recovery）勧告、貿易プロセスのペーパーレス化を支援する電子成果物
（国連のより広範な COVID 対応に貢献）、デジタル化に関する行動の呼びかけなど、本総会の議
題との関連性が高いことを強調した。また、UNECE 第 69 回委員会テーマである循環型経済社会
移行への国連 CEFACT の貢献を強調し、衣服と履物分野のトレーサビリティと透明性に関する活
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動が特に重要であると述べ、中央アジアの受益国のために達成された重要な能力開発活動にも留意
した。今後、国連 CEFACT の継続的な協調を確保することが重要であるとしながら、活動の流れ
に優先順位付け、適切なリソース基盤の確保、コミュニケーションの強化の３つの課題に目を向け
る必要があると指摘した。 

 
＜ 議長の歓迎挨拶 ＞  CEFACT 議長 Ms. Sue Probert 

国連 CEFACT は直接的および間接的に持続可能な開発を支援しています。特に、人との接触を
取り除き、セマンティックデータモデルを通じてデータの再利用を可能にすることを目的としたペ
ーパーレス化に関する国連 CEFACT の活動はパンデミック下で不可欠なものになっている。貿易
円滑化と e-ビジネス基準に関する既存の作業に加えて、持続可能性などの新しいトピックに取り組
んでいく。私たちの仕事は報道機関で賞賛されているものもあるが、舞台裏で多くの努力があり、
必ずしも多くの人々に認められているとは限らないが、国連 CEFACT の成果物、特に Library（言
語辞書項目）保守とデータ定義の保守は重要である。 

 
議題１．総会議事案の採択 
総会決定 21-01： 事務局は、改訂された議題草案 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/1 /Rev.1 を
提示し採択された。 （議事の進行は以下の通り） 
 
議題 2. 選挙 
総会決定 21-02： 2021 年から 2024 年の任期の国連 CEFACT 議長選出は、英国から立候補した Sue 
Probert 氏（現議長）が、総会で選出された。 

 
総会決定 21-03： 2021 年から 2023 年の任期のラポーターには、アフリカ地域からはセネガルの Mr. 
Diop Mor Talia, アジア太平洋地域からは日本の菅又久直氏が、総会で選出された。 
 
議題３．第 26 回総会以降の活動事項 
文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/3、 
 この文書は、COVID-19 パンデミックからの持続可能で包括的かつ早急な回復に向けた取り組みを
支援する 5 つの主要なテーマを概説している。 
 
 a）デジタル化とペーパーレス化： 

• 紙からデジタルに移行する際のビジネス･プロセス再考の重要性。 
• 国連 CEFACT によってすでに提供されている幅広い成果物（Buy-Ship-Pay モデル、セマン

ティック･コアコンポーネント･ライブラリ、参照データモデル、数百ある e-ビジネス標準、
改善に直接関連するガイダンス文書など）  

• 他の国際機関（国際海事機関[IMO]、国際標準化機構[ISO]、グローバル標準化-1 [GS1]、
国際民間航空機関[ICAO]など）内でのこれらの成果物の再利用。 
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 b）農業の持続可能なバリューチェーン： 
• 農産物と野生生物の国境を越えた取引における自動化された規制管理の重要性。 
• この分野で国連 CEFACT によって開発された成果物（eCert、eQuality、その他の電子証明

書に関する今後の作業など）。 
• CITES（1973 年 3 月に米国ワシントンで採択された、過度な野生動植物の国際取引規制に

より、採取・捕獲の抑制と絶滅の恐れのある野生動植物の保護を目的とする条約）電子デー
タ交換に関する協力活動、特に EC TRACES eCITES プロジェクトコンポーネントと非 EU
加盟国との連携を支援する活動。 

 
 c）衣服および履物の持続可能なバリューチェーン： 

• 消費者が環境や倫理に配慮した衣服や靴の選択に益々関心を高めていること、及び政策立案
者が持続可能性と循環性を考慮することの重要性。 

• この分野をサポートするために開発されたツール（政策提言、実施ガイドライン、技術標準、
アクション･プランなど）。 

• ブロックチェーン技術を使用した、複数の利害関係者と国が関与する綿バリューチェーンの
パイロット運用。 

 
 d）先進技術： 

• COVID-19 のパンデミックを踏まえた先進技術の重要性の高まり。 
• パンデミックによって引き起こされた混乱を克服し、より循環的な経済への移行をサポート

するための先進技術の使用をサポートするために開発されたガイダンス資料。 
 
 e）能力強化： 

• 貿易円滑化改革が多くの国にもたらす課題。 
• 世界貿易機関（WTO）貿易円滑化協定（TFA）の実施を支援することを目的として、ジョ

ージア、カザフスタン、北マケドニア共和国、ウクライナ、キルギス共和国に提供された支
援。 

• 2021 年のデジタルおよび持続可能な貿易円滑化に関する第 4 回世界調査及び COVID-19
パンデミックからのより良い回復への取り組みに関する国連地域委員会間の継続的な協力。 

 
＜地域アドバイザーレポート＞  

文書 ECE / TRADE / CEFACT / 2021 / INF.1 に概説されている活動の報告。 
貿易円滑化と国連 CEFACT 基準の実施を支援する次の 2 つの分野に焦点を当てます。 
• 各国、特に中央アジア経済のための国連特別プログラム（SPECA）の地域において、特に

標準の使用、手続の合理化、シングルウィンドウ及び国内貿易円滑化機関に関連して、WTO
の TFA 実施を支援。 
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• 国連開発計画（UNDA）の部門間プロジェクトの下で、接続性、貿易、輸送に対する COVID-
19 パンデミックの影響を制限することを目的とした国連 CEFACT セマンティック標準と
参照データモデルの実装を強化する。 
 

＜事務局報告＞ 
持続可能なモビリティとスマートコネクティビティに関する UNECE Nexus（Water-Food-
Energy-Ecosystems に関わるタスクフォース）への関与について。 
文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 /INF.2（この文書の完成版は、2021 年 4 月 20-21 日
の UNECE 委員会セッションの後に公開する）この文書でも国連 CEFACT ツールのさらなる使
用は、勧告の不可欠な部分とする。 

 
 （代表団のコメント） 

ウクライナの代表団は、事務局と地域アドバイザーによって立ち上げられたドナウ・黒海回廊に
沿ったペーパーレス化に関するパイロットプロジェクトを称賛した。このユースケースは、国連
CEFACT 標準の効果的な一貫輸送への適用を示すものである。また、ウクライナは、事務局の
支援を受けて国家貿易円滑化機関を設立することができた。 
 

総会決定 21-04： 議題３の内容を留意し、2022 年の次の総会で今後の展開を報告するよう事務局に
要請した。 
 
議題４．議長団（ビューロー）の活動概要 

議長団は、2020 年 6 月の副議長の選出後の新しい担当分野と、国連 CEFACT 内の現在の活動進展に
ついて報告した。 

(議長団の役割分担表) 
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現在ある 4 つのプログラム開発領域（PDA）の中で、2020 年７月には 18 人のドメイン・コーディ
ネータが指名された。ドメイン・コーディネータの 1 名が 2021 年 2 月に引退し、その後を 2 人のコ
ーディネーターが引継いでいる。この間 16 件のビューロー会議（オンライン）があり、102 件の決定
がなされた。国連 CEFACT は、58 のイベントで公式代表を務めた。  

副議長の一人が一時的に辞任することとなったため、議長団はこの分野を担当する元副議長に一時的
に「代理副議長」として引き継ぐよう要請した。 
 
＜国際貿易手続 PDA を担当する副議長２名の報告＞ 

• 3 つの貿易円滑化勧告の完了 と 2 つのコードリスト勧告の更新。 
• 検討中の将来の作業（貿易円滑化措置への民間企業の関与に関する指針、国際貿易手続の円

滑化措置に関する勧告第 18 号の改訂、シングルウィンドウの有効性の評価方法及びシング
ルウィンドウと先進技術との関係に関する指針）。 

 
＜国際サプライチェーン PDA を担当する副議長３名の報告＞ 

• 1 つの貿易円滑化勧告、1 つのホワイトペーパー、および一連の e-ビジネス標準の完成。 
• 現在アクティブなプロジェクトには、サプライチェーン管理・調達ドメインに 4 つ、運輸・

ロジスティクスドメインに 3 つ、旅行・観光ドメインに 2 つ、会計・監査ドメイン、財務・
支払ドメイン、保険ドメインにそれぞれ 1 つが含まれる。 

• 検討中の将来の作業の可能性（参照データモデルのセクター固有の実装）。 
 
＜規制/電子政府 PDA を担当する 2 人の副議長の報告＞ 

• 1 つの勧告と 2 つの e-ビジネス標準が完成。 
• 現在活動中のプロジェクトは、電子データ管理ドメインに 4 つ、農業・漁業・食料ドメイン

に 2 つ、越境管理ドメインに 1 つ、環境ドメインに 1 つ。 
• 検討中の将来可能性のある作業は、貿易円滑化における人工知能、情報セキュリティガイド

ライン、電子公証、標準ベースの情報通信技術のガイドライン、内陸国のデジタルコリドー
（回廊）、ブロックチェーンベースの認定経済事業者相互承認。 

 
＜方法論と技術 PDA を担当する副議長の報告＞ 

• 全てのライブラリとディレクトリ、1 つのガイドラインと 2 つの e-ビジネス標準のタイムリ
ーな完成。 

• 2 つのガイダンス文書プロジェクトを含む現在アクティブなプロジェクト。 
• 検討中の将来可能性のある作業（UN / CEFACT 成果物としてのアプリケーションプログラ

ミングインターフェイス[API]開発の技術仕様）。 
 
 （代表団のコメント） 

オランダの代表団は、国連 CEFACT 標準の影響とユースケースのデータと統計を文書化し、全
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ての加盟国及び各国代表部により解りやすく開示することが、相互理解と今後の作業効率化に
重要であると強調した。 
 
ウクライナの代表団は、国連 CEFACT の e-ビジネス標準、特に国際的なフォワーディングと輸
送に関する標準の価値を評価し、現在のパンデミック状況に対処するために人との接触を減ら
すのに役立っていることに留意した。因みにウクライナは、ドナウ川と黒海の回廊プロジェクト
において近隣パートナーと伴にこの基準を使用し進めている。 

 
総会決定 21-05： 総会は、最近の進展に関するビューローの概要に留意し、2022 年に再び進展につ
いて報告することを要求した。 
 
議題５．ラポーターの報告 

地域ラポーターは、文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/5 にて報告。 
 

a） サハラ以南のアフリカ地域のラポーター（セネガルの Mr. Diop Mor Talla ）は、COVID-19
パンデミックがこの地域で計画されていたイベントに与えた影響について報告した（大部分が
キャンセルされた）。いくつかのウェビナーは、団体の活動を維持するために準備された。 
アフリカ電子商取引同盟（AAEC）は、シングルウィンドウがパンデミックに直面するのにどの
ように役立ったかについて説明。 
アフリカの e-ヘルスパスポートに関する議論が開始された。 
アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）の重要な優先事項でもあるが、ペーパーレス化された原
産地証明書を開発するための作業が進んでいる。 
西アフリカ経済通貨同盟（WAEMU）は、この分野での試験的実施を承認した。 
同氏は、アフリカ地域にとって重要な手段として貿易情報ポータルの重要性を強調した。 

 
b） アジア太平洋地域のラポーター(タイの Ms. Urachada Keptrom)は、アジア太平洋貿易円滑化

および電子ビジネス評議会（AFACT）が、e コマースプラットフォームと通関手続/文書との関
係を調査したと報告した。 
デジタル化と持続可能な開発に関する 2030 アジェンダとの緊密な連携により、貿易手続きを
簡素化・合理化する方法を示す域内の解決策に対して、優秀な作品に賞が授与された。 
国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）からは、国境を越えたペーパーレス貿易に関する
法的および技術的準備の自己評価を実施するために各国を支援するためのインタラクティブガ
イドを開発したことが報告されました。ESCAP「アジア太平洋における国境を越えたペーパー
レス貿易の促進に関する枠組み協定」は 2021 年 2 月 20 日に発効した。報告書では、この協定
の批准に関する進展を強調した。 

 

c） 中東・北アフリカ地域のラポーターは、報告を提出せず。 
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総会決定 21-06： 総会は、サハラ以南のアフリカおよびアジア太平洋地域のラポーターの報告に留意
し、2022 年の次回総会への報告提出を要請した。 
 
議題６．勧告と標準 

 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/6、 
勧告 No. 38：貿易情報ポータル が事務局より提出された。本文書は、ポータルの設定方法、どの
ような情報を共有すべきか、また、国境を越えた規制要件を編集して公開するポータルのガバナン
スなどに関するガイダンスを提供する。このポータルにリンクされた e-ビジネス標準を提案するた
めに、このプロジェクトは継続される。議長は、プロジェクトリーダーとプロジェクトチームの継
続的な努力に感謝した。 
 

 （代表団コメント） 
ロシア連邦の代表団は、既存の貿易ポータルを更新する際にこの勧告を検討していくべきこと
を強調した。 

 
総会決定 21-07： 総会は、UNECE 勧告第 38 号：貿易情報ポータル（ECE / TRADE / C / CEFACT 
/ 2021/6）を承認した。 
 

 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/7 
勧告 No. 44：災害救援のための国境を越えた促進措置 が提出された。この勧告は、自然災害後の
人道的救援の大規模な流入を促進するための準備措置を実施するための重要な考慮事項と実践を
提供する。自然災害が突然発生してから最初の 15 日以内に救援物資や備品を移動するための輸入、
輸送、一時的な入場措置に焦点を当てている。議長は、プロジェクトリーダー、プロジェクトチー
ム、国連人道問題調整事務所（OCHA）、その他の参加機関の努力に感謝した。 

 
総会決定 21-08： 総会は、UNECE 勧告第 44 号：災害救援のための国境を越えた円滑化措置（ECE 
/ TRADE / C / CEFACT / 2021/7）を承認した。 
予備報告 1 日目 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/2 
 

 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/8、 
勧告 No. 45：船舶代理店および船舶ブローカーの最低基準 が事務局によって提出された。この勧
告は、UNCTAD によって発行された 1988 年の勧告の更新版である。これは、(i) 1988 年以降の船
舶代理業の実務の変化 (ii) 質の高いサービスが重視される傾向 (iii) 行政負担軽減と海上貿易・
輸送の効率向上を目的としたデジタル交換に関する要件を考慮した、船舶代理店および船舶ブロー
カーの職業従事者のためのガイダンスと最低限の基準であり、国家当局や専門家団体は、独自の基
準を策定する際のガイドラインとして、船舶代理店や船舶ブローカーの実務従事者たちはベストプ
ラクティスのベースラインと考慮すべきもの。議長は、プロジェクトリーダーとプロジェクトチー
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ムの努力に感謝した。 
 
総会決定 21-09： 総会は、UNECE 勧告第 45 号：船舶代理店および船舶ブローカーの最低基準（ECE 
/ TRADE / C / CEFACT / 2021/8）を承認した。 
 

 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/9 
勧告 No. 47：パンデミック危機貿易関連対応 が事務局によって提出された。 COVID-19 のパン
デミックが示すように、病気の蔓延を減らすために実施された対策のいくつかは、貿易の流れに悪
影響を及ぼし、世界経済に永続的な傷を残す可能性がある。この勧告は、貿易の流れに対するパン
デミックの悪影響を緩和するための措置の概要を示すもの。議長は、プロジェクトリーダー、プロ
ジェクトチーム、UNCTAD、国際貿易センターの努力に感謝した。 
 
（代表団のコメント） 
ロシア連邦の代表団は、国連 CEFACT の活動に感謝した。提案された勧告第 47 号は、体系的な措
置を伴う包括的な成果物であること、このプロジェクトが完了したスピードにも称賛を与えた。 

 
総会決定 21-10： 総会は、UNECE 勧告第 47 号：パンデミック危機貿易関連対応（ECE / TRADE / 
C / CEFACT / 2021/9）を承認した。 
 

 事務局は、議題項目 6b として循環型経済社会を支援する成果物を提示した。 
• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/10 

勧告 No. 46：衣服および履物分野における持続可能なバリューチェーンの透明性とトレーサビ
リティの強化 が本会議に提出され承認された。 
政府と業界関係者がリスク情報に基づいた意思決定を行い、情報の非対称性を克服し、コミュニ
ケーションを行い、持続可能性の主張に対する説明責任を果たすことを可能にするメカニズム
を確立し、バリューチェーン全体にわたって物質、製品、プロセスの追跡と追跡のためのデータ
の統一した収集と送信のための一連の国際的に合意された慣行を提供する。 

 
• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2020/6 / Rev.1 

第 26 回総会で合意を得た勧告 No. 46 の行動要請の改訂版 
この改訂版は、勧告のパブリックレビュー期間中の、用語やテンプレートの若干の変更が反映さ
れ最終版となる。この行動要請は、衣料・履物業界の関係者に、業界におけるバリューチェーン
の持続可能性と循環性を促進するための行動を起こすよう促すものである。 

 
• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/11、 

政策立案者のためのエグゼクティブサマリー： 衣服および履物分野における持続可能なバリ
ューチェーンの透明性とトレーサビリティの強化 および 



9 
 

文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.3、 
レポート – 衣服および履物部門における持続可能性と循環性の強化： トレーサビリティと透
明性に関する政策の進展が、総会に情報提示された。これらのドキュメントは、ポリシー、規制、
ガイドライン、イニシアティブの分析結果も提供する。エグゼクティブサマリーは、主な調査結
果のサマリーとなる。 
 

• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/12、 
政策概要 – 「綿のバリューチェーンにおけるデューディリジェンスと持続可能性のためのブロ
ックチェーン技術の活用可能性」が総会に提示された。 
 

• 議長は、プロジェクトリーダーとプロジェクトチームの努力に感謝した。議長は、行動要請に
添付されたテンプレート通り構成員が行動コミットメントの提出に至るよう代表団に参加を呼
びかけた。 

 
 （代表団のコメント） 

オランダの代表団は、原材料から最終製品までの取引商品の生産には世界中の協力が必要であ
ることに留意し、バリューチェーンの複雑さと製品の構成要素にさかのぼる必要性を指摘した。
また、製品がどのように、どこで、誰によって、いつ製造されるかについてのトレーサビリティ
の向上が、循環性と持続可能性の向上に向けた進歩を促進できることも強調した。さらに、この
プロジェクトとトレーサビリティに関する運輸・ロジスティクスドメインの作業との間に相乗
効果が存在するように見えることも付け加えた。 
 
ロシア連邦の代表団は、提案された勧告第 46 号および関連する行動要請への全面的な支持を表
明した。バリューチェーンのトレーサビリティと透明性を高めるための国際基準の重要性を指
摘し、さらにこの作業を医薬品や医療機器などの他の分野にも拡大することを提案した。 

 
総会決定 21-11： 総会は、UNECE 勧告第 46 号：衣服および履物セクターにおける持続可能なバリ
ューチェーンの透明性とトレーサビリティの強化（ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/10）を承認
した。 
 
総会決定 21-12： 総会は、勧告 No. 46：衣服および履物セクターにおける持続可能なバリューチェ
ーンの透明性とトレーサビリティの強化に関する行動要請（文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 
2020/6 / Rev.1）を承認した。 
 
総会決定 21-13： 総会は、政策立案者のためのエグゼクティブサマリーに留意した：衣服および履物
セクターにおける持続可能なバリューチェーンの透明性とトレーサビリティの強化（ECE / TRADE / 
C / CEFACT / 2021/11）、レポート – 衣服および履物分野の持続可能性と循環性の強化：トレーサビ
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リティと透明性に関するポリシーの策定（ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.3）および政策
概要–綿のバリューチェーンにおけるデューディリジェンスと持続可能性のためのブロックチェーン
テクノロジーの活用可能性（ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/12）を承認した。 
 

議長は、前回の本会議以降、合意された手続きに従って、事務局が以下項目の書式を発行したと発表
した。 

o UN / EDIFACT のバージョン D.20A および D.20B 
o 国連貿易輸送場所コード（UN / LOCODE）ディレクトリの 2020-1 および 2020-2 をリリー

ス 
o UN / CEFACT コアコンポーネントライブラリの D.20A および D.20B のリリース 
o UN / CEFACT XML スキーマライブラリの D.20A および D.20B のリリース 
o International Forwarding and Transport e-business 標準のバージョン 1.0 
o Cross-Industry Export Packing List e-business 標準のバージョン 1.0 
o 食品および飼料用ラピッドアラートシステム（RASFF）の e-ビジネススタンダードのバージョ

ン 1.0 
o 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/2 
o 繊維と皮製品のトレーサビリティと透明性のバージョン 1.0、パート 1：高レベルのプロセス

とデータモデルの e-ビジネス標準 
o 繊維と皮製品のトレーサビリティと透明性のバージョン 1.0、パート 2：ユースケースと

CCBDA データ構造 e-ビジネススタンダード 
o 輸送およびロジスティクスモーダル固有（鉄道、海事、内陸水路）の e-ビジネス標準のバージ

ョン 1.0 
o Exchange ヘッダーエンベロープ（XHE）技術仕様のバージョン 1.0 
o Cross-Domain Application Error and Acknowledgement e-business standard のバージョン 1.0 
o コアコンポーネントビジネスドキュメントアセンブリ（CCBDA）仕様のためのメッセージ構

築ガイドラインのバージョン 1.0 
o 衛生植物検疫措置（SPS）ための国連 CEFACT eCERT 標準の実装ガイドのバージョン 1.0 
o UNECE 勧告 No.20 の付属書 II（測定単位名でリストされたコード要素）および付属書 III（共

通コードでリストされたコード要素）：国際貿易で使用される測定単位のコード 
o UNECE 勧告第 23 号の付属書：運賃コード–運賃およびその他の料金の説明の FCC 調和 

議長は、これらの標準と技術仕様を開発および維持している技術および e-ビジネスの専門家チーム
に感謝の意を表した。 
 
 (代表団のコメント) 

ロシア連邦の代表団は、ロシアの経済界にとって国連 CEFACT の e-ビジネス基準の重要性を再
認識し、国連 CEFACT に対して、その基準の開発と維持をタイムリーに継続するよう求めた。 
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総会決定 21-14： 総会は、提示された基準と技術仕様に留意し、それらが定期的に更新され続けるこ
とを要請した。 
 

議長は、承認のために総会に提出された文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/13、国連 CEFACT
標準の使用によるデジタル化の改善のための行動要請を提示した。この行動要請は、国連 CEFACT 内
およびその前身による 50 年以上の開発作業の経験に基づき、すべての国連 CEFACT の成果物に関連
しており、電子データ交換の関係者に、相互運用性、データ品質を強化し、国、地域、組織内、または
ビジネスパートナー間の統合を強化するための行動を起こすよう呼びかけるもの。議長は、代表団に
付属のテンプレートを使用して行動へのコミットメントを提出するよう構成員に奨励した。 
 
 （代表団のコメント） 

スペインの代表団は、デジタル化に関する召喚状について国連 CEFACT の活動を祝福した。こ
れにより、国連 CEFACT 標準がどのように使用されているかとその利点に関するフィードバッ
クを収集することが可能になる。 

 
総会決定 21-15： 総会は、UN / CEFACT 標準（ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/13）の使用
によるデジタル化の改善のための行動要請を承認した。 
 

事務局は、以下の通り、他の実施支援資料を提示した。 
 

• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.4、 
複合一貫輸送のための統合されたトラックとトレースに関するホワイトペーパーが総会に提出
された。この文書は、単一または複合一貫輸送シナリオでデジタル化されたトラックとトレース
をサポートするために必要な標準の概要を説明するもの。  

文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/2 予備レポート それは、委託貨物の移動と商業シ
ステムを識別するために使用される識別スキームに存在するギャップを埋めることを試みる。
このプロジェクトは、この分野に関連する e-ビジネス標準の開発を継続する。 

 
• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/14 

国連 CEFACT 成果物をサポートするエグゼクティブガイドが提出された。この文書は、貿易情
報ポータル、サプライチェーン標準の業界横断ファミリー、および COVID-19 回復をサポート
する輸送、ロジスティクス標準に関する 3 つ。これは、エグゼクティブガイドを通じて国連
CEFACT の作業を高レベルの意思決定者や政策立案者によりよく広めるための、本会議の決定
16-08 の延長である。 
 

議長は、関連するプロジェクトリーダーとプロジェクトチームの努力に感謝した。 
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 （代表団のコメント） 

オーストラリアの代表団は、国連 CEFACT の一般的な作業、特に統合されたトラックとトレー
スに関する白書を評価した。この文書は、貿易ハブでの混雑を回避するために、特に空コンテナ
を返却するためのロジスティクス効率において、オーストラリアの活動に十分参考となる。 

 
 GS1 の代表団は、統合されたトラックとトレースのホワイトペーパーをサポートしている。プ
ロジェクトの次のステップ、特にロジスティクスと貿易品目の識別のさまざまなレベル間のリ
ンクに期待している。 

 
総会決定 21-16： 総会は、複合一貫輸送のための統合されたトラックとトレースに関するホワイトペ
ーパー（ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.4）と国連 CEFACT の成果物をサポートするエグ
ゼクティブガイドに注目した。 （ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/14）。 
 
事務局は、キャパシティ・ビルディング（能力強化）と技術協力への支援に関連する文書を提出した。 

• 以下のトレーニング資料が、情報提供のため総会に提出された。 
o 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.5：シングルウィンドウの実装に関するト

レーニング資料 
o 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.6：国際標準の使用に関するトレーニング

資料 
o 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.7：国家貿易円滑化機関に関するトレーニ

ング資料  
これらの文書は、各国がWTO TFAの要件、国連CEFACTの成果物に直接関連するこれらの
トピックを実施するのを支援することを目的とした追加予算プロジェクトの枠組みの中で作
成された。 
 

• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.8： 
国連CEFACT標準およびツールの使用方法に関する国家貿易円滑化機関のためのガイドが総会
に提出された。このガイドは、貿易の円滑化とデジタル化全般の改善を目的として、UN / 
CEFACTが開発した基準、指針、勧告をこれらの機関が再利用できるようにするために、UNDA
の部門間プロジェクトの下で作成された。 

 
• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/15： 

COVID-19 パンデミック後の経済回復に関する地域報告書：電子商取引と貿易円滑化も情報提
供のために総会に提出された。このレポートは、UNCTAD 主導の政府機関間プロジェクトの一
部であり、UNECE 地域の国々が直面する主要な課題と、e コマースの強化における貿易円滑化
の役割を特定している。 
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• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/16： 
キルギス共和国の貿易円滑化ロードマップ 2021-2025 が総会に情報提供のために提出された。 

 
• 文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.9： 

2020 年 12 月 9-10 日開催の第 42 回電子ビジネス覚書管理グループ会議の会議報告が総会に提
出された。UNECE は、2020 年を通じてこのグループの幹事を務めた。この管理グループは、
重複を回避し、相互運用性を確保するために、主要な標準開発組織（SDO）を結集する。UNECE
は、注目された関連する実質的な各ドメインから 10 のレポートを提供した。このグループの最
も古い決議は、他の SDO がセマンティックの統一を促進するために、コアコンポーネントを国
連 CEFACT ライブラリのメンテナンスに提出することを奨励している。議長は、これらのツー
ルと報告について事務局に感謝した。 
 

総会決定 21-17： 総会は、能力強化と技術協力文書を留意した。 
 
議題７・国連 CEFACT の構造、権限、付託条項、手順 

議長団（Bureau）は、2021 年から 2022 年の期間（ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/17）の新
しい作業プログラムを作成した。議長は、この文書はすべての国連 CEFACT の専門家と協議して作
成されたものであり、以前の文書と同様に、国連 CEFACT 戦略文書（ECE / TRADE / C / CEFACT 
/ 2016/20 / Rev.1）に基づいていることを強調した。国連 CEFACT は、新技術への取り組みを含む
コア活動を継続することを計画しており、持続可能性と循環性に関する主要なテーマを含むように強
化します。 

 
総会決定 21-18： 総会は、2021 年から 2022 年の期間の作業プログラム ECE / TRADE / C / CEFACT 
/ 2021/17 を承認した。 
 
議題 8. 先端技術諮問グループ 

先端技術に関する諮問グループの議長は、文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021 / INF.10 に示
されているように、過去におけるグループの作業と、文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/18
に提示されている第 2 回年次総会からの報告を提出した。彼はまた、ドキュメント ECE / TRADE / 
C / CEFACT / 2021/19 で人工知能に関する文書を発表した。 

 
 （代表団のコメント） 

欧州連合の代表団は、貿易とロジスティクスの先端技術に関する諮問グループの議長に感謝を
表明した。「先端技術」という用語は広義であり、諮問グループは国連 CEFACT の作業に焦点
を当てるべきであると推奨した。次の UNECE の主要な優先事項として循環型経済が採用され
る。循環型経済は、欧州グリーン・ディールの主要な柱であることから、諮問グループは特に循
環性を支える解決策に焦点を当てるよう提案した。先進技術に関する EU の優先事項について
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の更なる情報は、EU デジタルコンパス 2030 でも見ることができる。 
 

総会決定 21-19： 総会は、第 2 セッション（ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/18）で、先端技
術に関する諮問グループの報告を承認した。 
 
総会決定 21-20： 総会は、先端技術諮問グループの報告と概要を留意した。 
 
議題９．貿易および輸送場所に関する国連コードに関する諮問グループ 

国連貿易輸送場所コード（UN / LOCODE）に関する諮問グループの議長は、文書 ECE / TRADE 
/ C / CEFACT / 2021/20 に示された、過去のグループの活動を発表した。また、文書 ECE / TRADE 
/ C / CEFACT / 2021/21 の国連持続可能な開発目標 14 に沿った、PSMA（違法・無報告・無規制漁
業の防止、抑制、廃絶のための寄港国措置協定）の UN / LOCODE の使用例を提示した。 

 
UN / LOCODE 登録の処理に非常に重要な国内フォーカルポイントのネットワークの重要性を概

説した。これらのフォーカルポイントは、グループの会議に積極的に参加することが重要。さらに、
この基準を採用するためには民間企業の参加が不可欠であることが指摘された。 

議長は、代表団に対し、フォーカルポイントを指名し、積極的な参加を確保するよう求めた。 
 
総会決定 21-21： 総会は、国連貿易輸送場所コード（ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/20）に
関する諮問グループの報告を承認した。 
 
総会決定 21-22： 総会は、国連貿易輸送場所コードに関する諮問グループの報告の使用例に留意し
た。 
 
議題１０．持続可能な漁業/持続可能なバリューチェーンに関する専門家チーム 

事務局は、文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/22 に示されている、過去の持続可能な漁業
に関する専門家チームの作業を発表した。次に、総会決定 20-05 に続いて、文書 ECE / TRADE / C 
/ CEFACT / 2021/23 で概説されている、他の持続可能なバリューチェーンをカバーするために専門
家チームの作業範囲を拡大するための権限と付託事項を提示した。 

 
 （代表団のコメント） 

欧州連合の代表は、専門家チームの作業範囲の拡大に対する支持を繰り返し、環境、社会、ガバ
ナンス（ESG）の問題に関するトレーサビリティについて言及したことで、作業範囲が明確にな
ったことを歓迎した。 

 
総会決定 21-23： 総会は、持続可能な漁業に関する専門家チームの報告に留意した。 
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総会決定 21-24： 総会は、循環型経済社会における持続可能なバリューチェーンの環境、社会、ガバ
ナンスのトレーサビリティに関する専門家チームの権限と付託事項を 2 年間承認した。（ECE / TRADE 
/ C / CEFACT/ 2021/23） 
 
議題１１．国連貿易円滑化および電子ビジネスセンターに関係のある 

他の国連欧州経済委員会の機関及び国際機関の活動 
事務局は、国連 CEFACT と現在および将来の協力のための分野を強調するため、以下 3 つの組織

に参加を要請した。 
 
 a） UNECE の持続可能な輸送部門 Mr. Francisco Dionori 

o 持続可能な運輸部門と貿易円滑化部門の間の効果的な協業。特に上記 UNECE の Nexus
活動の関連での協力。 

o 持続可能な運輸部門の条約とプログラム、特に eCMR（電子道路貨物国際運送契約）と
危険物に関する進行中の作業を支援するために国連 CEFACT によって開発された e-ビ
ジネス標準の有用性。 

o COVID-19 対応に関する進行中の作業。 
 
 b） CITES 事務局  Ms. Haruko Okusu 

CITES の範囲と、違法取引が管理システムのギャップを悪用するリスクを想起し、以下のよ
うにコメントした。 
o 自動化されたリスク管理と対象を絞った検査を支援するために電子的手順と情報交換が

果たす役割、並びにそのようなシステムが許可証の発行、管理、交換にもたらす利益。 
o 電子署名やセマンティックデータ標準に関する勧告 14 のような国連 CEFACT ツールの

有用性。 
o 電子許可情報交換に関する UNECE / ESCAP 合同タスクフォースへの参加。 

 
シングルウィンドウの利用検討で、国連 CEFACT との協業に期待していることを訴えた。 

 
  ｃ） UNCTAD  Mr. Janvier Nkuruizi 

商品部門が以下に注目していることを発表した。 
o 説明責任と優れたガバナンスの前提条件として、バリューチェーンの透明性に対する需

要の高まり。 
o 消費者は購入する製品の起源、製造条件、サプライチェーンのエコロジカルフットプリ

ントを知る必要があるため、バリューチェーンの可視性が必要であること。 
o この情報を提供するためには技術が重要な役割を果たすが、デジタルデバイドは商品依

存型の発展途上国（CDDC）と先進国の間の協業を通じて対処する必要がある。 
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o 他の国連機関、特に国連 CEFACT との協業は、このギャップに対処するための技術移転
にとって重要である。 
 

総会ではスライドで、カシューナッツを例に挙げ、アフリカで 50％以上生産されるが、加工
は 85％がアジア（中国）で行われ、消費は欧米がほとんどという実態で、原産地などが明瞭
になり難い状況を説明した。 

 
（代表団のコメント） 

ウクライナの代表団は、持続可能な運輸部門の極めて適切な活動と国連 CEFACT との有益な協
業に感謝した。 
 
オランダの代表団は、CITES のプレゼンテーションに感謝し、ePhyto（電子植物検疫）および
EUTRACES ハブとの電子許可交換の計画について質問した。これに対し、  
CITES は、初期のデータ交換はポイントツーポイント交換に基づいていると回答したが、締約
国はハブを使用した交換も検討している、と回答した。 
文書 ECE / TRADE / C / CEFACT / 2021/24 

 
議題１２．貿易円滑化と電子ビジネスにおける将来の課題 

この項目は、会議のオンライン形式による時間的制約のため、次の総会に延期となる。 
 
議題１３．その他の事業 

その他の事業は今回、提起されなかった。 
 
議題１４．第 27 回会期の決定と報告書草案の採択 
総会決定 21-25： 総会は、第 27 回会合で、国連 CEFACT の報告と決定を承認し、ECE / TRADE / 
C / CEFACT / 2021/2 を文書化した。これらは、UNECE 執行委員会の決定に従い、加盟国の代表者
の技術的接続に問題が生じた場合のみ、沈黙手続きの対象となる。 
 
 

                    以上 
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記事２．第 36 回 国連 CEFACT フォーラム（Virtual）会議報告 
2021 年 4 月 26 日～5 月 7 日 オンライン会議 

 
国連 CEFACT 日本委員会 

一般社団法人サプライチェーン情報基盤研究会 
菅又 久直 

 
  第36回国連CEFACTフォーラムは、2021年4月26日から5月7日の2週間、3つのオンライン会議室を
使って、分野領域（ドメイン）ごとのセッションが並行的に行われました。 
 
 国連CEFACTフォーラムでは大まかに4つの分野（貿易円滑化分野、電子ビジネス分野、電子政府分
野、技術分野）に分かれてセッションが持たれます。 

 貿易円滑化分野では、シングルウィンドウや貿易情報ポータルについての課題、および貿易円滑
化関連の勧告について審議されています。 

 電子ビジネス分野では、国際サプライチェーン、運輸・物流及びその他のビジネス電子化に関わ
る課題が審議されています。 
 国際サプライチェーン関係では自動車製造工程プロジェクトや日本から提案中の電子交渉プ

ロジェクトなどが議題になりました。 
 運輸・物流関係では、複合一貫輸送及び商流・物流を連携したトレーサビリティが中心の話

題となっています。 
 その他の電子ビジネス分野では、金融、会計、保険、医療、旅行観光などの電子ビジネスモ

デルが検討されています。 
 電子政府分野では、ブロックチェーンやIoTなどの新技術によるデータ管理を検討しています。更

に、農業／漁業／環境分野も電子政府関係領域に含まれています。 
 技術分野では、EDIのAPI化に向けた標準の整備について審議が行われました。 

 
本報告では、小生（菅又）が電子ビジネス分野（国際サプライチェーン関係）と技術分野を中心に参

加した以下のセッションにつき報告します。 
 オープニングセッション（日本時間：4月26日 20:30 – 22:30） 
 APIガイドライン活用セッション（日本時間：4月26日 17:00 – 19:30） 
 トレーサビリティに関する意見交換（日本時間：4月28日 17:00 – 19:30） 
 サプライチェーン・ドメイン会議（日本時間：4月29日―4月30日） 
 技術仕様ドメイン会議（日本時間：5月5日 17:00 – 19:30） 
 コードリスト管理（日本時間：5月6日 17:00 – 19:30） 
 クロージングセッション（日本時間：5月7日 20:30 – 22:00） 
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１． オープニングセッション（Opening Session） 
オープニングセッションには75名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、鈴木耀夫（JTREC）、清

友大造（JASTPRO）、何スカーレット（JASTPRO）、島野繁弘（Legoliss）、遠城秀和（NTTD）の
６名が参加した。 

開催にあたって、Ms. Elisabeth Tuerk（UNECE 経済協力・貿易担当理事）及びMs. Sue Probert
（UN/CEFACT議長）の挨拶があり、事務局（Lance Thompson）より次の紹介があった。 

 2021-2022 Programme of Work（UN/CEFACT活動計画）の総会承認 
 電子ビジネスMoU会議における国連CEFACT標準（CCL）使用の呼びかけ 
 Sustainable Mobility（持続的交通手段）とSmart Connectivity（接続容易性）におけるUNECE 

Nexus（Water-Food-Energy-Ecosystemsに関わるタスクフォース）の活動 
 

プログラム開発エリア（PDA: Programme Development Area）ごとに担当副議長及びドメイン・コ
ーディネータより、各プロジェクトの進捗状況と今フォーラムでの審議予定につき説明が行われた。 
 
ITP (国際貿易手続) PDA: 

 貿易手続簡易化ドメイン 
 民間企業のNTFB (政府貿易簡易化組織)参加促進プロジェクト 

 シングルウィンドウ・ドメイン 
 貿易情報ポータルBRS（業務要件仕様）プロジェクト 
 コロナ禍におけるシングルウィンドウWEBセミナ 

 コードリスト・フォーカルポイント 
 コードリスト・メインテナンス要求 

ISC (国際サプライチェーン) PDA: 
 サプライチェーン管理&購買ドメイン 

 トレーサビリティ合同会議 
 自動車製造プロジェクト 
 MLETR（電子交換文書模範法）に準拠した権利書（電子B/Lなど）転送プロジェクト 
 電子交渉プロジェクト 

 輸送／物流ドメイン 
 危険物輸送メッセージ（IFTDGN） 
 国際海事機関（IMO）国際海運簡便化条約（FAL）に準拠した電子情報マッピング・プ

ロジェクト 
 複合一貫輸送プロジェクト 

 ファイナンス／ペイメント・ドメイン 
 貿易手続のためのオープンファイナンス・プロジェクト 

 会計／監査ドメイン 
 会計／監査参照データモデル・プロジェクト 
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 保険／医療ドメイン 
 医療費償還請求 
 自動車賠償責任保険、保険証書 

 旅行／観光ドメイン 
 持続的観光ビジネス標準化プロジェクト 
 体験プログラム技術成果物プロジェクト 

REG (規制／電子政府) PDA: 
 漁業／農作物ドメイン 

 電子証明書プロジェクト 
 電子品質証明書プロジェクト 

 環境ドメイン 
 廃棄物管理と分析 

 電子データ管理ドメイン 
 ブロックチェーンによる特恵原産地証明書交換プロジェクト 
 貿易手続のためのデジタルIDプロジェクト 
 貿易手続のためのIoTプロジェクト 
 国連CEFACTチェイン・プロジェクト 

 越境管理ドメイン 
 越境管理参照データモデル 

M+T (手法／技術) PDA: 
 技術仕様ドメイン 

 RDM2API（参照データモデルAPI化）プロジェクト 
 API Town Plan（API標準／実装フレームワーク構築）プロジェクト 
 技術仕様メインテナンス（NDR（XML設計規則）, CCBDA（業務文書構築仕様）, XHE

（交換ヘッダー仕様） 
 共通辞書管理／評価フォーカルポイント 

 共通辞書2021年A版は既に完成し公開済 
 シンタックス・フォーカルポイント 

 国連EDIFACT DMRs（辞書変更要求） 
 
２． APIガイドライン活用セッション 

（API Guideline Sandbox for use with UN/CEFACT） 
APIガイドライン活用セッションには43名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、鈴木耀夫（JTREC）、

遠城秀和（NTTD）の3名が参加した。 
 APIプロジェクト進捗状況 

APIプロジェクトリーダーのSteve Chapell氏が、RDM2API（参照データモデルのAPI化プロ
ジェクト）の進捗状況（下図）の説明と、国連CEFACT Web上に作られたJSON-LDライブラ
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リを使ってUMLツール（StarUML）によるAPI実装のデモを行った。 
 JSON-LDライブラリ：https://service.unece.org/trade/uncefact/vocabulary/uncefact/  
 RDM2API進捗状況 

 
 インボイスAPI 導入例 

Nis Jespersen氏（デンマーク）によるインボイスAPI導入事例のデモが行われた。 
 APIについての自動車業界の観点 

Joerg Walther氏（ODETTE：欧州自動車業界）より、自動車業界のAPI化に向けての考え方
を紹介し、課題についての意見表明が行われた。 
 APIソリューションの場合、膨大なAPIライブラリは使いにくい。 標準化されたビルデ

ィングブロック（セマンティックユニット）のツールボックスが必要。 
 APIソリューションの場合、明示的な名前ではなく修飾属性（タイプコード、ロールコー

ドなど）を使用する標準化されたデータ構造（ABIE）のライブラリが良いと思われる。  
 必要な標準データの柔軟な実装（可能な場合は集約（リンク）、ただし複合（コンポジ

ット）も利用可能に）。 
 ビジネスプロセス、地域または業界固有のプロセスについては、ソリューション開発者

が同じデータ構造/アーティファクトを使用してさまざまなプロセスを実装/サポートで
きるようにするユニバーサルなツールボックスを提供および維持する必要がある。 

 eCMR （電子道路貨物国際運送契約）のAPI化について 
Rudy Hemeleers氏により、eCMR API化のユースケースに関してライブラリの持ち方につい
ての提言が行われた。 

 ドメイン毎のAPI化への取組みについて 
API化に関心を持つドメイン代表者から意見が表明された。 
 Tahseen Khan（規制／電子政府PDA担当） 

RDMs (Reference 
Data Models)

BSP : Buy Ship Pay

MMT : Multi-
Modal Transport

Any others..

Code Lists
UN Recs : UoM, 

package type, etc
UNCL: EDIFACT 

code lists

Any others..

UML Profile

Design Tools

Conformance Rules

Test Tools

done

With tech 
specification

UN API Resources 
(interfaces & events)

Open API 3.x
Transport Domain

Trade Domain

Movements
BillsOfLading

Etc..

TradeProducts
Invoices

Etc..
Regulatory Domain

Declarations
Certificates

Etc..
Other Domains..

Nam
ing & Design Rules

Starting 
soon

done

JSON-LD

JSON-LD 
Vocabulary

consignment
Classes

party
Etc..

fobAmount
Properties

roleCode
Etc..

rec20:millipascal
Code Values

rec21:carton
Etc..

Nam
ing & Design Rules

done

done
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 Edmund Gray（サプライチェーン管理／購買ドメイン担当） 
 David Roff（運輸／物流ドメイン担当） 
 Ian Watt（国際サプライチェーンPDA担当） 

 
３． トレーサビリティに関する意見交換（Traceability Discussion） 

トレーサビリティ・セッションには61名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、清友大造（JASTPRO）、
祁答院包則（JASTPRO）、遠城秀和（NTTD）の4名が参加した。 

Ian Watt氏（国際サプライチェーンPDA担当副議長）がトレーサビリティに関する意見交換セッシ
ョンの紹介を行い、以下のプレゼンテーションを基に質疑応答が行われた。 

 トレーサビリティ・プロジェクト（Supply Chain Cross Industry Track & Trace） 
（by Hanane Becha：運輸／物流担当副議長） 
 運輸ロジスティックス領域では、トレーサビリティに関してスマート・コンテナー及び

複合一貫輸送追跡の２つのプロジェクトを進めている。その中で、透明性のある複合一
貫輸送相互運用性コラボレーション標準を進めている。 

 課題は複合一貫輸送に関して、商流と物流で共通に認識できるIDの欠如である。 

 透明性のあるトレーサビリティのためのデータパイプライン及び運輸ドメインの成果物
（Data Pipelines, and Transport Domain Deliverables for Traceability and Transparency in 
the Supply Chain） 
（by David Roff：運輸／物流ドメイン・コーディネータ） 
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データパイプラインとは、 
 サプライチェーンから蓄積された商品とその動きに関するデータの電子記録であり、デ

ータは、さまざまな経路上のポイントでSnippet（情報の断片）として提供できる。 
 情報提供は情報が真実であることを知っている人が提供しなければならない。 
 情報が必要な人には、それらのデータにアクセスできる基盤を提供。 

データパイプラインについては次の白書が公開されている。 
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperDataPipeline_E
ng.pdf 

 繊 維 ／ 革 製 品 分 野 の 透 明 性 ・ 持 続 性 の あ る ト レ ー サ ビ リ テ ィ （ Traceability, 
Transparency and Sustainability for Textile & Leather sector） 
（by Maria Teresa Pisani：UNECE） 
持続的な繊維／革製品分野のトレーサビレィティについての関心は高まっている。 
 消費者：特に先進国において、労働者の権利、環境を尊重し、安全で持続可能な製品に

対する需要の高まりがある。 
 市民社会：トレーサビリティ、透明性、持続可能性を要求するNGO、標準化団体、業界

プラットフォームの数と強さが増加している。 
 規制当局：安全性やラベリング基準など、透明性と消費者保護を必要とする規制を設定

する必要がある。 
 ビジネス： 

 「持続可能（サステイナビリティ）ブランド」に対する消費者の需要に対応する必
要。 

 競争力を維持するには、コストと効率を抑える必要。 
 複数の法域にわたる法的およびコンプライアンスの義務を果たす必要。 

BSP (Buy-Ship-Pay)参照モデル領域にSDCE（Sustainable Development & Circular Economy View）
を追加する。 

 
４． サプライチェーン管理／購買ドメイン会議 

（Supply Chain Management & Procurement Domain） 
ドメイン・コーディネータ Edmund Grayの司会により、サプライチェーン関連の次のプロジェクト

に関して審議及び意見交換が行われた。 
 電子交渉プロジェクト（eNegotiation） 
 欧州における電子インボイス（eInvoicing） 
 トレーサビリティ・プロジェクト（Track & Trace） 
 自動車製造プロジェクト（Automotive） 
 新規プロジェクト提案 
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4.1 電子交渉プロジェクト（eNegotiation） 
電子交渉プロジェクトには29名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、中台慎二（NEC）、高

橋一裕（NEC）、藤森英明（NEC）、柳紀夫（NEC）、安達辰巳（NEC）、田部尚志（NEC）、
佐藤友昭（NES）、藤田延介（SEC）の9名が参加した。 

電子交渉プロジェクト（eNegotiation）は日本からの提案プロジェクトであり、プロジェクトリ
ーダーは菅又久直、リード・エディターは中台慎二が担当しており、2人からBRS（Business 
Requirement Specification：業務要件仕様）及びImplementation Guide（導入ガイド）のドラフト
につき内容紹介が行われた。 

 当プロジェクトは、電子交渉に関連するビジネスプロセスと関連するデータ交換要件を定義
することを目的としている。これは、内部の人またはAI等による意思決定プロセスではなく、
交渉におけるプロトコルとデータ形式を対象にしている。人間の交渉者、AI交渉者、または
AI /ロボットサポートによって支援された人間の交渉者は、同じ基本セマンティックプロト
コルを使用することを目指している。  

 電子交渉の範囲は、図4.1-1に示す「交渉フェーズ」における電子情報交換（EDI）を対象と
している。 

 
図4.1-1 交渉フェーズ 

 
 交渉人（AIを含む）間のプロトコルは図4.1-2（次のページを参照）に示すゲーム理論で引

用されるAOP（Alternative Offer Protocol）を基本としている。 
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図4.1-2 AOPプロトコル 
 

 AOPでやりとりされる交渉情報は図4.1-3に示す交渉データ・コアモデルで定義される。 

図4.1-3 交渉データ・コアモデル 
 

 電子交渉プロジェクト紹介に関して次のコメントがあった。 
 将来的には交渉プロトコルをデータパイプライン基盤の中に位置づけるのが望ましい。 
 電子交渉プロトコルは、国連CEFACTで標準化されているビジネスプロセス（貨物予約

プロセス、製造スケジューリングプロセス等）と整合化させる必要がある。 
 電子交渉プロジェクトの今後の予定は次の通り。 
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 公開評価用BRSドラフトの準備：6月末 
 導入ガイドの策定：7月末 
 関連CC/BIEの共通辞書追加要求：7月末 
 BRS公開評価：8月～9月 

 
4.2 欧州における電子インボイス（eInvoicing） 

欧州における電子インボイスの検討には26名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、高橋一裕
（NEC）の2名が参加した。 

 欧州で公式に認められる標準は欧州標準化委員会（CEN）で発行されたものである。欧州の
電子インボイス標準（EN16931）もCENの標準であり、実装方式（Syntax Binding）として
国連CEFACTのCII（Cross Industry Invoice）とOASISのUBL（Universal Business Language）
が定義されている。 

 今後、国連CEFACTでは CIIの参照モデルに基づくAPI（JSON-LD）の策定を進める。自動
車業界もAPIライブラリのサブセットを作って行きたい意向がある。 

 欧州各国からは、自国の制度／環境に対応すべく電子インボイス標準仕様に対する追加変更
要求が少なからず提出されて、CENの関係部会（CEN/TC434）で検討されている。
CEN/TC434では、UBL支持委員が多く国連CEFACTの意見は通りにくくなっている。 

 
4.3 トレーサビリティ・プロジェクト（Track & Trace） 

トレーサビリティ・プロジェクトには31名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、高橋一裕（NEC）、
遠城秀和（NTTD）の3名が参加した。 

 Hanane Becha（運輸／物流担当副議長）より、トレーサビィリティにおける商流・物流を通
じた貨物（商品）の識別スキームにつき提案がなされた。 

 
 Todd Frazier（航空貨物担当）より、IFT（International Forwarding and Transport）メッセ

ージのユースケースによる説明が行われた。 
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4.4 自動車製造プロジェクト（Automotive） 
自動車製造プロジェクトには29名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、高橋一裕（NEC）、

遠城秀和（NTTD）の3名が参加した。 
 自動車製造プロジェクトリーダーのRob Exellより、プロジェクトの目的とスコープにつき説

明と意見交換が行われた。 
 自動車製造プロセス関連メッセージ（現在はEDIFACT）をAPI化するために、EDIFACT

メッセージをSCRDM（サプライチェーン参照データモデル）にマッピングする。 
 対象とするプロセスはスケジューリング（Delivery ForecastとSupply Instruction）及び

納入・受領（Dispatch AdviceとReceiving Advice）である。 
 SCRDMへのマッピングにおいて、メッセージ構造上の違いがあり、現在のスケジュー

リング（特にDemand Forecast）メッセージの変更が必要となる。 
 Demand Forecastのメッセージ構造変更について、欧州航空宇宙業界（BoostAero）の

Samy Schemama氏より反対が表明された。 
 
4.5 新規プロジェクト提案 

サプライチェーン・ドメイン会議総括には21名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、高橋一
裕（NEC）、藤森英明（NEC）、柳紀夫（NEC）、安達辰巳（NEC）、田部尚志（NEC）、佐藤
友昭（NES）、藤田延介（SEC）、工藤裕子（中央大学）の9名が参加した。 

サプライチェーン・ドメイン会議総括において、次の新規提案についてドメイン内で検討を進
めることが合意された。 
 JSON-LDサブセット構築を目指すためにAPI Town Planプロジェクトを加速化する。 
 自動車業界の要件に従ってRDM2APIガイダンスをテストすることを提案。 
 CEN/TC440 Orderのビジネス用語にマッピングした業界横断注文メッセージ（CI Order）の

実装サブセット（Syntax Binding）開発プロジェクトを提案する。 
 CEN/TC434とCEN/TC440とのリエゾン関係を構築するよう事務局に要求する。 

 
５． 技術仕様ドメイン会議（Specification Domain） 

技術仕様ドメイン会議には16名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、遠城秀和（NTTD）の2名が
参加した。 

技術仕様ドメイン会議では、技術仕様メインテナンスとAPIプロジェクトをテーマに次の審議が行わ
れた。 

（１） 技術仕様メインテナンス 
日本からの提案による「メッセージ構築ガイド」プロジェクト（2020年8月完了）で指摘した、
NDR（XMLメッセージ設計規則）とCCBDA（ビジネス文書構築仕様）の不備及び不明瞭箇
所の修正についての技術仕様メインテナンス要求につき審議を行った。 
修正指摘箇所は次の通り。 

 NDR 
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 XMLスキーマ定義における「必須」の備考（Annotation）を「任意」にする。 
 XMLスキーマモジュールにあるコードリスト・モジュールを任意に入れ替えること

ができるようにする。 
 CCBDA 

 ヘッダー／エンベロープ（XHE）の使用を「任意」にする。 
 定義規則の内、編集上の間違えを正す。 
 定義規則の内、不明瞭な個所を明快な文書に書き換える。 

当該メインテナンス要求は、国連CEFACTオープン開発手順（ODP: Open Development 
Process）で規定する本質的でない変更（Non-substantive revisions）に該当するとの判断か
ら、それぞれの改訂版を策定する変更要求プロジェクトを提案することとした。 

 XHE（ヘッダー／エンベロープ） 
XHEプロジェクトは2020年6月に完了し技術仕様は公開済であるが、XHEのデータモデ
ルの情報項目が国連CEFACT共通辞書（CCL）に登録がないため、必要なCC/BIEを追
加申請することとした。 
なお、XHEはebXML環境（SOAPベース）を想定した仕様であり、EDIFACT（UNBセ
グメント）やAPI環境（HTTP）への適用は想定されていない。それらの環境におけるヘ
ッダー／エンベロープ機能（ラウティング等）要求にどう応えるか検討が必要となって
いる。 

（２） APIプロジェクト 
 RDM2API（参照データモデルのAPI化）プロジェクト 

RDM2APIプロジェクトでは次の３つのドラフト仕様が提案されている。 
 Open API Design Rules： 

JSON-LDで定義された情報項目（Class, Property, Code Values）から国連APIリソ
ースを構築する設計規則を規定。 

 RDM2API JASON Guide： 
参照データモデルからJSON-LDの情報項目を定義する設計規則。 

 UML Profile Guideline： 
UMLツール（例：StarUML）を使ったOpen API Designの実装法。 
これらドラフト版を正式な国連CEFACT技術仕様として公開する必要がある。 

 API Town Planプロジェクト 
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API Town Planプロジェクトでは、APIリソース管理のためのドメイン・マップを定義
し、APIリソースの公開及び変更に関わる手順を規定しようとしている。 

 
 APIプロジェクトに対するリクアイアメント 

Joerg Wather氏（自動車業界）より、ABIEクラス間のアソシエーション（ASBIE）を変数化
する手法の必要性、およびAPIエクステンションにつきリクアイアメントが提言された。 
（ASBIE変数化：Qualified Association） 

なお、ASBIE変数化については、API仕様にとどまらず、CCTS（コアコンポーネント技術仕
様）、CCBDA（ビジネス文書構築法）及びNDR（XMLメッセージ設計規則）についても合
わせて検討する必要があろう。 

 
６． コードリスト管理（Code List Management） 

コードリスト管理についての議論には17名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、遠城秀和（NTTD）、
鈴木耀夫（JTREC）の3名が参加した。 

国連CEFACTで定義しているコードリストには、次の種類がある。 
 UN/EDIFACTデータ要素関連のUNCL（国連CEFACTコードリスト） 
 国連CEFACT勧告（Recommendation）で定義されたコードリスト 
 外部国際標準化機関（ISOなど）が提供するコードリスト 

 
議論はGerhard Heemskerk氏（SCM参照データモデル・プロジェクト編集リーダ）による次の課題

提起を中心に、手法・技術PDA担当副議長Marek Laskowski氏の司会により進められた。 
 EDIFACTに無いデータ要素のコードリスト 

クラスA クラスB

変数ASBIE
(ex. Role)

Buyer
Seller
Agent
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新たに国際標準として使いたいコードリストがあっても、対応するUN/EDIFACTデータ要
素が定義されていないとUNCLに追加することができない。特に、UN/EDIFACTがカバーし
ていない新しい分野（農業、漁業、繊維など）のコードリストは特定ドメインの管理機関が
独自に管理するものとなり、コードリストが国連CEFACTの公開WEBサイトから検索できな
い。 
小生からは、それらは新たな国連CEFACT勧告として登録することが可能との意見を表明し
た。 

 コンピュータでアクセス出来ないコードリストフォーマット 
国連CEFACTメッセージ（EDIFACT、XML、JSON-LD）のコードリストへのアクセスは、
UNCLか国連CEFACT勧告かISOかによりバラバラである。 
 UNCL：テキスト形式 
 XMLメッセージ用：XMLスキーマ 
 APIメッセージ：JSON-LDモジュール 
 国連CEFACT勧告：勧告文書内のテキストまたは添付EXCEL 
 ISOコード：ISO公開文書内のテキスト 

 修飾データ型に固定的に定義されているコードリスト 
国連CEFACT共通辞書（CCL）に、特定のデータ要素（BBIE）に結びつけられている修飾デ
ータ型で使用するコードリストが固定化されているものがある。XMLメッセージ設計技術仕
様（NDR）で、コードリスト・モジュールの自由選択（Decoupling）が認められるようにな
ったが、当該修飾データ型の扱いについては決められていない。 

 コード値の定義文の欠如 
コードリストの発行形式（UNCL、XMLスキーマ、JSON-LD、国連CEFACT勧告、ISOコー
ド）によりコード値の定義（Annotation）記述がことなる。また曖昧な定義記述があり、実
装時に混乱を来たす。 

以上の議論が行われたうえで、コードリスト設定・公開・管理全般を規定する枠組みガイド
（Town Plan）が必要であることが合意された。近々、コードリストTown Planプロジェクトが開
始されることが期待される。 
 

７． クロージングセッション（Closing Session） 
クロージングセッションには60名が参加。日本からは菅又久直（SIPS）、鈴木耀夫（JTREC）、石

原直（JTREC）、中込昌治（JTREC）、清友大造（JASTPRO）、何スカーレット（JASTPRO）、島
野繁弘（Legoliss）、遠城秀和（NTTD）、鬼頭吉雄の９名が参加した。 

当セッションでは、各PDA担当副議長より、それぞれのPDA及びドメインの活動概要報告がなされ
た。 

事務局より今オンライン・フォーラムには世界中から約50か国、約400名（下図参照）の参加があっ
た報告がなされた。 
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なお、次回フォーラムの時期・形式・場所については6月～7月ごろに決定するとの通知があった。 

参加者の世界分布 
以上 
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記事３．第 36 回国連 CEFACT フォーラム参加報告 
 

                     前・業務一部長 祁答院 包則 
 
 2021 年 4 月 25 日から Web 会議で開催された題記フォーラムの農業ドメインのプログラムに参加し
たので、報告します。日本からは、祁答院が参加しました。 
 
4 月 28 日（火）午前の部 10：00 から 12：30（ジュネーブ時間） 
テーマ： SPS eCertificate implementation guidelines project 
          Discussion on authentication of electronic certificates in Cross-border trade 
     （注）SPS WTO 協定の付属書 衛生植物検疫措置の適用に関する協定 
 

Agriculture Domain 担当の国連 CEFACT 代理副議長である Harm Jan Van Burg 氏の司会の下、プ
ロジェクト参加委員による講演と質疑応答が行われた。 
 
Jan Peter 氏 

SPS の電子手続実装についての具体的手順の解説。 
情報は輸出入者、通関の管理者、関係者が共有できることが大切であると強調された。 
電子データの各国政府の利用状況が紹介され、独特の生態系保持のため厳しい検疫基準の豪州でも

電子認証（eCertification）が認められているが、同じ海洋国家である日本は使用が限定されており、検
疫基準とデータのやりとりは別であるとされた。 

新しい技術の導入に関しての質問に対しては、現在の方法で十分、という立場では進歩が望めず、よ
り幅広い・高速の検疫の実施を行うためにも、新たな技術の導入に努める姿勢は不可欠であるとした。 
 
Sofie Flensborg 氏 CITES（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）事務局 

183 の国と地域が参加する CITES が把握する希少動物取引の電子データ管理の紹介。 
電子署名は CEFACT 勧告 14 に従って行われている。 
（注 勧告 14 は電子、ペーパーなどの申告情報の伝達方法は規定していない） 

 
Helen Klen 博士 欧州委員会 

EU での電子データのやりとりの諸例の紹介。 
電子植物検疫は EU 外と１日 450 件の申請手続きが行われている。その内 6％が漁業関係。 

 
Eva Chan 氏  マレーシア政府 

ASEAN における eSPS の導入事例紹介。 
ASEAN 高級事務官会議でも電子検疫を進めていくことが確認された。 
ASEAN 地域外では豪州・NZ に展開している。 
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Drasko Paulovic 氏  NZ 政府 
検疫における電子データ交換を進める上でのセキュリティの注意点についての紹介。 
NZ では各国とのデータ交換を 2002 年から開始している。現在 37 か国と実施しているが、EU 外で

は中国、韓国、インドネシアだけ。北米、ロシアなどとはセキュリティ管理基準が違うため交換出来て
いない。 
 
2021 年 4 月 27 日（火）午後の部 13：30 から 16：00 
テーマ：OIE （国際獣疫事務局）の動物健康保全プロジェクトについての議論  
    FLUX（違法漁業の取り締まり）についての議論 
 
Daniel Laten 氏 フランスの動物健康保全局 

フランスにおける動物健康保全活動の紹介。 
対象は主に移動を伴う動物（家畜やペットの犬）。 
管理システムが 20 年前の EDI 言語で、古くなっている。他の国も同様の状態。 
新管理システム立ち上げのため、国連 CEFACT で 2021 年９月に新プロジェクトを立ち上げたい。 

 
Markus Pikart 氏 

国連 FLUX プロジェクトの進展の報告。 
実効性を高めるためにはデータ量を増やさなければならないが、なかなか進まない現状が報告され

た。 
 

国連 CEFACT で eCertificate Implementation Guidelines プロジェクトを準備していることが報告さ
れ、各国からは、大変な労力と時間を要するだろうが、参画に協力したいとのコメントが相次ぎ、運営
方法などが討議された。 
 
4 月 28 日（水）午前の部 10：00 から 12：30 
サプライチェーンドメイン、運輸ロジスティックスドメイン, 農業・漁業・食料ドメインの三者合同に
よる情報追跡（Traceability）についての合同会議 
プレゼンテーションの Web 資料 
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Traceability-SCMP-Integrated%20_T-T.pdf 
 

国連 CEFACT 議長の Sue Probert 氏の進行で行われた。 
副議長の Ian Watt 氏が挨拶で、「電子データの浸透、QR コードの普及が加速している。情報が共有

できる環境形成が加速しており、さらなる情報追跡の精度を高めていこう」と述べた。 
 
Hanane Becha 氏 フランス、国連 CEFACT 副議長 
Smart Container プロジェクト、Cross Industry Management and Trade 研究会の報告。 
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プレゼンテーションの Web 資料 
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Traceability-SCMP-Integrated%20_T-T.pdf 
 

Smart Container とは貨物がいつ、どこにあるかを、IT 技術を使って的確に把握する技術。貿易当事
者と輸送関係者では何を知りたいか、ギャップがあり、的確な情報収集が難しくなることもあるが、関
係者全員がデータを共有していく認識に立つことが大切である。 

ロジスティック産業は世界経済の中枢であり、自身で経済的なシステムが構築できる。 
今後の国連 CEFACＴでの議論にも期待したい。 

 
David Roff 氏 
データ パイプラインの説明。（詳しくは 22 ページを参照） 
プレゼンテーション Web 資料 
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Traceability_T-L-Pipelines.pdf 
 

パイプラインは 「Right Data, Right Place, Right Time」が実行出来る手段である。 
紙によるマニュフェストに比べ、データ量が豊富で尚かつ費用が削減可能である具体例としてアル

ゼバイジャンにおける危険品検査の事例が報告された。 
UNLOCODE が Child Code（枝番）を加えたことで、より詳細な貨物情報が提供されることを評価

した。 
 

（編集部注：UNLOCODE の「枝番」起用は、LOCODE を何のために利用するかの議論が
行われないまま、「足りないから桁数を増やしたい」とする国と、増桁によるシステム変更で
莫大な投資が必要となるため反対する国との間で議論となり、桁数は５桁のまま、補助番号
として枝番の登録が出来ることとし、加えることは必須でないとした経緯がある。貿易に関
する輸送データには元々出荷地、仕向け地の住所など LOCODE より詳しいデータが含まれ
ており、LOCODE の利用推進事例として適切であるか、疑問である。国連 CEFACT の事業
としての LOCODE に言及するため取り上げた切り口のひとつであろうが、パイプラインで
伝えることが出来る情報だからと、枝番の利用促進・ひいては増桁の導入の議論にはならな
いよう、整理が必要である。尚、LOCODE は FLUX（違法漁業の取り締まり）関連で漁港の
管理情報にも適用を拡大する動きがある。） 

 
パイプライン、電子データの利用方法については、様々な議論・質問が行われ、時間が限られている

ため、別の場で討議されることとなった。 
 
Maria Pisani 氏  国連 CEFACT 事務局 
繊維と皮革の情報伝達、透明性の追求活動の報告。 
プレゼンテーション Web 資料 
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https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Traceability-AGRI-TextilLeather.pdf 
 

延べ 1,300 名の関係者が活動に加わっている。 
消費者、消費社会、法規・規則、取引といった様々な階層ごとに議論が重ねられているプロジェクト

である。 
 

最後に議長から活発な議論に対して感謝が表明された。 
 
4 月 28 日（水）午後の部 13：30 から 16：00 
テーマ：繊維製品と履物の情報伝達 
 
Sarrah Harris 氏 

プロジェクトの進捗報告。 
現在のプロジェクトは今年９月でひと区切りとし、結論をまとめる予定である。 
５月 11 日に途中経過をメディアに発表、9 月 21―23 日に開催予定のイタリア・ミラノで行われる

ファッション・ウィークの催しで公開会議を行う予定。 
 
Virginia Clam 氏 

繊維と皮革の BPA （Business Process Analysis 取引の進捗状況分析）を現場で行う試みを紹介。 
バリューチェーン（商品の原材料から加工、製品扱いに至るサイクル）マネジメントの精度を深める

ことが期待される。 
 
Gerhard Heemskerk 氏 

BPA を行うシステムの紹介。 
Data, Code, Message の伝達を含み、貿易取引の推進に寄与が期待出来る。 

 
Deborah Taylor 氏 

綿取引のブロックチェーンの紹介。 
プロジェクトでの新たなデータ入力方法が始まる内容の紹介。 
現在運用のブロックチェーンに新たなバージョンが追加される予定。特にクレイム対処に効果を発

揮する内容で、さらなる利用範囲拡大を図る。 
 
Claudia Di Bernardino 氏 と Deborah Taxloy 氏 

皮革製品のブロックチェーンの試験運用の紹介。 
 

以上 
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記事４．日インド協定には「原産材料のみから生産される産品」の規定がないけ
ど、使用された材料がすべて原産品だったらどうするの？ 

 
業務二部長 今川 博 

 
 今回は、当協会に寄せられた質問に対する回答
をエッセイ風に編集してみました。 
 我が国の EPA 原産地規則の原産性判断基準は、
①完全生産品定義、②原産材料のみから生産され
る産品、及び③品目別規則を満たす産品、の３基
準で構成されます。ところが、日インド協定に限
っては、②の基準が存在しません。当然、「何故
なんだろう」という疑問が生じます。また、②の
基準がなくても原産性判断に困らないのかとい
う疑問も同時に生じますね。本件は、簡単に分か
りそうで実は奥が深い問題です。原産地規則に関
する「素朴な疑問」の人気投票があれば、上位入
賞かもしれません。 
 
原産地規則策定の歴史を紐解くと 
 原産地規則策定の歴史において、協定本体条文
及び附属書としての品目別規則をそろえたフル
セットの規則は、EC のヤウンデ協定（対 ACP 諸
国）及び GSP 原産地規則に起源を有するといっ
てもよいと思います。その当時は、原産品の決定
方法として①完全生産品定義に該当すること、又
は②実質的変更基準としての関税分類変更、付加
価値、非原産材料の使用比率、加工工程のいずれ
か又はこれらを重複して満たすことによって決
定されていました。すなわち、この２種類が原産
性判断基準の原形となります。1960 年～1970 年
代は、当然のことながらバリューチェーンが展開
されるような生産工程は見られず、粗原料から製
品までほぼ一貫して一ヵ国で生産されることが
普通の時代であったため、非原産材料とは輸入材
料そのものであったわけです。したがって、実質
的変更とは輸入材料が製品へと実質的に変更し

たか否かを判断する基準であったため、通常、ト
レーシング手法で輸入材料は何であったかを突
き止め、最終製品に適用される実質的変更基準を
適用して原産性の有無を判断していました。その
名残を残す我が国の一般特恵原産地規則は、上記
２基準のみで判断します。 
 原産性判断に係る第三の基準ともいえる「原産
材料のみから生産された産品」の条文化は、代表
的な例として、1990 年代に NAFTA の特恵原産
性基準及び同マーキング・ルール用原産地規則に
採用され、WTO 調和非特恵原産地規則調和作業
でも認知されたことから広く採用されるように
なりました（我が国でも、日メキシコから一貫し
て採用）。これは、1980 年代の生産活動の世界的
な拡がり・多国籍企業による途上国への生産拠点
の移転が原産地実務の後押しをする形で、材料段
階での原産性判断が必要となったことを受けて
のことです。すなわち、輸入された中間材料と同
種の材料が国内で生産されるようになると、原産
性判断を容易にするためにロールアップ原則が
認められ、条文化されるようになってきます。中
間材料の原産性判断を容認すると、すべての使用
材料が原産材料となる事態に直面しますが、実質
的変更基準は非原産材料に対してのみ適用され
るという原則があるため、使用材料がすべて原産
材料になってしまうと実質的変更基準では原産
性の判断ができなくなるという法技術上のルー
プホールが生じます。そのため、第三の基準であ
る「原産材料のみから生産された産品」が登場し
てくるわけです。ただし、現在においてもこの第
三の基準を条文化していない協定は数多く存在
し、メジャーな協定では、アセアンの ATIGA 協
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定、EU の汎ユーロ地中海協定がその例となりま
す。 
  
使用された材料が全部原産材料だったら、ど
うやって原産品と判断するの？ 
 このような原産地規則の規定振りであったと
しても、実際の生産現場においては使用された材
料が完全生産品ではないけれども、すべて原産材
料だったということもあり得ます。このような場
合、次の質問にどう答えたらよいでしょうか。 
（質問１）日インド協定に整合的に判断を行うこ
とはできるのでしょうか？ 
（質問２）原産地証明書の第 5 欄（適用される原
産性基準）には A（完全生産品）か B（非原産材
料を用いて生産される産品）を記入しなければな
りませんが、どちらにも該当しないのではないで
しょうか？ 
 本コラムが用意する答えは以下のとおりにな
ります。 
（回答１）できます。使用材料の全てが原産材料
であれば、概念的には「原産材料のみから生産さ
れた産品」になるわけですが、使用材料のうち非
原産材料を少なくとも一つ残しておいて、その材
料に対して日インド協定第 29 条（非原産材料を
使用して生産される産品）を適用すれば協定に整
合的に原産性判断を行うことができます。それで
は、すべての材料に対して完全トレーシングを実
施して、どの材料が輸入されたのかを突き止めな
ければならないのでしょうか。その問への回答は、
「否」です。 
 日インド協定原産地規則には、材料の原産性を
認めて原産材料扱いできるとする「ロールアップ
規定」が置かれていませんが、第 26 条（e）にお
いて「産品」の定義で「材料」を含ませているの
で、この定義を根拠として第 29 条を材料に対し
て適用し、当該材料の原産性判断が可能になりま
す。したがって、立証可能な限りにおいて、使用

材料の原産性判断を行うことで非原産材料とし
て取り扱われる材料を少なくすることができま
す（事実上のロールアップ）。 
 しかしながら、協定解釈上の原産性決定は、繰
り返しになりますが、非原産材料である(i) 累積
規定の適用がない輸入材料又は (ii) 原産性の不
明な材料を特定し、第 29 条〈非原産材料を使用
して生産される産品〉を適用することになります。 
（回答２）原産地証明書第５欄の記載は「B」に
なります。（日本国税関の「原産地規則ポータル」
をご参照ください。）
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記事５．国連 CEFACT からのお知らせ 
 
14 April 2021:  
The Core Component Library (CCL) D21A and XML Schema D21A have been validated by the 
Validation Focal Point and published in the UN/CEFACT website. 
 
国連 CEFACT 共通辞書（別称：コア構成要素ライブラリ）D21A 版と XML スキーマ D21A 版は、
Validation Focal Point に確認され、UN/CEFACT のサイトに掲載されています。 
 
30 March 2021:  
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project “Encouraging Private Sector 
Participation in National Trade Facilitation Bodies”. The project will provide clear, accessible and 
concise guidance for encouraging private sector participation in NTFB. If you would like more 
information, please contact the project lead: Birgit Viohl. 
 
UN/CEFACT はプロジェクト「民間企業の国家貿易推進組織への参与の促進」への参加を呼び掛けて
います。このプロジェクトは、民間企業の国家貿易推進組織への参与についての明晰な、簡潔な且つ自
由に利用できるガイダンスを提供します。興味のある方は Birgit Viohl にご連絡ください。
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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 潤 
 
 
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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JASTPRO 調査研究スタッフ紹介 
 

2021 年度における当協会の調査研究スタッフをご紹介いたします。 
月刊誌 JASTPRO の調査研究は、これら部内スタッフのほか、外部の専門家にも執筆をお願いして

おり、貿易手続の標準化、円滑化についての最新の情報を読者の皆様にお伝えしております。 
 
業務一部長  
清友 大造 

本年 4 月に JASTPRO に加わりました。長年、海運会社におりましたが、社歴の半分以上情報シス

テム部門におりました。1989 年からは、システム構築側として UNIX や RDBMS をベースとした分散

型システム構築や LAN 構築、その後ユーザー側のコンテナ船部門にてコンテナフリートを健全に保つ

仕事に携わりましたが、ここでもデータ活用を含めシステム構築を進めました。2003 年からは、情報

システム部門でグループ会社も含めた情報セキュリティや業務システム再構築などに携わりましたが、

完成形が見えずに始まるプロジェクトは失敗が多く、失敗―勉強―成功の連続でした。JASTPRO の仕

事は少々異次元ではありますが、それら過去の経験も活かせればと思っています。宜しくお願い申し

上げます。 

 

業務二部長 
今川 博 

2016 年から現職で、原産地規則に関連するエッセイ、論文を当協会ウェブサイトに連載し、要請に

応じて研修講師（ウェビナー・対面）もしております。2017 年からは、青山学院大学/WCO が実施す

る修士コースで、客員教授として関税･貿易関係の国際協定等を教えています。28 歳で UNCTAD 事

務局（GSP 原産地規則の技術協力）に出向して以来、WCO 事務局（WTO 非特恵調和規則の原案作

成）、財務省関税局･税関（非特恵調和規則、TPP、日 EU･EPA 等の原産地規則交渉と国内実施）と原

産地規則分野での勤務が長くなりました。国際結婚をしていますが、昼は緑茶に和菓子、夜はお惣菜で

日本酒を好みます。 

 

シニアアドバイザー 
渡邊 浩吉 

2000 年に貿易電子化の業務に携わるまでは、鉄やプロジェクトの国際取引の仕事をし、その間 16 年

ほどラテンアメリカに駐在しておりました。2009 年に「貿易手続国際連携推進委員会」という

JASTPRO の当時の下部組織に参加したご縁もあり、2012 年からシニアアドバイザーとして、これま

でアジア、アフリカ、中南米と、主としてシングル ウィンドウ関連の調査をして参りました。根っか

らの民間人として、ビジネスからの視点と貿易電子化の経験を大切にして行こうと思っています。な

お、ラテン音楽・料理大好きです。 
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専門調査員 
何 スカーレット 
 3 月からの香港出身の新入社員です。大学では心理学専攻で、オーストリアに半年間留学していま
した。卒業後は香港のテレビ局で日本番組の買付けを 3 年間担当していました。現在は貿易電子化の
知識を蓄積しながら、貿易関連の和英翻訳や当協会のホームページ作成、月刊誌の編集に携わってお
ります。月刊誌での記事やご寄稿を拝読し、CEFACT の総会とフォーラムに参加することで、新世
界への扉を少しずつ開いております。ちなみに、村上春樹と宮沢賢治が大好きです。 
 
編集責任者・事務局長 
秋田 潤 

昨年 9 月から編集責任者を務めています。長年、税関部内の情報システムの構築や情報分析業務、
検査・取締機器開発に従事し、税関組織の DX に携わってきました。1991 年から 3 年間、ジュネー
ブの国際機関日本政府代表部に勤務していたこともあり、ウルグアイ・ラウンド貿易交渉の現地担当
者として、貿易交渉の舞台裏の仕事もしていました。当時は CEFACT 業務には携わっていませんで
したが、ジュネーブの国連欧州本部に CEFACT 事務局があり、ご縁を感じています。月刊
JASTPRO が読者の皆様のご関心、ニーズに応えられるよう、頑張りますのでよろしくお願いいたし
ます。 
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編 集 後 記 

 

4 月末の国連 CEFACT 総会とフォーラムにオンライン参加させていただきました。正直に言い
ますと、難しすぎる専門用語がたくさん出てくるところでは、ジュネーブとの時差もあり、うと
うとしてしまいました（反省）。 

一番印象に残ったのは、バリューチェーンの透明性と可視性の必要と、野生生物の違法取引問
題を改善するために電子署名ツールの有用性などの議題でした。（それらの概要は 15 ページをご
参照ください） 

貿易電子化は経済と上流階級の人だけに利益をもたらすものじゃないんだ！という驚き、社会
的弱者と動物も救えることがわかり、弱い立場にいる者を助けたい心がゾクゾクします。 

専門調査員 何 スカーレット 
 
 

4 月から JASTPRO にて国連 CEFACT 関連の仕事をさせていただいております。 
ここでの仕事は、貿易全体のプロセスや関連する制度や組織、国際的地域差など対象が幅広く、

その中での公的視点には、慣れるのにはまだまだ時間を要すと思われますが、日々新鮮でもあり
ます。 

今回、国連 CEFACT の総会と Forum に参加しました。総会で承認された勧告がどのように各
国政府の政策に反映され具体化されていくのか興味あるところですが、2016 年から開始された
SDGs が、国連 CEFACT の分野でも具体的なプロジェクトとして進められていることは興味深く
感じました。しかしながら、接した部分はほんの極一部であり、個人的には、バリューチェーン
の透明性とトレーサビリティ強化が、どのよう持続可能性と循環経済に結び付くのか、まだ腹落
ちしていない状態で、課題は山盛りです。 

今後の月刊 JASTPRO 編集にあたっては、大量の過去文書とその背景・経緯を意識しながら、
新しい情報を出来るだけ分かりやすくお伝えできるよう努めます。 

業務一部長 清友 大造 
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