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記事1. ⽇ EU・EPA 発効１周年記念セミナーを東京と⼤阪で開催しました
2020 年 2⽉4⽇（⽕）及び 2⽉6⽇（⽊）、⽇本関税協会、⽇本通関業連合会、⽇本貿易関係⼿続簡易化
協会（JASTPRO）及び駐⽇欧州連合（EU）代表部の共催により、⽇EU・EPA発効１周年記念セミナーを
東京及び⼤阪において開催しました。両⽇とも天候に恵まれ、⽇本とEU 諸国との間の貿易に関係している
輸出⼊者及び通関業者の⽅々を中⼼に東京会場、⼤阪会場ともにほぼ満席となるご参加をいただきました。
欧州委員会税制・関税同盟総局において原産地規則等を担当されているジャン＝ミシェル・グラーブ課
⻑、JASTPRO 菊川専務理事（東京会場）及び⽇本通関業連合会岡藤会⻑（⼤阪会場）がそれぞれ主催者
を代表して挨拶を⾏い、⽇EU・EPAの重要性、⽇EU・EPA発効に基づく⽇・EU 間の貿易の増加、今
後の⼀層の活⽤等について強調されました。
セミナーは、欧州委員会及び財務省関税局から、EU 諸国及び⽇本における⽇EU・EPA 原産地規則に
関する現状及び⽇EU双⽅から公表された新たな原産地規則の運⽤に関するガイドライン等について詳細
な説明が⾏われるとともに、約1 時間 30 分の時間を設け、主催者が事前に受け付けた EPA 利⽤者から
の質問及び当⽇会場で提起された質問への丁寧な回答が⾏われました。
EPA 利⽤者が⽇頃有している具体的な質問に対し、⽇EU双⽅の税関当局から明確かつ詳細な回答が
⾏われたことから、参加者からは貿易業務に非常に参考になった、⽇頃不安に思っていた点が解消できた、
今後⼀層の利⽤に向けて取り組みたい等セミナーに対する⾼い評価の声を多く頂きました。
なお、東京においては、セミナー終了後、駐⽇欧州連合（EU）代表部主催によるネットワーク作りのた
めのレセプションが開催され、主催者を代表して欧州委員会ジャン＝ミシェル・グラーブ課⻑及び前職の
関税局審議官であった時に⽇EU・EPAの協議にあたられた財務省財務総合政策研究所 ⾼⾒副所⻑か
らご挨拶をいただきました。レセプションでは⽇EU 税関当局者、貿易関係者間において活発な情報交換
が⾏われました。
開催⽇時： 2020 年 2⽉4⽇
（⽕）東京

13：00 〜 16：30
（12：00 開場）

※東京会場のみセミナー後に EU 主催のレセプションを開催
（17：00 〜 18：30）
2⽉6⽇
（⽊）⼤阪

13：00 〜 16：30
（12：00 開場）

会  場：【東京】CIVI 研修センター⽇本橋 6 階 N6HALL 8
（東京都中央区⽇本橋室町4-1-6 クアトロ室町ビル）
【⼤阪】CIVI 研修センター新⼤阪東 7 階 E705
（⼤阪市東淀川区東中島 1丁目19 番 4 号新⼤阪 NLCビル）
演  題： ・
「EU における⽇ EU･EPA 原産地⼿続きに関する新ガイダンス・ペーパー」
・
「⽇EU･EPAの現状について」
講  師： 欧州委員  財務省関税局
⾔  語： 英語及び⽇本語
（⽇英の同時通訳あり）
参加費⽤： 無料
（定員：東京 300 名・⼤阪 200 名）
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共  催： ⽇本関税協会･⽇本通関業連合会
（東京通関業会･⼤阪通関業会）
⽇本貿易関係⼿続簡易化協会
（JASTPO）･駐⽇欧州連合
（EU）代表部
参加資格： ⽇本関税協会・⽇本通関業連合会・⽇本貿易関係⼿続簡易化協会
（JASTPRO）の賛助会員
プログラム及び資料： 以下のJASTPROウェブサイトで閲覧・ダウンロード
（無料）が可能です。
			

http://www.jastpro.org/pdf/20200206_seminar_prog.pdf

※質疑応答セッションの内容については、⽇欧双⽅の了承を得た後、掲載させていただく予定です。

【東京会場】

左から、⽇本貿易関係⼿続簡易化協会（JASTPRO）
菊川正博 専務理事、
日本関税協会 ⽥中万平 専務理事、
⽇本通関業連合会 北村直彦総務部長

左から、JASTPRO 菊川正博 専務理事、
欧州委員会 税制・関税同盟総局 ジャン＝ミシェル・グラーブ課長、
欧州委員会 アルバート・ヘンドリクス チームリーダー、
⽇本関税協会 ⽥中万平 専務理事、
⽇本通関業連合会 北村直彦 総務部⻑

欧州委員会 税制 ･ 関税同盟総局
ジャン＝ミシェル・グラーブ課長のご挨拶

JASTPRO 菊川正博 専務理事のご挨拶
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欧州委員会 アルバート・ヘンドリクス チームリーダーの
ご講演

財務省関税局関税課 酒井健太郎 経済連携室⻑の
ご講演

質疑応答セッション

会場風景

【大阪会場】

左から、欧州委員会 アルバート・ヘンドリクス チームリーダー、 欧州委員会 ジャンミシェル・グラーブ課⻑のご挨拶
⽇本通関業連合会 岡藤正策 会⻑、
欧州委員会 ジャンミシェル・グラーブ課長、
⽇本通関業連合会 今野 孝⼀ 専務理事
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⽇本通関業連合会 岡藤正策 会⻑のご挨拶

欧州委員会 アルバート・ヘンドリクス チームリーダーの
ご講演

財務省関税局関税課 井⽥直樹 原産地規則室⻑の
ご講演

質疑応答セッション モデレーター
JASTPRO 今川博 業務 2 部⻑

会場風景

以上
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記事２. 国連/CEFACT ACTIVE PROJECTS

2020 年 1月現在のアクティブなプロジェクトです。国連 /CEFACT は開発への支援・参加を歓迎してい
ます。
ITPD（International Trade Procedures Domain）
緊急救援物資の輸入を促進するために講じるべき措置に関するガイダンスを提供するため、緊急救
援物資輸入プロジェクトの準備が国連 OCHAと共同で行われています。
SWD –シングルウィンドウの運用の基本原則は、経済におけるシングルウィンドウの重要な役割と、
システムを混乱させる可能性のある潜在的なリスクを調査しています。現在活動を休止していますが、ま
もなく再開します。
SWD（Single Window Domain）
情報ポータルの推奨プロジェクトでは、WTO TFA 第 1条の義務をサポートするための最小要件とそ
のようなポータルの確立に関するガイダンスを作成します。
SC + P（Supply Chain & Procurement）
業界間請求書 BRSリポジトリでは、国連 /CEFACT CII 標準の実装モデルのテンプレートとリポジト
リを確立します。現在は活動を休止していますが、まもなく再開します。
SC + P（Supply Chain & Procurement）
MLETR タイトルの譲渡プロジェクトでは、交渉可能な金融商品の電子交換に関するガイダンス（例：
船荷証券）を開発し、ブロックチェーンでの実装を実証します。
A + A（Accounting and Audit）
アカウンティングおよび監査参照データモデルでは、この分野の複数の標準にわたる調和したデータ
セットを提案します。
T + L（Transport and Logistics）
IMO FALマッピングプロジェクトでは、IMO FAL更新をサポートするために、UN/EDIFACTメッ
セージを介して従来送信されてきた FAL メッセージのXML バージョンを作成します。
T + L（Transport and Logistics）
クロス業界のサプライチェーントラックおよびトレースプロジェクトでは、既存のすべてのサプライチェ
ーンおよび T + L 規格と互換性のある、物理的なトラックおよび資産のトレースの一般的な標準を提案
しています。
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INS（Insurance）
ヘルスケア償還請求では、ヘルスケア提供者と民間保険の間で必要なメッセージと構造を生成します。
ISCO（International Supply Chain Orchestration）
RDM2APIプロジェクトでは、UN/CEFACT の参照データモデル標準からアプリケーションプログラ
ミングインターフェイスに移行して、このデジタル化のステップの標準化を支援する方法論を模索してい…
ます。
ISCO – API（International Supply Chain Orchestration –API）
タウンプランプロジェクトでは、国連 / CEFACT がアプリケーションプログラミングインターフェイス
の標準化にどのようにアプローチし、最終的に展開できるかに関する内部ガイダンスをまとめています。
eGOV – Blockchain（e-Government – Blockchain）
プロジェクトを使用した Preferential CoO のための国境を越えたレジャー間交換では、レジャー間
交換のガイダンスと標準を開発することを提案しています。
eGOV（e-Government）
貿易円滑化のためのモノのインターネットプロジェクトでは、この技術の基本原則と標準の潜在的な
必要性を説明する2 つのホワイトペーパーを作成します。
eGOV（e-Government）
貿易促進のためのデジタルアイデンティティプロジェクトでは、既存のデジタルID システムを調査する
ための 2 つのホワイトペーパーを作成し、そのようなシステムの開発に関するガイダンスを提供します。
eGOV（e-Government）
国境を越えた管理参照データモデル（CBM-RDM）プロジェクトでは、国境でのすべての規制手続き
をサポートするために、UN/CCL の包括的なサブセットを作成します。
ENV（Environment Management）
廃棄物管理と廃棄物分析では、分析結果、物理的および化学的特性、危険性などの廃棄物管理関
連データの電子データ形式を定義することを目的としています。
T + T（Travel and Tourism）
持続可能な観光プロジェクトのビジネス基準では、持続可能な観光に関するグリーンペーパーに基づ
いており、定義基準とトピックに関するガイドラインを作成するものとします。
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T + T（Travel and Tourism）
体験プログラムTechnical Artefactsプロジェクトでは、E.P。の交換を可能にするために必要な技術
成果物を開発することを目指しています。グリーンペーパーに情報が記載されています。
（編集部注：本プロジェクトは国連 /CEFACT日本委員会運営委員会の鈴木耀夫氏がリーダーとなって
推進しているものです）
AGRI – eQuality Certificate（Agriculture, Fisheries and Agrifood）
プロジェクトでは、実装ガイドを開発するために作業を継続しています。
AGRI – eCert（Agriculture, Fisheries and Agrifood）
実装ガイドプロジェクトでは、この基礎となる標準を実装する国を支援するガイダンス文書を作成し…
ます。
AGRI（Agriculture, Fisheries and Agrifood）
持続可能な繊維および皮革のトレーサビリティと透明性では、このセクターで持続可能なバリューチ
ェーンを実現するための推奨事項と電子標準を作成します。
M + T（Metrology and Technology）
ヘッダーエンベローププロジェクトはまもなく公開される予定です。
M + T（Metrology and Technology）
メッセージ構築ガイドラインプロジェクトでは、CCTS、CCBDA、および NDRの規則の下で MA、
MBIE、および QDTを使用して XML ユーザーメッセージを設計する方法を説明するものです。
（編集部注：本プロジェクトは国連 /CEFACT日本委員会運営委員会の菅又久直氏がリーダーとなって
推進しているものです）

以上
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記事３. 国連/CEFATの活動に加わるには

国連欧州経済委員会（UNECE）は、規範、基準、条約に関するすべての利害関係者と協力し、関与す
るプラットフォームとしての役割、地域全体の独自の召集力により、2030アジェンダ
（2030 年までに達成を
目標とする）持続可能な開発目標
（SDGs）の実施で各国の活動を支援します。持続可能な開発の相互接続
された課題に統合的に取り組むための多部門的アプローチと、国境を越えた問題に焦点を当てることは、
共通の課題に対する解決策を考案するのに役立っています。
UNECE の下部機関である国連 /CEFACT では、かつてはコンピューター関連の技術的問題などの議
論検討が中心でしたが、昨今は毎年２回開催のフォーラムでも、SDGs 関連などが議題とされる機会が増
えています。日本からも環境問題の議題で新規参加者が増えました。
国連 /CEFACT の活動に参加希望の方、Web-siteを参照したい方は、以下のWeb-site にアクセスして
専門家（Expert）登録を行って下さい。専門家と言う名前ですが、AIやIoTを職業としている人に限らず、
CEFACT の活動に関心がある人ならば誰でも登録が可能です。

https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublic/UNCEFACT+Expert+Registration

申請後、CEFACT 事務局から日本のHead of Delegation（財務省、経済産業省、国土交通省に交代
でお願いしています。現在は国土交通省）に登録の可否照会が行きますので、登録申請時には同時に事
務局であるJASTPRO に予め登録申請をした旨をご連絡頂くと登録がスムーズです。

以上
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記事４. 国連/LOCODEの2020年2月新規登録分

2020 年 2月に以下の地点が国連 /LOCODE に新規に登録されました。
Code

IATA

Subdivision

Name

Function

Coordinate

Date

栃木県

鹿沼市

JPKTC

09

Kanuma Tochigi

6

3634N 13944E

20/01

岐阜県

坂祝町

JPSKC

21

Sakahogi Gifu

6

3525N 13659E

20/01

大阪府

箕面市

JPMIO

27

Minoo Osaka

6

3449N 13528E

20/01

静岡県 牧之原市 JPMKO

22

Makinohara Shizuoka

6

3444N 13813E

20/01

富山県

黒部市

JPKUB

16

Kurobe Toyama

6

3689N 13741E

20/01

鹿児島県 曽於市

JPOOS

46

Soo Kagoshima

6

3139N 13101E

20/01

現在登録されているリストはJASTPRO のWeb-site から参照出来ます。
以上
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記事５. 国連CEFACTからのお知らせ
（フォーラム関連の通知）
UN/CEFACT welcomes you to join its 35th Forum from 27 April to 1 May 2020 in Geneva.
Major projects will progress during this event on Information Portals, Smart Containers,
Supply Chain Track and Trace, Application Programming Interfaces (APIs), Waste Analysis,
Sustainable Tourism, Textile and Leather Traceability, Internet of Things, Blockchain… We
look forward to seeing you there.
UN/CEFACT's 26th Plenary Session will take place from 4 to 5 May 2020 in Geneva. There
will be elections of UN/CEFACT Vice Chairs during this session as well as the review of a
number of UN/CEFACT recommendations and standards will be discussed, including the
revision of Recommendation 33 on Single Window, the revision of Recommendation 16 on UN/
LOCODE, the revision of Recommendation 5 on INCOTERMS, Smart Container standards,
and several guidance documents. Registration is reserved for representatives of UN member
States and registered organization delegations.
UN/CEFACT is “Smart Connectivity”
. We are contributing to a wholistic approach of
standards and guidance material within the UNECE. More is to come under the Sustainable
mobility and smart connectivity nexus.

5 February 2020:
Elections of UN/CEFACT Vice Chairs will take place on Monday, 4 May 2020, in Geneva
during the 26th UN/CEFACT Plenary. The roles and responsibilities of UN/CEFACT Vice
Chairs are described in the UN/CEFCT Mandate and Terms of Reference, paragraphs 35 to
51. The full procedure, associated forms and references are available on the“Election Vice
Chair”tab of the Plenary website. The candidacies should be received directly from country
missions by 15 March 2020.
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/link/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
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キューアス八丁堀第二ビル4階
電
話 03- 3555- 6031
（代）
ファクシミリ 03- 3555- 6032
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編 集 人
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— 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

【ご連絡窓口】
（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

