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記事1. 2019年度における当協会の事業計画について
2019 年 3月6日（水）に開催された「第 19 回理事会」及び 2019 年 3月26日（火）に開催された「第 14 回評議
員会」において、当協会の2019 年度事業計画がそれぞれ承認されましたので、その主要な事業であります「制
度・電子化にかかる調査研究事業」、「国際機関との連携推進事業」、「日本輸出入者標準コード事業」等の
概要について報告いたします。

１．制度・電子化にかかる調査研究事業
（1）
経済連携協定の利活用促進のための調査とその情報提供
（原産地手続等）
米国を除いた11 か国によるいわゆるTPP11 が昨年 12月30日に発効し、日・EU 経済連携協定につい
ても2月1日に発効したことから、現在我が国は17の国・地域と経済連携協定を実施している。
貿易に関して経済連携協定のメリットを最大限享受するためには、当該協定の内容を輸出入者等に対
し的確に周知し、輸出入者自らがその実効性を担保していくことが重要である。協定ごとに定められている
原産品として認められるための要件及び特恵待遇を受けるための手続き等について、専門家等による輸出
入者等への丁寧な説明が必要となる。
国連 CEFACTの場においてもこれまで原産地証明書の電子化等が議論される中、2019 年度において
も、引き続き原産地規則等に関する輸出入者等への啓蒙・普及に向けた調査研究と、その内容をもとに
関係団体・機関、企業等に対する情報提供等を展開する。
（2）
インドを中心とした南・南西アジアにおける貿易取引等の電子化に係る調査
当協会はこれまで、我が国との関係が深いアジア地域を中心とした貿易取引等の電子化に関する調査
（2012 年度、2014 年度）を始め、アフリカにおける貿易取引等の電子化及び経済共同体に関する調査
（2015 年度、2016 年度）
、中南米・カリブ諸国における貿易取引等の電子化に関する調査（2017 年度）
を行ってきたが、2019 年度においては、近年発展が著しいインドを中心とした南・南西アジアにおける貿易
取引等の電子化の状況等について調査する。調査結果については報告書に要約するとともに、これまで
と同様、関係団体・機関、企業等に情報を提供する。
（3）
国連 CEFACT日本委員会の活動
国連 CEFACT日本委員会（JEC1）は、1990 年、我が国において国連 CEFACT が開発する勧告や
標準の普及・促進活動を支援するための組織として、関係機関や関係団体等により設立されたものである。
本 委員会は、総 会（ 年 1 回）及び 運 営 委員会（ 年 2 回～ 3 回程 度 ）で構 成され、それぞれ国 連
CEFACT 総会に向けた審議、及び国連 CEFACT が進める国際標準化に向けたプロジェクトや各種勧
告に関する我が国関係業界の意見の集約等を行うべく活動を展開している。
当協会は、本委員会の事務局として2019 年度においてもこれまでの活動を継承し、時宜に応じた適切
な対応を行っていく。
また、本委員会の下に設置されている「国連 CEFACT 標準促進委員会（JUS）」は、我が国の国連

1

JEC（UN/CEFACT Japan Committee）
：2007 年 6月25日開催のEDIFACT日本委員会（JEC）総会において、JECの略称は
そのままとし、フルネームを国連 CEFACT日本委員会に改称するとともに規約の一部改正を行い現在に至っている。
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CEFACT 活動への参画方針等の検討、既定の各種コード、要件等の修正・追加等の申請に関する審
査 等の活 動を行っているところ、2019 年 度においても同 委 員 会の活 動を継 続 する。 更に、 国 連
CEFACTの活動に参加している「国連 CEFACT 観光部会」及び「サプライチェーン情報基盤研究会」
についても可能な限り活動を支援していく。
《国連 CEFACT 総会等の開催》
○第 33 回国連 CEFACTフォーラム
（ジュネーブ、スイス）
：2019 年 4月1日
（月）～ 5日
（金）
○第 25 回国連 CEFACT 総会（ジュネーブ、スイス）
：2019 年 4月8日
（月）～ 4月9日
（火）
○第 34 回国連 CEFACTフォーラム
（日程等未定）
（4）国際機関との連携推進事業
イ AFACT 会議への参加
当協会は、AFACTの創設メンバーとして1990 年以降 AFACTの諸活動に積極的に参画してきて
いる。
これまで、AFACT 会議への参加等を通じ、当会議において検討された内容、WG（ワーキンググル
ープ）での活動成果等を当協会の広報誌に掲載するとともに、ホームページにも公表し、当協会賛助会
員を始め関係団体・機関、企業等に幅広く広報している。
AFACTは、毎年度メンバー各国がホスト役を交替により担当し、年 2 回、中間会合（春季）
と総会（秋
季）を開催している2。2018 年度はバングラデシュがホストとなり、総会（2018 年 5月、ダッカ）が開催され
た。2019 年度はタイがホストとなり、中間会合（5月、アユタヤ）及び総会（9月、バンコク）で開催される
予定であり、これまでと同様に専門家を派遣して情報を収集していく。
《AFACT 総会等の開催》
○第 37 回 AFACT 中間会議（タイ・バンコク3）
：2019 年 5月開催予定
○第 37 回 AFACT 総会（タイ・バンコク）
：2019 年 9月開催予定
ロ その他会議等への参加
国連 ESCAPは、アジア開発銀行の協賛により、アジア・太平洋地域の貿易関係手続簡素化と電子
化を促進するためのAPTFF（Asia-Pacific Trade Facilitation Forum）を開催し、アジア・太平洋
地域の発展途上国を中心とした国際標準に基づく電子取引（Paperless Trade）
と貿易手続のシングル
ウィンドウ化の促進を目的とするUNNExT（United Nation Network of Expert on Paperless Trade
in Asia and the Pacific）を組織するなど、アジア・太平洋地域で貿易手続の簡素化、電子化の推進
に取り組んでいる。また、国連貿易開発会議（UNCTAD）
もアジア・太平洋地域で種々の活動を実施
している。
当協会は、これまでもこれらの国際機関が開催する会議に職員等を派遣しているが、2019 年度にお
いても必要に応じ当協会の職員等を派遣し、同地域での貿易関係手続の簡素化、電子化等に向けた
活動に貢献していく。
2

2016 年度は我が国がホスト国となり、中間会合を5月に浜松市で、総会を11月に東京で、それぞれ関係団体等の協力を得て実施
した。
3 当初、アユタヤで開催予定であったが、バンコクに変更となった。
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（5）
その他の事業
イ セミナー等開催事業
2018 年度においては、7月に在ブリュッセル法律事務所の弁護士の来日する機会を捉え、貿易関係
者の関心の高い「EU 貿易救済法制・実務及び BREXIT が我が国の輸出・投資に与える影響につい
て」のセミナーを開催した 4。また、9月には（株）日立ソリューションズとの共催で、「メガ FTA（TPP11、
日EU）の発効を見据えたグローバル通商戦略とは」と題したセミナーを開催した。なお、本年 2月には、
駐日欧州連合（EU）代表部と共催で、EU 委員会租税・関税同盟総局担当課長と当協会業務二部長
を講演者とする日EU・EPAの原産地規則に関するセミナーを開催した。2019 年度においても、世界的
な経済連携の進展に伴い、貿易関係手続の電子化と多国間での電子データ交換の重要性が高まりつ
つある中、二つのメガ EPAに共通する原産地の自己申告（証明）制度実施上の実務実態、貿易取引
を巡る国内外の新たな諸施策・制度に関する情報を提供することを目的に、セミナーを開催する。
ロ 技術協力への支援事業
経済のグローバル化が進展し種々の経済連携協定が結ばれる中で、国際貿易関係手続の効率化、
簡素化及び電子化は、一国だけで達成することは不可能であり、緊密な国際協力が必要不可欠である。
このような状況下において、
JASTPROに対し、
WCO（世界税関機構）
が実施している技術協力事業（受
入研修）
、JICA が実施している途上国税関職員に対する研修等への協力（講師派遣）要請があった。
これらの技術協力事業への支援・協力は、国際的に貿易関係手続の簡易化を推進し、ひいては途上
国における日系企業の貿易活動の促進にも裨益するものであり、我が国政府が推進する貿易関係手続
の簡易化に関する政策立案及びその実施への協力にも合致するものと考えられることから、これらの技
術協力事業に対し、引き続き積極的に支援・協力していく。

２．日本輸出入者標準コード事業
日本輸出入者標準コード
（以下、「JASTPROコード」という。）は、我が国において輸出入業務を行う当事
者を特定する最も基本的なコードであり、NACCS5 の利用者（税関、通関業者、船会社、航空会社、倉庫
業者、運送業者、銀行等）は、このコードを入力することにより貿易事業者名等を識別して、入出力や各種
検索が出来ることとなっている。
2017 年 10月以降、財務省・関税局の方針のもとNACCSの第 6 次更改に併せ、税関への輸出入申告
手続きに際してはマイナンバー法 6 に基づく「法人番号」が使用されることとなったが、それ以降においても
NACCSを運営している輸出入・港湾関連情報処理センター㈱（NACCSセンター）と連携を図りつつ、
JASTPROコード取得者の「法人番号」と「JASTPROコード」の紐付を行い、法人番号を補完するコードと
して、JASTPROコードの運用を継続していくこととなった。
2019 年度においても、JASTPROコードの発給及びその保守管理を行うとともに、法人番号との紐付作業
を継続し、税関に対する輸出入申告のみならず、貨物管理、船荷証券の作成、関税等の口座振替、各
種帳票類の処理が効率的に行われ、通関手続きの簡素化はもとより、国際物流の迅速化の実現に資するよ
う更なる利便性の向上に努めていく。
以上

4 日本貿易振興機構

（JETRO）、日本商工会議所、東京商工会議所、日本関税協会及び日本通関業連合会に後援していただいた。
5 Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System
6 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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記事２. 軽減税率制度について
（お知らせ）
2019 年 10月1日から、消費税率の引き上げと併せて軽減税率制度が実施されることに伴い、財務省から
軽減税率制度及び昨年 11月に取りまとめられた価格設定に関するガイドラインについての周知・広報の協力要
請がありましたので、ご案内いたします。

以上
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記事３. 第33回国連CEFACTフォーラム参加報告
上記フォーラムに参加しましたので、出席したプログラムを中心に…
報告します。
1. 日時： 2019 年４月１日
（月）～ 5日
（金）
2. 場所： スイス国ジュネーブ 国連欧州本部
3. 日本からの参加者 （順不同・敬称略）
日本貿易関係手続簡易化協会

早稲田大学名誉教授

椿

同上

日本委員会運営委員長

菅又

同上

業務一部長

祁答院

同上

庶務室長

古内

登美雄

専務理事

鈴木

耀夫

理事

堀田

和雄

NTTデータシステム技術㈱

シニアスペシャリスト

遠城

秀和

㈱ウフル

社長

園田  崇

取締役

島野

繁弘

専務執行役員

古城

篤

英国駐在

田中 正道

企画管理部

小林

喜一郎

飯高

健

NPO 法人 観光情報流通機構
同上

旭化成㈱

繊維事業本部

ASAHI KASEI FIBERS ITALIA President

弘次
久直
包則

４月１日朝からの参加者は前夜３月31日夜までにジュネーブに着いたため、「平成」から「令和」の改元
報道を朝起きて知る
（時差が７時間）ことになりました。

4. 会議の内容
（1）4月1日
（月）
国連欧州本部入館窓口でフォーラム参加の事前登録者が入館手続き1
09：00 ～ 国連 CEFACT 事務局による初参加者向け「国連 CEFACT」の説明会
10：00 ～ 国連 CEFACT

議長団・事務局による開会式

Malia 事務長：今回は参加を広めるためキルギスタン、イラン、アルメニスタンなどに積極的な声がけを…
した。
Probert 議長：母国英国の出国審査が窓口で混乱が出ている。
今回は100 名の初参加者を招くことが出来た。議論の活性化に期待している。
11：00 ～ 各分科会の開始

1 フ
 ォーラム参加の際には、国連欧州本部入館に際し、入館ゲートで事前登録手続きのデータとの照合の後、入館票の発行を受けなけ
ればなりません。事前登録手続きにつきましては、今後参加ご希望の方はJASPPTOまでお問い合わせ下さい。
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（参加したフォーラムの概要）
イ. International Trade Procedures（PDA）Plenary（11：00 ～ 12：30）
CEFACT 事務局のランス・トンプソン氏から以下の発言があった。
• 本日は、中小企業を支援する新しいプロジェクトを立ち上げるための議論を午前中に行う。
• 木・金ではSingle Windowを議論する。
• 本日
「勧告 33 改訂案」が 3カ国ルールを経て上程された。審議有効期限は8月7日。
•	勧告 37は勧告 16（国連 LOCODE）のようなtechnicalなものではなく、広く議論を呼べることを期待し
ている。現状追認ではなく、何を新しくしていくべきかにハイライトして欲しい。
（注１）シングルウィンドウの勧告改訂については、日本委員会の運営委員会の議論の中で「官側が運用の
主体となるNSWのフロントに、民側が運用するSingle Submission Portalを置くことで、NSWの
利用率を向上させること、あるいはNSW が未設置の場合はSSPで代用させようとの趣旨と理解する
が、このようなことを、敢えて勧告として公示しようとする背景・事情が知りたい」という疑問が提起さ
れた。休憩時間に事務局（ランス・トンプソン氏）に確認したところ「実際にはSWの導入すら手付か
ずの参加国が多い。現在運営されている国々（先進国・地域）に勧告しても変更される余地は少な
いだろうが、これから参画する国への指針となるようなイメージを作ろうとしている」とのことであった。
ロ. MSMEｓ
（中小零細企業）
の貿易参加促進に向けた会議
（14：00 ～ 17：30）
それぞれの分野の専門家が 15 分ほどのプレゼンテーションを行い、その後質疑応答と議論か交わさ
れた。
① Mr. Snalehin Khan（国連 Officer）基調講演
MSMEｓはLocal でDomesticの商売が中心だが、貿易に参画することが出来れば世界全体の
資源活用にも有効。
LogisticもFinancialもTransportも経験がない。既存の仕組みの利用ではなく、使い易いOne
Platformの仕組みの導入（Digital Revolution）で国際貿易に参加出来れば良い。
② Ms. Virginia Clam（国連 CEFACT の長年の Expert）
零細企業の電子化は難しいが、零細企業はSeed であり、21 世紀になって巨大化した企業群も元々
は零細企業だった。
発展途上国での中小企業以下はほとんどが企業設立の経緯も不明で混沌としている。どのようにま
ず母国内で自律してもらえるかが肝心。特に後進国では母国で税金を払っていないので、
保護もない。
国家のBasicなインフラが整っていないと、その先には進まない。
③ Ms. Patun Diaie （アフリカ出身のファッション企業の共同創業者）
• 実際に創業に打って出る時は障害だらけだった。
• AIと電子機器への習熟が深まると教育コストが減る（それまでが大変）。Dataは国ごとに入力方
法が違うので覚えるしかない
（世界標準で一律化を目指すのは疑問）。
• IOT：現状後進国の活性は中国が担っている。
• Blockchain：ここでも何も基盤のない後進国においては中国についていくことで業務を行う。零細
企業はeCommerceにマッチした時にやっと生き残れる。
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④ Mr. Lance Thompson（国連 CEFACT 事務局）
• 国際貿易のstandardについてはWTCなどが eCommerceの定義を細かく規定している。
• 専門家の育成が大切。構築したネットワークに少しでも誤りがあると全て機能しない。誤りを見つけ
出す専門家の存在が鍵となる。
• Supplychainにすると業務付加が従前より高くなる。数少ない専門家を活かすためにはCemantic
を統一することで制度も上がるのだが。
⑤ Ms. Eva Chan（Malaysia のコンサルタント）
MalaysiaのMSMEｓのeServiceについて、MalaysiaのMSMEｓはCustomer Serviceに当た
る機能を持っていないので、
（アリババなどの）代行機関が実施／指導している。
⑥ Mr.Dakosy（ドイツの Evely 社

技術者）

ドイツの税関関係作業の電子技術支援について、ハンブルグ港での港湾 Logisticシステムや、海陸
別のCargo Communityシステムなど、いくつかの箇所で従前より先行したプログラムを実施中である。
⑦ Mr. Jalal Benhayoun（African Alliance of Commerce）
• モロッコでは、2016 年の貿易で専門家による輸送が全体の10％位しかない。
• Government に組織された期間でeCommerceや Single

windowを実施。

• ３つの銀行が SWを運営している。
• 貿易関係者のRequirementは世界共通。いかにその国で実現していくのか。
⑧ Mr. Jalal Benhayoun Mr.Steeven Capell（豪州総務省）
（African Alliance of Commerce）
• 豪州のeCommerce 事情を紹介
• ＭＳMEｓの支援は公務員の多額な給与が必要となる事業。
• 全世界でSingle Windowと言われている仕組みは、実際は「Hundred」Window」のような気が
する。本当のSingleにするためには各国とも精度を見直さなければならない。
（2）4月2日
（火）
イ. Smart Container（09：00 ～ 10：30）
継続して電話会議が行われている団体作業で勧告と取りまとめ中であり、今回は顔合わせと、不定
期参加者への前回 Hangzhouフォーラム以降の進展報告から始まった。主な発言は以下のとおり。
• 現在の制約を変えることへの提言は勇気が要る。
• 欧州域内の内陸輸送はEuropian Commission が行っており、
共通化で成功。コスト削減のみならず、
円滑な接続、情報の共有が図れる。
• 船会社が利用者と共通のAPI で良いサービスの提供が可能になった。
• 欧 州システムは、今後国連に近い団体で適当なところを選び検証を行い、その結果をグループ内で
再討議の予定。
ロ. Maritime Standard（11：00 ～ 12：30）
欧 州 域 内のコンテナの動きの事 務 的 打ち合わせが行われ、FEDEXのグループ幹 事が White
Paper 化するにあたっての各所の動きの検証結果を報告しながら、提言の方向を打ち合わせた。
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冒頭行われた参加者の自己紹介で、英国からの参加者が「Boarder では大混乱が起きており、到着
には散々苦労した」と挨拶していた。
ハ . Data detention and time stamping（14：00 ～ 15：30）
主にアジア・アフリカ諸国からの参加者で、副議長のM.Kahn 氏が AIについて技術的な質問に応じた。
IT 化促進のビデオが上映されたが、貨物が入った段ボールを荷役機械で移動させる、という、これ
のどこが IT 化なのか不明な意図だったが、参加国にとっては人力に頼らない機械化というのが IT 化の
始まりのようであった。
Data Detention が話題となり、シンガポール系の参加者から
「Dataの共通利用を図っていくのであれ
ば、必要な情報を今からとるようにした方が良い」と言う提案がなされたが、Kahn 副議長からは「国内
のそれぞれの必要性とは別の項目を取得することは実務的に難しい」とのコメントがあった。
Data Time Stamping が話題となった。破棄年月日の周知が目的の一つであるが、参加者全員に議
論の目的が理解されていないと思われた。税制や機密管理手順の国ごとの相違が明確になる事例だった。
ニ. Internet of Things（IoT）
会議
（16：00 ～ 18：00）
取引促進のインターネット利用、他のUNCEFACT Projects への支援を目指し、新たなプロジェクト
を立ち上げることについて議論がされた。
（注１）
《IoT》とは：あらゆる物がインターネットを通じてつながることによって実現する新たなサービス、ビ
ジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称。センサーを含む関係のある装置とデー
タを集めて、つないで、交換し合うことができる他の組込形装置のネットワーク。
① 会議立ち上げの目的
事務局ペーパーによると本会議の目的、概要は以下のとおり。事務局から本ペーパーに沿った説
明があった。
（プロジェクトの目的）
IoTは10 年で最も重要なテクノロジー傾向の1 つになった。
取引促進の前後関係では、サプライチェーン・マネジメントのために使われる情報の流れにタイムリ
ーで正確なデータと継ぎ目のないインテグレーションのコレクションを可能にした。高性能な装置の開発
とプロセスを容易にして、取引の効率、農業、気候調整、水とエネルギー管理をドライブするために、
彼らが生み出すデータ、ヘルスケア、外国貿易、サプライチェーンその他を用いた新しいアプリケーシ
ョンで、IoT 技術は成長してきた。
そしてまた、いろいろな目的（他の最新技術（例えば BlockchainとArtificial Intelligence）
とのそ
のインターオペラビリティを含む）のために使われるこのテクノロジーの能力を進めて、高めて、向上さ
せる研究が進行中である。
2018 年 4月国連 CEFACTフォーラムでもTrade FacilitationのためIoTに集中した議論が行わ
れ、それ以降もいくつかの使用事件が公開された。
生産地から目的地まで積荷について重要なデータ（例えばドア開閉のような場所、温度またはイベン
ト）の調査は、国連 CEFACTの中のプロジェクトとしては、「Smart Containers」で集中して行って
いる。
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IoT 技術には、サプライチェーンと取引プロセスを容易にする巨大な潜在能力を秘めている。
このプロジェクトの目的は、国連 CEFACT がこのテクノロジーを用い、どのように取引プロセスを容
易にすることができるかの対処を見極めることである。
必要によって、ガイダンスをデータプロバイダ、IoT 装置メーカー、アプリケーション開発者などテクノ
ロジーの母体と協業も行う。
（プロジェクトの範囲）
プロジェクト範囲は、以下の目的の取引プロセスの前後関係で、IoTデータの収集、分析と使用に
関するWhite Paperの作成である。
• 貿易および関連プロセスを促進するためにIoT 技術をどのように使用できるか。
• 既存の国連 CEFACT 成果物をIoTアプリケーションでどのように使用できるか。
• IoT 貿易円滑化関連アプリケーションをサポートするために考慮される可能性がある、既存の国連
CEFACT 成果物、または新しい成果物への変更。
• IoTデータを収集、分析、および配布する際に考慮すべき重要な問題。
（将来の作業および IoT 関連プロジェクトへの共通のアプローチ）
国連 CEFACT 標準のための新しいユーザーグループとしてのIoTアプリケーション開発者による作
業への進展。
（プロジェクトが到達可能なもの）
IoT 技術がどのようにトレードを容易にするのに用いられることができるかを、IoTの技術面に関する
White Paperと、国連 CEFACT が提供可能なビジネスの事例ケースに関連したExit Criteriaをま
とめます。
（成果物の完成の終了基準）
• 成果物であるWhite Paperの準備・完成。
• 出 版 ProjectチームMembership、必要なFunctional Expertise Membershipの情報交換を
行い、プロジェクトの進捗状況は、国連 CEFACTより公開される。
• IoT 技術、そのほか Delegationsの取引促進と関連したビジネス・プロセスは、専門分野からの
技術者を誘致する。
② 当日の行われた議論
上記の会議目的が説明された後、
Project 立ち上げの必要性と参加ボアンティアの募集を行ったが、
その場で挙手する人はいなかったため、後日事務局で勧誘を行うこととなった。
（3）4月3日
（水）
イ. 国連 LOCODE 関連
（09：00 ～ 12：30）
「eビジネス、インターネット取引、貿易円滑化に影響を与える最新の技術動向：第 4 次産業革命の予
測」に関する国連 CEFACT 会議が開催された。
① 会議の目的
現在執り行われているビジネスに則り、運用されている国連 LOCODEの変更の可能性を議論する
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こと。今回は国連 LOCODEの使い勝手に制約を受けている一部国地域で発生している実務障害を
解決する
「勧告 16.の一部改正」についてである。
② 当日の会議
現在世界各国で共通利用されている国連地名コード（国連 LOCODE）に関しては各国担当者間
で頻繁な電話会議で改訂の内容が検討されており、参加者も事前に配布された資料に基づき共通
の理解が得られていたため、大きな議論は起こらなかった。
いくつかのMinorな語句の訂正が指摘され、週明け４月8、9日の国連 CEFACT 総会開催中にも、
フォーラム不参加者を集って電話会議で確認を行うことになった。
ロ. FORUM Assembly Meeting（14：00 ～ 17：30）
従来は会期の終わりに行っていたものを一堂に会せる水曜日に移行。
Domain 毎に、担当の副議長とDomain Coordinator とプロジェクトを進める上でのLeader がその
活動報告を実施した。日本からは以下の3 氏が壇上に招かれ報告に加わった。

鈴木耀夫氏

Transport & Tourism Domain coordinator（写真左

菅又久直氏

Specification Domain Leader（写真右

遠城秀和氏

Validation Focal Point（写真右

壇上右から二人目）

壇上一番左）

壇上右から二人目）

（4）4月4日
（木）
前日までポカポカ陽気だったジュネーブでしたが、未明からの
降雪で銀世界となりました。インドやアフリカからの参加者と話し
たところ意外にも「母国でも高地は冷えるので防寒着は持ってい
る」との説明でした。（写真は国連ビル休憩室から見た雪景色）
イ. Sustainable Textile and Leather Traceability（終日）
持続可能な繊維製品と皮革製品のトレーサビリティと透明度
プロジェクト
① プロジェクトの概要
事務局ペーパーによると本会議の目的、概要は以下のとおり。事務局から本ペーパーに沿った説
明があった。
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（プロジェクトの目的）
効果的に、そして、環境を維持しつつ繊維製品と皮革製品のサプライチェーンを管理する能力を
増やすため、トレーサビリティを向上させることは、繊維製品と皮革製品（主に衣服と履物）産業部門
の大きな目的の1 つである。
国連 ECEによれば、2017と2018 年の調査では、国連 CEFACTの推奨提言は、調和化と国際
貿易と電子ビジネス・プロセスの調整により良い成果をもたらし、持続可能な「衣服と履物」の世界的
な流通透明度を強化するためにイニシアティブとアプローチを招いていることが認められた。
一方、工業投資家においては、他の分野でトレーサビリティと透明度システムに参加している投資
家と同様のレベルになるには、さらに意識を向上させなければならないとされている。
全ての関係者が意識しなければならないものは、スライドとトレーサビリティ・システムの監視力と目的
の定義、実施段階、工業価値連関表のビジネス・プロセス分析、投資家の間の経費と利益の分配、
協同に対する規則、データ交換に対する規則と持続性危険、データ交換標準、パフォーマンスの測
定などで、これらについては守秘性も大切である。
これらの点について、国連 CEFACTはAgenda 2030の関連したSDGs（持続可能な開発目標）
と同調して、より確実な生産と消費パターンを支持して「衣服と履物」セクターに焦点を当て、持続可
能な価値連関表のために透明度とトレーサビリティに関して推薦、ガイドラインと電子ビジネス標準を開
発していくこととする。
（プロジェクトの範囲）
プロジェクトは、インターナショナル、政府、民間部門協会、NGOとAcademiaの世界から鍵とな
るプレーヤーを含む織物製品と皮革製品のセクターに関係する主な役割を担う人に担当してもらう。
この活動対象はすべての動物性製品（革を含む）
とすべての植物製品をカバーする。
持続可能な取引のトレーサビリティを設計する枠組みは、国連 ECE Trade Facilitation Section
事務局ですでに開発されており、これらの考え方を当事者の産業の特定の性質に最も適する方法で、
必要とされたガイダンスとツールを
「衣服と履物」セクターに提供していく。
この世界的なフレームワークは、健康に害するもの（「衣服と履物」関連の活動の社会的で環境影
響）の特定に注目し、これらを排除を目指す。
国連 CEFACTは動物トレーサビリティ、植物トレーサビリティとそれらを実施する製品で電子標準を
開発したeCropデータを交換する。
これらのベース・データ交換標準は、さらに深く、トレーサビリティの特定の要求を満たし、持続性
パフォーマンスを捕えることを適切に実施するため微妙な調整も行って、効果を高める。
このため、プロジェクトは「衣服と履物」セクターのために特定のBRS（ビジネス要件仕様）
、CCBDA
（Core Component Business Document Assembly）とXMLメッセージ・スキーマを作成する。
BusinessプロセスへのBusinessと政府プロセスへのBusinessは、国家ごとに世界的なトランス境界
の活動に考慮する。
国連 CEFACT Buy-Ship-Payモデルに基づいて、循環経済的アプローチに関連して、製品ライフ・
サイクルのすべてのステージは、農業 / 耕作、処理、輸送 /ロジスティックスと小売を含むフィールドで
考慮され、使用、再利用とリサイクル・ステージに関連していく。
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プロジェクトはさらに、特にSDG12の上で、確実な消費と生産パター（成長に関するSDG8だけで
なく）の国連 Sustainable Development Agenda 2030に貢献する。規則に関するSDG 17はすで
に国際的な売買システムの基礎を形成しており、これを用いる。
（プロジェクトが目指すもの）
• トレーサビリティに関する推薦と織物と革のセクターの持続可能な価値連関表のための透明度。
• 持続可能な織物と革の価値連関表のためのトレーサビリティに関するBR（Business Requirements）。
• 持 続可能な織物と革の価値連関表（または専門的な同義語）のためのトレーサビリティ上で
CCBDAの構文中立不偏のメッセージ構造の交換。
• 持続可能な織物のためのトレーサビリティのためのXMLメッセージ。
（プロジェクト・チーム・メンバーシップと必須の機能的な専門知識）
メンバーは、 持 続 可 能なサプライチェーン・マネジメント、トレーサビリティ・システムや国 連
CEFACT Buy-Ship-Pay Model 同様、織物と革のセクターで手法の専門性を発揮する専門家。
これに加えて、技術的な専門家の参加も要請される。
但し、Projectチームは検討の結果、「現状のまま」という選択も捨てない。
（プロジェクト提案ファイル）
別のプロジェクトでは、特にSDG12の上で、確実な消費と生産パターン（成長に関するSDG8だけ
でなく）について既存のSDG 17の国際的な売買システムの基礎を形成する規則に則り国連 Sustainable
Development Agenda 2030を考察する。
（プロジェクトで達成を目指すもの）
a. トレーサビリティに関する推薦と織物と革のセクターの持続可能な価値連関のための透明度。
b. 持続可能な織物と革の価値連関表のためのトレーサビリティに関するBR。
c. CCBDAは、持続可能な織物と革の価値連関表（または専門的な同義語）のためにTraceability
の上で構文中立不偏のメッセージ構造を交換。
d. 持続可能な織物のためのトレーサビリティのためのXMLメッセージ・スキーマと革の価値連関表は、
a、b、c、について最終チェッカーによるチェックを経て 完成とする。
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② 会議の概要
上記のプロジェクトの目的、概要を踏まえ、下記の議論がなされた。
（開会挨拶）
Domain Coordinator Mr. Fan Van Diepen（オランダ）
と国連 Secretariat Office Ms. Maria
Tereca Pisani から開会の挨拶があった。
（Transparency and Traceability for sustainable Value Chain（持続可能な価値の維持のため
の追跡調査と透明性確保に関して）
の勧告をめぐる議論の進捗報告）
国連機関、世界機関（WTC）
、大規模企業、中小企業の人たちがそれぞれの立場で実行の困
難を訴えた。
Pisani 氏がより広くを目的とした新しいプロジェクトの国連内予算の見込みを説明し、プロジェクトは
80 人以上のExperts（専門家）の参加を見込む大規模なものとなると述べた。
また、以下のような質疑応答、意見があった。
質問：他のProjectとの関わりは?
回答（Pisani 氏）
：当然連携を深めていく
質問：検証の対象を繊維とはきものを分けるだけで効果があがるのか？繊維でも規模・組成が全然
違うのでひとつの検証機関の手に負えない可能性がある。
回答： Scopeの限定は議論する上で重要だが、目的は同じである。今後のスケジュール 今年 10
月のフォーラムにかけるため、９月までに原案をまとめたい。
意見（V. Clam 氏）
： technical specificationを来年の総会までに終えることがプロジェクト進行上
必須となる。
その後、スケジュール、目的、順序についての意見交わされたが、まとまらなかった。Traceability
やTransparencyについて、各人の理解の違いが明らかになり、「定義はISOやOECD がすでに行
っているので、そういう意見は聞くことが出来ない」という突っ放したことを言う人もおり、同じ土俵に乗
らない議論となった。
（Blockchainとの協業
（Mr. Heinz（Weller Hugo Boss 社）
のプレゼンテーション））
BlockchainはSupplychain からの展開で実施している技術展開で、そんなに新たな技術改革で
はない、と説明。
監査費用に関し商売が成り立つのか、という疑問が噴出した。
国連 CEFACTの場合、違反する事象を見つけるより、何をすべきかを決めることに特化してきたと
いう意見にも、それは分かるがそれだけでは現実的な勧告になるのか疑問、技術者からすれば判断
する材料はモザイク（＝対象はあるのだがはっきりしない／報告者注）になってしまう、とHeinz 氏が説
明した。
国連 CEFACT 事務局（Lance Thompson 氏）から、Blockchainは金がかかる（＝途上国にはな
かなか実装されない）
とのコメントがあった。
その後、総会で報告する内容をCEFACT 事務局でまとめたいと提案され、了承された。
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（5）
４月5日
（金）
イ. Impact of New Technologies on Accounting and Audit（09：00 ～ 12：30 終日）
「会計および監査に対する新技術の影響」
① 会議実施の背景
事務局ペーパーによると本会議の目的、概要は以下のとおり。事務局から本ペーパーに沿った説
明があった。
国連 CEFACTは、30 年以上にわたり、サプライチェーン全体、特に会計および監査を目的として、
無料で標準の開発および公開を行ってきた。このトピックに関心のある他のグループも、異なる設計目
標および /または地域別または目的別の設計を使用して標準と仕様を開発した。例えば、XBRL
Global Ledgerコミュニティは国連 CEFACTと協力して理解を深め、成果物を個別に改善してきた。
ブロックチェーンと分散元帳技術の出現以降、標準化された会計情報と監査データの証拠の価値が
より明確になるにつれて、国連 CEFACTはこの利益共同体が調和と理解に向けて協力することをさ
らなる奨励をするよう努力している。標準の理解、相互運用性、および改善を支援するための会計
監査基準データモデルの推進に取り組んでいる。
会議では、国際および地域会計と監査データの標準化の現状と、開発と採用が直面する機会と
課題について探る。特に主要な仕様、それらが使用される場所、成功事例と課題を紹介し、それら
のコラボレーションの実現を探る。
探るべき内容
• 市場はどのように対応し、どのような課題があるか？
• 潜在的に異なる目標と動機を持つこれらのコミュニティは、採用を促進し、個別にそして個別により
大きな利益を得るためにどのように協力することができるか ?
• 会 計監査基準データモデルの背後にある目標と参加者がどのように貢献し利益を得ることができる
か?
② 当日の議論
「Importance of Existing Standards to Emerging Technologies」の副題が掲げられて、議
論が行われた。主な発言者、発言内容等は以下のとおり。
司会
（Elic Cohen 氏、Domain coordinator）
20 年前にEXML が出て勉強会が盛んになり、技術的・実務的分野での世界的協業が従前とは
比較にならないほど推進された。今や新しい技術の利用が盛んだが、古い技術との合流が大切。
Change Processを始め、業務を変えなければならない。
OECD

L. Hansson 氏

前向きな技術者は昔の開発現場と今の職場実態を知っているので新しいCommunicationにも使
える人が多い。旧システムに関わってきた即戦力として利用出来ないと今後の大変革の中で技術の
手が足りない。
質問：大規模な世界経済の仕組みの変更が急激に予定されそうだ。データの変換はいきなり間に
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合うのか（大きな混乱となるボトムネックに電子未対応がならないか）？
回答：これから何が起こるかで対応は異なる。Informal Group でstudy が始まっていると聞く。
J. L. Pinklis 氏（ISO）
中国の扱いが膨れ上がっているが、多くが中国政府のCodeを使うので、受入出しが難しい対応
になっている。
この他、国際間の貿易構造の関係では米中対立が懸念であることが予想以上に大きく取り上げら
れていた。
E. Cohen 氏
会計システムへの取り組みについて、大きなベンダー
（ORACLEなど）が local 対応可能な仕組み
を作ってしまうため、輸出側はOK. 輸入側の自己主張と対立し、いつまでたっても統一化・一本化は
難しいのが現状。
また、フランスからの参加者からは、フランス政府にも動かせない貿易ファクターがあり、国際基準
と言われても統一は不可能であるとの意見が出された。
最後にE. Cohen 氏から閉会の挨拶があり、今後も定期的な勉強会に参加して欲しい。より多くの情
報が欲しいとの発言があった。
ロ. Single Windows の研究会
（14：00 〜 17：30）
朝から開催されている会議への途中参加だったが、参加者間でSingle Windowsに対する理解が
共通ではないばかりか、参加の国で実装のレベルが大きく異なり、また参加者の思惑が違うため、議論
の焦点が掴みにくかった。会議には先進国からの参加者はなく、事前に配布される基礎資料は全て英
語にもかかわらず、英語を話すことが出来ない参加者がフランス語で意見を述べだすなど、運営にも違
和感を覚えた。
国連 CEFACT 事務局のL. Thompson 氏が議論をまとめようと努力していたが、結論を報告出来ず
に終わった。
Single Windowに限らず、新しい技術の利用も国々でレベルを違えてしまうと、標準化の議論が困難
となってしまうことが危惧される。
以上
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記事４. 第25回国連CEFACT総会出席報告
2019 年 4月8日（月）から9日（火）の両日、スイス・ジュネーブにて開催された第 25 回国連 CEFACT 総会に
参加しました。内容は以下の通りです。

1．開催期間

平成 31 年 4月8日
（月）10：00 開催
平成 31 年 4月9日
（火）16：30 閉会

2．開催場所

国連欧州本部（スイス・ジュネーブ） VIII 会議室

3．出席者

21 か国

ベラルーシ、中国、エスワンティニ（旧スワジランド）
、フィンランド、ジョージア、ドイツ、インド、イタリア、日本、
ケニア、オランダ、ナイジェリア、ロシア、セネガル、シンガポール、スロベニア、スペイン、タジキスタン、タイ、
ウクライナ、欧州連合
その 他 2 つの 国 連 機 関（ 国 連 ECE、UNCTAD）及びその 他３つの 国 際 組 織（ITC、WTO 及び
AFACT）から合計約 40 名、並びに国連 CEFACT 事務局から8 名が会議に出席した。
日本からは以下の4 名が出席した。
祁答院
古内
椿
菅又

包則

（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

業務部業務一部長

登美雄

（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

庶務室長

弘次
久直

早稲田大学

名誉教授

（一社）サプライチェーン情報基盤研究会

業務執行理事

4．議事内容
冒頭、国連 ECEの経済担当オフィサーから昨今の国連の動きなどが紹介され、開会を祝福された。
続いて、国連 CEFACT 事務局長

Maria Ceccarelli 氏から、「今回の総会にはキルギスタン、イラン、

アルメニスタンにも参加を呼びかけ、前週のフォーラムの参加を得た。貿易の伸長及び手続き簡易化が重要。
引き続きよろしくお願い致します」と挨拶があった。
国連 CEFACTのSue Probert 議長から歓迎の言葉があり、「今回のフォーラムは100 名を超える初参加
者を迎えた。活動の広がりに期待する」との挨拶があった。
議題 1. 議事次第案
事務局提案の第 24 回国連 CEFACT 総会の議事次第案が承認された。
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/1/Rev.1
議題 2. 国連 CEFACT 地域ラポーター選任
（任期 2019 年～ 2021 年）
アジアのラポーターはタイのDr. Urachada Ketprom が前回に引き続き立候補し選任された。
アフリカのラポーターには 前 回 からのセネガルMr. Mor Talla Diopに加えモロッコのMr. Jalal
Benhayoun が新たに立候補。従来アフリカのラポーターは一名であったが、二人の参加意欲を歓迎した
いとの提案があり、Diop 氏はサハラ以南のアフリカ、Benhayoun 氏は北アフリカと中東アジア
（Mid-East）
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のラポーターに任命することが全会一致で承認された。
議題 3.

第 24 回総会以降の事案に関する報告

文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/3
事務局はビューロと共同して、第 24 回総会以降に欧州経済委員会の執行委員会ならびにその他の国
連の組織及び協議会より提起された事案に関する報告をした。
代表団は報告で提起された話題をレビューし、報告をテークノートし、事務局に2020 年総会での書面
での報告を求めた。
議題 4.

活動に関するビューロによる総括報告

文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.1
議長及び他のビューロメンバーにより前回総会以降の活動についての総括が行われ、更に議事次第に
取り上げた議題について、代表団は提起された話題をレビューし、討議した。
総会は報告をテークノートし、事務局に次回 2020 年総会での書面提出を求めた。
議題 5.

地域ラポーター活動報告

議案書件名 1：アフリカ地域ラポーター報告

報告事項

文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/4
2019 年 3月までのアフリカで行われた国連関連の国際会議についての報告があった。
議案書件名 2：アジア・太平洋地域ラポーター報告

報告事項

文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/5
2018 年度のAFACTの活動が報告され、また、各国に対し5月22日からタイのバンコックで開催される
2019 年度中間会議への参加が呼びかけられた。
議題 6. その他の欧州経済委員会傘下組織ならびに、国連 CEFACTに関係する他の標準化組織の活動
代表団は国連 CEFACTに関連した事項について、その他の国連 ECE 傘下組織による、潜在的な関
心に基づく活動について概略の説明を受けた。
代表団は国連 CEFACTとその他の国連 ECE 傘下の組織、国際組織との間の連携を行う関連分野に
ついて議論を行った。
議題 7.

国連 CEFACT の勧告及び標準

a）決議を要する勧告
議案書件名：勧告 37
文書番号：ECE/TRADE/CEFACT/2019/6   
関連情報： ECE/TRADE/CEFACT/2019/INF.2
議案書件名：勧告 46
文書番号：ECE/TRADE/CEFACT/2019/7
それぞれの勧告について議論され、承認された。

— 17 —

J AS T P RO

b）勧告
（留意事項）
下記の成果物が総会でWhite Paper Projectとして各国代表団に報告され、議論された後、内容
はテークノートされた。
• 国連 EDIFACT ディレクトリ（Versions D.18A and D.18B）
（http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-ebusinessuncefact/outputs/standards/unedifact/directories/2011-present.html）
• 国連 LOCODE ディレクトリ（Versions 2018-1 and 2018-2）
（http://www.unece.org/cefact/locode/welcome.html）
• 国連 CEFACT Core Component Library（Versions D.18A and D.18B）
（http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html）
• 国連 CEFACT XML Schema Library（Versions D.18A and D.18B）
（http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index）  
• T]he code list annex of Recommendation 28の更新（Transportの手段タイプ別のコード）
（http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec28/Rec28_
Rev4.2e_20 18.xls）  
• Code Management ユーザーガイド
（http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/
CodeManagementUserG uide-v1.pdf）  
• Multi-Modal Transport Reference Data Model Business Requirement Specification version 1.0
（http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/brs/BRS_T_L-MMT.zip）  
• e-Quality Certificate Business Requirement Specification
（http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.html）  
c）その他の成果物
（留意事項）
国連 CEFACTの下記の成果物が留意事項として総会に提出された。代表団はこれらについてレビ
ューし討議し、テークノートした。
• 貿易のブロックチェーンのためのWhite Paper 見直し  
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/9
• 国連センターのためのブロックチェーンの技術的なアプリケーションに関するWhite Paper
文書番号： ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/8
ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/1
• 国連 CEFACTの貿易促進化と電子ビジネスの成果物
• 貿易円滑化のブロックチェーン: 新規定義とその事例
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.3
• サプライチェーンに使われるコンテナの位置情報に関するWhite Paper
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/10
• Green Paper

持続可能な旅行  （体験プログラム）

文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/11  
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• 持続可能な旅行（体験プログラム）実例
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/INF.4
d）関連事項
国連 CEFACTの事務局は他の国連機関などと連携して、貿易手続き簡素化とPaperless 貿易につ
いての下記の報告をまとめ、総会に報告した。
代表団は報告で提起された話題をレビューし、討議し、報告をテークノートした。
• 国際海事機構のInternational Maritime Traffic（IMO FAL）実行に関する電子版ガイド
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/12
• Data Models 参照用電子ガイド
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/13
• 電子 Commerce に関するガイド
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/14
• 電子商取引世界貿易機関の取引促進合意（article 10.1）
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/15
e）その他
当初の国連 CEFACT からの議題案になかったモロッコで2018 年 11月12日に行われた下記の会議
についての報告が、議題 7 e）
として報告され、代表団はテークノートした。
• 第 5 回国連経済委員会欧州委員会のシングルウィンドウに関する報告
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/16
f）サプライチェーン・輸出入手順の促進化における研修実施モデル
当初の国連 CEFACT からの議題案になかった電子関係の研修実施モデルについて議題 7 f）
として
事務局から説明があったが、代表団より「研修は重要だが、本案件はWCOなどと打ち合わせ、内容
を統一すべきではないか、場合によっては採択できないものがあり、混乱する」との異議が出された。研
修を重視する事務局の姿勢は評価されたものの、他の国連機関と相違があると混乱が懸念されることか
ら、事務局がさらに関係先と内容を刷り合わせることとなった。Draftは継続審議となり、来年の総会で
レビューすることとなった。
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/17-19（報告事項）
ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/20（報告事項）
議題 8.

国連 CEFACT の事務手続き等

国連 LOCODEについて

事務局およびビューロは下記の国連 LOCODEに関する文書を説明した。代表団は説明を聴取し、内
容を承認とともに、報告事項をテークノートした。
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21/add1 （承認事項）
ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/22/Rev.1 （承認事項）
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（事前に追加されたAdvisory Groupによる修正案）
ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/23（報告事項）
ECE/TRADE/C/CEFACT/24（報告事項）
議題 9.

Trade and Transportation Location Code に関するAdvisory Group の活動

2018 年の中国杭州で行われたフォーラムでのAdvisory Groupの討議内容をより反映した2017/Rev.1
が総会に提出され、代表団は内容を承認、また報告をテークノートした。
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/17Rev.1（承認事項）
ECE/TRADE/C/CEFACT/201/20（報告事項）
ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/24（報告事項）
議題 10.

持続可能な漁獲専門家チームに関する使命

専門家会議による2019 年から2020 年にかけての行動目標が総会で諮られ、代表団は提起された議題
をレビュー、承認を行い、報告をテークノートした。
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT2017/16/Rev2（承認事項）
ECE/TRADE/C/CEFACT2019/25（報告事項）
ECE/TRADE/CEFACT/2019/INF.5（報告情報）
議題 11. 貿易円滑化及び電子ビジネスに関するこれからの挑戦
代表団は下記の報告をテークノートした。
文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/26（留意事項）
文書案件：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/27（留意事項）
議題 12 その他
その他の議事は提起されなかった。
議題 13.

第 25 回総会の決議案と議事録案の承認と採択

代表団は下記の決議案と議事録案を一括採択した。
議案書件名：第 25 回総会議事録草案

決議事項

文書番号：ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/2
以上
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記事５. 第33回国連CEFACTフォーラム・第25回総会会議報告
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

1. 会議日程：
3月31日
（日） 東京発 ジュネーブ着
4月1日
（月）〜 4月5日
（金） 国連 CEFACT フォーラム
4月8日
（月）〜 4月9日
（火） 国連 CEFACT 総会
4月10日
（水） ジュネーブ発
4月11日
（木） 東京着

2. 会議参加の目的：
国連 CEFACTは、貿易手続の簡易化と電子ビジネスの促進、およびそれらに関するグローバルなポリシ
ーや技術仕様の制定を目的として設立された国連組織である。
小生は、国連 CEFACT 組織の中で、手法技術分野およびサプライチェーン分野の開発に貢献するととも
に、新たな技術環境（Web API、IoT、Block Chain）における電子ビジネス国連標準の推進方策を見通
すことを目的に、一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会の依頼により第 33 回国連 CEFACTフォーラ
ムおよび第 25 回国連 CEFACT 総会に参加した。
本報告は、国連 CEFACTフォーラムの内、小生が主に参画した審議を中心にまとめたものである。

3. 第 33 回国連 CEFACT フォーラム：
49ヵ国及び多数の国際機関（UNECE, WTO, GS1, ISOなど）
より、登録ベースで約 300 名が参加した。
アジア・太平洋地域からは少なくとも8カ国（日本、タイ、マレーシア、中国、インド、シンガポール、イラン、
…
オーストラリア）が参加、日本からは次の13 名が参加した。
祁答院
古内
椿

包則 （日本貿易関係手続簡易化協会）
登美雄 （日本貿易関係手続簡易化協会）

弘次

（早稲田大学

名誉教授）

鈴木

耀夫

（NPO 法人観光情報流通機構）

堀田

和雄

（NPO 法人観光情報流通機構）

遠城

秀和

（NTTデータシステム技術株式会社）

園田

崇

（株式会社ウフル）

島野

繁広

（株式会社ウフル）

田中 正道

（株式会社ウフル）

古城

篤

（株式会社ウフル）

飯高

健

（旭化成株式会社）

小林

喜一郎 （旭化成株式会社）

菅又

久直

（国連 CEFACT日本委員会・サプライチェーン情報基盤研究会）
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4. 国連 CEFACTフォーラム審議報告：
フォーラムでは、PDA（Program Domain Area）及び Projectごとに会議が進められる。小生は手法・
技術 PDAのメッセージ構築ガイドProject（日本より提案）及び国際サプライチェーンPDAのオーケストラレー
ションFocal Pointを中心に参加した。
4.1 メッセージ構築ガイドProject
国連 CEFACTのebXML 関連標準は、コア構成要素技術仕様（CCTS）
とXMLメッセージ設計規則
（NDR）を中心に整備されている。それら標準技術仕様は、国連 CEFACT 標準メッセージの設計規則で
あり、それらに基づくXML 標準メッセージが策定され、国連 CEFACTのWEB ページから公開される。
しかしながら、国連 CEFACT 標準メッセージは、汎用性を重視して、それぞれのメッセージがコア構成
要素ライブラリ（CCL）の全てのビジネス情報項目（Reusable ABIE）モジュールと汎用のコード表を装着
（Import）
しており、アプリケーションへの組み込みに余分な負荷（実際に使うBIEの判別や適用するコード
値の選定）がかかる。
すなわち、ユーザー・アプリケーションへの適用については、コア構成要素ビジネス文書構築法（CCBDA）
により、標準メッセージのサブセットを定義する必要がある。ただし、現状のCCTS、NDRおよび CCBDA
だけでは、適用上不確かな事項もあり、実装において相互運用性を損ねかねない。
今回、日本から提案したメッセージ構築ガイドライン
（Message Construction Guideline）プロジェクトは、
現状の不確か事項を洗い出し、国連 CEFACT 標準準拠のメッセージ・サブセットを定義するためのガイド
ラインを策定することが目的である。
本件は、菅又がプロジェクト・リーダーに指名され、約 1 年間のプロジェクトとして、本年 3月にビューロ
ーの承認を得たものである。
今回のフォーラムでは、5 名の参加者により、プロジェクトの目的を共通認識するとともに、9 つの課題に
つき審議を行った。今後、次回の国連 CEFACTフォーラムまでに、４回の電話会議を通して、課題解決
方法につき合意し、ガイドラインの骨子を固める予定である。
出席者：菅又

久直（Japan）

遠城

秀和（Japan）

Gait Boxman（オランダ）
Natthaphat Rojunasvpami（タイ）
Tomas Malik（UNECE）
➢ 課題１：メッセージBIE（MBIE）設定におけるBIE 適用制限規則
特にコード型 qDT（修飾データ型）が設定されているBIEに対して、ユーザーが指定する別のコ
ードリストを適用させるにはどうするか？
➢ 課題２：メッセージ
（MA）
とメッセージBIE（MBIE）の識別子の決め方
➢ 課題３：MBIE で組み立てる内部スキーマの設計規則
➢ 課題４：標準コードリストの制限付き使用法
➢ 課題５：メッセージ
（MA）の公開規則
現在 MAはXMLスキーマの形でしか公開されていないが、人の読み易い形での公開方法が必
要ではないか？
➢ 課題６：MBIE 用の要求仕様マッピング
（RSM）作成法
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➢ 課題７：メッセージ構築技術仕様の見直し
➢ 課題８：メッセージ設計プロセスのガイド
国連 CEFACT 標準メッセージをベースにしてユーザー・メッセージサブセットを定義するプロセスの
ガイドライン。
➢ 課題９：MBIEの使用制限の指定
例えば、データ長の制限などをどのように指定するか。
4.2 オーケストレーションFocal Point
ISCO（International Supply chain Orchestration）ドメイン（担当副議長：Ivan Watt）では、Rajiv
Garg（米国）をコーディネーターとして、
（XMLとSOAP）から（RESTとJSON）によるWeb APIによる次
世代 EDI へのトランスフォーメイションの実装を目指して新たなプロジェクトを発足させた。
基本となる考え方及びツールは、オーストラリアのSteven Capell が次のWeb siteに公開している。
https://edi3.org
プロジェクトでのWeb APIの課題および考え方は次の通り。
➢ 適切な粒度のAPIリソースを定義する。
➢ CCLに定義されているRDM（Reference Data Model）をAPIリソースの候補とする。
➢ EDIFACTのセグメントはマイクロサービスとして定義可能。
➢ APIリソースはUse Caseに基づかなければならない。
次のステップとして、船舶スケジュール（Vessel Schedule）をテーマに２つ異なる設計アプローチによる
実証（POC）を行い、Green Paperとしてまとめる。
➢ EDIFACTをベースにAPIを設計
➢ ebXML/RDMをベースにAPIを設計
4.3 その他のトピック
（1）
国連 CEFACT 共通辞書メインテナンス
国連 CEFACT 共通辞書（CCL）の2019 年 A 版は、ハーモナイゼーションの後、バリデーションが行
われ、公開される運びとなった。
今回の更新には、次の要求提案が含まれている。
➢ FLUX（漁業関係情報項目：欧州プロジェクト）
➢ eQuality（輸出前の製品品質証明：中国提案）
➢ 税関連情報の追加（軽減税率等への対応：日本提案）
以上により、CCL2019A 版の登録状況は次の通りとなった。
➢ CC：7,906
➢ BIE : 12,784
➢ qDT : 160
（2）XDH（文書ヘッダー交換ハーモナイゼーション）
手法技術 PDA ／仕様ドメイン（菅又がドメインコーディネータ）のプロジェクトとして、国連 CEFACT
の標準ビジネス文書ヘッダー（SBDH）
とOASISのビジネス文書封筒（BDE）の相互運用を図るため、
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両ヘッダーのマッピングを可能にするXDHを策定した。ビューローの要求により、今後、XDH への移行
ガイドを作成する。
（3）Delivery Project（受領通知）
欧州航空機業界より要求のあった、受領通知（Receiving Advice）につき、サプライチェーン横断で
定義されている参照データモデル
（RDM）に則ってBIEおよび RSMの整備を行っている。
（4）IoT 白書 Project
日本のエキスパート（ウフル社）の参画により、IoT白書のパート2（IoT Application）の作成が進めら
れている。ウフル者の担当はアッセット・トラッキングで、次回フォーラムまでにドラフトを完成させる予定。
（5）
会計・監査 Domain
会計・監査（Accounting & Audit）でも、新技術の採用や他の有力な標準との整合化への対応を
迫られており、次の課題につき発表と意見交換が行われた。
➢ IoT、AI、Blockchainを含む会計プロセスのオーディット
➢ XBRLとのマッピング
➢ ISO PC295 への対応
➢ 会計・監査の参照データモデル検討（Web API 対応を考慮）
（6）
最新技術動向
最新技術に関する次の発表が行われた。
➢ 自律飛行ドローン
➢ 高度道路交通システム
（ITS）
➢ 自動車の自律走行と自動走行
➢ 自律運航ボート
➢ 注目すべき最新技術
• Web API
• IoT
• 5G
• Private space flight
• Quantum computing
• Edge computing

5. 国連 CEFACT 総会審議報告：
総会への参加国は次の20 か国。
ベラルース、中国、エスワンティ、フィンランド、ジョージア、ドイツ、インド、イタリア、日本、ケニヤ、
…
オランダ、ナイジェリア、ロシア、セネガル、シンガポール、スロベニア、スペイン、タジキスタン、タイ、
…
ウクライナ
参加した国際機関は次の通り。
EU、WTO、UNCTAD、ITC、AFACT
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5.1 地域ラポータの選出
アジア太平洋地域、サハラ以南アフリカ地域、中東・北アフリカ地域より三人のラポータが選出された。
アジア太平洋地域

Ms. Urachada Ketprom（タイ）

サハラ以南アフリカ地域

Mr. Mor Talla Diop（ナイジェリア）

中東・北アフリカ地域

Mr. Jalal Benhayoun（モロッコ）

5.2 PDA（Programee Development Area）
ごとの進捗
（1）ITP（International Trade Procedure）
➢ 勧告 37（Single Submission Portal）を完成。
➢ 勧告 33（Single Window Recommendation）は公開レビュー前。
➢ マイクロ・中小企業用の国際貿易統合サービスの白書作成中。
（2）ISC（International Supply Chain）
➢ 勧告 43（Sustainable Procurement）を完成。
➢ スマート・コンテナー白書を完成。
➢ Buy-Ship-Pay 参照データモデルは完成まじか。
➢ Cross Industry Deliveryは受領確認プロセスの標準化作業中。
➢ POファイナンスのBRSは完成。
➢ 会計・監査は参照データモデルの開発に着手。
（3）Regulatory
➢ Blockchain白書を完成。
➢ Blockchainにおける台帳（Ledger）の相互運用プロジェクト開始。
➢ 廃棄物管理に関するプロジェクト進捗中。
（4）Sectoral
➢ 旅行／レジャーにおける持続性ツアリズムのGreen Paper 完成。
➢ 電子商取引における品質証明用 BRS 完成。
➢ 持続的繊維／革製品のトレーサビリティ・プロジェクト開始。
（5）Methodology and Technology
➢U
 N/EDIFACT 辞書、UN/LOCODE 辞書、UN/CEFACT 共通辞書（CCL）
、XMLスキー
マの2018 年 A&B 版を発行。
➢ コード管理ユーザーガイドを完成。
➢ メッセージ構築ガイド・プロジェクト開始（菅又がリーダー）。
5.3 確認された勧告及び標準
（1）
承認された勧告
➢ Recommendation 37：シングル・サブミッション・ポータル
➢ Recommendation 43：持続的調達
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（2）
確認された標準
➢ UN/EDIFACT Directory D.18A, D.18B
➢ UN/LOCODE Directory 2018-1, 2018-2
➢ UN/CEFACT CCL D.18A, D.18B
➢ UN/CEFACT XML Schema Library D18A, D18.B
➢ Recommendation 28 update（Codes for Types of Means of Transport）
➢ Code Management User Guide
➢ Multi-Modal Transport Reference Data Model BRS v1.0
➢ e-Quality BRS
（3）
確認されたその他の成果物
➢ White Paper overview of Blockchain for Trade
➢ White Paper on Technical application of Blockchain to UN/CEFACT deliverables
➢ Blockchain in Trade Facilitation; Sectoral challenges and examples
➢ White Paper on real-time Smart Container data for supply chain excellence
➢ Green Paper on Sustainable Tourism（Experience Programs）
（4）
導入支援文書
➢ Executive Guide on the electronic version of IMO FAL
➢ Executive Guide on Reference Data Models
➢ Executive Guide on Electronic Commerce
➢ Executive Guide on streamlining formalities and documentary requirements
（5）
その他の会議報告
➢ Report of the Fifth UNECE International Conference on Single Window
（6）
能力開発用文書
➢T
 raining Modules; Supply Chain Management, Facilitation of Import and Export
Procedures and Single Window Implementation
➢T
 raining Material on streamlining formalities and documentary procedures connected
with importation, exportation and transit
5.4 国連 CEFACT の体制と事業計画
2019 年―2020 年の国連 CEFACT 作業計画が承認された。
（1）
国連 CEFACT のビジョン
「国際商取引のための単純、透明で効果的なプロセス」
（2）2019 年 -2020 年作業計画
① 貿易円滑化導入支援
国連 CEFACTの勧告や標準が、WTOの貿易円滑化協定の政府およびビジネスにおける実装に
使われることを考慮する。更に、国連のSDGs（持続的開発目標）の達成を助けるものとする。
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② セマンティック相互運用性推進
国連共通辞書（CCL）および標準業務要件仕様（BRS）によるセマンティック・ハブの役割提供。
③ 標準とガイドの更なる開発
プログラム開発領域（PDA）ごとに標準のガイダンスを提供。
④ 現行成果物
（標準、勧告、ガイド、白書）
の更新
国連 CEFACTの成果物（標準、勧告、ガイド、白書）をモニターし、継続的に利用可能なように
メインテナンスを行う。
⑤ Buy-Ship-Payモデルを補完する標準の提案
Buy-Ship-Payモデルの現状とのギャップを分析し、必要な標準やガイダンスを整備する。
⑥ コミュニケーション、参画、助言の改善
ユーザーに必要な国連 CEFACTの成果物を見つけ易いようにする。
⑦ 他の国連組織との協業強化
他の国連組織（UNCITRAL, UNCTAD, ITC, UNIDO, ITU, UPU, IMO, ICAO, UNEP）
との
協業。
⑧ 他の標準化団体との協業強化
他の標準化団体（IEC, ISO, ITU, UNECE）
との協業。
⑨ 他の標準化団体との新たな協業の開拓
国連 CEFACT 共通辞書（CCL）や参照データモデル（RDM）を中心に、他の標準化団体との協
業領域を探す。

会場となった国連欧州本部
以上
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