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2023年 5月 11日リリース分 

■2023 年 5 月 11 日リリース分 

【機能の改善】（R）一覧の「回答期限日」へ表示される「〇日経過」表示について 

・現行の機能として、原産資格調査の依頼時に依頼者が設定した希望回答期限を、調査依頼・回答受信

（R）一覧画面および調査回答・回答受信（A）一覧画面の「回答期限日」欄へ表示しています。また、

依頼者の設定した希望回答期限を経過後も調査が未完了の調査がある場合には、当該調査の依頼 ID/

回答 ID の「回答期限日」欄へ赤字で希望回答期限からの経過日数を表示しています。 

・今般の改修では、（R）一覧において、回答受領前のステータスの ID へのみ経過日数を表示することといた

しました。改修により、回答者起因の希望回答期限経過分のみ、経過日数が表示されるようになります。 

※（A）一覧については現行の仕様から変更はございません 

（R）および（A）一覧で、依頼者の設定した希望回答期限を経過後に「〇日経過」が表示されるステータス

は以下です。 

 

◆調査依頼・回答受信（R）一覧： 

 

◆調査回答・回答受信（A）一覧： 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 

 

 

回答前、かつ依頼者の設定した希望回答期限を

経過した場合に、赤字で経過日数を表示しま

す。 
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2023年 4月 13日リリース分 

■2023 年 4 月 13 日リリース分 

【機能の改善】（R）（A）（D）（E/P）一覧の作業担当者検索：（未設定）検索を追加 

各一覧画面の検索項目にて、「作業担当者」欄より設定済の担当者名で調査対象品の検索が可能ですが、

担当者が未設定の案件についても抽出したいというご要望を受け、当該検索項目のプルダウンへ「（未設定）」

検索を追加いたしました。 

 

対象画面：調査依頼・回答受信（R）、調査回答・回答送信（A）、原産資格調査（D）、 

FTA 対象品（E/P） 

【機能の改善】（R）一覧の仕入先コード検索：プルダウンへ企業 ID および企業名/（未設定）検索を追加 

2023/3/2 のリリースにおいて、調査依頼・回答受信（R）一覧の検索項目へ「仕入先コード」を追加いたしま

した（参考：【機能の改善】（R）（A）（D）メニューの一覧画面を更新）。 

今回の改修では、検索時に表示されるプルダウンの仕入先コード候補へ以下 2 点を追加いたしました。 

 

①「企業 ID」および「企業名」および「部署名」を参考情報として表示（※1） 

②仕入先コードが「未設定」の調査対象品の検索（※2） 

(※1)検索対象は「仕入先コード」のみであり、「企業 ID」「企業名」「部署名」は参考情報として表示。また、部署名は

取引先企業管理＞仕入先一覧＞仕入先編集画面にて部署名を設定している場合のみ参考表示。 

社名での検索は、「仕入先」検索欄（名称検索）をご活用ください。 

(※2)自社内製品の依頼や、JAFTAS 外の資料取込時に仕入先コードを設定せずに登録を行った場合が該当。 

（未設定） 

検索したい仕入先コードを入

力すると、一致する仕入先コ

ードを絞り込みしプルダウンに

表示します 

（未設定） 
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2023年 4月 13日リリース分 

【新機能】（R）（D）の一覧：課金対象情報を追加 ※JAFTAS Lite利用者/契約利用者のみ 

１）JAFTAS Lite利用者の場合 

Lite プランのカウント対象となった依頼や調査を、調査依頼・回答受信（R）一覧および原産資格調査（D）

一覧にてご確認いただけるようになりました。 

 

（R）一覧：課金対象となる依頼 ID を送信した時に、課金対象欄に「〇」を表示 

（D）一覧：課金対象となる調査 ID を作成した時に、課金対象欄に「〇」を表示 

２）契約利用者の場合（標準プラン/つながるくんプラン/判定さんプラン） 

調査依頼・回答受信（R）一覧の表示要件へ（P）から作成した内製品調査依頼についてのパターンを追

加、また原産資格調査（D）一覧へも新たに課金対象欄を追加いたしました。 

 

（R）一覧：課金対象となる依頼 ID を送信した時に、課金対象欄に「〇」を表示  

※（P）より自社へ依頼を送信し直接回答を受領した場合は（調査 ID を作成しない場合）、当該依頼

ID を内製品調査利用料として計上し、外製品の課金と区別するため依頼 ID の承認時に「◎」を表示。 

（D）一覧：課金対象となる調査 ID の調査を完了した時に、課金対象欄に「〇」を表示 

※判定さんプランをご利用の場合も、（E/P）より作成した調査 ID は、調査を完了した時に「〇」を表示

（料金は発生いたしません）。 
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2023年 4月 13日リリース分 

3）課金対象の ID を抽出する際のご留意事項 

各一覧画面では、検索項目の「課金対象□」欄へチェックを入れることで、課金対象となる依頼 ID または調

査 ID を抽出いただけます。検索時にはアーカイブ済の ID も表示いただくことを推奨いたします。 

【新機能】利用実績一覧の改修について ※契約利用者のみ 

１）利用実績一覧の件数表示を課金対象のみの表示といたしました 

各年度の利用実績一覧で表示する件数表示を、データ抽出時間の短縮のため、全数および課金対象数から

課金対象数のみの表示へ変更いたしました（全数欄は非表示となります）。なお、判定さんプランをご利用の

場合も、（E/P）より作成した調査 ID を「内製品 原産資格調査数」へカウントいたしますが、料金は発生い

たしません。 

  

 



 

4/5 

 

2023年 4月 13日リリース分 

２）対象年度の仕入先および課金対象 IDの明細をダウンロードいただけるようになりました 

各年度の利用実績一覧より、対象年度（4/1~翌年 3/31 の期間）で課金対象となる依頼を送信した仕入

先社名および課金対象 ID の明細をリアルタイムでご確認いただけるようになりました。過去分（2022 年度以

前）についても、ダウンロードが可能です。 

 

【仕入先社数明細ダウンロード】 

・対象年度において、課金対象となる依頼を送信した仕入先社数および企業名のご確認が可能です。 

・A 列へ表示される「No.」が、対象年度の仕入先のカウント順序となります。こちらの No.がご契約コースの仕

入先上限数を上回った場合、当該仕入先を追加料金の発生する超過対象といたします。 

・D 列へ表示される「年度初課金対象依頼送信日」が、対象の仕入先へ初めて課金対象となる依頼を送

信した日時です。前年度から繰越しとなる仕入先については、D 列の表示が「20YY/04/01 00:00」となり

ます。 

 

【課金対象 ID 明細ダウンロード】 

・対象年度において、課金対象として計上される ID のご確認が可能です。 

・以下 4 つの区分で、計上日および関連する情報を表示します。 

外製品調査依頼：課金対象となる依頼 ID と仕入先企業情報 

外製品調査依頼（依頼取下）：返金対象となる依頼 ID と仕入先企業情報 

内製品原産資格調査：課金対象となる調査 ID 

内製品原産資格調査（直接回答）：課金対象となる依頼 ID※ 

※（P）より内製品の依頼を送信し直接回答を受領した場合に表示 



 

5/5 

 

2023年 4月 13日リリース分 

【機能の改善】利用プラン一覧画面の改修 ※契約利用者のみ 

・最新年度のご契約が最上部に表示されるよう、表示順序を変更いたしました（昇順⇒降順への変更）。 

・標準プランをご利用の場合、事前に申請いただく仕入先数を「調査依頼仕入先数上限」欄へ反映するように

いたしました（0 社～）。 

※つながるくん/判定さんプランをご利用の場合は、各コースの上限数を引き続き表示します。 

※2021 年度以前に標準プランをご利用いただいている場合は、「調査依頼仕入先社数上限」は引き続き

「‐（ハイフン）」を表示します。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 
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2023年 3月 2日リリース分 

■2023 年 3 月 2 日リリース分 

【機能の改善】（R）（A）（D）メニューの一覧画面を更新 

調査依頼・回答受信（R）、調査回答・回答送信（A）、原産資格調査（D）メニューの一覧画面をリニュ

ーアルいたしました。 

※一覧のダウンロードに関しては仕様変更を行っておりません。今後、一覧情報のダウンロードについて改修を

予定しておりますが、ご利用の皆様には 2-3 ヶ月ほどの猶予を持たせたうえでの事前周知を行います。 

※一覧表示のリニューアルに関しては、FTA 対象品（E/P）メニュー（※契約利用者・Lite 利用者にのみ

表示）についても同様の改修を実施する予定です。 

調査依頼・回答受信（R）一覧 

１）検索項目の変更点 

・日付を手入力できるようになりました/期間を指定して検索する項目を追加しました： 

送信日、回答期限日、回答日、確定日、有効期限/同意通知期限 

・検索項目を追加しました：仕入先コード、仕入先回答 ID、構成品 ID、調査 ID、回答 ID 

・項目名を変更しました：担当者所属部署⇒作業担当者所属部署、担当者⇒作業担当者 

・検索方法をプルダウン検索へ変更しました：作業担当者所属部署 

  

以下５項目を追加 

・「仕入先コード」 

・「仕入先回答 ID」 

・「構成品 ID」 

・「調査 ID」 

・「回答 ID」 
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2023年 3月 2日リリース分 

２）一覧項目の変更点 

・ヘッダーの説明行を追加し、各項目の帰属先を表示しました 

・項目を追加しました：仕入先コード、仕入先回答 ID、手動判定フラグ、構成品 ID、調査 ID、回答 ID 

※手動判定フラグについて：調査結果が以下いずれかに該当する場合に表示します 

- 回答者が原産資格調査時に＜手動/システム外判定＞を利用した場合は「手動判定」と表示 

- 回答者が調査結果を JAFTAS へ添付して回答を行った場合は「JAFTAS 外根拠資料」と表示

（原産資格調査（D）の機能を利用せずに回答した場合） 

・項目名を変更しました：担当者所属部署⇒作業担当者所属部署、担当者⇒作業担当者 

調査回答・回答送信（A）一覧 

１）検索項目の変更点 

・検索方法をプルダウン検索へ変更しました：作業担当者所属部署 

※調査回答・回答送信（A）メニューについては、2023/1/19 のリリースノートもご参照ください。 

【機能の改善】調査回答・回答送信（A）メニューの一覧画面を更新 

 

【「当依頼 IDの作成元」欄に表示される各 ID について】 

今回の改修により、「輸出品 ID」「構成品 ID」「調査 ID」「回答 ID」の各 ID が表示・検索できるようにな

りました。これらの ID は、当依頼 ID を作成するもととなった ID ですので、以下の点にご留意ください。 

・当依頼 ID と作成元 ID との間の紐付けを切っても、もとの ID はそのまま一覧に表示されています 

  例外）作成元が調査 ID：当依頼 ID と紐付けを切ると一覧表示されなくなり、以降は空欄となります 

・一覧では、当依頼 ID が作成された元の ID 一つのみの表示ですが、詳細画面では、当依頼 ID を再利

用等により複数紐づけた場合、関連の各 ID が確認できます。詳細画面もご活用ください 

ヘッダーの説明行を追加 
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2023年 3月 2日リリース分 

原産資格調査（D）一覧 

１）検索項目の変更点 

・日付を手入力できるようになりました：登録日、有効期限/同意通知期限、調査完了日 

・検索項目を追加しました：日商判定受付番号、回答 ID、輸出品 ID 

・項目名を変更しました：担当者所属部署⇒作業担当者所属部署、担当者⇒作業担当者 

・検索方法をプルダウン検索に変更しました：作業担当者所属部署 

 

２）一覧項目の変更点 

・ヘッダーの説明行を追加し、各項目の帰属先を表示しました 

・項目を追加しました：日商判定受付番号 

・項目名を変更しました：担当者所属部署⇒作業担当者所属部署、担当者⇒作業担当者、 

関連調査件数⇒調査件数 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 

 

ヘッダーの説明行を追加 

 

 

 

「 日 商 判 定 受

付番号」を追加 

 

「回答 ID」「輸出品 ID」を追加 
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2023年 1月 19日リリース分 

■2023 年 1 月 19 日リリース分 

【新機能】原産資格調査の複製時、同一条件の過去調査をハイライトでお奨めする機能を追加 

「原産資格調査複製」ボタンをクリックした際に表示される過去調査の選択モーダル画面にて、調査対象品と一

致する過去の調査品情報をハイライト表示し、調査対象品により近い条件の過去調査をお奨めする機能を追

加いたしました。また併せて一部の項目や表示の改修も実施しております。 

 

対象画面：調査回答・回答送信（A）および FTA 対象品（E）メニューより、「原産資格調査複製」

ボタンをクリックした際に表示される【原産資格調査複製 選択】のモーダル 

ハイライト機能の対象：調査対象品と一致する以下の調査品情報 

協定、HS コード、品番、品名（英）、輸入通関国 

 

※複製元となる調査 ID のご登録件数が多いご利用者様の場合、表示までに一定の時間を要する場合

がございます。調査 ID、協定、HS コード、品番等の絞り込み条件をご指定の上、複製対象を検索いた

だくことをお勧めします。 

 

  

検索項目へ「協定」追加 

 
調査対象品情報へ 

「輸入通関国」追加 

 

ヘッダーの固定、ソート▲▼を追加 

 

調査対象品と一致する情報をハイライト表示 
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2023年 1月 19日リリース分 

【機能の改善】調査回答・回答送信（A）メニューの一覧画面を更新 

調査回答・回答送信（A）メニューの一覧画面をリニューアルいたしました。今後、同様の改修を他のメニュー

（調査依頼・回答受信（R）、原産資格調査（D）、FTA 対象品（E/P）（※契約利用者・Lite 利用

者にのみ表示）に対しても順次、実施する予定です。 

 

※なお、検索項目および一覧項目について下記の通り変更を行いますが、一覧のダウンロードに関しては仕様

変更を行っておりません。今後、一覧情報のダウンロードについて改修を行う際には、ご利用の皆様に事前の

周知を行います。 

１）検索項目の変更点 

・日付を手入力できるようになりました：受信日、回答期限日、回答日、確定日、有効期限/同意通知期限 

・検索項目を追加しました：納品先依頼 ID 

・項目名を変更しました：担当者所属部署⇒作業担当者所属部署、担当者⇒作業担当者 

２）一覧項目の変更点 

・ヘッダーの説明行を追加し、各項目の帰属先を表示しました 

・表示項目を追加しました：納品先依頼 ID 

・項目名を変更しました：担当者所属部署⇒作業担当者所属部署、担当者⇒作業担当者 

「納品先依頼 ID」を新規追加 

 

「納品先依頼 ID」を新規追加 
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2023年 1月 19日リリース分 

【機能の改善】対比表・計算WSの「原産材料の根拠書類」欄の表示変更 

・2023 年 1 月 5 日にリリース致しました「【重要な変更】JAFTAS

から出力される帳票（対比表/計算 WS）について」の追加改

修です。 

・対比表・計算 WS 内の「原産材料の根拠書類」欄について、表

示文字数が多い場合は文字サイズを縮小し表示しておりました

が、通常文字サイズのまま枠内で折り返す仕様へ変更いたしまし

た。 

・本件を持ちまして、対比表・計算 WS に関する追加改修は完了

といたします。引き続き JAFTAS における調査機能のご活用をお

願い申し上げます。 

【不具合の改修】 TSV ファイルの原産品判定基準データが JCCI システムへ正しく反映されない不具合② 

＜事象＞ 

荷姿が「同意通知」の場合、JCCI システムへ連携する TSV ファイルを原産資格調査（D）メニューより出力

いただく機能がございます。 

当該機能のダウンロードファイルにおいて、品目別原産地規則として「カテゴリーD（※1）」または「一般ルール

（※2）」を選択している場合に、出力した TSV ファイルを JCCI システムへアップロードした際、原産品判定

基準のデータが正しく反映されない不具合が発生しておりました。 

 

※1 対象協定：日メキシコ経済連携協定、日チリ経済連携協定 

※2 対象協定：日インド包括的経済連携協定 

※参考：2022/12/1 リリース分 TSV ファイルの原産品判定基準データが JCCI システムへ正しく反

映されない不具合① 

 

＜改修＞ 

品目別原産地規則として「カテゴリーD」または「一般ルール」を選択している場合にも、JCCI システムへ原産

品判定基準のデータが正しく反映されるよう改修いたしました。 

 

 

＜今回のリリース分は以上です＞ 

 

「原産材料の根拠書類」欄 

 

https://guidance.jaftas.jp/05_releasenote/releasenote_2021_2022.pdf#page=4
https://guidance.jaftas.jp/05_releasenote/releasenote_2021_2022.pdf#page=4
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2023年 1月 5日リリース分 

■2023 年 1 月 5 日リリース分 

今回のリリースでは、原産資格調査（D）メニューで「根拠書類ダウンロード」ボタンをクリックした際に出

力される帳票について、全般的に見直しを行い、出力方法やレイアウトの仕様を変更しております。根拠

書類の自動作成機能は多くのご利用者様にご活用いただいている機能かと存じます、ぜひご一読いただ

き、ご不明点等ございましたらサポートデスクまでお気軽にお問い合わせください。 

【重要な変更】JAFTASから出力される帳票（対比表/計算WS）について 

1）輸出者判定品として原産資格調査を実施した場合 ※契約利用者・Liteプラン利用者対象 

FTA 対象品（E）メニューより輸出者判定品を選択し原産資格調査を実施した場合は、2022 年 4 月に改訂さ

れた経済産業省のガイドライン（下記＜参考＞掲載）を踏まえ、出力される帳票（対比表/計算 WS）へ「生

産者から情報提供を受けて本資料を作成しました☑」の文言を表示するよう改修を行いました。 

 

＜参考＞原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示 

2）僅少（許容限度）情報を対比表へ反映 

品目別原産地規則として CTC ルールを選択した場合、一部の品目においては、CTC ルールの要件を満たさない

構成品に対し、救済規定として僅少（許容限度）を利用することができます。 

これまで JAFTAS で僅少（許容限度）を適用した場合には、僅少の計算式を別途ご用意いただいておりました

が、今回の改修により、原産資格調査（D）メニューで入力した価格/重量および計算結果が、対比表の

「5.CTC による判定作業」欄へ反映されるようになりました。 

※僅少（許容限度）を適用していない場合は、これまでと同じレイアウトの対比表を出力します。 

 

＜参考＞JAFTAS で僅少（許容限度）を利用するには操作マニュアル D5-1）をご参照ください。 

生産者から情報提供を受けて本資料を作成しました☑ 

 

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/download/gensanchi/roo_guideline_preservation.pdf#page=14
https://jaftas-production-manual.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/01_manual/part/D%EF%BC%89%E5%8E%9F%E7%94%A3%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD.pdf
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2023年 1月 5日リリース分 

 

◆僅少（許容限度）/価格を適用した場合の対比表 

 

◆僅少（許容限度）/重量を適用した場合の対比表 

3）原産資格調査（D）メニューで帳票を出力する仕様を変更（資料作成日・資料作成企業名） 

JAFTAS では調査 ID のステータスに関わらず原産資格調査（D）メニューの情報を基に、帳票を都度 PDF に

て作成し出力する仕様としておりました。 

このことにより、当該仕様では帳票に表示される「資料作成日」がダウンロード時点の情報となってしまう、「資料作

成企業名」が常に最新の社名となってしまう、という二点が懸案となっておりました。今般、検認時におけるリスクを

考慮し、以下のとおり仕様を変更いたしました。 

 

本改修は JAFTAS の原産資格調査（D）メニューにて自動作成する以下の帳票が対象です： 

・CTC ルール証明用-対比表 

・VA ルール証明用-計算ワークシート 

・原産材料のみから生産される産品の根拠資料 

 

＜調査中～調査内容確定前＞※ 

・作成中の帳票には「IN PROCESS」を赤字で表示 

・「資料作成日」は空欄 

僅少の達成率 

 

調査対象品の価格 

 

適用可能な僅少の条件 

 

僅少を適用する

構成品の価格 

 

僅少を適用する構成品の価格（合計） 
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2023年 1月 5日リリース分 

・原産資格調査（D）メニューの情報を基に都度 PDF ファイルの対比表/計算 WS を作成 

 

＜調査内容確定後＞※ 

・「資料作成日」に調査内容を確定した日を表示 

・「資料作成企業名」は調査作成時点の企業名で固定 

・調査内容を確定したのち、初めて根拠書類をダウンロードした際の PDF をシステムで保持 

 

＜調査中～調査内容確定前＞         ＜調査内容確定後＞ 

 

 

※調査内容の確定時点とは：以下の図において、緑色のボタンをクリックした時が調査内容の確定時点となり、

当該日付を帳票（対比表/計算 WS）の「資料作成日」欄へ表示します。 

◆調査内容の確定時点と原産資格調査（D）メニューのボタン遷移 

 

※既に原産資格調査を完了している調査 ID の帳票（対比表/計算 WS）に関して 

本件のリリース以前に（2023 年 1 月 5 日以前）、原産資格調査（D）メニューで調査を完了している分の

帳票（対比表/計算 WS）についても、「資料作成日」は調査内容を確定した時点の日付を、また「資料作

成企業名」は調査作成時点の企業名を表示します。 

 

資料作成日：空欄 

資料作成日：表示 

IN PROCESS を表示 
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2023年 1月 5日リリース分 

4）その他の帳票（対比表/計算WS）に関する変更点 

帳票（対比表/計算 WS）に関して、以下の仕様および不具合を併せて改修しております。 

 

①帳票右上に表示されるべき「調査 NO.」が、対比表出力時に表示されない不具合を解消しております。 

②構成品の名称が長い場合、「使用材料名称」欄の文字サイズを縮小し表示しておりましたが、通常文字サイ

ズのまま枠内で折り返す仕様へ変更いたしました。 

③[原産資格調査（D）編集]画面にて「（２）手動/JAFTS 外判定」を選択し調査を完了している場合、

[原産資格調査（D）詳細]画面にて構成品情報を入力していても、対比表/計算 WS は自動作成されな

い仕様へ変更いたしました。また、これに合わせ、JAFTAS 判定機能を用いて入手した根拠書類（サプライヤ

ー証明書など）は JAFTAS 判定機能で調査を完了する場合にのみ、根拠書類ダウンロード Zip ファイルに保

存されるように変更いたしました。 

※JAFTAS 外判定を用いて調査を完了する際には、原産資格判定に必要な資料をすべて 

「（２）原産資格を明らかにするための資料」欄に添付いただけますようお願いします。 

  

① 

②用材料名称： 
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2023年 1月 5日リリース分 

【機能の改善】希望回答期限の延長時に日付を直接入力できるようにする 

調査依頼・回答受信（R）メニューにおいて、依頼の送信後、依頼 ID のステータスが‟受付前” ‟調査中” ‟支給

品調査中”の場合、希望回答期限の延長を行うことができます。JAFTAS 画面で延長する日付の入力方法につい

て、従来のカレンダーより選択する方法に加え、日付入力欄へ直接手入力いただけるよう改修を行いました。 

 

対象：[調査依頼・回答受信（R）詳細]画面の「希望回答期限延長」 

[調査依頼・回答受信（R）一覧]画面のまとめて操作「希望回答期限の延長」 

 

 

 

従来とおりカレンダー 

からの選択も可能です 

例）2023/1/1 

入力後、日付入力欄外をクリックする

と、「実行」ボタンをクリックできます 


