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デジタル庁が 2021年 9月に発足
し、デジタル社会にふさわしい官民
をまたぐ新たな社会基盤形成へ向け
活動をスタートさせている。第二公
共事業部は、貿易手続（NACCS/

CIS等）・公会計（ADAMS等）・調
達（GEPS等）・税務領域（e-Tax、
達人等）を得意領域としこれまでも
人々の生活を支える社会基盤を創出
してきた。また、公共分野でありな
がら、事業部創設当初より中央省庁
領域のお客様だけでなく、地方自治
体のお客様、民間のお客様、グロー
バルのお客様へもビジネスを幅広く
展開してきたことが特長である。
新型コロナウイルスの問題が発生
し、世の中の在り方が大きく変わろ
うとしている。テレワークが常態化
し場所を問わない働き方、COP26
開催や電気自動車
への急速なシフト
等脱炭素化社会へ
の取り組みが急加
速するなど、社会基
盤の在り方も急速
に変化している。

第二公共事業部は、得意な事業領
域を軸としつつも、幅広いお客様との
お付き合いから得られた知見を活用し
て、官民・府省間・地方・グローバ
ルをメッシュのようにつなぎ、個別最
適から全体最適へとつながる新たな社
会基盤の創出を目指している（図 1）。
そのために、日本・世界の経済動

向とそこから生まれる利用者視点の
新たなニーズの理解、新たなニーズ
を解決するソリューションの開発、
ソリューションを支えるデジタル技
術のベストミックス等、第二公共事
業部が実践する取り組みは幅広い。
以降では、各事業領域の取り組み
について紹介する。

自由貿易協定活用支援システム
「JAFTAS」は、株式会社東京共同ト

レード・コンプライアンスと共に開
発し、2020年 9月のサービス開始
以降、大手自動車メーカーをはじめ
鉄鋼、素材、化学、電子部品メーカー
など 1,400社を超える企業に利用
されている。

JAFTASのサービスは、協定ルー
ルのマスタや標準化された業務フ
ローに基づく原産資格調査、証明書
類の作成と保管、輸出者と仕入先の
コミュニケーションなど、一連の作
業をシステム上で実現し、自由貿易
協定（FTA）専門家のサポートとと
もに提供する。
日本の輸出企業が、FTAを活用
し収益に大きな影響を及ぼす関税減
免の恩恵を受けるためには、輸出品
の原産資格（製品や部品が日本の原

第二公共事業部は、貿易手続・公会計・調達・税務領域をこれまで事業領域としてきた。得意な事業領域を軸として、中
央省庁領域だけでなく、官民・府省間・地方・グローバルを俯瞰してデザインしソリューションを展開することで、エコ
システムを形成し、新たな社会基盤創出を目指している。
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図１　事業運営俯瞰図

自動車業界と共に
自由貿易協定の活用を促進する
プラットフォームを提供
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産であること）を調査し、日本原産
であることを証明する必要がある。
自動車メーカーの場合、数万点にも
およぶ構成部品の原産資格調査・証
明のために、多数の部品メーカーの
協力が不可欠である。
日本企業による FTA活用は 2019

年度時点で 51.2%と進んでいない。
その大きな障壁となっているのが
「原産資格調査」の難しさである。
原産資格調査には、原価や製品に
関わる情報や、協定 /品目毎の原産
地規則（PSR）に関する情報など、
社内外の様々な情報が必要となり、
FTAの専門知識や社内外関係者の協
力が不可欠である。また、自動車部
品のサプライチェーンは階層が深く、
調査に係る事業者が多岐にわたること
も、原産資格調査を複雑にしている。
さらに、企業によって原産資格調査の
方法・書式が不統一で、複数メーカー
と取引するサプライヤにとっては作業
が煩雑になる課題もあった。
自動車業界では、負担の大きい原
産資格調査・証明業務を軽減するた
め、業務や帳票の標準化活動にいち
早く取り組んできた。この標準化活
動の結果をシステム化する依頼を受
け、東京共同トレード・コンプライ
アンスの FTA/EPAの知見と、NTT

データのシステムへの知見で、業界
連携の先の官民連携を見据えた提案

制度」である。「グループ通算制度」
とは、完全支配関係のある法人企業
グループ内で損益通算・欠損金通算
を可能とする制度で、令和 4年 4月
1日以降開始事業年度より、任意で
法人企業に適用が開始される。既に
同様の現行制度として「連結納税制
度」があるが、「連結納税制度」で
はグループ内の法人をひとつの法人と
みなして一体申告するため、税務調
査への対応や運用フローの再構築
等、事務負担面に課題があった。そ
れが今回の「グループ通算制度」で
は各法人が個別に申告を行うこととな
るため、新たに制度の適用を開始す
る法人企業の増加が見込まれている
（図 3）。
このような背景を受けて「達人シ

リーズ」では、「グループ通算制度」
を適用した法人税申告をサポートする
新たなラインナップ「グループ通算の
達人」の販売を、2022年 6月より
開始する。“優れたコストパフォーマン
ス”という「達人シリーズ」の特長を
踏襲し、コストを最大限抑えた税務申
告を実現する製品体系・価格体系を
構築した。まず製品体系については、
通常ひとつのアプリケーションで完結
するところを［通算処理用］と［個社
処理用］に分け、管理機能や通算処
理機能等、親法人のみが使用する機
能を［通算処理用］に集約させている。
これにより子法人は自社の法人税申
告書を作成するための［個社処理用］

を行った。両社のこの取り組
みに対する熱意を日本自動車
工業会に評価され、JAFTAS

の開発につながった（図 2）。
自動車業界の導入企業の事
例では、業界内の標準化活動
や、FTAを活用するための体
制、業務構築に加えて JAFTASを導
入することで、煩雑な手作業の大幅
な削減に成功している。その結果、
仕入先からの原産資格調査結果の回
答率が 50%から 75％に改善され、
また、回答リードタイムが最大 4割
削減されるなど、JAFTAS導入の効
果が表れている。
今後は日本全体の FTAの更なる活

用促進を推進し、自動車業界にとどま
らず日本の貿易やグローバルロジス
ティクスの発展に貢献していきたい。

2001年から税務申告書作成ソフ
ト「達人シリーズ」を販売しており、
社会環境や税制の変化を迅速にとら
え、業務効率化に寄与するライン
ナップ・機能拡充に励んでいる。様々
な会計・給与ソフトベンダとも連動
することにより幅広いお客様へご提
供し、非常に多くの会計事務所・法
人企業のお客様が利用するサービス
へと成長した。

昨今の税を取
り巻くホットトピッ
クスは「電子帳
簿保存」「イン
ボイス」等様々
あるが、中でも
注目度の高いト
ピックのひとつが
「グループ通算
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図３　連結納税制度との主な変更点
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のみを導入すればよく、グループ全体
としてのコストを抑えられる仕組みであ
る。さらに、価格体系についても初期
費用不要の年間利用料型であるため、
制度適用後の申告はもちろん、制度
検討過程でのシミュレーションにも利用
しやすい安価なシステムとなっている。
「グループ通算制度」は適用するか
どうかを任意に選択する制度であり、
検討過程において税務専門家のサ
ポートが必須であることから、今後
「グループ通算の達人」の販売にあ
たっては、大手税理士法人と連携し、
税務面・システム面双方からお客様
をサポートしていく計画である。こ
のように税にかかわる様々なステー
クホルダーと幅広く手を組むことに
より、自社だけでは実現できない高
いレベルでお客様をサポートできる
ことを目指している。今後も、申告
書作成ソフトはもちろん、クラウド
環境上での運用を可能とする「クラ
ウド AP仮想化サーバー」などのク
ラウドサービスや、紙書類を電子デー
タで取り込み可能な「AI-OCR」のよ
うに、多様化するニーズに対応でき
るデジタル技術を活用したサービス
も拡充しながら、税にかかわる課題
を何でも相談できる真のパートナー
になるべく邁進していく。

お客様から生まれる新たなニーズ
を解決するため最先端技術のベンチ
マークを実施し、要件に対して作り
込みが発生しないクラウドネイティ
ブなソリューションの適用検討を推
進している。この検討プロセスでは、
事前に特定のソリューションを定め
ず、要望に応じた最適なソリューショ

ンを提供することを目指している。
ここでは大量トランザクションが複
数組織から要求される案件への提案
を紹介する。クラウド上における API

構築・管理の観点では近年、iPaaS

の注目度が高まっている。図 4に示
すとおり、iPaaSは複数のシステム
について APIを通じて統合し、管理・
監視を可能とするクラウドサービスで
ある。利用者認証などの基本機能を
備え、開発が容易である点や、様々
なサービス仕様に準じたコネクタを持
ちシステム連携を手軽に行えることか
ら市場が急速に拡大している。

Gartner社 iPaaS製品レポートに
おいて「ビジョンの完全性」、「業務
の遂行能力」ともにトップクラスで
ある Leadersポジションと評価され
た製品から日本での導入実績を鑑
み、お客様要件に応じ比較評価を行
い、最適なソリューションの提案を
実施している（図 5）。
昨今は短期開発、アジャイル開発
が主流となりつつあり、環境構築に
係るドキュメント量を削減しヒュー

マンエラー等を
極力防止するた
め、「 I n f r a -

s t r u c t u r e  a s 

Code」を導入す
る機会が増えて
いる。例えば「運
用事業者が開発
事業者と異なる

場合を考慮すること」、「マルチクラ
ウド上でシステムを稼働させること」
等の要件がある場合は Terraformを
活用することにしている（図 6）。

Cloud Formation等のマネージド
サービスは JSON又は YAML形式の
定義ファイルを作成することとなる
が、データ記述言語であり特定の社
が作成した成果物を別の社が理解す
る場合、可読性が劣る可能性がある。
一方で、TerraformはHCLという

プログラミング言語で記述すること
が可能で、複数の社に跨った運用作
業や改変作業を実施する際の可読性
に優れている。加えて、Terraform

は同じファイルやフォルダ内におい
て複数のパブリッククラウドリソー
スを管理することが可能であり、マ
ルチクラウドや今後の拡張性を考慮
すると適切と判断する。
このようにお客様要件に応じて複
数のソリューションをベンチマーク
し、メリット・デメリットを明確に
して適切な提案を実施する取り組み
を推進している。

JSON/YAMLでの記述で
プログラミング言語と
比較すると可読性は低い
AWSのみでの利用

HCLという
プログラミング言語での
記述で可読性は高い
マルチクラウドでの
利用が可能

概
要

図 6　Infrastructure as Code の比較評価
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