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貿易・国際物流分野における品質管理 

―AEO 制度と ISO 制度に関する考察― 

樋口 洋平 1* 

Quality Control in Trade and International Logistics 

- Consideration on AEO Program and ISO Standard-

Yohei HIGUCHI (NHK TRANSPORT .,CO.LTD.) 

貿易・国際物流分野における業務品質規格の代表的なものとして、AEO 制度と ISO 制度が存在する

が、本研究においては、比較研究を通じ、それぞれの課題等を洗い出し、貿易・国際物流分野におけ

る品質管理マネジメントシステムとして、両者が果たすべき役割と更なる有効利用の為の方策につ

いて、実務家の立場から提言を試みるものである。 
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１．は じ め に 

各業界では、様々な分野において、品質水準や安

全を保つ為に、品質規格や基準を定めている事が多

い。貿易・国際物流分野においても例外ではなく、

高品質のサービスの提供をすることは、競合他社と

の差別化を図る上でも重要な要素となっている。そ

して、品質水準が保たれている事について、第三者

から認定や認証を受けることにより社会的な信用を

得、ビジネス拡大を図ろうと考える企業は多い。 

その代表的な認定・認証制度と言えば、まず思い

浮かぶのは ISO 制度ではなかろうか。ISO とは、ス

イスのジュネーブに本部を置く非政府機関である

International Organization for Standardization

（国際標準化機構）の略称で、国際的に通用する様々

な規格を制定している。モノだけに限らず、サービ

ス等も対象とし、企業における品質活動や環境活動

におけるマネジメント活動に対し、認証制度を導入

している。 

品質活動に関するマネジメントシステムとして
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「ISO9001」というものが存在するが、現在世界中の、

また日本における数多くの企業において導入がなさ

れており、正に品質規格における代表的な認証制度

と言ってもいいだろう。カバーする範囲は多岐に渡

っており、貿易・国際物流分野もその対象とするこ

とを可能としており、実際に多くの物流企業が導入

をしている。 

では、貿易・国際物流分野において、それに特化

した品質規格は存在するのか。現在日本において、

グルーバルに普及している規格としては、「AEO 制

度」が存在する位である。 

AEO とは、Authorized Economic Operator の略称

であるが、貨物のセキュリティ管理と法令遵守体制

が整備された企業に対し、税関が承認・認定する制

度であり、現在世界 80 ヵ国以上の国や地域で導入さ

れている。ただし、AEO 制度については、ISO 制度と

比べても、導入規模はかなり小さなものとなってお

り、認知度もまだまだ低いと言える。しかし、その

水準においては、ISO 制度よりも、貿易・国際物流業

務に関し、より具体的な要求項目が定められており、
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現状として一般的に取得のハードルも高くなってい

る。 

現在、貿易・国際物流分野の品質管理システムと

して、グルーバルに普及している ISO 制度（以下単

に ISO と呼ぶ）と AEO 制度（以下単に AEO と呼ぶ）

それぞれについて、その現状の運用形態についての

考察を通じ、より良い活用に向け、実務家の立場か

ら提言を行う事は出来ないかと考えた。 

２．先 行 研 究 

ISO に関する研究は、非常に多岐に渡り、また多く

の研究者が様々な視点から注目をし、研究がなされて

いる。一方、AEO に関しての研究もいくつか存在はす

るが、まだまだ少ないのが現状で、かつ AEO そのもの

の品質管理マネジメントの構造そのものに焦点を当て

検証を行っている研究は、調査した限り無かった。多

くは、AEO の制度そのものが持つ仕組みや活用効果等

に注目してはいるものの、AEO 運営に関し、実務面か

らその構造や仕組みにおける根本的な課題等に対して

アプローチしているものは殆ど無い。 

 本研究の目的は、共に品質管理マネジメントの一手

法である ISO と AEO それぞれを比較研究することに 

より、それぞれの利点や抱えている課題等を洗い出

し、貿易・国際物流分野における品質管理マネジメ

ントシステムとして、両者が果たすべき役割と更な

る有効利用の為の方策について、提言を試みるもの

である。 

その理由として、ISO と AEO という共に品質管理

システムとして浸透している両者について、それぞ

れの優劣をつける事を目的とする事ではなく、実務

家の立場から、機能面において、どちらがより貿易・

国際物流分野に適合しているのか、両者の構造分析

を試みたいと思った。また、近年両者はその運営そ

のものが負担になっているという声も多く聞かれ

るが、特に ISO については、仕組みそのものの形骸

化が叫ばれている。構造分析を行う事により、その

要因を探り、少しでも解決策を探り、AEO 運営にも

役に立てる事が出来ないかと考えた。 

筆者自身も実業務の中で、これまで ISO と AEO

両方の運営に携わってきたが、同じ品質管理システ

ムにも関わらず、それぞれの運営において、全く違

う印象を抱いてきた。一言で言えば、AEO は、『「運

営」の為の運営』、ISO は『取り合えずの運営』であ

る。それぞれの温度差に違和感を感じつつも、その

要因は、両者におけるその仕組み自体の相違にある 

のではと疑問を抱いたまま放置してしまっていたが、

今回、本研究を通じ、果たして、それぞれの仕組みや

構造が、似て非なる品質管理システムを形成している

のかの解明をしたい。 

ISO と AEO そのものを品質管理マネジメントの視

点から比較検証を行い、研究・考察しているものは、

調査した限りにおいては存在していない。筆者自身、

長年 AEO 運営管理活動に従事しており、また、ISO に

もこれまで様々な場面で関ってきたことも有り、本研

究では、出来るだけ実務的な観点での考察を試みたい。 

３．研 究 内 容 

 構造分析を行うにあたり、両者の仕組みについて比

較研究の手法を採り入れる事とした。その為に、ISO と

AEO の両制度において、実務面で要求されている項目

や基準、また、認定・認証後に得られる便益や運営上

での課題点等、可能な限り様々な項目を洗い出し、そ

れぞれの比較検証を実施する事とした。そして、それ

ぞれ抽出した項目における検証結果について、考察を

行うことにより、制度上の課題等をあぶり出し、検討

をしていくこととした。 

第 1表 AEO制度と ISO制度の比較 
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４．考 察 

今回の研究結果より、ISO と AEO 両者の間におい

て、今回の研究結果より、ISO と AEO 両者の間におい

て、運用の仕組み自体については、基本的にいくつか

の共通点が見られるものの、まず大きな前提として、

民間認証と国家認定であるという点があり、その事が

それぞれの便益や運営形態に様々な影響を及ぼし、相

違点や課題を生んでいるのではないかと思われる。 

AEOは国家が認定するので、公的な便益を享受する 

事が出来るのだが、反面、様々な義務やペナルテ

ィ（罰則）等も課される事となる。そして、その

分、運営・管理についても厳しく実施する必要が

あり、その事が事業者によっては大きな負担とな

っている現状も浮かび上がってきた。 

一方の ISOは民間認証であり、公的な便益を享

受する事は出来ないが、その分、運用面において

は、AEOと比べ、ある程度フレキシブルに運営で

きるという点がある。しかしながら、現実的には

AEO と比べ、法的義務や大きなペナルティ等も特

段科される事なく、更に運営コストもかさむが為

に、運営が形骸化してしまいがちな点も事実であ

る。 

ただし、ISOの場合は、民間認証故に、一つの

ビジネスとして、市場を形成し易い。認証ビジネ

スとして、広く浸透しており、その事が ISOの仕

組みや運営に大きな影響を与えている。一方の

AEO には、その側面は見られない。AEO と ISO の

間には、国家と民間という違いに加え、営利ビジ

ネス化しているか否かという事も大きな相違点

を形成する要素となっていると思われる。 

両者の間には、品質管理の基本的な構造について

は、多くの共通点を擁していながら、公的メリッ

トの有無や発生コストの負担、営利・非営利等の

要素が、両者の運営意識において、大きな相違を

生んでいるのではないかと思われる。 

 企業として、ISOや AEOに対し、まず直接的メ

リットを求め、更にそれが収益につながることを

期待するのは当然の行為であり、効果が確認出来

なければ、運営自体そのものが負担となり形骸化

するのも当たり前であると言えよう。そうならな

い為に 

も、これまでとは違う視点から、それぞれが持つ

品質管理システムとしての意義を見つめ直すべ

きであろう。 

 筆者は、以前より特にソフト面に注目したロス

プリベンションの研究を行っているが、AEOの仕 

組みそのものが、ロスプリベンションを有効にする為

の仕組みそのものであると実務を通し実感するところ

である。また、この事は、ISO の仕組みをうまく活用

する事によっても、同様の対応が可能であると言える。 

５．提 言 

「内部管理」、「外部管理」両面において ISOや AEO は、

ロスプリベンションを行う上での十分な仕組みを兼ね
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備え、ともに品質管理の向上を目的とした制度ではあ

るのだが、現状の制度下においては、共にトラブルや

リスクに対する未然防止（予防処置）の仕組みよりも

事後の再発防止（是正処置）に対しての対応が明確に

求められている。 

そもそもそれぞれの制度自体を的確に運用する事が、

未然防止活動なのかもしれないが、現状では、明確な

規定も無いが為に、日常業務を通じロスプリベンショ

ンの行為自体を意識する事も少ないのではないか。だ

からこそ余計に、ロスプリベンションの効果を検証し、

ISO や AEO の運営そのものの意義を認識すべきであ

る。 

その為には、なにかしらの数値的指標を用いて検証出

来れば良いのだが、現実的には中々検証が難しいので

はないか。メリット等を感じる事も無く、特に ISO、

AEO の運営そのものが負担と感じている企業は、とも

に、ロスプリベンションの効果を社内検討してみて、

自社にとり本当に価値があるものなのかの検討が必要

だろう。 

具体的には、ロスプリベンションの前後の Fコストの

変動試算を行うことで、「経済的効果」を確認すること

が出来るだろう。この点については、実際にこれまで

の研究を通じ、その効果を確認する事は出来てはいる

が、どれ程効果が期待出来るのかは、企業の業務形態

や体制等により、当然異なってくる。 

そこで一度、ソフト面を中心とした Fコスト発生状況

の把握等、自社の自己診断・自己分析を徹底的に行い、

自社にとって、ISO や AEO 等の品質管理システムが果

たして本当に必要か、有効なのかどうかの検討をした

上で、企業特性に合わせた使い分けが重要かと思われ

る。 

６．ま と め 

これまでのまとめとして、AEO の場合は、業務上、

公的メリットを必要とした上で、通関業務を中心とし

た品質工程を構築をする場合には最適かと思われる。

そして、大きなコストは発生しない代わりに、厳しい

管理に対応出来る社内体制を構築・維持出来るかどう

かよく検討する必要がある。 

対して、ISO の場合は、社内環境から公的メリットは

特段不要であり、更に、幅広い範囲での品質工程を構

築したい場合には適切な選択かと思われる。AEO と比

べ、仕組み作りもある程度フレキシブルに運営するこ

とも可能であろう。ただし、コストはそれなりに発生

するので、どうしても、この仕組みを導入しないとビ

ジネスに支障がある場合を除くと、形骸化していく恐

れがあるので注意が必要である。 

更に、AEO と ISO の相互利用も検討の一つである。互

いに「内部管理」、「外部管理」という仕組みを有して

いるが、例えば、現行の AEO の仕組みでは対応が難し

い業務等について ISOの仕組みを用いてカバーするこ

とも検討の一つである。また、その逆も同様である。

ISO は、部門毎、工程毎での認証が可能なので、AEO

でカバーし切れない部分について、ポイントでの対応

を検討してみるのも良いだろう。要は、互いの仕組み

の良い部分を活かして、相乗効果を発揮させる仕組み

作りが肝要である。ただし、二重管理には大きなリス

クを伴う事もあるので注意が必要だ。 

今回 AEO と ISO の比較検証を行ったが、流行りだ

からとかの理由等でなんとなく認定・認証を受けるの

ではなく、それが企業にとり、どれ程の経済効果を与

えるのか、様々な角度から検証した上で、果たして自

身にマッチするのか見極めることが重要である。 
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