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記事１．JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則
業務二部長

今川

博

これまで、品目セクター別に非特恵原産

72 類と第 73 類の二つの類にまたがって分

地規則の分析･紹介を行ってきました。今回

類されるのに対し、その他の卑金属になる

は特定品目分野としては最後になりますが、

と第 81 類で一つの項（タングステン等）
、

第７章として HS 第 15 部（第 72 類～第 83

一つの（1 ダッシュ）号（クロム等）に分類

類）卑金属及びその製品を取り上げます。

されるものまであります。したがって、単な
る分類変更は金属製品を横断的に規律する

第7章

卑金属及びその製品 （HS

基準にはなりにくく、関税分類そのものに
手を加えた上でのスプリット項、スプリッ

第 72 類～第 83 類）

ト号変更基準が散見されることが特徴とし

本章で取り上げる卑金属及びその製品は、
HS 第１5 部(第 72 類から第 83 類まで)に分

て挙げられます。

１．米国の卑金属及びその製品における

類される物品で、
「卑金属」とは、鉄鋼、銅、
ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、

非特恵原産地

タングステン、モリブデン、タンタル、マグ
ネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、

（１） 実質的変更に係る判例法･事前教示

チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガ

事例

ン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バ

卑金属及びその製品における税関の判定事

ナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウ

例として、アルミニウム箔及び手工具の２

ム、ニオブ、レニウム及びタリウムを含み

事案を取り上げます。

（第 15 部の注３）
、第 72 類から第 76 類ま
で及び第 78 類から第 81 類までの各々には、

①

アルミニウム箔事案：

2020 年 4 月 6

卑金属の塊、棒、線、シート等の物品並びに

日付、HQ H302201 OT:RR:CTF:FTM

これらの製品を含みます。ただし、卑金属製

H302201 TSM

のある種の特殊な物品は、その構成金属に

《事実関係》

関係なく第 82 類又は第 83 類（これらの類

本件はアルミニウム箔に係る事案である。

は特殊な物品に限る。）に属します。

A 社はドイツから特定のアルミニウム箔を

本編で取り上げる卑金属・同製品は、HS

輸入する予定である。米国への輸入後、ア

が関税徴収及び貿易統計作成を主目的とし

ルミニウム箔は食品、医薬品又は技術製品
の包装として使用される。例えば、これら

て策定されていることから、多用途に使用

のアルミニウム箔材料は、ブリスター･パ

され貿易量の大きい鉄鋼及び鉄鋼製品は第
1

ッケージ（ベース或いはリディング）又はパ

二重巻付工程は、アルミニウム箔の 2

ウチを作成するために使用され得る。

枚のシートを貼り合わせ、作業ロール
を通す。言い換えれば、A 社は金属の

輸入されたアルミニウム箔は、20μm か

2 つのコイルをミルに供給し、同時に

ら 90μm までの様々な厚さにあり、塗布或

作業ローラーを通過させる。二重巻付

いはラッカー仕上げ、被覆又はそのまま（

工程の後、アルミニウム箔はそれぞれ

塗布も被覆もなし）のこともある。対象と

二層のホイルとして 2 つのコイルに巻

なるアルミニウム箔は、中国原産のホイー

き付けられ、最終的に二層コイルが４

ルストックからドイツにおいて注文に応じ

つの単層コイルに分離される（顧客の

た厚さでロールされる。変換プロセス（例

注文次第でそれ以上の分離もありえる

えば、塗布又は被覆）はドイツでも行われる

。）。

。本件アルミニウム箔の製造工程の詳細は

アルミニウム箔は、圧延工程で硬化さ

、以下のとおりである。

れるため、材料を更なる使用及び加工

A 社は、中国原産のアルミニウム箔を

に耐えるように軟化させるためのアニ

ドイツに輸入し、アルミニウム箔の生

ーリングが必要となる。金属を軟化さ

産に使用する。申請人は、ホイールス

せることに加えて、アニーリング工程

トックは、アルミニウム箔の製造に使

は、圧延の結果として箔に残された潤

用される粗原料であり、加工せずにそ

滑油を除去するという利点も有する（

のままの状態では消費材として直接的

これは、後続の変換工程の中で塗布及

に使用するには適していない旨主張す

び積層の接着を助長する）。

る。

2019 年 7 月 8 日付、申請者書簡による

ホイールストック材料がドイツの工場

と、圧延工程及びアニーリングによる

に到着すると、必要に応じて中間的な

アルミニウム箔の生産はサーモメカニ

焼き戻し（以下「アニーリング」又は「

カル工程であるため、金属及び合金の

アニーリング工程」という。）が行われ

化学組成に影響を与えないと述べてい

る。この単純な焼き戻しは、圧延のた

る。また、ホイールストック材料の全

めに材料を完全に柔らかくすることを

体的な化学組成は箔の圧延工程中には

意図している。場合によって、このス

変わらないが、製品及び顧客の要求に

テップはホイールストックの供給者に

応じて、アルミニウム箔の微細構造は

よって行われることもある。

圧延及びアニーリング工程によって大

材料が柔らかく焼き付くと、ホイール

きく変化する旨述べている。

ストックは、ローリングミルで圧力が

冷間圧延は、粒子を平面化し（すなわ

加えられて、作業ロールと呼ばれる金

ち、典型的な転位/亜結晶粒構造を形

属ロールへの工程を経る。これは冷延

成し）、特定の圧延組織を生成し、更

工程で、アルミニウム箔が薄いゲージ

に粒子の分子を粉砕し、整列させる。

（厚さ）に達すると材料はより破れや

圧延工程に続くアニーリングは、圧延

すくなり、破損を避けるために二重に

された材料を変形/改変された粒子構

巻かれる。

造の再結晶化を促進する温度に加熱し
2

、それによって化学組成に影響を与え

間圧延工程の後に鉄鋼製品の延性は回復さ

ることなく、材料の柔軟性と延性を回

れる。アニーリングは、冷間圧延された鉄

復することを含む。合金組成に加えて

鋼の変形エネルギーを緩和し、鉄鋼をより

、粒子（サイズ、サブ構造及びテクス

強くすることはないが、より延性を強くし

チャ）及び分子（構成成分及び分散分子

、形成を可能にした。この工程は鋼中の炭

）の微細構造要素が材料の性能を制御

素と窒素の分布に影響を与えたが、アニー

する主要な要因である。

リングは実際の化学組成と鋼の容積を変え
なかった。それにもかかわらず、フェロス

こうして仕上げられたアルミニウム箔

タール判決における国際貿易裁判所は、強

は、米国に出荷されるか、塗布、ラッ

度と延性が鉄鋼の重要な特性を構成し、ア

カー仕上げ又は積層によってさらに加

ニーリングが、その工程によって与えられ

工（変換）される。

た鉄鋼の強度及び延性に適合する用途に使

《適用される法令及び分析》

用可能としたことによって、鉄鋼の特徴に
大きな影響を与えたと判示した。同様に、

米国税関規則第 134 条（19 C.F.R.§134）

国際貿易裁判所は、ガラスの強度を高める

は、合衆国法典第 19 巻第 1304 条の原産国

ために板ガラスを加熱し、急速に冷却する

表示要件及び例外の実施規定である。米国

工程（「焼き戻し（tempering)」）が「名称

税関規則第 134.1(b) は、｢原産国｣を｢米国

、用途、性能特性、及び関税分類」におい

に持ち込まれる外国産の製品が製造、生産

て異なる新たな商品をもたらしたと判示し

又は生成した国であり、他の国において製

ている（ガーディアン・インダストリーズ

品に加えられた作業又は材料は、[原産地

社対合衆国判決、3 CIT 9、16 (1982 年))。

表示規則の観点から]その国を原産国にす
るためには実質的な変更が行われなければ

2001 年 8 月 10 日付、ニューヨーク教示

ならない」と定義している（19 C. F. R.§

事案書簡 H84171 では、熱間圧延されたス

134.1(b)）。実質的変更は、製造工程の結果

テンレス鋼のコイルから冷間圧延によって

として、当該製造工程以前の物品又は材料

製造されたフラットロール・ステンレス鋼

が当初有していた名称、特性又は用途と異

が取り上げられた。製造工程には、コイル

なった、新たな、かつ、別の物品が生じる

の厚さを 3~4mm から 0.25~2mm に縮める

ことである（合衆国対ギブソン･トムセン判

冷間圧延と、それに必要な成形性を与える

決、27 C.C.P.A. 267 (C.A.D. 98) (1940)、テ

ためのアニーリングが含まれていたところ

キサス･インスツルメンツ対合衆国判決、69

、これらの作業は、実質的変更を構成する

C.C.P.A. 142, 681 F.2d 778 (1982)）。

ものと決定された。その判断における分析
において、米国税関は、冷間圧延工程が鉄

フェロスタール･メタル社対合衆国判決（

鋼の厚さを 50％から 60％も著しく縮小さ

664 F. Supp. 535（Ct. Intl. Trade 1987））に

せることにより、冷間圧延されたフラット

おいて、国際貿易裁判所は、鉄鋼のアニー

ロール鋼の物理的及び機械的な特性を変更

リング工程は、冷間圧延された鉄鋼製品を

させ、したがって実質的変更テストを満た

実質的に変更するとした。すなわち、鉄鋼

したとの 1987 年 9 月 21 日付 HQ 080277 事

を高温で加熱した後に水又はその他の方法

案及び 1991 年 8 月 7 日付 HQ 089538 事案

で当該鉄鋼を急速に冷却することによる冷
3

に準拠した。さらに、2013 年 8 月 12 日付

証拠に鑑み、ドイツで行われた複雑で、高価

HQ 242034 事案において、米国税関は、フ

な、長時間を要する冷間圧延及び再結晶性

ェロスタール事案に沿って、鉄鋼へのアニ

アニーリング作業は、ホイールストックを

ーリング工程が冷間圧延作業の後に当該鉄

新たな、著しく高価な、異なる名称、特性及

鋼を高熱で加熱し、急激に冷却することで

び用途を持つ物品への実質的に変更したと

鉄鋼製品の延性が復元され、グリーンパイ

判断する。したがって、原産国表示のために

プに冷延仕上げをしたステンレス鋼のパイ

は、本事案に係るアルミニウム箔の原産国

プに新たに実質的変更が生じたと判断して

はドイツである。

いる。

②

本件を分析するに当たって、本件で行わ

手工具

1996 年 5 月 24 日付、HQ

559782

CLA-2 RR:TC:SM 559782

MLR

れた冷間圧延及び再結晶性アニーリング
（焼き戻し）工程は HQ 080277 事案、HQ

《事実関係》

089538 事案、NY H84171 事案及び HQ
H242034 事案における論点と類似している

H 社は、米国で表面処理及び工業用手工

ことを認める。本件においては、これらの作

具を生産している。本事案の手工具は、湾

業がアルミニウム箔の生産に使用される粗

曲されたステンレス鋼の職人用のこて、カ

原料であるホイールストックの物理的及び

ッターナイフ、及びポールサンダー（柄付

機械的な特性を変更させ、粗原料から新た

きの紙やすり用具）である。H 社は、

な、かつ、著しく高価な物品へと完全に変更

NAFTA 構成国以外の国から輸入される特

されている。特に、冷間圧延工程はアルミニ

定部品以外はすべて米国原産の部品を使用

ウムの厚さを最大 98％まで著しく縮小する

している旨主張する。また、H 社は輸入部

とともに、表面特性、品質及び外見を変更さ

品供給者と直接取引しているため、輸入部

せた。フェロスタール事案と同様に、圧延工

品の原産地について情報提供を受けている

程に続くアニーリングは、圧延された材料

旨述べている。

を変形/改変された粒子構造の再結晶化を

本件こては、湾曲した刃を有する乾式壁

促進する温度に加熱し、それによって化学

用こてで、乾式壁の隙間を埋めるために使

組成に影響を与えることなく、材料の柔軟

用される。本件こては、米国原産である輪

性と延性を回復することを含んでいる。

郭付きグリップと平らな側面を備えた堅木

《税関の決定》

のハンドル、ステンレス鋼のこて板、7 つ
のねじ付きスタッド、1 つのナット、及び

したがって、本事案における再結晶性ア

輸入された軽量アルミニウム合金フレーム

ニーリング工程は、箔の原子構造の再構成

で構成される。米国においては、ステンレ

を引き起こし機械的な性質を変更させ、固

ス鋼材料を平面にした上で、こて板の大き

有の、特別に企図された性質を持つ物品に

さに切断される。スタッドは、輸入された

変更させる。アルミニウム箔はホイールス

ハンドル･フレームの穴に対応する位置の

トックに比較して数倍の価値を有し、食品、

プレートに溶接される。こて板は湾曲され

医薬品又は技術的な物品の包装に使用され

、フレーム及び板は、ねじ付きスタッドに

る。上記の事例との整合性及び提出された
4

フレームを押し込むことによって確実に結

ーは、次の 11 個の部品から構成される。

合される。この組立作業は、こて板の湾曲

米国原産であるポール、ゴムパッド、2 つ

した形状を維持する金型を用いた機械的な

のウィング･ナット、2 つの紙やすり締め具

弾み車によるプレス機で行われる。最終的

、1 つのロールピン、2 つのネジ付きピン

に、木製のハンドルがフレームにナットで

、輸入された研磨用のベース、及び輸入さ

取り付けられる。

れた軸受けアセンブリ。組立てはロールピ
ンで研磨用のベースに軸受けアセンブリを

本件カッターナイフは、手のひらに合うよ

取り付けることで行われる。2 本のネジ付

うに設計されている 3 ポジションの上部ス

きピンは研磨用のベースに押し込まれ、空

ライド式のものである。それはダイキャス

気制御式プレス機によって、ネジ付きピン

ト（金型鋳造）アルミニウム合金構造で、押

を締め具で研磨用ベースの穴に固定する。

しボタンでの上部スライド式の刃渡り調整

2 つの紙やすり締め具は、ネジ付きピンの

ができ、２カ所の切断/刃の部位を有する

上に取り付けられ、2 つのウィング･ナット

。側面ネジは取り外しが可能で、刃の交換

で固定される。ゴムパッドは、手作業で、

、格納部分への刃の格納を可能にしている

サンダー板の底部に取り付けられる。ポー

。本件ナイフは、乾式壁、床材、屋根材の

ルは、サンダーのヘッド･アセンブリと一

切断、及び通常の切断に使用される。カッ

緒にカートンに余裕を持って詰め込まれる

ターナイフは 6 つの部分品から成る。ナイ

。

フの本体は、左右の鋳造物で実際には 2 つ

《適用される法令及び分析》

の部分品であり、単一の部品として輸入さ
れる。他の部品はすべて米国原産であり、

原産国表示の適用において、輸入された

ナイフの刃、刃の外装、親指ボタン、及び

物品の実質的変更は当該物品が米国内での

ネジである。米国における組立ては、鋳造

製造において使用され、輸入された物品と

物の一つを刃の外装と親指ボタンとともに

は異なる新たな名称、特性又は用途を持っ

空気制御による組立機で保持され、これら

た物品になったときに生じる。もし実質的

の部品を一緒に湾曲させた後、プレス機を

変更が生じたならば、当該製造者が当該輸

用いてブレードを外装の中に挿入し、他の

入された物品の「最終的な購買者」であり、

本体の半分を上乗せし、自動ネジ締め器で

当該輸入された物品は表示義務を免れ、原

ネジ締めを行う。

産国表示は単に最も外側の容器に施されれ

本件ポールサンダー（柄付きの紙やすり用

ばよいこととなる（連邦規則集第 19 巻第

具）は、床の位置に居ながら天井や壁をや

134.35 条参照）。一方、もし米国内での製造

すり掛けするために用いられる。これは、

又は取付工程が単に軽微なもので輸入され

ダイキャスト（金型鋳造）アルミニウム･ヘ

た物品の性質をそのまま残していた場合に

ッドに発泡ゴムのやすり用のパッドが配置

は、実質的変更は生じておらず、輸入された

され、その下に紙やすりが取り付けられる

物品には適切な表示が付され、消費者が原

。そして当該ヘッドはサンダーのヘッドに

産国を知り得るようにしなければならない

2 つの締め具によって固定される。標準的

（ユニロイヤル社対合衆国判決、542 F.

なアクメねじを備えた 48 インチの堅木棒

Supp. 1026, 1029 (CIT 1982), aff'd, 702 F.2d

は、軸受けにねじ込まれる。ポールサンダ

1022 (Fed. Cir. 1983)）。
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申請者は、輸入された部品が米国原産の

カッターナイフに関しては、本体を形成す

部品と組み立てられ、こて、カッターナイフ

る二つの部品を除いてすべての部品が米国

又はポールサンダーとして実質的に変更さ

産である。申請者が引用する米国税関教示

れたため、H 社が当該輸入された部品の最

事例においては、本件のような金属カッタ

終的な購買者であると主張する。その根拠

ーナイフの原産国表示を検討したものでは

として以下の米国税関教示事例が引用され

なく、米国税関は申請者が主張するような

ている。

教示を発出したとはいえない。すなわち、本
件においては、国産部品と共に組み立てら

輸入されたサイドプレートを米国原産の

れたことで、輸入された鋳造部品はカッタ

ローラー、ブッシング、ピンと共に組み

ーナイフへと名称を変更する。同時に、輸入

立てたローラーチェーンは、原産国表示

された部品はその特性をも変えている。輸

の適用においてサイドプレートから実質

入された鋳造部品とその他の国産部品との

的に変更されたとする 1977 年 5 月 4 日

米国内での組立てこそが、刃を使用可能な

付、本部教示書簡 (HRL) 707286 。

又は安全な位置に露出させ、格納し、予備の

リベットで留めることで駆動装置及び側

刃も内蔵するというナイフのエッセンスを

面をカッターコンポーネントに組み立て

創出している。さらに、二つの輸入部品はカ

ることは、一般特恵制度の適用において

ッターナイフの本体を形成するとはいえ、

すべての部品がのこぎりのチェーンに実

それらの部品がカッターナイフの製品とし

質的に変更されたとする 1978 年 10 月 26
日付、本部教示書簡（HRL）C.S.D. 79-312。
プラスチック製のハンドル、電極ブレー

ての本質的なエッセンスを現しているとは
いえない。[刃はカッターナイフの使用に必
要であるが、この種の金属カッターナイフ

ド、コード及び端子ソケットは、原産国

にとっては、刃も本体も単独ではカッター

表示の適用において使い捨て可能な電気

ナイフの本質的なエッセンスを付与するも

メスに組み立てられたときに実質的に変

のではないと認める。]。したがって、輸入

更されたとする 1978 年 10 月 27 日付、

された鋳造部品は米国において実質的に変

本部教示書簡（HRL）709321。

更され、H 社はこれらの部品の最終的な購

バルブ本体、アダプタ及びファスナーは

買者であると認める。

、原産国表示の適用において米国産のボ
ール、シート、ステム、ハンドル、ファ

こて及びポールサンダー（柄付きの紙やす

スナーと共に組み立てられる場合には実

り用具）については、こてが輸入されたフレ

質的に変更されたとする 1990 年 1 月 30

ームを、ポールサンダーが輸入された研磨

日付、C.S.D. 90-51。

用のベース及び軸受けアッセンブリーを使

カミソリのハンドルとノブ・アセンブリ

用しているほか、他のすべての部品は米国

は、原産国表示の適用において、米国の

原産である。申請者は 1992 年 9 月 17 日付、

カミソリの頭部とカートリッジのサブア

本部教示書簡（HRL）734521 を引用してい

センブリと共に組み立てられた時にその

ないが、同書簡の決定は本事例の参考とな

特性を失ったとする 1990 年 7 月２日付

りうる。

、本部教示書簡（HRL）733171。

同書簡（HRL）734521 において、税関は、
台湾から輸入された万力のハンドルは、
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米国原産の万力部品、すなわち万力本体、

同様に、1990 年 8 月 10 日付、本部教示

可動顎体、表裏使用可能な顎体板、ナッ

書簡（HRL）733196 において、税関は個々

ト、ボルト、維持用の環、ボルトサポー

の部品の製造コストを比較した上で輸入

ト及びスラスト軸受けに、単に付け加え

されたつめ車のハンドルが実質的に変更

られたにすぎないと判断した。

したと決定した。その理由として、米国

同書簡において、二つの判例が特に参考

製のつめ止めとその部品は「最終製品の

になるとして引用されている。すなわち、

本質的なエッセンス」であるからとした。

合衆国対ギブソン･トムセン社判決（27

こてについては、輸入されたフレームは米

C.C.P.A. 267 (1940)）及びユニロイヤル社

国製のこて板に取り付けられた時にその性

対合衆国判決である。ギブソン･トムセン

質を失ったものと認められた。なぜならば、

判決において、裁判所は、輸入された木

こて板こそが乾式壁の隙間を埋めるために

製のブラシの塊及び歯ブラシのハンドル

使用する重要な部品であるためである。そ

が米国において剛毛が挿入される場合に

れゆえに、H 社は輸入されたフレームの最

は、材料それ自体としての性質を失い、

終購買者である。

新たな名称、特性及び用途を持った新た
な物品となる旨判示した。

しかしながら、ポールサンダーについては、

一方、ユニロイヤル判決では、輸入され

研磨用のベースと軸受けアッセンブリーが

た靴の甲は「完成品としての靴のエッセ

枢要な部品であって、それらがポールサン

ンス」であり、実質的変更はなかった旨

ダーの天井や壁の研磨を可能にしていると

判示した。

認める。研磨用の堅固なベースなしに紙や

これらの判例に従って、本部教示書簡

すりは研磨機能を果たすために平面かつ固

（HRL）734521 は、輸入された万力のハ

定した状態を維持できない。さらに、サンダ

ンドルは米国に輸入された後に実質的に

ーの軸受けの動作は固定式のものとは対極

変更されたものと判断している。万力の

に、特に天井の研磨を可能としている。した

ハンドルはその他の万力の部品に比較し

がって、研磨用のベース及び軸受けアッセ

て重要性が低く、枢要な部品は米国産の

ンブリーは実質的変更が生じているとはい

万力の本体及び顎体である。

えず、H 社はこれらの部品の最終購買者で

本決定は 1990 年 11 月 9 日付、本部教示

はない。 この結論は、米国製部品はポール

書簡（HRL）733804 に基づくものでもあ

サンダーの価額の 50％以下でしかないとい

り、同書簡において税関は、米国産のハ

う事実からも支えられる。加えて、ゴム製パ

ンドルを輸入されたほうきのヘッド部分

ッドは、紙やすりを詰め込み、締め具が紙や

に取り付けることは当該ヘッドを実質的

すりを固定するのに必要であるが、ゴムパ

に変更させることにならず、当該ほうき

ッドは剥がされ、交換されるが、研磨用のベ

のヘッド部分は「最終製品の重要な要素」

ースの堅固さと軸受けの動作がポールサン

として原産国が表示されなければならな

ダーを機能させるといえる。さらに付言す

い旨決定した。これは、「外国製のハン

べきは、サンダーを天井用に使用させるそ

ドルか米国製のハンドルのどちらと組み

の他の部品として柄があるが、前述のとお

立てられたか」については、単なる事実

り、どのような標準的な柄であっても使用

関係を述べているに過ぎない。

可能である。
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また、H 社は輸入部品のサプライヤーと

となる素材（変更前）のうち使用を

直接に取り引きし、それらの部品を輸入し、

不可とする物品を特定する方法と、

輸入部品の最終購買者であり、当該輸入部

②

品の原産国を知らされていると主張する。

同一の号に属する種々の物品（変更
後）への変更前の素材の形状を特定

さらに、合衆国法典第 19 巻第 1304 条

する方法

(a)(3)(H)及び連邦規則集第 19 巻第 134.32
条(h)により、H 社は輸入部品が輸入される

があります。

際に外装への原産国表示は求められないと

①

主張する。

第 8101.99 号に分類される次の物品
（同号に分類される材料からの変更

《税関の決定》

を含む。
）への変更：管（パイプか
らの変更を除く。
）
、パイプ（管から

提供された情報に基づき、輸入されたカ

の変更を除く。
）
、管用継手（管又は

ッターナイフのハンドル本体の部品及び輸

パイプからの変更を除く。
）
、ケーブ

入されたこてのフレームは米国において実

ル・撚りをかけた線・被覆したひ

質的に変更されたものと認める。それゆえ

も、単なる焼結によって得られるも

に、H 社は輸入されたハンドル本体部品及

の以外の棒（単なる焼結によって得

び輸入されたフレームの最終購買者である。

られるもの以外のロッド又は形材か

したがって、H 社が本件輸入に係る状況に

らの変更を除く。
）
、単なる焼結によ

基づいて外国部品の原産国を知り得たとの

って得られるもの以外のロッド（単

書面による証拠が輸入時に港湾税関官署に

なる焼結によって得られるもの以外

提出されることを前提として、カッターナ

の棒又は形材からの変更を除く。
）
、

イフの外国製ハンドルの本体部品及びこて

形材（単なる焼結によって得られる

の外国製フレームが輸入される容器の外装

もの以外のロッド又は棒からの変更

は、合衆国法典第 19 巻第 1304 条(a)(3)(H)

を除く。
）
、板（シート又はストリッ

及び連邦規則集第 19 巻第 134.32 条(h)の規

プからの変更を除く。
）
、シート（板

定によって原産国表示を免除され得る。

又はストリップからの変更を除

（２） NAFTAマーキング・ルール

く。
）
、ストリップ（シート又は板か
らの変更を除く。
）
、はく（シート又

カナダ又はメキシコから輸入される卑金

はストリップからの変更を除く。
）
、

属及びその製品の原産国表示のために適用

又は

される原産地規則は、関税分類変更基準及
びそのフォーマットを利用した加工工程基

②

第 8101.99 号の他の物品への単なる

準が適用されます。フォーマットを利用し

焼結によって得られるもの以外の棒

た加工工程基準とは、例えば、以下のよう

或いはロッド、形材、板、シート、

に

ストリップ或いははく、又は他の号

①

の物品からの変更。

同一の号に属する異なる形状の物品
（変更後）を指定し、当該変更の基

第 72 類から第 81 類までの物品に適用さ
れる品目別規則の基本原則の要旨は、下表
8

のとおりです（詳細は別添１を参照してく

される拘束力のある品目別規則は、第 72

ださい。
）。

類、第 73 類及び第 82 類の約半数に適用さ

卑金属の形状
合金
精製
くず
フレーク
粉
板
シート
ストリップ
はく
棒（単なる焼結
によって得られ
るもの以外）
形材

線
管
パイプ
管用継手
ケーブル

その他

れる品目別規則、並びに当該類の類注及び

原産性を付与する加工工程

類別レジデュアル・ルールです。その概要

等

は以下のとおりです。

他の形状からの変更
他の形状からの変更
号変更（くずが生じること）
で原産性を付与
他の形状からの変更
他の形状からの変更
シート、ストリップ以外の形
状からの変更
板、ストリップ以外の形状か
らの変更
シート、板以外の形状から
の変更
シート、スプリット以外の形
状からの変更
単なる焼結によって得られ
るもの以外のロッド又は形
材からの変更は不可
単なる焼結によって得られ
るもの以外のロッド又は棒
からの変更は不可
他の形状からの変更
パイプ以外の形状からの
変更
管以外の形状からの変更
管、パイプ以外の形状から
の変更
単なる焼結によって得られ
るもの以外のロッド又は形
材からの変更は不可
一般的に、他の形状から
の変更

法的拘束力のある規則
第 82 類（卑金属製の工具、道具等）のプライマ
リー・ルール：

ブランクから製造された物品又

は部分品
(a)

HS 通則２（a）の適用によって完成した
物品又は部分品と同じ項、号又は分類細
分に分類されるブランクから製造された
物品又は部分品の原産国は、すべての作
業を行う角、表面 及び部分が最終的な形
状および寸法に仕上げられた国とする。
ただし、当該ブランクが輸入された時の
状態が、
（i）

それ自体では機能せず、

（ii）

当初の圧縮成形作業或いは鍛造プ
ラッター又は鋳型からの材料の取
り出しに係る作業を超えるもので
はないことを条件とする。

(b)

上記（a）の基準が満たされない場合、
原産国はこの類のブランクの原産国とす
る。

第 72 類（鉄鋼）の注
この類の規則の適用において、単なる切

２．EU の卑金属及びその製品における非

断による関税分類の変更は、原産性を付
与する行為とはみなさない。

特恵原産地

第 73 類（鉄鋼製品）の注

EU 関税法典第 60 条は委員会委任規則

第 7318 項においては、形状への研磨、

（EU）第 2015/2446 号第 32 条、第 33 条

熱処理及び表面加工処理を行わない単な

及び附属書 22-01 により実施されます。第

る構成部品の取付けは、原産性を付与す

72 類から第 83 類までに分類される卑金属

る行為とはみなさない。

及びその製品に関し、附属書 22-01 に規定
9

第 72 類、第 73 類、第 82 類のレジデュアル・ル

卑金属

原産性を付与する加工工程等

の形状

ール
プライマリー・ルールの適用によって原

その他

他の類型からの変更

産国を決定できない場合、当該物品の原
産国は、使用された材料のうち価額にお

第 82 類（卑金属製の工具、道具等）

いて最大部分を占める材料の原産国とす

は、第 8202.31 号のサーキュラーソーのブ

る。

レード（切開き用又は溝彫り用ののこぎり
のブレードを含む。
）
、第 8207 13 号の削岩

下表は、第 72 類(鉄鋼)及び第 73 類(鉄鋼

用又は土壌せん孔用の工具などの若干の品

製品)に適用される品目別規則の要旨をま

目を除き、部品からの組立てを実質的変更

とめてみました。鉄鋼及び鉄鋼製品は関税

としません。したがって、粗原料からの加

分類も商品の数に対応して相当細分化され

工が必要となり厳格な規則となってしまい

ていますので、詳細は別添２の品目別規則

ますが、ブランク･ルールによって工具等

表で確認してください。

に分類される素材の仕上げ加工によって原
産性を付与することを容認しています。

第 72 類(鉄鋼)及び第 73 類(鉄鋼製品)に適用され
る品目別規則(要旨)
卑金属

法的拘束力のない規則

原産性を付与する加工工程等

鉄、鉄鋼及び卑金属製の工具、道具等以外

の形状
他の類型からの変更

の卑金属及びその製品に対しては、法的拘

重量比で純度 99.94％以上の鉄（ラン

束力がものの実務上の目安として WTO 調
和非特恵原産地規則の EU 案が適用されま

粉

プ、ペレットその他これらに類する形状）
への変更
くずが製造又は加工若しくは消費から
生じた国。
他の類型からの変更

棒

他の類型からの変更

類の銅以下に適用される品目別規則には製

合金
精製

くず

フラッ
トロー
ル

熱間圧延：他の類型からの変更

形鋼

熱間圧延：フラットロール以前の

す。
高度に製品化される鉄鋼を除くと、第 74
品の形状に応じて類型化されたルールが適

冷間圧延

用されます（下の総括表：
「第 74 類(銅)から

クラッド

第 81 類(その他の卑金属)までの卑金属･製
品に適用される品目別規則」参照）
。これら

類型からの変更。

線

冷間圧延

のルールは、NAFTA マーキング･ルールに

クラッド

適用される原産地規則での類型化を参考に

棒以外の類型からの変更

策定されたため、NAFTA マーキング・ルー

冷間圧延：棒からの変更可

ル原産地規則とのある程度の類似性が見ら

管

他の類型からの変更

管用
継手
ケーブ
ル

他の類型からの変更

れます。
第 74 類(銅)から第 81 類(その他の卑金属)までの
卑金属･製品に適用される品目別規則

他の類型からの変更
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共通ルール：

関税分類の変更が単に棒から線へ

卑金

の巻き付け又は線の棒への巻き戻

属の

しによる場合には、原産性を付与

形状

する行為とは認めない。
卑金
属の

板、シ
ート、

原産性を付与する加工工程等

形状
合金

精製

ストリ
ップ

銅：他の類型からの合金への変更、
又は黄銅、青銅、その他の合金相互
の変更
その他の卑金属：他の類型からの合
金への変更
銅：銅の含有量 99.85％以上又は銅
の含有量 97.5％以上、かつ、銅以外

はく

の元素の含有量が特定の限度を超
えない
ニッケル：ニッケルのマット又は焼結
した酸化ニッケル（第 75.01 項）への
変更で、ニッケルの含有量が 75％以

精製。所定の条件を満たしたときに
すずの重量が少なくとも 99％（第 80

（単なる焼結による変更は不可）。
鉛、第 81 類の形状：本類型に係る加

類号注１）である場合。
亜鉛：特定の精製に係る閾値は設定
されていない。
第 81 類：本類型に係る加工工程基

工工程基準の設定なし。

ト号 ex7601.10(a)）。

棒、
形状

鉛：所定の条件を満たしたときに鉛の
重量が少なくとも 99.9％（第 78 類の
号注 1）である場合。

線

準の設定なし。
くずが製造又は加工若しくは消費から生
じた国。
銅、ニッケル、アルミニウム、鉛：粉以
外の類型からの変更
亜鉛：粉、ダスト以外の類型からの変
更
第 81 類の卑金属：他の類型からの

管

銅、アルミニウム、亜鉛、すず、第 81
類：他の類型からの変更。
ニッケル：棒、形状以外の類型からの
変更。
鉛：本類型に係る加工工程基準の設
定なし。
銅、アルミニウム：他の類型からの変
更。
第 81 類：他の類型からの変更、又は
冷間形成による管用継手からの製
造。
ニッケル：管用継手以外の類型から
の変更。
鉛、亜鉛、すず：本類型に係る加工工
程基準の設定なし。

変更。
すず：本類型に係る加工工程基準の
設定なし。
粉

更、又は冷間圧延による製造。
すず：本類型に係る加工工程基準の
設定なし。
銅、アルミニウム、鉛：他の類型から
の変更。
亜鉛：板、シート、ストリップ以外の類
型からの変更。
第 81 類：板、シート、ストリップ以外

すず：第 8001.10 号の未精製すずの

アルミニウム：99.9％の精製（スプリッ

フレ
ーク

すず：本類型に係る加工工程基準の
設定なし。
銅：他の類型からの変更、又は冷間
圧延による製造。
アルミニウム、鉛：他の類型からの変
更。
ニッケル、亜鉛：はく以外の類型から
の変更。
第 81 類：はく以外の類型からの変

の類型からの変更、又は冷間圧延に
よる製造。
すず：本類型に係る加工工程基準の
設定なし。
銅、アルミニウム：他の類型からの変
更。
ニッケル、亜鉛、すず：線以外の類型
からの変更。
第 81 類（棒）：他の類型からの変更

下から 90％以上への変更。

くず

原産性を付与する加工工程等

銅、ニッケル、鉛、亜鉛、第 81 類：他

管用
継手

の類型からの粉への変更。
アルミニウム：他の類型からの粉へ
の変更、又は薄片状のものからの変
更或いはその逆を含む。
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銅、アルミニウム、第 81 類：他の類
型からの変更。
ニッケル：管以外の類型からの変更。

の原産地の認定基準）がすべての品目に対

卑金
属の

して一律に適用されます。項変更を原則と

原産性を付与する加工工程等

形状

する簡素な規則ですが、第 72 類から第 83
鉛、亜鉛、すず：本類型に係る加工工
程基準の設定なし。

ケー
ブル

その
他

類までの物品に適用されると場合によって
は同種の物品の変造に項変更が生じ、ある

銅、アルミニウム、第 81 類：他の類

場合には形状の異なる物品への変更に項変

型からの変更。
ニッケル、鉛、亜鉛、すず：本類型に
係る加工工程基準の設定なし。
（一般的に）他の類型からの変更

更が生じないことがあります。そのため、関
税法施行規則第１条の７において「単なる
切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包
装容器に詰めること」等をネガティブ･ルー

第 82 類（卑金属製の工具、道具等）の第

ルとして項変更が生じても原産性を与えな

82.08 項以降に分類される工具等について

いこととしています。一方、同規則で「税関

は、部品からの組立ては容認されず、粗原料

長が指定する加工又は製造」として項変更

からの加工が必要となりますが、ブランク･

が生じない場合であっても原産性を与える

ルールによって工具等に分類される素材の

加工工程を通達ベースで列挙しており、本

仕上げ加工によって原産性を付与すること

製品分野に適用が可能なのは、

を容認しています。

(ﾁ)

合金にすること

第 83 類（各種の卑金属製品）は、第 83.01

(ﾘ)

金属のくずから金属の塊の製造

項の卑金属製の錠等で電動式のもの及び ex

(ﾇ)

金属の板、シート又はストリップか

第 83.03 項(a)の卑金属製の金庫等の複雑な

らの金属のはくの製造

生産工程を要する物品についてのみ部品か

(ﾙ)

関税率表の・・・第 74 類から第 76

らの組立てが許容されます。その他の物品

頼まで又は第 78 類から第 81 頼まで

については、第 82 類の工具等と同様に、粗

に属する物品(インゴット、棒、線そ
の他同表の第 72.03 項、第 72.05 項

原料からの加工が必要となりますが、ブラ

から第 72.17 項まで、第 72.28 項又

ンク･ルールによって工具等に分類される

は第 73.01 項から第 73.26 項までに

素材の仕上げ加工によって原産性を付与す

掲げる物品の形状のものに限る｡)の

ることを容認しています。

製造(ただし、同表の第 72.03 項、第
72.05 項から第 72.17 項まで、第
72.28 項又は第 73.01 項から第 73.26

３．我が国の卑金属及びその製品におけ

項までにおいて鉄鋼を当該製造の
原料又は材料である金属に読み替

る非特恵原産地

えた場合において、当該製造前の物
品と製造後の物品とが同一の項に

我が国の非特恵原産地規則は、例外事由

属することとなる製造を除く｡)

を除けば、次の関税法施行規則第１条の７

が考えられます。上記の項目を EU の工程

（昭和 41 年大蔵省令第 55 号）及び関税法

リストに置き換えてみると、以下のとおり

基本通達 68-3-５（協定税率を適用する場合

です。この図から明らかなように、鉄鋼及び
12

鉄鋼製品の関税分類をベースにしているの

卑金属

で、他の卑金属に対して使用されない基準

の形状

があることも否めません。しかしながら、卑

ケーブ
ル

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 73.12

容器

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 73.09 項

金属･同製品に透明性があって横断的に適
用される基準が存在することは、利用者の

項》
- 第 73.11 項》

利便上、大きなメリットとなります。
その他
卑金属

原産性を付与する加工工程等

原産性を付与する加工工程等

の形状

他の類型からの変更（多くの場合に項
変更で達成）

第 82 類の卑金属製の工具、道具等及び第

合金

通達 68-３-５(4)(チ)で指定

塊、イ
ンゴット

通達 68-３-５(4)(リ), (ル)で指定

半製品

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 72.07

則に従えば部品から製品の組立てに対して

項》

は原産性を付与することになりません。ま

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 72.03

た、ブランク･ルールも設定されていないた

精製

83 類の卑金属製品については、製品と部品
が同一の項に分類されるため、項変更の原

項: 鉱物の直接還元による高純度の卑

くず
粉・粒

め、ブランクからの仕上げ加工についても

金属の製造》
くずが製造又は加工若しくは消費から
生じた国。（完全生産品定義を準用）

原産性が付与されず、常に粗原料からの加
工が求められることになります。

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 72.05
項》

関税法施行規則第１条の７

板、シー フラットロールの概念を適用
ト、

令第４条の２第４項第２号（特例申告書の記載

ストリッ
プ

事項等）に規定する財務省令で定める加工又は

はく

通達 68-３-５(4)(ヌ)で指定

棒

通達 68-３-５(4)(ル)で指定

フラット
ロール

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 72.08 項

製造は、物品の該当する関税定率法（明治 43 年
法律第 54 号）別表の項が当該物品のすべての
原料又は材料（当該物品を生産した国又は地域
が原産地とされる物品を除く。）の該当する同

– 第 72.12 項》
クラッド、めっき、被覆（項の

表の項と異なることとなる加工又は製造（税関

変更が生じる）

長が指定する加工又は製造を含む。
）とする。た

縦に切断することでの項変更は

だし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水

「単純な切断」となる可能性大
形鋼

漬けその他これらに類する操作、単なる切断、

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 72.16

選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に

項》
線

詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマ

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 72.17

ークを付け又はラベルその他の表示を張り付

項》
管

管用継
手

け若しくは添付すること、非原産品（一の国又

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 73.03 項
- 第 73.06 項》

は地域において生産された前条各号に掲げる

通達 68-３-５(4)(ル)で指定《第 73.07

物品及びこの条に規定する加工又は製造がさ

項》

れた物品以外の物品）の単なる混合、単なる部
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分品の組立て及びセットにすること並びにこ

いて、当該製造前の物品と製造後の

れらからのみ成る操作及び露光していない平

物品とが同一の項に属することと
なる製造を除く｡)

面状写真フィルムを巻くことを除く。
(5)

自国産以外の２種類以上の原料又は材料

関税法基本通達 68－３－５ （協定税率を適

(以下｢原材料｣という｡)を使用した製造に

用する場合の原産地の認定基準）

おいて、当該原材料の中に当該製造後の
物品に特性を与える重要な構成要素とな

協定税率を適用する場合における輸入物品の

るものとそうでないものとがある場合に

原産地の認定については、令第４条の２第４項、

おいて、重要な構成要素となる原材料か

規則第１条の６及び規則第１条の７によるも

らみて、当該製造が規則第１条の７に規

のとするが、これらの規定による用語の意義等

定する実質的な変更を加える加工又は製

については次による（ 関係する部分のみを抜

造（税関長が指定する加工又は製造を含

粋）。

む。
）に該当するときは、当該製造は規則
(2)

物品の生産が二国以上にわたる場合は、

第１条の７に規定する実質的な変更を加

令第４条の２第４項第２号及び規則第１

える加工又は製造（税関長が指定する加

条の７の規定を適用して原産地を決定す

工又は製造を含む。
）とみなすものとする。

るが、この場合、実質的な変更をもたらし、

基本通達の（5）は、一種のデミニミス規

新しい特性を与える行為を行った最後の

定と考えることができます。２種類以上の

国を原産地とするものとする。

非原産材料を使用した製造において、当該
(4)

規則第１条の７に規定する「税関長が指

非原産材料の中に当該製造後の物品に特性

定する加工又は製造」とは、次に掲げる製

を与える重要な構成要素となるものとそう

造とするものとする。
(ﾁ)

合金にすること

(ﾘ)

金属のくずから金属の塊の製造

(ﾇ)

金属の板、シート又はストリップか

でないものとがある場合において、重要な
構成要素となる非原産材料からみて、当該
製造が規則第１条の７に規定する実質的な
変更を加える加工又は製造（税関長が指定

らの金属のはくの製造

する加工又は製造を含む。
）に該当するとき

(ﾙ) 関税率表の第 71 類(貴金属に限る｡)、
第 74 類から第 76 頼まで又は第 78

は、当該製造は規則第１条の７に規定する

類から第 81 頼までに属する物品(イ

実質的な変更を加える加工又は製造（税関

ンゴット、棒、線その他同表の第

長が指定する加工又は製造を含む。
）とみな

72.03 項、第 72.05 項から第 72.17 項

すとしています。すなわち、最終製品として

まで、第 72.28 項又は第 73.01 項か

の特性を与える非原産材料に焦点を当てて、

ら第 73.26 項までに掲げる物品の形
状のものに限る｡)の製造(ただし、同

当該非原産材料が項変更等の規定を満たす

表の第 72.03 項、第 72.05 項から第

場合には、重要でない材料の関税分類変更

72.17 項まで、第 72.28 項又は第

に関わりなく、原産性を与えるというもの

73.01 項から第 73.26 項までにおい

です。

て鉄鋼を当該製造の原料又は材料
である金属に読み替えた場合にお
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別添 １

卑金属及びその製品に係る米国の品目別規則（NAFTA マーキングルール）

以下に、卑金属及びその製品に係る米国の NAFTA 地域からの輸入に適用されるマーキングの
ための非特恵原産地規則の品目別規則を掲載します（筆者による仮訳）
。

第 15 部: 第 72 類から第 81 類まで（卑金属及びその製品）
第 72 類：

鉄鋼

第 72 類の注：
第 72 類の品目別規則にかかわらず、熱間圧延されたフラットロールの鉄鋼が（冷間圧延工程により）冷間圧
縮されたものは、冷間圧延の鉄鋼が生産された国の物品として取り扱う。
7201-7206

第 7201 項から第 7206 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更。

7207

第 7207 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7206 項の物品からの変更を除く。
）

7208

第 7208 項の物品への他の項の物品からの変更

7209

第 7209 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7208 項又は第 7211 項の物品からの変更を除
く。
）

7210

第 7210 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7208 項から第 7212 項までの物品からの変更
を除く。
）

7211

第 7211 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7208 項から第 7209 項までの物品からの変更
を除く。
）

7212

第 7212 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7208 項から第 7211 項までの物品からの変更
を除く。
）

7213

第 7213 項の物品への他の項の物品からの変更

7214

第 7214 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7213 項の物品からの変更を除く。
）

7215

第 7215 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7213 項から第 7214 項までの物品からの変更
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を除く。
）
7216

第 7216 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7208 項から第 7215 項までの物品からの変更
を除く。
）

7217

第 7217 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7213 項から第 7215 項までの物品からの変更
を除く。
）

7218

第 7218 項の物品への他の項の物品からの変更

7219-7220

第 7219 項から第 7220 項までの物品へのグループ外の項の物品からの変更

7221-7222

第 7221 項から第 7222 項までの物品へのグループ外の項の物品からの変更

7223

第 7223 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7221 項から第 7222 項までの物品からの変更
を除く。
）

7224

第 7224 項の物品への他の項の物品からの変更

7225-7226

第 7225 項から第 7226 項までの物品へのグループ外の項の物品からの変更

7227-7228

第 7227 項から第 7228 項までの物品へのグループ外の項の物品からの変更

7229

第 7229 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7227 項から第 7228 項までの物品からの変更
を除く。
）

第 73 類：

鉄鋼製品

7301-7307

第 7301 項から第 7307 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更、又は
第 7307 項内での鍛造品やフランジ鍛造品の継ぎ手から商業用に準備された継ぎ手又はフランジ
への以下の工程による変更：
(a) 少なくとも次の一つの加工：
(1) 面取り；
(2) 管穴のネジ切り（threading of the bore）
；
(3) 中央部又は階段状の穴あけ（center or step boring）
；及び
(b) 少なくとも次の二つの加工：
(1) 熱処理；
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(2) 再圧印加工又はサイズ変更加工（recoining or resizing）
；
(3) 先細な穴あけ（taper boring）
；
(4) ガスケット表面以外の端又は表面の加工；
(5) ボルト穴のドリル加工；又は
(6) バーリング又はショットブラスト加工
7308

第 7308 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7216 項に分類される形鋼に加えられる以下の
加工の結果としての変更を除く。
）
：
(a) 穿孔、打抜き、切欠き、切断、キャンバー加工又はスウィーピング（個別又は組み合わせた
ものであるかを問わない）
；
(b) 複合構造にするための附属品の取付け又は溶接；
(c) 手持ち用に附属品の取付け；
(d) H 形鋼又は I 形鋼への溶接、接続器又は附属品の取付け。ただし、溶接、接続器又は附属品
の最大寸法が当該 H 形鋼又は I 形鋼のフランジの内側の表面間の寸法よりも大きくならない
ことを条件とする；
(e) ペイントの塗布、亜鉛メッキ又は何らかの被覆；又は
(f) 柱として使用できるものを作るための、単なる支持板の強化要素もなく、個別に又は穿孔、
打抜き、切欠き又は切断と組み合わせた取付け

7309-7314

第 7309 項から第 7314 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

7315.11-

第 7315.11 号から第 7315.12 号までの物品への他の項の物品からの変更、又は

7315.12

第 7315.11 号から第 7315.12 号までの物品への第 7315.19 号又は第 7315.90 号の物品からの変更
（HS 通則 2(a)による変更である場合を除く。
）

7315.19

第 7315.19 号の物品への他の号の物品からの変更

7315.20-

第 7315.20 号から第 7315.89 号までの物品への他の項の物品からの変更、又は

7315.89

第 7315.20 号から第 7315.89 号までの物品への第 7315.90 号の物品からの変更（HS 通則 2(a)によ
る変更である場合を除く。
）

7315.90

第 7315.90 号の物品への他の号の物品からの変更
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7316

第 7316 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7312 項又は第 7315 項の物品からの変更を除
く。
）

7317-7318

第 7317 項から第 7318 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

7319

第 7319 項の物品への他の項の物品からの変更

7320

第 7320 項の物品への他の項の物品からの変更

7321.11-

第 7321.11 号から第 7321.89 号までの物品への他の項の物品からの変更、又は

7321.89

第 7321.11 号から第 7321.89 号までの物品への第 7321.90 号の物品からの変更（HS 通則 2(a)によ
る変更である場合を除く。
）

7321.90

第 7321.90 号の物品への他の項の物品からの変更

7322-7323

第 7322 項から第 7323 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

7324.10-

第 7324.10 号から第 7324.29 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

7324.29

品からの変更

7324.90

第 7324.90 号の物品への他の号の物品からの変更

7325-7326

第 7325 項から第 7326 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

第 74 類：

銅及びその製品

7401-7407

第 7401 項から第 7407 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

7408

第 7408 項の物品への他の項の物品からの変更（第 7407 項の物品からの変更を除く。
）

7409

第 7409 項の物品への他の項の物品からの変更

7410

第 7410 項の物品への他の項の物品からの変更（厚さが 5mm に満たない第 7407 項の板、シート
又はストリップからの変更を除く。
）

7411-7418

第 7418.10 号の銅の家庭用に使用される調理又は加熱用機器（電化されていないもの）及びその
部品への同号の他の物品又は他の号の物品からの変更、又は
第 7418.10 号のその他の物品への同号の銅の家庭用に使用される調理又は加熱用機器（電化され
ていないもの）及びその部品又は他の号の物品からの変更、又は
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第 7411 項から第 7418 項までの他の物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。）の物
品からの変更。
第 75 類から第 80 類まで
第 81 類：

（省略）

その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

第 81 類の注：

くずは収集された国の物品とする。

8101.10-

第 8101.10 号から第 8101.94 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8101.94

品からの変更、又は
第 8101.10 号から第 8101.94 号までに分類される次の物品への同グループに分類される材料から
の変更：マット、塊。

8101.96

第 8101.96 号の物品への他の号の物品からの変更（第 8101.99 号の単なる焼結によって得られる
もの以外の棒・ロッド、形材、板、シート、ストリップ又ははくからの変更を除く）

8101.99

第 8101.99 号に分類される次の物品（同号に分類される材料からの変更を含む。
）への変更：管
（パイプからの変更を除く。
）、パイプ（管からの変更を除く。
）
、管用継手（管又はパイプからの
変更を除く。
）
、ケーブル・撚りをかけた線・被覆したひも、単なる焼結によって得られるもの以
外の棒（単なる焼結によって得られるもの以外のロッド又は形材からの変更を除く。
）
、単なる焼
結によって得られるもの以外のロッド（単なる焼結によって得られるもの以外の棒又は形材から
の変更を除く。
）
、形材（単なる焼結によって得られるもの以外のロッド又は棒からの変更を除
く。
）
、板（シート又はストリップからの変更を除く。
）
、シート（板又はストリップからの変更を
除く。
）
、ストリップ（シート又は板からの変更を除く。
）
、はく（シート又はストリップからの変
更を除く。
）
、又は
第 8101.99 号の他の物品への単なる焼結によって得られるもの以外の棒或いはロッド、形材、
板、シート、ストリップ或いははく、又は他の号の物品からの変更。

8102.10-

第 8102.10 号から第 8102.95 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8102.95

品からの変更、又は
第 8102.10 号から第 8102.95 までに分類される次の物品への変更（同グループに分類される材料
からの変更を含む。
）
：マット、塊、棒（ロッド又は形材からの変更を除く。
）
、ロッド（棒又は形
材からの変更を除く。
）
、形材（ロッド又は棒からの変更を除く。
）
、板（シート又はストリップか
らの変更を除く。
）
、シート（板又はストリップからの変更を除く。
）
、ストリップ（シート又は板
からの変更を除く。
）
、はく（シート又はストリップからの変更を除く。
）
。

8102.96

第 8102.96 号の物品への他の号の物品からの変更（第 8102.95 号の物品からの変更を除く。
）

8102.99

第 8102.99 号の物品への他の号の物品からの変更
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8103.20-

第 8112.92 号から第 8112.99 号までのゲルマニウムへの同グループの他の物品又は他の号の物品

8113.00

からの変更、又は
第 8112.92 号から第 8112.99 号までのバナジウムへの同グループの他の物品又は他の号の物品か
らの変更、又は
第 8112.92 号から第 8112.99 までの他の物品への同グループのゲルマニウム又はバナジウム又は
他の号の物品からの変更、又は
第 8103.20 号から第 8113.00 号に分類される次の物品への変更（同グループに分類される材料か
らの変更を含む。
）
：マット、塊、粉（フレークからの変更を除く。
）
、フレーク（粉からの変更を
除く。
）
、棒（ロッド又は形材からの変更を除く。
）
、ロッド（棒又は形材からの変更を除く。
）
、形
材（ロッド又は棒からの変更を除く。
）
、線（ロッドからの変更を除く。
）
、板（シート又はストリ
ップからの変更を除く。
）
、シート（板又はストリップからの変更を除く。
）
、ストリップ（シート
又は板からの変更を除く。
）
、はく（シート又はストリップからの変更を除く。
）
、管（パイプから
の変更を除く。
）
、パイプ（管からの変更を除く。
）
、管用継手（管又はパイプからの変更を除
く。
）
、ケーブル・撚りをかけた線・被覆したひも、又は
第 8103.20 号から第 8113.00 号までの他の物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。
）
の物品からの変更。

第 82 類：

卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

8201.10-

第 8201.10 号から第 8202.40 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8202.40

品からの変更

8202.91

第 8202.91 号の物品への他の号の物品からの変更（第 8202.99 号の物品からの変更を除く。
）

8202.99

第 8202.99 号の物品への他の項の物品からの変更

8203.10-

第 8203.10 号から第 8207.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8207.90

品からの変更

8208-8215

第 8208 項から第 8215 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

第 83 類：

卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

8301.10-

第 8301.10 号から第 8301.50 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8301.50

品からの変更（第 8301.60 号の物品からの HS 通則 2(a)による変更を除く。
）

8301.60-

第 8301.60 号から第 8301.70 号の物品への他の類の物品からの変更を除く。

8301.70
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8302.10-

第 8302.10 号から第 8302.60 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8302.60

品からの変更

8303-8304

第 8303 項から第 8304 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

8305.10-

第 8305.10 号から第 8305.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8305.90

品からの変更

8306-8307

第 8306 項から第 8307 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

8308.10-

第 8308.10 号から第 8308.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8308.90

品からの変更

8309-8310

第 8309 項から第 8310 項までの物品への他の項（グループ内の他の項の物品を含む。
）の物品か
らの変更

8311.10-

第 8311.10 号から第 8311.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号の物品を含む。）の物

8311.90

品からの変更
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別添 ２

卑金属及びその製品に係る EU の品目別規則

以下に、卑金属及びその製品に係る EU 非特恵原産地規則の品目別規則を掲載します（筆者に
よる仮訳）
。

１．法的拘束力のある品目別規則
≪委員会委任規則(EU) 2015/2446 の附属書 22-01≫
説明注釈及び非特恵原産資格を付与する実質的な加工及び作業の表
第 15 部

卑金属及びその製品

第 72 類：

鉄鋼

定義
この類の規則の適用において、「冷間圧延（冷間圧縮）
」及び「冷間成形」とは、加工対象物の結晶構造の変化を
もたらす冷間圧縮を意味する。この表現には、材料表面上でのみ作用し、結晶構造に変化をもたらさない、非常
に軽い冷間圧延及び冷間成形プロセス（スキンパス又はピンチパス）は含まれない。
第 72 類の注
この類の規則の適用において、単なる切断による関税分類の変更は、原産性を付与する行為とはみなさない。
第 72 類のレジデュアル・ルール
プライマリー・ルールの適用によって原産国を決定できない場合、当該物品の原産国は、使用された材料のうち
価額において最大部分を占める材料の原産国とする。
HS 番号 (2017)
7201

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

銑鉄及びスピーゲル（なまこ形、ブロックその他の一次形状

項変更

のものに限る。
）
7202

フェロアロイ

項変更

7203

鉄鉱石を直接還元して得た鉄鋼その他の海綿状の鉄鋼及び重

項変更

量比による純度が 99.94％以上の鉄（ランプ、ペレットその
他これらに類する形状のものに限る。
）
7204

鉄鋼のくず及び鉄鋼の再溶解用のインゴット

ex7204(a)

- フェロアロイのくず

―
本スプリット項の物品の原産
地は、本項のくずが製造或い
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HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ
は加工作業又は消費から生じ
た国とする。

ex7204(b)

- 鉄及び鉄鋼の再溶解用のインゴット

本スプリット項の物品の原産
地は、本項の物品を得るため
のくずが製造或いは加工作業
又は消費から生じた国とす
る。

7205

銑鉄、スピーゲル又は鉄鋼の粒及び粉

7205.10

－粒

項変更

－粉

―

7205.21

－－合金鋼のもの

ex7205.21(a)

- - - 合金鋼の混合粉

―

号変更、又は
スプリット号変更（ただし、
鋳合金の再溶融又は噴霧によ
るもの）

ex7205.21(b)

- - -混合されていない合金鋼の粉

7205.29

－－その他のもの

ex7205.29(a)

- - - 他の混合粉

号変更
―
号変更、又は
スプリット号変更（ただし、
鋳合金の再溶融又は噴霧によ
るもの）

ex7205.29(b)

- - - 他の混合されていない粉

号変更

7206

鉄又は非合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの（第

項変更

72.03 項の鉄を除く。
）
7207

鉄又は非合金鋼の半製品

項変更（第 7206 項の物品から
の変更を除く。
）

7208

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（熱間圧延をしたもの

項変更

で幅が 600 ミリメートル以上のものに限るものとし、クラ
ッドし、めっきし又は被覆したものを除く。
）
7209

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（冷間圧延したもの

項変更

で、幅が 600 ミリメートル以上のものに限るものとし、ク
ラッドし、めっきし又は被覆したものを除く。
）
7210

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっき

―

し又は被覆をしたもので、幅が 600 ミリメートル以上のも
のに限る。
）
ex7210(a)

- クラッドしたもの

スプリット項変更

ex7210(b)

- すずをめっきしたもので、ペイント又はワニスを塗布した
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項変更

HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

もの
ex7210(c)

- 亜鉛をめっきしたもので、波形にしたもの

項変更

ex7210(d)

- その他のもの

項変更

7211

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（幅が 600 ミリメー

―

トル未満のものに限るものとし、クラッドし、めっきし又は
被覆したものを除く。
）
ex7211(a)

- 熱間圧延したもの

項変更（第 7208 項の物品から
の変更を除く。
）

ex7211(b)

- 冷間圧延（冷間圧縮）したもの

スプリット項変更（第 7209 項
の物品からの変更を除く。
）

7212

鉄又は非合金鋼のフラットロール製品（クラッドし、めっき

―

し又は被覆したもので、幅が 600 ミリメートル未満のものに
限る。
）
ex7212(a)

- クラッドしたもの

スプリット項変更（第 7210 項
の物品からの変更を除く。
）

ex7212(b)

- その他のもの

項変更（第 7210 項の物品から
の変更を除く。
）

7213
7214

鉄又は非合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いた

項変更（第 7214 項の物品から

ものに限る。
）

の変更を除く。
）

鉄又は非合金鋼のその他の棒（鍛造、熱間圧延、熱間引抜き

項変更（第 7213 項の物品から

又は熱間押出しをしたものに限るものとし、更に加工したも

の変更を除く。
）

のを除く。ただし、圧延後ねじったものを含む。
）
7215

鉄又は非合金鋼のその他の棒

項変更

7216

鉄又は非合金鋼の形鋼

ex7216(a)

- 熱間圧延を超える加工をしていないもの

―
項変更（第 7208 項、第 7209
項、第 7210 項、第 7211 項又
は第 7212 項の物品からの変更
を除き、第 7213 項、 第 7214
項又は第 7215 項からの切断又
は屈折による変更を除く。
）

ex7216(b)

- 冷間圧延を超える加工をしていないもの

項変更（第 7209 項又はスプリ
ット項 ex7211(b)の物品からの
変更を除き、第 7215 項からの
切断又は屈折による変更を除
く。
）

ex7216(c)

- クラッドしたもの

ex7216(d)

- その他のもの

スプリット項変更
項変更（第 7208 項から第 7215
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HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ
項までの物品からの変更を除
く。
）

7217

鉄又は非合金鋼の線

項変更（第 7213 項から第 7215
項までの物品からの変更を除
く。
）
、又は
第 7213 項から第 7215 項の物
品からの変更。ただし、材料
が冷間圧延されたものである
ことを条件とする。

7218

ステンレス鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半製

項変更

品
7219

ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が 600 ミリメート

―

ル以上のものに限る。
）
ex7219(a)

- 熱間圧延を超える加工をしていないもの

項変更

ex7219(b)

- 冷間圧延を超える加工をしていないもの

スプリット項変更

ex7219(c)

- クラッドしたもの

スプリット項変更

ex7219(d)

- その他のもの

スプリット項変更

7220

ステンレス鋼のフラットロール製品（幅が 600 ミリメート

―

ル未満のものに限る。
）
ex7220(a)

- 熱間圧延を超える加工をしていないもの

項変更（第 7219 項の物品から
の変更を除く。
）

ex7220(b)

- 冷間圧延を超える加工をしていないもの

スプリット項変更

ex7220(c)

- クラッドしたもの

スプリット項変更

ex7220(d)

- その他のもの

スプリット項変更

7221

ステンレス鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いたも

項変更（第 7222 項の物品から

のに限る。
）

の変更を除く。
）

7222

ステンレス鋼のその他の棒及び形鋼

―

ex7222(a)

- 棒（熱間圧延を超える加工をしていないもの）

項変更（第 7221 項の物品から
の変更を除く。
）

ex7222(b)

- 形鋼（熱間圧延を超える加工をしていないもの）

項変更（第 7219 項又は第 7220
項の物品からの変更を除き、
第 7221 項又はスプリット項
ex72 22(a)からの切断又は屈曲
による変更を除く。
）

ex7222(c)

- 棒及び形鋼（冷間圧延を超える加工をしていないもの)

項変更（スプリット項
ex72 19(b)又は ex72 20(b)の物
品からの変更を除く）
、又は

26

HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ
スプリット項 ex7222(a)からの
変更

ex7222(d)

- 棒及び形鋼（クラッドしたもの）

ex7222(e)

- 棒（その他のもの）

スプリット項変更
項変更（第 7221 項の物品から
の変更を除く。
）

ex7222(f)

- 形鋼（その他のもの）

7223

ステンレス鋼の線

スプリット項変更
項変更（第 7221 項から第 7222
項までの物品からの変更を除
く。
）
、又は
第 7221 項から第 7222 項の物
品からの変更。ただし、材料
が冷間圧延されたものである
ことを条件とする。

7224

その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの及び半

項変更

製品
7225

その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が 600 ミリメー

―

トル以上のものに限る。
）
ex7225(a)

- 熱間圧延を超える加工をしていないもの

項変更

ex7225(b)

- 冷間圧延を超える加工をしていないもの

スプリット項変更

ex7225(c)

- クラッドしたもの

スプリット項変更

ex7225(d)

- その他のもの

7226

その他の合金鋼のフラットロール製品（幅が 600 ミリメー

項変更
―

トル未満のものに限る。
）
ex7226(a)

- 熱間圧延を超える加工をしていないもの

項変更（第 7225 項の物品から
の変更を除く。
）

ex7226(b)

- 冷間圧延を超える加工をしていないもの

スプリット項変更（第 7225 項
の冷間圧延した製品からの変
更を除く。
）

ex7226(c)

- クラッドしたもの

ex7226(d)

- その他のもの

CTHS
スプリット項変更（同じ号の
物品からの変更を除く。
）

7227
7228

その他の合金鋼の棒（熱間圧延をしたもので不規則に巻いた

項変更（第 7228 項の物品から

ものに限る。
）

の変更を除く。
）

その他の合金鋼のその他の棒、その他の合金鋼の形鋼及びに

―

合金鋼又は非合金鋼の中空ドリル棒
ex7228(a)

- 棒（熱間圧延を超える加工をしていないもの）

項変更（第 7227 項の物品から
の変更を除く。
）
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HS 番号 (2017)
ex7228(b)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

- 形鋼（熱間圧延を超える加工をしていないもの）

項変更（第 7225 項又は第 7226
項の物品からの変更を除き、
第 7227 項又はスプリット項
ex72 28(a)からの切断又は屈曲
による変更を除く。
）

ex7228(c)

- 棒及び形鋼（冷間圧延を超える加工をしていないもの)

項変更（スプリット項
ex7225(b)又は ex7226(b)の物品
からの変更を除く。
）
又は
スプリット項 ex7228(a)からの
変更

ex7228(d)

- 棒及び形鋼（クラッドしたもの）

スプリット項変更

ex7228(e)

- 棒（その他のもの）

スプリット項変更

ex7228(f)

- 形鋼（その他のもの）

スプリット項変更

7229

その他の合金鋼の線

項変更（第 7227 項から第 7228
項までの物品からの変更を除
く。
）
、又は
第 7227 項から第 7228 項まで
の物品からの変更。ただし、
材料が冷間圧延されたもので
あることを条件とする。

第 73 類：

鉄鋼製品

第 73 類の注
第 7318 項においては、形状への研磨、熱処理及び表面加工処理を行わない単なる更正部品の取付けは、原産性
を付与する行為とはみなさない。
第 73 類のレジデュアル・ルール
プライマリー・ルールの適用によって原産国を決定できない場合、当該物品の原産国は、使用された材料のうち
価額において最大部分を占める材料の原産国とする。
HS 番号 (2017)
7301

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

鋼矢板（穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるかな

項変更

いかを問わない。
）及び溶接形鋼
7302

レール、ガードレール、ラックレール及びトングレール、轍
（てつ）差、転轍（てつ）棒その他の分岐器の構成部分（鉄
鋼製の建設資材で鉄道又は軌道の線路用のものに限る。
）並
びにまくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレー
ト、レールクリップ、床板、タイその他の資材で、レールの
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項変更

HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

接続又は取付けに専ら使用するもの（鉄鋼製の建設資材で鉄
道又は軌道の線路用のものに限る。
）
7303

鋳鉄製の管及び中空の形材

項変更

7304

鉄鋼製の管及び中空の形材（継目なしのものに限るものと

―

し、鋳鉄製のものを除く。
）
- 油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ
7304.11

- - ステンレス鋼製のもの

項変更

7304.19

- - その他のもの

項変更

- 油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービ
ング及びドリルパイプ
7304.22

- - ドリルパイプ（ステンレス鋼製のもの）

項変更

7304.23

- - その他のドリルパイプ

項変更

7304.24

- - その他のもの（ステンレス鋼製のもの）

項変更

7304.29

- - その他のもの

項変更

- その他のもの（鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円
形のものに限る。
）

項変更、又は
第 7304 39 号の中空の形材から

7304.31

- - 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

7304.39

- - その他のもの

の変更
項変更

- その他のもの（ステンレス鋼製のもので、横断面が円形の
ものに限る。
）

項変更、又は
第 7304 49 号の中空の形材から

7304.41

- - 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

7304.49

- - その他のもの

の変更
項変更

- その他のもの（その他の合金鋼製のもので、横断面が円形
のものに限る。
）

項変更、又は
第 7304 59 号の中空の形材から

7304.51

- - 冷間引抜き又は冷間圧延をしたもの

の変更

7304.59

- - その他のもの

項変更

7304.90

- その他のもの

項変更

7305

鉄鋼製その他の管（例えば、溶接、リベット接合その他これ

項変更

らに類する接合をしたもの。横断面が円形のもので、外径が
406.4 ミリメートルを超えるものに限る。
）
7306

鉄鋼製のその他の管及び中空の形材（例えば、オープンシー

項変更

ムのもの及び溶接、リベット接合その他これらに類する接合
をしたもの）
7307

鉄鋼製の管用継手（例えば、カップリング、エルボー及びス

項変更

リーブ）
7308

構造物及びその部分品（鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、
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HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸
枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第 94.06 項
のプレハブ建築物を除く。
）並びに構造物用に加工した鉄鋼
製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
ex7308(a)

- 構造物

ex7308(b)

- 構造物の部品

ex7308(c)

スプリット項変更
項変更

- その他のもの

項変更（第 7208 項から第 7216
項まで、第 7301 項、第 7304
項から第 7306 項までの物品か
らの変更を除く。
）

7309

鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器（内容積が 300

項変更

リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるかな
いか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液
化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装
置を有するものを除く。
）
7310

鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類す

項変更

る容器（内容積が 300 リットル以下のものに限るものと
し、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問
わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加
熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。
）
7311

圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器

項変更

7312

鉄鋼製のより線、ロープ、ケーブル、組ひも、スリングその

項変更

他これらに類する物品（電気絶縁をしたものを除く。
）
7313

鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじったもの

項変更

（有刺のものであるかないかを問わない。
）及び緩くよった
二重線で柵（さく）に使用する種類のもの
7314

ワイヤクロス（ワイヤエンドレスバンドを含む。
）
、ワイヤグ

項変更

リル、網及び柵（さく）
（鉄鋼の線から製造したものに限
る。
）並びに鉄鋼製のエキスパンデッドメタル
7315

鉄鋼製の鎖及びその部分品

項変更

7316

鉄鋼製のいかり及びその部分品

項変更

7317

鉄鋼製のくぎ、びょう、画びょう、波くぎ、またくぎ（第

項変更

83.05 項のものを除く。
）その他これらに類する製品（銅以外
の材料から製造した頭部を有するものを含む。
）
7318

鉄鋼製のねじ、ボルト、ナット、コーチスクリュー、スクリ

項変更

ューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金（ば
ね座金を含む。
）その他これらに類する製品
7319

鉄鋼製の安全ピンその他のピン（他の項に該当するものを除
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項変更

HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

く。
）及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み
用手針、ししゅう用穴あけ手針その他これらに類する物品
7320

鉄鋼製のばね及びばね板

項変更

7321

鉄鋼製のストーブ、レンジ、炉、調理用加熱器（セントラル

項変更

ヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。
）
、肉焼
き器、火鉢、ガスこんろ、皿温め器その他これらに類する物
品（家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。
）
及びこれらの部分品（鉄鋼製のものに限る。
）
7322

セントラルヒーティング用のラジエーター（電気加熱式のも

項変更

のを除く。
）及びその部分品並びに動力駆動式の送風機を有
するエアヒーター及び温風分配器（新鮮な又は調節した空気
を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式の
ものを除く。
）並びにこれらの部分品（この項の物品は、鉄
鋼製のものに限る。
）
7323

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（鉄鋼

項変更

製のものに限る。
）
、鉄鋼のウール並びに鉄鋼製の瓶洗い、ポ
リッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類す
る製品
7324

衛生用品及びその部分品（鉄鋼製のものに限る。
）

項変更

7325

その他の鋳造製品（鉄鋼製のものに限る。
）

項変更

7326

その他の鉄鋼製品

項変更

第 74 類から第 81 類まで
第 82 類：

卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

プライマリー・ルール：
(a)

（省略）

ブランクから製造された物品又は部分品

HS 通則２（a）の適用によって完成した物品又は部分品と同じ項、号又は分類細分に分類されるブランク
から製造された物品又は部分品の原産国は、すべての作業を行う角、表面及び部分が最終的な形状および寸
法に仕上げられた国とする。ただし、当該ブランクが輸入された時の状態が、
（i）それ自体では機能せず、
（ii）当初の圧縮成形作業或いは鍛造プラッター又は鋳型からの材料の取り出しに係る作業を超えるものでは
ないことを条件とする。

(b)

上記（a）の基準が満たされない場合、原産国はこの類のブランクの原産国とする。

第 82 類のレジデュアル・ルール
プライマリー・ルールの適用によって原産国を決定できない場合、当該物品の原産国は、使用された材料のうち
価額において最大部分を占める材料の原産国とする。
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HS 番号 (2017)
8201

品 名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

手道具（スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク

項変更

及びレーキ並びになた、なたがまその他のおの類、各種の
剪（せん）定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する
種類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具
に限る。
）
8202

のこぎり（種類を問わない。
）のブレード（切開き用、溝彫

―

り用又は無歯式ののこぎりのブレードを含む。
）及び手のこ
ぎり
8202.10

- 手のこぎり

項変更

8202.20

帯のこぎりのブレード

号変更

- サーキュラーソーのブレード（切開き用又は溝彫り用の

号変更

のこぎりのブレードを含む。
）
8202.31

- - 作用する部分に鋼を使用したもの

8202.39

- - その他のもの（部分品を含む。
）

ex 8202 39 (a)

- - - のこぎりの歯及びサーキュラーソー用の歯のセグメン

―
項変更

ト
ex 8202 39 (b)

- - - その他のもの

スプリット号変更

8202.40

- チェーンソーのブレード

ex 8202 40 (a)

- - のこぎりの歯及びチェーンソーの歯のセグメント

ex 8202 40 (b)

- - その他のもの

―
項変更
スプリット号変更

- その他ののこぎりのブレード
8202.91

- - ストレートソーのブレード（金属加工用のものに限

号変更

る。
）
8202.99

- - その他のもの

号変更

8203

やすり、プライヤー（切断用プライヤーを含む。
）
、やっと

号変更

こ、ツィーザー、金属切断用ばさみ、パイプカッター、ボ
ルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工
具
8204

スパナ及びレンチ（トルクレンチを含み、手回しのものに

号変更

限るものとし、タップ回しを除く。
）並びに互換性スパナー
ソケット（ハンドル付きであるかないかを問わない。
）
8205

手道具及び手工具（ダイヤモンドガラス切りを含むものと
し、他の項に該当するものを除く。
）
、トーチランプ並びに
万力、クランプその他これらに類する物品（加工機械又は
ウォータージェット切断機械の附属品及び部分品を除
く。
）
、金敷き、可搬式鍛冶炉並びにフレーム付きグライン
ディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの
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項変更

HS 番号 (2017)
8206

品 名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

手道具又は手工具のセット（第 82.02 項から第 82.05 項ま

項変更

での二以上の項の製品を小売用のセットにしたものに限
る。
）
8207

手工具（動力駆動式であるかないかを問わない。
）用又は加

―

工機械用の互換性工具（例えば、プレス、型打ち、押抜
き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削
り、フライス削り、切削又はねじの締付けに使用するも
の。金属の引抜き用又は押出し用のダイス及び削岩用又は
土壌せん孔用の工具を含む。
）
- 削岩用又は土壌せん孔用の工具

号変更

8207 13

- - 作用する部分にサーメットを使用したもの

8207.19

- - その他のもの（部分品を含む。
）

ex 8207.19 (a)

- - - 部分品

ex 8207.19 (b)

- - - その他のもの

8207.20

- 金属の引抜き用又は押出し用のダイス

号変更

8207.30

- プレス用、型打ち用又は押抜き用の工具

号変更

8207.40

- ねじ立て用又はねじ切り用の工具

号変更

8207.50

- 穴あけ用工具（削岩用のものを除く。
）

号変更

8207.60

- 中ぐり用又はブローチ削り用の工具

号変更

8207.70

- フライス削り用工具

号変更

8207.80

- 切削用工具

号変更

8207.90

- その他の互換性工具

号変更

―
項変更
スプリット号変更

２．法的拘束力のない品目別規則

第 72 類から第 83 類までの卑金属及びその製品に対する調和規則 EU 提案をベースとした法的
拘束力のない品目別規則は、プライマリー・ルールとしての関税分類変更基準が数多く設定さ
れ、各項又は号に置かれます（筆者による仮訳）
。
第 74 類：

銅及びその製品

第 74 類の類注

33

関税分類の変更が単に棒から線への巻き付け又は線の棒への巻き戻しによる場合には、原産性を付与する行為と
は認めない。
第 74 類のレジデュアル・ルール
プライマリー・ルールの適用によって原産国を決定できない場合、当該物品の原産国は、使用された材料のうち
価額において最大部分を占める材料の原産国とする。
HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

7401

銅のマット及びセメントカッパー（沈殿銅）

項変更

7402

粗銅及び電解精製用陽極銅

項変更

7403

精製銅又は銅合金の塊

―

- 精製銅
7403.11

- - 陰極銅及びその切断片

項変更

7403.12

- - ワイヤバー

項変更

7403.13

- - ビレット

項変更

7403.19

- - その他のもの

項変更

- 銅合金
7403.21

- - 銅・亜鉛合金（黄銅）

号変更

7403.22

- - 銅・すず合金（青銅）

号変更

7403.22

- - その他の銅合金（第 74.05 項のマスターアロイを除

号変更

く。
）
7404

銅のくず

原産地は、本項の銅のくずが
製造或いは加工作業又は消費
から生じた国とする。

7405

銅のマスターアロイ

7406

銅の粉及びフレーク

7406.10

- 粉（薄片状のものを除く。
）

項変更
―
号変更（スプリット号 ex7406
20(a)の物品からの変更を除
く。
）

7406.20

- 粉（薄片状のものに限る。
）及びフレーク

―

ex7406 20(a)

- - 薄板構造の粉末

ex7406 20(b)

- - フレーク

項変更

7407

銅の棒及び形材

項変更

7408

銅の線

項変更

7409

銅の板、シート及びストリップ（厚さが 0.15 ミリメート

スプリット号変更

―

ルを超えるものに限る。
）
ex7409(a)

- 冷間圧延したもの

スプリット項変更

ex7409(b)

- その他のもの

項変更

7410

銅のはく（厚さ（補強材の厚さを除く。
）が 0.15 ミリメー

項変更

トル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又
は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材に
より裏張りしてあるかないかを問わない。
）
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HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

7411

銅製の管

項変更

7412

銅製の管用継手（例えば、カップリング、エルボー及びス

項変更

リーブ）
7413

銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製

項変更

品（電気絶縁をしたものを除く。
）
[7414]
7415

銅製のくぎ、びょう、画びょう、またくぎ（第 83.05 項の

項変更

ものを除く。
）その他これらに類する製品（銅製の頭部を
有する鉄鋼製のものを含む。
）及び銅製のねじ、ボルト、
ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッタ
ーピン、座金（ばね座金を含む。
）その他これらに類する
製品
[7416-7417]
7418

食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品（銅

項変更

製のものに限る。
）
、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、
ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生
用品及びその部分品（銅製のものに限る。
）
7419

その他の銅製品

7419.10

- 鎖及びその部分品

―
項変更

- その他のもの
7419.91

- - 鋳造、型打ち又は鍛造をしたもの（更に加工したもの

項変更

を除く。
）
7419.99
第 81 類：

- - その他のもの

号変更

その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品

第 81 類の類注
関税分類の変更が単に棒から線への巻き付け又は線の棒への巻き戻しによる場合には、原産性を付与する行為と
は認めない。
第 81 類のレジデュアル・ルール
プライマリー・ルールの適用によって原産国を決定できない場合、当該物品の原産国は、使用された材料のうち
価額において最大部分を占める材料の原産国とする。
HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

8101

タングステン及びその製品（くずを含む。
）

―

ex8101(a)

- 合金

スプリット項変更

ex8101(b)

- 精製されたタングステン

スプリット項変更

ex8101(c)

- タングステンのくず

原産地は、本項のタングステ
ンのくずが製造或いは加工作
業又は消費から生じた国とす
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HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ
る。

ex8101(d)

- 棒（単に形材を焼結して得たものを除く。
）

ex8101(e)

- 板、シート、ストリップ及びはく

スプリット項変更
スプリット項変更、又は
同じスプリット項の製品から
の冷間圧延

ex8101(f)

- 線

スプリット項変更

ex8101(g)

- 管

スプリット項変更、又は
同じスプリット項の製品から
の冷間圧延

ex8101(h)

- 管用継手

スプリット項変更

ex8101(i)

- 粉

スプリット項変更

ex8101(j)

- フレーク

スプリット項変更

ex8101(k)

- ケーブル

スプリット項変更

ex8101(l)

- その他のもの

スプリット項変更

8102

モリブデン及びその製品（くずを含む。
）

ex8102(a)

- 合金

スプリット項変更

ex8102(b)

- 精製されたモリブデン

スプリット項変更

ex8102(c)

- モリブデンのくず

―

原産地は、本項のモリブデン
のくずが製造或いは加工作業
又は消費から生じた国とす
る。

ex8102(d)

- 棒（単に形材を焼結して得たものを除く。
）

ex8102(e)

- 板、シート、ストリップ及びはく

スプリット項変更
スプリット項変更、又は
同じスプリット項の製品から
の冷間圧延

ex8102(f)

- 線

スプリット項変更

ex8102(g)

- 管

スプリット項変更、又は
同じスプリット項の製品から
の冷間圧延

ex8102(h)

- 管用継手

スプリット項変更

ex8102(i)

- 粉

スプリット項変更

ex8102(j)

- フレーク

スプリット項変更

ex8102(k)

- ケーブル

スプリット項変更

ex8102(l)

- その他のもの

スプリット項変更

8103

タンタル及びその製品（くずを含む。
）

ex8103(a)

- 合金

―
スプリット項変更
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HS 番号 (2017)

品

ex8103(b)

- 精製されたタンタル

ex8103(c)

- タンタルのくず

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ
スプリット項変更
原産地は、本項のタンタルの
くずが製造或いは加工作業又
は消費から生じた国とする。

ex8103(d)

- 棒（単に形材を焼結して得たものを除く。
）

ex8103(e)

- 板、シート、ストリップ及びはく

スプリット項変更
スプリット項変更、又は
同じスプリット項の製品から
の冷間圧延

ex8103(f)

- 線

スプリット項変更

ex8103(g)

- 管

スプリット項変更、又は
同じスプリット項の製品から
の冷間圧延

ex8103(h)

- 管用継手

スプリット項変更

ex8103(i)

- 粉

スプリット項変更

ex8103(j)

- フレーク

スプリット項変更

ex8103(k)

- ケーブル

スプリット項変更

ex8103(l)

- その他のもの

スプリット項変更

8104～8113

第 82 類：

省略

卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

プライマリー・ルール：
(a)

―

ブランクから製造された物品又は部分品

HS 通則２（a）の適用によって完成した物品又は部分品と同じ項、号又は分類細分に分類されるブランク
から製造された物品又は部分品の原産国は、すべての作業を行う角、表面及び部分が最終的な形状および寸
法に仕上げられた国とする。ただし、当該ブランクが輸入された時の状態が、
（i）それ自体では機能せず、
（ii）当初の圧縮成形作業或いは鍛造プラッター又は鋳型からの材料の取り出しに係る作業を超えるものでは
ないことを条件とする。

(b)

上記（a）の基準が満たされない場合、原産国はこの類のブランクの原産国とする。

第 82 類のレジデュアル・ルール
プライマリー・ルールの適用によって原産国を決定できない場合、当該物品の原産国は、使用された材料のうち
価額において最大部分を占める材料の原産国とする。
HS 番号 (2017)
8201 - 8207
8208

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

拘束力のあるルールとして規定（前掲）
機械用又は器具用のナイフ及び刃

項変更
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HS 番号 (2017)
8209

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品（サー

項変更

メットのもので、取り付けてないものに限る。
）
8210

手動式器具（飲食物の調製に使用するもので、重量が 10

項変更

キログラム以下のものに限る。）
8211

刃を付けたナイフ（剪（せん）定ナイフを含み、のこ歯状

項変更

の歯を有するか有しないかを問わないものとし、第 82.08
項のナイフを除く。
）及びその刃
8212

かみそり及びその刃（かみそりの刃のブランクでストリッ

項変更

プ状のものを含む。
）
8213

はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及

項変更

びこれらの刃
8214

その他の刃物（例えば、バリカン、肉切り用又は台所用の

項変更

クリーバー、チョッパー、ミンシングナイフ及びペーパー
ナイフ）並びにマニキュア用又はペディキュア用のセット
及び用具（つめやすりを含む。）
8215

スプーン、フォーク、ひしゃく、しゃくし、ケーキサーバ

―

ー、フィッシュナイフ、バターナイフ、砂糖鋏みその他こ
れらに類する台所用具及び食卓用具
8215.10

- 詰合せセット（貴金属をめっきした少なくとも一の製品

項変更

を含むものに限る。
）
8215.20

- その他の詰合せセット

項変更

- その他のもの

項変更

8215.91

- - 貴金属をめっきしたもの

8215.99

- - その他のもの

第 83 類：

項変更

卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

プライマリー・ルール：

ブランクから製造された物品又は部分品

HS 通則２（a）の適用によって完成した物品又は部分品と同じ項、号又は分類細分に分類されるブランクから製
造された物品又は部分品の原産国は、当該ブランクが仕上げられた国とする。ただし、当該仕上げには、材料の
除去による最終的な形状への形成（単なる砥石がけ又は研磨又はその両方によるものを除く）或いは曲げ加工、
たたき加工又は圧縮成形を含むものとする。
第 83 類のレジデュアル・ルール
プライマリー・ルールの適用によって原産国を決定できない場合、当該物品の原産国は、使用された材料のうち
価額において最大部分を占める材料の原産国とする。
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HS 番号 (2017)
8301

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

卑金属製の錠（かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及

項変更

び電気式のものに限る。
）並びに卑金属製の留金及び留金
付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製
のかぎ
8301.10

- 南京（きん）錠

ex8301 10(a)

- - 南京錠（かぎ又は組合せ）

ex8301 10(b)

- - 南京錠 (電気で作動するもの)

―
項変更
項変更、又は
第 8301 60 号の物品からの変
更

8301.20

- 自動車に使用する種類の錠

―

ex8301 20(a)

- - 自動車に使用する種類の錠（かぎ又は組合せ）

ex8301 20(b)

- - 自動車に使用する種類の錠 (電気で作動するもの)

項変更
項変更、又は
第 8301 60 号の物品からの変
更

8301.30

- 家具に使用する種類の錠

―

ex8301 30(a)

- - 家具に使用する種類の錠（かぎ又は組合せ）

ex8301 30(b)

- - 家具に使用する種類の錠 (電気で作動するもの)

項変更
項変更、又は
第 8301 60 号の物品からの変
更

8301.40

- その他の錠

―

ex8301 40(a)

- - その他の錠（かぎ又は組合せ）

ex8301 40(b)

- - その他の錠 (電気で作動するもの)

項変更
項変更、又は
第 8301 60 号の物品からの変
更

8301.50

- 留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの

項変更

8301.60

- 部分品

項変更

8301.60

- かぎ（単独で提示するものに限る。
）

項変更

8302

卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支

項変更

持具、取付具その他これに類する物品（家具、戸、階段、
窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他
これらに類する物品に適するものに限る。
）
、取付具付きキ
ャスター及びドアクローザー
8303

卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並び

項変更

に卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品
ex8303(a)

- 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並
びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する
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スプリット項変更

HS 番号 (2017)

品

名

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ﾙｰﾙ

物品
ex8303(b)

- 卑金属製の部品

項変更

8304

卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入

項変更

れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及
び机上用品（第 94.03 項の事務所用の家具を除く。
）
8305

卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナ

項変更

ー、インデックスタグその他これらに類する事務用品及び
ストリップ状ステープル（例えば、事務用、いす張り用又
は梱包用のもの）
8306

卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品（電気

項変更

式のものを除く。
）
、小像その他の装飾品、額縁その他これ
に類するフレーム及び鏡
8307

卑金属製のフレキシブルチューブ（継手があるかないかを

項変更

問わない。
）
8308

卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、

項変更

アイ、アイレットその他これらに類する物品（衣類又は衣
類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、
革製品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のも
のに限る。
）
、管リベット、二股リベット、ビーズ及びスパ
ングル
8309

卑金属製の栓及びふた（王冠、ねじぶた及び注水口用の栓

項変更

を含む。
）
、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シ
ールその他これらに類する包装用の附属品
8310

卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプ

項変更

レートその他これらに類するプレート及び数字、文字その
他の標章（第 94.05 項のものを除く。
）
8311

卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接
棒その他これらに類する物品（金属又は金属炭化物のはん
だ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもの
で、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限
る。
）並びに卑金属を凝結させて製造した金属吹付け用の
線及び棒

40

項変更

記事２．国連 CEFACT からのお知らせ
08 February 2021:
UN/CEFACT would like to remind users that the cut-off date for submissions of DMRs for
UN/CCL D.21A and UN/EDIFACT D.21A is 12 March 2021.
08 February 2021:
The UN/CEFACT Bureau is pleased to announce a call for candidatures for the Agriculture,
Fisheries and Agri-food Domain Coordinator within UN/CEFACT for the period until second
quarter 2022. The role and responsibilities of domains and domain coordinators is available on the
website. The structure of domains and the Programme Development Areas are posted on the
website. Please refer to the announcement and candidature form. Interested candidatures are
welcome until 8 March 2021; filled candidature form should be sent to the Secretary of
UN/CEFACT.
08 February 2021:
UN/CEFACT is pleased to announce the launch of a new project on Sustainable Development and
Circular Economy Reference Data Model. Improving sustainability including circularity has become
one of the major objectives of most industries and sectors, in order to increase their ability to manage
their supply chains more effectively and sustainably. This project will provide a subset of the BuyShip-Pay Reference Data Model which will allow harmonization with transactions throughout the
supply chain. For more information, please contact the Project Leader.
19 January 2021:
The UNECE is pleased to announce the opening of candidatures for Regional Rapporteurs to
UN/CEFACT. Candidatures must be submitted directly to the Secretary of UN/CEFACT on or
before 5 March 2021. Full details of the procedure and candidature forms are available on the event
webpage.
(注) AFACT（Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business：貿易円滑化
と電子ビジネスのためのアジア太平洋協議会)は日本 CEFACT 日本委員会の推薦で CEFACT 日
本委員会運営委員会委員長の菅又久直氏を 2021-2022 年度のアジア－太平洋地区ラポーターに推
薦致しました。

18 January 2021:
The UNECE is pleased to announce the opening of candidatures for the UN/CEFACT Chair.
Candidatures must be submitted via the Geneva-based Permanent Mission directly to the Secretary
of UN/CEFACT on or before 5 March 2021. Full details of the procedure and candidature forms
are available on the event webpage.
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賛助会員継続のお願い
賛助会員各位
当協会の活動につきましてご支援・ご協力を賜りまして深く感謝申し上げます。
さて、ご高承の通り、当協会は、我が国の貿易関係手続の簡易化のための活動を推進し、貿易関係実
務の能率向上、書類作成の合理化、費用の節減及び労働力の効率的利用等に大きな役割を果たすとと
もに、国際的にも、国連 CEFACT に登録された我が国唯一の機関として、国際機関や諸外国との密接
な連携の下に、諸活動を展開しております。
近年はデジタルトランスフォーメーション（DX）が我が国においても課題となっておりますが、長
年、当協会は手続電子化推進に携わるとともに、日本輸出入者標準コードの発給・管理の実務で DX の
一端を担ってきた経験、知見で社会に貢献できるものと確信しております。
一方で経費削減には努めておりますが、長期間にわたる低金利により財産運用益は低迷し、厳しい財
政状況に瀕しております。今後も更なる経費削減に取り組んで参る所存ではございますが、当協会の
各種事業につきまして、安定的に事業を実施するためには、賛助会員の皆様方からのご支援が大きな
柱となるものであります。
賛助会員の皆様方には、賛助会員への便宜として、
１． 資料，定期刊行物その他の報告書等の無償配布
２． 協会備えつけ資料の閲覧ならびに借り出し
３． 研究調査に対する意見の開陳
４． 協会の主催する講演会、セミナー等への出席
５． 協会に対する研究調査の委託
をご提供しており、メガ EPA 原産地規則に関し賛助会員向け研修会開催やコンサルティング・サービ
ス提供を拡充すること等にも取り組んでおります。
どうか当協会の事業にさらなるご理解とご支援を賜りたく、2021 年度も引き続き協会賛助会員とし
てご加入を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会
事務局長・専務理事 秋田

賛助会費お振込み先（一口年額 70,000 円）
口座名義「イッパンザイダンホウジン ニホンボウエキカンケイテツヅキカンイカキョウカイ」
みずほ銀行

浜松町支店(148)

普通預金

口座番号

０６７３６３３

三菱 UFJ 銀行

東京公務部(300)

普通預金

口座番号

００００５５９

三井住友銀行

東京公務部(096)

普通預金

口座番号

０００１４４５
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一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会は、国連CEFACT（貿易円滑化と電子ビジネスのための
国連センター）に日本事務局として登録されています。
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