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【 連 載 】

JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則 （2020 年 8 月） 
 

記事１，JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則 

 今回と次回とで、機械、エレクトロニクス、⾃動⾞、精密機器等（第 84 類〜第 90 類）を取り上げ
ます。 

第 2 章 機械、自動車等（HS 第 84 類、第 86 類〜第 89 類） 

機械、エレクトロニクス、⾃動⾞、精密機器等（第 84 類〜第 90 類）の特徴は、製品及び使⽤され
る部分品の⼤⼩、多寡、⼯程の複雑さに差異はあるものの、いずれも組⽴⼯程によって⽣産されるこ
とにあります。本製品分野における HS 分類も、部分品から製品への変更においては項⼜は号の変更
があるのに対し、部分品から部分品への変更には多くの場合に関税分類の変更がありません。したが
って、部分品から製品への関税分類が組⽴⼯程によって⽐較的容易に⽣じるために、製品の組⽴てを
実質的変更とする原則を採⽤すれば、製品の項・号には項変更⼜は号変更ルールが的確にその役割を
果たします。⼀⽅、部分品の⽣産においては、グローバル・バリューチェーンが展開されて、製造⼯
程が細分化された今⽇においては、粗原料から機械等の専⽤部品を⼀貫⽣産することは稀で、部分品
から部分品が⽣産されることになります。したがって、関税分類変更基準は適格性を⽋き、付加価値
基準⼜は加⼯⼯程基準に頼らざるを得ない状況になっています。こうした前提の下で、以下に⽶国、
EU 及び我が国の⾮特恵原産地規則を精査します。 

１． 米国の機械、自動車等における非特恵原産地 

（１） 実質的変更に係る判例法 

⽶国税関による判断事例（⽶国税関のオンライン検索システム「CROSS」から引⽤） 

⾃動⾞： マレーシアで組み⽴てられた⾃動⾞の原産国（1989 年 7 ⽉ 31 ⽇付、HQ 731568、MAR-2-
05 CO:R:C:V 731568）。 

事実関係 

本件は、エンジン及びトランスミッションが⽇本、プラスチック部品が豪州、電気部品が英国、繊
維及び関連製品が⽶国、照明及びシートベルトが韓国、その他の部品はマレーシアからそれぞれ調達
され、これらをマレーシアで⾃動⾞に組み⽴てた事例である。組⽴⼯程の詳細は提供されなかったも
のの、⼀般的な⾃動⾞の組⽴⼯程から判断された。 

判断内容 

本件、マレーシアで組み⽴てられた⾃動⾞の原産地表⽰上の原産国はマレーシアである。 

連邦規則集第 19 巻第 134.1（定義）(b)（原産国）は、「原産国」とは⽶国に輸⼊される外国を原産
とする物品の製造、⽣産⼜は成育された国と規定する。物品に他の国で加えられた作業⼜は付加され
た材料は、当該他の国が本章の原産国とみなされるためには実質的変更が⽣じていなければならな
い。 
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射出成型機： ⽇本国及び中国で製造されたコンポーネンツから⽇本国で組み⽴てられた射出成型機
（2019 年 4 ⽉ 3 ⽇付、N302772、CLA-2-84:OT: RR:NC:N1:104） 

事実関係 

本件射出成形機は、中国と⽇本国で製造されたコンポーネンツで構成される。特定の組⽴⼯程は、
両国で⾏われる。中国では種々の構造部品が⽣産・調達されている。加えて、⽇本国で製造された 4
つのコンポーネンツは⽇本国から中国に出荷され、構造部品として組み⽴てられる。組み⽴てられた
コンポーネンツは、その後、さらなる製造⼯程のために中国から⽇本国に戻される。⽇本国では、同
国で製造されたコンポーネンツがさらに中国のコンポーネンツ取り付けられる。同時に、技術的な取
付け、配線、ソフトウェアのインストールが⾏われる。 

判断内容 

⽇本国で⾏われる加⼯作業は、種々のコンポーネンツを実質的に射出成形機へと変更している。最終
的な試験及び品質管理検査の後、完全に機能する射出成形機が⽇本国から⽶国に出荷される。以上の
ことから、⽇本国で⾏われる加⼯の性質は単純なものではなく、複雑な作業は、個々の部品は個々の特
質を失わせ、新たな製品、すなわち射出成形機を出現させた。したがって、射出成形機の原産国は⽇
本国である。 

航空機： 英国から機体を輸⼊し⽶国で組み⽴てたビジネスジェット機（ホーカー800XP）の原産国
（1999 年 5 ⽉ 11 ⽇付、HQ 561322、RR:CR:SM 561322 RSD） 

事実関係 

ホーカー800XP は、双発エンジンの⾼級ビジネスジェット機である。ブリティッシュ･エアロスペ
ースによって英国で⽣産されるホーカーの機体は、垂直安定板、補助翼を含む翼、フラップ、エアブ
レーキ、旅客⽤ドア及び後部タンクを含む。英国のハンブル･エアロストラクチャーはその他の部品
を⽣産し、それらには⽔平安定板、オーバーフィン、腹側フェアリング、テールコーン、背側フェア
リング、⽅向舵が含まれる。輸送⽬的で機体は分解されて輸⼊される。輸⼊に際しては、当該機体は
内装、エンジン、電⼦機器が取り付けられておらず、塗装前の状態である。エンジン及び電⼦機器は
⽶国で⽣産される。着陸装置はシンガポールから輸⼊される。 

⽶国の⽣産者は、最終的な組⽴てを⾏うが、これにはウィチタ⼯場でのエンジンの取付けを含む。
１機の⽣産に約１ヵ⽉を要し、世界中で販売される。ホーカーのメンテナンスも⽀援するために、⽶
国の⽣産者は外国メーカーからスペアパーツの在庫を維持している。スペアパーツは、更新情報、変
更、破損、故障などによって要求されるとおり、ホーカー機の所有者に販売される。ホーカーの唯⼀
のサプライヤーとして、これらのプロセスのほとんどは、航空機メーカーまたはその関連修理および
サービスステーションによって⾏われる。しかしながら、これらのスペアパーツは、ホーカーの所有
者に直接販売されるか、航空機メーカーと関係を有しない修理･サービスセンターに販売される。輸
⼊されたスペアパーツは、単純な部品（例えば、ナット、ボルト、詰め⽊等）から、より複雑な構造
部品や電気コンポーネンツ（例えば、⼩⾻、⽀柱、外板、リレーボックス、エレクトルーム）までさ
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まざまとなっている。 

判断内容 

1992 年 5 ⽉ 22 ⽇付けの本部決定書簡（HRL）951072 は、ソ連を原産国とする航空機をエジプトで
再組⽴てを⾏った事例に関するものである。当該事例は、航空機の名称、特性⼜は⽤途に実質的な変
更はないとされた。すなわち、エジプトで再組⽴てされた航空機は、ソ連で製造され、分解された航
空機と全く同じものであった。その結果、当該航空機はエジプトにおいて実質的変更がないものと決
定された。 

これに対し、1992 年 9 ⽉ 16 ⽇付の HRL 546092 では、ルーマニアで製造された航空機であるヤク
52 がロシアで分解され、曲技⾶⾏を⾏うのに適した航空機とするために特定の重要な部品が交換され
た。特に、航空機のけたを新品の重量のあるけた（筆者注）と交換するために、航空機は完全に分解
された。さらに、新しいエンジンとプロペラが航空機改造の⼀部として取り付けられ、新設計の航空
機は、正の重⼒値で最⼤ 9、負の重⼒値で最⼤７までの⾶⾏が可能となった。ロシアにおけるヤク 52
の分解と再組⽴ての⽬的は、それが製造当初の航空機を復元することではない。むしろ、Yak 52 に対
して⾏われた作業は、訓練機から曲技⾶⾏が可能な航空機へと変更した。さらに、再組み⽴ては、特
に、新品のけた、エンジン、プロペラを含む⾮常に実質的なものであった。したがって、ロシアでの
⼯程は、ヤク 52 に対して実質的変更をもたらしたものと判断した。 

（注） 「けた」とは、翼幅⽅向に設けられたはり状の主要構造部材（⽇本⼯業規格 W 0108 – 1976、「航空⽤語
（機体構造）」から引⽤）。 

本件は、機体の輸⼊部品の組⽴てと⽶国での主要コンポーネンツの取付けが実質的変更を構成する
と考えられる。この状況において、ホーカーの輸⼊機体を完成機とするための作業はあまりにも広範
にわたり、輸⼊機体が完成機のエッセンスを有すると認めることはできない。機体は明らかにホーカ
ーの航空機に使⽤するためのものであるが、⽶国到着時には顕著に未完成の形状と認められる。当該
機体は未組⽴で未塗装の状態で⽶国に到着し、内装もされていない。さらに重要なことに、当該機体
は基本的に航空機として機能するために必要な重要コンポーネントを⽋いた空の容器といえる。これ
らのコンポーネンツの中で最も重要なのは、2 つのエンジンである。その他の重要なコンポーネンツ
には、電⼦機器及び着陸装置が含まれるが、これらも⽶国で取り付けられている。これらのコンポー
ネンツの取付けは、単なる簡単な仕上げ作業ではなく、⾼度な技術スキルを要する複雑な⼿順である
と認める。 
航空機の組み⽴ての複雑さは、1 ヵ⽉に 1 機しか組⽴てられないという事実によって実証されてい

る。また、エンジンと電⼦機器は⽶国製であり、完成機の価額の約 70%は⽶国での作業⼯程によるこ
とを留意すべきである。したがって、本件⽣産者は、輸⼊部品を組み⽴て、エンジン、電⼦機器、航
空機の内装、着陸装置などの重要部品を取り付けることで、輸⼊された機体を実質的に変更し、ホー
カー800XP の完成機を製造したものと認められる。 

連邦規則集第 19 巻第 134.35 条(a)に基づき、ホーカー800XP の⽣産者は、輸⼊された機体の最終的
な購⼊者であり、したがって、当該機体に原産国を表⽰する必要はないが、これらの部品が輸⼊され
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る際の梱包外装に当該部品の原産国表⽰を⾏う必要がある。 

（２） NAFTAマーキングルール 
NAFTA マーキングルールの特徴は、繊維製品等で加⼯⼯程基準が使⽤されることがありますが、

HS 全品⽬分野にわたって付加価値基準を使⽤せず、関税分類変更基準を使⽤していることにありま
す。第 84 類、第 86 類から第 89 類までの品⽬別規則においては、基本原則として関税分類の項⼜は
号によって達成される部品から製品（コンポーネンツを含む）への組⽴てを原産性付与⾏為として容
認し、ネガティブルールである①「単なる組⽴て」による加⼯と②「同種類の製品から製品への変
造」を関税分類変更に対する例外扱いすることで実質的変更に係る「安全弁」を確保しています。 

①は、「単なる組⽴て」の定義を定め、材料となる部品・機器を特定し、或いはすべての使⽤材料
に適⽤される形で設定されています。例を挙げると以下のとおりです。 

第 8415.10 号（壁等に取り付けられるエアコン）：  
CTH（項変更）。ただし、単なる組⽴てによる変更を除く 

第 8450.90 号（洗濯機の部分品）：  
CTH（項変更）。ただし、第 85.01 項の物品（電気モーター）からの単なる組⽴てによる
変更を除く 

 ②は、出⼒等で号が分かれる製品をグループ化し、そのグループ外からの変更（部品の組⽴て）を
原産性付与⾏為とし、グループ内の変更を変造（modification）として実質的変更と認めない取扱いを
しています。例を挙げれば、次のとおりです。 

第 8410.11 号（出⼒が 1,000 キロワット以下の液体タービン等）； 
第 8410.12 号（出⼒が 1,000 キロワットを超え 10,000 キロワット以下の液体タービン等）； 
第 8410.13 号（出⼒が 10,000 キロワットを超える液体タービン等）： 

CTSH（号変更）。ただし、グル―プ内（第 8410.11 号から第 8410.13 号まで）の変更を
除く 

⼀⽅、部品の製造は、機械類の専⽤部品になると部品から部品への変更に関税分類変更を伴いませ
ん。EU では粗原料からの変更を意味する CTH ルールと付加価値基準を併存させていますが、NAFTA
マーキングルールの場合には関税分類変更だけで対応することになり、専⽤部品の号をスプリット
し、細分した上で当該細分への変更を実質的変更とする措置が採られています。 

第8452.90号（ミシン⽤の家具、台及びカバー及びそれらの部分品並びにミシンのその他の部分品）： 
第8452.90号の物品（ミシン⽤の家具、台及びカバー及びそれらの部分品を除く）への他
の項の物品からの変更（ただし、第8501項の物品からの単なる組⽴てによる変更を除く）、
⼜は 
ミシン⽤の家具、台及びカバー及びそれらの部分品への第8452.90号の物品からの号内変
更⼜はCTSH（号変更） 

また、⾃動⾞等が分類される第 87 類においては、「HS通則２(a)による関税分類変更」を実質的
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変更としない旨の規定が置かれています（例えば、第 87.07 項の⾞体）。 

第 87.07 項（⾞体（運転室を含むものとし、第 87.01 項から第 87.05 項までの⾃動⾞⽤のものに限る））： 
CTH（項変更）。ただし、第 8708.29 号（⾞体の部品･附属品でシートベルト以外のも
の）からの HS 通則２(a）による変更を除く 

これについては第 102.18 条（解釈規則）(a)に以下の規定があります。 

第 102.20 条において HS 通則 2(a)が関税分類変更への例外として規定される場合、当該変更が部分品から
未完成品への組⽴てによるものであったならば、たとえ通則 2(a)の適⽤によって当該未完成品が完成品と
して分類されるとしても、当該関税分類変更を満たしたものとは認めないことを意味する。 

 

HS 番号 品⽬別規則 

第 84 類： 原⼦炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 

【機械類の製品】 
8401.10、8401.30、8402.19-
8402.20、8403.10、8404.10-
8404.20、8405.10、
8406.10、8412.10-8412.80、
8413.11-8413.82、8414.10-
8414.80、8416.10-8416.30、
8417.10-8417.80、8419.11-
8419.89、8420.10、8421.11-
8421.39、8422.11-8422.40、
8423.10-8423.89、8424.10-
8424.89、8432.10-8432.80、
8433.11-8433.60、8434.10-
8434.20、8435.10、8436.10-
8436.80、8437.10-8437.80、
8438.10-8438.80、8439.10-
8439.30、8440.10、8441.10-
8441.80、8442.30、8450.11-
8450.20、8451.10-8451.80、
8453.10-8453.80、8454.10-
8454.30、8455.10-8455.22、
8467.11-8467.89、8468.10-
8468.80、8475.10、8477.10-
8477.80、8478.10、
8483.10、8483.30-8483.60 

CTSH（号変更） 
➡ 製品と同じ項に分類される専⽤部品からの組⽴てを実質的変更とする 
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HS 番号 品⽬別規則 

【同位体分離⽤機器･部品】
8401.20 

CTSH（号変更）⼜は号内変更（専⽤部品からの組⽴て） 

【機械類の製品】 
8407、8408、8444、8449、
8457.20-8465.99 

CTH（項変更） 
➡ 製品とは別の項に分類される専⽤部品からの組⽴てを実質的変更とする 

【機械等の部品】8401.40、
8403.90、8404.90、
8405.90、8406.90、
8409.10、8410.90、8411.91-
8411.99、8412.90、
8413.91、8413.92、
8414.90、8416.90、
8417.90、8420.91、
8421.91、8421.99、
8423.90、8432.90、
8436.91、8442.50、
8454.90、8455.30、
8468.90、8481.90、8482.91-
8482.99、8483.90、8487 

CTH（項変更） 
➡ 専⽤部品の製造は粗原料からを原則とする。専⽤部品から専⽤部品の製

造・組⽴てを実質的変更としない 

【機械類の部品】 
8448.11-8448.19、8452.30、
8484.10-8484.90 

CTSH（号変更） 
➡ 専⽤部品の製造は粗原料からを原則とする。専⽤部品から専⽤部品の製

造・組⽴てを実質的変更としない 

【製品間の変造の禁⽌】 
8402.11-8402.12、8406.81-
8406.82、8410.11-8410.13、
8411.11-8411.82、8445.11-
8447.90、8452.10-8452.29、
8475.21-8475.29、8476.21-
8476.89 

CTSH（号変更）。ただし、グル―プ内の変更を除く 
➡ 出⼒、種類等が異なる製品間の変造を実質的変更としない 

【単なる組⽴ての排除】 
8409.91-8409.99、8420.99 

CTH（項変更）。ただし、単なる組⽴てによる変更を除く 

8415.90 CTSH（号変更）。ただし、第 74.11 項、第 76.08 項、第 84.14 項、第 85.01
項⼜は第 85.35 項から第 85.37 項までの項の物品からの単なる組⽴てによる変
更を除く 
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8415.10-8415.83 CTSH（号変更）。ただし、単なる組⽴てによる変更を除く 

8457.10 CTSH（号変更）。ただし、第 8458 項から第 8465 項までの物品からの単なる
組⽴てによる変更を除く 

8422.90、8431、8434.90、
8435.90、8442.40、8448.20-
8448.59、8450.90、
8451.90、8453.90、
8455.90、8474.90、
8475.90、8476.90、
8477.90、8478.90 

CTH（項変更）。ただし、第 85.01 項の物品からの単なる組⽴てによる変更を
除く 

8433.90 CTH（項変更）。ただし、第 8407 項⼜は第 8408 項の物品からの単なる組⽴
てによる変更を除く 

8436.99、8437.90、
8438.90、8439.91、
8439.99、8440.90、8441.90 

CTH（項変更）。ただし、第 8407 項、第 8408 項⼜は第 85.01 項の物品から
の単なる組⽴てによる変更を除く 

8467.91-8467.99 CTH（項変更）。ただし、第 8407 項⼜は第 85.01 項の物品からの単なる組⽴
てによる変更を除く 

8473 CTH（項変更）。ただし、第 8414 項、第 8501 項、第 8504 項、第 8534 項、
第 8541 項⼜は第 8542 項の物品からの単なる組⽴てによる変更を除く 

【特定加⼯による救済】 
8402.90、8418.99 

CTH（項変更）。ただし、第 73.03 項、第 73.04 項、第 73.05 項⼜は第 73.06
項の物品からの変更を除く（これらの項の物品からの変更が折曲⼯程を含む
場合はこの限りでない） 

8419.90 CTH（項変更）。ただし、第 73.03 項、第 73.04 項、第 73.05 項⼜は第 73.06
項の物品からの変更（これらの項の物品からの変更が折曲⼯程を含む場合は
この限りでない）及び第 85.01 項の物品からの単なる組⽴てによる変更を除く 

8443.11-8443.39 第 8443.11 号から第 8443.19 号までの印刷機へのグループ外の物品からの変更
（製品間の変造を容認しない）ただし、第 8443.91 号の印刷補助品として使
⽤される機械からの変更を除く、⼜は 
第 8443.31 号から第 8443.32 号までの⾃動データ処理機械のプリンターへの号
内変更⼜は CTSH（号変更）（ただし、第 8443.31 号から第 8443.32 号までの
機器に専ら使⽤される第 8443.99 号の部分品或いは附属品からの単なる組⽴
てによる変更⼜は第 8504.90 号或いは第 8473 項からの単なる組⽴てによる変
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更、及び第 8517.62 号から第 8517.69 号まで或いは第 8528 項のデータ⾃動処
理機械のその他のユニット⼜は第 8471.60 号から第 8472.90 号までの各号の物
品からの変更を除く）、⼜は 
第 8443.31 号から第 8443.32 号までのファクシミリへの号内変更⼜は CTSH
（号変更）（ただし、第 8443.32 号のテレプリンター⼜は第 8443.99 号或いは
第 8517.70 号からの単なる組⽴てによる変更⼜は第 8517.11 号から第 8517.69
号までの変更を除く）、⼜は 
第 8443.32 号のテレプリンターへの号内変更⼜は CTSH（号変更）（ただし、
第 8443.31 号から第 8443.32 号のファクシミリからの変更、第 8443.99 号或い
は第 8517.70 号の物品からの単なる組⽴てによる変更⼜は第 8517.11 号から第
8517.69 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8443.39 号の印刷機械への他の号の物品からの変更（ただし、第 8443.11 号
から第 8443.39 号の物品からの変更⼜は第 8443.91 号の印刷補助のための機械
からの変更を除く）、⼜は 
第 8443.39 号の静電気複写機への号内変更⼜は CTSH（号変更）、⼜は 
第 8443.39 号のその他の複写機への号内変更⼜は CTSH（号変更）、⼜は 
第 8443.39 号のサーモ複写機への号内変更⼜は CTSH（号変更） 

8443.91 印刷補助に使⽤される機械への号内変更⼜は CTSH（号変更）（ただし、第
8443.11 号から第 8443.19 号までの物品からの変更を除く）、⼜は 
CTH（項変更）（ただし、第 8501 項からの単なる組⽴てによる変更を除く） 

8443.99 静電気複写機に接続され、独⽴して作動することがない附属品⼜は補助品へ
の号内変更（ただし、単なる組⽴てによる変更を除く）⼜は CTSH（号変更）
（ただし、第 8443.31 号から第 8443.32 号、第 8471.60 号から第 8472.90 号、
第 8504.90 号、第 8473 項、第 8517.62 号から第 8517.69 号⼜は第 8528 項の
データ⾃動処理機械のその他のユニットからの単なる組⽴てによる変更を除
く）、⼜は 
第 8443.31 号⼜は第 8443.32 号のプリンターの部分品⼜は附属品への他の項か
らの変更（ただし、第 8414 項、第 8501 項、第 8504 項、第 8534 項、第
8541 項の物品からの変更、第 8542 項からの単なる組⽴てによる変更⼜は第
8473 項或いは第 8517.70 号からの変更を除く）、⼜は 
ファクシミリの部分品への第 8443.99 号の物品からの変更⼜はその他の号の
物品からの変更（ただし、第 8443.99 号のテレタイプライターを含むテレプ
リンターの部分品⼜は第 8517 項の物品からの変更を除く）、⼜は 
テレタイプライターを含むテレプリンターの部分品への号内変更⼜は CTSH
（号変更）（ただし、第 8443.99 号のファクシミリの部分品からの変更⼜は
第 8517 項からの変更を除く）、⼜は 
光学システムを内蔵する複写機⼜は接触型の複写機の部分品⼜は附属品⼜は
サーモ複写機器への号内変更⼜は CTSH（号変更） 
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8452.90 第 8452.90 号の物品（ミシン⽤の家具、台及びカバー及びそれらの部分品を
除く）への他の項の物品からの変更（ただし、第 8501 項の物品からの単なる
組⽴てによる変更を除く）、⼜は 
ミシン⽤の家具、台及びカバー及びそれらの部分品への号内変更⼜は CTSH
（号変更） 

8466.10-8466.94 第 8466.93 号のウォータージェット切断機械の部分品を除く第 8466.10 号から
第 8466.94 号の物品へのグループ以外の項の物品からの変更（ただし、第
8501 項の物品からの単なる組⽴てによる変更を除く）、⼜は 
第 8466.93 号のウォータージェット切断機械の部分品への項内変更⼜は CTH
（項変更）（ただし、第 8479 項からの変更⼜は第 8501 項の物品からの単な
る組⽴てによる変更を除く） 

8470.10-8471.50 第 8470.90 号の会計機への号内変更（ただし、単なる組⽴てによる変更を除
く）、⼜は 
第 8470.90 号のその他の物品への会計機からの号内変更（ただし、単なる組
⽴てによる変更を除く）、⼜は 
第 8471.30 号から第 8471.50 号までのアナログ⼜はハイブリッド⾃動データ処
理機械へのグループ内変更（ただし、単なる組⽴てによる変更を除く）、⼜
は 
第 8471.30 号から第 8471.50 号までのその他の物品への第 8471.30 号から第
8471.50 号までのアナログ⼜はハイブリッド⾃動データ処理機械からの変更
（ただし、単なる組⽴てによる変更を除く）、⼜は 
第 8470.10 号から第 8471.50 号までの物品へのグループ内変更⼜は第 8473 項
の物品からの変更（ただし、単なる組⽴てによる変更を除く）、⼜は 
第 8470.10 号から第 8471.50 号までの物品へのグループ外の号の物品からの変
更（ただし、第 8473 項の物品からの変更を除く） 

8471.60-8472.90 第 8472.90 号の宛名印刷機⼜はアドレス板浮彫機への号内変更（ただし、単
なる組⽴てによる変更を除く）、⼜は 
第 8472.90 号のその他の物品への第 8472.90 号の宛名印刷機⼜はアドレス板浮
彫機からの変更（ただし、単なる組⽴てによる変更を除く）、⼜は 
第 8471.60 号から第 8472.90 号までの物品へのグループ外の物品からの変更
（ただし、第 8504.40 号⼜は第 8473 項の物品からの変更を除く） 
第 8471.60 号から第 8472.90 号までの物品への号変更⼜は第 8504.90 号⼜は第
8473 項の物品からの変更（ただし、単なる組⽴てによる変更を除く） 

8474.10-8474.80 グループの外からの号変更（ただし、第 8501 項からの変更を除く）、⼜は 
号変更⼜は第 8501 項からの変更（ただし、単なる組⽴てによる変更を除く） 
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8479.90 項変更。ただし、第 8501 項の物品からの単なる組⽴てによる変更及び第
8456.90 号のウォータージェット切断機械の部分品からの変更を除く 

8481.10-8481.80 項変更、⼜は第 8481.90 号の物品からの変更（単なる組⽴てによる変更を除
く） 

【特定材料の使⽤制限】 
8424.90 

CTH（項変更）。ただし、第 8414.40 号⼜は第 8414.80 号の物品からの変更を
除く 

8479.10-8479.89 第 8479.10 号から第 8479.89 号までの物品（第 8479.71 号⼜は第 8479.79 号の
旅客搭乗橋を除く）への他の号からの変更（ただし、第 8486.10 号から第
8486.40 号までの物品からの変更及び第 8456.90 号のウォータージェット切断
機械から第 8479.89 号の物品への変更を除く）、⼜は 
第 8479.71 号⼜は第 8479.79 号の旅客搭乗橋への他の号の物品からの変更 

【項内･号内変更を容認】 
8418.10-8418.91 

第 8418.29 号の吸収型電気冷蔵庫への号内変更⼜は CTSH（号変更）、⼜は 
第 8418.29 号のその他の物品への号内変更⼜は CTSH（号変更）、⼜は 
第 8418.61 号のヒートポンプへの他の号の物品からの変更（ただし、コンデ
ンサーが第 8418.69 号の熱転換器である圧縮型ユニットからの変更を除
く）、⼜は 
第 8418.69 号の圧縮型ユニットへの他の号の物品からの変更（ただし、第
8418.61 号のヒートポンプ⼜は第 8418.69 号のその他の物品からの変更を除
く）、⼜は 
第 8418.69 号のその他の冷蔵⼜は冷凍機器へのその他の号の物品からの変更
（ただし、第 8418.61 号のヒートポンプからの変更を除く）、⼜は 
第 8418.69 号のその他の物品への第 8418.69 号の圧縮型ユニット⼜は他の号の
物品からの変更、⼜は 
第 8418.10 号から第 8418.91 号までの各号のその他の物品への他の号の物品
からの変更 

8425.11-8430.69 第 8425.31 号から第 8425.39 号までのピットヘッド湾曲ギア⼜は地下⽤のスイ
ッチへの号内変更⼜は CTSH（号変更）、⼜は 
第 8425.31 号から第 8425.39 号までのその他の物品へのピットヘッド湾曲ギア
⼜は同号の地下で使⽤するために特に設計されたウィンチからの号内変更⼜
は CTSH（号変更）、⼜は 
第 8428.90 号の鉱⼭⽤運送機、原動機⼜はワゴン横移動機器、ダンプ⾞及び
類似の軌道式ワゴン制御機器への号内変更⼜は CTSH（号変更）、⼜は 
第 8428.90 号のその他の物品への鉱⼭⽤運送機、原動機⼜はワゴン横移動機
器、ダンプ⾞及び類似の軌道式ワゴン制御機器からの号内変更⼜は CTSH（号
変更）、⼜は 
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第 8425.11 号から第 8430.69 号までのその他の物品への他の号の物品からの変
更（ただし、第 8428.90 号の物品への第 8479.71 号⼜は第 8479.79 号の旅客搭
乗橋からの変更を除く） 

8456.10-8456.90 第 8456.90 号のウォータージェット切断機械を除く第 8456 項の物品への他の
項の物品からの変更（ただし、第 8486.20 号の半導体材料のドライエッチン
グパターン⽤の機械⼯具からの変更を除く）、⼜は 
第 8456.90 号のウォータージェット切断機械への号内変更⼜は CTSH（号変
更）（ただし、第 8479.89 号⼜は第 8486.10 号から第 8486.40 号までの物品か
らの変更を除く） 

8469.00 第 8469 項のワードプロセッサーへの項内変更⼜は他の号の物品からの変更
（ただし、第 8460 項の⾃動タイプライターからの変更を除く）、⼜は 
第 8460 項の⾃動タイプライターへの項内変更⼜は他の号からの変更（ただ
し、第 8460 項のワードプロセッサーからの変更を除く）、⼜は 
第 8469 項のその他の電動タイプライターへの項内変更⼜はその他の号の物品
からの変更（ただし、第 8469 項のその他の⾮電動タイプライターからの変更
を除く）、⼜は 
第 8469 項のその他の⾮電動タイプライターへの項内変更⼜はその他の号の物
品からの変更（ただし、第 8469 項のその他の電動タイプライターからの変更
を除く） 

8486.10-8486.40 第 8486.10 号の電気化学、電⼦ビーム、イオンビーム⼜はアークプラズマ加
⼯による物質除去のための加⼯機械への号内変更⼜は他の号の物品からの変
更（ただし、第 8486.40 号の電気化学、電⼦ビーム、イオンビーム⼜はアー
クプラズマ加⼯による物質除去のための加⼯機械からの変更⼜は第 8456.90
号からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.10 号の切断⽤機械への号内変更⼜はその他の号の物品からの変更
（ただし、第 8464.10 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.20 号の蒸気⼜はサンドブラスト及び類似のジェット噴射機械への号
内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8424.30 号⼜は第
8486.40 号の蒸気⼜はサンドブラスト及び類似のジェット噴射機械からの変更
を除く）、⼜は 
第 8486.20 号の半導体材料をドーピングするためのイオンインプランターへ
の号内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8543.10 号の半導
体材料をドーピングするためのイオンインプランターからの変更を除く）、
⼜は 
第 8486.20 号の半導体材料へのドライエッチングパターンのための加⼯機械
への号内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8456 項からの変
更を除く）、⼜は 
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第 8486.20 号のウエハーへの直接書き込み機器への号内変更⼜はその他の号
の物品からの変更（ただし、第 8486.20 号のステップ⼜は反復アライナー、
その他の感光性半導体材料への回路パターンの吹き付け⼜は書き込みのため
の機器からの変更⼜は第 9010.50 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.20 号のステップアライナーへの号内変更⼜はその他の号の物品から
の変更（ただし、第 8486.20 号のウエハーへの直接書き込み機器、反復アラ
イナー、その他の感光性半導体材料への回路パターンの吹き付け⼜は書き込
みのための機器からの変更⼜は第 9010.50 号の物品からの変更を除く）、⼜
は 
第 8486.20 号の反復アライナーへの号内変更⼜はその他の号の物品からの変
更（ただし、第 8486.20 号のウエハーへの直接書き込み機器、ステップアラ
イナー、その他の感光性半導体材料への回路パターンの吹き付け或いは書き
込みのための機器⼜は第 9010.50 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.20 号のその他の感光性半導体材料への回路パターンの吹き付け或い
は書き込みのための機器への号内変更⼜はその他の号の物品からの変更（た
だし、第 8486.20 号のウエハーへの直接書き込み機器、ステップ、反復アラ
イナー⼜は第 9010.50 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.10 号から第 8486.20 号の遠⼼分離機へのグループ内での変更⼜はその
他の号の物品からの変更（ただし、第 8421.19 号からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.10 号から第 8486.20 号のレーザー或いはその他の光線、光⼦ビーム加
⼯のための加⼯機械へのグループ内での変更⼜はその他の号の物品からの変
更（ただし、第 8456.10 号からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.10 号から第 8486.20 号の研磨・研削機械へのグループ内での変更⼜は
その他の号の物品からの変更（ただし、第 8464.20 号からの変更を除く）、
⼜は 
第 8486.10 号から第 8486.20 号までの物品の個々の機能を持つその他の電気機
器へのグループ内での変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第
8486.10 号から第 8486.20 号、第 8486.90 号、第 8543.70 号、第 8542.31 号か
ら第 8542.39 号までの物品及び第 8523.52 号のプロキシミティ･カード⼜はプ
ロキシミティ･タグからの変更を除く）、⼜は 
第 8486.10 号から第 8486.20 号までのその他の炉⼜はオーブンへのグループ内
での変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8514.30 号の物品か
らの変更を除く）、⼜は 
第 8486.10 号から第 8486.30 号までの鉱⽯、セラミックス⼜は類似の鉱物材料
⼜は冷間加⼯ガラスの加⼯機械へのグループ内での変更⼜はその他の号の物
品からの変更（ただし、第 8486.10 号から第 8486.30 号までの鉱⽯、セラミッ
クス⼜は類似の鉱物材料、冷間加⼯ガラスのその他の加⼯機械からの変更⼜
は第 8464.90 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
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第 8486.10 号から第 8486.30 号までの液体⼜は粉末の投射、分散⼜はスプレー
機器へのグループ内での変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第
8424.89 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の蒸気⼜はサンドブラスト及び類似のジェット噴射機械への号
内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8424.30 号の物品⼜は
第 8486.20 号の蒸気或いはサンドブラスト及び類似のジェット噴射機械から
の変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号のニューマチックエレベーター⼜はニューマチックコンベアへ
の号内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8428.20 号からの
変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の物品或いは材料⽤のその他のベルト型連続作動式昇降機或い
はコンベアへの号内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第
8428.33 号からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の物品⼜は材料⽤のその他の連続作動式昇降機或いはコンベア
への号内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8428.39 号から
の変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号のその他の持ち上げ⽤、荷扱い⽤、積込み⽤或いは荷卸し⽤の
機械への号内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8428.90 号
からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の電気化学、電⼦ビーム、イオンビーム或いはアークプラズマ
加⼯による物質除去のための加⼯機械への号内変更⼜は他の号の物品からの
変更（ただし、第 8486.40 号の電気化学、電⼦ビーム、イオンビーム或いは
アークプラズマ加⼯による物質除去のための加⼯機械、第 8456.10 号⼜は第
8456.90 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の数値制御式ベンディング、フォールディング、ストレートニ
ング⼜はフラットニング機械への号内変更⼜は他の号の物品からの変更（た
だし、第 8462.21 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号のその他のベンディング、フォールディング、ストレートニン
グ⼜はフラットニング機械への号内変更⼜は他の号の物品からの変更（ただ
し、第 8462.29 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の硬質素材を加⼯するその他の機械への号内変更⼜は他の号の
物品からの変更（ただし、第 8465.99 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の射出成形機械への号内変更⼜は他の号の物品からの変更（た
だし、第 8477.10 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の真空成形機械への号内変更⼜は他の号の物品からの変更（た
だし、第 8477.40 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号のその他の成形機械への号内変更⼜は他の号の物品からの変更
（ただし、第 8477.59 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
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第 8486.40 号の溶接機械⼜は⾦属⼜はサーメットの加熱スプレー⽤電気機器
の部品への号内変更⼜は他の号の物品からの変更（ただし、第 8515.90 号の
物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号のフォトレジスト被膜基板からマスク⼜はレチクルを製造する
パターン形成機への号内変更⼜は他の号の物品からの変更（ただし、第
9017.20 号の物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の半導体組⽴⽤のダイアタッチ機器、テープ⾃動焼付或いはワ
イヤー焼付機械への号内変更⼜は他の号の物品からの変更（ただし、第
8515.11 号から第 8515.80 号までの物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8486.40 号の電気メッキ⼯程（薬液槽によるデフラッシュ）前の半導体パ
ッケージのメタルリードからの汚物除去のためのデフラッシュ機器への号内
変更⼜は他の号の物品からの変更（ただし、第 8465.99 号の物品からの変更
を除く）、⼜は 
第 8486.10 号から第 8486.40 号までのその他の機械或いは機器へのグループ内
変更⼜は他の号の物品からの変更（ただし、第 8486.10 号から第 8486.40 号、
第 8479.89 号、第 8508.11 号から第 8508.19 号まで⼜は第 8508.60 号のその他
の機械⼜は機器からの変更を除く）。 

【組⽴てによらない製造】 
8480（成形⽤の型） 

項変更 

【ベアリング】 
8482.10-8482.80 

項変更、⼜は 
号変更（ただし、第 8482.99.05、第 8482.99.15 ⼜は第 8482.99.25 に分類され
る内輪及び外輪からの変更を除く.） 

【ベアリングの部品】 
8482.91-8482.99（重複掲
載） 

項変更 

【軸受箱】8483.20 号変更。ただし、第 8482.10 号から第 8482.80 号までの物品からの変更を除く 

【その他の部品等】8486.90 （略） 

第 86 類： 鉄道⽤⼜は軌道⽤の機関⾞及び⾞両並びにこれらの部分品、鉄道⼜は軌道の線路⽤装備品及びそ
の部分品並びに機械式交通信号⽤機器（電気機械式のものを含む。） 

【鉄道⽤機関⾞】専⽤部品
からの組⽴てを容認（専⽤
部品が別の項に分類され
る） 

CTH（項変更） 
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8601、8602、 

【鉄道⽤の客⾞･貨⾞等】 
8603-8606 

CTH（項変更）。ただし、第 86.07 項からの HS 通則２(a）による変更を除く 

【駆動ボギー台⾞等】 
8607.11 

CTSH（号変更）。ただし、第 8607.12 号からの変更及び第 8607.19 号からの
HS 通則２(a）による変更を除く 

【その他のボギー台⾞等】 
8607.12 

CTSH（号変更）。ただし、第 8607.11 号からの変更及び第 8607.19 号からの
HS 通則２(a）による変更を除く 

【その他の部品】8607.19 CTSH（号変更） 

【ブレーキ、連結器等】 
8607.21-8607.99 

CTH（項変更）。ただし、第 8607.21 号から第 8607.99 号までの取付けてある
ブレーキライニング及びパッド及び第 6813.10 号の物品からの変更を除く 

【信号⽤機械等】8608 CTH（項変更） 

【コンテナ】8609 CTH（項変更）。ただし、第 7309 項から第 7311 項までに物品からの変更を
除く 

第 87 類： 鉄道⽤及び軌道⽤以外の⾞両並びにその部分品及び附属品 

【完成⾞】 8701-8705 CTH（項変更）。ただし、第 8706 項からの変更を除く 

【原動機付きシャシ】8706 CTH（項変更） 

【⾞体】8707 CTH（項変更）。ただし、第 8708.29 号からの HS 通則２(a）による変更を除
く 

《注釈》第 8708 項の物品への第 8709.90 号、第 8716.90 号、第 8431.20 号⼜は第 8431.49 号からの変更は、 
要件とされる関税分類変更を満たしたものとみなさない。 

【バンパー】8708.10 CTSH（号変更） 

【⾞体部品】8708.29 CTSH（号変更）。ただし、第 8708.95 号からの変更を除く 

【ブレーキ】8708.30 取り付けられたブレーキライニング及びパッドへのその他の項の物品からの
変更（ただし、第 6813.20 号⼜は第 6813.81 号のブレーキライニング及びパッ
ドからの変更を除く）、⼜は 
その他のブレーキ⼜はサーボブレーキ⼜はそれらの部品へのその他の項の物
品からの変更  
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【ギアボックス】8708.40 第 8708.40 号のパワートレインの部品への号内変更⼜はその他の号の物品か
らの変更（ただし、第 8708.50 号、第 8708.80 号から第 8078.92 号⼜は第
8708.94 号から第 8708.99 号までの物品からの変更を除く）、⼜は 
第 8708.40 号のその他の物品への同号のパワートレインの部品からの変更
（ただし、HS 通則２(a）による変更である場合を除く)、⼜はその他の号の物
品からの変更（ただし、第 8708.50 号、第 8708.80 号から第 8078.92 号⼜は第
8708.94 号から第 8708.99 号までの物品からの HS 通則２(a）による変更を除
く） 

【駆動軸】8708.50 農業⽤トラクターの半シャフト、ドライブシャフト或いはその他の部品、ロ
ードトラクターを除くその他のトラクターの半シャフト、ドライブシャフト
或いはその他の部品、鋳鉄の部品⼜はパワートレインの半シャフト、ドライ
ブシャフト或いはその他の部品への号内変更⼜はその他の号の物品からの変
更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.80 号から第 8708.92 号まで、第 8708.94
号から第 8708.99 号までの物品の部品⼜は附属品からの変更を除く）、⼜
は、 
第 8708.50 号のその他の物品への農業⽤トラクターの半シャフト、ドライブ
シャフト或いはその他の部品、ロードトラクターを除くその他のトラクター
の半シャフト、ドライブシャフト或いはその他の部品、鋳鉄の部品⼜はパワ
ートレインの半シャフト、ドライブシャフト或いはその他の部品からの号内
変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.80 号
から第 8708.92 号まで、第 8708.94 号から第 8708.99 号までの部品⼜は附属品
からの HS 通則２(a)による変更を除く） 

【⾞輪】8708.70 CTSH（号変更） 

【懸架装置】8708.80 農業⽤トラクターの懸架装置の部品、ロードトラクターを除くその他のトラ
クターの懸架装置の部品、鋳鉄の部品⼜はその他の懸架装置の部品への号内
変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.50
号、第 8708.91 号、第 8708.92 号、第 8708.94 号から第 8708.99 号までの部品
⼜は附属品からの変更を除く）、⼜は 
第 8708.80 号のその他の物品への農業⽤トラクターの懸架装置の部品、ロー
ドトラクターを除くその他のトラクターの懸架装置の部品、鋳鉄の部品⼜は
その他の懸架装置の部品からの号内変更⼜はその他の号の物品からの変更
（ただし、第 8708.40 号、第 8708.50 号、第 8708.91 号、第 8708.92 号、第
8708.94 号から第 8708.99 号までの部品⼜は附属品からの HS 通則２(a)による
変更を除く） 

【ラジエーター】8708.91 農業⽤トラクターの部品、ロードトラクターを除くその他のトラクターの部
品、鋳鉄の部品⼜はその他の部品への号内変更⼜はその他の号の物品からの
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変更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.50 号、第 8708.80 号、第 8708.91 号、
第 8708.94 号から第 8708.99 号までの部品⼜は附属品からの変更を除く）、⼜
は 
第 8708.92 号のその他の物品への農業⽤トラクターの部品、ロードトラクタ
ーを除くその他のトラクターの部品、鋳鉄の部品⼜はその他の部品からの号
内変更⼜はその他の号の物品からの変更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.50
号、第 8708.80 号、第 8708.92 号⼜は第 8708.94 号から第 8708.99 号までの部
品⼜は附属品からの変更を除く） 

【ラジエーター等】8708.92 農業⽤トラクターの部品、ロードトラクターを除くその他のトラクターの部
品、鋳鉄の部品⼜はその他の部品への号内変更⼜はその他の号の物品からの
変更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.50 号、第 8708.80 号、第 8708.91 号、
第 8708.94 号から第 8708.99 号までの物品の部品⼜は附属品からの変更を除
く）、⼜は 
第 8708.92 号のその他の物品への農業⽤トラクターの部品、ロードトラクタ
ーを除くその他のトラクターの部品、鋳鉄の部品⼜はその他の部品からの号
内変更（ただし、HS 通則２(a)による変更を除く）⼜はその他の号の物品から
の変更 

【クラッチ】8708.93 CTSH（号変更） 

【ステアリング等】8708.94 農業⽤トラクターのステアリングシステムの部品、ロードトラクターを除く
その他のトラクターのステアリングシステムの部品、鋳鉄の部品⼜はステア
リングシステムのその他の部品への号内変更⼜はその他の号の物品からの変
更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.50 号、第 8708.80 号、第 8708.91 号、第
8708.92 号⼜は第 8708.95 号から第 8708.99 号までの物品の部品⼜は附属品か
らの変更を除く）、⼜は 
第 8708.94 号のその他の物品への農業⽤トラクターのステアリングシステム
の部品、ロードトラクターを除くその他のトラクターのステアリングシステ
ムの部品、鋳鉄の部品⼜はステアリングシステムのその他の部品からの号内
変更（ただし、HS 通則２(a)による変更を除く）⼜はその他の号の物品からの
変更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.50 号、第 8708.80 号、第 8708.91 号、
第 8708.92 号⼜は第 8708.95 号から第 8708.99 号までの物品の部品⼜は附属品
からの HS 通則２(a)による変更を除く） 

【エアバッグ】8708.95 エアバッグのインフレーター若しくはモジュールへの号内変更⼜はその他
の号の物品からの変更（ただし、第 8708.29 号の物品からの変更を除く）、
⼜は 
農業⽤トラクターのエアバッグ若しくはその他の部品、ロードトラクター
を除くその他のトラクターのエアバッグ若しくはその他の部品⼜はその他
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のエアバッグ若しくはその他の部品若しくは附属品へのその他の号の物品
からの変更（ただし、第 8708.40 号、第 8708.50 号、第 8708.80 号、第
8708.91 号、第 8708.92 号、第 8708.94 号⼜は第 8708.99 号の物品の部品⼜
は附属品からの変更を除く） 

【その他の部品】8708.99 CTSH（号変更）。ただし、第 8708.40 号、第 8708.50 号、第 8708.80 号、第
8708.91 号、第 8708.92 号、第 8708.94 号⼜は第 8708.95 号の物品の部品⼜は
附属品からの変更を除く 

【⾃⾛式作業トラック】 
8709.11-8709.19 

第 8709.11 号から第 8709.19 号までの物品へのグループ外の号の物品からの
変更（ただし、第 8709.90 号の物品からの HS 通則２(a)による変更を除く） 

【⾃⾛式トラックの部品】
8709.90 

CTH（項変更）。ただし、第 8431.20 号⼜は第 8708 項の物品からの変更を除
く 

【戦⾞】8710 CTH（項変更） 

【⼆輪⾞･⾃転⾞等】 
8711-8713 

CTH（項変更）。ただし、第 8714 項の物品からの HS 通則２(a)による変更を
除く 

【⼆輪⾞･⾃転⾞等の部品】
8714 

CTH（項変更）。ただし、第 6813.10 号の物品から取り付けられたブレーキ
ライニング及びパッドへの変更を除く 

【乳⺟⾞】8715 CTH（項変更） 

【トレーラー】 
8716.10-8716.80 

CTH（項変更）、⼜は 
第 8716.90 号の物品からの変更（ただし、HS 通則２(a)による変更を除く） 

【トレーラーの部品】
8716.90 

CTH（項変更）。ただし、第 8709.90 号⼜は第 8431.49 号の物品からの変更を
除く 

第 88 類： 航空機及び宇宙⾶⾏体並びにこれらの部分品 

【グライダー、航空機等】
8801-8802 

第 8801 項から第 8802 項までの物品へのグループ外の項の物品からの変更
（ただし、第 8803 項の物品からの HS 通則２(a)による変更を除く） 

【航空機等の部品】
8803.10-8803.90 

CTSH（号変更） 

【シュミレーター等】8805 CTH（項変更） 
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第 89 類： 船舶及び浮き構造物 

【客船、⼯船、ヨット等】
8901-8903 

第 8901 項から第 8903 項までの物品へのグループ外の項の物品からの変更 

【曳航⽤船舶等】8904 CTH（項変更） 

【しゅんせつ船等】8905 CC（類変更） 

【その他の船舶、構造物】
8906-8907 

CTH（項変更）。ただし、第 8903 項⼜は第 8905 項の物品からの変更を除く 

【解体⽤船舶】8908 CC（類変更） 

２． EU の機械、自動車等における非特恵原産地 

EU は附属書 22-01 に法的拘束⼒のある品⽬別規則を規定し、規定のない品⽬には拘束⼒のない調和
⾮特恵原産地規則 EU 提案がそのまま適⽤されます。本章で考察する第 84 類、第 86 類から第 89 類ま
での品⽬においては、第 84 類の機械類にのみ法的拘束⼒のある品⽬別規則が適⽤されますが、これら
の規定の多くは第 84 類の機械類に品⽬横断的に適⽤される概念規定であって、品⽬を特定して適⽤さ
れる規則はスプリット項の３品⽬（ex 第 84.43 項、ex 第 84.73 項及び ex 第 84.82 項）1にとどまります。 

しかしながら、上記３品⽬以外の品⽬に対して適⽤される法的拘束⼒のない調和規則 EU 提案におい
ても上述の概念規定と全く同じ規定（定義を除く。）が設定されているので、第 84 類に関する限りは
「リスト･ルール」と呼ばれる表形式での品⽬特定ルール以外は法的な拘束⼒のある品⽬別規則になっ
ています。留意すべき点は、拘束⼒のある「リスト･ルール」が HS2012 年版に準拠しているのに対し
て、拘束⼒のない同ルールは HS2017 年版に調整されていることです。 

第 86 類から第 89 類までの品⽬に対してはすべて調和規則 EU 提案が適⽤されます。 

第 84 類の法的拘束⼒のある品⽬横断的な概念規定は、以下のとおりです。 

プライマリー･ルール: ブランクから製造された部品及び附属品 

(1) HS 通則２（a）の適⽤によって完成した物品と同じ項、号⼜はスプリット項･号に分類されるブランクから製
造された物品の原産国は、作業を⾏うすべての⾓、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、加圧加⼯⼜は圧縮成形を含むものとする。 

                                                           
1  2015 年 7 ⽉ 28 ⽇付、委員会委任規則（EU）第 2015/2446 号の附属書 22-01 に規定される品⽬別規則は、HS2012 年版に

準拠している。 
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(2) 上記パラ１は、「部分品」⼜は「部分品及び附属品」として分類される物品(固有の名称を付された物品を含
む。) に分類される物品に適⽤されるものとする。 

 

定義： 第 84.73 項の適⽤に当たっての「半導体製品の組⽴て」の定義 

「半導体製品の組⽴て」は、チップ、ダイス⼜はその他の半導体製品からのチップ、ダイス⼜はその他の半
導体製品への変更であって、ユニット化され、接続のために共通媒体上に取り付けられ⼜は接続された後に
取り付けられたものを意味する。半導体製品の組⽴ては微細な作業とはみなされない。 

類の注釈 
注釈 1： 部品の収集 

関税分類の変更が、他の項⼜は号の未組⽴の物品として提⽰される部品の集合体に対する HS 通則２（a）の
適⽤によって⽣じる場合には、各部品は収集される以前に有していた原産地を維持するものとする。 

注釈２：収集された部品の組⽴て 

HS 通則２の適⽤により完成品として分類される部品の集合体を組み⽴てた物品は、当該組⽴を⾏った国を原
産国とする。ただし、当該各部品が集合体としてではなく個々に提⽰された場合に当該産品がプライマリー・
ルールを満たす場合に限る。 

注釈３： 分解によって得られる物品 

物品の分解によって⽣じる関税分類の変更は、「リスト･ルール」の表に規定されるルールの要件を満たす変
更とはみなされない。物品から回収された部品の原産国は当該回収国とするが、輸⼊者、輸出者⼜は部品の
原産地を決定するための正当な理由を有する他のいずれかが、確認しうる証拠によって別の原産国を⽰す場
合はこの限りでない。 

第 84 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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。 

リスト・ルール 
 

HS 番号（2012 年販） 品 名 プライマリー･ルール 

ex 8443 複写装置で光学システムを含むもの⼜
は接触型のもの 

CTH（項変更） 

ex 8473 メモリー･モジュール CTH（項変更）⼜は 
半導体製品の組⽴て 
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ex 8482 ⽟軸受、ころ軸受⼜は針状ころ軸受（組
み⽴てられたものに限る） 

内輪及び外輪の熱処理、研磨及び研削を⾏っ
た後の組⽴て 

次に、第 84 類及び第 86 類から第 89 類までの法的拘束⼒のない調和規則 EU 提案を紹介します。 

プライマリー･ルール: ブランクから製造された部品及び附属品 

(1) HS 通則２（a）の適⽤によって完成した物品と同じ項、号⼜はスプリット項･号に分類されるブランクから製
造された物品の原産国は、作業を⾏うすべての⾓、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、加圧加⼯⼜は圧縮成形を含むものとする。 

(2) 上記パラ１は、「部分品」⼜は「部分品及び附属品」として分類される物品(固有の名称を付された物品を含
む。) に分類される物品に適⽤されるものとする。 

類の注釈 
注釈 1： 部品の収集 

関税分類の変更が、他の項⼜は号の未組⽴の物品として提⽰される部品の集合体に対する HS 通則２（a）の
適⽤によって⽣じる場合には、各部品は収集される以前に有していた原産地を維持するものとする。 

注釈２：収集された部品の組⽴て 

HS 通則２の適⽤により完成品として分類される部品の集合体を組み⽴てた物品は、当該組⽴を⾏った国を原
産国とする。ただし、当該各部品が集合体としてではなく個々に提⽰された場合に当該産品がプライマリー・
ルールを満たす場合に限る。 

注釈３： 分解によって得られる物品 

物品の分解によって⽣じる関税分類の変更は、「リスト･ルール」の表に規定されるルールの要件を満たす変
更とはみなされない。物品から回収された部品の原産国は当該回収国とするが、輸⼊者、輸出者⼜は部品の
原産地を決定するための正当な理由を有する他のいずれかが、確認しうる証拠によって別の原産国を⽰す場
合はこの限りでない。 

第 84 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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 年販） 品 名 プライマリー･ルール 

第 84.01 項〜第 84.06 項 
第 84.10 項〜第 84.24 項 
第 84.32 項〜第 84.42 項 
第 84.49 項〜第 84.55 項 
第 84.67 項〜第 84.72 項 
第 84.74 項〜第 84.79 項 
第 84.81 項 
第 84.43 項で附属書 22-01 に規定
されない品⽬  

機械類の製品で部品･附属
品が同じ項に分類されるも
の 

CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

① 第 84.07 項〜第 84.08 項 
 

② 第 84.25 項〜第 84.30 項 
 

③ 第 84.44 項〜第 84.47 項 
 

④ 第 84.56 項〜第 84.65 項 

機械類の製品で、その部品･
附属品が別の独⽴した項に
分類されるもの 

① CTH（項変更）(第 84.09 項からの変更を
除く。) ⼜は 45％付加価値 

② CTH（項変更）(第 84.31 項からの変更を
除く。) ⼜は 45％付加価値 

③ CTH（項変更）(第 84.48 項からの変更を
除く。) ⼜は 45％付加価値 

④ CTH（項変更）(第 84.66 項からの変更を
除く。) ⼜は 45％付加価値  

① 第 84.09 項、第 84.31 項、第
84.48 項、第 84.66 項、第 84.80
項、第 8484.10 号、第 8484.20
号、第 84.87 項 

② 第 8484.90 号 
③ 第 84.48 項、第 8483.10 号、第

8483.30 号、第 8483.40 号、第
8483.50 号、第 8483.60 号、第
8483.90 号、第 84.86 項 

④ 第 84.73 項で附属書 22-01 に
規定されない品⽬ 

⑤ 第 84.82 項で附属書 22-01 に
規定されない品⽬ 
A：第 8482.91 号 
B：第 8482.99 号(a) 
 
 
 
 
   第 8482.99 号(b) 
 

部品⼜は附属品として分類
されるもの 

① CTH（項変更） 
 
 
 

② CTSH（号変更） 
③ CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

 
 
 

④ 45％付加価値 
 

⑤ 以下のとおり 
A（⽟、針状ころ、ころ）： 

CTH（項変更)⼜は 45％付加価値 
B：(a) 内輪･外輪の仕上加⼯をしたもの： 

CTH（項変更）⼜は第 8482.99 号(b)
からの変更 

(b) 内輪･外輪で湾曲され⼜は鍛造された
もので、熱処理、研削がおこなわれて
いないもの：  

CTH（項変更） 
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HS 番号（2017 年販） 品 名 プライマリー･ルール 

 
 
   第 8482.99 号(c) 
 

⑥ 第 8483.20 号 

(c) その他の部分品： 
CTH（項変更） 

⑥ CTH（項変更）（第 84.82 項からの変更
を除く。）。⼜は、           
スプリット 8482.99(b)の内輪⼜は外輪の
号熱処理及び研削に続いての部品の組⽴
てによるこの号への変更 

第 86 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 
プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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。 

第 86.01 項〜第 86.06 項 
第 86.08 項 

鉄道⾞両 
信号⽤機器等及び部品 

CTH（項変更）（ただし、第 86.07 項からの
変更を除く。）⼜は 45％付加価値 

第 86.07 項 鉄道⾞両の部品 CTH（項変更） 

第 86.09 項 コンテナ CTH（項変更）（ただし、第 73.09 項⼜は第 
73.10 項からの変更を除く。） 

第 87 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 
プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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。 

第 87.01 項〜第 87.05 項 ⾃動⾞等 45％付加価値 

第 87.06 項〜第 87.07 項 原動機付きシャシ、⾞体 CTH（項変更）（ただし、第 87.08 項からの
変更を除く。）⼜は 45％付加価値 

第 87.08 項 ⾃動⾞の部分品･附属品 CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

第 87.09 項〜第 87.11 項 特殊⾃動⾞、戦⾞、⼆輪⾃
動⾞ 

CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

第 87.12 項〜第 87.13 項 ⾃転⾞等 CTH（項変更）（ただし、第 87.14 項からの
変更を除く。）⼜は 45％付加価値 

第 87.14 項 ⾃転⾞等の部分品･附属品 CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

第 87.15 項〜第 87.16 項 乳⺟⾞･部分品、トレーラ
ー･部分品 

CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 
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HS 番号（2017 年販） 品 名 プライマリー･ルール 

第 88 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 
プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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。 

第 88.01 項〜第 88.02 項 航空機等 CTH（項変更）（ただし、第 88.03 項からの
変更を除く。）⼜は 45％付加価値 

第 88.03 項 航空機等の部分品 CTH（項変更） 

第 88.04 項〜第 88.05 項 落下傘、航空機射出装置等 CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

第 89 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 
プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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。 

第 89.01 項〜第 89.07 項 船舶、浮き構造物等 CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

第 89.08 項 解体⽤の船舶その他の浮き
構造物 

本項の物品の原産国は、本項に分類される前
の船舶その他の浮き構造物の原産国とする 

【筆者意⾒】 

第 84 類、第 86 類から第 89 類までに分類される機械類、鉄道⾞両、⾃動⾞、航空機、船舶等に適
⽤される EU の⾮特恵原産地規則（プライマリー・ルール）は、第 87.01 項から第 87.05 項までに分
類される⾃動⾞を除いて、⼀定の原則に従った規則設定がなされている。すなわち、組⽴⼯程を意味
する部分品･附属品が分類される項⼜は号から製品の項⼜は号への変更を実質的変更と認めることは
ありません。関税分類変更基準で実質的変更を得るためには、専⽤部品をすべて粗原料から内製しな
ければなりません。昨今のグローバル・バリューチェーンの経済下においてこのような⽣産形態を取
ることは採算にあわず、事実上、満たすことができないルールとなっています。⼀⽅、類別のレジデ
ュアル・ルールでは、プライマリー・ルールを満たさない場合に、調達材料の価額⽐で最⼤の国が原
産国となりますので、⾃国において原産材料を他国産材料よりも多く使⽤すれば、⾃国を原産国とす
ることができます。選択制のもう⼀つのプライマリー・ルールとして、45％付加価値基準を満たすこ
とで原産性を得ることができます。価格で証明することは、EPA 特恵原産地規則の適⽤における経験
則で困難であることを認識していると思いますが、関税分類変更基準がほぼ満たせないほど厳格なル
ール設定となっているので、EPA 原産地規則適⽤の際にデータを残しておき、対 EU 輸出に際して同
様に適⽤することも⼀案です。 

この原則の例外が⾃動⾞で、⼀貫して付加価値 45％の付与が求められます。付加価値基準の計算式
は、法的拘束⼒のある附属書 22-01 に次の規定が置かれています。 
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１．定 義 

1.3 付加価値基準 

(a) 「X％付加価値基準」とは、作業及び加⼯、及び適当な場合には⽣産国を原産とする部品の組
込みの結果として得られた価額の増加が、当該産品の⼯場渡し価額の少なくとも X％となる
製造を意味する。「X」は、各項に⽰された百分率を表す。 

(b) 「作業及び加⼯、及び⽣産国を原産とする部品の組込みの結果として得られた価額の増加」
とは、準備、仕上げ及び検査作業を伴う組⽴て、及び作業が⾏われている国を原産とする部
品の組み込みによる価額の増加を意味し、利益及び当該作業の結果として当該国で負担され
る⼀般経費を含むものとする。 

(c) 「⼯場渡し価額（ex-works price）」とは、最後の作業⼜は加⼯を⾏った製造者に対して⽀払
われた⼜は⽀払われるべき、⽣産者の施設において引渡し準備のできた産品の⼯場渡しの価
額。ただし、当該価額には、当該産品の⽣産において使⽤された全ての材料の価額及び要し
た他の全ての費⽤から当該産品が輸出⼜は再輸出される際に払い戻され、⼜は払い戻され得
る内国税を減じた額を含む。 

実際に⽀払った価額が当該産品の製造に関連して実際に負担したすべての経費を反映していない
場合は、⼯場渡し価額は、これらのすべての価額から当該産品が輸出⼜は再輸出される際に払い
戻され、⼜は払い戻され得る内国税を減じた額とする。 

３． 我が国の機械、自動車等における非特恵原産地 

我が国の⾮特恵原産地規則は、例外事由を除けば、次の関税法施⾏規則第１条の７（昭和 41 年⼤
蔵省令第 55 号）及び関税法基本通達 68-3-５（協定税率を適⽤する場合の原産地の認定基準）がすべ
ての品⽬に対して⼀律に適⽤されます。 

第１条の７  

令第４条の２第４項第２号（特例申告書の記載事項等）に規定する財務省令で定める加⼯⼜は製造は、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。）の該当する同表の項と異なることとなる加⼯⼜は製造
（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造を含む。）とする。ただし、輸送⼜は保存のための乾燥、冷凍、塩⽔漬けそ
の他これらに類する操作、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、改装、
仕分け、製品⼜は包装にマークを付け⼜はラベルその他の表⽰を張り付け若しくは添付すること、⾮原産品
（⼀の国⼜は地域において⽣産された前条各号に掲げる物品及びこの条に規定する加⼯⼜は製造がされた物
品以外の物品）の単なる混合、単なる部分品の組⽴て及びセットにすること並びにこれらからのみ成る操作
及び露光していない平⾯状写真フィルムを巻くことを除く。 

関税法基本通達 68−３−５ （協定税率を適⽤する場合の原産地の認定基準） 
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協定税率を適⽤する場合における輸⼊物品の原産地の認定については、令第４条の２第４項、規則第１条の
６及び規則第１条の７によるものとするが、これらの規定による⽤語の意義等については次による（関係す
る部分のみを抜粋）。 

(2)  物品の⽣産が⼆国以上にわたる場合は、令第４条の２第４項第２号及び規則第１条の７の規定を適⽤し
て原産地を決定するが、この場合、実質的な変更をもたらし、新しい特性を与える⾏為を⾏った最後の
国を原産地とするものとする。 

(4)  規則第１条の７に規定する「税関⻑が指定する加⼯⼜は製造」とは、次に掲げる製造とするものとす
る。（第 84 類、第 86 類から第 89 類に分類される産品を対象とした特段の加⼯･製造は指定されていな
いため、細則の引⽤は省略します。） 

(5)  ⾃国産以外の２種類以上の原料⼜は材料(以下｢原材料｣という｡)を使⽤した製造において、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るものとそう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原材料からみて、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（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造を含む。）に該当するときは、当該製造は規則第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（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造を含む。）とみな
すものとする。 

上記規則から導かれる結論は、組⽴てを主要⼯程とする機械類等においては、項変更ルールは HS
分類次第で組⽴てが実質的変更となる場合とならない場合とが併存してしまいます。この不都合を是
正する措置として、関税法基本通達で「税関⻑が指定する加⼯⼜は製造」を定め、項変更がなくても
原産性を付与する事例を列挙しているところですが、機械類等について「部品から製品への組⽴て」
を指定していません。我が国への輸⼊であれば機械類等はほぼすべての品⽬にわたって MFN 無税と
なっており、本規則の適⽤による実務上の困難はありません。しかしながら、途上国等への輸出にお
いて商⼯会議所が関税法施⾏規則を適⽤して（⾮特恵）原産地証明書を発給していることから、HS
の構造によって部品から製品への組⽴⼯程が⽇本国原産となったり、ならなかったりするのは不条理
と思われても仕⽅がないところです。 

基本通達の（5）は、⼀種のデミニミス規定と考えることができます。２種類以上の⾮原産材料を
使⽤した製造において、当該⾮原産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
るものとそう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（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造
を含む。）に該当するときは、当該製造は規則第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（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造を含む。）とみなすとしています。すなわち、最終製品として
の特性を与える⾮原産材料に焦点を当てて、当該⾮原産材料が項変更等の規定を満たす場合には、重
要でない材料の関税分類変更に関わりなく、原産性を与えるというものです。 

 

 

以上
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記事２． JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則 

 今回は、エレクトロニクス製品及び光学、精密機器等（第 85 類及び第 90 類）を取り上げます。 

第 3 章 エレクトロ二クス、光学機器 （HS 第 85 類、第 90 類） 

エレクトロニクス、精密機器等（第 85 類及び第 90 類）の特徴は、製品及び使⽤される部分品の⼤
⼩、多寡、⼯程の複雑さに差異はあるものの、基本的には、いずれも組⽴⼯程によって⽣産されること
にあります。本製品分野における HS 分類も、部分品から製品への変更においては項⼜は号の変更があ
るのに対し、部分品から部分品への変更には多くの場合に関税分類の変更がありません。したがって、
部分品から製品への関税分類が組⽴⼯程によって⽐較的容易に⽣じるために、製品の組⽴てを実質的
変更とする原則を採⽤すれば、製品の項・号には項変更⼜は号変更ルールが的確にその役割を果たし
ます。⼀⽅、部分品の⽣産においては、グローバル・バリューチェーンが展開されて、製造⼯程が細分
化された今⽇においては、粗原料からエレクトロニクス機器、精密機器等の専⽤部品を⼀貫⽣産する
ことは稀で、部分品から部分品が⽣産されることになります。したがって、関税分類変更基準は適格性
を⽋き、付加価値基準⼜は加⼯⼯程基準に頼らざるを得ない状況になっています。こうした前提の下
で、以下に⽶国、EU 及び我が国の⾮特恵原産地規則を精査します。 

１． 米国の機械、自動車等における非特恵原産地 

（１） 実質的変更に係る判例法 

⽶国税関による判断事例（⽶国税関のオンライン検索システム「CROSS」から引⽤） 

① バッテリーパック： チェコで組み⽴てられた携帯電話⽤リチウムイオン･バッテリーパック
（1997 年 8 ⽉ 7 ⽇付、NY B87586、MAR-2 RR:NC:1: 112 B87586） 

事実関係 

⽇本製のバッテリーセル及び保護回路モジュールとドイツ製のその他のコンポーネンツがチェコで
組み⽴てられた後、⽶国に輸出される。 

判断内容 

バッテリーセルはバッテリーパックに組み込まれた時に実質的変更が⽣じていないため、当該バッ
テリーパックの原産国はバッテリーセルの原産国となる。したがって、合衆国法典第 19 編第 1304 条
の原産国表⽰要件の適⽤に当たっては、当該バッテリーパックは「⽇本製」と表⽰されるべきである。 

② 充電器： メキシコで組み⽴てられた⼯業⽤･娯楽⽤充電器（2019 年 12 ⽉ 18 ⽇付、N307953、
CLA-2-85:OT:RR:NC:N2:220 

事実関係 

本件充電器は、種々の⼯業⽤⼜は娯楽⽤の機械の充電に使⽤される。これらの機器には、電動式パ
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レットジャック、シザーリフト、ゴルフカート、電気スクーターが含まれる。本充電器は、プリント
基板アッセンブリー（PCBA）、キャスト･ヒートシンクベース、電気接続器、ケーブル、及びその他
の部品及びファスナーから構成される。これらの部品の原産国は主に中国とメキシコであり、メキシ
コで製品化されている。 

プリント基板アッセンブリーは、メキシコにおいて単品のプリント基板、IC チップ、トランジスタ
ー、抵抗器、変圧器、コンデンサー他から組み⽴てられ、表⾯実装及び⼿作業のスルーホール実装⼯程
によって製造されている。本プリント基板アッセンブリーは、⼊⼒電圧を変更し、機械への充電を管理
する機能を有しており、絶縁保護コーティングで覆われ、アルミ製の放熱容器に組み込まれ、検品され
る。充電器は、最終梱包と発送の前に検査され、顧客の仕様に合わせたソフトウェアが⽤意される。 

判断内容 

メキシコは NAFTA 構成国であることから、原産地表⽰に係る原産国決定は NAFTA マーキングルー
ルに従って決定される。連邦規則集第 19 巻第 102.11 条は、原産地表⽰のための原産国決定において以
下の（a）項の条⽂の順番に従って判断することを求めている。 

（a） 物品の原産国は、以下の国とする。 
（1） 当該物品が完全に得られ⼜は⽣産される。 
（2） 当該物品が原産材料のみから⽣産される。 
（3） 当該物品に組み込まれた⾮原産材料のすべてが第 102.20 条に規定される関税分類変更を⽣じ、同条及

びその他の条の要件を満たす。 

本件に対しては、上記（a）項の（1）及び（2）の適⽤はない。したがって、（3）の適⽤が検討され
る。本件充電器に適⽤される品⽬別規則は、以下のとおりである。 

第 8504.10 号から第 8504.50 号までの物品： 
第 8504.10 号から第 8504.50 号までの物品へのグループ外の号の物品からの変更 

 上述のとおり、充電器を構成するコンポーネンツの⼤部分はメキシコに輸⼊されるため、⾮原産材
料とみなされます。したがって、関税分類変更基準の要件を満たすためには、コンポーネンツは、⽶
国関税率表の第 8504.10 号から第 8504.50 号までの号以外に分類されなければならない。提供された情
報に基づくならば、変圧器⼜はインダクタ―として識別される 9 つのコンポーネンツは、充電器が第
102.11 条（a）（3）に規定される号変更規則を満たすことを妨げる当該号に分類される。さらに、特記
された号に分類される⾮原産コンポーネンツの価額の合計は、連邦規則集第 19 巻第 102.13 条で規定
されるデミニミスの許容限度を超える。したがって、当該充電器は、連邦規則第 19 巻第 102.20 条で
規定される号変更を満たさない。 

 税関の⾒解として、第 102.11 条（b）⼜は（c）は、当該充電器が HS 通則 3 によるセットとは認めら
れず、かつ、当該充電器の重要な特性を有する単⼀のコンポーネントでもないことから、適⽤されな
い。 
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（d）においては、本条のパラグラフ（a）、（b）⼜は（c）で原産国が決定できない場合に、原産国が次
の通り決定されるべきことを定めている。 

(1)  物品が些細な加⼯の結果として⽣産された場合、当該物品の原産国は当該物品の重要な特性を決定す
るに当たって等しく考慮に値する材料の原産国⼜は複数の原産国とする。 

(2)  物品が単なる組⽴てによって⽣産され、かつ、当該組⽴てに使⽤された部品が当該物品の重要な特性
を決定するに当たって等しく考慮に値する材料であって同じ国からのものである場合、当該物品の原
産国はこれらの部品の原産国とする。 

(3)  物品の原産国が本条（d）の（1）⼜は（2）によって決定できない場合、当該物品の原産国は当該物品
が最後に⽣産された国とする。 

本件充電器の⽣産は、些細な加⼯⼜は単なる組⽴てとはいえない。メキシコ原産の PCBA への個々の
コンポーネンツの組⽴ては、⾮原産材料を充電⽤機器に実質的に変更する。したがって、本件充電器の
原産国は、⽶国に輸⼊される際には、メキシコとなる。さらに、原産地表⽰に当たって及び第 102.11 条
（d）（3）に従って、本件充電器は原産国メキシコと表⽰されることになる。 

③ タッチスクリーン・コントローラー（2019 年 3 ⽉ 15 ⽇付、N302701、CLA-2-85:OT:RR:NC:N2: 
220） 

事実関係 

 本件物品は、液晶ディスプレイ（LCD）と抵抗膜式タッチオーバーレイ（overlay）を備えたタッチス
クリーンディスプレイ・コントローラとして表現される。タッチスクリーンディスプレイ・コントロー
ラは、特に⼼電計（ECG）で使⽤するように設計されており、⼼電図データの表⽰だけでなく、機械の
電気的制御を提供する。提出資料によれば、コストの 29%を占める液晶ディスプレイは中国から台湾
に輸⼊され、コストの 64%を占めるオーバーレイは台湾で製造される。 

 台湾における製造⼯程は、液晶ディスプレイをボンディング剤でオーバーレイに接着し、サーマル
オーブンで硬化させることで構成される。追加⼯程は、組⽴後の製品の洗浄、検査、テスト、及び保
護フィルムの貼付などで、組⽴てに係る⼯程は、どれも複雑ではないと認める。 

判断内容 

 タッチスクリーンディスプレイ・コントローラの原産国表⽰に関し、1930 年関税法第 304 条（合衆
国法典第 19 編第 1304 条で改正）は、別段の定めがない限り、⽶国に輸⼊された外国原産のすべての
物品（⼜はその容器）は、当該物品の原産国を英語表記で合衆国における最終的な購買者に対して⽰す
ような⽅法で、当該物品（⼜はその容器）のよく⾒える部分に、明瞭に、消えないように、かつ恒久的
に表⽰すべきであると規定する。本要件及び合衆国法典第 19 編第 1304 条に対する例外を実施するた
めの規則は、⽶国税関及び国境警備規則第 134 部（連邦規則集第第 19 巻第 134 部）に規定されている。 

 1993 年 7 ⽉ 30 ⽇付、HQ 735009 で述べられたとおり、「原産国は物品が最後に「実質的な変更」、す
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なわち、物品の名称、特性、⼜は⽤途に変更をもたらす加⼯を⾏った国」である。税関・国境警備局
（CBP）は、合衆国対ギブソン・トムセン社判決（1940 年、27 C.C.P.A.267（C.A.D.98））に基づいて、
「物品の名称、特性、及び⽤途が加⼯される材料の名称、特性、及び⽤途とは異なる物品として製造⼯
程から出現する場合に実質的変更が⽣じる」との⾒解を維持している。 

 さらに、エナジャイザー・バッテリー社対合衆国判決（2016 年、190 F. Supp. 3d 1308）において、国
際貿易裁判所（CIT）は、1979 年貿易協定法（TAA）で規定される政府調達における「実質的変更」の
解釈を⽰している。エナジャイザー判決では、裁判所は、懐中電灯の原産地決定を⾏うに際して実質的
変更が⽣じたか否かを判断する場合に「名称、特性及び⽤途」テストを⾒直し、過去における実質的変
更に係る判例を検討している。本裁判所は、ユニロイヤル社対合衆国判決（1983 年連邦巡回裁判所、
3 C.I.T.220、226、542 F. Supp. 1026,1031、aff'd,702 F.2d 1022（Fed. Cir. 1022））を引⽤して、「輸⼊後の加
⼯が組⽴てで構成される場合、裁判所は特性の変更を認めることに消極的であり、特に輸⼊された物
品に物理的な変更が⾏われないときに顕著であった」ことに留意した。さらに、裁判所は「輸⼊時に最
終使⽤⽤途（end-use）があらかじめ決定されていたとき、裁判所は⼀般的に⽤途の変更を認めていな
い」旨を、ナショナルハンドツール社対合衆国判決（1993 年連邦巡回裁判所、16 C.I.T.308、310、aff'd 
989 F.2d 1201）を引⽤して指摘した。さらに、裁判所は、組⽴⼯程の性質について、それが単なる組⽴
てであるのか、もっと複雑で個々の部品がそれぞれの特質を失い新たな物品の不可分⼀体としてのも
のになるかを考慮した。 

 タッチスクリーンディスプレイ・コントローラーの原産国を判断するに当たって、台湾で⾏われた
組⽴作業は複雑ではなく、液晶ディスプレイをオーバーレイに接着させることは材料として物品を新
たな異なる商業上の物品に変更させるのに⼗分な作業を構成していないことを再度指摘する。タッチ
スクリーンディスプレイ・コントローラーの原産国は、組み⽴てられた製品に重要な特性を与えるコ
ンポーネントであるオーバーレイに基づく。したがって、タッチスクリーンディスプレイ・コントロー
ラの原産国は台湾である。 

（２） NAFTAマーキングルール 

製品の原産国 
第 85 類及び第 90 類の品⽬別規則においては、基本原則として関税分類の項⼜は号によって達成さ

れる部品から製品（コンポーネンツを含む）への組⽴てを原産性付与⾏為として容認し、ネガティブル
ールである①「単なる組⽴て」による加⼯と②「同種類の製品から製品への変造」を関税分類変更に対
する例外扱いすることで実質的変更に係る「安全弁」を確保しています。 

①は、「単なる組⽴て」の定義を定め、材料となる部品・機器を特定し、或いはすべての使⽤材料に
適⽤される形で設定されています。例を挙げると以下のとおりです。 

第 8540.91 号-第 8540.99 号（熱電⼦管、冷陰極管及び光電管（例えば、真空式のもの、蒸気⼜はガスを封
⼊したもの、⽔銀整流管、陰極線管及びテレビジョン⽤撮像管）の部分品）：  

CTSH（号変更）。ただし、単なる組⽴てによる変更を除く 
第 8508.70 号（真空式掃除機の部分品）：  
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CTSH（号変更）。ただし、第 85.01 項の物品（モーター）からの単なる組立てによる変更を除く 

「単なる組⽴て」は、ボルト締め、接着、はんだ付け、縫製⼜はその他の軽微な加⼯を超えない⼿段によっ
てすべてが外国製である５つ以下の部品（ネジ、ボルトその他の留め具を除く。）の取付けを意味すると定
義される（連邦規則集第 19 巻第 102.1（o））。 

②は、出⼒等で号が分かれる製品をグループ化し、そのグループ外からの変更（部品の組⽴て）を原
産性付与⾏為とし、グループ内の変更を変造（modification）として実質的変更と認めない取扱いをし
ています。例を挙げれば、次のとおりです。 

第 8504.10 号  − 放電管⽤安定器 
− トランスフォーマー（絶縁性の液体を使⽤するものに限る。） 

第 8504.21 号 −− 容量が 650 キロボルトアンペア以下のもの 
第 8504.22 号 −− 容量が 650 キロボルトアンペアを超え 10,000 キロボルトアンペア以下のもの 
第 8504.23 号 −− 容量が 10,000 キロボルトアンペアを超えるもの 

− その他のトランスフォーマー 
第 8504.31 号 −− 容量が１キロボルトアンペア以下のもの 
第 8504.32 号 −− 容量が１キロボルトアンペアを超え 16 キロボルトアンペア以下のもの 
第 8504.33 号 −− 容量が 16 キロボルトアンペアを超え 500 キロボルトアンペア以下のもの 
第 8504.34 号 −− 容量が 500 キロボルトアンペアを超えるもの 
第 8504.40 号 − スタティックコンバーター 
第 8504.50 号 − その他のインダクター 

CTSH（号変更）。ただし、グル―プ内（第 8504.10 号から第 8504.50 号まで）の変更を除く 

専⽤部品の原産国 
⼀⽅、専⽤部品については、専⽤部品への粗原料からの変更を求める基本ルールを採⽤しています。

部品の製造は、機械類の専⽤部品になると部品から部品への変更に関税分類変更を伴いません。その
ため、EU では粗原料からの変更を意味する CTH ルールと付加価値基準を併存させていますが、NAFTA
マーキングルールの場合には関税分類変更だけで対応するとの原則に従いつつ、HS 分類を専⽤部品の
号をスプリットして更に細分化することによりスプリット項・号の間での当該細分への変更を実質的
変更とする措置を採⽤しています。 

第8516.90号（電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び⼟壌加熱器、電熱
式の調髪⽤機器（例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール⽤こて）及び⼿⽤ドラ
イヤー、電気アイロンその他の家庭において使⽤する種類の電熱機器並びに電熱⽤抵抗体
（第 85.45 項のものを除く。）の部分品） 

CTH（項変更） 
第8509.40号-第8509.80号（家庭⽤電気機器（電動装置を⾃蔵するものに限るものとし、第 85.08 項に属す

る真空式掃除機を除く。））： 
第8509.80号の床磨き機⼜は台所⽤ディスポーザーへの号内の物品からの変更⼜は他の号の物品から
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の変更、⼜は 

第8509.80号のその他の物品への号内の床磨き機⼜は台所⽤ディスポーザーからの変更⼜は他の号の
物品からの変更、⼜は 

第8509.40号から第8509.80号までのその他の物品への他の号の物品からの変更 

HS 番号 品⽬別規則 

第 85 類： 電気機器及びその部分品並びに録⾳機、⾳声再⽣機並びにテレビジョンの映像及び⾳声
の記録⽤⼜は再⽣⽤の機器並びにこれらの部分品及び附属品 

【機器の組⽴て】 
8505.11-8505.20、8508.11-
8508.60、8510.10-8510.30、
8511.10-8511.80、8513.10、
8514.10-8514.40、8516.10-
8516.79、8519.50、8519.99、
8521.10-8521.90、8526.10-
8526.92、8530.10-8530.80、
8532.10-8532.30、8533.10-
8533.40、8535.10-8535.90、
8539.10-8539.31、8540.11-
8540.20、8540.71-8540.89、
8543.20-8543.30、8545.11-
8547.90、 

CTSH（号変更） 
➡ 製品と同じ項に分類される専⽤部品からの組⽴てを実質的変更とする 

【機器の組⽴て】 
8501、8502、8518.10-
8518.50、8537 

CTH（項変更） 
➡ 製品とは別の項に分類される専⽤部品からの組⽴てを実質的変更とする 

8543.70 第 8543.70 号への物品への他の号の物品からの変更。ただし、第 8523.52 号
のプロクシミティ−カード⼜はプロクシミティ−タグからの変更及び第
8486.10 号から第 8486.20 号の機械⼜は機器からの変更を除く 

【部品でありながら製品扱
い】 
8534（印刷回路） 

CTH（項変更） 
➡ 粗原料からの⽣産が求められる 

【くず・使⽤済みの物品】 
8548（⼀次電池･蓄電池のく
ず・使⽤済みのもの） 

CTH（項変更） 
➡ 消費による項変更 
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HS 番号 品⽬別規則 

【部品の製造】 
8503、8504.90、8506.90、
8507.90、8511.90、8512.90、
8513.90、8514.90、8515.90、
8516.80、8516.90、8518.90、
8522、8529、8530.90、
8531.90、8532.90、8533.90、
8538、8539.90 

CTH（項変更） 
➡ 専⽤部品の製造は粗原料からを原則とする。専⽤部品から専⽤部品の製

造・組⽴てを実質的変更としない 

【部品の製造】 
8507.10-8507.70、 

CTSH（号変更） 
➡ 専⽤部品の製造は粗原料からを原則とする。専⽤部品から専⽤部品の製

造・組⽴てを実質的変更としない 

【製品製造で特定材料の使⽤
制限】 
8543.10 

第 8543.10 号の物品への他の号の物品からの変更。ただし、第 8486.20 号の
半導体材料のドーピング⽤のイオン･インプランターからの変更を除く 

【部品製造で特定材料の使⽤
制限】 
8543.90 

CTH（号変更）。ただし、第 8486.90 号の部分品からの変更を除く 

【製品間の変造の禁⽌】 
8504.10-8504.50、8512.10-
8512.30、8515.11-8515.80、
8519.92-8519.93、8527.12-
8527.13、8539.32-8539.39、
8539.41-8539.49、8540.40-
8540.60 

CTSH（号変更）。ただし、グル―プ内の変更を除く 
➡ 容量、種類等が異なる製品間の変造を実質的変更としない 

【製品間の変造の禁⽌、特定
材料からの組⽴てを排除】 
8525.50-8525.60 

CTSH（号変更）。ただし、グル―プ内の変更、及び第 8517.12 号及び第
8517.61 号から第 8517.69 号までの物品からの変更を除く 
➡ 容量、種類等が異なる製品間の変造、及び特定材料からの変更を実質的

変更としない 

【単なる組⽴ての排除】 
8540.91-8540.99 

 
CTSH（号変更）。ただし、単なる組⽴てによる変更を除く 

8509.90、8510.90 CTH（項変更）。ただし、第 85.01 項の物品からの単なる組⽴てによる変
更を除く 
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HS 番号 品⽬別規則 

8508.70 CTSH（号変更）。ただし、第 85.01 項の物品からの単なる組⽴てによる変
更を除く 

8512.40 CTSH（号変更）。ただし、第 8512.90 号⼜は第 85.01 項の物品からの単な
る組⽴てによる変更を除く 

8528.41、8528.51、8528.61 ディスプレイ･ユニットへの他の号の物品からの変更（号変更）。ただし、
第 8471.60 号⼜は第 8504.40 号の物品からの変更⼜は第 84.73 項の物品から
の単なる組⽴てによる変更を除く  

8531.10-8531.80 CTSH（号変更）。ただし、第 8531.90 号の物品からの単なる組⽴てによる
変更を除く 

8544.11-8544.70 第 8544.42 号の物品への号内変更。ただし、単なる組⽴てによる変更を除
く。⼜は、 
第 8544.49 号の物品への号内変更。ただし、単なる組⽴てによる変更を除
く。⼜は、 
第 8544.11 号から第 8544.70 号までの物品への他の号の物品からの変更。た
だし、単なる組⽴てによる変更を除く。 

【項内･号内変更を容認】 
8505.90 

第 8505.90 号の電磁式リフティングヘッドへの号内変更⼜は CTSH（号変
更）、⼜は 
第 8505.90 号のその他の物品への他の項の物品からの変更 

8506.10 CTSH（号変更）、⼜は 
⼆酸化マンガンを使⽤した⼀次電池（体積が 300cm3 以下）への号内の他の
物品からの変更、⼜は 
⼆酸化マンガンを使⽤した⼀次電池（体積が 300cm3 超）への号内の他の物
品からの変更 

8506.30 CTSH（号変更）、⼜は 
酸化⽔銀を使⽤した⼀次電池（体積が 300cm3 以下）への号内の他の物品か
らの変更、⼜は 
酸化⽔銀を使⽤した⼀次電池（体積が 300cm3 超）への号内の他の物品から
の変更 

8506.40 CTSH（号変更）、⼜は 
酸化銀を使⽤した⼀次電池（体積が 300cm3 以下）への号内の他の物品から
の変更、⼜は 
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HS 番号 品⽬別規則 

酸化銀を使⽤した⼀次電池（体積が 300cm3 超）への号内の他の物品からの
変更 

8506.50-8506.80 第 8506.50 号から第 8506.80 号までの物品へのグループ外の号の物品からの
変更、⼜は 
第 8506.50 号から第 8506.80 号までの⼀次電池（体積が 300cm3 以下）への
号内の他の物品からの変更、⼜は 
第 8506.50 号から第 8506.80 号までの⼀次電池（体積が 300cm3 超）への号
内の他の物品からの変更 

8509.40-8509.80 第 8509.80 号の床磨き機⼜は台所⽤ディスポーザーへの号内の物品からの変
更⼜は他の号の物品からの変更、⼜は 
第 8509.80 号のその他の物品への号内の床磨き機⼜は台所⽤ディスポーザー
からの変更⼜は他の号の物品からの変更、⼜は 
第 8509.40 号から第 8509.80 号までのその他の物品への他の号の物品からの
変更 

8517.11-8517.69 第 8517.12 号の物品への他の号の物品への変更。ただし、その他のトランシ
ーバー、その他の送信機器或いは第 8517.61 号から第 8517.69 号まで⼜は第
8525.50 号から第 8525.60 号までの無線電話⼜は無線電信の受信装置を内蔵
する送信機器からの変更を除く。⼜は 
第 8517.61 号から第 8517.69 号の無線電話⼜は無線電信のその他の送信機器
⼜は第 8517.61 号から第 8517.69 号の無線電話⼜は無線電信の受信装置を内
蔵する送信機器への第 8517.61 号から第 8517.69 号までの物品からの号内変
更或いは他の号の物品からの変更。ただし、第 8517.12 号の物品⼜は無線電
話⼜は無線電信のその他の送信機器からの変更、第 8517.61 号から第
8517.69 号⼜は第 8525.50 号から第 8525.60 号までの無線電話⼜は無線電信
の受信装置を内蔵する送信機器からの変更を除く。⼜は、 
第 8517.62 号から第 8517.69 号までの⾃動データ処理機械のその他のユニッ
トへの第 8517.62 号から第 8517.69 号までのその他の物品からの変更⼜はそ
の他号の物品からの変更。ただし、第 8504.90 号の物品からの変更⼜は第
84.73 項或いは第 8517.70 号からの単なる組⽴てによる変更を除く。⼜は、 
第 8517.69 号の無線電話⼜は無線電信の受信装置への第 8517.69 号の物品か
らの号内変更⼜は第 8527.99 号を除くその他の号の物品からの変更。⼜は、 
第 8517.11 号から第 8517.69 号までにその他の物品へのグループ外の物品か
らの変更。ただし、第 443.31 号から第 8443.32 号までのファクシミリ⼜は
テレプリンターからの変更及び第 8443.99 号⼜は第 8517.70 号の物品からの
単なる組⽴てによる変更を除く。 
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HS 番号 品⽬別規則 

8517.70 第 84.71 項の物品の部分品⼜は附属品でブラウン管を内蔵しないものへの第
8517.70 号のその他の物品⼜はその他の号の物品からの変更。ただし、第
84.14 項、第 85.01 項、第 85.04 項、第 85.34 項、第 85.41 項⼜は第 85.42
項の物品からの単なる組⽴てによる変更、及び第 84.73 項⼜は第 8443.99 号
の物品からの変更を除く。⼜は、 
無線電話⼜は無線電信機器⽤に使⽤されるアンテナ⼜はアンテナ反射板或い
は無線電話⼜は無線電信機器⽤に専ら⼜は主に使⽤されるその他の部分品へ
の第 8517.70 号の物品からの変更⼜は第 85.29 項を除くその他の号の物品か
らの変更。⼜は、 
第 8517.70 号のその他の物品への第 84.71 項の物品の部分品⼜は附属品でブ
ラウン管を内蔵しないもの、第 8517.70 号の無線電話⼜は無線電信機器⽤に
使⽤されるアンテナ⼜はアンテナ反射板、無線電話⼜は無線電信機器⽤に専
ら⼜は主に使⽤されるその他の部分品、⼜はその他の項の物品からの変更。 

8519.20-8519.30 第 8519.20 号の硬貨⼜はディスクにより作動するレコードプレーヤーへの他
の号の物品⼜は第 8519.20 号の他の物品からの号内変更。⼜は、 
第 8519.30 号のレコードデッキへの他の号の物品⼜は第 8519.30 号の他のレ
コードデッキからの号内変更。⼜は、 
第 8519.20 号から第 8519.30 号までのその他の物品への他の号の物品からの
変更 

8519.81 ⽂字起こし機器への他の号の物品⼜はからの変更⼜は第 8519.81 号の物品か
らの号内変更。⼜は、 
ポケットサイズ･カセットプレーヤーへの他の号の物品からの変更⼜は第
8519.81 号の物品からの号内変更。ただし、カセット型の⾳声再⽣⽤機器か
らの変更を除く。⼜は、 
その他のカセット型の⾳声再⽣⽤機器への他の号の物品からの変更⼜は第
8519.81 号の物品からの号内変更。ただし、ポケットサイズ･カセットプレ
ーヤーからの変更を除く。⼜は、 
⾳声再⽣機器を内蔵するデジタルオーディオ型の磁気テープ式録⾳機器への
他の号の物品からの変更⼜は第 8519.81 号のその他の物品からの号内変更。
ただし、第 8519.81 号の⾳声再⽣機器を内蔵するその他のカセット型磁気テ
ープ式録⾳機器からの変更を除く。⼜は、 
⾳声再⽣機器を内蔵するその他のカセット型磁気テープ式録⾳機器への他の
号の物品からの変更⼜は第 8519.81 号のその他の物品からの号内変更。ただ
し、第 8519.81 号の⾳声再⽣機器を内蔵するデジタルオーディオ型磁気テー
プ式録⾳機器からの変更を除く。⼜は、 
第 8519.81 号のその他の物品への他の号の物品からの変更⼜は第 8519.81 号
のその他の物品からの号内変更。  
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HS 番号 品⽬別規則 

8519.89 その他の⾳声再⽣機器への他の号の物品からの変更⼜は第 8519.89 号のその
他の物品からの号内変更。ただし、第 8519.89 号のその他の⾳声再⽣機器か
らの変更を除く。⼜は、 
第 8519.89 号のその他の物品への第 8519.89 号のその他の物品からの号内変
更⼜は他の号の物品からの変更 

8523 第 8523.52 号の IC を内蔵するカード（スマートカード）への他の号の物品
からの変更。⼜は、 
第 8523.52 号のプロキシミティータグへの第 85.23 項の物品からの変更。た
だし、第 8543.70 号の物品からの変更を除く。⼜は、 
第 37 類に属する物品以外の⾳声その他の録⾳⼜は記録のための記録してい
ない媒体への第 37 類に属する物品以外の⾳声その他の録⾳のためのレコー
ド、テープ及びその他の記録された媒体からの変更⼜は他の項の物品からの
変更。⼜は、 
第 37 類に属する物品以外の⾳声その他の録⾳のためのレコード、テープ及
びその他の記録された媒体への第 37 類に属する物品以外の⾳声その他の録
⾳⼜は記録のための記録していない媒体からの変更 

8525.80 第 8525.80 号の物品へのその他の号の物品からの変更⼜は第 8525.80 号の物
品からの号内変更。ただし、テレビカメラからビデオカメラレコーダーへの
変更を除く。 

8527.19-8527.99 第 8527.99 号のその他のラジオ放送⽤の受信機器への第 8527.99 号のその他
の物品からの号内変更⼜は他の号の物品からの変更。⼜は、 
第 8527.99 号のその他の物品への第 8527.99 号のその他のラジオ放送⽤の受
信機器からの号内変更⼜は他の号の物品からの変更。⼜は、 
第 8527.19 号から第 8527.99 号までのその他の物品への他の号の物品からの
変更  

8528.49 カラービデオモニターへの第 8528.49 号のその他の物品からの号内変更⼜は
他の号の物品からの変更。ただし、第 8540.11 号から第 8540.12 号までの物
品からの変更を除く。⼜は、 
⽩⿊その他のビデオモニターへの第 8528.49 号のその他の物品からの号内変
更⼜は他の号の物品からの変更。ただし、第 8540.11 号から第 8540.12 号ま
での物品からの変更を除く 

8528.59 カラービデオモニターへの第 8528.59 号のその他の物品からの号内変更⼜は
他の号の物品からの変更。ただし、第 8540.11 号から第 8540.12 号までの物
品からの変更を除く。⼜は、 
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⽩⿊その他のビデオモニターへの第 8528.59 号のその他の物品からの号内変
更⼜は他の号の物品からの変更。ただし、第 8540.11 号から第 8540.12 号ま
での物品からの変更を除く 

8536.10-8536.90 第 8536.70 号のその他のプラスチック製品への第 8536.70 号のその他の物
品からの号内変更⼜は他の号の物品からの変更（ただし、第 3926 項の物品
からの変更を除く）。⼜は、 
直径３ミリ⼜は⻑辺 25 ミリを超えないセラミックフェルールで第 8536.70
号のファイバーチャンネル・オープニング⼜はセラミック製メーティングス
リーブへの他の号の物品からの変更。ただし、第 6901 項から第 6914 項ま
での物品からの変更を除く。⼜は、 
第 8536.10 号から第 8536.90 号までのその他の物品への他の号の物品からの
変更  

【号内変更を許容しながら
も、特定材料からの変更を禁
⽌】 
8541-8542 

第 8542.31 号から第 8542.39 号までのマルチチップへの第 8542.31 号から第
8542.39 号までのその他の物品からの号内変更⼜は他の号の物品からの変更
（ただし、第 8523.52 号⼜は第 8543.70 号の物品からの変更を除く）。⼜
は、 
第 8541 項⼜は第 8542 項の実装されたチップ、ダイ⼜はウエハーへの実装
されていない第 8541 項⼜は第 8542 項の実装されたチップ、ダイ⼜はウエ
ハーからの変更。⼜は、 
プログラムされたリードオンリーメモリー（ROM）チップへのプログラム
されていないプログラム可能なリードオンリーメモリー（PROM）チップ
からの変更。⼜は、 
第 8541 項から第 8542 項までのその他の物品への他の号の物品からの変更  

第 90 類： 光学機器、写真⽤機器、映画⽤機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療⽤機器並
びにこれらの部分品及び附属品 

【製品への組⽴て】 
9001.20-9001.30、9005.10-
9005.80、9010.10、9010.60、
9011.10-9011.80、9012.10、
9013.20-9013.80、9014.10-
9014.80、9015.10-9015.80、
9017.10-9017.80、9018.20-
9018.32、9018.41-9018.50、
9019.10-9019.20、9021.21-
9021.90、9022.19-9022.90、
9024.10-9024.80、9025.11-

CTSH（号変更） 
➡ 部品からの組⽴てを実質的変更とする 
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HS 番号 品⽬別規則 

9025.80、9026.10-9026.80、
9028.10-9028.30、9029.10-
9029.20、9030.10、9030.31、
9030.40、9031.10-9031.20、
9031.80、9032.10-9032.89 

【製品への組⽴て】 
9020、9023 

CTH（項変更） 
➡ 部品からの組⽴てを実質的変更とする 

【部品の製造】 
9003.90、9006.91-9006.99、
9011.90、9012.90、9014.90、
9015.90、9017.90、9024.90、
9025.90、9026.90、9028.90、
9029.90、9031.90、9033 

CTH（項変更） 
➡ 専⽤部品から専⽤部品の組⽴てを容認せず、粗原料からの変更を求める 

【製品から製品の変造を除
く】 
9022.12-9022.14 

第 9022.12 号から第 9022.14 号までの物品へのグループ外の号の物品からの
変更 

【製品から製品の変造及び特
定材料からの変更を除く】 
9018.12-9018.14 

第 9018.12 号から第 9018.14 号までの物品へのグループ外の号の物品からの
変更（ただし、第 9018.19 号の物品からの変更を除く。）  

9030.82-9030.84 第 9030.82 号から第 9030.84 号までの物品へのグループ外の号の物品からの
変更（ただし、第 9030.20 号、第 9030.32 号⼜は第 9030.39 号までの録⾳装
置を有するその他の機器からの変更を除く。）  

【特定材料から製品への変更
を除く】 
9001.10 

CTSH（号変更）。ただし、第 8544.70 号の物品⼜は第 70.02 項の成形前の
ガラスからの変更を除く。 

9004 CTH（項変更）。ただし、第 9001.40 号⼜は第 9001.50 号までの物品からの
変更を除く。 

9010.50 CTSH（号変更）。ただし、第 8486.20 号の感光性半導体材料の回路パター
ン投影⼜は書込機器からの変更を除く。 

9013.10 CTSH（号変更）。ただし、第 9005.80 号の光学望遠鏡からの変更を除く。 
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HS 番号 品⽬別規則 

9030.32 CTSH（号変更）。ただし、第 9030.20 号のブラウン管⽅式でないオシロス
コープ⼜はオシログラフからの変更、⼜は第 9030.82 号⼜は第 9030.84 号の
物品からの変更を除く。 

9030.33 CTSH（号変更）。ただし、第 9030.39 号の物品からの変更を除く。 

9030.39 CTSH（号変更）。ただし、第 9030.20 号のブラウン管⽅式でないオシロス
コープ⼜はオシログラフからの変更、⼜は第 9030.90 号の物品からの変更を
除く。 

9030.89 CTSH（号変更）。ただし、第 9030.20 号のブラウン管⽅式でないオシロス
コープ⼜はオシログラフからの変更、⼜は第 9030.32 号、第 9030.82 号⼜は
第 9030.84 号の物品からの変更を除く。 

【特定材料から部品への変更
を除く】 
9005.90 

CTH（項変更）。ただし、第 9001 項⼜は第 9002 項の物品からの変更を除
く。 

9010.90 CTH（項変更）。ただし、第 8486.90 号の感光性半導体材料の回路パター
ン投影⼜は書込機器の部品からの変更を除く。 

9030.90 CTSH（号変更）。ただし、第 9030.20 号のブラウン管⽅式でないオシロス
コープ⼜はオシログラフからの変更、⼜は第 9030.89 号の物品からの変更を
除く。 

【単なる組⽴てを除く】 
9007.91-9007.92、9008.90 

項変更。ただし、第 90.02 項のレンズからの単なる組⽴てによる変更を除く 

9013.90 号変更。ただし、第 9002.19 号の物品からの単なる組⽴てによる変更を除
く。 

9018.11 CTSH（号変更）。ただし、⼼電計への印刷回路アッセンブリーからの単な
る組⽴てによる変更を除く。 

9018.19 CTSH（号変更）。ただし、患者モニタリングシステムへの印刷回路アッセ
ンブリーからの単なる組⽴てによる変更を除く。 

9018.39 CTSH（号変更）。ただし、第 4009.10 号の⼿術⽤管からの単なる組⽴てに
よる変更を除く。 
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HS 番号 品⽬別規則 

9002.11-9002.90 第 9002.11 号から第 9002.90 号までの物品への他の号の物品からの変更。た
だし、第 9001.90 号の物品⼜は第 7014 項のレンズのブランクからの変更を
除く。 

9018.90 CTSH（号変更）。ただし、第 9001.90 号の物品からの変更⼜は第 40.02 項
の合成ゴムからの単なる組⽴てを除く。⼜は、 
除細動器への印刷回路アッセンブリーからの変更。ただし、単なる組⽴てに
よるものを除く。 

9021.10 CTSH（号変更）。ただし、第 73.17 項の⽖からの変更⼜は第 73.18 項のス
クリューからの単純な組⽴てによる変更を除く。 

9032.90 CTSH（号変更）。ただし、第 85.37 項の物品からの単純な組⽴てによる変
更を除く。 

【号内変更を容認する】 
9006.10-9006.69 

第 9006.52 号から第 9006.59 号までのマイクロフィルム、マイクロフィッシ
ュ⼜はその他の縮⼩された⽂書を記録するための写真機への第 9006.52 号か
ら第 9006.59 号までの物品からの号内変更⼜は他の号の物品からの変更。⼜
は、 
第 9006.52 号から第 9006.59 号までのその他の物品への第 9006.52 号から第
9006.59 号までのマイクロフィルム、マイクロフィッシュ⼜はその他の縮⼩
された⽂書を記録するための写真機からの変更⼜は他の号の物品からの変
更。⼜は、 
第 9006.69 号のフラッシュ⽤電球、フラッシュ･キューブ⼜は類似した物品
への第 9006.69 号のその他の物品からの号内変更⼜は他の号の物品からの変
更。⼜は、 
第 9006.10 号から第 9006.69 号までのその他の物品への他の号からの変更。  

9007.10 号内変更⼜は CTSH（号変更） 

9007.20 CTSH（号変更)、⼜は、 
第 9007.20 号の幅が 16 ミリに満たないフィルム⽤のプロジェクターへの第
9007.20 号のその他のプロジェクターからの号内変更、⼜は、 
第 9007.20 号のその他のプロジェクターへの第 9007.20 号の幅が 16 ミリに
満たないフィルム⽤のプロジェクターからの号内変更 

9008.50 号内変更⼜は CTSH（号変更） 

9027.10-9027.90 第 9027.50 号の露出計への第 9027.50 号のその他の物品からの号内変更⼜は
他の号の物品からの変更、⼜は、 
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HS 番号 品⽬別規則 

第 9027.50 号のその他の物品への第 9027.50 号の露出計からの号内変更、⼜
は、 
第 9027.10 号から第 9027.90 号までのその他の物品への他の号の物品からの
変更 

9030.20 第 9030.20 号のブラウン管式のオシロスコープ⼜はオシログラフへの第
9030.20 号のブラウン管式でないオシロスコープ⼜はオシログラフからの号
内変更⼜は他の号の物品からの変更、⼜は、 
第 9030.20 号のブラウン管式でないオシロスコープ⼜はオシログラフへの第
9030.20 号のブラウン管式のオシロスコープ⼜はオシログラフからの号内変
更⼜はその他の号の物品からの変更。ただし、第 9030.32 号、第 9030.82
号、第 9030.84 号、第 9030.89 号⼜は第 9030.90 号の物品からの変更を除
く。 

9031.41-9031.49 第 9031.49 号の輪郭投影機への第 9031.49 号の物品からの号内変更⼜は他の
号の物品からの変更、⼜は、 
第 9031.49 号のその他物品への第 9031.49 号の輪郭投影機からの号内変更⼜
は他の号の物品からの変更、⼜は 
第 9031.41 号から第 9031.49 号までの物品へのグループ外の号の物品からの
変更 

２． EU のエレクトロニクス機器、光学機器、精密機器等における非特恵原産地 

EU は委員会委任規則（2015 年 7 ⽉ 28 ⽇付、（EU）第 2015/2446 号）附属書 22-01 に法的拘束⼒のあ
る品⽬別規則を規定し、同附属書に品⽬別規則が設定されない品⽬に対しては拘束⼒のない調和⾮特
恵原産地規則 EU 提案が適⽤されます。本章で考察する第 85 類及び第 90 類の品⽬においては、第 85
類のエレクトロニクス製品で 9 品⽬、第 90 類の光学、精密機器等で 2 品⽬のみに法的拘束⼒のある品
⽬別規則が適⽤され、その他の多くの品⽬には類に適⽤されるプライマリー･ルール、注釈（ブランク・
ルール、注釈 1：部品の収集、注釈２：収集された部品の組⽴て、注釈３：分解によって得られる物品）
として設定されている法的拘束⼒のあるルールが品⽬横断的に適⽤されます。 

留意すべき点としては、拘束⼒のある品⽬別規則が HS2012 年版に準拠しているのに対して、拘束⼒
のない品⽬別規則は HS2017 年版に調整されていることです。 

第 85 類の法的拘束⼒のある品⽬横断的な概念規定は、以下のとおりです。 

プライマリー･ルール: ブランクから製造された部品及び附属品 

(1) HS 通則２（a）の適⽤によって完成した物品と同じ項、号⼜はスプリット項･号に分類されるブランクから製
造された物品の原産国は、作業を⾏うすべての⾓、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
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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、加圧加⼯⼜は圧縮成形を含むものとする。 

(2) 上記パラ１は、「部分品」⼜は「部分品及び附属品」として分類される物品(固有の名称を付された物品を含
む。) に分類される物品に適⽤されるものとする。 

定義： 第 85.35 項、第 85.36 項、第 85.37 項、第 85.41 項及び第 854.2 項の適⽤に当たっての「半導体製品の組⽴
て」の定義 

「半導体製品の組⽴て」は、チップ、ダイス⼜はその他の半導体製品からのチップ、ダイス⼜はその他の半
導体製品への変更であって、ユニット化され、接続のために共通媒体上に取り付けられ⼜は接続された後に
取り付けられたものを意味する。半導体製品の組⽴ては微細な作業とはみなされない。 

類の注釈 
注釈 1： 部品の収集 

関税分類の変更が、他の項⼜は号の未組⽴ての物品として提⽰される部品の集合体に対する HS 通則２（a）
の適⽤によって⽣じる場合には、各部品は収集される以前に有していた原産地を維持するものとする。 

注釈２：収集された部品の組⽴て 

HS 通則２の適⽤により完成品として分類される部品の集合体を組み⽴てた物品は、当該組⽴てを⾏った国
を原産国とする。ただし、当該各部品が集合体としてではなく個々に提⽰された場合に当該産品がプライマ
リー・ルールを満たす場合に限る。 

注釈３： 分解によって得られる物品 

物品の分解によって⽣じる関税分類の変更は、「リスト･ルール」の表に規定されるルールの要件を満たす変
更とはみなされない。物品から回収された部品の原産国は当該回収国とするが、輸⼊者、輸出者⼜は部品の
原産地を決定するための正当な理由を有する他のいずれかが、確認しうる証拠によって別の原産国を⽰す場
合はこの限りでない。 

第 85 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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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ex 8537 10 1,000 ボルト以下で使⽤される可変速度設定機能付き電気
モータードライブの制御のためのインテリジェント・モー
タ−ドライバーモジュール 

CTH（項変更）。ただし、第
85.38 項の物品からの変更を除
く。⼜は、 
半導体製品の組⽴て 

8541 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体
デバイス、光電性半導体デバイス（光電池（モジュール⼜
はパネルにしてあるかないかを問わない。）を含む。）、
発光ダイオード（LED）及び圧電結晶素⼦ 

スプリット項に規定されるとおり 

ex 8541 (a) 結晶シリコン光起電セル、モジュールまたはパネル CTH（項変更） 

ex 8541 (b) その他 CTH（項変更）。⼜は、 
半導体製品の組⽴て 

8542 集積回路 CTH（項変更）。⼜は、 
半導体製品の組⽴て 

HS 番号 
（2012 年版）

品 名 プライマリー･ルール 

ex 8501 結晶シリコン光起電⼒モジュール⼜はパネル CTH（項変更）。ただし、第
85.41 項の物品からの変更を除く 

8527 ラジオ放送⽤の受信機器（同⼀のハウジングにおいて⾳声
の記録⽤若しくは再⽣⽤の機器⼜は時計と結合してあるか
ないかを問わない。） 

CTH（項変更）。ただし、第
85.29 項の物品からの変更を除く 

8528 モニター及びプロジェクター（テレビジョン受像機器を有
しないものに限る。）並びにテレビジョン受像機器（ラジ
オ放送⽤受信機⼜は⾳声若しくはビデオの記録⽤若しくは
再⽣⽤の装置を⾃蔵するかしないかを問わない。） 

CTH（項変更）。ただし、第
85.29 項の物品からの変更を除く 

8535 電気回路の開閉⽤、保護⽤⼜は接続⽤の機器（例えば、ス
イッチ、ヒューズ、避雷器、電圧リミッター、サージ抑制
器、プラグその他の接続⼦及び接続箱。使⽤電圧が 1,000 
ボルトを超えるものに限る。） 

CTH（項変更）。ただし、第
85.38 項の物品からの変更を除
く。⼜は、 
半導体製品の組⽴て 

ex 8536 電気回路の開閉⽤、保護⽤⼜は接続⽤の機器（例えば、ス
イッチ、継電器、ヒューズ、サージ抑制器、プラグ、ソケ
ット、ランプホルダーその他の接続⼦及び接続箱。使⽤電
圧が 1,000 ボルト以下のものに限る。）  

CTH（項変更）。ただし、第
85.38 項の物品からの変更を除
く。⼜は、 
半導体製品の組⽴て 
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次に、第 90 類の法的拘束⼒のある品⽬横断的な概念規定は、以下のとおりです。 

定義： 第 90.26 項及び第 90.31 項の適⽤に当たっての「半導体製品の組⽴て」の定義 

「半導体製品の組⽴て」は、チップ、ダイス⼜はその他の半導体製品からのチップ、ダイス⼜はその他の半
導体製品への変更であって、ユニット化され、接続のために共通媒体上に取り付けられ⼜は接続された後に
取り付けられたものを意味する。半導体製品の組⽴ては微細な作業とはみなされない。 

第 90 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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 
（2012 年版） 

品 名 プライマリー･ルール 

9026 液体⼜は気体の流量、液位、圧⼒その他の変量の測定
⽤⼜は検査⽤の機器（例えば、流量計、液位計、マノ
メーター及び熱流量計。第 90.14 項、第 90.15 項、
第 90.28 項⼜は第 90.32 項の機器を除く。） 

CTH（項変更）(第 90.33 項の物品
からの変更を除く)。⼜は、 
半導体製品の組⽴て 

9031 測定⽤⼜は検査⽤の機器（この類の他の項に該当す
るものを除く。）及び輪郭投影機 

CTH（項変更）(第 90.33 項の物品
からの変更を除く)。⼜は、 
半導体製品の組⽴て 

次に、第 85 類及び第 90 類の物品に対する法的拘束⼒のない調和規則 EU 提案を紹介します。 

第 85 類： 電気機器及びその部分品並びに録⾳機、⾳声再⽣機並びにテレビジョンの映像及び⾳声の記録⽤⼜は再
⽣⽤の機器並びにこれらの部分品及び附属品 

プライマリー･ルール: ブランクから製造された部品及び附属品 

(1) HS 通則２（a）の適⽤によって完成した物品と同じ項、号⼜はスプリット項･号に分類されるブランクから製
造された物品の原産国は、作業を⾏うすべての⾓、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、加圧加⼯⼜は圧縮成形を含むものとする。 

(2) 上記パラ１は、「部分品」⼜は「部分品及び附属品」として分類される物品(固有の名称を付された物品を含
む。) に分類される物品に適⽤されるものとする。 

定義： 「半導体製品の組⽴て」の定義 

「半導体製品の組⽴て」は、チップ、ダイス⼜はその他の半導体製品からのチップ、ダイス⼜はその他の半
導体製品への変更であって、ユニット化され、接続のために共通媒体上に取り付けられ⼜は接続された後に
取り付けられたものを意味する。半導体製品の組⽴ては微細な作業とはみなされない。 
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類の注釈 
注釈 1： 部品の収集 

関税分類の変更が、他の項⼜は号の未組⽴ての物品として提⽰される部品の集合体に対する HS 通則２（a）
の適⽤によって⽣じる場合には、各部品は収集される以前に有していた原産地を維持するものとする。 

注釈２：収集された部品の組⽴て 

HS 通則２の適⽤により完成品として分類される部品の集合体を組み⽴てた物品は、当該組⽴を⾏った国を
原産国とする。ただし、当該各部品が集合体としてではなく個々に提⽰された場合に当該産品がプライマリ
ー・ルールを満たす場合に限る。 

注釈３： 分解によって得られる物品 

物品の分解によって⽣じる関税分類の変更は、「リスト･ルール」の表に規定されるルールの要件を満たす変
更とはみなされない。物品から回収された部品の原産国は当該回収国とするが、輸⼊者、輸出者⼜は部品の
原産地を決定するための正当な理由を有する他のいずれかが、確認しうる証拠によって別の原産国を⽰す場
合はこの限りでない。 

第 85 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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 年版） 品 名 プライマリー･ルール 

① 第 85.04 項、第 85.06〜第 85.07 項、  
第 85.11 項〜第 85.15 項、第 85.30 項、
第 85.39 項〜第 85.40 項、第 85.43 項 

② 第 85.08 項〜第 85.10 項、第 85.16 項 
 

③ 第 85.17 項〜第 85.18 項、ex 第 85.25 項 

エレクトロ⼆クス
製品で部品･附属
品が同じ項に分類
されるもの 

① CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 
 
 

② CTH（項変更）（第 85.01 項の物品か
らの変更を除く）、⼜は 45％付加価値 

③ 45％付加価値 

① 第 85.01(b)項、第 85.02 項 
 

② 第 85.19 項〜第 85.21 項 
③ 第 85.26 項 

 
④ 第 85.36(b)項、第 85.37 項 

エレクトロ⼆クス
製品で、その部品･
附属品が別の独⽴
した項に分類され
るもの 

① CTH（項変更）(第 85.03 項の物品か
らの変更を除く。) ⼜は 45％付加価値 

② 45％付加価値 
③ CTH（項変更）(第 85.29 項の物品か

らの変更を除く。) ⼜は 45％付加価値 
④ CTH（項変更）(第 85.38 項からの変

更を除く。) ⼜は 45％付加価値 
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HS 番号（2017 年版） 品 名 プライマリー･ルール 

① 第 85.05 項、第 85.34 項、第 85.44 項〜
第 85.46 項 

② ex 第 85.23 項、 

エレクトロ⼆クス
製品で、専⽤部品･
附 属 品 と し て の
項・号が設定され
ていないもの 

① CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 
 

② 45％付加価値 

① 第 85.03 項、第 85.38 項、 
② 第 85.22 項、第 85.29 項 
③ 第 85.47 項、ex 第 8548.90 号 

部品⼜は附属品と
して分類されるも
の 

① CTH（項変更） 
② 45％付加価値 
③ CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

第 8548.10 号 ⼀次電池⼜は蓄電
池のくず並びに使
⽤済みの⼀次電池
及び蓄電池 

本号の物品が製造若しくは加⼯作業⼜は消
費から⽣じ⼜は収集された国を原産国とす
る 

第 90 類： 光学機器、写真⽤機器、映画⽤機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療⽤機器並びにこれらの部
分品及び附属品 

定義： 「半導体製品の組⽴て」の定義 

「半導体製品の組⽴て」は、チップ、ダイス⼜はその他の半導体製品からのチップ、ダイス⼜はその他の半
導体製品への変更であって、ユニット化され、接続のために共通媒体上に取り付けられ⼜は接続された後に
取り付けられたものを意味する。半導体製品の組⽴ては微細な作業とはみなされない。 

第 90 類に適⽤されるレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適⽤によって原産国が決定できない場合、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 年版） 品 名 プライマリー･ルール 

第 90.05 項〜第 90.08 項、第 90.10 項〜
第 90.15 項、第 90.17 項、第 90.24 項〜第
90.26 項、第 90.28 項、ex 第 9002(b)項、
第 90.30 項〜第 90.32 項 

精密機器等で部品･附
属品が同じ項に分類
されるもの 

CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 

第 90.01 項〜第 90.02 項、第 90.16 項、第
90.18 項〜第 90.23 項、第 90.27 項 

精密機器等で専⽤部
品 ･ 附 属 品 と し て の
項・号が設定されてい
ない 

CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 
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HS 番号（2017 年版） 品 名 プライマリー･ルール 

① 第 9003.11 号、第 9003.19 号 
 
 
 
 

② 第 90.04 項 

精密機器等で特定の
部品･附属品からの変
更を除く 

① CTSH（号変更）。ただし、第
9003.90 号の(i) フロント或いは(ii) 
テンプル⼜は(iii) ブランクからの変
更のうち２以上使⽤したものを除
く。⼜は、付加価値 45％ 

② CTH（項変更）。ただし、第
9001.40 号或いは第 9001.50 号⼜は
第 90.03 項の物品からの変更を除
く。⼜は 45％付加価値 

① 第 9003.90 項 
② 第 90.33 項 

部品⼜は附属品とし
て分類されるもの 

① CTH（項変更）⼜は 45％付加価値 
② CTH（項変更） 

 

上記の調和⾮特恵原産地規則 EU 提案から明らかなように、エレクトロニクス機器、精密機器等に
適⽤される EU の⾮特恵原産地規則の特徴は、原則として、専⽤部品から専⽤部品への組⽴てには原
産性を付与せず、粗原料からの⽣産を求める関税分類変更⼜は⼀定の付加価値付与が求められるとこ
ろですが、第 85 類のエレクトロニクス機器に限っては、第 85.17 項〜第 85.22 項、ex 第 85.23 項、ex
第 85.25、第 85.29 項について、付加価値 45％の付与のみが求められます。 

付加価値基準の計算式は、法的拘束⼒のある附属書 22-01 に次の規定が置かれています。 

１．定 義 

1.3 付加価値基準 

(a) 「X％付加価値基準」とは、作業及び加⼯、及び適当な場合には⽣産国を原産とする部品の組込みの結果
として得られた価額の増加が、当該産品の⼯場渡し価額の少なくとも X％となる製造を意味する。「X」は、
各項に⽰された百分率を表す。 

(b) 「作業及び加⼯、及び⽣産国を原産とする部品の組込みの結果として得られた価額の増加」とは、準備、
仕上げ及び検査作業を伴う組⽴て、及び作業が⾏われている国を原産とする部品の組み込みによる価額の
増加を意味し、利益及び当該作業の結果として当該国で負担される⼀般経費を含むものとする。 

(c) 「⼯場渡し価額（ex-works price）」とは、最後の作業⼜は加⼯を⾏った製造者に対して⽀払われた⼜は⽀
払われるべき、⽣産者の施設において引渡し準備のできた産品の⼯場渡しの価額。ただし、当該価額には、
当該産品の⽣産において使⽤された全ての材料の価額及び要した他の全ての費⽤から当該産品が輸出⼜
は再輸出される際に払い戻され、⼜は払い戻され得る内国税を減じた額を含む。 

実際に⽀払った価額が当該産品の製造に関連して実際に負担したすべての経費を反映していない場合は、⼯場
渡し価額は、これらのすべての価額から当該産品が輸出⼜は再輸出される際に払い戻され、⼜は払い戻され得
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る内国税を減じた額とする。 

３． 我が国のエレクトロニクス機器、光学機器、精密機器等における非特恵原産地 

我が国の⾮特恵原産地規則は、例外事由を除けば、次の関税法施⾏規則第１条の７（昭和 41 年⼤蔵
省令第 55 号）及び関税法基本通達 68-3-５（協定税率を適⽤する場合の原産地の認定基準）がすべて
の品⽬に対して⼀律に適⽤されます。 

第１条の７  

令第４条の２第４項第２号（特例申告書の記載事項等）に規定する財務省令で定める加⼯⼜は製造は、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。）の該当する同表の項と異なることとなる加⼯⼜は製造（税関
⻑が指定する加⼯⼜は製造を含む。）とする。ただし、輸送⼜は保存のための乾燥、冷凍、塩⽔漬けその他これ
らに類する操作、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、改装、仕分け、製
品⼜は包装にマークを付け⼜はラベルその他の表⽰を張り付け若しくは添付すること、⾮原産品（⼀の国⼜は
地域において⽣産された前条各号に掲げる物品及びこの条に規定する加⼯⼜は製造がされた物品以外の物品）
の単なる混合、単なる部分品の組⽴て及びセットにすること並びにこれらからのみ成る操作及び露光していな
い平⾯状写真フィルムを巻くことを除く。 

関税法基本通達 68−３−５ （協定税率を適⽤する場合の原産地の認定基準） 

協定税率を適⽤する場合における輸⼊物品の原産地の認定については、令第４条の２第４項、規則第１条の６
及び規則第１条の７によるものとするが、これらの規定による⽤語の意義等については次による（関係する部
分のみを抜粋）。 

(2)  物品の⽣産が⼆国以上にわたる場合は、令第４条の２第４項第２号及び規則第１条の７の規定を適⽤し
て原産地を決定するが、この場合、実質的な変更をもたらし、新しい特性を与える⾏為を⾏った最後の国
を原産地とするものとする。 

(4)  規則第１条の７に規定する「税関⻑が指定する加⼯⼜は製造」とは、次に掲げる製造とするものとする。
（第 85 類及び第 90 類に分類される産品を対象とした特段の加⼯･製造は指定されていないため、細則の
引⽤は省略します。） 

(5)  ⾃国産以外の２種類以上の原料⼜は材料(以下｢原材料｣という｡)を使⽤した製造において、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るものとそう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原材料からみて、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（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造を含む。）に該当するときは、当該製造は規則第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（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造を含む。）とみなすもの
とする。 

上記規則から導かれる結論は、組⽴てを主要⼯程とするエレクトロニクス機器、精密機器等におい
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ては、項変更ルールは HS 分類次第で組⽴てが実質的変更となる場合とならない場合とが併存してし
まいます。この不都合を是正する措置として、関税法基本通達で「税関⻑が指定する加⼯⼜は製造」を
定め、項変更がなくても原産性を付与する事例を列挙しているところですが、エレクトロニクス機器、
精密機器等について「部品から製品への組⽴て」を指定していません。我が国への輸⼊であればエレク
トロニクス機器、精密機器等はほぼすべての品⽬にわたって MFN 無税となっており、本規則の適⽤に
よる実務上の困難はありません。しかしながら、途上国等への輸出において商⼯会議所が関税法施⾏
規則を適⽤して（⾮特恵）原産地証明書を発給していることから、HS の構造によって部品から製品へ
の組⽴⼯程が⽇本国原産となったり、ならなかったりするのは不条理と思われても仕⽅がないところ
です。 

基本通達の（5）は、⼀種のデミニミス規定と考えることができます。２種類以上の⾮原産材料を使
⽤した製造において、当該⾮原産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る
ものとそう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（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造を
含む。）に該当するときは、当該製造は規則第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
（税関⻑が指定する加⼯⼜は製造を含む。）とみなすとしています。すなわち、最終製品としての特性
を与える⾮原産材料に焦点を当てて、当該⾮原産材料が項変更等の規定を満たす場合には、重要でな
い材料の関税分類変更に関わりなく、原産性を与えるというものです。 

（以上） 以上
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記事３. 国連CEFACTからのお知らせ

1  24 September 2020:
UN/CEFACT… is…pleased… to… launch…a…call… for…participation… for… the…“Automotive…project”.…This…
project…will… extend… the…SCRDM…Scheduling… and…Delivery…Business…Requirements… and…Data…
Models… to…accommodate… the…business… requirements…of… the…global… automotive… industry.… If…you…
would…like…more…information,…please…contact…the…project…lead:…Rob…Exell

2  7 September 2020: 
UN/CEFACT…would… like… to… remind…users… that… the… cut-off… date… for… submissions… of… the…new…
DMRs…for…UN/LOCODE…release…2020-2…is…30…September…2020.

3  2 September 2020: 
UN/CEFACT… is…pleased… to… launch…a… call… for…participation… for… the…project… eNegotiation.…The…
negotiation… process… is… entering… a… digital… transformation… and… starting… to… use… artificial…
intelligence… and… robot… process… automation.… This…will… require… clear… semantic… standards…
throughout… the… process…which…will… be… proposed… by… this… project.… If… you…would… like…more…
information,…please…contact…the…project…lead:…Hisanao…Sugamata.
（編集部注：本Project… leaderは国連CEFACT日本委員会……一般社団法人サプライチェーン情報基盤
研究会業務執行理事の菅又久直氏です）

4  11 August 2020: 
UN/CEFACT…is…happy…to…announce…a…60-day…public…review…until…11…October…2020…concerning…
the…Electronic…Application…Error…and…Acknowledgment…Project.…Please…use…the…Public…Comment…
Log…provided…to…facilitate…the…preparation…of…a…Disposition…Log…by…the…Project…Team.
（編集部注：本Project… leaderは国連CEFACT日本委員会……一般社団法人サプライチェーン情報基盤
研究会業務執行理事の菅又久直氏とGerhard…Heemskerk氏です）

5  30 July 2020: 
UN/CEFACT…would… like… to… remind…users… that… the… cut-off… date… for… submissions… of… the…new…
DMRs…for…UN/CCL,…D.20B…and…UN/EDIFACT,…D.20B…is…11…September…2020.

6  23 July 2020: 
This… is… to… announce… a… 60 -day… public… review… until… 23… September… 2020… concerning… the…
International…Transport… and…Forwarding…messages…project.…This… includes… the… following… five…
Business…Requirement…Specifications:…Booking,…Shipping…Instruction,…Waybill,…Tracking…and…the…
common… requirements.…Please…use… the…Public…Comment…Template…provided… to… facilitate… the…
preparation…of…a…Comment…Log…by…the…Project…Team.…
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7  21 July 2020: 
UN/CEFACT… is… happy… to… announce… a… 60 -day… public… review… until… 21… September… 2020…
concerning…the…BRS…for…Rapid…Alert…System…for…Food…and…Feed（RASFF）project.…Please…use…
the…Public…Comment…Log…provided… to… facilitate… the…preparation… of… a…Disposition…Log…by… the…
Project…Team…

8  21 July 2020: 
UN/CEFACT… is… happy… to… announce… a… 60 -day… public… review… until… 21… September… 2020…
concerning… the…Business…Requirement… Specification…Cross… Industry…Export… Packing… List…
Process…project.…Please…use…the…Public…Comment…Log…provided…to…facilitate…the…preparation…of…a…
Disposition…Log…by…the…Project…Team.…

9  21 July 2020: 
UN/CEFACT… is… happy… to… announce… a… 60 -day… public… review… until… 21… September… 2020…
concerning…the…Recommendation…on…Ship…Agent…and…Ship…Broker…Minimum…Standards…project.…
Please…use…the…Public…Comment…Log…provided…to…facilitate…the…preparation…of…a…Disposition…Log…
by…the…Project…Team.

以上
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記事４.  第35回国連CEFACTフォーラムについて

今2020年春は新型コロナウィルス（COVID-19）のため中止となったフォーラムは、秋にfully…virtual…
eventとして開催されることとなりました。国連CEFACT事務局は本文でも申しておる通り、普段は出張
が出来ない専門家の皆様にも今回の参加を呼び掛けております。

35th…UN/CEFACT…Forum
5…-…16…October…2020
Geneva,…Switzerland…(virtual…meeting)
The…United…Nations…Centre… for…Trade…Facilitation…and…Electronic…Business… (UN/CEFACT)…shall…
hold…its…35th…Forum…as…a…fully…virtual…event.…
The…event…schedule…will…be…available…shortly.…
The…semi-annual…Forums…of…UN/CEFACT…brings… together…experts… from…the…public…and…private…
sectors…to…work…on…trade…facilitation…recommendations…and…eBusiness…standards…on…a…global…scale.…
As…a…virtual…event,…we…look…forward…to…enhancing…the…participation…from…those…experts…who…may…
not…normally…be…able…to…travel…as…well…as…welcome…new…experts.…Detailed…agendas…will…be…made…
available…soon;…it…is…expected…that…this…year’s…Forum…will…advance,…among…other…topics…on:

…・Trade…Information…Portals
…・Pandemic…crisis…relief
…・Supply…chain…track…and…trace
…・Dangerous…goods…eBusiness…standards
…・Textile…and…leather…traceability
…・Internet…of…Things…for…Trade…Facilitation
…・Sustainable…tourism
…・Application…Programming…Interfaces…(APIs)
…・UN/EDIFACT,…UN/CEFACT…Core…Component…Library

We…look…forward…to…seeing…you…virtually!

以上
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JASTPROからのお知らせ

JASTPROのWeb-Siteが…https://www.jastpro.org…に代わりました。

従来の…http://www.jastpro.org…にアクセスすると自動転送されます。

以上
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・禁無断転載

令和2年9月30日発行　JASTPRO刊20-05

発 行 所… （一財）日本貿易関係手続簡易化協会
… 東京都中央区八丁堀2丁目29番11号
… 　　　…キューアス八丁堀第二ビル4階
… 電　　話　…03-3555-6031（代）
… ファクシミリ　…03-3555-6032
… https://www.jastpro.org
編 集 人… 秋 田 … 潤

— 協会ホームページのリンク集のご案内 —

https://www.jastpro.org/l ink/index.html

当協会のホームページのリンク集には、当協会の活動にご興味を持たれる方や日本輸出入者コードの

利用者の方々のご参考として関係諸組織・団体ホームページへのリンクを下記の分類で掲載しております

のでご活用下さい。

▲  

当協会に関係する我国の官公庁・公的機関（独立行政法人を含む）

▲  

輸出入関係手続きに関係する業界団体等

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（国内）

▲  

貿易簡易化や電子商取引の標準化組織・団体（海外）

▲  

貿易振興・簡易化や電子商取引の標準化に関係する国際機関…

▲  

日本財団、公益財団法人JKA



— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

電子版は、当協会ウェブページのお知らせ欄にてご覧いただけます。

　　　https://www.jastpro.org/topics/index.html

掲載通知をご希望の皆様には、メールにてその旨ご案内申し上げますので、ご希望の方は毎月20日までに…

次の内容を下記のE-mailアドレスにお知らせくださいますようお願いいたします。

　　

▲  

ご所属の組織名称　

　　

▲  

所属されている部署

　　

▲  

申込者氏名

　　

▲  

連絡先電話番号

　　

▲  

送達をご希望のメールアドレス

　【ご連絡窓口】

　　…（一財）日本貿易関係手続簡易化協会

　　…業務部　業務一部長　祁答院（けどういん）…包則

　　…E-mail…address:……gyomu_dept@jastpro.or.jp


