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【連載】
記事１．
『JASTPRO 調査研究：⾮特恵原産地規則』
⽇･⽶･EU の⾮特恵原産地に係る品⽬セクター毎の分析に⼊るに当たり、本稿で取り上げる各国規則
の構造についてその概要を説明します。⾮特恵原産地規則は、WTO 原産地規則協定第１条１の定義に
従えば、
「物品の原産国を決定するために加盟国が適⽤する法令及び⼀般に適⽤される⾏政上の決定を
いう。ただし、1994 年のガット第１条 1 の規定の適⽤を受けない特恵関税を供与するための⾃律的な
⼜は合意に基づく貿易制度に関連する原産地規則を除く。
」とされており、広範囲に及びます。本稿で
取り上げる⾮特恵原産地規則は、これらの規則のうち①MFN 税率適⽤のための規則、②原産地表⽰要
件の原産国を決定するための規則、③その他の通商分野において準⽤される前述の規則を含みますが、
貿易救済措置等に対して個別に制定されている原産地関連規則を含みません。

⽶国の⾮特恵原産地規則
最恵国税率の適⽤、原産地表⽰上の原産国等を決定するための⾮特恵原産地規則は、⽶国税関･国境
警備局（United States Customs and Border Protection：CBP。以下「⽶国税関」という。）によって所
掌され、それぞれの法分野において適⽤する規則が個別に指定されています。それらの規則の多くは
判例法で確⽴された概念規定に基づく規則を引⽤することで構成されますが、条⽂規定としてよく引
⽤されるのは、原産地表⽰に関する連邦規則集第 19 巻第 134.35 条（製造によって実質的に変更され
た製品）です。適⽤される規則を対象分野別に整理すると以下のとおりです1。(詳細は、15-17 ページ
の別添１：「⽶国税関が所掌する⾮特恵原産地規則関連条⽂抜粋」参照)
最恵国⼜は通常の貿易関係における税率適⽤
制定法令としての原産地規則は設定されていませんが、税率及び対象国を指定する欄については⽶国関税
率表(合衆国法典第 19 編第 1202 条)⼀般注釈３に規定が置かれています。

政府調達
《合衆国法典（United States Code：USC）第 19 編第 2511 条以下の条⽂（特に第 2518 条 4(B)）
》
同法典第 19 編第 2518 条４(B)（原産地規則）
《連邦規則集（Code of Federal Regulations：CFR）第 19 巻第 177.21 条（適⽤可能性）》

原産地表⽰
《合衆国法典第 19 編第 1304 条

原産地表⽰要件に関連する部分》

《連邦規則集第 19 巻第 134 章（原産国表⽰）
》
第 134.35 条（製造によって実質的に変更された製品）
1 What Every Member of the Trade Community Should Know About: U.S. Rules of Origin - Preferential and Non-Preferential
Rules of Origin, An Informed Compliance Publication, May 2004, pp. 8-11,

〔https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/ICP-US-Rules-of-Origin-2014-Final.pdf〕、（最終検
索⽇：2020 年 7 ⽉ 17 ⽇）
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（a）NAFTA 構成国の物品以外の製品
⽶国における製造に使⽤される製品で、輸⼊された時点での製品の名称、特性⼜は⽤途とは異なる名
称、特性⼜は⽤途に変更されたものは、United States v. Gibson-Thomsen Co., Inc.における判決（27 C.C.P.A.
267（C.A.D. 98））の原則に従うものとする。この原則の下で、輸⼊された製品を異なる製品に変更⼜は
組み合わせる⽶国製造業者⼜は加⼯業者は、1930 年関税法を修正した 304 条（a）
（19 U.S.C. 1304（a））
の想定範囲内にある輸⼊製品の「最終的な購⼊者」であると考えられ、当該製品は表⽰の対象外となる。
輸⼊された製品の⼀番外側の容器は、本章（Part）に従って表⽰されなければならない
（b）NAFTA 構成国の物品
NAFTA 構成国の物品で、⽶国において加⼯された結果として NAFTA マーキング･ルールによって⽶
国の物品となるものは、表⽰を⾏う必要はない。物品が輸⼊者⼜はその代理の者によって加⼯されない
場合には、本章（Part）の規定に従って当該物品の⼀番外側の容器に表⽰をしなければならない。
《連邦規則集第 19 巻第 102 章第 102.0 条（原産地規則）
》
第 102.20 条（関税分類ごとの個別規則）
第 102.21 条（繊維及び⾐類）
第 102.22 条（イスラエルの繊維及び⾐類に適⽤される原産地規則）
第 102.25 条（北⽶⾃由貿易協定の下での繊維⼜は⾐類）

繊維及び繊維製品
《合衆国法典第７編第 1854 条》
《合衆国法典第 19 編第 3592 条》
《連邦規則集第 19 巻第 12.130 条》
《連邦規則集第 19 巻第 102.21 条（繊維及び⾐類）》

⽶国議会調査局の報告書によれば、
「物品に実質的変更が⾏われたと認めるに⾜りる変化を構成する
のは何かを決定することは、原産性判断の複雑さを証明することでもある」と論じており、原産性を判
断するに当たって、⽶国税関は以下の４項⽬のうち⼀つ⼜は複数を考慮に⼊れているとしています 。
（ⅰ） 物品の特性／名称／⽤途、
（ⅱ） 物品製造のために輸⼊された部分品、コンポーネンツ、その他の材料を製造するために⽤いた
（材料供給国での）⼯程と⽐較した、物品の（製造国における）製造⼯程の性格、

（ⅲ） 部材によって付与された価額と⽐較した、⽣産経費、資本投資額、⼈件費を加えた製造⼯程に
よる付加価値、及び

（ⅳ） (物品の）重要な特性（essential character）が確⽴したのは製造⼯程によるのか、輸⼊された部
材の重要な特性によるのか。
原産性決定は⾮常に事実を重視する（fact-specific）ものですが、⽶国税関が認めているとおり、何
を実質的変更と認めるのかということには相当な不確実性が伴います。その理由は、それらの事実を
⽶国税関が解釈することに伴うであろう「⽣来の主観性（inherently subjective nature）
」故であると論
じています2。
2 Vivian C. Jones, Michael F. Martin, International Trade: Rules of Origin, Congressional Research Service, p. 3（5 January 2012）。
なお、カッコ書きのイタリック体の補⾜は筆者によるものです。
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EU の⾮特恵原産地規則
EU における原産地決定の最終的な法的根拠は EU 関税法典3第 60 条（原産地の取得）に求められま
す。
《関税法典第 60 条（原産地の取得）
》
１． 1 ヵ国⼜は１領域で完全に得られた物品は、当該国⼜は領域に原産地を有するものとみなす。
２． ２ヵ国⼜は２領域以上が⽣産に関与する物品は、最後の、実質的な、経済的に正当化される加⼯⼜は作
業を、その⽬的のために装備した事業において⾏い、新たな産品の製造に⾄るか⼜は製造の重要な段階
を⽰した国⼜は領域を原産地とする

本条の適⽤は、欧州委員会への権限委任によって、欧州委員会が制定する委員会委任規則 2015/2446
号によって実施されます。
《2015 年 7 ⽉ 28 ⽇付、EU 関税法典のいくつかの規定に関する詳細なルールに関して EU 議会及び欧
州理事会規則（EU）第 952/2013 号を補⾜する委員会委任規則（EU）第 2015/2446 号第 32 条及び第
33 条》
第 32 条 ⽣産に 2 ヵ国⼜は 2 領域以上が関与する物品（関税法典第 60 条 2）
附属書 22-01 に規定される物品は、本附属書に設定されるルールを満たす国⼜は領域において、⼜は附属
書のル―ルによって識別された国⼜は領域において、最後の実質的な加⼯⼜は作業を⾏い、新たな産品の製
造に⾄るか⼜は製造の重要な段階を⽰したものとする。
第 33 条 経済的に正当化されない加⼯⼜は作業（関税法典第 60 条 2）
他の国⼜は領域で⾏われた加⼯⼜は作業は、当該作業の⽬的が法典第 59 条で⾔及される措置の適⽤を回
避することであることが⼊⼿できる事実に基づいて⽴証される場合、経済的に正当化されないものとみなす。
附属書 22-01 に規定される物品に対しては、当該物品のための類別のレジデュアル･ルールが適⽤される。
附属書 22-01 に含まれない物品に対して、最後の作業⼜は加⼯が経済的に正当化されないと判断された場
合には、当該物品は、使⽤された材料の価額をベースとして、材料について最⼤の供給を⾏った国⼜は領域
において最後の実質的な、経済的に正当化される加⼯⼜は作業が⾏われ、新たな産品の製造に⾄るか⼜は製
造の重要な段階を⽰したものとされる。

委員会委任規則（EU）第 2015/2446 号の附属書 22-01 には関税法典第 60 条の概念規定に整合的な
品⽬別規則が策定され、それらを満たさない場合に最終的に原産国を決定するレジデュアル・ルール
も定めています。しかしながら、附属書 22-01 の品⽬別規則はすべての品⽬分野を含んでいるわけで
はありません。リストに含まれない品⽬には規則が設定されず、関税法典第 60 条の概念規定が直接適
⽤され、ケース･バイ･ケースで判断されます。そこで、欧州委員会はガイダンス4を発出し、附属書 2201 に含まれない品⽬分野については WTO ⾮特恵原産地規則の調和作業における EU 提案を法的拘束
3 Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union
Customs Code

4 Paragraph 2.2.2 (Determination of origin for products which are not included in the Annex 22-01 UCC-DA), GUIDANCE
ON NON-PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN, DG TAXUD, European Commission, (December 2018),

〔https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance-on-non-preferential-rules-of-origin_en.pdf〕、最終検

索⽇：2020 年 7 ⽉ 18 ⽇
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⼒のない規則として適⽤するとしています。したがって、調和規則提案の適⽤結果が争われた場合に
は、裁判所によって関税法典第 60 条の概念と整合的ではないとの判決が下ることもあり得る旨公表し
ています。また不思議なことに、調和規則提案を満たさない場合の原産国決定については、前述委員会
委任規則（EU）第 2015/2446 号第 33 条で法的な拘束⼒のあるレジデュアル･ルールを定めています。

我が国の⾮特恵原産地規則
我が国の⾮特恵原産地規則は、関税法第 7 条の 2 第 1 項（申告の特例）を受ける形で、政令の関税
法施⾏令第４条の２（特例申告書の記載事項等）にその根拠を有します。
》
《関税法施⾏令第４条の 2（特例申告書の記載事項等）
法第七条の⼆第⼀項（申告の特例）に規定する特例申告書（以下単に「特例申告書」という。）には、次に
掲げる事項を記載しなければならない。
⼆ 特例申告貨物の原産地
４ 第⼀項第⼆号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国⼜は地
域（第三⼗六条の三第⼀項第⼆号、第三⼗六条の四第⼆号、第五⼗⼀条の四第⼀項第⼆号、第五⼗⼀条の⼗
⼆第⼀項第⼆号及び第五⼗九条第⼀項第⼆号において「原産地」という。）をいう。
⼀ ⼀の国⼜は地域において完全に⽣産された物品として財務省令で定める物品
⼆

⼀の国⼜は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料⼜は材料の全部⼜は⼀部としてこ
れに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加⼯⼜は製造により⽣産された物品

《関税法施⾏規則第１条の 6（完全に⽣産された物品の指定）
》
令第四条の⼆第四項第⼀号（特例申告書の記載事項等）に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる
物品とする。
⼀

⼀の国⼜は地域（その⼤陸棚を含む。）において採掘された鉱物性⽣産品

⼆

⼀の国⼜は地域において収穫された植物性⽣産品

三

⼀の国⼜は地域において⽣まれ、かつ、成育した動物（⽣きているものに限る。）

四

⼀の国⼜は地域において動物（⽣きているものに限る。）から得られた物品

五

⼀の国⼜は地域において狩猟⼜は漁ろうにより得られた物品

六

⼀の国⼜は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済⽔域の海域及び外国の排他的経済⽔域の海
域で採捕された⽔産物

七

⼀の国⼜は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料⼜は材料として⽣産された物品

⼋

⼀の国⼜は地域の船舶その他の構造物により公海で採掘された鉱物性⽣産品（第⼀号に該当するもの
を除く。）

九

⼀の国⼜は地域において収集された使⽤済みの物品で原料⼜は材料の回収のみに適するもの

⼗

⼀の国⼜は地域において⾏われた製造の際に⽣じたくず

⼗⼀ ⼀の国⼜は地域において前各号に掲げる物品のみを原料⼜は材料として⽣産された物品
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《関税法施⾏規則第１条の 7（実質的な変更を加える加⼯⼜は製造の指定）
》
令第四条の⼆第四項第⼆号（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（明治四⼗三年法律第五⼗四号）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。

法令としての⾮特恵原産地規則は、以上の３つの規定にとどまります。財務省令である関税法施⾏
規則の下に財務省関税局⻑通達があり、税関での執⾏に統⼀性を確保しています。HS 項（4 桁）変更
の基本ルールに加え、化学反応、捺染･浸染等の加⼯⼯程基準を通達ベースで規定しています。
また、原産地の虚偽表⽰等に係る原産地決定は、関税法施⾏令第 4 条の 2 第 4 項を準⽤することが
通達で定められています。
《関税法基本通達 68-3-5〜9》
68-3-5 （協定税率を適⽤する場合の原産地の認定基準）
68-3-6 （協定税率を適⽤する場合の原産地の証明に関する⽤語の意義）
68-3-7 （協定税率を適⽤する場合の原産地認定の⽅法）
68-3-8 （原産地証明書の有効性の認定）
68-3-9 （原産地証明書の取扱い等）
71-3-1 （原産地の虚偽表⽰等に関する⽤語の意義）
我が国の⾮特恵原産地規則は、WTO ⾮特恵原産地規則の調和作業の終了と同時に調和規則を全⾯
的に採⽤する予定であったことから、調和作業の遅延、中断、最終的には頓挫してしまった結果、改正
のタイミングを失い、業界からの強い要請もなく、極めて簡素な規定が維持されています。⽶国、EU
の⾮特恵規則と⽐較してみても、項変更を満たさない場合に最終的な原産国を決定する規定が存在し
ないことは、問題点として指摘されています。⼀⽅、品⽬別規則を持たないメリットとして、５年毎の
HS 改正に合わせて品⽬別規則を微調整する必要もありません。
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⽇･⽶･EU の⾮特恵原産地規則の概要を簡単に図⽰すると、次のとおりです。

【⽶国の⾮特恵原産地規則】
品⽬分野

原産地表⽰･数量制限（繊維・繊維製品）

繊維・繊維製品
NAFTA

NAFTA マーキングルール（第 102.25 条）

イスラエル

イスラエル繊維ルール（第 102.22 条）

その他

繊維ルール（第 102.21 条）

その他の物品
NAFTA

NAFTA マーキングルール（第 102.20 条）

その他

実質的変更ルール（第 134.35 条）

その他の⾮特恵分野

実質的変更ルール（第 134.35 条）

【EU の⾮特恵原産地規則】
EU 関税法典第 60 条

附属書 22-01
に規定される物品

その他の物品

１． 完全⽣産品
２． 実質的変更の定義を満たす物品
委員会委任規則（EU）第 2015/2446 号第

委員会委任規則（EU）第 2015/2446 号

32 条：⽣産に 2 ヵ国⼜は 2 領域以上が関与

第 33 条：経済的に正当化されない加⼯

する物品（関税法典第 60 条 2）
（附属書 22-

⼜は作業（関税法典第 60 条 2）

01 の品⽬別規則を満たした国･領域⼜は同

（類別のレジデュアル･ルールを満たし

規則が指定する国･領域に原産地を付与）

た国に原産地を付与）

WTO ⾮特恵原産地規則調和作業での EU

委員会委任規則（EU）第 2015/2446 号

提案を適⽤

第 33 条：経済的に正当化されない加⼯

（法的拘束⼒なし）

⼜は作業（関税法典第 60 条 2）
（⽣産に使⽤された材料の価額⾯での
最⼤貢献国･領域に原産地を付与）

【⽇本国の⾮特恵原産地規則】
関税法施⾏令第４条の 2
関税法施⾏規則第１条の 6-7

関税法基本通達 68-3-5〜9

特例申告書に特例申告貨物の原産地を記載
６．完全⽣産品の指定
７．実質的な変更を加える加⼯⼜は製造の指定
協定税率を適⽤する場合の原産地の認定基準等を補⾜
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第1章

農産品（HS 第 1 類〜第 24 類）

冒頭で述べたとおり、⽇･⽶･EU の⾮特恵原産地規則の中で品⽬別規則を有するのは EU と⽶国のみ
です。しかしながら、EU の品⽬別規則は法的拘束⼒のある附属書 22-01 とそうでない調和規則提案と
に分かれます。⼀⽅⽶国は、NAFTA マーキング･ルールとして北⽶域内の貿易にのみ適⽤される表⽰
⽤の規則とそれ以外の地域との貿易に適⽤される実質的変更に係る判例法とに分かれます。例外的に
極めて簡素な規則を維持している我が国では、完全⽣産品に加え、HS 項変更によって原産性を付与す
るので、農産品・農産加⼯品ともに容易に加⼯によって原産国となりえます。以下、国別に論じていき
ます。

１．⽶国の農産品分野における⾮特恵原産地
（１） 実質的変更に係る判例法
⽶国のMFN税率適⽤、政府調達、原産国表⽰における共通の原産地規則として引⽤される関税特許
上訴裁判所（現在の連邦巡回区控訴審）1940年判決（United States v. Gibson-Thomsen Co、以下「ギ
ブソン･トムセン判決」という）は、⽶国のマーキング要件の適合性を争ったもので、「⽇本製の刻印
があるブラシの柄に⽶国製の荒⽑を取り付けた場合に、ブラシの柄の最終的な購買者はブラシ製造者
であり、ブラシの購⼊者である消費者ではない」として、ブラシとして⽇本製の表⽰は必要ないとの趣
旨であったようです。この判決の中で、「本条は、新たな名称、特性、及び⽤途を持つ新たな物品の⽶
国での製造に使⽤された輸⼊材料には適⽤されない」との判断が⽰されました（27 C.C.P.A. at 273）。
これは輸⼊品のドローバック（再輸出戻し税）に係る1907年の⽶国最⾼裁判決（Anheuser-Busch
Brewing Assn. v. United States, 207 U.S. 556（1907）、以下「アンハイザー・ブッシュ判決」という）
を別の⾔葉で⾔い換えたものでした。
⽶国の原産地法の「実質的変更」基準の起源として知られるアンハイザー・ブッシュ判決では、以
下のように判⽰されています5。
製造は変化（change）を想起させるが、全ての変化が製造であるわけではない。そして、物品のすべての
変化は、処理、労働及び操作の結果である。しかし、Hartranft v. Wiegmann, 121 U.S. 609で⽰されたよう
に、更に何かが必要である。変更（transformation）がなければならない。すなわち、新たな、かつ、異な
る物品は、他との区別を⽰す名称、特性⼜は⽤途を持って現れなければならない（a new and different
article must emerge,ʻhaving a distinctive name, character or useʼ ）。

アンハイザー・ブッシュ判決の要旨は、原材料の輸⼊者が⽶国内で「新たな物品の製造」のために当該
材料が使われた場合に当該物品の再輸出時に当該材料に課せられた関税の払い戻しを受けることがで
きる制度（ドローバック）の下で、輸⼊コルクをビール瓶のコルク栓に加⼯して再輸出した際にドロー
バックが適⽤できるかについて、本件は新たな物品の製造に当たらないとしたものでした。アンハイ
5 N. David Palmeter, “Rules of Origin in The United States”, Chapter 2, in Edwin Vermulst, Paul Waer, Jacques Bourgeois
（eds.）, Rules of Origin in International Study - A Comparative Study, Michigan, 1994,, pp. 27-30.
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ザー・ブッシュ判決に引⽤されている1886年の最⾼裁判決（Hartranft v. Wiegmann）は関税分類に係
るもので、輸⼊された⾙殻が洗浄され研磨されたものであるかを争点とし、その結果によって適⽤さ
れる関税率が35％か無税かというものでした6。
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．ジョナガニの「はさみカクテル」
：2018 年 10 ⽉ 17 ⽇付、N300748、MAR-2 OT:RR:NC:N2:231（原
産地表⽰）
２事例について原産地表⽰に関する照会があった。

第１例⽬は、⽶国で採捕したジョナガニ
（Jonah crab）をカナダに輸送し、そこで調
理、切断、冷凍が⾏われる。その後中国に送
られ、はさみの部分が本体から取り外され、
はさみの殻に切れ⽬を⼊れ、殻が取り除かれ
る。むき出しになったかに⾁ははさみに添え
られ、「はさみカクテル」となる。最後に冷
凍されて、２ポンド⼊りのビニール袋に詰め
られ、10 袋が１ケースに格納されて⽶国に
輸⼊される。（写真は、ジョナガニの調理レ

引⽤元〔https://www.askchefdennis.com/jonah-crab-claws/〕

シピ―記事から引⽤。）

第２例⽬は、⽶国で採捕したジョナガニをカナダに輸送し、そこで調理、切断、冷凍が⾏われる。そ
の後中国に送られ、はさみの殻を完全に取り除き、カニ⾁とする。最後に冷凍されて、２ポンド⼊りの
ビニール袋に詰められ、10 袋が１ケースに格納されて⽶国に輸⼊される。
《⽶国税関判断》
第１例⽬について、
「はさみのカクテル」は中国での加⼯の結果として実質的変更が⾏われたもので
はない。したがって、輸⼊されるカニのはさみのカクテルは、⽶国税関における表⽰の観点からは⽶国
製と認める。そのため、外国の産品とならないことから、当該産品への表⽰義務はない。
第２例⽬について、ジョナガニは中国での加⼯の結果として実質的変更が⾏われたものと認める。
したがって、カニ⾁が⽶国に輸⼊される場合の原産国は中国となる。輸⼊されるケースには、
「中国産
品」⼜は「中国製」と表⽰されるべきである。
２．半分殻付きの冷凍ホタテ及び冷凍ホタテの原産国：2019 年 7 ⽉ 3 ⽇付、N304704: MAR-2
OT:RR:NC:N2:232（原産地）
第１例⽬は、⽇本国で野⽣のホタテ⾙が国連⾷糧農業機関（UNFAO）の主要漁場 61（北⻄太平洋）
で養殖され、そのままの形状で冷凍され、中国に輸出される。中国でホタテ⾙の上の殻が外され、半分
の殻付きホタテが形成される。ホタテは洗浄され個々に急速冷凍（individually quick frozen）される。

6 同上。なお、判決⽂において、次の⽂が使われています。“They were still shells. They had not been manufactured into a new
and different article, having a distinctive name, character or use from that of a shell.”
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最終産品である「半分殻付きの冷凍ホタテ」は
カートンに 130 個のバルク形状で⽶国に輸⼊
され、⾷品業界に販売される。
第 2 例⽬は、上述の産品がホタテ⾙の閉殻
筋を残して殻を取り外し、
「ホタテ⾁」として
冷凍され、中国に輸出される。中国では、ホタ
テ⾙が解凍され、トリポリ燐酸ナトリウム溶
液に浸され、個々に急速冷凍される。最終産品
である「冷凍ホタテ⾁」はバルクの形状で⽶国
に輸⼊され、１ポンドから 12 ポンドの⼩売り
包装を⾏ってから⾷品業界及び卸売店に販売
される。
（出典：FAO）

《⽶国税関判断》
「北⽶コル対合衆国」判決（Koru North America v. United States, 701 F. Supp. 229（CIT 1988）
）におい
て、韓国において頭部を落として内臓を除去した⿂の解凍、⽪剥ぎ、⾻抜き、トリミング、冷凍、及び
⼩売り包装する加⼯が実質的変更を構成するかについて判断を下した。本判決では、韓国において加
⼯された「急速冷凍」フィレは、名称及び特性の変更があったことから、頭部を落とされた⿂から実質
的に変更されたものと認めた。裁判所は、本件⿂が韓国に到着した時には⿂の形状であったものが、韓
国を離れる時にはもはや⿂としての基本的な形状を有していなかったこと、フィレは別個の商品と考
えられ、関税分類も異なることを付⾔している。
第１例⽬は、ホタテ⾙は⽇本国で収穫され、中国で加⼯（⼀⽅の殻のみを除去し、洗浄）され、その
後に再度冷凍され、⽶国に輸出されている。本件ホタテ⾙は、中国における加⼯によって実質的変更が
⽣じたものとは認められない。したがって、本件最終産品の原産国も⽇本国である。
第２例⽬は、ホタテ⾙は⽇本国で収穫され、加⼯（殻の取り外し）され、その後に中国に輸出され、
トリポリ燐酸ナトリウム溶液に浸され、再冷凍された後に⽶国に輸出される。本件ホタテ⾙は、中国に
おける加⼯によって実質的変更が⽣じたものとは認めらない。したがって、本件最終産品の原産国も
⽇本国である。
【筆者意⾒】
実質的変更の概念規定の運⽤は、その業界、その製品分野で確⽴した慣習を知らないと不便極まり
ない「使えない」規則になってしまいます。特に、農産品･農産加⼯品分野における実質的変更の判断
は、税関による判断にしてもその理由を明記しないことが過半です。すなわち、結論だけを⽰しての事
前教⽰となると、その事例をそのまま適⽤できる産品には参考になっても、事情が異なる場合に⾃⼰
流の推論をして対応するのは危険です。
上記の２事例から判明するのは、蒸気⼜は⽔煮により調理した甲殻類（第 03.06 項）の殻を完全に取
り外せば実質的変更となる（ジョナガニ第２例⽬）可能性があるものの、調理前（第 03.06 項）の甲殻
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類の殻を半分だけ取り除いたとしても実質的変更にならないようです（ホタテ⾙第 1 例⽬）
。また、⿂
を完全に３枚におろしてフィレにした場合には、実質的変更と認めた判例が出ています。
（２） NAFTAマーキング･ルール
NAFTA マーキング･ルールは、関税分類変更基準のみで策定されています。第１類から第５類まで
産品に適⽤される品⽬別規則を例⽰してみます。
HS 分類

品⽬別規則

第１類

類変更

第２類

類変更

第 0210.91 号-第 0210.99 号

類変更、⼜は
⾷⽤の粉及びミールへの第 2 類のそれ以外の産品からの変更

第３類
第 03.04 項

類変更
類変更、⼜は
フィレへの他の項の産品からの変更

第 0305.10 号

号変更

第 0305.31 号-第 0305.39 号

本グループ以外の号の産品からの変更（ただし、第 03.04 項のフィレから

のグループ

の変更を除く。）

第 03.06 項

類変更（ただし、第 03.06 項の燻製品への変更を除く。）、⼜は
第 03.06 項の燻製への第 3 類の他の産品⼜は他の類の産品からの変更（た
だし、第 16 類の産品からの変更を除く。）、⼜は
第 03.06 項の他の産品への第 03.06 項の燻製品からの変更

第 03.07 項

類変更（ただし、第 03.07 項の燻製品への変更を除く。）、⼜は
⾷⽤の粉及びミールへの第 3 類の産品からの変更、⼜は
第 03.07 項の燻製品への第 3 類のその他の産品⼜は他の類の産品からの変
更（ただし、第 16 類の産品からの変更を除く。）、⼜は
第 03.07 項の産品への第 03.07 項の燻製品からの変更

第 03.08 項

類変更（ただし、第 03.08 項の燻製品への変更を除く。）、⼜は
⾷⽤の粉及びミールへの第３類の産品からの変更、⼜は
第 03.08 項の燻製品への第 3 類のその他の産品⼜は他の類の産品からの変
更（ただし、第 16 類の産品からの変更を除く。）、⼜は
第 03.08 項の産品への第 03.08 項の燻製品からの変更

第4類

類変更

第 0403.10 号

号変更

第 0403.90 号

類変更、⼜は
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HS 分類

品⽬別規則
サワークリーム⼜はケフィアへの第４類の産品からの変更

第 04.04 項

項変更

第 0405.10 号

項変更

第 0405.20 号

類変更（ただし、第 1901.90 号の産品からの変更を除く。）、⼜は
号変更（ただし、当該産品が乳固形分の重量の 50％を超えない場合に限
る。）

第 0405.90 号

項変更

第 04.06 項

項変更

第５類

類変更

【筆者意⾒】
農産品・農産加⼯品に適⽤される NAFTA マーキング･ルールは、関税分類変更のみから成り⽴って
いるので予⾒可能性に優れ、概念規定に⽐較して使い勝⼿において数段勝ります。関税分類変更基準
で⽰される本基準は決して緩くないものの、厳しすぎることもなく、バランスのよい規則になってい
るように⾒受けられます。
上記（１）で考察した事例に NAFTA マーキング･ルールを適⽤してみると、⿂のフィレについては、
３枚おろしの⼯程を⾏った国に対して NAFTA 上の原産国を認めます。⼀⽅、実質的変更の概念規定
では甲殻類の殻を完全に除去することで実質的変更と認められた（ジョナガニの第２例⽬）蒸気⼜は
⽔煮により調理された殻付きのカニ（第 03.06 項）は、NAFTA マーキング･ルールでは「類変更（た
だし、第 03.06 項への燻製品への変更を除く。
）」となっていることから、殻の除去だけでは原産性が与
えられません。実質的変更の概念規定が、関税分類変更を尊重する場合とそうでない場合があるとい
う具体例にもなりそうです。

２．EU の農産品分野における⾮特恵原産地
冒頭で述べたとおり、関税法典第 60 条は委員会委任規則（EU）第 2015/2446 号第 32 条、第 33 条
及び附属書 22-01 により実施されます。附属書 22-01 には第 33 条で⾔及される「類別レジデュアル･
ルール」も規定されています。以下に、第１類から第５類までに分類される産品で、附属書 22-01 に
規定される品⽬別規則を紹介します。
《附属書 22-01》
第２類 ⾁及び⾷⽤のくず⾁
混合物に適⽤される類別レジデュアル･ルール
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（1） 本レジデュアル･ルールの適⽤に当たって、「混合」とは意図的かつ⽐例して制御された作業で
あって、２つ以上の代替性のある材料を混ぜ合わせることを意味する。
（2） この類の産品の混合物の原産地は、当該混合物の重量の 50％を超える材料の原産国とする。同
じ原産国の材料の重量は、合算される。
（3） 使⽤された材料のいずれもが要件を満たさない場合には、混合物の原産地は混合が⾏われた国
とする。
チャプター・ノート
第 02.01 項から第 02.06 項までのプライマリー･ルールを満たさない場合、当該⾁（くず⾁）は
⾁（くず⾁）の材料となった動物が最も⻑期間肥育された国を原産国とみなす。
類別レジデュアル・ルール
プライマリー･ルール及び他の類別レジデュアル・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重量をベースとして当該材料の最⼤の部分を原産とする国を原産国と
する。
HS 番号

品 名

（2012 年版）

第 02.01 項
第 02.02 項

プライマリー･ルール

⽜の⾁（⽣鮮のもの及び冷蔵したものに限 本項の物品の原産地は、動物が屠畜される前に少
る。）

なくとも 3 ヵ⽉間肥育された国とする。

⽜の⾁（冷凍したものに限る。）

本項の物品の原産地は、動物が屠畜される前に少
なくとも 3 ヵ⽉間肥育された国とする。

第 02.03 項

豚の⾁（⽣鮮のもの及び冷蔵し⼜は冷凍した 本項の物品の原産地は、動物が屠畜される前に少
ものに限る。）

第 02.04 項

なくとも 2 ヵ⽉間肥育された国とする。

⽺⼜はやぎの⾁（⽣鮮のもの及び冷蔵し⼜は 本項の物品の原産地は、動物が屠畜される前に少
冷凍したものに限る。）

第 02.05 項

なくとも 2 ヵ⽉間肥育された国とする。

⾺、ろ⾺、ら⾺⼜はヒニーの⾁（⽣鮮のもの 本項の物品の原産地は、動物が屠畜される前に少
及び冷蔵し⼜は冷凍したものに限る。）

なくとも 3 ヵ⽉間肥育された国とする。

第４類 酪農品、⿃卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない⾷⽤の動物性⽣産品
混合物に適⽤される類別レジデュアル･ルール
（1） 本レジデュアル･ルールの適⽤に当たって、「混合」とは意図的かつ⽐例して制御された作業で
あって、２つ以上の代替性のある材料を混ぜ合わせることを意味する。
（2） この類の産品の混合物の原産地は、当該混合物の重量の 50％を超える材料の原産国とする。し
かしながら、第 04.01 項から第 04.04 項までの産品の混合物の原産地は、当該混合物の乾燥分
の重量の 50％を超える材料の原産国とする。同じ原産国の材料の重量は、合算される。
（3） 使⽤された材料のいずれもが要件を満たさない場合には、混合物の原産地は混合が⾏われた国
とする。
類別レジデュアル・ルール
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プライマリー･ルール及び他の類別レジデュアル・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重量をベースとして当該材料の最⼤の部分を原産とする国を原産国と
する。
HS 番号

品 名

（2012 年版）

ex

第 04.08 項

-

プライマリー･ルール

殻 付 き で な い ⿃ 卵 物品の原産地は、以下の産品に対して (適当であれば、殻割りと分
(乾燥したもの）及び 離を⾏った後に) 乾燥を⾏った国とする。
卵⻩（乾燥したもの） -

第 04.07 項に分類される殻付きの⿃卵、⽣鮮⼜は調製したもの

-

第 04.08 項に分類される殻付きでない⿃卵、乾燥したもの以外

-

第 04.08 項に分類される卵⻩、乾燥したもの以外

【筆者意⾒】
農産品･農産加⼯品に適⽤される EU の⾮特恵原産地規則は、基本的には WTO ⾮特恵原産地規則の
調和作業における EU 提案のうち、加盟国及び関連業界との間で完全なコンセンサスが出来上がって
いるものについて附属書 22-01 に規定し、法的拘束⼒を持たせていると理解しています。したがって、
附属書 22-01 に規定していない諸規則は、域内の調整に難航したものと推定されます。そのため、附
属書 22-01 の規則と EU 提案には⼀貫性が⾒られます。
EU の附属書 22-01 の規則と NAFTA マーキング･ルールを⽐較してみると、例えば、第 2 類の⾁に
関して NAFTA マーキング･ルールが類変更のみで（輸⼊された動物の屠畜によって）原産性を付与す
るのに対して、EU ルールは屠畜による原産性を認めず、材料となった動物の所定期間以上の肥育国を
原産国とします。EU の特恵規則では、動物が締約国の完全⽣産品でなければならないので、特恵規則
よりは柔軟な規定振りとなっています。しかも、⽜⾁の場合、肥育期間が３ヵ⽉とされていることか
ら、数ヵ国で肥育されてどの国でも３ヵ⽉を超えない肥育が⾏われた場合の原産国決定⽅法として、
チャプター･ノートにおいて「動物が最も⻑期間肥育された国を原産国とみなす」ことが規定されてい
ます。
さらに、⽶国での事例を参考に EU 規則（18-25 ページの別添２：
「WTO ⾮特恵原産地規則調和作
業における EU 提案」
）を適⽤してみると、⿂のフィレ（スプリット第 03.04(ｂ)項では、
「本スプリッ
ト項の物品の原産地は、本項の⿂が採捕された国、⼜は飼養された場合には当該⿂が卵⼜は稚⿂（幼⿂
を含む。）から成育した国」とされ、フィレ加⼯は実質的変更とは認められません。また、スプリット
第 03.06(d)項の冷凍カニの殻を完全に取り外す作業は、
「スプリット項の物品の原産地は、甲殻類が採
捕⼜は採集された国」として、同様に実質的変更を認めません。

３．⽇本国の農産品分野における⾮特恵原産地
冒頭でも触れたとおり、我が国の⾮特恵原産地規則は項変更を基本としているため、農産品・農産加
⼯品分野においては極めて緩い、加⼯・作業を⾏った農産物に対して容易に原産性を付与できる規則
といえます。そのため、バランスを確保するための措置として、関税法施⾏規則第 1 条の 7（実質的な
変更を加える加⼯⼜は製造の指定）のただし書きにおいて以下の⼯程については実質的変更を構成し
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ないものとして指定しています。
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。

これらの諸要件の中で、適⽤に当たって実務上の困難を⽣じさせるのは「単なる」との規定の解釈に
おいて主観の介在を許してしまうという懸念です。上記の例では、
「単なる切断」、
「単なる混合」⼜は
「単なる部分品の組⽴て」が該当します。このような規定の運⽤には公開された解釈上の指針が必須
ですが、対象となる⾏為と素材によっては定義付けが容易ではありません。そのためか、事実上、
「先
例」がいつの間にか実務規範となる例が多いように思います。これらは事前教⽰事例として公開され
ることで、判断事例として確⽴されていきます。
⽶国の事例に我が国の⾮特恵規則を適⽤すると、以下のとおりになります。蒸気⼜は⽔煮により調
理された「ジョナガニ」
（第 03.06 項）は、採捕国（⽶国）から、調理国（カナダ）、殻の取り外し（中
国）と転々としていきますが、採捕されたカニの分類番号は第 03.06 項から動かないので、採捕国（⽶
国）の原産性が維持されます。次の事例のホタテ⾙は、採捕国があまり明確に記述されていませんが⽇
本国であると仮定し、中国において殻の取り外し⼜は殻の取り外しに加えて防腐剤としてのトリポリ
燐酸ナトリウムを加えたとしても、項の変更は⽣じないと考えられることから、⽇本国原産が維持さ
れることになります。
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《別添 １》

⽶国税関が所掌する⾮特恵原産地規則関連条⽂抜粋
1.

最恵国⼜は通常の貿易関係における税率適⽤
制定法令としての原産地規則は設定されていませんが、税率及び対象国を指定する欄については⽶

国関税率表(合衆国法典第 19 編第 1202 条)⼀般注釈３に規定が置かれています。
2.

政府調達

《合衆国法典（United States Code：USC）第 19 編第 2511 条以下の条⽂（特に第 2518 条 4(B)）》
同法典第 19 編第 2518 条４(B)（原産地規則）
物品は、 (i)国家⼜は機関の完全なる⽣⻑物、産品⼜は製造品である場合にのみ国家⼜は機関の製品となり、
⼜は(ii)全部⼜は⼀部が他の国家⼜は機関の材料から構成される物品である場合には、材料としての製品の名
称、特性⼜は⽤途が、異なる名称、特性⼜は⽤途を伴った新たな、異なる商業上の物品へと実質的に変更さ
れた場合に限って当該国家⼜は機関の産品となる。

《連邦規則集（Code of Federal Regulations：CFR）第 19 巻第 177.21 条（適⽤可能性）》
本サブパートは、有資格国の製品に適⽤される⽶国法⼜は実務における「バイアメリカン」制限措置のい
くつかの免除を⽬的として、「1979 通商協定法」第 3 編（Pub. L. 96-39, 93 Stat. 144）に関する原産国に関す
る事前教⽰及び最終決定の発出に対して適⽤される。本サブパートは、連邦買収規則（連邦規則集第 48 巻第
１章）及び国防買収規則（連邦規則集第 48 巻第２章）と整合的に適⽤されることが意図されている。

3.

原産地表⽰

《合衆国法典第 19 編第 1304 条 原産地表⽰要件に関連する部分》
(a)

物品に対する表⽰

以下の規定で除外される場合を除き、⽶国に輸⼊される外国産のすべての製品（⼜は（b）に規定されるそ
の容器）は、⽬⽴つ場所に判読可能で、消去できないように、かつ恒久的に、当該製品（⼜は容器）が⾃然
な形で⽶国の最終購買者に当該製品の原産国の英語名称を⽰せるように表⽰されなければならない。

《連邦規則集第 19 巻第 134 章（原産国表⽰）》
第 134.35 条（製造によって実質的に変更された製品）
（c） NAFTA 構成国の物品以外の製品
⽶国における製造に使⽤される製品で、輸⼊された時点での製品の名称、特性⼜は⽤途とは異なる名称、
特性⼜は⽤途に変更されたものは、United States v. Gibson-Thomsen Co., Inc.における判決（27 C.C.P.A. 267
（C.A.D. 98））の原則に従うものとする。この原則の下で、輸⼊された製品を異なる製品に変更⼜は組み合わ
せる⽶国製造業者⼜は加⼯業者は、1930 年関税法を修正した 304 条（a）
（19 U.S.C. 1304（a））の想定範囲
内にある輸⼊製品の「最終的な購⼊者」であると考えられ、当該製品は表⽰の対象外となる。輸⼊された製
品の⼀番外側の容器は、本章（Part）に従って表⽰されなければならない

— 15 —

15

JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則 （2020 年 7 月）

J AS T P RO

（d） NAFTA 構成国の物品
NAFTA 構成国の物品で、⽶国において加⼯された結果として NAFTA マーキング･ルールによって⽶国の物
品となるものは、表⽰を⾏う必要はない。物品が輸⼊者⼜はその代理の者によって加⼯されない場合には、
本章（Part）の規定に従って当該物品の⼀番外側の容器に表⽰をしなければならない。

《連邦規則集第 19 巻第 102 章第 102.0 条（原産地規則）》
第 102.20 条（関税分類ごとの個別規則）
以下の規則は第 102.11(a)(3)及び本章（Part）の他の条に規定される規則である。本条の規則が同じ項の他
の号から別の号への変更を許容する場合、当該規則は同じレベルの号からの変更があった場合にのみ満たさ
れるものとする。

第 102.21 条（繊維及び⾐類）
(a)

適⽤範囲

物品がイスラエルの原産であるか⼜はイスラエルの⽣⻑物、産品⼜は製造品であるかを決定する場合、及
び制定法によって規定される場合を除いて、本条（Section）の規定は、関税法及び数量制限の実施のために
輸⼊された繊維及び⾐類の原産国決定を管理する。本条（Section）の規定は、1996 年 7 ⽉ 1 ⽇以降に国内
消費のために輸⼊され、⼜は倉庫から引き取られる物品に対して適⽤される。

第 102.22 条（イスラエルの繊維及び⾐類に適⽤される原産地規則）
(a)

適⽤範囲

本条（Section）の規定は、第 102.21 条(b)(5)に定義される繊維⼜は⾐類が関税法及び数量制限の実施のた
めにイスラエル産であるかの決定を管理する。繊維⼜は⾐類は、イスラエルの完全なる⽣⻑物、産品⼜は製
造品である場合はイスラエルの産品である。しかしながら、繊維⼜は⾐類でイスラエルの他に他の国⼜は⽶
国の属領で⽣産され、由来し、⼜は加⼯された材料を含むものは、当該繊維⼜は⾐類がイスラエルにおいて
最後に実質的変更が⾏われた場合にのみイスラエル産とする。繊維⼜は⾐類は、実質的な製造⼜は加⼯作業
によって新たな、かつ異なる商業上の物品へと変更された場合に実質的変更が⾏われたとみなす。

第 102.25 条（北⽶⾃由貿易協定の下での繊維⼜は⾐類）
⾮原産の繊維⼜は⾐類を含む場合の NAFTA 協定の関税上の特恵待遇の要求に関連し、NAFTA 協定附属書
300-B の付録 6.B の TPL（tariff preference level）規定及び⽶国関税率表第 11 部追加⽶国注釈 3 から 6 に従
って、輸⼊者は、⽶国税関に対して当該産品に係る資格証明書（Certificate of Eligibility）⼜はその電⼦版を提
出しなければならない。資格証明書⼜はその電⼦版は、適切に記載され、カナダ⼜はメキシコの権限を有す
る職員によって署名されなければならず、この部の第 181.21 条の下関税上の特恵待遇の要求を⾏う時に⽶国
税関に対して提出されなければならない。センター所⻑（Center director）が当該産品の原産国を決定するこ
とができない場合には、当該産品は NAFTA 協定の下での関税上の特恵待遇⼜はその他の得ることができた
であろう利益を得ることができない。

4.

繊維及び繊維製品

《合衆国法典第７編第 1854 条》
⼤統領は、適切と認める場合には、外国政府の代表と交渉し農産物、農産加⼯品⼜は繊維･繊維製品の当該
国からの輸出及び⽶国への輸⼊を制限する協定の締結に注⼒することができる。また、⼤統領は、当該協定
を実施するためにそれらの産品、加⼯品、繊維･繊維製品を輸⼊⼜は倉庫から引き取ることを管理する規則を
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発出する権限を与えられる。加えて、第 19 編第 3511 条(d)(4)で⾔及される繊維及び繊維製品に関する協定
に限ることはないが、多国間協定が本条に基づいて当該製品の世界貿易の重要な部分を占める諸国との間で
締結された⼜は締結される場合には、⼤統領は、協定の実施のために、本協定の締約国ではない国々⼜は⽶
国が当該協定を適⽤しない国々の同じ産品に対して輸⼊⼜は倉庫からの引取りを管理するための規則を発出
することができる。本条は本編第 624 条の下での権限に影響を及ぼすものではない。

《合衆国法典第 19 編第 3592 条》
(a)

規制権限

財務⻑官は、繊維及び⾐類の原産地決定のための（b）の規定に含まれる原則を実施する規則を定める。当
該規則は 1995 年 7 ⽉ 1 ⽇以前に最終版が公布されるものとする。

《連邦規則集第 19 巻第 12.130 条》
第 12.130 条は削除され、第 102.22 条（イスラエルの繊維及び⾐類に適⽤される原産地規則）に置き換え
られました。結果として、繊維及び繊維製品に適⽤される原産地規則は、第 102 章に統合されることになり
ました。（2005 年 10 ⽉ 5 ⽇付、連邦官報第 70 巻 192 号）

《連邦規則集第 19 巻第 102.21 条（繊維及び⾐類）
》
(a)

適⽤範囲

物品がイスラエルの原産であるか⼜はイスラエルの⽣⻑物、産品⼜は製造品であるかを決定する場合、及
び制定法によって規定される場合を除いて、本条の規定は、関税法及び数量制限の実施のために輸⼊された
繊維及び⾐類の原産国決定を管理する。本条（Section）の規定は、1996 年 7 ⽉ 1 ⽇以降に国内消費のため
に輸⼊され、⼜は倉庫から引き取られる物品に対して適⽤される。
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《別添 ２》
WTO ⾮特恵原産地規則調和作業における EU 提案
〔https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/roo_chap_1-5_en.pdf〕
HS 番号

品 名

プライマリー･ルール

⾺、ろ⾺、ら⾺及びヒニー（⽣きているものに限

本項の物品の原産地は、動物が少なくとも 6

る。）

ヵ⽉間肥育された国とする。さもなければ、

（2017 年版）

第 01.01 項

当該動物が⽣まれた国とする。
第 01.02 項

⽜（⽣きているものに限る。）

本項の物品の原産地は、
動物が体重 300kg 未
満から同 300kg 以上に少なくとも 8 ヵ⽉間
肥育された国とする。本項のその他の動物
の原産地は、当該動物が⽣まれた国とする。

第 01.03 項

豚（⽣きているものに限る。）

本項の物品の原産地は、動物が体重 50kg 未
満から同 50kg 以上に少なくとも 4 ヵ⽉間肥
育された国とする。本項のその他の動物の
原産地は、当該動物が⽣まれた国とする。

第 01.04 項

⽺及びやぎ（⽣きているものに限る。）

本項の物品の原産地は、動物が少なくとも 4
ヵ⽉間肥育された国とする。さもなければ、
当該動物が⽣まれた国とする。

第 01.05 項

家きん（鶏（ガルルス・ドメスティクス）、あひ

体重 185kg 以上の本項の物品の原産地は、

る、がちょう、七⾯⿃及びほろほろ⿃で、⽣きて

⿃が体重 185kg 未満から同 185kg 以上に少

いるものに限る。）

なくとも 2 ヵ⽉間肥育された国とする。本
項のその他の家きんの原産地は、当該家き
んが孵化した国とする。

第 01.06 項

その他の動物（⽣きているものに限る。）

本項の物品の原産地は、動物が少なくとも 6
ヵ⽉間肥育された国とする。さもなければ、
当該動物が⽣まれた国とする。

第2類

⾁及び⾷⽤のくず⾁

第 02.01 項から第 02.05 項までは、附属書 22-01 に規定。
第 02.06 項

⾷⽤のくず⾁（⽜、豚、⽺、やぎ、⾺、ろ⾺、ら⾺ 本項の物品の原産地は、動物が屠畜される
⼜はヒニーのもので、⽣鮮のもの及び冷蔵し⼜は冷 前に少なくとも 3 ヵ⽉間肥育された国とす
る。豚、⽺⼜はやぎの場合、屠畜の前に少な

凍したものに限る。）

くとも 2 ヵ⽉間肥育された国とする。
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JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則 （2020 年 7 月）

J AS T P RO

HS 番号

品 名

（2017 年版）

第 02.07 項

プライマリー･ルール

⿃が少なくとも 1 ヵ
⾁及び⾷⽤のくず⾁で、第 01.05 項の家きんのもの 本項の物品の原産地は、
（⽣鮮のもの及び冷蔵し⼜は冷凍したものに限 ⽉間肥育された国とする。さもなければ、原
産地は当該⿃が孵化した国とする。

る。）
第 02.08 項

その他の⾁及び⾷⽤のくず⾁（⽣鮮のもの及び冷蔵 類変更
し⼜は冷凍したものに限る。）

第 02.09 項

家きんの脂肪及び豚の筋⾁層のない脂肪（溶出その スプリット項に表⽰
他の⽅法で抽出してないもので、⽣鮮のもの及び冷
蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩⽔漬けし、乾燥し⼜はく
ん製したものに限る。）

ex 02.09(a)

- 乾燥⼜はくん製したもの

他のスプリット項からの変更

ex 02.09(b)

- 豚の筋⾁層のない脂肪（溶出その他の⽅法で抽出 本スプリット項の物品の原産地は、動物が
してないもので、⽣鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、 少なくとも 2 ヵ⽉間肥育された国とする。
さもなければ、当該動物が⽣まれた国とす

塩蔵し、塩⽔漬けしたもの）

る。
ex 02.09(c)

- 家きんの脂肪（溶出その他の⽅法で抽出してない 本スプリット項の物品の原産地は、⿃が少
もので、⽣鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、 なくとも 1 ヵ⽉間肥育された国とする。さ
もなければ、当該⿃が⽣まれた国とする。

塩⽔漬けしたもの
第 02.10 項

⾁及び⾷⽤のくず⾁（塩蔵し、塩⽔漬けし、乾燥し スプリット項に表⽰
⼜はくん製したものに限る。）並びに⾁⼜はくず⾁
の⾷⽤の粉及びミール

ex 02.10(a)

- ⽜⼜は⾺及びろばの⾁及びくず⾁（塩蔵⼜は塩⽔ 本スプリット項の物品の原産地は、動物が
漬けのもの）

少なくとも 3 ヵ⽉間肥育された国とする。
さもなければ、当該動物が⽣まれた国とす
る。

ex 02.10(b)

- 豚、⽺及びやぎの⾁及びくず⾁（塩蔵⼜は塩⽔漬 本スプリット項の物品の原産地は、動物が
けのもの）

少なくとも２ヵ⽉間肥育された国とする。
さもなければ、当該動物が⽣まれた国とす
る。

ex 02.10(c)

- その他の動物の⾁及びくず⾁（塩蔵⼜は塩⽔漬け 本スプリット項の物品の原産地は、動物が
のもの）

少なくとも 1 ヵ⽉間肥育された国とする。
さもなければ、当該動物が⽣まれた国とす
る。

ex 02.10(d)

- ⾁及びくず⾁（乾燥⼜はくん製したもの）

スプリット項の変更

ex 02.10(e)

- ⾁及びくず⾁の⾷⽤の粉

スプリット項の変更（ただし、ex02.10(f)か
らの変更を除く。）
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JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則 （2020 年 7 月）

J AS T P RO

HS 番号

品 名

（2017 年版）

ex 02.10(f)

プライマリー･ルール

- ⾁及びくず⾁の⾷⽤のミール

スプリット項の変更（ただし、ex02.10(e)か
らの変更を除く。）

第 3 類 ⿂並びに甲殻類、軟体動物及びその他の⽔棲（せい）無脊椎（せきつい）動物
定

義

（省略）

混合物に適⽤される類別レジデュアル･ルール
（1） 本レジデュアル･ルールの適⽤に当たって、「混合」とは意図的かつ⽐例して制御された作業であって、
２つ以上の代替性のある材料を混ぜ合わせることを意味する。
（2） この類の産品の混合物の原産地は、当該混合物の重量の 50％を超える材料の原産国とする。同じ原産国
の材料の重量は、合算される。
（3）

使⽤された材料のいずれもが要件を満たさない場合には、混合物の原産地は混合が⾏われた国とする。

類別レジデュアル・ルール
プライマリー･ルール及び他の類別レジデュアル・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
品の原産国は重量をベースとして当該材料の最⼤の部分を原産とする国を原産国とする。
第 03.01 項

⿂（⽣きているものに限る。）

本項の物品の原産地は、本項の⿂が採捕さ
れた国、⼜は飼養された場合には当該⿂が
卵⼜は稚⿂（幼⿂を含む。）から成育した国。

第 03.02 項

⿂（⽣鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、 本項の物品の原産地は、本項の⿂が採捕さ
第 03.04 項の⿂のフィレその他の⿂⾁を除く。）

れた国、⼜は飼養された場合には当該⿂が
卵⼜は稚⿂（幼⿂を含む。）から成育した国。

第 03.03 項

⿂（冷凍したものに限るものとし、第 03.04 の⿂の 本項の物品の原産地は、本項の⿂が採捕さ
フィレその他の⿂⾁を除く。）

れた国、⼜は飼養された場合には当該⿂が
卵⼜は稚⿂（幼⿂を含む。）から成育した国。

第 03.04 項

⿂のフィレその他の⿂⾁（⽣鮮のもの及び冷蔵し⼜ スプリット項に表⽰
は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んで
あるかないかを問わない。）

ex 03.04(a)

- ⿂のすりみ

スプリット項の変更

ex 03.04(b)

- その他

本スプリット項の物品の原産地は、本項の
⿂が採捕された国、⼜は飼養された場合に
は当該⿂が卵⼜は稚⿂（幼⿂を含む。）から
成育した国。

第 03.05 項

⿂（乾燥し、塩蔵し⼜は塩⽔漬けしたものに限る。）、 スプリット項に表⽰
くん製した⿂（くん製する前に⼜はくん製する際に
加熱による調理をしてあるかないかを問わない。）
並びに⿂の粉、ミール及びペレット（⾷⽤に適する
ものに限る。）
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JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則 （2020 年 7 月）

J AS T P RO

HS 番号

品 名

（2017 年版）

プライマリー･ルール

ex 03.05(a)

- ⿂（乾燥、ヘビーソールティッド）

スプリット項の変更

ex 03.05(b)

- くん製のもの

スプリット項の変更

ex 03.05(c)

- 粉

スプリット項の変更（ただし、ex03.05(d)か
らの変更を除く。）

ex 03.05(d)

- ミール及びペレット

スプリット項の変更（ただし、ex03.05(c)か
らの変更を除く。）

ex 03.05(e)

- その他

本スプリット項の物品の原産地は、本項の
⿂が採捕された国、⼜は飼養された場合に
は当該⿂が卵⼜は稚⿂（幼⿂を含む。）から
成育した国。

第 03.06 項

甲殻類（⽣きているもの、⽣鮮のもの及び冷蔵し、 スプリット項に表⽰
冷凍し、乾燥し、塩蔵し⼜は塩⽔漬けしたものに限
るものとし、殻を除いてあるかないかを問わな
い。）、くん製した甲殻類（殻を除いてあるかない
か⼜はくん製する前に若しくはくん製する際に加
熱による調理をしてあるかないかを問わない。）、
蒸気⼜は⽔煮による調理をした殻付きの甲殻類（冷
蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し⼜は塩⽔漬けしたも
のであるかないかを問わない。）並びに甲殻類の粉、
ミール及びペレット（⾷⽤に適するものに限る。）

ex 03.06(a)

-

甲殻類（乾燥、くん製したもの）

スプリット項の変更

ex 03.06(b)

-

粉

スプリット項の変更（ただし、ex03.06(c)か
らの変更を除く。）

ex 03.06(c)

-

ミール及びペレット

スプリット項の変更（ただし、ex03.06(b)か
らの変更を除く。）

ex 03.06(d)

-

その他

本スプリット項の物品の原産地は、甲殻類
が採捕⼜は採集された国

第 03.07 項

軟体動物（⽣きているもの、⽣鮮のもの及び冷蔵し、 スプリット項に表⽰
冷凍し、乾燥し、塩蔵し⼜は塩⽔漬けしたものに限
るものとし、殻を除いてあるかないかを問わな
い。）、くん製した軟体動物（殻を除いてあるかな
いか⼜はくん製する前に若しくはくん製する際に
加熱による調理をしてあるかないかを問わない。）
並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット（⾷⽤に
適するものに限る。）
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J AS T P RO

HS 番号

品 名

（2017 年版）

プライマリー･ルール

ex 03.07(a)

-

乾燥、くん製したもの

スプリット項の変更

ex 03.07(b)

-

粉

スプリット項の変更（ただし、ex03.07(c)か
らの変更を除く。）

ex 03.07(c)

-

ミール及びペレット

スプリット項の変更（ただし、ex03.07(b)か
らの変更を除く。）

ex 03.07(d)

-

その他

本スプリット項の物品の原産地は、動物が
採捕⼜は採集された国

第 03.08 項

⽔棲（せい）無脊椎動物（⽣きているもの、⽣鮮の スプリット項に表⽰
もの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し⼜は塩⽔
漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物
を除く。）、くん製した⽔棲（せい）無脊椎動物（甲
殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に
⼜はくん製する際に加熱による調理をしてあるか
ないかを問わない。）並びに⽔棲（せい）無脊椎動
物の粉、ミール及びペレット（甲殻類及び軟体動物
を除くものとし、⾷⽤に適するものに限る。）

ex 03.08(a)

乾燥、くん製したもの

スプリット項の変更

ex 03.08(b)

粉

スプリット項の変更（ただし、ex03.08(c)か
らの変更を除く。）

ex 03.08(c)

ミール及びペレット

スプリット項の変更（ただし、ex03.08(b)か
らの変更を除く。）

ex 03.08(d)

その他

本スプリット項の物品の原産地は、動物が
採捕⼜は採集された国

第 4 類 酪農品、⿃卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない⾷⽤の動物性⽣産品
混合物に適⽤される類別レジデュアル・ルール
（附属書 22-01 に規定）
類別レジデュアル・ルール
（附属書 22-01 に規定）
第 04.08 項の⼀部は附属書 22-01 に規定。
第 04.01 項

ミルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をし⼜は砂 本項の物品の原産地は、本項のミルクが⾃
糖その他の⽢味料を加えたものを除く。）

第 04.02 項

然な未加⼯の状態で得られた国

ミルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をし⼜は砂 本項の物品の原産地は、本項のミルクが⾃
糖その他の⽢味料を加えたものに限る。）
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J AS T P RO

HS 番号

品 名

（2017 年版）

第 04.03 項

プライマリー･ルール

バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨー スプリット項に表⽰
グルト、ケフィアその他発酵させ⼜は酸性化したミ
ルク及びクリーム（濃縮若しくは乾燥をしてあるか
ないか⼜は砂糖その他の⽢味料、⾹味料、果実、ナ
ット若しくはココアを加えてあるかないかを問わ
ない。）

ex 04.03(a)

- バターミルク

項変更

ex 04.03(b)

- その他

本スプリット項の物品の原産地は、本スプ
リット項のミルクが⾃然な未加⼯の状態で
得られた国

第 04.04 項

ホエイ（濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか⼜は 号に表⽰
砂糖その他の⽢味料を加えてあるかないかを問わ
ない。）及びミルクの天然の組成分から成る物品（砂
糖その他の⽢味料を加えてあるかないかを問わな
いものとし、他の項に該当するものを除く。）
ホエイ及び調製ホエイ（濃縮若しくは乾燥をして 項変更

0404.10 号 -

あるかないか⼜は砂糖その他の⽢味料を加えて
あるかないかを問わない。）
0404.90 号

-

その他のもの

本号の物品の原産地は、ミルクが⾃然な未
加⼯の状態で得られた国

第 04.05 項

ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリー 項変更
スプレッド

第 04.06 項

チーズ及びカード

項変更

第 04.07 項

殻付きの⿃卵（⽣鮮のもの及び保存に適する処理⼜ 本項の物品の原産地は、卵が⾃然な未加⼯
は加熱による調理をしたものに限る。）

第 04.08 項

の状態で得られた国

殻付きでない⿃卵及び卵⻩（⽣鮮のもの及び乾燥、
蒸気⼜は⽔煮による調理、成型、冷凍その他保存に
適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他
の⽢味料を加えてあるかないかを問わない。）

ex 04.08(a)

附属書 22-01 に規定

ex 04.08(b)

-

附属書 22-01 に規定

その他

本スプリット項の物品の原産地は、卵が⾃
然な未加⼯の状態で得られた国

第 04.09 項

天然はちみつ

本項の物品の原産地は、はちみつが⾃然な
未加⼯の状態で得られた国
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J AS T P RO

HS 番号

品 名

（2017 年版）

第 04.10 項

プライマリー･ルール

⾷⽤の動物性⽣産品（他の項に該当するものを除 本項の物品の原産地は、当該物品が⾃然な
く。）

未加⼯の状態で得られた国

第５類 動物性⽣産品（他の類に該当するものを除く）
混合物に適⽤される類別レジデュアル･ルール
（1） 本レジデュアル･ルールの適⽤に当たって、「混合」とは意図的かつ⽐例して制御された作業であって、
２つ以上の代替性のある材料を混ぜ合わせることを意味する。
（2） この類の産品の混合物の原産地は、当該混合物の重量の 50％を超える材料の原産国とする。同じ原産国
の材料の重量は、合算される。
（3）

使⽤された材料のいずれもが要件を満たさない場合には、混合物の原産地は混合が⾏われた国とする。

類別レジデュアル・ルール
プライマリー･ルール及び他の類別レジデュアル・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
品の原産国は重量をベースとして当該材料の最⼤の部分を原産とする国を原産国とする。
第 05.01 項

⼈髪（加⼯してないものに限るものとし、洗ってあ 類変更
るかないかを問わない。）及びそのくず

第 05.02 項

豚⽑、いのししの⽑、あなぐまの⽑その他ブラシ製 類変更
造⽤の獣⽑及びこれらのくず

削除
第 05.04 項

動物（⿂を除く。）の腸、ぼうこう⼜は胃の全形の 類変更
もの及び断⽚（⽣鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩
蔵し、塩⽔漬けし、乾燥し⼜はくん製したものに限
る。）

第 05.05 項

⽻⽑⽪その他の⽻⽑付きの⿃の部分、⽻⽑及びその 類変更
部分（加⼯してないもの及び単に清浄にし、消毒し
⼜は保存のために処理したものに限るものとし、縁
を整えてあるかないかを問わない。）並びに⿃の綿
⽑（加⼯してないもの及び単に清浄にし、消毒し⼜
は保存のために処理したものに限る。）並びに⽻⽑
⼜はその部分の粉及びくず

第 05.06 項

⾻及びホーンコア（加⼯してないもの及び脱脂し、 類変更
単に整え、酸処理し⼜は脱膠（こう）したものに限
るものとし、特定の形状に切ったものを除く。）並
びにこれらの粉及びくず

第 05.07 項

アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエール 類変更
ボーンヘア、⾓、枝⾓、ひづめ、つめ及びくちばし
（加⼯してないもの及び単に整えたものに限るも
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HS 番号

品 名

（2017 年版）

プライマリー･ルール

のとし、特定の形状に切ったものを除く。）並びに
これらの粉及びくず
第 05.08 項

さんごその他これに類する物品（加⼯してないもの 類変更
及び単に整えたものに限る。）並びに軟体動物、甲
殻類⼜は棘（きょく）⽪動物の殻及びいかの甲（加
⼯してないもの及び単に整えたものに限るものと
し、特定の形状に切ったものを除く。）並びにこれ
らの粉及びくず

削除
第 05.10 項

アンバーグリス、海狸（り）⾹、シベット、じゃ⾹ 類変更
及びカンタリス、胆汁（乾燥してあるかないかを問
わない。）並びに医療⽤品の調製⽤の腺その他の動
物性⽣産品（⽣鮮のもの及び冷蔵し⼜は冷凍したも
の並びに⼀時的な保存に適する処理をしたものに
限る。）

第 05.11 項

動物性⽣産品（他の項に該当するものを除く。）及 類変更
び第１類⼜は第３類の動物で⽣きていないものの
うち⾷⽤に適しないもの

以上
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記事２. 国連CEFACTの活動
今回はスマートコンテナ・プロジェクトについてご案内します。
20 世紀後半、コンテナボックスで輸送される貨物の量は急激に増加しました。今日、世界中の海上輸
送による非バルク貨物の約 90％は、標準規格化されたコンテナボックスで、すべての輸送モード、海上、
内陸水路
（はしけ）、鉄道、道路を使用して、貨物梱包の場所から開梱する場所に移動します。
国連 CEFACT プロジェクトチーム作成の
「スマートコンテナに関する貿易円滑化白書」は、ITを駆使し、
時間管理、セキュリティのより進化などが、目覚ましく重要な海上輸送の柱になっていく様子を提言してい
ます。
コンテナ化と一貫輸送の増加は、サプライチェーンとロジスティクスを変革し、革命を起こすことにより、
世界の経済成長をサポートすることに多大な影響を与えてきました。コンテナ貨物輸送は国際貿易開発の
バックボーンであり、関連するダイナミクスを形成および定義することにより、引き続き主導的な役割を果
たします。
一方、継続的な技術の進歩により、コンテナ船業界は長年にわたって徐々にデジタルトランスフォーメー
ションに移行し、新たに提供された革新的なメリットを受け入れ始めました。過去10 年間、状況認識を
強化し、エンドツーエンドの可視性とパフォーマンスの監視を可能にし、意思決定支援ツールを提供する
ために、主要なサプライチェーンの利害関係者が率いるさまざまな大規模な取り組みが開始されました。
貨物の追跡デバイスと相互接続されたセンサーは、サービスのパフォーマンスをアクティブに監視するため
に利用可能な情報を利用するスマートシステムとツールを備えた国際的なサプライチェーンを提供します。
輸送の生産性の向上がますます明らかになるにつれて、物流プロセスの任意のステップに関与する主要な
利害関係者によるソリューションの採用が拡大しています。
非効率性を捉え、遅延を把握し、データを集約して全体像を把握する必要性は、完全に透明なサプラ
イチェーンに向けてさらなる前進を促す力です。この業界全体のデジタル化戦略の結果として、過去数年
の間に、従来の貨物コンテナ船への積載からの追跡および監視機能、セキュリティデバイス、およびその
他の複数接続センサーを装備およびアップグレードすることを目的としたグローバルプログラムの実施がま
すます加速されています。コンテナオペレーターは、日常的に国際レベルで競争しており、複数の国境を
越えた事業は、国際貿易ロジスティクスの複雑さに対する直接的な洞察を提供しています。予測可能で透
明な方法でサプライチェーンを通じて商品を移動するための手順、プロセス、および関連する情報フロー
の簡素化、標準化、および調和化を進める方法です。その時点に到達することの利点は、ミクロレベル
（企
業内での情報共有と最適化）だけでなく、マクロレベル（さまざまな業界セグメントや事業部門から政府機
関までのサプライチェーン全体にわたるパートナーのネットワーク全体）でも明らかです。
多くの研究で証明されているように、効率的な貿易ロジスティクスは効果的な貿易円滑化への重要なリン
クです。サプライチェーンのパフォーマンスを向上させるには、テクノロジーの採用を通じて手順を変更し、
よりスマートなソリューションを構築して相互接続性のレベルをさらに高めることによってのみ実現できま
す。デジタル化は業界内の戦略であり、イノベーション志向のアプローチは、貿易が持続可能な成長の機
会を提供できる主要な情報です。今日のコネクテッドワールドにおけるコンテナ輸送の重要な役割を考え
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ると、国際的なサプライチェーンのパフォーマンスを改善する業界の取り組みは、グローバルな貿易円滑化
の取り組みを積極的にサポートする可能性があり、グローバルレベルの経済成長と繁栄に大きな影響を与
えます。
コンテナ船隊に段階的にインストールされる電子デバイスは、従来のコンテナをよりスマートにする力を
与えます。コンテナ監視デバイスとセンサーは、高度な監視を可能にするためにますます組み合わされる3
つの一般的なコンポーネントを含みます。
• 場所
• 温度
• 湿度
振動などの物理パラメータの監視。位置認識テクノロジー、リアルタイムレポート、処理と改ざんの制御、
環境条件の監視、ハッキングの試みの記録、および関連するアラームと品質管理機能が広く利用できます。
このようなデバイスは、さまざまな物理パラメータを収集して監視し、関連するデータを安全に保存または
送信します。これらの接続されたデバイスは、サービスと機器のパフォーマンスを監視出来るようになり、
コンテナ自体とその貨物の両方に関連する問題をリモートで診断するために使用されます。スマートコンテ
ナデータには、次のより詳細なデータ要素も含まれる場合があります。
• 実際に運搬されたコンテナの通過時間
• デポのゲートインで空になった時間
• デポでの調整
（修繕や点検）
• 運搬の追跡
（積出港のコンテナターミナルに搬入されてから引き渡しデポまで、それ以外の動き）
• 運搬時間と通過したすべてのルーティングポイント。
•スケジュールアラート
（予期しないドアの開閉など）
ご興味ある方は以下の国連 CEFACT

Web－Site に掲載された「スマートコンテナに関する貿易円滑

化白書」をご参照下さい。
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/…
WP-SmartContainers_Eng.pdf
以上
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記事３. 国連CEFACTからのお知らせ
1 20 July 2020 :
U N/CEFACT is happy to announce a 6 0 - day public review until 2 0 September 2 02 0
concerning the Trade Information Portals Project. Please use the Public Comment Log
provided to facilitate the preparation of a Disposition Log by the Project Team.

2 1 July 2020 :
UNECE Secretariat has released the 2020-1 UN/LOCODE directory

3 30 June 2020 :
UN/CEFACT is happy to announce a 60-day public review until 30 August 2020 concerning
the second part of the Cross Border Facilitation Measures For Disaster Relief project. Please
use the Public Comment Log provided to facilitate the preparation of a Disposition Log by the
Project Team.

4 19 June 2020 :
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project "Rapid Alert System
for Food and Feed (RASFF)".   In 2012-2013, UN/CEFACT developed the RASFF and this
standard has been implemented in many economies around the world. This project shall
update and finalize the business requirements specification (BRS) document for this standard.
If you would like more information, please contact the project lead: Michael Dill.

5 19 June 2020 :
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project "International
Forwarding and Transport".   UN/CEFACT has already developed a comprehensive MultiModal Transport Reference Data Model (MMT-RDM)   to cover all the needs of international
forwarding and transport. Many today are still using document-centric messages for things
like booking, shipping instructions, status reports, waybills… This project shall develop the
individual standards for these messages based on the MMT-RDM, allowing for either a
document-focused exchange of the information or a process-driven exchange of the information.
If you would like more information, please contact the project lead: Michael Dill.

6 19 June 2020 :
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project "Dangerous Goods ".  
The UN/EDIFACT Dangerous Goods Notification message (IFTDGN ) has been widely
implemented over the past 20+ years. However, there have been some changes in legislations
and business requirements. This project shall update the IFTDGN message and produce an
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XML equivalent based on the UN/CEFACT MMT-RDM. If you would like more information,
please contact the project lead: Nico de Cauwer.

7 19 June 2020 :
UN/CEFACT is pleased to launch a call for participation for the project "Packing List". The
Packing List is a data exchange to support sellers providing transport services providers with
shipment delivery information. This project shall develop the required eBusiness standards
and electronic messages for this exchange, based on the Supply Chain Reference Data Model.
If you would like more information, please contact the project lead: Michael Dill.
以上
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— 協会ホームページのリンク集のご案内 —
http://www.jastpro.org/link/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
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http://www.jastpro.org/topics/index.html
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連絡先電話番号
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