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【連
【
連 載載】
】
記事１. 『JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則』
記事１ . JASTPRO 調査研究：⾮特恵原産地規則
今回及び次回で、繊維及び繊維製品（第 50 類〜第 63 類）を取り上げます。

第4章

繊維（HS 第 50 類〜第 60 類）

繊維･繊維製品は、HS 分類に従って第 50 類から第 63 類までの物品とすることが⼀般的ですが、⽶
国では繊維を使⽤したバッグ等の製品の⼀部⼜は全部に繊維を使⽤した物品も繊維製品に含めます。
商品学の常識からすると、バッグは構成素材の如何にかかわらずバッグとなるのでしょうが、⽶国で
は繊維分野のセンシティビティを反映したルール設定となっています。⼀⽅、EU では HS の構造に従
って第 50 類から第 63 類までを繊維･繊維製品としており、我が国では品⽬別規則が存在しないことか
ら特段の定義付けも必要としません。
本稿では、⼀般の例にならって第 50 類から第 60 類までの物品を繊維として、狭義の繊維（fibre）
、
⽷（yarn）及び布（fabric）を取り上げ、次回に第 61 類から第 63 類までの⾐類等の製品及び⽶国で繊
維製品扱いされているその他の類に分類される物品を取り上げます。

１． ⽶国の繊維分野における⾮特恵原産地
（１） 繊維･繊維製品に適⽤される⽶国⾮特恵原産地規則
連邦規則集第 19 巻第 102.0 条（適⽤範囲）はメキシコ⼜はカナダから輸⼊される物品に係る
NAFTA マーキングルールの適⽤範囲を規定していますが、
繊維･繊維製品については例外とされ、
メキシコ⼜はカナダから繊維･繊維製品が輸⼊されたとしても同ルールが適⽤されないことが明
記されています。
⼀⽅、メキシコ⼜はカナダ以外の国から輸⼊される物品に対して適⽤される「実質的変更」の
概念規定も繊維･繊維製品分野においては適⽤されません。
すなわち、イスラエル以外の国から輸⼊される繊維･繊維製品に対しては、制定法としての繊維
ルール（連邦規則集第 19 巻第 102.21 条）が適⽤されます（繊維･繊維製品に係る⼀連の根拠法令
は、以下の合衆国法典及びその執⾏のための連邦規則に規定されています。）
。
《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（多⾓的繊維協定(MFA)関連）
》失効
《連邦規則集第 19 巻第 102 章第 102.0 条（原産地規則）》
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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）
（２） イスラエル以外の国から輸⼊される繊維(第50類から第60類まで)に適⽤される原産地規則
イスラエル以外の諸外国（メキシコ、カナダを含む）から輸⼊される繊維に適⽤される①関連
条⽂及び②品⽬別規則は、
① 原産国決定⽅法を番号順に上から適⽤していくカスケード⽅式が採⽤される⼀般規定と、
② HS をベースとした関税分類変更基準に加⼯⼯程基準を加えたリスト形式の品⽬別規則
によって構成されており、「実質的変更」の概念を判断するその他の品⽬分野に⽐較して、原産
国決定が容易に⾏えるようになっています。以下に筆者による仮訳を掲載します。
第 102.21 条 繊維及び繊維製品
(a)

適⽤可能性
物品がイスラエルを起源とするものであるか、⼜はイスラエルの⽣成物、⽣産物若しくは製造物
であるかを決定する⽬的、並びに制定法に別段の定めがある場合を除き、本項の規定は、関税法及
び数量制限の管理の⽬的で輸⼊される繊維及び繊維製品の原産国の決定を規律する。本条の既定は、
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た物品に対して適⽤
される。

(b) 定義
以下の⽤語は、本条で使⽤される場合においては記載された内容を意味する。
(1) 原産国 「原産国」は、物品が起源を有する、⼜は成育し、⽣産され若しくは製造された国、領
域若しくは属領をいう。
(2) 布の⽣産⼯程 「布の⽣産⼯程」は、ポリマー、繊維、短繊維（ストリップを含む）、⽷、ひも、
縄、ロープ、⼜は布切れから始まり、繊維の布として完結する製造作業をいう。
(3) 特定形状への編上げ 「特定形状への編上げ」は、外側の表⾯積の５０以上が主要な部分品か
ら構成され、当該部分品がメリヤス編み⼜はクロセ編みによって当該物品に使⽤される特定の
形状に直接、編上げられるものに適⽤される（パッチポケット、アップリケ等については考慮
しない。）。これらの主要な部分品の些細な切断、トリミング⼜は縫い合わせは、物品が「特定
形状への編上げ」が⾏われたか否かの決定に影響を与えない。
(4) 主要な部分品 「主要な部分品」は、物品の不可分なコンポーネンツであって、襟、袖⼝、ウ
エストバンド、プラケット、ポケット、裏地、パッド、トリム、アクセサリー⼜は類似の部分
品を含まない。
(5) 繊維⼜は⾐類 「繊維⼜は⾐類」は、⽶国関税率表の第５０類から第６３類までに分類される
物品及び以下の⽶国関税率表の項⼜は号に分類される物品をいう。
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3921.12.15、3921.13.15、3921.90.2550



4202.12.40-80、4202.22.40-80、4202.32.40-95、4202.92.04-08、4202.92.15-30、
4202.92.60-90



6405.20.60



6406.10.77、6406.10.90、6406.99.15



6501



6502



6504



6505.90



6601.10-99



7019.19.15、7019.19.28、7019.40-59



8708.21



8804



9113.90.40



9404.90



9612.10.9010

(6) 完全に組み⽴てられた物品に関連して使⽤される「完全に組み⽴てられた」とは、すべてのコ
ンポーネンツが⼀の国、領域⼜は属領において最終的な物品に組み合わされることをいい、コ
ンポーネンツのうち少なくとも２つは最終的な物品に認められるものと基本的に同じ状態で
存在していなければならない。物品の特性に⽬に⾒える形で影響を与えない些細な取付け及び
些細な装飾（例えば、アップリケ、ビーズ、スパングル、刺繍、ボタン）は、⼀の国、領域⼜
は属領において「完全に組み⽴てられた」物品の資格に影響を及ぼすことはない。
(c)

⼀般規則
本条(d)に従い、繊維⼜は⾐類の原産国は、本条(c)の(1)から(5)までの規定を番号順に適⽤するこ
とによって決定され、特定の⽂脈が妥当するそれぞれの場合には、本節第 102.12 条から第 102.19
条に規定される追加要件⼜は条件を適⽤する。
(1) 繊維⼜は⾐類の原産国は、当該物品が完全に得られ⼜は⽣産された⼀の国、領域⼜は属領であ
る。
(2) 繊維⼜は⾐類の原産国が本条(c)(1)で決定できない場合、当該物品の原産国は、その物品に組
み込まれた外国製の材料が適⽤される関税分類変更を⽣じた、かつ/⼜は本条(e)で当該物品の
ために規定されたその他の要件を満たす⼀の国、領域⼜は属領とする。

(3) 繊維⼜は⾐類の原産国が本条(c)(1)⼜は(2)で決定できない場合、
(i)

物品が特定の形状に編み上げられた場合、当該物品の原産国は当該物品が編上げられた
⼀の国、領域⼜は属領とする。

(ii) 第 59 類の布、第 56.09 項、第 58.07 項、第 58.11 項、第 62,13 項、第 62.14 項、第 63.01
項から第 63.06 項まで、第 63.08 項、及び国内細分第 6209.20.5040、第 6307.10 号、第
6307.90 号及び第 9404.90 号の物品を除き、物品が特定の形状に編み上げられたもので
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なく、⼀の国、領域⼜は属領で完全に組み⽴てられた場合、当該物品の原産国は当該物品
が完全に組み⽴てられた⼀の国、領域⼜は属領とする。
(4) 繊維⼜は⾐類の原産国が本条(c)(1)、(2)⼜は(3)で決定できない場合、当該物品の原産国は最
も重要な組⽴て⼜は製造⼯程が⾏われた⼀の国、領域⼜は属領とする。
(5) 繊維⼜は⾐類の原産国が本条(c)(1)、(2)、(3)⼜は(4)で決定できない場合、当該物品の原産国
は重要な組⽴て⼜は製造⼯程が⾏われた最後の国、領域⼜は属領とする。
(d)

セットの取扱い
⽶国関税率表においてセットとして分類される物品が⼀⼜は複数の繊維⼜は⾐類を構成物品に含
まれ、本条(c)によって当該セットのすべての構成物品に対して⼀の原産国が決定されない場合、繊
維⼜は⾐類である当該セットの各構成物品の原産国は本条(c)によって個別に決定される。

(e)

関税分類による特別ルール
(1) 以下の規則は、本条(c)(2)により繊維⼜は⾐類の原産国を決定するために適⽤される。

⽶国関税率表番号
第 50 類

関税分類変更基準 及び/⼜は その他の要件
（略）

5101-5103

第 51.01 項から第 51.03 項の物品への他の類の物品からの変更

5104

本項の物品への他の項の物品からの変更

5105

本項の物品への他の類の物品からの変更

5106-5110

第 51.06 項から第 51.10 項までの物品への他の項のグループ外の物品からの変更。ただし、
紡績加⼯を経たものに限る。

5111-5113

第 51.11 項から第 51.13 項までの物品への他の項のグループ外の物品からの変更。ただし、
布の⽣産⼯程を経たものに限る。

5201

本項の物品への他の類の物品からの変更

5202

第 52.02 項の物品への他の項の物品からの変更。ただし、ガーネットしたものに限る。
第 52.02 項の物品への変更がガーネットしたものでない場合、当該物品の原産国は当該物
品が廃品となる以前の原産国とする。

5203
5204-5207

本項の物品への他の類の物品からの変更
第 52.04 項から第 52.07 項までの物品への他の項のグループ外の物品からの変更。ただし、
紡績加⼯を経たものに限る。

5208-5212

(1) 第 52.08 項から第 52.12 項までの⽣機から第 52.08 項から第 52.12 項までの仕上げられ
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⽶国関税率表番号

関税分類変更基準 及び/⼜は その他の要件
た布への捺染及び浸染の両⽅による変更（ただし、次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に
限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅう（デカタイジング）
、恒久的スティ
ッフニング、 ウェイティング、恒久的エンボッシング⼜はモアレ仕上げ）
。⼜は、
(2) 上記（1）で原産国が決定できない場合、第 52.08 項から第 52.12 項までの物品への他
の項の物品からの変更。ただし、当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場合に限る。

第 53 類
5401-5406

（略）
第 54.01 項から第 54.06 項の物品への他の項の物品からの変更。ただし、当該変更が押し出
し⼯程を経たものに限る。

5407-5408

(1) 第 54.07 項から第 54.08 項までの⽣機から第 54.07 項から第 54.08 項までの仕上げられ
た布への捺染及び浸染の両⽅による変更（ただし、次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に
限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅう（デカタイジング）
、恒久的スティ
ッフニング、 ウェイティング、恒久的エンボッシング⼜はモアレ仕上げ）
。⼜は、
(2) 上記（1）で原産国が決定できない場合、第 54.07 項から第 54.08 項までの物品への他
の項のグループ外の物品からの変更。ただし、当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場
合に限る。

5501-5502

第 55.01 項から第 55.02 項の物品への他の類の物品からの変更。ただし、当該変更が押し出
し⼯程を経たものに限る。

5503-5504

第 55.03 項から第 55.04 項までの物品へのその他の類の物品からの変更。ただし、第 54 類
の物品からの変更を除く。

5505

本項の物品への他の項の物品からの変更。ただし、ガーネットしたものに限る。
本項の物品への変更がガーネットしたものでない場合、当該物品の原産国は当該物品が廃
品となる以前の原産国とする。

5506-5507

第 55.06 項から第 55.07 項の物品への他の類の物品からの変更。ただし、第 54 類の物品か
らの変更を除く。

5508-5511

第 55.08 項から第 55.11 項までの物品への他の項のグループ外の物品からの変更。ただし、
紡績加⼯を経たものに限る。

5512-5516

(1) 第 55.12 項から第 55.16 項までの⽣機から第 55.12 項から第 55.16 項の仕上げられた
布への捺染及び浸染の両⽅による変更（ただし、次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に限
る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅう（デカタイジング）
、恒久的スティッ
フニング、ウェイティング、恒久的エンボッシング⼜はモアレ仕上げ）。⼜は、
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⽶国関税率表番号

関税分類変更基準 及び/⼜は その他の要件
(2) 上記（1）で原産国が決定できない場合、第 55.12 項から第 55.16 項までの物品への他
の項のグループ外の物品からの変更。ただし、当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場
合に限る。

第 56 類〜第 58 類
5901-5903

（略）
(1) ⽺⽑⼜は繊獣⽑の布を除き、第 59.01 項から第 59.03 項までのグレージ布から第 59.01
項から第 59.03 項までの仕上げられた布への捺染及び浸染の双⽅による変更（ただし、
次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅ
う（デカタイジング）、恒久的スティッフニング、ウェイティング、恒久的エンボッシ
ング⼜はモアレ仕上げ）。⼜は、
(2) 上記(1)で原産国が決定できない場合、第 59.01 項から第 59.03 項までの物品への他の
項の物品（グループ内の項の物品を含む）からの変更。ただし、第 50.07 項、第 51.11
項から第 51.13 項まで、第 52.08 項から第 52.12 項まで、第 53.09 項から第 53.11 項ま
で、第 54.07 項から第 54.08 項まで、第 55.12 項から第 55.16 項まで、第 58.03 項、第
58.06 項、第 58.08 項、第 60.02 項から第 60.06 項までの物品からの変更を除き、かつ、
当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場合に限る。

5904

(1) 積層加⼯によって完全に組み⽴てられた物品の場合、本項の部品への他の項の物品か
らの変更。ただし、当該変更が、物品が⼀の国、領域⼜は属領において完全に組み⽴て
られた結果である場合に限る。
(2) その他の物品の場合、当該物品の原産国は第 102.21 条(c)(4)の適⽤によって決定され
る。原産国が同条によって決定できない場合には、第 102.21 条(c)(5)の適⽤によって決
定する。

5905

(1) 壁⾯被覆材で⽺⽑⼜は繊獣⽑の布から構成され、裏⾯が加⼯され⼜は素材にかかわら
ず裏地が取り付けられている場合、本項のグレージ布の壁⾯被覆材から本項の仕上げら
れた壁⾯被覆材への捺染及び浸染の双⽅による変更（ただし、次の２以上の仕上⼯程を
伴う場合に限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅう（デカタイジング）
、恒
久的スティッフニング、ウェイティング、恒久的エンボッシング⼜はモアレ仕上げ）
。
⼜は、
(2) 上記(1)で原産国が決定できない場合、本号の物品への他の項の物品からの変更。ただ
し、第 50.07 項、第 51.11 項から第 51.13 項まで、第 52.08 項から第 52.12 項まで、第
53.09 項から第 53.11 項まで、第 54.07 項から第 54.08 項まで、第 55.12 項から第 55.16
項まで、第 56.03 項、第 58.03 項、第 58.06 項、第 58.08 項、第 60.02 項から第 60.06
項までの物品からの変更を除き、かつ、当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場合に限
る。
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⽶国関税率表番号
5906-5907

関税分類変更基準 及び/⼜は その他の要件
(1) ⽺⽑⼜は繊獣⽑の布を除き、第 59.06 項から第 59.07 項までのグレージ布から第 59.06
項から第 59.07 項までの仕上げられた布への捺染及び浸染の双⽅による変更（ただし、
次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅ
う（デカタイジング）、恒久的スティッフニング、ウェイティング、恒久的エンボッシ
ング⼜はモアレ仕上げ）。⼜は、
(2) 上記(1)で原産国が決定できない場合、第 59.06 項から第 59.07 項までの物品への他の
類の物品からの変更。ただし、第 50.07 項、第 51.11 項から第 51.13 項まで、第 52.08
項から第 52.12 項まで、第 53.09 項から第 53.11 項まで、第 54.07 項から第 54.08 項ま
で、第 55.12 項から第 55.16 項まで、第 58.03 項、第 58.06 項、第 58.08 項、第 60.02
項から第 60.06 項までの物品からの変更を除き、かつ、当該変更が布の⽣産⼯程の結果
である場合に限る。

5908

(1) ⽷、ひも、コード、組みひもを除き、本項の物品への他の項の部品からの変更。ただし、
第 50.07 項、第 51.11 項から第 51.13 項まで、第 52.08 項から第 52.12 項まで、第 53.09
項から第 53.11 項まで、第 54.07 項から第 54.08 項まで、第 55.12 項から第 55.16 項ま
で、第 58.01 項から第 58.02 項まで、第 58.06 項、第 58.08 項、第 60.01 項から第 60.06
項までの物品からの変更を除く。
(2) ⽷、ひも、コード、組みひもの場合、
(a) 当該物品がストリップを含む連続フィラメントである場合、本項の物品への他の項の物
品からの変更。ただし、第 50.01 項から第 50.07 項まで、第 54.01 項から第 54.06 項ま
で、第 55.01 項から第 55.02 項までの物品からの変更を除き、かつ、当該変更が押し出
し⼯程を経たものに限る。⼜は、
(b) 短繊維である場合、本項の物品への他の項の物品から変更。ただし、第 51.06 項から第
51.10 項まで、第 52.04 項から第 52.07 項まで、第 53.06 項から第 53.08 項まで、第
55.08 項から第 55.11 項まで、第 56.05 項から第 56.07 項までの物品からの変更を除き、
かつ、当該変更が紡績加⼯を経たものに限る。

5909

本項の物品への他の類の物品からの変更。ただし、第 50.07 項、第 51.11 項から第 51.13 項
まで、第 52.08 項から第 52.12 項まで、第 53.09 項から第 53.11 項まで、第 54.07 項から第
54.08 項まで、第 55.12 項から第 55.16 項まで、第 56.03 項、第 58.01 項から第 58.04 項ま
で、第 58.06 項、第 58.08 項、第 60.01 項から第 60.06 項までの物品からの変更を除き、
かつ、当該物品が紡織⽤繊維以外の材料を使⽤した補強⼜は附属品を含まず、当該変更が
布の⽣産⼯程の結果である場合に限る。⼜は、
本項の紡織⽤繊維製のホースで、紡織⽤繊維以外の材料を使⽤した補強⼜は附属品を含む
ものへの他の項の物品からの変更（第 59.09 項の他の物品からの変更を含む。
）。ただし、当
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⽶国関税率表番号

関税分類変更基準 及び/⼜は その他の要件
該変更が、物品が⼀の国、領域⼜は属領において完全に組み⽴てられた結果である場合に限
る。

5910

(1) 組みひも、綱⼜はコードのベルト及びベルチングの場合、
(a) 当該物品がストリップを含む連続フィラメントである場合、本項のストリップを含むフ
ィラメントへの他の項の物品からの変更。ただし、第 50.01 項から第 50.06 項まで、第
54.01 項から第 54.06 項まで、第 55.01 項から第 55.02 項までの物品からの変更を除き、
かつ、当該変更が押し出し⼯程を経たものに限る。⼜は、
(b) 当該物品が短繊維である場合、本項の短繊維への他の項の物品から変更。ただし、第
51.06 項から第 51.10 項まで、第 52.04 項から第 52.07 項まで、第 53.06 項から第 53.08
項まで、第 55.08 項から第 55.11 項までの物品からの変更を除き、かつ、当該変更が紡
績加⼯を経たものに限る。
(2) 布のベルチング及びベルトで、組ひものものではなく、紡織⽤繊維製のコンポーネンツ
と組み合わされていない（⾦属⼜は他の材料によって補強されているか否かを問わな
い）場合、本項の物品への他の項の物品からの変更。ただし、第 50.07 項、第 51.11 項
から第 51.13 項まで、第 52.08 項から第 52.12 項まで、第 53.09 項から第 53.11 項ま
で、第 54.07 項から第 54.08 項まで、第 55.12 項から第 55.16 項まで、第 56.02 項から
第 56.03 項まで、第 58.01 項から第 58.04 項まで、第 58.06 項、第 58.08 項から第 58.09
項まで、第 60.01 項から第 60.06 項までの物品からの変更を除き、 かつ、当該物品が
紡織⽤繊維以外の材料を使⽤した補強⼜は附属品を含まず、当該変更が布の⽣産⼯程の
結果である場合に限る。
(3) 布のベルトで、組まれた材料のベルトで、紡織⽤繊維製のコンポーネンツと組み合わさ
れている（⾦属⼜は他の材料によって補強されているか否かを問わない）場合、第 59.10
項の物品への他の項の物品（第 59.10 項の他の物品を含む。）からの変更。ただし、当
該変更が、物品が⼀の国、領域⼜は属領において完全に組み⽴てられた結果である場合
に限る。

5911.10-5911.20

(1) ⽺⽑製⼜は繊獣⽑製の布を除き、第 5911.10 号から第 5911.20 号までのグレージ布か
ら第 5911.10 号から第 5911.20 号までの仕上げられた布への捺染及び浸染の双⽅によ
る変更（ただし、次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮
絨、起⽑、蒸じゅう（デカタイジング）
、恒久的スティッフニング、ウェイティング、恒
久的エンボッシング⼜はモアレ仕上げ）。⼜は、
(2) 上記(1)で原産国が決定できない場合、第 5911.10 号から第 5911.20 号までの物品への
他の項の物品からの変更。ただし、第 50.07 項、第 51.11 項から第 51.13 項まで、第
52.08 項から第 52.12 項まで、第 53.09 項から第 53.11 項まで、第 54.07 項から第 54.08
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⽶国関税率表番号

関税分類変更基準 及び/⼜は その他の要件
項まで、第 55.12 項から第 55.16 項まで、第 56.02 項から第 56.03 項まで、第 58.01 項
から第 58.04 項まで、第 58.06 項、第 60.01 項から第 60.06 項までの物品からの変更を
除き、かつ、当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場合に限る。

5911.31-5911.32

(1)(a) ⽺⽑製⼜は繊獣⽑製の布を除き、第 5911.31 号から第 5911.32 号までのグレージ布
から第 5911.31 号から第 5911.32 号までの仕上げられた布への捺染及び浸染の双⽅に
よる変更（ただし、次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、
縮絨、起⽑、蒸じゅう（デカタイジング）、恒久的スティッフニング、ウェイティング、
恒久的エンボッシング⼜はモアレ仕上げ）。⼜は、
(1)(b) 上記(1)で原産国が決定できない場合、紡織⽤繊維製のコンポーネンツと組み合わさ
れていない物品に対しては、第 5911.31 号から第 5911.32 号までの物品への他の項の物
品からの変更。ただし、第 50.07 項、第 51.11 項から第 51.13 項まで、第 52.08 項から
第 52.12 項まで、第 53.09 項から第 53.11 項まで、第 54.07 項から第 54.08 項まで、第
55.12 項から第 55.16 項まで、第 56.02 項から第 56.03 項まで、第 58.01 項から第 58.04
項まで、第 58.06 項、第 60.01 項から第 60.06 項までの物品からの変更を除き、かつ、
当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場合に限る。
(2) 紡織⽤繊維製のコンポーネンツと組み合わされる物品に対しては、第 5911.31 号から
第 5911.32 号までの物品への他の項の物品からの変更。ただし、当該変更が、物品が⼀
の国、領域⼜は属領において完全に組み⽴てられた結果である場合に限る。

5911.40

(1) ⽺⽑製⼜は繊獣⽑製の布を除き、第 5911.40 号のグレージ布から第 5911.40 号の仕上
げられた布への捺染及び浸染の双⽅による変更（ただし、次の２以上の仕上⼯程を伴う
場合に限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅう（デカタイジング）
、恒久的
スティッフニング、ウェイティング、恒久的エンボッシング⼜はモアレ仕上げ）
。⼜は、
(2) 上記(1)で原産国が決定できない場合、第 5911.40 号の物品への他の項の物品からの変
更。ただし、第 50.07 項、第 51.11 項から第 51.13 項まで、第 52.08 項から第 52.12 項
まで、第 53.09 項から第 53.11 項まで、第 54.07 項から第 54.08 項まで、第 55.12 項か
ら第 55.16 項まで、第 56.02 項から第 56.03 項まで、第 58.01 項から第 58.04 項まで、
第 58.06 項、第 60.01 項から第 60.06 項までの物品からの変更を除き、かつ、当該変更
が布の⽣産⼯程の結果である場合に限る。

5911.90

(1) ⽷、ひも、コード、組みひもの場合、
(a) 当該物品が第 5911.90 号のストリップを含む連続フィラメントである場合、第 5911.90
号のストリップを含む連続フィラメントへの他の項の物品からの変更。ただし、第
50.01 項から第 50.06 項まで、第 54.01 項から第 54.06 項まで、第 55.01 項から第 55.02
項までの物品からの変更を除き、かつ、当該変更が押し出し⼯程を経たものに限る。⼜
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⽶国関税率表番号

関税分類変更基準 及び/⼜は その他の要件
は、
(b) 当該物品が短繊維である場合、第 5911.90 号の短繊維への他の項の物品から変更。ただ
し、第 51.06 項から第 51.10 項まで、第 52.04 項から第 52.07 項まで、第 53.06 項から
第 53.08 項まで、第 55.08 項から第 55.11 項までの物品からの変更を除き、かつ、当該
変更が紡績加⼯を経たものに限る。
(2)(a) 物品が⽺⽑⼜は繊獣⽑の布以外の布である場合、第 5911.90 号のグレージ布から第
5911.90 号の仕上げられた布への捺染及び浸染の双⽅による変更（ただし、次の２以上
の仕上⼯程を伴う場合に限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅう（デカタ
イジング）、恒久的スティッフニング、ウェイティング、恒久的エンボッシング⼜はモ
アレ仕上げ）。⼜は、
(2)(b) 上記(2)(a)で原産国が決定できない場合、物品が布であれば、第 5911.90 号の物品
への他の項の物品からの変更。ただし、第 50.07 項、第 51.11 項から第 51.13 項まで、
第 52.08 項から第 52.12 項まで、第 53.09 項から第 53.11 項まで、第 54.07 項から第
54.08 項まで、第 55.12 項から第 55.16 項まで、第 56.02 項から第 56.03 項まで、第
58.01 項から第 58.04 項まで、第 58.06 項、第 58.09 項、第 60.01 項から第 60.06 項ま
での物品からの変更を除き、かつ、当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場合に限る。
(3) 物品が⽷、綱、コード⼜は組みひもの製品以外の製品である場合、第 5911.90 号の物品
への他の項の物品（第 59.11 項の他の物品を含む。）からの変更。ただし、当該変更が、
物品が⼀の国、領域⼜は属領において完全に組み⽴てられた結果である場合に限る。

6001-6006

(1) ⽺⽑⼜は繊獣⽑の布を除き、第 60.01 項から第 60.06 項までのグレージ布から第 60.01
項から第 60.06 項までの仕上げられた布への捺染及び浸染の双⽅による変更（ただし、
次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅ
う（デカタイジング）、恒久的スティッフニング、ウェイティング、恒久的エンボッシ
ング⼜はモアレ仕上げ）。⼜は、
(2) 上記(1)で原産国が決定できない場合、第 60.01 項から第 60.06 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、当該変更が布の⽣産⼯程の結果である場合に限
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）
（略）
第 102.25 条（北⽶⾃由貿易協定の下での繊維⼜は⾐類）
NAFTA 附属書 300-B の付録 6.B の TPL（tariff preference level）規定の対象となる⾮原産の繊維⼜は
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⾐類に関連する関税上の特恵待遇の要求、及び⽶国関税率表第 11 部の追加⽶国注釈 3 から 6 に関連し、
輸⼊者は、適格証明書⼜は当該産品に係る同等の電⼦情報を⽶国税関に提出する必要がある。当該適格
証明書⼜は同等な電⼦情報は、カナダ⼜はメキシコ政府の認定職員によって適切に記載され、署名され、
本章第 181.21 条に基づく関税上の特恵待遇の要求を⾏う際に⽶国税関に対して提出されなければならな
い。センター所⻑が当該物品の原産国を決定できない場合、彼らは NAFTA 協定に基づき得ることがで
きたであろう関税上の特恵待遇⼜はその他の利益を享受することができない。
【⽶国繊維ルールの特徴】

品⽬別規則を順に追っていくと、⽶国繊維ルールには数種類のパターンがあり、それぞれの製品分
野において⼀貫して適⽤されていることが分かります。
①

繊維の⽣産
未加⼯の繊維： 類変更（完全⽣産品⼜は⾮原産の動植物･化学品等の粗原料からの⽣産）

②

⽷の⽣産
動物性繊維の⽷：繊維からの紡績加⼯
植物性繊維の⽷：繊維からの紡績加⼯
⼈造⻑繊維の⽷：押出し⼯程
⼈造短繊維の⽷：紡績加⼯

③

布の⽣産
⽷から布：

④

製織加⼯

捺染・浸染
布から布：

捺染及び浸染の両⽅による変更（ただし、次の２以上の仕上⼯程を伴う場合に
限る：漂⽩、圧縮収縮仕上げ、縮絨、起⽑、蒸じゅう（デカタイジング）、恒久
的スティッフニング、 ウェイティング、恒久的エンボッシング⼜はモアレ仕
上げ）

⽷から⽷ ➡

⽷の捺染・浸染は、実質的変更として認めない。

捺染⼜は浸染のみの加⼯ ➡

どちらか⼀⽅のみの加⼯は、実質的変更として認めない。

２． EU の繊維分野における⾮特恵原産地
EU は 2015 年 7 ⽉ 28 ⽇付、委員会委任規則(EU) 2015/2446 の附属書 22-01 に法的拘束⼒のある品
⽬別規則を規定し、品⽬別規則が規定され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
が適⽤されます。本章で考察する第 50 類から第 60 類までの品⽬においては、全品⽬に法的拘束⼒の
ある品⽬別規則が適⽤されます。
以下に、筆者による品⽬別規則仮訳を掲載します。
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≪委員会委任規則(EU) 2015/2446 の附属書 22-01≫
説明注釈及び⾮特恵原産資格を付与する実質的な加⼯及び作業の表
説明注釈
１．

定義

1.4．完全に製品にすること
本表で使⽤される「完全に製品にすること」とは、布の切断⼜は特定の形状へのメリヤス編み若しくは
クロセ編みに続くすべての作業が⾏われることをいう。しかしながら、製品にすることは仕上げ作業の⼀
⼜は⼆以上が⾏われなかったことで不完全であるとされることはない。
第 11 部

紡織⽤繊維及びその製品

第 50 類

絹及び絹織物

類 注：

サーモプリントは、原産性を付与するためには転写紙の捺染を伴うものでなければならない。

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012
第 50 類

品 名

プライマリー･ルール

絹及び絹織物

（略）

第 51 類

⽺⽑、繊獣⽑、粗獣⽑及び⾺⽑の⽷並びにこれらの織物

類 注：

サーモプリントは、原産性を付与するためには転写紙の捺染を伴うものでなければならない。

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012
5101

品 名

プライマリー･ルール

⽺⽑（カードし⼜はコームしたものを除

スプリット項に記載

く。）
ex 5101 (a)

- 脂付きのもの（フリースウォッシュした

CTH

ものを含む。）
ex 5101 (b)

- 脂を除いたもの（化炭処理をしていない
ものに限る。）

脂付きの⽺⽑（フリースウォッシュしたものを含
む。）からの製造。ただし、当該材料の価額が物品
の⼯場渡し価額の 50％を超えないこと
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HS No 2012
ex 5101 (c)

品 名

プライマリー･ルール

- 化炭処理をしたもの

脂を除いた⽺⽑（化炭処理をしていないものに限
る。）からの製造。ただし、当該材料の価額が物品
の⼯場渡し価額の 50％を超えないこと

5102

繊獣⽑及び粗獣⽑（カードし⼜はコームし

CTH

たものを除く。）
5103

⽺⽑、繊獣⽑⼜は粗獣⽑のくず（⽷くずを

スプリット項に記載

含むものとし、反⽑した繊維を除く。）
ex 5103 (a)

化炭処理をしたもの

化炭処理をしていないくずからの製造。ただし、
当該材料の価額が物品の⼯場渡し価額の 50％を超
えないこと

ex 5103 (b)
5104

その他

CTH

⽺⽑、繊獣⽑⼜は粗獣⽑のくず（反⽑した

CTH

繊維に限る。）
5105

⽺⽑、繊獣⽑及び粗獣⽑（カードし⼜はコ

CTH

ームしたもの（⼩塊状のコームした⽺⽑を
含む。）
に限る。）
5106

紡⽑⽷（⽺⽑製のものに限るものとし、⼩

以下の材料からの製造：

売⽤にしたものを除く。）

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5107

梳（そ）⽑⽷（⽺⽑製のものに限るものと
し、⼩売⽤にしたものを除く。）

— 13 —

13

以下の材料からの製造：
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HS No 2012

品 名

プライマリー･ルール
- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5108

紡⽑⽷及び梳（そ）⽑⽷（繊獣⽑製のもの

以下の材料からの製造：

に限るものとし、⼩売⽤にしたものを除

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

く。）

作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5109

⽺⽑製⼜は繊獣⽑製の⽷（⼩売⽤にしたも

以下の材料からの製造：

のに限る。）

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、

— 14 —

14

J AS T P RO

HS No 2012

品 名

プライマリー･ルール
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5110

粗獣⽑製⼜は⾺⽑製の⽷（⾺⽑をしん⽷に

以下の材料からの製造：

使⽤したジンプヤーンを含むものとし、⼩

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

売⽤にしたものであるかないかを問わな
い。）

作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5111

紡⽑織物（⽺⽑製⼜は繊獣⽑製のものに限

⽷からの製造

る。）

⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

5112

梳（そ）⽑織物（⽺⽑製⼜は繊獣⽑製のも

⽷からの製造

のに限る。）

⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

5113

⽑織物（粗獣⽑製⼜は⾺⽑製のものに限

⽷からの製造

る。）

⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

第 52 類

綿及び綿織物

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
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HS No 2012
5201

品 名

プライマリー･ルール

実綿及び繰綿（カードし⼜はコームしたも

スプリット項に記載

のを除く。）
ex 5201 (a)

漂⽩されたもの

原綿からの製造。ただし、当該材料の価額が物品
の⼯場渡し価額の 50％を超えないこと

ex 5201 (b)
5202

その他

CTH

綿のくず（⽷くず及び反⽑した繊維を含

CTH

む。）
5203

綿（カードし⼜はコームしたものに限る。） CTH

5204

綿製の縫⽷（⼩売⽤にしたものであるかな

以下の材料からの製造：

いかを問わない。）

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5205

綿⽷（綿の重量が全重量の 85％以上のもの

以下の材料からの製造：

に限るものとし、縫⽷及び⼩売⽤にしたも

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

のを除く。）

作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
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HS No 2012

品 名

プライマリー･ルール
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5206

綿⽷（綿の重量が全重量の 85％未満のもの

以下の材料からの製造：

に限るものとし、縫⽷及び⼩売⽤にしたも

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

のを除く。）

作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5207

綿⽷（⼩売⽤にしたものに限るものとし、

以下の材料からの製造：

縫⽷を除く。）

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5208

綿織物（綿の重量が全重量の 85％以上で、 ⽷からの製造
重量が１平⽅メートルにつき 200 グラム

⼜は

以下のものに限る。）

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの
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HS No 2012
5209

品 名

プライマリー･ルール

綿織物（綿の重量が全重量の 85％以上で、 ⽷からの製造
重量が１平⽅メートルにつき 200 グラム

⼜は

を超えるものに限る。）

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

5210

5211

5212

綿織物（綿の重量が全重量の 85％未満のも

⽷からの製造

ので、混⽤繊維の全部⼜は⼤部分が⼈造繊

⼜は

維のもののうち、重量が１平⽅メートルに

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染

つき 200 グラム以下のものに限る。）

⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

綿織物（綿の重量が全重量の 85％未満のも

⽷からの製造

ので、混⽤繊維の全部⼜は⼤部分が⼈造繊

⼜は

維のもののうち、重量が１平⽅メートルに

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染

つき 200 グラムを超えるものに限る。）

⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

その他の綿織物

⽷からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

第 53 類 その他の植物性紡織⽤繊維及びその織物並びに紙⽷及びその織物
類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012

品 名

プライマリー･ルール

第 53 類

その他の植物性紡織⽤繊維及びその織物

（略）

並びに紙⽷及びその織物

第 54 類

⼈造繊維の⻑繊維並びに⼈造繊維の織物及びストリップその他これに類する⼈造繊維製品

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
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HS No 2012
5401

品 名

プライマリー･ルール

縫⽷（⼈造繊維の⻑繊維のものに限るも

以下の材料からの製造：

のとし、⼩売⽤にしたものであるかない

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

かを問わない。）

作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5402

合成繊維の⻑繊維の⽷（67 デシテックス

以下の材料からの製造：

未満の単繊維のものを含むものとし、縫

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

⽷及び⼩売⽤にしたものを除く。）

作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5403

再⽣繊維⼜は半合成繊維の⻑繊維の⽷

以下の材料からの製造：

（67 デシテックス未満の単繊維のものを

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

含むものとし、縫⽷及び⼩売⽤にしたも
のを除く。）

作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
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品 名

プライマリー･ルール
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5404

合成繊維の単繊維（67 デシテックス以上

以下の材料からの製造：

のもので、横断⾯の最⼤⼨法が１ミリメ

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

ートル以下のものに限る。）及び合成繊維

作業をしていないもの

材料のストリップその他これに類する物

- グレージシルク⼜は絹のくず

品（例えば、⼈造ストロー。⾒掛け幅が５

- 化学材料⼜は繊維パルプ

ミリメートル以下のものに限る。）

- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5405

再⽣繊維⼜は半合成繊維の単繊維（67 デ

以下の材料からの製造：

シテックス以上のもので、横断⾯の最⼤

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

⼨法が１ミリメートル以下のものに限

作業をしていないもの

る。）及び再⽣繊維⼜は半合成繊維の材料

- グレージシルク⼜は絹のくず

のストリップその他これに類する物品

- 化学材料⼜は繊維パルプ

（例えば、⼈造ストロー。⾒掛け幅が５ミ

- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ

リメートル以下のものに限る。）

ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5406

⼈造繊維の⻑繊維の⽷（⼩売⽤にしたも

以下の材料からの製造：

のに限るものとし、縫⽷を除く。）

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
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HS No 2012

品 名

プライマリー･ルール
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5407

合成繊維の⻑繊維の⽷の織物（第 54.04

⽷からの製造

項の材料の繊維を含む。）

⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

5408

再⽣繊維⼜は半合成繊維の⻑繊維の⽷の

⽷からの製造

織物（第 54.05 項の材料の織物を含む。） ⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

第 55 類

⼈造繊維の⻑繊維並びに⼈造繊維の織物及びストリップその他これに類する⼈造繊維製品

類 注：

サーモプリントは、原産性を付与するためには転写紙の捺染を伴うものでなければならない。

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012

品 名

プライマリー･ルール

5501

合成繊維の⻑繊維のトウ

化学材料⼜は繊維パルプからの製造

5502

再⽣繊維⼜は半合成繊維の⻑繊維のトウ

化学材料⼜は繊維パルプからの製造

5503

合成繊維の短繊維（カード、コームその他

化学材料⼜は繊維パルプからの製造

の紡績準備の処理をしたものを除く。）
5504

再⽣繊維⼜は半合成繊維の短繊維（カー
ド、コームその他の紡績準備の処理をし
たものを除く。）
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HS No 2012
5505

品 名

プライマリー･ルール

⼈造繊維のくず（ノイル、⽷くず及び反⽑

化学材料⼜は繊維パルプからの製造

した繊維を含む。）
5506

5507

合成繊維の短繊維（カード、コームその他

化学材料、繊維パルプ⼜は第 55.05 項のくずから

の紡績準備の処理をしたものに限る。）

の製造

再⽣繊維⼜は半合成繊維の短繊維（カー

化学材料、繊維パルプ⼜は第 55.05 項のくずから

ド、コームその他の紡績準備の処理をし

の製造

たものに限る。）
5508

縫⽷（⼈造繊維の短繊維のものに限るも

以下の材料からの製造：

のとし、⼩売⽤にしたものであるかない

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の

かを問わない。）

作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5509

合成繊維の紡績⽷（縫⽷及び⼩売⽤にし

以下の材料からの製造：

たものを除く。）

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと
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HS No 2012
5510

品 名

プライマリー･ルール

再⽣繊維⼜は半合成繊維の紡績⽷（縫⽷

以下の材料からの製造：

及び⼩売⽤にしたものを除く。）

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5511

⼈造繊維の紡績⽷（⼩売⽤にしたものに

以下の材料からの製造：

限るものとし、縫⽷を除く。）

- 天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の
作業をしていないもの
- グレージシルク⼜は絹のくず
- 化学材料⼜は繊維パルプ
- ⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カ
ード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業をして
いないもの
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単
繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業、
撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認
められない作業を伴い、⽷を含む⾮原産材料が物
品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと

5512

合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短

⽷からの製造

繊維の重量が全重量の 85％以上のもの

⼜は

に限る。）

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

5513

合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短

⽷からの製造

繊維の重量が全重量の 85％未満のもの

⼜は

のうち、混⽤繊維の全部⼜は⼤部分が綿

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染

のもので、重量が１平⽅メートルにつき

⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

170 グラム以下のものに限る。）
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HS No 2012
5514

品 名

プライマリー･ルール

合成繊維の短繊維の織物（合成繊維の短

⽷からの製造

繊維の重量が全重量の 85％未満のもの

⼜は

のうち、混⽤繊維の全部⼜は⼤部分が綿

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染

のもので、重量が１平⽅メートルにつき

⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

170 グラムを超えるものに限る。）
5515

合成繊維の短繊維のその他の織物

⽷からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

5516

再⽣繊維⼜は半合成繊維の短繊維の織物

⽷からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

第 56 類

ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊⽷並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品

類 注：

サーモプリントは、原産性を付与するためには転写紙の捺染を伴うものでなければならない。

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012
第 56 類

品 名

プライマリー･ルール

ウォッディング、フェルト、不織布及び
特殊⽷並びにひも、綱及びケーブル並び

（略）

にこれらの製品

第 57 類

じゅうたんその他の紡織⽤繊維の床⽤敷物

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012
第 57 類

品 名

プライマリー･ルール

じゅうたんその他の紡織⽤繊維の床⽤敷
物
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第 58 類

特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゅう布

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012
第 58 類

品 名

プライマリー･ルール

特殊織物、タフテッド織物類、レース、つ

（略）

づれ織物、トリミング及びししゅう布

第 59 類

染み込ませ、塗布し、被覆し⼜は積層した紡織⽤繊維の織物類及び⼯業⽤の紡織⽤繊維製品

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012
5901

品 名

プライマリー･ルール

書籍装丁⽤その他これに類する⽤途に供

漂⽩していない布からの製造

する種類の紡織⽤繊維の織物類でガム⼜
はでん粉質の物質を塗布したもの、トレ
ーシングクロス、画⽤カンバス及びハッ
トファンデーション⽤バックラムその他
これに類する硬化紡織⽤繊維の織物類
5902

タイヤコードファブリック（ナイロンそ

⽷からの製造

の他のポリアミド、ポリエステル⼜はビ
スコースレーヨンの強⼒⽷のものに限
る。）
5903

5904

紡織⽤繊維の織物類（プラスチックを染

漂⽩していない布からの製造

み込ませ、塗布し、被覆し⼜は積層したも

⼜は

のに限るものとし、第 59.02 項のものを

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染

除く。）

⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

リノリウム及び床⽤敷物で紡織⽤繊維の

漂⽩していない布、フェルト⼜は不織布からの製

基布に塗布し⼜は被覆したもの（特定の

造

形状に切ってあるかないかを問わない。）
5905

紡織⽤繊維の壁⾯被覆材

漂⽩していない布からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの
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HS No 2012
5906

5907

品 名

プライマリー･ルール

ゴム加⼯をした紡織⽤繊維の織物類（第

漂⽩したメリヤス編み若しくはクロセ編みの布、

59.02 項のものを除く。）

⼜はその他の漂⽩していない布からの製造

その他の紡織⽤繊維の織物類（染み込ま

漂⽩していない布からの製造

せ、塗布し⼜は被覆したものに限る。）及

⼜は

び劇場⽤⼜はスタジオ⽤の背景幕その他

漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染

これに類する物品に使⽤する図案を描い

⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

た織物類
5908

紡織⽤繊維製のしん（織り、組み⼜は編ん

⽷からの製造

だものでランプ⽤、ストーブ⽤、ライター
⽤、ろうそく⽤その他これらに類する⽤
途に供するものに限る。）並びに⽩熱ガス
マントル及び⽩熱ガスマントル⽤の管状
編物（染み込ませてあるかないかを問わ
ない。）
5909

紡織⽤繊維製のホースその他これに類す

⽷⼜は繊維からの製造

る管状の製品（他の材料により内張りし
⼜は補強したもの及び他の材料の附属品
を有するものを含む。）
5910

伝動⽤⼜はコンベヤ⽤のベルト及びベル

⽷⼜は繊維からの製造

チング（紡織⽤繊維製のものに限るもの
とし、プラスチックを染み込ませ、塗布
し、被覆し若しくは積層してあるかない
か⼜は⾦属その他の材料により補強して
あるかないかを問わない。）
5911

紡織⽤繊維の物品及び製品（技術的⽤途

スプリット項に記載

に供するもので、この類の注７のものに
限る。）
ex 5911 (a)

ex 5911 (b)

- フェルト以外のディスク⼜は指輪を磨

⽷からの製造⼜は第 63.10 項のぼろ若しくはくず

くもの

からの製造

- その他

⽷⼜は繊維からの製造
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第 60 類

メリヤス編物及びクロセ編物

類に設定されるレジデュアル・ルール：
原産国がプライマリー･ルールの適⽤によって決定できない場合、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となる材料の原産国とする。
HS No 2012
6001

品 名

プライマリー･ルール

パイル編物（ロングパイル編物及びテリ

スプリット項に記載

ー編物を含むものとし、メリヤス編み⼜
はクロセ編みのものに限る。）
ex 6001 (a)

- 捺染し、浸染したもの（⽩⾊への浸染を
含む。）

⽷からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

ex 6001 (b)
6002

- その他

⽷からの製造

メリヤス編物及びクロセ編物（幅が 30

スプリット項に記載

センチメートル以下で、弾性⽷⼜はゴム
⽷の重量が全重量の５％以上のものに限
るものとし、第 60.01 項のものを除く。）
ex 6002 (a)

- 捺染し、浸染したもの（⽩⾊への浸染を
含む。）

⽷からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

ex 6002 (b)
6003

- その他

⽷からの製造

メリヤス編物及びクロセ編物（幅が 30

スプリット項に記載

センチメートル以下のものに限るものと
し、第 60.01 項及び第 60.02 項のものを
除く。）
ex 6003 (a)

- 捺染し、浸染したもの（⽩⾊への浸染を
含む。）

⽷からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

ex 6003 (b)
6004

- その他

⽷からの製造

メリヤス編物及びクロセ編物（幅が 30

スプリット項に記載

センチメートルを超え、弾性⽷⼜はゴム
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HS No 2012

品 名

プライマリー･ルール

⽷の重量が全重量の５％以上のものに限
るものとし、第 60.01 項のものを除く。）
ex 6004 (a)

- 捺染し、浸染したもの（⽩⾊への浸染を
含む。）

⽷からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

ex 6004 (b)
6005

- その他

⽷からの製造

たてメリヤス編物（ガルーンメリヤス機

スプリット項に記載

により編んだものを含むものとし、第
60.01 項から第 60.04 項までのものを除
く。）
ex 6005 (a)

- 捺染し、浸染したもの（⽩⾊への浸染を
含む。）

⽷からの製造
⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

ex 6005 (b)
6006
ex 6006 (a)

- その他

⽷からの製造

その他のメリヤス編物及びクロセ編物

スプリット項に記載

- 捺染し、浸染したもの（⽩⾊への浸染を

⽷からの製造

含む。）

⼜は
漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染
⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作業を伴うもの

ex 6006 (b)

- その他

⽷からの製造

【EU の繊維ルールの特徴】
EU の繊維ルールの特徴を挙げると、以下のとおりです。
①

⽷の⽣産
以下の材料からの製造：
-

天然繊維でカード、コーム⼜はその他紡⽷⽤の作業をしていないもの

-

グレージシルク⼜は絹のくず

-

化学材料⼜は繊維パルプ

-

⼈造繊維の短繊維、⻑繊維のトウ⼜はくずで、カード、コーム⼜はその他の紡⽷⽤の作業を
していないもの
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②

布の⽣産
⽷からの製造

③

捺染⼜は浸染
⽷の場合：漂⽩していない若しくは予備漂⽩された⽷⼜は単繊維の捺染⼜は浸染で、準備若しく
は仕上げ作業、撚りかけ若しくは模様付けそのものであるとは認められない作業を伴
い、⽷を含む⾮原産材料が物品の⼯場渡し価額の 48％を超えないこと。
布の場合：漂⽩していない若しくは予備漂⽩された布の捺染⼜は浸染で、準備若しくは仕上げ作
業を伴うもの

３． 我が国の繊維分野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。
(ﾆ)

⾰、⽷⼜は織物類について、染⾊、着⾊、シルケット加⼯、樹脂加⼯、型押しその他これらに
類する加⼯
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(5)

(ﾎ)

単⽷からの撚ねん⽷の製造

(ﾍ)

関税率表の第 68.12 項⼜は第 70.19 項に属する物品について次に掲げる製造
ⅰ

繊維からの⽷の製造

ⅱ

⽷からの織物の製造

ⅲ

織維、⽷⼜は織物からの⾐類その他の製品の製造

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として、繊維分野における項変更ルールは、繊維の主要⽣産⼯程である
①繊維から⽷へ、②⽷から布への変更に対して原産性を付与します。⼀律の項変更のみのルール設定
では、あまりにも容易な加⼯に原産性を付与してしまう可能性があることから、ネガティブ・ルールと
して「単なる切断」が設定されています。例えば、第 11 部の注７には、
この部において「製品にしたもの」とは、次の物品をいう。
（ａ）

⻑⽅形（正⽅形を含む。
）以外の形状に裁断した物品

と規定されていることから、通常の布を⻑⽅形・正⽅形以外の形状（例えば、台形）に切断することで
「製品にしたもの」として項変更が⽣じたとしても、その台形の布が部分品としての特定の形状でな
く、単に原産国を変更するための⽅便であったとすれば、単なる切断として原産性の付与を認めない
ことがあり得ます。
⼀⽅、もう⼀つの主要⽣産⼯程である捺染⼜は浸染については、HS の構造上、捺染⼜は浸染をして
ない物品と同じ項に分類されることが多いことから、項変更での原産性付与はありません。そのため、
関税法基本通達 68−３−５(4)(ニ)によって
｢⽷⼜は織物類について、染⾊、着⾊、シルケット加⼯、樹脂加⼯、型押しその他これらに類する加⼯」

を「税関⻑が指定する加⼯⼜は製造」とし、項変更の有無にかかわらず原産性付与⾏為としています。
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. 国連CEFACT第35回フォーラム Web会議
国連 CEFACT は、年に 2 回春と秋にフォーラムを開催しています。フォーラムでは、活動層に参加する
専門家が一堂に会し、活動方針や課題解決について議論し、活動分野やドメインを超えて他の分野の専
門家と意見を交換することができます。
コロナウイルス感染防止のために、今回の第 35 回フォーラムは完全 WEB 会議として開催されました。
今 回フォーラムは、10月５日から16日まで の間に添 付プ ログラムのとおり開 催され、 このうち、
Agriculture, Agri Food and Fisheries Domain（10月6 ～ 7日 ） 及 び Transport and Logistics
Domain（10月8 ～ 9日）に参加しました。

１．Agriculture, Agri Food and Fisheries Domain
（1）持続可能な繊維と皮革のトレーサビリティと透明性プロジェクト
日

時

参加者

2020 年 10月6 〜 7日  13：00 〜 15：00（表記はいずれもジュネーブ夏時間）
Sue  Probert 議長、Frans van Diepen プロジェクトリーダー

他

約 30 名

最後の質疑応答以外はプレゼンテーターの説明が中心となります。
講演題目と主な内容
10月6日
• プロジェクトに関する最新情報、活動と結果の概要・…
ポリシーの推奨事項
• テキスタイルとレザーのビジネスプロセス
• 情報、データモデル、BRS の標準化
• パイロットブロックチェーン
• 電子原産地証明書の更新
• UN/FLUX メッセージとコミュニケーション活動に関する最新情報
Textile は世界で重要な産業、かつ SDGs の議論の中でも環境、貧困、女性の活用などが関係する大
きな課題である。
製品の 30％が生産の段階で捨てられていると推定される。より正確な受発注が必要であるし、出荷
出来なかった製品は Recycle の割合を上げなくてはならない。
BlockchainなどのITを使いきれていないのも問題。
国別に生産品が違うので、世界的な ITネットを構築するのも難しいが、データモデルの 70％は把握
出来ている。
生産地から工場までをトレースするため、エジプトの綿がドイツ、スイス、イタリアに提供する現在の
システムをモデルパターンに使って、各国の法規に縛られないWorldwideな基準を提案する新規プロジ
ェクトを立ち上げ、来年３月までに中間発表が出来るようにしたい。データを提供する側にもただ提供
する労力の負担をかけるだけではなく、例えば貨物の場所特定による未達クレーム/代金の意図的未払
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いを防ぐような「見える利益」を示せるようにする。
（2）Topics: User Guides for eCert and eQuality
10月7日

電子認証の問題

• SPS（衛生および植物衛生証明書）、実施ガイドラインの更新 CITES
• CITES 電子許可交換のガイドラインの提示 / 議論
• ECE とESCAP のタスクフォース間での eCITE の検討
• TRACES および eCITESと交換するためのメッセージ標準
電子認証には Single Window の環境が有効である。
違法な商取引（例：東南アジア・アフリカから欧米への野生動物の売買）は元々正しいデータが入力
されないが、どんな不法な取引にも物流を行うデータの流れがある。提出された物流に必要な書類か
ら小さな穴を見逃さない仕組みを作ることが大切となる。
国際植物貿易条約などの基準に沿った現状存在するデータモデルなどをスキルアップしていくことが
必要な進展である。

2. Transport and Logistics Domain
（1）Topics: IMO electronic FAL messages, Dangerous goods, Forwarding and transport message
日

時

参加者

2020 年 10月8日、13：00−15：00
Sue Probert 議長、David Roff プロジェクトリーダー

13：00−13：15

他

約 20 名

T＆ L（Transport & Logistics）
ドメインミーティングの紹介とオープニング

13：15−13：30

船舶代理店および船舶ブローカーの推奨プロジェクトの最低基準に関する最新情報

13：30−13：45

国際フォワーディングおよびトランスポートメッセージプロジェクトの最新情報

14：00−14：15

電子船荷証券の開発に関する議論

14：15−14：30

EUデジタル輸送およびロジスティクスフォーラム（DTLF）内の開発に関するディス…
カッション  

14：30−14：45

UN/LOCODE 保守プロジェクトのリエンジニアリングに関する議論と更新

UN/LOCODE 枝番コードの API に関する議論
UN/LOCODE は現在の 5 桁の番号では不足している国があり、増桁を求めていたが、増桁となると
現在の仕組みで足りている各国の輸出入システムまで大規模な改編が必要となるため、不足する国は枝
番で対応になったことは報告済。この枝番に対するシステム対応の紹介があった。
• APIを介して BICファシリティコードを利用可能にして、業界のデジタル化をサポート
• 新しいコンテナファシリティを即時コードで登録する簡単な方法の提供
• 業界で知られている語彙を使用
• コードリストを拡張してGPS を提供し、データ品質を維持
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新しいプログラムでは枝番対応だけでなく、新たな展開も追及される。
中国はここ数年国連 CEFACT の活 動に熱 心で、 毎 年 LOCODE の 会 議を中国に招 致 するなど、
LOCODE にも力を入れている。LOCODE の国連 CEFACT 事務局の担当者が中国人の女史であるこ
とから、今回の枝番APIも中国の協力で作られた。
「7 船社と2 コンテナリース会社から事情を聴いてプ
ログラムを作った」という中国側の説明に、議長から感謝の言葉が送られたが、参加者からはデータが
中国に集中することに懸念する声も聞こえた。
（2）Smart Container argument
日

時

2020 年 10月9日、13：00−15：00

13：00−13：20

T＆ Lドメインミーティングの第 2 セッションの紹介とオープニング

13：20−13：40

スマートコンテナプロジェクトの最新情報

13：40−14：00

サプライチェーンクロスインダストリートラックアンドトレースプロジェクトの最新情報

14：10−14：20

国連 CEFACT 危険物メッセージプロジェクトの最新情報

14：20−14：30

IMOFAL（海上輸送の簡易化）のための電子大要マッピングプロジェクトの最新情
報

14：30−14：35

ISO 開発の議論

14：35−14：40

他の組織からの関連作業からの潜在的な更新

14：40−14：50

その他のビジネス

各プロジェクトのプレゼンテーターからの説明があった。
議長から「データの中からエッセンスを取り出すプログラムが大切」というコメントがあった。
スマートコンテナプロジェクトでは、貨物情報だけでなく、空コンテナの不足デバンニング作業に支障
が起こらない様、本船に積まれた空コンテナの移動情報も迅速に把握するために、本船の運航を正確
に捉えることが重要であることが説明された。
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【Forum のアジェンダ】
Supply Chain & Procurement
Domain
Tuesday &Wednesday 14-15 Oct
Topics: Operational track and trace,
eNegotiation, Electronic
Transferable Records

Trade Procedures Facilitation
Domain
Tuesday 6 Oct
Topics: private involvement in trade
facilitation policy, future projects of
TPF domain
Webinar on private sector in TF

eData Management Domain
Monday & Tuesday 12-13 Oct
Topics: Digital ID for TF, Internet of
Things for TF. Blockchain
Webinar on artificial intelligence

Single Window Domain
Wednesday 7 Oct
Topics: future projects
Webinar on Trade Information
Portals

Cross Border Management Domain
Thursday 15 Oct
Topics: CBM RDM

Transport and Logistics Domain
Thursday& Friday 8-9 Oct
Topics: IMO electronic FAL
messages, Dangerous goods,
Forwarding and transport message

Specification Domain
Wednesday 14 Oct
Topics: UN/EDIFACT, CCL, Validation,
API
Webinar on new technologies

Agriculture, Agri Food and Fisheries
Domain
Tuesday & Wednesday 6-7 Oct
Topics: User Guides for eCert and
eQuality, Textile and Leather
Tracebility

Accounting and Audit Domain
Monday 12 Oct
Topics to be discussed include:
Accounting and Audit RDM

Environment Management Domain
Thursday 8 Oct
Topics: waste analysis &
management, cross border
movement of waste

Health and Insurance Domain
Thursday 15 Oct 9.00-11.00
Topics: Green card and Health claims

Travel and Tourism Domain
Friday 9 Oct
Topics: Sustainable Tourism,
Experience Programs

Version 11 Sept 2020

Finance and Payment Domain
Thursday, 15 Oct, 12.00-14.00
Topics: Open finance to support TF

以上
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記事３. 第35回 国連 CEFACT フォーラム
（Virtual）
会議報告
2020 年 10月5日～ 10月16日
オンライン会議
一般社団法人 サプライチェーン情報基盤研究会

菅又 久直

１．会議日程：
10月5日（月）

オープニング（参加：SIPS 菅又）
API 進捗報告（参加：SIPS 菅又）

10月6日（火） 貿易手続ドメイン会議
農業ドメイン会議（参加：JASTPRO 祁答院）
「貿易円滑化における民間の役割」WEBセミナ
10月7日（水）

シングルウィンドウ・ドメイン会議（参加：JASTPRO 渡邊）
農業ドメイン会議（参加：JASTPRO 祁答院）
「貿易取引ポータル」WEBセミナ

10月8日（木）

運輸ロジスティックス・ドメイン会議（参加：JASTPRO 祁答院）
環境管理ドメイン会議

10月9日（金）

運輸ロジスティックス・ドメイン会議（参加：JASTPRO 祁答院）
旅行・観光ドメイン会議（参加：観光情報 鈴木）

10月12日（月） 「貿易円滑化のためのAI」WEBセミナ（参加：SIPS 菅又）
会計及び監査ドメイン会議
10月13日（火） サプライチェーン及び購買ドメイン会議（参加：SIPS 菅又）
E データ管理ドメイン会議
10月14日（水） サプライチェーン及び購買ドメイン会議
技術仕様ドメイン会議（参加：SIPS 菅又）
10月15日（木） ヘルスケア及び保険ドメイン会議
金融及びペイメント・ドメイン会議
越境管理ドメイン会議
10月16日（金） クロージング（参加：SIPS 菅又）

２. 会議参加の目的：
国連 CEFACT は、貿易手続の簡易化と電子ビジネスの促進、およびそれらに関するグローバルなポ
リシーや技術仕様の制定を目的として設立された国連組織である。
小生は、国連 CEFACT 組織の中で、手法技術分野およびサプライチェーン分野の開発に貢献すると
ともに、新たな技術環境（Web API、IoT、Block Chain）における電子ビジネス国連標準の推進方策
を見通すことを目的に、オンラインで開催された第 35 回国連 CEFACTフォーラムに参加した。
今回のフォーラムは、COVID19 の影響で全てオンライン会議となり、国連 CEFACT 事務局が主催し
44 カ国からの参加があった。次回の国連 CEFACTフォーラムは 2021年 4 月にペテルスブルグ（ロシア）
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で開催を予定しているが、F2F の開催実現は COVID19 次第である。
本報告は、国連 CEFACTフォーラムの内、小生が主に参画した審議を中心にまとめた。

３. 国連 CEFACT フォーラム審議報告：
フォーラムでは、PDA（Program Development Area）及び Projectごとに会議が進められる。小生はオ
ープニングに続けて開催された API 関連プロジェクト進捗報告、手法・技術 PDA（M+T PDA）の技術仕様
ドメイン会議、国際サプライチェーンPDA（ISC PDA）のサプライチェーン及び購買ドメイン会議、
「貿易円滑
化のためのAI」WEBセミナに参加した。
（注）国連 CEFACT のPDA体制は【参照：国連 CEFACT のPDA（Program Development Area）の体制】
を参照のこと。
3.1 API 関連プロジェクト報告
RDM2API 及びAPI Town Planのプロジェクト・リーダーより両プロジェクトの進捗状況の報告があり、
続けて幾つかのケーススタディの紹介が行われた。
（1）RDM2API /API Town Planプロジェクト報告
発表者：Steve Chapel（オーストラリア）
＜ RDM2APIプロジェクト＞
当プロジェクトは、国連 CEFACT の共通辞書（CCL: Core Component Library）に基づく参照
データモデル（RDM: Reference Data Model）より、OpenAPI 仕様とJSON-LD 辞書を構築す
る標準手法を定義することを目的としている。
＜ API Town Planプロジェクト>
当プロジェクトは、国連 CEFACT APIの開発・発行に関わる手順を整備しようとするもので、
次の内容を含む。
• ビジネス領域とAPIリソースのマップ
• 手順の変更に関わるガバナンス
• API バージョン管理
• JSON-LD 語彙とAPI 仕様の発行
• コンフォーマンス規定
• コミュニティへのフィードバックの仕組み
（2）運輸・ロジスティクス分野における取組
発表者：David Roff（BIC: Bureau International Des Containers）
BIC は ISO6346 に基づく貨物コンテナの識別コードを管理する組織であり、MMT-RDM（複合輸
送参照モデル）ベースのAPI による業界デジタル化を推進している。
（3）船荷証券メッセージのAPI 化
発表者：Nis Jespersen（GTD Solution）
船荷証券（B/L）の電子化モデルのAPIリソースを開発し、港湾でブロックチェーンを実装している
Trade Lens に適用する実証を行っている。

— 36 —

J AS T P RO

（4）APIを使ったカストマイズ
発表者：Andreas Pelekies（GEFEG）
RDM による業界標準をAPI で実装を進めることは重要であるが、更に個別の実装においてはカス
トマイゼーションも不可欠である。GEFEGツール（CCLを内蔵したメッセージ開発ツール）によるカ
ストマイゼーション事例を紹介。
3.2 「貿易円滑化のための AI」WEB セミナ
貿易手続におけるAI 活用についての白書プロジェクトを立ち上げようと、AI に関わる電子的取引交渉
（eNegotiation）プロジェクトなど最新の取組みが紹介された。
（1）取引交渉におけるAI
発表者：中台 慎二（NEC）
取引交渉（Negotiation）は電子データのやり取りによりEDI で行うことも可能であるが、一つのデー
タ交換ごとに交渉当事者それぞれで人の介入による判断が行われるために、時間もかかり非効率で
ある。それを交渉当事者に RPA（ルールベース）やAI（最適解探査）を導入し、AOP（Alternating
Offers Protocol）ベースによる自動化を図り、効率的に交渉最適解を求める手法を導入したい。
取引交渉には、当事者の交渉相手の更に取引先を含むケース（サプライチェーン型）や交渉相手が
複数いる場合（競争入札型）、さらに複数交渉が同時に行われたり非同期で行われたりと、各種の
組合せがあり、それらをパターン化したプロトコルを検討する必要がある。
各種の取引交渉パターンを考慮し、次の３つのユースケースの分析を行う予定である。
• 海運料金の競争入札
• 製造内示条件の交渉
• 航空貨物の航空便へのアロケーション
本プロジェクトは、我国の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）のAI 間連携基盤技術プロジ
ェクトの一部に基づくもので、AI 間連携基盤の国際標準化を目指している。
（2）機械学習手法による通関詐欺の分析
発表者：Jonathan Koh（シンガポール）
（3）学習型ドローンから見た AI によるサプライチェーン効率化
発表者：Mughilan Thiru Ramaswamy（インド）
（4）電子商取引及び FINTECHのためのAI
発表者：Yari Borbon Galvez（イタリア）
（5）越境取引におけるAI 倫理
発表者：Sray Agawal（英国）
3.3 サプライチェーン及び購買ドメイン会議
International Supply Chain PDA 担当副議長：Ian Watt（オーストラリア）
Supply Chain & Procurement Domain Coordinator：Edmund Gray（アイルランド）
（1）eNegotiation Project
リーダー：中台 慎二（NEC）
取引交渉におけるAI 連携のProject Kick-off が行われた。
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作業体制：3人（中台（NEC）、高橋（NEC）、菅又（SIPS））のプロジェクト・オーガナイザーのもと
に次の４つの作業タスクを設置する予定。
• Negotiation Framework
• Marine Transport
• Air Cargo
• Manufacturing
* 年内に作業タスクメンバーを募集。
作業項目：次の範囲でプロジェクトを進める。
• 標準交渉プロトコル
• コンプレックス取引交渉
• 交渉ルール
• 業務領域への適用
作業スケジュール：
• 要件定義およびドラフト文書作成 ➡ 4Q/2020~3Q/2021
• 公開レビュー ➡ 4Q/2021
• 標準公開 ➡ 1Q/2022
     *4 半期ごとにWEB 会議開催。
（2）Transfer of MLETR Compliant Records
リーダー：Ren Yuh Kay（シンガポール）
船荷証券等、Negotiable Documentをブロックチェーンで扱うにあたり、UNCITRAL（国連国際
商取引法委員会）が提起しているMLETR（Model Law on Electronic Transferable Records）に
準拠するためのフレームワークとガイドラインを策定しようとするプロジェクトである。
（3）Review of Cross Industry Invoice Code Lists
リーダー：Gerhard Heemskerk（オランダ）
EU で進める電子インボイスを各国の税制に整合するために、メッセージ名称コード（1001）にイン
ボイス・プロセスごとに定義されたメッセージ名を追加しようと言う提案。
（4）Automotive Project
リーダー：Rob Exell（ODETTE）
ODETTE（欧州自動車業界の標準化組織）が EDIFACT ベースのDELFOR/DELJIT（需要予測
／出荷指示）をXML 化するにあたり、現在の ebXMLベースの Scheduling メッセージ（Demand
Forecast/Supply Instruction）との不整合を解消するためのプロジェクトが開始された。
（5）GS1 alignment consideration
リーダー：Ian Watt（オーストラリア）
GS1（流通業界の国際標準化機関）と国連 CEFACT 標準の不整合を分析し、現在の SCRDM（サ
プライチェーン参照データモデル）の改良を検討するプロジェクトが提案された。
3.4 技術仕様ドメイン会議
Methodology and Technology PDA 担当副議長：Marek Laskowski（カナダ）
Specification Domain Coordinator：菅又 久直（SIPS）
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（1）現状プロジェクト
➢ 交 換ヘッダー
（XHE）プロジェクト：2020 年 6月に完了し、公開されている。
➢ メッセージ構築ガイドプロジェクト：2020 年 8月に完了し、公開待ち。
➢ 受信確認メッセージプロジェクト：本フォーラムで公開レビューのコメント対応編集を行い、ビュ
ーローへ公開要求を提出。
（2）APIプロジェクト
➢ R DM2APIプロジェクトの進捗状況は以下の通り。
• 設計ツール（UML Profile）
：完了
• JSON-LD 設計規則（Naming & Design Rule）
：完了
• JSON-LD 語彙定義：完了
• Open API 設計規則（Naming & Design Rule）
：11月中に完成予定
• テスト・ツール：年内（2020 年）完成目標
• 国連 CEFACTドメイン（運輸／取引／規制）用リソース定義：開発着手
➢ A PI Town Planプロジェクト
成果物（3.1 APIプロジェクト報告 参照）のアウトラインを2020 年中に整備し、2021年よりAPI
リソースの公開を開始する。
（3）新規プロジェクト
➢ N DR（XML 設計規則）／ CCBDA（ビジネス文書構築法）正誤表プロジェクト：提案者（日本）
CCBDAのためのメッセージ構築ガイドライン・プロジェクトを通じて発見された NDR/CCBDA
の不正確事項を補足するための Corrigendum（正誤表）を策定するプロジェクト。10月中のプロ
ジェクト提案を予定。
➢ 制約（Constraints）定義ガイドライン・プロジェクト：提案者（ロシア）
CCTS（コアコンポーネント技術仕様）に制約（Constraints）についての定義がなされているが、
デ ータ 定 義 やXML メッセ ージ 定 義 に お いて具 体 的 な 適 用 方 法 が 定 か で な い。 制 約
（Constraints）のフレームワーク及び記述方法についてのガイドラインを策定する。提案者（ロシ
ア）においてプロジェクト提案書を準備する。
3.5 クロージング・セッション
各 PDA/Domain/Project から発表されたステータス総括を以下に掲載する。
（注）PDA 略称は【参照：国連 CEFACT のPDA（Program Development Area）の体制】を参照のこと。
（1）ITP-PDA（Trade Procedure Facilitation Domain）
➢ 完了プロジェクト：
• 白書：国際取引におけるMSME（Micro/Small/Medium Enterprise）用統合サービス
• 勧告 5（INCOTERMS: International Chamber of Commerce（ICC）Trade Terms の略称
定義）の改訂。
➢ 現在進行中プロジェクト：
• 勧告：災害救援のための国境を越えた促進策
• 白書：パンデミック対応
➢ 今後の計画：
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• 民間を含めた貿易円滑化測定基準プロジェクト
• 勧告 18（貿易手続に関わる整備測定基準）の改訂プロジェクト
（2）ITP-PDA（Single Window Domain）
➢	完了プロジェクト：
• 勧告 33（シングルウィンドウ）の改訂。
• 白書：システム上重要なシングルウィンドウ運用の基本原則
• 勧告（承認保留）
：貿易情報ポータル
➢ 現在進行中プロジェクト：
• システム上重要なシングルウィンドウ運用の基本原則プロジェクト
➢ 今後の計画：
• シングルウィンドウ手法の調査分析
• シングルウィンドウのリスクアセスメント
• サイバーセキュリティとシングルウィンドウ
• 機械学習とシングルウィンドウ
（3）ITP-PDA（Code List Focal Point）
➢ 完了プロジェクト：
• 勧告 20（国際取引で使う単位コード）の改訂。
• 勧告 21（乗客、積荷タイプ、梱包資材コード）の改訂。
➢ 今後の計画：
• 勧告 23（貨物運送料コード）の改訂。
• 勧告 20（国際取引で使う単位コード）の更新。
• 乗 務員リスト用新コードの整備。
（4）ISC-PDA（Supply Chain & Procurement Domain）
➢ 完了プロジェクト：
• Buy-Ship-Pay 参照データモデル（RDM: Reference Data Model）
• 輸出用パッキングリスト
• 現在進行中プロジェクト：
• 業界横断サプライチェーン発送品追跡
• 電子取引交渉
• M LETR（Model Law on Electronic Transferable Records）に準拠するためのフレームワー
クとガイドライン
• 自動車業界用 SCRDM（Supply Chain Reference Data Model）サブセット
➢ 今後の計画：
• 先 進技術の適用
• 運 輸ロジスティックス領域との協業
（5）ISC-PDA（Travel and Tourism Domain）
➢ 現在進行中プロジェクト：
• 持 続的観光
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• 旅行先体験プログラム技術成果物
➢ 今後の計画：
• 旅行観光領域参照データモデルとAPI 化検討
• 旅程表とリンクする電子ビジネス標準の研究
（6）ISC-PDA（Transport & Logistics Domain）
➢ 完了プロジェクト：
• スマート・コンテナ電子ビジネス標準
• 運 輸業の電子ビジネス・データパイプライン
• 越 境配送電子ビジネス標準
• 国際運輸／フォワーディング電子ビジネス標準
• 船社代理店のための最小標準
➢ 現在進行中プロジェクト：
• 危険物電子ビジネス標準
• I MO（ 国 際 海 事 機 関 ）eFAL（Convention on Facilitation for International Maritime
Trafic）マッピングプロジェクト
➢ 今後の計画：
• M MT RDM（Multi Modal Transport Reference Data Model）のリエンジニアリング。
• 国連 CEFACT 標準の運輸回廊への適用検討
• U N/LOCODE（UN/Location Code）チャイルドコード利用法ガイドライン
（7）ISC-PDA（Insurance Domain）
➢ 現在進行中プロジェクト：
• 生命保険申請の償還
➢ 今後の計画：
• 国際自動車責任保険証
• 生命保険セマンティック整合化
（8）ISC-PDA（Finance & Payment Domain）
➢ 完了プロジェクト：
• P Oファイナンス電子ビジネス標準
➢ 今後の計画：
• 白書：オープン・ファイナンス
• IoT 白書への金融分野連携
（9）ISC-PDA（Accounting & Audit Domain）
➢ 現在進行中プロジェクト：
• 会計／監査参照データモデル
• X BRL-GL（Global Ledger）及び SAF-T（税管理標準監査ファイル）とのマッピング
（10）Regulatory PDA（Agriculture Fisheries & Agri food Domain）
➢ 完了プロジェクト：
• 食 料／飼料早期警報システム（RASFF）電子ビジネス標準
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➢ 現在進行中プロジェクト：
• 持 続的繊維／革製品のトレーサビリティと透明性プロジェクト
• 電子品質証明書
• 電子動植物検疫証明書ガイド
➢ 今後の計画：
• 検 疫 証 明データ（SPS：植 物 検 疫 , Veterinary：動 物 検 疫 , eCITES：希少 動 植 物 保 護 ,
Origin：原産地 , Quality：品質を含む）の BSP-RDM（Buy-Ship-Pay Reference Data Model）
への反映
（11）Regulatory PDA（Environmental Domain）
➢ 現在進行中プロジェクト：
• 廃棄物管理及び分析プロジェクト
➢ 今後の計画：
• 
「廃棄物の越境移動」標準と他の国連 CEFACT 標準との相互運用性
（12）Regulatory PDA（eData Management Domain）
➢ 完了プロジェクト：
• 白書：取引におけるブロックチェーン概要
➢ 現在進行中プロジェクト：
• ブロックチェーンによる特恵原産地証明書の交換
• 国連 CEFACT チェイン・プロジェクト
• 貿易円滑化のためのIoT
• 貿易円滑化のためのデジタルID
➢ 今後の計画：
• 貿易円滑化におけるAI
• 情報セキュリティ・ガイドライン
• 電子公証
（13）Regulatory PDA（Cross Border Management Domain）
➢ 現在進行中プロジェクト：
• 越 境管理用参照データモデル
➢ 今後の計画：
• 政 府開発戦略策定のためのICT ガイドライン
• デジタル回廊
• ブロックチェーンによるAEO（Authorized Economic Operator）認証情報交換
• 陸 封国の回廊開発戦略
（14）M+T PDA（Specification Domain）
➢ 完了プロジェクト：
• ヘッダー・エンベロップ・プロジェクト
• C CBDA 用メッセージ構築ガイドライン・プロジェクト
• 受信確認プロジェクト
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➢ 現在進行中プロジェクト：
• R DM2APIプロジェクト
• A PI Town Planプロジェクト
➢ 今後の計画：
• C CBDA 及び NDR メインテナンス
• A PI 関連技術仕様
（15）M+T PDA（Library Maintenance Focal Point）
➢ C CL D20B ハーモナイゼーション完了
CCs

ADD:51, CHG:1 ➡ Total:596 ACCs

BIEs ADD:77, CHG:7 ➡ Total:1284 ABIEs
qDTs ADD:1

➡ Total:166 qDTs

（16）M+T PDA（EDIFACT Focal Point）
➢ D20B 用 DMR（Dictionary Maintenance Request）は 11月10日に審議予定。
（17）M+T PDA（Validation Focal Point）
➢ 完了バリデーション：
• U N/EDIFACT ディレクトリ

19B, 20A

• C CL 19B, 20A
➢ 現在進行中バリデーション：
• C CL 20B
➢ 今後の計画：
• U N/EDIFACT ディレクトリ

20B

— 43 —

J AS T P RO

【参照：国連 CEFACT の PDA（Program Development Area）の体制】

• Abbreviation
ITP PDA: International Trade Procedures PDA
ISC PDA: International Supply Chain PDA
Regulatory PDA: Regulatory & eGovernment PDA
M+T PDA: Methodology & Technology PDA

以上
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記事４. 第35回 国連ＣＥＦＡＣＴフォーラム報告
JASTPRO シニアアドバイザー

渡邊 浩吉

報告対象会議
2020 年 10月7日

18：30 ～ 22：00

WEB にて Virtual 開催

〇 シングル ウィンドウ  ドメイン ミーティング
〇 Trade Information Portals セミナー

		

ネット環境にての視聴による報告につき、取違い等の誤謬が混入しているかもしれません。同様に、個々
の発言者の特定が困難なところがございます。全体の概要報告ということで、ご容赦をお願いします。

１. シングル ウィンドウ ドメイン ミーティング
現況報告として、多くの国で勧告 33 号に基づいたシングル ウィンドウの構築・整備が進められている
というレポートがあったが、その後、今回のミーティングでフォーカスされたのは、シングル ウィンドウ
におけるリスク管理（Risk Management）のあり方であった。
議論は Ms. Maria Rosaria Ceccarelli（Chief of the Trade

Facilitation Section UNECE）、Mr.

Kjartan Sorensen（Business Facilitation Programme UNCTAD）が中心となって進められた。
シングル ウィンドウは、
「国境を跨いだ情報共有」を実現することにより、その利点が生かされるが、
それとは裏腹に行き交うデータが相応のリスクに晒されることが避けられない。リスク軽減のために、
各国政府が協力するということも必要と考えられるが、そのデータが個々の案件に係る情報を含むこと
も考慮すると、政府による干渉のような形になるのは避けなければならない。即ち“Minimum selective
control, based on Risk Management”を旨とする必要があろう。
ただし、リスク管理を各国がバラバラに行っては効果が薄くなるので、シングル ウィンドウの連携を
利用して、その国際的な Harmonization を実現する（Harmonized Risk Management Systems）と
いう観点は大切にしなければならない。
特に権利関係のリスク管理（Title Risk Management）は国際的な法的枠組みの中で取扱われる必
要がある。
国 際 的な取り組みもさることながら、 一国 内においても、 他 省庁との関 係が 少ない 行 政 機 関
（Standalone Agencies）は、独自にリスク マネジメントの基準を持つことが多々あり、一国としてのリス
ク管理がバラバラになる。国内におけるリスク管理の一元化という面においてもシングル ウィンドウは有
効活用される余地がある。
どの国においても一般的に税関が最もリスク管理に精通しているので、他の行政機関にノウハウを伝
授するのが良い。また税関が持つリスク情報そのものも、他の行政機関の作業のために共有される必
要がある。
税関も、港湾における荷動き等は、リアルタイムで把握しておくことがリスク管理上必須と言える。
またリスク管理は Product Safetyと密接な関係にあることも十分認識すべきである。
リスク管理というと、とかく政府が国のために管理するような捉えられ方をされるが、
「貿易関係者が
リスク管理から授かるの恩恵」もまた大きいことが認識されるべきである。従って一国のリスク管理の評
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価基準策定等には民間からも積極的に参加すべきである。
リスク管理は貿易円滑化の面からも重要な要素であり、AIの技術を使いこなせば、リスクの軽減に
よる効率的な貿易円滑化が実現可能である。
契約情報（Contractual Data）などをシングル ウィンドウでやり取りする場合、それらのデータの、
取扱いに注意すべき部分（Sensibility）を、AIを使ってうまく管理することを考えなければならない。

２．
“ Trade Information Portals”に係るセミナー
UN/CEFACT の“Trade Information Portal”の定義
A Trade Information Portal（TIP）is a website that aggregates and publishes all
trade related regulatory information originating from the government agencies that
perform a control function in relation to import, export, transits or trans-shipments and
that allows importers, exporters or anyone involved in international trade to easilly find
and understand and comply with any legal requirements and procedures pertaining to
specific goods that are necessary to comply with national obligations for clearing goods
at the border as well as before or after clearance.
（筆者仮訳）
貿易情報ポータル（TIP）は、輸入、輸出、通過貨物、または積替輸送について、その管理
を行う政府機関から出された規制情報を集約して公開し、輸入業者、輸出業者、など国際貿易
関係者すべてに対し、国境での通関、およびその前後において、法的遵守要件が課せられる特
定の物品について、どのような義務かを容易にチェックし、理解し、そしてそれを果たすことを
サポートするためのWebサイトである。

今回のセミナーは次の二名を中心に進められた。
Alexandre Bondarenko（UN/CEFACT Vice Chair, ITP-PDA）
Jalal Benhayoun（Single Window

Domain Coordinator）

以下はセミナーで提示されたプレゼンの幾つかを要約したものである。
〇 UNECE
（ 国連欧州経済委員会）
➢ UN/CEFACT の Trade Information Portal 構築に係る各国へのRecommendation
• システムに掲載され公開される情報は整理されたものであること
• 構築するシステムに適用される技術とモデルの選定
• システムの有効性を確保するための法的根拠
• Key Success Factors（KSF）
• 時々のKSF の評価
• シングル ウィンドウとの連携
• 将来的なシステムの育成（Nice to have Features）
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➢ eBusiness Standard の観点からのガイドライン
• 情報の参照、検索、問合せに係る次の標準フォーマットが提案される。
✓ 管理当局とPortal の間に使用されるもの
✓ 各国のPortal の間で使用されるもの
✓ Portal と情報を利用する民間セクターとの間で使用されるもの
• 手 続情報だけでなく商習慣などについての情報も提供すべきである。
〇 UNCTAD
（ 国連貿易開発会議）UN Conference on Trade and Development
Presenter: 	M r. Kjiartan Sorensen                                                                     
Regional Coordinator, Business Facilitation Programme, UNCTAD
➢ 貿易円滑化のための Trade Information Portals
アフリカを中心に Trade Information Portals はすでに Live Systemとして稼働しており、ケニア、
ルワンダ、タンザニア、ウガンダの貿易円滑化インデックス（Trade Facilitation Index = TFI）
が例示され、同システムが円滑化に寄与している旨が紹介された。
➢ Global Trade Helpdesk の活用
Global Trade Helpdesk は、UNCTADとWTO お よ び 両 組 織 の 合 弁 事 業 体（Joint
Corporaation Agency）である ITC（国際貿易センター）により組織されたヘルプデスクで、各
品目に適用されるべき関税率、貿易救済措置（Trade Remedies）、優遇貿易枠（Tariff Rate
Quotas）などの情報が広く貿易関係者に提供される仕組みとなっており、こちらの機能も併用す
ることで、充実した情報ソースが確保される。
しかしこれは貿易実務の中で使いこなされていかないと、古い情報が溜まるばかりで実用性に問
題が生じる。
➢ UNCTAD が把握している各国の通関における問題点
• 貿易手続きの管理が一元化されていない。
• 複数の管理当局から同じ情報の提供が重複して求められる。
• 法 令の解釈が統一されていない。
（複数の当局間、あるいは同じ当局内ですら担当者間で違い
が生じる。）
• 管理統制面が優先されて、カスタマーサービスや円滑化の面がおろそかにされる。
〇 世界銀行
（World Bank）
Presenter: Mr. William Gain
Senior Trade Facilitation Specialist
➢ TFSP（Trade Facilitation Support Program）のアピール
WTO ベースの自由貿易圏（FTA）を目指して、開発途上国の貿易円滑化法令、手続き、システ
ムの更改と是正を支援する計画（2014 年稼働開始）
➢ 世銀が考えるInternational Trade Portal が必要な理由
• 貿易円滑化協定（Trade Facilitation Agreement）に、情報はインターネットを通じて公開さ
れるべきと規定されている。
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• 手 続の透明化は貿易関係者にも政府にもコスト削減をもたらす。
• 貿易関係者は、どうやればうまく行くかの予測ができるようになる。
• 貿易関係が透明化されれば、海外からの投資が動機付けられる。
➢ 世銀が提供する支援
• ツールキット（Trade Portal Software Toolkit）
• 計画設計のサポート
• 開発および当初の運営に係る費用の融資
• 技 術移転
➢ 世銀による International Trade Portal の取扱い事項
• 各種関連法令、ルール等
• 必 要となるライセンス、許可。

禁止事項、制限事項等

• 技 術標準
• 商品の分類とその関税率
• 許認可の取得や通関に係る手続き全般
• 全てのフォームや文書様式のコピー
• 関連したニュースや通知
• 貿易関連の出版物
• 貿易統計資料
• マーケットへのアクセス情報
➢ 世銀の提供するツールキットの内容
• 外 観と操作性（look and feel）の柔軟な設定手段
• 情報の整理分析が容易にできるように設計されたデータベース
• 利用者の要求に応じクロス分析が可能となるデータへのインデックス付け
• 特定の当局へのコンタクトを可能にする手段
• ヘルプ機能の設定
等
➢ 世銀が把握している課題
• 透明性に係る文化が無い、当局間で協調する文化が無いケースがある。
• 法 令やルールが整理されずに雑然と施行されている。
• 持 続可能性の問題
• 公的部門にWEB サイトの使用を慫慂すべきこと。
• 透明化した場合の利点をどのように計測するか。
〇 Trade Information Portal の施行経験がそれぞれ披露された。
Morocco:

Mr. Jalal Benhayoun, General Manager Portnet（Morroco の SW）

Tajikistan: Mr. Najibulloi Zaydullo, National Consultant, Ministry Economic Development and Trade
Kenya:

Jane Musyoki, Kentrade

Laos:

Latthana Douangboupha
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〈所見〉
Trade Information Portal の位置づけやシングル ウィンドウとの連携について所見を述べます。
各国の貿易管理当局が、当該国の貿易制度や規制など、国内・海外の貿易実務者が遵守しなけれ
ばならない要件を、正式に Trade Information Portal に掲載し、それ以外のことを貿易当事者に求め
ることは無い、というルールが世界的に定着すれば、貿易円滑化に大いに寄与すると思われる。各国
の掲載の形式が標準フォーマットに沿って共有化されれば、特定情報について国際的に横串を通した整
理・分析も可能となろう。
しかしTrade Information Portal は、基本的に静的あるいはアクセスされるのを待つ受動的なシステ
ム故、公的・私的貿易関連データのやり取りを行うシングル ウィンドウとは基本的に性格が違う。しか
しながら、シングル ウィンドウの中に Trade Information Portal の機能を取り込み、シングル ウィンド
ウの国際連携を通じて、時々に変更される可能性のある相手国の「貿易取引を行うに当たって遵守すべ
き法的規制」等を、契約・船積業務遂行の流れの中で、日常的に事前チェックが可能となれば、不本
意な国境でのトラブルが軽減されるというメリットは考えられる。更に、所要文書が足りないケースでは
その警告を出すとか、輸出入が禁止になっている商品をはじくといった、積極的な役割を持たすことが
出来れば、実態として Trade Information Portalとシングル ウィンドウの連携が実現したと言えよう。

以上
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記事５. 国連CEFACTからのお知らせ

1 20 October 2020:
UN/CEFACT is happy to announce a 60-day public review until 20 December 2020 concerning
the Enhancing Transparency and Traceability for Sustainable Value Chains in Garment and
Footwear 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６. UN/LOCODEの新規登録

以下の登録を行いました。
UN/LOCODE

2020_2 登録分
2020/10/20

Code

IATA

Subdivision

Name

Function

Coordinate

Date

北海道

二木町

JPNKI

1

Niki, Hokkaido

6

4380N 14046E

Oct-20

熊本県

宇土

JPUUU

43

Uto, Kumamoto

6

3241N 13039E

Oct-20

愛知県

知立

JPCYU

23

Chiryu, Aichi

16

3458N 13753E

Oct-20

東京都

文京区

JPBUK

13

Bunkyo-ku, Tokyo

6

3543N 13944E

Oct-20

神奈川県

二宮町

JPNMY

14

Ninomiya, Kanagawa

6

3517N 13915E

Oct-20

岩手県

遠野町

JPWTN

3

Tono, Iwate

6

3924N 14121E

Oct-20

岩手県

八幡平町

JPHTI

3

Hachimantai, Iwate

6

3956N, 14103E

Oct-20

宮崎県

高千穂町

JPTCO

45

Takachiho, Miyazaki

6

3245N, 13119E

Oct-20

今回申請があって、登録をしなかった場所
・ Nagayoshikawanabe

市区町村ではない

・ Hino-shi	⽇野が登録済
・ Shide

市区町村ではない

・ Togitsu

Tokitsuで登録済
以上
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JASTPROからのお知らせ

当協会の公式 Twitterを始めました。
ホームページ新着情報、刊行物のご案内、講演会開催のお知らせなどを発信してまいります。
フォローいただければ幸いです。
PC のブラウザから入るURLです

https://twitter.com/_jastpro

以上
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— 協会ホームページのリンク集のご案内 —
h t t p s: //w w w.j a s t p r o .o r g / li n k / i n d ex . h t ml
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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— 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

