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新年のご挨拶 
 

一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会 
理事長  小林 健 

 
2021 年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。 
 
昨年は新型コロナウイルスに翻弄された一年でありました。春先から主要

国はロックダウンに陥り、我が国においても 4 月に緊急事態宣言が出され、経
済活動が落ち込むとともに、人、貨物の流れにも大きな影響が現れ、東京オリ
ンピック・パラリンピックも延期を余儀なくされました。賛助会員各位、日本
輸出入者標準コードご利用の皆様方におかれましては大変な一年であったか
と拝察いたします。 

 
さて、近年デジタルトランスフォーメーション（DX）に関心が高まっていたところ、コロナ禍を契

機にテレワークや WEB 会議が急速に普及する一方で、押印廃止問題に象徴されますようにデジタル
に移行するにあたっての様々な問題点や課題が顕在化した一年でした。当協会は国連 CEFACT（貿易
円滑化と電子ビジネスのための国連センター）日本事務局として、貿易取引における電子データ交換
（EDI）国際標準の広報普及を担って参りましたが、国連での標準化の議論やこれまでの知見を皆様に
ご活用いただけるよう、一層の情報発信に努める必要があると痛感いたしました。 

 
一方、このような状況の下でも経済のグローバル化は着実に進んでおり、1 月に日米貿易協定・日米

デジタル貿易協定発効、10 月に日英包括的経済連携協定署名、11 月には地域的な包括的経済連携協定
（RCEP）署名と、昨年もメガ EPA 締結の流れは変わることなく続きました。当協会では貿易関係手
続簡易化支援の観点から、各協定における原産地規則についての調査研究を進め、その成果を広報誌
やホームページで還元しております。本年も皆様からのニーズを汲み取り、引き続き貿易関係手続の
調査研究を進めて参ります。 

 
昨年暮には欧米各国を中心に相次いでワクチン承認・投与開始のニュースもあり、本年は経済の回

復に向かうことが期待されます。また、今秋にはデジタル庁が発足し、社会のデジタル化がさらに加速
されることが予想されます。当協会といたしましても、本年も貿易関係手続の簡易化・電子化の促進を
通じ社会に貢献し、その付加価値をステークホルダーの皆様方に還元して参りますので、引き続きご
理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
当協会の活動に対しご支援をいただいております賛助会員各位、並びに日本輸出入者標準コードの

ご利用の皆様方のご協力に感謝申し上げますとともに、益々のご発展とご健康を祈念し、新年のご挨
拶とさせて頂きます。 
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新年のご挨拶 
 

財務省関税局長 田島 淳志 様  
 
令和３年の年頭にあたり、謹んで新年のお祝いを申し上げます。 
 
一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会及び会員の皆様方には、旧年中は関税政策・税関行政に

多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本年が皆様にとりましてより良い一年とな
りますよう、心からお祈りいたします。 

 
新年のご挨拶にあたり、財務省関税局及び税関の主な取組みについて申し上げます。 
 
昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、我が国の社会経済活動の様々な面に影響が生じ

た一年であったと認識しております。コロナ禍においては、テレワークの利用が推奨されております
が、貿易関係手続をテレワークにおいて円滑に行うためには、より一層の電子化・簡易化が重要となり
ます。このような観点から、貿易手続の円滑化を担う貴協会の役割は一層重要性を増しているように
思います。関税局・税関におきましては、新型コロナウイルス感染症に対応するため、各種の手続等に
ついて、引き続き、柔軟な対応を行ってまいります。 

また、本年は、昨年延期となりました東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が予定され
ております。財務省関税局及び税関では、円滑かつ迅速な通関とともにテロ関連物資等の水際取締り
に、より一層高い意識をもって取り組んでまいります。貴協会及び会員の皆様方におかれましても、引
き続き、ご協力をいただきますよう、お願いいたします。 

 
一方、国際的な動きとしましては、一昨年の日ＥＵ・ＥＰＡに続き、昨年には日米貿易協定が発効

し、また、日英ＥＰＡについて署名がなされ、同協定は本年１月１日より発効しております。さらに、
ＲＣＥＰ協定についても昨年署名に至りました。これにより、日本の貿易総額に占めるＥＰＡ相手国
との貿易額の状況については、ＥＰＡ発効済・署名済の国・地域が 79％となり、約８割がＥＰＡ相手
国との貿易となります。 

 このような状況から、輸出入に関するルールは一層複雑となっておりますが、財務省関税局及び税
関におきましては、貴協会及び会員の皆様方への情報提供を含む支援の強化・充実により、ＥＰＡ等の
利用促進に取り組んでまいります。 

 
さて、財務省は、経済関係を司る役所の一つですが、経済は、金融、金の流れと、物流、モノの流れ

の両輪で成り立っております。わたくしども関税局・税関は、財務省で唯一、この物流を担当する部局
であります。その役割を果たすにあたり、社会悪物品等に対する厳格な水際取締を行いつつ、日々世界
と熾烈な競争をしている民間の方々のさまざまな取組みに対応して、行政も歩調を合わせながら、よ
り迅速かつ円滑な通関の実現に取り組むことが、貿易立国の日本の国益に叶うと考えています。 
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そのためには、関係業界の皆様と緊密な連携を図り、皆様のご意見やご要望を十分踏まえていくこ
とがたいへん重要です。こうした考えのもと、昨年は官民がざっくばらんに意見交換できる機会を設
けるよう努めてまいりました。 

また、昨年６月、関税局において、更なる手続きの電子化やＡＩなど先端技術の導入などによる迅速
化や利便向上などをめざす「スマート税関構想 2020」というビジョンを取りまとめました。この具体
化に当たっても、同様の考え方で、皆様方と率直な意見交換を行いながら進めていきたいと思ってお
ります。 

 
以上のような取組みを含め、物流を含めた社会経済の変化に対応しながら取締りの厳格化や貿易の

円滑化を推進するにあたっては、今後も貴協会及び会員の皆様方との連携強化が重要となります。引
き続きご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 
最後に、貴協会及び会員の皆様の益々のご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただ

きます。 
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年頭所感 
 

経済産業省 貿易経済協力局長 飯田 陽一 様 
 

令和 3 年の新春を迎えるに当たり、謹んで御挨拶を申し上げます。 
 
我が国を取り巻く経済環境は、新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、米中関係の緊張の高まり

など、不確実性が増しています。貿易経済協力局としても更なる海外ビジネスの後押しや貿易管理に
努めてまいります。 

 
ウィズコロナ・ポストコロナ時代のニーズの変化を捉え、新たなビジネスを創出できる環境の整備

が重要です。昨年 12 月、「インフラシステム海外展開戦略 2025」を策定し、カーボンニュートラル、
デジタル変革への対応を通じた経済成長の実現等を戦略目的として位置づけました。これを踏まえ、
カーボンニュートラルの実現に向けて、日本の優れた技術を活用して世界の脱炭素化に貢献するとと
もに、海外企業との協業により現地の社会課題の解決に資するべく、デジタル技術のインフラ分野で
の活用を促進します。また、貿易手続や国際物流等のデータ管理プラットフォームの構築等、デジタル
技術を用いた現地のバリューチェーンの高度化や強靱化に資する事業の支援を行っていきます。 
 

昨年 11 月には、RCEP が署名されたことにより、世界全体の GDP の約 3 割を占める巨大な自由貿
易圏が成立します。2030 年までに農林水産物・食品の輸出額を 5 兆円とする目標達成のため、「農林
水産物・食品の輸出拡大実行戦略」も取りまとめられました。中堅・中小企業の海外展開や農林水産
物・食品の輸出拡大を図るため、「新輸出大国コンソーシアム」を通じた専門家による「伴走型」支援
や、海外の EC サイトに「ジャパンモール」を設置し日本産品の販売支援を拡充等の取り組みを進めて
おります。 

海外展開だけでなく海外企業から活力を取り込むことも重要です。コロナ禍においても、2020 年の
目標としていた対日直接投資残高 35 兆円は達成する見込みです。引き続き、安全保障とのバランスに
も留意しつつ、海外経済の活力を取り込むため、新たな中長期戦略「対日直接投資促進のための中長期
戦略 2021」を今春までに策定する予定です。 

 
また、日本及び国際の平和と安全の確保、国際経済秩序の維持、公正な競争環境の確保を目的とした

適切な貿易管理を実施することも重要です。 
 
北朝鮮に関しては、外為法に基づく輸出入の全面禁止の措置を講じてきており、引き続き毅然とし

た態度で取り組みます。 
 
米中の技術覇権を巡る争いは熾烈を極めています。米国は昨年、AI、量子技術等の新興技術や半導

体等の基盤技術について、累次の輸出管理強化によって流出防止対策を強化する一方で、自国中心の
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技術振興政策を含む「機微・新興技術国家戦略」を発表しました。これに対し中国も、従来の国内産業
向け基金等の産業振興施策に加え、「国の安全と利益」を目的とする輸出管理法を施行するなど、両国
と深い関係を持つ我が国としても経済と安全保障の両面を踏まえた対応が求められています。昨年閣
議決定された「統合イノベーション戦略 2020」に基づき、機微技術を「知る」「育てる」「守る」統合
的なアプローチを、関係府省庁と連携しつつ推進します。 

中小企業や大学・研究機関においても技術管理の強化が益々重要となっています。昨年には全ての
国立大学において輸出管理担当部署の設置及び輸出管理内部規程が整備されました。引き続き、体制
構築・運用改善に向けた支援を行います。 

 
また、日本企業が国際ルールに基づく公正な競争条件の下でビジネスを行えるよう、海外の不当に

安い輸入品により国内産業が被害を受けるような事態に対しては、WTO 協定に基づくアンチダンピ
ング課税等により適切な貿易救済措置を実施します。 

 
貿易管理に関する手続については、昨年は、押印の見直しを行ったほか、輸出入の各種手続の電子化

を積極的に進めています。特定原産地証明書の発給についても、RCEP が発効すれば、更に増加する見
込みです。引き続き、各種手続の申請者の御負担を軽減できるよう努めます。 

 
以上の取組を含め、今年も官民の密接な連携の下、効果的・効率的な施策の実施、制度の運用を行っ

ていきます。本年が皆様にとりまして一層の御発展の一年となりますよう心から祈念申し上げ、年頭
の御挨拶といたします。 
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年頭のご挨拶 
                    

国土交通省総合政策局情報政策本部長 
（大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官） 

 島田 勘資 様 
 

令和３年を迎え、年頭のご挨拶を申し上げます。 
 
一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会並びに関係の皆様におかれましては、日頃より貿易関係

手続の簡易化・電子化等の活動を通じて国土交通行政に多大なご支援とご協力を賜り、心より感謝申
し上げます。 

 
さて、世界では、ＡＩ、ＩoＴ等の社会実装が急速に進展する中、社会のあらゆる場面でデジタル化

が進んでおります。このような技術を活用することにより、我が国が直面している人口減少、少子高齢
化、生産性向上等の課題の解決を図りつつ、新たな価値創造をもたらす大きな変革期を迎えておりま
す。 

これまでも、政府において、「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、国民等があらゆる活動にお
いてデジタル技術の便益を享受し、安全で安心な暮らしや豊かさを実感できる社会を実現することを
目指し、様々な政策的取組を行ってまいりました。 

 
しかしながら、昨年の新型コロナウイルスへの対応において、国、自治体のデジタル化の遅れや人材

不足、不十分なシステム連携に伴う行政の非効率、民間や社会におけるデジタル化の遅れなど、様々な
課題が明らかとなりました。 

 
このような中で昨年９月に新たに菅内閣が発足し、これらの課題を根本的に解決するとともに、行

政の縦割りを打破し、大胆に規制改革を断行するための突破口として、デジタル庁を創設することと
されました。この新たな組織の創設により、デジタル化の利便性を更に実感できる社会を実現するこ
ととされており、国土交通省においても、政府全体の方針に基づき、取組を進めているところです。 

 
また、行政分野におけるその他の具体的取組として、特に、行政手続のオンライン化については、国

民・事業者の利便性向上を図る上で非常に重要であることから、国土交通省においても「国土交通省デ
ジタル・ガバメント中長期計画」（令和２年３月改訂）等により、所管手続等の原則オンライン化及び
添付書類の撤廃等の行政サービスのデジタル化を積極的に推進しております。 

 
さらに、国土交通省の取組のうち、貴協会に関係が深い物流分野においては、全国の物流事業者や港

湾管理者が保有する港湾情報や貿易手続情報を電子化し、データ連携を標準とする事業環境を形成す
るため、国内港湾における情報連携、手続の共有化、データ標準化等を実現する「港湾関連データ連携
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基盤」を構築し、社会実装を開始するとともに、世界最高水準の生産性と良好な労働環境を有する「Ａ
Ｉターミナルの実現」に取り組んでおります。 

 
貴協会が国連ＣＥＦＡＣＴ・ＡＦＡＣＴ等を通じて取り組まれている、貿易関係手続の簡易化・電子

化等の活動は、経済のボーダーレス化が進展する中、我が国や世界の国際物流の効率化・物流事業の生
産性向上に大いに資するものであります。その重要性は益々高まっており、国土交通省としても、貴協
会の活動と成果に大きな期待を寄せるところであります。 

 
最後に、貴協会並びに関係者の皆様の益々のご発展とご健勝を祈念いたしまして新年のご挨拶とさ

せていただきます。 
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記事１. 「わが国の物流 DX 推進に向けた JASTPRO の役割と重要性」 
～「2020 年代の総合物流施策大綱に関する有識者検討会提言」を踏まえた“提案”～ 

 
株式会社野村総合研究所 主席研究員 藤野 直明 

上級研究職 入野 光広 
 
１．はじめに

令和 2 年 12 月 22 日、日本における物流政策
の要となる次期総合物流施策大綱の有識者検討
会の提言 1 が取り纏められ発表された。 
 
 今回の有識者検討会では、大きく 3 点『提言
①：物流 DX や物流標準化の推進によるサプライ
チェーン全体の徹底した最適化（簡素で滑らかな
物流の実現）』、『提言②：時間外労働の上限規制
の適用を見据えた労働力不足対策の加速と物流
構 造改革の推進（担い手にやさしい物流の実
現）』、および『提言③：強靱性と持続可能性を確
保した物流ネットワークの構築（強くてしなやか
な物流の実現）』が打ち出された。筆者は、今回
の有識者検討会議にメンバーとして参加した。 
 今回の 3 つの提言は何れも非常に重要な提言
である。筆者はこれまでの経験から、提言のうち
「①物流 DX とそれを支える標準化の推進によ
るサプライチェーン全体の徹底した最適化（簡素
で滑らかな物流の実現）」の重要性を強調したい。 
 日本における物流 DX の推進には、各種の標準
化が不可欠である。これまでの高度できめ細かく、
またそれゆえに複雑な物流サービスが、顧客企業
や業界ごとにみられる各種商慣行の結果生じた
もので、もはや一つの企業や業界だけでは解決で
きない問題であるからである。特に、省庁を横断
する総合物流施策大綱会議でしか提言できない
ため、大綱で位置づけられたことは意義深いと考
えている。 
 また標準化は、日本における物流の効率化だけ
でなく、日本の物流産業の海外展開にも貢献し、

そして来るべき“フィジカルインターネット構想”
のような、自由度の高い究極のオープンな共同物
流システムによる「物流産業のイノベーション」
実現の基礎としても重要である。 
 実は、荷主と物流企業の間、また物流企業と物
流企業間の相互運用性（インターオペラビリティ）
を担保するコミュニケーションプロトコルの標
準化については、JASTPRO が果たすべき役割が
大きいと考えている。 
 本稿は、総合物流施策大綱の有識者会議の提言
1（以下、「有識者会議提言書」）からの抜粋に加え、
筆者の考えを加筆しつつ整理したものである。 
 
２．総合物流施策大綱に関する有識者検討会
提言にみる「物流 DX や物流標準化の推進に
よるサプライチェーン全体の徹底した最適
化」の論点について 

次の枠内で囲った部分は、「2020 年代の総合
物流施策大綱に関する有識者検討会 提言」1 から、
筆者が関連部分のみ、抜粋し要約したものである。
是非、読者の方々は、提言書原典全文をご覧いた
だきたい。 
§１ 背景と基本的な考え方 
 
１）資質は高い 

 わが国の物流現場におけるスキルやノウハ
ウのレベルは総じて高く、これまで機械やデジ
タル技術に頼らずとも荷主が求めるサービス
水準を維持できてきた。 

２）現状プロセスは非効率 
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 一方、物流の現場では書面手続や対人・対面
に拠るプロセスが多いなど非効率。今後労働力
不足が深刻化する中、これまで物流現場におい
て当然と考えられてきたプロセスを改善して
いく必要がある。 

３）デジタル化とはプロセスの単純化 
 デジタル化や機械化の推進とは複雑、非定常
だった物流プロセスを単純化、定常化すること。 

４）デジタル化・機械化の効果は３つ 
 「デジタル機器等を介したスキル等の伝承」、
「若年層や女性をはじめ多様な労働力の確保」、
「モノの流れの「見える化」の推進によるサプ
ライチェーンの最適化」。 

５）「モノの流れの「見える化」の推進によるサ
プライチェーンの最適化」とは 

 「サプライチェーンを構成する各事業者間で
の個社・業界の垣根を越えた収集・蓄積・共有・
活用が容易とすること」であり、一層の連携の
構築が可能となる。 
① モノの流れの「見える化」が推進されるこ

とで円滑な物流が実現可能 
・トラックや倉庫をはじめ既存の物流リソー

スの有効活用 
・荷主とトラック運送事業者間での貨物情報

の交換による効率的なマッチングの実現 
・販売に関する情報を物流の川上側に還元す

ることによるリードタイムや出荷タイミング
の最適化等 
② 同時に、既存のオペレーションを改善し、

働き方の改革につなげることが可能とな
る。 

・経験やスキルの有無だけには頼らない 
・ムリ・ムラ・ムダがなく円滑に流れる物流 

６）物流の機械化・デジタル化とは 
・輸送情報やコストなどを「見える化」する 
・荷主等の提示する条件に従うだけの非効率

な物流を改善 

・物流システムを規格化、収益力・競争力の向
上が図られる 

７）「物流 DX」とは、ビジネスモデルの変革 
・上記、これまでの物流の変革する取組を「物

流 DX」と総称する。 
・これにより他産業に対する物流の優位性が

高まるとともに、 
・我が国産業の国際競争力の強化にもつなが

るものと考えられる。 
８）日本での「物流 DX」推進の環境 

・わが国は物流の現場で働く労働者のスキル
やサービス水準が高い。 
・物流 DX を円滑に進めやすい環境にある

と考えるべきである。 
 

§２ 「物流標準化の取組の加速」について 
 
１）モノ・データ・業務プロセス等の標準化の推
進と社会課題としての発信 

① 標準化のねらいと意義 
物流における標準化により、人手不足の中でも、

物流現場の作業の簡素化、自動化機器の導入によ
る省人化により、物流の機能と高度なサービスの
維持が可能となる。 

物流標準化は、効率的で持続可能な物流への転
換のための社会全体の課題である。必要性を一般
消費者含め広く、強く発信していく。 

② 物流標準化とは 
 ユニットロードや EDI の仕様などをはじめと
して、モノ・データ・輸配送条件を含む業務プロ
セスの標準化である。 

③ 標準化の進め方 
 物流に関わる全てのステークホルダーが、各種
要素の非統一に起因して発生する物流現場の負
担を明確に認識し、その改善に向け連携して取り
組むことが必要。 
２）加工食品分野における標準化・商慣習改革の
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ための推進体制の整備と周辺分野への展開 
・加工食品分野においては、2020 年３月、官

民連携の協議会が物流標準化のアクションプラ
ンを策定した。納品伝票、外装表示、パレット・
外装サイズ、コード体系・物流用語の４項目にお
ける標準化の必要性を確認、現在アクションプラ
ンの実現に向けて、「伝票の標準化・電子化」の
動きや、「外装サイズ標準化」のためのガイドラ
イン策定を目指す、民間主体の取組が進んでいる。 

・これらの取組が物流標準化推進の一つのプ
ロトタイプとなるよう官民連携して推進してい
く。 
３）業種分野ごとの物流の標準化の推進 
 物流業界においては、業種分野によって危機感
や進捗状況は大きく異なる。特に、加工食品を始
め、日常生活や健康・安全に直接に関係する物資
に係る物流に関しては、標準化を含む物流課題の
明確化と、関係者間での連携による認識の共有と
解決に向けた対話を促進する。 
４）国際化やデジタル化を視野に入れた標準化 
の推進 
 物流標準化の推進に際しては、物流の国際化や
デジタル化の動きを踏まえて取り組むことが必
要。事業所コードや EDI 標準等については、GS1
や UN/CEFACT の規格が国際的な標準として機
能していることも踏まえた取組を推進する。 
 
３．日本の物流産業のデジタル化のポイント 
 上記「有識者検討会 提言」を踏まえて、「日
本の物流産業のデジタル化をさらに具体的に推
進するためのポイント」を 3 つ提案したい。 
 
１）業種横断かつ国際標準の EDI メッセージ
（CEFACT）の活用 
・ 日本の物流産業のデジタル化を阻む根本的

な問題は、「物流事業者が、荷主の業種別
VAN に参加できていないこと」と考えられ

る。理由は、物流事業者からみて経済合理性
に欠けるからである。 

・ 物流事業者の立場では、海上コンテナ輸送が
そうであるように、荷主の業種に依らず、ど
の業種の荷主の貨物でも、必要であればいつ
でもすぐに輸送できるオープン性が重要で
ある。提言書が指摘するような「求車・求貨
システムによる効率的なマッチングの実現」
は、荷主を特定業種に限定していては市場が
限定され容易ではない。特に帰り荷の確保は
容易ではなく、積載効率の向上は望めない。 

・ 一方、予め潜在的な荷主の業種別 VAN に全
て加入し、自社の基幹システムと VAN との
EDI インタフェイスを整備しておこうとす
ると、これはかなりの投資を必要とし、とて
も一物流事業者で対応することは経済性に
難しい。 

・ 解決のためには、荷主企業の業種に依存しな
い標準化された形態での物流産業とのイン
タフェイス（EDI メッセージ群）を設定・運
用を保証する必要がある。 

・ この業種に依存しない物流企業とのインタ
フェイスについては、改めて０から検討する
必要はない。 

・ 既に、業種横断でグローバルに活用されてい
る CEFACT の国際標準 EDI メッセージ群を
活用すればよい。 

・ 実現のためには、既にあらゆる業種で存在し
ている業種別 VAN が、物流事業者とのイン
タフェイスとして国際標準の EDI メッセー
ジ群を活用してもらえばよいのではないか。
より現実的には、業種別の VAN 事業者の機
能に、物流事業者向けへの国際標準 EDI へ
のメッセージ変換機能を整備することで、荷
主のシステムには全く影響を与えずに、こう
したネットワークは確立可能である。 
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２）業種横断の事業所コード、事業所マイナンバ
ーの利用 
・もう 1 つの課題は、業種交共通で活用できる事
業所コード、いわば事業所マイナンバーの導入で
ある。配送先はもとより、受発注先、運賃の請求
先などの情報が共通マスタ情報として、高いセキ
ュリティ下で、必要に応じあたかも自社のマスタ
DB のようにアクセスできる仕組みが必要であ
る。 
・例えば、金融業界においては、ユニークな金融
機関コード、および口座番号が存在し、それが統
一的に管理されている。これにより、企業は用途
別の口座番号を持ち、金銭の受け渡しが可能とな
る。しかし、物流業界においては、ユニークな企
業コードおよび事業所コードが存在していない。
これは、“事業所版マイナンバー”とも言えるもの
であるが、これを発番、属性管理、変更管理など
をセキュアにガバナンスできる保守運営サービ
スを提供してみてはどうだろうか。 
・筆者が、事務所版マイナンバー候補として最も
相応しいと考えるものが、日本輸出入者標準コー
ド（以下、JASTPRO コード）である。 
・JASTPRO コードは、GS1 でいう GLN に概
念や機能が最も近い事業所コードであると考
えられる。既に航空貨物・海上貨物に係る輸出
入通関その他の税関手続等を処理するシステ
ムである NACCS において活用されているコ
ードである。NACCS で活用されているという
ことは、“輸出入貨物の物流において荷主の事
業所を JASTPRO コードとして認識し運用さ
れているという実績があるということである。 
・既に 10 万件の事業所が登録され、これは日本
の全事業所を約 100 万件とすると高々10 倍の規
模でしかない。 
・このため、JASTPRO コードを国内物流におい
ても利用してみてはどうだろうか。既に安定的に
運用されている NACCS の既存参加企業（税関、

通関業者、フレイトフォワーダー、船社代理店、
航空会社、倉庫業、コンテナターミナル、銀行等）、
10 万事業所はそのままその事業所コードを活用
することはもちろんであるが、国際物流に限らず
広く国内物流の荷主やフレイトフォワーダー、ト
ラック輸送業社なども JASTPRO コードを利用
することで、国内での業種横断の事業所コードと
属性 DB サービスを容易に整備できる可能性が
ある。 
・こうすることで、３）の物流産業輸配送オープ
ンプラットフォームも容易に活用でき、輸送手配
からトラッキング、配送管理、納品管理、運賃収
受などの管理事務等の処理が容易にシステムに
一元化でき、イレギュラー処理や特別のことがな
い限り、ほぼ人手を介さない管理業務が実現でき
る。 

実現のためには、これも１）と同様、業種別
VAN 事業者が物流事業者とのインタフェイスと
して、この JASTPRO コードへの変換テーブルを
用意し、利用者に登録してもらえばよいだけであ
る。 

 
そもそも、国際物流と国内物流で社内システム

を分けて 2 つ整備することはあまり効率的では
ない。却って料金収受や財務会計などの経理シス
テムとの連携が複雑になるだけである。なにより、
グローバルに通用しているクラウドサービスを
活用する方が、これから新たに自社の物流システ
ムを整備するよりも圧倒的に安価である。 

 
３）物流産業輸配送オープンプラットフォーム
（安価な物流クラウドソリューション）の活用 
 JASTPRO がこれまで行ってきた、国際標準
CEFACT-EDI や JASTPRO コードとマスタデー
タの運用などのいわゆる国際標準化への対応は、
これまで国内物流に携わる IT ベンダーは批判的
であった。理由は「国際標準は日本の中小企業に
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は難しい。日本の複雑な商慣行は国際標準では対
応できない。何より荷主は絶対に国際標準を活用
しない。画餅だ。」ということだろうと推察する。 

しかしながら「このままでは日本の物流は持続
可能ではない」のである。また、荷主の経営層を
巻き込んでこうした標準化の重要性を訴え調整
していくことが、日本の物流 DX 推進のためには
必須ということを「2020 年代の総合物流施策大
綱に関する有識者検討会 提言」は主張している
のである。 

 
一方、東南アジアを含む新興国での物流 IT は、

国際標準のクラウドサービスが既に中小企業に
おいても活用されている。例えば、CargoWise や
デカルトシステムズ、OpenText 等である。安価
だからである。安価なのは物流業向けだけではな
い。製造業 ERP のクラウドサービスでも国際価
格は 10 人で約年間 300 万円である。国際標準
EDI の活用や JASTPRO の事業所コードとマス
タ同期化の仕組を活用することができればこう
した安価なクラウドサービスを“そのまま”活用
できる。 

日本でも、こうしたクラウドソリューションを、
特に中小物流事業者が国内物流においても、その
まま活用できる事業環境を提示することは、持続
可能な物流産業へ転換していく上で極めて有効
ではないだろうか。インターネットに接続できる
PC かスマートフォンさえあれば、明日からでも
幅広く活用できる。当該領域で安価なパッケージ
システムを開発し、全国を行脚して営業しようと
する IT ベンダーが乏しいことを考えると、筆者
には他の選択肢は、残念ながら思いつかないので
ある。 

念のために繰り返し説明したいが、荷主企業の
基幹システムは全く変えなくてもよい。それは現
在荷主が活用している業種別の VAN 事業者が対
応すればよいだけだからである。もともと、国内

物流では、輸送手配、ブッキング、トラッキング、
納品確認などは EDI 化されていないことが多い。
このため、VAN 事業者の方で、サービスメニュ
ーを設け、新たに当該業務についてメッセージを
国際標準として対応し、ASN と SSCC による検
品レスでの納品確認ができるように調整いだけ
ればよいだけである。巨大な、物流 IT プラット
フォームサービスの事業体をこれから投資して
整備する必要は無い。 
 
４．物流産業のデジタル化の実現イメージ
（図 1 参照） 
 業種別 VAN に、それぞれ①業種別 EDI と国際
標準 EDI との変換機能、②業種共通の事業所マ
イナンバー（GLN：受発注先、 納品先、請求先）
変換機能を提供していただく。 
 これは、業界別 VAN のこれまでの取引（トラ
ンズアクション）はそのままで、物流産業と荷主
とのメッセージだけを業種横断の国際標準 EDI
を利用するということである。 
 そして、物流事業者は③国際標準に対応した
「物流産業輸配送オープンプラットフォーム」を
活用する。これにより物流産業は、最小の投資で、
日本国内での業種横断の物流に関わるデジタル
化を実現、同時に海外物流サービス事業への展開
が可能となる。つまりこれは、日本で培われた高
度な物流サービスを NVOCC、3PL としてグロ
ーバル市場へ展開可能なインフラともなり得る。 
 
物流産業のデジタル化に向けた課題 
 業種別 VAN は、荷主の物流業務（輸送手配、
ブッキング、輸送指示、トラッキング、納品確認、
運賃収受）に対するインタフェイスを開発し、物
流企業との間の EDI を国際標準 EDI として連携
する。 
個社別の対応が極小でトータル移行コストは最
小となる。もちろん、課題はある。業種別 VAN 
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図 1 物流産業のデジタル化の実現イメージ 
（「第４回 2020 年代の総合物流施策大綱に関する有識者検討会」筆者提案資料より） 

（出典）国土交通省ウェブサイト〔https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/content/001367049.pdf〕 
 

の運営企業、利用企業ともにインセンティブが生
じ難いのが課題である。 

おそらく荷主は「物流企業からの提案に応じて
システムを活用するなどコストはどこで回収す
るのだ。今まで通り電話か FAX、pdf で発注でき
る会社に依頼すればいいだけだ。」というスタン
スであろう。 
 業種別 VAN のオペレータは、EDI のプロ中の
プロなので各 VAN が国際標準へのマッピングを
行うことは難しくないはずである。その費用を荷
主は負担したくないということであれば、投資効
果を考え、政府の支援なども有効と考えられる。 
 
5. おわりに 
 日本の物流は、サービス水準も現場の人材の水
準も世界一と言われるが IT 投資は遅れ、生産性
は低い。これは現場の人材が優秀で高水準のサー
ビスを人海戦術で達成できてしまったことによ
り、皮肉なことに IT 投資の遅れを招き、海外諸
国と比較して生産性の低下を招いたのではない
か。 
 日本では現場の知恵であるきめ細かな物流サ
ービスが醸成されてきた、一方海外では物流のデ

ジタル化や標準化が進み「システムサービスとし
てのスケールアウトできる物流サービス産業」が
台頭しつつある。 

日本の物流は、デジタルの分野では、いわば“鎖
国”のような状況に陥っているのではないだろう
か。原因は何か。筆者は業種横断の共通物流 EDI
が普及しなかったことだと考えている。 
 このことで、最も不利益を被っているのは物流
産業である。日本の物流産業のデジタル化の課題
は、物流産業自体の意識改革ではない。業種別
EDI や事業所コード管理方法など、物流産業では
手が出せない領域にその原因が存在し、気が付か
ないうちに足枷になっているのである。 
 一方、業種別 VAN は、それぞれの業種内のき
め細かなデータ連携に注力していたため、業種横
断のサービスへの展開や国際化のための国際標
準への対応についての動機づけは乏しかった。こ
のように、日本の物流産業のデジタル化には、日
本の企業間 EDI、業種別 VAN という構造的な課
題が存在し、もはや単一の企業や業界では解決す
ることができない閉塞状態に陥っていると考え
ている。 
 こう考えてくると、これまでの JASTPRO の活

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/content/001367049.pdf
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動や経験、CEFACT などの国際標準化活動や
JASTPRO コード事業の意義は極めて大きい。
今後の活動に大いに期待したい。 
 
 ここ数年、日本でも「フィジカルインターネッ
ト構想」というキーワードを耳にすることが多く
なってきた。当該構想は、前述の「業種横断の情
報通信プロトコルと貨物のユニットロード化」と
いう、企業間のインターオペラビリティを担保す
る「標準化」を最大限に活用した「究極のオープ
ンな物流システム」である。 

「フィジカルインターネット」により、物流産
業は、人材、輸送機械、そして物流センター等の
物流資産の最大効率が実現でき、災害を含む様々
な不確実性に柔軟で、レジリエント（強靭）に適
応できるダイナミックな物流ネットワークサー
ビス産業へ展開することが期待される。 

繰り返しだが、当該構想の最も重要な基盤は、
荷主・運輸業者の間で、情報と貨物という 2 つの
企業間プロトコルの標準である。既に、国際コン
テナ輸送市場では、その両方が実現し、圧倒的な
生産性向上が図られたことは歴史が証明してい
る。 
 今回の筆者の提案は、この「フィジカルインタ
ーネット構想」に通じている。現在デジタル鎖国
ともいわれても仕方が無い日本の物流 IT が、国
際標準を巧みに活用し、いきなり最先端の物流
DX を活用できるようになれば、日本は「フィジ
カルインターネット」の時代を先取りすることが
できる。 
 提言書は、「物流の現場で働く労働者のスキル
やサービス水準が高い我が国は、物流 DX を円
滑に進めやすい環境にあると考えるべきである」
としている。同感である。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
――――――――――――――――――――― 
【引用・注記】 
1. 2020 年代の総合物流施策大綱に関する有識者
検討会 提言 
〔 https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight
/content/001379824.pdf〕 
――――――――――――――――――――― 

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001379824.pdf
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記事２．JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則 

 

業務二部長 今川 博 

 

本稿では化学品等として第 28 類から第 40 類ま
でに分類される物品の非特恵原産地規則を取り
上げます。 

第 6 章 化学品等 （HS 第 28 類～第 40 類） 

 本章の化学品等は、HS 第６部(第 28 類から第
38 類まで)は化学工業（類似の工業を含む。）の生
産品及び第 7 部(第 39 類、第 40 類)はプラスチ
ック及びゴム並びにこれらの製品を含みます。 

１．米国の化学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･事前教示事例 

 化学品分野における税関の判定事例として、
判例の引用も豊富な以下の医薬品事例を紹介
することとします。米国税関は、医薬品分野の
実質的変更判断において、一貫して加工の複雑
さを精査し、かつ、最終製品が原材料の重要な
性質及び特性を維持しているかを重視します。
この観点から、米国税関は医薬品のバルク状態
から処方された投与剤への加工は当該物品の
実質的変更とは認めていません。その一方で、
最終製品の効能を著しく向上させる加工に対
しては実質的変更を認めているものの、単に薬
品の投与手法の変更だけでは実質的変更を構
成しないとしています。したがって、薬品の腸
溶剤化は人体への投与時期を遅らせるもので
あっても、実質的変更があったとは認めていま
せん。さらに、実質的変更の判断に当たって付
加価値基準の使用を否定しないものの、ギブソ
ン･トムセン判決由来の伝統的な「名称、特性及
び用途の変更」テストを重視するとし、本件に

おいては名称、用途の変更を認めず、特性の判
断においても単に些細な物理的変更は化学式
の変化がない以上変更があったと認めない旨
の判断を下しました。 

2012年8月9日付、米国税関決定（HQ H197582; 
CLA-2 OT: RR: CTF: TCM H197582 ARM） 

証明された参照基準として使用されるアモキ
シシリン、アモキシシリン関連化合物A、プレ
ドニゾン、エンドトキシン、ヒプロメロース
アセテートコハク酸塩の原産国表示 

《判断要旨》  

アモキシシリン、アモキシシリン関連化合物A

、プレドニゾン、エンドトキシン、ヒプロメロー

スアセテートコハク酸塩のバルク状のものを、証

明された参照基準として使用するために試験を行

い、特徴付け及び包装したとしても、実質的変更

が生じていない。それ故、当該製品はバルク状の

化学品としてそれぞれ原産国表示されなければな

らない。 

《事実関係》  

争点となっている製品は、アモキシシリン、ア

モキシシリン関連化合物A、プレドニゾン、エン

ドトキシン、ヒプロメロースアセテートコハク酸

塩のバルク状のもの、証明された参照基準として

使用されている。上記の5つの製品はすべてバル

ク状で輸入され、分析、試験、特性評価が行われ

、その後米国において小瓶に密封される。これら

の製品の原産国又は輸入元の国についての情報は

提供されていない。 
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USP は 、 ウ ェ ブ サ イ ト （

http://www.usp.org/about-usp）によると科学的な

非営利団体であり、世界中で製造され、流通され

、消費される医薬品、食品成分、栄養補助食品の

特性、強度、品質、純度の基準を設定している。

米国での処理後、5つの製品すべてがUSPの基準

材料として使用され、治療用又は予防的使用のた

めの薬剤としての使用を意図したものではない。

当該基準材料は、医薬品製造のベンチマークに使

用するために、医薬品メーカーに販売される。当

該製品のいずれにも化学変化又は化学構造の変化

はない。 

《関連法令及び判断内容》 

 原産地表示法（改正された1930年関税法第304条

（合衆国法典第19巻、1304））は、米国に輸入さ

れたすべての外国製品又はその容器は、目立つ箇

所に当該製品又はその容器の性質が許す限り目に

見える形で、消えないように、恒久的に、米国の

最終的な購買者（ultimate purchaser）に対して当

該物品の原産国を英語表記で表示されるべきこと

が規定されている。合衆国法典第19巻第1304条を

制定する議会の意図は、「最終的な購買者は、輸

入された物品の表示を見ることで当該物品がどの

国の製品であるかを知ることができるべきであり

、（原産国表示の）明らかな目的は、そのような表

示が購買者の意思に影響を与えるならば、最終的

な購買者が購買時に当該物品がどこで生産された

かを知ることによって、それらを購入又は拒否す

ることができるようにすること」であった（合衆国

対フレンドレンダー社判決、27 CCPA 297, 302, 

C.A.D. 104 (1940)）。 

 米国税関規則第134.１条(b)は、「原産国」を以

下のとおり定義している。 

米国に輸入される外国産の製品の製造国、生

産国又は成育国である。他の国で更なる作業

が行われ又は材料が加えられた場合には、当

該他の国が本節の意味において「原産国」と

認められるためには実質的変更が行われる必

要がある。 

 実質的変更は、加工によって製品の加工以前に

有していた名称、特性又は用途と異なる新たな名

称、特性又は用途を持った製品が生まれる場合に

生じる。実質的変更は些細な製造又は加工の組合

せに起因することはありえず、そのような事由に

よっては製品の性質は変わらない（合衆国対ギブ

ソン･トムセン社判決、27 C.C.P.A. 267 (1940)、ナ

ショナル･ジュース製造協会対合衆国判決、628 F. 

Supp. 978 (Ct. Int'l Trade 1986)   参照）。原産国

表示の適用においては、輸入された物品の実質的

変更は、米国内での製造において使用されたとき

に、輸入された物品の名称、特性又は用途と異なる

名称、特性又は用途を持つ物品になる場合に生じ

る（連邦規則集第19巻第134.35条参照）。 

 医薬品のような化学品の加工において実質的変

更が生じたか否かの決定について、米国税関は一

貫して加工の複雑さを精査し、かつ、最終製品が原

材料の重要な性質及び特性を維持しているかを重

視している。この観点から、米国税関は医薬品のバ

ルク状態から処方された投与剤への加工は当該物

品の実質的変更とは認めていない（2002年4月3日

付、HQ 561975、2000年5月1日付、HQ 561544、

及び1993年11月15日付、HQ 735146参照）。 

 一方で、米国税関は、最終製品の効能を著しく向

上させる加工に対しては実質的変更を認めている

（1989年2月23日付、HQ 731731、2005年8月26日

付、HQ 563301、及び2005年6月1日付、HQ 563207

参照）。例えば、米国税関は、バンコマイシン塩酸

塩の人体への使用に適さない生の状態から使用可

能で注射可能な抗生物質への加工は、実質的変更

を構成するとした。同様に米国税関はHQ 563301

において、生の状態のパラトホルモンは、人体へ

の使用に適さない不安定な非無菌の凍結された物
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質から人体への使用が可能な薬剤へ実質的に変更

されたとしている。上記のいずれの場合も、更な

る加工には、原材料の解凍、必要に応じて有効成

分の試験と調整、緩衝液中の材料の混合、窒素ガ

スを使用した劣化可能性の排除、微生物フィルタ

ーを通して材料の濾過、及び3段階凍結乾燥プロ

セスを含んでいる。 

 しかしながら、HQ 563207事例においては、複

数の有効な化学成分が組み合わされ、新たな特性

、名称及び用途を持つ製品へと加工された場合に

実質的変更が生じるとしている。本件は薬品のア

トプラスメット(tm）の事例で、ピオグリタゾン

HClとメトホルミンという糖尿病の治療に使用さ

れる2つの有効な医薬品成分の組合せであった。

アトプラスメット(tm)は、単独で摂取したいずれ

の有効成分と比較しても、2型糖尿病の治療にお

いて著しい効能の増加を示した。また、1990年5

月24日付、HQ 555597において、米国税関は、バ

ルク形状での医療用に適さないノレチンドロン

USP、エチニルエストラジオール及びメストラノ

ールの3つの有効な化学成分から、ノレチンとデ

ミュレンという錠剤と個々の服用薬の形状で、経

口避妊薬として即時の医療使用が可能な処方薬へ

の製造が実質的変更であるとしている。 

 ドレクセ ル・ケ ミカル社 対合衆国判 決（27 

C.I.T.804（2003)）において、国際貿易裁判所は、

除草剤ディウロンがDCUケーキの空気粉砕が誘発

した物理的な変化、すなわちディロン粒子のサイ

ズの縮小と、原子価結合が分離されたための化学

変化を理由として実質的に変更されたと判示した

。ディウロン分子自体は本プロセスを通じて変わ

らなかったが、DCUケーキへの物理的及び化学的

変化が使用可能な除草剤を作り上げた。追加の加

工がなければ、裁判所は植物の葉がDCU粒子を取

り込むことができず、ディウロンは意図した目的

のために使用することはできなかったとした。 

 対照的に、米国税関は一貫して、単に薬品の投

与手法の変更だけでは実質的変更を構成しないと

の意見を維持している。2004年1月21日付、HQ 

562889事例において、米国税関は、ラソプラゾー

ルの腸溶剤が有効な医薬品成分の化学組成を変化

させなかったため、実質的変更が生じていないと

の立場を取った。また、その中で米国税関は、腸

溶剤は人体への薬品の投与比率を変更するものの

、被覆していない薬品が胃を通過した後、及び胃

の消化液に晒されることに対する効果について対

応していないとした。 

 同様に、1990年8月22日付のHQ 733248で、米

国税関は、米国原産の免疫グロブリン(ヒト)分別

IIペーストが、ベルギーでの加工の結果として実

質的に変更されたかどうかを審査した。その加工

により、静脈内で使用することが可能となり、未

加工のペーストが使用される筋肉注射よりも速く

、より効果的な投与メカニズムを実現した。この

ペーストは滅菌濾過及び緩衝処理され、薬瓶に充

填され、凍結乾燥される。この処理の結果、当該

ペーストは免疫血清グロブリン静脈内(IGIV)とな

り、静脈内投与される。ナショナル・ジュース対

合衆国判決（10 CIT 48, 628 F. Supp. 978 (CIT 

1986)）において、国際貿易裁判所が輸入オレンジ

濃縮ジュースは小売り商品の本質的な構成部分で

あって、水分、オレンジ・エッセンス及びオイルの

濃縮ジュースへの添加は商品の根本的な特質を変

更しないとの判断を下したことを引用する形で、

米国税関は、本事例のペーストはベルギーにおい

て実質的変更が行われていない旨の決定を下した。

その理由として、「静脈内投与を可能とするために

当該ペーストに些細な加工が行われたとしても、

当該ペーストは最終製品の主要構成要素である」

ためとした。 

 最近の事例として、2009年10月29日付、HQ 

H073995において、メトプロロールコハク酸ビー
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ズにポリマーコーティングを噴霧し、服用者の血

流への投与を改善するためにそれらをカプセル化

することは、バルク状のメトプロロールコハク酸

の実質的変更をもたらしていないとした。 

 申請者は、本件に係る実質的変更の先例をHQ 

731731とHQ 563301に依るべきと主張する。なぜ

ならば、「単なる化学物質又は材料は計測用の器

具又は物差として実質的に変更し、将来的に医薬

品となる製品が依拠することとなる。単なるバル

ク状の化学物質は決してそのような役割を果たす

ことはない」旨判示されているからである(2011年

5月16日付、申請内容補足書簡。31-32ページ)。

しかしながら、ギブソン・トムセン判決で使用さ

れた判断基準に関して本件がHQs 731731 and 

563301事例と類似しているとの主張には同意でき

ない。本件で申請人が主張する「名称の変更」は、

バルク状の化学品から化学品に「参照基準」の文字

が付け加わっただけである。これは、例えば、ア

モキシシリンから参照基準へと名称が変更した事

例とは異なる。「参照基準」は単にバルク状の化学

品を修飾しているに過ぎず、物理的又は化学的に

変化のないバルク状の化学品が試験され、参照基

準として使用されるように包装されていることを

示している。米国税関としては、本件において名

称の変更が生じたとは認識しておらず、仮にそう

であったとしても、製品の名称の変更は実質的変

更の最も弱い証拠であることを指摘しておく（ユ

ニロイヤル対合衆国判決、542 F. Supp. 1026 (CIT 

1982), aff'd, 702 F.2d 1022 (Fed. Cir. 1983)）。 

 次に、バルク状の化学品の特性は、特定の化学品

を伴う粉の特性である。この観点において、米国税

関分析所による分析において提出されたサンプル

の物理的状態に関する微細な変化を認めたが、化

学式の変化は認められなかった。さらに、「税関職

員による当該製品の重量測定、計測及び試験の方

法は実績のあるもので、その結果は正しいものと

推定される」（米国アルミニウム･カンパニー対合

衆国判決、60 C.C.P.A. 148, 151, 477 F. 2d 1396, 

1398 (1973) ("Alcoa")）。米国税関分析所で使用さ

れる試験方法が誤っているか、税関の検査結果が

誤りであることを示す決定的な事実提示がなけれ

ば、当該分析結果は正確であると推定される(エク

ソン社対合衆国判決、462 F. Supp. 378, 81 Cust. 

Ct. 87, C.D. 4772 (1978)参照)。 

 三つめとして、製品となった化学品の用途は制

限されるが、全てが変更されるわけではない。バ

ルク状の化学として、製品そのものの用途は、医

薬品、検査試薬、参照基準又は物質に応じた用途

が考えられる。本件においては、化学品が試験さ

れ、包装され、バルク状の化学品の参照基準として

の用途のみで販売される。もし当該化学品が医薬

品メーカーに販売されていたとすれば、当該化学

品は参照基準で試験され、賦形剤と混合され、お

そらく粉の形状からカプセル、タブレット又は溶

液へと形状を変更したであろう。試験と包装は、

化学品の用途を化学品の一つから医薬品に変更す

るために必要な工程の一部であるが、その目的の

達成には不十分といえる。混合こそが用途を変更

し、商業上の一つの製品を別の製品として変更す

る。バルク状の化学品の参照基準として、試験と

包装のみが行われたに過ぎない。この品目の用途

は、医薬品や他の生産者がUSPによって包装され

た化学品を自らの生産目的のために使用すること

は現実的ではないため、このプロセスによって固

定されているが、バルク状の化学品の用途それ自

体は変わっていない。化学品そのものの用途は、

製品化された時であっても変わりはない。 

 また、申請者は参照基準としての化学品の価額

がバルク状の化学品の価額から大幅に上昇してい

ると主張する。言い換えれば、フェロスタール･

メタルズ社対合衆国判決（664 F. Supp. 535、

664(CIT 1987)）を引用し、素材の試験、特性評価
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及びパッケージングは、商品に価値を加えている

と主張する。スーペリア･ワイヤー社対合衆国判

決（669 F. Supp. 478(CIT 1987)、aff'd、867 F.2d 

1409(FRB Cir. 1989)）における付加価値テストの

認知についても付言されている。 

 しかしながら、スーペリア･ワイヤー社は、費や

された経費、労働量、設備投資を実質的変更のク

ロスチェックとして取り扱っているものの、国際

貿易裁判所は、多くの判例において、名称、特性

及び用途テストが控訴裁判所による最近の肯定的

意見をも考慮して継続的に遵守されるべきと判示

しており、「滑稽な結果」を避けるためにも、同テ

ストが輸入品の原産国の決定的な手法であるべき

としている（フェロスタール、664 F. Supp. at 538、

ナショナル･ハンドツール社対合衆国判決、16 CIT 

308, 312 (1992), aff'd, 989 F.2d 1201 (Fed. Cir. 

1993) 参照）。したがって、米国税関は、付加価値

基準に厳密に準拠したためにギブソン･トムセン

判決の判断基準に従った結果を覆すことになるよ

うな拡大解釈を行うことは控えることとする。 

（２） NAFTAマーキング・ルール 

 カナダ又はメキシコから輸入される化学品
等の原産国表示のために適用される原産地規
則は、ほぼすべての品目に対して関税分類変更
基準が適用されます。また、第 28 類、第 29 類、
第 31 類、第 32 類、第 38 類の物品に対して品
目横断的な化学反応ルールが適用され、さらに
一部の品目に対しては、特定材料の重量ベース
での許容限度枠が設定されています。 

 化学品等に適用される品目別規則の特徴と
して、関税分類変更基準によって表現できる実
質的変更は、その変更に係る理由が加工工程基
準（化学反応以外のもの）であるか否かを問わ
ず、分類変更のみを判断基準とします。したが
って、FTA 原産地規則の同分野で散見される加
工工程基準と号変更基準のどちらでも立証し

やすい方を選択できる「co-equal approach」を
採用せず、関税分類変更主義を貫いています。 

 唯一「co-equal approach」を採用する化学反
応については、第 38.23 項の物品（工業用の脂
肪性モノカルボン酸、アシッドオイルで油脂の
精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性ア
ルコール）を除いて、第 28 類、第 29 類、第 31
類、第 32 類、第 38 類の物品で、化学反応によ
って生成した物品は、当該化学反応が生じた国
の物品とします。すなわち、品目別規則で規定
される関税分類変更の如何にかかわらず、「化
学反応」ルールは上記の類に分類される物品に
適用されることになります（第 6 部注１）。 

 また、ネガティブ・ルールとして、第 28 類か
ら第 38 類までの物品に対しては、外国（非原
産）の材料/成分が、単に人為的に作られた混合
物から 1 つ以上の個々の材料又は成分を分離し
た結果として分類変更が生じたとしても、これ
らの品目別規則のすべての適用可能な要件を
満たしたとはみなされません（第 6 部注２-「分
離の禁止」）。一方、ネガティブ・ルールを関税
分類変更基準で表現したものとして、「グルー
プ外の項･号の物品からの変更」という規定手
法を採用しています。この例として、例えば、
第 2804.61 号から第 2804.69 号までの物品（け
い素）をグループ化し、けい素の含有量を増減
させることによる変更を実質的変更と認めて
いません。 

 - けい素 

第 2804.61 号 - - けい素の含有量が全重量の  

99.99％以上のもの 

第 2804.69 号 - - その他のもの 

他の例を挙げれば、第 2815.11 号から第
2815.12 号までの物品（水酸化ナトリウム - か
せいソーダ）については、固体と水溶性のもの
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との相互変換による変更を実質的変更と認め
ていません。 

 - 水酸化ナトリウム（かせいソー 

ダ） 

第 2815.11 号 - - 固体のもの 

第 2815.12 号 - - 水溶液のもの（ソーダ液） 

さらには、第 3701 項から第 3703 項までの物
品（感光性の写真用フィルム等）については、
グループ内の変更を禁じることで、類似製品か
らの変造を実質的変更としない工夫がされて
います。 

第 37.01 項  感光性の写真用プレート及び平

面状写真用フィルム（露光してな

いものに限るものとし、紙製、板

紙製又は紡織用繊維製のものを

除く。）並びに感光性の平面状イ

ンスタントプリントフィルム（露

光してないものに限るものとし、

まとめて包装してあるかないか

を問わない。） 

第 37.02 項  感光性のロール状写真用フィル

ム（露光してないものに限るもの

とし、紙製、板紙製又は紡織用繊

維製のものを除く。）及び感光性

のロール状インスタントプリン

トフィルム（露光してないものに

限る。） 

第 37.03 項 感光性の写真用の紙、板紙及び

紡織用繊維（露光してないもの

に限る。） 

 

 第 39 類の注： 第 3921.12.15、第 3921.13.15
及び第 3921.90.2550 に分類される物品（プラ
スチック製のその他の板、シート、フィルム、
はく及びストリップで以下に記載される物品）
の原産国は第 102.21 条の繊維・繊維製品に適

用される非特恵原産地規則の規定に従って決
定されます。 

 - 多泡性のもの 
3921.12.15    - - 塩化ビニルの重合体製の 

もの（プラスチック重 
量が 70%以下） 

3921.13.15     - - ポリウレタン製のもの   
（プラスチックの重量が    
70%以下） 

3921.90.2550 - その他のもので、人造繊維
が他のどの単一の繊維の
よりも重量ベースで重い
繊維素材を含むもの（プラ
スチックの重量が 70%以
下） 

 NAFTA マーキング・ルールの品目別規則表
は、別添１「化学品等に係る米国の品目別規則
（NAFTA マーキングルール）」に筆者による仮
訳を掲載しています。 

２． EU の化学品分野における非特恵原産地  

EU 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。第 28 類から第 40 類ま
でに分類される化学品等に関し、附属書 22-01 に
規定される拘束力のある品目別規則は、第 34.01
項、第 34.05 項及び第 35.02 項のそれぞれの一
部、並びに第 34 類及び第 35 類の類別レジデュ
アル・ルールのみとなります。したがって、化学
品分野におけるルールの大半は、法的拘束力のな
い WTO 調和非特恵原産地規則の EU 案が適用
されます。法的な拘束力がないといっても、実際
にその適用結果が覆るのは EU の裁判所によっ
て欧州関税法典第 60 条（原産地の取得）の規定
の趣旨に反する旨の判決が出て初めて可能とな
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るので、輸出入者及び各国税関・欧州委員会にと
っては「目安」として活用されます。 

化学品等に適用される EU 非特恵原産地規則
の特徴は、第 28 類から第 40 類までの品目に横
断的に適用される加工工程基準の設置にありま
す（下の表：「EU の化学品等に適用されるプライ
マリー・ルールとしての加工工程基準」(筆者に
よる仮訳) 参照）。これらのルールは WTO 非特

恵原産地規則の調和作業に由来するもので、日
EU･EPA を始め、多くの FTA 原産地規則で採用
されています。NAFTA マーキング･ルールに適
用される原産地規則では化学反応のみが品目横
断的な加工工程基準として規定されていますが、
その理由は、調和作業の開始と同時期に NAFTA
マーキング･ルールが完成していて、調和作業の
成果としてのその他の基準を同ルールに反映さ
せる余地がなかったものと考えられます。

 

品目別規則の成り立ちも、品目横断的な加工工程
基準がメイン規定となり、品目別規則表には多く
の場合に単純な項変更又は号変更規定が置かれ
ます。調和作業での規定表現にならったものなの
で、項・号の構造に必ずしも忠実に従わず、スプ
リット項・号を創設して「スプリット項･号変更」
ルールを置いています。また、「くず」には「オ
タワ方式」と呼ばれる原産国を具体的に指定する
方法が採用されています。さらに、各類に類別レ
ジデュアル・ルールが置かれ、使用された材料の
うち重量において最大部分を占める材料の原産
国を最終産品の原産国と決定しますが、第 30 類

（医療用品）に限っては価額ベースで最大部分を
占める材料の原産国としています。 

 法的拘束力のない WTO 調和非特恵原産地規
則の EU 案に基づく EU の品目別非特恵原産地
規則は、別添２「化学品等に係る EU の品目別
規則」に筆者による仮訳を掲載しています。 

３．我が国の化学品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
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（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（税関長が指定する加工又

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「税関長が指定す

る加工又は製造」とは、次に掲げる製造とす

るものとする。 

(ﾛ)  糖類、油脂、ろう又は化学品について、

その用途に変更をもたらし、又はその用

途を特定化するような精製 

(ﾊ)  関税率表の第６部又は第７部の物品に

ついて、化学的変換を伴う製造 

(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（税関長が指定する加工

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（税関長が指定する

加工又は製造を含む。）とみなすものとする。 

我が国の非特恵原産地規則は項変更ルールを
原則としているので、HS 品目表の構造によって
同じ行為が対象とする物品によって原産性付与
行為となる場合とそうならない場合とに分かれ
てしまいます。こうした点を是正するために、関
税法基本通達で「税関長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
を列挙しており、化学品等に適用される指定加
工・製造は、化学反応と精製が該当します。 

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
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な変更を加える加工又は製造（税関長が指定する
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（税関長が指定する加工又
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。
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別添 １ 
化学品等に係る米国の品目別規則（NAFTA マーキングルール） 

以下に、化学品等に係る米国の NAFTA 地域からの輸入に適用されるマーキングのための非特恵原
産地規則の品目別規則を掲載します（筆者による仮訳）。 

第 6 部の注：  

１．化学反応規則 

第 38.23 項の物品を除く、第 28 類、第 29 類、第 31 類、第 32 類、第 38 類の物品で、化学反応によって

生成した物品は、当該化学反応が生じた国の物品とする。 

化学反応とは、分子内の化学結合が切断され、かつ、新たな化学結合が分裂した分子と加えられた元素と

の間で形成され、一又はそれ以上の当初の結合がもはや同じ化学元素又は官能基と結びつかなくなる一の

工程である。 

品目別規則の如何にかかわらず、「化学反応」ルールは上記の類に分類される物品に適用される。 

2.  分離の禁止 

外国の材料/成分は、単に人為的に作られた混合物から 1 つ以上の個々の材料又は成分を分離した結果と

して分類変更が生じたとしても、これらの規則のすべての適用可能な要件を満たしたとはみなされない。 

第 28 類：無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 

2801.10-

2801.30 
第 2801.10 号から第 2801.30 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

2802 第 2802 項への他の項の物品からの変更(第 2503 項からの変更を除く。) 

2803 第 2803 項への他の項の物品からの変更 

2804.10-

2804.50 

第 2804.10 号から第 2804.50 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更  

2804.61-

2804.69 

第 2804.61 号から第 2804.69 号までの物品へのグループ外の号の物品からの変更 

2804.70-

2804.90 

第 2804.70 号から第 2804.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 
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2805 第 2805 項の物品への他の項の物品からの変更 

2806.10-

2806.20 

第 2806.10 号から第 2806.20 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む）の物

品からの変更 

2807-2808 第 2807 項から第 2808 項までの物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品か

らの変更 

2809.10-

2809.20 

第 2809.10 号から第 2809.20 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

（第 28.10 項から第 28.53 項までの品目別規則は省略） 

第 29 類： 有機化学品 

2901.10-

2901.29 

第 2901.10 号から第 2901.29 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 2710 項の非環式石油又は第 2711.13 号、第 2711.14 号、第 2711.19

号又は第 2711.29 号の物品からの変更を除く。） 

2902.11 第 2902.11 号の物品への他の号の物品からの変更 

2902.19 第 2902.19 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2707.50 号若しくは第 2707.99 号の

非芳香族環状石油又は第 2710 項の物品からの変更を除く。） 

2902.20 第 2902.20 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2707.10 号、第 2707.50 号又は第

2707.99 号の物品からの変更を除く。） 

2902.30 第 2902.30 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2707.20 号、第 2707.50 号又は第

2707.99 号の物品からの変更を除く。） 

2902.41-

2902.44 

第 2902.41 号から第 2902.44 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 2707.30 号、第 2707.50 号又は第 2707.99 号の物品からの変更を除

く。） 

2902.50 第 2902.50 号の物品への他の号の物品からの変更 

2902.60 第 2902.60 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2707.30 号、第 2707.50 号、第

2707.99 号又は第 2710 項の物品からの変更を除く。） 

2902.70- 第 2902.70 号から第 2902.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の
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2902.90 物品からの変更（第 2707.50 号、第 2707.99 号又は第 2710 項の物品からの変更を除く。） 

2903.11-

2903.39 

第 2903.31 号から第 2903.39 号までの部品へのグループ外の号の物品からの変更、又は 

 
第 2903.11 号から第 2903.39 号までの他の物品への他の号（グループ内の他の号を含

む。）の物品からの変更 

2903.71-

2903.79 

第 2903.71 号から第 2903.79 号までの物品へのグループ外の号の物品からの変更 

2903.81-

2904.90 

第 2903.82 号のアルドリン(ISO)、クロルデン(ISO)又はヘプタクロル(ISO) への他の号

の物品からの変更（第 2903.89 号の物品からの変更を除く。）、又は 

 第 2903.89 号の他の物品への他の号の物品からの変更（第 2903.82 号の物品からの変更を

除く。）、又は 

 第 2903.81 号から第 2904.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更。 

2905.11-

2905.19 

第 2905.19 号のペンタノール（アミルアルコール）とその異性体への第 2905.19 号の物品

又は他の号の物品からの変更、又は 
 

第 2905.19 号の他の物品への第 2905.19 号のペンタノール（アミルアルコール）とその異

性体又は他の号の物品からの変更、又は 
 

第 2905.11 号から第 2905.19 号までの他の物品への他の号（グループ内の他の号を含

む。）の物品からの変更 

2905.22-

2905.29 

第 2905.22 号から第 2905.29 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 1301.90 号、第 3301.90 号又は第 3805.90 号の物品からの変更を除

く。）. 

2905.31-

2905.44 

第 2905.31 号から第 2905.44 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

2905.45 第 2905.45 号の物品への他の号の物品からの変更（第 1520 項の物品からの変更を除く。） 

2905.49-

2905.59 

第 2905.49 号から第 2905.59 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 
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（第 29.06 項から第 29.42 項までの品目別規則は省略） 

第 30 類： 医療用品 

3001.10-

3001.90 

第 3001.20 号から第 3001.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 3006.80 号の物品からの変更を除く。） 

3001.20-

3001.90 

第 3001.90 号の乾燥した腺や他の臓器（粉になっているかを問わない。）への同号の他の

物品又は他の号の物品からの変更（第 0206.10 号から第 0208.90 号まで、第 0305.20 号、

第 0504 項、第 0510 項又は第 0511.99 号からの変更が第 3001.90 号に分類される腺や他の

臓器の粉でない場合を除き、第 3006.92 号の物品からの変更を除く。）、又は 
 

第 3001.90 号の他の物品への第 3001.90 号の乾燥した腺や他の臓器（粉になっているかを

問わない。）又は他の号の物品からの変更（第 3006.92 号の物品からの変更を除く。）、又

は 
 

第 3001.20 号から第 3001.90 号までの他の物品への他の号（グループ内の他の号を含

む。）の物品からの変更（第 3006.92 号の物品からの変更を除く。）。 

3002.10-

3002.90 

第 3002.10 号から第 3002.90 号までの物品への他の物品への他の号（グループ内の他の号

を含む。）の物品からの変更（第 3006.92 号の物品からの変更を除く。）、又は 
 

第 3002.10 号のイマインとその誘導体及びそれらの塩（クロルディムフォーム（ISO)を除

く。）への他の号の物品からの変更（第 2925.21 号から第 2925.29 号までの物品からの変

更を除く。）、又は 
 

第 3002.10 号の構造の中に未注入のイミダゾール環を含む化合物（水素化されているか否

かを問わない。）への他の号の物品からの変更（第 2933.29 号の物品からの変更を除

く。）、又は 

 
第 3002.10 号の核酸及びそれらの塩又は他の複素環化合物（第 2934.10 号から第 2934.91

号までに分類されるものを除く。）への他の号の物品からの変更（第 2934.99 号の物品か

らの変更を除く。）、又は 
 

自然に又は合成若しくは誘導体によって再生されたホルモン、プロスタグラジン、トロン

ボキサン及びロイコトリエン、鎖変性ポリペプチドを含むそれらの構造類似体で第

3002.10 号のホルモンとして専ら使用されるもの（第 2937.11 号から第 2937.50 号までに

分類されるものを除く。）への他の項の物品からの変更（第 2937 項の物品からの変更を

除く。）、又は 
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第 3002.10 号の他のポリエーテルへの他の項の物品からの変更（第 3907 項の物品からの

変更を除く。）。ただし、原産ポリマーの含有量が総ポリマー数の重量の 40%以上であるこ

とを条件とする。 

3003.10 第 3003.10 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2941.10 号、第 2941.20 号、第

3003.20 号又は第 3006.92 号の物品からの変更を除く。） 

3003.20 第 3003.20 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2941.30 号から第 2941.90 号まで、

第 3006.92 号の物品からの変更を除く。） 

3003.31 第 3003.31 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2937.12 号、第 3006.92 号の物品か

らの変更を除く。） 

3003.39 第 3003.39 号の物品への他の号の物品からの変更（第 29 類に分類されるホルモン又はそ

の誘導体、第 3006.92 号の物品からの変更を除く。） 

3003.40 第 3003.40 号の物品への他の号の物品からの変更（第 1211 項、第 1302.11 号、第

1302.19 号、第 1302.20 号、第 1302.39 号又は第 3006.92 号の物品、又は第 29 類に分類

されるアルカロイド又はその誘導体からの変更を除く。） 

3003.90 第 3003.90 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3006.92 号の物品からの変更を除

く。）。ただし、治療又は予防成分の国産比率が当該治療又は予防成分の全含有量の重量の

40%以上であることを条件とする。 

3004.10 第 3004.10 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2941.10 号、第 2941.20 号、第

3003.10 号、第 3003.20 号又は第 3006.9 号の物品からの変更を除く。） 

3004.20 第 3004.20 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2941.30 号から第 2941.90 号まで、

第 3003.20 号又は第 3006.92 号の物品からの変更を除く。） 

3004.31 第 3004.31 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2937.12 号、第 3003.31 号、第

3003.39 号又は第 3006.92 号の物品からの変更を除く。） 

3004.32 第 3004.32 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3003.39 号、第 3006.92 号の物品又

は第 29 類に分類される副腎コルチコステロイドホルモンからの変更を除く。） 

3004.39 第 3004.39 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3003.39 号、第 3006.92 号の物品又

は第 29 類に分類される.ホルモン又は誘導体からの変更を除く。） 

3004.40 第 3004.40 号の物品への他の号の物品からの変更（第 1211 項、第 1302.11 号、第
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1302.19 号、第 1302.20 号、第 1302.39 号、第 3003.40 号若しくは第 3006.92 号の物品又

は第 29 類に分類されるアルカロイド若しくはそれらの誘導体からの変更を除く。） 

3004.50 第 3004.50 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3003.90 号若しくは第 3006.92 号の

物品、第 29 類に分類されるビタミン又は第 2936 項に分類される製品からの変更を除

く。） 

3004.90 第 3004.90 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3003.90 号又は第 3006.92 号の物品

からの変更を除く。）。ただし、治療又は予防成分の国産比率が治療又は予防成分の総重量

の 40%以上であることを条件とする。 

3005.10 第 3005.10 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3006.92 号又は第 3825.30 号の物品

からの変更を除く。） 

3006.10 第 3006.10 号の物品への他の号の物品からの変更（第 1212.20 号、第 3006.92 号、第

3825.30 号の物品又は第 4206 項のカタグートの製品からの変更を除く。） 

3006.20-

3006.60 

第 3006.20 号から第 3006.60 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 3006.92 号又は第 3825.30 号の物品からの変更を除く。） 

3006.70 第 3006.70 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3006.92 号又は第 3825.30 号の物品

からの変更を除く。）。ただし、本号に分類される物品の 60％を超える部分が一つの物質又

は化合物に基づくものであってはならない。 

3006.91 第 3006.91 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3926 項の物品からの変更を除

く。）. 

3006.92 第 3006.92 号の物品への他の類の物品からの変更 

第 31 類： 肥料 

3101 第 3101 項の物品への他の項の物品からの変更（第 2301.20 号の物品、第 0506.90 号の粉

末とミール、第 0508 項、第 0511.91 号又は第 0511.99 号の物品からの変更を除く。） 

3102.10-

3102.21 

第 3102.10 号から第 3102.21 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3102.29 第 3102.29 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3102.21 号又は第 3102.30 号の物品

からの変更を除く。） 
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3102.30 第 3102.30 号の物品への他の号の物品からの変更 

3102.40 第 3102.40 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3102.30 号の物品からの変更を除

く。） 

3102.50 第 3102.50 号の物品への他の号の物品からの変更 

3102.60 第 3102.60 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2834.29 号又は第 3102.30 号の物品

からの変更を除く。） 

3102.80 第 3102.80 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3102.10 号又は第 3102.30 号の物品

からの変更を除く。） 

3102.90 第 3102.90 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3102.10 号から第 3102.80 号までの

物品からの変更を除く。） 

3102.90 第 3102.90 号のシアアミドカルシウムへの同号の他の物品又は他の号の物品からの変更、

又は 
 

第 3102.90 号の他の物品への同号のシアアミドカルシウム又は他の号の物品からの変更

（第 3102.10 号から第 3102.80 号までの物品からの変更を除く。）。 

3103.10 第 3103.10 号の物品への他の号の物品からの変更 

3103.90 第 3103.90 号の基本的なスラグへの同号の他の物品又は他の号の物品からの変更、又は 
 

第 3103.90 号の他の物品への同号の基本的なスラグ又は他の号の物品からの変更（第

3103.10 号の物品からの変更を除く。） 

3104.20-

3104.30 

第 3104.20 号から第 3104.30 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3104.90 第 3104.90 号のカルナルライト、シルビテ、その他の粗天然カリウム塩への同号の他の物

品又は他の号の物品からの変更、又は 
 

第 3104.90 号の他の物品への他の号の物品からの変更（第 3104.20 号から第 3104.30 号ま

での物品からの変更を除く。）。 

3104.90 第 3104.90 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3104.10 号から第 3104.30 号までの

物品からの変更を除く。） 
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3105.10 第 3105.10 号の物品への他の号の物品からの変更（第 31 類の物品からの変更を除く。） 

3105.20 第 3105.20 号の物品への他の項の物品からの変更（第 3102 項から第 3104 項までの物品か

らの変更を除く。） 

3105.30-

3105.40 

第 3105.30 号から第 3105.40 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3105.51-

3105.59 

第 3105.51 号から第 3105.59 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 3102.10 号から第 3103.90 号まで、第 3105.30 号から第 3105.40 号ま

での物品からの変更を除く。） 

3105.60 第 3105.60 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3103 項から第 3104 項までの物品か

らの変更を除く。） 

3105.90 第 3105.90 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2834.21 号までの物品からの変更を

除く。） 

第 32 類：  なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、

ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ 

3201.10-

3202.90 

第 3201.10 号から第 3202.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 3201.90 号の物品への第 2852.90 号の植物由来のタンニンエキス又は

タンニン及びそれらの塩、エーテル、エステル並びにその他の誘導体からの変更を除

く。） 

3203 第 3203 項の物品への他の項の物品からの変更 

3204.11-

3204.17 

第 3204.11 号から第 3204.17 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3204.19 第 3204.19 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3204.11 号から第 3204.17 号までの

物品からの変更を除く。） 

3204.20-

3204.90 

第 3204.20 号から第 3204.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3205 第 3205 項の物品への他の項の物品からの変更 

3206.11- 第 3206.11 号から第 3206.19 号までの物品へのグループ外の号の物品からの変更 
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3206.19 

3206.20-

3209.90 

第 3206.49 号のカドミウム化合物に基づく顔料及び製剤への同号の他の物品又は他の号の

物品からの変更、又は 
 

六シアノフェレート（フェロシアン化物およびフェリシアニド）に基づく顔料及び製剤へ

の第 3206.49 号の他の物品又は他の号の物品からの変更、又は 
 

第 3206.49 号の他の物品への第 3206.49 号のカドミウム化合物又は六シアノフェレート

（フェロシアン化物およびフェリシアニド）に基づく顔料及び製剤からの変更、又は 
 

第 3206.20 号から第 3209.90 号までの他の物品への他の号（グループ内の他の号を含

む。）の物品からの変更 

3210 第 3210 項の物品への他の項の物品からの変更 

3211 第 3211 項の物品への他の項の物品からの変更（第 3806.20 号の物品からの変更を除く。） 

3212.10-

3212.90 

第 3212.10 号から第 3212.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3213 第 3213 項の物品への他の項の物品からの変更 

3214.10-

3214.90 

第 3214.10 号から第 3214.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 3824.50 号の物品からの変更を除く。） 

3215 第 3215 項の物品への他の項の物品からの変更 

第 33 類： 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 

3301.12-

3301.90 

第 3301.19 号のベルガモットの油への同号の他の物品又は他の号の物品からの変更、又は 

 
第 3301.19 号の石灰の油への同号の他の物品又は他の号の物品からの変更、又は 

 
第 3301.19 号の他の物品への同号のベルガモット又は石灰の油又は他の号の物品からの変

更、又は 
 

第 3301.29 号のゼラニウムの油への同号の他の物品又は他の号の物品からの変更、又は 
 

第 3301.29 号のジャスミンの油への同号の他の物品又は他の号の物品からの変更、又は 
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第 3301.29 号のラベンダー又はラヴァンジンの油への同号の他の物品又は他の号の物品か

らの変更、又は 

 
第 3301.29 号のベチバーの油への同号の他の物品又は他の号の物品からの変更、又は 

 
第 3301.29 号の他の物品への同号のゼラニウム、ジャスミン、ラベンダー、ラヴァンジン

若しくはベチバーの油又は他の号の物品からの変更、又は 
 

第 3301.12 号から第 3301.90 号までの他の物品への他の号（グループ内の他の号を含

む。）の物品からの変更。 

3302 第 3302 項の物品への他の項の物品からの変更（第 2106.90 号、第 2207 項、第 2208 項又

は第 3301 項の物品からの変更を除く。） 

3303 第 3303 項の物品への他の項の物品からの変更（第 3302.90 号の物品からの変更を除く。） 

3304.10-

3306.10 

第 3304.10 号から第 3306.10 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3306.20 第 3306.20 号の物品への他の号の物品からの変更（第 54 類の物品からの変更を除く。） 

3306.90-

3307.90 

第 3306.90 号から第 3307.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

第 34 類：  せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他

これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の

調製品 

3401 第 3401 項の物品への他の項の物品からの変更 

3402.11 第 3402.11 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3817 項の混合アルキルベンゼンか

らの変更を除く。） 

3402.12-

3402.20 

第 3402.12 号から第 3402.20 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3402.90 第 3402.90 号の物品への他の項の物品からの変更 

3403.11-

3403.19 

第 3403.11 号から第 3403.19 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 2710 項又は第 2712 項の物品からの変更を除く。） 
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3403.91-

3403.99 

第 3403.91 号から第 3403.99 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3404.20 第 3404.20 号の物品への他の号の物品からの変更 

3404.90 第 3404.90 号の人工ワックスと化学的に改変された亜炭の調製ワックスへの同号の他の物

品又は他の号の物品からの変更 

3405.10-

3405.90 

第 3405.10 号から第 3405.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

3406-3407 第 3406 項から第 3407 項までの物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品か

らの変更 

第 35 類： たんぱく系物質、変性でん粉、膠（こう）着剤及び酵素 

3501.10-

3501.90 

第 3501.10 号から第 3501.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 3501.90 号の物品への第 2852.90.号のカゼイン及びその他のカゼイン

誘導体又はカゼイン接着剤からの変更を除く。） 

3502.11-

3502.19 

第 3502.11 号から第 3502.19 号までの物品へのグループ外の号の物品からの変更（第

0407 項の物品からの変更を除く。） 

3502.20-

3502.90 

第 3502.20 号から第 3502.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更（第 3502.90 号の物品への第 2852.90 号のアルブミン（乳清タンパク質の

2 つ以上の濃縮物で、乾燥状態で計算された 80%以上の乳清タンパク質を含む。）、アル

ブミント及び他のアルブミン誘導体からの変更を除く。） 

3503-3504 第 3503 項から第 3504 項までの物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品か

らの変更（第 3504.00 号の物品への第 2852.90 号のペプトンおよびその誘導体または他の

タンパク質物質およびその誘導体または隠れ粉末からの変更を除く。） 

3505.10 第 3505.10 号の物品への他の号の物品からの変更 

3505.20 第 3505.20 号の物品への他の号の物品からの変更（第 1108 項の物品からの変更を除く。） 

3506.10 第 3506.10 号の物品への他の号の物品からの変更（第 3503 項又は第 3501.90 号の物品か

らの変更を除く。） 

3506.91- 第 3506.91 号から第 3506.99 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の
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3506.99 物品からの変更 

3507 第 3507 項の物品への他の項の物品からの変更 

第 36 類： 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 

3601-3606 第 3601 項から第 3606 項までの物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品か

らの変更 

第 37 類： 写真用又は映画用の材料 

3701-3703 第 3701 項から第 3703 項までの物品へのグループ外の項の物品からの変更 

3704-3706 第 3704 項から第 3706 項までの物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品か

らの変更 

3707.10-

3707.90 

第 3707.10 号から第 3707.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

第 38 類： 各種の化学工業生産品 

3801.10 第 3801.10 号の物品への他の号の物品からの変更 

3801.20 第 3801.20 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2504 項又は第 3801.10 号の物品か

らの変更を除く。） 

3801.30 第 3801.30 号の物品への他の号の物品からの変更 

3801.90 第 3801.90 号の物品への他の号の物品からの変更（第 2504 項の物品からの変更を除く。） 

3802-3805 第 3802 項から第 3805 項までの物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品か

らの変更 

3806.10-

3806.90 

第 3806.10 号から第 3806.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

（第 38.07 項から第 38.26 項までに品目別規則は省略） 

第 7 部：第 39 類から第 40 類まで（プラスチック及びゴム並びにこれらの製品） 

第 39 類： プラスチック及びその製品 
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第 39 類の注： 第 3921.12.15、第 3921.13.15 及び第 3921.90.2550 に分類される物品の原産国は第 102.21 条

の規定に従って決定される。 

3901-3915 第 3901 項から第 3915 項までの物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品か

らの変更（第 3907 項の物品への第 3002.10 号の他のポリエーテルからの変更を除く。）

。ただし、国産ポリマー含有量が全ポリマー含有量の重量ベースで 40％以上であることを

条件とする。 

3916.10-3918.90 第 3916.10 号から第 3918.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更. 

3919.10-3919.90 第 3919.10 号から第 3919.90 号までの物品へのグループ外の号の物品からの変更 

3920.10-3921.90 第 3920.79 号のプラスチックの他のプレート、シート、フィルム、箔又はストリップ（非

細胞性で、補強、積層、支持又はセルロースの他の材料と同様に組み合わせがされていな

い）或いはその化学的誘導体、又は加硫繊維への同号の他の物品又は他の号の物品からの

変更、又は 

 
第 3920.79 号の他の物品への同号のプラスチックの他のプレート、シート、フィルム、箔

又はストリップ（非細胞性で、補強、積層、支持又はセルロースの他の材料と同様に組み

合わせがされていない）或いはその化学的誘導体、又は加硫繊維、又は他の号の物品から

の変更、又は 
 

第 3920.10 号から第 3921.90 号までの他の物品への他の号（グループ内の他の号を含

む。）の物品からの変更。 

3922-3926 第 3922 項から第 3926 項までの物品への他の号（著者注：「項」の誤記と思われる）（グル

ープ内の他の項を含む。）の物品からの変更（第 3926 項の物品への第 9619 項の衣類の附

属品、他のプラスチック製品又は第 3901 項から第 3914 項の他の材料の製品からの変更を

除く。） 

第 40 類： ゴム及びその製品 

4001.10-4001.22 第 4001.10 号から第 4001.22 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

4001.29 第 4001.29 号の物品への他の号の物品からの変更（第 4001.21 号又は第 4001.22 号の物品

からの変更を除く。） 
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4001.30 第 4001.30 号の物品への他の号の物品からの変更 

4002.11-4002.70 第 4002.11 号から第 4002.70 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

4002.80-4002.99 第 4002.80 号から第 4002.99 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更。ただし、国産ゴムの含有量がゴム含有量の 40%以上であることを条件と

する。 

4003-4004 第 4003 項から第 4004 項の物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品からの

変更 

4005 第 4005 項の物品への他の項の物品からの変更（第 4001 項又は第 4002 項の物品からの変

更を除く。） 

4006-4010 第 4006 項から第 4010 項までの物品への他の項（グループ内の他の項を含む。）の物品か

らの変更 

4011.10-4012.90 第 4011.10 号から第 4012.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

4013 第 4013 項の物品への他の項の物品からの変更 

4014.10-4014.90 第 4014.10 号から第 4014.90 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

4015 第 4015 項の物品への他の項の物品からの変更 

4016.10-4016.99 第 4016.10 号から第 4016.99 号までの物品への他の号（グループ内の他の号を含む。）の

物品からの変更 

4017 第 4017 項の物品への他の項の物品からの変更 
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別添 ２ 
化学品等に係る EU の品目別規則 

以下に、化学品等に係る EU 非特恵原産地規則の品目別規則を掲載します（筆者による仮訳）。 

１．法的拘束力のある品目別規則 

≪委員会委任規則(EU) 2015/2446 の附属書 22-01≫ 

説明注釈及び非特恵原産資格を付与する実質的な加工及び作業の表 

 
第 34 類： せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これ

に類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 

第 34 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量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) 品 名 プライマリー･ルール 

ex 3401 せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布
し又は被覆したフェルト及び不織布 

フェルト又は不織布からの製造 

ex 3405 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス
用又は金属用の磨き料及びクリーム（こ
の項の調製品を染み込ませ、塗布し又は
被覆したフェルト、不織布） 

フェルト又は不織布からの製造 

第 35 類： たんぱく系物質、変性でん粉、膠（こう）着剤及び酵素 

第 35 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量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) 品 名 プライマリー･ルール 

ex 3502 乾燥した卵白 以下の物品の乾燥（適当な場合には、破砕
及び分離の後) : 
 鳥卵（ex 第 04.07 項に分類される殻付
き、生鮮又は調製されたもの）、 

 鳥卵（ex 第 04.08 項に分類される殻な



40 

し、乾燥していないもの）、又は 
 卵白（ex 第 35.02 項に分類される乾燥し
ていないもの） 

２．法的拘束力のない品目別規則 

第 28 類から第 40 類までの化学品等に対する調和規則 EU 提案をベースとした法的拘束力のない品
目別規則は、プライマリー・ルールとしての加工工程基準が数多く設定され、類の冒頭に置かれま
す。加工工程基準のみを表に整理すると、以下のようになります（筆者による仮訳）。 

(1) 化学反応（各類共通） 

以下の定義に従って行われた化学反応は原産性を付与する。 

「化学反応」とは、一の工程（生化学的工程を含む。）であって、分子内の結合を切断し、かつ、新たな原

子内の結合を形成すること又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、新たな構造を有する分子

を生ずるものをいう。 

以下は、本定義の適用において、化学反応とはみなされない。 

（a） 水又はその他の溶媒への溶解； 

（b） 溶媒（溶媒水を含む。）の除去； 

（c） 結晶水の追加又は除去。 

第 39 類のみ、次の一文を追加。  

本定義は、あらゆるタイプの重合反応及びポリマーの化学的修飾から構成され、硬化剤/架橋剤及び

照射による架橋結合を含む。 
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(2) 混合及び調合 

《第 28 類、第 29 類共通》 

(a) 専ら所定の仕様と合致させるための材料の意図的なかつ比例して制御された混合又は調合（分散を含

む）であって、その結果として、産品の用途に関係し、及び投入された材料と異なる物理的又は化学

的特徴を有する産品の生産が行われるものは、原産性を付与する。 

(b) しかしながら、希釈剤のみの又は第 28 類の類注１(d)及び(e)に列挙された添加剤の添加は、単独で

あれ組み合わせたものであれ、産品の原産性決定において考慮されないものとする。 

《第 30 類から第 35 類、第 37 類から第 40 類まで共通》 

専ら所定の仕様と合致させるための材料の意図的なかつ比例して制御された混合又は調合（分散を含

み、希釈剤の添加を除く。）であって、その結果として、産品の用途に関係し、及び投入された材料と

異なる物理的又は化学的特徴を有する産品の生産が行われるものは、原産性を付与する。 

(3) 精製（第 28 類から第 35 類まで、第 38 類、第 39 類共通）  

次の基準の一つを満たす精製は原産性を付与する。 

（a） 存在する不純物の含有量の８０％以上の除去をもたらす工程；又は 

（b） 以下の一又はそれ以上の適用に適する不純物の減少又は除去 

（i） 薬事用、医療用、化粧用、獣医学用又は食品の等級用物質、 

（ii） 分析用、診療用又は実験用の化学製品及び試薬、 

（iii） マイクロエレクトロニクスに使用される要素及び成分、 

（iv） 特定の光学用、 

（v） 生物工学用（例えば、細胞の培養、遺伝子工学において又は触媒として）、 

（vi） 分離工程に使用される基材、又は 

（vii） 核グレード用 

(4) 粒径の変更 

《第 28 類から第 30 類まで、第 32 類、第 38 類、第 39 類共通》 

産品の粒径の意図的なかつ制御された改変（破砕又は圧縮のみによるものを除く。）であって、当該

変更の結果として生ずる産品の用途に関係する特定の粒径、粒径分布又は表面積を有し、及び投入

された材料と異なる物理的又は化学的特徴を有する産品を生ずるものは、原産性を付与するものと

する。 

《第 34 類、第 35 類共通》 

産品の粒径の意図的なかつ制御された縮小（破砕のみによるものを除く。）であって、当該変更の結

果として生ずる産品の用途に関係する特定の粒径、粒径分布又は表面積を有し、及び投入された材

料と異なる物理的又は化学的特徴を有する産品を生ずるものは、原産性を付与するものとする。 

 

(5) 標準物質の生産（第 28 類から第 32 類まで、第 35 類、第 38 類共通） 
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標準物質（標準溶液の生産を含む。）とは、分析、校正又は参照のための使用に適する調製品であっ

て、正確な純度又は比率を有するものとして製造者により証明されるものの生産をいう。標準物質

の生産は原産性を付与するものとする。 

(6) 異性体分離（第 28 類から第 32 類まで、第 35 類共通） 

異性体の混合物からの異性体の単離又は分離は原産性を付与する。 

(7) 生物工学的工程（第 30 類のみ） 

以下の工程は原産性を付与する。 

(a） 微生物（細菌、ウィルス（ファージを含む。）等）又は人、動物若しくは植物の細胞の生物学的又は

生物工学的な培養（細胞培養を含む。）、交配又は遺伝子の改変 

(b） 細胞構造若しくは細胞間構造の生成、単離若しくは精製（例えば、単離された遺伝子、遺伝子断

片、遺伝子組換及びプラスミド） 

(8) 用途の変更（第 33 類のみ） ネガティブ・ルール 

単なる用途の変更による関税分類の変更は、原産性を付与しない。 

次に、第 28 類から第 40 類までの物品に対する関税分類変更基準を主とした調和規則 EU 提案をベ
ースとした法的拘束力のない品目別規則表を紹介します（筆者による仮訳）。前述の加工工程基準は、
適用範囲が限定されていない限り、当該類のすべての物品に対して適用されますのでご留意ください。 

第 28 類：無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 

第 28 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

2801 ふっ素、塩素、臭素及びよう素 号変更 

2802 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 項変更 

2803 炭素（カーボンブラックその他の形態の炭素で、他の項に該

当するものを除く。） 

項変更 

2804 水素、希ガスその他の非金属元素 号変更 

2805 アルカリ金属及びアルカリ土類金属並びに希土類金属、スカ

ンジウム及びイットリウム（これらの相互の混合物又は合金

にしてあるかないかを問わない。）並びに水銀 

号変更 

2806 塩化水素（塩酸）及びクロロ硫酸 号変更 

2807 硫酸及び発煙硫酸 項変更 

2808 硝酸及び硫硝酸 項変更 
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第 29 類： 有機化学品 

第 29 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

2901 非環式炭化水素 号変更 

2902 環式炭化水素 号変更 

2903 炭化水素のハロゲン化誘導体 号変更 

2904 炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化

誘導体（ハロゲン化してあるかないかを問わない。） 

号変更 

2905 非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化

誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 

号変更 

（第 29.06 項から第 29.42 項までの品目別規則は省略） 

第 30 類： 医療用品 

第 30 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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) 
品 名 プライマリー･ルール 

3001 臓器療法用の腺（せん）その他の器官（乾燥したものに限るも

のとし、粉状にしてあるかないかを問わない。）及び腺その他の

器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリ

ン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又

は動物性の物質（他の項に該当するものを除く。） 

 

3001.20 - 腺（せん）その他の器官又はその分泌物の抽出物 号変更 

3001.90 - その他のもの 号変更 

3002 人血、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血及び免

疫血清その他の血液分画物及び免疫産品（変性したものであ

るかないか又は生物工学的方法によって得たものであるかな

いかを問わない。）並びにワクチン、毒素、培養微生物（酵母

号変更 

2809 五酸化二りん、りん酸及びポリりん酸（ポリりん酸について

は、化学的に単一であるかないかを問わない。） 

号変更 

（第 28.10 項から第 28.53 項までの品目別規則は省略） 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

を除く。）その他これらに類する物品 

3003 医薬品（治療用又は予防用に混合した二以上の成分から成る

もので、投与量にしてなく、かつ、小売用の形状又は包装に

してないものに限るものとし、第 30.02 項、第 30.05 項又は

第 30.06 項の物品を除く。） 

項変更 

3004 医薬品（混合し又は混合してない物品から成る治療用又は予防

用のもので、投与量にしたもの（経皮投与剤の形状にしたもの

を含む。）又は小売用の形状若しくは包装にしたものに限るもの

とし、第 30.02 項、第 30.05 項又は第 30.06 項の物品を除

く。） 

項変更（単なるタブレット

の圧縮又は単なにカプセル

にすることを除く。） 

3005 脱脂綿、ガーゼ、包帯その他これらに類する製品（例えば、被

覆材、ばんそうこう及びパップ剤）で、医薬を染み込ませ若し

くは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若し

くは包装にしたもの 

 

ex3005(a) - 医薬を染み込ませ又は塗布したもの 項変更 

ex3005(b) - 医薬を染み込ませておらず又は塗布していないもの 項変更（第 11 部（繊維及

び繊維製品）の項の物品か

らの変更を除く。） 

3006 この類の注４の医療用品  

3006.10 - 外科用のカットガットその他これに類する縫合材（外科用又

は歯科用の吸収性糸を含む。）、切開創縫合用の接着剤、ラミ

ナリア、ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血及び

外科用又は歯科用の癒着防止材（吸収性があるかないかを問

わない。）（殺菌したものに限る。） 

項変更 

3006.20 - 血液型判定用試薬 項変更 

3006.30 - エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬 項変更 

3006.40 - 歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメン

ト 

項変更 

3006.50 - 救急箱及び救急袋 項変更 

3006.60 - 避妊用化学調製品（第 29.37 項のホルモンその他の物質又は

殺精子剤をもととしたものに限る。） 

項変更 

3006.70 - 医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若し

くは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と

診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調

製したゲル 

項変更 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

 

3006.91 

- その他のもの 

- - 瘻（ろう）造設術用と認められるもの 

項変更 

3006.92 - - 薬剤廃棄物（当初に意図した使用に適しない薬剤。例え

ば、使用期限を過ぎたもの） 

原産地は、物品が製造若し

くは加工作業から派生し、

又は消費から回収された国

とする。 

第 31 類： 肥料 

第 31 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3101 動物性又は植物性の肥料（これらを相互に混合してあるかない

か又は化学的に処理してあるかないかを問わない。）及び動物性

又は植物性の生産品を混合し又は化学的に処理して得た肥料 

項変更 

3102 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料に限る。） 項変更 

3103 りん酸肥料（鉱物性肥料及び化学肥料に限る。） 項変更 

3104 カリ肥料（鉱物性肥料及び化学肥料に限る。） 項変更 

3105 肥料成分（窒素、りん及びカリウム）のうち二以上を含有する

肥料（鉱物性肥料及び化学肥料に限る。）及びその他の肥料並び

にこの類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又

は容器ともの１個の重量が 10 キログラム以下に包装したもの 

 

3105.10 - この類の物品をタブレット状その他これに類する形状にし又

は容器ともの１個の重量が 10 キログラム以下に包装したも

の 

号変更（タブレット状又は

同様な形態への詰め込み作

業又は包装することによる

変更を除く。） 

3105.20 - 鉱物性肥料及び化学肥料（窒素、りん及びカリウムを含有す

るものに限る。） 

項変更 

3105.30 - オルトりん酸水素二アンモニウム（りん酸二アンモニウム） 項変更 

3105.40 - オルトりん酸二水素アンモニウム（りん酸一アンモニウム）

及びこれとオルトりん酸水素二アンモニウム（りん酸二アン

モニウム）との混合物 

項変更 

 

 

- その他の鉱物性肥料及び化学肥料（窒素及びりんを含有する

ものに限る。） 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3105.51 - - 硝酸塩類及びりん酸塩類を含有するもの 項変更 

3105.59 - - その他のもの 項変更 

3105.60 - 鉱物性肥料及び化学肥料（りん酸及びカリウムを含有するも

のに限る。） 

項変更 

3105.90 - その他のもの 項変更 

第 32 類：  なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワ

ニス、パテその他のマスチック並びにインキ 

第 32 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3201 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エ

ステルその他の誘導体 

 

ex 3201(a) - タンニン スプリット項変更 

ex 3201(b) - その他のもの 項変更 

3202 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤（天然な

めし料を含有するかしないかを問わない。）及びなめし前処理用

の酵素系調製品 

 

3202.10 - 合成有機なめし剤 項変更 

3202.90 - その他のもの 号変更 

3203 植物性又は動物性の着色料（染色エキスを含み、化学的に単一

であるかないかを問わないものとし、獣炭を除く。）及びこの類

の注３の調製品で植物性又は動物性の着色料をもととしたもの  

項変更 

3204 有機合成着色料（化学的に単一であるかないかを問わない。）、

この類の注３の調製品で有機合成着色料をもととしたもの及び

蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機

物（化学的に単一であるかないかを問わない。） 

号変更 

3205 レーキ顔料及びこの類の注３の調製品でレーキ顔料をもととし

たもの 

項変更 

3206 その他の着色料、この類の注３の調製品（第 32.03 項から第 

32.05 項までのものを除く。）及びルミノホアとして使用する種

類の無機物（化学的に単一であるかないかを問わない。） 

号変更 

3207 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、 号変更 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する

調製品（窯業に使用する種類のものに限る。）及びガラスフリッ

トその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの 

3208 ペイント及びワニス（エナメル及びラッカーを含むものとし、

合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたも

ので水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。）並び

にこの類の注４の溶液 

 

ex3208(a) - ペイント及びワニス（エナメル及びラッカーを含むものと

し、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもとと

したもので水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限

る。） 

スプリット項変更 

ex3208(b) - 類注４の溶液 項変更（第 39.01 項から第

39.13 項までの物品からの

変更を除く。） 

3209 ペイント及びワニス（エナメル及びラッカーを含むものとし、

合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたも

ので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。） 

項変更 

3210 その他のペイント及びワニス（エナメル、ラッカー及び水性塗

料を含む。）並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料 

項変更 

3211 調製ドライヤー 項変更 

3212 顔料（金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水

以外の媒体に分散させ、かつペイント（エナメルを含む。）の製

造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限

る。）、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料

その他の着色料 

 

3212.10 - スタンプ用のはく 号変更 

3212.90 - その他のもの 項変更 

3213 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラー

その他これらに類する絵の具類（タブレット状、チューブ入

り、瓶入り、皿入り、その他これらに類する形状又は包装のも

のに限る。） 

項変更（単にタブレット

状、チューブ入り、瓶入

り、皿入り、その他これら

に類する形状又は包装した

ことによる変更を除く。） 

3214 ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコ

ンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建

物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非

項変更（第 3824 50 号の物

品からの変更を除く。） 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

耐火性調製上塗り材 

3215 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ（濃縮して

あるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。） 

号変更 

第 33 類： 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 

第 33 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3301 精油（コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含むも

のとし、テルペンを除いてあるかないかを問わない。）、レジノ

イド、オレオレジン抽出物、精油のコンセントレート（冷浸法

又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類す

る物品を媒質としているものに限る。）、精油からテルペンを除

く際に生ずるテルペン系副産物並びに精油のアキュアスディス

チレート及びアキュアスソリューション 

号変更 

3302 香気性物質の混合物及び一以上の香気性物質をもととした混合

物（アルコール溶液を含むものとし、工業において原材料とし

て使用する種類のものに限る）並びに香気性物質をもととした

その他の調製品（飲料製造に使用する種類のものに限る。） 

混合及び調合ルール 

3303 香水類及びオーデコロン類 項変更（単なる希釈又は香

気性物質若しくは香水ベー

スへの単なるアルコール添

加による変更を除く。） 

3304 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品（日焼止

め用又は日焼け用の調製品を含むものとし、医薬品を除く。）及

びマニキュア用又はペディキュア用の調製品 

号変更 

3305 頭髪用の調製品 号変更 

3306 口腔衛生用の調製品（義歯定着用のペースト及び粉を含む。）及

び小売用の包装にした歯間清掃用の糸（デンタルフロス） 

 

3306.10 - 歯磨き 号変更 

3306.20 - 歯間清掃用の糸（デンタルフロス） 項変更（切断し、小売用に

包装するのみの変更を除

く。 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3306.90 - その他のもの 号変更 

3307 ひげそり前用、ひげそり用又はひげそり後用の調製品、身体用

の防臭剤、浴用の調製品、脱毛剤その他の調製香料及び化粧品

類（他の項に該当するものを除く。）並びに調製した室内防臭剤

（芳香を付けてあるかないか又は消毒作用を有するか有しない

かを問わない。） 

号変更 

第 34 類： せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これ

に類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 

第 34 類のレジデュアル・ルール (拘束力のある規則) 

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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3401 せっけん、有機界面活性剤及びその調製品（せっけんとして使

用するもので、棒状にし、ケーキ状にし又は成型したものに限

るものとし、せっけんを含有するかしないかを問わない。）、有

機界面活性剤及びその調製品（皮膚の洗浄に使用するもので、

液状又はクリーム状で小売用にしたものに限るものとし、せっ

けんを含有するかしないかを問わない。）並びにせっけん又は洗

浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、

フェルト及び不織布 

 

ex3401(a) - せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆したフェ

ルト及び不織布 

フェルト又は不織布からの

製造（拘束力ある規則） 

ex3401(b) - せっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、

ウォッディング 

スプリット項変更 

ex3401(c) - その他のもの 項変更 

3402 有機界面活性剤（せっけんを除く。）並びに調製界面活性剤、調

製洗剤、補助的調製洗剤及び清浄用調製品（せっけんを含有す

るかしないかを問わないものとし、第 34.01 項のものを除

く。） 

 

 

3402.11 

- 有機界面活性剤（小売用にしてあるかないかを問わない。） 

- - 陰イオン（アニオン）系のもの 

 

号変更 

3402.12 - - 陽イオン（カチオン）系のもの 号変更 

3402.13 - - 非イオン系のもの 号変更 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3402.19 - - その他のもの 号変更 

3402.20 - 調製品（小売用にしたものに限る。） 項変更 

3402.90 - その他のもの 項変更 

3403 調製潤滑剤（調製した切削油、ボルト又はナットの離脱剤、防

錆（せい）防食剤及び離型剤で、潤滑剤をもととしたものを含

む。）及び紡織用繊維、革、毛皮、その他の材料のオイリング又

は加脂処理に使用する種類の調製品（石油又は歴青油の含有量

が全重量の 70％以上で、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分

を成す当該調製潤滑剤及び当該調製品を除く。） 

項変更 

3404 人造ろう及び調製ろう 項変更 

3405 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料

及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類

する調製品（この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆し

た紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォ

ーム及びセルラーラバーを含むものとし、第 34.04 項のろうを

除く。） 

 

ex3405(a) - 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き

料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれら

に類する調製品（この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は

被覆したフェルト、不織布） 

フェルト又は不織布からの

製造（拘束力ある規則） 

ex3405(b) - 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き

料及びクリーム（この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は

被覆した紙、ウォッディング、プラスチックフォーム及びセ

ルラーラバー） 

スプリット項変更 

ex3405(c) - その他のもの 項変更 

3406 ろうそく及びこれに類する物品 項変更 

3407 モデリングペースト（児童用のものを含む。）、歯科用のワック

ス及び印象材（セットにし、小売用の包装にし又は板状、馬蹄

（てい）状、棒状その他これらに類する形状にしたものに限

る。）並びに焼いた石膏（こう）又は硫酸カルシウムから成るプ

ラスターをもととしたその他の歯科用の調製品 

項変更 

第 35 類： たんぱく系物質、変性でん粉、膠（こう）着剤及び酵素 

第 35 類のレジデュアル・ルール (拘束力のある規則) 

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
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重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3501 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼ

イングルー 

 

3501.10 - カゼイン 項変更 

3501.90 - その他のもの  

ex3501.90(a) - - カゼイングルー スプリット号変更 

ex3501.90(b) - - その他のもの 号変更 

3502 アルブミン（二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものと

し、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の 

80％を超えるものに限る。）及びアルブミナートその他のアル

ブミン誘導体 

 

ex 3502 乾燥した卵白 以下の物品の乾燥（適当な

場合には、破砕及び分離の

後) (拘束力ある規則) 

• 鳥卵（ex 第 04.07 項に

分類される殻付き、生鮮又

は調製されたもの）、 

• 鳥卵（ex 第 04.08 項に

分類される殻なし、乾燥し

ていないもの）、又は 

• 卵白（ex 第 35.02 項に

分類される乾燥していない

もの） 

 

3502.11 

- 卵白 

- - 乾燥したもの 

 

号変更 

3502.19 - - その他のもの 項変更（第 0407 項又は第

0408 項の物品からの変更

を除く。） 

3502.20 - ミルクアルブミン（２種類以上のホエイたんぱく質の濃縮物

を含む。） 

項変更 

3502.90 - その他のもの 項変更 

3503 ゼラチン（長方形（正方形を含む。）のシート状のものを含む

ものとし、表面加工をしてあるかないか又は着色してあるかな

いかを問わない。）、ゼラチン誘導体、アイシングラス及びその

項変更 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

他のにかわ（第 35.01 項のカゼイングルーを除く。） 

3504 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及び

その誘導体（他の項に該当するものを除く。）並びに皮粉（ク

ロムみょうばんを加えたものを含む。） 

項変更 

3505 デキストリンその他の変性でん粉（例えば、糊（こ）化済でん

粉及びエステル化でん粉）及びでん粉又はデキストリンその他

の変性でん粉をもととした膠（こう）着剤  

 

3505.10 - デキストリンその他の変性でん粉 項変更 

3505.20 - 膠（こう）着剤 号変更 

3506 調製膠（こう）着剤その他の調製接着剤（他の項に該当するも

のを除く。）及び膠（こう）着剤又は接着剤としての使用に適

する物品（膠（こう）着剤又は接着剤として小売用にしたもの

で正味重量が１キログラム以下のものに限る。） 

号変更 

3507 酵素及び他の項に該当しない調製した酵素 項変更 

第 36 類： 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 

第 36 類のレジデュアル・ルール  

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3601 火薬 項変更 

3602 爆薬 項変更 

3603 導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管 項変更 

3604 花火、信号せん光筒、レインロケット、霧中信号用品その他の

火工品 

項変更 

3605 マッチ（第 36.04 項の火工品を除く。） 項変更 

3606 フェロセリウムその他の発火性合金（形状を問わない。）及びこ

の類の注２の可燃性材料の製品 

項変更（液状化又は他の項

の物品を小売用包装にする

ことによる変更を除く。） 
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第 37 類： 写真用又は映画用の材料 

第 37 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3701 感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム（露光して

ないものに限るものとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のも

のを除く。）並びに感光性の平面状インスタントプリントフィル

ム（露光してないものに限るものとし、まとめて包装してある

かないかを問わない。） 

 

3701.10 - エックス線用のもの 項変更（第 3702 項の物品

からの変更を除く。） 

3701.20 - インスタントプリントフィルム 項変更 

3701.30 - その他のプレート及びフィルム（いずれかの辺の長さが 255 

ミリメートルを超えるものに限る。） 

項変更（第 3702 項の物品

からの変更を除く。） 

 

3701.91 

- その他のもの 

- - カラー写真用のもの（ポリクローム） 

 

項変更（第 3702 項の物品

からの変更を除く。） 

3701.99 - - その他のもの 項変更（第 3702 項の物品

からの変更を除く。） 

3702 感光性のロール状写真用フィルム（露光してないものに限るも

のとし、紙製、板紙製又は紡織用繊維製のものを除く。）及び感

光性のロール状インスタントプリントフィルム（露光してない

ものに限る。） 

項変更（第 3701 項の物品

からの変更を除く。） 

3703 感光性の写真用の紙、板紙及び紡織用繊維（露光してないもの

に限る。） 

項変更 

3704 写真用のプレート、フィルム、紙、板紙及び紡織用繊維（露光

したもので、現像してないものに限る。） 

項変更 

3705 写真用のプレート及びフィルム（露光し、かつ、現像したもの

に限るものとし、映画用フィルムを除く。） 

項変更 

3706 映画用フィルム（露光し、かつ、現像したものに限るものと

し、サウンドトラックを有するか有しないか又はサウンドトラ

ックのみを有するか有しないかを問わない。） 

項変更 

3707 写真用の化学調製品（ワニス、膠（こう）着剤、接着剤その他

これらに類する調製品を除く。）及び写真用の物品で混合してな

項変更 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

いもの（使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用

可能な形状のものに限る。） 

第 38 類： 各種の化学工業生産品 

第 38 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3801 人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒鉛そ

の他の炭素をもととした調製品（ペースト状、塊状、板状その

他半製品の形状にしたものに限る。） 

 

3801.10 - 人造黒鉛 号変更。又は 

廃棄物、くず又は使用済み

の物品からの号内変更 

3801.20 - コロイド状又は半コロイド状の黒鉛 号変更 

3801.30 - 電極用の炭素質ペーストその他これに類する炉の内張り用の

もの 

号変更 

3801.90 - その他のもの 号変更 

3802 活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭（廃獣炭

を含む。） 

項変更 

3803 トール油（精製してあるかないかを問わない。）   

ex3803(a) - 精製したもの スプリット項変更 

ex3803(b) - その他のもの 項変更 

3804 木材パルプの製造の際に生ずる廃液（リグニンスルホン酸塩を

含むものとし、濃縮し、糖類を除き又は化学的に処理したもの

であるかないかを問わず、第 38.03 項のトール油を除く。） 

項変更 

3805 ガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の

テルペン油（蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限

る。）、ジペンテン（粗のものに限る。）、亜硫酸テレビンその他

のパラシメン（粗のものに限る。）及びパイン油（アルファーテ

ルピネオールを主成分とするものに限る。） 

 

3805.10 - ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油 項変更 

3805.90 - その他のもの 号変更 

3806 ロジン及び樹脂酸並びにこれらの誘導体、ロジンスピリット、 号変更 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

ロジン油並びにランガム 

（第 38.07 項から第 38.26 項までの品目別規則は省略） 

第 39 類： プラスチック及びその製品 

第 39 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

3901 エチレンの重合体（一次製品に限る。） 項変更 

3902 プロピレンその他のオレフィンの重合体（一次製品に限る。） 項変更 

3903 スチレンの重合体（一次製品に限る。） 項変更 

3904 塩化ビニルその他のハロゲン化オレフィンの重合体（一次製品

に限る。） 

項変更 

3905 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニ

ル重合体（一次製品に限る。） 

項変更 

3906 アクリル重合体（一次製品に限る。） 項変更 

3907 ポリアセタールその他のポリエーテル、エポキシ樹脂及びポリ

カーボネート、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他のポ

リエステル（一次製品に限る。） 

項変更 

3908 ポリアミド（一次製品に限る。） 項変更 

3909 アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン（一次製品に限

る。） 

項変更 

3910 シリコーン（一次製品に限る。） 項変更 

3911 石油樹脂、クマロン－インデン樹脂、ポリテルペン、ポリ硫化

物、ポリスルホン及びこの類の注３のその他の物品（一次製品

に限るものとし、他の項に該当するものを除く。） 

項変更 

3912 セルロース及びその化学的誘導体（一次製品に限るものとし、

他の項に該当するものを除く。） 

項変更 

3913 天然の重合体（例えば、アルギン酸）及び変性させた天然の重

合体（例えば、硬化たんぱく質及び天然ゴムの化学的誘導体）

（一次製品に限るものとし、他の項に該当するものを除く。） 

項変更 

3914 第 39.01 項から第 39.13 項までの重合体をもととしたイオン

交換体（一次製品に限る。） 

項変更 

3915 プラスチックのくず 原産地は、本項のプラスチ
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

ックのくずが製造或いは加

工作業から派生し又は消費

から収集された国とする。 

3916 プラスチックの単繊維で横断面の最大寸法が１ミリメートルを

超えるもの、プラスチックの棒及びプラスチックの形材（表面

加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工を

したものを除く。） 

項変更。又は 

補強され、積層され又は支

持された素材への項内変更 

3917 プラスチック製の管及びホース並びにこれらの継手（プラスチ

ック製のものに限る。例えば、ジョイント、エルボー及びフラ

ンジ） 

項変更。又は 

補強され、積層され又は支

持された素材への項内変更 

3918 プラスチック製の床用敷物（接着性を有するか有しないか問わ

ないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。）並びにこ

の類の注９のプラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材 

項変更 

3919 プラスチック製の板、シート、フィルム、はく、テープ、スト

リップその他のへん平な形状の物品（接着性を有するものに限

るものとし、ロール状であるかないかを問わない。） 

項変更。又は 

補強され、積層され又は支

持された素材への項内変更 

3920 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びス

トリップ（多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は支持

物を使用したもの及びこれらに類する方法により他の材料と組

み合わせたものを除く。） 

項変更。又は 

プラスチック表面への金属

の蒸着後の項内変更 

3921 プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく及びス

トリップ 

項変更。又は 

補強され、積層され又は支

持された素材への項内変

更。又は 

プラスチック表面への金属

の蒸着後の項内変更 

3922 プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、

ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これら

に類する衛生用品 

項変更 

3923 プラスチック製の運搬用又は包装用の製品及びプラスチック製

の栓、ふた、キャップその他これらに類する物品 

項変更 

3924 プラスチック製の食卓用品、台所用品、その他の家庭用品及び

化粧用品 

項変更 

3925 プラスチック製の建築用品（他の項に該当するものを除く。） 項変更 

3926 その他のプラスチック製品及び第 39.01 項から第 39.14 項ま  
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

での材料（プラスチックを除く。）から成る製品 

3926.10 - 事務用品及び学用品 項変更 

3926.20 - 衣類及び衣類附属品（手袋、ミトン及びミットを含む。） 項変更。又は 

完全に製品にした後の号内

変更 

3926.30 - 家具用又は車体用の取付具その他これに類する取付具 項変更 

3926.40 - 小像その他の装飾品 項変更 

3926.90 - その他のもの 項変更 

第 40 類： ゴム及びその製品 

第 40 類のレジデュアル・ルール 

プライマリー･ルールの適用によって原産国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

重量において最大部分を占める材料の原産国とする。 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

4001 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他こ

れらに類する天然ガム（一次製品、板、シート又はストリップ

の形状のものに限る。） 

 

4001.10 - 天然ゴムのラテックス（プリバルカナイズしてあるかないか

を問わない。） 

原産地は、本号の物品が自

然な未加工の状態で得られ

た国とする。 

 

4001.21 

- その他の形状の天然ゴム 

- - スモークドシート 

 

原産地は、本号の物品が自

然な未加工の状態で得られ

た国とする 

4001.22 - - 技術的格付けをした天然ゴム（TSNR） 原産地は、本号の物品が自

然な未加工の状態で得られ

た国とする 

4001.29 - - その他のもの 原産地は、本号の物品が自

然な未加工の状態で得られ

た国とする 

4001.30 - バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類

する天然ガム 

原産地は、本号の物品が自

然な未加工の状態で得られ

た国とする 

4002 合成ゴム、油から製造したファクチス及び 40.01 項の物品とこ  



58 

HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

の項の物品との混合物（一次製品、板、シート又はストリップ

の形状のものに限る。） 

 

 

4002.11 

- スチレン－ブタジエンゴム（SBR）及びカルボキシル化スチ

レン－ブタジエンゴム（XSBR） 

- - ラテックス 

 

 

項変更 

4002.19 - - その他のもの 項変更 

4002.20 - ブタジエンゴム（BR） 項変更 

 

 

4002.31 

- イソブテン－イソプレンゴム（ブチルゴム又は IIR）及びハ

ロ－イソブデン－イソプレンゴム（CIIR 及び BIIR） 

- - イソブテン－イソプレンゴム（ブチルゴム又は IIR） 

 

 

項変更 

4002.39 - - その他のもの 項変更 

 

4002.41 

- クロロプレンゴム（クロロブタジエンゴム又は CR） 

- - ラテックス 

 

項変更 

4002.49 - - その他のもの 項変更 

 

4002.51 

- アクリルロニトリル－ブタジエンゴム（NBR） 

- - ラテックス 

 

項変更 

4002.59 - - その他のもの 項変更 

4002.60 - イソプレンゴム（IR） 項変更 

4002.70 - エチレン－プロピレン－非共役ジエンゴム（EPDM） 項変更 

4002.80 - 第 40.01 項の物品とこの項の物品との混合物 項変更（第 4001 項の物品

からの変更を除く。） 

 

4002.91 

- その他のもの 

- - ラテックス 

 

項変更 

4002.99 - - その他のもの 項変更 

4003 再生ゴム（一次製品、板、シート又はストリップの形状のもの

に限る。） 

項変更 

4004 ゴム（硬質ゴムを除く。）のくず並びにこれから得た粉及び粒 原産地は、本項のゴムのく

ずが製造或いは加工作業か

ら派生し又は消費から収集

された国とする 

4005 配合ゴム（加硫してないもので、一次製品、板、シート又はス

トリップの形状のものに限る。） 

項変更 

4006 加硫してないゴムで、その他の形状のもの（例えば、棒、管及

び形材）及び製品にしたもの（例えば、円盤及びリング） 

項変更 

4007 糸及びひも（加硫したゴムのものに限る。） 項変更 
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HS 番号 

(2017) 
品 名 プライマリー･ルール 

4008 板、シート、ストリップ、棒及び形材（加硫したゴム（硬質ゴ

ムを除く。）のものに限る。） 

項変更 

4009 管及びホース（加硫したゴム（硬質ゴムを除く。）製のものに限

るものとし、継手（例えば、ジョイント、エルボー及びフラン

ジ）を取り付けてあるかないかを問わない。） 

項変更 

4010 コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチング（加硫したゴム

製のものに限る。） 

項変更 

4011 ゴム製の空気タイヤ（新品のものに限る。） 項変更 

4012 ゴム製の空気タイヤ（更生したもの及び中古のものに限る。）並

びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレ

ッド及びタイヤフラップ 

 

 - 更生タイヤ （空欄） 

4012.20 - 空気タイヤ（中古のものに限る。） 原産地は、本号の物品が最

終的に収集され船積み用に

梱包された国とする。 

4012.90 - その他のもの 項変更 

4013 ゴム製のインナーチューブ 項変更 

4014 衛生用又は医療用の製品（乳首を含み、加硫したゴム（硬質ゴ

ムを除く。）製のものに限るものとし、硬質ゴム製の取付具を有

するか有しないかを問わない。） 

項変更 

4015 衣類及び衣類附属品（手袋、ミトン及びミットを含み、加硫し

たゴム（硬質ゴムを除く。）製のものに限るものとし、用途を問

わない。） 

項変更 

4016 その他の製品（加硫したゴム（硬質ゴムを除く。）製のものに限

る。） 

項変更 

4017 硬質ゴム（例えば、エボナイト。くずを含むものとし、形状を

問わない。）及びその製品 

 

ex4017(a) - スラブ、ブロック、プレート、シート、ストリップ、ロッド,

プロファイル形状、チューブ、パイプ及びホース 

項変更 

ex4017(b) - 廃棄物又はくず 原産地は、本スプリット項

の廃棄物又はくずが製造或

いは加工作業から派生し又

は消費から収集された国と

する。 

ex4017(c) - その他のもの スプリット項変更 
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賛助会員継続のお願い 
 

賛助会員各位 
 

当協会の活動につきましてご支援・ご協力を賜りまして深く感謝申し上げます。 
さて、ご高承の通り、当協会は、我が国の貿易関係手続の簡易化のための活動を推進し、貿易関係実

務の能率向上、書類作成の合理化、費用の節減及び労働力の効率的利用等に大きな役割を果たすとと
もに、国際的にも、国連 CEFACT に登録された我が国唯一の機関として、国際機関や諸外国との密接
な連携の下に、諸活動を展開しております。 

近年はデジタルトランスフォーメーション（DX）が我が国においても課題となっておりますが、長
年、当協会は手続電子化推進に携わるとともに、日本輸出入者標準コードの発給・管理の実務で DX の
一端を担ってきた経験、知見で社会に貢献できるものと確信しております。 

一方で経費削減には努めておりますが、長期間にわたる低金利により財産運用益は低迷し、厳しい財
政状況に瀕しております。今後も更なる経費削減に取り組んで参る所存ではございますが、当協会の
各種事業につきまして、安定的に事業を実施するためには、賛助会員の皆様方からのご支援が大きな
柱となるものであります。 

賛助会員の皆様方には、賛助会員への便宜として、 
１． 資料，定期刊行物その他の報告書等の無償配布 
２． 協会備えつけ資料の閲覧ならびに借り出し 
３． 研究調査に対する意見の開陳 
４． 協会の主催する講演会、セミナー等への出席 
５． 協会に対する研究調査の委託      

をご提供しており、メガ EPA 原産地規則に関し賛助会員向け研修会開催やコンサルティング・サービ
ス提供を拡充すること等にも取り組んでおります。 

どうか当協会の事業にさらなるご理解とご支援を賜りたく、2021 年度も引き続き協会賛助会員とし
てご加入を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会 
事務局長・専務理事 秋田 潤 

 
 
賛助会費お振込み先（一口年額 70,000 円） 
口座名義「イッパンザイダンホウジン ニホンボウエキカンケイテツヅキカンイカキョウカイ」 
みずほ銀行  浜松町支店(148) 普通預金 口座番号 ０６７３６３３ 
三菱 UFJ 銀行 東京公務部(300) 普通預金 口座番号 ００００５５９ 
三井住友銀行 東京公務部(096) 普通預金 口座番号 ０００１４４５ 
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