JASTPRO

一般財団法人

503

日本貿易関係手続簡易化協会
広報誌

2021年3月

目次
記事１．シングル ウィンドウに係るUN/CEFACT の活動内容
について (2020年～2021年)
JASTPROシニア アドバイザー

渡邊 浩吉

記事２．JASTPRO調査研究：非特恵原産地規則
業務二部長

… 5

今川 博

記事３．国連CEFACTの取組み 持続可能な漁業への支援
業務一部長

… 1

… 24

祁答院 包則

賛助会員継続のお願い

… 28

— JASTPRO広報誌電子版のご案内 —

当協会ホームページで電子版をご覧いただけます。
https://www.jastpro.org/index.html
電子版掲載は、Twitter（@_jastopro）でご案内しています。
ホームページ更新、刊行物のご案内、講演会開催のお知らせなども発信しており
ます。 フォローいただければ幸いです。
パソコンからもご覧いただけます。

https://twitter.com/_jastpro

メールにて掲載通知をご希望の方は、次の内容を下記のE-mailアドレスにお知ら
せください。
ご所属組織名称
所属されている部署
お名前
ご連絡先電話番号
送達ご希望メールアドレス

【ご連絡窓口】
一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会
E-mailアドレス

ホームページ

業務部

gyomu_dept@jastpro.or.jp

Twitter

記事 1．シングルウィンドウに係る UN/CEFACT の活動内容について
(2020 年～2021 年)
シニア アドバイザー
UN/CEFACT では、貿易手続、運輸、サプラ

渡邊 浩吉

▷「同一経済圏内（Region）における各国のシ

イチェーンなど活動領域（ドメイン）を設定し

ングル ウィンドウの連携」の追加2

て各種プロジェクトが実行されていますが、そ

シングルウィンドウの相互運用性（地域にお

の一つにシングル ウィンドウ ドメイン

ける各国間の連携）に係る勧告 36 号が 2017 年

(SWD) があります。シングル ウィンドウにつ

に発出されたこともあり、国を跨いでのシング

いては UN/CEFACT 勧告において、33 号～36

ル ウィンドウ連携の重要性に係る項目が追加

号の４回連続で取り上げられるなど、注目の集

されました。各国のシングル ウィンドウを

まる分野となっております。最初に発出された

NSW (National Single Window) と呼ぶのに対

33 号が、昨年改定（2020 年版）されたことか

して、その帰属する経済圏の各国が、それぞれ

ら、シングル ウィンドウ ドメインでも 2020

の NSW を相互に連結し、あたかも一つのシン

年版の Annex 拡充など、関連したプロジェクト

グル ウィンドウのように機能させるものを

の計画が進められています。ここではこれらの

RSW (Regional Single Window) と呼びます。

最近の状況について、筆者の見方も交え、いく

取り扱う電子データは当面行政関連文書を対

つか説明させていただきます。

象とするとの記載がありますので、原産地証明
や動植物検疫証明などを、RSW を使ってやり

1. 33 号

シングル ウィンドウの設置に

関する勧告とガイドライン

取りするようなことが想定されると言えます。

2020 年改訂

商用電子文書については明確な指針を出して

版

いるとは言えませんが、シングル ウィンドウ
の実施に当たっては通常、関係する貿易文書や

オリジナル版と読み比べますと、先ず目を引

データセットの標準化を伴う3、というような表

くのはシングル ウィンドウの対象を電子デー

現で、商用電子文書も視野に入れていることに

タに限定 したことですが、他にも環境変化への

言及していると思われます。

1

対応など、全般に亘って分かり易く改定されて
おります。追加されたところを中心に抜き出す
と、およそ次の通りとなります。

1

2

例えば Scope の中からオリジナル版にあった「,if

information is electronic, then～」が削除された。

G. Single Window in a regional context (Page11)
RSW の場合、NSW に比して複雑さは指数関数的

即ち、各所に散らばっていた許認可省庁の申請窓口

に増大すると指摘。
3

をどこかの役所に纏め、そこに行けば全ての許認可

8.7 International standards and

申請が出来るようするという物理的な総合窓口の設

recommendations (Page16) 貿易は国を跨いで

置は、この勧告で規定される「Single Window」の

成立するもの故、結局国際標準が必須となる。

範疇から外された。

1

▷

シングル ウィンドウが計画通りの貢献を

業務体制を変更する必要があろうし、国内外の

したか評価することの難しさに言及4

法体系の整備も必要となるので、関係者全体が、

シングル ウィンドウを導入する利点などに

早い段階から組織的に協働することが肝要で

ついては、コストや時間の縮減、透明度の向上

あることを新たに強調しています。

やその結果として税収の増加などが謳われて
いますが、実際のところこれらは、シングル ウ

▷

ィンドウが十分に使いこなされた時に実現す

後の課題7の提起

るものであり、且つ他の政策と合わせて得られ

シングル ウィンドウは稼働させた後も留意
すべき課題があることを指摘しています。

る効果ということもあるので、どこまでがシン
グル ウィンドウがもたらした効果なのかの見

小規模で開始しても、結局全ての関係者と

極めは簡単ではないと、率直かつ現実的な一歩

手続に付き網羅的対応が必要となる。

踏み込んだ表現で言及しています。
▷

シングル ウィンドウの稼働を開始させた

開始時の KPI(脚注 4) が不適当と判断さ
れた時は、これを適宜変更すべきである。

シングル ウィンドウが内包するリスク5の

国際貿易に活用するためには世界的に使

想起

用される標準に準拠させることが必要。

シングル ウィンドウを活用するに当たって

技術革新の波に乗り遅れないよう、留意が

は、リスクを伴うことを指摘しています。

必要である。

コンプライアンス・リスク：シングル ウィ

RSW を使ってデータを共有・送達する時

ンドウの導入は、国内外の法令の改変を伴

は、当該地域の国際法体系準拠が必要。

いますが、これに起因した法令順守違反が

2.

起こる可能性があること。

総合リスク管理に係るシングル ウィ

ンドウの活用

利用上のリスク：技術的に未成熟、等によ
りシステムに障害を与えること。

輸出入貨物のリスク評価には、公平性や妥当

機能不全のリスク：システムの機能不全に

性を担保するためにも、出来る限りシステム化

より行政サービスが停止すること。

された手法が採られるべきであるというのが
基本にあります。リスク評価は一義的に輸出入

▷

官民に亘る関係者全体を網羅した協働体

申告やその他の許認可・証明により行われます

6

制 の必要性を示唆

が、それにはこれら全てのデータが標準化され

シングル ウィンドウを成功させ得るために

た状態で集中管理されるシングル ウィンドウ

は許認可省庁側も貿易関連事業者側も従来の

の活用が最も効率的ということです。

4

6

H. Key Performance Indicators KPI (Page12)

J.5. Collaboration Framework (Page 15)

SW は

他に、貿易促進が究極的な目的であることを意識す

誰かがうまくやってくれると考えてはいけない。全

べしと指摘。

員の当事者意識が肝要。

5

7

I. Risks to factor into Single Window

Implementation (Page 14)

SW のトラブルは一国

K. Post implementation challenges (Page 18)

SW はこれが完成品ということはない。常に作り続

に留まらず国際貿易への影響甚大。

けるものと考えるべし。

2

具体的に論議されている内容につき、以下に

世界貿易機関 (WTO) 貿易円滑化協定に

その概要を説明します。

おいては、シングル ウィンドウに内包す
るか否かは別として、各国はリスク管理シ

税関では貨物の全数検査はできないので、

ステムを持ち、単に通関業務におけるリス

個々の貨物の持つリスクを想定し、そのリ

クだけでなく、他の国境管理にも寄与させ

スクの程度に従って評価し、選択的に取り

なければならないとしている。

扱うこととなる。
許認可省庁にとっての輸出入貨物に対す

3. シングル ウィンドウ評価の手法

るリスク評価は、それぞれの分野において、
遵守されなければならない規制事項への
違背が生じることに対してである。シング

各国において、シングル ウィンドウへの関

ル ウィンドウが活用され、標準データ・セ

心が高まっているのは事実ですが、一方、その

ットで格納されたデータが共有される状

概念が国によって違い、保有しているというシ

況が得られることにより、各省庁の許認可

ステムの概要を聞くと、実際のところ、シング

状況が一元的に把握され、迅速で円滑な貨

ル ウィンドウとは言い難いものであったりす

物の搬出入承認が可能となる。これは官民

るようです。
UN/CEFACT では定義を明確にし

双方の効率向上に繋がる。

ていますので、照合すると自国のシステムが要

世界税関機構 (WCO) がまとめたシング

件を満たしているかの判断が可能ですが、シン

ル ウィンドウ環境 (SWE) の中にも、全

グル ウィンドウは通常相当な規模のシステム

ての許認可省庁は、それぞれの分野ついて、

ですから一気に完成形に持って行くのではな

リスクの評価基準をシステム化し、税関は、

く、漸次機能を高めて行くという方策の採用も

それらのシステムを有機的に組み合わせ、

考えられます。従って、現在のシステムがシン

統合的なリスク管理が可能となる仕組を

グル ウィンドウか否かを議論するのではなく、

シングル ウィンドウの中に構築しなけれ

どの段階にあるのかを明確に把握できるよう

ばならないと述べられている。

なシステムの評価基準、評価手法を提供するほ

不正な取引は万国共通のリスクだが、それ

うがむしろ実践的であり、必要度が高いであろ

とは別に、それぞれの国の産業構造などか

うということで、新たなプロジェクト8が立ち上

ら来る輸入規制への違反など固有事情に

がったところです。

係るリスクもある。世界各国共通で一律の

このプロジェクトにより提供される要件は
およそ次の通りとなる予定です。

リスク管理ができれば分り易く貿易が円
滑化するが、実際は困難である。

当該国のシングル ウィンドウが勧告 33

マニフェストの交換が実現されているよ

号に定義する要件を満たしたものかの査

うに、シングル ウィンドウが全世界にネ

定

ットワーク化できれば、他の船積データの
交換もでき、リスク管理が容易となる。

8

プロジェクト名：シングル ウィンドウ評価方法

(Single Window Assessment Methodology)

3

開発の規模・内容に基づいて、どの程度ま

この評価手法は、勧告 33 号の添付 Annex と

で開発が進捗しているかを評価するため

して取り扱われることになる予定です。

の指標を策定し、その指標に沿ってシング

この評価手法が完成した暁には、実際に２～

ル ウィンドウの現在のレベルを評価する。

３か国に当てはめ、それらの国のシングル ウ

標準化された明瞭な指標により、目標に対

ィンドウが、どのレベルにあるかを評価するこ

する現状の評価が容易となる。

とで、評価手法の使い方が実際モデルとして示

シングル ウィンドウ開発の方向性を示し、

され、同時に評価結果がケース・スタディーと

とるべき次のステップを勧める。

して提示される予定です。

ベンチマークとなりうる先行している成

4. その他

功例に基づき、現在その国のシングル ウ
ィンドウが、どのような段階にあるのかの
イメージが掴めるようにする。

コロナが世界的に蔓延する経験を通じて、シ

更なる貿易円滑化を推進し、シングル ウ

ングル ウィンドウという電子システムの有用

ィンドウが効率的に活用されるように、同

性に対する認識は、ますます高まると思われま

国への、専門家の協力と、開発専門機関の

す。この機に、シングル ウィンドウによる危機

支援の取り付けをサポートする。

対応という観点について、体系的にまとめるこ
とも議論されています。

4

記事 2．JASTPRO 調査研究：非特恵原産地規則
業務二部長

今川 博

本年度の調査研究として毎月本誌に掲載し

の時計の組立てを実質的変更とするルールが

てきました「非特恵原産地規則」ですが、いよ

一般的であるように思いますが、時計の機能だ

いよ今月で終了です。第８章は、「その他」と

けを勘案すればムーブメント単独でも「時を告

して、HS 第 71 類の貴金属・貴石の製品及び第

げる」ことはできるわけですので、一理あると

91 類の時計及びその部分品を取り上げます。ど

言えます。

ちらも、手工芸、手作業で仕上げる分野を残し

①

ており、これまで取り上げてきた機械化された

される宝飾品：2004 年 6 月 1 日付、HQ

大量生産される消費財とは少し趣を異にした

562868 MAR-2-05 RR:CR:SM 562868

製品分野です。特に、時計の原産地は、我が国

EAC

においても「国産」基準と「輸出入」基準とが

《事実関係》

明確に異なる例として、特筆すべき分野である
と思います。

第８章

イタリア製チェーン及び留め金から構成

NY I85493 事案において宝飾品の製造に係る
三つの方法が提示され、ジュエリーチェーンを

その他

一定の長さに切断し、米国内でロブスター形状

貴金属・貴石の製品、時計 （HS 第 71 類

の留め金と当該チェーンを組み合わせること

及び第 91 類）

で、外国原産のコンポーネントが、新たな名称、

１． 米国の貴金属・貴石の製品、時計に

特性、及び用途を持つ物品に実質的に変更した

おける非特恵原産地

とする米国税関の決定が下された。はじめの二
つの方法は、米国原産のチェーンを外国産の留

（１） 実質的変更に係る判例法･事前教示事

め金と組み合わせるもので、三番目の方法は、

例

外国産のチェーンに外国産の留め金を組み合
貴金属・貴石の製品及び時計の原産国決定に

わせるものであった。結果として、三つの方法

おける税関の判定事例として、以下にそれぞれ

すべてで組み立てられた宝飾品の原産国は米

類につき事案を取り上げます。簡単に骨子を説

国であると判断された。初めの二つの方法に関

明すると、①で示された判断は、金のブレスレ

しては、当該判断が正しいと考えるため、本決

ットに係る実質的変更は線･棒状の金をチェー

定は三番目の方法における事実のみを検討す

ンにするために切断し、折り曲げ、組み立てる

る。

ことにあって、チェーンに貴金属の装飾品を取

三番目の生産方法は、イタリア原産のスター

り付けたとしても実質的変更は生じないとい

リング・シルバーのジュエリーチェーンとイタ

うものです。②は時計の原産国はムーブメント

リア原産のスターリング・シルバーのロブスタ

の原産国であるとの判断です。世界的に見れば、

ー形状の留め金が米国内に組み立てられ、宝飾

WTO 調和非特恵原産地規則の議長提案に沿っ

品を形成する。各スターリング・シルバーのチ

た我が国、EU 等が採用するムーブメントから

5

ェーンの重さは 52 グラムで、14 ドルと評価さ

章）は、原産国表示要件と米国法典第 19 編第

れている。各スターリング・シルバーのロブス

1304 条の例外を実施する。税関規則第 134.1(b)

ター形状の留め金の重量は 7.5 グラムで、11 ド

(連邦規則集第 19 巻第 134.1 条(b))は、「原産

ルと評価されている。組み立てられた宝飾品は、

国」を米国に輸入される外国産の製品の製造国、

組立て後に仕上げられる。

生産国又は成育国であると定義する。他の国で
更なる作業が行われ又は材料が加えられた場

北米自由貿易協定実施法第 6 編（税関近代化

合には、原産国表示法令の意味において｢原産

法）第 623 条（Pub. L. 103-182, 107 Stat. 2057,

国｣と認められるためには実質的変更が行われ

2186 (1993)）によって改正された 1930 年関税

る必要がある。合衆国対ギブソン･トムセン社

法第 625 条（c）(合衆国法典第 19 編第 1625 条

判決（27C.C.P.A.267 (C.A.D.98) (1940)）は、輸

（c）)に従って、NY I85493 の改変案の告知は、

入された物品が生産に使用され、当該物品の名

2004 年 4 月 21 日に税関掲示板に掲載された。

称、特性又は用途と異なる名称、特性又は用途

本告知に対するコメントは接到しなかった。

を持つ物品になる場合に実質的変更が生じる

《論 点》

と考えられ、その結果、製造業者又は加工業者
が当該輸入物品の最終的な購買者と認められ

原産国表示の観点から、上記部品から米国で

る旨判示している。このような状況であれば、

組み立てられた宝飾品の原産国はどこか。

輸入された物品は表示要件を免除され、容器の

《法令及び分析》

最も外側にのみ表示されることになる。連邦規
則集第 19 巻第 134.1 条(b)参照。

1930 年関税法第 304 条（合衆国法典第 19 編
第 1304 条）は、米国に輸入されたすべての外国

1993 年 4 月 30 日付の本部教示書簡（HRL）

原産の製品は、目立つ箇所に当該製品又はその

557100 においては、ボリビアの未精製金が融解

容器の性質が許す限り目に見える形で、消えな

を経てボリビア国内で純金の塊に変換される。

いように、恒久的に、米国の最終的な購買者

ローリングミルと延伸機を利用して、塊はその

（ultimate purchaser）に対して当該物品の原産

後、巻き軸の周りに巻かれた金の線に変換され

国が英語表記で表示されるべきことを規定し

る。巻かれた金の線はイタリアに輸出され、そ

ている。米国法典第 19 編第 1304 条を制定する

こで機械にかけられ、金のチェーンに変換され

議会の意図は、最終的な購入者は、輸入品に付

た後、金のチェーンは洗浄され、はんだ付け粉

された原産国表示を見ることで、当該物品がど

で調製され、はんだオーブンにかけ、巻き軸の

の国の製品であるかを知ることができるよう

周りに巻かれる。この時点で、金のチェーンは

にすべきということである。
「明らかな目的は、

ボリビアに戻され、ネックレスやブレスレット

購入時に最終的な購入者が、商品がどこで生産

の長さに切断され、手動でチェーンの端の先端

されたかを知ることによって、そのようなマー

をはんだ付けされ、熱処理のためにオーブンに

キングが彼の意志に影響を与えるならば、それ

チェーンをくぐらせ、化学物質や超音波プロセ

らを購入するか又は拒否することができるよ

スで洗浄され、チェーンに手作業でロックが組

うにすることである。」合衆国対フリードラン

み込まれる。組み立てられたジュエリーは清掃

ダー社、27 C.C.P.A.297 302 (1940)。

され、ブラッシングマシンで金のチェーンが
「仕上げ」られ、品質管理上のコンプライアン

税関規則第 134 章（連邦規則集第 19 巻第 134
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スのために組み立てられた宝飾品としてテス

現在検討中のケースに適用すると、イタリア
原産のスターリング・シルバー製のチェーンと

トされ、米国への出荷のために梱包される。

イタリア原産のスターリング・シルバー製のロ

HRL 557100 事案で検討された論点は、アン

ブスター形状の留め金を組み合わせただけで

デアン特恵貿易法（ATPA）における特恵資格

製品を仕上げることは、外国原産の素材を実質

の点で、米国に輸入された宝飾品がボリビアの

的に変更するものではない。したがって、この

「産品」であると認められるかどうかであった。

方法で生産される宝飾品の原産国はイタリア

この問題を判断する際に、当初、金の線を金の

である。

チェーンに加工することは、金の線を金のチェ
ーンに加工した国の産品に実質的に変換され

《決

る旨を認めた（引用、1991 年 4 月 22 日付、HRL

定》

提示された情報に基づき、イタリア原産のス

555929）。したがって、ボリビアの金の線が金

ターリング・シルバー製のチェーンとイタリア

のチェーンに変換されたときにイタリアの製

原産のスターリング・シルバー製のロブスター

品に実質的に変換されたことは明らかであっ

形状の留め金を米国において組み合わせ、宝飾

たものの、残された問題は、イタリア原産の金

品の完成品とすることは、外国製の素材を米国

のチェーンがネックレスとブレスレットに統

製の製品へと実質的に変更させるものではな

合されたときにボリビアの製品に実質的に再

い。このような状況下で生産された宝飾品の完

変換されたかということであった。

成品の原産国はイタリアである。

イタリア原産のチェーンを特定の長さに切

《他の教示事例への効果》

断し、エンドチップをはんだ付けし、ロックや

2002 年 8 月 22 日付、NY 185493 は、本決定

留め金を取り付け、磨き、完成した宝飾品検査

により修正される。合衆国法典第 19 編第 1625

を行うことが、ボリビア製品として実質的に変

条（c）に従って、本決定は税関掲示板への告知

更したかについて、以下のとおり判断された。

の 60 日後に効力を生じる。

織り込まれた金のチェーンがボリビアに
戻された場合、ネックレスとブレスレッ

②

ムーブメントの製造国と組立国が異なる

トの完成品を作るために行われた工程は、

時計の原産国表示、「組立て」の表示の

輸入されたチェーンを「ボリビア製品」に

使用：1994 年 2 月 15 日付、HQ 735474

実質的に変換することはないとの見解を

MAR-2-05 RR:CR:SM 562868 EAC

採る。ブレスレットやネックレスの重要

《事実関係》

な特性は、イタリアで生じた切断、リンク
の形成、織り込み操作から生じるチェー

T 社は、別の国で製造されたムーブメントを

ンであると考えられる。

使用して一つの国で組み立てられた（ムーブメ
ントをケースに格納した）時計の輸入を企図し

1997 年 7 月 24 日付、HRL 560333（金のリン

ている。T 社は、当該時計に対して「ムーブメ

クからチェーンへの単なる組立て又は織り込

ント（英語の国名）」の表記を「（時計が組み

みは、はんだ付け作業を伴ったとしても金のリ

立てられた国の英語の国名）で組立て」との表

ンクを実質的に変更させたとは言えない。）

記にごく近接させて表示することを提案して

7

いる。例えば、フィリピンで製造されたムーブ

税関規則第 134 章
（連邦規則集第 19 巻第 134

メントを香港で組み立てた時計の表示であれ

章）は、原産国表示要件と米国法典第 19 編第

ば、以下のように表記する。

1304 条の例外を実施する。税関規則第 134.41

ムーブメント

条(b)（連邦規則集第 19 巻 134.41 条(b)）は、

フィリピン

米国の最終的な購買者が表示を容易に見つけ

香港で組立て

ることができ、無理なく読むことができなけれ
ばならないと規定している。

T 社からのサンプルは提出されていないが、
表示は目立つ箇所に目に見える形で時計のケ

米国税関は、時計の原産国がムーブメントの

ースの裏面に行い、二つの国名はそれぞれ近接

製造国であるとの立場を長い間取り続けてい

させる旨を表明している。当該時計はニューヨ

る。時計の針、ダイヤル、ケース又は時計バン

ーク港その他から輸入される。

ドの取り付けは、機械時計としての定義を加え
るものであるが、時計の「心臓部」であるムー

《論 点》

ブメントの特性又は用途を変えるものではな

提案された、時計のムーブメントが製造され

い。したがって、合衆国法典第 19 編第 1304 条

た国と当該時計が組み立てられた第２の国を

の要件を満たすためには、時計はムーブメント

示す表示は許容されるか。

の製造国名が目立つところに目に見える形で
表示されねばならない。

《法令及び分析》

HQ 718311（1982 年 1 月 26 日付）で T 社

改正された 1930 年関税法第 304 条（合衆国

に対して発出された教示において、税関は、提

法典第 19 編第 1304 条）は、免除される事由が

案のあった表示方法である「台湾で組立て」
「ム

ない限り、米国に輸入されたすべての外国原産

ーブメント

の製品は、目立つ箇所に当該製品又はその容器

日本」の表記を近接して時計の裏

面に行うことは、改正された 1930 年関税法第

の性質が許す限り目に見える形で、消えないよ

304 条（合衆国法典第 19 編第 1304 条）の要件

うに、恒久的に、米国の最終的な購買者

を満たす旨決定した。

（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を規定し

一方、HQ 735251 (1993 年 10 月 7 日付) に

ている。米国法典第 19 編第 1304 条を制定する

おいて、税関は「組立て」の句は合衆国法典第

議会の意図は、最終的な購入者は、輸入品に付

19 編第 1304 条の下で物品の原産国を表現する

された原産国表示を見ることで、当該物品がど

には十分ではないとの教示を行っている。また、

の国の製品であるかを知ることができるよう

「スイスのムーブメント部品を中国で組立て」

にすべきということである。
「明らかな目的は、

と時計に表示することは、ムーブメントの製造

購入時に最終的な購入者が、商品がどこで生産

国を的確に示すものではないとして許容しな

されたかを知ることによって、そのようなマー

かった。

キングが彼の意志に影響を与えるならば、それ

これら二つの教示事例は異なる問題に対応し

らを購入するか又は拒否することができるよ

ていた。HQ 735251 事案は、国名の前に何らの

うにすることである。」 合衆国対フリードラン

表示もない「組立て」の句が時計の原産国を示

ダー社、27 C.C.P.A.297 302(1940)。

すのに十分であるかの問題を取り扱った。この

8

事例においては、時計の原産国は適切に表示さ

「Made in（・・原産）」と同等のものであると

れており、「組立て」の句が時計に表示されて

教示している。

はならないとは教示してはいない。さらに、HQ

《決

718311 事案を無効にも修正もしていないため、

提案のあった輸入された時計に対する「ムー

HQ 718311 事案はいまだ有効である。

ブメント

本件においては、時計の原産国は「ムーブメ

フィリピン」、「組立て

香港」の

表示は、連邦規則集第 19 巻第 134.46 条の要件

ント フィリピン」と表示することで適切に示
されている。「組立て

定》

を満たす限りにおいて差し支えない。

香港」の句は、当該時

計がどこで組み立てられたか又はケースに格

（２） NAFTAマーキング・ルール

納されたかに関して追加情報を消費者に与え

カナダ又はメキシコから輸入される貴金属・

ており、その情報は誤りでも誤認を惹起させる

貴石の製品及び時計の原産国表示のために適

ものでもない。米国法典第 19 編第 1304 条は、

用される原産地規則は、関税分類変更基準が適

製品の原産国が適切に表示され、その表示に係

用されます。

る情報が誤りであったり、誤認を惹起させたり

貴金属・貴石の製品

するものでない限り、特定の加工が行われた場
所又はある部品が製造された国名などの追加

HS 分類では、「貴金属」とは、銀、金及び

情報を製品に付することを禁じているわけで

白金をいい、「白金」とは、白金、イリジウム、

はない。

オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニ

しかしながら、もし実際の原産国とは異なる

ウムをいいます（第 71 類の類注 4）。また、

国名又は地域名が言及されているならば、連邦

「貴石・半貴石」には、例えば、ルビー、サフ

規則集第 19 巻第 134.46 条の要件に合致する。

ァイヤ、エメラルドを含みます。本分野に適用

連邦規則集第 19 巻第 134.46 条は、「U. S.」若

される規則の内容は、加工の技術よりも素材に

しくは「American」の単語、英文字の「U. S. A.,」、

より価値を認めるためか、他の製品分野に比較

これらの単語又は文字の連結、若しくは米国内

して相当、厳格なものといえそうです。例えば、

の都市名或いは地域名、又は輸入される製品若

以下のとおりです。

しくは容器に表記される当該物品の製造又は

第 71.01 項

生産された国又は地域以外のいかなる外国名
若しくは地域名が表示されているならば、それ

真珠

「類変更。
第 03.07 項の物品からの変更を除く。
」

らの単語、文字又は名称に近接して、「Made in

アコヤ貝等の母体ごと輸入して真珠を取り

（・・原産）」、「product of (・・製）」又は

出しても原産性を与えず、貝自体を自然な状態

類似した意味を持つ単語の後に続く原産国名

で採取するか、養殖するほかありません。

が、見やすく、恒久的に、少なくとも同じよう
な大きさで表示されなければならないとして

第 71.02 項及び第 71.03 項

いる。HQ 735251 においては、税関は、時計に

貴石・半貴石

関しては「ムーブメント」又はその略称が

「類変更。」
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ダイヤモンド及び

ダイヤモンドも貴石・半貴石も原石が第 71 類

（例えば、シガーケース、シガレットケース、

に分類されるので、原石を他国から輸入してカ

嗅ぎたばこ入れ、口中香剤入れ、錠剤入れ、

ット、研磨しても原産性は付与されません。し

おしろい入れ、鎖入れ及び数珠）

たがって、製品として別の項に分類されるよう

これらの物品は、組み合わせてあるかセットである

になるまで、原石が採取された国が原産国とし

かを問わない（例えば、天然又は養殖の真珠、貴石、

て維持されることになります。
第 71.08 項

半貴石、合成若しくは再生した貴石又は半貴石、べ

金の一次製品･粉

っ甲、真珠層、象牙、天然又は再生させたこはく、黒
玉及びさんご）。

「類変更。」

類注 10：第 71.14 項において細工品には、装飾品、

第 26.16 項の貴金属鉱に分類される砂金を輸

食卓用品、化粧用品、喫煙用具その他家庭用、事務用

入して一次製品の形状に変更する場合、原産性

又は宗教用の製品を含む。

が付与されます。

なお、第 71.14 項の関税率表解説には、以下の説明

第 71.13 項 身辺用細貨類及びその部分品（貴

があります。

金属製又は貴金属を張った金属製のものに限
る。）

（Ａ）食卓用品：テーブルナイフ、食器セット、スプ
ーン、フォーク、ひしゃく、肉挟み、盆、プ

第 71.14 項 細工品及びその部分品（貴金属製

レート、スープ用又は野菜用の皿、ボウル、

又は貴金属を張った金属製のものに限る。）

ソース入れ、果物皿、砂糖入れ、コーヒーポ

「（いずれも、）号変更。」

ット、ティーポット、ティーカップ、コーヒ
ーカップ、ゴブレット、エッグカップ、デカ

これらの製品と部分品は同じ号に分類され

ンタ、リキュールサービス用品、パン、ケー

るので、号変更とはいえ部分品の組立てだけで

キ、果物等用の台及びバスケット、フィッシ

は原産性の付与はありません。したがって、事

ュサーバー、ケーキサーバー、ワインの冷し

実上、一次製品から部分品を経て、製品まで一

用バケツ、薬味入れ、砂糖挟み、ナイフ置き、

貫製造しなければなりません。ちなみに、これ

ナプキンリング、テーブル用ベル、装飾用栓

らの項に分類される物品の例として、第 71 類

等

の類注９及び 10 に以下の記載があります。

（Ｂ）化粧用品：手鏡、瓶及びおしろい入れ（71.13

類注９：第 71.13 項において「身辺用細貨類」とは、

項のものを除く。）、ブラシ用箱、衣類用ブ

次の物品をいう。

ラシ、つめ用ブラシ、ヘアブラシ、くし（装

（ａ）小形の身辺用装飾品（例えば、指輪、腕輪、首

飾用くし及びポケット用くしを除く。71.13）、

飾り、ブローチ、イヤリング、時計用鎖、ペ

水さし等（香水用噴霧器を除く。96.16）

ンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣

（Ｃ）事務用品：インキ入れ、インキスタンド、ブッ

服用飾りボタン、メダル及び記章。）

クエンド、文鎮、ペーパーナイフ

（ｂ）通常、ポケット若しくはハンドバッグに入れ

（Ｄ）喫煙用具：シガーボックス、シガレットボック

て携帯し又は身辺に付けて使用する身辺用品

ス、たばこ入れ、灰皿、マッチ箱ホルダー等
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（96.13 項又は 96.14 項のライター、喫煙用

いずれの規則も時計の組立ての前提条件と

パイプ、シガレットホルダーその他の物品を

してムーブメントの完成品への組立てを前提

除く。）

としており、実質的変更規則と平仄があってい
ます。

（Ｅ）その他の家庭用品及びこれに類する用途のも
の：胸像、小像、その他の室内装飾用の像、

「ムーブメントセット」とは、時計用ムーブメ

宝石箱、テーブルセンターピース、花瓶、装

ントの構成部分品の完全なセットであって、単に

飾用植木鉢（jardinières）、額縁、ランプ、燭

組み立てることにより完成品となるもの及び一

（しょく）台、シャンデリア、マントルピー

部組み立てたもの（これらの形で取引される。）

ス装飾品、装飾用の皿及びプレート、メダル、

をいう。機械式表示部を使用するムーブメントに

メダリオン（身辺用装飾品を除く。）、運動

あっては、文字板及び針を含むものもあれば含ま

競技用のトロフィー、香水バーナー等

ないものもある。

（F） 宗教上の装飾品：聖櫃、聖抔、聖体器、顕示

「時計用ラフムーブメント」とは、地板（その

台、十字架上のキリスト像、燭（しょく）台、

他の何らかの外板を含む。）、受け、輪列、日の

ランプ

裏輪列、巻き機構、時間合わせ機構及び付加機構

時

（例えば、自動巻き機構、カレンダー機構、クロ

計

第 9101 項～第 9107 項

ノグラフ、アラーム等）からなる組み立ててない
時計用ムーブメントで、脱進機、てん輪及びひげ

時計の完成品

ぜんまいその他の調速機、ぜんまい、文字板又は

① グループ外の他の項の物品からの変更（第

針を有しないものをいう。時計用ラフムーブメン

9108 項から第 9110 項までの物品からの変

トは、提示の際に香箱を有するか有しないかを問

更を除く）。又は、

わない。（関税率表解説）

② 第 9110.11 号又は第 9110.90 号に分類され
る時計用ムーブメントで、単に組み立てる

第 9108 項～第 9109 項

ことにより完成品となるもの、若しくは

品

第 9110.19 号又は第 9110.90 号に分類され

①

る時計用ラフムーブメントからの変更

ムーブメントの完成

グループ外の他の項の物品からの変更（第
9110 項の物品からの変更を除く。）。又は、

第 9101 項から第 9107 項までの項には時計

②

の完成品が分類され、第 9108 項から第 9110 項

第 9110.11 号又は第 9110.90 号に分類され
る時計用ムーブメントで、単に組み立てる

までの項にはムーブメントが分類されます。し

ことにより完成品となるもの、若しくは

たがって、第１規則はムーブメントになる前の

第 9110.19 号又は第 9110.90 号に分類さ

部品からの組立てを要求し、第２規則はムーブ

れる時計用ラフムーブメントからの変更

メントの組立てを経て時計の完成品までの組

第１規則も第２規則も、ムーブメントの部品

立てを求めますが、出発材料が①ムーブメント

からムーブメントの完成品への組立てを要求

セット、若しくは②ラフムーブメントからの２

しますが、第２規則は、出発材料が①ムーブメ

通りの生産を許容します。

ントセット、若しくは②ラフムーブメントから
の２通りの生産に原産性が付与されます。
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第 9110 項

時計用ムーブメントで、単に組

どちらも、項変更ルールが設定されています

み立てることにより完成品と

が、事実上、類の変更を伴う粗原料からの加工・

なるもの及びこれを一部組み

製造を要することになります。

立てたもの（ムーブメントセッ
ト）、未完成の時計用ムーブメ

法的拘束力のない規則

ントで組み立てたもの並びに
時計用ラフムーブメント

貴金属・貴石の製品

「他の項の物品からの変更（第 9114.90 号の物

第 71.01 項

品からの変更を除く。）」

真珠

「養殖真珠が養殖された国又は天然真珠を

項変更ルールであっても、事実上、第 91.14

含む貝が採収された国」

項の時計の部品からの変更は、ばね（ひげぜん
まいを含む。）、文字板、地板及び受け以外は

第 7102 項

部品の製造から始めなければなりません。

ダイヤモンド

第 7102.10 号、第 7102.21 号、第 7102.31 号：
選別していないもの、又は加工してないも

２． EU の貴石・貴金属製品等、時計に係

の及び単にひき、クリーブし又はブルーチ

る非特恵原産地

したもの

EU 関税法典第 60 条は委員会委任規則（EU）

「自然な又は未加工の状態で得られた国」

第 2015/2446 号第 32 条、第 33 条及び附属書

第 7102.29 号、第 7102.39 号：その他のもの

22-01 により実施されます。第 71 類及び第 91

「号変更。ただし、本号の物品が最終製品に

類に分類される貴石･貴金属の製品、時計に関

切断され、砕かれ又は加工される場合に限

し、附属書 22-01 に規定される拘束力のある品

る（研磨されたか否かを問わない。）。」

目別規則は、それぞれ１品目のみとなっている。

ダイヤモンドは、切断され、砕かれ又は加工

また、当該類の類別レジデュアル・ルールは、

された段階で原産性が付与され、研磨以前

「使用された材料のうち価額において最大の

であってもよいことになっています。すな

部分を提供した原産国」です。その概要は以下

わち、採掘国以外の国で切断又は砕かれれ

のとおりです。

ば、その国が原産国となり、その後欧州で研
磨されたとしても原産国は維持されます。

法的拘束力のある規則
ex 第 71.17 項

第 7103 項

セラミック製の身辺用模細貨

類、飾られているもの

第 7103.10 号：加工してないもの、単にひい
たもの及び粗く形作ったもの

「項変更」
ex 第 91.13 項

貴石及び半貴石

「自然な又は未加工の状態で得られた国」
携帯用時計のバンド及びブレ

第 7103.91 号、第 7103.99 号：その他の加工

スレット並びにこれらの部分品、繊維製のもの

をしたもの

「項変更」

「号変更。ただし、本号の物品が最終製品に
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切断され、砕かれ又は加工される場合に限

部品

る（研磨されたか否かを問わない。）。」

「部品の原材料からの製造（項変更）」

切断され、砕かれ又は加工された段階で原

時

産性が付与され、研磨以前であってもよい

計

第 91.01 項～第 91.07 項

ことになっています。すなわち、採掘国以外
の国で切断又は砕かれれば、その国が原産

時計の完成品

「ムーブメントからの組立て（項変更）」

国となり、その後欧州で研磨されたとして

第 91.08 項～第 91.09 項

も原産国は維持されます。

ムーブメントの完成

品
第 71.08 項

金の一次製品･粉

「項変更（ex 91.10(b)項の物品からの変更を除
く）」

マネタリーゴールド以外のもの
粉：

時計の完成品については、ムーブメントから

「粉からフレークの生産」

の組立てで原産性が付与されます。ムーブメン

「粉の生産」

トの原産性判断においては、時計用ムーブメン

その他の形状のもの（未加工）：

トで一部組み立てたもの、及び未完成の時計用

「電解、熱又は化学的分離による精製」

ムーブメントで組み立てたものを出発材料と

「合金の生産」

して組み立てることが許容されますが、以下の

「その他の形状の生産又は砂金等の採掘

部品のうち少なくとも２つ以上が土台に据え

国」

られていてはいけません：（i）時間基準に関す

その他の形状のもの（一次製品）：「一

る装置、（ii）時間基準を表示に転換するための

次製品の生産」

装置、（iii）時刻設定のための装置、又は（iv）

マネタリーゴールド

光電子表示のための装置（一つのみであれば許

「電解、熱又は化学的分離による精製」

容されます。）。

「合金の生産」
「その他の形状の生産」

第 91.10 項

金の一次製品に至るまでの各工程で原産性

時計用ムーブメントで、単に組
み立てることにより完成品と

が付与されます。

なるもの及びこれを一部組み

第 71.13 項 身辺用細貨類及びその部分品（貴

立てたもの（ムーブメントセッ
ト）、未完成の時計用ムーブメ

金属製又は貴金属を張った金属製のものに限

ントで組み立てたもの並びに

る。）

時計用ラフムーブメント

第 71.14 項 細工品及びその部分品（貴金属製
次のページの表をご参照ください。

又は貴金属を張った金属製のものに限る。）
身辺用細貨類、細工品
「部品の組立て（スプリット項変更）」

13

HS 2017
ex91.10(a)

品

プライマリー・ルール

名

- 時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成
品となるもの及び時計用ラフムーブメント

ex91.10(b)

項変更（第 91.14 項の物品からの
変更を除く。）

- 時計用ムーブメントで一部組み立てたもの、及び未完成
の時計用ムーブメントで組み立てたもので、以下の部品
のうち少なくとも２つが土台に据えられているもの：（i）
時間基準に関する装置、（ii）時間基準を表示に転換する

項変更。又は、
スプリット項 ex9110(a)からの
変更

ための装置、（iii）時刻設定のための装置、又は（iv）光
電子表示のための装置
ex91.10(c)

その他

項変更（第 91.14 項の物品からの
変更を除く。）

これらの規定は、ムーブメントが単なる部品の収集によって関税分類変更が生じる場合に原産性を与えないよう
に工夫されています。

３． 我が国の貴石・貴金属製品等、時計

(ト) 関税率表の第 71.01 項から第 71.04 項まで

に係る非特恵原産地

に属する加工してない物品からの当該各項

我が国の非特恵原産地規則は、例外事由を除

に属する物品の製造

けば、次の関税法施行規則第１条の７（昭和 41

(ル) 関税率表の第 71 類(貴金属に限る｡) 、第 74

年大蔵省令第 55 号）及び関税法基本通達 68-3-

類から第 76 頼まで又は第 78 類から第 81

５（協定税率を適用する場合の原産地の認定基

頼までに属する物品(インゴット、棒、線そ

準）がすべての品目に対して一律に適用されま

の他同表の第 72.03 項、第 72.05 項から第

す。項変更を原則とする簡素な規則ですが、関

72.17 項まで、第 72.28 項又は第 73.01 項か

税法施行規則第１条の７において「単なる切断、

ら第 73.26 項までに掲げる物品の形状のも

選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に

のに限る｡) の製造 (ただし、同表の第

詰めること」等をネガティブ･ルールとして項

72.03 項、第 72.05 項から第 72.17 項まで、

変更が生じても原産性を与えないこととして

第 72.28 項又は第 73.01 項から第 73.26 項

います。一方、同規則で「税関長が指定する加

までにおいて鉄鋼を当該製造の原料又は材

工又は製造」として項変更が生じない場合であ

料である金属に読み替えた場合において、

っても原産性を与える加工工程を通達ベース

当該製造前の物品と製造後の物品とが同一

で列挙しています。こうした例外措置は、貴石･

の項に属することとなる製造を除く｡)

貴金属製品分野に有効に機能すると考えられ、

が考えられます。上記（イ）、（ト）は真珠、

適用が可能なのは、

ダイヤモンド等の貴石･半貴石の製造への項変
更だけでは原産国決定できない製造案件に係

(イ) 天然研磨材料について、その原石を粉砕し、

る救済、（ル）においては、貴金属の製造につ

かつ、粒度をそろえる加工
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いて、鉄鋼及び鉄鋼製品の関税分類をベースと

定義に関する運用細則として定められた『「商

したルールを貴金属･同製品に準用することに

品の原産国に関する不当な表示」の原産国の定

よる救済を規定しています。

義に関する運用細則』には、雑貨、腕時計とし
て以下の規則が置かれています。

一方、時計に関しては、HS 分類が時計（特
に、高級時計とされる機械式時計）の製造工程

ムーブメントの組立。ただし、側又はバンド

に沿ったものとなっていることから、部品から

が重要な構成要素となっている高級腕時計及

ムーブメントへの組立て、ムーブメントを最終

び防水などの特殊な腕時計にあっては、ムー

製品に組み込むことで原産性を得られます。こ

ブメントの組立及び側又はバンドの製造。

の考え方は、WTO 非特恵原産地規則の調和作
業においてもスイスと共に強く主張され、議長

(注) ただし書の腕時計において、ムーブメントの

最終提案として残っています。冒頭で触れたよ

組立が行われた国と側又はバンドの製造が行

うに米国はムーブメントの製造国を時計の原

なわれた国とが異なるときは、原産国は、二

産国とするとの一貫した立場であったわけで

国となる。

すが、調和作業を実施していた時点で米国の有

公正取引委員会（現消費者庁）は、貿易に関

力メーカーが国外に製造拠点を移したため、米

する国際規律を策定する WTO 非特恵原産地規

国の反対がそれほど強くなかったことも一因

則の調和作業に日本国政府として協議に加わ

として挙げられます。こうした意見の対立の背

ることはありませんでしたので、このような対

景には、当時、ムーブメントの輸出国であった

外的、対内的に異なる主張をすることになった

我が国及びスイスが、外国で最終製品として組

わけです。しかしながら、これは特段、WTO 協

み立てられ、我が国・スイスの時計メーカーの

定の整合性に反するかといえばそうではあり

品質保証の付かない低価格の時計に「日本製」、

ません。WTO 原産地規則協定は、貿易に関連

「スイス製」のお墨付きを与えたくなかったと

のない専ら国内で取引される物品の「国産」表

の事情があります（詳細は、JASTPRO ウェブ

示について、「輸入品及び輸出品について適用

サイト記事「八丁堀梁山泊第 3 話：『時計の原

する原産地規則が、物品が国内産品であるかな

産国はムーブメントが生産された国か？』2017

いかを決定するために適用する原産地規則よ

年 1 月 6 日公開」を参照してください。）。

りも厳しいものでないこと（第 2 条（d）、第

興味深いことに、国産基準を規律する「商品

3 条（c））」と規定し、貿易のための原産国決

の原産国に関する不当な表示」（昭和 48 年公

定と国内で適用される国産品決定のための 2 つ

正取引委員会告示第 34 号）の運用基準第 11 項

の原産地規則が併存することを前提とした規

に基づき、同告示備考第 1 項に定める原産国の

定振りとなっています。
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別添 １
貴石・貴金属製品等、時計に係る米国の品目別規則（NAFTA マーキングルール）
以下に、貴石・貴金属製品等、時計に係る米国の 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 14 部:
第 71 類：天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模
造細貨類並びに貨幣

7101

第 7101 項の物品への他の項の物品からの変更（第 0307 項の物品からの変更を除く。）

7102-7103

第 7102 項から第 7103 項までの物品への他の類の物品からの変更

7104-7105

第 7104 項から第 7105 項までの物品への他の項の物品からの変更（同じグループ内の他の
項の物品からの変更を含む。）

7106

第 7106 項の物品への他の類の物品からの変更

7107

第 7107 項の物品への他の類の物品からの変更（第 72 類から第 76 類まで、第 78 類から第
83 類までの物品からの変更を除く。）

7108

第 7108 項の物品への他の類の物品からの変更

7109

第 7109 項の物品への他の類の物品からの変更（第 72 類から第 76 類まで、第 78 類から第
83 類までの物品からの変更を除く。）

7110

第 7110 項の物品への他の類の物品からの変更

7111

第 7111 項の物品への他の類の物品からの変更（第 72 類から第 76 類まで、第 78 類から第
83 類までの物品からの変更を除く。）

7112

第 7112 項の物品への他の項の物品からの変更

7113.11-

第 7113.11 号から第 7115.90 号までの物品への他の号の物品からの変更（同じグループの他

7115.90

の号の物品からの変更を含む。）

7116

第 7116 項の物品への他の項の物品からの変更（真珠がひもに通されながら、留め具又は貴
金属或いは貴石の装飾を加えられていない場合には、真珠の原産地とする。）

7117-7118

第 7117 項から第 7118 項までの物品への他の項の物品からの変更（同じグループの他の項
の物品からの変更を含む。）
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第 91 類： 時計及びその部分品

第 91 類の注:

9101-9107

第 9113.90.40 に分類される物品の原産国は、第 102.21 条の規定により決定される。

第 9101 項から第 9107 項までの物品へのグループ外の他の項の物品からの変更（第 9108 項
から第 9110 項までの物品からの変更を除く）。又は、
第 9101 項から第 9107 項までの物品への第 9110.11 号又は第 9110.90 号に分類される時計
用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの、又は第 9110.19 号又は第
9110.90 号に分類される時計用ラフムーブメントからの変更

9108-9109

第 9108 項から第 9109 項までの物品へのグループ外の他の項の物品からの変更（第 9110 項
の物品からの変更を除く。）。又は、
第 9108 項から第 9109 項までの物品への第 9110.11 号又は第 9110.90 号に分類される時計
用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品となるもの、又は第 9110.19 号又は第
9110.90 号に分類される時計用ラフムーブメントからの変更

9110

第 9110 項の物品への他の項の物品からの変更（第 9114.90 号の物品からの変更を除く。）

9111.10-

第 9111.10 号から第 9111.80 号までの物品へのグループ外の他の号からの変更（当該変更が

9111.80

ＨＳ通則２(a)による場合には、第 9111.90 号の物品からの変更を除く。）

9111.90

第 9111.90 号の物品への他の項の物品からの変更

9112.20

第 9112.20 号の物品への他の号の物品からの変更（当該変更がＨＳ通則２(a)による場合に
は、第 9112.90 号の物品からの変更を除く。）

9112.90

第 9112.90 号の物品への他の項の物品からの変更

9113

第 9113 項の物品への他の項の物品からの変更

9114

第 9114 項の物品への他の項の物品からの変更
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別添 ２
貴石・貴金属製品等、時計に係る EU の品目別規則
以下に、貴石・貴金属製品等、時計に係る 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 71 類： 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造
細貨類並びに貨幣
第 71 類に適用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、当該物品の原産国は、使用された材料のうち価
額において最大の部分を提供した原産国とする。
HS 2017

品

名

プライマリー・ルール

71.17

身辺用模造細貨類

ex71.17

- セラミック製の身辺用模細貨類、飾られているもの

第 91 類：

-

項変更

時計及びその部分品

第 91 類に適用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、当該物品の原産国は、使用された材料のうち価
額において最大の部分を提供した原産国とする。
HS 2017
ex91.13

品

名

プライマリー・ルール

- 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部

項変更

分品、繊維製のもの

２．法的拘束力のない品目別規則 （筆者による仮訳）
第 71 類の貴石、貴金属製品等及び第 91 類の時計に対する調和規則 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・ルールとして第 71 類では原産国を指定するオタワ型規則及び項・号をスプリット
した関税分類変更基準が数多く設定されています。一方、第 91 類の時計については、ほぼ標準的な関税分類変更
基準が各項に置かれます。
第 71 類： 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用模造
細貨類並びに貨幣
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第 71 類に適用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、当該物品の原産国は、使用された材料のうち価
額において最大の部分を提供した原産国とする。
HS 2017
7101

品

名

プライマリー・ルール

天然又は養殖の真珠（加工してあるかないか又は格付けし

原産地は、養殖真珠が養殖され

てあるかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたも

た国又は天然真珠を含む貝が採

のを除く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時

収された国

的に糸に通したものを含む。
）
71.02

ダイヤモンド（加工してあるかないかを問わないものとし、
取り付けたものを除く。
）

7102.10

- 選別してないもの

原産地は、本号の物品が自然な
又は未加工の状態で得られた国

- 工業用のもの
7102.21

-- 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルー

7102.29

-- その他のもの

チしたもの

原産地は、本号の物品が自然な
又は未加工の状態で得られた国
号変更。ただし、本号の物品が最
終製品に切断され又は砕かれる
場合に限る。

- 工業用以外のもの
7102.31

-- 加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルー
チしたもの

7102.39

原産地は、本号の物品が自然な
又は未加工の状態で得られた国

-- その他のもの

号変更。ただし、本号の物品が最
終製品に切断され、砕かれ又は
加工される場合に限る（研磨さ
れたか否かを問わない。
）
。

71.03

貴石及び半貴石（加工してあるかないか又は格付けしてあ
るかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けた
もの及びダイヤモンドを除く。ただし、格付けしてない貴石
（ダイヤモンドを除く。
）又は半貴石を輸送のために一時的
に糸に通したものを含む。
）

7103.10

- 加工してないもの、単にひいたもの及び粗く形作ったも
の

原産地は、本号の物品が自然な
又は未加工の状態で得られた国

- その他の加工をしたもの
7103.91

-- ルビー、サファイヤ及びエメラルド

号変更。ただし、本号の物品が最
終製品に切断され、砕かれ又は
加工される場合に限る（研磨さ
れたか否かを問わない。
）
。

7103.99

-- その他のもの

号変更。ただし、本号の物品が最
終製品に切断され、砕かれ又は
加工される場合に限る（研磨さ
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品

名

プライマリー・ルール
れたか否かを問わない。
）
。

71.04

合成又は再生の貴石及び半貴石（加工してあるかないか又
は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし
又は取り付けたものを除く。ただし、格付けしてない合成又
は再生の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通し
たものを含む。
）

7104.10

- ピエゾエレクトリッククオーツ

項変更

7104.20

- その他のもの（加工してないもの、単にひいたもの及び粗

原産地は、本号の物品が未加工

く形作ったものに限る。
）
7104.90

の状態で得られた国

- その他のもの

号変更。ただし、本号の物品が最
終製品に切断され、砕かれ又は
加工される場合に限る（研磨さ
れたか否かを問わない。
）
。

71.05

天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉

71.06

銀（金又は白金をめっきした銀を含むものとし、加工してな

項変更

いもの、一次製品及び粉状のものに限る。
）
7106.10

- 粉

ex7106.10(a)

-- 粉として分類されるフレーク

- スプリット号変更

ex7106.10(b)

-- 粉

- 号変更

- その他のもの
7106.91

-- 加工してないもの

ex7106.91(a)

---

精製されたもの

- スプリット号変更。又は、
貴金属の電解、熱又は化学的
分離による精製に起因するス
プリット号内変更

ex7106.91(b)

---

合金のもの

- スプリット号変更

ex7106.91(c)

---

その他のもの

- 項変更。又は、
原産地は、本スプリット号の
材料が自然な又は未加工の状
態で得られた国

7106.92

-- 一次製品

号変更

71.07

銀を張った卑金属（一次製品を含むものとし、更に加工した
ものを除く。
）

ex71.07(a)

- 一次製品

- スプリット項変更

ex71.07(b)

- その他のもの

- 項変更

71.08

金（白金をめっきした金を含むものとし、加工してないも
の、一次製品及び粉状のものに限る。
）
- マネタリーゴールド以外のもの

7108.11

-- 粉

ex7108.11(a)

---

粉として分類されるフレーク

- スプリット号変更
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品

名

プライマリー・ルール

ex7108.11(b)

---

粉

- 号変更

7108.12

-- その他の形状のもの（加工してないものに限る。
）

ex7108.12(a)

---

精製されたもの

- スプリット号変更。又は、
貴金属の電解、熱又は化学的
分離による精製に起因するス
プリット号内変更

ex7108.12(b)

---

合金のもの

- スプリット号変更

ex7108.12(c)

---

その他のもの

- 項変更。又は、
原産地は、本スプリット号の
材料が自然な又は未加工の状
態で得られた国

7108.13

-- その他の形状のもの（一次製品に限る。
）

7108.20

- マネタリーゴールド

ex7108.20(a)

-- 精製されたもの

号変更
- スプリット号変更。又は、
貴金属の電解、熱又は化学的
分離による精製に起因するス
プリット号内変更

ex7108.20(b)

-- 合金のもの

- スプリット号変更

ex7108.20(c)

-- その他のもの

- 号変更

71.09

金を張った卑金属又は銀（一次製品を含むものとし、更に加
工したものを除く。
）

ex71.09(a)

- 一次製品

- スプリット項変更

ex71.09(b)

- その他のもの

- 項変更

71.10

白金（加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。
）

ex71.10(a)

- 粉として分類されるフレーク

- スプリット項変更

ex71.10(b)

- 粉

- スプリット項変更

ex71.10(c)

- 塊、精錬してあるもの

- スプリット項変更。又は、
貴金属の電解、
熱又は化学的分
離による精製に起因するスプ
リット号内変更

ex71.10(d)

- 塊、合金のもの

- スプリット項変更

ex71.10(e)

- 塊、その他の形状

- 項変更。又は、
原産地は、
本スプリット号の材
料が自然な又は未加工の状態
で得られた国

ex71.10(f)

- その他

- スプリット項変更

71.11

白金を張った卑金属、銀及び金（一次製品を含むものとし、
更に加工したものを除く。
）

ex71.11(a)

- 一次製品

- スプリット項変更

ex71.11(b)

- その他のもの

- 項変更
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71.13

品

名

プライマリー・ルール

貴金属又は貴金属を張った金属のくず及び主として貴金属

原産地は、本項の廃棄物及びく

の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化

ずが製造若しくは加工作業又は

合物を含有するもの

消費により生じた国

身辺用細貨類及びその部分品（貴金属製又は貴金属を張っ
た金属製のものに限る。
）

ex71.13(a)

- 身辺用細貨類

- スプリット項変更

ex71.13(b)

- 部分品

- 項変更

71.14

細工品及びその部分品（貴金属製又は貴金属を張った金属
製のものに限る。
）

ex71.14(a)

- 細工品

- スプリット項変更

ex71.14(b)

- 部分品

- 項変更

71.15

その他の製品（貴金属製又は貴金属を張った金属製のもの

項変更

に限る。
）
71.16

天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴

項変更

石若しくは半貴石の製品
71.17

身辺用模造細貨類

ex71.17(a)

- セラミック製の身辺用模細貨類、飾られているもの

- 項変更

ex71.17(b)

- その他

- 項変更

71.18

貨幣

項変更

第 91 類：

時計及びその部分品

第 91 類に適用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、当該物品の原産国は、使用された材料のうち価
額において最大の部分を提供した原産国とする。
HS 2017
91.01

品

名

プライマリー・ルール

腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを

項変更

含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を
使用したものに限る。
）
91.02

腕時計、懐中時計その他の携帯用時計（ストップウォッチを

項変更

含むものとし、第 91.01 項のものを除く。
）
91.03

時計（ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、 項変更
携帯用時計及び第 91.04 項の時計を除く。
）

91.04

計器盤用時計その他これに類する時計（車両用、航空機用、 項変更
宇宙飛行体用又は船舶用のものに限る。
）

91.05

その他の時計（携帯用時計を除く。
）

項変更

91.06

時刻の記録用又は時間の測定用、記録用若しくは表示用の

項変更

機器（時計用ムーブメント又は同期電動機を有するものに
限る。例えば、タイムレジスター及びタイムレコーダー）
91.07

タイムスイッチ（時計用ムーブメント又は同期電動機を有
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項変更
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品

名

プライマリー・ルール

するものに限る。
）
91.08

ウォッチムーブメント（完成品に限る。
）

項変更（ex 9110(b)項の物品から
の変更を除く）

91.09

その他の時計用ムーブメント（完成品に限る。
）

項変更（ex 9110(b)項の物品から
の変更を除く）

91.10

時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成品
となるもの及びこれを一部組み立てたもの（ムーブメント
セット）
、未完成の時計用ムーブメントで組み立てたもの並
びに時計用ラフムーブメント

ex91.10(a)

- 時計用ムーブメントで、単に組み立てることにより完成
品となるもの及び時計用ラフムーブメント

ex91.10(b)

- 時計用ムーブメントで一部組み立てたもの、及び未完成
の時計用ムーブメントで組み立てたもので、以下の部品

項変更（第 91.14 項の物品からの
変更を除く。
）
項変更。又は、
スプリット項 ex9110(a)からの

のうち少なくとも２つが土台に据えられているもの：
（i） 変更
時間基準に関する装置、（ii）時間基準を表示に転換する
ための装置、
（iii）時刻設定のための装置、又は（iv）光電
子表示のための装置
ex91.10(c)

その他

項変更（第 91.14 項の物品からの
変更を除く。
）

91.11

携帯用時計のケース及びその部分品

項変更。又は。
ブランクからの変更

91.12

時計（携帯用時計を除く。
）のケース及びこれに類するケー

項変更。又は。

スでこの類のその他の物品に使用するもの並びにこれらの

ブランクからの変更

部分品
91.13

携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部分
品

9113.10

- 貴金属製又は貴金属を張った金属製のもの

項変更。又は、
同じ号に分類される部分品から
完成品への変更

9113.20

- 卑金属製のもの（金又は銀をめっきしてあるかないかを
問わない。
）

項変更。又は、
同じ号に分類される部分品から
完成品への変更

9113.90

- その他のもの

ex9113.90(a)

- 携帯用時計のバンド及びブレスレット並びにこれらの部

項変更

分品、繊維製のもの
ex9113.90(b)

- その他

項変更

91.14

その他の時計の部分品

項変更
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記事 3．国連 CEFACT の取組み

持続可能な漁業への支援
業務一部長

祁答院 包則

2030 年の魚の生産量は 2 億 400 万トンに達

要素です。 UNECE の国連 CEFACT によって

すると推定されています。そのなかで違法・無

開発されたグローバルスタンダードである国

報 告 ・ 無 規 制 （ illegal, unreported and

連貿易輸送場所コード（UN/ LOCODE）によ

unregulated =IUU）漁業による漁獲はその 5 分

る識別は、港を指定する際の一貫性と正確性を

の 1 と推測され、その管理費用は現在でも各国

保証するために推奨されており、それぞれに 5

で年間最大 230 億ドルが発生しています。

文字のコードが割り当てられています（例： ES

UNECE（国連欧州経済委員会、国連 CEFACT

VGO は、ヨーロッパ最大の漁港であるスペイ

の上部管理組織）加盟国は、公海と国の管轄区

ンのビーゴ港を表しています。 UN/LOCODE

域の両方で漁獲管理と費用負担の問題に直面

は、国際貿易において、交易場所を特定するた

しています。

めの国際標準として確立された役割を持って
いますが、漁業においても 462 の PSMA 港の

IUU 漁業と戦うために、2016 年に「違法な

うち 226 の港（49％）にコードが割り当てられ

漁業，報告されていない漁業及び規制されてい

ています。

ない漁業を防止し，抑止し，及び排除するため
の寄港国の措置に関する協定（略称：違法漁業

UNECE は国連食糧農業機関（FAO）と協力

防止寄港国措置協定）（PSMA）」が発効しま

して、PSMA が指定したすべての港に UN/

した。これは、違法な漁業に関わった船舶が港

LOCODE が割り当てられていること（注１）

を使用することを防ぎ、違法な漁獲物を生む

を推進していくことを確認し、管理システムの

IUU 漁業を防止、抑止、排除する最初の拘束力

メンテナンスメカニズムを開発します。これに

の あ る 国 際 協 定 で す 。 こ の 協 定 は 、 10 の

より、貿易と輸送における場所の一貫した識別

UNECE 加盟国（アルバニア、カナダ、デンマ

が保証され、国際的なコーディングシステムを

ーク、フランス、アイスランド、モンテネグロ、

提供することで FAO をサポートします。 FAO

ノルウェー、トルコ、英国、およびアメリカ合

はまた、IUU 漁業と闘い、持続可能な漁業管理

衆国）と欧州連合を含む 68 の締約国が加入（我

を促進するためのもう 1 つの重要なツールであ

が国も 2017 年に加入）しています。 2021 年 2

る、漁船、冷蔵輸送船、供給船の認識記録で

月 8 日、ロシア連邦は、FAO の漁業委員会の第

UN/LOCODE を使用することを計画していま

34 回会合で、PSMA の締約国になることを発

す。

表しました。

この協力により、IUU 漁業に従事する船舶が

PSMA では、漁業に従事した船舶が入港でき

港を利用して漁獲物を陸揚げすることを防ぐ

る港を指定し、ＩＵＵ漁業等に関わった船舶に

ことが期待でき、国内および国際市場へのアク

ついては、入港の拒否や港の使用拒否できるこ

セスを妨げるため、IUU 漁業船舶が運航するイ

ととしており、指定された港を一意に識別する

ンセンティブを低下させます。さらに、PSMA

ことは、協定の実施を成功させるための重要な

は、漁船の旗国や沿岸国などの利害関係者と港
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湾検査に関する情報を交換するためのシステ

法、報告されていない、規制されていない漁業

ムを確立することを締約国に義務付けていま

および破壊的な漁業の慣行を終わらせること

す 。 UNECE で 開 発 さ れ た 水 産 言 語 （ The

を目的としています。

United Nation fisheries Language for Universal
Exchange =UN/FLUX）は、船舶に関する情報
や沿岸国への釣り旅行などのデータ交換の世
界標準として提示されており、この規格は世界
全域を対象としており、すでに世界中の 85,000
隻の漁船の監視を可能にしています。
UN / FLUX メッセージング標準の実装は、
PSMA 関係者が、効果的、透過的、効率的な方

注１

法で協定に必要な情報を交換するための費用

UN/LOCODE は国連 CEFACT が自律的に付

与するのではなく、利用者が国連 CEFACT 事務局に

効果の高いツールを確立するのをサポートで

コード登録を申請し、事務局は各国の Focal Point の

きます。これはまた、漁船から消費者までの取

審査（Validation）を経て、新規コードが登録されま

引された魚のトレーサビリティをサポートし、

す。日本の Focal Point は JASTPRO が担当しており

違法な魚が市場に参入するのを防ぎ、乱獲を減

ます。

らし、持続可能な漁業管理を促進します。
PSMA の効果的な実施は、海洋資源の持続可

（PSMA

能な利用に関する SDG14 に貢献し、乱獲、違
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コード表に続く）

List of ports under PSMA
3-Alpha

Country

FAO Region

Des. ports

AUS

Australia

Southwest Pacific

59

BEL

Belguium

Europe

2

BGR

Bulgaria

Europe

2

CAN

Canada

North America

28

CHL

Chile

Latin America and the Caribbean

8

CRI

Costa Rica

Latin America and the Caribbean

3

CYP

Cyprus

Europe

1

DEU

Germany

Europe

4

DNK

Denmark

Europe

11

ESP

Spain

Europe

24

FIN

Finland

Europe

1

FRA

France

Europe

24

GBR

United Kingdom of Great Britain and

Europe

47

Northern Ireland
GHA

Ghana

Africa

2

GMB

Gambia

Africa

1

GRC

Greece

Europe

4

HRV

Croatia

Europe

4

IDN

Indonesia

Asia

4

IRL

Ireland

Europe

2

ISL

Iceland

Europe

31

ITA

Italy

Europe

16

JPN

Japan

Asia

44

KEN

Kenya

Africa

1

LTU

Lithuania

Europe

1

LVA

Lativia

Europe

2

MDV

Maldives

Asia

7

MMR

Myanmar

Asia

1

MOZ

Mozambique

Africa

3

NLD

Netherlands

Europe

6

NOR

Norway

Europe

43

NZL

New Zealand

Southwest Pacific

12

PAN

Panama

Latin America and the Caribbean

5

POL

Poland

Europe

4

26

PRT

Portugal

Europe

9

ROU

Romania

Europe

1

STP

Sao Tome and Principe

Africa

1

SWE

Sweden

Europe

17

SYC

Seychelles

Africa

1

TGO

Togo

Africa

1

THA

Thailand

Asia

25

USA

United States of America

Northern America

1

VUT

Vanuatu

Southwest Pacific

1

42

42

42

462

Source:
http://www.fao.org/port-state-measures/operational-resources/en/
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賛助会員継続のお願い
賛助会員各位
当協会の活動につきましてご支援・ご協力を賜りまして深く感謝申し上げます。
さて、ご高承の通り、当協会は、我が国の貿易関係手続の簡易化のための活動を推進し、貿易関係実
務の能率向上、書類作成の合理化、費用の節減及び労働力の効率的利用等に大きな役割を果たすとと
もに、国際的にも、国連 CEFACT に登録された我が国唯一の機関として、国際機関や諸外国との密接
な連携の下に、諸活動を展開しております。
近年はデジタルトランスフォーメーション（DX）が我が国においても課題となっておりますが、長
年、当協会は手続電子化推進に携わるとともに、日本輸出入者標準コードの発給・管理の実務で DX の
一端を担ってきた経験、知見で社会に貢献できるものと確信しております。
一方で経費削減には努めておりますが、長期間にわたる低金利により財産運用益は低迷し、厳しい
財政状況に瀕しております。今後も更なる経費削減に取り組んで参る所存ではございますが、当協会
の各種事業につきまして、安定的に事業を実施するためには、賛助会員の皆様方からのご支援が大き
な柱となるものであります。
賛助会員の皆様方には、賛助会員への便宜として、
１．

資料，定期刊行物その他の報告書等の無償配布

２．

協会備えつけ資料の閲覧ならびに借り出し

３．

研究調査に対する意見の開陳

４．

協会の主催する講演会、セミナー等への出席

５．

協会に対する研究調査の委託

をご提供しており、メガ EPA 原産地規則に関し賛助会員向け研修会開催やコンサルティング・サービ
ス提供を拡充すること等にも取り組んでおります。
どうか当協会の事業にさらなるご理解とご支援を賜りたく、2021 年度も引き続き協会賛助会員とし
てご加入を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会
事務局長・専務理事

秋田

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

浜松町支店(148)

普通預金

口座番号

０６７３６３３

三菱 UFJ 銀行

東京公務部(300)

普通預金

口座番号

００００５５９

三井住友銀行

東京公務部(096)

普通預金

口座番号

０００１４４５
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