
  

Ⅰ．基本的考え方 

 

はじめに 

  

近年、中国をはじめとするアジア諸国の急速な成長を背景に経済のグロー

バル化が進展するとともに、国際物流が飛躍的に増加しており、港湾の 24 時

間化など税関手続をはじめとする輸出入手続の迅速化・円滑化への要請は

益々強まってきている。 

アジア・ゲートウェイ構想が目指している通り、アジア諸国の成長や活力

を我が国に取り込むことで、我が国経済の活性化につなげていくとともに、

我が国としてもアジア諸国の経済発展に貢献していくことが重要であり、か

かる観点から、経済連携協定が積極的に推進されている。更に、ＷＴＯドー

ハ・ラウンドの推進など多角的自由貿易体制の維持・強化に向けた取組みも

進められている。 

他方で、北朝鮮によるミサイル発射や核実験、世界各地でのテロの多発に

みられるように国際社会の平和と安全に対する新たな脅威も生じているほか、

我が国においては、不正薬物の密輸が国際的な組織犯罪の傾向を一層強め悪

質・巧妙化するなど、国民生活の安全・安心の確保への更なる取組みが急務

となっている。 

国際的には、2001 年９月 11 日の米国同時多発テロ事件以降、米国におい

て国際貿易の安全確保と円滑化の両立に向けた措置が講じられているほか、

ＷＣＯ（世界税関機構）においても、国際貿易の安全確保と円滑化を両立さ

せるための「基準の枠組み（Framework of Standards）」が策定されるなど様々

な取組みが進められている。 

こうした状況の下、迅速・円滑な通関と適正な通関という一面相反する社

会経済上の要請に応えるべく、これまで税関手続の改善をはじめとする様々

な関税制度の改善が重ねられてきた。今後とも、アジア諸国の成長や活力を

我が国に取り込むとの視点を持ちつつ我が国の競争力強化を図るとともに、

水際における国民生活の安全・安心の確保に資するため、関税制度の不断の

見直しを行いつつ、経済連携協定交渉の加速化、多角的自由貿易体制の維持・

強化、水際取締りの強化等に同時並行的に取り組んでいくことが重要である。 

こうした点を踏まえつつ、平成 19 年度関税改正に関して、今般、審議の結

果を取りまとめ、以下のとおり答申することとした。 

 

１．競争力強化・利便性向上等に資する通関制度等の拡充 

 

（コンプライアンスの優れた輸出入者等に対する施策の充実等） 

従来の関税制度においては、水際取締りや関税等の徴収を輸出又は輸入の

（別紙） 
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都度、貨物に着目して行うことが基本とされてきた。一方、サプライ・チェ

ーン・マネジメントに見られるように国際物流が高度化する中で、国際貿易

の安全確保と円滑化が求められており、税関手続においても、通関の迅速

化・円滑化を図るため、近年、簡易申告制度や特定輸出申告制度など、輸出

入者という「者」に着目し、コンプライアンス（法令遵守）の優良な輸出入

者について利便性向上を図る制度が導入されてきた。 

また、貿易実務面においても、貨物情報の電子化により、税関での情報の

事前入手が可能となったことから、諸外国の事例も踏まえ、貨物情報の事前

入手を前提とした予備審査制、到着即時輸入許可制度など迅速・円滑な通関

を図る仕組みを導入するとともに、平成 18 年度改正において、セキュリテ

ィ確保等の観点から、貨物の本邦到着前の貨物情報の提供が義務付けられた

ところである。 

米国においては、「税関・民間共同のセキュリティ強化と物流円滑化の両

立策」としてＣ－ＴＰＡＴ（Customs-Trade Partnership Against Terrorism）

が推進されているところであり、ＷＣＯにおいても、国際貿易の安全確保及

び円滑化を図るべく策定された「基準の枠組み」の実施を推進するため、Ａ

ＥＯ（Authorized Economic Operator）の導入を図るべきとされているとこ

ろである。 

我が国においても、アジアの成長や活力を取り込むことで我が国の経済活

性化につなげていくとの観点に立って、迅速・円滑かつ適正な通関の実現に

向けて、事業者のコンプライアンスに着目した制度の更なる拡充、貨物に関

する情報の詳細かつ迅速な入手のための施策の充実等により、「日本版Ｃ－

ＴＰＡＴ」を早期に構築することを通じ、アジア・ゲートウェイ構想の推進

に取り組んでいくべきである。 

    

（国際郵便の見直し） 

国際郵便については、近年、ＥＭＳ（国際スピード郵便）の導入・拡充等

を通じ民間エクスプレス貨物との競合性が強まっているほか、テロ対策等の

観点から輸出入者及び貨物に係る管理強化の必要性が高まっている。こうし

た環境の変化に対処するとともに、国際郵便の特殊性にも配慮しつつ、利用

者の利便性の向上を図る観点から、国際郵便の通関手続について見直しを行

う必要がある。 

 

（経済連携協定交渉の加速化等） 

経済連携協定交渉に向けた積極的な取組みは世界的な潮流となっており、

経済連携協定の重要性はとみに増している。 

本年 12 月、国会において我が国で４例目となるフィリピンとの間の経済

連携協定の承認及び協定実施のための関税暫定措置法の改正が行われたが、
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今後とも、貿易自由化及び経済活性化を迅速に推進するため、経済連携協定

や自由貿易協定の締結に向けた交渉を一層加速化していく必要がある。また、

これまで協定の署名の都度、関税暫定措置法の改正が行われてきたが、国内

法令整備を速やかに進め、協定の早期発効に資する観点から、各国との経済

連携協定等に共通する一般的・包括的な規定を設けることを検討するべきで

ある。 

 

（ＷＴＯラウンド交渉への取組みと特恵関税制度の拡充） 

ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉については、７月から中断されていたが、11

月のＡＰＥＣ首脳会議において交渉再開に向け政治的メッセージが出され、

また、各交渉分野において実務レベルでの協議が行われつつある。我が国も

多角的自由貿易体制の維持・強化に資する交渉の早期妥結に向けて交渉プロ

セスを本格化するべく、関係国とともに積極的に取り組んでいくべきである。 

我が国はこれまで特恵関税制度の拡充等により、発展途上国等の支援に努

めてきたところであるが、平成 17年 12月のＷＴＯ香港閣僚宣言等を踏まえ、

国内産業に対する影響にも配慮しつつ、ＬＤＣ（Least Developed 

Countries：後発開発途上国）に対する無税無枠での特恵関税の供与の拡大

を図るなど、我が国に相応しい貢献を行っていくことが重要である。 

 

（知的財産侵害物品の水際取締り） 

   近年、我が国においては、「知的財産立国」の実現を目指した様々な取組み

が官民を挙げて行われてきているところである。このような流れの中で、知

的財産侵害物品の水際取締りに関しても、特許権等について輸入差止申立て

制度の導入、専門委員制度の導入、輸出取締り制度の導入など、制度の充実

及び取締りの強化が図られているところである。我が国の国際競争力強化等

の観点から知的財産保護の必要性は益々高まっており、税関による水際取締

りの役割もより重要になってきていると考えられることから、知的財産戦略

本部が策定した知的財産推進計画等を踏まえ、侵害の該否の判断に係る適正

性を確保しつつ、手続の簡素化により迅速性を一層確保するなど更なる改善

策を講じていくことが必要である。 

 

２．安全・安心な社会の構築に資する水際取締りの強化 

 

(罰則水準の見直し) 

関税法においては、これまで随時、輸入してはならない貨物の範囲が拡大

されてきたほか、平成 18 年度関税改正では輸出してはならない貨物に係る

規定が新設されるなど、水際取締りに対する社会悪物品対策や治安・テロ対

策等の社会的な要請に的確に対応するべく、制度改正が重ねられてきた。 

一方で、罰則の水準については、現行関税法制定（昭和 29 年）以降、一
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部の罰金刑を除き、法定刑の改正がなされていないが、その間、社会・犯罪

情勢は大きく変化し、税関において取り締まるべき対象も上記のように多様

化し変容してきている。安全・安心な社会を実現する上で、税関が水際の秩

序の維持に努めることが益々重要になってきており、他の法令の罰則水準等

の動向や関税法における罰則の抑止効果にも留意しつつ、罰則の法定刑の水

準について見直しを行う必要がある。 

 

３．適正かつ公平な課税・徴収等の実現等 

 

（適正かつ公平な課税・徴収の実現） 

我が国は平成 17 年度の１年間で 68 兆円に相当する貨物を輸出し、60 兆円

に相当する貨物を輸入しており、税関では輸入時に国税の約１割に相当する

５兆円弱の税を徴収している。 

課税・徴収の基礎となる関税率の設定に当たっては、国際的な動向も視野

に入れつつ、個々の品目の事情に応じ、真に必要な保護水準を十分に見極め、

税率の見直しを行っていく必要がある。また、膨大な貨物が通関される中で、

関税等の適正かつ公平な課税・徴収が行われるとともに、利用者利便に資す

るため、納税環境の整備が進められることが重要である。 

このような観点から、これまで、毎年度の関税改正の中で関税率の見直し、

設定が行われ、また、関税等の納期限延長制度の導入や、重加算税の導入な

どの制度の見直しが進められてきた。経済連携協定等に関しては、迂回輸入

により協定の意義が損われないよう、原産地証明に係るルールの整備や税関

における厳格な審査・検査等が行われている。関税分類や関税評価に関する

国際的な議論への参画も積極的に進められている。 

今後とも、引き続き、関税等の課税・徴収の適正化・公平化、納税環境の

整備に資する取組みが推進されることが重要である。 

 

 

 なお、これまで経済社会の要請に応じて関税制度の見直しが行われてきた結

果、制度自体が複雑化・高度化してきている面があるが、制度の見直しは適正

な執行が確保されてはじめて効果を発揮するものであり、職員の専門性の確

保・向上など、職員や組織の能力・機能強化に向けた取組みを進めていくこと

が重要である。 
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Ⅱ．個別改正事項 
 
第１ 競争力強化・利便性向上のための通関制度の拡充等 

 

  国際物流におけるセキュリティ強化と効率化を通じ、我が国の競争力の強

化を図るとともに、通関手続の一層の迅速化等の利便性の向上を図る観点か

ら、以下の施策を実施する。 

 

１．コンプライアンス（法令遵守）の優れた輸出入者等に対する特例措置の改

善等 

 

  (1) あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者が、貨物の引取り後に納税申

告を行うことができる簡易申告制度について、税法以外の法令違反がな

いこと、法令遵守規則を制定すること等を新たに承認要件に加える見直

しを行った上で、貨物の指定制度を廃止するほか、貨物到着前の輸入申

告を可能とするとともに、事後の納税申告を一括して行うことを可能と

する措置を講ずる。 

 

  (2) あらかじめ税関長の承認を受けた輸出者が、貨物を保税地域に入れる

ことなく輸出申告を行い、許可を受けることができる特定輸出申告制度

について、承認の要件に所要の見直しを行った上で、貨物が置かれてい

る場所を管轄する税関長に加え、貨物の船積みを予定している港・空港

を管轄する税関長に対して輸出申告を行うことを可能とするとともに、

混載貨物を対象とする措置を講ずる。 

 

  (3) コンプライアンスの優れた保税蔵置場又は保税工場の被許可者を税関

長が承認し、承認を受けた者については、税関長の指定を受けることに

より新たに保税蔵置場又は保税工場を設置すること等を可能とする制度

を導入する。 

 

  (4) 混載貨物等の積荷情報を利用した輸入申告・通関審査を将来可能とす

ることを念頭に、輸入貨物について、その荷受人に対し、混載貨物等の

詳細な情報を求めることができる措置を講ずる。 

 

２． 国際郵便物を取り巻く環境の変化を踏まえ、価格が 20 万円を超える国際

郵便物について、これを原則として輸出入申告の対象とするとともに、申

告納税方式を適用する。併せて、実務に沿った簡略化を図りつつ、国際郵

便物を原則として保税制度の対象とする。 
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 また、利用者の利便性向上の観点から、賦課対象を含むすべての郵便物

を臨時開庁制度の対象として休日等の輸出入通関を可能とするとともに、

賦課課税方式が適用される郵便物について、配達後に郵便事業株式会社が

関税等の納付を行うことを可能とする措置等を講ずる。 

 

３． 経済連携協定等に係る積極的な取組状況や、協定を実施するための関税
暫定措置法の改正内容が定型化してきている傾向を踏まえ、早期発効に向

けた国内手続の迅速化を図る等の観点から、関税暫定措置法中の関連規定

について包括的な一般規定化を行う。 
 

 

第２ 知的財産侵害物品の水際取締りの充実及び強化 

 

１． 著作権法において輸出が侵害行為とされる場合には、著作権及び著作隣

接権を侵害する物品を輸出してはならない貨物に追加する。 

 

２． 輸入差止申立てが受理された商標権等を侵害するおそれのある物品が輸

入されようとする際に、輸入者及び権利者にその旨を通知し、一定期間内

に輸入者から何ら意思が示されない場合には、権利者からの証拠・意見の

提出を不要とし、当該貨物を速やかに没収・廃棄できるような仕組みを導

入する。 

 

 

第３ 税関における水際取締りの強化 

 

１． 関税法の罰則について、社会・犯罪情勢の大幅な変化等を踏まえ、最近

の深刻化する社会悪事犯や国際テロへの対応、北朝鮮対策等に係る厳格な

法執行のため、以下のとおり、その水準の見直しを行う。 

① 輸出入してはならない貨物に係る罰則の水準を引き上げる。 

② 許可を受けずに輸出入した貨物に係る罰則及び虚偽の申告をして輸出

入した貨物に係る罰則の水準を同一とし、かつ引き上げる。 

③ 入港届を提出しない、又は虚偽の入港届を提出した船長若しくは機長

に係る罰則及び税関職員に対する検査忌避に係る罰則等の水準を引き

上げる。 

 

２． 新たに輸出貿易管理令の規制対象とされる仮陸揚げ貨物について、積戻

し申告の対象とする。 
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３． 船陸交通の許可要件に係る法令違反の範囲を拡大する等の措置を講ずる。 

 

 

第４ 暫定税率等の適用期限の延長等 
 

１． 平成 19年３月 31日に適用期限の到来する関税暫定措置法別表第１及び

第１の３に定める物品の暫定税率について、その適用期限を平成 20 年３月

31 日まで延長する。 
 
２． 平成 19 年３月 31 日に適用期限の到来するウルグァイ・ラウンド合意に

基づき関税化された農産品に係る数量基準及び価格基準による特別緊急関

税制度、生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置並びに生きている

豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を平成 20 年３

月 31 日まで延長する。ただし、牛肉に係る関税の緊急措置については、平

成 18 年度に引き続き、制度の基本は維持しつつ、発動基準数量を算出する

際の基礎となる輸入数量を、平成 14 年度と平成 15 年度の輸入実績の平均

とする（平成 14 年度と平成 15 年度の輸入実績の平均による発動基準数量

が平成 18 年度の輸入実績による発動基準数量を下回る場合には、平成 18

年度の輸入実績による）。 

 
３．  平成 19 年３月 31 日に適用期限の到来する沖縄に係る関税上の特例措置
である選択課税制度及び沖縄型特定免税店制度について、その適用期限を

平成 24 年３月 31 日まで延長する。 
 
４．  個別品目の関税率について、次のとおり改正を行う。 

税 番 品  名 現行税率 改正案 
2207.10‐1 ex 

 

 

 

 

2841.30 

酢酸エチル又はエチルア

ミン製造用のアルコール

（アルコール分が 90％

以上のもの） 
 
二クロム酸ナトリウム 

(暫定) 23.8％
 
 
 
 
(協定) ４％ 

(基本) 無税 
 
 
 
 
(基本) 無税 
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第５ 特恵関税に係る改正 
 
１． ＷＴＯ香港閣僚宣言等を受け、ＬＤＣ（後発開発途上国）への一層の支

援を図る観点から、ＬＤＣ特恵対象品目の拡大を行い、別表１に掲げる品

目以外の品目についてＬＤＣ特恵無税を設定する。 
 

２． 仏領ポリネシアについて国別特恵適用除外措置を適用する。 
 

３． 別表２に掲げる品目でそれぞれ当該別表に掲げる国を原産地とするもの

について、国別・品目別特恵適用除外措置を適用する。 
 

４． １．の実施にあたり、平成 14 年 12 月の国別・品目別特恵適用除外措置

の適用基準及び緊急特恵停止措置の運用基準について、それぞれ次の見直

しを行うべきである。 

 

(1)  国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準 

   適切な保存管理が行われていないものとして国際的に確認された開発

途上国からの水産資源の輸入といった環境・資源保護の観点から特恵を

供与すべきでない品目について、特恵適用除外措置を講ずることを可能

とするため、現行適用基準の見直しを行う。 

 

(2)  緊急特恵停止措置の運用基準 

   国内産業において、緊急特恵停止措置の発動が真に求められるような

損害又はそのおそれが見込まれる場合には、機動的に同措置の発動を行

う必要があることを踏まえ、現行運用基準について、関係省庁間の手続

や必要となる資料、発動に係る検討事項の明確化を図る等の見直しを行

う。 

 

 

第６ その他の改正 
 
１． 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律が改正され、麦について従

来の国家貿易による輸入方式に加えて、ＳＢＳ（Simultaneous Buy and Sell

（売買同時契約））方式を導入することとされたことを受け、現行の輸入方

式による麦について適用している暫定税率をＳＢＳ方式による麦について

も適用する等のため規定を整備する。 

 
２． 学校教育法が改正され、盲学校、聾学校及び養護学校を障害種別を超え
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た「特別支援学校」に一本化することとされたことを受け、現在、盲学校

等に適用している特定用途免税及び軽減税率を、引き続き「特別支援学校」

に適用するため規定を整備する。 

 

３． ベトナムのＷＴＯ加盟に伴い、ＷＴＯ加盟議定書の内容に沿って、不当

廉売関税制度における正常価格についての特例（平成 30 年 12 月 31 日まで

の時限措置）を設ける。 

 

４． 旅客の携帯品等の無条件免税の範囲を政省令で明示することを検討する。 
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（別表１）ＬＤＣ特恵例外品目

税番 主な品名
現　　　行
実行税率

0301.99-2-(1)
生きているにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及びさんま（養魚用の稚
魚を除く。）

10%

0302.40 生鮮又は冷蔵のにしん（フィレその他の魚肉を除く。） 10%

0302.50 生鮮又は冷蔵のコッド（フィレその他の魚肉を除く。） 10%

0302.61-1 生鮮又は冷蔵のいわし（フィレその他の魚肉を除く。） 10%

0302.64 生鮮又は冷蔵のさば（フィレその他の魚肉を除く。） 10%

0302.70-1ex. 生鮮又は冷蔵のたらの卵 10%

0303.51 冷凍のにしん（フィレその他の魚肉を除く。） 6%

0303.52 冷凍のコッド（フィレその他の魚肉を除く。） 6%

0303.71-1 冷凍のいわし（フィレその他の魚肉を除く。） 10%

0303.74 冷凍のさば（フィレその他の魚肉を除く。） 7%

0303.78-1 冷凍のヘイク（フィレその他の魚肉を除く。） 6%

0303.80-2 冷凍のたらの卵 4.2%

0304.19-1-(1) 生鮮又は冷蔵のにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及びさんまのフィレ 10%

0304.19-2-(1)
生鮮又は冷蔵のにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及びさんまの魚肉
（フィレを除く。）

10%

0304.29-1 冷凍のにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及びさんまのフィレ 10%

0305.10 食用の魚の粉、ミール及びペレット 10%

0305.20-3ex. 乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたたらの卵 7.5%

0305.30-2ex.
乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及
びさんまのフィレ

15%

0305.51 乾燥したコッド 15%

0305.59-2ex. 乾燥したにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及びさんま 15%

0305.61 塩蔵した又は塩水漬けしたにしん 15%

0305.62 塩蔵した又は塩水漬けしたコッド 15%

0305.63 塩蔵した又は塩水漬けしたかたくちいわし 15%

0305.69-2 塩蔵した又は塩水漬けしたその他の魚 10.5%

0307.21 生きている、生鮮の又は冷蔵したスキャロップ 10%

0307.41ex. 生きている、生鮮の又は冷蔵したいか（もんごういかを除く。） 5%

0307.49-1ex. 冷凍のいか（もんごういかを除く。） 3.5%

0307.49-2 乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたいか 15%

0307.91-2 生きている、生鮮の又は冷蔵した貝柱 10%

0307.91-3ex. 生きている、生鮮の又は冷蔵したいか（もんごういかを除く。） 5%

0307.91-4-(2)ex. 生きている、生鮮の又は冷蔵したその他の軟体動物 7%

0307.99-1-(1) 冷凍の貝柱 10%

0307.99-1-(2)ex. 冷凍のその他のいか（もんごういかを除く。） 5%

0307.99-1-(4)-Bex. 冷凍のその他の軟体動物及び水棲無脊椎動物 7%

0307.99-2-(1) 乾燥し、塩蔵し、又は塩水漬けした貝柱 15%

0307.99-2-(2) 乾燥し、塩蔵し、又は塩水漬けしたその他のいか 15%

0307.99-2-(4)-Bex.
乾燥し、塩蔵し、又は塩水漬けしたその他の軟体動物及び水棲無脊椎動
物

10.5%

50%又は12円/kg
のうちいずれか高い税率

49円/kg

49円/kg

49円/kg

とうもろこし（播種用及び爆裂種のものを除く。）（関税定率法第13条第1項
の規定の適用を受けないもの）（共通の限度数量以外のもの）

もみ（政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規
定により輸入するもの等以外のもの）

玄米（政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規
定により輸入するもの等以外のもの）

精米（政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規
定により輸入するもの等以外のもの）

冷凍のにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及びさんまの魚肉（フィレを除
く。）

4.2%，6%，10%

冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたスキャロップ 10%，15%

0304.99-1

0307.29

10%
生鮮又は冷蔵のにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及びさんま（フィレそ
の他の魚肉を除く。）

冷凍のにしん、たら、ぶり、さば、いわし、あじ及びさんま（フィレその他の魚
肉を除く。）

6%，10%

0302.69-1

0303.79-1

1005.90-2ex.

1006.10ex.

1006.20ex.

1006.30ex.
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税番 主な品名
現　　　行
実行税率

1212.20-1-(1)
食用の海草（長方形（正方形を含む。）の紙状に抄製したもので、１枚の面
積が430平方㎝以下のもの）

1.50円/枚

1212.20-1-(2) 食用の海草（あまのり属のもの及びこれを交えたもの） 40%

1212.20-1-(3)ex. 食用の海草（その他のもの） 15%

1701.11-2
甘しゃ糖（乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計
の読みで98.5度以上のもの）

21.5円/kg

1701.91 しょ糖（香味料又は着色料を加えたもの） 39.98円/kg

1702.30-2-(1)
砂糖を加えたぶどう糖及びぶどう糖水（果糖を含有しないもの及び果糖の
含有量が乾燥状態において全重量の20％未満のもの）

50%又は25円/kg
のうちいずれか高い税率

1702.40-2ex.
砂糖を加えたぶどう糖及びぶどう糖水（果糖の含有量が乾燥状態において
全重量の20％以上50％未満のもの）

50%又は25円/kg
のうちいずれか高い税率

1702.60-2ex.
砂糖を加えたその他の果糖及び果糖水（果糖の含有量が乾燥状態におい
て全重量の50％を超えるもの）

50%又は25円/kg
のうちいずれか高い税率

1702.90-1ex. 砂糖（分みつ糖） 24.5%

1702.90-2ex. 砂糖水（分みつ糖のもの）
24.6%又は13.3円/kg
のうちいずれか高い税率

1702.90-5-(2)-A 砂糖を加えたその他の糖類
50%又は25円/kg

のうちいずれか高い税率

2106.90-2-(2)-Aex. 糖水（分みつ糖のもの）
24.6%又は13.30円/kg
のうちいずれか高い税率

2106.90-2-(2)-E-(a)-
ﾊ-(ｲ)ex.

しょ糖の含有量が全重量の50％未満のその他の調製食料品（各成分のう
ち第1212.20号の物品の重量が最大のもの）

28%

19.2%，49円/kg

19.2%，49円/kg

米産品が最大の重量を占めるベーカリー製品製造用の混合物及び練り生
地

16%，25%，119円/kg

16%，25%，119円/kgでん粉が最大の重量を占める調製食料品

米産品が最大の重量を占める調製食料品

米菓生地

でん粉が最大の重量を占めるベーカリー製品製造用の混合物及び練り生
地

25%，54円/kg

21.5円/kg，39.98円/kg

イヌリン

25%，49円/kg

25%，49円/kg

米の含有量が全重量の30%以上のもち、だんごその他これらに類する米産
品

米を膨張させて又はいって得た調製食料品

米のフレークから得た調製食料品

米のその他の調製食料品

ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の
30％未満の調製品（米の含有量が30％を超えるもの）

25%，54円/kg

25%，49円/kg

25%，49円/kg

25%，119円/kg

25%，54円/kg

25%，119円/kg

25%，119円/kg

25%，119円/kg

25%，54円/kg

25%，119円/kg

21.5円/kg

マニオカ（カッサバ）でん粉（でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリン
グルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使
用するもの（でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの）以外のもの）

その他のでん粉（でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、
可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するも
の（でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの）以外のもの）

49円/kg

25%，54円/kg

25%，54円/kg

25%，54円/kg

ロールにかけ又はフレーク状にした米

その他の加工をした米

とうもろこしでん粉（コーンスターチ）（でん粉糖の製造又はデキストリン、デ
キストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの
製造に使用するもの（でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの）以外の
もの）

ばれいしょでん粉（でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、
可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するも
の（でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの）以外のもの）

砕米（政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規
定により輸入するもの等以外のもの）

米粉

ひき割りした米及び米のミール

米のペレット

てん菜糖（乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有量が、検糖計
の読みで98.5度以上のもの）

1701.99 しょ糖（その他のもの）

1901.20-1-(2)-A

1901.20-1-(2)-D-(b)

1006.40ex.

1102.90-3

1103.19-4

1103.20-3-(2)

1104.19-2-(2)

1104.29-2

1108.12ex.

1108.13ex.

1108.14ex.

1108.19ex.

1108.20

1701.12-2

1901.20-1-(3)

1901.90-1-(2)-A

1901.90-1-(2)-D-(b)

1901.90-1-(3)ex.

1904.10-2-(1)

1904.20-2-(1)

1904.90-1ex.

2106.90-2-(1)-A
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税番 主な品名
現　　　行
実行税率

2106.90-2-(2)-E-(b)-
ﾊ-(ﾛ)-Ⅱ-(Ⅱ)ex.

その他の調製食料品（第1212.20号の物品のもの（ひじきを除く。）） 25%

4302.19-ex. 羊、やぎ又はうさぎのなめし又は仕上げた毛皮（全形のもの） 15%

4302.20-ex.
羊、やぎ又はうさぎのなめし又は仕上げた毛皮（頭部、尾部、足部その他
の切片で組み合わせてないもの）

15%

4302.30-1ex. 羊、やぎ又はうさぎのドロップスキン 20%

4302.30-2ex.
羊、やぎ又はうさぎのなめし又は仕上げた毛皮（全形のもの及び切片で、
組み合わせたもの）（ドロップスキンを除く。）

15%

4303.90ex. 羊、やぎ又はうさぎの毛皮製のその他の製品 20%

ゼラチン（写真用のものを除く。）及びにかわ

革製又はコンポジションレザー製の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

羊、やぎ又はうさぎの毛皮製の衣類、衣類附属品

履物の部分品

4303.10ex.

革製又はコンポジションレザー製の衣類及び衣類附属品 10%～16%

防水性の履物

本底及び甲がゴム製又はプラスチック製の履物

6401

6402

10%，16%

17%

6.7%，8%，27%

6.7%～27%

3.4%，25%

20%

9113.90-1

3503.00-3

4203

6406
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（別表２）国別・品目別特恵適用除外措置を適用する品目及び原産地 

 

税 番 主  な  品  名 原 産 地 

 1604.14ex 調製したまぐろ、はがつお（サルダ属のもの）及び 

かつお（気密容器入りのかつおのもの及びかつお節 

以外のもの）（全形のもの及び断片状のものに限る 

ものとし、細かく切り刻んだものを除く。） 

タ イ 

1604.19ex 調製したその他の魚（うなぎのもの及び節類以外の

もの）（全形のもの及び断片状のものに限るものと

し、細かく切り刻んだものを除く。） 

中 国 

1605.90-2- 

(3)ex 

調製した軟体動物（くん製したもの以外のもので、

いか、あわび又は帆立貝のもの以外のもの）（気密

容器入りのもの以外のもの） 

中 国 

2824.10 一酸化鉛（リサージ） 中 国 

2905.31 エチレングリコール（エタンジオール） サウジアラビア

6912.00 陶磁製の食卓用品、台所用品その他の家庭用品及び

化粧用品（磁器製のものを除く。） 

中 国 

9404.90 寝具その他これに類する物品（マットレス及び寝袋 

を除く。）（スプリング付きのもの、何らかの材料 

を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラ

バー製又は多泡性プラスチック製のものに限る。） 

中 国 
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