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契約利用者の皆様へ

RCEP協定で調査依頼を行う際のお願い

本資料においては、地域的な包括的経済連携協定（以下「RCEP協定」） の調査対象品（荷姿：輸出品、証

明方法：第三者証明）をJAFTASで依頼する際に、依頼者側にて事前に確認を行い回答者へ伝達いただきたい

事項をまとめております。回答者側の原産資格調査を円滑に進めるためにも、本資料をお役立ていただければ幸い

です。

1．第2.6条 税率差特別ルール について

*1 本資料では以下を前提としております。

：構成品の中に原産材料がある場合は、日本の原産材料のみで、他の締約国の原産材料に対して累積を適用していないこと

：RCEP原産国を、日本とすること

*2 RCEP原産国を日本とする場合、VA20％以上の要件の確認にあたり他締約国の原産材料価格を付加価値に含めることはできません。

*3 仕入先様が第2.6条第3項（VA20％以上の要件）を充足しない場合は、第2.6条第4項または第2.6条第6項(a)または(b)の適用をご検討ください。詳細は
サポートデスクまでお問い合わせください。

◆RCEP協定では、同一の品目であっても輸出国により適用される関税率が異なることから発生する迂回輸入を防止

するために「税率差ルール」が設けられており、このためにRCEP原産国を決定する必要があります。さらにこの税率差

ルールでは、付属書Iの付録にて特定の品目が定められています。こちらに該当する品目については、原産資格調査

の際に輸出国においてVA20％以上の要件（税率差特別ルール）を満たすことの確認が必要です。

◆RCEP協定の調査対象品（荷姿：輸出品）は税率差特別ルールの対象であるか否かや、税率、適用している品

目別原産地規則により、選択すべき最善のルールは異なり、それに応じて回答者が行う日商への判定依頼時の入

力項目が異なります。これらを効率的にご判断いただけるように、回答者へ伝達いただく事項を基軸に以下のとおりパ

ターン分けをしております。

調査対象品は税率差
特別ルールの対象か

最高税率
の国

VA20％以上の
要件の確認*²

依頼者から回答者へ
の伝達事項

HS6桁
までが

仕向国
および

HS8-10桁が

不一致
→対象外

- - -
通常パターン

(伝達事項なし)

一致
→対象の
可能性あり

不一致
→対象外

- -
パターンA

（第2.6条第2項）

一致
→対象

日本以外 必要
パターンB

（第2.6条第3項*³）

日本 不要
パターンC

(第2.6条第6項(b))

＜税率差特別ルールのパターン分け*¹＞ ※構成品は税率差ルールの適用対象外となります

【STEP1】 【STEP2】 【STEP3】 依頼者にて確認 依頼を送信
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*4 調査依頼・回答受信（R）の詳細画面よりご確認いただけます。

*5 「U」は特恵税率の対象外（除外）の意となるため、 「U」がある場合は「U」が最高税率となります。

*6 日本の税率が「U」である場合、RCEP原産国が日本だとEPA税率の適用ができません。日本以外の国がRCEP原産国となるか（構成品に他締約国の原産
材料を含む場合のみ検討が可能）、もしくは原産資格調査の取り止めをご検討ください。

お願い①

依頼を送信する前に、調査対象品が何れのパターンに

該当するかをご確認ください

２．パターン決定までの３ステップ

◆税率差特別ルールの対象調査対象品（輸出品）に対して、最適なルールを効率的に判断いただき、且つ回答者の

方に日商への判定依頼時の入力項目をお伝えいただくために、下記の＜パターン決定までの３ステップ＞にて調査対

象品が何れのパターンに該当するかをご確認ください。

いいえ

表1『追加的な要件の対象品目(第2.6条)』に該当するか？

調査対象品の荷姿が輸出品であり、

HSコード6桁が税率差特別ルール対象の可能性があるか？*⁴

品目別規則の条件欄に
「日本付加価値20％以上」と記

載がある場合は、税率差特別ルー
ル対象の可能性があります

◆表 1『追加的な要件の対象品目（第 2.6 条）』
（JAFTAS「適用原産地規則の選択」に関して）

2.6条対象品目一覧（別添資料）にて最高税率の国を確認する

通常パターン

依頼
パターンA

依頼
パターンB

依頼
パターンC

通関国と
HSコード8-10桁

が合致するか確認します

＜パターン決定までの３ステップ＞

対象国：中国、
韓国、フィリピン、
インドネシア、タイ、

ベトナム

日商画面での特別な入力事
項はありません。通常の操作
にて調査を進めてください。

いいえ

➤P4へ

➤P4へ

➤P4へ

◆日本以外が最高税率*⁵ ⇒ 税率差特別ルールの確認が必要

◆日本が最高税率*⁶ ⇒ 税率差特別ルールの確認が不要

【STEP1】

【STEP2】

【STEP3】

最高税率が日本である場合、締約国からの同一の産品に適用す
る最も高い関税率（第2.6条第6項(b)）を適用ができるため、

税率差特別ルールを充足せずとも税率が変わりません

STEP２の表1
はこちらからご覧

いただけます

はい

はい
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3．パターン決定までの３ステップ＜具体例>
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◆前出の＜パターン決定までの３ステップ＞を基に、パターンBおよびパターンCに該当する場合をご案内いたします。

*7 別途配布の第2.6条対象一覧Excelにて対象仕向国のシートをご覧ください。また、各国の譲許税率は経過年数により変更なります、対象年度の税率を必
ずご確認ください。なお、当該一覧Excelは2022年時点の情報に基づき作成をしておりますが、第2.6条第7項に規定の通り、締約国間の合意に従って、2.6
条の規定に関して見直しがなされる可能性があります。

*8 「U」は特恵税率の対象外（除外）の意となるため、 「U」がある場合は「U」が最高税率となります。

【STEP1】

調査対象品の荷姿が輸出品であり、
HSコード6桁が税率差特別ルール対象の
可能性があるか？

【STEP2】

表1『追加的な要件の対象品目
(第2.6条)』に該当するか？

【STEP3】*⁷

2.6条対象品目一覧にて
最高税率の国を確認する

＜例2＞

はい【STEP1】

調査対象品（輸出品）：綿糸

HSコード：5205.11

中国：5205.11.00

輸入通関国：中国

パターンC

はい【STEP2】

◆表 1『追加的な要件の対象品目（第 2.6 条）』（JAFTAS「適
用原産地規則の選択」に関して）

＜例1＞

調査対象品（輸出品）：ホイール

HSコード：8714.10

中国：8714.10.00

輸入通関国：中国

パターンB

はい

「日本付加価値
20％以上」

【STEP1】

はい
◆表 1『追加的な要件の対象品目（第 2.6 条）』（JAFTAS「適
用原産地規則の選択」に関して）

【STEP2】

最高税率＝JP（日本）【STEP3】

「日本付加価値
20％以上」

【中国】2.6条対象品目一覧.xlsx v

最高税率＝KR（日本以外）【STEP3】

【中国】2.6条対象品目一覧.xlsx v

パターン

*⁸

対象年度

パターン

対象年度
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4．依頼送信時に回答者へお伝えいただきたいこと

◆パターンA～Cに該当するRCEP協定の調査対象品は、JAFTASでの原産資格調査や日商への判定依頼時のシステム

入力事項等が他協定とは異なり、回答者側にとってもやや複雑な仕組みとなっております。原産資格調査の依頼時は

必要に応じて以下の項目を回答者へお伝えいただくと、スムーズな回答につながりますのでご協力をお願い致します。

*9 仕入先様がVA20％以上の要件を充足しない場合は、第2.6条第4項または第2.6条第6項(a)(b)の適用をご検討ください。第2.6条第4項または第2.6条第6項
(a)(b)を適用する場合は、③日商への判定依頼時のシステム入力事項も上記とは異なります。詳細はサポートデスクまでお問い合わせください。

お願い②

調査対象品がパターンA～Cに該当す

る場合は、依頼時に回答者の方へご

伝達いただきたい項目がございます

① 第2.6条第3項の税率差特別ルールの対象か否か

② 原産資格調査（D）にて選択する品目別規則について

③ 日商への判定依頼時のシステム入力事項 等

＜パターン別：回答者へのご伝達内容例＞

①本件はRCEP協定税率差特別ルールの対象品目です (パターンB)

②原産資格調査（D）画面の操作について：

・条件欄に「日本付加価値20%以上」と記載された品目別原産地規則を選択してください
(JAFTASシステムによる自動判定機能はご利用いただけません)

・原産資格調査にあたり、通常の品目別原産地規則の確認に加えて、日本においてVA20％以

上が発生していることの確認が必要です（VAルールを選択している場合は既に当要件を充
足しますので確認は不要です）

・VA20％以上の要件を充足しない場合は弊社またはJAFTASサポートデスクまでご連絡ください

③日商への判定依頼時のシステム入力事項：第2.6条第3項を適用

・HSコード：HSコード8～10桁までを記載（例 8714.10.00）

・仕向国：国名を記載（例 中国）

・VA20％の達成可否：原産資格調査時にVA20％以上を充足することを確認し「はい」を選択

メッセージ

税率差特別ルールの対象であり、
VA20％以上の要件の充足が必

要なパターンです

仕入先様が上記要件を充足しな
い場合は、第2.6条3項以外の適

用をご検討ください*⁹

パターンB
第２・６条第3項

①本件はRCEP協定 税率差特別ルールの確認が不要です (パターンC)

②原産資格調査（D）画面の操作について：

条件欄に「日本付加価値20%以上」の記載がない品目別原産地規則を選択してください

③日商への判定依頼時のシステム入力事項：第2.6条第6項(b)を適用

・HSコード： HSコード8～10桁までを記載（例 5205.11.00）

・仕向国：国名を記載（例 中国）

・ VA20％の達成可否：「いいえ」を選択

・原産材料の有無：「無」を選択

・RCEP原産国：「日本」を選択

メッセージ

税率差特別ルールの対象ですが
要件の確認が不要なパターンです

パターンC
第２・６条第6項(b)

①本件はRCEP協定 税率差特別ルールの対象ではありません (パターンA)

②原産資格調査（D）画面の操作について：

条件欄に「日本付加価値20%以上」の記載がない品目別原産地規則を選択してください

③日商への判定依頼時のシステム入力事項：第2.6条第2項を適用

・HS7桁目以降の入力は「不明」を選択してください

メッセージ

税率差特別ルール対象外ですが
日商への判定申請時に入力項目

が表示されるパターンです

パターンA
第２・６条第2項

HSコードおよび仕向国を
回答者側へご連絡ください

HSコードおよび仕向国を
回答者側へご連絡ください


