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1. 本調査の概要
1.1. 背景および目的
国際貿易においては、様々の貿易書類の作成、提出が求められるが、このうち、原産地証
明書については、地域または二国間の経済協定（FTA）等に基づき提出を求められる「特恵
原産地証明書」と、輸入国の法制度や事業者間の取引慣行等に基づき、取引先の輸入会社等
から輸出者に対して提出を求められる「非特恵原産地証明書」がある。
我が国では、「特恵原産地証明書」の申請手続きは既に電子化されているが、「非特恵原産
地証明書」については電子化されておらず、輸出者や代行業者は、原産地証明書の発給機関
である商工会議所の窓口において申請手続を行い、発行された証明書を窓口で受け取ってい
る。特に、農林水産物や食品の輸出においては、鮮度保持の観点から、輸出手続きのリード
タイム短縮への要求が強い中、検疫手続後に原産地証明書を申請する手順を踏む必要があり、
申請手続に時間を要する上、鮮度保持のために少量多頻度の輸出を行う必要があることから、
申請手続きが高負荷となっている。このため、特に農林水産品や食品の輸出事業者からは、
非特恵原産地証明書の申請の迅速化と簡素化が要望されている。
本事業では、我が国における非特恵原産地証明書の申請手続の迅速化・簡素化に向けた方
策の検討に資することを目的として、原産地証明書の電子申請手続に係る諸外国の先進的な
取組等を調査した。

1.2. 実施内容
1.2.1. 実施方法
(1) 文献、WEB 情報等による情報収集
日本における輸出貿易高上位 20 カ国を対象として、主に非特恵原産地証明書の電子申請
手続に係る各国の取組状況について、既存の調査文献ならびに Web サイトの公開情報によ
る情報収集を行った。

(2) メールや電話等による取材・情報収集
(1)の調査対象 20 カ国のうち、(3)の訪問調査国 5 カ国を除いた 15 カ国に対して、メール
や電話によりアンケート調査を実施した。
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(3) 訪問によるインタビュー調査
主に非特恵原産地証明書の電子申請手続において先進的な取組を行っている米国、欧州、
アジアの 5 カ国（米国、英国、フランス、シンガポール、韓国）において、原産地証明書の
発行機関、所管省庁、原産地証明書の電子申請サービスベンダ等を往訪し、インタビュー調
査を実施した。

1.2.2. 主な調査項目
(1) 文献、WEB 情報等による情報収集


原産地証明書発行の法的位置付け



原産地証明書の発行機関



申請・発行の方法（窓口／電子の別）



発行まで所要期間（窓口／電子の区分毎）



原産地証明書の年間発行件数

(2) メールや電話等による取材・情報収集
（同上）

(3) 訪問によるインタビュー調査


原産地証明書発行の法的位置付け



原産地証明書の発行機関及びその法的位置付け（当該国政府との関係を含む。）



発行機関の概要（発行機関の組織図、発行のための人員数、発行可能な事務所数
等）



原産地証明書申請・発行手続の概要（必要書類、申請手続から発行までのフロー、
料金、決済方法等）



発行までの所要期間（標準処理期間の規定の有無、ならびに、処理時間が公表さ
れているかを含む）



原産地証明書の年間発行件数



インボイス等、企業が作成する通関関係書類の様式等の統一化への取組状況



電子発行された原産地証明書と、通関システムやブロックチェーン（分散型台帳
技術）との連携の有無



他国が電子発行した原産地証明書の利用の許容



その他、手続等の簡素化のため特に行われている措置
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1.2.3. 実施時期
(1) 文献、WEB 情報等による情報収集
2018 年 3 月下旬～2018 年 7 月下旬にかけて実施した。

(2) メールや電話等による取材・情報収集
2018 年 7 月上旬～下旬にかけて実施した。

(3) 訪問によるインタビュー調査
訪問実績は以下のとおりである。
調査対象国

訪問先

訪問日時

フランス

国際商業会議所（本部）

2018 年 6 月 11 日 14：30～16：30

英国

英国商工会議所

2018 年 6 月 12 日 10：00～12：00

i2i infinity 社
2018 年 6 月 12 日 14：00～16：30

ロンドン商工会議所
米国

米 国 商 工 会 議 所 （ American 2018 年 6 月 19 日 11：00～13：30

World Trade Chamber of
Commerce）
TradeCert 社
シンガポール

シンガポール製造業連盟

2018 年 7 月 6 日 17：00～19：00

シンガポール税関

2018 年 7 月 9 日 10：00～13：00

シンガポール国際商業会議所

2018 年 7 月 9 日 14：00～17：00

vCargo Cloud Pte Ltd
GeTS Global Pte Ltd（クリムゾ 2018 年 7 月 10 日 10：00～11：30
ンロジック社）
韓国

大韓商工会議所

2018 年 7 月 11 日 9：30～12：30

韓国税関

2018 年 7 月 12 日 14：00～16：30
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2. 原産地証明書の申請・発給業務を取り巻く概況
2.1. 貿易概況
我が国の貿易輸出高は、2007 年まで増加を続け、2009 年に前年比 7 割程に激減したが、
その後は再び増加傾向にあり、2017 年の輸出高は 78 兆円に達している。

出所：財務省貿易統計

年別輸出入総額（確定値）より(株)三菱総合研究所作成

図 2.1-1 過去 20 年間における輸出額（単位：千円）

このうち、特に鮮度保持の観点から輸出手続きの迅速化への要望が強い農林水産物・食品
の輸出に関しては、農林水産物の日本からの輸出額は、2012 年から 2017 年の 5 年間で 1.8
倍に急増しており、今後、原産地証明書申請の電子化等の手続きの迅速化への要望が、より
一層高まると考えられる。
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出所：財務省「貿易統計」を基にした農林水産省作成統計より(株)三菱総合研究所作成

図 2.1-2 直近 5 ヵ年における農林水産物 輸出額（単位：億円）

また、貿易相手国については、輸出先では米国と中国が各々、我が国の輸出高の 2 割近く
を占め、次いで上位第 3 位～第 7 位は韓国を始めとする東アジア、東南アジアの国々となっ
ている。上位代 8 位～第 20 位には、東南アジアに加え、オーストラリア、欧州各国、メキシ
コ、カナダ、インド、UAE が位置している。
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出所：財務省「貿易統計」を基に (株)三菱総合研究所作成

図 2.1-3 年間輸出額（単位：億円）の上位 20 カ国

本調査では、上記の財務省「貿易統計」に基づき、2017 年の輸出高上位 20 カ国を対象と
して調査を実施した。

2.2. 原産地証明書の概況
原産地証明書とは、商品の原産地を証明する書類である。原産地証明書には、大別して、
経済連携協定（EPA）や自由貿易協定（FTA）等の 2 国間または地域内の協定に基づく「特
恵原産地証明書」
（以下、特恵 CO という）と、商慣習上等の理由により輸入者が輸出者へ提
出を求めている「非特恵原産地証明書」
（以下、非特恵 CO という）がある。商品の原産地を
証明する際の根拠となる「原産地規則」および原産地証明書の発給者等は、特恵 CO の場合
は各 FTA 等の協定にて定められている。一方、非特恵 CO の場合は、当該輸出入国において
根拠法等を定めていることが一般的である。
1990 年以前は世界の FTA の件数は 21 件であったが、その後、WTO の交渉の停滞等の影
響により FTA は急増し、現在、300 件近くの FTA が存在しており、今後はさらに増加する
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と予想されている。
出所：JETRO，https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/basic.html

2.3. 原産地証明書の国際動向
世界貿易の 56％が中間製品であり、競争力維持のために効率的なサプライチェーンを活用
することが不可欠となっている。これを背景に、現在、世界中で 2,000 以上の商工会議所に
より毎年 1,500 万件を超える原産地証明書が発行されている。原産地証明書には国際間での
真正性を担保することが求められることから、国際商業会議所（International Chamber of
Commerce、以下「ICC」という。
）では、
「国際 CO 認証チェーン」の構築に取り組んでいる。
「国際 CO 認証チェーン」の取組には以下が含まれる。


国際調和基準の策定



CO 認証ウェブサイトの構築

出所：国際商業会議所，https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/five-reasons-to-join-the-internationalco-global-accreditation-chain/

また、ICC では、国際貿易において電子商取引への急速な移行が進む現状に鑑み、原産地
証明書の発給業務の効率化に向けて、原産地証明書の電子化（Electronic Certificates of
Origin。以下、
「eCO」という。
）の導入を最優先事項であるとしている。これらの背景から、
ICC においては、原産地証明書の電子化を推進するためのタスクフォースが設置されている。
主なミッションは次のとおりである。


税関行政機関、信用状承認銀行、保険会社、輸入業者による eCO の受け入れ可
能性のレベルを向上させ、高めること。



eCO の詳細情報の完全性と機密性を保護すること。



eCO の発行に最低限必要な基準を定めること。



eCO 開発の機運を高めること。



専門家と経験を共有するための手段としてフォーラムを開催すること。



世界中の eCO サービスの実施を奨励すること。

eCO には、CO の真正性のオンライン検証や光学透かし技術などの安全対策が施されるこ
とが求められる。また、発給に際して、商工会議所のデジタルスタンプと CO の発給を許可
された職員の署名を含む電子書名を行うこととされている。 eCO システムは、税関当局、輸
出業者、輸入業者、銀行および利害関係者に対して CO の透明性を高めることにより、コス
トの削減と時間の節約を実現することが期待されている。
出所：https://iccwbo.org/resources-for-business/certificates-of-origin/electronic-certificates-origin/
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2.3.1. 国際調和基準の策定
原産地証明書の発給業務に係るガイドラインとして、「Guidelines on Certification of
Origin」が世界税関機構（World Customs Organization、以下「WCO」という。）より発行
されている。初版は 2006 年であるが、現在、ICC が主体となってガイドラインの見直しが
行われている。2019 年に改訂版として第二版が発行される見込みであるが、この改訂版では
電子化を推奨する記述が追加される方針であり、第二版の発行により、国際的に一層電子化
が進展するものと考えられる。
出所：AWTCC（米国商工会議所）へのインタビュー結果による

また、ICC では、上記の WCO 発行の「Guidelines on Certification of Origin」に基づき、
「International Certification of Origin Guidelines」
（2006 年）を作成しており、原産地証
明書の発給業務はこのガイドラインに準拠して実施することを推奨している。当該ガイドラ
インに準拠した原産地証明書の発給業務を行っていることを ICC に認定された商工会議所
は、ICC の認定マークを原産地証明書に表記することが認められる。ICC による認定マーク
の表記された原産地証明書は、輸入国においても真正性が担保されたものであると認識され
る可能性が高まる。

(1) 原産地証明書のガイドライン
国際商業会議所連合（World Chambers Federation 。以下、WCF という。
）は、商工会
議所が原産地証明書を発行し、発行した原産地証明書を証明するための標準的な手続きを確
立し、
「International Certificate of Origin Guidelines（国際原産地証明ガイドライン）
」と
して発行している。
本ガイドラインの目的は以下の通りである。


透明な発行標準手続を支援する。



独立した責任ある説明責任を保証する



商工会議所によって発行された CO に信頼性を与える。



税関当局や企業の受入れ水準を高める。

本ガイドラインの主な記載事項は以下の通りである。


CO の使用目的



商工会議所の役割と権限



CO 様式のレイアウトと印刷



価格設定および発行手数料



発行プロセスの概要



原産地の決定と検証



トレーニング要件
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(2) CO 認定制度
本ガイドラインに準拠することを誓約する ICC WCF CO 議定書に署名することにより、
当該事業者を CO 発給機関として認定する制度を設けている。

認定は、国際的なベストプラクティスに従っ
て CO が発行されていることを事業者、トレー
ダー、銀行、税関当局に保証する。
相互責任を持ち、世界的に相互接続されて
いることを確認する。

CO 認定を受ける利点として、以下が謳われている。


CO 発行に対する信頼性を強化する。



税関や輸入業者等による CO 受入れのレベルを高める。



透明性、独立性、信頼性および責任ある発行プロセスを提供する能力を有する機
関であることを保証する。



CO の偽装を防止できる。



国際的な CO 発給基準への準拠を保証する。



ICC WCF CO ラベルを CO 様式で使用することにより世界的な連携と認知を実
現する。

2.3.2. CO 検証ウェブサイトの構築

(1) CO の真正性検証サイトの運用
2013 年 1 月以降、ICC WCF により原産地証明書（CO）検証 Web サイト（Certificates of
origin Verification website, https://certificates.iccwbo.org/）が供用を開始している。当該
Web サイトにて、関税当局等が ICC WCF International CO Accreditation Chain の参加機
関によって発給された CO の真正性を検証することができる。当該システムの供用開始は全
世界の税関機関および行政機関に対して通知されている。
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出所：https://certificates.iccwbo.org/

図 2.3-1

ICC WCF により供用されている発給済みの原産地証明書（CO）検証 Web サイ
ト（”Certificates of origin Verification website”）

この検証 Web サイトを利用することにより、当該 CO が国際基準に従って発行されている
ことを保証し、税関当局間の相互信頼が強化される。 税関当局と商工会議所では、商工会議
所の認証コードと CO 識別番号を入力することにより、CO の発行日、申請事業者名等の情
報を確認することができる。
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3. 主要 20 カ国における原産地証明書発給業務の現状
（文献調査）
（注 1）本章において、記号「#」で始まる英文字および番号は、引用文献の識別番号を指
す。識別番号と引用文献名の対応は、
「7.3 第 3 章の引用文献」
（308 ページ）に掲載してい
る。
（注 2）本章において、
「商工会議所」は、
「商業会議所（Chamber of Commerce）」と「商
工会議所（Chamber of Commerce and Industry）」を総称している。

3.1. 米国＜非特恵 CO＞

3.1.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.1.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#R-001
米国商工会議所が定める以下の原産地規則
・U.S. Code of Federal Regulations(CFR)
Title 19 – Customs Duties – Part 102 – Rules of Origin
・U.S. Customs and Border Protection Federal Register
#W-001-01
・「米国連邦規則集」
（Title 19, Code of Federal Regulations）
（＝略称 19 CFR）の 102

条（Rules of Origin）
・ダンピング防止法のための原産地規則（米国商務省）
・政府調達における原産地規則（連邦政府）
繊維製品およびアパレル製品には、上記とは別の原産地規則あり。
：#R-001,p.38

(b)

概要
#W-001-01
非特恵原産地証明書は各地の商工会議所で発給される。
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3.1.1.2. 原産地規則
(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#R-001
米国商工会議所が定める以下の原産地規則
●U.S. Code of Federal Regulations(CFR)
Title 19 – Customs Duties – Part 102 – Rules of Origin
●U.S. Customs and Border Protection Federal Register
#W-001-01
●「米国連邦規則集」
（Title 19, Code of Federal Regulations）
（＝略称 19 CFR）の 102

条（Rules of Origin）
・ダンピング防止法のための原産地規則（米国商務省）
・政府調達における原産地規則（連邦政府）
繊維製品およびアパレル製品には、上記 とは別の原産地規則あり。
：#R-001,p.38

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-001,p.36、#L-001-01§102.1(g)

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-001,p.36、#L-001-01§102.20
（CTC ルール）

※HTS コードと呼ばれる独自のコードを使用

加工工程基準（SP ルール） ○：#R-001,p.36
その他の基準

○：#R-001,p.37
デミニマスルール

3.1.1.3. 原産地証明書の発給機関
(1) 発給機関
#R-001、#W-001-01
米国商工会議所
(URL: http://www.uschamber.com/)
#H-003-01
12

米国には約 7000 ヶ所の地方商工会議所が存在するが、CO 発給に関わっているのはその
うちの数百程度である。

3.1.2. 申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-001-01
 輸入通関時
 特定国産品についての輸入禁止・制限の必要から利用される原産地証明書
 特定国産品について関税（報復関税、アンチダンピング関税など）を課すために
用いられる原産地証明書
 商取引上、取引先から求められる一般的な原産地証明書
 輸出通関時
 アルバニア、アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、ボリビア、デンマーク、
フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、英国などへ米国産の特定産品
（繊維など）を輸出する場合の原産地証明書
 商取引上、輸入先から求められた場合、輸入者に送る一般的な原産地証明書

(2) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給

出所：eCertify Pty Ltd, "eCertify Electronically processed certificates of origin Provided by the Greater Des
Moines Partnership,"

米国におけるマニュアルによる原産地証明書の発給コストは、年間 500 百万ドルと言われ
ている。

表 3.1-1 原産地証明書 1 通当たりのコスト
作業項目

手作業コスト

電子処理コスト

輸出業者から商工会議所までの宅配便費用

$ 10

$0

商工会議所から輸出業者までの宅配便費用

$ 10

$0

CO を輸入者に送る国際宅配便

$ 60

$0

$ 15（30 分）

$0

10％

-

再提出

$5

$0

スタンプ料

$5

$ 15

余分な時間
エラー率

13

$ 105

合計

$ 15 / $ 50

＜①企業登録＞

図 3.1-1

eCertify の事業者登録画面

＜②発給申請＞
eCertify の画面上で入力することにより、原産地証明書を作成する。
パッキングリスト、インボイス、およびその他の貿易書類を eCertify よりアップロードす
る。
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図 3.1-2

eCertify の原産地証明書申請データの登録画面
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図 3.1-3

eCertify の原産地証明書の申請画面

＜eCertify を利用しているベンダ＞
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(3) 申請・発給の手段
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(a)

事業者登録
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
米国商工会議所(AWTCC)では電子申請受付のみ。米国では 7000 ヶ所以上の商工会議所

がそれぞれ独立して機能している。

(b)

原産性審査
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
米国商工会議所(AWTCC)では電子申請受付のみ。米国では 7000 ヶ所以上の商工会議所

がそれぞれ独立して機能している。

(c)

CO 申請
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
米国商工会議所(AWTCC)では電子申請受付のみ。米国では 7000 ヶ所以上の商工会議所

がそれぞれ独立して機能している。

(d)

CO 発給
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
米国商工会議所(AWTCC)では電子申請受付のみ。米国では 7000 ヶ所以上の商工会議所

がそれぞれ独立して機能している。その他、利用する CO 発給サービスによる。
#W-042-01
●UPS WorldShip（民間サービス）を利用する場合
UPS では以下の 3 つのデータを作成し、輸出先等へ代理で提出する機能を提供してい
る。
・CO･･･輸出先国の荷受人へ提出する税関用データ
・インボイス･･･輸出先国の荷受人へ提出する税関用データ
・電子輸出情報（EEI）･･･米国国勢調査局へ提出する統計用データ
輸出先国がペーパーレス書類に対応していれば、UPS が代理で電子ファイルの CO を
準備し、輸出先国へ送付する。 ペーパーレス CO を使用すると、CO の印刷と輸出品への
添付が不要になる。
また、この際に米国国勢調査局への電子輸出情報（EEI）の提出を併せて実行することが
できる。UPS が代行して、出港前に Automated Export System (AES)を使用して US
Census Bureau へ EEI を電子提出する。
＜CO の送付手順＞
1) [CO を使用可能にする]を選択する。
2) 輸出品の[出荷先]情報を入力する。
3) [税関用書類]より[CO]を選択する。
4) [UPS による CO 作成(追加料金)]を選択する。
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5) 輸出品を通常どおり出荷する。
#W-112-01
●QuickcertUSA（Blair Consular Services Ltd の提供する American World Chamber
of Commerce の提携サービス）
2011 年より稼動。アメリカ商工会議所による認証、ワシントン DC の外国大使館による
合法化をオンラインで実施可能。
発給済み CO の照会システムは、https://www.certificateoforigin.com/にリンクしている。

(4) 申請時の提出書類

(a)

CO 申請・発給
#R-001
- インボイス
- B/L または Air Waybill その他運送にかかる書類
- クレジットカード番号または小切手（クレジットカード料金; 小切手は証明付きである

こと）
- 商工会議所会員番号
- 宣誓供述書（当局から求められた場合）

3.1.2.2. 提出書類の原本性要求（書面、電子データ）
発給済み CO の真正性担保方法 https://certificateoforigin.com/にて発給済み CO 番号を照
会可能。
※https://certificateoforigin.com/は、 Tradecert.com により提供される検証システム。ヨ
ーロッパ、カナダ、米国、南米の商工会議所が参加している。TradeCert システムは、ICC
World Chamber Federation CO 検証ウェブサイトにリンクしている。

3.1.2.3. 発給手数料
#H-003-01
米国商工会議所会員：USD $25.00
米国商工会議所非会員：USD $50.00
※発給当初から電子化しているため、電子化前の手数料は存在しない。

(a)

窓口申請
#https://www.manhattancc.org（マンハッタン商工会議所）
●Certificate of Origin of U.S. and Non-U.S. Made Goods
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・会員：$40.00／CO
・非会員：$50.00／CO

(b)

電子申請
#W-163-01
●マンハッタン商工会議所の場合
Certificate of Origin of U.S. and Non-U.S. Made GoodsCompanies that register to

become eCertify users in order to obtain Certificates of Origin electronically：
・会員：$30.00／CO
・非会員：$40.00／CO
#W-111-01
●QuickcertUSA（Blair Consular Services Ltd の提供する American World Chamber
of Commerce の提携サービス）
2011 年より稼動。アメリカ商工会議所による認証、ワシントン DC の外国大使館による
合法化をオンラインで実施可能。
発給済み CO の照会システムは、https://www.certificateoforigin.com/にリンクしている。

3.1.2.4. 発行まで所要期間
(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

(a)

電子申請

a)

事業者登録
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
30 分以内に、企業情報を確認し、システムユーザとして認証する。

b)

原産性審査
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
追加調査が必要な場合を除き、5 分程度。

c)

CO 発給
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
新規登録か、以前登録済みの情報の更新かによって異なるが、1～15 分程度。

3.1.2.5. 年間発行件数
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(1) 年間発行件数
#R-011
OCO+PCO：4,000,000 件
#H-003-01 米国商工会議所の場合）
数百存在する米国内の地方の商工会議所で 120,000 件が電子的に発行されている。米国
商工会議所ではそのうち 30,000 件を占める。地方商工会議所で窓口発給されている件数ま
では把握できず、また、それらを統計的に収集する中央機関も存在しない。

(2) 申請登録事業者数
#H-003-01
約 2500 社の事業者が登録しており、5000 名程度の利用者がいる。

(3) 審査、発給の体制
#H-003-01
米国商工会議所では eCO の手続きに係るメンバーは 4 名。

3.1.2.6. 原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
(1) 原産地証明書の有効期限
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
期限は特に定められていないが、他の請求書との併用は不可。

(2) 遡及発給の可否
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
可能。ICC ガイドラインに従う。

(3) 原産性証明情報の保管義務
#H-003-01（米国商工会議所の場合）
法律では 7 年間と定められているが、TradeCert システムでは記録をオンラインで 10 年
間保管している。
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3.2. 米国＜特恵 CO＞

3.2.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.2.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#W-001-01
●「米国連邦規則集」
（Title 19, Code of Federal Regulations）
（＝略称 19 CFR）の 102

条（Rules of Origin）
●一般特恵関税制度（Generalized System of Preference: GSP）
UNCTAD の取り決めにより、開発途上国に対し供与する特恵関税制度。米国の定める原
産地規則を適用する。付加価値基準、関税分類変更基準、加工工程基準のいずれかの原産
地基準を満たすほか、積送基準として原産国からの直送であることも求められる。
●二国間または多国間自由貿易協定（Free Trade Agreement: FTA）
各国協定に定められた原産地規則に従う。
#R-007
・North American Free Trade Agreement Implementation Act （NAFTA 施行法 Art.
501）
・United States – Korea Free Trade Agreement Implemenation Act（米韓 FTA 施行
法）
、等
#W-089-17
●NAFTA の場合
第 501 条原産地証明書
第 502 条輸入に関する義務
第 503 条例外
第 504 条輸出に関する義務
第 505 条記録
第 6 章 - 原産地証明書
19 CFR 181.11 - 原産地証明書
19 CFR 181.21-.23 - 輸入要件
様式 434 - 北アメリカ自由貿易協定（NAFTA）原産地証明書
NAFTA 原産地証明書 - カナダ公式 B232
NAFTA 原産地証明書 - メキシコ公式書式
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(b)

概要
完全自己証明制度
・「輸入者自己証明」が主流。
・「輸出者自己証明」も一部あり。
#R-010
・第三者認証機関による証明･･･なし
・認証輸出者による自己証明･･･なし
・輸出者による自己証明･･･NAFTA
・輸入者による自己証明･･･米国・オーストラリア FTA 等の NAFTA 以外の FTA
#W-001-01
●輸出者による自己証明
特恵原産地証明書は、所定用紙を税関国境警備局のウェブサイトから入手し、必要事項

を記載の上、輸出者（または製造者）による署名を行う。
#R-007
●米韓 FTA の場合
1000 米ドル以下は、原産地証明情報なしに FTA 特恵関税を適用可能。
#W-042-01
●NAFTA の場合
以下に該当する貨物には、CO は不要であり、商業インボイス上で NAFTA 特恵関税待
遇を要求する申告文のみが必要。
・貨物の原産国が米国、プエルトリコ、またはカナダであり、目的国がメキシコの場合
で、1,000 米ドル(またはローカル単位で相当する価格)未満のもの。
・貨物の原産国が米国、プエルトリコ、またはメキシコであり、目的国がカナダの場合
で、1,600 カナダ・ドル(またはローカル単位で相当する価格)未満のもの。
・貨物の原産国が米国、プエルトリコ、またはメキシコであり、目的国が米国の場合で、
2,500 米ドル(またはローカル単位で相当する価格)未満のもの。

3.2.1.2. 原産地規則
(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#W-001-01
●「米国連邦規則集」
（Title 19, Code of Federal Regulations）
（＝略称 19 CFR）の 102

条（Rules of Origin）
●一般特恵関税制度（Generalized System of Preference: GSP）
UNCTAD の取り決めにより、開発途上国に対し供与する特恵関税制度。米国の定める原
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産地規則を適用する。付加価値基準、関税分類変更基準、加工工程基準のいずれかの原産
地基準を満たすほか、積送基準として原産国からの直送であることも求められる。
●二国間または多国間自由貿易協定（Free Trade Agreement: FTA）
各国協定に定められた原産地規則に従う。
#R-007
・North American Free Trade Agreement Implementation Act （NAFTA 施行法 Art.
501）
・United States – Korea Free Trade Agreement Implemenation Act（米韓 FTA 施行
法）
、等
#W-089-17
●NAFTA の場合
第 501 条原産地証明書
第 502 条輸入に関する義務
第 503 条例外
第 504 条輸出に関する義務
第 505 条記録
第 6 章 - 原産地証明書
19 CFR 181.11 - 原産地証明書
19 CFR 181.21-.23 - 輸入要件
様式 434 - 北アメリカ自由貿易協定（NAFTA）原産地証明書
NAFTA 原産地証明書 - カナダ公式 B232
NAFTA 原産地証明書 - メキシコ公式書式
(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-007
※NAFTA の場合

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-001-01
（CTC ルール）

○：#R-007
※NAFTA の場合
・累積基準、僅少基準も適用される。

付加価値基準（VA ルール） ○：#W-001-01
○：#R-007
※NAFTA の場合
・取引価額方式または純費用方式より選択可。
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・繊維・繊維製品では原糸基準または原繊維基準を採用。
・累積基準も適用される。
※HTS コードという独自のコードを使用
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-001-01

3.2.1.3. 原産地証明書の発給機関
(1) 発給機関
#R-010
・NAFTA：輸出者（または製造者）
・US - JordanFTA、US - SingaporeFTA、US - ChileFTA、US - AustraliaFTA、US MoroccoFTA、US - BahrainFTA、US - OmanFTA、US - PeruFTA、US - ColombiaFTA、
US - PanamaFTA：輸入者

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#W-001-01
・米国国土安全保障省 税関・国境警備局（米国税関）
・米国商務省

3.2.2. 申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-001-01
●輸入通関時
・一般特恵税率（GSP）適用のための原産地証明書（Form A）
・協定に基づく特恵税率（NAFTA など）適用のための特定原産地証明書
●輸出通関時
・協定締約国に輸出する場合、特恵関税の適用を受けるために相手国税関に提出する特定
原産地証明書

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
自己証明のため、本手続きはなし。

24

(b)

CO 申請・発給
#W-001-01
●NAFTA などの特定原産地証明書
①税関国境警備局のウェブサイトより所定用紙を入手。
②必要事項を記載の上、署名をした輸出者（または製造者）による･･申告書を CO とし

て、輸入先国へ提出する。
●米国・オーストラリア FTA などの特定原産地証明書
①輸入者が CO を作成する。
#R-007
●米韓 FTA の特定原産地証明書
・原産地証明書の提出は不要。
・輸入者は原産地証明書を所持していることを宣誓する。
・輸入締約国は、原産地証明書について次の事項を含むものであることを要求すること
ができる。
- 原産地証明書の作成者
- 輸入者及び輸出者の名称
- 輸入産品の説明、関税分類、原産性を証明する情報
- 証明書発行日、証明書の有効期間

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
自己証明のため、本手続きはなし。

(b)

原産性審査
自己証明のため、本手続きはなし。

(c)

CO 申請
自己証明のため、本手続きはなし。

(d)

CO 発給
利用する CO 発給サービスによる。
#W-042-01
●UPS WorldShip（民間サービス）を利用する場合
UPS では以下の 3 つのデータを作成し、輸出先等へ代理で提出する機能を提供してい

る。
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・NAFTA CO･･･輸出先国の荷受人へ提出する税関用データ
・インボイス･･･輸出先国の荷受人へ提出する税関用データ
・電子輸出情報（EEI）･･･米国国勢調査局へ提出する統計用データ
輸出先国がペーパーレス書類に対応していれば、UPS が代理で電子ファイルの NAFTA
CO を準備し、輸出先国へ送付する。

(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
自己証明のため、本手続きはなし。

(b)

原産性審査
自己証明のため、本手続きはなし。

(c)

CO 申請・発給
#R-007
●米韓 FTA の場合
・原産地を証明する記録は、書面、電子的記録のいずれでもよいことが制度上明記され

ている。

3.2.2.2. 提出書類の原本性要求（書面、電子データ）
自己証明のためなし

3.2.2.3. 発給手数料
自己証明のためなし

3.2.2.4. 発行まで所要期間
(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
自己証明のためなし

3.2.2.5. 原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
(1) 原産地証明書の有効期限
#R-007
・1 年間（NAFTA の場合）
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・4 年間（米韓 FTA の場合）

(2) 原産性証明情報の保管義務
#R-007
●NAFTA の場合
保管義務期間：輸出日または輸入通関日から 5 年間（NAFTA 施行法第 614 条）
保管義務対象情報：
・米国から輸出された産品の購入、原価、価値、支払いに係わる記録
・当該産品の生産に用いた、間接材料を含む全ての材料の購入、原価、 価値、支払いに
係わる記録
・当該産品の生産の記録
#W-038-01
●NAFTA の場合
保管義務期間：輸出日または輸入通関日から 5 年間
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3.3. 中国＜非特恵 CO＞

3.3.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.3.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#W-121-02
・対外貿易法
・海関法（税関法）
第 41 条輸出入貨物の原産地管理
・輸出入貨物原産地条例
・原産地表記管理規定（国家出入国検疫）
・輸入材料を含む輸出商品原産地標準の製造、加工工程明細表（対外貿易名財合作部）
'#R-001
- the administration measures of certificate of origin visa for non-preferential rules of

origin(2009)
#W-044-02
非特恵証明書の管理に関する中華人民共和国の措置

(b)

概要
第三者証明制度
#W-121-02
｢中華人民共和国輸出入物品原産地条例は一般原産地管理に関する規範として輸出入物

品の原産地について正確に判定し，いくつかの貿易措置を効率的に実施し対外貿易の発展
を促進する目的で制定され，本条例の適用範囲は最恵国待遇，反ダンピングと反補助金，
セーフガード，原産地表記管理，国別数量制限，関税割当等非特恵貿易措置及び政府調達，
貿易統計等の活動において輸出入物品の原産地判定に適用される。本条例の管理及び実行
機関は中華人民共和国海関総署 (以下税関総署という) と各地方の税関であり，中華人民共
和国商務部と国家品質試験検査監督検疫総局とが互いに協力して管理及び監督する。
#W-043-02
中国の 34 州毎で CO の申請方法が異なる。
#W-121-02
●原産地規定に違反する行為
原産地管理に関する規範に違反して輸入物品原産地を届け出た場合，｢中華人民共和国対
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外貿易法｣，｢中華人民共和国税関法｣ と ｢中華人民共和国税関行政処罰実施条例｣ の関連
規定に基づき処罰する。
虚偽の資料によって輸出物品の原産地証明を取得し又は輸出物品原産地証明の偽造，変
造，売買又は窃盗の不法行為に対し，出入国検査検疫機関及び税関は，5,000 元以上 10 万
元以下の罰金を課し，輸出物品原産地証明書を偽造，変造，売買及び窃盗してこれを税関
通関証拠とする場合，罰金賦課範囲は物品価値以下で課し，もし物品価値が 5,000 元以下
の場合は 5,000 元の罰金を課す。不法所得に対し出入国検査検疫機関及び税関が没収し犯
罪行為を構成する場合は，法律により刑事責任を問う。
輸入物品の原産地表記が輸出入物品原産地条例により確定した原産地と同一でない場合
は，税関で是正命令を出す。輸出物品の原産地表記が本条例で確定した原産地と同一でな
い場合は，税関，出入国検査検疫機関で是正命令を出す。
輸出入物品原産地決定業務担当者が輸出入物品原産地条例規定に違反して原産地決定を
し又は知り得た商業秘密を漏洩若しくは職権濫用，職務無視及び私利を図るなどの不正行
為を
した場合は，法に基づき行政処分をし，不法所得を没収し，犯罪行為を構成する場合は，
法に基づき刑事責任を問う。

3.3.1.2. 原産地規則
(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#R-001
- Regulations of the People’s Republic of China on Place of Origin of Imports and

Exports(2004)
- Provisions on the Substantial Transformation of Criteria in Non-Preferential Rules
of Origin(2004)
付加価値基準または加工工程基準の適用については、品目ごとに原産地規則が定められ
ている。

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-001,p.26

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-001,p.27
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（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#R-001,p.27
加工工程基準（SP ルール） ○：#R-001,p.27

3.3.1.3. 原産地証明書の発給機関
(1) 発給機関
#R-001
中国国家質量監督検験検疫総局、中国国際貿易促進委員会およびこれらに指名され た地
方の団体。
＜例＞広州地区の場合、広州輸出入検査検疫局(Guangzhou Entry-exit Inspection and
Quarantine 、 http://www.gz.gdciq.gov.cn/)や 、 中国国 際貿 易促進 委員 会広東 省委 員会
(China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Committee)

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#W-162-02
中国貿易促進協議会（以下、CCPIT）は、輸出入貨物の起源に関する中華人民共和国の規
制（2005 年 1 月 1 日発効）及び関連するその他の中国の法律及び規制により認可された原
産地発給機関である。2013 年 5 月に正式に ICC WCF International CO Chain に加盟して
いる。

3.3.2. 申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-044-02
一般原産地証明書

(2) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給
#W-044-02
●北京の場合（非特恵、特恵とも同じ。）
①申請企業は、インターネットを介して検査検疫局に原産地証明書の申請電子データを

送信する。原産地証明書は原産地証明書の番号付け規則（証明書種類 1 桁＋年 2 桁＋企業
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コード 9 桁＋連番 4 桁）に従って申請企業が番号を付番する。
②検査検疫局は、原産性を審査した後、原産地証明書を発給する。
③ 申請料を支払った後に、発給された原産地証明書を、原産地証明書と原産地証明書を
印刷してください。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#R-001
窓口（広州輸出入検査検疫局、中国国際貿易促進委員会広東省委員会）

(b)

CO 申請
#R-001
オンライン（広州輸出入検査検疫局、中国国際貿易促進委員会広東省委員会）

(4) 申請時の提出書類

(a)

CO 申請・発給
#R-001
書類等の提出はなし。（広州輸出入検査検疫局、中国国際貿易促進委員会広東省委員会）
#W-044-02
●北京の場合
・原産地証明書･･･申請企業は、原産地証明書を印刷し、申請先及び申請日を記入の上、

法定代理人または宣言者が原産地証明書の各ページに中国語と英語で署名する。
・コマーシャルインボイスとパッキングリスト･･･原本に会社印を捺印する。
・検査検疫当局の要求に応じて、製品原価の詳細と原材料の購入請求書
・検査検疫当局が必要とするその他の書類
#W-162-02
中国貿易促進協議会（CCPIT）は ICC 認定を受けており、発給手順は ICC 国際原産地
証明書ガイドラインに準拠している。

3.3.2.2. 提出書類の原本性要求（書面、電子データ）
#W-162-02
中国貿易促進協議会（CCPIT）により発給された CO の右上に QR コードが印刷され、当
該 CO の発給に関する詳細情報を QR コードをスキャンすることで取得できる。また、ICC
認定ラベルが CO の右上に印刷され、ICC WCF から割り当てられた CCPIT の識別番号を表
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示される。

3.3.2.3. 発給手数料
(a)

電子申請
#R-001
広州輸出入検査検疫局： RMB30 から RMB40
中国国際貿易促進委員会広州省委員会 ：RMB30 から RMB40

3.3.2.4. 発行まで所要期間
(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

a)

CO 発給
#R-001
1 営業日から 3 営業日

3.3.2.5. 年間発行件数
#R-011
OCO+PCO：3,700,000 件

(1) 年間発行件数
#R-011
OCO+PCO：3,700,000 件
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3.4. 中国＜特恵 CO＞

3.4.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.4.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#W-121-02
・アジア・太平洋貿易協定（APTA）原産地規定
・中・ASEAN 自由貿易協定原産地規定
・中・チリ自由貿易協定原産地規定
・中・パキスタン自由貿易協定原産地規定
#W-044-02
●手続的規約
原産地証明書の管理に関する中華人民共和国の規制

(b)

概要
第三者証明制度
#W-121-02
特恵貿易措置に基づく原産地管理規定は、中国が締結又は参加した国際条約や協定の関

連規定に基づき ｢中華人民共和国税関輸出入物品特恵原産地管理規定を別途制定した。同
規定は，特恵貿易協定による輸出入物品の原産地を正確に判定し，税関の特恵貿易協定輸
出入物品原産地に対する管理の規律を確保するため，｢中華人民共和国海関法」（以下税関
法という)，｢中華人民共和国輸出入関税条例｣、｢中華人民共和国輸出入物品原産地条例｣ に
基づき制定した。この規定の主務省庁は中国税関総署であり，具体的な施行は各地方税関
で管理している。
#W-043-02
中国の 34 州毎で CO の申請方法が異なる。
#W-121-02
●原産地規定に違反する行為
非特恵同様。
特恵貿易協定により会員国又は地域で輸入される輸入物品については協定税率又は特恵
税率を適用するが，次の状況に該当する場合は，これらの協定税率や特恵税率を適用しな
い。
第一，輸入物品の荷受人又はその代理人が物品輸入を届け出るとき，規定に合致する原
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産地証明書，原産地関連証明を提出せず，輸入物品の原産地資格の有無についての追加書
類も提出しなかった場合，第二，輸入物品の荷受人又はその代理人が商業送り状，運送証
券等その他貿易取引に関する証憑書類を提出せず，同規定第 14 条の証拠資料提出要請の規
定に合致するその他の書類も提出しなかった場合，第三，検査確認又は実査を経て物品の
原産地と届出の内容が合致しないことが確認された場合，又は物品の正確な原産地を確認
できない場合，第四，同規定及び相応する特恵貿易協定の規定に合致しないその他の状況，
同規定に違反して密輸行為，税関の管理監督規定に違反する行為又は ｢税関法｣ に違反す
るその他の行為の場合，税関は，｢税関法｣，｢中華人民共和国税関行政処罰実施条例」の関
連規定により処罰し，犯罪を構成する場合は，法に基づき刑事責任を問う。

3.4.1.2. 原産地規則
(1) 原産地基準

(a)

根拠法
各 FTA 等に従う。

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-121-02
完全に当該会員国・地域で取得又は生産された物品，つま
り①当該会員国・地域の域内で収穫又は採集した植物，②
当該会員国・地域の域内で出生及び飼育された動物，③当
該会員国・地域の領土又は領海で採掘及び採取した鉱物，
④相応する特恵貿易協定下の完全取得基準に合致するそ
の他物品である場合，特恵貿易協定の会員国・地域を原産
地として判定する。

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-121-02
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#W-121-02
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-121-02

3.4.1.3. 原産地証明書の発給機関
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(1) 発給機関
#R-002
中 国 国 家 品 質 監 督 検 験 検 疫 総 局 (China State General Administration for Quality
Supervision and Inspection and Quarantine)
全国 34 州の各地方輸出入検査検疫局（EEIQ）

3.4.2. 申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-044-02
GSP 原産地証明書
アジア太平洋貿易協定原産地証明書
中国-ASEAN 自由貿易ゾーン原産地証明書
中国-チリ自由貿易区原産地証明書
中国-パキスタン自由貿易区原産地証明書
中国-ニュージーランド自由貿易区原産地証明書
中国-シンガポール自由貿易区原産地証明書
中国-ペルー自由貿易区原産地証明書
中国-コスタリカ自由貿易圏原産地証明書
中国-スイス自由貿易区原産地証明書
中国-アイスランド自由貿易区原産地証明書
交渉経済協力枠組合意原産地証明書

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#R-002
●手順
①登録ウェブサイトにアクセスし、ログオンする組織コードを入力する。
②会社の基本情報を登録する。これにより自動的に登録番号が作成される。
③製品情報、製造会社情報、製造設備一覧などを登録する。
④オンラインで申請書を提出する。
⑤オンライン提出を補足するために、同じ管轄機関にエビデンス書類を提出する。
【要確

認】画面にアップロード機能があるように見えるが、すべてのエビデンス書類についてオ
ンライン提出かオフライン提出かは不明。
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●入力データ（企業登録用）
・企業基本情報（会社名、住所、営業許可数、業種、事業範囲、法定代理人等）
・申告者情報（氏名、役職、署名等）
・登録製品情報（名称、HS コード、申請された CO の種類等）
・製造設備一覧（名前、機能、数量等）
●入力データ（製品原価詳細を申告する場合）
・製品名
・貿易モデル
・製品が販売される国
・製造業者/販売代理店
・原材料情報（名前/説明、HS コード、原産国、単価、単価、加工費等）
・完成品情報（処理手順、FOB 価格、完成品に占める非原材料の比率等）
●定期検査
EEIQ は、登録された企業について毎年検査を行う。 この検査の主な目的は、CO 要求
の資格を検証することである。 手数料は無料、提出書類の要件は初期登録の要件と同じで
ある。

(b)

CO 申請・発給
#R-002
●手順
①オンラインで CO 発給申請書に入力する。
②管轄当局が電子的フィードバックを発行した後、CO 発給申請書と未署名の CO をコ

ンピュータシステムのクライアント側から印刷する。
③印刷された CO 発給申請書と未署名の CO をエビデンス書類とともに持参し、EEIQ
窓口で CO を申請する。
④支払いを行い、認可された CO を取得する。
●入力データ項目
・メーカー名、メーカーの連絡先
・製品名/説明、HS コード、数量/品質
・FOB 値、完成品の輸入原材料のパーセンテージ
・コマーシャルインボイス番号
・適用される CO のタイプ（C / O、フォーム E、フォーム A など）
#W-044-02
●北京の場合（非特恵、特恵とも同じ。）
①申請企業は、インターネットを介して検査検疫局に原産地証明書の申請電子データを
送信する。原産地証明書は原産地証明書の番号付け規則（証明書種類 1 桁＋年 2 桁＋企業
コード 9 桁＋連番 4 桁）に従って申請企業が番号を付番する。
②検査検疫局は、原産性を審査した後、原産地証明書を発給する。
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③ 申請料を支払った後に、発給された原産地証明書をする。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#R-002
2011 年よりオンライン登録（http://ocr.eciq.cn）のみ。

(b)

原産性審査
#R-002
なし（輸出前検査は必要に応じて輸出者の登録時に併せて実施される。輸出前検査の要

否は発給機関の判断による。）

(c)

CO 申請
#R-002
・発給申請書の登録：オンライン
・CO（未承認）の入力：オンライン
・発給申請書、CO（未承認）、エビデンス処理の提出：オフライン（窓口）

(d)

CO 発給
#R-002
・CO 受領：オフライン（窓口）
#W-080-02
2013 年 5 月に ICC WCF International CO Chain に加盟。
1. CO の右上に QR コードが印刷される。特恵 CO の発行に関する詳細情報は、コード

をスキャンすることで取得できる。
2.CCPIT の発行手順が ICC WCF 原産地ガイドラインに準拠していることを示す国際品
質ラベルが CO の右上に印刷され、ICC WCF から CCPIT に割り当てられた唯一の参照番
号が表示される。
3.空白の灰色の陰影を付けた偽造防止ラベルが印刷される。コピーを試みた場合、偽装
された単語が表示される。
4.特恵 CO の発行に関する詳細な情報は、CO の上に印刷されるシリアル番号を照会用 URL
（すなわち、http：//www.co-ccpit.org/ ; http://check.ccpiteco.net）に入力して照会
することができる。
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(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#R-002
・企業登録申請書
・ビジネスライセンスのコピー（オリジナルコピー）
・外国投資企業の設立許可証の写し;
・定款のコピー
・輸出コマーシャルインボイスのコピー
・組織コードの証明書のコピー
・会社弁護士が会社に代わって代理人を申請することを認める委任状
・詳細な製品コスト（または、製造元と輸出業者が同じ場所にいない場合は、製造元が

ある EEIT が発行した製品検査結果が必要）
(b)

原産性審査
#R-002
なし（輸出前検査は必要に応じて輸出者の登録時に併せて実施される。輸出前検査の要

否は発給機関の判断による。）

(c)

CO 申請・発給
#R-002
・コマーシャルインボイスおよびパッキングリスト。
・製品原価の詳細（製造業者と輸出業者が異なる場合、製造元の所在地にある EEIT に

よる検査結果が必要）
・B/L 等の EEIT が要求するその他の書類

3.4.2.2. 提出書類の原本性要求（書面、電子データ）
3.4.2.3. 発給手数料
#R-002
事業者登録（原産性審査を含む）
：500 人民元（約 8500 円）
CO 発給：40 人民元/証明書（約 680 円）

3.4.2.4. 発行まで所要期間

38

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
事業者登録～原産性審査：20 日
CO 発給：1 日以内

3.4.2.5. 原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
(1) 原産地証明書の有効期限
#R-002
CO 申請者は、CO が発行された日から少なくとも 3 年間、原産性を証明する記録を保持
しなければならない。

(2) 遡及発給の可否
#R-002
輸出時までに CO が発行されていない場合、申請者は輸出日から 12 ヶ月以内に CO を遡
及的に発行するよう EEIQ に要求することができる。 EEIQ は、CO に遡及発行であるこ
とを表示する。
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3.5. 韓国＜非特恵 CO＞

3.5.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.5.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#L-002-03
●輸出物品原産地証明の発給規定（産業通商資源部告示第 2015-288 号）
対外貿易法施行令第 66 条の規定により輸出物品の原産地証明書発給手続きを規定して

いる。
この規定に基づいて発行する原産地証明書は、
「一般的な輸出品原産地証明書」と「関税
譲許対象輸出物品原産地証明書〔一般特恵関税（GSP）、GATT 途上国間の関税譲許協定、
アジア - 太平洋貿易協定（APTA）、発展途上国間の特恵貿易制度（GSTP）に関する協定
と自由貿易協定（FTA）などによる輸出物品の原産地証明書〕 "に区分される。
#L-002-03
●手続的規約
輸出物品原産地証明の発給規定（産業通商資源部告示第 2015-288 号）
(b)

概要
#L-002-03
●輸出物品原産地証明の発給規定（産業通商資源部告示第 2015-288 号）
対外貿易法施行令第 66 条の規定により輸出物品の原産地証明書発給手続きを規定して

いる。
この規定に基づいて発行する原産地証明書は、
「一般的な輸出品原産地証明書」と「関税
譲許対象輸出物品原産地証明書〔一般特恵関税（GSP）、GATT 途上国間の関税譲許協定、
アジア - 太平洋貿易協定（APTA）、発展途上国間の特恵貿易制度（GSTP）に関する協定
と自由貿易協定（FTA）などによる輸出物品の原産地証明書〕 "に区分される。
#R-005（p.64）
●手続的規約
対外貿易法において「科学的貿易業務の処理基盤を構築・運営する者への必要な支援」
を謳うとともに、
「戦略物資管理院を設立して戦略物資輸出入管理情報システムの構築・運
営にあたらせる」規定を設けるなど輸出入許可・承認等の手続に係る規定に加えて電子化
の推進規定も含んでいる。
法令上は「紙ベースでの手続き」を原則としつつ、運用面で電子的な手続きを推進する
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体系となっている。
#R-005(p.65)
●提出免除条件
対外貿易法及び電子貿易促進に関する法律で添付書類の免除規定あるいは特例が定めら
れている。

3.5.1.2. 原産地規則
(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#L-002-03
●輸出物品原産地証明の発給規定（産業通商資源部告示第 2015-288 号）
#R-001
原産地規則は韓国商工会議所が定め、以下の法律に準拠している。
i) 韓国関税法第 229 条
ii) 対外貿易法第 34 条および第 37 条
iii) 対外貿易法施行令第 56 条、61 条および第 66 条 iv) 対外貿易管理規程第 85～92

条
#R-005（p.7,13)
・関税法第 232 条（原産地証明書等）
・対外貿易法施行令第 91 条第 4 項により、以下の権限が知識経済部長官から税関長に
委託されている。
五）同法施行令第 65 条による原産地証明書の提出命令に関する権限
六）同法施行令第 66 条第 2 項及び第 3 項による原産地証明書発給業務のうち関税譲許
を受けるための原産地証明書発給業務に関する権限
・対外貿易法施行令第 91 条第 6 項により、原産地表示方法に関する事項を定める権限、
原産地表示方法の確認及び異議提起の処理に関する権限、原産地の事前判定及び異議提起
の処理に関する権限、税関長に委託された事務に関する指揮・監督等の権限が関税庁長に
委託されている。

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#L-002-03
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関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#L-002-03
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#L-002-03

3.5.1.3. 原産地証明書の発給機関
(1) 発給機関
#L-002-03
一般的な輸出品原産地証明書発給機関は、「商工会議所法」によって設立された商工会議
所とし、詳細は産業通商資源部長官が大韓商工会議所会長と協議して定める。
#R-001
韓国商工会議所
(URL: http://www.korcham.net/)
(2) 発給機関と所管省庁との関係
#L-002-03
一般的な輸出品原産地証明書発給機関は、「商工会議所法」によって設立された商工会議
所とし、詳細は産業通商資源部長官が大韓商工会議所会長と協議して定める。
原産地証明書発給機関長は、原産地証明書署名者を指定して、指定された署名者は、産業
通商資源部を経由して、それぞれの国の税関当局に署名登録をしなければならず、署名者を
変更しようとする場合にも同じ手順を経なければならない。

3.5.2. 申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#L-002-03
原産地証明書発給申請者は物品を輸出する者で、申請者の資格に特別な制限を設けない。

ただし、発行機関長は、申請者に一定の署名登録を要求することができる。

(b)

CO 申請・発給
#R-005（p.65)
「原則として」添付書類を電子的に送付されることが奨励されている。
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(2) 申請・発給の手段

(a)

CO 申請
#R-005(p.63)
現在 24 の政府等機関が電子申請のみの受付。紙ベースでの申請が許可されている場合

も、電子申請の場合と同じ項目が要求される。
（KTNET）

(b)

CO 発給
#W-110-03
CO 発給の電子化率：100%

(3) 申請時の提出書類

(a)

原産性審査
#R-005
非安全保障関連貨物（非戦略物資）のみの輸出の場合
・輸出ライセンス申請書
安全保障関連貨物の輸出の場合
・戦略物資（再）輸出許可（申請）書

(b)

CO 申請・発給
#L-002-03
・通常の場合：申込書 1 部、原産地証明書
・発行日遡及の場合：申込書 1 部、原産地証明書、NEGO 声明 1 部
・信用状に特別な指示がある場合：申込書 1 部、原産地証明書、契約書のコピー1 部
・発行機関長は、必要に応じて輸出申告済証等の原産地の確認に必要な書類の提出を要

請することができる。

3.5.2.2. 提出書類の原本性要求（書面、電子データ）
#R-005（p65）
●電子データ（PDF）
・添付書類は電子的に提出することにより電子的に保管され、
（戦略物資の該非判定に要す
る添付書類も含め）以降の申請にあたっては同一文書を重複して提出する必要はない。
・基本的に書面での申請と同一の項目としている。
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3.5.2.3. 発給手数料
#L-002-03
一般的な輸出品原産地証明書を発給を受けようとする者は 7,000 ウォン（EDI 発行の場合
3,500 ウォン）の手数料を発行機関に納付しなければならない。
#R-001
会員：無料、非会員：7,000 ウォン

(a)

窓口申請
#L-002-03
7,000 ウォン

(b)

電子申請
#L-002-03
EDI 発行の場合：3,500 ウォン
#R-005（p.66）
KTNET に係るシステムの利用料は、基本使用料（月額）のほか、1 回の申請につき 1,400

ウォン（申請：700 ウォン/許可書:700 ウォン)がかかる。
※上記は、原産地証明書に限定された記述ではない。

3.5.2.4. 発行まで所要期間
(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-001
手続終了後約半日

3.5.2.5. 年間発行件数
(1) 年間発行件数
#R-011
OCO+PCO：560,000 件
#W-110-03
OCO：709,134 件（2014 年）
#H-009-03（大韓商工会議所の場合）
600,000 件（2017 年）
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(2) 申請登録事業者数
#H-009-03（大韓商工会議所の場合）
約 2 万社（PCO＋OCO 合計）

(3) 審査、発給の体制
#H-009-03（大韓商工会議所の場合）
電子化を導入した 2007 年前後で、発給業務に関わる人員数は変化していないが、一人当
たりの CO 発給数は確実に増加したと思われる。特恵 CO の入念に審査が必要な重要書類
は、1 日に 20～30 件程度しか処理できないが、非特恵 CO の場合は 1 日 200 件以上処理す
る可能である等、書類によって所要時間に大きな差異があるため、生産性に係るデータを定
量的に挙げることは難しい。ただ、輸出事業者にとっても窓口への移動時間が節約される等
のメリットがあり、双方の生産性が大幅に向上したことは明らかである。
#H-010-03（韓国税関の場合）
仁川、ソウル支部のみで 20 名程度。

3.5.2.6. 原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
(1) 原産地証明書の有効期限
#H-010-03（韓国税関の場合）
1 年間。

(2) 遡及発給の可否
#L-002-03
・ 原 産 地 証 明 書 を 事 後 的 に 発 給 す る 時 に は 、 遡 及 発 行 ス タ ン プ （ ISSUED
RETROACTIVELY あるいは ISSUED RETROSPECTIVELY）を赤色捺印して発給する。
・原産地証明書の紛失または毀損などで再発行する時には、再発行スタンプ
（DUPLICATED）を赤色捺印して発給する。

(3) 原産性証明情報の保管義務
#L-002-03
原産地証明書発給機関と申請者は、発行された輸出物品原産地証明書の副本を一般輸出物
品原産地証明書の場合は 2 年間保管しなければならない。ただし、発行機関がコンピュータ
電算網を通じた原産地証明書の自動発行方法で発行した場合には、原産地証明書の副本を電
子文書などで保管することができる。
一般輸出物品原産地証明書は、原本 1 部と副本 2 部を発行し、発行機関および申請者が副
本 1 部をそれぞれ保管する。
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3.6. 韓国＜特恵 CO＞

3.6.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.6.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#L-002-03
●輸出物品原産地証明の発給規定（産業通商資源部告示第 2015-288 号）
対外貿易法施行令第 66 条の規定により輸出物品の原産地証明書発給手続きを規定して

いる。
この規定に基づいて発行する原産地証明書は、
「一般的な輸出品原産地証明書」と「関税
譲許対象輸出物品原産地証明書〔一般特恵関税（GSP）、GATT 途上国間の関税譲許協定、
アジア - 太平洋貿易協定（APTA）、発展途上国間の特恵貿易制度（GSTP）に関する協定
と自由貿易協定（FTA）などによる輸出物品の原産地証明書〕 "に区分される。ただし、自
由貿易協定（FTA）などによる輸出物品の原産地証明書の場合、
「自由貿易協定の履行のた
めの関税法の特例に関する法律」に基づく規定を優先して適用する。
#R-007
●米韓 FTA の場合
米韓 FTA では自己証明が採用されている。
・自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律（特例法）
・自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律施行令（施行令）
・自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律施行規則（施行規則）
・自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律事務処理に関する告 示 182
（告示）
・自由貿易協定に基づく原産地調査運営に関する訓令（訓令）
#L-002-03
●手続的規約：輸出物品原産地証明の発給規定（産業通商資源部告示第 2015-288 号）
自由貿易協定（FTA）などによる輸出物品の原産地証明書の場合、
「自由貿易協定の履行
のための関税法の特例に関する法律」に基づく規定を優先して適用する。
・第三者証明制度
・輸入者による自己証明制度
・輸出者、生産者による自己証明制度
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(b)

概要
●第三者証明制度
・シンガポール韓 FTA
・ASEAN-韓 FTA
・インド韓 FTA
・ペルー韓 FTA
●自己証明制度
・米韓 FTA
・チリ韓 FTA
・EFTA 韓 FTA
・EU 韓 FTA
・トルコ韓 FTA
・コロンビア韓 FTA

3.6.1.2. 原産地規則
(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#L-002-03
●輸出物品原産地証明の発給規定（産業通商資源部告示第 2015-288 号）
自由貿易協定（FTA）などによる輸出物品の原産地証明書の場合、
「自由貿易協定の履行

のための関税法の特例に関する法律」に基づく規定を優先して適用する。

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#L-002-03

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#L-002-03
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#L-002-03
●GSP の場合
・付加価値基準による原産地証明書を要求するドナーは、
カナダ、ニュージーランド、およびロシアなどである。
・付加価値基準のドナーは、一般的に、輸出品の工場渡し
47

価格を基準に、当該製品の輸出国で付加価値の割合（カナ
ダは 60％、ニュージーランドは 50％以上）に応じて原産
地基準を決定する。また、ロシアは輸入原材料の価格が
FOB 基準完成品価格の 50％以上を要求する。
●GATT の場合
・輸出物品の船渡し価格（FOB）を基準に 45％以上の付
加価値が発生した物品について原産国と
加工工程基準（SP ルール） ○：#L-002-03
●GSP の場合
・加工工程基準による原産地証明書を要求する国は、ノル
ウェーである。
・加工工程基準では一般的に、輸入原材料と輸出品の間の
HS コード上 4 桁の変更がある場合に輸出国が原産国と
して認められる。
その他の基準

#R-007
・原糸基準、僅少基準等（米韓 FTA の場合）

3.6.1.3. 原産地証明書の発給機関
(1) 発給機関
#L-002-03
関税譲許対象輸出物品の原産地証明書発給機関は、商工会議所と税関長とし、詳細は産業
通商資源部長官が大韓商工会議所会長と関税庁長と協議して定める。ただし、馬山と群山自
由貿易地域管理院の管轄区域内の入居企業については、該当自由貿易地域管理院長を発行機
関とする。
#R-002
・関税局
・韓国商工会議所(Korea Chamber of Commerce and Industry)
#R-009
●ASEAN-韓国 FTA の場合
・税関（Korea Customs Service (KCS)

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#L-002-03
関税譲許対象輸出物品の原産地証明書発給機関は、商工会議所と税関長とし、詳細は産業
通商資源部長官が大韓商工会議所会長と関税庁長と協議して定める。ただし、馬山と群山自
由貿易地域管理院の管轄区域内の入居企業については、該当自由貿易地域管理院長を発行機
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関とする。
原産地証明書発給機関長は、原産地証明書署名者を指定して、指定された署名者は、産業
通商資源部を経由して、それぞれの国の税関当局に署名登録をしなければならず、署名者を
変更しようとする場合にも同じ手順を経なければならない。
#R-002
関税局（Customs）が CO 発給機関であり、関税局が韓国商工会議所へ CO 発給を委任し
ている。

3.6.2. 申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
- 北朝鮮原産
- APTA（アジア太平洋貿易協定）
- GSTP
- TND（C 途上国間の貿易交渉に関する議定書）
- FTA
(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#L-002-03
原産地証明書発給申請者は物品を輸出する者で、申請者の資格に特別な制限を設けない。

ただし、発行機関長は、申請者に一定の署名登録を要求することができる。
#W-110-03
①基本的な企業情報の登録（署名、会社印、工場の場所、財務収支、製品、従業員数な
ど）
②署名イメージデータの登録
・署名登録
・ビジネス登録証
・会社印の登録
③申請
・起源関連の法律や規制を遵守し、その違反行為に対して責任を負うことを表明する誓
約書
④検査
⑤支払
⑥登録完了
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#R-002
製造業者または輸出業者は、関税局へ事業者登録を行う。

(b)

CO 申請・発給
①輸出者はオンラインで CO 発給を申請する。
②韓国商工会議所が申請を承認する
③輸出者はオンラインで手数料を支払う。
④輸出者はシステムから CO を印刷することができる。
③ 輸 入 者 は 以 下 の 情 報 を 用 い て 、 CO の 真 正 性 を オ ン ラ イ ン

（http://cert.korcham.net/search）で照会、確認することができる。
＜照会キー情報＞
・CO 発行年
・CO 参照番号
・CO 参照コード
#W-110-03
申請者は電子署名付きで電子申請を行う。
http://english.korcham.net または http://cert.korcham.net/search により発給番号を用
いた CO 発給履歴の照会が可能。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-110-03
電子申請システム（KCCI：韓国商工会議所）

(b)

原産性審査
#R-002
手続きなし（CO 申請時に併せて実施される。
）

(c)

CO 申請
#R-002
オンラインのみ。
#W-110-03
電子申請システム（KCCI：韓国商工会議所）
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(d)

CO 発給
#W-110-03
CO 発給の電子化率：100%（オンラインのみ）
#W-109-03
●APTA
2017 年 5 月 11 日より、韓国関税庁と中国税関当局の間で
「アジア太平洋貿易協定
（APTA）

電子原産地証明システム」の運用を開始。
中国への輸出を行う韓国企業は原産地証明書の原本を提出しなくても、電子化により速
やかに APTA の税率適用を受けられる。韓国企業が中国に輸出した対象品目は、中国に到
着すると電子データだけで直ちに輸入申告ができるようになる。関税庁はこれにより倉庫
保管費などの物流コストが年間約 6245 億円）削減されると見込む。
電子原産地証明システムの適用は、東南アジア諸国連合（ASEAN）やインドなど通関上
の問題が発生しやすい FTA 締結先へと拡大される計画である。

(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#R-002
●申請書類
・登録申請書
・企業登録証明書
・会社印鑑証明書（3 ヶ月以内発行）
●申請データ
・会社の詳細：会社名、会社登録番号、会社住所、電話番号、ホームページ、電子メー

ルアドレス、ファックス番号、法定代理人の名前、商品の種類、会計年度、資本金、売上
高、従業員数 、出願人の連絡先。
●罰則規定
事業者登録申請書にて虚偽の申請がなされた場合、5 年間の懲役または取引総額の 3 倍
の罰金に処せられる。

(b)

原産性審査
#R-002
なし（CO 発給申請時に行う。
）
#R-007
●原産性判定システム
総部品表及びその関税分類を入力することにより、FTA の適用される原産地規則を満た

しているかを判定する、以下の２システムが無償で提供されている。
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・FTA-PASS（国際原産地情報院（Korean Institute of Origin Information, KIOI））
・FTA-Korea（提供者：韓国貿易協会（KITA）
）
●コンサルティングサービス
以下の 2 つのコンサルティングサービスが提供されている。
・コンサルタントの派遣（KIOI）･･･中小企業は無料
・FTA コールセンター（KITA）･･･無料

(c)

CO 申請・発給
#L-002-03
●GSP の場合
以下の書類を提出する。原本を提出された確認書類は、CO 発給時に必要な確認を済ま

せた後、申請者に返却される。
・出荷内容が記載された商業送り状（Commercial Invoice）
・輸出申告済証の原本 1 部。ただし、商業送り状を提出する場合には、輸出申告済証の
コピーを補完提出すればよい。
●GATT､APTA､GSTP の場合
以下の書類を提出する。原本を提出された確認書類は、CO 発給時に必要な確認を済ま
せた後、申請者に返却される。
・原産地証明書 3 部
・基準別の申告書
・出荷内容が記載された商業送り状（Commercial Invoice）
・輸出申告済証の原本 1 部。ただし、商業送り状を提出する場合には、輸出申告済証の
コピーを補完提出すればよい。
●FTA の場合
FTA 協定による原産地証明書の発給を受けようとする者は、FTA 協定で定められた書類
を発行機関に提出し、確認しなければならない。

3.6.2.2. 提出書類の原本性要求（書面、電子データ）
#L-002-03
●書面
輸出申告済証は原本提出。原本は確認後に申請者へ返却される。
#R-002
●電子データ（PDF)
エビデンス書類は以下の方法で提出可能。
・スキャンデータを電子申請時に添付する。
・FAX で送信する。
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3.6.2.3. 発給手数料
#L-002-03
特恵原産地証明書を発給を受けようとする者は 1,500 ウォン以内で発行機関が定める手数
料を発行機関に納付しなければならない。

(a)

窓口申請
#R-002
CO 申請：マニュアル申請はない。

(b)

電子申請
#R-002
●事業者登録
・韓国商工会議所会員：無料
・韓国商工会議所非会員：55,000 ウォン
●原産性審査～CO 発給
・無料

3.6.2.4. 発行まで所要期間
(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
事業者登録：1 営業日
原産性審査～CO 発給：3 営業日

3.6.2.5. 年間発行件数
(1) 年間発行件数
#W-110-03
PCO：62,310 件（2014 年）
FTA C/O：119,874 件（2014 年）
#R-007
●米韓 FTA の場合
・輸入後の確認における調査件数は 200 件／年。うち、4 割が特恵関税適用を否認されて
いる。
・実地調査は 5 件／年。うち、5 割が特恵関税適用を否認されている。
#H-009-03（大韓商工会議所の場合）
PCO：38,000 件（2017 年）
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FTA C/O：300,000 件（2017 年）
なお、FTA の場合は、税関 20％、KCCI80%の割合、特恵 CO の場合が税関 5%、KCCI95%
の割合となっており、KCCI が韓国の大部分の CO を発給していると言える。

(2) 申請登録事業者数
#H-009-03（大韓商工会議所の場合）
約 2 万社（PCO＋OCO 合計）

(3) 審査、発給の体制
#H-009-03（大韓商工会議所の場合）
電子化を導入した 2007 年前後で、発給業務に関わる人員数は変化していないが、一人当
たりの CO 発給数は確実に増加したと思われる。特恵 CO の入念に審査が必要な重要書類
は、1 日に 20～30 件程度しか処理できないが、非特恵 CO の場合は 1 日 200 件以上処理す
る可能である等、書類によって所要時間に大きな差異があるため、生産性に係るデータを定
量的に挙げることは難しい。ただ、輸出事業者にとっても窓口への移動時間が節約される等
のメリットがあり、双方の生産性が大幅に向上したことは明らかである。

3.6.2.6. 原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
(1) 原産地証明書の有効期限
#W-036-03
●証明書の有効期間
・4 年（米韓 FTA の場合）
・2 年（チリ韓 FTA の場合）
・1 年（その他の FTA の場合）
●使用回数
・12 ヶ月の包括証明（米韓 FTA の場合）
・1 回（その他の FTA の場合）

(2) 遡及発給の可否
#R-009
●ASEAN-韓国 FTA の場合
・輸出日から 1 年以内であれば、遡及発給を要求可能。
＜必要書類＞
- 理由書（貨物の輸出が申請日の 30 日以内の場合は免除される）
- 輸出の証となる船荷証券（B/L）または Air Way Bill のコピー
・税関 (KCS) の場合、CO の遡及発行は信用状取引の際の買取書類用（例えば CO が銀
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行買取の為の必須書類となっている場合等）等に限定される。買取書類一式を添付書類とし
て提出する等により CO の遡及発行に応じる場合もある。

(3) 原産性証明情報の保管義務
#L-002-03
原産地証明書発給機関と申請者は、発行された輸出物品原産地証明書の副本を関税譲許輸
出物品原産地証明書は 3 年、自由貿易協定による関税譲許輸出物品の原産地証明書の場合は
5 年間保管しなければならない。ただし、発行機関がコンピュータ電算網を通じた原産地証
明書の自動発行方法で発行した場合には、原産地証明書の副本を電子文書などで保管するこ
とができる。
#R-007
●米韓 FTA の場合
自己証明であるが、輸入者、輸出者、生産者へ以下の書類について、保管期間を 5 年間と
定めている。
・輸入者：原産地証明書（電子文書を含む）のコピー、輸入申告済証、輸入取引関連契約
書、知的財産権取引関連契約書、輸入品の課税価格の決定に関する資料、輸入品の国際輸送
に関する書類、事前審査（法第 31 条第 2 項） のコピー及び事前審査に必要な書類（事
前審査を受けた場合）
・輸出者：締約相手国の輸入者に提供された原産地証明書（電子文書を含む）の コピー、
原産地証明書発給申請書類（電子文書を含む）のコピー、輸出申告済証、当該産品の製造に
使用された原材料の輸入申告済証（輸出の名義で輸入申告した場合のみ）、輸出取引関連契
約書、当該産品と原材料の生産又は購入に関連する書類、原価計算書及び原材料書及び工程
明細書、当該産品と原材料の出し入れ及び在庫管理台帳、生産者 が当該産品の原産地証明
のために作成した書類
・生産者：輸出者又は締約相手国の輸入者に当該産品の原産地証明のために作成及 び提
供した書類、輸出者との産品供給契約、当該産品の製造に使用された原材料の輸入申告済証
（輸出の名義で輸入 申告した場合のみ）
、当該産品と原材料の生産又は購入に関連する書類、
原価計算書及び原材料書及び工程明細書、当該産品と原材料の出し入れ及び在庫管理台帳、
生産者 が当該産品の原産地証明のために作成した書類
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3.7. 台湾＜非特恵 CO＞

3.7.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.7.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#W-125-04
輸出入品の原産地に係る規則(Regulations of the People’s Republic of China on the

Origin of Import and Export Goods)は、2004 年 8 月 18 日に採択され、2005 年 1 月 1 日
に発行された。

(b)

概要
#W-125-04
●罰則等
・原産地規則に違反して申告した者は、台湾の外国貿易法、関税法等の規則に従って罰

則が与えられる。（第 22 条）
・虚偽の書類を提出して原産地詩証明書を取得する、原産地証明書を売買する等の詐欺
行為を働いた者には、5,000 元以上 100,000 元以下の罰金が科せられる。
（第 23 条）

3.7.1.2. 原産地規則
#W-126-04
2002 年 1 月 1 日 WTO 加盟。
2008 年 12 月 9 日、WTO の GPA（The Agreement on Government Procurement）加入
が認められた。

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#R-001
Regulations Governing Certificates of Origin and Certificates of Processing
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(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-001,p.33

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-001,p.33
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#R-001,p.34
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-125-04
その他の基準

#W-125-04
・梱包資材は、当該貨物の原産地を決定する際には考慮し
ない。(第 8 条)
・付属品、スペアパーツ、工具等については、当該貨物の
原産地を決定する際には考慮しない。
（第９条）
・反ダンピング、相殺、セーフガード措置に関する関連規
則を回避する目的で実施された場合、税関は当該措置を考
慮しない。
（第 10 条）

3.7.1.3. 原産地証明書の発給機関
(1) 発給機関
#R-001
国際貿易局（Bureau of Foreign Trade: BOFT）の認可を受けた各種団体

3.7.2. 申請・発行の方法

(1) 申請時の提出書類

(a)

CO 申請・発給
#R-001
- 原産地証明書の発行申請書
- 輸出申告書およびその他のサポート資料のコピー
- その他の必要な資料
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(URL: http://www.taiwanchambers.net/ENGLISH/cert.asp)

3.7.2.2. 提出書類の原本性要求（書面、電子データ）
3.7.2.3. 発給手数料
#R-001
250 台湾ドル

3.7.2.4. 発行まで所要期間
(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-001
申請後半日程度
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3.8. 台湾＜特恵 CO＞

3.8.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.8.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#W-076-04
the Ministry of Economic Affairs (MOEA) and the Ministry of Finance (MOF) は、京

都議定書を参考に、1994 年に、輸入品における原産地規則を制定した。一般に輸入者は税
関申告書の原産地を自ら届け出る必要がある。輸出国からの原産地証明書は、有事の場合
にのみ、提出が必要となる。
原産地証明書発行手続きを改善するために、MOEA「原産地証明書の管理」を公布した。
輸出者と発行機関の両方が規則を遵守すべきとされている。

(b)

概要
第三者証明制度
#W-125-04
輸出入品の原産地に係る規則は、特恵には適用されず、t 台湾によって締結された又は締

結された国際条約及び協定の関連規定に従って、個別に策定されるものとする。

3.8.1.2. 原産地規則
○：#W-013-04
海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）
・2010 年 12 月 27 日付公布「物品貿易アーリーハーベストに適用する臨時原産地規則の
行政手続き」
#W-126-04
パナマ、ニカラグア、グアテマラ、エルサルバドル・ホンジュラス、ニュージーランド、
シンガポールとの FTA 締結、中国と海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）締結。

(1) 原産地基準

59

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-013-04
海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-013-04
（CTC ルール）

海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）

付加価値基準（VA ルール） ○：#W-013-04
海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-013-04
海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）

3.8.1.3. 原産地証明書の発給機関
(1) 発給機関
#W-127-04
経済部商業司（海峡両岸経済協力枠組協定 ECFA における輸出入手続きの場合）

3.8.2. 申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給
#W-127-04
●海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）の場合
・原産地証明書は、記入時の注意に基づき正確に記入し、1 つの証明書番号を付け、かつ

双方が決めた書式で正確に署名および押印しなければならない。
・原産地証明書に記載された貨物は、まとめて運送する必要があり、かつ 20 項目を超え
てはならない。
・原産地証明書は正本 1 部しか発行することができず、輸入者は当該正本をもって関税
の優遇を申請しなければならない。
・原産地証明書は発行日より 12 カ月間有効。
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3.8.2.2. 原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
(1) 原産地証明書の有効期限
#W-013-04
●海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）
・発行日より 12 カ月間

(2) 遡及発給の可否
#W-013-04
●海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）
輸出者または製造者は物品輸出における通関申告日より 90 日以内に再発行を申請できる。
再発行された原産地証明書は「再発行」と明記され、物品輸出の通関申告日より 12 カ月間
有効。
a. 不可抗力、または輸出者に規定による正当な理由がある場合
b. 原産地証明書発行機構より発行済の原産地証明書が、記入また発行時のテクニカルミ
スにより、輸出者が原産地証明書の取り消しや再発行を申請した場合
c. 原産地証明書が紛失または破損した場合

(3) 原産性証明情報の保管義務
#W-127-04
●海峡両岸経済協力枠組協定（ECFA）の場合
輸出者と輸入者双方は、製造者または輸出者に対し、原産地証明書発行日より少なくとも
3 年間、原産地に関する証明文書を保管するよう要求しなければならない。ここにいう関連
文書は次のものを含むが、これらに限らない。
・輸出者または製造者が当該物品を取得した直接証拠。例えば帳簿、当該物品の調達、コ
スト、価格および支払などに関する証憑。
・当該物品が使用する材料の原産地の証明に有益な文書。例えば原料の調達、コスト、価
格および支払などに関する証票または証憑。
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3.9. 香港＜非特恵 CO＞

3.9.1. 原産地証明書発行の法的位置付け

3.9.1.1. 原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）
(a)

根拠法
#W-049-05
非特恵原産地証明書は以下の法制度に従う。本法制度は特恵原産地証明書は対象としな

い。
・Certificate of Origin Circular No. 1/2018

3.9.1.2. 原産地規則
#W-049-05
非特恵原産地証明書は以下の法制度に従う。本法制度は特恵原産地証明書は対象としない。
・Certificate of Origin Circular No. 1/2018

3.9.1.3. 原産地証明書の発給機関
(1) 発給機関
#W-049-05
貿易産業局（Trade and Industry Department; TID）および以下の 5 つの政府認定認証
機関（GACO）
・The Hong Kong General Chamber of Commerce（香港総合商工会議所）
・The Federation of Hong Kong Industories （香港工業商工会議所）
・The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong （香港印度商工会議所）
・The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong（香港中国製造業者協会）
・The Chinese General Chamber of Commerce（中国総合商工会議所）

3.9.2. 申請・発行の方法
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(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-049-05
香港では非特恵原産地証明書について、以下の 2 種を発給している。
・Certificates of Hong Kong Origin（CHKO）･･･該当する商品が香港原産であることを
証明する。
・Certificate of Origin - Processing（COP）･･･当該商品が香港で特定の製造プロセスを
受けたが、香港原産ではないことを証明する。

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#W-051-05
①申請料の支払
銀行、申請窓口（貿易産業タワー1309 号室 Shroff and Form Sales カウンター）のいず

れかで申請料を支払う。
②申請用紙（無料）の入手
③申請書の提出
申請書の署名者は、香港の身分証明書またはパスポートと会社印を持参の上、申請窓口
にて、所定の書類一式を提出する。
④通商産業省の権限者によるインタビュー
⑤関税局職員による工場検査
⑥承認通知
通商産業省は申請者に申請書の承認と工場登録番号を書面で通知する。
製造業者は、登録された製品に関して、貿易産業省または 5 つの政府認可認証機関のい
ずれかに原産地証明書の発給を申請することができる。

(b)

原産性審査
#W-051-05
●工場登録
関税局による工場検査の実施なしの場合：3 営業日以内
関税局による工場検査の実施ありの場合：14 営業日以内

(c)

CO 申請・発給
#W-053-05
●電子申請の場合
①電子サービスを使用して CO を申請する場合は、申請者（輸出業者等）は、Brio
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Electronic Commerce Limited（Brio）または Tradelink Electronic Commerce Limited
（Tradelink）のいずれかに登録する。
②Brio / Tradelink から指定されるウェブサイト経由で、申請者は電子メッセージ形式の
CO 申請を貿易産業局または GACO へ送信する。
③電子サービスでは、電子データの検証、マッチング、およびアーカイブ機能が実行さ
れる。貿易産業局または GACO は申請書を確認し、申請者へ承認、延期または却下のメッ
セージを送る。
④不正確または不十分な情報により延期された申請については、申請者は、必要な修正
を加えた後、再申請することも可能である。
⑤CO 承認メッセージを受信後、申請者は、電子サービスから CO 受取票を印刷し、会
社印を捺印の上、貿易産業局または GACO の窓口で CO を受領する。
なお、2016 年 5 月 1 日から CHKO と CEPA が電子的に発行されている。申請者は、
CHKO または CEPA の承認メッセージを受け取ると、必要に応じて CO を印刷／保存する
ことができる。申請者は、CO を受領するために貿易産業局または GACO の窓口を訪問す
る必要がない。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-051-05
窓口申請のみ。

(b)

CO 申請
#W-049-05
●電子申請
以下は E-services 経由で電子申請する。
・Certificate of Hong Kong Origin
・Certificate of Origin - Processing
E-services のプロバイダは以下の 2 社。
・Brio Electronic Commerce Limited（www.brio.com.hk）
・Tradelink Electronic Commerce Limited（www.tradelink.com.hk）
#W-052-05

(c)

CO 発給
CO アプリケーションの提出に電子サービスを使用するトレーダーは、まず Brio

Electronic Commerce Limited（Brio）または Tradelink Electronic Commerce Limited
（Tradelink）のいずれかに登録する
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(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#W-051-05
以下の書類を書面にて提出する。
・香港の身分証明書またはすべての製造業者が認可した署名者のパスポートの写し
・工場構内の住所を記載した有効な事業者登録証明書（原本およびコピー）
・ビジネス登録アプリケーションの正式なコピー
・（年次報告書の提出後に取締役のリストに修正がある場合は、）取締役のリストを示す

最新の年次報告書（Form NAR1）および ND2A / ND2B / ND4 の書式の正式な証明書
- 様式 NAR1 は、工場登録申請書の提出日から 13 ヶ月以内に作成されたものである
こと。
- すべての書類は、会社レジストリ、公認会計士または弁護士によって各ページごと
に適切に証明されていること。
- 認証日は工場登録申請書の提出日から 6 ヶ月以内であること。
・設立証明書のコピー
・取締役会が発行した登録申請書の写し（原本）
・工場のロケーションマップ
・機械設備の設置場所を含む工場構内の規模計画
・機械印刷された入金伝票または支払バウチャーのパート B のコピー

3.9.2.2. 提出書類の原本性要求（書面、電子データ）
3.9.2.3. 発給手数料
(a)

窓口申請
#W-006-05
現金もしくは小切手にて支払い。
会員：130 香港ドル
非会員：150 香港ドル
#W-051-05
●事業者登録（CO 電子申請の事前に行う必要あり。
）
年間登録料：HK$3,003
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(b)

電子申請
#W-006-05
現金もしくは小切手にて支払い。
会員：130 香港ドル
非会員：150 香港ドル
#W-052-05
●CHKO および COP
TID によって発行された各 CO の申請手数料は$ 110（サービスプロバイダーが請求する

メッセージ料金を除く）
#W-054-05
●CO 申請・発給
①システム利用料（BRIO の場合）
・入会費、年会費：無料
・電子取引手数料：10 ドル
・メールサービス：78 ドル
②CO 発給手数料
・通商産業省：110 ドル
・香港商工会議所：110 ドル（会費：98 ドル）
・香港インド商工会議所：110 ドル（会費：98 ドル）
・香港の中国製造業者協会：130 ドル（会費：110 ドル）
・香港産業連盟：140 ドル（会費：120 ドル）
・香港商工会議所：$ 150（会費：130 ドル）

3.9.2.4. 発行まで所要期間
(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

a)

原産性審査
#W-051-05
●工場登録
関税局による工場検査の実施なしの場合：3 営業日以内
関税局による工場検査の実施ありの場合：14 営業日以内

b)

CO 発給
#W-051-05
CO は提出後 2 営業日以内に発行される。
CO 申請は、出港日の少なくとも 2 営業日前に行わなければならない。
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検査が必要な場合はさらに時間を要する。

(b)

電子申請

a)

原産性審査
#W-051-05
●工場登録
関税局による工場検査の実施なしの場合：1 営業日以内
関税局による工場検査の実施ありの場合：14 営業日以内
（申請後に実施されるインタビューの日から 14 営業日以内に申請者に申請者の結果

と工場の FR 番号が通知される。
）

b)

CO 発給
#W-049-05
2 営業日以内。
#W-052-05
通常の状況下では、申請書受領後 1.5 営業日以内に、CO 申請書の処理が完了する（受

領日と返信日を除く）
。 検査を要する場合は、処理時間が長くなることがある。

3.9.2.5. 年間発行件数
#R-011
OCO+PCO：80,000 件

(1) 年間発行件数
#R-011
OCO+PCO：80,000 件

3.9.2.6. 原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
(1) 原産地証明書の有効期限
#W-051-05
●工場登録
1 年間有効。
登録された工場の認証を継続したい場合は、工場登録を毎年更新する必要がある。 工場
登録の更新手続きは以下。
①銀行または窓口で工場登録料を支払う。
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②機械印刷された入金伝票または支払バウチャーをコピーし、完成品明細書および生産能
力情報（PPPC）シートをファックス、電子メール、郵送または窓口のいずれかの手段で提
出する。
③工場登録料の支払いが行われた後、認証機関より公式領収書が郵送される。
#W-052-05
●CHKO および COP
承認された CHKO および C OP に予め定めされた有効期間はない。
CO の改訂が必要な場合は、CO の発行日から 30 日以内に申請を行う必要がある。
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3.10. 香港＜特恵 CO＞

3.10.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.10.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-049-05
特恵原産地証明書は、以下の各合意文書に従う。
・Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA)
・Hong Kong, China - New Zealand Closer Economic Partnership Agreement
・Free Trade Agreement between Hong Kong, China and the Member States of the

European Free Trade Association (EFTA)
・Free Trade Agreement between Hong Kong, China and Chile
(b)

概要
#W-050-05
●罰則
貿易産業省と 5 つの政府認定認証機関によって発行された FormA は、法的に保護され

ている。原産地証明書の虚偽の情報の提供証明書の申請書または証明書の誤用は、最高
$ 500,000 の罰金と 2 年間の懲役になる可能性がある。
#W-134-05
●香港・中国経済貿易緊密化協定（CEPA）の場合
香港法例第 60 章｢輸出入条例｣、その付属法例、および香港法例第 324 章｢非政府機構
原産地証発行保障条例｣に違反する企業や個人は、刑事訴追される可能性があり、一旦有罪
判決されれば、最高刑は 50 万香港ドルの罰金及び 2 年の懲役刑である。
また、関連する企業の公訴の有無を問わず、本署およびその他の原産地証書発行機構は、
原産地証書を含む証書の発行の拒否、全ての原産地証サービスの使用の禁止、工場登記の
中止/取消等の、行政制裁を取ることができる。

3.10.1.2.

原産地規則

#W-049-05
特恵原産地証明書は、以下の各合意文書に従う。
・Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA)
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・Hong Kong, China - New Zealand Closer Economic Partnership Agreement
・Free Trade Agreement between Hong Kong, China and the Member States of the
European Free Trade Association (EFTA)
・Free Trade Agreement between Hong Kong, China and Chile

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-131-05
※ASEAN-Hong Kong FTA の場合

付加価値基準（VA ルール） ○：#W-131-05
※ASEAN-Hong Kong FTA の場合

3.10.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-049-05
貿易産業局（Trade and Industry Department; TID）および以下の 5 つの政府認定認証
機関（GACO）
・The Hong Kong General Chamber of Commerce（香港総合商工会議所）
・The Federation of Hong Kong Industories （香港工業商工会議所）
・The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong （香港印度商工会議所）
・The Chinese Manu facturers Association of Hong Kong（香港中国製造業者協会）
・The Chinese General Chamber of Commerce（中国総合商工会議所）

3.10.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー
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(a)

事業者登録
#W-051-05
①申請料の支払
銀行、申請窓口（貿易産業タワー1309 号室 Shroff and Form Sales カウンター）のいず

れかで申請料を支払う。
②申請用紙（無料）の入手
③申請書の提出
申請書の署名者は、香港の身分証明書またはパスポートと会社印を持参の上、申請窓口
にて、所定の書類一式を提出する。
④通商産業省の権限者によるインタビュー
⑤関税局職員による工場検査
⑥承認通知
通商産業省は申請者に申請書の承認と工場登録番号を書面で通知する。
製造業者は、登録された製品に関して、貿易産業省または 5 つの政府認可認証機関のい
ずれかに原産地証明書の発給を申請することができる。

(b)

原産性審査
#W-051-05
●工場登録
関税局による工場検査の実施なしの場合：３営業日以内
関税局による工場検査の実施ありの場合：14 営業日以内

(c)

CO 申請・発給
#W-053-05
●電子申請の場合
①電子サービスを使用して CO を申請する場合は、申請者（輸出業者等）は、Brio

Electronic Commerce Limited（Brio）または Tradelink Electronic Commerce Limited
（Tradelink）のいずれかに登録する。
②Brio / Tradelink から指定されるウェブサイト経由で、申請者は電子メッセージ形式の
CO 申請を貿易産業局または GACO へ送信する。
③電子サービスでは、電子データの検証、マッチング、およびアーカイブ機能が実行さ
れる。貿易産業局または GACO は申請書を確認し、申請者へ承認、延期または却下のメッ
セージを送る。
④不正確または不十分な情報により延期された申請については、申請者は、必要な修正
を加えた後、再申請することも可能である。
⑤CO 承認メッセージを受信後、申請者は、電子サービスから CO 受取票を印刷し、会
社印を捺印の上、貿易産業局または GACO の窓口で CO を受領する。
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なお、2016 年 5 月 1 日から CHKO と CEPA が電子的に発行されている。申請者は、
CHKO または CEPA の承認メッセージを受け取ると、必要に応じて CO を印刷／保存する
ことができる。申請者は、CO を受領するために貿易産業局または GACO の窓口を訪問す
る必要がない。

(2) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-051-05
窓口申請のみ。

(b)

CO 申請
#W-049-05
●電子申請
以下は E-services 経由で電子申請する。
・Certificate of Hong Kong Origin - CEPA
・Certificate of Hong Kong Origin - New Zealand
●書面申請
以下は書面で申請する。
（電子申請は行えない。
）
・Certificate of Origin - Form A(GSP)
申請書および証明書は、タイプライティングで記入する必要がある。申請書と証明書の

コピーは、カーボンペーパーを使用する必要がある。
#W-052-05
●電子申請
CO の電子サービスは 1999 年 8 月に導入された。申請者は電子サービスを利用して新申
請、再提出、修正申請、キャンセル要求を通産省と 5 つの政府認定認証機関に申請するこ
とができる。
電子サービスでは、Form A を除く特恵 CO を対象としている。

(3) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#W-051-05
以下の書類を書面にて提出する。
・香港の身分証明書またはすべての製造業者が認可した署名者のパスポートの写し
・工場構内の住所を記載した有効な事業者登録証明書（原本およびコピー）
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・ビジネス登録アプリケーションの正式なコピー
・（年次報告書の提出後に取締役のリストに修正がある場合は、）取締役のリストを示す
最新の年次報告書（Form NAR1）および ND2A / ND2B / ND4 の書式の正式な証明書
- 様式 NAR1 は、工場登録申請書の提出日から 13 ヶ月以内に作成されたものである
こと。
- すべての書類は、会社レジストリ、公認会計士または弁護士によって各ページごと
に適切に証明されていること。
- 認証日は工場登録申請書の提出日から 6 ヶ月以内であること。
・設立証明書のコピー
・取締役会が発行した登録申請書の写し（原本）
・工場のロケーションマップ
・機械設備の設置場所を含む工場構内の規模計画
・機械印刷された入金伝票または支払バウチャーのパート B のコピー

3.10.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.10.2.3.

発給手数料

(a)

窓口申請
#W-049-05
●事業者登録（CO 電子申請の事前に行う必要あり。
）
年間登録料：HK$3,003
#W-050-05
●CO 発給（窓口申請は Form A のみ）
324 ドル／通
申請書の原本に添付または郵送された郵便切手にて支払う。
番号付きの領収書が申請書のコピーと共に発行される。
申請を発行、却下、または取り消す場合のいずれにおいても、申請書の提出後、申請料

の払い戻しは行われない。

(b)

電子申請
#W-054-05
●CO 申請・発給
①システム利用料（BRIO の場合）
・入会費、年会費：無料
・電子取引手数料：10 ドル
・メールサービス：78 ドル
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②CO 発給手数料
・通商産業省：110 ドル
・香港商工会議所：110 ドル（会費：98 ドル）
・香港インド商工会議所：110 ドル（会費：98 ドル）
・香港の中国製造業者協会：130 ドル（会費：110 ドル）
・香港産業連盟：140 ドル（会費：120 ドル）
・香港商工会議所：150 ドル（会費：130 ドル）

3.10.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

(a)

窓口申請
Form A は窓口申請のみ。

a)

原産性審査
#W-051-05
●工場登録
関税局による工場検査の実施なしの場合：３営業日以内
関税局による工場検査の実施ありの場合：14 営業日以内

b)

CO 発給
#W-051-05
CO は提出後 2 営業日以内に発行される。
CO 申請は、出港日の少なくとも 2 営業日前に行わなければならない。
検査が必要な場合はさらに時間を要する。

(b)

電子申請

a)

事業者登録
（電子申請は不可）

b)

原産性審査
#W-051-05
●工場登録
関税局による工場検査の実施なしの場合：1 営業日以内
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関税局による工場検査の実施ありの場合：14 営業日以内
（申請後に実施されるインタビューの日から 14 営業日以内に申請者に申請者の結果
と工場の FR 番号が通知される。
）

c)

CO 発給
#W-049-05
2 営業日以内。

3.10.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#W-051-05
●工場登録
1 年間有効。
登録された工場の認証を継続したい場合は、工場登録を毎年更新する必要がある。 工場
登録の更新手続きは以下。
①銀行または窓口で工場登録料を支払う。
②機械印刷された入金伝票または支払バウチャーをコピーし、完成品明細書および生産能
力情報（PPPC）シートをファックス、電子メール、郵送または窓口のいずれかの手段で提
出する。
③工場登録料の支払いが行われた後、認証機関より公式領収書が郵送される。

(2) 遡及発給の可否
#W-134-05
●香港・中国経済貿易緊密化協定（CEPA）の場合
原産地証明の盗難、紛失又は破損に際し、企業は次のように｢証明済副本｣を申請すること
ができる。
・損失状況を書面で説明する。
・原産地証書の盗難、紛失および破損を十分に証明する書類、および原産地証書のコピー
(あれば)を提出する。
原産地証書の｢証明済副本｣の申請は、必ず状況の真実性を証明できる書類を提出しなけれ
ばならない。発行機構は個別の状況により判断する権限を有する。
なお、原本或は副本のいずれかが一旦使用されたら、もう一方は無効となる。
#W-050-05
●Form A（書面申請）
出港後の CO 発給は基本的に認められないが、遅延理由があり、事後申請の許可を求める
場合は、以下の書類を提出する。
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・申請遅延理由を説明するカバーレター
・証明書の対象となる委託先に関するコマーシャルインボイスと船荷証券/航空貨物運送
状/郵便受けの写し
・（適用される場合、
）関係する商品の原価計算書
・パッキングリスト
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3.11. タイ＜非特恵 CO＞

3.11.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.11.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-116-06
タイ商工会議所法（1966）

(b)

概要
#W-116-06
タイ商工会議所では、世界貿易機関（WTO）基準に基づき CO 発給業務を行っている。

CO 用紙には偽造防止のための一意の透かしコードがあり、原本性確認のための追跡シス
テムを利用可能である。

3.11.1.2.

原産地規則

#R-001
WTO の原産地規則に関する条約に従って原産地認定を行っている。

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-001,p.19

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-001,p.19
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ×：#R-001,p.19
加工工程基準（SP ルール） ×：#R-001,p.19
現地調達基準（VC）

○：#R-001,p.19
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3.11.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-001、#W-037-06
・商務省外国貿易局（Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce;）
(URL: http://www.dft.go.th)
・タイ商工会議所（Thai Chamber of Commerce）
(URL: http://www.thaichamber.org)
・タイ工業連盟（Federation of Thai Industry）
(URL: http://www.fti.or.th)

3.11.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給
#W-150-6
MRweb(mr.thaichamber.org )にてデータベース情報を手動で更新。

(2) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-149-6
CO online ログインのため MRweb(mr.thaichamber.org) にて新規登録する。

(b)

CO 申請
#W-116-06
CO Online は 2008 年 6 月 2 日からサービスを開始しており、数千の中･企業ユーザーが

登録している。タイ商工会議所で認証された輸出書類は世界 200 カ国以上に送付されてい
る。
2015 年には CO Online は、最新の Cloud System 上での CO Online システムに移行し
ている。
＜手順＞
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①ログイン
②CO 発給申請
③申請許可
④手数料の支払
⑤CO 発給（印刷）

(3) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#W-120-06
●タイ工業連盟の場合
CO 発給サービス利用申請手続き（マニュアル）を行う。
・CO 発給申請書
・法人登録証（発行後 6 ヶ月以内）
・登録税（VAT20）
・工場ライセンス
・工場証明書
・申請者身分証（ID カードのコピー）
#W-153-6
証明書サービスを初めて使用する場合、登録書類の提出が必要：
・許可された人の ID カードまたはパスポートのコピー
・弁護士 ID カードのコピー
・工場にかかわるライセンスコピー
・ライセンス契約
・船荷証券（B/L または航空運送状）
・請求書
↑請求書の情報
・インボイス番号/日付
・目的地
・船、または航空機、トラックの名前
・製品リスト
・製品の重量
・パッキングマーク
・商品の原産地

(b)

CO 申請・発給
#R-001
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・必要事項が記入された原産地証明書のドラフト
・コマーシャルインボイス
・パッキングリスト
・B/L または Air Waybill
・その他運送にかかる書類
・輸出申告書のコピー
#W-120-06
●タイ工業連盟の場合
・コマーシャルインボイス（コピー）
・パッキングリスト
・B/L または Air Waybill
・その他輸送書類
・輸出通関申告書のコピー

3.11.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

#W-153-6
電子データ（PDF)
フォームにはスプーフィングを防ぐための透かしコードがある

3.11.2.3.

発給手数料

#R-001
(1)

商務省外国貿易局：30THB

(2)

タイ商工会議所：190THB（+VAT7％）

(3)

タイ工業連盟

会員：240THB、非会員：280THB

3.11.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-001
申請当日
#W-120-06
タイ工業連盟では、15 分以内に CO 発給が可能。
発給された CO は、国内および国際機関の双方に認知されている。
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3.11.2.5.

年間発行件数

#R-011
OCO+PCO：230,000 件

(1) 年間発行件数
#R-011
OCO+PCO：230,000 件
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3.12. タイ＜特恵 CO＞

3.12.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.12.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
第三者証明制度

3.12.1.2.

原産地規則

#W-001-07
原産性の判定に関する基準や要件は公式には示されていない。一般的には、タイ国内での
製造・加工によって、輸出品に 40%以上の価値が付加されていれば、タイ原産品と判断され
る。

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#W-001-07
日タイ経済連携協定（JTEPA）原産地証明書様式: Form JTEPA の場合、協定第 3 章（第

27 条から第 49 条）に記載あり
(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-001-07

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-001-07
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#W-001-07
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-001-07
現地調達基準（VC）

○：#W-001-07
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3.12.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-002
商務省外国貿易局(Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce)（DFT）
（http://www.dft.go.th）
#G-012-14
●GSP の場合
・商務省海外貿易局

3.12.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-037-06
・Form A（GSP スキーム）
・Form D（ASEAN FTA）
・Form E（ASEAN-China FTA）
・Form AJ（日アセアン）
・Form GSTP（40 の発展途上国）
・Form AISP（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#W-029-06
DFT の登録データベースシステム（http://reg-users.dft.go.th)で輸出者－輸出者登録を

行う。
①CO 申請を行う貿易事業者（輸出業者または製造業者）は、CO 申請手続きを行う「ユ
ーザー名」を取得するために、登録データベースシステムを介して、商務省の DFT に事業
者登録を申請する。
②事業者は登録した「ユーザー名」を用いてオンライン申請で「輸出入者カード」
（Exporter-Importer Card）を取得する。
#R-002
③「原産地証明書申請のための EDI システム」にログインし、EDI システムの ID/パス
83

ワードの申請情報を入力する。
・EDI システムの ID/パスワードの申請書を DFT の輸出証明書局へ提出する。
・DFT より 3～4 営業日で ID/パスワードが郵送される。
(b)

原産性審査
3 日（#R-002）

(c)

CO 申請・発給
#W-029-06
１．電子申請システム経由で CO 発給を申請する。
①EDI システム（30 分）
②電子署名システム（15 分）
２．発給された CO の受け取り
DFT 貿易局又は貿易局の地方支部（9 支部）にて CO を受け取る。
#R-002
①e-Foreign Trade の Web サイトより以下を申請する。
・製品名
・製品モデル名
・価格
・数量
・原産地証明の参照コード
・承認日
②DFT にて申請情報を確認の上、CO を発給する。当該 CO には署名がなされており、

印刷可能である。
③承認済みの CO は輸出入証明書で受け取ることができる。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#R-002
オンライン申請した後、以下の Form を印刷して、サインと社印を押印した上で、DFT

へマニュアル提出する。
•Form Bor.Gor 1：輸出者 - 輸入者カードまたは認証者カードの申請書
•Form Bor.Gor 1/1：会社に代わって輸出者/輸入者として行動することを認める委任状
＜輸出者 - 輸入者カードを要求する別の人がいる場合＞
•Form Bor.Gor 2：登録者以外が輸出者 - 輸入者カード/公認者カードを要求することを
許可する委任状
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•Form Bor.Gor 3：弁護士および会社役員により署名された、承認レター
(b)

原産性審査
#R-002
申請はマニュアルとオンラインのいずれでもよい。
オンラインの場合は、
①「原産地確認システム（Rules of Origin Vertification System：ROO）」より、製造の

詳細及びコストに関する書類を提出する。
②申告書を印刷して、申請時業者役員がサインの上、マニュアルで役所に提出する。★要
確認：電子署名に変更になったと思われる。
③役所で書類を確認し、「原産性の確認結果」（CO 発給申請時に必要となる「参照コー
ド」と「承認日」の記載あり。
）を発行する。
（所要時間：3～４時間）

(c)

CO 申請
#R-002
①原産地証明書発給申請システムの ID およびパスワード発行申請はオフライン。
②原産地証明書発給申請はオンライン。

(d)

CO 発給
原産地証明書の発給は、オンラインとオフライン（窓口受け取り）の両方。

(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#R-002
①会社代表ユーザ名の登録
登録システムより、会社代表ユーザの情報を入力する。
•ログイン時のユーザ名
•納税者番号
•会社の正式名称（英語）
•会社の正式名称（タイ語）
•システム上の表示名
•会社代表ユーザの電子メールアドレス/連絡先担当者の電子メールアドレス
•ログイン用のパスワード
②個々のユーザー名（許可ユーザ名）の登録
登録システムより、会社に代わって行動する権限を与えられたユーザの情報を入力する。
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•ログイン時のユーザ名
•許可ユーザの身分証明書番号
•許可ユーザの姓名（英語）
(b)

原産性審査
#R-002
・インボイス
・サプライヤーの工場ライセンス（要求された場合）
・サプライヤーの申告状（要求された場合）
#W-029-06
●HS コード上 2 桁が 01～24 の農産品の場合
CO 発給申請がいつ行われるのかを、生産元の請求書に記入し、役所へ提出する。
#R-002
●HS コード上 2 桁が 25～97 の製品の場合
輸入管理局へ以下を申請して原産性評価を受ける。
＜提出書類＞
・商品の原産地確認申請書
・製品の原価が原産地規則の要件を満たしていることを証明するための詳細および生産

コストの申告書
・現地資材の購入請求書
・輸入品の購入のための請求書と輸入明細書
・輸出者 - 輸入者カードまたは委任状承認者および許可された者の身分証明書のコピー
・会社登録のコピー（1 年以内に発行されたもの）
・VAT 登録のコピー（Phor.Phor 20）
・工場操業免許証のコピー
・生産プロセスのフローチャート
＜申請データ＞
・会社の詳細：会社名、会社登録番号、納税者番号、会社住所、電話番号
・事業の種類：工場／輸出業者または代理店／その他
・関税特権を申請する製品：製品名（タイ語と英語）
、品目の HS コード、製品のモデル
・FTA や特権制度の検証対象となる原産地規則
・製品の製造元の詳細：工場名、住所、工場ライセンス番号、その他の資格情報
・生産工程の詳細または生産工程のフローチャート
・生産に使用される原材料および/または部品の名称、原材料および/または部品の単位、
単位当たりの価格（US $）、生産に使用される量、合計値（US $）
・1 単位の製品を生産する際に使用される輸入原材料または部品の詳細およびコスト：
生産に使用される原材料および/または部品の名称、対応する HS コード、原材料および/ま
たは部品の原産国、原材料および/または部品、生産に使用される単位当たりの価格（US $）、
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総額（US $）
・適格価値コンテンツの計算

(c)

CO 申請・発給
#R-002
①原産地証明書発給申請書
②輸出者 - 輸入者カードまたは公認代行者カード
原産地証明書発給申請書には以下を記入。
・申請者名と会社名：申請者名、輸出者 ID、会社名、会社登録番号、納税者番号、会社

住所、電話番号
・買い手または輸入者の詳細：買い手/輸入者の名前、住所、行き先国
・輸送モード：海上、空路、道路、郵便、手荷物
・商品の詳細：名前、説明、HS コード、数量または正味重量、FOB 値（US $）
・請求書の番号と日付
・輸送文書：伝票番号、発行日、出荷日
・原産地証明の詳細：HS 1- -24 に基づく商品の製造工程および原価詳細、または、HS
25-97 に基づく原産地証明結果の参照番号および承認日

3.12.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.12.2.3.

発給手数料

事業者登録：200 バーツ/カード（#R-002）

(a)

窓口申請
#R-002
原産性審査：30 バーツ/HS コード/輸出先
CO 申請：
（オンラインのみ）
CO 発給：30 バーツ/証明書

(b)

電子申請
#R-002
事業者登録：200 バーツ／カード
原産性審査：無料
CO 申請・発給：30 バーツ/証明書
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3.12.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
事業者登録：1 日
#W-029-06
①EDI システム（30 分）
②電子署名システム（15 分）

a)

原産性審査
3 日（#R-002）

b)

CO 発給
（電子的手段のみ）
（#R-002）

(b)

電子申請

a)

事業者登録
15 分（#W-029-06）

b)

原産性審査
1 日（#R-002）

c)

CO 発給
#R-002
1 日以内
#W-029-06
①EDI システム（30 分）
②電子署名システム（15 分）

3.12.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#R-002
●有効期限
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・「原産性確認結果」
（manufacturing cost statement (MCS) ）の有効期限は 2 年間。
●再発行
・CO が紛失または破れているか間違った情報が含まれている場合、申請者は DFT に元
の CO を無効にし、輸出日から 12 ヶ月以内に新しい参照番号の CO を再発行するよう要求
しなければならない。 DFT は、発行日と新しい CO 内の元の CO の参照番号を示す。新し
い CO は、元の CO の正当性の期間中有効である。
#
●有効期限
・CO の有効期限は 1 年間。（日タイ EPA の場合）

(2) 遡及発給の可否
#R-002
輸出時までに CO が発行されていない場合、申請者は輸出日から 12 ヶ月以内に CO を遡
及的に発行するように DFT に要請することができる。 輸出者は、輸入者が輸入国の特恵関
税の適用を受けるために、輸入者に遡及的に発行された CO を渡す必要がある。

(3) 原産性証明情報の保管義務
#R-002
CO 申請者は、原産地証明書が発行された日から 5 年間、原産地に関する記録を保管しな
ければならない。 この記録には、原産地規則に従って輸出品が原産品であることを証明す
るためのすべての証拠が含まれる。
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3.13. シンガポール＜非特恵 CO＞

3.13.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.13.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法

#L-004-07
REGULATION OF IMPORTS AND EXPORTS ACT(CHAPTER 272A, SECTION 3)
REGULATION OF IMPORTS AND EXPORTS REGULATIONS
PART III

CERTIFICATE OF ORIGIN

第 20～27 節

（https://sso.agc.gov.sg/SL/RIEA1995-RG1?DocDate=20171107#P1III-

参照。
）

#W-128-07
●罰則
原産地規則に準拠していない場合、Regulation of Imports and Exports Act (RIEA)に基
づいて処罰される可能性がある。
・意図的な虚偽の申告
・保存期間内の文書の紛失、等
シンガポール税関により、RIEA の軽微な違反行為に対し、一件ごとに 5,000 シンガポ
ールドル未満の罰金が科される。違反行為が重大な場合、起訴される可能性がある。

3.13.1.2.

原産地規則

#W-062-07
[1] 一次産品の場合、シンガポールで全面的に取得されたもの、すなわち、シンガポールで
全面的に成長したもの、あるいは輸入原材料を使用することなく全面的に生産されたもの。
[2] 製造品の場合、全面的または部分的に輸入された原材料・部品を使用してシンガポール
で製造されたもので、簡易または最小限の処理が施されて製品となったものを除く。
製造品の場合には、加工工程基準、付加価値基準、関税番号変更基準のいずれかが原産地
の資格を判定する判断基準となっている。

(1) 原産地基準
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(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-001,p.14、#W-004-07

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-001,p.15、#W-004-07
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#W-004-07、H-010-07
25％以上
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-004-07
現地調達基準（VC）

○：#R-001,p.14

その他の基準

#R-001,p.15：化学反応基準

3.13.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-001
シンガポール関税局
(URL: http://www.customs.gov.sg)
シンガポール関税局は、以下の団体・組織に非特恵原産地証明書の発行を認めている。 な
お、これらの団体・組織は、現地で製造または加工された物品のみでなく、他国で 生産さ
れたもので、シンガポールから再輸出されるものに関しても、その原産地証明書を発行して
いる。しかしこれらの団体・組織は、EU または US 向けのシンガポール 原産の繊維また
は繊維物品についての原産地証明書の発行は行っていない。
- シンガポール国際商工会議所(SICC)
(URL: http://www.sicc.com.sg/)
- シンガポール製造者連盟（SMF）
(URL: http://www.smafederation.org.sg/)
・シンガポールインド商工会議所（SICCI）
- シンガポール中国商工会議所（SCCCI）
(URL: http://www.sccci.org.sg/)
- シンガポールマレー商工会議所(SMCCI)
(URL: http://www.smcci.org.sg/)
#H-002-07
シンガポールマレー商工会議所(SMCCI)のみ、現時点では eCO サービスを提供していな
い。
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(2) 発給機関と所管省庁との関係
#H-002-07
上記 5 つの機関は Singapore Customs によって権威付けられている。

3.13.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#G-004-07
「1.4.Types of Certificate of Origin」参照。
（証明書タイプ 4, 4A, 5, 9, 10 が該当。
）

(2) 手続きフロー
（注）各商工会議所の手続きの詳細は、別冊報告書を参照。

(a)

事業者登録
#H-002-07
輸出者により Supporting Letters of Indemnity, Undertaking, Specimen signatures of

authorized signatories, yearly declaration がアップロードされると、オンライン登録は
商工会議所に送付され、 CMS や GIRO form にてダウンロードされる。
(b)

CO 申請・発給
#W-016-07
TradeNet 経由で CO を申請する。
また、TradeNet 経由で CO を電子的に修正することもできる。
なお、利用されていない CO は、キャンセル要求を記載したカバーレターを添えてシン

ガポール税関に返却しなければならない。
原産地規則に関する要件を満たしていない場合、輸出入規制法（RIEA）の下で企業に処
罰される。
①虚偽の宣言をする
・起源国の意図的な虚偽宣言
・シンガポール起源の地元サプライヤーからのシンガポール以外の原材料の宣言
②不適切な取引の説明
・・原産地の虚偽のラベルを繊維製品に貼付する
③最小限の保存期間で文書を保持できない
・米国シンガポール自由貿易協定の下で要求された特恵関税のための補助文書を最低 5
年間ではなく 3 年間保持する
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シンガポール税関は、RIEA の軽微な違法行為に対し、違反行為ごとに 5,000 シンガポ
ールドルを超えない額の犯罪を複合化するよう申し出ることがあります。犯罪が詐欺的ま
たは重大な性質のものである場合、犯行者は起訴されることがあります。
#W-062-07
●トレードネットによる原産地証明申請
シンガポール税関による製造コスト試算表の査定を終えると、試算表の有効期限として
1 年間が授与される。製造者は査定された製品を適用する特恵関税制度または自由貿易協
定に基づいて輸出するためトレードネットを通じて原産地証明を申請することができる。
●オリジナル原産地証明の入手
承認された原産地証明は、Crimson Logic Service Bureau または Singapore Aircargo
Agents Association より回収する。

(3) 申請・発給の手段
#H-002-07
窓口・オンライン、書面・電子データ
※電子化率は多くの商工会議所で 10-20％、シンガポール国際商工会議所では 50%程度
(a)

事業者登録
#W-004-07
製造者が、申請書式または電子ファイルで登録申請する。

(b)

CO 申請
#W-004-07
電子申請「TradeNet」システムで原産地証明発給申請を行う。

(4) 申請時の提出書類

(a)

CO 申請・発給
#H-002-07
コアーシャルインボイス、パッキングリスト、BL/AWB

3.13.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

#H-002-07
・商工会議所で印刷出力された場合
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商工会議所と製造業者の双方のために書面の署名が必要となる。
・製造業者で印刷出力された場合
商工会議所と製造業者の双方のために電子署名が必要となる。
輸入国側の税関や輸入業者のために eCO の原本性を確認する場合、manual/electronic
signature, Cert unique ID no., watermark and microprinting, verification URL, QR code
が必要となる。仕向国の税関によって様々な確認方法がある。

3.13.2.3.
(a)

発給手数料

窓口申請
#H-002-07
a.)

シンガポール中国商工会議所

会員：9SGD、非会員：12SGD。
(URL:https://www.sccci.org.sg/en/content/trade-documentation)
b.)

シンガポールインド商工会議所

会員：9SGD、非会員：12SGD。
(URL:http://sicci.com/sicci-services/trade-documentation/)
c.) シンガポール国際商工会議所
会員：11SGD、非会員：16SGD。
(URL:http://www.sicc.com.sg/SICC/Certification_Services/Certificate_of_OriginM/W
hat_are_the_fees_/SICC/Certification/What_are_the_fees.aspx?hkey=7c64bd59-df784915-ba57-0aaa12c2efe0)
d.) シンガポールマレー商工会議所
会員：9SGD、非会員：12SGD。
(URL:https://smcci.org.sg/services/trade-documentation/)
e.)

シンガポール製造者連盟

会員：9SGD、非会員： 12SGD。
(URL:http://www.smfederation.org.sg/sites/default/files/smf/content/internationaliza
tion/CO%20Fees%20from%201st%20June%202012.pdf)
(b)

電子申請
#H-002-07
a.)

シンガポール中国商工会議所

会員：5SGD、非会員：8SGD。
(URL:https://www.sccci.org.sg/en/content/trade-documentation)
b.)

シンガポールインド商工会議所

会員：7.49SGD、非会員：10.7SGD。
(URL:http://sicci.com/sicci-services/trade-documentation/)
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c.) シンガポール国際商工会議所
公開鍵使用ユーザー 会員：8SGD、非会員：15SGD。
(URL:http://www.sicc.com.sg/SICC/Certification_Services/Certificate_of_OriginM/W
hat_are_the_fees_/SICC/Certification/What_are_the_fees.aspx?hkey=7c64bd59-df784915-ba57-0aaa12c2efe0)
d.)

シンガポール製造者連盟

会員：5SGD、非会員： 8SGD。
(URL:http://www.smfederation.org.sg/sites/default/files/smf/content/internationaliza
tion/CO%20Fees%20from%201st%20June%202012.pdf)

3.13.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-001,p.16-17
a.)

シンガポール中国商工会議所：1 営業日（15 分で発給されるサービスあり）

b.)

シンガポールインド商工会議所：1 営業日（10 分で発給されるサービスあり）

c.)

シンガポール国際商工会議所：新規の場合 2 営業日。新規以外は 1 営業日

d.)

シンガポールマレー商工会議所：即時発給

e.)

シンガポール製造者連盟：1 営業日（即発給されるサービスもあり）

(a)

窓口申請

a)

CO 発給
#W-135-07
●CO Office@Peninsula Plaza の場合
3.00pm - 5.00pm on the same day
8.30am onwards on the next working day
●CO Office@Trade Association Hub の場合
One working day
●Express Service を利用した場合
Within 2 hours on the same day
8.30am onwards on the next working d

(b)

電子申請

a)

原産性審査
#H-002-07
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2 時間以内、一般的に窓口申請よりも早く処理することができる。

b)

CO 発給
#W-135-07
●CO Office@Peninsula Plaza の場合
3.00pm - 5.00pm on the same day
8.30am onwards on the next working day
●CO Office@Trade Association Hub の場合
One working day
●Express Service を利用した場合
Within 2 hours on the same day
8.30am onwards on the next working day

3.13.2.5.

年間発行件数

#H-002-07
年間約 150,000～170,000 件

3.13.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#H-002-07
有効期限の指定は無いが、もし CO を入れ替えるならば 6 か月間以内に実施する必要が
ある。

(2) 遡及発給の可否
#H-002-07
船積みから 3 か月以内。

(3) 原産性証明情報の保管義務
#H-002-07
2 年間
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3.14. シンガポール＜特恵 CO＞

3.14.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.14.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#H-002-07
各 FTA に従う。

(b)

概要
第三者証明制度
#H-002-07
●罰則
シンガポール税関は、軽微な虚偽申請等に対し、Regulation of Imports and Exports Act

(RIEA)に基づいて、一件毎に 5000 シンガポールドル未満の罰金を科すことがある。違反
行為が重大である場合、起訴される可能性がある。

3.14.1.2.

原産地規則

#W-004-07
特恵原産地証明書：相手国バイヤーが、輸入（納税）申告の際に FTA/EPA 税率による特恵
関税待遇を申告する際に用いられる。特恵原産地証明書の様式（Form）は、シンガポールと
締約相手国との協定ごとに異なる。

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#G-004-07
FTA の原産地規則は、
「http://www.fta.gov.sg/」に掲載。
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表 3.14-1 原産地基準の採用状況および発給機関（シンガポール、特恵）
FTA

CTC

第三者

自己

ルール

認証

証明

FTA 名称

VA ルール

二国間

中国・シンガポール自由貿易協定

40％

○

FTA

（CSFTA）
40％

○

HS コード毎

○

種別

インドシンガポール包括経済協力
協定（CECA）
日シンガポール経済連携協定
（JSEPA）
韓国シンガポール自由貿易協定

HS コード毎

（KSFTA）
ニュージーランド - シンガポール

40％

○

35％

○

包括的経済連携（ANZSCEP）
パナマ・シンガポール自由貿易協
定（PSFTA）
ペルー - シンガポール自由貿易協

HS コード毎

○

HS コード毎

○

定（PeSFTA）
シンガポール - オーストラリア自
由貿易協定（SAFTA）
シンガポール - コスタリカ自由貿

35％

○

易協定（SCRFTA）
シンガポール - ヨルダン自由貿易

35％

○

協定（SJFTA）
スリランカ - シンガポール自由貿

35％

上4桁

○

易協定（SLSFTA）
トルコ・シンガポール自由貿易協

HS コード毎

○

HS コード毎

○

定（TRSFTA）
米国・シンガポール自由貿易協定
（USSFTA）
地域

ASEAN オーストラリア・ニュージ

FTA

ー ラ ン ド 自 由 貿 易 地 域

40％

上4桁

○

（AANZFTA）
ASEAN- 中 国 自 由 貿 易 地 域

40％

○

35％

○

40％

○

（ACFTA）
ASEAN-India 自 由 貿 易 地 域
（AIFTA）
日 ・ ASEAN 総 合 経 済 連 携
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FTA

CTC

第三者

自己

ルール

認証

証明

FTA 名称

VA ルール

ASEAN-Korea 自 由 貿 易 地 域

40％

○

40％

○

種別
（AJCEP）
（AKFTA）

ASEAN 自由貿易地域（AFTA）
EFTA 1 シンガポール自由貿易協定

HS コード毎

○

（ESFTA）
GCC シンガポール自由貿易協定

35％

○

（GSFTA）
太平洋横断戦略経済パートナーシ

HS コード毎

○

ップ2（TPSEP）
出所：#G-019-07

3.14.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#H-002-07
シンガポール税関(Singapore Customs)
「表 3.14-1

3.14.2.

原産地基準の採用状況および発給機関（シンガポール、特恵）
」参照。

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#G-004-07
「1.4.

Types of Certificate of Origin」参照。
（証明書タイプ 4, 4A, 5, 9, 10 以外が

該当。）
#https://ie.enterprisesg.gov.sg
シンガポールは 32 カ国の貿易相手国と 21 の FTA を締結している。
「表 3.14-1

原産地基準の採用状況および発給機関（シンガポール、特恵）
」参照。

(2) 手続きフロー

1
2

スイス、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランドとシンガポール間の FTA
チリ、ニュージーランド、ブルネイとシンガポールの間の FTA
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(a)

事業者登録
#W-004-07
製造者が申請書式または電子ファイルで登録申請する。適格工場かどうか検査され、合

格すると登録番号の入った承認書が発行される。

(b)

CO 申請・発給
#W-004-07
○TradeNet システムによる原産地証明書の申請
税関承認が得られた製造原価申告書（Approved Cost Statement）は 1 年間有効で、そ

の間に製造者は、原則として電子申請「TradeNet」システムで原産地証明発給申請を行う。
○原産地証明書の取得
承認された原産地証明書は CrimesonLogic サービスビューロから申請後 2 営業日以内
に得られる。申請者または代理人は原産地証明書ごとに認可書（Letter of Authorization）
のコピーと輸出者のインボイスを提示する。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#R-002
提出書類は、製造業者登録申請所を以下のいずれかの手段でシンガポール税関へ提出す

る。
・電子メールの添付ファイル
・郵送
・Web サービスからの電子申請

(b)

原産性審査
#R-002
以下のいずれかの手段で申請書類一式を提出する。
・電子メールの添付ファイル
・郵送
＜提出先＞
シンガポール税関関税貿易サービス支部

(c)

CO 申請
#W-004-07
電子申請「TradeNet」システムで原産地証明発給申請を行う。
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#R-002
輸出者は TradeNet システムを介して電子的に以下の両方を申請する必要がある。
（a）PCO
（b）輸出許可（Cargo Clearance Permit（CCP））
TradeNet システムでの申請はシングルウィンドウ化されているため、1 つの入力画面で
上記 2 つの申請を行うしくみとなっている。CCP なしで PCO を申請することはできない。
(d)

CO 発給
#W-004-07
承認された原産地証明書は CrimesonLogic サービスビューロから申請後 2 営業日以内

に得られる。
#R-002
①承認後２～４営業時間で PCO を以下の窓口で受け取ることができる。
・CrimsonLogic Service Bureau
・Singapore Aircargo Agents Association
②申請者（輸出者）は、受領した PCO の内容を確認の上、PCO に署名する。

(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#R-002
シンガポール税関に事業者登録する。
＜登録条件＞
•シンガポールの登録会社であること
•有効なエンティティ番号（ UEN：Unique Entity Number）を有していること
•シンガポール国内で製造施設/工場を運営していること
＜申請書類＞
・製造業者登録申請書
・会社および製品のパンフレット
＜製造業者登録申請書の記載事項＞
・UEN
・会社の詳細
・生産の詳細
・輸出市場の詳細（e-filing への申請時のみ）
・必要な原産地証明書の種類
なお、申請者における申請書類の保存義務期間は２年。
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(b)

原産性審査
#R-002
・インボイス
・サプライヤーの工場ライセンス（要求された場合）
・サプライヤーの申告状（要求された場合）
#R-002p.46-48
①製造原価計算書（MCS：manufacturing cost statement）
MCS は FTA 毎で少々異なるので、各 FTA に応じた Form を使用する必要がある。
②インボイス
サプライヤーは、使用されたすべての原材料について、ローカルで製造されたインボイ

スを添付する。
③（使用されている材料が FTA のもとで製造されており、製造業者が集積を使用して製
品を適格とすることを希望する場合は）
・サプライヤのインボイス
・FTA 締約国の当局によって発行された PCO（原材料の）の原本
＜MCS 作成時の留意点＞
・FTA 毎に指定されたフォーマットに従って、輸出するすべての製品モデルについて、
会社レターヘッド付きの MCS を準備する。
・関税分類変更基準（CTC）を適用する製品については、製造業者は外国産または原産
国不明の原材料の HS コード（上 6 桁）を申告する。
・付加価値基準（RVC）を適用する製品については、メーカーは各 MCS の使用材料、
労力、間接費の実費を申告する。生産コストの見積は認められない。
・製造責任者と会計担当が、MCS の真正性を宣言しなければならない。シンガポール税
関は、MCS に公認会計士の認定を要求することもある。

(c)

CO 申請・発給
#R-002
主な申請データ項目は以下。
・荷送人と荷受人の名称･･･請求書に記載されている名称と同じでなければならない。
・品目番号
・パッケージの種別と数量
・商品の説明･･･インボイスに記載されている製品の説明と同じでなければならない。

HS 上６桁も入力。
・原産地基準･･･各 FTA 等の規則および条件に従ったものでなければならない。
・数量および価格･･･製品の数量（例：個数または kg）と、各製品の輸出額（FOB）。こ
の輸出額は、請求書に表示されている値と一致しなければならない。
・請求書の番号と日付…申請の請求書の日付は、PCO の承認日より前でなければならな
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い。

3.14.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.14.2.3.

発給手数料

#R-002
事業者登録：無料
原産性審査：無料
CO 発給：約 8.86S ドル/証明書・輸出許可
(a)

窓口申請
#G-004-07
（OCO に同じ。
）

(b)

電子申請
#G-004-07
（OCO に同じ。
）

3.14.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
事業者登録：期間特定不可（申請書提出後、7 営業日以内に工場検査実施するための通知
がある）
原産性審査：7 日
CO 発給：申請～許可（オンライン）が 2 営業時間以内、許可～CO 発給（オフライン）
が 2～4 営業時間

3.14.2.5.

年間発行件数

(1) 年間発行件数
#H-002-07
年間約 200,000 件～250,000 件

3.14.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
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(1) 原産地証明書の有効期限
#R-002p.47-48
●製造原価計算書の有効期限と更新手続き
承認された MCS（製造原価計算書）は、原価計算日から 1 年間有効。
（ただし、原価計算
に変更がないこと、または原価計算の変更がその有効期間中の製品の原状に影響を与えない
ことが条件）
＜承認された MCS の更新手順＞
①MCS 満了の 1 週間前に以下のいずれかを会社のレターヘッド付きで作成の上、シンガ
ポール税関の関税貿易サービス支部に提出する。
・新しい MCS を検証のために提出する。
・当該製品が引き続き FTA の支配的原産地基準に適合することを宣言する書簡を提出す
る。
②シンガポール税関が上記①を受領して 3 営業日以内に、承認レターを製造業者に発行す
る。承認レターは、発行日より 1 年間有効。
●生産及び出荷に係る書類の保管期間
関税法に基づき、輸出の生産および出荷に関連する文書および記録を、5 年以上保持しな
ければならない。 これらには、インボイス、MCS、帳簿、B / L、パッキングリスト、保険
証書などの補助文書だけでなく、PCO および CCP の承認されたコピーが含まれる。
違反には 10,000 シンガポールドル未満の罰金又は３年未満の懲役が課される。

(2) 遡及発給の可否
#G-004-07
●CO の遡及発行を申請する場合
CO の遡及発行が FTA 等の規則において許可されていれば、海外輸入者の要請により、
輸出許可証が得られた過去の輸出品について、遡及的に CO 発給を申請することができる。
●CO の再発行を申請する場合
海外輸入者に送られた CO が紛失、盗難、破壊された場合、同じ CO 参照番号と承認日を
示す「Certified True Copy」を申請することができる。 このような状況下では、書面によ
る請求により、#07-02 Revenue House をシンガポール税関へ手動で申することができる。
●CO の修正を申請する場合
TradeNet®を使用して CO の修正申請を電子的に提出することができる。 キャンセルの
場合は、事前に承認された CO を返却する必要がある。 あるいは、申請者は CO の承認日
から 2 週間以内に書面によりシンガポール税関に通知する。承認日から 1 ヶ月以内に貨物が
輸出されない場合は、取り消しの理由を説明する手紙と共に、キャンセルのために書類のす
べてをシンガポール税関に返却する必要がある。
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(3) 原産性証明情報の保管義務
#G-004-07
CPC, CECA (India)：2 年間。
GCC：30 ヶ月間。
GSP：3 年間。
ATIGA, AJCEP, ACFTA,AKFTA,

FTAs with EFTA States, Japan, Jordan, Panama

Trans-Pacific SEP and Costa Rica：3 年間。
FTA with Peru：4 年間。
FTAs with Australia,US and Korea：5 年間。
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3.15. ドイツ＜非特恵 CO＞

3.15.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.15.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
すべて EU 規則に準拠。
#W-030-08
Customs Codex of the European Community and implementation regulation

including appendices
(b)

概要
すべて EU 規則に準拠。
#R-006-08
●提出免除条件について
対外経済法施行令により下記の条件が満たされていれば、原産地に関する証左を提出し

なくてもよい。
・企業向け見本・サンプル：一発送分ごとに工業製品では 250 ユーロ以下、農産物（種
子を除く）では 50 ユーロ以下
・原産地が EU 加盟国である場合
・農産物、繊維・衣服（KN 番号の XI 章）以外の製品で、1000 ユーロ以下
#W-073-08
●提出免除条件について
輸入手続きの原産地証明、原産地説明義務について、以下に該当する物品を輸入する場
合は、当該義務が免除される（対外経済法施行令 (AWV) 第 38 条、施行 2013 年 9 月 1
日）
。
・食料品や農産品以外で、1,000 ユーロを超えない価額の物品。

3.15.1.2.

原産地規則

#W-067-08
非特恵の原産地の決定は、欧州連合（EU）の関税法に従う。
#W-072-08
原産地を決定し文書化するための適用範囲と規則は、欧州連合（EU）の以下の法的基盤に
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規定されている。
・EU 関税法（UCC）の第 59 条～第 63 条
・2015 年 7 月 28 日付け委任委任規則（EU）2015/2446 の第 31 条～第 36 条
・2015 年 11 月 24 日付け欧州委員会指令 2015/2447 の第 57 条～第 59 条
#W-073-08
●免除規定
輸入手続きの原産地証明および原産地説明義務について、次の物品を輸入する場合は免除
される（対外経済法施行令 (AWV) 第 38 条、施行 2013 年 9 月 1 日）。
食料品や農産品以外で、1,000 ユーロを超えない価額の物品。

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-067-08、#W-072-08
ある国で全･的に得られた製品はその国に由来する
(Article 60 of the Union Customs Code / until 30 April
2016: Article 23 of the Code)
#W-072-08

その他の基準

複数の国での生産は UCC 第 60 条（2）に従う。

3.15.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-072-08
･特恵原産地の商品は、第 61 条（3）UCC に従って輸出することができる。ドイツ連邦共
和国では、･優先の原産地証明書は以下の機関によって発行されている。
・Chambers of Commerce and Industry

（https://www.ihk.de）

・Chambers of Crafts（https://www.zdh.de）
・Chambers of Agriculture

（http://www.landwirtschaftskammern.de）
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3.15.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-030-08
Certificates of Origin (Chamber of Industry and Commerce)
(2) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-032-08
原産地証明書の承認を受けるには、個人の sinature card を使用し、下記サイトにログイ

ンする必要がある。
http://signatur.ihk.de/Stufe2plus/content/start.html
(b)

原産性審査
#W-032-08
紙同様、電子フォームに入力する。

(c)

CO 申請
#W-032-08
電子フォームに入力した情報を送信することで、当該原産地証明書にユニークナンバー

が割り振られる。
CCI(発給機関）は申請書類及び添付資料を受領する。
(d)

CO 発給
#W-032-08
・CCI(発給機関）の職員は、signature card で認証し、企業の原産地証明書の申請を承

認、もしくは否認する。自動承認は不可である。
・CCI による承認が下りると、申請した企業の従業員は当該原産地証明書の印刷が可能
となる。印刷の際は、signature card が必要である。印刷は一度のみであり、複数舞出力
すると、黄色く印刷される。
・全ての申請は電子的に管理・保存される。
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(3) 申請時の提出書類

(a)

原産性審査
#W-031-08
・申請書（application form ("Antragsformular") for a certificate of origin for the EU）
・ピンクの用紙も含めて原産地に関する項目を記載する（捺印と署名含む）
・インボイスのコピーを添付する（インボイスは企業のロゴが印刷され、インボイスと

してはっきり判別できるものである必要がある）

3.15.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.15.2.3.

発給手数料

#W-031-08
€30,00

3.15.2.4.

年間発行件数

#R-011
OCO+PCO：1,000,000 件
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3.16. ドイツ＜特恵 CO＞

3.16.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.16.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
すべて EU 規則に準拠。

3.16.1.2.

原産地規則

#W-071-08
商品の原産地を決定するためには、EU 関税法第 60 条および委任規則（EU）2015/2446 の
第 31 条から第 36 条の原産地規則が適用される。輸入品の原産地は、原産地証明書（IP）に
よって証明される。

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#W-030-08
Rules of origin within the framework of the preference agreement between the EC

and specific countries or groups of countries e.g. Norway, Switzerland, Chile, Mexico,
Croatia etc

3.16.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-067-08
シュトゥットガルト商工会議所（IHK）

3.16.2.

申請・発行の方法
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(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-030-08
EUR.1 Movement Certificate (Customs Office) self-certification on the commercial
invoice if necessary
(2) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-069-08
PostIdent（電子署名）の登録

(b)

CO 申請
#W-067-08
・申請は、IHK 窓口にて書面で行うことができる。
・オンラインで申請を送信することもできる（eUZ）。この場合、証明書の印刷は IHK に

よる承認後に行われる。
●窓口での書面申請の場合
・申請用紙は、IHK または書式発行者から入手可能。
・提出書類は、
「CO 発給申請書」と「CO（申請者が記入済みのもの）
」

(3) 申請時の提出書類

(a)

原産性審査
#W-067-08
以下のいずれかの証拠をもって原産性の判断が行われる。･分な証拠を提示できない場合、

IHK は申請を却下する。
・認可された団体によって発行された原産地証明書
・EU 諸国からの原産地証明を伴う商業用請求書
・第三国からのメモを元の通常の認定、商業インボイス（送り状のためには、米国およ
び特定の必須の保証も可能）
・原産地証明 IHK /宣･IHK
・移動証明書 EUR.1、EUR-MED および原産地証明書 A およびそれに対応する原産地
証明書
・Regulation to the Union Customs Code (Regulation (EU) 2015/2447 or predecessor
Regulation (EC) No 1207/2001)の実施規則に基づく特恵原産地を有する商品の供給者宣言
には"累積"を適用できない。
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・REX（登録輸出業者）の声明

3.16.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.16.2.3.

発給手数料

#W-030-08
€30,00
(a)

電子申請
#W-068-08
●手数料
8 ユーロ（電子手続きの維持提供費用：2.60 ユーロは、現在 IHK が負担している。
）
●機材等
電子申請システムを利用するには以下の①～④の機器等が必要。このうち②署名装置は、

署名者毎にが必要。
①インターネット接続
②個人用署名装置（「スマートカード」
）
③カードリーダー
④ソフトウェア D-TRUST Personal Suite バージョン 4.212

3.16.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

(a)

電子申請

a)

CO 発給
#W-068-08
営業時間終了 30 分前に受信した電子申請は、IHK によって同日に処理される。

3.16.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#W-069-08
電子署名：2 年間
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3.17. オーストラリア＜非特恵 CO＞

3.17.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.17.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-002-09
●提出免除条件
輸入前の最終工程を施した国（Final process of manufacture）、最終載積・運輸梱包手

続上の最終地（Consignment）、一定の割合の原材料に関して実質的変更基準の適用をまぬ
がれるもの（De minimis）

3.17.1.2.

原産地規則

#W-002-09
・輸入通関時には必ずしも原産地証明書の提出を要求されませんが、税関が要求したとき
は提示する必要がある（個別の法律・規則に基づく要請、契約や信用状で指定がある場合な
ど）
。
・特定国からの輸入が禁止または制限されている物品を輸入
する場合、ワシントン条約の対象となっているものを輸入する場合、および商業輸入規則
（Commerce Regulations 1940）の対象品を輸入する場合にも、原産地証明書が必要。

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-002-09

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-002-09
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#W-002-09
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加工工程基準（SP ルール） ○：#W-002-09
#W-001-09

その他の基準

化学反応基準

3.17.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-002-09
・Australian Industry Group (AIGroup)
・Australian Chamber of Commerce and Industry (ACCI)

3.17.2.

申請・発行の方法

(1) 申請・発給の手段

(a)

CO 発給
#W-152-9
オンラインでは CertConnect/eCertify の二種類

(2) 申請時の提出書類

(a)

CO 申請・発給
#W-151-9
請求書、船荷証券、信用状、または法定宣言のコピー

3.17.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.17.2.3.

発給手数料

#R-002
事業者登録：無料
原産性審査：品目の複雑さによる
CO 発給：通常の輸出者は 46～55 豪ドル（商工会議所による）
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(a)

窓口申請
#W-035-09
CO 発給
窓口申請：39 豪ドル

(b)

電子申請
#W-035-09
CO 発給
電子申請：32 豪ドル

3.17.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
事業者登録： 1 日
原産性審査：7 日
CO 発給：1 日

3.17.2.5.

年間発行件数

#R-011
OCO+PCO：103,225 件

3.17.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#W-001-09
2 年間
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3.18. オーストラリア＜特恵 CO＞

3.18.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.18.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-002-09
輸入時、FTA 等に基づいて特恵関税の適用を受ける場合、以下の法令に従う。
・関税法（Customs Act 1901)
・関税定率法（Customs Tariff Act 1995）
・関税規定（Customs Regulations 1926）

(b)

概要
#W-002-09
上記法令に基づき、対象国との協定に基づく有効な原産地証明書の提示が必要となる。
●日・オーストラリア経済連携協定（JAEPA）を利用した輸出入の場合
2015 年 1 月 15 日に日本・オーストラリア経済連携協定（Japan-Australia Economic

Partnership Agreement: JAEPA）が発効したことに伴い、原産地証明に自己申告制度が導
入された。

3.18.1.2.

原産地規則

各 FTA 等の法令に基づく。
#W-130-09
・the Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA)
・the Singapore-Australia Free Trade Agreement (SAFTA)
・the Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA)
・ the Australia New Zealand Closer Economic Trade Agreement (ANZ

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
各 FTA 等の法令に基づく。
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(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-115-09
※日豪 EPA の場合

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-115-09
（CTC ルール）

※日豪 EPA の場合

付加価値基準（VA ルール） ○：#W-115-09
※日豪 EPA の場合
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-115-09
※日豪 EPA の場合
その他の基準

#W-115-09
※日豪 EPA の場合
・僅少の原則、累積

3.18.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-002
●the Australian Chambers of Commerce and Industry
・ビクトリア州雇用者商工会議所(Victorian Employers’ Chamber of Commerce and
Industry)：https://www.victorianchamber.com.au/
・ ニ ュ ー サ ウ ス ウ ェ ー ル ズ 州 商 工 会 議 所 (NSW Business Chamber) ：
https://www.nswbusine sschamber.com.au/
・南オーストラリア州商工会議所(Business SA)：https://www.business-sa.com/
・ ク イ ー ン ズ ラ ン ド 州 商 工 会 議 所 (Chamber

of

Commerce

and Industry

Queensland)：https://www.cciq.com.au/
・西オースト ラリア州商工議所 (Chamber of Commerce and Industry Western
Australia)：https://www.cciwa.com/
・北部準州商工会議所(Chamber NT)：https://www.chambernt.com.au/
#G-003-00
●the Australian Chambers of Commerce and Industry
●the Australian Industry Group
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3.18.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#R-002
輸出者は AANZFTA 輸出者登録用紙（Form CO4A）に記入し、会社が登録した地域の

認証機関に提出して、優遇税関申請に登録する。
登録に際して、輸出者は会社の代表者である承認された署名者の情報を提出する。

(b)

CO 申請・発給
#R-002
輸出者は、原産地証明書を記入し、補助書類とともに発給申請書証明書を提出する。 輸

出者がインターネット経由で原産地証明書を提出する場合（オンライン提出）
、認証に必要
なすべての補助書類を発給機関へ郵送する必要がある。
●Third-Party インボイスの場合
（AANZFTA 協定の運営証明書手続きの規則 22）
第三国請求書発行の場合は、原産地証明書に第三国の会社名と住所を明記しなければな
らない。原産地証明書に記載する第三国の会社は、第三国で請求書を発行する販売でも、
第三国の輸出者でもいずれでもよい。また、原産地証明書に記載する第三国の会社は、
AANZFTA 当事国でもそれ以外でもよい。
●Back-to-Back 原産地証明書
輸送物が AANZFTA 国を通過して最終目的国へ輸送される場合、輸出者は、通過国で物
品が処理されていないことを保証するために、 Back-to-Back 原産地証明の発給を申請し
なければならない。この際、Back-to-Back 原産地証明書の有効期間は、元の原産地証明書
の有効期間を超えてはならない。
●商品価格
原産地証明書に輸出者は商品の FOB 価格を入力する必要がある。 原産地証明書に FOB
価格を入力しない場合は、輸出者は原産地証明書とは別途、輸入国の税関当局に FOB 価格
を申告する責任がある。
●Retroactive issuance
通常、原産地証明書は、輸出前または輸出の日から 3 日以内に発行されるものとする。
しかし、輸出者は、原産地証明書を適時に申請することができない場合があります。 輸出
者は、遡及的に原産地証明書発行のために当該機関に要請を提出することができる。 遡及
的に発行することは、輸出日から 12 ヶ月間経過していない場合に可能であり、文書に「不
開示」がある。
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(2) 申請時の提出書類

(a)

CO 申請・発給
#R-002
①輸出業者の詳細：輸出業者の名称、住所、連絡先の詳細
②出荷の詳細
・荷受人の名前と住所
・荷物を識別するための情報（輸入者の P/O 番号、インボイス番号および日付、Air way

bill/Sea way bill/Bill of land
・荷揚げ港
③商品の説明
・HS コード（上 6 桁）
、製品番号およびブランド名を含む商品の説明
・該当する原産地基準を満たしていることの説明
④輸出者申告書
輸出者宣言書は輸出者またはその代理人が記入しなければならない。

3.18.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

■電子データ（PDF)
#R-002
3 年間の保管義務が定められている優遇措置を講じる資格を有する証拠書類のすべてにつ
いて、関税局は、当事者（輸出者、輸入者、製造業者、および権限機関）が電子データで保管
することを認めている。

3.18.2.3.
(a)

発給手数料

窓口申請
#W-035-09
●FTA
CO 発給
窓口申請：47 豪ドル
#W-035-09
AI(The Australian Industry Group )：会員 22 豪$、非会員 39 豪$
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(b)

電子申請
#W-035-09
●FTA
CO 発給
電子申請：42 豪ドル
#W-035-09
AI(The Australian Industry Group )会員 16 豪$、非会員 32 豪$

3.18.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
輸出前または輸出日から３日以内。

3.18.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#R-002
●書類の保管義務
優遇措置を講じる資格を有する証拠書類のすべてについて、当事者（輸出者、輸入者、製
造業者、および権限機関）が、３年間保管することを関税局が義務付けている。

(2) 遡及発給の可否
#R-002
輸出日から 12 ヶ月以内。
#W-114-09
原則として船積み後の発給を遡及発給として扱う。
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3.19. ベトナム＜非特恵 CO＞

3.19.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.19.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-081-10
・法令第 19/2006 /NĐ-CP（商法に基づく貨物の原産地に関する詳細なガイドライン）
・Circular No. 07/2006 / TT-BTM
#H-001-10
虚偽の申請をしたことが発覚した場合は、6 か月間の CO 発給が一時的に停止される。

3.19.1.2.

原産地規則

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#R-001
2006 年 2 月 20 日付の政府法令 19/2006/ND-CP 第 6 条

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-001,p.22

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-001,p.22
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#H-001-10
加工工程基準（SP ルール） ×：#H-001-10
現地調達基準（VC）

×：#H-001-10

その他の基準

#H-001-10
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LVC – Local Value Content rule

3.19.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-001
ベトナム商工会議所(VCCI)
(URL: http://vcci.com.vn/)
(2) 発給機関と所管省庁との関係
#H-001-10
- The agencies have responsibity to comply with current provisions of the Law on
Foreign Trade Management and the Regulation of VCCI on issuing C/O and related
commercial documents.
- The agencies use their own stamps to certify C/O and related commercial documents.

3.19.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

原産性審査
#H-001-10
8 営業時間以内

(2) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#H-001-10
オンライン（100％電子化、電子データ）

(b)

原産性審査
#H-001-10
窓口・オンライン
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(c)

CO 申請
#H-001-10
窓口・オンライン

(d)

CO 発給
#H-001-10
窓口・オンライン

(3) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#H-001-10
1) The entrepreneurial registry
2) Picture of Signature of Authorised Signatory

(b)

原産性審査
#H-001-10
電子申請の場合も以下同様。
1) Production process table
2) Table of exporting goods qualified for origin requirements
3) Material purchasing documents: Customs importing declarations/ Domestics

Value-Added Tax Invoices
(c)

CO 申請・発給
#H-001-10
電子申請の場合も以下同様。
1) Application form
2) C/O form
3) Commercial invoice
4) Customs exporting declaration
5) Production process table
6) Table of exporting goods qualified for origin requirements
7) Other supporting documents

3.19.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

#H-001-10
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以下の書類が要求される。
1) C/O フォーム
2) 原産地基準を満たした輸出製品表
電子申請の場合は。
「電子署名」が必要となる。
eCO の原本性を確認する場合には、発給 ID 履歴問い合わせシステムにアクセスして照会
する。
輸入国から原本性に関する問い合わせがあった場合には以下の方法で確認を行う。
1) Request exporter to provide again the document proofs whether goods are qualified
for origi

3.19.2.3.
(a)

発給手数料

窓口申請
#H-001-10
無料

(b)

電子申請
#H-001-10
無料

3.19.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

a)

事業者登録
#H-001-10
窓口受付無し

b)

原産性審査
#H-001-10
8 営業時間以内

c)

CO 発給
#H-001-10
8 営業時間以内
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(b)

電子申請

a)

事業者登録
#H-001-10
1 時間以内

b)

原産性審査
#H-001-10
6 営業時間以内

c)

CO 発給
#H-001-10
6 営業時間以内

3.19.2.5.

年間発行件数

#H-001-10
360.974 C/Os (2017)
(1) 年間発行件数
#H-001-10
360.974 C/Os (2017)
(2) 申請登録事業者数
#H-001-10
about 7500 applicant companies
(3) 審査、発給の体制

3.19.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#H-001-10
船積みから 12 か月間
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(2) 原産性証明情報の保管義務
#H-001-10
5 年間
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3.20. ベトナム＜特恵 CO＞

3.20.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.20.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-081-10
法令第 19/2006 /NĐ-CP（商法に基づく貨物の原産地に関する詳細なガイドライン）

(b)

概要
第三者証明制度

3.20.1.2.

原産地規則

#W-005-10
一般特恵の原産地証明書発給のための原産地規則は特恵供与国の国内法に従う。

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#H-001-10
1) Form D: Circular no. 22/2016/TT-BCT (Oct. 3, 2016)
2) Form AI: Circular no. 15/2010/TT-BCT (Apr. 15, 2010)
3) Form AANZ: Circular no. 31/2015/TT-BCT (Sep. 24, 2015)
4) Form AK: Circular no. 04/2015/TT-BCT (Mar. 16, 2015) and no. 20/2014/TT-BC

3.20.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#H-001-10
- Ministry of Industry and Trade – MOIT issue C/Os under FTA;
- VCCI issue C/O Form A under GSP –Generalized System of Preferences
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3.20.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#H-001-10
1) Form D: ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
2) Form AI: ASEAN – India FTA
3) Form AANZ: ASEAN – Australia/ New Zealand FTA
4) Form AK: ASEAN – Korea FTA
5) Form AJ: ASEAN – Japan FTA
6) Form E: ASEAN – China FTA
7) Form VJ: Vietnam – Japan
(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#R-002
①ビジネス・エンティティ・ファイルの登録
②２年に１度、ビジネス・エンティティ・ファイルを更新する。
#W-081-10
企業が初めて C / O を申請する場合は、トレーダー文書と C / O 申請書を登録しなけれ

ばならない。
トレーダー登録証には次のものが含まれる：
・C / O 申請に署名することを許可された者の標本署名およびトレーダーの標章シール
の登録。
・商人の事業登録証明書（
「真のコピー」スタンプが貼られたコピー）
。
・納税者番号登録証明書（
「真のコピー」スタンプが貼付されたコピー

(3) 申請・発給の手段
システム名：ECOSYS (http://www.ecosys.gov.vn/)

(4) 申請時の提出書類
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(a)

事業者登録
#R-002
①ビジネス・エンティティ・ファイルの登録
・CO 申請への署名が認められた代理人の署名サンプルの登録
・事業体の標章（印影）サンプルの登録
・事業体の事業者登録証
・納税者コード番号の登録証明書（原本の有効コピーとして証明され、押印されたコピ

ー）
・事業体の生産施設のリスト（存在する場合）
#W-081-10
・CO 申請に署名することを許可された者の署名サンプル
・事業者の標章シールの登録
・商人事業者の事業登録証明書（押印付きの「原本のコピー」）
・納税者番号登録証明書（押印付きの「原本のコピー」
）
・事業者の生産施設のリスト（存在する場合）

(b)

原産性審査
手続きなし

(c)

CO 申請・発給
#R-002
・全項目記入済みの CO 発給申請書
・全項目記入済みの CO 様式
・税関輸出申告
・コマーシャルインボイス
・運送書類（B / L 等）
＜事後提出（CO 発給日から 15 日以内）＞
・税関輸出申告
・コマーシャルインボイス
・運送書類（B / L 等）
は CI 申請時に間に合わないときは、CO 発給日から 15 日以内に提出しなければならな

い。
＜発給機関から要求された場合＞
・商品の原材料プライヤーの税関輸入申告書
・輸出許可書（ある場合のみ）
・売買契約書
・原材料の購入に係る国内付加価値税請求書
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・原材料または供給品のサンプル、または輸出品のサンプル
・入力原材料および製品の HS コードの詳細を含む製造プロセスの説明（関税分類規則
の変更）
・RVC ルールの計算書のコピー
・輸出品の原産性を証明するその他の書類
#W-081-10
・CO 申請書
・記入済みの CO･･･オリジナル 1 枚とコピー3 枚
・税関手続が実施された輸出税関申告書･･･許可された者の署名付きの「原本のコピー」
。
輸出品が法律で定められている輸出通関申告から免除されている場合を除く。正当な理由
がある場合、CO 申請者は、CO 発給の 30 日後まで本書類の提出を延期することができる。
・CO 発給機関が必要と認めた場合は、
- 原材料や補助資材の輸入に関する税関申告書、輸出許可。
- 購入および販売契約･･･原材料および補助資材の購入および販売に関する原産国の付
加価値を証明できる請求書。
- 船荷証券等･･･船荷証券等、輸出製品の原産地であることを証明するその他の書類。

3.20.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

■書面
・オリジナル
基本的に全ての書類について原本。
・写し
申請する事業者の権限者が封印した書類であれば、コピーも可。
■電子データ（電子署名)
#R-002
電子申請する場合には、ECOSYS を介して、電子メールで電子署名を CO 発給機関へ提出
しなければならない。

3.20.2.3.
(a)

発給手数料

窓口申請
#H-001-10
無料

(b)

電子申請
#H-001-10
無料
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3.20.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
事業者登録：1 日
原産性審査～CO 発給： 3 日
#W-081-10
CO 申請～発給：3 営業日

3.20.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#W-081-10
CO 発給日から 1 年間
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3.21. 英国＜非特恵 CO＞

3.21.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.21.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#H-006-11（英国商工会議所）
京都議定書に従って発給。
・ 非特恵 CO および特恵 CO に関して、英国で独自に規則を規定してはいない。

(b)

概要
#W-041-11
●手続的規約
１．原産地証明書は、発行機関より発給された公式書式でなければならない。各証明書、

コピー証明書、申請書は、全ての観点で証明書が発行される当局の要件を満たさなければ
ならず、その当局によって発行された規則に従う必要がある。
２．署名されたインボイスのコピーは、発行機関による特別な許可が無い限り、証明書
と共に発行する必要がある。
３．商品は、輸出インボイスに記載されている内容と同様でなければならない。

3.21.1.2.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-012-11
非特恵 CO は、商工会議所から入手することができる。
（https://iccwbo.org/resources-forbusiness/certificates-of- origin/international-certificate-origin-council/）
#W-119-11
英国商工会議所（British Chambers of Commerce）

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#W-119-11
英国商工会議所（British Chambers of Commerce）は、以下の原産地証明書の発給を認
可された発行機関である。
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＜ビジネス・イノベーション・技能省（Department for Business, Innovation and Skills,
BIS）による認可＞
・すべての非特恵 EU 原産地証明書
#H-006-11（英国商工会議所）
BCC が International Trade Ministry と協力しながら管理。

3.21.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#H-004-11（ロンドン商工会議所）
電子申請の場合、申請ユーザーはシステムにログインし、書類の種類を選択すると、書

類様式と同様のレイアウトでそれぞれの書類の入力画面がグルーピングされて表示される。
#W-158-11
Proprietor, Director, Partner or Company Secretary of your business の署名をもらっ
て、郵便または窓口で商工会議所に送り返す。
毎年更新する必要があり、その手続きは電子的に行うことができる。

(b)

CO 申請・発給
#W-119-11
輸出者が原産地証明書等の輸出関連文書を電子的に申請する
#H-006-11（英国商工会議所）
・BCC から発給される CO に対し、QR コードを発行する。QR コードには発給済み CO

の照会サイトアドレスが記載されており、これにより、サプライチェーンに関わる全ての
内容が確かな情報であることを証明する。
QR コードをスキャンし、発給済み CO の照会サイト記録及び監査の内容を各商工会議
所内のデータベースを参照してチェックすることが可能である。なお、各 CO は、商工会
議所の最低 2 名によりチェックが行われるような運用となっている。
・原本は出力された紙であるが、紙に印刷される内容がデータとして管理されている。
なお、印刷出力は英国国外でも行われている。輸出業者が仕向国に対して PDF を送付し、
現地で印刷される。

(2) 申請・発給の手段
#H-004-11（ロンドン商工会議所）
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・2003 年に電子化導入。
・2017 年における電子化率 48.43％、過去 5 年間で 4.73%増加。
・電子化導入初期は電子申請により発給される CO を 100%電子化していたが、仕向国に
よっては拒否されるケースも多かったために、電子申請により発給される CO も紙に印字す
る運用へ移行した。

(a)

事業者登録
#H-007-11
窓口・オンライン、書面・電子データ（通常 pdf 形式）

(b)

原産性審査
#H-007-11
窓口・オンライン、書面・電子データ（通常 pdf 形式）

(c)

CO 申請
#H-007-11
窓口・オンライン、書面・電子データ（通常 pdf 形式）

(d)

CO 発給
#H-007-11
窓口・オンライン、書面・電子データ
※オンライン申請であっても公式の CO フォームに印刷するため、窓口申請の場合と文

書上大きな差異は無い。電子的に複製された捺印及び署名の部分のみ異なる。

(3) 申請時の提出書類
#H-006-11（英国商工会議所）
インボイス、パッキングリスト、B/L、原産国が記載されたラベルを撮影した画像、外国
からの輸入品を用いた商品であれば当該商品の使用証明等を添付する必要がある。

3.21.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.21.2.3.

発給手数料

#R-012-11
非特恵 CO の発給手数料は、商工会議所と会員／非会員によって異なるが、証明書あたり
£20-£50 程である。
●London

Chamber

of

Commerce
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の

場

合

（

http://www.

londonchamber.co.uk/lcc_public/article.asp?aid=103）
・£24.30 for members
・£48.60 for non-members
#H-004-11（ロンドン商工会議所）
窓口申請と電子申請の手数料は同額としている。
#H-006
・各地方商工会議所が独自に、申請数等の地域特性に応じた見合った価格設定を行ってい
る。商工会議所の会員であるかどうかにもよるが、会員の場合は平均 24 ポンド程度である。
・非会員の場合は会員の 2 倍程度である。
(a)

窓口申請
#W-117-11
●Chamber International（https://www.chamber-international.com）のサービスを利用

する場合（VAT 込）
・Standard･･･会員：£28.14、非会員：£55.08
・Express･･･会員：£56.28、非会員：£110.16

(b)

電子申請
#W-117-11
●Chamber International（https://www.chamber-international.com）のサービスを利用

する場合（VAT 込）
・Standard･･･会員：£22.44、非会員：£47.88
・Express･･･会員：£26.04、非会員：£51.48
・Premium express･･･会員：£44.88、非会員：£95.76
#H-006-11（英国商工会議所）
地方商工会議所はベンダーからシステムを無償で提供受け、1 申請毎に従量的に掛かっ
た制で費用を支払っている。輸出業者もシステムを無償で提供受けており、1 つ件の CO 発
給に対し手数料（商工会議所の手数料＋システム利用料）
（24 ポンド）を商工会議所に支払
っている。

3.21.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#H-006-11（英国商工会議所）
・基本的には 24 時間以内を目指して謳っているが、実際には寄り短時間で実施可能であ
る。エキスプレスサービスを利用した場合には 10 分～2 時間程度で発給することもが可能
である。
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(a)

窓口申請
#H-005-11
窓口申請：平均 3.5 分（ロンドン商工会議所）

(b)

電子申請
#H-005-11
窓口申請：平均 3.74 分（ロンドン商工会議所）

a)

CO 発給
#W-117-11
●Chamber International（https://www.chamber-international.com）のサービスを利

用する場合
・Standard･･･同日に郵便で発送するか、申請から 2 時間後に発給される。 申請締め
切り時刻は午後 2 時。
・Express･･･同日に午後 4 時半までに発給される。申請締め切り時刻は午後 2 時。
・Premium express･･･1 時間以内に発給される。 申請締め切り時刻は午後 4 時。

3.21.2.5.

年間発行件数

#H-004-11（ロンドン商工会議所のみ）
2017 年、1,335,356 件
#H-006-11（英国商工会議所）
英国全体では、非特恵 CO が年間 50 万件(このうち約 70%が電子化)発給されている。

(1) 年間発行件数
#H-004-11（ロンドン商工会議所のみ）
2017 年、1,335,356 件
#H-006-11（英国商工会議所）
英国全体では、非特恵 CO が年間 50 万件(このうち約 70%が電子化)発給されている。

(2) 申請登録事業者数
#H-004-11（ロンドン商工会議所）
5～10 社/日程度、事業者の新規登録の申請が寄せられる。
#H-006-11（英国商工会議所）
英国全体では約 30,000 の輸出事業者から申請が行われる

136

(3) 審査、発給の体制
#H-004-11（ロンドン商工会議所）
18 名の Administrator（管理者）と、4 名の Viewer（閲覧者）
#H-006-11（英国商工会議所）
英国では、書類発行や原産性審査等のといった重要な作業は従来どおり人手で行ってい
るに依存したままの状態のため、発給体制にあまり変化は無いは電子化の前後で変わってい
ない。
英国内の商工会議所で発給に関する業務を認められた人員職員（研修受講者）は約 350
名である。フルタイムの従事者専属職員が 100～150 名だが、他にも業務の一部で発給に関
わっている

3.21.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#H-006-11（英国商工会議所）
商工会議所では 6 か月としているが、正式ではない。法律上の規制としては 2 年間の保管
が義務付けられている。

(2) 遡及発給の可否
#H-006-11（英国商工会議所）
遡及発行は認められているが、遡及発行に至った理由とエビデンスが必要となる。再発
行についても同様である。 6 か月間としているが、特別な状況であればそれ以上でも許可
する場合も有り得る。実際にはあまり遡及発行されるケースは無い。

(3) 原産性証明情報の保管義務
#H-006-11（英国商工会議所）
法律上の規制としては 2 年間の保管が義務付けられている。
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3.22. 英国＜特恵 CO＞

3.22.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.22.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#H-006-11（英国商工会議所）
FTA の場合は FTA 規則に基づいて発給。
・ 非特恵 CO および特恵 CO に関して、英国で独自に規則を規定してはいない。

(b)

概要
#R-012-11
●提出免除条件
6,000 ユーロ（5,700 ポンド）以下の低額輸入品の場合、企業は請求書申告を行うことが

できる。
（CO 提出は不要。
）

3.22.1.2.

原産地規則

#W-028-11
原産地規則は以下の 2 点である。
・goods wholly obtained or produced in a single country
・goods whose production involved materials from more than one country

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#R-012-11
英

国

の

輸

出

業

者

は

、

EU’s

Market

Access

Database

（http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm）を使用して、各輸入国の製品に適用され
る現在の正確なルールを見つけることができる。EU 以外の輸出先については、英国の輸出
業者は MFN 取引、非英国商品が外国の自由貿易協定（
「第三者請求書」の対象となる）に
基づく。
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(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-012-11

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-012-11
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#R-012-11
加工工程基準（SP ルール） ○：#R-012-11

3.22.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-012-11
英国商工会議所
●EUR1 CO の場合：認定輸出者による自己証明
輸出者は、EUR1 を得るために商品が関連する原産地規則を満たしている証拠を提出する
必要はないが、規則に合致することの宣言を行うことと、その証拠書類を保持することの責
任を負う。
ただし、英国の EU 離脱に伴い、上記の EU 承認輸出者ステータスは、英国企業の自由貿
易協定の義務に移管されるか、利用できなくなる可能性がある。
#W-041-11
ロンドン商工会議所は、EC 規則第 2454/93 号の下で、公式に定められた正式証明書を付
与または認定するために、政府により認可された発行機関。

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#W-119-11
英国商工会議所（British Chambers of Commerce）は、以下の原産地証明書の発給を認
可された発行機関である。
＜歳入関税庁（HM Revenue & Customs）による認可＞
・EUR1
・A.TR 証明書
＜アラブ英国商工会議所の代理として＞
・アラブ英国原産地証明書
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3.22.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#R-012-11
・GSP
・EUR1
#W-020-11
●Arab-British Certificates of Origin
・These are used for exports to Arab League countries exclusively and are processed
together with the Commercial Invoice
・Processing can take between 24hrs and 15 working days dependi ng on the service
required (i.e. certification by the Chamber or legalisation by the embassy).
●European Community EC Certificate of Origin

(2) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給
#W-028-11
EU の証明書は英国商工会議所(BCC）の勧告により国際貿易局(DIT)によって認可され

た地方商工会議所によって発行される。英国の全ての企業で利用可能。
また、輸出業者は BCC の Web サイトを通じて e-Cert(電子証明書）をオンラインで申請
することも可能。

(3) 申請・発給の手段

(a)

CO 申請
#W-027-11
申請方法は以下の二通り。
●オンライン
書類は電子的に承認され、発行される（電子署名含む）
URL：www.tradecert.com/london
●窓口
窓口にて申請書を購入し、発給機関に届出もしくは送付する。
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(b)

CO 発給
#R-012-11
非特恵 CO はオンラインで入手可能。このプロセスは電子的であり、文書は最終的に世

界税関機関が定める紙文書として作成される。

(4) 申請時の提出書類

(a)

原産性審査
#W-020-11
・Commercial invoices and packing lists
・Any commercial or legal documents required for international trade such as: Power

of Attorney, Distributor Agreement, Health Certificate, Certificate of Free Sale,
Trademark Certificate, Commercial Contract, Article of Association, Certificate of
Incorporation etc.
(b)

CO 申請・発給
#W-022-11
申請書には以下を記載する必要がある。
・荷送主（氏名、住所）
・荷受主（氏名、住所）
・原産国
・運送方法
・備考
・商品番号、貨物の数量、種類、内容
・重量
・申請書署名地、申請日、申請者名

3.22.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

#W-118-11
■書面（オリジナル）
●Chamber International の場合
・発給は EUR1 や EU 原産証明書の専用書式の用紙を購入して、オンライン発給 CO をこ
れらの用紙に印字する。
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3.22.2.3.

発給手数料

#R-012-11
●EUR1 certificate（London Chamber の例）
・£20.70 to members
・£41.70 to non-members
(a)

電子申請
#W-117-11
●Chamber International（https://www.chamber-international.com）のサービスを利用

する場合（VAT 込）
・Standard･･･会員：£22.44、非会員：£47.88
・Express･･･会員：£26.04、非会員：£51.48
・Premium express･･･会員：£44.88、非会員：£95.76

3.22.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#W-020-11
Certification: documents are processed by LCCI usually within 24 hours (electronic or
post) or while you wait
(counter)
#W-027-11
The EC Certificates are processed while you wait when submitted over the counter.
Electronically we will usually process them within 24 hours (DIY service). Postal
applications are usually processed and posted within 24 hours.
(a)

電子申請

a)

CO 発給
#W-117-11
●Chamber International（https://www.chamber-international.com）のサービスを利

用する場合
・Standard･･･同日に郵便で発送するか、申請から 2 時間後に発給される。 申請締め
切り時刻は午後 2 時。
・Express･･･同日に午後 4 時半までに発給される。申請締め切り時刻は午後 2 時。
・Premium express･･･1 時間以内に発給される。 申請締め切り時刻は午後 4 時。
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3.22.2.5.

年間発行件数

#H-006-11（英国商工会議所）
英国全体では、特恵 CO が年間 10 万件発給されている。

(1) 年間発行件数
#H-006-11（英国商工会議所）
英国全体では、特恵 CO が年間 10 万件発給されている。

3.22.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#W-028-11
発効日から 10 ヶ月。

(2) 遡及発給の可否
#W-028-11
遡及発給可。
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3.23. インドネシア＜非特恵 CO＞

3.23.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.23.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-010-12
・2014 年 10 月 14 日付商業大臣規則第 77 号（No.77/M-DAG/PER/10/2014）
・2015 年 3 月 20 日付商業大臣規則第 22 号（No.22/M-DAG/PER/3/2015）

(b)

概要
#W-010-12
上記規則において、原産地証明書には特恵原産地証明書と非特恵原産地証明書があると

定められ、原産地認定基準、積送基準、原産地証明書の発給規定等が規定されている。

3.23.1.2.

原産地規則

#R-001
原則としてインドネシアで生育され、収穫されたもの、またはインドネシアで製造さ れた
ものの原産地をインドネシアとすると定められているのみで、それ以上の詳細な 規定はない
（Regulation of the Minister of Trade Number: 59/M-DAG/PER/12/2010 第１ 条第１項）。
以下のそれぞれの区分に応じて原産地規則が定められている。なお、原産地証明書の 取得
については、通常の原産地証明書を取得する場合と同様である。
(1)

コーヒー

インドネシアで生産されたコーヒーまたはコーヒー豆であること。
（Minister of Trade Regulation No.: 59/M-DAG/PER/12/2010, regarding Provision for
Issuance Certificate of Origin for Exported Goods originated from Indonesia）
(2)

EU に輸出される農作物

インドネシアで完全に生育された農作物であること
（Minister of Trade Regulation No.: 59/M-DAG/PER/12/2010, regarding Provision for
Issuance Certificate of Origin for Exported Goods originated from Indonesia）
(3)

繊維物品や伝統工芸品で EU、ノルウェー、カナダ、メキシコ等に輸出されるもの イ

ンドネシア特定の製法で生産された繊維物品または伝統工芸品で、一定の認可 を受けたもの
（Minister of Trade Regulation No.: 59/M-DAG/PER/12/2010, regarding Provision for
Issuance Certificate of Origin for Exported Goods originated from Indonesia）
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(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#R-001
Minister of Trade Regulation, Regarding certificate of Origin

(b)

原産地基準

表 1.1-1 原産地基準の採用状況
原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：：#W-010-12

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-010-12
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#W-010-12
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-010-12
#R-001

その他の基準

・コーヒー
インドネシアで生産されたコーヒーまたはコーヒー豆で
あること
・EU に輸出される農作物
インドネシアで完全に生育された作物であること
・繊維物品や伝統工芸で EU、ノルウェー、カナダ、メキ
シコ島に輸出されるもの
・インドネシア特定の製法で生産された繊維物品または伝
統工芸品で一定の認可を受けたもの

3.23.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-001
インドネシア商業省原産地証明書発給部門
http://www.kemendag.go.id/
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3.23.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-010-12
非特恵原産地証明書は、最恵国待遇（MFN）税率を適用する場合や関税の減免措置を伴
わず、インドネシア産品に対して輸出先国、輸入者、輸出者の要請を満たすために使用され
る。2015 年商業大臣規則第 22 号はその付属書にて、非特恵原産地証明書が必要な輸出品目
として、HS 09.01 台のコーヒーおよび HS 21.01 台のコーヒー・茶等の抽出物類がある。そ
のほか e-SKA には繊維など、非特恵原産地証明書の書式が 5 つがある。

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
"#W-010-12
・
「e-SKA」
（商業省の原産地証明書オンライン申請・発給のためのシステム）を通じて、

オンライン上で行われる。
https://e-ska.kemendag.go.id/cms.php/form
・輸出業者は e-SKA に登録して、ユーザーID を取得。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-010-12
オンライン
・
「e-SKA」
（商業省の原産地証明書オンライン申請・発給のためのシステム）を通じて、

オンライン上で行われる。
https://e-ska.kemendag.go.id/cms.php/form
・輸出業者は e-SKA に登録して、ユーザーID を取得。
(b)

原産性審査
#W-010-12
オンライン
「e-SKA」を通じて、必要書類をアップロードする。
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(c)

CO 申請
#W-010-12
審査の後、原産地証明書署名官の承認が得られた場合、輸出業者は原産地証明書発給機

関から入手した原産地証明書式のオリジナルに原産地証明書を印刷。再び発給機関に持ち
込む。

(d)

CO 発給
#W-010-12
署名官の署名を取得。

(4) 申請時の提出書類

(a)

CO 申請・発給
#R-001
- 輸出申告書の写し
- B/L または Air Waybill その他運送にかかる書類
- 納税者番号がわかる書類
- インボイス
- パッキングリスト

3.23.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.23.2.3.

発給手数料

#R-001
Rp. 5,000
##http://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/news_detil/678
CO 発給：25.000 ルピア/PEB（2017 年 11 月 11 日以降、2017 年政府規制番号 31 に従う
よう改訂された模様。
）

3.23.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-001
申請後 1 営業日
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3.24. インドネシア＜特恵 CO＞

3.24.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.24.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-010-12
・2014 年 10 月 14 日付商業大臣規則第 77 号（No.77/M-DAG/PER/10/2014）
・2015 年 3 月 20 日付商業大臣規則第 22 号（No.22/M-DAG/PER/3/2015）

(b)

概要
第三者証明制度
#W-010-12
上記規則において、原産地証明書には特恵原産地証明書と非特恵原産地証明書があると

定められ、原産地認定基準、積送基準、原産地証明書の発給規定等が規定されている。

3.24.1.2.

原産地規則

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-002
（CTC ルール）

発行機関は、PEB（輸出申告）と（コスト構造/補助文書の）
品目一覧を比較し、関税分類の変更プロセスをチェックす
る。

付加価値基準（VA ルール） ○：#R-002
原価構成の補足文書は、商品が RVC ルールを満たしてい
ることを証明するために重要であり、発行機関は、輸出者
に、商品/材料が現地で生産されていることを証明するため
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のコスト明細書を提出することを要求することがある。

3.24.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-002
各地方の商業省(Ministry of Commerce)地域事務所（85 カ所）
i）Instansi Penerbit SKA - 発行機関
ii) Instansi Penerbit SKA untuk Barang Tertentu - 特定の製品の発行権限
#G-003-00
インドネシア商業省

3.24.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-010-12
商業省の原産地証明書オンライン申請・発給のためのシステム e-SKA には 14 の特恵原
産地証明書の書式が挙げられている（https://e-ska.kemendag.go.id/cms.php/form）。
うち主なものは
a.フォーム A：一般特恵関税（Generalized System of Preference: GSP）のための原産地
証明書
b.フォーム AANZ：ASEAN・オーストラリア・ニュージーランド自由貿易協定（ASEAN
Australia New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA）のための原産地証明書
c.フォーム AI：ASEAN・インド自由貿易協定（ASEAN India Free Trade Agreement:
AIFTA）のための原産地証明書
d.フォーム AK：ASEAN・韓国自由貿易協定（ASEAN Korea Free Trade Agreement:
AKFTA）のための原産地証明書
e.フォーム D：ASEAN 物品貿易協定（ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA）の
ための原産地証明書
f.フォーム E：ASEAN・中国自由貿易協定（ASEAN China Free Trade Agreement: ACFTA）
のための原産地証明書
g.フォーム IJEPA：日本・インドネシア経済連携協定（EPA）のための原産地証明書
h.フォーム IP：インドネシア・パキスタン自由貿易協定（Inondesia Pakistan Free Trade
Agreement: IPFTA）のための原産地証明書
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(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#W-010-12
・
「e-SKA」
（商業省の原産地証明書オンライン申請・発給のためのシステム）を通じて、

オンライン上で行われる。
https://e-ska.kemendag.go.id/cms.php/form
・輸出業者は e-SKA に登録して、ユーザーID を取得する。
(b)

CO 申請・発給
#R-002（refer to p.20-）
輸出者は、発行機関からの CO の発給を受けるために、税関から輸出申告書を取得する

必要がある。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-010-12
オンライン
・
「e-SKA」
（商業省の原産地証明書オンライン申請・発給のためのシステム）を通じて、

オンライン上で行われる。
https://e-ska.kemendag.go.id/cms.php/form
・輸出業者は e-SKA に登録して、ユーザーID を取得する。
(b)

原産性審査
#W-010-12
オンライン
「e-SKA」を通じて、必要書類をアップロードする。

(c)

CO 申請
#W-010-12
審査の後、原産地証明書署名官の承認が得られた場合、輸出業者は原産地証明書発給機

関から入手した原産地証明書式のオリジナルに原産地証明書を印刷。再び発給機関に持ち
込む。
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(d)

CO 発給
#W-010-12
署名官の署名を取得。

(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#R-002
・輸出申告書(PEB)
・税関発行の輸出承認通知 (NPE)

(b)

原産性審査
#R-002
・インボイス
・サプライヤーの工場ライセンス（要求された場合）
・サプライヤーの申告状（要求された場合）
CO の有効性と真正性に関して輸出先国当局から問い合わせがあった場合、問い合わせ

を受けてから 30 日以内に回答される。
(c)

CO 申請・発給
#R-002
・Copy of PEB (“export declaration”) together with Export Approval Notification –

NPE issued by Customs office：輸出申告書と税関が発行した輸出許可通知のコピー
・Original copy of bill of lading (B/L) or copy of Air Way Bill (“AWB”) or Cargo Receipt
if the goods enter through the land transportation：船荷証券（B / L）の原本、または、
航空ウェイビル（AWB）の写し、または、物品が陸上輸送を通じて輸入される場合は貨物
領収書
・Copy of Tax Payer Number (“NPWP”)：納税者番号（NPWP）のコピー
・Invoice
・Packing List
・Cost Structure notification
（注）航空便で輸出される場合、REB なしで CO 申請することが可能。ただし、PEB は、
CO 発行後 10 日以内に提出されなければならない。
PEB･･･Pemberitahuan Ekspor Barang（輸出申告書）
NPE･･･Notifikasi Persetujuan Ekspor（輸出許可通知）
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3.24.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.24.2.3.

発給手数料

#R-002
事業者登録：100,000 ルピア/PEB
原産性審査：無料
CO 発給：無料

3.24.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
事業者登録：1 日以内
原産性審査：1 日
CO 発給：1 日
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3.25. マレーシア＜非特恵 CO＞

3.25.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.25.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-011-13
特に基準となる原産国の定義は存在せず、国際原則に準拠している。

3.25.1.2.

原産地規則

#W-011-13
日本税関、UNCTAD（The United Nation Conference on Trade and Development）で規
定された原産地規則に従う。

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-001
完全生産品基準は、マレーシアの国内法で「マレーシアで
生 産 さ れ 、 100 ％ 現 地 産 の 原 材 料 が 使 用 さ れ た も の
(Manufactured in Malaysia and used 100% local
materials)」 とのみ定義されており、具体的に定義されて
いない

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-001
（CTC ルール）

マレーシアで行われた加工または製造により、物品の関税
番号の「号」（HS コー ドの上 6 桁）が変更される場合
（HS コードの上 6 桁レベルの変更）、当該加工ま たは
製造で得られた物品は、マレーシアで生産されたものとみ
なされる。
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○：#G-013-13
関税コードの分類を上 6 桁が変更される工程を含む場合
付加価値基準（VA ルール） ×：#R-001
加工工程基準（SP ルール） ×：#R-001
現地調達基準（VC）

3.25.1.3.

○：#R-001

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#G-013-13
マレーシア商工会議所(MCCM)

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#G-013-13
マレーシア国際貿易産業省の定めによる。

3.25.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#W-063-13
①輸出業者または製造業者は、認証機関に事業者登録する。

(b)

CO 申請・発給
#G-013-13
MCCM（マレーシア商工会議所）は、輸出日から 1 ヶ月以内の･特恵原産地証明書の発

給申請のみを受け付ける。 輸出日前の･特恵原産地証明書の発給申請は、航空便を除き、
歓迎されない。

(3) 申請・発給の手段
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(a)

原産性審査
#W-023-13
ePCO では非特恵 CO の CA 申請・発給は行えない。

(b)

CO 申請
#W-023-13
ePCO では非特恵 CO の申請・発給は行えない。

(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#R-001
マレーシア会社登記所（Companies Commission of Malaysia: CCM）での製造者ま た

は輸出者としての登録が必要となる。その上で製造者または輸出者は、法定宣言書
(Statutory Declaration Letter)を毎年提出する必要がある。
(b)

CO 申請・発給
#R-001
＜MITI のガイドラインで定められている書類＞
①必要事項が記載された非特恵の原産地証明書フォーム
②-1：製造者の場合
a.) 登記簿謄本、営業許可または製造者許可
b.) サンプル、写真およびカタログ
※製造者は、申請に際して詳細なコスト情報の提出は求められておらず、各発行団体・

組 織 は 、 MITI ま た は マ レ ー シ ア 投 資 開 発 庁 （ Malaysian Investment Development
Authority :MIDA）が発行した製造許可をもって承認する。
②-2：輸出者または貿易業者の場合
a.) 登記簿謄本
b.) 製造者からの製造証明書
c.) サンプル、写真およびカタログ
③その他必要と認められる書類例
a.) 輸出前に必要となるもの
- パッキングリスト
- インボイス
b.) 輸出後に必要となるもの
- パッキングリスト
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- インボイス
- B/L または Air Waybill その他運送にかかる書類
- 通関書類(Form K2)
#W-063-13
①輸出者、製造業者から輸入者へのインボイス
②パッキングリスト
③B/L
④税関 K2 フォーム
⑤認証機関が必要と考えるその他の文書
#G-013-13
輸出に関して以下の 3 種類の証明書を発給している。
A. マレーシアで製造および加工された製品
B. 他国が製造または加工し、マレーシアから再輸出した商品
C. 第 2 国から第 3 国へ直接製造、輸出された商品および製品
このうち、A.について、以下の書類を提出する。
（B.、C.は転記省略）
●製造業者によって直接輸出される場合
1. 1965 年会社法に基づくマレーシアにおける登録証明書
2. 製造ライセンス
3. 理事･の法定宣･と様式 49
4. 損害賠償の手紙
5. 公認署名者の標本と NRIC /パスポートのフォトスタットコピー
6. 原材料および製品請求書（該当する場合）
7. 顧客/受託者への請求書
8. 得意先/荷受人への荷姿一覧
9. 税関輸出申告書（K2 フォーム）とカスタム受領書
10. 顧客への荷送り/航空路請求書/荷受人
11. 必要があると思われるその他の文書（該当する場合）
12. チェックリスト A＆B

3.25.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.25.2.3.

発給手数料

#R-001
発行手数料は 10MYR
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3.25.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-001
申請後 1 営業日

3.25.2.5.

年間発行件数

#R-011
OCO+PCO：50,000 件
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3.26. マレーシア＜特恵 CO＞

3.26.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.26.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
各 FTA 等に従う。
#W-123-13
マレーシアが FTA を結んでいる国は以下の 13 ヶ国である。
・AFTA / ATIGA
・ASEAN-China
・ASEAN-Rep. of

Korea

・ASEAN-Japan
・ASEAN-India
・-Australia-New Zealand
・Malaysia-Japan
・Malaysia-Pakistan
・Malaysia-New Zealand
・Malaysia-Chile
・Malaysia-India
・Malaysia-Australia
・Malaysia -Turkey
#G-003-13
GSP を結んでいるのは以下の国である。
•Switzerland
•Norway
•Iceland
•Liechtenstein
•Russia
•Belarus
•Kazakhstan
•Japan
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(b)

概要
#G-010-13
●GSP
・政府機関による第三者証明制度
・自己証明（カナダへの GSP 輸出のみ）
●FTA
・政府機関による第三者証明制度

3.26.1.2.

原産地規則

#W-011-13
１．日本・ASEAN 包括的経済連携協定（AJCEP）および 日・マレーシア経済連携評定
（JMEPA）で規定。
2.一般特恵税率（GSP）適用のための原産地規則
日本税関、UNCTAD（The United Nation Conference on Trade and Development）で
規定された原産地規則に従う。

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-123-13（全ての FTA で規定）

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-123-13（refer to p.31,32）
（CTC ルール）

FTA によって異なる。
MPCEPA、MJEPA、MCFTA、MAFTA、MTFTA、CEPT/
ATIGA、AKFTA、AJCEP、AANZFTA には適用。
MICEA、、
AIFTA は CTSH を適用。

付加価値基準（VA ルール） ○：#W-123-13（refer to p.31,32）
MICEA、AIFTA は 35％。それ以外は 40％。
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-123-13（refer to p.29,30）
ATIGA、AKFTA、AJCEP、MTFTA では適用。
その他の基準

#W-123-13
・デミニマスルール
・集積基準
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3.26.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#G-003-00
マレーシア国際貿易産業省
#G-009-13
●発給機関
Ministry of International Trade and Industry: MITI
・The Trade and Industry Cooperation Section, MITI
・MITI branch offices in Penang, Johor, Kelantan, Perak, Pahang, Sabah, Sarawak
and Melaka (only CO endorsement)
●e CO システム運用者
企業名：Dagang Net Technologies Sdn Bhd
メール：cpm＠dagangnet.com

3.26.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#G-009-13
ePCO の下で利用可能なスキーム
●GSP
スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、ロシア、ベラルーシ、カザフ
スタン、日本
●地域 FTA
アセアン貿易協定（ATIGA）
ASEAN-オーストラリア - ニュージーランド自由貿易協定（AANZFTA）
ASEAN -中国自由貿易協定（ACFTA）
ASEAN-インド自由貿易協定（AIFTA）
ASEAN -韓国自由貿易協定（AKFTA）
ASEAN-日本の包括的経済連携（AJCEP）
●二国間 FTA
マレーシア・オーストラリア自由貿易協定（MAFTA）
マレーシア - ニュージーランド自由貿易協定（MNZFTA）
マレーシア - チリ自由貿易協定（MCFTA）
マレーシア - パキスタン緊密な経済連携協定（MPCEPA）
マレーシアと日本の経済連携協定（MJEPA）
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マレーシアとインドの包括的な経済協力協定（MICECA）
マレーシア - トルコ自由貿易協定（MTFTA）

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#R-002
マレーシア企業委員会（Suruhanjaya Syarikat Malaysia：SSM）への企業登録が必須。
#W-023-13
オンライン申請（ePCO）の利用に際して、Dagang Net（Dagang Net Technologies Sdn
Bhd, Attn. の CPM Department）へ利用者登録を行う必要がある。
申請書類の提出はオフライン（FAX、郵送、宅急便）で行う。
#W-123-13
Dagangnet（http://www.dagangnet.com/）より登録を行う。申請が受諾されるとユーザ

ーID とパスワードが付与される。

(b)

原産性審査
#R-002
7 日間

(c)

CO 申請・発給
#W-015-98
原産地証明書（CO）の手動申請は 2013 年 1 月 1 日より段階的に廃止された。現在、す

べての CO は ePCO を介してオンラインで申請する必要がある。
#G-009-13、#G-010-13
①原産地証明書（PCO）申請書を e- PCO システムを通じて提出する。
②MITI によって承認された後、
各スキームにて定められたフォームで PCO を印刷する。
CO フォーム（GSP、FTA）は、マレーシア製造業者連盟（FMM）から購入可能。
③MITI より CO 裏書を取得する。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#R-002
マレーシア企業委員会（Suruhanjaya Syarikat Malaysia：SSM）への企業登録が必須。
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#W-023-13
オンライン申請（ePCO）の利用に際して、Dagang Net（Dagang Net Technologies Sdn
Bhd, Attn. の CPM Department）へ利用者登録を行う必要がある。
申請書類の提出はオフライン（FAX、郵送、宅急便）で行う。

(b)

原産性審査
#W-023-13
以下の原産地証明書の原産性審査（CA）について、ePCO でのオンライン手続きが可能

となっている。
①GSP：一般特恵関税
②Textile：繊維
③FTA：マレーシアが締結している全ての FTA の原産地証明書の申請
(c)

CO 申請
#W-015-98
原産地証明書（CO）の手動申請は 2013 年 1 月 1 日より段階的に廃止された。現在、す

べての CO は ePCO を介してオンラインで申請する必要がある。
#W-023-13
以下の原産地証明書の CO の申請・発給について、ePCO でのオンライン手続きが可能
となっている。
①GSP：一般特恵関税
②Textile：繊維
③FTA：マレーシアが締結している全ての FTA の原産地証明書の申請
#W-023-13
申請者側のサービスには、Standard Module と Manufacturer Modu le の 2 つのモジュ
ールがある。
(A) Standard Module
CA 申請機能、CO 申請機能を備える。CA と CO の申請者は同一である。
(B) Manufacturer Module
CA 申請機能、CO 申請機能を備える。CA と CO の申請者が異なる場合に利用するモジ
ュールであり、例えば CA は製造業者、CO は貿易業者が使用する。CO 申請者は CA 申請
に係る原材料の価格等の詳細データを閲覧することができないようになっている。

(d)

CO 発給
#W-015-98
2016 年 11 月 17 日から、ASW を介してのマレーシアと ASEAN 各国との ATIGA フォ
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ーム D のデータ交換をすべての企業が利用できるようになった。

(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
a) Corporate Registrations（事業者登録）
a-1) マレーシアの企業（個人/会社）は、以下の書類について、総務部長により認証され

た原本のコピーを提出する。
・フォーム 9
・通関/運送代理店のライセンス
・政府機関発行のライセンスまたは証明書（e-Permit のみ適用）
a-2) 外国企業は、以下の書類について、総務部長により認証された原本のコピーを提出
する。
・様式 79,80,80A、83,83A 又は設立趣意書
・政府機関発行のライセンスまたは証明書（e-Permit のみ適用）

(b)

原産性審査
#R-002
・インボイス
・サプライヤーの工場ライセンス（要求された場合）
・サプライヤーの申告状（要求された場合）
#W-023-13
①使用された原材料の請求書
‐ サプライヤーから製造業者への原材料の請求書（製造者が証明する）
‐ 海外サプライヤーからの原産地証明書（必要な場合）
②製品の処理フローチャート
③製品のサンプル/写真/カタログ
承認された CA の承認番号はシステム内で追跡可能であるため、CA の承認書を印刷す

る必要はない。
#R-002
特恵原産地証明書はマレーシア製造者連盟（ FMM）から購入することができる。
（マニ
ュアル申請の場合）

(c)

CO 申請・発給
#R-002
●輸出前
・MITI 承認レター
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・CO Form
・輸入者への請求書（Invoice）およびパッキングリスト
・Form BAK1(f)

コピー2 通

●輸出後
・MITI 承認レター
・CO Form
・輸入者への請求書（Invoice）およびパッキングリスト
・B/L
・税関申告 Form(K2)
・Form BAK1(f)

コピー2 通

#W-023-13
●輸出前
・輸出者から輸入者への請求書（Invoice）
●輸出後
・輸出者から輸入者への請求書（Invoice）
・船荷証券（B/L）

3.26.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.26.2.3.

発給手数料

#W-023-13
①事業者登録
・RM500/登録
・RM200/登録(中小企業)※6%の政府税が課される。
②モジュールアクセス料
・RM200/年間
③発給手数料
・RM5/CO 発給
上記の料金には以下が含まれる。
・1 Admin ID、1 User ID
・無料のトレーニング（2 社分）
④請求書の電子発行サービス（ePCO Billing）
・トランザクション料：RM5
・追加料金：RM3/回または RM200/年。支払は、上記の ePCO Billing 以外に、オンライ
ン請求、インターネットバンキング等が可能。
ヘルプデスク及びトレーニングは 24 時間無休。
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(a)

窓口申請
#R-002
原産性審査：無料
CO 発給：無料

(b)

電子申請
#R-002
原産性審査：費用は選んだ請求書作成手順による
CO 発給：費用は選んだ請求書作成手順による
#R-002p.35
無料

3.26.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
事業者登録：2 日（#R-002）

(a)

窓口申請

a)

事業者登録
2 日（#R-002）

b)

原産性審査
7 日（#R-002）

c)

CO 発給
2 日（#R-002）

(b)

電子申請

a)

原産性審査
5 日（#R-002）、120 時間（#W-023-13）
#G-010-13
5 営業日以内
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b)

CO 発給
1 日（#R-002）、24 時間（#W-023-13）、申請時に直ちに発給（#R-002p.35）
#G-010-13
24 営業時間以内

3.26.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
CA 有効期限：2 年間
#W-123-13
・AIFTA：2 年
・ATIGA/ACFTA/AKFTA/AJCEP/AANZFTA/MCFTA：3 年
・GSP：4 年
・MICECA/MJEPA/MAFTA/MPCEPA：5 年
・MNZFTA ：6 年

(2) 遡及発給の可否
#W-123-13
輸出日から 3 日内
●Retro actively
Form AK (stamped)
Form AJ
Form MPCEPA (stamped)
Form MJEPA (stamped)
Form MNZ
Form MCFTA
Form MAFTA
Form D
Form E
Form AI (stamped)
Form AANZ
Form MICECA
●Retrospectively
Form A(stamped)
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(3) 原産性証明情報の保管義務
#W-123-13
DagangNet で申請し、CoO フォームが認証されていれば、書類原本のコピーは不要であ
る。
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3.27. オランダ＜非特恵 CO＞

3.27.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.27.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-077-14
EU 規則に準拠。
#G-012-14
DWU (Douanewetboek van de Unie, Customs Code of the Union, 連合関税法)

3.27.1.2.

原産地規則

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#G-012-14
DWU 第 60～63 条および第 31〜36 条

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#G-012-14
DWU 第 31 条

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#G-012-14
（CTC ルール）

第 32 条

付加価値基準（VA ルール） ○：#G-012-14
第 32 条
加工工程基準（SP ルール） ○：#G-012-14
第 32 条
その他の基準

#G-012-14
168

・上記に該当しない場合の規則･･･付属書 22-01
・非経済的な作業または処理･･･EU が課す輸入措置の適
用を回避する目的で、別の国または地域で行われる作業ま
たは処理（DWU 第 33 条）
・最小処理･･･原産性を与えると見なされない処理（DWU
第 34 条）
・付属品、予備部品および工具･･･製品と一緒に輸入され
るアクセサリー、スペアパーツおよびツールは、輸入製品
と同じ原産性を有するとみなされる（DWU 第 35 条第 1
項）
・中間材料と包装･･製品の製造に使用されるエネルギーお
よび燃料、工場設備、機材、梱包材等は原産性を与えると
見なされない（DWU 第 36 条）

3.27.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-075-14
・原産地証明書（CvO）は、オランダ商工会議所（KvK）(URL: http://www.kvk.nl)によ
って評価、承認、捺印される。
・CvO はレイアウトが固定されており、許可された印刷会社のみが印刷することができ
ます。オランダでは、これは、例えば、Beurtvaartadres などである。
・オランダ商工会議所は、2013 年 6 月から ICC（国際商工会議所）の CO チェーンに接
続している。CO チェーンは、世界で発行された原産地証明書の品質を向上させることを目
的とした品質マークである。

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#G-012-14
関税法 DWU 第 61 条（3）

3.27.2.

申請・発行の方法

(1) 申請時の提出書類
#W-019-17
・Customs Authority Form (Power of Attorney),
・Copy identificationcard (CFO, COO or CEO),
・Copy Chamber of Commerce (<12 months),
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・Specific export related information about the goods / shipment (see information
below)

3.27.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

■電子データ：PDF（イメージデータ）
#W-019-17
We prefer to have these information digitally (PDF-document) or in Excel or Word
fileformat.
■電子データ：PDF（電子署名）
#W-075-14
商工会議所によって電子署名される。承認後、商工会議所のスタンプと署名は、輸出書類
に自動的に印刷される。

3.27.2.3.

発給手数料

#W-074-14
原産地証明書：€61,00
請求書の合法化：€47,00

(a)

窓口申請
EUR18.50

(b)

電子申請
EUR13.00

3.27.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

(a)

電子申請

a)

CO 発給
#W-074-14
通常時：24 時間以内（申請翌日の発給）
緊急時：2 時間以内

3.27.2.5.

年間発行件数

#R-011
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OCO+PCO：345,000 件

3.27.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#G-012-14
証明書が発行された日から 12 ヶ月（UCC 第 60 条に基づく DWU 附属書 22-14 ）

(2) 原産性証明情報の保管義務
#G-012-14
申告者は、原産地証明書を 7 年間保管し、税関による検証に備えなければならない。
（DWU
附属書 22-14 ）
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3.28. オランダ＜特恵 CO＞

3.28.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.28.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-077-14
EU 規則に準拠。
#G-012-14
DWU (Douanewetboek van de Unie, Customs Code of the Union, 連合関税法)

(b)

概要
#G-012-14
●提出免除要件
輸出貨物の原産品の価値が 6,000 ユーロを超えない限り、輸出者は原産地の宣言を行う

ことができる。

3.28.1.2.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-075-14
・原産地証明書（CvO）は、オランダ商工会議所（KvK）(URL: http://www.kvk.nl)によ
って評価、承認、捺印される。
・CvO はレイアウトが固定されており、許可された印刷会社のみが印刷することができ
ます。オランダでは、これは、例えば、Beurtvaartadres などである。
・オランダ商工会議所は、2013 年 6 月から ICC（国際商工会議所）の CO チェーンに接
続している。CO チェーンは、世界で発行された原産地証明書の品質を向上させることを目
的とした品質マークである。

3.28.2.

申請・発行の方法
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(1) 発給している原産地証明書の種類
#G-012-14
・Form A（GSP 原産地証明書）
・EUR.1（移動証明書）
・EUR-MED（移動証明書）

(2) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給
#G-012-14
●EUR.1
①オランダでは、移動証書 EUR.1 の発行申請は、第 1 条 16 項一般関税規則の基準に従

って商工会議所に提出しなければならない。申請書とともに提出される補助書類は、関連
する優先規則に定める条件に従って、商工会議所へ提出されなければならない。
②商工会議所はその申請内容を検査する。商工会議所が CO 申請を認証した場合、EUR.1
証明書の 2 枚目（複製）に税関が承認（裏書）する。税関は、EUR.1 証明書を承認する前
に、AGS 申告システムで作成された輸出申告書を調べる必要がある。証明書を認証しない
場合、税関は書面で輸出者に理由を通知しなければならない。（第 1 条 16 一般関税規則）

3.28.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

■電子データ：PDF（電子署名）
#W-075-14
商工会議所によって電子署名される。承認後、商工会議所のスタンプと署名は、輸出書類
に自動的に印刷される。

3.28.2.3.

発給手数料

#W-074-14
EUR.1 証明書：€61,00
EUR-MED 証明書：€61,00
ATR 証明書： €61,00（トルコとの取引のための原産地証明書）
請求書の合法化：€47,00

3.28.2.4.

発行まで所要期間
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(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

(a)

電子申請

a)

CO 発給
#W-074-14
通常時：24 時間以内（申請翌日の発給）
緊急時：2 時間以内

3.28.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#G-012-14
●EUR.1 移動証明書、EUR-MED 移動証明書：
輸出先国毎に異なり、4～12 ヶ月であるが、大部分の国では 4 ヶ月間有効。（国別一覧表
あり。）
●Form A：
10 ヶ月間有効。

(2) 遡及発給の可否
#G-012-14
●遡及発給
EUR.1 証明書または EUR-MED 証明書において遡及発給の手続きは存在するが、例外的
な場合に限られる。
●再発給（Form A、EUR.1、EUR-MED）
発行された証明書が輸出後に失われた場合は、輸出者またはその代理人の要請により、以
前発行された証明書が再発行されることがある。
証明書が失われた場合、商工会議所の介入なしに複製物を発行することができる。輸出者
または許可された代理人から書面で要求された場合にのみ、再発行される。

(3) 原産性証明情報の保管義務
#G-012-14
●EUR.1 および EUR-MED の場合
・移動証明書の 1 枚目のコピーを輸出者またはその代理人に返送する。
・移動証明書の 2 番目のコピーを輸入者にて保管する。貿易先国からの事後チェック対応
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のため、移動証明書の 2 番目のコピーを 3 年間以上保管しなければならない。
●申告者による原産地証明書の保管
7 年間以上。
（DWU 第 163 条、一般税関規則第 1 条 11 項、一般関税法第 1 条第 32 項、
オランダ民法第 2 部第 10 条（3）による）
●認定輸出者により発行された原産地証明書の保管
デジタル形式で保存可能。
（例：EU-韓国自由貿易協定議定書第 23 条）
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3.29. メキシコ＜非特恵 CO＞

3.29.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.29.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-140-15
the Foreign Trade Law (FTL)によって規定。
#R-013-15
article 61, fractions II, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII and XV under the Customs Law

3.29.1.2.

原産地規則

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#W-140-15
the Foreign Trade Law (FTL)によって規定。

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-140-15

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-140-15
（CTC ルール）
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-140-15

3.29.1.3.

原産地証明書の発給機関
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(1) 発給機関
#G-017-15
Intertek(2004 年から Industrial Development and Commerce Ministry が任命）

3.29.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

原産性審査
#G-017-15
約 3 営業日

(2) 申請・発給の手段

(a)

CO 申請
#W-140-15
窓口でもオンラインでも可。
窓口の場合の提出先： the public service windows of the federal offices of the Ministry

of Economy in the metropolitan area and the States.
(3) 申請時の提出書類
#G-017-15
メキシコの輸入者が原産地証明申請書と pro-forma invoice を Intertek に送る。
その後、Intertek から Request for Information (RFI) letter と Factory Inspection
Questionnaire, (FQF)が送られてくるので入力する。
Intertek に認可されていない工場はすべて検査がある。
(a)

CO 申請・発給
#W-140-15
・原産地証明書（記入済み）
＜添付＞
・インボイスの正式なコピー
・原産地証明書のコピー
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3.29.2.2.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

(a)

窓口申請

#W-140-15
申請受領後翌日から 1 営業日

a)

原産性審査
#G-017-15
約 3 営業日

(b)

電子申請

#W-140-15
申請受領後翌日から 1 営業日

178

3.30. メキシコ＜特恵 CO＞

3.30.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.30.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#R-007
●NAFTA の場合
・NAFTA 施行法
de

・Reglas
Aduanera

del

Carácter

General Relativas

a

las

Disposiciones en

TLCAN（NAFTA 施行規則）
：第 4 章（原産地規則）
、第 5 章（通関手

続）

(b)

概要
#W-139-15
●罰則等
虚偽の内容の申請は、輸出締約国の法律及び規則によって処罰される

3.30.1.2.

原産地規則

各 FTA の基準に従う

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
各 FTA の基準に従う

(b)

Materia

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-139-15
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関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-139-15
（CTC ルール）
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-139-15
現地調達基準（VC）

○：#W-139-15

その他の基準

#W-139-15
・デミニマス基準
・集積基準

3.30.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-007
●EU との FTA
メキシコ経済省
●EU 以外との FTA
メキシコ財務省国税局（Servicio de Administacion Tributaria, SAT）
輸入後事後調査は、SAT の外国貿易監査部が担当。

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#R-007
●EU との FTA
メキシコ経済省
●EU 以外との FTA
メキシコ財務省国税局（Servicio de Administacion Tributaria, SAT）
輸入後事後調査は、SAT の外国貿易監査部が担当。

3.30.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#R-007
・48 カ国 12 件の FTA を締結している。

(2) 申請時の提出書類
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(a)

原産性審査
#R-007
●自己証明における輸入後の確認
・輸入後の確認件数の 95%を NAFTA が占める。

3.30.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.30.2.3.

年間発行件数

(1) 審査、発給の体制
#R-007
●輸入後の原産性確認
※WCO からの改善提案を受けて、輸 入後調査組織を 2016 年 2 月に変更した。
・1 件の調査を 5 名（主任調査官 1 名、調査官 4 名）で実施。
・担当組織は、上記 5 名×4 チーム、管理職 6
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名の 26 名体制。

3.31. フィリピン＜非特恵 CO＞

3.31.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.31.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#R-001
・Tariff and Customs Code of the Philipiness, as amended

3.31.1.2.

原産地規則

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#R-001
・Tariff and Customs Code of the Philipiness, as amended

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#R-001,p.2

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#R-001,p.2
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） ○：#R-001,p.2
加工工程基準（SP ルール） ×

3.31.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-001
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①関税局 (Export Cordination Division)
②フィリピン商工会議所
③フィリピン輸入協会 (Philippine Export Confederation)
#G-001-16
フィリピン商工会議所（PCCI）から非特恵 CO を得ることができる。

3.31.2.

申請・発行の方法

(1) 申請時の提出書類

(a)

原産性審査
#R-001
・評価依頼書（輸出予定日の 5 日前までに提出）
・原材料のリスト
・原価明細
・製造過程を示す資料・写真
・会社概要
・その他原産地規則を満たすことを立証する資料

(b)

CO 申請・発給
#R-001
- 証券取引委員会（Securities and Exchange Commission (SEC)）または貿易 産業省

（Department of Trade and Industry）へ登録していることを証する 書類
- 原産地証明書の署名に関する証明証で、署名の見本が記載されているもの
- 代理人を指名している場合には、その委任状
- 輸出申告書のコピー
- B/L または Air Waybill その他運送にかかる書類
- インボイス
- パッキングリスト
- 輸出許可が必要なものについては輸出許可書

3.31.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

3.31.2.3.

発給手数料

#R-001
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インボイスの価格によって変動する。(最低価格は USD$43.98)

3.31.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-001
CO 申請～CO 発給：申請後 1 営業日

184

3.32. フィリピン＜特恵 CO＞

3.32.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.32.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
第三者証明制度

(b)

概要
#G-001-16
●手続的規約
・PD. 930 輸出手続きと文書の簡素化（1976 年 5 月 13 日発行）
・E.O. 1016 フィリピンの輸出に関する検査、貨物および輸出審査の要件（1985 年 3 月

25 日発行）
・1999 年 10 月 8 日付 CMO No. 27 -2004（特恵関税処理の有無にかかわらず原産地証
明書の発行と遡及的検証の実施のための手続きを統合）
#W-141-10（日フィリピン経済連携協定）
●罰則等
原産地証明書について虚偽の記載をした場合は輸出締約国の法律及び規則に従って処罰
される。

3.32.1.2.

原産地規則

各 FTA に従う

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#W-141-16
●日フィリピン経済連携協定
完全生産基準：第 29 条第 2 項、等
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(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-141-16（日フィリピン経済連携協定）

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-141-16（日フィリピン経済連携協定）
（CTC ルール）

3.32.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#R-002
関税局輸出調整部(Export Coordination Division, Bureau of Customs)
#R-002p.37
The Export Coordination Division (“ECD”) , Assessment Operations Coordinating
Group (“AOCG”) , the Bureau of Customs (“BOC”)

3.32.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
・Form D･･･ASEAN 自由貿易地域（AFTA）
・Form E･･･ASEAN-China 自由貿易地域（ACFTA）
・Form AK･･･ASEAN-Korea 自由貿易地域（AKFTA）
・Form AANZ･･･ASEAN-オーストラリア - ニュージーランド自由貿易地域（AANZFTA）
・Form AJ･･･日アセアン総合経済パートナーシップ契約（AJCEPA）
・Form AI･･･ ASEAN-India 自由貿易地域（AIFTA）
・Form JP･･･フィリピン・日本経済連携協定（P

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#R-002p.41
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輸出申請者は、商務省または証券取引委員会に法人登録された事業者であることが前提
である。
この確認のため、CA 申請時に以下の会社の詳細を申請する必要がある。
・会社名
・商務省または証券取引委員会に法人登録している事業所の住所、工場の住所

(b)

原産性審査
10-12 日（#R-002）

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
手続きなし（#R-002）

(4) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
手続きなし（#R-002）

(b)

原産性審査
#R-002
・インボイス（国内サプライヤーの購買証明書が必要）
・サプライヤーの工場ライセンス（要求された場合）
・サプライヤーの申告状（要求された場合）
#R-002p.40
•会社概要
•製造プロセスフローチャート
•輸入原材料の CO のコピー
•ローカルサプライヤの購入証明書
•認証された原材料（輸入および現地）の価値、および完成品を生産するために使用され

た直接および間接の労働コストの内訳
•現地サプライヤの購入証明書の認定サマリーステートメント、および工場から港湾/仲
介事業者への輸送の利益と費用
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(c)

CO 申請・発給
#R-002
•原産地証明書の発給申請書
•輸出申告書の正式なのコピー
•セールス/コマーシャルインボイスの正式なコピー
•B/L のコピー
•支払われた貨物料金の証明書類
#G-001-16
1.輸出申告書
2.輸出許可書
3.コマーシャルインボイス
4.パッキングリスト
5.船荷証券
6.原産地証明書
7.保険ポリシー（該当する場合）
8.積載後の証明書（オプション）

3.32.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

■電子データ：PDF（電子署名）
#W-141-16（日フィリピン経済連携協定）
輸出者及びその代理人、管轄の政府機関及び当該機関に指名を受けた者は、署名でも電子
署名でも可とされる。

3.32.2.3.

発給手数料

#R-002
事業者登録：なし
原産性審査：無料
CO 発給：130 ペソ/証明書
#R-002p.42
申請用紙（4 枚）
：PhP 15
発給手数料：PhP 115
(a)

窓口申請
#R-002
事業者登録：手続き不要
原産性審査：無料。ただし、工場訪問確認が必要な場合は評価者の交通費を負担する。
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(b)

電子申請
#R-002
事業者登録：手続き不要
原産性審査：電子申請不可

3.32.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
事業者登録：なし
原産性審査：10-12 日
CO 発給：1 日以内
#R-002p.42
CO 発給：30 分以内
(a)

窓口申請

a)

事業者登録
手続きなし（#R-002）

b)

原産性審査
10-12 日（#R-002）

(b)

電子申請

a)

事業者登録
手続きなし（#R-002）

3.32.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 遡及発給の可否
#W-025-16：
遡及発行可能。遡及発給される場合には、発給当局が、“ISSUED RETROACTIVELY”を
記入。
（紛失等の理由により原産地証明書が｢再発給｣される場合には、発給当局が、当初の原産
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地証明書の発給日び“CERTIFIED TRUE COPY”を記入。
）
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3.33. カナダ＜非特恵 CO＞

3.33.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.33.1.1.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-014-17
カナダ商工会議所
●Headquarters(Ottawa)
Camet and document Certification services c/o The Canadian Chamber of Commerce
●Montreal
Camel and Document Certification Services c/o

The Canadian Chamber of Commerce

●Toronto
Camel and Document Certification Ser

3.33.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#W-014-17
「TradeCert」を通じて要求された書類を登録し、事業者のアカウントを作成する。運営

主体からメールを受信し、登録が完了となる。
Upon receipt of the required documents, we will create a profile for your organization.
Your company’s primary system user (as per the info provided on the letter of waiver)
will
(b)

CO 申請・発給
#W-014-17
「TradeCert」を通じて手数料を支払い、原産地証明書を発行する。
You will then be ready to submit your applications online and print your own COs.
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#W-018-17
Chamber reviews, accepts, applies the stamps and signatures and returns by email
notification
(2) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-088-17
●オンライン
オンライン認証システム「TradeCert」を利用する場合には、 事前にユーザ企業登録を

行う必要がある。
ユーザ企業登録に際して必要となる根拠書類は、電子データ（PDF）で事前送付後、原
本を書面にて窓口提出または郵送する必要がある。

(b)

CO 申請
#W-088-17
●オフライン提出の場合
①必要な公証を取得する前に、審査のための添付書類をスキャンして、certification

@chamber.ca に電子メールで送る。②カナダ商工会議所スタッフが審査し承認した後は、
添付書類（原本）を郵便か宅配で送付する（送料は申請者負担）か、または商工会議所窓口
（3 箇所）のいずれかに納品する。
●オンライン提出の場合
インターネット経由で原産地証明書の発給を申請することができる。

(c)

CO 発給
#W-014-17
「TradeCert」を通じて手数料を支払い、原産地証明書を発行する。
#W-088-17
カナダ商工会議所は、2009 年 4 月から TradeCert
（https://www.tradecert.com/canada/）

を通じて原産地証明書（CO）のオンライン認証サービスを提供している。
このサービスにより、輸出者は、･分のオフィスから電子的に承認を受け取り、（良質な
カラープリンタにアクセスすることができれば）認証済みの原産地証明書を印刷すること
ができる。

(3) 申請時の提出書類
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(a)

CO 申請・発給
#W-088-17
●申請書類
・原産地証明書
・インボイス
・パッキングリスト
・船荷証券または送付状
●輸出者が製造者の場合
・製造された商品を詳述する同社のレターヘッドおよび正式署名付きの公証された製造

業者の申告書（CCC テンプレート
を使用しなければならず、2 年間の有効期限で提出することができる）
。または
・政府機関が発行した有効な工場ライセンス
●輸出者が製造者でない場合
・商品の原産地を確認する製造者または供給者の権限を有する代表者（第三者確認書）
が正式に署名し日付を記入した請求書。または
・対象商品とその原産地を詳述した会社のレターヘッドおよび製造業者または供給業者
による正式署名付きの日付が記された申告書（CCC テンプレートを使用しなければならず、
2 年間の有効期限で提出することができる）
。
●外国で商品が製造された場合
・商品の原産地を確認する製造業者または供給業者の権限を有する代理人が正式に署名
し日付を記入した請求書（第三者確認書）
。または
・会社のレターヘッド（英文またはフランス語）および製造業者または供給業者による
正式署名付きの、日付が記された申告書。または
・認定された商工会議所によって正式に認定された原産地証明書。
●商品が第三者から購入された場合
・輸出者による会社のレターヘッドおよび正式署名付きで、日付が記された申告書にて、
対象商品の原産地を申告する。
●原産地証明書の申請時の添付書類（請求書、梱包リスト、輸出申告書等）は発行日か
ら 24 ヶ月以内のものでなければならない。

3.33.2.2.
(a)

発給手数料

窓口申請
#W-014-17、#W-088-17
●Canadian Chamber Member
30 ドル／1 セット
●Non Member
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45 ドル／1 セット
※1 セットは同一の原産地証明書のオリジナル 8 通。
支払方法は以下のいずれかによる。
クレジットカード、現金、支払証明小切手、会社振出小切手、為替、電子送金または銀
行手形

3.33.2.3.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#W-088-17
午後 3 時までに商工会議所の窓口に書類一式が提出された場合、同日午後 4 時 30 分まで
に文書を認証可能。
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3.34. カナダ＜特恵 CO＞

3.34.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.34.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-087-17
SOR (Statutory Orders and Regulations)/98-52
関税法 (/eng/acts/C-52.6)第 35 条

(b)

概要
#W-078-17
自己証明制度
#W-087-17
●一般特恵関税、連邦カリブ海諸国関税または最低先進国関税による受益国である国か

らの商品の原産地証明の場合
受益国で生産された商品の輸入者及び所有者は、その商品が先進国の関税の恩恵を受け
ている国に由来する繊維製品及び衣料品を除き、法第 35.1 条(1)に基づき、輸出者が署名し
た原産地明細書を所有していることを書面（フランス語または英語）にて税関に申告する。
●オーストラリア関税またはニュージーランド関税による最恵国待遇の受益国である国
からの商品の原産地証明の場合
輸入者及び所有者は、所定の書式（フランス語または英語）にて原産地証明書を税関に
申告する。
●NAFTA、CCFTA、CCRFTA、CPFTA、CCOFTA または CPAFTA に基づく原産地証
明の場合
輸入者及び所有者は、所定の書式（フランス語または英語）にて原産地証明書を税関に
申告する。
●CJFTA に基づく原産地証明の場合
輸入者及び所有者は、所定の書式（フランス語またはアラビア語）にて原産地証明書を
税関に申告する。
●CIFTA に基づく原産地証明の場合
輸入者または所有者は、フランス語または英語で記載された原産地証明書を税関に申告
する。
●CEFTA に基づく原産地証明の場合
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輸入者または所有者は、フランス語、ヘブライ語またはアラビア語で記載し、米国の輸
出者が署名した原産地証明書を税関に申告する。
#W-087-17
●提出免除条件
・NAFTA の場合
2,500 ドル未満の商業用商品
・CCFTA、CCRFTA、CPFTA、CCOFTA または CPAFTA の場合
1,600 ドル未満である場合。
・CEFTA の場合
1,600 ドル未満

3.34.1.2.

原産地規則

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#W-156--17
Certification of Origin of Goods Exported to a Free Trade Partner Regulations
SOR/97-332

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

〇：#W-079-17,#W-155-17

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 〇：#W-079-17,#W-155-18
（CTC ルール）
付加価値基準（VA ルール） 〇：#W-079-17,#W-155-19
加工工程基準（SP ルール） ×：#W-156--17

3.34.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
CO 様式はカナダ国境管理局（Canada Border Services Agency）の Web サイトにある。
#W-088-17
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NAFTA などの国際貿易協定に関する原産地証明書は、カナダ商工会議所では発給してい
ない。

3.34.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
NAFTA 原産地証明書 ;
カナダ - チリ FTA 原産地証明書
カナダ - ペルーFTA 原産証明書
カナダ - コスタリカ FTA 原産地証明書
カナダ - コロンビア FTA 原産地証明書
カナダ - パナマ FTA 原産証明書
カナダ - ホンジュラス FTA 原産地証明書
カナダ - ヨルダン FTA 原産地証明書
カナダ - 韓国 FTA 原産地証明書
カナダ - イスラエル FTA 原産地証明書

(2) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給
#W-155-17
CBSA に E-mail によって申請する。

(3) 申請・発給の手段

(a)

原産性審査
#W-157-17
・質問票
・確認書
・実地調査
・その他許可された方法

(b)

CO 申請
#W-156-17
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●オンライン提出の場合
電子署名（筆記体）または数字列により電子送信が可能

(4) 申請時の提出書類

(a)

原産性審査
#W-079-17
●以下の項目を記入する。
1. Exporter's Name and Address
2. Blanket Period from (DD-MM-YY) to (DD-MM-YY)
3. Producer's Name and Address
4. Importer's Name and Address
5. Description of Goods
6. HS tariff classification number
7. Preference criterion

(b)

CO 申請・発給
#W-156-17
・輸出者は輸入者にその商品の原産地証明書を記入する権限を与える。輸入者は原産地

証明書を記入する法的権限があることを CBSA に証明しなければならない。
・電子署名（筆記体）または代替として数字列により、電子的に送信することができる。

3.34.2.2.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
●NAFTA、CCFTA、CCRFTA、CPFTA、CCOFTA または CPAFTA の場合
署名された日から 4 年間
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3.35. インド＜非特恵 CO＞

3.35.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.35.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-136-18
1923 年関税手続き簡素化に係る国際条約第 2 条（Article II of International Convention

Relating to simplification of Customs formalities,1923）
#W-061-18
●手続的規約根拠法
the para 2.21.2 of Handbook of Procedures 2009-2014, Vol-1
(b)

概要
#W-136-18
1923 年の関税手続きの簡素化に関連する国際条約の第 2 条にし従い、非特恵 CO を発行

する機関を指名した。当該原産地証明書は商品の起源を示し、特恵関税の権利を付与しな
い。

3.35.1.2.

原産地規則

#W-138-18
事業者登録済みの輸出者は、自己証明制度に従うことができる。

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-138-18

加工工程基準（SP ルール） ○：#W-138-18
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3.35.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-092-18
1923 年の関税手続きの簡素化に関連する国際条約第 2 条に従って、非特恵原産地証明書
を発行する特定の機関を指名した。これらの原産地証明書は、商品の起源を証明し、特恵関
税に何ら支えない。
非特恵の原産地証明書を発行する権限のリストは、Hand Book Procedures vol.I の付録
4C に記載されている。
（FIEO は証明書を発行する権限を持つ機関の 1 つ）
#W-096-18
非特恵 CO を発行する特定の機関を、1923 年の関税手続簡素化国際条約第 2 条に基づい
て発行するよう指名した。

3.35.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#W-161-18
輸出者はインド政府発行の INDEMNITY BOND on Rs.200/- Non-Judicial Stamp

Paper を提出する必要がある。

(2) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-095-18
●インド商工会議所（ICC）の場合
①損害補償債券の購入および ICC への事業者登録
インド商工会議所（ICC）から原産地証明書を定期的に入手するために、輸出者は、公証

人により公証された損害補償債券（Rs. 10）を原産地証明書と一緒に提出する必要がある。
債権は、申請者の会社/施設の名前で購入する必要がある。
債権は、申請者の会社の取締役/パートナー/事業者が署名するものとする。正式な手続き
の後、それは ICC に記録され、輸出者には ICC の登録番号が与えられる。
ボンドは、会社/施設、P AN、I / EC 登録書類、証明書に署名する権限を有する者の署名
付きで提出する必要がある。
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原産地証明書の申請の都度、ICC に登録した後、ICC の登録番号を取得しなければなら
ない。

(b)

CO 申請
#W-136-18
a) Details of quantum/origin of inputs/consumables used in export product.
b) Two copies of Invoices
c) Packing List in duplicate for concerned invoice
d) Fee as may be prescribed by concerned agency

(3) 申請時の提出書類

(a)

事業者登録
#W-161-18
INDEMNITY BOND on Rs.200/- Non-Judicial Stamp Paper

(b)

CO 申請・発給
#W-061-18
・記入済み CO フォーム
・Export Invoice (in duplicate)
・Packing List (for weight verification)
#W-092-18
・原産地証明発給申請書
・請求書のコピー
・梱包リスト等のコピー
・損害補償（Indemnity Bond）
#W-095-18
●インド商工会議所（ICC）の場合
・損害補償債券
・原産地証明発給申請書
・（認可された署名者による提出の場合）認定書のコピー
・記入済みの原産地証明書（記入用紙は ICC より購入）
・請求書、パッキングリスト、信用状または購買発注書または E メール注文書（いずれ

か該当する方）･･･すべての書類には、輸出者申請者が印および署名する必要あり。
・
（他国に輸出される前に輸入された品物の場合）必要な税金および義務のすべてを支払
った後、合法的に入国したことを示す、関税局による認可証
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3.35.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

全て書面
■写し
#W-061-18
・Export Invoice

3.35.2.3.

発給手数料

#W-061-18
●Non-Preferential Certificate of Origin
Rs. 100 + GST (18%) per certificate.
#W-092-18
関係当局が規定する証明書 1 通につき 100 ルピーを超えない料金。
●FIEO の例
a. 原産地証明書（8 部）･･･会員：Rs.100

非会員：Rs.200

b. 請求書の証明書（8 部）･･･会員：Rs.50

非会員：Rs.100

c. 追加コピー（最大 8 部）･･･会員：Rs.50

非会員：Rs.100

d. 訂正料金（コピーごと）･･･会員：Rs.10

非会員：Rs.20

e. 他の文書の証明書、梱包リストなど（文書単位で）･･･会員：Rs.10
f. 原産地証明書用紙（50 枚分）･･･会員：Rs.50

非会員：Rs.50

非会員：Rs.50

#W-095-18
●インド商工会議所の例
非特恵原産地証明書の発行コストは、提出されたページ数によって異なる。
会員：Rs.90-

3.35.2.4.

非会員：Rs.110-

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#W-095-18
●インド商工会議所の例
午後 4 時までに受信した書類は同日に発給される。
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3.36. インド＜特恵 CO＞

3.36.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.36.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
第三者証明制度

3.36.1.2.

原産地規則

#W-136-18
各 FTA の規則に従う。
・Generalized System of Preferences (GSP)
・Global System of Trade Preferences (GSTP)
・SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA)
・Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)
・India-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISLFTA)
・Indo-Thailand Fre e Trade Agreement
・India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (IMCECA)
・India-Korea Comprehensive Economic Partnership ・Agreement (CEPA)
・India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA)
・Asean - India Free Trade Agreement

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

○：#W-034-18（refer to Article4）

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-034-18（refer to Aricle5）
（CTC ルール）

4 番目の HS コードまで

付加価値基準（VA ルール） 〇：#W-034-18（refer to Aricle5）
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(2) 発給機関
#R-002
輸出検査評議会(Export Inspection Council)
#W-009-18
○日本とインドの二国間 EPA の場合
・商工業省商務部(Department Of Commerce, Ministry
of Commerce and Industry)
・管轄：
輸出検査審議会(Export Inspection Council or 'EIC')
・審査及び発給機関:
各管轄の輸出検査局 (Export Inspection Agencies or 'EIA')
#G -003-00
・インド商工省商務局
・インド協定附属書３第３節２に基づき、政府以外に以下の３団体が原産地証明書を発給
する団体として指定されている。
- Export Inspection Council of India
- Textiles Committee
- The Marine Products Export Development Authority
#G-012-14
●GSP の発給を認可された代理店：
・Coir Board.
・Central Silk Board.
・Tobacco Board.
・Marine Products Export Development authority (MPEDA).
・Export Inspection Council.
・Office of the Development Commissioner (Handicrafts).
・Textiles Committee.
・Office of Chief Controller of Imports and Exports.
・Office of the Director-General of Foreign Trade.
・Office of the Development Commissioner
・Of the Special Economic Zones in Mumbai, Kandla, Cochin,Visakhapatnam, Noida
en Falta
・Spices Board.
#W-092-18
●GSTP、ISLFTA、インドアフガニスタン特恵貿易協定、インド-タイ自由貿易協定、
IMCECA、CEPA、IJCEPA：輸出検査協議会（EIC）
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●SAPTA、APTA、APTA：発行を認可された機関のリストは、Hand Book of Procedures
vol.I（FIEO は証明書の発行を認可された機関の 1 つ）

(3) 発給機関と所管省庁との関係
#W-093-18
・輸出検査協議会（Export Inspection Council of India, EIC）は、輸出（品質管理検査）
法（1963 年）の第 3 条に基づきインド政府が設立。
・輸出検査局 (Export Inspection Agencies, EIA)の 5 社は、輸出検査協議会が策定した
様々な措置及び政策を実施する目的で、商工省商務部(Department Of Commerce, Ministry
of Commerce and Industry)が設立。
・EIC 及び EIA は以下の業務を担う。
・輸出における品質保証体制（品質管理と自己認証）の導入と委託検査による輸出商品の
品質を認証すること
・食品加工施設への食品安全管理システムの導入による輸出食品の品質を証明すること
・特恵関税制度のもとで輸出者に輸出品の原産地証明書を発行すること。

3.36.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-092-18
・GSP
・GSTP
・SAARC 優先取引契約書（SAPTA）
・アジア太平洋貿易協定（APTA）
・インド-スリランカ自由貿易協定（ISLFTA）
・インドアフガニスタン特恵貿易協定
・インド-タイ自由貿易協定
・インド-マレーシア総合経済協力協定（IMCECA）
・日韓総合経済連携協定（CEPA）
・日印包括経済連携協定（IJCEPA）
・アセアン-インド自由貿易協定
#W-107-18
インド側の輸出通関に際し、原産地証明書の提出が必要になるケースは無い。上記協定締
約国に輸出する際、特恵関税の適用を受ける場合に、インド国内で取得し、相手国税関に提
出する。商取引上輸入者から求められた場合は、輸入者に送付する。
a. 協定締約国へ輸出する場合、各協定専用の原産地証明書を取得する必要がある。
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b. インドは UNCTAD 一般特恵関税制度の特恵受益国なので、この制度の特恵関税供与
国に輸出する際、一般特恵制度専用の原産地証明書（Form A）を取得する。
c. 商取引上輸入者から求められた場合、原産地証明書を輸入者に送る。

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#R-002
①製造業者または輸出業者は、DGFT に事業者登録し、輸出業者コード（IEC）を取得

する。
②輸出業者は、地域 EIA に事業者登録する。
③預金口座を開設し、EIA より通帳の発行を受ける。

(b)

CO 申請・発給
#R-002
●一般の手順
・輸出者は、輸出時に書面により窓口へ申請書類を提出する。
・輸出者または代理人が CO に署名する。
●優先手順
・1 日あたり 50 通以上の CO 発給を受ける事業者は、CO の優先発給を受けることので

きる制度「Tatkal」を利用できる。
・Tatkal では申請から 1 時間で CO が発給される。

(3) 申請・発給の手段

(a)

CO 申請
#R-002
オフライン（窓口申請）のみ。
#W-137-18
輸出者は必要な手数料とともに郵便で送付することが可能。

(b)

CO 発給
#W-137-18
証明書は通常の郵便で返却される。
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(4) 申請時の提出書類

(a)

原産性審査
#R-002
・インボイス
・サプライヤーの工場ライセンス（要求された場合）
・サプライヤーの申告状
#R-002
●提出書類
i）商品の起源を確認するための請求書
ii）製品の原価が原産地規則の要件を満たしていることを宣言するために使用される、詳

細および生産コストの宣言
iii）現地資材の購入請求書
iv）輸入品の購入のための請求書と輸入明細書
v）輸出コードをインポートする
vi）製造プロセスのフローチャート
vii）身体検査中に必要となるその他の文書
●提出情報
i）会社の詳細
ii）業務の種類：メーカー／輸出者または代理店／その他）
iii）関連する製品
•製品名（製品の関税 HS コード）
•製品モデル名
iv）FTA 又は特権制度が検証されるべき原産地規則
v）商品の製造者の詳細：工場名、住所、工場ライセンス番号、その他の資格
vi）製造プロセスの詳細または製造プロセスのフローチャート
vii）1 単位の製品の製造に使用される現地原材料または部品の詳細とコスト：
•生産に使用される原材料および/または部品の名称
•原材料および/または部品の単位
•単位当たりの価格
•生産に使用される数量
•合計値
viii）1 単位の製品の製造に使用される輸入原材料または部品の詳細とコスト：
•生産に使用される原材料および/または部品の名称
•対応する HS コード
•原材料および/または部品の原産国
•原材料および/または部品の単位
•単位当たりの価格
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•生産に使用される数量
•合計値
ix）原材料価値の計算（各原産地規則に従う）
#W-009-18（日本インド二国間 EPA）
i) 輸出される製品のインボイスで FOB 価格が明らかになっているもの
ii) 製品の原産地確認のリクエストフォーム （フォームは地域の EIA で入手）
iii) 輸出される製品の詳細なコストシート（例：輸出品の生産や組立に使用され
る輸入部材、直接労務費、オーバーヘッドコスト等）
iv) ローカル調達品のインボイス
v) 輸入調達品のインボイスと輸入申告書
vi) 輸出入コード (IEC)
vii) 生産プロセスのフローチャート
viii) 実地検査において要求があれば、その他の関連書類
(b)

CO 申請・発給
#W-009-18（日本インド二国間 EPA）
(i) 記入済み CO フォーム
(ii) 輸出者のインボイス
(iii) パッキングリスト
(iv) 保険証券や輸送関連書類（必要に応じる）
#W-061-18
・記入済み CO フォーム
・Export Invoice (in duplicate)
・Packing List (for weight verification)

3.36.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

全て書面
■写し
#W-061-18
・Export Invoice

3.36.2.3.

発給手数料

#R-002
●事業者登録
・輸出業者コード（IEC）の取得：250 ルピー
・地域 EIA への事業者登録：無料
・事業者登録時の口座開設に伴い、1000 ルピーの初期入金が必要。
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●原産性審査
・500 ルピー/実地検査訪問/日/ 人
●CO 発給
・CO 用紙代：25 ルピー/通
・CO 発給手数料：350 ルピー/通
・Tatkal による即時発給時の追加手数料：500 ルピー/通
#W-061-18
●Preferential Certificate of Origin for Asia-Pacific T rade Agreement [APTA]
Rs. 350 + GST (18%) per certificate
(a)

窓口申請
あり

(b)

電子申請
なし

3.36.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#R-002
●事業者登録：3～7 日
・輸出業者コード（IEC）の取得：１営業日
・地域 EIA への事業者登録：１営業日
●原産性審査：3 営業日
●CO 発給：1～2 日営業日
#W-009-18（日本インド二国間 EPA）
申請が 14:30 前であれば、同日中に発給。申請が 14:30 以降であれば翌日。

a)

事業者登録
#R-002
●事業者登録：3～7 日
・輸出業者コード（IEC）の取得：１営業日
・地域 EIA への事業者登録：１営業日

3.36.2.5.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等
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(1) 遡及発給の可否
#W-009-18
遡及発行可能。CO が輸出時、あるいは輸出日から 3 日以内に、やむを得ない理由で発行
できなかった場合、12 カ月以内であれば遡及発行。
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3.37. アラブ首長国連邦＜非特恵 CO＞

3.37.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.37.1.1.

原産地規則

(1) 原産地基準

(a)

原産地基準
#W-147-19
WCF 国際証明書ルールと基準のアウトラインに従う

3.37.1.2.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-082-19
8 つの商工会議所が存在する。

3.37.2.

申請・発行の方法

(1) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給
#W-082-19
商工会議所は、正当な会員権を有する施設および企業に原産地証明書を発行する。
原産地証明書は、取引者によって提示された請求書および書類にしたがって発行される。
#W-159-19
●ドバイ商工会議所の場合
E-Services にて ID と pass を入力してログイン
必要な情報をフォームに記入
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(2) 申請・発給の手段

(a)

原産性審査
#W-159-19
●ドバイ商工会議所の場合
Online verification で行う

(b)

CO 申請
#W-083-19
電子申請可
#W-159-19
●ドバイ商工会議所の場合
E-Services にて ID と pass を入力してログインし、必要な情報をフォームに記入。

(3) 申請時の提出書類

(a)

原産性審査
#W-159-19
●ドバイ商工会議所の場合
インボイスの番号、日付、枚数

(b)

CO 申請・発給
#W-082-19
以下の情報をタイプライターで記入する。
・輸出事業所の名称（これは、商工会議所の記録と同一でなければならない）
。
・輸出事業者番号。
・商品に関する詳細。
・輸入者の名前と住所。
・荷受人の国名。
・商品の実際の価値。
・商品の種類と価値に関する詳細。
・許可された人の署名。

3.37.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

212

3.37.2.3.

発給手数料

#W-082-19
原産地証明書：5DHS
オリジナルコピー：5DHS
原産地証明書の認証：15DHS
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3.38. アラブ首長国連邦＜特恵 CO＞

3.38.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.38.1.1.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-082-19
商品が（GCC）諸国に輸出される場合、関税の免除は、経済産業省発行の原産地証明書を
取得する必要がある。

3.38.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-024-19
特恵原産地証明書対象国は以下の通りである。
アルジェリア、バーレーン、ジブチ、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、
モロッコ、オマーン、カタール、サウジアラビア、ソマリア、スーダン、シリア、チュニジ
ア、アラブ首長国連邦、イエメン

(2) 手続きフロー

(a)

CO 申請・発給
#W-082-19
商工会議所は、正当な会員権を有する施設および企業に原産地証明書を発行する。
原産地証明書は、取引者によって提示された請求書および書類にしたがって発行される。
#W-024-19（アラブ英国間）
・原本
・証明書のコピー
・商工会議所の保管用証明書申請書
3 部構成の上記 3 点のセットが提出されない限り、認証されない。
#W-084-19
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①申請書を記入し、請求書（原本）とともに提出する。
②必要な料金を支払う。
③原産地証明書を受け取る。

(3) 申請・発給の手段

(a)

CO 申請
#W-024-19（アラブ英国間）
Chmber International のセキュアな認証システムを利用し、オンラインで申請可能。
#W-082-19
以下の情報をタイプライターで記入する。
・輸出事業所の名称（これは、商工会議所の記録と同一でなければならない）
。
・輸出事業者番号。
・商品に関する詳細。
・輸入者の名前と住所。
・荷受人の国名。
・商品の実際の価値。
・商品の種類と価値に関する詳細。
・許可された人の署名。
#W-083-19
UAE 経済省による電子サービス

(b)

CO 発給
#W-147-19
アブダビの商工会議所が発行した原産地証明書を承認するのにはドバイ商工会議所の商

工業界と協定締結が必要

(4) 申請時の提出書類

(a)

CO 申請・発給
#W-084-19
CO 発給申請時の必要書類は、以下のみ。
・請求書（原本）

3.38.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

#W-024-19（アラブ英国間）
215

・申請書は原本である必要がある。コピーも同時に提出。
・申請書には荷主の氏名、住所が記載されている必要がある。
・申請書の署名は最終目的地の国の要件を満たす必要がある。手書き署名を推奨。
■電子データ：PDF（電子署名）
#W-024-19
イギリス：国際商工会議所は認定機関ではないため、事前に署名は必須ではない。

3.38.2.3.

発給手数料

#W-082-19
原産地証明書：5DHS
オリジナルコピー：5DHS
原産地証明書の認証：15HS

(a)

電子申請
#W-083-19
●UAE 経済省による GCC - Industrial 原産地証明書の場合
Invoice Amount (AED)

Fees (AED)

1-1000

20

1001-5000

40

5001-20000

60

20001-40000

80

40001-100000

100

100001–500000

200

Above 50000

1400

#W-084-19
●アブダビ電子政府による e-Service の場合
Invoice Amount (AED)

Fees (AED)

0,001 - 1,000

40

1,001 - 5,000

80

5,001 - 10,000

120

10,001 - 50,000

160

50,001〜100,000

200

100,000 以上

400

このサービスは、商工会議所の非会員でも利用可能。
非会員の場合、料金は 2 倍になる。
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3.38.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
#W-024-19
認定まで 48 時間、大使館での公文化に、さらに 4 ~ 8 日要する。
(a)

電子申請

a)

CO 発給
#W-083-19
●UAE 経済省による GCC - Industrial 原産地証明書の発給の場合
申請～発給：5～10 分
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3.39. フランス＜非特恵 CO＞

3.39.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.39.1.1.

原産地規則

#W-066-20
les règles d'origine de Marrakech (JOCE L 336/44, 23.12.1994)
Code des douanes communautaire, art. 22 à 26 ; Règl. CEE 2913/92, JOCE L 302
19/10/1992 ; Règl. 2454/93,JOCE L 253, 11/10/1993 modifié par le Règl. 3254/94, JOCE L
346, 31/12/1994.
(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#H-008-20（パリ商工会議所）
EUROCHAMBERS ガイドと ICC / WCF ガイドラインに基づく。
#W-066-20
Community Customs Code, art. 22 to 26; Reg. EEC 2913/92, JOCE L 302 19/10/1992;

Reg. 2454/93, OJ L 253, 11/10/1993 amended by O. Reg. 3254/94, OJ L 346,31/12/1994.
非特恵の原産地規則は、欧州共同体加盟国と、共同体との原産地規則に関する合意を締
結していない第三国間の貿易に適用される。
コミュニティ税関法第 24 条により、完全生産品基準を満たさない場合に原産性を認め
る条件として、以下の 4 点を同時に満たすことが定められている。
最 後 の 実 質 的 な 処 理 ま た は 作 業 (ECJ, 26/01/1977, Case 49/76, ECR 41, ECJ,
31/01/1979, Case 114/78, ECR 115, ECJ, 23/02/1984, Aff. 93/83, ECR 1095)が、経済的に
正当化され（原材料から最終製品または半製品に移行する効果を有する製造プロセス）
、こ
の目的のために備え付けられた企業で製造され (CJCE, 26/01/1977, Aff. 49/76, Rec.p. 41)、
新しい製品の製造または重要な製造段階によるものであること。

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通り。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況
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完全生産品基準（WO）

○：#W-066-20
コミュニティ税関法第 23 条では、
「ある国に由来する物品
は、その国で完全に取得された物品」であること、すなわ
ち、
（a）その国で抽出された鉱物製品。
（b）そこで収穫された野菜製品。
（c）そこで生まれ育った生きた動物。
（d）そこで飼育された生きた動物の製品。
（e）そこで狩猟または漁獲された産物。
（f）当該国籍船舶により領海または領海外の海から採取
されたもの。
（g）（f）の当該国籍船舶上で得られた製品。
（h）土壌から採取された製品。
（i）スクラップおよび廃棄物。収集され、

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 ○：#W-066-20
（CTC ルール）

使用される材料と完成品の分類に関する関税分類番号変
更基準は、適用されない。

付加価値基準（VA ルール） ○：#W-066-20
付加価値基準は補完的なものに過ぎない。すなわち、加工
工程基準を適用できない場合に、その変換の実質的な性質
（またはそうではない）を確認する可能性が高い。
加工工程基準（SP ルール） ○：#W-066-20
(ECJ,

26/01/1977,

Case

49/76,

ECR

41,

ECJ,

31/01/1979, Case 114/78, ECR 115, ECJ, 23/02/1984, Aff.
93/83, ECR 1095)

3.39.1.2.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
フランス商工会議所
(URL:www.cci.fr)
(URL:https://www.formalites-export.com/seam-gefi/vie
ws/generalites/contactList.seam)
#W-066-20
フランス商工会議所
・原則として、EC 原産地証明書は、商工会議所によって認証、発給されなければならな
い。
・ただし、特定の輸出業者に対して一定の条件下で税関が原産地証明書を発行することが
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できる。
#H-008-20（パリ商工会議所）
フランス国内の全ての商工会議所が eCO を発給することが可能。

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#W-066-20
フランス商工会議所は、1898 年 4 月 9 日の商工会議所に関する法律（第 16 条）により、
輸出を目的とした証明書を発行する機関として、フランス商務庁に指定されている。

3.39.2.

申請・発行の方法

(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-065-20
フランス及び欧州の輸出業者によって使用されている CO 書式は、すべての EU 加盟国に
共通するものである。

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#W-143-20
システムへのログインするための情報を登録

(b)

CO 申請・発給
#W-064-20
●入力項目
・送信者
・受取人
・原産国
・輸送手段
・税関の指定
・各商品の重量
・備考/商品の仕様
#W-066-20
商工会議所は、証明書に印章と署名を添付した後、ファイルを輸出者に返却する。
#H-008-20（パリ商工会議所）
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手書き署名が必要な国に対しては、オンラインで適用された。

(3) 申請・発給の手段
#H-008-20（パリ商工会議所）
・2008 年に eCO の発行を開始。システム開発に 2 年を費やした。
・フランス国内の全ての商工会議所は、パリ商工会議所によって開発されたシステムを利
用している。当該システムにアクセスする権限を得るには、年間 4,000 ユーロの費用がかか
る。
・開発運用に係る財源は全て他の商工会議所から徴収する手数料によって賄っている。

(a)

事業者登録
#H-008-20
窓口申請の場合は書面、オンライン申請の場合は電子データで証拠を示す。

(b)

原産性審査
#W-066-20
申請者が記入した原産地証明書発給申請書の正確性は、発行商工会議所によって確認さ

れる。
申請者は、商工会議所の要請により、検証に資する情報（製造プロセス等）を提供する
ことが義務付けられている。商工会議所が取得した情報は、機密扱いされる。

(c)

CO 申請
#W-064-20
・CCI Paris Ile-de-France 窓口でオフライン申請可能。
・GEFI ウェブサイト（電子フォーム管理：www.formalites-export.com）でオンライン

申請可能。
＜参考＞オンラインサービス GEFI の主な機能
・原産地証明書の入力（WebCOR）
・原産地証明書のテンプレート
・原産地証明書（WebDOC）の申請
・原産性審査ステータスの照会
・毎月の支払い管理
・オンライン決済
・申請履歴
・銀行または保険会社の電子署名された原産地証明書の自動送信
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(d)

CO 発給
#W-065-20
・CCI Paris Ile-de-France 窓口（パリ）でオフライン受領可能。
・GEFI ウェブサイト（電子フォーム管理：www.formalites-export.com）でオンライン

受領可能。
・GEFI プラットフォームを介して発行された原産地証明書は、国際商工会議所により
認証されている。
#H-008-20
窓口・オンライン、書面・電子データ
※オンラインで申請すると書面と電子データの両方の CO を発行することが可能。レイ
アウトは書面とほぼ同様。

(4) 申請時の提出書類
#H-008-20（パリ商工会議所）
Invoices; packing lists; bills of lading; letters of credit; manufacturer attestation;
provider attestation; customs declarations といった明確な証拠を示す書類の提出が必要で
ある。

(a)

CO 申請・発給
#W-066-20
●申請書
・以下を三部セットで提出する。
- 原産地証明書の原本（フランス語、英語、スペイン語、アラビア語、中国語、ロシア語

の 6 ヶ国語）
- 原産地証明書のコピー（黄色）
- 原産地証明書の発給申請書（ピンク色）
（フランス語）
・上記書類は、商工会議所および特定の専門印刷会社より購入可能。
・記入項目は以下。※詳細は#W-066-20 の 7 ページに記載あり。
－荷送人、荷受人、
－原産国、
－輸送情報（主な輸送手段（飛行機、船舶、トラックなど）、運送業者または運送業者
の名前）
－備考（注文番号、ライセンス番号等）
－パッケージの注文番号、マーク、番号、番号およびタイプ。商品の説明。
－数量
●添付書類
（A)製品が欧州共同体で完全に生産されている場合
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・製造者の名前と製造場所の住所を記載する。
（B)製品が欧州共同体で生産されていない場合
・原産地証明書を発行する権限を有する他の機関から発行された原産地証明書
・製造者が発行した請求書、納品書等
・輸入用に準備された単一行政書類（U.S. Copy 8）･･･原則、原産地証明の写しは許可
されない。 通例、補足文書はオリジナルでなければならない。

3.39.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

■電子データ：PDF（電子署名）
#W-064-20
・オンライン申請時に電子署名は必要とされないが、ICC は最高のセキュリティレベルで
あるレベル 3 の電子署名文書を目指しており、電子署名を利用する場合には、原産地証明書
は電子形式で申請者へ送られる。
・税関当局は依然として電子文書を受け入れていない。したがって、輸出国の税関規則を
満たす目的においては、原産地証明書は書類で申請しなければならない。原産地証明書の要
求が購入者の要求を満たすためだけに行われた場合、電子文書で十分である。

3.39.2.3.
(a)

発給手数料

窓口申請
#W-064-20
12 ユーロ／通
#W-065-20
原産地証明書(1 original et 2 copies)：15,00 ユーロ
原本、コピー印刷：
・10～49 部：1,30 ユーロ
・50～99 部：1,20 ユーロ
・100～ ：1,10 ユーロ
#H-008-20（パリ商工会議所）
16 ユーロ。会員・非会員の概念は無く、支払う税金によって自動的に会員と見なされる。

(b)

電子申請
#W-064-20
8 ユーロ／通（オンライン決済）
#W-065-20
①サポート（VAT 税 20%を含む）：9,00 ユーロ／ファイル
②電子証明書：10,00 ユーロ
③CO 受領の方法（VAT 税 20%を含む）
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・簡易メールでの送信：3,00 ユーロ
・登録郵便による配送：10,00 ユーロ
・DHL による配送：22,34 ユーロ
・宅配業者による配送：15,00～72,00 ユーロ
・パリ、セルジー、ヴェルサイユ事務所での受領：無料
#H-008-20（パリ商工会議所）
10 ユーロ。会員・非会員の概念は無く、支払う税金によって自動的に会員と見なされる。

3.39.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）

(a)

窓口申請

a)

CO 発給
#H-008-20
申請受領から CO 発行まで数分程度

(b)

電子申請

a)

事業者登録
#W-065-20
GEFI のアカウント作成：数分

b)

CO 発給
#H-008-20
申請受領から CO 発行まで通常半日程度、緊急の場合には数分での発行も可能。

3.39.2.5.

年間発行件数

(1) 年間発行件数
#R-011
OCO+PCO：484,700 件
#H-008-20（パリ商工会議所）
2017 年に 180,000 件（そのうち eCO が 135,000 件、書面の CO が 45,000 件）
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以下過去の年間発給件数推移
2011：113.000 - 2012：133.000 - 2013：147.000 - 2014：177.000 - 2015：172.000; 2016：
168.000 - 2017：180.000

3.39.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 遡及発給の可否
#W-066-20
●遡及発給
原則は認められないが、正当な理由がある場合は認められる。
●再発給
紛失等による CO 再発給は、元の証明書が失われたことを申込書の裏面に記載することに
より認められる。
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3.40. フランス＜特恵 CO＞

3.40.1.

原産地証明書発行の法的位置付け

3.40.1.1.

原産地証明制度（認定輸出者制度、自己証明制度等）

(a)

根拠法
#W-066-20
・ISO 6422 Geneva Framework Form･･･税関および/または商業コミュニティまたは外

国の要件を満たすための標準文書
・ the International Convention of Geneva of November 3, 1923 (Article 11, §2)
concerning the simplification of customs formalities (JORF December 11, 1926),
・ Annex D.2 to the International Convention on the Simplification and
Harmonization of Customs Procedures (OJ L 166, 4 July 1977),
・Commission Regulation (EEC) No 2454 of 2 July 1993 laying down provisions for
the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the
Community Customs Code (OJ L 253, 11 October 1993).･･･原産地証明書に関する規定は、
第 47 条以降（主要条項）および付属書 12（原産地証明書）に記載されている。
(b)

概要
#W-066-20
●提出免除条件
6,000 ユーロ未満の輸出の場合には、請求書で原産地を宣言することにより、原産地証

明書の提出が免除されることが多い。

3.40.1.2.

原産地規則

(1) 原産地基準

(a)

根拠法
#W-066-20
- 共同体と第三国間の合意または優先協定
- 第三国出身の製品に関税嗜好を付与する一方的なコミュニティ措置

226

(b)

原産地基準
原産地基準の採用状況は以下の通りである。
表 1.1-1 原産地基準の採用状況

原産地基準の区分

原産地基準の採用状況

完全生産品基準（WO）

#W-066-20
（各 FTA 協定等に基づく。
）

関 税 分 類 番 号 変 更 基 準 #W-066-20
（CTC ルール）

（各 FTA 協定等に基づく。
）

付加価値基準（VA ルール） #W-066-20
（各 FTA 協定等に基づく。
）
加工工程基準（SP ルール） #W-066-20
（各 FTA 協定等に基づく。
）
現地調達基準（VC）

#W-066-20
（各 FTA 協定等に基づく。
）
#W-066-20

その他の基準

各 FTA 協定等に基づく。

3.40.1.3.

原産地証明書の発給機関

(1) 発給機関
#W-066-20
フランス商工会議所
・原則として、EC 原産地証明書は、商工会議所によって認証、発給されなければならな
い。
・ただし、特定の輸出業者に対して一定の条件下で税関が原産地証明書を発行することが
できる。

(2) 発給機関と所管省庁との関係
#W-066-20
フランス商工会議所は、1898 年 4 月 9 日の商工会議所に関する法律（第 16 条）により、
輸出を目的とした証明書を発行する機関として、フランス商務庁に指定されている。

3.40.2.

申請・発行の方法
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(1) 発給している原産地証明書の種類
#W-065-20
フランス及び欧州の輸出業者によって使用されている CO 書式は、すべての EU 加盟国に
共通するものである。

(2) 手続きフロー

(a)

事業者登録
#W-143-20
システムへのログインするための情報を登録する。

(b)

CO 申請・発給
#W-064-20
●入力項目
・送信者
・受取人
・原産国
・輸送手段
・税関の指定
・各商品の重量
・備考/商品の仕様
#W-066-20
商工会議所は、証明書に印章と署名を添付した後、ファイルを輸出者に返却する。

(3) 申請・発給の手段

(a)

事業者登録
#W-065-20
GEFI のアカウント作成
#W-117-20
システムの使用を開始するには、まずプロファイルを登録してログインする。

(b)

原産性審査
#W-066-20
申請者が記入した原産地証明書発給申請書の正確性は、発行商工会議所によって確認さ
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れる。
申請者は、商工会議所の要請により、検証に資する情報（製造プロセス等）を提供する
ことが義務付けられている。商工会議所が取得した情報は、機密扱いされる。

(c)

CO 申請
#W-064-20
・CCI Paris Ile-de-France 窓口でオフライン申請可能。
・GEFI ウェブサイト（電子フォーム管理：www.formalites-export.com）でオンライン

申請可能。
＜参考＞オンラインサービス GEFI の主な機能
・原産地証明書の入力（WebCOR）
・原産地証明書のテンプレート
・原産地証明書（WebDOC）の申請
・原産性審査ステータスの照会
・毎月の支払い管理
・オンライン決済
・申請履歴
・銀行または保険会社の電子署名された原産地証明書の自動送信
#W-065-20
GEFI の操作手順
①ログイン
②モジュールの選択（原産地証明書の場合は WebCOR）
③発給された CO の発送方法の選択
④CO 申請の登録

(d)

CO 発給
#W-065-20
・CCI Paris Ile-de-France 窓口（パリ）でオフライン受領可能。
・GEFI ウェブサイト（電子フォーム管理：www.formalites-export.com）でオンライン

受領可能。
・GEFI プラットフォームを介して発行された原産地証明書は、国際商工会議所により
認証されている。

(4) 申請時の提出書類
#W-146-20
アルジェリア関税地域からの輸出は、健康診断書 (食品) - 植物検疫証明書・原産地証明
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書の商品の品質管理の証明書といった固有のドキュメントが必要。

(a)

原産性審査
#W-146-20
アルジェリア関税地域に対する物品の輸出時、固有のドキュメントの生産をする必要が

ある
- 健康診断書 (食品) - 植物検疫証明書・原産地証明書の商品の品質管理の証明書
(b)

CO 申請・発給
#W-066-20
●申請書
・以下を三部セットで提出する。
- 原産地証明書の原本（フランス語、英語、スペイン語、アラビア語、中国語、ロシア語

の 6 ヶ国語）
- 原産地証明書のコピー（黄色）
- 原産地証明書の発給申請書（ピンク色）
（フランス語）
・上記書類は、商工会議所および特定の専門印刷会社より購入可能。
・記入項目は以下。※詳細は#W-066-20 の 7 ページに記載あり。
－荷送人、荷受人、
－原産国、
－輸送情報（主な輸送手段（飛行機、船舶、トラックなど）、運送業者または運送業者
の名前）
－備考（注文番号、ライセンス番号等）
－パッケージの注文番号、マーク、番号、番号およびタイプ。商品の説明。
－数量
●添付書類
（A)製品が欧州共同体で完全に生産されている場合
・製造者の名前と製造場所の住所を記載する。
（B)製品が欧州共同体で生産されていない場合
・原産地証明書を発行する権限を有する他の機関から発行された原産地証明書
・製造者が発行した請求書、納品書等
・輸入用に準備された単一行政書類（U.S. Copy 8）･･･原則、原産地証明の写しは許可
されない。 通例、補足文書はオリジナルでなければならない。

3.40.2.2.

提出書類の原本性要求（書面、電子データ）

■電子データ：PDF（電子署名）
#W-064-20
・オンライン申請時に電子署名は必要とされないが、ICC は最高のセキュリティレベルで
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あるレベル 3 の電子署名文書を目指しており、電子署名を利用する場合には、原産地証明書
は電子形式で申請者へ送られる。
・税関当局は依然として電子文書を受け入れていない。したがって、輸出国の税関規則を
満たす目的においては、原産地証明書は書類で申請しなければならない。原産地証明書の要
求が購入者の要求を満たすためだけに行われた場合、電子文書で十分である。

3.40.2.3.
(a)

発給手数料

窓口申請
#W-064-20
12 ユーロ／通
#W-065-20
原産地証明書(1 original et 2 copies)：15,00 ユーロ
原本、コピー印刷：
・10～49 部：1,30 ユーロ
・50～99 部：1,20 ユーロ
・100～ ：1,10 ユーロ

(b)

電子申請
#W-064-20
8 ユーロ／通（オンライン決済）
#W-065-20
①サポート（VAT 税 20%を含む）：9,00 ユーロ／ファイル
②電子証明書：10,00 ユーロ
③CO 受領の方法（VAT 税 20%を含む）
・簡易メールでの送信：3,00 ユーロ
・登録郵便による配送：10,00 ユーロ
・DHL による配送：22,34 ユーロ
・宅配業者による配送：15,00～72,00 ユーロ
・パリ、セルジー、ヴェルサイユ事務所での受領：無料

3.40.2.4.

発行まで所要期間

(1) 申請から発給までの所要期間（窓口申請／電子申請）
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(a)

電子申請

a)

事業者登録
#W-065-20
GEFI のアカウント作成：数分

b)

CO 発給
#W-064-20
オンラインサービス GEFI：48 時間以内
#W-065-20
オンラインサービス GEFI：24 時間以内

3.40.2.5.

年間発行件数

#W-064-20
毎年 400,000 の原産地証明書が CCI の対象となっている。
CCI Paris Ile-de-France は毎年約 12 万人を認証している。

(1) 年間発行件数
#W-064-20
毎年 400,000 の原産地証明書が CCI の対象となっている。
CCI Paris Ile-de-France は毎年約 12 万人を認証している。

3.40.2.6.

原産地証明書の有効期間、遡及、保管等

(1) 原産地証明書の有効期限
#W-066-20
FAT 等により異なる。
EUR1 の場合：4 ヶ月
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4. 主要 5 カ国における原産地証明書発給業務の先進的
な取組事例（インタビュー調査）
eCO の先進的な取組事例について、アメリカ合衆国（以下、米国）、イギリス（以下、英
国）
、フランス（以下、仏国）
、シンガポール、韓国の 5 カ国を対象に、当該国において CO 発
給業務を担う主要な機関（税関、商工会議所）および eCO サービスベンダ企業へのインタビ
ュー調査を実施した。以下にインタビュー調査結果を取り纏める。

4.1. アメリカ合衆国
4.1.1. 米国世界貿易商業会議所（American World Trade Chamber of
Commerce: AWTCC）
4.1.1.1.

発給機関

米国では、非特恵 CO は商工会議所が発給しているが、NAFTA の協定に基づいて発給さ
れる特恵 CO では完全自己証明制度が適用されており、商工会議所による発給は不要である。
米国内には 7000 以上の商工会議所がある。全国の商工会議所を取り纏める組織はなく、
各々が独立して活動を行っている。
米国内の商工会議所は、規模に幅があることから CO 発給業務の取組状況にも差異がある。
ICC のガイドラインに沿って CO 発給業務を行っている商工会議所がある一方で、ガイドラ
インの存在が周知されていない商工会議所もあり、eCO を扱っていない商工会議所も数千ヵ
所存在する。なお、米国世界貿易商工会議所（以下、
「AWTCC」という。）は、米国において、
ICC の認定を受けている唯一の商工会議所である。
米国では、申請者の所在地と申請先の商工会議所の地理的な対応付けの制限は設けていな
い。特に AWTCC は全国的な組織であり、全国各地の輸出者から申請されるため、審査に際
して、事業者を熟知している各地の商工会議所と協力して確認を行うこともある。
また、CO 発給業務に対する政府による関与はなく、発給実績等の統計データを政府に報
告することも特に求められていない。

4.1.1.2.

原産地証明制度

(1) 原産地規則
米国では、非特恵 CO に係る原産地規則は特に定められておらず、AWTCC では ICC のガ
イドラインに準拠して CO 発給業務を行っている。具体の原産地規則として、
「関税分類番号
変更基準」
（以下、CTC ルール）および「付加価値基準」
（以下 VA ルール）を採用している。
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4.1.1.3.

申請者登録、原産性審査

政府への事業者登録が行われていることが申請者登録の条件である。
申請者である輸出者等の登録および製品の原産性審査に際して、工場視察等の実地確認は、
米国では実施されていない。

4.1.1.4.

CO 申請・発給手続き

米国での eCO 申請・発給業務は、民間サービスを利用して行われている。米国内で提供さ
れている eCO サービスは、調査時点では「TradeCert」のみ3であった。

(1) eCO サービスの機能概要
eCO サービスの主な機能として以下が挙げられる。
＜eCO サービスの主な機能＞


申請書を書類タイプ毎に管理する機能



申請のステータス（初回申請／再申請の区分等）を表示する機能



申請書および添付書類をオンラインで申請、発給する機能



申請書と添付書類や申請者情報等の関連情報を別ウィンドウで同時に表示
する機能



申請却下時に申請者へメール通知し、却下理由を伝達する機能、



申請者または商工会議所が CO を印刷出力する機能



CO 発給履歴情報（発給済み CO 識別番号および CO 申請内容）を検索する
機能（申請者、発給者、CO の任意の受領者）



統計を自動作成する機能（発給件数の月次集計、年次集計、上位顧客集計、
書類タイプ集計）



顧客情報を管理する機能（利用状況のステータス（サービス利用中のユーザ、
利用登録済みだが申請実績のないユーザ、直近 60 日間に利用実績のないユ
ーザの 3 つの区分管理）
、顧客プロフィールの登録管理）



申請者毎かつ申請毎の利用料を管理する機能



ユーザの入力情報に応じて、自動でヘルプ情報を表示する機能



その他の補助機能（サーバとユーザ端末間においてセキュアに通信する機
能、複数のユーザアクセス権限を管理する機能、データを複製して保管する
機能等）
出所：TradeCert 社からの受領資料より三菱総合研究所が抜粋、翻訳

また、コンプライアンス対策として、以下の機能を具備している。


全てのシステム操作に関するユーザ名、日時を記録する機能



履歴情報をユーザ名または管理番号で検索する機能（過去 7 年間の履歴を
保管）

3

2 つの eCO サービスが存在したが、企業買収により統合された。
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出所：TradeCert 社からの受領資料より三菱総合研究所が抜粋、翻訳

申請データの作成において、過去の申請内容をコピーして、重量等のみを変更して新規の
申請を行う機能もあり、申請者にとり利便性の高い機能であるとともに、申請データのミス
の低減にも寄与している。
全ての申請履歴がシステムに保存されており、随時確認できるようになっている。
申請があった時点で、システムから発給担当者に対して自動的に通知（メール）が送信さ
れるため、迅速な発給が可能である。また、発給が完了したことも、輸出業者に対して通知
される。これらの通知機能の使用要否はユーザ側で設定することが可能である。

(2) TradeCert の概要
TradeCert は 12 ヶ国で eCO サービスを展開している。TradeCert では、各国向けのカス
タマイズ（主には入力必須項目等の設定）を行う一方で、システムユーザからの要望を各国
に横展開して実装する取組も行っており、多様なユースケースに対応した機能を実装したサ
ービスとなっている。米国では利用されていないが、英国を始め多くの国で実施されている
政府機関へのレポート機能も実装されている。
また、TradeCert の eCO サービスへのログイン画面は、各商工会議所の Web サイトから
リンクされる設定としている商工会議所が多い。
なお、米国内ではかつて eCO サービスベンダが 2 社あったが、買収により１社となり、現
在、各商工会議所にて利用サービスの移行が進められている。eCO サービスベンダが 2 社か
ら 1 社に集約されたことについて、AWTCC としては、サービスが統一されることにより、
商工会議所での研修等は実施し易くなるメリットがある一方で、サービスベンダ間での競争
原理が働かなくなる点がデメリットであるとの認識している。

4.1.1.5.

eCO の真正性担保方法

(1) 発給済み eCO の真正性担保方法
(a)

CO 発給履歴照会システム

TradeCert では、eCO の真正性担保方法として、以下の方法を用いている。これらの方法
は、英国で採用されているものと同様である。
＜eCO の真正性担保方法＞


発行された eCO 書面上に発給済み CO の照会サイトアドレスが記載される。



発給済み CO の照会サイトアドレスは、書面上に文字および QR コードの 2
通りで印字される。



発給済み CO の照会サイトにアクセスすることにより、当該 CO の申請書
に記載された内容のほぼ全て（以下、
「CO 内容データ」という）を確認す
ることができる。
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輸入国の税関等は、QR コードの読み取り、または、発給済み CO 照会サイトアドレスの
入力のいずれかにより、CO 照会サイト上で発給済み CO の申請書の原データを確認するこ
とができ、輸入国の税関等へ紙媒体で提出された CO との一致を確認することで、改ざんの
有無を検証することができる。実際に、本機能を用いて、税関が CO の改ざんを発見した実
績があり、eCO は従来の紙を原本とする CO よりも安全であると認識されている。
AWTCC は、ICC の認証を受けており、AWTCC により発給された個々の CO を特定する
ための識別番号は、ICC により運用される CO 検証 Web サイトでも確認することができる。
また、AWTCC により発給された CO には、ICC の認証マークが印字され、これにより、輸
入国における税関等による CO への信頼性が高まると認識されている。
なお、CO 識別番号は ICC のデータベースで一元的に管理されているが、CO 内容データ
は各サービスベンダのデータベースで管理されている。
AWTCC では、CO 識別番号の付番ルールを以下のように定めている。
＜AWTCC における CO 識別番号の付番ルール＞
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

連続する番号
発給年（数字 2 桁）
国コード（英字 2 文字）
米国内の各商工会議所において、CO 識別番号の付番ルールは特に統一されていない。特
に規模の小さい商工会議所では、付番ルールを定めていないケースもある。

(b)

ICC の CO 検証 Web サイトとの連携

上記に加え、発給済み CO の識別番号は、ICC の CO 検証 Web サイトでも検索可能であ
る。ICC の CO 検証 Web サイトで照会可能な情報項目は、CO 識別番号のみである。
TradeCert の eCO サービスは、ICC の CO 検証 Web サイトと自動連携されており、eCO
サービスから ICC の CO 検証 Web サイトへ日次で報告される。

(2) CO 申請時の申請書類および添付書類の真正性担保方法
eCO 申請時の添付書類の提出は、多くの国と同様に PDF が一般的であり、紙の原本は不
要である。
システムへのログイン成功にて申請者が本人であると見なしており、電子署名は採用して
いない。
米国と同じ TradeCert 社の eCO サービスを利用している英国では、かつて第三者認証を
必要とする電子署名を必須条件としていたが、当該条件を取りやめた経緯がある。第三者認
証を必要とする電子署名の利用は、セキュリティの面では望ましいが、利便性が悪いことか
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ら、輸出業者が eCO サービスを利用しなくなる要因となる。
これらのシステムのセキュリティレベルは各商工会議所のカスタマイズに任されている。
セキュリティと利便性のバランスを見極めることが重要である。

(a)

CO 申請に必要な書類

インボイスは提出必須、パッキングリストや他国の CO は必要に応じて提出を求めている。
eCO のシステム画面上で、申請書と添付のインボイスを表示し、企業名、重量、HS コー
ド、価格、署名等の項目の一致を確認し、発給を行う。署名は、申請者の登録時に取得した署
名のイメージデータとの照合確認を行っている。
最も手間を要しているのは、申請データとインボイスとの照合確認作業である。インボイ
スのレイアウトが国際的に統一されれば照合の自動化も可能になる。
TradeCert では、主要な事業者について、インボイス等の情報から CO 申請データを自動
作成するサービスを提供している。米国においてこのサービスの対象事業者となっている例
として Apple 社が挙げられる。1 社毎にカスタマイズが必要になるため、特に発給件数の多
い数社のみの特例対応としている。

(b)

CO 発給に伴う審査業務

米国では、申請者の所在地と地域の商工会議所の対応付けは行われておらず、申請者はそ
の所在地に関わらず、任意の商工会議所へ CO 発給申請を行うことができるため、AWTCC
へは、全米各地の申請者から CO 発給申請が行われる。このため、新規申請者登録時の審査
に際して、申請者が会員登録している地域の商工会議所に対して、AWTCC が問い合わせ確
認等を行うケースはあるが、製造工場の実地調査等は行っていない（参考：中国では審査に
係る担当者 3,000 名程を配置しており、製造工場等の実地調査を行っている。実地調査にか
かる費用を含め、申請者には手数料が課されず、政府が全ての運用資金を拠出している。）
。
AWTCC では、申請内容の真正性を担保するために、申請者に宣誓書を提出させる手段を講
じている。

4.1.1.6.

輸入国による eCO の受入状況

(1) 原産地規則に係る eCO の受入状況
米国と輸入国の原産地規則が異なる場合を含め、米国で発給される CO は、基本的にすべ
て米国の原産地規則に従う。
米国で発給された eCO の受入国は 180 ヶ国あり、現在のところ、eCO を受入れていない
国はカタールのみである。
ICC ガイドラインによれば、原産地規則は輸入国側のルールに従うべきとされているが、
全ての輸入国のルールに従って CO を発給することは極めて困難である。このため、米国で
は、輸出国と輸入国のいずれの原産地規則に従うかの判断を含めて輸出業者に責任を負わせ
る運用としている。この考えに基づき、商工会議所の責任範囲は以下とされている。
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＜商工会議所の責任範囲＞


申請内容と根拠書類（インボイス等）の整合を確認した上で、予め登録された署
名との照合確認を行うこと。



CO 発給に係る根拠書類の記録を残すこと

申請書に虚偽の記載があった場合には輸出業者の責務となるよう、宣誓書の提出を求めら
れる。
実際の運用では、米国の原産地規則に従って CO が発給されているが、現在のところ輸入
国から差し戻されたケースは無い。
ICC のガイドラインに記載のある、輸入国の税関に対して製品の原産性を証明する旨につ
いても、AWTCC では、輸出業者が輸入業者と直接コンタクトを取り、認識のすり合わせを
行うよう指導している。

(2) eCO の受渡し手段
米国では、電子データが eCO の原本であるとの前提で運用しているため、eCO データを
紙媒体に印字出力したものに対しては、原本として管理は特に行っていない。
専用紙（予め CO 発給管理番号を印字した、ヘッダや透かし等のある用紙）を用いる場合、
印刷に失敗した書類を商工会議所に返却する必要があり、手間であることから、申請者の利
便性に配慮し、米国において CO 発給に用いる用紙は、汎用紙（ヘッダや透かし等のない白
紙）としている（参考：カナダ、ノルウェー、オーストラリア、アルゼンチン等も同様。）
。ス
タンプについても、イメージデータ（第三者認証を必要としない電子署名）を電子的に印字
しており、ウェットスタンプは使用していない。
内容は eCO サービス上で確認可能なため、印刷出力を一度しか行えない等の制限はなく、
申請者にて何度でも印刷出力可能である。eCO サービスでは、1 回の印刷出力で写しが 2 枚
目に自動的に出力される。複数枚印刷出力した場合であっても、QR コードを用いて eCO サ
ービスの照会サイトにて eCO の内容の真正性を証明できるため、その全てが原本として扱わ
れる。

4.1.1.7.

eCO の利用状況

(1) 申請～発給の所要時間
TraceCert では、申請～発給の手続きにおいて、全ての手続きをマニュアルで行った場合
平均は約 11 分を要するが、全ての手続きを電子的に行った場合は平均約 2 分で完了する。
申請と発給は電子的に行い、管理と請求をマニュアルでの行った場合は、平均約 7 分を要す
る。
出所：TradeCert 社からの受領資料より抜粋

AWTCC における CO 手続きの運用上は、同日発給を保証しており、通常は 15 分、長く
とも 40 分程度で発給している。申請者が求める迅速性に対して、15 分～40 分はこれを十
分に満たしていると考えている。
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(2) 年間発行件数
CO 発給件数について、米国全体の件数は統計的にまとめられていない。米国における唯
一の eCO 申請・発給サービスである「TradeCert」経由では、年間 12 万件程が発給されてい
る。また、商工会議所の 1 つである AWTCC においては年間 3 万件程が発給されている。
なお、AWTCC では、7 年前に CO 発給業務を開始した当初より窓口申請は受け付けてい
ないため、CO 申請の電子化率は当初より 100%である。新規登録事業者に対して電子化によ
るメリットと重要性を十分に説明することで、全ての事業者が 1 か月以内には電子申請を実
施するようになり、電子化への移行について特に問題は発生していない。

(3) 発給機関の担当者数
AWTCC における CO 発給業務の担当者は 3～4 名程度である。CO 発給業務の 9 割を 1 名
の主担当が処理しており、他の 2～3 名はそのサポート業務を行っている。
TradeCert では、申請者による支払確認のためのクレジットカード会社とのシステム連携
等の機能も有しており、効率的な発給業務が可能となっている。

(4) eCO サービスのコスト
eCO システムの開発および運用において、米国では政府からの援助は一切受けていない。
コストに限らず、非特恵の CO 申請・発給に関して、政府からの関与は無い。
eCO サービスベンダへの支払は、輸出業者からのシステム手数料で賄えている。CO 申請
者が商工会議所へ支払う 25 ドルの手数料の中から、eCO サービスベンダ、保険会社、クレ
ジットカード会社等にそれぞれの経費を支払っている。TradeCert の利用料は、5 ドル／件
である。TradeCert のシステムを日本に導入する場合、日本は CO 発給件数が多いことから、
5 ドル／件より安価で提供できる可能性がある。
また、米国においては、輸出業者が CO の印刷を行うため、商工会議所にコストがかから
ない。
AWTCC では、申請内容の不備等により差し戻された場合においても、申請者は一回の手
数料で何度でも再申請できる運用としている。この運用により、以下の 2 つの効果があると
考えられる。


マニュアル申請から電子申請への移行を促進すること。



初回の申請時に厳密な審査を行うことにより、2 回目の申請以降の申請の正確性
が高まり、長期的な視点で商工会議所の負担が軽減されること。

新規の申請者の場合には、申請データのみならず、添付書類であるインボイスの変更を指
導する場合もある。
窓口申請から電子申請への移行に取り組んだ他の商工会議所の例では、全ての事業者が電
子化へ移行するまでに約 6 か月を要している。申請者における電子化への移行の動機として、
以下が挙げられる。
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申請書の作成作業の省力化（電子申請によるミス低減等）



申請コストの削減（窓口申請：50 ドル、電子申請：25 ドル）

eCO の申請・発給手数料の価格は、
「eCO サービスの利用料」＋「商工会議所による審査
コスト」を積算したものをベースに、電子化への移行を促す目的で戦略的に電子申請のコス
トを安価に設定したものである。

4.1.1.8.

運用に係る制度等

(1) 罰則等
CO 発給に関する罰則等は、AWTCC では規定していない。商工会議所が根拠書類を保管
していれば、問題発生時にも輸出業者が全ての責任を負うことになる。根拠書類を紛失する
ことも有り得るため、リスク回避のために保険に加入している。

(2) 添付書類（根拠書類）の保管義務
申請時の添付書類（インボイス等の根拠書類）は、PDF 化して TradeCert のデータベース
で保管することが可能である。輸出業者からの宣誓書も併せてデータベースに保存している。
輸入国毎に添付書類の更新期間が異なるため、各輸出業者に対し失効前にリマインドする機
能も具備している。
書類の保管期間は ICC のガイドラインには 2 年と記載されていたと思うが、TradeCert で
はサービスを開始した 2005 年から全ての CO を保存している。

(3) 非特恵 CO の有効期間
非特恵 CO の有効期間は、米国の制度上では特に規定されていないが、ICC のガイドライ
ンでは、7 日間以前か 3 週間以降とされている。

(4) 遡及発行
非特恵 CO の遡及発行については、ICC のガイドラインでは 3 週間以内と定められている
が、AWTCC では、当該期間を超過した場合には、理由を明記したレターを提出することと、
重複発給を受けていない旨の宣誓書を提出することにより、遡及発給を認めている。

4.1.1.9.

他の貿易手続きとの連携

米国において、他の貿易手続きとの連携は無い。
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4.2. イギリス（英国）
4.2.1. 英国商業会議所（British Chambers of Commerce：BCC）
4.2.1.1.

発給機関

英国には 53 の商業会議所があるが、その全ての商業会議所が ICC 認証を受けており、ICC
の教育プログラムを受講した上で、CO 発給業務を行っている。各 CO は、商業会議所の最低
2 名によりチェックが行われるような運用となっている。
また、英国では各商業会議所が英国内で認定を受けた eCO サービスから選択して利用する
ことができ、現在、英国国内において許可された eCO サービスは 3 つ存在する。英国商業会
議所では、このうち、i2i infinity 社の eCO サービスを利用している。i2i infinity 社の eCO
サービスは、英国を始め、カナダ、南アフリカ等でも同様のサービスを提供している。

4.2.1.2.

原産地証明制度

英国商業会議所では、非特恵 CO と特恵 CO の双方の発給業務を実施している。特恵 CO
の場合は FTA 協定に基づいて発給を行い、非特恵 CO の場合には京都議定書に従って発給し
ている。非特恵 CO および特恵 CO に関して、英国で独自に規則を規定はしていない。
1923 年のジュネーブ条約により原産地証明書制度に係る国際的な取り決めがなされたが、
管理・運用方法については各国に任されている。英国における非特恵 CO については BCC に
一任され、International Trade Ministry と協力しながら管理している。一方、特恵 CO につ
いては、HMRC（HM Revenue & Customs）が管理を行っている。

4.2.1.3.

CO 申請・発給手続き

(1) CO 発給申請
(a)

CO 申請時の提出書類

申請時に提出が必要な根拠書類として、インボイス、パッキングリスト、B/L 等がある。
この他にも輸出に係る書類がいくつかあり、例えば、原産国が記載されたラベルを撮影した
画像、外国からの輸入品を用いた商品であれば当該商品の使用証明等を添付する必要がある。
商業会議所では、受け取った書類が適正か、オンラインで調査を行う。CO 申請時の添付書
類（インボイス等の根拠書類）は、紙媒体が原本であるケースが大部分であるが、これらを
イメージスキャンした PDF でも受け付けている。
審査を行う各地方の商業会議所は、多くの場合、地域の事業者を直接認知していることか
ら、PDF でも提出書類の真正性は担保されると認識している。新規の事業者による申請の場
合には、より厳密に精査される。

(b)

CO 発給の却下理由

CO 申請が却下される理由は様々であるが、必須項目の記載漏れの場合、申請書類とそれ
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に付随する書類（インボイス等のサポートドキュメント）の内容が合致しない場合等がある。
差し戻す際に、商業会議所が却下理由を記入する。

(2) 原産性審査
英国産であることが明らかなケース（ウィスキーやスコッチ等）については、製品の原産
性審査を省略可能であるが、これらの特殊ケースを除き、輸出の都度、審査を行っている。
地方の商業会議所では、各事業者が CO 申請内容との相違なく生産を続けていることにつ
いて、継続的なチェックも行っている。CO 発給業務に携わる商業会議所の全ての職員は BCC
の研修を受けており、適正な審査が行われている。
なお、オランダでは、ハイネケン等の大手企業が申請する際には自動発給を適用しており、
英国でも自動発給を検討したこともあるが、最終的には採用しないこととなった。自動発給
では、申請書類は自動的に作成されるため記載ミスは無く、また、定期的な工場視察等によ
り、製品の原産性に対する確認は厳格に行われている。オランダにおける自動発給でも問題
無いと明確に認められた数社のみに許可されている。従い、自動発給の場合を想定した罰則
は特に設けていない。

4.2.1.4.

輸入国での CO の受入状況

(1) 輸入国での eCO の受入状況
BCC が発給した eCO が輸入国で却下された実績は皆無である。
昨年、約 50 万件の非特恵 CO の申請（電子申請・窓口申請を含む）があったが、そのうち
輸入国で却下されたのは 0 件である。
輸入国により要求する CO 様式が異なるため、eCO システム上で国毎に CO 様式を使い分
ける機能を具備している。

(2) 原産地規則
原産地規則は国際的に統一化されるべきであるが、現時点では国により原産地規則が異な
るため、原産地規則の変更にも対応可能な設計としている。
英国では改訂版の京都議定書に準拠しており、輸入国に合わせることはしていないが、eCO
サービスベンダでは、現在、輸入国の原産地規則を自動判定するツールの開発を検討してい
る。

4.2.1.5.

eCO の真正性を高める手段

(1) CO 識別番号
英国で発給される CO には、CO 識別番号として、英国国内の発給機関毎でのシリアルナ
ンバーが付与され、紙媒体へも印字される。また、当該 CO 識別番号は、ICC の CO 照会サ
イトにも登録される。
BCC と ICC のどちらのサイトでも CO 発給履歴情報を参照することが可能であるが、ICC
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の照会サイトで参照できる情報は CO 識別番号と CO 記載内容の一部のみであり、
既存の CO
識別番号を用いて CO の記載内容が改ざんされた場合に、これを検出すること出来ない。一
方、BCC の利用する eCO サービスでは、CO 記載内容のほぼ全ての情報を閲覧可能であるこ
とから、CO の改ざんを防止する効果が高い。
なお、英国内に 3 つの eCO サービスが存在するが、CO 識別番号は商業会議所毎でシリア
ル番号を付番しており、英国全体での一元管理を可能としている。当該番号を参照すること
により、いずれの商業会議所から発行されたかを確認できる。

(2) QR コード
英国商業会議所では、CO を印刷出力する際に、QR コードも印字している。QR コードに
は発給済み CO の照会サイトアドレスが記載されており、輸入国は、受け取った紙媒体の CO
の QR コードをスキャンし、発給済み CO の照会サイトの情報と紙媒体の CO の記載内容が
一致することを確認することが可能である。

(3) 電子署名
第三者認証を必要とする電子署名については、電子化導入当初は検討したが、利用してい
ない。システムへのユーザ登録の際に、第三者認証では無く、商業会議所とのマニュアル手
続きにて本人確認を行っている。eCO サービスにてユーザ名とパスワードにて認証するとと
もに、署名の真正性について、申請者登録時に登録した署名と CO 申請の署名について、目
視によりイメージデータの一致確認を行っている。

(4) ブロックチェーン
英国商業会議所の利用する eCO サービスでは、2018 年 6 月の 2 週間でブロックチェーン
技術の実証実験を実施している。これにより、CO 発給に至るサプライチェーンにおける全て
の内容が確かな情報であることを証明することができる。
利用するブロックチェーンのプラットフォームについて、現在は Ethereum4を採用してい
るが、今年中に IBM が提唱する「Hyperledger5」というプラットフォームに移行する予定で
ある。IBM は貿易手続き全般でブロックチェーンに係る取組みを進めており、IBM のプラッ
トフォームを利用することで、他の国際貿易手続きとも融合させやすくなると考えられる。
。
Ethereum を最初に採用した理由は、パイロットスキームとして成果が出やすいと考えられ
たためである。

4
5

ブロックチェーンプラットフォームの 1 つ。スイスの非営利団体である Ethereum Foundation によって開発さ
れた、スマート契約を実行する分散プラットフォームである。出所：https://www.ethereum.org/
ブロックチェーンプラットフォームの 1 つ。業界横断型ブロックチェーン・テクノロジーを推進するコラボレ
ーティブなオープン・ソース・プロジェクト。Linux Foundation によるこのグローバルなコラボレーションに
は、金融、銀行、IoT、サプライチェーン、製造、技術の各分野から 130 を超えるメンバーが参加しており、現
在、8 つのプロジェクトが進行中である。出所：https://www.ibm.com/blockchain/jp-ja/hyperledger.html
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(5) CO の印刷出力
(a)

CO の印刷出力制御

英国商業会議所では、eCO サービスに保管された CO 発給データを原本と考えており、印
刷出力の回数制限は特に行っていない。全てのサーバログを記録しているため、必要に応じ
て、プリンタの出力履歴を確認することは可能である。
印刷出力は英国国外でも可能であり、輸出業者が輸入国に対して PDF を送付し、現地で印
刷されるケースもある。

(b)

CO の印刷出力用紙

CO の印刷は、BCC に承認されている 7、8 カ所の印刷所が行っている。CO の用紙は指定
されており、透かし入りの指定用紙が用いられる。
CO 識別番号は、予め指定用紙に印字されており、当該シリアルナンバーが CO 発給デー
タに紐付けられるため、印刷ミスや破損等あった場合にはこれを破棄し、再申請を行った上
で、別のシリアルナンバーが印字された新規の紙に印刷し直す必要がある。
ただし、エクスプレスサービスの利用が認められた企業には、当該企業内で印刷が許可さ
れている。エクスプレスサービスを利用する場合、企業がシリアルナンバーを eCO システム
へ登録し、商業会議所がオンライン発給・電子スタンプを発行し、その書類がサービスベン
ダにメールで送付され、印刷出力が行われる。このようなケースでは、シリアルナンバーを
事前に確認することが可能である。一方、商業会議所で印刷を行う場合は、印刷出力後シリ
アルナンバーをデータ入力することになる。
輸入者が ICC の CO 検証 Web サイトを用いて問い合わせを行う場合、シリアルナンバー
で真正性が十分に担保されるか否かについて、ICC でも協議中であるが、国際的に規格が統
一されていないため、現在確認できる項目はどの商業会議所から発行されたかのみであり、
CO の内容までは参照できない。偽装された CO は、発給済み CO のシリアルナンバーを用
いて内容部分が改ざんされているため、現行の ICC のシステムでは真正性を確認できない。
英国商業会議所が利用する eCO サービスでは、QR コードを用いて CO の内容データも照会
確認することが可能である。

4.2.1.6.

eCO の利用状況

(1) 所要時間
CO 申請から発給までの所要時間は、基本的には 24 時間以内を謳っているが、実際にはよ
り短時間で実施可能である。エクスプレスサービスを利用した場合には 10 分～2 時間程度で
発給することが可能である。

(2) CO 発給件数
英国全体では、非特恵 CO が年間 50 万件(このうち約 70%が電子化)、特恵 CO が年間 10
万件発給されている。電子化率は毎年平均約 3％のペースで増加しており、非特恵 CO に限
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れば年間 5％の増加率となっている。

(3) 申請者数、発給者数
英国全土では、申請者として約 30,000 社の輸出事業者が登録されている。
英国内の商業会議所で発給に関する業務を認められた職員（研修受講者）は約 350 名であ
る。フルタイムの専属職員が 100～150 名だが、他にも業務の一部で発給に関わっている兼
任職員もいる。

(4) CO 電子化による発給体制（人員数等）の変化
英国では、原産性審査等の重要な作業は従来どおり人手で行っているため、発給体制は電
子化の前後で変わっていない。CO 申請から発給までに係る所要時間は短縮されたため、輸出
業者は効率化のメリットを享受している。
CO 申請において時間を要するのは、申請書類の誤記入の確認、差し戻し、再申請である。
電子化により過去の申請データを再利用でき、誤記入及び記入漏れを防げるため、当該工程
における作業負荷は、商業会議所、申請者ともに大幅に軽減される。

(5) 利用料
BCC が利用する eCO サービスでは、1 申請につき 195 円（1.33 ポンド）が課金される。
商業会議所が eCO サービスを利用するにあたり、基本料金などは徴収されず、1 申請毎に
従量制で費用を支払うしくみである。輸出業者は、1 件の CO 発給に対し、商業会議所の手数
料と上記の 1 申請あたりの eCO サービス利用料を合計して、24 ポンドを商業会議所に支払
っている。
システムは月単位で契約し、導入後も継続的にサービスを受けられる仕組みとしている。
なお、現在は当該 eCO サービスを利用する商業会議所の全てが英語圏であるため、英語版
のみの提供となっているが、各国語への対応も可能とのことである。
CO 発給に係る手数料は、各地方商業会議所が独自に、申請数等の地域特性に応じた価格
設定を行っている。商業会議所の会員の場合は平均 24 ポンド程度である。非会員の場合は会
員の 2 倍程度である。

(6) システム開発費
英国の場合はベンダのサービスを利用しているため、システム開発費は eCO サービスベン
ダが負担しており、商業会議所は eCO サービス手数料に開発費を含める形で負担している。

4.2.1.7.

eCO サービスの採用基準

出所：British Chambers of Commerce (BCC) National Trade Services, “The requirements, criteria and
assessment process for any third party suppliers of software tools associated with the on-line processing of
UK Export Documents, in particular Certificates of Origin and Customs EUR1 and ATR documents (the
Documents), who wish to become recognised and authorised suppliers to the BCC Issuing Body network.”,
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5th May 2016

英国では、英国商業会議所が eCO サービスに対する要件を定義しており、これを満たす
eCO サービスから、各商業会議所が自由に選択して利用できる運用が行われている。
以下では、英国商業会議所が eCO サービスに対して定義している要件の概要を記載する。
＜英国における CO 等の輸出文書に係るオンラインサービスに求められる主な要件＞


信頼性と稼働時間


1 日 24 時間、週 7 日、1 年 365 日稼働するオンラインサービスを提供する
こと。



99％の可用性（稼働率）を達成するためのソフトウェア管理とサポートを行
うこと。



処理能力


商業会議所ネットワーク全体でどうレベルの品質のサービスを提供できる
インフラストラクチャを提供すること。



1 日 24 時間、週 7 日、1 年 365 日の監視とサポートを含む堅牢なインフラ
ストラクチャを持ち、サービスの中断を確実に防止できること。



サプライヤは、他のサプライヤが何らかの理由でサービスを提供すること
ができない場合に、全国的な処理負荷を代替できるように準備しなければ
ならない。各サプライヤは、当該事象の発生後 14 営業日以内に、商用利用
可能なすべての発行機関が利用可能となるよう対処する必要がある。



各サプライヤは、地理的に異なる場所にあるサーバを含む完全な災害復旧
計画を持っていなければならない。





商業会議所のサポート


商業会議所の営業時間における電話によるヘルプデスクの設置



平日の午前 9 時から午後 9 時までにおける「4 時間以内」のオンライン応答

輸出者への支援




平日の午前 9 時から午後 9 時までにおける「1 時間以内」のオンライン応答

データとスタンプのセキュリティ


システムに保持されるデータは輸出者の財産であり、サプライヤは、英国の
データ基準に準拠してこのデータを保護するための妥当な措置が講じられ
ていることを示す証拠を提出すること。これには、IT サービス管理と情報
セキュリティに関する関連する ISO 標準を持つ独立した ISP（Internet
service provider）から提供されるサービスが含まれること。



RSA 公開鍵暗号（2048 ビット）による SSL サーバ証明書を適用したサー
バの実装。



サプライヤは、認可された発行機関の職員にのみ電子署名にアクセス可能
であることの証拠を提出すること。プロバイダは、原産地証明書等の書類が
顧客に公開されていないことを証明すること。
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スタンプと署名が、原産地証明書の発給の範囲内でのみ、適切に使用される
ことを保証すること。



申請者が提出したすべての申請を暗号化し、申請者または発行機関のいず
れによっても修正不可とすること。



セキュリティレベルを高めるため、原産地証明書の識別番号をシステムで
自動的に発番すること。



輸出者がサイトへアクセスする際に、ユーザ名、パスワード、企業 ID の 3
つを要求すること。




監査のため、各商業会議所のサイトへのアクセス証跡を記録すること。

初期および継続中のパフォーマンス評価


BCC の職員および必要に応じて正式に任命された書類審査官がサプライヤ
の評価を実施する。



企業の資格と構造


英国輸出業者への供給の継続性の重要性を考慮し、サプライヤは BCC に対
して財務および管理能力を保証する根拠書類（法的地位、定款、取締役およ
び所有者のリスト、株主のリスト、過去 3 年間の財務報告、知識とレベルが
サービスレベルを維持するために適切であることを保証するためのスタッ
フの詳細、継続的なサービス提供のための災害復旧計画、等）を年次で提出
すること。



契約期間


BCC の許可を受けた日から最大 2 年間。BCC からの 3 か月前の通知によ
りいつでも終了可能とする。



ライセンス料


初回の評価登録料：250000 ポンド+ VAT（優遇税）、1 年分のライセンス料：
2,000 ポンド+ VAT

4.2.1.8.

CO 発給に係るその他の制度

(1) 発給 CO の有効期間
商業会議所では 6 か月としているが、正式ではない。法律上の規制としては 2 年間の保管
が義務付けられている。

(2) 遡及発給、再発行
CO の遡及発行は認められているが、遡及発行に至った理由と根拠書類が必要となる。再
発行についても同様である。
遡及可能な期間は 6 か月間としているが、特別な事情があれば寄り長期間の遡及発給も許
可され得る。実際には遡及発行されるケースはあまり無い。
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4.2.1.9.

その他の CO 申請・発給業務の簡素化に向けた取組

(1) インボイスの電子化
eCO サービスベンダでは、申請書類及びインボイスの読み込みや照合をシステムで自動化
する機能の検討を進めている。インボイスの内容は、自動文字認識処理の利用を予定してい
る。署名者、価格等の情報の一致を確認できれば、自動的に発給するしくみを想定している。
インボイスはレイアウトが国際標準化されていないため、主要な事業者が利用しているイ
ンボイスのレイアウトを予めマッピングして文字認識している。国際標準化されたインボイ
ス（UNeDocs）は存在し、当該フォーマットをダウンロード可能としているが、利用者は殆
どいない。

(2) 他手続きとの連携
英国では他手続きとのシステム上の連携は無い。

4.2.1.10. 日本へのアドバイス
日本でも CO 発給の電子化を計画しているのであれば、適用可能な最新技術の導入を検討
するとよいだろう。
パリ商工会議所ではシステム開発に 15 万ユーロ を費やしたが実運用に至らず、既存サー
ビスと契約する経緯があり、日本で導入する際にはそういった前例を踏まえて検討すべきで
あろう。

4.2.2. ロンドン商工会議所（London Chamber of Commerce and Industry：
LCCI）
4.2.2.1.

CO 申請・発給手続き

(1) ユーザ権限
電子化システムでは、以下の 3 つのユーザ権限を使い分けている。

表 4.2-1 ユーザ権限の種類
アクセス権限の種類
Global Administrator

アクセス権限の概要
各商工会議所が共通に利用する情報（輸入国別の CO 受入
条件等）の登録、管理を行う。

Administrator（管理者）

CO の審査業務は携わる者が、CO の書類の種類及び手数
料の決定や、申請書類の審査等を行う。

Viewer（閲覧者）

CO の審査業務は携わらない者が、
経理業務等のために CO
申請・発給に関する情報の閲覧のみ行う。
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Global Administrator

は、各商工会議所が共通で利用する機能を設定する権限である。

例えば、カタール国は電子署名及びスタンプを受け付けない等、各輸入国における CO の受
入条件等を登録、管理することが役割である。
Administrator は、各商工会議所において、書類の種類及び手数料の決定や、申請書類の
審査等を行う権限である。
Viewer のアクセス権限は、主に経理事務に係る担当者に与えられ、手数料支払状況の閲覧
や、手数料未払い等の理由に基づく申請ユーザに対するアクセス権限の停止等を行う。また、
監査の際に必要になるため、総務の管理者は全ての商工会議所のデータを閲覧することを可
能としている。
ロンドン商工会議所では、18 名の Administrator と、4 名の Viewer で構成されている。

(2) 申請者登録
英国では、現在 3 つの eCO サービスが存在する。
各サービスで申請者プロファイルの登録を商工会議所とベンダのいずれで行うかが異なる。
商工会議所で申請者プロファイルを登録する場合、登録作業にかなりの手間が掛かることか
ら、ロンドン商工会議所ではベンダ側で申請者プロファイルを登録する eCO サービスを利用
している。電子化検討において十分に考慮すべき事項の 1 つであるとしている。電子化導入
初期（2003 年～2005 年）は i2i infinity のサービスを利用していたが、2005 年に現在の
TradeCert に移行した。移行理由の 1 つが、TradeCert では申請者プロファイルの登録をベ
ンダが代行するサービスが含まれるためであった。
新規事業者の登録件数は、
一日に 5～10 社程度であり、
現在、ロンドン商工会議所では 2500
社の事業者が eCO システムに登録されている。 1 事業者に 2 名以上の申請者がいる場合も
あるため、申請者側で複数名ログイン可能とするかを選択できる機能も必要である。
新規の事業者登録に際して、申請者（輸出事業者）は、地域の商工会議所へ電子署名（第
三者認証を含まないイメージデータ）及び輸出製品に関する各種書類を提出する。当該書類
に基づいて申請者プロファイルが登録される。

(3) CO 発給申請
申請者がシステムにログインし、書類の種類を選択すると、書類様式と同様のレイアウト
で入力画面が表示される。このように 2 段階で表示することが、申請者および商工会議所の
Administrator の双方で使いやすい機能である。
輸入国毎で eCO の受入条件が異なるため、受入条件に応じて警告が表示されるような仕組
みが望ましい。例えば、カタールに向けて CO を発給する場合、手書きの署名とウェットス
タンプを押印した紙媒体の原本が必要であることを申請者に知らせることができれば、申請
の差し戻し等を防ぐことができる。
申請者がシステム上で必要事項を全て記載した後、入力内容を保存する機能があれば、次
回申請時にも過去の申請情報を使用することができ、申請時の入力不可の軽減と誤申請の防
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止に有効である。なお、現行では申請者が全項目を手入力しているが、CSV のダウンロード・
アップロード機能を実装予定である。さらに、CRM システムとリンクできると、各申請者が
社内システム等でデータ化している情報を CO 申請情報として転記でき、一層省力化が図ら
れるため望ましい。
CO 発給申請時に、発給 CO を郵送するか商工会議所窓口での受け取りにするか選択する
機能もあると良い。また、郵送の場合、郵送用の宛名及び住所を入力できるようにしておき、
宛名を印刷出力する機能もあると、より効率的である。ロンドン商工会議所では、宛名を印
刷した送付状を窓付きの封筒に入れて、宛名封筒の作成を省力化している。
申請手数料が自動的に算出・表示され、Administrator 側で変更可能な仕組みもあると良
い。ロンドン商工会議所では、申請時の内容をチェックし、必要に応じて料金を変更可能と
している。これらは、大使館からの指示で価格が変更となる場合もあるためである。
ヘルプページを用意し、申請者が商工会議所へ問い合わせることなく自ら解決できるよう
にしておくことで、商工会議所側のヘルプデスクの負荷を軽減することができる。

(4) CO 審査
商工会議所では、CO 申請データと添付書類（コマーシャルインボイス等）の整合を確認す
る。eCO サービスでは、これらを別画面にポップアップ表示する機能を有しており、2 画面
を同時に表示することで、効率的に審査等を進められるようになっている。ロンドン商工会
議所では、これらの 2 画面を 2 つのディスプレイで表示できるよう、作業員１名あたり 2 台
のディスプレイの導入を進めている。
申請内容に誤記等があった場合に、商工会議所側で申請内容を書き換える権限の有無につ
いては、eCO サービスにより異なる。ロンドン商工会議所では、商工会議所側で申請内容を
書き換える権限を与えていないため、申請内容に誤記等があった場合には、差し戻して、申
請者側で修正の上、再申請を行う運用としている。eCO サービスによっては、変更可能なも
のもあるが、その場合にも申請者の承認を得ることが必要である。
申請ログ（申請フローにおける申請毎の進捗状況）を閲覧できる機能があるとよい。申請
が差し戻されていることに申請者が気付かないケースも以前は頻繁にあったが、現在では申
請者側で申請の進捗を確認でき、差し戻し理由も表示されるようになっている。差し戻しに
手数料を必要とする場合には、それも機能に盛り込む必要がある。
差し戻された申請は、商工会議所の Administrator で管理しやすいよう、色分け表示され
る。再申請データは赤字で表示され、商工会議所で処理の優先度を分かりやすくしている。

(5) 発給 CO の印刷出力
英国商工会議所では、電子申請においても、紙媒体の CO を原本としているため、申請者
が CO を印刷出力する場合には、原則、CO データを 1 回しか印刷できないよう制御してい
る。印刷出力の処理が完了すると、当該 CO の印刷出力機能が自動的にロックされ、2 回以上
の印刷出力を行えない仕組みとしている。出力後に「印刷が成功したか」を確認するポップ
アップが表示され、申請者が「OK」をクリックすることにより、印刷機能がロックされる。
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ただし、印刷時に紙詰まり等により印刷出力が失敗する可能性も考慮し、事業者からの連絡
があれば、商工会議所でこれを解除できるような仕組みにしている。そのために、申請者側
での印刷出力の実行完了を Administrator が確認できる機能を具備することも必要である。
また、申請者で CO を印刷出力する場合には、どの機種のプリンタを使っても正しく印字
されるようにすることが重要である。導入開始時に申請者に印刷設定を確認してもらい、正
しく印刷される設定を保存させる必要がある。

4.2.2.2.

eCO の利用状況

(1) 電子化率
ロンドン商工会議所で最初の eCO が発給されたのは 2003 年である。以後、毎年徐々に
eCO の発給数は増加を続け、2017 年に発給され 1,335,356 件の CO において、電子化率は
48.43％であった。過去 5 年間で電子化率は 4.73％増加している。
CO 発給申請手続きは電子化されているが、最終的に発給される CO は紙媒体であり電子
化をしていない。電子化を導入した初期には、電子申請により発給される CO を 100%電子
化していたが、輸入国によっては拒否されるケースも多かったため、電子申請により発給さ
れる CO も紙媒体に印字する運用へと移行した。申請と発給をともに完全に電子化すること
が望ましいが、すべての輸入国で eCO の受け入れを実現することは、現時点では難しい。

(2) 所要時間
処理に係る所要時間については、窓口申請の場合は平均 3.5 分、DIY（全自動化）の場合は
平均 3.74 分、商工会議所による印刷の場合は平均 8.5 分である。 輸入国の大使館を通す必
要がある場合はさらに所要時間が長くなる。
窓口申請の場合の所要時間が短いが、これは、申請書類に不備がなく一度の申請で許可さ
れたケースを対象にした場合である。実際には、記入漏れや添付書類と申請書類の不一致等
の申請書類に不備により差し戻される割合が 40％程度にのぼり、これらのケースを考慮すれ
ば、電子申請が最も所要時間が短い。特に新規申請者には誤記入が多い。

(3) 手数料
ロンドン商工会議所では、窓口申請と電子申請で手数料を均一にしている。商工会議所で
印刷出力を行う場合は、別料金としている。手数料の一部を eCO サービス利用料としてベン
ダへ月次で支払っている。
電子申請の普及を促進する観点からは、電子申請をより安価に設定することが望ましいが、
実際には、電子申請ではベンダへの支払分が上乗せされるため、安価に設定することは難し
い。

4.2.2.3.

発給 CO の真正性の確認方法

真正性の確認方法として、発給 CO の紙面に印字される QR コードを採用している。輸入
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国の税関で当該 QR コードをスキャンすると、eCO サービスのサイトに接続し、CO 発給番
号および申請内容を表示するしくみである。利便性が高く、CO 記載内容の偽造確認にも有効
である。

4.2.2.4.

その他の eCO システム要件

書類の保管について、紙を残すか電子データのみとするかは、システム要件の検討の際に
重要になる。
運用変更に柔軟に対応できるよう、モジュール単位で機能追加可能な設計するとよい。
一般的には、クレジットカードの支払確認に 4、5 日程度を要するため、クレジットカード
利用データとのシステム連携も行うことが望ましい。クレジットカードレポートと CO 申請
毎の支払履歴を紐付けられると、 未払いが続く事業者に対してアクセス権限を停止する等、
迅速な対応が可能となる。
電子化の導入に合わせて、ユーザアカウント毎の操作のログを記録しておくことにより、
監査の際にも有用である。不適切な CO 発給があった場合等に、従来は当該商工会議所が処
分の対象となっていたが、職員毎の操作ログを記録しておくことにより、不適切な CO 発給
等を行った職員を特定することができ、処分の対象を当該職員に限定することが可能となる。
事業者登録業務等も eCO サービスベンダへ委託しているため、電子システム運用費として
年間 12 万ポンドがかかっているが、高いとは感じていない。

4.2.2.5.

EU における電子化動向

EU 内では税関の電子化を 2025 年までに完了することを目標として取り組んでいる。将来
的には世界的に電子データの連携が進むと期待され、日本でもスムーズに電子化が進められ
ることにより、その便益を享受できるようなるであろう。

4.2.2.6.

電子化にあたり考慮すべき点

考慮すべき点は、以下の 3 点である。


申請者プロファイルを誰が登録するか、



電子スタンプと署名をどこで保存するか、



監査の対象はどのレベルか（商工会議所単位か職員単位か）

4.3. フランス（仏国）
4.3.1. パリ商工会議所（Paris Île-de-France Regional Chamber of
Commerce and Industry）
パリ商工会議所は、2018 年 5 月に日本商工会議所が同様の調査を実施済みであることか
ら、本業務では現地インタビュー調査を実施していない。以下は、日本商工会議所による調
252

査結果からの引用である。

4.3.1.1.

関連法制度

(1) 原産地規則
原産地規則は、「欧州商工会議所ガイドライン」および「ICC/WCF 国際原産地証明書ガ
イドライン」を採用している。いずれにおいても、「実質的変更基準6（2 以上の国が生産に
関与している場合の原産地付与基準として、「最後の実質的変更が行われた国」が原産地と
判断される。
）」が採用されている。

(2) 発給機関
フランスでは、非特恵原産地証明書の発給機関として商工会議所のみが認められている。
フランス国内に約 100 ある、すべての商工会議所が CO の発給業務を実施している。輸出者
は、当該輸出者の事務所の所在地により定められた商工会議所に申請しなければならない。

4.3.1.2.

CO 申請・発給手続き

(1) 申請書類
CO 発給申請時に原産性を証明するために、請求書、パッキングリスト、船荷証券、信用
状、製造業者証明書、提供者証明書、税関申告書の提出を求めている。
窓口申請の場合は、これらの書類を紙媒体で提出し、電子申請の場合は、これらの書類を
オンラインで提示し、必要に応じて、紙媒体の提出を求めている。

4.3.1.3.

eCO の真正性担保手段と輸入国での受入状況

(1) eCO の真正性を高める手段
フランス国内の商工会議所は ICC の認定を受けており、パリ商工会議所の eCO システム
により発給された CO の発給実績のすべてを ICC 検証ウェブサイトを通じてオンラインで
確認することができる。

(2) 輸入国での eCO の受入状況
eCO は、輸入国では、公式には受け入れられていないが、銀行や輸入業者には受け入れら
れている。
申請が窓口か電子かに係らず、発給 CO が紙媒体の場合には、手書きで署名される。発給
CO が電子媒体（PDF）の場合は、手書きの署名はされないが、一部の輸入国（オランダ）で
は、署名のイメージデータが付与された eCO を印刷したものが、税関にも受け入れられてい
る。
6

実質的変更基準：2 以上の国が生産に関与している場合の原産地付与基準として、「最後の実質的変更が行われ
た国」が原産地と判断される。
「実質的変更基準」には、
「関税分類変更基準」
、
「付加価値基準」、
「加工工程基準」
が含まれる。
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4.3.1.4.

eCO の利用状況

(1) 所要時間
表 4.3-1

CO 申請～発給の所要時間

申請手段

手数料（会員または非会員）

窓口申請・発給

数分

電子申請・発給

通常半日。緊急の場合は数分。
出所：日本商工会議所によるアンケート調査結果より三菱総合研究所作成

eCO システムは決済システムと連動していないため、支払完了については、担当者がバッ
クオフィスシステムを確認する必要がある。

(2) 手数料
表 4.3-2
申請手段

CO 発給手数料
手数料（会員または非会員）

窓口申請

16 ユーロ／CO

電子申請

10 ユーロ／CO
出所：日本商工会議所によるアンケート調査結果より三菱総合研究所作成

(3) eCO の電子化状況
フランスでは、パリ商工会議所が 2 年以上の時間を費やして、商工会議所内の IT 部門が
eCO システムを開発している。当該システムを利用して、2008 年に eCO の発給業務を開始
している。
フランス国内のすべての商工会議所は、パリ商工会議所が開発して eCO システムを利用し
ている。当該 eCO システムの利用料として、各商工会議所は、年間約 4.000 ユーロの費用を
負担している。当該 eCO システムの開発、運用にあたり、政府からの資金支援等は受けてい
ない。
輸出業者は、窓口申請とオンライン申請のいずれかを選択することが可能であり、オンラ
イン申請の場合においても、紙媒体の CO と電子媒体の CO（PDF）のいずれかを選択する
ことが可能である。
電子的に発給された CO は、紙媒体の CO とほぼ同様の様式（レイアウト）となっている。

表 4.3-3

CO 発給実績（過去７年間）
CO 発給数

年度
2011 年

113.000

2012 年

133.000
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2013 年

147.000

2014 年

177.000

2015 年

172.000

2016 年

168.000

2017 年

180.000（うち、電子：135.000、窓口：45.000）
出所：日本商工会議所によるアンケート調査結果より三菱総合研究所作成

4.3.1.5.

その他の運用規則

CO 発給後に訂正を行うことは認められず、新規に CO 発給申請を行う必要がある。

4.3.2. 国際商業会議所（International Chamber of Commerce）
フランスの現地調査では、パリに本部を置く国際商業会議所（商業会議所の国際機関）の
調査を実施した。

4.3.2.1.

原産地証明書の申請・発給業務に関する国際共通規則とその動向

原産地規則に関しては、国際的に共通な規則が定められておらず、
「税関手続の簡素化及び
調和に関する国際規約（京都規約）
」に付属する「原産地規則に関する附属書」があるものの、
従来より各国の慣習等に基づいて規定されている。また、原産地証明書の発給についても国
際的に共通な規則が定められていなかったことから、この統一化を図るため、2006 年 に
WCO（World Customs Organization）より、原産地証明書発給に関する国際的な規則を示し
たガイドライン「Guidelines on Certification of Origin」が発行された。さらに、このガイド
ラインに基づき、ICC より「International Certificate of Origin Guidelines」が発行されて
おり、本検討には日本商工会議所も貢献した。WCO は、現在、当該ガイドラインの見直しに
取り組んでおり、改定版では、原産地証明書の申請および発給業務の電子化を推進する方針
が明記される見込みである。

4.3.2.2.

ICC による原産地証明書の申請・発給業務に係る電子化の取組

世界の商業会議所の数は 17,000 を上回る。国別では、フランスが約 120 カ所、英国が約
60 カ所、中国が約 300 カ所、アメリカが約 6000 カ所等である。
原産地証明書の申請・発給業務に係る電子化の取組については、各国の商業会議所に任さ
れており、ICC による申請・発給業務に係るシステム等の供用は行われていない。一方、発
給された原産地証明書の真正性を確認する目的においては、各国の商業会議所により発給さ
れた原産地証明書の発給履歴データを一元的に検索することのできるプラットフォームが
ICC より提供されている。輸入国の税関、銀行、輸入業者等が受領した原産地証明書の識別
番号を照会サイトへ問い合わせるしくみは、各国あるいは各 eCO サービスからも独自に提供
されているが、輸入国側では、輸出国毎に異なる照会サイトへ問い合わせる必要があるため、
問い合わせ業務が煩雑になる。このため、国際的に一元化されたサイトがあることが望まし
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い。また、国際間で受渡しされる原産地証明書の信頼性が証明されることから、特に電子的
に発給された原産地証明書の受容性が低いとされる中東地域の国々にも評価されている。毎
年開催される WCO 国際会議において、税関とのパートナーシップも構築できつつあり、カ
タールやアブダビ等の中東地域の国を中心に協議が進められている。
ICC が提供する CO 発給番号照会サイトに CO 識別番号を登録している商業会議所は、上
述の「International Certificate of Origin Guidelines」に準拠して発給業務を行っているこ
とを ICC・WCF（World Chambers Federation）により認証された商業会議所である。認証
された商業会議所の所在国は、現在 23 カ国7（中国、韓国を含む）に及び、これら 5598（2018
年 7 月時点）の商業会議所により、年間 700 万件を超える CO が発給されている9。このう
ち、中国は 370 万件以上の非特恵 CO および特恵 CO を発給する最大の ICC 認定発給機関
（中国貿易促進委員会（CCPIT））となっている10。
ICC に認定されたこれらの商業会議所には認証ラベルが付与され、原産地証明書にも認
証ラベルを印字することができる。

表 4.3-4

International CO Accreditation Chain に認定された商業会議所および国（2018 年
7 月時点の 23 カ国）
認定された商業会議所の所在国

認定された商業会議所の数

Australia

1

Belgium

16

Brazil

1

Bulgaria

29

China

286

Denmark

3

Finland

19

France

17

Iran

1

Italy

19

Marta

1

Netherlands

1

Norway

1

Poland

1

Portugal

1

Slovakia

9

2018 年 6 月のインタビュー調査時点では 22 カ国であったが、7 月に 23 カ国となったため、インタビュー結果
を更新。
8 2018 年 7 月に ICC ASIA より提供された最新情報により、2018 年 6 月のインタビュー結果に追記。
9 2018 年 7 月に ICC ASIA より提供された最新情報により、2018 年 6 月のインタビュー結果に追記。
10 2018 年 7 月に ICC ASIA より提供された最新情報により、2018 年 6 月のインタビュー結果に追記。
7
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認定された商業会議所の所在国

認定された商業会議所の数

Slovenia

1

Singapore

1

South Korea

72

Sweden

11

United Arab Emirates

7

United Kingdom

60

United States of America

1

合計

559
出所：ICC インタビュー結果

なお、CO 識別番号の付番ルールについては、商業会議所の認定番号と当該商業会議所内
で一意となる原産地証明書の識別番号を組み合わせて、国際的に一意に特定される番号とな
っている。ICC の認定を受けた商業会議所は、自らが発給した CO の識別番号を日次で ICC
の CO 検証ウェブサイト（CO verification website）へ報告している。その際、各国の利益保
護のため、CO に係る詳細情報は報告しない運用となっている。また、各商業会議所では、独
自の CO 発給履歴照会サイトを提供しているケースもあるが、これらのケースにおいても、
ICC の認定を受けた商業会議所は、発給したすべての CO について、ICC の CO 検証ウェブ
サイトへ報告を行っている。ICC の CO 検証ウェブサイトは、英語圏以外の言語（韓国語等）
にも対応が可能である。

4.3.2.3.

各国における申請・発給システムの開発動向

グローバルに展開している既存の eCO サービスが多数あり、多くの国または商業会議所が
これらのサービスを活用している。これらの eCO サービスでは、各国または各商業会議所の
改善要望を反映した機能が集積して実装されており、充実した機能を安価に利用できる。既
存の eCO サービスには多数ある。
表 4.3-5

eCO サービスの例
eCO サービスベンダ

国名
Australia

eCERTIFY

United Kingdom

ESSDOCS

United Kingdom

TRADECERT

United Kingdom

i2i Infinity

United Kingdom

CDN Consular Services Ltd

Belgium

DSOFT

Switzerland

WEBEXPERT

Singapore

VCARGO

Brazil

CERTISIGN
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出所：ICC インタビュー結果

eCO サービスの自国内での調達に取り組まれた事例として、フランスと中国がある。フラ
ンスでは、当初、パリ商工会議所が独自にシステムの開発を試み、約 200 万ユーロを投資し
たが、結果的にスイスの開発ベンダにシステム開発を委託することになった経緯がある。ま
た、中国では自国内の企業によるシステム開発が検討されていたが、現時点では、オランダ、
英国、フランス等の既存の eCO サービスを利用することが検討されている。
これらの前例を踏まえ、各国の商業会議所は、多額の費用を費やす前に、既存の eCO サー
ビスの利用を検討する傾向にある。
自国の情報を守るために、自国内で独自のシステムを開発しようとする商業会議所もある
が、グローバルな eCO サービスを利用する場合でも、データの提供対象および開示対象の制
限は可能である。コストの観点では、独自のシステム開発に比べ、既存の eCO サービスを利
用する場合は比較的安価に抑えられることから、ICC では、既存の eCO サービスを活用する
ことを推奨している。
なお、CO 発給手数料については、各国の方針や規定により異なるが、商業会議所が会員制
の組織であることから、非会員は会員に比べて 2 倍程度の手数料が設定されているケースが
多い。

4.3.2.4.

その他の取組

ICC では、各国の輸出入業者リストを統合し、重複する情報を一元化したいと考えている。
また、CO 申請の際に根拠書類として提出されるインボイス等の書類についても、国際標
準化されることが望ましいことから、現在、ICC では、国際標準化に向けた取組みも進めて
いる。インボイスが国際標準化されれば、CO 発給業務はよりスムーズになると考えている。
具体的には、UNeDoc（国際貿易文書用電子フォーム、2000 年～）に則って標準化すること
を検討している。ICC Banking Commission からも意見を聞いて参考にしようとしている。

4.4. シンガポール
4.4.1. シンガポール税関
4.4.1.1.

発給機関

シンガポール税関では、FTA の活用推進、FTA に基づく特恵 CO の発給業務を担ってい
る。
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表 4.4-1 発給機関（シンガポール）
発給機関
税関

非特恵 CO

特恵 CO

○

○（ニュージーランド、パナマ、
コスタリカ、トルコ、米国以外と
の二国間 FTA、EFTA、TPSEP 以
外の地域 FTA）

商工会議所（シンガポール中華商

○

×

×

○

工会議所、シンガポールインド商
工会議所、シンガポール国際商業
会議所、シンガポールマレー商工
会議所、シンガポール製造業連合）
認定輸出者

（ニュージーランド、パナマ、コ
スタリカ、トルコ、米国との二国
間 FTA、EFTA、TPSEP）
出所：シンガポール税関へのインタビュー結果および https://ie.enterprisesg.gov.sg/Trade-FromSingapore/International-Agreements/free-trade-agreements/Singapore-FTA より三菱総合研究所作成

4.4.1.2.

原産地規則

(1) 非特恵 CO の場合
シンガポール税関ではシンガポールを原産国とする CO のみを発給しているが、5 つの
商工会議所等ではシンガポール以外の国を原産国とする CO も発給している。
非特恵 CO の原産地規則については、25%の付加価値基準（VA ルール）、HS コード上 6
桁の関税分類番号変更基準（CTC ルール）等を適用している。これらは法律ではなく、5
つの発給機関への業務指示としてハンドブックで規程している。

(2) 特恵 CO の場合
各 FTA の定めに従う。
（概要は「表 3.14-1

原産地基準の採用状況および発給機関（シ

ンガポール、特恵）
」を参照。）

4.4.1.3.

CO 申請・発給手続き

(1) 原産性審査
(a)

輸出時

FTA 等の政府間の取り決めに基づき、シンガポール税関では、CO の信頼性を高めるため、
CO 発給前に、工場視察を含めた原産性審査を実施している。実地検査対象となる製造業者数
は 1000 社程度であり、これらの登録事業者確認および工場視察を含めた原産性審査を行う
ために、税関職員 7 名が従事している。年間の CO 発給件数は 20 万件程度であり、これらは
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すべて Tradenet を通じて処理される。
(b)

輸入時

一方で、シンガポールが輸入国の場合に、事後検証（輸入国の税関当局が、原産地証明書
またはインボイスを輸出国の当局に返送することにより、輸出国の税関に原産地証明の正確
性を確認すること）を要求することは非常に稀である。

4.4.1.4.

eCO の真正性を高める方法

(a)

特恵 CO の場合

a)

ASW で接続している国の場合
シンガポールと ASEAN の一部の間では、ASW の取組の下で各国の行政システムが

相互接続されており、国間で交換される CO データの信頼性が担保されている。
ASW に接続している国との間では、データファイル交換方式が採用されており、PDF
は使用しておらず、電子署名も不要としている。
b)

ASW で接続している国以外の場合
ASW に接続していない国については、Tradenet では、発給済み CO の印刷出力は CO

識別番号毎で一回のみに制限しており、CO 識別番号と電子署名（第三者認証なし）によ
り真正性の検証が可能な仕組みとしている。CO を紙媒体に出力する場合には、通常通り
印刷出力し、手書きで署名をしている。電子署名を利用する際には、申請書上の電子署
名と事前に取得している発給者の署名を目視で照合確認している。CO 発給申請者（輸出
者等）の電子署名は取得していない。

4.4.1.5.

輸入国における eCO の受容性

ASEAN Single Window（以下、
「ASW」という。
）での連携において、電子的に発行され
た eCO は電子データとして輸入国に受信され、正式の CO として受領されている。

4.4.1.6.

eCO の利用状況

(1) 所要時間
原産性審査については、通常、事業者からの原価計算書が提出された後、5～7 営業日以内
に工場視察が実施される。原産性審査を完了した後に、CO 申請が可能となる。

(2) CO 発給手数料
事業者登録および工場視察を含む原産性審査は、シンガポール税関が無料で実施している。
CO 申請・発給については、シンガポール税関が発給する場合、非特恵 CO と特恵 CO と
もに、事業者登録及び原産性審査を含め 8 ドル 60 セントである。商工会議所による発給手数
料は、各商工会議所で異なる価格が設定されている。
製造業者及びフォワーダが入力する価格、出発日、荷主等の項目は、輸出申告と CO 申請
260

で共通しているため、ナショナルシングルウィンドウからワンストップで 2 つの手続きを完
了できるようになっている。

4.4.1.7.

その他の運用規程

(1) CO の有効期限
1 年間。

(2) CO 情報の保管義務
特恵 CO については、FTA 規定では原価計算書の保存義務期間が 3 年間前後とされてい
るが、国内規定では 5 年間の保管が義務付けられている。非特恵 CO は 2 年間である。

(3) 遡及発給
特恵 CO については、船積日から 1 年間を期限として遡及発給を認めている。
非特恵 CO では、遡及発給は認めていない。

(4) 特急サービス等
運用ルールとして特に設けていないが、状況に応じて緊急対応する場合もある。

(5) 罰則
過去及び申請中の書類に誤記があった場合、シンガポール税関に申告することで訂正が
可能である。誤記が故意でない場合は処罰が軽減されるが、故意に行われたことが認めら
れた場合には相応の罰則が科せられる。

4.4.1.8.

FTA の利用促進

FTA の利用促進のため、FTA 締結について政府から告知を行うとともに、通商産業省が各
FTA のメリットに関する説明を行っている。
また、FTA の適用条件が複雑で輸出者にわかりにくいため、Web サイトで分かり易く解説
しており、情報提供の際には当該 Web サイトにて詳細を確認するよう指導している。
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出所：https://ie.enterprisesg.gov.sg/Trade-From-Singapore/International-Agreements/free-tradeagreements/CECA

図 4.4-1

FTA の解説用 Web サイト（シンガポール－インド FTA の例）

4.4.2. シンガポール国際商業会議所（Singapore International Chamber
of Commerce：SICC）
4.4.2.1.

関連法制度

(1) 原産地規則
輸出入法第 20～27 節にて規定されている。
非特恵 CO については、以下の原産地規則が適用される。


付加価値基準（シンガポールにて製造され、シンガポール原産の原材料が
20%を超える場合）



関税分類番号変更基準（HS コード上 6 桁の変更が生じた場合）



化学反応基準

SICC では、原産地規則については、国際商業会議所のガイドラインに則っている。ICC で
も、製造地もしくは最後に加工工程が実施された国を原産国とする原産地規則を推奨してお
り、この場合は 25％の付加価値ルールが適用される。

(2) 発給機関
(a)

ICC 認定

ICC の認定を受けた商業会議所は、CO に ICC 認定マークを印字することが認められてい
る。ICC 認定マーク付きの CO は、国際的に様々な機関からの信頼性が高い。現在、世界で
500 以上の商業会議所が ICC 認定を受けており、700 万件の ICC 認定マーク付き CO が発給
されている。SICC は ICC の創立からこの取組に関わっている。
SICC は日本に対しても ICC 認定への参画を促しているが未だ実現に至っていない。韓国、
中国の商業会議所等も ICC 認定を既に受けている。中国では年間 400 万件の ICC 認定マー
ク付き CO が発給されている。なお、中国は非特恵 CO だけでなく、特恵 CO を発給する権
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限も商業会議所に与えられている。

(b)

シンガポールの発給機関

特恵 CO は、シンガポール税関でのみ発給されている。
非特恵 CO は、CO 発給を許可された 5 つの機関のいずれかから CO 発給を受ける必要が
ある。
なお、全国各地に点在する地方商業会議所は、製造業者の近くに位置しており、製造工場
等の実態を把握し易いことから、ICC では、特恵 CO の発給業務も商業会議所が行うことを
推奨している。特恵 CO と非特恵 CO の両方を商業会議所で発給している国の例として、カ
ンボジア王国、セーシェル共和国等がある。

(c)

SICC の概要

シンガポールには CO 発給に関して 5 つの承認された機関が存在するが、SICC は中でも
最も早く承認された機関である。1837 年に設立され、約 180 年の実績がある。SICC の強み
は、商業会議所の国際機関である ICC の支部であり、ICC WCF 国際原産地証明書 (ICO) 評
議

会

（

https://iccwbo.org/resources-for-business/certificates-of-origin/international-

certificate-origin-council/ 参照。）のメンバーになっていることである。

4.4.2.2.

CO 申請・発給手続き

(1) 企業登録
すべての申請企業は、事前に署名を登録し、CO 発給申請時には、申請者名、企業登録番
号、署名等を申請フォームに記入する必要がある。

(2) 提出書類
製品の詳細情報を確認可能な文書として、CO は貿易円滑化のために非常に重要な書類で
ある。なお、申請の際にはパッキングリスト、B/L 等の原産国が証明できる書類の添付が必
要である。

4.4.2.3.

CO の利用状況

(1) CO 発給の概況
ヨーロッパ・中国・米国間での貿易戦争が過熱する中、アンチダンピングに対抗する措置
として、今後はより一層 CO が重要な役割を担うことになるとの認識である。
シンガポールでは、約 90％以上の CO が再輸出、10％程度がシンガポールを原産国とする
製品の輸出である。再輸出の場合は、シンガポールへ輸出した国で生産されたことを示す根
拠が求められ、当該国で発給された CO が必要となる。
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(2) 発給件数
シンガポール国際商業会議所（以下、
「SICC」とする）の CO 発給件数は年間 5 万件に上
る。手続きは税関が定める規則に従って精査する必要があり、税関に対して月次での報告が
求められている。

(3) 体制
SIIC において CO の発給に関わる体制は 7 名程度である。

4.4.2.4.

eCO の利用状況

(1) 電子化率
SICC では 1999 年に窓口申請による CO 発給を開始しており、2013 年 4 月に電子申請を
開始した。電子化率は 2007 年から徐々に高まり、現在は 55%となっている。

(2) 申請手数料
SICC では、現在、vCargo Cloud 社の提供する eCO サービスを利用している。商業会議
所が非営利団体あることから、CO1 件当たり 2 ドルの支払を条件に、システム開発費用は
vCargo Cloud 社が全額を負担している。旧システムでは CO1 件当たり 10 ドルであり、新
システムは申請ユーザにおいてもコストメリットがある。

(3) eCO サービスの活用メリット
eCO サービスの活用メリットとして以下が挙げられる。
(a)

各種統計情報の把握
eCO サービスの利用は、CO 発給業務の他、統計管理業務にも有用である。国別の件数

推移、スタッフの生産性、QR コード（QR コードはスマートフォンでスキャンすることに
より、CO 内容の確認が可能である。
）の読み取り実績等の様々の統計情報を取得すること
が可能である。QR コードについては、国別、主体別に読み取り実績を把握できるため、発
給した CO の信頼性や輸入国側での受容度をチェックする手段としても有用である。
各製品の流通を追跡することができる等、ビジネス上での有用な情報も取得可能である。
(b)

書類保管スペースの削減
CO 発給に係る書類の保管義務は 2 年間とされており、紙媒体の書類の保管場所が必要

になるが、シンガポールではオフィス賃貸料が高額であり費用負担が大きかった。申請・
発給の電子化により、これらの保管書類も電子化されたため、従来の保管場所を大幅に削
減できた。
システム活用に関しては各国の環境及び利益に適合させることが重要であり、ベースの
技術に基づきながらカスタマイズすることでそれを可能にする。CO 申請により、投資が賄
われる仕組みである。
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(c)

申請・発給にかかるコストの削減
CO1 件につき窓口申請は 11 ドル、電子申請は 8 ドルである。
また、申請書類の提出のために窓口まで赴く人件費も節約されるため、輸出者のメリッ

トは大きく、将来的には 100％が電子化されると確信している。

4.4.2.5.

電子文書に対する輸入国における受容性

日本、韓国、中国、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、英国等の国では、輸
入国としての eCO の受領が許容されている。シンガポールの電子化率は 55％であるが、こ
れが輸入国側の eCO の受容性を反映した数字であると考えられる。
電子文書に対する受容性は国際的に高まりつつある。直近に開催された WCO 会議でも手
続き電子化の推進が強調されており、第四次産業革命におけるペーパーレス・キャッシュレ
ス化の潮流は今後も継続すると考えられる。

4.4.2.6.

その他の CO 申請・発給業務の簡素化に向けた取組

2003 年 4 月の電子化当初よりセキュリティポリシーを盛り込んだ eCO を発給しているが、
技術的にはブロックチェーや AI 等を活用した更なる改善が必要であると認識している。書類
の確認作業における、目視チェックによるリスクを回避するために、AI を導入し、可能な限
り人手を介さない手続きとすることを目指している。また、2018 年 5 月 8 日に世界初のブロ
ックチェーンを利用した eCO を発給している。これらの最新技術の活用により、重複入力や
目視チェックを可能な限り排除したことで、人的ミスによるリスクを回避し、申請者と発給
者の双方において非常に利便性が高く、生産性の向上が期待されるシステムとなった。

4.4.2.7.

その他の規則

(1) 罰則等
申請した CO に虚偽の記載が含まれることが発覚した場合には罰則が科せられる。罰則の
内容は 10 万ドルを超えない罰金もしくは取引金額 3 倍のいずれか高い方、もしくは 2 年間
以内の禁固刑が適用される。再犯の場合は、罰金として 20 万ドルもしくは取引金額 4 倍のい
ずれか高い方、もしくは 3 年の禁固が適用される。

4.4.2.8.

日本に対する助言

日本は国際的に見ても CO の電子化が遅れているため、早急に検討を進めるべきである。
国際的に展開している既存の優れた eCO サービスがあり、これらを環境に合わせてカスタマ
イズして利用することで投資費用も最小化される。また、自らが新たに技術を開発すること
なく、ブロックチェーン等の最先端の技術を備えたシステムを活用することが可能となる。
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4.4.3. シンガポール製造業連盟（Singapore Manufacturing Federation ：
SMF）
4.4.3.1.

原産地証明制度

(1) 非特恵 CO の用途
一部の銀行が、銀行が最終的に支払いを行う際に、信用状の裏付文書として CO の提示を
要求している。
(2) 特恵 CO の根拠法
各 FTA の規程に従う。

4.4.3.2.

発給機関

非特恵 CO は、指定された 5 つの商工会議所、特恵 CO はシンガポール税関のみが発給権
限を持つ。

4.4.3.3.

CO 申請・発給手続き

(1) 申請時の添付書類
商用インボイス、パッキングリスト、B/L または AirwayBill 等を根拠書類として提出す
る必要がある。

(2) 原本の必要性
輸入国の通関の大部分で、原本提示が必要である。

(3) 紙媒体 CO の原本性を確認する手段
発給機関が CO を印刷出力する場合には、申請者（製造業者等）および発給機関の両方の
手書き署名を施す。
申請者（製造業者等）が CO を印刷出力する場合には、申請者（製造業者等）および発給
機関の両方の電子署名（第三者認証を必要としないもの）が付される。

(4) eCO の原本性を確認する手段
電子署名（第三者認証を必要としないもの）
、CO 識別番号、電子透かしと微細文字印字、
発給済み CO 検証 URL、QR コードを適用している。
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4.4.3.4.

CO 申請・発給手続きの手順（非特恵 CO の場合）

(1) 申請者登録
申請者登録は、年次で更新する必要がある。
補償書、承諾書、申請者の署名サンプルをオンラインでアップロードし、CMS（Capital
Markets Services）ライセンスと GIRO（自動引き落とし口座）様式をダウンロードする。

(2) 原産性審査
輸出者および輸出者の代理として銀行/貨物運送業者が、CO を電子的に申請することがで
きる。承認は手作業よりも速く、通常 2 時間以内に行われる。 申請者は、原産地規則を参
照する必要がある。

(3) CO 申請・発給
申請者は CO 申請データを入力し、署名の上、発給機関へ送信する。発給機関は、これを
確認の上発給するか、コメント等を付して差し戻すことができる。CO の印刷は、発給機関
か申請者の事務所のいずれでも可能である。

4.4.3.5.

eCO 利用状況

(1) 発給件数
非特恵 CO：年間 15 万～17 万件
特恵 CO：年間 20 万～25 万件

(2) 電子化率
SICC：50％
その他の商工会議所等：10～20％

(3) eCO システムの開発コスト
特恵 CO の発給システムは、通関申告システムである「Tradenet」の一部として実装され
ている。
非特恵 CO の発給システムは、初期開発費はシンガポールで最初の eCO を導入した商工
会議所が負担した。その後の運用・保守費は、eCO サービスベンダ（GeTS 社）が負担して
いる。

4.4.3.6.

その他の運用規程

(1) 罰則
輸出入法（REGULATION OF IMPORTS AND EXPORTS ACT（略称：RIEA））に基づ
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き、シンガポール税関は、軽微な違法行為に対し、違反行為ごとに 5,000 シンガポールドル
を超えない額を課すことがある。違反行為が詐欺または重大な性質のものである場合、犯行
者は起訴されることがある。

(2) 発給済み CO の有効期限
特恵 CO：1 年間。
非特恵 CO：有効期限はないが、CO を更新する場合は 6 ヶ月以内に行う必要がある。

(3) 発給済み CO に関する情報の保管義務期間
2 年間。

(4) 遡及発給
非特恵 CO：輸出後 3 ヶ月以内。

4.4.4. vCargo Cloud 社による貿易手続きサービスの概要説明
(1) vCargo Cloud 社の概要
vCargo Cloud 社は、シンガポールの上場企業である DeClout グループの一つであり、政
府機関等と緊密に協力しながら、シンガポール、インドネシア、ケニヤ、上海にオフィスを
展開している。
シンガポール国際商業会議所は、vCargo Cloud 社の eCO サービスを利用している。

(2) 貿易情報プラットフォーム「CamelONE」の概要
vCargo Cloud 社が提供するプラットフォームである CamelONE は、貿易に関する決済、
コンプライアンス、クロスボーダーロジスティクスの 3 点に主眼を置き、シンプルな国際貿
易の実現を目的としている。税関、フォワーダ、倉庫、銀行、保険会社等の多様な関係主体と
関わり、現在のところ 14 ヶ国に展開している。カタール、モンゴル、スリランカ等の国々に
も展開予定である。
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出所：https://www.vcargocloud.com/our-solutions/our-platform/

図 4.4-2

CamelONE プラットフォーム（vCargo Cloud 社）のスコープ

(3) 主な機能
窓口申請の課題として、コスト、時間的遅延、生産性、情報信頼性の 4 点が挙げられるが、
モバイル・Web ベース、ePayment、ブロックチェーン、ビックデータ分析といった技術的側
面からこれらの解決が可能である。ブロックチェーン技術を活用した vCargo Cloud 社のサ
ービスを利用することにより、CO 発給機関としての商工会議所の信頼性向上、情報管理力の
強化、現在の会員への提供価値向上、新規会員獲得力向上等を期待できる。
(a)

ePayment

ePayment を活用することで、CO 発給機能だけでなく、手数料決済時においても有効であ
る。
(b)

ブロックチェーン

ブロックチェーンはフィンテックや仮想通貨といった金融分野を中心に発展してきたが、
一定のセキュリティレベルが要求される分野では同様に応用でき、eCO においては真正性を
高める有効な技術である。
本サービスでは既存技術である QR コードをブロックチェーンと組み合わせて活用してい
る。QR コードをスキャンすることにより、ブロックチェーンを活用した情報プラットフォー
ムにアクセスし、当該 CO の内容を記録した URL に遷移して、CO の真正性を確認すること
が可能である。また、ICC の CO 検証 Web サイトにも情報を登録している。
(c)

自動確認機能

自動確認機能により、発給者が発給する際に注意して確認すべき項目に自動的にフラグが
立つため、確認漏れ防止に役立つ。
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(d)

統計管理機能

レポート及びダッシュボード機能により、ユーザや商工会議所は CO に関する動向を把握
することが可能である。これらの情報に基づき、適切な施策を立案することが可能になる。

(4) ビジネスモデル
eCO サービス利用料として、申請者から 1 件の申請につき 1.5US ドルの支払いを求める
ことで、eCO サービスを商工会議所が導入する際に初期導入コストの掛からない仕組みとし
ている。
フランス語、クメール語、ロシア語といった英語以外言語にも既に実績を持っており、そ
ういったサポートも行っている。導入時における言語的な障壁はない。

4.4.5. GeTS Global Pte Ltd（クリムゾンロジック社の子会社）
4.4.5.1.

GeTS 社の概要

GeTS 社は、貿易円滑化を目的とし、通商通産省の管轄下で 2006 年に設立された。GeTS
社の親会社であるクリムゾンロジック（CrimsonLogic）社は、1988 年 3 月にシンガポール
に設立された、日本における NACCS に相当する企業である。
eCO プラットフォームにより、シンガポール製造業連盟等の発給機関、輸出事業者、代理
店、銀行等を繋ぎ、リアルタイムな情報連携を実現している。

4.4.5.2.

eCO サービスの概要

GeTS 社の eCO サービスの特徴として、①ブロックチェーンの技術を応用した信頼性の高
さ、②スムーズなデータ更新による迅速な手続き、③大規模な利用者のための EDI 統合、④
緊急な申請にも対応可能なエクスプレスサービス、⑤複数政府間の税関連携（シンガポール
から台湾への輸出の際には CO は電子的に送付される）等が挙げられる。
eCO のプロセスのメリットとして、時間・場所を問わずオンライン申請可能であること、
手続き状況がオンラインで確認できること、自己印刷が可能であること、高度なセキュリテ
ィで保護されること。外部システムともデータ連携が可能であること、等が挙げられる。統
計レポートの作成機能、発給手数料の支払機能、法人の電子署名の登録機能等も具備されて
いる。

(1) CO 識別番号
CO 識別番号は、GeTS 社が独自に採番した番号である。ICC の CO 検証 Web サイトへの
報告は行っていない。
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(2) QR コード
CO に QR コードを記載している。CO の記載内容（メタデータ）を QR コード化してお
り、これを読み取ることでオフラインでも CO の記載内容を確認可能である。
GeTS 社では QR コードの仕様として、ISO/IEC 18004 規格に準じた仕様ではなく、独自
仕様を採用している。読み取りを行うには、専用のアプリケーションを読み取り端末（スマ
ートフォン等）にインストールする必要がある。独自仕様を採用した理由は、読み取り端末
を限定することで偽造防止等の信頼性が高められるためである。

(3) 印刷制御
システムにより印刷出力履歴を管理可能であり、1 回目の印刷では「original」
、二回目は
「copy」と CO に印字される。
印刷に使用する紙には専用紙を採用していないため、汎用的な白紙が使用される。印刷出
力するデータに微細文字や電子透かし技術が用いられており、印刷出力された CO を複写す
ると、複写であることを識別できるようになっており、これにより原本性が担保される。

(4) 電子署名
第三者認証を必要としない電子署名を採用したのは、利用者の利便性に配慮しての選択で
ある。シンガポールでは、裁判関連のシステムで第三者認証を必要とする電子署名の導入が
検討された経緯があるが、最終的に利便性を考慮して第三者認証を必要としない電子署名を
採用する方針が決められた。

(5) EDI による一括申請
EDI による一括申請では、Excel、csv、txt 等のフォーマットをアップロード可能としてい
る。国際標準フォーマットは採用していない。添付書類については PDF を受け付けている。

(6) 根拠書類の照合確認
現在は、CO 申請データと根拠書類の照合確認を目視によりチェックしている。根拠書類
が EDI データ化されれば照合確認の自動化が可能となるが、これに関連して、シンガポール
政府は、
「PEPPOL11」規格に基づく電子インボイスの使用を推奨している。

(7) ブロックチェーン
改ざんの防止の目的で、ブロックチェーン技術を導入している。ハッキングがあっても早
急に認知することが可能なため、セキュリティレベルの高いシステムとなっている。

11

PEPPOL：電子インボイスの欧州規格。シンガポールでは「PEPPOL」を採用した電子インボイスのプラット
フ ォ ー ム を 2018 年 6 月 よ り 稼 動 す る と 、 情 報 通 信 大 臣 が 5 月 に 発 表 し て い る 。 出 所 ：
https://peppol.eu/singapore-first-peppol-authority-outside-europe/
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信頼性の高いプロットフォームであれば申請者にも浸透しやすい。
GeTS の Open Trade Blockchain サービスは、2018 年 7 月 18 日にリリース予定である。
ブロックチェーンは貿易領域でも応用可能な潜在的可能性を持っているが、完全な実装には
未だ 4 年から 10 年を要する見通しである。試行を繰り返し、徐々にその特性を理解すること
が重要と考えている。
ブロックチェーンプラットフォームでは Dropbox のように簡単にファイルを共有するこ
とが可能であり、輸出業者、運送業者、ターミナル、税関、輸入業者等の関係者間の情報共有
に有用である。
現在は主に eCO を対象としているが、今後は適用範囲をインボイスやパッキングリスト等
の書類に拡大していく計画である。また、韓国、インドネシア、台湾、中国等の国々のパート
ナー企業を巻き込むことで、ブロックチェーン全体のコミュニティ拡大を目指している。
従来のデータベースによる一元的なデータ管理方法に比べ、ブロックチェーンは分散型台
帳であるためデータの透明性が高く、更新履歴も全て明らかであることから、信頼性の観点
ではブロックチェーンの方が優れている。検索性については従来のデータベースが優れてい
るが、必要に応じて、別途データベースを構築するも可能である。
ブロックチェーンプラットフォームでは、当面はデータの標準化をスコープ外としている。
まずはサービスの利便性を向上しユーザを増やすことが GeTS における直近の目標であると
認識している。

4.4.5.3.

輸入国における eCO の受容性

CO 申請・発給システムのセキュリティレベルを高めているのは、輸入国に置ける受容性
高めることが目的である。GeTS の eCO サービスは書面による手続きよりもセキュリティレ
ベルが高いと自負している。

4.4.5.4.

CALISTA（サプライチェーンプラットフォーム）の概要

CALISTA は、GeTS 社の提供する、輸出から輸入に至る貿易手続き全般を対象としたサプ
ライチェーンプラットフォームである。
貿易手続き全体で一貫してデータを共有化することができ、貿易手続きの進捗に合わせ、
各手続き段階で登録されたデータが一連の情報として追記、更新できる仕組みとしている。
輸出申告を輸入申告に反映する試みは以前からあったが、異なる国の政府間でのデータ連
携が必要となるため、実現が困難であった。CALISTA では、既に、シンガポール・タイ間、
シンガポール・インドネシア間において、双方向のデータ転送を行えるように、クロスボー
ダーサービスのエンジンを両国のシステム間に連携させている。輸出入両国の政府システム
を直接連携するのではなく、パートナー企業を介してデータ転送を行う方法でシステム実装
している。輸入申告作成時、既に存在する 8 割程度登録済みのデータが仲介業者から転送さ
れ、フレイトフォワーダが残り 2 割を追記して輸入申告情報を完成させる。シンガポールの
クリムゾンロジックとインドネシアの PT・EDI が、各国の政府とフレイトフォワーダ、エー
ジェント、ブローカの間でデータを連携しており、更にクリムゾンロジックと PT・EDI の間
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でクロスボーダーサービスのエンジンを介することにより、前述のデータ転送を実現してい
る。貿易書類のデータを一貫して利用可能とすることにより、各貿易手続き段階で繰り返し
発生していたデータ入力に係る時間の短縮やタイプミス等の軽減等のメリットが期待できる。
日本を含む 24 の国と地域の税関が CALISTA に接続済みである。シンガポールでは、全て
のデータが接続対象となっているが、日本では AFR（Advance Filing Rules、出港前報告制
度情報）のみを NACCS を通じて CALISTA に接続している。
CALISTA と ASW の eCO サービスは、現在は連携していない。eCO 向けの独立したシス
テムを CALISTA 内に構築すれば連携可能と思われる。同様に、日本が eCO の独自システム
を保有することになるのであれば、CALISTA に接続することも検討可能である。

4.4.5.5.

eCO への取組に関する日本への助言

15 年前にシンガポールが eCO を導入した当時は、eCO を受容しない国が数多くあったが、
現在は eCO 受容性が大幅に向上している。日本が eCO を導入する時期としては良いタイミ
ングであると言える。

4.5. 韓国
4.5.1. 韓国税関
4.5.1.1.

関連法制度

(1) 発給機関
韓国税関が発給しているのは特恵 CO のみである。

(2) 電子的な発給に関する制度上の規定
民間から官公庁への電子申請については、電子政府法に規定されており、eCO について
もその中で規程されている。また、関税法第 37 条にも WCO の標準規則に従うべき等の関
連の記述がある。

4.5.1.2.

CO 申請・発給手続き

(1) 申請・発給手順
UNIPASS と呼ばれるシステムを利用し、事業者担当者が税関に申請を行う。
事前に登録された認証輸出事業者からの申請は自動審査、それ以外は一般審査に区分し、
それぞれのフローで手続きを行う。自動審査は約 2 時間程度で手続きが完了する。
認証輸出者からの申請の場合でも、一部は一般審査の対象になる。審査者の画面には、新
規申請か更新申請の申請区分、輸出者番号、製造者番号、輸入業者番号が表示される。審査
が完了すると、事業者自ら印刷出力可能である。
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印刷は一度しか行えないよう制御されている。印刷に失敗した場合や追加印刷が必要な場
合は、申請者から税関へその旨を連絡し、税関が問題無いと判断すれば許可される。
申請者（輸出事業者）および発給者（税関）は、UNIPASS を通じてオンラインで CO 申
請及び審査の進捗状況を随時確認できる仕組みとなっている。

(2) 原産性審査
原産性審査について、中国等の製造プロセスまで確認している国に対しては、BOM を提
出し、事業者が原材料費や HS コード等に関する説明を行い、正しいことが認められれば認
定事業者として承認される。その際、製造ラインを確認する必要があれば、直接工場への立
入検査を実施する場合もある。

(3) 根拠書類の提出
電子申請の場合、インボイス等の根拠書類は PDF と Excel のいずれかでも添付可能であ
るが、多くの場合は PDF である。

4.5.1.3.

韓国における eCO システムの特徴

(1) eCO システムの国際間連携
eCO システムの国際連携については、韓国と中国の間で既に eCO システム連携を実現し
ている。近年急激に取引量が増加しているベトナムとも国際連携の開発を進める予定である。
他国とインタフェースを調整し、システム連携を完成させるには約 1 年を要する。
中国との間で eCO システムの国際連携を構築した理由は、中国が韓国からの輸出 CO の
62%を占める主要貿易相手国であるためである。また、中国の行政手続きが複雑なため、電
子化してある程度自動化することで効率的な運用が期待されたことも理由の一つである。
韓国においては、紙媒体の原本よりも電子データの方が信頼性できると認識されている傾
向がある。

(2) 商工会議所と税関の eCO システム間連携
大韓商工会議所の eCO システムと税関の UNIPASS は連携している。
システム利用率は商工会議所が 73％、税関が 27％である。
eCO システムと UNIPASS は連動しているため、CO 申請の際に、UNIPASS の輸出申
告の内容が呼び出して、CO 申請データとして取り込むことが可能である。これにより、CO
申請時のデータ登録を省力化できる。モバイル端末でも利用可能である。

(3) 電子署名
UNIPASS の利用に先立ち、申請者登録時に、対面で申請者の身元を確認している。申請
者の電子署名は利用していない。
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CO 発給に際して、輸出国は発給者である税関職員の電子署名（第三者認証を必要としな
い署名のイメージデータ）を事前に輸入国に展開し、輸入国側が個々の CO 上の署名と照合
確認する運用としている。
税関職員の電子署名は、すべての FTA 関係国に展開している。税関で人事異動があった
際には更新データを展開するが、輸入国側で登録が更新されるまでに時間を要するため、人
事異動の時期には、eCO の受入がスムーズに進まず、問い合わせが寄せられるケースが一時
的に増加する傾向がある。問い合わせは、メールで行われるケースが多い。電子化導入直後
は問い合わせが多かったが、現在ではほぼ無い。

4.5.1.4.

eCO の利用状況

(1) 所要時間
自動審査の場合、所要時間は法律では 3 日以内と義務付けられているが、実際の所要時間
は 2 時間程度である。

(2) 発給体制
税関で正式に発給業務を担当する部署ができたのは 2010 年である。それ以前は、他業務
との兼務で発給業務を行っていた。
発給業務の担当者は、仁川、ソウルを併せて 20 名程度である。それ以外の支部にも担当
者が配置されている。
ソウル税関における CO 発給件数は、2015 年に 6,488 件、2016 年に 2,680 件、2017 年
に 30,181 件である。韓国税関におけるソウル支部の発給数の割合は 28.9％である。

(3) 年間の CO 発給件数、電子化率の推移
EDI システムが導入された 1994 年に CO 発給についても電子化しており、FTA 締結以
前から電子申請は行われている。2004 年からシステムを Web 方式に変更しており（第三世
代）
、2016 年からはモバイルにも対応した（第四世代）。電子化導入当初より、電子申請し
か受け付けていないため、電子化率は 100％である。

(4) UNIPASS の開発・運用費用
UNIPASS は関税庁電算システムの一部である。関税庁電算システムは、貿易・物流情報
を統合管理するシステムであり、国･交通省、産業通商資源部など 169 機関と輸出･業者、航
空会社など 26 万企業が連携している。その第四世代の開発には、2013 年 4 月から 2016 年
5 月までに 1783 億ウォン（約 177 億円）が投じられたが、このうち、UNIPASS 分の内訳
費用は不明である。なお、関税庁電算システムのシステム構築は、LG CNS コンソーシアム
が担っている。
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4.5.1.5.

その他の運用規程等

(1) CO の有効期限
1 年間である。

(2) CO 申請時に提出された書類の保管義務
各 FTA によって異なるが、国内規定では 5 年間と定められている。

(3) 遡及発行
約 1 年間可能である。

(4) 罰則規定
非特恵 CO は対外貿易法第 46 条、特恵 CO は FTA 特例法でそれぞれ規定されている。
虚偽の内容を含む CO を提出した際の罰金や懲役期間は状況により異なるが、対外貿易法
の目的が輸出支援であるため、罰金ではなく行政処分が下されるケースが多い。罰金の場合、
初回は 50 万ウォン、2 回目は 100 万ウォン、3 回目は 20 万ウォンが科せられる。近年処罰
件数が増えており、罰金額も上昇している。
罰則対象となる申請の割合は、1%以下と推測される。

4.5.2. 大韓商工会議所（Korea Chamber of Commerce＆Industry：KCCI）
4.5.2.1.

大韓商工会議所の概要

大韓商工会議所（Korea Chamber of Commerce＆Industry、以下「KCCI」という。
）は
1952 年に非特恵 CO の発給を開始し、2006 年にはインターネット CO 発給システムを導入
した。

4.5.2.2.

CO に係る法制度

(1) 原産地規則
非特恵 CO の原産地規則は、対外貿易法（通産省の所轄）で定められている。
輸入国の原産地基準を全て確認する業務は負荷が高く、厳密には確認していない。

(2) 発給機関
韓国では税関と KCCI の 2 機関が CO を発給しており、
特恵 CO に関しては、
税関が 20％、
KCCI が 80%、特恵 CO に関しては、税関が 5%、KCCI が 95%である。
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表 4.5-1

CO 発給実績（韓国、2017 年）

CO 種別

税関

KCCI

（該当しない）

100％

一般特恵 CO

5％

95％

FTA 特恵 CO

20％

80％

非特恵 CO

出所：Korea Chamber of Commerce & Industry, Trade Certification Service Center 作成（2018 年 7
月）、三菱総合研究所翻訳追記

4.5.2.3.

CO 申請・発給に関する運用状況

(1) 電子化率
当該システムは 100%オンライン発給を実現している。

(2) 申請事業者数
申請事業者数は約 2 万社である。

(3) CO 発給件数
2017 年は約 95 万件の CO が発給された。内訳は、非特恵 CO が約 60 万件、一般特恵 CO
が約 4 万件、FTA 特恵 CO が約 30 万件であった。
表 4.5-2

CO 発給実績数（大韓商工会議所、2017 年）
CO 種別

CO 発給数

非特恵 CO

600,128

一般特恵 CO

38,997

FTA 特恵 CO

309,752

出所：Korea Chamber of Commerce & Industry, Trade Certification Service Center 作成（2018 年 7
月）、三菱総合研究所翻訳追記

FTA に基づく特恵 CO の発給数は、毎年約 20％の比率で増加している。特に 2015 年か
ら 2016 年にかけて CO 発給数が急増しているが、これは 2015 年に韓中 FTA が発行された
ことが主な要因である。
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出所：Korea Chamber of Commerce & Industry, Trade Certification Service Center 作成（2018 年 7 月）

図 4.5-1

FTA に基づく非特恵 CO の発給件数（経年グラフ）

(4) 発給手数料
発給に係る手数料は、非会員 7000 ウォン、会員 1500 ウォンとしている。

(5) 発給体制
電子化を導入した 2007 年前後で発給業務に関わる職員数は変化していないが、一人当た
りの CO 発給数は確実に増加したと思われる。特恵 CO の場合は十分な審査が必要となるた
め 1 日に 20～30 件程度しか処理できないが、非特恵 CO の場合は 1 日 200 件以上処理する
ことが可能である。このように CO の種類により所要時間に大きな差異があるため、生産性
を定量的に示すことは難しい。一方、申請者においては、窓口までの移動時間が節約される
等のメリットがあり、生産性は確実に向上している。電子化以前の窓口での申請・発給手続
きに戻すことは考えられない。

(6) 所要時間
CO 申請から発給に至るまでの手続き所要時間について、非特恵 CO は 3 時間以内で手続
きを行わなければならないと規定されているが、実際には 1 時間程度である。特恵 CO は、
通常、申請を受領した翌営業日には発給している。なお、エクスプレスサービス等は現在の
ところ設けていない。

(7) eCO システムの開発・運用費用
KCCI は会員へのサービス提供を目的とした非営利組織であり、CO 発給業務のみの収支
バランスを考慮して開発した訳ではない。導入当初から現在まで収支は赤字だが、将来的に
は手数料を引き上げ、収入増も検討したいと考えている。
サーバ等の機器は既存設備を活用したため、ハードウェア費用はそれ程かかっていないが、
279

ソフトウェアの初期開発には、2006 年に約 10 億ウォンを費やした。それ以降もおよそ 5 年
周期で 5 億ウォン程度をかけてシステム改修を行っている。運用保守費は年間約 1 億ウォン
程度である。

4.5.2.4.

CO 申請・発給手順

(1) 申請の際に必要となる書類
非特恵 CO か特恵 CO、また特恵 CO の中でも FTA の種類によって必要な書類は異なる。
そのうち 10 種類の FTA は自己証明制度が採用されているため、KCCI では扱っていない。
事前に関税庁の認証を得た事業者は提出する申請書類を一部免除される場合がある。
必要な書類の範囲は各協定により異なるため、審査の作業は非常に煩雑である。

(2) 原産性審査
原産性審査における製造プロセスチェックに当たり、KCCI では工場への立ち入り検査を
実施していない。税関は立ち入り検査を行う場合がある。

4.5.2.5.

eCO システムの主な機能

(1) 申請・発給システム
申請者と発給者で、それぞれ利用するシステム（URL）が異なる。（申請者システム：
http://cert.korcham.net、発給者システム：http://coci.korcham.net）
(a)

申請者システム

申請者が最初にシステムを利用するには、署名イメージ等の事前登録が必要である。事前
登録完了後、Web サイトにログインし、発給したい CO の種類を選択して具体的な申請情報
を入力、最後に根拠書類となる申請書類を添付（アップロード）し、全ての申請内容を送信
する。申請内容が確認され発給されると、手数料が決済され、申請者は CO を印刷出力でき
るようになる。
申請企業毎に複数の申請者がいる場合があるため、署名データは複数イメージを登録する
ことが可能である。

(b)

発給者システム
発給者は、CO 申請を受けて、システム画面上で CO の内容を確認し、CO を発給する。

(2) 通関システムとの連携機能
CO 発給は産業部、輸出申告は関税庁であり所管省庁が異なるが、両省庁が協力して、情
報共有、システム連携を行っている。
eCO システムは、韓国税関の通関システムとデータ連携しており、輸出申告時に登録し
たデータを呼び出して、このデータを基に CO 申請データを作成することができる。
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

輸出申告
輸出許可
CO 申請
輸出申告情報の提供
CO 発給通知
CO 発給データ送信
印刷および輸入者への配付
CO 提出
CO 発給履歴データの照会
通関
検証

出所：Korea Chamber of Commerce & Industry, Trade Certification Service Center 作成（2018 年 7
月）、三菱総合研究所翻訳追記

図 4.5-2

eCO システムと通関システムの関連図

(3) CO 発給履歴照会システム
KCCI のオンラインシステムに接続し、ログイン画面で「Reference No.」と「Reference
Code」を入力すると、発給内容を照会できる。輸出者情報、輸入者情報、運送情報、物品情
報等を確認することが可能である。また、発行された QR コードをスキャンすることにより、
オンラインで CO 情報を照会できる。

4.5.2.6.

eCO の真正性を高める方法

(1) 電子署名
CO 申請時の根拠書類は PDF で提出される。申請者登録時に申請者の電子署名（第三者
認証を必要としないイメージデータ）を登録しており、これとの目視確認を行っている。
また、発給済み CO にも、発給者の電子署名を付与している。審査時には、審査担当者の
署名を電子データとして相手国に送付し、現地担当者がオンラインで検証可能な仕組みとし
ている。第三者認証は行っていない。

(2) QR コード
QR コードには、CO 発給履歴照会サイトの URL とログイン ID および PW が書き込まれ
ているため、該当ページに遷移後、自動的にログインされ、CO データを閲覧できるしくみ
としている。

(3) ICC の CO 検証 Web サイト
非特恵 CO については、ICC の CO 検証 Web サイトに登録している。
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(4) CO 識別番号
CO 識別番号として、Reference No.と Reference Code を設定している。
Reference No.は、発給機関（K：商工会議所、C：税関）の後に、3 桁の地域番号、2 桁
の登録年度、7 桁の連続番号で採番されている。
Reference No.のみの入力の場合、採番方式を知っていれば誰でも CO 発給履歴照会シス
テムで CO の内容を閲覧可能となるので、当事者のみが閲覧可能となるよう、当事者のみ荷
通知される Reference Code の入力も必須としている。

(5) 複写防止
印刷出力した CO が光学的に複写されることの防止策として、電子透かし等を用いてい
る。

出所：Korea Chamber of Commerce & Industry, Trade Certification Service Center 作成（2018 年 7
月）、三菱総合研究所翻訳追記

図 4.5-3

4.5.2.7.

CO 印刷出力サンプル（韓 ASEAN FTA の例）

その他の運用規程等

(1) 罰則等
CO 申請の際に虚偽の内容があった場合の罰則等は、対外貿易法の第 53 条、54 条に規定
されており、3 年以下の懲役と 3000 万ウォンの罰金が科せられる。
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(2) CO の有効期間
非特恵 CO の有効期間は 1 年間である。

(3) 書類の保管義務期間
CO 申請に関する書類の保管義務期間は 5 年間、非特恵 CO の場合は 2 年間とされてい
る。

(4) 遡及発給
遡及発給可能な期間は、船積み後 1 年間としている。

4.5.2.8.

日本へのアドバイス

eCO の導入に先立ち、CO に関連する法律は、十分に検討の上整備すべきである。
電子化検討初期段階から、税関システムとの連携を念頭に置いて設計すべきである。また、
CO 内容の偽装防止のため、真正性確認の方法を十分に検討すべきである。
韓国では 2007 年から 100％電子化している。電子化導入初期は利用者から手続きに関す
る問い合わせがあったが、現在ではほぼ無い。電子申請しか受け付けないことと決定したの
は、KCCI であるが、政府による方針でもあった。政府は電子化導入後の運用方法変更に伴
う法整備を担った。

4.6. 先進 5 カ国における動向調査のまとめ
4.6.1. 各国の電子化状況
現地調査対象の先進 5 カ国においては、「申請（修正を含む）」
、「発給」、「輸入国からの照
会」の各業務を電子化済みである。このうち、
「発給」および「輸入国への提出」においては、
発給データは電子的に生成されるが、発給機関から輸出者、輸出者から輸入者へ受け渡す際
の手段は、以下に示すように各国または各発給機関で異なっている。
＜「発給」および「輸入国への提出」の受渡し手段の例＞


発給済み CO の電子データを専用用紙に印刷出力する必要のあるケース
（英
国）



発給済み CO の電子データを印刷出力した紙媒体にウェットスタンプと手
書きサインを施す必要のあるケース（英国）



発給済み CO の電子データ（スタンプとサインは電子署名）をメール添付等
のオンラインで輸入国へ送信しているケース（米国、シンガポール、韓国）



輸出国と輸入国をシステム接続しており、発給済み CO の電子データを送
受信しているケース（シンガポール、韓国）

また、
「審査」には、CO 発給申請の事前に行われる原産性審査（立ち入り検査を含む）と、
283

CO 発給申請時に行われる根拠書類との照合確認の 2 通りがあるが、前者は電子化不可能な
業務であり、後者は根拠書類が電子化されていないため、目視で確認されている。ただし、
後者については、OCR による根拠書類の自動読み取りも一部で行われていることと、今後、
根拠書類（インボイス等）の電子化の進展に伴い、根拠書類との照合確認も電子化が可能に
なると考えられる。
表 4.6-1 現地調査先の先進 5 カ国における CO 申請・発給業務の電子化状況
申請（修正
を含む）

審査

発給

輸入国への

輸入国から

提出

の照会

AWTCC（米国）

○

×

○

△

○

BCC（英国）

○

×

○

△

○

フランス国内の全て

○

×

○

△

○

○

×

○

△

○

○

×

○

△

○

の商工会議所（フラ
ンス）
SICC 、 製 造 業 連 盟
（シンガポール）
大韓商工会議所（韓
国）
【凡例】○：電子化している

×：電子化していない

△：部分的に電子化している
出所：インタビュー結果より三菱総合研究所作成

なお、各国ともに、CO 発給申請を行う申請者（輸出者等）は、事前に事業者登録が必要で
あり、国への事業者登記や輸出者登録されている事業者が対象となる。

4.6.2. 電子申請の利用状況
CO 申請・発給業務の電子化率については、現地調査先の先進 5 カ国では 5～10 割となっ
ており、このうち、米国と韓国の商工会議所では、当初より電子申請のみを取り扱っている。
窓口と電子を併用しているケースでは、電子化率は 5 割～7 割強である。

表 4.6-2 現地調査先の先進 5 カ国における CO 申請・発給業務の電子化率
発給機関（国名）

電子化率

増加率

AWTCC（米国）

100％

（該当しない）

BCC、LCCI（英国）

BCC：70％

BCC：非特恵 CO：5％、特恵 CO：

LCCI：48.43％（2017 年） 3％
LCCI：4.73％（過去 5 年間）
フランス国内の全ての商工 75％（2017 年）
会議所（フランス）
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（不明）

発給機関（国名）

電子化率

増加率

SICC（シンガポール）

55％（2017 年）

（不明）

大韓商工会議所（韓国）

100％

（該当しない）
出所：インタビュー結果を基に三菱総合研究所作成

CO の申請から発給にかかる所要時間に関しては、数分～1 日となっている。手続きをより
短時間で行う「エクスプレスサービス」を設けている国もあり、この場合は数分～数十分で
発給される。
表 4.6-3 現地調査先の先進 5 カ国における CO の申請から発給にかかる所要時間
発給機関（国名）

所要時間

AWTCC（米国）

通常 15 分、最長 40 分程度（同日発給を保証）

BCC、LCCI（英国）

LCCI：申請者印刷の場合 3.74 分、商工会議所印刷の場合 8.5
分

フランス国内の全ての商工 通常時：半日
会議所（フランス）

緊急時：数分

SICC（シンガポール）

24 時間（原産性審査は 1 週間程度）

大韓商工会議所（韓国）

2 時間程度（法定では 3 日以内）
出所：インタビュー結果を基に三菱総合研究所作成

4.6.3. 非特恵 CO 申請・発給システムと特恵 CO 申請・発給システムの関
係
非特恵 CO と特恵 CO とでは、国により、発給機関が異なる場合と同一の場合がある。前
者の場合は、特恵 CO は税関等の国の機関が、非特恵 CO は商工会議所等の民間の機関が発
給しているため、特恵 CO 申請・発給システムと非特恵 CO 申請・発給システムで異なるシ
ステムが導入されている。一方で、特恵 CO と非特恵 CO の双方を同一の発給機関が発給し
ている場合は、CO 発給システムも同一のシステムで行われている。
非特恵 CO 申請・発給システムと特恵 CO 申請・発給システムでは、申請手続きと発給手
続きは基本的に同一であるが、大きな相違点として、以下が挙げられる。
表 4.6-4 非特恵 CO 申請・発給システムと特恵 CO 申請・発給システムの差異

輸入国毎の様式の管理

非特恵 CO 申請・発給

特恵 CO 申請・発給

システム

システム

不要（基本的に一様式）
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必要（FTA 毎で異なる様式）

非特恵 CO 申請・発給

特恵 CO 申請・発給

システム

システム

輸入国毎の原産地規則の 不要（基本的に輸出国の原産 必要（FTA 毎で異なる規則）
管理

地規則12）

輸入国の eCO 受入状況 必要

必要

の管理
出所：インタビュー結果を基に三菱総合研究所作成

なお、上記の他、特恵 CO 申請・発給システムを税関等の国の機関が構築している場合（シ
ンガポール、韓国）では、世界税関機構（以下、
「WCO」という。）が推奨している貿易手続
きのシングルウィンドウ化の一貫として、税関の主要業務である通関手続き（輸出入申告等）
と CO 手続きがシステム連携されている。
なお、eCO システムに記録されるログ情報から、様々の利用実績（例：輸入国別の CO 発
給数、品目別の CO 発給数等）を取得することが可能であり、eCO サービスによってはこれ
らの実績データを用いた、グラフ化等の描画を含む統計機能も充実しており、政策立案等に
も活用可能となっている。

4.6.4. eCO の輸入国側受入状況
(1) 輸入国側での eCO の確認手段
輸出国と輸入国の間での CO の交換は、PDF の e メール添付または紙媒体の手渡しにより
行われるケースが主流であり、輸出国と輸入国でシステム連携を行っているケースは、現地
調査を実施した先進 5 カ国の例では、シンガポールと ASEAN の間、韓国と中国の間のみと
未だ少ない。
一方で、輸入国側での eCO の確認手段としては、ICC による CO 検証ウェブサイト、各
eCO サービスによる CO 識別番号照会サイトが提供されており、PDF の e メール添付または
紙媒体の手渡しにより受領した CO の識別番号等をキーにして、eCO の原本データ（電子デ
ータ）をこれらのシステム上で確認することができる。また、多くの eCO サービスでは、照
会時のキー情報として必要となる、CO 識別番号照会サイトアドレスや CO 識別番号を、CO
（PDF または紙媒体）上に印刷される QR コードを携帯端末等のカメラで読み取ることによ
り、自動でアクセスできるようにしている。

(2) 輸入国側での eCO の受入実態
eCO サービスの 1 つであり、6 ヵ国（米国、カナダ、ノルウェー、オーストラリア、ニュ
ージーランド、南アフリカ）で発給業務に利用されている「eCertify」の例では、世界の 168

12

ICC ガイドラインでは輸入国の原産地規則に合わせることが推奨されているが、運用の困難性から、輸出国の
原産地規則が適用されているケースが一般的である。
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カ国が eCO を受け入れているとしており、現地調査においても、米国では、eCO を PDF で
輸入国へ渡す運用を行っていた。一方で、英国では輸入国側の eCO 受容性が十分に高まっ
ていないとの認識から、CO を電子的に発給しているが、輸入国への受渡しは紙媒体の手渡
しを前提に、紙媒体への印刷出力を行っていた。ICC の認識では、eCO を受け入れていない
国は、現在ではほぼないとのことであった。
輸入国側での eCO の受容率を高める取組は、上述の輸入国側での eCO の受容率の認識に
よっても異なるが、以下の 3 点が挙げられる。
表 4.6-5 現地調査先の先進 5 カ国における輸入国側での eCO の受容率を高める取組例
取組例
電子署名の真正性担保

取組内容
電子署名（発給機関のスタンプ、発給者のサインのイメージデ
ータ）を事前に輸入国へ共有しており、輸入国側で事前に受領
した電子署名と個々の CO に印字された電子署名を照合確認す
る。

eCO 原本データの照会

輸入国から eCO 原本データを閲覧するための、照会サイトを
提供している。

eCO システム間連携

輸出国と輸入国の eCO システムをオンライン接続し、eCO 原
本データを直接送信している。
出所：インタビュー結果を基に三菱総合研究所作成

なお、先進的な eCO の取組により、輸入国側の eCO 受容率は既に十分に高まっていると
考えられ、今後新たに日本等が eCO を発給する場合にも、同様の eCO 受容率が得られるも
のと期待される。

4.6.5. 電子申請の利用料
現地調査先の先進 5 カ国における申請利用料は、表 4.6-6 のとおりである。窓口申請と電
子申請の比較では、BCC（英国）が窓口申請と電子申請に同一額を設定しているが、その他
の 4 各国の例では、窓口申請より電子申請を安価に設定している。その理由について、電子
申請では、システム利用料分が高額になる一方で、申請内容の不備等による差し戻しの件数
が減る（電子申請では過去の申請データを複製して申請データを作成することができるた
め。）
、あるいは、再申請手続きが省力化されるため、1 申請あたりの手数料を安価に設定でき
る、としている。さらに、電子化への移行を促す目的で戦略的に電子申請のコストを安価に
設定していることも理由の１つである。
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表 4.6-6 現地調査先の先進 5 カ国における申請利用料
発給機関（国名）

窓口申請手数料

電子申請手数料

（申請 1 件あたり）

（申請 1 件あたり）

AWTCC（米国）

窓口：50 ドル

電子：25 ドル

BCC（英国）

会員：24 ポンド

会員：24 ポンド

非会員：48 ポンド

非会員：48 ポンド

フランス国内の全ての商工 窓口： 16 ユーロ

電子： 10 ユーロ

会議所（フランス）
SICC（シンガポール）

11 ドル

8 ドル

大韓商工会議所（韓国）

該 当 な し （ 電 子 化 率 会員： 1500 ウォン（約 150
100%）

円）
非会員： 7000 ウォン（約
700 円）
出所：インタビュー結果を基に三菱総合研究所作成
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5. 原産地証明書発給業務に関連する技術動向
5.1. 原産地証明書の「真正性」確保手段としての活用技術
従来の紙媒体で発給された原産地証明書（以下、
「CO」という。
）においては、主に自筆サ
インやウェットスタンプによりその原本性の確認が行われてきた。電子的手段で発給された
CO においても、最終的に紙媒体に印刷出力した後に自筆サインやウェットスタンプを施す
という従来の運用を踏襲している発給機関もあるが、一方で、電子的手段で発給された CO
の真正性を高める方策も取り組まれている。以下では、その主な方策について記載する。

5.1.1. 電子署名
「電子署名」は、一般には第三者認証を必要とする本人または法人格を証明するために用
いられる電子データを指し、我が国では行政機関の電子入札をはじめ、国税電子申告・納税
システム（e-Tax）、厚生労働省の年金情報提供、外務省のパスポート（旅券）申請手続等で用
いられている技術である。本人または法人格を特定するための電子証明書を収録したカード
を用いる方法が一般的であり、電子署名を行う際に専用のカードリーダが必要になることや、
第三者認証を行うために年間数万円程度の費用を要することが多い。
現地調査を実施した先進 5 カ国での原産地証明書の電子化（以下、
「eCO」という。
）にお
いては、導入当初にはこれらの第三者認証を必要とする電子署名を用いるサービスが存在し
たが、現時点では、第三者認証を必要としない、個人の手書きサインや法人スタンプのイメ
ージデータのみを用いた電子署名が主流となっている。なお、eCO においては、第三者認証
を必要とする場合と必要としない場合が区別されず、いずれも「電子署名」と呼称されてい
るため、関連文献等の確認時には注意が必要である。
電子署名が利用される業務として、CO 発給申請時の申請者の証明と、発給された CO に
おける発給者の証明の 2 つがあり、以下に各々の利用状況等を記載する。

5.1.1.1.

申請者の電子署名

(1) 利用目的
申請者の電子署名は、CO の申請書およびその根拠書類の真正性を確認する目的で利用さ
れている。

(2) 利用状況
現地調査を実施した先進 5 カ国での eCO においては、導入当初にはこれらの第三者認証
を必要とする電子署名を用いるサービスが存在したが、現時点では、第三者認証を必要とし
ない、個人の手書きサインや法人スタンプのイメージデータのみを用いた電子署名が利用さ
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れている。
第三者認証を必要とする電子署名から、第三者認証を必要としない電子署名へ移行した理
由は、英国及び米国では、主に申請者側の利便性やコスト負担に配慮し、電子化の促進を優
先するためであったとのことである。シンガポールではこれらの理由に加え、カードが不当
に貸与される等により真正性を担保できない状況が発生したことも理由であった。

(3) 利用手順
① CO 発給申請者を登録する際に、本人確認（対面や行政機関への事業者登録等の証明書
等による）と併せて、申請者個人の手書きサインや法人のウェットスタンプが提出さ
れる。これらの画像を読み取り、イメージデータとして eCO システムに登録する。
② CO 発給申請時に電子申請書に印字されたサインやスタンプ等のイメージデータと、
①で事前に登録されたイメージデータが一致することを発給者が目視確認する。また、
申請書に添付されるインボイス等のサインやスタンプについても同様に、事前に登録
されたイメージデータとの目視での照合確認を行う。
現地調査を実施した先進 5 カ国は、いずれもこの第三者認証を必要としない電子署名を用
いて、発給者が上記の手順で申請書とその添付書類の真正性確認を行っている。第三者証明
を必要としない電子署名においても、電子申請時に ID およびパスワードによるシステムへ
のアクセス制限が行われるため、本人確認については担保されていると認識されている。

5.1.1.2.

発給者の電子署名

(1) 利用目的
輸出国の発給者（機関）による原産地証明書であることの真正性を、輸入国の税関、銀行、
輸入業者等が確認するために利用される。

(2) 利用状況
発給者の電子署名については、利便性等の観点から輸入国側で第三者認証を必要とする電
子署名を利用することはより困難な状況であり、利用されていない。一方で、第三者認証を
必要としない電子署名は一部で利用されている。予め、輸出国から輸入国へ、輸出国の発給
者（機関）の手書きサインや法人スタンプのイメージデータが提供され、輸入国側において
これらを予め登録して、原産地証明書に印字されたサインやスタンプ等のイメージデータと
の照合確認を行っている。
輸出国が発給した eCO の、輸入国による真正性確認は、主に、CO 識別番号の照会 Web
サイトが利用されることを、輸出国は期待している。ただし、輸入国側での照会 Web サイ
トの利用状況については、現地調査を実施した先進 5 カ国では未把握であった。
（参考：シ
ンガポールでは、照会 Web サイトへのアクセスログの取得機能を実装したところであり、
今後は利用実績を確認可能とのことであった。
）
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5.1.2. ブロックチェーン
ブロックチェーンは、情報共有プラットフォーム技術の１つである。主にデータの改ざん
防止に有効とされ、主に金融業界で注目される新しい技術である。ブロックチェーンに記録
された情報は、一定時間ごとに既存のブロック（データの単位）の持つハッシュ値を基に新
たなブロックが生成され、これらのブロックが複数のサーバに分散して記録される。このし
くみにより、データの改ざんを行おうとすれば、複数のサーバに存在するすべてのブロック
の情報を書き換える必要があり、改ざんが極めて困難であるとされている。
ブロックチェーンは、これまでビットコイン等の特定の分野で活用されてきたが、この 1
年程の間に貿易分野への適用が急速に進められている。原産地証明書においても、現在、複
数の大手 eCO サービスがブロックチェーン技術の導入を進めているところである。

表 5.1-1
取組主体
（eCO サービス）
vCargo Cloud

eCO サービスにおけるブロックチェーン技術の導入状況
主要ユーザ

概要、実施時期

シンガポール国際商業 世 界 初 の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン に 対 応 し た
会議所（SICC）、ケニア eCO サービス。シンガポールでは実装済み
全 国 商 工 会 議 所 （2018 年 5 月 8 日新聞記事掲載）、ケニア
でも近々に実装予定である。

（KNCCI）

出所：vCargo 社インタビュー結果，2018
年7月
Business West（開 英国商工会議所および 欧 州 初 の ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン に 対 応 し た
発 ベ ン ダ ： i2i 英国南西地区の地方商 eCO サ ー ビ ス （ 2018 年 6 月 12 日 ,
Infinity 社）

。
工会議所（ブリストル、 Financial Times 記事掲載）
バース、グロスターシャ 将来的には、CO のみならず、税関申告、
ー州、ウィルトシャー） 船荷証券（船荷証券の認証）、信用状を含む
サプライチェーン全体を連携することを
目指しており、IBM 社が Maersk 社等の貨
物監視システムに採用しているブロック
チェーン技術を採用している。
出所：i2i Infinity 社インタビュー結果,
2018 年 6 月

CrimsonLogic

社 シ ン ガ ポ ー ル 港 湾 局 ブロックチェーンを活用した貿易書類（貿

（ サ ー ビ ス 名 ： （PSA。アジア、欧州、 易申告、貨物マニフェスト提出、輸入/輸出
CALISTA（Global 米国の 17 カ国の港湾運 許可申請、原産地証明書）の情報プラット
フォームを構築しており、2018 年 7 月 18

）
eTrade Service（通 営会社。
291

取組主体
（eCO サービス）
称：GeTS）
）

主要ユーザ

概要、実施時期

24 カ国（東南アジア、東 日より実証実験を開始予定である。
アジア（中国、日本等）
、 出所：CrimsonLogic 社インタビュー結果,
米国、豪州等）のサービ 2018 年 7 月
スと連携している。

5.1.3. 原産地証明書発給履歴照会システム
CO の発給履歴データを CO の受領者がアクセス可能な Web サイトにて照会できるしくみ
である。CO 発給履歴照会サイトには、主に、以下の 2 通りがある。

(1) 国際商業会議所の提供する CO 検証 Web サイト
ICC が、全世界の ICC 認定商工会議所による CO 発給履歴を一元化して照会できるしく
み と し て 「 CO 検 証 ウ ェ ブ サ イ ト （ Certificates of origin Verification website,
https://certificates.iccwbo.org/）」（
「2.3.2

CO 検証ウェブサイトの構築」（9 ページ）を参

照。
）を構築している。ICC の認定を受けた商工会議所は、発給した全ての CO の識別番号
を日次で ICC へ報告している。CO 受領者は、当該 CO 検証ウェブサイトを通じて、CO の
発給履歴を照会することにより、CO の真正性を確認することができる。
当該 CO 検証ウェブサイトでは、貿易取引情報は秘密情報であるとして収録しておらず、
照会対象情報は、当該 CO の発給国、発給した商工会議所名、CO 識別番号、CO 発給日の
みとなっている。

(2) 個別の eCO サービスが提供する CO 発給履歴照会サイト
主要な個別の eCO サービスにおいても、当該 eCO サービスにより発給された CO の履歴
を照会する機能が提供されている。

292

出所：https://www.certificateoforigin.com/

図 5.1-1 個別の CO 発給履歴照会ウェブサイト（Tradecert 社の CO 検証 Web サイトの
例）

これらの個別の CO 発給履歴照会ウェブサイトでは、ICC による CO 検証ウェブサイト
に比べて、照会対象情報の範囲が拡大されている場合が多い。その理由として、ICC の CO
検証ウェブサイトで照会可能な情報（CO の発給国、発給した商工会議所名、CO 識別番号、
CO 発給日）を流用して、異なる製品や輸出者の情報を記載した CO が紙媒体で偽造される
ケースがあり、ICC のサイトでは、これらを検出することができないからである、と eCO
サービスベンダでは説明している。
ICC による CO 検証ウェブサイトに比較した、個別の eCO サービスの特徴として、以下
の 2 点が挙げられる。
(a)

CO 発給履歴の詳細情報の開示
ICC の CO 検証ウェブサイトで照会可能な情報（CO の発給国、発給した商工会議所名、

CO 識別番号、CO 発給日）に加えて、製品名や輸出入事業者名等の情報も照会可能である。
このため、偽造された CO の検出率を高める効果が期待できる。
ただし、CO 発給履歴照会ウェブサイトアドレス自体が偽装されるケースも想定され、
こういったケースへの対策も必要であると考えられる。
なお、主要な CO 発給サービスには、ICC の CO 検証ウェブサイトへの自動報告機能も実
装されており、ICC 認定商工会議所がこれらの主要な CO 発給サービスを利用する場合に
も、ICC の CO 検証ウェブサイトへも発給済み CO の情報が登録され、かつ、日次の報告を
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手動で行う必要がない。

(b)

QR コードの活用
CO 発給履歴照会ウェブサイトへアクセスするための QR コードが CO 紙面に印字され

ている。QR コードには、CO 発給履歴照会ウェブサイトアドレスと CO 識別番号等のキー
情報が収録されており、ダイレクトに当該 CO の履歴情報画面にアクセスすることができ
る。
（詳細は、「5.1.4

QR コード」
（294 ページ）を参照。
）

5.1.4. QR コード
CO の記載内容の一部または CO 発給履歴照会システムの Web サイトへのアクセスキー情
報を収録した QR コードを CO の紙面に印刷出力する方法である。グローバルに展開してい
る eCO サービスの多くが、QR コードを利用している。
CO 紙面に記載された文字データと、QR コードから読み取ったデータまたは QR コードか
ら読み取った Web サイトへのアクセスキー情報により表示される CO 発給履歴照会システ
ムのデータを照合することで、紙面に記載された文字データが改ざんされていないことを確
認できる。
QR コードは国際規格 ISO/IEC18004 に準拠した仕様が用いられているため、カメラ機能
のあるスマートフォン等で容易にデータを読み取ることが可能である。逆に、偽造データか
ら QR コードを作成することも比較的容易であり、QR コードに偽装した Web サイトアドレ
スを収録すること等も起こりうるため、QR コードからリンク表示された Web サイトアドレ
スが信頼できるサイトであることを確認する必要がある。
このような QR コードの偽造を防止する目的で、一部の eCO サービスでは、独自の QR コ
ード仕様が用いられている。ただし、これらを読み取る際にも独自のアプリケーションを必
要とするため、輸入国側の CO 受領者にも当該アプリケーションを事前に配付する必要があ
り、仮に eCO サービス毎で独自の QR コード仕様が採用された場合には、輸入国側で多端末
現象（データ送信者が異なる通信仕様を用いた場合に、データ受信者側で送信者毎で異なる
通信仕様に対応した複数のインタフェースを持つ必要が生じ、データ受信者側で運用の煩雑
さやコスト負担の増大等を招く現象を指す。
）が起こる可能性が懸念される。

5.1.5. 印刷物の複製防止技術
印刷出力した CO の複製を防止する目的で、様々の複製防止技術を CO に施しているケー
スもある。ウォーターマーク（電子透かし）や細微文字（微小文字・極細文字）等がその一例
である。
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(1) ウォーターマーク（電子透かし）
地紋印刷により、原本の印刷時には印字されていない模様が、原本の複製印刷時に印字さ
れる方法である。

(2) 細微文字（微小文字・極細文字）
現在の一般的な複写技術では再現が困難な微小なサイズの文字を原本に印字する方法であ
る。現在の一般的な印刷技術で印字可能な最小の文字サイズは 0.3mm(1pt)程度であり、この
文字サイズは複写印刷することができない。これらの微小文字を肉眼で確認することは困難
であるが、拡大鏡等を用いて原本性を確認することができる。

5.2. 原産地証明書の申請・発給手続きの迅速化、簡素化に向けた取組状
況
5.2.1. インボイス等、企業が作成する通関関係書類の様式等の統一化へ
の取組状況
通常、CO 申請はインボイス等の貿易書類を元に作成され、CO 発給時にも CO 申請内容と
インボイス等の根拠書類の内容が一致することの確認が行われる。しかし、インボイスはそ
の様式が事業者毎に異なっており、同一の情報項目が紙面上の異なる場所にレイアウトされ
ていることから、CO 申請時の転記作業や CO 発給時の照合確認の作業効率を低下させる要
因となっている。
中でもインボイスは、CO のみならず、通関手続き等の様々の貿易関連手続きで提出を求
められる書類であり、インボイスの様式が国際的に統一化されれば、貿易関連の諸手続きが
効率化されるメリットがある。さらに、インボイスがテキストデータとして電子化されてい
れば、これらの手続きの自動化も可能となり、貿易手続きは大幅に省力化されると期待され
る。
このような背景から、インボイスの標準化に向けて、国連/CEFACT による UNeDocs 等が
長年にわたり取り組まれてきた。一部の商工会議所や eCO サービスでは、UNeDocs に準拠
したインボイスの利用を促しているが、現在のところ普及していない。一方で、欧州が進め
る公共調達手続きの標準化を目的とした「PEPPOL」規格があり、シンガポールは、国内に
おける電子インボイスの規格として、この「PEPPOL」規格を採用すると、2018 年 5 月に発
表している。
今後、ブロックチェーン等の取組により、電子データによる貿易書類の共有化が進めば、
電子インボイスの標準化も進展する可能性は十分にあると考えられる。
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5.2.2. 電子発行された原産地証明書と、通関システムやブロックチェー
ン（分散型台帳技術）との連携の有無
CO は、輸出国および輸入国の貿易手続き関連事業者および行政機関等の間で取り交わさ
れる、多数ある貿易文書の１つである。従来は、手続き毎に個別のシステムが構築されるケ
ースが一般的であったが、これらの貿易文書は、様々の手続きで共通して利用されることか
ら、各国または各地域で「シングルウィンドウ化」
（複数の行政機関等への申請を 1 つの画面
から行えるようにデータの共有化が図られたしくみを指す。
）の取組が進められてきた。一部
の国では、輸出申告と CO 申請をシングルウィンドウ化している事例もある。また、ASEAN
加盟国では CO の電子データを輸出国と輸入国で共有する域内シングルウィンドウ化の実装
を進めており、既にインドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムの 5 カ国は
相互接続を完了している。この ASEAN シングルウィンドウの取組は、今後、CO に加えて、
輸出入申告等の手続きにも拡張される計画である。
さらに、最近になり、ブロックチェーン等の技術を利用した、あらゆる貿易文書を一貫し
て保管・流通させるためのグローバルなプラットフォームの構築が取り組まれており、主要
な eCO サービスにおいても、これらのプラットフォームとの連携が図られつつある。
以下はその一例であるが、輸出者がフォワーダに予約を入れる段階から輸入国が貨物を受
領するまでの一連の民民、官民、官官のデータ連携、データ共有を実現するプラットフォー
ムとなっている。特筆すべき点として、国際間の官官のデータ連携において、ED=ID（輸出
国の輸出申告データが、輸入国の輸入申告データとして利用する運用）が実現されているこ
とが挙げられる。シンガポール税関の EDI サービスとインドネシア税関の EDI サービスの
間で CALISTA と呼ばれるプラットフォームがデータ変換を行う仕組みとなっている。
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＜手順＞
1.荷送人は、CALISTA を介して貨物運送業者を手配する
2.荷送人は、銀行からの資金調達を申し込む
3.荷送人は、貨物保険を購入する
4.貨物運送業者は、EDI を介して工場/倉庫に注文を送信する
5.貨物運送業者は、貨物予約を行う
6.貨物輸送業者は、5.と同じデータセットを使用して輸出申告を行う
7.港湾オペレータは、入荷貨物/コンテナのデータを受け取る
8.輸出申告データは、輸入申告データとしても利用可能である
9.港湾内のすべてのアクティビティが記録される
10.トラックへの自由な貨物のクリアランス
11.トランスポータは、モバイルデバイス上の貨物ステータスを更新する
12.荷送人は、B2B 決済を使用して FF で決済を行う
13.買い手は、請求書の真正性をチェックし、支払いを行う
14.データは貿易手続きを一貫して利用可能であり、すべての取引等の履歴が CALISTA に記録される
出所：GeTS 社資料

図 5.2-1 貿易手続きの情報プラットフォームの例（CALISTA の事例より）
なお、各 eCO サービスにおけるブロックチェーンへの取組状況については、
「5.1.2 ブロッ
クチェーン」に記載の通りである。

5.2.3. 他国が電子発行した原産地証明書の利用許容性
前節でも述べたとおり、eCO に対しては、様々の手法を駆使した偽造防止等の真正性を高
めるための方策が取られており、従来の紙媒体＋手書きサインおよびウェットスタンプを施
された CO 以上に、偽造等を行うことが困難になりつつあると言える。従って、これらの eCO
に施される真正性担保方法に対する周知と理解が進むにつれ、eCO の受容率はより一層高ま
り、一方で、将来的には紙媒体の受容率が低下することも起こりうると考えられる。

5.2.4. その他、手続等の簡素化のため特に行われている措置
CO 発給業務においては、輸出者毎にインボイスの様式が異なることや、輸入国毎で eCO
の受入状況が異なること等により、煩雑さが生じている実態がある。一部の eCO サービスの
取組では、これらの煩雑な業務を効率化するための補助的な機能も実装されている。

(1) 輸入国毎 eCO の受け入れ状況等のデータベース化
英国では、CO の申請・発給手続きは電子化しているが、輸出者から輸入者へ受渡しされる
発給済み CO は紙媒体として運用されている。これは eCO を許容していない輸入国があると
認識されているためである。しかし、英国において CO を紙媒体に印刷出力した上で手書き
サインやウェットスタンプを押印している理由が、主に中東諸国において、電子的に発行し
た CO が許容されないためであるとの CO 発給機関によるインタビュー回答がある一方で、
ICC アジアによれば、中東諸国における CO の電子化への取組はここ数年で進展しており、
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電子的に発行した CO の受領許容性は高まっているとのことであった。一方、AWTCC によ
れば、米国ではすべての CO が PDF データとして発給されており、カタール国を除き、輸入
国 180 ヶ国がこれを受領しているとのことであった。これらの情報の不一致から、電子発行
した原産地証明書の利用の輸入国側における許容性について、輸出国の CO 発給機関に対し
て十分な周知がなされていない状況もあると考えられ、これらの情報を収集することの困難
性が伺える。
このようなニーズから、一部の eCO サービスでは、こういった輸入国毎で異なる対応が求
められる事項について、データベース化して、各商工会議所が共有できる機能を実装してい
る。

(2) インボイスから CO 申請データを自動認識、生成する機能
インボイス等の根拠書類は、記載されるデータ項目はほぼ共通であるが、作成者毎にレイ
アウト等が異なるため、申請者が CO 申請データを入力する際や、発給者が CO 申請データ
とインボイスを目視で照合確認する際の負担となっている。このため、一部の eCO サービス
では、インボイスの画像データからテキストデータを読み取る OCR 機能を実装している。た
だし、この機能は、インボイスの書式毎でシステムをカスタマイズする必要があるため、現
時点では、特に CO 申請件数の多い輸出者等に限定した実装となっている。

5.3. 原産地証明書の申請・発給業務の電子化により期待される効果
5.3.1. 原産地証明書の申請・発給業務の電子化による省力化効果
5.3.1.1.

原産地証明書の発給機関における省力化効果

CO の発給機関では、主に、「①CO 申請事業者（輸出者、製造業者等）の登録」
、「②輸出
品の原産性審査」、
「③CO 申請受付および CO 発給」、の 3 つの業務を担っている。このうち、
現行の eCO サービスにおいて電子化の対象となっているのは、①および③である。一方で、
CO の発給機関において、最も人工を要する業務は、
「②輸出品の原産性審査」である。この
ため、インタビュー調査においても、各国ともに、電子化の前後で、CO の発給機関における
体制の変化は特にないとの回答であった。
なお、
「②輸出品の原産性審査」に関しては、対応方針が国毎に大きく異なるが、以下の 2
つの方法に大別される。
表 5.3-1 輸出品の原産性審査の実施方針
方法

製造工場等の実地検査

関連する根拠書類の確認

A

○：実施する

○：実施する

シンガポール、中国等

B

×：実施しない

○～×：

英国、米国、韓国、日本等

実施する～実施しない
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該当する主な国名

方法 A では、輸出品の原産性を確認するために、CO 発給機関である税関や商工会議所が、
輸出者または製造業者の工場等を訪問し、実地で確認を行っている。実地検査を行うため、
シンガポールでは 7 名、中国では数千人規模の検査員を擁している。シンガポールの検査員
が少ない理由は、シンガポールでは登録している申請者数が 1000 社程度と少ないためであ
る。
一方、方法 B では、CO 発給機関である商工会議所等が、工場等の実施検査を行うことは
なく、関連する根拠書類の確認についても、インボイス等の書類を提出させ、ある程度確認
を行っている国（英国、米国等）から、基本的に提出を求めていない国（日本等）まで、様々
ある。方法 B においては、CO の申請内容が正しいことの担保方法として、申請者に申請内
容に虚偽が無いこと等の宣誓書を提出されることや、虚偽申請等があった場合の罰則規定を
設ける等の方策が採られている。なお、工場等の実施検査を行わない場合においても、実際
には、工場等の所在地の最寄りの商工会議所等が実地の状況を把握しており、国内の商工会
議所間でこれらの把握情報を連携利用して対応している国（英国、米国等）もある。

5.3.1.2.

原産地証明書の申請者（輸出者、製造業者）における省力化、迅速化効果

原産地証明書の申請者においては、
「①CO 申請事業者（輸出者、製造業者等）の登録」、
「②
輸出品の原産性審査」、
「③CO 申請受付および CO 発給」
、の 3 業務のうち、①および②は数
ヶ月～数年の有効期限が定められていることから手続きの頻度が低いが、③は輸出の都度行
う必要があるため手続きの頻度が高い。
「③CO 申請受付および CO 発給」を窓口で行う場合、申請者は最寄りの地方商工会議所
等へ赴く必要がある。地方商工会議所に CO 発給権限が与えられていない場合は、さらに特
定の商工会議所の窓口まで申請書類を持参し CO の発給を受ける必要がある。これらの窓口
での手続きがオンライン化されることにより、窓口に赴く人工と手続きに要する時間が大幅
に削減される。
また、紙媒体での CO 申請においては、誤記入による差し戻しも多く発生しているとのこ
とであるが、eCO サービスでは、過去の申請データを複製、編集して、申請データを作成す
る機能が実装されている。これにより、申請データの作成が省力化されるとともに、申請デ
ータの誤入力等による差し戻しの頻度も大幅に減少することから、申請から発給までの平均
時間は大幅に短縮される。

5.3.2. 原産地証明書の申請・発給システムのコスト負担
5.3.2.1.

構築コストおよび政府による資金援助の有無

eCO システムを独自に構築している事例は少ないが、フランスの事例では約 200 万ユーロ
程の開発規模であったとされる。各国の商工会議所において、これらの初期投資資金を調達
することは一般に極めて困難であり、既存の民間の eCO サービスが利用されることが多いと
のことである。このような背景もあり、税関等の政府機関自身が CO 発給業務を行っている
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ケースを除き、商工会議所が政府による資金援助を受けてシステム開発を行っている事例は
確認されなかった。
図 5.3-1
国名

CO 発給機関と eCO システムの区分
税関

商工会議所等

米国

×（発給権限なし）

民間 eCO サービス

英国

×（発給権限なし）

民間 eCO サービス

フランス

×（発給権限なし）

独自開発による eCO システム（国費
支援はなし）
（次期更改では独自開発
しない見込み）

シンガポール

国費による eCO システム

民間 eCO サービス

韓国

国費による eCO システム

独自開発による eCO システム（国費
支援はなし）

5.3.2.2.

eCO サービスの利用コスト

民間 eCO サービス（米国、英国、シンガポールの商工会議所）および独自開発（フランス、
韓国の商工会議所）における、eCO システムコストの事例を表 5.3-2 に掲載する。申請手数
料に占める eCO システム利用料の比率について、独自開発では 20～30％、民間 eCO サービ
ス利用では 3～20％となっており、民間 eCO サービス利用は独自開発より安価な傾向が見ら
れる。特に、申請手数料に占める eCO システム利用料の比率が 2.8～5.5％と最も低い英国で
は、4 社の eCO サービスが参入していることから、競争環境の存在がコストにも反映してい
ると考えられる。
表 5.3-2 民間 eCO サービスおよび独自開発による eCO システムにおけるコスト

発給機関
（国名）

eCO システムの
構築、運用コス
ト

申請手数料のう
ち、eCO システム
の利用料（申請 1
件あたり）

＜参考＞CO 申請
手数料（申請 1 件
あたり）

AWTCC

民 間 サ ー ビ ス 利 5 ドル／件（初期費 電子：25 ドル

（米国）

用のため不明。

＜参考＞申請手
数料に占める
eCO システム利
用料の比率
20％

窓口：50 ドル

用なし）
（約 550 円／件）

BCC （ 英 民 間 サ ー ビ ス 利 1.33 ポ ン ド ／ 件 会員：24 ポンド
国）

用のため不明。

（初期費用なし）

非会員：48 ポンド

（約 200 円／件）

（電子、窓口とも
同一料金）
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2.8～5.5％

発給機関
（国名）

eCO システムの
構築、運用コス
ト

申請手数料のう
ち、eCO システム
の利用料（申請 1
件あたり）

＜参考＞CO 申請
手数料（申請 1 件
あたり）

フ ラ ン ス 開発：約 200 万ユ 推定約 3 ユーロ／ 電子： 10 ユーロ
国 内 の 全 ーロ（2008 年）

＜参考＞申請手
数料に占める
eCO システム利
用料の比率
30％

窓口： 16 ユーロ

件

て の 商 工 年 間 費 用 ： 4000 （約 400 円／件）
会議所（フ ユーロ×100 商工 （注）年間費用と
ランス）

会議所。

年 間 発 給 件 数
135,000 件より算
出。

SICC（シ 民 間 サ ー ビ ス 利 1.5US ド ル ／ 件 電子：8 ドル
ン ガ ポ ー 用のため不明。

（初期費用なし）

ル）

（約 165 円／件）

19％

窓口：11 ドル

大 韓 商 工 開発：10 億ウォン 推定約 300 ウォン 会員： 1500 ウォ 20％
会議所（韓 （2006 年）
国）

ン（約 150 円）

／件

改修：5 億ウォン （約 30 円／件）
／5 年

非会員： 7000 ウ

（注）10 年間のシ ォン（約 700 円）

保守：1 億ウォン ステムコストと年
／年

間発給件数 100 万
件より算出。
出所：インタビュー結果を基に三菱総合研究所作成

なお、民間の eCO サービスでは、システム開発にかかる初期投資は、その全額を eCO サ
ービスベンダが負担し、商工会議所等のユーザは、CO 発給数等に応じた従量制で利用料を
eCO サービスベンダへ支払うといったビジネスモデルが一般的である。
また、利用料を申請あたりではなく、発給あたりで設定している商工会議所が多いが、そ
の理由として、1 発給あたり複数申請が行われるケースが eCO サービス利用初心者に多く、
これらの初心者における窓口申請からオンライン申請への移行に係る障壁を下げる意図があ
る。さらに、初回の申請データを厳しく確認することにより、2 回目以降の申請データの正確
性が高まり、発給機関と申請者の双方における手続き負荷が軽減されるメリットもある。
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6. 日本における原産地証明書の申請・発給業務のあり
方の検討
6.1. 日本における原産地証明書の申請・発給業務の現状
我が国では、CO 申請手続きは、特恵 CO については電子化されているが、非特恵 CO に
ついては電子化されていない。また、CO は紙媒体を原本としているため、CO 発給は、特恵
CO、非特恵 CO ともに窓口発給である。

表 6.1-1 日本における原産地証明書発給業務の概況
非特恵 CO
発給機関

特恵 CO

日本国内各地の地方商工会議所等 日本商工会議所
（商工会議所法第 9 条第 5 号およ （各 EPA、FTA に従う）
び第 6 号による）

電子化状況

（以下は、東京商工会議所の例）

① 企業登録：窓口

① 企業登録（貿易登録）
：窓口

② CO 発給の申請：オンライン

② CO 発給の申請：窓口

③ 発給 CO：窓口、郵送

③ 発給 CO：窓口
原産地規則

（各 EPA、FTA に従う）

完全生産品
CTC ルール（HS コード上 4 桁）

運用規則

商工会議所貿易関係証明発給事務 （各 EPA、FTA に従う）
規則

発給手数料

2,000 円

会員：1,080 円
非会員：3,240 円
特急料金：+ 1,080 円
用紙代：620 円／100 枚（偽造防
止加工紙）

出所：東京商工会議所のホームページを元に（株）三菱総合研究所作成。

特恵 CO の申請システムの概要は以下のとおりである。

表 6.1-2 日本における原産地証明書発給システム（特恵 CO のみ）の概要
項目

概要

申請システムの 第三者証明制度を採用している第一種特定原産地証明書に該当する 14
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項目

概要

対象 FTA

協定

発給機関

日本商工会議所（日シンガポール協定を除く）
日本国内各地の地方商工会議所（日シンガポール協定）

申請手順

①企業登録：窓口
③CO 申請：オンライン
④CO 発給：窓口

添付書類

なし（「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
施行規則」により、輸出許可書およびインボイスはいずれも提出は原則
不要）

所要期間

①企業登録：原則 7 営業日
②原産性審査：原則 3 営業日
③CO 申請～④発給 CO：原則 2 営業日

発給手数料

基本料：発給申請１件につき 2,000 円
加算額：産品数×加算単価（20 回目まで 500 円、21 回目以降は 50 円）
支払は窓口または振込み。

罰則

虚偽申告等に対して 50 万円以下の罰金、10 年以下の懲役。

出所：日本商工会議所，「第一種特定原産地証明書発給申請マニュアル発給システム操作編」を元に（株）三菱
総合研究所作成。

6.2. 日本における原産地証明書の申請・発給業務の電子化に向けた取組
6.2.1. 申請・発給業務の電子化に向けた取組の方向性
原産地証明書の申請・発給業務の電子化は、本調査にて現地調査を実施した先進 5 カ国で
は 10 年以上前から取り組まれており、2 つの発給機関（米国、韓国）が電子化率 100％、そ
の他の機関（英国、フランス、シンガポール）でも電子化率が 50％～75％に達している。日
本からの輸出高上位 20 カ国のうち、上記の 5 カ国以外の国においても、その多くの国でオン
ライン手続きを導入済みであり、CO の申請・発給業務の電子化は、世界的な趨勢となってい
る。
CO の申請・発給業務の電子化により、申請から発給の所要時間が数分～数時間程度に短
縮されること、申請者が窓口に赴く手間と時間が省かれること等から、特に手続きの迅速化
への寄与が大きいと期待される。
我が国においても、輸出者より、CO の申請から発給にかかる時間の短縮が要望されてい
るところであり、今後の貿易高の増加や FTA の増加と利用拡大に鑑み、CO の申請・発給業
務の電子化の早急な実現が望まれる。
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6.2.2. eCO システム実装における有用な機能および技術動向等の考慮
(1) 発給済み CO の真正性担保に資する技術の活用
原産地証明書において最も重視される点は「原本性」である。原本性とは当該書類が正当
な発給者により発給された唯一のものであることを証明できることを指し、旧来は紙媒体上
のウェットスタンプや手書きサイン等により担保していた。eCO においては、原本性を担保
する手段として、主に以下の手段が講じられることが主流となっており、eCO の信頼性向上
のため、これらの技術を講じることが望ましいと考えられる。

(a)

QR コード
主に個々の CO としての PDF やそれを印刷出力した紙媒体の改ざん防止の目的で活用

される技術である。
QR コードには、CO 発給履歴のシステム上での保管場所へのアクセスキーが記録されて
おり、QR コードを一般的な携帯端末等のカメラで読み取ることで、CO 発給履歴データを
システムから呼び出して表示することができる。QR コードには、アクセスキーに加えて、
CO の内容（製品名、輸出者、輸入者等）も収録される場合もある。
なお、ツールとしては QR コードに限定するものではないが、現時点で国際的に展開し
ている eCO サービスは、いずれも QR コードを活用している。
(b)

ブロックチェーン
主にシステム上で保管される CO 発給履歴データの改ざん防止の目的で活用される技術

である。完全な eCO（完全な eCO とは申請手続きおよび発給済み CO の双方を電子デー
タとするケースを指す。最終的に紙媒体に印刷出力し手書きのサインを施すケースは、申
請手続きのみを電子化するものであり、完全な eCO には該当しない。
）においては、原本
が、紙媒体ではなく、システム上に保管される電子データとなるため、これらの電子デー
タが改ざんされていないことを確実にすることは、eCO の真正性を担保する上で、最も重
要な要件となる。最新の技術動向では、金融業界において先行して導入が進められている
ブロックチェーンを貿易手続き関連データの国際流通に適用する取組が活発化しており、
2018 年 5 月頃より、国際展開する大手 eCO サービス各社が、相次いで、ブロックチェー
ンの実装に関するプレス発表を行っている。

(2) 貿易関連書類との連携
CO は貿易手続きの一部であり、その発給申請時に根拠書類として提出されるインボイス
やパッキングリスト等の書類は、輸出入申告等の税関手続きを始め、貿易手続き関連主体が
共通して利用するものである。このため、CO を含む貿易関連書類の電子化に際しては、以
下の 2 つの要件を満たすプラットフォームを活用することが望まれている。


貿易手続き関連主体が組織間、国際間、貿易手続き間で横断的に貿易手続きに係
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る書類を一元的に利用できるシングルウィンドウのしくみを有すること。


プラットフォーム上で保管される根拠書類等の真正性を担保のために、ブロッ
クチェーン等の技術を適用した信頼できるしくみを有すること。

国際展開する大手 eCO サービスベンダ各社では、これらのシステム構築および稼動を既
に一部の国や主体を対象に既に開始しており、今後、これらのサービスの活用が一層進むも
のと予想される。

(3) CO 申請・発給業務の精度向上と省力化に資する支援機能
(a)

申請データの再利用機能：申請者
原産性審査結果は 6 ヶ月～1 年の有効期限を設定されることが一般的であり、この間、

輸出者は、輸出の都度、同様の記載内容で CO を申請している。このため、過去の申請デ
ータを複製して、新規申請データを作成する機能により、データ入力の省力化と誤入力の
削減が図られる。
(b)

CO 申請書と根拠書類の照合確認機能：発給者
CO 発給時における発給者による主な確認事項は、以下の 2 点である。

a)



CO 申請書および根拠書類上の電子署名と事前登録した署名の一致確認



CO 申請書の記載内容と根拠書類（インボイス等）の記載内容の一致確認

電子署名の照合確認機能
第三者認証を必要とする電子署名は eCO では利用されていない。このため、電子署名

の照合確認は、イメージデータの一致確認が行われている。これらの一致確認は、発給
者が目視確認で行っているが、AI を活用した画像解析技術を用いて、一致確認を自動化
する取組も行われている。
b)

記載内容の照合確認機能
インボイス等の根拠書類は、国際的に標準化されておらず、記載されるデータ項目は

ほぼ共通であるが、作成者毎にレイアウト等が異なるため、発給者が目視確認する際の
負担となっている。インボイス等を国際標準化することが望ましいが、現時点では、特
に CO 申請件数の多い輸出者等に限定して、インボイスの画像データからテキストデー
タを読み取る OCR 機能を実装しているケースもある。これらの大手輸出業者では、シス
テム出力されたインボイスを利用しているケースが多いため、OCR による識字率は比較
的高いと考えられる。
また、CO 申請データとインボイス等の根拠書類を照合確認する際、PDF 等のイメー
ジデータではなく、UNeDocs 等のフォーマットに基づいた EDI データであれば自動照
合機能を容易に実装することができる。

(4) 輸入国毎の属性情報の共有
ICC のガイドラインによれば、CO は輸入国の原産地規則等に従って発給されるべきとさ
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れている。また、eCO の受入状況や CO の様式等も、輸入国によって異なる。
従って、輸入国による受容性の高い CO を発給する目的において、輸入国毎の属性情報を
管理する機能が必要となる。また、これらの輸入国毎の属性情報は、輸入各国における eCO
の進展状況等に応じて更新が必要となるが、これらを最新情報に更新するためのメンテナン
ス作業を個々の発給機関（商工会議所等）が行うことは、極めて非効率である。このため、
輸入国毎の属性情報については、国または国際間で共有されることが望ましい。
輸入国毎の属性情報の最新化が困難と考えられる事例として、欧米の現地調査では、eCO
を受け入れていない国のカタール国が挙げられていたが、ICC アジアによれば、カタール国
での eCO の取組みが進んでいるとのことであった。これらの情報の不一致の背景には、輸
入各国の取組状況が輸出各国で更新されていないことがあると推測され、当該情報のメンテ
ナンスが困難であることを示唆していると考えられる。このため、輸入国毎の属性情報が国
際的かつリアルタイムで共有されるしくみは有用であると考えられる。

6.2.3. eCO システムの導入手法
「6.2.2

eCO システム実装における有用な機能および技術動向等の考慮（304 ページ）に

記載したとおり、eCO システムの実装に際しては、利便性向上の点からは多様な機能が求め
られ、また、特に真正性担保手段を確保する観点からは、常に最新の技術を採用していくこ
とが望まれる。このため、システム開発コストは、個々の商工会議所が負担できる範囲を超
える額に及ぶことが懸念される。一例として、大韓商工会議所では、政府による援助なしに
独自にシステム開発を行ったが、CO 申請手数料でシステム開発・運用コストを賄えていない
とのことであった。また、パリ商工会議所では、独自に開発したシステムをフランス国内の
全ての商工会議所に供用し、各商工会議所からシステム利用料を徴収するビジネスモデルと
したが、次期システム更改では独自開発を断念したとされている。
一方で、国際展開する民間企業の提供する eCO サービスでは、いずれも、開発・運用コス
トを eCO サービスベンダが負担し、CO 発給 1 件あたり数ドル程度のサービス利用料を徴収
するビジネスモデルとしている。商工会議所における初期コストの負担が少ないことと、従
来の申請者が支払う申請手数料（20 ドル前後）に占める eCO サービス利用料の割合が低く、
許容範囲に収まっていると考えられることから、英国や米国をはじめとする各国の商工会議
所において、これらの民間企業の提供する eCO サービスを利用するケースが増加している。

6.2.4. eCO システムの導入時期
欧米やシンガポール、韓国等の先進各国が 10 年以上前に eCO を導入した当初は、輸入各
国における eCO の受容性が低く、一旦は申請・発給ともに電子化したものの、後に申請のみ
を電子化し、発給はマニュアルに戻す等、試行錯誤しながら時間をかけて CO の電子化率を
高める努力が続けられてきた。昨今では、従来より特に eCO の受容性が低いとされてきた中
東諸国においても eCO の導入が進みつつあり、また、最大の CO 発給国である中国が ICC に
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加盟して eCO を導入する等、eCO の受容性は全世界的に急速に高まっている。日本が eCO
を導入するタイミングとしては好適な時期であると言える。
一方で、eCO の真正性担保手段が強化されつつある中、既存の紙媒体の CO の真正性が相
対的に低くなる状況も想定され、eCO 化が遅れた場合に、紙媒体の CO の受容性が低下する
ことのリスクにも配慮すべきと考えられる。
以上の状況に鑑み、日本における eCO の取組を早急に進めることが得策であると考えられ
る。

6.2.5. CO 申請の電子化率向上に向けた取組
従来より慣れ親しんだ窓口での申請を電子申請へ切り替えるには、申請者側に十分な動機
が必要になる。そのための方策の１つとして、各国の商工会議所では、窓口申請より電子申
請の申請手数料を安価に設定しているケースが多く見受けられる。また、一部の商工会議所
（米国、韓国等）では、電子申請以外は受け付けない運用（米国では商工会議所が主導、韓国
では行政機関が主導している）が行われている。
また、特恵 CO の場合には、電子化率向上の取組と合わせて、FTA の周知により FTA の
利用率を高める取組も必要となる。この取組に関しては、一例として、利用メリットや利用
条件等を分かり易く解説した、シンガポール税関の Web サイト（「図 4.4-1
Web サイト（シンガポール－インド FTA の例）」を参照。
）等がある。
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https://www.chamberinternational.com/exportingchamberinternational/documentation-forexport-and-import/certificates-oforigin/certificates-of-origineuropean-community/thecertificate-of-origin-completionguide-european-community/
http://newepco.dagangnet.com.my
https://www.chamberinternational.com/exportingchamberinternational/documentation-forexport-and-import/certificates-oforigin/certificate-of-origin-arabbritish/a-certificate-of-origincompletion-guide-arab-british/
http://www.customs.go.jp/roo/text/ph
ilippine6.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jf
ile/report/07000920/eu_gsp_guide.p
df
https://www.londonchamber.co.uk/L
CCI/media/media/Export%20Docs/2
018-Frequently-Asked-QuestionsEC.pdf
http://www.dft.go.th/en-us/Trading-

引用文献番
号#

引用文献名

著者
Foreign Trade
IHK

W-030-08

The origin of goods in
Germany and the EU

W-031-08

Certificates of Origin

Amcham
GERMANY

W-033-15

International Export
Shipping
Documentation:
NAFTA Certificate of
Origin
RULES OF ORIGIN

FedEx

W-034-18

W-035-09

W-036-03
W-037-06

W-038-01

W-039-99
W-040-11

W-041-11

W-042-01

W-043-02
W-044-02

Certificate of Origin
and
Assistance
in
Accessing Free Trade
Agreements
原産地証明書の発行_概
要
Application in the
Thailand;
ASEANCHINA Free Trade
Area Business Portal
NAFTA: A Guide to
Customs
and
Procedures; Chapter 6
- Certificate of Origin
TRADE HELPDESK
HOW TO APPLY FOR
EC CERTIFICATES
OF ORIGIN AND
TRADE
DOCUMENTATION
STANDARD RULES
TO BE OBSERVED
BY
APPLICANTS
FOR THE ISSUE OF
CERTIFICATES OF
ORIGIN OR FOR THE
CERTIFICATION OF
INTERNATIONAL
TRADE
DOCUMENTS
NAFTA CO

China-ASEAN
Free
Trade Area Top page
北京原产地申请指南

発行年

備考（タイトル等）
Services/Documentation-in-EDI
http://www.parchimairport.com/upfiles/Guide%20to%20
Made%20in%20Germany%20by%20
IHK.pdf
https://www.amcham.de/services/ov
erview/member-services/certificatesof-origin/
http://www.fedex.com/international/
document-overview/NAFTACertificate.html

Ministry
of
Commerce
and
Industry
The Australian
Industry Group.

http://commerce.gov.in/trade/indiach
ile/Rules_of_Origin.pdf

InvestKorea

http://www.investkorea.org/jp/fta/ce
rtificate01.do
http://www.aseancn.org/index.php?m=content&c=ind
ex&a=show&catid=258&id=45

https://www.aigroup.com.au/busines
s-services/trade/certificateoforigin/

Singapore
Custom

2016 年 5
月 27 日

U.S. Customs and
Border Protection

2014 年 5
月 14 日

European
Commission
London
chamber

https://www.cbp.gov/trade/nafta/gui
de-customs-procedures/cert-origin

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
of

https://www.londonchamber.co.uk/L
CCI/media/media/Export%20docs%
20files%20new/File-20-How-toapply-for-an-EC-Certificate-ofOrigin.pdf
http://www.blairconsular.com/files/d
ocuments/Standard_Rules_LCC.pdf

Chamber
Intennatinal

UPS WorldShip

China-ASEAN
Free Trade Area
China-ASEAN
Free Trade Area

314

https://www.ups.com/worldshiphelp/
WS17/JPN/AppHelp/GlossPopup/N
AFTA.htm
http://www.cn-asean.org/
2015 年 6
月2日

http://www.cnasean.org/uploadfile/2016/0520/201
60520093221513.pdf

引用文献番
号#
W-045-02

上海原产地申请指南

W-046-02

発行年

備考（タイトル等）

China-ASEAN
Free Trade Area

2016 年 5
月 23 日

天津原产地申请指南

China-ASEAN
Free Trade Area

2010 年
12 月 17
日

W-047-02

附件 5、原产地企业备
案、核准平台操作

中国南京税関

W-048-05

Mainland and Hong
Kong Closer Economic
Partnership
Arrangement
Certificate of Origin

The Hong Kong
General Chamber
of Commerce

http://www.cnasean.org/uploadfile/2016/0523/201
60523083137106.pdf
http://www.cnasean.org/uploadfile/2016/0523/201
60523084016103.pdf
http://www.jsciq.gov.cn/a/2015/07/70
45/00101012281/Attachment/%E9%
99%84%E4%BB%B65%E3%80%81
%E5%8E%9F%E4%BA%A7%E5%9
C%B0%E4%BC%81%E4%B8%9A%
E5%A4%87%E6%A1%88%E3%80%
81%E6%A0%B8%E5%87%86%E5%
B9%B3%E5%8F%B0%E6%93%8D%
E4%BD%9C.doc
http://cert.chamber.org.hk/en/certifi
cates_of_origin/cepa.aspx

貿易産業省

2018 年 5
月 31 日

HOW TO APPLY FOR
A CERTIFICATE OF
ORIGIN FORM A
Factory Registration

貿易産業省

2018 年 5
月 31 日

貿易産業省

2018 年 5
月 31 日

貿易産業省

2018 年 5
月 31 日

貿易産業省

2018 年 5
月 31 日

https://www.tid.gov.hk/english/impo
rt_export/cert/cert_copn.html

W-054-05

Application
Procedures
for
Certificate of Origin
Electronic Services for
Certificate of Origin
(CO)
Service Charges

https://www.tid.gov.hk/english/impo
rt_export/cert/cert_maincontent.ht
ml
https://www.tid.gov.hk/english/about
us/publications/registcert/files/apply
_form_a.pdf
https://www.tid.gov.hk/english/impo
rt_export/cert/cert_aboutco_factory.
html
https://www.tid.gov.hk/english/impo
rt_export/cert/cert_procedures.html

BRIO

2017 年 1
月1日

W-055-99

Rules of Origin

European
Commission

W-056-99

The Union Customs
Code: the New Rules
for Simpler, Faster and
Safer Trade
原産地規則と原産地証
明書：EU
Arab Certificates of
Origin

KPMG Italy

2018 年 2
月1日

http://www.brio.com.hk/charges.htm
l
https://ec.europa.eu/taxation_custo
ms/business/calculation-customsduties/rules-origin_en
https://assets.kpmg.com/content/da
m/kpmg/jp/pdf/jp-the-unioncustoms-code.pdf

JETRO

2012
11 月

France certificate of
origin
GUIDELINES
REGARDING FEES
FOR ISSUANCE OF
NONPREFERENTIAL

外務省

W-049-05

W-050-05

W-051-05

W-052-05

W-053-05

W-058-99
W-059-11

W-060-11
W-061-18

引用文献名

著者

LODON
CHAMBER

of

EEPC india
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年

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A
-041152.html
https://www.londonchamber.co.uk/e
xport-documents/arab-certificatesof-origin/
http://www.mofa.go.jp/policy/econom
y/gsp/specimen-1.pdf
https://www.eepcindia.org/policyinfo/P150323152014/55/certificateof-origin

引用文献番
号#

W-062-07

引用文献名
CERTIFICATE
OF
ORIGIN AND APTA
CERTIFICATE
[PREFERENTIAL
–
ASIA
PACIFIC
TRADE
AGREEMENT]
Handbook on rules of
origin for preferential
Certificates of Origin

著者

Singapore
Custom

発行年

備考（タイトル等）

2017 年
12 月 1 日

https://www.customs.gov.sg/~/media
/cus/files/business/exporting%20goo
ds/cert%20of%20origin/handbook%2
0on%20rules%20of%20origin%20for
%20preferential%20certificates%20
of%20origin%20ttsb%20feb2016.pdf
?la=en
http://www.fmm.org.my/Apply_for_
Certificate_of_Origin-@-NonPreferential_Certificate_of_Origin.a
spx
https://www.entreprises.cci-parisidf.fr/web/international/certificat-dorigine-mode-d-emploi
https://www.entreprises.cci-parisidf.fr/documents/20152/137470/plaq
uette-Certificat-Origine-VisaLegalisation-2016.pdf/7031efcc16c8-43a5-bce1-acf518e9f406
https://www.entreprises.cci-parisidf.fr/documents/20152/137470/certi
ficat_origine+2015.pdf/434f683b9c17-4170-9b92-1905bb3be1fc

W-063-13

Non-Preferential
Certificate of Origin

Federation
of
Malaysian
Manufacturers

W-064-201

Certificate of origin:
instructions for use

CCI Paris Ile-deFrance

2016 年 7
月 28 日

W-065-20

Certificates of origin,
visas and legalizations

CCI Paris Ile-deFrance

2016 年 8
月 27 日

W-066-20

CERTIFICATE
OF
COMMUNITY
ORIGIN, DRAFTING
AND
RULES
OF
ORIGIN
原産地証明書の発行お
よび商業用請求書の認
証

CCI Paris Ile-deFrance

2016 年 8
月 27 日

W-068-08

オンライン証明書およ
び電子的に認定された
商用文書

IHK
Region
Stuttgart

W-069-08

電子署名

IHK
Region
Stuttgart

W-070-08

商業･請求書の原産地証
明書および証明書

IHK
Region
Stuttgart

W-071-08

税関オンライン - 原産
地証明書

ドイツ関税局

W-067-08

IHK
Region
Stuttgart
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https://www.stuttgart.ihk24.de/Fuer
Unternehmen/international/import_
export/Warenursprung/Ursprungsze
ugnisse/Ausstellung_von_Ursprung
szeugnissen_und_Bescheinigung_vo
n_Handel/683706
https://www.stuttgart.ihk24.de/Fuer
Unternehmen/international/import_
export/Warenursprung/Ursprungsze
ugnisse/Ausstellung_von_elektronis
chen_Ursprungszeugnissen/683714
https://www.stuttgart.ihk24.de/Fuer
-Unternehmen/innovation/digitalewirtschaft/ElektronischeSignaturen/3378122
https://www.frankfurtmain.ihk.de/international/importex
port/ursprungszeugnis/index.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/
AussenwirtschaftBargeldverkehr/Wareneinfuhr/Auss
enwirtschafts-rechtliche-

引用文献番
号#

引用文献名

著者

発行年

W-072-08

税関のオンライン - 非
優先原産地

ドイツ関税局

W-073-08

貿易管理制度 ドイツ

JETRO

W-074-14

Exportdocumentation
provided by the Dutch
Chamber of Commerce
(KvK)
Wat is het Certificaat
van Oorsprong?

KVK

W-076-04

What are the rules of
origin in Taiwan

The Bureau of
Foreign
Trade,
MOEA

W-077-14

関税制度（オランダ）

JETRO

W-078-17

AREA REPORTS（カナ
ダ）

JETRO

W-079-17

Free Trade Agreement
– Certificate of Origin

Goverment
Canada

W-080-02

Certificate of Origin

W-081-10

Certificate of Origin

W-082-19

Guidelines
For
Certificate Of Origin
Application
REQUEST
A
CERTIFICATE
OF
ORIGIN
Certificate of Origin

中 国 貿 易 振 興
（CCPIT）
VIETAN
LAW
FIRM
Ajman Chamber

W-075-14

W-083-19

W-084-19

2017 年
03･31･

exportdocumente
n.com

UAE 経済省

W-085-19

Commercial Invoices &
Shipping Documents

UAE 大使館

W-086-17

Do

LexSage

You

Have

Your

2014 年 6
月 14 日

"2017 年
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DokumenteWareneinfuhr/Ursprungszeugnis/ur
sprungszeugnis_node.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/
WarenursprungPraeferenzen/NichtpraeferenziellerUrsprung/nichtpraeferenziellerursprung_node.html
https://www.jetro.go.jp/world/europe
/de/trade_02.html
http://www.bgscustoms.eu/home/exp
ortdocumentation-kvk

https://www.exportdocumenten.com/
documenten/certificaat-vanoorsprong/wat-is-het
https://www.trade.gov.tw/App_Ashx/
File.ashx%3FFilePath%3D../Files/T
radeOldFile/09/92/60/What%2Bare
%2Bthe%2Brules%2Bof%2Borigin%
2Bin%2BTaiwan.doc&prev=search
https://www.jetro.go.jp/world/europe
/nl/trade_03.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_
Reports/01/5d5755f1dbd8a5d0/2016
0088.pdf
https://www.cbsaasfc.gc.ca/publications/formsformulaires/b239-eng.html
http://www.ccpit.org.cn/news.asp?bo
okid=2047
https://vietanlaw.com/certificate-oforigin.html
https://www.ajmanchamber.ae/en/Se
rvices/Pages/GuidelinesForCertifica
teOfOriginApplication.aspx
https://services.economy.ae/m/Pages
/ServiceCard.aspx?WFID=3

of

アブダビ電子政府

備考（タイトル等）

https://www.abudhabi.ae/portal/pub
lic/en/business/licences-andpermits/commerciallicences/certificateorigin;jsessionid=p_sXZFRVfnd9tmI
yLqhAki7kRLEFzbidfpuIGMSCyu
HxI4px1Ucc!2136215682!232913290!1525105841
237
https://www.uaeembassy.org/servicesresources/legalizationdocuments/commercial-invoicesshipping-documents
https://www.canada-

引用文献番
号#

W-087-17

W-088-17
W-089-17

W-090-13
W-092-18

引用文献名
Certificates of Origin
for 2018?
Proof of Origin of
Imported
Goods
Regulations
Certification
NAFTA 原産地証明書

･優先の原産地証明書の
適･基準
FIEO : Certificate of
Origin

W-093-18

About EIC

W-094-18

APPENDIX 4 C：LIST
OF
AGENCIES
AUTHORISED
TO
ISSUE
CERTIFICATES OF
ORIGINNON
PREFERENTIAL
Certificate-Origin
–
Indian Chamber of
Commerce
Issue
of
Non
Preferential Rules of
Origin certificate in
India.
CO の発行権限、発行手
順

W-095-18

W-096-18

W-097-03

著者

発行年

備考（タイトル等）

12 月 29
日 "

usblog.com/2017/12/29/do-you-haveyour-certificates-of-origin-for-2018/
http://laws.justice.gc.ca/eng/regulati
ons/SOR-98-52/FullText.html

カナダ政府

カナダ商工会議所
U.S.
Customs
and Border
Protection
DPMM

2018 年 1
月 17 日

https://dpmm.org.my/certificate-oforigin/
https://www.fieo.org/view_section.ph
p%3Fid%3D0,583

Federation
of
Indian Export
Organizations(FI
EO)
Export Inspection
Council of India
Ministry
of Commerce and
Industry

https://www.eicindia.gov.in/AboutEIC/About-US/About-US.aspx
http://dgft.gov.in/exim/2000/downloa
d/Appe&ANF/4C.pdf

https://www.indianchamber.org/certi
ficate-origin-2/#

インド商工会議所
（ICC）
GOVT.
OF
INDIA, Ministry
of Commerce and
Industry
韓 国 関 税 局 FTA
ポータルシステム

2012 年 5
月 26 日

Ministry
Commerce

2015 年
12 月 1 日

of

W-098-70

Certificate of Origin
Automation Speeds up
Process for Traders

W-099-70

「物品の原産地証明書」 カンボジア税関総
局
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http://www.chamber.ca/certification/
https://www.cbp.gov/trade/nafta/naf
ta-certificate-origin

https://taxandregulatoryaffairs.wor
dpress.com/2012/05/26/issue-of-nonpreferential-rules-of-origincertificate-in-india/
http://www.customs.go.kr/kcshome/
main/content/ContentView.do;jsessi
onid=d92vWNXDJwHTY5sbsvXyR
FcBnP2JgvJDtF6ZxBTz1C8LX9mq
qRfL!2217839?contentId=CONTEN
T_ID_000002334&layoutMenuNo=2
3242
https://www.moc.gov.kh/tradeswap/
userfiles/file/uploadedfiles/Job/Trad
e%20SWAp%20Newsletter%20Vol.0
5%20(eng).2_9_2016_7_59_51.pdf
http://www.customs.gov.kh/%E1%9E
%93%E1%9E%B8%E1%9E%8F%E1
%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%B
7%E1%9E%92%E1%9E%B8%E1%9
E%98%E1%9E%BB%E1%9E%93%
E1%9E%96%E1%9F%81%E1%9E%
9B%E1%9E%94%E1%9F%86%E1%
9E%96%E1%9F%81%E1%9E%89%
E1%9E%94%E1%9F%82%E1%9E%
94/%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1
%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89
%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9E
%93%E1%9E%94%E1%9E%8F%E1

引用文献番
号#

W-100-70

引用文献名

著者

発行年

関連省庁のその他の手
続 » 原産地証明書
NACCIMA、非石油輸出
を拡大し、製品の原産地
証明書を発表
Import
Procedures
Guide - Nigeria

カンボジア税関総
局
People Dairy（新
聞社）
Saudi
Export Developm
ent Authority

2016 年
11 月 1 日

W-103-72

ナイジェリア関税制度

JETRO

2018 年 1
月 17 日

W-104
W-105-99

CO 照会システム
The
Registered
Exporter system (the
REX system)

Tradecert.com
EU

W-106-19

アラブ首長国連邦関税
制度
原産地規則と原産地証
明書：インド
Chamber certification
of export documents

JETRO

韓中が原産地証明書を
電子化 関税引き下げ
適用スムーズに
06_The Role of KCCI
in Trade and APTA
Utilization

YONHAP NEWS
AGENCY

2017 年 5
月8日

KCCI（韓国商工会
議所）

2015 年 3
月 19 日

AWTCC（米国国際
貿易商工会議所）
QuickcertUSA

W-113-09

Certificate of Origin
Service
ONLINE
DOCUMENTATION –
QUICKCERT
EXPLAINED
Rules of Origin

W-114-09

日オーストラリア経済

W-101-72

W-102-72

W-107-18
W-108-09

W-109-03

W-110-03

W-111-01
W-112-01

2016 年 1
月 18 日

JETRO
Chanber
of
Commerse
and
Industry South
Australia

Australian
Government
日本税関

319

備考（タイトル等）
%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%8A
%E1%9E%BE%E1%9E%98%E1%9
E%80%E1%9F%86%E1%9E%8E%E
1%9E%BE%E1%9E%8F%E1%9E%
91%E1%9F%86/
http://www.customs.gov.kh/នីតិវិធីេផសងេទៀតៃនរក
ស/វិញាញបនបរតបញាជ ក់រប/
http://www.peoplesdailyng.com/nacc
ima-to-boost-non-oil-export-unveilse-certificate-of-origin-for-products/
https://www.saudiexports.sa/ar/Exp
ortInformation/Documents/Import%20
Summary%20Report%20-%20Nigeri
a%20(EN)%2020161123.pdf
https://www.jetro.go.jp/world/africa/
ng/trade_03.html
https://certificateoforigin.com/
https://ec.europa.eu/taxation_custo
ms/business/calculation-customsduties/rules-origin/general-aspectspreferential-origin/arrangementslist/generalised-systempreferences/the_register_exporter_s
ystem_en
https://www.jetro.go.jp/world/middle
_east/ae/trade_03.html
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A
-051009.html
https://businesssa.com/CMSPages/GetAzureFile.asp
x?path=~%5Cbusinesssa%5Cmedia
%5Ccontent%5Cdownload%20forms
%5Cc-of-o-explanatory-notes2016.pdf&hash=c92ed2564e5d6af7c
fe296653b8f1b7bb0b7e710571b33e3
3b7cbb4a242aaf27
http://japanese.yonhapnews.co.kr/he
adline/2017/05/08/0200000000AJP2
0170508001400882.HTML
http://www.unescap.org/sites/default
/files/06_The%20Role%20of%20KCC
I%20in%20Trade%20and%20APTA
%20Utilization_Eun%20Suk%20AH
N.pdf
http://www.americanworldtradecha
mber.org/solutions.htm
http://quickcertusa.com/onlinedocumentation.php

https://www.pc.gov.au/research/supp
orting/rules-of-origin/rules-oforigin.pdf
http://www.customs.go.jp/roo/text/au

引用文献番
号#

引用文献名

著者

発行年

W-116-06

連携協定における CO
フォーマット
日豪 EPA 原産地規則に
ついて
CO、CF

W-117-11

Certification Prices

Chamber
International

2016 年
11 月 1 日

W-118-11

NEW
super-fast
‘express’
online
certification for your
urgent shipments

Chamber
International

2016/4/1

W-119-11

Export Documentation

W-120-06

国際貿易･書

British Chambers
of Commerce
タイ･業連盟

W-121-02

中国の原産地管理制度
の問題点と改善案に関
する小考
貿易管理手続きの電子
化に関する調査事業報
告書
INTRODUCTION TO
PREFERENTIAL
CERTIFICATE
OF
ORIGIN (PCO)
Preferential
Certificate of Origin
(PCO)

W-115-09

W-122-99

W-123-13

W-124-13

W-125-04

備考（タイトル等）
stralia9.pdf

財務局関税局・税
関
タイ商工会議所

2015 年 1
月1日

朴盛浩

2011 年 2
月

日本郵船

MINISTRY
OF
INTERNATIONA
L TRADE AND
INDUSTRY
MINISTRY
OF
INTERNATIONA
L TRADE AND
INDUSTRY
MINISTRY
OF
COMMERCE
PEOPLE ’ S
REPUBLIC OF
CHINA
JETRO

W-126-04

Regulations of the
People's Republic of
China on the Origin of
Import and Export
Goods
WTO・他協定加盟状況

W-128-07

Certificates of Origin

singapore
customs

W-129-08

Handbook on the Rules
of Origin for Ordinary
Certificate of Origin

singapore
customs

W-130-09

INSTRUCTIONS AND
GUIDELINES
（ PREFERENTIAL
RULES OF ORIGIN）

Australian
Government
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http://www.customs.go.jp/roo/origin/
jaepa_roo.pdf
https://www.thaichamber.org/th/ho
me/mainpage/3/5
https://www.chamberinternational.com/uploads/files/cicertification-fees-1.11.16.pdf
https://www.chamberinternational.com/exportingchamberinternational/documentation-forexport-and-import/e-cert-onlinecertificate-of-origin-for-exporters/super-fast-certification/
http://exportbritain.org.uk/documen
tation/
https://www.fti.or.th/2016/thai/ftico.
aspx
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_2
0180511141852.pdf?id=ART001042
0845
http://www.meti.go.jp/meti_lib/repor
t/2011fy/0022828.pdf
http://www.miti.gov.my/miti/resourc
es/Preferential%20Certificate%20of
%20Origin/Introduction_to_PCO.pd
f
http://www.miti.gov.my/index.php/p
ages/view/3911?mid=95

http://sg2.mofcom.gov.cn/article/chin
alaw/customs/200801/200801053366
03.shtml

https://www.jetro.go.jp/world/asia/t
w/trade_01.html
https://www.customs.gov.sg/business
es/exporting-goods/certificates-oforigin
https://www.customs.gov.sg/~/media
/cus/files/business/exporting%20goo
ds/cert%20of%20origin/handbook%2
0on%20the%20rules%20of%20origi
n%20for%20ordinary%20certificate
%20of%20origin.pdf?la=en
https://www.homeaffairs.gov.au/Acc
essandAccountability/Documents/pr
actice-statements/ps200913-igpreferential_rules_origin.pdf

引用文献番
号#
W-131-05

引用文献名

著者

発行年

備考（タイトル等）

"ASEAN-Hong Kong
Free
Trade
Agreement "
シンガポール、香港等を
経由して ACFTA に基
づく特恵関税を適用す
る際の留意点
Application for Hong
Kong Certificate of
Origin

The
Bank
of
Tokyo-Mitsubishi
UFJ, Ltd.
JETRO

2017 年
12 月 21
日

http://rmb.bk.mufg.jp/files/topics/65
5_ext_02_en_0.pdf

Hong Kong Trade
Development
Council

2016 年 2
月5日

JETRO

2012 年 3
月

W-135-07

CEPA に関する制度情
報
Trade Documentation

W-136-18

Certificate of Origin

W-137-18

"GUIDELINES FOR
ISSUANCE
OF
CERTIFICATE
OF
ORIGIN
/
AUTHENTICATION
OF
EXPORT
DOCUMENTS
/
ATTESTATION
OF
COMMERCIAL
DOCUMENTS "
CERTIFICATE
OF
ORIGIN
AGREEMENT
BETWEEN
THE
UNITED MEXICAN
STATES AND JAPAN
FOR
THE
STRENGTHENING
OF THE ECONOMIC
PARTNERSHIP
GUIDE “INVEST IN
MEXICO”

W-132-02

W-133-05

W-134-05

W-138-18
W-139-15

W-140-15

W-141-16
W-142-10

Certificate of Origin
Form –JPEPA
COMPARATIVE
STUDY
ON
CERTIFICATION OF
ORIGIN

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04C
-131201.html

Singapore
Chinese Chamber
of Commerce &
Industry
Bihar Chamber of
Commerce
&
Industries
International
Society for Small
and
Medium
Enterprises

IE
ONLINE
日本税関

http://www.biharchamber.org/certifi
cate_of_origin
GUIDELINES FOR ISSUANCE
OFCERTIFICATE OF ORIGIN /
AUTHENTICATION OF EXPORT
DOCUMENTS /ATTESTATION OF
COMMERCIAL DOCUMENTS

CODE

http://www.ieccodeindia.com/origincertificate.html
http://www.customs.go.jp/kaisei/you
shiki/form_C/C5290-2.pdf

PROMEXICO

日本商工会議所
世界税関機構
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http://hong-kong-economyresearch.hktdc.com/businessnews/article/Guide-to-DoingBusiness-in-HongKong/Application-for-Hong-KongCertificate-ofOrigin/hkg/en/1/1X000000/1X0A4X
XC.htm
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jf
ile/report/07000981/reportcepa.pdf
https://www.sccci.org.sg/en/content/t
rade-documentation

2014 年 2
月

https://embamex.sre.gob.mx/sudafri
ca/images/economica/portada/guide_
en.pdf
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/
format&instructions/philippines.pdf
http://www.wcoomd.org/~/media/wco
/public/global/pdf/topics/origin/instr
uments-and-tools/comparativestudy/relateddocuments/comparative-study-oncertification-of-origin-final-

引用文献番
号#

引用文献名

著者

Mode
WebCOR

W-144-20

LES TARIFS

GEFI

W-145-20

AVEC
GEFI
SIMPLIFIEZ-VOUS
LES
FORMALITES
INTERNATIONALES
AVEC
GEFI
SIMPLIFIEZ-VOUS
LES
FORMALITES
INTERNATIONALES
Abu Dhabi approved
for certificates of origin

GEFI

W-149-6

タイ商工会議所 web サ
イト

W-150-6

THE
CHAMBER
COMMERCE

W-151-9

What is a Certificate of
Origin?

W-152-9

Certificates of Origin

the thai chamber
of commerce and
board of trade of
thailand
the thai chamber
of commerce and
board of trade of
thailand
Australian
Governmenttrade
and
investment
commission
Australian
Business

W-153-6

รับรองเอกสาร
เพื่อการส่ งออก
(CO,CF)(訳：輸出ドキ
ュメント認証）
Commercial Invoices &
Shipping Documents

Thai chamber of
commerce

North American Free
Trade Agreement Certificate of Origin
Certification of Origin
Under Free Trade
Agreements
Procedures
for
Verifications of Origin
Under a Free Trade
Agreement
What
is
an
EU

Goverment
Canada

W-147-19

W-154-19

W-155-17

W-156-17

W-157-17

W-158-11

THAI
OF

備考（タイトル等）
en.pdf?db=web
https://www.formalitesexport.com/seamgefi/views/generalites/premiereVisit
e.seam;jsessionid=izLFS6oSVhAJW
ELxtEq6RRy6
https://www.formalitesexport.com/seamgefi/views/generalites/tarifs.seam
https://www.formalitesexport.com/seamgefi/views/generalites/faq.seam

W-143-20

W-146-20

d'emploi

発行年

GEFI

GEFI

https://www.formalitesexport.com/seamgefi/views/actualites/actualitesProd
uit/actuWebcor.seam
https://gulfnewsjournal.com/stories/
510702192-abu-dhabi-approved-forcertificates-of-origin
https://mr.thaichamber.org/MRWeb/

Gulf
News
Journal Reports

http://co.thaichamber.org/APP/

https://www.austrade.gov.au/Contac
t/FAQs/what-is-a-certificate-oforigin

http://www.australianbusiness.com.
au/international-trade/exportdocumentation/certificates-of-origin
"https://www.thaichamber.org/th/ho
me/mainpage/3/5 "

Consulate Gener
al of The United
Arab Emirates

of

Canada Border
services Agency
Canada-U.S. Blog

British Chambers
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2016 年 5
月 12 日

https://losangeles.uaeembassy.org/servicesresources/legalizationdocuments/commercial-invoicesshipping-documents-0
https://www.cbsaasfc.gc.ca/publications/formsformulaires/b232-eng.html
https://www.cbsaasfc.gc.ca/publications/dmmd/d11/d11-4-14-eng.pdf
https://www.cbsaasfc.gc.ca/publications/dmmd/d11/d11-4-20-eng.pdf
http://exportbritain.org.uk/documen

引用文献番
号#

引用文献名

著者

発行年

certificate of origin?

of Commerce
Dubai Chamber
of commerce
Laws&Regulatio
ns Databases of
The Republic of
China

W-161-18

Request a certificate of
origin
Regulations Govering
issuance of Certificate
of
Origin
and Certificates
of
Processisng
Certificate of Origin

W-162-02

Certificate of Origin

W-163-01

Service
：
Documents

W-164-00

EPA に基づく特定原産
地証明書発給事業
原産地の認定基準

W-159-19
W-160-04

W-165-00

W-166-05

Export

Services：Certificate of
Origin

Bihar Chamber of
Commerce
&
Industries
CCPIT
SHAOXING
BRANCH
Manhattan
Chamber
of
Commerse
日本商工会議所
東京商工会議所

The
Chinese
General Chamber
of
Commerce,
Hong Kong

備考（タイトル等）
tation/export-documentationessentials/export-britain-newsletter/
http://www.dubaichamber.com/eserv
ices/training-videos/issue-new-coo
http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/
LawAll.aspx?PCode=J0090016

http://www.indianchemicalcouncil.c
om/docs/co-indemnity-bondformat.pdf
http://www.ccpit.org.cn/news.asp?bo
okid=2047
https://www.manhattancc.org/comm
on/11099/default.cfm?clientID=1109
9&ThisPage=home
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/faq/
system.html
https://www.tokyocci.or.jp/shomei/download/pdf/coo_ce
rtify_standard.pdf
https://www.cgcc.org.hk/uploads/cgc
c_cert/en/services02.php

7.3.5. インタビュー調査
表 7.3-5 引用文献一覧（インタビュー調査）
引用文献番号#
H-001-10

H-002-07

H-003-01

H-004-11
H-005-11
H-006-11
H-007-11

H-008-20

引用文献名
ベトナムの CO 発給状況について（三菱
総合研究所作成のメール電話調査表への
回答）
シンガポール製造業連盟の CO 発給状況
について（三菱総合研究所作成のメール
電話調査表への回答）
米国商工会議所の CO 発給状況について
（三菱総合研究所作成のメール電話調査
表への回答）
ロンドン商工会議所における CO の発給
状況について（インタビュー結果）
ロンドン商工会議所における CO の発給
状況について（プレゼン資料）
英国商工会議所における CO の発給状況
について（インタビュー結果）
英国商工会議所における CO の発給状況
について（日本商工会議所によるアンケ
ート調査結果）
英国商工会議所における CO の発給状況
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著者
ベトナム商工会議所

発行年
2018 年 7 月

クリムゾンロジック・
製造業連盟

2018 年 7 月

TradeCert・米国商工会
議所

2018 年 7 月

三菱総合研究所作成

2018 年 6 月

ロンドン商工会議所

2018 年 6 月

三菱総合研究所作成

2018 年 6 月

日本商工会議所

2018 年 7 月

日本商工会議所

2018 年 7 月

引用文献番号#

H-009-03
H-010-03

引用文献名
について（日本商工会議所によるアンケ
ート調査結果）
大韓商工会議所における CO の発給状況
について（インタビュー結果）
韓国税関における CO の発給状況につい
て（インタビュー結果）

著者

発行年

三菱総合研究所作成

2018 年 7 月

三菱総合研究所作成

2018 年 7 月

7.4. 第 4 章の引用文献
表 7.4-1 引用文献一覧（第 4 章の引用文献）
ページ
234
245

図表番号
4.1.1.4 項
4.2.1.7 項

252
256
257
259

4.3.1 節
表 4.3-4
表 4.3-5
表 4.4-1

263

図 4.4-1

270
278
278
279
281
282
284
284
285
285
287
288

図
表
表
図
図
図
表
表
表
表
表
表

4.4-2
4.5-1
4.5-2
4.5-1
4.5-2
4.5-3
4.6-1
4.6-2
4.6-3
4.6-4
4.6-5
4.6-6

参考文献名
TradeCert 社からの受領資料
British Chambers of Commerce (BCC) National Trade Services, “The
requirements, criteria and assessment process for any third party suppliers of
software tools associated with the on-line processing of UK Export Documents, in
particular Certificates of Origin and Customs EUR1 and ATR documents (the
Documents), who wish to become recognised and authorised suppliers to the BCC
Issuing Body network.”,
日本商工会議所によるアンケート調査結果
ICC インタビュー結果
シ ン ガ ポ ー ル 税 関 へ の イ ン タ ビ ュ ー 結 果 お よ び
https://ie.enterprisesg.gov.sg/Trade-From-Singapore/InternationalAgreements/free-trade-agreements/Singapore-FTA より三菱総合研究所作成
https://ie.enterprisesg.gov.sg/Trade-From-Singapore/InternationalAgreements/free-trade-agreements/CECA
https://www.vcargocloud.com/our-solutions/our-platform/
Korea Chamber of Commerce & Industry, Trade Certification Service Center 作成
（2018 年 7 月）
、三菱総合研究所翻訳追記

インタビュー結果より三菱総合研究所作成

7.5. 第 5 章の引用文献
表 7.5-1 引用文献一覧（第 5 章の引用文献）
ページ
291
291
293
297
300

図表番号
表 5.1-1
表 5.1-1
図 5.1-1
図 5.2-1
表 5.3-2

参考文献名
i2i Infinity 社インタビュー結果, 2018 年 6 月 12 日
CrimsonLogic 社インタビュー結果, 2018 年 7 月 10 日
https://www.certificateoforigin.com/
GeTS 社資料
インタビュー結果を基に三菱総合研究所作成
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7.6. 第 6 章の引用文献
表 7.6-1 引用文献一覧（第 6 章の引用文献）
ページ
302
302

図表番号
表 6.1-1
表 6.1-2

参考文献名
日本商工会議所，「第一種特定原産地証明書発給申請マニュアル発給システム操作
編」を元に（株）三菱総合研究所作成。

7.7. 第 7 章の引用文献
なし。
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二次利用未承諾リスト
報告書の題名

委託事業名

平成29年度諸外国における
原産地証明書の電子申請に
関する調査事業 調査報告書
平成29年度諸外国における
原産地証明書の電子申請に
関する調査事業

受注事業者名
頁
図表番号
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)

株式会社三菱総合研究所

タイトル
World CO survey
CERTIFICATES AND RULES OF ORIGIN: THE EXPERIENCE OF UK
FIRMS
Electronic Certificates of Origin & Electronic Certificates_A handbook
for applicants in the company
Handboek Douane (HD) (geldig vanaf 1 mei 2016)／税関ハンドブック
（HD）（2016年5月1日から有効）
Mexico export guideline
L'exportation définitive avec le certificat d'origine
ePCO
The origin of goods in Germany and the EU
Certificates of Origin

3章（p.11～p.232)

International Export Shipping Documentation: NAFTA Certificate of
Origin

3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)

Certificate of Origin and Assistance in Accessing Free Trade
Agreements
TRADE HELPDESK

3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)

STANDARD RULES TO BE OBSERVED BY APPLICANTS FOR THE
ISSUE OF CERTIFICATES OF ORIGIN OR FOR THE CERTIFICATION
OF INTERNATIONAL TRADE DOCUMENTS
NAFTA CO
Service Charges
Certificate of origin: instructions for use
Certificates of origin, visas and legalizations
CERTIFICATE OF COMMUNITY ORIGIN, DRAFTING AND RULES OF
ORIGIN
原産地証明書の発行および商業用請求書の認証
オンライン証明書および電子的に認定された商用文書
電子署名
商業⽤
請求書の原産地証明書および証明書
税関オンライン - 原産地証明書
税関のオンライン - 非優先原産地
Wat is het Certificaat van Oorsprong?
Free Trade Agreement – Certificate of Origin
Certificate of Origin
REQUEST A CERTIFICATE OF ORIGIN
Certificate of Origin
Do You Have Your Certificates of Origin for 2018?
Proof of Origin of Imported Goods Regulations
Issue of Non Preferential Rules of Origin certificate in India.
NACCIMA、非石油輸出を拡大し、製品の原産地証明書を発表

（様式２）
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図表番号
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)

タイトル
Import Procedures Guide - Nigeria
CO照会システム
Chamber certification of export documents
韓中が原産地証明書を電子化 関税引き下げ適用スムーズに
ONLINE DOCUMENTATION – QUICKCERT EXPLAINED
国際貿易⽤
書
中国の原産地管理制度の問題点と改善案に関する小考
ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement
Application for Hong Kong Certificate of Origin
GUIDELINES FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE OF ORIGIN /
AUTHENTICATION OF EXPORT DOCUMENTS / ATTESTATION OF
COMMERCIAL DOCUMENTS
CERTIFICATE OF ORIGIN
Certificate of Origin Form –JPEPA
Mode d'emploi WebCOR
LES TARIFS
AVEC GEFI SIMPLIFIEZ-VOUS LES FORMALITES INTERNATIONALES
AVEC GEFI SIMPLIFIEZ-VOUS LES FORMALITES INTERNATIONALES
Abu Dhabi approved for certificates of origin
Certificates of Origin
North American Free Trade Agreement - Certificate of Origin
Certification of Origin Under Free Trade Agreements
Procedures for Verifications of Origin Under a Free Trade Agreement
Certificate of Origin
EPAに基づく特定原産地証明書発給事業
原産地の認定基準
非特恵の原産地証明書発給のための原産地規則
ASEAN の自由貿易協定（FTA）における原産地証明書の取得手続き
貿易情報海外調査報告書(輸入関係制度調査・市場調査（ドイツ）)
ASEAN-韓国FTA（AKFTA）の特定原産地証明書の発給機関・発給手数
料
原産地規則と原産地証明書：米国
原産地規則と原産地証明書：オーストラリア
原産地規則と原産地証明書：タイ
原産地規則と原産地証明書：シンガポール
原産地規則と原産地証明書：ベトナム
ASEAN-中国FTA(ACFTA)の特定原産地証明書の発給機関・発給手数
料
韓国 輸出入手続 必要書類 輸出関連「通関手続き概要および必要書
類」
日本とインドの二国間EPAの特定原産地証明書の発給機関・発給手数
料
原産地規則と原産地証明書：インドネシア
原産地規則と原産地証明書：マレーシア
原産地規則と原産地証明書：台湾
EUにおけるGSP原産地規則ガイド
原産地規則と原産地証明書：EU
貿易管理制度 ドイツ
関税制度（オランダ）
AREA REPORTS（カナダ）
ナイジェリア関税制度
アラブ首長国連邦関税制度
原産地規則と原産地証明書：インド

（様式２）
タイトル
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図表番号
3章（p.11～p.232)

WTO・他協定加盟状況

3章（p.11～p.232)

シンガポール、香港等を経由してACFTAに基づく特恵関税を適用する際
の留意点

3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
3章（p.11～p.232)
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