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1. 原産地規則 



 原産地規則とは、輸出入される貨物がＴＰＰの原産品として認められるための要件。 
 ＴＰＰ域内で完全に生産された産品や、域外から輸入した材料を使用して生産された産品につい

ては、品目ごとに定められた、ＴＰＰ域内における「付加価値」や「加工度」等に係る基準（品目別
原産地規則（ＰＳＲ：Product-Specific Rules of Origin））を満たした「原産品（originating good）」が、
ＴＰＰによる関税撤廃・削減の対象となる。 

 原産地規則には、ＴＰＰ域外国で生産された産品が、不当にＴＰＰによる特恵税率の恩恵を受ける
ことを防ぐ意味合いもある（迂回防止）。 

TPP域内 

TPP域外国生産品 

TPP域内で生産されていない産

品（｢非原産品」）は特恵税率の
対象外。 

TPP域内生産品 

TPP域内で生産され、かつ、一定の
「付加価値」が付いた等の要件を満
たした産品（「原産品」）は特恵税率
の対象となる。 

1-1. 原産地規則の概要  
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http://www.aseansec.org/index2008.html


 他のEPA同様、①完全生産品、②原産材料のみから生産される産品、③非原産材料を使用し
附属書の品目別原産地規則（PSR）を満たす産品を、原産品として認定。 

 原産地規則はTPP域内の１カ国のみで満たす必要はなく、複数のTPP域内国で満たせばよい。 

《類型》 
A) 農水産品、鉱業品の一次産品：一次産品の収穫、採掘、収集等を

「生産」として捉える。 
B) くず、廃棄物やそれらから回収された物品：くずや廃棄物の発生・

回収等を「生産」として捉える。 
C) 上記完全生産品のみから生産された物品：完全生産品同士から

生産されても完全生産品であると捉える。 
《完全生産品の例》 
 収穫等された植物 
 生きている動物であって、生まれ、かつ成育されるもの 
 生きている動物から得られる産品 
 TPP域内国の領域で狩猟、漁ろうにより得られる動物 
 養殖によって得られる水産物 
 抽出・採掘された鉱物性生産品 
 TPP域内国の船舶により領海外の海で採捕された水産物 
 TPP域内国の工船上で前項に規定される産品から生産される産品 
 国際法に基づく権利の下でTPP域外の海底またはその下から得ら

れる産品 
 製造や加工作業等において生じたくず 
 使用済み産品の廃品・くずであり、原材料の回収のみに適するもの 
 これら上記のものから得られ、生産されたもの 

①完全生産品 ②原産材料のみから生産される産品 

生産に直接使用された材料が原産材料であるもの。 

原産材料の中に、TPP域外国の材料（非原産材料）が含
まれていても、当該材料が原産地基準を満たしていれば
よい。 

非原産材料を使用して生産された産品であっても、その
生産において一定の要件を満たしていれば、原産品と
するもの。 

 PSRは関税分類ごとに要件が定められている。 

その要件は以下の３基準に分類される。 

①関税分類変更基準 

②付加価値基準 

③加工工程基準 

 TPPのPSRにおいては複数の基準が定められている品
目があるが、原則いずれかを満たせばよい。ただし、
PSRにおいて複数の要件を同時に満たすことが求めら
れている場合もある（例：バッグ、アパレル、ふとんにつ
いては、①と③を同時に満たす必要がある等）。 

③PSRを満たす産品 
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1-2. TPPにおける原産性の判断基準 



 TPP域内で全て得られ、又は生産される産品は、原産品となる。 
 具体的には農水産品（動植物・魚介類・卵・牛乳等）、鉱物資源など。 

日 本 

輸出 

T

P

P

域
内
国
 

1-2. TPPにおける原産性の判断基準 ①～完全生産品～  

 TPP域内で完全に得られ、または生産される産品は、原産品となる。 

 具体的には農水産品（動植物・魚介類・卵・牛乳等）、鉱物資源など。 
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TPP税率で輸入申告 



 TPP域内の原産材料のみから生産される産品のこと。 

 完全生産品との違いは、産品の材料の材料（2次材料）にTPP域外国のものを含み、それを使用
してTPP域内国で1次材料（原産材料）へと加工し、生産する点。 

日 本 TPP域外国 

２次材料 

麺 

その他 

具材 

1次材料 
（原産材料） 

最終産品 

小麦粉 

カップラーメン 

T

P

P

域
内
国
 

1-2. TPPにおける原産性の判断基準 ②～原産材料のみから生産される産品～  
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輸出 

TPP税率で輸入申告 



TPP域外国 TPP域内国 

非原産材料 最終産品 

実質的変更 
（大きな変化） 

PSRを満たす産品のイメージ 

【PSRの3類型】 

①関税分類変更基準：材料と最終産品との間に特定の関税分類（HSコード）の変更があること。 

②付加価値基準：材料に一定以上の付加価値を付加すること。 

③加工工程基準：材料に特定の加工（例：化学品の化学反応）がなされること。 

1-2. TPPにおける原産性の判断基準 ③～品目別原産地規則（PSR）を満たす産品～  

 非原産材料を使用していても、TPP域内国における加工等の結果として、当該材料に実質的な
変更があった場合には、その産品をTPP原産品と認めるもの。 

 PSRでは、それぞれの産品に応じた関税分類変更基準や付加価値基準等の原産地基準（原産
品となるための要件）が規定されている。 
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（参考）各国の譲許表と品目別原産地規則（PSR） 
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個別の品目別規則（英文）は上記リンクの「Annex 3-D: Product Specific Rules of 

Origin」、繊維及び繊維製品の品目別規則は「Annex4-A: Textiles and Apparel 

Product-Specific Rules of Origin」か、寄託国（depositary）のニュージーランド政府の 
リンクをご覧ください。 

https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/Trans-Pacific-Partnership/Annexes/Annex-3-

D.-Product-Specific-Rules-of-Origin.pdf   （繊維及び繊維製品以外）  

https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/Trans-Pacific-Partnership/Annexes/Annex-4-

A.-Textiles-and-Apparel-Product-Specific-Rules-of-Origin.pdf （繊維及び繊維製品）  

品目別原産地規則（日本語訳文）は、以下のTPP政府対策本部のウェブページ掲載の
訳文をご覧ください。 
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun/160308_yakubun_03-2.pdf 

（繊維及び繊維製品の品目別規則） 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun/160308_yakubun_04-2.pdf 

各締約国ごとの譲許表（英文）は、以下リンクの「Annex 2-D: Tariff Elimination Party-

specific Annexes to the Chapter」をご覧ください。 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_text_en.html  

１．譲許表 

２．品目別原産地規則（PSR） 
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テレビ 

（HSコード：85.28） 

HSコード上4桁（「項」＝“Heading”）の変更の場合 

※ HSコードが上4桁で変更している場合、原産品と認められる。 

TPP域内における
加工・組立て 

パネル 

（HSコード：85.29） 

ICチップ 

（HSコード：85.42） 

ネジ 

（HSコード：73.18） 

 非原産材料の関税分類（HSコード）と最終産品のHSコードの間に特定の変更がある場合に、原
産性を認めるのに十分な加工が国内（またはTPP域内）でなされたとして原産品と認める基準。 

 求められるHSコード変更の桁数は品目別に異なり、PSRで「類」（Chapter）の変更という場合は
上2桁、「項」（Heading）の変更という場合は上4桁、「号」（Subheading）の変更という場合は上6

桁の変更が必要となる。 

1-3. 原産性判定方法① ～関税分類変更基準～  
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 PSRに規定された関税分類変更が行われない非原産材料でも、当該非原産
材料の価額合計が製品取引価額（FOB価額）の10％（繊維製品の場合は重
量の10％）以下である場合は無視できる。 

＜具体例＞ 

中国製の輸入部品を組み込んでFOB価額300ドルのクラッチ（HS8708.93）を生産
し、TPPを活用して米国に輸出する。 
 クラッチのPSRとしては、関税分類（HSコード）の「号」の変更（CTSH）、あるいは

35％（積上げ方式、純費用方式）もしくは45％以上（控除方式）の域内付加価
値が求められる。 

輸出する商品と同じ「号」（8708.93）に分類される中国製部品を2個使用する
ため（8708.93の品名は「クラッチ及びその部品」）、HSコードの「号」の変更
（CTSH）はクリアできない。 

 しかし、当該クラッチ部品の輸入（CIF）価額は15ドルと10ドルで合計25ドル。 

HSコードが変更しない非原産材料の価額合計は、FOB価額の10%以下であ
る（25÷300＝8.33%）。よってデミニマスルールが適用でき、原産品となる。 

 

1-3. 原産性判定方法②  関税分類変更基準を満たさない場合の救済規定 
～僅少の非原産材料（デミニマス/デミニミス）～  
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TPP域内の付加価値10万円 

TPP域外の付加価値10万円 

製品価額20万円 

TPP域内の付加価値（RVC）＝（20-10）/20＝50％＞45％ 

＝原産品 

（参考）冷蔵庫のPSR 
冷蔵庫について、控除方式（次頁参照）による付加価値基準を用いる

場合は45％。 

1-3. 原産性判定方法③ ～付加価値基準～  

TPP域内で付加された価値により原産性を証明する方法。 

原産性を認めるのに十分な付加価値が国内（またはTPP域内）で付加された場合に、
原産品と認める基準。 
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○ 控除方式（非原産材料の価額に基づくもの） 
 我が国の過去の協定でも採用 
 
 
          産品の価額－非原産材料の価額 
   RVC(%)＝――――――――――――――――― 
     ※        産品の価額（FOB） 

 ＴＰＰの付加価値基準の計算方式は、基本的には我が国の従来のＥＰＡで導入済みの控除方式、積上げ方式が採用されて
いる。加えて、一部の品目については、重点価額方式、純費用方式が新たに採用されている。 

 利用可能な計算方式は、それぞれのＰＳＲに記載されている。 

○ 重点価額方式（特定の非原産材料の価額に基づくもの） 
 一部の鉱工業品に適用（新たにTPPで採用）。控除方式との違いは非原産材料の価額を特定の主要な材料（PSRにより関税分
類変更が求められている材料）のみに限る点。 
 
            産品の価額－非原産材料の価額（特定の材料のみ） 
     RVC(%)＝―――――――――――――――――――――――― 
                     産品の価額（FOB） 

 

○ 積上げ方式（原産材料の価額に基づくもの） 

 我が国の過去の一部協定でも採用。控除方式との違いは原産
材料の価額を特定し積み上げてRVCを算出する点。 
 
           原産材料の価額 
   RVC(%)＝――――――――――― 
           産品の価額（FOB） 

  

○ 純費用方式 
 自動車関連の品目のみに適用（新たにTPPで採用）。控除方式との違いは産品の価額（FOB）ではなく、産品の生産に係る純費

用を用いる点。純費用とは、総費用から販売促進、マーケティング及びアフターサービスに係る費用、使用料、輸送費、梱包費等
を減じたもの。  
              純費用－非原産材料の価額 
       RVC(%)＝――――――――――――――― 
                     純費用 

 

1-3.原産性判定方法④ ～付加価値基準の計算方式～  

12 ※RVC: Regional Value Content（域内原産割合） 



ＴＰＰ域内国 

 材料であるプロピレンをTPP域外国より輸入し、日本においてグリセリンを製造。 

 この場合、日本での製造において、使用された非原産材料に対して化学反応が施されているこ
とから、グリセリンは加工工程基準（この例の場合、特定の化学反応を経ていること）を満たし、Ｔ
ＰＰ原産品と認められる。 

プロピレン 

TPP域外国 日本 

化
学
反
応 

グリセリン グリセリン 

※アルコールの一種で化
粧品等に使用される 

1-3. 原産性判定方法⑤ ～加工工程基準～  
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（参考）グリセリン（HS2905.45）のPSR（※）： 

「材料が化学反応の工程（新たな構造の分子を生ずること）を経ていること」 

（※）「号」（関税分類（HSコード）上6桁）変更基準と上記加工工程基準の選択制となっている。 

 



第八四・五七項の産品への他の項の材料からの変更（第八四・六六項の材料からの変更を除

く。）又は域内原産割合が(a)三十五パーセント以上（積上げ方式を用いる場合）、(b)四十五

パーセント以上（控除方式を用いる場合）若しくは(c)五十五パーセント以上（重点価額方式を用

いる場合。第八四・五七項及び第八四・六六項の非原産材料のみを考慮に入れる。）であるこ

と（第八四・五七項の産品への関税分類の変更を必要としない。）。 

HSコード 

選択制（関税分類変更基準か付加価値基準の  
いずれかを満たせばいい） 

《例：TPPにおけるマシニングセンター（HS：84.57）のPSR》 

上4桁のHSコード変更 

原産地規則を満たすためには、HS8457及びHS8466以外からの関税分類変更基準、もしくは、
付加価値基準において、積上げ方式で35％以上、控除方式で45％以上、重点価額方式
（HS84.57及びHS84.66の非原産材料のみを計算の考慮に入れる）で55％以上のいずれかの基
準をクリアする必要がある。 

1-3.原産性判定方法⑥ ～品目別原産地規則（PSR）の読み方～  

14 



※完全累積制度：通常の累積制度は、域内で原産地規則を満たした部品のみ累積ができるが、TPPで採用された完全累積制度の場合には、 

            部品自体が原産地規則を満たしていなくても、TPP域内国で当該部品に加えられた付加価値や加工の足し上げが可能になる。 

 TPPにおいては、複数のTPP域内国における付加価値や工程の足し上げを可能にする累積ルー

ル（完全累積制度）が採用されている。これにより多様な生産ネットワークに対してＦＴＡを活用す
ることで、日本企業の最適な生産配分・立地戦略の実現が可能になる。 

基幹部品 

TPP域内国 A 
TPP域内国B 

冷蔵庫 

ＴＰＰ
特恵
税率 

付加価値
25% 

組立て 

付加価値20% 

累積ルールがない場合には、TPP域内国Ａの付加価値が20%であるため、原産地規則「付加価値基準45%以上」を
満たせないが、累積制度があれば日本の付加価値25%とTPP域内国Ａの付加価値20%を加え、付加価値45%となり、
付加価値45%以上となるため原産品として認められる。 

TPP域内  日本 

冷蔵庫 

輸出 

汎用部品 

TPP域外国  

（例）原産地規則が「付加価値基準45%以上」の場合（数値・図はイメージ） 

1-4. 累積① ～累積による柔軟なサプライチェーンの実現～  

15 



「完
全
累
積
が 

適
用
さ
れ
る
場
合
」 

「完
全
累
積
の
適
用
が

無
い
場
合
（従
来
型
）」 

1-4.累積② ～従来型の累積と完全累積の違い～ 
※原産地規則は、付加価値基準（控除方式）で45％以上と仮定 

T
P
P
域
内
国
C 

TPP域外国D 

TPP域内国A 

非原産品 30 

 

原産品 20 
 

 

非原産材料 20 
 

原産材料・域内付加価値 10 

最終製品 100 

域内付加価値（控除方式）

＝（100－60）／100 

＝40％ ⇒ 非原産品 

 

原産材料 20 
 

国内付加価値 20 

TPP域内国B 

 

非原産材料B 30 
 

 

非原産材料A 30 
 

T
P
P
域
内
国
C 

TPP域外国D 非原産材料 20 

原産材料・域内付加価値 10 原産材料・付加価値 10 

TPP域内国A 

非原産品 30 

 

原産品 20 
 

最終製品 100 

域内付加価値（控除方式）

＝（100－50）／100 

＝50％ ⇒ 原産品 

 

原産材料 20 
 

国内付加価値 20 

TPP域内国B 

 

非原産材料B 30 
 

非原産材料A 20 

TPP域外国E 

TPP域外国E 

※完全累積が適用される場合、
非原産品に含まれる原産材料の
価額や域内付加価値を累積可能 

16 



原
料 

糸 

生
地 

衣
類 

紡ぐ 織る／編む 裁断・縫製 

 繊維及び繊維製品の原産地規則は、①「紡ぐ」、②「織る／編む」、③「裁断・縫製」という三つの工程を原
則TPP域内において行わなければならない「ヤーンフォワード・ルール」。 

 
 ヤーンフォワード・ルールを前提としつつ、「供給不足の物品の一覧表」（ショートサプライ・リスト ：SSL）に

掲載された域内での供給が十分でない厳選された材料（繊維、糸、生地） については、例外的に域外か
ら調達しても、その最終用途の要件を満たせば原産品と して認めている。SSLには約190種類の繊維、糸、
生地が掲載されているが、一部については協定発効の5年後に一覧表から削除される。 

 
 HS61類及び62類の衣類が原産品であるか否かは、製品の関税分類（HSコード）を決定する構成部分（原

則として、表側の生地に占める面積が最も大きい部分）でHSコードの変更を満たす必要がある。 
 
 僅少の非原産材料（デミニマス／デミニミス）については、非原産材料がHSコードを決定する構成部分の

全重量の10％以下の場合、原産品とみなす。ただし、 HSコードを決定する構成部品に弾性糸が使用され
る場合は除外され、TPP域内産の糸を使用する必要がある。 

1-5. 繊維及び繊維製品の原産地規則  

17 
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2. 原産地証明制度・ 

原産地証明書の作成 



経済産業大臣が指定した指定発給機関が原産地証明書を発給する制度 

経済産業大臣による認定を受けた輸出者自らが原産地証明書を作成する制度 

輸出者（生産者、輸入者）自らが原産地証明書を作成する制度（国による認定は不要） 

第三者証明制度 

認定輸出者自己証明制度 

自己証明制度 
（自己申告制度） 

TPP 

【日本のEPA/FTAにおける証明制度】 

2-1. 日本が締結したEPAにおける原産地証明制度  
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EPA/FTA 発効時期 第三者証明制度
認定輸出者

自己証明制度
自己証明制度

（自己申告制度）

日シンガポール 2002年11月 ○ - -

日メキシコ 2005年4月 ○ ○ -

日マレーシア 2006年7月 ○ - -

日チリ 2007年9月 ○ - -

日タイ 2007年11月 ○ - -

日インドネシア 2008年7月 ○ - -

日ブルネイ 2008年7月 ○ - -

日ASEAN 2008年12月 ○ - -

日フィリピン 2008年12月 ○ - -

日スイス 2009年9月 ○ ○ -

日ベトナム 2009年10月 ○ - -

日インド 2011年8月 ○ - -

日ペルー 2012年3月 ○ ○ -

日オーストラリア 2015年1月 ○ - ○

日モンゴル 2016年6月 ○ - -

TPP
署名

（2016年2月）
- - ○



輸出国 

 日豪EPAと同様、ＴＰＰにおいても自己証明制度（自己申告制度）が採用されている。 

 輸出者、生産者または輸入者は原産地証明書を作成することができる。 

 輸入者は、ＴＰＰ税率を適用して輸入申告をする際に有効な原産地証明書を所持。 

輸入者 

輸入国税関 

① 輸 出 

    

（Ｔ
Ｐ
Ｐ
税
率
） 

② 

輸
入
申
告 

輸入国 

生産者 輸出者 

③ 原産性の審査及び事後確認 
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※TPPでは生産者、輸入者も原産地証明書を作成可能 

原産地証明書を作成（※） 

2-2. TPPの原産地証明制度（自己証明制度）①  

原産地 
証明書 



輸入者が原産地証明書を作成する場合、輸入側のTPP域内国は原産

地証明書のほか、必要に応じて原産品であることを明らかにするその
他の書類の提出を輸入者に求めることができる。 

原産地証明書を作成するに当たり、必要的記載事項が定められてい
る（P.22参照）。 

原産地証明書の有効期限は発行後１年間。ただし、輸入側のTPP域
内国がこれ以上の期間を法律等で規定していればこの限りではない。 

原産地証明書の言語は英語を原則とする。英語以外の場合は、輸入
側のTPP域内国が自国語への翻訳を輸入者に対して要求できる。 

輸入品の課税価額が1,000ドルもしくはTPP域内国の通貨による相当
額、またはTPP域内国が設定するこれよりも高い額を超えない場合は、
原産地証明書の作成義務が免除される。 
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2-2. TPPの原産地証明制度（自己証明制度）② ～内容と留意点～ 



1．証明者は誰か 
→輸出者、生産者、または輸入者のうち誰が原産地証明書を作成したかを明記 

2．証明者の明細 
→氏名または名称、住所（国名を含む）、電話番号、電子メールアドレス 

3．輸出者（証明者ではない場合） 
→氏名または住所（国名を含む）、電話番号、電子メールアドレス。生産者が原産地証明書を
作成した場合で、輸出者が特定できない場合は不要。輸出者の住所はTPP域内国の産品が
輸出された場所とする。 

4．生産者（証明者あるいは輸出者ではない場合） 
→氏名または名称、住所（国名を含む）、電話番号、電子メールアドレス。生産者が複数いる
多数である場合は“various”と記載、あるいはリストを添付。生産者を秘匿したい場合は、 
“Available upon request by the importing authorities”（「輸入締約国の当局の要請があった場
合には提供可能」）と記載可能。生産者の住所はTPP域内国の産品が生産された場所とする。 

5．輸入者（特定可能な場合） 
→氏名または名称、住所（国名を含む）、電話番号、電子メールアドレス。輸入者の住所は
TPP域内国でなければならない。 

6．産品の品名及びHSコード 
→対象産品の品名及び関税分類（HSコード）（6桁）。品名は対象産品を表すのに充分な形で
記載。1回限りの原産地証明書の場合、インボイス番号がわかっていれば記載。 

7．原産性の基準 
→どの原産性の基準（以下のいずれか）を活用して原産品としたかを記述。 
  (a) Wholly obtained or produced（完全生産品） 
  (b) Exclusively from originating materials（原産材料のみから生産される産品） 
  (C) PSRを満たす産品 

8．対象期間 
→同一産品の複数回の輸送を対象とする場合、その期間。原則、12カ月が限度。 

9.署名と日付 
→証明者による署名と日付を明記。あわせて右記の宣誓文を記述。 

I certify that the goods described in this 
document qualify as originating and the 
information contained in this document is true 
and accurate. I assume responsibility for proving 
such representations and agree to maintain and 
present upon request or to make available 
during a verification visit, documentation 
necessary to support this certification. 
 
（仮訳） 

私は、この文書に記載する産品が原産品であ
り、及びこの文書に含まれる情報が真正かつ
正確であることを証明する。私は、そのような
陳述を立証することに責任を負い、並びにこの
証明書を裏付けるために必要な文書を保管し、
及び要請に応じて提示し、または確認のため
の訪問中に利用可能なものとすることに同意
する。 

【宣誓文】 
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2-3. 原産地証明書の記載事項とイメージ図①  



23 ↑作成者が署名してください。 

2-3. 原産地証明書の記載事項とイメージ図② 

日豪EPAにおいて使用されている原産品申告書（Origin Certification Document）の例 
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3. 原産性確認制度・ 

原産地書類保存方法の事例 



 輸入された産品の原産性に疑義がある場合、輸入国の税関は、産品についての情報を求めることができる 

 ①輸入者に対する書面による確認（書面確認：産品について、質問票等により情報を求めること） 

 ②輸出者・生産者に対する書面確認 

 ③輸出者・生産者に対する訪問による確認（訪問確認：事務所や工場等を訪問し、産品の原産性を確認すること） 

  ※ 輸入者、輸出者、または生産者が十分な情報を提供しない場合等は特恵関税の適用を否認。 

 確認に備え、原産地証明書を作成した輸出者、生産者、輸入者は、特恵関税を適用した輸入に関する文書及
び原産品であることを示すために必要な全ての記録を原産地証明書の作成から5年間保存する義務を負う。 

輸入者 

輸入国税関 

輸出国 輸入国 

生産者 輸出者 

③訪問確認 

②書面確認 

①書面確認 

輸出国政府 
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3-1. 原産性の確認手続 

②書面確認の際、輸出国政府に支援を求めることができる。 
③訪問確認の際、輸出国政府に同行の機会を与える。 



（1）原産性を明らかにするための資料 
① 生産に使用した非原産材料（非原産と扱った「材料・部品」）の関税分類（HSコード）と、輸出する

産品のHSコードが変更していることを示す資料 
    □対比表【次頁参照】 

 

② ①の対比表に記載された「材料・部品」を用いて生産されていることを裏付ける資料 
    □総部品表 

    □製造工程フロー図 

    □生産指図書（委託生産の場合） 

    □各「材料・部品」の投入記録（在庫蔵入蔵出記録など） 

 

③ 原産材料（原産と扱った「材料・部品」）について、その原産性を示すための根拠資料 
    □国内調達「材料・部品」については、その供給者（サプライヤー）からの情報 

    □日本以外のＴＰＰ域内国原産品である「材料・部品」については、当該「材料・部品」輸入時の原産地証明書の写しなど 

（2）原産地証明書の写し、原産地証明書を作成した輸出産品のインボイスや船荷証券等の船積
書類の写し 

保存書類の例 
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（注）保存方法は、書面、電子的媒体、光学的媒体、磁気的媒体など、速やかに取り出すことができる
状態であれば形態を問わない。 

3-2.原産地書類保存方法の事例（関税分類変更基準）① ～書類保存の考え方～  



作成日：○年○月○日

ＨＳコード 産品名 ＨＳコード 部品名

7215  スプルーブッシュ用炭素鋼鋼材

7208  固定側型板用炭素鋼鋼材

7208  コアー用炭素鋼鋼材

7208  固定側取付板用炭素鋼鋼材

7208  スペンサブロック用炭素鋼鋼材

六角孔付きボルト 原産（ﾏﾚｰｼｱ） TPP協定原産地証明書

ロケートリング用炭素鋼鋼材 原産（ﾏﾚｰｼｱ） TPP協定原産地証明書

ガイドピンブッシュ炭素工具鋼鋼材 原産（ﾏﾚｰｼｱ） TPP協定原産地証明書

ガイドピン 原産（ﾏﾚｰｼｱ） TPP協定原産地証明書
可動側型板高強度クロムモリブデン鋼
鋼板

原産（ﾏﾚｰｼｱ） TPP協定原産地証明書

（7208） 受け板高強度クロムモリブデン鋼鋼板 原産（日本） ｻﾌﾟﾗｲﾔｰからの資料（○○製造）
（7215） リターンピン（４本）用合金工具鋼鋼材 原産（日本） ｻﾌﾟﾗｲﾔｰからの資料（じえとろ電気）

（7208）
突き出しピン（４本）用炭素工具鋼鋼材

原産（日本） ｻﾌﾟﾗｲﾔｰからの資料（じえとろ電気）

… … … …

原産情報等

8480.41
金属成形用

の金型

・原産材料は、ＨＳコード

の変更の有無の確認

は不要。

・非原産とした材料については、取引書類も原産性に係る書類

も必要なし。

・必要なＨＳコードの変更が確認できない場合、締約相手国の

原産品であることが証明できれば、日本の原産材料とみなす

ことができる。

・原産材料であっても、ＨＳコード

の変更が確認できれば、非原

産とみなすことも可能(この場

合、サプライヤーからの資料は

不要)。

・資料を提出したサプライヤーも、納入部材に

関する同様の対比表や計算ワークシート

（P.30）を作成する。

・非原産材料は、ＨＳコー

ドが変更されていること

を確認。

・原産材料は、ＨＳコードの変

更の有無の確認は不要の

ため、ＨＳコードの記載は原

則不要。
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3-2.原産地書類保存方法の事例（関税分類変更基準）② ～対比表の例～ 

【対象産品】生産国：日本、製造場所：霞ヶ関製造株式会社、仕向地：米国 
【協定名】TPP 
【適用した原産地規則】関税分類変更基準：CTH（4桁「項」の変更） 
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3-2.原産地書類保存方法の事例（関税分類変更基準）③ ～原産性の確認～ 

対 
比 
表 
か 
ら 
抽 
出 

CTH 

金属成形用の金型（8480.41）のPSR ： 
TPP協定では、「第八四・八〇項の産品への他の項の
材料からの変更」が全ての非原産材料で認められれ
ば、原産品となる（4桁レベルの関税分類変更：CTH）。 

金
属
成
形
用
の
金
型
（８
４
８
０
．
４
１
） 

全ての非原産材料のHSコードが輸出製品のHSコード（HS8480.41）と上4桁レベルで異なる 

原産品！ 

関税分類変更基準を満たすには、使用される材料について、PSRが定める指定された桁数の関
税分類（HSコード）の変更が必要。同変更要件は、非原産材料についてのみ適用される（TPP協
定附属書3-D第A節3(c)） 

原産部材一覧表（日本またはTPP域内国産品） 

品名 ＨＳコード 注 

1 
六角孔付きボルト（８本）： 
     購入品 

７３１８ 宣誓書A 

2 
ロケートリング用 
       炭素鋼鋼材 

７２０８ 宣誓書A 

3 
ガイドピンブッシュ 
       炭素工具鋼鋼材 

７２１５ 宣誓書A 

4 ガイドピン（４本）：購入品 ７３１８ 宣誓書A 

5 
可動側型板高強度クロム 
      モリブデン鋼鋼板 

７２０８ 宣誓書A 

6 
受け板高強度クロム 
      モリブデン鋼鋼板 

７２０８ 宣誓書A 

7 
リターンピン（４本）用 
      合金工具鋼鋼材 

７２１５ 宣誓書B 

8 
突き出しピン（４本）用 
       炭素工具鋼鋼材 

７２１５ 宣誓書B 

9 突出板（上）用炭素鋼鋼材 ７２０８ 宣誓書C 

10 突出板（下）炭素鋼鋼材 ７２０８ 宣誓書C 

11 可動側取付板炭素鋼鋼材 ７２０８ 宣誓書C 

12 
ノックピン（８本）用  
      炭素工具鋼鋼材 

７２１５ 宣誓書C 

 注：宣誓書＝国内サプライヤーが作成する原産性を証明する書類 

非原産部材一覧表（TPP域外国産／原産・非原産不明品） 

番号 品名 ＨＳコード 注 

1 スプルーブッシュ炭素鋼鋼材 ７２１５ 輸入 

2  固定側型板用炭素鋼鋼材 ７２０８ 輸入 

3  コアー用炭素鋼鋼材 ７２０８ 輸入 

4  固定側取付板用炭素鋼鋼材 ７２０８ 輸入 

5  スペンサブロック用炭素鋼鋼材 ７２０８ 輸入 
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3-3.原産地書類保存方法の事例（付加価値基準）① ～書類保存の考え方～  

（1）原産性を明らかにするための資料 
 ① 協定に定められた域内原産割合を超えていることを示す資料 
      □計算ワークシート【次頁参照】 

   ② ①のワークシートに記載された「材料・部品」を用いて生産されていることを示す資料 
      □総部品表 

      □製造工程フロー図 

      □生産指図書（委託生産の場合） 

      □各「材料・部品」の投入記録（在庫蔵入蔵出記録など） 

  ③ 原産材料（原産と扱った「材料・部品」）について、その原産性を示すための根拠資料 
     □国内調達「材料・部品」については、そのサプライヤーからの情報 

     □日本以外のＴＰＰ協定域内国原産品である「材料・部品」については、当該「材料・部品」輸入時の原産地証明書の写しなど。 

  ④ 非原産材料について、その調達価額を証明するための根拠資料 

   （控除方式・重点価額方式・純費用方式の場合） 
     □域外からの輸入「材料・部品」については、当該「材料・部品」輸入時のインボイスなど 

     □国内調達「材料・部品」については、取引契約書やサプライヤーからの請求書など  

  ⑤ 間接材料（光熱費、工具類、潤滑油等の生産関連費用）の算出根拠（積上げ方式の場合） 
     □製造原価計算書、帳簿、伝票、インボイス、契約書、請求書、支払い記録等 

保存書類の例 

（2）原産地証明書の写し、原産地証明書を作成した輸出産品のインボイスや船荷証券等の船積
書類の写し 

（注）保存方法は、書面、電子的媒体、光学的媒体、磁気的媒体など、速やかに取り出すことが  
   できる状態であれば形態を問わない。 



(ＨＳコード) 部品名 原産／非原産 単価 原産情報

(8443) Tape cartridge 原産（マレーシア） ￥・・・ TPP協定原産地証明書

(8501) モーター 原産（日本） ￥・・・ ｻﾌﾟﾗｲﾔｰからの資料（じえとろ電気）

(8505) フェライトコア 原産（日本） ￥・・・ ｻﾌﾟﾗｲﾔｰからの資料（じえとろ電気）

(8532) LED 原産（日本） ￥・・・ ｻﾌﾟﾗｲﾔｰからの資料（●●製作所△△工場）

(8544) 銅線 原産（日本） ￥・・・ ｻﾌﾟﾗｲﾔｰからの資料（○○株式会社△△工場）

原産材料価額合計 ¥1,100

(3917) プラスチック製管 非原産 ￥・・・

(3923) プロテクター 非原産 ￥・・・

(3926) Drive gear 非原産 ￥・・・

(4016) ワッシャー 非原産 ￥・・・

(5901) 織物製テープ 非原産 ￥・・・

(7318) Receptacle 非原産 ￥・・・

(7318) Tapping screw 非原産 ￥・・・

(7318) Nut 非原産 ￥・・・

(7318) Class fuse 非原産 ￥・・・

(7318) Spounge seal 非原産 ￥・・・

(7320) Surge absorbers 非原産 ￥・・・

(7320) ばね 非原産 ￥・・・

(8310) サインプレート 非原産 ￥・・・

(8003) はんだ 非原産 ￥・・・

(8533) 電気抵抗器 非原産 ￥・・・

(8534) 印刷回路 非原産 ￥・・・

(8536) 接続子 非原産 ￥・・・

(9607) ファスナー(留め具) 非原産 \ ・・・

非原産材料価額合計 ¥1,400

生産コスト・経費 - ¥2,700

- ¥400

- ¥200

非材料費合計 ¥3,300

- ¥5,800

外国為替レート　US$1 = ¥100 $58

利益

輸送コスト・チャージ

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

価額情報

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

在庫出庫記録、取引契約書、国内インボイス

取引契約書、インボイスの写し,　工場出荷記録等

在庫出庫記録、取引契約書、国内インボイス

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

FOB価額

製造原価明細

製造原価明細

製造原価明細、国内輸送取引明細、通関業者取引明細等

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳・伝票、購入インボイス、在庫出庫記録

在庫出庫記録、取引契約書、国内インボイス

在庫出庫記録、輸入インボイスの写し

在庫出庫記録、取引契約書、国内インボイス

【対象産品】生産国：日本、製造場所：霞ヶ関製造株式会社、仕向地：米国 
【協定名】TPP 
【適用した原産地規則】付加価値基準：RVC45％以上（控除方式）     

➣原材料等の構成 （※ＨＳコードの記載は原則不要） 

作成日：○年○月○日     

控除方式の場合、｢非原
産材料｣の価額1,400円
を特定し、ＦＯＢ価額
5,800円から1,400円を
差し引いて、付加価値
4,400円（76％）を算出。 
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・控除方式には、原産材料の価額は
出てこないので、控除方式を用い
る限り原産材料単価の根拠を示
す資料は不要。ただし、原産材料
価額を積み上げる場合には、当
該価額の根拠を示す資料が必要。 

 
・控除方式or積上げ方式については、

原産／非原産材料の点数、価額
の大小等を考慮し、より簡便な方
法を自由に選択可能。 

・材料単価決定方式は、各企業の採用
する会計基準に基づいて決められる。 

ＨＳコード 産品名
FOB価額

(出荷価額)
FOB価額
（円換算）

付加価値 非原産材料価額 原産資格割合 基準値

8544.30 ワイヤーハーネス $58 ¥5,800 ¥4,400 ¥1,400 76% 45%

3-3.原産地書類保存方法の事例（付加価値基準）② ～計算ワークシートの例～  



米国へ 
5,800円で輸出 

PSR（例：HS8544.30） 
選択式（関税分類変更基準か付加価値基準のいずれかを満たせばいい） 

→《付加価値基準の場合》域内付加価値が45％以上（控除方式の場合）であること 

域内付加価値 ＝ （FOB価額 - 非原産材料の価額）／（FOB価額） 
 （控除方式）  ＝ （5,800円 － 1,400円）／ 5,800円 
          ＝ 75.9％   ＞  45％                   原産品！ 

中国 総額1,400円 

日本 

原産部材一覧表（日本またはTPP域内国産品） 

品名 材質 ＨＳコード 注 価額（円） 

1 LED：購入品 ＳＫＳ７  ８５３２ 宣誓書Ａ ４００．－ 

2 銅線 Ｓ５０Ｃ  ８５４４ 宣誓書B ３００．－ 

3 Tape cartridge ＳＫ７ ８４４３ 宣誓書B ２００．－ 

4 モーター ＳＫＳ７  ８５０１ 宣誓書C １００．－ 

5 フェライトコア ＳＣＭ４ ８５０５ 宣誓書C １００．－ 

 注：宣誓書＝国内サプライヤーが作成する原産性を証明する書類 

非原産部材一覧表（TPP域外国産／原産・非原産不明品） 
番号 品名 材質 ＨＳコード 注 価額（円） 

1 プラスチック製管 Ｓ５０Ｃ ３９１７ 輸入  ２５０．－ 

2 プロテクター Ｓ５５Ｃ ３９２３ 輸入 ２００．－ 

3 ワッシャー Ｓ５５Ｃ ５９０１ 輸入 2００．－ 

4 電気抵抗器 Ｓ２５Ｃ ８５３３ 輸入 １５０．－ 

5 ファスナー Ｓ２５Ｃ ９６０７ 輸入 10０．－ 

･･･ 

･･･ 

･･･ 

･･･ 

･･･ 

･･･ 

                                       合計￥１，４００．－ 

3-3.原産地書類保存方法の事例（付加価値基準）③ ～原産性の確認～ 

ワイヤーハーネス 
(HS8544.30) 
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3-3.原産地書類保存方法の事例（付加価値基準）④ ～材料の価額の確認書類～ 

域内付加価値を控除方式で計算する場合は、TPP域外国からの輸入原材料（非原産材料）の価額
（単価）をインボイス等で証明する。 
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3-4. 原産材料であることのサプライヤーからの確認書類 

○年○月○日 
東京都港区赤坂１丁目１２番３２号 
霞ヶ関製造株式会社御中 
                          東京都千代田区大関２‐１０‐８２ 
                          じえとろ電気株式会社 
                          代表取締役社長 貿易 する雄 
 

                    宣 誓 書 
 
拝啓 
貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、 
厚くお礼申し上げます。 
さて、この度ご注文頂きました下記製品は、環太平洋パートナーシップ協定の
品目別原産地規則に基づいた原産性確認の結果、以下の通りであることを宣
誓いたします。尚、本宣誓書と当該製品の原産性確認に関する資料は５年間
保存し、日本、米国両国政府及び政府の指定する関係機関からの要請に応じ
てその要請先に提出いたします。 
今後共、 引続き倍旧のご厚情を賜りたく、切にお願い申し上げます。 

敬具 
 
                      記 
 
  品名                     弊社型番   ＨＳコード  確認結果 
 
リターンピン（4本）用合金工具鋼鋼材 XY-47      ７２１５．５０ 原産材料 
突き出しピン（4本）用炭素工具鋼鋼材 XY-48    ７２１５．５０ 原産材料 
                                           

 以上      
                                             
 

関税分類変更基準、付加価値基準のいずれにおいても、材料、部品が原産品であることを明らかに
するために、国内サプライヤーから資料の提出を受ける場合 
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【免責事項】本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。本資料の掲載内容はできる
だけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生
じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

 

また、本資料の無断での転載・複製を禁じます。 

 

作成  日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部海外調査計画課 

       〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 

       Tel: 03-3582-5544   

  Fax: 03-3582-5309 
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