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地域的な包括的経済連携（RCEP)協定 
解説シリーズ 1：原産地規則編 

 

背景 
東南アジア諸国連合（ASEAN）10か国に、中国、日本、韓国、オーストラリア及びニュージーランドを加えた計 15か国
は、2020年 11月 15日付で地域的な包括的経済連携（以下「RCEP」）協定に正式に署名した。これにより、世界
最大規模の自由貿易協定（FTA）が誕生した。今後、RCEP加盟国における関税撤廃によるゼロ関税率適用製品
は、品目ベースで 90%以上に達し、各加盟国の国内承認手続きを経て発効される 1。関連統計データによると、2020年
第一四半期から第 3四半期における中国と他の RCEP加盟国間の貿易総額は 1兆米ドル以上に達し、中国の貿易
総額の約３分の１を占めている。RCEPは、世界的にハイレベルな自由貿易協定の 1つとして、多様化、標準化された
原産地規則を有し、かつ先進的で、柔軟性と革新性を兼ね備えている。RCEPにおける原産地規則のハイライトと注目
すべき新しい内容を以下にまとめたのでご参照されたい。 

 

KPMGの所見 

1. RCEPにおける原産地規則のさらなる充実 

近年、中国がより多くの国・地域とより緊密な自由貿易関係を築くにつれて、より多くの企業が原産地規則を理解し、利
用するようになった。RCEPは、これまでの自由貿易協定における先進的な経験を活かして、全体的に規則のさらなる充
実と規定のさらなる具体化という特徴を呈している。KPMGは、RCEPにおいて国際的に承認されている原産地規則の
適用状況を下表に整理した。 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 RCEPの規定により、発効には、少なくとも 15か国のうち 9か国、即ち、ASEAN加盟国のうち 6か国及び中国、日本、韓国、オースト
ラリア、ニュージーランドのうち３か国が国内承認手続きを完了する必要がある。 
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原産地規則 
適用 
可否 

備考 

完全に得られ、又は生産される 適用 
中国・ASEAN間の FTA との差異は小さく、公海で捕獲された水産物及びその他の海
洋生物の範囲に対する記述を具体化した。 

域内付加価値累積基準 
適用 1. 直接計上 

2. 間接計上 

関税分類変更基準 適用 章、品目及びサブ項目の変更を含む。 

域内累積 適用 「累積」の具体的な適用範囲は 5年以内に審議を終了する。 

交換可能な貨物又は材料 適用 
倉庫保管において、物理的に隔離する措置、又は一般的に公正妥当と認められた会
計準則で承認された在庫管理方法を採用する必要がある。 

生産用材料 適用 委託加工を適用するか否かは、後続の各締約国の税関要件に留意する必要がある。 

間接材料 適用 物理的に当該貨物と結合していない材料、道具、金型など 

中間材料 NA RCEPは中間材料規則に適用されない 

直接運送 適用 第三国仲介者でさらなる加工を行っていない 

デミニマス 
（僅少の非原産材料） 

適用 
1. 1-97章の貨物は FOB価格の 10%に該当する規定を適用する 
2. 50-63章の貨物は全重量の 10%に該当する規定を継続的に適用する 

僅少の加工及び処理 適用 原産資格を与える基準に満たない貨物の加工又は処理 

些細なミス 適用 原産資格に疑いがない場合、税関は文書上の些細なミスを無視することができる。 

第三者インボイス 適用 
製造業者と輸出入事業者が同一国に所在しない場合、原産地証明書に記入される
FOB価格は、後続の各締約国の税関要件に留意する必要がある。 

原産地証明書 適用 審査承認機関より発行される（適用済） 

原産地声明 適用 
1. 承認された輸出事業者（近期適用） 
2. 輸出事業者又は製造業者（中国は 10年以内に適用する見込みである） 

Back to Back原産地証明書
（連続原産地証明書） 

適用 第三国仲介者の輸出事業者が原産地証明書を申請する。 

紛失、盗難、故意によらない誤りなど
による原産地証明書の再発行 適用 1年以内に再発行を申請する。 

 

2. RCEPにおける重要な原産地規則に関する分析 

より柔軟な原産地基準 
中国又は他の加盟国で生産された製品は、自動的に RCEP協定税率を享受できる資格が付与されるわけでは
なく、関連する原産地規則に基づいて判定され、かつ関連規定に合致する特恵原産地証明書を取得しなければ
ならない。既に公布された原産地規則を適用する商品を見る限り、RCEPでは、ほとんどの商品に域内付加価値
累積又は関税分類変更の２つの基準を提示しており、企業はより柔軟に適用できるようになっている。 

 
域内付加価値累積基準の範囲拡大によるメリット 

域内付加価値累積とは、商品の原産地による付加価値が 15の加盟国から構成される地域内で累積できることを
いう。すなわち、輸出商品の原産資格を認定する際、RCEPのいずれかの加盟国からの付加価値も原産として認
められる可能性がある。RCEPには 15か国が関与しているため、域内付加価値累積基準の適用により、産業バリ
ューチェーン構造の柔軟性及び多様性がさらに高まり、企業は协定によるメリットを十分に享受できる。 

 
 
 
 
認定企業による自己証明制度の実施スケジュールの初めての明確化 
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認定企業による自己原産地証明制度とは、従来の審査承認機関より発行される原産地証明書に加えて、認定
された輸出事業者及び貨物の輸出者又は製造者が、原産地証明書を自ら発行できることをいう。当該制度は、
ハイレベルな自由貿易協定の重要な特徴の１つであり、中国とスイス間で締結された自由貿易協定においても、
認定された輸出事業者による自己証明制度を採用している。しかし、RCEPでは初めて、貨物の輸出者又は製
造者に自ら原産地証明書を発行する資格を付与し、かつ各加盟国では 10～20年以内に当該制度を導入・実
施すべきことを明確にした。これは、原産地証明制度がこれまでの政府官庁に認定された少数の企業による自己発
行モデルから、企業信用に基づく普遍的な適用モデルへ移行することを意味する。これにより、政府の行政運営コス
ト及び企業の経営コストを大幅に削減できるほか、貨物の通関時間を短縮でき、通関事務の効率化につながる。 

 
Back to Back原産地証明書の概念を初めて提示 

Back to Back原産地証明書とは、第三国に所在する輸出者が元の輸出者より発行された原産地証明書の貨
物に対して、ロットごとに分割して発行する原産地証明書であり、貨物を他の加盟国に販売する時に依然として協
定税率を享受できることをいう。これにより、加盟国の輸出商品は、第三国で優遇関税を適用して販売された後、
同一原産地証明書における貨物で分割して再度輸出する商品に対して、最初の原産地証明書に規定された数
量及び有効期間内で Back to Back原産地証明書を使用して貨物を再輸出し、輸出先国で協定税率を享受
することが可能となり、企業の販売戦略及び物流に関する取り決めにおける柔軟性を大幅に向上できる。 

 
 

KPMGの助言 
RCEP は、近年の中国の地域経済連携における画期的なマイルストーンの一つであり、原産地規則の多様性、柔軟性
及び包括性に対する中国の著しい進歩を反映している。しかし、同時に経営陣は、原産地規則の複雑さや特殊性、関連
規定に違反した場合の結果の深刻さについても注意を払う必要がある。企業が以下の内容に焦点を当てるよう提案する。 

 
1. 原産地の概念の整理と明確化 
原則として、協定税率を享受するためには、以下２つの要件を満たさなければならない。 

    
   原産資格：域内付加価値標準や関税分類変更基準など、製品別に異なる原産地規則要件を確定すべきである。 
 
直接運送：貨物の物流手配を事前に計画し、協定税率を享受する予定の製品の途中停留、中継などの場合は関連 
要 件を満たすべきである。 
 

2. 生産用材料と中間材料に関して 
今回、RCEPにおける原産地規則では、生産用材料に触れ、輸出事業者が自ら生産した非原産材料を加工した後に
原産資格に合致し、それを輸出貨物の生産に用いた場合、当該輸出貨物の原産資格を判定する際に、当該非原産材
料は原産として見なされなければならないことを明確にした。当該規則自体からは、委託加工における非原産材料も原産
として認められる可能性があると理解できるものの、実務において如何に関連する根拠資料を提供すべきか、さらに明確に
する必要がある。 
 
また、特筆すべき点としては、RCEPでは中間材料に関する概念を提示していない。このため、輸出入事業者は、輸出貨
物の原産状態を判断する際に、中間材料の概念の混乱を避けるために、RCEPの要求事項に従い BOM（部品表）を
適切に調整されるよう推奨する。 
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3. HS code管理レベルの向上 
HS codeは貨物が協定税率を享受するための基礎であり、輸出製品の生産に用いられる原材料の HS Codeも当該製
品の原産資格認定を左右する。RCEPでも、輸入締約国の管轄機関が輸入貨物の原産資格を審査し、相応する処罰
（具体的な処罰措置は制定中）を課すことができることを明確に定めている。輸出入業務に支障をきたさないように、企
業は、輸出入製品の HS codeの正確性をレビューし、かつ川上サプライヤーの製品管理を強化し、HS codeの内部承
認と第三者専門機関による外部審査を組み合わせた体制を整備されるよう推奨する。 

 
4. 移転価格税制による原産地判定への影響に注目 
企業は、越境取引に係わる取り決めにおいて、取引価格を設定する際に、原産地規則における域内付加価値の要件を
十分に考慮すべきであり、事前に域内付加価値を判断し、判断結果に基づき取引価格を合理的に調整して、RCEPに
おける原産地優遇の利用率を高め、税務コストを節約されるよう推奨する。 
 

5. より広範囲におけるサプライチェーン構造の最適化 
RCEP は、アジア太平洋地域ないし世界におけるサプライチェーン構造の最適化において、企業により多くの機会と選択肢
を与えている。このため、企業は、様々な自由貿易協定及び前述の域内付加価値の確定、域内付加価値累積、「Back 
to Back」原産地証明書などに関わる規定に基づき、産業構造の最適化と経営管理の効率化を実現できるよう推奨する。 
 

 

KPMGの支援サービス 
KPMGは、常に RCEPの交渉及び締結の進展に関する最新動向に注視しながら、適時にその内容を解説いたします。
また、KPMGの貿易・税関実務チームは長年にわたりクライアントに専門アドバイザリーサービスを提供しており、特に原産
地規則について、KPMGは複数の多国籍企業に原産地レビュー、原産地管理システムの開発と導入支援及び原産地
規則に関連するアドバイザリーサービスなどを提供してきました。KPMGはプロフェッショナルチームの深い知見及び豊富な実
務経験を十分に活かして、以下のサービスを提供いたします。 

 
1. 原産地のレビューサービス： 
クライアントの川上サプライヤーの BOM（部品表）をレビューし、RCEPにおける原産地規則に基づき、クライアントの輸
出貨物の原産価値を計算することにより、当該輸出貨物が原産資格を有するか否かを判断し、原産資格を有するクライ
アントの原産地証明書申請お手伝いします。 

 
2. FTA管理システムの導入支援サービス： 
クライアントの実状及びニーズに即して、FTA管理システムに係わるアドバイザリーサービス、開発・導入・運用支援サービス
を提供し、クライアントの原産地管理のコンプライアンス向上と管理コストの削減を両立させるお手伝いをします。 

 
3. HS コードのレビューサービス： 

KPMGが独自に開発した KCCPシステム（KPMGの関税分類プラットフォーム）を活用して、日常及び特定 HS コード
のレビューサービスを提供し、HS コード管理の専門性、正確性及び規範性向上のお手伝いをします。 

 
Wechatでも日々情報発信をしておりますので、是非ご登録頂けると幸いです。 

 

Contact us お問合せ先 

 
GJP China Markets: gjpmarkets.china@kpmg.com 
Tel: +86 (21) 2212 2247（日本語） 
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