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１ 背 景

 ロシア周辺の海域において、主にカニ等の水産物がロシア国
内法に違反して漁獲（密漁）され、我が国、韓国等の近隣諸国
に違法に輸出（密輸出）されている。

 このため、ロシア政府は、近隣諸国に対し、ロシアで密漁され
密輸出されているカニを輸入しないよう協力を要請。

 ロシアから多くのカニを輸入している我が国としても、ロシアに
おける密漁・密輸出問題に有効な対策がとられなければ、資源
が枯渇し、カニの国内安定供給が脅かされる事態となりかねな
い。

 このため、日露両国は、2012年9月に水産物の密漁・密輸出
対策に関する二国間協定（注）に署名。早ければ本年12月頃に
も同協定を発効させるべく、二国間で 終調整中。

（注） 北西太平洋における生物資源の保存、合理的利用及び管理並びに不正な取引の防止の
ための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定（参考資料参照） 3
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我が国は、早ければ本年12月頃にも日露協定が発効することに伴い、我が国

に輸入されるカニについて、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」）に基づき、
以下の確認手続を実施する予定。

① ロシアを船積地域（※）とするカニを輸入する場合

ロシア周辺海域で密漁されたカニ、又は、ロシアから違法に輸出されたカニが我が国に輸
入されることを防ぐため、

ロシアを船積地域とするカニを輸入する事業者が、
 ロシア連邦漁業庁が発給する証明書を輸出者から取得すること
 取得した証明書等を経済産業省又は税関に提出し確認を受けること
を必要とする手続（日露協定に基づくもの）を実施。

② ロシア以外の国・地域（第三国・地域）を船積地域とするカニ（一部の種に限る。）を輸
入する場合

ロシア周辺海域で密漁されたカニ、又は、ロシアから違法に輸出されたカニが原産地を偽
るなどして、我が国に輸入されることを防ぐため、

第三国・地域を船積地域とするカニを輸入する事業者についても、

 船積地域の政府その他の公的機関が発給する原産地証明書等を輸出者から取得す
ること
 取得した原産地証明書等を経済産業省又は税関に提出し確認を受けること
を必要とする手続（自主的措置）を実施。

※船積地域とは、日本向けに貨物を積み出した国又は地域のことであり、輸入注意事項34第10号（原産地及び船積地の解釈について）の解釈によるも
のとする。（以下同じ）

２－１ 外為法に基づく確認手続の実施
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証明書の真偽確認
情報提供

２－２ 外為法に基づく確認手続の概要図

ロシア

国内市場へ

① 日露協定に基づく措置

第三国産に偽装

ロシア以外の国
（第三国）産のカニ

② 自主的措置
（第三国措置）

違法に漁獲・輸出されるカニ
（密漁・密輸出品）

日本当局

船積地域の
政府その他の公的機関

ロシア
証明書

原産地
証明書

★

※

証明書の真偽確認
情報提供

※ ロシア連邦漁業庁の証明書の発給が受
けられない場合は、船積地域の政府その
他の公的機関が発給した原産地証明書

原産地
証明書

5
★ カナダ、中国、グリーンランド、ノルウェー、

アメリカは「資料別添Ｂ」の別表に掲げる様式

原産地以外
の船積地域

ロシア当局

ロシア
証明書

合法的に漁獲・輸出されるカニ
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２－３ 外為法に基づく確認手続の対象となるカニの範囲
資料別添Ａ参照

6※斜線が引かれている貨物は、確認手続の必要がないもの。

①冷凍したカニ

②カニ調製品

0306.14-100 事前確認

0306.14-010 事前確認 事前確認 Paralithodes(ﾊﾟﾗﾘｿﾄﾞｽ)属のもの
・タラバガニ（Red King crab、Alaska King crab）
・ハナサキガニ（Spiny King crab、Hanasaki crab）
・アブラガニ（Blue King crab）

0306.14-020 事前確認 事前確認 Chionoecetes(ｷｵﾉｴｾﾃｽ)属のもの

・ズワイガニ（オピリオ種）（Snow crab）
・オオズワイガニ（バルダイ種）
　（Tanner crab、Bairdi crab）
・トゲズワイガニ（Triangle Tanner crab）
・ベニズワイガニ（Red snow crab）

0306.14-030 事前確認 Portunus(ﾎﾟﾙﾂﾇｽ)属のもの ・ガザミ、ワタリガニ（Blue swimming crab）

0306.14-040 事前確認 事前確認 Erimacrus(ｴﾘﾏｸﾙｽ)属のもの ・ケガニ（Horｓehair crab、Hair crab、Kegani-crab）

0306.14-090 事前確認 上記以外の全てのもの

・モクズガニ（Mitten crab）
・イバラガニ（Golden king crab)
・キタイバラガニ（Scarlet king crab)
・マルズワイガニ(Red Deepsea crab)
・ミナミタラバガニ(Southern King Crab)

統計品目番号 関税分類上の品名
船積地域：

ロシア
船積地域：ロシア

を除く国又は地域
学名 主なカニの種類

冷
凍
し
た
か
に

くん製したもの

そ
の
他
の
も
の

たらばがに

ずわいがに

がざみ

けがに

その他のかに

関税率表の
番号等

0306.14

気密容器に入れたもの又は米を含むものを除く

統計品目番号 関税分類上の品名
船積地域：

ロシア
船積地域：ロシア

を除く国又は地域
学名 主なカニの種類

関税率表の
番号等

1605.10 1605.10-029

か
に
調
製
品

かに調製品 事前確認
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２－３ 外為法に基づく確認手続の対象となるカニの範囲
資料別添Ａ参照

7

※斜線が引かれている貨物は、確認手続の必要がないもの。

③冷凍してないカニ

0306.24-110 通関時確認 通関時確認 Paralithodes(ﾊﾟﾗﾘｿﾄﾞｽ)属のもの
・タラバガニ（Red King crab、Alaska King crab）
・ハナサキガニ（Spiny King crab、Hanasaki crab）
・アブラガニ（Blue King crab）

0306.24-121 べにずわいがに ・ベニズワイガニ（Red snow crab）

0306.24-129 その他のもの

・ズワイガニ（オピリオ種）（Snow crab）
・オオズワイガニ（バルダイ種）
　（Tanner crab、Bairdi crab）
・トゲズワイガニ（Triangle Tanner crab）

0306.24-130 通関時確認 Portunus(ﾎﾟﾙﾂﾇｽ)属のもの
・ガザミ、ワタリガニ（Blue swimming crab）
・タイワンガニ（Sand crab）
・ジャノメガザミ（Red-spotted　swimming crab）

0306.24-140 通関時確認 通関時確認 Erimacrus(ｴﾘﾏｸﾙｽ)属のもの ・ケガニ（Horsehair crab、Hair crab、Kegani-crab）

0306.24-150 通関時確認 Eriocheir(ｴﾘｵｹｲﾙ)属のもの ・モクズガニ（Mitten crab）

0306.24-190 通関時確認 上記以外の全てのもの

・イバラガニ（Golden king crab)
・キタイバラガニ（Scarlet king crab)
・マルズワイガニ(Red Deepsea crab)
・ミナミタラバガニ(Southern King Crab)

0306.24-500 通関時確認

0306.24-200 通関時確認

統計品目番号 関税分類上の品名
船積地域：

ロシア
船積地域：ロシア

を除く国又は地域
学名 主なカニの種類

冷
凍
し
て
な
い
か
に

活
・
生
鮮
・
冷
蔵
の
も
の

たらばがに

ずわいがに

通関時確認 通関時確認

その他のもの

Chionoecetes(ｷｵﾉｴｾﾃｽ)属のもの

がざみ

けがに

もくずがに

その他のかに

くん製したもの

関税率表の
番号等

0306.24
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※調製品はロシアからの輸入の
場合に限る。

２－４ 外為法に基づく確認手続のフロー

冷凍＋調製品（※） 証明書発給当局

⑤事前確認書の提示 ③証明書の提出

輸出者 輸出者

税 関

経済産業省

日本当局

輸入者

輸入者

②証明書
の送付

②証明書
の送付

通関

冷凍してないもの
（活、生鮮、冷蔵等）

事前確認書の申請から
発給まで数日から１週間程度

＋
輸入通関時の事前確認書の確認

輸入通関時の
証明書の確認

証明書の真偽の確認
情報交換
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３－１ 冷凍したカニ、カニの調製品の確認手続
（事前確認）

（１）対象となるカニ

６ページのとおり。

（２）提出書類（経済産業省への事前確認申請時に提出）
①確認申請書（「資料別添Ｃ」） ２通 （記載例は資料別添O参照）
②数量及び船積地域が確認できる書類

（インボイス及び船荷証券 等）の写し 各１通
③船積地域の区分に応じた書類

・船積地域：ロシア
ロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添Ｄ）の原本 １通
（ロシア連邦漁業庁は、ロシアの輸出者からの証明書発給の申請の受理を協定発効の

15日前から開始し、証明書の発給は協定発効日から直ちに開始される予定です。）

・船積地域：ロシアを除く国又は地域
必要となる証明書の詳細については資料別添Ｐ（３）、Ｑ、R参照

上記提出書類のほかにも必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

（注）確認申請書は、証明書１通ごとに作成すること。

資料別添Ｂ参照

9
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（３）受付期日
・毎週月曜日、水曜日及び金曜日の午前10時から午前11時45分まで、

午後１時30分から午後３時まで （祝祭日等を除く）
・電子申請（事前の登録が必要。参考資料「NACCSパンフレット」参照）の
場合は、上記期日に関わらず毎日申請することができます。

※申請データの経済産業省への到達が平日の午後３時３０分を過ぎた場合は、その日の申請とはみな

さず、翌営業日から申請データの確認を行うものとします。

また、ロシア連邦漁業庁が発給した証明書や船積地域の政府その他の公的機関が発給した原産地証

明書等原本を提出しなければならないものは、経済産業省農水産室に持参又は郵送が必要です。

※申請は、協定発効日（輸入公表、輸入注意事項の施行日）から受付を開始しますので、特

に郵送、電子で申請される場合はご注意願います。（協定発効日より前の受理はできませ

ん。）なお、確認書の発給には、数日から１週間程度かかります。

（４）提出先

・申請受付窓口

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課農水産室

（経済産業省本館１４階西８）

※郵送による提出も可能。

（配達の記録が残る書留等の必要料金分の切手を貼った返信用封筒を添えて送付すること。）

送付先：〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部 農水産室 カニ担当宛て
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（５）問い合わせ先

＜確認手続きに関する問い合わせ＞

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課農水産室

電話 ０３（３５０１）０５３２

ＨＰ
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/i
mport/jizen/kani.htm

＜電子申請に関する問い合わせ＞

貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 NACCS班

電話 ０３（３５０１）０５３８

ＨＰ http://www.meti.go.jp/policy/jetras/ejetraaj.html

＜その他の問い合わせ＞

水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室

電話 ０３（３５０１）１９６１

ＨＰ http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/import/kani.html
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３－２ 冷凍してないカニ（活・生鮮・冷蔵等）の確認手続
（通関時確認）

（１）対象となるカニ

７ページのとおり。

（２）提出書類（税関への輸入申告時に提出）

船積地域の区分に応じた書類
・船積地域：ロシア

ロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添Ｄ）の原本 １通

（ロシア連邦漁業庁は、ロシアの輸出者からの証明書発給の申請の受理を協定発効の

15日前から開始し、証明書の発給は協定発効日から直ちに開始される予定です。）

・船積地域：ロシアを除く国又は地域
必要となる証明書の詳細については資料別添Ｐ（３）、Ｑ、R参照

上記提出書類のほかにも必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

（３）提出先

輸入申告を行う各税関

資料別添Ｋ参照
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（４）問い合わせ先

＜確認手続きに関する問い合わせ＞

○輸入申告を行う各税関

○経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課農水産室

電話 ０３（３５０１）０５３２

ＨＰ
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/i
mport/tsukan/kani.htm

＜その他の問い合わせ＞

水産庁漁政部加工流通課水産物貿易対策室

電話 ０３（３５０１）１９６１

ＨＰ http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/import/kani.html
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資料別添M、N、B、K参照

協定発効前に船積地域において船積みしたカニについては、下記のケースごとに取扱いが異なりま

すのでご注意ください。なお、協定発効日については、後日、経済産業省のHP等でお知らせいたしま

す。

14

４ 協定発効前に船積地域において船積みしたカニ 平成26年９月

①事前確認又は通関時確認にロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添D）が

必要書類となっている場合：

ロシア連邦漁業庁が発給する証明書（資料別添D）は、協定発効日以降に船積みす

るカニにしか発給されませんので、協定発効前に船積地域において船積みしたカニは、

協定発効日以降は輸入できません。

このため、船積みから輸入が協定発効日をまたぐ可能性がある場合は、輸出者と

密接に連絡を取り、協定発効日をまたがないよう船積日又は輸入日を調整してください。

※協定発効前に船積みしたカニは、協定発効前までしか輸入できず、また、協定発効

日以降に輸入できるカニは、協定発効日以降に船積みしたカニのみになります。
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②事前確認又は通関時確認にロシア連邦漁業庁が発給した証明書（資料別添D）以

外の書類が必要となっている場合：

協定発効前に船積地域において船積みしたカニであっても、協定発効日以降に輸入

する場合には、事前確認又は通関時確認が必要となるため、輸入注意事項（通達）で

定められた事前確認又は通関時確認に必要な書類（原産地証明書等）がないと輸入

できません。（確認手続については、9-11ページ（事前確認）及び12-13ページ（通関時

確認）をご覧ください。）

このため、船積みから輸入が協定発効日をまたぐ可能性がある場合には、輸出者と

密接に連絡を取り、必要な書類（原産地証明書等）を確実に入手してください。

なお、輸入注意事項（通達）の別表に掲げる地域（カナダ、中国、グリーンランド、ノル

ウェー、アメリカ）を原産地とする貨物であって、かつ当該原産地を船積地域とするカニ

については、協定発効前に船積みしたカニを協定発効日以降輸入する場合に限り、事

前確認又は通関時確認に必要な証明書として別途定められた様式に代えて、当該地

域の政府その他の公的機関が発給した原産地証明書でも可とします。



５ 実施に向けたスケジュール

・パブリックコメント 平成26年９月10日～10月９日

（パブリックコメントについては、http://search.e-gov.go.jp/servlet/Publicをご確認ください。）

・パブリックコメント結果公示 平成26年10月中旬頃（予定）

・ロシアとの書簡の交換 平成26年11月頃（予定）

・輸入公表及び輸入注意事項公布 平成26年11月頃（予定）

・協定発効、輸入公表及び輸入注意事項施行
平成26年12月頃（予定）
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