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１．背景

Ｐ.１

 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 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

に不法に輸出（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 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。



我が国は 日露協定が署名されたことを受け 早ければ本年中に 次の２つの

２．新たな確認手続実施の趣旨 Ｐ.２

我が国は、日露協定が署名されたことを受け、早ければ本年中に、次の２つの
手続を導入する予定。

① ロシアから輸入するカニの確認手続① シアから輸入するカ の確認手続

ロシア周辺海域で密漁され密輸されたカニが、ロシアから合法的に輸出されたものと
偽って我が国に輸入されることを防ぐため、
ロシアからカ を輸入する事業者がロシアからカニを輸入する事業者が、

・ ロシア政府が発行する輸出証明書を輸出者から取得すること
・ 取得した輸出証明書等を経済産業省または税関に提出し確認を受けること
を必要とする手続（日ロ間協定に基づくもの）を導入する予定。
（別紙） 水産物の密漁・密輸対策に関する日露協定

② シア以外の国（第三国）から輸入するカ （ 部の種に限る ）の確認手続② ロシア以外の国（第三国）から輸入するカニ（一部の種に限る。）の確認手続

ロシア周辺海域で密漁され密輸されたカニが、第三国産と偽るなどして、我が国に
輸入されることを防ぐため輸入されることを防ぐため、
第三国からカニを輸入する事業者についても、

・ 原産国が発行する原産地を証明する書類を輸出者から取得すること

取得した原産地を証明する書類等を経済産業省または税関に提出し確認を受ける・ 取得した原産地を証明する書類等を経済産業省または税関に提出し確認を受ける
こと

を必要とする手続を導入する予定。

（参考１） カニの輸入に際しての新たな確認手続の概要図
（参考２） 新たな確認手続の対象となるカニの範囲



カニの輸入に際しての新たな確認手続の概要図

（参考１） Ｐ.３

カ の輸入に際しての新たな確認手続の概要図
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新たな確認手続の対象となるカニの範囲（参考２） Ｐ.４

から 外

0306.14-100 経産省→税関

0306.14-010 経産省→税関 経産省→税関 Paralithodes(ﾊﾟﾗﾘｿﾄﾞｽ)属のもの

関税番号 関税分類上の品名
ロシアからの

輸入
ロシア以外の
国からの輸入
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0306.14-020 経産省→税関 経産省→税関 Chionoecetes(ｷｵﾉｴｾﾃｽ)属のもの

0306.14-030 経産省→税関 Portunus(ﾎﾟﾙﾂﾇｽ)属のもの

0306.14-040 経産省→税関 経産省→税関 Erimacrus(ｴﾘﾏｸﾙｽ)属のもの

凍
し
た
カ
ニ

そ
の
他
の
も
の

ずわいがに

がざみ
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0306.14-090 経産省→税関 上記以外の全てのもの

0306.24-110 税関 税関 Paralithodes(ﾊﾟﾗﾘｿﾄﾞｽ)属のもの

の
その他のかに
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0306.24-121 べにずわいがに

0306.24-129 その他のもの

0306.24-130 税関 Portunus(ﾎﾟﾙﾂﾇｽ)属のもの
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税関 税関 Chionoecetes(ｷｵﾉｴｾﾃｽ)属のもの
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0306.24-140 税関 税関 Erimacrus(ｴﾘﾏｸﾙｽ)属のもの

0306.24-150 税関 Eriocheir(ｴﾘｵｹｲﾙ)属のもの

0306.24-190 税関 上記以外の全てのもの

の
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の

けがに

もくずがに
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0306.24-500 税関

0306.24-200 税関その他のもの

カ
ニ カニ調製品（気密容器に入れ

くん製したもの

※ 「経産省→税関」に該当する貨物は 輸入通関前に経済産業省に対し ロシア政府発行の輸出証明書等を提出して

1605.10-029
ニ
調
製
品

カニ調製品（気密容器に入れ
たもの又は米を含むものを
除く。）

経産省→税関

※ 「経産省→税関」に該当する貨物は、輸入通関前に経済産業省に対し、ロシア政府発行の輸出証明書等を提出して
事前確認書を取得し、輸入通関の際に事前確認書を税関に提出する必要があるもの。
「税関」に該当する貨物は、輸入通関の際に、ロシア政府発行の輸出証明書等を税関に提出する必要があるもの。
（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．ロシアからカニを輸入する際の確認手続（前述２．①関連）

Ｐ.５

３． シアからカ を輸入する際の確認手続（前述２．①関連）

（１）対象となるカニの範囲
● 類 カ （種にかかわらず全 カ ）●０３類のカニ （種にかかわらず全てのカニ）

関税番号： 0306.14（冷凍したカニ）
0306 24（冷凍してないカニ（活、生鮮、冷蔵等））0306.24（冷凍してないカニ（活、生鮮、冷蔵等））

●１６類のカニ調製品
関税番号： 1605.10-029

（カ 調製品（気密容器 れたも は米を含むも を除く ））（カニ調製品（気密容器に入れたもの又は米を含むものを除く。））

（２）輸入者による手続の概要（参考３）（２）輸入者による手続の概要（参考３）

〇冷凍したカニ（0306.14）、カニ調製品（1605.10-029）
輸入通関前に経済産業省に対し、ロシア政府発行の輸出証明書等を提出輸入通関前に経済産業省に対し、ロシア政府発行の輸出証明書等を提出
して事前確認書を取得し、輸入通関の際に事前確認書を税関に提出。

〇冷凍してないカ （0306 24）〇冷凍してないカニ（0306.24）
輸入通関の際に、ロシア政府発行の輸出証明書等を税関に提出。

※ 上記の確認手続は、「外国為替及び外国貿易法」に基づくもの。



ロシアからカニを輸入する際の確認手続の概要

（参考３） Ｐ.６

ロシアからカニを輸入する際の確認手続の概要

冷凍＋調製品 ロシア当局 冷凍してないもの
冷凍＋調製品 ロシア当局 冷凍してないもの

（活、生鮮、冷蔵等）

輸出証明書の真偽の確認。

輸出者
輸出者日本当局

情報交換。

輸出者日本当局

②輸出証明書
の送付

経済産業省 ②輸出証明書
の送付

税 関 輸入者

輸入者

⑤事前確認書の提示 ③輸出証明書の提出税 関 輸入者

事前確認書の申請から

通関

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
輸出証明書の確認



Ｐ.７

４ ロシア以外の国（第三国）からカニを輸入する際の確認手続４．ロシア以外の国（第三国）からカニを輸入する際の確認手続
（前述２．②関連）

（１）対象となるカニの範囲

●０３類のカニ

タラバガニ、ズワイガニ、ケガニの三種に限り、また、
活、生鮮、冷蔵、冷凍のものに限る。

関税番号： 0306 14 010 0306 14 020 0306 14 040関税番号： 0306.14-010, 0306.14-020, 0306.14-040
0306.24-110, 0306.24-121, 0306.24-129, 0306.24-140

※ナミビア等の沖合に生息するマルズワイガニ（オオエン コウガニ属）や、

アルゼンチン等の沖合に生息するミナミタラバガニ（イバラガニ属）などは、

対象外。



（２）輸入者による手続の概要（参考４）

Ｐ.８

（２）輸入者による手続の概要（参考４）

〇冷凍したタラバガニ、ズワイガニ、ケガニ
（0306 14-010 0306 14-020 0306 14-040）（0306.14 010, 0306.14 020, 0306.14 040）

輸入通関前に経済産業省に対し、原産国が発行した原産地を証明する書類
等を提出して事前確認書を取得し 輸入通関の際に事前確認書を税関に提出等を提出して事前確認書を取得し、輸入通関の際に事前確認書を税関に提出。

〇活 生鮮 冷蔵のタラバガニ ズワイガニ ケガニ〇活、生鮮、冷蔵のタラバガニ、ズワイガニ、ケガニ
（0306.24-110, 0306.24-121, 0306.24-129, 0306.24-140）

輸入通関の際に、原産国が発行した原産地を証明する書類を税関に提出。

※ 上記の確認手続は 「外国為替及び外国貿易法」に基づくもの。※ 上記の確認手続は、「外国為替及び外国貿易法」に基づくもの。



ロシア以外の国（第三国）からカニを輸入する際の確認手続の概要

（参考４） Ｐ.９

ロシア以外の国（第三国）からカニを輸入する際の確認手続の概要

冷凍 原産国当局 活 生鮮 冷蔵冷凍 原産国当局

必要に応じ、原産地証明書

活・生鮮・冷蔵

輸出者
輸出者日本当局

の真偽の確認。情報交換。

輸出者日本当局

②原産地証明
書の送付

経済産業省 ②原産地証明
書の送付

税 関
輸入者

輸入者

⑤事前確認書の提示 ③原産地証明書の提出税 関
輸入者

事前確認書の申請から

通関

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
原産地証明書の確認



Ｐ.１０
５．今後の予定

１０月～

①確認手続の詳細等を定めた法令（※）の案文の公表①確認手続の詳細等を定めた法令（※）の案文の公表

（パブリックコメント。政府のホームページに掲載。）

②第２回説明会の開催（予定）②第２回説明会の開催（予定）

【開催場所】 北海道（稚内、紋別、札幌）、東京、大阪、福岡

【説明内容】 輸入手続の詳細（申請方法 必要書類等）【説明内容】 輸入手続の詳細（申請方法、必要書類等）

③確認手続に関する疑問への対応③確認手続に関する疑問 の対応

・メールによる質問の受付
import-fish@nm.maff.go.jp

・質問内容と回答はHP上で公開（随時更新）

１２月中（早ければ）１２月中（早ければ）
カニの輸入に際しての確認手続の開始

※ 「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済産業省告示（通称：輸入公表）及び輸入注意事項


