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含まれるもの

含まれないもの

注　意　！

無断複製・頒布を禁ず LEC 東京リーガルマインド

概　要

食用に適しない肉・魚・甲殻類、牛の腸・胃、彫刻用の骨、動物の血液、ブラシ製造用の豚毛、

人髪、羽毛、アイボリー、さんご、原皮くず、馬毛

食用肉 ( →２類 )、ゼラチン ( → 35 類 )、原皮 ( → 41 類 )、テニスラケットのガット ( 羊

の腸を加工してできたもの )(→ 42類 )、毛皮、毛皮のコート (→ 43類 )、かつら (→ 67類 )、

天然又は養殖の真珠 ( → 71 類 )、羊の腸を加工してできた楽器用の弦 ( → 92 類 )、動物の

標本 (→ 97 類 )

□　ブラシ製造用の獣毛は、束状に仕上げられ、そのままで、もしくは僅かな工程を経てブ

ラシに組み込めるものを含まない。(→ 96 類 )

□　人髪は加工していないものに限る。ここで「加工」とは、例えば、細かくし、染色し、

漂白し、カールし、またはいれげ、かつら等の製造のために調製し、および毛の向きをそ

ろえることをいい、毛を長さにより選別すること、毛を平行にそろえることは「加工」に

はあたらない。さらに、人髪のくずは、加工がなされたものであってもこの類に属する。

□　動物の腸、ぼうこう、胃については、食用であるかないかを問わず、この類に属する。

□　羽毛は、加工してないもの、単に清浄にしたもの、消毒したものまたは保存のための処

理をしたものに限る。

□　象、かば、せいうち、いっかくまたはいのししのきば、さい角およびすべての動物の歯

は、アイボリーとする。

第５類　動物性生産品 (他の類に該当するものを除く。)　（Ｂ）

動物の毛や骨やさんごなど、動物から得られる食用以外の生産品であって、アクセサリーな

どに加工していないものなどが分類される。

■ わかりやすいLECオリジナルテキスト
実績あるカリキュラム 

〜暗記に頼らないのがLEC式〜
通関実務対策講座〈貨物分類編〉

POINT

POINT

1類〜97類の重要度を、
A〜Cの3段階でランク分け

過去に本試験で出題された項目を中心にピックアップし、
一目で把握できるように記載。

8



【確認問題】

☐☐☐　１　関税率表第１類には、哺乳類、鳥類、魚、爬虫類、甲殻類及びその他の水棲無脊

椎動物を含む生きた動物を含む。

☐☐☐　２　牛の胃と牛の舌は、同じ類に分類される。

☐☐☐　３　豚の筋肉層のない脂肪 ( 第２類 ) と、それを抽出して得た豚脂は、同じ類に分類

される。

☐☐☐　４　生きていない魚で、食用に適しない種類又は状態のものは、第３類の魚に分類し

ない。

☐☐☐　５　生鮮のにしん (第３類 )と、くんせいのにしんは、同じ類に分類される。

☐☐☐　６　生きている〔Ａ：かめ、Ｂ：巡回サーカスに使用される動物、Ｃ：かたつむり〕

は第１類 (動物 (生きているものに限る。)) に分類される。

☐☐☐　７　生きている〔Ａ：牛、Ｂ：へび、Ｃ：うなぎ〕は、第１類 ( 動物（生きているも

のに限る。）)ではなく、第３類 (魚並びに甲殻類等 )に分類される。

☐☐☐　８　〔Ａ：水煮したたこ、Ｂ：乾燥したなまこ、Ｃ：水煮して殻を除いたいせえび〕は、

第３類 (魚並びに甲殻類等 )に分類される。

☐☐☐　９　〔Ａ：脱脂粉乳、Ｂ：乳児用粉ミルク、Ｃ：チーズ〕は、第４類 ( 酪農品、鳥卵

等の食用の動物性生産品 )には分類されない。

☐☐☐　10　ミルクの関税率表上の所属を決定する要件は〔Ａ：乳糖の含有率、Ｂ：脂肪の含

有率、Ｃ：たんぱく質の含有率〕である。

☐☐☐　11　〔Ａ：かつら、Ｂ：羽毛、Ｃ：動物の標本〕は第５類 ( 動物性生産品 ( 他の類に

該当するものを除く。)) に分類される。

☐☐☐　12　第４類 (酪農品等 )には、〔Ａ：人造はちみつ、Ｂ：卵黄、Ｃ：卵白〕が含まれる。

☐☐☐　13　〔Ａ：牛の腸、Ｂ：動物の血、Ｃ：羊の腸を加工してできた楽器の弦〕は、第５類 (動

物性生産品 (他の類に該当するものを除く。)) には分類されない。

【解答】　１－×、２－×、３－×、４－○、５－○、６－Ａ、７－Ｃ、８－Ｂ、９－Ｂ、10 －Ｂ、

11 －Ｂ、12 －Ｂ、13 －Ｃ

28

 実績あるカリキュラム 

POINT
第1部～第21部 の各部ごとに確認問題を用意。
学習した直後に復習が出来、知識の定着を図る！
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－ 13 － 関税法　第１章　定義通関士知識獲得講座

LEC 東京リーガルマインド無断複製・頒布を禁ず

◆学習のテーマ◆

　ここでは、関税法上使用される専門的な用語の定義について学習する。特に、「輸

入」と「輸出」の定義は、これから学習していく内容の前提知識として重要であり、

試験でも直接問われるところである。また、通関手続の中で使われる基礎的な用語

についてもここでその定義を学んでおこう。

◇出題傾向◇

　　関税法等の複数選択式もしくは択一式の第１問が定義の問題であることが多い。

簡単な問題がほとんどであるが逆に落としてはならないところでもある。また、語

群選択式でもズバリ定義を問う問題が出題される可能性も高い。

 第１章　　　　  定　義

一　総論

　１　関税とは

　　関税とは、外国から輸入され、または外国に輸出する貨物に対して賦課する租税

である。日本においては、輸入されるもののみに課される。関税は、他の租税と同

様に国家収入の確保を目的として課されるものだが、一方で国家の経済政策を目的

として課されるところに大きな意義がある。そして、今日ではわが国の財政収入に

占める関税収入の割合は減少し、むしろ輸入貨物に対して国内産業を保護するため

に関税が課されているといえる。したがって、各品目の関税率はそれぞれの国内産

業の国際競争力を反映したものとなっている。

　　さらに、わが国の関税行政は、国内生産者の保護を図（はか）りつつも、他方で

国民生活の保護や良好な対外関係の維持にも重点が置かれ、関税率の引下げを段階

的に図（はか）っている。

　 また、関税は、不当廉売関税や緊急関税等の特殊関税により輸出国における不公

正な貿易を是正（ぜせい）する側面も有している。これらの特殊関税について、詳

しくは、知識獲得講座 Part ２で学習する。

－ 19 － 関税法　第１章　定義通関士知識獲得講座

LEC 東京リーガルマインド無断複製・頒布を禁ず

四　水産物に係る外国貨物・内国貨物の区別　
　　ここで、水産物に係る外国貨物、内国貨物についての規定を整理しておく。

⑴　領海で採捕された水産物　　本邦の領海は、本邦に他ならないので本邦の領海

で採捕された水産物は内国貨物であり、外国の領海は外国に他ならないので外国

の領海で採捕された水産物は外国貨物である。これは、採捕した船舶の国籍とは

関係がない。

⑵　公海で採捕された水産物　　本邦であるとも外国であるともいえない公海で採

捕された水産物については、どこの国の船舶が採捕したのかにより内国貨物と外

国貨物の区別がされる。すなわち、本邦の船舶が採捕した水産物は内国貨物とさ

れ、外国の船舶が採捕した水産物は外国貨物とされる。

⑶　排他的経済水域で採捕された水産物　　関税法上は、排他的経済水域で採捕

された水産物であっても、公海で採捕された水産物と同様に扱うこととし、排他

的経済水域で採捕される水産物について格別の扱いはしていない（関税法２条２

項）。すなわち、水産物を採捕した船籍によって、内国貨物と外国貨物の区別を

する。※

※　領海は基線（大潮の頃の潮が最も引いたときの海岸線）から 12 カイリを超えない範囲内の海域とされ

ている。排他的経済水域とは、基線から 200 カイリを超えない範囲内の海域（領海を除く。）に対する沿岸

国の資源管轄権のことを意味する。

領海

外 

　

国

公  海 領海

本 

　

邦

排他的経済水域

(領海除く）

排他的経済水域

(領海除く）

外国船舶 本邦船舶

外国貨物

外国貨物
内国貨物

内国貨物

水産物の内国貨物・外国貨物の区別

実績あるカリキュラム 

｢過去問攻略講座｣のテキストと｢知識獲得講座｣のテキストは、
相互にリンクしているので、効率良く学習ができます。

INPUT

POINT

POINT

POINT

学習テーマの掲載で、その単元で何を学
ぶかが分かります。｢過去問攻略講座｣
のテーマともリンクしています。

法律学習の初心者でも学習しやすい
よう、分かりやすい言葉で解説して
います。

分かりにくい定義や条文を、図や表
を使って分かりやすく解説。

■ わかりやすいLECオリジナルテキスト
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－ 2－
関税法

2020 過去問攻略講座

LEC 東京リーガルマインド 無断複製・頒布を禁ず

　　

　問題文に特に指示がない限り、○か×かで答えること。

１　輸入・輸出 (解答 P71）

※特に断りのない限り、関税法上の輸出または輸入に該当するかを判断すること。

１　輸出の許可を受けた貨物で保税地域に蔵置中のものを本邦に引き取る行

為は輸入に該当する。（H3-1-1）（H5-1-5）（H15-1-b）(H16-1-a)

２　本邦の船舶により公海で採捕された水産物を当該船舶内で加工した上、

その製品を本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。（H3-1-3）(H21-16-4)

３　外国の船舶により公海で採捕された水産物を、本邦から出漁した本邦

の船舶内で加工し、その製品を本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。

(H19-16-2)

４　燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法

第２条第１項第９号に規定する「船用品」に該当する。（H27-6-5）

５　外国貿易船に船用品として積み込まれた内国貨物を、当該外国貿易船

で使用しないこととなったため本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。

（H1-1-2）（H15-1-a）

６　沿海通航船が本邦の領海内で外国貿易船から外国貨物である船用品の供

給を受ける行為は輸入に該当する。（H19-6-4）

７　仮に陸揚げされた外国貨物を本邦から外国に向けて送り出す行為は、｢

輸出 ｣に該当する。（H26-6-5）

８　本邦の船舶が公海で採捕した水産物を直接外国に向けて送り出す行為

は、輸出に該当する。（S62-1-2）(H24-20-1)

９　外国に売却する船舶を引渡しのために本邦から外国に向けて回航する場

合、輸出許可が必要である。（H20-14-4）

10　外国の船舶が本邦の排他的経済水域で採捕した水産物を洋上から直接本

邦に向けて送り出す行為は、関税定率法上の輸出に該当する。(H14-1-3)

11　外国の船舶により本邦の接続水域の海域又は外国の接続水域の海域で採

捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。（H24-6-3)

２　外国貨物・内国貨物（解答 P71）

１　輸出の許可を受けた貨物は、当該貨物が外国貿易船又は外国貿易機に積

み込まれるまでの間は、内国貨物である。（S63-1-4）（H8-1-1）（H11-1-1）

１　　　

２　　　

３　　　

４　　　

５　　　

６　　　

７　　　

８　　　

９　　　

10　　　

11　　　

１　　　
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第１章　復習問題（解答 P72）

※講義で扱う問題の類似問題です。知識を定着させるために各自解いておきましょう。

〔１〕輸入・輸出

１　外国の船舶により公海で採捕された水産物を公海上で本邦の船舶に積み

替え、これを本邦に引き取る行為は、輸入に該当する。（S63-8-4）

２　収容後公売に付され買受人が買い受けた貨物を外国に向けて送り出す行

為は、輸出に該当する。（S62-1-4）

３　外国貿易船に内国貨物である重油を船用品として積み込む行為は、輸出

に該当する。（S63-5-5）(H14-1-4)

４　国際郵便により本邦に送付され税関の検査を受けた寄贈物品である郵便

物を、名宛人の居所が不明のため日本郵便株式会社が外国に向けて返送

する行為は、輸出に該当する。（S62-1-5）(H14-1-5)

５　保税工場に置くことの承認を受けた外国貨物である原材料を当該保税

工場における保税作業に使用する行為は、関税法上の輸入に該当する。

(H10-1-3)

６　本邦の船舶が外国の領海で採捕した水産物を洋上から直接当該外国に陸

揚げして売却する行為は、輸出に該当する。(H14-1-2)

７　本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本

邦に引き取る行為は、輸入に該当する。(H16-1-b)

８　外国の船舶が公海で採捕した水産物を他の国に向けて送り出すことは、

関税法上の輸出に該当する。(H10-1-2)

９　本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品

を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるときは、

その使用が本来の用途に従って行われる場合であっても輸入とみなされ

る。(H24-6-5)

〔２〕外国貨物・内国貨物

１　外国から本邦に到着した貨物のうち、輸入の許可を受けた貨物で保税地

域から引き取られる前のものは、外国貨物である。（S63-1-1）（H5-1-1）

（H17-1-a）(H21-16-2)

２　外国貨物には、輸出の許可を受けた貨物で船積みされる前のものも含ま

れる。（H2-1-2）（H4-1-2）

３　外国の船舶が公海で採捕した水産物で、本邦の船舶に積み替えられ本邦

に向け運送途上にあるものは内国貨物である。（H5-1-2）

１　　　

２　　　

３　　　

４　　　

５　　　

６　　　

７　　　

８　　　

９　　　

１　　　

２　　　

３　　　

 実績あるカリキュラム 

OUTPUT

POINT

POINT

POINT

｢過去問攻略講座｣は一問一答形式で掲
載，かつ項目毎の掲載なので、ポイン
トを押さえつつ復習が出来ます。

各問題には出題年も記載。
実際の過去問で、どの様な論点が出題されたか、出題頻度が一目で分かります。

後半には復習問題を更に用意。
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