
ＷＴＯ協定の日本国の譲許表の附属書（医薬品関係） 
Concessions of Japan based on WTO Agreement 

relating to pharmaceutical products etc. 
 
日本国政府は、1994 年のガットに基づく譲許として、次の（1）から（6）までのいずれか

に該当する品目の関税を撤廃する。 
(1) 第 30類（第 3006.70号を除く。）に分類されているか又は分類されることとなるすべて

の品目 
(2) 第 29.36項、第 29.37項、第 29.39 項及び第 29.41項に分類されているか又は分類され
ることとなるすべての品目（ジヒドロストレプトマイシン並びにその塩、エステル及び水
和物を除く。） 

(3) 世界保健機関の「国際一般名称」(以下「ＩＮＮ」という。)を有する医薬の有効成分で
あって、この附属書の付表ＩA、付表ＩB、付表ＩC、付表ＩD及び付表ＩEで指定するもの 

(4) 付表ＩA、付表ＩB、付表ＩC、付表ＩD及び付表ＩEに掲げるＩＮＮを有する医薬の有効
成分とこの附属書の付表ⅡA 及び付表ⅡB で指定する接頭語又は接尾語との組合せにより
表記される当該有効成分の塩、エステル又は水和物であって、当該有効成分と同一の号に
分類されるもの（グルタミン酸－ナトリウムを除く。） 

(5) ＩＮＮを有する有効成分の塩、エステル又は水和物であって、当該有効成分と同一の号
に分類されていないもの（この附属書の付表Ⅲに別個に掲げるものに限る。） 

(6) 完成品である医薬の生産又は製造に用いられるその他の産品（この附属書の付表ⅣA、
付表ⅣB、付表ⅣC、付表ⅣD及び付表ⅣEで指定するものに限る。） 

 
The Government of Japan shall eliminate customs duties on items in the following categories as 
concessions under GATT 1994: 
(1) all items classified (or classifiable) in Chapter 30, with the exception of 3006.70; 
(2) all items classified (or classifiable) in HS headings Nos. 2936, 2937, 2939 and 2941, with the 

exception of dihydrostreptomycin and salts, esters, and hydrates thereof; 
(3) pharmaceutical active ingredients as designated in Annex I A, I B, I C, I D and I E to the present 

Attachment that bear “International non - proprietary name” (hereinafter referred to “INN”) from 
the World Health Organization; 

(4) salts, esters and hydrates of pharmaceutical products which are described by the combination of an 
INN active ingredient contained in Annex I A, I B, I C, I D and I E with a prefix or suffix as 
designated in Annex II A and II B to the present Attachment, as long as such salts, ester, or hydrate 
is classified in the same HS subheading as the INN active ingredient, except monosodium glutamate; 

(5) all salts, esters, and hydrates of INN active ingredients that are separately contained in Annex III to 
the present Attachment and that are not classified in the same HS subheading as the INN active 
ingredient; 

(6) additional products used for the production and manufacture of finished pharmaceutical as 
designated in Annex IV A, IV B, IV C, IV D and IV E to the present Attachment. 

 
注) 現在の譲許表は 2002年版 HS品目表に基づいているため、本表の HSコードについても、

2002年版 HS品目表に基づく番号となっております。2022 年版 HS品目表に基づく番号
については各税関にお問い合わせ下さい。 
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm 

 
Note: Japan's current WTO Concession Schedule is based on HS 2002. Therefore, HS code of this list 

is also based on HS 2002.  As for HS 2022 code, please refer to the following website.                                 
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/sonota/9301_e.htm 

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/sonota/9301_e.htm

