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２ 農林水産物の輸入
(1)

我が国における農林水産物輸入割当（ＩＱ）制度廃止の推移
(関税分類番号ＣＣＣＮ４桁分類)

年

次

Year

輸 入 制 限 品 目 数
Number of import
restriction agricultural,
forestry and fishery
products

昭 . 37.４
A pr.1962

103

当 該 年 に 輸 入 割 当 て を 廃 止 し た 品 目

（これ以前は、ＩＱ告示がポジティブリストであった。）

37

1962

81

羊、鯨肉、鳥卵及び卵黄、魚膠・アイシングラス、乾燥しいたけ・にんにく・た
まねぎ、くるみ、塩水等で貯蔵した果実、レッドクローバーの種、寒天・飲料の
もと、魚油・いか油、ココアケーク、オブラート・アイスクリームコーン等の穀
粉又はでん粉の製品、食パン・乾パン等のベーカリー製品、ドレインチェリー、イン
スタントティー、マスタード及びその調製品、その他の酵母、卵白、再生木材、
繭、真珠、生糸

38

1963

76

はちみつ、落花生及び菜種の粉・ミール、かんなかけ等の加工した木材、セル
ラーウッドパネル、木製の箱等の包装容器

39

1964

72

ラワン・クルイン・メルサワその他のふたばがき科の製材、同薄板及び合板用
単板、同合板、いぐさ・七島い類

41

1966

73

昭和41年４月にココア粉をＩＱ廃止したが、その後関税分類の変更等により２品
目増(ガス貯蔵したオレンジ等、くん製の帆立貝・貝柱・いか、食用海草が増。
バターが国家貿易品目に。)

45

1970

58

豚のあぶら身、わらむしろ、わらかます、乾燥デーツ、コーヒー(大缶)、果実の粉、グ
ルテン及びその粉、たら及びにしんの卵の調製品、化学的純粋の糖類、フルーツフレーバ
ー、馬れいしょの粉・ミール、マーガリン・ショートニング、でん粉の調製品、でん粉かす、
ラミー

46

1971

28

ぶどう、くん製の帆立貝･貝柱･いか、ケーキミックス、マカロニ･スパゲッティ、パフ
ドライス･コーンフレーク、牛、馬、豚、りんご、冷凍パイナップル(無糖)、ソーセージ、
紅茶、グレンソルガム、木炭、冷凍パイナップル(加糖)、植物油脂、植物油かす、グルタミ
ン酸ソーダ、カッサバ等のいも類、カッサバ等のいも類の粉・ミール、糖みつ、砂糖菓子、
ネクター、チョコレート、ビスケット類、着色･香味の糖類、魚粉、メントール、化工でん
粉、はっか取卸油･はっか油

47

1972

24

ハム･ベーコン、精製糖、トマトピューレ･ペースト、配合飼料

48

1973

23

非食用海草

49

1974

22

麦芽

平.元 1989

20 ［37］

プロセスチーズ、トマトケチャップ･ソース

２

1990

17 ［31］

牛肉調製品、フルーツピューレ・ペースト、パイナップル調製品及びフルーツパ
ルプ

３

1991

14 ［26］

牛肉、オレンジ等(生鮮のもの。)、オレンジ等（一時的に貯蔵したもの。）

４

1992

12 ［22］

オレンジジュース、関税分類の変更により１品目減（乳糖）

７

1995

5

［8］

ミルク･クリーム、無糖れん乳等、乾燥した豆、でん粉等、落花生
国家貿易品目に移行したため２品目減（米加工品等）

資料：農林水産省大臣官房国際部資料(平成24年４月現在)
注：１ 品 目 数 は 、 各 年 の 年 末 の 現 在 数 で あ る 。 ([ ]内 は HS（ 国 際 統 一 商 品 分 類 ） ベ ー ス 。 1988年 以 降 IQ 告 示 がHS
４桁分類となった。)
２ 輸入制限品目数は、農林水産物の品目数であり、国家貿易品目は含まない。
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Iｍｐｏｒｔ ｏｆ Aｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ, Fｏｒｅｓｔｒｙ ａｎｄ Fｉｓｈｅｒｙ P ｒｏｄｕｃｔｓ ｉｎ Jａｐａｎ

(1) Abolition of Import Quota System of Agricultural, Forestry and Fishery Products in Japan
(Items Based on the CCCN four digit)

Items subject to abolition of import quota system

Before April 1962, Import Quota notice had been positive list.
Sheep･Whale･ Bird's eggs and egg yolks, Fish glues and isinglass, Dried shiitake ･ garlic ･ onions, Walnut, Fruit
preserved in brine etc.,Red clover seeds,Agar and base for beverage,Fish oil,Cocoa paste,Cereal flours or starches pro
ducts such as wafer and rice paper and ice-cream corn etc.,Bread and ships biscuits and other ordinary bakers' wares,
Drained
cherries,Instant tea,Mustard flour and prepared mustard,Other yeasts(inactive),Egg albumen,Reconstituted wood,Cocoon,
Pearls,Rawsilk.
Natural honey, Flour meal of ground nuts and rapeseeds, Wood planed or the like, Cellular wood panels, Complete wooden
packing cases,boxes,crates,drums and similar packings
Wood sawn of lauan,kruing,mersawa and other Dipterocarpaceae family, The same veneer sheets and sheets for plywood,
The same plywood, Rushes･shichitoi
Abolished IQ system of cocoa powder in April 1966, After then increased two goods by change the CCCN (Increased
oranges provisionally preserved by sulphur dioxide gas, smoked scallop･common scallop･cuttlefish and squid ･ adductors of
shellfish, and edible seaweeds.Then,Butter become State Trading items.)
Pig fat free,Musiro,Kamasu,Dried dates, Coffee (Large can), Flour of the fruits, Wheat gluten,Preservations of hard roes of
cod and herring,Sugars chemically pure,Fruit flavors,Flour,meal and flakes of potato,Margarine･shortening,Preparations of
starches,Residues of starch,Ramie

Grapes,Smoked scallop･common scallop･cuttlefish and adductors of shellfish,Cake mixes,Macaroni･spaghetti,Puffed rice
･ corn flakes,Cattle,Horses,Pigs,Apples,Freezed pineapples(Not containing add sugar),Sausages,Black tea,Grain
sorghums,Wood charcoal,Freezed pineapples(Containing add sugar),Fixed vegetable oils,oil-seed cake and meal, Other
vegetable oil residues,Sodium glutamate,Manioc,Flour and meal of Manioc,Molasses,Sugar confectionery,Nectar,Sugar
Chocolate,Biscuits,containing added flavouring of colouring matter,Flours and meals of fish,Menthol,Modified starch,
Peppermint oil obtained from Mentha arvensis.
Ham and bacon,Refined sugar,Tomato puree and tomato paste,Compound feeds
Non-edible seaweeds
Malt roasted or not
Processed cheese,Tomato ketchup･sause
Preserved meat of Beef,Fruit puree and fruit pastes,Preserved pineapples and pulp of fruit

Meat of bovine animals,Oranges(Fresh or preserved)
Orange juices,Lactose was eliminated because of classification review
Milk and cream,Evaporated milk,Dried beans,Starches,Peanut
Processed rice ２ items were shifted to State Trading items.
Source : International Affairs Department,Minister's Secretariat,Ministry of Agriculture,Forestry and Fisheries.
(as of April, 2012）
1 Number of goods is based on the end of the each year.(In［ ］is number of goods on the HS (Harmonized Commodity
Description and Coding System) basis. Since 1988 Import Quota notice is based on the HS four digit. )
2 Number of import restriction goods is only agricultural,forestry and fishery products,and excludes State Trading items.

