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ウイグル強制労働防止法の施行に関する最新動向（3）

～米国税関国境警備局（CBP）による FAQ等の公表～

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．ウイグル強制労働防止法の概要（復習） 

Ⅲ．CBPから公表された FAQ 等の概要 

Ⅳ．Region Alert の導入 

Ⅴ．UFLPAに対する中国側の反応 

Ⅰ．はじめに 

米国で 2022 年 6 月 21 日に施行されたウイグル強制労働防止法（以下「UFLPA」と

いいます。）について、米国税関・国境警備局（CBP）は、2023 年 2 月 23 日、①よく

ある質問への回答（以下「FAQ」といいます。）1、②米国への輸入品が UFLPA の適用

対象に当たるかの審査にあたっての企業の対応のガイドライン2、③当該審査のための

申請書の記載事項のサンプル3の 3つの文書を公表しました。 

UFLPAは、中国の新疆ウイグル自治区で全部又は一部が生産等された製品について、

米国への輸入を原則禁止することなどを内容とする法律です。同法の運用や対応に関す

1 U.S. Customs and Border Protection, FAQs: Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) Enfo
rcement (February 23,2023). 
2 U.S. Customs and Border Protection, Best Practices for Applicability Reviews: Importer Respons
ibilities (February 23,2023). 
3 U.S. Customs and Border Protection, Guidance on Executive Summaries and Sample Tables of
 Contents (February 23,2023). 
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るガイダンスとしては、CBP が 2022 年 6 月 13 日に公表した輸入者向けガイダンス4

や、2022年 6月 17日に米国強制労働執行タスクフォース（FLETF）が公表した「中国

において強制労働を用いて採掘、生産又は製造された製品の米国への輸入を防止するた

めの戦略」5などがありますが、今般公表された FAQ 等は、UFLPA の実際の運用状況や

企業からの声も踏まえ、CBP が同法の運用や企業の対応の考え方について、追加的な情

報提供を行ったものと位置付けられます。 

本ニュースレターでは、Ⅱ．で UFLPA の概要を改めて簡単に紹介（復習）した上で、

Ⅲ．で CBP から公表された FAQ 等の内容について説明します。また、UFLPA の施行

を受けた税関の電子申請システムの新機能であるRegion Alertにも触れ、最後にⅤ．で、

中国側の反応について簡潔に述べます。 

 

Ⅱ．ウイグル強制労働防止法の概要（復習） 

 

米国は従来から、1930年関税法 307条（19 U.S.C. §1307）に基づき、外国におけ

る強制労働によって、その全部又は一部が製造等された製品について、米国への輸入を

禁止しています。 

2022年に施行された UFLPAは、1930年関税法 307条の規定を前提として、 

① 中国の新疆ウイグル自治区で全部又は一部が採掘、生産、又は製造（以下「製造

等」といいます。）された製品と、 

② 強制労働への関与等の疑いのある団体（エンティティ）のリスト（以下「UFLPA

エンティティリスト」といいます。）に掲載された者により製造等された製品 

については、全て強制労働で製造等されたものであると推定し、原則として米国への輸

入を禁止することとしています。 

UFLPAに基づき、製品の輸入がCBPによって差し止められた場合、輸入者としては、 

ア 製品の製造等が新疆ウイグル自治区で行われておらず（上記①非該当）、UFLPA

エンティティリスト掲載の団体とも無関係であるため（上記②非該当）、そもそ

も UFLPAの適用対象外であることを示した場合、又は 

イ 上記①②のいずれかに該当し UFLPAの適用対象であることは認めつつ、強制労

働により製造等されていないことを「明白かつ説得力ある証拠」によって示すこ

と等の要件を満たした場合 

に限って、製品を米国に輸入することが認められます。 

 

 
4 U.S. Customs and Border Protection, Operational Guidance for Importers (June 13, 2022). 詳細は 2022

年 6月 20日にお送りした「ウイグル強制労働防止法の施行に関する最新動向（1）」をご参照下さい。 
5 U.S. Department of Homeland Security, Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, 

or Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China (June 17, 2022). 詳細は 2022年 6

月 27日にお送りした「ウイグル強制労働防止法の施行に関する最新動向（2）」をご参照下さい。 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2022-Jun/CBP_Guidance_for_Importers_for_UFLPA_13_June_2022.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065017/20220620-035906.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-06/22_0617_fletf_uflpa-strategy.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-06/22_0617_fletf_uflpa-strategy.pdf
https://www.mhmjapan.com/content/files/00065073/20220627-044737.pdf
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Ⅲ．CBPから公表された FAQ等の概要 

 

今般 CBP が公表した 3つの文書では、UFLPA に関する FAQのほか、UFLPA の適用

対象であるか否かに関する CBP の審査の考え方や、輸入者が CBP の審査を受けるにあ

たって提出するべき文書について詳細な例示がされています。 

上記のとおり、UFLPA に基づいて輸入が差し止められた場合に直接の対応を行うの

は通常は米国の輸入者ですが、輸出者側の日本企業についても、輸入者から製品のサプ

ライチェーンに関する情報や資料の提供を求められており、今般公表された文書の例示

等がその実務に影響を与える可能性があると考えられます。 

 

1．FAQの概要 

 

FAQは、合計 15個の Q&A で構成されています。Q&A の内容は技術的な事項も含

めて多岐にわたりますが、以下では、これらのうち 

(1)差し止められた製品がそもそも UFLPA の適用対象であるか（上記Ⅱ．ア）につい

ての審査（以下「適用対象審査」といいます。） 

(2)差し止められた製品が UFLPA の適用対象であることを前提としつつ、製造等の過

程で強制労働が行われていないこと（上記Ⅱ．イ）についての審査（以下「例外審

査」といいます。） 

(3)UFLPA の執行状況及び CBP の取組み 

に関するものを中心に、特に重要と思われる内容を説明します。 

 

(1) 適用対象審査 

輸入者が製品の輸入差し止めを受けた際に、CBP による適用対象審査を受けるに

あたってどのような文書を提出すべきかという問いに対する回答として、提出すべ

き文書には、通常の業務過程で作成された以下のようなものが含まれるとされてい

ます。 

✓ 取引及びサプライチェーンの記録 

製品及び製品に使用されている部品の原産国を証明する全ての取引記録及び

サプライチェーンに関する文書（例：梱包明細書、船荷証券、積荷目録） 

✓ 取引に参加する関係者を証明する証拠 

製品の製造、加工、又は輸出に関与する全ての関係者名（例：関係者の役割の

要約とそれを裏付ける文書、サプライチェーンのフローチャート） 

✓ 原材料の支払い及び輸送に関する文書 

原材料の出所、及びこれらの商取引（例：請求書、契約書、発注書）が行われ

たことを財務面（例：支払証明）・物理面（例：商品がある団体から別の団体に

移転されたことを裏付ける文書）から示す文書 
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CBP がこれらの文書を審査するのに要する期間については、サプライチェーンの

複雑さ等により左右されるとしつつ、平均して 2～3週間とされています。 

なお、これらの文書は CBP が要求する可能性のある文書の限定列挙ではなく、他

の文書の提出が要求される可能性もあることに留意が必要です。 

輸入者は、適用対象審査にあたり、例えば製品に含まれる綿繊維が新疆ウイグル

自治区産でないことを示す証拠として、DNA 分析や同位体検査の結果を提出するこ

ともできるとされています。その際には、その科学的証拠が信頼でき、かつ、差し止

められた製品と紐づいていることを示す必要があります。また、輸入者が、DNA 分

析等を行うため、差し止められた貨物から直接サンプルを取得したい場合には、税

関にその旨の申請をすることができるとされています。 

 

(2) 例外審査 

UFLPA の下では、製品が新疆ウイグル自治区又は UFLPA エンティティリストに

掲載された事業者に由来することを前提としつつ、輸入者が、例外審査における反

証を成功させるためには、以下の事項が必要とされています。 

✓ 製品が、強制労働を一切使用せずに製造されたことを示す「明白かつ説得力の

ある証拠」の提供 

✓ FLETF輸入者ガイダンス6の完全な遵守 

✓ CBP による全ての情報照会に十分な形で答えること 

今般公表された FAQでは、サプライチェーンにおける強制労働の有無を把握する

ことは輸入者の責任であることが改めて確認され、輸入者は、新疆ウイグル自治区

及び関連するサプライチェーンのリスクを慎重に評価し、デューディリジェンス・

システムを確立・維持し、CBP の情報照会に対して、製品が強制労働によって製造

等されていないことを証明するための用意をしておく必要があるとされています。 

上にいうデューディリジェンス・システムは業種によって異なるものの、一般的

に効果的なデューディリジェンス・システムは、以下の要素を含むとされています。 

✓ 強制労働のリスクを評価し、対処するためのサプライヤー及び利害関係者との

コミュニケーション 

✓ 原材料から輸入品の生産に至るサプライチェーンのマッピングと、各過程にお

ける強制労働リスクの評価 

✓ 強制労働の使用禁止、及び中国政府の労働スキームを利用することのリスクへ

の対処について明記したサプライヤー行動規範文書 

✓ サプライヤーの選定や対応を担当する従業員及び代理人に対する強制労働リ

スクに関する研修 

✓ サプライヤーが行動規範を遵守しているかのモニタリング 

✓ 強制労働が判明した際の是正措置、又は是正が不可能もしくは適時に完了しな

い場合のサプライヤーとの関係の終了 

 
6 前掲注 5に含まれています。 
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✓ デューディリジェンス・システムの実施と有効性の独立した検証 

✓ デューディリジェンス・システムの実効性及びエンゲージメントの公表 

 

(3) UFLPA の執行状況及び CBP の取組み 

UFLPA 施行日（2022 年 6 月 21日）以降に輸入された UFLPA適用対象製品につ

いて、同法に基づく反証可能な推定が適用されること、同法の施行日以前に、1930

年関税法 307 条に基づいて新疆ウイグル自治区に関して発令されていた違反商品保

留命令（WRO）は UFLPA に取り込まれることが確認されています。一方、これら

以外の全ての製品については、既存の法令7に基づくプラクティスが維持され、CBP

は、製品の製造等の過程で強制労働が用いられた合理的な疑いがある場合に限り、

個別に輸入差止めを行うとされています。 

UFLPA のこれまでの実際の執行状況に関しては、FLETF は、同法の施行当初か

ら、綿、トマト、ポリシリコンを特に執行の優先度が高い製品に指定8していました

が、実際にも、CBP はこれらの製品に集中して執行を続けているとされています。

また、新疆ウイグル自治区からの原材料を含む積替え製品、及び新疆ウイグル自治

区に所在しないものの同自治区の団体（エンティティ）が親会社、子会社、関連会社

である団体（エンティティ）が米国に輸入する製品にも、重点を置いて執行してい

るとされています。 

そのほか、FAQ によれば、CBP は、2023 年 3 月 31 日付で、これまでに UFLPA

に基づいて差し止められた製品の総数や金額に関するデータの公表を予定していま

す。また、2023 年 3月 14日及び 15日に、強制労働とテクノロジーに関するエキス

ポ9を開催し、国土安全保障省、CBP 担当者及び強制労働の専門家によるパネルディ

スカッションを行うことを予定しています。 

 

2．UFLPA適用対象審査に関するガイドライン 

 

本ガイドラインは、UFLPA の適用対象審査に関し、同法施行以来の実際の運用状

況も踏まえ、CBPが輸入者のベストプラクティスに関する考え方を示したものです。 

本ガイドラインでは、サプライチェーンの具体的状況は国、業界、企業等によって

も大きく異なるため、輸入者が提出する文書にも様々なものがあるとした上で、一般

的には、サプライチェーン全体における原材料の発注、購入、製造、輸送に関する文

書を提出する必要があるとしています。具体例として、ソーラーパネルやアパレルの

輸入者のプラクティスが紹介されています。 

また、輸入者が製品を輸入する前に行うべきこととして、以下のようなものが挙げ

られています。 

 
7 19 CFR 12.42-45 
8 前掲注 5・UFLPASection 2(d)(2)(B)(viii) 
9 U.S. Department of Homeland Security / U.S. Customs and Border Protection, Forced Labor Technical 
Expo (February 10, 2023). 

https://public-inspection.federalregister.gov/2023-03227.pdf#:~:text=Forced%20Labor%20Technical%20Expo%20offers%20a%20forum%20for,help%20improve%20trade%20transparency%20and%20compliance%20with%20trade
https://public-inspection.federalregister.gov/2023-03227.pdf#:~:text=Forced%20Labor%20Technical%20Expo%20offers%20a%20forum%20for,help%20improve%20trade%20transparency%20and%20compliance%20with%20trade
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✓ 製品が差止められた場合の対応方針の策定 

サプライヤーが UFLPA を認識していることの確認や、CBP への提出に備えた

サプライチェーンに関する文書管理を含むとされています。サプライヤーが営

業上の秘密を理由として輸入者への文書の提出を拒む場合には、サプライヤー

が CBP に直接文書の提出を行うこともできるとされています。 

✓ サプライチェーンの一貫性確保と CBP との早期のコミュニケーション 

差し止められた製品のサプライチェーンが、以前にも差止め対象となったもの

の結果的には輸入許可を受けた製品と同様である場合には、その旨を簡易な報

告書により CBP に説明することで、審査を迅速化することが可能とされてい

ます（FAQ によれば、その場合の審査は平均して 10 日から 14 日で終了する

とされています。）。 

 

3．UFLPA適用対象審査のための申請書記載事項 

 

本文書は、輸入者が、CBP に適用対象審査を求める際に提出する文書について、文

書の要旨（エグゼクティブサマリー）と目次（記載事項）のサンプルを提供するもの

です。 

エグゼクティブサマリーには以下の内容が含まれている必要があるとされていま

す。 

✓ 文書リスト 

各文書の簡単な説明が記載されている文書の索引を指します。各文書が含む重

要な情報（発注者番号、契約書番号等）についても記載が推奨されています。 

✓ サプライチェーンの概要 

輸送と製造の各段階を紐付ける情報（差止め番号、船荷証券番号、契約番号、

発注番号等）を記載することとされています。 

✓ その他の追加情報 

CBP の理解に役立つ追加の情報を含めることとされています（重要な情報を

強調したり、注釈をつけたりしたスライド形式の資料や、製造工程を要約した

上で、サプライヤーや商取引関係者をリストアップした追跡報告書など）。 

一方、目次のサンプルとしては、一般的な製品に関する例と、特定の製品に関する

例として、ソーラーパネルについて適用対象審査を受ける場合の記載例が提供されて

います（その具体的な内容は別紙をご参照下さい。）。製造等の過程に複数のサプライ

ヤーを含む場合には、サプライチェーンごとに目次を作成することが推奨されていま

す。 
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Ⅳ．Region Alertの導入 

 

FAQ等での言及はありませんが、CBP は、別途、税関の電子申請システム（Automated 

Commercial Environment：ACE）に「Region Alert」という機能を新たに導入します10。 

2023年 3月 18 日以降、製品の原産国が中国である場合、製品輸入時及び製造者識別

番号（MID）作成（更新）時に、製造者の郵便番号を ACE に入力することを義務付けま

す。当該郵便番号が有効でない中国の郵便番号であるときにはエラーメッセージを表示

し、また、新疆ウイグル自治区の郵便番号であるときには警告メッセージを表示するこ

とにより、輸入者に UFLPA の対象になることを早期に通知することを可能にします。

なお、CBP は、新疆ウイグル自治区に関連する郵便番号のリストを公表する予定はな

く、輸入者は、自主的に製品の原産地、製造者の郵便番号を調査することが必要になり

ます。 

 

Ⅴ．UFLPAに対する中国側の反応 

 

中国政府からは、今のところ、今回公表された 3文書については特段の反応はありま

せんが、UFLPAについては、2021年 12月の UFLPA が成立した直後及び 2022 年 6 月

に正式施行開始後に、それぞれ談話11を公表しています。新疆ウイグル自治区における

強制労働、大量虐殺の事実は存在しないとし、米国による UFLPA の立法、施行は中国

の内政干渉であり、国際貿易秩序の破壊であるなどと強く批判しています。その後も複

数回にわたり、ウイグル自治区における強制労働の事実を否定するコメントや、米国に

対する批判のコメントが出されています。 

なお、UFLPA の施行に対する中国政府による具体的な対抗策等は今のところ公表さ

れていません。 

他方で、中国国内においても、一般論として、貿易関連機関等が企業に対して強制労

働に関するコンプライアンス体制の構築、サプライチェーンのマッピング作業と評価の

重要性等を説明するなどしており、UFLPA に関する法執行のルールがより明確になっ

てきた状況のもと、中国企業の間で、その対策の重要性が認識されるようになっている

と言えます。 

 

  

 
10 U.S. Customs and Border Protection, Uyghur Forced Labor Prevention Act Region Alert (March
 2, 2023). 
11 2021年 12月 24日、外交部による談話 

https://www.mfa.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/202112/t20211224_10475186.shtml 

 2022年 6月 22日、商務部による談話 

http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwfyrth/202206/20220603320705.shtml  

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2023-Mar/Trade_Information%20Notice_UFLPA_Updated_3.2.23_508c.pdf
https://www.mfa.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/202112/t20211224_10475186.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwfyrth/202206/20220603320705.shtml
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（別紙） 

⚫ 一般的な目次のサンプル 

Ⅰ．エグゼクティブサマリー 

Ⅱ．取引参加者を証明する書類 

a) インボイス 

b) 発注書 

c) 製造契約書 

d) 作業指図書 

Ⅲ．原材料の支払い及び輸送に関する文 

書 

a) 船荷証券 

b) 外国税関申告書 

c) 申告書と貨物運送状 

d) 輸送記録 

e) マニフェスト 

Ⅳ．取引・サプライチェーン記録 

a) 支払い証明書 

b) 生産地証明書 

c) 梱包明細書 

d) 船荷証券 

e) マニフェスト 

 

⚫ ソーラーパネルの目次のサンプル 

Ⅰ．エグゼクティブサマリー 

Ⅱ．輸入モジュール/モジュール生産者 

a) インボイスと梱包明細書 

b) 船荷証券 

c) 作業指図書 

d) 通関摘要書 

e) モジュールサプライヤーの生産

地証明書 

f) 発注書 

g) 作業指図書 

h) 製造契約 

i) ソーラーモデュールの生産記録 

j) 太陽電池のインバウンド・アウ

トバウンド記録 

Ⅲ．太陽電池サプライヤー 

a) 生産工程フローチャート 

b) 発注書 

c) 取引インボイスと梱包明細書 

d) 船荷証券 

e) 作業指図書 

f) 製造契約 

g) 電池生産記録 

h) ウェハーのインバウンド・アウ

トバウンド記録 

i) 太陽電池生産地証明書 

j) 支払い証明書 

k) 外国税関申告書 

Ⅳ．ウェハーサプライヤー 

a) 発注書 

b) 取引インボイスと梱包明細書 

c) 船荷証券 

d) 作業指図書 

e) 製造契約 

f) ウェハーの生産記録 

g) インゴットのインバウンド・ア

ウトバウンド記録 

h) ウェハー販売者の原産地証明書 

i) 支払い証明書 

j) 外国税関申告書 

Ⅴ．インゴットサプライヤー 

a) 発注書 

b) 製造契約書 

c) 取引インボイス 

d) 梱包明細書 

e) 生産地証明書 

f) 運送指図書 

g) 支払い証明書 

h) 申告書と貨物運送状 

i) インゴットの生産記録 

j) ポリシリコンのインバウンド・

アウトバウンド記録 

k) 外国税関申告書 

 

（サンプルには、以下、同様にポリシリコンサプ

ライヤー、冶金級シリコンサプライヤー、水晶振

動子サプライヤーについての目次が記載されて

います。） 
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セミナー情報 

➢ セミナー  『【危機管理類型別ミニウェビナー】不正・不祥事への初動対応の 

ポイント（全 7回シリーズ）第 6回「インサイダー取引」』 

視聴期間  2023年 2月 27日（月）～2023年 3月 27日（月） 

講師    宮田 俊、今泉 憲人 

主催    森・濱田松本法律事務所 

上記のセミナーにつきましては、※会員制ポータルサイト「MHM マイページ」

にてお申込みを受け付けております。 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『アスベストと輸入管理－微量に含まれるアスベストへの対応』 

視聴期間  2023年 2月 28日（火）～2023年 3月 27日（月） 

講師    石本 茂彦、大川 信太郎 

主催    森・濱田松本法律事務所 

上記のセミナーにつきましては、※会員制ポータルサイト「MHM マイページ」

にてお申込みを受け付けております。 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

文献情報 

➢ 論文    「意外に深い公益通報者保護法 ～条文だけではわからない、見落 

としがちな運用上の留意点～」 

第 2回 従事者に関する運用上の留意点（2） 

第 3回 従事者に関する運用上の留意点（3） 

第 4回 従事者に関する運用上の留意点（4） 

第 5回 従事者に関する運用上の留意点（5） 

第 6回 従事者に関する運用上の留意点（6） 

掲載誌   商事法務ポータル SH4277・SH4280・SH4288・SH4293・SH4300 

著者    金山 貴昭 

 

NEWS 

➢ Chambers Global 2023 にて高い評価を得ました  

Chambers Global 2023 にて、当事務所の International Trade 分野は日本におけ

る上位グループにランキングされ、石本 茂彦、梅津 英明、宮岡 邦生が高い評

価を得ました。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）及びミャンマー（Myanmar Legal MHM 

Limited）においても複数の分野で上位グループにランキングされ、各オフィスに

https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1153
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1153
https://mypage.mhmjapan.com/ja
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1153
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1153
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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所属する弁護士がその分野で高い評価を得ております。 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


