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（別紙） 

 

 

Ⅰ．平成 27年度関税改正を巡る諸情勢 

 

１. 関税率及び関税制度を巡る国際状況 

 

現在、世界では大規模な貿易交渉が継続している。 

まず、WTO ドーハ・ラウンド交渉は、昨年 12 月に、貿易円滑化、農業の一部

及び開発の３分野からなるラウンド交渉の部分合意「バリ・パッケージ」が成

立した。また、その際に WTO 加盟国は、ラウンド交渉の残された課題につき 12

か月以内に明確な作業計画を用意することで合意した。ただし、貿易円滑化協

定を各国が採択し発効させるために必要な WTO 協定改正議定書の採択が、加盟

国間の対立により本年７月から 11月に遅延した。また、ラウンド交渉の残され

た課題についての作業計画の策定期限も来年７月に延期となっている。 

更に、経済連携協定（EPA）交渉に関しては、特に我が国が交渉してきたもの

では、日豪 EPA が本年７月に署名され、来年１月に発効する予定であるほか、

日モンゴル EPA 交渉も本年７月に大筋合意に至り、現在、署名に向けた作業が

進められている等、一定の進展がみられた。他方、環太平洋パートナーシップ

協定（TPP）、日 EU・EPAや東アジア地域包括的経済連携（RCEP）等については、

引き続き交渉が継続している状況にある。世界的にも、EU と米国との間の自由

貿易協定（TTIP）交渉等、大規模な FTA交渉が継続している状況にある。 

今後、これら継続中の交渉が妥結すれば、我が国の関税率及び関税制度に大

きな影響があると見込まれる。我が国として、これらの国際交渉において、公

正・効率的で、かつ我が国が不利とならない世界的な貿易ルール作りに貢献し

ていくことが重要であると考えられる。 

 

２. 税関行政を取り巻く状況 

 

我が国税関は、社会経済のグローバル化やサプライチェーンの国際化・高度

化が進行する中、その使命である「適正かつ公平な関税等の徴収」、「安全・安

心な社会の実現」及び「貿易の円滑化」を着実に果たす必要がある。 

「適正かつ公平な関税等の徴収」の観点からは、平成 25年度の関税収入額は、

近年の輸出入額の伸びに伴い、平成８年以降 16年ぶりに１兆円を突破し、また、
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本年４月の消費税率引上げに伴い、税関における消費税徴収額も増加する等、

その重要性は増している。税関として、引き続き適正かつ公平な関税等の徴収

に努めていく必要がある。 

また、「安全・安心な社会の実現」の観点からは、平成 25 年に税関が押収し

た不正薬物が９年ぶりに１トンを上回るなど、税関による不正薬物の押収量は

近年増加傾向にある。また、指定薬物などを含む危険ドラッグについては、そ

の乱用者による犯罪・重大事故が社会問題となっていることを背景に、政府一

体の取組が進められており、社会悪物品等の取締りにおける税関の役割は一層

重要となっている。 

更に、「貿易円滑化」の観点からは、我が国企業の国際競争力の強化や輸出入

者の利便性の向上に資する通関手続の迅速化を推進することが求められている。

こうしたことから、通関関係書類の電子化・ペーパーレス化等の施策を引き続

き推進していく必要がある。 
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Ⅱ．平成 27年度関税改正についての考え方 

 

１．指定薬物の「輸入してはならない貨物」への追加 

 

国民生活の安全・安心の確保等の観点から、税関は、引き続き水際取締りに

ついて、関係省庁とも連携しつつ、適切な役割を果たしていく必要がある。 

指定薬物などを含む危険ドラッグについては、その乱用者による犯罪・重大

事故が社会問題となっていることを背景に、本年７月の総理の指示を踏まえ、

薬物乱用対策推進会議において緊急対策が策定され、政府一体となっての取組

が進められている。緊急対策においては、啓発強化や規制のあり方の見直しと

並び、迅速に指定薬物に指定すること等が柱とされており、平成 24年４月時点

で 68物質であった指定薬物は、現在では 1,400物質を超える物質が指定薬物に

指定される状況にまで至っている。このように、指定薬物に対する対応は喫緊

の課題となっているところである。 

指定薬物は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律」（以下「医薬品医療機器等法」という。）において、医療等の用途以外

の用途に供する目的での輸入等が禁止されており、税関においては、関税法第

70 条の規定により、輸入申告の際に、医薬品医療機器等法に基づき輸入しうる

ものかどうかの確認を行うことが求められており、その確認ができない場合に

は輸入の許可をしない等の措置を講じている。 

他方において、関税法第 70条の対象である指定薬物について、税関長は、同

条の証明がされず輸入の許可をしない場合であっても、指定薬物を没収して廃

棄をすることはできない。 

また、税関の検査で指定薬物を発見しても、輸入者が税関に輸入申告せず、

又は虚偽の申告等をして輸入しようとした場合を除き、税関の犯則調査の対象

とはならないため、仮に他法令確認の過程で医薬品医療機器等法違反の可能性

が疑われる事実を発見した場合、税関は、同法を所管する厚生労働省又は警察

等の捜査機関に通報するなど、関係機関への支援を行うにとどまる点で、主体

的な調査や取締りに一定の制約が存在している。 

麻薬、向精神薬、大麻、覚醒剤等は、国民の生命、健康及び社会の安全を確

保する見地から、これらを関税法上の「輸入してはならない貨物」としている。

これまで、「輸入してはならない貨物」への追加に当たっては、他の法令（麻薬

及び向精神薬取締法等）により、対象となる貨物の輸入又は所持が禁止されて

おり、かつ、その輸入又は所持に対して罰則が課されるものであることを前提
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としつつ、 

① 当該貨物の国内流入により、社会公共の利益が著しく損なわれる 

② 税関が水際で輸入禁止の実効を期すことが国家的見地からも効果的であ

り、厳重な取締りへの国民的コンセンサスがある 

といった点をその基本的な考え方としてきたところである。 

現下の状況に鑑みると、麻薬等と同様、指定薬物はこれらを満たしているも

のと考えられる。 

医薬品医療機器等法で輸入が禁止されている指定薬物（以下「違法指定薬物」

という。）を関税法上の「輸入してはならない貨物」に追加した場合には、 

① 関税法上、税関長は、「輸入してはならない貨物」を没収して廃棄するこ

とができることから、違法指定薬物を発見した場合に、税関長が直ちに没

収して廃棄をすることができるようになり、違法指定薬物の国内流入を確

実に抑止することができるようになる 

② 違法指定薬物を発見した際に、税関は、単に関係機関に通報するにとどま

らず、関税法上の実体規定違反として、犯則調査に着手することが可能とな

る 

③ 違法指定薬物の輸入に対し、関税法上重い罰則が科されることとなり、不

正輸入に対する抑止力が一層高まることとなる 

といった効果が期待でき、税関が主体的に迅速な対応をとることができるよう

になるものと考えられる。 

以上の観点から、違法指定薬物を、関税法上の「輸入してはならない貨物」

に追加することが適当と考える。 

 

２．暫定税率の適用期限の延長等 

 

（１）暫定税率の適用期限及び特別緊急関税制度並びに牛肉・豚肉に係る関税

の緊急措置の適用期限の延長 

 

暫定税率は、一定の政策上の必要性等から、適用期限を定めて、基本税率を

暫定的に修正する税率であり、その水準及び必要性について常に見直していく

ものとされている。その検討に際しては、国内の生産者と消費者等との利益調

整に及ぼす影響、国際交渉との関係、関係国との協議結果に基づく税率の引下

げ措置の履行に及ぼす影響及び国内政策上の必要性等を考慮する必要がある。 

上記の経緯や考え方に沿って検討を行った結果、糖みつについては、現在、
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関税割当制度の下でアルコール製造の用途に限定して枠内税率を暫定無税とし

ているが、近年これらの制度を利用した輸入実績がなく、今後も見込まれない

ことから、同品目に係る関税割当制度とともに、暫定税率を廃止することが適

当と考える。 

上記のアルコール製造用糖みつを除く 431 品目の暫定税率については、引き

続き必要性が認められる。また、政策上の必要性や直近の国際市況等を踏まえ

て常に適切な水準を検討する必要性から、延長期間は１年とし、その適用期限

を平成 28年３月 31日まで延長することが適当と考える。 

また、特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置については、

暫定税率と一体として設けられていることを踏まえ、その適用期限を平成 28年

３月 31日まで延長するとともに、生糸については、関連する日本農林規格（JAS

規格）の廃止に伴う所要の改正を行うことが適当と考える。 

なお、牛肉に係る関税の緊急措置については、発動基準数量の算出基礎を、

当該年度の前年度の輸入実績又は平成 14 年度と平成 15 年度の輸入実績の平均

値のいずれか大きい方とするとの特例を、平成 27年度においても継続すること

が適当と考える。 

 

（２）子ども・子育て支援新制度に伴う脱脂粉乳に対する関税暫定措置法の関

税減税措置 

 

平成 24年８月、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援を総合的に推進

するため、子ども・子育て関連３法が成立し、子ども・子育て支援新制度が導

入されることとなり、幼稚園・保育所等に係る制度が改正されることとなった。

新制度においては、現行制度下では保育所として認可されていない小規模保育

事業等が、法律上に位置づけられることとなる。 

現行制度において、幼稚園・保育所等に対しては、給食用の脱脂粉乳に対す

る関税減税措置が関税定率法及び関税暫定措置法において講じられている。平

成 26年度改正においては、子ども・子育て支援新制度の目的及び小規模保育事

業等の認可基準、並びに発育途上にある生徒・児童等の心身の健全な発展を図

るとの脱脂粉乳の関税減税措置の趣旨に鑑み、関税定率法において、新制度下

の小規模保育事業等についても、保育所等と同様の措置が講じられたところで

ある。 

平成 27年度改正に当たっては、こうした前年度措置済み事項と一体の改正と

して、新制度下の小規模保育事業等について、関税暫定措置法においても、保
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育所等と同様に、給食用の脱脂粉乳に対する関税減税措置の対象とすることが

適当と考える。 

 

３．無申告加算税の不適用期間の延長 

 

国税通則法第 66条第６項では、内国税の無申告加算税について、納税者が納

付すべき税額の全額を納付済であるにもかかわらず申告書の提出を失念し、納

税申告書の提出がその提出期限（法定申告期限）後となった場合であっても、

当該納税者が過去一定の期間に無申告加算税ないし重加算税が課されたことが

なく、かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていないときには、法定

申告期限から２週間を経過する日までに当該申告書を提出した場合に限り、無

申告加算税を課さないとする制度（無申告加算税の不適用制度）が導入されて

いる。 

関税の場合、通常は輸入申告書により納税申告を行うことになっており（関

税法第７条第２項）、その申告書が提出されない限り貨物の輸入が許可されない

ため、「期限後申告」という状態が発生し得ない。ただし、例外的に、いわゆる

AEO制度（関税法第７条の２）の適用が認められた者については、貨物の輸入申

告後に納税申告（特例申告）・納付を行うことが認められることから、特例申告

書の提出がその提出期限後となる場面が発生しうる。このため、関税法上、AEO

制度に基づく期限後特例申告書が提出された場合について、国税通則法と同様

の無申告加算税の不適用制度が導入されている（関税法第 12条の３第５項）。 

現在、国税通則法に基づく内国税の無申告加算税の不適用期間を２週間から

１月に延長する改正が検討されているところ、同法が改正される場合には関税

法においても同様の改正を行うことが適当と考える。 

 

４．その他 

 

（１）知的財産侵害物品の水際取締りに係る権利者等の利便性向上策 

 

① 輸出入差止申立て有効期間の延長 

 

特許権等の知的財産の権利者は、自己の特許権等を侵害すると認める貨物が

輸出又は輸入されようとする場合は、当該貨物の輸出入を差し止めるための認

定手続を執るべきことを、税関長に対し申し立てることができることとなって
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いる。 

当該申立てが効力を有する期間（以下「有効期間」という。）については、当

該差止申立てに係る情報の適正な維持管理の観点と、権利者等の利便性確保の

観点の双方のバランスを考慮して定める必要があるところ、我が国における当

該制度の定着の状況等を踏まえ、輸出入差止申立ての有効期間を現行の２年か

ら４年に延長することが適当と考える。 

 

② 認定手続における権利者等の意見・証拠提出の電子化 

 

知的財産侵害物品に該当する貨物と思料される貨物の認定手続において、税

関は、原則、権利者及び輸出入者の双方から提出された意見・証拠に基づいて、

侵害の該否の判断を行っている。 

税関から意見・証拠の提出を求められた権利者及び輸出入者は、原則、認定

手続開始日の翌日から 10執務日以内の限られた期間内に、税関に意見・証拠を

提出することとされているところ、意見・証拠の提出を輸出入・港湾関連情報

処理システム（NACCS）で電子的に行うことができるようになれば、権利者等の

利便性向上につながるものと考えられる。このため、認定手続における権利者、

輸出入者の意見・証拠提出業務を NACCS で行うことができる業務とすることが

適当と考える。 

 

（２）特恵関税制度に係る事項 

 

後発開発途上国（以下「LDC」という。）に対する特恵関税制度において、LDC

を原産国とするニット製衣類（HS61 類）の我が国への輸入については、関税が

無税となっている。当該制度においては、LDCにおいて非原産品である糸から製

造する（生地の製造、縫製の２工程を経る）場合に当該国の原産品としての資

格が与えられるという原産地規則が適用されているが、LDCからは、非原産品で

ある生地から製造する（縫製の１工程を経る）だけで原産品としての資格が与

えられるよう、原産地規則を緩和する要望が提出されている。 

当該原産地規則の２工程から１工程への緩和は、LDCの特恵関税制度によって

与えられる利益の改善に資するものであり、また、LDCから輸入されるニット製

衣類は、品質、価格等の面において国内で生産されるニット製衣類と競合する

ものではないこと等から、国内のニット製衣類の生産者への影響はほとんどな

いと考えられる。こうしたことから、ニット製衣類の原産地規則を緩和するこ
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とが適当と考える。 

また、国別・品目別特恵適用除外措置の基準に該当した農水産品（２品目）

及び鉱工業品（24品目）（いずれも輸入統計品目番号（９桁）ベース）について、

平成 27年４月１日から平成 30年３月 31日まで、特恵税率の適用除外とするこ

とが適当と考える。 

 

（３）航空機を利用して入国する旅客の予約情報の報告の電子化 

 

平成 23年度関税改正において、社会悪物品等の効果的かつ効率的な水際取締

りを確保する観点から、税関が航空会社に対して、航空機を利用して入国する

旅客の予約情報（PNR：Passenger Name Record）の報告を求めることができる

規定を導入した。現在、PNRの報告は、書面若しくは電磁的記録媒体による提出

又は予約記録端末の閲覧により行うことが可能であるが、多くは書面により提

出されている。 

PNRの税関への報告を NACCSにより電子的に行うことができるようにすれば、

税関によるリスク判定の効率化が見込まれ、社会悪物品の取締りの効率化につ

ながる他、提出方法の選択肢が増加し航空会社の利便性向上にもつながると考

えられる。 

このため、税関が航空会社に対して PNRの報告を求めた場合に、航空会社は

NACCSにより電子的に報告することができるようにすることが適当と考える。 

  



- 9 - 

  

Ⅲ．引き続き検討すべき事項 

 

１．営業秘密使用物品に係る水際措置 

 

「知的財産推進計画 2014」に記載されている水際措置の導入を含む「営業秘

密保護法制の強化」については、産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保

護・活用に関する小委員会（経済産業省所管）において、「営業秘密使用物品」

（営業秘密を不正に使用して生産された物品をいう。以下同じ。）の輸出入を不

正競争防止法に規定する不正競争行為に追加すること等が検討されている。対

象とする営業秘密の範囲や、営業秘密使用物品を規制することによって円滑な

商業活動を阻害しないようにするための法制の在り方については様々な考え方

があるところであり、現在、同審議会において検討中である。 

仮に「営業秘密使用物品」を関税法上の水際措置の対象とすることについて

検討する場合、 

・ 不正競争防止法において規制対象とする「営業秘密使用物品」の要件な

ど輸出入規制の整備 

・ 税関が水際で輸出入貨物が営業秘密を不正に使用して生産された物品で

あること等を迅速・適正に判断・確認することができるような仕組みの導

入 

が必要であると考えられるが、これらについても、産業構造審議会や経済産業

省において今後検討される予定となっている。 

その検討結果等を受け、今後、不正競争防止法において「営業秘密使用物品」

に係る輸出入規制が整備され、税関が水際において迅速・適正に侵害の該否を

判断・確認できるような仕組みが導入される場合には、これを踏まえて「営業

秘密使用物品」を関税法上の水際措置の対象とすることについて検討すること

が適当と考える。 

 

２．輸出入申告官署の自由化 

 

現在、輸出入申告は貨物が置かれている保税地域等の所在地を所轄する税関

長（以下「蔵置官署」という。）に行うことを原則としているが、民間団体から、

この要件を緩和し、全国どこからでも、どの税関長に対しても輸出入申告を行

えることができるようにしてほしいとの要望がなされた。これを受け、昨年６

月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「平成 29 年の NACCS 更改
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時には、少なくとも特定輸出貨物について、船積地にかかわらず一元的に NACCS

に申告することによって輸出通関が完了するよう検討を行い、結論を得る。」こ

ととされた。 

現行関税法において輸出入申告が行われる場合、保税地域等で検査を行いそ

の後輸出入の許可を行うことで、貨物のすり替え等が行われるリスクを低く抑

え、通関の適正性を確保している。また、その際、書類の審査及び貨物の検査

を同一官署の職員が一貫して行うことにより、不正輸出入の疑義がある貨物に

対する効果的、効率的な検査を行うことが可能であることから、蔵置官署に対

する申告を原則としている。 

この点に鑑みれば、適正な通関及び業務処理の効率性を確保する観点から、

全ての事業者に蔵置官署以外の税関官署（以下「非蔵置官署」という。）に対す

る輸出入申告を認めることは適当ではないと考えられる。 

一方で、貨物の現況の的確な把握など輸出入に関する業務を適正かつ確実に

遂行する能力を有すること等を要件として税関長の承認・認定を受けた AEO 事

業者（AEO輸出者、AEO輸入者及び AEO通関業者）に対しては、貿易円滑化の観

点から特例として非蔵置官署への輸出入申告を認めても、通関の適正性及び業

務処理の効率性に与える影響は小さいものと考えられる。 

したがって、AEO輸出入申告（注）については、特例的に非蔵置官署への申告

を認めることは可能と考えられる。 

また、AEO事業者に対し特例的に非蔵置官署への輸出入申告を認めることとす

れば、「通関業者は通関業の許可を受けた税関の管轄区域外で通関業務を行えな

い」とする営業区域制限が制約となりうる。現在でも、輸出入者自らが輸出入

申告を行う場合には、全国どこからでも蔵置官署に対して申告を行うことが可

能であることからすれば、輸出入申告官署の自由化後に、輸出入者が通関業者

を利用する場合、申告先官署の管轄区域内の通関業者に委託せざるを得ないこ

ととなることは必ずしも合理的とは言えないものと考えられる。 

なお、通関業の営業区域制限は、通関業の許可要件の一つである需給調整条

項と密接に関連しているが、当該条項は「規制緩和推進３か年計画」（平成 10

年３月 31 日閣議決定）において、次期法改正時に廃止することとされている。 

以上を踏まえ、輸出入申告官署の自由化については、 

① 蔵置官署に対して輸出入申告を行う原則は維持する 

② AEO 輸出入申告について、特例的に非蔵置官署に対して行うことを可能

とする 

③ 通関業の営業区域制限を廃止する 
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ことを基本的方向性とし、これに沿って輸出入者及び通関業者の利便性や税関

業務に与える影響を考慮しつつ、平成 29年度の NACCS更改時までの実施に向け

て、具体的な検討を行うことが適当と考える。 

また、通関業法についても、輸出入申告官署の自由化に伴う改正を機に、通

関業・通関士制度全般にわたり論点を整理のうえ、必要な見直しを検討するこ

とが適当と考える。 

 

（注）AEO 輸出入申告：AEO 輸出者に係る輸出申告及び AEO輸入者に係る輸入申告並びに

AEO通関業者が取り扱う輸出入申告 


