
Ⅰ．基本的考え方  
 
はじめに 
  
当審議会は、本年４月、財務大臣から「経済情勢の変化等に対応し、関税率

及び関税制度を、いかに改めるべきかについて諮問する。」との諮問を受け、検

討を行ってきた。 
 
関税率については、現在、ＷＴＯ（世界貿易機関）ドーハ・ラウンドにおい

て農産品・非農産品等に係る関税引下げ等の交渉が行われているところである。

他方、ＷＴＯを中心とする多角的な自由貿易体制を補完し、貿易自由化や経済

活性化を迅速に推進する等の観点から、経済連携協定（ＥＰＡ）交渉が推進さ

れ、本年 11 月には日・タイ間で我が国５番目のＥＰＡが発効するなど、二国間

での関税の引下げ・撤廃が実施されてきている。 
毎年度の関税改正においては、こうした国際的な動向、国内産業の状況や社

会・経済情勢を踏まえ、各品目毎に見直しを行ってきたところである。 
 
関税制度においては、従来から、輸出入の都度、「貨物」に着目して薬物・銃

器等の水際取締りを行うとともに、輸入に際しては関税等の徴収を行うことを

基本としてきたところである。  
他方、国際的には、2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロ事件以降、米国で、

「24 時間ルール」1 や「Ｃ－ＴＰＡＴ」2など貨物のセキュリティ管理の強化策

が次々に導入され、2006 年に SAFE Port Act によって一部法制化されている。

また、ＷＣＯ（世界税関機構）においても 2005 年に「基準の枠組み」、2006 年

にＡＥＯ制度に関する国際的なガイドラインが策定されてきている。 
また、ＥＵでもＡＥＯ制度（2008 年）や米国と同様の 24 時間ルール（2009

年）の実施が予定されるなど、先進国を中心に、国際物流におけるセキュリテ

ィ確保と円滑化の両立に向けて、通関手続におけるセキュリティ管理とコンプ

ライアンスの体制が整備された輸出入者等に対して一層の利便性を図るための

法整備が進められてきている。更に、これらの国の間では、二国間でより安全

かつ円滑な貿易を実現するための取組みとして、相互に相手方のＡＥＯ事業者

を認証し合う相互認証協議が進められている。 
こうした中、グローバル化する経済の中で、我が国経済が持続可能な成長を

続けるためには、成長著しいアジアの中にある強みを活かす必要があり、５月

に「アジア・ゲートウェイ構想」とその最重点項目の１つとして「貿易手続改

革プログラム」がとりまとめられ、「経済財政改革の基本方針 2007」において、

                                            
1
 国土安全保障省税関国境保護局（ＣＢＰ）のイニシアティブにより、船積み 24 時間前までに米国向け輸出貨物に係

る情報の提供を義務づける制度 
2
 Customs-Trade Partnership Against Terrorism: 輸出国から米国に至る物流におけるセキュリティ管理の強化を目

的とした官民共同の取組み 

（別紙） 
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その着実な実施が決定された。これらの決定においては、我が国経済の国際競

争力を強化するため、輸出入手続の見直し等による物流コスト削減の必要性が

謳われている。 
当審議会においても、企画部会に懇談会を設置し、６月には、「貿易手続改革

プログラムを実施するにあたっての論点整理」をとりまとめたほか、その後に

おいても、関係省庁の参加も得て民間事業者からのヒアリングも行いながら、

「基本方針 2007」を着実に実施するための具体策について検討を行ってきたと

ころである。 
 
 我が国においては、「知的財産立国」の実現を目指した様々な取組みが進めら

れており、これまで知的財産侵害物品の水際取締りについては、知的財産戦略

本部が策定した知的財産推進計画等を踏まえ、輸入差止申立制度の対象範囲の

拡大、輸出差止申立制度の導入など、制度の充実強化が図られてきた。また、

国際社会でも、近年、ＡＣＴＡ3構想にみられるように模倣品・海賊版の拡散防

止に係る取組みを推進する観点からの議論がなされている。当審議会では、こ

れらの点について、「知的財産権侵害物品の水際取締りに関するワーキンググル

ープ」において検討を進めてきた。 
 

 犯則調査・罰則等については、社会・犯罪情勢等を踏まえ、「犯則調査・罰則

等のあり方に関するワーキンググループ」を設置し検討を行ってきた。平成 19

年度改正においては、関税法に係る法定刑の水準の見直しが行われたところで

あり、更に、犯則調査の在り方等についても検討を重ねてきたところである。 

 
今般、こうした様々な検討の成果を踏まえ、当審議会として、関税率及び関

税制度に関して取り組むべき検討項目と平成20年度の関税改正について審議の

結果をとりまとめ、以下のとおり答申することとした。 
 
 

１． 国際競争力強化のための通関手続の特例措置等の拡充 
 
（通関手続の特例措置等の拡充） 
我が国においては、国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を図

る観点から、これまで、輸出入者、倉庫業者等に対するＡＥＯ制度として簡易

申告制度、特定輸出申告制度及び特定保税承認制度が順次整備されてきたとこ

ろである。ＡＥＯ制度については、貨物のセキュリティ管理とコンプライアン

スの体制が整備された事業者に対するものであるとの位置づけを明確にしつつ、

今後、制度の活用が一層なされるよう既存制度の利便性向上を図る必要がある。 
ＡＥＯ制度の対象事業者については諸外国の取組み等を踏まえ、物流全体に

                                            
3
 模倣品・海賊版拡散防止条約（仮称）：Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
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おける貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制の整備を一層強化す

るとともに、国際物流の更なる円滑化を図る観点から、通関業者、船会社、航

空会社、フォワーダー等できる限り広い事業者を対象とするよう見直しを行う

必要がある。また、ＡＥＯ制度の対象事業者の拡大等と合わせて、こうしたＡ

ＥＯ事業者の活用を通じ適正通関を確保することにより、保税地域に搬入する

前に輸出者の工場・倉庫等から輸出申告が行えるよう、輸出通関に係る手続を

見直す必要がある。 
 

（輸出入等関連情報システムの統合等とそのための運営形態の見直し） 
我が国では、昭和 53 年に輸入航空貨物に関する税関手続等を一元的に処理す

る通関情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）を成田空港地区に導入し、以降、輸出

航空貨物の追加など、順次、税関手続の電子化が進められてきたところである。

更に、平成 3 年には海上の輸出入貨物を対象に加え、対象地域も順次拡大し、

平成 11 年には全国展開するに至った。こうした取組みにより、平成 18 年の輸

出入申告件数約 3,200 万件の約 98 %はＮＡＣＣＳにより処理されている。 

これまでＮＡＣＣＳにおいては、対象貨物、地域、業務の拡大に加え、平成

15 年には一回の入力・送信で関係省庁の手続を同時に行えるシングルウィンド

ウ化を実現し、平成 20 年 10 月には、申請画面の統一などの機能を向上させた

次世代シングルウィンドウが稼働する予定となっている。 

今後は、利用者利便を更に向上させる観点から、平成 20 年 10 月に予定して

いるＮＡＣＣＳと国土交通省所管港湾手続関係システム（港湾ＥＤＩ）との統

合に加え、その他の関係省庁の輸出入等関連情報システムの一元管理を通して、

更なるシステムの統合を図っていく必要がある。 

また、独立行政法人通関情報処理センター（ＮＡＣＣＳセンター）は、設立

当初から政府と民間の共同出資により、税関手続業務と民間業務を併せて処理

するＮＡＣＣＳの管理・運営を行ってきたが、関係省庁手続や民間業務を含め

た多様な業務展開を通じ、利用者利便の向上を図るとともに、業務運営の更な

る効率化を図るため、その運営形態を見直すべきと考えられる。 

見直しにあたっては、ＮＡＣＣＳが我が国における国際物流の基幹システム

であること、輸出入申告に係る企業情報等を取り扱うことから、中立、公平か

つ安定的な運営を確保するため、今後とも国により一定の関与が行われる必要

がある。 

こうした点を踏まえ、ＮＡＣＣＳセンターについては、特殊会社として民営

化すべきである。 

 
（臨時開庁制度の見直し） 
企業の国際競争が激化する中、輸出入貨物のリードタイムの短縮への要請が

一層高まっており、深夜早朝や休日を活用した迅速な国際物流を実現する観点

から、空港・港湾の深夜早朝利用等の推進が重要な課題とされている。 
税関においては、これまで主要な空港や港湾で夜間・休日等に係る常駐体制
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を整備するなど通関需要に対応した体制を整備してきたほか、臨時開庁手数料

を順次引き下げるなどの取組みを行ってきているが、引き続き空港・港湾の深

夜早朝利用等を推進するとともに、臨時開庁制度について、手数料を含め更な

る見直しを行う必要がある。 
 
（船積み 24 時間前の積荷等の情報の事前報告） 
我が国においては、積荷等に関する事項の事前報告については、本年２月か

ら原則として入港 24 時間前の報告が義務化され、その定着が図られている。一

方、米国、カナダにおいては、輸出港の船積み 24 時間前の事前報告が義務づけ

られており、さらにＥＵにおいても、同様の制度が 2009 年７月から導入される

予定である。 
事前報告制度については、今後、これらの状況を踏まえつつ、事前報告され

た積荷等の情報を輸入時の引取申告へ活用すること等を含め、その在り方を更

に検討していくべきである。 
 
 
２． 税関における水際取締りの充実等 
 
（知的財産侵害物品の水際取締りの拡充） 
知的財産侵害物品の水際取締りに関しては、輸入の取締対象とする権利を順

次追加するとともに、輸出・積戻しを取締対象としてきたところである。近年、

各国の当局間の国際的な連携による執行の強化が求められており、とりわけ、

模倣品・海賊版の第三国への輸送（通過）については、本年冬より関係国間で

協議が開始されているＡＣＴＡ構想において、取締対象とすることが議論され

ている。こうした動きも踏まえ、知的財産侵害物品についても、不正薬物等と

同様、第三国への輸送（通過）を取締対象に加えることにより、制度整備を積

極的に推進していくとともに、権利者等の負担軽減を図る観点から差止申立手

続の簡素化を行うことが必要である。 
 
（犯則調査等の充実） 
 国際組織犯罪の台頭など、ますます厳しさを増す現下の犯罪情勢に対応する

ため、犯則調査について、鑑定等に係る規定の明確化を図るとともに、犯則調

査の手続を規定している他の法令と同様、民間団体等への照会規定の整備を図

るべきである。 
また、資金洗浄及びテロ資金対策に係る国際的な取組みの一つとして、キャ

ッシュ・クーリエ（現金運搬人）に対する対策の要請が高まっており、ＦＡＴ

Ｆ4の特別勧告にも盛り込まれているところである。税関においても、取締りの

                                            
4  Financial Action Task Force（金融活動作業部会）：1989 年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政

府間機関。資金洗浄及びテロ資金対策を国際的に推進することを目的としている。 
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強化を図る観点から、一定金額を超える支払手段等の携帯輸出入について、関

税法に基づく輸出入申告書の提出を義務付けるべきである。 
 なお、関税法における罰則については、平成 19 年度改正において、密輸出入

等に係る罰則について、法定刑の水準の見直しが行われたところである。今後

とも、悪質・巧妙化、大口化するほ脱事件に厳正に対処するとともに、適正な

納税申告を促す観点から、関税ほ脱に関する罰則について、内国税を含めた税

制全体のバランスも踏まえて検討を行うなど、罰則の水準について継続的に見

直しを行う必要がある。 
 
 
３． 国際交渉の推進と内外の経済情勢の変化等への対応 
 
（国際交渉の推進） 
 ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉については、多角的な自由貿易体制の維持・強

化のため、交渉の早期妥結を目指して引き続き積極的に参画することが重要で

ある。 
ラウンド交渉にあたっては、農産品・非農産品等に係る関税引下げ等の貿易

自由化のみならず、アンチ・ダンピング等の貿易ルールや貿易円滑化の分野を

含め、全体としてバランスの取れた成果が得られるよう努力が必要である。 
 また、多角的な自由貿易体制を補完し、貿易自由化や経済活性化を迅速に推

進する等の観点から、ＥＰＡ交渉が積極的に進められており、本年９月にチリ

との間のＥＰＡ及びシンガポールとの間のＥＰＡ改正議定書が、11 月にタイと

の間のＥＰＡが発効した。加えて、６月にはブルネイ、8月にはインドネシアと

の間のＥＰＡがそれぞれ署名され、11 月にはＡＳＥＡＮ全体とのＥＰＡ交渉が

妥結する等、交渉に大きな進展が見られる。今後ともグローバル化のメリット

を最大限活用し、我が国経済の活性化を図るため、ＥＰＡ交渉を加速する必要

がある。 
 ＥＰＡ交渉を進めるにあたっては、質の高い貿易自由化に取り組むとともに

原産地規則を含む通関手続の透明性確保と簡素化・迅速化による貿易円滑化を

図ることが重要である。 
 
（内外の社会・経済情勢の変化等に対応した関税率等の見直し） 
ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉において、モダリティ（関税削減率等に関する

各国共通ルール）の合意を目指し交渉の早期妥結に向けた取組みが行われてい

るところであるが、個別品目の関税率の設定については、個々の品目毎に、国

内産業の保護の必要性や国際市況の動向、消費者への影響等を勘案するととも

に、Ｇ８において環境対策が重要な議題となっている等地球環境問題への関心

の高まりといった社会・経済情勢の変化等を踏まえ、我が国の自主的な取組み

として必要な見直しを行うべきである。 
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（各国の税関当局との協力体制の構築） 

 今後とも、直面する課題に対応していくため、ＷＣＯ等の国際機関や、ＡＰ

ＥＣ（アジア太平洋経済協力）、ＡＳＥＭ（アジア欧州会合）等の地域協力の

枠組み及び二国間の取組みを通じて、各国との協力体制を構築すると共に、連

携を更に強化していくことが必要である。 

こうした中、ＡＥＯ制度に関しても、米国・ＥＵに加え豪州・ニュージーラン

ドやアジア諸国との間でも相互認証について、すでに協議等が開始されている

が、今後更に交渉を加速化していくことが重要である。 

 
 
以上の検討項目については、急速な社会の変化に対応するため、可能なもの

からできる限り早期に実施するとともに、改正の効果を検証しつつ継続的な改

革を進めることが必要である。 
更に、これらの制度改正の実施に当たっては、現場での適正な執行や利用者

等への充分な周知が伴わなければその目的を十分に達成できないと考えられる。

このため、国際的な連携、省庁間連携、利用者との連携の更なる強化を図るほ

か、職員の専門性の確保・向上など職員や組織の能力・機能強化に向けた取組

みを進めるとともに、適時の情報の提供や照会に対する的確な対応等を通じ国

民に対する説明責任を果たしていくことが重要である。 

－ 6 －



Ⅱ．個別改正事項 

 

第１ 国際競争力強化のための通関手続の特例措置等の拡充 

 

１． 貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された事業者に 

  対する通関手続の特例措置等の拡充 

 

国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立を通じ、通関手続の一

層の迅速化等の利便性向上を図り、我が国産業の競争力の強化を図る観点か

ら、以下の施策を実施する。 

 

(1) 簡易申告制度について、輸入（引取）申告における申告項目を簡素化す

るとともに、現在、特例輸入者（ＡＥＯ輸入者）が提供しなければならない

こととされている担保について、必要がある場合に税関長が求めることがで

きることとする。 

 

(2) 特定輸出者（ＡＥＯ輸出者）が行う特定輸出申告について、加工再輸入

減税制度（関税暫定措置法第８条）等を活用できることとする。 

 

(3) 貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された通関業

者をＡＥＯ制度の対象事業者とし、ＡＥＯと認定された通関業者（ＡＥＯ通

関業者）による代理申告が行われる場合、ＡＥＯ輸入者以外の輸入者に対し

ても貨物の引取り後に納税申告を行えるようにする。 

 

(4) 船会社、航空会社、フォワーダー等の貨物の国際運送に従事する者をＡ

ＥＯ制度の対象事業者とし、ＡＥＯと認定された保税蔵置場等の被許可者

（ＡＥＯ倉庫業者）やＡＥＯ通関業者とともに、これらの事業者（ＡＥＯ運

送者）が行う保税運送について、個別の承認を不要とするなどの手続の簡素

化を行う。 

 

(5) ＡＥＯ輸出者以外の輸出者に係る輸出貨物について、ＡＥＯ通関業者等

により適正な貨物管理が確保される場合には、当該輸出貨物を保税地域に搬

入する前に輸出者の工場・倉庫等から輸出申告を行えるようにする。5 

 

２． 輸出入等関連情報システムの統合・管理の一元化及び（独）通関情報処理 

センターの民営化（特殊会社化） 

  

通関情報処理システムと港湾ＥＤＩの統合を行うなど、関係省庁の輸出入

等関連情報システムの統合・管理の一元化を図るとともに、これを運営する

独立行政法人通関情報処理センターを特殊会社として民営化することとす

                                                  
5 本改正事項は、「貿易手続改革プログラム」等において実施が求められている、いわゆる「保税搬入原則」の見直しとしての

措置 
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る。 

 

３． 税関関係手数料等の見直し 

    

     臨時開庁制度について、手数料を含めた見直しを行うとともに、ＡＥＯ倉

庫業者に係る保税蔵置場等許可手数料の見直しを行う。 

 

 

第２ 税関における水際取締りの充実等 

 

１． 模倣品・海賊版の拡散防止に係る取組みを推進する観点から、我が国を経

由して第三国に向けて輸送される知的財産侵害物品について、保税地域に置

くことができない貨物及び保税運送をすることができない貨物に加えると

ともに、差止申立手続の簡素化を図る。 

 

２． 国際組織犯罪の台頭など、現下の社会情勢・犯罪情勢に対応するため、犯

則調査における鑑定等に係る規定の明確化、民間団体等への照会規定の整備

を行う。 

 

３． 資金洗浄及びテロ資金対策に係る国際的な取組みを推進する観点から、一

定金額を超える支払手段等の携帯輸出入に係る輸出入申告書の提出の義務

化を図る。 

 

４． 増大する輸出入申告について、より一層迅速かつ適正に処理する観点から、

輸出入者の申請に応じ、税関が輸出入者の識別のための符号を発給すること

につき、規定の整備を行う。 

  

 

 第３ 個別品目の関税率等の改正 

 

１． 個別品目の関税率について、次のとおり改正を行う。 
税 番 品  名 現行税率 改正案 

2909.19 ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エチル－ターシャリ－ブ

チルエーテルのうちバイ

オマス（動植物に由来す

る有機物であつてエネル

ギー源として利用するこ

とができるもの（原油、

石油ガス、可燃性天然ガ

ス及び石炭並びにこれら

から製造される製品を除

く。）をいう。）から製造

(協定) 3.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(暫定) 無税 
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7202.41 

したエタノールを原料と

して製造したものである

旨が政令で定めるところ

により証明されたもの 

 

フェロクロム（炭素の含

有量が全重量の４％を超

えるもの） 

 

 

 

 

 

(協定) 5.3％ 

 

 

 

 

 

(基本) 無税 

 （注）１．上記文言については、法技術的な観点から今後変更があり得る。 

    ２．改正案のエチル－ターシャリ－ブチルエーテルに係る暫定税率の適用期

限は、平成 21 年３月 31 日までとする。 

 

２． 平成 20 年度以降の蚕糸対策の一環として、生糸の実需者輸入制度（生糸

の実需輸入として農林水産大臣の認定を受けて輸入するもの（（暫定）無税）

につき調整金を徴収する制度）が廃止されることを受け、当該制度の廃止

後においても、生糸の実需者による安定的な輸入生糸の調達を可能とする

ため、生糸を新たに関税割当制度の対象とし、枠内税率を無税とする他、

所要の規定の整備を行う。 

 

 

第４ 暫定税率等の適用期限の延長等 

 

１． 平成 20 年３月 31 日に適用期限の到来する関税暫定措置法別表第１及び第

１の３に定める物品の暫定税率について、その適用期限を平成 21 年３月 31

日まで延長する（ただし、第３（個別品目の関税率等の改正）２．に掲げる

規定の整備により、生糸の二次税率については削除する）。 

 

２． 平成 20 年３月 31 日に適用期限の到来するウルグァイ・ラウンド合意に基

づき関税化された農産品に係る数量基準及び価格基準による特別緊急関税制

度、生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置並びに生きている豚及び

豚肉等に係る関税の緊急措置について、その適用期限を平成 21 年３月 31 日

まで延長する。ただし、牛肉に係る関税の緊急措置については、平成 19 年度

に引き続き、制度の基本は維持しつつ、発動基準数量を算出する際の基礎と

なる輸入数量を、平成 14 年度と平成 15 年度の輸入実績の平均とする（平成

14年度と平成15年度の輸入実績の平均による発動基準数量が平成19年度の

輸入実績による発動基準数量を下回る場合には、平成 19 年度の輸入実績によ

る）。 

 

３． 平成 20 年３月 31 日に適用期限の到来する加工再輸入減税制度（関税暫定

措置法第８条）の適用期限を平成 23 年３月 31 日まで３年間延長するととも

に、本制度の対象となる輸出原材料に革製品の副資材（プラスチック製衣類
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付属品等（ハンガー等）、縫糸、ボタン等）を追加する。 

 

４． 平成 20 年３月 31 日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度（関

税暫定措置法第４条）について、その適用期限を平成 23 年３月 31 日まで３

年間延長する。 

 

 

第５ その他の改正 

 

１． 関税定率法別表第 2836.20 号の一に掲げるソーダ灰、同表第 8213.00 号に

掲げるはさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの

刃並びに同表第 8215.99 号に掲げるスプーン、フォーク等その他これらに類

する台所用具及び食卓用具（いずれも中国を原産地とするもの）について、

国別・品目別特恵適用除外措置を適用する。 

 
２． 関税定率法別表第 2905.31 号に掲げるエチレングリコール (サウジアラビ

アを原産地とするもの)について、高所得国に係る特恵適用除外措置を適用

する。 

 

 

 

－ 10 －


	01
	02



