
 

（別紙） 

 

Ⅰ．関税改正を巡る諸情勢 

 

当審議会は、昨年 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、平成 21 年度改正に関する検討を行ってきた。 

 

１．関税率等を巡る国際的な動向について見ると、ＷＴＯ（世界貿易機関）

のドーハ・ラウンド交渉の妥結に向けた動きが加速化している。ドー

ハ・ラウンド交渉については、本年 7 月の閣僚会合においては農業及び

ＮＡＭＡ（非農産品市場アクセス）のモダリティ（関税削減等の方式）

の合意に至らなかったものの、本年 11 月に開催された「金融・世界経

済に関する首脳会合」等において、モダリティ合意に向けて宣言が発出

されたところである。 

また、我が国は、ＷＴＯを中心とする多角的な自由貿易体制を補完す

るものとして、経済連携協定の交渉を積極的に推進しており、本年 12

月現在、9 つの経済連携協定が発効し、それぞれの締約国との間で関税

率の引下げ・撤廃が実施されているところである。 

 

２．特殊関税制度は、ＷＴＯ協定の下、不公正貿易等に対応するため認め

られている措置であるが、特殊関税の発動状況について見ると、我が国

においては、本年 9 月の電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の賦

課等の 3 件の事例を含め、これまで 7 件の発動事例があるが、ＷＴＯの

資料によれば 1995 年から本年 6 月末までに我が国に対して発動された

不当廉売関税は 105 件となっている。 

ＧＡＴＴやＷＴＯのラウンド交渉の場において、これまで我が国は、

不当廉売関税の濫用防止や規律強化等、主として被発動国の立場から主

張を行ってきた。一方、今後、新興国からの輸入の急増等を背景に、我

が国産業の損害を防止するため、我が国において特殊関税の発動事案が

増加していく可能性があると考えられる。 

 

３．税関手続について見ると、国際貿易の安全確保と円滑化の両立に向け

て、ＡＥＯ（Authorized Economic Operator）制度が導入され、順次対

象範囲が拡大されてきた。 

また、税関における水際取締りについて見ると、国民生活の安全・安

心の確保の観点から、社会悪物品や知的財産侵害物品の密輸防止、北朝

鮮に対する厳正な措置等、一層の取締りの充実・強化が求められている。

こうした中、本年 8 月 22 日に決定された「第三次薬物乱用防止五か年
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戦略（薬物乱用対策推進本部決定）」等を踏まえ、警察等の関係機関と

の連携強化を図りつつ、水際取締り強化に向けた取組みがなされている。

また、平成 18 年（2006 年）10 月 14 日より実施されている北朝鮮に対

する制裁措置については、我が国の平和と安全を維持する観点から、措

置の延長がなされている。 

 

関税率及び関税制度の改正については、内外の社会・経済情勢等に配慮

しつつ、機動的に対応する必要があるが、当審議会としては、上記のよう

な諸情勢を踏まえ、これまでの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。 

 

 

Ⅱ．改正の基本的考え方 

 

 以下のような考え方に基づき、改正を行うことが適当である。 

 

１．税関における水際取締りの充実・強化 

 

税関における水際取締りの充実・強化については、国民生活の安全・

安心を確保するため、制度の不断の改善・見直しを行っていくこととし

ている。近年では、関税法の罰則強化、犯則調査の充実等が行われてき

たところであるが、引き続き、近時発生した犯罪事例への対応の必要性、

近年の暴力団排除対策の強化の動き等も勘案し、制度の見直しを行うこ

とが適当と考える。 

 

２．国際競争力強化のための通関手続の特例措置の拡充 

 

通関手続については、平成 13 年（2001 年）9 月の米国同時多発テロ

以降、国際貿易の安全確保と円滑化を両立させるため、貨物のセキュリ

ティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者の貨物に関する手続を

迅速化・簡素化するＡＥＯ制度を推進することが国際的な潮流となって

いる（注）。 

我が国においても、平成 18 年（2006 年）3 月に輸出者について、平

成 19 年（2007 年）10 月に倉庫業者について、本年 4 月に通関業者及び

国際運送事業者について、順次ＡＥＯ制度を導入し、平成 13 年（2001

年）3 月に導入した簡易申告制度を発展させた輸入者のＡＥＯ制度（平

成 19 年（2007 年）4 月導入）と併せて、サプライチェーン全体をカバ

ーするＡＥＯ制度が概ね構築されたところである。しかし、自ら輸出申

告を行わない製造者については、ＡＥＯ制度の対象から漏れている状況
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にある。このため、本年 8 月に改訂された「貿易手続改革プログラム」

も踏まえ、ＡＥＯ制度の対象者を製造者へ拡大することにより、サプラ

イチェーン全体にわたるＡＥＯ制度の構築を完結させることが適当と

考える。 

 

（注） ＷＣＯ（世界税関機構）においては、平成 17 年（2005 年）6 月に「国際貿

易の安全確保及び円滑化のための基準の枠組み」が採択され、これを踏まえて、

翌平成 18 年（2006 年）6 月に「ＡＥＯガイドライン」が採択されている。米

国においては、既に平成 14 年（2002 年）からＣ－ＴＰＡＴ（Customs－Trade 

Partnership Against Terrorism）というＡＥＯ制度と同様の制度が実施され

ており、ＥＵにおいても本年からＡＥＯ制度が実施されている。ニュージーラ

ンド、アジア諸国等においても同様の取組みが広がっている。 

また、ＡＥＯ制度を導入した各国当局間において同制度を相互に承認し、二

国間の安全かつ円滑な物流を目指すＡＥＯ制度の相互承認に向けた取組みも

進められており、我が国は本年 10 月よりニュージーランドとの間で相互承認

を実施しているほか、米国、ＥＵ等との間で精力的に協議等を進めている。 

 

３．特殊関税の制度・手続の見直し 

 

不当廉売関税等の特殊関税制度・手続に関しては、ウルグアイ・ラウ

ンド交渉の実施に伴う法令改正の後、大きな改正を行うことなく、運用

されてきたところであるが、調査当局の経験も積み上がってきたことか

ら、更なる制度・手続の改善を図ることが適当である。 

その際、濫用防止や規律強化、調査手続の透明性・予測可能性の向上、

調査当局による調査事務の円滑化・効率化等を勘案し、国民経済全体と

してバランスの取れた制度運営を図る必要があると考える。 

本年 4 月、企画部会の下にワーキンググループを設け、このような観

点から特殊関税の制度・手続について検討を重ね、本年 11 月 19 日、同

グループ報告書において、改善が適当と考えられる項目を示したところ

である。 

 

４．個別品目の関税率の改正 

 

個別品目の関税率改正については、上記のような関税率等を巡る内外

の社会・経済情勢や、国内産業保護等の政策的な必要性を勘案しつつ、

例年、所要の見直しを行うこととしている。 
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５．暫定税率等の適用期限の延長 

 

我が国では、関税定率法において、内外価格差や真に必要な保護水準

を勘案した長期的な視点に立った基本税率を定めている一方、関税暫定

措置法において、国内外の需給動向や国内の産業事情等に応じて機動的

に対応できるよう、暫定税率等を定めている。 

これまでＧＡＴＴのラウンド交渉が妥結し協定税率が変更される際

には、関税率体系について大幅な見直しを行い、その中で暫定税率につ

いて整理を行ってきているところである。 

こうした点を踏まえ、暫定税率を含めた関税率のあり方については、

現在行われているＷＴＯラウンド交渉の状況を見極めて対応する必要

があること等から、暫定税率については1年毎に延長してきているとこ

ろである。 

 

６．その他 

 

これまで経済社会の要請に応じて関税制度の見直しが行われてきた

結果、制度自体が複雑化・高度化してきている面があるが、制度は適正

な執行が確保されてはじめて効果を発揮するものであり、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

ていくことが重要である。 

 

 

Ⅲ．個別改正事項 

 

１．税関における水際取締りの充実・強化 

 

（１）印紙又は郵便切手類の偽造品、変造品及び模造品について、税関

における水際取締りの充実・強化を図る観点から、関税法上、輸入

してはならない貨物に追加する。 

 

（２）近年の暴力団排除対策の強化の動き等を勘案し、保税蔵置場、保

税工場、保税展示場又は総合保税地域の許可をしないことができる

要件として、申請者が暴力団員等であること等を追加する。 

 

２．国際競争力強化のための通関手続の特例措置の拡充 

 

貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された製造者によ

り製造され、管理される貨物を輸出しようとする者について、貨物を保
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税地域に搬入する前に輸出申告を行うことができることとする。 

 

３．特殊関税の制度・手続の見直し 

 

特殊関税制度について、調査の迅速化、手続の透明性の向上等のため

以下の措置を講ずる。 

 

（１）暫定措置の前提等となる仮の決定について明確化する。 

 

（２）調査の対象者が妥当な期間に必要な情報を提供しない場合等にお

いて、調査当局が他の調査対象者等から得た事実を証拠として用い

ることができることを明確化する。 

 

（３）調査開始の通知等の対象者である直接の利害関係人に、現在規定

されている調査対象貨物の供給者、輸入者等に加えて、その他調査

に利害関係を有すると認められる者を追加する。 

 

（４）消費者団体及び産業上の使用者の手続関与を高める観点から、不

当廉売関税に係る調査において消費者団体及び産業上の使用者等

による意見の表明を可能とする。 

 

（５）課税の求めや調査開始の手続の明確化、価格約束内容の例示、秘

密情報の公開のための要約例の作成、等を行う。 

 

４．個別品目の関税率の改正 

 

個別品目の関税率について、以下のとおり改正を行う。 

 

税 番 品  名 現行税率 改正案 
 

5005.00 

 

 

絹
けん

紡
ぼう

糸
し

及び絹
けん

紡
ぼう

紬
ちゅう

糸
し

 

（小売用にしたものを

除く。） 

 

(暫定) 7.3％ 

 

 

(基本) 無税 

 

 

５．暫定税率等の適用期限の延長 

 

暫定税率やウルグアイ・ラウンド時に導入された特別緊急関税制度等

について、ＷＴＯのラウンド交渉の状況を見極める必要があること等か
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ら適用期限の延長等を行う。 

 

（１）平成 21 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、「４．個別品目の

関税率の改正」において基本税率を無税化する絹紡糸及び絹紡紬糸

を除き、その適用期限を平成 22 年 3 月 31 日まで延長する。 

 

（２）平成 21 年 3 月 31 日に適用期限の到来するウルグアイ・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 22 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 18 年度、

19 年度及び 20 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 20 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 20 年度の輸入実績による）。 

 

６．特恵関税に係る改正 

 

（１）特恵適用対象国や適用対象品目については、当該国の所得水準、

当該品目に係る国際競争力、国内産業への影響等を勘案し、以下の

とおり改正を行う。 

 

 （イ）サウジアラビアについて特恵適用の対象国から除外する。 

 

 （ロ）関税定率法別表第 1604.19 号に掲げる調製したその他の魚（う

なぎのもの及び節類以外のものに限る。）、同表第 1605.90 号の二

の㈢に掲げる調製したその他のもののうち軟体動物のもの（あわ

び又は帆立貝のもの以外のもので、気密容器入りのもの以外のも

のに限る。）、同表第 6912.00 号に掲げる陶磁製の食卓用品、台所

用品、その他の家庭用品及び化粧用品（磁器製のものを除く。）

並びに同表第 9404.90 号に掲げるその他の寝具その他これに類す

る物品（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）国別・品目別特恵適用除外措置の適用基準について、運用面にお

ける一層の透明化を図るため、特恵適用を除外する際の要件として、
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本邦において当該物品と用途が直接競合する物品の国内生産の事

実が認められること並びに特恵関税適用による当該物品の生産及

び使用等に関する本邦の産業に与える影響を把握できることを明

記する。 
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