
はじめに
税関は、不正薬物・銃砲・知的財産侵害物品等の密

輸阻止やテロ行為の防止による「安全・安心な社会の
実現」、輸入貨物に対する「適正かつ公平な関税等の
徴収」及び通関手続の一層の迅速化による「貿易円滑
化の推進」という三つの使命を果たし、貿易の健全な
発展と安全な社会の実現に努めています。

税関を取り巻く環境は大きく変化しており、この
30年間で貿易額は約2.8倍、輸出入許可件数は約5.5
倍等と貿易の拡大が進んでいます。また、時代が平成
から令和にかわり、更なる貿易の拡大が進んでいる
中、世界的に新型コロナウイルス感染症が流行、そし
て来年には東京オリンピック・パラリンピック、
2025年には日本国際博覧会の開催が予定されるなど、
税関を取り巻く環境は常に変化し続けています。

このような環境変化の中、関税局・税関は、税関業
務の高度化・効率化を進めるとともに、利用者への一
層の利便向上を図り、20年後、30年後も国民の期待
に応えられるよう取り組んでいく必要があります。

また、将来における環境変化に対応していくために
は、関税局・税関の職員一人ひとりが自らアイデアを
出し、業務改善を考え、将来像について考えていく文
化を醸成していくことが重要であると考えています。

このため、関税局においては、引き続き税関の三つ
の使命を適切に果たすとともに、国民の視点に立っ
て、税関手続等における利便性の向上を図るなどによ
り、貿易の健全な発展と安全な社会、そして豊かな未
来を実現する世界最先端の税関を目指すことを目的と
した税関行政の中長期ビジョン「スマート税関構想
2020」を取りまとめました。

1中長期的に予想される環境変化
（１）モノの流れ

スマートフォンの普及やインターネット人口の増加
により、越境電子商取引が更に拡大し、通販サイトで
の購入増加による輸出入物品の小口化・個人化が進む
と予想されます。また、交渉を進めている新たなEPA

（Economic Partnership Agreement：経済連携協定）
の締結により貿易拡大が見込まれます。

（２）ヒトの流れ
政府は2030年には訪日外国人旅行者数を6,000万

人とする目標を掲げているほか、日本人が海外旅行に
出かけやすい環境の整備等も含め、様々な取組が進め
られています。現在は、世界的な新型コロナウイルス
感染症流行の影響で出入国者数は減少していますが、
流行の収束後における動向に注視が必要です。

（３）カネの流れ
今後、暗号資産による貨物代金の支払いが一般化し

た場合、課税標準としての評価や、犯則調査における
支払いの裏付けの立証が問題になります。また、政府
を挙げてキャッシュレス化を推進しており、旅具通関
においてクレジットカードやスマートフォンによる関
税等の納税を可能とする必要があります。

（４）社会構造の変化及び災害リスク等
今後の日本の総人口は、生産年齢人口（15歳～64歳）

も含め減少すると推計されている一方、様々な少子化対
策、定年の引上げなどの動きもあり、これらによる社会
構造の変化は地域経済等に影響するでしょう。また、テ
レワーク等の多様な働き方を可能とする環境整備、台風
や地震等のリスクへの備えのほか、新型コロナウイルス
感染症流行のような状況においても、税関は適切に業務
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を遂行しつつ、職員の安全を確保することも重要です。

（５）先端技術の進展
政府はAI、ロボット、ビッグデータ解析等の先端

技術を産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的
課題の解決を両立する「Society 5.0」の実現を目指
しており、税関も先端技術を積極的に活用していくこ
とが重要です。また、5G（第5世代移動通信システ
ム）サービスの開始や分散台帳技術（ブロックチェー
ン）を貿易分野に活用する動きも見られます。

（６）国際治安情勢の変化
海外においては大規模国際イベントに際したテロ事

件が発生し、テロ計画の摘発事案も続発しています。
テロ以外にも、北朝鮮による密輸の巧妙化、国際犯罪
組織の活発化と犯罪の巧妙化にも注視が必要です。

2税関業務の多様化・複雑化に伴う対応
（１）貿易円滑化の推進

モノやヒトの流れ等の変化が生じても、先端技術も
活用しながら貿易円滑化を進めます。また、今後の
EPAの締結で標準的になると予想されるEPA税率の

適用についての必要な情報提供、出入国の一層の円滑
化、キャッシュレス化等も重要です。

（２）適正かつ公平な関税等の徴収
今後、EPA税率の適用についての確認業務も増大

すると考えられます。また、消費税の脱税を目的とし
た金の密輸や昨年10月の消費税率の引上げもあり、
徴税官庁としての役割が一層重要になります。

（３）安全・安心な社会の実現
テロ関連物資の流入阻止等は、これまで以上に国内

外の関係機関との連携が重要です。また、不正薬物の
押収量が3トンを超え、知的財産侵害物品の輸入差止
件数も高止まりしており、一層効果的・効率的な水際
取締りが求められています。さらに、盗難自動車の不
正輸出等、輸出の取締り強化も必要です。

3中長期ビジョン及び施策【図1参照】
以上を踏まえ、貿易の健全な発展と安全な社会、そ

して豊かな未来を実現するための中長期ビジョンを4
つのキーワード（頭文字でSMART！）に整理し、実
現のための施策を策定しました。

【図1】スマート税関構想2020の概要

貿易の健全な発展と安全な社会、そして豊かな未来

を実現するために世界最先端の税関を目指します

（強靭化）

（多元連携）

（利便向上策）

（高度化と人材育成）

貿易関係事業者や旅客等へ、税関手続におけるコンプライアンス
や利便性の向上を図るためのソリューションを提供することにより、
一層適正かつ迅速な通関を確保することを目指します。

ウェブクローリング技術のイメージ

ドローンの活用イメージ

自動応答プログラムによる 時間 日の質問相談への対応
税関検査のオートメーション化による一層の迅速通関の実現

① テロ対策等の観点から情報収集を強化するとともに、貨物や旅客に関する事前情報
（ 等）を一層迅速かつ適切に入手・活用

② 情報収集の更なる効率化のため、インターネット上の情報を自動収集するウェブクローリ
ング技術の活用を検討

① 海岸線等における効率的・効果的な監視取締りを確保するため、無人航空機（ドローン
等）や衛星技術の活用を検討

② テレワーク環境の強化など、柔軟な働き方のための環境を整備

①通関審査や事後調査を支援するためビッグデータの 解析を開始
② による 線検査画像審査支援
③定型的業務の自動化・効率化を図るため、 の導入と対象業務を拡大
④ 装置（覚醒剤隠匿探知装置）の調査研究を推進し、早期実配備を目指す
⑤ 等先端技術導入のための検討体制の整備及び人材の育成・確保

税関業務にAI等の先端技術を積極的に取り入れ、利便性の創造や一層の効

果的・効率的かつ先進的な取締りの実現等、業務の高度化を目指します。ま
た、その活用に併せ人材育成、業務見直し、職場環境の改善を目指します。

関係機関、貿易関係事業者等との情報連携を拡大・強化し、水際取締りの
強化と貿易円滑化の両立を一層進展させることを目指します。

社会構造の変化や災害リスク等に備え、税関手続における利便性を確保し
つつ、税関行政を持続・発展させていくことを目指します。

自動応答プログラムの活用イメージ

📞📞

ご用件は何ですか？

免税範囲に
ついて教えて

＆

［ 現 状 ］ ［ 将 来 ］

📞📞

職員対応
平日執務時間

職員対応
平日執務時間

自動プログラム
時間 日

免税範囲は、・・・

による 線検査画像審査支援

①
②

【図１】スマート税関構想の概要

 ファイナンス　2020 Aug. 29

スマート税関構想2020

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

06_P28-33_SPOT_06.indd   29 2020/08/07   13:13:57



4スマート税関構想2020の効果【図2
参照】

（１）海外旅行者への効果
現在、基本的に税関職員が対面で海外旅行者の携帯

品に対し必要な検査を行っていますが、将来は、E
ゲート（税関検査場電子申告ゲート）の利用拡大で、
空港のワンストップ・ワンスオンリーを目指します。

この実現のため、出入国在留管理庁等の関係省庁と
連携・情報共有を強化、Eゲート用アプリのより使い
易いものへの改善、クレジットカード等よる納税を可
能とするキャッシュレス化等について取り組みます。

（２）貿易関係事業者への効果
現在、輸出入者、通関業者等が行う税関手続のうち

の一部がデジタル化されておらず（減免税手続等）、
書面等の提出が必要な場合があります。また、税関に
対し税率や税関手続等について照会する場合、その対
応は日中の開庁時間に限られます。将来は、税関手続

における一層の利便向上や通関手続の一層の迅速化を
図っていくことが重要です。

この実現のため、税関手続の一層のデジタル化、自
動応答プログラムを活用した24時間365日の税関相
談、必要な情報を容易に入手できる税関ホームページ
への改善、EPA税率の適用を希望する方への支援、税
関検査のオートメーション化に取り組みます。

（３）税関職員への効果
将来、税関業務の多様化・複雑化が予想されること

から、関係機関、貿易関係事業者、外国税関等との情
報連携の拡大・強化、災害等非常時に強いシステムの
導入、AI等先端技術の活用、研修の充実、働き方の
改革、監視取締りにおける無人航空機や衛星情報等の
活用などについて検討し、業務の高度化、人材育成、
職場環境の改善を図ります。また、新型コロナウイル
ス感染症流行への対応も踏まえ、テレワーク等も可能
となるよう職場環境の改善も図ります。

【図2】スマート税関構想2020の効果

【参考動画】鉄拳×税関「守る引き継ぐ私たちの暮らし」
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5税関における先端技術の活用事例【図
3参照】

（１）ビッグデータ解析
税関は輸出入申告等について膨大なデータを蓄積し

ており、このビッグデータをAIに学習・解析させる
ことで職員による通関審査の支援や事後調査の立入先
の選定支援に向けた試行的な活用を行います。

（２）AIによるX線画像の解析
図3の右上の絵のように、X線検査装置の左から貨

物を入れ、撮影したX線画像より貨物内の品目をAI
が解析・認識し、結果を職員に提示する仕組みを検証
しています。今後、現場での本格的活用に向け、精度
を高めるために学習を継続する予定です。

（３）RPA（Robotic Process Automation）
RPAは、データの入力・転載作業等、定型的かつ

反復性のある業務に活用することで、業務の自動化・
効率化を図ることが期待されることから、全国の税関
に導入し対象業務の拡大を図っていきます。

（４）NQR装置（覚醒剤隠匿探知装置）
覚醒剤を体内や身辺に隠匿して密輸する事案に対応

するため、ラジオ波を利用して覚醒剤を探知する検査
機器の実用化に向けた調査研究を行っており、早期の
実配備を目指しています。

上記のほか、業務の高度化・効率化等を図るため、
AIを活用できる他の分野について模索するとともに、
分散台帳技術、IoT（Internet of Things：モノのイ
ンターネット）、仮想現実、拡張現実等の技術の活用
の可能性についても探求を続けることとしています。

なお、先端技術の活用は、関税局・税関が一体と
なって検討を進め、税関自らの発意による民間の技
術・サービスとの融合やカスタマイズも視野に入れた
体制整備、データサイエンス分野の人材育成、先端技
術の導入や業務とシステムの橋渡しができる人材の確
保を進めていきます。

【図3】税関における先端技術の活用事例

線画像の解析

（ ）

ビッグデータ解析

により定型的な
作業を自動化

を用いたビッグ
データ解析

職員の脳に替わって
審査等の支援

【図３】税関における先端技術の活用事例

税関業務の高度化、効率化のため、AI等の先端技術の更なる活用に向けた試行・検証を
積極的に推進。

画面上に品目の識別結果を提示

装置（覚醒剤隠匿探知装置）

• 旅客の体内や身辺に
隠匿された覚醒剤を、
ラジオ波を利用して
探知する検査機器

• 貨物のＸ線画像を基にＡＩが貨物の品目を
自動識別してリスク判定を実施

• Ａを用いて、定型的な業務を自動化

• 税関に蓄積された輸入申告等の膨大な
データ（ビッグデータ）を解析

• 審査・検査選定業務及び輸入事後調査立
入先選定業務等の支援への活用を検討

定型的な業務 定型的な業務を
省力化

試作機のイメージ

※NQR（ 核四極共鳴）装置：
ラジオ波を照射し、共鳴して反射した電波を測定する装置。

検査機器のイメージ
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我が国の未来のために
国際貿易を取り巻く情勢は刻々と変化しており、

様々な環境変化が予想される中、税関行政の中長期ビ
ジョンとして「スマート税関構想2020」を取りまと
めました。

新型コロナウイルス感染症流行の中、関税局・税関
は、救援物資やライフラインを確保するための物品の
優先的な通関に加え、輸出入者にとって利便性の高い
税関官署での輸出入申告、原本の提出を必要とする書
面の電磁的記録での提出、押印を必要とする提出書類
に対する押印の省略等、関係者を支援するために弾力
的な対応を行っています。また、税関の業務継続とい
う観点から、これまでの業務継続計画に加え、新型コ
ロナウイルス感染症に対し必要な対策も速やかに講じ
てきたところです。

しかし、今回の感染症流行は、世界全体の経済活動
のみならず生活行動にまで大きな影響を与えており、
感染症流行が終息した後、モノ、ヒト、カネの流れだ
けでなく、人々の行動、働き方に対する考え方等にも
大きな変化が生じることも予想されます。

今後は、対面でのやりとりが中心である税関相談等
の業務方法、働きやすい環境を整備するという観点か
ら導入してきたフレックスタイム制やテレワーク等の
活用方法について再考するなど、新型コロナウイルス
感染症流行による経済社会の構造的変化を見据えた新
たな視点から、業務の高度化・効率化、更なる利便性
の向上について取り組んでいくことが必要になると考
えられます。

このような新たな視点に十分留意しつつ、これから
も、関税局・税関は、国民、納税者、更には未来世代
の視点に立って、不断の検討を行っていきます。

また、将来的に、先端技術の活用により税関業務が
高度化・効率化していく中で、職員による「現物
チェック業務」（貨物の現物確認を要する業務）や「事
後チェック業務」（貿易関係事業者への立入調査を行
う業務）等の重要性は変わらないものの、先端技術を
使いこなすことにより、これらの業務負担を軽減しつ
つ、ワークライフバランスも踏まえた業務運営方法の
企画・立案や先端技術活用の適切な計画・維持・管理

が重要になっていくと考えられます。このため、税関
業務の高度化・効率化を進めていく中で、そのような
業務に注力していくことができるよう必要な人的リ
ソースの育成を検討していきます。

以上、スマート税関構想の実現に向けて各種の施策
に着実に取り組み、必要な運用面・制度面における見
直しも行っていきます。そして、社会の安全・安心に
配意しつつ、モノ、ヒト、カネの流れを更に迅速化し
ストレスフリーなものとしていけば、新たな素材や製
品等の様々なモノが、そして異業種や異文化の様々な
ヒトが、これまで以上に広く深く交流することが可能
となります。そのような環境においては、新たな産業
や価値観が創造され、活力ある経済と多様性を有する
豊かな社会が実現するものと考えます。

私たち関税局・税関は、一層安全で豊かな社会を実
現させ、国民一人ひとりの幸せな未来を守るよう努め
てまいります。

【資料】税関HP（https://www.customs.go.jp/）
スマート税関構想2020（本文）
スマート税関構想2020（効果）
スマート税関構想2020（概要）
スマート税関構想2020（鳥瞰図）
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動画はこちら

YouTube税関チャンネル
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