
echnology & Ta
lent T

01 先端技術の積極的な導入･利活用

事後調査したほうがいいかもリスト

申告間違ってるかもリスト

 ビックデータ解析 …各種業務支援モデルの作成を開始

 RPAの活用 …100以上の定型業務をRPA化

使命を果たし、幸せな未来を守るため、引続き取り組んで参ります。

Auto

 AIによるX線画像審査支援 …支援に向けた準備 「安全・安心な社会の実現」 「適正かつ公平な関税等の徴収」 「貿易円滑化の推進」

業務の高度化・効率化で、より一層、税関の使命を果たします

税関の三つの使命

学習

RPA化

効果的・効率的な取締り等の実現に繋がります

効果的・効率的な取締り等の実現に繋がります
検査したほうがいいかもリスト

02 検討体制の整備及び人材の育成･確保

 職員研修
 有識者との意見交換

 最先端技術の情報収集

世界最先端の税関を目指します

※RPA（Robotic Proces
s Automation）

（先端技術の活用と人材育成）

財務省関税局では、「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
の税関を目指す」ことを目的とした「スマート税関構想2020」を2020年6月に公表した。約1年が
経過し、進捗状況はどうなっているかをレポートした。� 取材・文　向山�勇

公表から約1年が経過

「スマート税関構想2020」
進 捗 状 況

特集

令和3年6月24日に公表した 
「スマート税関構想2020」の進捗状況

EPAのメリットなど紹介したパンフレット

olution S
01 税関手続の一層のデジタル化

ultiple－M ccess A

スマート税関構想の進捗

02 相談対応の利便性の更なる向上

01 関係機関・事業者との更なる連携
 電子申告ゲートの増配備
…７大空港（58台）に拡大

 納税のキャッシュレス化 …関税法改正

 税関チャットボット
…2021年２月リリース

スマート税関構想2020を公表してから、約１年が経ちました。
本構想に関する取組のうち、この１年で進捗があったものをいくつか紹介いたします。

esilience R
01 災害等非常時に強いシステムの検討

02 海岸線等の監視取締りにおける先端技術の活用

 先端技術を活用した情報収集の検討
 事業者・関係業界団体とのパートナーシップ強化
 事前電子情報の更なる入手に向けた働きかけ
 AEO制度の利用拡大に向けた取組の推進

 危機管理AI …トライアルを開始
 テレワーク …環境を一部整備

 ドローン …活用可能性の検討

貿易円滑化が一層進展されます

より安全・安心な社会の実現に繋がります
24時間365日、スマホ等で

相談できます

帰国時、税関にて関税等を現金以
外で納付できるようになります

入国時の税関手続による
待ち時間が解消されます

災害等非常時でも税関業務への影響を
最小限にとどめます

 EPA利用者支援
…説明会の開催、支援コンテンツの充実

制度の利用が促進されるよ
うに支援を行います

SMART 令和３年６月24日

（利便性の向上） （パートナーシップ強化）

（しなやかで頼もしい税関へ）
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アフターコロナの旅客増を想定し 
手続の利便性向上を推進
財務省関税局は、2020年6月に公表した中長期ビ

ジョン「スマート税関構想2020」の下、税関手続の
デジタル化や相談対応の利便向上等の様々な施策を進
めている。約1年が経過し、いくつかの分野では進捗
が見られている。「スマート税関構想2020」が推進す
る4つの分野の進捗状況を紹介しよう。

一つ目はSolution（利便向上策）の分野。現在、コ
ロナ禍にあって航空機旅客は減少しているが、アフ
ターコロナに向けて旅客が戻ってくることを想定し、
電子申告ゲート（Eゲート）の配備を拡大している。
現在、7つの空港に58台の設置が完了し、ターンテー
ブルに手荷物が出てくるまでの待ち時間を利用して、

「携帯品・別送品申告書」を電子的に提出することが
できる。手荷物を受取った後は、電子申告ゲートへ進

み立ち止まることなく通過が可能。
一方で今年3月の関税法の改正によって、納税の

キャッシュレス化も進めている。海外旅行客が帰国時
の携帯品、あるいは別送品（帰国後6か月以内に輸入
するもの）には免税範囲が決められている。これを超
える場合には、納税が必要になるが、これまでは現金
納付が基本だった。7月からはスマートフォン決済ア
プリ納付が可能になり、今後はクレジットカード納付
にも対応し、納税のキャッシュレス化に取り組む。

また、航空機旅客以外の手続のデジタル化も進めて
いる。輸出入業者の通関手続はNACCSと呼ばれるシ
ステムで99％以上処理されているが、一部の手続は
書面が必要だった。この手続のデジタル化を進めて
いる。

相談対応の利便性向上の部分では、2月にチャット
ボットを活用した「税関チャットボット」をスタート
させた。当初は24年度まで検討する計画だったが、

「スマート税関構想2020」の進捗状況

チャットボットによる相談対応や 
電子申告ゲートの設置などを推進

スマート税関構想の進捗状況

Solution（利便向上策）

■税関手続の一層のデジタル化
●電子申告ゲートの増配備→7大空港（58台）に拡大
●納税のキャッシュレス化→関税法改正

■相談対応の利便性の更なる向上
●税関チャットボット→2021年2月リリース
● �EPA利用者支援→説明会の開催、支援コンテンツの充実

Multiple-Access（多元連携）

■関係機関・事業者との更なる連携
●先端技術を活用した情報収集の検討
●事業者・関係業界団体とのパートナーシップ強化
●事前電子情報の更なる入手に向けた働きかけ
●AEO制度の利用拡大に向けた取組の推進

Resilience（強靭化）

■災害等非常時に強いシステムの検討
●危機管理Al→トライアルを開始
●テレワーク→環境を一部整備

■海岸線等の監視取締りにおける先端技術の活用
●ドローン→活用可能性の検討

Technology＆Talent（高度化と人材育成）

■先端技術の積極的な導入・利活用
●ビックデータ解析→各種業務支援モデルの作成を開始
●AIによるX線画像審査支援→支援に向けた準備
●RPAの活用→100以上の定型業務をRPA化

■検討体制の整備及び人材の育成・確保
●職員研修の実施
●有識者との意見交換
●最先端技術の情報収集
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前倒ししてスマートフォンなどからでも、税関ホーム
ページを通じて24時間365日問い合わせが可能に
なった。現在は税関手続に関するよくある質問への対
応が中心になっているが、今後は専門的な問い合わせ
にも対応できるよう改良していく予定。

EPA（経済連携協定）利用者支援も行っている。
EPAの利用によって、通常よりも低い関税率で輸入
が可能になるが、この適用を受けるには原産地規則等
のルールを満たす必要がある。これら手続を解説した
動画をYouTubeの税関チャンネルで提供している。
ショートバージョンとロングバージョンの動画を用意
したほか、動画の内容を基にしたリーフレットを作成
し、周知徹底を図っている。

関係機関や事業者からの 
情報収集や意見交換を進める
2つ目はMultiple-Access（多元連携）の分野。税

関で先端技術を活用するにあたり、どのような利用方

法があるかなど関係機関や事業者から情報提供を受け
ている。また、例えば業界団体、商社やメーカーなど
の実際に輸出入に携わっている企業、あるいは輸出入
業務を代行している通関業者、貨物を運ぶフォワー
ダー（輸送業者）などの貿易関係事業者に対しては、
密輸入などの情報があれば提供を受けられるよう、
パートナーシップ強化を図るとともに、スマート税関
構想2020についての説明や意見交換も進めている。
さらに、税関業務をスムーズに行うため、貨物が到着
する前に事前電子情報を入手できるような働きかけも
行っている。

AEO制度の利用拡大に向けた取組も進めている。
AEO制度は関税法などの法律に則って、貨物管理及
び法令遵守の体制がしっかり実施されている事業者に
対し、税関手続の緩和・簡素化策を提供する制度。
AEO制度の利用拡大のため、AEO事業者が利用する
手続の一層の簡素化を進めている。

3つ目はResilience（強靭化）の分野。社会構造の
変化や災害リスク等に備えるものだ。例えば地震や台

2021年2月にチャットボットをスタート

電子申告ゲートを利用する場合、ターンテーブルに手荷物が出てくるまでの待ち時間を利用して、「携
帯品・別送品申告書」を電子的に提出でき、手荷物を受け取った後は、立ち止まることなくゲートを通
過可能。

税
関
の
サ
イ
ト
上
な
ど
で
「
税
関
チ
ャ
ッ
ト

ボ
ッ
ト
に
質
問
す
る
」
を
ク
リ
ッ
ク
。

質
問
内
容
を
入
力
し
て
［
送
信
］
を
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リ
ッ
ク

す
る
と
回
答
が
表
示
さ
れ
る
。
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風などの自然災害の被害を受けた場合でも、税関業務
への影響を最小限にとどめるため、他の官署で輸出入
手続を代行できる体制を整えている。また、災害等の
情報を収集するAIサービスを利用して効率よく情報
収集し、迅速な対応ができないか検討を進めている。

一方で税関職員のテレワークの推進にも取り組んで
いる。これまで税関の職員は、税関官署の中で輸入申
告の審査などを実施していた。これらの業務の中で一
部業務を職員が自宅でもできるような環境の整備を進
めている。また、税関では海岸線等の監視・取締りも
実施しているが、ドローンなどの先端技術が活用でき
ないかを検討している。

税関のビックデータを活用した 
AI解析の効果の可能性を検証
4つ目はTechnology＆Talent（高度化と人材育成）

の分野。税関では過去の輸出入実績など膨大なデータ
を蓄積しているので、これをビッグデータとしてAI
に解析させることで、税関業務の高度化・効率化がで
きないかを検討している。例えば税関は税務調査の一
環として事業者への立ち入り調査を行っているが、ど
の事業者を調査対象にするのがいいかなどを判断する
際にAIの解析結果を参考にしたり、輸出入申告の審
査・検査にAIを活用して職員の判断の支援ができな
いかを検討している。

RPA（Robotic Process Automation）の利用も推
進している。RPAは職員が手作業していた定型業務
を自動化するもので、すでに100以上の業務で実績が
ある。今後もRPA化を進めていく予定だ。また、税
関職員の研修も進めている。最先端の技術を活用する
ために、例えばAIリテラシーを高めるための研修な
どを実施している。
「スマート税関構想2020」は、公表から1年を経て、

以上のような進捗が見られるが、その実現に向けて、
今後も様々な取組を進めていく予定だ。

EPAを解説したパンフレット

YouTubeの税関チャンネル

https://www.youtube.com/user/mof/videos

税関申告アプリ（Eゲート用アプリ）

https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/e-gate_short.htm
※Google�PlayおよびGoogle�Playロゴは、GoogleLLCの商標です。
※�Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域における
Apple�Incの商標です。App�Storeは、Apple�Inc.のサービスマークです。

▼税関電子申告アプリのダウンロードはこちら

「経済連携協定（EPA）とは何か？メリット・利用手順について知りたい
方へ」（short�ver）
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「スマート税関構想2020」の 
背景となった6つの環境変化
税関には、3つの使命がある。それは（1）安全・安

心な社会の実現、（2）適正かつ公平な関税等の徴収、
（3）貿易円滑化の推進だが、税関を取り巻く環境は大
きく変化しており、20年後、30年後も国民の期待に
応えていくためには、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るこ
と、及び関税局・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となる。

そこで関税局では、AI等の先端技術も導入し、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」、「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
ビジョンとして取りまとめたものが「スマート税関構
想2020」だ。

この取りまとめは、税関行政の中長期構想の第一歩
であり、今後も環境変化の状況を把握し、また、諸外
国税関の取組も参考にしつつ、検討を継続するととも
に、必要な見直しを行っていく予定だ。

まず、「スマート税関構想2020」の背景となった、
税関を取り巻く6つの環境の変化を紹介しよう。

（1）モノの流れ
スマートフォン等の安価に入手できるデバイスの普

及、インターネット人口の増加等により、モノの流れ
が拡大傾向にあり、世界の越境電子商取引の市場は今
後も拡大が予想される。また、通販サイトでの購入が
増加し、輸出入物品の小口化・個人化が進むと想定さ

れる。さらにEPAの締結による貿易の拡大、船舶の
大型化及び海上輸送網の構築による海上貨物の動向の
変化も見込まれる。

（2）ヒトの流れ
政府は2030年に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
かけやすい環境を整え、国際相互交流の推進を図るた
めの取り組みを進めており、今後、日本人の出入国者
数の増加も予想される。

（3）カネの流れ
昨今、いわゆる暗号資産と呼ばれる決済機能を有

し、かつ、デジタル情報技術を活用した資産が出現し
ている。今後、法定通貨に代わり、暗号資産による貨
物代金の支払いが一般化すると、暗号資産をどう課税
標準として評価するのかといった課題に直面する可能
性もある。

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
フォンによる納税を可能とする必要性が高まっている。

（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があることから、
社会構造の変化が地域経済等に影響すると考えられ
る。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も備えて
おく必要がある。

（参考）2020年6月に公表された「スマート税関構想2020」の全体像

貿易の健全な発展、安全な社会、 
豊かな未来を実現する最先端の税関へ
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（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
とが重要となっている。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る。

（6）国際治安情勢の変化
海外でのテロ事件やテロ計画の摘発事案が続発して

いることに加え、密輸の巧妙化や国際犯罪組織が活発
化する動きが見られる。

今後、税関における水際取締りの役割はますます重
要になると考えられる。

環境の変化に対応し 
税関の使命をどう果たすか
以上のように税関を取り巻く環境が大きく変化する

なかでも、引き続き3つの使命を適切に果たしていく
必要がある。そのためには、これまで税関が軸足を置
いていた業務に加え、業務の多様化・複雑化により、
新たな対応が必要となる。そこで、税関の3つの使命
を新しい対応が必要になると考えられる順に考察する
と次のようになる。

（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

活用しながら引き続き貿易円滑化を確保していくこと
が重要。また、ますます利用が拡大されるEPA税率
の適用にあたり、必要となる情報を輸出入者へ適切に
提供していく必要がある。さらに訪日外国人旅行者数
の増加に備え、出入国の一層の円滑化、キャッシュレ
ス化等も重要となる。

スマート税関構想2020の施策ー1

Solution（利便向上策）

中長期的施策
（1）税関手続の一層のデジタル化
（A）�出入国在留管理庁等との連携・情報共有の強化
（B）�減免税手続等のデジタル化
（C）�知的財産侵害疑義物品に係る認定手続のデジタル化

（2）相談対応の利便性の更なる向上
相談対応の自動応答プログラム等の活用検討

（3）越境電子商取引への対応
オートメーション化や事前情報の入手・活用を通じた検査
等の効率化・強化、SP貨物に特化した申告、体制整備の
検討

短期的施策（1～3年）
（1）Eゲート用アプリの改善及び利用向上のための周知
（2）納税のキャッシュレス化

クレジットカード等による納税の検討
（3）EPAの利用支援

原産地規則等に係る輸出入者への支援のための体制整備、
情報発信の強化等

（4）税関ホームページの改善

Multiple-Access（多元連携）

中長期的施策
（1）関係機関との更なる連携

出入国在留管理庁、警察、麻取、国税庁等との連携、情報
共有

（2）事業者との更なる連携
AEO事業者を含む貿易関係事業者、電子商取引プラット
フォーム事業者等

（3）大学等との連携
（4）外国税関等との更なる連携

短期的施策（1～3年）
（1）情報収集の強化

貨物や旅客に係る事前情報の一層迅速かつ適切な入手・活
用

（2）情報収集の更なる効率化
ウェブクローリング技術の検証、新技術の活用検討及び関
係省庁との連携強化

（3）協力関係強化のための環境整備
テレビ会議システム等の導入
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（2）適正かつ公平な関税等の徴収
EPAの利用拡大に伴い、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る。また、近年、消
費税の脱税を目的とした金の密輸が多く発生している
ことや、令和元年10月に消費税率の引上げがあった
ことも踏まえると、徴税官庁としての役割が一層重要
になる。

（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。また、令和元年には不
正薬物の押収量が3トンを超え、近年、知的財産侵害
物品の輸入差止件数も高止まりしていることから、一
層効果的・効率的な水際取締りが求められている。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。

以上のように税関を取り巻く環境の変化及び税関業
務の多様化・複雑化に伴う対応を踏まえ、「スマート税
関構想2020」では、「貿易の健全な発展」、「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、次の4つのキーワード（頭文字でSMART）
に整理している。

Solution（利便向上策）
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す。

Multiple-Access（多元連携）
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す。

スマート税関構想2020の施策ー2

Resilience（強靱化）

中長期的施策
（1）災害等非常時に強いシステムの検討

通関システムの更なる強靱化に向けた検討
（2）海岸線等の監視取締りにおける先端技術の活用

監視取締りの工夫及び無人航空機（ドローン等）や衛星情
報等の活用の検討

（3）審査・検査の在り方の検討
統一的運用及び適正かつ円滑な通関の確保のための方策の
検討

短期的施策（1～3年）
（1）被災等への備え
（A）AIを使用した情報収集サービスの活用の検討
（B）業務継続計画（BCP）の更新
（C）定期的な訓練の実施
（D）書類の散逸リスクの低減

（2）柔軟な働き方のための環境整備
通信環境の強化等によるテレワークの作業効率の向上

Technology＆Talent（高度化と人材育成）

中長期的施策
（1）先端技術の積極的な導入・利活用
（A）�先端技術の取込み、業務最適化、リソースの再配分
（B）�AIが活用できる分野の広範囲な模索
（C）��先端技術の活用可能性の探求（分散台帳技術、IoT、

ドローン、仮想現実等）
（D）�知的財産侵害物品の取締り等に有益なAI活用の検討
（E）� �業務への先端技術の活用範囲及びアウトソーシングの

検討、並びにプライバシーの確保等への留意
（2）インフラの整備
（A）�クラウドサービスの活用の在り方の検討
（B）��先端技術を使用した機器（X線CTスキャン検査装置

等）の導入・活用についての研究・検討
（3）業務改革（BPR）の検討

RPA等先端技術の導入に伴う業務フローの見直し
（4）AIやシステムに関する技術支援

短期的施策（1～3年）
（1）先端技術の積極的な導入・利活用
（A）�ビッグデータのAI解析
（B）�AIによるX線検査画像審査支援
（C）�RPAの活用
（D）�NQR装置（覚醒剤隠匿探知装置）

（2）業務のデジタル化
先端技術の活用のための業務のデジタル化及びデータ活用
の検討

（3）検討体制の整備及び人材の育成・確保
（A）��外部専門家も交え関税局・税関が一体となって先端技

術を導入
（B）��税関自らの発意による民間技術との融合等を視野に入

れた体制整備
（C）��先端技術やデータサイエンス分野の研修の実施及び人

材の採用
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Resilience（強靱化）
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す。

Technology＆Talent（高度化と人材育成）
税関業務にAI等の先端技術を積極的に取り入れ、

税関手続における新たな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
度化を目指す。また、先端技術の活用に併せて人材
育成、業務そのものの見直し及び職場環境の改善を
目指す。

「スマート税関構想2020」に 
期待される3つの効果
「スマート税関構想2020」を実現することにより期

待される効果を整理すると次のようになる。

（1）海外旅行者への効果
現在、海外旅行者の携帯品に対しては、税関職員が

基本的に対面で必要な検査を行っているが、将来は、
E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ゲート用アプリをより使い
易く改善、クレジットカード等に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んでいく。

（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る。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る。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。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
組む。

（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、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、人材育成を進めるととも
に、新型コロナウイルス感染症流行への対応や働き方
の改革として、テレワークの通信環境を強化する等の
職場環境の改善も図る。

「スマート税関構想」の3つの効果

対象 将来像 実現するための取組

海外旅行者 空港のワンストップ・ワ
ンスオンリーの実現

●出入国在留管理庁等の関係省庁との連携・情報共有の強化
●Eゲート用アプリの改善及び利用向上のための周知
●納税のキャッシュレス化

貿易関係 
事業者

税関手続における一層の
利便性向上、通関手続の
一層の迅速化

●税関手続の一層のデジタル化
● �自動応答プログラム等を活用した相談対応、税関ホームページの改善、
EPA利用者への支援等による利用者の利便向上

●税関検査のオートメーション化

税関職員
先端技術による業務の高
度化、人材育成、職場環
境の改善

●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
●Al等先端技術の活用の検討・検証の推進、研修の充実、働き方の改革
● �監視取締りにおける先端技術（無人航空機、衛星情報等）の活用の
検討�等
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