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HS 2022：  
改定に向けた準備

HS 2017 HS 2022
85.17
• 携帯回線網用やその他の無線回線網用の電話を含む電話機
• 携帯回線網用やその他の回線網用の電話を含む電話機

8517.11 
コードレス送受話器付きの 
有線電話機

8517.12 
携帯回線網用その他の 
無線回線網用の電話機

8517.11 
コードレス送受話器付きの 
有線電話機

8517.13 
スマートフォン 2

8517.14 
携帯回線網用その他の 
無線回線網用のその他の 
電話機

改定はHS 2022として実施が承認されることとなり
ました。

HSの改定
テクノロジーや国際貿易パターンの変化により刻々と
変化する世界では、HSを常に最新の状態とし、業界の
ニーズに応じて改定が行われることが重要です。

例えば：

• 現在、スマートフォンは「携帯回線網用その他の無
線回線網用の電話」の号に分類されていますが、HS 
2022では、より詳細な新しい号、8517.13号が新
設されます（右側の表を参照）

2020年1月8日、世界税関機構（WCO）は、HS条約（商
品の名称および分類についての統一システムに関する
国際条約）の附属書第7版であるHS 2022が、158の
締約国 1により承認され、2022年1月1日に発効すると
発表しました。

HSは統一された分類を実現するため、6桁のコードで
識別される約5,000の物品グループで構成され、明確
に定義されたルールにより法的および論理的構造に従
い採番されています。本質的には、標準化された方法で
輸出入製品を識別および分類するために、世界中の税
関と企業によって使用されるシステムであり、関税や
輸入消費税などの算出根拠となります。それに加え、製
品の関税分類は原産地管理、輸出入規制、貿易統計に影
響を与えます。

現行のHS 2017の発効時点から、新製品の出現、HSの
改善や明確化に対応するため、すでにHSの全般的な見
直しが始まっており、これらに基づき、項（heading）と
号（subheading）の追加または削除、および定義の追
加がなされたHSの改定案が起草されました。HS条約
締約国には、本改正案に対する異議申し立て期間が6
カ月設けられておりましたが、異議がなかったため、本

1 2020年2月21日の時点で、HSを適用している212の国、地域、関税・経済同盟が
あり、このうち158が締約国・地域です。

2 85類の新しい注5において、85.17項の「スマートフォン」とは、デジタルカメラやナ
ビゲーション支援システムなどの他の機能を統合するかどうかを問わず、サードパー
ティアプリケーションを含む複数のアプリケーションを同時に実行することができ、ダ
ウンロードや自動データ処理マシンの機能を実行するように設計されたモバイルオペ
レーティングシステムを備えた携帯回線網用の電話を意味します。
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関税分類の管理
HSは、項と号で構成され、関税率表の解釈に関する通
則と部、類および号の注の規定により、商品を統一的に
分類します。分類プロセスは、多くの場合複雑であり、
輸入者と税関当局の間で意見が異なることが多発して
います。

このため、企業は通関業者などの外部サービスプロバ
イダーを利用して製品の関税分類を実施することが一
般的であり、特に通関業者にすでに輸出入申告を委託
している場合、より効率的であると言えるでしょう。一
方、企業は、社内に専門知識を有した人材がおらず、そ
のような人材の重要性は軽視される傾向があることも
あり、外部サービスプロバイダーを利用する場合があ
ります。

アウトソーシングは必ずしも悪い慣行ではありません
が、企業は自社の製品を確実に正しく分類する義務が
あります。このような義務を放棄すると、分類誤りによ
り企業が税関当局から罰則を課される可能性があり、
このような事例は、企業が通関業者にのみ依存してい
る場合に多く発生しています。

したがって、HS 2022が発効する2022年1月1日以
前に、輸入者、輸出者および生産者は、社内の専門担当
者または外部サービスプロバイダーのいずれが分類し
ている場合であっても、HS 2022による改定が、会社
の製品分類とマスターデータに与える影響について
検証する必要があります。通関の遅延や税関により罰

則を課される可能性を回避し、変更に対し適時に遵守
するため、必要なすべての準備を行わなければなりま
せん。

HS2020への準備
WCOが公開したとおり、HS 2022には合計351の改
定が含まれており、農産物、食品、たばこ、化学品、輸送
機器および電子製品などの分類に影響を与えます 3。

さまざまな分野で、多くの企業が影響を受けることが
予想されることから、すべての企業がHS 2022の実施
のための準備を開始する必要があり、例えば、以下の担
当者などにより実施することになります。

• 社内の専門担当者

• 関税コンサルタントや通関業者などの外部サービス
プロバイダー

• 税関

社内の専門担当者と外部サービスプロバイダー
すべての税関に共通するテーマは、関税分類を含む税
関手続きの十分な知識を輸出入者が持つことの重要性
です。輸出入者は、国内で行われたすべてのHSの変更
を把握し、正しい分類を行う責任が自分たちにあるこ
とを理解しなければなりません。 

• HS 2022には、無人航空機用の88.06項も新設さ
れます。これは、一般的にドローンとして知られて
いる、パイロットが搭乗せずに飛行するよう設計さ
れた航空機が該当しますが、娯楽目的でのみ設計さ
れた飛行玩具と混同するべきではないと解説書で定
義されています。

特筆すべきは、最初のスマートフォンは1992年にデ
ビューし、またドローンの歴史の中で最も早い無人航
空機は1839年に出現しており、HS 2022に8517.13
号と88.06項が含まれたのは「最新」とは言い難いと
いうことです。これは、HSコードが項に特定の品目名
を含んでいなくとも、すべての製品をHSで分類するこ
とが可能であり、多くの製品がHSコード上の特定の品
目名に正確に合致しないため、製品分類が難しい理由
となっています。  

もう一つの例は、製品が2つ以上のHSコードに分類さ
れると考えられる場合です。関税分類のプロセスとそ
の複雑さに馴染みのない方々に説明すると、HSコー
ドは分類する人の好みにより選択されることがあり、
製品が分類「されるべき」HSコードではなく、どのHS
コードが製品に適合しているように見えるか、または
最も低い関税率を適用できるかということが考慮され
る場合があります。このアプローチは誤っており、関
税法では違法と判断される場合があることから、製品
は常に適切で正しいHSコードに分類する必要があり
ます。

3 改定の影響を受ける分野は、農産物、食品およびたばこ、化学品、木材、繊維製品、
卑金属、機械および電気機器、輸送機器などに分けられます。
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これに加え、関税分類において重要なのは、製品が何で
あるかを知ることです。類や号の注、または通則を適用
する前に、製品の性質、製造方法、および技術的特性を
十分に理解する必要があります。この製品に係る詳細
情報は通常企業内で保有しており、社内の専門担当者
または外部サービスプロバイダーが関税分類を行う際
に重要な情報となります。

税関
税関の分析により、すべての出荷において一貫性のあ
るHSコードを使用しているか、同じ品名に対し異なる
HSコードが使用されていないか等について多くの場
合精査されます。また、事後調査では、HSコードの適
正性の確認に注力しており、これまでにないツールの
活用も行っています。

HS 2022の実施に伴いHS分類はこれまで以上に重要
になり、企業が分類について正しく理解することが必
須となっています。正しい分類を行う一つの手段は、事
前教示を利用することで、多くの国の税関から取得可
能です。事前教示が発行されるまでの期間と有効期限
は国によって異なりますが、原則として、輸入者は、正
式な事前教示を取得した国において法的拘束力のある
分類結果を得ることができます。したがって、事前教示
は、HS 2022の実施に向けた準備を支援し、さらに通
関後の事後調査において分類根拠として使用すること
ができます。

企業と当局の双方にとって重要なことは、HS 2022に
基づく新しいHSコードの導入により、2022年以降、
既存のHS 2017のHSコードが誤りとなる可能性があ
ることです。 

HS 2022実施日
前述のとおり、HS 2022の発効予定日は2022年1月
1日で、わずか18カ月先です。それまでに、これまでの
分類に誤りがなかったか、製品がHS 2022でどのよう
に分類されるか確認しなければなりません。また、企業
は税関がHS 2022を実施する時期を確認する必要も
あります。

HS 2017では、WCOが公開した発効日である2017年
1月1日に、すべての国がHS 2017に移行したわけで
はないことに留意が必要です。ベトナムではHS 2017
をただちに実施せず、2017年6月、ベトナム税関は
HS 2017に基づく輸出入製品リストを発行し、その後
2018年1月1日に実施しました。

したがって、これまでの経緯を考慮すると、HS 2022
は2022年1月1日にすべての国で実施されるとは限
らないことから、企業は、自国の税関がHS 2022を採
用し、国レベルでHSコードを改定するタイミングに合
わせ、SAPシステムやマスターデータを更新する必要
があります。

結論
2022年1月1日のHS 2022の発効まで2年未満とな
り、各税関当局は、WCOが発表したHS改定に適合す
るよう、国内のHSコード改定の準備を積極的に行っ
ています。企業もまた、HSの改定が自社製品に与える
影響を考慮し、改定に備える準備を開始しなければな
りません。現在取得している事前教示についても、HS 
2022導入後に引き続き有効であるか見直す必要があ
ります。
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トランプ政権の優先事項である北米自由貿易協定
（NAFTA）の再交渉は、後継協定である米国・メキシコ・
カナダ協定（USMCA）が2020年7月1日に発効される
ことにより完了となります。USMCAは、1994年から
施行されてきたNAFTAに替わる新協定として、13カ
月にわたる7回の交渉を経て締結されることとなりま
した。

現在の状況
米国・メキシコ・カナダ3カ国のすべてが、7月1日付
でUSMCAが正式に発効されることの通知を行いまし
た。メキシコに続きカナダは6月1日施行に間に合う
ように通知手続きを完了していましたが、米国は、当
初6月1日施行を目指す姿勢を示していたにも関わら
ず、必要なフレームワーク内で通知を完了することが
できませんでした。米国は、遅延の主な理由として、

米国・メキシコ・カナダによるUSMCA発効に向けた準備 
― 物品貿易への影響

COVID-19の流行拡大から生じた経済的課題への対応
を挙げています。

6月3日に、USMCAの第4章（原産地規則）、第5章（原
産地手続）、第6章（繊維および繊維製品）、第7章（税関
および貿易円滑化）の解釈、適用および運用について
定める統一規則が、3カ国によって合意されています 1。
この統一規則は、現在のNAFTA規則からUSMCAで予
想される規則への大幅な変更に、貿易関係者が備える
ことができるようにするためのものです。統一規則に
加えて、NAFTAからUSMCAへ段階的に移行できるよ
うに、暫定実施措置と代替経過措置も公表されました。

USMCAの主要な規定および米国・メキシコ・カナ
ダによる暫定措置
USMCAでは、NAFTAにより実質的に関税無税とされ
ていた各国の輸出における市場アクセスを維持し、生産
における競争力のある投資先としての各国の相対的な
地位を強化し、自国の供給管理システムを維持しなが
ら、新しい市場アクセスの機会を得ることができます 2。

より具体的には、USMCAでは、北米内における物品貿
易を統制する以下の主要なルールを維持しています。

1 統一規則は、USMCAを国内で解釈、適用、実施するために各国が従うべきガイドラ
インを詳細に規定しています。統一規則は、正確性、明確性、一貫性における法的審
査を英語、スペイン語、フランス語により行っています。米国による公表 https://
ustr.gov/trade- agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-
canada-agreement/uniform- regulations; メキシコによる公表 https://www.
gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-de-las-reglamentaciones-
uniformes?state=published; カナダからは現時点で未発表となります。

2 「カナダ・米国・メキシコ協定：経済的影響評価」、カナダグローバル連携省 
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/assets/pdfs/ agreements-
accords/cusma-aceum/CUSMA-impact-repercussion-en.pdf

インサイト：米州
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• 内国民待遇に関する規定

• 産品の一時輸入

• 輸出入規制

• 行政上の手数料および手続

• 修理および変更の後に再輸入される産品

さらに、USMCAには、輸出入手続きにおける確実性と
予測可能性をより高めるため、透明性を高めた条項が
置かれ、さらには加工貿易に関連する非関税障壁に対
処するための新しいルールが制定されました。

上記のすべての項目はUSMCA締約国に平等に利益を
もたらすものとなりますが、各国はその実施のために
個々に（場合によっては共同で）、以下のような準備を
進めています。

米国
米国はUSMCA暫定実施ガイダンスを公表しました 3。
公表された暫定実施ガイダンスは、USMCAによる変更
の一部について、統一規則（Uniform Regulations）に
関連してどのように施行されるかを説明しています。

ガイダンスには、一般的な内容と、繊維製品 4および自
動車製品 5における詳細が記載されています。注目すべ
き一般的な事項は次のとおりです。

• NAFTAからの変更点として、USMCAでは標準の原
産地証明書（以下、「COO」）のフォーマットを設けて
いませんが、ガイダンスには最低限必要とされる記

載すべき事項を掲載しています。また、輸入者は自ら
COOを作成できるようになりました。当然のことな
がら、優遇措置の適用を受けるためには、輸入者は引
き続き適切な文書を保持することが求められます。

• 輸入時に特恵待遇を申請する場合、商業貨物税関使用
料（Merchandise Processing Fee、以下「MPF」）は引
き続き免除されます。ただし、輸入時に製品が北米原
産であると申告しなかったような場合は、輸入後に申
請を行ったとしてもMPFは返金されません。

• 特定の農産品を除いて、表示規則は原産地規則とは
異なります。別の言い方をすれば、製品にカナダま
たはメキシコ産品として表示されていない場合で
あっても、USMCAに基づく特恵関税待遇を受けら
れる可能性があります。

カナダ
米国と同様に、4月3日、カナダ国境サービス庁（CBSA）
は、USMCAの施行による今後の関税率変更に関する
情報と、協定発効後にUSMCAの特恵関税待遇を受け
るための要件を定めた税関通達（Customs Notice）を
公表しました 6。

税関通達が個別に取り上げている事項の概要は次のと
おりです。

• 特恵関税コード： カナダでは、USMCAの特恵関税
待遇の適用に、米国関税率コード（UST-関税特恵分
類コード10）とメキシコ関税率コード（MXT-関税
特恵分類コード11）という2種類の特恵関税分類
コードを使用することになります。

• 事前教示： NAFTAに基づく原産地についての事前
教示は、USMCAの特恵関税待遇に基づいて輸入さ
れる商品には無効とされます。

• 原産地証明： USMCAの原産地証明は、USMCA第
5章附属書5-Aで規定する最小限記載すべき事項を
含むこととし、インボイスまたはその他の文書に記
載することで証明とすることができます。税関通達
パラグラフ11では、原産地証明に含めなければな
らない最低限の記載すべき事項のすべてを挙げてい
ます。

• 積替え： USMCA第4章4.18の積替え条件を満た
し、第5章5.4（3）の文書要件を満たしている場合、
積替えが認められます。

3 「USMCA暫定実施ガイダンス」、米国税関（CBP）、2020年4月20日

4 例えばヤーンフォワード規則では、協定締約国で原糸と生地が生産され、かつ最終
的な衣服の裁断縫製がその国で行われる必要があります。繊維製品およびその他
のセットは、それを構成するものすべてが原産品である場合、またはセット全体で
非原産品割合が10%を超えない場合（すなわちセット全体でデミニミス規定を満
たす場合）のみ、USMCAの対象となります。また、供給が不足する物品については
特別な規則が定められており、協定域内で材料となる糸と生地が適時に調達できな
い場合、その繊維製品はUSMCAにおいて原産品とされる場合があります。

5 例えば労働付加価値割合（LVC）算定における固定平均時給が定められています。こ
れは高賃金の作業を構成するものであり、為替レートには関連付けられないと確認
されていますが、現時点ではインフレの影響についての説明は述べられていません。
鉄鋼およびアルミニウムの購入の70%は協定国で行われなければならないという
USMCAの要件に関して、ガイダンスには対象となる製品のHSコードのリストが含
まれています。これには、シャーシを形成する主要な鉄鋼製およびアルミニウム製の
スタンピングが含まれます。また、自動車関連のガイダンスには、対象となる基幹部
品の6桁のHSコードリストも記載されています。

6 税関通達20-14、「カナダ・米国・メキシコ協定（USMCA）の導入」 https://www.
cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-14- eng.html
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イダンスがないため、企業の運営に影響を与えること
が予想されます。

• 労働： 国際的に認められた労働者の権利を促進し、
移民労働者の保護を保証することを目的とした規定
に基づき、締約国から選ばれた独立した専門家から
なる委員会を通じた検証メカニズムを必要としま
す。委員会は労働違反の可能性について現場検証を
要求する権限を持ち、違反が確認された場合、不服
申立国は以下の制裁のいずれかを課す権限を有して
います。 

• 輸出製品に対する特恵関税待遇の停止 

• 輸出された製品またはサービスに対する罰金 

• 常習的違反（反復）の場合の輸出拒否 

• 環境： メキシコが多くの条約を通じて行った様々な
国際的な環境に関する公約は、USMCAの条項に含
まれています。そのような公約をバックアップする
ために、次の規定がUSMCAに追加されました。

• 環境紛争の解決に必要な実行可能で明確な道筋
を示すために、労働委員会と同様に紛争解決のた
めの委員会が設けられました。 

• 重大な罪を犯し、または重罪との判決が下される
場合、少なくとも4年の自由の剥奪またはより厳
しい罰則によって処罰されます。 

• 還付： USMCA発効日以降の米国またはメキシコか
らの輸入品に関する関税法74（1）（c.11）に基づく
還付申請は、物品が同法32（1）、（3）または（5）に基
づいて申告された日から4年以内に行うことができ
ます。

USMCA導入に伴い行われた関税法の改正および新しい
規則については、別途税関通達で発表される予定です。

メキシコ 
メキシコは暫定実施ガイダンスを公表していません。
メキシコにおけるUSMCAの施行は、労働市場の機能
と環境基準に関する新たな取組みが必要であるため、
さらに複雑な状況となっています。特に労働および環
境における条件の変更は、これまでのところ詳細なガ

• 保護下にある野生生物の国境を越えた意図的な
売買は、違法漁業などの規制に加えて、重罪とさ
れます。 

共同実施の取り組み 
自動車業界について、米国・メキシコ・カナダは、代替
経過措置制度（alternative staging regime）を適用す
るため、同一で一貫性のある実施規則の発行に同意し
ました。 

USMCAは、乗用車および小型トラックの原産地規則
の経過措置期間を3年としてしますが、自動車の原産
地規則が複雑であるため 7、「代替経過措置制度」の適
用ができることを定めています。この制度によって
認められた生産者に対しては、自動車についての新た
な経過措置期間は5年とされ、また他とは異なるRVC
（Regional Value Content:域内原産割合）およびLVC
（Labor Value Content: 労働付加価値割合）の閾値が
設けられています。この代替経過措置制度は、USMCA
における特恵関税待遇に関するその他の原産地規則ま
たは適用条件を置き換えたり、変更するものではあり
ません。

7 自動車に関する変更点としては、労働条項があります。生産者は、自動車の40%
から45%が最低でも時給16ドルとなる労働者によって製造されたことを確認し
なければなりません。また、基幹部品の導入および必要とされる域内原産割合の
62.5%から75%への増加があります。
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このように3カ国すべてがUSMCA自動車代替経過措
置制度を公表しています 8。この点に関して、USMCA
第4章（原産地規則）第8条別表では、代替経過措置制
度について、要件を満たす乗用車および小型トラック
には、経過措置として指定された延長期間が適用され
ると定められています。大型トラック生産者について
も、代替経過措置制度の適用を求めることができ、認め
られた場合での新たな経過措置期間は7年となります。 

代替経過措置制度の適用を受けるために、自動車生産
者はUSMCA締約国の各輸入当局に申請を行う必要
がありますが、申請内容が北米全体の生産の10%以
上となる場合、「詳細で信頼できる計画（detailed and 
credible plan）」の提出が求められます。延長された経
過措置期間終了時にUSMCAの原産地規則を充足する
ため、生産者が実施していく予定の作業内容、調達、お
よび車両に関する変更点について本計画で説明する必
要があります。USMCAの締約国はすべて、自動車生産
者における代替経過措置制度の適用について同意しな
ければなりません。生産者がこの制度の対象となるに
は、代替計画草案を添付した申請を2020年7月1日ま
でに、最終計画案の申請を2020年8月31日までに提
出しなければなりません 9。 

企業に求められる対策 
企業は、USMCAによる変更が事業に与える影響を考慮
し、必要となる手続上の変更に対応するための計画を策
定しながら、7月1日のUSMCA発効に向けて準備をす
る必要があります。特に、発表された原産地規則の変更

により、既存の特恵税率の享受がより厳しくなります。
さらに、企業はUSMCAに基づく新しい特恵税率を享受
できる可能性について検討する必要があります。

NAFTAに基づく現在のメリットを包括的に理解する
ことは、新しい協定では何がリスクとなりうるかを知
るために不可欠となります。税関当局から入手可能な
データを使用することにより、影響を与えるリスクを
割り出すことができます。企業は、新たに求められる要
件を満たし、USMCAの規定の下で産品の原産性を維
持するために、調達先やサプライチェーンなどを変更
する必要があるか評価する必要があります。 

企業が早急に検討すべき対策の例： 

• カナダ・メキシコ・米国の関連する貿易データの
収集 

• 暫定実施ガイダンスを詳細に読み込み、以下を開始
すること 

• 適用可能な原産地規則について、既存の規則が現
在どのように充足されているか、そしてUSMCA
でどのように変更されるか検証

• 暫定ガイダンスに従った、暫定的なLVC（労働付
加価値割合）および鉄鋼とアルミニウムの域内原
産割合（自動車の場合）の検証 

• USMCAにおける将来のコンプライアンスを確保
するため、新しい原産地証明要件と書類保管義務
内容の確認、およびこれらを他の関係者（顧客、サ
プライヤなど）に共有するための準備 

• 暫定ガイダンスよりも詳細で幅広いトピックを網羅
する、最新の統一規則を確認すること。企業は、統一
規則の詳細に基づき、場合によってはプロセスを調
整する必要があります。

• 北米の乗用車および小型トラックの生産者は、7
月1日の発効までに新しい原産地規則（ROO）を満
たす実態を有しているかを評価する必要があり、
USMCAの原産地規則遵守のため代替経過措置制度
の適用を申請すべきか検討する必要があります。 

• 自由貿易協定に関する国内の税関当局による事後調
査などの増加にも備えておく必要があります。

8 2020年4月21日、米国通商代表部（USTR）は「北米の乗用車または小型トラッ
ク生産者によるUSMCAの自動車製品原産地規則への代替経過措置制度適用の請
願手順」を公表しました。メキシコおよびカナダは、それぞれ2020年4月30日付
けの官報（Diario Oficial de la Federación）および2020年4月24日付けの官報
（Global Affairs Canada）で、同様の手順を公表しています。

9 米国の代替計画案の要件は連邦通達2020-08405に記載されています。USTRは、
提出された情報に基づいて決定を下し、必要に応じて自動車製品取引に関する省庁
委員会と協議します。提出内容に不備があれば代替計画草案の提出から30日以内
にUSTRから申請者に通知され、8月31日までに修正した申請書を再提出する必
要があります。
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財務省は、2018年7月から2019年6月の間に行われ
た関税に関する輸入事後調査の結果を公表しました。
調査を受けた輸入者の数が前年度に比べてわずかに減
少したのに対し、申告漏れ等に係る課税価格は1,500
億円を超えており、2015年以来最高となりました。税
関から課された追徴税額は、納付不足税額、加算税およ

び隠蔽または重大な過失に対する重加算税（4,353万
円）を合わせ、合計143億円以上とされています。

関税と輸入消費税の納付不足税額が多い上位5品目
（HS）は本文右側の表のとおりとなっており、これら5
品目で、納税不足税額総額の約65%を占めています。 

日本： 輸入事後調査に関する年次報告書
品目（分類） 納付不足税額

電気機器（85類） 33億6,536万円 

光学機器等（90類） 21億278万円  

自動車等（87類） 14億4,140万円  

機械類（84類） 11億5,164万円  

有機化学品（29類） 8億8,238万円

上位5つの輸入品目のうち3つは（電気機器[85類]、光
学機器等[90類]、および自動車等[87類]）、過去2年も
上位リストに載っているほか、機械類（84類）も近年繰
り返しリストに載っています。また、電気機器単体での
納付不足額は約33億円で、前年度比35%の増加となっ
ています。一方、有機化学品（29類）は、ここ数年で初
めて上位に入りました。

主な申告漏れ等の事例
財務省の報告書では、輸入者が追徴税の対象とされた
事例が挙げられており、単なる申告漏れと判断された
事例と、隠蔽または重大な過失を伴う事例の2つに分
かれます。

インサイト：アジア太平洋
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• 事例3：輸入貨物に係る組立費用の申告漏れ
韓国から化粧品容器を輸入している輸入者は、輸出
者に対する輸入貨物の組立費用の支払いを、インボ
イスの支払いとは別に行っていました。本来、組立
費用は課税価格に含めるべきものでしたが、輸入者
は課税価格に含めずに申告していました。その結果、
輸入者の申告漏れ課税価格は14億2,123万円とな
り、納付不足額と加算税を合わせ、1億9,071万円の
追徴税が課されました。

隠蔽または重大な過失を伴う事例
隠蔽または重大な過失を伴う事例として、輸入者が、輸
入品の適切な価格を知っていたにもかかわらず、輸入
者または輸出者が作成した偽造インボイスに基づく課
税価格で輸入申告を行っていた事例が報告されていま
す。今回報告された中には、低価格のインボイスを作
成するよう輸入者が輸出者に指示を出した事例や、輸
出者の制作したインボイスが正規の価格よりも低いこ
とを認識していながら、そのインボイスに基づいた輸
入申告を輸入者が行っていた事例等があり、これらの
事例において、輸入者には隠蔽または重大な過失に対
する重加算税として合計4,353万円が賦課されていま
す。なお、隠蔽または重大な過失に対する重加算税は、
通常35～40%を納付漏れの関税/消費税額に乗じた
額となります。 

輸入者への影響
上記事例は、日本の関税法にしたがって課税価格を申
告することの重要性を強調するものといえます。中で

単なる申告漏れによる事例
隠蔽または重大な過失を伴わない場合、輸入者は、未払
いの関税/消費税に加え、加算税（通常10～15%を未
払いの関税/消費税額に乗じた額）および延滞税を支払
う必要があります。

• 事例1：輸入者が支払った価格調整金（インボイス金
額以外の貨物代金）の申告漏れ
Ｘ国からの医薬品原薬を輸入している輸入者は、輸
出者との取決めに基づき、過去輸入した貨物につい
て遡及的に価格の見直しを行い、増額となった金額
を価格調整金として輸出者へ追加支払いしていまし
た。本来この価格調整金は課税価格に含めるべきも
のでしたが、輸入者は修正申告を行っていませんで
した。その結果、申告漏れ課税価格は104億2,225
万円となり、輸入者には納付不足額と加算税を合わ
せた9億5,021万円の追徴税が課されました。

• 事例2：EPA特恵税率の適用誤り
ラオスから繊維製品を輸入している輸入者は、日本
と東南アジア諸国連合（ASEAN）1との間の経済連携
協定（EPA）で定められているEPA特恵税率に基づ
いて輸入申告をしていました。しかし、この繊維製
品は第三国から調達した生地を使用して生産されて
いたため、本EPA上の原産品として認められるため
の条件を満たしていませんでした。そのため、EPA
特恵税率ではなく、通常税率が適用されることにな
り、輸入者には納付不足額と加算税を合わせた、総
額1,679万円の追徴税が課されました。

インサイト：アジア太平洋

も、遡及的な価格調整による修正申告漏れに対し追徴
税が課されたという事例は、過去数年間継続的に報告
されていることから、この点は特に注意が必要と言え
ます。そのほか、今回の事例から読み取れる注意点と
しては、当初の輸入申告の課税価格を輸入者が修正申
告する必要性（事例1と事例3）、そしてEPA規則の遵
守に対する課題（事例2）などが挙げられます。最近発
効されたTPP112、日EU EPAおよび日米貿易協定すべ
てにおいて、輸入貨物の原産性の証明を輸出入者が自
ら行う自己証明制度が採用されているという観点から
も、EPA特恵関税率の使用には、輸入者がEPA規則へ
の正しい理解を深め、税関による輸入事後調査および
原産地証明の精査に耐え得る体制を整えることが求め
られていると言えます。

日本の輸入者は、日本税関がコンプライアンスの厳格
なチェックと執行を定期的に継続して行っているこ
と、そしてコンプライアンス違反が発見された場合に
は、罰則が科されることを認識する必要があります。
適切な社内コンプライアンス体制と税関手続きを維持
し、関税関連法令の遵守を確実にすることは、企業に
とって最優先事項となります。

1 東南アジア諸国連合（ASEAN）： （現在の加盟国）インドネシア、タイ、シンガポール、
マレーシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ミャンマー（ビルマ）、ブルネイ、お
よびラオス

2 環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定： オーストラリア、
ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレー シア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シ
ンガポール、およびベトナム
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日米貿易協定と日米デジタル貿易協定は、2019年12
月4日に日本の国会で承認され、2020年1月1日に日
本側の国内手続を完了したことを機に発効された、世
界のGDPの約30%を占める二大経済大国間で締結さ
れた協定です。本協定は、米国が環太平洋パートナー
シップ協定（TPP）から離脱した後に交渉され、TPPほ
ど包括的ではなく、またその経済効果も限定的である
とはいえ、協定発効により日米間の物品貿易の増加が
期待されています。

本協定の発効に伴い、2020年1月1日に第1回目の関
税引き下げが行われました。日本への輸入に対しては、
2020年4月1日に第2回目の引き下げが行われ、米国
への輸入に対しては、2021年1月1日に引き下げを予
定しております。また、今後数年間に渡って、さらなる
引き下げが段階的に行われる見通しとなっています。

品目の税率について
日本と米国がそれぞれ規定した関税の引き下げまたは
撤廃の対象となる品目は、次のとおりです。

（1） 日本への輸入
日米貿易協定では、米国からの農林水産品（牛肉、豚肉、
ホエイ、チーズなど）に対する日本側の関税は、TPPに
おける関税の範囲内の水準で設定されました。 

また、本協定の対象品目からコメが除外されているこ
とは、日本のコメ農業保護の成功およびTPPと本協定
の違いを示す要素と言えます。一方で、脱脂粉乳やバ
ターなど、TPPによりすでに関税割当枠が設定されて
いる品目については、新たな米国固有の枠は認められ
ませんでした。

なお、ほとんどの産品が段階的な関税の撤廃または引
き下げの対象となるものの、特定の農産品（牛肉、豚肉、

ホエイなど）の総輸入量が一定の発動基準を超えた場
合においては、セーフガードを発動することが可能と
なっています。

そのほか、グリセリン、ペプトン、ステアリン酸、その
他の化学製品の関税も将来的に引き下げられるとされ
ていますが、鉄鋼製品や卑金属製品などの有税工業品
については、日本側は譲許していません。 

日本：日米貿易協定が発効

インサイト：アジア太平洋
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（2） 米国への輸入
日本から米国に輸入される乗用自動車に係る関税は、
現状の関税2.5%がそのまま適用されています。しか
し、今後さらなる交渉が行われる予定であることを考
慮すると、自動車・自動車部品については関税撤廃の
可能性はあると考えられます。また、日米首脳間では、
日米貿易協定の履行中は米国通商拡大法第232条に準
じた自動車・自動車部品への追加関税が課されないこ
とが確認されています。

日本が米国に輸出するその他の工業製品については、
幅広い品目で関税が撤廃または引き下げられることに
なります。現在、関税撤廃または引き下げの対象となっ
ている品目は、1）マシニングセンタ、工具、旋盤、鍛造
機、ゴム・プラスチック加工機械、鉄製のねじ・ボルト
などの高性能機械・部品、2）日本企業による米国現地
事業が必要とする資機材（エアコン部品、鉄道部品な
ど）、そして3）3Dプリンタ、テレビ、その他の工業製品
などです。これらの品目の多くは今後関税無税となっ
ていくため、こうした工業製品を製造する日本企業に
とっては大きなビジネスチャンスになると言えます。

原産地規則
日米貿易協定は原産地規則についても規定していま
す（日本については附属書 I、米国については附属書 II
によりそれぞれ規定されています）。関税引き下げの
恩恵を受けるには、原産地規則上、産品が日本原産品
または米国原産品と認められる必要があります。各国

の原産地規則の詳細な定義はそれぞれ上記附属書に
記載されていますが、実質的変更基準を満たす産品の
決定方法として、関税分類変更基準（Change in Tariff 
Classification、以下「CTC」）が両国で採用されてい
ます。

CTCでは、産品の生産に使用されるすべての非原産材
料について、2桁（類）、4桁（項）、または6桁（号）レベ
ルでHSコードが変更される国が産品の原産地とみな
されます。そのため、CTCを適切に利用するためには、
産品や一次材料のHSコードを都度確認する作業が重
要となるほか、原産地判定が適切であることを証明す
るため、根拠資料を適切に保管しておくことも必要と
なります。

この他、関税分類変更基準を満たさない非原産材料を
含む場合であっても、すべての非原産材料の価額が規
定値内（当該産品の10%）であれば、CTC要件を満たさ
ない低価値の非原産材料の使用を認める、僅少規定（デ
ミニミス）の利用も可能となっています。

今後の動向と企業への影響
現在、日米貿易協定上譲許された品目は、主に日本に輸
出される農産品と米国に輸出される工業品の物品貿易
に限定された内容となっており、すべての品目が含ま
れているわけではありません。今後の関税引き下げま
たは撤廃対象の拡大は不透明ではあるものの、日米貿
易協定内に関税引き下げに関する将来の交渉（すなわ

ち、日本に輸出される農産品および米国に輸出される
自動車・自動車部品の関税引き下げに関する交渉）に
ついて記載があることから、本協定の将来的な拡大は
期待できると言えます。 

一方で、本協定における原産地証明方法に自己申告制
度が導入されていることから、輸入者が今後、申告方法
に細心の注意を払うこと、そして当該申告が税関から
の再調査や指摘の対象となる可能性を想定した対策を
打つことなどが求められます。また、本協定には、輸入
税関当局による検認実施について規定があるため、輸
入者は原産地証明書を含む証明書類を適切に保管する
必要があります。

輸入者は、各品目の適切なHSコードを判定し、CTC基
準の充足を確認する必要がありますが、HSコードの
判定を誤る事例が後を絶たないということ、また協定
の不適切な利用が発覚した際には税関から追徴税や罰
則が課されるリスクがあることを考慮すると、企業が
CTC利用へ向けて適切な社内体制を整えることが重要
となります。日米貿易協定において効果的なサプライ
チェーンを確保するためにも、企業は早期に対策を始
めることが望ましいです。
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インサイト：アジア太平洋 

タイ：歳入局の移転価格開示フォーム導入による 
関税評価への影響 
タイ財務省は、デジタルテクノロジーを活用した徴税
の効率化と税務関係庁間での租税に係る透明性の向上
を進めています。これは、2018年から2037年までを
対象としたタイの国家デジタル経済・社会発展計画お
よび政策の一環として行われるもので、タイ税関では
国際貿易の促進とビッグデータを活用した輸出入分析
能力を強化することにより、関税の徴収や輸入事後調
査の処理能力を向上させています。

歳入局・関税局間での情報交換 
2018年9月付けの歳入局（TRD）および関税局間で交
わされた覚書に基づき、納税者/輸出入者に関する情報
交換の手続きが確立されました。覚書は、歳入局および
関税局をタイ財務省内のデジタルエコシステムに組み
込むことを目的に、財務省支持の下運用が開始されま
した。

新たに導入された移転価格（TP）開示フォームの 
要件
移転価格税制に係る新たな法律の施行により、タイま
たはタイ国外に関連者を有し、年間売上高が2億バー
ツ（約625万米ドル）を超える納税者は、タイ歳入局に
移転価格（TP）開示フォームの提出が義務づけられま

す。開示フォームの提出期限は、事業年度末が2019年
12月31日の納税者の場合、2020年5月末です。

2020年3月12日、タイ歳入局は開示フォームの提出
に係るガイダンスを公表し、具体的な開示情報を次の
とおり定めました。

• タイ国内の関連会社の社名

• タイ国外の関連会社の社名および所在国

• タイおよびタイ国外の関連会社との各関連者間取引
に係る価格

• 営業利益
• その他の収入
• 原材料の仕入
• 土地、建物、設備の仕入
• ロイヤルティ
• 経営管理費、技術支援、手数料
• 支払利息
• その他の費用
• 事業年度終了時の借入金
• 事業年度終了時の貸付金
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向上や関税評価額の適切性につき今後より厳格な事後
調査が行われることが予想されます。

関連者間で取引を多く行う輸入者は、移転価格（TP）開
示フォームで開示される情報を確認し、以下のような
原因から過少申告のリスクが生じていないか確認する
ことが推奨されます。

• 輸入貨物の申告価格と実際の支払額の不一致

• 輸入貨物につき支払われたロイヤルティ、手数料、
仲介料等の費用・支払いが加算要素に該当し、関税
評価額に加算すべきか

インサイト：アジア太平洋 

• 提出企業が関連者間で事業再編を行った場合、収益、
費用、売上総利益へのその影響

• 提出企業が関連者へ売却または移転した無形資産

輸入者の関税評価上の影響 
タイでの輸入事後調査において、ロイヤルティや手数
料は関税評価額への加算漏れが多く指摘されており、
上記の開示情報はタイ税関にとって非常に関心のある
ものと言えます。関連者間取引に係る移転価格（TP）開
示フォームの導入と歳入局および関税局間での情報交
換の開始により、タイ税関の輸入者リスク判定能力の

• 輸入貨物の輸出のための生産および販売に関連して
直接または間接に提供された物品（輸入貨物の生産
に使用される材料、コンポーネント、部分品、工具、
金型等）および役務（技術、考案、工芸、意匠および設
計）の価格のうち輸入者により負担されるものが申
告時の関税評価額に含まれているか

「ワンストップサービス」制度 
関税評価額の修正が必要な場合、輸入者は過去の輸入
申告を自主修正し、追加納税が必要な関税および輸入
VATを精算することが可能です。

通常、輸入者は輸入申告を行った各港に対して修正申
告を行います。この場合、各港の担当官の判断により加
算税の徴収の要否が決定されます。

一方、一定の条件を満たす輸入者は、「ワンストップ
サービス（OSS）」制度を利用して修正申告を行うこと
ができます。OSS制度の対象輸入者はタイ税関を取り
纏める税関本部に対して一括して追加納付が必要な関
税の清算を行えるため、当初輸入申告を行った各港一
つ一つに修正申告を行う必要がありません（制度条件
の充足が必要）。また、対象輸入者は関税の加算税が免
除され、延滞税は通常より低い率で計算されます（VAT
に係る追徴税は対象外）。OSS制度は2020年4月30
日に終了予定でしたが、2021年9月30日まで期限が
延長されました。
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インサイト：アジア太平洋 

関税分類や関税評価の誤り、自由貿易協定（FTA）の特
恵税率の不適切な適用を行っていたことが発覚した際
に多くの輸入者がOSS制度を利用し税関との問題解決
に至っています。

企業に求められる対応
移転価格（TP）開示フォームにより、より多くの情報が
当局に収集され、税務関係庁間で情報交換が行われる
ことで、多くの情報に基づき調査対象の企業を絞り、事
後調査の実施が効率化されることが予想されます。こ
のような状況を考えると、OSS制度の期限が延長され
た今、企業が輸出入コンプライアンス順守状況を確認
し、納付不足の関税の問題を解決するための良い機会
と言えます。

事後調査で指摘を受けた場合とOSS制度を利用して自
ら修正申告を行った場合の関税およびVATの加算税・
延滞税の違いは以下の表のとおりです。

追加納付が 
必要な税目

事後調査で指摘を
受けた場合

ワンストップサービス 
制度の場合

関税に係る 
加算税

基本、関税不足額
の2倍

免除

関税に係る 
延滞税率 
（上限100%）

1%/月 1年以内：0.25%/月
1～2年：0.5%/月
2～3年：0.75%/月
3年超：1%/月

VATに係る 
加算税

VAT不足額の
100%

VAT不足額の100%

VATに係る 
延滞税率 
（上限100%）

1.5%/月 1.5%/月
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国際貿易の混乱とCOVID-19における課題に対処するため、 
テクノロジーはどのような役割を担うでしょうか
過去数十年にわたるグローバリゼーションの傾向は、企業が相互に関連し、依存し合
う、サプライチェーンを通じた組織化を推し進めていきました。しかし、地理的・政
治的な緊張（英国のEU離脱、米中貿易戦争など）および現在の新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）の世界的な感染拡大（パンデミック）は、サプライチェーンがいか
に脆弱で傷つき易いものであるかを示すこととなりました。

一般的に、国際貿易の混乱という事態は新しいことではありません。しかしながら、
ビジネスと貿易の流れを理解する私たちの能力は、テクノロジーの活用により、過去
数十年において劇的に向上することとなりました。企業が世界中で何を取り扱い、ど
の国で輸出入を行い、どの程度製造能力を有し、何が潜在的または実際の物流上のボ

トルネックとなっているか̶ これらすべてを、手軽に入手できるデータを使用し、判
断することができます。

企業が有する情報だけでなく、各国の輸出入データなど、利用できるデータはこれまで
になく増えています。高度な分析とデータの可視化（EY Trade Analyticsについての
記事および動画（英語版Tradewatch62ページ参照））を利用することにより、国際貿易
の混乱により適切に対処し、管理することができるだけでなく、潜在的なベネフィット
を明らかにし、さまざまなシナリオについてシミュレーションを行うことも可能です。

近年の企業とその貿易取引における最大の混乱は、COVID-19によりもたらされたこ
とは疑いようのない事実です。パンデミックは世界中に急速に広まり、世界中のサプ
ライチェーンを崩壊させ、私たちが困難で前例のない時代を乗り切ろうとするなか
で、企業の混乱だけでなく、個人にも影響を与える物資不足を引き起こしました。

Technology

https://www.ey.com/en_gl/global-trade
https://www.ey.com/en_gl/global-trade
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Technology

COVID-19によるサプライチェーンの問題には、国境の閉鎖、出荷を管理する人材不
足、特定商品の輸送の制限、石油などの需要減少、個人防護具（PPE）などの需要増加、
商品を輸送するためのコンテナ不足を始め、多くの事項が存在します。

サプライチェーンの崩壊に直面している企業が、このパンデミックにどのように反応
し、引き続きどのように対処していくかについては多くの要因があるため、各企業によ
りその方法は大きく異なります。例えば、中国は企業へ重大な制限を課した最初の国で
あり、中国での事業に依存している企業は、今年初めに商品調達の困難に直面しました。
また、中国内で国内調達している企業であっても、第2層および第3層のサプライチェー
ンの寸断により、商品を入手することが難しくなるなどの問題にさらされました。

COVID-19の政治的および経済的ショックは今後数年間感じられるかもしれません
が、国際貿易の混乱は比較的短期間で収まる可能性があります。一方で、米国と中国
間の政治的・地理的緊張や、英国のEU離脱後における英国と欧州連合間の将来的な
関係などの長期的な混乱は、何十年も続くでしょう。現在の国際貿易の混乱により、
すでに企業へ大きな影響が現れており、例えば、中国原産品に課される米国の追加関

税、およびその対抗措置として課される米国原産品に対する中国の追加関税、EU原
産品に課される米国の追加関税、およびEUが米国原産品に課す追加関税は、サプラ
イチェーンと貿易取引の流れにおいて多大なコストをもたらすことになります。

COVID-19とこれらの既存の貿易戦争が私たちに喚起させることは、貿易データをよ
り良く理解することにより、貿易取引の混乱をより良く理解し、管理することができ
るということです。これにより、商品のグローバルな動きとサプライチェーン全体の
理解を深めることができます。

テクノロジーとアナリティクスにより、サプライチェーン全体における貿易データ
を素早くチェックすることができ、現在および将来に影響を与える貿易取引と製品
を特定することができます。これにより、会社が負担する可能性のあるコストを即
座に把握することができますが、さらに重要なこととして、これらのコストのどの
ように管理するか検討することが可能であり、例えば、再輸出加工減免措置（Inward 
Processing）や戻し税制度（Drawback Program）の利用や、さらには、潜在的な新
しいコスト削減方法を検討することもできます。

データ分析と可視化により、これらの貿易戦争と貿易取引の混乱を管理する能力を手
にし、企業が混乱を乗り切ることができるだけでなく、競合他社から先陣を取ること
や、少なくとも並走していくことを可能とします。

このテクノロジーとアナリティクスを使用するアプローチにより、英国では、Brexit
に備える企業が大成功を収めています。関税への影響の計算は比較的単純であり、多
くの企業がレビューを行っています。ただし、EU域内の貿易データを使用すること
で、より詳細なデータ分析が可能であり、HSコードによる必要書類の特定、サプライ
ヤー別に問題のあるインコタームズの特定、個々の貿易体制のベネフィットの分析、
情報の不一致を発見するためのマスターデータのレビュー、潜在的に利用可能なFTA
に必要なデータの特定などを、最も効率的に行うことができます。

分析モデルを通じたデータ表示により、節税の機会が実際にどこにあるかを正確に理
解することができ、また非常に重要なことに、1つのシンプルな画面で財政的なベネ
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重要なメッセージはシンプルです。COVID-19は最終的には衰退していくことになり
ますが、新たなパンデミックや混乱は今後も発生するでしょう。貿易戦争は発展し、
消えることはありません。これらの混乱に確実に対処するには、社内データとその変
動を理解し、さらに外部データを使用してグローバル市場をよく理解する必要があり
ます。これらの情報を活用することにより、現在の課題を乗り越えながら、次の課題
に備えていくことができるでしょう。

フィットを理解することができ、関税における技術的で詳細な説明をする必要がない
ことから、財務部長やCFOに分かりやすい方法で情報を示すことができます。

現在の困難に直面している時期において、パンデミックの影響に対する処置と管理を
行うため、企業は以前にも増してテクノロジーやアナリティクスを利用しています。
例えば英国では、HSコード、原産地、価格、および重量毎の英国への輸入貿易データ
が英国政府によって公開されています。さらに、個別データにより、HSコード別に企
業が輸入している商品を確認することが可能です。このようなデータを使用するこ
とにより、企業は需要がどのように変動するか、潜在的な新しい供給源がどこにある
か判断することができます。

上記データに加えて、可視化ソフトウェアにより、世界のCOVID-19関連の関税の減
免、猶予、および輸出規制といった措置を簡単に確認することができ、グローバル企
業は、キャッシュフローを最適に管理し、コストを削減し、世界中の当局が提供して
いるあらゆる恩恵を活用することができます。
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COVID-19：アジア太平洋

2020年5月15日、アジア太平洋地域に拠点を置くEYグローバル
トレード専門家、エイドリアン・ボール、ポール・スミスおよび大
平洋一の3名から、COVID-19が各地域の貿易政策に及ぼす影響と、
今後予想される動向についてお話しを伺いました。

EY：COVID-19を受け、税関および貿易政策についてアジア太平洋地域で現在何が
起こっているのでしょうか? 

大平 洋一（YO）：まず初めに言えることは、アジア太平洋地域の各国がそれぞれ異な
る段階にいるということです。例えば、中国はコロナ危機から脱し、工場は再び稼働
し始めています。中国では国際的なサプライチェーンが再び稼働し始めていますが、

COVID-19が 
アジア太平洋地域の 
貿易政策に及ぼす影響

他の国々は依然として完全なロックダウン下にあります。このことは、さまざまな国
や地域で起こっており、企業や税関当局の活動に影響を与えます。

再び中国を例にとると、コロナ危機の早い段階では、税関当局は輸入者に連絡を取ら
ず、事後調査を実施していませんでしたが、現在、税関で動きが見られ始めており、税
関事後調査が本格的に再開されようとしています。政府はまず企業を支援すること
を目指しますが、その後はコロナ危機の影響を強く受けた政府自身の財政状況を改善
するため、こうした傾向は地域全体で見られるようになると思います。

エイドリアン・ボール（AB）：ASEANでは、税務当局がこの状況下において、欠勤の
増加やスタッフが在宅勤務を必要とするなど、企業と同様に実務的な困難に直面し
ていることを目にします。そのため、ソーシャル・ディスタンスを確保するために税
関チームを分割する場合や、貨物検査量を減らすこと等も考えられます。このように、
COVID-19前に当たり前だった多くのことが、今ではそうではなくなっています。

しかし、企業や当局は「ニューノーマル」に迅速に適応しています。例えば、税関事後
調査は再開され始めていますが、従来とは異なる方法で行われています。以前は、税
関調査官が企業の事務所内にて1週間以上を費やし行われることがありましたが、
現在では、当局が現場を訪問するのは半日のみとなっており、企業にデータのソフ
トコピーの提出を要求し、さまざまなソースからの情報を調査に使用しています。
COVID-19によって、短期的に税関の手法が変わることとなりましたが、今後重要と
なる可能性が高い手法でもあると思います。データの重要性は今後ますます重視さ
れていくでしょう。 

ポール・スミス（PS）：オセアニアでは、ロックダウンが始まってから8週間経ちま
すが、世界中の多くの国と同様、国境が閉鎖されるのは初めてのことです。ニュージー
ランドにおけるロックダウンでの最初の4週間は変化が激しかった時期でありまし
たが、それ以来、重要な間接税に係る措置がいくつか導入されてきました。

コロナ危機が始まった時点で、サプライチェーンは混乱し崩壊しました。必需品のサ
プライチェーンにも影響が及んだため、これらの物品を流通させ続けるために特別な
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規則が導入されました。そうした物品のリストも徐々
に増加していきました。

警戒レベルがレベル2に引き下げられましたが、この
ことは経済が再び開放され始め、貿易が改善すること
を意味します。

EY：COVID-19を受けて、どのような関税関連の景気
刺激策が見られますか?

YO：アジア太平洋地域の政府からの貿易関連の景気刺
激策はあまり見られなかったと思います。もちろん、個
人用防護具や新型コロナウィルス対策に直接関連する
必需品の輸入・輸出対策はされています。しかし、一部
の納期延長の措置と一部の貿易コンプライアンス措置
の緩和を除いて、関税の観点からは、追加的な特別措置
は一般的にあまり見られません。例えば、一部の企業は

原産地証明書を取得することが難しいと感じており、一
部の税関当局は状況に応じて柔軟に対応しています。

AB：ASEANでは、個人用防護具などの不可欠な物品
に対する緩和と関税引き下げを除き、貿易に関連する
特別措置はほとんどありません。景気刺激策のほとん
どは実利的なものでした。 

PS：ニュージーランドでは、輸入品に対する物品サー
ビス税（GST）と関税について、すべての支払納期が延
長されており、企業は最大6カ月延長することができ
ます。これにより、6カ月後に税関へGSTの額を支払う
必要が生じる前に、輸入貨物に対するGSTの仕入税額
控除を受けることができるため、企業に現金が流入す
ることになります。これはシンプルな措置ですが、重要
なものです。現在、こうした支払延長措置は拡大され、
物品税も含まれるようになっています。

EY：このコロナ危機の中、企業は何を経験していますか? 
そしてEYチームはどのようなサポートができるでしょうか?

YO：コロナ危機が、サプライチェーンとビジネスレジ
リエンスに大きな影響を与えていることは明らかで
す。クライアントのニーズの観点から見ると、クライア
ントは現金を保持したいと望んでいます。クライアン
トが効率性を高め、キャッシュフローを改善すること
を支援したり、クライアントがサプライチェーンで直
面している問題についてアドバイスするなど、私たち
がサポートできることはたくさんあります。

PS：はい、今は現金が王様です。そして、それはすべて
のセクターに関連しています。この状況では、間接税の
軽減を目的とした措置は、一般に、直接税の軽減を目的
とした措置よりもはるかに速く企業にとって助けとな
るため、間接税は現実的な軽減策を講じるのに最適な
領域です。シンプルな行動が大きな影響を及ぼす可能
性があります。例えば、最近、クライアントのために、
支払延長を申請したところ、クライアントは直ぐに現
金を手に取ることができました。 

特にオーストラリアでは、クライアントは、関税データ
分析の活用により、企業活動に有益などのような減免
措置を利用することができるかに大きな関心を示して
います。

YO：はい、関税は、間違いなく企業活動にとって現金
を節約する迅速な手段となり得ます。また、グローバ
ルトレードデータアナリティクスを使用することによ
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り、クライアントがデータを理解し、どこに節約の機会
があるか確認できるようになります。ポールが言うよ
うに、しばらくの間データ分析はオセアニアにおける
傾向でしたが、今では日本やアジア太平洋地域の他の
国においてもその傾向が見られます。

これらの現金の節約は、多くの場合、新たな手法に頼ら
ず実施できることを強調することが重要だと思います。
一般的に、関税評価や自由貿易協定（FTA）の利用など、
関税の負担を軽減する確立した信頼できる方法を検討
したり、特恵原産地を証明する適切なコンプライアンス
体制が確実に整備されているかなどを確認しています。

従来と異なる点は、テクノロジーを利用してそれらの
特定を行うことや、マネージドサービス業務によりク
ライアントの社内貿易業務をサポートすることです。
例えば、多くの企業はどのFTAを利用できるか認識
していますが、FTAを最大限に活用するために必要な
ルールの管理に割くリソースがありません。私たちは
企業に代わりそういったサポートを提供することがで
きます。

AB：ASEAN地域における企業への影響はかなり異な
ります。企業が輸出重視であり、すでに自由貿易地域や
その他の保税施設を活用している場合、関税の影響は
それほど大きくないと聞いています。ただし、関税の支
払いがある場合、多くの企業がFTAを最大限に活用し
ていないことが原因である場合が多いため、このこと
は大きな関税節減機会となります。また、マレーシアな
どでは、COVID-19より前にすでに導入され適用する

ことのできる免税制度がありますが、必ずしも利用さ
れていませんでした。

ですから、私たちはクライアントへこれらの節税制度
の利用を検討するようアドバイスしています。こうし
た制度は利用できる可能性が高いため、企業活動への
迅速な効果をもたらします。

EY：今後、短期的にはどのようなことが予想されますか?

YO：税関による対策の次の段階では、テクノロジーの
変革が大幅にスピードアップすると考えています。現
在、輸出入関連の文書は紙が主体となっていますが、
この紙主体によるデータでは、関税分析が難しく時間
がかかってしまいます。データの収集方法とデータ
フォーマットの改善により、企業だけでなく税関当局
にとっても関税分析が大幅に改善されるでしょう。

AB：今回のコロナ危機はあらゆる面で組織にストレス
を与えることになり、その混乱はしばらく続く可能性が
あります。中国は世界の他の国々よりも早く影響を受
けましたが、多くのクライアントがサプライチェーンと
物品の流通を維持するために中国に依存していました。
ロックダウンのため地域内の多くの工場は生産を停止
しなければならず、そのため顧客の注文に応じることが
できませんでした。一部の企業は、必要な物品を配備す
ることができない、他の企業に頼っている、データを記
録していない、または不十分であるなど、依然として経
営上の混乱に直面しています。他のさまざまな国およ
び企業が経験している混乱は、同じ原因から発生してい
ますが、引き起こされた結果は異なっています。

私もテクノロジーが極めて重要な役割を果たすことに
なると思います。多くの企業には関税業務における管
理システムがありません。そのため、そうした企業は、
提携している物流会社へ、文書管理を大きく依存して
います。

このことは問題になると思っており、テクノロジーが
私たちの働き方を変えるにつれ、企業が適切なグロー
バルトレード管理システムを持つことは、これまで以
上に重要になります。そうした変化を受け入れること
で、企業は機敏性の向上、キャッシュフローの改善、節
税制度の活用、リモート従業員との作業についての効
率性の向上を図ることができるようになります。

PS：お二人がおっしゃることに共感します。今後、企
業は立ち直っていくでしょうが、事業のあり方は確実
に変わると思います。

オセアニアでは、サプライチェーンとオペレーティン
グモデルを変更する企業が見られます。商業的な観点
から見ると、電子商取引とオンラインショッピングが
増えており、倉庫と貨物輸送の確保についての圧力が
高まっています。私たちは、オンライン事業の拡大によ
る税および貿易への影響について企業が管理できるよ
う、さまざまな支援を行っています。

EY：今後、関税や貿易に関する対策として何が行われ
ると予想しますか?

PS：オーストラリアとニュージーランドでは、企業は
国際貿易の流れに大きく依存しており、保護主義的な措
置の導入を望んでいないことは明らかです。オセアニ
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アの政府は上記のような企業の状況に耳を傾け、そのよ
うな措置の導入を避けようとしているようですが、その
他の間接税に目を向ける可能性があります。景気刺激
策の支出とのバランスを取るため、GST率の引き上げ
の可能性についてはすでに憶測としてあります。

AB：COVID-19の影響が出る前から、企業はサプラ
イチェーンを変革し、リスクを軽減していました。
COVID-19以降、さらに多くの企業がサプライチェーン
の弾力性を高め、調達と生産の多様化を進めています。

ASEAN諸国が貿易障壁を設けるとは思いませんが、他
の国々の保護主義的な措置は、ASEAN諸国を主要な特
恵受益国として据えたサプライチェーンの変革を加速
させることになるでしょう。

YO：また、特に今後数年間は、貿易論争が増加するこ
とが予想されます。政府は、現在提供している救済措置
の実施額と還付税の支払いを埋め合わせるため、 税収
をできるだけ回復させたいと望むようになります。

世界貿易機関（WTO）の規則では、加盟国は思いのまま
に関税率を引き上げることはできません。しかし、同じ
効果を達成するために他の手段を講じることができま
す。アジア太平洋地域では、ほとんどの国がFTAを利
用して、輸入者がそのFTAのルールを満たすことで関
税無税による輸入が可能となります。実際には、多くの
企業がこの節税制度を利用していますが、ルールを正
確に理解していないため、完全に利用できていない場
合があります。これらのFTAルールをより厳格に適用
することで、関税率が変更されるわけではありません

が、政府の関税収入を増やすことにつながります。企業
は、税関当局によるFTA調査が増加する可能性がある
ことを認識しておく必要があります。そのため、FTAの
ルールを正しく理解し、適正な根拠書類を作成するこ
とは非常に重要です。

移転価格と関税評価についても、ますます税関当局の
焦点となるでしょう。実際、この傾向はすでに見られて
います。

PS：オセアニアでは、企業が現在利用できる特別措置
のいずれかを利用する場合、税務当局は、将来、調査の
対象となる可能性があると、すでに発表しています。そ
のため、将来の調査に備えて、すべてのプロセスを文書
化し、適切なデータを確実に収集しておくことにより、
罰則を受けるリスクを軽減するようクライアントへア
ドバイスしています。

AB：すでに述べられたことに加えて、コロナ危機を受
けて政府が歳入を必要とすることは明らかであり、間
接税が最初のターゲットになるでしょう。大平さんが
言うように、政府は思いのまま関税率を引き上げるこ
とはできません。そのため、政府は、たばこやアルコー
ルなどに物品税を課すなど、他の通常の税収源からの
歳入措置を導入する可能性が最も高いでしょう。これ
らの業種で事業を行う企業は、このことを明確に認識
しておく必要があります。

PS：現在、企業は、キャッシュフローを確保するために
どのような景気刺激策を利用できるかを理解し、現金
を節約するためにどのような関税軽減の機会があるか

を見定める必要があります。これらの対策を進めてい
くことは非常に重要であり、企業活動を存続させるた
めの手助けとなります。ただし、将来の展望についても
注意を払う必要があります。政府はあらゆる手法で企
業を支援しようとしていますが、他方で将来的には企
業がこれらについて調査されることにもなります。し
たがって、いかなる節税制度を活用する場合であって
も、その節税制度を受ける適格性について慎重に文書
化しておく必要があります。
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