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グローバル

OECD/G20 BEPSプロジェクトの 
関税評価への影響

BEPSパッケージは、各国政府に、租税回避を削減し、
国際税制の透明性と一貫性を高めることを目的とした
さまざまな国内および国際的な手段の提言を行うもの
です。

得られる利益の一部を、IPが所有されている国・地域
ではなく、消費国に再配分することができます。重要な
ことは、事務局の第1の柱の提案には、消費者向けイン
ターフェースがデジタルかどうかにかかわらず、すべ
ての消費者向けビジネスが含まれることです。潜在的
には、IPまたはデジタルコンテンツが付加価値を与え
る場合、消費者に販売するあらゆるビジネスが対象範
囲内となります。

第1の柱の提案に伴う移転価格へのアプローチの変更
は、関税評価のルールとの整合に影響を与える可能性
がありますが、OECD事務局との協議により、第1の柱
の作成においては、関税評価に係る事項がまだ検討さ
れていないことが確認されました。

BEPSと経済の電子化への取り組み
BEPSとは、多国籍企業が国際税制のギャップや不整
合を利用して租税回避または節税するために使用する
タックスプランニングのことです。BEPSに対処する
ため、135を超える国・地域が「BEPSに関するOECD/
G203包摂的枠組み」において、「BEPSパッケージ」と
呼ばれる15の行動計画の実施により協力しています。

国際政策を強化するために活動する36の加盟国 1から
なる国際機関である経済協力開発機構（OECD）は、税
源浸食と利益移転（BEPS）の幅広い取り組みの一環と
して「経済の電子化」に起因する国際税務上の課題に取
り組むために尽力しています。

2019年10月1日、OECD事務局は、BEPSに関する
OECD/G20包摂的枠組メンバーに「第1の柱」における
「統合的アプローチ」を提案しました。その後、本提案 2

を公表し、利害関係者にパブリックコメントを求めま
した。統合的アプローチは、以前の3つの提案の共通点
を踏まえ、経済の電子化に伴う課税上の課題に対処す
るためのコンセンサスベースの長期的なソリューショ
ンの概説に努めており、2020年のG20において提示
することを目指しています。提案されたアプローチは、
シンプルさ、透明性、税の確実性を高める目的も示して
います。

国際税制改革に対する統合的アプローチ提案は、世界
的な課税システムへの根本的な変更となるでしょう。
統合的アプローチでは、各国・地域は、従来の物理的拠
点をネクサスとする概念を超える課税権を持ち、これ
により、知的財産（IP）およびデジタル関連の権利から

1 OECDの「加盟国」は以下のとおり：
 オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、チェコ共和国、デンマーク、
エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、
アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ラトビア、リトアニア、ルクセン
ブルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルト
ガル、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イ
ギリス、アメリカ。

2 OECDパブリックコンサルテーション文書、第1の柱における「統合的アプロー
チ 」の 事 務 局 提 案：  https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation- 
document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf.

3 主要20カ国・地域で構成される「G20」は、先進国と途上国の指導者が集まり、金
融問題や社会経済問題について話し合う国際経済協力フォーラムです。G20は世界
の経済生産の約80%、世界の人口の3分の2、国際貿易の4分の3を占めています。
参照：https://g20.org/en/about/Pages/default.aspx

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
https://g20.org/en/about/Pages/default.aspx


経済の電子化がもたらす課税上の課題は、BEPSプロ
ジェクトの主要重点分野の1つとして認識されており、
2019年1月に、これらに関するさまざまなトピックが
2つの「柱」にまとめられました。これらは、コンセンサ
スに基づく税制改革の基礎となっています。協調的な国
際税制改革を可能にする「2つの柱」は次のとおりです。

1. 課税権の配分に焦点を当て、利益配分とネクサス
ルールについて透明で一貫したアプローチの模索

2. BEPS上の残りの懸念事項をカバーし、不整合な国
際税制、複雑さの増大と過大課税のリスクを回避し
つつも、国際的に活動するすべての企業が最低限の
レベルの税を支払うルールの策定を目指すグローバ
ルな税源侵食防止措置提案「GloBE提案」

第1の柱と第2の柱のパブリックコンサルテーション 
は、それぞれ2019年11月と2019年12月に開催さ
れ、2020年1月に議論される予定です。

第1の柱の下で提案された「統合的アプローチ」
提案された統合的アプローチ概要は次のとおりです 4： 

• 対象範囲：本アプローチは、高度に電子化されたビ
ジネスモデルと、「消費者向けビジネス」（未定義）を
対象としています。

• 新たなネクサス：本アプローチは、対象範囲内のビ
ジネスについて、物理的な拠点に依存しない、主に
売上に基づいた新たなネクサスが提案され、小規模

4 第1の柱における「統合的アプローチ」については、OECDパブリックコンサルテー
ション文書事務局提案、G20財務大臣および中央銀行総裁宛のOECD事務総長租
税レポート（2019年10月）参照
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的（ルーティン的）なマーケティング/販売機能の
ベースラインリターンを確立し、移転価格調整を利
用して二重課税を排除します。

• Amount C ̶ Amount Cは現行のルールを活用
し、拘束力のある係争防止・解決手段を導入して二
重課税を排除します。また、国内の機能がAmount 
Bで定めたベースラインを超える場合の追加利益な
ど、必要に応じて利益配分の調整を効果的に実施し
ます。

市場/ユーザーの国地域への 
3つのメカニズムの例
提案された統合的アプローチは、3つのメカニズムの例
を2つ示しており、どちらも、国際貿易による商品の販
売を行わない、ストリーミングサービスのみを提供す
る多国籍企業を扱っています。

提案に基づく本質的な分析は次のとおりです。企業が
ある国でAmount Aに対して租税債務を負うかどうか
を判断するには、その市場における国別の収入の閾値
（つまり、「新ネクサス」）が満たされているかどうかを
検討します。閾値が満たされていない場合、Amount A
はその市場国・地域では課税対象とはなりません。

企業がある国でAmount Bに対して租税債務を負うか
どうかを判断するには、企業が関連国に物理的拠点を
有するかどうか（つまり、既存のネクサス）を検討しま
す。国内に物理的な拠点がない場合、Amount Bはその
市場国・地域では課税対象とはなりません。

グローバル

経済国・地域でも確実に便益が得られるように基準
値を調整した閾値（国別売上の閾値を含む）を定め
ることが提案されています。これは新たな個別の条
約条項として規定すべきとされています。

• 独立企業間原則を超える新たな利益配分ルール：
本アプローチでは、国内にマーケティングまたは販
売拠点（恒久的施設または子会社）を有するか、また
は直接もしくは非関連の販売会社を介して販売を
行っているかに関わらず、適用範囲内の納税者に適
用される新たな利益配分ルールを提案しています。
同時に、関連者間取引については、本アプローチは、
独立企業間原則に基づく既存の移転価格ルールを総
じて維持していますが、現行制度で対応が不可能な
部分を、定式での解決方法により補完的に適用する
ことになります。

3つのメカニズム：対象範囲内の企業に対し3つの利益
配分メカニズムが提案されています。

• Amount A ̶ Amount Aは、新たなネクサスルー
ル（すなわち、収入の閾値など）に基づく消費国への
新しい課税権です。Amount Aは、定式的アプロー
チにより各市場国・地域に配分される、みなし残余
利益を算定します。定式は、事業ラインまたはセグ
メントの利益に基づく可能性があり、固定率に基づ
いて計算されたみなしルーティン利益およびノン
ルーティン利益を組み込みます。

• Amount B ̶ 係争の低減を図り確実性を高めるた
めに、Amount Bは各国・地域で行われている基本
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グローバル

費者ビジネス」向けの製品（有形物）のB2Bによる輸
入は、製品メーカーから関連者である輸入者への販売
の場合があり、その後、輸入者は製品を消費者に販売
します。Amount Aの租税債務を輸入者が負う場合、
Amount Aの租税債務により製品の移転価格を変更す
るかどうかは不明です。もし変更となる場合、その年に
輸入された製品の移転価格は、おそらくAmount Aの
租税債務の分、引き下げられます。税関当局は、法人税
の計算式によって引き下げられた価格を、「関連者間の
関係により影響を受けた（独立企業間原則に基づかな
い）」価格と判断し、取引価格を課税価格と認めず、移転
価格とは異なる課税価格の算出が要求される可能性が
あります。B2B取引が対象範囲内である場合は、例え
ば、Amount Aの納税義務を国内事業から分離するこ
とにより、移転価格を課税価格としてそのまま使用す
ることができる方法が存在する可能性があります。こ
れらの影響を評価するには、対象範囲と適用内容がさ
らに詳細に定義される必要があります。

また、現在関税の対象となっている有形物への影響は顕
著である可能性がありますが、2020年6月に電子送信
に対する関税不賦課のWTOモラトリアムがさらに延
長または恒久化されない場合、デジタル送信自体が関税
の対象となる可能性もあります。詳細は、TradeWatch
の本号「電子送信に関するWTOモラトリアム」（英文）
をご覧ください。WCOと国際商業会議所によるコメン
トを含む、第1の柱について提出されたパブリックコメ
ントは、今後の議論の一環として関税評価の観点から検
討することの重要性を強調しています。

企業に求められる対策
現在の不明瞭な貿易環境において、企業は新しい貿易
動向が他のビジネスに与える影響を以前にも増して考
慮し、法人税と関税の影響について同時に対策を検討
しています。第1の柱で統合的アプローチが公表され
たことに続き、今後法人税と関税の両方への影響を考
慮した、さらなる展開が見込まれます。OECDが新しい
展開に向けた提言を行う際、多国籍企業は関税の専門
家を関与させるようOECDに進言し、従来からの税務
インプットに加えて関税の側面からインプットを行う
ことが望ましいと考えられます。そのため、OECDの今
後の動向を注視することが奨励されます。 

関税評価への潜在的な影響
過去10年間、所得税上の移転価格と関税評価をより
適切に整合させるために多くの作業が行われてきま
した。多国籍企業は、原則として、所得税の要件を満た
すように移転価格を設定し、その移転価格を所得税と
関税に係る申告の両方に使用したいと考えています。
180の税関当局が参加する国際機関である世界税関
機構（WCO）およびOECDは、2006年と2007年に移
転価格と関税評価の調和を検討する会議を共同で主催
し、2008年にはアプローチを提案するためフォーカ
スグループを設立しました。フォーカスグループの提
案事項に従い、WCO関税評価技術委員会が、関税評価
の検討における移転価格スタディの使用を解釈したコ
メンタリー23.1および具体的な事例を解説するケー
ススタディ14.1および14.2を承認しました。WCO
は、関税評価と移転価格に関するガイドも発行してい
ます。

第1の柱の提案が有形物の移転価格に影響を与える可
能性は、統合的アプローチの対象範囲と適用内容の両
方に依拠します。例えば、「消費者向けビジネス」の対
象範囲が国境を越えた企業と消費者（B2C）取引に限定
される場合、国境を越えたB2Cによる販売は通常、商
品に対する消費者の支払額に基づき関税評価額が決定
されるため、関税評価に対する影響はおそらく最小限
であるとみられます。

しかし、企業間（B2B）取引が対象範囲に含まれる場合
は、Amount Aの租税債務の配分と支払いの方法が関
税評価に直接影響する可能性があります。例えば、「消
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長年にわたり、企業は年度末に係る移転価格調整金の
問題について検討を行い、アジア太平洋地域における
税関当局へ、移転価格調整金についてどのように説明
を行うべきか、検討を重ねてきました。本稿では、この
問題において税関と企業の両者がどのように対処して

いるか、またアジア太平洋地域の最新の動向について説
明します。詳細に入る前に、まず移転価格調整金とはど
のようなものを意味するのかを定義し、移転価格調整金
が頻繁に発生することが考えられる、一般的に起こりう
る商業上の事例について説明します。

アジア太平洋地域の税関による 
移転価格調整金の取扱い

税関当局が移転価格調整金に着目する理由
国境を超える関連者間取引において、物品を輸入する
際には、税関へ関税額の基礎となる関税評価額を申告
する必要があります。この評価額は従価関税を算定す
るために使用され、原則的な算定方法は、取引価格、す
なわち当事者間における物品（輸入貨物）に対して支払
われた、または支払われるべき価格に基づきます。取
引価格は通常、物品のインボイス価格であり、当該価
格をもとに関税評価額を算定するために必要な加算や
減算が行われます。買い手と売り手が関連者間である
という事実それ自体は、直ちに取引価格が否定する根
拠とはなりません。ただし、容認されるためには、その
特殊関係が価格に影響を及ぼさないことが条件となり
ます。

一般的に、物品は輸入国市場において輸入および販売
を行う企業に販売されます。当該企業は、販売業者とし
て所定の役割、リスク、および責任を有しており、多く
の場合、比較対象企業の利益率に基づき独立企業間価
格の原則を満たす目標利益レンジを設定しています。
海外との取引における販売価格は、販売業者の目標純
利益および独立企業間価格の原則に基づく収益性を達
成し得るかをもとに計算されます。

このような状況においては、目標とする収益性が達成
できず、収益性がレンジから外れると課題が発生しま
す。企業は、純利益率がレンジ内に収まるよう、販売業
者としての収益性の調整を行います。その調整の方法
として、企業は通常年度末に移転価格調整金による価
格の調整を行います。このように過去に遡って調整を

アジア太平洋・日本
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ていません。注目すべき例外として、ニュージーランド
税関は、輸入者が輸入後の調整を行いやすくするため
に暫定価額制度を導入しました。この制度では、輸入者
は関税評価額の調整に対する金銭的罰則を回避するた
め、ニュージーランド税関に登録する必要があります。
しかし、当該制度が利用可能であり、企業にとっても有
益制度であるにもかかわらず、この制度に登録した企
業は約100社にすぎません。統計的参照を行わずとも
ニュージーランドで移転価格調整を行う企業の数より
も確実に少ない数字といえます。

他の国々、例えばインドネシアでは、輸入後の調整とし
てロイヤルティの支払いを反映させることを可能とす
る規定がありますが、移転価格調整金の反映を可能と
する規定はなく、税関に申告せずに調整を行った企業
は、事後調査時に追徴税および加算税を課される可能
性があります。

加算税の回避と税の還付
多くの国では、移転価格調整が生じた場合に、企業は自
主的に修正申告をする必要があるという立場をとって
います。自主申告制度は、企業が加算税を回避するた
め、申告価格の誤りを修正するために利用する制度と
同じものです。自主申告では、加算税を完全に回避でき
るとは限りません。例えば、シンガポール税関当局は加
算税を課す権利を常に留保しています。実務的には、シ
ンガポール税関は企業に対し親和的であり、移転価格
調整に係る修正申告に対し、加算税は最小限課される
に留まっています。しかしながら、たとえ限定的とはい

行うことから、過去に申告した輸入貨物の関税評価額
について、輸入後に調整を行うことになります。では、
この移転価格調整金について税関とどのように協議し
ていくべきでしょうか?　

まず、関税評価技術委員会（Technical Committee on 
Customs Valuation、以下「TCCV」）のケーススタディ
14.1および14.2を参照する必要があります。これら
のケーススタディは、関連者間取引を調査する際の移
転価格文書の使用に言及しており、14.2は特に意義が
あります。というのも、このケーススタディは、輸入を
行った販売会社の収益性がレンジ外であった際、補償
調整を行わなかったため、関税評価額が容認されず、代
替的な評価方法が適用される、すなわち当初申告した
取引価格が否認される事例を説明しているためです。
言い換えれば、移転価格調整金による調整が行われる
べきであったにもかかわらずそれが行われなかった場
合、当初申告した価格は独立企業間価格の原則を満た
していると見なすことはできません。

各国による取扱い
アジアのいくつかの税関当局に確認したところ、税関
当局はTCCVのケーススタディ14.1と14.2を十分に
認識しており、移転価格調整金が発生した場合には税
関へ申告することが企業に要求されていると明確に解
釈しています。実際、これは多くの税関当局にとって
目新しいことではなく、以前からの立場を再確認する
ものにすぎません。しかしながら、ほとんどの税関当
局は、移転価格調整金の取扱いに関する手続を明示し

え、加算税が課される可能性は依然としてあるため、移
転価格調整金を税関に申告する必要のある企業にとっ
ては検討すべき事項となります。

また、常に自主申告することができるとは限りません。
タイにも自主申告制度があり、2020年4月30日を最
終期限として延長され続けていますが、その後は利用
できないと考えられています。タイにおける代替策と
しては、税関に積極的にアプローチし、遡及的な移転
価格調整について税関から確認および同意を得たうえ
で、加算税を回避し、当初申告した価格を引き下げられ
る場合には、税の還付を受けることを検討すべきです。

しかし、実際に税の還付を受けるまでは還付金として
認識するべきではありません。これはすなわち、移転価
格調整金の取扱いと税関の一般的な認識では、追徴税
を支払う事例が多く、還付となる場合はめったにない
ためです。確かに、移転価格調整の影響により生じる
関税の支払不足を申告する義務はありますが、例えば
フィリピンでは、還付申請は輸入者の裁量によるもの
であり義務ではないため、還付が発生することになる
場合の移転価格調整については申告する義務はありま
せん。

企業としての対応
アジア太平洋地域における企業への一般的なアドバイ
スとしては、移転価格調整金について税関に積極的に
相談することです。経験豊富で技術的に長け、知識の
ある関税評価担当者と確実に打ち合わせを行い、移転
価格調整が行われることについてだけでなく、例えば、

アジア太平洋・日本



は移転価格調整による修正申告はしないと決断するこ
とが少なくありません。しかし、修正申告をしないこと
は、リスクを高める選択肢になりつつあります。いくつ
かの税関当局からの最近の情報によると、法人税の負
担を軽減するために移転価格調整を行えるほど税務意
識が高い企業でさえ、税関から非常に懐疑的に見られ
るケースが増えていることが分かりました。その理由
は、関税支払額が増加する場合に税関へ移転価格調整
金を申告しないことを選択している企業が存在してい
るためです。このような状況では、加算税の賦課や申告
回避の疑惑が高まることが考えられます。

包括的な申告は義務であるか?
選択性のあることそれ自体がもはや過去のものになっ
ているのかもしれません。台湾税務当局は2020年以
降、移転価格調整金は「包括的に」申告する必要がある
とした新しい規定を発行しました。詳細は順次公表さ
れている最中ですが、移転価格の一括調整を行う企業
は、証拠書類となるすべての契約書および関連文書を
準備し、移転価格調整により影響を受けるすべての直
接税および間接税を支払うか、又は還付を申請する必
要があります。

適切な対応の必要性
結論として、アジア太平洋地域における税関当局へ移転
価格調整金を申告する際、1つの手法のみで行うことは
不可能ですが、移転価格調整金は、多くの企業にとって
通常の営業活動の一環として生じるものであり、企業は
発生した移転価格調整金を税関へ申告すべきであるとい
う税関の認識が高まっています。税関はまた、税関事後
調査において移転価格調整金の存在の有無を非常に注視
しており、過少申告に対して加算税を課します。環境が
変化する中、企業は移転価格調整金の管理について積極
的に取り組む必要があり、移転価格調整金を申告するか
どうかを選ぶ選択肢はないと考える必要があります。 

「一括」加算または過去の輸入申告ごとに調整を行うべ
きかといったような、修正申告方法についても承認と
同意を得ます。また、いくつかの国では、関税の観点か
らの独立企業間価格原則に基づく価格設定について事
前教示を取得する制度があります。例えば、韓国の場合
は関税評価事前合意（Advanced Customs Valuation 
Arrangement）という制度です。

税関相談に消極的な企業
しかし、アジア太平洋地域における税関当局の移転価
格調整金の取扱いが一貫していないことに加え、税関
に相談することに警戒感があることから、多くの企業

アジア太平洋・日本
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ミュンヘン財政裁判所は、ドイツの自動車メーカーとドイツの税関当局による関税評価に係る係争に関し、欧州司
法裁判所（以下、「ECJ」）に予備判決を請求しました 1。

ドイツの自動車メーカーは、契約での合意に従い、輸入貨物である制御装置にインストールするソフトウェアを
ポータル経由で、中国のサプライヤーに無償提供しました。ソフトウェアは、制御装置が効果的に機能しているか
を確認するテストを実施するために使用され、自動車メーカーまたはサードパーティによって作成されたもので
す。制御装置はその後EUに輸入され、税関により輸入が許可されました。

自動車メーカー 
ドイツ

標準ソフトウェアの開発

制御装置メーカー 
中国

ソフトウェアによる 
機能テストに契約書で合意

ダウンロードポータル経由による 
標準ソフトウェアの無償提供

組立およびテスト済み制御装置の供給とEUへの輸入

製造およびテストサービス料金の支払い

欧州司法裁判所：ソフトウェアの 
関税評価に関する予備判決請求により 
生じる還付申請の機会

1 2019年7月4日付フィナンツゲリヒト ミュンヘン（ドイツ）からの予備判決請求
 BMW Bayerische Motorenwerke AG v Hauptzollamt München (Case 

C-509/19). 

欧州、中東、インド、アフリカ



8  |  TradeWatch  2020年冬号

ドイツ税関当局の見解
ドイツ税関は、ソフトウェアの無償提供は、欧州連合関
税法典（以下、「UCC」）第71条第1項（b）（i）に規定する
「通常の加算要素」（有形の加算要素と同等）に該当する
ものとして扱われるべきであるという見解を示しまし
た。ドイツ税関は、ソフトウェアは純粋な無形の加算要
素とは異なり、制御装置自体の製造工程において使用
するものではないが、商品に重要な価値を付加し、機能
を強化していると主張しました。また、ソフトウェアを
作成するためにEUで行われた開発は、UCC第71条第
1項（b）（iv）（WTO関税評価協定第8条第1項（b）（iv））
に基づく設計および開発として課税価格から除外され
ない可能性があるとしています。具体的に課税価格か
ら除外されるEUにおける開発費用は、輸入貨物の第三
国における製造に使用される開発、技術図面、スケッチ
などのみを対象としています。税関当局の見解は、EU
の関税評価コンペンディアムのConclusion No. 26、
および2006年11月16日付のECJ訴訟C-306/04
（Compaq Computer International Corporation）に
おけるEU法務官意見に基づいています。

ECJへの照会
財政裁判所はソフトウェアが第71条第1項（b）（iv）に
規定する「開発」として扱われるかどうか、その結果、
EUに輸入される貨物の課税価格から除外されるかど
うかをECJに照会しました。財政裁判所は、無形の加
算要素を有形の加算要素のように取り扱うことの可否
については特に照会しませんでしたが、ECJに対する

同裁判所の質問から、この点について疑義があるとい
うことになります。財政裁判所の照会から明らかなよ
うに、同裁判所は、ソフトウェアが契約で合意された製
造プロセスおよび製品機能を履行するための主要な要
素である、つまり、ソフトウェアは契約で合意された制
御装置の機能テストを行うために本質的に必要である
ことを認識しています。さらに、輸入国（EU）で作成さ
れた知的財産は、第三国で作成された輸入貨物の製造
に使用される知的財産と比較して優位に立つと見られ
ます。

自動車メーカーの見解
自動車メーカーは、ソフトウェアが物理的な材料の加
算要素と同様に扱われる場合において、再輸入加工手
続きを利用できる可能性がないことを指摘して、その
主張を裏付けました。これは、再輸入に先立つ輸出が物
理的なものではなく、ダウンロードにより提供される
ソフトウェアであるためです。したがって、EUのロー
カルコンテンツが輸入関税の課税対象となることか
ら、重大な不利益と非体系的な結果が生じることにな
ります。

今後の影響
本事例は、多くのセクターに対し広範囲に影響を及ぼ
します。同様のビジネスおよびサプライチェーンの形
態（つまり、EUで作成されたソフトウェアを第三国
で機械/電子機器に統合し、その後製品をEUに輸入）
は、自動車業界だけでなく、他の業界においても見られ
ます。

欧州、中東、インド、アフリカ

本事例と同様のビジネスモデルにおいて関税を支払っ
ているドイツで事業を営む企業は、自動車メーカーが
勝訴した場合、利用可能となるであろう還付申請の積
極的な利用を希望することでしょう。輸入者（輸入申
告者）がEUにおいて作成されたソフトウェアの価値を
輸入製品の課税価格に加算している状況において、も
し税関当局が遡及的賦課を決定した場合、法的権利を
確保し、修更正期限前の申告について還付の機会を維
持するために還付申請を迅速に提出する必要がありま
す。UCCは税関当局に法律で定めた期間内（通常は申
請の受理から120日）にこれらの申請について決定を
下すよう定めているため、手続きが中断される可能性
はありません。したがって、ドイツの税関当局は還付申
請を却下する可能性が高く、その場合、行政不服申立を
行わなければなりません。不服申立手続き中、（ドイツ
では）ECJの判決が下されるまで手続きの一時停止が
可能であり、その後、判例と裁判所の議論の詳細に当て
はまる場合、還付請求に対するECJの決定が適用され
ることになります。 

もちろん、現時点ではECJが本事例に対しどのような
決定を下すかは不明であり、自動車メーカーと税関ど
ちらの見解も筋の通った主張をしていますので、現段
階で還付申請を提出することは、ハイリスクな賭けで
す。一方、本事例と同様の状況が存在し、EUにおいて
開発したソフトウェアのコストが輸入製品の課税価格
に加算されていないことが確認された場合、ECJの決
定を注視する必要があります。ECJが税関を支持する
決定を下した場合、修更正期限前の（輸入関税の遡及的



欧州、中東、インド、アフリカ

賦課が可能な）過去の輸入申告を修正するため、輸入者
は状況を分析し、専門家に相談することを推奨します。
なぜなら、特定のケース、個々の状況により、ドイツの
税法は輸入申告者に対し、積極的かつ過度の遅延なく、
管轄の税関に報告することを要求する場合があるため
です。

いずれにせよ、係争中であることから、企業が同様の状
況に関与しているかどうかを特定し、関連するデータ
を収集して、潜在的な還付請求の範囲を確定するか、現
在の扱いがECJの最終決定に矛盾する場合の是正措置
に備えることが重要です。 
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頼できる情報を取得できないため、拙速な対応を余儀
なくされてしまう場面が多く存在しています。その結
果、貿易ネットワーク全体に問題が広がり、摩擦、コス
ト、リスクが引き起こされます。こうした状況は協力体
制や変革を妨げることになり、深刻な経済的不確実性
を生み出し、より効率的な働き方に向けた発展を遅ら
せてしまいます。

転換期を迎えた貿易
これまでかなりの間、貿易ネットワークにおける非効
率性は、世界的な貿易を行う上でのコストとして受け
入れられてきました。しかし、こうした非効率性は急速
に受け入れられなくなってきています。

スペインで製造されたエンジンを、組み立てのため南
アフリカへ輸送している自動車メーカーの例を見てみ
ましょう。この例では、貨物を輸送するために2日はか
かることが見込まれます。しかし、輸送が遅れることは
一般的であるため、バッファ（予備時間）として企業は
半日の時間を追加します。これは、入港時に船荷証券の
作成が間に合わない場面や、誤った税関申告が行われ
る場合、正確な原産地が確認できない場面を想定して
おく必要があるためです。

遅延に対応するためのバッファによりコストは増加し
ますが、代替策（エンジンが到着していないため組立ラ
インを停止すること）を適用することは論外です。

しかしながら、典型的な自動車メーカーのこのような
方法では、年間数十億ドルの費用がかかる可能性があ
り、関税、法規制、貿易協定、政治関係が安定している

貿易の流れがスムーズであれば、世界経済は繁栄しま
す。しかし、貿易の緊張、保護主義的政策、規制の不統
一性が世界貿易を危機に追い込んでおり、確立された
ビジネスモデルやビジネスリレーションシップは崩壊
し始めています。また、何十年にもわたり、貿易の流れ
を滞らせている制度上の問題が状況を悪化させている
ため、組織の対応が難しくなっています。そのため、貿
易の転換期として何ができるか、真剣に考える時が来
たと言ってよいでしょう。

テクノロジー

データは貿易の手法に 
変化を与えるほどの信頼があるか?

より優れたデータ、より洗練されたテクノロジーは、組
織運営におけるほぼすべての側面に変革をもたらしま
したが、世界貿易に関してはそうではありません。金融
から輸送、物流に至るまで、莫大な金銭と製品の流れが
あるにもかかわらず、あまりにも多くの事項が依然と
して非常に原始的なプロセスに依存しています。

組織自体のシステムが十分に自動化されていないこと
が原因である場合もあれば、責任者が優れたテクノロ
ジーに投資せずに貿易関係のネットワークを構築して
いることが原因である場合もあります。

その結果、組織はしばしば不完全で信頼性の低い貿易
データを使用せざるを得なくなります。データは複数
の情報源から取り込まれるため、矛盾していることが
多かったり、明らかに間違っている場合も生じていま
す。そのため、各国の政府は適切な税額を徴収できない
一方で、企業は、便益をもたらし、商取引を促進する手
助けとなる自由貿易協定（Free trade agreements、以
下「FTA」）を十分に活用し切れないといったような事
態が起こる可能性があります。

信頼性が低いデータは、適切な経営判断に使用するこ
とができず、ビジネス上の深刻な課題になり得ます。経
営陣は、組織の戦略的方向性を設定したいと考えてい
ますが、正確な事実関係を読み取るための包括的で信
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テクノロジー

場面においては吸収できるコストといえます。一方で、政府が危機的状況の場面にお
いて、確立された貿易方針を瞬く間に変えるような状況下では、リスクははるかに高
くなります。今日の貿易の仕組みによって生じうるコスト、リスク、不確実性は耐え
難いものとなっています。

テクノロジー革命の重要性
皮肉なことに、世界貿易における画期的な新時代に突入しようとしている時期である
にもかかわらず、私たちは貿易危機に直面しています。

各産業、各活動分野にわたり、高度なデータ分析、ブロックチェーン、人工知能などの
イノベーションが新しい機会を生み出し、従来からの業務を発展させる可能性をもた
らしています。これにより、経営陣は、現行の業務内容や業務プロセス、さらには組織
の存在意義について、深い考察をすることを求められています。

今後、貿易に係るテクノロジーは破壊的かつ革新的であることが要求されます。企業
がデータを信頼し行動できるようにするテクノロジーの影響度は、輸送用コンテナの
導入と同じくらい革新的である可能性があり、またそうである必要があります。

これは、単にコストや遅延をなくすためであったり、財務状況を改善したりすること
だけを目的とするものではありません。組織が自らの貿易データを信頼することが
できれば、そのデータを利用して業務を変革し、より幅広い価値を生み出すことがで
きます。

例えば、気候変動に関する義務をより効果的に果たし、人身売買などの問題と戦う上
でも建設的な役割を果たすことができるなど、すべての利害関係者のために持続的で
長期的な価値を生み出すことを可能とします。

どのように前進していくべきか?
将来的に見ると、信頼性のあるデータはますます重要になります。組織が価値を生み
出す方法は日々変化しています。企業がどの産業分野や事業セクターに所属してい

る場合であれ、成功できるか否かは、すべての関係者のために価値を生み出す共同エ
コシステムの中で活動する能力により決定されます。信頼できるデータは、単なる入
場料ではありません。こうしたエコシステムを結び付けて繁栄させる接着剤です。

では、何をすべきでしょうか?　今日直面している危機へより適切に対応しつつ、盤
石な経営基盤を築くために、あらゆる企業が今すぐに取ることのできる行動があり
ます。

1. 貿易における統合的な視点の構築

 通常、貿易課題は組織においてサイロ化される傾向があり、個人またはチームが戦
略的方向性を設定したり、全体的な責任を負ったりすることはほとんどありませ
ん。その結果、コストとリスクが増大することから、変革することが必要です。

 コンプライアンスやサプライチェーンから財務・税務まで、貿易に係るすべての業
務の主要な担当者に対し、信頼性が高く十分に洞察されたデータを提供することに
より、常に改正される規制や他の市場の動向がビジネスに与える影響について、包
括的な視点で確認することができるようになります。仮想貿易チームを作ること
は、サイロの垣根を取り払い、情報の共有を促進し、価値を創出または保護するた
めに利用されるデータに基づき、関係者が意思決定を行なうことを可能とします。

2. 首尾一貫した対応策の策定

 何が起こっているのかを包括的に、収集したデータにより概観することで、各企業
はその場しのぎの行動から脱却し、常に変化している世界的な規制環境に適応す
るためのより首尾一貫した対応策を始めとする、積極的な貿易戦略を形成し始め
ることができます。担当チームは、変化する条件・要件の潜在的な影響を特定し、
より迅速に対応できるようになっていきます。

 変化する世界の通商関税環境に対する積極的なアプローチは、戦略的調達、製造地
の変更、FTAの活用など関税プランニング戦略を実施することにより、貿易コンプ
ライアンスを維持しつつ、コスト削減の機会をもたらすことができます。
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3. 貿易ネットワーク効率化の推進

 統合された視点により、組織はサプライチェーンの
問題を予測し、原因を特定し、貿易ネットワーク全体
にわたり継続的に効率性を向上させることができま
す。つまり、規制へのコンプライアンスが危うくなる
ことなく、変化への迅速な対応、コストの削減、市場
までのスピードの加速、競争力の強化、より機動的な
ビジネスモデルの開発を行うことができます。

 可視性を高めることにより、サプライチェーンのパ
フォーマンスを評価し機会を特定することが可能と
なり、組織が貿易の流れを最適化できることを意味
します。例えば、コンプライアンス向上のための監
視強化による在庫レベル管理の改善、在庫レベルと
通関手続きの最適化による輸送コストの削減、より
良い顧客サービスの実現が含まれます。

4. 優れたデータの賢い利用方法

 優れたデータはより賢明な意思決定を行う上での手
助けとなるため、強固なデータ管理システムを構築
している組織において価値を見出すことができま
す。これらのシステムは機能的サイロの限界を超え
て拡張し、より幅広いデータ主導の貿易ネットワー
クへ、すべての関係者が参画できるものである必要
があります。

 このようなシステムにより、組織は必要なすべての
貿易データを収集、整理、統合することが可能とな
り、貿易を行う上で鍵となる、洞察を提供するデー

タ分析にアクセスができるようになります。そして、
これらの洞察を包括的で最新のビジネスインテリ
ジェンスに転換することにより、経営陣が情報に基
づき現在のビジネスの手法を改善する意思決定を行
い、将来の成功に向けた検証を行うことを可能とし
ます。これには、サプライチェーンの細部にわたり
関税節減の機会を特定するためにデータ分析を使用
すること、潜在的なコンプライアンスの問題点を特
定するために可視性を高めること、優良認定事業者
制度を使用してコンプライアンスに優れた企業であ
ることを立証することが含まれます。

5. 革新的テクノロジーに自信を持って取り組む

 貿易におけるより包括的な視点を持つことは、どの
革新的テクノロジーが組織の長期的な戦略目標を
達成するために有用であるかという点において、よ
り明確な見解を与えてくれます。競合他社をベンチ
マークし、どのテクノロジーが利用可能であり、レ
ガシーシステム（従来のシステム）への影響と統合
方法を理解することは、革新的テクノロジーの道筋
を作ることを可能とします。これにより、組織は、デ
ジタルトランスフォーメーションのためのより幅広
い計画に組み込まれ、競争上の優位性を促進するよ
うな技術革新へ投資することができます。

 貿易がより良く機能すれば、誰もが利益を得ること
ができます。今日の遅くて非効率的な貿易ネット
ワークから、信頼性の高いインテリジェンス技術に
基づいて構築され、データにより裏打ちされた将来

の共同エコシステムへの移行は、イノベーションへ
の機会となるものです。その未来を形作るために尽
力するリーダーは、世界貿易の新時代における地位
を確保することができるでしょう。

最後に
世界における現在の政治的、規制的環境により、世界貿
易は危機的状況に向かっています。同時に、データとテ
クノロジーが、現在行われている貿易の手法を根本的
に変える、画期的な時代に突入しています。かつては不
可能だったことが今や現実性をもつに至っています。
組織は、課題に適切に対応し、この貿易の新時代におけ
る地位を確保するため、グローバルな貿易計画の中核
に信頼を置く必要があります。 
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