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Ⅰ. 背景 

税関は、政府 33部門と共同して締結した「税関信用喪失企業に対する共同懲戒実施に関する覚書」（以下「覚書」）を 2017 年 3 月 
29 日付けで正式に公布した。同覚書は、税関が 2016年 10月に公布した「税関高級認証企業に対する共同奨励実施に関する覚書」に続
く新たな措置である。同覚書は、各行政管理部門が税関認定の企業信用状況を基にして、異なる信用企業に対して、規範化された異なる措
置を共同実施する文書であり、各行政管理部門の信用管理業務の根拠となる。また、共同懲戒及び共同奨励は、「信用遵守を奨励、信用
失墜行為を処罰」の概念に基づき、社会信用システムの構築を一層推進しているととともに、信用管理を中心とする新しい税関監督管理システ
ムの構築に向けて重要な一歩を踏み出したことを示している。 

Ⅱ. 共同懲戒 

1. 共同懲戒対象 

共同懲戒対象は、信用喪失企業及び企業の法定代表者（責任者）、董事、監事、高級管理職である。 

2. 実施方法 

税関総署は、全国信用情報共有プラットフォームを通じて、共同懲戒制度の各実施部門（最高人民法院、財政部、商務部、公安部、発展
改革委員会を含む 33部門）に信用喪失企業の情報を提供し、また随時更新する情報を共有する。各政府部門は、提供された情報を基に
して単独若しくは複数の懲戒措置を実施する。 
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3. 共同懲戒措置 

税関による懲戒措置 各部門間の共同懲戒措置の概要 

1. 輸出入貨物の通関に厳しい検査率（抜取

検査又は実物審査）を適用する。 

2. 輸出入貨物の通関に必要な書類に対し、

より厳格な審査を実施する。 

3. 加工貿易企業に対する監督・管理を厳格

化する。 

4. 税関総署によるその他の管理原則及び措

置を実行する。 

1. 検査検疫信用管理レベルが A級以上の取り扱いとして適用されない。 

2. 外貨管理局の A類企業の取り扱いとして適用されない。 

3. 関税又は罰課金を滞納している信用喪失企業の法定代表者（責任者）が

適時に完納、又は担保供出なしに出国することはできない。強制執行の申請が提

出された後に当該法定代表者（責任者）が依然義務を履行しない場合、生活

又は消費行動及び不動産購買が制限される。 

4. 一定期間に密輸罪に問われ、税関の信用喪失企業ブラックリストに記載されて

いる場合、当該高級管理職は別企業の類似する高級管理職に就任することが制

限される。 

5. 企業の社債発行を厳格に審査する。 

6. 一定期間の政府調達及び工事入札への参加が制限される。 

7. 国有企業の資産、国有財産など国有財産権取引への参加が制限される 

8. 信用喪失の情報を関連商品の輸出入割当額の配賦制限を決める際の根拠

とされる。 

9. 企業買収における監督・管理においてより注目される。 

10. 信用喪失状況を株式発行の重要参考根拠にする。 

11. 一定期間の信用喪失企業の関連科学技術プロジェクトの審査が一時停止さ

れる。 

12. 国内上場企業のストックオプションの実施又はストックオプションの対象になるこ

とを制限する。 

13. 信用喪失状況を企業の融資又は与信申請の重要参考根拠にする。 

14. 政府補助金と社会保障補助金を申請する場合に厳密に審査して補助金減

額若しくは企業の申請を拒否する。 

15. 医薬品、食品安全、危険化学品の製造、管理、保管又は鉱山発掘に従事

している場合は厳密に審査若しくは関連する制限を設ける。 
 
4. 不定期管理 

税関総署は、全国信用情報共有プラットフォームの信用喪失共同懲戒システムに対し税関の信用喪失企業情報を適時開示する。各政府部
門は、各職務権限に基づき、法律または関連規定に則り懲戒の実施又は解除を実施する。 

Ⅲ. 共同奨励措置 

1. 共同奨励対象 

共同奨励対象は税関高級認証企業である。 

2. 実施方法・不定期管理 

共同奨励の実施方法と不定期管理は、上述の共同懲戒モデルとほぼ一致している。共同奨励措置は、税関、発展改革委員会、検査検疫
局、税務局、環境保護局を含む政府 40部門及び 49項目の措置である。 
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3. 共同奨励措置 

   税関による通関の奨励措置   各部門間の共同奨励措置の概要 

1. 輸出入貨物分類の確認、税関査定課税、原産地申告

又は他の税関手続に先立って通関検査手続を行う。 

2. 輸出入貨物の通関の検査率を軽減する。 

3. 輸出入貨物の通関に必要な書類審査を簡素化する。 

4. 輸出入貨物の通関手続を優先的に実施する。 

5. 税関が企業のためにコーディネーターを設置する。 

6. 加工貿易企業の加工貿易銀行保証金台帳制度を適用

しない。 

7. 一括課税管理措置を適用する。 

8. 国際協定に基づき原産地証明の自己申告措置を適用す

る。 

9. AEO 相互承認の締結相手国又は地域の税関の通関利

便化措置を適用する。 

10. 税関の適用可能な他の利便化管理措置を実施する。 

 

 

1. 行政審査のグリーンチャネルを構築し、実際の状況に応じ
て利便化サービスを実施する。 

2. 加工貿易企業生産能力証明書を処理する場合に優先

処理の利便化策を適用し、証明書の発行時間を短縮する。 

3. 銀行など金融機関の融資・貸付金の与信限度額の重要

な判断資料とする。 

4. 財政補助プロジェクト取決めを実施する場合に同一条件

の基で税関高級認証企業を優先に考慮する。 

5. 納税信用A級納税者の増値税発票の認証取り扱いを適

用する。 

6.税務機関が通関手続の優先実施制度を実施し又は税務

事項の取扱の協調員を設ける。 

7.関連要件に合致する税関高級認証企業に対し輸出税金

還付及び輸出免税の企業分類管理類別を第一分類として

取り扱う。 

8.市場監督管理の抜取検査率を軽減する。 

9. 簡便な検査検疫通関検査率を適用する。 

  

Ⅳ. AEO 制度 

AEO (Authorized Economic Operator) とは認定事業者の略称である。AEO制度は、世界税関機構（以下「WCO」）が税関及びビ
ジネス事業者同士で連携関係を築いて国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図るために導入した制度である。WCO の AEO制度の
普及推進に伴い、各加盟国の税関は自国の AEO制度の構築、また世界各国間の AEO相互承認に積極的に取り組んでいる。WCO加盟
国の税関が AEO相互承認協定を締結した後、締結相手国の税関から提供された通関利便化措置を適用する。 

中国税関は、国際基準を導入するため AEO制度を持続的に改善しており、2014 年 12 月 1 日に新「税関企業信用管理暫定弁法」を公
布・施行し、税関信用管理制度をさらに整備した。 

企業は、税関の信用管理等級に基づき高級認証企業、一般認証企業、一般信用企業及び信用喪失企業の 4種に分類される。このうち、
認証企業は中国における AEO である。AEO認定基準と手続は明確に区分され、高級認証企業の認定基準は 5種 18条 32項目に関連
し、一般認証企業は 5種 18条 29項目に関連している。また、AEO制度は等級のランク付けを定期的に見直して認証企業を計画的に再認
証している。高級認証企業の AEO認定は 3年に 1回実施されている。多くの高級認証企業が今年から再認証を必要とする。 

中国税関は、相手国又は地区の税関において AEO相互承認を積極的に推進しており、AEO相互承認の相手国と通関利便化措置を行って
いる。税関総署の情報によると、中国税関は現在、既にシンガポール、EU、スイスなど 33 か国の税関又は地域で AEO相互承認協定を締結
した。 

Ⅴ. 考えられる影響 

• 税関が共同懲戒と共同奨励を実施することは、税関信用システム構築が成熟しつつあることの表れであり、税関が社会信用システム構築
の新たな段階に踏み入れた証しである。 

• 行政管理部門間の連携が緊密になる。同措置のもとで多くの政府部門が連携し、各レベルの行政管理がカバーされるため、効率的な連
携を網羅した信用管理ネットワークが形成される。 
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• 対応措置が実行可能で効果的である。対応措置は法律の執行状況に基づき、企業の特徴を参考にして法律の執行管理、市場参入、
業界標準、社会倫理などから制定されるため、多くの重要なエリアをカバーし、懲戒と奨励の内容が一段と実務的に実現可能である。 

• 懲戒対象範囲を拡大する。懲戒対象は信用喪失企業自身に加え、企業の法定代表者（責任者）、董事、監査役、役員まで範囲を
広げている。各関係者を処罰･奨励の対象にすることで多くの企業を自覚させ、信用喪失企業の処罰逃れを完全に防止し、企業が信用
失墜行為にかける代価の増加で信用失墜行為を根本的に封じている。 

• 共同措置の実施と認証コストを分析。実務経験上、対応措置が実行可能であるか或いは徹底的に実施されるのかについて輸出入企業
は注目している。上記のとおり、今回の対応措置はより具体的なものであり、実行可能性も高くかつスムーズに実施できるようシステムも整
備されている。企業が考える心配事は解消されると考えられる。また、高額な認証コストも企業の積極性を影響するが、本来認証の目的
は企業全体の管理システムを再構築するものだけではなく、税関基準に達するために既存の管理状況を評価し、改善し、既存の制度を基
に統合化、最適化することである。したがって、認証コストはかかるものの、企業全体の管理水準が高まり、企業に付加価値をもたらすもの
であるといえる。 

 
 
 
（BTMU 中国月報 2017年 7月号に掲載） 
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