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中国税関は直近2年間にわたり、自動車と電子業界をはじめ多くの業界を対象に全国でロイヤリティに対する輸入税金の追納調査を実施してき
た。従来は、製薬、化学工業、自動車部品業界などの外国投資企業が主な対象であったが、最近では、税関総署の指揮の下、関連企業を
含むグループの指定や、その他の政府機関の関与によってロイヤルティの送金額の規模により対象企業を選ぶなど、業界範囲は広くなる一方で、
対象企業と調査内容は絞られて実施されるようになっている。また、税関規定の中に、新しく定められた「自主的な開示」という管理手段の使用
など、調査プロセス及び調査結果の審査に対する新しい管理方法も全国的に導入されている。 
 
多くの日系企業はロイヤリティを親会社に支払っており、ロイヤルティの問題は非常に重要視されている。企業が追加納税をすることになった場合、
過去三年間という調査対象期間、及び将来年度も同じ扱いになるため、長期間にわたり、処理結果がグループ企業に影響を与えていくことが考
えられる。ロイヤルティを課税価格に加算すべきであると税関から判断された場合、企業グループの中国事業は経営上マイナスの影響を受けかね
ない。 
 

関連税関規定の内容 
 
中国税関が公表した現行の税関法令のうち、税関総署第213号令「中華人民共和国税関輸出入貨物課税価格査定弁法」（以下、「課税
価格査定弁法」）だけが唯一、ロイヤリティに関する条文を定めている。 
 
条文の判断要素をまとめると以下の内容になる。 
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条文の詳細について、 
 
課税価格査定弁法第十一条：取引価格を基にして輸入貨物の課税価格を査定する際、当該貨物の実際に支払った、又は支払うべき価格
に含まれていない下記の費用、または価値は課税価格に計上しなければならない。 

 
(三)買手が売手にまたは関係者に、直接または間接的に支払うべきロイヤルティ。但し、下記の一つにでも該当する場合、除外とする。 

1. ロイヤルティは当該貨物と関係がない。 
2. ロイヤルティの支払いが、当該貨物の中華人民共和国国内へ輸入販売する条件になっていない。 

 

上記１のロイヤルティは当該貨物と関係があるかないかについて、第十三条において、より明確にされている（注意：ここでは、技術使用料とブラン
ド使用料のみを記載）。 

 

第十三条 下記の条件の一つにでも該当するロイヤルティは、輸入貨物と関係があると見なされる。 

（１） ロイヤルティは特許権またはノウハウ使用権の支払いに用いられ、且つ輸入貨物が下記の状況の一つにでも該当するものである
場合 

1) 特許またはノウハウを含む場合 
2) 特許またはノウハウを用いて製造される場合 
3) 特許またはノウハウの価値を実現するために、特別に設計または製造される場合 

（２） ロイヤルティはブランド（商標）使用権の支払いに用いられ、且つ輸入貨物が下記の状況の一つにでも該当するものである場
合 

1) 商標が表示されている場合 
2) 輸入し、商標を貼り付けた後、直接販売できる場合 
3) 輸入する際、商標の価値が既に輸入品に反映され、簡単な加工を行い、商標を貼り付けた後、直接販売できる場

合 
 

上記 2のロイヤルティの支払いが、当該貨物の中国へ輸入販売する条件になっているかどうかについて、第十四条で理論上の判断条件が定められ
ている。 

 

下記状況のいずれかに該
当する場合、課税不要 

価格完備性 関連性 販売条件 

技術、ブランドなどの価
値が既に輸入貨物の価
額に含まれている。 

ロイヤルティは輸入貨物と関
係ない。 

ロイヤルティの支払いは貨物
の中国国内における販売条
件に該当しない。 
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第十四条 買手がロイヤルティを支払わないと輸入貨物を購入することができない、または当該貨物が契約で定められた条件で取引がで
きない場合、ロイヤルティの支払いは、輸入貨物の中華人民共和国国内へ販売する条件となる。 

 

過去において、税関総署が公開した価格査定弁法の主旨、法律根拠、詳細解釈をまとめた《審価弁法及び解釈》によると、前項の第十三条の
（１）について、以下のように説明している。 

 

特許またはノウハウを含む場合 

特許またはノウハウを含むものは、輸入貨物にも特許またはノウハウを含んでいる。例えば、外観に特許を有する貨物、ある専用性能を
有する貨物などは輸入貨物にも特許またはノウハウを含んでいると認定すべきである。 

 

特許またはノウハウを使って製造される場合 

特許またはノウハウを使って製造されるものは、輸入貨物自身は特許製品ではないが、特許またはノウハウを使って製造されたものとな
る。 

 

特許またはノウハウの価値を実現するために、特別に設計、または製造される場合 

特許またはノウハウの価値を実現するために特別に設計または製造したものは、輸入機械、設備（生産性貨物）などがあり、特許また
はノウハウの価値を実現するための生産に使われるものである。本条項にて強調された内容として、輸入機械、設備などの生産性貨物
は専門的に設計または製造されたものである。輸入機械、設備などの生産性貨物が汎用設備であれば、それらの輸入貨物はロイヤリ
ティと関係がないと認定できる。しかし、輸入機械、設備の一式の各構成部分は汎用設備であるが、各部分を組み合わせたものは特
許またはノウハウに関係している。または、機械、設備の一式が特許またはノウハウの標準に合致する証拠がある場合、当該輸入貨物
はロイヤリティと関係があると認定されるべきである。 

 

企業が直面する難題 
 

実務上、企業と税関、さらに異なる税関が査定に使用する判断基準の解釈は異なり、過大解釈されているケースも多く見られる。 

 

まず、ロイヤリティが輸入貨物に関わっているか否かは、税関と企業（特に生産型企業）の間で見解が異なっていることが良くある。とりわけ、技術支
援に関するロイヤリティと製造用の輸入材料との関連関係についての見解の違いは顕著である。例えば、輸入事業者がサプライヤーに商品を発注す
る場合、実務上、部品の規格や品質基準書を送付するが、サプライヤーに技術特許やノウハウを供与したと見なされ、ロイヤリティの支払いは輸入
部品と関連関係があると認定され、更正されることがある。また、ロイヤリティの支払いが販売条件であるかどうかについて、中国税関は実務上ほとん
ど考慮していないようである。 

 

上記の事項を含めて、税関調査の際、企業との見解の違いが目立つ。納税者である企業は、税関の要求に対して抗弁できる環境にいるとは言え
ないため、調査に対応する難題が沢山ある。 

 

例えば、 

見解の違いによる難題 

 ロイヤリティ契約書には、明確に中国での生産技術の提供と記載しているが、提供する図面などに輸入貨物が含まれた場合、関係
があると認定されるべきか。 
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 サプライヤーに商品を発注する場合、部品の規格や品質基準書を送付するだけで、サプライヤーに技術特許やノウハウを供与したと
見なされるべきか。 

 海外の本社が、知的財産を保護するために、中国で特許登録をしたものがある。その中に、輸入品も対象になっているだけで、追徴
の根拠の一つにする判断は、合法性と合理性があるかどうか。 

 輸入設備が専用設備であるだけで、特許またはノウハウの価値を実現するために特別に設計または製造されたと判断できるかどう
か。 

 輸入原材料は汎用であり、ブランドも付与されていない。しかし、包装に本社の商標がプリントされているため、ブランド使用料と関連
するという不利な証拠にされるのは合理的かどうか。 

 ロイヤリティ契約は輸入品に触れておらず、ロイヤリティの支払額と輸入品の輸入高とも比例関係ではないが、ロイヤリティの支払いが
販売条件になっていないという主張は無視される。当該判断標準に対する分析は、中国税関は実務上ほとんど考慮しない。 
 

担当税関の実務経験レベルによる難題 

 調査において、企業との交渉が難航になった場合、税関の中には、行政管理の立場を利用して、通関業務に圧力を掛けて、企業
の妥協を要求することも見られる。 

 調査対象取引が、関連者取引である場合、移転価格の議論も関わってくる。しかし、税関担当者のレベルによって、議論が複雑に
なり、実現可能性が低い資料の要求や、プライシングポリシーの提示など、要求が煩雑になり、正規な移転価格理論を使用して説
明することは難しい。 

 課税価格査定弁法第十一条の（四）に、売手が直接、または間接的に買手から、当該貨物の輸入後の販売、処分、または使
用で得られた収益を取得した場合、当該収益も申告価格に加算されるべきと言う定めがある。実際、一部の税関が調査の際に、
輸入貨物だけに焦点を当てず、ロイヤリティの内容とプライシングポリシーに関心を持ち、支払いに対して合理性がない場合、転売収
益などとして追加徴税を主張することも増えている 
 

法律規定などの欠陥による難題 

 企業は調査の結論に納得しない場合、上級税関に行政異議申し立てというプロセスを踏まないと、法廷での訴訟を起こせない。但
し、殆どの場合、担当税関の直接上級税関も案件にある程度関っており、結論が変わることはなく、効果は期待できない。 

 行政規定には、調査開始から、結論が出るまでの、税関に対する期限の強制規定がないため、殆どの案件は長期化され、企業及
び担当者にとって重い対応負担となる。 

 追加納税が決められた場合、追加課税額の算出方法に関する規定は存在せず、規範化されていない。そのため、税額に対する影
響によって、双方が交渉して決め、計算式の合理性は追求できない場合がある。 

 税関から見ると、輸入品及びロイヤリティ契約に関するビジネス上の背景と海外企業の事情などの事実は、企業からの一方的な説
明にすぎず、信憑性の判断は難しい。企業としては、税関対応を想定しながらビジネスを行い、各種準備をしてきたこともないため、
疑問を提示されてもどのように説明、証明すれば良いか分からない。 

 中国の税関と税務局は、共にロイヤリティ、関連取引に対して関心がある。しかし、各自の考えと要求は異なり、政府機構間の意思
疎通の体制は構築されていないため、企業がコンプライアンスを改善することには限界がある。 

 

2017年の調査は、税関総署がロイヤルティに関する自主的な開示による調査行動という形で全国で大規模に展開し、ロイヤルティと関係があるほ
ぼ全ての自動車業輸出入企業などを対象とし、自主申告と税関再調査を結合する方式を取った。各地の税関が説明会を開催し、「査察通知
書」若しくは「価格質疑通知書」を企業に交付する手段も含めて、各地で調査を展開し、企業に大きな圧力を与えている。また、一部の税関が査
察を展開するにあたり、第三者仲介機構に作業を委託している（一部は企業が依頼することを要求）。 

 

ロイヤルティを主要な対象とする調査ではあるが、多くの税関は企業にロイヤルティを含む非貿易（サービス）送金に対する自主的開示を要求して
いる。また、一部の税関は企業に一般貿易、加工貿易保税業務、及び減免税輸入設備に対する全般的な自主開示を要求している。 
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税関の規定によると、自主的開示の定義は、輸出入貨物がリリースされた後、輸出入貨物の受取人、発送人や委託を受ける通関業者は行政法
規、規則と規範性文書の要求に基づき、自主的に又は仲介機構に委託し、関連する輸出入行為のコンプライアンス全体をレビューし、違反疑い、
納付漏れ或いは他の事情を発見する場合、自主的に書面で税関に報告することを言う。 

 

しかし、一部の地域では、企業が問題を検出していない場合でも、税関は自主的開示報告書という形で提出を要求する。また、問題の検出はない
という内容の報告書は拒否され、直接輸入貨物を専用と汎用によって分けた上、追加納税のプロセスに進むことを強要する税関もある。 

 

また、税関総署は昨年、「中華人民共和国税関輸出入商品通関単の記入規範」の改訂に関する税関総署2016年第20号公告を公布し
た。「ロイヤルティの支払の確認」項目を増やし、ロイヤルティを税関の日常管理項目に加えた。今年、税関総署が 2017年第 13号公告を公布
し、記入要求をさらに改定し、ロイヤルティなどの項目の申告規範を明確にした。このため、企業は、調査を受けた段階、または毎年の追加申告の
対応だけが求められるのではなく、輸入申告時の正確な判断と記載する義務も要求されるようになった。 

 

WCOのアドバイザリー・オピニオン 4.17の影響 
世界税関機構（WCO）・関税評価技術委員会（TCCV）は、2017年 5月 8日から 12日までベルギー・ブリュッセルで第 44 回目の会議を
開催し、商標権およびライセンスに関するロイヤリティの新たな取扱事例を検討した。世界税関機構（WCO）の審議会の承認を経て、アドバイザリ
ー・オピニオン 4.17 として発行し、WCO関税評価ガイダンスに解釈として追加された。 

 

1. 事例紹介 

輸入国に所在する甲社（輸入者、購買者、ライセンシー）と輸出国に所在する乙社（輸出者、販売者、ライセンサー）がライセンス契約（以
下、「契約」）を締結した。同契約は、甲社が、ライセンサーのブランドやシステムを利用して、店舗運営を許諾した契約書である。詳細は下記のと
おりである。 

 

 契約上のブランドとは、店舗運営に使用される登録商標、サービスマーク、トレードマークであり、システムは商業システム及び店舗運営に使
用する業務システムである。 
 甲社は、契約に従い製造された商品を店頭で販売する。商品の製造に使用する特定の輸入原料は、乙社の品質基準を維持するため乙
社または乙社が許可した第三者サプライヤーから輸入しなければならない。ただし、当該輸入原料は特許技術を含まず、他の知的財産権の保
護対象とならない。 
 甲社は、契約に従い乙社のブランドやシステムを使用して、甲社の各店舗の総売上高の一定割合に応じてロイヤリティを乙社に支払ってい
る。 

 

2. 関税評価技術委員会（TCCV）の結論 

 

上述の輸入原料は、乙社または乙社が許諾した第三者サプライヤーから輸入すると定められている。しかし、乙社の品質基準を満たすため、輸入材
料自体は乙社の商標を付与したものでもなく、特許対象商品でもない。また、乙社の技術ノウハウで製造されたものでもない。そのため、甲社が支
払うロイヤリティは輸入貨物（輸入原料）と関連関係はない。 

 

契約上のロイヤリティとは、甲社が製造・販売するために使用する乙社が供与したブランドやシステムの支払い対価である。甲社が当該ロイヤリテ
ィを支払わない場合、その生産・販売において乙社のブランドやシステムを使用することができない。しかし、契約上では同一条件で当該輸入貨
物（輸入材料）を購入することは可能である。このため、甲社の支払うロイヤリティは、輸入貨物（輸入材料）の販売のための取引条件とは
ならない。 
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TCCV は当該事例が「関税及び貿易に関する一般協定（GATT）」で明記されている課税価格の加算要素となるロイヤリティ条項には該当

しないと結論付けている。したがって、甲社が支払うロイヤリティは、輸入貨物の課税価格には加算されるべきではないと判断した。 

 

中国はWTO加盟国として、ロイヤリティを輸入貨物の課税価格に加算すべきかを判定する現行法令について、「WTO関税評価協定」（1994 
年・関税及び貿易に関する一般協定第７条）を基にして制定している。世界税関機構（WCO）のアドバイザリー・オピニオンは、中国税関の実
務ガイドラインではない。しかし、新たに追加された具体的な取扱事例は、ロイヤリティの問題に対する税関と企業の見解の相違を解決するために有
益となるであろう。 

 

KPMGの所見 
 

「課税価格査定弁法」および「WTO関税評価協定」は、ロイヤリティが輸入貨物と関わっており、かつ、輸入貨物の取引条件として支払う場合、課
税価格の加算対象になると同じ主旨を記載している。 

 

しかし、実際の中国での運用、解釈、行政管理の特殊性によって、前記の見解の相違や、税関が真相を判明する際の困難と、納税者が立証責
任を押しけられた場合の対応難題に関する実務の指針や、規範化されたルールが欠けているため、今後もロイヤリティ調査に関する企業の懸念は
残るであろう。 

 

世界税関機構（WCO）が公表したアドバイザリー・オピニオン 4.17は、中国税関の法執行の法的根拠ではない。しかし、理論的根拠として税関
と企業の類似した事案の取り扱いに有用な情報を供するものである。 

 

また、2017年10月 24日、中国税関が提供した移転価格事例をWCOの関税評価技術委員会の第 45回の会議にて、多国籍企業の移
転価格に対する審査の取り扱い事例と解釈として採用された。そのため、今後もWCOのガイドラインに沿って、規定と実務の合理性と実施可能性
を高め、規範化、国際的に共通した管理と判断が期待される。 

 

その実現には時間を要すると考えられ、現時点でのトラブルの事前予防と問題発生時の対応を以下のように提案する。 

 グループ企業間で使用するロイヤリティ契約をレビューし、正文、または添付に税関規定に反すると誤解されやすい表現、輸入貨物に関する
記載があるかどうかを確認する。 
 ロイヤリティ契約を基に、現地に提供する技術の内容、現地法人としての必要性、提供記録などを整理し、できればロイヤリティ料率を決め
る際の移転価格に関する合理性分析資料も準備する。 
 グループで中国において登録済みの特許、専用ノウハウをリストし、それらとロイヤリティ契約の対象技術、輸入貨物に関係する特許とノウハ
ウとの関係を整理する。 
 中国現地法人に販売する貨物の価格構成を分析し、プライシングポリシーを明確にすることによって、輸入申告価格の公正・妥当性を証
明する。 
 中国現地法人に販売する原材料、部品、設備、金型など、種類を分けて、専用、または汎用の区別分析、市場価格があるかどうか、また
は第三者販売価格があるかどうかを確認する。 
 税関の要求を満たすのみではなく、積極的に自社の状況を点検して、税関規定、実務に照り合わせて、リスクが高い事実と、有利な証拠と
して使える素材を事前に把握、整理し、指摘事項に対する回答を準備した上、必要な改善、対応を事前に検討する。 
 中国現地法人が準備する移転価格資料は、場合によって、税関に提出する必要があるため、作成する際、税関及び税務当局の両機関
の要求に配慮し、できれば両機関共に受け入れられる取引価格を確定しておく必要がある。 
 調査を受けた際、個別質問、要求に対応するだけでなく、会社の事実とポジションを整理し、将来の交渉を見込んだ上のリスク試算と対応
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戦略を構築する。 
 

KPMGが提案する税関コンプライアンス対応の仕組みは、現地法人が受動的に税関の要求に合わせて資料を作成する、調査で交渉を行う方法
だけではなく、可能な場合、本社、中国の統括会社、現地法人、及び必要に応じて専門機構の助けも借りながら、事前、事中、事後の共通作業
によって、問題の事前防止、リスクの最小化、影響が拡大されないための事後対応が必要になる。 

 

例えば、 

 

 日本本社  
税関ロイヤルティ調査に対する統一の対応方針を決定し、中国現地企業の資料収集と作成をサポートし、有力な証拠資料を提供する。 

 中国における地域統括企業 
中国における各現地企業の状況を把握し、統一の方針を持ちながら、企業間の情報交換や対応方針を調和する。 

 中国現地法人 
グループ全体の方針に基づき、関連資料の収集と作成、所管地税関と直接意見交換を行う。 

 KPMGなどの外部専門機構 
グループ全体の状況を把握する。関連資料をレビューし、全般的な税関への対応策の作成に協力した上、各現地企業と税関との交渉をサポー
トする。 

 

中国の税関が通関一体化改革を実施したことにより、現在の業務重心は通関プロセスから、貨物がリリースされた後の、企業全体に対する管理に
移ってきた。その際、ビッグデータの利用、企業の自主開示制度の導入、外部仲介機構の起用、さらに各税関管理上の重要事項に対する全国的
な統括管理なども要求されている。 

 

多国籍企業は、海外の本社も含めて、グローバル全体での税関リスクを有効に管理し、その変化を敏感に読み取り、事前準備とビジネスの調整を
含む全体的な管理が必要である。KPMGは、今後も適時に情報を発信し、有効な事前対応の構築、調査を受けた際の対応サポートなどを行って
いく。 
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