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中国税関総署は、企業の貿易安全性を高め、商取引環境を改善するべく、2017年12月 26日付けで「中華人民共和国税関事前裁定管

理暫定弁法（税関総署令第 236号、以下「管理弁法」）」を公布した。また、管理弁法の公布により、世界貿易機関（WTO）での承諾を

果たすことも狙っている。管理弁法は 2018 年 2 月 1 日から施行されている。 

 

「管理弁法」の概要 

事前裁定制度の申請資格 

事前裁定の申請者とは税関登録を行った輸出入事業者である。事前裁定は輸出入の実務に関する税関事務の範囲内に限られている。  

事前裁定制度の税関事務 

事前裁定の範囲は以下に示す通りである。 

 商品分類 

 原産地又は原産資格 

 輸入貨物の課税価格に関連する要素、評価方法 

 税関総署が規定するその他の税関事務 

申請時期と税関の受理 

当該申請者は貨物の輸出入予定日の 3か月前までに登録地の直属税関に事前裁定を申請する必要がある。ただし、特別な状況かつ正当な事

由を有する輸出入業者は、貨物を輸出入する前の 3か月以内に事前裁定を申請することができる。 

「事前裁定決定書」 

税関は、申請者から「事前裁定申請書」を受理した後、10日以内に受理の可否を行う。受理の決定後、受理日から 60 日以内に「事前裁定決

定書」を交付し、営業機密がある場合を除き、同決定書を公示する。 
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税務会計：税関総署が「中華人民共和国税関事前裁定管理暫定弁
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事前裁定の有効期限は 3年間である。ただし、事前裁定決定書の根拠法、行政法規、税関規定、税関総署公告の改定などによって効力に影

響を及ぼす場合、同決定書は自動的に失効する。なお、同書の交付前の輸出入貨物には遡及して適用されない。 

申請者が同決定書の内容に不服がある場合、税関総署に再審査を請求できる。再審査の結果にも不服がある場合、法に従い人民法院（裁判

所に相当）に行政訴訟を提起できる。 

KPMGの所見 

企業と税関双方が、価格、商品分類、原産地などの問題点で異なる見解を持つことは良く見受けられる。この見解の不一致が企業の輸出入の通

関手続上、効率化の向上の阻害要因となっている。また、それが原因となり、企業は通関した後にも、税関査察、税金追徴、延滞責任が問われ、

さらには行政処罰となるケースもある。実務経験上、企業は税関に事前に口頭で問い合わせを行って税関事務リスクを可能な限り低減させていると

理解している。しかし、口頭による事前の問い合わせには法的効力を有する文書がなく、かつ、同一問題に対して各税関職員の考え方も異なること

が多い。そのため、企業にとって税関の輸出入に関する判断を予測するのは極めて難しいと言える。 

2015 年 7 月、税関総署は上海自由貿易試験区に商品分類行政裁定制度パイロットプログラムを導入した。しかし、申請企業に対する登録地

及び商品品目などの要求が細かいため、商品分類行政裁定件数は現時点でも限定的であり、輸出入企業のすべてのニーズを満たしているとは言え

ない。                                     

今後、税関は、輸出入貨物に対する事前裁定制度に基づき、貨物が実質的に輸出入される前に、輸出入段階で商品分類、原産地、課税価格

に関連する要素及び関税評価方法などの税関事務の審査・手続を完了することが可能となる。これにより、税関及び企業双方も申告時若しくは申

告後に予見される争議を減らすことが可能となり、通関手続も効率化を図れるだろう。事前裁定制度はすべての直属税関が事前裁定を行う権利を

有するため、税関総署から授権された分類センターが分類行政裁定を行わなければならない制度と比較した場合、税関はより多くの人員を事前裁

定業務に配属でき、企業の事前裁定申請が受理される可能性が高まると考えられる。 

「管理弁法」によって確立された事前裁定制度は、税関が企業信用管理制度、新税関稽査制度及び全国税関通関一体化改革に続いて打ち出

した新たな重要措置である。また、同制度は中国税関がWTOの「貿易円滑化協定」を履行することを意味しており、中国の現在の成文法を主と

する法律体系から見ると革新的であると言えるだろう。 

今回、公布された法律は管理暫定弁法である。そのため、税関は、今後、企業の実務面で下記の事項に対して詳細に規定していくと考えられる。 

1.  受理部門 

「管理弁法」は事前裁定の申請について、申請者所在地の直属税関が受理すると規定しているが、受理する部門は明確に定められていな

い。このため、事前裁定が適用される商品分類、原産地及び輸入貨物の課税価格に関連する要素、関税評価方法などの税関事務につ

いては、直属の税関内の各部門（関税、価格、分類、原産地など）の業務範囲に及ぶため、受理部門を確定する必要がある。 

2.  申請書類 

「管理弁法」は、申請者が、事前裁定の申請に必要な各種書類を詳細に規定していないため、税関ごとに必要書類の要求事項が異なる

だろう。このため、申請書類を準備しておくために、税関の事前裁定手続の公開性と統一性の観点から申請に必要な各種書類、関連する

輸出入貨物証憑、その他の書類などを明確にしておかなければならない。 

3.  申請受理 

「管理弁法」によると、税関は、申請者から「事前裁定申請書」を受理した後、10日以内に受理の可否を決定しなければならない。また、

「管理弁法」は申請を受理しない3つのケースを列挙しているが、それ以外の場合でも税関が拒否できるかどうかは明確にしていない。 
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4.  特殊状況 

「管理弁法」によると、「特別な状況がある場合」とは、輸出入事業者に「正当な事由」がある場合を指し、その場合、貨物を輸出入する前

の３か月以内に事前裁定申請書を提出できる。しかし、どのような状況が特殊な状況に該当するのかは明確にされていない。 

5.  事前裁定制度と類似制度の関係 

事前裁定制度は「管理弁法」のほか、同法の公布前に実施されている輸出入貨物税関事務の事前審査制度がある。既存の制度は税関

事前分類制度、税関価格事前審査制度、原産地事前確定制度である。今後、「管理弁法」の施行に伴って、既存の制度と事前裁定制

度の関係ならびに「事前裁定決定書」の効力についても一層明確にすべきであろう。 

今後、申請企業は「管理弁法」の下記の内容についても注意が必要である。 

1. 申請資格 

企業が通関業者に代行委託する場合、申請者として税関に事前裁定を申請できるが、通関業者は申請資格者には該当しない。 

2. 輸出入貨物の予測可能性 

申請者が事前裁定を申請する場合、税関は、貨物が 3か月後に輸出入される予定であることを立証できる輸出入契約書若しくは意向

書の写し、船舶名、航海番号などの書類ならびに必要情報を要求する可能性がある。 

3. 輸入貨物の課税価格に関連する要素、評価方法の事前裁定 

当該事前裁定は、課税価格に対する事前裁定でなく、適用対象である関連要素及び評価方法に対する事前裁定である。このため、

企業は、ロイヤリティが輸入貨物の課税価格に算入できるか、取引当事者双方の特殊関係が成約価格に影響するかについて税関に事

前裁定を申請できる。ただし、具体的な課税価格は事前裁定の対象外である。 

 

企業は、輸出入対象貨物の分類、原産地、課税価格に関連する要素及び関税評価方法などの税関事務に関する評価を行い、かつ、評価を基に

した事前裁定を申請することで税関事務リスクを低減させることができる。例えば、企業が高額な関連取引金額若しくはロイヤリティを支払った場合、

課税価格に関連する要素ならびに評価方法について、事前裁定の申請を検討することが可能となる。また、輸入商品が最新、かつ分類も不明確な

場合、分類の事前裁定を申請することも可能である。 

 

（MUFG BK 中国月報 2018年 5月号に掲載） 
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