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はじめに 

 
 ASEAN は ASEAN 経済共同体（AEC）に向けた取り組みを開始しており、中国、イン
ド、日本などの域外パートナー国との FTA にも積極的である。2 国間レベルでも、シンガ
ポール、タイなどを中心に FTA を巡る動きが急展開している。このような FTA による経
済統合の動きは、関税引き下げ・撤廃の部分に焦点が当たりがちである。しかし、非関税

障壁の撤廃など国境措置の円滑化が同時に実現しなければ、その効果は充分に発揮されな

いであろう。 
 こうした中で、通関手続きに関わる問題はアジア各国の進出日系企業が抱える問題点と

して、最も指摘の多い問題の 1 つである。国により深刻さの度合いは違うものの、手続き
の煩雑さや遅滞のほか、関税の評価及び分類を巡るトラブルにより、予定していた生産計

画に深刻な影響が出るケースもみられる。関税評価、分類は国際的なルールが定められて

いるものの、運用レベルでは必ずしも徹底されているとはいえない。 
そこで、本調査では、各国の関税・通関制度の現状、制度運用における問題点を税関関

係者、通関業者、個別日系企業などに対するインタビュー調査などをもとに明らかにする。

その上で、調査結果の横断的な比較を行い、解決すべき課題を提示することで、各国政府

関係者や企業関係者の参考に資するものとする。なお、一般的に輸出手続きは問題が少な

いことから、本調査は対象を輸入手続きに絞っている。調査対象国は ASEAN 主要 5 ヵ国
（タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム）を中心として実施した。 
 
 

２００５年３月 
 

日本貿易振興機構 
海外調査部 

               （執筆担当：ジェトロ･バンコクセンター 若松 勇    

／ジェトロ・シンガポール 岩上 勝一） 
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要約 

第 1章 タイの関税・通関制度と問題点 

・ 多くの日系企業が税関担当官により関税評価、分類の判断が異な

ることを問題点として指摘している。この問題により、関税局の

事後調査で多額の追徴課税を要求されるケースがみられる。 

・ 関税コードを通関手続き前に確定させる事前教示制度は導入準備

中であり、早期の導入が期待される。 

・ 政府は「一日通関サービス」の開始を発表し、手続きの迅速化に

取り組んでいる。 

 

第 2 章 インドネシアの関税・通関制度と問題点 

・ インドネシアでは、輸出入申告で問題が発生すると、当該荷主と通関業者

の全ての申告がコンピューター上で拒否される「ブロック」制度が大きな

リスクになっている。 

・ 進出日系企業は、担当官による評価・分類の恣意性、担当者不在への対応、

港湾インフラなども問題点として指摘している。 
・ 日系企業は政府への意見具申活動を行っており、政府による早期かつ着実

な対応策の実施が望まれている。 
 

第 3 章 マレーシアの関税・通関制度と問題点 

・ マレーシア進出日系企業は輸出加工区や保税工場での操業が多

く、関税・通関制度に関わる問題点はほとんど聞かれない。 

・ 手続きの迅速化や鉄鋼や自動車などの輸入許可制度の改善を求め

る声は強い。 

・ 製造業者（荷主）と税関をオンラインで直接結ぶ「カスタム・ゴ

ールデン・クライアント（CGC）」制度のパイロット事業が開始さ

れており、その成否が注目される。 

 

第 4 章 フィリピンの関税・通関制度と問題点 
・ フィリピンでは税関コンピューターのシステムダウンなどによる

通関手続きの遅滞が問題になっている。 
・ 港湾設備などインフラ整備を課題とする声も多い。 
・ 関税局長と日系企業代表との月例会議が開催されており、問題解

決に効果を発揮している。 
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第 5章 ベトナムの関税・通関制度と問題点 
・ ベトナムは WTO 加盟前であり、制度的には国際ルールの導入が進

んでいるが、運用面では徹底しておらず、移行期間といえる。 

・ 輸入計画、輸入許可など手続きが煩雑で不透明との声が多い。 

・ ただし、2003 年 12 月に署名された日越共同イニシアチブの中に税

関実務の透明性、迅速化などに関わる 10 項目が含まれており、そ

の多くで改善がみられる。 

 

第 6 章 ASEAN の税関協力 

・ ASEAN の枠組みの中でも税関分野の協力活動が積極的に展開され

ている。2004 年 4 月には全ての加盟国で ASEAN 共通の関税コード

（AHTN）が導入された。 

・ 関税評価や通関手続きの調和化も進められている。とりわけ注目

されるのは ASEAN シングルウィンドウの取り組みである。ASEAN シ

ングルウィンドウは WCO（世界税関機関）、WTO などの国際ルール

に沿って、ASEAN 各国の通関手続きを共通のフォーマットで電子化

していこうという壮大な構想で、早期の実現が期待される。 

 

第 7 章 総括：まとめと提言 ～ASEAN の競争力強化に向けて～ 

・ 関税分類制度は ASEAN 各国で AHTN が導入されており、関税評価も

WTO 関税評価制度が導入されている。輸入通関手続きの手順は各国

ごとに細部で違いがみられる。 

・ 通関手続きの電子化（EDI）は輸入申告の部分のみで導入されてい

る。港湾など他機関との連携が不十分で迅速化、省力化にはあま

り貢献してない。 

・ ジェトロが ASEAN 進出日系企業に対して実施したアンケート調査

によると、貿易制度面の問題として、「通関など諸手続きの煩雑

さ」、「通関に時間を要する」を指摘する企業が多かった。 

・ これら問題点を踏まえ、各国政府に以下の項目につき、提言する。 

１．通関など諸手続きの簡素化 

２．制度・規則の情報公開体制の強化 

３．事前教示制度の充実 

４．通関手続きの電子化の推進（ASEAN シングルウィンドウの実現） 

５．税関人材の教育・育成 

６．密輸の防止 

７．EPA（経済連携）の推進 
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第 1章 タイの関税・通関制度と問題点    
 
１．関税・通関制度 

１）通関手続きの流れ ～1日通関サービスを開始～ 

 タイにおける輸入通関手続きの流れは、以下の通りである。①輸入申告（EDI、電子デー
タ交換による申請）。②輸入審査：グリーンラインの場合は、関税番号の分類や申告額の評

価など査定をせずに、基本的に輸入者の申告通りに受け付ける。レッドラインの場合、物

品の関税分類、関税額の査定などが行われる。③税額確定後、納税を行う。納税方法は関

税局への直接支払いの他、クルンタイ銀行を通じた電子支払いも可能であるが実際にはあ

まり利用されていない模様である。④税関担当者が貨物を検査し、申告内容と貨物が合致

するかどうか確認する。⑤貨物の引取り。 
なお、タイの輸入通関手続きの特徴は、関税の納付後に貨物検査が実施される点である。

他の国では一般的に貨物検査の後に納税が行われている。 
 

図１ 輸入通関の流れ 
 

① 輸入申告（電子申請） 
  ↓ 
② 輸入審査（レッドラインまたはグリーンライン） 
  ↓ 
③ 納税 
  ↓ 
④ 貨物検査 
↓ 

   ⑤ 貨物の引取り 
 
（出所）関税局資料などによりジェトロ作成 
 
通関手続きの所要時間は、貨物の中身や航空貨物か海上貨物かなどによっても違うが、

輸入申告から貨物の引取りまで 1～2日程度を要している。政府は手続きのスピードアップ
を実現するため、2004年 11月には、「1日通関サービス（One Day Clearance）」を開始す
ると発表した。関税局が行う通関手続き自身は 7 時間以内に終了し、港湾関係など残りの
作業を含めて、24 時間以内に貨物を引き取れるようにする。このため、関税局と港湾局、
タイ航空、タイ空港公団の各機関は業務プロセスを一層緊密化させることになった。 
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２）関税評価制度 

  2000年 1月 1日よりWTO関税評価制度（ガット第 7条）に従った関税評価制度が導
入されている。すなわち、関税法の改定により、関税評価額は適用順に以下のいずれか

とされる。 
① 輸入物品の取引価格（The Transaction value of imported goods） 
② 同一物品の取引価格（      〃    of identical goods） 
③ 類似物品の取引価格（      〃    of similar goods） 
④ 演繹的な価格／評価額 (The deductive value) 
⑤ 算定価格（The computed value） 
⑥ 予備価格（The fall-back value） 
 
前述の関税法の改定に伴い、2000年 3月 9日付けで発布された財務省令で、上記の①

～⑥の項目の詳細が定められている。同省令によると、①の輸入物品の取引価格とは「輸

入物品に対して実際に支払われる額」である。これには、輸入物品に関連したロイヤリ

ティー、ライセンス料、仲介手数料、コンテナ経費、梱包経費、無料で提供された物品・

サービスなども加算されることが定められている。 
  

３）関税分類制度、事前教示制度 

タイは HS条約に加盟しており、1988年より関税分類は HSコードに基づいて行われ
ている。さらに、ASEAN域内からの輸入に対しては、2004年 2月から ASEAN共通関
税コード（AHTN）が導入されている。AHTNは全部で 8ケタである。上 6ケタが全世
界共通の HS 分類に基づいており、下 2 ケタは ASEAN の独自分類となっている。関税
品目数は 1万 689品目に上る。 
事前教示制度は、2004年 12月 30日付関税局令により FTA（自由貿易協定）締結国と

の貿易に関してのみ導入されている。現時点では FTAが既に発効しているオーストラリ
アとの貿易に限り利用可能である。関税局によると、一般の事前教示制度も近々導入す

る予定とのことであるが、制度の詳細は明らかになっていない。現地新聞報道によると、

貨物の出荷 1 ヵ月前までに関税局に対して、照会する必要がある。ただし、そこで下さ
れた判定は 1 年間のみしか有効でない。１品目当たりの審査経費 2,000 バーツを支払う
必要がある。 
現時点でも、輸入業者などの問い合わせに対して、関税局が該当する関税番号を回答す

ることはある。ただし、その内容は必ずしもタイ国内の全ての税関窓口に対し、拘束力を

持つものではない。また、「書面での回答が得られることは極めて少ない」（日系商社）。 
  
４）調停制度（不服申し立て制度） 

  2000 年の関税法改定により、関税評価上訴委員会（Customs Valuation Appeal 
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Committee）が設置された(第 112条 7項)。輸入者（または輸出者）が輸入審査などで受
けた関税分類や関税評価の査定に不服がある場合、査定を受けた 30日以内に同委員会に
不服申し立てができる。同委員会は、関税局長を委員長とし、財務省代表、同局長が任

命した有識者 5～7名などで構成される。 
  委員会の判定に不服がある場合は、判定の受取日から 30日以内に訴訟の手続きをする
ことにより、さらに不服申し立てができる（第 112条 18項）。 

 
５）事後調査制度 

事後調査とは、輸入通関後における税関による税務調査のことである。輸入された貨物

に関わる納税が適正に行われたかを確認し、適正な課税を確保することを目的とする調査

である。事後調査は 2 種類に分かれる。①電子申請によるグリーンラインなどで審査がほ
とんど行われなかった通関に対し、事後的に調査を行うもの。②通報などある程度確実な

情報を持って、不正行為の取締りのために、調査に入るもの。関税局は、「事後調査は必ず

行うわけでない」としている。 
大手国際会計事務所によると、事後調査の指摘事項としてよくあるのは、「関税コードの

違い。他に多いのは、過少申告であるというもの。インボイス価格では、現実に支払われ

る額（CIF）が記載されているが、ハンドリングチャージ（付帯費用）など後から別に請求
が来るケースがある。本来はこの付帯費用も、課税対象額に含めなくてはならない。他に

もロイヤリティー、リベート、手数料など課税対象に加えるべき加算要素がある。」として

いる。また、「最近は、BOI（投資委員会）や関税法 19 条による関税の免税措置で、免税
を受けた原材料が確実に輸出されたかどうかを確認されるケースも増えている」という。 
なお、関税法第 113 条 2 項によると、通関に関わる文書類は 5 年以内の期間、保管する

義務がある。ただし、関税法第 10 条では、関税の不足分を徴収する関税局の権限に対する

時効は輸入した日から 10 年間とある。 

 

６）その他（ペナルティーなど） 

 過少申告の場合、ペナルティー（加算税）として、関税差額の 2 倍を支払う。さらに延
滞税として、関税差額の 1％に月数を乗じた額を支払わなくてはならない。併せて、付加価
値税（VAT）についても、差額（不足分）に加え、延滞税として、VAT差額の 1.5％に月数
を乗じた額を支払う必要がある。 
 無申告の場合は、物品の取引価格に輸入関税と VAT を加えた額の 2～4 倍を加算税とし
て支払う。 
 
２．制度運用の実態と問題点（日系企業による事例より） 

 
ジェトロが実施した日系企業へのアンケート調査（2004年 11～12月実施、27社から回
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答）やインタビュー調査では関税・通関制度に関連した多くの問題点が指摘された。以下、

関税評価、関税分類、調停制度、事後調査、その他の問題に分けて、制度の運用実態と問

題点をみていきたい。 
 
１）評価に関わる問題点 
 関税評価については、担当官の恣意的な判断により、不適切に高い関税を徴収されてい

るとの指摘が目立つ。ただし、関税評価に関わる問題は申告者側（さらに遡れば、日本な

どの輸出者側）の不正確な申告などにより発生しているケースも一部でみられる。課税対

象となる「輸入物品の取引価格」にはロイヤリティーやライセンス料など様々な加算要素

がある点は日系企業の間でも充分理解されていない面がある。 
 
評価に関わる問題（日系企業の声） 

★商品の値下げ、値上げなどで同一商品によって価格が違う場合は、高い価格の方が適

用される。 
★関税局の職員により、税金のかけ方に明らかに差異がある。 
★弊社は日本より主原料を輸入している。この程、タイ側代理店のみなし口銭 3％も申告
すべきだとの指摘があり、過去に遡り追徴を受けた。しかし、タイ側代理店は通関後の

業務を担当するものであり、税関申告に加算するのは納得がいかず交渉を続けたが、結

局当方の主張は認められなかった。 
★税関が課税基準価格をインボイス価格で認めてくれず、過去タイが輸入したデータ実

績で算定課税された。 
★関税評価のところで、コミッション（手数料）、ロイヤリティー、特許料などが 
過少申告と指摘されることが多い。 
（出所）ジェトロによるアンケート調査（2004年 11～12月実施）及びインタビュー調査 
 
２）関税分類に関わる問題点 
 関税分類も、担当官によって判断が変わる点で日系企業から最も指摘が多い問題である。

また、分類の判断に時間がかかる点も改善が望まれている。 
 
関税分類に関わる問題（日系企業の声） 

★通関に時間がかかる。以前に輸入したものでも,税関の判断が遅く,前回の資料を持って
行き,再度説明をしなくてはならない場合がある。 

★第１回目の製品の輸入に関して、関税率の決定に時間がかかる。物によって 
は、関税局（本部）に確認するため、1週間以上待たされる。 
★適用関税の規定が不明確で関税確定に手間取ることが頻繁にある。 
★初回の輸入時点で、品目分類をする場合、HSコードで税関と揉めることが多い。 
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★商品分類が複雑なため、もっと簡素化すべき。 
★製品、原料（化学品）の輸入で規格表、試験表などを提出しても、追加書類の請求や

質問等などで通関が遅くなることが多い。 

★昨年関税が下がったにもかかわらず､今年に入り関税局担当官の判断により､関税を上

げられた｡納得がいかず関税局に質問したが回答はなく、エージェントから「報復措置が

あるのでこれ以上は交渉しないでくれ」と依頼され諦めた｡ 
★同じ品目を輸入しても関税番号が確定しない。 
（出所）ジェトロによるアンケート調査（2004年 11～12月実施）及びインタビュー調査 
 
３）調停制度（不服申し立て制度）に関わる問題点 
 調停制度については、制度があることは理解しているが、時間的制約から不満があって

もそのまま輸入しているとの声があった。ただし、物量が多く、支払い関税額に大きな差

が出る場合は、不服申し立ての必要も出てこよう。とりあえず、保証金を積んで、貨物を

引き取ってから、後で関税局と適用関税率につき協議することも可能である。 
 
調停制度（不服申し立て制度）に関わる問題点（日系企業の声） 

★生産に間に合わせるため、税率に納得できない場合でもそのまま輸入せざるを得ない。 
★1日でも早く設備を導入し、生産を立ち上げなければいない状況で、不服申し立ての時
間がない。 

（出所）ジェトロによるアンケート調査（2004年 11～12月実施）及びインタビュー調査 
 
４）事後調査制度に関わる問題点 
 事後調査でも、前述の関税評価および分類に関わる問題が発生している。事後調査の場

合は、特に最高 10年間まで遡ってペナルティー付きで追徴される可能性があるため、企業
にとっての負担が非常に大きい。実際に経営が立ち行かなくなるほどの莫大な追徴課税を

請求されている日系企業もある。事後調査では、グリーンラインで、税関担当者による査

定なしで通関した貨物が対象となりやすいため、グリーンラインの利用を意識的に避ける

企業もある。「グリーンラインは、のちに事後調査が入ってトラブルのもとになるので、グ

リーンラインで通れる場合でも、あえて、通関で審査を行うレッドラインを使うようにし

ている。」（日系商社）。通関の迅速化を実現するためのグリーンラインが、事後調査による

トラブルを恐れるために敬遠されているという現象が起きている。 
 
事後調査に関わる問題（日系企業の声） 

★税関より事後調査があり、過去に輸入した設備のデザイン料は、加算すべきもので、

ペナルティーとして密輸扱いの通常支払い基準の約 18倍を請求された。 
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★事後調査で多額の追徴を要求されるケースがある。 
★税関から過去に輸入してきた関税率が違っていたとの指摘があった。 
★輸入済みの物品の輸入関税が間違っていたとして、過去の分まで遡って課税された。 

（出所）ジェトロによるアンケート調査（2004年 11～12月実施）及びインタビュー調査 
 
５）その他に関わる問題点 
 上記以外の問題点としては、通関に時間がかかるとの声があった。前述の「1日通関サー
ビス」の取り組みが今後どの程度効果を発揮するのか注目される。また、充分な周知期間

を置かずに、制度変更が実施されているとの指摘もあった。情報不足により、問題が発生

している面もある。手続きの電子化（EDI 化）が手続きの簡素化に貢献していないという
意見も出ている。港湾局や他省庁の輸出入許認可機関の手続きも電子化し、手続き全体を

ペーパーレスとする取り組みが望まれる。 
 
その他の問題（日系企業の声） 

★還付金の還付が遅い。 
★積極的な減税制度導入政策は評価できるが、あまりにもいろいろな制度が乱立しすぎ

ている（自動車部品減税、家電部品減税、BOI制度、関税 19条、EPZ，DFZ等）。弊社
は商社として、トータルの物流コストの削減を目指し、顧客に商品を安く提供しようと

している。しかし、あまりにも、いろんな減税制度が乱立するために管理が複雑化し、

管理コストが高くなる傾向にある。 
★少量のサンプル品であっても、通常の通関をするため、時間がかかる。 

★当社はラヨン県にあるため、必ずマプタプット税関へ行かなければならない。レムチ

ャバン税関の方が遥かに近距離である。 
★通関作業の遅延。 
★レッドテープ、手続きに時間がかかる。 
★制度変更などの場合、公表が直前となったり、はっきりしない場合が多い。 
★新たな制度など告示があって、翌日施行というスタイルである。周知期間が必要。 
★関税・通関で疑問点があっても、正確な情報を集めるのが難しい。 
★通関時の間違えたインボイスの差し替えも税金を払う書類は受け付けるが､税金を返

してもらう書類は色々調べると言って結局受け付けない｡ 
★原材料（非鉄金属）がタイ国内では生産されていないため、主に日本から輸入してい

る。この原材料は BOI認可の下、輸入関税が免除されるが、輸入関税免除のため、弊社
にとっては客先の客先もしくはその先の顧客が製造した最終製品が、タイから輸出され

ている事を弊社が証明しなければならない。さらに、最近、最終製品（客先の客先もし

くはその先の顧客）に到るまでの総ての製造工程で発生する原材料のスクラップについ
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ても、タイ国外に輸出している証明が必要で、この証明が出来ないなら、このスクラッ

プに相当する部分に付いては課税すると言われ始めている。 
★関税を払った後に貨物検査でクレームがつく。 

★EDI通関といいながら、実際は EDIにデータを送り、実際の許可は従来通り、ハード
コピーで行われている。申告書類準備のための作業･労力は以前と変わっていない。 
★税関担当者の裁量が大きい。行政サービスを提供するという観念がない。 
★申告書類は修正が認められず、修正するとペナルティーとなってしまう。 

（出所）ジェトロによるアンケート調査（2004年 11～12月実施）及びインタビュー調査 
 
＜ティーマネーの平均金額は減少傾向＞ 

関税局職員が手続きの際に要求するティーマネー（いわゆる袖の下）は、政府もその存

在を認めている。政府はその原因が関税局職員の低い給与水準にあるとして、2004年 8月
にティーマネーを公式の通関サービス料として、徴収する通達を発表した（注）。輸出入申

告書 1件当たり、手続き料 200バーツ、EDIシステム入力料 70バーツの合計 270バーツ
が一律徴収されることになり、税関職員の福利厚生、給与補填などに使われている。しか

し、制度導入後も「以前と何も変わらない。貨物量や輸入額に応じティーマネーが要求さ

れる。場合により、数万バーツになるケースもある。」（日系通関業者）との指摘もある。 
しかし、ティーマネーの平均金額は減少傾向にあるとの調査結果もある。チュラロンコ

ン大学経済学部のヌアンノイ准教授のチームは 2004 年 11 月、タイ関税局の汚職実態調査

の結果を発表した。同調査は国家経済社会開発庁（NESDB）諮問委員会からの委託で実施し

たもので、輸出入業者、通関業者、製造業者合計 200 社へのアンケート調査などを行った。

その結果によると、ティーマネーの金額の輸送コスト全体に占める割合は 1％未満とする企

業が 60％と大半を占めている。以下、コストの 1～3％とした企業は 18.0％、3～5％が 4.0％、

5～10％が 2.0％などどなっている。5 年前（1998 年）の調査では、コスト全体に占める割

合は 1％未満とする企業がわずか 18.3％に過ぎず、コストの 1～3％とした企業は 20.1％、

3～5％が 14.0％、5～10％が 19.5％であった。これらの結果からみると、ティーマネーに

対する企業側の負担は方向としては、軽減されつつあるように見受けられる。 

輸入申告 1 件当たりのティーマネー（平均）も、1996 年調査の 1480 バーツから、1998

年 550 バーツ、2003 年に 320 バーツと減少している。 
 
３．提言 

これまで、日系企業の直面している問題点をみてきたが、企業側の意見などを踏まえ、

状況改善のための提案をしてみたい。まず、関税分類については、事前教示制度の導入が

重要といえよう。同制度は近いうちに導入される予定とのことであるが、実際に運用が現

場でどの程度の効力を持つものなのか注目される。また、関税分類の判定が例えば 1 年間
しか有効でないとすると、事後調査は最高 10年間まで遡れるため、そこで関税番号の誤り
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を指摘され、追徴課税されるというリスクは残ることになる。事前教示制度による判定の

有効期間は事後調査の対象期間と同一とすべきであろう。 
また、税関職員の教育充実、専門知識の向上が重要との声が強い。これにより、担当官

による解釈の違いも改善することが期待される。同時に人員増強など体制整備を要望する

声も多かった。体制整備ということでは、電子化の推進が期待される。電子化により手続

きの簡素化に加え、透明性の向上も期待される。通関に関わる会社別、物品別のデータ管

理を行うべき、など通関実績にデータ蓄積を望む声もある。 
そもそもの問題として、制度の簡素を望む声も強い。「制度が複雑になれば、間違いも多

くなる。間違いの起こらない簡便な制度を望む。」という意見である。「色々な減税制度が

乱立するため、管理が複雑化して、管理コストが高くなる傾向がある」との指摘もあった。

例えば、汎用素材であれば、重量で課税して、輸出する際に製品となった重量を計算して、

自動的な計算式から還付をするのがよいとする具体的な提案もジェトロに寄せられた。 
関税分類についてももっと簡素化すべきとの意見が多かった。 
 また、重要な制度変更の周知期間や広報不足を指摘する声もある。制度変更については、

充分な周知期間を置いて、前広に告示を行うべきであろう。 
現行の輸入制度の問題として、貨物検査が関税支払いの後になっているが、他の周辺諸

国ではみられない制度である。貨物検査により申告の誤りが指摘され、修正申告が認めら

れず、ペナルティーを課せられるという問題が出ている。貨物検査後に関税を支払うよう

に制度変更が望まれる。その他では、ボランタリーに修正申告する場合は、ペナルティー

を配慮してほしいとの要望もあった。 
現在、交渉が進められている日タイ経済連携では、税関手続き及びペーパーレス貿易に

関わる情報交換、円滑化、調和化も対象となっている。バンコク日本人商工会議所（JCCB）
が会員企業に実施したアンケート調査（2004 年 11～12 月実施、対象企業 1,208 社、回答
率 28.7％）によると、日タイ経済連携協定に期待する効果として、最も期待されているの
は「日本からの輸入部材のコスト削減」が 60％（202 社）の企業が期待を示している。こ
れに続くのが「税関手続きの簡素化・透明化によるリードタイムの削減、予見性の向上」

（41％、138 社）で日系企業の期待の高さをうかがわせる結果となった。日タイ経済連携
は 2004年 3月時点で依然交渉中であるが、早期の締結が望まれる。 
 
（注）通達の翻訳（ジェトロバンコクセンター仮訳）は、同センターウェブサイトで閲覧

できる。http://www.jetrobkk.or.th/japanese/pdf/3.7.4.78.pdf
 
（参考文献） 
津野正朗「ハロータイランド・ビジネス（＆サバイバル）レポート カスタムズ・カード

＆関税法」2004年 11月、COMM Pte.Ltd.  
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第 2章 インドネシアの関税・通関制度と問題点 

 
１．関税・通関制度 
１）通関手続きの流れ 
輸入通関手続きは、以下の流れで行われる。輸入者は、①関税の予納（所定の銀行に事

前に計算した関税を納付し、輸入申告書に受領印を受ける）、②銀行による税関事務所

（Custom Service Office）への Credit Advice通知、③輸入申告（EDI）、④輸入申告
書類の審査および輸入貨物の分類判定（日系物流会社によれば所要時間は 10～15分程度と
いう）、⑤貨物検査、⑥貨物引き取りの手順となる。 
輸入申告した貨物は、①プライオリティ・レーン（必須項目のチェック[Mandatory 

Check]のみ。優良輸入者／2004年 6月時点で 45社）、②グリーン・レーン（原則書類審査
のみだが、ランダムで貨物の X線検査が行われ、必要に応じて貨物検査が行われる）、③レ
ッド・レーン（書類審査、貨物検査）の 3 種類に分類される。プライオリティ・レーン以
外の貨物のうち、グリーン･レーンが約 70％、レッド・レーンが約 30％とされるが、現地
専門家によれば、「実際にはレッド・レーンの貨物は 40～50％程度に達しているのではない
か」という。 

EDI システムで行った輸入申告は、インテリジェント・ユニットとよばれる部署で管理
されるコンピュータで判定される。判定基準は、輸入者のリスク（高リスク、中リスク、

低リスク、優良輸入者の 4段階）、輸入貨物のリスク（基本的には高リスク、低リスクの 2
種類だが、政府の指定貨物については別扱いとされる）をマトリクス形式にしたもの。高

リスク輸入業者の場合、輸入貨物が低リスクでも全量検査の対象となる一方、中・低リス

ク輸入業者であっても、高リスク貨物、政府指定貨物である場合は、一定割合で貨物検査

の対象となる。なお、プライオリティ・レーンの貨物については、高リスク、低リスクの

貨物はいずれも検査の対象外となるが、政府指定貨物については輸入者の貨物搬入先での

現場検査を受ける。 
 
２）関税評価制度 

GATT第 7条に基づく、WTO関税評価制度が導入されている。輸入価格の取引価格では
なく、定価申告に基づき課税される。税関では申告価格の正当性がチェックされるが、価

格データベースが整備されていないため、自動的に分析することはできない。 
 
３）関税分類制度 
インドネシアは HS条約を批准している。また、2004年 1月 1日から、財務大臣決定第

545 号（No.545/KMK.01/2003）に基づき、AHTN を導入した。上位 8 ケタで統一される
AHTNのほかに、末尾 2ケタは独自の分類を定めており、合計 10ケタで分類される。 
事前教示制度は導入されている。商品サンプルと関連資料を「税関手続き局」に提出す
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るが、回答期限は法的に定められていない。税関からの回答は文書で行われるが、それぞ

れの判定については税関本庁でのみ文書としてファイリングされるため（非オンライン）、

税関支所に情報が共有されていない。 
 
４）調停制度（不服申し立て制度） 
関税評価、物品税口座の取り消し、罰金に対する異議申し立ては、関税法第 93条から第

95 条に定められている。異議申し立てを行う者（輸入者、運送業者、通関業者、工場経営
者、保税倉庫業者、一時的保管業者）は、①デポジット納付の領収書、②Duty Arrears証
明書のコピー、③その他関連データを、税関総局長（Director General）宛に提出する。税
関サービス事務所長（Head of Customs Service Office）は、書類に不備がないか、デポジ
ット金額に誤りがないかを確認し、3日以内に税関総局長に書類を提出する。税関総局長は、
異議申し立て内容を審査し、30 日以内に、①受諾、②一部受諾、③関税追徴、④Deduct、
⑤却下の判定を下し、仲裁裁判所（Tax Arbitrary）で裁定が下される。税関総局長の判定
に要する日数が 60日を超えた場合、異議申し立て申請が「受理」されたと見なされる。 
 
５）事後調査制度 
関税法第 17条で、税関には申告日から 2年間遡って事後調査できる権限が与えられてい

るが、通関書類の保管義務については明文化されていない。現地専門家によれば、「国税調

査においては通関書類の保管義務を定める規定が存在する可能性がある」という。 
 
６）その他 
修正申告制度はない。しかし、輸出入業者または通関業者による申告内容に誤りがある

として、税関署から更正通知を受け取った輸出入業者または通関業者は抗弁する機会が与

えられる 
 
２．制度運用の実態と問題点（日系企業による事例より） 
 
＜日系企業が意見具申活動＞ 
インドネシアでの通関・関税問題については、進出日系企業の事業・投資環境において改

善すべき大きな課題の一つとして認識されている。2001年 9月、ジャカルタ・ジャパン・
クラブ（JJC）がまとめた投資環境整備のための提言書を受け取ったメガワティ大統領（当
時）の提案により、両国関係者によるテーマごとの小委員会が設置され、日系企業の声を

インドネシア政府に直接意見具申する仕組みが設けられた。「通関・関税問題小委員会」で

は、JJCが税関業務や通関・関税制度などに関する 30項目の問題点を指摘し、税関当局と
の協議が行われた。両者が合意したのが 21項目、継続協議が 5項目、合意に至らなかった
のは 4 項目であった（2004 年 3 月時点）。JJC では、合意された項目で改善がみられるか

 14



モニタリングをしている。 
複数の現地日系物流会社関係者からは、こうした政府に対して意見具申できる仕組みが形

成されたことを評価する一方、「政府上層部が問題点を認識し、その対応を指示しても、組

織の末端にどこまで伝わっているのか」というコメントも聞かれた。実際に、2004年 3月
時点で税関当局と合意した項目について、翌年 2 月にインタビューした物流会社関係者は
多くの分野で状況の改善がみられないとコメントした。 
以下、現地日系企業（物流会社、メーカー）に対するインタビューを通じて指摘されたイ

ンドネシアの通関・関税問題について、そのいくつかを述べる。 
 
＜更正通知とブロック制度＞ 
輸出入業者や通関業者において大きなリスクとなるのが、ブロック（申告拒否）制度であ

る。税関署が輸入申告書類の事後審査において、「HS コードが適切でない」など、申告デ
ータに誤りがあると判断した場合、輸入者または通関業者に更正通知を発行し、罰金の支

払いを請求している。更正通知では、指摘事項に対して不服がある場合、抗弁機会（30 日
以内）が与えられるが、日系物流会社関係者によれば、更正通知が回答期限の直前に届き、

抗弁機会を逸するケースがあるという。期限内に抗弁を行わず、また罰金も支払わなかっ

た場合、税関署は当事者のその後の全申告を拒否する制度である。この制度は、輸出入業

者と通関業者の双方に適用されるのが特徴で、通関業者にとっては、当該更正通知で指摘

された事項に全く関係のない第 3 者の貨物についても税関手続きを停止せざるを得なくな
る。物流会社関係者は「ブロック措置が当社に起因するのであれば、早急に必要書類を揃

え、ブロック措置の解除手続きを取ることができる（半日程度で解除）が、顧客側に起因

する場合は同社が必要書類を揃えて同解除手続きを済ませるまで待つしかない（３～４日

通関業務ができなくなる）」という。この物流会社は、こうした事情を背景に、不測の事態

に対応できるよう、顧客企業に対して一定の在庫を確保しておくことを勧めているという。 
 
＜分類・関税評価を巡る税関当局との見解の違い＞ 
日系物流会社関係者は「法律や制度そのものを反故にするようなケースは減った」と指摘

しつつ、なお、税関長や税関職員の交替などでそれまでの解釈や運用方法が変更される、

税関職員の商品知識の不足に起因する誤解など、分類や関税評価を巡り見解が分かれるこ

とがあるという。税関職員の裁量権が大きいと指摘する声もある。現地調査で指摘された

点をまとめると以下の通り。 
・ 税関担当者との事前協議により、輸入商品の HSコードを特定し、その合意結果を文
書に残したが、担当者の交替を機に疑問を投げかけられた。事前教示制度の結果は拘

束力が伴うべき。 
・ 特定の電子機器に使用される部品を輸入する際、申告書の商品名を「○○（当該電子

機器名）部品」と記載してところ、税関署から「鉄鋼製品」であるとの更正通知が届
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いた。 
・ 通関後、関税分類の見解が異なるとして更正通知が届くが、商品知識に欠くような理

不尽な指摘もある。事前にサンプル商品を持ち込み、分類を確認しても、担当者が交

替することで過去の実績が通用しないこともある。 
・ 中古設備、中古機械の輸入申告額が低いとの指摘を受けるが、旧式でほとんど価値が

ないことを証明し、理解してもらう。 
・ 事前教示制度に基づき、事前に税関と協議を行うが、過去の判例について一般公開さ

れていない。 
 
＜軽微な誤びょうに対する解釈＞ 

JJC の指摘した問題点の一つに、「軽微な誤びょうに対する対応」がある。申告書類で
住所等の記載ミスなど「関税等の国家税収に関わる誤びょう以外は輸入者念書等にてスム

ーズな通関業務を実現すべき」という趣旨であり、税関側も「軽微な誤びょうに対し、多

大な作業を求めるものではない」ことを確認しつつ、「公正な通関業務を遂行するため、

『軽微』の解釈についてはケース・バイ・ケースとなる」との見解を示している。 
日系物流会社関係者は、EDIシステムに、B/L番号やインボイス番号の数字を誤入力し
てしまうようなケースなどは、関税率の算定に影響を与えるわけではなく、「軽微な誤び

ょう」であると考えている。また、「インドネシアの EDIシステムは、日本のように関税
番号を入力するだけで、税率や税額が自動計算されるシステムと違い、全ての情報を自ら

入力しなければならないため、ヒューマンエラーを引き起こしやすい」と指摘している。 
 
＜担当者不在への対応＞ 
 JJC は、認証権限者や検査官を含む税関職員が不在である場合、その代理を務める職員
の配置や確保するよう求めている。また、税関は土曜日午後と日曜日が休業となるが、宗

教上の理由から、金曜日に業務が停滞する傾向があり、通関業務が週明けにずれ込むケー

スもあるという。税関側も第二認証権限者の設置、検査官の増員、職員のローテーション

など善処を約束している。「担当者がすぐに戻ってくるから待て」と言われたものの、結局

戻ってこないなどということはよくあるようで、「少しでも早い対応をするために、税関署

に待機させる社員を余計に確保しなければならない」と指摘されている。 
 
その他、港湾インフラの整備・再開発の必要性（タンジュン・プリオク港のコンテナヤ

ードの拡張、大型船入港への対応、港湾処理能力の増強、同港に通じる高速道路・一般道

路の整備、輸送車両の駐車スペースの確保など）、臨時開庁制度の導入なども指摘されてい

る。 
通関業務のあらゆるプロセスで、不必要な費用が発生することが常態化しているとの指

摘もある。政府は職員のモラル向上、不必要な必要を排除する内部命令書を発布している
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模様だが、大きな改善はみられていない。 

 
３．提言 
 インドネシアでのヒアリングの結果、通関・関税制度そのものに起因する問題点に加え、

同制度の運用や解釈を巡る俗人的な対応に起因するケースも見られる。輸出入業者（ある

いは通関業者）と税関による個別協議に基づき、運用や解釈を決定していくことは弾力的

な制度の運用につながるというメリットがある一方、税関担当者の交代に伴い、それまで

通用していた運用や解釈が崩れるというリスクも伴う。良くも悪くも、人に起因する状態

が存在しているように思われる。同一制度のもとで普遍的、公平的な運用や解釈が担保さ

れるよう、税関職員の人材養成とともに、税関および関係政府機関の間での情報共有体制

の確立が急がれる。 
一方、事前教示制度などを通じて示された関税分類等の過去の判定事例や、十分な周知

期間が確保されないまま、変更・改正されるといわれる制度や関連法規など、税関手続き

にまつわる全ての情報をワンストップで収集・確認できるような担当部署の設置、ホーム

ページの製作など、輸入者や通関業者側が正確な情報を収集・共有できる情報インフラの

整備が望まれる。日系物流会社関係者は、日本の関税六法のような関連法規の統合の必要

性を指摘している。 
JJC 通関・関税問題小委員会は問題点を税関当局に指摘するとともに、税関側が示した
対応策についてその進捗状況をモニタリングする活動を行っている。こうした取り組みの

積み重ねを継続することが極めて重要となろう。 
 

 
（参考資料） 
 
ジャカルタ・ジャパン・クラブ「ＪＪＣ通関・関税問題小委員会成果報告」 
（http://www.jjc.or.id/ikenindex01.xls） 
日本貿易振興機構「海外情報ファイル」（http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/country.do） 
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第 3章 マレーシアの関税・通関制度と問題点  

  
１．関税・通関制度 

１）通関手続きの流れ ～ダイレクト・リリースシステムで貨物検査は極力少なく～ 

輸入の通関手続きは、輸入申告、輸入審査、貨物検査、納税、貨物のリリースという手

順で実施されている。この中で貨物検査については極力減らし、通関手続きのスピードア

ップを図られている。 
すなわち、1987年からダイレクト・リリースシステムが導入されている。これは、輸入
申告のための必要書類が整っており、かつ過去に虚偽申告などの記録がないなどローリス

クの貨物については、貨物検査をせずに、通関するというもの。マレーシア税関によると、

「貨物検査を実際にするのは、全体の 2～3％である。残りの約 97％の貨物は、ダイレクト

リリースということで、書類審査のみで通関している。」 

また、スピーディーな通関を行うために、事前通関制度（Pre-Clearance System）も導

入されている。これは、マニフェストが提出でき、貨物船の到着時間が決まっている貨物

に対して、貨物船の到着予定日の 14 日前から輸入申告を受け付けるという制度である。 

2002 年 9 月から、他の機関で既に検査された貨物は、単一検査システム（Single 

Inspection system）として、税関で再び検査しないという制度である。具体的には、農産

物、食品などが該当する。 

ASEAN 加盟国からの輸入品については、グリーンレーンといわれる専用の通関カウンター

が設けられ、便宜を図っている。 

EDI は、輸入申告の部分で導入されている。ただし、「レファレンス番号を取るという意

味しかなく、審査のためには、紙媒体の申告書を持っていく必要がある。」（日系通関業者）

のが実態で、手続きの迅速化、簡素化にはあまり貢献していないとの声が多い。 

 

＜カスタム・ゴールデン・クライアント（CGC）制度でスピードアップ＞ 

EDI 化に関連した動きとして、2004 年 9 月からカスタム・ゴールデン・クライアント（CGC）

制度のパイロット事業が開始されている。これは、製造業者または商社と税関をダイレク

トにオンラインでつなげ、通関手続きを行うものである。マレーシア政府がシンガポール

や豪州の制度を研究して導入した。 
同制度の利用には、マレーシア税関の認可が必要で、その条件として、保税工場（LMW）
であれば売上 2,500 万リンギ以上、商社、調達センターであれば、同 5,000 万リンギ以上
という基準が設けられている。2004年 12月時点で、以下の 4社が同制度を利用している。 
① パナソニック・トレーディング・マレーシア社 
② ケンウッド・エレクトニクス・テクノギー社 
③ ブリジストン・アームストロング社 
④ DIC・コンパウンド社 
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 同制度を利用している A 社によると、「CGC 制度により、貨物の到着前に輸入審査が完
了できる。このため、貨物は到着と同時に工場に運び込める。現在はシステムを試行的に

利用しているが、2005年 4月頃には全ての貨物を対象に実施したい。」としている。 
 
２）関税評価制度 
 関税評価は、2000年1月1日からガット第7条に従った関税評価制度が導入されている。 
 
３）関税分類制度、事前教示制度 
 関税分類は、HS コードに基づいて行われている。ASEAN 域内からの輸入に対しては、
2004年 1月 1日から ASEAN共通関税コード（AHTN）が導入されている。 
同国では事前教示制度が導入されている。マレーシア税関によると、事前でも輸入が開

始された以降でも、関税分類の査定を受けられる。基本的に各州の税関長が関税分類を決

める権限を持つ。通常は 2 週間以内ぐらいで判断が下される。その決定は他の州の税関で
も有効である。同税関のウェブサイトによると、同制度の申請にあたって、必要となる情

報は以下の通り。 
① 商品名（商標も含めて） 
② 商品に関わる説明記述 
③ 製造方法（該当する場合のみ） 
④ 商品の機能 
⑤ 過去の輸入の詳細（もしあれば） 
⑥ 通関フォーム１の登録番号 
輸出国での HSコード 
輸入地 

⑦ 提案される HSコード（もしわかれば） 
 
４）調停制度（不服申し立て制度） 
税関による関税分類や評価に不服がある場合は、留保付(duty under protest)で輸入し、
州税関長にアピールして再審査を要求できる。その決定でも納得できない場合は、税関本

部の局長を議長とする委員会に再アピールできる。それでも、不服の場合は、裁判に訴え

ることもできる。ただし、マレーシア税関では「我々も判断がつかない場合は、通常、WCO
に照会している。それに対して、訴え起こしても、輸入者側の主張が受け入れられことは

難しいであろう。」としている。 
 
５）事後調査制度 
事後調査は過去 3年間を対象にして実施されている(関税法 17条) 
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６）その他（ペナルティーなど） 
虚偽の申告に対する罰則規定は関税法 133 条で定められている。それによると、虚偽申
告、書類偽造などをした者は、50万リンギ以下の罰金または 5年以下の懲役、あるいは双
方に処せられる。ただし、マレーシア税関によると「自発的な申告の修正については、ケ

ースバイケースで判断されるが、基本的に罰金はない」としている。 
 
２．制度運用の実態と問題点（日系企業による事例より） 

 
在マレーシア日系企業へのインタビュー調査やアンケート調査（在マレーシア日系企業

約 80社を対象に 2004年 12月実施）でも、同国の通関制度に対する問題点はほとんど聞か
れなかった。この背景としては、マレーシア進出日系企業の場合、輸出加工区（EPZ）、保
税工場（LMW）での進出が多い点が指摘できよう。「マレーシアは LMW（保税工場）が多く、
輸入関税を払っていないケースが多い。このため、トラブルが少ないとみられる。」（日系

通関業者）、「当社の顧客の多くは日系企業だが、日系企業は輸出加工区、や LMW で進出

しているケースがほとんどである。このため、関税がかかっておらず、問題も少ない。」 
（日系通関業者） 
 ただし、詳細についてみると問題もある。日系通関業者などへのインタビュー調査で指

摘された問題点は以下の通りである。 
 ・輸入通関の際の HSコードが申請したものと税関の判断が一致しないことがある。 
・輸入の際に、パッキングリスト、インボイスのオリジナルを要求される。一般的には

コピーで通関可能な国も多い。 

・ 申告書類は、通常、同じ HS コードであれば、合算できるが、マレーシアでは、同じコ

ードでも品目名が違う場合は、別々に記入しなくてはならないので、書類の分量が多く

なる。 

・ 金曜日の午後はお祈りの時間になるので、審査が止まってしまう。土曜日は隔週で、日

曜は休み。休日出勤の場合の事前届け出が必要。 

・ 国内販売が主体の企業で、輸出した際の原材料輸入関税の還付制度を使うと、輸出貨物

に対しては、全量調査が行われる。このため、輸出手続きに時間がかかる。 

・ 関税が下がり、過去に遡って適用される場合、関税は還付されるが、1 年ぐらいかかる

ことがある。 

・ 関税の支払いは、通関業者が銀行に口座を持ち、オンラインで支払いが可能である。し

かし、関税が支払われたことを銀行が税関に通知し、税関が受け取った確認をしないと、

貨物が受け取れない。これが早いときは半日で済むが、過去に丸 2日かかったこともあ
った。 

＜通関のスピードには不満の声も＞ 
また、「基本的にモノの流れはスムーズであるが、スピードが遅いということが問題であ
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る。」（日系家電メーカー）など手続きの所要時間に対する不満の声は複数聞かれた。 

これまでみてきた通り、輸入通関手続きは、ほとんどが貨物審査なしで通関されている

にもかかわらず、通関手続きには 2日程度を要している模様である。これは、EDI 化が輸入

申告の部分だけ導入されており、紙媒体の手続きが中心であることが影響しているとみら

れる。また、関税の支払いがあるケースでは、その確認で時間を要することも一因とみら

れる。 

＜通関制度より輸入許可制を問題視＞ 

 マレーシアではこうした通関制度の問題よりもむしろ、輸入許可など通関以外の問題点

を指摘する声が聞かれた。例えば、鋼板を輸入する場合、コイルセンターは、輸入 6 に対

して、国産品 4 を購入することが義務付けられている。鉄鋼製品は輸入許可制となってお

り、3ヵ月ごとに、どこ向けにどのぐらいの分量を輸入するのか、申請しなくてはならない。

許可に 2週間程度かかる。 

自動車にも輸入許可制があり、「ブミプトラ系企業に輸入枠が多く与えられている。」（日

系自動車メーカー）という点も問題視されている。 
 
３．提言 

 マレーシアでは、総じてみると通関手続きは現地進出日系企業の間では大きな問題には

なっていない。ただし、手続きのスピードアップを望む声は強く、申請の部分のみならず、

手続き全体の電子化を一層進めていくことが期待される。その過程として、現在、試行的

に導入されているカスタム・ゴールデン・クライアント制度は統合的な電子化システムの

モデルケースとみられ、その成否が注目される。 
また、タイと同様に、現在交渉が進められている日マレーシア経済連携でも、税関手続

きに関わる情報交換、円滑化、調和化が対象になっている。マレーシア税関の業務迅速化

や日-マレーシア間の輸出入手続きの効率化などが期待される。 
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第 4章 フィリピンの関税・通関制度と問題点 

 
１．関税・通関制度 

１）通関手続きの流れ  ～スーパーグリーンレーンを導入～ 

 輸入通関の手続きの流れは、関税の予納（事前に計算した関税を銀行に預け、輸入申告

書に受領印を受ける）、輸入申告、書類審査、貨物検査、手続き料等の支払い、貨物の引取

りの順で行われる。輸入申告の段階で貨物はレッド(書類審査、貨物検査)、イエロー（書

類審査のみ）、グリーン（書類審査、検査なし）の 3種類に分類される。分類の基準は輸入

品目、輸入者の過去の実績などである。フィリピン関税局によると、「具体的なデータはな

いが、現状ではレッドが多く、グリーンは少ない。」 

 さらに、2000 年 3 月よりスーパーグリーンレーン(SGL)が導入されている。SGL は上記の

レーンによる振り分けを経ることなく、関税などの納税を行うと直ちに貨物を引き取るこ

とができる。対象となる貨物は国内消費用である。SGL を利用できる輸入者には以下の条件

が付されている。 

（輸入者の条件） 

・ 1 年以上の輸入業務実績があること。 

・ 指定を受けようとする貨物を恒常的に輸入していること。 

・ 税関へ EDI による輸入申告を行うこと。 

・ 税関による事後調査を受けること。 

なお、従来は「関税、VAT の税関への納税額が上位 1,000 社以内」との条件も付けられて

いたが、2003 年 11 月にこれが撤廃され、利用しやくなった。フィリピン税関によると、「現

在は外資系企業を中心に 100 社ぐらいが利用している。」 

EDI による輸入申告は、既に導入されているが、「コンピューター設備などインフラ投資

が必要で、実際に EDI による輸入手続をしている企業は少ない。」（フィリピン関税局）た

だし、税関内は前述のレーン振り分けなどを自動的に処理する通関手続き自動処理システ

ム（ACOS, Automated Customs Operations Systems）が導入されている。 

 なお、フィリピン関税局が JICAの協力を得て、2003年 3月に実施した調査によると、
海上貨物で、国内消費用の貨物の場合、港への到着から貨物の引取りまでの所要時間は平

均 5.2日間と長時間を要している。 
 
２）関税評価制度 
 2000年 1月 1日より GATT第 7条に基づく、WTO関税評価制度が導入されている。原
則として、輸入貨物の取引価格（現実支払価格＋加算要素）が課税と対象となる。 
 
３）関税分類制度 

 フィリピンは HS条約に加盟しており、1988年から HSコードによる品目分類が行われ
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ている。さらに、2004年 3月からは AHTNを導入しており、ASEAN域内、域外との貿易
ともに AHTNが使われている。 
事前教示制度は既に導入されている。関税委員会が担当しており、サンプルなどの提出

により、30 日以内に文書で回答する。その情報は国内の全ての税関に通知される。 

 
４）調停制度（不服申し立て制度） 
分類/評価で不服がある場合は、評価/分類検討委員会（VCRC, Valuation and 

Classification Review Committee）で検討する。関税局長が委員長。20 日以内に結論が出

る。その間、貨物は担保を納付しておくことで、とりあえず、引き取ることができる。VCRC

の検討結果でも不服の場合は、財務省の委員会で検討、さらに不服の場合は裁判所に訴え

ることになる。 

 
５）事後調査制度 
輸入者は 3 年間、通関書類を保管しておかなくてはならない。事後調査も対象は過去 3

年間としている。事後調査制度は、2004 年 1 月から発足したばかりである。「日本から学び

始めたところであり、経験も不足している」（関税局） 

 
６）その他（ペナルティーなど） 
 関税法 3610条によると、輸入に関する記録の保管を怠った場合、10万バーツ以上 20万
バーツ以下の罰金および（または）2年と 1日以上 6年以下の懲役処分に処せられる。 
また、関税法 3611条によると、事後調査において、納税不足が判明した場合の罰則は以
下の 3段階に分けられる。 
① 過失：輸入者の合理的な注意や申告が正確であると確認する能力の怠慢（不足）に

よる場合、納税不足分の 2分の１以上 2倍以下に相当する罰金を課す。 
② 重大な過失：納税不足が、関連した事実を実際に知りながら、あるいは納税義務へ

の無視、無関心によって発生した場合、納税不足分の 2 と 2 分の１以上 4 倍以下に
相当する罰金を課す。 

③ 虚偽：故意、自発的、意図的に虚偽の申告を行い、それが明確な証拠によって明ら

かな場合、納税不足分の 5から 8倍以下に相当する罰金を課し、2年以上 8年以下の
懲役処分に処する。 

 
２．制度運用の実態と問題点（日系企業による事例より） 
 
＜目立つコンピュータシステムのトラブル＞ 
 在フィリピン日系企業は、輸出加工区（PEZA）に進出している場合が多く、関税を払わ
なくてもいいケースが多いため、通関でのトラブルは比較的少ないといえる。こうした中
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で、在比日系企業へのインタビュー調査では、「通関に時間がかかる」との指摘が複数あっ

た。後述の日系製造業へのアンケート調査でも、貿易制度面での問題のなかで、「通関に要

する時間」を選択した企業は回答企業（117 社）の 41.3％と 4 割を超えた。日系通関業者
によると、「PEZA 企業(輸出加工区)の場合は輸入申告から 1 日～2 日で貨物が引き出せる。

しかし、通常の輸入となると 2日から 5日以上かかる」という。 

通関遅滞の原因として指摘されているのが、税関コンピューターのシステムトラブルで

ある。これは停電、設備の老朽化などが原因であるようだ。「コンピューターがシステムダ

ウンした場合、復旧まで手つかずの状況となる。普及まではだいたい 3 時間ぐらい要する
場合が多い」（日系メーカー）、「港の通関事務所がコンピューターのシステムトラブルを理

由に 1～2日間業務を停止してしまい、通関が滞る」（日系メーカー）との声が聞かれる。 
その他、通関の遅れに関連し、国税法の規定で関税、付加価値税等が免除される品物を

輸入する際に必要な「ATRIG（Authority to release imported goods 引取証）」の発行に
時間がかかるとの指摘があった。「ATRIG」は歳入局に申請し、取得する。「バタンガス港
では ATRIG を提出しないと貨物の引取りができないが、この発行が約 3日かかる」（日系
メーカー） 
＜広範囲に及ぶファシリテーションフィー＞ 
 フィリピンでも関税分類や評価に関し、税関の担当者によって判断が異なるという問題

がみられる。「税関担当官により関税分類が異なるケースがある」（日系メーカー）、「通関

手続きが担当官により、公正（フェア）でない場合がある」（日系メーカー） 
担当官の裁量権などを背景にファシリテーションフィーと呼ばれる不明瞭な料金の要求

は通関手続きの各段階で広範囲に行われている模様である。「ほとんど全ての手続きで、フ

ァシリテーションフィーを要求される。例えば、機械を輸入する場合、性能はどうか、マ

ニュアルはどうか、カタログを出せ、と次から次へと要求され、ファシリテーションフィ

ーを支払わないと通してくれない。全てが交渉といった感じである。貨物検査もほとんど

のケースで実施されており、その度にファシリテーションフィーを要求される」（日系通関

業者）。 

 通関手続きとは直接関係ないが、前述の日系製造業アンケート調査では、問題点として、

「物流インフラの整備状況が不充分」と回答した企業の割合が最も高く、54.8％（57 社）
に上った。「クレーンなどの港湾設備の不備、故障により、貨物の引き取りが遅れる」（日

系メーカー）などの問題が発生している。 
 
３．提言 
前述の通り、在フィリピン日系企業は、輸出加工区（PEZA）に進出している場合が多く、

関税を払わなくてもいいケースが多いため、通関でのトラブルは比較的少ないといえる。

しかし、税関のコンピュータシステムや物流インフラなどハード面の整備が、他の ASEAN
諸国（新規加盟国を除く）に比べ遅れているといえる。これが通関の所要時間にも表れて

 24



いるといえよう。このためのインフラ投資は、フィリピン政府にとって急務といえる。 

フィリピン関税局の活動として、評価されるのは関税局長と日本人商工会議所代表者と

の間の月例会議である。関税局長と日本人商工会議所との月例会議は 2004 年 2 月からほぼ

毎月実施されている。「局長が出席しているため、すぐに結論が出る。わからないことは、

担当者を呼び出して、確認などを行い、非常に助かっている。」（日系通関業者）と日系企

業の間でも評価が高い。税関トップと日系企業の間でこうした直接対話のチャンネルが確

立しているのは他の ASEAN 諸国の間ではほとんどみられず、今後も継続されていくことが

期待される。 
 
 
（参考資料） 
「フィリピン関税局・税関について」フィリピン日本人商工会議所中小企業委員会配布資

料、2003年 10月、青山繁俊 JICA専門家（フィリピン関税局） 
The Tariff & Customs Code of The Philippines 
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第 5章 ベトナムの関税・通関制度と問題点  

  
１．関税・通関制度 
１）通関手続きの流れ 
 ベトナムでは、輸出入に際して、輸出入者コードの取得が義務付けられている。申請は

管轄税関で行い、5日間程度で取得できる。 
 輸入通関の手続きの流れは以下の通りである。輸入申告、税関書類の登録、貨物検査、

関税額審査、関税納付、貨物引取り。ベトナム税関によると、「過去には全量について貨物

検査をしていたが、現在はおよそ 10％程度の貨物しか検査していない。検査するかどうか

の基準は、申告者のプロフィール、政府の輸入政策、輸入先など様々の情報を総合して判

断する。」としている。 

 ベトナムの輸入通関手続きの特徴は、輸出加工用の原材料輸入に関して、関税納付が猶

予される点である。輸入後、9ヵ月（275 日間）の関税支払免除制度が設けられている。他

の ASEAN 諸国、例えばタイなどでは、輸出用原材料の輸入関税の還付手続きが煩雑で還付

にも時間がかかるという不満の声がある。関税の支払いが猶予されているのは、大きなメ

リットといえよう。ただし、9ヵ月を超えて、原材料がベトナム国内に滞留した場合は、実

際の納付日までの遅滞税を徴収されるほか、その後、この制度は適用されなくなるため、

留意が必要である。 

 国内消費用の輸入については、関税納付が貨物の引取条件であるが、納付保証があれば、

こちらも 30 日間の納付猶予が与えられる。すなわち、ベトナムでは、関税を支払わなくて

も、貨物が引き取れるようになっている。 

さらに、「通常の通関手続きでは、貨物到着から引取りまで 1日半から 2日間ほどかかる

が、貨物到着前に書類審査が可能なため、早めに準備しておくと、到着から半日ぐらいで

貨物が引き出せる。」（日系通関業者）という点も制度的に優れているといえよう。 

 通関手続きの EDI は、輸入申告で実験的に EDI の導入が開始されたところである。依然

として紙媒体による申告が主流となっている。 

 
２）関税評価制度 
 関税評価制度は、WTOへ未加盟（2005年 12月加盟に向けて準備中）であり、WTO関
税評価協定（GATT7 条）は正式には受諾していない。しかし、WTO 加盟を先取りして、
2003年 9月 1日から輸入品に対し、WTO評価協定の適用を開始している。ただし、運用
面で徹底しているとはいえず、移行期間といえるであろう。 
 2004年 9月 1日には、最低価格制度を撤廃した。それまでは、財務省、税関総局が 200
品目以上について最低価格を設定し、申告価格が最低価格よりも低ければ、最低価格を課

税標準価格としていた。 
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３）関税分類制度 

 ベトナムは 98年 7月に HS条約の加盟しており、HSコードに基づいた商品分類を行っ
ている。さらに、2003年 7月 1日からは AHTN（ASEAN共通関税コード）を導入してお
り、域内、域外含め関税分類は AHTNに基づいて行っている。 
 事前教示制度は、2003 年 8 月より導入されている。地方の各税関事務所で判断をする。
しかし、ベトナム税関総局によると、「ここでの分類の情報は必ずしも全国の事務所で共有

化されているわけではない。」としており、制度として充分機能しているとはいえない模様

である。輸入が急増しており、体制的に充分対応できない状況であるようだ。 

 
４）調停制度（不服申し立て制度） 
 ベトナム税関総局によると、関税分類や評価に不服がある場合は、不服申し立ての制度

がある。地方税関事務所での判断に納得できない場合は、県事務所、税関総局、財務省の

順で再審査を要請できる。 

 
５）事後調査制度 
 事後調査については、現行法（改正関税法、2002 年 1 月 1日施行）第 32 条で「違反の兆

候」があれば、調査できるという文言になっており、税関から率先して調査に出向く制度

にはなっていない。また、調査実施期間も 5日間と短期間に制約されている。さらに、「経

験が不足しており、日本など先進国から技術的な支援が必要」（関税総局）というのが現状

である。なお、調査で遡及できるのは 5年間である。 

 
６）その他（ペナルティーなど） 
 2004 年 6 月 17 日付政府布告 138 号で罰則を規定している。罰金の最高額は 7,000 万ドン

である。過去への遡及は 5年間までとされている。税関総局によると、「故意でない書類上

のミスも、検査後であれば罰則の対象になる。ただし、書類上の簡単なミスは修正可能。」

としている。 

 
２．制度運用の実態と問題点（日系企業による事例より） 

 
 ベトナムは全般的にみて、制度的には国際ルールの導入が進んでいるが、運用面では徹

底しておらず、移行期間にあるといえるであろう。「ベトナムの通関制度の問題点は、ルー

ル、手続きがはっきりわからないこと。何か制度ができても、具体的な手続きがわからな

い。政令や通達も頻繁に発布され、その内容を正確に追っていくのは難しい。」（日系通関

業者）、「色々な面で制度が不透明」（日系メーカー）との声が聞かれる。 
関税評価・分類に関しては、「関税分類では、税関担当者の判断があとで変わるというこ

ともよくあること」（日系通関業者）、「南と北の税関では、情報が共有化されていない。判
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断も違う時がある。」（日系通関業者）「関税番号の分類は、特に新製品の場合には時間がか

かる。分析のための機材が充分ないという問題もある」（日系メーカー）との指摘がある。 
 それ以外に、「ティー･マネーは日常的に払っている。払わないと貨物が動かない。」（日

系通関業者）、「関税額を誤って、払いすぎてしまうと還付を受けるのが非常に大変。時間

と手間がかかる。」（日系メーカー）などの問題点があげられる。 
通関以前の問題として、「通関前に必要な手続きが多い。例えば、輸入計画、輸入許可な

ど。これらの準備ができていないと、貨物が届いても通関できない。」（日系通関業者）と

いう点も改善が望まれる。また、「企業の事業展開が多様化し、複雑化してきているので、

今の税関職員の水準では対応が難しい。いかに職員をレベルアップしていくかが大きな課

題。」（日系通関業者）といえよう。 
 
３．提言 
 2003 年 12 月に日越共同イニシアチブが署名された。同イニシアチブは投資関連規制の
見直し、政府関係機関の能力向上、投資に関するソフトインフラの改善、経済インフラの

整備などを目的として、日越双方で協力して、問題点を整理し、行動計画を策定したもの

である。具体的には、44 分野 125 項目を対象に実施されている。この中で「税関実務の透

明性、信頼性、調和化、迅速化、簡素化等」の分野として、以下の 10 項目が挙げられてい

る。これらの中に、関税・通関制度に関し、日系企業がベトナム政府に改善を要望する内

容が網羅されているといえよう。 

 

①改正京都規約（税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の改正議定書）の早期批准、 

②新制度（手続き簡素化、商品分類、貨物検査、事後調査など）の円滑な執行 

③適正通関の徹底 

④不正取引に対する取締り制度・検査手法の整備 

⑤行政機関相互の連携・協力体制の促進 

⑥税関職員の質的向上、 

⑦税関手続き関連情報の公開 

⑧GATT・WTO に沿った関税評価の段階的確立 

⑨通関時の知的財産権の保護に関する税関手続き関連規制の研究・制定 

⑩事前教示制度の導入 

 

同イニシアチブの日本側関係者によると、「関連政府機関の中でも、ベトナム税関の対応

はしっかりしており、10 項目のほとんどで改善がみられる」としている。今後さらに同項

目の早期かつ着実の実施が望まれる。 

（参考資料） 
ジェトロ編著「ベトナム投資ビジネス必携」2004年 11月 
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(補論) カンボジアの関税・通関制度と問題点 

  
１．関税・通関制度 

輸入手続きは、輸入申告、審査、貨物検査、納税、貨物受け取りの順で行われている。 

カンボジアは2004年 10月13日にWTOに加盟した。そのコンディショナリティーとして、

「関税・通関手続きに関するだけで、15 本程度の新たな法律を導入しなくてはならない。」

（JICA 日本人専門家）関税法も国会で審議中であり、まだ施行されていない。現在あるの

は、輸出入手続法のみである。 

通関手続きは、税関のみであれば、船で 2～3日、空なら半日で終わる。 
 

２． 制度運用の実態と問題点 

カンボジアの通関手続きの問題点は、輸入申告の前に色々な機関の許可をとらなくては

ならないことである。すなわち、船主エージェント（KAMSAB）、商業省（CAMcontrol）、
貨物を対象とした入国審査（Immigration）、X線検査（A/Z Xray）、経済警察など一般の
国にはみられない認可が必要である。 
輸出も同様で、工業省、商業省、PSI、KAMSAB、CAMcontrol、Immigration、A/Z Xray、

経済警察など輸入の場合以上に認可が必要。「これらを合計すると、40フィートコンテナ 1
本輸出するのに、約 1,000ドルの手数料がかかる」（日系商社）という。 
しかし、カンボジアの「最大の問題は密輸」（日系企業メーカー）である。「タイ、ベト

ナムから関税、付加価値税を払わずに完成品、半完成品で入ってくる。」（日系メーカー）「輸

入石油の 7割が密輸」（日系商社）という指摘もある。また、法制度の細則が未整備で、不
透明な運用を背景に賄賂が横行しているとの声も聞かれる。 
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第 6章 ASEAN の税関協力 ～ASEAN 経済共同体形成の一環として～ 

  
 これまで各国ごとの関税・通関制度を見てきたが、ASEAN の枠組みの中でも、税関分

野の協力活動が積極的に展開されている。 
 
＜共通関税コード導入で期待される輸出入手続きの円滑化＞ 

 関税分類については、2004 年 4 月までに全ての加盟国が ASEAN 共通関税コード

（ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, AHTN）の導入を終えている。AHTN
は、ASEAN 域内の貿易手続きを簡素し、域内貿易を拡大させることを目的に 97 年に
ASEAN加盟国間で導入が合意され、準備が進められてきた。2003年 8月にマニラで開催
された ASEAN財務相会議で、AHTN実施に関わる議定書が署名され、各国とも 2004年 1
月 1日までに、AHTNに移行することが合意されていた。 

AHTNは HSコード 6ケタ（全世界共通）に ASEAN独自分類の 2ケタを加えた計 8ケ
タで構成されている。関税品目数は、1万 689品目に上る。ASEAN各国の関税コードは、
HSコード上位 6ケタまでが共通だが、それ以降の下 2ケタないし 3ケタは各国ごとに独自
のコードがつけられていた。統一コードの導入により、関税分類を判断する際の透明性が

高まり、輸出入手続きの円滑化に寄与することが期待できる。 
シンガポール、ベトナム、フィリピン、インドネシアは AHTNを ASEAN域内（CEPT
利用）のみならず、域外との貿易にも使用しており、関税コードを AHTNに一本化してい
る。一方、マレーシア、タイの AHTNは域内貿易のみに使用され、域外との貿易は従来の
関税コードを使用している。ただし、後述する通り、AEC実現に向けた、優先 11業種の先
行的統合に関わる協定によると、両国とも近い将来、AHTN に一本化することになってい
る。 
＜ASEAN シングルウィンドウを推進＞ 

 関税評価については、WTO関税評価協定に沿った統一した解釈、適用を実現するために、
2004年 5月に ASEAN関税評価ガイドが作成されている。各国語に翻訳され、税関職員の
参考資料として活用されている。事後調査に関しても、実施を強化するための情報交換、

マニュアル作成などが行われている。 
円滑化の分野では、通関手続きの簡素化、調和化のため、ASEAN各国の税関は ASEAN
の共通税関申告フォームを作成することで合意している。ASEANシングルウィンドウの実
現に関しては 2004年 8月からタスクフォースが設置され、検討が進められている。ASEAN
シングルウィンドウとは、WCO、WTO などの国際ルールに沿って、ASEAN 各国の通関
手続きを共通のフォーマットで電子化していこうというもの。検討作業は 2005年後半頃終
了する予定である。 

ASEAN 各国の税関長は、ASEAN 電子税関（e-customs）の設置に関する行動計画に合
意している。電子税関は ASEAN シングルウィンドウの一部を形成するものである。メン
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バー間の技術的格差を埋め、税関活動を国際標準のレベルに向上させることを狙っている。

主な活動内容は、税関運営のマネージメント強化、電子媒体による書類記載内容の標準化

などである。 
ASEANでは税関職員の人材育成活動も行っている。2003年 7月～2004年 6月の間に、
合計 350 名の各国税関職員が関税分類、事後調査、原産地決定など専門テーマの研修を受
けた。 
＜ビエンチャン行動計画で 15 項目の活動をコミット＞ 

 今後の ASEAN税関協力の方向性は、2004年 11月の ASEANサミットで、各国首脳に
より署名された「ビエンチャン行動計画」の中に示されている（注）。同計画は、安全保障、

経済、社会文化の 3分野を柱とする ASEAN共同体の形成を 2020年までに実現するとした
バリ友好条約Ⅱ（2003 年署名）を踏まえ、2005～2010 年までの中期的な行動計画を示し
たものである。この中で、貿易円滑化の一環として、税関分野について、以下の 15項目の
活動がコミットされている。 
 
１）関税分類に関する統一的なシステム構築 
２）関税評価に関するWTO協定、ASEAN関税評価ガイドの完全実施（2004年 12月 31
日までに実施） 

３）CEPT（AFTAの特恵関税）商品のスムーズな貿易の確保。原産地規則に関わるWTO
合意に沿った非特恵原産地規則の ASEAN税関担当者による周知 

４）情報通信技術（ICT）による税関申告にサポートされた税関環境の実現。このために、
以下のプログラムが実施されるべき。ASEANシングルウィンドウ、ASEAN電子税関
（e-customs）の実現、統合された ASEAN電子税関コミュニティーの創設。 

５）ASEANの国際取引における競争力向上のため、通関手続きに関連し、簡素化、加速的
に調和化された書類、審査、手続き、運用（2005 年 12 月 31 日までに実施）。国際的
標準コンテナの通関（customs release）に要する目標時間を ASEANのどの輸入ポイ
ントでも、今後 2年間で平均 30分まで引き下げる。 

６）ASEAN領土をトランジットする輸送手段、商品の自由な移動と税関管理の強化。 
７）一時的に ASEAN領土に入る商品の自由な移動のための税関体制構築。 
８）貿易円滑化、税収確保のための税関事後調査の運用、手続き調和化。 
９）税収確保のための、経験共有、協力緊密化、相互支援。 
１０） 以下の価値観に基づいた税関運営の近代化。a)清廉、アカウンタビリティー、透明
性、b)プロフェションナリズム、c)革新、一般市民へのサービス、d)貿易業界、関係者
（ステークホルダー）、一般市民とのパートナーシップ。 

１１） 税関職員の信頼性、清廉性と専門能力の強化 
１２） ASEAN税関職員の一般市民、国際機関、国際コミュニティーにおける信頼性と名
声の強化 
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１３） 関係者（ステークホルダー）との協力、自主的なコンプライアンス、パートナー

シップの促進 
１４） 税関技術でキャッチアップ、技術的格差の縮小に取り組んでいる新規加盟国

（CLMV）への支援。 
１５） 公的セキュリティー､社会の保護 

a)兵器貿易、麻薬、骨董品、文化的遺産の違法取引に対する社会への保護 
    b)絶滅の危機にある種子、環境（違法伐採など）の保護、 
    c)危険廃棄物の違法取引の取締り。 
 
＜優先分野の先行的統合の一環として手続きの簡素化・調和化＞ 

2004年の ASEANサミットでは「ビエンチャン行動計画」と同時に、ASEAN経済共同
体(AEC)の実現に向け、優先 11 分野の統合に関わる枠組み協定も署名された。同協定の第
8条では、税関手続きに関するより具体的な合意事項が挙げられている。 
同協定は、優先 11分野(木製品、自動車、ゴム製品、繊維、農産物加工、漁業、エレクト

ロニクス、e-ASEAN、ヘルスケア、航空、観光)について、関税撤廃の前倒し、非関税障壁
の撤廃、規格のハーモナイゼーション、投資自由化などにより、2010 年までに AEC を先
行的に実現させようとするものである。 
 
（優先 11分野の統合に関わる枠組み協定の第 8条：税関手続き） 

a) ASEAN共通関税コード（AHTN）の域外貿易への適用（順次実施） 
b) 簡素化、改善、調和化された税関申告フォーム（2005年 12月 31日までに実施） 
c) CEPT商品に対するグリーンラインシステムの実施（2004年 12月 31日までに実施） 
d) 関税評価にかかわるWTO合意の履行のため共通ガイドラインの開発（2004年 12月

31日までに実施） 
e) 各税関によるサービス・コミットメント（クライアント・チャーター）の導入（2004
年 12月 31日までに実施） 

f) 国レベル、地域レベルでの電子的貿易書類を含めたシングル･ウィンドウの開発（2005
年 12月 31日までに実施） 

 
（注）「ビエンチャ行動計画」の原文は以下のASEAN事務局のウェブサイトで閲覧できる。   
http://www.aseansec.org/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf
また、ASEANの税関協力に関する合意文書などの原文は以下の URLで閲覧可能。 
http://www.aseansec.org/14311.htm
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第 7章 総括：まとめと提言～ASEAN の競争力強化を目指して～ 
 
１．ASEAN 各国の関税・通関制度の特徴 

これまで、各国ごとに関税・通関制度の概要、運用上の問題点などをみてきた。これら

を横並びで比較したものが表１である。項目ごとに比較すると、以下の点が指摘できる。 
 

表1　ASEAN各国の関税・通関制度比較
タイ マレーシア インドネシア

通関手続きの特徴

グリーンライン（書類査定
なし）、レッドライン（書類
査定あり）の2種類に分か
れる。関税納付後に貨物
検査を実施。

書類審査中心。貨物検
査を行うのは全体の2～
3％のみ。

プライオリティ-・ステータ
ス（優良）、グリーンレーン
（書類審査のみ）、レッド
レーン（現物検査）に分け
られる。

電子（EDI）化の現状

通関業者によるEDI申告
が普及。その後の書類審
査は紙媒体で行ってい
る。

通関業者によるEDI申告
は普及。その後の書類審
査は紙媒体で行ってい
る。関税納付も通関業者
の口座からオンラインで
支払い可能。

通関業者によるEDI申告
が普及。グリーンライン、
レッドラインの振り分けま
で行う。その後の書類審
査は紙媒体で行ってい
る。

関税評価制度
WTO関税評価制度（ガット
7条）に沿って実施。

WTO関税評価制度（ガッ
ト7条）に沿って実施。

WTO関税評価制度（ガッ
ト7条）に沿って実施。

関税分類制度

HSコードのルールに基づ
き分類。ASEAN内は
AHTNを導入。ASEAN域
内と域外では分類番号
（下2～3ケタ）が違う。

HSコードのルールに基づ
き分類。ASEAN内は
AHTNを導入。ASEAN域
内と域外では分類番号
（下2～3ケタ）が違う。

HSコードのルールに基づ
き分類。ASEAN域内､域
外とも上位8ケタはAHTN
で統一。末尾2ケタは独自
分類で、合計10ケタ分

事前教示制度 なし。導入準備中。 あり。 あり。

調停制度
関税評価上訴委員会を設
置。30日以内に申請す
る。

あり。 関税法第93～95条にて
異議申し立て制度が確
立。仲裁裁判所で裁定。

事後調査制度

あり。文書類の保管は5年
間。ただし、関税不足分
の徴収は10年前まで遡
及。

あり。過去3年間を対象
に実施。

あり。申告日から2年間に
遡り調査することが認め
られている。文書類の保
管期間は明文化されてい

主な問題点

担当官による評価、分類
の恣意性。事後調査によ
る多額の追徴課税。

通関のスピードが遅い。
自動車、鉄鋼は輸入許
可制になっている。

港湾処理能力、高速道
路、EDIシステムなどのイ
ンフラ、「ブロック」制度、
担当官による評価、分類
の恣意性（商品知識不
足）、情報共有システム
の不足、通達周知期間の
短さなど。

その他特記事項

2004年9月から荷主と税
関をオンラインで直接つ
なぐ、カスタム・ゴールデ
ン・クライアント制度のパ
イロット事業が開始され
ている。

(出所）各国関税法、インタビュー調査などによりジェトロ作成
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表１　　ASEAN・インド各国の関税・通関制度比較（続き）
フィリピン ベトナム

通関手続きの特徴

輸入申告前に関税を予納
する。輸入申告の段階
で、レッドライン（書類審
査、貨物検査）、イエロー
ライン（書類のみ）、グリー
ン（書類、貨物検査なし）
に分かれる。実際はレッド
が多い。

輸出加工用の原材料輸
入に関して、輸入後、9ヵ
月（275日間）の関税支払
免除制度が設けられてい
る。国内消費用も30日間
の納付猶予あり。

電子（EDI）化の現状

EDI申告は可能。しかし、
「実際の利用はまだ少な
い」（フィリピン税関）。税
関内には通関手続き自動
処理システムが導入され
ている。

EDI申告を実験的に開始
したところ。

関税評価制度
WTO関税評価制度（ガット
7条）に沿って実施。

WTO加盟前だが、WTO
関税評価制度（ガット7
条）に沿って実施。

関税分類制度
HSコードのルールに基づ
き分類。ASEAN域内、域
外ともはAHTNを導入。

HSコードのルールに基づ
き分類。ASEAN域内、域
外ともはAHTNを導入。

事前教示制度
あり。 あり。ただし、充分機能し

ていない。

調停制度
あり。評価･分類検討委員
会で検討される。

あり。

事後調査制度

2004年1月に発足したば
かり。過去3年間を対象に
実施。

あり。ただし、現行法で
は、違反の兆候がなけれ
ば実施付加。過去5年間
を対象。

主な問題点

通関のスピードが遅い。
税関コンピュータの頻繁
なシステムダウン。

輸入計画、輸入許可など
通関前の手続きが多い。
頻繁な政令、通達による
変更。

その他特記事項

税関長と日系企業代表者
による月例会議を開催し
ている。

日越共同イニシアチブに
より関税・通関制度10項
目の改善がコミットされて
いる。

(出所）各国関税法、インタビュー調査などによりジェトロ作成

 
 
＜通関手続きの電子化は輸入申告のみ＞ 
 通関手続き（輸入）は基本的には、申告、書類審査、貨物検査、納税、貨物引取りとい

流れであるが、各国ごとに違いもみられる。例えば、タイでは関税など納税した後で貨

物検査が実施されている。フィリピンでは事前に計算した関税を銀行に預け、領収証を入

手して初めて、輸入申告ができる。 
 通関手続きの電子化（EDI）は全般的に遅れている。通関手続きのプロセス全体が電子化
されているのはシンガポールのみである。同国を除くと、ASEAN諸国の中で電子化が比較

う
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的進んでいるタイ、マレーシア、インドネシアでも、輸入申告の際に通関業者が端末から

データを入力するレベルにとどまっている。これは、港湾局や許認可権を持つ他省庁の手

続きが電子化されていないため、実際の書類審査なども紙媒体で行われており、迅速化、

省力化に貢献しているとは言いがたい。ただし、マレーシアでは 2004年 9月から輸出入業
者と税関を直接オンラインで結ぶパイロット事業がスタートしている。フィリピンでも電

子申告は可能だが、マニュアル（手作業）による申告がまだ主流のようである。ベトナム

の電子申告は実験段階である。 
＜機能不充分な事前教示制度＞ 
 関税評価はWTO加盟前のベトナムを含めて、WTO関税評価制度に沿って、実施されて
いる。関税分類も国際的な HSコードのルールに基づき分類が行われている。さらに、2004
年初めからは、HSコードをベースにしつつ、ASEAN独自の共通関税コード（AHTN）が
導入されている。事前教示制度はマレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナムの各

国で導入されている。しかし、インドネシア、ベトナムでは、事前教示の結果が税関内部

で周知されておらず、運用面で充分機能していない模様である。タイも運用レベルで事前

教示を行っているが、ほとんど機能していない。 
＜タイでは事後調査により多額の追徴課税の例も＞ 
事後調査は各国で実施されている。ただし、フィリピン、ベトナムなどは事後調査の経

験が短く、本格的には実施されていない模様である。タイは事後調査の結果、納税不足と

なった場合に追徴課税できる期間が 10 年間と非常に長い。しかも、未納付の関税に加え、
ペナルティーが課せられるため、企業側の負担は莫大なものとなる。タイでは実際にこう

した事態に追い込まれるケースが散見される。他のASEAN諸国ではほとんどみられない。
ただし、今後フィリピンなどで事後調査が本格化すれば、タイと同様の事態が発生する可

能性はある。 
 
２．問題点 ～通関など諸手続きの煩雑さが最大の問題～ 
次に、こうした制度の運用に伴い、どのような問題が発生しているのかみてみたい。ジ

ェトロは 2005年 2月に ASEAN主要 6ヵ国（タイ、マレーシア、シンガポール、インドネ
ア、フィリピン、ベトナム）およびインドに進出している日系製造業を対象にアンケー

調査（回答企業計 954社）を実施した。同アンケートでは、貿易制度面の問題点として、
間を要する、③物流インフラの整備状況が不十

シ

ト

①通関など諸手続きの煩雑さ、②通関に時

分、④不明瞭な検査システム、⑤通達・規則内容の周知徹底が不十分、⑥関税の課税評価

の査定が不明瞭、⑦関税分類の認定基準が不明瞭、⑧その他、の 8 つの選択肢から複数回
答で選択してもらった（表２）。 
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表２　日系企業の抱える 貿易制度面での問題点  (複数回答)

有効回答

通関な

続きの
煩雑さ

通関に
時間を

物流イ
ンフラ
の整備

不十分

不明瞭

システ
ム

通達・
規則内

知徹底
が不十
分

関税の
課税評
価の査

明瞭

関税分
類の認
定基準

瞭

その他

760

上段：回答企業数（社）、下段：構成比（％）

 
このアンケート結果から主に以下の 2点が指摘できよう。1点目はシンガポール、マレー

2 ヵ国が全体の選択肢を通じて、パーセンテージポイントの絶対値が低く、貿易制
国より問題視され

ている内容にバラツキがみ だし、総じて「通関など諸手続きの煩雑

さ」を問題点とみる企業の割合は多かった。以下、国ごとの特徴を簡単に指摘したい。     
タイは、「通関など諸手続きの煩雑さ」を選択した企業が ％で過半数を超え、最も多

かった。この諸手続きの中には、日系企業の間で不満の多い （投資委員会）による輸

出用生産のための原材料の関税免除措置なども含まれているとみられる。その次に問題視

されているのが「関税の課税評価の査定が不明瞭」（ ％）で、これに「関税分類の査定

基準が不明瞭」（ ％）が続いている。この回答率は他のどの国よりも高く、タイにおい

、関税の評価と分類の問題が他の国よりも問題とされている割合が高いのが特徴とい

 
マレーシアは前述の通り、全体的に回答率が低く、問題点と認識している企業は少ない。

「通関に時間を要する」（31.6％）で、これに「通関な

ど諸手

要する 状況が

な検査 容の周

定が不 が不明

374 293 250 191 269 225 187 93
49.2 38.6 32.9 25.1 35.4 29.6 24.6 12.2

地 151 79 45 23 50 59

100.0 18.8 25.0 18.8 12.5 15.6 12.5 9.4 62.5
3 88 102 80 55 13

42.5 49.3 38.6 26.6 6.3

82 58 36 37 25 31 23 28 2

インド

ﾏﾚｰｼｱ

100.0
総  数

国 712 339 266 223 181 258 213 182 90
・ 100.0 47.6 37.4 31.3 25.4 36.2 29.9 25.6 12.6

13 55 11
域 100.0 52.3 29.8 8.6 15.2 33.1 39.1 36.4 7.3

136 40 43 27 17 28 25 19 35
100.0 29.4 31.6 19.9 12.5 20.6 18.4 14.0 25.7

32 6 8 6 4 5 4 3 20

207 116 91 8

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ＡＳＥＡＮ  計

ﾀ ｲ

100.0 56.0 44.0 40.1
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

104 40 43 57 24 42 22 22 9
100.0 38.5 41.3 54.8 23.1 40.4 21.2 21.2 8.7

100.0 70.7 43.9 45.1 30.5 37.8 28.0 34.1 2.4
48 35 27 27 10 11 12 5 3

100.0 72.9 56.3 56.3 20.8 22.9 25.0 10.4 6.3
（出所）平成16年度ジェトロ日系製造業活動実態調査（2005年2月実施）

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

シアの

度面を問題点と認識している企業の割合が少ないことである。2点目は、
られることである。た

52.3
BOI

39.1
36.4

ては

えよう。

この中で最も回答率が高かったのが、
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ど諸手続きの煩雑さ」（29.4％）が続いている。これには、通常の通関手続き以外の鉄鋼や
自動車などの輸入許可なども含まれているとみられる。シンガポールは、マレーシアをさ

らに上回り、貿易制度面を問題点としてあげる企業は全体的に少ない。 
インドネシアは逆にほとんどの選択肢で回答率が４～６割に達しており、多くの項目で

問題を抱えていると認識されている。特に回答率が高かったのが、「通関など諸手続きの煩

雑さ」（56.0%）で、「通達・規則内容の周知徹底が不十分」（49.3%）も半分近い企業が選
択している。 
フィリピンも多くの項目で４割を超える回答率があった。最も回答が多かったのは、「物

流インフラの整備状況が不十分」（54.8%）である。港湾インフラや輸送道路などの老朽化
などが含まれているとみられる。これに「通関に時間を要する」（41.3％）、「通達・規則内
容の周知徹底が不十分」（40.4％）などが続いている。 
 ベトナムでは「通関など諸手続きの煩雑さ」（70.7%）を選択した企業が 7 割を超えてお
り、多くの企業が問題点と認識している。ベトナムでは、輸入計画の提出、輸入許可の所

得など通関前に必要な手続きが多いとの指摘がある。また、政令や通達が頻繁に発布され、

その内容を正確に追っていくのは難しいとの声も聞かれる。その他では「物流インフラの

整備状況が不十分」（45.1％）、「通関に時間を要する」（43.9％）と回答する企業の割合も大
きい。 
 ちなみに、インドもベトナムと同様に「通関など諸手続きの煩雑さ」（72.9%）を選択し
た企業が 7割を超えている。その他では「通関に時間を要する」（56.3％）、「物流インフラ
の整備状況が不十分」（56.3％）が 5割を超え、問題点として認識する企業が多い。一方で、
「関税分類の認定基準が不明瞭」（10.4％）が他の国比べてでも低いという特徴がみられた。 

～迅速化、透明化に向けて～ 
ASEAN 各国の関税・通関制度に対して、各国編の最後でそれぞれ提言を行ってきたが、

ここでは、まとめとして各国政府関係 全体を通じ たい。方向として

は、通関の手続きの迅速化、透明化であることは、関係者の間でも異論のないところであ

ろう。問題はそれをいかに実現するかということである。 
 
１．手続き簡素化の推進 
 前述のアンケート結果でも示されている通り、ASEANの
の中では、「通関など諸手続きの煩雑さ」が最も大きな問題といえる。手続きが煩雑である

と、時間がかかるばかりでなく、手続きを行う企業側（多くの場合、通関業者が代行して

いるが）でもどうしても細かなミスが発生したり、必要書類が不備となるケースが増える

であろう。このことにより手続きがさらに遅滞することになる。複雑な手続きは書類審査

や貨物検査、または事後調査などで、税関担当官が不透明な手数料（いわゆるティーマネ

ー）を要求する機会を増やすことにもつながるであろう。 

 
３．提言 

 

者に対して た提言をし

関税・通関制度に関わる問題点
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 また、通常の輸入手続きに加え、各国では輸出支援、特定産業の振興などを目的に様々

な輸入関税の減免制度が導入されている。例えば、タイでは BOI（投資委員会）による輸
出生産のための原材料・部品関税の免除制度がある。BOI以外でも、関税法 19条で同様の
輸出生産のための原材料・部品関税還付制度が導入されている。また家電製品に対しては、

上

要である。管理コストも無視できなくなっている。可能な限り制度を統合

し

則が不透明であるとの声も強い。

の積極的な情報提供体制、同時に税関内部での規則の周知徹底などが必要といえ

関税コードを確定できる事前教示制度は問題解決に大きく役立つものと考えられる。事

で既に導入されているものの、運用面では

．通関手続きの電子化の推進  ～ASEAN シングルウィンドウの実現を～ 

ASEANの競争力向上に不可欠な取り組みである。とりわけ企業

記とは別に原材料・部品関税の減免制度がある。さらに、近年は AFTA に加え、域外国
との FTAも徐々に開始され、特恵関税が利用できるようになっている。しかし、それぞれ
のスキームで必要とする手続きは異なり、企業側で正確な手続きを行うためには、相当な

知識と準備が必

、かつそのための手続きを簡素化することが望まれる。 
 
２．制度・規則の情報公開体制の強化 
１．の簡素化とも関連するが、通関手続きの制度や規

手続き上の不備やミスなどは企業側が情報を充分に持ち合わせていないことによって発生

している面もある。この点で新たな制度が導入された場合や制度変更があった場合、政府

側の告示が実施直前となるケースが多いのも事実である。各国政府の広報体制も充分とは

いえない。逆に、制度変更が告示されたにもかかわらず、その内容が全国の税関窓口の担

当官まで周知されておらず、混乱が生じるというケースも頻繁にみられる。充分な周知期

間と政府

る。一方、企業側は正確な制度情報を把握しておくことが望まれる。 
 
３．事前教示制度の充実 
 関税分類の解釈に関わる問題を指摘する日系企業は極めて多い。この点で、輸入通関前

に

前教示制度はタイを除く全ての ASEAN 主要国
充分に機能しているとはいえない。事前教示による判断結果が国内の各税関内で情報共有

されていないケースや税関担当者が判断結果を尊重しないケースなどがみられる。タイで

は早期の導入を、タイ以外の国でも制度の一層の充実、着実な運用実施が望まれる。 
 
４

 通関手続きの迅速化は、

はグローバル・サプライ･チェーンマネージメントの取り組みを強めており、短納期の要請

は日増しに強まっている。こうした要請に応えるためには、１．通関手続きの簡素化は有

効な手段となろう。 
 同時に電子化の推進が迅速化に大きく貢献するものとみられる。シンガポールを除くと、

各国の電子化は依然として、初期段階にとどまっている。こうした中で、注目されるのは、

ASEANとしての税関協力の動きである。とりわけ ASEANシングルウィンドウへの取り組

 38



みはその目玉というべきプロジェクトである。ASEANシングルウィンドウは、WCO、WTO

終的には税関に携わる人材の

題に行き着く。全ての手続きを包含した電子化には国より格差もあろうが暫く時間を要

どは必ず人の手を介する必要があるから

で

外国投資家は投資

敬遠することになろう。密輸の防止は政府の強いコミットメントと行動が不可欠であり、

。 

り、

期の締結が期待される。 
、「ビジネス

ることが期待されている。フィリピンでは、前述の通り、日系企業

などの国際ルールに沿って、ASEAN各国の通関手続きを共通のフォーマットで電子化して
いこうという壮大な構想である。電子化は人的判断を介さないという点で、税関担当官に

よる判断の恣意性という問題も改善が期待できる。一方で ASEAN 各国の経済格差は大き
く、その実現には多くの障害があろう。このために、日本政府としても、後述の経済連携

などのスキームを通じて、税関手続きの電子化（IC タグの活用などを含む）を積極的に支
援すべきである。 
 
５．税関人材の教育・育成 
 手続きの簡素化や電子化など重要な取り組みであるが、最

問

するものとみられ、また、貨物検査や事後調査な

ある。日系企業へのアンケートやインタビューでも高度な専門知識を持った人材の必要

性を指摘する声が多かった。専門知識の向上により、手続きの迅速化が期待されると同時

に、税関担当官によって判断が異なるという問題も改善されることが期待される。併せて、

税関職員のモラル向上も必要不可欠といえよう。 
 
６．密輸の防止 
 国により密輸活動が正常なビジネスの大きな障害になっているケースがみられる。密輸

により無税で製品が流入してくると、健全な市場の発展に影響を与え、

を

早期の問題解決が望まれる

 
７．EPA（経済連携）の推進 

 現在、日本とフィリピン、タイ、マレーシアは 2 国間経済連携（EPA）の交渉を実施し
ており、フィリピンとの交渉では 2004年 11月に大筋合意に達している。2005年 4月中旬
からは、日 ASEAN 経済連携の交渉も開始される。これら経済連携の交渉の分野として、
税関手続きに関わる簡素化や調和化、貿易文書類の電子化に関わる協力が含まれてお

早

 こうした税関分野の円滑化・協力に加え、それぞれの経済連携協定の中には

環境整備」という項目も盛り込まれる見通しである。これは関係国の政府関係者、産業界

が一同に会し、ビジネス環境上の課題を検討・解決する場を設置するというものである。

これにより関税・通関分野を含めた様々な課題について、相手国政府に対する公式な問題

解決ルートが確保され

代表とフィリピン税関長との間で定期的な会合が設けられており、問題解決に効果を発揮

しているという。このように相手国政府と直接対話できるチャンネルが経済連携協定とい
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う法的拘束力を持った枠組みの中で確保される意義は非常に大きいといえよう。 
 また、そもそも関税率が高い国ほど関税・通関制度に関する問題が多いという傾向がみ

られることから、EPA により関税引き下げ・撤廃が進むこと自体が問題の改善に寄与する
ということもいえよう。                     （了） 
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