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新欧州連合関税法典（UCC）
(1)

導入

新欧州連合関税法典（Union Customs Code：以下「UCC」）は EU における関税関連規則のアップデートであ
り、その多くの条項は、Delegated Acts および Implementing Acts の採択をもって 2016 年 5 月 1 日から適
用予定である。Delegated Acts および Implementing Acts の公表は 2015 年末または 2016 年初頭になるも
のと予測されており、本ニュースレターはその最終化前の草案を基に作成されている。
UCC の導入は、関税関連規則および手続の合理化、事業者に対する法的な予測可能性および画一性の提
供、関税当局に対する透明性の向上、手続の簡素化およびペーパーレスの電子手続環境への移行等を目標
としたものである。UCC が要求する電子手続環境への移行は、2020 年 12 月 31 日までに行われる予定であ
る。
2016 年 5 月 1 日以降の改正は、保税倉庫等の特別措置を使用する事業者に対する保証金（guarantee）の
義務化等様々な項目を含むが、本ニュースレターでは、欧州において事業を営む日系企業の営業損益に影
響し得る以下の項目の概要を説明する。


ファーストセールの廃止



ロイヤルティーおよびライセンス料の課税要件拡大



再輸出加工免税（Inward Processing Relief）の改正

(2)

ファーストセールの廃止

現行法規下では、輸入者は関税価格として、サプライチェーン内の先行する取引の価格を使用することが一
定の条件の下で認められている。このいわゆるファーストセール条項が廃止され、ラストセールに一本化され
るものと考えられている。当該変更に関する Implementing Acts 草案の文言は、以下のとおりとなる。


欧州連合の関税域内への輸出を目的として販売される製品の取引価格は、当該製品が関税域内に搬
入される直前に行われた販売に基づき、通関申告受領時に算定されなければならない
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2017 年 12 月 31 日までの期間については、一定の条件の下でファーストセールの継続使用を認める経過措
置が導入されている。当該経過措置適用のための条件は、次のとおりとなる。
該当する取引契約が以下の要件をすべて満たすこと。


当事者に対して契約上の拘束力を有すること



契約中で、先行する取引（ファーストセール）に係る合意が参照されていること



Implementing Acts の発効日（EU Official Journal への公告から 20 日目とされる予定）より以前に発効
していること

Implementing Acts の公表（publication）が 2015 年末または 2016 年初頭に予測されていることから、2017
年までファーストセールを継続使用したい日系企業は、経過措置適用のための条件が充足されていることを
確認・文書化するべく直ちに行動をとる必要がある。経過措置の実務的な解釈については各国税務当局が異
なる見解を示すことが予測されることから、企業は欧州にてファーストセールを用いている国を確認の上、対
応を検討することが推奨される。

(3)

ロイヤルティーおよびライセンス料の課税要件拡大

1)

一般原則：ロイヤルティーおよびライセンス料に対する関税の課税要件の拡大

現行法規下では、関税価格の算定上、買手が輸入する製品に係る無形資産の対価として買手が負担するロ
イヤルティーおよびライセンス料の支払は、当該支払が輸入製品の販売条件であることを条件に、取引価格
に加算することが要求されている。ロイヤルティーおよびライセンス料の支払が販売条件として定められてい
ない場合、関税価格の算定上これを取引価格に含める必要はない。
＜現行の共同体関税法典（CCC）第 32 条＞
1．（・・・）関税価格の算定に当たっては、輸入製品に対して実際に支払われた／支払われるべき価格に以下
の要素を加算しなければならない
C：輸入製品の販売条件として買手が直接／間接に支払うべき、輸入製品に係るロイヤルティーおよびライセ
ンス料で、それが実際に支払われた／支払われるべき製品価格に含まれていない場合
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＜現行の施行規定（CCCIP）第 157 条＞
2. 輸入製品の関税価格（・・・）の算定上、ロイヤルティーまたはライセンス料を加算しなければならないのは、
次の場合に限る


当該ロイヤルティーまたはライセンス料が、輸入製品に係るものである



その支払が、当該輸入製品の販売条件である

UCC 第 71 条は、上述の CCC 第 32 条の規定をほぼ同じ文言で踏襲している。
＜UCC 第 71 条＞
1．（・・・）関税価格の算定に当たっては、輸入製品に対して実際に支払われた／支払われるべき価格に以下
の要素を加算しなければならない
C：輸入製品の販売条件として、買手が直接／間接に支払うべき、輸入製品に係るロイヤルティーおよびライ
センス料で、それが実際に支払われた／支払われるべき価格に含まれていない場合
さらに、Implementing Acts においては、上述の「輸出製品の販売条件である」という文言の解釈の範囲を拡
大する旨の次の規定を定めている。
＜UCC Implementing Acts 第 136 条（4）＞
以下のいずれかの条件に合致する場合、ロイヤルティーまたはライセンス料が輸入製品の販売条件として支
払われたとみなすものとする。
A

売手（または売手の関連者）が、買手に対しロイヤルティーまたはライセンス料の支払を要求する場合

B

買手による支払が、契約に則った売手の義務を充足させるために行われる場合

C

当該ロイヤルティーまたはライセンス料のライセンサーへの支払なくしては、製品が買手に販売されない、
または、買手が当該製品を購入できない場合

つまり、実際に輸入製品の売手と買手の間でロイヤルティー支払を販売条件とする取極めが行われていなく
とも、何らかの理由で買い手がロイヤルティーの支払無しには製品の購入が不可能となる等の場合には、事
実上「輸入製品の販売条件である」という要件を満たすこととなり、結果として、ロイヤルティーの支払額を製
品の取引価格に加算して関税価格としなければならないこととなる。
2)

商標に対するロイヤルティーの例外規定の廃止

現行法規は、上述 3.1 で述べたロイヤルティーおよびライセンス料の関税課税要件についての一般規定に対
し、商標の使用権に係るロイヤルティーおよびライセンス料に係る例外規定を設けている。
＜CCCIP 第 159 条＞
商標の使用権に係るロイヤルティーおよびライセンス料を、輸入製品の関税価格に加算しなければならない
のは、以下の場合に限る。


当該ロイヤルティーおよびライセンス料に係る輸入製品が、輸入国と同一国で再販売される場合、また
は、輸入後の加工が限定的な場合



当該輸入製品が、ロイヤルティーおよびライセンス料の対象となっている商標を、輸入前または輸入後
に添付された上で販売される場合



買手が、売手と非関連のサプライヤーからは当該製品を自由に調達できない場合
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前頁の条件に合致しない商標に対するロイヤルティーは、関税価格への加算を免れている。ところが、
Implementing Acts にはこの例外規定が設けられていないため、今後、商標に対するロイヤルティーもまた、
前述のロイヤルティーの関税課税要件に関する一般規定の対象となることにより、一定の状況においては関
税が課せられることとなる。

(4)

再輸出加工免税（Inward Processing Relief）の改正

1)

欧州域内での加工目的で輸入する製品に対する現行の関税猶予・還付制度

現行の欧州関税法においては、欧州域内での加工のために一時的に製品を輸入し加工後に再輸出をする事
業者に対しては、一定の要件下で、輸入時の関税および輸入 VAT 等を免除する“再輸出加工免税（Inward
Processing Relief：以下「IPR」）”と呼ばれる制度が存在している。この制度は、欧州域内の加工業者が域外
の加工業者に比べて競争上不利になることを回避する目的で導入されたものである。
“IPR”には、“再輸出加工免税 課税猶予：以下「IPR Suspension」”と“再輸出加工免税 還付：以下「IPR
Drawback」”の二つのタイプがある。前者は輸入時の課税を免除し、加工後製品のうち結果として再輸出され
なかった製品についてのみ課税するという制度である一方、後者は輸入時にいったん課税し、加工後製品の
うち再輸出されたものにつき還付を行う制度である。
一方、これに類似する制度で、“税関管理下の加工（Processing under Customs Control 以下：「PCC」）”と
言う制度がある。これは加工目的で域内に輸入する製品の輸入関税を免除し（ただし輸入 VAT は課税）、加
工後の製品が域内に自由流通（free circulation）に付される時点で加工後の製品の品目分類、価格に基づき
関税を課す制度である。
2)

UCC による改正

UCC により、次の制度改正が行われる。


まず、現行の IPR Suspension 制度は、加工用製品の輸入時に、加工後製品の再輸出の「意図
（intention）」があることを課税猶予の要件としているが、UCC 発効後はこの要件が無くなる



この要件がなくなることにより、IPR Suspension 制度と PCC 制度に実質的な差異が無くなるため、この
二つの制度が統合される
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また、IPR Drawback 制度は廃止される



原則として、域外製品が域内での加工後に域内自由流通に付される時、加工後の製品をベースとして
関税額が算定される。ただし、事業者の特段の申請があれば、加工目的で域内に搬入された域外製品
が IPR 制度下に置かれた時点での品目分類、関税価格、数量、性質、原産地に基づいて関税額を算定
することも可能となる



ただし、IPR 制度下に置かれた時点で、既に商業・農業政策またはアンチダンピング税、相殺関税、セー
フガード税、報復関税を課税され、域内の自由流通に付されている製品の場合には、加工後の製品で
はなく、IPR 制度下に置かれた時点での製品をベースに関税額を算定することを義務付けている



なお、現行の制度では、事前の承認により、IPR 制度下に置かれた域外製品と域内で自由流通に付さ
れている同等製品（equivalent goods）との互換性を認めている（例えば、域外から輸入された製品の同
等製品を用いて加工した製品を輸出する場合、あたかも域外製品が加工に用いられ再輸出された場合
と同様に関税が免除される）。ただし、当該域外製品が自由流通に付される際にアンチダンピング課税
等の対象となる製品については、同等製品の使用は認められなくなる

現状 IPR Suspension 制度・IPR Drawback 制度・PCC の認可を受けている輸入者は、これらの制度に関す
る活動を見直し、UCC 発効に向けて準備することが必要となる。特に、（i）IPR 制度下における加工後の製品
の自由流通申告時の影響、（ii）新規定下での関税額の算出、（iii）アンチダンピング税の対象となる可能性の
ある「同等製品」の扱いについて、確認する必要がある。
(5)

その他

UCC には、上記以外にも様々な制度改正が含まれている。その例は以下のとおり。


保税倉庫・ IPR、その他の特別措置使用時の保証金（ Guarantee）の義務化（ただし、Authorized
Economic Operator：以下「AEO」の資格を有するまたは AEO 資格取得の要件を満たす事業者に対し
ては一定の保証金（Guarantee）免除措置が導入される）



AEO の資格取得条件の追加および 2019 年 5 月を期限とする新規条件の下での既存の AEO 適格事
業者のレビュー



保税倉庫に関する種類その他制度変更

(6)

影響

欧州は、日米と比べて工業製品に対する関税率が依然として高く、また関税当局と納税者との間の争いが伝
統的に多い地域である。UCC の導入は、欧州で事業を営む日系企業にとって営業費用の増加をもたらす可
能性がある。欧州が成熟市場であり合理的なコスト削減の重要性が高いことを考えると、UCC 導入の影響に
ついては直ちに評価を行うことが推奨される。
ま ず 、 UCC の 導 入 後 の 適 正 な 関 税 価 格 （ ロ イ ヤ ル テ ィ ー の 取 扱 い 等 ） 、 特 別 措 置 使 用 時 の 保 証 金
（Guarantee）義務化および AEO の資格条件追加等の新しいコンプライアンス事項への対応方針・処理変更
について各国・各事業部の担当者に通知するとともに、ファーストセールを使用している企業については 2017
年までの経過措置の適用を確実にするべく条件充足の確認・文書化を行うことが推奨される。
次に、ファーストセール活用企業や多額のロイヤルティーを支払っている企業については、欧州における営業
費用の増加額が多額に及ぶ可能性がある。それらの企業は、諸々の関税削減プラニングを実行することで、
増加する関税コストを吸収するため施策の実行可能性を検討すべきものと考えられる。個々の企業の状況に
よって、特別措置の活用、FTA・EPA・Information Technology Agreement（ITA）、その他の通商協定の最大
活用、関税評価額の見直し、関税分類（HS Code）の見直し、サプライチェーンの最適化等の様々な方策が検
討できる。
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