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税関事前教示制度に関する実施ガイダンスの公布
2018 年 1 月 31 日、中国税関総署は 2 月 1 日から施行される税関事前教示制度の実施ガイダンスとして、「《中華
人民共和国税関事前教示管理暫定弁法》の実施に関する事項についての公告」（税関総署公告 2018 年第 14 号
（中国語）、以下「14 号公告」）を公布した。14 号公告の規定により、税関は事前教示制度の施行日（すなわち 2 月 1
日）から、従来の「3 つの仮審査」（すなわち原産地の仮認定、価格の仮審査、貨物の仮分類）に関する申請の受理を
取りやめる。これは、「3 つの仮審査」制度の正式な廃止を意味するものである。
2017 年年末に、税関総署は「中華人民共和国税関事前教示管理暫定弁法」（税関総署第 236 号令（中国語）、以下
「暫定弁法」又は「第 236 号令」）を公布し、2018 年 2 月 1 日から税関事前教示制度を正式に施行することを明らか
にした（デロイト Tax Newsflash（中国語）を参照のこと）。今回公布された 14 号公告は、「暫定弁法」の関連規定に
対して、細部の明確化と補充規定を行う上で、関連の手続書類を統一化・規範化するものである。
1.

ハイライト

(1)

事前教示の申請者

輸入貨物の荷受人又は輸出貨物の荷送人、と明確化された。
事前教示の申請者については、236 号令において「実際に輸出入活動に従事し、かつ、税関で登録した対外貿易
経営者」と規定されているが、14 号公告において「輸入貨物の荷受人又は輸出貨物の荷送人」と明確化されてい
る。14 号公告の規定は、「中華人民共和国税関法」における「関税の納税義務者」の規定（輸入貨物の荷受人、輸
出貨物の荷送人、出入管物品の所有者は、関税の納税義務者となる）との整合性を確保するものであり、実務に
おける輸入貨物の荷受人と輸出貨物の荷送人に係る権利、義務及び責任を考慮したものである。実務において、
「荷受人／荷送人」は多くの場合において、輸入／輸出取引における「買手／売手」であり、輸出入取引の計画と
関連の取り決めを作成した者であるため、事前教示の申請者として適任である。ただし、特定の状況において、商
品の実際の「買手／売手」（又は所有者）は、通関目的のための荷受人/荷送人ではなく、商品を使用又は製造す
る者であるという例外も存在する。
(2)

貨物の輸出入予定日から 3 カ月以内の事前教示申請が容認される特殊な状況

 不可抗力又は政策の調整の原因で、輸出入予定日から 3 カ月以内に申請することになった場合
 申請企業による税関での登録から 3 カ月未満である場合
事前教示申請は通常、貨物の輸出入予定日の 3 カ月前に提出すべきである。14 号公告は、事前教示の申請期
限について、極めて限定的な例外規定を提供している。事前教示の申請を検討されている輸出入業者は、輸出入
計画を踏まえた上で、事前教示申請を事前に計画する必要がある。
(3)

事前教示申請書

「関税分類」、「関税評価」、「原産地」の 3 種類に分けられており、14 号公告に添付されている申請書テンプレートに
は、備考、記入説明及び秘密保持声明が含まれている。

1

申請書テンプレートから見て、申請者に多くの情報記入が求められる。「事前教示申請書（価格）」を例に挙げると、
記入事項は関税評価のテクニカル面のキーポイントのほとんどを網羅しており、中には、申請者によるテクニカル
面での判断を必要とする記入項目も存在するため、申請者に高水準な予備知識を要求している。
(4)

申請の提出ルート

申請者は「中国電子口岸（中国語）」の「税関事務連絡システム（QP システム）」又は「インターネット＋税関（中国
語）」を通じて、「事前教示申請書」及び関連の書類を提出する必要がある。
(5)

事前教示回答書

事前教示回答書は申請書と同様に、「関税分類」、「関税評価」、「原産地」の 3 種類に分けられており、また、「本事
前教示回答書は発行日から 3 年以内に有効である」と明記される。
回答書における上述の記述は、236 号令第 11 条の規定（事前教示回答書は申請者に送付された日を発効日とす
る）との間に相違が見られるが、追って明確化が待たれる。
(6)

事前教示回答書の開示

申請者の商業秘密に関わるものを除き、税関はウェブサイト掲載などの方式により、事前教示回答書の内容を開示
する。
236 号令において、事前教示回答書の開示について規定されており、開示された事前教示回答書は、同種類の事
項に対する行政決定の参考となる。また、申請者の商業秘密を保護するため、「事前教示申請書」に秘密保持声
明が導入されており、申請者はチェックボックスにチェックマークを入れる方式で、税関による事前教示回答書の開
示を同意するか否かを表明する。関税分類に関する回答書について秘密保持を税関に要求する場合、その理由と
期限を追記する必要がある。
(7)

事前教示回答書の使用

申請者が「事前教示回答書」に記載された状況に該当する貨物の輸出入を行う場合、「事前教示回答書」の内容どお
りに申告し、かつ、通関申告書の備考欄に「事前教示＋回答書番号」を記入する必要がある。（例えば、番号が R-20100-2018-0001 である事前教示回答書を使用して通関申告を行う場合、通関申告書の備考欄に「事前教示 R-20100-2018-0001」と記入する必要がある）
上述の「事前教示回答書に記載された状況に該当する貨物」については、14 号公告では明確に定義されていな
い。14 号公告の添付資料を参照すると、下記のように捉えることができる。
 関税分類に関する事前教示の場合、「同様の貨物」を指す
 関税評価に関する事前教示の場合、「事前教示申請の対象である契約書に基づき輸入する取引対象貨物」を
指す
 原産地に関する事前教示の場合、「同一の製造企業が同様の材料を用いて生産する同一型番の貨物」を指す
(8)

原産地関係の事前教示に関する特別規定

協定税率又は特恵税率の適用を申請する場合、輸入者は貨物の輸入に際して、規定どおりに原産地証明書又は原
産地声明を提出しなければならない。
原産地に関する事前教示回答書は、申請者より提出される「事前教示申請書（原産地）」に記載された HS コードに
基づき発行される。貨物の輸入に際して、「事前教示申請書（原産地）」における HS コードの適用が間違っていると
税関が判断する場合、当該「事前教示申請書（原産地）」は使用不可能となる。
上述の規定から分かるように、原産地関係の事前教示を申請する際に、正しい HS コードの適用は極めて重要で
ある。申請者が間違った HS コードを事前教示申請書に記載したと税関が判断した場合、関連の原産地事前教示
回答書は使用不可能となり、予定の役割を果たせなくなる恐れがある。
2.

デロイトのコメント

「WTO 貿易円滑化協定」は、加盟国に事前教示制度の導入を要求している。236 号令の公布は、既存法体系の枠
組み内における税関事前教示制度の導入を意味するものであり、「WTO 貿易円滑化協定」の受諾と履行に関する
中国の承諾に基づく行動である。事前教示制度の導入は、ビジネス環境の改善を推進し、通関申告の予測可能性と
確実性に法的根拠を提供することに積極的な役割を果たす。
14 号公告は、236 号令の関連規定に対する細部の明確化と補充規定の提供に伴い、従来の「3 つの仮審査」制度
の廃止を明確にすることで、既存法規との矛盾を避け、法執行の基準を統一化し、関連の申請手続を明確にした。
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関税分類、関税評価、原産地はいずれも卓越したテクニカルスキルを要求する専門分野であり、関連の事前教示申
請を受理・審査する税関の内部機構にとって、業務の効率と専門性及び異なる税関の間における事前教示回答の一
致性を確保できるか否かは大きなチャレンジとなる。現在、「申請者の登録地を直接管轄する税関が事前教示申請を
受理する」ことが明確化されているが、輸出入業者が注目している事前教示の審査メカニズム及びその根拠は追って
情報開示が待たれる。
事前教示を申請する企業は、記入情報の正確性、開示情報の完全性、申請資料提出の期限について厳しく要求さ
れる。事前教示申請をスムーズに推進するために、申請者は関連情報を整理し、申請対象事項及び開示情報につ
いて全面的に評価するとともに、輸出入計画を踏まえた上で、事前教示申請を事前に計画する必要がある。
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