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企業のコンプライアンス強化、税関：新自主的開示制度 
背景 

税関総署は、2019年10月17日付けで「税法違反行為の自主的開示への

対処法に関する公告」（税関総署2019年第161号公告、以下「161号公

告」）を公布した。同公告は、企業が自主的に開示した税法違反行為に対

して行政処罰を免除する基準を初めて明確に定めた。また、税関総署は、違

反行為による企業信用ランク認定への影響及び自主的開示の適正化手続

きを公布した。161号公告は、公布日より施行される。 

新たな自主的開示制度のキーポイント 

2014年11月6日、「税関改革の全面的な深化に関する全体案」では、初めて

「自主的開示」制度の確立を提起した。2016年、税関は「中華人民共和国

税関査察条例（改訂版）」（以下「査察条例」）及びその実施弁法を公布

し、中国税関の法体系において自主的開示制度を正式に確立した。企業が

自主的開示したと認定される状況、行政処罰と滞納金の減免措置を規範化

したものの、実施細則と定量的基準を設けていなかった。 

自主的開示の方法、自主的開示後の行政処罰の有無、及び企業の信用ラ

ンク認定への影響が輸出入企業を悩まし続けた3大懸念事項であり、また、自

主的開示制度の施行開始より3年余り経過した今でも、成功事例が少ない主

要因である。 

161号の公布は、企業が抱えている多くの懸念を取り除いただけでなく、実務上

の実行可能性も高めた。

本アラートの分析対象法規 
「税法違反行為の自主的開示への対
処法に関する公告」（税関総署2019
年第161号公告） 
 
その他の参照法規 

• 「中華人民共和国税関査察
条例」及びその実施弁法 

• 「『中華人民共和国税関査察
条例』実施弁法」の公布に係
る法令様式に関する税関総
署の公告（税関総署公告
2016年第61号） 

• 「中華人民共和国税関行政
処罰実施条例」（国務院令
第420号） 

• 「中華人民共和国税関企業
信用管理弁法」（税関総署
令第237号） 
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1．自主的に開示した税法違反行為に対して行政処罰を免除する基
準を初めて明確に定めた。 

「査察条例」及びその実施弁法によると、企業が自主的開示を行った場

合、税関は軽い行政処罰を科すか若しくは適用する行政処罰を軽減す

るものとする。違反行為が軽微であり、かつ適時に是正でき、深刻な事

態に至らなかった場合、行政処罰を科さないものとする。しかし、「軽微な

違反行為」または「深刻な事態に至らなかった違反行為」の認定基準を

設けていない。一方で、「軽い行政処罰」または「行政処罰を軽減する」

範囲も明確に定まっていない。 

161号公告では、開示時期（税法違反行為発生後3か月以内または

それ以上を区分）、違反行為に係る課税比率（納付すべき税額の

10%）、違反行為に係る課税額（50万人民元以下）、企業の対処

方法（積極的に深刻な事態に至らないよう措置を講じる）を区分基準

として、行政処罰免除に該当する条件を明確にした。 

このうち、税法違反行為の発生日から3か月以内に自主的開示を行った

場合には、課税比率あるいは課税額に対して制限を設けていないため、

企業が違反行為を早期に発見して是正することを奨励する環境を整え

た。税法違反行為の発生日から3か月以上経過してから自主的開示を

行った場合、課税比率や課税額に対して制限を設けるものの、違反行

為に対する課税額の上限は、自主的開示制度試行時の25万人民元

から50万人民元にまで引き上げられ、この上限額は明らかに通常の行政

処罰案件より高い。更に、課税額または課税比率に対する制限のいず

れかに該当すれば、行政処罰を免除することができる。161号公告は、

企業にやさしい制度である。 

同公告では、「脱税額、過少納付税額が納付すべき税額の10%以下

である」場合、処罰しないことを明確にしたが、各種案件、特に加工貿易

違反案件の場合、「納付すべき税額」の算出基準は依然明確に定まっ

ていない。 

2．行政処罰免除の必須条件として「積極的に深刻な事態に至らない
よう措置を講じる」ことを強調。 

161号公告では、税法違反行為の発生日から3か月以内またはそれ以
上の時間経過にかかわらず、税関に自主的に開示した場合、「積極的
に深刻な事態に至らないよう措置を講じる」ことを行政処罰の免除を判
断する必須条件の一つとして定めた。しかし、同公告では、「措置を講じ
る」の定義に関して、最終的に深刻な事態に至らない「結果指向」である
か、或いは深刻な事態に至らないよう措置を講じる行為が生じた「過程
指向」であるかは、明確化されていない。 

KPMGの経験によると、当事者が積極的に深刻な事態を軽減する措置
を講じた場合（当事者が税関査察が完了するまでに自主的に保証金
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を全額納付、規定通りに税関手続きを行う、或いは税関の監督管理対
象となる貨物を税関の監督・管理下に戻すなど）、軽い行政処罰を科
すか、若しくは適用する行政処罰を減軽できる可能性がある。 

3．警告または50万人民元以下の罰金は企業の信用状況に影響を及
ぼさない。 

161号公告によると、自主的に開示した規定違反行為に対し、警告又
は50万人民元以下の罰金を科された場合、税関が企業信用状況を認
定する際の情報として記録しない。また、認証企業が税法違反行為を
自主的に開示した場合、税関は調査期間において当該認証企業に対
し、関連管理措置を引き続き適用する。これにより、多くの企業が抱いて
いる信用ランク認定への影響に対する懸念を解消した。 

4．自主的開示プロセス及び文書様式の規範化 

文書様式について、税関総署公告2016年第61号は「自主的開示報
告書」の書式を規範化した。今回公布された161号文は、既存の報告
書の雛形を見直した。開示プロセスについて、161号文では、自主的開
示申請の受理を担当する税関は、税金徴収地又は企業所在地の税
関であることを明確化した。 

企業は「事前・事中・事後」のリスクマネジメント体制を構築し、自主的
開示制度の恩恵を最大限に享受 

現行の税関監督管理体制の下で、税関は「前推後移（輸出入貨物

通過後に通関申告書を受理・審査）」を通じて企業に対しビッグデータ

技術を運用した事後審査を強化する。企業の通関段階におけるリスクも

上昇し続けており、税関の事後審査における税金追徴に係る罰金リスク

も高まっている。企業は、過去の輸出入業務における不適正行為を自

主的に開示することに対して懸念を抱いているため、長期にわたり規定違

反行為という「時限爆弾」を抱え込んでいる。 

161号公告は、自主的開示制度を更に明確化したため、企業が自主

的開示制度を活用して行政処罰と通関リスクを軽減し、税関コンプライ

アンス向上を図る効果的なものとなる。企業は、通関リスクを効果的に軽

減し、自主的開示制度の恩恵を最大限に享受できるよう、「事前審査・

事中監督・事後是正」という全面的な管理体制を確立する必要がある。 

1. 事前審査 

提案1：通関担当者がフロントエンド業務に参与し、リスク管理を前倒し

する。 

通関リスクを引き起こす要因は、社内における情報の非対称性にある。

通関担当者が関連する業務情報（例えば、関連者間取引価格の設

定政策、非貿易項目の海外送金、生産技術の更新など）を適時に把

握することができない。企業の通関担当者が、業務部門との意思疎通を
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強化し、フロントエンド業務の意思決定に参与して、業務の実行状況を

リアルタイムに把握することで、事前に計画を作成し、潜在的な通関リス

クを識別されるよう提案する。 

2. 事中判断 

提案2：自己査定を定期的に実行し、リスクを適時に発見する。 

161号公告によると、規定違反発生後3か月以内に違反行為を開示し

た場合、罰金額にかかわらず、行政処罰を免除できる。また、査察条例

実施弁法によると、報告する前に税関が違反行為の手がかりを発見或

いは把握した場合、自主的に開示したとみなされない。従って、企業が

日常の輸出入業務に対して定期的に自己査定を実施し（ 例えば、1-

2か月ごとに1回）、全体又は重要な輸出入業務に対して全面的/専門

的な監査を行うことで（ 例えば、年間に1-2回）、長期にわたり規定違

反行為が発見されないことを回避するよう提案する。 

提案3：リスク事項を正確に識別し、規定違反行為の性質を判断する 

企業の定期的な自己査定、内部監査において、しばしば識別しにくい潜

在的なリスク、または識別されたものの、その性質を特定しにくい違反事

項がある。例えば、企業が技術レベルの高い商品の分類を査定する場

合、時間と専門性による制約を受けて、商品コードの一致性と正確性を

簡単に検証することしかできず、その正確性を判定することは困難である。

また、識別された違反事項（例えば、加工貿易貨物に不足が生じた場

合）について、その原因を探して定量化し、違反行為の性質を判断する

ことは企業が直面している課題である。企業が社内研修などを通じて通

関担当者のリスク認識と専門性を高め、必要に応じて専門機関の意見

を求めることを提案する。 

3. 事後是正 

提案4：積極的に深刻な事態に至らないよう措置を講じる 

161号公告によると、行政処罰の免除対象になる最も基本的な条件と

して、企業は積極的に深刻な事態に至らないよう措置を講じなければな

らない。企業は、リスク要因を発見した後、直ちに措置を講じ、規定違反

行為の発生を防止するよう提案する。具体的に、企業は、保証金の納

付、規定通りに税関手続きの実施、或いは税関の監督管理対象となる

貨物を税関の監督・管理下に戻すことで実現できる。 

提案5：適切な自主的開示政策の選定 

企業は自主的開示を行う前に、輸出入業務の関連性、全体的なリスク

管理の観点から、適切な自主的開示政策を制定し、可能な限りリスク・
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エクスポージャーを減少するよう提案する。主に以下3項目に注目するよ

う提案する。1．規定違反行為の具体的な情況及び性質の判断、2．

規定違反行為を引き起こした原因及び責任主体、3．企業が行政処

罰の軽減・減免申請で有利となる事実と法的根拠など。 

提案6：自主的開示プロセスの適時実行、報告書書式の規範化 

適時性と規範性は、税関が企業の自主的開示の有効性を判断する際

の重要要素である。企業は、規定違反行為を発見した場合、直ちに開

示プロセスに移行し、規定の書式通りに報告書を準備した上、税関検

査に備えて十分かつ正確な補足資料も提供するよう提案する。 
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