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去る2017年6月14日（水）、SEAJ 貿易専門委員会主催に
より「中国貿易講習会（基礎実務編）」についてのセミナー
が東京貨物運送健康保険組合会議室にて開催されました。
本セミナーは、2011年6月の初回から回を重ね9回目の開催
となります。今回は2部構成とし、前編は中国事情トピック
ス、後編は中国での物流・通関事情の説明を行いました。

当日は58名の受講者にご参加いただき、講師は日本通運
（株）航空事業支店国際貨物部開発第三課長の大嶋修也、同
課係長の神山博美が担当しました。

前編　中国事情トピックス
半導体製造装置やその部品輸送で避けて通れない、中国

でのインフラ、特に道路事情を中心に説明を行いました。
また、エリアトピックスとして合肥・南京を取り上げてお
ります。

１．交通インフラ
2016年からの5か年計画では計15兆元の投資が計画されて

おり、中でも道路については7.8兆元、約32万 km の増設が
予定されています。主要都市間は既に高速道路が整備され
ているが、車両に減速を促す為の段差や、工事後と思われ
る溝・穴が見受けられ、精密機器輸送には注意が必要です。

２．中国の半導体産業（合肥・南京）
大型設備投資が始まった NEXCHIP の有る合肥、今後設

備輸送が開始される TSMC のある南京をエリアトピックス
として取り上げました。それぞれの工場の位置、設備輸送
のルート及び、保守部品保管が可能な保税倉庫について説
明しました。保税倉庫については合肥・南京共に各工場建
設に合わせて準備が進められており、両地域とも工場稼働
前には準備が整うものと考えられています。
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①安定的な社会を目指して-インフラの整備 
 
交通インフラ整備については 
５カ年の計画（2016-2020）期間中に、 
計１５兆元の投資計画。 
 
なかでも道路については投資額が７．８兆元 
と大きく、約３２万km(うち高速道路は 
３万km)の増設が予定。 
 

東西・南北に計２０本の 
道路建設予定あり。 
 
主要都市のほか 
中西部地域や少数民族自治区なども 
つなぐ構想。 

資料）中国中央人民政府WEBサイトより引用 

資料）中国中央人民政府WEBサイト 国務院 現代総合交通運輸体系発展計画の通知より引用  
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②保税倉庫の活用-参考事例 

中国・保税/TSS型（※）保税
倉庫 

 
 
 
 

A社資産での非居住者在庫。 

中国国内ユーザー向け保税在庫 

対象：海外の製品を中国マーケットにタイムリーに供給したいお客様 

海外輸出者 中国ユーザー 

海外からの製品を中国の保税地域で保税保管（日本A社名義） 
オーダーに応じて中国国内マーケットへタイムリーに供給 

日本A社 
オーダー オーダー 

通
関 

(※)TSS型保税倉庫： 
設備の保守パーツなど緊急で 
必要となる部品を必要な時に必要な量だけ 
エンドユーザーにお届けすることが可能。 
先出し後通関対応可（集中通関）。 
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後編　日本～中国へ：物流・輸入通関事情
昨年は日本の輸出から航空機への搭載、中国での輸入・

配送までの流れを説明しましたが、アンケート結果では皆
様が難しいと感じられている中国での輸入通関を詳しく説
明して欲しいとのご要望がありました。本年は日本の輸出
通関部分は重要な点のみとし、日本からの輸出貨物が中国
に到着した後の現地事情について詳しく解説しました。

１．日本からの輸出に関する注意点
輸出貿易管理令により、日本から海外へ輸出される製品

には制限が掛っております。特に半導体製造装置は規制リ
ストに掲載されていますので、自社の製品が海外へ輸出が
出来るのか否かを確認する必要があります。輸出許可を取
らずに輸出・供出した場合には法律に基づき罰せられる可
能性がありますので注意が必要です。

２．航空輸送～中国へ
輸出許可を得た貨物がどの様に航空機に搭載されるかを

説明しました。航空機には搭載可能サイズに上限があり製
品梱包時に注意が必要です。また、装置本体等の大型貨物
については搭載出来る航空機に限りがありますので早め早
めの予約が肝要です。

３．中国側輸入通関・検疫・検査
中国の貿易事情の特徴として、多数の貿易方式や地域別

の取扱いの違い、多くの輸入通関規制や他法令による縛り
など、複数の要因が存在することで現地通関事情が複雑に
なっています。

① 中国では勝手に貿易等の商行為はできません。政府に
批准された経営範囲内でのみ商行為が行えます。

② 国家の管理がその内容に応じて国家中央レベル、省・
直轄市レベル、都市レベルと段階が分かれています。
法律は確かに同じですが、運用は各都市で異なるのが
現状です。

③ 密輸防止の為に税関、銀行、税務局が連携しています。
その結果、一見複雑な規定が存在し、多くの提出書類
が必要になっています。

④輸出入貿易権
　 中国では外貨管理、政策管理が非常に厳しく、輸出入

貿易権を持っていない企業は自社名義で輸出入を行う
ことができません。ただし、貿易会社や商社等を介在
させることで輸出入が可能となる場合もあります。ま
た、輸出入できる品目も経営範囲で限定されており、
自社に関係のない商品を輸出入する事も出来ません。

（例：半導体製造企業が、食料品を輸入する等）

⑤貿易方式
　 中国での輸出入では用途に合った貿易方式を選択する

必要があります。大きく分けて一般貿易と加工貿易の
二種類の方式があり、加工貿易で輸入すべき貨物を一
般貿易で輸入したりすることはできません。

　・  一般貿易　輸入時に関税、増値税を納税して輸入す
る方式。中国国内販売、中国国内で使用する貨物で
あることが前提です。

　・  加工貿易　加工後の製品輸出を前提に部材輸入時に
関税、増値税等の免税措置を受けることができます。
来料加工と進料加工があります。また、自社工場の
生産に使用する設備に関して関税、増値税を免税で
輸入することができます。

⑥加工貿易
　 加工貿易には来料加工と進料加工の二種類の方式があ

り、双方ともに「手冊」といわれる台帳で部材、製品
にかかる出し入れの管理がされています。

　・  来料加工　純粋な委託加工方式であり、中国の加工
業者は加工賃だけを収受する方式です。中国の加工
業者は海外の加工委託者より無償で生産部材の供給
を受け、加工委託者との契約内容どおりの製品を製
造し、加工委託者もしくは委託者の指定する先へ製
品を輸出します。

　・  進料加工　中国の加工業者が海外より購入した有償
の生産部材に加工を施し、製品とした後に輸出し加
工の対価は輸出した製品の代金から賄う方式です。
来料加工と異なり、部材の購入、製品の販売という
独立した二つの取引が発生します。

⑦外貨送金との関係
　 外貨管理局が送金を管理しています。中国に企業が海

外から輸入したものに対する対価を支払おうとする場
合、輸入時の内容を証明するインボイスや契約書の他、
実際に輸入がされたことを証明する輸入許可証番号が
必要になります。個別の輸入許可証が発行されない国
際宅配便による簡易通関やハンドキャリーで税関申告
しなかった場合等は海外送金が出来なくなる為、注意
が必要です。

４．中国における輸入通関
①輸入通関の流れ
　 貨物が中国の空港に到着してから輸入許可までの通関

等事務手続きの流れについて説明しました。中国での
輸入通関では通常、税関への申告に先駆けて出入境検
験検疫局（通称：商検局、三検局）への検疫手続きを
行う必要があります。
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②三検手続きとは
　 動植物検疫、商品検査、衛生検査の三種類の検査の総称。

法定検査・検疫該当として指定された物品の検査に合
格した場合、三検局が検査・検疫通過の証明書を発行
します。この検査・検疫証明書は輸入申告の際に必要
となり、税関への提出が必須です。輸出入貨物は必ず
三検を行う必要があり、法定検査・検疫該当ではない
貨物でも申請、受検が必要です。

　・動植物検疫　 商品そのものばかりではなく、梱包材
も対象とした検疫です。

　・商品検査　　 中国国内輸入時は、不良品輸入の排除
を目的としている。

　・衛生検査　　 食品のみならず、食器、食品添加剤、
容器、包装材、厨房機器も検査対象と
なります。

③確認事項
　 中国での輸入通関では、HS コードがわかっただけでは

申告ができません。HS コード毎に異なる申告要素（品
名、用途、材質、ブランド名、型番）HS ごとに定めら
れた必要申告事項を全て輸入申告書に記載する必要が
あります。

④梱包規制
　 中国への輸出貨物梱包に木材を使用する場合は IPPC

の要求に基づき処理を行い、IPPC マークを貼付する必
要が有ります。IPPC マークが不鮮明な場合には、中国
側で熱・燻蒸処理を行われる可能性が有りますので注
意が必要です。

⑤ CCC 認証について
　 特定の品目については CCC 認証の取得が必要です。一

般的に、認証取得の為には数か月間必要となりますの
で事前の準備が必要です。一部商品はその用途によっ
てＣＣＣ認証の免除が認められる場合が有ります。実
際の免除可否については中国側輸入者、もしくはその
通関代理店に確認されるのが良いと思います。

５．特殊通関事情
①一時輸出入
　 ６か月以内に再輸出する貨物については、税関の審査

を経て一時輸入が可能です。期限は２回延長が可能で
最長18か月間中国での一時使用が可能な場合が有りま
す。据付用の工具や、デモンストレーション用の新製
品に需要が考えられます。

②展示会
　 展示会そのものへの出展、各会員企業様が取引先を集

めた企業展示会が考えられます。
　 展示会には ATA カルネを利用した輸送が一般的です

が、中国で ATA カルネ利用した通関の為には、展示
会主催者が事前に税関に対し、国際展示会としての申
請、批准が必要となります。

③修理物品
　 中国に販売した製品及びその部品が故障し、日本で修

理が必要な場合に利用出来ます。中国より日本に製品・
部品を輸出する際に修理目的として税関に申告する事
により、修理後の製品・部品を中国で再輸入する際に
減税が受けられます。原則として製品・部品そのもの
には課税されず、修理工賃にのみ課税となります。

④無償サンプル
　 中国では無償サンプル品の輸入が厳しくなっておりま

す。特に、製品価格の妥当性を厳格に審査する傾向に
有り、輸入通関に時間が掛る場合があ有ります。また、
製品価格の妥当性を証明するために、原価計算書や、
日本輸出時の輸出許可書の提示等を求められる場合が
あります。

⑤ハンドキャリー
　 緊急輸送方法として需要の有るハンドキャリーについ

て説明しました。上海空港でのハンドキャリー輸入通
関では、一般貨物輸送時と同じ通関に必要な書類を求
められます。その為、中国の輸入者にて準備が必要な
書類が有りますので、事前の準備無くハンドキャリー
した場合には、一般貨物で輸送するより引き取りに時
間が発生する場合が有ります。また、税関執務時間上
の問題から必ずしも到着当日に輸入申告出来る訳では
なく、残念ながら中国向け輸送ではハンドキャリーが
最速の輸送手段ではありません。

終わりに
今回の説明会は、基礎実務編として一般的な事情を説明

させて頂きました。12月には中国貿易（トラブル事情編）
として、より具体的な、実務に即した説明会を開催する予
定です。事前にご質問事項、トラブル事例を募集させて頂き、
トラブルの原因と対応策を解説させて頂く予定です。
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