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ロジスティクスと物流はオランダ人の DNAの一部です。13世

紀以来の貿易立国であるオランダは、貨物や物品を取り扱う

適切な施設や法制度がビジネスに欠かせないことを認識してい

ます。これには、最新式の港や空港を建設するというようなハー

ド面だけでなく、企業が貨物を円滑に扱えるようにする施行規

制についても含まれます。このようなハードとソフトの組み合わ

せは例えば、ロッテルダム港やアムステルダム国際空港スキ

ポール、保税保管システム、電子化など先進テクノロジーにつ

ながり、物品輸送のペーパーレス化を可能にしました。 

オランダの地理的優位性は特筆すべきものです。北海沿岸で

ライン川、マース川、ワール川の河口に位置するオランダからは、

数多くの天然の水路を経由して、英・仏・独の欧州三大経済

圏にアクセスすることができます。このように市場の中心に位

置していることが、アジアやアメリカから欧州各国への物品輸

送に理想的な立地となっています。

ロジスティクスはあらゆる生活面に関わっているため、すべての

セクターにとって重要なものです。身近なところでは、病院、スー

パーマーケット、小売店は薬品、食料、製品を遅滞なく仕入

れておく必要があります。また、工場は材料や部品を生産に

間に合うように仕入れなければなりません。タイムリーなロジス

ティクスで保管経費や在庫を削減し、組織化されたロジスティ

クスによって製造過程を含めた原料から最終製品までのすべて

のプロセスを管理します。有能なサプライチェーンは経費を節

約し、不要な余剰在庫を抱えずに、生産方法をさらに持続可

能なものにします。オランダには顧客のロジスティクスを持続

可能、効率的かつ経済的な方法で管理するための、ソフト、ハー

ド両面であらゆる知識とノウハウがあります。 

ロジスティクスはオランダ経済に多大な貢献をしているため、オ

ランダ政府が指定する、重点産業（トップセクター）のひとつ

となっています。オランダでは 24,000社以上の企業がロジス

ティクス分野で活躍しています。これら企業が 81万人以上を

雇用しており、600億ユーロ、オランダ GNPのほぼ 10%に寄

与しています。

産業界、研究機関、政府は、現在の法制度、最新技術の活

用方法、そして持続可能で経済的な物流に目を向け、常に未

来のロジスティクスを考えています。この目的を達成させるた

め、オランダ政府はすでに 2012年、ロジスティクスを 9つのトッ

プセクターのひとつとして指定しました。

トップセクター・ロジスティクス
オランダは今も最新のロジスティクスを提供しており、将来も

同様です。トップセクター・ロジスティクスは、最新テクノロジー

の採用や規制の緩和など、常にロジスティクスのイノベーショ

ンを行っています。革新に取り組むため、知識革新トップコン

ソーシアム（TKI）を設立し、そこで、オランダ先進物流機構

（Dinalog）、オランダ科学研究機構（NWO）、オランダ応用

科学研究機構（TNO）が協力して、未来のロジスティクス問

題に取り組んでいます。これには知識と経験、成果の安定評

価や普及と同様に、基礎研究と応用研究の両分野のイノベー

ションが含まれています。

TKI-Dinalogは次の 8つのロードマップの研究に焦点を合わせて

います。

（1）中立ロジスティクス情報プラットフォーム（NLIP）：ロジスティ

クス・セクターのためのオープンなICTインフラの開発

（2）シンクロモダリティ：総合マルチモダル輸送の促進

（3）サービス・ロジスティクス：ロジスティクス関連サービスの改良

（4）クロスチェーン管理センター：フレイトフロー構築のための設備

（5）貿易促進：ロジスティクスとサプライチェーンにおける政府

手続き・管理の負担軽減

（6）サプライチェーン・ファイナンス：サプライチェーン関連財務

に関する知識の統合

（7）スマートICT

（8）ヒューマンキャピタル

第 1章　概要

（1）欧州における戦略的な立地、卓越したインフラストラク

チャーとロジスティクス能力

（2）労働環境と生活環境：多言語能力を持つ労働力と上質な

生活環境

（3）競争力の高い税環境

この冊子では、オランダを欧州へのゲートウェイとして、つまり、

EUや他の欧州諸国、中東、アフリカ市場へのロジスティクス・ハ

ブとして活用するメリットをご説明します。 

今日の経済情勢のもとで、企業には迅速な対応のほか、利益や

市場シェアの維持が求められています。競争力を保つために、コ

ストやビジネスプロセスに目を向け、事業拠点や物流フローに

関する戦略的方向転換の必要性を検討しなければなりません。

地理的、文化的、社会的な数々の優位性のおかげで、オランダ

は伝統的に魅力的な立地先として際立っており、多くの外国企

業が欧州事業の本拠地を置いています。アメリカ、アジア、日本

企業の多くは次のような理由でオランダを選択しています。

はじめに

オランダはきわめて有利なロジスティクス環境を提供しています
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また、トップセクターは貿易コンプライアンスや国境管理にも目を

向け、全般的なロジスティクスを促進しています。学術研究機関

や政府に加え、企業もこのトップセクター構想に参加しています。

より詳しい情報は：

https://www.dinalog.nl/en/about-us/

ドイツの最大の港は？
　　　　　……それはロッテルダム港です。

多数の企業が、オランダを欧州・アフリカ・中東地域への供

給拠点としています。キヤノン、ソニー、日立建機、クボタ、

パナソニック等をはじめ、600社以上の日本企業も、オランダ

の物流ノウハウを活用しています。また、製造業だけでなく、

多くの日本の物流サービスプロバイダ（LSP）も日系だけでな

く各国企業のためのサービス拠点をオランダに置いています。

オランダは汎欧州の広域で物流事業を展開するうえで、理想

的な拠点といえるからです。

日本企業が欧州市場で活発に事業展開するようになったのは

1980年代（一部はすでに 1960年代から）のことです。こう

した日本企業は大規模な販路や物流経路を展開するようにな

り、その結果、サプライチェーンを必要とするようになりました。

日本企業に限らず、サプライチェーン管理は、自社管理による

倉庫や大規模な欧州物流センター（EDC）運営から、物流パー

トナーへのアウトソーシングへと切り替えられる傾向にあります。

また、欧州の顧客が求める小ロット・短納期によるこまめな供

給（ジャスト・イン・タイム）に合わせた在庫管理を重視する

ようになっています。

欧州でのサプライチェーンを新規構築または再構築する際に

は、様々な決定に迫られます。製造／調達拠点、欧州域内

輸送戦略、事業規模、製品種類、販路、顧客所在地、市場

投入までのリードタイム等といった要因に応じて、次の 2つの

選択肢があります。

物流業務の実施方法
（１）物流サービスプロバイダへのアウトソーシング
企業が物流業務を外部委託する場合、様々なパートナーを選

ぶことができます。とくに、物流産業の最先端を走るオランダ

では高いノウハウを持つ LSPが多く、幅広い選択が可能です。

こうした LSPは、産業別（医療機器、化学、アパレル、自

動車など特定の産業）や業務別（混載、倉庫、小口貨物配

送など特定の形態）、または地域別などに専門的に特化してい

ます。LSPを選択する際は、こうした「ハード面」以外に「ソ

フト面」、つまり文化的相性、マネジメントの方法、実績など

を考慮する必要があります。自社のニーズに最も適した LSP

の選定は入札を通じて行うことができます。

アウトソーシングのコスト 
物流業務のアウトソーシングにおいて、最も重要なのは平均

コストです。それぞれのアウトソーシング事業が異なるように、

物流業務にも様々な内容があります。したがって、物流業務コ

ストは、業務の種類、複雑さ、労働集約性、サービス水準、

場所、使用する管理情報システムなどの多くの要因に左右さ

れます。LSPが顧客に請求する料金は、活動基準式で決定

されます。つまり、コンテナ 1個当たりの国内・域内輸送、1

パレット／ 1週間当たりの保管料、オーダー1件当たりの商品

準備、オーダー1件当たりの発送など、LSPが顧客に代わり

担当する業務の種類ごとに料金が発生します。大部分の LSP

は複数の顧客にサービスを提供しており、倉庫保管料や光熱

費、人件費、 ITシステム費などの固定費は顧客数で頭割りさ

れるため、大きなスケールメリットが得られるケースが多く見ら

れます。また、LSPは輸送や電力などのモノ・サービスを顧

客全体について一括調達するため、購買力が高く価格交渉力

もあります。アウトソーシングのコスト優位性としては、従量課

金制であるため、閑散期における遊休スペース、稼働率低下、

人員余剰などが発生しない点も挙げられます。 

LSP が提供する多様なサービス
LSPのサービスは各社異なりますが、多くは下記を含む総合的

なものです。

● 海上貨物フォワーディング：大口（FCL）・混載（LCL）

貨物

● 航空貨物フォワーディング

● 通関 
● 倉庫保管 
● 付加価値物流（VAL）業務：ラベル貼付、梱包、組み

立て

● 付加価値サービス（VAS）：税務代理、在庫管理、注文

管理 
● 欧州広域輸送：大口（FTL）／混載（LTL）のトラック輸送、

小口貨物、温度管理、タンク輸送 

LSPの多くは、こうした分野で豊富なノウハウと経験を持って

おり、サプライチェーンの最適化を検討する企業にとって理想

的なパートナーといえます。 

（２）自社管理による物流業務の構築
オランダに自社の欧州物流拠点を置くメリットは、次の通り。 

第 2章　欧州における日本企業のサプライチェーン構築／再構築
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競争力のある税制
オランダ標準法人税率は、25％（課税対象額となる最初の

20万ユーロまでは 19％）で、2021年までに段階的に引き下

げられます。2020：22.5％、2021：20.5％（最初の 20万ユー

ロまでは、2020：16.5％、2021：15％）。税率 30％が一般

的な欧州の中でも有数の税率の低い国です。また、オランダ

の法人税制では、付加価値税（VAT）の支払い繰延方式が

認められており、キャッシュ・フロー面で有利となっています（第

7章の VAT、関税、VAT支払い繰延／第 23条ライセンス、

保税倉庫に関する説明を参照）。

非正規雇用規制が柔軟
オランダの非正規雇用法規制は極めて柔軟なため、生産サイ

クルの変動を合理化し、全体的な労務コストを低く抑えること

が可能です。一方、たとえば近隣国の場合、規制は正規雇

用労働者の労働時間については柔軟でも、有期雇用の運用面

についてはそれほど柔軟ではないため、業務量の不規則な変

動に対応する場合、年間の労務コストがオランダよりも高くな

ることがあります。

オランダは、長期的な物流業務を展開するうえで、コストおよ

び品質の両面からみて有利な拠点といえます。欧州の主要消

費市場の中心に位置し、高水準の港湾・空港設備と大規模

で最先端のインフラがあるだけでなく、極めて高度に発達した

物流産業を抱えた、欧州の顧客への供給をするうえで理想的

な拠点です。欧州に物流センターを設置する際、自社にとって

最適な立地を選ぶ必要性が生じます。候補地のメリットとデメ

リットを比較することによって、個別の条件に最も合致し、コス

トと品質のバランスが最適な立地を決定することができます。

欧州サプライチェーン構造
次に検討すべき点は、市場に供給する方法です。物流をアウ

トソーシングするか、あるいは自社で構築するか、いずれの場

合も、どのような物流モデルを採用するかを決定する必要が

あります。欧州市場に製品を供給する方法は様々ありますが、

自社にとって最適なのはどの方法なのか？　下記の 4種類のモ

デルについて説明します。 

（1）直送方式　（間接サプライチェーンモデル）
出荷元から顧客に対して製品が直接配送されるモデルです。

欧州向け輸出の初期段階にある企業の多くが、このモデルを

採用しています。FOB価格での販売であることが多く、輸送

は顧客または各国の流通業者が手配します。このモデルのお

もな利点は、出荷元の輸出メーカーが現地での在庫リスクを負

わなくてよいという点です。他方、不利な点としては、受注か

ら納品までのリードタイムが非常に長くなり、各オーダーが個別

に発送されるため、1件当たりの輸送コストが相対的に高くな

ることが挙げられます。この場合、メーカーは最終消費者と直

接の接触がないため、市場データを収集することが困難となり

ます。

（2）中央集約欧州物流センター方式
　　（直接サプライチェーンモデル）
メーカー企業が欧州中央集約物流センター（EDC）と呼ばれ

る集約拠点に在庫を保管し、その拠点から欧州全域に製品を

供給するモデルです。このモデルは、EU統合がある程度の

統合目標を達成した 1990年代初めに導入されました。当時

は、EU域内貿易における税関が撤廃されたため、域内の国

から国へのモノの移動が大幅に便利になり、国際企業の多くは、

欧州各国に分散していた地域物流センターを閉鎖し、在庫を

中央の EDCに集約しました。このサプライチェーンモデルは、

多くの企業にとっては依然として最も効率的な欧州物流モデル

です。また、EDCでは各国や各顧客の仕様に合わせるための

付加価値物流（VAL）業務が行われるケースも多く見られます。

欧州物流の集約化のメリットとしては、欧州内輸送の最適化

による輸送コスト節減、在庫管理の効率化、またスケールメリッ

トによるコスト節減などが挙げられます。

（3）バルク物流センター＋複数のサテライト倉庫方式
出荷元からバルク物流センター（BDC）と呼ばれる集約拠点

（２）中央集約欧州物流センター方式（直接サプライチェーンモデル）
● 貿易条件：DAP、DDP
● 自社が（すべての）物流サービスを手配

（１）直送方式（間接サプライチェーンモデル）
● 貿易条件：EXW、FOB、CIF
● 顧客が（すべての）物流サービスを手配
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にまず製品が送られるモデルです。その後、各国のサテライト

倉庫に製品が配送され、そこから顧客に製品が供給されます。

各国や各顧客の仕様への適合はサテライト倉庫で行うため、

BDCはパレットの出し入れといった比較的単純な業務のみを扱

います。輸送や市場における在庫レベル、流通を最適化する

ためのサプライチェーン全体の管理は BDCから行います。この

モデルは、貨物の取り扱いを各サテライトに委託する一方で、

市場の近くで在庫を保管できるためリードタームが短縮され、

欧州域内の輸送が最適化できるというメリットがあります。

（4）地域物流方式
欧州市場内の地域ごとに地域物流センター（RDC）を置き、

そこから顧客に供給するモデルです。このモデルは、EU拡大

や受注からのリードタイム条件の厳格化、輸送コストの上昇と

いったビジネス環境の変化により、１ヵ所に集約拠点を置く必要

性が低下した場合に採用するのが適切です。とくに、欧州全

域で販売展開するメーカーに合うモデルであり、特定の地域で

の販売が好調な場合、その地域の RDCに製品を補充し、そ

こから市場への供給を行うことが望ましいといえます。このモデ

ルのメリットは、各市場に比較的近い拠点で在庫を保管できる

という点です。

付加価値物流（VAL）
VALとは、最終製品に直接的に付加価値を与える業務を指し

ます。つまり、製造工程の最終段階に当たるため、「ポストポー

ン・マニュファクチャリング（延期生産）」と呼ばれることもあ

ります。ロジスティクスの観点からは、多くの企業は在庫を最

小限に抑えたいと同時に、市場に提供できる製品の幅を最大

限に広げたいと考えています。物流センターに部品や部分組み

立て品を保管することで、受注の時点で、個々の顧客が要求

する仕様に合わせて、製品のカスタマイズや組み立てを迅速に

行うことが可能となります。受注からのリードタイムを短縮する

には、VAL業務は可能な限りサプライチェーンの最終段階、ま

た顧客に近い場所で行う必要があります。VALには基礎的業

務と高度業務の 2種類があります。

（１）基礎的なVAL
● 製品の（再）梱包

● 出荷品へのラベル貼付 
● 基礎製品の詰め合わせ

● 最終消費者の国別言語による書類やソフトウェアの添付

（２）高度な VAL
● 製品の修理

● 製品の組み立て

● 高度な品質点検の実施 

また、VAL業務は EU輸入時の関税を節減するために行われ

る場合もあります。個別の部品に課せられる関税の合計額が、

組み立て後の最終製品にかかる関税を大幅に下回り、その節

減額が欧州域内での組み立てコストを上回る場合、VALを採

用するのが適切といえるでしょう。ただし、関税規則は域外国

に対して必ずしも透明性があるものではなく、定期的に改正さ

れているため、事前に関税の専門家に相談したうえで導入する

ことが望ましいといえます。

VAL の実務面でのメリット
● 顧客への供給を迅速・柔軟化

● 総物流コストと在庫リスクを低減 
● 国別顧客別の仕様に合わせた製品の供給 
● 市場ニーズの変化に迅速に対応可能 
● 関税の節減

付加価値サービス（VAS）
最終製品に直接付加価値を与えるVALとは異なり、VASは

資金調達、組織構造、マーケティングなど、サプライチェーン

全般に付加価値を与える業務です。多くの外国企業は、自社

のコアビジネスに集中するため、それ以外の業務を外部の専

門サービスプロバイダに委託しています。調査によると、欧州

に拠点を置く企業は、物流業務だけでなくVALと VASも専

門業者に委託する傾向にあるとされています。一般的に外部

委託されることの多い VAL・VAS業務としては、在庫管理、

注文管理、通関、VAT業務が挙げられます。また最近では、

インボイス作成、顧客サービス（ヘルプデスクや輸送保証など）、

リペア、オフィス賃貸なども提供するLSPもあります。メーカー

がコアビジネスにますます集中するのと並行して、LSPはこう

した顧客のコアビジネス外の業務を請け負うために、サービス

の拡充を進めています。 

コストの検討
サプライチェーン・マネジメント・プロフェッショナル協議会

（CSCMP）によれば、物流コストの内訳を下記のように分類

しています。

● 在庫維持コスト：全体の約 33％

　　　-在庫金利

　　　-在庫保管に伴う費用

　　　-倉庫保管費
● 輸送コスト：全体の約 62％

　　　-欧州大陸内／地域内配送費

　　　-燃油・安全サーチャージ
● 物流事務コスト：全体の約 5％

　　　-バックオフィスおよび顧客サポート費用

より詳しい情報は：

オランダ物流振興会（HIDC）

e-mail： j.eggebeen@ndl.nl

phone：+31 79 343 81 10

website：https://hollandinternationaldistributioncouncil.com/en

シニアマネージャー　サプライ・チェーンソリューション：Mr. エッヘベーン
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第 3章　港湾

オランダには総延長 6,257 キロメートルにわた

る水路が張り巡らされています。オランダ国内、

欧州内陸部の後背地への輸送についても、水

路が古くから長距離輸送に利用され、今日でも

重要な役割を果たしています。フェンロ、ボル

ン、メッペル、ナイメーヘン、ティルブルグといっ

た内陸港には優れた物流施設が設置されてい

ます。こうした内陸ターミナル拠点には、ロッテ

ルダムからバージでアクセスすることが可能であ

るため、国内各地に物品を効率的に積替え輸

送することができます。国内に止まらず、ドイツ

やスイス、さらには黒海地域といった欧州の内

陸後背地にまでバージ輸送を行うこともできま

す。「ブルーロード」と呼ばれる内陸水路輸送は、

持続可能で安価、かつ所要時間の予測可能な

輸送手段といえます。 

オランダでは、海港 28ヵ所、内陸港 380 ヵ所、中継ターミナ

ル 400ヵ所からなる緻密な港湾ネットワークが整備されていま

す。北海沿岸という立地に加え、ライン川、マース川、スヘル

デ川といった複数の欧州主要河川の河口にあることから、オラ

ンダは欧州のゲートウェイとなっています。また、河川だけでな

く、多数の運河・水路や湖沼が主要都市を接続しているため、

秀逸な水上貨物輸送ネットワークが発達しています。 

オランダの港湾は、年間 5億

トンを超える欧州一の国際貨

物取扱量を誇っています。中

でも突出して規模の大きいロッ

テルダム港は、欧州最大、世

界でも上位にランクされる港で

す。また、アムステルダム港は

カカオとガソリンの取扱量が世

界一であるほか、ゼーラント港

やフローニンゲン港、デン・ヘ

ルダー港もそれぞれ特徴のある海港となっています。オランダ

の港湾の多くでは、オフショア物流事業も行われています。 

オランダの物流インフラは欧州で最も質が高いとされ、EU運

輸スコアボード2018では、道路、港、空港、鉄道インフラの

質において全て 1位を獲得しています。 

内陸水路輸送のネットワーク

水上輸送インフラ（港湾・運河など）におけるビジネス要件の充足度

IMD 世界競争力年報 2018

オランダ

ドイツ

フランス

アイルランド

スイス

ベルギー

英国

9.65

8.74

8.51

8.49

8.47

8.39

7.32

Bulkoverslag groter dan 3 mln

Zeehavens Bulk groter dan 10 mln

Bulkoverslag tot 3 mln

Bulkoverslag tot 2 mln

内陸水路輸送情報局（BVB）

オランダの内陸港マップ

バルク荷物扱い量（トン）

5



ロッテルダム港

ロッテルダム港を選ぶことは、
リーダーシップを選ぶということ

ロッテルダム港を選ぶということは、欧州最大のグローバル・

コンテナハブ港およびゲートウェイを選ぶということを意味しま

す。同港はイノベーションや最良のインフラづくりを通じて、世

界で最も迅速かつ効率性の高いコンテナ港となっています。

地理的優位性を誇るロッテルダム港
ロッテルダム港は欧州で最も有利な立地条件にあります。大

水深港を誇る港の水深は 24ｍで、1.9万 FTUのコンテナ船

も入港が可能。欧州大陸の二大河川の河口の間に位置してい

るため、アジアから欧州向け貨物船の最初の寄港地、また欧州

からアジア向けでは欧州を発つ前の最終寄港地となっています。

トップの座を築き上げたロッテルダム港
ロッテルダム港は、最新のターミナルやサービスなど最良のイン

フラと外航接続網、欧州後背地とを結ぶ発達した内陸水運網、

そして欧州最大の短距離（沿岸）航路ネットワークに常に投資

してきました。

ロッテルダム港のおもな利点
ロッテルダム港は、欧州の大規模コンテナ港に求められる利点

をすべて備えているといえます。あらゆる点において、最高レベ

ルの施設やサービスを提供しています。

●迅速：　欧州北西部との接続が最も速いため、仕向地に貨

物をより早く届けることができます。

●効率的：ハンドリングが迅速かつ効率的であるため、他港よ

りも低コストとなります。

● 高い信頼性：24時間 365日体制で稼動しているため、貨

物を予定通りに輸送できるという安心感が得られます。

● 接続が至便：欧州後背地と接続する短距離航路、鉄道、

内陸水路および道路網が欧州北西部で最も発達していま

す。

ロッテルダム港：最先端であり続けること
ロッテルダム港を選ぶということは、未来を選ぶということ。ロッ

テルダム港は、将来に向けてイノベーション、サービスの提供、

インフラに常に投資を続ける真のリーダーであり、運送会社、

荷主、フォワーダーにとって最良の選択肢といえます。

継続した発展
ロッテルダム港は世界有数の港としての地位を維持するため、

さまざまな関係者と共同で常に発展を続けています。すべて

の開発計画は、環境に最大限配慮をして行われています。

●マースフラクテ 2（Maasvlakte 2）：2030年まで続く港湾拡

張プロジェクトで、持続可能性のある開発につながる革新的

な技術を用いる先駆的なプロジェクトです。

●ニュー・ウォーターウェイ（Nieuwe Waterweg）：25キロに

わたり水深を 1.5メートル深くする浚渫工事プロジェクトで、

ロッテルダム港のアクセスをさらに高めます。

●ロッテルダム・フード・ハブ（Rotterdam Food Hub）：

　“アグロフード”分野の成長に対応するため、新たに 60ヘク

タールの用地を開発します。

●大水深ターミナル：日本通運が西欧向け流通倉庫の立地に

ロッテルダムを選びました。 

共に発展し、共に成功する
ロッテルダム港では、時には利

害が対立する事業者も含め、様々

な港湾事業者間で強い連携協力

関係が構築されるというユニー

クな特徴があります。知識や

経験、情報の共有が先駆的なソ

リューションや相互利益をもた

らしています。

©Port of Rotterdam

©Port of Rotterdam
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●イノべーション・エコシステム：ロッテルダム市とロッテルダ

ム港はともに革新的な企業が発展できるよう、民間企業、

大学／研究機関、政府／政府関連機関が連携してイノベー

ション・エコシステムを形成しています。加えて、試験や試

作のための設備、スタートアップ促進、ネットワーク組織ならび

に投資ファンドがロッテルダムのイノベーターを支援します。

●官民の連携：税関当局もビジネス業界と共に切磋琢磨する

というユニークさがあります。これにより、24 時間 365 日体

制や手続きのペーパーレス化、移動中の貨物スキャニングと

いった、他にないソリューションが生まれました。

物流チェーン全体としてのソリューションを考える
欧州の主要物流ルートがロッテルダムを経由するため、オラン

ダは世界最大の国際貨物中継地点となっています。そのため

ロッテルダム港は、スマート物流を駆使し、川上から川下まで

の物流チェーン全体のためのソリューションを生み出しています。

●コンテナ・ロジスティクス・マースフラクテ（CLM）：5つの

コンテナターミナルが連動し、ロッテルダム発着コンテナ輸

送を最適化しています。

●インランドリンクス（InlandLinks）：積み替え時間や頻度、

税関設備、倉庫、セキュリティーなど測定可能な基準を用い

て、最も効率的な複合一貫輸送ルート／内陸ターミナルが

選択できる、客観性と独立性のあるオンラインツールです。 
● ポートベース（Portbase）：企業と政府機関が港湾内のあ

らゆる物流情報をオンライン情報システムで共有・管理し、

すべてのサービスがスマートフォンで利用できるツールです。

デジタル ・ ソリューション
ロッテルダム港では、ポートプロセスのデジタル化がその特色

のひとつです。 データの収集、分析および活用に重点をおき、

港湾のニーズに合ったソフトウェアとデータ・ソリューションを開

発しています。港湾の運営をより効率的かつ安全に管理し、コ

スト削減を可能にしています。

● ポートマスター（Portmaster）：港各所の情報およびポート

ユーザーからのリアルタイム情報すべてを単一のポート管理

システムに統合し、 スケジューリング、監視、ポート管理の

ためのさまざまなモジュールを提供し、安全で効率的な港の

運営の向上に役立てています。

●ナビゲート（Navigate）：ナビゲートは、輸送手段、時間、

二酸化炭素排出量など、独自の基準に基づいて大陸間輸

送、近海輸送、鉄道輸送、バージ輸送などロッテルダム経

由の最も効率的で最適な貨物ルートを計画することができる

包括的オンラインプラットフォームです。

https://rotterdam.navigate-connections.com/ 
●プロント（Pronto）：プロントは、船舶の入港（寄港）の際

の港湾ターミナルの稼働率向上と、燃料補給、メンテナンス、

在庫管理などの優れた調整とサービスをもたらし、迅速かつ

効率的な処理を可能にし、待機時間を 20％短縮するなど効

率改善、環境面にも大きく貢献しています。

●オントラック（OnTrack）：オントラックは、列車の位置、目

的地、到着／出発予定時刻、ターミナルでの時間、貨物

情報などリアルタイムの進捗状況を提供することで、チェー

ン全体でのより良い運用とパフォーマンスを可能にします。

持続可能性で欧州をリード
ロッテルダム港は 2030年までに欧州で最も持続可能かつ効

率的な港湾・産業クラスターとなります。すでに持続可能なソ

リューションの開発や、よりクリーンで効率的な輸送手段やエネ

ルギー源への移行の取り組みにおいて先進的な港湾のひとつと

なっています。

●マースフラクテ 2 の新ターミナルでは、大気環境や騒音公害、

クリーン輸送、また排熱や廃棄物、半製品の有効利用や再

利用に関する非常に厳格な要件を満たしているほか、クリー

ンな無人電気搬送車が利用されています。 
● マースフラクテ 2とつながる道路交通は、二酸化炭素排出

や渋滞などによる悪影響を軽減するため、厳格な環境要件

を満たすことが求められています。

●デジタル・テクノロジーを通じて、より持続可能な輸送手段

への移行、いわゆるモーダルシフトを推進しています。 
● 廃熱利用・洋上風力発電・水上太陽光発電のプロジェクト

など、エネルギー転換による気候変動対策に積極的に取り

組んでいます。 
● 環境船舶指数（ESI）に基づいて、対象船舶の港湾使用料

を減免することで、環境性能の優れた船舶の導入を支援し

ています。 

より詳しい情報は：

ロッテルダム港湾公団

e-mail：Asiadesk@portofrotterdam.com

phone：+31 10 252 10 10

website：

https://www.portofrotterdam.com/en/contact

アジアデスクマネジャー：Ms.ファン・デル・ラーン

©Port of Rotterdam
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第 4章　空港

オランダには、地方空港と国際空港があわせて 28ヵ所あり、

90社を超える航空会社と数多くの航空貨物会社が乗り入れて

います。ほとんどの空港で、24時間 365日体制で税関業務

が行われています。

ヨーロッパ随一のハブ空港
その中でも圧倒的な規模を誇るのがアムステルダム国際空港

スキポールで、ヨーロッパ最大の空港のひとつです。スキポー

ルよりも小規模ながら、定期旅客便が就航し、貨物ターミナル

を備えている空港としては、アイントホーフェン空港、ロッテル

ダム・ハーグ空港、マーストリヒト・アーヘン空港、フローニン

ゲン・エールデ空港があります。スキポール空港は、ヨーロッ

パ第 3位の旅客数と第 3位の貨物量（2018年）を誇り、ヨー

ロッパの主要なハブ空港です。

これらの空港は、一般道路、高速道路、鉄道、水路など幅

広いネットワークにより、国内各地はもちろん、ヨーロッパの主

要な都市や輸送ハブにつながっています。100を超えるヨーロッ

パのルートと結び、さらにアジア（2018年貨物量 60万 2,100

トン）および米国（2018年貨物量 29万 8,900トン）の各

主要都市を結ぶ、優れた接続網を誇り、航空貨物の拠点とし

てトップクラスの評価を受けています。オランダのすべての空

港で、物流サービス業者（LSP）が効率的かつ迅速に貨物を

処理しています。

日本とオランダの間には多数の直行便が飛んでいます。KLM

オランダ航空は、大阪、東京とアムステルダム・スキポール

空港を結ぶ旅客専用機やコンビ機による直行便を運航していま

す。日本貨物航空（NCA）もヨーロッパのハブ空港の一つと

してスキポール空港を利用しています。スキポール空港では、

オランダはもとより、各国の LSPとならんで、多くの日本の

LSPが貨物を取り扱っています。 

オランダには、安全でタイムリーな航空貨物輸送を支援する組

織があります。

より詳しい情報は：

アムステルダム国際空港スキポール：

http://www.schiphol.nl/en/

スキポール地域開発株式会社（SADC）：

http;//www.sadc.nl/en

アムステルダム空港地域公社（AAA）：

http://www.aaarea.nl/

アイントホーフェン空港：

http://www.eindhovenairport.com/en/

ロッテルダム・ハーグ空港：

http://www.rotterdamthehagueairport.nl/en/

マーストリヒト・アーヘン空港：

www.maa.nl/en/

フローニンゲン・エールデ空港：

http://www.groningenairport.nl/en/

アムステルダム国際空港スキポール：貨物に対する真摯な取り組み

航空貨物は、重量ベースでは国際貿易の 1％に過ぎませんが、

金額ベースで見ると 35 ～ 40％と大きな割合を占めます。ハイ

テク機器から香水、デザイナーズブランドのファッションアイテ

ムまで、店舗に並ぶ高額の輸入品は大半が空輸されています。

 

ヨーロッパは日本の輸出事業者にとって主要な市場であり、航

空貨物は消費者への配送にとって重要な役割を担っています。

しかし、ユーロ危機が続き、2008 年の世界同時不況の影響

が長引いたことで、ヨーロッパ市場では航空貨物量の回復が

遅れました。こうした状況の中、オランダの主要空港であるア

ムステルダム・スキポール空港は、2008 年問題から早期回復

を成し遂げ、現在、近隣の競合空港であるパリ、フランクフルト、

ロンドンの 2倍のペースで成長を続けています。2018年の合

計貨物量は 170万トンを記録しました。

オランダは人口わずか 1,700万人、EUで 8番目の大きさの

国に過ぎませんが、スキポール空港はヨーロッパ第 3位の航空

貨物量を誇るハブ空港となっています。その成功の秘訣はどこ

にあるのでしょうか。

スキポール空港では、航空会社の乗り入れ拡大にとって、航

空貨物が不可欠な要素であると位置づけています。機体の胴©Schiphol Cargo
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体幅が広くなっている現代の航空機では、経済性を考えれば

貨物収容力をフル活用する必要があります。そのため、乗り入

れ便の新規獲得に関しては、貨物輸送の誘致に最大限努力

する空港が優位に立ちます。

航空貨物の表玄関
航空貨物の表玄関としての訴求力を強化するにあたり、スキ

ポール空港の先頭に立つのが、スキポール・カーゴです。スキ

ポール空港の貨物専門部門で、物流の専門家チームです。ス

キポール・カーゴは、空港を利用する航空会社の顧客をサポー

トしており、顧客とは旅客も貨物の運送業者も意味します。

物流市場における両面戦略を行うことで、スキポール空港の

取扱い貨物の増加を図っています。

スキポール・カーゴはとくに、ハイテク機器、薬品、食品、花

など専門的な分野を掘り下げています。これらは、スキポール

の貨物輸送コミュニティーで成長可能性の高い分野の代表だか

らです。スキポール・カーゴは、これら分野の特殊なニーズを理

解し、各分野と貨物輸送コミュニティーとの間に懸け橋を築き、

ビジネスの誘致に必要な投資と規格策定を推進しています。

スキポール・カーゴのビジネス開発部は、スキポール空港に所

在する幅広い運送業者とともに新しい市場を開拓することで、

ハイテク機器やファッションなど垂直統合が進んだ分野を重視

してきました。

アジアの貨物・旅客の集中
スキポール空港は、ヨーロッパの他のハブ空港のどこよりもアジ

アからの貨物便が多く、旅客便も多いことで、さらに貨物量が

増えています。日本からの直行便貨物機は成田から週 4便、

直行便旅客機は成田から週 10便、大阪から毎日運航してい

ます。アジア市場の大きさは群を抜いており、圧倒的な輸出

入量を誇ります。スキポール空港は、アジアにとってまさに理

想的なヨーロッパの表玄関なのです。

スキポール空港地域にはすでに、日本通運、郵船ロジスティク

ス、ニコン、キヤノンをはじめ、複数の日本企業の汎ヨーロッ

パ拠点が立地しています。日本は、スキポール空港における

アジア貨物輸送量全体の約 12％を占めており、その潜在的な

成長力はまだ十分にあると考えられます。日本とスキポール間

の貨物量は 2018 年には対前年比 16％増加しました。

スキポール空港は、ターゲットを絞り、コンテンツベースのマー

ケティング戦略を行い、メディア関連プログラムを積極的に実

施し、航空貨物業界最大のイベントにおいて強い存在感を示

しています。これら全てを扱うのが、マーケティング＆コミュニケー

ション部門で、スキポール空港の貨物部門が今後も高位を継

続するように力を尽くしています。

プロセス最適化の主役
スキポール空港にとっての最優先事項は、陸送を含むロジス

ティクスの最適化、サプライ・チェーンのデジタル化、自動ノ

ミネーションシステムやトレースシステムアプリなど新しいイノ

ベーション創生のためのスマート・カーゴ・メインポート・プロ

グラム (SCMP)を進めることにあります。　すべてのプロジェク

トにスキポール空港での航空貨物処理の合理化とデジタルア

プリケーションの導入が行われます。スキポール空港は、デー

タ駆動型、クラウドベース、およびプロセス透明化の実装に向

けて取り組んでいます。SCMPを実現するために貨物コミュニ

ティーと一緒に働き続けます。 SCMPパートナーとのコラボレー

ションはなくてはならない重要なものです。

そして、空港と健全な貨物環境にはかかせない継続した物量

確保のため、航空貨物業界と密接に取り組んでいます。

さらに、物流のベースとなっている医薬品、eコマース、生花

分野のビジネス拡大にも継続的に取り組んでいます。

スキポール空港のもたらす付加価値
ファーマ・ゲートウェイ・アムステルダム
スキポール空港は医薬品の分野において、物量の多さだけで

はなく、施設の特徴からも重要な中継点です。スキポール・

ファーマ・タスクフォースは、ライフサイエンス＆ヘルスの荷主

のためオランダの航空産業業界と共に、たえず改善に取り組

んでいます。

世界中の医薬品航空輸送の品質向上に向けて、国際航空運

送協会（IATA）が 2015年にCEIV Pharma認証を導入しま

した。医薬品は適正な温度管理の徹底が不可欠であり、ス

キポール空港では安全性、セキュリティー、コンプライアンス、

効率性、透明性など、最適化された医薬品の取り扱いに積極

的に取り組んでいます。

ミルクラン輸送
ミルクラン輸送はサプライチェーン全体の効率化を求める声か

ら生まれました。複数の物流業社によって集荷された貨物を

一括でミルクラン（巡回）輸送することにより、便数の効率化

が図れます。スキポール空港では 2015年のパイロットケース

を経て、ミルクラン輸送が導入されました。

©Schiphol Cargo
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これまでは多くの物流業社がそれぞれ個別に輸送手配を行い、

積載量の 25％に満たないトラックがスキポール空港内を走り

回っているなど、航空貨物輸送ではムダが多く発生していまし

た。しかし、ミラクラン輸送により、物流業社は、より少ないトラッ

ク台数で、より早く貨物を配送、より環境に配慮した（二酸化

炭素排出量の削減）輸送手段を実現することができました。

スキポール・スマートゲート・カーゴ（SSGC）プログラム
SSGCプログラムは、税関当局、スキポール空港、オランダ

航空貨物協会（ACN）および KLMカーゴが共同で取り組んで

いる官民一体となった安全確保のための公的プログラムです。

革新的技術を用いた貨物のスキャニング方法と検査機器を導

入し、監視・検査プロセスの円滑化を図っています。物流業

者にとって大きな利点となる貨物のスムースな流れの提供と、

航空貨物チェーン全体での緊密な連携により、より安全で迅速、

効率的そして最適な貨物処理の実現に努めています。

e -フレイト
e-フレイトは、荷主、運送会社、フォワーダー、ハンドリング業者、

通関業者および税関当局が関与する業界全体の電子貨物輸

送の取り組みです。 規制の枠組みの中で、最新の電子メッセー

ジ、および高いデータ品質を通じて、航空貨物全体のペーパー

レス輸送プロセスの構築を目指しています。

オランダにおいては、AL-KLカーゴ、スキポールグループ、カー

ゴノート、EVO、ナイエンローデと 25社の航空会社がこれに

参画しています。

e-AirWayBill（e-AWB）
e-AWBとは、荷主／運送業者と航空会社の輸送契約の電子

化を意味します。e-AWBがあれば、紙の AWBの印刷、事務

処理、保管が不要となります。

e リンク
eリンクは貨物フローをサポート・改善し、フローの最適化を図

るシステムで、貨物フロー全体を可視化しコントロールすること

ができます。このシステムでは、シームレスな連携とリアルタイ

ムでの貨物情報が提供されることで、該当貨物として確認さ

れれば、ACNレシートなしで書類カウンターを通過し、荷下ろ

しデッキへ進むことができます。このプロジェクトの目指すとこ

ろは、貨物フローの迅速化と、輸入貨物・輸出貨物両方の納

期を短縮することにあります。

イノベーションという言葉は、依然としてスキポール空港のキー

ワードとなっており、高度な知識とソート・リーダーシップなど先

駆的なアイデアの実践があらゆる面で見られます。より良い方

法があるならば従来の方法に固執することなく改革するという

姿勢です。ルートの先にある相手側の空港と一丸となってサプ

ライチェーンの迅速化と効率化を進める必要があります。

オランダがあらゆる形態の輸送を真剣に考えていることは明ら

かです。なぜなら、輸送は大きな雇用を生み出し、国の経済

をけん引しているからです。特筆すべきは、スキポール・カー

ゴが精力的にリーダーシップを執るオランダの航空貨物業界

は、その熱意がどこよりも際立っているということでしょう。

より詳しい情報は：

スキポール・カーゴ

e-mail：cargo@schiphol.nl

phone：+31 20 794 0800

website：

https://www.schiphol.nl/en/cargo/

Mr.バート・パウエルズ

オランダ航空貨物協会（ACN）

https://acn.nl/?lang=en

©Schiphol Cargo
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オランダ国内のマーケットは、比較的小規模なため、オランダ

に届く物品の大部分は他国へと運ばれます。

オランダは空路、陸路（道路・鉄道）、水路、パイプライン、

データ通信などを通じて、迅速で信頼性の高い接続サービスを

欧州の他地域へ提供しているため、あらゆる国際企業は、欧

州市場展開に最適なサプライチェーン・ソリューションを構築・

導入することができます。オランダはアジアからの外航コンテ

ナ船の最初の寄港地であることが多く、ロッテルダム港はドイ

ツや東欧などに置かれた生産拠点にとっても、最も効率的に

利用できる港です。

第 5章　内陸地域との接続

数字でみるオランダの物流インフラ：
● 5 つの国際空港
● 28 の海港、380 の内陸水路港、400 の中継ターミナル
● 総延長 6,000 キロ超の内陸水路網
● 総延長 7,000 キロ超の鉄道路線網
● 欧州最大の道路密度（公道の総延長は 13 万 5,000 キ

ロ超、うち高速道路は 5,000 キロ超）
● 1 万キロを超えるパイプライン網（石油・ガス、精製品）
● 世界有数のインターネット接続ポイント「アムステル

ダ ム・インターネット・エクスチェンジ AMS-IX」

内陸水路輸送／バージ輸送

2017年のオランダの水路、道路、鉄道を含む内陸輸

送のうち、内陸水路輸送が占める割合は約 45％と、欧

州最高の水準となっています。内陸水路輸送は環境配

慮型で信頼性や費用効率も高く、ブレイクバルク貨物

やコンテナ輸送はもちろん、とくにバルク輸送（大量一

括輸送）にとって理想的な輸送手段といえます。
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オランダの海港や空港からの内

陸地域向けの貨物は多様な輸送

手段とルートで運ばれています。

その中でも持続可能性や経済性

の面からモーダルシフトを進めるオ

ランダでは、内陸水路輸送が発

達しているのが特徴です。欧州

域内の物流を担うオランダは、後

背地への迅速な輸送のため物流

インフラの整備・拡充に積極的

に取り組んでいます。

内陸地域への迅速な接続

国別内陸貨物輸送手段（2017）

EU統計局（Eurostat）
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沿岸航路は効率的かつ経済的な輸送手段です。オランダの主

要港から近距離航路による 2次輸送網が整備されています。

ロッテルダム港は、沿岸輸送ハブ港として、欧州第 1位、世

界で 10位に名を連ねています。オランダからのフィーダー輸

送先は、ロシア、バルト海沿岸諸

国、北欧、英国、アイルランド、

フランス、イベリア半島、北アフ

リカ、その他の地中海沿岸諸国

や黒海沿岸諸国、中国など多方

面にわたります。沿岸航路は、欧

州内で長距離・大量輸送する場

合に、特に適しています。欧州大

陸内で距離が短い輸送の場合は、

基本的に道路、鉄道、および内

陸水路輸送が適していますが、こ

うした陸続きの短距離間の輸送に

も、効率の良い沿岸航路もありま

す。比較的大量の貨物を輸送す

る荷主は、輸送と海上倉庫の 2 

つのサービスを利用することができ

ます。海上倉庫を利用することで、在庫を陸揚げせず、海上

に留めることにより、文字通り「ジャスト・イン・タイム」の納

品が可能となります。陸揚げする在庫の量を減らすことができ

るため、コスト削減というメリットもあります。

沿岸航路／フィーダー輸送

オランダは EU 諸国において鉄道大国のひとつであり、鉄道貨

物会社が複数競合しているため、ドア・ツー・ドアやコンテナシャ

トル便など、利用できるサービスの選択肢があります。鉄道輸

送は、サプライチェーン支援型の輸送手段であり、道路輸送と

組み合わせることにより、EU内、ロシア方面さらには、中国

への複合的な 2次輸送として活用することができます。ロッテ

ルダム港、アムステルダム港からドイツ国境部に直結する貨物

専用のベートゥヴェ線は、欧州を横断する鉄道貨物ネットワーク

に乗り入れています。中国の成都とオランダのロッテルダム間

15,000キロ（カザフスタン・モスクワ経由）を、約 15日で結

ぶ Chengdu-Tilburg-Rotterdam Expressは、2016年より本

格的に運用を開始しました。

オランダ鉄道貨物情報財団はオランダの鉄道貨物輸送に関す

る情報提供を通じて、荷主、物流サービス業者、フォワーダー、

海運会社における鉄道貨物輸送の利用促進を目指しています。

鉄道

オランダ鉄道貨物情報財団　https://www.railcargo.nl/railscout#!/

欧州のインターモダル型鉄道ターミナル

©Port of Rotterdam
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オランダの一般道・高速道路網は広域に展開し、保守管理状

態も良好な最新型インフラであり、周辺国の高速道路網とシー

ムレスに接続されて

います。また、個

人事業者から世界

的大手まで大小約

1 万 2,000 社にの

ぼるトラック運送会

社による幅広いサー

ビスを利用すること

ができます。オラ

ンダの運送業は高

く評価されており、

政府の介入を最低

限に抑えた自由競

争市場であることか

ら、欧州の輸送・

配送業界において

価格品質のバラン

スが最も優れてい

ます。欧州の主要

都市の大部分は、ロッテルダムとアムステルダムから24時間

圏内に位置しています。

ロッテルダム港湾内には総延長 1,500キロに達するパイプライ

ン網が整備されており、迅速、安全、かつ環境に配慮した形

で石油製品（液体バルク）

を輸送しています。企業は

パイプライン網の特定区間

に接続するか、サードパー

ティー用コモンキャリアを通

じて供給を受けます。企業

エリア外ではパイプライン

ルートが敷かれており、これ

に沿ってパイプラインとケー

ブルラインが敷設されてい

ます。広大な貯蔵ターミナ

ルであるユーロポート・ウェ

ストは、このルートに接続し

ています。

また、ロッテルダムは、原油、

液体バルクのオイル、ケミ

カル品、産業用ガスのパイプラインを通じて内陸地域と接続し

ています。

道路

パイプライン
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FRANCE
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GERMANY
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DENMARK

FINLAND
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LITHUANIA

BELARUS

UKRAINE

ROMANIA

BULGARIA

GREECE

RUSSIANORWAY

HUNGARY
AUSTRIA

SLOVENIA

SLOVAKIA
CZECH REP.

BELGIUM

IRELAND

UNITED
KINGDOM

PORTUGAL

Nor th Sea

Mediterranean Sea
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＜ 24 時間
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オランダからの
　　　トラック輸送

©Port of Rotterdam
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内陸地域への輸送には様々な選択肢があり、将来的にはサー

ビス事業者（LSP）は利用する輸送手段を選ぶことになります。

顧客側は貨物が安全かつ予定どおり配送されることを重視して

います。大量のコンテナを運ぶ場合、LSPはフィーダー、バージ、

鉄道、トラック、場合によっては、空路のどれが効率的かつ持

続可能かを選択することができます。

実際には、荷主が貨物輸送を請け負うLSPとの間で一定のコ

スト、品質、持続可能性を踏まえて契約し、LSPはこの契約

内容に従い、輸送手段を選択するという形になります。

LSPは選択の余地を与えられることにより、多様な輸送手段

を柔軟に展開することが可能となります。LSPは、交通情報、

輸送関連機材・インフラの即時利用可能性、またその他の輸

送条件に影響する要因に応じて、輸送手段を切り替えることに

なります。つまり、実際の貨物輸送は、多様な輸送手段（モ

ダリティー）の間で自由自在かつシームレスに変えることが可能

といえます。これにより、満載状態での効率的な輸送の実現

につながるため、二酸化炭素排出削減にも大きく貢献します。

ロッテルダム港と内陸ターミナル間の輸送において、トラック輸

送よりも鉄道またはバージ輸送を利用することにより、企業の

カーボン・フットプリント（二酸化炭素排出量）は大幅に低減

されます。

ロッテルダムのコンテナターミナル ECTは、すでに欧州ゲート

ウェイサービス（EGS）を通じて、リアルタイムに  輸送手段を

切り替えるシンクロ輸送を導入しています。

EGSのより詳しい情報は：

http://www.europeangatewayservices.com/

シンクロ輸送を出発点に

アムステルダム・インターネット・エクスチェンジ（AMS-IX）は、

世界有数のインターネット相互接続ポイントです。AMS-IXは

800を超える IPネットワークと相

互接続しており、ビジネス関連の

データ通信量はピーク時毎秒 6.6

テラバイトとなっています。

アムステルダムだけでなく、ハー

グにも世界7位に入るインターネッ

ト接続ポイントNL-ixがあり、約

580の IPネットワークと接続して

います。大西洋横断ケーブル 15

本のうちの 11本がオランダに上陸しており、オランダはデータ

通信においても欧州の表玄関といえます。

データ通信ライン／ケーブル

オランダは古くから国際貿易の国として知られており、そのた

め大規模な物流サポート業が発達しました。1万 2,000社以

上のトラック運送会社があり、うち約 500社が大手から中規模

事業者として幅広い物流サービスを提供しています。そのサー

ビスの例としては、海上・航空貨物フォワーディング、欧州全

域輸送、通関、倉庫保管、付加価値物流（組立やラベルの

貼付、張り替えなど）から、その他の付加価値サービス（受注、

トラッキング・トレーシング、税務代理人など）まで様々です。

サービスを提供する側（LSP）
オランダでは、貨物フォワーディング部門は自由化されており、

参入制限は一切ありません。海上・航空輸送サービス会社を

設立するにあたっては、通常の会社・支店設立手続きを行う

だけでよく、設立後は自由にサービスを提供することが可能で

す。他国と同様に、輸送手段ごとに輸送事業者の権利義務

関係や貨物に関する法的責任を定めた各国法や国際法が存在

します。顧客の代行または指示の下で貨物輸送を行う場合、

輸送手段、提出書類（船荷証券 B/L）、航空輸送状（AWB）

など、輸送手段ごとに適用される法令（国際道路物品運送

条約 CMR、ハーグ・ヴィスビー・ルール、ワルソー条約、各

国規則など）、や免責事項のすべてを考慮する必要があります。

倉庫保管業務についても事業免許は不要で、サービスに関す

る規制はありません。ただし、自社倉庫において、危険物の保

第 6章　ロジスティクス・サービスプロバイダ 1PL から 5PL
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管（PGS）や食品製造における安全衛生管理方式（HACCP）、

医薬品の適正流通規範（GDP）などを導入する場合はロジス

ティクス事業免許が必要です。

オランダで倉庫保管サービスを提供する企業の多くは、サービ

ス契約の中に顧客との法的関係を定める一般条件を盛り込ん

でいます。この種のサービス契約で最も一般的なのは FENEX

条件や物的流通（PD）契約です。詳細については、下記の

リンクを参照、またはオランダ物流振興会（HIDC）にお問い

合わせください。

FENEX：https://www.fenex.nl/ （オランダ語のみ） 

HIDC：https://hollandinternationaldistributioncouncil.com/en/

倉庫スペース用の建物は、購入、賃借、またはリース賃貸する

ことができます。倉庫建物の賃貸料は、倉庫スペースの大き

さや賃借・リース期間、立地によって異なります。倉庫または

産業用途の建物を新規建設する場合は、一般的な建築許可

が必要となります。建築許可の申請は地域当局に対して行い、

許可取得までの所要期間は 12週間です。

輸送サービス
EU域内で製品を販売するには、広大な地理的範囲をカバー

する必要があります。オランダの輸送業者の多くは欧州全域に

サービスを提供していますし、欧州系大手の中にはあらゆる目

的地への輸送に対応しているところもあります。一方で、限ら

れた設備や輸送機器で、3～ 4ヵ国の主要都市向け定期輸

送サービスに特化している企業が大部分を占めます。それ以外

の仕向地への輸送はパートナー企業に委託し、それぞれの事

業地域間で貨物を交換しています。また、おもに中小の輸送

企業グループ間では協力関係を結び、輸送ネットワークの最適

化を図っています。輸送量が多いほど、輸送機器の使用が最

適化され、サービスも安定します。こうした企業グループによる

サービスは、提携ブランド名の下で提供されることが多く、通

常、合同予約システムやトラッキング・トレーシング・システム

が含まれています。

欧州で輸送サービスを提供する場合、個別の契約や標準的な

条件を記載した適切な文書を提示する必要があります。物流・

配送サービスの多くには、それぞれの業界団体が作成した一

般条項が定められています。第三者（トラック運送会社など）

に委託されたサービスについては、委託サービス契約文書にし

かるべく記載し、支払いやサービスの品質に関する不確実性を

防止し、訴訟による紛争解決を選択肢に含めるなどの必要が

あります。

道路輸送サービスを提供するためにトラックやその他車両を保

有する場合、積載量が 500キロを超えるトラックについては、

国内国際道路輸送協会（NIWOホームページ http://www. 

niwo.nl）にて許可証（Euro Licence）の取得が必要となりま

す。これを取得するには、信用性、信頼性、および職業上の

基準を満たしていることが必要です。

オランダは、欧州で最も多く物流サービスプロバイダ（LSP）

が集積している国であり、1社当たり5,000～ 50万平方メー

トルと様々な倉庫保管施設（一般・特殊倉庫）が運営され

ています。

オランダの物流業は政府の介入を最低限に抑えた自由競争市

場であることから、欧州の輸送・配送業界においてサービスの

価格と品質のバランスが最も優れています。

ユーザー側
オランダでは生産者が行うファースト・パーティー・ロジスティ

クス（1PL）から第 4者であるフォース・パーティー（4PL）、

場合によっては第 5者のフィフス･パーティー・ロジスティクス

（5PL）まで、あらゆる種類の物流プロバイダが展開しており、

顧客が望むサービス内容に応じて、ビジネスに最も適したオプ

ションを選択することが可能です。上述の各 PL（パーティー・

ロジスティクス）には様々な定義がありますが、サプライチェー

ン・マネジメント・プロフェッショナル協議会（CSCMP）のホー

ムページ（https://cscmp.org/ ）では、その例を下記のとおり

説明しています。

● 1PL：荷主企業（製造業・生産者）が貨物の配送に関与し、
顧客に直接貨物を届ける、あるいは顧客／小売事業者が直

接受け取る形態です。1PLは物流ビジネスの基幹部分であ

る輸送、保管、貨物取り扱いを担当します。つまり、製造

企業が完全に自社で構築した貨物配送プロセスを使う形態

です。 
● 2PL ：輸送チェーンの特定部分についてサービスを提供す
るプロバイダを指します。出発地（配送センターなど）から

目的地（港湾ターミナルなど）まで貨物を運ぶ海運会社や

鉄道事業者、トラック運送会社などが該当します。

● 3PL ：顧客のために複合的な物流サービスを提供するプロ
バイダを指します。サービスはプロバイダがまとめて対応す

ることが多く、3PLのサービスには、輸送、（保税）倉庫保

管、クロス･ドッキング、在庫管理、梱包、貨物フォワーディ

©CSCMP

5PL
4PL

3PL

2PL

1PL

資
本
集
約
度
の
減
少

企
画・
運
営
負
担
の
増
加

サプライチェーン・マネジメント
　　　　／主要LSP、コンサルタントなど

e-ビジネスまで拡大
　　　　／事業者自身

フォワーディング・委託ロジスティクス
　　　　／受託LSP

貨物担保型輸送
　　　　／キャリアー運送者

製造・小売
　　　　／生産者など荷主
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ングが含まれます。 
● 4PL ：資産を持たないサービスプロバイダと呼ばれ、サプ
ライチェーン全体のスコープマネジメントを担当しています。

4PLの実際の業務は 3PLのリソースを用いて行われます。

サプライチェーンにおける統合機能を持ち、いわゆるサプラ

イチェーン管理の効率向上を目指す役割を担っています。

4PLは物流コンサルタントが担当するケースが多いのですが、

3PLが同様のサービスを提供することもあります。
● 5PL ：比較的新しい形態のプロバイダで、定義も明確で
はありませんが、事業者自身がビジネスの範囲を電子商取

引にまで拡大した形態であると定義しています。5PLはサプ

ライチェーンのネットワーク管理を保証し、おもに顧客との緊

密な連絡の下で最適なサプライチェーンやネットワークの選

択肢を構築・導入する役割を担っています。電子商取引と

関連付けられる場合が多い形態です。

貨物の所有権
欧州で貨物輸送に関わるビジネスを始める場合、自社内で

の貨物輸送のケースも含め、様々な輸送条件があります。イ

ンコタームズ ®の規則は国際的に認められた基準として、国

内取引、国際取引の違いを問わず物品の売買契約において

世界的に使用されています。インコタームズ ®は 1936年に

初めて制定されて以来、国際的に受け入れられている最も

一般的な貿易取引条件の定義・規則です。（インコターム

ズ：https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-

rules/incoterms-rules-2010/ ）

インコタームズ ®は、輸送にかかるリスクと費用および通関手

続きについて、輸出者と輸入者のいずれが負担するかを定め

ています。これは実質的には、輸送・保管サプライチェーンの

各段階における貨物の所有権を定義したものといえます。現

在、全部で 11種類の規則が使用されています。

EUでビジネスを展開する場合、税制や通関手続きに関する

EUの法規・指令を順守する必要があります。法規の大部分

は EU指令に基づいています。EU指令は拘束力を持っていま

すが、各国はこれを自由な形式・方法で国内法制化すること

ができます。オランダは EU指令に準拠しつつ、可能な限りビ

ジネスを阻害しない形の規制づくりを行ってきました。企業に

とって時間とコストの節約やキャッシュフローに有利となる法制

度を提供しています。

オランダが提供しているおもな優遇システムには、付加価値税

（VAT）の支払い繰延制度や保税倉庫システム、税務代理

人制度などがあります。VATの繰延支払い制度は企業のキャッ

シュフローを改善する簡単な方法ですが、この措置を導入して

いるのは EUではオランダほか 1ヵ国しかありません。扱う貨物

が小口の場合は、税務関連の手続きや管理を LSPに外注す

ることも可能です。

オランダは「欧州の表玄関」と呼ばれるとおり、欧州向け貨

物の多くがオランダの主要港を経由しています。無用な遅延を

防ぐため、通関手続きの大部分がコンピュータ管理されており、

貨物の電子通関が可能となっています。これにより、税関当局

の介入を受けることなく、24時間 365日体制で稼働できます。

第 7章　税関と関税

 International Chamber of Commerce

Incoterm 2010 輸出税関
への申告

輸出港ま
での運搬

輸出港で
のトラッ

ク荷下

輸出港で
の積込

海上・航
空運送

輸入港で
の荷下

輸入港で
のトラッ

ク積込

受取先へ
の輸送 保険 輸入通関 輸入関税

EXW（工場渡） 買主 買主 買主 買主 買主 買主 買主 買主 買主 買主

FCA（運送人渡） 売主 売主 買主 買主 買主 買主 買主 買主 買主 買主

FAS（船側渡） 売主 売主 売主 買主 買主 買主 買主 買主 買主 買主

FOB（本船渡） 売主 売主 売主 売主 買主 買主 買主 買主 買主 買主

CFR（運賃込） 売主 売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主 買主 買主

CIF（運賃保険料込） 売主 売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主 売主 買主 買主

CPT（輸送費込） 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主

CIP（輸送費保険料込） 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主

DAT（ターミナル持込渡） 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主

DAP（仕向地持込渡） 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主

DDP（関税込持込渡） 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主

責任の分布（インコタームズ ® 2010）
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輸入関税とＶＡＴ

VAT
EUの VAT指令では、EU域内で保管または販売されるすべ

ての物品には輸入関税が課せられ、VATの免除規定はありま

せん。ただし、輸入関税とVATの納付を延期したまま物品を

輸入することが認められています。VATが企業のキャッシュフ

ローに与える影響は大きいため、この繰延措置は検討する価値

があるといえます。輸入業務において企業のキャッシュフローに

影響があるのは、次の 2つの時点です。

（1） 輸入時点 ：企業が EUに物品を輸入する際、多くの

加盟国では輸入時点または輸入後速やかに輸入に関わる税の

納付が要求されます。つまり、企業は輸入 VATを、販売に先立っ

て前払いすることになるため、キャッシュフローに影響が及びま

す。 

（2） 還付時点 ： EUでは企業は支払った VATの還付を申

請することが認められています。還付は定期申告の際に申請す

るため、加盟国によって異なりますが還付まで数週間かかるこ

ともあります。国外事業者からの VAT還付には申請から1年

以上を要する国もあります。 

オランダは、こうした企業の手続き負担の軽減やキャッシュフ

ローの改善を目的として、VAT指令との適合を図りつつ、効

率的な保税倉庫システム、VAT還付制度、および輸入 VAT

の支払い繰延制度を導入しました。

第 23 条ライセンス／ VAT 支払い繰延制度
オランダに拠点を置く企業が輸入 VATの支払い繰延制度を利

用するには、いわゆる「第 23条ライセンス」を申請する必要

があります。これは輸入 VATの支払いを定期 VAT税務申告

の時点まで繰り延べることを認める規則です。保税倉庫を利

用する企業の場合は、倉庫から物品を出す時点までさらに申

告が延期されます。輸入 VATは定期 VAT申告上では「支払

うべき」VATとして申告されますが、それと同時に同額が「還

付されるべき」VATとして申告、相殺されます。つまり、VAT

を事前に支払う必要がありません。このライセンスを取得して

いない場合、国境での輸入時点で直ちに輸入 VATを支払わ

なければならず、納付後に還付申請または定期 VAT税務申

告を通じて、払い戻しを受けることになります。そして、最終

的な還付までに前述のとおり1年以上を要するケースもありま

す。第 23条ライセンスの取得はオランダに拠点を持たない企

業にも認められていますが、その場合は VATに関わる税務に

ついて代理人を任命することが義務づけられています。

ほぼすべての EU加盟国では、輸入通関時または輸入時点に

おけるVAT納付が要求されます。VAT支払い繰延制度はフラ

ンス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国などでは導入されて

おらず、これを認めているのはオランダ以外ではベルギーのみ

です。

また、輸入した物品が税関または保税倉庫で保管されている

間は、輸入関税とVATの納付を延期することが可能です。

保税蔵置のシステムは EU全域で導入されていますが、実際

の運用は加盟国によって異なります。税関当局がビジネスフレ

ンドリーなオランダでは、非常に効率的で利用しやすい保税倉

庫システムとなっています。輸入 VATおよび輸入関税の納付

は、物品が倉庫から出された後で行われます。この輸入税支

払い繰延制度は企業のキャッシュフローにとって有利です。当

然こうした税は、最終的には納付が義務ですが、物品の最終

的な仕向地が EU域外である場合は、関税や輸入 VATの支

払い義務は発生しません。

輸入関税
輸入関税とは、EU域外から域内への輸入に対して課される

税です。関税は通常、輸入貨物の価

格、つまりインボイス金額に付随コス

ト（EU国境への輸送費など）を加え

た額に税率を掛けた額となります。関

税率は品目によって様々です。すべて

の品目は EUの合同関税品目（CN）

分類表に割り振られており、これに基

づくEU統合関税率（TARIC）表に

品目ごとの関税率や、関税割当、反

ダンピング関税などの通商政策措置

に関する情報が示されています。輸入

関税はいずれの加盟国においても共

通であり、オランダからEUに入っても、

ドイツやスペインからEUに輸入して

も、同一の税率となります。 

国名 VAT 税率 VAT 支払い繰延
制度の有無 VAT の事前納付の有無

ベルギー 21% あり 事前納付なし（但し、税務当局
よりライセンス取得が必要）

オランダ 21% あり 事前納付なし（但し、「第 23
条ライセンス」の取得が必要）

ドイツ 19% なし 事前納付が必要

アイルランド 23% なし 事前納付が必要

英国 20% なし 事前納付が必要

フランス 20% なし 事前納付が必要

オランダ物流振興会（HIDC）

EUにおける VAT支払い繰延制度の比較
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関税品目システムに分類されていない物品の場合、事業者は

EU加盟各国の税関当局に拘束的関税分類情報（BTI）を

求めることができます。BTIは発行国だけでなく、EU全域に

おいて有効となります。これにより、関税分類について法的確

実性が得られるというメリットがあります。関税分類は、関税、

輸出の際の還付、またその他の法規定（輸出入許可証）を

決定する際の根拠となるため、重要なものです。BTIは原則 3

年間有効ですが、特定の例外（分類規則の制定や、国際レ

ベルでの品目分類見直しがあった場合）においては効力を失う

こともあります。

関税法
オランダは EU加盟国として、EUの現行の税関法として欧

州議会・理事会規則 952/2013が定める「欧州連合関税法典

（UCC：Union Customs Code）」に準拠しています。UCC

及び、関連する法規は 2016年 5月 1日、先行法である「欧

州共同体関税法（2913/92）」から移行されました。

（通関手続きの電子化については順次導入され、完全な移行

は 2020年の予定です。）

主な目的：

● 事業者に対する税関関連の法令・手続きの明確化

● 現代のニーズに合わせた税関における規範・手続きの簡

素化、通関の効率化

● 税関における完全電子化・ペーパーレス化への移行

● 法令遵守に優れ、信頼性の高い事業者に対する迅速な

通関手続きを推進強化（認可優良事業者 AEOについて

は本章に後述）

先行法典からの主な変更点：

● EU向けの最初の取引価格を関税評価額とする「ファース

トセール」制度を廃止、域内に持ち込まれる直前の取引

価格を関税評価額基準とする

●ロイヤリティーおよびライセンス料の課税要件拡大

● AEO の認可基準の厳格化、優遇措置の拡充
● 拘束的関税分類情報（BTI）の拘束力強化、有効期間

を 6年から3年に短縮
● 再輸出入の加工、一時輸入などの手続きにおける関税保

証の義務化

● 税関システムの電子化

より詳しい情報は：

欧州委員会

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-
customs-duties_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-
customs-code_en

オランダ国税庁

https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/
belastingdienst/customs/customs-processes/

税関事業者識別番号（EORI）
EU域外国への輸出などの関税法規に関わる活動に従事して

いる場合、EUの税関当局との手続き上、事業者に与えられ

る固有の登録識別（EORI）番号を取得する必要があります。

EORI番号は、EU域内すべてで有効な番号であり、税関申

告など税関当局への情報提供の際に求められます。EU域外

に単発的に輸出を行う場合でも、同番号の取得が必要です。

また、認可優良事業者の申請の際にも EORIが求められます。

EORI 取得のより詳しい情報は： 欧州委員会
https://ec.europa.eu/taxat ion_customs/business/
customs-procedures/general-overview/economic-
operators-registration-identification-number-eori_en

認可優良事業者（AEO）
欧州の表玄関であることから、オランダにはあらゆる輸送手段

を通じて欧州向け貿易物資が流入します。グローバル貿易の

拡大や、国際的なモノの移動における安全保障上の脅威の

高まりを背景に、税関当局は国際貿易における安全確保を

重視するようになりました。世界税関機構（WCO）が策定し

た「国際貿易の安全確保および円滑化のための基準の枠組

み（SAFE）」では、税関当局の新たな課題への対応を支援

するための基準が盛り込まれました。その柱となっているのが、

認可優良事業者（AEO）プログラムです。この取り組みは、

製造者から輸出者までのサプライチェーンの安全確保を目的と

し、サプライチェーン全体の事業者を対象としたもので、米国

のテロ防止のための税関産業界提携プログラム（C-TPAT）と

類似しています。

EUとの物資輸送に関与する企業／事業者（製造者、輸入者、

輸出者、通関業者、輸送業者、港湾、空港、ターミナル運

営業者、倉庫業者、配送業者）は、AEOの認定を申請する

ことができます。認定を受けるには、サプライチェーンの安全

確保と管理において一定の条件を遵守していることを証明する

必要があります。AEO認証は EU全域で有効であり、いずれ

かの加盟国で 1回取得するだけで十分です。

AEO認証を取得した企業は、EU国境における税関検査の簡

素化や、検査対象となった場合は優先処理、また行政上のコ

ンプライアンス手続きの簡素化といった、貿易円滑化措置の

恩恵を受けることができ、コスト削減や効率化、市場投入ま

での時間短縮につながります。

EUと日本の間では、相互承認が実施されており、EU-日本

間貿易でも AEOの恩恵を受けることができます。

AEO認証のより詳しい情報は：

欧州委員会 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-
customs/customs-security/authorised-economic-operator-
aeo/authorised-economic-operator-aeo_en#criteria
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保税保管

EU域内に輸入した物品を販売するには、自由流通のために

解放、つまり通関する必要があります。通関手続きにおいては、

VATと輸入関税を納付しなければなりません。税関倉庫また

は保税倉庫で保管することにより、通関を先延ばしし、税納付

を一時留保することや、最終仕向地が EU域外の場合は納税

を回避することが可能です。

保税倉庫の保管期間には上限がなく、輸入関税と輸入VATは、

実際に商品が EU域内における自由流通のために解放される

時点まで保税となります。税関の倉庫の管理はおもに書類上

のもので、自由流通の貨物と保税貨物が別々に保管されてい

る必要はありませんが、ライセンス申請に保税場所を明記する

必要があります。最終仕向地が保税倉庫の所在国と異なる国

である場合、貨物は保税輸送（T1）の下で保税倉庫から買

い手の国に輸送することができます。これにより、輸入時の関

税とVATの納付は、最終仕向け国のみで行われ、二重課税

を回避することができます。当該貨物がその後 EU域外に再

輸出される場合は、EUでの輸入関税や輸入 VATの納付は

不要です。税関管理下の保税倉庫において貨物を保管するに

は、管轄税関当局が発行する許可が必要です。

オランダは非居住企業の場合でも、物流サービスプロバイダ

（LSP）を活用し、荷主の代理で税関倉庫に貨物を保管する

ことができます。これにより、リードタイムの短縮、輸送費の

大幅削減を可能にします。

保税倉庫に保管した貨物には、下記の目的において（再）梱

包、品質管理、ラベル貼布などの処理を行うことができます。

● 商品の良好な状態の維持

● 商品の体裁や商業的品質の向上 
● 商品の流通または再販のための準備 

より複雑な処理（成形・加工）を貨物に施す場合は、さらに「再

輸出加工」や「税関管理下加工」のための許可を取得する

必要があります。

保税倉庫の種類
オランダの税関当局が管理する倉庫には 7種類あります。最

も一般的なタイプの税関倉庫は次のとおりです。

税関倉庫タイプ C：

タイプ Cは民間企業が運営する保税倉庫で、倉庫管理者の

みが保管業務を行える保税倉庫です。保管される貨物は倉庫

管理者のモノである必要はなく、第三者の代理で保管すること

もできますが、その場合は保管する貨物に責任を負い、税関

に保証金を納めることが義務づけられています。

また、タイプ Cの保税倉庫は税関当局による立ち入り検査が

可能となるよう、税関事務所の付近に立地する必要があります。

在庫報告により税関の行政管理がスムーズにできる場合は、

立地はそれほど問題にはなりません。倉庫管理者は貨物の出

入りに関する詳細な在庫報告を行うことが義務づけられます。

税関倉庫タイプ E：

タイプ Eはタイプ Cと同様、民間企業が運営する保税倉庫で

すが、立地場所の承認は不要で、オランダ国内のどこにでも

設置することが可能です。同一の許可のもとで複数の保税倉

庫を運営することが可能で、それらすべてがタイプ Eの保税倉

庫とみなされます。倉庫の所在地を税関に通知することが義

務づけられています。

タイプ Cの場合と同様、タイプ Eでも倉庫管理者のみが保管

業務を行うこと、また代理で第三者の貨物を保管することが可

能です。倉庫管理者は保管する貨物に責任を負い、税関に保

証金を納めることが義務づけられています。また、貨物の出入

りに関する詳細な在庫報告を行わなければなりません。

タイプ Eの保税倉庫ではタイプ Cよりも厳格な在庫報告が義

務づけられており、税関による立ち入り検査が最低限かつ補足

的なもので済むよう、在庫報告を提出しなければなりません。

税関は専ら書類上の行政管理を行うこととなりますが、そのた

めには倉庫事業者がしっかりとした ITシステムを整備する必要

があります。

上記の CタイプとEタイプのほかに、少数ですが下記のような

税関倉庫もあります。

● 一時保管倉庫（RTO）：税関に使用・処理申請中の貨

物を一時的に保管するための倉庫

●タイプ B：公共の保税倉庫
●タイプ D：タイプ Eと類似しているが、貨物分類（種類・

原産地）を事前に通知する必要がある

●保税蔵置場：税関が監視・保管する倉庫

●フリーゾーン：倉庫単位ではなく区域として指定

オランダ国税庁

保税倉庫について

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontenten/belast ingdienst/customs/customs-
processes/special-procedures/special-procedures-for-
goods/customs-warehousing-procedure

一時保管倉庫について

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontenten/belast ingdienst/customs/customs-
processes/temporary-storage-of-goods/
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税務代理人制度

オランダに拠点を持たない企業も、税務代理人を選任すること

で、VATの申告納税業務を委託することができるため、オラン

ダに在庫を保有し、取引先に販売することが可能になります。

税務代理人制度には次のようなメリットがあります。

● VAT支払いの繰延べ：キャッシュフローに有利
●コスト節約：拠点設置が不要

● 商取引・管理が容易：税務代理人の VAT登録番号を利

用することができる場合があり、VATに関するすべての業務

（顧客の VAT登録番号の点検、VAT申告や EU域内販

売リストの作成など）の委託が可能

● 再輸出が可能：EU全域への商品流通やEU域外への再

輸出が可能

とくに欧州で初めてビジネスを展開する、または商取引の規

模が小さいため自前の拠点設置に消極的な EU域外の企業に

とって、この税務代理人制度は有効なビジネス・ソリューショ

ンといえます。

税務代理人は、LSPなど税務代理人の有資格者である必要

があります。

LSPが税務代理人の免許を取得するには、税務当局に免許

申請を行うとともに、多くの場合、関税等の支払保証を納付

する必要があります。免許申請手続きにかかる所要期間は、

通常 3ヵ月程度です。

オランダの税務代理人には、限定免許税務代理人（LFR）と

総合免許税務代理人（GFR）の 2 種類があります。

限定免許税務代理人 （LFR）
オランダ非居住企業は LFRを選任することにより、その LFR

の VAT登録番号を利用し、 EU 域内への貨物の輸入・流通に

かかるVAT手続きを委託することができます。したがって、オ

ランダ非居住企業は、オランダでの VAT登録が必要ありませ

ん。また、非居住企業は 1人以上の LFRを選任することも可

能です。

LFRは自身のライセンスの下で、複数の非居住企業の VAT 

業務を請け負うことが可能です。LFRは、委託した非居住企

業が物品の輸入（およびその物品のオランダ国内外での販売）

に従事し、それ以外の活動を行わない場合にのみ利用するこ

とができます。LFRは個々の輸入申告に対応しており、複数

の輸入取引が連続する場合は、その旨を申告する必要があり

ます。

LFRが第 「23 条ライセンス」を有する場合、前述の輸入 VAT

の支払い繰延手続き後に、貨物の通関を行います。非居住企

業が EU域内における他国からの物品購入やオランダ国内に

おける物品購入を行う場合は、LFRを利用することができず、

GFRを選任しなければなりません。

総合免許税務代理人 （GFR）
オランダ非居住企業が GFRを利用する場合は、LFR の場合

とは異なり、オランダで自社の VAT 登録番号の交付を受ける

必要があります。登録には通常６週間程度かかります。GFR は、

オランダ国内外でのすべての商取引において当該非居住企業

の代理を務めます。GFR は当該非居住企業の VAT 登録番号

に基づき、「第 23 条ライセンス」を代理申請し、輸入 VAT 

の支払い繰延ができるようにします。オランダ居住の課税対象

者であれば GFRとして 選任可能ですが、1名のみの選任に

限られます。

VAT 登録番号を取得していれば、EU 域内で消費者や企業に

対し、あらゆる物品の売買を行い、自由に事業展開する可能

性が開けます。GFR を利用することにより、EU 域内に物理的

拠点を置かずに、極めて柔軟に物品の保管、流通、販売を行

うことが可能となります。

GFR により、物流・経営プロセスに様々な可能性が広がりま

す。GFR は委託企業の EU 域内におけるVAT 関連業務につ

いて責任を負います。したがって、GFR はリスクを担保するた

めに、現地税務当局に銀行保証を提出しなければならず、5 

年分の追徴税に対応できるよう、銀行保証額の 5倍の額につ

いて責任を負います。GFR はリスクから自身を守るため、顧客

企業に同保証をカバーする同額の銀行保証を要求することもあ

ります。GFR が銀行保証として要求する金額は、顧客企業が

四半期毎に支払うべき VAT 税見込み額に基づいて法的に定め

られています。GFR は VAT に関する記録を作成することが義

務づけられています。
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EUで取引を成立させる際のインボイス作成においては複数の

要件があり、下記の点を盛り込む必要があります。

●インボイス発行年月日

● 連番管理されたインボイス番号

●サプライヤーと顧客の名称および所在地

●（該当する場合は）サプライヤーと顧客の VAT登録番号
● 物品またはサービスの内容および数量

● 物品またはサービスを供給・提供する日時／場所

● 物品またはサービスの正味金額

● VAT税率
● 支払うべき VAT税額
● 支払い総額

● VAT支払いが免除される場合は、その根拠となる規定（EU

内取引など）

EU域外への輸出や、他の EU加盟国で VAT登録されている

者に物品を送る場合の VAT税率は通常 0％です。EU域内で

の発送の場合、インボイスには 2桁の国番号を含む VAT登

録番号に併せて「EU内取引（ICT）」と記載します。顧客が

VAT登録番号を取得していない場合は、VATを請求します。

VAT免除（0％）で輸出する場合、サプライヤーは商品が国外

の顧客に向けて発送された旨の輸出手続きと証明書類を作成

する義務があります。

電子商取引による出荷
EU域内での消費者向け商品発送（B2C）には、EUの「通

信販売」規則が適用されます。

この最も一般的な例としては、インターネット販売といった Eコ

マース（電子商取引）があります。こうした B2C配送のイン

ボイスには、出荷地の VAT税率を記載する必要があります。

しかし、販売者は発送先の国における販売上限額についての

注意が必要です。各国で定められた販売上限額を超えると、

インボイスへ記載するVAT税率は仕向地のものとなり、企業

は仕向地での VAT登録番号の取得と処理が必要となります。

これら煩雑な手続きは、サービスプロバイダーに委託すること

も可能です。出荷地課税が適用される各国の年間販売上限

額は下記のとおりです。

ただし、EUは電子商取引にかかるVAT規則を簡素化する予

定で、2019年より一部の新規則の適用が開始され、2021年

には一括適用される予定です。

電子サービス
2015年 1 月 1日以降、通信、放送、および電子サービスの

提供に適用されるVATは、顧客が企業か消費者かを問わず、

またサプライヤーが EU域内か域外かを問わず、一律に顧客

の居住国すなわち、仕向地で課税されることになりました。

この変更による影響としては下記が挙げられます。

より詳しい情報は：

欧州委員会

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en

オランダ国税庁

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/
customs/customs

インボイシングとＶＡＴ

国　　　名 上　 限　 額
オーストリア EUR 35,000
ベルギー EUR 35,000
ブルガリア BGN 70,000
クロアチア HRK 270,000
キプロス EUR 35,000

各国の年間販売上限額
2019 年 3 月現在

チェコ CZK 1,140,000
デンマーク DKK 280,000
エストニア EUR 35,000
フィンランド EUR 35,000
フランス EUR 100,000
ドイツ EUR 100,000
ギリシャ EUR 35,000
ハンガリー HUF 8,800,000
アイルランド EUR 35,000
イタリア EUR 35,000
ラトビア EUR 35,000
リトアニア EUR 35,000
ルクセンブルグ EUR 100,000
マルタ EUR 35,000
オランダ EUR 100,000
ポーランド PLN 160,000
ポルトガル EUR 35,000
ルーマニア RON 118,000
スロバキア EUR 35,000
スロベニア EUR 35,000
スペイン EUR 35,000
スウェーデン SEK 320,000
英国 GBP 70,000

European Commission

サービスの提供先 ＶＡＴの適用
● 他の EU 加盟国の企業

　（域内 B2B）
VAT は課税されない。顧客企
業は VAT を計上する義務あり。

（リバースチャージ制度）
● 他の EU 加盟国の消費者

　（域内 B2C）
顧客の居住国で VAT 課税。サ
プライヤー居住国での課税は
はない。

例：ポーランドの消費者がフィ
ンランドの企業が販売する携
帯アプリをダウンロードした
場合、当該企業は同顧客にポー
ランドの VAT 税率を課税する。

● EU 域外の企業・消費者 EU の VAT は課税されない。

例：ベルギーの企業が同社ウェ
ブサイト経由でアンチウィル
スソフトをインドネシアの企
業または消費者にダウンロー
ド販売した場合、VAT は課税
されない。

VAT課税取り扱い
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この冊子は、オランダ経済・気候政策省企業誘致局（NFIA）

が、オランダ物流振興会（HIDC）、ロッテルダム港、スキポー

ル空港をはじめ、信頼すべき各専門機関の協力により、多大

な情報資料を得て作成したガイドブックです。 

オランダ物流振興会（HIDC）

HIDCは、欧州、その他の地域への参入を

目指す企業に対し、事業戦略や顧客満足の

実現をサポートすることにより、効果的な市

場開拓ルートの構築をお手伝いします。 

HIDCは欧州サプライチェーン上の課題に対する答えを提供し

ます。各企業のビジネスを理解した上で、物流・法務・金融

についての HIDCの経験・知識を生かし、物流業務に最適な

パートナー探しに関しても、中立な立場からアドバイスを提供し

ます。HIDCのサ－ビスは無料、部外秘で提供されます。

https://hollandinternationaldistributioncouncil.com/en

ロッテルダム港湾公団

https://www.portofrotterdam.com/en

スキポール カーゴ

http://www.schiphol.nl/

B2B/Cargo.htm

yourlogisticsgateway.nlyourlogisticsgateway.nl

NDL/HIDC

その他参考資料・情報
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協力機関・団体

●オランダ国税庁

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
bldcontenten/belastingdienst/customs/

●国際商業会議所（ICC）／インコタームズ
https://iccwbo.org

●サプライチェーン・マネジメント・プロフェッショナル協議会

（CSCMP）
https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_
and_Glossary_of_Terms.aspx

●オランダ鉄道貨物情報財団

官民連携による鉄道貨物輸送の振興を目的とした機関

https://www.railcargo.nl/english

●内陸水路輸送情報局（BVB）
ブルーロード（内陸水路網）を利用した水路輸送の振興機関

https://www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/inland-
navigation-promotion/

●オランダ荷主協会（EVO）
3万社以上が加入する荷主・荷受・運送事業者の利害を
代表する団体

https://www.evofenedex.nl（オランダ語のみ）

●オランダ・フォワーディング物流協会（FENEX）
オランダの貨物フォワーダーの国内外での地位強化を目指す

団体

http://www.fenex.nl（オランダ語のみ）

●オランダ航空貨物協会（ACN）
オランダの航空貨物事業者の業界団体

https://acn.nl/?lang=en

●ライン川・内陸輸送協会（CBRB） 
オランダのバージ輸送業の経営者団体

https://www.cbrb.nl/

●デルタリンクス（Deltalinqs）
ロッテルダム港と周辺工業地帯で事業を展開する600以上
の企業・団体の物流・製造業の利害を代表する団体

https://www.railcargo.nl/english（オランダ語のみ）

●オランダ先進物流研究所（TKI-Dinalog）
2009年に設立された、物流・サプライチェーン管理の高度
化と地位保持のための研究に取り組む機関。「オープン・イ

ノベーション」を推進。経済界、関連業界団体、主要港湾、

当局、学術機関も支持

https://www.dinalog.nl/en

https://japan.investinholland.comwebsite @NFIAJapantwitter

オランダ経済・気候政策省 企業誘致局

大阪オフィス
〒541-0041　大阪市中央区北浜1-1-14　北浜1丁目平和ビル8B
オランダ王国総領事館
Tel：06-6484-6360　Fax：06-6484-6001

駐日代表部
〒105-0011　東京都港区芝公園3-6-3
オランダ王国大使館
Tel：03-5776-5520　Fax：03-5776-5534　tokyo@nfia-japan.com


