報告書

グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方
〜BEPSプロジェクトの総括と今後の国際租税の展望〜

二 〇 一六 年 六 月
世紀政策研究所

21

２１世紀政策研究所

研究プロジェクト

グローバル時代における
新たな国際租税制度のあり方
〜BEPSプロジェクトの総括と今後の国際租税の展望〜

報 告 書
２016 年 6 月

目

次

研究委員一覧 .....................................................................................................ⅳ

第1章

BEPS プロジェクト最終報告書の総括と今後の展望 ..... 青山

慶二

1

1．はじめに................................................................................................................... 1
2．最終報告書の理念と構成について ........................................................................... 2
3．今後の展望 ............................................................................................................... 5

第2章

BEPS 行動 8～10：移転価格税制（総説） .................... 岡田

至康

7

1．概説 .......................................................................................................................... 7
2．無形資産................................................................................................................... 8
3．所得相応性基準 ...................................................................................................... 12
4．リスク .................................................................................................................... 14
5．否認 ........................................................................................................................ 16
6．その他の租税回避の可能性の高い取引に係る移転価格ルール .............................. 17
7．今後の対応 ............................................................................................................. 18

第3章

行動計画 8～10 : 移転価格税制（利益分割法と関連する諸問題）
......................................................................................山川

博樹

21

1．はじめに................................................................................................................. 21
2．今般の利益分割法の議論を巡る背景 ...................................................................... 22
3．BEPS プロジェクト最終報告書の利益分割法に関連する議論 ............................... 23
4．「移転価格の結果と価値創造の整合

行動 8～10：2015 最終報告」の中の「利益分

割法のガイダンスの作業の範囲」の概観 ............................................................... 26
5．「移転価格の結果と価値創造の整合

行動 8～10：2015 最終報告」の中の「利益分

割法のガイダンスの作業の範囲」の考察 ............................................................... 30
6．まとめ .................................................................................................................... 40
＜参考＞ ...................................................................................................................... 43

i

第4章

行動 7：PE 認定の人為的回避の防止 ........................... 浅妻

章如

47

1．PE の範囲が問題になることの国際租税法全体の体系との関係 ............................ 47
2．代理人 PE 認定の人為的回避 ................................................................................. 52
3．準備的補助的活動 .................................................................................................. 54
4．細分化・契約分割 .................................................................................................. 55

第5章

租税条約の濫用防止に関する BEPS 最終報告書
―米国の動向と我が国の対応のあり方― ..................... 一高

龍司

57

1．はじめに................................................................................................................. 57
2．OECD モデル条約における対処の経緯と現状 ....................................................... 61
3．最終報告書のポイント ........................................................................................... 65
4．米国の動向 ............................................................................................................. 75
5．おわりに................................................................................................................. 84

第6章

有効な CFC 税制の構築（BEPS プロジェクト行動 3）
―CFC 税制を再検討する上でのいくつかの論点― ...... 渡辺

徹也

87

1．はじめに................................................................................................................. 87
2．報告書の概要 ......................................................................................................... 87
3．CFC 税制の趣旨 ..................................................................................................... 89
4．コンセンサスの欠如 ............................................................................................... 94
5．報告書を受けて（日本の制度及び企業の今後） .................................................... 98
6．おわりに............................................................................................................... 100

第7章

BEPS 行動計画 3（CFC ルールの強化）及び行動計画 6（租税条約の
濫用防止）に係る事例研究 ......................................... 高嶋

1．行動計画 3

健一

103

CFC ルールの強化 .......................................................................... 103

2．行動計画 6 租税条約の濫用防止 ........................................................................ 134

第8章

行動 4：利子の控除制限 ....................... 原口

太一・上田

滋

147

1．はじめに............................................................................................................... 147
2．BEPS 行動計画における内容・目的 .................................................................... 147
3．BEPS 行動計画が公表される前の OECD における議論 ...................................... 148

ii

4．BEPS 行動計画の公表後から最終報告書の公表までの経緯 ................................ 151
5．最終報告書の概要 ................................................................................................ 153
6．ベストプラクティス・アプローチと本邦現行税制との比較 ................................ 156
7．ベストプラクティス・アプローチが我が国の経済活動へ与える影響 .................. 159
8．おわりに............................................................................................................... 161

＊本報告書は、21 世紀政策研究所の研究成果であり、経団連の見解を示すものではない。

iii

研究委員一覧
研究主幹
青

山

慶

二

早稲田大学大学院会計研究科教授

アドバイザー
岡

田

至

康

PwC 税理士法人顧問

菖

蒲

静

夫

キヤノン（株）財務経理統括センター税務担当部長

遠

藤

弘

志

合

間

篤

史

新日鐵住金（株）財務部上席主幹

安

房

敬

史

武田薬品工業（株）財務統括部（税務）主席部員

辻

本

栗

原

委員

順
正

曽我部

（株）小松製作所管理部主幹

（株）東芝財務部グローバル税務管理担当グループ長

明

東レ（株）経理部税務担当部長

彩

トヨタ自動車（株）経理部主計室国際税務グループ長

豊

原

寛

和

日産自動車（株）財務部税務グループ主担

栗

栖

孝

徳

本田技研工業（株）経理部税務室国際税務ブロック課長

八

若

和

紀

三井物産（株）経理部税務統括室室長

清

瀬

恵

三菱電機（株）経理部税務会計課専任

安

武

幹

雄

原

口

太

一

EY 税理士法人エグゼクティブディレクター

上

田

滋

EY 税理士法人マネージャー

高

嶋

健

一

KPMG 税理士法人パートナー

山

川

博

樹

デロイトトーマツ税理士法人パートナー

浩

PwC 税理士法人パートナー

佐々木

（株）三菱 UFJ フィナンシャルグループ財務企画部税務室副室長

一

高

龍

司

関西学院大学法学部教授

吉

村

政

穂

一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授

浅

妻

章

如

立教大学法学部教授

渡

辺

徹

也

早稲田大学法学部教授

小

畑

良

晴

（一社）日本経済団体連合会経済基盤本部長

21 世紀政策研究所
濱

岡

恭

平

21 世紀政策研究所研究員
（2016 年 3 月時点）

iv

第1章

BEPS プロジェクト最終報告書の総括と今後の展望
早稲田大学大学院会計研究科教授
青山

慶二

1．はじめに
2013 年から OECD/G20 ベースで取り組まれてきた国際課税問題に関する「税源浸食・
利益移転（BEPS）」プロジェクトについては、提起された諸課題についての処方箋を含む
最終報告書が 2015 年 10 月にペルーで行われた G20 財務大臣会合に提出され、同報告書は
11 月のトルコでの G20 サミットにおいて首脳宣言の中でも支持されて、プロジェクトと
して一応の終了を見た。BEPS プロジェクトは、多国籍企業による現行国内法や租税条約
の規定の間隙を利用したアグレッシブな租税計画により発生する二重非課税（国際取引で
実現する所得についてどの国でも課税が発生しない状況等）を是正しようとするものであ
り、最終報告書には当該二重非課税状況の叙述とそれに対して国際社会が協調して採るべ
き税制上の措置の選択肢が提示されている。
21 世紀政策研究所国際租税研究会は、3 年前から本プロジェクトで検証されている個別
の課税制度を集中研究テーマとして取り上げ、プロジェクトの進捗状況に応じて OECD 当
局から公開されるディスカッション・ドラフトの検討を中心に、①不当な二重非課税状況
の確認と従来の税制の間隙の検証を行い、次に②その解決に向けた処方箋案に対しては、
日本産業界の実情を踏まえて課題・処方箋間の比例原則に基づく評価を行って、その結果
を毎年度の報告書に取りまとめてきた。過去の当研究会の報告内容の中の一部は、経団連
を通じて BEPS プロジェクト事務局の OECD 租税委員会に通知され、今回の最終報告書
にはその趣旨が反映されている部分も散見される。なお、OECD 租税委員会への働きかけ
の局面では、経団連のイニシャティブの下で意見交換の機会を質・量とも飛躍的に拡大す
る取組みが行われたことも、今回のプロジェクトの特徴である。すなわち、経団連は、
OECD 租税委員会幹部との数次にわたる意見交換会を開催するほか OECD 主催の公聴会
に企業委員を派遣するなど我が国産業界の意見を直接インプットするとともに、併せて、
OECD ビジネス諮問委員会（BIAC）へも税制・財政委員長との直接会合を含めて、各項
目ごとに行われる BIAC コメントに多くの貢献を行ってきた。それらの一部については、
本報告書の各論執筆者も触れているので参照されたい。
ところで、最終報告書は、15 に区分された行動項目を全て網羅したものであり、各項目
に提示された改善策は、各国に求めるコミットメントのレベルにおいて多少の幅を有して
いるものの、これから各国が協調して行う税制改正及び条約改定の際には重要な参照資料
となるものである。今回の当研究会の報告書では、前年までに実質的に作業が完了し当研
究会の検討も終了していた行動 1（デジタル経済への課税）及び 13（移転価格文書化）を
はじめとして、BEPS 統計データにかかる 11、紛争解決の 14、多国間協定の 15 といった
手続項目群らを除く実体法改正に関する諸項目について、最終報告書を参照しながら研究

1

結果を取りまとめたものである。そのため、今回の研究成果の中では、勧告内容を我が国
の法制・執行の環境下で実行する場合の、具体的課題の検討がより鮮明に行われている。
なお、報告者の研究成果は、いずれも研究会における他の委員との情報交換やコメント授
受（企業委員からの BEPS に関する我が国企業の現状分析や改正要望等も含む）を踏まえた
ものではあるが、いずれも執筆者個人の責任において取りまとめられたものであり、従来の
報告書と同様、研究会全体のコンセンサス手続を経たものではないことを留保しておく。

2．最終報告書の理念と構成について
最終報告書は、15 項目のそれぞれの検討状況に跛行性があり若干の重要課題1について
2016 年以降の検討作業に繰り延べされたという事情があったものの、基本的な改正理念は
「BEPS を可能にする各国の課税制度間の不調和の是正」、
「課税利益の所在地を経済活動・
価値創造の場所に一致させる方向での国際基準の再構成」
、更には「BEPS に関する情報の
充実」という 3 本立てと解説されており2、そのための実体法及び手続法の改正の実現に
よって BEPS 状況（二重非課税状況）を解消しようという一貫性を持ったパッケージと紹
介されている。以下では、今回の実体法に関する項目が依拠している「経済活動・価値創
造の場所」の理念について、その意義を検討する。

（1）経済活動・価値創造の地
BEPS プロジェクト開始の契機は、現行法の隙間を利用して二重非課税効果を引き出す
多国籍企業のアグレッシブな租税計画の跋扈とそれに対抗する課税の適正化策の必要性の
認識であったが、その修復に向けた処方箋は個別税制の小手先の修繕作業で足りるものと
は認識されなかった。最終報告書は、過去 1 世紀にわたって先送りにされてきた国際課税
のスタンダードの刷新も必要であると位置付け3、その際の課税権配分に当たっての新たな
理念を「経済活動・価値創造の地」に求めている。
これは「法的二重課税の排除により国際取引に当たってのバリア縮小」の観点から締約
国間の課税権配分を行うという従来の OECD モデル条約が強調してきた伝統的理念4に対
比すると、「経済活動・価値創造の地」の理念は、経済的実質を重視した課税権配分の理
念であり、多国籍企業がグループ内取引を構成する法的枠組を参照しつつその経済活動や
価値の実質認定を求める点で、納税者にとっても執行当局にとってもコンプライアンス・
コストの高いものといえる。
また、経済活動地については、昨今のグローバルビジネスではグループ企業間で経済活
動は細分化されかつそれぞれが連携しているため、課税権配分の合理的メルクマールとし
1

2
3
4

2015.10 段階で検討が繰り延べられている主要項目は、①行動 7 関連の PE 帰属主義に関するガイ
ダンス、②行動 8～10 関連の所得相応性基準の適用に関するガイダンスや利益分割法に関するガイ
ダンス及び、③行動 15 の多国間協定の立案等である。
OECD・BEPS Project Explanatory Statement（以下「OECD 解説書」と呼ぶ）パラグラフ 5～7。
前掲注 2）パラグラフ 8。
OECD モデル条約序論パラグラフ 1 及び 19～25。

2

て活用するためには、結局のところ各経済活動間のウェイト付けによる評価問題に直面せ
ざるを得ない。価値創造地についても、例えば特許権を使用した製品の販売により実現す
る所得について言えば、製造地における供給サイドの付加価値と消費地における需要サイ
ドの付加価値の相対的評価という課題は避けて通れないと思われる。最終報告書において
理念面の明確な整理ができたことは大いに評価すべきであるが、理念の実施に当たっての
ガイダンスのいくつかが具体的検証不足のため積み残しになっているのは、上記の事情が
要因とも考えられる。経済実質主義に基づく配分原理は、本研究報告では、移転価格に関
する諸項目（行動 8～10）のみならず、条約の濫用（行動 6）及び PE の人為的回避（行動
7）で具体的に論じられている。

（2）居住地主義と源泉地主義のバランス
経済実質主義を体現すると考えられる「経済活動（A）・価値創造（B）の地」という切
り口は、A と B の活動を区分して認識できることを前提とするものではなく、また、A の
地と B の地が常に同一場所であることを前提としているわけでもない。多国籍企業のグ
ローバルバリューチェーンの多様化のもとでは、グループ活動の管理運営を実質的に担う
中枢部署と個別オペレーションを担当する現場セクションは細かく分化しており、前者で
は中長期的な経営資源の配分というグループ全体のリスク管理を引き受けるのに対し、後
者は単年度ごとに（一定の裁量は与えられるものの）期待されるパーフォーマンスを着実
に蓄積していくという役割分担になっていると区分できる。そのことを前提にすると一般
的に言って、現場セクションは、単年度の財務データで検証が容易な活動に従事している
のに対し、管理セクションは、中長期の財務データの検証で明らかにされる活動に比重を
置いているという違いがあるとも言える。
以上の分析からは、個別オペレーションを分担する納税者の法域（伝統的区分によれば
「源泉地」に相当）では「経済活動」の所在に着目した課税権配分が主張されやすいのに
対し、管理運営を担う納税者の法域（伝統的区分によれば「居住地」に相当）では財務
データで経済活動を認識するのみならず中長期的な「価値創造」の所在にも着目した課税
権配分が主張されやすいという分析が可能であろう。BEPS 最終報告書も、移転価格にお
ける無形資産やキャッシュボックス法人への帰属所得等の検討に際して、価値創造の概念
が正面に出てくる所以である。「経済取引・価値創造の地」という基準は、上記のように
それを主張する法域によってウェイトの置き方の違いがあるので、結局のところ、同理念
については源泉地・居住地の双方に受け入れられる利益バランスを図った解釈・適用ガイ
ダンスが求められるのであるが、このことは言葉で語るほど簡単なことではない5。うまく
調整がつかない場合は、そのしわ寄せは新たな二重課税の発生という形でモロに納税者の
5

この点で繰り延べられた課題のうち、ビジネスが最も憂慮している点の一つが PE 帰属所得のガイ
ダンスである。G20 の構成員である新興国の中には、機能・リスク分析で PE 帰属を決定する OECD
公認アプローチを受け入れないとする国も多い（参照：国連モデル条約コメ 7 条コメンタリー パラ
グラフ 1）。このほか、移転価格の独立企業原則の解釈に新興国が唱えているバリエーションも懸念材
料である（国連「移転価格マニュアル」第 10 章）。

3

肩にのしかかってくる。その観点からは、今回の研究報告では詳しく触れていないもの
の、行動 14 での紛争解決の重要性（特に仲裁条項の備付）が指摘されるところである。

（3）15 項目の構成
最終報告書の 15 項目は、大きく分けて実体法の改正を目指す前半部分（行動 1～10）と
手続面での改正を目指す後半部分（行動 11～15）に 2 分されている。なお、通常、実体法
と手続法の双方が改革の俎上に登った場合には、実体法の処方箋を確定させそれに合わせ
た手続きを提案するのであるが、BEPS プロジェクトでは、BEPS リスクの評価資料の不
十分性問題が先行して指摘されており（情報なければ課税手続に着手できず）、行動 13 の
移転価格文書化の勧告が先行した6。

①

実体法規定の区分

実体法規定については大きく分けて、（ⅰ）各国の法制の調和を求めることにより BEPS
機会の防止を目的とする行動 2～5、（ⅱ）既存の国際課税基準の劣化を是正し本来の効果
の回復を目指す行動 6～10、（ⅲ）電子経済に対する課税上の課題に応える措置の検討を横
断的に行った行動 1、の 3 種類に区分されている。但し、
（ⅰ）の項目中、前年度の研究報
告で詳細に触れた行動 5（有害税制への対応）の中には、実体法関連の提言（パテント
ボックス税制等の調和）に加えて、当局とのルーリング内容の相手国への開示といった手
続勧告も含まれている。

②

各行動における提言の規範性

15 項目について改正の方向を提示する場合に、各国のコミットメントを求める程度、言
い換えると勧告内容の規範性には以下のバリエーションがある。
 ミニマムスタンダードの提示（行動 5 のもとでの情報開示、行動 6、行動 13 のもとでの
国別報告書、行動 14）
すべての OECD/G20 加盟国に最低基準として採用を求めるもので、内容が具体的である
ことから規範性が最も高いとされる項目である。
 共通アプローチの提示及び既存の課税ルールの見直し
各国の法制間の不調和を統一する方向を示すもの及び前述した「経済活動・価値創造の
地」へ課税権を与える理念改正であるが、前者については採用国に一定のオプションが認
められている点、後者については、上記 2（2）で指摘したとおり参加国間に従来の法理念
に関するスタンスの違いがある点に鑑みると、実質的な規範性は第 1 カテゴリーよりは劣
る。
 ベストプラクティスの提示
行動 3 と行動 12 が提示する提言のパターンで、対応しようとする国が法制度の採用に当
6

国別報告書、マスターファイル等の新しい報告義務については、2016 年からの実施に向け我が国
（28 年度改正）のみならず多くの国が税制改正を行っている。
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たって参照すべき内容を、単数又は複数のベストプラクティスとして制度の組立要素ごと
に示して参考にさせるものである。
各国の既存制度間にバラつきが多く、統一施策に誘導することが困難と考えられる項目
において採用されており、最も規範性が弱いカテゴリーである。

3．今後の展望
以上報告書の全体像を概観した。当研究会での個別行動の検討は各筆者の論文を参照し
ていただきたいが、全体としての現時点での評価は概ね以下の通りである。

（1）ビジネスの懸念に対する配慮
前述したとおり、当研究会も参加した経団連を中心とする OECD への意見インプットの
効果が見られた点（行動 13 の国別報告書の租税条約に基づく情報交換は代表的な一例）は
率直に評価できると考えられる。特に、これをきっかけに OECD 当局と直接意見交換する
チャンネルを確立できたことは、今後の国際課税ルールに対する日本産業界の発言力の点
で貴重な財産になると評価できよう。
しかし、BEPS プロジェクトは提言内容が、参加国間で調和的に実施されて初めて納税
者にとっての予測可能性が確保され、ビジネスにとっての「均等な競争条件」が確保され
るものである。その点では、OECD/G20 ベースでの最終報告書の完成は、まだ山登りの良
くて 5 合目に到達したと言える時点であろう。各国の国内法制や条約の改訂といった頂上
までの難作業が残っており7、これから適切なモニタリング機能が発揮されなければ、せっ
かくの 5 合目までの登山実績が崩れ去るリスクも残している。従って、モニタリングに際
しては、ビジネス界も各国の執行状況を含めた情報を適時提供して可能な限り協力すべき
と考える。

（2）新たに発生する二重課税への対処
BIAC のコメント8 が指摘するとおり、報告書に基づく法制改革がもたらすコンプライ
アンス・コストの増加と併せて、不調和な各国の対応による新たな二重課税の発生は、ビ
ジネスにとって歓迎されない最悪の弊害と言える。その点で、英国が昨年最終報告書の完
成を待たず導入した「迂回利益税」はビジネスの懸念を増幅している。
そこで、租税条約の相互協議機能を仲裁条項を含めて充実させていくことは、行動 14 の
弱腰な提言にもかかわらず、我が国にとっては極めて重要な課題と考える。アジア諸国と
の経済連携が濃密な我が国は、それらの国との間での租税紛争の有効な解決メカニズムを
持つ意味が極めて大きい。この点は、OECD にのみ頼るのではなく、我が国独自でもアジ
ア地域の税制・執行当局間の連携を深める努力をする必要性は大きいと思われる。
7
8

この点について、OECD では途上国も含めた BEPS 報告書の趣旨の徹底に向け、IMF、世銀、国連
との強調体制を強化するとしている。
2015.11BIAC“BEPS Position Paper”P.1～2
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（3）今後の研究会の課題
最終報告書を踏まえた当研究会の翌年度に向けた研究課題は、以下の通り整理されよう。
 既に着手済みあるいは提言内容の措置済みのものを除く、最終報告書の提言内容を実施
する国内法改正への産業界からのインプット
これらの候補項目には、本稿各論で最も力を入れて分析した移転価格税制のルール変更
（行動 8～10 関連）の他、利子控除制限（行動 4 関連）、義務的開示制度（行動 12）の他、
税制改正大綱が検討を示唆した CFC 税制（行動 3）も含まれると考えられる。
 OECD での積み残し課題についての討議文書発表への対応
既に詳述した積み残し案件（移転価格に関する 2 大課題＝PS 法の適用可能性及び所得相
応性基準の実施ガイダンス、PE 帰属所得のガイダンス）は、いずれもビジネスの予測可能
性確保の観点から重要な項目である。適時適切なインプットを継続する必要が認められる。
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第2章

BEPS 行動 8～10：移転価格税制（総説）
PwC 税理士法人顧問
岡田

至康

1．概説
BEPS（税源浸食・利益移転）行動 8～10 は移転価格に係るものであるが、これらの項
目は、BEPS 行動計画の主要な柱の一つである、経済実態と課税実態を合致させる項目、
とされている。これは、各国の制度の整合性を確保するための項目及び透明性確保のため
の項目と並んで重要な項目であり、まさに、BEPS（税源浸食・利益移転）の利益移転に
よる経済実態との乖離に対抗するための行動計画である。ここで特に移転価格に係る諸問
題を通して重要な概念は、価値創造（value creation）のあるところに利得をつけるべき
である、即ち、移転価格の結果が価値創造と合致することとする、というものである。こ
れは、本行動計画 8～10 最終報告書のタイトルが、“Aligning Transfer Pricing Outcomes
with Value Creation”となっていることに端的に表れていると言える。
移転価格を巡る問題については、元来は、やはり軽課税国との間の移転価格が問題で
あった。その意味では、移転価格に伴う BEPS の問題は、古くからある問題でもあろう。
その一方で、比較的法人税率が異ならない先進国間でも、各国企業文化の違い等から、移
転価格の問題が生じ得ることが明らかとなり、これまで各国でかなり多額の課税事案も生
じている。必ずしも明確であるとはいえない現行指針の充実のためにも、また移転価格は
厳密な科学ではないという移転価格の性質に伴ういわば必然的な各国間での紛争の予防の
ためにも、移転価格ルールの再構築・明確化を図ることは、時宜に適ったことであると思
われる。とりわけ、企業活動のグローバル化の進展とともに、移転価格を巡る問題が、こ
れまで移転価格課税に積極的ではなかったとみられる国々をも含むグローバルでの広がり
を見せている状況を鑑みれば、OECD/G20 が、この問題に積極的に取り組んでいることに
は大きな意義がある。
行動 8 では、従来から利益移転に利用されていた感のある無形資産を取り扱っている。
価値ある無形資産によって生じる利益の配分誤りが税源浸食利益移転を生じることへの対
応について、新たな考えを踏まえて、無形資産を含む取引に係る移転価格問題を検討して
いる。行動 9 では、これまでの指針が必ずしも十分とは言えないリスク及び資本について
検討しており、実際活動と合致しない可能性のあるリスクの契約上の配分及びこれへの利
益の配分、また、資本豊富な多国籍企業グループメンバーによって提供された資金へのリ
ターンのレベルがその活動レベルに合致していない状況について検討している。行動 10 で
は、その他の高リスク分野に焦点を当てており、価値創造と合致しない税源浸食となる多
国籍企業間の一定の支払類型の利用等への対応、及び経済活動の高度化等への対応のため
の取引単位利益分割法、等について検討している。
これらの検討結果を踏まえた移転価格ルールによって確実に事業上の利益がそれを生む
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経済活動に適切に配分されるよう指針の改訂がなされることとなっている。これ は
OECD・G20BEPS プロジェクトに参加している各国の合意でもあり、この内容は OECD
移転価格ガイドラインに組み込まれる。OECD 移転価格ガイドラインは、事実上 OECD 非
加盟国でもしばしば引用されていることからも、この改訂は大きな意味があると言える。
とりわけ、移転価格の独立企業原則は、真に国際的に合意されているルールであって、国
連移転価格マニュアルでも認められていることから、特に、今次改訂において、独立企業
原則の重要性が、OECD/G20 によって再確認された意義は大きなものがあると思われる。
ただ、一方で、移転価格関連諸問題を検討する過程において、各国の意見の相違が表面
化してきた側面もあるように思われる。価値創造に合致したところに所得が付けられるべ
きというのは、それがまさに独立企業原則を適用した結果と整合的である、ということで
は各国とも異論はないであろう。この意味で、独立企業原則を引き続き順守することが再
確認され、その重要性も再認識されていると言えよう。しかしながら、これをどう各国合
意の下で具体化していくのか、移転価格を巡る理論的側面を踏まえた現実適用に係る執行
面を含む問題が、むしろこれから厳しくなっていくように思われる。移転価格及び独立企
業原則自体の方向性をどう定着させていくのか、極めて重要な段階にあるように感じら
れ、各国当局及び納税者双方にとっての責務には大きいものがあると思われる。
移転価格分析においては、いわゆる比較可能性分析が一般的になされ、企業が果たす機
能について、使用する資産・引き受けるリスクを含めて分析・検討することになるが、特
に無形資産やリスクについてはその実態が必ずしも容易に判定できないために、当事者間
の契約内容によって判断がなされ、その結果、利得の配分誤りが生じがちであったとされ
る。経済活動地と課税地との乖離がみられるとのことであるが、典型的なのは、関連する
経済活動がなく資本だけが豊富な所謂キャッシュボックスである。このような状況への対
応が BEPS プロジェクトの主要課題を通じてその背景にあるようであり、いわゆる全体的
アプローチがとられている。このことは、行動 13 における移転価格の文書化においてもそ
の役割が期待されているところである。マスターファイル・ローカルファイル・国別報告
の 3 層構造をとり、移転価格のリスク評価のツールになるとのことであるが、企業に対す
る牽制効果をも有しているものと思われる。
移転価格税制については、その充実・明確化及びその他の諸措置の適用により、BEPS
対応がどのような効果を有するのかは、今後の状況を見なければならないが、少なくとも
当面は、OECD として独立企業原則を超える可能性のある特別措置を取ることは見込まれ
ていない。即ち、独立企業原則が世界各国でどう効果的かつ円滑に活用されていくか、ま
た独立企業原則の内容をどう深化していくかについて、二重課税除去のための効果的な方
策をどう実施していくかとならんで、各国当局及び納税者はグローバル経済の進展に資す
るとの視点を常に有しつつ、その責務を果たしていく必要があると思われる。

2．無形資産
無形資産は、比較可能な独立企業間取引のないケースが多く、適正価格の算定が難し
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い。そのため、無形資産を低税率国所在の経済実体のない関連会社などに実際より低い対
価で移転し、そこで多大の利益をあげるという無形資産を巡る BEPS への対応は特にその
ような企業が目立っている国の当局にとっては従前からの課題であった。
まず、無形資産について、改めて定義がなされた。即ち、ⅰ）有形資産又は金融資産で
はないもので、ⅱ）商業活動における使用目的で所有・管理でき、ⅲ）比較可能な独立当
事者間取引で使用・移転するときに対価が支払われる資産、とされた9 。具体的には、特
許、ノウハウ・企業秘密、商標・商号・ブランド、契約上の権利などが示された10。従っ
て、これらについては、通常、使用・移転に伴って対価の問題が生じることになる。一
方、ロケーションセービングや市場の拡張等がある場合の市場固有の特徴、ユニークな能
力や経験を有する従業員グループの移転による時間・コストの節減等の場合の集合労働
力、規模の利益や統合マネジメントのメリット等がある場合のグループシナジーについて
は、所有支配することができないことから無形資産に当たらず、独立企業との比較可能性
の調整、ないし機能・リスク・資産を含む関連する事実と状況の全ての分析で対応すべき
となっている11。ロケーションセービング等は第三者である消費者等にそのメリットが帰
属することもあるとされるが、ロケーションセービング及び市場固有の特徴については、
資本輸出国と資本輸入国で、その考え方がかなり異なっているように思われる。即ち、比
較可能性をどう捉えるか、比較可能性の調整をどう行うか、という基本的な問題があるよ
うに思われる。OECD でもこれまで、比較可能性についての検討もかなり行われている
が、基本的な考え方が異なる場合には、比較可能性の有無・調整に係る問題は容易ではな
い。市場固有の特徴を巡る問題は、これらについての検証作業を踏まえた上で、総合的に
解決しなければならない問題のように思われる。暖簾・継続企業価値については、いろい
ろと議論のあるところとみられ、無形資産に該当するか否か、特にいずれとも明示されて
いない12 。無形資産になる場合もあるとのことと思われ、また暖簾（goodwill）の中には
無形資産に当然該当するとみられるものがあろう。また、移転価格分析において、これま
で時に使用されてきた、商業上の無形資産及びマーケティング上の無形資産あるいはソフ
ト無形資産及びハード無形資産、といった無形資産の区分の違いは、アプローチに影響を
与えるものではないとされた。これは、このような概念が実体のないまま使用されかねな
いことから、移転価格分析においては却って無用の混乱を招きかねないということかと思
われる。ただ、マーケティング上の無形資産の用語の使用が排除されている訳ではない13。
無形資産の検討はその性質上からも容易ではないが、特に BEPS への対応の観点からは
無形資産に係る移転価格面からの検討は重要な位置づけになるものと思われる。無形資産
については、企業経済活動の国際化・高度化の状況下において、その存在場所を見た場合
に、OECD 加盟先進国に大きな比重があるものとみられ、一方 OECD 非加盟国について
9
行動計画 8-10 最終報告書、p67、パラ 6.6。
10
同上、
p70～72、パラ 6.19～6.26。
11
同上、
p73、パラ 6.30、6.31。
12
同上、
p72、パラ 6.28。
13 例えば、同上、
p112、パラ 6.199。
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は、国連移転価格マニュアルにおける議論の内容からみても14、無形資産の内容及び各無
形資産の位置づけについて、ある意味では必然的に OECD でのルール策定過程においても
異なる意見を有していたものと想像される。
無形資産については、法律上の所有者というだけでは、必ずしも、その利用によって生
じるリターンに係る権利を生じるものではない、とされる。無形資産の法的所有及び契約
関 係 は 対 価 算 定 の 単 な る 参 照 点 に す ぎ ず 15 、 無 形 資 産 の 開 発 （ development ）・ 改 善
（enhancement）・維持（maintenance）・保護（protection）・使用（exploitation）に関し
て、各企業の果たす機能・有する資産・引き受けるリスクの検討によって対価の算定がな
されるとされる16。果たす機能については、法的所有者が外注することによって開発等に
係る機能をコントロールすることによって果たすことも可能とされるが、他の関連者の機
能・資産・リスク分析での貢献に対する適切な報酬支払のあと法的所有者は何らかの利
得に必ずしもあずかるものではないとされる17。また、使用する資産に関し、単に資金提
供リスクを負担するだけの場合は、リスク調整後の予想収益率を享受するにすぎないと
される 18 。これらは、BEPS 行為を念頭に置けば、ある意味では当然の理解と感じられ
る。ただ、そのことが、無形資産の開発者がそのまま法的所有者となる可能性が高いこと
を考えれば、開発への評価を誤る可能性も排除できないように感じられる。確かに無形資
産の使用によってはじめてリターンが生じるのであろうが、それは開発によって生じた無
形資産の潜在的価値を顕在化させたものと解することが可能と思われる。即ち、無形資産
の移転・使用許諾に伴う対価の問題が重要であり、その場合に、比較可能性分析による算
定方法あるいは利益分割法が使えない場合には、開発時点において無形資産の使用に伴う
潜在的価値をどこまで予測可能であったかがポイントであると思われる。ある意味では、
潜在的価値をみるに際して、顕在化した価値をみるのは自然なことである。仮に、高い使
用価値が開発時点で見込まれるものであれば、独立企業であれば、当然にその開発自体に
高い評価・高い価値を与え、その移転ないし使用許諾に係るリターンについても高いもの
を要求し、一方、使用に対しては、通常の評価・通常の価値を与えるだけと思われる。そ
の意味では、価値創造（value creation）と経済活動（economic activities）とは異なるも
ののように感じられ、経済活動は量的で価値創造は質的な感じと捉えられよう。売上高に
伴う変動ロイヤルティも当然に考えられるところである。従って、ここでは、無形資産の
開発に伴う価値も、独立企業であればどこまでその潜在的な利用価値を予測できたかが重
要であり、開発時点で予測可能な場合には開発者に十分なリターンが与えられるべきであ
り、また予測できなかった潜在的価値を顕在化させるような予測を超えた価値ある高度な
使用が行われた場合には使用者にもそれなりのリターンが与えられるべきものと思われ
る。後述する所得相応性基準に係る考え方が、基本的には、無形資産の移転の場合のみな
14 例えば、U.N.：Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries、パラ 1.10.15
15 行動計画 8-10 最終報告書、p75、パラ 6.35、p76、パラ 6.43。
16
同上、
p73、パラ 6.32。
17
同上、
p77、パラ 6.47。
18
同上、
p81、パラ 6.61。
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らず、使用許諾の場合にも使用可能と思われる。ただ、この場合にも、重要なのは、移転
価格はあくまで個別の状況を念頭に置くということである。単なる一般市場における見方
ではなく、そのような状況に置かれた独立企業の見方ということであるので、潜在的価値
に係る見方も一般市場での見方と異なるということであろう。従って、企業側には、十分
な文書化が求められよう。改善については、その程度がどの程度かによるものであろう
が、従来から単なるローカライズが価値ある無形資産であると安易に主張されることへの
懸念が伝えられている。価値ある改善についてもここで述べたような考え方が有用かと思
われる。
ただ、無形資産のライフサイクルの中で、フロントエンドでの開発が、バックエンドの
使用によって、その価値が顕在化させられるとしても、開発なくしてその使用もないもの
であり、開発に伴う潜在的価値については、その法律上の所有が続いている間は、時の経
過に伴う環境・情勢の変化とともに、その潜在的価値も変化していくものと思われる。開
発に伴う潜在的価値については、その価値の顕在化の可能性を常に注視していく必要があ
るものと思われる。その意味では、取引を巡る事実と状況に係る変化について、納税者と
しても、できるだけ記録しておくことが求められよう。
独立企業との比較可能性の分析では、検討要素としては、無形資産の特性を踏まえて、
排他性、法的保護の範囲と期間、地理的範囲、耐用年数、開発段階、改良・改訂・アップ
デートする権利、に加えて、将来便益への期待も挙げられている19。ここで将来便益への
期待が挙げられていることには留意すべきであろう。ただ、このような要素を踏まえて、
無形資産に係る比較可能性を探ることはかなり困難であり、また、移転価格自体が本来厳
密な科学ではないことなどからみても、比較可能性を多少は柔軟に認める必要があるもの
と思われる。最終報告書も、検証対象が独立企業と同様の無形資産を有している場合がある
例として、顧客との関係・リスト・データ等のマーケットインタンジブルを挙げている20。
比較可能性取引は、これらとは異なる unique and valuable intangible が明らかにある場
合に限って不採用とすべきであるともされる21。また、取引の各当事者にとって現実的に
利用可能な選択肢を検討し、各当事者の観点を考慮することとされ、両当事者にとってメ
リットがある取引かどうかが検討される。独立企業原則においては両当事者の視点が当然
ながら重要な視点となるので、取引時点において、取引相手である無形資産の譲受者又は
使用被許諾者において、どのような使用価値を見込んでいるかも重要な視点であろう。
無形資産については、比較対象を見出すのは困難であり、これに基づかない算定方法で
ある利益分割法及び事前評価技法が必要となる可能性があるとされる22。利益分割法は、
外部の比較対象は不要で、グループ内企業の状況だけで所得の算定ができるのであるが、
特に両当事者に何らかの無形資産があるような場合に有効な算定方法であるとされる。た

19 行動計画 8-10 最終報告書、p94-96、パラ 6.118-6.127。
20
同上、p112、パラ 6.200。
21
同上、p70、パラ 6.17。同、p113、パラ 6.201、6.202。
22 行動計画 8-10 最終報告書、p114、パラ 6.209、6.212。
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だ、価値創造をもたらす要素が何か、また各要素の重要性はどの程度かを検討するのは容易
ではなく、主観的になりがちであるとされる。このため、独立企業原則に合致しているとい
うことへの疑問もないわけではないが、従来から、独立企業の場合の利益分割に拠っている
ということで利益分割法が独立企業原則に合致した算定方法であるとされている。利益分割
法が的確に価値創造の貢献に拠っている場合には、まさに独立企業が得る状況、即ち独立企
業結果を実現するものとして、独立企業原則に合致しているということが可能であろう23。
BEPS に関しては、無形資産の開発等に当たり、関連者が共同で費用分担を行う費用分
担取極め（CCA）が従来から問題となっている。費用分担取極めについては移転価格ガイ
ドラインの第 8 章に規定があり、契約上設定された条件が独立企業原則に合致しているかど
うかを判定する一般的な指針となっている。基本的には、各参加者が受け取ることが予定さ
れている予測便益割合に応じて全体に占める貢献割合が決定されるとする。即ち、各参加者
は費用分担取極めの成果の実質的な所有者とされ、その割合に応じた使用等を行う限り、使
用料などの対価支払が不要となり、その算定も行う必要がない。これは、独立企業が比較可
能な状況において貢献することを合意するとみられる貢献と整合的であるべきとされる。た
だ、これまでは貢献を費用分担額でみることとしていたが、最終報告書では貢献する価値
（value）でみることとなった24。BEPS プロジェクト全体の理念をみれば、価値を基準とす
ることは当然であろう。価値の創造されるところに利得が付けられるべきであるとすること
との整合性は、まさに独立企業原則と合致させることともなる、といえる。具体的には、費
用分担取極めにおいて、無形資産・有形資産・サービスについて、その開発・生産・取得を
関連者間において共同で行うことで、貢献及びリスクを分担することが求められる。また、
貢献の測定として、一般的にはコスト又は市場価値が用いられるようであるが、コストでは
なく価値で判断することとしている。また、費用分担取極めの類型として、無形資産・有形
資産の開発のための「開発 CCA」とサービスを取得するための「サービス CCA」の二つが
挙げられている。参加者については、利益を得る合理的な期待を有さない者は参加者とは
みなされず、新たな参加者は貢献だけでなく、リスクも分担することとしている25。

3．所得相応性基準
無形資産取引では、一般的に比較対象が特定できない場合が多いことから、特に将来
キャッシュフローの割引現在価値の計算を前提とした評価技法は、仮定の有効性と独立企
業原則との整合性が考慮されれば、より有用なツールとなるとされる26。企業活動の中で
しばしば実際に使われているいわゆるディスカウンティドキャッシュフロー（DCF）法
で、会計上のものはその保守主義のために留意が必要であるが、事業活動の決定を行う際
に使用される評価については信頼性が高いとされる27。DCF 法については、既存の算定方
23 行動計画 8-10 最終報告書、p61 参照。
24 例えば、同上、p170、パラ 8.25。
25
同上、p170、パラ 8.25、8.28。
26
同上、p102、パラ 6.153、6.156。
27 行動計画 8-10 最終報告書、p104、パラ 6.161。
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法の補完として使うことも可能であろうし、また別個の算定方法として位置付けることも
可能と思われる。DCF 法は、実務的にかなり定着していることをも考えれば、納税者に
とっても便宜な算定方法となり得るものと思われる。
無形資産についての取引時点の評価が極めて不確実な場合には、リスクに対して契約条件
の設定で対応すること等の措置が可能であるとされる。独立企業であれば、将来へのリスク
回避のために、契約を短期契約とすること、契約条項に価格調整規定・売上高連動使用料
率・再交渉等を加えることもあり得るとされている28。従って、契約にこのような条項を必要
に応じて採り入れれば、独立企業としてもそのように行うものである限り、認められよう。
取引時点で比較対象取引が存在せず、譲渡による将来キャッシュフロー等について信頼
できる予測が得られない又は価値評価に当たって使用される前提が極めて不確実なもの
は、事前の評価が困難な無形資産（Hard-to-value intangibles）とされる29 。その例とし
て、譲渡時点で部分的に開発されていた無形資産、譲渡時に斬新な方法での利用が見込ま
れた無形資産等が挙げられている30。これらについては、事前の（ex ante）予測と事後の
（ex post）実績に著しい差異の生じることが考えられ、このような場合に、事後の結果に
基づいて事前の評価を行うことが考えられる。このような算定方法について、従来、
OECD は後知恵（hindsight）であるとして、極めて否定的な考え方を示してきた。多く
の OECD 加盟国もこのような算定方法が独立企業原則に合致したものかどうか疑問を有し
ていたものと考えられる。ただ、米国は、無形資産の海外移転に対応するため、既に 1986
年 に 無 形 資 産 の 評 価 方 法 と し て 、 こ の よ う な 所 得 相 応 性 基 準 （ commensurate with
income standard）と呼ばれるアプローチを内国歳入法典の規定で認めている。また、ド
イツも事業再編による機能の国外移転に対応するため、この基準を 2007 年に実質的に導
入している。いずれの国も、無形資産の価値創造が自国で行われているにもかかわらず、
適正な課税が自国で行われることなく無形資産の国外移転がなされることへの牽制的意味
合いも込めているものと考えられる。また、これらの国はこの基準が独立企業原則に合致
したものとの考え方を有してきたものと考えられる。
今次最終報告書では、OECD も、BEPS への対応として、この基準の有用性を認識し
て、その内容の充実を図っている。即ち、従来の立場からかなりの修正を試みている。無
形資産については、納税者と税務当局の間で入手情報に差があるとされ、納税者の方がそ
の価値についてよく了知しているとみられることから、このような情報の非対称 性
（information asymmetry）への対応として問題となるのが取引時点での納税者にとっての
予測可能性である31。事前の予測と事後の結果の差異が取引時に予測できたとみられる開
発や事象による場合には、事後の利益レベルを参照して当初の評価を行うが、一定の場合
には納税者の当初の評価を認めるというものである。納税者が取引時に用いた事前予測に

28 行動計画 8-10 最終報告書、p108、パラ 6.183-6.185。
29
同上、
p110、パラ 6.189。
30
同上、
p110、パラ 6.190。
31
同上、
p109、パラ 6.186。
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おいてリスクの考慮等が適切になされていることを示す十分な詳細情報を有している場
合、このような差異が取引時に関連者によって予測できず価格決定後に生じた特異な開発
や事象によるものであることを示す十分な証拠を有している場合、事前予測と実績の差異
が当初対価の 20％を超えない場合、5 年間の商業化期間において差異が当初予測の 20％を
超えない場合、等のときにはこの基準は適用されない32。納税者には文書化等による証明
義務が課されることになるが、情報の非対称の中での適正課税のためには、これは必要な
ことであろう。これまで、移転価格算定方法として、比較可能性分析に基づくもの及び利
益分割によるものが挙げられてきたが、DCF・所得相応性基準を利用したものは、予測可
能性分析に基づくものという整理が可能であろう。いわば、独立企業であれば達成した結
果を求めたものとも言えよう。その意味では利益分割法と似た側面がある。この予測可能
性分析に基づく算定方法は、無形資産の譲渡・使用許諾のみならず、無形資産の開発から
使用に至るライフサイクルの一連の場面で、その使用価値を予測した移転価格上の評価が可
能であろう。時の経過とともに無形資産利用価値の顕在化の可能性が高くなれば、それだ
けその予測価値も実現価値に近くなるべきものとみられる。この間の予測価値の上昇があ
れば、その間における無形資産の改善・維持・保護に伴う価値創造によるものとも考え得
る。この場合にも納税者による文書化がどこまでなされているかがポイントとなろう。この
ような算定方法は、無形資産かどうか定かではないものにも、使用可能であると思われる。
また、このような基準に基づいて課税がなされた場合でも、相互協議によって二重課税
を解消するとされることから33、この基準は独立企業原則に合致したものとの考えを採っ
ているとみられるのは重要な点である。独立企業原則を、OECD が引き続き重視すること
を示したものと言える。討議草案で選択肢として挙げられていた特別措置の中で、所得相
応性基準を独立企業原則に合致した形で導入することとしていることは、実際にどこまで
適用されるかどうかは別として、主として無形資産を有する国にとってその不適切な移転
に対する牽制効果を持つ税制を有することともなり、大きな意味があると考えられる。独
立企業原則がこれまで主として比較可能性との関係で捉えられていたものを、その内容の
充実を図った意義は大きい。ただ、同時に、その適用が整合的になされるためにも、引き
続き独立企業原則の意味の更なる充実・確認が求められるのも事実である。

4．リスク
最終報告書では、これまであまり詳細な分析がなされていないリスク分野での明確化が
図られている。リスクは事業目的での不確実性の効果として定義されている34。企業が事
業を行う過程で必ず不確実性が存在し、リスクがとられる。利益を求める企業は、商業上
の機会に係るリスクをとってリターンを期待する。より高いリスクをとることで、より高
いリターンが期待される。これは広く一般に認められているところでもあるが、とりわ
32 行動計画 8-10 最終報告書、p111、パラ 6.193。
33
同上、
p112、パラ 6.195。
34
同上、
p25、パラ 1.71。
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け、グローバルで活動する多国籍企業が国内企業以上に多種多様なリスクにさらされてい
るのは事実であり、多様なリスクを引き受けるところにはそれなりの対価が得られること
になる。本最終報告書では移転価格の議論にのぼるリスクとは、戦略リスク、市場リス
ク、インフラリスク、操業リスク、財務リスク、取引リスク、ハザードリスクを含むと定
義づけられている35。
しかしながら、リスクについては、資産・機能に比してその特定がより困難であるとさ
れることもあり36、多国籍企業グループは、時にリスクの契約上の再配分に基づく税務プ
ラニングを行うことがある。多国籍企業が関連者企業との取引で、第三者間取引では行わ
れないようなリスク移転を行ったり、リスク引受けに必要な資本配分を行ったりした場合
には BEPS の問題が生じる。即ち、リスク移転を行った相手国が低税率国である場合や、
低税率国に過度な資本配分を行って、その資金で他国への投資等を行った場合には、結果
的にこれらの低税率国に利益が溜まることになる。
これに対処するため、最終報告書においては、リスクに対してコントロールを事実上行
うことができない、あるいはリスクを取る財務上の能力のない当事者が契約上取っている
リスクは、そのようなコントロールを行い、リスクを取る財務上の能力のある当事者に配
分され37、それに係るリターンが与えられる、とされる。これが独立企業原則に合致すると
考えられるのである。そのためにもリスクの特定は、まず関係者の実態を正確に把握するた
めに不可欠である。ただ、まずは契約の検討から始まることから、リスクについても、契約
条件について、リスクの内容、対価の設定等が検討される。リスクの配分は、リスクコント
ロールとリスク引受けの資金的な能力によるとされるが、リスクコントロールの機能がより
重視されるのである。いわゆるキャッシュボックスと呼ばれる、資金を提供するだけのリス
ク引受け能力のない拠点に対しての対価はリスク・フリー・リターンが適切であるとされ
る。リスクは、機能や資産に比べて特定しづらいものであるだけに、いずれの関連者が特定
のリスクを引き受けているかについては注意深い検討が求められる。リスク引受けに係る機
能・資産の所在との関係も十分に検討すべきであろう。また、分析のための六つのステッ
プを採り上げており、経済的に重要なリスクの特定、契約上のリスク引受けの状況、リス
ク引受け・管理（マネジメント）及びリスクコントロール機能・リスク結果引受け並びに
リスク引受け財務能力の状況、契約上のリスク引受けと実際行動との整合性、リスク配
分、リスク引受け・リスク管理と対価の妥当性、について検討することとしている38。
重要なリスクを特定したとしても、その程度を分析するのは容易ではない。リスクの単
なる大きさのみならず、リスクの期間・発生形態等について、まずは比較対象をその有無
を含めて検討することになるのであろうが、その重要性の程度が分析できたとしても、そ
れをどう配分するべきかについてはやはり困難な問題が残る。独立企業であればどういう

35
36
37
38

行動計画 8-10 最終報告書、p26、パラ 1.72。
同上、
p22、パラ 1.59。
同上、
p33、パラ 1.98。
同上、
p22、パラ 1.60。
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配分をしたかという点に加えて、更に別の視点もときに必要であろう。即ち、リスクをそ
れぞれの企業が真にその資金面・実態面からみて負担しているかのみならず、グループ全
体の視点も欠かせないときがあると思われるからである。リスク負担は、無形資産以上に
その帰属が柔軟に行えるとみられることから、リスク負担をグループ全体の企業価値の最
大化の観点からも考慮する必要のあるときがあると思われるからであり、その意味では、
比較対象がない場合の対応としては、シナジーと逆の意味で、それに似た側面があるよう
に思われる。事案の事実と状況の正しい分析が欠かせないところであろう。

5．否認
これまで機能・資産･リスクの契約上の配分が重視されてきたため、実態面での操作が
なされると、多国籍企業グループ企業が行う基礎となる経済活動によって創造される価値
に合致しない結果となる可能性があったとされる。そのため、BEPS 行動計画では、独立企
業原則に係る指針の明確化と強化を求め、更には、独立企業原則を超えた特別措置を導入
する可能性も選択肢とされたが、とりあえずは所得相応性基準が導入され、行動計画に示
されていた独立企業原則の枠外で特別措置を開発する必要性はないものとされている。
移転価格分析では、当事者間の商業上・財務上の関係の実質を特定し、実際取引を正確に特
定することとされているが、当事者間の実際取引が、まずは書面及び当事者の行動から推測さ
れる。改訂指針では、関連企業間の実際取引を特定するに当たり、実際の行動を踏まえてこれ
ら企業間の契約上の関係を分析することを求めている39。行動に基づいて契約上の取極めが補
完・代替され、実際取引は当事者の行動に反映される取引の性質に沿ったものとされる。これ
により、対応する事業活動を行っている企業への利得配分となるようにするものである。契約
上のリスク引受け及びリスク引受けに係る実際の行動が、リスクコントロール及びリスク引受
け財務能力を踏まえて検討される。関連企業間の取引に商業上の合理性がないような場合に
は、指針は引き続き移転価格目的上、取極めを無視することを認めているが、当局は、例外的
な場合を除いて、実際取引の無視、その他取引との代替を行ってはならないとされる40。
このような否認は議論を生じ得るものであり、また、二重課税のもとともなり得ること
から、取引の実際の性質を判定し、正確に描写された取引に独立企業原則を適用するため
に、また、否認が単に独立企業原則の決定が困難であるというだけで利用されないように
するため、十分な検討がなされなければならない。独立企業間で取引が見られない可能性
があるという単なる事実は、それが認識されるべきではないということにはならないとい
うことである。関連企業は、独立企業よりももっと多様な取引を行い得るかもしれず、独
立企業間ではみられない、あるいはごく稀にしかみられない取引を真に事業上の理由で行
う可能性がある41。結局、重要な点は、実際取引が、比較可能な経済環境で非関連者間で
あれば合意される取極めの商業上の合理性（commercial rationality）を有するかどうかで
39 行動計画 8-10 最終報告書、p38、パラ 1.120。
40
同上、
p39、パラ 1.121。
41
同上、
p39、パラ 1.122。
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あって、同じ取引が独立企業間でみられるかどうかではない42。
この点で、取引の否認には至らなくても、利得の計上において実態を考慮する必要のあ
ることがある。例えば、近時、一定の無形資産の管理を企業として集中管理することがあ
るようであるが、この場合に当該無形資産に係る知識を有して事実上管理する者が他の場
所にいることが考えられる。それは事実上、異なる事業上の理由から、事務的な管理の場
所と実質的な管理の場所を別にすることであるが、これを商業上の合理性があるものとし
て認めることが可能である。このような機能の分離がある場合の利得の帰属はその算定方
法等との関係でかなり微妙な問題を生じる。無形資産から生じる利得をどこでどれだけ計
上するかの問題については、リスク負担を含む管理の実態がどこまであるかによるものと
思われる。集中管理には事業上の理由があるとしても、それに係る受取使用料等の計上は
当該他の場所が適当とされることもあろう。一方、集中管理の場所に受取使用料計上が認
められる場合には、無形資産移転時の取引価格が問題となり、将来利得を見越した上で、
予測可能性分析に基づいて、対価を算定することも考えられよう。

6．その他の租税回避の可能性の高い取引に係る移転価格ルール
その他の移転価格ルールでは、幾つかのテーマが採り上げられているが、基本的な分野
としては移転価格算定方法の一つである取引単位利益分割法が問題となる。利益分割法は
現行の移転価格ガイドラインでも従来から認められている算定方法であるが、通常は、比
較対象を検討せず、関連企業間の取引状況だけで算定されることから、他の算定方法とは
異なっているところがある。取引単位利益分割法について、企業取引の高度化とともに、
その適用が適切であるとされる場合が増加するものとみられ、例えば、電子商取引に基づ
くビジネスモデル、グローバルバリューチェーンでも特にグローバルトレーディングのよ
うに並列的な統合、取引の両当事者がユニークで価値ある貢献を行うとき、取引の特徴な
どのために比較対象の入手可能性に限りがあるとき、取引の特徴からその他の算定方法の
適用には問題が多いとき、等の場合である。このため、取引単位利益分割法は、有用な算
定方法となり得るともされ、信頼できる方法で利益を分割することができるアプローチを
明確にする必要があった。取引単位利益分割法はこれが十分に適切なものでない場合に
は、不十分であっても比較対象を使用する算定方法の方が良い可能性がある。取引単位利
益分割法に係る作業は 2017 年前半に終了する予定とされている。特に価値創造との強い
相関関係を示す利益分割ファクターの開発、比較対象がない場合の利益分割法の適用可能
性について、詳細な指針の策定が期待されている。
利益分割法を巡る議論についての詳細は、山川委員の報告書を参照されたい。
なお、最終報告書では、低付加価値グループ内役務提供取引43、コモディティー取引44に
関する規定の整備も図られている。
42 行動計画 8-10 最終報告書、p39、パラ 1.123。
43
同上、
p141-参照。
44
同上、
p51-参照。
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7．今後の対応
今回の最終報告書は、移転価格ガイドラインの改訂として、極めて広範囲かつ大幅なも
のであり、所得相応性基準、利益分割法等については今後の検討が俟たれる分野があるも
のの、その歴史的意義は大きなものがあることは疑いないであろう。行動計画において
BEPS 対応として、最も重要視されたのは、経済活動による価値創造と合致するところに
所得を付けるべきである、というものであると思われる。これは特に移転価格の分野にお
いて極めて意義のあるものであろう。ただ、その一方で、価値創造の内容が、その性質上
からも不明確にならざるを得ないところがあるのも事実であろう。例えば、リスクについ
ては、その性質上どうしても重要性の程度等について判断の困難なところがあろうし、ま
た、各国の置かれている立場等によっても、その解釈などに差異が生じることになり得る
ものと考えられ、多国籍進出企業の進出元国と進出先国とでは基本的な立場が異なり得る
ものとみられる。また、無形資産について、その開発・改善・維持・保護・使用に係る機
能・リスク・資産をみることとされているが、それぞれの果たす価値創造の位置づけが、
各国によって異なる可能性があり、無形資産の使用がどのようなものであればどの程度の
価値創造となるのか、難しい判断となり得るであろう。いずれにせよ、今回の最終報告書
作成において議論が重ねられたことにより、各国の移転価格課税に係る認識の差が表面化
した側面もあると思われるが、このように各国で移転価格を巡る解釈が異なり得るのも移
転価格のもつ本来の性質に由来するものであると思われる。
ここで特に懸念されるのは主要国において、BEPS 対応としてユニラテラルな措置を許
容するばかりでなく、現実にそのような措置を採る動きがみられることである。租税回避
への対応は条約とは関係なく国内法で採ることが認められているとはいえ、このような措
置はその限界が明確ではないばかりでなく、二重課税を惹起しかねないものである。移転
価格分野においては、とりあえずは独立企業原則の確認が改めてなされているものの、今
後、価値創造の概念の具体化を巡って、各国が国内法で独自の移転価格解釈規定を採るこ
とが考えられ、現実にそのような動きもないわけではない。このような動きに対しては、
主要国が一体となって多国間での取組みを率先して行うとともに、モニタリングプロセス
を真に実効あるものとすることが求められる。移転価格税制自体が大きな転換点を迎えて
いる今日、今次移転価格最終報告書を踏まえた取扱いとそれに係る多国間協調の重要性は
ますます増しているものと思われる。
このようななかで、多国籍企業は、従来以上に移転価格を巡っては、グローバルでの目
配せをすることが必要であり、特に企業としてのリスク管理を親会社として的確に行うこ
とが求められる。グローバルで移転価格問題を生じないようにするためには、各国関連会
社間での整合性とともに、それぞれの立地する国の状況を踏まえるというかなり困難な作
業があり、それは親会社の強い指導なくしてはできないように思われる。
二重課税が生じた場合の相互協議については、合意できない可能性も残ること、解決に
時間がかかることから、主要国当局からも仲裁（arbitration）が支持されており、近時各
国の条約に仲裁規定が導入される場合が増えている。行動 14 に係る最終報告書では紛争解
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決に関する三つの項目について、各国で最低限遵守すべきミニマムスタンダードが示され
ている。一つ目は相互協議手続きの誠実な実施と事案の迅速な解決に向けての措置とし
て、相互協議合意内容の適切な実施、平均 24 カ月での解決目標等を提言している。二つ目
が租税条約上の紛争防止と迅速な解決のための措置として、相互協議利用手続きの公表、
担当職員の独立性確保のための内部指針の整備、等を提言している。三つ目は相互協議の
要件を満たした納税者に申立ての機会を保証するための措置として、相互協議申立てに係
る必要な条約上の整備、申立ての際の提出文書の特定等を提言している。またこれらの実
行を確実にするため、効果的なモニタリングを行うこととされた。ただ、これらにも拘わ
らず、仲裁の必要性は減ずることはないとみられるなかで、各国は単に仲裁への立場を表
明することを求められるだけにとどまっている。日本を含む 20 カ国は仲裁にコミットして
いるところであるが、今後、これにコミットする国の増加を図るためには、各国主権、中
立性、コスト、等に係る問題への対応が求められよう。仲裁条項を途上国等が受け入れや
すいようにするための方策を、OECD・各国当局と一緒に検討することも、今後は各国多
国籍企業にとっても必要なことであると思われる。
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第3章

行動計画 8～10：移転価格税制（利益分割法と関
連する諸問題）
デロイトトーマツ税理士法人パートナー
山川

博樹

1．はじめに
OECD は、2015 年 10 月、BEPS プロジェクトの全ての計画について検討の結果を最終
報告し、同年 11 月の G20 サミット首脳宣言にて支持されるに至ったが、「移転価格の結果
と価値創造の整合

行動 8～10：2015 最終報告」の中の利益分割法のガイダンスについて

45

は、継続検討 とされた。この利益分割法のガイダンスについては、今後、OECD・WP6
がガイダンス案を 2016 年に策定、2017 年前半に作業を終了予定、この過程でディスカッ
ション・ドラフトが公表され、公聴会が 2016 年 5 月に開催される予定、とされている。
今般の成果物である、「移転価格の結果と価値創造の整合

行動 8～10：2015 最終報

告」の中の「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」においては、最適手法、高度に統合
された事業活動、ユニークで価値ある貢献、シナジー便益、利益分割ファクター、その他
の 6 事項ごとに、改定ガイダンスの範囲等を論じているが、今後の検討範囲として、おお
よそ以下の事項が見込まれている。
 最適手法に関し、そのアプローチが困難なケースにおいて、どのように移転価格税制が
適用されるべきかについて、ガイダンスを拡充
 高度に統合された事業活動に関し、利益分割法が最適手法と結論づけられるような重要
な事業活動の統合とはどういう場合なのかについて、追加的なガイダンスを提供
 ユニークで価値ある貢献に関し、その意義を明確化する観点からガイダンス及び事例を
提供、そして無形資産以外の形態におけるユニークで価値ある貢献について、追加的ガ
イダンスをも提供
 シナジー便益に関し、重要なグループシナジーに係るシナリオにおいて、利益分割法が
最適手法として適切であるかを決定する際に考慮すべき事項について、追加的ガイダン
スを提供
 利益分割ファクターに関し、移転価格の結果を独立企業原則と整合させるため、利益分
割ファクターと価値創造との間の強い相関関係をどのように満たすかについて、追加的
なガイダンスを提供
 その他、TNMM のレンジ、ロイヤルティ料率、他の支払方法の決定のための利益分割
法の使用について、ガイダンスを提供

45

結論の先送りは、必ずしも具体的な論点の膠着によるものではなく、移転価格の多数の検討事項の中
での時間の制約によるものと推し測れよう。最終報告書を読むと、2016.1 の時点においても、
OECD・WP6 は、所得相応性基準の実施ガイダンス、ガイドライン第 1 章と第 9 章との整合化、本
件利益分割法の適用、金融取引に係るガイダンス等の論題を抱えていることが分かる。
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本論稿においては、今般の利益分割法の議論を巡る世界的な背景、BEPS プロジェクト
最終報告における利益分割法の議論に関連する議論を先ず論じ、そして、今般の成果物で
ある、「移転価格の結果と価値創造の整合

行動 8～10：2015 最終報告」の中の「利益分

割法のガイダンスの作業の範囲」の概要を説明し、続いてここに挙げられている事項ごと
に考察を加えることとする。議論の内容の性格上技術的な論点を無視することはできない
が、今後の国際課税の展望、我が国産業界への影響、政策の方向性などの視点を可能な限
り織り込みつつ、論ずることとする。

2．今般の利益分割法の議論を巡る背景
まず、今般の利益分割法の議論を巡る背景として、以下の 3 点を挙げることができよう。

（1）新興・途上国の TNMM への非納得性
現在、世界の移転価格実務は、親・子会社間で相対的に機能の単純な現地子会社を検証
対象とする TNMM が大勢を占めている。多国籍企業の検証対象の現地子会社と現地の比
較対象となる独立企業とを比較した場合、国際的な技術水準、コストの掛かり方、製品の
販売単価などが違い、製品の市場におけるポジションが大きく異なる場合がある。そもそ
も比較可能性に疑問がでてくる。比較可能性分析上、重要な無形資産を保有していない、
機能が単純な会社を選ぶので、更にそういう見え方になってくる。現地当局の視点から
は、多国籍企業の現地子会社が現地市場で高収益を上げている場合に、高いロイヤルティ
料率で親会社に回収・還元されるとなると、第二の収奪に見えてくるのであろうか。新
興・途上国の TNMM 嫌いの背後には、こういう見方が想定される。ここ数年間、利益分
割法の残余利益の取り分として、その生みだす利益が現地子会社に帰属すると主張する
マーケットプレミアムやロケーションセービングの存在を強く主張してきたが、今般の
OECD の議論においてこれらは無形資産ではないと明確に整理されたところである。それ
でもなお、新興・途上国の利益分割法志向は続いている。OECD は、今般の BEPS プロ
ジェクトの報告書の全世界規模での実施を目指すとしており、だからといって OECD が利
益分割法への傾斜を一気に強めているとまでは思えないにせよ、最早国際課税ルールのス
テークホルダーとなった新興・途上国の意向は無視しえないものとなっていよう。

（2）先進多国籍企業の事業経営モデルの変化
多国籍企業の事業経営モデルが、現地企業と一体で運用される傾向にあるという見方を
サポートする資料はないが、後述の通り、親・子会社の機能がフラットである、親・子会
社がリスクコントロールをシェアしている、親・子会社の双方の人員が重要な事業意思決
定を行っているなどという、利益分割法の適用が可能な局面を有する事業経営モデルが、
おそらくは人的資源の入手可能性と IT 技術の進展を背景に、一部に見えてくるようになっ
たという事実はあろう。
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（3）米国財務省の利益分割法適用に係る考え方の見直し
自国の多国籍企業の利益分割法の適用による税源の流出に最初に気付いたのは、米国財
務省であろう。米国企業の BEPS 問題は、本社とアイルランドの関連法人との費用分担契
約に始まる。米国拠点から持ち出した基盤（platform）の貢献の対価をバイインとしてそ
こに取り戻す仕組みはあるが、その計算過程において、財務省規則において、資金提供者
へのリターンについての考え方が整理されたインベスター・モデル46が導入されるまでの
間、残余利益分割法が適用されていたとみられる。費用分担契約の双方の参加当事者に基
盤貢献がなければ、残余利益分割法の適用によるバイイン算定はできないはずであるが、
基盤貢献のないアイルランド拠点を一方当事者とする同法の適用実務があったとみられ、
実質的な貢献価値とお金を負担した貢献価値との乖離がみられたのではなかろうか。
振り返ると、現行の 2010 年 OECD 移転価格ガイドラインの利益分割法の適用に関する
評価は、端的に述べると、「適切な分割ファクターの選定が困難であるため無規律な適用
は望ましくない。」という程度の淡白なものに止まっているように見える。OECD 諸国の
大勢が利益分割法に慎重なスタンスを取ることの表われであるが、上記に述べたような近
時の幾つかの視点からの背景を踏まえると、詰めの不足、突っ込みの浅さが見えてくるの
も事実である。今般の議論においては、かつて 2010 年に TNMM について、実務に使用で
きるものとして位置づけた（より正確にはそれまでに相当程度定着していた実務を整理し
て追認したといえようか。）のと同じように、利益分割法についても、あくまで取引形態
に応じてより良きものとして実務に使用できるものとして位置付けておこうという、底流
があるのではなかろうか。

3．BEPS プロジェクト最終報告書の利益分割法に関連する議論
先に述べた通り、既に BEPS プロジェクトの全ての計画について検討結果は最終報告さ
れているので、最終報告における利益分割法に関連する議論を概括しておきたい。
まずは、経済活動・価値創造の場所と課税利益の場所とを一致させることが強調されて
いる点である。この論点は本来、移転価格課税の機能・リスク分析という、技術的な事柄
であるが、BEPS プロジェクト全体を包括する基本理念・哲学に高められている47ように
みえる。
移転価格では、機能リスク分析という平易な言葉を使うが、契約を実際の行動で検証
し、実際の取引の正確な描写を行うこと、つまり、経済実質に即した事実分析を意味す
る。先の強調の一面は、移転価格税制固有のポテンシャルを的確に実行することを含意と

費用分担契約にかかる米国 2005 年財務省規則案において、インベスター・モデルを理論的基礎とし
て採用し、通常の投資リターンと無形資産に基因する超過収益であるレントを区別した。参加者の貢
献を費用貢献（資金面での支援・投資）と外部貢献（既存の無形資産又は独自の能力等による貢献）
とに区別し、参加者に各々に応じた収益を帰属させる仕組みとした。
47 2010 年ガイドラインに、第 9 章事業再編に係る移転価格の側面が含まれていること自体その時点で
BEPS の萌芽が見えているわけであるが、今般この第 9 章のコンセプトが第 1～5 章に一般化されて
いる。これも、新たなガイドラインの重要な特徴である。
46

23

するように見える。これは、まっとうな強調ではあるが、契約を実際の行動で検証するた
めの事実の認定において、バリューの解釈、そして誰が意思決定機能を伴ってリスクをマ
ネージしたのか等、当局と企業との間、また当局間で、齟齬が生じやすいことに特段の留
意が必要である。特にバリューの解釈が如何に困難か。利益分割法に関するガイダンスの
議論は、最終報告に至らなかった、行動 1 の BEPS を超える電子経済に起因する幅広い課
税上の問題の議論、行動 7 の定義が拡張された恒久的施設の帰属主義の議論とともに、バ
リューの議論に深く関わる。
日本企業がディフェンスの観点から行うべきは、価値創造の場所が課税利益の場所と一
致することを、事前の一貫した移転価格ポリシーに従って、バリューチェーンのマルチの
当局に説明をなし得ることであり、取引をよく知る企業自身の主体的関与が重要となる。
マルチの当局とあえて申し上げるのは、現在、マルチ間での移転価格問題が急速に増加し
ているようにみえるからである。マルチ間で紛争が生じた場合には、マルチ間での相互協
議の場で、これ自体まだ発展途上にあるが、納税者自身が事前の一貫した移転価格ポリ
シーに沿って所要の説明をなしうることが、今後とても重要になってくるのではなかろう
か。
例えば、5 社の異業種の関連企業からなる連続したサプライチェーンが存在したとし
て、多国籍企業が主体的にバリューチェーン分析を行うとする。バリュードライバーは何
か、それは無形資産か、それはどのエンティティのものか、TNMM の検証対象法人は真
にリミテッドリスクエンティティであるかなど、単体の機能リスク分析でみえるものとは
異なるものが見えてくるであろう。バリューチェーン分析は、超・機能リスク分析であ
る。帰結として、仮に信頼できるセグメント別合算損益を作ることができ、信頼できる
ベンチマークを採ることができ、異業種間で通用する信頼できる分割ファクターを見出す
ことができれば、グローバル残余利益分割法の適用が極めて座りがいいことは誰の目にも
明らかであろう48。しかし、実際問題、これらの条件を満たすには多くのケースにおいて
極めて高いハードルがあることは、実務に携わる者であれば直ぐに分かる49のもまた事実
である。概観的な理解を鵜呑みにし翻弄されないことが重要である。OECD は、現状グ
ローバル残余利益分割法の履行を推奨しているわけではなかろう。個々において、全体を
見ることによって片面検証を行うことに無理があることが判明しないか、リミテッドリス
クエンティティがキャラクタライゼーションされているが、他の関連法人との関係で真に
そうであるのかなど、を問うている。即ち、全体のバリューチェーンの中で移転価格ポリ
シーのバランスの取れたビッグピクチャーがあるのかを確認することを、また行き当たり
ばったりの移転価格ポリシーに依るのではなくバリューチェーン分析から TPM の選定の

48
49

ここに、移転価格手法が利益分割法に雪崩を打たないか、全世界合意どころか深刻化する南北間の利
害対立の状況のままで定式配分に向かわないかとの懸念が生じる原因があろう。
例えば貿易業にあっては、口銭分割（分与）というような利益分割法と親和的な事前のプライシング
を行うことがまま見られようが、検証方法として利益分割法が採れない大きな理由は、商品別合算損
益を算定することが困難であるからであろう。
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流れが出てくることを、推奨している50のではなかろうか。
次に、第 6 章の無形資産への特別な配慮の改定に係る部分であるが、利益分割法に関す
るガイダンスと関連すると思われるのは以下の通りである。
 無形資産の移転については、具体的な事実関係によって、五つの手法のうちいずれかが
最適な手法となりうるとしつつ、RP 法と TNMM といった片面検証の方法は、全ての残
余利益が無形資産の所有者に分配されることを想定する手法であることなどから、一般
的に無形資産の取引の検証に当たって信頼性の高い手法ではない、更に、無形資産の開
発費用と開発された無形資産の価値若しくは移転価格との間にはほとんど相関性がない
ことから、無形資産の開発費用に基づいて無形資産の価値を計算しようとする手法は、
一般的に推奨されないものとして扱っている。この文脈を踏まえ、一つ以上の無形資産
の移転が絡む事案において最も有効となり得る手法は、CUP 法と利益分割法であり、ま
た、評価手法（DCF）も有効なツールとなり得ると結論づけているように見える。
また、比較可能性について高い基準を設定していることから実務上 CUP 法の適用は困
難であると考えられ、CUP 法が適用できない場合において、利益分割法は、開発された
無形資産の評価をする際の信頼性の高い手法になりうること示唆されている。無形資産
の移転に係る手法は、DCF が基本であり、残余利益分割法による事後修正を所得相応性
基準の法令遵守を超えてまで行うことにはやや過剰感があろうが、片面検証の方法が否
定されることは間違いないであろう。
 複数の企業が共同で価値ある無形資産の構築に貢献している場合において、当該無形資
産から生じたリターンを各社の間でどのように配分するのかについては、ほとんど指針
を示していない。また、挙げられている事例は、単純化されたものであり、例えば、一
方の企業が重要なリスクや活動を担い、あるいは管理を行っており、他方の企業が単純
に役務収入か融資に対するリターンのみを収受している例、両当事者の機能がフラット
にみえても契約は片方法人のみがリスクを負うようなプリンシパルモデルになっている
例である。分割ファクターを書けるほど議論が熟していないためか、機能フラットの取
引形態の事例がない。
利益分割法に関する指針においては、企業として、どの事業体が最も価値創造に貢献し
ているかを特定するという潜在的な論点と直面しつつ、追加的な指針の提供が期待され
ているのではなかろうか。
更に、ガイドライン第 1 章の書き振りは利益分割法への考慮を促進する示唆があるよう
に思われるが、目下特段の指針は与えられていない。この点に関する特段の関心領域は、
複数の当事者がリスクに関するコントロールを行使することによって潜在的な上振れ・下
振れのリスクをシェアすることが適切であるかもしれないケース、及び意図的なグループ
協調活動から生じるグループシナジーのシェアを行うケースであろう。
50

より実態の伴った完璧なキャラクタライズドリミッテドリスクエンティティの構築を目指すべきか、
素直に相対的に機能の単純なエンティティのままで検証対象とすべきか、ここまでのことを OECD
は述べていないように思われる。
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4．「移転価格の結果と価値創造の整合

行動 8～10：2015 最終報告」の中の

「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」の概観
ここでは、表記の通り、「移転価格の結果と価値創造の整合

行動 8～10：2015 最終報

告」の中の「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」を概観する。この僅か数頁の成果物
の重要な点は、利益分割法の適用を巡るいくつかの論点に対し、特段の解決手法を示唆し
ていないことである。多国籍企業にとって利益分割法が興味をそそるやりがいがあるもの
として、評されているわけでもない。何らの指針を示しておらず、ブレインストーミングに
止まっていると言えよう。先に利益分割法ありきではない。OECD の慎重さが見て取れる。
なお、「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」においては、2014 年 12 月 16 日に
OECD より公開された行動 10 ディスカッション・ドラフトの「利益分割

シナリオ51」が

参照されているが、ここでは経団連経済基盤本部の翻訳されたものを、ご厚意により末尾
に参考として使用させていただいており、深く感謝を申しあげたい。また、特に次の 6 の
筆者の考察において直接関連する箇所（必ずしも重要な箇所と思料した箇所ではないこと
にご留意をお願いしたい。）を太字ゴシックにしている。

（1）利益分割法の現行ガイダンスとパブリックコンサルテーション
①

現行のガイダンス

 現行ガイダンスは、利益分割法の主たる強みは、金融グロ－バルトレーディングのよう
な片側検証手法が適当ではない、高度に統合された事業活動に解決法を与えることがで
きることと、指摘する。
 また、取引の両当事者が、ユニークで価値ある貢献を行う（例えば、ユニークな無形資
産の形式で）場合、利益分割法が最適な手法かもしれない、と述べる。各当事者が、ユ
ニークで価値ある貢献を行う場合、他の手法を適用するための信頼できる比較可能取引
の情報が不十分かもしれないからである。ガイダンスは、利益分割法の選択は、手法選
択の全体のガイダンスに沿って決定されるべきことを強調する。
 ガイダンスは、潜在的なアロケーションキーに係る多くの例示を与える。資産ベースと
コストベースのキーに焦点が当たる。各当事者が対資本で同じリターンを実現するよう
に利益を分割するアプローチの試案がある。
 第 6 章の無形資産への特別な配慮は、利益分割法とその適用に関するガイダンスにおい
て明らかにされる必要があるかもしれない事項に対して、数多くの参照を与える。
 比較可能取引の情報が利用不可能な場合、重要な機能のアウトソースが絡む状況52にお

51

52

利益分割法が潜在的に適用可能な 10 の状況（9 の例示シナリオ）を示しており、利害関係者からそれ
らの相対的な信頼度に関し、これらのシナリオを推敲するためのコメントを求めた。これは、利益分
割法が適用されるかもしれない幅広い事実を特定するための試みにみえる。打ち出しは前広であった
が、民間サイドからは総じて警戒感が示されたものといえよう。
例えば、研究委受託契約において、検証対象法人である受託者側がユニークでかつ重要な研究機能（blue
sky：青天の霹靂と言えるようなとっかかりが少なくリスクの高い研究）のポーションを行う場合、お金
は委託者が負担するとしても、比較対象取引を見いだせず、利益分割法や DCF が有益な場合がある。
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いても、利益分割法又は評価テクニック（DCF）は、利益の独立企業間配分を見極める
ために有益である場合がある。
 比較可能取引の情報が利用不可能な場合、利益分割法は、無形資産の移転の値決めの絡
む状況において有益かもしれない53。これは、部分的に開発された無形資産の移転、又
は完全に開発された無形資産における、全ての移転若しくは限定された権利の移転を含
むものである。

②

改定されたガイダンスの範囲

改定ガイダンスは、ガイドライン第 2 章の現行の規定に続くが、次の事柄を、明らかに
し、補われなければならない。
 最適手法
2014.12 のディスカッション・ドラフトは、利益分割法への考慮は、ガイドラインパラ
2.2 に記されている最適手法の選択に係るガイダンスに如何なる変化も及ぼさないとした
が、それでもなお、ディスカッション・ドラフトに対するコメントは、利益分割法が誤用
される潜在性への深刻な懸念を指摘した。殊に、当事者の機能分析に基づくと、取引の性
格自体が、合算利益のシェアはアームスレングスでは見込まれないと示唆するような事案
においての誤用への懸念である。利益分割法が、信頼ある比較対象取引がない場合に、取
引の性格それ自体から適当であるかどうかを考慮することなく、使用されないかとの懸念
が強調された。
 高度に統合された事業活動
現行ガイドラインは、利益分割法は、事業活動が高度に統合されている場合に最適手法
と見出されるかもしれないとするが、全ての多国籍企業グループは、程度の差こそあれ統
合されているものであり、統合の基準がどのように適用されるかが不明解である。
 ユニークで価値ある貢献
現行のガイダンスは、利益分割法は、取引の両当事者がユニークで価値ある貢献を行う
状況において最適手法かもしれないと述べるが、両当事者によって無形資産が貢献する事
例はさておき、何がユニークで価値ある貢献を構成するかについてのガイダンスはほとん
どない。2014.12 のディスカッション・ドラフトに対するコメントにおいて、ユニークな
貢献とは、独立の取引への参照によるベンチマークされることができない貢献である、価
値ある貢献とは、将来の経済便益を生み出すことが見込まれる貢献である、そして、更に
一歩進み、価値ある貢献とは、競争上の有利性のキーソースに貢献する貢献であるなどの
見解が提案されている。そして、重要なリスクのシェアが、ユニークで価値ある貢献を構
成し、よって利益分割法が、そのような状況に対して最適であるとの結論に至るかもしれ
53

例えば、親会社が保有する IT を子会社に有償で譲渡する際のアームスレングス対価の算定における、
親会社の現在割引価値の算出、将来キャッシュフローの計算にあって、将来の利益按分を利益分割法
に近似する考え方（譲渡した者は譲渡後は関与しないため、譲渡時点までの貢献に基づく将来の利益
の按分）で決定することは不合理ではない。予想合算利益を別の基準に依る按分基準で分けるか、別
の基準に依り分割した将来利益を合算するか、双方のアプローチがあろうか。
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ない、との多数のコメントがあったという。
 シナジー便益
「利益分割 シナリオ 2 マルチサイド・ビジネス・モデル」は、電子経済の固有の特徴
を例示しているというより、寧ろ単にシナジー便益の効果を表しているだけであるとす
る、コメントが多かったという。こういうケースでは、事業の両当事者は多国籍企業グ
ループのキーバリュードライバーに対して、重要な貢献を行っているかもしれない。グ
ループ便益に係るガイダンスは、意図的な協調行動の結果としてシナジー便益が発生して
いるときには、そのような便益はシナジー創出への貢献に比例的にグループメンバーに
シェアされなければならないと、している。状況によっては、事業の各パートの貢献を
ベンチマークすることが可能かもしれないが、そのような過程は、協調して行動する両当
事者によって実現される潜在的に重要な統合便益を説明できないかもしれない。
 利益分割ファクター
BEPS 行動 8～10 の大局の目的は、移転価格の結果が経済的な価値創造に整合している
ことを確実にすることである。その目的は、実際の取引を正確に描写することと、最適の
手法に沿ってプライシングすることによって、実現される。2014.12 月のディスカッ
ション・ドラフトは、利益分割法は、この目的を実現することに貢献できるとした。そし
て、利益分割法の適用が適切な状況において、客観性と移転価格の結果と価値創造との整合
性の両方を確実にする利益分割の多様なアプローチを使用することの経験について問うた。
利益の分割は、両当事者の貢献の機能分析に基づくべきであるとの一般的な合意はある
が、それらの貢献の価値が定量化されるメカニズムは、いつも明確ではない。実務上多様
な範囲で使用されると考えられるところの可能なメカニズムは、均等化された期待収益率
のみならず、投下資本、費用、機能的貢献のサーベイ54、ファクターのウェイト付けを、
含むものである。多くのコメントにおいて、これらのメカニズムにおける長短は、情報の
利用可能性、測定可能性、主観性、実務的可能性などの論点をベースとして論じられ、何
が利益分割法を適用するに当たってのキーアスペクトなのか、そしてどのように利益は信
頼をもって分割されるべきか、についてのガイダンスの欠如が強調されている。
 その他 TNMM レンジを決定するため、又はロイヤルティへ転換するための利益分割法の活用
2014.12 月のディスカッション・ドラフトにおいては、実現される合算利益の増減への
参照によって、TNMM 分析から得られる結果のレンジを変化させるための利益分割法の活
用について、そして、見込まれる利益の按分シェアを決定し、それからその分析をラン
ニングロイヤルティに転換するための利益分割法の適用について、問いがあった。

（2）利益分割法のガイダンス改定の範囲
 最適手法
利益分割法に係る、そして最適手法の選択に係るガイダンスは、「chapter 1 の D におけ

54

意思決定の所在を確認する手段としての RACI など。
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るガイダンスに沿って決定される取引の性質は、信頼できる比較対象取引に係る情報が欠
如する場合においてすら、最適手法の選択のおける必須の考慮の対象である。」とする現
行ガイドラインパラ 2.2 に記される指摘を強調すべきである。利益分割法の下での損益の
シェアが、特にリスク配分に関して、当事者間の商業上の関係からいくと根本的にあらぬ
方向に、支払対価を導くような可能性 55 がある。実際の取引の描写が、利益のシェアが
アームスレングスの結果を表さないような場合には、利益分割法を選択するより、寧ろせ
いぜい利用可能な比較対象を使用して調整する必要があることを、改定ガイダンスは強調
しよう。そういう事例においては、不正確な比較対象を使う適切な方法が、利益分割法の
不適切な使用よりは、信頼に足るであろう。
最適手法のスタンダードがそのような困難なケースにおいてどのように適用されるべき
かについてのガイダンスが拡大されよう。最適手法の選択は、信頼できる比較対象データ
が欠如するときに、途上国では頻繁に起こるが、とりわけ深刻である。そして最適手法の
選択は、低所得国において比較対象の欠如の課題へ対応することについての一助となる
toolkits の開発に係る G20・開発 WG によって指令を受けている作業と関わりがある。
 高度に統合された事業活動
事業活動の重要な統合が、利益分割法が最適手法であるとの結論を導く場合とはどんな
場合なのかについて、追加のガイダンスが提供されよう。究極的には、ガイダンスは、関
連者間取引の文脈を理解する上でのバリューチェーン分析の重要性に言及すべきである。
分析の一部分として、グローバルバリューチェーンの連続する統合（密着凝集したバ
リューチェーンを通して異なる活動を行う関連当事者を巻き込むかもしれない。そして、
アレンジメントの更なる特徴を考慮することなしに利益分割法の使用を保証しない。）と
パラレル類似並行統合（これは、同一の収入、コスト、資産、又はリスク（バリュー
チェーン内で又はバリューチェーン中の 1 局面で）に類似の行動を行う関連当事者を巻き
込むかもしれない。）に区分することが有益かもしれない。
現在のガイドラインは、金融グローバルトレーディング（これは、同一の資産、収入ラ
イン、リスクに関するパラレル類似並行な行動を巻き込むかもしれない。）にあっては、
この典型的なパラレル類似並行統合から生ずる合算利益を分割することが適当かもしれな
いと考察したと、示唆している。
 ユニークで価値ある貢献
利益分割法が最適手法と思われる状況を特定するために、ユニークで価値ある貢献が意
味するものとは何かを明らかにするための追加ガイダンスと事例が提供されよう。無形資
産の形式以外のユニークで価値ある貢献に係る追加的ガイダンスが提供されよう。
無形資産に係るガイダンスの改定を考慮して、無形資産の DEMPE（注後述 33 頁を参
照）に関連する重要な機能の履行に絡むケースにおける最適手法としての利益分割法の選
択、すなわち、DEMPE 機能は最適手法を特定する目的において、いつユニークで価値あ

55

対価を歪めてしまう可能性といえようか。
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る貢献を構成するのか、を明らかにするためにガイダンスが提供されよう。
このガイダンスを発展させる場合、独立企業が比較可能な取引において利益分割法を活
用するのはどういう場合であるのかに、然るべき注意が向けられるべきである。
 シナジー便益
利益分割法が重要なグループシナジーのシナリオ（⑤「シナリオ 2」であろうか。）に対
処するための最適手法なのかどうかを決定する上で、考慮すべき状況について、そして、
どのように利益分割法が適用されるのかについて、付加的なガイダンスが示されよう。
 利益分割ファクター
独立企業原則と一貫する結果を確実にするために、利益分割ファクターと価値創造との
強い相関関係を持つ必要性をどのように達成するのかを説明する付加的なガイダンスが適
用されよう。様々なメカニズムが、適用事例とともに、詳細に説明されるべきである。加
えて、様々なメカニズムの実務的適用と感応性（基礎的なデータを独立して立証する能力
を含めて）が、比較されるべきである。
 その他、TNMM レンジ、ロイヤルティ料率、他の支払方式を決定するための利益分割
法の使用
利益分割法が、（ⅰ）TNMM の結果をサポートするために、（ⅱ）ロイヤルティ料率を
決定するために、（ⅲ）実務的な他の手法で、契約アレンジメントの形式を尊重するため
に、（ⅳ）単に値決めの結果をサポートするために、使用されることができるのかどうか
を評価する際に考慮すべき状況について、追加のガイダンスが提供されよう。

5．「移転価格の結果と価値創造の整合

行動 8～10：2015 最終報告」の中の

「利益分割法のガイダンスの作業の範囲」の考察
上記 5 の「移転価格の結果と価値創造の整合 行動 8～10：2015 最終報告」の中の「利益分割
法のガイダンスの作業の範囲」の概観を踏まえ、事項ごとに若干の考察を加えることとする。

①

最適手法

 利益分割法がそれ自体なじまない、適当でない場合とは、機能分析の結果、両者のリス
クを加味した機能のつり合いがとれていない場合、つまり機能・リスクの重みにより
シーソーが傾いている場合といえようか。軽い方に比較対象が取れると合理的に期待さ
れているのに、それが取れないという理由で、シーソーが均衡近似の状況のために使わ
れるべき利益分割法56を適用するのはおかしいという議論であろう。新興・途上国当局
に起こりうる利益分割法の誤用に歯止めをかけるという意味あいで、重要であろう。そ
こで、新興・途上国において、比較対象がないときの対応の toolkit とは何かを論ずる必
要がでてこよう。
 取引の性格自体が利益分割法に馴染まない、しかし、納得感のある比較対象がとれな

56

どちらが損失を負担するのか判明し難い、こういう場合利益分割法に馴染みやすい。
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い、究極の難題を孕むケースにいかに対処すべきであろうか。現行の最適手法ルール
は、事実と状況に応じて最終的に最適のものとして選定される手法は異なるものとなり、複
数の手法の適用の結果答が異なることは織り込み済みで、その場合最適の手法以外の手法は
不適当であったと整理されるため、それらを比較検証する意味がないという前提に立つ。し
かし、究極の難題を孕むケースにおいて、最適といえるような手法選択ができないときに
は、例えば、CUP に準ずる方法、後述する TNMM＋アルファ、残余利益分割法57等の複数
の手法を比較・検証する態度はありではなかろうか。最終的には、最後の一つに決定される
として、検討過程においては、結果をだしてみて結果をみながら信頼性をチェックしていく
ことが意味がないとは思えないのである。仲裁においても、誤解を怖れず申し述べると
ADR58に近似した問題解決が視野に入ってくるのではなかろうか。
 向かう方向は、TNMM と残余利益分割法（そもそもが TNMM の修正）の結果を収束さ
せる方向であろうか。TNMM の適用も比較可能性に限界がある以上利益分割法のアプ
ローチからも納得感が得られる必要があり、利益分割法の適用も決定的な按分ファク
ターがない以上何らかの市場の類似企業のリターンを参照せざるを得ない。
 より実務的には TNMM＋アルファの差異調整を行ってみることも一案である。必ずし
も絶対的な単純機能の子会社のみならず、相対的に機能の単純な方の子会社を検証対象
法人として TNMM を適用するのが、現状移転価格の最も一般的な手法であるが、この
際残余利益の中に子会社に帰属すべきものがないのかを検証することである。この差異
調整を行わなければ、残余は親会社の総取りとなるが、この差異調整を行った場合に
は、残余は結果的に子会社に帰属する分アルファと親会社に帰属する本来の残余分に分
解される。現地の子会社が、自主的に事業付加価値を生んでいることが認識されるよう
な場合、例えば、現地の比較対象企業とは違う高給の人員を雇用している場合には人件
費の差額の合計を、現地の比較対象企業とは違う高度に先進的な機械設備を使用してい
る場合には減価償却の差額を、現地の比較対象企業とは違う一等地にオフィスを構える
場合には地代の差額などを、費用差分額の合計をアルファの根拠とし、これに対費用リ
ターン率を掛けることにより、現地子会社に先取りさせる方法などが考えられようか。
いってみると TNMM の単なる差異調整ではあるが、これまでの実務では、新興・途上
国当局において子会社に残余の取り分を与える方向でのバイアスがかかると深刻な二重
課税問題のおそれもあったため、アルファの取り分を正当化するための理屈は進展し難
かった。しかし、取引の性格自体が利益分割法に馴染まない、しかし、納得感のある比
較対象がとれない、究極の難題を孕むケースにおいて、利益分割法の誤用・濫用に歯止
めをかけるという趣旨をも込めて、問題解決のための toolkit として、片側検証である
TNMM の枠内59での調整の開発・決め事に注目することも必要ではなかろうか。

57
58
59

現地の当局が残余利益分割法を主張した際の対応として等。
Alternative Dispute Resoution：代替的紛争解決。専門性を活かし個別事情に即した柔軟な解決がメ
リット。
拙稿「大規模法人の国際課税の課題」月間国際税務別冊（2014.1）133 頁から 136 頁参照。
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②

高度に統合された事業活動

 多国籍企業は、多かれ少なかれ統合しているが、切り分けやすいサプライチェーンは
TNMM、切り分けにくいサプライチェーンは利益分割法に馴染むといえよう。切り分け
にくいサプライチェーンとは、活動に相互依存性があり、意思決定が入り組み単独では
モノが決められない状況である。比較対象自体は見えるが、比較対象の取引相手は見え
ないから、良き比較対象を探しようがない。この切り分けやすいか・切り分けにくいか
の判断にあっては、例えば、「利益分割

シナリオ 6

RACI」分析における、意思決定

要素に双方当事者が関わる数が多いと切り分けにくいという見方も一つの参考となろう
か。「利益分割

シナリオ 1 バリュー・チェーン」の事例にあっては、各関連当事者の

活動の内容は異なるものの、その重要性に差がなく、機能はフラットである、つまり、
損益変動を吸収させる法人が複数あると位置づけることに合理性がある、こういう場合
には、統合度大として利益分割法の適用を適切と位置付けることも可能ではなかろう
か。
 連続する統合においては、バリューチェーンの一連の流れの中で、各当事者が研究開
発・製造・加工・販売等様々な異なる活動をしているので、機能フラットではない。こ
ういう場合、マスターファイルに連続する統合のサプライチェーンの記述がなされて
も、そこから生ずる損益を利益分割法で分割すべきではないと示唆しているようにみ
え、また、仮にマスターファイルに、パラレル類似並行統合が記述されたとしても、そ
れは、サプライチェーン全体の一部かもしれない（例えば、「シナリオ 1」を例に取る
と、9 法人のうち 3 法人がパラレル類似並行統合を構成するに過ぎない。）ことに注目す
べきと示唆しているようにみえる。バリューチェーン分析において、価値創造をどう捉
えるのかと関連して、利益分割法への一気呵成の傾斜への懸念の向きもあるが、先に 25
頁で述べた概観的な理解を鵜呑みにすることは禁物と捉えて、このような懸念を除去
し、定式配分の芽を摘んでいるようにもみえ、妥当かつ重要な示唆といえよう。では、
ここでの連続する統合とパラレル類似並行統合の議論が無意味かというと、決してそう
ではなかろう。というのは、これまで連続する統合取引が国外関連取引の大宗を占めて
いたのは、人的資源の調達可能性と IT 技術の壁があったからであり、今後多国籍企業の
パラレル並行統合型取引は間違いなく増加し、ビジネスの進展60に着目した将来の方向
感としては、利益分割法の適用の素地は拡がるであろう。

③

ユニークで価値ある貢献

 無形資産の形式以外のユニークで価値ある貢献は、「利益分割

シナリオ 3 ユニークで

価値ある貢献」を想定しているようにみえるが、この例は TNMM の適用可能性も十分
にあろうかと見受けられる。販売子会社が、顧客との緊密な関係を前提に、機械のメン
テナンスや部品の入れ替えなどのオンサイトでの技術サービスを行う場合、これをユ
60

多国籍企業の競争のスピード感は増しており、また発展途上国の人材レベルの向上も顕著である。
米・印間の 18 時間グローバル研究開発体制も見られるところである。
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ニークで価値ある貢献とみるかどうかが論点であるが、これはみない、TNMM が最適
という多くのコメントがでているというが、その通りであろう。我が国実務でも、同様
のケースについて、二国間事前確認において、企業の見立て判断に応じ、利益分割法で
合意されている例はあろうが、ここで TNMM の適用可能性が必ずしも否定されている
わけではなかろう。ユニークで価値ある貢献の例としては、製薬販売子会社が当該市場
における上市前マーケティング活動を自らの費用負担を伴って行う事例における医薬品
単位での分析の局面なども考えられようか。
 リスクのコントロールも含んだリスクのシェアの意味であれば、利益分割法は馴染むの
であろう。「利益分割

シナリオ 4 統合及びリスクのシェア」は、重要なリスクのシェ

アの事例、即ちリスクのコントロールも等しくシェアしている事例と前提されている。
ただ、B、C をなぜ製造受託者・研究受託者と構成しなかったのであろうか。また、日
本的な感覚からは摺り合わせ・コーディネーションがないとうまくいかないと考えられ
ることから、A を委託者とせずに勝手に B、C が研究開発を行うとは考えにくいのでは
なかろうかという疑問が生じ、現実味に欠けるともみえないであろうか。
 DEMPE 活動分析61とは、無形資産の機能・リスク分析である。DEMPE とは、無形資
産の構築や活用に関連する活動という位置付けであろう。まずは、サプライチェーン上
の収益の重要な源泉のうち、OECD ガイドラインに定義されている無形資産が存在する
かどうかを確認する。移転価格分析の対象となる、事業上利益の源泉に値する価値ある
無形資産を特定する。ここでは、事業上の利益の源泉になっていることが重要であり、
例えば、プログラミングライティングのようにやや複雑なことを行っているとそう見が
ちではあるが、必ずしもそういう判断ではない。また、誰が持っていても、双方でも片
方でもいい。結果的にいわゆるノンルーチンの無形資産が想定される。そして、上流か
ら下流までのバリューチェーンの流れにおいて、価値ある無形資産がどのような役割貢
献を果たしているのかを明らかにしていく。個々の価値ある無形資産毎に、DEMPE に
該当する活動をみていく。
あるバリューチェーンにおいて、例えば、重要な技術と商標が存在していると仮定しよう。
開発者
本 社

ウェイト付

61

プラント（技術）
販
社（商標）

Development 開発

50

○

10：0

Enhancement 向上

25

○

5：5

○

Maintenance 維持

10

○

4：6

○

Protection 保護

5

○

10：0

Exploitation 活用

10

0：10

○

Development 開発・Enhancement 向上・Maintenance 維持・Protection 保護・Exploitation 活用
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D・開発は、技術の種の開発であり、価値確定が判然としないものもあろう。E・向上
は、技術であれば、用途化や現地・地域化に特化した価値増大行為。M・維持は、技術で
あれば単に維持しているわけではなく、チューンアップして維持しているので、E・向上
も含む概念となろうか。ブランドの広告宣伝活動は、D・開発と E・向上は、同格にみえ
てくるか。P・保護は、第三者の権利侵害からの保護。E・活用は、例えば、現場のノウハ
ウが重要な化学工場の例がある。多種多様な設備を組み合わせた設計を行っても設計通り
に動くことはなく、プラント現場の日々の事業管理能力が重要であり、相対的に E・活用
そのものに価値が生じる局面もある。例えば、無形資産によっては、E・向上と M・維持
の区別がつきにくい場合があるが、DEMPE でカバーされる領域の活動は何かを検討する
ことで足る。おそらくは、個々の当該バリューチェーンにおける DEMPE 活動の中のウェ
イト付けがなされ、DEMPE 活動の各々を誰がやっていたのかを特定していく。すなわ
ち、DEMPE 活動に関連した機能を遂行し、資産を使用し、リスクを管理している当事者
を特定していく。この DEMPE 活動分析の視点は実態分析であり、日本の事務運営指針の
2-12 は、無形資産の形成等への貢献の程度を判断するに当たっては、無形資産形成のため
の意思決定、役務の提供、費用の負担及びリスクの管理において、法人又は国外関連者が
果たした機能等を総合的に勘案するとしており、今回の OECD ガイドラインの改定の趣旨
からしても参考になる。DEMPE に当たる活動を特定すると、その活動において、誰が意
思決定を行っているのか、誰がそうした機能のリスク管理をしているのかについて更に分
析を深めていくというのが、想定される DEMPE 分析である。例えば、ウェイト付けした
結果重要な行動が D・開発と E・向上であったとして、それへの親・子会社の貢献が 1：1
であれば、利益分割法の適用の適切性の一つの判断根拠となる。この DEMPE 活動分析の
過程で、存在する当該無形資産がそもそもユニークか、価値があるかがチェックされ、そ
して親・子会社がユニークで価値ある貢献を構成するのかどうか62が分かる。双方当事者
に貢献機能がたくさんあれば、基本的に利益分割法がなじむとの見方が考えられようか。
 おそらくは第三者間での利益分割法の適用63は機能フラットな事業形態のケースであろ
うとの想定があり、独立企業のおいて明らかに使われない状況での使用を除外すると記
述している点は、新興・途上国における利益分割法の誤用・濫用に歯止めをかけるとい
う意義は重要であろう。

62

63

マスターファイルの無形資産の記載項目に、無形資産の開発・所有・活用に関する多国籍企業の包括
的戦略の概要があるが、ここでの所有は、法的所有はまず落とせないとして、それは活動かというと
若干の疑問が生じ、また、経済的所有をも意味しようが、DFMPE 分析の答としてでてくるものが経
済的所有であるため、開発と活用と並列されることが妥当かと考えると、やや釈然としない向きもあ
ろうか。
キャラクタービジネスのように原価のない取引において、グロスマージンを例えば、折半或いは 6 対
4 にするようロイヤルティ料率を変動させることを定めるもの、IT 業界の課金のように、ソフトウェ
ア開発会社がアプリを開発して売ると、マーケットプラットフォ―ムの提供者が、その使用対価（場
所貸しの対価）として、純売上の x％を貰うようにロイヤルティ料率を調整することを定めるもの。
このような業界慣行がないわけではない。これらは、フィースプリットであり、パラレル並行統合型
とはいえないが、少なくとも連続する統合型でないことは明らかである。この他、いわゆるヘッジ
ファンドモデルは、資本機能とマネージャーとの間のフィースプレッドといえよう。
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④

シナジー便益

「シナリオ 2」に関し、特定の共有アルゴリズムは、ユーザーが大多数のためその限界コ
ストは 0 であり、そういう意味でのシナジーは考えられよう。しかしながら、シナジー
の創造に対する貢献は、ほぼ、アルゴリズムを作った親会社によるものであり、幾つも
の子会社同士の連携の成果として、多国籍企業の存在意義として認識されるシナジーを
超える意味での、シナジーを生ぜしめたであろうかとの、疑問がないわけではなかろ
う。シナジーがバリューであることは間違いないが、無形資産ではない、かといって、
比較対象では処理できない。結局、「シナリオ 2」の移転価格実務において、超過収益
は、シナジー及び無形資産（検索アルゴリズム・商標ブランド）から構成され、二つは
分立できないものである。子会社を TNMM で検証すると、親会社の残余に、シナジー
貢献と無形資産貢献が双方 100％に近い親会社の貢献として取り込まれることになる。
果たして、子会社がシナジーの創出にどれだけ貢献しているのかという評価との兼ね合
いから、これを疑問とするかどうかであろうか。
「シナリオ 2」を離れてみる。シナジーの厳格な意味は必ずしも明確とはいえないが、シ
ナジー便益の例として、一括集団調達は分かりやすい。一括集団調達の前後で考えた場
合、便益額（トータルセービングコスト）を、各拠点の購入パーツのボリュームディス
カウントによる仕入原価の減少額の集積額64として捉え、先ず一括集団調達を主導した
とりまとめ拠点にベンチマークによるリターン報酬を付与し、付与後の便益を、各購入
拠点に購入額に比例して按分する方法が考えられる。利益分割はここでワークする。便
益の源泉は、ボリュームディスカウントによるコストセービングであるため、各拠点の
貢献をボリュームでカウントする考え方の合理性を否定することはできないであろう。
 なお、今般の OECD の最終報告において、ガイドライン第 1 章パラ 1.157～1.173 に盛
り込まれることとなるグループシナジーに関する改定がなされている。ここでは、金融
取引に焦点をあて、市場が受動的関係65を認識するような場合にはその存在を認識する
という見解がみてとれる。つまり市場関係者がどのように見て考えるかという観点に寄
り添う形で、独立企業原則の解釈としての厳格な機能分離アプローチが緩和されたとの
見方を取ると、従来の解釈からの乖離とも見えよう。こういう解釈が金融取引以外の取
引に対する広範な波及の可能性を孕むものかどうかは判然としないが、第一義的には関
連者間ローン・保証というお金を借りる法人の信用リスクが価格設定において極めて重
要なファクターとなる取引を対象に例外的に受動的関係を認識したものと捉えるのが賢
明であろうか。受動的関係を無規律に拡張すると機能リスク分析は混迷する懸念がある
ことに留意すべきかもしれない。

64
65

買掛サイトも統一化されその変動分もセービングコストに織り込むことになろうが、個々の紐付は困
難であろうか。
Passive Association、ある法人が単に多国籍企業内の他の法人との関係や繋がりを有しているという
だけで生じる付随的な便益
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⑤

利益分割ファクター

 利益分割法は、機能分析で重要な貢献を定性的に導き出し、そして重要な貢献を定量化
して相対化するメカニズムである。利益分割基準として、日本の当局は明確な数字が取
れる費用を好むが、理論はケース・バイ・ケースであり、必ずしも資産価値と費用のい
ずれかが優位に立つというわけではない。資産は複数年度にわたって償却されるまで収
入フローを生み続けるものであり、残余利益分割法の実務においては、研究開発費用は
時間的価値の調整を織り込んで、例えば 5 年等の償却年数で資産化し、マーケティング
費用は、支出の効果が持続しないとの暗黙の了解の下通例資産化されない。資産化でき
るものは行っているという実務である。
 ここでいう客観性は、主観的でないという意味以上の具体的な意味は判然としないが、
ファクターのウェイト付けの文脈でみてみよう。客観性のある時間的価値の調整はなさ
れるといえよう。その他の 1 単位のお金の価値のウェイト付け調整に関して、医薬の研
究開発活動に係る費用については、基礎研究から臨床 phase1、2、3 へと成功確率の高
まりに応じて、お金の価値を小さくみていく調整を行うことがみられる。この成功確率
を上げていくことが会社や産業の利益になるため、客観性のある社内データや公開デー
タが存在するからである。市場無形資産への貢献活動に係る費用、例えば広告宣伝費、
販売促進費、ボーナス等インセンティブについては、各活動について外注にだすとコス
ト・プラス x％という市場価値での評価手法は存在するが、目下それしか確立しておら
ず、各支出から得られる成功の確率についてはデータによる客観的裏付けがあるわけで
はないので、ウェイト付け調整は通例行われない。また、研究開発活動とマーケティン
グ活動の 1 単位のお金の価値調整は、客観性がないため通例行われない。
 利益分割法の利益分割の考え方は機能分析が中心であり、資金拠出法人の投下資本に対
するリターンを同じにする分割とはややずれが生じると言わざるを得ないのではなかろ
うか。
 金融グローバルトレーディングの残余利益分割法実務において、資本コストとトレー
ダー報酬を按分することがありうる。資本機能を果たし資本コストを計上する拠点に残
余を帰属させるためには、そこに KERT 機能66があることが前提となることは、今般の
OECD のキャッシュボックスの議論の帰結である。資本コストの算定は、バーゼル規制
上の数値をアレンジしたリスク加重資本×WACC である。資本コストの考え方は、お金
を特定の目的に使うときには他の目的に使えなくなるので、他に使う場合の期待収益率
以上はもうけないといけないという考え方である。
 機能的貢献のサーベイは、「利益分割
66
67

シナリオ 6 RACI」に例示される RACI67が参考

Key Entrepreneurial Risk Take Function
特定のバリュードライバーに対する貢献のそれぞれのプロセスにおいて、どの人員が Responsible で
あり、Accountable であり、又関連する決定について Consult されたのか、あるいは単に Inform さ
れたのか、考慮する考え方。概して、税務当局は、具体的数値の裏付けのない定性分析を好まないよ
うにみえることもあるが、他方でとれる具体的数値に機能リスクの反映の薄弱さが認識される場合も
ある。こういった意味合いで、定性分析を軽視すべきではないのではなかろうか。
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になろう。意思決定の比重が重いのは、通例 R と A。決断の結果としての損益に責任を
持つ、つまり損失を負担するという意味で、A が最も重要ではなかろうか。親・子会社
双方の人員が R と A を行う場合においては、対等に意思決定を行う能力があり、双方で
事業リスクと責任を分担していることを意味しており、TNMM の適用による片側検証
は矛盾を孕むものとなろう。無形資産が絡まないケースにおいて、子会社の人員のみが
R と A を行っているという極端なケースにおいては、親会社を検証対象法人とする片側
検証が合理的といえる可能性があろう。
 様々な利益分割ファクター・メカニズムがあるが、経済状況の変化に応じて、利益分割
ファクターの相対比が大きく変化することに連動して、損益配分結果が大きく変わると
いう、感応性が認識されよう。この感応性が大きいのは不安定であり望ましくないとい
う価値が織り込まれているのかどうかは判然としないが、おそらくそうであろう。
「シナリオ 1」は親・子会社が機能フラットである、「シナリオ 4」は親・子会社がリスク
コントロールをシェアしている、「シナリオ 6」は親・子会社の人員が RACI を行うとい
う事例であり、いずれも利益分割法の適用が可能な局面を有しよう。
 利益分割法の実務にあっては、各拠点法人が、合算利益・システムプロフィットを享
受、合算損失・システムロスを負担する、こういう一貫した説明力をもつファクターが
必要である。合算利益がでたときのファクターと合算損失がでたときのファクターを変
えることに合理性があるのかについての議論は未知である。損失の取扱いに焦点をあて
たのが、「利益分割

シナリオ 9 損失の取扱い」である。金融グローバルトレーディン

グでは、トレーダー報酬が利益の分割要因になることがある。給与ポリシーとして、
ボーナスの比重の大きい拠点 A とボーナスの比重の小さい拠点 B があるとすると、儲
かっているときには A 拠点の貢献が大きく、儲かっていないときには、相対的に B 拠点
の貢献が大きくなる。B 拠点は、利益がでているときには、利益の分け前が少なく、損
失がでているときには、損失の負担が相対的に大きくなり、合理的な利益配分といえる
のかという疑問が生じる。この例からいうと、拠点ごとのボーナスの比重を同じにすれ
ばいいということになるが、事はそう簡単ではないので、給与の決まり方を丁寧に分析
せよ、価値創造との関係を整理せよとの示唆がでてきている。合算損失が生じた場合に
も通用性の高いファクターとは何かを議論する上で、「シナリオ 9」の事例は的を射たも
のであるが、更に汎用的な事例で議論されることが期待されよう。

⑥

その他、TNMM レンジ、ロイヤルティ料率、他の支払方式を決定するための利益
分割法の使用

 実現される合算利益の増減への参照によって、TNMM 分析から得られる結果のレンジ
を変化させるための利益分割法の活用について、利益分割法の長所の一つは、合算損益
を所与として、子会社に必要以上の利益を取らせない、インカムクリエーションを起こ
させないことであり、この長所を TNMM に活かそうという趣旨である。経緯論から
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は、日本において、1990 年台に米国の CPM68への対抗軸として、CPM と寄与度分析と
のハイブリッド方式が提案された事実がある。いかほどの合算損益の増減が生じたとき
にいかほど TNMM レンジを並行移動させるべきかについて、標準合算利益という基準
点がないので、二国間事前確認や文書化などの移転価格実務で対応することは一般には
困難であり、政府間相互協議交渉における割り切りの活用が想定されるのではなかろう
か。なお、この議論に関連して、比較対象分析では達することのできなかった検証対象
法人と比較対象との間で直面する事業環境や決定的な事業競争力の差異を反映させるた
めに、TNMM レンジを下方に動かす、あるいはレンジの下半分のみを有効とするよう
なアレンジメントにあっては、検証対象法人自身の損益実績値の算定において当該差異
要因がもたらす損失をなきものとして算定する、いわゆる特殊要因調整と実質的な効果
は同じであろう。
 TNMM による算定結果を利益分割法でサポートする、寄与度分析（人員や設備投資）
を用いて機能リスクの配分の概観との概ねの一致を確認することは、一定の合理性があ
ろう。
 TNMM の適用の結果をロイヤルティ料率に転換すると高率になる場合がある。製薬や
IT 業界では、第三者間で 30％程度もありうるが、一般業種では、例えば 20％もの高率
ロイヤルティ料率が技術使用の対価としてみられることは一般に稀である。関連者間で
TNMM の適用の結果として、高率のロイヤルティ料率を正当化できるのであろうか。
こういう状況に至った場合、（ⅰ）子会社に帰属すべき比較対象に織り込まれていない
市場特性はないのか、（ⅱ）認識されていない役務提供の関連取引が発生していないの
か、こういう分析が十分になされているのかなどが問われ、十分になされているとする
と、高率のロイヤルティ料率が本来正当化されるべき余地がでてこようか。独立第三者
間取引にあっては、ライセンサーは、ライセンシーの儲けがあまり上がらないうちは取
引を行うが、技術価値が市場で評価され儲けが大きくなると、自らリスクを取ってグ
ループ内技術供与に転換されるという事情も大いにあろう。市場には 3～8％程度の両率
指標しか存在しないことがあるという実態を思慮する必要がある。価値ある技術は市場
で取引されないのでベンチマークの限界を超えているだけのことであり、こうした場
合、市場で参照すべき比較対象が採れないためにありえないという理由で、高い料率は
否定されるべきではない69。さもなければ利益配分は大いに歪んでしまうケースが生じ
うるのではなかろうか。移転価格算定手法が適切に適用された結果、ロイヤルティ料率
が高率になる場合には、新興・途上国当局に納得していただく局面が生じてくると思わ
れる。なお、独立企業原則は、独立企業間の商慣行に全部ならうという趣旨ではないの
で、両率設定を必ずしも子会社の純売上に連動させることなく、利益分割法によりライ
68
69

Comparable Profit Method：当時検証対象が取引単位から会社単位に拡張されるのではないかとの深
刻な懸念が生じた。
だからといって、比較可能性の限界を超えていることをもって、直ちに高率のロイヤルティ料率が正
当化されるわけではないことはいうまでもない。技術価値の対価として妥当であるのか、例え短期間
にせよ高収益を得る事業の背後に現地の市場特性がどう寄与しているのかを入念にチェックする。
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センサー・ライセンシー間の利益分割を決めてそこから逆算してロイヤルティ料率を算
定する70オプションもあり得る。
 一般論として、日本企業は、中期的に海外赤字を出していることが多く、しかも連結赤
字も多い。こうした一部の日本企業は、良く言えば長期投資回収経営、ややもすると適
時判断に欠く経営の反映とみられてしまう71ことがある。この点について比較対象の現
地独立企業との違いをどうみていくのか。この違いを積極的に差異調整すべく、特殊要
因調整を行ったり、TNMM レンジを下方シフトさせたりする方向で処していくのか
（取引実態をより移転価格算定方法に反映させていく A 思考）、それとも、赤字を少なく
とも短期間を超えて継続する独立企業はありえないとして、基本積極的に調整を行わず
にプラスの TNMM レンジを当てはめていくのか（取引実態をより移転価格算定方法に
合わせていく B 思考）、これは実務上のアプローチの違いといえる。元来企業の現状を
出発点として移転価格を考える A 思考にはじまっていよう。しかしながら、A 思考は、
比較可能性についての解釈の幅が広く必ずしも有効な移転価格リスクコントロールの手
法になりえない可能性を孕んでいる。おそらくは移転価格リスクコントロールの面から
みた有効性を実務上高めた結果として B 思考が生じたのではなかろうか。日本企業は B
思考に馴染みにくい。
ここでの例における B 思考は、米国流の考え方と親和的である。黒字の事業計画を考え
るのが独立企業である。黒字の事業計画を履行して結果がでないこともあるが、そのとき
には計画を練り直すだろう。株主の眼が厳しいので、選択と集中で、事業転換を迫られ
る。赤字が続くと、儲からない事業を行う意味を考えるであろう、とする。しかしなが
ら、日本企業は、こういう考え方のみに従って事業が進んでいるわけではない。日本企業
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基本的にロイヤルティ料率と移転価格の利益法（TNMM と利益分割法）は異なるものをベースにし
ているので、移転価格の利益法の検証結果をロイヤルティ料率に転換する際無理がでることがある。
即ち、移転価格の TNMM は利益をレンジに固定するもの、利益分割法は利益を分割するものである。
他方、ロイヤルティ料率は、独立第三者間では通例純売上高に連動させるものであり、利益に連動さ
せることはまずない。ライセンサーにとっては、ライセンシーの純売上げは誤魔化せないものであり、
また利益はライセンシーの努力による比重が大きくなり、ライセンサーはそこまで関わりたなくない
からである。結果ライセンシーに利益が出ていようといまいと、純売上高が生ずる限り通例それに比
例的に支払が生ずることになる。
昨今の日本企業の関連者間取引にあっては、現地調達・現地製造・現地販売が増え、親会社との商流
がロイヤルティしかなくなる傾向にある中、利益ベースでの移転価格の検証結果を純売上高ベースの
ロイヤルティ料率に転換することになるので、第三者間の固定料率の概念が一般的であることから
は、変動することに対する違和感はあろう。こうしたことから、変動ロイヤルティは市場との比較か
ら納得感が得られにくいが、移転価格の解決手法としてその有効性を否定することは困難ではなかろ
うか。
71 税務の問題とは別の問題。子会社は親会社に事業を止めますとはいえず、親会社の意向で赤字の経営
を継続しているように見えるが、結果として子会社の営業努力が足りないとして子会社にも赤字を負
担させているように見える。そこで、いずれが事業赤字を継続していることに責任があるのかという
詰めた議論が発生する。親会社も子会社に責任を負わせられないが、親会社としてもなんとしても事
業を行いたいと言っているわけではないという状況が見えてくることもある。こういう場合、子会社
に一定の事業自主性があれば別であるが、ルーチン機能であれば、長期事業リスクは親会社が取ると
して TNMM を適用し、子会社に低い利益率を確保するしかない、という帰結に至る可能性がある。
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は、投資の見返り・ベネフィットの見方が欧米企業とは異なり、中長期的にものを考え
る。回収の算段がはっきりしない中長期にわたっていつまでも投資を続け成功に至った事
例もある。OECD ガイドラインでは、こういう事業投資の回収の考え方の違いを比較可能
性分析でどう整理するのかを明らかにしていないように見える。
今般改訂とはならないはずであるが、2010 年移転価格ガイドラインにおいては、比較可
能性の要素の一つとして経営戦略の違いがあるが、通例市場浸透戦略のための価格政策な
どがその含意とされ、比較可能性の要素に投資回収スパンの違いまで含んでいるのかは判
然としないのである。また、仮に含んでいると解釈されたとして、比較対象企業の公開
データから投資回収スパンに係る経営方針の類似の比較対象企業を探し出すのは困難であ
り、結局実務では扱いが定まらない。相互協議実務においては A 思考の差異調整には一定
の理解がなされているようにみえ、実務は両思考の使いわけである。
税務上の国際ルールとして独立企業原則を位置づける以上、独立企業であればこういう
行動を取るであろうという対応を取る（B 思考）ことを優先すると、税務は円滑であり課
税リスクは減じられる。こういう観点から、TNMM モデルか利益分割法モデルか、移転
価格ポリシーをはっきりさせることが必要であり、損益の分配は、予め親・子会社間の事
業責任関係を明確にしておき、契約化しておくことが原則重要である。しかし、日本企業
においては、事業責任関係を明確にしておくことは必ずしも事業運営上のメリットになる
とは考えられておらず、事業責任関係を明確にし、契約化することは困難を伴うように見
受けられる。現状投資回収スパンが長期の計画とはいっても、毎年淡々と黒字の予算を組
み続け結果を問われることなく赤字を継続している企業もみられる。少なくとも長期目線
でみていること、毎年ぎりぎり予算要求書において黒字の事業計画を組むものの、予測が
外れて赤字になっている、そこで特殊要因等の差異調整が必要であることを説明できるよ
うなエヴィデンスの確保・文書化の履行を考えていくのも一案であろうか。つまり、黒字
が見通せないのに事業を継続するときに何ができるか、なぜこの事業を続けようとするの
か、どういうメリットが考えられるから続けるのかについて、事前に文書化しておくこと
も考えられようか。

6．まとめ
（1）今後の国際課税の展望を占う
利益分割法の適用を巡っては、慎重な先進国と前広な新興・途上国との対立構造下にあ
るが、国際ルールの策定上の現実的な落としどころは、新興・途上国が実際のところ、ど
こまで残余利益分割法を取り込むことが可能なのか、を見定めることにあるのかもしれな
い。今後、特段の政治的メッセージがない限り、基本的に実務上の最適解として、TNMM
主流の利益法追認の底流は変わらないではなかろうか。利益分割法を想定したとき、依然
決定的な按分キーは欠落しており、リスク負担の小さいエンティティに損失の配分を甘受
させる認識もまた欠落しているため、直線的に一気に利益分割法に向かう可能性は少ない
と考えられるからである。ただ、相互協議、二国間事前確認、困難事案においては、事案
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の属性をよく考慮した利益分割法の適用可能性がより高まるのではなかろうか（現状でも
その傾向はあるが）。他方で、取引実態の具備との関連で、相対的に機能が単純なエン
ティティに過ぎない検証対象法人を過度にキャラクタライズしてリミッテドリスクエン
ティティと規格化することによる、機械的な TNMM 実務にはやや警鐘が鳴らされるとも
いえようか。TNMM のブラッシュアップ72への期待は、存在するのではなかろうか。こう
したことから、移転価格算定手法は必ずしも直線的に一貫せず、複線的に変容が見られて
こよう。
言えることは、取引実態をより反映させた形で手法が精緻化されていくべきということ
である。実態を具備することによって既存の取引の枠組みが生き残れる場合には、実態を
より具備させる方向に移り、実態を具備することができないような取引の枠組みは廃れて
くるのではなかろうか。

（2）我が国産業界への影響
多国籍企業と各国当局間の情報偏在への対応として、バリューチェーン分析情報の多数
国の当局への透明化が進むことになり、各国当局が同じ議論の土俵に乗ることになる。各
国の当局毎に対応を変えるような場当たり的な移転価格対応が最早通用しなくなり、その
ような対応では移転価格の紛争は増加していくことになろう。これまでは八方美人的なア
プローチで都合よく対応する方法も有効な面があったかも知れないが、今後はそうはいか
ないであろう。先に A 思考・B 思考を示したが、A 思考は、解釈の幅の余地があるので、
多くの当局への説明力において B 思考に劣り、二重課税が発生する可能性が高くなる。そ
こで、企業側の対応としては、なるべく単純明快な移転価格ポリシーを設定する必要が生
じ、可能性として B 思考73に収斂されていく流れも想定されよう。税務的には、損益変動
吸収法人と損益固定法人とを区分し、課税リスクを前者の所在地国に集約74するという流
れである。中長期的には、会社内の十分な理解を得ながら、移転価格管理のスタイルが確
立していき、多国籍企業は、その移転価格マネジメントの技術をより磨いていくことにな
ろう。

（3）政策の方向性
今般の利益分割法の議論を含む移転価格の実体論の議論を踏まえると、適正適切な課税
72

73

74

移転価格とは無関係であるが、営業利益に影響するかもしれない特殊要因を実績値から排除するとい
う特殊要因調整の進化、市場特性を計量化する手法を開発し源泉地国に帰属すべき利益を先取りさせ
ることを合理的に円滑に行うこと
例えば、先に述べた B 思考の例として、各国の川下の関連ディストリビュータを実態と整合したリ
ミッテッドリスクエンティティとして構築することがある。これらは、低位の利益率で固定しうると
いう合意が多国において得られやすいからでもある。今後、移転価格ルールは複雑化し、課税も紛争
解決も見通しが悪くなる中で、グローバル規模で手法の統一化と収れんが図られることが期待される
が、このような企業の対応は、自ら移転価格の各国合意の素地を作り上げていく行動ともいえよう。
今後我が国の多国籍企業にあっても移転価格対応の選択肢の一つに入ってくるのかもしれない。
移転価格の影響は他の税務の影響に比べて小さなものではない。事業モデルとして困難がないかどう
かの検証が必要である。
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の確保のためには、各国の移転価格の執行において、移転価格算定方法のクオリティを上
げていかざるをえない状況が現出しつつある。他方、我が国を含めた各国当局において
は、限られたマンパワーで対応せざるを得ないため、実務対応力を養成していくこと、メ
リハリを効かせた調査資源の効率的配分がより重要なテーマになってこよう。利益分割法
の適用を巡る実体論に関しては、我が国の移転価格執行においては、元々取引実態重視の
構えで履行されており、特段に本論の議論を事務運営指針等で参酌する必要はあまりない
のではないかと思われる。
寧ろ、新興・途上国は、多国籍企業に係る個別の情報の共有に加え、今般の OECD の議
論への参加を通じて先進の論点について吸収しているはずである。こうした情報の共有化
が、新興・途上国の執行に適切に反映されるように、これらの国々との相互協議や交流の
頻度を上げて、権限ある当局のレベルを上げていく必要がある。また、国際ルールは益々
複雑化している中、特に先進国と新興・途上国間の税収を巡る利害対立は顕著であり、先
に課税ありきで後は相互協議に委ねようとする方向性も想定される。各国とも権限ある当
局の役割は重要性を増し、その配員の拡充が期待される。有能で柔軟な権限ある当局の
マンパワーの存在する国は投資魅力とさえ映るのではなかろうか。
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第4章

行動 7：PE 認定の人為的回避の防止
立教大学法学部教授
浅妻

章如

行動 7 報告書75は、大筋で三つの回答を示した。
（1）問屋等を通じた代理人 PE 認定回避を塞ぐこととした。76
（2）OECD モデル租税条約 5 条 4 項の PE 認定消極要件たる準備的補助的な活動につき、
一部消極要件から外した。77
（3）契約分割等による PE 認定回避を塞ぐこととした。78
本稿は、1．において、PE の範囲が問題になることの国際租税法全体の体系との関係を
整理した上で、2．～4．において、前記 3 点についての意義と今後予測される紛争につい
て述べる。

1．PE の範囲が問題になることの国際租税法全体の体系との関係
（1）所得課税の分野における 2 種類の課税管轄
BEPS 行動 7 において PE の範囲が問題になることの、国際租税法全体の体系との関係
を整理する。
所得課税（個人所得課税、法人所得課税を含む）の分野では、居住課税管轄（無制限納
税義務）と源泉課税管轄（制限納税義務）という 2 種類の課税管轄があることが、現在の
国際租税法の前提となっている。無制限納税義務と制限納税義務は、所得課税のみなら
ず、相続税・贈与税の分野においても前提とされている。こうした 2 種類の課税管轄権の
あり方は今や当然視されているかもしれない。しかし、消費課税（特に付加価値税）の分
野では原則として仕向地主義という 1 種類の課税管轄配分方式が良しとされている。消費
課税の分野でも原産地主義が適用される場面があるが、望ましくてそうしている訳ではな
く、仕方なく原産地主義が適用されることもある、という位置付けである。所得課税の分
野において居住課税管轄又は源泉課税管轄のどちらかが本来あるべき課税管轄でありもう
片方が（消費課税の分野における原産地主義の適用と同様の意味で）仕方なく存在してい
る、という訳ではない。
OECD (2015), Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264241220-en を本稿では「行動 7 報告書」と呼ぶ。
76 前掲注 75、15 頁以下。
77 前掲注 75、28 頁以下。
78 前掲注 75、39 頁以下。行動 7 報告書では、28 頁から「B. Artificial avoidance of PE status through
the specific activity exemptions」（B. 特定活動適用除外を通じた PE 認定の人為的回避）が始まり、
42 頁から「C. Other strategies for the artificial avoidance of PE status」（C. PE 認定回避のその
他の戦略）が始まっている。しかし、39 頁からの「2. Fragmentation of activities between closely
related parties 」（ 2. 密 接関 連 当 事 者 間の 活 動 細 分 化） と 42 頁 以下 の 「 1. Splitting-up of
contracts」（1. 契約の分割）は類似の問題を扱っていると見て良いように思われる。
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消費課税の分野において原産地主義より仕向地主義が望ましいとすることには、資源配
分の効率性という観点からの理論的裏付けがある。他方、所得課税の分野において居住課
税管轄と源泉課税管轄のどちらが重視されるべきかについては、資本輸出中立性対資本輸
入中立性のように効率性の観点からの議論がこれまで無かった訳ではないものの、近年は
資本所有中立性等複数の中立性の観点が提示されるに至り、効率性の観点からは決め手を
見出し難い、というのが現在の学界の理論状況であるといえる。
そうすると、なぜ所得課税の分野において源泉課税管轄が存在するのか、そしてなぜこ
れまで PE 概念を中心として源泉課税管轄のあり方が設計されてきたのか、という問題に
ついて、PE の範囲を問題にする以前に確認しておくべきである、ということになる。

（2）なぜ源泉課税管轄が存在するのか
議論のテクニックとして、○○の存在意義を考察する際に、○○が無いと問題があるの
かないのかを考察する、という方法がある。
源泉課税管轄が無い状況を想像する。
包括的所得概念を前提とし79、個人所得課税（先ず意図的に法人所得課税を無視してい
ることに留意されたい）の分野において、或る個人の人的属性として所得を把握した上
で、控除や累進税制等を駆使し分配の是正を図ることになる。
包括的所得概念を前提とした理想的な居住課税管轄のみの税制とは、所得源泉がどこの
国にあるかを問わず、所有する財産を毎年値洗いした上で損益の実現未実現を問わず時価
主義で課税対象とする、というものとなる。居住課税管轄だけでは足りず源泉課税管轄も
無ければならない理由として、所得稼得者居住地国が国外源泉所得を把握できないという
ことが言われてきたが、理論的には執行の困難性だけでは理想的な時価主義課税を論駁し
難いように思われる。例えば、R 国居住者たる個人の甲氏が S 国法人たる乙社の株式を保
有しているという場合、R 国課税庁が外国の事象を充分に観察できないとしても、R 国は
甲氏の保有資産の評価損益だけを考えればよく、市場は甲氏の保有資産に値段を付けるで
あろうからである。時価主義課税を前提とすれば法人所得課税も不要である。
現実の所得課税は、課税所得の範囲について包括的所得概念を採用しつつ、課税時期に
ついては時価主義ではなく実現主義を採用している。
時価主義が困難であり実現主義を採用せざるをえない理由として、伝統的に、第一に含
み損益の評価・捕捉の困難が挙げられ、第二に未実現課税時の納税資金調達の困難が挙げ
られてきた。そして、この問題と、法人所得課税が存在せざるを得ないという問題との共
通性が指摘されている80。第一に、株式の含み損益の評価・捕捉が困難でないならば、法
人段階で所得課税をする必要はなく、個人株主段階で課税すればよいし、第二に、個人株主

79

80

ドイツのように包括的所得概念ではなく制限的所得概念を採用している国もあるではないか、という
議論はここでは立ち入らない。【消費型所得概念のように貯蓄・利子について課税しない】という所
得課税制度が採用されていない、ということがここでは重要である。
増井良啓「組織形態の多様化と所得課税」租税法研究 30 号 1 頁以下、12 頁（2002）参照。
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が法人から配当等を受領していない時点でも個人株主に納税資金調達の困難がないならば、
やはり法人段階で所得課税をする必要はなく、個人株主段階で課税すればよいからである。
時価主義と実現主義との関係は、法人所得課税の存在意義と関わるだけでなく、源泉課
税管轄の存在意義とも関わる、と私は考える。時価主義課税の困難は、最終的所得稼得者
たる個人にあらゆる租税属性を帰属させて課税関係を決着させることの困難である、とい
える。そして、このことは、最終的所得稼得者たる個人の居住地国であらゆる課税関係を
決着させることの困難でもある。租税法に実現主義が無いよりは有る方がマシであると考
えられているのと同程度に、国際租税法に源泉課税管轄（正確に言い換えると、居住等の
人的属性以外の属性に着目して国家間で課税権を配分する何らかの基準）が無いよりは有
る方がマシであるということになる。

（3）なぜこれまで PE 概念を中心として源泉課税管轄のあり方が設計されてきたのか
何らかの基準で所得源泉・所得の地理的割当を観念するとして、自国源泉と判定された
所得全てに課税できるわけではなく、執行能力の制約がかかる。代表的な閾値である PE
（permanent establishment 恒久的施設）概念は、非居住者・外国法人への事業所得課税に
おいて物理的存在（physical presence）を要請する。アメリカの国内法下では、「アメリ
カ国内で事業に従事している」（be engaged in trade or business in U.S.）という概念が閾
値として機能しており、一見 PE と異なる閾値であるかのように見えるが、アメリカ国内
に顧客が居るだけでこの閾値を超えるとはされていない（つまり、非居住者・外国法人の
アメリカ国内での何らかの物理的存在は要求される）81。ドイツ法を勉強すると分離観察
法（isolierende Betrachtungsweise）という概念に出会うが、【事業所得課税において国
内の物理的存在を要求し、国内において観察できる事業に基づき課税関係を決める】とい
う考え方（国内 PE が事業利得を稼いでいるように見えても国外本店等との関係において
一人格全体としては事業利得が充分でないから課税されては困る、といった主張を許さな
い考え方とも言い換えられる）は、ドイツに限らず 20 世紀においては多くの国で前提とせ
ざるをえなかったであろうと考えられる。また、物理的存在があれば非居住者・外国法人
の納税が不充分である場合の担保としても期待できる。こうしたことから、事業所得課税
の文脈において、PE 等の物理的存在を要件とすることは自然な事であるように一見思わ
れる。
しかし、配当・利子等の資本所得については、物理的存在を要しない源泉徴収課税とい
う方法がある。20 世紀の執行能力を前提としても、源泉徴収を事業所得課税にも導入しては
ならないのか、すなわち顧客基準（所得源泉・所得の地理的割当の基準として顧客に着目す
るというだけでなく、閾値としても、顧客が源泉徴収等の執行に耐えられる能力を持てば足
りるとする発想）ではいけないのか、ということを考える余地はある。さらに 21 世紀にお
81

さらに、1966 年改正以後（全所得主義から実質的関連所得主義に変更して以後）、実質的関連所得の
判定において所得の帰属先として用いられる「事務所又はその他の固定事業所」（FPB: office or
other fixed place of business）という概念は恒久的施設概念に類似している。
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いては、源泉徴収以外に、付加価値税における登録制と同様の方法も考えられないではな
い。
前段落の課税方法は、源泉課税管轄の基礎として、需要を基準に所得の地理的割当を考
える発想と親和的である。そのこととの対比で、現行国際租税法が前前段落のように PE
等の物理的存在を源泉課税管轄の事業所得課税の要件とすることは、需要ではなく事業
（研究開発、製造、販売、役務提供等を広く含めて【生産】と呼ぶこともできる）を基準
に所得の地理的割当を考える発想と親和的である。

（4）現行国際租税法の源泉課税管轄はどのような選択肢を切り捨てた結果か
私は需要基準が望ましいと思っているが、本稿は私見の開陳が目的ではなく、【現行国
際租税法が、採りうるどのような選択肢を切り捨てた結果のものであるか】を見やすくす
ることが目的である。
源泉課税管轄の鍵は、【α：所得源泉（所得の地理的割当）】【β：閾値（PE 概念等）】
【γ：課税所得の範囲（帰属所得主義 vs.全所得主義82等）】である。
周知の通り、OECD モデル租税条約は帰属所得主義83を前提としている。帰属所得主義
の肝はβ：閾値としての PE 概念である。β：閾値としての PE 概念とγ：課税所得の範
囲の問題は必然的に連動する訳ではなく、全所得主義のように、β：閾値について PE 概
念を採用しつつ、γ：課税所得の範囲について国内源泉所得全般とすることも論理的に誤
りとは言えない。しかし、帰属所得主義はβ：閾値とγ：課税所得の範囲とを連動させて
いる。そして、帰属所得主義と全所得主義との対比において明示的に語られることは少な
いが、帰属所得主義はα：所得源泉について事業を基準に所得の地理的割当を考えている
（言い換えると、需要だけでは所得の地理的割当を正当化しないと考えている）。
γ：課税所得の範囲について、帰属所得主義と全所得主義との比較は既に充分なされた
と言ってよかろう。また、帰属所得主義と全所得主義の二つだけを比べるならば、帰属所
得主義の方がルール全体の整合性が高く自然であると受け止められやすかろう。
しかし、α・β・γ全体を見渡すと、帰属所得主義と全所得主義だけが比較対象ではな
い84。β：閾値に関し【PE なければ事業所得課税なし】を前提とすれば、全所得主義より
帰属所得主義の方が整合的に見える、ということは、必ずしもβ：閾値に関する【PE な
ければ事業所得課税なし】自体の正当性を保証しない。また、α：所得源泉に関し需要で
はなく事業を基準に所得の地理的割当を考える発想は、β：閾値に関し PE 等の物理的存
在を要件とすることと親和的であると述べたが、このことはβ：閾値に関し、PE 等が所
82
83

帰属所得主義と全所得主義は、帰属主義と総合主義、のように呼ばれることもある。
ドイツ法とアメリカ法の比較について谷口勢津夫「外国企業課税に関する帰属所得主義と全所得主義
（1～2・完）」税法学 389 号 1 頁、390 号 1 頁（1983）等を参照。日本の帰属所得主義への移行につ
いて青山慶二「第 1 章 外国法人課税に係る帰属主義の採用における国内法改正に関する提言」
『グ
ロ ー バ ル 時 代 に お け る 新 た な 国 際 租 税制 度のあり 方』（21 世 紀政 策研究所 、2013 年 5 月、
http://www.21ppi.org/pdf/thesis/130617.pdf）等参照。
84 詳しくは拙稿「帰属所得主義と恒久的施設課税の今後」金子宏・中里実・Ｊ.マーク・ラムザイヤー
編『租税法と市場』435 頁（有斐閣、2014）を参照されたい。
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得稼得者自身の支店等であることを必然的には要請しない。本段落の説明は一読しただけ
では理解しにくいと思われるので更に説明を要する。
ここでは法人所得課税の存在を前提とする。R 国居住者たる甲社が S 国に支店等の PE
を有していない場合であっても、甲社が S 国に子会社等の物理的存在（子会社等が S 国法
人である場合に限らず、S 国から見て非居住者である子会社等の支店等を含む）を有して
いる場合、甲社の所得のうちα：所得源泉の問題として S 国に地理的に割り当てられるべ
き所得が PE 帰属所得に限定されることなく観念されるならば、当該所得について S 国所
在の物理的存在を足掛かりとして、S 国が課税することが可能である。そしてこのこと
は、甲社が S 国に子会社を有する場合のみならず、甲社が S 国以外に子会社を設立し、当
該子会社が S 国に支店等を有する場合にも当てはまる。つまり、全所得主義に関し force of
attraction（吸引力）と呼ばれる現象について、吸引先を PE だけではなく関連会社にも認
めれば、1920 年代（現行国際租税法形成時）の執行能力に照らしても、甲社の S 国源泉所
得が観念される場合に甲社自身の支店等が S 国に無い場合であっても関連会社等の物理的
存在を以ってβ：閾値の要件をクリアする、という税制を構築することは可能であった筈
である。これは、【PE なければ事業所得課税なし】ではなく【関連会社・PE なければ事
業所得課税なし】と呼ぶことができる。
本款の記述は、本章冒頭の（3）（契約分割等）（４．で詳述）と密接に絡む、というこ
とを予告しておく。

（5）現行国際租税法の源泉課税管轄の制約の鍵は 1920 年代の執行能力ではなく
separating accounting の発想である
【PE なければ事業所得課税なし】は 1920 年代の執行能力の制約に鑑みて仕方ない、と
伝統的に説明されてきたが、【関連会社・PE なければ事業所得課税なし】の発想の妨げと
なったのは、1920 年代の執行能力の制約だけではない、ということになる。親会社と子会
社を別々の企業と見る、又は、本店と支店とを別々の企業と見る、という separate
accounting（区分経理）の考え方が、【関連会社・PE なければ事業所得課税なし】の発想
を許さなかった、と考えられる。
もし、【関連会社・PE なければ事業所得課税なし】を 1920 年代のありえた選択肢に追
加するならば、β：閾値を対非居住者課税の設計の肝とするのではなく、α：所得源泉を
対非居住者課税の設計の肝とし、全所得主義より更にα：所得源泉を重視した国際租税法
を形成することも可能であった筈である。separate accounting の発想に縛られなくてよい
とすれば、PE に限らず関連会社も含めた物理的存在をβ：閾値として設定し、当該閾値
を超える存在について force of attraction を効かせるということが考えられる。また、ドイ
ツ流の分離観察法に拘らなければ formulary apportionment（定式配賦）で S 国での課税
対象を決めるということも考えられる。
逆に、なぜ現行国際租税法は帰属所得主義を採用したのであろうか。帰属所得主義の肝は
β：閾値の PE 概念であるが、α：所得源泉に関し需要地基準ではなく事業地基準で所得の
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地理的割当を観念することが、暗黙の裡に効いていたと推測できる。物理的存在を通じた事
業活動が所得の（from what の意味での）源泉であるという観念があり、PE 毎に separate
accounting で事業活動に由来する所得を画定できるという考え方があった、と推測できる。
国際連盟時代に採用された separate accounting の発想は、恐らく国際連盟時代に考えられ
ていたよりも強い波及効果を持ちながら、現在に至るまで国際租税法の【PE なければ事業
所得課税なし】
【arm’s length principle 準拠】という根幹を支えている、と考えられる。
本款の記述は、本章冒頭の（1）（代理人 PE 認定回避）（２．で詳述）と密接に絡む、と
いうことを予告しておく。

2．代理人 PE 認定の人為的回避
（1）問屋をめぐる議論と電子商取引をめぐる議論の類似性
問 屋 （ commissionaire） 等 を 通 じ た 代 理 人 PE 認 定 回 避 の 例 と し て 、 フ ラ ン ス の
Zimmer 事件85やノルウェーの Dell 事件86が知られている87、88。
しかし、問屋・仲立人（broker）については、元々大陸法系にいうところの代理行為を
している訳ではないから、OECD モデル租税条約 5 条 6 項の問題としてではなく 5 条 5 項
の問題として代理人 PE に該当しえないのではないか、といった議論が 1990 年代に活発に
なされていた。その議論を主導していたのは Avery Jones & Ward89であり、対抗していた
のが Roberts90であった。
いよいよ 2010 年代になって問屋等を通じた代理人 PE 認定回避が見過ごせなくなったと

85

86
87

88

89
90

Conseil d'Eta, 31 mars 2010; cf. Nathalie Ayme & Jean-Luc Trucchi, Conversion of Distributor to
Commissionaire does not Create PE, French Supreme Court Says, 2010 WTD 63-3. 国務院判決前
の も の と し て Stephane Gelin & David Sorel, French Commissionaire: a PE for its Foreign
Principal?, 47 Tax Notes International 581（August 6, 2007）等参照。
ノルウェー最高裁 2011 年 12 月 2 日。参照：Frederik Zimmer, Norwegian Supreme Court Sides
With Taxpayer in Dell Case, 64 Tax Notes International 771（December 12, 2011）
Michael F. Swanick, Mark Mudrick & Erik Bouwman, Tax and Practical Issues in Commissionaire
Structures, 14 Tax Notes International 137 （January 13, 1997）参照。オランダについては Bart
van der Gulik, Qualification of a Dutch Commissionaire Under the OECD Model Convention, 46
Tax Notes International 85（April 2, 2007）、ドイツについては Heinz-Klaus Kroppen & Stephan
Hüffmeier, The German Commissionaire as a Permanent Establishment under the OECD Model
Treaty, Intertax, 1996, p. 133 参照。
なお、判決文を読めていないが、アイルランド法人が問屋たるスペイン子会社を通じて代理人 PE を
スペインに有していると認定された事例があると報じられている。Dell case, Spainish Tribunal
Económico-Administrativo Central 15 March 2012（No. 00/2107/2007）; Spanish National Court
8 June 2015（case No. 182/2012）（reported in IBFD TNS 16 July 2012 & 7 December 2015）;
also cf. EY Global Tax Alert, 16 December 2015, Spanish High Court determines existence of a
permanent establishment in Spain under“fixed place of business”and“dependent agent”
clauses （ http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Alert--Spanish-High-Court-determinesexistence-of-a-permanent-establishment-in-Spain-under--fixed-place-of-business--and--dependent-agent-clauses）
John F. Avery Jones & David A. Ward, Agent as Permanent Establishments under the OECD Model
Tax Convention, European Taxation, May 1993, p. 154.
Sidney I. Roberts, The Agency Element of Permanent Establishment: The OECD Commentaries
from the Civil Law View, Intertax, September 1993, p. 396, October 1993, p. 488.
注 89 と注 90 の対立については、van der Gulik・前掲注 87 に手際よくまとめられている。
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いう流れであるが、代理人 PE 認定の余地を広げて BEPS に対抗しようとする様は、世紀
の変わり目頃に、電子商取引課税の問題として何らかの形で PE 概念を拡げることができ
ないかといったことが議論されていたことを想起させる。例えば、ISP（Internet Service
Provider）は OECD モデル租税条約 5 条 5 項・6 項の解釈として到底代理人 PE に該当し
えないけれども、何とか PE 認定の余地を探すべきではないか、といった議論に対し、仮
に PE があるという解釈なり立法なりをしたとしても、当該 PE に帰属する利得は微小で
あろうから、顧客所在地国（当時のソースルールに従って源泉地国であると認定されるか
は微妙であるが潜在的源泉地国と呼べようか）の税源確保には全くではないが殆ど役に立
たない、という議論がなされたのである。
昨今の代理人 PE 認定（の人為的回避）の問題に関しても、仮に代理人 PE を認定した
として、当該代理人 PE に帰属する利得として PE 所在地国の税源が劇的に増えるのか、
という問題は避けて通れない。

（2）separate accounting の発想と single taxpayer approach vs. double taxpayer
approach
例えば、R 国居住者たる甲社が、代理人候補者たる乙を通じて、S 国の顧客たる丙と取
引をしているとしよう。乙の行動が代理人 PE 認定を惹起するとして、代理人 PE に帰属
する利得は、arm’s length に照らした代理手数料相当額にとどまるのか否か。
single taxpayer approach（一人納税者アプローチ）とは、乙が代理人 PE であるとし、
【代理人 PE の機能に対応する所得】と【乙の arm’s length 代理手数料】は同じであると考
える。従って、代理人 PE と関わりなく乙が甲社から arm’s length 代理手数料を受け取っ
ていたならば、そして乙が S 国居住者として S 国の課税に服するならば、代理人 PE 認定
は S 国の税源を増やさない。代理人 PE 認定は、乙が S 国居住者でない場合に意味を持つ
にとどまる規定である、ということになる。
周知の通り、AOA（Authorised OECD Approach：OECD が正当と認めるアプローチ）
は、いわゆる double taxpayer approach（二人納税者アプローチ）を採用している。これ
は、乙と代理人 PE（甲社の一部を観念することになる）が別々であるとし、【代理人 PE
の機能に対応する所得】が先ず代理人 PE に帰属し、そこから【乙の arm’s length 代理手
数料】が代理人 PE から乙に支払われる、とするものである。だから代理人 PE 帰属利得
は零であるとは限らず、プラスやマイナスになることもありうる。
single taxpayer approach では代理人 PE 規定の存在意義がとても小さくなってしまう。
だから OECD は single taxpayer approach を非難してきた。また、double taxpayer
approach でなければ、甲社と代理人 PE との協業による利得（synergy gain）が全く S 国
の税源に含められなくなる。
しかし double taxpayer approach は無理筋である。この議論がなされる前の学界におい
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ては single taxpayer approach を前提としていた者が少なくないと考えられる91。私は何
度か学生に single taxpayer approach と double taxpayer approach を（できる限り中立的
に）説明した上で「どちらを支持しますか？」と尋ねてきたが、常に single taxpayer
approach の方が支持を集めている92。
そして、甲社と代理人 PE との synergy gain が仮に観念できるとしても、本稿 1（5）で
論述したように、従来の国際租税法は separate accounting の発想を基礎としてきたのだ
から、synergy gain の一部が PE に帰属すべきであると考えることは、無理やりな接ぎ木
というべきものである。
PE 帰属利得について、行動 7 報告書 45 頁は、将来の課題としているが、single
taxpayer approach vs. double taxpayer approach の対立は再燃が避けられないのではなか
ろうか。尤も、double taxpayer approach を堅持した上で、従来の separate accounting
の発想を弱め、formulary apportionment へ近づいていく、というのも、それはそれであ
りえない選択肢ではない。

3．準備的補助的活動
（1）OECD モデル租税条約 5 条 4 項の理論的根拠の薄弱さ
元々OECD モデル租税条約 5 条 4 項における、準備的・補助的活動の PE 消極要件は、
理論的に説明がつかない93。典型的には、R 国居住者たる甲社が S 国に保管目的の倉庫を
有していたとして、甲社の本業が倉庫業か他の事業であるかによって、S 国所在倉庫の事
業内容が全く同じであったとしても、PE であったりなかったりすることになる。ドイツ
流の分離観察法の発想を前提とすれば、甲社が本国で何を本業としていようが、S 国で観
察できる結果を元に PE の認否が決せられるべきである。21 世紀の国際的な情報流通を前
提とすれば、必ずしもドイツ流の分離観察法の発想を前提とする必要はないかもしれない
が、そのことは 5 条 4 項の立法事実を基礎付けはしない。
行動 7 の議論を通じ、OECD モデル租税条約 5 条 4 項の非論理性が誰の目にも明らかに
なったという功績はあるかもしれない。しかし、OECD 加盟国からすれば対途上国との関
係で 5 条 4 項削除論を掲げる訳にもいかず、5 条 4 項の非論理性を認識しつつも撤廃でき
ないという知的に不誠実な態度をとり続けねばならない。条約は政治交渉であるから仕方
ないかもしれないが、5 条 4 項の適用範囲をめぐり議論が燻り続けるであろう。

代表的な論文として Chang Hee Lee（李昌煕）, Instability of the Dependent Agency Permanent
Establishment Concept, 27 Tax Notes International 1325（September 9, 2002）が挙げられる。
92 さらに、代理人 PE が認定されなかったため代理人 PE 帰属利得に関する部分は傍論ということにな
るが、Shrikant S. Kamath, Broadcaster's Indian Affiliates Do not Constitute PE, Bombay Court
Holds, 2015 WTD 102-4 が報告している DIT v. B4U International Holdings Ltd., Bombay High
Court, 29 April 2015 は、single taxpayer approach を前提としているように理解できる。
93 これは私のオリジナルではない。Arvid Aage Skaar, Permanent Establishment: Erosion of a Tax
Treaty Principle （Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991）の 322～325 頁参照。
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（2）東京地判平成 27 年 5 月 28 日平成 24（行ウ）152 号
ところで、かつてアマゾンが日本に PE を有しているとは認定できないと考えられてい
たのとは対照的な判決がある。或る意味で冒頭の行動 7 報告書の（2）の方向を先取りした
ものともいえるかもしれない。
アメリカ居住者（個人・原告）が自動車部品等をインターネットを通じて日本の顧客に
販売する際に、日本で利用していたアパートや倉庫が PE に当たると認定した事例であ
る。この事件で、原告側は現状考えうる中でほぼ最上といってよい主張をしていると目さ
れ、上級審の判断が注目される。
原告側は、問題となる施設が日米租税条約 5 条 4 項（a）～（d）号（とりわけここで
問題となるのは（a）号の「引渡し」）に該当すれば、当該施設における活動が「準備的
又は補助的な性格の活動」であるかを問うことなく、当該施設は恒久的施設に該当しな
いと主張した。同連モデル租税条約が「引渡し」を行う施設（倉庫）を恒久的施設から除
外していないのに対し、OECD モデル租税条約 5 条 4 項及び日米租税条約 5 条 4 項が「引
渡し」に言及するのは、「引渡し」が準備的又は補助的な性格の活動であるという根拠に
よるものではなく、「引渡し」を行う施設（倉庫）があることだけを理由としては、源泉
地国に課税権を帰属させないという政策的判断をしたことによる、という趣旨の主張であ
る。
これに対し東京地裁は「（a）号ないし（d）号は、文理上、『準備的又は補助的な性格の
活動』の例示である」とした上で、「ある場所が同項各号に該当するとして恒久的施設か
ら除外されるためには、当該場所での活動が準備的又は補助的な性格であることを要す
る」とした。言い換えると、或る倉庫が「引渡し」のみを行っているとしても、直ちに 5
条 4 項が適用されるとは限らない、ということになる。
BEPS 行動 7 報告書だけでなく、東京地裁のこの一般論が上級審で維持されるかについ
ても、注目していかねばならない（東京高判平成 28 年 1 月 28 日控訴棄却、上告）
。

4．細分化・契約分割
（1）イタリア Philip Morris 事件94
ドイツ法人がイタリアに代理人 PE を有していると認定された事件である。なぜ 2．で
はなく 4．でこの事件に触れるかと言うと、当時、世界がイタリア最高裁を嘲笑し、代理
人 PE は一人の者との関係において認否が決まるものであり、関連企業グループとの関係
において代理人 PE 認否が決まるものではないと論じられていたからである。

94

Ministry of Finance（Tax Office）v. Philip Morris GmbH, Corte Suprema Di Cassazione （Sezione
Tributaria）, 7 March 2002, reported in 4 International Tax Law Reports 903-946 （2002）. 解説
と し て Robert Goulder, IFA Panelists Slam Italian High Court Ruling on Permanent
Establishments, 27 Tax Notes International 1152 （September 2, 2002）; Guy A. Kersch, TEI
Comments on PE Definition in OECD Model Treaty, 2003 WTD 203-12; Steve Towers, Proposed
Changes to OECD Model Tax Treaty Could Nullify Philip Morris Decision, 34 Tax Notes
International 939 （May 31, 2004）等参照。
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行動 7 報告書 39 頁の細分化（Fragmentation）は 5 条 4 項について、42 頁の契約分割
（Splitting-up of contracts）は 5 条 3 項についてであって、5 条 5 項・6 項についてではな
いということはできるが、十年程前にイタリア最高裁を嘲笑した人々（そこには私も含ま
れる95）は、今、行動 7 報告書をどういう気持ちで眺めているのだろう、と思わずにはい
られない96。

（2）【PE なければ事業所得課税なし】から【関連会社・PE なければ事業所得課税な
し】に向かうのか？
人為的な細分化や契約分割により PE 認定を回避しようとすることは許されないと考え
ることはさほどおかしなことではないものの、突き詰めていくと、【PE なければ事業所得
課税なし】から【関連会社・PE なければ事業所得課税なし】への態度変更が迫られるよ
うな気がしてならない（本稿 1（4）参照）。無論、近い将来に【関連会社・PE なければ事
業所得課税なし】が支持されるようになるとは予測しがたいが、一人格単位での【PE な
ければ事業所得課税なし】を堅持しつつ、細分化や契約分割にどう対処するかについて
は、今後も理論的に紛糾することが避けられないであろう。

95

96

言い訳をさせてもらうと、私もイタリア最高裁の判決はおかしいと感じたが、同時に、匿名組合契約
等の profit sharing（利益共有）関係を通じて PE を認定しようとする（この問題については別稿を
期したい）欧米の人間の殆どは、イタリア最高裁を嗤う資格など無いとも考えていた。
勿論、解釈論と立法論という議論のフィールドの違いを挙げることも可能であるが。
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第5章

租税条約の濫用防止に関する BEPS 最終報告書
ー米国の動向と我が国の対応のあり方―
関西学院大学法学部教授
一高

龍司

1．はじめに
2015 年 10 月に、OECD/G20 の「税源浸食と利益移転（BEPS）」プロジェクト（行動
6）に係る最終報告書「不適切な状況における条約特典の供与の防止」97が公表された（以
下、最終報告書）。本稿は、最終報告書に鑑み、我が国が採るべき対応の方向性について
検討するものである。
同報告書によれば、租税条約の濫用は、1)条約上の制限の回避と、2)条約特典の利用に
よる国内法の定めの回避、に分けて対応を考えるのが有用である（同報告書・パラ 15）。
1)は更に、条約漁り（treaty shopping）とそれ以外98に大別される。本稿は、条約漁りに
関連する問題にほぼ焦点を絞る。非居住者になりすますなど事実に反する仕組みを通じた
濫用（脱税）への対処（情報交換が中心となる）も扱わない。
租税条約は、「一方又は双方の締約国の居住者である者」に適用される（OECD モデル
条約 1 条）99。その上で、例えば日米租税条約においては、一方の締約国の居住者は、当
該一方の締約国の法令の下において「住所、居所、市民権、本店又は主たる事務所の所在
地、法人の設立場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受
けるべきものとされる者」（日米租税条約 4 条 1 項）を指す。よって、第三国の居住者が日
本又は米国で法人を設立すれば、当該法人は第一次的に日米租税条約及びその特典の適用
を受けうる。条約漁りは、ある租税条約の特典を享受しえない第三国の居住者が、一般に
その支配する中間介在者（一方の当事国の居住者とする）を通じて、当該条約上の特典を
享受する試みを指す100。もっとも、第三国の居住者が条約の一方の当事国で法人を設立し
て現に事業活動を行い当該条約上の特典を得ることは当然否定されない。問題なのは、異

OECD, Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015
Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project（2015）．本最終報告書の基礎を
成す中間報告書（2014 年 9 月）の要点と日本企業への影響に関し、高嶋健一「行動 6：租税条約濫用
防止」青山慶二研究主幹『グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方〜BEPS（税源浸食
と利益移転）プロジェクトの討議文書の検討〜』（21 世紀政策研究所・2015 年）39 頁参照。
98 最終報告書が挙げる例は、契約分割による建設現場等 PE 認定の回避、183 日ルールを人為的に充足
する人材の海外配置、みなし配当扱い（国内法）を避け条約上譲渡収益とする、人為的な株式保有割
合の引き上げによるポートフォリオ配当から子会社配当への転換、パートナーシップ持分とすること
による不動産化体株式準則（OECD モデル条約 13 条 4 項）回避、二重居住者に対する振り分け規定
（実質管理場所）の利用、或いは、国外所得免除方式の国の居住者による資産・収益の軽課税国への
人為的移転などである（同報告書、69-78 頁）。
99 ｢者」には、個人、法人及び法人以外の団体（パートナーシップを含む）が含まれる（OECD モデル
条約 3 条 1 項 a)）。
100 谷口勢津夫『租税条約論―租税条約の解釈及び適用と国内法―』（清文社・1999 年）275 頁（初出
1990 年）。
97
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常な取引や実体の薄い主体を介在させる場合など、このような特典の利用を当該条約が予
定していない場合、つまり租税条約が濫用101される場合である。
本稿では、以下便宜上、事例に言及する際には、原則として以下の記号を用いる。
図表 5-1 本稿事例の記号表記
・租税条約の当事国である居住地国 R 国（その居住者 R 社）
・同様にその源泉地国 S 国（同様に S 社）
・R−S 国間租税条約の特典を狙う T 社が居住する第三国（T 国）
OECD 等では、以下を典型例とする条約漁りが問題視されてきた102。1) 利子・配当等
支払時の S 国課税の減免と、これを受領する R 社の R 国（タックスヘイブン国）側での課
税優遇措置の双方を T 社が利用するもの（タックスヘイブン会社利用型）、2a) 同様の S 国
課税の減免と、これを受領する R 社（トンネル（＝導管）会社）側で T 社等への経費の支
払（源泉税減免）による課税標準の浸食を図るもの（導管会社利用型）、2b) S 国課税の減
免と、導管会社（R 社）の R 国側でのみなし外国税額控除制度の利用を図るもの（同じく
導管会社利用型）、及び、3) T 社が、先ずタックスヘイブン会社を、次いで導管会社（R 国
所在）を経由し S 国向けに投資し、これと逆方向に所得を回収する仕組み（飛び石会社利
用型）、である。かかる条約漁りは、租税条約ないし条約上の権利の濫用であるのみなら
ず、相互主義に反し、税収を失い、競争条件を歪めるが故に規制されるべきであると考え
られてきた103。
問題はどのように規制するかである。租税条約上の特典の享受の制限である以上、当該
租税条約自体で対象を限定することには問題がない104 。現に日本が当事国の租税条約に
は、後述する特典制限条項以外にも、R 国で課税されない場合に S 国での特典を排除する
定め（日星租税条約 22 条、日ルクセンブルク租税条約 25 条）や、支払時に控除可能な配
当に係る特典を否定する規定（日仏租税条約 10 条 4 項）、特典を主たる目的として株式等
の移転を受けた者等に支払配当に係る S 国での課税の減免を与えない規定（同条 9 項）な
どがある105。濫用を確実に防止しつつも、納税コストや予測可能性の点で、企業活動の自
由かつグローバルな展開を阻むことのない設計が求められる。
利子・配当等に係る課税の減免は、一般に受益者でなければ享受しえない。OECD モデ
ル条約によれば、配当及び利子に係る源泉税の優遇は、その受益者が R 国の居住者である
（beneficial owner…is a resident）ことが、また使用料の源泉税の免除は、R 国の居住者
101 租税条約の濫用の意味につき、谷口・同上 269-270 頁参照。
102 同上、275-278 頁。他の類型について、川端康之「トリティ・ショッピング」ジュリスト 1075 号 38
頁（1995 年）40-41 頁参照。
103 谷口・同上、269-270 頁、増井良啓「米国の租税条約ポリシーと欧州裁判所」租税研究 696 号 172 頁
（2007 年）174 頁。
104 川端康之「租税条約上の租税回避否認」税大ジャーナル 15 号 1 頁（2010 年）10 頁。
105 中山清「租税条約の特典制限条項（LOB）」フィナンシャル・レビュー84 号 134 頁（2006 年）138140 頁。
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が受益者である（beneficially owned by a resident）ことが条件となる。同モデル条約
は、1977 年に受益者概念を取り入れて以来、規定の文言を修正しつつこの概念を維持し、
2014 年の同条約注釈改訂の際にも、規定の明確化が図られた。もっとも、受益者の要件は
条約の濫用に対する効果的な対抗手段とは考えられていない106。
他方で、1996 年の米国財務省モデルが、包括的な条約特典制限（limitation of benefit,
LOB）条項を開発し、その普及が進んでいる。これは先ず条約の特典を受けうる適格者を
居住者から選定するものであり、我が国でも日米租税条約（2003 年）において使用料の源
泉地免税と並び同条項を導入して以来、条約の改訂等に際し同様の規定が採用されつつあ
る。現時点（2016 年 3 月 1 日とする）で発効済のもので、同様の LOB 条項（適用対象を
限定するものもある）を含む我が国の条約は 8 ある。LOB に続き、各種所得に係る課税権
配分規定と併せて、又は単独で、条約の特典を受けることを主たる目的とする権利の移転
等を含む場合には条約上の減免は与えられない旨の定め（主要目的テスト（principal
purpose test, PPT））を有する条約もある（次表参照）。
図表 5-2 PPT 又は LOB を採用する租税条約
PPT

LOB

×

○

○(議定 11)

×

○(配、利、
使、他)

○(配、利、
使、譲、他)

○(配、利、
使)

○(配、利、
使、譲)

オマーン(H.26)

○ ( 議 定
6)( 配 、 利 、
使、他)

×

オランダ(H.23)

×

○(配、利、
使、譲、他)

カタール(H.27)

○(議定 11)

×

サウジアラビア(H.23)

○

×

シンガポール(H.7, 22)

×

×

○(議定 1)

○(配、利、
使、譲、他)

相手国等(署名, 改正年)
アメリカ(H.16)
アラブ首長国連邦(H.26)

イギリス(H.18, 26)

オーストラリア(H.20)

スイス(S.46, H.23)

派生的特典条項

その他

○ (7 以 下 、 75% 以
上) (配、利、使、
譲、他)
二重非課税排除(24 条)

○ (7 以 下 、 75% 以
上) (配、利、使、
譲、他)

HQ 規定(21 条(6))
(配、利、使、譲、他)

二重非課税排除(22 条)
○ (7 以 下 、 75% 以
上) (配、利、使、
譲、他)

HQ 規定(21 条(6))
(配、利、使、譲、他)

106 谷口・前掲注 100、281 頁、浅妻章如「信託等の entity と国際課税：居住概念等を足掛かりとして」
租税研究 744 号 193 頁（2011 年）198-199 頁、Kees van Raad「The Beneficial Ownership
Requirement after the 2014 Update to the OECD Commentary on Articles 10, 11 and 12」租税研
究 789 号 343 頁（2015 年）357 頁。
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ス ウ ェ ー デ ン (S.58,
H.11, 26)

○

○(配、利、
使)

ニュー・ジーランド
(H.25)

○

○(利、譲)

フランス(H.8, 19)

○(配、利、
使、株譲(再
編)、他)

○(事、配、
利、使、譲、
他)

ポルトガル(H.25)

○

×

○(配、利、
使、譲、他)

×

南アフリカ(H.9)

○

×

PPT にみなし規定(議定 2)

ルクセンブルク(H.4,23)

×

×

二重非課税排除(25 条)

香港(H.23)

○(7 以下、75%以上)
(配、利、使)

金融活動と船舶運送優遇と
の重複排除(21 条の B)

○(7 以下、75%以上)
(事、配、利、使、
譲、他)

控除可能配当に係る特典不
適用(10 条 4 項)

他に未発効（署名済み）の対ドイツ条約（LOB（派生的特典条項あり）＋PPT）及びチリ条約（PPT＋Back-to-back
融資に係る制限）がある。

出典：筆者作成

OECD モデル条約（最近改訂 2014 年）は、LOB 又は PPT の明文は有しないが、同条
約 1 条に係る注釈で、PPT の考え方を取り込み、また包括的な濫用防止規定として LOB
に言及している。
我が国の一部の租税条約の LOB 条項は、適格者に該当しない居住者でも、多国籍企業
集団の「本拠である法人（headquarters company）」（以下、統括会社）として所定の要
件を満たせば条約の特典を受けうるとする特別の規定や、非適格の居住者に係る同等受益
者（equivalent beneficiaries）が居る場合、所定の条件の下でなお当該居住者が特典を享
受しうる旨の定め（派生的特典条項）を含む。後者の定めにより、T 社に支配される R 社
でも、T 国と S 国との間の別の条約等に基づき請求可能な範囲で、なお R 国・S 国間条約
の特典の請求が認められる。もっとも、欧州委員会（European Commission）は、日蘭租
税条約の LOB 条項（派生的特典条項あり）が EU の機能に関する条約における基本的自由
に反する旨の決定を 2015 年 11 月にオランダに伝え、もし 2016 年 1 月 19 日までに適切な
対応をとらなければ、欧州司法裁判所（ECJ）に事案を付託しうる旨を同国に伝えたとさ
れる107。日本のみならず、既に EU 加盟国との間の租税条約に LOB 条項を有する米国も、
今後の動向次第ではこれらの国との LOB 条項を事実上見直さざるをえなくなるかもしれ
ないが、本稿では EU 法と LOB との関係は掘り下げない。
最終報告書は、その公表当時は改訂作業中であった米国の財務省モデル条約の確定を踏
まえて、内容の見直しを行うことが予定されていたところ、2017 年 2 月中に同モデル条約
は確定した。よって本稿でその要点を簡単に紹介し、我が国への影響を考えてみたい。

107 Mindy Herzfeld, EU Strikes Down Treaty LOB Provision - What It Means, 81 Tax Notes Int’l 13
(2016). 但し、その後の情報に接し得ない。LOB の実体法上及び手続上の問題点並びに EU 運営［機
能］条約との抵触問題について、今村隆「租税条約における LOB 条項の意義と問題点―我が国の視
点からみた同条項の考察―」日本法学 79 巻 2 号 518 頁（2013 年）参照。
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2．OECD モデル条約における対処の経緯と現状
（1）経緯
最終報告書によると、条約漁りに対しては、以下のような対応が講じられてきた（パラ
18）108。
 受益者（beneficial owner）概念の導入と、1 条注釈（コメンタリー）における「条約の
不当な利用（Improper use of the Convention）」と題する簡素な記述の追加（1977 年モ
デル）109。
「二重課税条約と基地会社の利用」及び「二重課税条約と導管法人の利用」と題する各
報告書の公表（1986 年）110。特に後者における検討の結果として、上記「条約の不当な
利用」の区切りで条約漁りに対処する規定の例が追加され（1992 年）、現在の同注釈・
パラ 13 乃至 19 の記述（「導管法人の事例（Conduit company cases）」）に見られる規定
の選択肢が取り込まれた。
「条約特典資格の制限（Restricting the Entitlement to Treaty Benefits）」と題する報告
書を踏まえ、導管的状況における受益者の意味を明確化するための記述を注釈に追加
（10〜12 条関係）し、「条約の不当な利用」の記述を拡張し、LOB 規定（米国財務省モ
デル条約（1996 年））と、目的ベースの濫用防止規定（英国実務に基づくもので、10〜
12 条・21 条に適用）を、濫用防止準則の例として追加した（2003 年）。
 受益者概念の明確化に関する追加作業により、10〜12 条注釈の改定がなされ（2014 年
改訂モデル条約）、条約漁りへの対処について検討を行った。10 条注釈・パラ 12.5 で、
当該概念は、第三者へ支払を義務づけられた中間介在者に対する配当という租税回避に
は対処しうるが、他の種類の条約漁りには対応せず、他の手法の適用を制限するものと
解すべきではない旨を示唆している。
最終報告書は、条約が対応していない態様の条約漁りには、以下の 3 段階の対処を推奨
する（パラ 19）。
1)

条約の締結に際し双方の締約国が租税回避の防止を希望し、特に、条約漁りの機会
の創出を避ける意図を有する旨の言明が租税条約に含められる。

2) 個別の濫用防止準則（LOB）を OECD モデル条約に含める。これは数多くの条約漁
りに対処する。
3) LOB が対象としない条約漁りの状況（例、一定の導管的金融取極め）に対しては、
取引又は取極めの主たる目的に基づいたより一般的な濫用防止準則（PPT）が
OECD モデル条約に含められる。かかる準則によれば、取極め又は取引の主たる目
108 条約漁りの取引事例を含むより詳細な経緯（米国、欧州等を含む）について、青山慶二「トリーティ
ショッピングの歴史の再検討と最近の課題について」フィナンシャル・レビュー84 号 116 頁（2006
年）を参照。
109 注釈の訳語は、原則として川端康之監訳『OECD モデル租税条約 2010 年版（所得と財産に対するモ
デル租税条約）』（日本租税研究協会・2011 年）に依った。
110 “Double Taxation Conventions and the Use of the Base Companies ” 及 び “ Double Taxation
Conventions and the Use of Conduit Companies”と題する報告書である（なお、最終報告書パラ 18
ではこれらタイトルに誤記があると考えられる）。
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的の一つが条約上の特典を得ることであり、そのような状況で特典を得ることが租
税条約の当該規定の趣旨目的に反するときは、条約の特典は与えられるべきではな
い（1 条注釈・パラ 9.5、22、22.1、22.2 に反映されている）。
以下で、OECD モデル条約 1 条注釈における集団投資ビークル、「条約の不当な利用」
及び受益者に関する記述の要点を述べる。

（2）集団投資ビークル
集団投資ビークル（CIV）に関する OECD のこれまでの検討の結果は同モデル条約 1 条
注釈パラ 6.8 乃至 6.34 に反映されている（最終報告書 1 条注釈案・パラ 32）。
CIV は、「広範に保有され、証券の分散ポートフォリオを有し、かつ、設立地国におけ
る投資家保護規制の適用を受けるファンド」を指す（モデル条約 1 条注釈パラ 6.8）。CIV
の法形式には法人、信託等があり、いずれでも多くは条約上の「者」に該当するが（同パ
ラ 6.10）、「一方の締約国の居住者」かどうかは、その国での課税上の取扱い（実体課税か
透視か）に依存する（同パラ 6.11）。CIV はその管理者が利子・配当を生み出す財産を管
理する裁量権を有する限り、受益者として扱われる（同パラ 6.14）。
もっとも、以上の原則は一般的なものに留まり、権限のある当局間の合意を通じてより
確実性を高めうる（同パラ 6.16）ところ、条約交渉を通じて取扱いを（交換公文等を通し
て）明文化するのが適切であろう（同パラ 6.17）。第三国の居住者が直接の投資からは得
られない特典を CIV を通じて得るべく濫用的に条約が用いられる場合は、一般に適用可能
な濫用防止準則、条約漁り防止準則又は CIV に係る特別の定めを通して特典を制限しうる
（同パラ 6.19）。CIV に係る特別の定めの例では、CIV の定義で両締約国のビークル（媒
体）を具体的に挙げた上で、CIV（その受益権を同等受益者111が有する場合に限る）を設
立地国の個人でかつ受益者として扱う規定が例示されている（同パラ 6.21）。同等受益者
の観念は、直接投資と CIV 経由投資との中立性に資する（同パラ 6.23）のみならず、第三
国の投資家による条約漁りを防止する（同パラ 6.24）。一方の締約国で設立された CIV の
受益権を当該締約国の居住者が有する範囲で CIV を当該締約国の個人（居住者・受益者）
として扱う定めを採用する国もありうる（同パラ 6.26）。これが煩雑だと考える国は、CIV
の受益権を CIV 設立国の居住者ないし同等受益者が所定の割合以上有するときは、CIV を
その国の個人（居住者で受益者）として扱うべく規定を用意しうる（同パラ 6.27）。さら
に、CIV 自体を設立国の居住者とはしないものの、CIV の受益者に代わって CIV が源泉地
国での特典の請求を行いうる旨の定めもありうる（同パラ 6.28）。かようにバラエティが
あるが、直接投資なら特典を享受しうる投資家の所有割合を決定する必要のある定め（同
パラ 6.21、6.26、6.28 参照）では、これを可能にする現実的手法の受容を要する（同パラ
6.29）。判定の期間と測定日（年度末日、より頻繁に暦年四半期末日等）を定めて、中間介
111 CIV 設立国居住者、及び、源泉地国との間に租税条約（包括的情報交換あり）を有する国の居住者
（源泉地国又は当該条約に従い当該所得に関し本条約以下の税率の適用をうけうるもの）を指す（1 条
注釈パラ 6.21）。
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在者からの情報収集を可能にし、当該期間内の測定日の結果の平均を用いて特典を請求し
うるようにすることが一例である（同パラ 6.31）。公開市場で取引される CIV は個人的支
配の懸念がなく、一律に設立国の個人（居住者で受益者）と見て特典享受を肯定しうる
（同パラ 6.32）。CIV 自体を居住者かつ受益者として扱う定めは、CIV の源泉地国が当該
CIV に係る自国投資家に対し居住地国課税を行う権利を制限せず（同パラ 6.33）
、また、個人
なら受益者に該当しない状況において CIV が受益者になることもない（同パラ 6.34）
。

（3）条約の不当な利用
ある者が直接には利用しえない二重課税条約上の特典の獲得を主要な目的として、ある
国に法人を設立して行動を行う場合がある（モデル条約 1 条注釈パラ 8-9）。多くの国は、
租税は最終的に国内法に従って課されるから、条約の濫用は国内法の濫用となり、従って
国内の濫用防止法令や判例法理が条約の濫用にも適用可能と考えており、一般には条約と
の抵触も生じない（同パラ 9.1-9.2）。条約それ自体の濫用と見る国も、租税条約の趣旨目
的と誠実解釈の義務に基づき、予定されていない特典の供与を狙う濫用的取引は無視しう
ると考えており（同パラ 9.3）、いずれにせよ条約特典を与える必要はない点に合意を見て
いる（同パラ 9.4）112。指針となる原理は、取引又は取極めを締結する主たる目的がより
有利な課税上の地位を確保することでありかつかかる有利な取扱いの取得が関係規定の趣旨目
的に反するときは、条約特典は与えられるべきではないということである（同パラ 9.5）
。
条約上の濫用防止規定の要否に関しては、特定の濫用の手法が確認され、問題視される
ならば、条約上の対処が有益と考えられており、現に受益者概念や芸能法人の利用への対
処規定等は導入済みである（同パラ 9.6-10.2）。導管法人の利用ないし条約漁りに関し国内
法及び租税条約上の防止規定を執行又は維持する国が増えており（同パラ 11、20）、各国
の条約規定から得られる導管法人への対処のモデルは以下の如くである（同パラ 12-18）。
 R 社が T 社に支配されている場合は条約上の特典を与えない規定（透視アプローチ）
 R 社が T 社に支配されている場合は、R 国で課税を受ける所得に対してのみ条約上の特
典を適用する（課税対象アプローチ）
 R 社が T 社に支配されている場合、R 社の所得の 50％超が T 社に対する債務の履行に充て
られるならば条約上の特典を適用しない（飛び石戦略に対抗するチャネル・アプローチ）
これらの一般的規定は、真正な事案に係る適用除外規定を要する。かかる規定は、問題
の R 社に関し、健全な事業上の理由があり特典の取得が第一の目的でない、実質的事業活
動に従事している、税の減免額が R 国税額に満たない、又は、R 社若しくはその支配者が
上場会社である場合に除外を認める。加えて、条約漁りの主体に見える T 社に関し S 国と
T 国との間に同等以上減免を与える条約がある場合を、適用除外とする（同パラ 19）。
より包括的な対応を好むなら LOB が検討されうる（同パラ 20）。
他にも、R 国で課税上特別に優遇される主体（同パラ 21-21.2）や、情報交換を妨げる秘
112 条約と国内法の関係を巡る理論上の問題のありかについて、川端康之「租税条約上の租税回避否認」
税大ジャーナル 15 号 1 頁（2010 年）6-12 頁参照。
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密保護の適用を受けかつ銀行業その他受動的所得を生む活動等から生じる課税の減免のあ
る所得（同パラ 21.3）を明示的に特典から排除する定めもある。
配当、利子、使用料及び「その他の所得」（モデル条約 21 条）に関しては、その基因と
なる権利の創出又は割当てに係る主たる目的（の一つ）が、当該規定（10 条乃至 12 条、
21 条）を利用することであれば、その適用がない旨を定めうる（1 条注釈パラ 21.4）。
前述の如く一国の一般的濫用防止規定や判例法理の適用は租税条約との抵触を一般に生
じないが、条約濫用の明確な証拠がない限り二重課税救済の義務は遵守されねばならない
（同パラ 22.1-22.2）。基地会社の利用は CFC 税制が対処し、同税制は 7 条や 10 条 5 項に
抵触することはない（同パラ 23）が、一般に株主の居住地国での課税に匹敵する課税を現
地で受ける場合には適用されるべきではない（同パラ 26）。

（4）受益者概念
OECD 租税委員会は、受益者（beneficial owner）の意味の明確化のため、2011 年の討
議草案（2011 年）113及びその改訂提案（2012 年）114を公表し、これらへのコメントを踏
まえ、2014 年の OECD モデル条約及び同注釈の改訂に際し、この概念が関わる配当、利
子及び使用料の注釈に全面的な修正を加えている。以下が改正後の注釈の要旨である。
受益者という用語は、国内法上の（例えば信託法上の）狭い技術的な意味ではなく、租
税条約の趣旨目的（二重課税排除並びに租税逋脱及び租税回避の防止を含む）に照らして
解釈されるべきである（モデル条約 10 条注釈パラ 12-12.1）。導管法人は、得られる所得
に関連して、利害関係者の勘定で行動する単なる受託者ないし執行者として大変狭い範囲
の権限を有する形式的な所有者であるなら、通例受益者には当たらない（同パラ 12.3）。
受取配当金を他者に移転する契約上又は法律上の義務（法的文書又は事実と状況から見出
されうる）によって配当を利用し享受する権利が制限されているなら、受領者は受益者と
はされない（同パラ 12.4）。但しかかる義務には、受領者が配当を受けるか否かに拘わら
ず存する義務（例、金融取引に係るもの、年金制度上の典型的支払、条約特典を否定され
ない CIV の典型的支払）は含まない。配当受益者と株式保有者が異なることもありうる
（同）。受益者とされても、導管法人の利用ないし条約漁りに対処する準則（条約上の濫用
防止規定、一般的濫用防止規定、（経済的）実質主義等）で特典が否定されることはある
（同パラ 12.5）。受益者概念は、R 国の居住者「に支払う（paid to）」（モデル条約 10 条 1
項）という文言の使用に伴う問題を扱っており、資金洗浄等の文脈における受益者（当該
主体又は取極めに対する究極の実質的支配者が決め手）とは区別される（同条注釈パラ
12.6）。S 国における特典（課税の制限）は、受益者が R 国の居住者である限り、S 国や第
三国に中間介在者（代理人、名義人等）が居ても同様に受けられる（同パラ 12.7）。

113 OECD, Clarification of the meaning of“beneficial owner”in the OECD Model Tax Convention,
Discussion Draft, 29 April 2011 to 15 July 2011 (2011).
114 OECD, OECD Model Tax Convention: Revised Proposals Concerning the Meaning of“Beneficial
Owner”in Articles 10, 11 and 12, 19 October 2012 to 15 December 2012 (2012).

64

利子（11 条注釈パラ 9-11）と使用料（12 条注釈パラ 4-4.6）に関しても基本的に以上と
同旨の注釈に改められた。
受益者の要件は、1977 年のモデル条約改訂の際に殆ど説明もなく取り入れられた後、各
国の当局又は裁判所の解釈が拡張的又は区々となり、2014 年に明確化が図られたとされ
る115。条約上の定義のない用語であるが、適用国が単にその国内法令上の意義と同義に解
するべきでないこと、法律上義務づけられた back-to-back の受領／支払の主体が受益者に
当たらないことが強調されている。受益者なる用語は、積極的に租税回避や租税条約濫用
を阻止する役割が期待されているわけではなく、かかる役割は、別の濫用防止準則、条約
漁り防止準則又は国内法上の判例法理等が負っていると解される。

3．最終報告書のポイント
（1）条約上の最低限の基準
LOB と PPT にはそれぞれ長短がある。LOB には客観性と確実性の利点があり、条約漁
りの対処には有用だが、他の態様の条約濫用や導管的金融取極め（conduit financing
arrangements）等の一定の態様での条約漁りには対応していない（最終報告書・パラ
20）。LOB と PPT との組合せを必要としない国もありうる。例えば、国内法上の濫用防止
準則や判例法理がある国は、租税条約上の一般的な濫用防止規定を必要としないかもしれ
ず、また LOB は、憲法上の制約や EU 法に基づく懸念、CIV の扱いに関する政策選択と
いった側面を反映するべく調整される必要がある（同パラ 21）。
よって一定の柔軟性はありえるが、最低限、各国は、租税条約に、当事国の共通の意図
は、脱税又は租税回避を通じた非課税又は課税の軽減の機会をもたらすことなく二重課税
を排除することである旨の言明を含めることに合意するべきであり、かかる意図を、(1)
LOB と PPT との組合せ、(2) PPT のみの導入、又は、(3) LOB とこれを補完する制度（条
約で未対応の導管的取極めを扱う PPT の形式をとる条約準則、国内法上の濫用防止準則や
判例法理）を通じて実施するべきである（同パラ 22）。
かかる最低限の基準（minimum standards）は、OECD/G20 の全加盟国がその実施の
ための措置を既存及び将来の条約上採用する旨約したものであり116、条約毎にいずれかの
措置を合意すればよく（特に期限はない）、源泉地国として現に発動することまで義務づ

115 Kees van Raad・前掲注 106 論文。受益者要件の当初の導入に際しては、英国で単なる名義人が特典
を享受しうるという特殊な状況（他の国では名義人に所得は元来帰属しないことが多い）があり、こ
の問題を解決することに主眼があったとされる。同、344-345 頁。受益者については、川端康之「租
税条約における受益者の意義と機能」碓井光明・小早川光郎・水野忠恒・中里実編『公法学の法と政
策（上）』359 頁（有斐閣・2000 年）、Bolderman Sander／本田光宏訳「『受益者』の意義について
の概観」租税研究 731 号 215 頁（2010 年）等も参照。
116 BEPS 最終報告書における新たな「最低限の基準」は、その内容をある国が実施することによって他
の国に負の外部効果を惹起することがない状況における問題に対処するべく合意されており、
OECD/G20 全加盟国は、競争条件に係る中立性の必要を認識しつつ、同基準の内容を一貫して実施
することを約束（commit）している。なお、同報告書における勧告には、他に、現行基準の改定、
共通アプローチ（各国実務の収斂を促す）、及び、最善の実務に関する指針、がある。OECD,
Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, para.11 (2015).
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けられるわけではない。多数国間での取組み（BEPS・行動 15）に含めるべく交渉しうる
が、これへの各国の参加は任意である。既存条約の当事国間で同基準をどう充たすかの選
択は異なるかもしれず、よって実施状況の観察を要する（同パラ 23）。
LOB は OECD モデル条約に含められるであろう。LOB は米国の条約に多い。2015 年 5
月末に米国は財務省モデルにおける LOB の改定案を公表しており、その最終版が確定し
た後、以下の LOB 規定案と注釈案は見直され、見直しを経た規定と注釈は 2016 年の前半
には作成される予定である。新規定は、多数国間の措置の交渉の一部として検討可能とな
る（パラ 25）。

（2）OECD モデル条約特典制限規定と注釈（各案）
①

概要

以下が特典制限規定（X 条）案の構成である（便宜的な基準名の付与は一高）。
図表 5-3

LOB（＋PPT）＝X 条案

1)

条約特典は適格者でなければ否定される（適格者基準）。

2)

適格者の定義（a) 個人、b) 締約国・その地方政府等、c) 上場会社、d) 公益法人・
年金、e) 所定の所有割合基準充足者、f) 所定の集団投資ビークル（CIV））。

3)

非適格者でも当該居住地国で能動的事業活動を行う場合は当該事業に係る所得につ
いて特典が受けられる（能動的事業活動基準）
。

4)

非適格者でも同等の特典を得る資格を有する別の者によって一定割合以上所有され
る場合は特典が受けられる（派生的特典基準）
。

5)

権限のある当局の認定で特典をなお供与しうる（権限のある当局基準）。

6)

定義規定。
〔 7) 一般的濫用防止規定（PPT）〕

基本的には日米租税条約上の LOB 規定（22 条）と似た構成だが、年金とは別に、2) に
お い て 一 定 の CIV が 適 格 者 の 定 義 に 含 ま れ る こ と 、 4) の 派 生 的 特 典 （ derivative
benefit）基準が明記されること、7) PPT の選択肢、が特徴的と言える。以下、注釈（案）
を見て最終報告書の要点を具体的に確認する。
各国にとっての選択肢は、上述の如く以下の三つが示される（X 条注釈案パラ 1-3）。
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図表 5-4 最終報告書の三選択肢
1)

7 項（PPT）のみ採用

2)

1 項乃至 6 項（LOB 詳細版）＋他の制度（導管的取極めに対処しうる他の条約規
定、国内法又は判例法理）による対処

3)

1 項乃至 6 項（LOB 詳細版又は簡素版）＋7 項（PPT）

条約漁りは、T 社が一方的にある国の課税上の特典を享受することになり相互主義に反
し、しかも T 国は、自国居住者が特典を受けている以上、S 国との間で条約を締結するこ
とに殆ど関心をもたない（同パラ 3.1）。条約特典を得ることが主たる目的の一つに含まれ
ない仕組みであれば、権限のある当局の判断でなお条約特典を供与しうるように 5 項の定
めがある（同パラ 3.2）。派生的特典基準（4 項）は、T 社が直接投資しても課税上の特典
が否定されない状況であることの考慮に基づく（同パラ 3.3.）。

②

LOB の簡素版と詳細版

X 条 1 項乃至 6 項の簡素版と詳細版の規定が、注釈（案）に含まれている。次表が主な
定めの要点である。
図表 5-5

LOB の簡素版と詳細版比較

項目

簡素版要旨

詳細版の特徴

適格者基

適格者のみが特典

制限の対象から、4 条 3 項（タイブレーカー（個人以外）
）
、9 条 2 項（対応的調整）及

準(1 項)

享受可能

び 25 条（相互協議）に係る特典を除く。適格者判定は特典が供与される時。個々の規
定で特典を受けられない者が LOB を根拠に受けられるようになることはない（パラ
5）
。

公開会社

株式、受益権の上

左に加え、当該課税年度を通じた上場を要求。さらに、R 国の取引所で上場、又

(2 項 c))

場が要件

は、
（別の国で上場なら）R 国が主たる管理支配地*であることが条件（2 項 c)i)）。
5 以下のかかる上場会社が R 社株式の 50％以上（価値又は株式数）を直接又は間
接に保有する場合も R 社は適格（公開会社による間接所有、2 項 c)ii)）。

年金基金

規定なし

(2 項 d))

(1),(2),(3)のいずれか充足で当該年金が適格者扱い。(1)受益権の 50％超を R 国又は
S 国の個人居住者が保有する。(2)所定の百分率（R・S 国間で合意）を超える受益
権を、(a)R 国若しくは S 国の個人居住者又は(b)T 国の個人居住者（S・T 国間租税
条約で特典を受ける資格を有し、かつ、配当と利子に関し仮に当該年金が S・T 国
条約の特典を受ける資格のある T 国居住者であったなら S・T 国間条約に従い当該
年金が配当と利子に対し適用を受ける税率が R・S 国間条約の税率以下である）が
保有する。(3)以上で適格者となる年金基金のために基金を投資するべく組織され
た者（その収益の殆ど全てがかかる投資から生じる。いわゆる funds of funds。）。

所有割合

R 国居住者で、か

所有割合基準の詳細化等(1)と課税標準浸食基準の追加(2)。(1)当該課税年度の半分

基準
(2 項 e))

つその受益権の

以上の日において適格者が 50％以上（議決権と価値）保有することを要求（間接

50％ 超 を適 格者 が
直接・間接に保有

保有なら介在者も R 国居住者であることを要求しうる）
。(2)当該年度の総所得のう
ち R 国又は S 国の居住者（適格者）以外の者に直接・間接に支払われる R 国での課
税上控除可能な部分（通常業務における独立当事者間支払を除く）が 50％未満。
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CIV 適

規定なし

格者判定
(2 項 f))

規定を設ける場合の四つの選択肢（規定の要否は条約及び国内法上の CIV の取扱
い次第である旨脚注で記述）。1)CIV の定義規定、2)CIV（CIV の設立国である締
約国の居住者又は同等受益者（後記）が当該時に受益権を有する部分に限る）、
3)CIV（CIV の設立国である締約国の居住者が当該時に受益権を有する部分に限
る）
、又は、4)CIV（その主たる種類の持分が上場され通常取引されるもの）。

能動的事

a)R 国 内 の 事 業 遂

・a) R 国の居住者 R 社が、R 国で能動的事業活動に従事し、所得が S 国で生じる

業活動
(3 項)

行。b) S 国内の事

場 合 は 、 当 該 所 得 が 当 該 事 業 に 関 連 し （ in connection with ） 又 は 附 随 し て

業 遂 行 か ら 所 得 を （incidental to）生じる限り、当該所得に関し特典が供与される。b)R 社が自ら又
得る場合、R 国内

は関連企業 S 社を通じ S 国での事業活動から所得を得る場合、S 国での事業の遂行

の事業遂行が実質

との関連で R 国での能動的事業の遂行が実質的であるならば、a)の基準を満たす。

的 。 c)Partnership

c)50％以上の所有（議決権及び価値）関係又は他の支配がある関連者の活動は、R
社自身の活動と擬制される。

又は関連企業によ
る事業は出資者の
事業と擬制。

・一般に、役員又は使用人が実質的な管理上及び運営上の活動を行う場合に能動
的事業活動に従事していると評価される。R 社の勘定に係る投資事業は、金融業の
場合を除き、能動的事業遂行とはされない。統括会社の業務は投資管理事業であ
るから、統括会社としてのみ機能する会社は能動的事業を遂行するとは考えられ
ない。

派生的特

・同等受益者（下

・特典付与時に R 社の持分の議決権及び価値の 95％以上が 7 以下の同等受益者に

典(4 項)

記）が R 社受益権
の 75％超を有する

直接・間接に保有され（間接保有の場合は各介在者が同等受益者に該当する）（所

・同等受益者は、
当該特典と同等以
上の特典を、S 国国

有テスト）
、かつ、当該課税年度を通じて R 社の総所得の 50％未満が、控除可能な
項目として同等受益者でない者に直接・間接に支払われる（通常の独立当事者間
対価を除く）（課税標準浸食テスト）
。
・同等受益者は、以下の i)又は ii)。i)第三国 T の居住者で、S-T 国間租税条約の下

内 法 、 R-S 条 約 そ

で本条（LOB）と同等の定め（一部除く）**に基づき S-T 条約の特典を全て享受

の他の国際的手段

する資格がある者（S-T 条約に LOB がないときは当該者が R-S 条約の一方の締約

に基づき享受可能

国の居住者であったなら本条（LOB）2 項（一部除く）**に従い特典を受けられる

な者（T 国居住者の

場合に限る）。なお利子・配当・使用料の場合は S-T 条約の下での税率が R-S 条約

場合は S-T 国に包

の税率以下であることも条件となる。ii)一方の締約国の居住者で本条（LOB）2 項
括 的 な 租 税 条 約 が （適格者、但し一部除く）**に従い特典を受けられるもの。
あるときのみ）
。
当局によ

右の詳細版の記述

他の規定に基づき不適格となる居住者でも、S 国の権限のある当局が、R 国居住者

る個別救
済(5 項)

を若干簡略にした
もの

の要請を受けて、関係する事実と状況に鑑み、当該居住者の設立、取得又は維持
が及びその操業が、当該条約の特典を得ることをその主たる目的の一つとするも
のでないと判断するときは、なお条約の特典を得る資格を有するものとして扱わ
れる（要請の拒否に先立ち R 国当局に諮問する）
。

* 主たる管理支配地…法人の「主たる管理支配地」がその居住地国とされるのは、その役員及び管理職が、当該法人
（直接・間接の子会社を含む）のために戦略上、財務上又は業務上の意思決定に関し他のどの国よりも当該国で多く
の日常的責任を果たし、かつ、当該者の職員が当該意思の準備又は決定に必要な日常的活動を他のどの国よりも当該
国で行っている場合のみである。
**X 条（LOB）と同等の定め（一部を除く）…X 条 2 項 a), b), c)i), d)を指す。つまり、当該居住者が、個人、当該締約
国・地方政府等、公開会社（間接所有は除く）、又は、公益法人等・年金、に該当することを理由に適格者とする定め。
出典：筆者作成

③

LOB に係る若干の説明（詳細版が中心）

CIV は、特別の規定がなければ一般に適格者とはされない場合が多い117。現行の 1 条注釈が
117 CIV に係る権利はふつう公開市場で取引されず、第三国居住者が当該権利を保有し、CIV からの分配は控除
可能であり、かつ、それは投資目的で（能動的事業活動ではなく）利用されるからである（パラ 31）。
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CIV にも基本的に妥当し、前述同注釈上の CIV に係る規定（選択肢）を含めるなら、X 条 2
項 f)は不要となりうる（同等受益者の定義に関し若干の調整を要する）
（同パラ 32〜43）
。
能動的事業活動基準は、主体単位の特典の制限を取引ないし活動単位で解除するもので
ある。能動的事業かどうかの決め手は、「実質的な管理上及び運営上の活動（substantial
managerial and operational activities）」の有無である（同パラ 47）。興味深いことに、こ
の説明は日米租税条約に取り込まれた米国財務省モデル条約における LOB に関する技術
的説明と同じであり118、LOB を開発した米国の強い影響が見てとれる。米国法上は、営業
又は事業とその能動的遂行とは重なり合う概念である（換言すれば、営業又は事業の受動
的遂行は想定し難い）と考えられ119、従って、詳細版で記述される事業の「能動的遂行」
の要件は、簡素版でいう「事業」要件と本質的な相違は存しないと解される。なお、統括
会社機能は、それ自体（投資管理機能）では能動的事業基準で特典を受けられるよう救済
されない（同パラ 48）。
能動的事業活動基準が関係する状況を図示すると以下の図表のようになる。
図表 5-6 能動的事業活動基準－活動単位の特典享受要件

出典：筆者作成

能動的事業活動基準に従い特典が復活的に付与されるには、①②③のいずれでも、第一
に、R 社が R 国で能動的事業活動に従事する必要があり、第二に、恐らく、事業上合理的
な法人の設立地は重要な事業の遂行地である（従ってその場合は条約漁りの懸念が少な
118 一高龍司「米国 Subpart F 税制における外国同族持株会社所得（FPHCI）の意義―除外項目を中心
に―」税大ジャーナル 12 号 61 頁（2009 年）70 頁参照。
119 同上。
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い）との認識の下で、S 国で生じる所得に係る条約上の特典が認められるのは、S 国での
R 社の所得が R 国での事業との関連で若しくはこれに附随して生じている場合か、又は、
S 国で R 社自身により若しくは関連企業 S 社（50％以上所有関係があれば R 社自身の活動
と擬制される）を通じ事業が行われるときは R 国での事業が S 国での事業より規模の面で
実質的（substantial）である場合である（同パラ 44-46 を参照）。
所得が R 国での事業に関連して生じるとされるのは、当該所得を生じる活動が、R 社が
R 国で行う事業の一環（in line with）であり、R 国事業の一部を成し又はそれを補完する
ものである場合である（同パラ 49）。例えば、R 社が製造業でその製品を S 社（販社）が
S 国内で販売する場合や、R 社が研究開発を R 国で遂行し、その知的財産を S 社を含む世
界の関連会社に使用許諾し、S 社等関連会社が R 社の企画した製品を製造販売する場合
は、R 社の活動と S 社の活動とは同一の製品ラインに関係するため、同一の事業を構成す
る（同パラ 50 例 1、例 2）。一般に、事業上の無形資産から生じる使用料、条約特典を受
ける事業利得を原資とする配当、合理的に事業に配分される利子は、各々当該事業に関連
するとされ（同パラ 51）、条約特典が供与されうる。他に、実質性、附随性についての説
明もある（同パラ 52-56）が省略する。
派生的特典条項（詳細版）は、所有テストと課税標準浸食テストから成るところ、後者
に関しては、同等受益者でない者への控除可能項目の支払が総所得の例えば 49％に上って
もなお適格者となりうることから懸念を有する国もあるとされ、そのような国は、配当
（損金不算入）に限定して派生的特典を認めうるという（同パラ 61）。思うに一方で、7 人
以下で 95％所有という要件（所有テスト）からは、高度に閉鎖的法人のみに適用のある準
則だと評価でき、何故たとえば 8 人以上又は 94％所有なら許容されないのか判然としない
という意味で、機械的で厳格である。なお、同等受益者の定義は、派生的特典条項（及び
もしあれば CIV 適格者規定）の適用範囲に関わる（内容は図表 5-5 の記述を参照）。
権限のある当局基準による個別救済（多くは S 国の当局に対し申請される）の注釈案の
トーンはかなり制限的である。R 社の設立、取得等の主たる目的の一つが条約の特典の取
得でないことの証明責任は納税者にあり、納税者は「明白な租税以外の事業上の理由」が
存することを当局が満足する程度まで証明せねばならない。当局が、当該納税者の意図に
係る決定的な証拠を見出すことまでは要しないが、設立等の主たる目的に条約上の特典が
一切含まれないと結論付けられねばならないとされ、当局の判断に資するあらゆる証拠の
提出なしに活動の目的を主張しても救済は期待できない旨念押しされている（同パラ
64）。条約特典の否定には、特典が唯一の又は支配的な目的であることまで要求されな
い。ここでの判断に関する当局の裁量は広範だが、事実と状況の客観的な検討を要し120、
結論に先立ち原則として他方の権限のある当局に諮問することを要する（同意までは不

120 関係する事実と状況の具体例として、当該居住者（要請者）に係る経緯、構造、所有関係、操業、当
該居住者が長期存続してきた主体（租税以外の理由で非居住者に最近取得された）であるか、実質的
な事業活動を行っているか、当該所得が二重課税を受けるか、当該居住者の設立又は利用が非課税や
課税の軽減をもたらすか、などが挙げられる（パラ 69）。
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要）。客観的検討の結果、主たる目的の一つに特典が含まれないと判断されれば、当該納
税者を適格者として扱わねばならないが（同パラ 65）、特典の対象を特定の所得項目のみ
とするか全ての所得とするかも当局の判断次第である（同パラ 67）。なお、多数の租税条
約に係る特典の取得を目的とするからといって、当該個別の租税条約に係る特典の取得が
主たる目的であると考えることが禁じられるわけではない（同パラ 65）121。当局は、納税
者の要請に関する期間制限や手続を定めてもよい（同パラ 67-68）。

④

主要目的テスト（PPT）

LOB で適格者とされても、LOB を補完する PPT に基づき条約特典が取引単位で否定さ
れる場合がある。PPT を定める 7 項（案）によれば、条約上の他の規定に拘わらず、条約
の特典は、「全ての関係する事実と状況を考慮し、当該特典の取得が、当該特典を直接又
は間接にもたらした取極め又は取引の主たる目的の一つであったと結論付けることが合理
的であるならば供与されない」が、「特典の供与が、本条約の当該規定の趣旨と目的に合
致する（in accordance with）ことが立証される場合はこの限りでない」。以下に注釈
（案）の要点を述べる。
図表 5-7 PPT（案）で特典が否定される二要件
①

条約特典を直接又は間接にもたらした取極め又は取引の主たる目的の一つが特典の
取得であること、かつ、

②

条約特典の付与がその根拠となる規定の趣旨目的に合致することが立証されないこと

7 項は、現行の 1 条注釈（パラ 9.5、22-22.2）の指針を反映し、租税条約の不正利用へ
の対処が国内法上既に可能な国とそうでない国の双方に、当該注釈上の原則の適用を取引
又は取極め単位で可能にするものである（7 項注釈案・パラ 1、4）。7 項は 1 項乃至 6 項
（LOB）を補完するが、LOB の解釈適用に 7 項に関する指針を用いてはならない（逆も同
じ）
（同パラ 3）
。条約の特典には、源泉地国課税に係る制限（6 条乃至 22 条）
、居住地国に
よる二重課税救済（23 条）、無差別取扱い（24 条）その他類似の制限が含まれる（同パラ
7）
。特典狙いの取引が「間接に」特典をもたらす場合を取り込んでいるから、例えば、条約
上の特典を狙って債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る利子の支払を受ける際に源泉
税の減免を請求する場合も、利払い自体は特典狙いの取引ではないが、PPT の適用はある
（同パラ 8）
。
「取極め又は取引」も広く、一連のものや法律上強制力のないものも含み、例え
ば、居住地国を変更する目的である国で開催される取締役会もこれに当たる（同パラ 9）
。
中心的な問題は、条約特典の取得が「主たる目的の一つ」か否かの線引きである。一般
論は、権限のある当局基準で述べたところと一部重なる。取極め又は取引の客観的分析に
基づく合理的判断を要するが、決定的証拠や特典が唯一の支配的目的であることまでは要

121 この点は、後述の米国裁判例（Del Commercial Properties 事件判決）を考慮した記述かもしれない。
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しない（同パラ 10-12）122。逆に、
「とりわけ取極めが中核的な企業活動に密接に関係してお
り、取極めの形式が特典の取得を考慮して仕向けられたものでないならば、当該取極めの
主たる目的が条約上の特典を得ることであるとは考えられない可能性が高い」
（同パラ 13）。
限界的で判断に迷う事案が多いであろうことは、最終報告書が挙げる 10 事例の説明から
想像できる。例えば、製造業者（R 社）が工場の立地候補を複数有し、それらの低廉な製
造費用その他の経済条件が同様だとして、 R 国と唯一租税条約を締結している S 国に決め
たらどうであろう（事例 C）。この場合は、主たる目的は活動の拡張と低廉な製造費用の獲
得であって、条約特典は主たる目的の一つではない123。では、受取配当に係る条約上の租
税の減免を増やすことを意図して持株比率を上げた場合はどうか（事例 E）。追加の株式取
得の主たる目的は条約上の特典であることは明白だが、これも元々のルールが恣意的に線
引きされていること、また、配当条項の趣旨に鑑み、PPT の適用はないという。これに対
し、同じく恣意的とも言える建設現場 PE の期間要件（例、1 年超）の充足を避けるため、
工期 22 ヶ月の案件に関し自社 A と新設の子会社 B とで分けて受注して工期を各々11 ヶ月
とする一方、顧客の要請を受けて A 社が B 社の契約上の債務に関し連帯して責任を負う事
例（事例 J）では、PPT の適用がある（事例 J）。かかる場合に特典を付与することは当該
規定（モデル条約 5 条 3 項）の趣旨に反するからとされる。見落としがちだが、PPT
（案）では特典の根拠となる規定の趣旨と整合する限り特典は否定されないのである。
統括会社が単に投資管理のみを行う場合は前述の如く能動的事業とはされないが、被統
括会社向けのグループ内役務（会計、法務、人的資源、資金調達、財務、その他これらに
関連する役務）を行う統括会社 R を R 国に設置したことが、主に労働者のスキル、法制度
の信頼性、企業に優しい環境、政治的安定性、当該地域の傘下企業、洗練された銀行業界
と並んで、R 国と傘下企業居住地国との租税条約網とその特典に促されているとしても、
PPT に従い特典が否定されるとは考えられていない（事例 G）。グループ内役務は現実の
事業であって、R 社は実質的な経済的機能を発揮し、資産を使用してリスクを負担し、R
社自体の人材を通して R 国で事業を遂行しており、このような場合に条約特典を否定する
のは合理的でないという124。LOB に係る能動的事業基準の充足が PPT の適用を機械的に
排除しないが、一般に、能動的事業の現実遂行は、特典目的の相対的な重要性を下げるこ
とに繋がるものと解される。

122 例えば、販売促進や譲渡収入の再投資といった別の主たる目的があっても、条約の特典を主たる目的
の一つとして譲渡の前に居住地を変更すれば、特典は否定されうる。複数の条約上の特典が狙いであ
るとか、国内法上の租税回避が目的だなどという主張が、当該条約の特典の取得が主たる目的の一つ
であるとの評価を阻止するべくなされるべきではないとされる（パラ 12、13）。
123 同様に CIV（R 国居住者で、当該 CIV ヘの投資者も大半が R 国居住者）が株式投資先国の選択肢か
ら、R 国が条約を締結している唯一の国（S 国）を選んだとしても通常は条約特典が主たる目的の一
つとはされないであろう（事例 D）。
124 多国籍企業の持株会社の例でも、T 国の親会社（上場会社）が、輸送、時差、言語等の問題のゆえに
T 国からの管理が困難となったため、拠点となる子会社 R を R 国に設け、R 社自体、卸売、小売、製
造、資金調達、国内投資と国際投資などを能動的事業として遂行する（必要な人的、財務的資源も有
する）ならば、当該地域の子会社から R 社が配当や利子を受け、源泉税に係る条約の特典を受けたと
しても、PPT 条項の適用はないとされる（事例 H）。
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なお、PPT の適用についても、権限のある当局による個別の救済（X 条 8 項）を定めて
もよいとされる。

⑤

導管的取極め防止規定の採用

LOB は、適格者（例、上場会社）を通じて個別に行う特典狙いの導管取引（特典請求者
である中間介在者に単に名目的又は一時的に所得が帰属するもの）に対抗できない。受益
者概念で排除しうる事案も限定的と解される。最終報告書は、PPT を採用しえない国は、
導管的取極めに係る個別の防止準則で LOB を補完する必要がある（X 条 7 項注釈（案）・
パラ 19）としている。この選択肢は米国の現状と政策に合致するものと解される。
同報告書が挙げるやや限界的な事例を紹介する。例えば、S 社が、買収資金の融資を受
ける銀行として、条件が同様の幾つかの銀行の中から、親会社（T 社）が従来から多額の
預金を有するもの（R 社）を選択した理由の一つに、R−S 国間租税条約における利子の源
泉地免税があるからといって、導管的取極めがあるとは考えられない（利子は T 社まで還
流せず、T 社は従前から当該融資に結びつかない多額の預金を有する）。だが、もし R 社に
よる融資の判断が、T 社が預金を担保に供する（担保なしでは得られない融資条件を確保
するため）かどうかで決まるならば、R 社を介した T 社から S 社への間接的融資を示唆し
ているとして、導管的取極めとされる（事例 D）125。
グローバル法人グループ内で、導管的に見える財務関連の役務を特定の子会社が提供する
状況を扱うのが事例 F である126。T 社（グループ親会社）の子会社のうち、S 社は S 国で能
動的事業活動を行う一方、R 社は T 社の全子会社の財務を調整し、グループ内取引の金銭の
受払は全て R 社の責務である（固定費や取引費用の削減のため集中的な資金管理会計システ
ムを維持している）とする。R 社は、R 国内で、事務職員 50 名を有し、金利と外国為替に係
る取引（収支の時差に係るリスク管理に要するもの）を行う。かかる状況で、T 社が R 社に
1500 万（通貨 A）を金利 5％で貸し付け、同日に R 社が S 社にその全額（通貨 B）を同金
利で貸し付けて、金利と通貨のリスクは、定期的に先物為替取引により管理されているとす
る。この場合、R 社は、実質的な経済的機能を果たし、現実の資産を使用し、現実のリスク
（当該通貨と利子のリスクを含む）を引き受けて事業を遂行しており、T 社及び S 社との取
引で重要な活動（R 社の通常の資金管理業務に典型的である）を行っている。よって他の事
実がない限り、T 社・R 社間の融資及び R 社・S 社間の融資は導管的取極めには当たらない。
125 製造業の多国籍法人グループの持株会社（R 社・上場会社）が、世界の各子会社が行う研究開発の成
果（特許権）の実施許諾を受け、当該技術を各子会社に必要に応じ再実施許諾することを通じ、僅か
な利ざやを得ている（利得の大部分は現に研究開発にリスクを負う各子会社に帰属）状況で、第三国
の T 社（R 社の子会社）が、R 社の全子会社の収益性を高める技術を開発したため、R 社が各子会社
から再実施料を受け、その殆どを T 社に使用料として支払う場合には、T 国と S 国の間に租税条約が
存しないとしても、S 国での源泉税を減じるべく当該許諾事業が行われているとの徴候はなく、R 社
は、ライセンス活動を構築する上での標準的な商業組織と行動に合致しており、より有利な条約のあ
る国で類似の活動を行う他の子会社についても同様の仕組みが採用されているのであれば、導管的取
極めには当たらない（X 条 7 項注釈（案）・パラ 19 事例 E）。
126 なおこの事例は、導管的金融取極めに係る米国財務省規則上の事例を基礎にするものと解される
（See Treas.Reg.§1.881-3(e), Ex.22）。
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（3）若干のコメント
米国が支持する LOB よりも、PPT を好む国が多いと言われる。その理由が、LOB は複
雑で、PPT の方が執行上柔軟性があってよい127ということであれば、納税者には懸念が残
る。ただ「最低限の基準」の要請に従い、OECD/G20 加盟各国は、PPT か又は導管的取極
めに対する条約上若しくは国内法上の対処のいずれかを条約毎に選択して合意せねばなら
ない。後者の選択肢は、個別の濫用的取極めに対し国内法上 PPT に代わる対抗手段（法令
上の否認規定、判例法理等）を既に有する国ならば、条約上は重ねて PPT を入れる必要は
なく、LOB のみでも良いとするものである。我が国は、かかる手段が確立しているとは言
えず、それを直ちに準備することも現実的でないとすると、当面の選択肢は「PPT のみ」
又は「LOB＋PPT」に絞られよう。そして、PPT を実施する一般的な国内法（法令又は判
例法理）が未整備であることと、我が国の最近の租税条約の傾向からは、「LOB＋PPT」
が我が国に適した現実的な対応とされるべきことが多いであろう。
もっとも、LOB の必要性はなお説明を要する。「LOB＋PPT」に従えば、LOB で適格判
定を受けても、PPT（それがどの程度実際に発動しうるか次第だが）で結局は特典が否定
されうるから、納税者にとっては、「PPT のみ」より判断過程が一つ多いだけであって、
特段予測可能性が高まるわけでもない。むしろ LOB の重要な効果は、証明責任の転換に
あると解される。つまり、PPT に基づく取引単位の対抗手段を温存しつつ、第一に、LOB
の機械的な判定を通じ大雑把な意味で濫用の疑われる非適格者を一旦特典から排除し、第
二に、なお個別に特典を受けたい納税者には、取引単位で所定の基準（能動的事業基準、
権限のある当局基準）に該当することの証明責任を負わせることができる。「PPT のみ」
の場合は、条約上の PPT の文理や趣旨の抽象性を所与とすれば、現実には、OECD モデ
ル条約の注釈を解釈の補足的手段としつつも、課税当局が、多くの事案において、条約上
の PPT の国内的な実施と評価しうる態様で、国内法上の一般的な租税回避否認規定や判例
法理を当該事案に始めから適用せねばならず、これを正当化する当局の主張立証には相応
の困難を伴う。我が国では、そもそもかかる否認規定や判例法理が確立しているとは考え
られない上に、課税要件法定主義に鑑み、課税当局に対し要件が曖昧なまま条約特典を否
定する広範な権限を付与するに等しい条約限りの準則の採用とその適用には少なからず制
約がある。特典請求先である S 国当局が、R 社のみならず、T 社自体や T 社と R 社との取
極め等の情報を把握することには限界があることからも、「LOB＋PPT」の証明責任の転
換機能は重要な意味があろう。
以上の簡単な検討から、我が国では、「LOB＋PPT」が当面の方向になると考えるが、
条約特典を得る以外に意味のない段階を明らかに含む事案や、OECD モデル条約注釈が挙
げる典型事例に類似するような事案でなければ、実際上は PPT の適用にも困難がある。理
論的には、導管的取極めに対象を絞った個別の否認規定を整備するというやり方こそが、
租税回避に対する立法論としては王道である。次章で、そのような米国の制度に示唆を求

127 Mindy Herzfeld, Treaty Abuse - The Principal Purpose Test, 81 Tax Notes Int’l 388, 388 (2016).
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めるとともに、最終報告書の見直しの基礎となる米国財務省モデル条約の LOB 規定の改
定箇所の特徴のみ紹介して、我が国にとっての含意を考える。

4．米国の動向
（1）概要
米国は 96 年に財務省モデルに LOB 条項を取り入れて、その後の条約に反映させて来て
おり、2016 年 2 月 17 日付けで同モデル条約の改訂を行った。そこでの重要な見直し項目
の一つが LOB であり、特に、S 社から R 社が受ける収益に R 国が課税上の減免を与える
特別租税制度（special tax regime）がある場合に、S 国での条約特典を制限する定めを導
入したほか、能動的事業活動基準を見直し、派生的特典条項を取り入れるとともに、統括
会社に関する適格者の要件を具体化した。これらが近々なされる最終報告書の見直しに際
し参照されることになっている。
最終報告書の選択肢の一つは、「LOB＋導管的取極めに対する個別の対処」であるとこ
ろ、前述のとおりこの選択肢は米国の現状を反映するものと解され、ここでの個別の対処
の中核を成すと考えられるのが、1993 年に制定された内国歳入法典 7701 条(l)と、これに
基づく財務省規則 1.881-3（1995 年制定）の準則である128 。内国歳入法典の授権に基づ
き、財務長官は、租税回避を防止するために適切であると判断するときには、多数当事者
に係る金融取引（multiple-party financing transaction）を 2 以上の当事者間での直接の
取引として性質決定のやり直しを行う規則を制定することができる（IRC§7701(l)）。LOB
又は PPT の適用の場合は、条約特典を供与しないという結論に直結して簡明であるが、中
間介在者を透視して取引を否認し、別の取引として構成のやり直しをする場合には、如何
なる要件の下にどのように構成し直されるのかが問題となる。
以下、まず米国における国内的な条約漁りへの対処を考えるための基礎の理解を兼ね
て、有名な裁判例を紹介する。

（2）若干の基本的な裁判例
①

Aiken Industries 事件

Aiken Industries 事件129は、パナマ法人 T が、子会社である米国法人 S（原告）に対し
有していた貸付債権（225 万ドル、金利 4％）を、翌年に新設されたＴの孫会社である
ホンジュラス法人 R130に譲渡し、対価として R から手形（同額・同金利）を受取り、R が
S から受ける利子の全額が当該手形に係る利子として T に支払われていた事案を扱う。当

128 我が国での紹介として、矢内一好『租税条約の論点』
（中央経済社・1997 年）第 14 章（初出 1996 年）等
がある。
129 Aiken Industries, Inc. v. Commissioner, 56 T.C. 925 (1971). 係争年は 1964 年と 1965 年である。な
お米・ホンジュラス条約は 1966 年末をもって終了した。本判決につき青山・前掲注 108、120-121
頁参照。
130 その資産構成は、金銭、利子債権の他、E が完全に又は受益者として保有する法人に係る手形、社債、
債権への投資である。56 T.C. at 927.
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時あった米国とホンジュラスの間の租税条約 9 条の下で、「他方の締約国の居住者、法人そ
の他の主体によって受領される（received by）」利子について源泉地免税であり、S は源泉
徴収をしていなかったところ、被告 IRS 長官が当該利子に係る源泉徴収税の不足額の通知
処分等を行った。同長官は、R の法人主体としての存在は課税上無視されるべきであり、
T こそが問題の利子に係る真の所有者であり受領者であるから、国内法（IRC§§1441,
1442）に従い、S は源泉徴収義務を負うと主張した。S は R が上記条約 9 条にいう「法
人」に該当し免税を受けうると反論した。租税裁判所は、条約上「法人」の定義規定はな
いものの、同条約 1 条(g)で「ホンジュラス法人その他の主体」が「ホンジュラスで又は
ホンジュラスの法令に基づき形成若しくは組織された法人又は主体」と定義されていたこ
とに鑑み、条約上これに該当する R を法人として無視することはできないとした。その上
で、同条約 2 条(2)が、条約に定義のない用語に係る国内法の参照は、文脈により別に解釈
すべき場合を除いていることを挙げ、「両当事国が真に共有する期待と合致する意味を条
約の特定の用語に与えねばならない」との原則を示した。そして S が支払った利子は、R
に「受領される」とは評価できないと判示した。裁判所は、利子が「受領される」とは、
R が「それ自体で、他人に転送する（transmit）義務を負うことなく」受領することを意
味し、「利払い金を示す資金の暫定的な現実占有の取得」を単に指すのではなく、当該資
金に対する「完全な支配（complete dominion and control）」を意図しているとした。加
えて、グループ法人間での本件の一連の取引が条約の特典以外に事業目的を有さず、また
R は単なる導管であって受益的権利（beneficial interest）を有さず、利子は実質的には
（in substance）T によって受領された（よって条約特典はない）と結論された。
判旨は、条約解釈において両当事国の合意の意図を重視し、利子が条約上「受領された
（received）」という用語の意味を、当該利子に対する完全な支配の取得と解し、そこか
ら、利払いに至る一連の取引が事業目的を欠く上に第三者への転送義務を負い受益的権利
を有さない場合を除いている（「実質」への言及は結論の描写と解される）。受益者要件が
なくとも受領の解釈上この要件を読み込んでいること、本件の如き露骨な濫用的導管事案
ならば受益者要件でも防止の効果は見込めること、条約の解釈に際し国内的な判例法理が
援用されていることが注目されるほか、法律上の転送義務への強調の点で、OECD におけ
る最近の受益者概念の明確化作業への判旨の影響を想像させる。

②

Northern Ind. Pub. Serv. Co.事件

Aiken 事件の一連の取引で R 社に残る所得は契約上ゼロで文字通り導管であった点は重
要である。例えば、Aiken 判決後の Northern Ind. Pub. Serv. Co.事件131は、米国法人 S が
蘭領アンティール法人 R を設立し、R 社が海外市場で手形を発行して非関連の投資家から
7000 万ドルを調達し、同日に S 社が手形を発行して R 社から同額の資金を調達していた
（R 社の利ざやは利率 1％分）状況において、米蘭租税条約（蘭領アンティールに拡張）の

131 105 T.C. 341 (1995). 係争年は 1982 年乃至 1985 年である。
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利子条項（一方の締約国の居住者又は法人に支払われる利子に対する他方の締約国の課税
を免除）に基づき支払者である S 社が源泉徴収を行っていなかったところ、IRS が Aiken
判決も根拠に R 社は導管に過ぎないとして S 社に課税処分を行った事案である。租税裁判
所は、海外投資家が米国源泉税を課されたくないこと、R 社の事業目的は有利な金利で海
外市場から資金調達を行って S 社に融資を行うことであると認めつつ、R 社が総計 2800 万
ドルに登る金利の利ざやを得ていること等を挙げて Aiken 判決の事案と本件を区別した
（納税者勝訴）。

③

SDI 事件

同様に、バミューダ法人 T が米蘭租税条約上の使用料の源泉地免税の特典を狙い、オ
ランダの被支配法人 R を中間介在者として、米国法人 S に知的財産の使用許諾を行って使
用料を回収した事案（SDI 事件132）では、R 社は外国向けにも再実施許諾を行っていたほ
か、米国向けの再実施許諾についても若干の利ざや（＝再実施料×2～7％）を得る取極め
であったところ、IRS は Aiken 判決に依拠するよりもむしろ使用地主義（源泉地決定基
準）の解釈論に基づき R 社が T 社に支払う使用料への源泉地国課税を主張したが、裁判所
に排斥された。

④

Del Commercial Properties 事件

米蘭租税条約に関する条約漁りでは、Del Commercial Properties 事件133も知られてい
る。1990 年 7 月 18 日、T1（カナダ法人）が、カナダロイヤル銀行(C)から 1800 万ドルの
融資を受け、同日に、T1 が T2（カナダ法人）に 1400 万ドルを融資し、T2 が T3（ケイ
マン法人）に、T3 が T4（アンティル諸島法人）に、更に T4 が R（オランダ法人）に、
各々ほぼ同額を出資した。T1 乃至 R は、順に 100％出資関係がある。R はバルバドスに小
さな事務所を有し、関連会社への融資以外には名目的な事業活動を行い、無視しうる程度
の資産を有するのみで、その非常勤役員 1 名には実質的な義務や責任もなかった。翌 19 日
に、R が S（米イリノイ法人、控訴人）に同額を融資し（S は資金の再調達と不動産の改
良資金を必要としていた）134、S は、T1 の上記債務の一部に関し、S の米国不動産に抵当
権を設定して C に対する返済を保証した。S は、C に年次財務諸表を提供し、当該不動産
に係る保険証券を差し出し、S の株主への配当を延期し、不動産譲渡収入は C への当該債
務の返済に充てることに同意した。91 年 1 月 1 日、S は R への弁済を開始し、R が T2 又
は T1 にこれを送金したが、92 年 7 月以降、S は直接 T1 に返済をするようになり、T1 は
132 SDI Netherlands B.V. v. Commissioner, 107 T.C. 161 (1996). 係争年は 1987 年乃至 1990 年である。
一高龍司「日米租税条約における使用地基準―特許権使用料のソース・ルールを中心に」日税研究賞
入選論文集 11 頁（1998 年）が本件の紹介を含む。租税裁判所は、SDI 事案は、Aiken 判決よりもむ
しろ Northern Ind.判決の範疇にあるとも述べている。107 T.C. at 175.
133 Del Commer. Props. V. Comm’r, 251 F.3d 210 (D.C. Cir. 2001), cert. denied., 534 U.S. 1104 (2002).
134 なお第一審（T.C. Memo 1999-411）の認定によれば、C-T1 間融資、T1-T2 間融資、及び R-X 間融資
の各金利は、銀行間の最優遇金利に付加される利率が、各々、0.5％、5/8％(?)及び 1.5％とされ、若
干の相違があった。
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これを C に送金した。この間、S の返済額は R の所得としてオランダで申告され、S は米
国で源泉税を納付しなかった。
IRS 長官が S の利払い（90 年乃至 93 年分）に係る源泉徴収税に関し S に不足額の通知
処分等を行った。S は米蘭租税条約に従い源泉税は免除されると主張したが、租税裁判所
は、 R は単なる導管で一連の取引は専ら米国源泉税を逃れるための段階取引（step
transaction）であるとしてこれを斥けた。S は控訴に際し、一連の取引には T グループ
（R を含む）としてのカナダでの税負担の節約を図るという米国税法上の事業目的があると
主張した。米蘭租税条約上、米国納税者がオランダ法人に支払う利子は米国で免税となる
一方、米加条約上は米国で限度税率 15％（受領者が受益者であれば）で課税される135。
連邦コロンビア特別区控訴裁判所は、1992 年 1 月以降の S から T1 への直接の利払いに
米蘭租税条約適用の余地はないとした上で、S から R への利払いも実質的には T1 への利
払いであって、R への支払は単に米国税の回避のためであるとした租税裁判所の判断に誤
りはないとした。実質主義に依拠する裁判例（事業目的につき納税者に証明責任を置く）
を参照しつつ、C-T1 間の融資と R-S 間の融資には、1) 利率と返済計画、2) S が C に提供
する保証・担保、3) C の要請に基づく S から T1 への直接の支払（92 年 7 月以降）という
点で結びつきがあるにも拘わらず、S は R が課税上の実質的な真の貸主である点を証明し
ておらず、また、R が「取引の導管的性質に勝るだけの十分な事業目的又は経済目的を
伴った機能を果たしていた点を証明していない」として、S の控訴を棄却している136。

（3）導管的金融取極めに係る財務省規則
①

概要

財務省規則は、外国法人の利子、配当その他所定の投資性収益（米国事業と実質的に関
連しないもの）に係る国内源泉所得への税率 30％による課税（IRC§881）に関し、税務署
長 に 対 し 、「 金 融 取 極 め （ financing arrangement ） に お け る 一 以 上 の 介 在 主 体
（intermediate entities）が導管的主体（conduit entities）として行動する場合は、当該主
体の参加を無視することを許容する準則を定めている」（Treas.Reg.§1.881-3(a)） 137 。金
融取極めは、資金提供主体（financing entities）（以下 T 社）が介在主体（以下 R 社）を
経由して資金受領主体（financed entities）（以下 S 社）に対し金銭等財産又は財産を使用
する権利を供与し、これら三主体を繋ぐ金融取引（financing transactions）のある場合
（下記株式の場合を除く）の一連の取引を指す（Treas.Reg.§1.881-(a)(2)(i)）。金融取引に
は、負債、株式（所定の期日に償還されるもの等）、リース、使用許諾その他の取引が含

135 よって、カナダ法人である T1 又は C から S が直接融資を受けたならば利払いは源泉税に服するが、
S の貸主が R なら源泉地免税となる。
136 なお判旨は、関係する財務省規則（§1.355-2(b)）に鑑み、外国税（カナダ税）回避が米国での課税上
事業目的に該当する場合がありうることは否定しなかったが、X は米国税回避よりも大きなカナダ税
の減額を得たことを証明していないとして、X のこの主張は容れられなかった。
137 規則は 26 事例を使って規則の要件を詳細に説明しているが本稿では省略した。
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ま れ る （ Treas.Reg.§1.881-3(a)(2)(ii) ） 138 。「 導 管 的 金 融 取 極 め （ conduit financing
arrangement）」とは、一以上の導管的主体を経由して実施される金融取極めを意味する
（Treas.Reg.§1.881-3(a)(2)(ii)(B)(2)(iv)）。なお本規則は、非居住外国人の得る投資性収益
にも、また関係する源泉徴収税についても適用がある139。メインとなる利子の源泉地は国
内法上債務者主義で決まる（IRC§861(a)(1)）が、1984 年改正で米国源泉のポートフォリ
オ利子は非課税となっている（IRC§§871(h), 881(c)）。

②

介在者否認の要件

問題は、税務署長が導管的金融取極めにおける R 社の参加を否認して残りの当事者によ
る取引に構成のやり直しをする（条約においても同様140）ための要件と帰結（大抵は T 社
S 社間取極めとなる）である。要件は「導管的金融取極めにおける導管的主体の参加」が
あることであり（Treas.Reg.§1.881-3(a)(3)(i)）、R 社は以下の 3 要件を満たすときに導管
的主体とされる（Treas.Reg.§1.881-3(a)(4)(i)）141。
図表 5-8

R 社が導管的主体とされる 3 要件

(1)

R 社の参加が米国源泉の投資収益に係る米国税額を減少させる

(2)

R 社の参加が「租税回避計画（tax avoidance plan）」に従っている、かつ

(3)

R 社が T 社若しくは S 社と関連しているか、又は、仮に T 社が R 社と金融取引を
行った事実がなければ R 社は実質的に同じ条件で当該金融取極めに参加していな
かった

(3)に関しては、S 社の R 社に対する債務に関し保証がある場合は参加していなかったこ
とが推定される（Treas.Reg.§1.881-3(c)(2)）。
(2)において、租税回避計画とは、その主たる目的（R 社の参加に係る目的）の一つが米
国源泉の投資収益に対する租税の回避である計画を指す（Treas.Reg.§1.881-3(b)(1)）。租
税回避計画か否かの判断要素を以下に示す（Treas.Reg.§1.881-3(b)(2)）。

138 途中に関連当事者間の取引を絡めて金融取極めという性質決定を免れようとする納税者があるときは、
関連当事者を単一の介在主体として扱うことも認められる。Treas.Reg.§1.881-3(a)(2)(i)(B).
139 本規則上 881 条（外国法人の投資収益課税）の参照は、原則として、871 条（非居住外国人の投資収
益課税）、884 条(f)(1)(A)に基づく課税（外国法人の営業又は事業に係る利子支払を内国法人の支払と
して扱う）に加え、1441 条（非居住外国人に係る源泉徴収税）又は 1442 条（外国法人に係る源泉徴
収 税 ） に 基 づ く 源 泉 徴 収 の 参 照 を 含 む 。 Treas.Reg.§1.881-3(a)(1). よ っ て 規 則 に 言 う 「 主 体
（entities）」は法人に限定されないと解される。
140 この場合は R 社ではなく T 社が条約特典を請求しうる。Treas.Reg.§1.881-3(a)(3)(ii)(C).
141 R 社が複数置かれる場合にその主たる目的の一つが導管的主体であるとの性質決定を避けることであ
るならば、税務署長は関連する複数の R 社を単一のものとして扱うことができる。Treas.Reg.§1.8813(a)(4)(ii).
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図表 5-9 租税回避計画か否かの判断要素
(1)

税額の重要な減額をもたらすか

(2)

R 社は資金提供を行うに足りる金銭等の資産を有していたか

(3)

T 社・R 社間取引と、R 社・S 社間取引との時差はどの程度か

(4)

当該金融取引の当事者が関連者である場合は、当該取引が「補完的又は統合的な
営業又は事業の能動的遂行の通常の過程」においてなされているか

関連者間貸付けの場合、(4)の「過程」でなされているとされる（よって租税回避計画で
ないとの評価を促す）のは、当該貸付けが売上債権であるか又は取引当事者が銀行等金融
業 を 能 動 的 に 行 う （ 非 関 連 者 の 顧 客 が 大 部 分 ） 場 合 の み で あ る （ Treas.Reg.§1.8813(b)(2)(iv)）。
R 社が T 社又は S 社の関連者で、R 社が当事者である金融取極めの一部を成す金融取引
に関し R 社が「重要な金融活動（significant financing activities）」を遂行するときは、R
社の参加は租税回避計画に従ったものではないことが推定される（Treas.Reg.§1.8813(b)(3)(i)）。R 社による重要な金融活動とされるのは、第一に、賃貸借又は使用許諾に係る
金融活動の場合は、R 社が非関連者から収受しかつ R 社の営業又は事業の能動的遂行から
賃料又は使用料が生じる場合（IRC§954(c)(2)(A)）であり142、第二は、R 社の役員と従業
員が R 社の参加の準備に当たって能動的かつ重要な態様で参画した上で当該金融取引に関
する所定の事業活動とリスクマネジメント活動を行い143、かつ、R 社の参加が取引費用や
間接費その他の固定費用の削減による効率性の改善（efficiency savings）を生んでいる場
合に限られる。

③

否認の効果

R 社が導管的主体とされて無視されると、基本的には T 社・S 社間の取引として扱われ
る（否認された R 社は現実に収受した金銭に関し T 社の代理人として扱われる）
（Treas.Reg.§1.881-3(a)(2)(ii)(B)(3)(ii)(A)）。S 社が支払う対価の所得区分は原則として T
社が受ける対価の性質に従う（Treas.Reg.§1.881-3(a)(2)(ii)(B)(3)(ii)(B)）。
なお T 社に対する不意打ち課税を避けるべく、T 社が R 社と S 社の非関連者であるとき
142 詳細につき、一高龍司「米国 Subpart F 税制における外国同族持株会社所得（FPHCI）の意義―除
外項目を中心に―」税大ジャーナル 12 号 61 頁（2009 年）71-73 頁。
143 R 社が「重要な金融活動」を行っているとされるのは、その設立国内（又は R 社の条約特典の請求先
国内で）でその役員と従業員が、(1)R 社の日常業務を能動的に遂行し、かつ当該業務を管理している
ことに加え、(2)かかる金融取引から生じる重要な市場リスクを、継続して、R 社の財務上及び資本上
の要請の管理（通貨と金利の変動に係る管理を含む）の構成部分として能動的に管理している場合に
限られる。Treas.Reg.§1.881-3(b)(3)(ii)(B)(2).
但し、通常の事業の過程で合意される売上債権と売掛金については特例があり、R 社の活動がその所
属する企業グループの資金管理であるときは、S 社又は T 社のいずれかの実質的営業又は事業の通常
の過程で生じる金融取引の準備に際し R 社従業員が参画したことは必要とされないが、T 社又は S 社
の役員又は従業員は、当該営業債権又は営業債務を生じた取引の準備に際して能動的にかつ重要な態
様で参画したのでなければならない。Treas.Reg.§1.881-3(b)(3)(ii)(B)(3).
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は否認によって T 社が新たに課税されることはないが、一連の取引が租税回避の計画に
従った導管的金融取極めであることを知りうべき場合はこの限りではない（Treas.Reg.§1.
881-3(a)(3)(ii)(E)）。

（4）2016 年米財務省モデル条約における LOB 条項の改訂
2016 年 2 月 17 日付けの改訂米財務省モデルの定めのうち、特別租税制度（STR）（同モ
デル 3 条 1 項 l)144）が R 国にある場合の制限は、基本的にタックスヘイブン利用型の条約
漁りへの対処につながる。LOB 条項に係わる重要な変更は能動的事業基準に見られるほ
か、新設された派生的特典条項と統括会社条項が注目される。
能動的事業基準では、R 社が R 国で行う営業又は事業の活動「に関連し又は付随して取
得（derived in connection with, or is incidental to）」される S 国源泉の所得に特典を付与
していたところ、営業又は事業の活動と当該所得との事実に関する結びつきを要求するべ
く、R 国での活動「から生じ又は当該活動に付随して取得（emanates from, or is incidental
to）」と改められた（同モデル 22 条 3 項 a)）。また能動的事業活動からは、持株会社として
の操業、法人グループの全体的な監督、グループ内資金融通（資金プーリングを含む）、
及び、投資の実行又はその管理（金融機関の事業を除く）が明示的に除外された（同
上）。これらの変更（追加）箇所はいずれも最終報告書の LOB（詳細版）には見られない
記述である。
派生的特典条項（同モデル 22 条 4 項）では、所有テストは最終報告書の同条項の詳細版
と同旨（R 社株式 95％以上を 7 以下の同等受益者で保有）であるが、課税標準浸食テスト
の計算（非同等受益者への控除項目支払が R 社総所得の 50％未満）における支払先に、下
記の統括会社規定等による同等受益者と、R 社の関連者（connected person＝R 社と 50%
以上の所有関係のある者145）で STR の特典を受けるもの、及び、利子に関し同等受益者か
つ関連者で所定の想定的控除（notional deductions）146から便益を受けるものを加えてい
る。なお同等受益者の定義規定（同 22 条 7 項 e)）は最終報告書のそれ（詳細版）よりも
ずっと長文である。
統括会社（R 国法人）が受けうる特典に関する新規定（同 22 条 5 項）の要旨は以下のと
おりである。

144 大要、利子、使用料、保証料（又はこれらの組合せ）に関する R 国側での課税の減免措置（その結果、
R 国側での税率が 15％未満か又は R 国の通常の法人税率の 60％未満のいずれか低い方より低率での
課税となる）を意味する。
145 米財務省モデル 3 条 1 項 m)。
146 R 社が S 社の関連者（connected person）であり、かつ、R 国がエクイティ（株主資本）として扱い、
S 国での想定的控除（notional deductions）から R 社が便益を受けるときは S 国で課税を受ける旨の
規定がある（同モデル 11 条 2 項 e)）。
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図表 5-10 米財務省 2016 年モデル条約の統括会社規定の要点
・グループ内メンバーから受ける利子と配当のみの特典が対象である。
・特典の享受が可能な統括会社の要件（以下を全て充足する）
(a)

R 国が経営管理（management and control）の主要な場所である。

(b)

多国籍企業グループが、4 以上の居住地国でそれぞれ能動的事業を遂行する法人
から成る（4 国各々の事業がグループ総所得の 10％以上を生む）。

(c)

グループ事業が生む総所得は、R 国以外のいずれの国においても、グループの総
所得の 50％に満たない。

(d) 統括会社が S 国で得る総所得が当該会社の総所得の 25％以下。
（(b)(c)(d)は、過去 4 年度平均で満たす場合も充足したものとみなされる）

(e) 統括会社が R 国で能動的事業を行う者と同様の所得課税を受ける。
(f)

統括会社の総所得とその属する連結グループ*の総所得の各 50％未満が経費控除
可能な支払金項目（通常の独立当事者間対価を除く）として第三国居住者等所定の
者に支払われる。

*「検証対象グループ（tested group）」の定義参照（同モデル 22 条 7 項 g)）

最終報告書と同様に、単純な投資管理やグループの監督のみでは適格者にも能動的事業
にも該当しないとの前提で、経営管理機能を有し、傘下には能動的事業を行い一定程度所
得を生む法人を 4 以上の国に有し、S 国でなく R 国に統括会社を置くことに経済的な意味
があり、R 国で浸食なく適正な所得課税を受けることが要求されていると解される。
要求される経営管理機能の内容など、詳細は不明で今春に出る予定の技術的説明を待た
ざるをえないが、各種の数値基準は、納税者にとっては客観性の利点と事業再編への制約
という懸念を併せもつこととなろう。前述の如く日本の若干の租税条約が同種規定を既に
有するところ、例えば日蘭条約（21 条 6 項）では、(b)の企業グループ要件が、5 以上の国
の法人から成る集団（かつ各国での事業が法人グループ総所得の 5%以上を生み出す）と
されるなど、細部に関し米財務省モデルとは相違もある。
この統括会社規定は、二国間租税条約のものに留まる限り、当然だが S 国での利子・配
当に係る特典の可否を定めるものである。日本に親会社のある多国籍企業集団にとって、
統括会社が絡む取引における条約特典の問題は一般に以下の如く場合を分けて考えられる。
図表 5-11 統括会社が取引主体となる状況（日本企業の視点）
1)

統括会社 R が子会社日本 S 社から利子・配当を受ける場合～日本の源泉税の減免

2)

統括会社 R から子会社日本 S 社が利子・配当を受ける場合～R 国源泉税の減免

3)

統括会社 R が子会社第三国(A)法人から利子・配当を受ける場合～A-R 国租税条約の
問題

4)

統括会社日本 R 社が子会社 S 社から利子・配当を受ける場合～S 国源泉税の減免
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日本のグローバル企業にとって最も関心のある状況は恐らく 3)だが、これは外国間の条
約の適用場面であり日本の条約実務・政策と直接関係しない。1)と 4)は統括会社規定の適
用があるが、実際には稀な状況かもしれない。2)は特典を受けるのは S 社（傘下の子会
社）であるから、文理上統括会社規定の適用はないと解される。
かように、統括会社規定が日本企業に重要な影響を及ぼすであろう状況 3)は、外国の条
約政策次第ということになる。よって、統括会社規定を最終報告書が今後の見直しで取
り入れ、各国の条約実務に反映されていけば、いずれ日本企業にも間接的に便益を生じ
よう。
他の箇所も含め改訂後の米国版 LOB は非常に長文で、詳細かつ複雑である。仮に最
終報告書の LOB（詳細版）も同様に改められるのなら、最低限の基準のうち、PPT 単
独採用の「人気」を更に高め、あるいは LOB 簡素版の採用を事実上促す可能性が高
い。

（5）米国法に基づく若干の考察
米国が好むであろう「LOB＋導管的取極めに係る個別の対抗措置」という選択肢では、
導管的取極めに係る対抗措置（財務省規則 1.881-3、判例法理等）が防止しうる条約漁り
の範囲次第で、LOB への圧力も変動する。Aiken 判決のような利ざやのない極端な事案
（受益者概念又は「受領される」の解釈でも対処できそうな事案）であればともかく、R 社
による一定の経済的貢献を伴って条約漁りがなされると米国の判例法理では十分に対処で
きない可能性がある。また財務省規則 1.881-3 は、詳細な定めにもかかわらず、結局は
「租税回避計画」の有無が問われ、突き詰めれば「主たる目的が租税回避」の計画か否
か、「重要な金融活動」を R 社が遂行しているかが決定的となる。そこでの判断要素が明
示されていることには意義が認められるが、「LOB＋導管的取極めに係る個別対処」は、
米国法上は実質において「LOB＋PPT」に接近し、ただ特典制限に関する準則が条約上明
示される（PPT）か否（米国型）かの点で重要な違いが生じる。国内法限りでの条約特典
の否定には合意遵守の点で、あるいは国際的二重課税救済の点で懸念が残るとすると、国
内法上の導管的取極めに対する対抗準則があるとしても、他方の当事国の事情にも配慮
し、それを条約上の PPT を国内的に実施するための準則として位置づけ、これらの懸念を
最小化するのが望ましいと解される（かかる対抗準則は条約で明文化するには詳細に過ぎ
ると考える）
。
新財務省モデルの派生的特典条項における所有テスト（最終報告書の詳細版の基準と同
じ）つまり同等受益者による「95％以上 7 人以下」の基準は、簡素版の「75％超」より厳
格である。我が国の条約実務は、対象となる所得区分を限定した上で、いずれも R 社株式の議
決権（と価値）の 75％以上を同等受益者の 7 人以下で所有することを条件としている147。本
147 日英租税条約 22 条 3 項、日仏租税条約 22 条の A 第 3 項、日蘭租税条約 21 条 3 項、日瑞租税条約 22
条 A 第 3 項、及び、日スウェーデン条約 21 条の A 第 3 項。
やや余談になるが、AOA の適用開始（平成 28 年 4 月以降開始の事業年度）後、日本国内にある外国
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稿の冒頭で述べた欧州の動向に照らしても、また理論的にも直ちに 95％以上にハードルを
引き上げるべき根拠は見出せない。他方で、執行可能性に配意しつつも、LOB と派生的特
典の対象項目の限定を共に外し、最終報告書及び米国財務省モデルと同様に、条約特典一
般に広げることを検討するべきであると考える。

5．おわりに
筆者は最終報告書の三つの選択肢に対する第一印象として、「LOB＋PPT」が最適で、
PPT のみの選択はやや乱暴だと考えていた。だが、納税者にとって LOB の通過は条約上
の特典を保証せず、結局は PPT で決着がつくのであるから、問題は LOB の要否である。
LOB は、それのみでは条約濫用防止手段としては不十分であり、私見は、LOB には疑わ
しい状況にある納税者に関し証明責任を転換する準則としての側面を有するとの理解に至
り、租税条約がそのような転換を要するほどに濫用に対し脆弱であるということであれ
ば、その必要性も正当化しうると解する。我が国においては、租税条約上の PPT の抽象的
な要件と OECD モデル条約注釈等のみで条約特典を課税庁が否定することには相応の困難
が予想され、納税者の予測可能性の点でも問題が残る。条約上の措置としての利点を活か
し、また相手国の事情も考慮して、基本的には「LOB＋PPT」の選択肢をとりつつ、同時
に、条約上の PPT の国内的な適用手段の一つとして、財務省規則 1.881-3 を手掛かりに、
導管的状況への個別の対処規定を国内法令上整備していくべきであると考える。かかる対
処規定であれば、既存及び将来の我が国の条約に関し交渉の結果いずれの選択肢で合意す
ることになっても活用しうるであろう。
LOB の具体的な内容のあり方（簡素版と詳細版の選択を含む）は、米財務省モデルの技
術的説明の公表と最終報告書の見直しを踏まえて吟味すべきであるが、統括会社規定や派
生的特典条項を世界に広めていくことは、企業活動や事業再編のグローバルな展開を阻害
しない税制上の環境整備として利点が多い。ただ、米国財務省モデルの新 LOB は非常に
詳細かつ難解になっており、仮に最終報告書の LOB（詳細版）がこれに従って見直される
のであれば、その複雑さ故に追随を諦める国が増えるのではないか。その一方で、最終報
告書の LOB（簡素版）の採用は、結局のところ詳細版のみが明文で対処する問題状況
（例、課税標準浸食基準の発動に適した状況、CIV や年金が R 国の者である状況、能動的
事業基準を満たす R 社事業を介した条約漁り等）への解決を、条約解釈か又は PPT 若し
くは導管的取極めに係る個別対抗措置に委ね、結果これらへの圧力を高めることになる。

法人の PE に関しては、条約漁りは一般に奏功しない。例えば、S 国は、T 社が日本（R 国）に有す
る PE が S 社から受ける利子に対し、日 S 国条約の限度税率を適用すべき義務は一般にないからであ
る。S 国は、T 国居住者に適用すべき税率（S 国国内法又は ST 国間条約に従う）に基づいて当該利
子に課税すれば足りる。日本は、当該 PE に対し、当該利子を PE 帰属所得として法人税の課税対象
とする一方、S 国の源泉税に関し、当該 PE をあたかも内国法人であるかのように、日本 S 国条約の
限度税率の範囲内で、外国税額控除を許容する。仮に日 S 国条約が積極的にいずれかの締約国に存す
る第三国法人の PE にも条約上の特典を拡張して供与する状況を想像するならば、T 社は日本 S 国条
約の濫用に関心を抱くかもしれない。その防止には、日 S 国条約に PE 向けの濫用防止準則を導入す
ることが考えられるが、対象が PE である以上 LOB のような「者」単位での措置は馴染まない。
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相手国の意向次第の面があり、一般的に我が国の採るべき方向性を述べることには限界
があるが、私見は、概ね、条約上は最終報告書が示す程度に詳細な LOB（詳細版）PPT の
組合せの選択を軸に、例えば租税条約実施特例法上、米財務省規則 1.881-3 を参考とする
導管的取極めに係る規定を整備していくことで、条約上いずれの選択肢が採られても予測
可能性ある対応ができるようにすべきであり、かつ、かかる国内規定の発動を条約上の規
定の適用として位置づけ、相互協議等を通じた救済又は紛争解決手段を利用できるように
すべきであると考える。条約特典の制限と EU 法との抵触問題については別途検討した
い。
（＊校正時に、緒方健太郎「BEPS プロジェクト等における租税回避否認をめぐる議論」
フィナンシャル・レビュー126 号 196 頁（2016 年）に接した。「LOB（簡素版）＋PPT」
の選択肢は日本の提案によるものである点を含め最終報告書が提示する選択肢に至る経緯
や示唆に富む見解が示されている。なお本稿図表 5-2 の記述の確認等の際に緒方論文を参
照した。）
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第6章

有効なCFC税制の構築（BEPSプロジェクト行動 3）
－CFC税制を再検討する上でのいくつかの論点－
早稲田大学法学部教授
渡辺

徹也

1．はじめに
OECD と G20 による BEPS プロジェクト行動 3 に関する最終報告書（final report）
が、昨年 10 月に発表された148。行動 3 のターゲットは CFC 税制である。最終報告書のタ
イトルは「効率的な CFC ルールの構築」となっている。
OECD 自身が認める通り、CFC 税制の領域において、OECD はこれまで目立った活動
をしてきていない149。その意味では、今回の報告書において、OECD から CFC 税制のあ
り方について、一定の勧告（recommendation）が行われたことの持つ意味は大きい。
本稿では、最終報告書を踏まえて、今後、我が国が考えておくべき論点のうち幾つかを
ピックアップして論じる150。その際にはアメリカなど海外の状況についても、必要に応じ
て簡単に触れることにする。

2．報告書の概要
（1）ベストプラクティスの提示（
「ルールの強化」から「効率的なルールの構築」へ）
最終報告書において最も重視すべきは、勧告が（ミニマムスタンダード等ではなく）ベ
ストプラクティスの提示となったことであろう151。ディスカッション・ドラフトから一歩
後退した感がないわけではない。これにより、勧告を受けてどのような制度改正を行うか
ということについて、各国には大きな裁量が与えられることになった152。
ディスカッション・ドラフトの段階では、行動 3 のタイトルは、「CFC ルールの強化」
であったが153、最終報告書では、既述の通り「効率的な CFC ルールの構築」となってい
る。最終報告書において、検討する内容が、ディスカッション・ドラフトから大きく異
なったわけではないが、二重非課税等を防止するために CFC 税制を強化することで、結果
148 See OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Designing Effective Controlled
Foreign Company Rules, ACTION 3: 2015 Final Report.
149 Ibid., at 9.
150 行動 3 については、平成 28 年度税制改正において最終報告書を踏まえた改正が行われる可能性は低
いという指摘がある。川田剛「『ポスト BEPS』における国際課税の展望」税理 59 巻 1 号 15 頁（2016
年）参照。ただし、自民党・公明党「平成 28 年度税制改正大綱（平成 27 年 12 月 16 日）」（以下、
「与党大綱」）を読む限り、平成 29 年度改正では CFC 税制に手が入る可能性があると思われる。な
お、日本の CFC 税制の概要や関連する裁判例については、青山慶二「国際課税法基礎講座第 6 回：
外国子会社合算税制（タックスヘイブン税制）」TKC 税研情報 24 巻 2 号 59 頁（2015 年）参照。
151 See OECD, supra note 148, at 9.
152 OECD における行動 3 の議論は、新興国など CFC 税制をまだ持ってない国への導入を促すというこ
とを含めて、制度に関する望ましいオプションを提示したものと理解される。田中琢二「BEPS プロ
ジェクト報告書とその背景・概要・展望」国際税務 418 号 28 頁（2016 年）参照。
153 See OECD, Public Discussion Draft, BEPS ACTION 3: Strengthening CFC Rules, 12 May 2015.
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的に二重課税、三重課税が引き起こされることは避けなければならない。そのような多重
課税は、あるべき BEPS への対応策を超えた、行き過ぎた課税となる。最終報告書でタイ
トルが変更されたことによって、CFC 税制の強化という側面が緩和された印象を受ける。
BEPS 対応としての CFC 税制のあり方について、各国が共通のコンセンサスに至らな
かったことが、タイトル変更に影響を与えた可能性もある。各国の足並みがそろわないま
まに法改正が行われると、上記のような多重課税の問題が起こりやすくなる。どのような
CFC 税制にするかについては、勧告を受けて各加盟国が自由に設計できることになったの
であるから、制度の「強化」というよりは「効率的なルール」をデザインすると表現した
方が適切であろう154。
日本に関していえば、もう一つ重要なことがある。それは、日本の CFC 税制が、エン
ティティ・アプローチではなく、エンティテイ・アプローチとトランザクショナル・アプ
ローチ（インカム・アプローチ）とのハイブリッドであると認識されたことである155。こ
れは、平成 22 年度改正によって、エンティティ・アプローチで除外された一部の資産性所
得が、再度、合算課税の対象になることを踏まえた上での判断であろう156。

（2）六つのビルディング・ブロックに基づく勧告
最終報告書は、効果的な CFC ルールを構築するために六つのビルディング・ブロックを
設定して、それぞれについて検討した上で勧告を行っている。各ビルディング・ブロック
とは、①CFC の定義、②閾値・適用除外の要件、③CFC 所得の定義、④所得の計算、⑤
所得の帰属、⑥二重課税の防止・排除である。
以下では、ビルディング・ブロックごとに勧告をごく簡潔にまとめてみる。①について
は、（ⅰ）対象となるエンティティの種類（法人だけでなく、PE、信託、組合）や修正ハ
イブリッド・ミスマッチ・ルール、（ⅱ）エンティティに対する支配（control）の類型や
レベル等について検討されている157。
②については、閾値・適用除外要件として、（ⅰ）デミニマス基準、（ⅱ）租税回避防止要
件、
（ⅲ）税率による除外基準を検討し、ホワイト・リスト方式の導入も可能としている158。
③ に つ い て は 、（ ⅰ ） 所 得 の 分 析 方 法 と し て 、 カ テ ゴ リ ー 分 析 （ Categorical
Analysis）、実質分析（Substance Analysis）、超過利得（利潤）分析（Excess Profits
Analysis）を検討し、さらに、どの分析方法をとるかとは別に、（ⅱ）合算方法として、
エンティティ・アプローチとトランザクショナル・アプローチを検討している。ただし、
各国が自国の政策フレームワークと整合性のある CFC ルールを構築できるような柔軟性が

154 ｢強化」の意味するものは、「課税を強めるというニュアンスよりは、先進国の外国子会社合算税制
（CFC 税制）をできるだけ横並びにしていこうということ」とする指摘がある。秋本秀仁「変わりゆ
く国際課税制度と課税実務」国際税務 417 号 60 頁（2016 年）参照。
155 See OECD, supra note 148, at 55.
156 本庄資「国際課税における重要な課税原則の再検討」租税研究 793 号 107 頁（2015 年）参照。
157 See OECD, supra note 148, at 21.
158 Ibid., at 33.
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必要であるとして、CFC 所得の定義については、各国が抱える BEPS リスクの範囲に応じ
て、報告書で検討したルールを自由に選択できるとした159。
④については、所得の計算について、（ⅰ）どの国のルールが適用されるか、（ⅱ）損失
に関する特別のルールが必要かについて検討された。そして、親会社のルールが適用され
るべきこと、CFC の損失は当該 CFC あるいは別の CFC の利益とだけ通算できる（親会社
の利益とは通算できない）ようにすべきことが勧告された160。
⑤については、所得の帰属が、以下の五つのステップに分けて検討されている。すなわ
ち、（ⅰ）所得が帰属すべき納税者の決定、（ⅱ）帰属させられるべき金額の決定、（ⅲ）
帰属させられるべき時期の決定、（ⅳ）所得取扱いの決定、（ⅴ）適用されるべき税率の決
定である。そして、（ⅰ）について、帰属閾値は最少支配閾値と連動すべきこと（ただ
し、各国の CFC ルールに基づく政策的考慮に応じて、異なる帰属及び支配の閾値を選択で
きる）、（ⅱ）について、株主等に帰属する所得額は、持分割合と実際の所有期間等に応じ
て計算されるべきこと、（ⅲ）及び（ⅳ）について、各国の国内法と一致するような方法
で決定できること、（ⅴ）について、親会社における税率が適用されるべきことが、それ
ぞれ勧告されている161。
⑥については、少なくとも二重課税が起こりうる状況として、（ⅰ）CFC 所得が外国法
人税の対象にもなる場合、（ⅱ）同一の CFC 所得に対して複数の国の CFC ルールが適用
される場合、（ⅲ）CFC ルールによって既に株主に帰属させられた所得から実際に配当が
あった場合、又は株主が CFC の株式を譲渡した場合をあげる。そして、（ⅰ）（ⅱ）につい
ては、（中間国における CFC 課税額を含む）間接税額控除を認めるべきであると勧告し、
（ⅲ）については、CFC の所得が既に課税に服しているのであれば、配当や株の譲渡への
課税を免除すべきと勧告するが、各国の国内法に一致させるような扱いを認めている162。

3．CFC 税制の趣旨
（1）外国子会社配当益金不算入制度（法人税法 23 条の 2）導入が持つ意味
我が国の外国子会社合算税制（CFC 税制）は、昭和 53 年に導入された。この制度は、
一定の軽課税国（タックスヘイブン）に留保された利益が親会社に配当されない限り課税
されないことを問題視して、そのような租税回避に対処するために創設されたと理解され
てきた。換言すれば、課税繰延防止（anti-deferral）を目的とした擬制配当としてのルー
ルという理解が可能であった。実際、平成 21 年度改正前において、特定外国子会社等が我
が国の居住者や法人に支払う配当等の金額は、二重課税を排除するため適用対象留保金の
計算から除かれた上で（旧措置法 66 条の 6 第 1 項、旧措令 39 条の 16 第 1 項）、親会社に
おいて受取配当として益金算入されていた。

159
160
161
162

Ibid., at 43.
Ibid., at 57.
Ibid., at 61.
Ibid., at 65.
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しかし、平成 21 年度改正後の CFC 税制は、子会社の留保所得だけでなく、配当される
部分を含めて合算課税の対象とした上で（措置法 66 条の 6 第 1 項、措令 39 条の 16 第 1
項）、現実に配当される部分は（親会社において）益金不算入とされることとなった。こ
れは、平成 21 年度改正によって、法人税法 23 条の 2 が新設され、一定の外国子会社から
の配当が益金不算入となったことを受けた改正である（関連して、従来の間接税額控除の
制度は廃止された）。したがって、CFC 税制による課税の根拠を課税繰延防止に求めるこ
とが困難となった。外国子会社が配当しても、日本では課税されない制度になってしまっ
たからである。
そうだとすれば、CFC 税制には別の根拠が必要になる。すなわち、配当すると否とにか
かわらず、CFC が獲得した利益に対して日本が課税する根拠は何かということである163。
外国子会社配当益金不算入を受けて、CFC 税制の骨格が表面上大きく変わったわけでは
ない。法人税法 23 条の 2 に対応する技術的な部分が変更されたとみることも可能であり、
制度趣旨そのものが変更したのかどうかが、わからないままである。CFC 税制が、一定の
租税回避を防止するための制度であることは間違いないが、そこでいう租税回避に課税繰
延（配当の繰延）は該当しなくなったのであるから、当該租税回避の内容が改めて問われ
ているのである164。
この点に関連して、国内取引に関する租税回避防止の理論については、学説においてか
なりの蓄積があり165、参考となる。通説は、租税回避を「課税要件の充足を避けることに
よる租税負担の不当な軽減又は回避」166、あるいは「私法上の選択可能性を利用し、私
的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を
選択することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しな
がら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少
させあるいは排除すること」167と定義づける。そして、租税回避は合法であるが不当であ
るが故に、それを否認する場合には明確な要件を定めた立法に拠ることが必要とされるの
である168。
国際的租税回避防止については、上記のような国内取引に関する一般的な理論が、その

163 外国子会社配当益金不算入制度導入は、CFC 税制と租税条約との関係でも問題となる。同時にグラ
クソ事件（最判平成 21 年 10 月 29 日民集 63 巻 8 号 1881 頁、東京高判平成 19 年 11 月 1 日民集 63
巻 8 号 1979 頁、東京地判平成 19 年 3 月 29 日民集 63 巻 8 号 1854 頁）の射程を今後どう捉えるべき
かという問題とも密接に関連する。これらの問題については、弘中聡浩=采木俊憲「グラクソ事件最
高裁判決―租税条約との関係」中里実他編『タックス・ヘイブン対策税制のフロンティア』74 頁
（有斐閣・2013 年）参照。
164 伴忠彦「外国子会社合算税制における合算方式と適用除外基準の再考」税大論叢 63 号 228 頁（2009
年）では、「これまで配当が課税であったがために、その陰に隠れて見えにくかった我が国 CFC 税制
本来の性格が表面化したものといえるであろう。本来の性格とは、特定外国子会社等が留保した所得
ではなく、計上した所得を合算の対象とするという、租税回避防止規定としての性格である」として
いる。
165 その一つの到達点として、清永敬次『租税回避の研究』369 頁（ミネルヴァ書房・1995 年）がある。
166 清永敬次『税法［新装版］』42 頁（ミネルヴァ書房・2013 年）参照。
167 金子宏『租税法［第二十一版］』125 頁（弘文堂・2016 年）参照。
168 清永・前掲注 166、43 頁参照。
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ままあてはまらない部分があるかもしれない169。それでも、租税回避否認のためには内容
の明確な規定が必要という考え方自体は共有すべきである。
したがって、外国子会社配当益金不算入制度後の CFC 税制の趣旨が、やはり問われるこ
とになる170。仮に、（CFC に所得を留保することが不当なのではなく）親会社で獲得され
るべき所得が人為的に CFC へ移転されたことが不当な租税回避だというのなら、本来、日
本の親会社で獲得されるべき所得とは一体何か、不当に利益が移転された先の CFC とはど
のような組織体でなければならないのか、といったことが、我が国における国際租税法全
体の構造やポリシーに照らして検討されなければならない171。一般的否認規定導入につい
ても同じことがいえる。上記の検討をせずして、一般的否認規定を導入したとしても、実
際には機能しないのではないかと思われる172。

（2）テリトリアル・システムへの移行
平成 21 年度改正によって、日本はワールドワイド・システムからテリトリアル・システ
ムに移行したのだから、今後は CFC 税制を現行法以上に強化すべきでないという意見があ
りえるかもしれない。その当否は別にしても173、日本が本当にテリトリアル・システムを
採用したと断言するのは、時期尚早であるようにも思える。確かに外国子会社配当は益金
不算入となったが、それ以外の所得については、未だにワールドワイド・システムのもと
で外国税額控除によって二重課税が排除されている。したがって、方向性としてはテリト

169 国際的租税回避の防止については、国家間の協調が成功のカギを握る。例えば、租税裁定を利用した
国際的租税回避の防止は、一国だけの立法より、多国間で共通のルールを創設する方が効果的である。
協調ができない場合、国際的な二重課税が起こりうる。
170 我が国の CFC 税制は、「租税回避」の意義や射程を明確にせず、曖昧にしたまま技術的な改正を積み
重ねていることを問題視する見解として、錦織康高=藤谷武史「CFC 税制と『国際競争力』」中里
他・前掲注 163、191 頁参照。
171 与党大綱・前掲注 150、110 頁では、
「軽課税国に所在する外国子会社を利用した租税回避の防止」が、
日本の CFC 税制の趣旨であるとされている。
172 一般的否認規定導入は、個別的否認規定の充実なくしてありえないであろう。BEPS と一般的否認規
定との関係について、「一般的な否認規定でけしからんものは課税しろという条文を設けたらそれだ
けで課税できるかというと、けしからんとは何かという、条文を具体的に適用するための細目が要り
ます。すると、結局個別的否認規定のようなものを作らなければいけないので、一般的な否認規定を
作ったからといって動くわけではありません」とする指摘がある。中里実「日本の国際課税―BEPS
プロジェクトはどこまで実現されるか―再論」租税研究 796 号 121 頁（2016 年）参照。
なお、（行動 3 と直接に関係するものではないが）行動 6 に関して租税条約上の濫用防止規定である
主要目的テスト（Principal Purpose Test）と特典制限条項（Limitation on Benefit）を、行動 10 に
関して移転価格課税おける否認と再構築を、行動 12 に関して義務的開示制度を取り上げ、更にイギ
リスの迂回利益税をも参照しつつ、アグレッシブなタックス・プランニング（aggressive tax
planning）に対する一般的否認規定の導入可能性を緻密に検討した文献として、緒方健太郎「BEPS
プロジェクト等における租税回避否認をめぐる議論」フィナンシャル・レビュー126 号 196 頁（2016
年）参照。
173 See OECD, supra note 148, at 16. テリトリアル・システムから、CFC 税制の緩和がストレートに導
かれるかどうかは議論のあるところであろう。仮に日本がテリトリアル・システムに移行したのだと
しても、そこから CFC 税制を強化するような主張も理論的にはありえる。すなわち、国外所得を免
除しているからこそ、本国からの所得の移転は許さないという意味で、テリトリアル・システムを
CFC 税制の根拠と考えるのである。例えば、財務省主税局参事官室「BEPS プロジェクトの概要」国
際税務 418 号 113 頁（2016 年）参照。
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リアルの方を向いているとしても、未だ過渡期であるということができる。
日本の CFC 税制は、事実上、ミニマムタックス付きのワールドワイド・システムとして
機能していると分析するアメリカの見解もある174。トリガー税率である 20％未満の国や地
域にある所得は、CFC 税制に基づいて課税される（そして、CFC 税制適用後の所得は、
親会社への配当の有無にかかわらず課税はない）からである。
一方で、テリトリアル・システムに移行して、海外にある資金を日本に還流するために
外国子会社配当益金不算入制度が導入されたという見方がある175。ただし、国外で獲得さ
れた所得が実際に日本に還流されているかどうかについては、リサーチが必要である。
2012 年の段階では、制度導入の前後において資金が確実に還流され、かつ国内で投資され
たことを示す顕著なデータをみつけることはできなかった176。しかし、その後、一定の資
金還流効果があったことを示唆する分析が、平成 27 年に発表されている177。ただし、この
分析結果も、2009 年から 2011 年にかけてのデータを用いたものなので、この問題につ
いては、引き続き（その後のデータを用いた）実証研究を続けていく必要性があろう178。
還流だけでなく、そもそもどれだけの利益移転（profit shifting）が生じているかを認識
することも重要である。例えば、法人税の課税ベースに対してどれくらいの利益移転が起
こっているかを調査したアメリカの研究は、2012 年においてアメリカの多国籍企業により
移転された利益の 82％が七つのタックスヘイブン（オランダ、アイルランド、ルクセンブ
ルク、バミューダ、スイス、シンガポール、ケイマン）で計上されていることを指摘する179。
この調査では、アメリカに関して、低税率国で計上された所得のうち 5453 億ドルを超過
所得（excess income）、すなわち、税率の違いがなければ計上されなかった所得として捉
えて、この利益移転による税収減（revenue loss）が 938 億ドルに上ると試算している。
また、日本に関しては、低税率国で計上された超過所得は 1057 億ドル、税収減は 398 億
174 See Reuven Avi-Yonah, Constructive Unilateralism: U.S. Leadership and International Taxation,
U of Michigan Public Law Research Paper No. 463 at 3.a. Avi-Yonah 教授は、アメリカの法人税率
を今より下げて（例えば 25％にして）、ワールドワイド・システムの下で課税繰延を完全に廃止すれ
ば、他の先進国もアメリカに追従する可能性を示唆する。
175 例えば、国際租税小委員会「我が国企業の海外利益の資金還流について～海外子会社からの配当につ
いての益金不算入制度導入に向けて～〈国際租税小委員会 中間論点整理〉」1 頁（2008 年）参照。
176 渡辺徹也「外国子会社配当益金不算入制度の意義と効果―資金還流税制といえるか―」租税法研究
40 号 85 頁（2012 年）参照。
177 長谷川誠=清田耕造「国外所得免除方式の導入が海外現地法人の配当送金に与えた影響：2009-2011
年の政策効果の分析」RIETI Discussion Paper Series 15-J-008(2015)参照。そこでは、①前年度内
部留保残高が十分に大きい子会社は、税制改正に他の子会社よりも強く反応し、配当送金（売上高比）
を増加させたこと、②そのような前年度内部留保残高の大きな子会社の税制改正後の配当送金は、立
地国の配当源泉税率により感応的になったこと、③低税率国・地域に立地している子会社ほど税制改
正に強く反応して配当を増やすという仮説を支持する結果は得られなかったこと等が示されている。
③については、日本企業の租税回避行動が、データから明らかになるほどは活発ではないことを意味
しているのかもしれないし、近年の CFC 税制の改正が低税率国の子会社の行動に影響を与えている
ことも考えられると分析されている。
178 錦織=藤谷・前掲注 170、179 頁参照。直近では、日本企業の海外子会社利益が増えているが、M &
A を含む海外への再投資が相対的に増加し、国内への還流が停滞しているという報道がある。また、
海外子会社の内部留保も拡大しているようである。日経新聞平成 28 年 2 月 23 日朝刊 5 面参照。
179 See Kimberly Clausing, The Effect of Profit Shifting on the Corporate Tax Base, Tax Notes, January
25, 2016 at 431.
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ドルとされている180。

（3）バックストップ論（移転価格税制との関係）
CFC 税制は、移転価格税制のバックストップ（back stop）であるとよくいわれるが、
報告書はこのような使い方をミスリーディングであると指摘する181。もし、バックストッ
プであるならば、租税回避防止手段としては、移転価格税制をまず適用し、そこで否認で
きない場合に初めて CFC 税制の適用が問題となると考える、あるいは、本来は移転価格税
制で否認されるべき取引だけを CFC 税制のターゲットにすべきと考えることが可能とな
る。
もっとも、アメリカの主張するような超過利得分析を伴った CFC 税制を移転価格税制の
バックストップと捉え、超過する利得をすべてアメリカに持ってくる（アメリカで課税す
る）とするならば、オーバー・インクルージョンの問題が生じる可能性がある182。ただ、
超過利得分析は、アメリカ以外の国において評判のよいものではないし、実際の法改正に
おいて導入されるかどうかも明らかではない183。
報告書は、CFC 税制が常に移転価格税制を補完するわけではないという意味で、バック
ストップ論をとっていない。一方で、バックストップとして機能しないとも述べていな
い。両者は異なる目的を持った別々の制度であるから、それぞれがターゲットとしている
租税回避行為があり、時としてそれが重なる場合もあれば、そうならないこともあるとい
うことであろう。
移転価格税制は、個々の取引価格に着目する。また、親子会社間に限らず、兄弟・姉妹
会社間の取引も対象となり、取引の方向性は問わない184。独立当事者間価格の決定につい
ても、個々の事実や状況（facts and circumstances）に関する分析がなされる。一方で、
CFC 税制の対象は、関連当事者間の取引に限定されない。ただし、子会社の所得を親会社
の所得とみなすのであって、その逆はない。個々の事実や状況が考慮されるというより
も、適用要件に合致すれば、半ば自動的に所得が計算される185。
例えば、親会社と CFC との取引であったとしても、独立当事者間価格で行われていたの
であれば、移転価格税制を適用することは原則としてできない。しかし、子会社が獲得し
た所得種類がモバイルで、低課税国へシフトしやすいものであれば、CFC 税制の対象とな
180 Ibid., at 434.
181 See OECD, supra note 148, at 14; Fleming, J. Clifton Jr., Peroni, Robert J. and Shay, Stephen E.,
Worse than Exemption, 59 Emory L.J. 79 (2009).
182 田中琢二=青山慶二「BEPS 行動計画について」租税研究 796 号 15 頁（青山発言）（2016 年）参照。
183 田中・前掲注 152、28 頁参照。なお、注意すべきは、CFC 税制における超過利得分析と、移転価格
税制における所得相応性基準という（アメリカが主張する）二つの基準が、各国に与える影響である。
移転価格税制における所得相応性基準も、批判の対象になることがあるが、CFC 税制における超過
利得分析よりは消極的に許容できる（それなりの理論と経験の蓄積がある所得相応性基準による課税
の方がマシ）という理由から、各国が所得相応性基準を受け入れられるような流れになるのかもしれ
ない。仮にそうだとしても、それが好ましいことなのかどうかについては、検討の余地があろう。
184 例えば、親会社から子会社への売却でも、子会社から親会社への売却でも、価格が不当であれば適用
される。
185 See OECD, supra note 148, at 14.
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りうる186。その意味で両者は機能的に補完し合っているということは可能である187。

4．コンセンサスの欠如
（1）各国の抱える事情
報告書が、ベストプラクティスの勧告となった背景には、各国が置かれている事情がそ
れぞれ異なっていたことがあげられる188。ワールドワイド・システムとテリトリアル・シ
ステムの違いに基づく主張、先進国との立場の違いに基づく新興国からの主張、更には先
進国間における自国利益追求の思惑からの主張等があって、結局、意見の一致をみること
ができなかったようである。そのような状況に鑑みれば、ミニマムスタンダード等による
勧告とすることは、当初から困難であったと思われる189。
BEPS プロジェクトにおける実際の交渉がどのような雰囲気で行われているのかは、伝
聞で知るしかないが、例えば、2015 年にイギリスが独自の租税回避防止策として、税率
25％の迂回利益税（Diverted Profit Tax, DPT）190を導入したことについては、各国が対
策を詰めているさなかに見切り発車したとして、アメリカの財務長官が不快感を示したこ
と191、「G20 に加盟していない国も利益を得られるようにすべきだ」という中国の楼継偉
財務相の発言に加え、外国企業から今より多額の租税を徴収すべく国内法の改正に着手し
た中国の状況などが報道されている192。
さらに、EU 各国が具体的な法改正を行う場合には、EU 法の縛りを克服する必要がある193。
すなわち、ヒト、モノ、カネが自由に移動できなければならない状況下において、どのような
CFC 税制であれば EU 法に違反しないのかが問われることになる 194 。この問題は、
186 岡田至康=浅川和仁=荒井優美子「提言の概要と今後の動向を押さえる BEPS 最終報告書の要点解説」
経理情報 1432 号 12 頁(2015 年)は、「移転価格税制で対処しきれない所得の課税の補完（back stop）
機能があることを強調している」という理解である。
187 CFC 税制と移転価格税制の適用関係については、赤松晃『国際課税の実務と理論－グローバル・エ
コノミーと租税法』396 頁（税務研究会出版局・2015 年）参照。
188 ビルディング・ブロックに基づく多くの選択肢が示されたことが、ステークホルダー間における深い
コンセンサスの欠如を示しているといわれる。See Amanda Athanasiou, BEPS Action 3: Final CFC
Report Leaves Options Open, Tax Notes, October 12, 2015 at 188.
189 コンセンサスの欠如はディスカッション・ドラフトの段階から既に指摘されていて、OECD のプロ
ジェクト行動 3 は、CFC 税制に関する見解の一致を導くというより、各国が考慮すべき選択肢の幅
（レンジ）を提供することになるだろうといわれていた。そして、結局、この予想通りになってしまっ
たということであろう。See Amanda Athanasiou, Competitive Interests Preventing Consensus on
CFCs, Stack Says, Tax Notes, May 25, 2015 at 871; Amanda Athanasiou, News Analysis: Lack of
Consensus on CFC Rules Likely here to say, 78 Tax Notes Int'l 207.
190 迂回利益税については、See Dan Neidle, The diverted profits tax: flawed by design? [2015] B.T.R.
at 147.
191 もっとも、優遇税制等を駆使して外国企業の誘致を試みてきたイギリスにしてみれば、アメリカの主
張するような超過利得分析は到底容認できないということになるのかもしれない。
192 2016 年 1 月 22 日日経新聞朝刊 2 面参照。
193 See Ana Paula Dourado, The Role of CFC Rules in the BEPS Initiative and in the EU, [2015] B.T.R.
at 340; Blazej Kuzniacki, CFC Rules, BEPS Action 3 (Draft), and EU Law, WU International
Taxation Research Paper Series No. 2015 – 21.
194 田中=青山・前掲注 182、13 頁では、EU における CFC 税制について「相手国の子会社の所得を合算
するような制度は wholly artificial な取極めに対してでないと適用してはいけないのだという共同体
としての制約を負った制度だった」（田中発言）という指摘がある。
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Cadbury Schweppes 事件195において既に明らかになっている196。また、上記イギリスの
DPT 導入についても、EU 法との衝突を回避する必要があったとされている197。
日本には EU 法のような縛りはないが、BEPS プロジェクトを受けて法改正を行う場合
は、規定の内容が裁判規範として妥当でなければなるまい。そして、納税者との間で訴訟
となった場合、改正法に基づく課税は、処分を十分に維持できる内容でなければならな
い。その意味では、これまで EU 法がしてきた経験は有益な示唆を与えてくれるだろう。

（2）アメリカの状況（ミニマムタックス、チェックザボックス及びインバー
ジョン）
近年アメリカでは、テリトリアル・システムへの移行を含めて様々な議論がなされてい
るが198、オバマ政権としては、ワールドワイド・システムに留まりながら、法人税率を下
げて、課税繰延を廃止し、国外所得にミニマムタックス199を課すという方向性をこれまで
示してきた200。つい最近に出された 2016 年度予算文章（2016 年 2 月 9 日）においても、
同じような法人税率の引き下げ（19％）と海外留保利益への課税強化（14％のミニマムタッ
クス）が示されている201 。もっとも、オバマ大統領として任期最後の予算となることもあ
り、これまで認められなかった改正案が、今回に限って議会を通過するとは思えない202。
上記のようなオバマ大統領の主張に対しては、課税繰延の廃止は評価しつつも、海外と
国内で法人税率の差がある以上、結局、所得の海外留保を止めることはできないとの批判
がある。この論者は、国内・国外を問わず、すべての所得に対して同じ時に同じ税率（現
在の法人税率より低い税率）で課税することを提唱する203。
ここで一つ大きな問題となるのが、チェックザボックス（CTB）制度である。アメリカ

195 Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v IRC(C-196/04) [2006] ECR I-7995.
196 See, International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures at 113
（IBFD・2015）． Cadbury Schweppes 事件について、伊藤剛志「Cadbury Schweppes 事件先決裁
定の検討」中里他・前掲注 163、231 頁参照。
197 See Neidle, supra note190, at 161.
198 2013 年に民主党の Baucus 上院財政委員長は、課税繰延を廃止した上で、新たなミニマムタックスを
課すか、テリトリアル・システムへと移行するという選択肢を示し、いずれの場合でも、未だ課税さ
れていない外国子会社の留保利益に関して一度限りの臨時課税（いわゆるワンタイム・タックス）を
提唱した。また、2014 年に共和党の Camp 下院歳入委員長は、外国子会社配当を非課税にするとと
もにワンタイム・タックスを課すことを提唱した。
199 See Stephen Shay, Clifton Fleming & Robert Peroni, Designing a 21st Century Corporate Tax -- An
Advance U.S. Minimum Tax on Foreign Income and Other Measures to Protect the Base, 17 Fla.
Tax Rev. 669 (2015); Reuven Avi-Yonah, All or Nothing ? The Obama Budjet Proposals and BEPS,
U of Michigan Public Law Research Paper No. 442.
200 これらの過程については、加藤慶一「アメリカの法人税改革をめぐる議論―税率水準と課税ベースの
在り方を中心に―」レファレンス 771 号 69 頁（2015 年）参照。
201 Budget of the United States Government, Fiscal Year 2017 at 51. https://www.whitehouse.
gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/budget.pdf.
202 See Richard Rubin and Jonathan Allen, Obama Wants a New Tax on U.S. Companies' Overseas
Profits, Bloomberg (February 1, 2015). http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-0201/obama-said-to-propose-taxes-on-foreign-earnings-offshore-profit. 2016 年 2 月 11 日日経新聞朝刊
7 面参照。
203 See Reuven Avi-Yonah, supra note174, at 3.a.

95

の企業はこの制度を巧みに使って、本国における課税を受けることなく、低税率国へ所得
を移すこと（BEPS 活動を行うこと）が可能となる。これは、CTB 制度をとっていない国
との大きな違いである。上記の論者は別の論考で CTB の廃止も主張している。したがっ
て、オバマ大統領が CFC から CFC への支払に関する Look-through ルールである歳入法
典 954 条（c）（6）の存続を是認したのは誤りであり、課税繰延の否認を緩和するような
同条も廃止されるべきとする204。
確かにアメリカが CTB を本当に廃止できれば、BEPS 問題は随分改善されるであろう。
しかし、それではアメリカ企業に与える影響が大きすぎる（アメリカ企業の国際的競争力
が大幅に減じられてしまう）から、議会としても簡単には踏み切れないのではないかと推
測される。実際、アメリカに本拠地を置く多国籍企業の実行税率は、世界一高いといわれ
るアメリカの法人税率よりもずっと低い205 。このことが、アメリカ企業がワールドワイ
ド・システムに対してそれほど異議を唱えない理由の一つであるように思える。つまり、
アメリカのワールドワイド・システムとは、CTB 制度とセットで捉えるならば、企業に
とってそれほど苦痛となっていない可能性がある。加えて、アメリカには数々の租税優遇
（租税歳出）が存在するのであって206、テリトリアル・システムへの移行コストまでを考
慮するならば、このままワールドワイド・システムに留まるとしても、悪い選択肢ではな
いことになる。
インバージョン（inversion）の問題についても簡単に触れておく。2015 年 11 月 23 日
にアメリカ製薬大手のファイザーが、アイルランドに本社を置く同業のアラガンと合併を
行い、本社をアイルランドに移すと発表した（合併の規模は 1550 億ドルといわれる）。こ
の合併の完了は、今のところ 2016 年 7-12 月期と見込まれている207。
インバージョンに関して、近年のアメリカ議会は、Notice 2014-52208及び Notice 201579209という二つの規則を作って対抗してきたが、これらの規則ではファイザーが行うよう
なインバージョンに有効に対処しきれないという指摘がある210。結局、規則での対応では
不十分であり、制定法を改正して歳入法典 7874 条等を強化するしかないというところま
で来ているようである。要するに議会が本気で法改正をやるつもりがあるのかどうか（法
改正しても執行が可能かどうか）が問われているのである211。
204 See Reuven Avi-Yonah, A Tale of Two Cities: Washington, Brussels, and BEPS, Tax Notes, February
1, 2016 at 569.
205 例えば、渡辺・前掲注 176、85 頁参照。
206 租税歳出と課税ベースの関係については、加藤・前掲注 200、95 頁参照。
207 See Jonathan, Rockoff & Dana Mattioli, Pfizer Weighs Splitting Up New Drug Behemoth, Wall
Street Journal (11/23/15).
208 2014-42 IRB 712.
209 2015-49 IRB 775.
210 See Amy Elliott, IRS Official Defends Against Anti-Inversion Notice Criticism, Tax Notes,
December 14, 2015 at 1336; Amy Elliott, Possible Pfizer-Allergan Merger- Biggest Inversion Yet?,
Tax Notes, November 2, 2015 at 631.
211 See Lee Sheppard, Escape from U.S. Tax Jurisdiction, Tax Notes, February 1, 2016 at 483. See also
Stewart Karlinsky, Corporate, International, and Partnership Taxation Tax Notes January 4, 2016
at 121; Daniel Shaviro, The Crossroads Versus the Seesaw: Getting a 'Fix' on Recent International
Tax Policy Developments, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 15-20, NYU Law
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ただし、租税負担の軽減以外の部分についていえば、ファイザーとアラガンの合併が必
ず成果を上げるとは限らない。インバージョンによって企業は信用を失い、株主は不利益
を受ける可能性があることが、既に示唆されている212。

（3）BEPS プロジェクトは本当に実現するのか－報告書は玉虫色
コンセンサスが得られなかったためか、報告書の内容には必ずしも論理的とは思えない
部分もある。例えば、報告書において最も重要な部分の一つである CFC 所得の定義（ビル
ディング・ブロックの三つ目）では、カテゴリー分析、実質分析、超過利得分析という三
つの所得の分析方法と、トランザクショナル・アプローチ及びエンティティ・アプローチ
という二つの合算方法とが併記されている。したがって、ベストプラクティスの下では、
各国がそれぞれ自国にあった組合せを選択することができるはずである。
しかし、理論的にいえば、カテゴリー分析は（エンティティ・アプローチよりも）ト
ランザクショナル・アプローチと親和性がある。報告書が述べるように、トランザクショ
ナル・アプローチが行動 3 のゴールとより整合性があるという前提をとるのであれば213、
カテゴリー分析＋トランザクショナル・アプローチをミニマムスタンダードとして勧告す
べきであったのかもしれない。ところが、各国のコンセンサスが得られなかったために、
実際にはベストプラクティスとしての勧告となってしまったことは既に述べた。報告書が
玉虫色であれば、各国は報告書の内容のうち、見たいものだけを見て、見たくない部分は
無視することもできる。
報告書では、各国が集団として協調して行動し、類似のルールを採用する方法が示唆さ
れているが214、コンセンサスが欠如している現状で、それが期待できるかどうか疑わしい215。
また、ミニマムスタンダードとは異なり、ベストプラクティスの場合、各国相互でモニタ
リングを行うという同意が得られているわけでもない216。そもそも OECD は、立法機関で
も条約制定機関でもなく、執行権限も持っていないのであるから、勧告が実現するかどう
かは、各国の立法当局に委ねられているという見解もある217。
もし、各国が互いに協調せず、自国のことだけを考えて法改正を行うならば、必ずや
オーバー・インクルージョン（場合によってはアンダー・インクルージョン）の問題が生
じるであろう。また、制度の差異を利用した裁定取引を誘発することにもなり、それを防
止するための政府の執行コストや租税回避防止ルールに従うための税法遵守コスト（コン
and Economics Research Paper No. 15-11 at 28 (2015).
212 See Laura Sanders, While Pfizer Gets a Tax Break, Many Investors Face a Hit, Wall Street Journal
(11/24/15). ジョン・カッパー「無国籍企業が失う信用」2016 年 1 月 10 日日経新聞朝刊 13 面参照。
213 See OECD, supra note 148, at 51.
214 Ibid., at 16.
215 See Stephanie Soong Johnston, OECD Publishes Final BEPS Reports Ahead of G-20 Meeting, Tax
Notes, October 12, 2015 at 178.
216 See OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Explanatory Statement, 2015
Final Report at 6.
217 中里・前掲注 172、116 頁参照。そこでは、「各国が自分の利益追求に一番役に立つかたちで、他の国
の様子を見ながら一手ずつ詰めていくという、将棋のようなところがあります」と述べられている。
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プライアンス・コスト）が増大することも予想される218。

5．報告書を受けて（日本の制度及び企業の今後）
（1）ハイブリッド・アプローチとしての位置づけ
最終報告書において、日本の CFC 税制は、エンティティ・アプローチとトランザクショ
ナル・アプローチのハイブリッドとされたことは既に触れた。それまで、日本の制度は、
アメリカなどが採用するようなトランザクショナル・アプローチではなく、エンティ
ティ・アプローチであると理解されるのが、一般的であった219。もし、最終報告書におい
ても、日本の既存の制度がエンティティ・アプローチであると判断され、かつトランザク
ショナル・アプローチへの勧告がミニマムスタンダードの形で行われていれば、勧告に従
う限り、日本は、既存の CFC 税制からの大幅な改正を余儀なくされる恐れがあった。そう
なれば、制度改正によって、現状より多重課税の危険性が増え、加えて執行コスト等が大
幅にかさむようになる220といった事態も想定できないわけではなかった。
ところが、既存の制度はハイブリッドであり、ベストプラクティスとして柔軟性を持た
せる形での勧告となったため、極端な言い方をすれば、日本が既存の制度をほとんど変更
しなくても、勧告との関係では、大きな問題とはならないことになる。もちろん、既存の
制度を維持することで、BEPS に対応できないというのは論外であるが、ベストプラク
ティスとして、我が国の国際課税に関するポリシーを維持しつつ、多重課税や執行コスト
の大幅増を回避する形で、BEPS に対抗する法改正を模索できる余地が大きくなったとい
えるだろう。
勧告に拘束力がないことは既述の通りであるが、時代に合わず古くさくなった制度は改
めなければならない。最終報告書が出されたこのタイミングは、昭和 53 年導入時から現在
に至るまで、細かい改正を繰り返すことで非常に複雑になってきた日本の CFC 税制を抜本
的に見直すよい機会でもある221。その意味では、BEPS プロジェクトは法改正への単なる
契機に過ぎないのかもしれない。

（2）現行制度の問題点等
現行 CFC 税制については、既に幾つかの問題点が指摘されている。このうち英国ロイズ
市場において保険業を行う特定外国子会社の適用除外基準（実体基準、管理支配基準、非
関連者基準）については、平成 28 年度改正で見直しが行われることが既に決まっている222。
同じく、CFC 税制の適用がある場合の外国税額控除に関する合算割合の計算方法も、平成

218 本庄・前掲注 156、161 頁参照。執行の面を含めて各国が協調しなければ、多国籍企業の所得に課税
することは困難となるだろう。See Avi-Yonah, supra note 204, at 570.
219 本庄資「NEW TAX TIDBIT、オフショア世界の話(39)～シンガポール税制の魅力は BEPS プロジェ
クトの影響で変わるだろうか～」国際税務 415 号 158 頁（2015 年）参照。
220 T&A master 613 号 15 頁（2015 年）参照。
221 田中・前掲注 152、29 頁参照。
222 政府税調「平成 28 年度税制改正の大綱（平成 27 年 12 月 24 日）」79 頁参照。
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28 年度改正において見直されることになっている223。
上記以外で現行法の問題として指摘される主なものとしては、来料加工取引に関する所
在地国基準の問題、航空機リース事業に関する事業基準の問題、国外において組織再編成
等を行うことで子会社株式等に生じるキャピタル・ゲインが合算課税の対象となる問題な
どが考えられる224。これらの問題については、今後の税制改正において検討の対象となっ
てくるだろう225。
報告書を受けた改正が、具体的にどのようなものになるのかについて、この段階で予想
することは困難であるが、大きく分けると、現行法の形（エンティティ・アプローチを入
り口にして、出口までの間にトランザクショナル・アプローチにおいて判断していく形）
を維持しながら、適用除外基準について微調整するのか、（そのような微調整に止まら
ず）制度の骨格自体を見直す改正になるのかのどちらかであろう。エンティティ・アプ
ローチは、簡便で執行コストやコンプライアンス・コストがかからない方法であるが、そ
の分、精緻な分析はできない226。報告書の目指す方向はトランザクショナル・アプローチ
であり、それが先進国における国際的な潮流でもあるから、日本の法改正においても、ト
ランザクショナル・アプローチの要素が以前より強くなるのではないかと予想される。
また、報告書では、日本の制度をハイブリッド・アプローチと位置づけながらも、実質
的にはトランザクショナル・アプローチの一種だと述べているのであるから227、それを受
けた日本の法改正が、エンティティ・アプローチを強めるとは考えにくい。トランザク
ショナル・アプローチはたしかにコストはかかるが、BEPS とは関連のない所得が課税さ
れるという危険性は減少する。企業としては、コスト増に耐える体力が試されることにな
ろう。

（3）タックス・プランニングと税務部門の人的リソース
BEPS プロジェクトがスタートした原因の一つには、スターバックスやアップルなどア
メリカ系企業によるアグレッシブな国際的租税回避行為がある。日本の企業は、そのよう
な租税回避を行っていないのであるから、最終報告書を受けて課税が強化されるのは迷惑
な話なのかもしれない。
開発した無形資産の管理についても、親会社（本社）で行っている企業が多く、M&A
で獲得した外国企業の有する無形資産でさえ、そのまま外国子会社や孫会社に置いておか
ずに、組織再編等を行ってわざわざ本社に移している例も少なくないようである。これ
は、無形資産の国外移転を懸念する欧米諸国からすれば、むしろうらやましく思えること

223 前掲注 222、80 頁参照。
224 来料加工の問題については、太田洋=北村導人「来料加工取引に関する日本電産ニッシン事件東京高
裁判決の検討－適用除外要件に係る解釈」中里他・前掲注 163、108 頁参照。
225 与党大綱・前掲注 150、110 頁参照。
226 See OECD, supra note 148, at 51.
227 Ibid., at 55.
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であろう228。
一方で、日本はアグレッシブな国際的租税回避をやらないのではなく、その能力に欠け
るという見方もできる。すなわち、欧米企業と異なり、内部に大きな税務部門を持たず、
国際租税に関する人的リソースに乏しい大部分の日本の企業は、グローバルなタックス・
プランニングを仮にやりたいと思ってもできないという側面を有している229。
アグレッシブな租税回避を行わないことは評価されるべきであるが、日本の現状を前提
として国際社会（各国の税制や多国籍企業）が動くとは限らないので、今後は、税務部門
の増強が求められるようになるのではないだろうか。また、トランザクショナル・アプ
ローチへの移行に伴う上記のコスト増に備えるためにも、人的リソースの補強は必要とな
ろう230。
さらに、コーポレート・ガバナンスの観点からの改革が望まれる可能性もある231。海外
子会社等へのガバナンスがうまく機能すれば、今後はグローバルなタックス・プランニン
グを実行する日本企業が増えてくるかもしれない232。税務部門の充実は、企業にとって決
して悪い話ばかりではない。

6．おわりに
最終報告書がベストプラクティスの提示になったことで、今後の各国の行動を予測する
ことが難しくなったが、重要なことは、各国が協調して行動できるかどうかであろう。国
際的な協調は、世界全体にとっても、個々の国々にとっても、結局は利益となるはずであ
る233。
ところが、実際には、報告書に強制力がなく、また内容についてコンセンサスを欠いて
いる現状では、国際協調に期待できない面が存することは否めない234。各国は自国のこと
だけを考えた法改正を行い、それに対して、欧米の多国籍企業は今まで以上にしたたかに
立ち回るのかもしれない235。
228 もし、組織再編成の段階で課税されるのであれば、日本の企業は税金を払ってまで、無形資産を本国
へ持ってきていることになる。
229 税務部門が脆弱であることは、コンプライアンス・コストとの関係でも問題となる。例えば、移転価
格税制に関する CBC レポート作成等の負担が重くのしかかってくる可能性がある。
230 これは CFC 税制に限らず、BEPS プロジェクト全般に共通する問題である。例えば、CBC レポート
の作成等についても、税務部門の人的リソース増強は必要になると思われる。
231 本社に無形資産を集める理由が、海外子会社や孫会社では管理に不安があるということであれば、そ
れは子会社等に対する企業統治が機能していないことを意味するからである。
232 平成 28 年度税制改正では、ガバナンスの観点から役員報酬への課税が見直されることになっている
（前掲注(222)58-59 頁参照）。今後、報酬パッケージを見直して、欧米の経営者を招く日本の企業が増
えれば、タックス・プランニングを実行する機会は、更に増えてくることが予想される。
233 See Daniel Shaviro, Fixing U.S. International Taxation at 139 (2014).
234 例えば、アメリカの CFC ルールは、数々の例外規定や非課税規定等を持っているから、それらの改
正なしに BEPS プロジェクトの成功は望めないという指摘がある。 See Lydia Ogazon Juarez &
Ridha Hamzaoui, Common Strategies against Tax Avoidance: A Global Overview, supra note196,
at 25. また、2001 年のアメリカの介入により、当時の CFC 税制に関する OECD の調査研究がストッ
プしてしまったことを述べるものとして、本庄・前掲注 156、152 頁参照。
235 主要な多国籍企業は、国際的な租税負担を最小限にすべく租税専門の弁護士や会計士を使って、政府
の考えの一歩も二歩も先を行こうと企てているのである。See Clausing, supra note179, at 435.
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しかし、結果として、日本企業の活力が奪われ、執行コストやコンプライアンス・コス
トだけが増えるような事態は避けなければならない236。そのような事態に対処するために
も、日本企業においては、租税ルールに精通した知的人的リソースの充実が望まれる。
（2015 年 2 月 26 日脱稿）

※脱稿後、校正段階において、ファイザーがアラガンとの合併（インバージョンのための
合併）を中止するとの発表を、本年 4 月 6 日に行ったことを報道で知った。ただし、財
務省が本年 4 月 4 日に打ち出したインバージョン防止に関する新規制に対しては、法的
権限を越えている（議会において制定法を作るべきなのに、規則を通じた実質的な法制
化を行っている）との批判もあるようである。

236 税収確保（所得の海外移転の防止）と企業の国際競争力維持は両立し得るはずである。See OECD,
supra note 148, at 16.
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第7章

BEPS 行動計画 3（CFC ルールの強化）及び行動
計画 6（租税条約の濫用防止）に係る事例研究
KPMG 税理士法人パートナー
高嶋

健一

本報告書は、BEPS 行動計画 3（CFC の強化）と行動計画 6（租税条約の濫用防止）に
つき、日本企業がその企業行動についてどのような影響を受けるかをいくつかの事例を設
定して検討することにより解明しようとするものである。
BEPS 行動計画は、全体で 15 の報告書にて構成されており、そのカバーする範囲は広汎
であり、かつ公表されたディスカッション・ドラフトを含め報告書数も膨大なものがあ
る。従って、本件報告者（高嶋）はすべての BEPS 懸念事項を包括的、かつ詳細に検討し
た状況で本報告書を作成しておらず、少なからぬ仮定又は推論により本件報告書を執筆し
た経緯がある。従って、本報告書において BEPS 報告書に記載してある範囲又は内容を超
えるものについては、すべて報告者の私見であることにつき、留意いただきたい。

1．行動計画 3

CFC ルールの強化

（1）行動計画 3 の概要と事例研究の進め方
本報告書においては、行動計画 3 の CFC（Controlled Foreign Company）ルール、い
わゆるタックスヘイブン対策税制につき、最終報告書において議論されているアプローチ
が、どのように BEPS（Base Erosion and Profit Shifting：税源浸食及び利益移転）の懸
念のある所得を捕捉することとなるかにつき、いくつかの事例を使ってイメージすること
を目的としている。従って、あらゆる類型の事例を網羅的に検討したものではない。
なお、行動計画 3 の内容は、CFC ルールの条文を起草できるほど詳細なものではない
が、一方で、なるべく具体的なイメージが持てるような事例解説にすることを目的とした
ため、報告者（高嶋）の仮定又は推測によるものも多くなっている。従って、繰り返しに
なるが、行動計画 3 の記載内容を超える部分については、報告者の私見であり、OECD の
公式見解ではないことにつき、くれぐれも注意されたい。
BEPS 行動計画 3（Designing Effective Controlled Foreign Company Rules）の最終報
告書において議論されている CFC ルールは、以下の六つのビルディング・ブロックにより
構成されている。
（ⅰ）CFC の定義
（ⅱ）適用除外及び閾値要件
（ⅲ）CFC 所得の定義
（ⅳ）所得計算のルール
（ⅴ）所得帰属（所得合算）のルール
（ⅵ）二重課税の防止・排除
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本件事例研究においては、（ⅰ）「CFC の定義」に合致する日本法人の外国子会社であ
り、（ⅱ）「適用除外及び閾値要件」に抵触していることを前提とした上で検討を進めてい
る。すなわち、日本法人の外国子会社が低税率国に所在し、CFC ルールの対象となる支配
関係に服しており、その上で BEPS 懸念があるとされる所得につき、本件報告書の（ⅲ）
「CFC 所得の定義」において議論されている各種の分析による取扱いと、現行の日本の
タックスヘイブン対策税制の取扱いとを比較検討している。すなわち、このような比較検
討により、日本企業の外国子会社が低税率国に所在している場合において、BEPS 行動計
画 3 の内容が日本のタックスヘイブン対策税制に導入されたときに、どのような影響を与
える可能性があるかを検討するものとなっている。
本件事例研究の中心的な論点となる（ⅲ）「CFC 所得の定義」における行動計画最終報
告書の分析は以下の通り①「分類アプローチ」（Categorical Analysis）、②「実質アプ
ロ ー チ 」（ Substance Analysis ）、 及 び ③ 「 超 過 利 得 ア プ ロ ー チ 」（ Excess Profits
Analysis）の３つのアプローチに分けて議論されている。
事例研究において採り上げる事例としては、①「分類アプローチ」における「法的分
類」の各カテゴリー（配当、利子等、保険所得、ロイヤルティ等、販売所得等）の所得を
主として稼得する外国子会社を想定することとした。これは、現行の日本のタックスヘイ
ブン対策税制は、複数の事業を営んでいる場合、主たる事業の判定が必要であるが、事業
の組合せは数多くあるため、それらすべてを事例として採り上げることが不可能であるこ
と、及び行動計画 3 が「分類アプローチ」、すなわち所得の種類別の合算課税を想定してい
るため、議論の簡略化のためにそれらの所得を主として稼得する外国子会社をそれぞれ検
討することとしたものである。
最後に、①「分類アプローチ」における「法的分類」の各カテゴリーとは異なるが、何
かと BEPS の議論の中で問題とされることの多い地域統括持株会社の事例を本件事例研究
においても採り上げることとした。

①

分類アプローチ（Categorical Analysis）の事例研究への応用

行動計画 3 における「分類アプローチ」においては、以下の通り、「法的分類」、
「取引相
手の関連性による分類」
、「所得の源泉による分類」の各分類を検討している。
・法的分類（Legal Classification）：
（ⅰ）配当（Dividends）
（ⅱ）利子及びその他の金融所得（Interest）
（ⅲ）保険所得（Insurance Income）
（ⅳ）ロイヤルティ及び他の IP 所得（Royalty and Intangible Property（IP）Income）
（ⅴ）販売及びサービス所得（Sales and Services Income）
・取引相手の関連性による分類（Relatedness of Parties）
・所得の源泉による分類（Source of Income）
行動計画 3 においては、
「法的分類」の各種所得につき、どのような場合に BEPS（税源
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浸食・利益移転）の懸念があるかにつき、説明している。本件事例研究では、それらの
BEPS 懸念に「分類アプローチ」がどのように対応しているか、一方、どのような場合に
BEPS 懸念がないため、CFC ルールによる課税の必要性がないかを検討している。
また、「取引相手の関連性による分類」及び「所得の源泉による分類」については、
BEPS 懸念の有無に係るインジケーターとして用いられているが、関連者と取引している
こと、所得の源泉が国外（CFC 所在国以外の国）にあること、が直ちに BEPS を生じさせ
ている訳ではないため、この分類のみにより CFC 課税を行うものではないと解される。
従って、本件事例研究においては、「取引相手の関連性による分類」及び「所得の源泉に
よる分類」の観点からの検討は、簡易なものに止めている。

②

実質アプローチ（Substance Analysis）

本件事例研究においては、上記「分類アプローチ」の「法的分類」による五つの所得類
型につき、分析することとするが、これらの所得につき、例えば、閾値テストに抵触す
る、すなわち低税率国に所在する CFC であるからと言って、直ちに CFC ルールにより課
税するのは性急に過ぎるであろう。なぜならば、これらの CFC についても、その存在につ
き経済的な合理性がある場合があるからである。実際問題として、CFC ルールは「分類ア
プローチ」の「法的分類」と以下に説明する「実質アプローチ」の組合せによるものと考
えられる。したがって、
「法的分類」により類型化された 5 種類の所得を稼得する CFC と
これらの所得を複合的に稼得する地域統括持株会社を事例研究の対象とし、「実質アプ
ローチ」により検討することとする。
「実質アプローチ」においては以下の四つのオプションを判断基準として CFC ルールに
よる課税を行うか否かを検討することとされている。
（ⅰ）オプション 1（Substantial Contribution Analysis）：
CFC の従業員が CFC 所得につき重要な貢献を行っているか否かにより判断す
る。
（ⅱ）オプション 2（Viable Independent Entity Analysis）：
CFC を含む各グループ・エンティティの機能とリスクにより CFC 所得を判断
する。
（ⅲ）オプション 3（Employee and Establishment Analysis）：
CFC が CFC 所得を稼得するのに必要な事務所等の施設と従業員を有している
かにより判断する。
（ⅳ）オプション 4（Nexus Approach）：
IP 所得にのみ使用されるオプションである。CFC が稼得すべき IP 所得を行動
5（有害な税制への対応：Countering Harmful Tax Practices More Effectively,
Taking into Account Transparency and Substance）で採用されている関連性
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（Nexus）アプローチにより判断する237。従って、このオプションを採用する場合
には、他のオプションと組み合わせて使用しなくてはならないとされる。

③

超過利得アプローチ（Excess Profits Analysis）：

この「超過利得アプローチ」については、OECD 加盟国のどこにおいても採用されてい
ないアプローチであり、IP 所得を CFC ルールにより取り込むのに有効であるとされてい
る。さらに、IP 所得に限らず、すべての所得につきこのアプローチを採用することも可能
としている。
本報告書の事例研究においては、すべての考えられる事例につき、網羅的に検討するこ
とが目的ではないため、実質アプローチの「オプション 4」（Nexus Approach）と「超過
利得アプローチ」（Excess Profits Analysis）は、IP 所得の事例のみにおいて検討すること
とした。
しかしながら、「超過利得アプローチ」（Excess Profits Analysis）は他の所得に対して
適用することも排除されていない。IP 所得以外の所得にも適用される場合には、その性格
上極めて機械的な適用がなされ、企業行動として当然に合理的な行動についても、一律か
つ機械的に CFC ルールにより課税されることが予想される。従って、企業行動に多大な影
響を与えることとなるため、このアプローチの採用は極めて慎重にその影響を検討しなけ
ればならないと考えられる。
以上の「オプション 1、2、3」については、何らかの基準を設けて、当該 CFC 所得をす
べて親会社に合算する方法を採用してもよいし、何らかの基準による割合により、CFC 自
身が稼得すべき所得と親会社へ合算すべき所得に区分して課税してもよいとされている。
「オプション 4」については、関連性（Nexus）により所得を算定することになるため、当
然のことながら、CFC 自身が稼得すべき所得と親会社へ合算すべき所得に区分されて課税
されることになる。

（2）各事例の研究
①

配当を主として稼得する CFC

イ．事例
日本親会社の 100％子会社である持株会社は低税率国に所在し、持株会社は更に孫会社
株式を保有している。

237 ネクサス・アプローチ（Nexus Approach）は、比例合算方式（Proportionate Analysis）を用いるこ
ととなる。すなわち、IP がグループ全体として創出した所得につき、グループ全体としてその IP を
取得するために発生させた R&D 費用及び（他の）IP 関連コストの合計額とその CFC 自体が発生さ
せた R&D 費用と CFC が非関連者に発生させた R&D 費用の合計額の比率により按分し、その CFC
に帰属させる所得と親会社（又は他のグループ会社）に帰属させる所得を算定することとしている。
このアプローチにおいては、R&D 費用が IP 関連所得に対する貢献度を的確に表す尺度とされている。

106

図表 7-1

親会社
100％
A社

日本

低税率国
?％

X 国

X社

ロ．BEPS 行動 3 からの分析
（イ）分類アプローチからの分析
前述した手法による BEPS 行動計画 3 からの分析は以下のようになると考えられる。
まず、「分類アプローチ」についてであるが、検討事例は持株会社であるため、その稼
得する主たる所得は、配当又は株式譲渡益となる。配当は、「法的分類」における説明に
おいて、BEPS 懸念がある所得とされている。すなわち、配当は、何ら能動的な活動を伴
わなくても所得として稼得できるため、BEPS 懸念があると考えられている。ただし、少
なくとも次の三つの状況では BEPS 懸念はないとされている。
（ⅰ）配当が能動的な所得から支払われている場合
（ⅱ）その配当が本国で直接取得されたならば、免税となる場合
（ⅲ）その CFC が証券の能動的な取引・ビジネスに従事している場合
「取引相手の関連性による分類」については、配当は資本参加している法人から支払わ
れるため、関連性があることになる。また、「所得の源泉による分類」については、他国
で発生した所得か否かで BEPS 懸念を判定するが、配当については他国で発生した所得と
考えることもできるため、BEPS 懸念があることとなる。しかしながら、これら二つの分
類については、配当は、配当支払国ですでに課税に服した利益からの配当であれば、所得
の源泉地国で課税に服しているため、原則的には BEPS 懸念は少ないものと考えられる。
従って、真に BEPS 懸念のある配当とは、課税されていない利益からの配当ということに
なろう。配当についての BEPS 懸念に関して、行動計画 3 においても、この点も踏まえた
より深度ある分析が望まれるところである。
なお、株式譲渡益については、特に BEPS 懸念に関する記述はない。株式譲渡益につい
ても他国で発生した所得と考えることもできるため、「所得の源泉による分類」の観点か
ら BEPS 懸念のある所得である。しかしながら、株式譲渡益に係る BEPS 懸念について
は、各行動計画においても直接的には採り上げられていない。各国の譲渡益（キャピタ
ル・ゲイン）課税に対する考え方が、キャピタル・ゲインに課税しない国もある等、根本
的に一致していないためであろう。そもそも株式譲渡益につき、CFC ルールの対象として
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いない国もあることにも留意しなくてはならない238。
（ロ）実質アプローチからの分析
前述した「法的分類」のみを判断基準として配当を合算課税対象の CFC 所得として取扱
うのは少々メッシュが粗すぎるため、一般的には「法的分類」に加えて実質アプローチに
よる判断を行うこととなると考えられる。従って、以下において「法的分類」により抽出
された所得である「配当」につき、「実質アプローチ」により追加的な分析を行うことと
する。
イ）オプション 1（Substantial Contribution Analysis）からの分析
「実質アプローチ」の「オプション 1」（Substantial Contribution Analysis）において
は、CFC の従業員が当該所得につき、充分な貢献を行っているか否かにより判断すること
になっている。持株会社に実際に従業員が配置され、その従業員が株式保有につき、充分
な貢献を行っているか否かの判断については難しい側面があるが、以下のような機能につ
き、従業員が実体として行っているかにより判断することになろう。
（ⅰ）株式取得又は出資のための意思決定
（ⅱ）株式保有に係る経営・管理
（ⅲ）株式取得又は出資のための資金調達
（ⅳ）保有株式に係る株主としての議決権行使及び株主としての経営方針等への助言
（ⅴ）保有株式に係るリスク引受け（株主として株式保有のリスクをコントロールす
ることができ、そのリスクを財務的に負担することができるか否か239）
行動計画 3 においては、株式の譲渡益につき、CFC ルールの対象とはしていないが、株
式の譲渡益を CFC ルールの対象所得とする場合には、このような「実質アプローチ」の
「オプション 1、2、3」等による判断が有効であると考えられる。
ロ）オプション 2（Viable Independent Entity Analysis）からの分析
「実質アプローチ」の「オプション 2」（Viable Independent Entity Analysis）により分
析すると、グループ内の各エンティティの重要な機能を観察し、そのエンティティが関連
するエンティティでなかったとしたらその資産を有しているか、そのリスクを引き受けて
いるか、等につき観察し、CFC 所得を判断することとされている。
持株会社に必要な機能については、確立された基準がある訳ではないが、やはり「オプ
ション 1」において使用した（ⅰ）～（ⅴ）が判断基準となろう。また、「オプション 2」
は、他の「オプション 1 又は 3」とは異なり、グループの他のエンティティ（特に親会

238 例えば、英国の CFC 税制は、キャピタル・ゲインについては原則としてその対象外としている。
239 例えば、JV 株式の保有の場合、株主間契約により JV 事業に関して一定のリスクを負担する場合が想
定される。具体的には、JV 子会社のみでは負担しきれない環境汚染等のリスクを株主が保証するこ
となどが考えられる。
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社）との比較検討によって、どのエンティティに機能があるかを判断することに特徴があ
る。その意味では他のオプションと比してより広汎な分析・検討が必要となる。また、移
転価格税制のアプローチと類似していると言えよう。
（ⅰ）の株式取得又は出資のための意思決定機能については、人的配置があり、いわゆ
る地域統括会社のような意思決定機能があるか否か、また意思決定機能があるとしても、
本社との機能の分担があるか、により検討されることになると考えられる。（ⅱ）の株式
保有に係る経営・管理については、人的配置があり、子会社の事業に対する経営・管理面
からの指導・助言機能が独自に行えるか否か、独自で行えない、又は行っていない場合本
社の関与がどの程度あるか、によって検討されることになると考えられる。（ⅲ）の株式
取得又は出資のための資金調達機能については、資金調達を行うことができる人的配置が
あり、独自に調達できる信用力、すなわち財務的な信用力があるか否か、また人的配置及
び信用力がある場合でも、本社がどの程度補完しているか、につき検討することになろ
う。（ⅳ）の保有株式に係る株主としての議決権行使及び株主としての経営方針等への助
言機能についても、人的配置があり、議決権の行使及び経営方針等への助言機能が独自で
行えるか否か、独自で行えない、又は行っていない場合、本社の関与がどの程度あるか、
によって検討することになると考えられる。（ⅴ）の保有株式に係るリスク引受け能力に
ついても、株式自体の保有のリスクは、法務上その出資額に限定されるため、保有自体の
リスクはそれほどでもないが、事業関連株式として保有する場合には、契約により一定の
事業リスクを引き受けること、例えば JV 相手との共同事業を出資先が行うのであれば、
JV 相手との株主間契約にて一定の事業リスクを株主が保証することもあるため、それなり
の財務信用力が必要となる。多国籍企業の子会社としての持株会社であれば、独自にその
ような財務信用力がある場合はあまり想定されないため、何らかのリスク引受け能力の補
完は親会社によってなされていると考えられるであろう。
以上のように考えていくと、多国籍企業の子会社である持株会社は、例えば、人員配置
のあるものであっても、多くの場合、親会社にその機能及びリスク引受け能力の補完を受
けていることが多いと考えられる。その場合には、持株会社の（配当）所得の全部又は一
部は、CFC 所得として親会社に帰属することになると考えられる。また、この考え方は、
保有する株式の譲渡益にも敷衍することができることは前述の通りである。
ハ）オプション 3（Employee and Establishment Analysis）からの分析
「実質アプローチ」の「オプション 3」（Employee and Establishment Analysis）により
分析すると、CFC が所得を稼得するのに必要な事業用の建物又は場所等を有している
か、更に CFC の重要な機能を果たすために充分なスキルのある従業員を必要な数有してい
るか、につき検討することになる。
株式保有に係る重要な機能は、前述した（ⅰ）～（ⅴ）であると考えられるため、これ
らの機能につき、CFC が所得を稼得するのに必要な事業用の建物又は場所等を有している
か、更に CFC の重要な機能を果たすために充分なスキルのある従業員を必要な数有してい
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るか、につき検討することになる。
機能に関する検討については、「オプション 1 及び 2」と同様な検討となると考えられる
が、CFC 所得の稼得に必要な事業用の建物又は場所等を有しているか、更に CFC の重要
な機能を果たすために充分なスキルのある従業員を必要な数有しているか、については、
その有無についての判断ということになり、ある程度の機械的な判断基準とすることも可
能であろうと考えられる。従って、精緻さは劣るが、実務的には適用可能性が増すものと
考えられる。
（ハ）日本のタックスヘイブン対策税制との比較
現行の日本のタックスヘイブン対策税制においては、持株会社は主たる事業が株式又は
債券の保有となるため、いくら持株会社に実体があっても、統括会社に該当する場合を除
き、タックスヘイブン対策税制の適用除外を受けることはできない。
「分類アプローチ」において BEPS 懸念がないと説明されている（ⅰ）
「配当が能動的な
所得から支払われている場合」についての配慮はなされておらず、（ⅱ）「その配当が本国
で直接取得されたならば、免税となる場合」については、日本の法人税制においては、外
国子会社配当益金不算入制度により、25％以上の外国子会社持分を 6 月以上継続して保有
している株式等に係る配当については 95％が免税となり、日本のタックスヘイブン対策税
制においても、25％以上の持分割合を 6 月以上継続保有している株式等に係る配当につい
ては、合算課税の対象所得から除かれているため、手当されていると言える。（ⅲ）「その
CFC が証券の能動的な取引・ビジネスに従事している場合」については、主たる事業は、
株式又は債券の保有以外の事業、例えば金融商品取引業とされる可能性が高いため、適用
除外を満たすことができると考えられる。ただし、金融免許を持たない外国子会社がその
ような事業に従事した場合には、主たる事業につき、株式又は債券の保有であるか否かに
つき、実務上疑義を生ずる場合があるが、日本のタックスヘイブン対策税制における判断
につき、そのような場合までも課税すべきでないという方向性を示唆しているとも言えよ
う。
以上をまとめると、配当支払法人の能動的な所得から支払がなされている配当であって
も、その配当支払法人につき、25％以上の持分を 6 月以上継続して保有していない場合に
は、日本のタックスヘイブン対策税制においては、合算対象となってしまっている。
BEPS 懸念がない所得とされているにも拘わらず合算課税されているため、オーバー・
インクルージョンの可能性がある240。この点については議論の余地があろう。
一方、「分類アプローチ」において BEPS 懸念のないとされる配当につき、CFC ルール
による課税対象外とするのであれば、実は「実質アプローチ」により判断する範囲は広く
ないと考えられる。すなわち、判断の対象とすべき配当は、（ⅰ）受動的な所得から支払
240 一般に、CFC の有する機能・リスクに鑑み、その CFC が正当に稼得すべき所得を超えて合算される
場合にオーバー・インクルージョンとなるとされる。その反対の場合については、アンダー・インク
ルージョンになるとされる。
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われる配当であり、かつ（ⅱ）その配当が本国で直接受領されたら非課税となる配当以外
の配当（すなわち、25％以上の持分を 6 月継続保有していない株式からの配当）であり、
更に（ⅲ）CFC が証券の能動的な取引・ビジネスに従事していない場合の配当であるた
め、非常に範囲の狭い配当が射程範囲であることとなる。「実質アプローチ」の「オプ
ション 1、2、3」により、CFC ルール課税の対象とするか否かを判定するまでもないと考
えられる。
しかしながら、CFC ルールの課税対象として株式の譲渡益を対象とする場合には、「実
質アプローチ」の「オプション 1、2、3」により判断することは、有用な方法となり得る
ことは前述した通りである。
ところで、日本のタックスヘイブン対策税制においては、その存在に経済合理性がある
統括会社につき、適用除外とする規定があるため、株式の保有につき、持株会社が充分な
貢献をしているか否かの判断基準を既に有しているとも考えられる（措法 66 条の 6 第 3
項）241。以上を勘案すると、株式の保有につき、経済合理性のある場合の判断基準を被統
括会社の株式以外の一般の株式保有についても導入することも BEPS の議論の中で検討す
る余地があるように思われる。
さらに、軽微な論点であるが、何らかの状況により、株式保有を行っている会社がタッ
クスヘイブン対策税制の適用除外を受けた場合には、資産性所得の合算制度により、持株
割合 10％未満の株式に係る配当等については、日本親会社に合算課税されることになる。
そのため、そのような株式からなされる BEPS 懸念がないとされる能動的所得からの配当
も合算課税の対象となるため、この点についてもオーバー・インクルージョンの可能性が
あることになる。

②

利子及びその他の金融所得（Interest）を稼得する CFC

イ．事例
低税率国に所在する 100％子会社である金融子会社が各国のグループ事業会社に融資を
行って貸付利息を受け取っている。

241 統括会社とは、一の内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定
外国子会社等で、次の要件その他一定の要件を満たすものとされている（措令 39 条の 17 第 4 項）。
イ）二以上の被統括会社に対して統括業務を行っていること。
ロ）本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び統括業務を行うに必要
と認められるその統括業務に従事する者を有していること。
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図表 7-2
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ロ．行動計画 3 からの分析
（イ）分類アプローチからの分析
検討事例はグループ金融会社であるため、その稼得する主たる所得は、受取利息とな
る。受取利息は、「分類アプローチ」における解説において、BEPS 懸念がある所得とされ
ている。一般的には、受取利息その他のファイナンス所得は移動させ易い、すなわち
BEPS 懸念がある所得とされているためである。親会社に、負債を多く負担させ、CFC に
は資本を厚くすることにより、親会社から CFC へ所得を移動することが可能であり、ま
た、このような行動はグループ会社間でより多く見られるとされる。利息その他のファイ
ナンス所得に関する CFC の問題は、ファイナンス所得が関係会社から稼得されるとき、
CFC が過大資本であるとき、CFC の受取利息が CFC 国以外の国に源泉があるとき、それ
ら利子所得等が能動的な事業から生じていないとき、に生ずる傾向があるとされる。ただ
し、過大資本を規制する規則は、ある一定レベルの資本を維持しなくてはならないという
現地のルールを充分に考慮すべきであるともしている。
「取引相手の関連性による分類」においては、本件事例では金融子会社が融資する先は
グループ事業会社であるため、当然、関連性があることになる。また、「所得の源泉によ
る分類」については、受け取った利息については他国で発生した所得と考えることもでき
る。したがって、BEPS 懸念の高い所得と言えることとなる。
以上、ファイナンス所得について、BEPS が生じやすい状況を分析し、その結果 BEPS
懸念は高いとされているが、どのようなファイナンス所得を CFC が稼得した場合、弊害が
ないかについては特定されていない。ファイナンス所得については、その類型が多種多様
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であるため、一般論としては弊害のない状況を特定できなかったためと考えられる。
しかしながら、ファイナンス所得につき、BEPS 懸念がない事例の説明がないからと
いって、CFC の稼得したファイナンス所得をすべての場合に親会社に合算するのは性急に
すぎると考えられる。次に検討する「実質アプローチ」の「オプション 1、2、3」との組
合せにより、合算課税を判断することが現実的であろう。
（ロ）実質アプローチからの分析
「オプション 1、2、3」とも、その所得を稼得する機能につき、CFC がどの程度貢献し
ているかについて検討しているため、まず、金融子会社にとってどのような機能が重要か
検討する。それらは以下のようになろう。
（ⅰ）融資のための意思決定
（ⅱ）融資に係る経営・管理
（ⅲ）融資のための資金調達
（ⅳ）融資に係る債権保全のための融資先のモニタリング及び主要な貸主である場
合、債権保全の観点からの経営方針等への助言
（ⅴ）融資に係るリスク引受け（貸主として融資債権のリスクをコントロールするこ
とができ、そのリスクを財務的に負担することができるか否か）
金融会社に係る重要な機能は、持株会社の重要な機能と類似している。これは、両者と
も、親会社において行う機能を企業のグローバル化に伴い、地域の子会社へ移管している
ためであろうと推察される。
これらの機能につき、「オプション 1」（Substantial Contribution Analysis）では、
CFC の従業員が CFC 所得につき充分な貢献をおこなっているか、によって判断するが、
結局のところ、グループ融資の重要な機能につき、CFC の従業員が充分な貢献を行ってい
るか否かにより判断することになると考えられる。「オプション 2」（Viable Independent
Entity Analysis）では、すべてのグループ内のエンティティの重要な機能を観察し、その
エンティティが関連エンティティでなかったとしたら、その資産を有しているか、そのリ
スクを引き受けているか、等につき観察し、CFC 所得を判断することとされる。すなわ
ち、他のグループ会社との機能比較により判断することとしている。「オプション 3」
（Employee and Establishment Analysis）では、CFC が所得を稼得するのに必要な事業
用の建物又は場所等を有しているか、更に CFC の重要な機能を果たすために充分なスキル
のある従業員を必要な数有しているか、につき判断することになる。
いずれにしても、「オプション 1、2、又は 3」により分析を行い、CFC 所得であるか否
かを判定し、全部又は一部を親会社に合算することとなる。
（ハ）日本のタックスヘイブン対策税制からの検討と比較
現行の日本のタックスヘイブン対策税制においては、グループ金融会社は、原則として
主たる事業が貸金業となるため、実体基準及び管理支配基準を満たす場合には、所在地国
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基準を充足しているか否かの判断となるとされる（措法 66 条の 6 第 3 項 2 号）242。また、
資産性所得の合算課税の対象は、債券の利子に限定されているため、グループ貸付けに係
る利子所得については、対象とならない。よって、現行の日本のタックスヘイブン対策税
制においては、グループ貸付機能の実体があれば、合算課税されることはないこととな
る。
行動計画 3 による CFC ルールによる課税判断と比較すると、日本のタックスヘイブン対
策税制は、当該 CFC 全体の実体、管理支配、及び所在地国での事業運営につきその適否を
判断しているのに対し、行動計画 3 においては、ファイナンス機能に関してその実体的な
貢献の有無を判断している違いはあるが、かなりの部分は重複していると考えられる。

③

保険所得（Insurance Income）を稼得する CFC

イ．事例
低税率国に所在する 100％子会社である保険会社が各国のグループ事業会社に保険を提
供して保険料を受け取っている。
国によっては、海外の保険会社がその国のリスクを付保することを認めないため、いわ
ゆるその国において保険事業の免許を有している保険会社をフロンティング保険会社とし
て仲介させることがある。単純化のため、ここではそのような場合を省略している。
図表 7-3
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100％

100％
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A国

B国

C国

D国

R国

事業会社

事業会社

事業会社

事業会社

保険会社

保

険

の

提

供

242 次のような専門誌におけるコメントがあることに留意されたい。すなわち、「一般事業会社のグルー
プ内金融会社（子会社に対してサブローンを供与する）は、貸金業に該当することから限定列挙業種
にはあたらないため、所在地国基準が適用されることとなり、一般的にはソースルールで判断するの
ではなく、主に所在地国で契約及び融資が行われていればこの所在地国基準を満たし合算対象外とな
ります。」との解説がある。（山川博樹（国税庁調査査察部調査課長（当時）国際税務 2014.1 別冊
国際税務研究会）
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ロ．行動計画 3 からの分析
（イ）分類アプローチからの分析
検討事例はグループ保険会社であるため、その稼得する主たる所得は、受取保険料とな
る。「分類アプローチ」の法的分類に係る解説において、保険会社に関しては、リスクが
所在する国から低税国へ所得が移転することが想定されるため、受取保険料に係る所得
は、BEPS 懸念のある所得とされている。特に、
・CFCが一般の保険会社より過大資本となっている場合
・保険証券保有者、年払い保険金受領者（Annuitant）、保険受益者、保険リスクの
引受者が（保険リスクの）所在国外である場合
にその懸念が強くなるとしている。
なお、「取引相手の関連性による分類」においては、本件事例ではグループ保険会社が
保険を提供する先はグループ事業会社であるため、当然のことながら、関連性があること
になる。また、「所得の源泉による分類」においては、受け取った保険料に関して付保し
たリスクがどこに所在するかで判定すると、他国で発生した所得と考えることもできる。
従って、BEPS 懸念の高い所得となる。
ただし、行動計画 3 においては、各国当局の保険の規制に服している場合には、その懸
念はないこともあるとしており、また、文末の注意書き（注 5）には、以下の全て又はほ
とんど全てに合致する場合には、CFC ルールの対象から再保険所得を除くことができると
している。
・保険契約が第三者間（アームス・レングス）の条件で締結されている場合
・保険リスクの分散とプーリングができている場合
・グループ全体として当該保険スキームにより効果が得られていると認められる場合
・保険会社と再保険会社がほぼ同様に当局の規制に服する保険会社であり、それら
の規制当局がリスクの移転の証拠と適切なレベルの資本を要求する場合
・おおもとの保険がグループ外に対するリスクをカバーしている場合
・保険業務に必要な技術と経験を従業員が有することにより、又は熟練した保険引
受けの技術をもつ関係会社がサービスの提供することにより、（直接的又は間接
的に）CFC 自体が保険業務に必要な技術と経験を有しているとみなされる場合243
・CFC は保険による損失を現実的に被る可能性がある場合
以上、OECD 行動計画 3 では、経済合理性のある保険会社の再保険活動については CFC
課税を行わないことができるとの一定の配慮を示している。再保険活動につき CFC 課税を
行うか否かは、その国の租税政策の問題であるが、欧米多国籍企業の多くは経済的合理性
243 例えば、イギリスのロイズ保険市場においては、保険引受会社と保険マネジメント会社を別法人にし
なくてはならないとされている。平成 28 年度本邦税制改正において、ロイズ保険市場に関連する日
本企業の子会社である保険引受会社と保険マネジメント会社につき、管理支配基準及び非関連者基準
の改正が予定されていることに留意されたい。この取扱いは、ロイズ市場における保険取引に限られ
るが、一定の経済合理性のある保険子会社にタックスヘイブン対策税制の適用除外の特例措置を認め
た点で注目に値するものである。
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のある再保険活動を行っているとされる状況の中、日系多国籍企業が不利益を受けないよ
う一定の配慮を払うべきと考えられる。
（ロ）実質アプローチからの分析
「オプション 1、2、3」とも、その所得を稼得する機能につき、CFC 自体がどの程度貢
献しているか、を検討していると考えられるため、保険子会社につき、まず、どのような
機能が重要か検討する。保険子会社につき、重要な機能は以下のようなものとなると考え
られる。
（ⅰ）保険活動のための意思決定
（ⅱ）保険活動に係る経営・管理
（ⅲ）保険リスクをカバーするための資金確保及び再保険の付保
（ⅳ）保険リスク低減のための付保先のモニタリング及び助言
（ⅴ）保険リスクの引受け能力（保険会社として引き受けた保険のリスクをコント
ロールすることができ、そのリスクを財務的に負担することができるか否か）
保険子会社に係る重要な機能には、持株会社及び金融会社と類似した機能がある。これ
は、親会社において行い得る機能を企業のグローバル化に伴い、一定の子会社へ移管して
いるためであろうと考えられる。（ただし、保険事業は多くの国では免許事業であるた
め、実際問題としてはそのようなケースは少ない。しかしながら、再保険事業は、不特定
多数の一般大衆を相手にしないため、比較的緩和された要件によりその免許が与えられる
国が多いとされる。）
これらの機能につき、「オプション 1」（Substantial Contribution Analysis）では、
CFC の従業員が CFC 所得につき充分な貢献を行っているか、にて判断する必要がある
が、結局のところ、グループ保険の重要な機能につき、CFC が充分な貢献を行っているか
否かにより判断することになると考えられる。「オプション 2」（Viable Independent
Entity Analysis）では、すべてのグループ内のエンティティの重要な機能を観察し、その
エンティティが関連エンティティでなかったとしたら、その資産を有しているか、そのリ
スクを引き受けているか、等につき観察し、CFC 課税を判断することとされる。すなわ
ち、他のグループ会社との機能比較により判断することとしている。「オプション 3」
（Employee and Establishment Analysis）では、CFC が所得を稼得するのに必要な事業
用の建物又は場所等を有しているか、更に CFC の重要な機能を果たすために充分なスキル
のある従業員を必要な数有しているか、につき検討することになる。
いずれにしても、
「オプション 1、2、3」により分析を行い、CFC 所得であるか否かを判定
し、全部又は一部を親会社に合算することになる。行動計画 3 においては、低税率国に所在す
る保険子会社が真に実体としての機能があり、グループ全体のリスク管理のために合理性・効
率性を有する再保険活動から生ずる所得に対しては合算課税しないことも可能というアプロー
チを採用しているが、実際のところ、
「オプション 1、2、3」のいずれを採用しても、そのよ
うな保険子会社については、CFC ルールによる課税をされることはないと考えられる。
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（ハ）日本のタックスヘイブン対策税制からの検討と比較
現行の日本のタックスヘイブン対策税制においては、グループ保険会社は、原則として
主たる事業が保険業となるため、非関連者基準が適用され、非関連者からの収入が 50％を
超える場合、実体基準及び管理支配基準を満たしているときは適用除外となる。ただし、
再保険の場合には、再保険の目的が非関連者の有する資産等である保険に係る保険料収入
に限り、非関連者からの保険料収入として適用除外の判定を行うこととなる（措令 39 条の
17 第 8 項 5 号）。
よって、現行の日本のタックスヘイブン対策税制においては、グループ保険会社の場
合、非関連者基準を充足することはほぼ考えにくく、実体として保険に関する機能があっ
たとしても、合算課税されることとなる。このような状況は、OECD が想定する保険所得
に関する CFC 課税の射程を超えているとも考えられ、いわゆるオーバー・インクルー
ジョンの懸念がある。

④

ロイヤルティ及び他の IP 所得（Royalty and Intangible Property (IP) Income）

イ．事例
低税率国に所在する 100％子会社である IP 保有会社が各国のグループ事業会社に IP を
提供してロイヤルティを受け取っている。
図表 7-4
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ロ．行動計画 3 からの分析
（イ）分類アプローチからの分析
「分類アプローチ」によれば、検討事例はグループ IP 会社であるため、その稼得する主
たる所得は、受取（IP）使用料となる。受取使用料は、法的分類に係る解説において、
BEPS 懸念のある所得とされている。
すなわち、IP 所得は極めて移転し易い所得であり、IP が創出された場所から IP 所得は簡
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単に移転することができる。そのため、課税上以下のような難しさがあるとされている。
・IP は様々な方法で利用され、また、提供されるため、各国の CFC ルールは様々な
方法で対応しているものの、対応しきれていない場合もある。例えば、IP 所得を販
売所得に含めた場合、能動的な所得として取扱われ、CFC 所得として取扱わないこ
ともあり、BEPS 懸念を生じている。
・IP の評価は、適正な比較対象のコンパラブルがないため、不正確な将来所得に基づ
く価値評価になってしまう。
・IP 所得は、多くの場合、他の関連サービス所得又は製品から生ずる所得に関連づけ
られて稼得されるため、分離するのが難しい。
さらに「取引相手の関連性による分類」においては、本件事例では IP 保有会社が IP を
提供する先はグループ事業会社であるため、当然関連性があることになる。また、「所得
の源泉による分類」においては、受け取った使用料については他国で発生した所得と考え
ることもできる。従って、BEPS 懸念の高い所得と言えることとなる。
以上、IP 保有会社につき、BEPS が生じやすい状況を分析し、その結果 BEPS 懸念も高
いと考えられるが、行動計画 3 においては、どのような IP 保有会社につき BEPS 懸念が
ないかについては特定していない。しかしながら、IP 保有会社に係る BEPS 懸念は、所有
するとされる IP がその IP 保有会社に真に帰属するか否かが BEPS の最大の懸念点である
が、それはどちらかというと移転価格により対応すべき問題であると考えられる244。移転
価格税制による IP の帰属の判断をした上で IP 所得に係る BEPS 懸念を分析すべきである
が、行動計画 3 の報告書においては、転価格税制との棲み分けができていないように感じ
られる。そのような状況により、IP 所得自体についても、一般論としては BEPS 懸念がな
い状況を特定できなかったためではないかと推測される。従って、IP 所得自体における
BEPS 懸念の論点が明確でない状況において、CFC の稼得した IP 所得をすべて親会社に
合算するのは少し早急すぎると考えられる。
よって、「分類アプローチ」と、次に検討する「実質アプローチ」の「オプション 1、
2、3」、更に「オプション 4」（Nexus Approach）、及び「超過利得アプローチ」（Excess
Profits Analysis）との組合せによる合算課税の可否判断につき、事例研究を通して分析す
ることにより、IP 所得に対する BEPS 懸念をより明確化することを試みることとする。

244 移転価格税制の一般論においては、無形資産の帰属は、その形成等への貢献の程度によって判断され
るとされる。例えば、「無形資産の形成等への貢献の程度を判断するに当たっては、当該無形資産の
形成等のための意思決定、役務の提供、費用の負担及びリスクの管理において法人又は国外関連者が
果たした機能等を総合的に勘案する。その場合、所得の源泉となる見通しが高い無形資産の形成等に
おいて法人又は国外関連者が単にその費用を負担しているというだけでは、貢献の程度は低いもので
あることに留意する。」などとされている（移転価格事務運営要領の制定について（事務運営指針）
2-12）。OECD の BEPS の議論における無形資産の帰属もほぼ同様の方向性であるとされる。
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（ロ）実質アプローチからの分析
イ）オプション 1、2、3 からのアプローチ
「オプション 1、2、3」とも、その所得を稼得する機能につき、CFC がどの程度貢献してい
るか、を検討していると考えられるため、IP 保有会社につき、まず、どのような機能が重
要か検討する。（ここでは、とりあえず IP は真に IP 保有会社に帰属するものとする。）
（ⅰ）保有 IP 提供のための意思決定
（ⅱ）保有 IP 提供に係る経営・管理
（ⅲ）保有 IP の維持・管理
（ⅳ）保有 IP 提供先への保有 IP に係る技術指導等
「オプション 1」（Substantial Contribution Analysis）では、CFC の従業員が CFC 所得
に つ き 充 分 な 貢 献 を 行 っ て い る か 、「 オ プ シ ョ ン 2 」（ Viable Independent Entity
Analysis）では、すべてのグループ内のエンティティの重要な機能を観察し、そのエン
ティティが関連エンティティでなかったとしたら、その資産を有しているか、そのリスク
を引き受けているか、等につき観察し、「オプション 3」（Employee and Establishment
Analysis）では、CFC が所得を稼得するのに必要な事業用の建物又は場所等を有してい
るか、更に CFC の重要な機能を果たすために充分なスキルのある従業員を必要な数有して
いるか、につき検討することになる。ただし、IP 保有会社の機能・リスクについては、IP
自体を保有してそれを提供するのみでは、それほど重要な機能を必要とせず、負担するリ
スクもそれほど大きくはないと考えられる。
従って、真に IP をその IP 保有会社が保有しているとの前提を置く限りにおいては、低
い機能とリスクを有しているというのみで CFC 所得課税するのは適当ではないこととな
る。前述した通り、IP につき BEPS 懸念があるのは、その IP 保有会社が真にその IP を保
有しているのか、すなわち、その IP 保有会社が、その保有 IP につき真に取得又は開発に
貢献したか否かであり、原則として移転価格税制で対応すべきことと考えられる。すなわ
ち、移転価格税制上 IP の保有のために必要となるその形成等のための意思決定、役務の提
供、費用の負担及びリスクの管理などの要素を CFC 税制の実質アプローチの要素とするこ
とは、屋上に屋を重ねることとなるし、二重課税を生ずることにもなるため、慎重に検討
しなくてはならないこととなる。
ロ）オプション 4（Nexus Approach）、及び超過利得アプローチ（Excess Profits
Analysis）からの分析
「オプション 1、2、3」とも、その所得を稼得する機能につき、IP 形成等のための貢献
に係る機能を加えることにより、その CFC が真にその IP を取得しているか否かを判断す
ることができる。例えば、重要な機能に、無形資産の形成等のための意思決定、役務の提
供、費用の負担及びリスクの管理、その他を追加すれば、移転価格との競合の問題はある
が、対応できることとなろう。特に（Viable Independent Entity Analysis）では、すべて
のグループ内のエンティティの重要な機能を観察し、そのエンティティが関連エンティ

119

ティでなかったとしたら、その資産を有しているか、そのリスクを引き受けているか、等
につき観察し、CFC 所得を判断することとされるため、IP の帰属の有無の判断にも有効
な方法であろう。
特に「オプション 4」（Nexus Approach）、及び「超過利得アプローチ」
（Excess Profits
Analysis）は、IP の帰属につきより効率的又は効果的に把握するためのアプローチである
と考えられる。このような「オプション 4」及び「超過利得アプローチ」（Excess Profits
Analysis）の性質を検証するために、次のような事例を想定してみる。
しかしながら、前述の通り、CFC ルールにこのような移転価格税制における IP 形成等の
ための貢献に係る機能を加えることは、慎重に検討すべきでる。なぜならば、前述の通り、
IP の帰属は第一義的に移転価格税制により判断されるべきものと考えられるからである。
事例
日本の親会社が R&D を行い開発した IP を低税率国である R 国の子会社に譲渡した。R
国所在の IP 保有会社は、各国に所在する関連事業会社に対して当該 IP を提供し、使用料
を受領している。
図表 7-5

日本
親会社

IP の

IP の取得

開発
100％

100％

100％

100％

100％

A国

B国

C国

D国

R国

事業会社

事業会社

事業会社

事業会社

IP 保有会社

IP の

提

供

このような場合、移転価格税制においては、単に資金負担を行ったのみで IP の移動はな
いものとされるか、あるいは IP の譲渡価額の増額更正をされるか、であろう。例えば、こ
のような状況において、移転価格税制上のみならず、CFC 税制上も実体として IP の移転
がない場合にも拘わらず IP 所得を稼得している場合、その所得を捕捉することを前提とし
て CFC 税制を組み立てるのであれば、「オプション 4」（Nexus Approach）、「超過利得ア

120

プローチ」（Excess Profits Analysis）も効果的である。
「オプション 4」（Nexus Approach）では、日本親会社が発生させた R&D 関連費用と R
国 IP 保有会社が発生させた R&D 関連費用の比率で R 国 IP 保有会社の稼得する適正な IP
所得を算定することになる。IP 保有会社の R&D 関連費用支出はゼロであるため、IP 所得
はゼロとなるであろう245。従って、IP 保有会社の IP 使用料に関する所得はすべて親会社
へ帰属することになる。
「超過利得アプローチ」（Excess Profits Analysis）によれば、通常の投資リターン率
（リスク・フリー・レート＋その事業に投資する場合のプレミアム）×適格資本（IP 関連
所得を稼得するために投資した金額。この場合には、IP 取得関連費用と IP を各事業会社
に提供するために必要な投下資本の合計。）により計算した所得金額が IP 保有会社の稼得
すべき所得となり、残りは親会社に帰属することになる。
ところで、「オプション 4」と「超過利得アプローチ」は、関係会社の機能とリスク又は
IP 保有会社の投下資本を観察して適宜その機能とリスクの帰属する度合、又は投下資本に
帰属する度合により IP 所得を IP 保有会社に配分するという点で、移転価格税制の手法と
類似しているとされる。移転価格税制でこのような IP 保有会社による BEPS に対応でき
ないのであろうか？

日本親会社から IP 保有会社への IP の譲渡が移転価格税制上否認さ

れたとすれば、日本親会社から IP 保有会社へ IP の使用料を認定すれば対応できると考え
られる。また、移転価格税制上、IP が譲渡されたとすると、IP の譲渡価額については更正
処分がなされるかも知れないが、その IP の移転は経済合理性があるものと推測される。そ
のような場合にも、「オプション 4」と「超過利得アプローチ」によれば、IP 保有会社の所
得の大部分が親会社にて CFC 課税されることになる。また、「オプション 1、2、3」に
よっても、IP 形成等のための貢献に係る機能を勘案するのであれば、当該 IP 所得につき
その大部分が合算課税される可能性があることになる。
したがって、IP 所得については、IP 形成等のための貢献に係る機能を勘案するとすれ
ば、移転価格税制と CFC 税制の競合が生ずることとなり、同じ所得につき二重に課税され
る結果となることも充分に予測される。よって、特に IP 所得に関しては、移転価格税制と
の調整が非常に重要な課題となると考えられる。
（ハ）日本のタックスヘイブン対策税制からの検討と比較
現行の日本のタックスヘイブン対策税制においては、グループ IP 保有会社は、原則とし
て主たる事業が工業所有権等の提供となるため、租税負担割合が 20％未満の場合において
は、適用の除外を受けることはできない（措法 66 条の 6 第 3 項）。
しかしながら、資産性所得の合算課税においては、使用料が以下に該当することを内国

245 この場合、IP 保有会社が IP 取得のために支払った購入価格に係る資金負担につき、何らかの調整を
しなくてはならないと考えられる。例えば、当該資金負担に係る適正な利子所得については、IP 保有
会社に帰属するものと考えることを手当てすべきであろう。そうでないとオーバー・インクルー
ジョンの懸念が生ずることとなる。
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法人が明らかにする書類を保存していることを要件として、資産性所得の合算対象から除
外することとされている。従って、特許権等の提供の種類分けがなされ、一定の配慮がな
されている（措法 66 条の 6 第 6 項、措令第 39 条の 17 の 2 第 15 項）。
（ⅰ）特定外国子会社等が自ら行った研究開発の成果に係る特許権等の使用料（特定
外国子会社等が研究開発を主として行った場合の使用料に限る。）
（注）「特定外国子会社等が自ら行った研究開発」には，特定外国子会社等が
他の者に研究開発の全部又は一部を委託などして行う研究開発であっても、
当該特定外国子会社等が自ら当該研究開発に係る企画、立案、委託先への開
発方針の指示、費用負担及びリスク負担を行うものはこれに該当する（措通
66 の 6‐18 の 5）。
（ⅱ）特定外国子会社等が取得をした特許権等の使用料（特定外国子会社等がその取
得につき対価を支払い、かつ、特許権等をその事業（適用除外を受けられない
特定事業を除く。（ⅲ）において同じ。）の用に供している場合の使用料に限
る。）
（ⅲ）特定外国子会社等が使用を許諾された特許権等の使用料（特定外国子会社等が
その許諾につき対価を支払い、かつ、特許権等をその事業の用に供している場
合の使用科に限る。）
CFC 自体の主たる事業の判定については、上記のような特許権等の提供の種類分けがな
されていないが、資産性所得の合算における「特許権等の提供」と主たる事業の判定のた
めの「工業所有権等の提供」につき、その提供の形態に関して別義に解する必要はないと
考えれば、上記のような種類分けされた事業についても「工業所有権等の提供」ではない
と考えることができる。
以上のように考えることができるとすると、日本のタックスヘイブン対策税制は、IP 保
有につき経済合理性がある場合につき、かなり合理的な適用除外を与えていることにな
る。すなわち、移転価格税制が適切に執行されているのであれば、IP の帰属はその形成等
への貢献により決定されているはずであるため、IP は自ら開発した者が所有しているはず
である。そうすると、現行のタックスヘイブン対策税制においても、いわゆるオーバー・
インクルージョンの可能性はかなり限定されていると評価できよう。
細かい論点であるが、IP が依然として親会社に帰属していることになる場合において
は、「オプション 4」（Nexus Approach）を適用したときは、IP 取得のための資金負担に
対する適正なリターンにつき、オーバー・インクルージョンの懸念があることを指摘して
おきたい。
なお、移転価格税制との調整については、日本のタックスヘイブン対策税制は、その合
算対象とする所得計算につき、いわゆる本邦法令方式においても、現地法令方式において
も、日本の親会社との移転価格につき調整のあった場合には、調整後の移転価格により合
算対象所得を算定するものとしていて、移転価格税制との二重課税を一定程度排除してい
ることとなる（措令第 39 条の 15 第 1 項、2 項）。
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以上の通り、日本のタックスヘイブン対策税制においては、改善の余地はあるが、既に
かなりの程度の IP 所得に関する BEPS 対応はなされていると考えられる。また、移転価
格税制との調整についても一定程度配慮されているため、改善の余地はあるものの、IP に
関する移転価格税制の適正な執行を前提とすれば、比較的完成度の高い制度と評価するこ
とができよう。

⑤

販売及びサービス所得（Sales and Services Income）

イ．事例
低税率国に所在する 100％子会社（S 社）が各国のグループ事業会社に販売又はサービス
の提供を行っている。その販売又はサービス会社は、機能の微小なインボイシング又は IP
所得を販売所得又はサービス所得に組み入れた販売業務又はサービス業務を行っている。
図表 7-6

日本
親会社

100％

100％

100％

100％

A国

B国

C国

D国

事業会社

事業会社

事業会社

事業会社

100％
S国
販売・サービ
ス会社

販売又はサービスの提供

ロ．行動計画 3 からの分析
（イ）分類アプローチからの分析
「分類アプローチ」において、販売所得又はサービス所得は一般的に BEPS の問題は生
じさせないが、次の 2 点に留意しなくてはならないとしている。
（ⅰ）販売会社又はサービス会社がインボイス会社（Invoicing Company：インボイ
スのみを通す会社）であり、多額の所得が生じている場合
（ⅱ）販売所得又はサービス所得に IP 所得を組み入れ、これを販売所得又はサービス
所得として取扱い、CFC ルールにより課税されない場合
従って、販売所得又はサービス所得につき、分類アプローチの対象から除外してしまう
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のは、このような BEPS 懸念に対応できないとしている。
「取引相手の関連性による分類」においては、本件事例では関係会社との取引が主体と
なるため、当然関連性があることになる。また、「所得の源泉による分類」においては、
本件事例の場合、販売所得又はサービス所得を他国で発生した所得と考えることもでき
る。従って、BEPS 懸念の高い所得と言えることとなる。
（ロ）実質アプローチからの分析
インボイス会社の場合、「オプション 1」（Substantial Contribution Analysis）、「オプ
ション 2」（Viable Independent Entity Analysis）、「オプション 3」（Employee and
Establishment Analysis）によって対応することになるとすると、その CFC 自体の所得へ
の貢献につき、CFC の従業員の状況（オプション 1）、機能に係る各エンティティとの比
較（オプション 2）、必要な人員と固定施設の状況（オプション 3）の観点から判断するこ
ととなる。
「オプション 1」及び「オプション 3」においては、このような販売又はサービス会社に
おいては、機能及び人員も微小な配置により遂行できる性格のものであるため、必要な機
能・リスクにおけるその CFC 自体の貢献は充分であると判断される可能性もあると考えら
れる。ただし、その場合においても、CFC の稼得する過大な所得は移転価格税制の適正な
執行により捕捉できる性質のものである。「オプション 2」においては、関連会社の機能と
の比較による分析となるため、CFC の機能は充分でないとされ、CFC ルールによる課税
の対象になる可能性もあると考えられる。
販売所得又はサービス所得に IP 所得が組み入れられている場合には、それらの所得と
IP 所得を区分して、IP 所得につき、「オプション 1、2、3」に加えて「オプション 4」
（Nexus Approach）、「超過利得アプローチ」（Excess Profits Analysis）により対応するこ
とが、行動計画 3 の CFC 税制自体の議論においては効果的となるかも知れない。この場合
の議論については、前述の IP 保有会社の事例と同様となると考えられる。従って、IP の
形成等への貢献につき移転価格税制が適正に執行されていれば、CFC 税制による課税に頼
る必要はないこととなる。
（ハ）日本のタックスヘイブン対策税制からの検討と比較―上記事例の検討
現行の日本のタックスヘイブン対策税制においては、販売会社は、小売を行う販売会社
と卸売を行う販売会社に区別され、小売業は所在地国基準により、卸売業は非関連者基準
により、適用の除外を判断することとなっている。また、サービスの提供が主たる事業で
ある会社については、所在地国基準により適用除外を判断されることになる（措法 66 条の
6 第 3 項）。
一定の他の要件（実体基準、管理支配基準）を満たしているとすると、小売業について
は、その所在地国にて主としてその事業を行っている場合、すなわち主としてその国の消
費者に対して物品等を販売している場合に、所在地国基準を満たすものとされている。

124

従って、国境を越えて電子商取引等を利用して小売業を行っている場合には、適用除外基
準を満たさないため、日本の親会社に合算課税されることになる。
卸売業については、その事業を主として関連者以外の者との間で行っていることが要件
とされている。一般には、収入金額の 50％超で判定するが、卸売業については、売上と仕
入のいずれか一方につき 50％超で判定することになる。（統括物流会社については、特例
があるが、それについては後述する。）グループ事業会社に対して卸売をする場合には、
第三者からの仕入れが 50％を超える場合に適用除外を受けられることになる。サービス業
については、所在地国にて実際にサービスの提供がなされているか、にて判断することと
なる。
本件事例の販売会社の場合、グループ会社に対して卸売りを行っていることとなるた
め、仕入につき非関連者基準を満たさないときは、充分な機能と実体がある場合において
も、日本のタックスヘイブン対策税制により合算課税されることとなり、行動計画 3 の「分
類アプローチ」の観点からは、オーバー・インクルージョンの懸念があることとなる。
その他の場合には、原則としてその会社の行っている事業内容に合致した適切な人員配
置等があり、その機能を適切に行っていれば、適用除外となり、BEPS 懸念となっている
インボイス会社については、比較的薄い機能につき多額の所得が発生している場合、販売
会社又はサービス会社については、IP 所得が販売所得又はサービス所得に含まれている場
合、対応できていないこととなるかも知れない。しかしながら、いずれの場合にも、移転
価格税制により、特に IP 所得については、IP の形成等に係る貢献によりその帰属を検討
することにより、充分に対応可能であると考えられる。

⑥

地域統括持株会社

イ．事例
低税率国に所在する統括会社は、被統括会社 A、B、C、D の株式を保有し、これらの会
社に統括サービスを提供している。また、統括会社は被統括会社 D から製品を仕入れ、そ
れを被統括会社 A、B、C へ販売している。（ただし、これらの統括会社及び被統括会社は
両者とも、日本のタックスヘイブン対策税制に定める統括会社又は被統括会社に該当する
ものとする。
）
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図表 7-7
親会社
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（販売）

D国
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ロ．日本のタックスヘイブン対策税制における統括会社の概要
日本企業のグローバル化に伴い、地域ごとに統合する統括会社を活用した経営形態が恒
常化しつつある。そうしたいわば「ミニ本社」としての機能を有する統括会社の活用が、
地域経済圏に展開するグループ企業の商流一本化や間接部門（経理・人事・システム・事
業管理等〉の合理化を通じて、グループ傘下の企業収益の向上に著しく寄与している実状
にあるとされる。従って、一定の統括会社につき経済合理性のあるものとして、2010 年の
税制改正により、統括会社（事業統括会社、物流統括会社）を適用除外とするため、適用
除外基準について以下のような見直しが行われたのは、記憶に新しいところである。
（ⅰ）事業基準
株式等の保有が主たる事業とする特定外国子会社等は適用除外の対象外とされ
ているが、この改正により、事業持株会社（被統括会社の株式等の保有を行う統
括会社）は適用除外の対象となるものとされた（措法 66 条の 6 第 3 項）。
（ⅱ）非関連者基準
卸売業を主たる事業とする統括会社については、その統括会社に係る被統括会
社を関連者の範囲から除外して非関連者基準を判断することとなった（措令 39 条
の 17 第 10 項）。
ここにいう統括会社とは、一の内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間
接に保有されている特定外国子会社等で、次の要件及びその他の一定の要件を満たすもの
である（措令 39 条の 17 第 4 項）。
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（ⅰ）二以上の被統括会社に対して統括業務を行っていること。
（ⅱ）本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び統括
業務を行うに必要と認められるその統括業務に従事する者を有していること。
さらに、統括業務とは、「特定外国子会社等が他の外国法人の事業活動の総合的な管理
及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるもの」とされており
（措法 66 条の 6 第 3 項）
、政令では「特定外国子会社等が被統括会社との間における契約に
基づき行う業務のうち被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの（当該事業の遂
行上欠くことのできないものに限る。）であって、当該特定外国子会社等が二以上の被統
括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資
することとなると認められるもの」とされている（措令 39 条の 17 第 1 項）。
以上の改正により、一定の事業統括会社及び物流統括会社は、事業基準又は非関連者基
準を満たすこととなり、タックスヘイブン対策税制の適用を除外されることが可能となっ
た。

ハ．行動計画 3 からの分析
行動計画 3 の「分類アプローチ」において、配当は BEPS 懸念が強い所得であるとされ
ているが、配当が能動的な所得から支払われている場合、その懸念がないものとされてい
る。統括会社が稼得する配当については、被統括会社はある程度の実体のあることが前提
となっているため、その意味では BEPS 懸念がないこととなり、行動計画 3 の議論におい
て許容される形態であろうと推測される。
前述の通り、統括会社が稼得する販売所得又はサービス所得（Sales and Services
Income）につき、行動計画 3 の議論において「分類アプローチ」により、次の 2 点に留意
しなくてはならないとされている。
（ⅰ）販売会社又はサービス会社がインボイス会社（Invoicing Company：インボイ
スのみを通す会社）であり、多額の所得が生じている場合には、BEPS 懸念が生
ずる。
（ⅱ）販売所得又はサービス所得に IP 所得を組み入れ、これを販売所得又はサービス
所得として取扱い、CFC ルールにより課税しない場合には、BEPS 懸念が生ずる。
統括会社については、それ自身は単純なインボイス会社ではないため、（ⅰ）の懸念は
原則としてないと考えられる。販売所得又はサービス所得につき IP 所得が混入している場
合、その場合についても、日本のタックスヘイブン対策税制の適用が除外されるため、第
一義的には（ⅱ）については、BEPS 懸念に対応していないことになる。ただし、前述し
た通り、IP の移転については、原則として移転価格税制により対応すべきであるため、移
転価格税制により許容された IP の移転であれば、一定の経済合理性があるため、これにつ
き一律に CFC ルールによる課税を行う必要はないと考えられる。
以上の通り、日系企業にとって既に多く利用されている地域統括会社については、
BEPS の観点からも特に弊害がないことが確認されたと考える。よって、日本のタックス
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ヘイブン対策税制上の統括会社の取扱いにつき、BEPS 行動計画 3 により大きく変更され
ることにより、日本企業のグローバルな資本構造、商流構造、及び物流構造に影響を与え
ることは極力避けるべきであると考える。

（3）行動計画 3 と日本のタックスヘイブン対策税制との比較、及びまとめ
①

事例検討結果のまとめ

本件報告書における各事例の検討はグループ間取引に係る CFC ルールの検討を主として
行った。その結果、結局のところ移転価格税制で対応できない親会社又はグループ会社か
らの所得の移転は、CFC が行う事業活動に係る重要な機能につき、親会社又はグループ会
社がサポートする、又は代行する、或いは、CFC の重要な意思決定につき、かなりの程度
関与している場合に生ずることが判明した。従って、CFC が行っている重要な事業活動に
つき、その機能、意思決定、リスク等を他のグループ会社がサポート又は代行している場
合に、その事業から生ずる所得につき、CFC、親会社又はグループ会社間で、どのように
配分するか、という問題であることが解明されたと言えよう。現状においては、これら親
会社又はグループ会社のサポートについては、移転価格税制の実務としては、サービス提
供としてのコスト又はコスト・プラス程度のサービス・フィーの徴収にとどまっているも
のと考えられる。
この問題については、OECD 加盟国及び BEPS 参加国各国の租税政策の問題であるが、
移転価格税制で是正できるものは、まず、第一義的に移転価格税制により対応し、CFC
ルールによる所得の算定は移転価格税制適用後の所得としないと、課税実務の現場におい
て著しい混乱が生ずることになると考える。特に、実質アプローチ（Substance Analysis）
のうち、「オプション 2」（Viable Entity Approach）、IP 所得に適用すべきとされる「オプ
ション 4」（Nexus Approach）と「超過利得アプローチ」（Excess Profits Analysis）につ
いては、関係会社間の機能とリスク又は IP 保有会社の投下資本を観察して適宜その機能と
リスクの帰属する度合い、又は投下資本に帰属する度合いにより所得を配分するという点
で、移転価格税制の手法と類似しているが、移転価格税制との二重課税を排除するために
移転価格税制との競合を整理すべきである。
また、「実質アプローチ」を実際に適用するためには、CFC が稼得した所得につき、そ
の所得を稼得するための機能がどのように CFC 自身、親会社、又はグループ会社で遂行さ
れたか、につき、その割合を数値的に把握しなければならない246。主観的な基準として適
用する場合、納税者及び課税当局ともかなりの恣意的な運用をする恐れがあり、予測可能
性が著しく低下する可能性があるためである。また、客観的な基準として適用する場合、
外部からその機能に係るサービスを購入する場合を除き、ほぼ従業員等の人的役務により

246 比例合算方式（Proportionate Analysis）でも一括合算方式（All-or-Nothing Test）においても、こ
のような分析は重要であろう。なぜなら、CFC の機能が十分であるか否かの問題は、CFC ルールの
目的が、親会社又はグループ会社からの CFC への所得の移転の捕捉であるのであれば、CFC 単独で
その機能の十分性を判断するのは困難だからである。
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機能が遂行されることとなるため、極めてその把握は難しい。例えば、すべての関連人員
にタイム・レポートを詳しく作成させ、人件費を各機能に振り分けたとしても、その振り
分けにつき、恣意性が入ることは避けられないであろうし、また、高度な意思決定機能に
ついては、そもそも発生した人件費等の額により、その重要性を測定することにつき、問
題があると考えられるからである。
従って、CFC ルールの策定には、ある程度の割り切った基準の設定が必要であるが、合
理的な基準を設定するには、かなり時間をかけて立法担当当局、課税当局、及び納税者・
経済界のコンセンサスを熟成させるべきであり、BEPS 行動計画 3 の早急な導入は、いた
ずらに日本企業のグローバルなオペレーションを混乱させることになりかねない。
また、本件報告書における各事例の検討において、OECD 報告書において BEPS 懸念が
ないとされている所得についても、日本のタックスヘイブン対策税制にて合算課税されて
いる事例が散見された。例えば、CFC ルールの判断基準として「分類アプローチ」と「実
質アプローチ」を組み合わせ、BEPS 懸念を検討した結果、以下がいわゆるオーバー・
インクルージョンとなっている可能性のある主たる所得項目である。
・25％以上の持分割合を 6 月以上継続保有している株式等に係る配当以外の配当で、
その配当を稼得するための機能を CFC が充分に保有している場合
・25％以上の持分割合を6月以上継続保有している株式等に係る配当以外の配当で、
能動的所得からその配当がなされている場合
・CFCの稼得する保険所得につき、CFCが充分な機能を有していて、その保険プログ
ラムを採用することにより、その企業グループ全体として経済効率性を発揮してい
る場合
BEPS 行動計画 3 の国内法制化においては、上記のオーバー・インクルージョンについ
ても充分議論がなされるべきであろうと考える。
また、「分類アプローチ」において、販売所得又はサービス所得に IP 所得を組み入れる
ことにより、CFC ルールによる課税を回避している場合には、BEPS 懸念が生ずることと
されているが、IP 所得については、IP の形成等のための貢献度合いにより、IP の帰属が
移転価格税制により判断されることになるため、移転価格税制の執行が適正であれば、
BEPS 懸念のある IP 所得の混入はないことになる。従って、CFC がその IP 所得及び販売
所得又はサービス所得の稼得につき、充分な機能があるか否かを「実質アプローチ」によ
り判断することで充分に足りることになる。これについては、日本のタックスヘイブン対
策税制の統括会社のいわゆる事業統括会社及び物流統括会社に係る規定は、その CFC がそ
の IP 所得及び販売所得又はサービス所得の稼得につき、充分な機能があるか否か、すなわ
ち「実質アプローチ」的な判断を一部行っていると評価することもできる。

②

BEPS 行動計画における行動計画 3 の位置づけ

BEPS 行動計画 3 の報告書において、移転価格税制と CFC ルールの相関性については、
相互的な補完関係にあるとしていて、必ずしも、CFC ルールは移転価格税制を補完する役
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割のみではなく、移転価格税制では捕捉できない所得に対して CFC ルールが有効であると
している247。相互補完につき、以下のような説明をしている。
・CFC ルールが対象としている所得は、移転させやすく、必ずしもグループ会社から
稼得する所得ではない場合がある。その場合には移転価格では理論的に対応できな
いこととなる。
・移転価格税制で対応できないグループ内取引もある。例えば、キャッシュ・ボック
ス・カンパニー（資金のみを有していてほとんど機能を有していない会社）がグ
ループ企業に資金提供している場合において、現在 OECD において作業中の移転価
格に係る作業では、リスク・フリーの財務的リターンを得ることを許容しているた
め、このような租税回避行為については、移転価格税制では捕捉できず、CFC ルー
ルで対応すべきである248。
・CFC ルールはその他の BEPS 行動計画と相互的に影響する。例えば、BEPS 行動計
画 2 において検討されているハイブリッド・ミスマッチによるどこの国においても
課税されない所得、二重に控除されている費用については、CFC により捕捉するこ
とができる。
以上の OECD の議論を見ていくと、CFC ルールで捕捉すべき所得は以下のものとなる
と考えられる。
（ⅰ）グループ外から稼得した所得であるため、移転価格税制で捕捉できないもの
（ⅱ）キャッシュ・ボックス・カンパニーが提供した資金によりグループ内から稼得
したリスク・フリー・リターンに相当する所得（この所得は、現行の BEPS の
移転価格税制に係る議論においても捕捉できないとされている。）
（ⅲ）ハイブリッド・ミスマッチにより創出されたどこの国でも課税されない所得、
又は二重に費用控除されたことにより創出された所得
（ⅰ）については、CFC がグループ外から稼得した所得につき、CFC がグループ会社と
の取引につき移転価格が適正であり、CFC 自身が適正な機能とリスクを有していてその所
得を稼得している場合には、BEPS 懸念はないはずである。そうすると（ⅰ）の場合に
は、親会社又は他のグループ会社がその CFC の重要な機能の全部又は一部につき行ってい
る場合に BEPS 懸念が生ずることになるはずである。この点につき、CFC 税制にて対応す
る場合には、実務的に多大な事務負担を生ずることとなり、CFC 税制による対応を行うか
否かは慎重に議論すべきであることは前述した通りである。（ⅱ）については、キャッ
シュ・ボックス・カンパニーがグループ内に資金提供（無形資産の貢献等の分析から資金
提供しているのみであると移転価格税制上認定される場合）につき、移転価格税制により
リスク・フリー・リターンを許容され、そのリターン相当額の所得が CFC に発生している
場合となるはずである。このようなリスク・フリー・リターン相当額の所得につき、CFC
247 OECD BEPS 行動計画 6 報告書（2015 年 9 月）Chapter 1 参照。
248 OECD BEPS 行動計画 8-10 報告書（2015 年 9 月）“Aligning Transfer Pricing Outcomes With Value
Creation”参照。
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ルールによる課税を行うべきか否かについては、その国の租税政策の問題であろうが、そ
の性質から多額なものではないはずである。（ⅲ）については、日本においては、配当支
払国において損金算入される配当につき、（95％の）免税としない旨の税制改正が 2015 年
度に既に行われており、一般に日本企業はハイブリッドを使用した節税行為は行っていな
いと言われているため、実際問題としてこのような所得はほとんど日本企業を対象とする
CFC ルールにおいては問題にならないと考えられる。
以上の通り、行動計画 3 における分析により他の行動計画によっては捕捉が難しいとさ
れている所得については、日本企業においては余り深刻な状況になっていないものと推測
される。

③

BEPS 行動計画 3 と日本のタックスヘイブン対策税制との比較

本件報告書における事例研究においては、BEPS 行動計画 3 による CFC ルールを日本企
業の外国子会社に適用した場合、どのように BEPS 懸念のある所得を捕捉することとなる
かにつき、イメージすることを目的としている。そのため、本件報告書の主たる目的では
ないが、簡単に現状の日本のタックスヘイブン対策税制が行動計画 3 の「分類アプロー
チ」及び「実質アプローチ」にどのように適合しているか、またどのような違いがあるか
につき、簡単に検討してみる。
まず、「分類アプローチ」であるが、以下のような項目に区分され、それぞれの項目が
持つ BEPS 懸念につき、説明がなされている。
・法的分類（Legal Classification）：
（ⅰ）配当（Dividends）
（ⅱ）利子及びその他の金融所得（Interest）
（ⅲ）保険所得（Insurance income）
（ⅳ）ロイヤルティ及び他の IP 所得（Royalty and Intangible Property（IP）
income）
（ⅴ）販売及びサービス所得（Sales and services income）
・取引相手の関連性による分類（Relatedness of parties）
・所得の源泉による分類（Source of income）
日本のタックスヘイブン対策税制は、「分類アプローチ」を採用していない。しかしな
がら、租税負担割合が 20％未満の外国子会社についても、その存在に経済合理性があるも
のとして一定の基準を満たしたものに適用除外を認めている。ただし、適用除外を認めら
れた外国子会社についても、以下の項目に係る一定の所得については、資産性所得として
なお合算されることとなる。
・持株割合 10％未満の株式等に係る剰余金の配当等
・債券の利子又は償還差益
・持株割合が 10％未満の株式等の譲渡
・債券の譲渡
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・特許権等の使用料（特定事業（主たる事業がそれに該当する場合に、適用除外を受
けられない一定の事業）以外の自己の重要な事業に供するものは除く）
・船舶又は航空機の貸付け
従って、日本のタックスヘイブン対策税制は、「分類アプローチ」を採用していない
が、「分類アプローチ」により捕捉すべき BEPS 懸念のある所得である（ⅰ）配当、（ⅱ）
利子及びその他の金融所得、（ⅳ）ロイヤルティ及び他の IP 所得、については一部又は全
部に対応しているもの考えられる。（ⅴ）の販売及びサービス所得についてはその BEPS
懸念は、機能のあまりないインボイシング事業から生ずる所得と、販売所得又はサービス
所得に IP 所得が組み込まれている場合の所得とされており、機能がないインボイシング事
業については、本来移転価格税制で対応できるものであり、IP 所得が組み込まれている販
売所得又はサービス所得についても、IP の形成等の貢献による移転価格税制における IP
の所有者の認定により対応できる性格のものである。従って、（ⅴ）の販売及びサービス
所得について対応していないことはあまり弊害がないと言えよう。（ⅲ）の保険所得にも
対応していないが、保険会社については、そもそも適用除外が受けられる事業会社の一部
の業務として行うことは、各国の規制から難しい。また保険会社として日本のタックスヘ
イブン対策税制の適用除外を受けるには、非関連者基準（再保険の場合には、非関連者の
リスクを引き受けているか否かにより判断する。）を充足していなければならない。よっ
て、保険所得に対応していないことついても事実上弊害が無いと言えよう。
以上を考慮すると、日本のタックスヘイブン対策税制も、「分類アプローチ」を実質的
に採用しているとも評価できると考えられる。行動計画 3 の評価においても、日本のタッ
クスヘイブン対策税制を「分類アプローチ」を含む「取引アプローチ」（Transactional
Approach）の一種としている249。
さらに、「取引相手の関連性による分類」については、日本のタックスヘイブン対策税
制の適用除外における非関連者基準が一部対応しており、「所得の源泉による分類」につ
いては、同所在地国基準が対応していると考えられる。
一方「実質アプローチ」については、以下の四つのオプションを一般的な判断基準とし
ている。
（ⅰ）オプション 1（Substantial Contribution Analysis）：
CFC の従業員が CFC 所得につき重要な貢献を行っているか否かにより判断する。
（ⅱ）オプション 2（Viable Independent Entity Analysis）：
249 行動計画 3 最終報告書（2015 年 9 月）の第 4 章 “Definition of CFC income”の文末脚注 21 において
以下のように述べている。
“Some jurisdictions combine these two approaches into a hybrid approach and first determine
whether an entity has a sufficient amount of attributable income to be treated as a CFC before
assessing whether specific items of income are to be attributed. Japan’s CFC rules provide an
example of such a hybrid approach, under which certain entities are excluded from CFC taxation
due to the type of income and activities, but certain streams of income earned by those entities
may still be subject to CFC taxation. Because this approach ultimately considers different streams
of income rather than just attributing all the income of an entity, it is essentially a version of a
transactional approach.”
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各エンティティの機能とリスクにより CFC 所得を判断する。
（ⅲ）オプション 3（Employee and Establishment Analysis）：
CFC が CFC 所得を稼得するのに必要な事務所等の施設と従業員を有している
かにより判断する。
（ⅳ）オプション 4（Nexus Approach）：
IP 所得にのみ使用されるオプションである。CFC が稼得すべき IP 所得を行動
5（有害な税制への対応：Countering Harmful Tax Practices More Effectively,
Taking into Account Transparency and Substance）で採用されている関連性
（Nexus）アプローチにより判断する。従って、このオプションを採用する場合に
は、他のオプションと組み合わせて使用しなくてはならないとされる。
「オプション 1」については、日本のタックスヘイブン対策税制の適用除外における管理
支配基準においては、「事業の管理、支配及び運営」を自らが行っていることが必要であ
るが、「事業」の「運営」部分が対応していると考えられるし、「オプション 3」について
は、同実体基準が対応していると考えられる。
「オプション 2」については、日本のタック
スヘイブン対策税制は対応していないと考えられるが、原則として、移転価格税制により
問題となる所得は捕捉できると考えられるし、特に IP に関しては形成等への貢献の程度に
より IP の帰属を判定することとなるため、このオプションの採用については、移転価格税
制が適正に機能していれば、原則として不要と考える。
以上を考慮すると、日本のタックスヘイブン対策税制は、BEPS 行動計画 3 のほとんど
の要素を取り入れていると考えられる。また、行動計画 3 において、CFC ルールが対応す
べきとしている BEPS 懸念のうち、日系企業においては、事例検討でも明らかになった通
り、現行の日本のタックスヘイブン対策税制においても、かなりの程度捕捉されているこ
とも判明した。
ただし、事例検討につき、行動計画 3 報告書の「実質アプローチ」により検討したとこ
ろ、CFC が行う事業活動に係る重要な機能につき、親会社又はグループ会社がサポートす
る、又は代行する、或いは CFC の重要な意思決定につき、かなりの程度関与している場合
に生ずる所得移転については、日本のタックスヘイブン対策税制においては一部対応して
いないことが判明した。しかしながら、その対応していない範囲と所得金額は非常に限定
的であると考えられるし、その所得移転に対応するためには、事務手続きが非常に煩雑化
し、また主観的な判断が入らざるを得ないことも判明した。一方で、行動計画 3 を詳細に
検討すると OECD 側で一定の経済合理性があるものとして CFC ルールの適用を免除する
可能性を示唆しているもの、例えば、一定の経済合理性のある外国保険子会社につき、日
本のタックスヘイブン対策税制は、多くの場合課税することになることも判明した。いわ
ゆるオーバー・インクルージョンの問題である。
これまで、行動計画 3 に関して様々な角度から事例研究を通して検討してきたが、日本
の現行のタックスヘイブン対策税制が行動計画 3 で解説されているほとんどの要素を既に
採り入れていることを考えれば、行動計画 3 で基本としている「取引アプローチ」又は
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「分類アプローチ」とされる所得を区分して課税の可否を判定するアプローチによらなく
ても、行動計画 3 で解説されている BEPS 懸念がある所得につき、現行の日本のタックス
ヘイブン対策税制をベースにした改正で対応することができると考える。従って、どのよ
うな場合に課税漏れ（いわゆるアンダー・インクルージョン）が生じているか、どのよう
な場合にオーバー・インクルージョンを生じているかにつき、立法担当当局、課税当局、
及び納税者・経済界間でコンセンサスを得た上で、所要の改正を行うことで足りると考え
られる。このようなアプローチが、BEPS 行動計画 3 の目的を達成するとともに、既に
タックスヘイブン対策税制が実務においても十分に定着していることを考えると、最も日
本企業のグローバル行動に混乱を与えないアプローチであろうと考える次第である。

2．行動計画 6

租税条約の濫用防止

（1）行動計画 6 の現状と事例研究の進め方
2015 年 10 月の最終報告書においては、2014 年 9 月の報告書の内容につき、2015 年 5
月の改定版ディスカッション・ドラフトを経てかなりの改定・追加が行われている。主た
る変更内容は、簡素版特典制限条項（簡易版 LOB）の追加と事例の追加である。
BEPS 行 動 計 画 6 ： Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate
Circumstances の最終報告書においては、租税条約の濫用防止のために、OECD 加盟各国
に対し、以下の三つの対応策のうちいずれかを導入することが勧告（Recommendation）
されている。
（ⅰ）主要目的テスト（Principal Purposes Test：PPT）
（ⅱ）簡素版 LOB（Simplified Version of Limitation on Benefits：Simplified LOB）と
主要目的テスト
（ⅲ）厳格版 LOB（Detailed Version of Limitation on Benefits：Detailed LOB）と
導管取引防止規定（a mechanism that would deal with conduit financing
arrangements not already dealt with in tax treaties）
ただし、パブリック・コメントを求める目的で米国が 2015 年 5 月末に新たなモデル条
約における LOB（ドラフト版）を発表したため、厳格版 LOB 及びそのコメンタリーも米
国側で LOB 最終化のために実施されたディスカッションを踏まえた再検討が必要であり、
また簡素版 LOB についても、さらなる検討が必要とされている。それらにつき、OECD
の最終的な報告が可能となるのは、2016 年の前半とされている250。また、集団的投資ビー
クル（Collective Investment Vehicle：CIV）については、2010 OECD Report “The

Granting of Treaty Benefits with Respect to the Income of Collective Investment
Vehicles”につき変更が必要ないとの合意に至り、行動計画 6 の最終報告につき追加の作
業はない予定とされている。ただし、CIV ではないファンド（non-CIV funds）について
は追加の作業が必要とされている251。
250 BEPS Action 6 最終報告書（2015 年 10 月発表）パラグラフ 8 及び 25 参照。
251 同上パラグラフ 9 及び 10 参照。
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2015 年 4 月の 21 世紀政策研究所による「グローバル時代における新たな国際租税制度
のあり方」において、OECD による 2014 年 9 月付の行動計画 6 報告書を基に弊報告者
（高嶋）が事例を検討したが、本件報告書においては、2015 年 10 月発表の最終報告書にお
ける改定・追加を織り込んで、それらの事例を以下に再検討することとした。

（2）事例研究
①

地域統括会社

2010 年のタックスヘイブン対策税制の改正により、企業実体を伴っていると認められる
統括会社（事業持株会社・物流統括会社）につき、合算対象外とする見直しが行われたた
め、日系企業は、多数の地域統括会社を設立してきた経緯があり、現状においては、日系
多国籍企業の活動には地域統括会社は欠かせないものになっている。多数の日系企業が、
イギリス、オランダ、シンガポール、香港、米国等にその地域をクロスボーダーで統括す
る地域統括会社を設立している（図表 7-8）。
以下、地域統括会社につき、租税条約の濫用防止のために導入を勧告されている各テス
トによる租税条約の適格性を検討する。
図表 7-8 地域統括会社

親会社
日本
株式保有
統括サービス

統括会社
（株式保有
統括会社）
株 式 保

統括サービス
有

H 国

被統括会社 A
（販売）
A 国

統括会社と被統括
被統括会社 D
（製造）

被統括会社
B
（販売）
B 国

D 国

被統括会社
C
（販売）
C 国
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会社間の
租税条約の適用関係

イ．主要目的テストによる検討
2014 年 9 月の報告書から変更があった点は、2015 年の最終報告書において主要目的テ
ストの事例に地域会社が追加されたことである。すなわち、以下の事例 G（英文及び日本
語仮訳参照）がパラグラフ 14 において付け加えられた。
Example G: TCO, a company resident of State T, is a publicly-traded company
resident of State T. It owns directly or indirectly a number of subsidiaries in
different countries. Most of these companies carry on the business activities of the
TCO group in local markets. In one region, TCO owns the shares of five such
companies, each located in different neighbouring States. TCO is considering
establishing a regional company for the purpose of providing group services to these
companies, including management services such as accounting, legal advice and
human resources; financing and treasury services such as managing currency risks
and arranging hedging transactions, as well as some other non-financing related
services. After a review of possible locations, TCO decides to establish the regional
company, RCO, in State R. This decision is mainly driven by the skilled labour force,
reliable legal system, business friendly environment, political stability, membership
of a regional grouping, sophisticated banking industry and the comprehensive
double taxation treaty network of State R, including its tax treaties with the five
States in which TCO owns subsidiaries, which all provide low withholding tax rates.
＜日本語仮訳＞
Example G: TCO は、T 国居住者であり上場会社である。TCO は、直接又は間接に多
数の子会社を多数の国に有している。ほとんどの子会社はその地方の市場において事
業を行っている。ある地域において、TCO はそのような 5 社の株式を保有していて、
それらは、隣り合う異なる国に所在している。TCO は、それらの会社に、グループ・
サービスを提供するために、地域会社（Regional Company）の設立を検討してい
る。グループ・サービスには、会計、法務アドバイス、人事等の経営サービス、通貨
リスクの管理とヘッジ取引のアレンジ等の財務、資金管理サービス、その他の財務以
外のサービスを含む。TCO は、数カ国の候補国を検討した後に、地域会社（RCO）
を R 国に設立することとした。この決定は、主として熟練した労働力、信頼できる法
務システム、ビジネス・フレンドリーな環境、政治的安定性、地域グループのメン
バーシップ（membership of a regional grouping）、高度な金融機関及び低い源泉税
率を提供する幅広い租税条約ネット・ワークを勘案して決定された。
この事例の解説によれば、グループ・サービスが RCO において独自の判断により行わ
れており、実質的かつ経済的な機能を果たし、実体のある資産（real assets）を使用し、
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実体のあるリスク（real risks）を負担する実体のあるビジネス（real business）を、R 国
に所在する自己の従業員を通して行っていると仮定すると、租税条約の適用を否認するの
は適当（reasonable）ではない、としている。ただし、注意しなくてはならないのは、こ
の事例 G は、下記の図から判るように、必ずしも日本企業の採用する株式保有を前提とす
る地域統括会社を前提しているものではないことである。すなわち、次の図のような状況
を想定していると考えられる。
図表 7-9 Example G：地域会社（Regional Company）

T 国居住者

TCO

100％

100％

上場企業
100％

100％

100％
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E国
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事業会社

事業会社

事業会社

事業会社

事業会社

地域会社

統

括

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

R 国地域会社とサービス提
供を受けている会社所在国
との租税条約の適用関係

事例 G は、主として日系企業等の要望により導入されたものと考えられており、また事実、
報告者（高嶋）自身も OECD 諮問委員会（Business and Industry Advisory Committee to
OECD：BIAC）を通じて同様の要望を行ったものであるが、この事例により、日系企業
の株式所有を前提とした地域統括会社が、傘下の被統括会社からの配当につき、租税条約
の特典、すなわち配当源泉税の軽減を受けることが問題なくできると考えるのは早急すぎ
ると考えられる。
すなわち、主要目的テストという観点からは、依然として、このような株式保有を伴う
地域統括会社については、その主要な目的の一つは租税条約の特典を受けることであると
考えられる可能性があるためである。
さらに、後述する厳格版及び簡素版 LOB 規定という観点からは、LOB 規定における株

137

式保有に係る OECD の対応、すなわち、金融機関等以外の企業にとっては、株式の保有は
能動的な事業ではなく、能動的事業テストは満たさないとする対応により、持株会社によ
る条約上の恩典の享受につき、かなり厳しい取扱いがされている。加えて、その他の行動
計画においても、株式保有に関する対応252は、厳しいものがある。
しかしながら、行動計画 6 の事例に地域会社が入ったことの意義は大きく、実体のある
RCO が行うグループ・サービスの提供自体は主要目的テストを充足するため、それにグ
ループ・サービス提供先であるグループ会社の株式の保有が加わった形態である統括会社
につき、主要目的テストを充足する可能性は高まったと言えるであろう。
行動計画 6 の報告書にはもう一歩踏み込んで、株式の保有のある地域統括会社につき、
主要目的テストに抵触しないという事例が掲載されることが強く望まれる。

ロ．簡素版特典制限条項と主要目的テストによる検討
2015 年 10 月発表の最終報告書においては、2015 年 5 月の改定版ディスカッション・ド
ラフトを経て簡素版 LOB が追加されたが、以下にその解説をする。
簡素版特典制限条項におけるいわゆる能動的事業要件（Active Business Test）を要約す
ると以下のようになる。
・その居住者は居住地国で事業を行っていること
・その事業は、自己の勘定で投資を行い、又は投資の管理を行うものではないこと。
ただし、銀行、保険会社、登録された証券ディーラー、関係国で合意された他の団
体（Institution）はこの限りではない。
・租税条約の適格となる（源泉地国で）稼得される所得は、その事業に関連している
（in connection with）、又は付随的（incidental to）でなくてはならない。
・所得を他方の国で実施する事業活動から稼得した場合、又は他方の国で発生した所
得を自身の関係者から稼得した場合は、その居住者の居住地国のその事業が他方の
国で実施される事業と比して、又はその居住者の居住地国のその事業が他方の国の
関係者のその事業と比して、重大（Substantial）でなければならない。
以上のすべての要件を充足する場合にはその居住者はその居住地国で能動的事業を行っ
ており、その稼得する所得に租税条約の特典が与えられるとされる。従って、地域統括会
社の提供するサービスについては、そのサービス提供事業自体が規定する要件に合致し、
能動的であるとされれば、能動的事業要件は満たすこととなり、第一義的には、関連して
稼得されるサービス報酬、利息収入、その他の所得については、租税条約の特典を受ける
ことができることとなると考えられる。
実際問題としてどのように運用されるかは明確ではないが、簡素版能動的事業要件につ
いては、「...if the resident is carrying on a business...」という規定振りになっていて、厳
格版の「..., if the resident is engaged in the active conduct of a business...」の規定振り
252 例えば、行動計画 3：CFC においては、配当を BEPS（税源浸食・利益移転）の恐れのある所得とし
て位置付けている。（4.2.1.1 Legal classification パラグラフ 77 等を参照）
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と比較すると、簡素版には「active」の形容詞がないため、その事業については、厳格版
よりも緩和された認定が許容されると思われる。
株式の保有のある統括会社が稼得する配当等に係る源泉税又は株式譲渡所得について
は、上記のように株式の保有及び管理自体について金融機関等以外は能動的事業とされな
いため、規定通りに（簡素版）能動的事業要件が運用される場合には、源泉税の軽減等の
特典が受けられないことも考えられる。
しかしながら、厳格版の能動的事業要件の解説（パラグラフ 47）には、“Since a
headquarters operation is in the business of managing investments, a company that
functions solely as a headquarters company will not be considered to be engaged in the
active conduct of a business for purposes of paragraph 3.”（日本語要約「投資を管理する
ヘッドクォーター・オペレーションのみでは、能動的な事業の遂行にはならない。」）253と
あるが、これを反対解釈すると、投資を管理する以外の統括会社が提供するグループ・
サービスについては能動的事業になるとも考えられる。なお、簡易版の事業要件について
は、解説がないが、能動的事業要件については、原則として簡易版も厳格版も同様の立場
であろうから、厳格版のコメントを簡易版に適用することは許容されるものと考えられる。
統括会社が提供するグループ・サービスが能動的事業となるとすると、当該統括会社の
能動的事業と、グループ・サービスの提供を受ける被統括会社の行う事業との関連性（in
connection with）は、いかに考えるべきであろうか。これについては、同じく厳格版のコ
メンタリー（パラグラフ 51）にて“… , but they should be part of the same overall
industry and be related in the sense that the success or failure of one activity will tend
to result in success or failure for the other.” （日本語要約「それらの事業が概ね同じ業界
に属していて、一方の成否が他方の成否にかかっている場合、それらの事業は補完的
（Complementary）となる。」）とされており、統括会社のグループ・サービスにつき、
サービスを提供される被統括会社については、統括会社と同じ業界に属しているか否かが
問題となる254。
解釈にもよるが、被統括会社の事業に特有の事情を理解した上でのグループ・サービ
ス、例えば、経営管理サービス等を提供しているのであれば、同じ業界に属しているとも
解釈できると思われる。そうすると、一方の成否が他方の成否にかかっているか否かが論
点となるが、統括会社の提供するグループ・サービスが被統括会社にとって重要なもので
ある場合、そのサービス提供の成否が、被統括会社の事業の成否にかかわるため、この要
件も満たしていると考えることができる。
簡易版 LOB をクリアするためには、最後にいわゆるサブスタンシャル・テストを通過
しなくてはならない。前述の通り一方の国の居住者が他方の国の居住者から所得を得る場
合、一方の居住者の事業が他方の国の居住者の事業と比して、充分な大きさ
253 英語原文及び日本語要約の下線については、本件報告者が付したものである。
254 ｢事業関連性」には、補完的であること（complementary to）の他、事業の一部を構成していること
（forms a part of）の場合がある。（BEPS 最終報告 Action 6 SECTION A パラグラフ 49 等参照）
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（Substantial）でなければならない、とするものである。これについては、簡易版コメン
タリーには説明がないため、その趣旨は同様と考えられる厳格版 LOB のコメンタリーの
解説（パラグラフ 52）を確認する。これによれば、“The substantiality requirement is
intended to prevent a narrow case of treaty-shopping abuses in which a company
attempts to qualify for benefits by engaging in de minimis connected business activities
in the treaty State of which it is resident （i.e. activities that have little economic cost
or effect with respect to the company’s business as a whole）.”（日本語要約：「サブス
タンシャル・テストは、最小限の関連事業をつけることにより、条約の特典を得ようとす
るような濫用的な状況に対応するためである。」）とされている。従って、統括サービスを
行うに充分なボリュームの人員等を備えていれば、このテストは充足すると考えられよう。
以上、統括会社につき、簡易版 LOB をクリアすることを目的として、目的論的に租税
条約を解釈してきたが、必ずしも、簡易版 LOB の規定及びコメンタリーがこのような解
釈を担保している訳ではない。従って、行動計画 6 の報告書のコメンタリーに、経済合理
性と充分な実体性を具備した統括会社が配当所得に関して租税条約適格である旨の事例解
説を導入することを強く望む次第である。
以上の論点とは別であるが、簡素版 LOB についても、同じ国にある他のグループ法人
のすべてを一括してその事業が能動的か否かを判断するような規定（簡素版 LOB：第 4 項
c）参照）が入っている。例えば、地域統括会社が自己の事業の一環として別法人を設立し
た場合、グループ金融会社等は別法人で設立されることが多いと考えられるが、そのよう
な場合でも、地域統括会社とグループ金融会社等は一体として事業要件を判定することが
できる。なぜならば、簡易版 LOB においては、事業がパートナーシップによって運営さ
れている場合において、その者がパートナーであり、その者の関連企業が行っているパー
トナーシップ事業、及び自身の関連企業により実施されている事業は、その者の行ってい
る事業とみなす、という規定が入っているためである。
簡易版 LOB と組み合わせて使用される主要目的テストについては、前述の「イ．主要
目的テストによる検討」と同様の結論となると考えられる。ここでは、主要目的テストの
事例 G は、必ずしも統括会社の適格性を担保しているものではないことにつき、再度注意
喚起しておくこととする。

ハ．厳格版 LOB と導管取引防止規定からの検討
厳格版 LOB に係るいわゆる能動的事業要件を要約すると以下のようになる。
・その居住者は居住地国で能動的な事業を行っていること
・ただし、能動的な事業から、自己の勘定で行う投資又は投資管理は除く。しかしな
がら、銀行、保険、証券の活動で銀行、又は銀行と類似とされるものとして関係国
で合意されたもの、保険会社、登録された証券ディーラーにより行われている場合
はこの限りでない。
・租税条約の適格となる（源泉地国で）稼得される所得は、その事業に関連している
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（in connection with）、又は付随的（incidental to）でなくてはならない。（以上、3
項 a）参照）
・その居住者がある項目の所得を他の国で実施する事業活動から稼得した場合、又は
他の国で発生したある項目の源泉所得を関係者から稼得した場合、その居住者の居
住地国の事業活動が源泉地国でその居住者により実施される事業活動と比して、又
はその居住者の居住地国の事業活動が他方の関係者の事業活動と比して、重大
（Substantial）であれば、その項目については、その居住者は居住地国で能動的な
事業を行っているとされる。（3 項 b））
・ 活 動 に つ い て は 、 あ る 者 の 関 係 者 の 活 動 （ activities conducted by persons
connected to a person）は、その者によって行われるとみなす。50％以上の関係者
か否かは、全ての事実と状況により、ある者が他の者を支配しているとき、又は同
一の者に支配されているときは、関係しているものとする。（第 10 条 3 項 c））
以上のすべての要件を充足する場合に能動的事業を行っており、その適格所得に租税条
約の特典が与えられるとされる。
地域統括会社への LOB の規定の適用については、簡素版及び厳格版の違いはほとんど
ないと考えられる。従って、地域統括会社の提供するサービスについては、そのサービス
提供事業自体が規定する要件に合致し、能動的であるとされれば、能動的事業要件は満た
すこととなり、関連して稼得される（管理・経営）サービス報酬、利息収入、その他の所
得については、租税条約の特典を受けることができることとなると考えられる。
さらに、租税条約の適格者となるためには、それらの所得につき、提供するグループ・
サービスが被統括会社の事業との関連性があるか、統括会社の事業が被統括会社の事業と
比して充分に大きい（Substantial）ものか、につき検討する必要がある。目的論的に解釈
すれば、これらの要件は充足すると考えられ、厳格版 LOB においても、租税条約適格に
なると考えられる。
以上は、統括会社につき、厳格版 LOB をクリアすることを目的として、目的論的に租税
条約を解釈しものであり、必ずしも、簡易版 LOB の場合と同様に厳格版 LOB の規定及びコ
メンタリーがこのような解釈を担保している訳ではない点は留意されたい。従って、行動計
画 6 の報告書のコメンタリーに、厳格版 LOB に関しても、経済合理性と充分な実体性を具
備した統括会社が租税条約適格である旨の事例解説を導入することを強く望む次第である。
導管取引防止規定については、OECD 加盟各国での対応と考えられるため、行動計画 6
の最終報告書には、その規定振りの記載はないが、日系多国籍企業については、一般に導
管取引を行うことは少ないと考えられるため、導管取引防止規定に抵触することはあまり
ないのではないかと思われる。

ニ．派生的受益権（簡易版及び詳細版 LOB）からの検討
ある法人がある国から所得を稼得する場合において、その法人の株主で別の国の居住者
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がその所得をある国から直接稼得したときに、その法人の居住地国とその所得の源泉地国
との租税条約によりその法人が享受すべき特典以上の特典をその株主の居住地国とその所
得の源泉地国との租税条約により享受する者を、同等受益者という。簡素版の LOB にお
いても、厳格版の LOB においても、同等受益者が株主として一定割合以上存在する場合
には、その法人の居住地国とその所得の源泉地国との租税条約の特典を付与することが規
定されている。
派生的受益権については、2014 年 9 月の報告書及び 2015 年 10 月発表の報告書ともに
同様な解説がなされているが、2016 年の前半で結論が出されることとなっていることに留
意されたい。
簡易版 LOB においては、同等受益者が直接又は間接にその法人の 75％超保有している
場合には、当該租税条約の特典を与えることにしている。
一方、厳格版 LOB においては、7 名以下の同等受益者（間接保有の場合は間接保有者が
同等受益者でなければならない。）が直接又は間接にその法人の議決権及び価値の 95％以
上を保有していて、その法人の総所得の 50％以上が同等受益者以外の者に直接又は間接に
損金算入される支払として支払われていないことが要件となっている。（ただし、通常の
ビジネス循環における第三者取引価格による支払は除かれる。）
従って、日本と被統括会社居住地国の租税条約が、統括会社居住地国と被統括会社居住
地国との租税条約と同等以上の特典を付与している場合には、派生的受益権が存在する条
約の場合その条文により、統括会社居住地国と被統括会社居住地国との租税条約の特典が
付与されることとなる。よって、統括会社居住地国と被統括会社居住地国との租税条約の
適用は、ケース・バイ・ケースの判断となる。
特に被統括会社からの統括会社への配当、又は被統括会社の株式の譲渡益に関する租税
条約の適用については、能動的事業要件を満たすことが難しいと解釈される場合も考えら
れるため、派生的受益権が機能する余地は大きいと思われる。

②

JV 持株会社、投資保有会社

2015 年 4 月の 21 世紀政策研究所の報告書においては、2014 年 9 月の OECD 行動計画
6 報告書に基づいて、JV 持株会社、投資保有会社につき、その問題点を検討したが、2015
年 10 月発表の同 OECD 報告書においても、これらの会社については、その問題点の変更
は基本的にない。以下にこれらの会社の典型的なストラクチャーについて、再度図解を示
しその結論を述べるが、詳細説明については割愛することとする255。

255 2015 年 4 月 21 世紀政策研究所「グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方～BEPS（税
源浸食と利益移転）プロジェクトの討議文書の検討～」の P47～49 を参照されたい。
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図表 7-10 JV 持株会社
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事業会社

事業会社
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図表 7-11 投資保有会社

日本 X
他の企業グループ
の投資保有会社
第三国

日本 Y

第三国 Z

株式保有
合計 100％

投資保有会社
A国
貸付

株式保有
プロジェクト事
業会社 B 国

金融機関
からの
ファン
ディング
（貸付）
投資保有会社と権益
保有会社間の
租税条約の適用関係

プロジェクト事業

JV 持株会社については、JV の組成者当事者の一方的な影響力を排除して中立的に運営
することができるため、第三国に設立することが多い。そのため、人員配置、及びその機
能は限定的になる可能性が高い。投資保有会社については、大規模なプロジェクトを遂行
する場合、プロジェクト資金の融資を受けることも多いため、倒産隔離、法務リスク遮
断、キャッシュフローの透明性の確保、議決権の集約化、その他の目的のため投資保有会
社を設立することが必須となる。また、プロジェクト事業のまとめ役であるオペレーター
より、一定のグループの事業関連者につき One Voice にするため、このような投資保有会
社の設立を求められることもある。設立国は、プロジェクト事業会社所在国又はプロジェ
クト事業所在国との経済的、法的、文化的関係（経済的密着度、投資保護協定の有無、（イ
ギリス）慣習法又は（欧州）大陸法等の法体系との法的適合性、旧宗主国関係の有無、その
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他）により選定されることとなる。また、併せてその国の法制度、会計制度、税制等が投
資管理に適しているか、また投資先との租税条約が優れているか等を総合的に勘案して選
定されることとなる。投資保有会社の場合、株主としての投資管理が主たる目的となるこ
とが多いため、必然的に人員配置、及びその機能は限定的になる可能性が高い。
租税条約の濫用防止のために OECD 加盟各国に対して導入を求めている以下の三つの対
応策のうち、いずれかを導入することが勧告（Recommendation）されているのは前述の
通りであるが、これらの適用関係につき簡単に検討する。
（ⅰ）主要目的テスト（PPT）
（ⅱ）簡素版 LOB と主要目的テスト（PPT）
（ⅲ）厳格版 LOB と導管取引防止規定
JV 株式保有会社及び投資保有会社については、その性格上、「（ⅱ）簡素版 LOB と
PPT」、又は「（ⅲ）厳格版 LOB と導管取引防止規定」が採用される租税条約においては、
能動的事業要件を充足しないことが多いため、特典が享受できる場合は少ないものと考え
られる。（特に、自己の勘定による株式の保有・管理のみの事業については、金融機関等
のみが能動的事業となるとの規定があるため、人員配置と機能実体があったとしても、特
典の享受は困難と考えられる。）
一方、主要目的テストについては、理論的には、これらの会社の人員配置及びその機能
の実体性は関係ないはずである。しかしながら、2015 年 10 月の OECD による行動 6 報告
書に記載されている主要目的テスト判断事例については、租税条約の特典が享受できると
した事例のうち、ほぼ全てにつき実際の人員配置があり、実体的な機能を有している事例
となっている。そのため、実際の課税実務においては、能動的事業要件と同じような運用
がなされることが多いのではないか、と懸念されるところである。

（3）改善が必要と思われるいくつかの事項
本報告書の前半にて分析した BEPS 行動計画 3（CFC ルールの強化）と比較すると、行
動計画 6 のステータスは勧告（Recommendation）となっているため、実際に実行できる
程度の詳細さを備えている。従って、その問題点もかなり明確となってきている。事例研
究において幾つかの問題点を指摘し、かつ改善策の方向性を示唆したが、最後にもう一度
それらの問題点を簡単に指摘し、その改善策の方向性を簡単に提示することにより、行動
計画 6 の事例研究のまとめとしたい。

①

地域統括会社の租税条約適格性の不安定さ

日系企業は、既に多数の地域統括会社を設立してきた経緯があり、現状においては、日
系多国籍企業の活動には地域統括会社は欠かせないものになっている。地域統括会社につ
いては、そもそもその設立経緯より、租税条約の特典を得ることが主要目的ではないこと
は明らかであるが、行動計画 6 報告書の PPT 判定に係る地域会社の事例では不充分であ
り、株式の保有を伴った地域統括会社の事例を OECD モデル条約コメンタリーに採用する
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ことにより、その租税条約の適格性は向上するものと考えられる。
特に、租税条約の解釈は、被統括会社の所在国の税務当局によって判断されるため、地
域会社の事例のみでは、被統括会社から統括会社へ支払われる配当につき、租税条約の特
典が付与されるか否かに不安定性が残る。従って、株式の保有を伴った地域統括会社の事
例の掲載が強く望まれるところである。
また、PPT において租税条約の特典を付与されることとなる統括会社について、LOB に
おいて租税条約につき不適格となることは、課税の統一性という点では著しく均衡を欠く
ことになる。そのため、事業実体のある統括会社については、LOB においても適格とすべ
きである。従って、（簡易版及び厳格版）LOB の事例において、統括会社は租税条約適格
であることを例示すべきであり、その事例においては、統括会社が稼得する配当だけでな
く、受取利息及びサービス収入につき、租税条約適格である旨の説明がなされることが望
ましい。特に、配当については、行動計画 6 の最終報告書において株式の保有は金融機関
以外能動的事業とされないとのコメントがなされているが、統括会社による株式の保有に
ついては、単純なポートフォリオ投資のための保有ではないため、事業関連性のある株式
の保有については、統括会社と被統括会社間に統括サービスの収受があり、真に統括・被
統括の関係がある限り、能動的事業として取扱うべき旨のコメントがなされることが強く
望まれる。

②

JV 株式保有会社、投資保有会社の救済

2015 年 4 月の 21 世紀政策研究所の報告書において、2014 年 9 月の OECD 行動計画 6
報告書に基づいて、JV 持株会社、投資保有会社につき、租税条約における適格性がないこ
とを指摘したが、2015 年 10 月発表の同 OECD 報告書においても、これらの会社について
は、その状況に変更はない。
しかしながら、JV 持株会社及び投資保有会社については、事業遂行の必要性、及び法務
リスク遮断の必要性から、その存在がなくなることはないと思われる。そうであるとする
と、それらの会社については最小限の救済が必要となろう。さもないと、BEPS 行動計画
6 が著しく経済活動を阻害する結果となる懸念がある。
例えば、集団的投資ビークル（Collective Investment Vehicle：CIV）につき、「CIV の
設立国の居住者又は同等受益者が CIV を有している程度において適格者となる規定を採用
してもよいとしている。」とされているため、JV 株式保有会社又は投資保有会社について
も、同様の取扱いを採用することが望ましいと考えられる256。
CIV については、原則としてポートフォリオ投資するためのビークルであるのにこのよ
うな取扱いを許容していることを考えると、事業関連性のある投資、すなわちそのような
256 例えば、行動計画 6 の最終報告書（2015 年 10 月）Section A のパラグラフ 36 において、以下のよう
な CIV に関する条項を租税条約に挿入することを許容している。
“f）a collective investment vehicle, but only to the extent that, at that time, the beneficial interests

in the CIV are owned by residents of the Contracting State in which the collective investment
vehicle is established or by equivalent beneficiaries.”
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投資自体がそのグループにとって事業投資と同様な性格を持つ投資につき、租税条約の派
生的受益権の適用を受けるためには、現行の議論においては、簡易版 LOB では 75％以上
超の同等受益者の直接又は間接保有を必要とし、厳格版 LOB では 7 名以下で 95％以上の
同等受益者の保有を必要とすることは、余りにも均衡を失していると言える257。

③

内外差別撤廃による救済

2015 年 4 月の 21 世紀政策研究所の報告書において、究極的には、配当、利子、使用料
に係る源泉税の課税問題の解決については、内外差別（外国法人課税と内国法人課税で外
国法人に対し不利な扱いをすること）をなくすことが有効な施策となることを指摘した。
すなわち、究極的には、源泉徴収課税を行わないか、居住者と同等の課税を担保するため
には源泉徴収をしたとしても少なくとも申告還付を認めるべきであろうことを指摘した。
この指摘については、2015 年 10 月の行動計画 6 の最終報告書の発表内容によっても変
更はない。すなわち、2015 年 4 月の 21 世紀政策研究所の報告書において指摘した問題点
は依然として解決されていないためである。

257 派生的受益権の内容の決着については、2016 年中の前半とされているため、必ずしも 2015 年 10 月
発表の報告書が最終版ではないことに留意されたい。
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第8章

行動 4：利子の控除制限
EY 税理士法人エグゼクティブディレクター
原口

太一

EY 税理士法人マネージャー
上田

滋

1．はじめに
2015 年 10 月 5 日に BEPS 行動 4（利子の控除制限）に関する最終報告書が公表され
た。最終報告書は、主として利子の控除制限に関するベストプラクティス・アプローチを
OECD 加盟国に勧告しつつ、国際協調及び制度の収斂が必要であるとしている。
本稿は、BEPS 行動 4 に関する過去の議論、当初計画及び討議草案を振り返るととも
に、最終報告書におけるベストプラクティス・アプローチの内容を踏まえ、本邦現行税制
との比較及び同アプローチが我が国に導入された場合の影響を整理・確認することを目的
としている。
なお、本稿の内容については、筆者らのみが責任を負うものであり、本稿に記載されて
いる見解は筆者らの個人的な見解であって、筆者らの属する団体の見解を表明又は示唆す
るものではないことを付言する。また、本稿には、OECD が公表した報告書等の要約を記
載しているが、訳出しにおける用語の選択については、筆者らによる判断に拠るものであ
ることを留意願いたい。

2．BEPS 行動計画における内容・目的
はじめに、2013 年 7 月 19 日に公表された BEPS 行動計画において利子の控除制限につ
いて示された目的と内容を振り返る。

（1）必要とされる行動
支払利子や、経済的に支払利子に相当する他の金融取引による支払を利用した税源浸食
を防止するため、国内法の設計におけるベストプラクティスに関する勧告を策定する。金
融保証や履行保証、金融派生商品、キャプティブその他の保険契約等の関連者間金融取引
に関する価格について、OECD 移転価格ガイドラインを策定する258。

（2）行動の方法・期待される成果
国内法の設計に関する勧告及び OECD 移転価格ガイドラインの改訂。

258 平成 25 年 10 月 8 日税制調査会配布資料では、BEPS 行動 4 の概要について、「支払利子等の損金算
入を制限する措置の設計に関して、各国が最低限導入すべき国内法の基準について勧告を策定する。
また、親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインを策定する。」と記載されている。
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（3）計画の概要
過度な利子の損金算入、あるいは所得控除又は所得の繰延べを生み出すことを目的とし
て、関連者又は非関連者間の借入れを通じて行われる利子の支払や、経済的に支払利子に
相当する他の金融取引の支払を用いて行われる税源浸食を防止するために、国内法の設計
におけるベストプラクティスに関する勧告を策定する。また、この作業を支援する形で、
金融保証や履行保証、金融派生商品（銀行間取引に使用される内部金融派生商品を含
む）、キャプティブその他の保険契約等の関連者間金融取引に関する価格について、
OECD 移転価格ガイドラインが策定される。なお、当該作業は、ハイブリッド・ミスマッ
チ（行動計画 2）と CFC 税制（行動計画 3）における作業と調整される。利子や他の金融
支払のような過度の損金算入対象となる支払は、BEPS を生じさせる。対内投資において
は、例えば低税率国に所在する関連者からの借入れの活用によって、債務者が過度な利子
の損金算入を創出する一方、債権者においても対応する利子が所得に含まれないこととな
る。対外投資においては、例えば所得控除又は所得の繰延べを生み出すための負債の活用
によって、債権者において関連所得が繰り延べられるか、又は免税となる一方、債務者の
支払利子は損金に算入されることとなる。

3．BEPS 行動計画が公表される前の OECD における議論
次に、BEPS 行動計画が公表される以前の利子の控除制限に関する OECD における議論
を振り返る。本論点に関する OECD の過去の議論は、下記の報告書に記されている。

（1）2011 年 8 月

『Corporate Loss Utilization through Aggressive Tax Planning

（アグレッシブなタックス・プランニングを通じた企業損失の利用報告書）
』の公表
この報告書では、グループ・ファイナンスを利用して課税所得を減らす事例や、それに
対処するための租税政策上のオプションが検討・整理されている。

（2）2012 年 8 月 『Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance
Issues（ハイブリッド・ミスマッチ取極め：租税政策と法令遵守の論点報告
書）』の公表
この報告書では、ハイブリッド・ミスマッチの仕組みやその利用に対する租税政策上の課
題等が検討されており、国によって税務上の取扱いが異なるハイブリッド商品に係る利子の
支払を利用した事例や、それに対処するための租税政策上のオプションが整理されている。

（3）2013 年 2 月

『Addressing Base Erosion and Profit Shifting（税源浸食と利

益移転への対応報告書）』の公表
この報告書では、国によって税務上の取扱いが異なる関連者間のハイブリッド商品を利
用した事例やレバレッジを利用した企業買収の事例等が整理されている。
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（4）上記報告書において取り上げられている事例の紹介
これらの報告書で取り上げられている利子損金算入等を利用した税源浸食の事例の一部
について、概要を下記に示す。

①

レバレッジを利用した税源浸食

国内において負債と資本の税務上の取扱いが異なることや、国家間において負債と資本
との税務上の取扱いが異なることが、法人の資金調達の際に株式よりもむしろ負債（借入
金）で行う誘因となっていると言及されている。特に受取利子について、受領者で低課税
が適用される場合には、（株式での資金調達に比べ）借入金による資金調達に明らかな違
いが生じるとされている。
【前提】
低課税国に金融会社が設立される。
【取引】
金融会社が高課税国に所在するグループ会社の事業活動に資金を供給する。
【課税関係】
金融会社からの資金供給に対する利子の支払は、高課税国に所在する事業会社の課税所
得から控除され、他方、金融会社では、当該支払の受取について非課税又は低課税の適用
を受けることで、グループ会社全体の租税負担を軽減させることが可能となる259。

②

負債のプッシュダウン260と中間持株会社を利用したレバレッジによる買収

負債のプッシュダウンと中間持株会社を利用したレバレッジによる買収事例として、P
国に本店として所在する多国籍企業が、L 国を含む多くの国々で事業を営み、T 国の居住
法人である製造会社を買収する事例が紹介されている（図表 8-1 参照）。
【前提】
ハイブリッド商品（例えば、償還権付優先株式）について、T 国では負債として取扱わ
れ、一方、L 国では資本として取扱われる。T 国と L 国間での租税条約では、投資所得に
対する支払に係る源泉所得税について非課税又は軽減税率を適用することが可能である。
T 国では、関連する租税条約によりキャピタル・ゲインが免税となる。L 国では、国内法
に基づき株式譲渡によるキャピタル・ゲインが免税となる。
【取引】
買収を実施するために、多国籍企業は、L 国に L 持株会社を設立し、続いて L 持株会社
は T 国に T 持株会社を設立する。L 持株会社は多国籍企業から 4 億ユーロの関連者間ローン
を受け、続いて T 持株会社がハイブリッド商品によって L 持株会社から 4 億ユーロの融資
を受けるとともに、外部の銀行から 6 億ユーロの借入れを受ける。当該借入れにより T 持
259 このような高課税の適用を受ける関連者に対して行う関連者間貸付けは、グループレベルの節税を達
成する非常に単純で簡単な方法であると言及されている。
260 借入金をグループ内の特定の会社に寄せることをいう。
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株会社は製造会社を買収し、T 国の税務上、製造会社と連結納税グループとなる。
【課税関係】
連結納税制度を採用し、一定の制限の適用の下で、T 持株会社が受けた外部銀行からの
借入れに係る支払利子を製造会社の事業所得と相殺することができる。L 持株会社が受け
た 4 億ユーロの関連者間ローンに係る支払利子は、L 国の連結納税制度を採用することに
より、一定の制限の適用の下で、L 国のグループ会社の課税所得から控除できるため、L
国においても租税負担を軽減することが可能となる。L 持株会社は、ハイブリッド商品
（例えば、償還権付優先株式）を利用して T 持株会社に 4 億ユーロの資金を提供している
が、この資金提供に対する利子は、T 国の税務上、一定の制限の適用の下で、費用として
製造会社の課税所得から控除され、同時に、当該利子は、L 国では国内法により受取配当
として免税となる。また、T 持株会社の L 持株会社に対する支払に係る源泉所得税につい
て T 国と L 国間での租税条約の特典を受け、非課税又は軽減税率を適用することが可能と
なる。将来において L 持株会社が T 持株会社の株式を売却する際にも、T 国では関連する
租税条約によりキャピタル・ゲイン課税を免れ、一方で、L 国でも国内法に基づき株式譲
渡によるキャピタル・ゲインが免税となるため、結果として T 持株会社の株式を非課税で
売却することができる。
図表 8-1 負債のプッシュダウンと中間持株会社を利用したレバレッジによる買収事例
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4．BEPS 行動計画の公表後から最終報告書の公表までの経緯
ここでは、BEPS 行動計画が公表されてから最終報告書が公表されるまでの経緯を時系
列に概観する。

（1）2014 年 12 月 18 日に討議草案を公表
BEPS 行動計画の公表後、OECD は、2014 年 12 月 18 日に BEPS 行動 4 に関する討議
草案として『Interest Deductions and Other Financial Payment（利子控除及びその他の
金融支払）』を公表している。当該草案では、実務的勧告についての参加国のコンセンサ
スには達していないとしながらも、利子等の控除制限ルールのベストプラクティスとし
て、下記の三つのオプションが提示されている。

①

固定比率ルール

単体企業の純支払利子総額が所得や資本等のうちに占める割合を算定し、当該割合等の
一定の比率を用いて、利子費用の控除を制限するアプローチである。当該草案では、二重
課税のリスクを防ぎつつ BEPS に対処するための適切な制限割合を設定することは困難で
あるとされている。

②

グループワイドルール

連結企業グループ全体を一体として、下記のいずれかの利子等の控除を制限するアプ
ローチである。
イ）グループから第三者に対する利子費用の総額をグループ全体の所得割合等に基づいて
グループ各社に配賦し、各社で生じた利子費用のうち、その配賦された額を超える金額
の控除を制限するアプローチ。
ロ）グループ全体の所得に占める利子費用の割合等を算定し、グループ各社の当該比率が
グループ全体の比率を超える場合に、超過分の利子の控除を制限するアプローチ。

③

混合ルール

上記①と②を併用するアプローチである。

（2）2015 年 2 月 17 日にパブリックコンサルテーションを実施
上記 4．（1）の草案に対して、2015 年 2 月 6 日までパブリック・コメントの募集が行わ
れ、2015 年 2 月 17 日にパブリックコンサルテーションが実施されている。日本経済団体
連合会からも当該草案に対して BIAC を通じた意見表明がされており、ここでは、その中
でも筆者らが特に重要と考える意見を紹介したい261。

261 日本経済団体連合会のホームページに公開されている「BEPS 行動 4 に係わる公開討議草案に対する
意見」からの抜粋である。http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/012.html
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①

ルールの具体化における前提

企業は、本来、事業活動の必要に応じて、経済的に最も合理的な方法で資金調達をして
いるのが大半であって、租税回避を意図して資金調達をしているのではない。また税メ
リットをとるために資金調達をしているわけではない。そのため、ルールの具体化に際し
ては、他の行動計画と同様、新たな租税回避防止策が通常の事業活動を阻害せず、事務負
担が過大とならない制度とすることが大前提である。
利子を利用した BEPS について既存の制度がない国では、まずは固定比率ルールを導入
することを前提に考えるべきであり、また、すでに制度がある国では、現行の制度が十分
に機能しているかをまず検証すべきである。

②

固定比率ルールの支持と修正点

ベンチマークとなる水準について、提案では現行の 30％～50％台の水準が BEPS に対
応するためには高すぎるとしているが、この点、企業活動の実態から乖離した BEPS によ
るリスクに対処するという趣旨を考えれば、多くの健全に事業を営む多国籍企業が対象と
なるような低い水準を推奨することは不適切である。あるべき水準については、当該国の
企業の BEPS の利用実態、企業の経営・財務の状況、BEPS を利用するおそれ等を勘案
し、各国における慎重かつ十分な議論を踏まえて個別に決定することが望ましい。

③

グループワイドルールの問題点

（グループワイドルールは理論的にクリアであるとしつつも）現地子会社が資金調達の
判断を行っている場合であっても、グループ全体で控除枠の割り当てが決まるため、現地
子会社のマネジメントの裁量が小さくなるおそれがある。例えば、現地企業が自らの設備
投資のために外部からの借り入れで資金調達を行った場合でも、利子支払の控除枠はグ
ループ他社との関係で決まるため、通常のビジネス行為であるにも拘わらず、控除額が制
限されるおそれがあり、グループ内からの equity による資金調達を選択せざるをえなくな
り、資金調達の選択肢を狭めることに繋がりかねない。結果的に、現地子会社における財
務マネジメントの機能が縮小し、途上国も含めた各国における経営・財務人材の育成・能
力向上に寄与しないおそれもある。

（3）2015 年 10 月 5 日に最終報告書を公表
OECD は、上記のパブリックコンサルテーションを経て、2015 年 10 月 5 日に 115 頁に
わたる最終報告書『Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other
Financial Payments』を公表している。最終報告書は、相対的に税負担の軽い国外関連者
に過大に利子を支払うことによる租税回避を防止するため、各国が協調して国内税制の国
際的調和を図るといった内容となっている。
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5．最終報告書の概要
ここでは、最終報告書における勧告等の概要を示す262 。OECD は、最終報告書におい
て、問題視されるスキームを列挙するとともに、ベストプラクティス・アプローチとし
て、企業が支払う利子について、下記のルールに従い損金算入することを勧告している。

（1）最終報告書において問題視されているスキーム
最終報告書において問題視されているスキームは、主に下記の 3 パターンのスキームで
あり、本稿 3．（4）で紹介した OECD の過去の報告書で取り上げられている税源浸食事例
と大きく異なるところは無い。


グループが、第三者からの借入れを高税率国に配分することで課税所得を減少させる
スキーム。



グループが、グループ内貸付けを用いて支払利子の損金算入を生み出し、課税所得を
減少させるスキーム。



グループが、借入れを利用して非課税所得や課税繰延を生み出し、課税所得を減少さ
せるスキーム。

（2）ベストプラクティス・アプローチの提言
討 議草案 の段 階では 、多 国籍企 業グ ループ の租 税回避 への 対策と して 、定式配賦
（Formulary apportionment）と密接な関係をもつグループワイドルールがオプションの
一つとして挙げられていた。しかしながら、実行の困難性を背景に、日本経済団体連合会
のみならず各国の経済団体の不支持表明を受け、最終的なベストプラクティス・アプロー
チとしては採用されていない263。

①

基本ルール（図表 8-2 参照）

草案においてオプションの一つとして挙げられていた固定比率ルールが、ベストプラク
ティスである基本ルールとして勧告されている。これに、下記②イ）～ニ）の各オプ
ションを組み合わせることが可能とされている。特定の事業体（entity）における利子及
び経済的に利子と等しい支払が、利払い・税金・減価償却控除前利益（EBITDA）のうち
に占める比率を算定し、当該比率が特定の比率（基準固定比率）を超える場合には、超過
部分の純支払利子額の損金算入を制限するルールである 264 。基準固定比率については、
262 増井 良啓「BEPS 行動 4 の 2015 年報告書を読む」租税研究 794 号（2015/12）171 頁 本海外論文
紹介では、最終報告書の冒頭における要約（Executive summary）についての増井教授による日本語
訳も掲載されており、最終報告書の概要を正確に知るために有益である。
263 グループワイドルールの可能性と困難性については、浅妻章如教授が「グローバル時代における新た
な国際租税制度のあり方」（21 世紀政策研究所 2015/4 23 頁）における第 2 章において詳細な分析を
されているため、紹介しておく。
264 2015 年 9 月 16 日に実施された第 67 回租税研究大会（東京大会）における「BEPS プロジェクト等
の国際的な取組み及び我が国の対応」と題された討論会において、財務省主税局国際租税総合調整官
（当時）の緒方健太郎氏が、基本ルールが固定比率ルールへと収斂された OECD における議論の背景
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10%から 30%の間で設定するべきであるとしている265。

を説明しているため、ここで紹介しておく。なお、この背景説明は、最終報告書が公表される前の時
点における説明であることに留意願いたい。「多国籍企業が BEPS を行うといった場合に最も単純な
方法は何かといいますと、当然ですけれども、損金算入される支払を利用するというのが一番単純で
す。中でもグループ企業間であれば、人為的な操作が最も簡単なのが利払いということで、各国とも
非常に注目して議論したものです。不自然に高い利率で利子を払えば移転価格税制でも捕捉されます。
他方で、通常の利率で利率自体は問題がないという借入れを額だけ大量に増やすという不要な量の借
入れを行うというものについてどうやって抑制するかということなのですが、これは突き詰めていえ
ば必要な量の借入れはどれだけなのかということを決めることになりますので、非常に難しい問題に
なってきます。グループ間ですとまさに利益を圧縮して、所得をグループ間で移転するために利子を
使うということがあり得ますので、適正な量を決めるメルクマールがなかなかないということです。
従来過大な量の借入れをするのを抑制する制度としては資本と借入れのバランスを見る形で過少資本
税制という制度があり、これは引き続き一定の役割があるわけですけど、資本自体も実はグループ間
であれば簡単に操作可能です。このためより操作が難しいだろうというものを探した結果、やはり所
得を使うのがいいだろうということになりました。所得であれば、人為的になかなか操作しにくいと
いうことで、現在日本にも過大支払利子税制というのがありますけれども、それと同じような発想で、
支払利子の対所得比率を基準に制限を加えてはどうかという議論になりました。この中で、本当に事
業活動に必要な借入れかどうかを見る判断としましては、本来所得移転する可能性のない第三者から
の借入れかどうかを見極めるのが最適ですので、企業グループ全体を一つの固まりと見まして、企業
グループ全体が第三者からどれだけ借り入れているかというグループ全体の第三者借入れ比率を見て、
そこを上限にしてはどうかという議論もなされました。一方で、これは論理的には非常に美しいすっ
きりとした考え方ではありますけれども、個別の企業についての利払いの控除制限を考えた場合に、
その個別の企業を見ているのに、世界中に広がっているグループ企業全体の第三者借入れの量を見て、
それをその企業に割り振らなければいけないという現実の執行上の問題が指摘されまして、このグ
ループ全体の比率を見るというものはオプションとして使えるけれども、メインのルールとしてはな
かなか難しいということになりました。最終的には、利払いの対所得比率というものを一定の固定比
率を上回っているか、上回っていないかというところで見るという形に議論が収斂しました。他方で、
この一定の固定比率をどこに置くかというのは、当然セクターによっても違いますし、各国の経済状
況、市場状況、それから金融規制の状況、いろいろなものによってどれくらいの水準が適切かという
のが変わってきます。そこで、ある程度のレンジの中にこの基準値を収めるということにしようとい
うことで、これ以上の詳細は申し上げられませんが、一定のレンジの中に収めた形で各国が固定比率
を決めてこれを基準にする控除制限ルールという形になっております。」
265 最終報告書では、この比率の範囲は、（グロスの総支払利子ではなく）ネットの純支払利子の損金算
入に対して意義のある上限を定めるよう設計されつつも、大半の多国籍企業が第三者へ支払う利子の
全額を損金算入することが可能となる比率であると説明されている。
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図表 8-2 固定比率ルールとグループ比率ルールのイメージ図

②

基本ルールを補完するオプション

イ）グループ比率ルール（図表 8-2 参照）
企業の属する多国籍グループ全体のグループ外への純支払利子額のグループ全体の
EBITDA のうちに占める比率が、基準固定比率より高い場合に、その企業の超過部分の純
支払利子額の損金算入を制限するルールである。

ロ）デミニマスルール
純支払利子額が一定の閾値を下回った場合には、利子等の EBITDA のうちに占める比率
とは無関係に、損金算入を認容するルールである。あるグループがある国に複数の法人を
有する場合には、当該閾値の判定は、現地グループの純支払利子額の合計で行われるべき
とされている。

ハ）公益性の高い利子等の除外
一定の条件を充足する公益性の高い借入れにかかる支払利子は、損金算入を制限すべき
ではないとされている。

ニ）超過利子の繰越等
損金算入が否認された純支払利子額や未使用の純支払利子額の損金算入枠については、
将来年度において使用が出来るように、繰越しを認めるルールである。所得の異常変動や
期ずれによる利子控除制限を平準化するためのものであるとされている。
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ホ）特別ルール
支払利子比率に基づく上記ルールを補完するため、過少資本税制等を導入することなど
が挙げられている。

③

基本ルールの適用における補足事項

ベストプラクティス・アプローチの適用に際して、最終報告書では、下記イ）～ホ）に
関する勧告も付け加えられている。
イ）損金算入の制限対象となる利子額は、第三者に対するもの及び関連者を含むグループ
内で支払われるものを含む全ての支払利子額であって、当該支払利子額から受取利子額
を控除した後の純支払利子額（net interest expense）が対象とされるべきであるとされ
ている。なお、対象となる純支払利子については、支払者の所在地国における受領者に
係る課税の有無（課税対象所得への受取利子の算入の有無）を閾値としていない。
ロ）行動 2 のハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントにおいて生じる利子の損金算入
の制限ルールを適用し、次に行動 4 の利子の損金算入の制限ルールを適用すべきである
とされている。
ハ）利子の損金算入に対するその他の制限（当該国における独立企業原則又は過少資本税制
の適用による制限等）も、行動 4 のルールより先に適用されるべきであるとされている。
ニ）行動 4 のルールにより損金不算入となった利子も、源泉徴収税の対象とされるべき
（源泉徴収税の賦課について、当該損金不算入による影響は受けない）とされている。
ホ）ベストプラクティス・アプローチに対する各国の実施状況やその影響については、
2020 年末までに各国によるレビューを行うこととされている。

④

残された課題（今後の対処予定事項）

最終報告書では、下記イ）～ハ）に関しては、今後の取組みの中で対処される予定であ
るとされている。
イ）最終報告書では、銀行や保険会社に対して、支払利子の損金算入に関する制限ルール
を適用することに関し、こうした業種には考慮しなければならない固有の特徴があるた
め、これらのセクターに対する適切な個別のルールを別途策定する必要があるとされて
いる。当該ルールについては、2016 年に完了予定の取組みの中で対処される予定である
とされている。
ロ）グループ比率ルールにおける基準固定比率についても、2016 年に完了予定の取組みの
中で対処される予定であるとされている。
ハ）親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインの策定も 2016 年と 2017 年に
行う予定とされている。

6．ベストプラクティス・アプローチと本邦現行税制との比較
ここでは、本邦現行税制における利子の控除制限規定を整理するとともに、最終報告書
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におけるベストプラクティス・アプローチとの比較を試みる。

（1）本邦現行税制
本邦現行税制においては、下記①～③の利子の控除制限にかかる個別的否認規定が導入
されている。

①

移転価格税制

海外の関連企業に対する支払利子の利率を過大にすることによる税源浸食を防止するた
め、支払利子の金額と当該支払利子に係る独立企業間価格との差額を損金不算入とする制
度266。なお、金融保証や履行保証、金融派生商品、キャプティブその他の保険契約等の関
連者間金融取引は、我が国の移転価格税制の対象となるが、取引別の詳細なガイドライン
は存在しない。

②

過少資本税制

海外の関連企業との間において、出資に代えて借入れを過大にすることによる税源浸食
を防止するため、海外の関連企業の資本持分に比して海外の関連企業からの負債が過大と
認められる場合に、支払利子のうち過大と認められる部分に対応する額を損金不算入とす
る制度267。

③

過大支払利子税制（図表 8-3 参照）

関連企業に対する支払利子を過大にすることによる税源浸食を防止するため、所得金額
に比して関連企業に対する支払利子が過大と認められる場合において、支払利子のうち過
大と認められる部分に対応する額を損金不算入とする制度268。

266 租税特別措置法第 66 条の 4
267 租税特別措置法第 66 条の 5
268 租税特別措置法第 66 条の 5 の 2
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図表 8-3 本邦過大支払利子税制の仕組み（イメージ）

（2）本邦現行税制とベストプラクティス・アプローチとの差異
本邦現行税制のうち、ベストプラクティス・アプローチにおいて基本ルールとして提言
されている固定比率ルールに相当する制度は、2012 年 3 月に導入された上記（1）③の過
大支払利子税制である。固定比率ルールにおける EBITDA に相当する概念が、過大支払利
子税制における調整所得金額であると考えられ、当該金額の 50％に相当する金額を超える
関連者純支払利子等の額は、現行制度下において損金不算入の取扱いとなる。このことか
らも、我が国では、ベストプラクティスとしての固定比率ルールと同等の制度が既に導入
されていると考えることに違和感はない。その上で、本邦過大支払利子税制と、ベストプ
ラクティス・アプローチの両コンセプトにおける主たる差異は、下記①～③と考える。

①

控除制限の対象となる純支払利子の範囲

本邦過大支払利子税制は、関連者等に対する支払利子等の額のうち、その支払利子等を
受ける関連者等の課税対象所得に含まれないもの269に限定して損金算入の制限を設けてい
る。その一方、固定比率ルールは、グループ内支払利子や関連者に対する支払利子のみな
らず、第三者に対する支払利子（例えば、金融機関に対する支払利子）も控除制限の対象
としている。なお、本稿 5．（2）③イ）で言及したとおり、当該ベストプラクティス・ア
プローチでは、対象となる純支払利子の計算においては、受け手の（支払者の所在地国に
おける）課税対象所得に含まれる利子を除外していない。

269 本邦法人税法又は所得税法では、支払利子等をうける者が個人又は法人のいずれに該当するかに応じ
て、それぞれその者の所得税又は法人税の課税対象とすべき所得が規定されている。当該規定に基づ
けば、非居住者又は外国法人で、日本で生じた所得について源泉所得課税のみを受ける場合には、当
該利子の受取額は課税対象所得に含まれず、過大支払利子税制の対象となる。
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②

損金算入限度額の計算に用いる比率（基準固定比率）

本邦過大支払利子税制は、損金算入限度額の比率を 50％としている。一方、固定比率
ルールにおいて提言されている比率は、10％から 30％の間とされている270。

③

グループ比率ルールの未導入

本邦過大支払利子税制は、ベストプラクティス・アプローチのオプションとして提言さ
れているグループ比率に基づく損金算入の認容を導入していない。

7．ベストプラクティス・アプローチが我が国の経済活動へ与える影響
（1）控除制限の対象となる利子の範囲が広がることに対する懸念
本邦過大支払利子税制は、関連者間で生じる支払利子で、受領者において我が国の法人
税の課税所得に含まれないもののみを対象としている。一方、ベストプラクティス・アプ
ローチは、非関連者及び第三者間で生じる利子を含めた全ての支払利子を対象としつつ、
受領者において支払者の所在地国の法人税の課税所得に含まれないものを対象から除外し
ていない。
仮に、本邦税制が当該アプローチと同様の仕組みとなった場合、制限対象利子につい
て、受領者側での課税の有無を問わないことから、日系及び外資系の全ての内国法人にお
いて甚大な影響が生じることが予想される。つまりは、内国法人における我が国の金融機
関や外国銀行の日本支店からの借入れにかかる利子が制限の対象に含まれることとなり、
そのうち損金算入限度額を超える利子額は、損金不算入となる。一方、受領者側では、受
取利息は一般的に益金として我が国の法人税が課されることが想定されるため、国内にお
ける二重課税の状況も生じ得ることとなる。
最終報告書では、受領者において支払者の所在地国の法人税の課税所得に含まれないも
のを明示的に制限対象から除外していないものの、BEPS の発生防止を追求した結果とし
て二重課税が生じ得るという本末転倒を生じさせないよう、本邦過大支払利子税制の見直
しの議論を行うに際しては、（現行の本邦税制と同じように）制限対象利子への該当性
は、受領者側での課税の有無で線引きされること（国内における二重課税の発生防止）が
引き続き必要であろう271。
また、受領者側の課税の有無に基づき制限対象利子の該当性が線引きされるとした場合
であっても、第三者への支払利子を制限対象に含めることが適切か否かは、過大支払利子
税制の在り方のみならず、我が国における上述の三つの利子控除制限の在り方の中で十分

270 当該 10％～30％のレンジは、最終報告書の付録 B の PWC 調査を参考にして提言されており、当該
レンジとした場合には、62％～87％の企業グループが純第三者利子費用の全額を控除できるとされ
ている（最終報告書パラ 97）。
271 現行の本邦過少資本税制及び過大支払利子税制においても、国外支配株主等が債務保証をすることに
より第三者が資金を供与した場合のその資金に係る負債利子については、制限対象利子に含まれてい
る一方で、当該負債利子が我が国の法人税の課税対象所得に含まれている場合は、制限対象から除外
されている。
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に議論・検討する必要があろう272。
一般的に、企業が事業活動の必要に応じて、経済的に最も合理的な方法として第三者か
ら借入れによる資金調達をした場合における利払いは、投資の早期回収に向けた企業行動
の観点からも、租税回避に用いられる蓋然性は相当程度低いと言えるだろう。逆に、“事
業活動の必要”からではなく、実効税率の引下げを目的として、内国法人が国内金融機関
（第三者）から借入れをし、当該資金を低税率国の関係会社に貸し付けることによって、
内国法人における支払利子の損金算入額を増大させようとしても、移転価格税制の原則に
基づけば、当該損金算入額と同等又はそれ以上の受取利子に係る益金算入額が生じ、実効
税率逓減の効果を得ることは出来ない。このような第三者からの借入れが介在する負債の
プッシュダウンにおける BEPS に対しては、主に移転価格税制が捕捉役を担ってきたこと
に鑑みれば、これからも当該税制による着実な執行の積み重ねを継続すべきであって、移
転価格税制の限界を表明する必要もなく、過大支払利子税制の強化による捕捉は不相当な
のではなかろうか。

（2）損金算入限度額の計算に用いる比率（現行 50％）が引き下げられることに対す
る懸念
現行の本邦過大支払利子税制における損金算入限度額の計算上の 50％比率が引き下げら
れた場合、既に当該税制によって損金不算入額を計上している企業にとっては、増税とな
る影響が生じる。所得金額に比して、（国外の）関係会社にどの程度の純支払利子を支
払っていた場合を租税回避と見做して課税するかは、決めの問題であろう。想像の範囲を
超えないが、我が国が 2012 年 3 月に過大支払利子税制を導入した際に 50％というベンチ
マークを採用した背景も、“調整所得の半分以上の額を支払っていたら、租税回避と見做
してもあながち間違いではないよね”程度のものであったと思料する。
この点、最終報告書で提言されている 10％～30％のレンジは、導入しても 62％～87％
の企業グループに従前と比して影響は生じないとしているが、我が国に限った場合、果た
してそうであろうか。当該結果は、世界レベルで実施された調査に基づくものであろう
し、付言するなら調査対象となった国々によっても資金調達手法における考え方及び趣向
等は異なるだろう。
本稿 4．（2）②において紹介した日本経済団体連合会の意見とも同旨であるが、当該
ベンチマークの再考に際しては、最終報告書が採用した調査と同等の調査を我が国企業に
限定して実施し、その上で慎重かつ十分な議論を踏まえることが望ましい。

272 増井良啓「BEPS 行動 4 の 2015 年報告書を読む」租税研究 794 号（2015/12）171 頁。本海外論文紹
介において、増井教授は、「配当と利子との課税上の取扱いの差異（資本と借入れの区分）について
も、法人課税の中での利子の損金算入のあり方として一緒に考える必要があるかもしれない。」とし
ている。
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（3）グループ比率ルールをオプションとして導入することに対する懸念
現行の本邦過大支払利子税制に、納税者における選択制としてグループ比率ルールが導
入された場合、（グループ比率が固定比率を超える場合に限り）おそらく納税者にとって
は救済弁として機能するであろう。
しかしながら、多国籍企業を例にとった場合、通貨機軸や換算レート、集計期間の取り
方、税務及び会計基準の統一（国際的調和）が確保されない場合には、当該ルールの適用
においては事務負担等が飛躍的に増大するのみで、不安定な制度となり、実行に難点があ
ることは容易に想像できる。
当該問題点が解決されないままに当該オプションを救済弁と位置づける一方で、上述
（2）の固定比率の引き下げによる課税強化でバランスを図ることは、片手落ちに他なら
ず、寧ろオプションを導入して混乱を生じさせるよりも、固定比率を現実的な水準に設定
することが望ましいだろう。

8．おわりに
我が国においても支払利子を利用した税源浸食と認められる取引に対する課税当局によ
る課税処分事案が存在する。ユニバーサルミュージック事件と呼ばれているもので、本稿
5．（1）の二つ目のパターンに区分される取引（グループが、グループ内貸付けを用いて
支払利子の損金算入を生み出し課税所得を減少させるスキーム）であり、最終報告書にお
いて問題視されるスキームの一つに該当する。なお、本取引は本稿 3．（4）②で言及した
負債のプッシュダウン（Debt Pushdown）を利用したものである。また、本件は、課税処
分に際し過大支払利子税制が導入される前の取引であったことから、一般的行為計算否認
規定である法人税法第 132 条が適用された事案である。
本稿を締めくくるに当たり、ユニバーサルミュージック事件を題材に本邦現行税制及び
ベストプラクティス・アプローチの適用関係を概括するとともにその有効性を検証する。

（1）ユニバーサルミュージック事件
まず、ユニバーサルミュージック事件を概括する。なお、以下で説明する概要は新聞報
道273に基づき筆者らが取引関係を推測し、簡略化したものであり、実際の事実関係と異な
る点がある可能性があることを含み置き頂きたい。
本事件の概要は図表 8-4～6 で示したとおりである。
日本においてレコード事業等を営むユニバーサルミュージック株式会社（U K.K.）は、
フランスに拠点を有する究極の親会社（P Co.）傘下のオランダ事業会社（A Co.）の完全
子会社であり、その経営成績は良好で多額の課税所得を獲得する状況であった。

273 平成 24 年 7 月 16 日付け読売新聞朝刊
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図表 8-4 ユニバーサルミュージック課税事案（概要図）

事業再編前

P Co.
（フランス）
100%
A Co.
（オランダ）

海

外

日

本

100%
多額の
留保所得

U

K.K.

出典：2012年7月16日 読売新聞の記事に基づき筆者らが作成

そうした状況の下、①P Co.はオランダに 100％子会社（B Co.）を設立し、②B Co.は日
本にユニバーサルミュージック合同会社（U G.K.）を設立した。その後、③U G.K.は B
Co.から 295 億円の追加出資を受け、また、④U G.K.は P Co.グループから 800 億円の融資
を受けた。⑤U G.K.は、これら調達した資金を元手に A Co.から U K.K.の株式の全部を取
得し U K.K.を完全子会社化した。更に⑥U G.K.を存続会社、U K.K を消滅会社とする吸
収合併が行われた。
これら一連の取引により、U G.K.は P Co.グループからの 800 億円の債務に対する多額
の支払利子が発生することになり、U K.K.から承継した事業に係る課税所得を減少させ、
一連の取引前と比較して、我が国の課税所得が圧縮（税源浸食）され、海外への利益移転
が実行された。
当時、過大支払利子税制が施行されていない状況のもとで、課税当局はこれら一連の取
引（行為）に対して一般的行為計算否認規定である法人税法第 132 条を適用し、本件支払
利子に係る損金算入を否認した。

162

図表 8-5 ユニバーサルミュージック課税事案（概要図）

図表 8-6 ユニバーサルミュージック課税事案（概要図）
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（2）ユニバーサルミュージック事件に対する本邦現行税制（利子の控除制限規定）
及びベストプラクティス・アプローチの適用について
①

移転価格税制の適用

移転価格税制は、海外の関連企業に対する支払利子の利率を過大にすることによる税源
浸食を防止するため、支払利子の金額と当該支払利子に係る独立企業間価格との差額を損
金不算入とする制度である。したがって、本事案のような我が国の課税所得を減少させる
ために、内国法人が国外関連者から人為的に必要以上の借入れを行ったとしても、この借
入れに対する利子が独立企業間価格となっている場合には、移転価格税制では対応するこ
とはできない。

②

過少資本税制の適用

過少資本税制は、海外の関連企業との間において、出資に代えて借入れを過大にするこ
とによる税源浸食を防止するため、海外の関連企業の資本持分に比して海外の関連企業か
らの負債が過大と認められる場合（負債の金額が資本持分の金額の 3 倍を超える場合）
に、支払利子のうち過大と認められる部分に対応する額を損金不算入とする制度である。
本事案において、海外の関連企業である P Co.グループからの借入金額は 800 億円で、B
Co.からの出資額は 295 億円であり、負債の金額が資本持分の金額の 3 倍を超過していな
い。本事案のように、負債金額が多額であったとしても、負債・自己資本比率が 3：1 の範
囲内に収まっている場合には過少資本税制では対応することができない。

③

過大支払利子税制の適用

過大支払利子税制は、関連企業に対する支払利子を過大にすることによる税源浸食を防
止するため、所得金額に比して関連企業に対する支払利子が過大と認められる場合（関連
者純支払利子等が調整所得金額の 50％を超える場合）において、支払利子のうち過大と認
められる部分に対応する額を損金不算入とする制度である。
本事案において、P Co.グループに対する支払利子の金額が U G.K.の調整所得金額の
50％を超える場合は、U G.K.から P Co.グループに支払われた超過利子の額は損金不算入
となるものの、調整所得金額の 50％までの損金算入が認容され、また、7 年間にわたる繰
り越しが認められることから過大支払利子税制を以ても十分に本事案に対応できない。

④

ベストプラクティス・アプローチの適用

ベストプラクティス・アプローチは、本邦の過大支払利子税制と本稿 6．（2）で言及し
た差異を有するものの、支払利子の対所得比率を基準に支払利子の損金算入を制限する制
度であり、過大支払利子税制と同様のコンセプトである。したがって、本事案における適
用結果も同様で一定割合の損金算入が認められることとなり、タックスメリットを享受可
能な制度である。
確かに、グループ比率ルールの強制適用により関連企業からの人為的な借入れの抑制が
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見込まれ、また、固定比率を低く設定することにより効果的に損金算入を制限することが
可能である。
しかしながら、グループ比率ルールは本稿 7．（3）で指摘したとおり、その適用に当
たっては実務的に難点のある制度であり、導入するとしても納税者のオプションとし、
セーフハーバールールとして機能させることが現実的と考える。また、固定比率（現行
50％）の引下げについては、本稿 4．（2）②において紹介した日本経済団体連合会の意見
にあるように、企業活動の実態から乖離した BEPS によるリスクに対処するという趣旨を
考えれば、多くの健全に事業を営む多国籍企業が対象となるような低い水準を推奨するこ
とは不適切であると考える。

（3）結び
本稿 7．においてベストプラクティス・アプローチの導入に際しての懸念点を述べた。
行動 4 における目的が「支払利子や、経済的に支払利子に相当する他の金融取引による支
払を利用した税源浸食（Base Erosion）の防止」であることから、それら懸念点への対処
は必須と考えられ、適切な対処もないまま導入されることとなれば、オーバーキル的な制
度となり、正常な企業活動に影響を及ぼすこととなる。
一方、上述のとおり、個別的な租税回避防止規定では対処できないスキームが存在し得
る。正常な企業活動を促し、公平な競争環境を確保するためには、BEPS への的確な対処
が不可欠である。利子の控除制限に当たっては、可能な限り明確な適用要件を設定のう
え、一般的行為計算否認規定の適用を担保する制度設計が必要なのかもしれない。
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