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平成２７年８月２３日 

民間税調第７回シンポジウム 

基調報告                        

 

国際租税 

 

第１章 タックス・ヘイブン 

 
１． タックス・ヘイブンとは何か 

 
（１） タックス・ヘイブンとは何かを定義することそのものが実は難しい。取り敢

えずの第一の要素は、無税ないし軽課税の国・地域であるというものである。

これがタックス・ヘイブンの本来の意義である。ヘイブンは避難港という意

味であり、租税負担を避けるための避難港だからタックス・ヘイブンという。

例えば、カリブ海に散在する島嶼国・地域に行けば法人税などはなかったり

する。一般的なイメージで言えば、ケイマン諸島やブリティッシュ・バージ

ン・アイランド（ＢＶＩ）のような、椰子が茂り、白い砂浜に、カリブの風

そよぐ島国と言ったところであろう。 
（２） しかしながら、タックス・ヘイブンについて、現時点で最も重要な要素は、

その不透明性である。タックス・ヘイブンに送金された巨額の資金が、タッ

クス・ヘイブンに入ったが最後、どこに行ってしまうのか行った先が見えな

いという点が問題になっている。スイスなどの銀行秘密法制などはその典型

である。 
（３） このほかに、タックス・ヘイブンに設立された企業などに、その企業活動と

しての実体がないというペーパー・カンパニーの問題や、企業体や金融機関

についての監督・規制法制の欠落ないし不十分ということも挙げられる。 

 
２．ＯＥＣＤ「有害な税の競争」報告書 

 
（１） ＯＥＣＤの租税委員会は、早くからタックス・ヘイブンについての問題意識

が高く、１９９８年には著名な『有害な税の競争』報告書を出し、また、ひ

んぱんにそのプログレス・レポートを出している。この報告書の系列は、今

日に至るまで続いているのでこれを見よう。 
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（２） １９９８年の報告書には、タックス・ヘイブンの基準として、次の４つを挙

げた。 
① 軽課税 
② 情報交換の不充分 
③ 透明性の欠如 
④ 実質活動基準 

の４つである。 
（３） そして、２０００年には、具体的なタックス・ヘイブンの名前３０か国・地

域を上げて公表した。この３０か国のリストはのちに３５か国・地域に増や

されている。 
（４） ２００１年には、この問題に関して「グローバル・フォーラム」が立ちあげ

られている。このグローバル・フォーラムは、２００８年のリーマン・ショ

ックを経て、Ｇ２０のマンデートを得る組織にまで成長する。 

 
３．２００８年のリーマン・ショックとＧ２０サミット 

 
（１） ２００８年にリーマン・ショックが起きて、世界経済全体が非常な危機に直

面した。アラン・グリーンスパンは、「これは百年に一度の危機だ」と評し

た（実際には、グリーンスパン元ＦＲＢ議長による過剰流動性が引き起こし

た危機だったのであるから無責任な発言である。）。 
（２） 主要国は、この危機に直面した直後にＧ２０首脳会議（サミット）を立ち上

げた。Ｇ２０は、それまでは蔵相・中央銀行総裁会議としては開催されてい

たし、サミットとしてはＧ７ないしＧ８があったのであるが、この危機に直

面してＧ２０のサミットを立ち上げたのである。これは、結局、Ｇ７以外の

途上国経済が大きくなって、Ｇ７のサミットだけでは到底世界経済の問題の

解決ができないという実情を反映するものであった。Ｇ２０にはＢＲＩＣＳ

（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）を含み、世界経済のＧＤ

Ｐ合計７０兆ドルうちの７５％を占めることとなる。 

 
【図表１】Ｇ２０諸国リスト 

日本、韓国、中国、インドネシア、インド 
サウジアラビア、トルコ 
ＥＵ、フランス、ドイツ、イタリア、英国 
カナダ、メキシコ、米国、アルゼンチン、ブラジル 
ロシア、南アフリカ、オーストラリア 
 （アンダーラインはフラジャイル・ファイブと言われた諸国） 
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（３） Ｇ２０サミットの第１回は、ワシントンで開催されたが、真に重要なのは２

００９年４月に開催されたＧ２０第２回ロンドン・サミットである。ここで

は、①グローバル・フォーラムの格上げと、②ファイナンシャル・スタビリ

ティ・フォーラムのファイナンシャル・スタビリティ・ボード）への拡張と

格上げが決められた。この２つの組織は、Ｇ２０のマンデートを得た組織と

なったのである。 
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（４） ロンドン・サミットの開催に際して、グローバル・フォーラムは重要な発表

を行った。これが、【図表２】のリストである。 
この表は４つのグループに分類されている。 

①  国際的に合意された税の基準を実施している国・地域、 
②  国際的に合意された税の基準にコミットしているが実施が不十分な国・地

域、 
(a) タックス・ヘイブン、 
(b) その他の金融センター、及び、 

③ 国際的に合意された税の基準にコミットしていない国・地域である。 

 

 

 
（５） この表に付された（注）は、はなはだ重要である。 

ア（注１）は、１９９８年の『有害な税の競争』報告書が定めたタックス・ヘ

イブンの４つの基準のうち、真に重要な基準は、情報交換及び透明性であ

ることを述べているものである。ここでは、無税国とか、軽課税国といっ

た本来のタックス・ヘイブンの語義が重視されていない。これはつまると

ころ、タックス・ヘイブンに秘匿されていた巨額の資金が突如狂乱のマネ

ーゲームを始めるという問題点に、各国政府が気が付いたからということ

であり、軽課税国であるかどうかということよりも、その守秘法制が問題

であるということについての認識にほかならない。 
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イ（注３）は、タックス・ヘイブンを定義することの難しさから、２０００年

のプログレス・レポートに掲名された国・地域ということで、外延を区切

らざるを得なかったことを示すものである。 
ウ（注４）は、ＴＩＥＡを１２か国と締結すれば、コミットしているとみなさ

れるというルールの反映である。ＴＩＥＡ（Tax Information Exchange 
Agreement）は邦訳すれば、「租税情報交換協定」である。ＯＥＣＤがモデ

ルＴＩＥＡを作成している。一般のＯＥＣＤモデル租税条約のうちの情報

交換にポイントを絞った簡略版のようなものである。財務省のＨＰを見る

と分かるのであるが、日本はタックス・ヘイブンの国・地域とのＴＩＥＡ

を矢継ぎ早に締結しているところであるが、このことはタックス・ヘイブ

ン国・地域の努力の反映である。 
エ（注５）は、中部欧州のマネー・センターを主として取り上げたもので、こ

れらが果たす役割に注目が集まったということである。ここに挙げられた

４か国は、それまではＯＥＣＤモデル租税条約２６条の情報交換条項に留

保を付して、その締結する租税条約には情報交換条項がなかったのである。

（注５）を受けて、スイス、ベルギー、ルクセンブルグの３か国と日本の

租税条約は、改正された。オーストリアのみは、守秘法制が憲法上の要請

になっているということで日墺租税条約の改正は行われていない。 

 
（６） このように国の名前を公表して、恥辱から態度を改めさせるという手法を、

name and shame という。文字通りである。このため、リストの最下層に

挙げられた４か国・地域は周章狼狽して、直ちに国際的に合意された税の基

準にコミットすることを約束して、わずか５日後には最下層から脱出するこ

とができた。これは良し悪しであって、口先だけの約束をすれば直ぐに取扱

いが変わるという印象を与えたように思われる。第４回のＧ２０トロント・

サミットのあたりから、このリストに対する関心は急速に失われて行った。 

 
 

【図表３】（出典：岩波新書『タックス・ヘイブン』） 
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【図表４】Ｇ２０サミット 

 
第１回ワシントン（２００８年１１月）、 
第２回ロンドン（２００９年４月）、 
第３回ピッツバーグ（同年９月）、 
第４回トロント（２０１０）、 
第５回ソウル（２０１０）、 
第６回カンヌ（２０１１）、税務行政執行共助条約 
第７回ロス・カボス（２０１２）、ＢＥＰＳの頭出し 
第８回ザンクトペテルブルグ（２０１３年９月）、ＢＥＰＳのマンデート 
第９回ブリスベン（２０１４年１１月）、ＢＥＰＳ第１弾 
第１０回トルコ（２０１５年）都市未定 

 
 
４．タックス・ヘイブンの資金規模 

 
（１） タックス・ジャスティス・ネットワーク（ＴＪＮ）というＮＰＯの試算によ

ると、タックス・ヘイブンには、２１兆ドル～３２兆ドルの秘匿資金が存在
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するという。ＯＥＣＤによる世界経済規模は７０兆ドルほどであったからそ

の規模の程度が知られる。ただし、フローとストックの相違に注意しなけれ

ばならない。 
（２） ピケティの『２１世紀の資本』は、基本的にタックス・ヘイブン隠匿資金の

規模は看過しているので、データとしては不完全である。ピケティは、同僚

のズックマンの『失われた国家の富―タックス・ヘイブンの経済学』におけ

る推計１０兆ドルを採用しており、ＴＪＮ推計についてもＴＮＪの名前を引

かずに引用しているが、ＴＮＪもズックマンのいずれも過小推計であると言

わなければならない。 
（３） ＯＥＣＤの集計では世界のＧＤＰは、当時７０兆ドルであった。今では７５

兆ドル程度である。ＢＩＳ（国際決済銀行）は３年おきに統計を公表してい

るが、２０１３年はＢＩＳ統計が公表年であった。これによると、２０１３

年暦年末のデリバティブ統計は、想定元本ベースで７１０兆ドルであった。

「想定」元本というとおり、実際に元本が動くわけではないからその点は注

意すべきである。この数字を使用して、金融セクターの規模が実物セクター

の１０倍あると言うことはできない。このほかに、ＢＩＳは外為市場の取引

高を公表しているがこれによると、１営業日当たり５．３兆ドルの資金がや

りとりされている。１営業日あたりであることに注意されたい。そして、実

需の裏付けのある取引は1割にも満たず、残りは裁定取引か投機取引である。

このようなマネーの動きを見ると、ＴＪＮの推計が過小ではないかと思わな

いではいられない。 

 
５．キプロス危機とＩＣＩＪ 

 
（１） ２０１３年にキプロスが金融危機に陥った。そのとき、関係者に衝撃を与え

たのは、キプロスの銀行の資産は同国のＧＤＰの８倍、預金残高は４倍とい

う異常値を示していることであった。しかもそのうちでは、ロシア・マネー

が３分の１を占めるとの推計があった。ロシアのオリガルヒ（新興財閥）と

ラッシャン・マフィアのマネーロンダリング（資金洗浄）の温床ではないの

かというわけである。確かに、キプロスは、１９９０年代にはタックス・ヘ

イブンとして名を馳せており、ユーロ加盟時（２００８年）には、法人税率

の５％から１０％への引上げを強いられたという経緯があった。タックス・

ヘイブンに秘匿された裏資金の規模はどうもＴＪＮの言うほど生易しいも

のではないということが言われ始めたのはこのころからである。 
（２） 踵を接してＩＣＩＪのデータの公表が行われて、さらなる衝撃が走った。Ｉ

ＣＩＪとは、International Consortium of Investigative Journalists の略で
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あって、訳せば「国際調査報道ジャーナリスト連合」となる。この組織が、

ウィキリークスと同様の手法で、ブリティッシュ・バージン・アイランド（Ｂ

ＶＩ）を中心とするタックス・ヘイブンに秘匿された資金のデータを公表し

たのである。そのデータ量は、２５０ギガバイトという巨大なものでそのデ

ータの解析には手間取っている。 
（３） それでも、ガーディアン紙が、２０１３年４月３日号で特集を組み、各国の

独裁者やセレブなどの資金隠匿状況を公表した。個人名までは明らかにされ

ない形で、インターネット上に ICIJ offshore leaks database というＵＲＬ

が張られているので、国別に細かいデータを見ることができる。これがＩＣ

ＩＪによる第１弾であった。 
（４） ２０１４年１月２３日には、第２弾として、中国の国家主席、首相を含む権

力機構の親族が、ＢＶＩ、クック諸島、サモアに隠匿している巨額資産の存

在が公表された。経由地はシンガポールであり、関与した銀行はＵＢＳ及び

クレディ・スイスであって、監査法人はＰｗＣであるとの報道がなされてい

る。日本でも朝日新聞がこれを報じた。想像を逞しくすればであるが、現在

進行中の習近平主席による厳しい腐敗追及とも何かのつながりがあるのか

も知れない。 
（５） 続いて第３弾として、ルクセンブルグが国家的に節税ないし租税回避に手を

貸している問題が浮上した。いろいろなスキームに国としてお墨付きを与え

るスタンプを押してしまうのである。国家的なお墨付きであるから、これを

state aid という。ＥＵコミッションのユンケル委員長は、１８年間にわた

ってルクセンブルグの首相であったから窮地に立たされた。一時はストラス

ブールの欧州議会で不信任案可決かという窮地に立たされた。 
（６） いまは、第４弾として、ＨＳＢＣが矢面に立たされており、いろいろな記事

が欧米各紙を飾っている。これまでのところ、ＩＣＩＪによる４連発という

ところである。 
（７） ＯＥＣＤ租税委員会の関連組織として、税務長官会議（ＦＴＡ: Forum on 

Tax Administration）というフォーラムがある。これが、２０１３年５月に

モスクワで会議を開催し、４５カ国・地域の国税庁首脳による最終声明を出

した。この声明には、ＩＣＩＪのデータベースと同内容のデータを入手した

旨の発表があり、日本の国税庁の稲垣光隆長官（当時）もデータを豪当局か

ら入手したと公表している。 
（８） 日本では、２０１３年１２月３１日末時点から、国外財産調書制度がスター

トしており、２０１４年３月の確定申告に際して申告することとされている

ところであるから、日本の富裕層もおちおちはしていられないかも知れない。 
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６．アップル、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、スターバックスによる国際

的租税回避 

 
（１） ２０１２年末ころから、英国でスターバックスが利益を上げているのに、ほ

とんど全く納税していないということが知られるようになり、英国庶民が怒

ってボイコット騒ぎに発展した。ボイコットをされれば節税する利益もない

から、スタバは泡を食ってＨＭＲＣ（Her Majesty’s Revenue and Customs）
とネゴをして、自主的に多額の納税をした。ところがこれが裏目に出てしま

った。英国庶民は「自分らは否応なしに納税させられているのに、スタバは

気が向いたら納税すればよいのか」ということになって、火に油を注ぐ結果

となったのである。キャメロン首相も激怒して、この国際的租税回避問題を

ロック・アーン・サミットで取り上げることとした。 

 
 

【図表５】ダブル・アイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチ・サンドイッチ（出典：政

府税制調査会資料） 

 

 

 

【図表６】（出典：政府税制調査会資料） 
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（２） 他方、アップルのティム・クックＣＥＯは、上院国土安全保障・政府問題委

員会常設調査小委員会（カール・レヴィン小委員長）の公聴会に呼ばれて、

レヴィン上院議員やマケイン上院議員の吊し上げを食う羽目になった。アッ

プルは巨額の利益を上げているのに、どこにもまともに納税してはいないで

はないか、というわけである。 
（３） 図表５及び６は税調資料である。これらのスキームについては、弊著『タッ

クス・イーター』（岩波新書）に詳しく説明してあるのでご参照願うとして、

ここでは省略する。これらのスキームは徹底的に考えられたものではある

（そのために、細部の理解は専門家によって少しずつ異なるほどである。）

が、そこには必ずタックス・ヘイブンが重要なコンポーネントとして存在し

ている。バミューダ、オランダ、アイルランド、スイスなどである。逆にい

えば、これらのタックス・ヘイブンを使うことが許されないとすると、多国

籍企業（ＭＮＥ）の考えだす国際的租税回避スキームは、非常な制約を受け

ることになるであろう。 
（４） ＭＮＥというよりは無国籍企業が、本来納めるべき税金を、どこの国にもお

さめていないということによって、税収に穴が空いた部分は、結局、一般庶

民の肩にのしかかって来るのである。これは不正義であり、英国庶民の怒り

は正統なものである。 
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第２章 ＢＥＰＳ 

 
１．ＢＥＰＳとは何か 

 
（１） ＢＥＰＳは、ＯＥＣＤ租税委員会（浅川雅嗣議長）の発案に係るものである。

ＢＥＰＳとは、Base Erosion and Profit Shifting の略であり、邦訳は税源

浸食と利益移転である。 
（２） その始まりは、ＯＥＣＤ租税委員会において米国の委員が言い出したことに

よる。この提案が採用されて、２０１２年Ｇ２０ロス・カボス・サミットで

頭出しがされたあと、２０１３年のＧ８ロック・アーンのコミュニケによる

マンデートが得られた。ロック・アーン・サミットのコミュニケの税制の部

分には、「租税回避については，我々は，税源浸食と利益移転に対処するＯ

ＥＣＤの取組〔ＢＥＰＳ〕を支持する。我々は，多国籍企業が世界のどこで

利益を生み，税を支払っているか税務当局へ報告するための共通のひな形作

りに取り組む。」とある。そして、２０１３年９月のザンクトペテルブルグ

Ｇ２０サミットにおける１５項目のアクション・プランとなった。 

 
ＢＥＰＳアクション・プラン 

 

行動 概要 期限 

１ 電子商取引課税 

 電子商取引により、他国から遠隔で販売、サービス

提供等の経済活動ができることに鑑みて、電子商取引

に対する直接税・間接税のあり方を検討する報告書を

作成。 

 

２０１４年９月 

２ ハイブリッド・ミスマッチ取決めの効果否認 

 ハイブリッド・ミスマッチ取引とは、二国間での取

扱い（例えば法人か組合か）が異なることを利用して、

両国の課税を免れる取引。ハイブリッド・ミスマッチ

取引の効果を否認するモデル租税条約及び国内法の

規定を策定する。 

 

２０１４年９月 

３ ＣＦＣ税制の強化 

 ＣＦＣ税制（一定以下の課税しか受けていない外国

子会社への利益移転を防ぐため、外国子会社の利益を

親会社の利益に合算）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。 

 

２０１５年９月 
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４ 利子等の損金算入を通じた税源浸食の制限 

 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。 

 

２０１５年９月 

 

 

２０１５年１２

月 

５ 有害税制への対抗 

 ＯＥＣＤの定義する「有害税制」について 

①現在の枠組みを十分に活かして（透明性や実質的活

動等に焦点）、加盟国の優遇税制を審査する。 

③ 現在の枠組みに基づきＯＥＣＤ非加盟国を関

与させる。 

③現在の枠組みの改訂・追加を検討。 

 

 

２０１４年９月 

 

２０１５年９月 

 

２０１５年１２

月 

６ 租税条約濫用の防止 

 条約締結国でない第三国の個人・法人等が不当に租

税条約の特典を享受する濫用を防止するためのモデ

ル条約規定及び国内法に関する勧告を策定する。 

 

２０１４年９月 

７ 恒久的施設（ＰＥ）認定の人為的回避の防止 

 人為的に恒久的施設の認定を免れることを防止す

るために、租税条約の恒久的施設（ＰＥ：Permanent 

Establishment）の定義を変更する。 

 

２０１５年９月 

８ 移転価格税制（①無形資産） 

 親子会社間等で、特許等の無形資産を移転すること

で生じるＢＥＰＳを防止する国内法に関する移転価

格ガイドラインを策定する。 

 また、価格付けが困難な無形資産の移転に関する特

別ルールを策定する。 

 

２０１４年９月 

 

 

２０１５年９月 

９ 移転価格税制（②リスクと資本） 

 親子会社間等のリスクの移転又は資本の過剰な配

分によるＢＥＰＳを防止する国内法に関する移転価

格ガイドラインを策定する。 

 

２０１５年９月 

１０ 移転価格税制（③他の租税回避の可能性が高い取引） 

 非関連者との間では非常に稀にしか発生しない取

引や管理報酬の支払いを関与させることで生じるＢ

ＥＰＳを防止する国内法に関する移転価格ガイドラ

 

２０１５年９月 
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インを策定する。 

１１ ＢＥＰＳの規模や経済的効果の指標を政府からＯＥ

ＣＤに集約し、分析する方法を策定する。 

２０１５年９月 

１２ タックス・プランニングの報告義務 

 タックス・プランニングを政府に報告する国内法上

の義務規定に関する勧告を策定する。 

 

２０１５年９月 

１３ 移転価格関連の文書化の再検討 

 移転価格税制の文書化に関する規定を策定する。多

国籍企業に対し、国毎の所得、経済活動、納税額の配

分に関する情報を、共通様式に従って各国政府に報告

させる。 

 

２０１４年９月 

１４ 相互協議の効果的実施 

 国際税務の紛争を国家間の相互協議や仲裁により

効果的に解決する方法を策定する。 

 

２０１５年９月 

１５ 多国間協定の開発 

 ＢＥＰＳ対策措置を効果的に実現させるための多

国間協定の開発に関する国際法の課題を分析する。 

 その後、多国間協定案を開発する。 

 

２０１４年９月 

 

２０１５年１２

月 

 
 
（３） 表の一番右の欄に期限が示されている。半分ほどは２０１４年９月に、残り

の半分ほどは２０１５年９月を期限としており、わずかなものが同年１２月

を期限としていることが、見て取れる。２０１４年９月を期限とする７アク

ションについては、既に公表済みである。 
（４） このようにタイトなスケジュールとなっている理由は米国民主党政権残任

期のうちに仕上げてしまわなければ、仮に共和党政権になった場合には、プ

ロジェクトそのものが潰されてしまう可能性があるからだという。非常にタ

イトなスケジュールの作業である。 

 
２． ２０１４年の第１弾 

 
（１） ２０１４年の第１弾の７アクションは、９月のＧ２０ケアンズ蔵相中銀総裁

会議及び１１月のＧ２０ブリスベン・サミットに提出されている。 
（２） ７つのアクション・プランとは、 

１（ディジタル・エコノミー）、 
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２（ハイブリッド・ミスマッチ）、 
６（条約濫用）、 
８（移転価格税制・無形資産）、 
１３（移転価格税制・文書化）、 
１５（多国間条約） 

である。内容の精度にはばらつきがあることは否めない。 
（３） このうちでは、やはり移転価格関係のものに対する関心が高く、８と１３に

注目が集まっている。特に、１３の文書化についてはカントリー by カント

リー・レポート（ＣｂＣレポートと略称される。）があって、関心が高い。 
 既に、これを含めて３つの報告書が出されている。 

① ２０１４年７月の第１弾の一環としてのものは「セプテンバー・レポート」

と呼ばれる。 
② ２０１５年２月には、「（２０１５年）２月ガイダンス」と呼ばれる文書が公

表された。その内容は、 
（i） ＣｂＣレポートの準備および提出のタイミング 
（ii） どのＭＮＥグループがＣｂＣレポートの提出をするか 
（iii） 管轄法域において、ＣｂＣレポートを入手しおよび使用することが 

できるための条件 
（iv） 政府間におけるＣｂＣレポートの交換についての仕組み、および実 

施パッケージ開発の作業計画 
である。 

③ この６月には、「ＣｂＣレポートの実施パッケージ」が公表された。その内

容は、 
（i） ＣｂＣレポートを当該国・地域に存在する究極の親会社から徴する 

国・地域が利用し得るモデル立法例、及び、 
（ii） 権限ある当局（ＣＡ）間におけるＣｂＣレポートを交換する場合に 

おける合意（ＣＡＡ）の３つのモデル 
 (a) 税務行政執行共助条約ベースのもの 

 (b) 二国間租税条約タイプのもの 
 (c) 租税情報交換協定タイプのもの 
である。 

 
（４） ８の無形資産も極めて重要であるが、一部が暫定的なものとして公表されて

おり、確定は２０１５年９月まで先送りとなっている。 

 
３． 日本の平成２７年の税制改正 
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（１） 日本は、平成２７年の税制改正において、ＢＥＰＳ関係について、既に改正

を行っている。 
（２） 第１は、アクション１の e-コマース関係のうち、国境を越える役務の提供に

対する消費税課税の見直しである。Ｂ２Ｂについてはリバース・チャージ方

式をとり、Ｂ２Ｃについては国外事業者申告納税方式をとるというのがこれ

である。 
（３） 第２は、アクション２のハイブリッド・ミスマッチに関わるものである。外

国子会社配当益金不算入方式を改めて、子会社の所在地国で配当の損金算入

が認められるケースについては、日本の親会社受取配当を益金に算入するこ

ととして、国際的二重非課税を排除することとした。 
（４） 第３は、アクション６の条約の濫用に関連して、出国税を導入したことであ

る。未実現の含み益を有する有価証券等を保有して出国する富裕層に対して

譲渡所得課税の特例を設けるものである。 
（５） 第４は、ＢＥＰＳではなく、次に述べるグローバル・フォーラムによる自動

的情報交換（ＡＥＯＩ）関するものである。非居住者の金融口座情報を各国

税務当局と自動的に情報交換するために、金融機関に対して非居住者の金融

口座情報の報告を求める制度を整備するものである。 

 
４．今後の見通し 

 
（１） ＢＥＰＳは、今後の国際租税制度の行く末を占う作業であろうが、問題がな

くはない。 
（２） ＢＥＰＳの１５のアクションは、これまでの諸問題の単なる棚卸しに過ぎな

いのでないか、この１５のアクションでよってたかって上述のダブル・アイ

リッシュ・ウィズ・ア・ダッチ・サンドイッチやスイス・トレーディング・

カンパニーなどのスキームに対抗できるのか、という批判が考えられる。 
（３） また、国際租税制度の重要な進展は、グローバル・フォーラムで進められて

いる自動的情報交換（ＡＥＯＩ）によっており、ＢＥＰＳにおいて取り扱っ

ている情報交換は、上記の移転価格の文書化にとどまっている。これを見る

だけでもＢＥＰＳについての疑念が残る。 
（４） さらに、問題の根本的解決は、国際租税制度の内枠だけでは導けないのでな

いか、国際金融システムの問題の解決策とセットである必要もあるのではな

いかという問題もある。この国際金融システムのオーバーホールの問題は、

現在ＦＳＢ（金融安定理事会）において進められているが、現状では相互作

用があるようには思われない。ＦＳＢは、２００９年４月のＧ２０第２回ロ
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ンドン・サミットにおいて、それまでのＦＳＦ（ファイナンシャル・スタビ

リティ・フォーラム）が格上げされたものであることは述べた。 

 
５．米国の消極的対応 

 
（１） ちなみに、ＢＥＰＳに対する米国の姿勢は、以下の記①～③に見るように、

最近かなり消極的となっている。 

 

（２） このうち特に①は、ＣｂＣレポートに関する議会共和党からの批判であり、

②はアクション１５の多国間協定関係である。③は次に述べるＡＥＯＩの関

係である。 

 

① 最近、共和党の上院財政委員会のハッチ委員長と下院歳入委員会のライアン

委員長は、ルー財務長官あての共同書簡において、ＢＥＰＳプロジェクト、

なかんずくＣｂＣレポートについての懸念を示している。これによれば、財

務省が何を合意しようとも、議会は米国企業および米国経済にとって良いタ

ックス・ルールを作る所存であると牽制している。 

 

② グリア事務局長レターのアネックスⅠの「ＢＥＰＳの租税条約関連事項に関

する多国間協定のマンデート（アクション１５関係）」において、アドホッ

ク・グループによる現行の２国間租税条約システムを改良する多国間協定を

開発することになった。ところが米国は、このアドホック・グループに参加

していない。 

 

③ グローバル・フォーラムによる自動的情報交換（ＡＥＯＩ）についても、こ

のプロジェクトに参加する９３法域の中に、米国は入っておらず、依然とし

てＦＡＴＣＡ（外国口座コンプライアンス法）によるＩＧＡ（政府間協定）

の締結による路線を継続している。 
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第３章 自動的情報交換（ＡＥＯＩ） 

 
１． 情報交換の枠組み 

 
（１） 情報交換については、ＯＥＣＤモデル租税条約２６条（情報交換）のコメン

タリーに記述があり、一般的に、 
④ 要請に基づく情報交換 
⑤ 自動的情報交換（ＡＥＯＩ） 
⑥ 自発的情報交換 

の３つのカテゴリーに分類されている。 
（２） 現時点で、問題となっているのは、①の要請に基づく情報交換のピア・レビ

ューと、②の自動的情報交換の枠組み作りである。 
（３） 要請に基づく情報交換については、グローバル・フォーラム内で、ピア・レ

ビューが行われており、格付けなども進捗している。ピア・レビューとは、

相互審査というようなものであり、加盟国が加盟国の協力状況を審査して評

価する仕組みである。これはこれで重要であるが、焦点はＡＥＯＩの方にあ

る。 
（４） ＡＥＯＩは、既述のように、ＢＥＰＳの枠組みとは別に、グローバル・フォ

ーラムのプロジェクトとして進められている。なお、グローバル・フォーラ

ムは、ＯＥＣＤ内部の組織ではなく、しかしながら、ＯＥＣＤが事務局を務

めるという位置づけになっている。ＯＥＣＤ租税委員会の機構図には、事務

担当部局が示されている。 

 
２． ＦＡＴＣＡ 

 
（１） 現在の自動的情報交換の枠組み作りは、急速な進捗を見ているけれども、こ

れは元はと言えば、米国の国内法であるＦＡＴＣＡ（Foreign Account Tax 
Compliance Act）の制定が、発端である。 

（２） ＦＡＴＣＡとは、図に示すように、ＩＲＳ（米国内国歳入庁）が、外国金融

機関（ＦＦＩ）と契約を結び、外国金融機関に口座を有する米国人の情報を

提供させるというものである。かつ、非協力口座については３０パーセント

の源泉徴収税率や、口座の閉鎖までをもペナルティとして用意しているとい

うものであった。これは、「公法は水際で止まる（Public law stops at the 
water’s edge.）」という国際公法上の国家主権原則から見れば異様な国内法

であるが、基軸通貨国である米国でなければ立法することさえ考えられなか

った。前例としては、マカオにあるバンコ・デルタ・アジアの北朝鮮の口座
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を閉鎖させたというケースがあるが、これはまさしくＵＳドルが基軸通貨国

であり、コルレス契約の仕組みがあるからこのように外国に対する強制力の

発動を可能としたものである。しかしながら、このＦＡＴＣＡのスキームは

流石に執行管轄権の問題をクリアすることは出来ず、その執行は遅れて、実

際に米国内で施行されたのは２０１４年７月１日であり、かつその内容は、

図に示された当初案とは相当に異なるものとなっている。 

 

 

 
 
（３） 諸外国のＦＡＴＣＡに対する反応は、２種類に分かれた。第１は、日本や香

港などである。日本は、個人情報保護法を理由として、租税条約に基づく情

報交換の一形態として米国の要請に対処しようとするものである。第２は、

英独仏伊西などの反応であって、このような仕組みは望ましいものであるか

ら、相互性を条件に対応しようということになった。このうち、第２グルー

プ諸国は、モデル１という政府間取決め（ＩＧＡ：Inter-governmental 
Agreement）を締結し、第１グループ諸国は、モデル２というＩＧＡを締結

している。 
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３．グローバル・フォーラム 

 
（１） グローバル・フォーラムは、このＦＡＴＣＡに触発されて、自動的情報交換

のグローバルモデルを、ＦＡＴＣＡを多国間に応用する方向で構築すること

とし、２０１３年Ｇ２０ザンクトペテルブルグ・サミットに提案した。２０

１４年２月１３日には、ＯＥＣＤ租税委員会が作成した「税務当局間の共通

報告基準」（Common Reporting Standard）を、２０１４年２月のＧ２０シ

ドニー蔵相中央銀行総裁会議に提出した。 
（２） 結果として、９３法域がＡＥＯＩの実施にコミットしており、２０１７年先

発組と２０１８年後発組の２グループに分かれて、最初の自動情報交換に着

手することとなっている。日本は２０１８年組である。 
（３） ＡＥＯＩの法的根拠は、税務行政執行共助条約６条にその根拠が求められて

いるが、そのポイントは、各国の権限ある当局（ＣＡ）間の協定（ＣＡＡと

いう。）であり、外交当局を通さずに直接情報交換が出来ることにある。２

０１４年１０月２９日に「ＣＡＡ」の２０１７年先発組の５１か国が署名し

たが、土壇場でスイスが５２番目の国として参加して、各国を驚かせること

となった。スイスがＵＢＳ事件以来、米国の圧力に屈し続けて、銀行秘密条

項が事実上無効化しているように見えることと、何らかの関係があることは

言うまでもない。先発組はその後も増えて現在は５８法域である。 
（４） ＡＥＯＩに関する真の問題の所在は、タックス・ヘイブンの国・地域の当局

が、いくら自動的情報交換に応じることを約束しても、肝心の当局に情報を

収集する意欲がなければ、体制をいくら整備しても実効性を伴わないという

ことであろう。ブリュノ・ジュタン『トービン税入門』には興味深い記述が

ある。即ち、タックス・ヘイブン所在の金融機関といえども、基本的には先

進諸国の金融機関に何らかの形でつながりを持たざるを得ないのが通常で

あるから、先進諸国がその気になれば、タックス・ヘイブンの金融機関を国

際的金融取引から閉めだすことが可能になることについてのヒントとなる

記述がある。マカオのバンコ・デルタ・アジア事件と併せて考えることがら

である。 

 
３． 米国の独自路線 

 
（１） 米国は、ＡＥＯＩにコミットした９３法域の中には入っていない。 
（２） あくまで、ＦＡＴＣＡをもとに、各国とＩＧＡモデル１およびＩＧＡモデル

２を締結することによって自動的情報交換に対処する構えである。 
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第４ 多国間条約 

 
１．公法は水際で止まる 

 
（１） グローバル・エコノミーの現在において、ヒト、モノ、カネなどは自由にか

つ瞬時に国境を越えて行く。それであるのに、一国の執行管轄権は、水際で

止まる。しかも、各国の税制は、一国の主権に属するから、てんでんばらば

らである。 
（２） この状況を変化させようと、いくつもの試みが行われているが、国家主権を

相互に制約するとする場合の王道は、やはり条約であり、とりわけ多国間条

約が重要である。 

 
２．税務行政執行共助条約 

 
（１）税務行政執行共助条約は、税務行政の分野における多国間条約としては、最

初のものである。その内容は、 
① 情報交換：締約国間において租税に関する情報を相互に交換 
② 徴収共助：滞納者の資産が他の締約国にある場合にその租税の徴収を依頼 
③ 送達共助：名宛人が他の締約国にいる場合に他の締約国に文書の送達を依頼 

という内容のものである。 
（２）そもそもは、欧州評議会３０か国及びＯＥＣＤ加盟国のために作成された条

約であって必要署名国数を満たしたのが１９９５年であり、その後、これら

諸国以外の国・地域も加盟できるようにするための改正議定書が作成されて

いたのであるが、遅々として署名国が増えなかった。ところが、２０１１年

のＧ２０カンヌ・サミットでドライブがかかり、既に８４の国・地域をカバ

ーするに至っている。日本は、それまで、Ｇ７諸国の中で唯一署名をしてい

なかったが、カンヌ・サミットに際して署名し、国内手続きを経て、２０１

３年１０月１日から発効している。 
（３） この条約は、ＢＥＰＳのアクション１５でも高く評価されており、３０００

を超えるという２国間租税条約のネットワークの改正を、個々の２国間交渉

に委ねていては何時まで経っても国際租税制度の実効ある改正がなされな

いことから、多国間条約という新しい方式の導入が急がれている。 

 
４． アドホック・グループによる多国間協定の発足 

 
（１） 本年２月のグリア事務総長レターのアネックスⅠの「ＢＥＰＳの租税条約関
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連事項に関する多国間協定のマンデート（アクション１５関係）」に見られ

るように、アドホック・グループによる現行の２国間租税条約システムを改

良する多国間協定を開発することになった。 
（２） ところが既に見たように、前途に暗雲が立ち込めており、米国はこのアドホ

ック・グループに参加していない。 

 
第５ 結 語 

 
（１） ことがらの本質は、グローバル・エコノミーの現在において、如何にして国

家主権の壁を打ち破って実効性のある二重課税及び二重非課税の排除を行

うかという問題である。いろいろな手立ては試みられており、それ自体は評

価すべきであるが、タックス・ヘイブンの存在を避けて通ることはどうして

もできない。 
（２） そのときの問題点は、ニコラス・シャクソンが『タックス・ヘイブンの闇』

でえぐり出した米国と英国である。シャクソンは言う。「世界で最も重要な

タックス・ヘイブンは島であると言っても誰も驚かない。だが、その島の名

はマンハッタンだと言ったら、人々はびっくりする。さらに言うと、世界で

二番目に重要なタックス・ヘイブンは島にある。それはイギリスのシティ・

オブ・ロンドンだ」。ここには、取り締まる側と取り締まられる側が同じで

あるという皮肉がある。英国は、英国病と言われた経済の疲弊から、サッチ

ャリズムと金融ビッグバンによって立ち直り、経済ばかりでなく国際政治に

おける発言権をも回復した。このようなことであると、英国がシティの権益

を危険にさらすとは思われない。２０１１年に導入された銀行税に対して、

ＨＳＢＣは本拠を移す動きを見せて牽制している。米国では、リボルビン

グ・ドア方式と言われるように、官民の人事交流は盛んであり、財務長官に

はウォール・ストリート出身者が選ばれる。英国よりも幾分ましなのは、９・

１１を経てタックス・ヘイブン経由のテロ資金に対する警戒心が強いことで

ある。 
（３） いろいろな租税回避スキームを見る場合に、ほとんどすべてのケースについ

てタックス・ヘイブンが重要なコンポーネントとなっている。逆にいうと、

タックス・ヘイブンがなければスキームを組成することができない。タック

ス・ヘイブンというブラックホールへの入り口を国際協調によって塞ぐこと

が最も手っ取り早い方法であるが、取り締まる側と取り締まられる側に、シ

ティとマンハッタンという二つのタックス・ヘイブンがある。泥棒が繩を綯

っている状況である。ここからが、ハードコアである。 
（以上） 


