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1．

はじめに

1.1.

事業目的
経済の電子化（デジタル化）により、近年国境を越えた経済活動が一層進展している。他方で、現在
の国家間の課税権の配分方法は、物理的施設の存在とその施設における活動を重視するものとなって
いる。そのため、主に消費者の存在する国又は地域より、自国の課税権が十分に確保できていないので
はないかという問題提起がなされている。例えば、EU は、米国の巨大多国籍企業が欧州域内で稼得す
る所得に対する課税権が十分できていないという主張を行い、課税権の配分方法の見直しが行われる
までの間の暫定的な措置として、デジタルサービス（オンライン広告事業及びデジタルプラットフォームの提
供事業等）から生じる収入に対して課税を行うことを検討している。
OECD/G20 はこれらの動きを受け、議論を急速に進めており、国際的な合意形成に向けたプロセスが
進行している。各国は、合意形成に向けて自国の産業政策や産業界の意見を踏まえつつ、独自の案を
提出している。本事業では、こうした状況下で我が国における適切な課税権を確保しつつも、産業政策
に整合的な制度を検討する材料を得るため、諸外国、地域の政府、又は産業界における経済の電子
化への対応等の議論の状況等について、調査及び分析を行う。

1.2.

実施内容
本事業では、①経済の電子化を踏まえた課税の在り方に関する諸外国、国際機関等における議論の
内容及びそれに基づく各国での制度設計等の状況に関する文献調査、②諸外国の多国籍企業等に
おける国際機関等での議論の受け止めや今後の税務上の対応方針等に関する企業、有識者等へのヒ
アリング調査、③我が国又は諸外国において経済の電子化を踏まえた制度が具体化された場合に、我
が国の経済及び企業において想定される影響に関するヒアリング調査を行っている。
①経済の電子化を踏まえた課税の在り方に関する諸外国、国際機関等における議論の内容及びそれ
に基づく各国での制度設計等の状況に関する文献調査において、諸外国での議論の内容及び制度設
計等の状況に関しては、イギリス、アメリカ、フランス及びドイツを対象とした。また、国際機関における議論
の内容及び制度設計等の状況に関しては、経済のデジタル化に関する課税の在り方及びその国際的な
調和を主導している OECD、及び独自の経済のデジタル化に関する課税の在り方の検討を進めている
EU を対象とした。これらの文献調査にあたっては、各国政府、OECD 及び EU が公表している情報を参
照しており、これらの公表された情報では不十分な箇所については、KPMG の各国事務所に照会を行っ
た。なお、参照した情報は、2020 年 1 月末日までに公表されているものを調査の対象としている。
②外国の多国籍企業等における受け止めや今後の税務上の対応方針等に関するヒアリング調査におい
ては、イギリス、アメリカ、フランス及びドイツを対象として、原則としてそれぞれの国に最終親会社が所在す
3

る多国籍企業の実務担当者及びそれぞれの国の租税に関する有識者にヒアリングを行った。
③我が国又は諸外国において経済の電子化を踏まえた制度が具体化された場合に、我が国の経済及
び企業において想定される影響のヒアリング調査においても、②と同様に、日本に最終親会社が所在す
る多国籍企業の実務担当者及び日本の租税に関する有識者にヒアリングを行った。
なお、②及び③に関するヒアリングは、2019 年 12 月から 2020 年 2 月にかけて行われた。

1.3.

本報告書の構成
本報告書では、まず第２章で、諸外国、国際機関における経済の電子化を踏まえた課税の在り方に関
する議論、及びそれに基づく各国での制度設計等の状況に関する調査結果を記載し、経済の電子化が
もたらした課税の在り方を巡る国際社会における動向を示した。特に OECD では、2013 年の BEPS 行
動計画において電子経済の課税上の課題への対処が掲げられて以降、現在に至るまで先進的な議論
が交わされ、国際課税ルールの抜本的な見直しを検討している。そのため、OECD での経緯や検討内容
について深堀りをして調査を行っている。イギリス、アメリカ、フランス、ドイツの各国についても、OECD や
EU における議論の影響を踏まえ、デジタル経済下で検討されている独自の対応策についてそれぞれ調
査を行った。
続く第３章では、おもに OECD で検討されているデジタル経済に対する国際課税ルールの見直し案につ
いて、海外に本拠地を置く多国籍企業等が自らのビジネスモデルに与える影響をどのように捉え、行動に
移すかという観点から行ったヒアリング結果を記載し、考察している。具体的には OECD が 2019 年 10
月及び 11 月に公表したパブリックコンサルテーションドキュメントにおいて、それぞれ第１の柱、第２の柱と
して新たな課税ルール案が示され、さらに 2020 年 1 月に最新の議論や論点が提示されたが、これらの
受け止め方について対象企業にインタビューを行うとともに、有識者や実務家から意見を聴取した。ヒアリ
ング対象企業はデジタル関連企業に限定せず、消費者向け商材を扱う伝統的な産業を営む企業も対
象とし、広くその影響を調査した。また、OECD が検討する国際課税ルールの見直し案について、我が国
経済に与える影響を調査する観点から、日本に本拠地を置く多国籍企業等に行ったヒアリング調査結
果についても記載している。
最後に第４章では、第３章までの調査結果を踏まえた考察を記載している。

【執筆者等】
KPMG 税理士法人（経済産業省委託調査事業受託者）
神津 隆幸
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パートナー

吉岡 伸朗
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経済の電子化を踏まえた課税の在り方に関する諸外国、国際機
関等における議論と、それに基づく各国での制度設計等の状況

2.1.

経済の電子化を踏まえた課税の在り方に関する諸外国、国際機関等にお
ける議論
OECD の BEPS 報告書以前の議論
経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development、以下
「OECD」という。）は、近年において活発化する電子商取引は 21 世紀の大きな経済発展の 1 つとな
る可能性があるとし、その可能性を実現するためには各国政府が電子商取引の繁栄の基礎となる財政
環境と、公正で予測可能な税制の確立を検討することが必要であると考えた 1。これを踏まえ、1998 年
10 月にカナダのオタワにおいて開かれた OECD 閣僚級会合において電子商取引にかかる課税上の課
題について議論がなされ、「電子商取引︓課税の基本的枠組み」という報告書に電子商取引に係る５
つの基本的な課税原則が提案された（詳細は下表 2参照）。これが、OECD が電子商取引に関する
課税問題を検討した初期段階であった。この 5 つの原則は、その後、2015 年 10 月 5 日に公表された
BEPS 行動１最終報告書において、“この原則は今日においても関連性があり、デジタル経済の税務上
の課題に対処するための方法を検討する際の基盤である 3“と示され、その後のデジタル経済に対する課
税の在り方を検討する上での基本原則となった。

課税原則

内容

中立性(Neutrality)

課税の在り方は、その形態が電子商取引と、従来型取引との間で中立かつ公平
であることを目指すべきである。ビジネスの意思決定は税制の在り方によって左右さ
れるべきではなく、経済的考慮に依るべきである。取引形態が異なることで課税のレ
ベルに差が生じるべきではない。

効率性(Efficiency)

1

納税者のコンプライアンスコストと、課税当局の事務コストはできる限り最小化され
るべきである。

OECD (1998), ELECTRONIC COMMERCE: TAXATION FRAMEWORK CONDITIONS,

https://www.oecd.org/ctp/consumption/1923256.pdf, at para 1～2
2

OECD (2003), Implementation of the Ottawa Taxation Framework Conditions, THE 2003

REPORT, https://www.oecd.org/tax/administration/20499630.pdf, at para 5 Box1: Ottawa
Taxation Framework Conditions - Principles
3

OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final

Report, OECD/G20
Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en, at para7

6

確実性及び簡素性
(Certainty and simplicity)
有効性及び公平性
(Effectiveness and Fairness)
柔軟性(Flexibility)

その取引により、いつ、どこで、どのように課税を受けるか、その取引に先立って課税
の影響を予測できるよう、課税ルールは明瞭かつ簡潔であるべきである。

課税は、適切な時期に、担税力に応じた税が課されるべきである。想定されるリス
クの対応策を講じ、課税逃れや租税回避の可能性を最小にすべきである。

税制は、進歩する世の中の技術やビジネスモデルに対応するため、柔軟的かつ動
的であるべきである。

BEPS プロジェクトの発足
2008 年のリーマン・ショック以降、いわゆるユーロ危機が起こり世界各国の財政状況は悪化した。その対
応策として行われた緊縮財政の裏で、欧州諸国を中心に付加価値税等の間接税の課税が強化された
ことを受け、国際的な税の公正な負担の枠組みの見直しを求める声が加速した。さらに、一部の企業が
現行の国際課税ルールのもとで人為的にその稼得した利益を当該利益の源泉となった経済活動が生じ
る場所とは異なる場所に配分することで、いずれの場所においても課税を回避することで、当該企業の租
税負担を不当に軽減しているという問題、いわゆる、税源浸食と利益移転（Base Erosion and
Profit Shifting、以下「BEPS」という。）が問題となった。これを受けて OECD は、2012 年に「BEPS
プロジェクト 4」を発足させ、翌 2013 年 2 月 12 日に公表した「税源浸食と利益移転への対応 5」にお
いて BEPS につながる原因を分析し、BEPS 問題への対策として包括的な行動計画の策定を急ぐべき
であると提案した 6。この結果、OECD は同年 7 月 19 日に 15 の行動計画 7を発表し、行動 1 におい
て、昨今の情報通信技術の発展がもたらした新たな経済形態を「デジタル経済 8」と呼称し、デジタル経
済がもたらす課税上の問題に対応することを掲げた。行動 1 では、デジタル経済が現行の国際課税ルー
ルの適用において生じさせている主要な問題として以下の点を特定した 9。

4

国税庁, 税源浸食と利益移転(BEPS: Base Erosion and Profit Shifting)への取り組みについて－BEPS プロ

ジェクト－, https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/beps/index.htm
5

OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en
6

OECD (2013), Supra note(5), p51

7

OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en
8

行動 1 では、デジタル経済の特徴について以下のポイントを挙げている。

・

・

・

無形資産への強い依存
データ（特に個人データ）の大規模な活用
無償で利用できるサービスを提供することにより、創出される価値を稼得する、多方向型ビジネスモデルの広範な採
用、及び、価値が具体的にどの場所で生じているかを判定することが困難であるという点も述べられている。OECD
(2013), Supra note(7), p10 “The spread of the digital economy also poses challenges for
international taxation”

9

OECD (2013), Supra note(7), p14

7



現行の課税ルールの下で課税権を配分する根拠（以下「ネクサス」という。）がないこととされる
ために、ある国の企業が他国において課税されることなく重要なデジタルプレゼンスを有することが
できること



インターネットを介したデジタルコンテンツやデジタルサービスの使用による特定の地域の市場データ
の生成から生じた価値の帰属 10



新しいビジネスモデルから生じる収益の特徴づけ 11



国境を越えたデジタル財やサービスの供給に対する、合理的な付加価値税の徴収方法 12

行動１を含む 15 の行動計画はいずれも迅速な対応が求められるとされ、２年以内に検討結果を示す
目標が掲げられた 13。

BEPS 最終報告書
BEPS 行動計画からの進展
OECD は、2013 年 9 月 5 日及び 6 日に開催された G20 において行動計画が承認された後、OECD
非加盟国である中国、インド、南アフリカ、ブラジル、ロシア、アルゼンチン、サウジアラビア及びインドネシア
とともに、共同して BEPS 対応策についての議論を進め、まず、2014 年 9 月 16 日には、BEPS プロジ
ェクトに関する第一次提言として 7 つの報告書

10

14

（行動 1、2、5、6、8、13、15）を公表し、2015

デジタル技術の発展により、以前よりも遠く離れた場所から市場データを収集できるようになったことで、たとえば、特定の

国のユーザーや消費者のデータを、他の国のデバイスで収集、分析、処理され、その後当該データが当該特定の国の顧客
をターゲットとした広告に使用されるといったビジネス形態が現れた。この場合、その広告がもたらす利益の配分方法が問題
となると考えられる。OECD (2014), Public Discussion Draft BEPS ACTION 1: ADDRESS THE TAX
CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY, https://www.oecd.org/ctp/tax-challenges-digitaleconomy-discussion-draft-march-2014.pdf, at para 183～185
11

デジタルテクノロジーを通じ、今までにない新たな方法で財やサービスが提供されるようになったが、これらの新しい財やサ

ービスの提供から生じる収益の特徴が、既存の類似取引と必ずしも一致しないという実態が生じている。クラウドコンピュー
ティングに対する支払いを例にした場合、現行の租税条約ではその定義が明らかにされておらず、ロイヤルティの支払いか、
技術サービスの料金か、又は事業所得か、その分類方法が定まらないことがある。さらに多くの租税条約では、事業所得
はその国に有する恒久的施設に帰属する場合にのみその国で課税される一方で、ロイヤルティの支払いは、支払者の所
在地国で源泉徴収の対象となることから、その収益がどのように特徴づけられるかによって異なる取扱いが生じる可能性が
指摘されている。OECD (2014), Supra note(10), at para 186～188
12

デジタル経済の発展のもと、企業は世界中の消費者に対し、相手国に物理的プレゼンスを有することなくオンラインによ

って財やサービスを提供することが可能となった。多くのケースでは、こうした拠点を介さないオンラインによる取引について、付
加価値税が課されることがないため、税収面や企業間の公正な競争の観点から、不合理が生じている。OECD (2014),
Supra note(10), at para 189
13

OECD (2013), Supra note(7), p24

14

OECD (2014), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion
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年 10 月 5 日に、第一次提言において報告書が公表されていた 7 つの BEPS 行動計画に関する報告
書 15を含む最終報告書（以下「BEPS 最終報告書」という）を公表した。
行動 1 に関しての経緯は、2013 年 11 月にパブリックコメントの募集を行い、デジタル経済に関するタス
クフォースにおいて、デジタル経済の特徴とともにデジタル経済から生ずる課税上の課題について議論がさ
れ、その内容が第一次提言にまとめられた。第一次提言では、(1)BEPS プロジェクトの他の領域で実行
される作業がデジタル経済における BEPS の問題に対応していることを確認し、他の BEPS プロジェクトに
おける作業の結果を評価するため、及び(2)ネクサス、データ及び所得の区分に関する広範な課税上の
課題についての検討作業を継続するため、2015 年 9 月まで議論を継続することとされ、その結果 2015
年 9 月まで議論された内容が最終報告書にまとめられた。

BEPS 最終報告書の概要
BEPS 最終報告書の行動１では、冒頭第 1 章で BEPS 行動計画の採択につながった背景を整理し、
最終報告書までの議論及び最終報告書の概要について述べている。
第 2 章においては、伝統的な既存の課税システムの概要を述べた上で、第 3 章及び第 4 章において、
情報技術通信の概要や特徴、さらに情報技術通信が経済に及ぼす影響を検討し、情報技術通信の
進化により出現してきたビジネスモデルについてその特徴及び重要な特性についての検討を行っている。
第 5 章において、BEPS 問題を引き起こすタックスプランニングに共通してみられる特徴について特定した
上で、第 6 章において、デジタル経済の中で、BEPS 行動計画による対応がどのように機能するか、そし
て、デジタル経済の特徴によって間接税の課税にどのような影響を及ぼすか検討を行っている。
さらに、第 7 章から第 9 章においては、それぞれ直接税及び間接税に関して、デジタル経済から生ずる広
範な課税上の課題の整理、それに対応する方法の検討及び評価を行っている。
そして、最終の第 10 章において、デジタル経済に関するビジネスモデルや主要な特徴、デジタル経済にみ
られる BEPS 問題、デジタル経済から生ずる課税上の課題についての整理を行った上で、今後のアクショ
ンについて言及している。

and Profit Shifting Project, OECD Publishing.
Action 1

http://dx.doi.org/10.1787/9789264218789-en

Action 2

http://dx.doi.org/10.1787/9789264218819-en

Action 5

http://dx.doi.org/10.1787/9789264218970-en

Action 6

http://dx.doi.org/10.1787/9789264219120-en

Action 8

http://dx.doi.org/10.1787/9789264219212-en

Action 13 http://dx.doi.org/10.1787/9789264219236-en
Action 15 http://dx.doi.org/10.1787/9789264219250-en
15

OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final

Report, OECD/G20Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en
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最終報告書では、デジタル経済がますます経済そのものになりつつある中で、課税上、デジタル経済をそ
れ以外の経済と切り離して対応策を検討することは不可能でないとしても困難であると説明している。し
かしながら、デジタル経済における BEPS の問題は、伝統的なビジネスにおける BEPS 問題と類似の手
法により生じるとし、デジタル経済に特有の BEPS 問題は生じないものの、デジタル経済の特徴

16

の中に

は、BEPS リスクを悪化させるものがあると分析している。
その上で、デジタル経済における BEPS によるリスクに対応するため、直接税に関し、３つの対応策が同
報告書において提案された 17。
提案の１つである「重要な経済的な存在に基づく恒久的施設の認定基準の代替案」は、これまでの物
理的な拠点ではなく、重要な経済的な存在に基づいてネクサスを認定するという方法で、物理的な拠点
がない国において、デジタル技術やその他の自動化されたツールを用いて、意図的に、かつ、継続的にそ
の国の経済との何かしらの結びつきを有する場合には、それをもってネクサスとするという提案であった。
上記の提案は、BEPS 行動７で採用された恒久的施設の認定除外に関する対応策を早急に導入す
べきとしている。その上で、その他の BEPS 対応策を早急に導入し、その経過を見守ることによって、デジ
タル経済から生ずる BEPS を最小限とすることが可能になると結論づけられた。そのため、デジタル経済に
おける BEPS は、BEPS プロジェクトの中で検討された BEPS 対応策で実質的に対応が可能と考えられ
ることから、現時点ではその導入について勧告に至っていない。しかしながら、各国での導入については、
BEPS に対する追加的な安全策して認めつつ、その場合にはその代替案が既存の租税条約の規定と矛
盾しない、又は整合しないような内容となるように留意する必要があるとしている。
デジタル経済の課税上の課題への対応策については、最終報告書においては勧告には至らなかったもの
の、最終報告後もデジタル経済の課税上の課題への対応策への検討は継続して行われるものとされた。
また、様々な関係者と協議をしながら、BEPS 後の包摂的な監視体制を構築する中で、2016 年中に
作成される具体的な施策に基づいてデジタル経済の課税上の課題への対応策の検討が進められること
とされた。その結果として、デジタル経済に関して、このような継続検討の結論をまとめた報告書を 2020
年までに作成することとされた。

包摂的枠組み デジタル化による課税上の課題に関する中間報告書
BEPS 最終報告書からの進展
2015 年 10 月 5 日に公表された BEPS 最終報告書は、同年 11 月の G20 サミットにおいて報告さ
れ、G20 アンタルヤ・サミット首脳宣言において、BEPS プロジェクトに対する承認がされた。また、同首脳
宣言においては、広範で一貫した BEPS プロジェクトの遂行がその有効性を担保する上で重要とされ、適
時に遂行することが強く求められるとともに、途上国を含むすべての国又は地域が BEPS プロジェクトに参
16

OECD(2015), Supra note (15), Para 151

17

重要な経済的な存在に基づく恒久的施設の認定基準の代替案、電子商取引に対する源泉徴収及び平衡税の導

入

10

加することが奨励された

18

。さらに、同報告書において、2016 年初期までに関係各国との間で包摂的

枠組みを立ち上げ、その導入の進捗を監視していくことが求められた。
これを受けて、OECD は 2016 年 6 月末に京都において BEPS 合意事項を実施に移すための BEPS
包摂的枠組み（以下「包摂的枠組み」という。）を立ち上げた。その後、当該枠組みにおいて、BEPS
後の経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応についての議論が行われ、2018 年 3 月 16 日に
Tax Challenges Arising from Digitalisation- Interim Report 2018（以下「中間報告書」と
いう。）において、その検討結果がまとめられた。

中間報告書の概要
中間報告書では、第 1 章において、社会や経済のデジタル化による影響の概要について整理しながら、
デジタル化から生ずる課税上の問題についてのこれまでの取り組みの経緯を整理している。それをもとに、
第 2 章においては、ビジネスモデルや価値創造に関するデジタル化の影響について検討を行い、デジタル
市場、価値創造、高度にデジタル化されたビジネスモデルについて検討を行っている。第 3 章においては、
BEPS 対応策の導入による影響、特にデジタル化に関連する項目についての影響について確認し、第 4
章において各国において導入が進められているデジタル経済に対する課税策について検討を行っている。
第 5 章においては、経済のデジタル化が国際課税システムにもたらす影響について検討をおこなっている。
特に既存の利益配分方式やネクサスルールについて検討を行っており、それに対する各国の反応について
も言及している。第 6 章において、暫定的な課税策について、各国で合意がなされないことに言及しなが
ら、各国の暫定的な課税策についてのスタンスについて論じ、各国で暫定的な課税策を導入する場合に
留意すべき点をまとめている。第 7 章においては、経済のデジタル化が税務に対してどのような影響を与え
るかについて、立法や税務管理の観点も踏まえながら検討を行っている。そして、第 8 章において、今後
も継続して検討が必要な領域を明確にし、包摂的枠組みの中でどのようにこれを進めるかについての合
意に言及している。
中間報告書では、高度にデジタル化されたビジネスモデルの特徴について分析を行っている。その特徴とし
て、①物理的プレゼンスを伴わない国境を越えた取引の規模の拡大（Cross-jurisdictional scale
without mass）、②知的財産権を含む無形資産への依存（Reliance on intangible assets,
including IP）及び③データ、ユーザーの参加並びに両者と無形資産の融合により生ずる相乗効果
（Data, user participation and their synergies with IP）の３つが挙げられている。19
このうち③の特徴については、データとユーザーの参加が企業の価値創造にどのように影響を与えるのかと

18

G20 アンタルヤ・サミット首脳宣言、パラグラフ 15

（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000111117.pdf）
19

OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive

Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing,
Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264293083-en
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いう点について、各国間で見解が分かれるとし、３つのグループに分類されると述べている。１つ目のグル
ープ（イギリスなど）は、高度にデジタル化されたビジネスにみられる上述の特徴が、課税される場所と価
値創造の場所が一致していない原因であるとし、高度にデジタル化されたビジネスに限定した国際課税
のルールの再検討の必要性を主張している。2 つ目のグループ（アメリカなど）は、経済のデジタル化やグ
ローバル化という傾向が、既存の国際課税ルールの継続的な実効性を脅かしており、かならずしも、高度
にデジタル化されたビジネスに限った問題ではないとの見解を示している。３つ目のグループ（主に新興国）
は、BEPS による対応によって、高度にデジタル化されたビジネスも含め、二重非課税の問題はおおむね
対応できていると考えられ、また、BEPS 全体の影響を判断するには時期尚早とし、現状の課税システム
の大幅な見直しは必要としていないと主張している。
包摂的枠組みでは、上述した３つのグループの見解を踏まえ、適切で一貫した国際課税ルールの導入
を検討することに合意し、まずは現状の課税システムの重要な要素であるネクサスルール及び利益配分
ルールの見直しを行い、経済のデジタル化による影響について継続して検討を続けることで合意がなされ
た。
なお、中間報告書では、売上税等の暫定的措置の導入についても検討がなされている。しかしながら、
包摂的枠組みの参加国間において意見が分かれ、見解の一致が図られず、同報告書中においては、
導入に関しての勧告はなされなかった。代わりに、暫定措置導入に当たっての６つの留意点が以下のと
おり示されている 20。
① 租税条約や WTO の原則などの国際的な約束及び義務を順守すること
② 一時的な措置で包括的な解決策が確定した時点で停止すること
③ 対象とする事業及びその課税対象を限定すること
④ 課税範囲及び税率を適正に設定し、可能な限り二重課税や多段階での課税を防止するこ
と
⑤ スタートアップ、新規ビジネスの創出や小規模事業者への過度に影響を与えないようにするこ
と
⑥ 納税者にとってのコンプライアンスコスト及び税務管理の負担増加についてはできる限り、最
小限にとどめておくこと

ポリシーノート、及び 2019 年２月パブリックコンサルテーションドキュメント
中間報告書からの進展/ポリシーノートの概要
2018 年 11 月 30 日から 12 月 1 日にかけてブエノスアイレスで G20 が開催された。G20 首脳宣言
は、デジタル課税の論点に触れて、「経済のデジタル化が国際課税システムにもたらす影響に対処するた
め，2019 年の進捗報告及び 2020 年までの最終報告書により，コンセンサスに基づく解決策を追
求すべく共に取り組む」 21と表明し、中間報告書までの OECD が中心となって進めてきた議論の成果を
20

OECD(2018), Supra note (19), at Para 412

21

G20 ブエノスアイレス・サミット首脳宣言 （仮訳）パラ 26（2018 年 11 月 30 日-12 月 1 日 於︓ブエノスアイ

12

歓迎し、現在の国際課税ルールの原則を見直す方向性を支持した

22

。G20 が具体的に経済のデジタ

ル化と国際課税の問題に言及し態度を明らかにしたのは、今回が初めてである 23。
前述の中間報告書の段階では、デジタル企業に対する課税根拠に関して複数の考え方が国家間で対
立していたが、G20 の強力なサポートを背景に、OECD を中心に多国間で合意可能な提案を積極的
に検討する方向に軸足が定まった。今後、包摂的枠組みにおける議論は、G20 に対して報告、勧告を
していくものと位置づけられた。そのような背景の中、2019 年 1 月に、OECD は、BEPS 包摂的枠組み
が承認したポリシーノート

24

を公表し、合意可能な提案について検討すると宣言し、これから合意すべき

具体的な 2 つの議論の柱が打ち出された。その一つが、デジタル化する経済による広範な課題に対処す
るための現在の国際課税ルールの原則（ネクサスルール、並びに独立企業原則に基づく利益配分ルー
ル）の見直し（以下「第 1 の柱」という。）であり、そしてもう一つが、残存する BEPS 問題に対処する
対抗措置の提案（以下「第 2 の柱」という。）である。
そして、包摂的枠組みが総意に基づく解決策を見つけ出すため、パブリックコンサルテーションを 2019 年
の 3 月 13 日、及び 14 日に開催するとした。これに先駆け、2019 年 2 月 13 日に、重要なコンサルテ
ーション上の論点を整理したパブリックコンサルテーションドキュメントを公表した。

パブリックコンサルテーションドキュメントの概要
パブリックコンサルテーションドキュメント 25は、冒頭の第 1 章において中間報告を含むこれまでの議論と合
意形成の過程を整理 26した上で、第 2 章において既存の利益配分及びネクサスルールに対する「より広
範な税務上の課題」に関連する提案（第 1 の柱）について論じている。この中で、第 1 の柱における国
際課税の原則の見直しにあたって考慮する要素として、①ユーザー参加、②マーケティング無形資産、並
びに③重要な経済的プレゼンスという概念に基づいて原則を変更する提案について議論している。さらに、
このようなポリシーの理論的根拠のみならず、「メカニクス」、つまり可能な一連のルールの基本的な制度
設計の在り方についても議論を及ぼしている 27。
第 3 章では、残された BEPS 問題への対抗措置に係る提案について言及されている。具体的には、多
国籍企業グループが進出先国において稼得した所得に対し、現地にて課税されない又は非常に低率の

レス）
22

緒方健太郎「G20 ブエノスアイレス・サミットの概要について」ファイナンス 2019 年 1 月号

23

これ以前の G20 首脳宣言は BEPS プロジェクトを全面的に支持するメッセージを盛り込んだものであったが、経済のデ

ジタル化と国際課税という観点で言及したのはブエノスアイレス G20 が初めてである。
24

OECD(2019), Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy - Policy

Note: As approved by the Inclusive Framework on BEPS on 23 January 2019.”
25

OECD(2019), Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy - Public

Consultation Document
26

OECD(2019), Supra note (25), at Chapter 1

27

OECD(2019), Supra note (25), at para 9
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課税のみが課される場合に、当該企業グループの課税管轄地に対し、最低税率まで当該管轄地に認
める対抗策の検討がなされた。
以下、第 2 章（第１の柱）、第３章（第２の柱）について概説する。
1. 第１の柱にかかる提案概要及び論点
BEPS 最終報告書並びに中間報告書が現在の国際課税ルールの原則についての妥当性と有効性に
問題を呈しつつも PE 概念の拡張による理論構築を模索していたとみられたのに対し、ポリシーノート、及
びパブリックコンサルテーションドキュメントでは、現在の国際課税ルールの原則への修正というコンテクスト
に依らず、一旦現在の国際課税ルールの原則を脇に置き、市場国により多くの課税権を配分する前提
でいくつかの理論的バックグラウンドを持つ複数の利益配分の方法が提案された 28。
パブリックコンサルテーションドキュメント以降、具体的な利益配分方法に係る議論がその中心になっていく
のであるが、本節ではパブリックコンサルテーションドキュメントの第２章にて示された 3 つの提案を整理す
る。
(ア) ユーザー参加に関する提案（The “user participation” proposal）
① 課税権配分の考え方
ユーザー参加に関する提案は、ソーシャルメディアプラットフォーム、サーチエンジン、オンラインマ
ーケットプレイスなどを通じて、ユーザーのデータとコンテンツへの貢献を募ることにより、高度にデ
ジタル化された特定のビジネスが生み出す価値に着目して新たな課税権を配分しようとする提
案である。当該提案は、高度にデジタル化された特定のビジネスにとって、ユーザーの持続的な
関与と積極的な参加を求めることが価値創造の重要な要素であるという考えに基づいている
29

。 従 って 、本 提 案 の 射 程 は 高 度 に デ ジ タ ル 化 さ れ た 特 定 の ビ ジ ネ ス に 限 定 (“ring-

fencing”)した形での課税権配分を提案するものである。
② 課税所得配分の考え方
ユーザー参加に関する提案に基づく利益配分の考え方を概説する

30

。具体的には以下の手

順によって算定される。
ユーザー参加に関する提案に基づく利益配分

28

Step 1

既存の独立企業原則に基づきルーティン利益を配分した後の、ノンルーティン利益を算定

Step 2

ノンルーティン利益のうち、ユーザー参加の寄与によって得られた部分を（定性/定量、又は事前

中間報告書以前は「重要な経済的存在」の概念的整理を巡って、つまり、PE 概念の拡張を前提にしたネクサス論が

中心であったといえるが、ポリシーノート以降、既存のネクサスルールと独立企業原則からの離脱を厭わない利益配分方法
の議論が中心になっている。同様の指摘をするものとして、岡直樹「デジタル課税所得をめぐる最近の動向と展望」租税研
究 2019.6 P.202
29

OECD(2019), Supra note (25), at para 18

30

OECD(2019), Supra note (25), at para 24
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に合意された比率により）算定
Step 3

合意された配分指標（収益等）に基づいて、ビジネスがユーザーを有する課税管轄地間で
Step 2 で算定した利益を配分

Step 4

これらの課税管轄地に、そのビジネスが現在のネクサスルールの下で課税対象となるかどうかに関
係なく、その利益に課税する権利を付与

この提案は、現在の利益配分規則を修正し、特定の事業については、その事業が現地に物
理的プレゼンスを有するかどうかに関係なく、それらの事業に関してユーザーの活動や参加が行
われ課税管轄地に利益を配分することを要求する。技術的には、Step1 におけるルーティン利
益・ノンルーティン利益の線引きに係る基準、及び Step2 におけるノンルーティン利益のうちユ
ーザーの所在する課税管轄地への配分割合について、各国の合意が形成されなければならな
い。
③ 想定される論点
ユーザー参加に関する提案に関しては、ユーザーの貢献や関与によって生み出される価値は、
企業の事業が生み出した価値ではなく、ユーザーという第三者が生み出した価値である。その
ため、ユーザーが生み出した価値に対しては、企業からユーザーに対して、独立企業間価格と
して無償の役務が提供されている状況をもって成立しているという議論が生じ得ると指摘してい
る 31。
また、もしユーザー参加に関する提案の背後にある、高度にデジタル化されたビジネスのみを新
たな課税権の射程に据えるとした場合、ユーザー参加という概念とデジタル化されたビジネス以
外のビジネスとの関係をどのように考えるか、及び、ユーザー参加という狭い定義を持つことが今
後安定して適用可能な制度として妥当なものかどうかという懸念が生じると指摘している 32。
(イ) マ ー ケ テ ィ ン グ 上 の 無 形 資 産 に 関 す る 提 案 （ The “marketing intangibles”
proposal）
① 課税権配分の考え方
マーケティング上の無形資産に関する提案は、多国籍企業が市場国にアプローチしてユーザー
や顧客ベース等のマーケティング無形資産を開発することができる特徴に着目し、当該マーケテ
ィング無形資産と市場国の間に本質的な機能的関連性があるとして、市場国に新たな課税
権を配分しようとする提案である。
マーケティング無形資産に着目する根拠として次の２点が挙げられている。第一に、ブランドや
商品名などのマーケティングの無形資産は、市場国にいる顧客の好意的な意識に反映されて
いるため、市場国である課税管轄地で価値が創出されたとみられること、第二に、顧客データ、

31

OECD(2019), Supra note (25), at para 61

32

OECD(2019), Supra note (25), at para 61
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顧客との関係、及び顧客リストなどの他のマーケティング無形資産は、市場国である課税管轄
地内の顧客及びユーザーを対象とした活動から生み出されたものであること、である 33。
この提案は、上記のユーザー参加に関する提案との比較において、市場国における価値創造
を認識し、既存の国際課税ルールの見直しを提唱する点において共通しているが、高度にデ
ジタル化されたビジネスに限定せず、より広くマーケティング無形資産を使用して事業を行う企
業を対象に含める点が特徴である 34。
② 課税所得配分の考え方
マーケティング上の無形資産に関する提案に基づく利益配分の考え方は 2 つ提示されている
ため、それぞれ以下に概説する。
一つ目の方法は、通常の移転価格税制の応用により対応する考え方である 35。すなわち、事
業上利用されているマーケティング無形資産を特定した上で、(i) マーケティング無形資産
（及びそれに付随するリスク）が現在の独立企業原則の下で割り当てられるとした場合と、
(ii) マーケティング無形資産（及びそれに付随するリスク）が市場国である課税管轄地に割
り当てられているとした場合との差額を認識し、調整する方法である。この方法によると、所得
配分は、個々の事案の事実に立脚してマーケティング無形資産によってもたらされる利益貢献
を判断するもので、特定のマーケティング無形資産の識別と利益への貢献の計算を必要とする
既存の移転価格税制の範疇で実施可能とする 36。
二つ目の方法は、A) ユーザー参加に関する提案で用いられた残余利益の機械的な配分を
指向する方法である 37。具体的には以下の手順によって算定される。

マーケティング上の無形資産に関する提案に基づく利益配分
Step 1

対象ビジネスに関する全世界の分割対象利益を算定

Step 2

既存の利益配分原則に基づいて、ルーティン利益を各国に配分

Step 3

Step1 の利益から、Step2 で配分済みのルーティン利益を控除して、ノンルーティン利益を
算定

Step 4

Step3 のノンルーティン利益のうち、マーケティング無形資産に帰すべき部分を算出

Step 5

Step4 のマーケティング無形資産に帰すべき利益を各市場国に配分

Step2 のルーティン利益の配分については、従来の移転価格分析を行う方法のほか、原価や

33

OECD(2019), Supra note (25), at para 31

34

OECD(2019), Supra note (25), at para 29

35

OECD(2019), Supra note (25), at para 45

36

OECD(2019), Supra note (25), at para 46

37

OECD(2019), Supra note (25), at para 47-48
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有形資産に一定のマークアップを付す機械的な方法まで、複数の方法があるとしている

38

。ま

た、Step4 のマーケティング無形資産に起因するノンルーティン利益の一部を決定するための
方法として、たとえば、コスト・ベース法
アプローチが挙げられている

39

や、ビジネス形態別に予め設定した配分比率を使う

40

。さらに、上記 Step5 のマーケティング無形資産に帰すべき利益

の配分の際には、売上高や収入といった外形標準によって行うことも提案されている 41。
そして、本提案の実施が税務上の紛争とビジネスに対する二重課税をもたらすという懸念に対
処するため、納税者にこのアプローチの下での課税に関する明確性を確保するとともに、強力
な紛争解決メカニズムを導入すべきということも併せて言及している 42。
③ 想定される懸念
マーケティング上の無形資産に関する提案では、マーケティング無形資産の構築活動がその市
場国の外で行われ、当該無形資産を利用すべく持ち込まれた市場国で顧客の習慣や好みに
適合させるために追加的な無形資産の構築や調整が行われていないような場合については、
マーケティング無形資産と市場国との間の本質的な機能的関連性が疑問視される可能性が
あるとしている 43。
(ウ) 重要な経済上の存在に関する提案（The “significant economic presence”
proposal）
① 課税権配分の考え方
重要な経済上の存在に関する提案は、外国法人が、デジタル技術その他の自動化された手
段によって市場国との間に意図的で持続的な結びつきがあることが明白であり、デジタル技術
等を用いる外国法人が市場国に重要な経済上の存在を有すると認定可能な場合に、市場
国に新たな課税権を配分しようとする提案である。
重要な経済上の存在を認定するための要素として、まず継続的に生じる収入が挙げられると
例示しつつも、収入のみでは重要な経済上の存在を認定するに不十分であるとも言及してお
り、収入に加えて、（1）利用者基盤の存在、及び関連するデータの入手、（2）市場国か
ら得られたデジタルコンテンツの量、（3）現地通貨又は現地支払方法による請求及び回収、
（4）現地語のウェブサイトの存在、（5）顧客への商品の最終配送又はアフターサービスや
修理及び保守などの他のサポートサービスの提供に係る責任、（6）顧客を引き付けるための、
オンライン又はその他の方法での市場調査及び市場戦略に関する活動（いわゆるマーケティ
38

OECD(2019), Supra note (25), at para 47

39

コスト・ベース法の具体例として、マーケティング無形資産の構築に要した費用と、その他の無形資産の構築に要した費

用の比率の比較が記載されている。
40

OECD(2019), Supra note (25), at para 47

41

OECD(2019), Supra note (25), at para 48

42

OECD(2019), Supra note (25), at para 49

43

OECD(2019), Supra note (25), at para 61
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ング活動）、並びに販売促進活動の継続、等を組み合わせて要件化することが提案された
44

。

② 課税所得配分の考え方
この提案により重要な経済上の存在が認定された場合、多国籍企業グループの全世界利益
率を特定の市場国で発生した収益（売上）に適用することで算定する定式配賦法のほか、
より簡易な方法であるみなし利益率に基づく配分方法も提案されている 45。
2. 制度設計上の共通論点
パブリックコンサルテーションドキュメントは、上記 3 つの提案について論じた後、主にア）ユーザー参加に
関する提案、及びイ）マーケティング上の無形資産に関する提案に共通して見られる特徴を踏まえ、制
度設計に当たって検討を要する重要な論点 46として、以下のとおり挙げている。

項目

内容

適用対象及び適用除外(Scope

納税者のコンプライアンス、及び税務執行上の負担の観点から、適用対象企業

and potential limitations）

を限定する措置を講ずべきである。具体的には、重要性に関する閾値（例︓コ
スト比、顧客及びユーザーベースのサイズ、又はその他の指標）と適用除外
（金額による除外、特定の産業部門の除外、商品の除外）によって、対象を
限定できる。ただし、納税者の規模や収益性などに関連する追加の制限を使
用して範囲をさらに絞り込み、関連するコンプライアンスコストを削減することも期
待できる一方で、そのような差別化によって生じる公平性の問題も検討しなけれ
ばならない。

事業ラインのセグメンテーション

企業のすべての利益を対象とするのではなく、特定のビジネスラインに限定する

(Business

措置を講ずべきである。ただし、ビジネスラインに限定するアプローチでは、データ

line

segmentation）

の使用可能性と管理に関する重要な問題が発生し、複雑さと不確実性が増大
する可能性があることが懸念される。

配 分 対 象 利 益 の 決 定 (Profit

独立企業原則から離れ市場国に配分する利益を決定する際には、紛争の発

determination）

生を防ぐべく、なるべく簡素な方法を指向すべきである。この提案は、既存の利
益分割法と多くの類似点を有するものの、より広範な合算利益（複数の事業
体の合計利益）に適用され、紛争を防止するために簡素な規則を導入するも
のである。従来の移転価格分析に基づくと、提案によってもたらされる結果の紛
争及び不確実性のリスクが大きくなるため、簡易な方法を追求するが、高度にデ
ジタル化されている企業などにおいて、ユーザーの参加やマーケティングの無形資
産に起因するものと、その他の無形資産（取引対象になる無形資産）に起因
する残余利益の分離が特に重要になる。

44

OECD(2019), Supra note (25), at para 51

45

OECD(2019), Supra note (25), at para 52-54 なお、原案は BEPS 最終報告書 Action 1 Section 7.6

において既に論じられていた。
46

OECD(2019), Supra note (25), at para 71-86
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企業の利益総額が理論上のルーティン利益の総額に満たない場合、ノンルーテ
ィン損失の配分についても検討する必要がある。
利 益 配 分 方 法 (Profit

価値創出と比例的な利益配賦方法を指向することが必要となり、具体的な計

allocation）

算方法の実施に係る問題と潜在的な適用回避の可能性（例として、販売地
の操作）を特定し、設計上の考慮に入れる必要がある。同時に、提案が既存
の利益配分原則に完全に取って代わらない限り、既存の利益配分原則に基づ
く課税との二重課税を防止するために追加の規則が必要となる。

二 重 課 税 の 排 除 (Elimination

市場国への利益の再配分の結果、二重課税を生じないように、租税条約の改

of double taxation）

正などの対応が必要であると同時に、強力な紛争予防及び解決手段の整備が
必要となる。

ネクサスと租税条約の関係

市場国に課税権を配分するために、租税条約に新しいネクサスの要件が必要に

(Nexus

なる。具体的には、第 5 条（恒久的施設）、第 7 条（事業所得）、及び第

and

considerations）

treaty

9 条（特殊関連者間条項）の修正による方法、或いは全く新しい課税権配
分規則を設定することにより達成できるとする。重要な経済的存在の概念に関
して、この考え方と上記のネクサスルールには類似点があり、これについてはさらに
検討する必要がある。 租税条約を機能させるために各国は国内法を改正する
必要性が生じる可能性があるが、そのような国内法との調整を図ることが必要と
なる。

執行(Administration）

新しい課税権配分のために MLI のような枠組みが効果的に機能する可能性に
触れ、紛争及び二重課税の防止の方法として、ICAP や APA などを例示した。

3.

第２の柱にかかる提案概要及び論点

無税又は軽課税国への利益移転という BEPS の残された課題に対応する観点から、「所得合算 ルー
ル 」（ income inclusion rule ） 及び 「税 源侵 食支払 に対 する否 認ル ール 」（tax on base
eroding payments）の２つの措置の検討を行うことがポリシーノートにおいて示された 47。
ポリシーノートでの検討を踏まえ、パブリックコンサルテーションドキュメントでは、上記２つのルールをグロー
バル税源侵食対抗提案（Global Anti-Base Erosion Proposal、以下「GloBE 提案」という。） 48
と称し、これらのルールの検討の背景（Overview and Background）と、二つのルールの仕組み
（Mechanics）並びにそれぞれのルール設計にあたり、必要な論点及びルール間の調整（Rule coordination）について整理を行っている。
これらのルールが検討されるに至った背景としては、一部の包摂的枠組みの参加国から、「BEPS プロジェ
クトにて提言された対抗措置は、無税又はかなり低い税率での課税を受ける事業体への利益移転につ
いては、包括的な解決策を提供していない」との指摘があったことが挙げられている 49。

47

OECD(2019), Supra note (24), at the 4th para on page 2

48

Global anti-base erosion proposal

49

OECD(2019), Supra note (25), at para 89
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本節では、パブリックコンサルテーションドキュメントの第３章（GloBE 提案）に記載された所得合算ルー
ルと税源侵食支払に対する否認ルールについて概説する。
4. 所得合算ルール
(ア) 制度概要
GloBE 提案における所得合算ルールは、多国籍企業のある子会社の所得が最低税率以上で課
税されていない場合、その課税を受けていない子会社の所得について、その子会社の株主である多
国籍企業がその子会社に対する持分割合に応じてその多国籍企業の所得として認識し、その多
国籍企業が最低額を納付するという制度である。
なお、株主は、子会社の持ち分への直接又は間接の相当数の出資割合（25%が例示されてい
る 50）を有する株主とされており、ルールは国別（on per jurisdiction basis）で適用されるこ
とが想定されている 51。
合算対象となる所得金額は、株主の国の国内法により計算されること、及び所得を合算された株
主企業は、子会社がその帰属所得について納付していた法人所得税を株主が納付する法人所得
税から控除でき、その控除額は、国別に計算されることが想定されている 52。
この制度は、外国支店所得免税の適用がある場合、Switch-over ルールとして運用され、外国
で支店所得が低税率で課税されている場合、支店所得免税の適用がなくなり支店所得は課税さ
れ外国税額控除が適用されることになる 53。
この制度の設計においては、米国のグローバル無形資産に係る低課税所得に対する課税（以下
「GILTI」という。） 54の影響を受けているとされている 55。
(イ) 所得合算ルールの効果
所得合算ルールは、税務上のリターンにつき軽課税を受ける事業体に割り当てる動機を軽減するこ
とにより、多国籍企業グループの所得が最低税率で課税されるようにするものである。所得合算ルー
ルは、同一グループ内で高課税の事業体から低課税の事業体へ利益を移転する税務プランニング
ストラクチャーやグループファイナンスなどを導入する動機を軽減することにより、親会社国の課税ベー
スを守る効果を有するとともに、そのグループが活動を行う他の国の課税ベースを守る効果を有する
56

。ただし、所得合算ルールは、経済的又はビジネス上の理由により決定されたストラクチャーや所

在地へ影響を与えることは意図していないとされている 57。
50

作業計画では、この割合は記載されていない。

51

OECD(2019), Supra note (25), at para 96

52

OECD(2019), Supra note (25), at para 96

53

OECD(2019), Supra note (25), at para 97

54

Global Intangible Low-Taxed Income

55

OECD(2019), Supra note (25), at para 98

56

OECD(2019), Supra note (25), at para 99

57

OECD(2019), Supra note (25), at para 99

20

(ウ) 所得合算ルールにおける今後の検討課題
パブリックコンサルテーションドキュメントでは、所得合算ルールの設計において最低税率をどのように
決定し、適用するかの検討に加えて、制度設計において検討の必要がある主要な技術的課題を
掲げている。提起された各種論点は下表のとおりである 58。

項目

内容

所得合算ルールの適

対象となる事業体の種類及び所得合算ルールを適用するために必要な最低

用範囲

出資割合又は支配の定義並びに少数株主が租税債務を決定及び計算す
るために必要な情報にどのようにアクセスするか

実効税率テストの設

企業が最低税率で課税されているかどうかを判断するメカニズム

計
閾値又はセーフハー

管理及びコンプライアンスを促進するための閾値又はセーフハーバールールによ

バーの設計

る適用範囲の明確化

株主の所得帰属ル

対策の講じにくいメカニズムを含む、株主の支配又は経済的所有権に基づく

ール

株主に帰属する所得の計算ルール

合算所得に対する適

合算される所得に対する適用税率を最低税率とするか、親会社の居住地

用税率

国での法人所得税率とするか

二重課税防止メカニ

外国税額控除の適用ルール及び関連する免税範囲に関する調整を含む二

ズム

重課税防止のメカニズム

他制度との適合性

国際的義務及 EU 法の義務と所得合算ルールの設計との適合性

5. 税源侵食支払否認ルール
GloBE 提案における税源侵食支払否認ルールは、源泉地国が税源侵食支払のリスクから自国の税源
を保護することを認めるものであり、所得合算ルールを補完するルールである。具体的には、この提案の要
素として軽課税支払ルールと租税条約の特典否認ルールの２つのルールが提案されている 59。
これらの 2 つの対策により、所得合算ルールのもとで株主への課税が生じない所得がある場合でも、その
所得の支払者の居住地国が税源を侵食する支払から守られるようにする（支払者の居住地国が課税
できるようにする）ことになり、GloBE 提案が提供する利益の移転リスクに対する包括的な解決策が確
実なものとなるとしている 60。
(ア) 軽課税支払ルール
58

OECD(2019), Supra note (25), at para 100

59

OECD(2019), Supra note (25), at para 101

60

OECD(2019), Supra note (25), at para 102
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軽課税支払ルールは、関連者に対して行われた特定の類型の支払について、それらの支払いが最
低税率で課税されていない場合に、損金算入を否認するというものである。関連者が最低税率で
課税されているか否かのテストは、その支払に課される源泉税を考慮に入れる（結果として以下に
説明する租税条約の特典否認ルールのもとで、租税条約の特典の否認により課税される源泉税を
含む）としている。ある支払いが関連者に対するものであるかどうかの判定は、25％の共通支配テ
スト（一方の者が他方の者の 25%以上の投資を有する場合又は同じ者が両者の投資をそれぞ
れ 25%以上有する場合をいう。） 61で判定することが提案されている 62。
① 適用対象となる支払
軽課税支払ルールの対象となる支払いは、多国籍企業グループが適用対象外の支払を作り
出せないようにするために、導管（迂回取引）支払いや輸入された取決めに係る支払いを含
む広い範囲のものがよいとされている 63
② 軽課税支払ルールに関する今後の検討課題
パブリックコンサルテーションドキュメントでは、軽課税支払ルールの設計において最低税率をど
のように決定し、適用するかの検討に加え、制度設計において検討の必要がある主要な技術
的課題を掲げている。提起された各種論点は下表のとおりである。
項目

内容

適用対象となる支

コンプライアンス・管理の負担の最小限にし、潜在的な二重課税・過剰課税を

払いの範囲

抑制しながら、あらゆる利益移転リスクに対処することに留意した実務的な範
囲設定

適用対象となる関

制度を順守するために必要な情報を得ることができ、また、意図していなかった

連者の範囲を特定

課税関係を生じさせないような、共通支配の程度＝所有割合の程度や関連

する閾値

者の閾値の検討

実効税率テストの

事業体ごとで判定するか、取引ごとで判定するかなどの実効税率テストの仕組

設計

みの検討、及び、支払の類型ごとに実効税率を計算するための堅実で実用的
なテストの開発

他の制度との適合

軽課税支払ルールと他の国際的な義務との適合性

性
損金算入の否認の

全額か、受取国における課税の水準を反映した段階的なものか

方法

61

OECD(2015), ACTION 2: 2015 Final Report Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch

Arrangements, at para 354
62

OECD(2019), Supra note (25), at para 103

63

OECD(2019), Supra note (25), at para 104
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(イ) 租税条約の特典否認ルール
租税条約の特典否認ルールは、GloBE 提案において軽課税支払ルールを補完するために織り込
まれており、このルールは、租税条約の適用を受けることができる支払いで過少課税となるものに対
して適用されるものであるとされている。このルールは租税条約の各条項で規定される特典を否認す
るために適用されるもので、具体的には次の条項（条文番号は租税条約のもの）に適用されるこ
とが想定されている 64。
条項

通常の運用ルール

特典否認ルール

第 7 条（事

源泉地国の事業所得に対する課税

居住地国で事業所得が最低税率で課税さ

業利益）

権を PE に帰属する事業利益のみに制

れない場合、事業所得が相手国の恒久的

限する

施設に帰属するかどうかに係わらず、源泉地
国の課税権を認める。

第 9 条（関 一方の締約国の税務当局による移転

相手国での移転価格調整が効果的な課

連企業）

価格調整がなされた場合には、他方の

税をもたらしていることを明記した場合にのみ

締約国における対応的調整を認める

もう一方の国で対応的調整を行う

第 10 条

源泉地国における配当に対する課税

受領者の居住地国でその配当に最低税率

（配当）

権を制限（源泉税の減免）する。

以上の課税が行われない場合、その配当に
対する源泉地国の課税権を認め配当に対
する源泉税の減免を否認する。ただし、この
取扱いは、経済的二重課税を避けるための
受領者の居住地国の資本参加免税制度
の目的を無効化することになるため、一般
的な適用除外規定や特別な実効税率テス
トの導入を含む代替ルールの検討が必要で
ある。

第 11 条か
ら

13

源泉地国における利息、ロイヤルティ、

受領者の居住地国が最低実効税率以上

条 又はキャピタルゲインに対する課税権を

で利子、ロイヤルティ、又は譲渡益に課税し

（利息、ロ

制限（利息・ロイヤルティに対する源

ない場合、源泉地国での課税権を認め、

イヤルティ及 泉税の減免、キャピタルゲインに対する

源泉税の減免（利息、ロイヤルティ）や法

びキャピタル 法人所得税の免除）する。

人所得税の免除（キャピタルゲイン）等の

ゲイン）

租税条約上の特典を否認する

第 21 条 源泉地国におけるその他の所得に対

受領者の居住地国で最低税率以上の課

（その他の

税が行われない場合、源泉地国のその他の

64

する課税権を制限（その他の所得に

OECD(2019), Supra note (25), at para 106
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所得）

対する源泉税・法人所得税の課税を

所得に対する課税権を認める

免除）する。

① 適用対象となる支払
租税条約の特典否認ルールの適用対象となる支払については、関係会社間の支払に限定さ
れるが、利子、ロイヤルティ及びキャピタルゲインなどより広い範囲を適用対象とすることが検討
されることが提案されている。また、ルールの適用に伴う管理及びコンプライアンスを促進するた
めに閾値とセーフハーバーが検討される予定である。
② 租税条約の特典否認ルールに関する今後の検討課題
租税条約の特典否認ルールの制度設計において検討が必要とされる技術的な課題について
下表の通り言及されている 65。
項目

内容

否認された配当課

本来であれば租税条約の特典否認ルールによって影響を受けるべきでない、配

税の減免への影響

当への二重課税を軽減するための、配当受領国の配当免税制度への影響

所得の受取者に係

租税条約の特典を受ける資格を確認するために、受領者が、支払者や源泉

る情報の取扱い

徴収代理人に対して提供することが求められる情報がどのようなものか

納税者の特定のカ

納税者の特定のカテゴリー（個人、年金基金、慈善団体など）への影響。

テゴリー
上記のほか、GloBE 提案における各ルールが同じストラクチャーへの対抗策を意図していること
から、潜在的な重複を避けるための適用順序の決定の必要性が言及されている

66

。少なくと

も２つの適用順序ルールが存在し、一つは支払ごとに適用するルールを決めるというもの、もう
一つはある多国籍企業の所在地国が片方のルールを導入していればもう片方のルールの適用
はしないという体系的なものである。

6. 2019 年３月公聴会の企業・有識者からのコメント
OECD は 201９年２月に公表されたパブリックコンサルテーションドキュメント

67

の内容に関しての意見

募集を行い、当該意見を踏まえた公聴会を 2019 年 3 月 13 日（第１の柱）及び 2019 年 3 月
14 日（第２の柱）にパリで開催した。当該公聴会における共同議長は US Treasury の Brian
Jenn 及び Ministry of Economy and Finance の Gael Perraud が務め、パブリックコンサルテー
65

OECD(2019), Supra note (25), at para 108

66

OECD(2019), Supra note (25), at para 109

67

OECD(2019), Supra note (25)
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ションドキュメントにおける各提案に着目しつつ参加社から意見を収集した。参加者は政府、企業、業界
団体等を含む約 400 名であり、Booking.com、Johnson & Johnson や Uber を含む多くの企業
から日本の経団連までが意見を表明した。パブリックコンサルテーションドキュメントにおいて事前に提起さ
れた参加者への問いは第１の柱及び第２の柱それぞれ次の通りである：
2019 年 3 月 13 日

2019 年 3 月 14 日

（第 1 の柱に関するもの）

（第 2 の柱に関するもの）

A) 提案に関する一般的な見

A) 提案に対する一般的な見

解
B) 対象になる事業と配分方法
C) 新しい利益配分とネクサスル
公聴会に付託された問い

ールを開発する上で最も重
要な設計上の考慮事項
（対象事業の範囲、規模
の閾値、損失の処理、利益
配分方法に関連して用いら

解
B) 制度考案にあたって最も重
要なもの
C) 適用範囲の制限
D) ルール間の調整
E) 複雑性等を軽減するアプロ
ーチ

れる指標等）
D) 複雑性等を軽減するアプロ
ーチ
なお、第 1 の柱、並びに第 2 の柱それぞれにおいて提供されたコメントの概要はそれぞれ下記の通り
である。
(ア) 第 1 の柱
ユーザー参加、マーケティング上の無形資産、重要な経済的存在の 3 案のうち、マーケティング上の
無形資産に関する提案は比較的議論の余地のある提案であるとの評価があった。その一方で、ユ
ーザー参加、及び重要な経済的存在に関する提案は、検討すべき課題や問題が多いとコメントが
挙げられている。例えば、我が国の（社）日本経済団体連合会は、ユーザー参加提案に関しては、
ユーザー参加と価値創造との関係性に言及しつつデータの収集自体が直ちに価値を創出するとは
限らないことを指摘し、重要な経済的存在に関する提案に関しては、既存の国際課税原則が機
能している分野においても抜本的な制度変更をもたらすものであり、射程が広がりすぎ、問題が大き
いと指摘している。本提案における利益算定方法の複雑性に鑑みて、二課税や事務負担増加の
懸念があるため、適宜見直す必要性があるという意見、電子経済の発展に応じて既存のネクサスル
ールや独立企業間原則を修正する必要があるという意見、及び国際的な合意に至った場合には
独自に導入した課税ルールを廃止すべきという意見等、非常に多くのコメントが提供された。

25

(イ) 第 2 の柱
第 2 の柱に対するコメントとしては、租税回避防止措置として BEPS の各アクションが導入され、そ
の評価を待つべきとのコメントが寄せられている。また、高度にデジタル化された企業以外にもその対
象を広げていることについては課税の不均衡な影響をもたらすというコメントが寄せられている。
所得合算ルールに対しては、CFC との重複、事業目的によるストラクチャー化との区別に対する懸
念が寄せられている。
税源侵食支払否認ルールに対しては、過少課税支払ルールと課税対象化ルールとでの二重課税
の懸念と、複雑な制度による事務コストの増加を懸念するコメントがよせられている。

作業計画
ポリシーノート等からの進展
作業計画

68

では、2019 年 3 月のパブリックコンサルテーションを踏まえ、2020 年初頭までにポリシーノ

ートで示された 2 つの柱に基づく議論に係る合意を形成し、2020 年末に最終報告書にまとめるためのロ
ードマップを示している。ポリシーノート以降、総意に基づく合意可能な提案を取りまとめるために、第 1 の
柱及び第 2 の柱の双方に関して、基本的な方向性と論点、並びに検討に向けた手順が示されている。

作業計画の概要
作業計画は、第１章で 2015 年の BEPS 行動 1 報告書から作業計画に至る経緯を詳細に整理し、
第 2 章において、物理的プレゼンスを有しない市場国に対する新たな課税権の配分（第 1 の柱）に焦
点を当て、利益配分とネクサスルールの一貫性のある見直しを実施するために、解決する必要があるさま
ざまな技術的論点について整理している。第 3 章では、残された BEPS 問題（第 2 の柱）に焦点を当
て、国内法及び租税条約の変更を通じて課税管轄地に”tax back 69 ”の権利を与えることによる
GloBE 提案の策定のための検討項目とその作業について論じている。
また、作業計画では、第４章において第１の柱及び第２の柱が実施された場合のインパクトアセスメント
について、第５章において今後の検討作業の体制及びスケジュールについて言及している。以下、第２
章（第１の柱）及び第３章（第２の柱）の内容を中心に概説する。

68

OECD(2019), Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges

Arising from the Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD,
Paris, www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-aconsensus-solution-to-the-taxchallenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm.
69

利益が相手国で課税されていない場合に、自国において課税すること（取り戻し課税）
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第 1 の柱（第 1 の柱）
1. 利益配分方法に関する 3 つの提案
(ア) 新たな利益配分ルール
本作業計画では、利益配分方法に関する 3 つの提案（修正残余利益分割法、定式配分法、
及び仕向地ベースアプローチ）が具体的に示され、その基本的な考え方と想定しうるオプション、及
び検討すべき課題が挙げられた。
ポリシーノートで示されたネクサスの認定に関連する 3 案（ユーザー参加に関する提案、マーケティン
グ上の無形資産に関する提案、重要な経済上の存在に関する提案）については政治的合意を目
指すこととし、代わりに、作業計画において、当該ネクサスの認定に関連する 3 案の共通点に注目
し、新たな利益配分ルールの検討を行う上で必要となる論点を整理している
以下、作業計画に示された利益配分方法に関する３つの提案について概観する。
① 修正残余利益分割法 (Modified residual profit split method, MRPS 法)
i)

基本的な考え方

修正残余利益分割法（以下「MRPS 法」という。）とは、既存の利益配分ルールの下
では認識されない、市場国で創出された価値が反映された多国籍企業グループのノンル
ーティン利益（残余利益）の一部を各市場国に配分する方法である

70

。市場国へ配

分される利益は、以下の手順によって算定される。
【図 1 MRPS 法に基づく算定手順】 71

MRPS 法による利益算定の手順
Step 1

対象ビジネスに関する MRPS 法の適用対象総利益を算定

Step 2-1

ノンルーティン利益を算定するために、適用対象総利益からルーティン利益を除外する（現
行の移転価格税制又はより簡素化された規則を用いる）

Step 2-2

現在の移転価格税制又はより簡素化された規則のいずれかを使用して、新たな課税権が
及ぶノンルーティン利益の金額を決定

70

OECD(2019), Supra note (68), at para 28

71

政府税制調査会［総 23-1］説明資料[国際課税] 令和元年 6 月 12 日
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Step 3

売上高などの一定の配分基準（配賦キー）を用い、新たな課税権が及ぶノンルーティン利
益を各市場国に配分

ii) 提示されたオプションと課題
作業計画では、MRPS 法に関して、算定方法の簡略化を含め、上記の各ステップに関
連する論点と代替オプションを検討するとしている。それと同時に、新たな課税権の範囲
がすべての利益をカバーすることを意図していないことを考慮すると、MRPS 法は既存の移
転価格ルールと共存し、新たな課税権と既存の移転価格規則間の調整を図るルールの
必要性があると指摘している
べき課題を挙げている

72

。作業計画では、上記に基づき、今後具体的に検討す

73

。例えば、 MRPS 法の適用対象総利益を計算する方法を管

理するルールの開発の必要性を指摘しており、具体的には、MRPS 法の適用対象総利
益を算定するために使用する会計基準や利益水準に係る検討、及び MRPS 法の適用
対象総利益を適用する単位（事業ラインごとの利益や地域ごとの利益を用いること）に
ついて評価することが予定されている。さらに、ルーティン利益とノンルーティン利益を区分
するにあたり、既存の移転価格税制を用いる場合と、より簡素化された規則を用いる場
合の比較を通じた評価を行うこと、算定されたノンルーティン利益のうち、新たな課税権に
服する金額、並びに各市場国への配分に用いる指標をどのように定量化するかといった
論点を指摘している。
② 定式配分法 (Fractional apportionment method)
i)

基本的な考え方

定式配分法とは、ルーティン利益とノンルーティン利益を区別せず、新たな課税権の対象
となる利益の額を決定する方法である

74

。多国籍企業グループの全ての利益を分割対

象とするのではなく、後述するネクサス概念を用いて分割対象となる利益を切り出した上
で、一定の定式を適用するものである。市場国へ配分される利益は、以下の手順によっ
て算定される。
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OECD(2019), Supra note (68), at para 29

73

OECD(2019), Supra note (68), at para 29, Box 1.2. Modified Residual Profit Split
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OECD(2019), Supra note (68), at para 30
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【図 2 定式配分法に基づく算定手順】 75

定式配分法 (Fractional apportionment method)
Step 1

分割対象となる利益の特定

Step 2

定式に使用する配分基準（配賦キー）の選択

Step 3

選択された配分基準を適用し、市場国へ定式によって算定された利益を配分する

ii) 提示されたオプションと課題
作業計画が具体的な検討課題として指摘した内容は多岐に渡る

76

。例えば、定式配

分法を実施するために、定式配分の対象になる利益の特定（グローバルベースの利益
率の考慮を含む）、様々な配分基準の検討、定式配分法が適用された場合の既存の
利益配分ルールとの相互影響（とりわけ、グループ単位又は事業ライン単位で適用した
場合における）について検討する必要があると指摘している。具体的には、ビジネス全体
の収益性を考慮するか否か、分割対象となる利益決定の基礎となる財務会計制度と指
標をどのように確定するか、定式に使用すべき要素（例として、従業員数、資産、売上
高、ユーザー）をどのように選択するか、並びに二重課税又は二重非課税の問題が生じ
ることがないよう定式配分法と既存の移転価格税制の調整をいかに図るか、等である。
③ 仕向地ベースアプローチ (Distribution-based approaches)
i)

基本的な考え方

仕向地ベースアプローチとは、市場国において稼得する売上高にみなし利益率を乗じて
算出される利益（以下「ベースライン利益」という。）を各国の売上高に応じ、市場国に
配分する方法である。市場国へ配分される利益は、以下の手順によって算定される。

75
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OECD(2019), Supra note (68), at para 30, Box 1.3. Fractional apportionment
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【図 3 仕向地ベースアプローチに基づく算定手順】 77

仕向地ベースアプローチ (Distribution-based approaches)
Step 1

市場国における売上高の把握

Step 2

ベースライン利益率の決定

Step 3

各市場国の売上高に対してベースライン利益率を乗じて算定されたみなし利益を各国に配分

ii) 提示されたオプションと課題
作業計画では、市場国にある販売会社が高収益のマーケティング無形資産のすべてのリ
スクを所有及び管理している場合など、従来の移転価格ルールの下であればより高い利
益を市場国に割り当てることができる場合には、より高い利益が配分されるように設計可
78

。一方で、販売又はマーケティング活動が市場国でない遠隔地にお

能であるとしている

いて行われている場合、市場国に活動拠点を置く場合と同様の所得を課税できるように
するべきか、或いは何らかの定式によってその課税可能な所得を減少させるべきか、という
論点があることを指摘している。作業計画は上記に基づき、今後具体的に検討すべき課
題を掲げている

79

。例えば、現地販売に係るベースライン利益を特定するルールの確立、

現地販売に係るベースライン利益をグループ全体の利益率等の考慮要素によって調整す
べきか否かについての評価が行われるべきことを指摘している。さらに、ベースライン利益が
「最大利益 80」又は「最低利益 81」として機能するかどうかの評価、課税客体がない国で
どのように課税するか、並びに二重課税又は二重非課税の問題を生じることなしに仕向
地ベースアプローチと既存の移転価格税制の調整をいかに図るか、等が検討課題として
挙げられている。
77
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OECD(2019), Supra note (68), at para 34
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OECD(2019), Supra note (68), at para 34, Box 1.4. Distribution-based approaches
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遠隔地から市場に対して行った活動に関連して市場国で新たに課税対象になる利益は、市場国に物理的プレゼンス

を有して販売・流通活動を行う場合と同じになるべきか、あるいは、ある一定の定式によって相当程度減額されるべきか、と
いう問題がある。OECD(2019), Supra note (68), at para 35
81

伝統的な移転価格規則を適用することによって、市場国にある拠点が営業上の無形資産に関するすべてのリスクを負

担しているようなケースにおいて、より高い利益の配分を受けることを想定している。OECD(2019), Supra note (29),
at para 34
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(イ) 制度設計上の共通論点
作業計画に示された 3 つの利益配分方法について概観してきたところであるが、作業計画は、利益
配分方法に関わらない制度設計上の共通の論点として以下の 3 点を挙げている。
① 事業ライン、及び地域セグメントの採用
多国籍企業グループの収益性は、事業分野ごとや地域ごとで大きく異なる場合があることを前
提に、事業ライン及び/又は地域により新たな課税権の対象となる利益を決定する可能性に
ついて検討するとしている

82

。新たなルールを策定するにあたり、公平な税務執行と納税者の

コンプライアンスコストの両面に配慮するため、多国籍企業グループが既に有している情報、信
頼性のある事業ライン利益の利用可能性、その他の情報の適切な利用方法についてのルー
ルが検討される 83。
② 適用対象の閾値の設定
事業の性質や規模による一定のスクリーニング基準によって、新たな課税権の適用に係る制
限を検討するとしている
どが検討される

84

。具体的には、事業ラインのセグメンテーションや特定業種の除外な

85

。新しい課税権の適用範囲に関しては、多国籍企業グループ、又はそのビジ

ネスラインの規模に基づいて、新しい課税権の範囲を制限する基準の検討と評価が行われる。
また、ここで検討される適用範囲のいかなる制限に関しても、他の国際的な義務（貿易規制
等）によって既に法的に制約されているかどうかも考慮すべきであるとしている。
③ 損失の取扱い
作業計画では、新たな課税権が利益と損失の両方に効果的に適用されることが重要であると
指摘している 86。そのため、新課税権に基づく損失の処理について検討を継続するとしている。
具体的には、損失を計上している多国籍企業グループの市場国における税務申告の時期及
び方法、当該損失の繰り延べ、及び繰り戻しの採用、並びに市場国に配分される利益と損失
の相殺について具体的に検討される。

2. 新たなネクサスルール
(ア) 概要
作業計画では、事業を行っている国に拠点を有さずにビジネスを行う場合における税務上の拠点の
概念及びその税務上の拠点の特定に関する新しい基準作りについて検討を行うこととしている。加

82

OECD(2019), Supra note (68), at para 36
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OECD(2019), Supra note (68), at para 30, Box 1.5. Business line and regional segmentation
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OECD(2019), Supra note (68), at para 37
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OECD(2019), Supra note (68), at para 30, Box 1.6. Design scope limitations
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えて、物理的プレゼンスの有無を要件としない新しい課税所得の概念の検討についても提案されて
いる 87。
(イ) 執行上の論点
新しいネクサスルールを導入する場合、今後どのようなルールを導入するか次第ではあるものの、個
別の企業による取引や活動により生ずる利益ではなく、多国籍企業グループの全体利益のうち市
場国に関連する利益が市場国に配分されることとなると予想される。その場合、その関連する利益
がどのグループのどの会社に帰属するかは明確ではない。そのため、作業計画では、再配分された課
税権を源泉地国においてどのよう行使するか、二重課税が生じた場合にどのような救済策を提供す
るか、また、現状の二重課税制度が果たして今後機能していくのかという３つの論点が挙げられてい
る 88。
これを踏まえ、作業計画においては、既存の租税条約や各国の国内法の有効性について検討し、
また、多国間合意又は枠組みの中で追加のガイダンスの検討が行われるとしている 89。
また、新しいネクサスルールや利益配分方法を検討する上では、既存の紛争解決についても検討を
行い、必要に応じて、仲裁手続きや多国間合意などの既存の制度の改正を勧告する

90

。また、場

合によっては、多国間で協調しながら新しいネクサスルールや利益配分方法の適用に当たってのリス
ク判定を行い、これらの新しいルールを導入することの実現性について検討を行うとしている 91。

第 2 の柱（第 2 の柱）
作業計画では、第３章において、第二の柱として GloBE 提案を構成する所得合算ルールと税源侵食
支払否認ルールについて、包摂的枠組みのすべての参加国が、「自国の税制として法人所得税制度を
有するかどうか、その適用税率をどうするかなどの税制度は各国が自由に決めることができるものの、所得
が最低税率未満の実効税率で課税される場合には、他国がこれらのルールを適用する権利があることを
考慮する」というアプローチを検討することに合意したことが示されている

92

。また、包摂的枠組みのすべて

の参加国が、所得合算ルール、Switch-over ルール、軽課税支払ルール及び租税条約の特典否認ル
ールの検討を含む作業計画に合意し、この作業計画の一環として、これら４つのルール間の調整、簡素
化、閾値、国際的義務との親和性、及びその他本作業計画を進める際に生じた論点について更なる検
討を行うことに合意したことが示されている。その上で、第３章では、４つのルールのそれぞれの制度概要
とその論点及び今後の検討課題並びにルール間の調整、簡素化、閾値及び国際的義務との親和性に
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おける検討課題が提示されている

93

。ただし、所得合算ルールに関しては、パブリックコンサルテーションド

キュメントで掲げられていた今後の課題に関し、最低税率での課税方法、固定税率の採用、簡素化の
検討についての議論のみが報告されており、他の課題についての記載はない。また、税源侵食支払に対
する否認ルールに関しては、パブリックコンサルテーションドキュメントで今後の課題として掲げられていた事
項に関する追加的な議論はほとんどなく、コストの削減や軽課税支払ルールと租税条約の特典否認ルー
ルの二重適用による二重課税の防止等が検討すべき今後の課題に加えられた。本節では、作業計画
の第３章に記載された GloBE 提案の概要、所得合算ルールに関する議論、税源侵食支払否認ルー
ルの議論、並びに、ルール間の調整、簡素化、閾値及び国際的義務との親和性の議論について概説す
る。
１ 作業計画における GloBE 提案の概要
この提案は、相互に関連する 2 つのルールの作成を通じて、残された BEPS の課題に対処しようとするも
のであり、２つのルールは次のように説明され、パブリックコンサルテーションドキュメントと同様の内容となっ
ている 94。
ある企業の外国支店又は被支配事業体の所得が最低税率未満の実効税率で課税されている場



合、その外国支店又は被支配事業体の所得に課税するという「所得合算ルール」及び
一定の支払について最低税率以上の税率で課税されていない限り、支払者の所在地国である源



泉地国で損金算入の否認又は必要な租税条約の改正を行った上で源泉税の課税を含む源泉
地国課税を行うという「税源侵食支払否認ルール」
なお、これらのルールは、国内法及び租税条約の変更により導入されること、並びに同じストラクチャーや
取決めに対し複数国がこれらのルールを適用しようとする場合に生じうる経済的な二重課税のリスクを避
けるためのルール間の調整ルール又は適用する順序を定めるルールが組み込まれることが明記されている
95

。

２ 作業計画における所得合算ルールの議論
所得合算ルールは、ある企業の所得が最低税率を超える実効税率で課税されていない場合、その企業
の所得について、その企業の株主に対し、その持分割合に応じてその株主の所得として認識し、その株
主に最低税率を課すという制度であり、その国の CFC ルールを補完するルールであるとされている
の点については、パブリックコンサルテーションドキュメントと同様の内容である

96

。こ

97

。また、所得合算ルールは、

多国籍企業グループが、低税率で課税される事業体に税務目的で所得を割り当てる動機を軽減するこ
とにより、多国籍企業グループの所得が最低税率以上で課税されるようにするルールであるとも言える。
具体的には、所得合算ルールは、利益を最低税率未満の実効税率のグループ内企業に移転するグル
93
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ープファイナンスや他の税務プランニングストラクチャーを導入するという動機を軽減することにより当該グル
ープの親会社国及びその他の事業運営国の課税ベースを守る効果を有することが示されている 98。
なお、2019 年 2 月のパブリックコンサルテーションドキュメントで、今後の課題とされていた事項については、
作業計画ではほとんど議論されておらず作業計画では以下に記す通り、最低税率までの課税（Top
up to a minimum rate）、固定税率の採用、簡素化の検討、所得合算ルール及び Switch-over
ルールの今後の検討課題が議論された。
(ア) 最低税率までの課税（Top up to a minimum rate）
作業計画では、最低税率までの課税を行う所得合算ルールを検討することとされた。このアプローチ
は、多国籍企業が、その本社所在地国の場所に関係なくそのグローバル所得について課税を受け
ることを確実にするための下限の税率を設定するというポリシーにも一致することとなる。ただし、所得
が最低税率未満で課税されており、かつ、有害な優遇税制により便益を享受しているような場合に
は、最低税率か国内税率のいずれか高い税率で課税するという例外規定も考慮されうることも示さ
れている 99。なお、最低税率までの課税の意味は、所得が最低税率で課税されていない（最低税
率未満の課税）場合に、このルールにより、その所得が最低税率まで課税されるように追加課税を
行うということである。最低税率までの追加課税により、GloBE 提案が税競争の下限を設定する透
明で簡素な国際標準となる可能性を高め、かつ、一貫性のある調和のとれたルールの開発が容易
となる。また、どこに本社があっても一定の課税をうけることから、納税者である多国籍企業と、国・地
域の両方で平等な競争条件を達成する可能性が高まり、より低い実効税率を求めた本社の移転
やその他の再編に対する動機を低めることになると考えられている。
なお、最低税率は、各国の法人所得税率と紐付けて決定されると、各国で様々な最低税率がも
たらされることになり、複雑で不透明な枠組みとなると想定されることから、単一の固定税率の適用
が提案されている。単一税率の提案は、各多国籍企業の各国本社の法人所得税率を用いること
も選択肢として検討していた 2019 年 2 月のパブリックコンサルテーションドキュメントと異なるところで
ある 100.
(イ) 固定税率の採用
このパートでは、最低税率を固定税率とするか各国ごとの法人所得税率を考慮した税率とするかそ
の優劣について検討した上で、固定税率が、制度考案上最も簡素な選択肢であり、コンプライアン
ス及び管理のコストが減ることにより、より高い透明性を提供し、かつルール間の調整を促進する制
度であるとしている。一方で、多国籍企業の親会社の本店所在地国の法人所得税率と最低税率
を結びつけることとすると、親会社国の税率が高い場合には軽課税を受ける所得が課税されない場
合も生じ GloBE 提案が意図した軽課税国への所得移転への対処という方針から逸脱することにな
ること、また、軽課税支払ルールとの調整が困難となり、二重課税のリスクを高めることとなることから、
98

OECD(2019), Supra note (68), at para 60
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OECD(2019), Supra note (68), at para 61
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OECD(2019), Supra note (25), At para 98
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コンプライアンス及び管理のコストを高め所得移転の動機を減少させることにならないとしている 101。
(ウ) 簡素化の検討（課税対象所得の算定方法とコンプライアンス及び管理コスト）
このパートでは、所得合算ルールの運用において、実効税率判定のための課税標準の計算をどのよ
うに行うかは重要な事項であるため、その留意点とその方法案について言及している。特に、計算及
び適用の誤りを防ぎ、また、納税者及び当局の管理コストが重大なものとならないために簡素化が
必要であるとしている。
作業計画では、原則として課税標準は、親会社国の既存の CFC ルールを基礎とした外国子会社
の所得計算方法を用いること、又は、CFC ルールが存在しない場合には親会社国の国内法の法
人所得税制により計算することから検討を開始している。しかしながら、この方法は、親会社国の法
令による外国子会社の所得の再計算をもたらし、重大なコンプライアンスコストを発生させる。また、
収益及び費用の認識時点や繰越欠損金の適用範囲等の相違により、例えば、本来適用対象と
ならない高課税国子会社が低課税国子会社と判定される等の弊害が予想される。そのため、所得
合算ルールの適切な運用を可能にし、ルール順守のためのコンプライアンス及び管理コストを抑制す
るために、高い透明性及び合意形成の可能性を有すると考えられる、できるだけ簡素な課税標準
の算定方法の検討が提案されている。一つの考え方の例としては、財務会計における利益に、会
計と税務上の一時差異や永久差異などの合意された一定の調整を行うことを出発点とする方法が
提案されている 102。
(エ) 所得合算ルールにおける今後の検討課題（論点）
作業計画では、所得合算ルールについて今後の検討が必要な選択肢と課題を次のように想定して
いる 103
① 最低税率までの課税(Top up to a minimum rate)制度の設計において、有害な優
遇税制により最低税率未満で課税されている所得に対して親会社の居住地国における
法人所得税率を適用するか
② 最低税率として固定税率が用いられ、原則として親会社国で適用されるルールを参照して
課税標準が計算される場合の所得が最低実効税率での課税を受けているとするかを決
定するためのテスト（純所得金額を決定するための基礎として財務会計数値に欠損金や
収益・費用の認識時点などの一定の調整を加えた金額を利用する対応を含む制度の簡
素化の検討を含む）
③ 適用除外の利用の可能性及びその効果（適用除外の対象として、有害な税制に対する
BEPS 行動 5 の標準に準拠する有害でない優遇税制及び事業実体がある事業体

104

、
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OECD(2019), Supra note (68), at para 66
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OECD(2019), Supra note (68), at para 71
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OECD(2019), Supra note (68), Box 2.1.
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有害でない優遇税制や事業実体がある事業体を適用除外にすることは、GloBE 提案の方針の意図や有効性を弱
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有害でない取引と考えられる有形資産から生じる所得、一定の閾値未満の関係会社間
取引を有する被支配外国子会社 105などが考えられる）
④ 高税率で課税を受けている所得と低税率で課税を受けている所得を通算することにより所
得が最低税率を超えた課税を受けていると納税者が判定することができるブレンディング
（所得の通算）の方法の選択肢（事業体レベルで行うか、国・地域レベルで行うか、全
世界グループレベルで行うか）
⑤ その他の全ての関連する設計及び技術上の課題（源泉税課税ルール、その他の源泉地
国課税ルール、移転価格税制、CFC ルール、他の所得合算ルールなどの既存の国際課
税制度との調整、階層的な所有構造がある場合の複数の国・地域で適用される合算ル
ール間の調整、所得の帰属及び所得に課された税金の計算並びに投資家の納税額の計
算を行うための所有割合に関する閾値に関するルール）
(オ) Switch-over ルールの概要と今後の検討課題
居住地国で租税条約の適用により免税となっている国外支店の所得や国外の不動産からの所得
について、最低税率未満での課税になっている場合に、免税規定の適用を行わず本店所在地国
で課税をした上で、国外での課税に関して外国税額控除を適用することにより所得合算ルールを
適用する必要性が言及されている。パブリックコンサルテーションドキュメントからは、適用の対象とな
る例として課税を受けていない外国不動産からの所得が追加されている 106。

３ 作業計画における税源侵食支払否認ルールの議論
このパートでは、所得合算ルールを補完するものとしての税源侵食支払否認ルールの内容とそのル
ールを構成する要素としての軽課税支払ルールと租税条約の特典否認ルールの概要を述べるととも
に、これらの要素について今後検討する選択肢や課題を述べている。
税源侵食支払否認ルールは、源泉地国・地域における税源侵食支払いから生じる課税ベースの
減少リスクについてその国・地域の税源を保護することを認めることにより所得合算ルールを補完する
ものであるとしている 107。具体的には次の２つのルールにより構成されている。



関連者に対するある支払が最低税率での課税を受けていない場合には、当該関連者への支
払について損金算入を否認する（全額の損金算入又は一定の比例額の損金算入を否認す
るかについて議論がある 108）又は源泉税の課税など源泉地での課税を行うという「軽課税支
払ルール」

体化させるものであるとして留意を促している。
105

関連会社間取引の規模が小さい場合、税源浸食や利益移転などが生ずる可能性が低いと考えられる。
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OECD(2019), Supra note (68), at para 72, at Box 2.2.

107

OECD(2019), Supra note (68), at para 73

108

OECD(2019), Supra note (68), at para 74
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租税条約の特典を受ける所得が最低税率での課税の対象になる場合にのみ一定の租税条
約の特典を与えるという「租税条約の特典否認ルール」

(ア) 軽課税支払ルールの制度設計上の選択肢と課題
作業計画では、軽課税支払ルールについてはパブリックコンサルテーションドキュメントで触れられてい
た、関連者の定義（25%テスト等により判定） 109について触れられていない。また、源泉地国・
地域での課税についてはパブリックコンサルテーションドキュメントにはなく、作業計画でとりあげられた
ものである。軽課税支払ルールについて今後検討すべき論点として次の事項が例示されている 110。
①

制度の目的、設計上の互換性及び他のルールとの調整、二重課税及び利益を超える
過剰課税の回避、並びにコンプライアンス及び管理コストの最少化を達成するための効
率性を含む多数の設計原則間の調和の達成並びに

②

設計の選択肢として次の項目の考慮
a.

ルールの対象となる関連者への支払の類型（導管（迂回取引）及び間接払い
への対処の方法を含む）

b.

支払が過少課税か否かを判定するテスト、受領者側で欠損があり課税されない状
況での取り扱いを含む︔

c.

その性質、範囲及びこのルールのもとでなされる調整の運用（支払の総額に対して
適用するか受領者側での純所得額に適用するかの検討を含む）

d.

所得合算ルールで言及した適用除外の設定の可能性とその効果

(イ) 租税条約の特典否認ルールの制度設計上の選択肢と課題
租税条約の特典否認ルールは、ある支払が最低税率での課税の対象とならない場合には、その支
払に対して源泉地で源泉徴収又は他の方法による課税の対象とすることや一定の種類の所得に
対して租税条約の特典の適用を否認することによって軽課税支払ルールを補完するものである。否
認の対象となる所得の類型と租税条約の条項については、パブリックコンサルテーションドキュメント
111

で記載されていた内容と同様に、事業利益に対する課税、移転価格税制の対応的調整、配

当、利子、ロイヤルティ、キャピタルゲイン及びその他の所得を対象にするとしており、利子及びロイヤ
ルティを最優先で対象とするとしている 112。
なお、租税条約の特典の否認ルールが軽課税支払ルールを補完するものであることから、損金算
入制限ではなく源泉税課税を行う便益、両ルールの重複適用の範囲、二重課税の回避を含む施
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OECD(2019), Supra note (25), at para 103
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OECD(2019), Supra note (68), at Box 3.1.
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OECD(2019), Supra note (25), at para 106
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OECD(2019), Supra note (68), at para 75
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策についての全体的な原則を考慮したタイミングの問題が課題として掲げられている 113。また、非関
連者への支払利子、支払ロイヤルティ並びにこれら以外の支払で租税条約の恩恵を受けるものに
ついても GloBE 提案の意図に合致しない課税結果をもたらすものは適用対象とすることが検討課
題として挙げられている 114。
さらに今後検討すべき論点として次の事項が例示されている 115。
①

広範な課題として
a.

二国間租税条約の修正の必要性及び費用対効果の観点から軽課税支払ルール
に隣接する租税条約の特典の否認ルールの検討

b.

低税率テストの設計及び、軽課税支払ルールの下での同テストとの重複の程度の
検討

c.

源泉税課税の運用、とりわけ支払に対する実効税率が支払時において明らかでな
い場合及び潜在的な二重課税の問題に対処する必要性

d.

非関連者への支払に対して租税条約の特典の否認ルールを拡大することからもた
らされるリスクの認識

②

選択肢として、特定の租税条約の特典の特異性、利息とロイヤルティに限定した軽課税
支払ルールの作業からの知見、また他の種類の支払いに範囲を拡大することからもたらさ
れるリスクを考慮した異なるルールの設計

４．作業計画におけるルール間調整、簡素化、閾値及び国際的義務との親和性の議論
GloBE 提案が二重課税リスクを回避し、管理やコンプライアンスコストを最少化する等を確実にするため
に、ルール間の調整、制度の簡素化施策、閾値、並びに適用除外規定についての更なる作業が必要と
されている。例えば、他の BEPS アクションとの相互作用の分析や、EU 加盟国のための EU の設立自由
の原則を含む国際的義務との親和性の検討が必要である。選択肢と課題としては、コンプライアンスコス
トの更なる軽減のための単純化施策を含み、二重課税のリスクを最小化するための所得合算ルール、軽
課税支払ルール及び租税条約の特典否認ルールなど制度間の調整、GloBE 提案の下でルールの適用
を制限する閾値や適用除外規定の検討（企業グループの規模を示す企業グループの売上高やその他
の閾値、関連者間取引が少額である又は利益が少額であるなどの理由により事業体や取引を除外する
少額金額基準、特定セクターや産業に関する適用除外規定の妥当性など）が課題として掲げられてい
る 116。
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OECD(2019), Supra note (68), at para 76
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OECD(2019), Supra note (68), at para 77
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OECD(2019), Supra note (68), at Box 3.2.
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OECD(2019), Supra note (68), at para 78, Box 4.1.
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G20 財務大臣・中央銀行総裁会議による作業計画の承認
2019 年 6 月に行われた G20 財務大臣・中央銀行総裁会議は会議声明

117

を通じて、BEPS 包摂

的枠組みで承認された作業計画を全面的に支持すると表明し、作業計画が提案する 2 つの柱に基づく
検討の方向性と 2020 年までの最終報告書による総意に基づく解決策のための取り組みを更に強化す
ることを確認した。
G20 財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳・抜粋）
11. 我々は、世界規模で公正、持続可能かつ現代的な国際課税システムのための協力を継続するとともに、成長志
向の租税政策を推進するための国際協力を歓迎する。我々は、G20/OECD「税源浸食と利益移転（BEPS）」パッ
ケージの世界的な実施及び税の安定性向上の重要性を再確認する。我々は、経済の電子化に伴う課税上の課題
への対応に関する最近の進捗を歓迎し、BEPS 包摂的枠組みによって策定された、2 つの柱からなる野心的な作業計
画を承認する。我々は、2020 年までの最終報告書による総意に基づく解決策のための取組を更に強化する。（以
下省略）

第 1 の柱（事務局案）のパブリックコンサルテーションドキュメント
作業計画からの進展
2019 年 6 月に G20 財務大臣・中央銀行総裁会議、及び G20 大阪首脳会議で作業計画が承認
され、OECD の作業部会は、2 つの柱に基づく検討を加速させ、総意に基づく解決策の提案に向けた検
討を継続してきた。
G20 に次いで同年 7 月にフランスで行われた G7 財務大臣・中央銀行総裁会議では、議長総括

118

において G20 声明の方向性を確認するとともに、一歩踏み込んだ提言を行っている。具体的には、高度
にデジタル化されたビジネスモデルなどの「新たなビジネスモデル」に対処するため新たなネクサスルールを開
発すべきであるとする。これはユーザー参加に関する提案（いわゆるイギリス案）を採らずデジタル企業以
外の広範なビジネスを対象とすべきというマーケティング無形資産に係る提案（いわゆる米国案）に配慮
した表現になっている。同時に、議長総括では、OECD に対して、貴重な無形資産や高度にデジタル化
されたモデルの採用などといった、市場又はユーザーに対する積極的な活動の程度を反映した基準を設
定して新たな課税権を設計すべきとも指摘しており、この点でも米国案の延長線上にある考えであるとい
える。また、議長総括は「新たなネクサスルール」の必要性にも言及していることから、作業計画でも選択
肢として挙げられていた既存の条項（租税条約 5 条、7 条、及び 9 条）の改定による対応ではなく、
全く新規のネクサス条項の新設を指向したものとも捉えられる。
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G20 財務大臣・中央銀行総裁会議声明（仮訳）パラ 11（2019 年 6 月 8-9 日 於︓福岡）

https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g20/communique.htm
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議長総括︓7 か国財務大臣・中央銀行総裁会議（仮訳）（2019 年 7 月 17 日～18 日 於︓フランス・シャ

ンティイ）https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g7/cy2019/g7_20190718.htm
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議長総括︓G7 財務大臣・中央銀行総裁会議（仮訳・抜粋）
財務大臣は、現行の国際課税の枠組みについて、その原則を損なうことなく改善する必要があることを考慮し、経済の
電子化がもたらす課税上の課題及び現行の移転価格税制の短所に対処することが差し迫ったものであることに合意し
た。従って、財務大臣は G20 首脳によって承認された作業計画に基づき二つの柱から成る解決策を 2020 年までに
採択することを完全に支持した。
第 1 の柱について、企業が何ら物理的存在なしに域内で事業を行うことができる高度に電子化されたビジネスモデル
などの新たなビジネスモデルに対処するため、新たなネクサスルールを開発すべきである。さらに、特に販売活動の移転価
格については、税の安定性を強化し、過度なタックスプランニングを制限すべきである。第 1 の柱の下の新たな課税権
は、貴重な無形資産や高度に電子化されたモデルの活用など、市場又はユーザーが所在する国・地域におけるビジネ
スの積極的な活動のレベルを反映した基準を参照して決定することが考えられ、これについて OECD が更によく検討す
べきであることに財務大臣は合意した。新しいルールは執行可能で簡素なものとすべきである。財務大臣はまた、二重
課税を防止し国際課税システムの安定性を確保するため、強制的仲裁を通じた強固かつ効果的な紛争解決制度を
グローバルな解決策の一要素とする必要があることに合意した。
第 2 の柱については、財務大臣は、例えば米国の GILTI 制度のように、最低限の水準の実効的な課税が、企業の
公平な税負担の確保に資するものとなることに合意した。税率の水準はルールの具体的な制度設計に依存する。
G7 は G20 の文脈での更なる進展及び BEPS 包摂的枠組みによる 2020 年 1 月までの制度の大枠についてのグ
ローバルな合意を期待している。

パブリックコンサルテーションの概要
作業計画をベースとして、OECD の作業部会は、総意に基づく解決策の提案につなげるべく検討を継続
し、第 1 の柱であるネクサス及び利益配分に関する国際課税原則の見直しに関して G20 に諮問するた
めの事務局案 119において「統合アプローチ（Unified Approach）」を提案し G20 の指示を得た。次
いで、OECD 事務局は、2019 年 10 月 9 日に、いわゆる「統一的アプローチに係る事務局提案」の概
要を示すパブリックコンサルテーションドキュメント 120を公表した。
当該文書は、第 1 章でこれまでの経緯を振り返りつつ統合アプローチを提案するに至った背景を概説し
た後、第 2 章では統合アプローチの概要を説明し、第 3 章では事例による解説を行っている。
作業計画で第 1 の柱に関して提案されていたユーザー参加に関する提案、マーケティング上の無形資産
に関する提案、及び重要な経済上の存在に関する提案の 3 案を集約する統合アプローチを示した。統
合アプローチは、1920 年代に確立した物理的プレゼンスに基づく課税権の配分を定めた現在の国際課
税の原則を大転換するものであるとされている

119

121

。加えて、物理的プレゼンスがない状況のみならず、物

OECD (2019), OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central

Bank Governors –October 2019, OECD, Paris. www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-taxreport-g20-finance-ministers-october-2019.pdf
120

OECD(2019), Public consultation document Secretariat Proposal for a “Unified Approach”

under Pillar One http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariatproposal-unified-approach-pillar-one.pdf
121

OECD(2019), Supra note (120), at para 16
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理的プレゼンスが存在する状況についても、併せてネクサスと利益配分のルールを変更する必要があると
した

122

。すなわち、統合アプローチは、多国籍企業の一定のビジネスの連結利益を起点として利益を各

国に配分するための定式的で簡素なアプローチによって、市場国やユーザーの所在地国に物理的プレゼ
ンスが存在するかどうかに関係なく新課税権を当該国に配分することを提案すると同時に、マーケティング
及び流通活動に係る物理的プレゼンスが所在する国に対する利益配分についても BEPS への対抗の文
脈の下に現在の国際課税の原則に変更を加えると述べている 123。
2019 年 10 月の G20 財務大臣・中央銀行総裁会議は国際租税に関する G20 プレスリリース

124

に

おいて、「第 1 の柱における統合的アプローチの提案に係る OECD 事務局の努力を歓迎する」とし、さら
にその後に実施されるパブリックコンサルテーションへの期待が示された。

統合アプローチの具体的内容
統合アプローチは、①スコープ、②スコープ内の納税者に係る新たなネクサス、③新たな利益配分ルール、
の構成により説明されている。以下、統合アプローチの 3 つの基軸に沿って、その内容を確認する。
1. 対象ビジネス
統合アプローチは、伝統的な物理的プレゼンスを有することなしに遠隔で市場国にアプローチ可能になる
ことで価値を創出できるビジネスが発展していることを踏まえつつ、新たな課税権と利益配分ルールの対
象には、高度にデジタル化されたビジネスに限定することなく、市場国での事業活動から価値創造が行わ
れているにも関わらず、市場国に物理的プレゼンスがないことを理由に市場国で課税されない事業も対
象とすべきことが提案された 125。
より具体的に言えば、大規模な消費者向けビジネス（例として、消費者向け製品の提供又は消費者
向け要素を備えたデジタルサービスの提供から収益を生み出す企業）を対象とすることを提案した

126

。

これには、消費者向けビジネスをどのように定義するかという問題、及び仲介者を通じて販売している場
合やフランチャイズ方式の場合をどう取り扱うかという課題も同時に指摘している。さらに、一定の産業
（例えば資源及びコモディティ）についての除外（”carved-out”）や事業規模による適用除外

127

の

必要性についても触れている。

122

OECD(2019), Supra note (120), at para 16

123

OECD(2019), Supra note (120), at para 17

124

G20 財務大臣・中央銀行総裁会議（令和元年 10 月 17-18 日 於︓米国・ワシントン D.C.), 国際租税に関

する G20 プレスリリース（仮訳）
https://www.mof.go.jp/international_policy/convention/g20/g20_191018it.htm
125

OECD(2019), Supra note (120), at para 19

126

OECD(2019), Supra note (120), at para 20

127

国別報告書の提出義務がある 750 百万ユーロの閾値を例示している。
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2. 新たなネクサス
統合アプローチでは、新たなネクサスは、その課税管轄地における物理的プレゼンスの程度に依存せず、
消費者とのやり取りや関与を通じて、企業が市場国の経済に持続的かつ重要な関与を持っているすべて
の場合に認められるべきであるとしている。この新たなルールを運用する最も簡単な方法は、市場国にお
ける売上高の閾値を設定することが提案されている。これには、市場規模に合わせて閾値の金額を調整
することも検討されている。売上高の閾値を設定する理由としては、単にリモートで顧客に販売するビジネ
スモデルにネクサスを認識するためのみならず、異なるビジネスモデル間の中立性を確保し、市場国の経
済におけるあらゆる形態のリモートでの関与を捕捉するためにも意味があると述べている

128

。さらに、この

新たなネクサスは、他の既存の国際課税原則に対する意図しない波及効果を制限するために、恒久的
施設に関する租税条約第 5 条とは別の独立したルールとして導入すべきことを提案している 129。
3. 新たな利益配分ルールの概要と論点
(ア) 新たな利益配分ルールの意義
統合アプローチにおける新たな利益配分ルール（Amount A）は、外国企業に対する課税権に
基づく利益配分についての租税条約第 7 条、及び内国企業に対する移転価格税制についての租
税条約第 9 条の双方が、市場国において物理的プレゼンスを有しない企業に対しては十分に機能
しないことに対処する目的で検討される

130

。新しい利益配分ルールは、既存の移転価格ルールと

併せて、合意された水準の利益を市場国に与える必要がある。同時に、Amount A に基づく課税
制度を簡便な方法で行い、二重課税を回避し、現在の状況に比して税務上の確実性を改善する
必要があるとする 131。 また、新しいルールを既存のルールと調整することも重要であるとしている 132。
(イ) Amount A～C の全体像
上記を踏まえ、統合アプローチは 3 つの異なる種類の利益算定ルールの集合形式により構成され
る。Amount A、Amount B、及び Amount C の概略

133

は次のように整理される。すなわち、

Amount A は、市場国における物理的プレゼンスの有無に関係なく適用され、企業のみなし残余
利益の一部を市場国に配分するものである。Amount B は、市場国に物理的プレゼンスが存在す
る場合にのみ適用され、市場国における販売・流通機能に関するベースライン利益率について市場
国の課税権を認めるものである（既存の独立企業原則の適用によらない簡素化された利益配
分）。Amount C は、Amount A 又は Amount B に対する既存の独立企業原則とのコンフリク
トを調整するもので、Amount A に対しては概念的に Amount A と Amount C との二重課税
の防止措置を講じることを指摘しており、Amount B に対してはベースライン利益を超える利益を要

128

OECD(2019), Supra note (120), at para 23

129

OECD(2019), Supra note (120), at para 22

130

OECD(2019), Supra note (120), at para 27

131

OECD(2019), Supra note (120), at para 29

132

OECD(2019), Supra note (120), at para 29

133

OECD(2019), Supra note (120), at para 50
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求する市場国がある場合における実効的な紛争解決メカニズムの導入を提案した。
以下において、Amount A、Amount B、及び Amount C について具体的にその内容を確認す
る。
(ウ) Amount A（みなし残余利益の市場国に対する定式配分）
① ネクサスとの関係 134
Amount A は、作業計画時点で公表されていた修正残余利益分割法（MRPS 法）の考
え方を踏襲したもので、多国籍企業が国境を超えて市場国において経済活動を行っているに
もかかわらず、その市場国に物理的プレゼンスを有していないために市場国の課税権が及ばな
いという問題に対処するものであるとされる。統合アプローチは、大規模な消費者（ユーザーを
含む）向け事業に焦点を当てることから、物理プレゼンスに依存するのではなく、主に売上に
基づく新しいネクサスの概念が認識される。そして、既存の利益配分規則と同様に、利益と損
失の両方に効果的に適用されると述べつつ、損失の処理には特定の規則（例えば、Clawback 135又は”earn out136”メカニズム）が考慮される場合があるとする。
② 利益配分方法（Amount A の具体的算定方法）
Amount A は統合アプローチの要といえる、市場国に配分される新たな課税権を具体化する
概念である。
統合アプローチは、多国籍企業のグループ、又は事業ラインの全体の利益のうち、一定水準ま
での利益を「みなし通常利益」としたうえで、それを超える部分を「みなし残余利益」として定義
する。そして、みなし残余利益の一部を Amount A として把握し、市場国に何らかの指標に
よってプロラタで配分する案を提示した。
Amount A の具体的な算定ステップは下表の通りであり、以下において各ステップの内容を説
明する。
算定ステップ

内容

Step1

対象事業の全体利益の把握

Step2

みなし残余利益の算定

Step3

みなし残余利益のうち、「市場国の貢献に起因する部分」の切り出し

Step4

「市場国に起因する部分」の各市場国への配賦

134

OECD(2019), Supra note (120), at para 51

135

損失の繰戻し

136

損失の繰越し
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i)

Step 1︓対象事業の全体利益の把握 137

Amount A の計算の起点となる全体利益の把握については、基礎となる財務会計の数
値と Amount A 算定に用いる事業損益単位（多国籍企業全体、又は事業ライン）
を明確にする必要がある。財務会計の数値については、GAAP 又は IFRS に基づいて作
成された多国籍企業本社の連結財務諸表によることを提案している。ただし、用いるべき
利益指標については、会計上の利益への標準的な調整手法を設けるべきと述べている。
また、同様に、地域や市場による区別の可能性にも言及されている。
ii) Step 2︓みなし残余利益の算定
全企業共通、又は業界別に設定された基準値としての利益率を定め、売上高に対する
一定率を「ルーティン利益」とみなし 138、当該ルーティン利益を超える利益を「みなし残余
利益」として算定する

139

。なお、この定式による方法について、現在の移転価格フレーム

ワークに基づいて実際に配分される利益を阻害するものでないことを述べた上で、その趣
旨がもっぱら新しい課税権に服すみなし残余利益を簡便に算出する方法であるとしてい
る 140。
iii) Step 3︓みなし残余利益のうち、「市場国の貢献に起因する部分」の切り出し
Step２で算定したみなし残余利益は、カスタマーやユーザーに関連しない純粋なイノベ
ーションや資本リスクに起因するものと、カスタマーやユーザーに関連する市場の貢献に起
因するものがある

141

。このうち、後者が新しい課税権に服する利益となり、当該利益を

切り出すために、産業別に異なる固定比率を用いることが提案されている 142。
iv) Step 4︓「市場国に起因する部分」の各市場国への配賦
Step 3 で算定したみなし残余利益のうち市場国の貢献に起因する部分に相当する利
益額を、さらに適格（“eligible”）な市場国に対して、売上高のような予め合意された
基準により配賦することを提案している 143。

(エ) Amount B（基本的な販売・流通活動に対するベースライン利益の配分）
Amount B は、市場国において行われる基本的な販売・流通活動に対する一定割合の利益であ
137

OECD(2019), Supra note (120), at para 53

138

みなし残余利益の算定に予め合意される定式を用いることから、個別の事実関係に基づく比較可能性分析に基づき

認識される、伝統的な移転価格税制上の残余利益の概念と決定的に異なる。
139

OECD(2019), Supra note (120), at para 54

140

OECD(2019), Supra note (120), at para 56

141

OECD(2019), Supra note (120), at para 57
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OECD(2019), Supra note (120), at para 58

143

OECD(2019), Supra note (120), at para 60
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る「ベースライン利益」を市場国に帰属させる考え方で、より簡素な方法を設定することにより、コンプ
ライアンスコストの削減と二重課税リスクの削減を目的とするものである 144。
Amount B については、Amount A と異なり、「既存ルール（独立企業原則）」に準拠した考え
方であると示唆されており

145

、事業領域要件や事業規模要件の閾値によって Amount A が概

念上適用されない企業においても、Amount B は機能することが想定されている可能性が残る 146。
先に述べた通り、Amount B は新たな課税権を創設したものではなく、独立企業原則から逸脱し
ない程度で「ベースライン利益」に強制的な定式配分を採用するものである。そのため、Amount B
は、独立企業原則の適用をめぐる企業と課税当局の紛争を回避することを狙い、二重課税のリス
クとコンプライアンスコストの低減を意図したものと理解できる。「ベースライン利益」の基準に関しては、
（1）単一の固定割合、 （2）業界及び/又は地域によって異なる一定の割合、又は（3）その
他の合意された方法、によることができるとする 147。
(オ) Amount C（追加的な利益に対する補償と移転価格税制との調整）
① Amount B との調整 148
ある国でのビジネス活動が、上述の Amount B が割り当てられるルーティン機能（当事国事
業体による一定ベースライン活動）よりも大きな機能があるとみなされる場合、又は、多国籍
企業若しくは企業が、マーケティング及び流通とは無関係のビジネス活動を行っている場合にお
いて、納税者、及び課税当局の双方は、現行移転価格ルールの下で理論的に説明可能な
場合、追加的な調整利益として Amount C を主張することが可能としている。そして、上記
いずれの場合でも、独立企業原則の適用によってサポートされる場合、追加の利益としての
Amount C が配分されるが、これには紛争を解決し、二重課税を防ぐための強固な手段が必
要であるとする。
② Amount A との調整 149
Amount A として認識された市場国の利益が、Amount C と関連する当該市場国における
機能の上にも重複して認識されないようにすることが重要であると述べ、二重課税の防止の必
144

OECD(2019), Supra note (120), at para 62

145

OECD(2019), Supra note (120), at para 30 “Amount B”

146

OECD(2019), TASK FORCE ON THE DIGITAL ECONOMY - DRAFT AGENDA Public

Consultation Meeting on the Secretariat Proposal for a "Unified Approach" under Pillar One におい
て、消費者向け事業要件や売上高閾値の設定に関する議論は「Item 3. SCOPE AND NEXUS (AMOUNT A)」に
のみ掲げられている。また、巻頭特集「デジタル課税のキーマン、OECD サンタマン局長、BIAC モリス委員長 W インタビュ
ー」T&A Master No.811 (2019) P.7 も参照。
https://www.oecd.org/tax/beps/agenda-public-consultation-meeting-secretariat-proposalunified-approach-pillar-one-21-22-november-2019.pdf
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要性を示唆している。

【図 4 統合アプローチの概念図】
グループ利益

（Total Profit）

固定率
(Fixed Percentage)

みなし残余利益

みなしルーティーン利益

（Deemed Routine Profit）

（Deemed Residual Profit）

固定率
(Fixed Percentage)

Ｃ 利益額

A 利益額
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4. 新たな利益配分ルールの論点
統合アプローチに係る提案に関して、留保された主要な検討論点は次の通りである。
項目

内容

ビ ジ ネ ス モ デ ル の 差 別 化

Amount A～C の利益について、デジタル技術を活用して遠隔地から市場国の

(Differentiation for business

ユーザーに対するアクセス等によって収益を生み出しているビジネスモデルの差異

models）

150

を反映する案、又は市場国への配分利益に関してウエイト付けをする案につい
ての具体的アイデア考案の可能性、及びその妥当性に係る検討

定 義 、 及 び 定 式 (Definitions

-Amount B の 適用に お ける 基本的 な販 売・流通 活動 の定 義、並 びに

and quanta）

Amount A の設計上検討しうる様々なバリエーションに係る検討

151

-Amount A が市場国に配分されるために決めるべき必要のある各種の定式に
ついての政治的合意

152

二 重 課 税 の 排 除 (Elimination

-Amount A の納税義務者の決定、及び既存の二重課税排除ルールの有効

of double taxation）

性に係る検討

153

150

OECD(2019), Supra note (120), at para 33

151

OECD(2019), Supra note (120), at para 34

152

OECD(2019), Supra note (120), at para 35

153

OECD(2019), Supra note (120), at para 36
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-各種の利益間のダブルカウントの排除、及び Amount A に係る損失の取扱い
に係る検討

154

その他の実施上の課題（Other

-非居住者が Amount A の納税義務者になる場合における、源泉徴収の執

implementation issues）

行可能性についての検討

155

-Amount A に係る提案は、既存の租税条約の変更を必要とするためその具
体的方法についての検討（政治的合意によって企業の公平な競争の場を確
保する必要がある） 156

公聴会に寄せられた企業・有識者の有識者のコメント 157
項目

内容

ネ ク サ ス ル ー ル ・ ス コ ー プ

世界経済の変化に伴い国際課税原則も変更する必要があると各参加者は共

（Amount A）

通認識があるものの、ピラー1 に係る既存のネクサスルールや課税権の配分に関
してどう改善すべきか、どういった事業活動を対象にするかの懸念が挙げられた。
金融産業や通信産業などに対する規制が多い業界では市場国又はユーザー
所在地国において所得税や業界特有の税制に基づいて既に納税しているた
め、現状のネクサスルールや利益配分と合わせて現状の移転価格税制の運用
が望ましいことから統合アプローチの対象が妥当か検討する必要性を指摘。

Amount A の計算過程

Amount Aー市場国への課税所得配分額ーの計算過程を定義する必要性を
提示し、算出にあたって確実性を求むと主張。多くのコメントは Amount A の計
算・按分を多国籍企業の親会社が対応し、当該親会社の所在国における税
務当局が当該計算・按分について確認のみ行う方針を支持している。
Amount A の計算に適用する数値は財務会計のデータであるべきと日本の経
団連も含む企業・企業団体の大半は示している。また、適用する財務数値に
対して可能な限り調整を控えることを案として提示するなど、Amount A の計算
過程においては特別損益の切出の必要性や特定の前提条件及び基準を考慮
する必要があるコメントも挙げられる。

二重課税の排除

二重課税の防止の方法として企業・企業団体の多くは外国税額控除制度で
はなく課税ベース所得を調整・免除する仕組みの導入を優先すべきであり、現
状の外国税額控除制度では二重課税が生じることを解決するには複雑である
ため困難と主張している。

ベースライン利益（Amount B）

販売・流通活動以外の活動について、広く Amount B が適用されるべきである
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と多くのコメントが挙げられる。いくつかの業界団体は、Amount B の算定にあた
って、市場規模の大小に応じて調整を加える必要があると提案していた。
Amount B について、Amount B は、セーフハーバーであるべきか、や最低限
の金額であるべきか、固定額であるべきかについてコメントもあり、Amount B の
ために、ベースラインの販売・流通活動を行っているとみなされる業務が明確に定
義され、列挙されたリストが必要であると強く提言する企業もいる。
紛争解決手段（Amount C）

Amount A、B、C の規定が重複しないように、Amount A、B、C の定義を明
確化し、また Amount A、B、C の規定の相互の関係を明記するのは、多くの
事務的な負担があるだろうとの意見が多く寄せられた。法的拘束力のある仲裁
という形態での新しい紛争解決手段の導入を主張する一方で、発展途上国政
府はそのような法的拘束力のある仲裁という手段に賛同しないのではないかとの
意見が挙げられる。

第 2 の柱（事務局案）のパブリックコンサルテーションドキュメント
第 2 の柱パブリックコンサルテーションドキュメントの概要
第 2 の柱としての GloBE 提案の導入に向け、OECD は、2019 年 11 月 8 日に技術的な３つの課題
に関するパブリックコンサルテーションドキュメント

158

を公表した。この文書においては、前述の技術的な 3

つの課題である①GloBE 提案における課税ベースの算定及び課税ベースの算定に際して一時差異から
生じる問題へ対処するメカニズム、②GloBE 提案の判定の際に実効税率テストを用いることから実効税
率算定上の所得及び税額の通算（以下「ブレンディング」という。）の範囲、並びに③適用除外及び閾
値の在り方について議論している。
具体的には、第 1 章では、前書きとして、経済のデジタル化における税務上の課題に対処するために行
ってきた包摂的枠組みによる第 2 の柱に関する議論の経過と、今後継続する作業及び協議の内容につ
いて述べている。第 2 章では、技術的な 3 つの課題のうち①に関し、課税ベースの算定の簡素化に資す
る方法として財務会計を利用すること、及び財務会計と課税所得の差異調整の方法について検討して
いる。また、多国籍企業グループの実効税率の算定に影響を与える一時差異への３つのアプローチ（超
課税額及び税属性の繰越、税効果会計、複数年度実効税率の平均）が提示されている。第 3 章で
は、技術的な３つの課題のうち②に関し、実効税率を判定する際のブレンディングの範囲について検討し
たうえで、３つのアプローチ（全世界レベル、国・地域レベル、事業体レベル）について提案されている。
さらに、ブレンディングに伴う課題として、一時差異により生じる実効税率の変動とブレンディングからもたら
される変動軽減効果に係る論点、実効税率の計算に際し連結財務諸表を利用することから生じる論
点、本支店間や課税上透明な事業体とその投資家間の所得の割り当てに係る論点についても検討し
ている。第 4 章では、技術的な３つの課題のうち③に関し、適用除外と閾値について検討している。
以下、上述の技術的な３つの課題についてそれぞれ概要を記載する。
158

OECD(2019), Public consultation document Global Anti-Base Erosion Proposal (“GloBE”)-

Pillar Two

48

課税ベースの決定と差異調整
1. 課税ベースの算定（財務会計数値の利用）
作業計画では、課税ベースについて、原則として株主国の CFC ルール、又は CFC ルールがない場合に
は株主国の法人税法を参照して決定することから議論を開始した。しかし、この方法は、多国籍企業の
各子会社が親会社所在地国の税法に従って毎年所得の再計算を行うことを意味し、大幅なコンプライ
アンスコストの増加や親会社国と子会社国の課税ベース算定の技術的及び構造的な差異により、実効
税率の計算上、高課税を受けている子会社が低い実効税率を有するものとして取扱われるなど GloBE
提案の方針と異なる状況が生じうることが指摘された

159

。これを受けて作業計画では、コンプライアンス

及び管理の改善並びに課税ベースの計算の構造上の差異の影響を中立化することを目的とし、課税ベ
ースの算定を簡素化することについて更なる検討を行うことが求められると述べた

160

。その上で、作業計

画では、包摂的枠組み内で合意された一定の調整を行うことを条件として、課税ベースの算定につき、
財務会計上の利益から始めることが一つの簡素化の方法であることを特定した

161

。それを踏まえて、パ

ブリックコンサルテーションドキュメントでは、当該課税ベースの算定の際に計算された所得は、実効税率
（税金÷所得）の計算上の分母として使用され、また、分子は所在地国の税法により計算した租税債
務又は財務会計により計算した税金費用の実額から分母の所得計算期間と異なる期間に関連する引
当をした税金費用を除く調整をしたものになると整理されている 162。
GloBE 提案の下、多国籍企業グループ内の事業体が共通して使用する課税ベースの出発点として、財
務会計上の数値が利用される場合には、どの会計基準を選択するかを検討しなければならないとされて
いる

163

。検討すべき論点の 1 つ目は、親会社が適用又は使用する会計基準と、子会社が現地報告

目的で適用又は使用する会計基準、どちらの会計基準とするかである。検討すべき論点の 2 つ目は、
GloBE 提案の目的で許容されうる財務会計基準は何かである。この 2 つの論点について、最も単純な
方法は、多国籍企業が既に使用している会計基準を使うことである。しかし、この場合、多国籍企業に
保有されている複数の事業体は、異なる目的で異なる会計基準を採用している場合があり、子会社所
在地国での現地会計基準を使用して課税ベースの計算を行うと、親会社所在地国の課税当局が、全
ての会計基準に精通しているわけではないため、税務調査が困難となるという問題点がある。また、異な
る会計基準を採用する子会社間の取引は計算結果にゆがみを生じさせる可能性があること等の問題点
がある。さらに、関連者間で支払があり、受領者の財務会計基準に従って受領者の所得を再計算する
ことが必要とされる場合には、軽課税支払ルールの観点からも、コンプライアンス及び管理の負担が大幅
に増加する可能性があるという問題点がある。
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パブリックコンサルテーションドキュメントでは、これらの問題点に対処できる財務会計基準は、究極の親会
社が連結財務表を作成する際に使用する会計基準であるとしている。全ての子会社に適用される単一
の会計基準を使用することは、より透明性を高め、異なる子会社間の異なる会計基準から生じるゆがみ
を生じさせず、コンプライアンス費用を抑制する方法であろうと整理している。ただし、GloBE 提案の課税
ベースを決定するための開始点としては、究極の親会社は財務諸表を「許容されうる一連の財務会計
基準」又は「一般に公正妥当と認められた会計基準（GAAP）」により作成していなければならないとし
ており、上場会社が世界で使用している国際会計基準（IFRS）や、アメリカ会計基準又は日本会計
基準などはこれらに該当するものとして例示されている 164。
また、非上場の多国籍企業で連結財務諸表を作成することを求められていない会社については、どのよう
な会計基準を適用すべきかという議論だけでなく、手元に即時利用可能な財務数値がないという問題に
対処するために適用可能なアプローチの範囲の検討の必要性が認識されている。さらに、GloBE 提案に
関し様々な財務会期基準の使用を認めることは、GloBE 提案が、異なる多国籍企業グループの究極
親会社の居住地国の違いにより、税負担が異なる結果を導き出す可能性がある。なお、異なる結果と
なる原因の多くは収益・費用の認識時点の差異による一時差異であるが、一部には更なる検討が必要
な永久差異もある。また、一時差異の中には永久差異と同様に検討が必要となるものがある。パブリック
コンサルテーションドキュメントでは、課税ベースの決定に財務会計を用いることについて、以下の点の討
議を求めている 165。

公聴会に付託された問い (1)
a)

財務会計を出発点として使用することは、実効税率計算のための適切な課税ベースを提供す
るとともに、ルールを簡素化しコンプライアンスコストを低減させることになるということに同意する
か︖

b)

多国籍企業の最終親会社に対して適用される会計基準を使用することの帰結は何か。その
他のアプローチの提案はあるか︖

c)

ある財務会計基準が、GloBE 提案に基づく、課税ベースを決定するために適切な基準である
かどうかをどのように決定すればよいと考えるか︖

d)

課税ベース決定のための出発点として、複数の財務会計基準の使用を許容することは各国・
地域間の財務会計基準の相違により、一部の多国籍企業が競争優位に置かれるという懸念
があると考えるか︖

e)

多国籍企業、特に小規模の多国籍企業が連結財務諸表を作成しない場合がある。これはど
の程度の問題であり、どのようなタイプの多国籍企業についての問題かと思うか︖これに当ては
まる場合、問題に対してどのように対処すべきと考えるか︖
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f)

軽課税支払ルール上、課税ベースの決定に適用される追加又は異なる考慮事項があるか︖

2. 差異調整
財務会計上の利益を出発点として、軽課税を受けている純所得を計算する最も単純で明快なアプロー
チは、企業の財務諸表上の収益と費用の金額を用いることである。もっとも、財務諸表上の金額を調整
しないで用いる場合には、税法に従って計算された課税所得と大きく乖離する（所得が過少又は過大と
なる）可能性がある。従って、財務会計上の利益をそのまま使用するのではなく、財務会計基準の利益
と課税計算上の所得間の差異として、一定の永久差異と一時差異について考慮した調整をすることが
示されている。以下、調整の対象となりうる永久差異と一時差異について概説する。
(ア) 永久差異
永久差異は、財務会計上及び税務上の年次所得計算から生じる差異であり、将来解消しない
差異である。パブリックコンサルテーションドキュメントでは、永久差異が生じる例として、非課税となる
受取配当や株式譲渡益がある場合、企業買収がある場合、その他の国内租税政策上生じる非
課税収入や損金不算入費用がある場合を挙げている。
上記の例のうち、例えば、潜在的な二重課税を排除するために受取配当金や株式売却益は、税
務上は課税所得から除かれることがある。その場合、財務会計上は収益を認識するため、その差
異が解消されることがない。
GloBE 提案において受取配当金や株式売却益に関する差異調整が必要か否かは、どのレベルの
ブレンディングを選択するかにより異なる。連結財務諸表に基づく全世界ブレンディングの場合には、
多国籍企業の連結財務諸表の作成時に、同一グループ内の受取配当金や株式売却益について
は通常消去されるため差異調整は不要になるが、単体の財務諸表に基づく国・地域ベース又は事
業体ごとのブレンディングアプローチの場合には通常、差異調整の必要がある 166。
また、株式買収の場合、買収された会社の保有する資産の取得原価は、税務上は変更を加えら
れないが、財務会計上は、時価に調整され、その差異が通常、永久差異となる 167。
他の永久差異としては、各国の国内法の租税政策によるものがあり、政府債の受取利子や補助
金収入の所得からの除外や、交際費、賄賂、罰金の損金不算入がある 168。
パブリックコンサルテーションドキュメントでは、永久差異について、以下の点の討議を求めている。

公聴会に付託された問い (2)
a)

各国・地域間で共通している財務会計上の利益と課税所得間から生じる重要な永久差異は
何か︖また、GloBE 提案の政策目的を毀損しないため、課税ベースの調整から除くべきだと考
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える重要な永久差異は何か︖
b)

永久差異に対処するために取りうる方法について意見はあるか︖

c)

永久差異の調整の実務上の対応可能性について意見はあるか︖

d)

財務会計に対する他の調整には留意が必要だと思うか︖

(イ) 一時差異
一時差異は、収益又は費用の財務会計上と税務上の認識の時期の差異から生じるものであり、
純所得を計算するための収益又は費用の類型から生じるものではない。そして、一時差異は、将来
解消される差異である。そのため、居住地の税法改正がないとすれば、一時差異は、当該居住地
の企業が全期間にわたって支払う税金の総額に影響を与えない。パブリックコンサルテーションドキュ
メントでは、一時差異が生じる例として、減価償却方法の違い（耐用年数の違い）、引当金の損
金算入、繰越欠損金の損金算入、割賦販売の収益認識時期等を挙げている。また、一時差異
は、利益分配に対して課税される場合のように、繰延税金負債に関して生ずることもある。
一時差異は、財務会計による利益の計上時期と実際の納税の時期の違いから、一時差異の発
生時と一時差異の解消時で、差異発生時は会計上の利益はあるが課税所得がないため現金払
い税負担はなく、解消時には会計上の利益はないが課税所得があるため現金払いの税負担があ
る（又はその反対）など、現金払いの実効税率に差異を生じさせる。このため、異なる課税期間の
実効税率の変動に適切に対処するために、次に掲げる３つの基本的なアプローチ（超過税額及
び税属性の繰越、税効果会計、複数年実効税率平均法）が必要となるとし、また、このような対
策がない場合には、ブレンディングの選択に重大な実務上の影響を与える可能性があると整理して
いる

169

。これらの 3 つの基本的な対策は、ニーズに合うように調整され、また、各基本的な対策に

おける要素は、特定の問題に適切に又は効率よく対処するために同時に適用されうることも言及さ
れている。
① 超過税額及び税属性の繰越
一時差異から生じる問題に対応するための本アプローチは、以下の 3 つのルールで構成される
170

。

１つ目のルールは、海外子会社が最低税率を超えて税金を支払った場合に、最低税率を超
えた部分の税額相当額を繰越し、その後の事業年度で当該海外子会社が実際に支払った
税額が最低税率未満の場合に、当該その後の事業年度で支払った税金として充当する方法
である。
2 つ目のルールは、１つ目のルールと反対の効果を有し、ある年の海外子会社の所得について
169
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その海外子会社の税金の支払いが少なく最低税率未満で課税された場合に、所得合算ル
ールにより、当該海外子会社の所得について親会社で支払った最低税率までの税金を、その
後の事業年度で当該海外子会社が複数年度を通して実際に最低税率以上で税金を支払
っているときには、親会社の他の未納税金から税額控除又は還付することを認めるというもので
ある。
3 つ目のルールは、海外子会社の財務会計上の営業損失を、（課税所得計算の欠損金の
繰越控除のように）当該海外子会社で将来利益が生じた場合に、当該利益発生事業年
度の利益から控除することで財務会計上の利益を少なくし、実効税率を調整する方法である。
超過税額及び税属性の繰越アプローチの場合、上記の３つの繰越は、親会社が維持する備
忘勘定を用いて追跡することになると考えられている。1 つ目のルールでは、備忘勘定は、海外
子会社が毎期実際に支払った税金の額及び超過税額を記録する。2 つ目のルールでは、備
忘勘定は、親会社が所得合算ルールのもとで支払った最低税率までの税金の額とそれに対
応する所得の金額並びに海外子会社が毎期実際に支払った税金の額を記録する。3 つ目の
ルールでは、備忘勘定は、海外子会社の財務会計上の営業損失を記録することになると考え
られる。
３つ目のルールにおいて、営業損失の繰り越しは、税務上の繰越欠損金と同様に、経済的な
所得が生じていないところに課税が生じないようにするルールである 171。
海外子会社が支払った超過税額の繰越は、海外子会社の国・地域で税務上の所得を、財
務会計よりも先行して認識する場合や、費用を財務会計よりも繰り延べて認識する場合、す
なわち最低税率を超えて税金を前払いする場合に生じる。他方で、支払った超過税額の繰
越は、後の事業年度に財務会計上生じる利益への支払い税額が最低税率より少なくなる場
合に、支払済税額として充当されることにより、一時差異及び永久差異の影響に対処すること
となる

172

。しかし、超過額の計算を一時差異から生じるものとし、超過額の利用を一時差異

の解消があった年に限るとすることにより、永久差異に適用しないように管理することが可能と
考えられている 173。
親会社が所得合算ルールにより支払う最低税率までの税金は、財務会計に比べ税務上、所
得の認識の繰延べや、費用の先行認識の場合に生ずる一時差異がある場合（税金を後払
いする場合）に支払う可能性がある。このような一時差異がある場合、最低税率よりも低い
実効税率が先行し、親会社による納税が必要になり、一時差異が解消したときに実効税率
が最低税率を超える結果となる。2 つ目のルールは、親会社の納税額を親会社の他の税額か
ら控除することにより、一時差異の影響から生じうる二重課税に対して対応することになる

174

。

この親会社が支払った税額の繰越は、海外子会社が支払った超過税額の繰越と同様、永久
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差異の影響も含めて調整することが可能であるが、上記と同様の方法により永久差異に適用
しないように管理することが可能であると考えられている 175。
② 税効果会計
このアプローチは、GloBE 提案の課税ベースを計算するために用いられる財務会計基準の下、
税効果会計を使用することを通して、実効税率に関して一時差異から生じる効果に対応する
というものである。
税効果会計は、ある期間の実際の納税額に係わらず、当該期間の会計上の所得に基づき
当該期間の会計上の税金費用を決定するものである。つまり、海外子会社における財務会
計上の利益に対する税金費用（財務会計上の利益に法定実効税率を乗じて計算）よりも、
実際の課税所得計算に基づく納税額が少ない場合（つまり課税所得の認識が繰り延べられ
た場合）には、実際の支払い税額と財務会計上の税金費用との差額について財務会計上
の税金費用及び繰延税金負債が計上される。そしてこの繰延税金負債は、海外子会社が
実際に納税した場合（繰り延べられた課税所得が課税された場合）に取り崩されて、差異
が解消される。また、海外子会社が財務会計上の利益に対する税金費用よりも、実際の課
税所得計算に基づく納税額が多い場合（課税所得の認識が会計よりも早い場合）には、
実際の支払い税額と財務会計上の税金費用との差額について追加認識された所得に係る
税金費用を消去し繰延税金資産が計上される。そしてこの繰延税金資産は、海外子会社が
既に支払った税金に係る利益を計上した事業年度において取り崩されて、差異が解消される
176

。

このように税効果会計は、一時差異から生じる実効税率の変動を軽減することができるが、こ
のアプローチの採用に当たっては、海外子会社が税効果会計を採用している会計原則を導入
している必要がある。
③ 複数年実効税率の平均
GloBE 提案では、海外子会社の課税ベースと GloBE 提案での課税ベースの間で生じる期
間差異によって生じる実効税率の変動を、対象事業年度を含む複数の過年度の総所得額
及び総支払税額を用いた実効税率を算出することで対処できるとしている。このアプローチの
場合には、財務会計上の営業損失、超過税額及び税属性の繰越アプローチのような別ルー
ルを定める必要がないという簡素化のメリットがある 177。
④ 考慮すべき要素
パブリックコンサルテーションドキュメントでは、GloBE 提案において、一時差異に対処するため
のルールの設計上、コンプライアンス、管理及び租税政策の観点から考慮すべき事項をいくつ

175

OECD(2019), Supra note (158), at para 39

176

OECD(2019), Supra note (158), at para 41

177

OECD(2019), Supra note (158), at para 44

54

か掲げている。これらは、上記 3 つのアプローチ全てに係るものもあれば、1 つないし２つに関す
るものもあると考えられている。
考慮すべき事項の 1 点目は、繰越アプローチや複数年度実効税率平均アプローチを一時差
178

。この限定が無い場合、永久差異から生じる税金

異から生じる論点に限定することである

費用も繰り越される又は平均計算の対象となることになるためである。但し、制限することによ
り適用や管理が複雑化することが指摘されている。なお、税効果会計アプローチはもともと一時
差異のみが対象であるので、この論点の対象にならない。
2 点目は、適用の期間に関する制限である

179

。これは 3 つのアプローチ全てが対象になる。

例えば、複数年実効税率の平均アプローチの場合、平均化する年数について規定する必要
がある。その年数を超える収益・費用の認識時期の差異については対処しないことを意味する。
超過税額及び税属性繰越アプローチの場合、超過税額の繰越や営業損失の繰り越しの期
限を設定する必要がある。繰越期間を超える場合には、超過税額や営業損失が残っていても
充当できなくなることを意味する。税効果会計アプローチについても、過度に長期の繰延税金
負債又は資産の繰延（収益・費用の認識時期の差異の解消が長期間にわたるもの）は
GloBE 提案の下では適切ではないと考えられている。
3 点目は子会社の所在地国・地域の税率の変更である。これは繰越アプローチと税効果会
計アプローチが影響を受ける。繰越アプローチでは、過去の高税率時に納税し、将来の低税
率時に税額控除を適用することが可能となるし、税効果会計アプローチでは、税率の変更が
あった時点で繰延税金資産・負債に調整を加えるため、税率変更時の実効税率に税率変
更の効果が反映されてしまうことになり、所得額との整合性がとれなくなる 180。
4 点目は、3 つのアプローチ全てに関連する記録に関する負担である。繰越アプローチの下で
は、納税者である多国籍企業は超過税額と損失を繰り越すことができるように備忘勘定に記
録する必要がある。また、税務当局はその備忘勘定を検証するため、必要な情報を確保しな
ければならない。複数年実効税率の平均アプローチの場合にも納税者はこの計算に必要な情
報の備忘勘定を維持する必要がある

181

。税効果会計アプローチは、この観点からは、後記

６点目の記載を除き原則として追加記録の負担はほとんどない。
5 点目は、超過税額及び税属性の繰越アプローチについて、子会社の所有者すなわち株主
が変わった場合に、超過税額を繰り越して、税額の控除を認めるか（かつ認める場合どの程
度認めるか）である。同様に、複数年実効税率の平均アプローチについては、子会社の取得
と譲渡についての取扱いのための移行ルールや GloBE 提案の最初の適用事業年度への対処

178

OECD(2019), Supra note (158), at para 46

179

OECD(2019), Supra note (158), at para 47

180

OECD(2019), Supra note (158), at para 48

181

OECD(2019), Supra note (158), at para 49

55

が必要であるとしている 182。
6 点目は、税効果会計アプローチについて、申告書に記載された実際の税額でなく、財務会
計上の税金費用を用いることから、一部将来の税金費用を考慮する必要があり、財務諸表
作成上の一定の主観的判断を含むこととなり、GloBE 提案の文脈では、特別な困難が生じ
うる。また、税効果会計は低税率国の損失状況を適切に取り扱うことができない。例えば、欠
損金が生じたことにより、繰延税金資産を計算するが、最低税率以下での税率による繰延税
金資産の組成となり、所得合算ルールのもとで、追加の課税を受けることになることが考えられ
る

183

。

7 点目は、複数年実効税率の平均アプローチについては、その後の年度の調整や誤りへの対
応の過程が複雑になると考えられている

184

。パブリックコンサルテーションドキュメントでは、これ

らについて、以下の点の討議を求めている。

公聴会に付託された問い (3)
a)

GloBE 提案の下での一時差異に対処するためのメカニズムとして、繰越営業損失と超過税額
の使用に関する意見はあるか︖

b)

GloBE の提案に基づく一時差異に対処するためのメカニズムとしての税効果会計の使用に関
する意見はあるか︖

c)

GloBE 提案に基づく一時差異に対処するためのメカニズムとして、平均実効税率を測定するた
めの複数年アプローチの使用に関する意見はあるか︖

d)

繰延税金資産及び繰延税金負債の通常の財務会計ルールに課せられる制限（ある場合）
及びそれらの制限を課す実用性について、意見はあるか︖

e)

上記の一時差異に対処するためのアプローチのいずれかで、濫用の可能性があると思われる
か︖これらの濫用を防ぐための設計の提案はあるか︖

f)

一時差異に対処するための代替メカニズムについて何か提案はあるか︖

g)

第 2 章について、経験に基づいた意見として既存の制度を採用又は回避すべきなどの意見を
含めて追加の意見はあるか︖

ブレンディングの概要と論点
実効税率計算の要素である所得と税金費用のブレンディング（通算）について、典型的な３つのブレン
182
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ディングの範囲（全世界ブレンディング、国・地域単位のブレンディング及び事業体単位のブレンディング）
の概要及びその範囲を用いた場合の特徴的な効果を説明するとともに、ブレンディングに関連して留意す
べき６つの論点（①一時差異により生じる実効税率の変動とブレンディングからもたらされる変動軽減
効果に関する論点、②実効税率の計算に際し連結財務諸表を利用することから生じる論点、③本支
店間の所得の配分の論点、④課税上透明な事業体の所得の配分の論点、⑤他の国・地域で生じた
税金の控除（税額控除）に関する論点及び⑥配当及び他の分配の取扱いに関する論点）を説明し
ている。以下ブレンディングの概要と、６つの論点について概説する。

1. ブレンディングの概要
GloBE 提案は、実効税率テストに基づいていることから、納税者が同じ事業体又は同一グループ内の異
なる事業体間において、高税率で課税される所得と低税率で課税される所得をどの範囲で通算するか
を規定するルールを定めることが必要になる。作業計画においてはブレンディング（Blending）と称し
185

、本パブリックコンサルテーションドキュメントにおいては、どの範囲でブレンディングを認めるかについての

詳細が示されている。当該文書においては、以下の３つが提示されている 186。
(ア) 全世界ブレンディング（A Worldwide blending approach）
全世界ブレンディングでは、多国籍企業に対して全ての外国所得及び当該所得に課される全ての
外国税を集計することを求めることになる。総外国所得に対する総納税額の割合が最低税率を下
回る場合、GloBE 提案において多国籍企業は課税の対象となる。GloBE 提案に基づく追加の税
額は総外国所得に対して最低税率を乗じて計算した税額とその集計した総外国所得について課
された税額の合計額との差額となる。
(イ) 国・地域ブレンディング（A jurisdictional blending approach）
国・地域ブレンディングでは、多国籍企業に対して異なる課税国・地域に総外国所得を配分するこ
とを求めることになる。その国・地域に配分した所得に対する税額の割合が最低税率を下回る場合、
その多国籍企業はその配分した所得に最低税率を乗じて計算した税額とその配分された所得に対
する税額の合計額との差額を追加で支払うこととなる。このアプローチにおいては、多国籍企業の同
一国・地域内の総所得額とその所得に課された税額の合計額を計算するために、その多国籍企業
のグループが同一国に有する全ての居住法人（その国・地域に開設された支店を含む）の所得と
その所得について支払った税金を合計する必要がある。
(ウ) 事業体ブレンディング（An entity blending approach）
事業体ブレンディングでは、多国籍企業に対してグループ内の事業体ごとに所得と税額（国内事
業体の外国支店に帰属する所得とそれに対する税額を含む）を算出することを求めることになる。
外国子会社（又は外国支店）の実効税率が最低税率を下回っている場合、多国籍企業は課
185
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税の対象となる。

3 つのブレンディングのアプローチは、いずれも、多国籍企業が外国所得に対して最低水準の税金を支払
うことを保証するという政策目的を満たすためのものであるが、それぞれ特徴をもつ。
全世界ブレンディングでは、多国籍企業はすべての外国所得に対して平均最低税率を乗じて計算した
税額（以上の税額）を支払うことが求められる。これに対して、事業体ブレンディングでは、多国籍企業
はそのグループの各事業体（の外国所得）について最低税率以上で税金を支払うことになる。国・地域
ブレンディングでは、多国籍企業は、事業を展開する各外国・地域の所得について最低税率以上で税
金を支払うことになる。全世界ブレンディングは、（ルールの最終設計次第ではあるが）全体のコンプライ
アンスコストが低くなる可能性がある一方、税競争の下限を制定するのに効果的とは言えない可能性が
ある 187。
また、３つのアプローチには、それぞれ固有の課題がある。例えば、事業体ブレンディングでは、子会社がそ
の所在地国の税制によりグループ税制や連結納税制度の適用を受ける場合の影響についてどのように
対処すべきかに考慮が必要と考えられる。例えば、あるグループの一つの事業体は、その国のグループ納
税の構成員になる。そして、当該事業体は、他のグループ構成員の事業運営を通じて生成された租税
救済措置を利用できることがある。このため、ある期間のその事業体の租税債務は単独で課税される場
合の所得に対する税額と一致しないこととなる 188。
この問題に対処する 1 つの方法として、事業体ブレンディングにおいても、グループ構成員の全部に構成
員間のブレンディングを認めるか、グループリリーフの便益を利用する一つの事業体が便益を享受したことと
することである

189

。また、子会社所在地国でのグループ内のブレンディングに係る対処すべき主要な課題

としては、その税制が子会社所在地国における所在地国内グループに認める所得の通算と租税債務の
共有（例として損失）の範囲の決定、連結納税制度又はグループ税制において使われるメカニズムが
課税ベースの決定のための財務会計の使用とどのように整合性をとるか及び、この事業体ブレンディングが
どの程度タックスプランニングや不必要なグループ再編成を生み出す余地があるかなどが含まれる 190。

公聴会に付託された問い (4)
a)

事業体、国・地域、又は全世界ブレンディングアプローチに基づく GloBE 提案の一般的なコン
プライアンスコストと経済効果をどのように評価するか︖
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2. ブレンディングの異なるアプローチ（全世界ブレンディング・地域ブレンディング・事業体ブレンデ
ィング）に関連する論点
(ア) 期間変動（ボラティリティ）の影響
上記（１）に記載したように財務会計と課税所得計算の違いによる一時差異は、その一時差異
に帰属する実効税率の変動を引き起こすことがある

191

。この点に関し、全世界ブレンディングでは、

一時差異や一時差異から生ずる複数年度の実効税率の変動に直接対処するのではなく、同一
年度における利益と損失の相殺や、同一年度において高税率国の税金を低税率国の税金に付
与する等により、繰越をする必要なく、一時差異から生じる実効税率の変動を緩和することができる
こととなる。全世界ブレンディングで実効税率の変動をどの程度管理できるかは、多国籍グループの
規模とその事業運営の性質によることとなる。そのため、全世界ブレンディングは、多数の低税率と高
税率の環境下で大規模かつ多様な事業運営をする、より大きな多国籍企業に、より多くの便益を
与える傾向があると考えられる

192

。この点について、パブリックコンサルテーションドキュメントでは、以

下の討議を求めている。

公聴会に付託された問い (5)
a)

第 2 章で説明した一時差異に対処するためのアプローチが存在しない場合、上記の実効税率
の変動の問題を管理する上で全世界ブレンディングアプローチが効果的であると考えるか︖

(イ) 連結財務諸表の使用
前述の（１）では、GloBE 提案における課税ベースを計算する出発点として、多国籍企業の財
務諸表を必要に応じて調整し、使用することの影響について言及している。検討されている 1 つの
選択肢は、究極の親会社で使用されている関連する会計基準に基づき作成された連結財務諸表
を参照し、グループ利益を決定することである。その後、全世界ブレンディングにおいては多国籍企
業の国内事業と海外事業で所得を分ける必要があるのに対して、国・地域ブレンディング及び事業
体ブレンディングにおいては、さらに国・地域単位又は法人単位にまで所得を分ける必要があり、そ
の多国籍企業はその国・地域のグループ内の各事業体又は各個別の事業体のために連結財務諸
表作成情報で使用していない情報を作成し保有する必要が生じることになる。また、同様に税額に
ついても財務会計上の数値を使用する場合には、追加の作業として、多国籍企業の外国税額を
全世界単位、国・地域単位又は法人単位で区分する必要も生じる。そのため、各ブレンディングに
おいてそれぞれ異なるコンプライアンスコストが生じる

193

。この点について、パブリックコンサルテーション

ドキュメントでは、以下の討議を求めている。
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公聴会に付託された問い (6)
a)

GloBE 提案の目的での多国籍企業の所得が財務諸表（必要に応じて調整）を参照して算
定され、さらに多国籍企業が既に連結財務会計を準備していると仮定すると、（i）全世界ブ
レンディングアプローチにおいて国内及び海外事業の所得と税額を分離すること、（ii）国・地
域ブレンディングアプローチにおいて所得と税額を分離すること、又は（iii）所得と税金を事業
体レベルに分解することへの多国籍企業のコンプライアンスへの影響はどのようになるか︖

b)

GloBE 提案目的のための所得が、株主の国・地域の課税ベースの計算に使用されるルールを
参照し算定された場合、これらのコンプライアンスの影響はどのように変化するか︖

(ウ) 支店と本店間の所得配分
各ブレンディングにおいて、本店と支店で所在地国・地域が異なる場合の所得を配分する方法
（agreed approach）を定める必要がある 194。その方法の一つとしては、本支店間の所得に関
する課税権の配賦に関するルールと同様な方法で配分することが考えられる。また、グループの事業
体の所得が支店の所在する国・地域のみで課税される場合、その支店の国・地域でいくらの所得が
課税の対象になっているかを管理する税務上の勘定を設けることが通常必要とされる。 なお、本店
及び支店間の所得配分が確定した後、本店側で納付する税金について支店へ割り振る取り扱い
が必要となる可能性がある。全世界ブレンディングと国・地域ブレンディング又は事業体ブレンディン
グとの差としては、前者で所得配分が必要となるのは多国籍企業の本店と国外支店の部分のみで
あり、外国子会社とその外国子会社の国外支店との所得配分へは考慮が不要な点が挙げられる。
従って、全世界ブレンディングで生じる調整のほうが国・地域ブレンディング又は事業体ブレンディング
で生じる調整に比べてより負担が少ないとされている。これらの点について、パブリックコンサルテーショ
ンドキュメントでは、以下の討議を求めている。

公聴会に付託された問い (7)
a)

支店と本店の間で事業体の所得を配分することをどのように提案するか。また、税務上行われ
ていることに追随すべきと考えるか︖

b)

全世界、国・地域及び事業体ブレンディングアプローチにおいてそのような配賦のコンプライアンス
への影響は何か︖

c)

移転価格税制国別報告書の提出が必要で、かつ、財務会計ルールの下で、支店と本店とで
個別に報告する必要がないが支店と本社の所得を個別に報告することが求められている多国
籍企業にとっては、コンプライアンスへの影響は小さいか︖

194
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(エ) 税務上透明な事業体（パススルー事業体）の所得配分
各ブレンディングにおいて、税務上（事業体自体に納税義務がなくあたかも存在しないかのような）
透明な事業体の所得の配分に関する方法を定める必要がある。パートナーシップのような事業体は、
設立された地域において税務上透明な事業体として取り扱われ、当該事業体の所得はその出資
者（構成員）に配賦されることから、当該事業体はどの地域においても課税の対象とならない。当
該事業体のすべての構成員が、当該事業体が設立された地域において税務上居住者である場合
には大きな問題とならないが、異なる地域の居住者である場合には国を跨る所得移転が生じるため、
各ブレンディングでは、グループメンバーの課税に対する透明な事業体の影響を認識するメカニズム
（パートナーシップ所得の構成員への配分ルールなど）を組み込む必要がある

195

。全世界ブレン

ディングと国・地域ブレンディング又は事業体ブレンディングとの差としては、前者で所得配分が必要
となるのは、多国籍企業の国内所得と国外所得の部分のみであり、全世界ブレンディングは他の方
法に比べて手間は少ないと考えられる。これらの点について、パブリックコンサルテーションドキュメント
では、以下の討議を求めている。

公聴会に付託された問い (8)
a)

透明な事業体の所得の配分をどのように提案するか。また、税務上行われていることを追随す
べきだと考えるか︖

b)

全世界、国・地域及び事業体ブレンディングアプローチの下でのそのような配賦のコンプライアン
スへの影響は何か︖

c)

移転価格税制の国別報告書の提出が必要で、かつ、財務会計ルールの下で透明な事業体
の所得を個別に報告することが求められていない場合であっても、すでに透明な事業体の所得
を個別に報告することが求められている多国籍企業にとってコンプライアンスへの影響は小さい
か︖

(オ) CFC 税制等により他の地域で課される税金の控除
所得合算ルールの設計に用いられるメカニズムによるが、全世界ブレンディングにおいては、親会社の
本店所在地国以外であれば、どの地域において課税されたか又はどこで所得が生じたかに関係なく、
多国籍企業の外国所得に対して課せられた税金を控除可能（creditable）として取りつかうこと
となるため、CFC 税制や他の税制に基づき第三国で支払われる税は特段の問題を生じさせない
196

。これに対して、国・地域ブレンディング及び事業体ブレンディングでは、所得と税額の調整がない
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場合、第三国の CFC 税制に基づき当該国・地域で支払われる税は、別の国・地域で発生した所
得に対して支払われる税であるため、ある国又は事業体の実効税率が過大となり、別の国又は事
業体の実効税率が過少となる可能性が指摘されている

197

。この問題を解決する一つの方法として

は、CFC 税制である国又は事業体で支払う税を、所得が生じた国又は事業体の税として取扱うと
いうものである。これらの点について、パブリックコンサルテーションドキュメントでは、以下の討議を求め
ている。

公聴会に付託された問い (9)
a)

国・地域又は事業体ブレンディングアプローチにおいて、別の国・地域又は別の事業体で発生
する税帰属に関してどのように対処することを提案するか︖

b)

子会社又は支店の所得に対して、CFC ルール等、中間の国・地域又は事業体で支払われた
税金の税額控除の実用性について、どのような意見があるか︖

(カ) 配当その他の分配
グループの連結財務諸表をベースとして所得を計算する場合、配当を含むグループ内取引の影響
は自動的に消去される。これに対し、国・地域ブレンディング又は事業体ブレンディングでは、配当及
びグループメンバーからのその他の分配に関して、会計上受取人の所得として取り扱われているが、
税務上受取人の所在地国で免税又は他の同様な取扱いをなされている場合、調整が必要となる
198

。なお、国・地域ブレンディング又は事業体ブレンディングでも、配当やその他の分配については、

これらの分配の基礎となった所得が分配法人において最低税率（以上）で課税されている場合に
は、これらのアプローチに基づく所得の決定に際して除かれる可能性がある。また、配当が対象から
除かれる場合には、これらに対して源泉地国で課される源泉税は受取法人の控除対象となる税額
から除かれるべきであること、及び配当源泉税がいずれの国・地域においても控除対象とされないこ
とを避けるために配当支払事業体の所得に対する追加課税として取扱われる可能性も指摘されて
いる。また、受領者側で所得に計上される配当については、GloBE 提案でも所得として考慮しこれ
に課される源泉税も考慮することも提案されている。更なる選択肢として、関連者間配当やポートフ
ォリオ配当については、所在地国の税法での取り扱いに基づいて取り扱うというものもあり、この場合
の源泉税は配当支払法人の所在地国の税法に準拠して受領者の税金として取扱うことになる。こ
れらの点について、パブリックコンサルテーションドキュメントでは、以下の討議を求めている。
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公聴会に付託された問い (10)
a)

GloBE 提案で多国籍企業の所得を計算するための出発点が財務会計に基づいていると仮定
すると、全世界、地域、及び事業体ブレンディングアプローチにおいて配当の課税に対処する実
用性について何か意見があるか︖

b)

GloBE の提案に基づき配当の課税をどのように処理すべきかについて、意見があるか︖

c)

全世界、国・地域、又は事業体ブレンディングに関して強調したいその他の問題点はあるか︖

適用除外・閾値
パブリックコンサルテーションドキュメントでは、作業計画で更なる検討が必要とされた 199GloBE 提案の適
用除外及び閾値について概説した上で、適用除外と閾値が GloBE 提案に与える影響について述べて
いる。更に今後の議論の中で実際の制度における納税者の経験が GloBE 提案における選択肢を評価
するうえで有用になるとして、納税者に対し適用除外と閾値について、経験に基づくコメントの提供を促し
ている。以下これらを概説する。
作 業 計 画 で は 、GloBE 提 案 の 適 用 範 囲 に つ い て 、 閾 値 （ thresholds ） と一 般 的 適 用 除 外
（exclusion）と同様に適用除外（carve-outs）をどのように設定するかが検討されている。作業計
画で適用除外に関して、以下の 3 つを検討対象としている 200。
A) BEPS 行動５（有害な税慣行への対抗策）の基準 201に適合した制度の適用除外
ただしこのような適用除外は、当該提案の意図の有効性が損なわれることに留意が必要としている。
B) 有形資産に対する利益率(A return on tangible assets)に基づく適用除外
C) 一定の閾値を下回る関連者取引を行う子会社に対する適用除外
また、作業計画では GloBE 提案に基づく規則の適用範囲について、閾値及び適用除外の設計に関連
する選択肢と問題について以下の観点からの検討が必要とされている 202。
A) 売上高又はその他のグループ規模などの指標に基づく閾値の設定
B) 少額の利益しか生じさせない取引又はや少額の関連者取引しか有しない事業体を除外するため
の閾値の設定

199

OECD(2019), Supra note (68), at para 78

200

OECD (2019), Supra note(158), at para 74

201

OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account

Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit
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C) 特定のセクター又は産業に対する適用除外の設定
適用除外及び閾値の（範囲）の決定は、主に租税政策及び法的な分析に関する課題を含む政策の
問題である。そして、適用除外や閾値の存在及び設計は、租税システムの中立性と、肯定的であれ否
定的であれ企業の活動の外観性に影響を与えるものである。また、EU の基本的自由を含む国際的な
義務との親和性が、制度として組み込まれているかを確認する必要があるとされている 203。
上記に加え、本パブリックコンサルテーションでは、適用除外、閾値、一般的除外の設定が多国籍企業に
及び税務当局に与える影響について述べている。すなわち、適用除外及び閾値の設定は、多国籍企業
及び税務当局に対してコンプライアンスコスト及び管理コストの面から影響を与える。これらの影響は適用
除外及び閾値の設定によって異なり、コンプライアンスコストを削減又は増加させる可能性がある 204。
適用除外及び一般的除外の適用は、定性的、事実・状況基準又は定型的、客観的基準に基づき行
うことができる。これらの基準の選択肢は、適用除外の手法とそれにより何を達成しようとしているかに応じ
て、多様かつ、事情に合わせた形で、様々な方法で達成可能である。
事実・状況基準の適用除外は、特定の事実及び状況の評価を反映する形で設定することも可能であ
るし、制度導入の意思決定者が必要とみなす全ての事実及び状況に基づくものとして設定することもで
きる。
客観的基準の適用除外は、複数の基礎を参照する１つの定式に基づくものとすることもできるし、いくつ
かの異なる定式や比率の結果を含む複数の基準に基づくものとすることもできる。また、これらの定型的
基準の手法は事業全体の所得を除外することや特定の類型の所得の全部又は一部を除外することや、
全体の所得の一部を除外することができるように設計することも可能である 205。
しかしながら、事実・状況基準で適用除外が行われた場合、特定の状況を対象としその事情に合わせた
適用除外とすることが可能（かつ濫用が難しより難しいもの）である一方、客観基準の適用除外に比し
てコンプライアンス・管理コストの増加し、かつ、設計が困難であり、より複雑なものとなる

206

。そのため事

実・状況基準に基づく適用除外や一般的除外は、納税者に不確実性をもたらし、税務当局が管理す
ることがより困難になる可能性がある

207

。また、客観的基準で行われた場合には、事実・状況基準で行

われた場合よりは管理が簡単であるが、適用除外の適格性を証明する文書の作成及び維持が必要な
場合、特定の識別可能な基準（資産価値等）に基づく適用除外などにより、追加のコンプライアンスコ
ストが生じ、また、人為的な回避が可能となり、濫用防止規定の導入が必要となる可能性が指摘されて
いる 208。
総収益や利益などの広範な基準に基づく閾値の設定は、特定の納税者の特性に関連付けられた特定
203
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の適用除外よりも管理及びコンプライアンスの観点からより単純なものとなる。しかしその閾値近くにある納
税者にとっては、閾値は不安定さをもたらす可能性がある

209

。既存の制度のもとで、適用除外と閾値を

適用する納税者の経験は、GloBE 提案のための制度設計の選択肢を評価するに際して有益である。こ
れらの点について、パブリックコンサルテーションドキュメントでは、以下の討議を求めている。

公聴会に付託された問い (11)
a)

自分の経験に基づいて、シンプルさ、コンプライアンスコスト、確実性、インセンティブ、行動への
影響などの要因を考慮した適用除外の好ましい設計について意見があるか︖

b)

特定のタイプの適用除外（すなわち、事実や状況に基づいて、又は定式的なアプローチに基づ
いて）について技術的又はコンプライアンス上の考慮事項はあるか︖又は適用除外をまったく
行わないことを提案するか︖もしそうならば、あなた自身の経験に基づいて説明せよ。

c)

納税者の規模に基づく閾値の設定を好ましいと考えるか︖もしそうなら、その理由と、使用され
るべきだと思われる基準を提示せよ。

d)

僅少とされる金額の適用除外を好ましいと考えるか︖その場合、どのようなタイプの適用除外を
検討すると、コンプライアンスコストとメリットのバランスが取れると考えるか︖

e)

特定のセクター又は産業の適用除外を好ましいと考えるか︖その場合、セクター又は業界を記
載し、その理由を説明し、可能な限り少ないコンプライアンスコストと不確実性でこのような適用
除外を運用する方法についての考えを提供せよ。

f)

採用するか避けるべきだと提案する既存の制度に関する経験に基づく意見を含む、適用除外
に関する追加の意見はあるか︖

12 月の公聴会の企業・有識者のコメント
2019 年 12 月 9 日に OECD は、2019 年 11 月 8 日に公表された Global Anti-Base Erosion
(GloBE) Proposal -Pillar Two（パブリックコンサルテーションドキュメント）に基づいて、公聴会を開
催した。パブリックコンサルテーションドキュメントに対し、文書による 200 近い意見が寄せられ、公聴会で
は、パブリックコンサルテーションドキュメントの内容に沿って主に次の技術的実務的課題について議論が
行われた。
(1) 財務会計情報の使用、
(2) 実効税率算定のための税金のブレンディングのレベル及び
(3) GloBE 提案に適用除外と閾値を含めるか

209

OECD (2019), Supra note (158), at para 83
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公聴会での企業・有識者のコメント 210
項目

内容

財務会計情報の使用

GloBE 提案の下での財務会計を使用してのグループの課税ベース
の決定及び関連する実効税率の測定についての技術的実務的課
題について議論する中での企業・有識者のコメントとして以下が報告
されている︓
上場企業の場合で連結財務諸表が金融管理当局の厳格な規制
及び監査の対象である場合には、その利用は信頼性の高いデータを
作成するより合理的な手法である（公聴会ではトップダウンアプロー
チとされた）として提示された。
100%子会社でない（連結対象でない場合と考えられる）場合の
投資の取扱い（が明らかになっていない）。

実効税率算定のための税金

ブレンディングのレベルは GloBE 提案の目的に基づいているべきであ

のブレンディングのレベル

るが、これまでの OECD 文書には目的が明確に記載されていないた
め適切なブレンディングのレベルを決定することは困難であるとする主
張がなされた。例えば GloBE 提案が多国籍企業が最低（税率）
レベルの税金を支払うことを目的とする場合、グローバルブレンディン
グをルールとする必要があるが、GloBE 提案が、多国籍企業の適切
な国・地域での納税であるならば、別の方法でのブレンディングによる
べきとした。
ある企業部門の代表からの批判には、次のものがある︓
OECD は GloBE 提案の目的と理論を明確にしていない。 多国籍
企業が GloBE 提案の適用対象になるかの判断だけでも巨大なシス
テムの構築が必要になる懸念がある。
GloBE 提案は潜在的に複雑性が非常に高くなる可能性があるた
め、導入プロセスを緩和すべき。
ある企業の代表は、多国籍企業の GloBE 提案の適用可能性を判
断するのに、いったん、国・地域ベースのブレンディングでの実効税率
計算を行い、この実効税率が最低税率を超えるか否かで、GloBE

210

Ernst & Young LLP (United States), Washington D.C. and Ernst & Young LLP, Singapore,

Global Tax Alert 13 December 2019, OECD hosts public consultation on global anti-base erosion
(GloBE) proposal under Pillar Two of BEPS 2.0 project
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提案の適用を判断するという提案を行った。
有識者からは、グローバルベースでのブレンディングのメリットを強調
し、連結財務諸表の情報の利用はグローバルベースでのブレンディン
グとの親和性が高いこと、グローバルベースのブレンディングが外子会
社の所在地国・地域の優遇措置に係る投資利益を唯一維持する
ことができるものと指摘した。
適用除外と閾値

有害な税制に関する BEPS 行動５基準に準拠した地域について
は、GloBE 提案からの適用除外が適切であるとのパブリックコンサル
テーションドキュメントの提案を支持した。
事業税制（法人所得税制）の構造上、GloBE 提案に準拠してい
るとみなされる国・地域のホワイトリストを作成し、GloBE 提案の対
象国を狭めて適用すべきと主張した。
第二の柱のようなグローバルな最低税率での課税の提案は、複雑な
管理及びコンプライアンスコストの負担をもたらすため、グローバルでの
実効税率が最低税率を超える場合には、完全に適用除外すべきこ
と（最低税率未満の国・地域があったとしても、BEPS にはかかわっ
ていないため、それらにおける追加課税等のための追及は行わな
い）。
閾値に関しては、有識者より、GloBE 提案の適用に関する最少閾
値は、BEPS 行動 13 の国別報告書の 750 百万米ドルに基づくこ
とが、小規模事業を除外するために適切であろうと示唆した。

BEPS に関する OECD/G20 包摂的枠組みによる声明文書
2019 年 10 月-11 月パブリックコンサルテーションドキュメント以降の進展
2019 年 1 月 23 日にポリシーノートにより合意された２つの柱に基づく総意に基づく解決策の合意に向
けた取り組みは、2019 年 5 月に作業計画という形で作業レベルに割り当てられた。そして、第 1 の柱で
あるネクサスと利益配分に係る論点に関しては、早期にコンセンサスを形成するために策定された、統合
アプローチに係る事務局提案という形で 2019 年 10 月に公表され、翌 11 月にパブリックコンサルテーシ
ョンに付された。第 2 の柱についても 2019 年 11 月にパブリックコンサルテーションドキュメントが公表され、
12 月にパブリックコンサルテーションが開催されている。
包摂的枠組みは、2020 年 1 月 31 日に『経済のデジタル化から生じる税務上の課題に対処するため
の２つの柱からなるアプローチに関する「BEPS に関する OECD/G20 包摂的枠組み」による声明
211

211

』

OECD (2020), Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar
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（以下「声明文書」という。）を公表した。包摂的枠組みは、デジタル経済によって生じる租税問題につ
いて、「総意に基づく解決策（consensus-based-solution）」として 2020 年末までに合意できるよ
う確約した 212。
事務局提案における統合アプローチからの顕著な進展として、新たな課税権の中軸を担う Amount A
による課税の対象となる事業に、従来の Consumer-facing business に加え Automated digital
services が追加されたことが挙げられる。また、パブリックコンサルテーションで指摘のあった二重課税防止
及び解消のための制度的な枠組みに係る提案が含まれている。さらに、2019 年 12 月 3 日付で
Steven Mnuchin 米国財務省長官から Angel Gurría OECD 事務総長宛ての書簡 213によって提
案された「第 1 の柱に関連するセーフハーバー提案」（以下「セーフハーバー提案」という。）に対して包
摂的枠組みが一定の懸念を有していることも明らかになった。この点に関して、包摂的枠組みは、総意に
基づく解決策が合意された後に、当該セーフハーバー提案に関する最終決定を行うこととされた上で、包
摂的枠組み参加国の総意に達するには、当該セーフハーバー提案に関する問題の解決が重要であるこ
とを指摘している 214。

声明文書の概要
声明文書では、第 1 の柱に関して、統合アプローチの構造を説明する Annex 1、今後検討する課題を
踏まえ見直された作業計画を説明する Annex A、及び Amount A の適用関係を開設したフローチャ
ートを記載した Annex B、並びに、第 2 の柱に関する議論の進捗を説明した Annex2 から構成されて
いる。
第 1 の柱に関する Annex 1 では、2019 年 10 月に公表された統合アプローチを発展させるもので、
2020 年半ばまでに合意される予定である、総意に基づく解決策の交渉において使用される第１の柱の
基本的構造の概要が示されている。また、Annex A は、今後実施する必要のある検討作業を論点ごと
に整理するもので、2019 年 5 月の作業計画を改訂するものである。さらに、現時点の統合アプローチ提
案に基づく Amount A の適用関係のイメージを Annex B で具体的に図示している。
第 2 の柱に関する Annex 2 は、2019 年 1 月 23 日に発行されたポリシーノート以降、2019 年 2 月
パブリックコンサルテーションを経て、2019 年 5 月に合意された作業計画に基づく作業や、2019 年 12
月のパブリックコンサルテーションで行われた議論の進捗状況につき、各主要構成要素である所得合算ル

Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy –
January 2020, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris.
www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january2020.pdf.
212

OECD(2020), Supra note (211), at para 1

213

http://www.oecd.org/newsroom/letter-from-oecd-secretary-general-angel-gurria-for-the-

attention-of-the-honorable-steven-t-mnuchin-secretary-of-the-treasury-united-states.htm
214

OECD(2020), Supra note (211), at para 3
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ール、Switch-over ルール、軽課税支払ルール、租税条約の特典否認ルール及びルール間調整・簡素
化・閾値・国際的な義務との親和性、それぞれの項目ごとに、その検討状況と引き続き検討を要する論
点について説明している。各構成要素内の様々な設計上の選択肢に係る検討状況及び現在議論中
又はこれから議論を行うこととされている論点については、2.1.9.4.で概説する。

第 1 の柱-統合アプローチの進展と課題
1. 統合アプローチに対するコミットメント
包摂的枠組みは、統合アプローチ提案に係る事務局の作業を歓迎し、包摂的枠組みにおける合意を
目指して交渉される基盤となる更新された統合アプローチを公表するとともに、今後の作業計画を更新
するとした

215

。包摂的枠組みにおいて国際社会は、経済のデジタル化によって生じる課税問題に対処

するために多角的な取り組みを行うことを改めて確約したものと受け止められている

216

。また、2019 年

末にかけて実施されたパブリックコンサルテーションにおいて各国政府、企業、市民団体、並びに学会の見
解として呈された各提案における技術的な複雑さに関する懸念を受け止め、この懸念に対処し、税務上
の確実性、コンプライアンスの簡素化、紛争の防止と解決、二重課税の排除などの不可欠な問題に取り
組んでいくことを表明した 217。
さらに、包摂的枠組みによる合意は、合意された内容の実施と、各国独自のデジタルサービス税のような
一方的な施策の撤回に関するコミットメントが得られることが期待されている旨を表明している 218。

2. 概要
声明文書で改めて記述された統合アプローチは、新たなビジネスモデルを考慮して市場国（一部のビジ
ネスモデルについてはユーザーの所在地国）の課税権を拡大するものであり、紛争の防止と解決手続き
の強化を通じて国際課税を再び安定化することを目的としている

219

。その方法として、市場国に配分さ

れる可能性のある 3 種の課税対象利益を設定する。当該 3 種の課税対象利益の具体的内容は、以
下の通りである。1 つ目として、新たな課税権を構成する、物理的プレゼンスの有無にかかわらず定式配
賦によって把握され市場国に割り当てられるみなし残余利益としての Amount A がある。２つ目に、市
場国における基本的な販売・流通活動に対して独立企業原則に基づいて配分されるベースライン利益
としての Amount B がある。３つ目に、Amount B の下で保証されるベースラインの活動を超える場合
における追加的利益としての Amount C がある。
215

OECD(2020), Supra note (211), at para 8 in Annex 1

216

OECD ウェブサイト「国際社会は、経済のデジタル化によって生じる租税問題に対処するために多角的な取り組みを

行うことを改めて確約」http://www.oecd.org/tokyo/newsroom/international-community-renewscommitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-theeconomy-japanese-version.htm
217

OECD(2020), Supra note (211), at para 8 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 9 in Annex 1
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声明文書は、これら３層の所得が相互に関連しており概念的に重複する可能性があるとしつつも、概念
的に区別可能であるという立場をとる。さらに、新たな課税権は Amount A として規定され、定式配分
アプローチが採用されるのは当該利益に限られる。他方、Amount B 及び Amount C はその手法にお
いて統合アプローチ固有のルールが導入されるものの、あくまでも独立企業原則に基づき配分される課税
権配分の範疇に留まり、独立企業原則の執行側面における改善を企図したものであることを明らかにし
ている 220。

3. 新たな課税権としての Amount A
(ア) 対象となる事業
① 議論の整理
新たな課税権の対象となる事業は、次の２つのカテゴリーに分類されるビジネスである。
i)

自動化されたデジタルサービス

一つは、自動化されたデジタルサービス（Automated digital services）である。自
動化されたデジタルサービスは「複数の国に渡って多数の顧客、又はユーザーに対し標準
化され自動化されたデジタルサービスを提供することから収益を得ている企業」であり、具
体的に次のような業種が例示されている 221。
オンライン検索エンジン、ソーシャルメディアプラットフォーム、オンライン市場の運営を含むオンライン仲
介プラットフォーム（企業又は消費者のいずれが利用するかにかかわらず）、デジタルコンテンツストリ
ーミング、オンラインゲーム、クラウドコンピューティング・サービス、オンライン広告サービス

なお、法律、会計、建築、エンジニアリング、コンサルティングなどの専門サービスのように、
サービスが顧客にオンラインで届けられるとしても、当該サービスの大部分が人的介入と人
的判断を伴うものは射程外であるとされた 222。
ii) 消費者向け事業
二つ目は、いわゆる消費者向け事業（Consumer-facing business）とされるもの
である。消費者向け事業とは、一般に消費者（商業目的又は専門目的ではなく個人
使用のために物品を購入する個人）に販売される種類の商品、及びサービスの販売か
ら収益を生み出す企業であるとされ

223

、商品やサービスを直接消費者に販売する企業

のみならず、取引を仲介する他者を通じて行う間接的な販売（集荷や包装のような日

220

OECD(2020), Supra note (211), at para 11 in Annex 1

221

OECD(2020), Supra note (211), at para 22 in Annex 1

222

OECD(2020), Supra note (211), at para 23 in Annex 1

223

OECD(2020), Supra note (211), at para 24 in Annex 1
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224

常業務を含む）についても対象に含まれるとされている

。また、消費者に販売される

完成品に組み込まれる中間財又は部品を販売する事業は、ブランド化され個人使用の
225

ために取得されるものを除き、対象外であるとされた

。特に、消費者向け製品に対す

る商標のライセンス権から収益を生み出す企業や、消費者ブランド（及び商業ノウハウ）
のライセンスを通じて収益を生み出す企業は消費者向け事業の定義範囲に含まれること
を明示的に指摘している 226。
声明文書は次のような事業が対象に含まれるであろうと示唆している 227。
パーソナルコンピューティング製品（ソフトウェア、家電、携帯電話など）、衣服、トイレタリー、化粧
品、高級品、ブランド食品及び軽食、レストラン及びホテル部門を含むライセンス契約などのフランチ
ャイズモデル、自動車

iii) 消費者向け事業に含まれない事業
統合アプローチ提案では、消費者向け事業に含まれない、いくつかの事業について議論さ
れている。原材料や一次産品はそれらが最終的に消費者向け製品に組み込まれたとし
ても、消費者向け事業に含まれないものとされた

228

。さらに、保険を含む多くの金融サー

ビスは主として商業上の顧客との間で事業が行われているものであること、並びにリテール
部門については様々な規制との関連で政策上やむを得ず対象から除く必要があり得ると
ともに、概ね顧客の所在する市場で利益が実現するため予め除外することの合理性が説
かれている 229。船舶及び航空機事業については、居住地国課税について確立した国際
税務慣行が形成されており、消費者向け事業に当該事業を取り込むことは不適当であ
るとされた 230。
iv) 閾値 231
新たな課税権の結果配分される Amount A は、一定の閾値を組み合わせて適用され
ることが予定されている。1 つ目の案として、Amount A の生じる対象を一定以上の規
模の企業に限定するため、国別報告書の提供義務の要件である（企業グループの連

224

OECD(2020), Supra note (211), at para 25 in Annex 1

225

OECD(2020), Supra note (211), at para 26 in Annex 1

226

OECD(2020), Supra note (211), at para 27 in Annex 1

227

OECD(2020), Supra note (211), at para 28 in Annex 1

228

OECD(2020), Supra note (211), at para 30 in Annex 1 では、一次産品のうち天然資源については、資

源産出国の資産に対して採掘会社等が適切に対価を支払っているものとみることができること、農産物・林産物について
は、一般に固有の特性に基づいて価格が決定されるジェネリック製品であることが、それぞれ消費者向け事業の範囲から除
くことの理由であるとされている。
229

OECD(2020), Supra note (211), at para 31 in Annex 1
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結）総収益が 750 百万ユーロを超える企業グループに限定する案が提案された。２つ
目として、総収益の閾値を満たす企業グループであっても、新たな課税権の対象となる事
業に係る総収益が特定の閾値を下回る場合や、３つ目として、新たな課税権の下で配
分されるべき総利益の額が一定の最小基準値を下回る場合が適用除外として検討され
るとしている。こういった閾値の考慮は、租税条約における独立企業原則が、市場国に
物理的プレゼンスを有さずともデジタル技術を用いて市場国にアプローチできる企業の利
益を適切に市場国に配分出来ていないという問題への対処と、企業と課税庁に課される
コンプライアンスや管理コストとの比較衡量による。
② 残る技術的・政策的課題 232
Amount A の射程に係る課題は、自動化されたデジタルサービスや消費者向け事業の定義、
適用除外とされるべき特定のビジネス、新たな課税権が適用される一定の閾値についての検
討、Amount A の設計と閾値に係る統合アプローチの一部をなす他の要素との相互作用の
調査、並びに第 1 の柱をセーフハーバーとして用いる場合の影響を検証することも必要であると
している。
(イ) ネクサス
① 議論の整理
新たな課税権の対象になる多国籍企業について、市場国との重要かつ持続的な関与の指標
に基づいて新たなネクサスルールが設計される。この新しいネクサスルールは、複数の市場国へ
の新たな課税権の割り当てから生じる、既存の税又は、税以外の制度への影響を排除する
（又は最小限に制限する）こととされた。例えば、簡素化された報告と登録ベースの仕組みに
基づく一元的手続（ワンストップショップ
が検討されることになる

233

）や、最終親会社の所在地国における単独申告

234

。

次に、市場国との重要かつ持続的な関与の指標により新しいネクサスルールが構築されること
から、市場国における継続的な収益の発生が、市場国との重要かつ持続的な関与の一つの
有力な指標となり得る。そのため、収益の閾値は市場の規模に見合った最小額になるべきで
ある。その上で、最終的な合意には、当該閾値の正確な数値が含まれることになる 235。
自動化されたデジタルサービスに関して、ネクサスの認定に係るテストは収益の閾値のみである

232

OECD(2020), Supra note (211), at para 3-I in Annex A

233

一般に、一つの場所ですべての事務や手続が完了可能である仕組みをいう。第 1 の柱の実施におけるワンストップシ

ョップとは、多国籍企業の本国におけるグループ企業の所在地登録や申告・納付手続により、Amount A の納税者側の
手続が完結し、税務当局間で適切に税額が配分され、利害が調整されるという意味であると想定される。
234

OECD(2020), Supra note (211), at para 36 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 37 in Annex 1
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236

。これは、自動化されたデジタルサービスが内在的に市場国における顧客との積極的かつ

持続的な関与を伴っていることを前提にしているからである。他方で、例えば有形資産の販売
等の対象になるその他の活動については、有形資産の国境を超えた販売があったことのみをも
って当該市場国における重要かつ持続的な関与があったと認めるには足りない。そこで、収益
に係る閾値に加えて、市場国における多国籍企業の物理的プレゼンスの存在や市場国を対
象にしたターゲット広告など、追加可能性のある要素、又は「プラス」の要素を検討することを通
じて、単純な販売活動（特に、多国籍企業が市場に存在していない場合や、当該市場を明
確にターゲットしていないような場合）を新たな課税権の対象に含めないように制度を設計し、
追加的なコンプライアンス負荷を回避又は最小化する必要性を述べている 237。
② 残る技術的・政策的課題
ネクサスを認定する目的、及び当該市場国に利益を配分する目的から、様々な自動化された
デジタルサービスと消費者向け事業が市場国でどのように運営されているかを考慮しつつ、明確
かつ管理可能な市場国における収益の認識をするルールの策定が求められる

238

。その際に、

市場国で、有形資産を単純に販売する事によっては、新たなネクサスは構成されない制度にし
なければならない。そして、申告義務を合理化し、既存の条約との相互関連性を整理し、独
立したネクサスルールを設計すること等が必要になる 239。
(ウ) 課税ベ―ス
① 議論の整理
Amount A の計算は企業グループの連結財務データから得られる利益を出発点とする。企業
は異なる会計基準に基づいて各々連結財務諸表を作成するため差異が生じる。その差異は、
主に認識時期のずれによるものと考えられる事、会計基準の調和を図るデメリットがある事から、
その差異を捨象することを指向している 240。
利益水準指標については、税引前利益が最も好ましい指標であるとし、その指標は、毎年継
続的に適用され、利益及び、繰越しルールを含んだ損失の両面において適用さる 241。
② 残る技術的・政策的課題
財務会計基準の差異の重要性を評価しそれらに対処するメカニズムを探ること、税引前利益
の数値が他の利益レベルの指標よりも好ましいことを確認し、連結財務諸表の税引前利益の
潜在的な調整が必要かどうかを調べること、Amount A を計算する目的で、ビジネスラインと
236

OECD(2020), Supra note (211), at para 38 in Annex 1

237

OECD(2020), Supra note (211), at para 39 in Annex 1
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地域のセグメンテーションのルールを検討し、利益率の地域差の重要性と影響を調査すること、
並びに、原則に基づいたアプローチを維持しながら、税務当局と納税者に対する新しいルール
の負担を制限するための簡素化手段の使用可能性について引き続き検討されるとともに、損
失の処理に関する繰越ルールについての選択肢の検討がなされる 242。
(エ) Amount A の金額
① 議論の整理
Amount A の算定の基礎になる、みなし残余利益を認識する閾値としての基準利益率、及
びみなし残余利益のうち市場国に配分すべき金額の算定の閾値としての配分比率の採用が
予定されている。このような定式配分法の一部として、対象事業活動内のデジタル化度合い
（Digital differentiation）を考慮して、重み付けをする可能性がある 243。
② 残る技術的・政策的課題
みなし残余利益を認識する閾値としての基準利益率の決定のために経済分析を行う必要性
が認識されており、さらに市場国に配分する利益を切り出すための定式の設定について、デジタ
ルの差別化のために事業分類別に基準を設ける案や遠隔で実施された市場国に対する活動
の内容を加味するなどのオプションが検討される 244。
(オ) 利益配分のキー
① 議論の整理
Amount A の金額を算定したのち、ネクサスが認定される市場国（eligible market
jurisdictions 245）に対して一定のルールで当該算定金額を分配する必要がある 246。
② 残る技術的・政策的課題
さまざまなビジネスモデルに適合する、特定の市場/ユーザーの所在地国に収益を正しく割り当
てる方法を具体的に開発する必要がある

247

。このような方法を開発する必要性は、ネクサス

と利益配分の双方のルールに関連している。たとえば、独立した販売者を介した販売である場
合にどのように当該市場国での収益を認識するかといった論点を含め、所得源泉ルールの確
立と運用に際して生じるかもしれない実務運営上の問題について対処する必要がある。
(カ) Amount A に係る二重課税の排除

242

OECD(2020), Supra note (211), at para 3-III in Annex A

243

OECD(2020), Supra note (211), at para 46 in Annex 1
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① 議論の整理
企業グループの総利益は、独立企業原則に基づいた取引を通じて企業グループに属する各
社に既に配分されており課税対象となっている。そのため、新たな課税権としての Amount A
ではそれを認識した時点で二重課税が生じることになり、その結果、必然的に二重課税排除
のメカニズムが求められる 248。
単一の納税者に係る所得が複数か国で課税される法的二重課税は、一般的に国外所得
免除方式か外国税額控除方式によって対処される。しかしながら、声明文書は、Amount A
が個別の事業体や個別の国ごとにではなく、多国籍企業グループの全体利益に適用されるた
めに、既存の二重課税排除の仕組みが簡単に機能しないことを前提にしている

249

。そして、

Amount A は関連者間の取引に起因して算定されるものでもないから、租税条約第 9 条第
2 項の対応的調整が機能しない 250。
② 残る技術的・政策的課題
Amount A に係る二重課税の解消のために、Amount A に対応する所得を所有していると
みられる納税者の識別、二重課税の解消のための既存ルールの更新を含む方法の開発、既
存の二国間租税条約の不整合を埋める、二重課税排除の仕組みを提供する新たな多国間
条約のルールの必要性等についての検討が必要になる 251。
(キ) 各利益の相互作用と二重カウントの可能性
① 議論の整理
Amount A は、利益配分に関する統合アプローチを構成する Amount B 及び Amount C
と一体のものである。実際上、多国籍企業グループは、まず独立企業原則（Amount B 及
び Amount C を含む）を適用して利益の初期配分を決定することになる。この初期の利益
配分は異なる事業体の間で行われる、すなわち、居住地国間で行われることになる。その後、
適用対象となる多国籍企業に関する Amount A は、独立企業原則によって配分済みの利
益に対する上積み（overlay）又は部分的な取り戻し（partial override）として相応し
い市場国に割り当てられる 252。したがって、Amount A、Amount B、及び Amount C の
相互作用について理解しておく必要がある。
統合アプローチによる利益配分の仕組みは、Amount A、及び Amount B の双方を市場国
に配分する可能性がある。しかし、 Amount A は多国籍企業グループの残余利益の配分で
あり Amount B は基本的な販売活動に対する固定的利益となるように設計されるためそれ
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ぞれ利益の源泉が異なり、Amount A 及び Amount B の間に重要な相互作用はないと整
理されている 253。
他方、Amount A と Amount C の間には重要な相互作用があり、たとえば（1）市場国に
おける市場に関連する無形資産、（2）独立企業原則の下での比較可能性の調整、及び
（3）独立企業原則の一般的でない解釈などを通じて、Amount A と Amount C の二重
カウントが生じる可能性がある 254。
② 残る技術的・政策的課題
Amount A、Amount B、及び Amount C の相互作用に関して生じる問題を引き続き検
討し、二重課税を解消するメカニズムを設計することが求められる。加えて、Amount A を調
整する場合を含め、二重課税を解消するメカニズムの設計など潜在的な二重カウントの問題
にも焦点を当てる。他の税金（付加価値税、物品税、関税など）に影響を与えない形での
Amount A の設計や、基本的な販売・マーケティング活動のみに対して利益を配分される
Amount B の設計、並びに二国間租税条約における関連性を有しない条項を含むその他の
相互作用の特定も含まれる 255。
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(ク) Amount A に係る納税義務の判定
声明文書において整理された、Amount A の適用に係るフローチャート 256は下図の通りである。
【図 5

Amount A の適用に係るフローチャート】

1.売上テスト
Xユーロ超の収益を有する多国籍企業に限り、
Amount Aの納税義務に関して検討される。

1

収益

2.活動テスト
消費者向け活動及び／又は自動化されたデジタ
ルサービスに限って、Amount Aの納税義務に関し
て検討される。

2

自動化されたデジタルサービ
ス（ADS）又は消費者向
け事業

3. スコープ内収益に係る閾値テスト
消費者向け事業及び／又はADSからのスコープ
内収益の総額がXユーロ超の場合のみ、Amount
Aの納税義務に関して検討される。

3

スコープ内になる、ADS及び
／又は消費者向け事業の
収益の合計

XX EUR未満

4.事業ラインに係る収益性テスト
スコープﾟ内になる、活動ラインの収益性がX%超の
場合のみ、Amount Aの納税義務に関して検討さ
れる。

4

事業ラインの収益性

XX %未満

5. 残余利益総計額に係る閾値テスト
みなし残余利益の総額がXユーロ超の場合のみ、
Amount Aが算定され、（市場国に）配分される。

5

みなし残余利益の総額

XX EUR未満

6.各市場国におけるネクサス・テスト
Amount Aはネクサスの閾値（市場国での収益そ
の他の要素）を満たす市場国に配分される。

6

ネクサス・テストの適用

市場国の閾値以下

XX EUR未満

混合活動
ADS又は消費者
向け事業

その他の活動及び適
用除外とされる活動

純粋な非ADS／非消費者
向け事業、適用除外対象
事業

Amount Aの納税義務
なし

Amount Aの納税義務
あり

256
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4. 定義された基本的な販売・マーケティング活動に対する固定利益としての Amount B
(ア) 議論の整理
統合アプローチにおける Amount B は、市場国で再販売するために関連者から製品を購入する販
売事業者が基本的なマーケティング及び販売活動を実行する場合、その利益を標準化することを
目的としている。したがって、この固定利益は独立企業原則に基づくものであって、選択的なもので
も、セーフハーバー 257でもない。声明文書は、Amount B の意義について明確に、税務当局にお
ける移転価格税務執行の簡素化と納税者のコンプライアンスコストの低減、及び税務当局と納税
者間の紛争を予防することであると述べている 258。
(イ) 残る技術的・政治的課題
Amount B を、統合アプローチが意図したように機能させるためには、Amount B が独立企業原
則の枠内で適切に設計されたことを担保するように、様々な技術的な事項を合意する必要がある
259

。統合アプローチは、Amount B の詳細設計において、ベースラインの活動を定義するとともに、

企業が属する産業や地域による差別化を検討するとした
税とすべき要件、多機能事業体及びシステム利益

261

260

。さらに、適切な利益水準指標、免

が非常に低い事業体に関する処理、二重

課税又は二重非課税等を生じさせないための現行の移転価格税制との調整を含む実施上の問
題等が検討される必要がある 262。
5. 税務上の確実性：紛争の防止と解決
声明文書は、統合アプローチにおいて税務上の確実性を担保することの必要を指摘し、紛争の防止と解
決に係る方法の確立が第 1 の柱の重要な要素であると述べている

263

。声明文書は、紛争の防止と解

決のための枠組みについて、Amount A 、Amount B 及び Amount C についてそれぞれ言及した。
(ア) Amount A に係る紛争の防止と解決のための新たな枠組み
① 議論の整理
Amount A の最大の特徴は、独立企業原則に依拠せず世界的に合意された定式に基づい
257

税務の文脈で一般的に、セーフハーバーという用語は、納税者が一定の客観的基準を満たした場合にそれによって税

務上問題のないものと見做される当該一定の形式的水準（対象により、対象は取引価格であったり利益であったりす
る）、という意味に用いられる。
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一般に、関連者間取引の当事者相互の合算取引利益を「システムプロフット/ロス」という。
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て課税権を配分することにある 264。明瞭で機械的な定式によることで紛争が発生するリスクは
一定程度低減されるものの、Amount A に対して課税を行う全ての税務当局が Amount
A の算定や配分について別個に調査し、既存の紛争解決メカニズムを通じて潜在的な紛争に
対処することは、通常紛争解決メカニズムは紛争が発生した後に機能するため、効果的でな
い

265

。このような問題意識は包摂的枠組みにおいて共有され、税務の確実性を担保するた

めの代表者による審査会のような組織を立ち上げ、Amount A について早期に（税務調査
の前に）納税者に対して税務上の確実性を提供するアプローチを探求することで合意してい
る

266

。そのようなアプローチにおけるプロセスの設計を通じて、全ての税務当局による拘束力の

ある合意を実現しなければならないが
する必要がある

267

、同時に税務当局のリソースの制約についても配慮

268

。代表パネルによるアプローチは、申告、及び徴収といった標準化された手

続を提供することを通じて、Amount A の適用の一貫性とコンプライアンスコストの低減をもた
らすと期待されている 269。
② 残る技術的・政策的課題
Amount A の実施に際して、税務上の確実性を高め、税務紛争を予防・解決する新しい手
段が検討される。そして、この新しい手段は、多国間で行われ、かつ、紛争を予防し、コンプラ
イアンスコストや管理コストを最小化するため、早期に税務上の確実性が提供されるものとして
検討される。さらに、この新しい手段は、義務的で拘束力のあるものが検討されている。同時に、
多国間条約の活用の可能性を含め多国間ベースでの体制（代表者による審査会）や、発
生した紛争に係るタイムリーな解決手続について引き続き検討される 270。
(イ) Amount B 及び C に係る紛争の防止と解決のための新たな枠組み
① 議論の整理
声明文書は、Amount B の意義について、基本的な販売・流通活動についての固定的な利
益であるとしている。Amount B を定義し施行することを通じて紛争の発生を制限し、必要な
範囲で適切な紛争解決メカニズムを検討する
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。Amount A において検討されるような強

化された紛争解決メカニズムを Amount B に適用すべきか否かについては包摂的枠組みにお
いても依然として見解は分かれている。しかし、新たに強化された紛争解決メカニズムをどの範
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OECD(2020), Supra note (211), at para 67 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 68 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 71 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 73 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 74 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 3-IX in Annex A
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OECD(2020), Supra note (211), at para 76-77 in Annex 1
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囲に適用すべきかについて合意することの重要性については一致した見解を共有している。そ
のため、総意に基づく解決策の一環としてこの問題を検討するとした 272。
包摂的枠組みは、租税条約上の仲裁手続については各国において採用することができない国
がありうることを踏まえ、全ての参加国が採用できるメカニズムを検討するべきであるとした

273

。

租税条約上の仲裁の意義は、紛争解決の手段としてそれに依存することではなく、むしろ、仲
裁という最終的な手段を示すことで、権限ある当局に対して、相互協議を通じてタイムリーに
紛争を解決する強力なインセンティブを与えることにあった

274

。相互協議の強化は、税務上の

確実性、並びに紛争の防止及び解決のための作業の重要な側面であり、BEPS 行動計画
14 の実施を通じて強化される相互協議手続にも期待を示している 275。
② 残る技術的・政策的課題
義務的、かつ拘束力のある紛争解決のメカニズムの設計を通じて、効果的な紛争の予防・解
決と、予防・解決手続に関する複数の選択肢について検討し、既存の相互協議・仲裁の枠
組みを強化すべき点を明らかにする必要がある 276。
6. 実施と運営
(ア) 議論の整理
新しいアプローチを実施するためには、既存の租税条約の障壁を除去するために、国内法と租税条
約を改正する必要がある。すべての国が統一されたアプローチを整合的、かつ、実質的に同時に施
行できるように、新たな多国間フレームワークを確立するための新しい多国間条約が交渉されること
になる

277

。第 1 の柱の実施を担保するために、現在二国間条約がない国にも適用が及び、既存

の租税条約の関連規定にも優先する、多国間条約の枠組みを検討する必要があり

278

、そのよう

な多国間条約は必要最小限の国々にも受け入れられるよう、高次の政治レベルの後押しが必要
で、新たな課税権の実施と市場国への配分は、新たな紛争予防・解決ルールの受け入れを条件と
することを指摘している。さらに、この課題に対処することは、経済のデジタル化への対応のみならず、
既存の二重課税排除の枠組みを将来に渡って維持することにも寄与するものとした 279。
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OECD(2020), Supra note (211), at para 78 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 79 in Annex 1 なお、同パラ 80 において仲裁は紛争解決手

段そのものというよりも各国にタイムリーな紛争解決のインセンティブを与える最終手段としての位置づけにあると述べてい
る。
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OECD(2020), Supra note (211), at para 80 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 81 in Annex 1
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また、統合アプローチ（適用範囲、ネクサス、利益配分、二重課税の排除、紛争解決）の実施運
営に必要な適切なリソース（代表審査会）を確立することも必要になる

280

。さらに、包摂的枠組

みは、統合アプローチが合意された後には、デジタルサービス税等の一方的な措置を各国は採用し
ない、又は撤回するというコミットメントが総意に基づく解決策の一部として含まれなければならないこ
とが期待されているとした 281。
これらに加えて、声明文書は、ムニューシン米財務長官の書簡により提案された、第 1 の柱の選択
的アプローチとしてのセーフハーバー提案について検討をすることを明言した。セーフハーバー提案によ
れば、第 1 の柱を採用することを選択した多国籍企業グループが全世界ベースで第 1 の柱に基づく
課税制度に従うことになる。この提案が第 1 の柱を適切に代替しうるかどうかについての、網羅的で
はないが広範ないくつかの検討事項（セーフハーバー制度の運用ルール、二重課税回避メカニズム、
関連する一方的措置に対する影響、納税者と各国の行動等）について、検討を継続するとした
282

。

(イ) 残る技術的・政治的課題
多国間条約と国内法の改正等の範囲と必要性、セーフハーバーに基づいて実施することの実行可
能性の評価、統合アプローチの実施と運営に関する体制とルール、等について検討することが必要
になる。検討すべき実施・運営上のルールとしては、例えば、新たなアプローチに関して行った選択と
撤回の手続き、選択前の年度の税属性の繰り越し、多国籍企業グループの再編に関して検討が
必要とされている 283。

第 2 の柱 GloBE 提案に係る現在の検討状況及び今後議論の対象となる内容
１． 第２の柱の主要構成要素及び現在の検討状況並びに今後その議論が必要な内容
前述の通り、第 2 の柱（GloBE 提案）については、引き続き議論が必要な事項がある。声明文書で
は、いくつかの国から、第 2 の柱の政策意図を、BEPS の残された課題に対処することに注力するものとし
て改善すべきであるという見解が示された。また、全ての国際的な事業活動を行っている企業に、最低限
の税を支払うように設計された体系的な対処方法は、第２の柱の政策意図を超えるものではないかとい
う見解が示された。以下、構成要素ごとに、声明文書内で見解が示された、構成要素の概要、その要
素における各種論点の検討状況（言及がある場合に限る）及び現在議論中又はこれから議論を行う
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OECD(2020), Supra note (211), at para 87 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 89 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 90 in Annex 1
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OECD(2020), Supra note (211), at para 3-XI in Annex A
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こととされている論点について概説する。
２． 所得合算ルール
（ア） 所得合算ルールの概要
所得合算ルールは、外国子会社が最低税率未満の実効税率で課税されている場合に、当該外
国子会社の所得を保有割合に応じてその株主の所得と擬制することにより、その「所得」について実
際にその外国子会社がその居住地で納付している法人所得税と最低税率で計算した場合の税額
との差額につき、株主が課税を受け納付するというものである。
（イ） 所得合算ルールに係る各種論点の検討状況
① 課税ベースの決定
所得合算ルールの下、合算される所得額の決定のために、その基礎として財務情報を利用す
ること及び財務会計と課税所得計算上の一時差異を調整するメカニズムについては議論の最
中である。会計と税務の差異調整のうち永久差異については、納税者及び税務当局の双方
の利益を鑑み、コンプライアンスコストや制度の複雑性を軽減するため、その調整を制限する目
標がある。会計と税務の差異調整のうち一時差異については、その調整の対象となる適切な
一時差異を識別するために必要な、重要性及び共通性を含む原理ベースの基準の使用を
検討する予定である。また、その他の一連の技術上の重要な論点（超過税額及び税属性の
繰越、税効果会計、複数年実効税率平均）についても利害関係者から公聴会での意見や
提出された書面コメントを基に議論される予定である。
② 最低税率
固定税率の採用までは決定したものの、実際の税率は今後議論することとされている。
③ ブレンディング
実効税率を測定する際に、ブレンディングを行うことは公聴会での意見や提出された書面コメ
ントを通して利害関係者によって支持された。これまでの検討内容により、GloBE 提案の方針
の選択肢並びに、異なるアプローチの設計上及びコンプライアンス上の課題を識別することがで
きた。どのアプローチでブレンディングするかなど、今後の議論が必要とされている。
④ 適用除外
所得合算ルールの適用を除外する方法として、様々な選択肢（方法、対象の決定方法）
が検討の最中である。作業計画では、BEPS 行動 5 有害税制で規定された「有害税制」以
外の軽課税を適用除外とする方法や事業の実体があるものを適用除外の対象とすることにつ
いては、GloBE 提案の政策意図や有効性を損なうという考えを示した。もっとも、いくつかの国
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は、実体による適用除外について、第 2 の柱の焦点が残る BEPS の課題に対処することであ
るのであれば、その存在が必要であるとし、その重要性を強く出張した。
（ウ） 現在議論中又はこれから議論を行う論点
上述の通り、課税ベースの決定のための財務情報の使用及び差異調整の内容、最低税率、実効
税率の決定のためのブレンディングの手法、適用除外の内容などはこれから引き続き議論されること
になる。これらの他、外国子会社及び株主の定義や保有割合の考え方なども今後の議論の対象と
なるものと推測される。
3. Switch-over ルール
(ア) Switch-over ルールの概要
Switch-over ルールは、居住地国で租税条約の適用により免税となっている、最低税率未満で
課税を受ける外国支店の所得又は外国不動産に係る所得について、居住地国で免税規定を適
用せず、居住地国において最低税率で課税したうえで外国税額控除を適用することにより、所得
合算ルールを適用できるようにするというものである。
(イ) 現在議論中又はこれから議論を行う論点
所得合算ルールの導入を促進するために、所得合算ルールの最終設計との整合性を考慮した上で、
単純化された Switch-over ルールの設計などが検討される予定である。
4. 軽課税支払ルール
(ア) 軽課税支払ルールの概要
軽課税支払ルールは、関連者に対する支払が「最低税率」未満の「実効税率」での課税の対象と
なっている場合に、その関連者への「支払」について損金算入を否認する又は源泉税の課税など源
泉地国での課税を行うというものである。
(イ) 軽課税支払ルールに係る各種論点の検討状況
作業計画では、軽課税支払ルールは、その目的（他のルールと両立でき協調できること、経済的
な利益を超える課税や二重課税を避けること、コンプライアンス及び管理コストを最小化すること、
所得合算ルールで検討されたものを含む適用除外の使用及びその効果について検討すること）を
達成するために有効に設計されなければならないと指摘している。これまで軽課税支払ルールの設
計のための多数の提案（複雑性、コンプライアンス及び管理コスト、過大課税のリスクを制限するも
の）が検討され、作業部会はこのルールを改良し、より目的に沿ったものにする作業を進めている。
(ウ) 現在議論中又はこれから議論を行う論点
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所得合算ルールでも議論された課税ベースの決定のための財務情報の使用や、適用除外の内容
などこれから引き続き議論されることになる。これらの他、導管（迂回）取引及び間接払いへの対
処の方法の検討、最低税率、実効税率の計算方法、損金算入の否認の程度なども今後の議論
の対象となるものと推測される。
5. 租税条約の特典否認ルール
(ア) 租税条約の特典否認ルールの概要
租税条約の特典否認ルールは、租税条約の特典を受ける支払（受領者にとっての所得）が「最
低税率」以上の「実効税率」での課税の対象となっている場合にのみ一定の所得項目に係る租税
条約の特典を与え、そうでない場合には条約の恩典を与えず、源泉地国で源泉税の対象とする又
はその他の源泉地国課税を行うというものである。
(イ) 租税条約の特典否認ルールに係る各種論点の検討状況
作業部会では、BEPS の観点から最も重大なリスクに対処するための簡素で対象を絞ったルールの
設計に関連した論点や選択肢の検討を継続している。このルールは、まだ検討の最中ではあるが、
OECD モデル租税条約のコメンタリーの既存の規定に基づくものとされる可能性がある。また、対象
となる支払いの範囲や、最低税率テストの設計、必要となる調整の範囲、少額適用免除のための
閾値の導入、租税条約の特典否認ルールと軽課税支払ルールの役割などについて更なる検討が
必要とされている。作業計画では、OECD 条約モデル上の利子（11 条）及び使用料（12 条）
については、租税条約の特典否認ルールを非関連者への支払いにまで適用することも検討している。
(ウ) 現在議論中又はこれから議論を行う論点
上述の通り、対象となる支払いの範囲、最低税率テストの設計、必要となる調整の範囲、少額適
用免除のための閾値の導入、租税条約の特典否認ルールと軽課税支払ルールの役割、非関連
者への支払への適用などが引き続き議論されることになる。
6. ルール間調整・簡素化・閾値・国際的な義務との親和性
(ア) 概要
GloBE 提案が二重課税リスクを回避し、管理及びコンプライアンスのコストを最少化する等の施策
としてルール間の適用の優先順位（BEPS の他の施策との適用の優先順位も含む。）の調整、
制度の簡素化施策、閾値の設定並びに適用除外規定が検討されている。
なお、GloBE 提案内の各ルール間の関係は下記の通りであり、各ルール間の優先順位は所得合
算ルールが最優先されるものと推測される。


所得合算ルールは、軽課税支払ルールに優先する（軽課税支払ルールは所得合算ルールを
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補完するためのルールであるとされているため）。


軽課税支払ルールは租税条約の特典否認ルールに優先する（租税条約の特典否認ルール
は、軽課税支払ルールを補完するものであるとされているため）

(イ) 各論点の検討状況
二重課税リスクを減少させることを視野に入れた上で、幅広い国際的枠組みの中での他の制度
（他の BEPS 施策、GloBE 提案内の各ルール、EU 法など）との相互作用や、制度間の適用の
順序等のルール間の調整、コンプライアンスコスト（及び管理コスト）を減少させるための簡素化施
策（制度の対象者決定に係る閾値の検討等）を中心に全ての側面に関する作業が進行中とさ
れている。なお、閾値については具体例として国別報告書で使用されている全世界売上 750 百万
ユーロが示唆されている。
(ウ) 現在議論中又はこれから議論を行う論点
上述の通り、二重課税が生じないようにするという観点からの他の BEPS 施策との相互作用、コン
プライアンスコストを削減するための単純化の施策、閾値や、GloBE 提案の下これらのルールの適
用を制限する適用除外の検討などが引き続き議論されることになる。

本声明以降のスケジュール 284
声明文書によって改訂された作業計画に基づき、2020 年 7 月までに第 1 の柱に関する総意に基づく
解決策に係る主要論点について包摂的枠組みでの合意を目指した議論を継続する。それを踏まえ、
2020 年末までに、総意に基づく解決策の技術的詳細を提示する最終報告書の作成を目指す。なお、
声明文書では第２の柱についての、具体的な作業期日は明記されなかったが、当初予定していた
2020 年末という期限に向けて作業を継続するものと推測される。
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OECD(2020), Supra note (211), at para 4 in Annex A
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2.2.

各国での制度設計等の状況

EU
直近の動向 EU 指令案公表までの議論
1. EU 指令案公表までの議論
EU におけるデジタル経済への課税の問題は、2013 年から EU 内に創設された専門家グループ内にて
議論が開始され、翌年 5 月 28 日に議論の内容をまとめた報告書が公開された

285

。本報告書では、

デジタル経済に対する課税についてデジタル企業に特化した税制の導入は適切ではなく、むしろ、デジタ
ル企業以外の企業と同様に扱われるように、一般的な課税の枠組みをデジタル企業に適応させ、デジタ
ル企業に対しても適切に課税が行われるべき

286

であると結論づけられた。その理由として、経済全体の

デジタル化が進行するにつれ、デジタル企業とそれ以外の企業の区別が困難になることや、税制の基本
概念は簡易で中立な仕組みであるべきことが述べられている。
しかしながら、EU 加盟国では、デジタル企業による課税逃れの事案が相次ぎ、対応策が必要視されて
いたことから、引き続き、デジタル経済への課税の問題について議論が行われた。当該議論は、2016 年
6 月 29 日に欧州議会により研究レポート「デジタル経済における課税上の課題

287

」にまとめられてい

る。当該レポートでは、デジタル経済への課税上の問題は、物理的な拠点なしに世界中で経済活動が
可能であるというデジタルビジネスモデル特有の価値創造過程に起因する

288

との指摘がなされ、デジタル

企業に適切な課税を行うための検討が改めて行われることとなった。
2017 年９月に行われた EU 財務理事会の非公式会議において、議長国エストニアは、既存の法人税
制における恒久的施設の概念を改正することを提案し、物理的な拠点がなくともバーチャルな恒久的施
設の有無で課税の根拠が判定できると主張した 289。また、同会議において、フランス、ドイツ、イタリア、ス
285

European Commission(2014), COMMISSION EXPERT GROUP ON TAXATION OF THE DIGITAL

ECONOMY Report,
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen
_info/good_governance_matters/digital/report_digital_economy.pdf
286

European Commission(2014), Supra note(285), p. 5,

287

European Parliament(2016), Tax Challenge in the Digital Economy,

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579002/IPOL_STU(2016)579002
_EN.pdf
288

European Parliament(2016), Supra note(287), p.11

289

Reuter, September 6, 2019, EU plans rule change to increase taxes on online giants,

https://uk.reuters.com/article/uk-eu-tax-digital/eu-plans-rule-change-to-increase-taxes-on-
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ペインはデジタル企業の売上高に課税する案を共同で提出した

290

。同会議の内容を受け、同月に欧

州委員会から欧州理事会へ提出された報告書では、デジタル化により、課税権を保護するためには既
存の恒久的施設に代替する経済的な拠点を判定する指標が求められると述べられている

291

。また、同

報告書では、売上高に課税する案も含めた暫定的な解決策も検討すべきであると報告された

292

。EU

理事会は同年 10 月に開催された会議で当該報告書の内容を支持し、デジタル時代に対応した効果
的で公平な課税制度が必要であることを表明した。これを踏まえ、EU 委員会によって、２つの指令案が
提案されることとなった。
2. EU 指令案の公表
(ア) 概要
2018 年３月 21 日、欧州委員会はこれまでの議論を踏まえ、デジタル経済に対する課税の問題
に 対 処 す る た め 、長 期 的 解 決 策 とし て 、重 要 なデ ジタ ル プ レゼン ス（ Significant Digital
Presence、以下「SDP」という。)による法人税課税指令案と、暫定的措置として、デジタルサービ
ス税（以下「EU-DST」という。）の導入に関する指令案の２つの指令案（以下「欧州指令案」
という。）を提案した。EU が独自にデジタル経済に対する課税案を承認した場合であっても、既存
の租税条約による二重課税排除規定などにも影響しかねないという理由から、同時並行して議論
が進んでいる OECD によって国際的な合意がなされた場合、その決定を尊重する立場を表明して
いる。
上記の提案はアイルランドやルクセンブルクなど低税率でデジタル企業を誘致してきた国などの反対
もあり、当初目標としていた 2018 年 12 月末までの加盟国間の合意には至らず、延長された翌
年 3 月の目標までにも合意に達すことができなかった。現在も合意に至ってはいない。
(イ) SDP の認定による法人税課税指令案 293
① 概要

online-giants-idUKKCN1BH20J
290

French government, Four European countries are backing joint proposal on taxing tech

giants , https://www.gouvernement.fr/en/four-european-countries-are-backing-joint-proposalon-taxing-tech-giants
291

Council of the European Union(2017), COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE

EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A Fair and Efficient Tax System in the European
Union for the Digital Single Market,http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-124292017-INIT/en/pdf,p.9
292

Council of the European Union(2017), Supra(291),ｐ.10

293

Council of the European Union(2018), Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules

relating to the corporate taxation of a significant digital presence,
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7419-2018-INIT/en/pdf,
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現行の法人税制の枠組みでは、課税の根拠となる恒久的施設は支店や工場など物理的拠
点の有無によって認定されるが、当該指定案では、SDP が加盟国に存在すると認められる場
合、恒久的施設を認定するという新たな枠組みを提案している。SDP は、その企業の売上高
やユーザー数が一定基準を超える場合に認定され、SDP が認定された場合、認定された当
該 EU 加盟国の法人税の枠組みで課税される。
② 制度内容
i)

課税事業者 （第 4 条）

EU 加盟国で SDP を通じて事業を行っている企業は、物理的な拠点の有無にかかわら
ず、その事業を行う EU 加盟国において恒久的施設を有しているとみなされる 294。
事業の一部又は全部としてデジタルサービス 295の提供を行っており、サービスの提供が下
記のいずれかの条件を満たす場合 296、その企業の SDP が認定される。
 総収入のうち、課税期間において、当該 EU 加盟国に所在するユーザーに対して提
供されるデジタルサービスの提供による収益が 7 百万ユーロを超える
 課税期間内に当該 EU 加盟国に所在するデジタルサービスのユーザー数が 10 万人
を超える
 課税期間内に当該 EU 加盟国に所在するユーザーによって締結されたデジタルサービ
スの提供のための事業上の契約数が 3,000 件を超える
ii) 課税対象利益（第５条）
SDP に帰属又は関連する利益は、「SDP が、同じ又は類似の状況下で、同じ又は類
似の事業を行う別個の独立した企業であった場合に稼得したであろう利益」（第５条２
項）とされている。当該利益の算定には、デジタルインターフェ－スを通じて SDP が果た
す機能、使用する資産、リスクなどが勘案される。その際には、デジタルインターフェ－スを
通じて行われる経済的に重要な活動を考慮して判断すべきとされている。具体的に、デ
ジタルインターフェ－スを通じて行われる経済的に重要な活動としては、以下のものが列
挙されている 。


294

ユーザーに関するデータの収集、保管、処理、分析、展開、販売

ただし、EU 加盟国と二重課税回避のための租税条約を締結している国の居住者・内国法人である企業には本指

令案は原則適用されない。(第２条)
295

デジタルサービスの定義（第 3 条）

デジタルサービスは、インターネットや電気通信を通じて提供されるサービスで、自動化され、かつ、人の介在が最小限に抑
えられ、情報通信技術がなければその提供が不可能であるものとされ、デジタルコンテンツや、ソフトウェアの提供、ウェブサイ
トやウェブページの提供、自動的なデータの提供などが例としてあげられている。
296

当該企業の関連企業によるデジタルインターフェ－スを通じたサービスの提供と併せて条件と照合する。
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ユーザーによって作成されたコンテンツの収集、保管、処理、表示



オンライン広告スペースの販売



デジタル市場での第三者により作成されたコンテンツの提供



上記以外のデジタルサービス

上記により認定された利益は、SDP が認定された当該 EU 加盟国の法人税法の枠組
みの中で課税される。よって、税率は各 EU 加盟国の法人税法による。
(ウ) EU-DST 指令案 297
① 概要
特定のデジタルサービスの提供により生じた売上高に対し、ユーザーが所在する加盟国が課税
することを認めるものであり、長期的解決策が導入されるまでの暫定的措置として提案された。
② 制度内容
i)

課税対象サービス（第 3 条）

以下のデジタルサービスの提供により稼得された売上高が課税対象売上高とされている。


デジタルインターフェイス上で、ユーザーをターゲットとした広告の掲載



ユーザーが他のユーザーを見つけて交流し、ユーザー間で直接製品サービスの提供
を促進させるマルチサイド・デジタルインターフェ－スのユーザーへの提供



デジタルインターフェ－ス上のユーザーの活動によって発生したデータや、収集された
ユーザーに関するデータの移転

ii) 納税義務者（第 4 条）
当期課税期間における全世界収入が 7.5 百万ユーロ超であり、かつ、EU 域内における
課税対象サービスによる売上が 0.5 百万ユーロ超である場合に課税対象者となる 298。
iii) 課税地域(第５条)
金銭により対価を支払ったかにかかわらず、課税対象売上はデジタルサービスのユーザー
が EU 加盟国内に所在していれば、その加盟国において稼得されたものとして扱われる。
iv) 税率（第８条）
税率は３％である。
297

Council of the European Union(2018), Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules

relating to the corporate taxation of a significant digital presence,
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7420-2018-INIT/en/pdf
298

Council of the European Union(2018), Supra note(297) p.25
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v) 二重課税の取り扱い
指令案は、各加盟国が、企業が EU-DST を法人税の課税所得上損金として取り扱う
ことを認めている。
③ フランス・ドイツによる妥協案の提示
暫定措置としての EU-DST については、デジタルサービス全般に課税する案として提出されて
いたものの、その後各国の合意が進まなかったことから、フランスとドイツは 2019 年 3 月の EU
経済財務相理事会で対象サービスをデジタル広告に限定した妥協案を提示した。しかし、当
該妥協案においても、各国の合意には至らず、現時点においても合意には至っていない 299。

EU 指令案の合意断念後の諸外国の動き
欧州委員会が提案した暫定的措置の導入が断念された後、EU 加盟国の中には OECD が主導する
国際的な議論を待たずして、独自に暫定的措置の導入を目指す国々がでてきた。中でもフランス、英国
及びイタリアは、国内法としてデジタルサービス税を導入する議論を各国で進め、既に導入済み、又は導
入予定の段階にある。一方で独自では動かず国際的な結論を静観する国もある。特にドイツは、当初フ
ランスともに暫定的措置の導入推進派であったが、米国からの報復を懸念し、自国での導入はせず
OECD での結論を待つ姿勢をとっている。その他デジタルサービス税の導入に関する各国の動きは以下
通りとなっている。

状況 〇︓導入済み、導入予定 △︓提案済み ×︓国内での議論なし、静観
(2019 年 10 月末時点)
国

状況

詳細

税率

オーストリア

〇

2020 年１月施行予定

5％

フランス

〇

国内法として 2019 年７月施行済み（詳細後述）

3％

UK

〇

国内法として 2020 年４月施行予定（詳細後述）

2％

299

日経新聞、2019 年 3 月 7 日、EU、デジタル課税合意見送りへ 主導役の仏は単独導入へ、

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42159570X00C19A3FF1000/
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ベルギー

△

2019 年１月に法案を議会へ提出

3％

チェコ

△

2019 年 12 月に法案を議会へ提出

7％

イタリア

△

2020 年予算案での導入提案が上院で可決済み

3％

下院において審議中。
スロバキア

△

2018 年 5 月、財務省はデジタルサービス税に関する議論を ―
公開した。

スロベニア

△

2019 年 6 月に法案を議会へ提出し 2020 年 4 月からの

―

導入を目指している。
スペイン

△

2019 年 1 月に法案を議会へ提出

3％

ドイツ

×

OECD での議論を静観する姿勢

―

ノルウェー

×

2018 年 5 月、自国でのデジタルサービスに対する課税法案

―

は下院で棄却され、代わりに OECD の議論を待つ方針が示
された。
ルーマニア

×

2018 年 5 月、欧州委員会の提案に対し合意を表明した ―
が、その後の動きはない。

デンマーク

×

2018 年６月、デンマーク、フィンランド、スウェーデンの財務相

―

は共同声明で、デジタル経済に対する課税については OECD
フィンランド

の議論を待つ方針を示した。

スウェーデン
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英国
直近の動向
英国は、2012 年の BEPS プロジェクト発足以来、OECD におけるデジタル経済の課税上の問題に関
する議論に対し、事業活動から生じた利益はその価値を生み出した国が課税権を有するべきであるとい
う意見を支持し続けた

300

。具体的には、現行の国際課税の枠組みでは、主に多国籍企業を中心とし

て行われるユーザーの参加から価値を引き出す高度にデジタル化されたビジネスモデルに対処しきれてお
らず、このユーザーの参加がもたらす新しい重要な価値創造の源泉を考慮しない限り、課税される場所と
301

価値が生み出される場所との間のミスマッチが続くと主張した

。英国は、この問題に対処するため

OECD を通じ、国際課税の枠組みの改革を実現するための多国間協議を主導してきた。
デジタル経済の課税上の問題に対する議論を重ねた OECD は、2018 年 3 月 16 日に BEPS 中間
報告書を公表した。この BEPS 中間報告書では、ネクサスルールと国家間の利益配分ルールの見直しを
行うという明確な方針が打ち出されたが、対処すべき問題は広範囲にわたり、国際課税の枠組みの抜
本的な見直しの実施には依然として時間を要することが見込まれた 302。
また、欧州委員会では同年 3 月 21 日に欧州指令案を発表し、英国をはじめ、フランス、ドイツ、イタリ
ア、スペインは、この提案を歓迎する声明を共同で発表した

303

。当該指令案に対する合意は 2019 年

3 月を目標としていたが、IT 大手への課税に対する米国からの報復を警戒した慎重派と、フランスをはじ
めとする推進派の間で溝が深まり、議論は難航した。
それまで OECD や EU における議論を支持し続けた英国であったが、この問題への英国内での早期対

300

HM Treasury(2017), Corporate tax and the digital economy: position paper, at para 1.2

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/661458/corporate_tax_and_the_digital_economy_position_paper.pdf
301

HM Treasury(2018), HM Revenue & Customs “Digital Services Tax: Consultation” at para 1.1

～1.5
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/754975/Digital_Services_Tax_-_Consultation_Document_FINAL_PDF.pdf
302

デジタル経済における国際課税の枠組みの見直しについては、2020 年に予定されている最終報告書までにその具

体的な内容を取り纏めるとされた。OECD(2018), Tax Challenges Arising from Digitalization-Interim
Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project
2018.at para 21
303

MINISTERE DE L`RE CONOMIE ET DES FINANCES (2018), G5 Joint statement on the

taxation of companies operating in the digital economy by France, Germany ,Italy ,Spain and
united kingdom, https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2018/03/407-bis.pdf
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処と英国がこの問題を重要視する姿勢を諸外国に示すべきとの理由から

304

、英ハモンド財相は、同年

10 月の秋季予算演説において、新しく国内法としてデジタルサービス税（以下「UK-DST 305」という。）
を導入すると表明した

306

。UK-DST 法案はその後、公開協議を経て翌 2019 年 11 月の財政法案で

可決され、2020 年 4 月から導入されることが決定した。英国政府は、UK-DST により 2020 年 4 月
～2024 年 3 月までの 4 年間で 1,500 百万ポンドの税収を見込んでいるが、これは国際課税ルール
の見直し案が国際合意されるまでの暫定的措置であり、2025 年に再度審査を行い、それまでに適切
な国際的解決策が実施されている場合には UK-DST を廃止する方針を示している 307。
英国は、G20/OECD における議論において、大手 IT 企業を多数有する米国とは立場の異なる意見を
主張し続けている中（詳細は上述の「2.1 OECD」の項を参照）、米ムニューシン財務長官は 2020
年 1 月に開催されたダボス会議において、英国に対し、UK-DST が導入されれば、米国は英国に報復
措置を課すと主張しており、引き続き対立関係が続いている 308。

英国のデジタルサービス税制度ついて
1. 概要
UK-DST は 2020 年 4 月 1 日に施行され、ユーザー参加型の一定のデジタルビジネスから生じた英国
での売上に対して税率 2％で課税を行うものである。そして、UK-DST は、会計年度ごと、その会計年
度において当該ビジネスによる 500 百万ポンド超の全世界売上が生じていること、かつ英国ユーザーに紐
づく当該ビジネスにより 25 百万ポンド超の売上が生じていることの２つの要件を満たす企業グループ

304

HM Treasury(2018), Supra note(301), at para 1.14

305

Budget 2018: Philip Hammond's speech,

309

https://www.gov.uk/government/speeches/budget-2018-philip-hammonds-speech
306

“The UK has been leading attempts to deliver international corporate tax reform for the

digital age. A new global agreement is the best long-term solution, but progress is painfully
slow. We can not simply talk forever. We will now introduce a UK digital services tax.”
Chancellor Philip Hammond at Budget 2018
307

HM Treasury “Budget 2018 Digital Services Tax”

308

“If people want to just arbitrarily put taxes on our digital companies, we will consider

arbitrarily putting taxes on car companies” Mnuchin, Davos 2020
309

企業グループとは、英国会計基準、米国会計基準、IAS、IFRS、その他英国歳入関税庁の承認を受けた所定の

会計基準により会計帳簿を作成している企業又は事業体及びその企業又は事業体の子会社をいう。なお、事業体につ
いては、証券取引所に株式又は持分を公開しており、その株式又は持分がいずれの者にも 10%以上保有されていない
ものに限られる。 HM Revenue & Customs(2019), Draft Legislation, Section 18 ”Meaning
of”group”,””parent””etc”,
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
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に適用される。
2. 課税対象
UK-DST は、以下のデジタルサービス（以下「対象ビジネス」という。） 310のうち、英国ユーザー 311に提
供されるサービス（以下「UK デジタルサービス」という。） 312によって生じる売上に対し適用される

313

。

なお、英国ユーザーの所在地の判定は、事実を考慮した公正かつ合理的な企業の判断に委ねられてい
る 314。
(ア) ソーシャルメディアプラットフォーム 315︓
課税対象とされるソーシャルメディアプラットフォームとは、ウェブサイトや携帯端末用アプリケーションな
どのインターネットを通じて提供されるサービスで、おもに次の機能を有するものをいう。
 ユーザーが他のユーザーとの交流を可能にするもの
 ユーザーが個人情報、メディアコンテンツ、その他の情報の発信又は共有を可能にするもの
 ユーザーが共通の関心や目的のためにコミュニティを生み出し又はそのコミュニティへの参加を可
能にするもの
ソーシャルメディアプラットフォームは、これらの機能を集約したプラットフォームへのユーザーの関与を収
益化することで売上を生み出すとされ、課税対象とされるプラットフォームの例として以下が挙げられ
る。
 ソーシャルネットワークサービス
 インターネットブログ
 写真や動画、情報の共有サイト
さらに、ソーシャルメディアプラットフォームを通じた英国ユーザーをターゲットにしたオンライン広告から
生み出される売上も UK-DST の範囲となる 316。
/file/816361/Digital_services_tax.pdf
310

Draft Legislation, Supra note(309), section 3 “Meaning of “digital services activity” etc”

311

英国ユーザーとは、英国居住者である個人又は英国企業等をいう。Draft legislation, Supra note(309),

section 5 “Meaning of “UK User”“
312

Draft Legislation, Supra note(309), section 3 “UK digital services revenues”

313

Draft Legislation, Supra note(309), section 1 “Digital services tax: introduction”

314

たとえば、検索エンジンサービスを通じたオンライン広告へのアクセスにより売上を生み出すビジネスモデルにおいては、その

広告の配信先や、広告へアクセスしたユーザーの IP アドレスによってユーザーの所在地を特定できる。英国立法府は、これ
らのサービスを提供する企業自らがユーザーの所在地を分析することは、本来こうしたビジネスモデルにおいて不可欠である
と考え、企業がユーザーの所在地を特定するため独自のアプローチを採用することを容認している。HM
Treasury(2018), Supra note(301), at para 5.11～5.19
315

HM Treasury(2018), Supra note(301), at para 3.14～3.15

316

例えば、英国ユーザーがオンライン広告の閲覧に際しその広告をクリックした場合に生じる売上が課税対象とされる。以
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(イ) 検索エンジンサービス 317︓
課税対象とされる検索エンジンサービスとは、ウェブサイトや携帯端末用アプリケーションなどのインタ
ーネットを通じて提供されるサービスで、おもに次の機能を有するものをいう。


そのプラットフォームが提供するウェブページ以外のウェブページを表示するもの



ユーザーがキーワード等を用いて検索することで目的の情報やサービスを得られるもの

検索エンジンサービスは、これらの機能を集約したプラットフォームへのユーザーの関与を収益化する
ことで売上を生み出すとされ、例えばユーザーのウェブブラウザへのアクセスを通じたウェブサイトの検索
や閲覧により生じる売上が課税の対象とされる。
さらに、検索エンジンサービスの検索結果に応じてオンライン上に表示される、英国ユーザーをターゲ
ットとした広告から生み出される売上についても課税の対象に含むこととされる。
(ウ) オンラインマーケット 318︓
課税対象とされるオンラインマーケットとは、ウェブサイトや携帯端末用アプリケーションなどのインター
ネットを通じて提供されるサービスで、おもに次の機能を有するものをいう。


オンラインマーケット上において、財やサービスの取引を促進するもの



オンラインマーケット上において、ユーザー同士の財やサービスの販売や賃借又は宣伝を可能に
するもの

オンラインマーケットは、ユーザーが当該サービスを利用して他のユーザーへ販売促進等を行った場合、
そのサービスの利用の対価として当該サービスを提供した企業が収受する売上を課税対象としてい
る。たとえば、オンラインマーケット上でユーザー同士が商品を売買するに際し、その売買取引の成立
に応じて手数料を受け取るビジネスがこれに該当し、自社商品のオンラインマーケット上の販売により
生じる売上については対象外とされる（下記 3.適用対象外にて詳述）。
さらに、オンラインマーケットにおける英国ユーザーをターゲットにした広告についても、そのユーザーのウ
ェブページの閲覧行為に紐づいて売上が生み出される場合には課税の対象とされる。

3. 適用対象外
対象ビジネスは原則として、消費者向けのデジタルサービス事業としているが、英国立法府は、次の事業

下、(イ)検索エンジンサービス、（ウ）オンラインマーケットに同じ。HM Treasury(2018), Supra note(301), at
para 5.9
317

HM Treasury(2018), Supra note(301), at para 3.16～3.18

318

HM Treasury(2018), Supra note(301), at para 3.19～3.22
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活動から生じた売上については UK-DST の課税対象外としている 319。
(ア) 金融及び支払いサービス
これらの事業活動はユーザーの参加から大きな価値を引き出すことはないとし、またこれらの事業は
既に他の税制や各種規制の対象とされていることから、UK-DST の対象外とされている。
(イ) 商品のオンライン販売
UK-DST の課税対象は、販売者自身のウェブサイトやマーケットプレイスを介した商品のオンライン
販売から得られる売上ではなく、ウェブサイトやマーケットプレイスがそうした取引を促進することによっ
て生じる売上が課税対象とされる。これは、オンラインで自社商品を販売するビジネスはインターネッ
トを通じて収益を生み出しているが、当該収益の源泉はユーザーの参加によるものではなく、そうした
ビジネスを行う者による商品開発や商品選定、需要予測を通じて価値が生み出されていると考える
ためである。なお、ソフトウェアやハードウエアの売上、クラウドコンピューティングの提供についてもこれ
らのカテゴリーに含まれ、UK-DST の対象外であるとされる。
(ウ) オンラインコンテンツの提供
上述の”商品のオンライン販売”と同様の理由により、自身が所有権又は配信する権利を有するオ
ンラインコンテンツ

320

の配信から生じる売上についても UK-DST の課税対象外であるとされている

321

。

(エ) データの収集
UK-DST は、インターネットを介さずに行われるデータ収集全般については課税の範囲から除くことと
している。具体的には、スーパーマーケットが自社のお得意様カードを使って顧客情報を収集するこ
とで生じる売上や、工業製品メーカーが機械センサーを使って得たデータを収集することで生じる売
上は、UK-DST の課税対象外であるとされる 322。
4. 課税事業者
UK-DST の課税事業者は、課税期間において、UK デジタルサービスに係る売上がある企業グループの

319

HM Treasury(2018), Supra note(301), at para 3.29、3.30

320

オンラインで配信されるテレビやラジオの放送、音楽のサブスクリプションサービス、新聞を指す。

321

現状、インターネット上で他のユーザーと交流できるオンラインゲームの提供は課税の対象とされており、英国立法府

は、このオンラインゲームについても UK-DST の課税対象外とすべきであると考えている。しかしオンラインゲームの中には、
インターネット上でネットワークを構築し、ユーザー同士で相互に通信や交換を促す大規模なユーザー参加から価値が創出
されるという、オンラインソーシャルメディアと同様の機能を有するものも流通していることから、英国立法府は課税対象外と
するオンラインコンテンツの定義において、オンラインゲームをどのように特徴付けるべきか検討する必要があると考えている。
322

HM Treasury(2018), Supra note(301), at para 3.31、3.32
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各法人（以下「関連法人」という。）であり、英国に所在する企業に限られない 323。
なお、企業グループの各会計年度において、次の(ア)、(イ)の要件

324

（以下「適用除外要件」という。）

のいずれも満たす場合には、当該企業グループのその会計年度における UK-DST の適用はないものとさ
れる 325。
a.

企業グループの対象ビジネスから生じる全世界売上高の合計額が 500 百万ポンド以下である
こと

b. a.の売上のうち、UK デジタルサービスに係る売上高が 25 百万ポンド以下であること
5. 課税期間
課税期間は、原則としてその企業グループの各会計年度とされる 326327。なお、例外として、一定の会計
年度以後の会計年度において前述 4.の適用除外要件を満たすことが明らかである企業グループについ
ては、英国歳入関税庁は、企業グループの申請に基づき、当該企業グループの当該会計年度以後の
UK-DST の申告義務を免除することができるとしている 328。
当該申告義務の免除を申請する企業グループは、その企業グループの代表者が、当該適用除外要件
を満たす会計年度終了の日の 90 日前までに、所定の方法により英国歳入関税庁へ通知しなければな
らない 329。
6. 税額の算定方法
UK-DST は UK デジタルサービスに関する売上高に対して課される。UK-DST の税額算定は、原則法
と特例処理（セーフハーバー）がある。特例処理は、UK-DST に係る税務申告書により手続きを行った
場合に適用される。当該処理では UK-DST の計算上、それぞれ UK-DST の対象となる３つの売上に
帰属する費用を控除することができる。

(ア) 原則法

323

Draft Legislation, Supra note(309), section 8 “Charge to DST” (2)

324

Draft Legislation, Supra note(309), section 7 “Meaning of the threshold conditions”

325

適用除外要件はグループ全体の売上をもって判定されるが、納税はグループ内の各関連法人に義務づけられている。

326

Draft Legislation, Supra note(309), section 8 “Charge to DST (2)”

327

但し、2020 年 4 月 1 日以後の対象取引から適用が開始される。Draft legislation, Supra note(309),

section 22 “Accounting periods and meaning of “a groupʼs accounts””
328

Draft Legislation, Supra note(309), section 17 “Duty to file returns”

329

Draft Legislation, Supra note(309), section 15 “Duty to notify HMRC when threshold

conditions are met”
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関連法人の各事業年度の UK-DST の算定手順は以下のとおりである 330。

Step 1

各事業年度における企業グループの UK デジタルサービスから生じた売上の合計額を計算する。

Step 2

Step 1 の合計額から 25 百万ポンド

Step 3

Step 2 の控除後の金額に 2％を乗じる。

Step 4

331

を控除する。

Step 3 により計算した企業グループ全体の UK-DST の金額を各関連法人へ合理的な割合
332

により配賦する。

(イ) 特例処理（セーフハーバー）
特例処理の具体的な税額の算定手順は以下のとおりである 333。

Step 1

各事業年度における企業グループの UK デジタルサービスから生じた売上の合計額を計算する。

Step 2

Step 1 により算定した金額をソーシャルメディアプラットフォーム、検索エンジンサービス、オンライン
マーケットの 3 つのカテゴリーに区分する。

Step 3

Step 2 により算定したそれぞれの金額から、25 百万ポンドを関連割合

334

により按分した金額

を控除する。当該控除後の金額を「純売上高」という。

330

Draft Legislation, Supra note(309), section 8 “Charge to DST”

331

その会計年度が 1 年に満たない場合には、按分した金額とする。

332

合理的な割合とは、その事業年度の企業グループ全体の UK デジタルサービスに係る売上のうち、各関連法人に帰

属する割合をいう。
333

Draft Legislation, Supra note(309), section 9 “Alternative basis of charge”

334

関連割合とは、6.（イ）Step: 1 により算定した売上の合計額のうちに、6.（イ）Step: 2 により算定した各カテゴ

リーの金額の占める割合をいう。
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335

Step 4

3 つのカテゴリーごとに正味利益率

Step 5

３つのカテゴリーごと、以下の算式により各課税額を算定する。

を算定する。

各課税額 = 純売上高 × 正味利益率 × 0.8

Step 6

Step 5 により算定した各課税額を合計する。

Step 7

Step 6 により計算した企業グループ全体の各課税額の合計額が企業グループ全体の UK-DST
負担額となり、当該 UK-DST の金額を各関連法人へ合理的な割合

336

により配賦する。

7. 一定のクロスボーダー取引に係る特例措置
UK デジタルサービスに係る売上のうち、一定のクロスボーダー取引

337

については、UK-DST に係る税務

申告書による手続きを要件として減免措置が設けられている。具体的な内容は以下のとおりである 338。
a.

各関連法人の UK デジタルサービスに係る売上のうち、一定のクロスボーダー取引に係るものに

ついては、5.a.Step:1 の金額、又は 5.b.Step:1 の金額のうち 50%を減額する。
b. 各関連法人の 5.b.Step: 4 における正味利益率の算定上、一定のクロスボーダー取引に係
るものについては、各カテゴリーに帰属する費用について 50%を減額する。
8. 税率
UK-DST の税率は 2％である 339。

335

正味利益率とは、その事業年度の 6.（イ）の純売上高のうちに、その純売上高から各カテゴリーに帰属する費用とし

て一定の金額を減算した金額の占める割合をいう。マイナスとなる場合には０とする。
336

合理的な割合とは、その事業年度の企業グループ全体の UK デジタルサービスに係る売上のうち、各関連法人に帰

属する割合をいう。
337

一定のクロスボーダー取引とは、その企業グループに属する関連法人が提供したオンラインマーケットにおける取引のう

ち、取引の当事者のうち一方が英国外のユーザーであるもので、その関連法人に帰属する収益の全部又は一部が、当該
英国外のユーザーの所在地国において、UK-DST に類似する他の法律により課税の対象となるものをいう。
338

Draft Legislation, Supra note(309), section 11 “Relief for certain cross-border transaction”

339

Draft Legislation, Supra note(309), section 8 “Charge to DST”
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9. 納付時期
各会計年度の法人所得税の法定申告期限と同じく、各会計年度終了の日から 9 カ月以内に納付す
る必要がある 340。

フランス
直近の動向
フランスは、当初よりヨーロッパで稼得される売上はその売上が稼得された各国において課税されるべきで
あり、GAFA においてもヨーロッパで公平に法人税を支払うべきであるとして、EU のデジタル経済への課税
の議論に対して積極的な姿勢を取っていた

341

。その後、2018 年 3 月 21 日に欧州委員会から提案

されたデジタル分野における課税に関する指令案が期間内に合意に至らず検討が見送られたことや、同
時期に発生した「黄色いベスト運動

342

」よる国民の不満感情の高まりを受けたことを背景に、2018 年

12 月 17 日にデジタルサービス税を導入することを発表した

343

。その後、2019 年 7 月 11 日に「デジ

タルサービスへの課税創設」法案（フランス独自のデジタルサービス課税を、以下「FR-DST」という。）が
議会で承認され

344

、同年 1 月 1 日から遡及適用されることとなった

345

。これに対し、自国の IT 大手

企業を狙い撃ちしていると批判する米国は、2019 年 7 月に通商法 301 条

346

に基づく調査を開始し

た。当該調査の結果は、同年 12 月 2 日に調査報告書としてまとめられ、FR-DST は国際的な税制の
原則に反し、米国企業を不当に標的とする措置であると結論づけられた。これにより、米国は FR-DST
への対抗措置として、2,400 百万米ドル分に相当するフランスからの輸入品に対し、最大 100％の追

340

Draft Legislation, Supra note(309), section 12 “When DST is due and payable”

341

French government (2017), Four European countries are backing joint proposal on taxing

tech giants ,https://www.gouvernement.fr/en/four-european-countries-are-backing-jointproposal-on-taxing-tech-giants
342

「黄色いベスト運動」︓2018 年末から 19 年初めにかけて行われたフランスのマクロン政権に対する抗議運動。燃料

増税への反対をきっかけに始まり、デモ活動の参加者が黄色いベストを着用していることから、この名前で呼ばれるようにな
った。
343

日経新聞、2018 年 12 月 18 日、欧州にデジタル課税の波、仏は 19 年 1 月から

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39097430Y8A211C1FF1000/
344

KPMG (2019), France: Digital services tax (3%) is enacted ,”Background”,

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/07/tnf-france-digital-services-tax-enacted.html
345

フランス政府は OECD が策定を進める国際課税ルールに対して、加盟国の同意が得られれば同法を即時撤廃する

方針を示しており、合意後は OECD の課税ルールを適用することを明らかにしている。
346

「通商法 301 条」︓貿易相手国の不公正は取引慣行に対し、大統領の判断で一方的に関税引き上げなどの制裁

措置がとれることなどを定めている。不公正かどうかは通商代表部が調査・判断し、制裁措置の発動は大統領が行う。

100

加関税を課すことを検討することとなった

347

。これを受け、仏国は米国の対抗措置について、世界貿易

機構（WTO）に提訴することも視野に入れるなど 348、OECD で米国と議論する意向を表明した 349。
両国の対立が続く中、2020 年１月 22 日、ルメール経済・財務相と米国のムニューシン財務長官は世
界経済フォーラムの年次総会で会談し、会談後、フランスがデジタル課税の徴収を同年末まで延期する
ことと、米国が報復関税の発動を当面見送ることで合意したことを明らかにした 350。
今後の国際的な議論に関しては、2019 年 10 月に OECD が発表した Unified Approach によるデ
ジタル分野における課税に向けた提案に対して、フランスはこれを支持する姿勢を見せているが、「OECD
でグローバルな税制に合意が得られなければ EU の枠組みでデジタル分野における課税を再度協議する」
とも述べている 351。

フランスのデジタルサービス税制度について
1. 概要
FR-DST は、フランス国内での年間売上高が 25 百万ユーロ超かつ全世界売上高が 750 百万ユーロ
超の企業を対象に、2019 年 1 月からのフランス国内での売上高に対し税率 3％で課税するというもの
である 352。
2. 課税事業者
FR-DST の課税事業者はデジタルサービスを提供する事業者であり、フランスに所在する企業に限られ
ない 353。

347

日経新聞、2019 年 12 月３日、米、仏デジタル税に制裁関税検討 2600 憶円分が対象

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52884110T01C19A2000000/
348

ロイター、2019 年 12 月 9 日、米の報復関税、仏はＷＴＯ提訴を用意＝仏経済相、

https://jp.reuters.com/article/france-usa-tax-idJPKBN1YD016
349

Reuters , December 8, 2019, France ready to take Trump's tariff threat to WTO: Le

Maire ,https://www.reuters.com/article/us-france-us-de/france-ready-to-take-trumps-tariffthreat-to-wto-le-maire-idUSKBN1YC0BZ
350

日経新聞、2020 年 1 月 23 日、仏デジタル課税、徴収年内見送り 米報復関税発動せず

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54747270T20C20A1FF8000/
351

ロイター、2019 年 12 月 9 日、米の報復関税、仏はＷＴＯ提訴を用意＝仏経済相、

https://jp.reuters.com/article/france-usa-tax-idJPKBN1YD016
352

KPMG (2019), Supra note(344), “Which digital services are targeted?”

353

Code général des impôts, Art.299.III.,

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/24/2019-759/jo/texte
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なお、その在籍する企業グループ

354

が前年に稼得したデジタルサービスに関する全世界の年間売上高

が 750 百万ユーロ以下の場合、又は、フランス国内での年間売上高が 25 百万ユーロ以下の場合には、
デジタルサービス税は課されない 355。
3. 課税対象
FR-DST は、フランスで提供されたデジタルサービスによって稼得された売上高に対して課税される。対象
となるデジタルサービスは以下の２つである。なお、ユーザーの所在地の判定には、IP アドレスが用いられ
る 356。
(ア) デジタルインターフェ－スの提供サービス：
ユーザー間のやり取りを可能にし、商品の売買やサービスの提供などがインターネットを通じて可能と
なるサイトやアプリケーションなどのデジタルインターフェ－ス 357の提供サービス 358を指す。対象となる
デジタルインターフェ－スにアクセスし、使用するために、ユーザーがインターフェイスの提供事業者など
に支払う金額に対し課税される 359。
なお、当該サービスには、除外対象サービスとしてデジタルコンテンツの提供、コミュニケーションサービ
ス、決済サービス等が列挙されている 360。
(イ) ユーザーデータに基づく広告サービス：
ユーザーについて収集されたデータや、デジタルインターフェ－スの利用により生じたデータを用いて、
各種ホームページや SNS などのデジタルインターフェ－スに広告メッセージを掲載する広告サービスを
指す。また、広告目的のためのユーザーデータの管理及び販売もこれに含まれる 361。広告主又はそ
の代理店が、実際の広告メッセージの掲示や、ユーザーデータの再販など関連する取引に対して広
告サービスの提供事業者などに支払う金額に対し課税される 362。
4. 課税期間及び納税義務の成立時期
(ア) 課税期間
354

Article L. 233-16,II du code de commerce に規定され企業グループ。所属する企業により DST の納付及

び申告をする企業を専任することが認められている。
355

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299.III-1,2

356

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299bis.I-1

357

デジタルインターフェ－スの例︓Google, Booking.com, Facebook, Instagram, Amazon, Bing, Indeed,

Alibaba, e-Bay
358

Code général des impôts, Supra note(353), 299.II-1

359

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299bis.I-3.

360

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299.II-1-a,b

361

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299.II-2

362

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299bis.I-4.
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課税期間は、１月１日から１２月３１日の１年間である 363。
(イ) 納税義務の成立時期
① デジタルインターフェ－スの提供サービス
デジタルインターフェ－スによる取引の成立時が FR-DST の納税義務の成立の時期とされる。
製品やサービスの取引を伴わないデジタルインターフェ－スの場合、ユーザーがそのデジタルイン
ターフェ－スにアクセス可能なアカウントをフランスで登録した時点をもって、課税対象となる

364

。

② ユーザーデータに基づく広告サービス
フランスのユーザーが使用するデジタルインターフェ－ス上に広告メッセージが掲載された時点が
納税義務の成立の時期とされる。ユーザーデータの販売の場合、ユーザーのインターフェイスの
閲覧からデータが取得された時点をもって、課税対象となる 365。
5. 税額の算定方法
FR-DST は、デジタルサービスに関する売上高に対して課される。課税対象サービスの全世界総売上高
に当該フランスでのデジタルプレゼンスに関する係数（以下「デジタルプレゼンス率」という。）を乗じた金
額に対して FR-DST が課される。デジタルプレゼンス率の算定方法は課税対象となるデジタルサービスに
より異なる。下記にて広告の掲載サービスの場合の算定方法を記載する。
Step 1

フランスのユーザーに提供されたサービスの判定
フランスのユーザーが使用するデジタルインターフェ－ス上に、広告が表示された場合、そ
の広告サービスはフランスで提供されたものと判定される。広告が表示された時点におけ
るユーザーの所在地は IP アドレスによって判定される 366。

Step 2

デジタルプレゼンス率の算定

デジタルプレゼンス率 =

フランスのユーザーに表示された広告の数
全世界のユーザーに表示された広告の数

363

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299bis.II-III

364

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299bis.II.

365

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299bis.III.

366

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299bis.I.2
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Step 3

課税対象売上高の算定

課税対象売上高 = 広告の掲載サービスの全世界総売上高 × デジタルプレゼンス率
6. グループ法人間の取引にかかる特例措置
同グループ内の企業同士で提供された

367

課税対象のサービスは、デジタルサービス税の対象外となる

368

。

7. 税率
FR-DST の税率は 3％である。
8. 納付時期
年間の納付税額は課税期間の翌年 4 月及び 10 月に分割納付する必要がある。

ドイツ
直近の動向
2018 年３月 21 日、欧州委員会がデジタル課税の問題に対処するための２つの指令案を発表した
際、ドイツはフランス、イタリア、スペイン、英国とその指令案に関する共同声明を発表した。当該 5 カ国は
「G20 や OECD での合意がない以上、EU レベルでの取り組みが必要」との主張をし、欧州委員会の指
令案を歓迎した

369

。EU では当該指令案に基づき、デジタル課税の導入を加盟国に提案し、検討を行

ってきたが、2018 年 12 月の EU 加盟国財務相らの協議で合意に達することができなかった。これを受
けてドイツは、フランスと共同で指令案において暫定措置として提案しているデジタルサービス税の課税対
象サービスをデジタルサービス全般からデジタル広告に絞る妥協案を提示することとなった 370。
367

II of Article L. 233-16 du code de commerce での関連会社間請合い。直接、間接を問わない。

368

Code général des impôts, Supra note(353), Art.299.III

369

Germany Federal Ministry of Finance (2018), G5 response to proposals of the European Com-

mission on the taxation of the digital economy,
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Taxation/Articles/
2018-03-21-g5-digital-taxation.html
370

日経新聞、2019 年 3 月 7 日、
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その後も EU での協議が続く中、フランスやイタリア等国内法として独自に導入の検討を進める加盟国も
あったが、ドイツは、貿易相手国からの報復措置等による国内自動車メーカーへ悪影響が及ぶことへの懸
念などから、デジタル課税の導入に対して慎重な姿勢を示している 371。結果として、このようなドイツ国内
でのデジタル課税の導入については、議論はされているものの政府としての明確な立場の表明はこれまで
なく、議論の進展もあまりない。
一方、2019 年 6 月に開催された G20 財務大臣・中央銀行総裁会議及び G20 大阪サミットにて承
認された作業計画など、OECD 等で議論されている国際的な取り組みに対しては前向きな姿勢を見せ
ている 372。

米国
直近の動向
1. 国内における動向
米国では経済のデジタル化に対する課税については、州税単位では、オンラインビジネスの拡大に対応す
るための売上税の新しい課税ルールが導入されている

373

が、連邦税ベースでの議論については、これま

で活発に行われてきていない。
2019 年 8 月 9 日、米国歳入庁（Internal Revenue Service、以下「IRS」という。）は、クラウド
ベースでの取引やデジタルコンテンツを含む取引に対応するための税制改正案を提示しているものの、本
改正案では既存の課税制度の中でクラウドベースでの取引やデジタルコンテンツを含む取引に対してどの
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42159570X00C19A3FF1000/
本案は 2019 年 3 月 1 日に EU 理事会指令案として提出されたが、未だに合意にはいたっていない。（参照︓
Council of the European Union(2019), Proposal for a Council Directive on the common system of
a digital advertising tax on revenues resulting from the provision of digital advertising services
―Political agreement https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6873-2019INIT/en/pdf）
371

ＥＵデジタル税、独は慎重姿勢 仏は導入目指しサンセット条項提案（参照︓ロイター、2019 年 9 月 10 日、

https://jp.reuters.com/article/germany-digital-taxation-idJPKCN1LQ03Y）
372

JETRO(2019)、G20 のデジタル経済の国際ルール構築、米独首脳会談などに注目集まる、

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/40d15c1c4c5b1b17.html
373

各州が徴収する売上税は以前、州内に物理的拠点のない企業からは徴収ができなかったが、2018 年 6 月米最高

裁の判断により、州政府がオンライン小売事業から売上税を徴収することができるようになった。この課税は「アマゾン税」と
呼ばれ、ニューヨーク州やミシガン州等、24 の州（2019 年 9 月現在）で導入されている。（参照︓日経新聞、2019
年 9 月 29 日、消費税に頼る主要国 税収の 2 割、30 年で倍増、
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50367400Z20C19A9NN1000/）
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ように課税をしていくかと言う個別具体的な対応方法を定めた改正案 374であることから、現在 OECD で
議論されているような、経済のデジタル化に包括的に取り組むものではない。
2. OECD での議論に対する反応
米国連邦政府は OECD によるデジタル課税に関する国際課税の枠組み改正の必要性については同意
しているものの、米国のデジタル企業を狙い撃ちとした税制の導入については、否定的である。
IRS のムニューシン長官は 2019 年 12 月、OECD のグリア氏に対して書簡を送付しており、その書簡の
中で、OECD での議論について早期に各国間で合意に到達できるよう、各国個別での経済のデジタル
化に対する課税は控えるべきであるとの意見を表明してするとともに、統合アプローチにおける第 1 の柱を
セーフハーバー制度とすることを提案し、第 2 の柱についても、GILTI375と近い内容となれば全面的に支
持する立場を表明している 376。
3. FR-DST 導入に対する反応
2019 年 7 月 25 日にフランスが国内法として独自導入した FR-DST に対し、米国は合衆国通商代
表部の通商法３０１条の調査結果レポート 377により、以下の点を批判している。

 米国のデジタル企業のみを差別する税制であること。
 遡及的な DST の課税は、既存の国際課税の実務上、不合理であり、課税対象となる米国企業の
事務負担を増加させること

 利益ではなく売上高に課税するという点が既存の課税原則とは相容れず、課税対象となる米国企
業の事務負担を増加させること

 物理的な拠点の有無にかかわらず課税するということが既存の課税原則と矛盾しており、米国企業
にとって不利益となること

 小さなデジタル企業も課税対象とすることにより、既存の国際課税の原則である課税の公平性を担
保できないこと
374

Reg. section 1.861-18 に関する改正案。2019 年 11 月 12 日まで本改正案に関するパブリックコメント及び

公聴会の開催依頼を受け付けている。（参照︓US GMO, 157 Federal Register 84 (2019/８/14),
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-14/pdf/2019-17425.pdf）
375

GILTI ︓Global Intangible Low-Taxed Income/米国における海外関連会社における実態を伴わない所得

に対して米国で発生時に課税するグローバル無形資産低課税所得に対する課税制度を指す
376

Secretary of the Treasury,2019 年 12 月 3 日付、Steven T. Mnuchin 氏から OECD José Ángel

Gurría 氏への Letter、https://home.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2019/12/treasury-letteroecd-digital-services-tax.pdf
377

United States Trade Representative(2019), Section 301 Investigation Report on Franceʼs

Digital Services Tax, p. 76-77,
https://ustr.gov/sites/default/files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf
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このような批判に基づいて、米国ではフランス原産品の輸入について、追加関税を課す検討を行っていた
ものの、2020 年１月 22 日、米国のムニューシン財務長官はフランスのルメール経済・財務相とはダボス
会議で会談し、会談後、フランスがデジタル課税の徴収を同年末まで延期することと、米国が報復関税
の発動を当面見送ることで合意したことを明らかにした 378。

378

日経新聞、2020 年 1 月 23 日、仏デジタル課税、徴収年内見送り 米報復関税発動せず

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54747270T20C20A1FF8000/

107

3．

企業・有識者等におけるヒアリング

3.1.

ヒアリングに際しての概要

目的・背景
本章では、2020 年 1 月 31 日時点で最新の議論や論点が提示され、その後も年内（2020 年１2
月末まで）に合意を目指して継続して議論されている、経済の電子化を踏まえた課税の在り方に関して、
OECD、G20、並びに各国における議論や制度の状況を踏まえ、主に以下についてヒアリング調査を行
い、その内容を整理することで、４章において今後の課題や検討の方向性を提言するに当たっての示唆
を得ることを目的としている。


これまでの議論や制度に関する、日本及び諸外国の有識者及び経済団体の受け止めや見解、
問題提起



諸外国並びに日本の、特に多国籍企業において想定される影響、すなわち資本関係や投資
形態、取引形態や価格設定方針といった企業行動に関して及ぼす影響やそれを受けた今後の
対応方針



第 1 の柱、DST、及び第 2 の柱の議論に基づき新たな税制及び制度が導入された場合に備
えた問題提起や、企業内部での税務コンプライアンス負担への対応、申告・納税手続きへの懸
念、二重課税に関する懸念への意見等

実施内容・手続き
本調査では、2019 年 12 月から 2020 年２月末までの期間において、対面若しくは電話等での回答
のいずれかの方法で企業、経済団体、有識者に対するヒアリングを実施している。
調査対象となる国に関しては、経済の電子化に伴う課税の在り方にかかる議論や制度化が進展してい
る、又は当該議論の影響を多大に受ける可能性が高いと考えられる企業が所在している国を選定する
観点から、海外でのヒアリングについてはアメリカ、イギリス、フランス、並びにドイツの 4 か国 379を選定した。
379

これらの国はいずれも DST の導入を検討、又は実際に制度化され導入されている国、もしくは DST や第 1 の柱及
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これらの国において、企業については各国 2～3 社、経済団体についてはそれぞれ 1 団体、現地実務家
及び有識者については 1～2 名に対しヒアリングを実施した。
また国内においても同様の調査を実施しており、企業については日本の多国籍企業 3 社、及び有識者
に対してヒアリング（対面、電話）を実施している。
なお、ヒアリングの対象とした企業については、経済の電子化に伴う課税の在り方にかかる議論の方向性
を追うという観点から、経済の電子化による影響に直面していることが想定され、まさに 2020 年 1 月 31
日付で公表された OECD の Statement において Amount A の対象として例示された、自動化され
たデジタルサービスに関連する業務を幅広く行っているであろう IT 関連の企業やサービス業を含んでいる。
一方で、製造業の場合、自動化されたデジタルサービスを世界各国で展開しているとは限らないものの、
経済や技術の急速な発展を受けて、デジタル経済の裾野が広がり、デジタルサービスとの垣根がなくなっ
てくる可能性があり、そうなれば、製造業や伝統的な産業（例えばインフラ企業）であってもデジタル化
の影響から逃れることは困難であると考えられる。また第 1 の柱については、消費者向けビジネスという概
念も導入されている。そのため、製造業であっても第 1 の柱に関する議論の問題に直面せざるを得ないと
考えられるという観点から、製造業を主たる事業としている多国籍企業に対してもヒアリングを行っている。

3.2.

ヒアリング内容

質問項目
ヒアリングは主に、① 第 1 の柱に関する企業活動への影響及び今後想定される対応、②DST に関する
見解・企業活動への影響、並びに③第 2 の柱に関する考察・企業活動への影響、の 3 分野について、
それぞれお伺いしている。質問項目は、2020 年 1 月末時点で確認できている情報及び動向を踏まえ
て設定している。ヒアリングの際に提示した質問項目は上記①～③を網羅しており、企業と、有識者及
び経済団体から得られた回答内容との対比のため、それぞれの項目別の回答の冒頭に記載している。

び第 2 の柱の議論による影響を受ける可能性が高い IT プラットフォーマーやオンライン広告会社等の多国籍企業を多数
抱えていると認識されており、企業としての受け止め方や今後の方向性について検討をするうえで極めて有益であると判断
されたため、選定したものである。
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ヒアリング結果（企業）
第 1 の柱に関する見解・企業活動への影響
1. 第１の柱の対象
【ヒアリング項目】
 ネクサスの概念・定義の見直しについて
 自動化されたデジタルサービスが対象事業として追加された点について
 対象事業として消費者向けビジネスを定義している点について
 対象事業の区分に係る実務上の課題について
 対象から除外することが検討されている業種について
 閾値について

論点

見解

ネクサスの概念・

（第 1 の柱の議論が適用される必要はないという声）

定義の見直しに
ついて



PE なければ課税なしの原則、及び独立企業原則に基づく収益配分が合理的に機
能しているような伝統的な事業領域に属する企業に対して、そもそも第 1 の柱に代
表される新たな制度を持ち出す必要も適用する必然性もない（日本︓医薬医療
機器製造業 / 海外︓耐久消費財製造業）



IT 関連のサービスを提供している場合でも、販売や販売サポート、開発等に関連し
て世界中に重要な物理的な拠点を有している場合、現地での物理的存在を伴わ
ない規模の拡大（scale without mass）に関する指摘は該当せず、第 1 の柱
が懸念する PE なくして課税なしという状況には該当しない（アメリカ︓IT）

（経済実態を確認することの重要性について指摘する声）


各国税務当局が課税を行う際には、多国籍企業が市場国でネクサスの根拠となり
得るような重要な経済活動を実施していることを確認することが重要（日本︓耐久
消費財製造業 / 欧州︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓IT）
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自動 化され たデ
ジタルサービスが
対 象 事業 とし て

（対象範囲の明確化を求める声）


つつある状況で、どこまでがデジタル経済の影響を受ける産業であり、第 1 の柱の対

追 加され た点 に

象になり得るのかについて、現状では不透明である（欧州︓IT / 欧州︓サービ

ついて
対 象 事業 とし て
消費者向けビジ
ネスを定義して

対象範囲について定義が明確化されるべきである。全てのビジネスがデジタル化され

ス）
（消費者向けビジネスの定義について明確化を求める声）


企業の事業活動における消費者の重要性が増加し、また消費者への関与の在り方
が多様化している事実に照らすと、消費者向けビジネスの定義について具体的な線

いる点について

引きを行う必要がある（日本︓耐久消費財製造業 / 海外︓耐久消費財製造
業 / 欧州︓IT / アメリカ︓IT / 欧州︓サービス）


消費者という言葉が、個人のみを指すのか、それとも法人を含むかは不明であるた
め、明確化する必要がある。取引形態や、各国への展開度合いによって各社から見
た、顧客の定義は様々であり、正確に把握し定義することは難しい（日本︓耐久
消費財製造業）

（直接消費者と取引を行わない事業でも消費者向けビジネスの範囲に含まれる可能性に
ついて懸念する声）


取引先が最終消費者に対してサービスを提供している事実だけをもって、直接消費
者と取引を行っていない企業までが消費者向けビジネスを実施しているという整理
は、直接消費者と取引を行っていない企業にとってバリューチェーンの全体像を把握
することがおよそ不可能であり、合理的とは言えない（日本︓耐久消費財製造
業）



自社が明らかに消費者と取引を行っていない場合、消費者向けビジネスに定義され
るのは適切とは言えない（アメリカ︓IT / 欧州︓IT / 欧州︓サービス）



完成品だけではなく、部品の提供者までも消費者向けビジネスに含める場合混乱を
招くことになる。自社が提供する部品は製品に組み込まれるだけであり、最終的な消
費者が自社のブランドを使用しているという認識はない。このような場合、部品の提
供は消費者向けビジネスには含まれないはずである。仮に適用対象とすることを検討
したとしても、部品のサプライヤーが特定でき、消費者に渡る最終製品を販売する際
にも明記されるようなブランド価値を有する部品を販売する会社に限定されるべきで
ある。（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓耐久消費財製造業）

（取引形態や組織構造によって判断が分かれることを懸念する声）
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ビジネスモデルの違いがどの程度影響を及ぼすかについて注意が必要である。例え
ば、B to B か B to C かによってビジネスモデルを線引きして適用範囲を制限したと
すると、ある企業は適用要件に該当しないようビジネスモデルや取引形態を一部変
更して対応するかもしれない（例えば第三者の代理店を経由するようなやり方が想
定される）（欧州︓IT / 欧州︓サービス）

対象事業の区
分に係る実務上
の課題について

（事業区分の困難さについて指摘する声）


多国籍企業の場合ビジネスライン間でサービスが重複することから、高度に自動化さ
れたデジタルサービスの損益を切り出すことは極めて困難である（アメリカ︓IT / 欧
州︓IT）

（事業区分に関する客観性の確保について疑問視する声）


特定の事業から得られる収益を公開される財務諸表から特定するのは容易ではな
い。適用対象となる事業にかかる損益データが、明確な形でかつ追加の調整や加工
をすることなく容易に特定されない限り、客観性や公平性が担保されないのではない
か（欧州︓サービス）

対象から除外す
ることが検討され
ている業種につ

（特定業種を対象外とすべき理由）


規制業種であって、消費者に対して自由に価格を設定できない等の制約があり、市
場国において超過収益をそもそも享受できるビジネスモデルではない場合、第 1 の柱

いて

（Amount A）の対象から除外されるべきである（日本︓医薬医療機器製造業
/ 欧州︓医薬医療機器製造業）

閾値について

（閾値を設ける案への意見）


第 1 の柱が適用される範囲は、業種や事業内容で区分するのではなく、簡便性を
考慮し国別報告書の規定と同様に連結総収入などの一般的な財務指標を閾値と
して設けて、対象となる納税者を限定する必要がある（アメリカ︓IT）

（閾値として売上高を採用する案への賛否）


閾値に関して現状の国別報告書と同じ値（連結売上高 750 百万ユーロ）を使用
するのが賢明である（日本︓耐久消費財製造業 / 欧州︓耐久消費財製造業
/ 欧州︓医薬医療機器製造業 / アメリカ︓IT / 欧州︓IT）

（閾値として売上高以外の指標を採用すべきとの声）


慎重に検討されるべきである。例えば Amount A の閾値として、法人グループの連
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結ベースの利益率を一つの基準として設ける場合が考えられるが、その際、利益率が
低い事業と、利益率が高い事業が併存することで、グループとしての利益率閾値を下
回り、Amount A の対象から外れる可能性がある。この場合、同じ事業領域で競
合していたとしても、複数の事業領域を持たずに利益率が高い事業のみを行っている
ような企業は、Amount A の対象となってしまい、公平性に欠けるかもしれない（ア
メリカ︓IT）


多くの企業における追加的なコンプライアンス負担を削減させるためには、閾値として
利益率を設けたうえで、該当基準を高い水準に設定すべきである（例えば、売上高
営業利益率として 10%）（日本︓耐久消費財製造業）

（閾値に関する技術的な論点）


閾値を設ける場合、公表財務諸表を前提に検討されるべきである（日本︓耐久消
費財製造業）



事業セグメント別に閾値を設定し、それぞれの事業セグメントの損益が第 1 の柱の対
象になるかどうかを判断することを求められるのであれば、全ての事業セグメントに関し
て閾値を超えているかどうかの計算をしなければならず、事務負担が大きすぎる（日
本︓耐久消費財製造業）

2. Amount A
【ヒアリング項目】
 Amount A の算定根拠（連結損益の使用可能性、又は事業セグメント・地域別の適用可能
性）について
 Amount A の計算方法について（使用する財務データ）
 Amount A の計算方法について（みなしルーティン利益の水準を算定する際の固定率）
 Amount A の計算方法について（利益配分に関する課題）
 過去年度の損失・過去から継続して実施された投資との損益通算の可能性について

論点

見解

Amount A の

（Amount A の計算に際して連結損益データを使用すべきという声）
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算定根拠につい
て



Amount A の計算は、適用上の簡便さも考慮し、連結ベースで実施すべきである。
第 1 の柱の対象となり得る規模の企業であれば、一般的には公開企業であるため、
各国の規定に基づく所定の法定監査がなされているはずであるため、そのデータは信
頼に足ると考えられ、検証可能性も高まる（日本︓耐久消費財製造業 / 欧
州︓耐久消費財製造業 / 欧州︓IT）



連結利益率に基づいて、Amount A を計算するという選択肢が用意されるべきであ
る。Amount A の算定のためだけに、事業領域を特定し、財務情報のセグメンテー
ションを行うことを強制されるべきではなく、納税者にとっての負担を増やすべきではな
い（日本︓耐久消費財製造業 / 欧州︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓IT）

（Amount A の計算に際してセグメント損益データを使用すべきという声）


理論的には、ビジネスの種類によって Amount A の前提となる超過収益は異なる可
能性が高いため、事業セグメント別の損益を用いるべきである。ただし事業セグメント
別の損益を用いることはコンプライアンス上の負荷を増やすことにつながることが懸念さ
れる（日本︓耐久消費財製造業）

（セグメント損益を用いる場合の会計基準に関する意見）


セグメント損益を使用する場合、曖昧さを防ぐためセグメント損益の作成基準を明確
にすること、それと同時に納税者の新たなデータ作成等にかかる追加負担も避ける必
要がある。そのためセグメント損益を使用するとしても監査済の財務諸表における数
値を使用することを推奨する（日本︓サービス / 欧州︓IT / アメリカ︓IT）

（セグメント損益を用いることの実務上の負荷について懸念する意見）


消費者向けビジネスや自動化されたデジタルサービスとして明確に定義されるビジネス
に関して、該当する部分のみを切り出して、売上高や損益データを集計すること、す
なわち公表されていないセグメント損益を作成することは実務上困難であるし過度な
負担になる（国内︓耐久消費財製造業）



多国籍企業の事業領域が多岐にわたることを考えると、開示セグメントがそのまま消
費者向けビジネスとそれ以外に区分されていることは無いため、セグメンテーションを求
めるのであれば、セグメンテーションの考え方や計算の手続きについて、ベストプラクティ
スを明文化し、法制化すべき（日本︓耐久消費財製造業）



Amount A を計算するためだけに、事業分野の損益データを作成したり、そのための
会計システムの導入や改良を企業に対して要求することは、非現実的であり、すべき
ではない（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓耐久消費財製造業）
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Amount A の
計算方法につい
て（使用する財

（Amount A の計算する際の会計基準についての意見）


多国籍企業内部での利益の配分は、各企業において公正妥当と認められた、かつ
公表されている利益を前提として行われるべきであり、多国籍企業の会計方針を優

務データ）

先すべきである（欧州︓耐久消費財製造業）
（納税者に追加的な作業を求めるべきではないという声）


Amount A の算定に使用する会計基準は連結決算データを作成する基準を用い
ることとし、市場国への配分を行う際に、各国の会計基準あるいは各国税法への引
き直しを行わないなどの納税者の事務負担への配慮が必要である（日本︓医薬医
療機器製造業）

Amount A の
計算方法につい
て（みなしルーテ

（固定率の水準に関する声）


しルーティン利益に関して基準を設ける場合、例えば連結の売上高営業利益率

ィン利益の水準

10%以上の部分にすべき（日本︓耐久消費財製造業）

を算定する際の
固定率）

統合アプローチの適用対象は、収益性の高い大企業に限定されるべきであり、みな



Amount A の対象が低水準の利益率、例えば連結利益率 5%以上と設定された
場合、各社は連結利益率を下げるインセンティブを持つことになるかもしれないため、
あまり低すぎる水準で設定することは望ましくない（日本︓耐久消費財製造業）



当社は既に市場国の関連する子会社に対して適正な収益配分を行っているので、
追加的に支払う必要性は低いと考えている。仮に追加的な利益配分を Amount A
の計算に基づき実施せざるを得ない場合には、関連市場国に対して再配分される
Amount A の水準（超過収益）が限定的な水準にとどまるのであれば許容し得る
かもしれない（アメリカ︓IT）

Amount A の
計算方法につい
て（利益配分に

（Amount A の配分を求めるべきではないという声）


OECD の移転価格の枠組みにおいて、各国拠点の機能・リスクに応じた最低限の利
益を上回るような利益を実際に各国拠点に対して移転価格設定を通じて配分して

関する課題）

いる場合は、Amount A として更なる利益配分を行うことを企業に対して要求すべ
きではない。その場合 Amount A の適用（計算・申告）が不要となるような制度
設計も検討されるべき（アメリカ︓IT）
（Amount A の配分に係る実務上の課題について懸念する声）


多国籍企業の多くが複数国にまたがって展開しており、残余利益も特定国だけでは
なく複数国にまたがって配分されている場合に、Amount A の計算と利益の再配分
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に複数国が関与することになる。その場合、利益の配分計算についてどのように合意
するか、配分計算に異議を唱える税務当局が出てきた場合にどのように対応するの
かといった実務上の課題が想定される（日本︓耐久消費財製造業）
過去年度の損

（研究開発型ビジネスにおいて過去の研究開発投資に基づく貢献を適切に評価すべきと

失・過去から継

いう声）

続して実施され
た投資との損益



Amount A の計算に際して、ビジネスの継続性や、過去からの研究開発投資、事
業開発投資と、それに対するリターンが実現される時間的なズレ、並びに地域のズレ

通算の可能性に

に関して十分配慮すべきである（日本︓医薬医療機器製造業 / 欧州︓医薬医

ついて

療機器製造業 / アメリカ︓IT / 欧州︓IT）


医薬品業界では研究開発に係るリスクが極めて高いが、成功した場合にのみ市場
国に Amount A の一部を配分するという考え方は、研究開発に失敗した場合の費
用・損失について無視している（日本︓医薬医療機器製造業 / 日本︓医薬医
療機器製造業）



そもそも、研究開発型企業における収益配分は評価が困難な無形資産（HTVI）
の範疇で議論すべきであり、ユーザー参加に基づく貢献も含めて移転価格税制に基
づき議論され解決されるべきものであるから、第 1 の柱で議論すべきものではない
（日本︓医薬医療機器製造業）

（事業への先行投資の影響を十分に考慮すべきという声）


経済的な利益をまだ稼得できないような投資段階の拠点に対して、成功した市場か
ら一定の利益が配分されるのは、経済実態や企業戦略と合致していない（アメリ
カ︓IT / 欧州︓IT）



過去からの蓄積された貢献を十分に考慮することなく、単純に現時点で市場国にお
いて販売・マーケティング活動に従事しているから当該国においてブランドの創出や維
持に係る貢献があったとみなすのは適切とは言えない（海外︓耐久消費財製造
業）

（Amount A の計算においても、損失の配分を考慮すべきという声）


連結ベースで合算損失の場合、市場国の拠点に対しても Amount A を通じた損
失の配分を許容すべきである。最低限でもインカムクリエーションが発生する状況は防
ぐべき（日本︓耐久消費財製造業）
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3. Amount A に関するコンプライアンスについて
【ヒアリング項目】
 Amount A の申告・納税方法について
 納税者におけるコンプライアンス負担増の懸念について
 二重課税や紛争の増加可能性とそのために望まれる対応策について

論点

見解

Amount A の

（ワンストップショップを推奨する声）

申告・納税方法
について



Amount A の計算は、最終親会社の所在国で実施され、管轄する税務当局に対
して包括的に申告・納税されるべきであり、Amount A の金額は、関係する税務当
局間で相互確認され、また配分されるべきである（日本︓耐久消費財製造業 /
欧州︓医薬医療機器製造業 ）

（納税手続きについて明確化を求める声）



親会社所在国の税務当局から、関連する各国に Amount A に基づく税額が配分
されることが望ましい。Amount A の導入がされた場合、親会社の所在国に帰属す
べき所得が減少し、その分 Amount A の配分をもって各市場国に帰属すべき所得
が増加し、税額も増加するという調整が想定される。こうした手続きによって、市場国
において納税者が追加的な納税実務を行う必要がなくなり、また納税するためにサプ
ライチェーンを介して、市場国の関連者に納税の原資となる所得を移転させる必要が
必ずしもなくなるため、計算の複雑性や市場国の関連者側での追加コンプライアンス
対応も必要なくなる。更に税務当局間での合意に基づく所得（税金）配分である
から、二重課税のリスクも回避されるというメリットが想定される（日本︓耐久消費
財製造業 / アメリカ︓耐久消費財製造業 /欧州︓医薬医療機器製造業 / ア
メリカ︓IT / 欧州︓IT）



Amount A に関する申告・納税のメカニズムに係る十分な説明や配慮が欠如してい
る。特定の子会社の利益率のみが非常に高い場合に、当該子会社から連結親会
社の所在する国の税務当局に Amount A に係る所得（又は税金）を送金する
必要が生じる可能性があるかもしれないが、海外の納税者が申告・納税するという手
続きは現実的ではない（欧州︓耐久消費財製造業）

納税者における

（コンプライアンス負担増を懸念する声）
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コンプライアンス
負担増の懸念に



独立企業原則に基づき各市場国に対して適正な利益を既に配分していることから、
第 1 の柱の議論が本格的に導入された場合でも、グループ全体の財務面での影響

ついて

は限定的である。むしろコンプライアンス面で大きな追加負担となるだけに終わる可能
性を懸念している（アメリカ︓IT）


納税者が負担すべきコンプライアンス義務が多大なものになることが予測され、非常
に懸念している（日本︓耐久消費財製造業）

（コンプライアンス負担増を最小限にすべきという声）


納税者におけるコンプライアンス負担は最小限に抑えるべきである。納税者に対して、
過度に多くの手続きを義務付けて納税者の負担を増やした場合、実行可能性に欠
けるという問題が起こる可能性がある（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓
IT）

二重課税や紛争
の増加可能性と
そのために望まれ

（二重課税の排除を願う声）


新たな制度が導入されることで二重課税が発生することは、どんな形であれ受け入れ
られない。各国政府は、第 1 の柱に関する議論の結果がどのようになったとしても、既

る対応策につい

にある課税権を見直し、既存の課税所得の配分方法についてグローバルに再定義

て

するものでしかなく、自国の税収のみを増やすことだけを目的としたものではないこと、
また二重課税が生じないよう手続きを明確化することについて十分留意すべきである
（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓耐久消費財製造業）


企業の競争優位性を損なったり、特定の企業にとって一方的に不利益になるような
取り扱いは避けるよう第 1 の柱に関する制度設計はなされるべきである（アメリカ︓
IT）

（仲裁手続き等の整備を求める声）


Amount A の導入に際しては、利害関係者（含む税務当局）間での論争を確実
に防げるようなメカニズムが必要となる。そのため、制度導入に先立ち、OECD 非加
盟国を含めて全ての国・関係当局が合意する必要がある。BEPS 包摂的枠組みに
基づき多国間交渉が行われているとの理解ではあるが、一部の国が反対し、又は必
要な情報に関する監査を拒否すべきではない（アメリカ︓IT / 欧州︓IT）



各国当局間での、又は各国当局と納税者の間の見解の相違によって二重課税が
頻発する可能性があるため、相互協議や仲裁手続きが十分に機能するようにしてほ
しい（日本︓耐久消費財製造業）
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多国間の枠組（租税条約）において Amount A について定義を明示した上で、
条約の締結とあわせて各国政府に二重課税排除義務を課すべきである（日本︓
医薬医療機器製造業）

（各国での制度化の進展や課税の行方について懸念する声）


BEPS 包摂的枠組みに基づき大枠で合意しても、その後 OECD 加盟国を中心に
関連する税制が（先行して）導入される一方、非 OECD 加盟国での税制への導
入が進まないといったように制度の導入の進捗にばらつきがある場合、グループ内の各
国での新税制対応はばらばらにならざるを得ない。そうした事態を避けるため、全世
界的な合意に基づき確実に進めることが必須である（欧州︓IT / 欧州︓耐久消
費財製造業）



法制化まで長い期間を要する国があるため、第 1 の柱と第 2 の柱を実効性のあるも
のにしていくためには、国際間での明確な合意に加えて、各国で国内法を制定するた
めのメカニズムを明確にし、各国政府に対して支援を行い、また動きをモニタリングする
必要がある（欧州︓耐久消費財製造業）



二重課税の排除の観点から、各国政府は最終合意に先立ち、大枠だけでなく具体
的な手続き面の詳細や、問題が発生した際の解決策についても合意を目指すべき
である（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓耐久消費財製造業）

4. 企業の事業戦略への影響について
【ヒアリング項目】
 各国の税制において実際に Amount A の制度が導入された場合に、グループ内の取引形態や
価格設定方針に及ぼす影響について

論点

見解

各国の税制にお

（事業上の理由を重視しているため影響は僅少であるという声）

い て 実 際 に
Amount A の



おいて、第 1 の柱の枠組みが、事業戦略や、取引形態、価格設定方針に大きな影

制度が導入され

響を及ぼすことは想定していない（アメリカ︓IT / 欧州︓IT）

た場合に、グル
ープ内の取引形

顧客にとっての利益最大化を目指すようなビジネスモデルを追求・採用している限りに



資本関係の構築を含めた投資形態、並びに取引形態（機能・リスク分担や価格設
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態や価格設定方

定方針）は事業部が決定する。税務上の観点から取引形態を決定するわけではな

針に及ぼす影響

いため、第 1 の柱の議論が直ちに取引形態の見直しに影響することは想定していな

について

い（日本︓耐久消費財製造業 / 欧州︓サービス）
（独立企業原則（移転価格）を重視しており、影響は僅少であるという声）


独立企業原則に基づき、各国・地域の市場から得られる収益や各国・地域の拠点
の貢献度に照らして、各国拠点が得るべき利益が適正になるよう、税務形態、すな
わち移転価格設定を見直しているため、第 1 の柱に関する議論に関わらず取引形
態を変更することは想定していない（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓耐久
消費財製造業）



そもそも移転価格上機能・リスクが限定的な市場国に所在する子会社に対して適
正な利益を配分しており、配分される Amount A の金額もほとんど想定されないた
め Amount A が取引形態に与える影響はない（日本︓耐久消費財製造業 / ア
メリカ︓耐久消費財製造業）

（将来に向けた取引形態や価格設定の見直しの可能性について指摘する声）


ビジネスモデルの違いがどの程度影響を及ぼすかについて注意が必要である。一部の
企業が Amount A の適用要件に該当しないようビジネスモデルや取引形態を部分
的に変更して対応する可能性もある（欧州︓IT / 欧州︓サービス）

5. Amount B 並びに Amount C
【ヒアリング項目】
 Amount B の対象となる子会社の定義（機能・リスク）について
 Amount B の計算方法について
 Amount B と独立企業原則との整合性について
 地域性や業種の違い、並びに企業固有の要因等への配慮について

論点

見解

Amount B の

（対象となる子会社の定義を厳格にすべきという声）

対象となる子会



納税者にとって不確実性を高めてしまう結果になり、税務当局間での紛争につなが
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社の定義（機

ることになるのを防止するため、Amount Ｂの前提となる販売会社におけるベースラ

能・リスク）につ

イン活動に関する明確な定義が必要である（アメリカ︓IT）

いて

（対象となる子会社の定義を緩やかにすべきという声）


Amount B に関する制度を広範に適用することを念頭に置くのであれば、ベースライ
ン活動は、ほとんどの企業が現在行っている通常レベルの流通・販売活動を適用対
象とする必要があり、十分なカバレッジをもって定義されるべきである（アメリカ︓IT）

（定義から外れる機能・リスクについては Amount B から除外すべきという声）


子会社によっては複数の機能を有する、すなわち製造や開発機能と、ルーティンの販
売機能を有している場合がある。そのため、法人又は支店単位での機能の認定は
避けるべきで、複数の機能を有する法人については対象を限定するか、Amount B
の対象外として従来通り移転価格の枠組みの中で議論されるべきである（日本︓
耐久消費財製造業）

（Amount B と Amount C の重複を避ける必要があるという声）


Amount C の適用対象は、すでに Amount A 及び B として配分された部分との
重複を避けるため、販売やマーケティング活動以外の活動に限定されるべきである
（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓耐久消費財製造業）

Amount B の
計算方法につい
て

（固定率を用いる案へ賛成する声）


市場国に所在する、機能・リスクが限定的な拠点に対する Amount B の算定方法
について、固定率による計算が簡便性であり、納税者にとってのコンプライアンス業務
の簡素化と、税務調査における見解の相違の回避にもつながるかもしれない（欧
州︓サービス / 日本︓耐久消費財製造業）



Amount B に関して、固定率による計算は二重課税や税務調査における見解の
相違を回避する上で極めて有効である。選択制にした場合、多くの納税者が
Amount B に関して固定率の採用を選択するのではないか（アメリカ︓IT）

（固定率を用いる案へ反対する声）


Amount B は市場国の子会社が果たす役割や貢献の度合いにより、納税者によっ
て決定されるべきであり一律に決定されるべきではない。そのため、Amount B 及び
C を決定するための立証責任は、納税者が負うべきである。その場合、現在の移転
価格税制における独立企業原則と同様に、納税者は Amount B が計算された理
由を示すことが求められることになるのはやむを得ないであろう（欧州︓IT / 欧州︓
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サービス）


Amount B については、固定率ではなく同様のベースライン活動を行う一般的な独
立企業が獲得する利益額に基づいて決定される必要がある（日本︓耐久消費財
製造業 / アメリカ︓IT）



ビジネスモデルやその他の個別の状況を考慮せずに Amount B について一律に同じ
固定率で算定するという案は、販売者が市場国において本質的に稼得すべき理論
上の金額と、実際に各社が稼得できる金額に食い違いを生じさせる可能性が高く、
合理的ではない（アメリカ︓IT / 欧州︓IT）



同じような機能・リスクであっても独立企業間における利益率は必ずしも一致しない
のであって、各国税務当局の見解もばらつきがみられるであろうことから、Amount B
の計算を実施するうえで多くの不確実性があるため、Amount B の制度導入や、固
定率の導入に賛成しない（欧州︓医薬医療機器製造業 / 欧州︓耐久消費財
製造業）

Amount B と
独立企業原則と
の整合性につい

（独立企業原則を重視すべきという声）


Amount B 及び Amount C はいずれも独立企業原則に基づいて設定されるべき。
そうではない場合、Amount B、Amount C の考え方や制度は導入されるべきでは

て

なく、Amount A のみを導入することで十分ではないか（アメリカ: IT）
（Amount B が独立企業原則と乖離することを懸念する声）


Amount B の考え方が恣意的に運用され、各国の税務当局が自国に配分される
利益（所得）を増加させようとする動きを強めた場合、Amount B として配分され
る利益が独立企業原則に基づく、あるべき水準から乖離してしまう可能性があるので
はないかという点は懸念される（アメリカ︓IT）



すでに移転価格ポリシーを導入しており、ベースライン活動として定義される機能・リス
クしか持たない販売会社に対して、ベンチマーク分析の結果も踏まえて適正な利益を
配分するような価格設定方針を採用し、関連する製造会社からの仕切価格を設定
している。したがって、Amount B の考え方とも整合的な独立企業原則に基づく収
益配分のルールを既に採用していると考えている。そのような状況下で Amount B に
関して固定的な比率といった考え方が採用された場合、従来の移転価格の考え方
に基づく販売子会社に対する利益配分との不整合が発生し、かえって二重課税が
発生する可能性があるのではと懸念している(日本︓耐久消費財製造業、欧州︓
耐久消費財製造業)
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（事前確認制度やルーリングと Amount B との整合性について懸念する声）


そもそも、Amount B と現行の移転価格上の独立企業原則（に基づく各国の関連
者の機能・リスク負担に対する期待リターンの設定という考え方）との整合性をどう確
保するかという課題がある。特に Amount B は、過去から積み重ねられてきた事前
確認制度における合意内容（国外関連取引における、検証対象となる子会社の
機能・リスクに対する利益率の設定）とも整合的である必要がある（欧州︓医薬
医療機器製造業）



税務調査や相互協議等を通じて合意された販売子会社に対して設定される独立
企業利益率レンジが、該当販売子会社が顧客に直接アクセスすることで得られるマ
ーケティング無形資産に対するリターンを含んだ、Amount B を上回る利益水準とな
っている場合が想定される。そうした状況では、市場国への利益の重複した配分を避
けるために、Amount B の水準は、税務調査や相互協議等を通じて合意された販
売子会社の利益率レンジの下限よりも低い水準で設定されなければならない（日
本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓耐久消費財製造業）

地域性や業種の
違い、並びに企
業固有の要因

（Amount B 並びに C の計算において、各国市場の状況を配慮すべきという声）


原則として販売子会社に対して一定の利益を配分する考え方を移転価格設定方
針として採用しているが、ブランド商品でもあるため、各国市場でのブランドの認知が

等への配慮につ

浸透するまでの期間は、各国販社における販促やマーケティング投資が先行すること

いて

もあり得る。こうした場合に、事業戦略を加味して販社の利益率を見直すことがあり
得ると思うが、販社の利益率が固定化されてしまうと、実態との乖離が生じるのでは
ないかとの懸念もある。こうした個別の状況については Amount C の中で追加的に
反映することが可能なのか、それとも Amount B の対象となるベースライン活動を行
う販売子会社の定義を相当程度厳格にすることで Amount B が個別の状況により
左右されるのを防止するのかといった点について実務上明確化し、ガイドラインとして
示してほしい（欧州︓耐久消費財製造業）
（Amount B の計算に際して、一部の損失負担を認めるべきという声）


Amount B が適用された場合、赤字拠点に対してもベースライン利益を保証する必
要があるが、無条件に赤字拠点に対して Amount B を配分する措置をとることは好
ましくない。合算損失の状況下においては市場国の拠点に対しても損失の配分を許
容すべきである（日本︓耐久消費財製造業）



Amount B の計算上、損失の可能性についても考慮する必要がある。損失につい
ては繰越欠損金に関する各国税制上の取り扱いが異なっており、また国境を越えて
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損益通算することは困難であることから、単年度ではなく複数年度でみる場合、整合
性のある取り扱いは難しいかもしれないが、ルーティンの販売機能であったとしても、損
失の可能性も十分に考慮すべきであり、各国の見解の相違によって二重課税や増
税につながる事態については避ける必要がある（日本︓耐久消費財製造業 / 欧
州︓サービス）


Amount B で損失の配分が出来ないのであれば、少なくとも Amount C において
損失も含めた各国における各拠点の事情、環境を反映するべきである（日本︓耐
久消費財製造業）

6. Amount B 並びに Amount C に関するコンプライアンスについて
【ヒアリング項目】
 想定される企業のコンプライアンス負担に関する懸念と、その対応策について
 二重課税や紛争が増加する可能性と、その対応策について

論点

見解

想定される企業

（コンプライアンス負担を最小限にすべきという声）

のコンプライアン
ス負担に関す る



測されており、納税者のコンプライアンス負担は最小限に抑えるべきである（日本︓

懸念と、その対

耐久消費財製造業 / 欧州︓耐久消費財製造業）

応策について

二重課税や紛争
が増加する可能
性と、その対応

追加で納税者が負担すべきコンプライアンス義務・負担が多大なものになることが予

（二重課税の増加を懸念する声）


販売会社の利益水準が Amount B に達するよう製造会社と販売会社の間の利益
配分（移転価格）を見直したことで、製造会社の利益が減少した場合、製造側の

策について

国で移転価格課税が発生することを懸念している（日本︓耐久消費財製造業）
（仲裁制度を求める声）


強制的且つ拘束力のある仲裁制度を導入する必要がある（アメリカ︓IT）

（Amount B の定義を明確化措置について多国間で決定されるべきという声）
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紛争防止のため Amount B の前提となる市場国において想定されるルーティン機能
の定義と、それに対する利益率について、租税条約において遵守されるべきものとして
定義・記載されるべき（日本︓医薬医療機器製造業）

7. Amount B 並びに Amount C に関する企業の事業戦略への影響について
【ヒアリング項目】
 各国の税制において実際に制度として導入された場合に、グループ内の取引形態や価格設定方
針に及ぼす影響について

論点

見解

各国の税制にお

（取引形態や価格設定への影響は僅少であるという声）

いて実際に制度
として導入された



ジネス上の必要性に応じて決定されているため、第 1 の柱の各制度導入が行われた

場合に、グルー

としても、その結果としてグループ内の取引構造を変更する理由はない（日本︓耐

プ内の取引形態

久消費財製造業 / アメリカ︓IT）

や価格設定方針
に及ぼす影響に

組織構造や、サプライチェーン、取引形態は、税務の観点から検討するのではなく、ビ



既にグローバルにサプライチェーンを構築し、各国に必要な機能・リスクを有する拠点
を有して国際的な分業体制を構築しているため、ビジネスモデルや、取引形態を変

ついて

更するために多大なコストが発生する。その点を考えると、第 1 の柱の制度導入が行
われたとしても、その結果としてグループ内の取引構造を変更する予定はなく、現状
変更する必要はないと考えている（欧州︓耐久消費財製造業）


独立企業原則に基づき、各国・地域の市場から得られる収益や各国・地域の拠点
の貢献度に照らして、各国拠点が得るべき利益が適正になるよう、税務形態、すな
わち移転価格設定を見直しているため、第 1 の柱に関する議論に関わらず取引形
態を変更することは想定していない（日本︓耐久消費財製造業 / 欧州︓耐久
消費財製造業 / 欧州︓医薬医療機器製造業）

DST に関する見解・企業活動への影響
 特定国における暫定的措置（DST の導入）の現時点における影響
 第 1 の柱との関連性について
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 DST に対する課題・問題点について
 今後 DST が各国で導入された場合のグループ内の取引形態への決定に対する影響

論点

見解

特定国における

（DST の影響は僅少であるという声）

暫 定 的 措 置
（ DST の 導



っておらず、オンライン販売についても他社プラットフォーム等を活用した国境をまたい

入）の現時点に

だ販売は原則想定されていない。当社は各国に物理的な拠点（販売会社）が存

おける影響

第 1 の柱との関
連性について

現在、各国に実店舗を有して販売していて、またデジタル関連の広告やサービスは行

在する企業であり、特段の影響は想定していない（欧州︓耐久消費財製造業）

（DST に関して否定的な声）


OECD が提起している第 1 の柱の枠組について検討を進めていくことを支持してお
り、第 1 の柱と目的が重複する DST について、各国政府がそれぞれ独自に導入す
る必要はない（アメリカ︓IT）

DST に対する課
題・問題点につ
いて

（DST の課税対象事業や取引を限定することに対して疑問視する声）


DST は基本的に、BEPS 行動 1 の電子経済・電子商取引にかかわる適正な課税
所得についての議論の延長線上にあると理解している。すべての企業が程度の差は
あれ電子化を進めており、電子経済とそうではない経済の線引きを行うことは困難と
なっている中で、電子経済・電子商取引のみを特定し、DST を課すことは適切では
ない（アメリカ︓IT）



そもそも、顧客に対して直接商品やサービスを提供していないプラットフォーマーの売
上高を DST の対象とすることについて疑問がある（アメリカ︓IT / 欧州︓IT）

（DST の課税に関する技術的な問題を指摘する声）


国境をまたいで商品やサービスが提供されたことを明確にし、ユーザーを特定する必
要があるが、取引を行ったユーザーを正確に特定するのは困難ではないか。一般的
に、こうしたオンラインで追跡可能なデータは偽装可能でもあり、また匿名性も依然と
してあることから正確ではないため、最終的なユーザーを特定するうえで欠陥が存在
する（アメリカ︓IT / 欧州︓IT）



デジタル企業は、一般的にアイルランドなどの本拠地ではない他国で国境をまたいで
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売上高を計上するため、市場国の税務当局は自国の市場に係るデジタルサービスの
売上高を把握していない。そのため各国税務当局は、当該国の市場から予測される
みなし売上高に対して DST を適用しようとする可能性がある。しかしながら納税者の
実態を適切に把握・反映しないまま、みなし売上高に基づき課税を行うのは合理的
ではない（欧州︓IT）
（コンプライアンス負担増を懸念する声）


DST の対象となる売上高を新たに把握する必要があり、納税者に IT 投資や人員
の確保も含めた追加のコンプライアンス負担が求められる点を懸念する（欧州︓サー
ビス）



DST は納税者に対して追加のコンプライアンス負担を強いるものであり、一般的に担
税力があるとみられている多国籍企業が関わる事業のみを恣意的に選定し、多国
籍企業のみにそうした負担を求めるのであれば、むしろ経済発展のために有害である
（欧州︓サービス）

（消費者や中小企業に及ぼす負担増を懸念する声）


売上高に対して適用される税金は本質的には関税と同義であり、単にサプライチェー
ンを通じて発生する費用を増大させるだけである（アメリカ︓IT / 欧州︓IT）



プラットフォームを利用して各国消費者に対して販売する企業の規模は様々であり、
中小企業も多い。中小企業の場合価格競争力という観点から、課税された DST を
最終販売価格に転嫁することが難しいかもしれない。DST の影響はそうした中小企
業にとってより大きく出るのではないか（アメリカ︓IT / 欧州︓IT）



同種の商品やサービスを提供している輸入業者と国内業者が存在する場合、顧客
からすると DST や関税などが課された結果として、後者からの方がより安価な金額で
購入できる可能性が高く、輸入業者（日本企業）にとって価格競争力の点で不利
に働く可能性がある。そもそも、貿易理論に照らして経済的合理性を欠いた経済政
策である（日本︓耐久消費財製造業）

（DST の導入や税率引き上げを懸念する声）


第 1 の柱に関して世界的な合意が得られなかった場合、市場国における貢献に対
する利益の配分を受けるために各国政府が独自に消費課税、すなわち DST を検
討・導入する動きが加速する結果になるのを懸念している（欧州︓耐久消費財製
造業）



DST が導入されたら、税務当局はより多くの税収を確保するため、将来的に税率を
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引き上げ、又は対象範囲を拡大する可能性があることを懸念している（アメリカ︓
IT）
今後 DST が各
国で導入された
場合のグループ

（グループ内の取引形態、価格設定方針への影響は大きくないという声）


者間取引を再構築する可能性はあまり想定されず、事業戦略や会社の運営方法、

内の取引形態へ

取引形態についても変更を行う可能性は低い（日本︓耐久消費財製造業）

の決定に対する
影響

特定国において DST が導入された場合でも、直ちに既存のサプライチェーンや関連



クラウドビジネスを本格的に展開・拡大した場合、DST の対象になる可能性は想定
されるが、現時点ではクラウドビジネスを大々的に展開している状況ではなく、特段の
影響は試算していない（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓耐久消費財製
造業）



各国に実店舗を有しておりデジタル関連の広告やサービスは行っておらず、オンライン
販売についても国境をまたいだ販売は原則想定されていないので特段の影響は想定
していない（欧州︓耐久消費財製造業）

（ビジネスモデルの変更に伴い、今後の影響拡大を心配する声）


現時点では各国に所在する実店舗・拠点を通じて販売活動が中心ではあるが、自
社 HP を通じた直接販売の他、他社プラットフォームを通じたリモート（オンライン）
販売も促進しており、今後もそうした傾向は継続する見通しである。国境をまたいだ
他社プラットフォームを通じたオンラインでの販売活動が拡大していった場合、将来的
に DST の対象となる可能性があるかもしれない（欧州︓耐久消費財製造業）

第 2 の柱に関する見解（企業）
1. 所得合算ルールについて
【ヒアリング項目】
 ルールに関する評価
 CFC ルール及び類似する税制との重複について
 最低税率の水準について
 課税ベースの決定と差異調整について
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 実効税率計算としての税率ブレンディングの単位について
 税率ブレンディングに係る技術面での課題について
 適用除外について
 二重課税や紛争の増加への対策について
 企業行動に及ぼす影響について
 その他

論点

見解

ルールに関する

（課税の公平性が保たれる限り、肯定的であるという声）

評価



税制に関しては整合性と公平性が重要であり、仮に第 2 の柱に関する議論がどのように
なったとしても、各国のすべての企業にとって公平に適用されるならば、すべての企業にとっ
てより良い仕組みになるかもしれない（日本︓耐久消費財製造業）



第 1 の柱・第 2 の柱を含めた OECD における議論の結果として、過度なタックスプランニ
ングを行う企業との納税額・税率という面での公平性が確保される動きについては歓迎
する（日本︓耐久消費財製造業）



第 2 の柱が全ての国の全ての企業に適用されることにより、各国の有害な租税競争がな
くなる可能性がある点については欧米の類似企業との競争力の確保（特に税務コストと
その結果としてのキャッシュフローの手当）がしやすくなる点で評価できる（日本︓医薬
医療機器製造業）

（各国の制度が足並みをそろえた制度導入とならない結果、二重課税が生じることを懸
念する声）
第 1 の柱、第 2 の柱、及び DST の導入に係る現在の議論は、各国の政策立案者と



政府がグローバルな税制の発展を目指して実施しているのではなく、各国がそれぞれでの
税収の増加に着眼して行われている印象がある。世界各国に進出し事業を行う多国籍
企業としては、二重課税のリスクを確実に排除するために、各国政府が合意したうえで、
これらの議論を進めていくことを強く希望する（アメリカ︓IT）
CFC ルール及び

（既存の CFC ルールなどの規定との重複があり、有効性が低く、導入が不要であるという

類似する税制と

声）
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の重複について



第 2 の柱と CFC ルールは重複しているとの認識である。適切な CFC ルールをすでに有
している国が新たに第 2 の柱を導入する理由はなく、その国に本社を有する企業に対し
て適用される必然性はない。そもそも多くの多国籍企業では、傘下の各国の子会社・
PE がすでに包括的かつ効果的な CFC ルールの対象に含まれているので、第 2 の柱を
導入する必要はないのではないか（アメリカ︓IT / 日本︓医薬医療機器製造業）



既存の税制（アメリカの GILTI 等）は、第 2 の柱に準拠する制度として取り扱われるべ
きであり、そうした税制の適用を受けている場合、新たに第 2 の柱を適用する必要はない
（アメリカ︓IT）



第 2 の柱は既存の制度と重複するものであり、これらの制度（CFC ルール）をすでに有
している国に本社を有していて、その適用を受けている企業において第 2 の柱の条項を
適用する理由・必要性はないとの見方をしている（アメリカ︓IT / 欧州︓医薬医療機
器製造業）



第 2 の柱は、CFC ルールとの重複という意味で有効性が低いほか、最終的に納税者に
とって追加の税務コスト負担となるため反対である（欧州︓医薬医療機器製造業）

（第１の柱に基づく制度との調整が必要であるという声）


既に類似の制度（CFC ルール等）がある状況を考えると、第 1 の柱に基づく長期的解
決策の合意が先決であり、第 2 の柱を急いで採用する必要性を感じない。なお、第 2 の
柱と第 1 の柱の相互関係性と適用順序についても検討されるべきである（日本︓医薬
医療機器製造業）

（他の BEPS 施策との重複があり、調整が必要であるという声）


租税回避の防止という意味では、移転価格税制、CFC ルール、利子控除制限、ハイブ
リッド・ミスマッチの無効化、条約の濫用防止等、既存の BEPS 勧告の実施により十分に
対処できる領域が多くあり、重複感が強い。第 2 の柱が仮に導入されるのであれば、
CFC ルールと置き換えるべきである（日本︓医薬医療機器製造業）



OECD は第 2 の柱の検討を進める前に現時点で今一度立ち止まって、BEPS 行動 3
及び行動 5 で示されている枠組みを活用することを検討してみてはどうか（欧州︓医薬
医療機器製造業）

最低税率の水
準について

（OECD の計算例で使用された 15％であれば影響が少ないという声）


第 2 の柱を導入する場合には合理的な最低税率の設定が必要であるが、OECD の試
算でも用いられている 15％程度が目安になるのではないか。自社では、これよりも税率
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の低い国では基本的に事業活動を行っていないため、大きな影響はない（アメリカ︓
IT）
（グローバルの実効税率との比較とすべきという声）


第 2 の柱の適用対象はグローバルでの実効税率が最低税率を下回っている企業に限
定されるべき。（日本︓耐久消費財製造業）

課税ベースの決
定と差異調整に
ついて

（親会社の連結財務諸表を使用することに肯定的であるという声）


第 2 の柱の対象となる金額を計算するうえで依拠する数値として、（グループ連結の数
値を用いる全世界ブレンディングを前提として）グループ全体の連結財務諸表を用いる
べきである。実務面を考慮し、既にある連結財務諸表を使用することは非常に重要であ
り、納税者に過度のコンプライアンス負担を負わせるべきではない（日本︓医薬医療機
器製造業）

（会計基準は国際的に認められたものである必要があるという声）


第 2 の柱に関して全世界的に適用されるべき制度であるため、会計基準間の比較可能
性の観点からは、IFRS、USGAAP、JGAAP 等、使用できる会計基準を限定する必要
がある（日本︓耐久消費財製造業）

実効税率計算と
しての税率ブレ
ンディングの単位

（事務負担を考慮し全世界ブレンディングが望ましいという声）


本社が適用する会計基準に基づき、グローバル単位で税率のブレンディング、すなわち全
世界ブレンディングを行うことを推奨する。全世界ブレンディングが実務上は比較的容易

について

である。国単位での検討を行うことは、有意義ではあると思うが、実際に実行するとなると
非常に難しいため現実的ではない（日本︓耐久消費財製造業 / アメリカ︓IT）


最低税率が適用される場合、国単位、あるいは事業体単位別に計算するのではなく、
グループ全体の財務諸表を用いて計算されるべきである。複数の事業を抱えて進出国も
多岐にわたるような多国籍企業にとって、国ごと、あるいは事業体ごとにブレンディングを
求めるのは、財務諸表を組み替えたり、作成しなおす必要も出てきて、コンプライアンス負
担が過度に重くなるため、非現実的であり、実務上困難であるといわざるを得ない（アメ
リカ︓IT）



国別報告書の作成に必要となる情報は、既に毎年収集しているが、その情報は、グロー
バル単位での最低税率の計算を行う上で、又は事業体単位で計算を行う上でも、基礎
情報として使用することができるかもしれない。ただし、国別報告書に使用する情報は基
本的に連結決算を前提とした数値である一方で、事業体単位で計算する場合には現
地の会計基準との相違を考慮し一部組み換えが必要になる等、更なる再検査/精査が
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必要となるかもしれないため、事業体単位での計算は実務面を考えると現実的ではない
（日本︓耐久消費財製造業）


財務会計をスタート地点とする場合は、全世界ブレンディングが最もコンプライアンスコスト
が低い。アメリカの GILTI のように全ての国外子会社に係る所得及び法人税額を漏れ
なく集計する手続きを要する制度設計が採用された場合コンプライアンスコストが過大に
なるため、連結財務諸表の情報に基づき最低税率未満か以上かを判定する制度として
簡素化することが必須（日本︓医薬医療機器製造業）



優遇税制等について事業体別に適用除外を求めることは、事務負担の増加につながる
ため、個別具体的な適用除外項目を特定し簡便にすべき。実際には、連結財務諸表
を基礎にグローバルの実効税率と最低税率との比較がなされることが望ましい（日本︓
医薬医療機器製造業）



多国籍企業の場合、事業上の理由や（例えば製造と販売についてそれぞれ別会社を
設立）、過去の M&A（他のブランドを買収）によって、それぞれの国で複数の異なる
機能の会社を有している会社もある。そのため、事業体単位や、国単位での集計・計算
は非常に煩雑である。事務手続きの簡素化という観点から、事業体単位や国単位では
なく、全世界ブレンディングが望ましい（欧州︓耐久消費財製造業）

（理論上は全世界ブレンディングをセグメント別に行うのが望ましいが、実務的ではないと
いう声）


理論上は、グローバルの損益をビジネス単位で分けたセグメントベースに課税を行うべき
ではないのかと考えている。しかし、このようなセグメンテーションを行うことは多大な事務負
担があり実質的には機能しない（日本︓耐久消費財製造業）

（支店やパススルー事業体があることを考えると国・地域ブレンディングは現実的ではない
という声）


海外支店の課税ルールは各国で異なり、また、パススルー事業体の課税上の取扱いも
各租税条約で定められている場合があり、これらを逐一親会社で正確に把握する追加
の事務負担が大きくなる。その点から、国・地域ブレンディングは難易度が高い（日本︓
医薬医療機器製造業）

税率ブレンディン

（国・地域ブレンディングや事業体ブレンディング計算のための情報収集に課題があり、納

グに係る技術面

税者の負担増となるとの声）

での課題につい
て



国別や事業体別の税率ブレンディングについては、既存の（社内の財務会計）システ
ムでは、国別や事業体別の計算に必要となる十分な情報を効率的に入手することが難
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しい。国別や事業体別に計算を行うアプローチを採用せざるを得なくなった場合、新たに
システム投資が必要になり納税者にとって負担増になる（日本・欧州︓耐久消費財製
造業）


実効税率を計算する際に会社が公表している全世界所得（連結ベース）を使用しな
い場合、各国の事業会社・拠点の損益データから新たに必要データを作成することにな
るであろうが、多国籍企業にとってそうした手間をかけることは現実的に不可能であり、仮
にできたとしても多大な労力を要することになり現実的ではない（日本︓医薬医療機器
製造業 / アメリカ︓IT）



日本を最終親会社所在地国とする多国籍企業の場合、連結財務諸表の各構成会社
はそれぞれが所在する国・地域のローカルの会計基準を使用して自社の財務諸表を作
成しているケースが多い。そのため、国・地域単位もしくは事業体単位でのブレンディング
とする場合に、最終親会社が採用する会計基準に組み替えを求めることは時間・コスト
の手間を考えると現実的でなく、避けるべき（日本︓医薬医療機器製造業）

（国・地域ブレンディングは同一国に複数の企業がある場合の情報収集や計算が煩雑と
なり、納税者の負担増となるとの声）


仮に、国単位で税率ブレンディング行うのであれば、各国に存在する複数のグループ企業
に関するデータを集約しグループ化するためのスキームを導入し、各国で必要な数値を算
出する必要がある。また、事務手続きのコストが大きくなることも懸念される。そして、追
加のコンプライアンス負担を納税者に求めるのは適切ではないため、国単位のブレンディン
グは推奨されない（欧州︓サービス）



国別に最低税率に関する計算をする場合、国によって会計基準が異なっている可能性
がある他、事業部が横断する場合の管理会計データの組み替えの必要などもあり、会計
システムや集計方法について手直しが必要になる可能性が高い（日本︓耐久消費財
製造業）

適用除外につい
て

（事業実体による適用除外が必要との声）


実体がある会社がある国において正当な手続きに基づき優遇税制の適用を受けている
場合、CFC ルールの合算課税対象から除外されるように、第 2 の柱の所得合算ルール
においても、最低税率の水準によらず、実体がある会社については最低税率の判定から
除外されるべき（日本︓耐久消費財製造業）

（重要性の観点から連結財務諸表に含まれない子会社は適用除外とすべきとの声）


重要性の観点から連結財務諸表に含めていない子会社は、実効税率の計算に際して
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も重要性がないため、そもそも所得合算ルールの適用対象から除外すべきである（日
本︓医薬医療機器製造業）
（有害税制でない研究開発税制などの適用の結果、低税率となる場合には適用除外と
すべきとの声）


研究開発税制や設備投資による税額控除、及び一定の投資優遇を目的とした軽減
税率又は所得控除の適用による税の軽減については、事業実体が伴う限り、最低税率
の判定に際して適用除外とすることが望ましい。また、行動５に基づき有害税制ではな
いと判定されたものは、除外することが原則である（日本︓医薬医療機器製造業）



有害な税制に該当するような優遇税制の基準を明確にしてほしい。有害税制として認
定された場合、最低税率の判定上は適用がなかったものとして計算されるべきである
（日本︓耐久消費財製造業）



第 2 の柱の導入が既存の投資推奨にかかる制度に悪影響を及ぼさないようにすべきで
ある。過去の投資推奨制度を使って研究開発活動を継続して行った結果、ようやく成
果に結びつきつつあるような段階になって、いきなり新しい制度、すなわち第 2 の柱の導
入によって過去の研究開発から得られるリターンの一部もしくは全部が失われたり、追加
的に課税されたりするような事態は起こるべきではない（欧州︓医薬医療機器製造
業）

（税源侵食や利益移転が生じない現地に根付いた活動が現地優遇税制の対象となる場
合には、適用除外とすべきとの声）


現地各国で現在受けている税制上の優遇恩典は、現地での地道な活動に基づく貢献
の成果でもあり、現地法令に則り、他の進出企業を含めて公平に与えられた条件のもと
で得られたものである。そのため、税源浸食や利益移転をしているという認識もない。第 2
の柱の議論が正当に得られた税務上の恩典までも無効化するような制度変更になるべ
きではない（日本︓耐久消費財製造業）

（国別報告書の作成義務を判定する基準と類似した連結売上高に基づく適用閾値は必
要かつ有用であるという声）


広範な企業（特に中小企業）に対してこれ以上のコンプライアンス負担増を求めるのを
避けるべきという立場から、第 2 の柱に関しても納税者の規模に応じた閾値の設定は必
須である。少なくとも導入当初は、連結ベースの収入金額又は利益が大きいグループに
対象を限定すべきである。国別報告書の収入金額が 750 百万ユーロという基準は１つ
の参考値とはなるが、さらに対象を限定するという考え方もあるのではないか（日本︓医
薬医療機器製造業）
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二重課税や紛争

（OECD 非加盟国で該当施策が導入されず、課税の公平性が担保されないリスクを懸

の増加への対策

念する声）

について



全ての国が OECD 加盟国というわけではないことを念頭に置くべきである。第 2 の柱の
議論の中で最低税率を決定し、第 1 の柱も含めて他国（市場国）に対して所得配分
を行う際に、OECD の非加盟国でも同様な制度設計が行われ法制化されるのか、グロ
ーバルでの整合性はどう担保されるのかといった論点について詳細を決定していく必要が
ある（欧州︓IT）

（既存 CFC ルールと所得合算ルールとの二重課税の可能性を懸念する声）


所得合算ルールの導入を検討する場合に、CFC ルールの対象となる最終親会社におい
て、合算課税されている状況を考慮しないと、二重課税につながる懸念がある。二重課
税が発生しないように第 2 の柱における所得合算ルールと CFC ルールは重複して適用
されるべきではなく、いずれかに一本化されるべきである（日本・欧州︓耐久消費財製
造業）

（国際的な制度設計に関する合意に基づく各国での制度導入を希望する声）


各国で制度がばらばらに導入された場合、結果として予期せぬ二重課税を引き起こす
可能性があるため、国際的な合意に基づく取り組みが必須である（日本・欧州︓耐久
消費財製造業）

（不確実性と二重課税のリスクを排除するための定義の明確化や二重課税の排除手続
きの明確化を含む共通のガイドラインを希望する声）


納税者にとっての不確実性と二重課税のリスクを排除するため、第 2 の柱に係る制度と
手続きに関して特に具体的に定義する必要があり、そうした内容をガイダンスとして提供
すべきである（欧州︓耐久消費財製造業）

（細部は合意事項とすべきではなく各国の裁量に委ねるべきであるとする声）


第 2 の柱の枠組みに係る合意内容については、事務負担の軽減の方策や二重課税の
排除などの各国間の調整が必要となる部分を中心とし、細部は合意事項とすべきでは
ない。導入時期についても猶予期間を設定し、各国の裁量に委ねるべきである（日
本︓医薬医療機器製造業）

企業行動に及ぼ
す影響について

（制度導入に伴い企業行動を変更することは現実的ではないとする声）


関税も含めた税務コストの観点は、事業運営を検討するうえで、必要な要素の一つでは
あるが、その他のビジネス上の要素、すなわち人件費、物流、為替リスク等に至るまで多
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面的な考慮がなされた上で、最終的にはビジネス主導で投資スキームや取引ストラクチ
ャーにかかわる意思決定が行われる。優遇税制がなくなるからといって、ただちに既存の製
造拠点、販売拠点の立地を変更することは過去から継続する設備投資や雇用維持の
観点、事業の継続性の観点から、現実的ではない（日本︓耐久消費財製造業）


企業行動は実態に基づき行われるものであり、第 2 の柱の導入による影響のみをもっ
て、既に所在する拠点や、そこに所属する人員や資産を移転することは考えにくい（日
本︓耐久消費財製造業）



第 2 の柱（所得合算ルール）の議論の動向に関わらず、既に各国ごとに厳格な規制
があり、各国で販売を継続するうえで必要な要件はそれぞれ異なることから、各国に所在
する無形資産や人的機能について、特定の国から別の国、例えば親会社の所在地国
に移転することは困難であり、現状想定していない（欧州︓医薬医療機器製造業）

（制度の内容によっては、追加的な課税を回避するために、中長期的に資本関係や人員
配置等を再検討する可能性があるとする声）


投資ストラクチャーの意思決定において、税務メリットの観点が他の論点（ビジネス上の
理由や法律面など）に比べて優先されることはなく、したがって税務上の理由のみによっ
て、取引形態や資本構成を決定するようなことは想定していない。もっとも、今後の議論
の推移によっては、追加的な課税を回避するためであれば、中長期的には資本関係や
人員の配置等を再検討する必要があるかもしれない（日本・欧州︓耐久消費財製造
業）



現在グローバル化を積極的に進めているため、今後の税務リスクを回避することも念頭
に、今後の資本関係や各国への進出形態を含む事業構造の決定に際しては、OECD
における議論の行方も参照しつつ、市場国での貢献や各国の税率も重視していくべきと
考えている（欧州︓IT）

（そもそも有害税制でない優遇税制の適用により実効税率が低い場合は制度対象外と
なると予想し、影響はないとの声）


過度な投資インセンティブとそれに伴う各国間の競争は避けるべきであるが、実体のある
合理的な所得創出活動にかかる税制（パテントボックス税制、研究開発及び資本投
資に対する税額控除など）に関しては、BEPS 行動 5 の基準に準拠しており、有害税
制には当たらないと考える。そのため、第 2 の柱の対象にはなり得ず、したがってグループ
の事業戦略に及ぼす影響はないと考える（欧州︓医薬医療機器製造業）

その他

（所得合算ルールを導入しても、優遇税制はなくならないのではないかという声）
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ノウハウや技術力を有する労働力が全世界に存在し、また成長経済を追求できる国・地
域も世界中に点在するような状況下において、第 2 の柱の所得合算ルールの適用によ
り優遇税制といった税制上のインセンティブがなくなるわけではない。むしろ各国の産業政
策や政府の意向・必要性によって税制面のインセンティブは引き続き検討・決定されるの
ではないか（アメリカ︓IT）

（所得合算ルールの導入の結果、優遇税制が減少するのではないかという声）


第 2 の柱の議論の今後の行方によっては、各国政府が優遇税制を設定するインセンティ
ブが減少することから、優遇税制を積極的に設ける国が減るかもしれないため、状況につ
いては注視している（日本︓耐久消費財製造業）

ヒアリング結果（有識者、実務家及び経済団体）
第 1 の柱に関する見解
1. 第１の柱の対象
【ヒアリング項目】
 ネクサスの概念・定義の見直しについて
 自動化されたデジタルサービスが対象事業として追加された点について
 対象事業として消費者向けビジネスを定義している点について
 消費者向けビジネスの区分・範囲について
 対象から除外することが検討されている業種について
 閾値について

論点

見解

ネクサスの概念・

（経済活動の実態を確認すべきという声）

定義の見直しに
ついて



各国税務当局が課税を行う際には、多国籍企業が市場国でネクサスの根拠となり
得る重要な経済活動を実施していることを確認することを前提とすべき（欧州︓経
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済団体）
（国内法と租税条約を整備すべきという声）


新しいネクサスルールを実際に導入するためには、国内法の改正が必要になる場合
がある。新しい制度はすべての税務当局の間で互換性があり、実際に各国において
実現されるものでなければならない。そのためには、OECD モデル条約についても修正
が必要（欧州︓経済団体）

自動 化され たデ
ジタルサービスが
対 象 事業 とし て

（自動化されたデジタルサービスを対象とすることへの賛成意見）


成する（ドイツ︓税理士等）

追 加され た点 に
ついて

対象範囲を一部業種（自動化されたデジタルサービス）に限定することについて賛



市場国の税務当局が、国境を越えて取引を行うデジタル企業に対して、これまでは
難しかった、所得に対する課税を行うことが可能になるかもしれないという点について
は評価される（フランス︓税理士等）

（自動化されたデジタルサービスを対象とすることへの反対意見）


経済のデジタル化は世界中の企業に多大な影響を与えており、事業領域や展開も
複雑になってきていることから、デジタルビジネスと、非デジタルビジネスとを区別するの
は極めて困難。したがって、自動化されたデジタルサービスという定義に基づき、第 1
の柱の適用範囲を選別すべきではない。むしろ第 1 の柱が適用される範囲は事業内
容で区分するのではなく、曖昧さを排除するため、連結総収入などの一般的な財務
指標による閾値を採用すべき（アメリカ︓経済団体）

対象事業とし
て、消費者向け
ビジネスを定義し

（消費者向けビジネスを含めることに対する反対意見）


消費者向けビジネスが Amount A の対象に含まれるべき理由が明確ではない（日
本︓大学教授）

ている点について


消費者向けビジネスが対象に含まれる場合、定義を明確にすべきである（日本︓
大学教授 / アメリカ・ドイツ・フランス・イギリス︓税理士等）

（消費者向けビジネスを含める場合に想定される懸念）


例えばラグジュアリーブランドを有する企業等で、海外の市場国において現状を上回
る多額の納税義務が生じる可能性がある点について懸念している（フランス︓税理
士等）

消費者向けビジ

（消費者向けビジネスの範囲の特定に関する懸念）
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ネスの区分・範
囲について



消費者向けに直接販売を行っていない B to B 企業であっても、顧客に販売した製
品が消費者向けのビジネスに用いられる場合に、第 1 の柱の対象となる可能性があ
る点について懸念される（日本︓大学教授）



直接の取引相手が最終消費者であるかどうかではなく、販売した製品が第三者の最
終製品やサービスに組み込まれて消費者に販売されている事実のみをもって消費者
向けビジネスの適用対象と判断されるのは、実態に即していない（アメリカ︓税理士
等）



サプライチェーン全体の中で、果たしている役割が同じ二つの会社があった場合で、一
方がグループ内でその機能を果たしており、もう一方は第三者としてその機能を果たし
ている場合に、前者のみが消費者向けビジネスに関与していると認定される可能性
が否定できない。グループ内で機能を果たしているか否かで消費者向けビジネスの対
象範囲に含まれるかどうか判断が分かれる可能性があるのは違和感がある。OECD
の現状案では、消費者向けビジネスを幅広く定義しようとしているとの理解であるが、
実務上の判断は分かれる可能性が高く、見解の相違や二重課税といった問題を生
じ得るかもしれない（アメリカ︓税理士等）

（消費者向けビジネスに係る損益を切り出すことへの課題）


第 1 の柱の議論のためだけに高度に自動化されたデジタルビジネスや消費者向けビ
ジネスに係る損益のみを切り出すことは極めて困難であり、実務上対応するためのコ
ストもかなり大きくなる（日本︓大学教授 / フランス︓税理士等）



事業内容が複数にまたがる場合に、そもそも消費者向けビジネスに関する損益の切
り出しをすることは実務上困難である。切り出しが必要となる場合には、対象となる
事業の定義を明確にするため対象となる製品やサービスの定義について網羅的に記
載したリストを OECD から提示すべきである（欧州︓経済団体）

対象から除外す
ることが検討され
ている業種につ
いて

（金融業を対象外とすべきという声）


規制業種であるという観点から、金融サービス等の業界について第 1 の柱の適用対
象範囲外とすべきという議論が提起されており、OECD においても議論されていると
理解している。例えば、リテールバンキングの場合、地方銀行が営業を行うには自国
の認可やライセンスを受ける必要があり、手数料や貸付金利等の収入、並びに調達
コスト（調達金利）などコスト面に至るまで、市場国の政府による厳しい規制を既に
受けている。さらに、業績についても各国の規制当局に対して報告義務を有している
ため、市場国に対して更なる収益配分を行うべき合理性はない（イギリス︓税理士
等）
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金融業については、どの種類の金融サービスまでが対象外となるかとするべきか明確
にすべき。対象外とする場合、理由の説明も求められる（欧州︓経済団体）

（製薬業を対象外とすべきという声）



製薬業界は規制業種であり、かつ市場国に PE を有しているため第 1 の柱の適用対
象範囲外とすべき（イギリス︓税理士等）

（その他の業種を対象外とすべきという声）


第 1 の柱の適用範囲から航空業及び海運業を除外することについては合理的であ
る。ただし線引きが曖昧な点もまだ残っているため明確化していく必要がある。例え
ば、海運から、航空輸送、陸運や倉庫業まで運送や物流に関わる業務を一気通貫
で行う、又は幅広く行うような事業はすべてが除外対象になるのか、又はビジネスごと
に区分されるべきなのかといった点について線引きが必要になる（ドイツ︓税理士等
/ アメリカ︓税理士等）



規制業種であることを理由の一つとして除外が検討されるのであれば、それ以外の業
種においても、各種規制によって事業戦略や価格戦略が大きく左右される可能性が
あるため、合理的な判断根拠を示すべきである。例えば、自動車産業は、多くの規
制（環境規制等）を受けているため、これらの産業も第 1 の柱の対象範囲から除
外されねばならないのだろうか。除外基準が曖昧だと、納税者間で不公平感が出る
可能性も懸念される（日本︓大学教授 / ドイツ︓税理士等）

（特定の組織について対象外とすべき理由）


慈善団体などの非営利組織は、租税条約において収益活動ではないという定義の
範囲内で活動を行っているため、第 1 の柱の議論においても課税対象には含まれな
いはずであり、除外されるべき。ただし、収益事業か否かの区別をどのように定義する
のかについては、依然として不明であり今後明確化されるべき（イギリス︓税理士
等）



活動内容に社会的な存在意義が認められる場合には、その事業は営利目的ではな
いため第 1 の柱の対象外とすべきである。そのため、第 1 の柱の適用対象範囲から、
医学研究や教育・社会的利益に資する信託基金などの事業体に係る収益は除外
することを検討する必要がある（イギリス︓税理士等）

閾値について

（閾値を設ける案への意見）


第 1 の柱の対象となる企業グループを選定する際、事業規模が大きい多国籍企業
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を対象とするという観点から、売上高等の閾値を設定することについて合理性がある
（日本︓大学教授）


対象となった企業は損益データの作成や管理を含めて事務負担が増えることになり
得るため、闇雲に対象企業を広げないという観点から、売上規模や利益率に基づく
閾値を設けることは理にかなっている（フランス︓税理士等）

（閾値として売上高を採用する案への賛否）


BEPS 行動 13 の国別報告書の作成義務における閾値と同様に、連結売上高が
750 百万ユーロ以上を閾値として採用することは実務上許容され得る（日本︓大
学教授 / 欧州︓経済団体）

（閾値として売上高を採用する場合の技術的な論点）


公平性と整合性の観点から、閾値は、事業単位又は地域・国ごとに適用されること
が望ましい。事業単位や地域・国単位で判定するとしても、納税者が報告用に新た
な財務データの作成を求められないよう、閾値の判定は、連結の損益データの元とな
る財務データ（事業セグメント損益や地域売上高等）に基づき行われることが適当
である（フランス︓税理士等）



閾値については、国内での法制化という観点からも明確な指標であることが望ましく、
売上高基準は非常に重要な指標である。ただし、閾値を使った抜け穴（例えば、あ
る年度において売上高が閾値に達しないように、売上の計上時期を合法的な範囲
内で翌年に延ばすといった会計操作）が無いようにすることが重要である（欧州︓
財務当局関係者）



売上高に基づく閾値を設定した場合に、スタートアップで売上高基準に満たない企
業であっても業務内容が自動化されたデジタルサービスの場合、第 1 の柱（特に
Amount A）の対象として定義されてしまう可能性がある。そうした状況を避けるた
め、第 1 の柱の採用は見送り、代わりに DST を導入すべきかもしれない（欧州︓
財務当局関係者）

（閾値として売上高以外の指標を採用すべきとの声）


第 1 の柱の適用対象から除外される企業に関して、専ら国内で活動している企業を
除外するため、例えば国内売上高の割合を設けたらどうか（欧州︓経済団体）

2. Amount A
141

【ヒアリング項目】
 Amount A の算定根拠（連結損益の使用可能性、又は事業セグメント・地域別の適用可能
性）について
 Amount A の計算方法について（みなしルーティン利益の水準を算定する際の固定率を含む）
 過去年度の損失・継続して実施された投資との損益通算の可能性について

論点

見解

 Amount A

（計算に際して連結財務諸表を使うべきとの声）

の算定根拠
（連結損益



ベースの数値で評価すべきである（日本︓大学教授 / アメリカ︓税理士等）

の使用可能
性、又は事



用可能性）
について

企業が公表している決算書上の財務数値、監査済財務諸表を用いるべきである
（日本︓大学教授 / アメリカ︓税理士等）

業セグメント・
地域別の適

Amount A の計算については、コンプライアンス負担と検証可能性を考慮し、連結

（セグメント損益を用いる場合の会計基準に関する意見）


Amount A の計算上使用する財務データの会計基準やセグメント方針は可能な限
り統一すべき（日本︓大学教授）



セグメント損益を用いる場合でも、公平性と透明性を担保するため、開示情報であ
ることが望ましい（日本︓大学教授 /フランス︓税理士等）



セグメント損益を用いる場合でも、グループの連結財務諸表と同様の会計基準に基
づく数値を使用することで会計基準の変更によるデータの組み替えといった手間も省
略できるため実務上も望ましい（日本︓大学教授 / フランス︓税理士等）

（企業に追加的な負担を求めるべきではないという声）


事業者に新たな財務データの準備やセグメントの作成を強いる手続きは、非常に大
きな負担となるため、避けるべきである（欧州︓経済団体）

Amount A の
計算方法につい
について（みなし
ルーティン利益
の水準を算定す

（Amount A の処理は税務上の手続きの範囲にとどめるべきという声）


税務と会計の取り扱いは区分されるべきである。Amount A の配分を受けた市場国
に所在する子会社が、配分を受けて会計上の損益をあらためて修正することは回避
されるような制度設計にすべき（フランス︓税理士等）
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る際の固定率を
含む

（Amount A の固定率に関する継続性への懸念）


そもそも、Amount A の固定率等について合意したとしても、ビジネス全般が継続的
かつ急速な技術進歩を果たしており、デジタル経済を中心に新たなビジネスモデルが
次々と生まれてくるような状況を考慮すると、近い将来これらの合意内容が実態にそ
ぐわず、機能しなくなる可能性があるのではないか（海外︓経済団体）

過去年度の損
失・継続して実
施された投資と

（Amount A の計算を複数年度の損益に基づき実施すべきという声）


すべての企業は継続事業を前提としており、過去からの投資の累積が現状につなが
っている点から考えると、Amount A の計算に際して単年度の利益だけではなく、過

の損益通算の可

去の損失等を考慮し、例えば過去 3 年間の損益を通算した加重平均値を使用す

能性について

べきである（アメリカ︓税理士等）


利益も損失についても単年度だけ発生するとは限らないため、Amount A の計算で
は、claw-back や、earn-out のメカニズムを検討する必要があると思われる（欧
州︓経済団体）

（Amount A の計算に際して投資段階の要素を反映させるべきという声）


事業内容によって Amount A の対象と定義されてしまう企業の場合、スタートアップ
等の要因で赤字計上が続いている状況下で、Amount A の申告・納税を求められ
てしまうと、グループとして事業の継続が困難な状況に陥る可能性も否定できない。
そのため、Amount A に関して一定の免除条件（例えば事業開始から一定期間
は Amount A の適用は免除する）を設けるなどの措置も一案かもしれない（アメリ
カ︓経済団体）

3. Amount B 並びに Amount C
【ヒアリング項目】
 Amount B の対象となる子会社の定義（機能・リスク）について
 Amount B の設定方法について
 独立企業原則との整合性について
 地域性・業種の違い・企業固有の要因等への配慮について
 その他
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論点

見解

Amount B の

（Amount B の対象会社の定義を明確化すべきという声）

対象となる子会
社の定義（機



地が残らないよう、あらかじめ明確に定められることが望ましい（日本︓大学教授）

能・リスク）につ
いて

Amount B の前提となるベースライン活動の定義については執行の段階で議論の余



各国の税務当局は、機能・リスクが限定された販売会社の定義とそれに対する期待
リターンに関して、移転価格の観点からこれまでも強い関心を寄せており、グループ内
の販売会社との国外関連取引について、実際に機能・リスクが限定的といえるのか
否かという点でも多くの移転価格課税や PE 課税が起きている。Amount B が、機
能・リスクが限定的な販売活動に対する対価として定義される場合、その定義を明
確にしないと、後日の税務調査で指摘を受ける可能性もある（アメリカ︓税理士
等）

（例外を排除すべきという声）


Amount B は、OECD 案でも主張されている通り、限定的な販売活動に係る機
能・リスクを有する物理的な拠点に対してのみ適用されるべきであり、例外項目を増
やすべきではない。例外項目を増やすと納税者にとっての判断が複雑になり、不確実
性が高まる懸念がある（日本︓大学教授）



多くの多国籍企業は、幅広い異なる事業をポートフォリオとして抱えており、企業にと
ってはどの事業が Amount B や C の計算を必要とするのかどうかの判断が必要にな
る可能性もあり、税務申告の実務がより複雑となる。また、納税者の観点からすると
事業区分が法律上明確に定められているわけではないので、収益区分について恣意
性が働く余地がある。その分税務当局との見解の相違も生じやすく、将来的な税務
リスクにもなりかねない。そのため、特定の業種のみを対象として Amount B を適用
しないという例外を設けたり、特定の業種のみセーフハーバーを設けるという考え方に
は賛成しない（ドイツ︓税理士等）

Amount B の
設定方法（独
立企業原則との
整合性も含む）
について

（Amount B の水準について業種や地域の違いを考慮すべきという声）


機能・リスクが限定的な販売機能のみを適用対象にしたとしても、業種によってビジネ
スモデルも収益構造が同一ではないため、期待されるベースライン利益の水準も異な
る可能性が高い。したがって、固定率を設定するのであれば、ある程度業種・地域に
よって異なる水準を採用するべきである（日本︓大学教授）

（固定率を採用することの難しさについて懸念する声）
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ベースライン利益に関して、セーフハーバーとして固定の水準を合意するのは、現状の
議論の状況を鑑みると困難かもしれない（日本︓大学教授）

独立企業原則と
の整合性につい
て

（独立企業原則を優先すべきという声）


移転価格設定方針は、取引内容と各関係者の貢献度に応じて、独立企業原則に
基づき決められるべきであり、第 1 の柱の議論に関わらず検討されるべきであるから、
Amount B として定義されるべき性質のものではない。したがって既存の移転価格
税制を優先すべきではないか（フランス︓税理士等）

（独立企業原則との整合性の確保に関する案）


損失や追加的な収益稼得の可能性について、実務上の解決策としては Amount
B を適用しベースライン利益を配分したうえで、Amount C によって調整されるという
可能性があり得る（日本︓大学教授）

地域性・業種の
違い・企業固有
の要因等への配

（Amount B に個別の要因を反映すべきという声）


機能・リスクが限定的な販売会社に対して、どのような状況でもベースライン利益を保
証するという考え方は、例えば販路拡大の努力を積極的に行った子会社とそうした

慮について

努力をしなかった子会社、コスト削減努力をした子会社としなかった企業に対して同
じ利益を保証するといったように、子会社側の自助努力を一切無視するという理屈に
つながり得る。子会社の自助努力を否定することにつながりかねないため、自助努力
や個別の要因を無視して一律にベースライン利益を保証することは適切ではない（ド
イツ︓税理士等）


Amount B に関していえば、販社側におけるスタートアップ時期の損失発生の可能
性と、その場合の損失の負担に関するルールも検討する必要がある。販売子会社側
がそうした損失を負担すべきか、もしくは親会社側がベースライン利益として販売子会
社の利益を保証することによる損失補填（いわゆるインカムクリエーション）を正とす
るのかという議論が出てくると想定される（日本︓大学教授）

（課税リスクを懸念する声）


Amount B で固定率を採用したとしても、Amount C で個別要因に基づく超過的
な収益や損失の配分ができる可能性があり、税務調査においても Amount C に基
づく課税が発生する可能性は否定できない。そのため、納税者にとっての不確実性
（課税リスク）が回避されない点を懸念している（アメリカ︓経済団体）

その他

（取引価格設定方針に及ぼす影響）
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Amount B が導入され、固定率の考え方等が導入された場合、対象となる取引に
ついては、価格設定方針について納税者が個別に判断する必要性がなくなる。その
場合、税務以外の観点、すなわち実務や法務といった観点が取引形態を検討する
うえで一層重要になるかもしれない（アメリカ︓経済団体）

4. コンプライアンス
【ヒアリング項目】
 Amount A の申告・納税方法について
 二重課税や紛争の増加可能性とそのために望まれる対応策について
 制度が導入されることで期待される効果や制度に関する評価について

論点

見解

Amount A の

（ワンストップショップを推奨する声）

申告・納税方法
について



Amount A については、最終親会社が本社所在国の税務当局に対して申告・納
税し、当該税務当局が各国税務当局に対して Amount A の再配分を行うことで、
企業の事務負担を軽減する仕組みを設けることが望ましい（日本︓大学教授 /
アメリカ︓税理士等）



Amount A を計算し各国で申告納税することは煩雑性が高いため、Amount A の
定義や金額について関連する各国税務当局間での広範な合意を事前に得られるよ
うにすることや、親会社国で申告を行い、関係する各国の税務当局間で Amount
A の配分について調整をする、いわゆるワンストップショップの制度を設けるといった制
度設計があったほうがコンプライアンス負担の軽減という観点から有用（フランス︓税
理士等）

（ワンストップショップを採用する場合の課題について）


最終親会社に申告・納税義務を課す場合、義務者が複数存在する場合（例えば
50:50 の合弁企業）も想定されるため、その場合の取り扱いを明確にする必要があ
る（欧州︓経済団体）

（Amount A の配分方法について明確化を求める声）
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Amount A の対象となる収益をどのように計算するのか、複数の市場国に対してどの
ような計算に基づき Amount A を配分するのかといった実務的な面が考慮されてい
ないため、今後具体的な手続きについて明確化されるべきである（欧州︓経済団
体）

（二重課税の排除に関して懸念する声）


Amount A にかかる二重課税を解消するための方法についても検討される必要があ
る。例えば税額控除等が想定されるが、実効性があり、かつ納税者にとってより簡単
な方法が検討されているか否かという点について、現状の OECD 案では不明であり、
今後詳細が検討されると理解している（アメリカ︓税理士等）



第 1 の柱が導入された場合に、納税者にとって二重課税が発生しないよう確実な措
置が取られる必要がある。最も効率的な方法は、例えば Amount A において配分
の対象となる超過収益が帰属する法人（主に親会社）はその所在国において、市
場国に配分される金額について控除を受けるという方法である。Amount A は単純
に課税ベースをある国から市場国へ移転することを目的としており、こうしたアプローチ
は、この目的とも合致する（アメリカ︓経済団体）



Amount A が市場国に配分され、市場国に所在する子会社の損益修正が求めら
れるような制度になったとしても、そうした修正が子会社との間の移転価格や輸入
（関税評価）額に影響を与えるべきではない（フランス︓税理士等）

（納税手続きについて何らかの手続きの見直しを求める声）


親会社は、統合アプローチに基づく税務申告のために情報を収集する必要がある
が、実際に収集を始めるのは親会社の決算が終了してからの対応になる。しかしなが
ら、例えば日本の税務申告期限は、申告期限の延長の特例の申請を行うことを前
提として通常、決算終了日から 3 か月（連結納税法人の場合 4 か月）と欧米と
比べて短く、決算がしまってから準備しても時間が不足するため、実務負担を緩和す
る観点から、期限の延長や見込み納付を認めるべき（日本︓大学教授）



Amount A がグループ全体の連結売上高を基準として計算することが想定されてお
り、日本だけではなく各国に影響を及ぼし得ることを考えると、統合アプローチの導入
により追加される部分についてのみ、通常の法人税とは別に申告期限を設定すると
いう形態はあり得るかもしれない。また、諸外国における予定納税のように、見込みの
金額で納税を行い、後に修正を行うという形態で制度化することもあり得るのではな
いか（日本︓大学教授）
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例えば納税者にとってのコンプライアンス負担を最小限にするため、Amount A の計
算・申告に際して電子的な統一フォーマットを使用することを提案したい。Amount
A の計算がセグメント損益に基づく場合、これらは課税当局に提出する前に、税理
士や公認会計士などの専門家によって認証を受けている限り、納税者へのこれ以上
の負荷を回避するため、課税当局はそれを受け入れるべきである（欧州︓経済団
体）



簡素化のため、Amount A の配分を受ける可能性のある市場国の存在（デジタル
PE）に係る納税申告書を提出する義務を、グループの財務諸表を作成する企業
（本社）に課す制度が想定される。いかなる状況においても、物理的な存在なしに
管轄区域で税務申告を行うことを強制させるべきではない（欧州︓経済団体）

二重課税や紛争
の増加可能性と
そのために望まれ

（二重課税の増加抑止のための定義の明確化を求める声）


違が発生しないよう、定義は明確化されるべきである（フランス︓税理士等）

る対応策につい
て

企業が最も重視するのは二重課税リスクの排除であるため、税務当局との見解の相



いかなる制度を設定する場合でも、紛争を極力防止する必要があり、課税の根拠・
範囲等を含む定義について明確に定められる必要がある（欧州︓経済団体）



納税者が実施した計算・申告内容に対して税務当局が異議を唱える場合、税務
当局が立証責任を負うべきである（フランス︓税理士等）

（仲裁手続き等の整備を求める声）


特に Amount B 及び C に関連して、二重課税の問題が発生することは避けられな
いと思われるため、適切な紛争解決・仲裁手続き等の仕組みを用意することが必要
不可欠（日本︓大学教授 / フランス︓税理士等）



第 1 の柱の議論が及ぼす影響の広さと定義の曖昧さを考えると、強制的な拘束力
のある仲裁措置、又は同様の紛争解決措置について合意に達することなく第 1 の柱
に関する制度が先行して導入されるべきではない（アメリカ︓税理士等）



市場国に対する Amount A の配分に関して、調査を行う場合には、特定の国の税
務当局を担当当局として指定し、その他の税務当局は監査結果を原則として受け
入れる等、拘束力のある強い仲裁メカニズムを設けるべきである。その際、BEPS 行
動 13 との整合性の観点から、納税者が国別報告書を提出する国の税務当局を、
担当当局として指定することが望ましい（アメリカ︓経済団体）

（各国での制度化の進展や課税の行方について懸念する声）
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Amount A を導入するとしたら、特定国だけではなく全ての国が同様のメカニズムを
受け入れ、かつ国内法として整備・発効されて初めて機能する。しかしながら、現時
点では納税者が事業を展開するようなすべての国・地域がこのような枠組みを受け
入れるかどうかは不透明であり、現実的とは言えない。そのような状況で Amount A
の概念を導入した場合、むしろ納税者にとって、二重課税のリスクを増幅させることと
なることが強く懸念される（ドイツ︓税理士等）



制度が導入されたとしても引き続き各国税務当局が積極的な移転価格課税を継
続するのではないかと懸念している（アメリカ︓経済団体）

期待される効果
や制度の評価に
ついて

（第 1 の柱の概念に関して評価する声）


第 1 の柱の概念自体については、市場国において多額の税金を支払うことを不当に
免れて多額の利益を上げている企業に対する対応策として、各国税務当局の懸念
に応えるものであると理解しており一定の評価ができる（日本︓大学教授）



第 1 の柱の導入により過度な節税スキームの防止が期待される（フランス︓税理士
等）

（第 1 の柱の概念導入に関する留意点）


実行される取引スキームやそれに関わる移転価格の設定方針は、事業上の必要性
や各関係者の貢献度に応じて判断・設定されるものであり、第 1 の柱の制度の導入
とは無関係である（フランス︓税理士等）

DST に関する見解
【ヒアリング項目】
 特定国における暫定的措置（DST 導入）の影響について
 DST に対する課題・問題点について
 DST と第 1 の柱との関連性・重複について
 DST が今後企業活動に及ぼす影響について
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論点

見解

特定国における

（フランス等での暫定措置が及ぼす影響は限定的であるという声）

暫 定 的 措 置
（DST 導入）



フランスでは米仏交渉で関税と DST セットでの見直しが議論されており、納税も猶予
されている状況であり、またイギリスは EU 離脱という稀有な状況下にありその行方を

の影響について

見守る必要があるが、現時点ではほとんどの国で実際の課税が行われている状況で
はなく、大きな影響は現状想定されていない（欧州︓経済団体）

DST に対する課
題・問題点につ
いて

（DST に関して反対する声）


各国が独自に DST を導入することは、特定の企業にとって二重課税をもたらすだけ
の結果に終わるため賛成しない（アメリカ︓税理士等 / ドイツ︓税理士等）



DST は結果的に、サプライチェーンを通じて発生する費用を増大させ、最終的に消
費者に転嫁される結果になるだけであって、グローバルな取引の促進を阻害するもの
であって、世界経済全体に負の影響をもたらし得るため賛成しない（欧州︓経済団
体）



DST は利益ではなく総収入に対して課税されるため、企業の競争力を阻害する可
能性が高い。開発の初期段階にある新興企業や赤字企業にとっては特に有害であ
る（アメリカ︓経済団体）



DST は各国の消費者にとってデメリットが大きいため第 1 の柱の議論がまとまらないか
らといって、各国政府が DST を各々の判断で実施するような状況に陥る事態は避け
ていただきたい（アメリカ︓経済団体）

（DST に関する技術的な問題点を懸念する声）


消費段階における売上高を捕捉するのに際してクレジットカードの情報が想定される
が、クレジットカードの決済情報も複数のカードを個人が有している場合、実際の居
住地国との紐付けが困難であり、また個人情報との兼ね合いから実際にそうした情
報入手が困難ではないか（欧州︓経済団体）



DST の対象となる事業・売上高を明確にしないと、納税義務があるのに認識してお
らず、後から追徴されるという納税者にとっての不確実性を増す結果になることを懸念
している。（欧州︓経済団体）

DST と第 1 の柱
との関連性・重
複について

（第 1 の柱の目的との重複を懸念する声）


第 1 の柱に関する合意が成立した場合、特定国の DST に関する暫定措置は不平
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等な課税につながるため、先行して導入した各国税務当局は DST を廃止する必要
がある（フランス︓税理士等）


DST は市場国における課税権の確保を目的としたものであり、そのため第 1 の柱と
目的が重複している。したがって、関係する各国の政府・当局が足並みを揃えて意
見をすりあわせることができることを前提とするが、最終的には第 1 の柱ではなく、DST
と第 2 の柱の組み合わせを全世界的に適用することが望ましい（欧州︓財務当局
関係者）



第 1 の柱と DST に代表されるユニラテラル・アプローチは共通の目的（市場国の税
務当局が一定の税収を確保するという目的）を有しているため、これらの措置が重
複して実施される状況は避けるべき（アメリカ︓経済団体）

DST が今後企
業活動に及ぼす
影響について

（現時点では、DST の影響は限定的であると言う声）


現時点では日本企業が海外（例︓フランス等）における DST の対象になっている
事例はほとんどなく、日本企業にとって、グループ内取引の形態や、価格設定方針へ
の影響については軽微であると思われる（日本︓大学教授）



多くのドイツ企業にとって、ドイツ国外で DST の対象となる取引がほとんど発生してい
ないため、多くのドイツ企業においてグループ内取引の形態や価格設定方針への影
響は特段想定されない（ドイツ︓税理士等）



DST に関する昨今の動きが、フランス並びにフランスに進出する多国籍企業における
企業活動や取引形態に直ちに影響をもたらすことは特に想定していない（フランス︓
税理士等）



実際に、現在までに実施されたフランス等の DST の例を見る限り、一般に米国をは
じめとする多国籍企業において DST による直接的な影響を受けて関連者間取引を
再構築する可能性はあまり想定されない（アメリカ︓経済団体）

第 2 の柱に関する見解(有識者、実務家及び経済団体)
1. 所得合算ルールについて
【ヒアリング項目】
 ルールに関する評価
 CFC ルール及び類似する税制との重複について
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 最低税率の水準について
 課税ベースの決定と差異調整について
 実行税率計算としての税率ブレンディングの単位について
 税率ブレンディングに係る技術面での課題について
 適用除外について
 二重課税や紛争の増加への対策について
 企業行動に及ぼす影響について
 その他

論点
ルールに関する
評価

見解
（税務当局側は反対しないため導入は早期であろうという声）


第 2 の柱は第 1 の柱と違って強く反対する国（税務当局）は少ないことから、第 2 の
柱は第 1 の柱と比べて早期に実現するかもしれない。（日本︓大学教授）

（新しい枠組みであり各国の合意形成に時間がかかるであろうという声）


第 2 の柱は、基本的に各国に対して国際課税の新しい枠組みの導入を求めているた
め、コンセンサスを得るのはより困難であるかもしれない。（イギリス︓税理士等）

（各国の制度が足並みをそろえた制度導入とならない結果、二重課税が生じることを懸
念する声）


制度の複雑さと、二重課税リスクの可能性が否定できないこと、などから、現状の第 2 の
柱に関する議論に対して依然として批判的である（欧州︓経済団体）

（制度の導入方針が不明確であるという声）


第 2 の柱の検討を進める OECD 及び各国政府の政治的な意図に関して依然として疑
問を持っている。第 2 の柱が目指すべきゴールが租税回避への対抗措置という点にある
のか、各国税務当局による税率引き下げ競争を阻止するための最低税率での課税制
度なのかが不明瞭であり、明確さが求められる（欧州︓経済団体）

（導入の前に米国の類似制度の影響を確認してから検討したほうが良いという声）


複雑かつコンプライアンス上のさらなる負担を納税者に強いるような新たな制度の導入を
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模索する前に、米国における税制改革で導入された類似制度（BEAT や GILTI）の
影響を見極め、また BEPS 行動計画のうち、特に行動 13 の結果導入された国別報告
書をどのように活用できるのか検討し、透明性の担保された措置を検討することが有効で
あると考える。（フランス︓税理士等）
（納税者の事務負担を懸念する声）


納税者に過度な事務負担を負わせないようにすべき（日本︓大学教授）

（共通のガイドラインを希望する声）


各国の税務当局によって解釈が異なり結果的に予期せぬ二重課税が生じる事や、不
必要な税務調査が発生することを防止するために、各国の制度化前に、OECD が主導
して、実効税率に関する計算方法、依拠するデータの定義、並びにそれを立証するため
の根拠資料とその保管方法についてガイドラインで定めたうえで、実務的な手続きも含め
て各国間で合意する必要がある（フランス︓税理士等）

CFC ルール及び
類似する税制と
の重複について

（既存の CFC ルールとの重複があり、調整が必要であるという声）


第 2 の柱と CFC ルールは重複している。適切な CFC ルールをすでに有している国が新
たに第 2 の柱を導入する理由はなく、第 2 の柱が導入された場合、CFC ルールは簡素
にしてもよいのではないか。（日本︓大学教授 / アメリカ・ドイツ・フランス・イギリス︓税
理士等）



CFC ルールが既にありながら、さらに最低税率を設定し第 2 の柱を導入すべきという理
由に関しては、大きな疑問が残る。新たな所得合算ルールの策定よりも、既存の CFC ル
ールのさらなる改善が望まれる。その際、税務の新たなフレームワークは納税者への過度
な負担を避けるため可能な限りシンプルにする必要があり、ルールの追加により複雑性が
増す事態は避けるべきである（欧州︓経済団体）

（他の BEPS 施策との重複があり、調整が必要であるという声）


第 2 の柱の制度に際して、既存の有害税制の濫用防止規定を新しいルールによって補
完するのではなく、濫用防止規定自体を廃止する必要がある。濫用防止規定は、
BEPS プロジェクトから始まり、EU 指令に基づいた制度であるため、まず、EU 指令を改
正する必要があるかもしれない（欧州︓経済団体）

最低税率の水
準について

（13~15%程度を適切とする声）


最低税率は少なくとも二桁以上であるべきであって 13~15%程度が適切であると考え
る（ドイツ︓税理士等）
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（OECD の計算例で使用された 15％であれば影響が少ないという声）


OECD のコンサルテーションドキュメントでは明確な推奨ではないものの、例として 15%の
最低税率が用いられている。この水準が、FDII において規定される実効税率である
13.125％を上回っており、アメリカ産業界は今後の成り行きについて大変興味深くみて
いる（アメリカ︓税理士等）

課税ベースの決
定と差異調整に
ついて

（親会社の連結財務諸表を使用することに肯定的であるという声）


第 2 の柱の対象となる金額を計算するうえで依拠する数値として、グローバルのグループ
全体の連結財務諸表を用いるべきである（日本︓大学教授 / アメリカ・ドイツ・フラン
ス・イギリス︓税理士等）

（会計基準は国際的に認められたものである必要があるという声）


会計基準間の比較可能性と公平性の観点からは、IFRS、USGAAP、JGAAP 等の国
際的に認められた会計基準を使用することが望ましい（日本︓大学教授）

（差異調整は必要であるという声）


実効税率の計算に関して、一時差異や税効果の取り扱いに関する整合性を検討する
必要がある。そうした差異による影響は実効税率を計算する際に除外（調整）される
必要がある（フランス︓税理士等）



各国の GAAP に合わせた調整と並行して、一時差異、永久差異についても各年度の実
効税率に影響を及ぼすため調整や統一的なルールが必要であると考える（ドイツ︓税
理士等）

実効税率計算と
しての税率ブレ

（事務負担を考慮し全世界ブレンディングが望ましいという声）


実効税率のブレンディングの方法として複数の考え方が示されており、どのような単位で

ンディングの単位

定義するのかが課題であるが、情報の集計・組み換えなど、納税者にとっての管理面で

について

のハードルが非常に大きくなるため、納税者における事務負担を削減するためには全世
界ブレンディングが望ましい（日本・アメリカ・ドイツ・フランス・イギリス︓税理士等）


第 2 の柱の実行可能性を高め、複雑さを軽減し、二重課税のリスクを軽減するために、
税率に関するブレンディングの範囲を可能な限り広くする必要がある。財務会計をベース
として使用する場合、全世界ブレンディングを採用することで、コンプライアンスコストを最
小化することができる。したがって、最終親会社レベルでの全世界ブレンディングを推奨す
る（欧州︓経済団体）



国・地域ブレンディングや事業体ブレンディングについては、多大な事務負担があり実質
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的には機能しないと考える（日本︓大学教授）


第 2 の柱は（国別ではなく）グローバルベースで包括的に計算されるべきと考える。 第
2 の柱が目指すべき目標は、納税者である多国籍企業が、連結総収入に対して最低
限の税金を世界的に支払うことを保証する点にある。個々の国の税率は主権が絡む問
題であるが、多国籍企業グループが連結ベースの実効税率でみた際に最低税率以上の
税率を記録し実際に税金を支払っているのであれば、当該企業は租税回避を行ってい
ないと判断されるべきであり、したがって連結ベースでの検証が合理的であろう（アメリ
カ︓経済団体）

（追加事務負担を懸念する声）


米国の GILTI は全世界ブレンディングを採用しており、最低税率はトップオフ率（topoff rate）も設定している（10.5％～13.125％の範囲）。また、課税所得と財務諸
表上の利益間で生じる永久差異又は一時差異をどのように処理するかという問題にも、
ほとんどこれらを度外視することで対処している。（アメリカ︓経済団体）

税率ブレンディン

（全世界ブレンディングで生じる一時差異の問題への対応は、税効果会計と複数年度平

グに係る技術面

均実効税率の平均の両方で対応すべきとの声）

での課題につい
て



全世界ブレンディングを採用する場合、課税所得を算定する上で生じる一時差異に対
処する必要性は引き続き残る。一時差異については、税効果会計と複数年の平均実
効税率の両方を適用することで対処可能となるかもしれない（欧州︓経済団体）

適用除外につい
て

（事業実体による適用除外が必要との声）


租税回避や大幅な節税が問題となるのは、課税所得につながる活動が行われていない
にもかかわらず、そうした活動にかかる所得がその拠点で認識されていることであるため、
実際に企業としての活動に実体がある場合は、第 2 の柱の対象から適用除外とされる
べきである（アメリカ︓経済団体）

（研究開発税制やクリーンエネルギー促進税制による軽課税は対象外とすべきという声）


第 2 の柱の議論の行方に関わらず、研究開発投資に係るインセンティブ（ここでは税制
面での優遇を指す）は引き続き維持され、尊重されなければならない。クリーンエネルギ
ーや気候変動に係る税制上のインセンティブなどは、他の社会的に有益な（税制上以
外の）インセンティブと同様に阻害されてはならない。万が一税制面でのインセンティブを
すべて排除した場合、各国政府が野放図に助成金や補助金を提供し、政策的な効果
が期待できないまま補助金だけが膨らむ可能性がある（イギリス︓税理士等）

（適用除外の方針整理が必要で合意に時間がかかることを懸念する声）
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適用範囲をどの程度まで含めるのかについても検討される必要がある。例えば、二国間
の問題にとどまるのであれば、ハイブリッド・ミスマッチのような有害税制の防止に対して迅
速に対処し、コンセンサスを得ることができるかもしれない。しかしながら、第 2 の柱は極め
て包括的な枠組みであり、一部の国では未導入の所得合算ルールといった新たな枠組
みを全世界的に求めるものであり、それらの国々との合意形成は非常に困難ではないか
と危惧している（イギリス︓税理士等）

（国別報告書の作成義務を判定する基準と類似した連結売上高に基づく適用閾値は必
要かつ有用であるという声）


広範な企業（特に中小企業）に対してこれ以上のコンプライアンス負担増を求めるのを
避けるべきという立場から、第 2 の柱に関しても納税者の規模に応じた閾値の設定は必
須である。少なくとも導入当初は、連結ベースの収入金額又は利益が大きいグループに
対象を限定すべきである。国別報告書の収入金額が 750 百万ユーロという基準は１つ
の参考値とはなるが、さらに対象を限定するという考え方もあるのではないか（欧州︓経
済団体）

二重課税や紛争
の増加への対策
について

（第１の柱と第２の柱間のルール間の調整の明確化を希望する声）


第 1 の柱と第 2 の柱に関連性を持たせる場合、明確なルールを設定し、適切な調整を
行う必要がある。例えば、第 1 の柱の下での利益配分の結果は、第 2 の柱の実効税率
を計算する際に考慮されなくてはいけないがそうした点への言及もまだされていないため実
務上の明確なルール設定は必要不可欠（欧州︓経済団体）

（不確実性と二重課税のリスクを排除するための定義の明確化や二重課税の排除手続
きの明確化を含む共通のガイドラインを希望する声）


現在の提案では、各国での法的措置が確実になされるか不確実であり、二重課税を防
止するための、国際的に合意された解決策や、そうした合意の形成方法に関する記述が
含まれていない点が課題である（欧州︓経済団体）



実効税率を超え最低税率に達するまでの部分に関して合算課税を適用するというルー
ルは、基本的には効果的であると考えるが、多国籍企業にとって二重課税を確実に回
避し、またコンプライアンスコストを軽減するには、明確な定義と二重課税を解消するため
の手続きの明確化が必要である。現状の提案では、制度の実用性が依然として考慮さ
れていない（欧州︓経済団体）

企業行動に及ぼ
す影響について

（税務プランニングの余地を懸念する声）


納税者側において想定される影響としては、各企業の税務担当者が合理的で税務効
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率を追求するのであれば、適用される実効税率についての調査を進め、最低税率に抵
触しない範囲で、グループが拠点を有する国の中で税率が相対的に低い国をリストアップ
し、合法的な範囲内でそうした国に所得を配分する。その一方で、親会社を含めた高税
率国における課税所得を減少させるようなインセンティブが依然として働く可能性が想定
される。実際に多国籍企業が税率のことだけを考えて事業展開を行い、また所得配分を
決定するわけではないが、そうした動きを見せる企業が一定数あり得ることは考慮しておく
べきである（フランス︓税理士等）
その他

（DST を実効税率の計算上、考慮できるかの明確化を望む声）


フランスにおいて実際に導入されている DST の取り扱いがどうなるのかも検討される必要
がある。DST についてはそもそも間接税ではなく直接税としてみなされ、第 2 の柱におけ
る実効税率の計算上考慮されるのかについても今後明確化される必要があると理解し
ている（フランス︓税理士等）

2. その他
【ヒアリング項目】
 Switch-over ルール、軽課税支払ルール、租税条約の特典否認ルール等の各種ルールについ
て
 その他の技術的な論点について

論点

見解

Switch-over

（switch-over ルールの導入には租税条約上統一的な恒久的施設等の定義が必要で

ル ー ル 、軽 課 税

あるという声）

支払ルール、租
税条約の特典



switch-over ルールは、外国の支店と、不動産の両方を対象としており、居住地は、免
除方式の代わりに税額控除方式を適用できる。switch-over ルールの導入は、関連す

否認ルール等の

る租税条約の変更を必要とする他、恒久的施設の定義等について世界的に統一され

各種ルールにつ

た定義が必要となる（欧州︓経済団体）

いて

（軽課税支払ルールの導入に否定的であるという声）


軽課税支払ルールは、その支払いが、最低税率未満で課税対象となる場合に、関連
当事者への支払いについて、控除を拒否することや、源泉徴収課税を行うことを規定す
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る制度である。軽課税支払ルール及び租税条約の特典否認ルールは特定の収入に限
定的に適用される必要がある。BEPS 行動 5 の最終レポートに記載されている原則を
反映して、実体に基づいた適用除外を導入することが適切であるが、ドイツ産業界は、
提案されている軽課税支払ルールについて積極的に賛成していない（欧州︓経済団
体）
（合算課税ルールがあれば、軽課税支払ルール及び租税条約の特典否認ルールの導入
は不要ではないかという声）


軽課税支払ルール、租税条約の特典否認ルール、switch-over ルール、並びに合算
課税ルールの整合性を確保することにより二重課税のリスクを最小限に抑えることができ
るが、同時にコンプライアンスコストの軽減措置も不可欠であると考えている。また、グロー
バルレベルで合算課税ルールを統一的に適用するのであれば、軽課税支払ルール及び
租税条約の特典否認ルールを各国が独自に導入する必要はない（欧州︓経済団
体）

その他の技術的
論点について

（他の BEPS 施策との調整を懸念する声）


既存の BEPS に基づく各種規定との調整を行う必要がある。例えば OECD の BEPS 行
動 2 のハイブリッド・ミスマッチ取決めの効果の無効化に従って採用された規定は、軽課
税支払ルールにおける特別なケースに過ぎない（アメリカ︓税理士等）

（各国国内法の租税回避防止規定との調整を希望する声）


第 2 の柱の制度が実際に導入された場合、各国税法で現状規定されているさまざまな
租税回避に関する否認規定についても廃止されることが望ましい。実際にそうした検討が
なされれば、自国の税法を取り巻く環境を簡素化する取り組みにもつながることが期待さ
れる（欧州︓財務当局関係者）
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4．

考察

4.1.

総論
4 章では、3 章で整理した国内外の有識者、経済団体や多国籍企業に対するヒアリングを通じて寄せら
れた実際の意見を踏まえ、デジタル化する経済を背景とした第 1 の柱、DST、並びに第 2 の柱の議論に
関する受け止めを考察し、今後の課題を整理するとともに、制度上の課題や、コンプライアンスに関する
考察をまとめている。

4.2.

第 1 の柱に関する見解と企業活動への影響

Amount A の対象となるビジネスの定義
第 1 の柱の対象となるビジネスの範囲について最新の OECD 案では、消費者向けビジネスの他、特定
の事業領域として自動化されたデジタルサービスが提起されている。有識者や企業からのヒアリングの結
果では、対象範囲についての関心が非常に高く、（1）消費者向けビジネスの定義、（2）自動化され
たデジタルサービスの定義、（3）実務上の課題について、意見が多く寄せられた。以下では、それぞれの
項目について見解を整理する。
1.

消費者向けビジネスの定義

消費者向けビジネスについては、対象となる事業をどのように定義するかについて課題が上がってきた。
消費者に対して直接サービスを提供又は商品を販売する事業が、消費者向けビジネスと整理される点
については疑問の余地はないであろう。最新の OECD 案では消費者向けビジネスとして、パソコン関連製
品や自動車等が例として挙げられている。しかしながら、厳密に解釈すればこれらのビジネスについて、す
べてが消費者向けビジネスとして定義されるべきか議論の余地がある。パソコン関連製品を例にとると、単
純に個人（消費者）に対して販売されるだけではなく、企業向けの販売や保守請負といった業務もある
ため、パソコン関連製品だからと言って直接消費者に対して提供されるとは限らない。こうした場合、消費
者向けビジネスと定義されるのは実態に即していない。したがって消費者向けビジネスの定義については
明確化されるとともに、より限定的な定義をしたほうが曖昧さは排除できる可能性が高い。
消費者向けビジネスについては具体的に対象となるビジネスが列挙されている他、除外されるビジネスに
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ついても例示されているが、いずれについてもより具体的な例示とともにサプライチェーンの中でどこまでを消
費者向けビジネスに含めるべきか、明確化していくべきである。
2.

自動化されたデジタルサービスの定義

自動化されたデジタルサービスの対象となる事業についても、消費者向けビジネスと同様に二重課税や紛
争につながりかねない定義上の曖昧さは極力排除すべきであり、対象となる事業の区分はより限定的と
することを求めたい。企業が収益を認識する際にも、事業単位ごとに細分化して管理をしているわけでは
ないため、事業の定義が明確でないと、企業としては都度判断が求められ、対応コストの増大につながる
など、実務面の懸念が強い。
3.

実務上の課題

Amount A に関するみなしルーティン利益の水準については、実務上の簡便さを考えると業種に関わら
ず一律とすることが趣旨にかなうものと思われるが、その一方で、事業の継続性を考えると単年度の利益
率だけではなく、過去年度の投資や損失の影響も考慮する措置を具体的に検討すべきである。
ヒアリングの結果では、多くの企業が複数の事業ラインを有して多角化している状況において特定のビジ
ネスに係る損益をのみを特定し、切り出すことは困難であるという課題もあらためて確認された。そもそも
実務上消費者向けやデジタルサービスという切り口でのセグメント管理はしていない企業が大半である。
仮に第 1 の柱へ対応する目的で新たにセグメントを作成したとしても、監査等を受けていないことから、数
値の客観性が担保されないと予想されるし、そもそもセグメント損益を作成することに追加的なコストを要
することから実務的には機能しないであろう。現状でも BEPS の包摂的な枠組みに基づき多くのコンプライ
アンス対応を求められてきた多国籍企業からすると、国際税務に関するこれ以上の作業負荷は避けるべ
きであって、そのため対象ビジネスの範囲についても極めて限定的にされるべきであるというのが大半の企
業の本音であると思われる。
また、納税者にとってのコンプライアンス負担を最小限にするという観点から、Amount A について最終親
会社が計算を実施し管轄する税務当局に対して申告・納税されるワンストップショップの適用を期待する
声も大きかった。この点については、Amount A に係る情報が親会社でしか通常得られないであろう点と、
BEPS 行動 13 の国別報告書等の報告義務が親会社に原則課されている点との整合性の観点から、
最終親会社が対応を行い、その管轄税務当局が関係する市場国に対する所得配分を行うことが現実
的である。親会社国の税務当局から各国当局に配分された税額については、親会社において税額控除
する制度を設けることで、二重課税の排除と同時に納税者のコンプライアンス負担を最小限にするような
制度とすべきである。

閾値の設定
定義の複雑さや不確実性を避けるうえでの現実的な解決案は、一律に閾値を適用することで、客観的
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に判断できるようにするという案である。閾値の設定は明確かつ客観的な指標であるという点で優れてい
る。以下では閾値に関する議論について考察する。
1. 売上高を閾値として採用する案
現状、BEPS 行動 13（移転価格文書化）における国別報告書の作成義務が課せられる連結売上
高 750 百万ユーロと同じ水準が閾値として提案されている。売上高を基準とした閾値を設けること自体
については合理性があると考える。しかしながら、この水準が採用された場合多くの企業が第 1 の柱の対
象となる一方で、経済のデジタル化に関する課税上の問題に真に直面している多国籍企業だけでなく、
進出先国が限定的で、事業の大半が国内又は一部の国のみである多くの企業が対象となり、申告義
務を課せられるかもしれないという課題が上がってくる。そのため、当面、例えば 3 年程度の試験期間を
設けてその間は連結売上高の基準をもっと高い水準で設定する、一案として連結売上高が 3 兆円以上
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のより世界的な企業にのみ第 1 の柱の対応義務を課すことが現実的かもしれない。

2. 利益率を閾値として採用する案
Amount A の背景として市場国における貢献に対してグループ全体の超過収益から一定割合を配分す
るという考え方に基づき、連結営業利益率が一定以上の場合に限り Amount A の申告義務を課すと
いう案も考えられる。ただし、利益率の基準を採用する場合、年度によって利益率は変動するため安定
性に欠けるという点を考慮する必要がある。継続的な事業を前提としている多くの企業にとって単年度の
損益でのみ超過収益を評価されることは合理的ではないため、例えば、一案として過去 3 年間の実績に
基づき連結営業利益率を計算し、その水準が閾値に達しているかどうかで判断することを検討すべきであ
ろう。
3. 国内売上高の割合を考慮する案
純粋に一国内でのビジネスが大半を占めるような企業（例えば生鮮食品を扱う小売ビジネス等）につい
ては消費者向けビジネスと定義されるとしても、Amount A の申告義務を課すべきではない。そのため、
連結売上高に占める国内売上高の割合といった基準を設けたうえで、その水準が一定以上に達した場
合には、Amount A の対象外とすることも検討すべきであろう。
上記にてまとめた議論を整理すると、Amount A に関して閾値を設ける場合、連結売上高、利益率、
国内売上高の割合の 3 つの基準を閾値として設定し、すべての閾値を満たした企業のみに Amount A
の申告・納税義務を課すことが実務上望ましく、また第 1 の柱（Amount A）に関する議論の趣旨に
も沿っているものと考える。
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アメリカの有力経済誌の Fortune 誌が毎年発表している世界的な企業番付である Fortune Global 500 の

2018 年版（Fortune 500HM Treasury(2018)）において、順位が 500 位に位置する企業の売上高が 23,556
百万米ドル（1 ドル 110 円で日本円換算した場合、約 2.6 兆円）であることから、世界的な多国籍企業をまずは対
象とするという観点から、四捨五入をして日本円で 3 兆円を基準とすることが一案であろう。
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Amount B 及び Amount C
企業からのヒアリング結果では、Amount B 及び Amount C については、（1）既存の移転価格税制
（独立企業原則）との整合性がどう整理されるか、（2）二重課税の発生やその場合の解決手続き
がどのようになるのか、という二点が特に関心が高い項目として挙げられた。

1. 独立企業原則との整合性に関する課題
まず、Amount B に関していえば、一定の固定比率が設定された場合、コンプライアンス業務の簡素化
につながるかもしれないという点を評価する声もある。この点については、機能・リスクが限定された販売機
能に対する利益率を定義することを目的とし、その運用も極めて限定的にされるのであれば一定の評価
はできるかもしれない。
しかしながら、実際には、個々の企業が置かれた状況や採用する事業戦略もそれぞれ異なる可能性が
あるため、Amount B に関しては固定率を必ず採用することは求めるべきではなく、既存の移転価格税
制に基づく、独立企業原則に則った利益設定を前提に納税者が自ら検討し設定することが望ましい。
また、多国籍企業においては移転価格税制に係るポリシーを有しており、事前確認等の制度を用いて各
国当局と利益率に関する合意を既に得ているケースも多いことから、機能・リスクが同じであるという認識
であるにもかかわらず、各国当局による確認を受けた移転価格上の利益率と固定率として定められた
Amount B の水準に乖離が生ずる可能性が懸念される。この点からも、Amount B を制度として導入
するのは時期尚早であり、特に固定率の設定は見送られるべきである。
そうした課題を認めつつも制度導入を進めていくのであれば、ベースライン活動に係る対価として
Amount B を保証し、個別の要因については Amount C に反映することで矛盾を解消することが現
実的な解決策になる。その場合、Amount B と Amount C を合計した金額が独立企業原則に基づく
子会社に対する利益額と整合するはずである。
2. 二重課税の排除と仲裁規定の重要性
二重課税が発生した、又は発生する可能性がある場合に備えて強力な仲裁手続等を導入することは、
企業にとっての税務リスクの管理という観点から非常に重要であり、ヒアリングにおいても企業からの関心が
高かった項目である。
そのため、第 1 の柱に関わる税制は Amount A のみならず、Amount B、Amount C についても、全
世界的な合意を確実に得ること、合意に基づき具体的な手続きの明確化を図ることが必須である。加え
て、強力な仲裁手続きを租税条約等で定め、二重課税排除のメカニズムが各国で確実に制度化される
ことを第 1 の柱の導入に係る前提条件とすべきである。
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取引形態と価格設定方針に及ぼす影響
ヒアリングを通じて多くの企業や経済団体から寄せられた見解を整理すると、いずれの企業も、顧客にとっ
ての利益最大化を目指すようなビジネスモデルを追求して取引形態を決定しており、税務上の理由のみ
によって取引形態や取引にかかわる各社の機能・リスク分担を設計又は変更しているわけではないとして
いる。既にグローバルにサプライチェーンを構築し、各国に必要な機能・リスクを有する拠点を配置して国
際的な分業体制を構築している多国籍企業にとって、税務上の理由のみによって取引形態を変更した
場合、移転に関わる多大なコストと機会損失が発生する可能性があるため、第 1 の柱に係る制度導入
が事業戦略や運営方針はもちろんのこと、取引形態や価格設定方針に大きな影響を及ぼすことはない
と理解している。
ただし、経済のデジタル化の影響は一部の企業にとどまらず、今後あらゆる産業に急速に影響を及ぼし得
る。経済のデジタル化によって事業内容の見直しや取引形態の変更をせざるを得ない状況が発生した場
合に企業の負荷を著しく増大させる制度は回避されるべきであり、第 1 の柱の議論を進めるうえでも、企
業にとってのコンプライアンス負担は極力抑制されるべきである。

4.3.

DST に関する見解と企業活動への影響
現状、我が国の企業が欧州を含めた海外諸国、具体的にはフランス等において DST の対象になってい
る事例はほとんどなく、また海外の企業や経済団体に対象を広げて実施したヒアリングの結果からも、欧
米系の企業における影響も軽微である。
しかしながら、今後各国が本格的に DST を検討し、導入を進める可能性もある。その場合、サプライチェ
ーンを通じたコストの増加や、第 1 の柱における目的との重複などを背景として、日系企業を含めた多国
籍企業の取引や企業活動にて悪影響が及ぶ可能性も想定される。そのため、世界的な合意がないまま、
各国が独自に DST を導入すべきではないという点を強く主張したい。以下、DST の導入に反対する理
由について整理する。
理由①︓ DST の課税対象に関する定義と納税義務者が曖昧である点
DST を導入する場合、対象となる売上高の定義と課税義務を負う法人を明確にする必要があるが、現
状の先行事例からは、そうした点が依然として曖昧であるため、事後的に納税を求められるという結果に
なりかねない点が懸念される。
したがって、いかなる国においても DST を導入するのであれば、事後的に納税が求められることが無いよ
う、DST の対象となる売上高の定義と課税義務を負う法人について明確に定めた上で、各国の税務当
局においては、制度の内容について広く周知する必要がある。
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理由②︓各国が独自に制度を導入することによる問題
多国籍企業にとって各国で異なる対応が求められることも DST に反対する理由の一つである。そもそも、
DST は市場国における課税権の確保と関連しており、その意味で第 1 の柱の趣旨と重複しているため、
DST が徴収されている市場国に Amount A が配分された場合、市場国に対して二重に所得が配分さ
れることにもなりかねない。そのため、第 1 の柱に関する議論が進んでいる昨今の状況を考えると、各国が
独自に制定するのは避けるべきであり、既に法制化されていたとしても課税を保留することとし、全世界的
に足並みをそろえるべきと主張したい。
理由③︓企業にとっての実務負担の増加
技術的な課題としては、DST を課税する際に国境をまたいで商品やサービスが提供されたことを明確に
し、ユーザーの所在地を特定する必要があるが、正確性を担保するための実務対応は困難を極めるとい
う問題が挙げられる。捕捉方法としていくつかのアイデアも提示されているが、納税者にとっては DST の対
象となる売上高を新たに把握する必要があり、IT 投資や人員の確保も含めた追加のコンプライアンス負
担が求められる可能性が高い。特定国が先行して DST を導入することで、納税者の実務負担を増やす
状況になるのは避けるべきであり、そのため DST の導入は見送られるべきである。
理由④︓消費者や経済に及ぼす影響
売上高に対して課される税金はサプライチェーンを通じて発生する費用を増大させるだけでなく、法人税と
の経済的二重課税が発生する可能性があり、その負担について最終消費者への販売価格に転嫁され
る可能性がある。その結果、消費者や企業にとって付加価値をもたらさない追加負担に繋がる可能性が
高く、グローバル経済・取引の促進という観点からは有害であろう。もしくは、消費者に対する販売価格を
同じ金額に設定する場合、販売企業が DST 分をコストとして負担せざるを得ないため企業にとって余分
なコストとなる。
将来的に、DST が世界各国で制度化され対象となる事業の範囲も拡大された場合、多くの日系多国
籍企業にとって DST が追加コストとなり、海外企業との比較において輸出競争力をそがれる可能性も想
定されるため、DST の各国独自の採用には反対したい。

4.4.

第 2 の柱に関する見解と企業活動への影響

総論
第 2 の柱は、軽課税国にある子会社などに帰属する所得が、今後合意される最低税率未満で課税さ
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れている場合、最低税率の水準まで親会社である株主の所在地国で、当該株主の所得とみなして課
税することを柱にしている。また、第２の柱は、残された BEPS 課題に対応することを主眼として、①多国
籍企業の自国への誘致を狙って各国が行き過ぎた法人税率の引き下げ競争をしたり、②多国籍企業グ
ループが低税率で課税される事業体に税務目的で所得を割り当てる BEPS 行為を行ったりする動機を
軽減することを目的としているともいわれている。上記①は第２の柱を導入することにより各国が最低税
率以上の適用税率を導入する結果、BEPS 効果が軽減することを期待しており、上記②は第 2 の柱を
導入することにより企業による BEPS 行為を抑制することを期待しているものと推測される。
上記②の観点からは、このような枠組みが導入され、適切な最低税率が定義されることで、それを下回
る実効税率で課税されていた多国籍企業の所得への課税が行われる場合、過去に問題になったような
軽課税国や所得がどの国でも課税されない仕組みを活用したアグレッシブなタックスプランニングを行って
いる企業は大きな影響を受ける可能性があるだろう。この点に関して、肯定的な意見として、「税制に関
しては整合性と公平性が重要であり、仮に第 2 の柱に関する議論がどのようになったとしても、各国のすべ
ての企業にとって公平に適用されるならば、すべての企業にとってより良い仕組みになるかもしれない（日
本︓製造業）」、「過度なタックスプランニングを行う企業との納税額・税率という面での公平性が確保さ
れる動きについては歓迎する（日本︓製造業）」といったものがある。つまり、すべての企業にとって第２
の柱の最低税率までの合算課税ルールが公平に適用されるということを前提とすると、第 2 の柱の導入
により、軽課税の効果を享受している欧米の競合相手企業も最低税率までの課税を受ける結果となり、
競争力が確保（特に税コストとその結果としてのキャッシュフローの手当）しやすくなるという点では、おお
むね日本企業の評価は一致している。
一方で、否定的な意見としては、「適切な CFC ルールをすでに有している国が新たに第 2 の柱を導入す
る理由はなく、その国に本社を有する企業に対して適用される必然性はない。そもそも多くの多国籍企
業では、傘下の各国の子会社・PE がすでに包括的かつ効果的な CFC ルールの対象に含まれているの
で、第 2 の柱を導入する必要がないのではないか（日本︓製造業）」「租税回避の防止という意味で
は、移転価格税制、CFC ルール、利子控除制限、ハイブリッド・ミスマッチの無効化、条約の濫用防止等、
既存の BEPS 勧告の実施により十分に対処できる領域が多くあり、重複感が強い。第 2 の柱が仮に導
入されるのであれば、CFC ルールと置き換えるべきである（日本︓製造業）」といった、日本は既に CFC
ルールが存在するので日本での導入の必要性はない又は日本で導入されるとしても既存の CFC ルール
は廃止し第２の柱のみを導入すべきというコメントも多かった。これは上記①の観点の議論（特に制度
趣旨と適用除外規定との関係性）が十分にされていないことに要因があるものと思われる。すなわち、株
主国での第２の柱の導入の結果、子会社国の各国が最低税率以上の適用税率を導入することにつな
がるか、つながったとしてもそれが残された BEPS 課題に対処することになるのか、実体のあるビジネスに課
税を行い正当な事業活動を阻害することにならないかなどの議論が不十分であるため、第２の柱が導入
された結果、租税回避の事実がない実体がある外国子会社の所得を株主国で課税するという納得感
のない制度の下で、既存の CFC ルールに加えて新たな制度が導入されることを危惧し、否定的なコメン
トが生じているものと思われる。
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企業や有識者から寄せられた懸念の多くは、合意された制度を導入しない国が現れ、「すべての企業にと
って第２の柱の最低税率までの合算課税ルールが公平に適用される」という大前提が崩れ、課税の公
平性が担保されないリスクや、既に CFC ルールが各国に存在する場合、第 2 の柱の必要性があるのかと
いう疑問、並びに制度の複雑性や第１の柱を含めた各国の制度が足並みのそろった制度導入とならな
い結果による二重課税が生じることへの懸念であった。実際に、日本で本制度が実際に導入されることと
なると、法的な申告手続きや二重課税の調整への対応はもちろんのこと、資金流入のない中、追加の
納税が発生することが想定されるため、第２の柱の制度の必要性や、導入を検討されるのであれば明確
化及び簡素化だけでなく、競争力を阻害する可能性のある CFC ルールは簡素化すべき、又は廃止すべ
きという議論は今後増えるのではないかと考えられる。

所得合算ルールについて
第 2 の柱において議論が進められている所得合算ルールに関して、その意義は多くの企業・有識者が認
める一方で、課題としては第 2 の柱と CFC ルールという既存の所得合算ルールが存在している国が多い
点にある。そのため、第 2 の柱が導入された場合、既存の CFC ルールは簡素化、又は廃止するという議
論が今後発生することが想定されるが、その程度は、既存の CFC ルールの実効税率判定や合算所得の
内容などの制度設計により異なるため、各国で反応が分かれている。
仮に、OECD の第２の柱に係るパブリックコンサルテーションの文書で計算例として使用されていた 15％
で最低税率が設定された場合、日本親会社の外国子会社に関しては、実体がない法人については既
存 CFC ルールに基づく合算課税の対象になっていることから、能動的事業を行う子会社への適用除外
規定が導入されるのであれば、実務上の影響はそれほどないという意見が大勢である。この前提は、事業
実体による適用除外規定の導入である。つまり、租税回避
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やアグレッシブな節税が問題となるのは、

課税所得につながる活動が行われていないにもかかわらず、そうした活動にかかる所得がその拠点で認識
されていることであるため、実際に企業としての活動に実体がある場合は、既存の CFC ルールでも合算対
象から除外されている通り、第 2 の柱の所得合算ルールの適用対象からも除外されることが、企業の正
当な事業活動を阻害しないという観点から望まれる。例えば、実体がある会社がその所在国において正
当な手続きに基づき研究開発税制や設備投資による税額控除、その他の投資優遇措置の適用を受
けている場合には、最低税率未満の実効税率となる可能性があるが、事業実体が伴う限り、最低税率
未満ではないと整理すべきであり、一部の有害税制として認定される場合を除き、所得合算ルールの対
象から除外することを各国が原則として合意すべきであろう。
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租税回避行為とは、「租税法規が予定していない異常な法形式を用いて税負担の減少を図る行為」であり「課税要

件の充足そのものを回避する行為」とされる（金子宏、『租税法第 18 版』、p.122）一方、節税とは、「租税法規が予
定しているところに従って税負担の減少を図る行為」とされている（金子宏、『租税法第 18 版』、p.122）
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なお、アメリカに本社を有する法人や経済団体からは、アメリカの多国籍企業が GILTI の対象となってお
り、海外各国の子会社・関連者においてこれ以上の税率引き下げを追求するモチベーションは低いと思
われるので、第 2 の柱が適用される必要はないという見解が寄せられている。この点は最低税率及び実
効税率の議論とも深く関係していると思われる。GILTI はグローバルレベルの税率ブレンディングを採用し
ており、トップオフ率（top-off rate）も設定している（10.5％～13.125％の範囲）ため、OECD が
事例として示している最低税率である 15%が基準として採用された場合、これまで GILTI の対象になら
なかった外国子会社・関連者の所得が、最低税率未満での課税を受けているとして新たな所得の合算
申告及び納税が必要となる可能性がある。従って、アメリカの多国籍企業にとって新たな対応が求められ
る可能性が想定され、アメリカ産業界では懸念として挙がっているようであった。
以上から、最低税率の水準及び適用除外規定、並びに既存の CFC ルールやこれに類似する所得合算
ルールとの整合性については今後の議論が期待されるものの、各国の利害が一致しているわけではないた
め、調整が難航することが推測される。

実効税率の計算上のブレンディング手法について
ブレンディングの方法として複数の考え方が示されており、どのような単位で定義するのかが課題であるが、
納税者における事務負担を削減するためには本社が適用する会計基準に基づき計算された会計上の
利益に一定の永久差異に係る調整を加えた上で、全世界ブレンディングでの計算を行うことが望ましいで
あろう。国・地域ブレンディングや事業体ブレンディングについては、理論的にはより適切な結果をもたらす
かもしれないが、既存の（社内の財務会計）システムでは、国別や事業体別の計算に必要となる十分
な情報を効率的に入手することが難しく、情報の集計・組み換えなど、納税者にとって追加的な事務負
担が大きいため、採用は困難であるものと思われる。また、特に日本を最終親会社所在地国とする多国
籍企業において想定される影響としては、損益データの組み替えという問題も挙げられる。つまり、日本
企業の場合、連結財務諸表の各構成会社はそれぞれが所在する国・地域のローカルの会計基準を使
用して自社の財務諸表を作成しているケースが多い。そのため、国・地域単位もしくは事業体単位でのブ
レンディングとする場合に、最終親会社が採用する会計基準の使用を求めることは現実的でなく組み替
えに多大な時間とコストを要するという点からも、国・地域ブレンディングや事業体ブレンディングではなく、
全世界ブレンディングを積極的に主張すべきであろう。

コンプライアンスについて
多くの納税者の立場からすると、特に大きな関心を寄せているのは、二重課税の確実な排除と、税務に
係る不確実性の排除、手続きの簡素化という点に集約されるであろう。全世界ブレンディングを前提とす
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るのであれば、グローバルのグループ全体の連結財務諸表を用いることが手続きの簡素化の観点から合
理的であり、納税者にとっての事務負担を最低限に抑えることにつながる点が評価される。

企業行動に及ぼす影響について
一部のアグレッシブな税務プランニングをしている企業を除けば、第 2 の柱の議論は、多国籍企業の事業
展開や進出国の決定に関して大きな影響はなく、企業行動に大幅な変化は想定されないであろう。税
コストや税務リスクの観点は、事業運営を検討するうえで必要な要素の一つではあるが、実際の企業行
動はビジネス上の要素や制約がより重要視され、ビジネス主導で投資スキームや取引ストラクチャーにか
かわる意思決定が行われることが通常である。ヒアリング結果からも導き出される通り、既にある国に拠点
があり、ビジネス上の必然性があってそこに所属する人員や資産がある場合において、所在地国で税制
優遇措置を受け、最低税率未満の実効税率での課税を受けていることを理由に、所得合算ルールの適
用があるとされたとしても、直ちに拠点を他国に移したり、機能・リスクを大幅に見直すという対応を行う可
能性は低く、企業の正当な経済活動を阻害しうる増税を甘んじて受けるというのが、大半の企業の受け
止めであろう。
また、これまで与えられていた優遇税制は事業の継続性にも影響しており、現地法令に則り、他の進出
企業や自国企業を含めて公平に与えられた条件のもとで得られたものであるため、正当に得られた税務
上の恩典は無効化すべきではないし、社会的に意義のある活動に付与される研究開発税制などの有益
な優遇税制については、社会全体に良い影響を与えるスピルオーバー効果もあることから、第２の柱の導
入により、阻害されてはならないという点は注意喚起したい。
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