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2014 年 2 月 13 日、OECD は、今月 22、23 日にシ

還付および税の源泉徴収といった他の種類の情報

ドニーで開催される G20 財務大臣・中央銀行総裁

の伝達を行っているが、新基準は、自動交換される

会議で正式に報告を予定している金融口座の自動

情報の種類やカテゴリーを制限するものではない。

情報交換のための新国際基準（以下「新基準」）を

新基準は、情報を交換するための最低限の基準を

公表した。対象となるのは、非居住者が持つ口座で、

定めるものであり、各国は必要に応じて追加情報の

金融機関は、今後米国人だけではなく、新基準を採

交換を行うことを選択できる。

用する多数の国の居住者の特定および報告のため
のプロセス構築が求められることとなる。

モデル CAA に署名する国は、国内に所在する金融
機関から必要な情報を入手することおよび当該情

新基準には、自動交換の対象となる口座情報、報

報を交換相手国と年次ベースで自動交換することを

告が義務付けられる金融機関や口座の種類および

約束する。このモデル CAA は、報告対象となる「金

納税者、さらには金融機関が実施する本人確認手

融情報」を、利子、配当、口座残高、保険商品から

続きが含まれている。また、権限ある当局間のモデ

の所得、金融資産売却の受取額および当該口座で

ル協定（Model Competent Authority Agreement：

保有する資産から生じるその他の所得、あるいは当

以 下 「 モ デ ル CAA 」 ） お よ び 共 通 報 告 基 準

該口座から行われる支払いを含むものと定義する。

（ Common

Diligence

また「報告対象口座」の定義は、個人または事業体

Standards：以下「CRS」）を収めた付随文書が含ま

（信託および基金を含む）により保有される口座とさ

れる。モデル CAA は、米国が外国口座税務コンプ

れている。さらに金融機関は、投資事業体の支配者

ライアンス法（Foreign Account Tax Compliance

の確認を義務付けられる。

Reporting

and

Due

Act（FATCA））を導入するために他国政府と締結を
進めている政府間協定と類似している。

1. 新基準の概要
新基準は、2013 年 7 月 20 日にモスクワで開催され
た G20 財務大臣会議および同年 9 月 5、6 日にサ
ンクトペテルブルクで開催された G20 首脳会議の両
会議で OECD が公表した自動情報交換に関する国
際基準に関する提案を基礎としている。

モデル CAA に署名する国は、CRS や本人確認手
続きを国内法として法制化することが必要となる。モ
デル CAA に署名することで、自動情報交換制度を
双務的な租税条約や多国間税務行政執行共助条
約といった既存の法に基づき導入することが可能と
なる。また、この情報交換制度は多国間の権限ある
当局の協定に基づき実施することも可能であること
や、各国は報告義務と本人確認手続きの両方を含
み、かつ国際条約と見なされる多国間政府間協定

すでに多くの国家間で、さまざまな種類の所得に関

あるいは複数の政府間協定を締結することもでき

する情報を自動交換し、居住地の変更、不動産の

る。

購入や処分、VAT（Value Added Tax：付加価値税）
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2. 今後の動き

よび G20 諸国が自動情報交換のグローバルモデル

OECD では、金融機関にコストおよび事務負担が生
じるのを防ぎ、新基準が多くの国で継続的に適用さ
れるための詳細な解釈の作成を進めている。また、
新基準導入のために必要な技術的ソリューションの
開発も進めている。OECD は 2014 年の半ばまでに

を支持すると表明しているが、現時点では、必ずし
も全ての国が本基準の導入を約束したわけではな
い。現時点で新基準への対応を発表した国と地域
は以下の 41 カ国で、日本、米国は含まれていな
い。

これらを完了し、9 月 20、21 日にオーストラリア・ケ

なお、オーストラリア、ブリスベンで 11 月 15、16 日

アンズで開催される財務大臣・中央銀行総裁会議

に開催される G20 首脳会合までに全ての国が本基

で正式な公表を予定している。全 OECD 加盟国お

準導入を約束することが期待されている。
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Any tax advice included in this written or electronic communication was not intended or written to be
used, and it cannot be used by the taxpayer, for the purpose of avoiding any penalties that may be
imposed by any governmental taxing authority or agency.

過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
www.tohmatsu.com/tax/nl/us

問い合わせ
米国税務および QI/FATCA に関するお問い合わせは、下記の担当者までご連絡ください。
税理士法人トーマツ 東京事務所 US デスク
エグゼクティブ オフィサー

生田 ひろみ

hiromi.ikuta@tohmatsu.co.jp

パートナー

前田 幸作

kosaku.maeda@tohmatsu.co.jp

シニアマネジャー

岡 映

akira.oka@tohmatsu.co.jp

マネジャー

秋葉 奈緒子

naoko.akiba@tohmatsu.co.jp

所在地

〒100-8305 東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 新東京ビル 5 階

TEL

03-6213-3800（代）

URL

www.tohmatsu.com/tax
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