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In Brief  

2019 年 8 月 30 日、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ

合衆国政府との間の条約（「日米租税条約」）を改正する議定書（「改正議定書」）」が発効した。改正議定書は、2013
年 1 月 24 日（日本時間 1 月 25 日）に署名され、日本では同年 6 月に国会で承認されていたが、米国側の批准手

続きが停滞していた。改正議定書には、支払利子に係る源泉税の原則免除、配当に係る源泉税免除範囲の拡大、２

年以内に両国間の税務紛争事案が解決しない場合の、相互協議における仲裁手続きの導入、税務執行円滑化のた

めの施策等、日米間の経済関係強化および投資促進を図るための改正が数多く含まれている。  

議定書は批准書が交換された日（2019 年 8 月 30 日；「発効日」）に発効し、源泉税については発効日の３か月後の

日の属する月の初日（2019 年 11 月１日）以後に支払われるもの（配当および利子）について適用、その他の租税に

ついては、2020 年 1 月 1 日以後に開始する課税年度から適用される。なお、相互協議の一環として導入される仲裁

規定は、発効日時点において権限ある当局により検討されている相互協議事案または発行日以降に検討が開始さ

れる事案について適用される。 

主要な改正点 

本議定書による主な改正点は以下の通りである。 

配当 

発効前 発効後 

源泉地国免税を受けるための持分保有割合 

「50％超」 

源泉地国免税を受けるための持分保有割合 

「50％以上」 

源泉地国免税を受けるための持分保有期間 

「12 ヶ月以上」 

源泉地国免税を受けるための持分保有期間 

「6 ヶ月以上」 

 
なお、オランダ、スイス、英国等との租税条約には既に上記の改正後免税要件が規定されており、この度の免税要件

緩和は、これらの租税条約と日米租税条約との平仄を合わせるものである。 

利子 

発効前 発効後 

源泉地国における課税 

10％の限度税率適用（ただし、政府団体、金融機関等の

特定の者への支払いは 0％）。 

源泉地国における課税 

原則免税。ただし、一定の利子（売上、所得等に連動する

利子（いわゆる contingent interest）等）を除く。 

 
 「売上、所得等に連動する利子（contingent interest）」とは、売上、所得、利得その他の資金の流出入、資産の価値

の変動、または債務者もしくはその関係者からの配当等の支払金を基礎として算定される利子のことであり、源泉地

国に課税権が与えられている。ただし、受益者が他方の締約国の居住者である場合、限度税率は 10％となる。 
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不動産譲渡に係る譲渡所得 

発効前 発効後 

以下の譲渡に係る譲渡所得は、源泉地国課税の対

象となる。 

 源泉地国に所在する不動産 

 源泉地国居住者である法人の株式またはそ

れに類する権利で、その価値の 50％以上が

直接または間接に源泉地国の不動産から構

成されるもの 

 源泉地国に所在する不動産を有する組合、信

託または遺産財団（estate）の持分 

以下の譲渡に係る譲渡所得は、源泉地国課税の対

象となる。 

 源泉地国に所在する不動産 

 源泉地国が日本の場合－その価値の 50％以

上が直接または間接に日本に所在する不動

産から構成される法人、組合または信託の株

式または持分（不動産化体株式） 

 源泉地国が米国の場合－米国国内法に規定

される「米国不動産持分（US real property 
interest）」 

 
改正議定書により、不動産の間接保有から生じる譲渡所得への日本の課税権が拡大され、日米租税条約と日米両

国の国内税法との整合性が高まった。 

なお、日本における 2018 年税制改正により、不動産化体株式であるか否か（つまり会社の価値の 50％以上が日本

の不動産から構成されているか否か）の判定時期は、「譲渡日」から「譲渡前 365 日以内のいずれかの日」に改正さ

れている。一方、日米租税条約と改正議定書のどちらも、租税条約が国内法に優先することを規定していないため、

不動産化体株式に該当するか否かの判定は、国内法に基づいて行われることになる。 

相互協議（MAP） 

発効前 発効後 

仲裁制度なし。 日米両国の権限ある当局が合理的な期間（通常、他方の

締約国の権限ある当局への申し立てから 2 年）協議して

も解決できない場合、仲裁手続きが導入された。 

役員報酬  

改正議定書の日本語版は、一方の締約国の居住者である役員または従業員が他方の締約国の居住者である法人

から報酬を受ける場合、受領者が取締役会の構成員である場合を除き、当該報酬が条約第 15 条の対象とはならな

いことを明確化している。これにより、日本の国内法で「役員（director）」に「みなし役員」が含まれていたために生じ

ていた、日米間の課税所得の範囲の相違による二重課税のリスクが、軽減されることになる。また、コンサルタントま

たは使用人を兼務する取締役会構成役員が、コンサルタントまたは使用人の兼務分として受け取る報酬額について

は、第 15 条の適用がないことも明確にされた。なお、第 15 条について、英文は変更されていない。 

情報交換 

改正議定書には情報交換および税務執行共助に関する新条項が追加され、両国の税務執行および租税徴収を支

援するため、改正議定書発効前には条約濫用に限定されていた情報交換の範囲が、滞納租税債権一般に拡大され

た。これにより、対象となる日本の租税に消費税（国税）、相続税および贈与税が追加された。 

 

  Deloitte’s View 
改正議定書は、配当に係る源泉税の免除要件緩和および支払利子に係る源泉税の原則免除等のメリットを納税

者にもたらすものである。しかし、不動産化体株式に係る譲渡所得規定が変更されたことにより、外国法人が保

有する不動産化体株式の外国法人への間接譲渡から生じる譲渡所得が、日本で課税対象となることとなった。

また、支払利子に係る源泉税免除の適用を受けるためには、租税条約に関する届出書を再提出しなければなら

ない。予期せぬ課税リスクを避けるためにも、納税者は、改正議定書の適用始前に、議定書の及ぼす影響につ

いて検討する必要がある。 
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