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経済のデジタル化の進展に伴い従来の国際課税の枠組みの下では対処できない課税上の課題が生じつつあるという問題意識は、
税源浸食と利益移転（BEPS：Base Erosion and Profit Shifting）の行動計画１として 129 カ国が参加する G20・OECD の包
摂的枠組（Inclusive Framework（OECD ウェブサイト（英語））を舞台にその対応に関する検討がはじまり、2015年 10 月に
報告書がまとめられ、法人課税については 2020年まで作業を継続することが合意された。その後、数次にわたるマイルストンを経
て、今年 2020年 1月には第１の柱の統合的アプローチに係る制度の大枠、及び第２の柱の進捗報告 1が出され、関係各国によ
る 2020年末までの合意へのコミットを確認された。これ以降、OECD及び各国において技術的な作業が進められ、その成果は第 1
の柱及び第 2 の柱に係る 2 つの 「ブループリント（Blueprint、青写真のこと）」としてまとめられ、2020年 10月 12日に公表され
た。 

                                                           

1 http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps.htm OECD ウェブサイト（英
語） 

http://www.oecd.org/tax/beps-about.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps.htm
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OECD は経済のデジタル化の進展に伴って生じる課税上の課題について、DST（Digital Services Tax）導入などの各国による一
方的措置を抑止すること、またグローバルなコンセンサスに基づく解決策に至ることの重要性を発信しており、2021年半ばまでに作業
を終結させるため、残された論点に迅速に取り組むことを目指している。ブループリントに対するコメントの期限は 2020年 12月 14
日で、2021年 1月にバーチャル市中協議が予定されている。 

 

第 1の柱：経済のデジタル化に伴うネクサスと利益配分に関する課題 

第 1 の柱に関するブループリント（OECD ウェブサイト（英語））は、デジタル化に伴う課税上の課題に対応するため、納税
場所についての新たなルール（ネクサスルール）及び各国間における利益分配ルールに関して、将来の国際合意に向けた「項
目（Building Blocks）」を示している。 

ブループリントでは、包摂的枠組参加国による政治的合意はいまだに得られていないものの、ユーザー所在国又は市場国に対
し有利に課税権を再配分するための提案が示されている。提案の概略は、以下のとおりである。 

利益 A グローバルにおける残余利益の一部を、グループ（又はセグメント）単位に適用される定式的な計算方
法を用いて、市場国現地における物理的拠点の有無によらず、市場国に配分する新たな課税権 

利益 B 定義された「基礎的販売・マーケティング機能」に対する固定的利益 

租税の確実性 効果的な紛争予防・解決メカニズム 

 

1. 利益 A:デジタルサービス及び消費者向けビジネスに対する新しい課税権 

(1) 利益 Aの対象範囲 

利益 A の対象範囲として、現地での物理的活動の有無にかかわらず市場国の経済活動に「活発かつ持続的に」関わること
が可能な２つの広範なビジネスのグループを特定している。 

1) 自動化されたデジタルサービス（Automated digital services, “ADS”） 
グローバルかつ大規模な顧客・ユーザー層に対し、遠隔で提供される標準化されたサービスにより収益を生み出すものとさ
れ、より具体的な対象を定めるために以下が記載されている。 

 Positive リスト（対象事業）として以下を含む。オンライン広告サービス、顧客データの販売、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、オンライン仲介プラットフォーム、デジタルコンテンツサービス、オンラインゲーム、標
準化されたオンライン学習サービス、クラウドコンピューティングサービス 

 Negative リスト（対象外事業）として以下を含む。カスタマイズされたプロフェッショナルサービス、カスタマイズされ
たオンライン学習サービス、ADS 以外の商品又はサービスのオンライン販売、物理的な商品の販売による収益、イン
ターネット又はその他の電子ネットワークへのアクセスを提供するサービス 

 上記に含まれないその他の活動は、自動化された（すなわち、一度システムが開設されると、サービス提供側の人
的関与が最小限に留められる）、又はデジタル（インターネット又は電子ネットワーク上にて提供される）の一般
的な定義を両方満たす場合には対象となる 

2) 消費者向けビジネス（Consumer-facing business, “CFB”） 
「一般的に個人消費者に対し販売される種類」の商品又はサービスの販売（消費者が直接の購入者であるかどうかは
問わない）又は、当該商品又はサービスに関連する無形資産を使用又はそのライセンス権から収益を生み出すビジネス
と定義される。第三者の仲介業者（フランチャイズモデル）又は消費者製品又はサービスに関するライセンス契約を通じ
て活動を行う事業は、利益 A の対象に含まれるとされている。 

一般的に消費者向けに販売される最終製品を、事業者及び消費者の両者に対し販売（「二重使用」（デュアルユー
ス）される商品・サービス）するビジネスにおいては、その収益の全てが利益 A の対象となる。消費者に販売される消費
者向けの最終製品に組み込まれる中間製品・部品の販売は対象外となる。消費者にも販売されるという意味で、「二
重使用（デュアルユース）」される中間製品・部品の販売は、実際に消費者向けに販売された収益のみが利益 A の対
象となる。 

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprint-beba0634-en.htm
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3) 対象外 
対象外として想定されているのは、採掘・天然資源に係るビジネス（コモディティ取引業等はこれに含むが、製品に天然
資源が組み込まれるビジネス（宝石やチョコレート）はこれに含まない）、金融業における消費者向けビジネス（銀行、
保険、アセットマネジメント等を含む）、住宅不動産の建設、販売、賃貸、及び国際航空・海運業である。 

(2) 閾値 

次の 2 つの閾値を満たす多国籍グループは、利益 A の適用対象となる 

 グループの年間連結収益における閾値（7億 5000万ユーロが検討されている）、及び 
 国外源泉対象収益における最小限度額（デミニマステスト） 

この閾値は、まず高めの水準が設定され、数年間にかけて段階的に引き下げられる可能性がある。 

(3) 新たなネクサス（課税対象拠点） 

市場国において、利益 A の対象となる収益が以下の要件を満たす場合にのみ、当該市場国は利益 A の配分を受ける権利
を有す。 

 自動化されたデジタルサービス：対象収益が閾値を超えているか。 
 消費者向けビジネス：対象収益が閾値を超えており、更に重要かつ持続的な関与を示す「追加要因」（例：市場国

における子会社又は恒久的施設（PE）の存在等）を満たしているか。その他にも、市場国における収益に対しても閾
値を設定する等といった追加要因が検討されている。 

大規模な市場国では高い閾値を、小規模な開発途上国では低い閾値を適用することが検討されている。新たなネクサスは、
新しい課税権である利益 A の適用においてのみ認められ、他の目的（関税、その他の税目等）においてはネクサスと認定さ
れない。 

(4) レベニューソーシングルール 

利益 A のルールは、市場国から創出される収益を決定するための詳細なルール（収益の源泉国、及び対象活動の特性を反
映した諸指標）により構成される。 

例えば、消費者向け製品の直接販売はレベニューソーシングルールに基づき製品の最終配送地が源泉地と認定され、消費者
に直接販売する小売店の所在地国や、最終配達住所といった指標を適用し決定される。適用する指標の選定については、
正確さと、コンプライアンスコストとのバランスが求められる。  

(5) 課税ベースの算定 

利益 A の金額は、適格な会計基準に基づき作成された連結グループ財務諸表上の税引前利益に基づいて計算される。所
得税、配当金、株式に係る損益、及び一般的に公共政策上の理由から税務上損金算入されない費用（例：罰金等）
の否認といった、最低限の税調整が適用される。 

セグメント単位での利益 A算定も検討されており、グローバルベースの収益が、合意された閾値を超過する大規模グループは
必須とする一方、小規模グループは任意で選択可能とする等の検討がなされている。また、大きな歪みが生じる可能性がある
場合（例えば、利益 A対象外の活動において高い利益を得ている場合等）にも、セグメンテーションが義務付けられる可能
性がある。 

損失はグループ単位又はセグメント単位においてプールされ、過年度の損失が完全に相殺されるまでは、当該グループ又はセグ
メントにおいて利益 Aが発生しない（市場国に再配分されない）ように繰越し・アーンアウトの仕組みが適用される。利益 A
導入以前に発生した損失の相殺を認めることについても検討が行われており、また利益 A の配分水準を下回る「利益不足」
についても考慮されることになろう。  
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(6) 利益配分 

1) 利益 Aの額：定式アプローチ 

 
包摂的枠組内において、利益 A の算式における場合分けの要否について、メンバーの見解が分かれている。すなわち、対
象内の全ビジネスにおいて、あらゆる状況において同一の計算式が適用されるべきか、あるいはデジタル化の度合いや利
益率の差異を、利益の算式に反映すべきかといった議論が行われている。 

残余利益が既に市場国で課税されているような状況においては、市場国への利益 A の配分を制限するために、マーケテ
ィング及び販売活動の利益についてセーフハーバーが導入される可能性がある（例えば、ある事業者が利益 A適用対象
収益に関連するマーケティング及び販売活動に従事する子会社又は PE を市場国に有し、当該子会社又は PE が十分
に課税されている等）。 

また、単一国において開発、製造、販売される製品の利益を利益 A の範囲から除外するため、国内事業も対象外とな
る可能性がある。 

2) 利益 A拠出者の選別と二重課税の排除 
利益 Aは、独立企業間原則に基づく既存の利益配分ルールと重複することから、二重課税を排除するために二重課
税が生じる国を特定し、新たな課税権と既存の利益配分ルールとの間での調整が必要となる。  

まず、利益 A に課される税負担を利益 A の拠出者（paying entity）間に配分する。 

 

次に、拠出者に配分された利益 A に課される税金は、拠出者により、国外所得免除方式又は税額控除方式のいずれ
かの方法で控除される。 

ステップ1

利益率の閾値
グループの利益率（税引前利益／売上）から合意された閾値を控除し、残余利益の額を特定

ステップ2

再配分割合
残余利益に合意された一定割合を乗じた額が市場国に配分される（当該金額を除いた残余利益は、利
益A対象外の活動に帰属する利益とみなされる）

ステップ3
配分対象となった残余利益について、現地における対象売上割合に基づき市場国へ配分する

ステップ1

グループの残余利益の創出に関し「重要かつ持続的な貢献」を行う拠点を特定するための定性的な活動テ
スト（基本的に既存の移転価格機能リスク分析に基づき判断される）を行う

ステップ2

利益Aに対して課される税負担に耐えうる利益水準にある潜在的拠出者を選定するための定量的な利益
率テストを行う

ステップ3
利益Aが配分される市場国との関連性がある拠出者に利益Aに課される税負担を優先的に配分する

ステップ4

利益Aに課される税負担を、グループ（又はセグメント）内の他の拠出者（市場国との関連性が低かったり、
関連はあっても利益が十分でない拠出者）間で、比例的に配分する
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2. 利益 B: 定義される基礎的マーケティング・販売活動に対する固定的利益 

利益 B は、小規模な開発途上国における移転価格の管理を簡素化すること、及び租税の確実性（tax certainty）を高
め、税務紛争を減らすことを目的とし、基礎的な販売・マーケティング活動に従事する関連会社の稼得する利益を標準化しよ
うとするものである。利益 B は、潜在的に全ての事業分野において適用され、適用範囲の制限はない。 

独立企業間原則に基づき、利益率を概算することを意図した固定利益率が提案されている。固定利益率の水準は、取引
単位営業利益法の比較対象企業ベンチマーク分析に基づき設定される可能性が高く、更に業種毎又は地域毎に設定され
る可能性がある。すなわち、移転価格算定方法としては売上高営業利益率（ROS）を利益指標とした取引単位営業利
益法を適用することが適切であるケースを想定している。ある提案では、独立企業間原則に基づく他の移転価格算定方法
（例えば独立価格比準法等）が最も適切であるという証拠を提示することにより、利益 B の適用に対して反論することも可
能となるとされている。利益 B により、既に合意された事前確認（APA）や相互協議（MAP）の合意結果が訂正されるこ
とはない。 

ブループリントは、利益 B の適用対象として、ルーティンの販売機能を有する会社が一般的に独立企業において遂行されるで
あろう機能、所有する資産、負担するリスクとして「ポジティブリスト」において定義される狭義の基礎的活動を前提としている。
一方で、「ネガティブリスト」は販売会社を利益 B の適用除外と判断する根拠となる一般的な要因を提案することになる。ま
た、対象活動の特定において定量的な指標も用られる。包摂的枠組参加国の一部のメンバーは、対象範囲を拡大させるこ
とに関心を示している。 

3. 租税の確実性の向上、紛争の予防及び解決 

これらの提案は、企業及び税務当局の双方において租税の確実性を高めることを目指しており、紛争解決の強化が重要な
要素と考えられている。 

利益 A に関しては、拘束力のある紛争防止手続が企業に提供されることが検討されている。税務当局による更正が行われ
る前に、グループが利益 A適用対象であるか、また、適用対象である場合には利益 A の金額及び配分について合意されてい
るか（拠出者の特定を含む）について、早い段階における確実性が提供されるかもしれない。このプロセスに関連して、まず当
該手順の第一ステップとして関係する税務当局のメンバーにより構成される審査パネルの導入がなされ、また、必要な場合に
応じて利益 A の結果に関し強制力及び拘束力を持つ決定パネルを導入することも含まれている。 

利益 A の適用対象である企業については、移転価格及び PE に関連する紛争について、強制力及び拘束力のある新たな解
決プロセスも策定中である。 

国際コンプライアンス保証プログラム（ICAP）、国際共同税務調査（Joint Audit）、及び二国間 APA・多国間 APA等と
の関係性も考慮しつつ、既存の紛争予防手段の強化及び改善が検討されている。 

利益 B のルールは紛争可能性を抑制するように設計されるが、紛争が発生した場合には強制力及び拘束力のある紛争解
決が利用可能とされる。相互協議件数が低い又はないような開発途上国については、利益 A に関連しない案件の場合、拘
束力のある紛争解決メカニズムの選択制導入が検討されている。 

4. 導入と管理 

簡素化された管理プロセスの下では、グループにおいてコーディネーションを担当する一社がグループの代表者として、標準化され
た利益 A申告書及び文書化のパッケージを当該グループの最終親会社の所在国における税務当局（又は代理親会社の所
在国における税務当局）へ一部提出し、税務当局は、受領した申告書を関係する他の税務当局（すなわち、グループの構
成会社又は市場を有する国）と交換することが構想されている。そして上記コーディネーション拠点が代理人として利益 A の
配分額に係る税金の支払いを市場国に対して行うことが想定される。 

これらの提案は、国内法及び租税条約上の二重課税規定の改正を要するものである。租税条約の改正を円滑化するため
に、新しい多国間条約が構築されることになる。 

コンセンサスに基づくいかなる合意においても、デジタルサービス税等を含む各国国内法の動きを撤回させ、将来においてもその
ような国内法の導入を禁ずる条項を織り込む必要があると期待されている。 

5. デロイト トーマツのコメント 

今回のブループリントは、当初（G20 による経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応に係る作業を 2020年末までに
完了させるという野心的な目標が設定された時点）に期待されていた政治的合意は得られていない。結果として、ブループリ
ントは、包摂的枠組参加国において合意を得られていない範囲を特定し、今後コンセンサスを得るための作業において、各国
が検討するであろう選択肢を提示するものとなった。政治面での進展はなかったものの、ブループリントには、包摂的枠組参加
国からの甚大な協力を得ながら OECD 事務局がこれまで実施してきた技術的作業をみることができる。また、ブループリントに
は見解の相違が残る具体的な政策事項（例えば、再配分割合、閾値、利益 A をセーフハーバーとするか等）及び技術的
事項（セグメンテーションの要否）が数多く記されている。 
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提案されている新たな課税権である利益 Aは、自動化されたデジタルサービス（ADS）と消費者向けビジネス（CFB）の 2
つの広域な事業分野に引き続き焦点を置いている。医療用医薬品セクターにおけるルールの適用方法など、スコープに関する
主要な論点は依然として未解決のまま残っている。金融セクターは、政治的合意が前提にはなるものの、ブループリントにおい
て適用除外対象が拡大され、銀行、保険及びアセットマネジメント事業が適用除外とされている点を歓迎するだろう。採掘・
天然資源、コモディティ、航空業、海運業、及び住宅不動産事業も除外されている。 

ブループリントは提案されるルールの複雑性について、特に利益に対する課税権を市場国に渡すことになる拠出者の決定方法
に関して、妥協していない。税務当局が対象企業に対し確実性を提供できるように、利益 A ルールの適用を、最も大規模な
多国籍企業（年間の連結売上が 100億ユーロ又は 50億ユーロを超える等）から段階的に導入することも検討されている。 

経済界からは、利益 A と市場国における既存の課税権の関連性、特にロイヤルティ－に課される源泉税に関して説明がほと
んどなされていない点及び、二重課税を排除する手段として各国が国外所得免除ではなく外国税額控除を選択することがで
きるようになっている点について懸念が示されている。外国税額控除は複雑な既存国内法と組み合わさることで、二重課税の
効果的な抑制が妨げられてしまう懸念がある。また、残余利益を有する国の税率が市場国における税率より高いことがある中
で、一部の国は外国税額控除方式を望んでいるという言及があるが、これは課税権の再配分の合理性とは関連性の低い議
論といえよう。新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」）による景気後退がある中、企業は利益 A導入以前の損失
を利益 A と相殺できるか否かに関心を示している。 

利益 A導入という新たな国際的枠組みが経済成長を阻害しないことを保障するためには、早期の確実性、並びに、効果的
な紛争予防・解決をもたらす革新的な解決法へのコミットメントが不可欠である。利益 A を超える紛争解決に係る義務的拘
束力の適用範囲については引き続き見解の相違が見られるものの、利益 A に係る包摂的枠組参加国の尽力は経済界によ
り歓迎されるであろう。また、集約的な申告方法といった申告手続の簡素化が検討されている点についても喜ばしくとらえられ
るだろう。 

利益 B（販売・マーケティング活動に対する固定利益率）に関する作業は引き続き行われる予定だが、政策及び技術面で
課題が残っていることは明らかである。 

米国の大統領選挙や COVID-19による継続的な影響が想定される中で 2021年半ばまでにこの作業を終結させる目標は
野心的である。しかし、OECD 事務総長アンヘル・グリア（Angel Gurría）氏は、各国による国内措置を放置することのリス
クを強調すると共に、合意に至らない場合には「世界経済が既に深刻な打撃を受けている状況下で、租税戦争を貿易戦争
に発展させてしまう恐れがある」と述べた。たとえ 2021年半ばまでに合意に達したとしても、多国間協定の導入や租税条約の
改正に何年も要することは明らかである。残っている作業量を考慮すると、利益 A の導入時期は最速で 2024年であり、更
に遅延する可能性もあると考えられる。 

（東京事務所 山川 博樹、山田真毅、程 雪） 

 

第 2 の柱：グローバル・ミニマム課税

第 2 の柱に関するブループリント（OECD ウェブサイト（英語））は、多国籍企業による軽課税国への利益移転に対抗する
ために各国共通の最低税率によるミニマム課税を確保するルールを提案している。最低税率の水準などの政治判断を要する
未解決の論点が残されているが、OECD は 2021年半ばまでの合意を目指している。 

ブループリントで示された第 2 の柱の基本的構造は、以下のとおりである。 

項目 内容 

GloBE（Global Anti-Base 
Erosion）ルール 

大規模な多国籍企業グループが最低限の税負担をすることを確保するために、以下の
ルールを導入。 

所得合算ルール（IIR: Income inclusion rule） 
軽課税国の子会社等の所得を親会社等の所在地国で国際的に合意された最低税
率まで上乗せ（トップアップ）課税。軽課税国の支店の所得については、スイッチオー
バールール（SOR: switch-over rule）により国外所得免除方式を外国税額控除方
式に切り替えて課税。 

軽課税支払ルール（UTPR: Undertaxed payments rule） 
軽課税国の関連企業への支払に対し、支払会社側の国で最低税率まで課税（損
金算入否認等）。親会社等が IIR を導入していない場合のバックストップとして機
能。 

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-two-blueprint-abb4c3d1-en.htm
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租税条約の特典否認ルール
（STTR: Subject to tax rule） 

軽課税国への利子・使用料等の支払に対し、支払会社側の国で最低税率まで源泉
徴収（租税条約の特典を否認）。所得合算ルール・軽課税支払ルールに優先して
適用される。 

1. 所得合算ルール・軽課税支払ルール 

(1) 適用範囲 

前年度の連結売上高が 7億 5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループが所得合算ルール・軽課税支払ルールの対象とな
る。投資ファンド、年金ファンド、政府系企業、NPO 法人等は適用対象外とされる。ただし適用対象外法人によって支配さ
れるサブ企業グループは適用対象となる可能性がある。トン数標準税制を適用している国際海運業者を対象とするかどうか
は検討課題とされた。 

(2) 所得合算ルール（IIR） 

所得合算ルールは、トップダウンアプローチを採用する。各国の実効税率が最低税率を下回る場合に、原則として多国籍企
業グループの最終親会社の所在地国で最低税率まで課税する。最終親会社の所在地国が所得合算ルールを導入していな
い場合には、中間持株会社の所在地国においてトップアップ課税が行われることになる。 

子会社に一定割合以上の外部株主が存在する場合には、スプリットオーナーシップルールによりその子会社の所在地国で所
得合算ルールを適用する。 

外国支店の所得について国外所得免除方式を採用している場合には、スイッチオーバールールの適用により国外所得免除方
式から外国税額控除方式に切り替えることによって最終親会社の所在地国においてトップアップ課税が行われる。スイッチオー
バールールは租税条約に導入されることになる。 

 

(3) 軽課税支払ルール（UTPR） 

軽課税支払ルールは、所得合算ルールを補完するものである。多国籍企業グループの構成会社間で支払が行われる場合に
おいて、軽課税国に所在する構成会社へ支払を行う他の構成会社に対して、支払側の国で最低税率までトップアップ課税
を行う。軽課税国の構成会社に対して最終親会社等が所得合算ルールを適用する場合には、軽課税支払ルールは適用さ
れない。 

軽課税支払ルールにおいて、軽課税国の構成会社に係るトップアップ税額は、第一にその構成会社に対する直接支払額
（損金算入されるもの）の比率でグループの各構成会社に割り当てられる。直接支払額に国内税率を乗じた金額が、割当
てられるトップアップ税額の上限となる。軽課税国に所在する構成会社には、トップアップ税額が割り当てられない。 
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(4) 実効税率の計算 

所得合算ルール・軽課税支払ルールにおいて、実効税率をどの範囲で算定するかという「ブレンディング」の方法として、「国別
ブレンディング」が採用される。国単位でグループ構成会社に帰属する所得の金額と租税の額を合算して実効税率を計算する
ことになる。 

分子の租税の額は、グループ構成会社に帰属する所得に対して課されるものであり、所在地国の法人税だけでなく外国法人
税も含まれる。外国子会社合算税制（CFC税制）の適用により親会社の所在地国で合算課税された税額も、子会社の
所在地国における租税の額として集計される。売上税、VAT、物品税、デジタルサービス税（DST）、印紙税、給与税及び
固定資産税等は含まれない。 

分母の所得の金額は、親会社の連結財務諸表を作成するために使用された各構成会社の税引前利益に、一定の永久差
異を調整して計算する。親会社の連結財務諸表は一般に公正妥当と認められる会計基準に従って作成されることが求めら
れる。PE 帰属所得については、PE 所在地国における現地税法令に準拠して計算する。 

永久差異の調整として、一定の配当、株式譲渡損益、株式報酬費用等、限定的な項目が提案されている。グループ内の
組織再編等に適用される現地の課税繰延ルールをどのように取り扱うかは、継続課題とされた。一時差異は原則として調整
しないが、現地税法上の即時償却や特別償却については調整することが検討されている。 

(5) 繰越ルール 

一時差異による実効税率の変動を平準化する観点から、以下の繰越ルールが設けられている。 

項目 内容 

損失の繰越し 現地税法上のルールに関係なく、国単位で繰越損失を課税ベースから控除する。繰越期間
は無期限とされる見込み。 

超過税額の繰越し ある年度において納付すべき現地税額が最低税率によるミニマム税額を上回る場合に、超
過税額を認識する。超過税額は以下のいずれかの方法で控除又は繰り越される。 

IIR 税額控除（IIR tax credit） 
過年度（Lookback period）に所得合算ルールのもとでトップアップ課税が行われていた場
合に、課税済みのトップアップ税額の範囲内で、当年度に生じた超過税額が IIR 税額控除
の枠を創出し、当年度又は翌年度以降のトップアップ税額と相殺できる。 

現地税額繰越し（local tax carryforward） 
当年度に超過税額が生じた場合、翌年度以降の実効税率の計算上、分子の税額に加算
できる。 



9 

 

上記の Lookback period 及び繰越期間はいずれも 7年とする案が提示されている。 

GloBE ルールの導入前に生じた損失や一時差異の影響を緩和するために、一定の移行ルールを設けることも検討されている。 

(6) カーブアウト（適用除外） 

形式基準による適用除外として、給与・償却費に一定割合を乗じて計算したカーブアウト額を課税ベースから控除する。税源
浸食のおそれが低い事業活動から生じる利益を除外することを意図している。カーブアウト額は以下の要素によって構成され
る。 

1) 給与部分 
適格従業者（独立請負人を含む）に係る人件費（賞与、経済的利益、法定福利費の事業主負担額等を含む）
に対して一定のマークアップ率を乗じて計算する。 

2) 固定資産部分 
有形固定資産の減価償却費等（土地のみなし償却費を含む）に対して一定のマークアップ率を乗じて計算する。 

適用除外の方法については、マークアップ率の水準を含めていくつかの課題が残されている。 

(7) 簡素化の検討 

国別ブレンディングによる実効税率の計算をできる限り簡素化する観点から、以下の方法が検討されている。現時点で決定し
たものはなく、今後の市中会議での検討課題となる。 

(a) 国別報告書（CbC レポート）の情報を利用した実効税率セーフハーバー（ETR safe-harbour）の設定 

(b) グループ全体の税引前利益に占める割合が一定水準に満たない国を実効税率の計算対象から除外 

(c) ある国の基準年度における実効税率が一定水準を超えている場合に、翌 3-5年間（猶予期間）における実効税率
の計算を不要とする 

(d) 実効税率の算定から除外できる低リスク国（low-risk jurisdictions）をガイドラインで指定 

(8) 関連会社と合弁企業 

ブループリントでは、持分法が適用される関連会社や合弁企業について、所得合算ルールの簡便法を適用することが提案され
ている。連結除外エンティティ（Orphan entities）についても、軽課税支払ルールの適用により課税できるような例外規定を
設ける。 

2. 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、関連者間の支払が受領者の居住地国においてトリガー税率未満で課税される場合に、源
泉地国に課税権を認める。上述のとおり、他のルールに優先して適用する。具体的な内容は以下のとおりである。 

 関連者間の個別取引ごとに適用する。関連者の定義は OECD モデル租税条約や国連モデル租税条約をベースとする 
 関連者間の支払に対して受領者側の所在地国において適用される調整表面税率が、合意されたトリガー税率を下回

る場合に、支払者側の国で租税条約の特典を否認する。調整表面税率は、受領者の所在地国でその支払に適用さ
れる優遇税率等を調整して計算する。所得合算ルール・軽課税支払ルールにおける最低税率が純額ベースの所得に適
用されるものであるのに対し、租税条約の特典否認ルールのトリガー税率は総額ベースの支払額に適用される。そのた
め、このルールにおけるトリガー税率は所得合算ルール・軽課税支払ルールの最低税率より低く設定される 

 適用対象は、税源浸食のリスクが高いことが想定される以下の支払に限定される 
 利子 
 使用料 
 その他の支払（フランチャイズ料、保険料、保証料、賃借料、代理手数料等。一定の低利益率支払は適用対象か

ら除かれる） 
 個人間の支払や所得合算ルール・軽課税支払ルールにおける適用除外法人に対する支払は適用対象外となる 
 多国籍企業グループの規模、対象支払の金額又は総支出に占める割合等に応じた重要性の基準を設けることが継続

して検討されている 
 既存の租税条約における二重課税排除条項との関係については今後の検討課題とされた 

租税条約の特典否認ルールについては課税のタイミングなどの面でいくつかの執行上の課題が残されている。 
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3. 導入に伴う論点 

所得合算ルール・軽課税支払ルールを各国の国内法に統一的に導入するためのモデル規定及びガイダンスの作成が検討され
ている。一方、租税条約の特典否認ルール、スイッチオーバールールの導入には既存の租税条約の改正が必要となるため、
BEPS 防止措置実施条約（MLI）（OECD ウェブサイト（英語））又は新たな多数国間条約によって導入することが想
定される。新たな多数国間条約の枠組みでは、所得合算ルール・軽課税支払ルールが各国で統一的に適用・執行されること
を法的に確実にする機能も期待される。 

4. デロイト トーマツのコメント 

G20は経済のデジタル化に伴う租税問題の解決策を早期に合意することを目指していたが、ブループリントでは政治的合意が
得られていない論点がいくつか残されている。最低税率の水準をどうするかという最大の問題が未解決であるが、ブループリント
において示されたいくつかの設例や OECD による経済的影響分析では 10%～12.5%の税率が用いられている。 

ブループリントでは、技術的な制度設計や最終化に向けて今後必要となる技術的論点が示されているが、各国で見解が分か
れる政治的課題も残されている。所得合算ルールとの重複適用が懸念されている米国の GILTI（Global Intangible Low-
Taxed Income）については、共存に向けた政治的合意が必要であると認識されている。例えば、日本企業などの米国外企
業が米国に中間持株会社を有している場合に、日本親会社に対する所得合算ルールと米国中間持株会社に対する GILTI
の重複適用があるかどうかについては継続課題とされた。軽課税支払ルールに類似する米国の BEAT（Base Erosion and 
Anti-abuse Tax）については、所得合算ルールが適用される会社への適用を制限するように米国に対して強く促している。 

カーブアウトについては、上述のとおり形式基準による適用除外が提案されているが、BEPS 行動 5（有害税制への対抗）の
基準に基づく適用除外など、更なる適用除外の可能性については示されていない。 

租税条約の特典否認ルールについては、関連者間の個別取引単位での適用が想定されているが、実務面で懸念が残る。ト
リガー税率を総額ベースの支払額に適用する場合、課税が過大となるリスクが想定されるため、二重課税の防止と紛争解決
の仕組みが必要となる。 

OECD の経済的影響分析によると、第二の柱の導入によって年間で世界全体の法人税収入が 420 億～700億ドル増加
することが見込まれており、その効果は第一の柱を大きく上回る。その一方で、第二の柱の導入によるコンプライアンス及び管
理コストの負担増加が懸念される。各国で足並みのそろった導入とならない場合には、二重課税の発生が避けられない。日
本には既に CFCルールが存在する中、所得合算ルールと既存の CFCルールとの間でどのように調整が図られるかについては、
今後の動向を注視していく必要がある。 

（東京事務所 山形 創一郎、秋田二郎） 

  

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf
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