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PE認定の人為的回避の
防止への企業の対応

弁護士

の防止に移りたいと思います。概要は以下のと
おりです。

岩品：次に行動計画７のPE認定の人為的回避
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■行動計画７（PE認定の人為的回避の防止）
・ OECDモデル租税条約５条の規定の改正
を中心として，PE認定の人為的回避の防止
を取り扱っている。具体的には，５条５項
及び６項を改正し（代理人PEの改正），コ
ミッショネア・アレンジメントについても
PE認定することとした。また，５条４項を
改正し，列挙された活動に該当するだけで
なく，「準備的・補助的活動」の性質を有す
る場合に限りPEから除外されることとした。

行動計画１の電子商取引について，想定はさ
れましたが，結局のところ，帰属所得は僅少に
とどまることが確認されること，他方逆に例え
ば拡大した倉庫PE等において，国連モデルが
AOAを採用していないことを踏まえるとAOA
概念に整合的な課税が新興国・途上国において
真に実現するのだろうかとの懸念が生じること
など，受け止めとして難しさを感じておられる
方も少なくないのではなかろうかと思います。
米国は，帰属所得の算定の議論とセットでな

岩品：企業のBEPS対応という視点から留意点

ければ行動計画７の受入れは困難と表明したと

などをお聞かせいただけないでしょうか。

聞きます。PE認定及び帰属所得の算定に係る

山川：BEPSプロジェクトが想定した典型的所

利害対立は，先進国対新興国・途上国を軸とし

得移転モデルは，プリンシパルモデルと考えら

て，米国対欧州国をはじめとする先進国間でも，

れ，このモデルの下での源泉地国の問題に対し

錯綜しています。

ては，行動計画７のPE認定の人為的回避とこ

行動計画１のところで触れさせていただきま

れとの関連で論題化されたPE帰属所得の算定

したデジタルコンテンツ取引のPE帰属所得に

において対処されたとの整理かと思います。

つきましては（本誌2016年10月号127頁）
，米国

代理人PEの範囲が拡大され，準備的・補助
的活動であるか否かについてはその活動が企業

対他の国という構図も包摂されようかと思います。
今後は，世界のコンセンサスの確保に尽きよ

全体の活動の本質的かつ重要な部分を構成する

うかと思います。

のかという実質判断に委ねられることとなりま

岩品： 新興国では「良いとこ取り」をしよう

した。

という動きがあるように感じられます。モデル

他方，PE帰属所得の算定については，公開

租税条約が改正され，PE認定されないために

討議草案が発出されたばかりで，そこでは，

「準備的・補助的活動」の性質が必要であると

PEを分離独立企業と仮定して移転価格税制の

されました。新興国では，
「準備的・補助的で

概念を用いて計算するAOA（OECD承認アプ

はない」と指摘してPE認定しやすくなったと

ローチ：本誌2016年９月号116頁参照）が提示

思っているような気配がありますね。

されました。2010年OECDのPEレポートで提

山川：そう思います。ときに論拠不明のPE認

示されたAOAがプラスG20の枠組にさらりと

定課税の実態がみられますので，泣き寝入りし

提示されました。

ないでロングスパンで対処していく必要があり

新興国・途上国はAOAをあまり知らないで

ます。

しょうし，AOA導入はこれらの国のみなし利

岩品：この点については，さらに，PE認定を

益課税を止めることを意味し，米国が移転価格

するにしても，帰属所得の計算をきちんしてほ

課税をインバウンド取引に執行し始めた80年台

しいと言わなければならないわけですね。

より古い時代から執行されていました経緯を考

吉村： 途上国や新興国に限らず，ヨーロッパ

えますと，画期的な提示にみえてきます。現在

でも，今回のBEPS行動を先取りするような処

PE課税が盛んな国にとっては課税額の縮小に

分や判決が出ていますので，今後「お墨つきを

つながるものといえようかと思います。

得た」ということで課税処分が行われるリスク
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が高まってくると思います。

フランスやイタリアは所得をどう算定するの

また，お話にあったように，帰属所得算定の

か。かねてより電子商取引源泉地国課税の立案

ディスカッションドラフトが先日出ましたが，

を専門誌で目にすることがありますが，この２

今後どこまで踏み込んで具体化されていくかが

か国は強硬さを感じることがあります。

気になります。仮にPEが認定されてしまうと，

吉村： 仮にこれらの国に存在しているオフィ

みなし利益でごそっと課税されるのはかなりの

スをPEとして認定したとして，どれだけ利益

リスクですので，きちんとしたルールをつくっ

がつくのかはわかりません。

てほしいと思います。

山川： プリンシパルに対するノーショナルロ

山 川： 今 般 のOECDのBEPSプ ロ ジ ェ ク ト で

イヤルティペイメントを認容するのかという論

は，PEの範囲の議論は，帰属所得の算定の議

点があろうかと思います。また，国によっては

論より先行して進みました。所得算定にAOA

刑事事件として立件するのかということもある

が反映されるのかどうか。

かもしれません。

吉村： 所得算定まで含めて，一貫した実施が

吉村： 私も詳しくありませんが，故意による

確保されるかどうか，ですね。

逋脱行為だけで犯罪（fraude fiscal）になって

岩品：そうですね。吉村先生，EUでは先取り

しまうようです。ヨーロッパは租税法上の義務

する動きがあるということでしたが，具体的に

違反の犯罪化が進んでいますし，それを前提犯

判例はあるのでしょうか。

罪としてマネロン規制もかかってきます。

吉村： 私が知っている範囲ではスペインの最
高裁判決（2016年６月20日）があります。アイ

岩品：刑罰も科されうるのですね。
山川： ここは日本と違うように感じます。法

ルランドに置かれたDellの地域統括会社が，ス

人の行為に関して個人の責任に帰着させる風土

ペイン国内の子会社をコミッショネアとして活

があるのでしょうか。現地の担当はローテート

動していたところ，その子会社の物的・人的施

しますし。

設 に 対 す る 支 配 を 根 拠 にPE（fixed place of

岩品： 日本だと，いわゆる脱税ではないと犯

business）を認定し，さらに子会社を従属代理

罪までいかないわけですからね。

人PEと認定をして，課税処分を認めたという

吉村： そうなんですよ。日本で脱税捜査と言

ものがあるようです。

うととてもインパクトがありますが……。

ては，すでにノルウェーで代理人PEとは認め

山川：日本ほどインパクトはないでしょうか。
吉村： そのあたりは報道からの印象なのです

ない判決（2011年12月２日）が先行していまし

が，脱税の捜査が行われたと日本人がぱっと聞

た。それにもかかわらずスペイン最高裁はPE

くとどきっとしますよね。

を認定したということで，BEPSプロジェクト

山川： 日本は一罰百戒です。脱税の感覚が違

が影響しているとも指摘されています。

うということなのでしょうか。

このDellのコミッショネア・スキームに関し

また，報道されているように，フランスやイ

昨今OECDの税と犯罪フォーラムで，途上国

タリアがgoogleに対してかなり強硬な調査を行

の査察官の能力開発などの具体的な議論が進ん

っているようです。PE認定における
「補助的な」

でいることが声明でわかるのですが，各国はか

水準かどうかについて紛争が生じていると伝え

なり風土が違う中で，協働しているということ

られています。

になりましょうか。

山川： 契約の締結につながる主要な役割を果

岩品：ところで，PEの問題について租税条約

たすとの認定ですね。

を改正する点ですが，二国間の条約が多いわけ
税務弘報 2016.11 
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ですので，本来は改正のための協議をしないと
いけないわけですね。
若しくは，行動計画15の多数国間協定が導入
されないと相手国との関係ではきちんと整備が
されません。

山川： インバウンドを考えますと，日本の国
内法の検証や立案の議論もあろうかと思います。

5-8〜10

移転価格税制への
企業の対応

岩品：行動計画８から10の移転価格税制関係に
移りたいと思います。概要は以下のとおりです。
■行動計画８−10（移転価格税制）
・ 移転価格の算定上，リスクの引受けを行
うためには，リスクをコントロールしてい
る必要があり，また，リスクを引き受ける
財務能力も必要とされる。いわゆるキャッ
シュ・ボックス（単に資金のみを提供して
いる実体のない関連会社）には，リスクに
対するリターン（超過リターン）は配分さ
れず，単なる契約上のリスク配分では利益
は移転しないとされる。
・ 行動計画８は，無形資産に関する問題を
取り扱っている。具体的には，①広く明確
に記述された無形資産の定義の採用，②無
形資産の移転及び使用に関連する利益が価
値の創造に従って適切に分配されることの
確保，③評価困難な無形資産の移転につい
ての移転価格算定方法又は特別措置の開発
並びに④費用分担契約（CCA）についての
指針の改正等を目指している。
・ 無形資産とは，「有形資産や金融資産では
なく，商業的活動における使用のために保
有又は管理することができ，比較可能な状
況において独立当事者間で取引されていた
ならば，その使用又は移転に対する対価が
支払われていたもの」と定義された。
・ 無形資産の評価については，RP法（再販
売価格基準法）やTNMM法（取引単位営業
利益法）といった片側検証法は，一般的に
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無形資産の直接の評価において信頼性は低
い。また，無形資産の開発のコストに基づ
いて無形資産の価値を評価する移転価格算
定方法も推奨できないとされている。無形
資産又は無形資産に対する権利の移転に関
する事案では，CUP法（独立価格比準法）
又はPS法（利益分割法）が，もっとも有効
と考えられる。信頼できる比較対象が確認
できる場合はCUP法が適用できるが，そう
でない場合はPS法の利用が考えられる。
・ 評 価 困 難 な 無 形 資 産（Hard to Value
Intangibles）については，いわゆる所得相
応性基準を認めた。
・ 行動計画９では，関連者間のリスクの移
転又は資本の過剰な配分によるBEPSを防
止するルールを策定することが提言されて
いる。行動計画９は，事業体が契約上リス
クを引き受けている又は資金を提供してい
るというだけで，当該事業体に不適切なリ
ターンが帰属することのないよう，移転価
格算定方法又は特別措置を採用することを
目指している。
・ 行動計画10では，非関連者間では発生し
ない又は非常に稀にしか発生しないような
取引を通じて発生するBEPSを防止するル
ールを策定することが提言されている。

岩品：全体としていかがでしょうか。
山川： 今般の新たな移転価格の実体論の重要
な特徴は，取引実態の正確な認定，リスク分析
の６つのステップ，そして無形資産の機能・リ
スク分析であるDEMPE分析であると思います。
これらの３項目は，端的には今般の究極のタ
ーゲットであるキャッシュボックス叩きのため
の議論と思われるのですが，ここまでの精緻
化・厳格化を要するというのは，日本企業の納
税道義と日本政府の執行に照らしてみますと
「今頃になって」ということと，さらに裏を返
せば，欧米社会ではいかに契約が重視され，こ
れを否定することがいかに困難なのか，率直に
そのような感慨があります。
そして，今般のBEPSプロジェクトの強い風
圧の中にあっても，なお「契約」を移転価格分

● 山川博樹 × 吉村政穂 × 岩品信明

析の発射台に据えるに踏みとどまったことは，
OECDの思慮の深さを感じさせます。

ることかと思います。
所得相応性基準は，導入国は米国とドイツだ

最初に挙げさせていただいた取引実態の正確

けで，これまで独立企業原則に違背しているの

な認定は，価値創造のあるところに利益をつけ

ではないかという扱いであった中，既存の国際

るべきであるという原則を履践する上での素地

的ルールの改訂を目指すとしても，グローバル

であり，とても強調されています。移転価格分

スタンダードとまで成りゆくのかなという感じ

析の基本に立ち返ることを確認し，安直かつ機

はあります。

械的な移転価格算定手法の適用への警鐘ともみ

吉村： 日本では，法令レベルでも通達レベル

てとれようかと思います。

でも，例えば営業権のような，無形資産に関係

取引実態の正確な認定は，手法の選択判断，

する規定は置かれていますが，定義自体は整備

深度あるリスク分析を加味しますと，利益法で

されていない状況です。そのあたりは今回移転

あるTNMMと利益分割法の選択判断に直接影

価格税制における定義が明確化されたことを契

響し，またTNMMの実務上は検証対象法人は

機に，全体的な整理をすることが必要になるの

基本的にリスクを負っていないという建付けに

だと思います。

なっていますが，実際のところどうであろうか
という判断に影響しようかと考えられます。

また，DCFに関しても，先ほどお話があっ
たように納税者側から提出された算定根拠とし

日本の執行に照らして，
「今頃になって」と

てDCF法が使われていて，その合理性をチェ

やや過ぎたることを申し上げましたが，これか

ックするという受け身の姿勢で対応することが

ら移転価格は世界で今般の精緻化・厳格化され

多かったかもしれませんが，１つの算定方法と

た実体論を踏まえて議論されていきますので，

して明確に位置づけることが必要でしょうし，

税務調査等の様々な場でディスカッションを一

その結果として，例えば相続税分野やほかの分

層深めていくことが大事になってくると思います。

野にも波及していく可能性はあるかなと思いま
す。もちろん，現在でも，相続税の評価通達の

⑴ 無形資産の定義
岩品： 論点は多いと思いますが，まず無形資

山川： そうですね。すでに，近時の会社法の

産の定義等について，どのようにお考えでしょ

訴訟事件など司法の一般的な方向性として経済

中で一部DCFに近いものはありますが。

うか。

的発想に基づく分析は活用される方向にあると

山川： 定義は相当進展していると思います。

思いますし，非上場株式評価にあって財産評価

無形資産と無形資産ではないところの限界的な

基本通達が定める算式の影響力は薄れて，DCF

事柄を１つひとつ整理したのは大きな成果だと

を裁判所は使っておられようかと思います。

思います。

岩品：株式評価ではDCF法はよく使われますね。

無形資産の評価技術として，DCFを法令上

ロイヤルティを受領していれば，DCF法で

算定方法として位置付けていく議論を行う必要

算定できると思うのですが，ロイヤルティを受

があると思います。国税庁は企業価値評価など

領するような使用許諾契約ではなく，無形資産

におけるDCFの算定プロセスを，契約交渉過

の譲渡のときにDCF法で計算しようとすると，

程において使用される算定であることも十分に

無形資産に係る所得をどのように算定すべきか

念頭に置かれて，合理性を確認されていると思

判明しにくいと思います。

います。今般，相互協議や二国間事前確認など

吉村： 評価困難な無形資産に該当すれば，た

でDCFを直接活用する主旨でDCFを位置づけ

とえ譲渡であっても，その無形資産から生じた
税務弘報 2016.11 
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収益をベースとして毎年のロイヤルティ受取り

がありそうです。この点は，おそらく，税金の

に引き直す規定が同時に整備されるものと思い

問題だけでなく，企業のノウハウや営業秘密の

ます。

問題だと思うのですがいかがでしょうか。

そうしたルールが適用されるという想定のも

山川： 特許を公開することによって，自社の

とで対応する必要があると思います。

競争上の優位性をかえって損なうような場合で

山川： 譲渡する権利を定義することがとても

すね。特許申請するのか否かは重要な経営判断

大事です。

かと思います。

何を与えて何を与えていないかを明確にしな

吉村： 定義から言えば，識別可能な形で管理

いと不安定になります。関連者間でもこういう

されていて，かつ他者に移転できるものであれ

ことを想定することかと思います。

ば無形資産に該当し，それに基づく移転価格の

岩品：明確化された無形資産の定義の中では，

算定を行わなければいけない。そういった筋に

例えばロケーションセービングは無形資産に当

なるのだと思います。

たらないわけですし，
市場の特性も当たらない。

山川： マスターファイルの内容のレベル感か

ただ，そういったロケーションセービングは比

らは注意を要しましょうか。

較可能性の分析において考慮するという位置づ
けでしょうか。

岩品：書けないですよね。
吉村： 行動計画13で要求される文書化の無形

山川： おっしゃるとおりかと思います。ロケ

資産と，ここ（行動計画８）の無形資産がどの

ーションセービングの議論は，理論上ネットセ

ような関係にあるのかという問題ですよね。

ービングの額を，親会社・子会社・顧客にどう

BEPS報告書の中では，ここで示された無形

配分されるのかという議論ですが，比較対象が

資産の定義はあくまで移転価格算定上のもので

ロケーションセービングを取り込んでいるのか

あって，例えば源泉徴収，ロイヤルティの規定

どうかは実際それほど簡単にはわからず，この

とはリンクしないということが明示されていま

点OECDガイドラインは言及していますが答を

した。そのように考えればよろしいのですかね。

出してはいません。

山川： 難しいですね。ブラックボックスに閉

同一国の比較対象はロケーションセービング

じ込めた内容まで求めてはいないと思います。

を取り込んでいると先進国は整理してきました

移転価格文書化を離れて，移転価格実態論と

が，ここは争点の１つです。比較対象がロケー

いたしましても，移転価格と価値創造の一致と

ションセービングを取り込んでおらず，ベーシ

いう観点を踏まえて，価格設定や所得配分を税

ックリターンで解決できないときどう対処する

務上必要な範囲内で説明を行うということかと

のか，
難しさが出てくるのですね。究極的には，

思います。

相互協議交渉に委ねられることになろうかと思

公開していないノウハウの内容を説明する必

われます。

要はないでしょうし，調査官もノウハウの内容

岩品： また，無形資産については，特許とし

そのものに関心があるわけではないと思うので

て権利化するのではなく，ブラックボックスの

すが。

まま企業内にとどめておくという動きも最近あ

岩品： 例えば，コカ・コーラの製造方法は，

ると思います。

特許が申請されておらず，コカ・コーラ社内で

そういった場合に，ブラックボックスになっ

数人しか知らないそうです。ただ，そのノウハ

たものを企業としてどのように定義するか，ま

ウというのは相当なものがあるはずです。

た，価値をどのように算定するのかという問題

山川： 神秘的な魅力を生み出しているのかも
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しれません。事業の核です。
税務が内容に踏み入るのは難しいですね。

岩品： ありがとうございます。吉村先生はい
かがでしょうか。

岩品：そうですね。社内での重要性としては，

吉村： 所得相応性基準をどう適用するのかは

おそらく，企業ノウハウを守るほうが税金より

非常に難しく，今後出る予定のガイダンスを見

プライオリティーが高いように思います。

る必要があります。

山川： 移転価格で重要なのは，ノウハウをは

調べてみると，例えば，すでに所得相応性基

じめとする無形資産の価値を移転価格税制の文

準を導入しているアメリカでは，費用分担取決

脈でどう整理するかであり，税務部署の方々の

め（CSA）の局面で所得相応性基準を適用す

お仕事かと思います。

る要件として，その取決めに参加する当事者の

知財や法務の方々は，ノウハウ等の事業にお
ける重要性についてご説明をいただけるのでは

一方がルーティンの機能しか担っていないこと
を想定しています。

ないでしょうか。おそらく，例えば，材料の剛

つまり，評価困難な無形資産が一方的に移転

性と重量のバランス確保について他社にはな

して，相手はルーティンな機能しか営んでいな

い，公知ではないノウハウをもっていることを

いという状況であれば，その無形資産の貢献と

税務上説明されることは重要であるとしても，

その後に生じた超過収益との関連性を見出しや

どのような材料をどのような割合で使用するの

すく，所得相応性基準を適用しやすいのですが，

かの説明まで求められるわけではないかと。

相手も無形資産を持っています，シナジーがあ

企業ノウハウと税金を天秤にかけさせるよう

りますということになると，両者組み合わせて

な調査は，移転価格といえども本来ないはずと

生じた所得から，移転元の貢献を切り分けるの

思います。

はとても難しくなります。
簡単に「所得相応性基準は評価困難な無形資

⑵

評価困難な無形資産の場合の所得相応
性基準
岩品： 次に，先ほど話がありました所得相応

産の移転の場面に適用されます」と言っても，

性基準にいきたいと思います。

シナジーをどう切り分けたらよいのか，実際の

山川： 政府と企業との間の情報の非対称性へ

ルール適用を考えると非常に難しい話です。

の対処が規律の根拠ですが，課税されることが

山川：おっしゃるとおりかと思います。

無形資産が組み合わされる場合も適用されるの
かどうか，あるいは適用されるとして，両者の

ないように企業が気を付けるためにこの基準が

例示は確かにシンプルですが，双方の当事者

あるという状況になるのがよいかと思います。

が無形資産をもっていたら，どちらの貢献かわ

そうであれば，資本輸出国として安定的な仕

からないので実務は容易ではありません。事実

組みになると思います。日本企業の場合，親会

関係をみないと一般論として言えることもない

社が，むしろ買い取る必要がある場合やヨーロ

のではないでしょうか。

ッパの中で外々で移転する必要がある場合もあ
ろうかと思います。

このことからは，所得相応性基準を適用でき
るケースを明確に定義していくおくことが重要

課税庁の執行実務がわからないがゆえに，知

ということになるのかもしれません。米国も抑

財管理上適切な管理や移転ができないという状

制的な執行を行っているようですし，これをも

況は望ましくないのではないでしょうか。予測

って所得相応性基準の意義が薄れることもない

可能性と国際的な執行の一律性が重要かと思い

でしょう。

ます。

吉村： ドイツ型の場合は，機能移転の場面に
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所得相応性基準を使うので，全体で見ることに
なっています。これに対して，アメリカは個別
資産の移転に対して所得相応性基準を使うこと
になっていました。

⑶

利益分割法による無形資産の評価で注
意すべきことは？

岩品：ありがとうございます。

そうした意味では，所得相応性基準を導入し

BEPS最終報告書では，利益分割法に言及さ

ている国としてアメリカとドイツがあります

れており，無形資産の評価についてはCUP法

が，実際の適用の仕方は違っていますので，ガ

もしくは利益分割法が最も有効ではないかとい

イダンスでどういったルールが出てくるのかが

う指摘がありました。

気になります。

日本でも，当局は10年ほど前までは，よく利

山川： そうですね。機能リスク移転が論点化

益分割法を使っていて，そのときに分割ファク

された後に立案されたドイツの範疇が広い。両

ターで納税者側と様々な問題が生じた事例があ

国の制度の歴史はずいぶん違います。

ったと思います。利益分割法の適用についてど

吉村： ドイツは機能移転で，シナジーがある

のようにお考えでしょうか。

ものを含めて全部つかまえてしまいますので。

吉村： 分割ファクターに関しては，日本側と

山川： アメリカはもっと点的なところですか

現地側双方で強引な認定がありうるかなという

らね。

気がします。

吉村： 実際の適用を考えると，本当に使える

岩品： 新興国でロケーションセービングを分

ものになるのかなという点が気になるのです

割ファクターに入れ，一方で，日本側では分割

が，そういう制度があって納税者の方にきちん

ファクターから否認するとなりますと，分割フ

とドキュメンテーションしてもらうことにねら

ァクターに相当なズレが生じ，結局相互協議に

いがあるのでしょうか。

持ち込まれて平行線のままになるのではない

山川： 点的なところ，面的なところ，それぞ

か，という可能性もあると思います。

れどういう観点から，制度設計するのかを見定

山川： 日本は，90年代米国のCPMの対抗軸と

めることがとても重要だということがわかります。

して，
利益分割法による検証の先鞭をつけました。

納税者の方々の備えの視点も違ってきますね。

CPMのインカムクリエーションの短所を緩

ただ，レアかと思いますが，先程の双方の当

和するという（これは為替リスクに係る比較可

事者が無形資産を持っているようなケースにつ

能性の問題であったわけですが）意義はありま

いての対処の難しさは残ろうかと。

したが，CPMの比較対象に問題があるとしま

吉村： そういったルール適用の難しさがある

しても，利益分割法を主たる手法とするのは難

取引において，どうリスクに備えるかという視

しいと思料されました。

点が必要なのだと思います。

その理由は，取引に係る合理的な切出損益の

山川： 無形資産などを売ったほうの企業を所

算出と，先生方からご指摘いただきました適切

轄する当局と買ったほうの企業を所轄する当局

な利益分割ファクターの選定の適用上の難しさ

の両方に問題が出てきます。

ではなかったと思われます。

相互協議がワークすることが大事であると同

こうした事情は変わっておらず，この夏の利

時に，評価の問題となりますので，件数が相互

益分割に関する改訂ガイダンスの公開討議草案

協議に殺到しないよう，世界一律のセーフハーバ

において，利益分割法の適用のハードルを安易

ーが設定されるなどの設計が大事かと思います。

に下げていない背景になっていようかと思います。
切出損益の算出は，簡単ではなく，親会社の
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販管費の切出しにどういう前提を置くかにかか
っており，実務は前提を置いてなんとかやって
いるというのが実態でしょうか。

工夫を拡げていくことも大事かと思います。
利益分割法にお話を戻しますと，適用が今後
もおそらく許容されるユニークで価値ある貢献

利益分割ファクターも，１単位のお金の価値

をどうみていくのかということかと思います。

のウェイト付け調整を考えましても，
例外的に，

吉村： そうですね。研究開発部門と実際の取

医薬の研究開発費用について，基礎から臨床

引への貢献の因果関係といいますか，両者の関

phase1,2,3へと成功確率の高まりに応じてお金

係というのはかなり注意しなければならないと

の価値を小さくみていく調整を行うことがみら

思います。

れますが，これはこの成功確率を上げていくこ

山川： バリューチェーンの中でノンルーティ

とが会社や産業の利益になるため，客観性のあ

ンインタンジブルがあるとしたときに，無形資

るデータがあるからです。ウェイト付調整を的

産の機能・リスク分析であるDEMPE活動に整

確に行うことは，移転価格のリスクコントロー

理されるものがあるかどうかをみていく作業が

ルの議論が深まっていることからしますと，今

必要になろうかと思われますが，このような分

後の実務の検討課題かと思われます。

析が利益分割法の適用に関わって参ろうかと思

岩品： 研究開発をしていない会社と研究開発

われます。

をしている会社とでは利益率に差があると思い

中国はプロモーション普及をDEPMEプラス

ます。
その利益率の差を無形資産の貢献として，

で挙げていますので，特段の注意が必要でしょ

TNMMでの算定をベースにして，若干レンジ

うか。

を上げて調整するという対応があるかもしれま

岩品： 今回われわれの調査でヒアリングした

せん。

ところ，例えば，コンビニの所得について議論

山川： そのように思います。今般の行動計画

がありました。

８〜 10は，TNMMの技術論を回避したように

日本のコンビニを台湾や韓国，中国で展開し

みえますが，これからの実務の１つの側面とし

て，現地で利益があがった場合，日本のコンビ

ま し て， 取 引 実 態 の 正 確 な 認 定 を 踏 ま え た

ニのノウハウがあるから所得を全部日本に帰属

TNMMの適用が発展しなくてはいけないよう

させられるかというと，現地に消費者がいるか

にみえますし，OECDにも比較可能性の調整を

ら利益があげられたのではないか，価値創造は

含むTNMMの機能強化についての検討が期待

現地でされているのではないかという議論をさ

されようかと思われます。

れている方もいらっしゃいました。

ベイシック・リターンのアレンジで解決でき

吉村： 市場の特性という一言ではなかなか切

る手法，TNMMの差異調整でどう解決してい

り捨てられません。

けるかというところですね。

山川： コンビニは小売りなので，文化的要素

現地工場における応用的な研究を同様に行

が働くのかもしれませんので，管理面のノウハ

い，今般無形資産ではないと整理されました市

ウと販売面のノウハウを分けて考える必要があ

場特性と同じ便益を同様に享受する比較対象を

りますね。

きちんと探すことができればよいのですが，そ
ううまくいかない場合があります。

現地に高収益企業が立地していますと，どの
現地当局も，自国市場に何かがあると考えるか

岩品先生にご示唆いただきましたとおり

もしれませんし，実際これまでの世界の残余利

TNMMプラスアルファという形で現地利益を

益分割法の課税局面は，高収益の財務結果が出

残して，余剰は親会社に帰属するという手法の

た後になされているようにみえます。
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この夏の公開討議草案において，
「利益に対

ていますが，いかがでしょうか。

する参照は，損失についても平等に適用される

山川：今般，取引の否認（non-recognition）が

と解釈されるべきである。
」がどの程度再認識

明確化されました。独立企業間ではみられない

されるかどうかは，
注目されようかと思います。

かもしれなくても，商業上の合理性があれば，
取引は否認されない，と整理されたことが明ら

⑷

移転価格の算定上のリスク引受けに
必要とされる財務能力
山川： 今般，６ステップスのリスク分析が示

かにされました。

され，精緻になっています。キャッシュボック

りましょうし，マネジメントフィーも第三者間

スを叩くために詳細な分析プロセスが整理され

ではあまりないかもしれません。

例えば，第三者間ではみられないような受託
者の機能が大きい研究委受託も関連者間ではあ

ました。これまでは関連者間のリスク配分に関

また，第三者間でもCCAはありますが，法

しては，子会社が倒れたら親は資本を補給して

的な所有権に関して共同出願とか地域別管理と

救えるので，真のリスク配分の議論を詰めるこ

か何らかの整理がなされていようかと思われ，

とがなされなかったのかもしれません。

関連者間のCCAのように法的所有権を全く整

ところが，実際リスクが顕在化すると契約に
基づき記帳された法人のPLを毀損することは

理しないで計算処理だけで整理しているのは，
みられないのかもしれません。

事実です。本当にリスクがあるものは親会社の

企業グループとして商業合理性があるもの

手元に置き，キャッシュボックスは実はあまり

は，機能リスク分析で移転価格を規律すること

リスクがなく高収益になりうるようなものを選

になります。

んでいたのかもしれません。
では，それを意思決定してコントロールした
のは誰かというと，別の者がいて，今度はそこ
にリスクテーカーとして所得を帰属させるとい
う議論になったのかと思います。

5-11〜15

その他のBEPS行
動計画（11〜15）
への企業の対応

も重要になってきます。

⑴ 行動計画12（義務的開示制度）
岩品： ここまでは，行動計画１から10までを

吉村： リスクテイクの話は，研究委託で外に

見てきました。それ以外の行動計画11から15の

出す場合にも，どちらがリスクをとっていると

中で，企業の方や税理士，専門家の方に特に留

評価されるのか問題になります。

意していただきたい点はありますでしょうか。

契約が分析のスタートになりますので，ここ

もちろん，新興国側としては，委託先で一定
程度リスクをとっているという主張になるので
しょうし，日本側から見れば親のほうでとって

吉村： 税務専門家に関係があるものとして，
行動計画12があります。
行動計画12に関しては，政府税調等に出てい

いるという話になるでしょうか。

る資料でも，タックスプランニングの義務的開

山川： おっしゃるとおりかと思います。新興

示制度を導入するというのが日本の課題として

国も含め今般の厳格化されたリスク分析の議論

示されているところです。この義務的開示制度

にコミットされていますので，日本企業も受託

は，企業の方に直接影響のある部分は少ないの

者側の課税リスクを想定し，リスクテイクをき

ですが，税理士やアドバイザーの方にはご注意

ちんと考えないといけないと思います。

いただきたいと思います。

岩品： 取引の否認についても，結論が示され
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的否認規定（GAAR）とをリンクさせて使って

先行するアメリカでは，リーマン・ショック

いる国が見られますので，日本でも一般的否認

以降，義務的開示対象取引の指定が最近減って

規定を導入するかどうかという議論とあわせて

いました。景気の回復とともに，最近また復活

論じられる可能性があると思っています。

の兆しという状況のようです。

■行動計画12（義務的開示制度）
・ プロモーター及び納税者が租税回避スキ
ームを税務当局に報告する義務的開示制度
の策定が検討された。義務的開示制度の概
要，モデル例，対象となる国際的租税スキ
ーム，各国税当局間での開示情報の共有の
各項目に分けて説明されている。
・ モジュラー方式（各国が自国の法体系の
もとで最適な様式を選択することを認める
こと）での義務的開示制度の導入が勧告さ
れた。

山 川： イ ギ リ ス の 個 人 の プ ラ ン ニ ン グ は
GAARで打っているところがあるのでしょうか。

吉村： まだ処分としてはありません。開示義
務をかけ，取引の報告を求め，その抑制を図る
脅しとしてGAARを意識しています。開示制度
の実効性を高めるためのGAARという位置付け
です。

山川： 具体的な適用が問題になるのでしょう
が，課税判断の目安がないと，納税者にとって
スキームの抑止の動機付けにもならないでしょ
うし，政府にとっては事前照会の受付けや内容
の判断も難しくなりそうです。

岩品： ありがとうございます。山川先生はい

吉村： 日本でも，裁判で争われたフィルムリ

かがでしょうか。

ースなどの商品を開示させるというのは，使い

山川： 早期発見と抑制の対象となるような国

方としてありうると思います。

際的シェルター商品を想定し，義務的開示制度

山川： そうですね。特定の取引や要素に注目

の立法事実が日本にあるのだろうかとの向きも

した個別基準に当たると思います。

あったのかもしれませんが，パナマ文書問題が

かつて最高裁で外国税額控除の濫用との判断

勃発し，この導入の議論が浮上したかのように

が下されたスキームも現在の行動としては想像

みえます。

できませんが，個別基準の型としてはありえよ

GAARとリンクさせてこの制度を使うという

うかと思います。過去に課税処分もなされ，裁

ところがややわかりにくいように思います。専

判も確定しています。そういう規準でなければ

門家の先生方のご論稿によりますと，GAARと

どうなるのかですね。

義務的開示を関係させていない国と義務的開示

岩品： 専門家からすると，義務的開示制度が

制度をGAARの補強策として位置付けている国

導入されると，どのような場合に開示をしない

があるということのようです。

といけないか，その要件が非常に気になります。

吉村：（BEPS）報告書の中でもGAARとのリ

開示を忘れてしまって，調査において仮にお

ンクに言及するのは実は１パラグラフしかな

客様が課税処分を受ける場合には，税理士とし

く，GAARの必要性が明示されているわけでは

て損害賠償請求をされる可能性が生じるかもし

ありません。

れません。

国として，例えばイギリスのように個人のプ

山川： 開示していただくようにするのでしょ

ランニングが盛んな国であれば，GAAR対象取

うね。その効果として課税されるのかどうか読

引と開示制度（DOTAS）をリンクさせて，そ

めない中では……。

ういうプランニングを手掛けるアドバイザーを

吉村：GAARで脅しをかけないと，当局側に

狙い撃ちにしている面があるように思います。

は情報を取得する意味があまりありません。
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もちろん現行制度でダメなものはダメなので
すが，当局としては，一方でGAARがあれば集

ら，ミニマム・スタンダード及びベスト・プ
ラクティスが提示された。

めた情報はより使いやすくなると思います。

山川： 一般に，保守的な納税者はGAARに敏

吉村： 当局の方の講演等を見ていると，進出

感で，アグレッシブな納税者はあまり反応しな

先で何か条約に疑わしい課税があったらぜひ相

いかもしれませんね。

談に来てくださいと盛んにおっしゃっているよ

もっともスキームだけが対象になるのでした

うですね。

ん。OECDの議論は，単一国での租税回避スキ

岩品：そのようです。
山川： 大変ありがたい話です。条約違反マタ

ームと国際的租税回避スキームを区別していま

ーが職務である中，「税の専門家として突破口

す。いずれのマターなのかという点もあるのか

の役目を」という期待もあるのかもしれません。

ら，保守的な納税者は関係ないのかもしれませ

もしれません。

租税条約の25条３項に，この協定に定めのな

吉村： 確かにこれは多国籍企業の行き過ぎた

い場合における二重課税の除去に関する規定が

租税回避対策という意味でのBEPSの議論に乗

ありますが，実際この運用に係る国際的な判断

っているのかというと，疑わしいところはある

基準が示されているわけでもなく，この規定を

かもしれません。

根拠に現地の国内法に基づく課税を実務上取り

企業間の外税控除余裕枠の移転のようなスキ

消すに至るような事例は世界的にもないのでは

ームであれば，確かにアドバイザーがいて国際

なかろうかと思います。そういった意味で実を

的にプランニング，アドバイスする人がいるの

あげるのはそう簡単ではない中，当局は積極的

かもしれませんが……。

なスタンスを示しておられるように思います。

ただ，実際に制度をつくった場合にひっかか

先般のOECDの京都会議でインクルーシブフ

ってくるのはむしろ個人向けのアドバイザーの

レームワークが提示・確認されましたが，これ

ほうが多いと思います。もちろん裾切り基準が

から各国の税務当局の顔が一層見えて参ります

あり，想定されるタックスベネフィットの額が

ので，経団連はルール作りの場に一層積極的に

どこで切られるかも関係してきますが。

声を上げていかれる意義が強まろうかと思います。

吉村： 確かに。１社で声を上げてもなかなか
⑵ 行動計画14（相互協議の効果的実施）
岩品： ほかに，行動計画14についてはいかが

届きませんし，現地でも商工会議所等を通じて，

でしょうか。

れるといった活動が今後ますます期待されると

相互協議については，企業の方としては，直

ほかの外資系企業を含めて現地の当局に申し入
いうか，必要になっていくのではないでしょうか。

結する影響は多くはないと思います。概要は以

山川： フレームワークがありますと，不当な

下のとおりです。

課税の実情などを，日本の政府に知っていただ

■行動計画14（相互協議の効果的実施）
・ ①相互協議に係る条約上の義務の誠実な履
行と相互協議事案の迅速な解決，②租税条約
に関連する紛争の予防及び迅速な解決を促進
するための行政手続の実施，③納税者に対す
る相互協議の機会の保証という３つの観点か
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く意味もあろうかと思います。

おわりに
岩品：最後に，日本企業のBEPS対応について
一言ずついただいてもよろしいでしょうか。

山川：初めて本社税務の方々にCbCRの素案を
共有させていただいた時を思い出しますが，あ

● 山川博樹 × 吉村政穂 × 岩品信明

れから３年の間に驚愕から意識転換，意見発信

ックスプランニングをしていないのに，負担ば

へと移り，経団連はOECDとの信頼関係を築か

かりこうむってしまうという被害者意識が非常

れ，国際課税ルール作りにおいても重きを置か

に強いということでした。

れているように思います。

とは言っても，それは吉村先生がおっしゃっ

これから本社税務のお仕事は増えます。先日

たように，世界の一般的な多国籍企業と日本企

ある座談会の記事を読ませていただいたのです

業は違っていて，日本企業は，必要なタックス

が，商社の方が，一層主体的な姿勢で税務に臨

プランニングがされていなかったという可能性

まれる旨のご発信をされておられました。一層

が十分あると思います。

主体的に，税務を管理し説明する姿勢を採るこ
とがとても大事かと，同感いたしました。

世界的には，基本的に税引後利益を見ていく
という傾向になっていますので，日本企業とし

そうしたことから，経営層に税をご理解いた

ては売上高よりも税引後利益を重視すべきで

だき，経営課題の中に税を取り込んでいただく

す。製造業では，売上原価を低減させ，間接費

方向に向かっていこうかと思いますし，また外

を削るといったことは相当やられていて，乾い

部環境もそれを必要とする方向に向いていると

た雑巾を絞っているような状態かと思います。

思います。

ただ，税金については状況は異なると思いま

これまで社内で理解が行き届くことが難しい

す。必要なタックスプランニングがされてこな

中，事が勃発すると金額のインパクトがあり，

かったので，まだ十分に絞れるだけのものがあ

ご苦労も相当大きかったのでなかったかと思い

ると思います。

ますが，BEPSプロジェクトが変化の良いきっ

もちろん租税回避を勧めるわけではないので

かけになればと思います。

すが，必要なプランニングをし，そのために必

岩品： ありがとうございます。吉村先生はい

要な人員をつけて対応しなければ，いつまでた

かがでしょうか。

っても被害者意識は解消されないと思います。

吉村：今回OECDにとどまらず，G20で制度の

結局のところ，自らきちんとプランニングを

大枠が議論されて，それが日本に持ち込まれる

して，税務上のメリットを得るように心掛け，

という動きをとりました。今後，日本企業の方

そのために必要なコストとして国際税務に強い

にとってみるとかなり突飛なというか，見なれ

人員を育成しなければならないのではないかと

ない制度が法制化されていくことになると思い

考えています。

ます。
国際的な議論になりますと，そこで想定され

BEPSを契機に，税務コンプライアンスを強
くしていくということも日本企業にとっての必

る多国籍企業像は，どうしても従来の日本企業

要なあり方ではないかと考えています。

と異なってくるので，BEPSプロジェクトに対

山川： そうですね。きちんとマネジメントす

して経団連がそうしたように，日本企業の側か

ることによって企業のキャッシュフローの競争

ら発信していくことが非常に重要です。

力の強化につながると思います。

また，欧米の多国籍企業のように，本社がグ

岩品： 特に，外資が株主となる場合には，当

ループを管理して一体的に税務リスクを管理し

然税引後利益を重視しますので，今後，適切な

ていく姿に近づけていく努力も重要になってく

タックスプランニングをしているかどうかとい

るだろうと思います。

う点は絶対に指摘されるところになります。

岩品： 今回，われわれの調査でのヒアリング

吉村： リスク管理という観点からは，今以上

から感じたのは，日本企業はアグレッシブなタ

に新興国・途上国の税務リスクが高まるのはも
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ちろん，先進国でも租税回避に起因した評判リ
スクが高まっていくかと思います。
納税をきちんとしているか，あるいはきちん

岩品： そろそろお時間になりました。みなさ
ま本日はありがとうございました

山川： 長丁場になりましたが，先生方誠にあ

と説明できるのかが問われる風潮が強まってい

りがとうございました。

ますので，そういった観点からも，やはりしか

吉村：ありがとうございました。

るべき権限を有する方がきちんと税戦略を見る

（終）

ことが必要だと思います。

お知らせ 平成28年度税務大学校公開講座の御案内（11月）
租税に関する知識の普及等に寄与することを目的として，平成６年度から公開講座を開催しており
ます。
本年度も，
「税を考える週間」に合わせて，大学教授，税務大学校職員を講師に，普段はあまり税
に接する機会のない方から，税に関する仕事に携わる方まで，多くの方々に御参加いただけるよう，
次のようなバラエティに富んだテーマで６講座を予定しています。
詳細は国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/ntc/kokai/index.htm）を御覧ください。
１ 日程及びカリキュラム
時間

13：30 〜 15：00（90分）
休憩
①法人税のあらまし
15日 講師 税務大学校
15
（火） 総合教育部教授 土田 真弘
★（初級編）
③消費税のあらまし
16日 講師 税務大学校
15
11 （水） 総合教育部教授 林 清貴
★（初級編）
⑤少子高齢化を脱却するための税制改革
の動向
17日
15
講師 横浜国立大学大学院
（木）
教授 岩﨑 政明
★★★（上級編）
★の数が多いほど，専門度合が高くなります。
月日

分

分

月

分

２
３
４

15：15 〜 16：45（90分）
②タックスヘイブン，何が問題か
講師 税務大学校
研究部教授 今村 宏嗣
★★（中級編）
④資産の移転と課税の特例
講師 拓殖大学
商学部教授 阿部 雪子
★★（中級編）
⑥所得税法上の給与所得とは何か
－宝くじを現物給与でもらったら？－
講師 中央大学
商学部教授 酒井 克彦
★★（中級編）

税務大学校和光校舎（〒351-0195 埼玉県和光市南２－３－７）
無料
ホームページ・はがき・FAX（048-467-1951）
※１講座のみの受講も可能です。
※各講座は定員になり次第，受付を終了させていただきます。
５ 申込期限
10月31日（月）17時まで
※ 申込みを受け付けた方には，開催日の約１週間前までに
「御案内」
を郵送いたしますので，
申込み
をされる際は，郵便番号，住所，氏名（フリガナ）
，
電話番号，
受講希望講座は正確に御記載ください。
なお，申込住所に会社の住所を記載される方は，建物名，会社名，所属まで御記載ください。
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