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第三版はしがき

　本書は、外国税額控除制度と外国子会社配当益金不算入制度という
二つの制度の解説書となっています。
　これらの二つの制度は、国際的二重課税を排除するという点で共通
性があること、そして、海外に進出する内国法人にとっていずれも非
常に重要であることなどから、本書においては、これらの二つの制度
を合わせて解説することとしています。
　
　初版以来、本書は、次に点に特に留意して起稿しています。
１�．外国税額控除制度と外国子会社配当益金不算入制度を分かり易く
説明すること
２．申告書作成の際の留意点を的確に示すこと
３．法令・通達の全体像を正確に示すこと
３．法令の規定に即して解釈を行うこと

　平成 26 年度税制改正において、国内源泉所得課税が従来の総合主
義から帰属主義に抜本改正されたことに伴い、外国税額控除制度にお
いても、国外所得金額の計算における国外源泉所得の規定が抜本的に
改正され、国内源泉所得課税の規定を用いて定めるのではなく、自ら
書き下ろすこととされています。
　この平成 26 年度税制改正に関しては、平成 28 年４月１日以後に開
始する事業年度から適用することとされており、本書第三版の起稿時
点ではこの改正を反映した申告書別表も公表されていませんので、申
告書別表を用いた解説の部分である第１部の「Ⅱ　外国税額控除制度



の実務」の部分は、基本的には、同改正前の解説となっています。
　この平成 26 年度税制改正を反映した申告書別表が公表された後に
改訂を行うという判断も有り得たわけですが、企業にとっては同改正
への事前の対応の検討が必要であったり、税理士にとっては事前に改
正の内容を知る必要があったりするため、今回、これらの要望に可能
な限り応えるべく、この時点をもって改訂を行うこととした次第です。
　このような事情から、この本書第三版の外国税額控除に関する解説
である第１部の「Ⅱ　外国税額控除制度の実務」以外の部分は、基本
的には、平成 26 年度税制改正以後の規定に基づく解説となっていま
す。これらの部分における事項で、平成 26 年度税制改正前の取扱い
を知りたいという場合には、本書第二版をご参照下さい。
　また、平成 26 年度税制改正においては、外国法人にも外国税額控
除制度の適用を認めることとされていますが、本書は、内国法人を対
象として起稿しているため、この外国法人の外国税額控除に関しては、
解説を行っていません。外国法人の外国税額控除に関しても、基本的
には、内国法人の外国税額控除と同じ仕組みとなっていますので、本
書を参考とすることは可能ですが、特有の取扱い等については、個別
に法令等の確認を行う必要があります。
　
　本書第三版の概要は以上のとおりですが、この本書第三版が外国税
額控除制度及び外国子会社配当益金不算入制度の実務に携わる皆様
方、これらの制度の勉強を志す皆様方、これらの制度の税務調査・審
理事務を行う国税職員の皆様方などの日々の実務や勉強等に僅かなり
ともお役に立つようであれば、幸いです。

　本書第三版は、初版及び第二版の著者の皆様方の尽力の上に出来上
がったものであり、初版及び第二版の著者等（巻末に掲名）の皆様方
に、厚く御礼を申し上げます。

　最後になりましたが、本書第三版の校正等にご尽力を賜わりました
森裕司税理士、そして、本書第三版の刊行にご助力を賜わりました法
令出版の皆様方に、著者を代表して御礼を申し上げます。
　
平成 26 年 12 月

著者を代表して
日本税制研究所　代表理事　

税理士　朝長 英樹
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序　国際的二重課税について

　近年は、企業の経済活動が国境を越えて拡大するという状況が顕著
となっています。
　このように、経済活動が国際化してくると、自ずと、多国間で課税
が重複するいわゆる「国際的二重課税」が生ずる可能性が高まること
となってきます。
　この「国際的二重課税」とは、一般に、① 一の納税者が、② 同一
の課税物件に対し、③ 国際法上の複数の国等から課税を受けること、
をいいます。
　この①の「一の納税者」とは、基本的には、法的な権利主体である
個々の法人と個人を指します。
　しかし、国境を越えて経済活動を営む企業の多くがグループ単位で
その経済活動を展開している事実を踏まえると、これからの税制にお
いては、個々の法人や個人を越えて経済的な単位で認識される企業グ
ループも含めて「一の納税者」と捉えることが必要となると考えます。
　②の「同一の課税物件」とは、物、行為、事実という課税物件のう
ちのいずれかを指します。
　本書のテーマに則して具体的に言えば、この課税物件は「所得」と
いうことになります。
　ただし、この「所得」に関しても、国等により、その範囲が異なる
ことがあり、また、その認識時期についても一致しないことがあります。
　このため、「国際的二重課税」に係る課税物件が同一となっている
のか否かということを判断する場合には、その範囲をできるだけ広義
に捉えるべきであると考えます。
　③の「複数の国等」とは、課税権を有する国・地域や地方公共団体
を指します。
　我が国においても、国と地方公共団体の双方が「所得」に対する課

税を行っていますが、諸外国においても、一般に、我が国の場合と同
様に、国だけでなく地方公共団体も独自に課税権を有していますので、
国の段階と地方公共団体の段階とで重複して「国際的二重課税」が生
ずることとなっています。
　「国際的二重課税」とは、基本的には、このように捉えることがで
きるわけですが、この「国際的二重課税」が生ずる場合には、納税者は、
国際的経済活動に対して重複して課税を受けることとなるため、過重
な税負担を負うこととなります。その結果、納税者は、国際的経済活
動を抑制せざるを得なくなってしまいます。
　このような事態が生ずることが好ましくないということについて
は、異論の存する余地がなく、「国際的二重課税」の排除は、諸外国
に共通する優先度の高い租税政策となっています。諸外国の多くは、
国内法において「国際的二重課税」の排除のための制度を設けるとと
もに、租税条約を締結してその一層の排除に努めています。
　もちろん、我が国においても、この点は、同様です。
　本書は、我が国の法人の「所得」に対する「国際的二重課税」の排
除のために我が国の法人税法等に設けられた制度について解説と検討
を行うことを主たるテーマとするものですが、その解釈と検討の前に、
序において、法人の「所得」に対する「国際的二重課税」が何故発生
することになるのか、その「国際的二重課税」の具体的な態様はどの
ようなものか、その「国際的二重課税」を排除する方法にはどのよう
なものがあるのか、ということを確認しておきます。

１．国際的二重課税の発生の理由と態様

（１）国際的二重課税の発生の理由

①　経済活動と所得の国際的性格
　人の行う経済活動は、「国」の成立以前から存在するもので、「国」
の枠内でのみ行われるものではなく、「国」を跨って行われることが
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あることは、周知のとおりです。経済活動が「国」を跨って行われる
場合には、所得も、必然的に、「国」の枠とは関係なく、発生するこ
ととなります。
　すなわち、「経済活動には国境がなく、所得にも国境がない」と言っ
てもよいわけですが、この経済活動と所得の「国」の枠を越えるとい
う性格が国際的二重課税の発生の基因となっています。
　納税者が本店を有し又は居住する国の中だけで経済活動が行われる
場合には、その経済活動によって得られる所得は、その本店所在地国
又は居住地国（以下、「本店所在地国等」といいます。）でその納税者
が得たものとされることになりますが、経済活動がその納税者の本店
所在地国等以外の国にまで及んで行われるということになると、その
経済活動によって生ずる所得は、その本店所在地国等でその納税者が
得たものとされるだけでなく、それ以外の国でその納税者が得たもの
とされる可能性が出てきます。換言すれば、経済活動が「国」を跨っ
て行われる場合には、国際的二重課税が発生することがあり得る、と
いうことになります。
　序においても触れたとおり、近年は、地球規模でヒト・カネ・モノ・
サービス・情報などが移動する状況が顕著となっており、企業の経済
活動が国境を越えて行われることが常態化しているため、この国際的
二重課税の問題は、各国において重要課題となっていると言っても、
過言ではありません。
　以上のとおり、国際的二重課税は、経済活動と所得の「国」の枠を
越えるという性格に基因して生ずる古くて新しい問題である、という
ことができます。

②　各国の課税権の競合
　いずれの国も、自国の居住者が得る所得と自国で行われる経済活動
によって生ずる所得に対する課税権を有し、現に課税を行っているの
が通例です。

　このため、納税者が国を跨って経済活動を行っている場合には、一
般には、その納税者がその経済活動を行った国がその経済活動によっ
て生じた所得に対して課税（源泉地国課税）を行い、また、その納税
者の本店所在地国等がその所得に対する課税（居住地国課税）を行う
ということになります。
　このように、国を跨って行われる経済活動によって生ずる所得に対
して、源泉地国が課税を行い、更に、本店所在地国等が課税を行うと
いうことになれば、当然のことながら、その所得に対する国際的二重
課税が生ずることとなります。
　すなわち、各国の課税権が競合することにより、国を跨って行われ
る経済活動によって生ずる所得に対する国際的二重課税が発生する、
ということになるわけです。もちろん、源泉地国と本店所在地国等の
それぞれの国のこのような課税は、課税権の適正な行使として、国際
的にも認められているものです。
　また、各国の課税権の競合による国際的二重課税は、上記のように
源泉地国課税と居住地国課税の重複によって生ずるだけでなく、居住
地国課税の重複や源泉地国課税の重複によっても生ずることがありま
すが、この国際的二重課税の態様については、次の（２）で述べるこ
ととします。

（２）国際的二重課税の態様

　（１）②で述べたとおり、国際的二重課税は、源泉地国課税と居住
地国課税の重複、居住地国課税の重複や源泉地国課税の重複によって
生ずることとなりますが、ここでは、これらのそれぞれの態様につい
て説明を行うこととします。
　
①　源泉地国課税と居住地国課税の重複
　国際的二重課税が生ずるケースとして最も多いのが、この源泉地国
課税と居住地国課税の重複によるものです。



6　序　国際的二重課税について １．国際的二重課税の発生理由と態様　7

　例えば、我が国の内国法人が外国において支店を設けて事業を行っ
ている場合、その外国において、支店の行った事業から生じた所得に
対し、課税（源泉地国課税）が行われることが通例となっていますが、
我が国においても、その外国の支店の行った事業から生じた所得に対
し、課税（居住地国課税）を行い、国際的二重課税を排除する観点か
ら、一定の外国税額控除を認めることとしています（法法 69）。
　この我が国の外国税額控除制度がその外国において課された税を我
が国において課される税からすべて控除するものとなっていれば、国
際的二重課税は生じないこととなりますが、この我が国の外国税額控
除制度においては、その外国において課された税のすべてが控除され
るとは限りません。
　このため、このような場合には、その外国と我が国による国際的二
重課税となる部分が生ずることとなります。
　我が国においても、諸外国との間で租税条約を締結し、国際的二重
課税の排除のための取決めを行っていますが、上記のような支店を設
けて行う事業に関しては、通常、免除や軽減が行われることはありま
せん。
　ところで、厳密な意味では「源泉地国課税と居住地国課税の重複」
ということにはなりませんが、上記の例の支店が子会社であった場合、
すなわち、内国法人が支店形態で外国に進出するのではなく、子会社
形態で外国に進出した場合にも、国際的二重課税となる部分が生ずる
ことがあります。
　内国法人は、その外国の子会社に対して投資を行い、その子会社は
その外国で事業を行うこととなるわけですが、当然のことながら、そ
の子会社はその事業から得た所得に対してその外国で課税を受けるこ
ととなります。そして、その子会社は、その外国で課税された後の利
益を原資として親会社である内国法人に配当を行うわけですが、改め
て言うまでもなく、その配当はその外国で課税を受けた後の利益から
行われているわけであり、これに我が国で課税を行うとすれば、子会

社がその外国で得た所得に対して実質的な二重課税を行うこととなっ
てしまいます。
　このような支店形態による海外進出と子会社形態による海外進出の
課税における不均衡を是正し、実質的な国際的二重課税を排除するた
めに、平成 21 年度改正前までは、間接外国税額控除制度（旧法法 69
⑧等）が設けられていました。
　この間接外国税額控除制度がその外国の子会社に課された税を我が
国において内国法人に課される税からすべて控除するものとなってい
れば、国際的二重課税は生じないこととなりますが、この間接外国税
額控除制度においても、その外国子会社に課された税のすべてが控除
されるとは限りませんでした。
　平成 21 年度改正において外国子会社配当益金不算入制度（法法 23
の２）が創設され、持分割合が 25％以上等の一定の外国子会社から
受ける剰余金の配当等について一定金額が益金不算入とされることに
なりましたが、その他の外国法人から受ける剰余金の配当等に関して
は益金算入とされ、依然として、外国における外国法人に対する課税
と我が国における剰余金の配当等に対する課税とが実質的に重複する
国際的二重課税の状態が続いています。

②　居住地国課税の重複
　居住地国課税が重複することによって国際的二重課税が生ずるとい
う例は、非常に稀ですが、そのような例が有り得ることも、認識して
おく必要があります。
　例えば、我が国において、我が国の内国法人とされる法人が、外国
でその外国の内国法人とされることが無いとは限りません。
　我が国の法人税においては、「法人」を法形式で捉えることとして
いますが（設立準拠地基準）、諸外国においては、「法人」を実質で捉
えることとしている例（管理支配地基準）もあります。
　このような場合には、双方の国においてその「法人」が内国法人と
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されて、その所得に対して二重に課税される、ということが有り得ます。
　もちろん、この場合にも、これとは反対に、双方の国においてその「法
人」が内国法人とされず、双方の国において居住地国課税が行われな
い、という現象が生ずることも有り得ます。
　
③　源泉地国課税の重複
　源泉地国課税が重複するということも、現実には、あまり例があり
ません。
　外国法人が我が国に支店を設けて事業を行っている場合に、我が国で
は、その事業から生ずる所得が国内源泉所得（法法 138）に該当するとし
て課税を行ったものの、他の国においても、それが自国の国内源泉所得
であるとして課税が行われる、というようなことがあれば、我が国と
他の国による二重の源泉地国課税が行われるということになります。
　もちろん、この場合にも、これとは反対に、その支店の事業から生
ずる所得がいずれの国においても国内源泉所得とはされず、双方の国
において源泉地国課税が行われない、という現象が生ずることも有り
得ます。

④　移転価格税制による二重課税
　近年は、移転価格税制（措法 66 の４）により課税が行われること
によって生ずる国際的二重課税が大きな問題となっています。
　例えば、外国で子会社の所得とされたものが、我が国の内国法人の
所得が子会社に移転したものであるとして、移転価格税制により、我
が国で課税を受けるということになると、その一部については、実質
的な国際的二重課税が行われることとなってしまいます。
　このような事態が生じた場合には、国際的二重課税の状態を是正す
るために我が国とその外国との間で相互協議を行うことを求めること
もできることとされていますが、その国際的二重課税の状態が是正さ
れる保証はありません。

２．国際的二重課税排除の方法

　国際的二重課税を排除する方法としては、外国税額控除と国外所得
免除の二つがあるとされています。
　本章においては、これらの二つの方法と租税条約について、それら
が国際的二重課税の排除にどのような役割を果たしているのかという
ことを述べるとともに、それらが抱える主要な課題についても言及し
ておくこととしたいと考えます。
　そして、最後に、主要国における国際的二重課税排除の方法を概観
します。

（１）外国税額控除

①　外国税額控除の意義
　外国税額控除とは、周知のとおり、本店所在地国等において、国外
源泉所得についても課税所得の範囲に含まれることとされている場合
に、源泉地国である外国で納付した税額を、本店所在地国等において
納付すべき税額から控除する制度です。
　この方法によれば、源泉地国で納付した税額だけ本店所在地国等で
納付すべき税額が減少することとなりますので、二重に税金を負担す
ることがなくなり、基本的には、国際的二重課税が排除されることと
なります。
　全世界所得に対して課税するという仕組みを採っている場合には、
内国法人は、国内に源泉がある所得に対しても国外に源泉がある所得
に対しても同じように課税が行われ、外国で課された税に関しては外
国税額控除により国内において納付するべき税から控除されることと
なるため、その外国で課された税の全額が控除されるということにな
れば、その内国法人が納付する税額は、国内のみに源泉がある場合に
国内において納付することとなる税額と同額となります。
　このため、税負担が国内に投資するのかあるいは国外に投資するの
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かということに影響を与えることとはならず、このような税制は投資
に対して中立的であるということになりますので、外国税額控除は資
本輸出の中立性の要請に適うものといえます。
　この外国税額控除は、我が国だけでなく、アメリカ、イギリスなど、
多くの国で採用されています。

②　外国税額控除の課題
　外国税額控除には、様々な課題が存在していますが、その主なもの
について概要を示すと、次のとおりとなります。

イ　完全な二重課税排除の困難性
　外国税額控除によって国際的二重課税が完全に排除されるのであ
れば、基本的には、国際的二重課税に関する問題は生じません。
　しかし、現実には、次のような要因により、国際的二重課税を完
全に排除することはできません。

イ　外国における高税率課税
　外国税額控除は、本店所在地国等で課される税額の範囲内で外
国税額を控除しようとするものですから、必然的に、外国におい
て本店所在地国等の税率よりも高い税率で課税が行われるという
ことになれば、その税率の高い部分に対応する外国税額は控除さ
れないこととなります。

ロ　全世界所得や国外所得の不足
　外国で多額の所得が発生して大きな課税が行われたにもかか
わらず、全世界所得が少ないという場合には、外国税額控除の
限度額が小さくなってしまい、控除が制限されてしまうことと
なります。
　外国税額控除の控除限度額の計算の基礎となる国外所得が少な

い場合にも、同様の事態が生ずることとなります。
　国際的二重課税を完全に排除するためには、全世界所得と国外
所得の双方が十分な金額となっていなければなりません。

ハ　控除余裕額・控除限度超過額の繰越期間の不足
　納税者が行う同一の取引等から生ずる所得と税額について、国
ごとにその認識の時期が異なる場合があることを考慮し、控除余
裕額・控除限度超過額の繰越しが行われる場合がありますが、こ
の認識の異なる期間が控除余裕額・控除限度超過額の繰越期間を
超える場合には、国際的二重課税を排除できなくなります。

ニ　各国の納税義務者の認識の相違
　税制は国によって異なっているわけですが、納税義務者に関す
る認識が異なり、その結果、納税義務者の範囲が異なるというこ
とになると、その異なる部分に該当する納税義務者については、
実質的には二重に課税が行われていたとしても、税制度上は二重
に課税が行われるという状態にはなりません。
　このため、特に法制度上の手当てがなされるか、解釈による対
応がなされない限り、外国税額控除による国際的二重課税の排除
ができないこととなってしまう懸念があります。
　特に、近年は、いわゆるハイブリッド事業体が増加しているこ
とから、この種の問題が増加してくるものと考えられます。

ホ　各国の所得の認識の相違
　外国税額控除制度は、所得に対する二重課税を排除することを
目的としていますが、この「所得」の範囲等は、国ごとに少しず
つ異なっています。
　我が国の法人税法と所得税法とを見ても、「所得」は完全には
一致しません。
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　近年は、いわゆる「課税ベース」を諸外国にならって拡大する
べきである等の議論が行われることがありますが、このことは、
即ち、国ごとに「所得」の範囲が異なっているということを示し
ています。
　国ごとに「所得」の範囲が異なるということになれば、外国で
は「所得」を構成するものとして課税が行われたにもかかわらず、
我が国においては「所得」と認識されないため、控除が行い得な
いという事態が生ずることになります。
　この「所得」の範囲の相違が「所得」の認識時期の相違に由来
するものである場合には上記ハで述べた問題が生ずることがあ
り、また、この相違が「所得」の認識時期の相違に由来するもの
でない場合には全く二重課税を排除することはできないことと
なってしまいます。

ロ　制度の複雑化
　外国税額控除と国外所得免除とを比較した場合、前者は、後者よ
りも制度の規定の内容が複雑にならざるを得ません。
　国外所得免除の場合には、基本的には、課税を免除する国外所得
の範囲を定めることで足ることとなりますが、外国税額控除の場合
には、国外所得の範囲の定め、外国税額の範囲の定め、控除限度額
の計算と控除、控除余裕額・控除限度超過額の計算と繰越控除、外
国税額の減額に伴う調整などが必要となり、相当に複雑なものとな
らざるを得ません。

ハ　控除枠の流用
　外国税額控除における控除限度額の計算の方法としては、国別に
限度額を計算する方法、所得種類別に限度額を計算する方法、一括
して限度額を計算する方法などがあり、我が国においては、現在、
一括して限度額を計算する方法が採用されています。

　一括して限度額を計算する方法においては、例えば、ある国で稼
得した所得に対して高税率で課税が行われて多額の外国税額を支払
い、その所得のみが国外所得であれば、その高率課税部分が控除で
きないこととなる状況にありながら、他の低税率国で多額の所得が
生じていたために、これらの二つの国を合計して計算すると、控除
限度額が大きくなり、その結果、そのある国の高率課税部分が控除
されてしまう、という現象が生ずることとなります。
　このように、ある国で課された外国税額が、それのみでは控除の
対象とはならないにも関わらず、他の国の分を含めて控除限度額を
計算する結果、他の国の控除枠を流用して控除を受ける、という現
象が生ずることとなります。

ニ　控除対象となる税の不明確性
　外国税額控除の対象となる税は、基本的には、所得に対して課さ
れたものとされ、また、租税回避防止等の観点からいくつかの要件
が付されるのが通例と考えられますが、税制は国によって異なりま
すので、外国で課された税の中には、外国税額控除の対象となるの
か否かが明確でないものが出てくることがあり得ます。
　国ごとに税制が異なっていることを考慮すれば、このような事態
が一部で生ずることは、止むを得ないものと考えられます。
　ただし、我が国においては、所得に対して課される税であるのか
否かを外国の法令によって判定するのか、あるいは、我が国の法令
によって判定するのかという外国税額控除制度の基本的な部分につ
いても解釈が定まっているとは言い難く、より一層、問題が残る状
態となっています。

（２）国外所得免除

①　国外所得免除の意義
　国外所得免除とは、国外に源泉のある所得について、本店所在地国
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等又は源泉地国が課税を免除することをいい、これによれば、国際的
二重課税は発生しないこととなります。
　すなわち、国外源泉所得について本店所在地国等又は源泉地国が課
税を免除するということになれば、国外源泉所得に該当しない国内源
泉所得のみが課税されることとなるため、国際的二重課税がそもそも
生じないわけです。
　この国外所得免除は、外国税額控除に比べて、その仕組みが相当に
簡素になる点に大きな特徴があります。
　また、外国の実効税率が本店所在地国等の税率に比して相対的に低
い場合には、国外源泉所得に対する課税を免除すれば、納税者の税負
担は軽減されることとなりますので、実効税率が相対的に高い国の場
合には、外国税額控除によって国際的二重課税を排除するよりも、国
外所得免除によって国際的二重課税が生じない状態とする方が、納税
者に有利となるのが一般的です。
　フランスでは従来からこの国外所得免除が採用されてきましたが、
近年、その他の国々でも採用されるようになってきました。
　我が国においても、平成 21 年度改正において、間接外国税額控除制
度を廃止し、外国子会社配当益金不算入制度が創設されましたが、こ
の改正は、上記のような諸外国の動向を考慮したものとされています 1。

②　国外所得免除の課題
　国外所得免除にも、外国税額控除と同じように、様々な課題が存在
していますが、その主なものについて概要を示すと、次のとおりとな
ります。

イ　所得課税の本来のあり方からの乖離
　外国税額控除は、所得を国内外問わず総合的に捉えて課税を行う

1　『平成 21 年　税制改正の解説』436 頁

ことを前提とするものであり、他方、国外所得免除は、所得の内外
区分を行って国内の所得に対してのみ課税を行うものです。
　このように、両者には、納税者の所得をどのように捉えるのかと
いう根本の部分で決定的な相違があります。
　従来から、総合所得税と分類所得税のいずれが所得課税のあり方
として適切であるのかという議論があり、これに関しては、所得課
税のあり方としては、基本的には、前者が適切である、という結論
となっていると言ってよいわけですが、外国税額控除と国外所得免
除に関しても、これと同種の問題があるわけです。
　このような事情を考慮すると、外国税額控除と国外所得免除の問
題を国際的二重課税排除の方法という技術論の問題として捉えると
いうことについては、疑問無しとしません。国際的二重課税排除の方
法として外国税額控除と国外所得免除を語るに当たっては、まず、
所得課税の本来のあり方として、所得を国内外問わず総合的に捉え
て課税を行うべきか、あるいは、所得の内外区分を行って国内の所得
に対してのみ課税を行うべきかという議論が必要となると考えます。
　「金

かね

に色目はない」と言われますが、所得にも国境がないというこ
とは先に述べたとおりで、企業活動の実態からすれば所得を国内外
に区分することに合理性はないと言わざるを得ませんし、担税力を
示す指標としていずれが適切かという観点からしても、所得は国内
外を問わず総合的に捉えるべきであるということになりましょう。
　このため、所得課税の本来のあり方如何という点に関しては、本
来は所得を国内外問わず総合的に捉えて課税を行うのが適当である
という意見が大勢であると考えられますが、仮にそうであるとすれ
ば、国外所得免除においては、それでもなお所得の内外区分を行う
理由は何かということが明らかにされなければなりません。
　特に、我が国の平成 21 年度改正における間接外国税額控除制度
の廃止と外国子会社配当益金不算入制度の創設に際しては、この検
討が十分には深められていないように思われます。
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　国外所得免除ということであれば、まずは、支店等により行う国
外事業の所得を免税とし、それと併せて子会社により行う国外事業
の所得を免税とする、というのが本来のあり方であるという見解も
あり得るものと考えられますし、国内における受取配当益金不算入
制度は国内

4

所得免除の制度ではなく、二重課税排除のための技術的
な対応として設けられている制度であるという指摘もあるはずです。
　国内子会社に係る受取配当益金不算入制度にならって外国子会社に
係る受取配当益金不算入制度を創設するということであれば、企業の
グループ化に対応するグループ税制として二重に課税をせずグループ
内配当を実質的なグループ内資金移動と捉える制度として、企業のグ
ループ経営の実態を踏まえ、かつ、国内外共通の体系的な制度として
税制を構築する、という選択肢もあったのではないかと考えます。
　仮に、そのような整理により制度設計を行うとすれば、制度の位
置付けの曖昧さも払拭され、また、所得課税の本来のあり方からの
乖離という問題も生ずることとはなりません。

ロ　各国の「国内源泉所得」の相違による重複課税と課税の空白
　国外所得免除により完全に国際的二重課税の発生を防止するため
には、各国の国内源泉所得の範囲が同一となっていなければなりま
せん。
　各国の国内源泉所得の範囲が異なるということになると、各国が
それぞれに国外所得免除制度を採用したとしても、国内源泉所得の
重複する部分については重複課税が生じ、他方、国外

4

源泉所得の重
複する部分については課税の空白が生ずることとなります。
　現実には、各国の国内源泉所得の範囲は、少しずつ異なっていま
すので、上記のような事態が生ずることを避けることはできません。

ハ　租税回避行為の誘引
　国外所得免除は、国外で得た所得を免税とする制度ですから、所

得が課税を受けないか又は低い税率にて課税を受ける国において事
業活動を行えば、納税者は、その負担する税額を大きく減少させる
ことができることとなります。
　納税者が所得に対する税の負担ができるだけ少ない国で事業を行
おうとすることは当然のことですし、それ自体に問題があるわけで
はありません。節税は、納税者の当然の権利です。
　しかし、国外所得に対する課税を免除するということになれば、
その適用を受ける場合と受けない場合とで大きな税負担の相違が生
ずることがあるため、他の場合以上に、節税に止まり得ない行為が
行われるおそれがあります。

【図表１】国際的な二重課税排除方式の仕組み

課
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額
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税
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法
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税
額

日本支店 外国支店

【外国税額控除制度（支店形態）】

国内源泉
所得

国外源泉
所得

我が国での

納付税額

外国税額控除 外国法人税

支店所得

うち外国法人税

課
税
所
得
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計
算

税
額
の
計
算

課
税
所
得

法
人
税
額

日本親会社 外国子会社

【外国子会社配当益金不算入制度（子会社形態）】

国内源泉
所得

益金不算入
（配当の95％）

我が国での

納付税額

外国法人税

子会社所得

うち外国法人税

配当の５％

配当
（※）

（※）持株割合が100％の場合で、
配当可能利益の全額を
配当した場合

（財務省ホームページ　国際課税に関する資料（平成 26 年 10 月末現在））

　近年は、税源浸食と利益移転（BEPS：Base Erosion and Profit 
Shifting）が大きな問題となっており、財務大臣から次のような談話
が発表されています。
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があるため、各国の国内法における対応だけでは、国際的二重課税を
排除することはできません。
　このため、従来から、租税条約によって国際的二重課税を排除する
試みがなされてきました。
　もちろん、租税条約を締結することによって国際的二重課税が完全
に排除されるということにはなりませんが、国内法における対応だけ
では解決できない部分をかなりの程度、解決するものとなっています。
　この「租税条約」とは、国際的二重課税の排除と国際的脱税及び国
際的租税回避の防止並びに自国民の保護を目的として締結される二国
間の条約ですが、その原型となっているのは、OECD モデル租税条
約と国連モデル租税条約です。
　OECD モデル租税条約は、主に先進国間の租税条約のモデルとなっ
ており、源泉地国での課税を制限し、本店所在地国等における課税を
重視する傾向があり、そのような観点に立って、国際的二重課税の排
除を行おうとしています。
　国連モデル租税条約は、OECD モデル租税条約とは異なり、主に
新興国においてモデルとされていますが、源泉地国と本店所在地国等
との双方において課税を行うことを前提として、国際的二重課税の排
除を行おうとしています。
　我が国においては、従来、他の先進国と同様に、基本的には、
OECD モデル租税条約に拠っており、次ページの【図表２】「我が国
の租税条約ネットワーク」2 のとおり、平成 26 年 11 月１日現在、我が
国は 88 の国と地域に適用される 63 の租税条約を締結しています。国
際的二重課税の排除を効果的に進めるという観点からも、租税条約
ネットワークの拡充と整備が今後一層期待されるところです。

2　財務省 HP（http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.htm）

「税源浸食と利益移転（BEPS：Base Erosion and Profit Shifting）
行動計画」の公表についての財務大臣談話

平成 25 年 7 月 19 日

財務大臣談話

１． 本日、OECD 租税委員会がとりまとめた「税源浸食と利益移
転（BEPS：Base Erosion and Profit Shifting）行動計画」が公
表され、G20 財務大臣・中央銀行総裁会議に提出された。「BEPS
行動計画」は、国際課税に関する国際的な協力の歴史において
転機となる画期的な成果であり、日本はこれを強く支持する。

２． グローバル企業が税制の隙間や抜け穴を利用した節税対策に
より税負担を軽減している状況を是正し、実際に経済活動が
行われている場所での課税を十分に可能とすることが必要で
ある。納税者の税制に対する信頼を確保する上でも、各国が
協調してそれぞれの税制の調和を図ることが不可欠である。

３． 日本は、現在、OECD 租税委員会の議長（浅川財務省総括
審議官）を出しており、これまで OECD などの場を通じて、
国際課税の議論を先導してきた。私も G8 や G20 などの場で
議論に積極的に関与してきており、今後とも、自分がイニシ
アティブをとって、議論を加速させていきたい。

　（財務省ホームページより（平成 26 年 10 月末現在））

（３）国際的二重課税の排除のための租税条約

①　租税条約の意義
　上記（１）②イや（２）②ロにおいて述べた点をはじめとする課題
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【図表２】我が国の租税条約ネットワーク（63条約、88か国・地域／平成 26年 11月１日現在）

（注１）多国間条約である税務行政執行共助条約、及び、旧ソ連・旧チェコスロバ　　　　　　キアとの条約の複数国への承継のため、条約数と国・地域数が一致しない。

（注２）条約数、国・地域数の内訳は以下のとおり

　　　・二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を主たる内容とする条約　　　　　　　（いわゆる租税条約）：52 条約、63 か国・地域

　　　・租税に関する情報交換を主たる内容とする条約（いわゆる情報交換協定）　　　　　　：10 条約、10 か国・地域（図中、（※）で表示）

　　　・税務行政執行共助条約（締約国は我が国を除いて全 43 か国（図中、国　　　　　　　名に下線）、うち我が国と二国間条約を締結していない国は 15 か国）
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②　租税条約の課題
　租税条約にも、様々な課題が存在していますが、その主なものにつ
いて概要を示すと、次のとおりとなります。

イ　国内法との不整合による二重課税
　二国間で租税条約を締結したとしても、その各国において、国内
法と租税条約との関係がどのように整理されているのかということ
によって、その租税条約が有効に働かないことになってしまうこと
があります。
　我が国も含めて、多くの国々は、租税条約を国内法に優先するも
のと位置付けていますので、租税条約によって国際的二重課税の排
除を定めることは非常に意義があります。
　しかし、例えば、アメリカのように、条約と法律を同順位に位置
付け、その優先劣後の関係を「後法は先法に優先する」としている
国との間では、租税条約によって国際的二重課税の排除のための取
決めを行ったとしても、後に相手国で租税条約における取決めと異
なった国内法の規定が定められるということになれば、その租税条
約による国際的二重課税の排除は機能しなくなるということになっ
てしまいます 3。
　なお、我が国のように、租税条約を国内法に優先すると位置付け
ている国においても、租税条約において取り決められた課税権の配
分に従って国内法の課税規定を整備しなければ、国際的二重課税自
体は排除することができても 4、租税条約によって課税をすることが

3 　これは、「トリーティー ･ オーバーライド（treaty override）」と呼ばれています。
4 　租税条約の中には、「プリザベーション・クローズ（preservation clause）」と
呼ばれる規定を設けているものがあります。これは、租税条約の規定が納税者
に有利に働く限りにおいては、国内法にそのような規定が設けられていない場
合であっても、基本的には、納税者に有利なように租税条約の規定を働かせよ
うというもので、この規定が設けられていない租税条約に関しても、租税条約
の一般的な解釈のあり方として是認されていると考えてよいものです。このよ
うな事情があるため、租税条約で課税を減免する取決めを行えば、基本的には、

認められているものに対して国内法で課税を行い得ないといった問
題が生ずることがあります。

ロ　締結・改正の困難性
　租税条約を締結したり改正したりするためには、自国で国内法を
制定したり改正したりする場合とは異なり、他国との合意という手
続が必要となりますので、その締結や改正が非常に難しいという問
題があります。
　この租税条約の締結や改正の難しさは、オランダ法人が日本にお
いて組成した匿名組合契約から得た分配金について、我が国の国内
源泉所得に該当するとして我が国の課税執行当局が課税処分を行っ
た事例 5 を見ると、良く理解することができますので、やや長くな
りますが、紹介することとします。
　日蘭租税条約においては、匿名組合契約から得た分配金は、居住
地国のみにおいて課税される「その他所得条項」に該当するものと
されていますので、条約上、その分配金に対しては我が国で課税が
行われないこととなりますが、居住地国であるオランダにおいても、
資本参加免税の適用により非課税とされます 6。つまり、匿名組合の
分配金については、日本とオランダの両国において、課税の空白が
生じているわけです。
　このため、この匿名組合の分配金は日蘭両国において課税がなさ
れないことから、我が国の課税執行当局は、この事例について、租
税回避行為として課税処分を行いました。

その取決めに従って、納税者は課税の減免を受けることができるわけですが、
これと反対に、租税条約によって課税を行うことができるとされているものに
ついて、国内法で課税規定を設けなかった場合には、これに課税できず、課税
の空白が生じてしまう、ということがあります。

5    　東京高等裁判所平成 19 年６月 28 日判決（平成 17 年（行コ）第 278 号）、判
例時報 1985 号 23 頁、判例タイムズ 1275 号 127 頁、LEX ／ DB：28140170　

6　税制調査会第１回金融小委員会議事録（平成 13 年６月５日開催）
 　（http://www.cao.go.jp/zeicho/gijiroku/kin01a.html）　
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　これに対して、東京高裁は課税執行当局の主張を棄却し、納税
者が勝訴することとなりました。日蘭両国において匿名組合の分
配金に課税がなされないという事実が租税回避行為であるという
課税執行当局の主張に対し、東京高裁は、当該取引は源泉地国が
課税できることを租税条約の明文において明らかにするなどの措
置により解決することが可能であり、それが相当な解決策である、
と判示しています 7。
　このため、このような取引を課税上の弊害があるものとして認め
るには、日蘭租税条約の改正を行う必要がある、ということになり
ます。
　しかし、この日蘭租税条約の改正については、財務省の租税条約
に関するプレスリリース 8 によれば、両国政府が平成 16 年６月に正
式交渉を開始して、平成 21 年 12 月に新条約案につき基本合意に達
しました。その後、詳細な条文の確定作業を経て、平成 22 年８月
25 日に署名され、平成 23 年 12 月 29 日に発効に至りました。
　このように、日蘭租税条約の改正には７年の期間が必要であった
わけですが、これは、租税条約の改正が如何に困難であるかという
ことを示すものとなっています。

ハ　条約漁り
　租税条約は、特に OECD モデル租税条約を範としている場合に
は、その規定中に、源泉地国の課税を減免することによって企業の
国際的な経済活動を促進する効果が得られる取扱いがありますが、
そのような取扱いは、時として、租税回避に利用されることがあり
ます。

7 　 「日蘭条約にかかる匿名組合契約の分配金訴訟　国側の控訴棄却」税務通信
2992 号、５～６頁　

8 　「オランダ王国との新租税条約が発効します」（平成 23 年 11 月 30 日、財務省
HP（http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/
sy231130ne.htm））

　租税条約を利用した租税回避としてよく取り上げられるものが、
いわゆる「条約漁り（treaty shopping）」です。これは、租税条約
の規定の適用を受けることができない者が、租税条約の規定の適用
を受けることができる者を利用したり、有利な租税条約を締結して
いる国を迂回して取引を行ったりすることをいいます。
　これは、租税条約の濫用ということができるわけですが、企業の
活動が益々国際化する中にあっては、租税条約の濫用に当たるのか
否かの判断が難しいものが増えてくるものと考えられます。

ニ　相互協議の不完全性
　近年、相互協議は、特に移転価格税制による課税が増加した関係
上、国際的二重課税を排除するための非常に重要な手続となってい
ます。これによって、国際的二重課税が排除されることとなったも
のも、少なくないと想定されます。
　しかしながら、相互協議によって国際的二重課税がすべて排除で
きるというわけではありません。
　租税条約においては、当事国が相互協議により合意するように努

4

める
4 4

ことが求められており、国際的二重課税を排除するための対応
が義務付けられている

4 4 4 4 4 4 4 4 4

わけではありません。現に、相互協議によっ
て当事国の合意が得られず、国際的二重課税の排除を行い得なかっ
た事例も生じています。
　なお、本書では、移転価格税制については特に解説を行っていま
せん。

（４）主要国における国際的二重課税排除の方法

　既に見たとおり、国際的二重課税を排除するための国内法の基本的
な方法は、外国税額控除と国外所得免除ということになりますが、諸
外国においては、いずれかの方法のみを採用するというよりも、むし
ろ、両者を併せて適用するという方法が主流となっています。
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【図表３】主要国における国際的二重課税排除の方法の概要（注１）

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

課税方式 全世界所得課税
※　平成21年度改正により外
国子会社配当益金不算入制
度を導入。

全世界所得課税 全世界所得課税

※　2009年度から外国子会
社配当益金不算入制度を導
入。

全世界所得課税

※　ただし、条約により大宗
が国外所得免除とされる。

※　受取配当は益金不算入と
される。

国内源泉所得課税

※　受取利子・受取配当等の
投資所得については、国外
源泉所得に対しても課税。

※　子会社からの配当は益金
不算入とされる。

国際的二重課税の
排除方式

外国税額控除方式・
外国子会社配当益金
不算入方式

外国税額控除方式
外国税額控除方式・
外国子会社配当益金
不算入方式

外国税額控除方式・
国外所得免除方式

外国税額控除方式・
国外所得免除方式

控除限度額の計算 一括限度額方式 所得項目別限度額方式 所得項目別限度額方式 国別限度額方式 国別限度額方式

控除余裕額・限度超過額
の取扱い

余裕額の繰越し：３年
超過額の繰越し：３年

超過額の繰戻し：１年
超過額の繰越し：10年

繰越しを認めず

※　ただし、国外支店等の事
業所得や一定の配当に課さ
れた外国税については、
　　超過額の繰戻し：３年
　　超過額の繰越し：無制限

繰越しを認めず 繰越しを認めず

間接外国税額控除の対象 なし 曾孫会社まで
（持株割合10％以上）

※　ただし、CFC 子会社は６
世代まで。

持株割合10％以上の
関係会社

※　2009年７月１日以後支払わ
　れる配当については、株式保
　有期間や持株割合の要件はな
　く、英国の会社が受けるほと
　んど全ての配当の100％が免
　税とされる（注２）。

なし

※　受取配当の95％が益金不
算入とされる。

なし

※　持株割合５％以上の子会
社から受ける配当の95％を
益金不算入。

（注１） 　この図表は、瀧野正規「平成 21 年度の法人税関係（含む政省令事項）の改正について
（注２） 　Finance Act 2009, Section 34 ; Finance Act 2009, Schedule 14
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全世界所得課税

※　ただし、条約により大宗
が国外所得免除とされる。

※　受取配当は益金不算入と
される。

国内源泉所得課税

※　受取利子・受取配当等の
投資所得については、国外
源泉所得に対しても課税。

※　子会社からの配当は益金
不算入とされる。

国際的二重課税の
排除方式

外国税額控除方式・
外国子会社配当益金
不算入方式

外国税額控除方式
外国税額控除方式・
外国子会社配当益金
不算入方式

外国税額控除方式・
国外所得免除方式

外国税額控除方式・
国外所得免除方式

控除限度額の計算 一括限度額方式 所得項目別限度額方式 所得項目別限度額方式 国別限度額方式 国別限度額方式

控除余裕額・限度超過額
の取扱い

余裕額の繰越し：３年
超過額の繰越し：３年

超過額の繰戻し：１年
超過額の繰越し：10年

繰越しを認めず

※　ただし、国外支店等の事
業所得や一定の配当に課さ
れた外国税については、
　　超過額の繰戻し：３年
　　超過額の繰越し：無制限

繰越しを認めず 繰越しを認めず

間接外国税額控除の対象 なし 曾孫会社まで
（持株割合10％以上）

※　ただし、CFC 子会社は６
世代まで。

持株割合10％以上の
関係会社

※　2009年７月１日以後支払わ
　れる配当については、株式保
　有期間や持株割合の要件はな
　く、英国の会社が受けるほと
　んど全ての配当の100％が免
　税とされる（注２）。

なし

※　受取配当の95％が益金不
算入とされる。

なし

※　持株割合５％以上の子会
社から受ける配当の95％を
益金不算入。

－国際課税に関する改正－」租税研究 717 号、平成 21 年７月、105 頁の資料を基に作成しました。



28　序　国際的二重課税について

　26 頁の【図表３】は、主要国における国際的二重課税排除の方法
の概要をまとめたものですが、主要国は、アメリカを除き、外国税額
控除方式のみを採用するのではなく、外国税額控除方式と国外所得免
除方式又は外国子会社配当益金不算入方式を併用しています。
　これは、外国税額控除と国外所得免除のいずれかによるだけではそ
れぞれのデメリットが大きくなり過ぎる部分があるためこれを避けた
り、両制度のメリットを最大限に生かしたりするためであると想定さ
れます。


