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はじめに
我が国は、資源のない狭い国土に１億人を超える人口を抱えており、日
本経済を支えていくために、国外との交易を盛んにしていくこととなりま
す。こうした交易が盛んになるにしたがって、人的交流も当然に増加して
まいります。日本人が日本企業の国外拠点で就業するばかりでなく、外国
人の方々が日本において、日本企業において職を得るという状況も増えて
きております。
こうした人的交流の増加に伴い、企業においては、外国勤務者、又は国
内勤務で、税法上、非永住者、非居住者に区分される社員に対する源泉徴
収業務が当然のように増加してまいります。現状、課税庁による源泉税調
査においても、必ずと言ってよいほど、国際源泉徴収の適否が問題として
提起される状況にあります。このことは、今後ますます企業における国際
源泉徴収に対する取り組みが重要となってくるという側面があります。源
泉徴収業務に携わる方々においては、所得税法等の国内法の規定に加え
て、租税条約との関係についての理解が求められておりますが、そうした
知識等の習得の一助となればと考え、本書は企画され、今回、第三版とし
て発刊することとなりました。
本書は、理論編と実務編に分けて、質疑応答として構成しています。
理論編については、平成23 年、東京税理士会研修部において開催され
た、日本人社員が外国に出向く場合、外国人が日本にやってくる場合にお
ける非居住者関係の源泉徴収についての講演要旨を基礎としております。
実務編については、新法に沿って、より実務担当者のお役に立つよう整
理しました。基本的な考え方は、前版の改訂を担当していただいた永田金
司先生の記述を踏まえ、新たな項目等も加えております。
内容的には課税庁における標準的な扱いについて記述するように心がけ
ておりますが、あくまでも本書の内容の意見、法令解釈等は私見であるこ
とをご承知いただければと存じます。
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本書が、国際源泉徴収、特に、企業の実務を担当される方々に少しでも

目

お役に立てれば幸いと思っております。
平成 31 年４月

吉川 保弘
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【凡例】
１．法令は平成 31 年１月１日現在によっています。
２．本書において使用する法令・通達の略称は次の例によるものとします。
《法令・通達》
所得税法

所法

所得税法施行令

所令

所得税法施行規則

所規

法人税法

法法

法人税法施行令

法令

相続税法

相法

相続税法施行令

相令

相続税法施行規則

相規

租税特別措置法

措法

租税特別措置法施行令

措令

租税特別措置法施行規則

措規

租 税 条 約 の 実 施 に 伴 う 所 得 税 法、
法人税法及び地方税法の特例等に
関する法律

実施特例法

租 税 条 約 の 実 施 に 伴 う 所 得 税 法、
法人税法及び地方税法の特例等に
関する法律の施行に関する省令

実施特例省令

所得税基本通達

所基通

租税特別措置法関係通達

措基通

法人税基本通達

法基通

３．本書における略称等の使い方は次のとおりです。
条……１、２、３
項……①、②、③
号……一、二、三
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第 部 ◇ 理論編
―非居住者課税の基本的な仕組みと考え方―

第Ⅰ部●理論編

１章

第

第１章

② 非永住者（注）は、国内源泉所得と一部の国外源泉所得（国内で

非居住者課税の概要

支払われた若しくは国外から送金されたもの）
（所法７①二）
（注）
 昭和 30 年までは、居住外国人に対しては、送金課税方式と半額
課税方式を骨子とする軽減措置が取られていました。送金課税方式

Question １【居住者及び非居住者の区分と納税義務の範囲】

とは、所得のうち日本国内で支払われた分と国外でなされた支払の

居住者及び非居住者はどのような基準で区分されるのでしょうか。

うち日本に送金された部分のみを課税対象とするものです。半額課

また、居住者及び非居住者とでは納税義務の内容に違いがあるので

税方式とは、日本経済の再建に寄与する特定の産業の従事者等の給

しょうか。

与を課税上 350 万円までは半額控除するというものです。この送金
方式が非永住者の課税スタイルに影響を与えています。

要 点

③ 非居住者は、恒久的施設の有無により課税範囲は異なりますが、

１．居住者及び非居住者の区分と課税範囲

国内源泉所得のみ（所法７①三）と規定しています。

２．居住地の判定（居住者・非居住者の区分）
３．居住者・非永住者・非居住者の区分チャート

≪居住者・非永住者・非居住者と課税範囲≫

４．永住者・非永住者の意義

納税義務者の区分

Answer
１

居住者及び非居住者の区分と課税範囲
⑴

非居住者課税の概要

居住者及び非居住者の区分とその必要性

 個人は、所得税法上「居住者」と「非居住者」に区分され、「居住

課税所得の範囲

条文

居住者

所法２①三

全世界所得

所法７①一

非永住者

所法２①四

国内源泉所得
＋
一部の国外源泉所得

所法７①二

非居住者

所法２①五

国内源泉所得

所法７①三

者」は「永住者」と「非永住者」に区分されます。
 なぜ区分が必要かというと、対象となる課税範囲が異なるからです。
つまり、永住者である居住者にはあらゆる所得に対して、非永住者で

居住地の判定（居住者・非居住者の区分）
⑴

居住地の判定基準

ある居住者には国内源泉所得と一部の国外源泉所得に対して、非居住

 所得税法は、居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続

者には国内源泉所得のみに対して課税することとしているからです。

いて１年以上居所を有する個人をいう」としています（所法２①三）。

⑵

課税範囲
 所得税法では、居住者については無条件で納税義務あり（所法５①）

とし、非居住者については「国内源泉所得を有するとき」という条件
付きで納税義務（所法５②一）を規定しています。
また同法７条では、居住者を区分して、
①
2

２

非永住者以外の居住者は、すべての所得（所法７①一）

 つまり、所得税法は、居住者に当たるかどうかの基準を「住所」や
「居所」で判定することとしているということです。
 しかし所得税法では、
「住所」や「居所」を定義していませんから、
「住所」や「居所」は、固定概念ではなく借用概念ということです。
 民法 22 条は「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定し
ています。また同 23 条は「住所が知れない場合には、居所を住所と
3
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第１章

非居住者課税の概要

ますので留意してください。

みなす」としています。居住者に当たるかどうかの基準となる住所の
意義については、所得税法においても民法と同義に解されており、裁

・国 外に継続して１年以上居住することを通常必要とする職業を

判例においても生活の本拠を意味するものと判示されています（東京

有すること

地判昭和 56 年 3 月 23 日）。

・外 国国籍又は外国永住権を有し、かつ、国内において生計を一

 所得税法では、住所とは客観的事実に基づき判定される「生活の本

にする配偶者等を有しないこと、その他国内における職業及び

拠」と解されています（所基通２－１）。

資産の有無等の状況に照らし、再び国内に帰り、主として国内

 「客観的事実に基づき」とした点については、制度導入時の趣旨と

に居住するものと推測するに足る事実がないこと

して、仮に「生活の本拠」を主観的な意思に委ねた場合に、定住の意
思は必ずしも常に存在するものでないこと、定住の意思は外部からは

 このような場合には、非居住者として我が国の課税に服することと

判断しがたいこと、意思無能力者についての法定住所の定めがない我

なります。

が国の法制度では住所を決定できなくなる等の問題を避けたものと言

 非永住者とは、
「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、

われています。

過去 10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が

 次に、居所とは、一般に生活の本拠とまではいえないが、ある程度

５年以下である個人を非永住者という。
」とされています（所法２①四）。

継続して住んでいる場所を意味すると解されています。
⑵

推定居住者・非居住者の判定基準

３

居住者・非永住者・非居住者の区分チャート

 そして、
「住所を有する場合」に該当するものとして、所令 14 条（こ
の規定は外国人が来日したときの判定基準となります。
）では、国内にお

いて継続して１年以上居住することを通常必要とする職業を有するな
どの事情がある場合には、国内に住所があるものと推定するとしてい
ます。この規定から、原則、当該外国人は居住者として我が国の課税
に服することとなります。

住所があるか
NO

YES

引続き１年以上の NO
居所があるか
YES

 「職業を有している」場合には、契約などで在留期間が予め１年未

国籍はあるか

満であることが明らかなケースを除き「継続して１年以上居住するも

NO

の」として扱われます（所基通３－３）。
 すなわち、明示的な契約がなければ、職業がある場合には国内に住
所があるものと推定されることとなります。推定規定なので反証があ
れば推定が取り消されることになります。
 「住所を有しない場合」として、所令 15 条（我が国の居住者が海外
勤務者となる場合を想定した規定です。
）は、
「国内に住所を有していな

過去10年間のうち
居所を有していた
期間の合計が５年
超か

YES

NO

YES

YES

NO

国籍はあるか

過去10年間のうち
住所を有していた
期間の合計が５年
超か
NO

YES

居住者

非永住者

非居住者

い者と推定する」として、次のいずれかに該当するものを規定してい
4
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注意すべきは、居住者か非居住者かを税法上は、国籍、住民登録の有無、
外国人登録の有無等を基準にして区別することになっていないことです。
我が国の居住者が国外勤務になった時に１年未満の契約があるから、直
ちに居住者として判定されるのではなくて、推定であるから、その認定に
対して反証がある場合には、原則に戻って、その者の生活の本拠が国外勤
務の期間、国内にあるのかどうかによって国内に住所があるかどうかを検
討することとなります。
来日外国人が６か月契約で非居住者と推定される場合であっても、反証
があれば、原則により生活の本拠が国内にあるかどうかの検討を行うとい
うことになります。

 我が国においては以上の基準で居住者か非居住者かを区分しています
が、米国のように、住所を有するだけでなく、住所の有無を問わず市民権を
有する者にも全世界所得課税を及ぼす国もあることから、法人と同様に個人

第１章

＜参考法令＞
所得税法
第３条（居住者及び非居住者の区分） 国家公務員又は地方公務員（これらの
うち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。）は、国内に住
所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法
律（中略）の規定を適用する。
（以下略）
第５条（納税義務者） 居住者は、
この法律により、
所得税を納める義務がある。
２ 非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義
務がある。
一 第 161 条第１項（国内源泉所得）に規定する国内源泉所得（中略）を
有するとき（後略）
。
二 その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税
所得（中略）の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せ

においても複数の国から居住者として全世界課税を受ける可能性があります。
４

永住者・非永住者の意義
所得税法２条１項４号では、「居住者のうち、日本の国籍を有しておら

ず、かつ、過去10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間
の合計が５年以下である個人」を非永住者と規定しています。
この現行規定は平成 18 年度の所得税法において改正導入されたもので
すが、従前の規定によれば、「居住者のうち、日本国内に永住する意思が
なく、かつ、現在まで引き続いて５年以下の期間国内に住所又は居所を有
する個人は非永住者とされる。」とし、居住者とは異なる課税の扱いを受
けていました（上記１⑵参照）。
つまり、本人の意思により、永住者である居住者か、非永住者である居
住者かを決定していました。そのため、我が国に国籍を持つ者が帰国した

非居住者課税の概要

られる外国法人課税所得（中略）の支払を受けるとき。
（以下略）
第７条（課税所得の範囲） 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該
各号に定める所得について課する。
一

非永住者以外の居住者

二

非永住者

全ての所得

第 95 条第１項（外国税額控除）に規定する国外源泉所得（中

略）以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外か
ら送金されたもの
三 非居住者

第 164 条第１項各号（非居住者に対する課税の方法）に掲

げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第２項各号に定め
る国内源泉所得
（以下略）

ときに、非永住者を選択すると国外源泉所得の一部しか納税義務が発生し
ないなど、居住者に比較して有利な扱いとなっていたという事情がありま
した。
6

7

第Ⅰ部●理論編

所得税法施行令
第 13 条（国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者） 法

第１章

非居住者課税の概要

東京地判昭和 56 年 3 月 23 日
所得税法上の「住所」とは、個人の生活の本拠、すなわちその者の社会生

第３条第１項（居住者及び非居住者の区分）に規定する政令で定める者は、

活上の諸問題を処理する拠点となる地をいうのであり、その意味ではＬＳＴ

日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住する

は単なる勤務場所にすぎず、これを住所ということはできない。ＬＳＴ乗組

と認められるものとする。

員のような船員の場合は、配偶者その他生計を一にする親族が居住し、ある
いはその者が勤務外の期間中通常滞在する地が住所に該当すると解されると

第 14 条（国内に住所を有する者と推定する場合） 国内に居住することと
なつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に

ころ、ＬＳＴ乗組員は、右のような住所を日本国内に有していたものと認め
られるのであって、所得税法上の居住者に該当するものというべきである。

住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して１年以上居住することを通常必要と
する職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一に
する配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業
及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して１年
以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
２ 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一に
する配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これ
らの者も国内に住所を有する者と推定する。
所得税基本通達
３－２（学術技芸を習得する者の住所の判定） 学術、技芸の習得のため国内
又は国外に居住することとなった者の住所が国内又は国外のいずれにある
かは、その習得のために居住する期間その居住する地に職業を有するもの
として、令第 14 条第１項《国内に住所を有する者と推定する場合》又は第
15 条第１項《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定により推定
するものとする。
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