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国境を越えた役務の提供等に対する消費税の課税の在り方について 
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Ⅰ.  はじめに 

 

近年、海外からのインターネットを通じた日本の消費者への電子書籍•音楽の配信サー

ビスが活発になってきています。また、日本の事業者に対しても、インターネット広告

•クラウドサービス等がインターネットを通じて海外から提供されています。 

これらの海外からのサービス提供は日本市場において相当のシェアを占めているとい

われていますが1、現行の消費税法上、これらのサービス提供は課税対象外（不課税）

とされているため、国内事業者による同様のサービスとの間で競争条件の不平等がある

という問題が指摘されていました。 

この問題を受けて、政府税制調査会では、2012 年 7 月以降、インターネットを通じて

提供される国境を越えたデジタルコンテンツ・サービスに対する消費税の課税の在り方

について検討を続けていましたが、2013 年 11 月 14 月及び本年 4月 4日の国際課税ディ

スカッション•グループにおいて、これらのサービスを消費税の課税対象とする方向で

課税制度の大枠についての見直し案（以下「本見直し案」といいます。）が固まり、こ

れを実現するための法改正が来年度（平成 27 年度）の税制改正に盛り込まれる見通し

となりました。 

そこで、本号では、本見直し案を解説するとともに、本見直し案が国内事業者に与え

る影響についても検討します2。 

                               

 
1 経済産業省商務情報制作局情報経済課によれば、国内市場における越境取引の市場規模（推計）は、

インターネット広告（2012 年）は国内市場 6600 億円に対し 3900 億円（59.1%）、クラウドサービス（2011

年）は国内市場 1兆 2000 億円に対し 2300 億円（19.2%）、電子書籍（2012 年）は国内市場 730 億円に対

し 350 億円（47.9%）とのことです（平成 26 年 4月 4日税制調査会第 3回国際課税 DG 会議資料「国境を

越えた役務提供の市場規模の試算」2頁）。また、大和総研によれば、海外からの電子コンテンツ（広告、

電子書籍、クラウド、音楽等）の 2012 年における売上総額は推計で 5119 億円とされています（第 3回

国際課税 DG 会議資料「国境を越えた海外電子コンテンツの市場規模について」9頁）。 
2 なお、現時点で「国境を越えた役務の提供等に対する消費税の課税の在り方」については、政府税制

調査会で議論されている段階であるため、本号の記載は未確定事項を含むものである点にご留意下さい。 
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Ⅱ.  国境を越えた役務の提供等に対する消費税の課税が導入される背景 

 

消費税の課税対象は、①国内において事業者が行った資産の譲渡等（事業として対価

を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供）と②保税地域からの外国貨物

の引取りとされています（消費税法 4条 1項、2項、2条 1項 8号）。 

インターネットを通じたサービス提供（役務の提供3）は、上記①に該当する場合、す

なわち役務の提供が「国内において」行われた場合に限り、消費税の課税対象となりま

す。この点、役務の提供が国内において行われたかどうかの判定（内外判定）は、消費

税法 4条 3項 2号及び消費税法施行令 6条 2 項によって行われますが、インターネット

を通じたサービス提供の場合、同項 5号の「情報の提供」又は同項 7号の「前各号に掲

げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供

その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの」として、それらの役務の提供

等に係る事務所等の所在地の場所によって内外判定を行うものとされています。そのた

め、海外からのインターネットを通じたサービス提供については、日本国内において消

費される役務の提供であるものの、役務の提供を行う事業者の事務所等が海外にあるこ

とから、「国内において」の要件を充足せず、かかるサービス提供は消費税の課税対象

外（不課税取引）となるとされてきました。 

しかしながら、これらのサービスのうち消費者向けのサービス（B to C 取引）につい

ては、国内事業者による同様のサービス提供が消費税の課税対象取引であるにもかかわ

らず、海外事業者によるサービス提供が不課税取引と取り扱われることから、価格の面

において、国内外の事業者間の競争条件の公平を欠くという問題点が指摘されてきまし

た4。また、事業者向けのサービス（B to B 取引）については、課税対象取引である国

内事業者によるサービス提供について役務提供の受領者である事業者において仕入税

額控除をすることができる点まで考慮すると、消費税負担による価格差は解消されるも

のの、見かけの価格（支払総額）が異なるため、国内外の事業者間の競争条件を歪めて

いるとも指摘されてきました5。 

そこで、以上の問題点を解消することを目的として、海外からのインターネットを通

                               

 
3 デジタルコンテンツ•サービスの提供は、消費税法上、「役務の提供」か「著作権の譲渡」又は「貸付

け」のいずれに該当するか不明確であるため、今回の課税制度の見直しに際して「役務の提供」として

法令が適用される旨の改正が行われる予定です。 
4 例えば、国内の消費者が税抜価格 1,000 円の電子書籍を購入するという事例を考えた場合、海外事業

者から購入する場合には当該取引は不課税なので 1,000 円で購入できますが、国内事業者から購入した

場合には当該取引は課税取引であるため、消費者は 1,080 円（消費税率は 8％を前提としています。）を

支払う必要があります。 
5 例えば、国内事業者 Aが税抜価格 10,000 円（月額）のクラウドサービスの提供を受けるという事例を

考えた場合、海外事業者からサービス提供を受ける場合には当該取引は不課税なので支払は10,000円（月

額）となりますが、国内事業者 Bからサービス提供を受ける場合には 10,800 円（月額）支払う必要があ

ります。もっとも、後者の場合、課税された 800 円分については仕入税額控除の対象となるため、800

円全額を控除できるとの前提に立つ場合には、最終的には、海外事業者から購入した場合と国内事業者 B

から購入した場合とでは税負担は異ならないことになります。しかしながら、見かけの価格（役務の提

供者に対して支払う金額）は両者で異なり、海外事業者からの購入の方が安く済むように見えます。ま

た、国内事業者 Aに予算上の制約がある場合等には、単なる見かけの問題ではなく、支払総額が少なく

て済む海外事業者が選ばれやすくなるという事態が生じえます。 
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じたサービス提供に対しても消費税の課税を行えるよう、現行制度の見直しが図られる

こととなりました。 

 

Ⅲ.  課税制度の見直し案の概要 

 

1. 概要 

 

本見直し案では、海外からのインターネットを通じたサービス提供について、役務の

提供に係る内外判定基準を、役務提供者の事務所等の所在地をもって判定する方式から、

役務の提供等を受ける者の所在地をもって判定する方式に変更することにより、役務の

提供が国境を越えて行われた場合であっても、日本に所在する事業者や消費者が役務の

提供を受けたときには、当該取引は国内取引として消費税の課税対象取引とすることが

提言されています。 

また、上記により新たに課税対象取引となった取引に係る消費税の課税方式について

は、適正・公平な課税を確保しつつ、納税者の事務負担等にも配慮する観点から、「消

費者向け取引（B to C 取引）」と「事業者向け取引（B to B 取引）」とに分け、前者の

「消費者向け取引」については国外事業者に消費税の申告納税義務を課す方式、後者の

「事業者向け取引」については役務提供の受領者である国内事業者に消費税の申告納税

義務を課す方式（リバースチャージ方式）を採用することが検討されています。 

 

2. 内外判定基準の見直し 

 

内外判定基準に関しては、役務の提供が行われた場所が明らかでないもののうち、①

国際運輸、国際通信、国際郵便、②保険、③プラント建設等に係る情報の提供等につい

ては従来通りとし、④情報の提供又は設計、及び⑤①～④に該当しないものについて、

「役務の提供を受ける者の住所・居所又は本店・主たる事務所等の所在地」を基準とす

る旨の変更が検討されています。 

これにより、海外からのインターネットを通じたサービス提供であっても、日本の消

費者又は事業者に対する役務の提供である限り、国内取引として消費税の課税対象取引

となることになります。 
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現行制度 見直し案

役務の提供が行われた場所 同左

①国際運輸、国際通信、国際郵便 発地又は着地 同左

②保険
保険契約の締結に係る
事務所等の所在地

同左

③プラント建設等に係る情報の提供等
プラント建設等に係る資材の
大部分が調達される場所

同左

④情報の提供又は設計

⑤①～④に該当しないもの

役務の提供をする者の
事務所等の所在地

役務の提供を受ける者の住所・居所
又は本店・主たる事務所等の所在地

内外判定の基準

役務の提供が行われた場所が
明らかでないもの（令6条2項各号）

役務の提供が行われた場所が
明らかなもの（法4条3項2号）

役務の提供の類型

 
※第 3回国際課税 DG 会議資料「国境を越えた役務提供に対する消費税について（内外判定の見直しにつ

いて）」をもとに作成 

 

3. 課税方式の見直し 

 

(1) 概要  

上記の内外判定基準の見直しにより、海外からのインターネットを通じたサービス提

供は国内取引として消費税の課税対象取引となりますが、当該サービス提供に係る消費

税の課税方式については、国内事業者が行うサービス提供とは異なる考慮が必要となり

ます。すなわち、現行の消費税法の課税方式のように役務の提供者に消費税の申告納税

義務を課すこととした場合、役務の提供者である国外事業者が消費税を滞納した場合に

どのように執行するかという執行上の問題点があります。また、適正な申告納税に対す

る期待も国内事業者ほど高くはないとも考えられます。そこで、役務提供者ではなく国

内の役務提供の受領者に申告納税義務を課すことが考えられますが、役務提供が事業者

ではなく消費者を対象としている場合、消費者に対して申告納税義務を課すことには困

難を伴います。 

以上を踏まえ、本見直し案では、海外からのサービス提供を「消費者向け取引」（B to 

C 取引）と「事業者向け取引」（B to B 取引）に区分けし、それぞれについて異なる課

税方式を提言しています。具体的には、「消費者向け取引」については、海外事業者に

消費税の申告納税義務を課す方式が、「事業者向け取引」については、役務の提供を受

ける国内事業者に消費税の申告納税義務を課す方式（リバースチャージ方式）が、それ

ぞれ提言されています。 

このように、「消費者向け取引」と「事業者向け取引」とで課税方式を分ける場合、

そのメルクマールが問題となります。欧州諸国においては、取引の相手方が消費者か事

業者かによって区分することとし、原則として全ての事業者に対して付加価値税登録番

号（VAT-ID）を付すことで、役務の提供者からみて取引相手が事業者かどうかを判別で

きる仕組みがとられています。しかしながら、我が国には付加価値登録番号のように、

取引相手が事業者かどうかを判別できる仕組みがなく、新たに導入することには多大な
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コストを要することから、本見直し案では、両者の区分について、役務提供の受領者の

性質によるのではなく、取引の性質を基準とすることが提言されています。 

 

(2) 消費者向け取引（B to C 取引） 

ア 「消費者向け取引」の意義 

第 3 回国際課税 DG の会議資料によれば、「消費者向け取引」（同資料上の「消費者等に

提供される越境サービス」）とは、「電気通信回線を通じて行う著作物の提供（著作権の

利用許諾に係る取引を含む。）その他の電気通信回線を通じて行う役務の提供のうち、

その役務の性質や取引条件等から、役務の提供を受ける者が事業者であることが明らか

でないもの」をいうとされています。第 3 回国際課税 DG の会議資料によれば、具体的

には以下の 2つの類型がこれに該当するとされています。 

 

① 性質から見て通常消費者向けのもの（電子書籍・音楽の配信等6） 

② 消費者・事業者双方に提供されているもの（クラウドサービス等）で、取引条件

等から事業者向けであることが明らかでない取引 

 

上記のとおり、「消費者向け取引」と「事業者向け取引」との区分は取引の性質によっ

て行われるため、「消費者向け取引」の役務提供の受領者は、消費者に限られず、実際

には事業者であるケースもあり得る点に留意が必要です。 

 

イ 課税方式案 

上記のとおり、「消費者向け取引」については、国外事業者に申告納税義務を課す方式

が検討されています。すなわち、国外事業者は、税込価格で国内の消費者に役務提供を

行い、国内の税務署に申告納税を行うことになります。なお、かかる申告納税義務を負

う国外事業者は、国税通則法の規定に基づいて国内において納税管理人を指定すること

になります。 

また、現行の免税点制度については、国外事業者にも適用され、課税売上高が 1,000

万円以下等の一定の要件を満たす国外事業者については消費税を納める義務が免除さ

れる予定です。 

             役務の提供 

国外事業者                   消費者 

               支払代金（税込価格） 

                  

                     申告納税 

                         税務署 

                               

 
6 電子書籍・音楽の配信の他に、映画、ゲーム、パソコンやスマートフォンのアプリケーションの配信

などが、「性質から見て通常消費者向けのもの」に該当するものと想定されます（第 2回国際課税 DG 会

議資料「電子的配信サービスと消費課税」（佐藤英明）18 頁）。 
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ウ 国内事業者における仕入税額控除の取扱い 

上記のとおり、「消費者向け取引」については、国内事業者が役務提供の受領者となる

ことがあり得ます。 

この場合、役務提供の受領者である国内事業者において、当該「消費者向け取引」に

関して支払った消費税相当額を自らの売上に係る消費税額から控除すること（仕入税額

控除）ができるかについて、第 3 回国際課税 DG の会議資料によれば、「執行管轄の及ば

ない膨大な国外事業者からの適正な納税を確保することには限界があることを踏まえ、

慎重な検討が必要」であるとされ、かかる場合における仕入税額控除が制限される可能

性があることが示唆されています。 

 

(3) 事業者向け取引（B to B 取引） 

ア 「事業者向け取引」の意義 

「事業者向け取引」については、「『消費者等に提供される越境サービス』以外のもの」

をいうとされています。第 3 回国際課税 DG の会議資料によれば、具体的には以下の 2

つの類型がこれに該当するとされています。 

 

① 性質から見て通常事業者向けのもの（広告配信・法務サービス等） 

② 消費者・事業者双方に提供されているもの（クラウドサービス等）で、取引条件

等7から事業者向けであることが明らかな取引 

 

 

イ 課税方式案 

「事業者向け取引」については、役務提供者である国外事業者ではなく、役務提供の

受領者である国内事業者に申告納税義務を課す方式（リバースチャージ方式）が提言さ

れています。すなわち、国外事業者は、税抜価格で国内の事業者に役務提供を行い、役

務提供の受領者である国内事業者が当該役務提供に係る消費税の申告納税を行うこと

となります。なお、国外事業者は、取引の相手方である国内事業者に対し、リバースチ

ャージ対象取引である旨の通知を行わなければならないとされています8。 

役務提供の受領者である国内事業者は、上記のとおり国外事業者との取引について消

費税の申告納税義務を負いますが、当該納税額について仕入税額控除を行うことができ

ます。そして、本見直し案によれば、リバースチャージ方式による納税額と同額の仕入

控除税額を計上することとなる大多数の事業者（税収には影響しない事業者）の事務負

担に配慮し、かかる一定の事業者においては、「リバースチャージ税額」と「リバース

チャージ税額に係る仕入控除税額」を同額とみなし、申告対象から除外する規定を設け

                               

 
7 「取引条件等」には、契約書の中身や約款、交渉の経緯等も含まれるものと想定されています（第 3

回国際課税 DG 記者会見録 5頁伊藤税制第二課長の答弁）。 
8 但し、通知の有無は適用される課税方式に影響せず、国外事業者から通知がなかったとしても、当該

取引が「事業者向け取引」であるならば、リバースチャージの対象となり、役務提供の受領者である国

内事業者には申告納税義務が課せられます。 
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ることが提言されています。 

             役務の提供 

国外事業者                 国内事業者 

         支払代金（税抜価格） 

                    申告納税      仕入税額控除 

 

                         税務署 

 

 

Ⅳ.  本見直し案に基づく課税制度の見直しが国内事業者に与える影響 

 

上記のとおり、国内事業者は、「事業者向け取引」のみならず、「消費者向け取引」の

役務提供の受領者ともなり得るところ、当該取引がいずれの類型に該当するかによって

課税方式が異なることから、「消費者向け取引」と「事業者向け取引」を切り分けるメ

ルクマールが重要となります。上記のとおり、本見直し案は、その役務の性質や取引条

件等から、役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかであるか否かによって区

分するとしていますが、法令、通達等においてより具体的な指標が示されることが望ま

れます。 

また、国内事業者が、国外事業者との間で「事業者取引」を行う場合、金融機関や不

動産業者、病院のように非課税売上が多いため課税売上割合が低い国内事業者は、リバ

ースチャージ方式において、上記Ⅲ.(3)で説明した「リバースチャージ税額」と「リバ

ースチャージ税額に係る仕入控除税額」を同額とみなす特例の対象にならない可能性が

あり、その場合、これまでよりも、リバースチャージ税額とリバースチャージ税額に係

る仕入控除税額の差額に相当する税負担が増加することがあり得る点に留意する必要

があります。 

 

Ⅴ.  終わりに 

 

第 2 回及び第 3回国際課税 DG で示された本見直し案については、未だ詳細が定まって

いない箇所があります。また、本見直し案は、あくまでたたき台としての試案であって、

成案は今後作成していくことになるため（第 3回国際課税 DG 記者会見録 2頁）、本見直

し案の内容が変更される可能性があります。したがって、国境を越えた役務の提供等に

対する消費税の課税の在り方については、今後の議論の動向を注視していく必要があり

ます。 
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