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Ⅰ.  はじめに 
 
経済協力開発機構（OECD）は、2014 年 10月 31 日、税源浸食と利益移転（Base Erosion 

and Profit Shifting、以下「BEPS」といいます。）に対する行動 7（PE 認定の人為的回

避の防止）に関して、討議草案（以下「本討議草案」といいます。）を公表し1、2015

年 1 月 21 日、当該討議草案に係るパブリック・コンサルテーションを開催しました。

本討議草案は、国際課税における重要な概念である「恒久的施設」（Permanent 

Establishment、以下「PE」といいます。）の定義を変更することを提案しており、当該

提案に基づいた定義の変更が実現した場合には、国境をまたいで事業を展開する企業に

対して、広く影響が及ぶ可能性があります。 

本稿では、我が国における PE 制度の概要、及び、PE の認定が問題となった具体的

事例を紹介した上で、PE の定義を巡る議論の状況に関し、主として BEPS 行動 7 の討

議草案の提案の概要を紹介します。 

 

Ⅱ.  PE 制度の概要 
 

1. 国内法上の取扱い 
 

非居住者又は外国法人（以下「外国法人等」といいます。）が日本国内に PE を有

する場合、原則として、国内において生じる事業所得は日本において申告課税の対象

となります。他方で、日本国内に PE を有しない外国法人等は、日本国内において生

じる事業所得に対して課税されません（いわゆる「PE なければ課税なし」の原則）。

そこで、外国法人等が日本国内に PE を有するかどうかは、事業所得の課税関係を決

する上で、非常に重要なポイントとなります。 

所得税法第 164 条第 1 項及び法人税法第 141 条並びに関連する政令及び通達は、

                               
1  http://www.oecd.org/ctp/treaties/action-7-pe-status-public-discussion-draft.pdf 

森・濱田松本法律事務所 
 

弁護士 小山 浩 

TEL. 03 6266 8589 

hiroshi.oyama@mhmjapan.com 

 

弁護士 髙橋 悠 

TEL. 03 6266 8954 
yu.takahashi@mhmjapan.com 

 

税理士 山田 彰宏 

TEL. 03 5223 7770 
akihiro.yamada@mhmjapan.com 



 
 
 
    

 TAX LAW NEWSLETTER  

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお願

い申し上げます。 

© 2015 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved.  

 

  
 

日本国内の PE を以下の 3 つに分類しています。 

 
支店 PE ①支店、出張所その他の事業所若しくは事務所、工場又は倉庫（倉庫業者が

その事業の用に供するものに限る。） 
②鉱山、採石場その他の天然資源を採取する場所 
③農園、養殖場、植林地、貸しビル等のほか、外国法人が国内においてその

事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場等その他これらに類す

る場所
2 

但し、（i）外国法人等が資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場

所、（ii）資産を保管するためにのみ使用する一定の場所、（iii）広告、宣伝、

情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その補助的な機能を有する事業上

の活動を行うためにのみ使用する一定の場所は、支店 PE には該当しません。 
建 設 作 業
PE 

国内において 1 年を超えて行われる建設作業等 

代理人 PE ①外国法人等のために、その事業に関し契約を締結する権限を有し、かつこ

れを常習的に行使する者（常習代理人） 
②顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を

顧客の要求に応じて引き渡す者（在庫保有代理人） 
③もっぱら又は主として一の外国法人のために、常習的に、その事業に関し

契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうち重要な部分をす

る者（注文取得代理人） 
但し、その者が、その事業に係る業務を、外国法人等に対し独立して行い、

かつ、通常の方法により行う場合における当該者（独立代理人）を除きます。 

 
なお、外国法人等が日本国内に PE を有している場合に、どの範囲の所得に対して

課税がされるかにつき、総合主義と帰属主義という 2 つの方法があります。日本は、

現在、PE への帰属の有無に関わらず全ての国内源泉所得に課税がされる総合主義を

採用していますが、2016 年 4 月 1 日以後に開始される事業年度からは、PE に帰属す

る所得に課税がされる帰属主義が採用されることになっています。 

 
2. 租税条約上の取扱い 

 

国内法上の PE の定義は上記 1.のとおりですが、日本が外国との間で締結する租税

条約が異なる PEの定義を定めていることがあります。国内法と租税条約との間で PE

の定義が異なる場合、税法上、明確なルールが定められていないため、いずれの定義

を用いるべきかについて様々な議論があります。もっとも、いずれにしても、日本国

内に有する施設等が PE に該当するか否かを判断するに当たっては、当該外国法人等

が居住する国と日本との間で締結された租税条約の規定を検討することが必要です。 

租税条約が日本法上の PE の定義を修正している典型例として、日米租税条約によ

れば、注文取得代理人が代理人 PE に該当するとの規定は存在しません（同条約第 5

条第 5 項及び第 6 項等）。この点については、一般的に、日米租税条約の定めが優先

すると解釈されており、国内法の定めが修正されることになります。 

                               
2  本文の記載は外国法人に関する法人税基本通達 20－2－1 に準拠しています。非居住者については、

「農園、真珠、かきの養殖場、事業活動の拠点となっているホテルの一室、展示即売場又は貸ビル若し

くは植林地のようなもの」とされています（所得税基本通達 164－3）。 
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なお、租税条約上、課税される範囲については、現行の国内法と異なり、原則とし

て帰属主義が採用されています。 

 

3. PE の認定が問題となった具体的事例 
 

(1) 商品保管の倉庫等－平成 23 年 11 月 25 日裁決3  

非居住者が日本国内に有する施設等の PE 該当性が問題となった事例として、平

成 23 年 11 月 25 日裁決があります。 

本事例においては、海外に居住するインターネット販売業者の輸入商品発送業務

を行う日本国内の倉庫等が PE に該当するか、具体的には、日本と非居住者の居住

国との間の租税条約において「企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活

動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有する」場合には PE

に該当しないと規定されていたところ、インターネット販売業者の日本国内の倉庫

等が「準備的又は補助的な性格の活動」に該当するかが主な争点となりました。 

本裁決は、当該倉庫が商品在庫の唯一の保管場所であり、商品に日本語版取扱説

明書等を添付するという経済的付加価値を付与する場所であること等を根拠として、

「本件倉庫において行われる活動の全体は、本件事業にとって準備的又は補助的な

範囲を超えるものというべきである」として、倉庫が PE に該当すると判断しまし

た。 

 

(2) 注文取得代理人－平成 25 年 11 月 5 日裁決4  

本事例においては、日本法人が、外国法人に対して、日本国内で発行する商品の

カタログの制作をサポートし、当該商品カタログに掲載された商品について、日本

国内の消費者が電話、はがき等により商品購入の申込みを行う際の窓口として申込

みを受け付け、申込者からの注文情報を当該外国法人に報告していたところ、これ

らの業務が、注文取得代理人の要件である「契約を締結するための注文の取得、協

議その他の行為のうち重要な部分」に該当し、日本法人が外国法人の PE に該当す

るか否かが主な争点になりました（注文取得代理人の要件については、II.1.中の表を

ご参照ください。）5。 

本裁決は、「重要な部分」とは、契約締結に至る一連の過程において、契約の締結

のために必要不可欠となる行為をいう、と解釈した上、日本法人の申込みの受付行

為が契約締結のために必要不可欠な行為であり、かつ、商品販売事業におけるカタ

ログの不可欠性からしても、カタログ制作サポート業務は契約締結のために必要不

可欠な行為であると評価し、「契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為

                               
3  http://www.kfs.go.jp/service/JP/85/09/index.html 
4 http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/10/index.html 
5  本事例の外国法人は中華人民共和国香港特別行政区（香港）を本店登録地とする法人ですが、裁決に

係る法人税の決定処分の対象となった事業年度の当時、日本と香港の間に租税条約は締結されていませ

んでした。そのため、法人税法の規定の解釈が争点となりました。 
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のうち重要な部分」に該当するため、日本法人は PE に当たると判断しました。 

 

(3) 代理人 PE－コミッショネア・ストラクチャーの利用 

また、実務的に、代理人 PE に該当するか否かが問題となる局面として、コミッ

ショネア・ストラクチャーの利用が挙げられます。 

コミッショネア・ストラクチャーとは、たとえば、A 国（軽課税国）の販売親会

社が、B 国の顧客に商品を販売する場合において、A 国の販売親会社が B 国の子会

社（いわゆるコミッショネア。日本の商法商法第 551 条以下に定められている「問

屋」に該当します。）からマーケティング等のサービス提供を受けるものの、売買契

約自体は A 国の販売親会社と B 国内の顧客との間で行われ、B 国内の子会社は販売

親会社から手数料のみを受け取るという方法をいいます。 

このコミッショネア・ストラクチャーにおいては、取引により生じる利益の多く

は軽課税国の販売親会社に帰属し、税率の高い B 国は子会社が受け取る手数料のみ

に対して課税できるに過ぎませんので、グループ全体の税負担を抑えることが可能

となります。もっとも、B 国の子会社が代理人 PE に該当する場合には、B 国は子会

社が受け取る手数料を超えて課税できる可能性はありますが、近年、諸外国におい

て、租税条約の定める「当該企業の名において契約を締結する権限を有する」とい

う要件が充足されないことを理由に、一定のコミッショネアが代理人 PE に該当し

ないと判断されています。なお、現時点において、わが国では、直接コミッショネ

ア・ストラクチャーの PE 該当性を判断した裁判例等は見当たりません6。 

 

Ⅲ.  BEPS 行動 7 の討議草案における議論 
 

1. G20/OECD における問題意識 
 

近年、多国籍企業が各国の租税制度を巧みに利用したストラクチャーにより税負担

を軽減しており、このことが問題視される事例が顕在化しています。G20/OECD は、

PE についても、源泉地国との間で本来 PE 認定がなされるに足る結びつきを有する

にもかかわらず、コミッショネア・ストラクチャーをはじめとする様々な方法により

PE 認定が人為的に回避され、源泉地国において不当な税源浸食が発生することを懸

念しています。 

このような背景のもと、OECD は、2014 年 10 月 31 日に BEPS 行動 7（PE 認定の

人為的回避の防止）に係る本討議草案を公表し、PE 認定を人為的に回避することを防

止するために OECD モデル租税条約中の PE の定義を変更することを提案しました7。 

                               
6  もっとも、松下滋春「代理人 PE に関する考察」税大論叢 45 号 450 頁は、日本においては、「問屋」

が代理人 PE に該当する可能性がある点を指摘しています。 
7  OECD モデル条約は、OECD 加盟国のみならず、世界各国が租税条約を締結する際に参考としており、

OECD モデル条約の改訂により、今後の租税条約の改訂や国内法の整備などが行われる可能性が高いと

いえます。 
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2. 本討議草案の主たる提案の概要 
 

本討議草案の提案のうち、実務的な影響が見込まれる主たる事項は以下のとおりで

す。 

 

(1) 代理人 PE の定義変更‐コミッショネア・ストラクチャーへの対応 

現行の OECD モデル条約においては、外国企業に代わって行動する者（典型的に

は、製品販売に関して外国企業に役務を提供するコミッショネア）が PE 認定され

るための要件として、①当該外国企業の名において契約を締結する権限を有してい

ること、②独立の地位を有しないことが定められています。 

上記 II.3.（3）で紹介したとおり、コミッショネアの取決め又は類似のアレンジメ

ントが利用され、その結果、コミッショネアが代理人 PE として扱われないケース

が相次いでいますが、本討議草案は、まず、コミッショネアの取決め又は類似のア

レンジメントが、源泉地国の税源浸食のために用いられていることは明らかである

と指摘しました。本討議草案は、このような状況に対処するため、①「当該企業の

名において契約を締結」することという文言をより緩やかに修正し、同時に、②独

立の地位を有する代理人として PE 認定の例外に該当するための要件を厳格化する

ことによって、代理人 PE の範囲を拡張することを提案しています。 

本討議草案の提案のとおり代理人 PE の範囲が拡張された場合、在庫リスクや管

理リスクを一か国に集中する等の事業上の理由に基づき、日本企業が Buy-Sell の海

外販売子会社をコミッショネアに転換した場合にも、現地課税当局の新たな PE 課

税の対象とされる可能性があり、企業の予見可能性を損なう可能性があります。 

 

(2) PE の例外の縮小‐準備的・補助的活動 

現行の OECD モデル条約 5 条 4 項は、外国企業が事業を行う場所であっても、以

下に列挙する場合には、PE に該当しないものと定めています（下線は執筆者）。 

 
 
 
 
 
 
 
 

本討議草案は、上記 a）から d）において明示されていない準備的・補助的活動の

要件を、PE に該当しないための一般的な要件として追加すること、また、もしかか

る提案が採用されない場合には、上記 a）及び b）から「引渡し」の文言を削除する

a）外国企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 

b）外国企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 

c）外国企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること 

d）外国企業のために、物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的とし 

て、事業を行う一定の場所を保有すること 

e）外国企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、 

事業を行う一定の場所を保有すること 
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ことを提案しています。 

この提案は外国企業がインターネットで販売する商品を引き渡すために相当数の

従業員が働く巨大な倉庫を保有する場合を PE として補足することを目的にしてい

ます。しかし、本討議草案の提案どおりに OECD モデル条約が修正された場合、い

わゆるオンライン販売・巨大倉庫以外の伝統的な B to B の倉庫といった小規模な倉

庫までも PE 認定されるおそれがあることが指摘されています8。 

また本討議草案においては、準備的・補助的活動の要件を追加する提案が採用さ

れない場合、上記 d）から「購入」を削除すること又は上記 d）自体を削除すること

も提案されていますが、仮に、d）全体が削除された場合には、情報収集を目的とす

る駐在員事務所や従業員の海外出張が PE 認定されるおそれがあることが指摘され

ています9 10。 

 

また、上記 f）に関連して、一体としてみると準備的・補助的活動の範囲を超える

活動が複数の関連企業に細分化されて行われ、細分化された活動を個別に見ると各

関連企業は準備的・補助的活動を行っているに過ぎないと主張される事態に対処す

るため、準備的・補助的活動の範囲内に収まっているか否かの判断の単位を、関連

企業全体に拡大することが提案されています。 

 

(3) PE 認定の回避防止‐契約の分割 

現行の OECD モデル条約 5 条 3 項は、工事現場又は工事が 12 か月を超える期間

存続する場合、PE を構成するものと定めています。本討議草案は、工事又は役務提

供に係る契約を人為的に分割することによって、各契約の期間を 12 か月未満とし、

それぞれの契約期間を異なる企業に配分することで PE 認定を人為的に回避するよ

うな行動に対処するため、関連企業の行う活動に係る契約期間を合算するルールの

導入、あるいは、税務上の動機から契約の分割が行われることに対処するための主

要目的テストの導入を提案しています。 

 

(4) PE 利得帰属の算定 

本討議草案においては、PE への利得の帰属に関する現行のルールを大幅に変更す

る必要性は見いだせないとされていますが、一方で、BEPS 行動計画の他の分野（特

に、移転価格税制に係るリスクと資本の行動 9）に係る議論の進展に応じて、現行

のルール及びガイダンスの再検討を行う可能性もあるとしています。 

                               
8  日本経済団体連合会「BEPS 行動 7（PE 認定の人為的回避の防止）に係わる公開討議草案に対する意

見」（2015 年 1 月）http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/002.html 
もっとも、B to B と B to C の差異や倉庫の規模の大小が、PE への該当性を左右するか否かは必ずしも

明らかではありません。 
9  T&A master 572 号（2014 年）4 頁以下。 
10 駐在員事務所や従業員の海外出張が PE 認定される可能性があるとしても、駐在員事務所等に帰属す

る所得が実際に生じているかは別個の問題であり、所得の発生がない、あるいは小さいのであれば、実

務的な影響の大きさは限定されると考えられます。 
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Ⅳ.  おわりに 
 

以上のように、OECD モデル条約における PE の定義が変更される場合には、外国に

おけるコミッショネアの利用、倉庫の運営及び駐在員事務所に関する実務に対して大き

な影響が生じることが見込まれます。PE については、本討議草案による提案を足掛か

りとして今後も議論が重ねた上、本年 9 月に報告書が公表される予定です。海外で事業

を展開する企業はその議論の動向に注視するとともに、自社に生じる影響の適切な評価

を行うことが求められます。 

 
 
セミナー情報 
 セミナー  『弁護士・税理士・企業法務/税務担当者のための契約書実務にお 

    ける税務上のポイント』 

開催日時  2015 年 4 月 9 日（木） 13:30～16:30  

講師    大石 篤史 

主催    株式会社金融財務研究会 

 

文献情報 
 インタビュー 「マールインタビュー クロスボーダーM&A や税務実務の最前線

    に立つ」 

掲載誌  MARR No. 244 

著者  大石 篤史 

 

NEWS 
 パートナー、外国法パートナーおよびオブ・カウンセル就任のお知らせ 

本年 1 月 1 日付にて、下記の 9 名の弁護士がパートナーに、1 名の外国法事務弁護

士が外国法パートナー（※）に就任致しました。 

【パートナー】 

小山 洋平、堀 天子、石川 貴教、川村 隆太郎、酒井 真、塩田 尚也、関口 健一、

代 宗剛、根本 敏光  

 

【外国法パートナー】 

康 石 ※外国法共同事業を営むものではありません。 

 

また、同日付で 3 名の弁護士がオブ・カウンセルに就任致しました。 

【オブ・カウンセル】 

二見 英知、池田 毅、石井 絵梨子  
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今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、日々

研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

 

 バンコクオフィス開設について 

森・濱田松本法律事務所は、バンコクオフィスの開設を決定いたしました。 

当事務所は、2012 年にシンガポールオフィス、2014 年にはヤンゴンオフィスを開

設し、アジアの新興国特有の諸問題にかかわるノウハウと豊富なクロスボーダー案

件の経験を活かして、クライアントの皆様にリーガル・サポートを提供してまいり

ました。また、タイにおいては、提携関係を有している Chandler & Thong-ek 法律

事務所に、当事務所の弁護士が常駐する MHM バンコクデスクを設け、同国におけ

る皆様のご活動のサポートを実施してまいりました。 

近時、アジア新興国の中でも特に成長著しいタイにおいては、複雑な案件が急増す

るとともに、現地におけるサポートの必要性が一段と高まってきております。当事

務所は、時代の変化や多様化するリーガルニーズに応えつつ最良のクライアント・

サービスを提供することを常に使命としており、タイ現地におけるサービスの提供

体制をより一層強化すべく、今般、MHM バンコクデスクを改変し、新たにオフィ

スを設けることを決定いたしました。 

バンコクオフィスは、東京・大阪・福岡の各オフィスにおけるタイ案件の豊富な経

験を有する弁護士と、また同地域に所在するシンガポールオフィス、ヤンゴンオフ

ィスの弁護士とも緊密に協働しながら、クライアントの皆様をサポートしてまいり

ます。 

バンコクオフィスの開設については、2015 年春のスタートを目指しております。

具体的な開設日、開設場所等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。 

 

 Chambers Asia 2015 にて高い評価を得ました 

Chambers Asia 2015 で、当事務所は TAX 分野を含む 13 の分野で上位グループに

ランキングされ、大石 篤史を含む 29 名の弁護士がその分野で日本を代表する弁護

士に選ばれました。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


