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Ⅰ.  はじめに 
 

経済協力開発機構（OECD）は、2015 年 3 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 12（義務的情報開示ル

ール）に関して討議草案（以下「本討議草案」といいます。）を公表しました1。本討議

草案に対するパブリックコメントは、4 月 30 日が提出期限となっており、日本貿易会

や経団連などが意見を提出しています2。そして、OECD は、パブリックコメントの結

果などを踏まえ、今年 9 月までに 終報告書を公表する予定となっています。 

本討議草案は、アグレッシブなタックス・プランニングの税務当局への開示を義務づ

ける制度の導入を勧告する目的で策定されたものであり、すでに開示義務制度を有する

国の制度を参照しつつ、国内で完結する租税スキームの開示義務制度に加えて、国際的

租税スキームの開示義務制度についても提案しています。 

我が国の企業はそもそもアグレッシブなタックス・プランニングには消極的であると

されていますが、本討議草案が提案する義務的情報開示ルールが我が国を含めて各国に

おいて導入された場合、我が国の企業が過剰なコンプライアンス・コストや税務リスク

を負う可能性も否定できません。 

そこで、本稿では、すでにアグレッシブなタックス・プランニングの開示義務制度を

設けている英国と米国の開示義務制度を概観したうえ、本討議草案で提案されている内

容について解説します。 

 

 

                                                        
1  http://www.oecd.org/ctp/aggressive/discussion-draft-action-12-mandatory-disclosure-rules.pdf 
2  経団連・BEPS 行動 12（義務的情報開示ルール）に係わる公開討議草案に対する意見

（https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/043.html）、日本貿易会・BEPS 行動 12「義務的情報開示ルー

ルに係る公開討議草案」に関するコメント（http://www.jftc.or.jp/proposals/2015/20150430_1.pdf） 
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Ⅱ.  英国及び米国における開示義務制度の概要 
 

現在、OECD 加盟国及び G20 参加国のうち、英国、米国、アイルランド、ポルトガ

ル、カナダ、南アフリカ、イスラエル及び韓国の 8 ヶ国において、アグレッシブなタッ

クス・プランニングに関する開示義務制度が導入されています。本討議草案は、これら

の各国の例を参考にしながら、下記Ⅲの提案を行っています。これらの国における制度

は、本討議草案を検討するうえで参考になると思われます3。ここでは、特に英国及び

米国における開示義務制度の例を簡単にご紹介します。 

 
 英国 米国 

特色 
プロモーターの役割に着目した制

度設計 

税務上の利益が生じる取引に着目し

た制度設計 

対象者 

 プロモーター（アレンジメン

トを作った者又はアレンジメ

ントを売却した者）又は利用

者 

 企業内の税務部門又は非居住

者がアレンジメントを作成し

た場合には、そのアレンジメ

ントの利用者に開示責任が転

嫁される。 

 主要なアドバイザー（Material 
Advisor4。以下「MA」といいま

す。）及び納税者 

 納税者は、申告書に添付される

書類において、取引及び期待さ

れる税務上の利益に関する詳

細な情報を提供する必要があ

る。 

開示内容 

 プロモーターの名前、住所 

 開示義務が課されることにな

った根拠条文 

 アレンジメント5の概要と可

能であればその名称 

 税務上の便益を享受できるア

レンジメントの各要素の説明

（どのようにアレンジメント

が構成されているかを含む） 

 開示義務の対象となる取引6に

ついて、その取引の概要及び特

徴 

 その取引により期待される税

務上の利益 

 その他財務長官による特別の

要求がある場合はその要求さ

れた情報 

開示時期 

 プロモーターが開示する場合

には①プロモーターによって

顧客がアレンジメントを利用

できるようになった日又は②

アレンジメントが実行された

 MA は四半期ごとに開示 

 納税者は上記のとおり、申告書

に添付して開示 

                                                        
3  各国の制度の比較については、本討議草案 Annex V で整理されています。また、経済産業省の「海

外開発計画調査等事業（進出拠点整備・海外インフラ市場獲得事業（BEPS を踏まえた納税環境整備の

在り方に関する調査））」と題する調査報告書においても、各国の制度概要が説明されています。
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000193.pdf 
4  ①租税回避スキームの組成、管理、促進、売却、実行、保証または継続的な遂行に関して重要な役割、

補助又は助言を提供し、②かかるアドバイスの提供等により、個別の報告対象取引を基準として、直接

又は間接的に一定以上の金額（個人の場合は$50,000、その他の場合は$250,000）を超える収入を得て

いる（又は、得ると想定される）者をいいます。 
5  主要な利益が税務メリットであることが期待されているアレンジメントの特徴（Hallmarks）として、

3 つの包括的な特徴（①守秘性（Confidentiality）、②成功報酬（Premium fee）、③標準化された税務取

引（Standardized tax product））及び 4 つの個別の特徴（①損失（loss）、②リース（leasing）、③従業

員の福利厚生（employment income）、④居住用不動産税（annual tax on enveloped dwellings））が設定

されています。 
6  財務省規則 1.6011-4 では、①税務当局によりリスト化された取引（指定取引）（Listed Transactions）、
②守秘義務に基づく取引（Confidential Transactions）、③成功報酬に基づく取引（Transaction with 
Contractual Protection）、④一定の金額を超える損失をもたらす取引（Loss Transaction）、⑤その他租税

回避と考えられるような取引（Transactions of Interest）が規定されています。 
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日のうち、いずれか早い日か

ら 5 日以内 

 プロモーターは、四半期ごと

に、開示義務のあるアレンジ

メントを実行した顧客の詳細

を電子申告しなければならな

い。 

 アレンジメントの利用者に開

示義務が転嫁された場合に

は、アレンジメントを開始し

た日から、プロモーターが非

居住者の場合は 5 日以内、そ

のスキームがグループ組織内

で考案された（つまり、プロ

モーターがいない）場合は 30
日以内 

開示方法 

 プロモーターは電子申告 

 納税者は、アレンジメントの

タイプによって、申告書に記

載するか又は別の書類を提出 

 MA は Form 8918 を提出 

 納税者は申告書に Form 8886
を添付して開示 

 

 

なお、英国においては、2004 年の制度導入から 2013 年 3 月 31 日までに 2,366 件の

開示があったものの、開示数は年々減少しているようであって、米国においても、開示

数は年々減少しているようです7。本討議草案は、開示義務制度の導入が、かかる変化

の一要因となっていると指摘しています。 

 

Ⅲ.  本討議草案における提案の内容について 
 

まず、本討議草案では、各国におけるアグレッシブなタックス・プランニングの開示

義務制度の目的は、次の 3 つに整理できると指摘しています。 

 税務当局が利用者に対してリスク評価を伝えるために、租税スキームに関する情報

を早期に入手できること 

 適時に、租税スキームや、そのスキームの利用者およびプロモーターを特定できる

こと 

 租税スキームの促進・利用を減少させるため、抑止力として作用すること 

  
さらに、各国で導入されている開示義務制度は多様であるものの、本討議草案では、

主要な設計思想として、次の 4 つが考えられるとしています。 

 ルールが明確、かつ、理解が容易であること 

 増加する追加的なコンプライアンス・コストと税務当局により得られる便益がバラ

ンスしていること 

 意図した政策目的の達成や正確な関連スキームの特定に効果的であること 

 収集された情報が効果的に利用されること 

                                                        
7  本討議草案 22 頁。 
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 以上のような義務的開示制度の目的及び基本的な設計思想を踏まえて、本討議草案

は、国内で完結するアグレッシブなタックス・プランニングに関する開示義務制度と、

国際的租税スキームに関する開示義務制度の 2 つに大きく分けて、各制度に関する提案

を行っています。 

 

1.  国内で完結するアグレッシブなタックス・プランニングに関する

開示ルールの概要 
 

本討議草案では、タックス・プランニングの開示義務制度に関する基礎的な要素に

ついて、それぞれ推奨される選択肢が提案されており、各国が自国に適した制度設計

が可能となるよう、柔軟性を有した制度のあり方が示されています。 

 

(1) 開示義務者（who has to report） 

既存のタックス・プランニングの開示義務制度では、プロモーターと納税者の両

方に開示義務を課すもの（米国型）と、一義的にはプロモーターに開示義務を課し

たうえ、一定の場合には利用者・納税者に開示義務を課すもの（英国型）がありま

す。 

本討議草案では、プロモーターがスキームに関する詳細な情報を保有しているこ

とから、まずプロモーターに対して開示義務を課すのが望ましいものと述べていま

す。この考え方を前提として、プロモーターと納税者の双方に別々の開示義務を課

す方法、または、一義的にプロモーターに開示義務を課したうえ、プロモーターが

外国居住者である場合など一定の場合に限って利用者に対しても開示義務を課す方

法の、2 つが提案されています8。 

なお、プロモーターの定義についても、各国の制度を踏まえて、いくつかの案が

提示されています。この点について、弁護士・税理士をはじめとする税務専門家が

プロモーターに該当することも十分に考えられますが、専門家が利用者に対して負

う守秘義務等との関係で、これらの専門家に開示義務を負わせることの是非に対し

ては慎重な検討が求められます。 

 

(2) 開示の対象（what has to be reported） 

開示の対象となるタックス・プランニングの選定方法として、Single-step 

approach と Multi-step approach の 2 つが提案されています。前者は、米国で採用

されている方式であり、租税回避又は国内での税務メリットが取引の主要な目的と

                                                        
8  これに対しては、納税者のみならず税務当局の執行及びコンプライアンス・コストの更なる増加を避

けるべく、プロモーターからの開示を原則とした後者の方法が望ましいとの意見があり、また、既に納

税者が報告・開示済みの内容と重複する場合があったり、プロモーターが提案したスキームが納税者側

において使用されない又は修正して使用されるといった場合に開示内容と実行に乖離が生じ得たりする

ことから、プロモーターがその開示対象取引を税務当局へ開示する前に納税者に開示内容を確認するこ

との必要性も指摘されています（経団連、日本貿易会）。 
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して特定される必要はなく、次に述べる取引の特徴（Hallmarks）の有無のみによっ

て開示の要否を判定する方法です。後者は、英国で採用されている方式であり、ま

ずは、ある取引が閾値基準を満たすかを判定したうえ、閾値基準を満たす取引のみ

に対して次に述べる取引の特徴（Hallmarks）の有無を検討して開示の要否を判定す

るという方法です。閾値の定め方として、取引の主要な利益が税務メリットである

取引であるかというテスト（目的基準）があり、また、閾値の代替として、規模の

小さい重要性の低い取引かどうかというデ・ミニマス・テスト（金額基準）を利用

することも考えられると指摘されています。 

もっとも、Single-step approach において、開示対象となる取引の特徴（Hallmarks）

として、目的基準や金額基準と同内容の基準が盛り込まれることにより、実際には

Multi-step approach とほとんど差異はないと解説されています（実際に、Single-step 

approach を採用している米国の制度においては、開示の対象となる取引やプロモー

ターの定義の中で金額基準を用いていることから、実際には Multi-step approach と

ほとんど差異はないとされています）。 

 

(3) 開示対象となる取引の特徴（Hallmarks） 

まず、開示義務の対象は、一定の特徴（Hallmarks）を有する租税スキームとされ

ており、当該特徴を特定する方法として 2 つが挙げられています。第一に、租税ス

キームが共通して有する特徴（Generic hallmarks。たとえば、利用者に守秘義務を

課しているものや、成功報酬となっているもの）を設定する方法と、特定の租税ス

キーム（欠損金利用スキーム、リース取引スキーム、所得転換スキームなど）の特

徴（Specific hallmarks）を設定する方法があります。 

本討議草案では、上記 2 つの方法を組み合わせることを提案しています。そして、

タックス・プランニングの共通の特徴（Generic hallmarks）として、利用者に守秘

義務を課していること、成功報酬であること、という特徴を含むものとすべきであ

り、その他は各国が事情に合わせて共通の特徴を採用すべきと提案しています。ま

た、特定の租税スキームの特徴（Specific hallmarks）に関しては、各国の租税政策

や執行の優先順位を考慮し、各国の判断に委ねることとされています。 

 

(4) 開示のタイミング（when information is reported） 

開示するタイミングについては、各国において、様々な制度設計が採用されてい

ます。具体的には、租税スキームが利用可能となった段階で開示義務を課すもの（英

国型）と、取引が実行された段階で開示義務を課すもの（カナダ型、南アフリカ型）

があります。なお、米国では、開示のタイミングを租税スキームが利用可能となっ

た時点にリンクさせるのではなく、プロモーターのアドバイス等の行為にリンクさ

せる制度となっています。 

本討議草案では、プロモーターが開示義務を負う場合には、税務当局が租税スキ
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ームに迅速に対応し、納税者の行動に影響を与えることを可能にするという観点か

ら、租税スキームの利用可能性にリンクさせるものとしています。他方で、利用者

も開示義務を負う場合には、利用可能性ではなく、取引の実行のタイミングで開示

すべきものとされています。また、利用者のみが開示義務を負う場合には、税務当

局が迅速にその租税スキームに対応することを可能とするため、開示までの期間を

短縮すべきであると提案されています。 

 

(5) 利用者の特定（Process of identifying scheme users） 

税務当局にとっては、どの租税スキームをだれが利用しているかを特定すること

が重要となります。利用者の特定方法として、租税スキームごとに設定されるスキ

ーム参照番号を用いる方法、スキーム参照番号の代わりに（又はそれに加えて）、プ

ロモーターにクライアントリストを提供させる方法9が提案されています。 

スキーム参照番号を用いる方法としては、①税務当局がプロモーター（又は利用

者）にスキーム参照番号を発行し、②プロモーターは利用者にスキーム参照番号を

通知し、③利用者は税務申告の際にスキーム参照番号を税務当局に開示することが

推奨されています。 

 

(6) 罰則（Consequences of non-compliance） 

開示義務の履行を確保する方法として、明確で理解しやすいルールの策定のほか、

租税スキームの開示を怠った者に対して制裁を科すことが想定されています10。どの

ような制裁をどの程度科すかは、国によっても、納税者（法人か個人か）や取引の

種類によっても異なりますが、本討議草案では、国内法の取扱いに合わせて、金銭

的制裁と非金銭的制裁を導入することが提案されています。 

①租税スキームの不開示、②クライアントリストの提供・保存の懈怠（プロモー

ター）、③スキーム参照番号の提供の懈怠（プロモーター）、④スキーム参照番号の

開示の懈怠（納税者）に対して、受取報酬等に応じた金銭的制裁が、他方で、租税

スキームの不開示に対しては、租税スキームの効力の停止や税務処理の否認（カナ

ダ型）が、それぞれ紹介されています。 

 

2.  国際的租税スキームに係る開示義務制度の概要 
 

本討議草案は、国際的租税スキームに関し、典型的には、異なる国に居住する関係

者にとって税務メリットが生じるものであって、国際的租税スキームのもとで生じる

                                                        
9  国内法が認めれば顧客リストは自動的に税務当局へ提供されるべきことがリコメンドされている（パ

ラ 172）ことに関しては、自動的提供にあたっては、プロモーターの顧客に対する守秘義務に配慮する

必要があるとの意見が提出されています（経団連）。 
10 コンプライアンスを高めるより効果的な手段として、本ルールを適切に遵守した納税者に対しては何

らかのインセンティブを付与するというようなことも制度設計において考慮すべきとの意見が提出され

ています（経団連）。 
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国内の税務メリットは、そのスキームの全体から切り離してみると、一見それほど大

きくないように見えることや、税務メリットの多義的な性質からすると、全体像を理

解することなく国際租税スキームの類型を把握することは困難であることといった

特徴を述べたうえ、上記 1．の国内で完結する租税スキームの開示ルールとは異なる

開示ルールが必要であると指摘しています。 

具体的には、より効果的に国際租税スキームを開示対象とするために、以下の諸点

が提案されています。 

 

 国際的租税スキームによって生じる特定のリスクに焦点を合わせた特徴

（Hallmarks）を各国において設定すること。ただし、それは、多様かつ革新的な

租税スキームを把握するために十分に幅広いものでなければならない。 

 開示対象となる租税スキームの定義に関し、国内の利用者が関与する国際的租税

スキーム（税務メリットがどこの国に生じるかを問わない）が報告対象となるよ

うな幅広い定義とする。 

 国際的租税スキームの開示義務に関しては、閾値を設けずに、税務当局が特に関

心を持つ税務メリットの類型を設定することで、開示対象となる取引の特徴

（Hallmarks）を合理化する。 

 ①租税スキームの当事者である場合又は②国際的な税務メリットが同一のグルー

プ内で生じる場合に限って開示義務を課すことにより、納税者に不当な負担を課

すことを避ける。 

 国内の利用者、アドバイザー、仲介者に対して、スキームに関して知る限りのす

べての情報を開示する義務を課し、その者が不完全な情報のみを保有している場

合、又は、そのような情報の開示ができない場合には、国内法が許容する範囲で、

その者に対して、①情報を有している者を特定すること、及び、②税務当局が当

該情報を保有している者に対してその情報を開示するよう書面を送付することを

認めること、を要求する。 

 
Ⅳ.  今後の議論の動向 

 

上記のように、本討議草案では、現在の我が国には存在しないアグレッシブなタック

ス・プランニングの開示義務制度を導入することを提案しています。そして、我が国及

び各国において本討議草案で提案されているような開示義務制度が導入されると、プロ

モーターのみならず、その利用者にも幅広く租税スキームの開示義務が課される可能性

があります。今後の OECD での議論の状況や、我が国での導入可能性については、注

目する必要があります。 

 
 
 



 
 
 
    

 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.  
 
  

 

文献情報 
 論文   「 近の租税訴訟の動向・重要判決の内容について」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.27 No.7 

著者   酒井 真、飯島 隆博（共著） 

 

 論文   「M&A ストラクチャーの検討にあたって」 

掲載誌   ビジネス法務 Vol.15 No.7 

著者   大石 篤史、小山 浩、飯島 隆博（共著） 

 

NEWS 
 ALB Japan Law Awards 2015 にて受賞しました 

トムソン・ロイターグループの、国際的法律雑誌である ALB (Asian Legal Business)

による ALB Japan Law Awards 2015 において、当事務所は Japanese Deal Firm of 

the Year と Japan Law Firm of the Year を含む、8 カテゴリーで受賞しました。 

- Japanese Deal Firm of the Year 

- Japan Law Firm of the Year 

- Insolvency Law Firm of the Year 

- Regulatory and Compliance Law Firm of the Year 

- Litigation Specialist Law Firm of the Year 

- Best Southeast Asia Practice Law Firm of the Year 

- Equity Market Deal of the Year：Skylark’s IPO 

- TMT Deal of the Year：Recruit Holdings’ IPO 

 

 Financial Times 紙による、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の FT Law 25 

Asia-Pacific Headquartered Law Firms にて 3 位に選ばれ、Corporate & Commercial

分野及び Finance 分野にて高い評価を得ました 

Financial Times 紙は、2015 年 6 月 11 日に、2 年目となる Asia-Pacific Innovative 

Lawyers Report を発表し、当事務所は、Asia-Pacific Innovative Lawyers Report の

FT Law 25 list of Asia-Pacific Headquartered Law Firms で 3 位に選ばれました。こ

れは、オーストラリアの 2 つの事務所に次ぐ順位であり、日本を含む他のすべての

アジアの法律事務所を大きく上回る順位でした。また、当事務所は Corporate & 

Commercial 及び Finance の両分野での業務について、5 つの案件 (standout ラン

ク 1 件及び highly commended ランク 2 件を含みます。) で高評価を得ました。 
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 名古屋オフィス開設のご挨拶 

当事務所は、名古屋オフィスの開設を決定いたしました。 

 

名古屋オフィスには、M&A、会社法関連業務、アジア業務、税務等において豊富な

経験を有する小島 義博弁護士に加え、園田 観希央及び村井 智顕弁護士が所属し、

案件に応じて東京オフィス等の弁護士とも共同して、M&A、会社法関連業務、独禁

法、危機対応、アジア業務、知財、ファイナンス、税務等の幅広い分野のリーガル・

ニーズにお応えしてまいります。さらに、クロスボーダーの M&A やアジア業務等

につきましては、国内拠点のみならず、北京、上海、シンガポール、バンコク、ヤ

ンゴンを含めた海外の各拠点と連携をとりながら、東海地区のクライアントの皆様

に充実した 先端のリーガル・サービスを提供してまいります。 

 

名古屋オフィスの開設については、2015 年 9 月のスタートを目指しております。

開設日・オフィスの所在地等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。 

 

※ 名古屋オフィスは、弁護士法人森・濱田松本法律事務所の従事務所として開設

する予定です。 

（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 


