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Ⅰ.  はじめに 

 

近年、著名な多国籍企業が複雑な取引を利用して税負担を軽減していることが大きく

報道され大きな関心を集めるなど、濫用的租税回避による税源浸食と利益移転（Base 

Erosion and Profit Shifting: BEPS）の問題が大きく注目されています。この問題に

ついては経済開発協力機構（OECD）の租税委員会が、G20 の要請により、2012 年 6 月に

プロジェクトを開始し、2013 年 2 月 12 日には初期的報告書が公表されました。さらに、

2013 年 7 月 19 日、OECD から「Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting」（以

下「BEPS 行動計画」といいます。）が公表されています。今後、BEPS 行動計画に定めら

れたスケジュールで 15 の行動計画が具体的に定められていくことになりますが、そこ

で提言が予定されている国際ルールに従うように、国内法や租税条約の改正が各国に勧

告されることになるため、どのような内容となるかが注目されます。 

そこで、本号では、BEPS 行動計画の概要をご紹介した上で、現時点で討議草案が公表

され1、かつ、実務上も関心が大きい分野であるハイブリッド・ミスマッチ（行動計画 2）

に関する議論を中心として、BEPS 行動計画をめぐる最新の動向について検討・報告しま

す。 

 

Ⅱ.  BEPS 行動計画の概要 

 

1. BEPS 行動計画導入の背景 

 

上述のとおり、近年、多国籍企業による国際的な税務プランニングを通じたグロー

バルベースでの税負担の極小化が世界的に問題となっています。BEPS 行動計画は、

                               
1 OECD, BEPS Action2: Neutralise the effects of Hybrid Mismatch Arrangements (Recommendations for 

Domestic Laws) (March 19, 2014)（以下、「計画 2討議草案」といいます。） 
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BEPS に対応するために必要な行動を特定し、当該行動の実施期限を設定し、当該行動

の実施方法を特定するものとなっています。具体的には 15 の行動計画が掲げられて

おり、それぞれの行動計画ごとに、各国税制への提案や、OECD モデル租税条約・OECD

移転価格ガイドラインの改定等を行うことが予定されています。 

 

2. 15 の行動計画の概要・スケジュール 

 

BEPS 行動計画では、15 の行動計画について具体的な作業の内容及びその期限が定

められています。各行動計画の例の概要を期限の順にまとめると、以下の表のとおり

となります。本年 9月に行動の期限が到来するものも多く、具体的行動内容について

注目されています。 

 

（1) 2014 年 9 月が期限の行動項目 

行動 概要 

電子商取引課税 

（BEPS 行動計画 1） 

電子商取引により、他国から遠隔で販売、サービス提供等の経済活動が

できることに鑑みて、電子商取引に対する直接税・間接税のあり方を検

討する報告書を作成する。 

ハイブリッド・ミスマッチの

取決めの効果否認 

（BEPS 行動計画 2） 

ハイブリッド・ミスマッチ取引の効果を否認するモデル租税条約及び国

内法の規定を策定する。 

有害税制への対抗＊ 

（BEPS 行動計画 5） 

OECD の定義する「有害税制」について、現在の枠組み（透明性や実質的

活動等に焦点）に基づき、加盟国の優遇税制を審査する。 

租税条約濫用の防止 

（BEPS 行動計画 6） 

条約締約国でない第三国の個人・法人等が不当に租税条約の特典を享受

する濫用を防止するためのモデル条約規定及び国内法に関する勧告を

策定する。 

移転価格税制＊ 

（①無形資産） 

（BEPS 行動計画 8） 

親子会社間等で、特許等の無形資産を移転することで生じる BEPS を防

止する国内法に関する移転価格ガイドラインを策定する。 

移転価格関連の文書化の 

再検討 

（BEPS 行動計画 13） 

移転価格税制の文書化に関する規定を策定する。多国籍企業に、国毎の

所得、経済活動、納税額の配分に関する情報を、共通様式に従って各国

政府に報告させる。 

多国間の協定の策定＊ 

（BEPS 行動計画 15） 

BEPS 対策措置を効率的に実現させるための多国間協定の策定に関する

国際法の課題を分析する。 

注：＊の付されている項目は、中間的な行動内容が定められているものです。 

 

（2) 2015 年 9 月が期限の行動項目 

行動 概要 

外国子会社合算税制の強化 

（BEPS 行動計画 3） 

外国子会社合算税制に関して、各国が最低限導入すべき国内法の基準に

ついて勧告を策定する。 

利子等の損金算入を通じた 

税源浸食の制限＊ 

（BEPS 行動計画 4） 

支払利子等の損金算入を制限する措置の設計に関して、各国が最低限導

入すべき国内法の基準に係る勧告を策定する。 

有害税制への対抗＊ 

（BEPS 行動計画 5） 

OECD の定義する「有害税制」について、現在の枠組み（透明性や実質

的活動等に焦点）に基づき、OECD 非加盟国を関与させる。 

恒久的施設（PE）認定の 

人為的回避の防止 

（BEPS 行動計画 7） 

人為的に PE の認定を免れることを防止するために、租税条約の PEの定

義を変更する。 

移転価格税制（①無形資産） 

（BEPS 行動計画 8） 
価格付けが困難な無形資産の移転に関する特別ルールを策定する。 

移転価格税制 親子会社間等のリスクの移転又は資本の過剰な配分による BEPS を防止
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（②リスクと資本） 

（BEPS 行動計画 9） 

する国内法に関する移転価格ガイドラインを策定する。 

移転価格税制（③他の租税回

避の可能性が高い取引） 

（BEPS 行動計画 10） 

非関連者との間では非常に稀にしか発生しない取引や管理報酬の支払

を関与させることで生じる BEPS を防止する国内法に関する移転価格ガ

イドラインを策定する。 

BEPS の規模や経済的効果の

指標の集約・分析 

（BEPS 行動計画 11） 

BEPS の規模や経済的効果の指標を OECD に集約し、分析する方法を策定

する。 

タックス・プランニングの 

報告義務 

（BEPS 行動計画 12） 

タックス・プランニングを政府に報告する国内法上の義務規定に関する

勧告を策定する。 

相互協議の効果的実施 

（BEPS 行動計画 14） 

国際税務の紛争を国家間の相互協議や仲裁により効果的に解決する方

法を策定する。 

注：＊の付されている項目は、中間的な行動内容が定められているものです。 

 

(3) 2015 年 12 月が期限の行動項目 

行動 概要 

利子等の損金算入を通じた 

税源浸食の制限 

（BEPS 行動計画 4） 

親子会社間等の金融取引に関する移転価格ガイドラインを策定する。 

有害税制への対抗 

（BEPS 行動計画 5） 

OECD の定義する「有害税制」について、現在の枠組みの改定・追加を

検討する。 

多国間協定の策定 

（BEPS 行動計画 15） 
多国間協定案を策定する。 

 

 

Ⅲ.  ハイブリッド・ミスマッチ（行動計画 2）をめぐる議論と留意点 

 

1. ハイブリッド・ミスマッチとは 

 

 (1) 概要 

ハイブリッド・ミスマッチとは、二国間で認識・取扱いが異なるハイブリッド商品

（Hybrid instruments）又はハイブリッド事業体（Hybrid Entities）を利用して、

特定の支払等に関して課税上の取扱いの不一致を生じさせる利益移転の仕組みのこ

とをいいます。ここで、ハイブリッド商品とは、国によって課税上の取扱が異なると

される商品をいい、ハイブリッド事業体とは、一方の国の課税上は透明な事業体とし

て取り扱われながら、他方の国では非透明な事業体として扱われる事業体をいいます。 

このようなハイブリッド・ミスマッチの利用については、税収を減少させる上に、

利用可能な企業が多国籍企業のみであるため競争の中立性や経済的効率性を害し、さ

らに一般納税者との関係で透明性・公正性に欠ける、といった問題点が指摘されてい

ます。 

 

 (2) ハイブリッド・ミスマッチの主要な効果 

ハイブリッド・ミスマッチの利用により得られる主要な税効果として、一般的に以

下の二つが指摘されています。 
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ア）控除・益金不算入スキーム（deduction / no inclusion＝「D/NI」） 

支払者側の国において損金算入される費用について、受取者側の国においては益金

不算入となるような場合です。以下のような具体例が考えられます。 

 

A 社（A国法人）が B社（B国法人）に資本を注入する。当該資金が、A国の税務上は「資

本」として扱われる一方、B国の税務上は「負債」として取り扱われるハイブリッド商

品である場合、B社から A社への支払について、支払者側の B国の税務上は B社の利子

として損金算入が認められる一方で、受取者側の A 国では配当として扱われるため、A

社においては益金不算入の取扱いとなる（下記図 1の左側参照）。 

 

【図 1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 政府税制調査会第3回国際課税DG会議資料「BEPSプロジェクトの進捗状況について」をもとに作成。 

※ リンキングルールについては後述。 

 

イ）二重控除スキーム（double deduction ＝「DD」） 

同一の債務にかかる利子の支払が、二つの国で損金算入されるような場面です。具

体例として、以下のような事例が考えられます。 

 

A 社（A国法人）は、B国のハイブリッド事業体 Xを通じて B社（B国法人）を間接的に

保有している。税務上、A国では、Xはパススルー事業体として扱われ、B国では非パス

スルー事業体として扱われる。ここで、X が第三者 Y から借入を行い、その資金を B 社

へ資本として出資し、X と B 社がグループ・リリーフ制度又は連結納税制度を選択する

ことにより、Xの借入に係る支払利子を B社の所得と相殺することが可能となる。他方、

A 国からみて、X はパススルー事業体であるため、X の支払利子は A 社の費用とされ、A

社において損金算入が可能となる。結果として、X の借入に係る利子について二重に控

除がなされることになる（下記図 2の左側参照）。 

 

A 社（受領者） 

益金不算入 

＜リンキングルール適用前＞ ＜リンキングルール適用後＞ 

A 国 

B 国 

ハイブリッド金融商品
に基づく支払 

二重非課税 第一ルールの 
適用がない場合 

B 社（支払者） 

A 社（受領者） 

損金算入 

B 社（支払者） 

①損金算入を否認 

②益金算入 

A 国 

B 国 
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【図 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 政府税制調査会第3回国際課税DG会議資料「BEPSプロジェクトの進捗状況について」をもとに作成。 

※ リンキングルールについては後述。 

 

以上が典型例になりますが、BEPS 行動計画 2により、上記のような税効果を得るた

めのハイブリッド・ミスマッチに関する取決めを無効化するような国内法の整備が各

国に求めるられることとなりそうです。 

 

2. ハイブリッド・ミスマッチへの対応策 

 

(1) リンキングルール 

ハイブリッド・ミスマッチへの対応策として、計画 2討議草案では、他国における

租税上の取扱いに自国の租税上の取扱いをリンクさせ、これによりミスマッチを解消

するという、リンキングルール（linking rule）を国内法に導入することが推奨され

ています2。もっとも、リンキングルールが各国により独自に導入された場合、二重

課税が発生するリスクがあります。そこで計画 2討議草案では、リンキングルールに

ついて、①ハイブリッド・ミスマッチが発生したいかなる場合にも適用される第一ル

ールと、②相手方国において第一ルールの適用がない場合に発動する第二ルール（防

御ルール）とに分けて順序付けることが推奨されています（以下「推奨順位」といい

ます。）3。我が国の政府税制調査会においても、この計画 2討議草案の提案を踏まえ、

推奨されている方向でリンキングルールを国内法に導入する方向で検討が進んでい

ます4。 

以下では計画 2討議草案及び政府税制調査会における議論を紹介した上で、現時点

                               
2 計画 2討議草案では、BEPS をもたらすハイブリッド・ミスマッチ取決めを①ハイブリッド金融商品（ハ

イブリッド譲渡を含む。）、②ハイブリッド事業体の支払い、③リバースハイブリッド及びミスマッチの

輸入の三類型に分類した上で、それぞれの類型に応じたリンキングルールが提示されています。 
3 計画 2討議草案パラ 52（16 頁）参照。 
4 政府税制調査会第 3回国際課税 DG 議事録（平成 26年 4月 4日）、政府税制調査会第 4回国際課税 DG

議事録（平成 26年 4月 24 日）参照。 

第一ルールを 

適用しない場合 

+150 

X 社の損失(▲100)

を A 社の損失とし

ても損金算入 

②X 社の損失(▲100)

の損金算入を否認 

X 社(ハイブリッ

ト事業体) 

二重非課税 

 B国 

 A国 

連結 

利子 

100 

▲100 

B 社 

A 社 

貸付 X 社(ハイブリッ

ト事業体) 

B 社 

A 社 

Y 

貸付 

連結 

X 社の損失(▲100)

を連結納税を通じ

て B 社の損益益金

(+150)と通算 

①X 社の損失(▲100)

の損金算入を否認 

利子 

100 

Y 

＜リンキングルール適用前＞ ＜リンキングルール適用後＞ 
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の議論に対する実務的観点からの検討も加えていくことにします。 

 

(2) ハイブリッド金融商品に対するリンキングルール 

ハイブリッド金融商品（上記 1.(2)アの場面）に対するリンキングルールについて

は、①原則として、支払者側での損金算入を否定する（第一ルール）、②仮に支払者

側の国で第一ルールが適用されない場合、受領者側の国において益金算入する（第二

ルール）、という推奨順位が示されています（前記図 1参照）。 

このようなリンキングルールの導入により、日本法人は、我が国における外国子会

社配当益金不算入制度との関係で実務上非常に大きな影響を受ける可能性がありま

す。外国子会社配当益金不算入制度により、日本法人は現在、外国子会社から受け取

る配当等の 95％部分について益金不算入とすることが認められています（法人税法

23 条の 2）。そのため、例えば、日本法人がオーストラリアに子会社を設立し、オー

ストラリアにおいて損金算入が認められている RPS5に基づく配当を受け、日本におい

て益金不算入となる場合、控除・益金不算入（D/NI）が発生していることから、これ

を排除するためのリンキングルールが必要とされます。この場合、もしオーストラリ

アが RPS に係る損金算入を否定する制度を採用しなければ、第一ルールの適用がない

ために第二ルールが適用され、当該日本法人はその子会社から受け取る配当等の全額

につき益金算入しなければならなくなります。このように、推奨順位に従ったリンキ

ングルールの導入は、どの国でどのような課税がなされるかについて相手側の税制度

に依拠することになってしまい、これは企業の予測可能性を奪い、また、取引毎に相

手国の課税上の取扱いを確認するための事務負担・コストの増大も懸念されるところ

です。 

なお、計画 2 討議草案では、控除・益金不算入（D/NI）について、A国で益金算入

する場合には、B国での対応は不要であるかのような記述があるため、日本の外国子

会社配当益金不算入制度の改正が行われた場合には、オーストラリア等の支払者側で

の税制改正は不要となり、オーストラリアでの取扱いにかかわらず、日本で課税が発

生することになるようにも思われます。しかし、現在政府税制調査会で議論されてい

るのは、支払者側で損金算入される配当については外国子会社配当益金不算入制度の

対象外とするという第二ルールに沿った内容の改正であり、日本での課税関係は、第

一ルールに従った支払者側における控除の対応次第である点に留意する必要があり

ます。 

 

(3) ハイブリッド事業体の損失の二重計上に対するリンキングルール 

ハイブリッド事業体の損失の二重計上（上記 1.(2)イの場面）に対するリンキング

ルールについては、①ハイブリッド事業体の損失が二つの国で二重に計上される場合、

                               
5 Redeemable Preference Share。一定の要件を満たす場合、RPS は Debt とみなされ、RPS に係る支払は

利子とみなされるため、支払者側で損金算入が認められています。 
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支払者側（上記の例では B 国）において損失の計上を否認する（第一ルール）、②支

払者側において第一ルールが適用されない場合、防御ルールとして、受領者側（A国）

において損失の計上を否認する（第二ルール）という推奨順位が示されています（前

記図 2参照）。 

 

(4) リンキングルールに対する懸念 

導入が検討されている上記のようなリンキングルールに対しては、かえって二重課

税が増加するとの懸念が示されています。また、例えば、日本法人がオーストラリア

に子会社を設立して RPS に基づく配当を受けるケースにおいて、第一ルールが適用さ

れるときは、オーストラリアの子会社では支払利子の損金算入が否認され、日本法人

では配当が益金不算入とされます。この場合に、オーストラリアで支払利子に対して

源泉税が課されるときは、その源泉税につき日本で外国税額控除を行うことができな

いため、税負担が重くなってしまう可能性も考えられます。 

さらに、これまでの税制を前提として資金調達を行っているような企業に対する事

業上の影響を考慮すれば、上記のようなリンキングルールには経過措置を講じるべき

との指摘もあります。ただし、経過措置は、リンク先となる国との間で協調がとれた

ものでなければその意味をなさないとも考えられるため、関係国間で協議が望まれま

す。 

 

Ⅳ.  その他の BEPS 行動計画をめぐる議論状況と留意点 

 

1. 租税条約の濫用防止 

 

行動計画 6 に関する討議草案6では、租税条約の濫用を防ぐための整備が提言され

ており、具体的には、「特典資格条項」を租税条約に導入する方向で議論がなされて

います。この「特典資格条項」は、①租税条約の特典を享受する者の属性に着目した

客観的要件による「特典制限規定」（Limitation on Benefit: LOB 規定）と、②個別

の取引の目的に着目する「主要目的テスト規定」(Main Purpose Test: MPT 規定)を組

み合わせたものであるとされています。日本とアメリカやイギリス等の先進国との間

の租税条約においては、既に LOB 条項が設けられており、また、香港やニュージーラ

ンドなど MPT 条項を租税条約に導入している例もあります。 

なお、LOB 規定においては、租税条約の特典を享受することができる者（適格者）

であるかどうかを判定する必要があり、相手国の税務当局による実務的な対応が可能

でなければ導入は難しいとも思われます。そのため、租税条約の締結相手国によって

は、そのような相手国における実務的負担が必要ない MPT 規定のみ導入される可能性

も十分考えられるところであり、今後の議論が注目されます。 

                               
6 OECD, BEPS Action6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances 

(March 14, 2014)  
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特典資格条項の導入については、いわゆるトリーティー・ショッピング等、条約の

恩恵を享受することのみを目的とした人工的な取引・取決めに対する条約の恩恵付与

の制限に有効的であると考えられるものの、当局の事実認定が一定とならないことに

より、税務執行に差が生じ、租税条約の適用可能性が不確実なものとなってしまう等

の点が懸念されます。 

 

 

※ 政府税制調査会第3回国際課税DG会議資料「BEPSプロジェクトの進捗状況について」をもとに作成。 

 

2. 移転価格文書化の再検討 

 

移転価格関連の文書化の再検討に係る行動計画 13 に関する討議草案7では、移転価

格文書について、①マスターファイルと②ローカルファイルに分けて準備することを

要求する方向で議論が進んでいます。マスターファイルは多国籍企業グループ全体に

共通する基本情報を記載することが求められ、ローカルファイルは各国の関連会社

（子会社・支店等）の取引情報（関連者間の商品購入や役務提供等の取引情報、その

背景等）を記載することとされています。 

さらに、これらに加え、国別に関連会社の資本金・利益剰余金や従業員数、給与総

額、法人税額等を記載した「国別報告書」の提出が求められることになる見通しです。

グループ内のロイヤリティ、役務提供の対価への支払等まで求めるかについて議論が

なされているところでありますが、この報告書で記載が要求される事項は多岐にわた

り、企業の負担が非常に大きくなってしまうことが予想されることから、早期の対策

の必要性がある項目であるといえます。 

                               
7 OECD, Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting (January 30, 2014) 

「特典資格条項」の構成 

特典制限規定(Limitation on Benefit: LOB) 主要目的テスト規定(Main Purpose Test: MPT) 

ペーパー 

カンパニー 
A 国企業 金融機関等 

C 国企業 AB 条約の特

典を制限 

AB 条約の特

典を制限 

配

当 

配

当 

株

式

LOB の 

適格者に

該当 

A 国企業 

C 国企業 

100%

保有 

A 国 A 国 B 国 B 国 

C 国 C 国 

条約の特典享受を
目的とした配当を
受ける権利の譲渡 

＜主要目的テスト規定＞ 
 「適格者」による取引であっても、租税条約の特

典を享受することを取引の主たる目的の一つと
する場合には、特典を与えない。 

＜特典制限規定＞ 
 租税条約の特典付与を「適格者」に限定する。 
 「適格者」とは、第三国居住者に支配されていない

と考えられる者（例えば上場企業、年金基金等）を
類型化し、客観的要件によって定義したもの。 

 「適格者」に該当しない者については、個別に租税
条約の特典付与が妥当かどうか当局が認定。 
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NEWS 
 内田 貴 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 9 月 1日付で、内田 貴 東京大学名誉教授を、客員弁護士とし

て迎えました。 

内田弁護士は、長年、東京大学大学院法学政治学研究科において、民法及び隣接法

の教育研究に従事され、数多くの研究成果を残された後、法務省経済関係民刑基本

法整備推進本部参与等として、債権法改正の検討において中心的な役割を果たして

こられました。 

内田弁護士の参画により、当事務所は、来年に予定される民法改正も踏まえ、さら

に充実したリーガルサービスをご提供できるよう、努めてまいる所存です。  

 

 Tax Analysts 誌の Inaugural Student Paper Competition にて受賞しました 

Tax Analysts 誌の Inaugural Student Paper Competition にて、当事務所の小山 浩 

弁護士が執筆した論文「Fixing an Agency PE: Counterplan against BEPS by 

Commissionaire Arrangements」が受賞いたしました。 
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