説

解

広がる租税回避
後手後手の日本︑早急に法整備を

違法である脱税と合法である節税の中間に位置する租税回避が︑国際的にも国内的にも広がっている
これに対してわが国を除く先進7力国(G7)は︑一般的な否認規定を導入して︑要件を明確にした上

東京財団政策研究所研究主幹

森信茂樹

もりのぶ・しげき京大法卒︒乃

年大蔵省(現財務省)入省主税

局総務課長財務省財務総合政

現職︒著作に﹁税で日本はよみが

策研究所長などを経てW年から

﹁消費税︑常識のウソ﹂(朝日新

える﹂(日本経済新聞出版社)︑

排除を図る行為﹂と﹁租税減免規定

(山石波書店)など︒

書)︑﹁日本の税制何が問題かし

また個別の規定も要件が暖昧で︑企業取引の課税りスクを高めているので︑早急に国内法の整備に向け

の趣旨・目的に反するにもかかわら

で︑その取引の税法上の効果を否認できることとしている︒わが国にはこのような一般的な規定がなく
て検討すべきだ︒

ず︑私法上の形成可能性を利用して︑

自己の取引をそれを充足するように

避する行為を行っている︒こうした

回避地)に所得を留保して租税を回

ることで︑タックスヘイブン(租税

だが複雑な私法取引をつなぎ合わせ

チサンドイッチ﹂と呼ばれる︑合法

企業が﹁ダブルアイリッシユ・ダッ

グーグルやアップルなどの米1T

大和(現りそな)銀行外国税額控除

損失を利用して税負担の軽減を図る

国内でも近時︑後述する武富士や︑

行い租税回避への対応が進んできた︒

つつ国際課税分野で様々な法改正を

して公表され︑わが国もそれに沿い

2015年にBEPS最終報告書と

みが議論されてきた︒その成果は

が立ち上がり︑防止に向けた取り組

税源浸食と利益移転)プロジエクト﹂

如即mゆ四0訟0二少豆勺3肆m=ヨ冒⑪U

式に対応する税負担の軽減︑または

ことにょって︑結果用いられる法形

通常用いられない法形式を選択する

理的または正当な理由がないのに︑

なことを指すのか︒わが国では﹁合

では︑租税回避行為とはどのよう

レッシャーがあるものと思われる︒

グで税負担を軽減させようというプ

アグレッシブなタックスプランニン

競争の中で︑税をコストと認識して

る︒背景には︑企業側にグローバル

税回避事案が大きな話題となってい

租税回避を﹁法律に違反する脱税と

内で行われている︒そこで本稿では

狭いのではないかといった議論が国

つて︑他の先進諸国の定義と比べて

しかし︑最近ではこの定義をめぐ

の適用を否定することはできる﹂と

的にてらして限定解釈して減免規定

い﹂とする一方で﹁法律の趣旨・目

なけれぱ租税回^の否認はできな

ている︒その上で︑﹁法律の根拠が

排除を図る行為﹂であると定義され

仕組み︑もって税負担の軽減または

行為がまん延する中︑即力国・地域

1BMやヤフ1などにょる租

先進国でまん延

(G即)主導にょり︑経済協力開発

問題

する(金子宏﹁租税法第記版﹂)︒

機構(OECD)で﹁BEPS (
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合法的な節税の間に広がる空間で︑

ンぐ0§暑Φ即三巴とは︑法律で︑

(ECJ)は︑ハリファックス事件︑

ち﹂になってしまう︒また︑個別的

スキームには対応できず﹁早い者勝

が阻害される︒わが国を除くG7諸

キャドバリー・シユウエップス事件

国がGAARを整備している最大の

税当局に一定の取引についての税効

(n含曾巴ンヨ'

英国は︑アーロンソン報告書を経

否認規定を次々に創設することは税

て玲年にGAAR

理由は︑税の公平性の確保である︒

(いずれも船年)で︑法の濫用アプ

規定と呼ぱれている︒ドイツ︑フラ

ンず=器如三ゆ※ンぐ0§暑Φではない)

果(↓鴛ず§ヨ)を否認できる権

ンス︑オーストラリア︑カナ︑ダなど

を導入した︒注目すべきは︑租税回

にょり︑行き過ぎた租税回避を防止

法の趣旨・目的に沿った使い方でな
い場貪つまり法の濫用に当たれぱ

タタくの先進諸国やインド︑中国など

避の認定に当たって︑経済界の専門

するけん制効果が働く︒また︑正直

制をますます複雑にし︑結局公平性

したい︒ちなみに︑米国工ール大学

の新興国で導入されている︒米国で

家で構成される諮問委員会

者がぱかを見るという納税道義違反

ローチを確立してきた︒

のグラエッツ教授は︑租税回避につ

GAARそのものは立法化され

PANEL)への付議

限を与える規定で︑個別否認規定に

いて︑﹁租税上の目的を除けぱ︑ま
は︑

(GAAR

への対応になる︒

その税務上の効果は否認されるグレ

つたくぱかげた取引﹂(N号巴含0=ゆ

ていないが︑慣習法(コモンロー)

が要求されていることで︑税制専門

第三に︑納税者にとって︑経済取

対して包括的否認規定・一般的否認

ずくぐゆ之仇ヨ曾一でΦ0で一ゆヨ里︑郡ずmゆ三

の原則として︑

家や法曹だけでなく︑広く経済界の

につながる︒わが国では一般的否認

引の予見可能性や法的安定性の確保

ーな取引﹂という意味で使うことと

一奨 8誘一ユゆ曇一0=m︑乏0=区ずΦぐΦ之

否認の原理が古くから確立されてお

である︒カナダやフランスも同様の

見解も取り入れて判断していること

GAARを導入すること

m三で区)と定義しており︑この問

り︑ 2010年にそのうちの経済実

第二に︑

題の本質を突いている︒

質原理について立法化されたので︑

は︑一般的否認規定(GAAR)と

チは異なっている︒米国では︑その

米国と欧州(大陸法)のアプロー

﹁コインの裏表﹂の論理であるとい

な相違があるわけではなく︑双方は

ローチと大陸法のアプローチに大き

こう見てきたものの︑米国のアプ

く低下しており︑要件を明確化する

引の予見可能性や法的安定性は大き

裁判所の解釈が異なるなど︑経済取

のある場合でも法律の文言をめぐり

フ1の判例を見ると︑個別否認規定

規定がないだけでなく︑ 1BMやヤ

呼ばれ︑判例の積み重ねが行われ定

取 弓ι 経済合理性(Φ§0ヨ岑

つてもよい︒

GAARに類似した

回避行為について︑どのような場合

事実上導入されていると一言えよう︒

着している︒一方わが国では︑一般

仇=語富ヌ巴があるかどうか(経済

わが国を除くG7諸国では︑租税
や取引で税効果を否認すべきか︑そ

B年には英国でも導入された︒

的に租税回避を否認できる規定がな

実質原理)にょりその取引の税務上

委員会を設置している︒

の要件を法律で明記している︒それ

個別の否認規定がある場合にお

GAARが今日必要とされる理由

ブなタックスプランニングを放置す

国多国籍企業に見られるアグレッシ

争条件を阻害することになる︒これ

については︑次の諸点が挙げられる︒

第四に︑グローバル経済の下で米

ことが重要である︒

く

の効果が判断される︒これは﹁事業

︑

いても︑法律の文言・法律要件が抽

目的アプローチ﹂と呼ぱれている︒

価値である税負担の公平性である︒

は︑企業の競争条件の公平化(レベ

ることは︑わが国多国籍企業との競

が法律の趣旨・目的に反しているか

個別否認規定にょる対応では法令改

ルプレイングフィールド)という観

第一に︑税制における最も重要な
どうかで否認される取引かどうかが

正に時間がかかり︑新たな租税回避

一方︑欧州諸国のアプローチは﹁法

判断される︒欧州司法裁判所

の濫用アプローチ﹂と呼ぱれ︑取引

GAARの必要性

象的で︑企業にとつて否認りスクが
事前に十分予想されず︑企業取引の
不安定性が高まっている︒

(nゆ二Φ墨一ン=ニ'

GAARとは
GAAR
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OECDにょるBEPSプロジエク

て厳しく対応している︒その一つが

アグレッシブな租税回避行為に対し

諸国は︑財政赤字に悩まされており︑

ある︒リーマン・ショック後の先進

わが国財政の税収確保という観点で

第五に︑巨額の財政赤字を抱える

り受け取った国外資産(中身は武富

ては︑非居住者(息子)が贈与にょ

いう内容である︒当時の税制におい

いた息子に贈与し贈与税を免れたと

の外国会社の株式を香港に在住して

富士株をオランダの会社に移し︑そ

武富士の元会長が︑自ら保有する武

まずは武富士である︒この問題は︑

この租税回避スキームを否認するこ

別否認規定がないにもかかわらず︑

かし︑そうであるからといって︑ 個

著しい不ハム平感を免れない︒:・し

用い︑・:課税されないというのは︑

文には﹁本件贈与税回避スキームを

ることとなった︒最高裁判官の判決

(2000億円弱)の還付がなされ

この結果国税側が敗訴し︑巨額

いとして︑国税庁の主張を却下した︒

最近話題になったのは︑

画期的な判決である︒

用法理﹂を使って否認したもので︑

いうべきである﹂として︑否認でき

濫用するものであり:・許されないと

て納税を免れ・・・外国税額控除制度を

的から著しく逸脱する態様で利用し

国税額控除制度をその本来の趣旨目

ところが︑本件取引は・・・わが国の外

見てみょう︒

トである︒国境を越えた租税回避に

士株)は︑日本の贈与税の対象にな

とには︑やはり大きな困難を覚え︑ざ

点からの重要性である︒

ついて︑主権国家として税源を確保

らなかった(香港にも贈与税はない)

最後に︑優秀な人材が租税回避と

いたスキームである︒その後法改正

ので︑相続税対策として活用されて

は︑一般的な法感情の観点からは少

憲法上の要請の下︑法廷意見の結論

るを得ない︒:・租税法律主義という

1BMの中間会社)が米国1BMか

社(日本法人︑米国1BMと日本

損失である︒一義的には彼らのモラ

に回ることは︑国家にとって^きな

源となる租税を積極的に回避する側

障などわれわれの公共サービスの財

人材が︑一局額の報酬の下で︑社会保

させるという点である︒優秀な法曹

﹁生活の本拠﹂は日本国内にあった

居住意思も香港にはなく客観的にも

として︑租税回避の目的を認定し︑

ように国内滞在日数を調整していた

ランニングで︑日本非居住者となる

理士などにょり練られたタックスプ

東京高裁は︑本件スキームが︑税

ンを利用した複雑な取引を行うこと

である︒旧大和銀がタックスヘイブ

次は︑りそな銀行(旧大和銀行)

うことでもある︒

度では﹁濫用法理﹂は使えないとい

少数意見も記述されている︒この程

いけれども︑やむを乍侍ない﹂という

なからざる違和感も生じないではな

額の﹁譲渡損失﹂が中間会社に生じ

人税法上︑﹁みなし配当﹂とほぼ同

取得になり︑取得価格と売却価格は

した︒日本1BMとしては自社株の

した後取得株を日本1BMに売却

つ日本1BM株(非上場株)を購入

ら資金提供を受け︑米国1BMが持

1BM事件は︑日本1BMの親会

いう社会厚生のない分野に投入され

にょり︑この穴は閉じられた︒

1BMと

る直接の法律根拠はないものの︑﹁濫

していくという視点は重要である︒

ヤフ1をめぐる問題である︒

ることは︑人的資源上の無駄を生じ

ルの問題だが︑国家としても看過で

と判断︑納税義務が生じるとした︒

の授業の中でたびたびこのことを嘆

ン・チャールスタイン教授は︑税法

米コロンビアロースクールのマービ

港に居宅を移し生活していたことは

たことや贈与税回避のため長男が香

を贈与税回避のツールとして利用し

しかし最高裁は︑オランダの法人

に対する税制の中立性を確保しよう

二重課税を排斥し︑か?事業活動

度は︑:・同一の所得に対する国際的

年松月玲日)は﹁外国税額控除の制

たという事案であるが︑最高裁(備

にょり︑外国税額控除の適用を受け

う事案である︒

課税が圧縮されることとなったとい

されるので︑結果グループの大幅な

4000億円超)は他の利益と相殺

で︑一方譲渡損失分(5年間で

ることになる︒法人間配当は非課税

ほぼ同額なので︑この取引の結果法

きない問題である︒筆者が教わった

いておられた︒

明らかであるとしながらも︑租税法

とする政策目的に基つく制度である︒

わが国の租税回避事案

律主義の下で︑このような取引を禁

国税当局は︑個別否認規定である
止する法律がない以上否認はできな

わが国の代表的な租税回避事案を

6
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同族会社の行為計算の否認規定(法
いう﹃法人税の負担を不当に減少さ

せるものとして︑法132条の2に

のような懸念への工夫がなされてお

るべく判例を積み上げつつ需を尽

人税法132条)を適用し︑中間会
せる結果となると認められるもの﹄

制調査会で﹁租税回避行為に対処す

り︑立法に関与されたオックスフォ

を減らした︑という内{谷である︒国

いで︑自社の利益と相殺して税負担

合併︑ヤフ1はこの欠損金を引き継

を親会社のソフトバンクから取得し

ータセンター運営会社(1DCS)

540億円の欠損金を抱えていたデ

一方ヤフ1事案は︑ヤフ1が約

裁不受理)︒

の主張を認めた(玲年2月W日最高

済的合理性があったとして納税者側

すべきものであり︑本件取引には経

う客観的︑合理的基準に従って判断

は︑経済的合理性を欠くか否かとい

させる結果となると認められる﹂と

場合には法人税の負担を不当に減少

法人税法132条にある﹁容認した

それだけではなく︑﹁不当に﹂とい

が異なり適用条文も異なるからだが︑

結果となった︒これはもちろん事案

当局側が勝つという勝敗が分かれた

前者は納税者側が勝ち︑後者は税務

しての事案であるという点である︒

という同じ規定があり︑その解釈と

少させる結果となると認められる﹂

条の2に﹁法人税の負担を不当に減

フ1はそれぞれ法132条

否認であるのに対して︑

ヤ

りそな銀は法律の根拠のない場合の

前述のりそな銀判決と異なるのは︑

同じ租税回避事案であると一言えよう︒

負担の軽減が図られたという点では

の利益と相殺することにょって租税

込み(あるいはつくり出し)︑自ら

どちらも︑他の法人の損失を取り

論は冷静な議論を損なってしまう︒

のか説明がつかない︒感情的な反対

し︑さらには強化しようとしている

日フランスや英国がこの規定を導入

に挙げる反対意見があるが︑なぜ今

ツにおいて多用された﹂ことを理由

らに極端なのは﹁かつてナチスドイ

らない︑という反対意見もある︒さ

られず回避の有効な抑制にはつなが

つてもそれを超える回避行為は避け

て今日では︑一般的否認基準をつく

かねないという懸念であった︒加え

の影響が生じ︑オーバーキルになり

経済活動が萎縮するなどのマイナス

り︑納税者の権利が抑制されるほか︑

国税当局の権限を強化することにな

頓挫した経緯がある︒その理由は︑

解決に向けての議論が行われたが︑

<税制調査会第2次答申>)︑立法的

﹁国税通則法の制定に関する答申﹂

隙間や抜け穴を利用して行う節税対

グローバル企業が国際的な税制の

への懸念を払拭する必要があろう︒

することにょり︑国税裁量権の拡大

夫が必要となる︒このような工夫を

の立法趣旨を明確にする方向での工

が︑漠然とした趣旨ではなく︑個別

審議の際︑法案趣旨説明がなされる

くことが重要である︒国会での税法

して︑立法趣旨の明確化を図ってい

とる場合には︑租税法規の立法に際

ある︒また︑法の濫用アプローチを

スの充実を図るなどの工夫が必要で

をつくり︑セーフガードやガイダン

の定義を可能な限り明確化した基準

大︑国税権限の強化への懸念を払
拭するためには︑否認できる取引

そこで︑税制当局の裁量範囲の拡

る﹂と評価しておられる︒

済界の不確実性を軽減するものであ

立法化された英国のGAARは︑そ

くしていく必要がある︒また︑最近

社の株取引は通常の経済取引として
に当たると解するのが相当である﹂

るための立法のあり方﹂と題する答

ード大学のフリードマン教授は﹁経

わが国GAARの妻誓立法的解決

の合理性がなく納税負担を軽減し法

と︑濫用法理に沿った考え方で否認

申が出され(田年7月政府税調答申

税当局は︑買収が事業目的ではなく︑

う不確定概念の解釈が異なった点も

1961年の政府税

を濫用したと判断して否認した︒し
した

企業再編税制を利用して法人税負担

大きい︒このように︑個別の租税回

わが国では︑

かし︑東京高裁(巧年3月部日)は︑

を減らす目的だったとして追徴課税

避事案が増加する中で︑わが国の法

132

が国でGAARを導入していくに当

このような状況を踏まえると︑わ

編税制などを活用して広がりを見せ

籍企業を中心に︑無形資産・組織再

策である租税回避行為は︑米国多国

●つ

した︒最高裁(玲年2月鉛日)は﹁本

たっては︑それらの問題を乗り越え

しょく

件・:は︑組織再編税制に係る上記各

整備は十分ではないと一言えよう︒

1BM

規定を租税回避の手段として濫用す
ることにょり法 人 税 の 負 担 を 減 小 ノ さ
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消費税と﹃便乗値上げ﹄

,

ロ,ψ▼

■血

ているが︑わが国でも企業活動の国

前後の消費者物価指数の前年比を見

上げ時すなわち︑

しだけ﹁小さめに﹂値上げしようと

ただし︑すべての企業が他社より少

も値上げするのが最適戦略となる︒

ると︑競争相手が値上げすれぱ自社

ていると言えよう︒

避に関する訴訟事例の増加が物語っ

避が広がりつつぁることは︑租税回

頴水

際化・複雑化を背景に︑税をコスト

向けて︑さ ま ざ ま な 緩 和 策 が 打 ち 出
ると︑当時の引き上げ幅である3%

するため︑率先して税率以上に値上

と捉える企業行動が一般的になり回

されている︒税率の引き上げ幅(2
どころか︑せいぜい2%程度しか上

げするというのは理解に苦しむ行動

一つは単純に︑前回の税率の引き

%)を超える5%のポイント還元と

昇していない︒むろん︑当時も除外

である︒

来年W月 の 消 費 税 率 の 引 き 上 げ に

むろん︑限定的・時限措置というこ
品目があり︑その影響もあるだろう

り︑<止業は本当はもっと以前からー

)

もう一つは︑企業側にとつて︑コ

%くらいは価格を上げたいと思って

2014年4月

とであろう が ︑ い わ ゆ る ﹁ 便 乗 値 上
)︑
が゛︑
税率の引き上げ幅を上回る便乗

ユーコスト(価格改定そのものにか

この点︑英語で該当表現を探すとち

ストの上昇率以上に価格を引き上げ

いたのだが︑メニユーコストが存在

BEPSの勧告を具体

BEPSの目

独占力(すなわち価格支配力)を持

自明だが︑企業が市場である程度の

は︑利潤最大化と矛盾しない︒

月の機会を捉えた3%程度の値上げ

たという仮説だ︒この場貪来年W

ト上昇があるまで値上げを待ってい

して﹁経済活動の実態に即した税負

ある︒これは︑租税回避への対応と

具体的には﹁グローバル企業は支

への対処﹂である︒

策にょり税負担を軽減している問題

制の隙間や抜け穴を利用した節税対

的は﹁グローバル企業が国際的な税

るということである︒

的に受け止める上で支障になってい

欠くことは︑

議論が進む中︑わが国がGAARを

で国際協調としての租税回避防止の

もう一つ重要なことは︑ OECD

げ﹂に対す る 警 戒 と い う 意 味 合 い も

値上げが同時的・大規模に生じてい

かるコスト)説かもしれない︒つま

し つた案ま で 検 討 さ れ て い る と い う ︒

あるようだ ︒ と こ ろ で 便 乗 値 上 げ と
^とは^えにくい︒

よつと悩ましい︒﹁ヤ一噐各Nδ男又一δゆ

る合理的な理由を見つけるのが難し

するために︑ある程度大きなコス

最も単純に説明できるのは︑メニ

は︑具体的には何を指すのだろうか︒

ヨ寄﹂という凝った訳を見たことが

)0
完全競争市場であればほとんど

められてい る た め ︑ や や 文 脈 は 違 う

そもそも︑ 便 乗 値 上 げ に は 悪 意 が 込

つている場合でも特殊なケースを除

余談だが︑近所にある老舗天ぷら

V

が︑﹁又§ ⑩ 0 品 ヨ 如 ﹂ ( 値 段 っ り 上 げ )

き︑最適な転嫁幅は通常2%未満と

店のかき揚げ井は︑長い間980円

あるが︑実際に聞いたことはない︒

という表現があり︑これはこれでハ

の値上げは︑通常︑利潤最大化と相

なる︒つまり︑コストの上昇率以上

さて︑仮に税率引き上げ幅を超え

じたい︒

こる︒こちらの件はまたの機会に論

な財を扱う市場では通常数量競争

(逆に︑例えぱ石油など︑ほぽ同質

市場では︑価格競争が行われやすく

いれない︒商品が差別化されている

H年の税率引き上げ時には﹁当店は

在は1080円になっている︒だが︑

引き上げ前から何度か値上げし︑現

だった︒ところが︑前回の消費税率

要ということである︒わが国だけが

とした実質主義を重視した議論が必

より法の趣旨・目的をメルクマール

担を考える﹂ことの重要性法形式

国際課税原則を再構築する﹂ことで

ろで税金を支払うべきとの観点から︑

払うべき(価値が創造される)とこ

は感情論を 含 め た 賛 否 両 論 が 巻 き 起

リケーンで被災するたびに︑米国で

る値上げはすべて便乗値上げだった

GAARの導

価格を据え置きます﹂と張り紙を出

租税回避に向き合い︑

が行われる)︑価格競争の市場では

しておられた︒

として︑これをことさら警戒するこ

﹁戦略的補完性﹂が働く︒一言い換え

蚊帳の外にならないように︑真剣に

とに対して二つほど疑問が浮かぶ︒

入に向けて議論を進める必要がある︒

8
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