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背景 
 
経済協力開発機構（以下「OECD」）は、国際課税ルールの全面的な改革を実施するため、2019年5月31日付けで「行動計画：経済の
デジタル化によって生じる租税問題を解決するためのロードマップ」（以下「行動計画」）を公式サイトに公表した。当該行動計画は、2019年5
月28日－29日にパリで開催されたBEPS包摂的枠組（IF：Inclusive Framework）会合において、129の国と地域によって合意された。
また、G20財務大臣・中央銀行総裁会議が2019年6月8日－9日に日本の福岡市で開催され、その際、G20財務大臣に当該行動計画への
合意が求められた。2019年10月9日付けで、OECD公式サイトに統一アプローチ(unified approach)にかかわる意見募集が公表された。 
 
当該行動計画に基づき、包摂的枠組では 2020年 1月までに国際課税ルールの新たな「仕組み」について合意しなければならず、期日が切迫
している。さらに、包摂的枠組では当該仕組みの具体的な内容も策定しなければならない。現在、多くの作業プログラム（WPs）及び包摂的
枠組のその他付属機関が、新ルールについて異なる視点から作業を展開している。2020年 1月を期限とする目標を達成するためには、各作
業プログラム及び付属機関は 2019年 6月から 2019年末までの期間に新ルールを立案・策定し、各ルールの経済に対する影響を評価しなけ
ればならない。包摂的枠組みが新ルールと一致するかどうかが確認された場合、多国籍企業（MNEs）は新ルールがそのグローバル組織構成、
サプライヤーチェーン及びビジネスモデルに与える影響を早急に評価しなければならない。 
 
「行動計画」の内容 
 
OECDは、当該行動計画を発表する前に既に一連の文書を公布している。今回の行動計画は、2015年公布のBEPS行動計画1、2018年
のTFDEによる「中間報告」、2019年1月公布の包摂的枠組政策説明、2019年2月公布のコンサルテーションペーパー及び2019年3月のコン
サルテーション会合で提出された2000ページ以上に及ぶコメント集を基に作成されたものである。上述の文書は「課税とデジタル化」の課題への
対応をテーマにしているが、それがもたらす影響は「高度なデジタル化企業」という対象範囲を遥かに超えている。 
 
また、現時点ではOECDは「BEPS 2.0」という表記を正式に使用していないが、各税務情報プラットフォームでは既に当該行動計画を「BEPS 
2.0」と称している。 
 
第一の柱（Pillar 1）には3つの案がそれぞれ英国、米国及びインドから出され、より多くの多国籍企業のグローバル利益を市場又はユーザーの
所在国・地域に配分することを共通の目的とするが、コンサルテーションペーパーにはこの3つの案の異なる背景に基づく原理を説明した。当該行
動計画の着眼点は、上述の3つの案が遠隔課税存在（Remote Taxable Presence）の新ネクサス（Nexus）ルールに関連し、多国籍
企業の総利益の中から配分を行い、簡易な方法を適用することで、これらの共通点により、各作業プログラムが新ルールの体制に基づいて詳細
な技術面での作業を行えることである。 
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当該行動計画の第一の柱（Pillar 1）における主な研究分野は下記のとおりである。 
 

(i) 改定後の超過利益分割法、割合配分法、或いは「配分に基づく」方法のうち、どの方法が新たに課税する利益の算定及び配分に最も適
するか。このうち、配分に基づく方法は業界代表者がコンサルテーションペーパーで提示したアドバイスに類似している。これは、まず売上基準利
益の一定の割合を市場の所在国・地域に配分し、その後、当該基準利益を多国籍企業グループの収益性に応じて調整する。 

(ii) 多国籍企業のビジネスライン及び所属地域で区分することが可能か。新ルールにおいて、「事実と状況」に対する分析と「簡易な方法」の応
用との最適なバランスをどう実現できるか（例えば、多国籍企業の超過利益に占めるマーケティング上の無形資産（Marketing 
Intangibles）の割合の明確化）。また、行動計画では市場の所在国・地域への損失配分問題の解決として、一連の候補となる方法を提
供した。 

(iii) ルールの適用範囲（コモディティ取引の除外の可能性など）及び遠隔ネクサスルール（即ち、収益と共に考慮する要素）を設定する。
新ルールの適用対象範囲を「高度にデジタル化のビジネスモデル」に限定すべきでないことは広く認められているが、マーケティング上の無形資産
に対する依存度が低い会社をどのようにルールの適用範囲から除外するかについて検討する必要がある。 
 
(iv) 租税条約の更新と新たな協調体制の構築について。その重要な課題として、どのように多国籍企業グループ全体の市場に利益配分を行
い、二重課税の排除に関して二国間条約における国家間の協調を図ることにある。また、新たな監督管理体制（源泉徴収又は増値税方式
の登記体制など）について研究する。 

 
第二の柱（Pillar 2）（フランス、ドイツが提示した世界共通の最低水準課税の設定）について、当該行動計画は多国籍企業グループにおけ
る低税負担の被支配外国法人（CFCs）がどのように固定税率をもって最低水準の課税を行うかを検討する。居住国における所得の帰属主
義から、簡易な方法を設定して実効税率（ETRs）を確定し、世界或いは管轄地域のみにおいてCFCsの利益と税金を「融合」するべきかを決
定し、さらに実質に基づいて除外を行うべきか、又は特定の業界を除外すべきかを決定する必要がある。また、当該研究は主に税源浸食ルール
の設定、必要な徴収管理の調整、情報交換及び記録・保存要求に重点を置いている。 
 
経済影響評価では、異なるルール設定が課税額の配分、異なる経済の種類、及び多国籍企業の投資に与える影響について詳細に検討する。
上述の全ての作業を完了させるため、各作業プログラム及びその他付属機関（TFDE、税務行政フォーラム（FTA）のMAP Forum）に具体
的な業務を配分し、その大半の作業は 2019年末までに完成する予定である。 
 
筆者の所見 
 

国際課税ルールは明らかに重要な変化が訪れている。包摂的枠組加盟国・地域は、当該行動計画に合意し、第一の柱（Pillar 1）におけ

る新たなネクサス及び利益配分ルールを構築する需要があることを大枠受け入れることを示した。ただし、下記の各国・地域が行動計画に合

意するか否か、未だ不明確である。 

-高度にデジタル化したビジネスモデルを有し、かつトップクラスの多国籍企業の登記がある国（米国、中国など） 

-従来型の高付加価値ブランドを有し、トップクラス多国籍企業の登記がある国（フランス、ドイツなど） 

 [上述の国・地域は市場の所在国・地域に一定の適切な利益を別途配分する可能性があると考えられる] 

-更なる広い範囲での配分を希望する国・地域（インドなど） 

 
第二の柱（Pillar 2）の各ルールはどのように変化するかについて、更なる考察が必要である。現時点、各国・地域の第二の柱（Pillar 2）の
各ルールに対しては様々な見解がある。（例えば、第二の柱（Pillar 2）のルールは最終的にベストプラクティスとして提出され、第一の柱
（Pillar 1）のルールは最低基準として提出されるかなど）2020年に向けて各作業プログラムの技術的作業及び包摂的枠組指導チームの政
治的議論（中国は両者において重要な役割を果たしている）に係る合意に達するかについて、徐々に明らかになるであろう。 
 



© 2019 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. © 2019 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

3 

上述の問題点が明確にされた場合、多国籍企業は、第一の柱（Pillar 1）のルールに基づき、下記ような具体的な業務を行う必要が生じるで
あろう。 
 

- 評価：多国籍企業がルールの対象範囲に属するか否か、及びどこの国・地域がネクサス基準を超えるかを確認する。最終的ルールの内容に
基づき、グループ全体、個別のビジネスライン、或いは主要な実体において配分可能な利益を確認しなければならない。また、ルーティン利益と
超過利益の計算、マーケティングインタンジブルに帰属すべき利益の割合及び各国・地域への配分比率の定量化、又は価値駆動要素の分析
を適用するかなどを確認しなければならない。租税条約の優遇を申請する場合、複雑な所得の帰属判定及び税務機関の幅広い関与が必要
となってくる。 
 
- システム：多国籍企業が新たなビジネスラインや細分化市場の事業に対応し、範囲、ネクサス及び利益配分ルールが適用できるように新な
データ収集を行うために、会計システムのアップグレードおよび対応が必要となる。また、多くの新たな納税記録や申告要求（遠隔課税存在の
納税申告、より詳細な国別報告書、第三者代理販売業者の記録など）を満たすために、内部プロセスを対応できるよう更新を行わなければ
ならない。 
 
- 税務管理：各国の税務機関は、以下の分野においてより緊密な提携を行うであろう。具体的には、税務にかかわる情報交換、多国間税
務リスク評価や共同監査を行い、多国間枠組を構築し、実体に準じた利益配分について協議し、紛争防止・解決のために多国間体制を構
築する必要が生じる。また、多国籍企業は改定済みかつグローバルに適用する汎用な方法で税務リスク評価や管理を行い、税務当局の新た
な多国籍課税体制に対応できるために税務チームを拡大し、ビジネスラインとITチームのコミュニケーションを強化し、必要な新たなデータや記録
を開発あうることで内部が協働する税務管理ストラクチャーを強化しなければならない。 
 
- 再編：現時点の多国籍企業グループのストラクチャー（某販売センター、知的財産権管理構成に関する取決めなど）が租税効率が良くな
いと判断できる場合、再編あるいは取りやめを行う可能性がある。租税条約の享受や多くのネクサスリスクの回避あるいは軽減のために、結合し
た多国籍企業の事業を切り離し、個別の実体チェーン或いは一部のビジネスラインごとに分解することで、税務管理の最適化を図る。 

 
新たに制定された国際課税ルールは全ての事業に影響を及ぼし、その対象範囲は高度にデジタル化した「プラットフォーム」ビジネスモデルだけでな
く、多くの従来型事業にも影響を与える。このため、中国の外資系企業や海外進出企業は、今後の関連動向を留意し、新たに合意される国際
課税枠組に備えて対応策を検討するよう提案する。  
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