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Ⅰ はじめに 
通商法域におけるＷＴＯ協定（ＧＡＴＴ及びＧＡＴＳ）、それを補完する投資協定（ＢＩ

Ｔ）及び自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）（以下「通商関連協定」）と租

税法及び対外租税政策を表象する租税条約（ＤＴＴ）とは、経済活動の担い手である多国

籍企業の行動様式を媒介して有機的に結び付き得る 1。ここ数年、国連貿易開発会議（ＵＮ

ＣＴＡＤ）は、そのような多国籍企業の市場内部化のツールとしての、又はその投資立地

の変更に影響を与える海外直接投資（ＦＤＩ）2を促進し得る政策に焦点を当て、そのなか

にＢＩＴ及びＤＴＴの採用といった施策を含め、議論している（図１は、ＵＮＣＴＡＤが、

ＦＤＩ促進との関係において、適宜、公表している、ＢＩＴとＤＴＴの締結件数の推移グ

ラフである）。そのためか、今般、通商関連協定、とりわけＢＩＴとＤＴＴがＦＤＩのフロ

ーに与える効果や影響を実証的に分析する研究が多く行われている 3。例えば、Tom Coupé

らは、ＢＩＴとＤＴＴの双方がＦＤＩに与えるに影響について、グラビティ・モデルを用

いて分析している 4

                                                   
1 例えば、通商政策と対外租税政策との関係を多国籍企業の形成と発展との係りで論ずる須戸和男「アメリカの通商政

策と対外租税政策の相互関係-多国籍企業の展開を媒介として」北海道大学大学院経済学研究科経済学研究第 56巻第 1

号 94頁、95頁（2006）は、米国多国籍企業よる 1960年代以降の先進国向け製造業直接投資と、70年代以降の発展途上

国の輸出志向工業化に対応する輸出拠点形成を取り上げて、「前者は、アメリカあるいは第三国市場向けの生産を担う直

接投資であるが、いずれも貿易財、つまりアメリカの輸出部門に生じた直接投資であった。しかも、いずれも相手国に

は欧州共同体共通関税や輸入保護措置などが存在し、完全な自由貿易がない状態において直接投資がなされ、また直接

投資がなされた場合には、急速に投資受入国の輸出部門として成長しうる可能性を有する地域を対象とした投資であっ

た。その意味では、単純に貿易に代替する形態で多国籍企業が直接投資を行ったということにはならないとしても、投

資受入国の新たな比較優位産業の形成を促進する投資が展開されたのである。この結果、アメリカの従来の貿易パター

ンは変化を余儀なくされ、したがってアメリカ国内の産業構造調整の必要性が生まれ、通商政策に影響を与えることと

なった」、とする。 

。かかる効果的側面の分析やその成果は、政策企画立案の当局における

2 企業の対外直接投資（FDI）の一般理論とされる内部化については、さしあたり亀井正義『企業国際化の理論 直接投

資と国際企業』37頁（2001）参照。 
3 例えば、大野太郎「租税条約と海外直接投資の実証分析」フィナンシャル・レビュー94号 172頁（2009）は、わが国

の租税条約締結（新規及び改定）がわが国のアジア諸国への対外直接投資に与える長期的・短期的効果をダイナミック・

パネルの推定手法を用いて分析する。 
4 Tom Coupé et al., The Effect of Tax and Investment Treaties on Bilateral FDI flows to Transition Economies, Karl P.Sauvant and 
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要考慮事由となり得るであろうし、また、わが国の投資協定交渉の促進及びわが国企業の

対外投資促進を目的として設置された政府の対外投資戦略会議においては、投資環境の整

備という観点から、租税条約が投資協定及び社会保障協定とパッケージで議論される例も

みうけられる 5

 
。 

図 1 投資協定（ＢＩＴs）と租税条約（ＤＴＴｓ）の締結件数の推移(1997 年-2006 年) 

 

〔Source〕ＵＮＣＴＡＤ, Recent developments in International investment agreements (2006-June2007), 

UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2007/6, at 2 ＜http://www.unctad.org/en/docs/webiteiia20076_en.pdf＞ 

 

このように、通商政策と租税政策との関係が議論されることについては、規制統制によ

るヒト・モノ・サービス、技術、投資の交流の促進・円滑化という通商関連協定の目的が、

少なくとも租税条約の趣旨目的の一つと符合し、両者はかかる目的達成のために類似する

準則（内外無差別原則、等）を有していることにその一因があろう 6。この両者における内

外無差別原則の解釈のあり方に関し、Schlatzerは、利得について外国の企業たる輸入業者の

恒久的施設（以下「P.E.」）が国内企業の支店よりも高い租税に服する場合には、租税条約

上の無差別取り扱い（P.E無差別取り扱い）に反すると同時に、直接税が産品の価格に転嫁

するとした場合には、かかる課税上の取り扱いがＧＡＴＴの内国民待遇に反することもあ

り得る、という 7

                                                                                                                                                     
Lisa E. Sachs, THE EFFECT OF TREATIES ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT 693 (2009). 

。他方、ＧＡＴＳについては、租税条約の無差別原則が外国の居住者によ

り全部所有される外国の企業を国内企業よりもより有利に取り扱うことを禁止していない

5 日本機械輸出組合 通商・投資グループ「政府の対外投資戦略会議に租税条約締結・改定ニースを提言-日本政府の条

約交渉に当組合要望が反映される」ＪＭＣジャーナル 58巻 1号 23頁（2010）参照。 
6 See, Robert A. Green, Antilegalistic Approaches to Resolving Disputes Between Governments: A Comparison of the international 
Tax and Trade Regimes, 23 Yale J. Int’l L. 79, 138 and 139 (1998).  
7 Iris Schlatzer, THE WTO AND OTHER NON-TAX TREATIES 119, 120 (2005).  
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ことが、当該ＧＡＴＳの文言上、外国のサービス又はその提供者について有利に取り扱う

ことを禁止していない同ＧＡＴＳの内国民待遇についても同じく適用されることから、租

税条約とＧＡＴＳとの交錯が見出され得る、とSchlatzerはいう 8

本稿は、こうした通商政策と租税政策との関係又は接点

。 
9

 

について、通商関連協定にみら

れる租税に係る課税措置（以下「課税措置」）を仔細にみて、それらを紐解いていくことに

より、制度面での現状を認識し、より良い投資環境整備の観点から、あり得る通商政策と

租税政策とのインターオペラビリティのあり方を模索していくことを目的とする。なお、

本稿では、直接税に焦点を当てる。 

 
Ⅱ Carve-out／Carve-in の概観・展開 
 わが国が締結している通商関連協定の多くは、課税措置をカーブアウト（carve-out）する

規定を設ける一方で、原則の例外として当該措置をカーブイン（carve-in）する規定を置く。

こうしたことから、国家の課税高権を制約すべきではない、との諸国の共通認識は、当該

通商関連協定の多くが課税措置をカーブアウトしていることの必要条件に過ぎない 10

 

。さら

に、わが国が締結している通商関連協定（２００９年１１月現在、ＢＩＴ１５カ国＜その

内、日・ペルーＢＩＴは未発効＞、ＥＰＡ１１カ国。）を仔細にみてみると、その規定のし

方は、協定相手国、或いは時代によって必ずしも一様ではない。 

 １ ＢＩＴ 
  わが国のＢＩＴにおける課税措置のカーブアウト及びカーブインの規定のし方又はそ

の射程をみてみると、それらには、２００２年日韓ＢＩＴを境に変化が見受けられる（表

２）。それまでのＢＩＴにおいては、投資後の投資財産、収益及び投資に関連する事業活動

に係る最恵国待遇（ＭＦＮ）及び内国民待遇（ＮＴ）から租税条約 11

                                                   
8 Id., at 119 and 120. Schlatzer は、OECD モデル租税条約 24 条上の「よりも重い租税を課されることはない」という文言

と GATS17 条 1 項の「より不利でない待遇を与える」という文言をパラレルに捉え、当該文言は平等な待遇に対する権

利を主張してもいない、とする（see, id. at 117 (fn.395) ）。なお、Schlatzer は OECD モデル租税条約 24 条 5 項の所有

(ownership)無差別原則と GATT や GATS の内国民待遇との関係について、特に言及はしていないが、Youngjin Joung, How 
far should the WTO reach into income tax policies?, 16 Journal of international taxation 42 ( 2005) は、「GATT/WTO システム上

の無差別原則は、国内の産品又はサービス及びその提供者と外国のそれらとの間における、法律上又は事実上の差別を

禁止している。それ故、所有関係（ownership）に係る無差別取扱いは、当該 GATT/WTO の射程外である」とする。   

をカーブアウトする

9 増井良啓「租税政策と通商政策」塩野宏先生古稀記念『行政法の発展と変革 下巻』539頁（2001）は、通商法におけ

る内外無差別の厳格な要請が、例えば投資の課税ルールに係る資本輸出入の中立性の目的に合致し得るとし、そこに租

税政策と通商政策とをより一般的に統合する形での望ましいルールのあり方を探る道筋が存する、と説く 
10 田中琢二「国際経済システムにおける国際課税」フィナンシャル・レビュー94号 164頁（2009）は、わが国のＥＰＡ

上のカーブアウトについて、「わが国においては、租税関係は原則として租税条約で規定されるべきであり、投資協定や

経済連携協定においては、租税措置を規定しないというカーブアウトといわれる原則を基本的に採用しているが、背景

にあるのは、自由で公正な貿易制度を構築する上で、租税の無差別原則等が必要であるものの、既に租税条約でその精

神が規定されているため、ＷＴＯやＥＰＡにおいてあえて規定しないという機能的な棲み分けを選択することが合理的

であるという考え方に立脚していると考えられる。」とする。 
11 日香港投資協定 12条 1項は、同協定上の最恵国待遇及び内国民待遇に係る各規定から租税条約をカーブアウトする

が、当該協定の署名当時（1997年）（現在に至っても（平成 22年 3月末現在））、日香港間での租税条約は署名されてい

ない。 



5         

横浜国立大学企業成長戦略研究センターDiscussion Paper 2010 

規定が設けられているに過ぎないが、一方、日韓ＢＩＴ及びそれから後に締結されたＢＩ

Ｔにおいては、課税措置を原則、カーブアウトしつつも、投資の保護に係る多く規定が課

税措置について適用されている（カーブイン）。例えば、裁判を受ける権利、投資活動に影

響を与える法令等の情報交換又は正当な商業上の利益を害することとなる機情報の公開、

あるいは投資財産に係る収用措置、等の各条項が、その例としてあげられるのである。し

かしながら、いずれのＢＩＴにおいても、ここでいう課税措置の定義は存しない。とりわ

け、収用を構成する課税措置については、それが投資仲裁の対象となることから、かかる

該当性の判断のあり方が問題となり得る。この点、２００８年日・ペルーＢＩＴは、収用

の用語の解釈指針についての注釈を付し 12

 

、ある課税措置が収用に当たるか否かの判断を

両締約国の権限のある当局に委ねる旨、規定する（２３条５項（ｂ）及び２４条）。 

 
 
尤も、こうした課税措置のカーブインは、上述の日韓ＢＩＴ交渉・策定の模範となった

                                                   
12 日ペルー投資協定 13条（収用）は収用の用語の解釈指針に関する注釈を付し、これを受け、同協定の附属書Ⅲ及び

Ⅳは、同条が用いる「公共の目的」の文言の表現や同条が規定する間接的な収用の調査に係る考慮事項について、共有

すべき理解点を定めている。例えば、同附属書Ⅳは、間接的な収用について、「直接的な収用と同等の効果を有する締約

国による一又は一連の措置であって、正式な権原の移転又は明白な差押えを伴わないものである。」とし、締約国による

一又は一連の措置が収用に当たるか否かについては、当該措置の経済的影響、当該措置が投資財産の合理的な期待を害

するか否か又は当該措置の性質（当該措置が無差別的なものであるか否か）を考慮し、調査される旨、規定する。投資

協定上の収用の用語の概念及び解釈については、松本加代「規制と間接収用-投資協定仲裁判断例が示す主要な着眼点-」
JCAジャーナル 55巻 10号 2頁（2008）参照。なお、収用を構成する課税措置の一例について、渡邊頼純監修・外務省

経済局 EPA交渉チーム編著『解説 FTA・EPA交渉』230頁（2007）は、「極端な一例を挙げるとすれば、いきなり狙い討

ち的に 300％の法人税を課し、結果として企業を追い出すことになるような場合である。」とする。 

投資家

両締約国の権限のある当局

•日本国：財務大臣又は権限を与えられたその代理者（外務大臣又は権限を与えら
れたその代理者との協議検討）

•ペルー共和国：経済財政大臣又は権限を与えられたその代理者

・両締約国の権限のある当局が、当該事案を検討しない場合、又は

・検討したが、送付を受けてから180日以内に当該課税措置が収用にあたらないことを決
定しない場合

仲裁付託

事案の送付 

日ペルーBIT23 条 5 項（ｂ）及び

24 条のもとでの決定プロセス 



6         

横浜国立大学企業成長戦略研究センターDiscussion Paper 2010 

とされる１９９８年ＯＥＣＤ多国間投資協定（Multilateral Agreement on Investment。1998 年

末事実上交渉決裂）草案（以下「ＭＡＩ」）に盛り込まれている（収用、法令等の情報の透

明性、国家間紛争解決に係る規定）13

 

。特筆すべきは、同草案が、課税措置が収用に影響を

及ぼすか否かについて、以下の留意事項を注釈に付している、という点である。表２にみ

るように、課税措置のカーブインについては、２０００年に入ってから署名されたわが国

のBITの大部分が、ＭＡＩ上の規定とほぼ同じ体裁をとっている。故に、かかる注釈におけ

る言及事項は、今後、精査するに値するであろう。 

「a）一般に、租税の賦課は、収用を構成しない。新たな課税措置の導入、一の投資に係る一

以上の管轄区による課税又は課税措置により課せられる過大な負担の請求は、それ自体、収用の

指標とはならない。 

 b）ある課税措置が、国際的に認められた租税政策及び租税執行の一般的な範疇に入る場合

には、当該課税措置は収用を構成するとはされないであろう。ある課税措置が、この原則を充た

すか否かを検討するに当たっては、類似する種類及び程度の課税措置がどの程度、諸国で用いら

れているかについての分析が必要であろう。さらに、租税の回避又はほ脱を防止することを目的

とする課税措置は、通常、収用を構成するとされるべきではない。 

 c）一般に（例えば、すべての納税者に）に適用される措置でさえ、収用を構成することも

あり得るが、そのような一般的に適用され得る措置は、特定の国民又は特定の個々の納税者を対

象とする特別な措置に比して、実際には収用を惹起することはありそうもない。ある課税措置が、

投資が行われた時点において、効力を有し、かつ、透明性を有していたのであれば、当該措置は

収用とはならないであろう。 

 d）課税措置は、直接的な収用を構成し得るし、或いは直接的な収用ではないが、収用と同

等の効果を有し得る（所謂、「しのびよる収用」。課税措置それ自体が、収用を構成しない場合に

は、当該措置がしのびよる収用の構成要素となることは、極めてありそうもない。」14

 
 

 一方、カーブアウトのほうをみてみると、租税条約には言及せず、最恵国待遇や内国民

待遇に係る各規定から、課税措置をカーブアウトする協定例がみうけられる（例えば日・

ベトナムＢＩＴ、日・カンボジアＢＩＴ、及び日・ラオスＢＩＴ）。この理由の一つとして、

そのような協定の相手国と租税条約の締結の有無が挙げられるが 15、日・ベトナム（租税

条約締結済み）、日韓（租税条約締結済み）及び日本・ペルー（租税条約未締結国）の各協

定を勘案すれば 16

                                                   
13 OECD, THE MULTILATERAL AGREEMENT ON INVESTMENT DRAFT CONSOLIDATED TEXT, 
DAFFE/MAI/98(7)/REVI1 (1998), at 86. なお、1998年 OECD 多国間投資協定の諸規定に言及するものとして、進藤秀夫「多

国間投資協定（MAI）の国内的影響と今後の展望」日本国際経済法学会年報第 7号 60頁、79頁（1998）がある。 

、かかるカーブアウトは、協定相手国の租税条約とＢＩＴに対する認識

14 Id. 
15 2010年 3月末現在、わが国はカンボジア及びラオスとは、租税条約を締結していない。 
16 わが国が租税条約を締結する韓国及びベトナムとの間での経済連携協定はカーブアウトに関し、租税条約に言及して

おらず、一方、租税条約未締結のペルーとの間での経済連携協定は、カーブアウトの適用対象として租税条約に言及す
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のあり方に起因するともされる 17

 
。 

表 2 わが国の投資協定（ＢＩＴ）上の課税措置の取り扱い (2009 年１１月現在) 

締約国 署名日 発効日　　　　　    　Carve-Out 　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Carve-in

MFN

（最恵国待

遇）

NT

（内国民

待遇）

その他 定義

公平かつ

衡平な待

遇

裁判を

受ける

権利

透明性・

機密情報

収用及び

補償

協定の適

用

地方政

府の協

定順守

紛争

解決
最終

エジプト 1977年 1978年
ＤTT（租税

条約)
ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

スリランカ 1982年 1982年 ＤTT ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

中国 1988年 1989年 ＤTT ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

トルコ 1992年 1993年 ＤTT ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

香港 1997年 1997年 ＤTT ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

バングラディ

シュ
1998年 1999年 ＤTT ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

ロシア 1998年 2000年 ＤTT ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

モンゴル 2001年 2002年

・ＤTT

・居住者と

非居住者

との課税

区別

・ＤTT

・居住者と

非居住者

との課税

区別

ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

パキスタン 1998年 2002年 ＤTT ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

韓国 2002年 2003年 課税措置 課税措置
課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税措

置

ベトナム 2003年 2004年 課税措置 課税措置
課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税措

置

カンボジア 2007年 2008年 課税措置 ーー
課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税措

置

ラオス 2008年 2008年 課税措置 課税措置
課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税

措置

課税措

置

ウズベキスタン 2008年 2009年

・課税

措置

・DTT

・課税

措置

・DTT

ＤTT ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー

ペルー 2008年 ーー

・課税

措置

・ＤTT

・課税

措置

・ＤTT

ＤTT 課税措置 ーー
租税

措置

課税

措置

課税

措置
ーー ーー

課税

措置
ーー

課税措置

課税措置

課税措置

課税措置

〔出所〕経済産業省対外経済総合サイト＜http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/index.html＞参照 

 

 
 ２ ＥＰＡ 
 ＥＰＡは、それが投資のみならず、物品の貿易、サービスの貿易、知的財産又は政府

調達、といった幅広い分野をカバーする協定であるため、課税措置のカーブアウト及びカ

ーブインに係る諸規定については、前述のＢＩＴにみられる課税措置の取扱いのほか、物

品の貿易に関する多角的協定（ＧＡＴＴ）及びサービスの貿易に関する多角的協定（ＧＡ

                                                                                                                                                     
る。もっとも、ベトナムは、租税条約をその総則でカーブアウトの適用対象とする旨を定める日アセアン包括的連携協

定を締結しているが、韓国については、2009年 12月 1日現在、この包括的連携協定を締結していない。 
17 田中・前掲注 10、166頁脚注 20は、ＥＰＡ上のサービス貿易章における内国民待遇から租税分野をカーブアウトし

ていることに関し、当該ＥＰＡだけでは達成し難い無差別性や内国民待遇の確保を租税条約上の無差別条項がこれを政

策目的に補完しているとの筆者の見解について、「このように説明してもなお、ＥＰＡではじめから無差別性をカーブア

ウトしなければいいのではないかという議論もあろう。しかし、この場合は相手国がＥＰＡでカーブアウトを選択する

ことをこだわる場合、適わぬ議論であり、相手国の租税条約とＥＰＡ等に対する認識も変数であることをここでは強調

しておきたい。」とす。 
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ＴＳ）上の課税措置の取扱いに準ずるかたちで盛り込まれている（表３）。ＥＰＡの大部分

は、その総則、或いは例外規定において原則的に課税措置をカーブアウトし、個別規定で

それらをカーブインし、租税条約についてもまた、税条約上の規定と当該ＥＰＡ上の規定

とが抵触する限りにおいて、当該租税条約を当該ＥＡＰに優先させるというかたちで、カ

ーブアウトしている。もっとも、わが国が現在、租税条約を締結していないチリとの間で

のＥＰＡにおいては、両国が締結している他の国際協定上の租税に係る課税措置 18をカー

ブアウトし（１９４条２項）、また、署名当時（２００７年）は租税条約を締結していなか

ったブルネイとの間でのＥＰＡは、租税条約には言及していない（なお、日・ブルネイ租

税条約は２００９年１月署名、同年１２月発効）。カーブアウトの適用対象については総じ

て、ＧＡＴＳ上の課税措置に係る一般的例外規定（１４条（ｄ））19

しかしながら、カーブインの適用対象となる課税措置については、幾分、複雑である。

日墨ＥＰＡ及び日・チリＥＰＡの物品貿易章における内国民待遇規定については、ＧＡＴ

Ｔ3 条（内国民待遇）が適用される限度において、課税措置が適用される旨、規定する（日

墨ＥＰＡ１７０条３項（ａ）及び日・チリＥＰＡ１９４条３項）。同様に、日・スイスＥＰ

Ａもまた、「（ＧＡＴＴ）３条の規定と同じ程度に実施しるために必要な」課税措置をその

物品貿易章における内国民待遇規定に適用する旨、規定する（６条１項（ａ））。他方、Ｅ

ＰＡにおけるサービス貿易章においては、日・チリＥＰＡが、同章の内国民待遇及び最恵

国待遇の各規定について、ＧＡＴＳが対象とする範囲内で、課税措置を適用する旨、規定

する（１９４条４項）。日・スイスＥＰＡにいたっては、その投資章の内国民待遇及び最恵

国待遇の各規定について、上述のＧＡＴＳ１４条（ｄ）のほか、同条（ｅ）（最恵国待遇規

定に係る租税条約の適用除外）に必要な変更を加えて、課税措置を適用する旨を規定する

（１００条２項）。したがって、かかる課税措置のカーブインの適用射程は、ＧＡＴＴ及び

ＧＡＴＳ条上の最恵国待遇規定及び内国民待遇規定の解釈適用に依存せざるを得ない、と

いえよう。 

が準用されていること

もあり、比較的容易にみてとれる。 

 
 

 

 

 

                                                   
18 2010年 3月末現在、わが国はチリとの間で租税条約を締結していない。2010年 3月末現在、わが国はチリとの間で

経済連携協定のほか、1969年査証免除協定、1978年技術協力協定及び 1996年青年海外協力隊派遣取極を締結している。 
日・チリ経済連携協定 194条 2項がいう「両締約国が締結している他の国際協定であって租税に係る課税措置」のとし

て考えられるのは、1978年技術協力協定が規定する、専門家への海外から送金される給与に対し又はそれに関連して課

される所得税その他の課徴金を免除の措置、或いは専門家及びその家族が輸入する（持ち込む）携帯荷物、身回品、家

財、消費財及び自動車に対する関税、印紙税、付加価値税その他の課徴金を免除の措置である（6条 1項及び 2項）。ま

た、チリは WTO 加盟国であるため、WTO 協定上の課税措置が想定されているかとも考えられる。 
19 GATS14条（d）は、「取扱いの差異が他の加盟国のサービス又はサービス提供者に関する直接税の公平な又は効果的

な賦課又は徴収を確保することを目的とする場合には、17条（内国民待遇）の規定に合致しない措置」を加盟国が採用

すること又は実施することを妨げない、と規定する。 
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表 3 わが国の経済連携協定（ＥＰＡ）上の課税措置の取り扱い (2009 年１１月現在) 

締約国 署名日 発効日 　　　　　　　　　　　　　　　　Carve-Out 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Carve-In

総則 　物品貿易 サービス貿易　　投資   知的財産
紛争

解決
　　　総則 　　物品貿易

サー

ビス

貿易

　投資
知的

財産

政府

調達

ＭＦＮ ＮＴ ＭＦＮ ＮＴ ＭＦＮ ＮＴ ＭＦＮ ＮＴ
秘密

情報

原

則

（経

済

連

携）

透

明

性

MFN NT ＭＦＮ ＮＴ ＭＦＮ ＮＦ

裁判

を受

ける

権利

収

用

紛争

解決

合

同

委

員

会

等

設

シンガ

ポール
2002年 2002年 ＤＴＴ

・直接

税の

公平

効率

的な

賦課

徴収

措

（GAT

S）

ＤＴＴ

（サ

ービ

ス貿

易）

課税

措置

ー

ー

ー

ー
ーー

内国

税

（同協

定第

14条

〔関

税〕）

ーー ーー ーー
ー

ー

課税

措置

（収

用構

成）

課

税

措

置

課税

措置

（収

用構

成

課

税

措

置

（収

用

構

成）

ーー ーー

メキシコ 2004年 2005年 ーー ーー
ー

ー

ー

ー
ーー

課税

措置

注１

ーー ーー ーー
ー

ー
ーー

課

税

措

置

注2

ーー
ー

ー
ーー ーー

マレー

シア
2005年 2006年

ＤＴＴ

課税

措置

ー

ー

課

税

措

置

ーー

内国

税 ーー ーー ーー
ー

ー

課税

措置

（収

用構

成）

課

税

措

置

課税

措置

（収

用構

成

ー

ー
ーー ーー

フィリピ

ン
2006年 2008年 ーー

ー

ー

ー

ー
ーー ーー ーー ーー ーー

ー

ー

課税

措置

（収

用構

成）

課

税

措

置

注3

ーー

課

税

措

置

（収

用

構

成）

ーー ーー

チリ 2007年 2007年 ーー ーー
ー

ー
ーー

課税

措置

注4

ーー
ー

ー
ーー

課

税

措

置

注6

課税

措置

（収

用構

成

ー

ー
ーー ーー

タイ 2007年 2007年

ＤＴＴ

（サ

ービ

ス貿

易）

課税

措置

ー

ー

課

税

措

置

ーー ーー ーー ーー ーー
ー

ー

課税

措置

(収用

構成)

課

税

措

置

注7

課税

措置

（収

用構

成

ー

ー
ーー ーー

ブルネ

イ
2007年 2008年

課税

措置

ー

ー

課

税

措

置

ーー ーー ーー ーー ーー
ー

ー

課税

措置

(収用

構成)

課

税

措

置

課税

措置

（収

用構

成

ー

ー
ーー ーー

インドネ

シア
2007年 2008年

課税

措置

ー

ー

課

税

措

置

ーー ーー ーー ーー ーー
ー

ー

課税

措置

（収

用構

成）

課

税

措

置

課税

措置

（収

用構

成

ー

ー
ーー ーー

アセア

ン

（＊）

2008年 2008年 ーー

課

税

措

置

ー

ー
ーー

（内国

の課

税）

ーー ーー ーー
ー

ー
ーー

ー

ー
ーー

ー

ー
ーー ーー

ベトナ

ム
2008年 2009年

ＤＴＴ

（サ

ービ

ス貿

易）

課税

措置

ー

ー

課

税

措

置

ーー ーー ーー ーー ーー
ー

ー
ーー

ー

ー
ーー

ー

ー
ーー ーー

スイス 2009年 2009年 DTT

・直接

税の

公平

効率

的な

賦課

徴収

措置

ーー

ＤＴＴ ＤＴＴ

ーー ーー
ー

ー

ー

ー
ーー

課税

措置

注8

ーー ーー ーー

課

税

措

置

課税

税措

（収

用構

成）

ー

ー

租税

措置

租税

措置

（総則）
課税措置、 ＤＴＴ

（総則）
課税措置、 ＤＴＴ

課税
措置

（総則）
課税措置

（例外規定）
課税措置, ＤＴＴ

課税
措置

注5

（例外規定）
課税措置、国際協定上の課税措置

（総則）
課税措置、 ＤＴＴ

（総則）
課税措置

（総則）
課税措置、 ＤＴＴ

（総則）
課税措置、 ＤＴＴ

（総則）
課税措置、 ＤＴＴ

（総則）
課税措置、 Ｄ

ＴＴ

課税措置、
ＤＴＴ
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〔出所〕外務省ウェイブ・サイト＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html＞及び 

経済産業省対外経済総合サイト＜http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/index.html＞参照 

(注 1）GATT3 条（内国民待遇）が適用される限度において、課税措置の適用 

（注 2）課税措置が収用を構成するか否かの決定に係る手続的面は、本文中で記したペルー投資協定の収用規定と同じ 

(注 3）無差別な態様で適用される課税措置は収用を構成しない旨の注釈あり 

(注 4)GATT３(内国民待遇）が適用される限度において、課税措置の適用 

(注 5)GATS が対象とする範囲内で、課税措置の適用 

(注 6)課税措置が収用を構成するか否かの決定に係る手続的面は、本文中で記したペルー投資協定の収用規定と同じ 

(注７）課税措置が収用を構成するか否かの決定に係る手続的面は、本文中で記したペルー投資協定の収用規定と同じ 

（注 8）GATT３(内国民待遇）の規定と同じ程度に実施するために必要な課税措置 

（＊）日アセアン包括的経済連携（AJCEP)協定は、2009 年 12 月 1 日現在、我が国、シンガポール、ラオス、ベトナム、

ミャンマー、ブルネイ、マレーシア、タイ及びカンボジアとの間で発効（経済産業省対外経済総合サイト＜

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/index.html＞参照）。 

 

 

 
Ⅲ ＧＡＴＴ 
１ 直接税の適用可能性 
 直接税について、１９４９年ＧＡＴＴはその取扱いに関する包括的な定めを置いてい

ない 20。当該ＧＡＴＴの最恵国待遇及び内国民待遇に係る各条項（１条〔最恵国待遇〕及

び３条〔内国民待遇〕）は、輸入産品や国内産品に適用される内国税に言及する。広く一般

には、所得税は、そのような産品に対する税としては適格とされ得ない。しかし、直接税

は当該ＧＡＴＴの基本的なコンセプトのもと、輸入障碍としての性格を有している、とさ

れる 21。歴史的にみれば、ＧＡＴＴは、１９７０年に採択された国堺税調整に関する報告

書において、直接税と間接税とを同列に議論し、それらの税の構造上の相異や産品価格へ

転嫁の程度を問題視していた 22。そのため、現在に至っても、直接税の適用に関し、上述

のＧＡＴＴ１条（以下「１条」）及び３条（以下「３条」）の解釈適用について、種々の説

が存する。１条は、３条２項及び４項が掲げるすべての事項をその対象とする。同３条１

項前段は、輸入産品と同種の国内産品に課せられる内国税その他の内国課徴金を超える内

国税その他の内国課徴金について規定する。論点は、当該１項前段は直接に産品に適用さ

れる内国税その他の国内課徴金に焦点を当てていることから 23

                                                   
20 これは、GATT の基本原則の一つである内国の課税及び規則に関する内国民待遇の定めにいう「内国税その他の内国

課徴金」が「products(産品)」に対するものと明示している（同協定 3条 2項）ことによるとも言える。GATT における

「内国税その他の内国課徴金」に関する議論の経緯については、津久井茂充『ガットの全貌 ＜コンメンタール・ガット

＞』227頁、467頁（1994）参照。 

、直接税がかかる内国税そ

21 Justus Fischer-Zernin, GATT versus tax treaties ? The basic conflicts Between international taxation methods and GATT 
(PartⅠ), 6 Intertax 236, 238 (1989).  
22 GATT, BORDER TAX ADJUSTMENTS Report of the Working Party adopted on 2 December 1970 (L/3464) , para. 22 (1970). 
23 GATT3条 2項前段は、「いずれの締約国の領域の産品で他の締約国の領域に輸入されるものは、同種の国内産品に直
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の他の国内課徴金の範疇に入り得るか否かという点である。直接税は、通常、産品の売上

利益に対して課せられ、当該産品の生産者や売手（事業者）により負担される 24。Lennard

は、直接税の転嫁と帰着について「産品の売手に対する所得税が、例えば、当該売手によ

る当該産品の広告や販売促進の縮小、或いは店頭での産品陳列に対する支払いの削減によ

り、当該産品の販売に対するある種、究極的な影響を有している」からといって、拡大解

釈によっても、かかる税が産品により負担されていたとはいえない、とする 25。Dalyは、昨

今の経済学者の大部分が資本財は長期的には法人税の負担をのがれていると考えており、

このことは産品価格に直接税が転嫁されないということを含意する、とする 26

内国税には直接税を含まない、とのこのような所論に対して、Slemrod and Avi-Yonahは、

直接税に係る税制が保護貿易政策のビークルとなり得るとし、直接税が１条及び３条の射

程内にある、とみる

。 

27。その例として、Slemrod and Avi-Yonahが掲げる一つは、生産要素の

投入が国内産品である場合にのみ、当該投入資材に係る支出を所得控除する例である。こ

れは、中間貿易財に関し、すべての投入資材に対し所得控除を認め、かつ、ビジネス・タ

ックスと等しい割合で当該中間貿易財に関税を課することに類似する 28。いま一つの例は、

最終消費財に関し、個人所得税制が生み出し得る内国税の賦課に類似する効果である。例

えば、国産車の購入に係る個人所得税を１０％控除する税制は、国内産品に差別的な課税

上の便益を提供するビークルとなる、Slemrod and Avi-Yonahという 29。この後者の説例を直

接税の産品価格への転嫁という角度からみれば、当該１０％の所得控除は輸入車の価格の

引き上げを惹起せず、国内の事業者が国産車の価格引き上げることを誘発するとして、こ

れを３条２項後段（輸入産品に国内産品より高い内国税の賦課を要件とせず。）の問題と

してみることもできる。また、前者の説例に類似する例として、Jungは、国内産の機械のみ

に加速度減価償却控除を認める税制を取りあげ、これが輸入産品に比して、国内産品を有

利に取り扱うものとして、３条に違反する、という 30

                                                                                                                                                     
接又は間接に課せられるいかなる種類の内国税その他の内国課徴金をこえる内国税その他の内国課徴金も、直接である

と間接であるとを問わず、課せられることはない。」と定める。英語正文は、次の通り。“The products of the territory of any 
contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes 
or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products.”（下線-引用者補

注）。下線部分の「直接又は間接」の用語の修飾部分については、例えば、1970年 GATT 国境税調整報告書は、「検討委

員会は、産品に直接賦課されないある種の税は、国境税調整に相応しくない、との見解で一致した。」とする（GATT, supra 
note22, para.14. ）。 

。このような直接税に係る制度の効

果的側面を、３条の適用上、如何に解釈し、説明し得るかが問題である。３条４項は、同

条２項と異なり、内国税その他の国内課徴金に言及せず、輸入産品が、その輸入締約国内

24 See, e.g., Iris Schlatzer, supra note 7 , at 50. 
25 Michael Lennard . The GATT 1994 and Direct Taxation : Some National Treatment and Related Issues, Micheal Lang 
et.al.,WTO AND DIRECT TAXATION 96 (2005). 
26 Michael Daly, The WTO and Direct Taxation, WTO Discussion Paper No.9, at 22-23 (2005). 
27 Joel Slemrod and Rueven Avi-Yonah, How Should Trade Agreements Deal With Income Tax Issues?, 55 Tax Law Rev. 533, 536, 
(2002) 
28 Id. 
29 Id. 
30 Youngjin Jung, supra note 8, at 44. Michael Schyle, Most Favored Nation Treatment in Tax Matters in the GATT, THE 
RELEVANCE OF WTO LAW FOR TAX MATTERS 93(fn.122) (2006)は、 加速度減価償却控除適用の容認が産品価格の引き

上げる結果となるとしても、例えば定額法との比較においては、中期的みれば、２つの最終財（加速度減価償却控除が適用され

る産品とその適用がばく定額法が適用される産品）との間においては、価格の差異はないであろう、とする。 



12         

横浜国立大学企業成長戦略研究センターDiscussion Paper 2010 

におけるそれらの「販売、販売のための提供、購入、輸送、分配若しくは使用に影響を及

ぼすすべての法令又は要件に関し、」国内原産の同種の産品に許与される待遇より不利な待

遇を許与されることを禁止する旨、規定する。後にみる米国のＦＳＣ税制事件パネルは、

同４項につき、「３条（４項）の適用範囲から所得税に係る措置の利用条件を付することを

特に除外する明文の定めは存しない」 31とし、さらに、同項における「影響を及ぼす

（affecting）」の用語については、「（当該用語は、）同定される政府行為の類い（法令及び

要件）と市場における生産に関連する特定の取引、活動及び使用（販売、販売のための提

供、購入、輸送、分配又は使用）との間を繋げるものとして機能する」32と認定する。ここ

においては、同４項の解釈適用が広範であることを示唆されるし、また、上述の４項にい

う「法令」は予算機能を有するため、直接税に係る措置は立法手続を踏み、法令の一部を

成し、故に、3 条における直接税の係る措置の適用可能性の解釈の余地はある、ともされる 33

 
。 

 ２ 補助金 
  ＧＡＴＴ／ＷＴＯは、政府による補助金交付行為が産品（goods）の貿易を歪曲する、

との認識の下、ウルグァイ・ラウンド交渉（１９８６年９月乃至１９９４年 4 月）を経て、

かかる補助金の概念及びその対象範囲を画する法的規律としてＷＴＯ協定附属書一Ａに補

助金及び相殺措置に関する協定（ＳＣＭ協定）を策定した 34。基本的には、ＧＡＴＴ１６

条（補助金一般）上の補助金の定義を内包し、かつ、それに優先する当該ＳＣＭ協定 35の

１条は、加盟国の政府による資金面での貢献（financial contribution）又は所得若しくは

価格の支持により利益がもたらされる（a benefit thereby conferred）場合に、当該補助金

が存するとみなす旨を定める。ＳＣＭ協定上、この資金面での貢献の文言の定義は広範で

ある。それは、政府による直接若しくは潜在的な資金移転 36

                                                   
31 WTO Report of Appellate Body, United State-Tax Treatment for “Foreign Sale Corporations”, WT／DS108／AB／R  (24 
February 2000), para. 8.142. [hereinafter sited as WTO／FSC Report of the Appellate Body ]. 

、政府がその収入となるべき

ものを放棄し若しくは徴収をしないこと、或いは政府による一般的な社会資本以外の物品

又は役務を提供若しくは物品の購入を含む。ＳＣＭ協定は、かかる広範な補助金の概念の

範囲をできる限り画定するため、そこに上述のbenefit conferred の要件や当該補助金が特

定企業又は産業に交付されるという特定性の要件（ＳＣＭ協定２.１条）を設けると同時に、

補助金を交通信号方式（the traffic light approach）により分類する。この分類においては

大枠、禁止される補助金（「法律上又は事実上」輸出が行われることを条件として交付され

32 Id. 
33 Stefan Falis, The Applicability of Art.Ⅰ and Art.Ⅲto Direct Taxes, Judith Herdin-Winter and Ines Hofbauer, THE 
RELEVANCE OF WTO LAW FOR TAX MATTERS 46 (2006) 
34 相殺関税措置の対象となる補助金の理論的分析については、東條吉純「相殺関税制度における対象補助金概念の範囲

（上）」田宮裕教授退官記念立教法学 49巻 91頁〔1998〕参照。 
35 世界貿易期間を設立するマラケシュ協定の附属書一Ａに関する解釈のための一般的注釈は、「千九百九十四年の関税

及び貿易に関する一般協定の規定と世界貿易機関を設立する協定（附属書一Ａの協定において「世界貿易機関協定」と

いう。）附属書一Ａのその他の協定の規定とが抵触する場合には、抵触する限りにおいて、当該その他の協定の規定が優

先する」と定める。 
36 東條・前掲注 34、117頁参照。See also,Beseler and Willoams, ANTI-DUMPING AND ANTI-SUBSIDY 125 (1987).  
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る補助金（ＳＣＭ協定３.１条（a））及び輸入産品よりも国内産品を優先することを条件と

して交付される補助金（同条（b））、所謂、レッド補助金と他の産品輸入加盟国に悪影響を

与える補助金、所謂、イエロー補助金（actionable subsidies、同協定）とに分けられる 37。

かかる制度的枠組みを通じてＳＣＭ協定の適用対象なる補助金の射程は決定されるのであ

るが、そこには不確定概念が用いられているため 38、その解釈のあり方がＧＡＴＴ／ＷＴ

Ｏの紛争解決機関（ＤＳＢ）に付託されることも多い 39。たとえば、上述の法的要件の一

つであるbenefit conferred の意義を問うことは、それが補助金査定の入り口であることか

らして大切である。この点、Canada –Aircraft事件上級委員会報告（１９９９年）40は、「利

益（benefit）」の文言は政府の財政的負担（cost to government）を含まず、資金面での貢

献が有する貿易歪曲の可能性はその受領者が市場における入手可能な利益より有利な条件

で政府による「資金面での貢献」を受領するか否かの決定と同一視され得るのであるから、

当該利益がもたらされたか否かの決定に際する比較の妥当な基準は市場がそれを与えると

判断した 41。ここにおける判断の法的根拠として、補助金を受ける者の利益算定につき、

市場基準をガイドラインとする旨を定めたＳＣＭ協定１４条が引用されている 42

 さて、加盟国による課税上の措置について、当該措置による租税誘因は政府による特定

の企業又は産業にある種の補助金の交付の手段として用いられるのが通常であるから、間

接税に係る租税誘因のみならず、直接税に係る租税誘因はＳＣＭ協定の適用対象となり得

る。この点、同ＳＣＭ協定は、「政府がその収入となるべきものを放棄し又は徴収しないこ

と（例えば、税額控除のような租税誘因（fiscal incentives）」を補助金とみなす旨を定める（１

条１.項（ａ）（１）（ⅱ））。ＳＣＭ協定は、輸出の文脈において、その禁止される補助金の

例示表において直接税に係る措置（例えば、輸出に関連させての商工業を営む企業が支払う又

は支払うべき直接税の額の全部又は一部の免除、軽減又は繰延べの容認等）を掲げる（附属書

書Ⅰ（ｅ）及び（ｆ）

。 

43

                                                   
37 SCM協定上の補助金の概要については、田村次郎『ＷＴＯガイドブック【第 2版】』115頁（2006）参照。SCM協定の

歴史及びそこにおける補助金の意義について詳細したものとして、金子晃編『WTO国際貿易機関 GATT/WTOの変遷と今

後の展開』50頁（1997）がある。GATTの補助金に対する基本的な立場について、「GATTの起草にあたっては、1930年代

の各国の保護主義的な政策が世界大恐慌を引き起こしたことが歴史的な教訓となっている。補助金、とりわけ、輸出補

助金に関してもこのことがあてはまる。つまり、各国が競って輸出補助金（あるいは輸入課徴金）を交付する政策に出

たことから、貿易が減少し、国際的な緊張関係を生み出すこととなった。このため、GATTにおいて、国内的な補助金政

策に関するルールを定める必要性が認識されたのであった」とされる（金子・同、53頁）。 

）と同時に、この規定は「加盟国が自国又は他の加盟国の企業の外

国源泉所得に対する二重課税を回避するための措置をとることを制限するものではない」

38 東條吉純「相殺関税制度における対象補助金概念の範囲（下）」高畠通敏教授退官記念立教法学 52巻 226頁参照。 
39 この点については、川瀬剛志・荒木一郎編著『ＷＴＯ紛争解決手続における履行制度』432頁以下の「ＷＴＯ紛争解

決勧告履行状況一覧」（2005）参照。 
40 WTO Report of Appellate Body , Canada-Measures Affecting The Export of Civilian Aircraft , WT/DS 70/AB/R.Ab-1999-2.. 本
件は、カナダ政府によって民間航空機輸出を支持するような補助金が交付されたことが争われた事案である。田村・前

掲注 37、121頁－122頁参照。その他、白巴根「SCM協定における補助金の定義と輸出補助金の法的要件-カナダの民間

航空機輸出補助金事件を中心に-」筑波大学国際政治経済学研究科国際政治経済学研究第 7号 87頁（2003）、渡邊伸太郎

「産業政策立案件の履行-補助金協定案件を題材としてー」川瀬・荒木・前掲注 38、232頁、等参照。 
41 Id. para 157. 
42 Id. para 151. 
43 附属書１（ｆ）は、「直接税の課税標準の計算において、国内消費向けの生産について認められる控除に加え、輸出

又は輸出実績に直接に関連させて特別の控除を認めること」と定める。 
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と定める（同附属書Ⅰ脚注５９の第十五文）。一瞥すると、これは、諸国が国際的二重課税

排除の方法としての外国税額控除又は外国所得免除のいずれかを採用するのは自由である、

とみてとれる。しかしながら、かかる脚注（第二文）は、その文理解釈上、外国所得免除

の採用にはアームズ・レングス価格が厳格に要請されることを間接的に明示する一方、こ

れに関連して、他方の課税管轄区において外国源泉所得に対し租税が実際に課されない場

合に、当該外国所得免除の適用が事実上の補助金を構成しないか否かについて、ＳＣＭ協

定は何ら言及していない、とされる 44。他方、輸入の局面における直接税に係る措置につ

いては、ＳＣＭ協定上禁止される輸入補助金の例示表は存しない。しかし、上述の通り、

同協定は輸入産品より自国の産品を優先させる措置についてもその補助金の対象としてい

るのであるから、国内生産の用に供される直接税に係る租税誘因措置はかかるＳＣＭ協定

上の補助金の範疇に入り得る 45。もっとも、この点、例えば米国ＦＳＣ税制事件パネル報

告及びその上級委員会報告は、当該税制が「輸出用財産」の公正市場価額の５０％以下で

あって、それが米国に輸入される原材料に起因するものであることを米国租税の免除要件

としていることが禁止される輸入補助金に当たるとするＥＣの主張について、すでに輸出

補助金違反と認定しているのであるから、輸入（国内）補助金違反を検討するまでもない、

と認定した 46。本件パネル報告おけるＥＣの議論は、かかる５０％基準が輸入産品よりも

国産産品を優先して使用することに基づくローカル・コンテンツの要求による輸入原材料

の制限になっているというものであった 47。他方、ここにおいて米国は、上述の外国所得

免除にみられるterritorial課税制度 48による輸出取引を優遇する租税措置がむしろ国産産

品を優先して使用することに基づくものであるとし、ローカル・コンテンツの効果は当該

territorial租税制度の効果に匹敵すると反論した 49

                                                   
44 Servaas van Thiel, General Report, Micheal Lang et.al., supra note 25 , at 27. 外国において実際に租税を課されない場合に

おける外国所得免除とアームズレングス価格の要請との関係については、Servaas van Thiel と同様の指摘はその他にも見

受けられる。例えば、Bernaed H. Oxman, International Decisions Income tax-U.S.foreign sales corporaton tax practices-GATT 
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures-GATT Agreement on Agriculture-effect on appeal of failure to raise issue 
before WTO dispute settlement panel, 94 American Journal of International Law 548 (2000)は、FTC税制事件上級委員会報告が、

加盟国が外国の所得に租税を課さないと決定した場合にはアームズ・レングス価格の要件が求められる、と認定したこ

とにつき、「しかし、（SCM協定附属書Ⅰ脚注 59）第二文（アームズ・レングス価格の要請）は、加盟国が外国の所得に

通常に租税を課する場合に、ある加盟国は輸出所得に係る免除を切り落とすものとされるか否かについて、何ら言及し

ていない」とする。つまり、当該上級委員会が脚注 59の第二文におけるアームズ・レングス価格の再確認は加盟国が外

国の所得に租税を課する権利を有しないということを意味しているとの米国の主張を否認したことの反対解釈である。 

。かかるＦＳＣ税制における５０％ルー

ルは後にみる米国ＥＴＩ法にも引き継がれたのであるが、当該法が争われたＥＴＩ事件に

おける履行確認パネル及びその上級委員会は、この５０％ルールをＧＡＴＴ３条４項の内

国民待遇違反として認定した。輸入（国内）補助金（国内産品優先補助金）の場合は、こ

45 Id. at 28. 
46 WTO／FSC Report of the Appellate Body, supra note 31, para.174. 
47 WTO Panel Report of Panel, United State-Tax Treatment for “Foreign Sale Corporations”, WT／DS108／R, para.7.91. (8 
October 1999), paras 4.1233-4.1237. [hereinafter sited as WTO／FSC Report of the Panel ]. 
48 FSC税制事件パネル報告で用いられている“a territorial tax system ”の文言の訳出については、租税法域においては、

例えば、それが源泉地国課税制度、或いは属地主義課税原則等訳出されているようにおもわれるが（例えば、前者につ

いては、占部裕典『国際的企業課税法の研究』197頁(1998)参照。他方、後者については中村雅秀「合衆国輸出促進税

制と FSC（外国貿易法人）・ETI（域外所得）控除制度」立命館経営学 43巻 5号 75頁（2005）があげられる）。ここでは、

さしあたりそのまま「territorial」と抽出しておく。 
49 WTO／FSC Report of the Panel, supra note 47, paras 4.1235-1237. 
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のようなローカル・コンテンツの要求や国内のマクロ経済政策の選択に係る国家主権（例

えば、研究開発に対する税額控除等）の尊重の問題を含む 50と同時に、その効果的側面に

着目すれば、輸出補助金と明確なかたちで区別することは困難であるともされる 51

 
。 

  ２－１ 補助金査定基準の分析 
米国のＤＩＳＣ／ＦＳＣ／ＥＴＩ税制に係る各事件に象徴されるように、１９６０年代

からＧＡＴＴ／ＷＴＯを悩ましていた最も長い欧米間の貿易紛争の一つは、どの程度まで

の課税上の措置がＧＡＴＴ／ＷＴＯ協定上、補助金といえるかという問題にかかわるもの

であった。ＦＳＣ税制事件パネル報告は、米国（本件における被申立国）が全世界所得課

税制度やterritorial課税制度等の租税制度を維持するのは自由であるが、当該国の租税制度

がその自国の輸出業者に他の加盟国の租税制度に比して不利益を惹起するからそれを排除

するために、同国がもっぱら輸出に関連する直接税の免除を自由に講ずることはできない、

と認定した 52。これに続く上級委員会報告は、「（本件ＦＴＣ税制に係る認定は、）『全世界

所得（worldwide）』課税制度と『territorial』課税制度とを比較した場合のその長所に係る

裁定ではない。加盟国がＷＴＯ協定の義務に矛盾しない方法で租税制度を適用する限りに

おいて、当該加盟国はそれを望むのであればいかなる類の租税制度も選択し得る」という

点を強調した 53

 

。かかる一連の認定をみるに、加盟国の課税上の措置が全世界所得課税制

度や源泉地国課税制度の枠内で講じられる限り、ＧＡＴＴ／ＷＴＯ協定上の補助金に当た

らないといえる。もっとも、ここで議論すべきは、このＦＳＣ税制を含めた上述のＤＩＳ

Ｃ／ＥＴＩ税制事件におけるパネルや上級委員会がかかる枠内に入るか否かについて、Ｇ

ＡＴＴ／ＷＴＯの義務をどのように考えた上で、その線引きを行っているか、という点で

ある。以下では、この点につき、ＦＳＣ税制への移行の契機となったＤＩＳＣ税制事件（オ

ランダ、フランス及びベルギーの法人所得税制事件を含む。）から順次、みていくことにす

る。 

（１）ＤＩＳＣ税制事件 
固定為替相場制の下での対外援助や多国籍企業を中心とするＦＤＩよる世界的なドル

の垂れ流しによる貿易赤字の削減策を思考錯誤するなか 54

                                                   
50 Gary Clyde Hufbauer and Joanna Shelton Erb, SUBSIDIES IN INTERNATIONAL TRADE 127 (1984)は、国際的な文脈にお

ける国内補助金の禁止について、「補助金を通じて、世界市場価格で国内生産者に利用可能な生産が単に行われる状況と

輸出産品の国内生産者が（中略－引用者補足注）補助金を付与された原材料を、それが市場価格を上回る価格で売られ

ようが、下回る価格で売られようが、国内の供給者から購入することが要求されている状況とは厳格に区別されるべき

である」とする。 

、米国が１９７１年に立法した

ＤＩＳＣ税制は、租税の繰り延べの積極的な効果を自国内で促進及び留保することにより、

属地主義課税原則を採る諸国のタックス・ヘイブンに拠点を置く輸出業者との比較におい

51 田村・前掲注 37、112頁参照。 
52 WTO／FSC Report of the Panel, supra note 47, para. 7.122. 
53 WTO／FSC Report of the Appellate Body, supra note 31, para.179. 
54 See, e.g., John H.Jackson, The Jurisprudence of International Trade: The Disc Case in GATT, 72 American Journal of 
International Law 750(1978). 
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て当該米国のタックス・ヘイブン対策税制（１９６２年法）が同国の輸出業者にもたらす

不利益を解消するものであった 55。この繰り延べの仕組みは、内国法人ＤＩＳＣを介した

輸出産品の外国の最終買手への再販売からの利得のうち裁定価格により当該ＤＩＳＣに配

賦される２５％の利得につき、利子なしで租税が繰り延べられるというものであった 56。                                                                                  

それは、輸出誘因効果を有すると同時に、自国にタックス・ヘイブを創りだすことで同国

内においてあらゆる輸出利得を管理し、ドルの海外流出に歯止めをかける、という効果を

有するものであった 57。ＳＣＭ協定策定前の事案であるＤＩＳＣ税制事件は、かかる効果

をもたらすＤＩＳＣ法上の課税の繰り延べ措置が、二重価格をその法的要件する１９４７

年ＧＡＴＴ１４条４項にいう補助金及び１９６０年の同条項の例示リストに掲げる輸出に

関連する直接税の軽減又は輸出品に係る租税の免除（例示リスト（ｃ）及び（ｄ））に当た

るか、当たるとすれば、当該ＤＩＳＣ法と同様な租税便益を付与するオランダ、フランス

及びベルギー（以下、三国）のterritorial課税制度もまた同じく、補助金及び租税の軽減又

は免除に当たるかが争われた事案である。かかる争点につき、パネルは、ＤＩＳＣ税制が

輸出関連活動に対する租税便益を国内市場活動に対しては認めておらず、その結果、それ

が輸出活動を誘因することになるから、当該税制はＧＡＴＴ上の輸出補助金に当たる、と

認定した 58。他方、territorial課税制度についても同パネルは、それが三国の各国内に起点

を置く経済プロセスに帰属する輸出活動の部分を同国の租税の範疇外とすることを許容し、

その意味で当該税制はその源泉から生ずる収入の放棄及び輸出に対する金銭上の便益とな

る可能性を包含するものであるから、それは輸出補助金に当たる、と認定した 59

                                                   
55 See, Robert E. Hudec, Reforming GATT Adjudication Procedures: The Lessons of the DISC Case. 72 Minnesota Law Rev. 1449 
(1988). なお、DISC税制によるドル流出の歯止めは、1962年法により導入されたサブパート F条項（タックス・ヘイブ

ン対策税制）についても同様のことがいえる。Alan G.Chota, Federal Tax Policy for Foreign Income and Foreign 
Taxpayers-History, Analysis and Prospects,44 Temple Law Quarterly 469 (1971)を引用する中里実「アメリカにおける国際課税

の動向と問題点」水野忠恒編著『二訂版 国際課税の理論と課題』282頁（2005）によれば、「『（1962年におけるタック

ス・ヘイブン対策税制について）提案された規定は、国際課税の分野における抜け道ふさぎを目的とはしていたが、改

正の当初の目的および理由は、合衆国から国外への金（きん）の流出を減少させることであった点は、強調しておかな

ければならない』」とされる。 

。同パネ

ルは、かかる判断からすべての結論を導くかの如く、ＤＩＳＣ税制の繰り延べ措置が例示

リストに掲げられる租税の軽減又は免除に該当するか否かにつき、当該措置が通常課せら

56 DISC税制における会社間価格（intercompany  pricing）と租税の繰延べについて、いまかりに、内国法人である DISC

の親会社 Pが単価 100ドルで当該 DISCに産品を販売し、その後、同 DISCが経費控除した 200ドルの総所得を生み出す

価格で外国の最終買手にそれを再販売するとしよう。通常、DISCの利得は 1品当たり 100ドルであり、他方、Pの利得

は０となる。その結果、Pに課税所得は生じない。このように、会社間価格操作により DISCのみならず、その親会社も

租税便益を享受し得る。かかる事態を回避するため、Pと DISCとの合計の利得（100ドル）の 50%が同 DISCに配賦され、

そのうちの 50%（25ドル）につき、租税の繰延べを認める規定が設けられた（See. e.g., John H.Jackson, supra note 54, at 
752,753 (1978) ）。 
57 Robert E. Hudec, supra note 55, at 1449. 
58 GATT, UNITED STATES TAX REGISTRATION (DISC), BISD 23S／98, para.67 (1976) . [hereinafter sited as GATT/ 
UNITED STATES TAX REGISTRATION Report ]. 
59 GATT, INCOME TAX PRACTICES MAINTAINED BY BELGIUM, BISD 23S／127 , para.34 (1977) [hereinafter sited as 
GATT/ INCOME TAX PRACTICES MAINTAINED BELGIUM Report ]. GATT, INCOME TAX PRACTICES MAINTAINED 
BY NETHELANDS, BISD 23S／137, para.34 (1977). [hereinafter sited as GATT/ INCOME TAX PRACTICES MAINTAINED 
NETHELANDS Report ]. GATT, INCOME TAX PRACTICES MAINTAINED BY FRANCE, BISD 23S／114 , para.47 (1977) . 
[hereinafter sited as GATT/ INCOME TAX PRACTICES MAINTAINED FRANCE Report ]. 
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れる利子を課していなかったことを理由とし 60、また、territorial課税制度については当該

例示リストが輸出補助金の射程内にあることを理由 61とし、いずれの税制上の措置も同例

示リストの範疇に入ると認定すると同時に、かかる措置による二重価格の惹起については、

それは輸出補助金の帰結である、と認定した 62

 このように、課税上の措置の結果や効果の類推を問うパネルの補助金に係る広範な解釈

からは、どの程度の課税上の措置がＧＡＴＴ上の輸出補助金の範疇に入るかは分明とはい

えない

。 

63。もっとも、ＤＩＳＣ税制及び三国税制に関する紛争に係る４つの報告書を採択

したＧＡＴＴ理事会の１９８１年了解は、輸出加盟国の領域外に位置する経済プロセスは

当該加盟国により租税に服することを要さないと確認し 64、territorial課税制度（三国税制）

のみを容認した。これは、「ＤＩＳＣ税制が属地主義原則の下で利用し得るタックス・ヘイ

ブの便益を区別していなかったからである」とされる 65。Hudecは、かかるＧＡＴＴのＤＩ

ＳＣ税制とterritorial課税制度と間の線引きにつき、そこに多くのあり得る貿易の歪みを最

小限度にとどめようとするＧＡＴＴの合理的な法政策を見出し、「単に外国のタックス・ヘ

イブが用いられるという要求は経済的用語においては恣意的（arbitrary）なものであろうが、

それは、単に輸出業者が補助金を得ることをより困難なものとすることにより、当該補助

金を制限するという政策に資するものであった。ＤＩＳＣはこの線を超えていた。なぜな

らば、ＤＩＳＣは輸出業者により容易に補助金の取得を容認していたからである」とする 66。

しかし、当理事会議長は、１９８１年了解は輸出加盟国がその領域外の取引からの利得に

ついて租税を課することを妨げるものではなく、単なる要請に過ぎない、と付言した 67

                                                   
60 GATT/ UNITED STATES TAX REGISTRATION Report, supra note 56, para.71. 

。

61 GATT/ INCOME TAX PRACTICES MAINTAINED BELGIUM Report, supra note 59, para.37, GATT/ INCOME TAX 
PRACTICES MAINTAINED NETHELANDS Report, supra note 59,para.37, GATT/ INCOME TAX PRACTICES MAINTAINED 
FRANCE Report , supra note 59, para.50. 
62 GATT/ UNITED STATES TAX REGISTRATION Report, supra note 56, para.72. 
63 DISC 税制に係るパネルの判断については、「（1）DISC を補助金とみなす根拠やその経済的利益についての分析なし

に、利子が課されていないから例示表の補助金に当たるとしたのは、法的議論としてはずさんである、（2）60年宣言受

諾国が指定に合意した事実は存在しない、（3）輸出補助金が輸出部門に与える影響の経済的分析はあまりにも単純過ぎ

るなどと非難され、ガット紛争解決史上もっとも拙かったケースの一つとされる」と評される。（柳赫秀「米国の DISC
税制」松下満雄他『ケースブック ガット・WTO 法』124頁（2000））、例えば、この（１）の点につき、Jackson は、以

下のように分析する。DISC の租税便益はそれに帰属する全利得の 50%のうちの半分に対する課税の繰延べ（25%）であ

るから、米国の法人税率が 50%だとすれば、つまり課税の繰延べによる利得は 12.5%（25%×50%）である。他方、米国

における通常の年利率は 12%であるから、それは利得（12.5%）の 1.5%（12.5÷12）に当たる。したがって、仮に産品

の販売から 50%のマージンがあるとすれば、補助金として認められる輸出産品の価格は、その価格の 0.75%（50%×1.5%）

であり、米国の繰延べの便益では、価格の 6.25%（12.5%×50%）となり、大幅に上回る（John H.Jackson, supra note 54, at 
772）。要するに、市場の利子率との比較である。 
64 The Council Understanding on Tax Legislation, L/5271, BISD 28th Supp., at 114 (1981). 1981 年 GATT理事会了解の内容につ

いては、東條吉純「WTO協定違反勧告の履行における法規範の正当性-FSC税制を巡る米欧紛争を題材として-」川瀬剛志・

荒木一郎・前掲注 39. 254頁（2005）に正確かつ簡潔に要約されているので、ここではそれをそのまま引用しておく。

「①一般的に輸出国の領域外で行われる経済プロセス（輸出財にかかる取引を含む）については、輸出国の課税対象と

することを要さず、ガット第 16条 4に規定する輸出行為とみなすべきではない。②免税対象とされる所得額は独立当事

者間トリヒキ価格に基づいて算定されることが義務付づけられる。③ガット第 16条 4項は国外源泉所得の対する二重課

税を防止するための措置をとることを妨げない。」 
65 Marc Benitah, THE LAW OF SUBSIDIES UNDER THE GATT/WTO SYSTEM 321(2001). 
66 Robert E. Hudec, supra note 55, at 1485  なお、Hudec は、DISC 税制と territorial 課税制度（外国所得免除）と間の線

引きにつき、「territorial 課税制度に関する外国所得免除は政策というよりも歴史的産物であるのだから、その他のもの

と線引きする経済政策上の理由説明はない」、としてかかる線引きは無用とする（id, at 1484）。 
67 World Trade Organization, GATT ANALYTICAL INDEX: GUIDE TO GATT LAW AND PRACTICE vol.1 460 (6th ed., 1995). 
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そうすると、全世界所得課税制度を採用する加盟国のいかなる課税上の措置がＧＡＴＴ上

の輸出補助金の範疇に入り得るかという疑義が生じ得る。 
 

（２）ＦＳＣ税制事件 
  米国は、上述の１９８１年了解の内容を受けるかたちで、１９８４年赤字削減法によ

るＤＩＳＣ税制に代替するＦＳＣ税制を導入した。ＦＳＣはＤＩＳＣと異なり、米国を原

産地とする産品の販売流通の輸出取引を遂行するために、同国域外に設立された主として

米国法人の子会社である。ＦＳＣ税制による免除の便益については、ＦＳＣに配分される

外国貿易所得の算定に行政的価格決定準則 68が適用されることにより、免除とされるかか

る外国貿易所得の割合が、伝統的な米国のアームズ・レングス決定準則に比して、３２％

から６５％に増すという点があげられる 69。このようなＦＳＣ税制がＳＣＭ協定上の補助

金に該当するか否かについて、パネルは上述の１９８１年了解の全ての加盟国に対する法

的拘束力を否認した上で（para.7.74）70、ＳＣＭ協定にいう政府がその収入となるべきもの

を放棄したか否かを、問題となる措置がなかったならば（but for）という観点から判断し

た、所謂、“but for” テスト（paras.7.45）を用い、当該ＦＳＣに係る措置がＳＣＭ協定上の

資金面での貢献に当たる、と認定した（paras.7.98 and 7.102）。換伝すれば、当該パネルは、

“but for” テストを特定の状況において講じられる租税措置と通常に(otherwise)適用され

る租税制度との比較において把握し（paras.7.43）、結局のところＥＣが議論するところのＦ

ＳＣ税制による免除が逸脱するところの一般的又は標準的な（general or standard）租税制度

と当該ＦＳＣに係る措置による免除とを総合的に観察し、ＦＳＣの外国貿易所得が米国の

繰延べ対抗措置であるＣＦＣ準則の適用から除外されていた点、或いはかかる外国貿易所

得の源泉の決定が米国のソース・ルールの適用を問わずに決められていた点、等を掲げ、

当該ＦＳＣに係る措置がなかったならば、同措置により課税から免れる所得は課税に服す

るであろう、と認定した（paras.7.93、7.98 、7.99、7.100 and 7.102）（なお、全世界所得課

税制度とterritorial課税制度との対立に係る判断については、上述の通りである）。かかる

パネルの結論を支持した上級委員会報告は、“but for” テストそれ自体に懸念を示すもの

の 71

                                                   
68 米国 FSC税制の下での行政的価格決定準則の詳細については、Richard L. Doernberg, INTERNATIONAL TAXATION IN 
A NUTSHELL (3rd ed., 1997) (川端康之 監訳『アメリカ国際租税法（第３版）』252頁（2001） 参照。 

、当該テストがそこで実際に行っているとも見て取れるＦＳＣに係る措置と通常又は

69 See, Oliver Stehmann, Foreign Sales Corporations under the WTO -The Panel Ruling on US Export Subsidies, 34 Journal of  
World Trade 134,135 (2000). 
70 パネルは、GATT理事会の1981年了解について、それはWTO協定16条1項の「決定(decision)」としてWTOの「指針(guide)」
となるべきものであるが、1981年当時存在していなかった補助金協定の詳細な規定の理解の指針とはなりえなく、同了

解は GATTの一部をなすものでない、と述べた（paras.7.79-7.85）(清水章雄「米国の外国販売業者への課税制度」国際

貿易投資研究所公正貿易センター『ガット・WTOの紛争処理に関する調査 調査報告書ⅩⅠ』3頁（2001）も、また、参

照)。 
71 上級委員会はパネルが採用した“but for” テストについて、「議論される措置以外に、問題となる収入に形式上適用す

る一般的な準則がない場合に、租税制度を設計することより、（“but for” ）テストを回避することは困難ではない」、と

述べる（WTO／FSC Report of Appellate Body, supra note 91, at para.91）。この点については、清水章雄「米国の外国販売業

者への課税制度」国際貿易投資研究所公正貿易センター『ガット・WTOの紛争処理に関する調査 調査報告書ⅩⅠ』6頁

（2001）参照。 
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一般とされる租税制度との比較 72の視角において、その比較測定の指標として、加盟国の

租税制度における「一般的な国内基準（the prevailing domestic standard）」 73を認定した

（paras.177（a））。尤も、いま一つの補助金性の是非にかかる議論としてあげられる「外国

源泉所得に対する二重課税を回避するための措置」の適用除外については、同上級委員会

は米国がそれをＦＳＣ税制の正当性の根拠としてパネル段階で主張したかった、という理

由でその検討を行わなかった（paras.101-103）74

  
。 

（３）ＥＴＩ税制事件 
  かかる上級委員会の判断及びそれを採択した紛争解決機構（ＤＳＢ）の勧告を受け、

２０００年１１月にＦＳＣ税制に替わるＥＴＩ法を制定した。ＥＴＩ法はＦＳＣ税制、或

いはＤＩＳＣ税制と異なり、輸出用財産をとりわけＦＳＣ又はＤＩＳＣのような別個独立

の実体を設立することを通じてその流通経路に置く必要がないという意味において、米国

の輸出業者は直截的に当該ＥＴＩ法の租税便益を享受し得る 75。なお、かかる便益につい

ては、米国の市民又は居住者（個人、法人及びパートナーシップを含む。）の「領域外所得

（Extraterritorial Income ; ETI）」が適格外国貿易所得（Qualifying Foreign Trade Income ; QFTI）
である限りにおいて当該米国の市民又は居住者の総所得から除外されるという点 76

                                                   
72 パネルの“but for” テストアプローチを後述の上級委員会報告における「the prevailing domestic standard」アプローチに

類似しているとみることができるかは解釈に委ねられる。なぜなら、かかる文言又はこれに類する文言は当パネルでは

用いられていないからである。尤も、パネルの分析方法は「the prevailing domestic standard」アプローチに類似している

といえる。例えば、Pedro Infante Mota/Ricardo Henriques da Palma Borge, National Report Portogal, Micheal Lang et.al., supra 
note 25, at 595 は、FSC パネル報告が「収入となるべきもの（revenue『otherwise due』）はある加盟国が特別の条件におい

て適用する課税上の措置とそのでなければ（otherwise）当該加盟国が適用する租税制度との間での比較を含む」（para.7.43）
と認定したことを捉えて、「当該パネルと（FSC）上級委員会は『 prevailing standard』又は『一般的な租税準則（general 
tax rules）』に依拠しているように思われる」とする。 

、或い

は米国の納税者はそのようなQFTIをその総所得に含めないことを選択できるという点が

あげられる。ＦＳＣ税制とのその他の相違点として、ＥＴＩは適格外国貿易資産（Qualifying 

Foreign Trade Property ; QFTP）の販売、使用又は賃貸から稼得される外国貿易総収入（Foreign 

Trading Gross Receipts ; FTGR）と定義され、当該QFTPの生産が米国国内で行われるか否か

は問われていない点もあげられる。ただし、このQFTPについては、それは米国国外での使

73 WTO／FSC Report of Appellate Body, supra note 93, at para.90 は、「（中略―引用者補注）何がその収入となるべきも

（otherwise due）であるかを決定する際の比較測定指標（comparator）が問題となる加盟国の広く一般に適用される国内

基準（the prevailing domestic standard）以外のものであるという米国の議論を容認するならば、それは WTO の義務が加

盟国にある具体的な特定の租税制度をとにもかくにも強制するということになろう。しかし、これはそうではない」と

述べる。これを裏側から読めば
．．．．．．．．．．

（強調）、上級委員会報告は比較測定指標として、加盟国の租税制度における「一般的な

国内基準（the prevailing domestic standard」を認定したといえる。なお、この比較測定指標について、東條・前掲注 64、

256頁は「比較の基礎として、米国で一般に適用されている課税原則を『適用基準』（“prevailing standard”）として認定

し、これと FSC税制が適用される場合の課税状況とを比較した」とする。しかし、かかる見解はパネル報告に関するも

のであり、当該パネル報告ではそのような認定は行われていない。 
74 清水・前掲注 71、7頁は「上級委員会が米国の（二重課税に関する）主張をしりぞけたこと自体は手続的に正当であ

るが、米国がパネルの段階からこの主張を行っていたならば異なった結果が出た可能性が考えられる」とする。 
75 See, e.g., Asif H.Qureshi and Roman Grynberg, United States Tax Subsidies Under Domestic International Sale Corporation, 
Foreign Sales Corporation and Extraterritorial Income Exclusion Act Legislation within the Framework of the World Trade 
Organization, 36 Journal of World Trade 984 (2002). 
76 「適格外国貿易所得」の額は、外国販売及びリース所得の 30％、外国貿易売上の 1.2％、外国貿易所得の 15％の３つ

のうち、最も大きい額とされる。 
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用又は消費を目的するものでなければならず、米国国外で生産される原材料費及び米国国

外の労働に対して支払われる直接費用の額がその産品の公正な市場価額の５０％を超えな

いものでなければならない 77

 かかるＥＴＩ法の補助金性について、ＥＣの紛争解決了解（ＤＳＵ）２１．５条に基づ

く要請により設置された履行確認パネルは、ＥＴＩ法がＦＳＣ税制上級委員会報告のいう

ところの一般的な国内基準（prevailing domestic standard）から実質上逸脱しているから(para. 

25)、当該法がＳＣＭ協定にいう政府がその収入となるべきものを放棄していると認定した

（para. 30）。すなわち、同パネルは、所得の源泉にからわらず総所得を定義する内国歳入法

６１条を一般的な国内基準に考え、当該法条はＥＴＩを含めるほど広範である、と述べた

。 

78。

他方、先述のＦＳＣ事件においてその主張を怠ったといえる二重課税の防止の措置につき、

同パネルは、次の３つの点から、ＥＴＩ法がそれに当たらないと認定した。それは、まず

は、ＥＴＩ法がP.E.から稼得される所得を排除する要件を含んでいない故に、同法が他方の

課税管轄区において租税を課されそうもない所得を課税除外としているということが予測

される点（para.8.98）79

履行確認上級委員会報告

、次に、ＥＴＩ法は外国の部品・労働の制限を充たさない米国国外

での販売に関連する所得をＥＴＩからすべて除外しているため、同法が他方の課税管轄区

において潜在的に租税に服する所得を除外していないという点（para.8.104）、最後に、米国

が締結する多くの二国間租税条約は二重課税防止のため外国税額控除に依拠するものであ

るが、ＥＴＩ法はそのような二国間租税条約が存しない場合に、それを援護するために制

度設計されていないという点（para.8.105）、であった。 
80は、これらのパネル報告の結論を支持するものの、その議論

のし方はパネルとは異なり、ＥＴＩ法の補助金性につき、課税の一般的な（general）準則

及び当該一般準則の例外（exception）を特定せずに（para.91）、「正当に比較し得る所得

（legitimately comparable income）」の課税上の取り扱いとの比較においてそれを判断すべき

とした（para.91）。これは、米国がその自国における課税準則の伝統的な規範的原則

（normative principles）が国際取引により稼得される所得を国内と外国とに配賦することに

あり、ＥＴＩ法はかかる原則に基づくものであると主張したこともあり 81

                                                   
77 ETI法の枠組みの解析については、William Chou, The $4 Billion Question : An Analysis of Congressional Responses to the 
FSC/ETI Dispute under WTO Export Subsidy Standers, 25 Northwestern Journal of International Law & Business 429,430 (2005)、
Richa.rd M. Hammer and William H.Green, The U.S. Tax Incentive for Exports-To Be or Not To Be, 55 Bulletin for international 
fiscal documentation 517 (2001)もまた、参照。  

、加えて、同履

78 WTO Report of the panel, United State-Tax Treatment for “Foreign Sale Corporations” Recourse to Article 21.5 of The DUS by 
The European Communities, WT／DS108／RW (20 August 2001)., para. 8.24. [hereinafter sited as WTO／ETI Report of the 
panel]. See, also, William Chou, id. at 431.  
79 もっとも、WTO／ETI Report of the panel, id. at para.8.103 は、「我々は、(ETI)法において恒久的施設（parmanent 

establishment）の要件が存しないということそれ自体が、同法が脚注 59の意味における二重課税防止の措置ではない

ということを意味する、と提唱するつもりはない」とする。William Chou はかかるパネルの判断を疑問視する。なぜな

ら、パネルは ETI 法に P.E.の要件が含まれていないから、同法が二重課税排除の措置ではないと理由付けしているから

である（William Chou , supra note 77, at 432）。 
80 DISC 税制事件パネル報告から ETI 税制事件履行確認までを概観するものとして、さしあたり Ernest R.Larkins, WTO 
Appellate Body denounces ETI exclusion : anatomy of an export subsidy, 13 Journal of international taxation 10 (2002)もまた、参

照。 

81 WTO／ETI Report of the Appellate Body, pare. 28 は、「米国は、本件における関連する課税のベンチ・マークとなる準
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行確認上級員会が国内租税制度は多様で複雑であると考えたからであった（para.92）。この

「正当に比較し得る所得（legitimately comparable income）」に基づく補助金性の判断におい

て、当該上級員会は、上述の内国歳入法６１条は国内源泉所得と外国源泉所得とを区別し

ていないが、外国の管轄区における租税に服する米国の納税者にはその税額控除（外国税

額控除）を認めているため、かかる外国源泉所得に係る準則とＥＴＩ法におけるQFTIに対

する課税措置とを比較した（paras.99 and 100）。その結果、QFTI以外の外国源泉の所得につ

いては外国税額控除が認められるほかは課税対象とされているのに対し、QFTIについては

確定的に米国の課税対象外とされていることに加え、同一の所得であっても納税者はＥＴ

Ｉ法の適用を受けるか否か選択することができ、ＥＴＩ法の適用を受ける場合にはその所

得は課税の対象外とされていることから、当該ＥＴＩ法の補助金性を認定した

（paras.103-105）。他方、二重課税防止の措置についても国内と外国との間における所得配

賦の観点から、当該上級委員会はその分析を行った。すなわち、それは、ＥＴＩ法が二重

課税防止の措置の対象となる外国源泉所得を国内源泉所得との間において適当に配賦して

いないということであった。同上級委員会は、国内の製造業者と国内の販売業者との間で

の産品の取引を例示として用い、かかる場合には適格なＥＴＩとしてみなさる所得は存し

ないが、当該国内販売業者が同じ産品を外国の購入者に売却すれば、ＥＴＩ法の下、国内

の製造業者と国内の販売業者との間の取引と当該国外取引は統合され、全ての所得が適格

なＥＴＩとしてされるから、国内源泉所得と外国源泉所得とを適当に配賦していない、と

認定した（para.160）82

  
。 

２－２ 評価 
 加盟国の租税措置に係る補助金性の判断につき、ＤＩＳＣ事件を除けば、ＦＳＣ／ＥＴ

Ｉ税制事件おける各パネル及び上級委員会の一連の報告をみるかぎり、そのアプローチの

し方それ自体に共通して観察し得る点が、そこには存する。それは、「収入となるべきもの」

が何かを加盟国の「一般的な（general又はprevailing）」租税制度又は租税準則に求めてい

る点であり、問題となる加盟国の措置がそこから逸脱するもの、或いは一般的若しくは規

範的な租税制度又は租税準則との比較において例外（exception）なものであれば、当該措

置は「収入となるべきもの」を放棄しているというになり得る、という点であろう。法的

にみて、これを先述の租税法域における「租税支出」の理論から正しとするMcDaniel は、

ＦＳＣ税制事件上級員会が問題とされる立法のなかに見出されるような加盟国の一般的な

制度に言及せずにその補助金性を認定したことを正しアプローチであると評価する 83

                                                                                                                                                     
則を決定するに当たり、『その基礎は、（中略―引用者補注）国際取引から稼得する所得の国内と国内との間における配

賦である。』米国において長年続いている『規範的な（normative）』原則は、納税者に外国販売に係る所得のうち外国に

配賦される部分を国内に配賦される部分から切り離して、その国内部分のみが課税に服するという方法で、当該納税者

の行為を構築することを許容している。（中略―引用者補注）ETI 法の下、国際取引から稼得する所得の国内と国内との

間における直截的な配賦は、かかる所得を米国の課税管轄区外に配賦することによりその配賦方法を平易にしている」

と述べる。東條・前掲注 64、259頁の脚注 38もまた、参照。 

根拠

82 See, also, William Chou, supra note 77, at 434.  
83 P.aul R. McDaniel, Trade Agreements and Income Taxation : Interactions, Conflicts, and Resolustins, Boston College Law 
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として、租税法域においてレーガン政権が採った補助金分類の方法を取り上げる。それは

すなわち、従来一般に行われていたSchenz-Haing-Simonsの所得概念に応じてある具体的

な租税規定の補助金性を精査するという方法ではなく、ある特定の（specific）規定が、そ

の目的を有する一般的な（general）規定の例外であるか否かを単に調べるという方法であ

る 84。McDanielは、このような法的な観点からのみならず、経済的な観点から、ＦＳＣ／

ＥＴＩ税制は輸出産品の価格低下を通じて輸出を促進し、それによりドルの価値は向上し、

その交換比率が高まる結果として、租税輸出補助金の価値はなくなるとする 85。同時に、政

策上の観点から、全世界所得課税制度の下で外国税額控除を基礎とする米国の国際租税制

度により同国の多国籍企業がterritorial課税制度（外国所得免除）の国の多国籍企業に比し

て、競争上、不利な状態に置かれるという合理的な根拠はない 86

しかしながら、そもそも上述のＧＡＴＴ／ＷＴＯは、「一般的な（general又はprevailing）」
又は例外（exception）の文言を租税法域における租税支出の考えに用いられるそれらの文

言と同一視できるものとして、そこで用いているのであろうか。上で見た通り、加盟国の

租税措置を「一般的な（general）」租税制度との区別（差異）において捉えるアプローチは

ＦＳＣ事件パネル報告におけるＥＣの議論に端を発する。通商法の領域からＦＳＣ／ＥＴ

Ｉ税制事件を論じるHudecは、ＥＣのかかる差異の議論が意図的な通商政策上の措置により

生ずる貿易の歪みと別個独立の租税政策目的上の調整又は規制に付随して生ずる（偶発的

な）貿易の歪みとの区別を欲したものである、とみる

、としてＦＳＣ／ＥＴＩ

税制に係る一連のＷＴＯの議論にMcDanielは賛同する。 

87。territorial制度その他これに類す

る免除の目的が如何に合法的なものであろうとも、全ての輸出業者はその節税効果を最大

にするまで一般的な免除を助長してきたため、そのような合法性は失われてしまい、現行

の合法的な免除はますますその便益を享受する輸出業者への合法的とはいえない政策的な

影響に依拠するようになってきている、とHudecはいう 88

                                                                                                                                                     
SchoollPublic Law and Legal theory Research Series No.29, at 23（2004）. [hereinafter sited as McDaniel (2004) ]は、FSC 税制事

件パネル報告における“but for” テストについて、「FSC を利用する米国企業は、FSC 税制の存在がなかったならばであ

ろう場合よりも少なく租税を支払うというのであろうか。（“but for”）テストは、全く規範的な力を有しないと思う。営

業又は事業において生ずる費用に係る規定を含む全ての控除を付与する規定について、その規定がなかったならばであ

ろう場合より納税者が租税を少なく支払う結果を惹起する」とする。したがって、McDaniel は FSC 税制事件パネル報告

における“but for” テストが「一般的な（general 又は prevailing）」対「例外（exception）」という比較を行っていないとみ

ている。なお、これ以前の論説である P.aul R. McDaniel, The Impact of Trade Agreements on Tax Systems, 30 Intertax 169 (2002)
は、「GATT の紛争パネル（FSC 税制事件パネル報告）は、租税規定に係る査定に直面した場合に、それがある国の基本

的な所得税構造として取扱っているのでなくむしろ、租税支出（つまり、租税補助金又は租税誘因）として取扱ってい

るということは明らかである」とする。 

。かかる点を上述の意図的と偶発

的とを区別することの理由とするほか、Hudecは、政府は規制の自由を必要する一方で、通

84 McDaniel (2004), id. at 25. 
85 Id. at 32. 
86 Id. at 37-38. McDaniel は外国税額控除が外国所得免除に比して、米国多国籍企業に競争上の不利益をもたらするもの

ではないとする理由について、競争の議論は源泉地国において米国の法人所得の税率の 35%を下回る場合、かつ、外国

所得免除を採用する国の法人所得税の税率を下回る場合に言えることであって（外国所得免除の国についてもまた、然

り。）、税率が低い国においては、米国における課税の繰延べにより、外国所得免除の国の競争者と同じ法人所得税率に

直面するからであると述べている（id. at 35-36）。 
87 Robert E. Hudec, Industrial Subsidies : Tax Treatment of ‘ Foreign Sales Corporations’, Erest-Ulrich Petersmann and Mark A. 
Pollack, TRANSATLANTIC ECONOMIC DISPUTES The EU, The US, AND The WTO 190,191 (2003) . 
88 Id. at 191. 
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常の規制措置による偶発的な貿易の歪みの効果について責務を有しないといことをその区

別の理由と考え、ＦＳＣ税制事案においては、ＷＴＯ協定の補助金禁止がこれを補うこと

を意図していたとする 89。意図的と偶発的との区別は、意図的な害（harm）と偶発的な害

との規範的な区別の枠組みのなかで把握される 90。租税支出の考えが偶発的な「害（harm）」

をもその射程に入れているかは定かではないが 91

 

、いずれにせよ、ＧＡＴＴ／ＷＴＯの「一

般的（general）」対「例外（exception）」という基準に基づく租税補助金性の判断が国際的

視角において適用されたという点が、租税法域において諸国で多元的に把握されている段

階といえる「租税支出」の考えに基づく租税補助金性の判断とは相異する点ではなかろう

か。 

 
Ⅳ ＧＡＴＳ 
 １ 概観 
ＧＡＴＳは、直接税及び租税条約上の取り扱いの差異について、基本的には、ＧＡＴＴ

とは異なる定めを置く。もっとも、ＧＡＴＳはＧＡＴＴと同様に、補助金が間接的にサー

ビスの貿易に影響を及ぼすと認識する（１５条）。しかし、補助金の定義について定めを設

けておらず、それを将来の交渉事項とする（同条）。ドーハ作業計画一般理事会決定案（２

００４年）92に見られるように、昨今、かかるルール交渉の締結の強化が強調されるなか、

サービス貿易に関する作業部会はＳＣＭ協定における属地主義のサービス部門への直截的

な適用の困難さを考慮しつつ 93、当該協定に取って代わる補助金査定のモデル化（例えば、

上述の特定性に関して、サービス貿易の類型に応じた特定性基準の必要性）の検討を行っ

ている 94

ＧＡＴＳは、内国民待遇や最恵国待遇の文脈で直接税及び租税条約の取り扱いについて

言及する。ＧＡＴＳ１４条（ｄ）は直接税に係る措置、とりわけ公平な又は効率的な賦課

徴収の取り扱いの差異を内国民待遇（１７条）からカーブアウトし

。いずれにせよ、ＧＡＴＳ上、現時点においては、補助金の定義は存しない。 

95

                                                   
89 Id. 

、同１４条（ｄ）の

90 Id. 
91 例えば、わが国の租税法の領域において、米国のような「租税支出」の概念を用いて租税規定の補助金性を判断する

というは行われておらず、例えば公平の要請に抵触するような租税規定を通じての補助金性の判断については、平等権

を保障し、政治的・経済的・社会的差別を禁止する憲法 14条 1項の下で判断され、その場合、①かかる規定の政策目的

が合理的であるか否か、②その目的を達成するためにその規定が友好であるか否か、③それによって公平負担がどの程

度に害されるか、等の諸点から判断されるとされる（金子宏『租税法 第 14版』79-80頁（2009））。 
92 WTO, Doha Work Programme (Draft General Council Decision of 31 July 2004), WT/GC/W/535, Annex C (e)は、GATS15 条

（補助金）を加盟国間における交渉事項としてあげている。 
93 WTO Document S/WPGR/W16/Add.3 of 23 July 1999, para.6 において、香港、中華人民共和国は内国民待遇ベースで執

行される補助金は、貿易の歪みの効果をより減少し得る、ということに留意すべきである、と主張しつつ、モデル３（GATS
１条２項（c）：他の加盟国の領域内の商業上の拠点を通じのサービスの提供）へのかかる内国民待遇ベースで規定され

る補助金の適用については、モデル 1（同項（a）：いずれの加盟国の領域から他の加盟国の領域へのサービスの提供。）

及びモデル２（同項（c）：いずれかの加盟国の領域内におけるサービスの提供であって、他の加盟国のサービス消費者

に対して行われるもの。）との関係において貿易の歪みを惹起する可能性があると主張する。 
94 WTO Document S/WPGR/M41 of 12 March 2003, paras.47 and 55（オーストラリア代表の主張。）. 
95 宮家邦彦『解説ＷＴＯサービス貿易一般協定（ＧＡＴＳ）』134頁（1996）によれば、直接税にかかる内国民待遇の適

用除外規定については、「課税の公平又はその徴収の効率性を確保するために内国民と外国民（又は非居住者）の間で異
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注釈６はＧＡＴＳ１条２項が定めるサービス貿易の適用範囲（４つの態様）96をカバーする

かたちで、かかる公平な又は効率的な賦課徴収を定義する。一方、租税条約については、

同１７条（ｅ）が、当該租税条約に係る措置による取り扱いの差異を最恵国待遇（２条）

からカーブアウトする 97。さらに、ＧＡＴＳ上の紛争解決協議規定は、加盟国のある特定

の措置が租税条約の「対象になる（falls within the scope）」ことを要件とし、内国民待遇

義務違反を理由とした訴えを排除している（２２条３項）98。これらの一般的例外規定と当

該紛争解決協議規定とを併せて考えれば、ＧＡＴＳのもとでの租税条約は内国民待遇の適

用除外においても関わっていることが分かる。このようなＧＡＴＳのもとでの直接税及び

租税条約の取り扱いについては、租税高権の奪い合いから米国とその他の加盟国との間で

交渉が最終段階までもつれ込んだとされる 99。この点、Avi-Yonahは、米国が、その対外直

接投資に適用され得る国内の租税立法と所得税条約が蹂躙することを妨げるために、上述

の直接税及び租税条約の取り扱いにかかる規定をＧＡＴＳの条文に盛り込んだとする 100

 
。 

２ ネガティブ・リスト 
 上述のとおり、ＧＡＴＳは、その１４条において、最恵国待遇（２条）の適用から租税

条約をカーブアウトするが、同条２項は、加盟国の措置が、一定の要件を充たす場合には、

当該最恵国待遇規定の適用をカーブアウトする旨、規定する。これは、所謂、ネガティブ・

リスト方式とよばれ、当該措置を「第２条の免除に関する附属書」（以下「附属書」）に登

録すれば認められる（なお、登録に当たっては、①免除が適用される分野（又は複数分野）

の記載、②措置の概要に関する記載（当該措置が２条に矛盾することの理由を付記）、③措

置が適用される国（又は複数国）、④免除が予定される期間、⑤免除の必要とされる事情の

記載の提出が求められる）。当該リストに掲げられた措置については、ＷＴＯ協定発効後５

                                                                                                                                                     
なった取り扱いを行う国内法を持つ米国がこうした取り扱いを協定上の内国民待遇・最恵国待遇義務の例外扱いとする

ように強く要請したため置かれた規定」とされる。 
96 GATT1条 2項が定めるサービス貿易の４つの態様（モード）については、上記注 93で若干触れたが、ここでいまい

ちど整理の意味で記しておく。① 越境取引（モード１）：いずれかの加盟国の領域から他の加盟国の領域へのサービス

提供（同項（a））、②海外における消費（モード２）：いずれかの加盟国の領域内におけるサービスの提供であって、他

の加盟国のサービス消費者に対して行われるもの（消費者がサービスの提供国に移動）（同項（ｂ））、③業務上の拠点を

通じてのサービス提供（モード３）：いずれかの加盟国のサービス提供者によるサービスの提供であって他の加盟国の領

域内の業務上の拠点を通じて行われるもの（同項（ｃ））、④ 自然人の移動によるサービス提供（モード４）：いずれか

の加盟国のサービス提供者によるサービスの提供であって他の加盟国の領域内の加盟国の自然人の存在を通じて行われ

るもの（同項（ｄ））。この４態様を分かりやくす解説するものとして、外務省ホームページ＜

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/service/gats_5.html＞参照。 
97 宮家・前掲注 95、140頁は、租税条約にかかる最恵国待遇の適用除外規定について、「従来より二重課税の防止に関

する条約（脱税防止に関する協定のものを含むものあり、また、航空協定にように他の協定に二重課税防止規定を置い

たものも含まれる）の当事国は課税、源泉徴収等各国の租税体系の相違を前提とした上で、相互主義に基づく待遇を保

証し合っています。本項はこうした待遇を最恵国待遇原則に基づき広く他のＧＡＴＳ加盟国に及ぼすこと

（multilateralization）が現実的ではないと考えられたため置かれたもの」とする。 
98 GATA23条 3項においては、「加盟国は、自国と加盟国との間の二重課税の回避に関する国際協定の対象となる（falls 
within the scope）当該他の加盟国の措置に関し、この条又は次条の規定の下で第 17条の規定を援用することができない」

と定める。さらに、同項は、加盟国の特定の措置が租税条約の「対象となるかならないかについて当該加盟国間に意見

の相違がある場合には、」当該条約の両当事国の同意のもとで、「その問題をサービスの貿易に関する理事会に付託でき

るものとする」と定めている。 
99 宮家・前掲注 95、14頁。 
100 Reuven S. Avi-Yonah, Treating Tax Issues Through Trade Regimes, 26 Brooklyn J. Int’l L. 1687 (2001).  
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年以内に見直し交渉を行い（附属書３）、原則、１０年を超えないものとされる（附属書

６）。101

 さて、このような分野別リストに掲げられた措置においても、課税に関連する免除が存

する。Kovačičのサーベイによれば、２００４年６月のネガティブ・リストでは、加盟国に

よる免除は４６１にのぼり、その内、課税措置に係る免除を了解された加盟国は１７カ国

であり（オーストリア、オーストラリア、ブルガリア、カナダ、チリ、コスタリカ、キプ

ロス、エストニア、欧州連合、ラトビア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、

スウェーデン、タイ、トルコ、米国）

 

102、すべての分野において免除の調和を図っている

のが、米国とシンガポールのみである 103。Kovačičのサーベイ結果（表４及び表５）を概観

するかぎり、米国とシンガポールの免除対象の課税措置の大部分は、リージョナリズムを

基礎とする課税措置である、ということがいえそうである。最恵国待遇の義務を無条件で

容認した場合には、他の加盟国に「ただ乗り」を許すこととなり 104

 

、故に、このリージョ

ナリズムが崩壊しかねない、とも察せられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
101 田村・前掲注 37、151頁参照。 
102 Robert Kovačič, The Infuluence of Exemptions from Article Ⅱ(MFN)GATS on Taxes, Judith Herdin-Winter and Ines Hofbauer, 
supra note 33, at 160 
103 Id. , at 179. 
104 田村・前掲注 37、151頁参照。 
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表 4  米国の課税措置 (200４年 6 月ネガティブ・リスト) 

対象
適用

国

適用除外

の必要性
　　　　　適用除外の影響 対象

適用

国

適用除外

の必要性
　　　　　　適用除外の影響

主体
課税

標準
税率 主体

課税

標準
税率

1

・米国歳入法の下、米国に隣接する国の

居住者により不利でない待遇を許与する

ことを認め、かつ、所定の米国の納税者に

隣接国での事業遂行に関しより不利でな

い待遇を許与することを認め、さらに、隣

接国に対しその他一切の便益を与える措

置

全て

・米加間

及び米墨

間の米国

越境の増

加

【効率的

な税制執

行】

・法人

・自然

人

有 無 9

・個人が外国で稼得する所得についての当

該個人の総所得からの課税除外又は当該外

国での稼得所得に関連する当該総所得から

の所得控除とのつながりで、財務長官が決

定した外国での必要滞在期間を適用免除と

する恩典（財務長官は、自由裁量により、

個人が通常の事業を遂行することが不可能

となった外国における戦争、市民革命その

他累次の危険な状態のために、その国から

撤退させることを決定する権利を有する）

全て

【特定の

国の国内

での危険

な状況か

らもたら

される問

題への配

慮】

・個

人
有 無

2
・米国属領に関し、内国歳入法の下で

利用し得る便益
全て

・米国と

その属領

との間で

の所得税

の調和

【米国属

領におけ

る税の整

備／米国

領の経済

発展の促

進】

・法人

・自然

人

有 無 10

・サービス提供者又はサービスへの取扱い

の差異が次のいずれかの規準に基づく場合

に、当該取り扱いの違いを惹起する州の課

税措置

　- サービスが各州のエンティティ内で行

われ、消費され、又は当該エンティティ内

に設けられているサービス

　- サービス提供者の規模若しくは所得、

又はサービス遂行のスケールやその方法

（環境・衛生・安全上の措置を含む。）に

基づく取扱い差異

  - 少数株主による所有や参加の程度におけ

る取扱いの差異

  - 年金、プロフィット・シェアリング・福

利厚生に関する非営利的地位の適格性につ

いての取り扱いの違い

  - 連邦の課税に対する免責に基づく取扱い

の差異（例えば、米国政府の保証や委託を

うけて、米国に隣接する国で行われ、又は

それらの区内に設けらたサービスに係る州

税に対する連邦の免責に基づく取り扱いの

違い）

  - 州のエンティティが税の協調や共助に関

する取極めを締結している管轄区内で行わ

れ、又は当該管轄区内に設けられたサービ

ス

全て

【州中央

政府の租

税政策の

実施】

・事

業を

行う

法人

と自

然人

有 無

3

・カリブ海開発構想上の便益対象国に

関し、内国歳入法の下で利用し得る便

益

全て

【所定の

途上国に

おける経

済発展の

促進】

・事業

を行う

法人と

自然人

有 無 11

・ＷＴＯ協定の下での最恵国待遇の例外の

対象となる連邦法に設けられている州の措

置

全て

【州中央

政府の租

税政策の

実施】

・法

人

・自

然人

有 有

4

・ＧＡＴＳの範疇に入る活動に関し、

航空機の国際的運用から取得する所得

又は鉄道会社の所有車両の使用から取

得する所得に係る相互的な課税の軽減

全て

【二重課

税防止と

適正な税

務執行】

・法人

・自然

人

有 無

5

・外国政府により、通信衛星システム

の所有又は運用に参加するよう任命さ

れた外国のエンティティが当該所有又

は運用から取得する収益に係る租税の

免除（ただし、１９６２年通信衛法に

従って、米国が、そのようなエンティ

ティを通じて、当該システムに参加す

る場合）

全て

【通信衛

星の促進

と適当な

税務執

行】

・事業

を行う

法人と

自然人

有 無

対象 適用国 適用除外の必要性 　　適用除外の影響

主体
課税

標準
税率

・海外源泉所得のう

ち、英連邦加盟国を

源泉地とする所得に

対する英連邦加盟国

救済措置（所得税法

48条）

・救済を相互に認

めている英連邦加

盟国

【英連邦加盟国間

でのシンガポール

の協力の一部】

・自然人 有 無

 
〔figures 4 and 5, Source〕Robert Kovačič, The Infuluence of Exemptions from ArticleⅡ(MFN)GATS on Taxes, Judith 
Herdin-Winter and Ines Hofbauer, THE RELEVANCE OF WTO LAW FOR TAX MATTERS, at 161-166 (2006) 

表 5 シンガポールの課税措置 

（2004 年 6 月ネガティブ・リスト） 
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Ⅴ 結びにかえて 
  以上、本稿では、通商政策と租税政策とのインターオペラビリティのあり方を探究すべ

く、通商法からみた租税法の文脈において、法政策学的アプローチを視野に入れつつ、わ

が国の通商関連協定に焦点を当て、そこにみられる租税に係る措置（課税措置）の取り扱

い（カーブアウト及びカーブイン）に関する取り扱いをみてきた。その結果、投資家保護

の観点からすれば、現行のわが国の通商関連協定における課税措置の取り扱い、とりわけ

課税措置のカーブインは投資家のコンプライアンスコストの負担を惹起しかねない、との

知見をえた。 

 １．まず、ＢＩＴ上の課税措置の取り扱いについては、明文の定めがないため、収用を

構成する課税措置とは何か、が問題となる。その判断決定プロセス（手続的側面）の整備

（例えば、投資章を含む日墨ＥＰＡ、日・チリＥＰＡ及び日・タイＥＰＡ）は、かかる難

点をカバーし得るが、その判断規準が分明でないという根本的な問題が、依然として残る。

この点、課税措置が収用に影響を及ぼすか否かについて、ＯＥＣＤの１９９８年ＭＩＡ草

案がその注釈に留意事項を記していることから、その精査が、かかる問題への有益な指針

を提供し得る、ともいえる。 

 ２．次に、ＥＰＡ物品貿易章の内国民待遇においては、ＧＡＴＴ３条（内国民待遇）が

適用される限度・範囲内において、課税措置がカーブインされる協定例があるが（日墨Ｅ

ＰＡ、日・チリＥＰＡ及び日・スイスＥＰＡ）、ＧＡＴＴ３条における直接税の適用に関し

ては、統一的な解釈がないため、かかるカーブインの適用射程が不明瞭である。ＧＡＴＴ

上、直接税に係る直截的な言及は輸出補助金の例示表（ＳＣＭ協定附属書Ⅰ）にみられる

のだが 105

 ３．最後に、ＥＡＰサービス貿易章の内国民待遇及び最恵国待遇について、ＧＡＴＳが

対象とする範囲内で課税措置をカーブインする協定例（日・チリＥＰＡ）、或いはＥＰＡ投

資章の内国民待遇及び最恵国待遇について、同ＧＡＴＳの一般的例外規定に必要な変更を

加えて、課税措置をカーブインする協定例（日・スイスＥＰＡ）があるが、かかるカーブ

インの対象は、非常に、予測し難い。また、これらの協定は、ＧＡＴＳの一般的例外の対

象である公平な又は効率的な賦課徴収から逸脱する課税措置をどのように判別するのであ

ろうか

、当該輸出補助金違反で争われたＦＳＣ税制上の５０％ルールが、その後のＥＴ

Ｉ事件における履行確認パネル及びその上級委員会において、ＧＡＴＴ３条４項の内国民

待遇に反すると認定されていることからすれば、ＦＰＡ物品貿易章の内国民待遇における

課税措置のカーブインの適用射程は、広範に及ぶ。 

106

（了） 

。もっとも、ＧＡＴＳ２条の最恵国待遇に係るネガティブ・リスト上にみる米国

及びシンガポールのカーブアウトされる課税措置は、これらＥＰＡ上の最恵国待遇におけ

るカーブインとカーブインとの切り分けの一指標を提供し得るもの、ともみてとれる。 

                                                   
105 日・ベトナムＥＰＡを除き、その他のＥＰＡは農業補助金（農業協定）に言及しており、輸出補助金の例示表（Ｓ

ＣＭ協定附属書Ⅰ）には触れていない。 
106 増井良啓「日本における国際租税法」ジュリ 1387号 102頁（2009）もまた、参照。 
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