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はじめに～課題の設定、課題と方法および本報告の意義 

(1)課題の設定 

リーマンブラザーズの破綻や、それに続く欧州債務・銀行危機を受けて、各国は税収の

確保に懸命である。そうした中、多国籍企業や富裕な人々によるタックスヘイブンを通じ

た納税の回避に対して批判が強まっている。そして、その主な批判の対象の１つにスイス

の「銀行機密」がある。この点に関連してしばしば指摘されるのは、スイスの「銀行機密」

に対する圧力が大きくなり、それに伴う｢匿名性｣の低下を嫌ってスイスの銀行から資金が

流出し、その一部が例えばシンガポールに向かっているというものである。 

たしかに、一方では、こうしたいわば「通説」とされるような状況もみられるが、他方

では、そうした「通説」について、さらなる検討が必要な部分も残されていると考える。

その一例として、昨年の報告では、シンガポールへのマネーの流出が過大評価されている

ことを示したが、本報告でも新たに３つの課題について以下のごとく検討する。 

 

(2)課題と方法 

第 1 は、スイスの「銀行機密」に対する圧力である。ここでは、超国家機関、米国およ

び欧州諸国という３つの視角から、以下の諸点に着目し、各々の中身と、およその効果を

示す。すなわち、超国家機関については OECD による銀行口座の｢自動的｣な情報交換に係

る取り組み、米国については FATCA [Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務

コンプライアンス法] ないしスイスの銀行に対する訴訟、そして、欧州諸国については税恩

赦ないしスイスの銀行の口座情報に関する盗難データの利用についてである。 

第 2 は、そうした圧力がスイスの「銀行機密」にもたらす影響である。もちろん、上記

の圧力によって、スイスの「銀行機密」が緩和の方向に動いていくことがある程度予想さ

れるが、その影響の度合いを数値で示すことができれば 1 つの目安としてわかりやすいも

のになる。 

とはいえ、そうしたスイスの銀行の「匿名性」に関する状況を端的に示す指標が見当た

らないので１、ここでは、1 つの手がかりとして、スイスで「利子所得」を得た EU 市民に

おける、「匿名」希望者の｢利子所得｣の割合を推計して、そこから判断する。スイスでは、

基本、スイスにおける金利の支払い主体[paying agent]から利払い[interest payment]を受

けた EU 市民は、EU の貯蓄課税指令をベースにしたスイスと EU 間の取り決めに基づいて

２、その｢利子所得｣を自発的に「報告」するか、それとも「匿名」にするかを選択する。た

だし、「報告」希望者の「利子所得」に関するデータは公表されているが、「匿名」希望者

のそれについては非公表なため他の関連データから推計する。 

そして、第 3 は、そうして得られた「匿名」の割合と、在スイス銀行の地域別資金フロ

ーとの関係である。この場合、在スイス銀行の資金フローを説明する要因として「匿名」
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の水準に重きを置いた「通説」の想定が実際にみられるのか否かに着目しつつ両者の関係

をみていく。 

 

(3)本報告の意義 

本報告の意義としては、以下の観点を併せて検討した先行研究があまり多くないことが

ある。まず、在スイス銀行の地域別資金フローという点、次に、「匿名性」の状況を関連デ

ータから推計し、その動きと在スイス銀行の地域別資金フローとの関係から「通説」の想

定と、実態との比較を試みた点、さらに、リーマン破綻と、欧州債務・銀行危機の時期を

含み、かつ銀行口座の｢自動的｣な情報交換が実施される前の近年の動向を対象に検討した

点である。それぞれについて少し補足しておこう。 

最初に、在スイス銀行の地域別資金フローについて言えば、本視角はスイスの地域別資

金フローを示す際のアプローチの１つである３。スイスの金融収支や、スイス国籍の銀行の

資金フローを明示した先行研究は比較的多くみられるが、本視角から検討した先行研究は

あまり多くない。そのため、かかる検討を通じて幾つかの点を明らかにすることができる

と考える。上記のごとく昨年の報告もその成果の１つである。 

ついで、本報告では、スイスの「銀行機密」への圧力による影響の度合いを判断する 1

つの目安として「匿名性」の状況を関連データから推計し、さらに、その「匿名性」の動

向と在スイス銀行の地域別資金フローとの関係から「通説」の想定と、実態との比較を試

みた。スイスの「銀行機密」が様々な圧力を通じて打撃を受けていることは多くの先行研

究で語られているが、本報告では、そうした動きを追っていくと共に、その影響の度合い

を可能な限り数値で示すことによってより分かり易いものにした。もっとも、この推計方

法自体は、先行研究において珍しいものではないが４、その推計に際して明らかにした在ス

イス銀行に預金する EU 市民の国籍や、それら人々の「利子所得」における「報告」と「匿

名」の割合などはこれまであまり触れられてこなかったと言ってよい。のみならず、そこ

で得た「匿名性」の動向について、在スイス銀行の地域別資金フローとの関係から「通説」

の想定と、実態との比較を試みた先行研究はあまり多くない。 

加えて、これら 2 つの視角について、近年の動向を対象に検討した先行研究となるとそ

の数はより少なくなると言ってよい５。とくに、当期間は 2 つの危機を含み、かつ、銀行口

座の｢自動的｣な情報交換がスイスで実施される前であることからその意義は大きいと考え

る。 

注 

１．スイスの「匿名性」を判断する指標の１つとして「信託」の取引[fiduciary transactions]

に着目する人々もいる。なお、同取引について SNB[Swiss National Bank]は地域別の内訳

データも公表しているので、今後の検討課題の１つにしたい。 
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２．スイスと EU との間の合意文書の詳細については、たとえば、“Agreement between the 

European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to 

those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the 

form of interest payments – Memorandum of Understanding”http://eur-lex.europa.eu/ 

を参照されたい。本合意によると、まず、スイスにおける金利の支払い主体[paying agent]

とは、スイスの銀行法の下での銀行、株式取引所・証券取引の連邦法の下での証券ディー

ラー、スイスに居住する自然人ないし設立された法人、パートナーシップ、ならびに外国

企業の恒久施設[permanent establishments]を指す<第 6 条>。ついで、「利払い」[interest 

payment]とは、スイスの金利の支払い主体[paying agent]によって、利払いを受け取る個

人[beneficial owner]に対して支払われる利息であり<第 7 条第 1 項(a)>、その中には、以下

によって直接、もしくは間接に分配された利払いによる所得も含む<第 7 条第 1 項(c)>、と

ある。すなわち、(ⅰ)EU 加盟国にある集団投資事業[UCITS]、(ⅱ)EU 加盟国にある企業、

(ⅲ) スイス国外で設立された集団投資事業[UCITS] 、ならびに(ⅳ)スイスの投資ファンド

の一部である。なお、UCITS[Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities：譲渡可能証券の集団投資事業]というのは投資ファンドの一種である。欧州委員

会が 1985 年に制定した指令に準拠するファンドを指し、2011 年末には欧州のファンドの

約 7 割を占める。2002 年ないし 2009 年に改定を重ねる中で投資可能な資産も譲渡可能証

券、預金、短期金融資産、他の UCITS を含むオープン・エンド型ファンド、ならびに金融

派生商品へと拡大している(鈴木、2012、4 頁)。また、本合意において、beneficial owner

は、基本的に、利払いを受け取る個人を意味する<第４条第 1 項>。 

３．これまで自身の研究において、スイスの地域別資金フローの「方向」に焦点を当てて

検討してきたが、一般に、スイスの地域別資金フローを示す場合、地域別金融収支のデー

タが管見の限り見当たらないので他のデータで代用することになる。その際、自身の研究

ではこれまで次の２つのアプローチをとってきた。１つは、他の主要国から見たスイスと

の取引である。本アプローチは金融収支ベースで提示できるという長所があるが、同デー

タを公表している国が少ないという短所がある。さらに、その長所でさえも、実際、スイ

スとの取引を金融収支ベースで提示できるのは、およそ日本およびドイツに限られる。そ

のため、以前の報告の際に本アプローチを採用したが、その時も、米国および英国につい

てはデータを入手可能な銀行部門の取引のみを提示した。こうしたこともあって、本アプ

ローチをとる先行研究は多くない。もう１つのアプローチが、昨年ないし本報告でも採用

するスイス所在銀行から見た地域別取引である。本アプローチは銀行部門の取引に限定さ

れるという短所があるが、多くの国々との取引を提示できるという長所があるため、スイ

スについてはあまり使用されていないが、他の国々については比較的よく使用される。 

４．たとえば、スイスの証券会社ヘルベア(2009)は本報告と同じ資料を使って 2006・2007
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年を対象に推計を試み、スイスの「匿名性」の高さを指摘している。 

５．貯蓄課税指令が発効した 2005 年 7 月直後の時期を対象に、同指令の導入に伴う影響を

検討した先行研究は散見される。たとえば、N.ヨハンセン(2012)は、EU 加盟国と、それ以

外の国々との比較という観点から、また、浦出(2006)は、シンガポールへのマネーの流出と

いう観点から論じている。 

 

１．スイスの「銀行機密」と、スイスと EU との第 2 次バイラテラル協定の概要 

 本章では、本報告のベースとなるスイスの「銀行機密」と、スイスと EU との第 2 次バ

イラテラル協定について、各々の概要を確認しておこう。 

１－１． スイスの「銀行機密」の概要 

スイスの銀行に少なからぬマネーが集まる背景として、スイスの「銀行機密」に対する

高い評価がある。そして、その裏付けとなる法律は、1934 年に制定された「銀行および貯

蓄銀行に関する連邦法」(以下、「銀行法」)の第 47 条である１。のみならず、刑法第 273 条

でも、罰則を定めて厳重に保護している(田中、2003、5 頁) ２。このように、スイスの「銀

行機密」の最大の特徴は、刑法上の罰則まで定めて厳重に保護していることにある(田中、

2003、5 頁) 。 

その罰則について「銀行法」の第 47 条には、職務上知り得た顧客機密を漏洩した者なら

びに漏洩を教唆した者は、最高 6 ヵ月の禁固または最高 5 万(当初は 2 万)スイスフランの罰

金に処すこと、また、過失の場合でも、最高 3 万(当初は 1 万)スイスフランの罰金に処すこ

と、と定められている(田中、2003、5 頁)。同法は、1971 年に一部改定され、罰金の最高

額が引き上げられた。また、刑法第 273 条には、過失か故意かにかかわらず守秘義務に違

反する場合、3 年以下の禁固または 25 万スイスフランの罰金に処せられるとある(本庄、

2010、416 頁)。 

次に、「銀行法」の第 47 条で、「守秘義務」を成文化させた背景について触れると、さし

あたり、顧客の信頼維持に係る次の 3 つに対する不安があった３。第 1 は、政府の監視およ

びコントロールの強化、第２は、フランスによる執拗な脱税追跡、そして、第３は、国内

の行員による情報の漏洩である。 

かかる「銀行機密」に対する国民の支持は根強い。「銀行機密」に関する、以前の「国民

投票」や、最近の世論調査の結果をみても、その維持に多くの支持が集まっている。多少

古くなるが、1984 年 5 月に金融業の守秘義務の乱用を是正すべき、というテーマで国民投

票が実施されたが、その時、賛成は 27％にすぎなかった(森田・踊編、2007、72 頁)。また、

比較的、最近の世論調査をみても、銀行の守秘義務の変更について 62％が反対していると

の結果がある(日本経済新聞、2010 年 2 月 15 日付夕刊)。 

注 
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１．同法の成立以前にも、スイスの銀行に多くの資金が集まる局面があった。ここでは、

その理由とともに、さしあたり、次の 4 つの局面を挙げておく。第 1 は、聖バーソロミュ

ーの大虐殺(1572)や、「ナントの勅令」の廃止(1685)の時期に顕著に見られた、新教徒への

抑圧であり、第 2 は、ルイ 14 世の戦争や、フランス革命に代表される、戦争および内乱で

ある。これらは、いわば資産のシェルターとしてスイスの銀行を利用しようとしたもので

ある。なお、スイスのプライベートバンクの形成過程を見る上で、前者の新教徒への抑圧

に伴う、フランスからのヒト、カネおよびノウハウの流入はその発展に重要な意味を持つ

ものであった。この点について、詳しくは、田中、2003、「スイスにおけるプライベート・

バンキングの発展」、『紀要』(奈良大学) 第 31 号、1－16 頁を参照されたい。ついで、第 3

は、フランスなどでみられた、上記の戦争や内乱、さらには第 1 次大戦を受けた戦費調達

に伴う増税の回避である。これは、いわば「タックスヘイブン」としてスイスの銀行を利

用しようとしたものである。そして、第 4 は、スイスという国ないし銀行の魅力である。

その魅力は、たとえば、永世中立の保証(1815)、匿名口座の開設(19 世紀末)、スイスの銀行

によるマーケティングおよびスイスにおける両替の自由(20 世紀初め)などにみられる。 

２．同規定は、もともと、一般に「スパイ法」として知られる、「経済的、政治的スパイ」

罪の創設を規定した法案の第 4 条に初めて規定された、経済的スパイ行為の罪、とりわけ

「製造および取引の秘密」の漏洩にさかのぼるものである(N.フェイス、1982、125 頁)。 

３．かかる見方は、C.シャヴァニュー＆R.パラン『タックスヘイブン』 (杉村昌昭訳) 作品

社、2007 年、ならびに、B.ボンハーゲ他、『スイスの歴史』 (スイス文学研究会訳) 明石書

店、2010 年 によるものである。なお、これら以外に、ユダヤ人の資産保護も「守秘義務」

を成文化させた理由の１つに挙げられることがあるが、これについては、否定的な見方が

少なくない。たとえば、徳田、2008、「スイスとリヒテンシュタイン－２つの不思議な小国

について」『ファイナンス』、40 頁をみよ。 

 

１－２．スイスと EU との第 2 次バイラテラル協定の概要 

(1)概要 

スイスは EU との間で様々な分野に関する協定を結んでいる。1999 年に締結した第 1 次

協定では 7 分野で、ついで 2004 年締結した第２次協定では 9 分野で合意した。そして、後

者の協定のうちの１つに、先に少し触れた EU 貯蓄課税指令に沿った取り決めがあり、同

指令は 2005 年 7 月に発効した。 

同指令では、個人が受け取る EU 域内のクロスボーダー利子所得について、当該個人の

居住地国が効果的に課税できるように、利子の支払い者の所在地国から、利子の受益者の

居住地国に対して、自動的情報交換による課税情報の提供が求められている(増井、2011、

270 頁) １。ところが、加盟国の中でもオーストリア、ベルギーおよびルクセンブルクは、
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これに応じず、結果、EU は、代替措置として、それら国々に対して、非居住者の利子所得

に源泉課税することを決めた。同措置は、これら 3 カ国と同様のスタンスをとっていたス

イスについても同じであった２。 

そのため、スイスでは、スイスで「利子所得」を得た EU 市民のうち、「匿名」希望者に

対して、2005 年 7 月１日から源泉課税の代理徴収を行っている。その際、利子に対する源

泉徴収率は当初の 15％から、2008 年 7 月１日に 20％、そして 2011 年 7 月１日には 35％

へと上昇していき、同税収の 75％を EU が、残る 25％をスイス(うち連邦が 22.5％、州が

2.5％)が受け取る(FDF①) ３。 

(2)変化の兆しと、指令改定の準備 

本指令が発効した後も EU とスイスとの間で「自動的」な情報交換の受け入れに関する

交渉が続けられたが目立った進展はなかった。そこには、スイスと同様にそれを拒否し続

けたルクセンブルグないしオーストリアを含む 3 カ国が互いに擁護し合って EU からの圧

力をかわしてきたという側面があった(Swissinfo, 2013.4.23.)。 

しかし、2013 年に入って、EU に加盟する両国に軟化の兆しが見られた４。結果的には、

当初予定されていた 2013 年中の合意はできなかったものの(毎日新聞、2013 年 12 月 20 日

付)、2014 年 3 月に両国を含めた EU 全体で合意に至った(EUROPA, 2014.3.24.)。他方、

スイスも、EU との間で銀行の口座情報の「自動的」な交換について、2013 年秋以降、正

式に協議を始めると財務相は述べた(ロイター、2013 年 6 月 18 日)。ついで、2014 年に入

ると「貯蓄課税指令」の修正に関する交渉を開始し、上半期に定期的な会合を持つことで

合意した(FDF, 2014.1.17.)。 

こうした中、EU は「自動的」な情報交換の対象範囲をさらに拡大すべく準備している。

たとえば、2013 年 6 月には、「自動的」な情報交換の範囲を配当、キャピタルゲインおよ

びその他の金融所得に拡大することを提案した(KPMG、2013 年 6 月 20 日)。 

 以上、本報告のベースとなるスイスの「銀行機密」と、スイスと EU との第 2 次バイラ

テラル協定の概要についておよそ確認したところで、次章以下で具体的な検討に入ってい

こう。 

注 

１．この場合、各銀行は、外国人顧客の利子収入をその氏名および住所とともに加盟国の

税務署に報告する(Swissinfo, 2013.4.23.)。 

２．EU は、スイス以外にもリヒテンシュタイン、モナコ、アンドラ、およびサンマリノと

いった非加盟の国々とも同様の取り決めを結んでいる。 

３．たとえば、2013 年における、そうした利子源泉課税による税収をみると(FDF, 

2014.6.30.)、同税収は、5 億 1010 万スイスフランであり、このうち、EU が 75％に当たる

3 億 8260 万スイスフランを、スイスが 25％に当たる 1 億 2750 万スイスフランを受け取る
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ことになる。さらに、国別の内訳をみると、1 億 870 万スイスフランのドイツが最大であり、

これに 7714 万スイスフランのフランスと、7440 万スイスフランのイタリアが続く。これ

ら 3 国で EU への分配金の約 7 割を占める。 

４．まず、ルクセンブルグは、2013 年 4 月に、条件付きながらも、銀行の口座情報の自動

的な交換を2015年1月1日から受け入れることを発表した(Financial Times, 2013.4.11.)。

その条件とは、１つは、外国企業に対する機密ルールはこれまで通り不変であること

(Financial Times, 2013.4.11.)、いま１つは、本合意は、スイスなど EU 以外の 5 カ国との

合意と歩調を合わせて進めることである(Japan Times, 2013.5.24.)。また、オーストリアも

外国人の口座に限定するならば話し合いの余地があることを表明した(Financial Times, 

2013.4.15.) 。そこには、オーストリアにある外国人の預金残高は 2013 年 2 月末に 555 億

ユーロあり、そのうち EU 居住者が 378 億ユーロを占めるが、これは、オーストリアの預

金総額のうち約 10％に過ぎないため、流出に伴う銀行システムへの影響は大きくないとの

考えがある。 

 

２．スイスの「銀行機密」に対する圧力 

本章では、スイスの「銀行機密」に対する圧力について、超国家機関、米国および欧州

諸国という３つの視角から、各々の中身と、およその効果をみていくことにする。 

２－１．超国家機関～OECD による「リスト」の公開と、「ピアレビュー」 

本節では、超国家機関についてみていくが、EU については先に触れたので、ここでは

OECD に焦点を当てる。その際、透明性の確保と、効果的な「個別的」情報交換を実施す

ることを目的に種々の活動をしている「グローバル・フォーラム」に着目し(増井、2011、

271 頁)１、「個別的」情報交換および「自動的」情報交換に係る取り組みをみていくことに

する。 

なお、「個別的」情報交換とは、ある国の要請に基づいて、別の国が課税情報を提供する

ものであり、「自動的」情報交換とは、個別的な要請を待たずして、金融資産の出入りや法

人の所有者などに関する情報を組織的・継続的に交換し共有するものである(増井、2011、

259 頁)。以下、本節ではまず「個別的」情報交換の受け入れについて、OECD による「リ

スト」の公開と、「ピアレビュー」からみていくことにしよう。 

２－１－１．「個別的」情報交換の受け入れ 

A.OECD の「グローバルフォーラム」による「リスト」の公開～「OECD モデル租税条約

第 26 条」に従う２ 

OECD の「グローバルフォーラム」は、2009 年 4 月 2 日に、税に関する情報交換の国際

基準である「OECD モデル租税条約第 26 条」に対する各国・地域のスタンスを評価した「リ

スト」を公開した３。同「リスト」は、次の３つに分類されている。第 1 は、国際的に合意
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された税基準の受け入れを表明している国・地域、第 2 は、同基準の受け入れを表明して

いるものの、その取り組みが不十分な国・地域、および、第 3 は、同基準の受け入れを表

明していない国・地域であり、それらは、便宜上、しばしば、「ホワイトリスト」、「グレー

リスト」および「ブラックリスト」と呼ばれる４。 

スイスは、このうち、「グレーリスト」に掲載されたが、本来は「ブラックリスト」への

掲載が予定されており、それを回避すべく「リスト」発表前の 2009 年 3 月に OECD モデ

ル租税条約第 26 条に従うことに決めた５、と言ってもよい。その後、「グレーリスト」から

抜ける条件である、12 カ国との租税情報の交換協定を結び、2009 年 9 月に同「リスト」か

ら外れた。結果として、これからは、他国の当局が個々の案件について、具体的な理由を

もって銀行顧客の情報を開示することを要求した場合、それが申告忘れや申告漏れの場合

であっても応じることになった(Swissinfo、2009.3.13.)。    

B.OECD の「グローバルフォーラム」による「ピアレビュー」～「OECD/欧州評議会税務

執行共助条約」に署名 

 本項で取り上げる OECD の「グローバルフォーラム」によるもう１つの圧力が「ピアレ

ビュー」である。 

OECD の「グローバルフォーラム」は 2009 年 9 月のメキシコ会議で 94 の国・法域が 3

年間の期限内に「ピアレビュー」を行うことを決めた(増井、2011、272 頁)。この「ピアレ

ビュー」とは「グローバルフォーラム」参加国のすべてを対象に、情報の入手可能性、情

報アクセス、および情報の公開に係る 10 項目について、法・規制の枠組みを対象にする「フ

ェーズ１」を３段階で、また、その枠組みが実際に効果的に機能しているかどうかをみる

「フェーズ２」を４段階でそれぞれ評価するものである(増井、2011、273－274 頁)。その

際、情報の開示が不十分とされた国・地域は半年後と、1 年後に状況が改善したか否かの報

告書を提出し改善していない場合には制裁もある(日本経済新聞、2010 年 4 月 6 日付)。 

 そうした中、スイスは 2013 年 10 月 15 日に、上記の税に関する情報交換の国際基準であ

る「OECD モデル租税条約第 26 条」も盛り込んだ「OECD/欧州評議会税務執行共助条約」

に署名したが、これについては「ピアレビュー」との関係を無視することはできない。そ

れは、本条約の署名は 2011 年 6 月に「グローバルフォーラム」による調査で認識された問

題を解決する重要なステップであり、また、明確で強いシグナルになるからである(OECD, 

2013.10.15.)。結果として、OECD の「グローバルフォーラム」は、たしかに、かかる署名

などスイスによる最近の取り組みを高く評価したものの、実状は、第 1 段階である「フェ

ーズ１」さえクリアできていないと評価した(The Local, 2013.11.21.)。 

 このように、OECD の「グローバルフォーラム」による「リスト」の公開や、「ピアレビ

ュー」に後押しされる形で、スイスは OECD モデル租税条約第 26 条に従うことや、また、

「OECD/欧州評議会税務執行共助条約」に署名することを決め、結果、「個別的」情報交換
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を受け入れることになった。 

 ただし、「個別的」情報交換には、必要な情報のやりとりに時間がかかることや、複数の

国を舞台にした脱税には対応できないといった問題点がある(日本経済新聞、2013 年６月

15 日付)。実際、上記で求められていたのが「自動的」情報交換ではなく、他国によるリク

エストに答える「個別的」情報交換であったこともスイスの態度を転じる大きな理由であ

ったと言ってよい。こうしたことから、OECD はスイスに対して銀行口座の「自動的」情

報交換という次のステップに向けた取り組みを以下のごとく推し進めている。  

２－１－２．今後の改定～「個別的」情報交換から「自動的」情報交換へ 

G8 ないし G20 は近年、「自動的」な情報の交換を世界レベルで迅速に導入するよう度々

要請しており６、これに対応する国際基準を OECD が発表する予定である(Swissinfo, 

2013.5.28.)７。これに対して、スイス政府は、近年、OECD を通じて情報交換の世界的基準

を推進していく意向を表明している(ロイター、2013 年 6 月 18 日)。 

最近の動きをみると、まず、2014 年 2 月に、OECD の加盟国は、2015 年末までに「非

居住者」の口座情報を共有する仕組みを作ることで合意した(朝日新聞2014年2月14日付)。

ついで、5 月 6 日には、税情報の「自動的」な交換に対する新たな国際基準に関する作業に

おいて、スイスを含む OECD の加盟国ないしその他の国・地域が、この「自動的」に銀行

口座データを共有するという目的を確固たるものにする旨の声明を公表した (FDF, 

2014.5.21.) ８。さらに、7 月 21 日には OECD が「自動的」情報交換に関するグローバルな

基準を公表し、スイスはこれに対して歓迎の意向を示している(FDF, 2014.7.21.)。 

なお、執筆時点における今後の流れを言えば、2014 年 9 月の G20 でその新たな基準を確

認し、翌 10 月のグローバルフォーラムで同基準を実施するか否かの声明が出される予定で

ある (FDF, 2014.7.21.)。結果、2015 年の実現を目指している。 

かくして、本節では超国家機関によるスイスの「銀行機密」への圧力として OECD のそ

れを概観した。つづいては、国ベースでの圧力について、まず米国のそれを取り上げるこ

とにする。 

注 

１．この「グローバルフォーラム」は 2000 年に OECD の肝いりで設立され、加盟国のみ

ならず主要な「タックスヘイブン」の国・地域も参加しており、正式には「透明性と課税

目的の情報交換に関するグローバル・フォーラム」という (中川ら、2012、431 頁)。 

２．この第 26 条は、権限のある当局間の情報交換を可能にする根拠条文であり、とくに、

2005 年の改訂では、同条第 5 項を新設し、金融機関が保有する情報というだけの理由で、

加盟国は情報の提供を拒んではならない旨が明記された(増井、2011、266－267 頁)。 

３．同「リスト」には中国の強い意向もあってタックスヘイブンとして有名な香港ないし

マカオが除外されており、この決定に際しては、タックスヘイブンの規制を強硬に主張し
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たフランスと、中国との間で対立があったとされる(坂元、2010、80 頁)。さらに、両地域

以外にも、企業に対して非常に優遇な措置を講じている米国のデラウエア、ワイオミング

およびネバダの各州が除外されていることも留意しておこう(建部、2010、125 頁)。なお、

同リストについては、http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf を参照されたい。 

４．これ以前の 2000 年 6 月に OECD の租税委員会が「タックスヘイブン」に該当する国・

地域の「リスト」を公表していたが、これを「ブラックリスト」と呼ぶことも少なくない

ので、両者の違いに留意されたい。 

５．そもそも、スイスは、スイス法上で自由刑に服する詐欺行為があったといえる場合を

除いて、単純虚偽記載の場合は情報交換に応じないという立場をとり、同第 26 条の規定を

留保していた(増井、2011、277 頁)。かかる背景には、スイスでは、他の主要国と異なり、

脱税に関して、それが意図的なものであるか否かで明確に区別していることがある。その

ため、申告忘れや申告漏れは、罰金などの行政罰しか科されず、顧客情報は保護される(楠

本・勅使川原監修、永井編、2010、116－117 頁)。なお、OECD の基準を受け入れ、「ブラ

ックリスト」への掲載を回避しようとするスイスの取り組みについては、たとえば、(Japan 

Times, 2010.4.19)を参照されたい。 

６．2013 年 6 月の G8 でも、銀行の口座情報を「自動的」に交換する協定を新たな国際基

準にする必要性を強調している(東京新聞、2013 年６月 19 日付)。 

７．ここで議論している銀行の口座情報に加えて、G８等で最近とみに注目されているのが

多国籍企業の財務情報である。有名企業の税申告が問題視されて是正の機運が高まる中、

OECD は、2013 年 5 月の閣僚理事会において、そうした多国籍企業による租税回避の防止

に向け、G８や G20 と連携しながら、非加盟国を含む全ての国・地域について課税のため

の情報交換を要請することを決め、その行動計画を今後 1 年半程度で示す方針である(毎日

新聞、2013 年 5 月 31 日付)。 

８．本声明に参加した国々の中にリヒテンシュタイン、英領のジャージーとガーンジー、

ルクセンブルグ、およびシンガポールといったスイスに似た特徴を持つ国・地域が含まれ

ており(The Local, 2014.5.6.)、脱税可能な地域を減らすという側面からみると、このことの

意味は大きい。 

 

２－２．米国～スイスの銀行に対する訴訟、FATCA 

 本節では、米国によるスイスの「銀行機密」への圧力として、スイスの銀行に対する訴

訟、および FATCA に焦点を当てる。 

２－２－１．スイスの銀行に対する訴訟 

米国は、近年、スイスの幾つかの銀行に対して脱税幇助の疑いで訴訟を起こし、罰金と

共に口座情報ないし周辺情報を得ようとしている。本項ではそうした動きについてみてい
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くが、最初に、そのきっかけとも言える UBS のケースからみていくことにしよう。 

(1)UBS との裁判 

本裁判に関するおおよそのプロセスは以下のごとくである１。まず、2008 年 5 月、米国

が UBS の元行員を脱税幇助の疑いで起訴すると、翌６月に本人が罪を認め、7 月には UBS

が監督不行き届きを謝罪するなど追い詰められていき、結果、2009 年２月 18 日、UBS が

米国に対して７億 8000 万ドルの支払いと、重大な脱税をした約 300 人分の米国人顧客の口

座情報を米国に提供することで合意した。しかし、米国は翌 19 日にスイスに対してさらに

約 5万 2000人分の口座情報を要求したため、両国間で新たな交渉が始まった。そうした中、

同年 8 月 19 日に、UBS がスイス政府を通じて 4450 人分の口座情報を 1 年以内に米国政府

に提供することで合意した。 

その後、2010 年 1 月 22 日に、スイスの行政裁判所が、この米国と UBS との合意の履行

を禁止する判決を出すなど先行き不透明な時期があったものの、最終的には、同年 6 月 18

日にスイスの連邦議会が同合意を承認したことで決着をみた。 

 かくして、UBS はこの一連の裁判を通じて 7 億 8 千万ドルの罰金に加え、約 4750 人分

の口座情報を提供することになった。 

(2)訴訟対象の拡大と、和解案 

ついで米国は新たに 14 行に対して脱税幇助の疑いで訴訟を起こした２。これに対してス

イス政府は以下のように口座保有者の周辺情報の提供を含む和解案を提示した。 

まず、スイス政府は、米国当局との関係を改善したいと願うスイスの銀行に対して、2013

年 5 月 29 日に、特定の枠組みの中で、米国司法省と直接交渉することを認めた(SIF①)。

その際、顧客データそのものは除外されるが、米国人顧客を担当した行員や３、それらビジ

ネスと深い結びつきがあった第 3 者等の周辺データの提供など、米国当局とかなり協力す

る必要があった(SIF①)。ところが、この和解案には様々な批判もあり４、結果として廃案と

なった。 

この結果を受けて、スイス政府は 7 月 3 日に既存の法律の範囲内で最大限協力可能な新

たな和解案を探り始めた。そのベースとなるのは、上記のごとく、銀行法を柔軟に運用す

るだけでなく、各銀行が個別にスイス政府に申請し、政府が銀行に個別に許可を与えるこ

とで、許可なく外国当局と交渉することを禁じた刑法 271 条にも抵触することなく、米国

に特定の銀行情報を提供するというものである。 

その場合の情報は、脱税容疑のある米国人顧客と関わった銀行員および第三者(資産運営

者、税理士など)の名前、また、米国人顧客がスイスの銀行から引き出した資産総額および

その資産の移転先となった銀行の名前である。なお、顧客情報を得るためには、二国間租

税協定に基づき、米国当局からスイス当局へ申請する必要がある。 

(3)新たな和解案 
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その後、両国の話し合いを経て、2013 年 8 月 29 日に、スイス政府と、米国司法省との

間で合意に達した５。新たな和解案では、まず、スイスの銀行を４つの｢カテゴリー｣に分け

ている。すなわち、米国司法省の調査対象になっている 14 行<「カテゴリーⅠ｣>６、米国の

租税法を破ったと信じる十分な理由を持つ銀行<「カテゴリーⅡ｣>、米国の租税法を破って

いないと信じる銀行<「カテゴリーⅢ｣>、およびビジネスが事実上ローカルな銀行<「カテ

ゴリーⅣ｣>の 4 つである。本案は、個別に和解交渉に入っている<「カテゴリーⅠ｣>を除い

た全ての銀行に開かれており、各行は、残る３つの｢カテゴリー｣のいずれか、もしくは、

本プログラムへの不参加を選択する７。 

なお、これらのうち、米国の租税法を破っていないと信じる銀行<「カテゴリーⅢ｣>につ

いては、中立的な検査官によって米国司法省宛てに報告書を作成し、無実を証明する。ま

た、ビジネスが事実上ローカルな銀行<「カテゴリーⅣ｣>については、その報告書の必要さ

えもない。他方、米国の租税法を破ったと信じる十分な理由を持つ銀行<「カテゴリーⅡ｣>

については、罰金および情報の協力を条件に米国司法省は告訴しないことを約束している

が、その協力は当該銀行にとって大きな負担になると言ってよい。 

まず、罰金は、次の 3 種類に分類される。2008 年 8 月 1 日にすでに開設されていた口座

については最高預金額の 2 割、2008 年 8 月 1 日から UBS と米国が協定を結んだ 2009 年 2

月末までに開設された口座については最高預金額の３割、および、それ以降に開設された

口座については、最高預金額の５割に当たる罰金を支払う。 

ついで、情報の協力については、クロスボーダー関連を中心に多様な情報を提供しなけ

ればならない８。その際、顧客情報については、過去の 2 国間の取り決めに基づいた政府間

共助の範囲内でのみ提供され、顧客の名前は含まれない。そして、米国は、その受け取っ

た情報を他の目的に使用しないこと、また、行員の情報にも一定の配慮をすることを確認

した。 

かくして、米国は訴訟を通じて罰金と共に口座情報ないし周辺情報を得るようになって

いる。口座情報は言うまでもないが、周辺情報も脱税の全容をつかむ上で米国にとって重

要なデータとなる。しかし、米国はさらに将来に向けて、FATCA を通じて在外米国人の預

金者の口座情報を入手しようとしている。以下、２－２－２で見ていこう。 

２－２－２．FATCA 

 本項では、FATCA に関する概要と、それがスイスの銀行にもたらす影響についてみてい

くことにする。 

(1)概要 

A.基本的な中身 

まず、FATCA の基本的な中身についてみておこう。海外金融機関は、IRS(米内国歳入庁)

と契約して、自行にある米国人の口座の本人確認を行い、一定の情報を年に一度報告する(古
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橋、2011、157 頁)。なお、本合意がなければ、海外金融機関は米国の資産から得る利子・

配当、ならびに同資産の売却・処分額について 30％の源泉税を課される(古橋、2011、157

頁)。 

B.情報交換の２つの方法 

米国は、FATCA の実施に際して情報交換に係る２つの方法を提示している。１つは、「自

動的」な口座情報の交換を受け入れている国々との間で、それぞれの国の税当局と、IRS

との間で情報交換を行う方法であり、いま１つは、情報交換を拒んでいる国々との間で、

各金融機関と、IRS との間で情報交換を行う方法である(SIF②) ９。なお、後者の方法にお

いて、口座保有者が同意した場合は、銀行が米内国歳入庁(IRS)に直接口座情報を報告する

が、同意しない場合は、それら全体の口座数および資産総額を銀行が IRS に報告し、その

上で、米国政府が正式にスイス政府に協力を要請する、という仕組みである(日本経済新聞 

電子版、2012 年 6 月 28 日付)。 

C.開示義務 

既存の個人口座の場合 10、「残高」が 5 万ドル以下の口座、および 25 万ドル以下の金銭

価値のある保険・年金契約は本人確認の対象から除外される(トーマツ、2012年 2月 15日)。

他方、既存の事業体口座の場合、「残高」が 25 万ドルを超えない口座は 100 万ドルを超え

るまで確認の対象外となる(トーマツ、2012 年 2 月 15 日)。 

D.問題点 11 

 FATCA の問題点として指摘されるのは、たとえば、参加のメリット、各種法令との抵触、

および情報の処理能力と負担等である 12。 

(2)スイスへの影響 

A.スイスとの交渉 

2013 年 2 月にスイスと米国の政府間で FATCA について合意した後、同法令が議会で審

議され、同年 6 月に上院を、ついで同年 9 月に下院をそれぞれ通過して 2014 年６月 30 日

に発効予定である。様々な意見対立がある中で最終的に受け入れられたのは、もし拒絶す

れば米国において他の金融機関と競争する際にスイスの銀行を不利にしてしまうのではな

いか、さらに言えば、実質上、米国の市場から除外されてしまうのではないかと議会のメ

ンバーが恐れたとの見方がある(Swissinfo, 2013.9.9.)。 

B.対応 

 かかる FATCA の実施に際して、スイスの銀行に預金のある米国人の選択肢としては、お

よそ、同意する、米国籍を捨てる 13、他国に資金を移す、またはペナルティーを受け入れる

14、といったものになる。 

他方、スイスの銀行は、米国人の口座について米国に情報提供する方向で概ね進んでい

るが、その一方で、本措置を受けて、米国人の顧客を回避しようとする動きもみられる。
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たとえば、UBS は、2009 年 7 月に米国人顧客の投資口座へのアクセスをブロックし、また、

ライフアイゼン銀行も同時期に米国人顧客の新規口座を開かないように各支店に通達した

(Swissinfo, 2009.7.3.)。さらに、2012 年 7 月には、スイスの銀行が米国籍の顧客を中心と

した外国人口座を解約する動きが加速していると報じられた(ブルームバーグ、2012 年 7 月

3 日)。その一方で、スイスのプライベートバンクの中には、最大手のピクテ銀行や、中堅

の EFG バンクなどのように、世界各国に多くの拠点を置いているものの、守秘義務を侵害

される恐れから、もともと米国には進出していない銀行もある(沢井、2009、164 頁)。 

 以上のように、訴訟や FATCA を通じた米国の一連の圧力を受けて、スイスの銀行にある

米国人の口座情報は基本的に米国に提供される方向に進んでいる。ただし、FATCA は、米

国人を対象にしたものであり、また、上記のごとくこれを回避する方法も幾つか存在する

ことを留意しておきたい。このような米国の一連の圧力に対して、欧州諸国は異なる手段

によってスイスの銀行から口座情報を得ようとしている。以下、2－3 でみていこう。 

注 

１．これら裁判のプロセスは主に、太田康夫、2010、『グローバル金融攻防三十年』 日本経

済新聞出版社、240－241頁、白井さゆり、2010、『欧州激震』 日本経済新聞出版社、74頁、

ならびに、徳田郁生、2008、「スイスとリヒテンシュタイン－２つの不思議な小国について」

『ファイナンス』 9 月号、37 頁によるものである。 

２．ちなみに、本訴訟を受けて、業務を停止した金融機関もある。たとえば、当時、スイ

ス最古のプライベートバンクであったヴェゲリンは少なくとも 100 人の米国人顧客につい

て 12 億ドル超の脱税を手助けしたことを認め、賠償金および罰金を合計で約 7400 万ドル

支払うことを約束するとともに、2013 年 1 月 3 日に廃業を発表した(Japan Times, 

2013.1.15.)。ついで、同年 10 月 17 日にはチューリッヒに拠点を置く銀行 Frey が営業停止

を発表し、さらに、翌 18 日にはリヒテンシュタインのランデスバンクのスイス子会社が起

訴を回避するために 2380 万ドルを支払い、2013 年末までにジュラ州の信託に売却して営

業を停止する予定であると発表した(The Local, 2013.10.19.)。 

３．もっとも、行員に関する情報提供については、すでに、2012 年４月に、スイス政府は、

米国で業務を行っているスイスの銀行に対して許可をし、なかには情報提供を開始してい

る銀行もあった。その後、かかる動きに反対の声が上がったものの、2012 年 10 月に連邦

行政監視委員会が違法性はないとの見解を示したことで、スイス政府は、改めて米国で業

務を行っている 11 行に対して行員に関する情報提供を許可した(Swissinfo、2012 年 10 月

17 日)。 

４．そのような批判としては、たとえば次の３つがある。１つは、米国の圧力もあってス

イス政府が急いで本案を処理しようとしていることである。本法案は緊急課題として、6 月

から直ちに検討に入り、上下両院の討議を経て、21 日には最終結論を出し(Swissinfo、2013
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年 5 月 30 日)、7 月 1 日の施行が想定されていた(ブルームバーグ、2013 年 5 月 29 日)。２

つは、本案の中身を非公開にしていることである。とりわけ、非公開にされていることの

中には、スイスの銀行が罰金を支払うことも含まれているが、その最終的な支払額や、政

府と銀行との分担の中身など重要な部分が定かでないことは問題視されている(Swissinfo、

2013 年 5 月 30 日)。それは、和解に必要な罰金の総額が最大で 100 億ドルに上り、一部地

銀が経営困難に陥るとの観測もあるからである(日本経済新聞、2013 年 6 月 21 日付) 。そ

して、３つは、データを提供して欲しくない行員や第 3 者が訴訟を起こす恐れがあること

である。2012 年だけでもスイスの銀行の元行員や現職の行員 1 万人の名前が米国の司法当

局の手に渡ったと言われ、その多くが事前に連絡を受けないものであったが、解雇への不

安から法的手段を使った抵抗もままならず、異議申し立てはこれまで 20 件ほどで、そのほ

とんどは元行員であるという(Swissinfo、2013 年 8 月 30 日)。もっとも、本案には、銀行

がスタッフを守るためにとるべき規定が設けられている。それは、詳細が伝えられる場合、

事前に行員に伝えることや、見込みでスタッフに尋ねないこと、さらに、米国に協力した

ことで困難な状況に陥った場合に備えて 250 万スイスフランの基金を創設すること等であ

る(Financial Times, 2013.6.1.,6.2.)。 

５．以下、本合意の概要に関する記述は、主に、 (Department of Justice, 2013.8.29.) 

http://www.justice.gov/opa/pr/2013/August/13-tax-975.html、(FDF, 2013.8.30.)および、

(Swissinfo、2013 年 8 月 30 日) によるものである。詳しくはそれらを参照されたい。 

６． それら 14 行の中でも巨大な金融機関であるクレディスイスと米国との間で 2014 年 5

月 19 日に１つの決着をみた。それは、26.15 億ドルの罰金を支払うというものであり、内

訳は、米国連邦当局に 18 億ドル、ニューヨーク州金融サービス局に 7.15 億ドル、および

FRB に 1 億ドルである(ブルームバーグ、2014 年 5 月 19 日)。なお、SEC には 2014 年 2

月に 1.96 億ドルを支払い済みであるので(The Local, 2014.5.9.)、これを合わせると支払い

総額は 28.11 億ドルとなる。 

７．およそ 40 のスイスの銀行が本プログラムに参加することをすでに表明しているが、予

想よりも｢カテゴリーⅡ｣に参加する銀行が多いという。その背景には、後に脱税が発覚し

て大きな問題になるのを避けるためであるという(The Local, 2013.12.23.)。 

８．そうした情報の協力として、米国司法省は具体的に以下の諸点を挙げている

(Department of Justice, 2013.8.29.)。すなわち、(1)米国の納税者が直接もしくは間接に関

係する口座についての詳細な情報提供、(2)口座の情報に関する条約上のリクエストについ

ての協力、(3)秘密口座に資金を移した、もしくは秘密口座が閉鎖された時に資金を受け入

れた銀行についての詳細な情報提供、および、(4)米国の報告義務に従っていない口座保有

者の口座を閉鎖することである。 

９．前者の方法は「モデル１」、また、後者の方法は「モデル２」と呼ばれている。スイス
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の場合は「モデル２」であるが、最近、スイス政府は「モデル１」への転換を視野に入れ

ている(FDF, 2014.6.6.) 

10．既存の個人口座の開示義務について、さらに詳しく示せば次のごとくである(トーマツ、

2012 年 7 月 4 日)。すなわち、特定の米国個人が米国外に保有する特定外国金融資産の時価

合計額が、下記の基準額を超えた場合、情報を開示する必要がある。まず、米国内居住者

は、独身の場合、年度末に 5 万ドル、年度内最高で 7 万 5000 ドル、また、米国外居住者は、

独身の場合、年度末に 20 万ドル、年度内最高で 30 万ドルが開示基準額となる。なお、夫

婦の場合は、それぞれ倍の金額が開示基準額となる。 

11．FATCA の問題点については、たとえば、田中 良、2011、「全世界所得課税確保のた

めの海外金融資産・所得の把握手法－米国の適格仲介人(QI)レジーム・FATCA レジームの

展開－」日本銀行金融ディスカッション・ペーパー・シリーズ、2011-J-10 に詳しい。 

12．このうち、情報の処理能力と負担の問題として、貯蓄課税指令において、すでに銀行

の口座情報の「自動的」な交換を経験している EU は、具体的に、情報量が膨大である上

に形式が異なること、納税者番号制度を統一していないために納税者の身元確認の問題が

あることを指摘している(Swissinfo, 2013.1.17.)。 

13．米国人資産家による米国市民権の返上について、各国の米国大使館で市民権を放棄す

る手続きをした海外在住の米国市民の動きをみると、2008 年の 235 人から 2011 年には

1780 人へと実に７倍超も増加した(ブルームバーグ 2012 年 5 月 2 日)。その数は、両国の政

府が FATCA に調印した 2013 年には 3000 人に達し、さらに、施行目前の 2014 年に入る

と第1四半期のみで1001人が放棄している(ブルームバーグ2014年5月12日)。もっとも、

IRS によれば、米国の市民権を放棄しても、その放棄した時期と、お金を稼ぐ方法によっ

て、年間の所得報告の提出を求められ、また、それら放棄した人々が潔白であることを証

明するには、過去 5 年間、完全に税の義務を果たしていたことを立証しなければならない

(Japan Times, 2013.8.21.)。 

14．個人に対するペナルティーは次のごとくである(トーマツ、2012 年 7 月 4 日)。すなわ

ち、報告書を未提出、または不完全な様式の場合は、1 万ドルの罰金が科され、さらに、そ

の後も提出されない場合、最高 5 万ドルまで罰則金が加算される。また、詐欺行為とみな

された場合、過少申告額の 75％がペナルティーとして科される。 

 

２－３．欧州諸国～税恩赦、スイスの銀行の口座情報に関する盗難データの利用 

本節では、欧州諸国における税恩赦ないし盗難データの利用を通じたスイスの「銀行機

密」に対する圧力についてみていくことにする。 

２－３－１．欧州諸国における税恩赦 

欧州諸国は過去の脱税に対するペナルティーを和らげる恩赦措置を何度か実施している
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が、これに伴い、スイスの銀行から匿名マネーが少なからず流出している。近年では、イ

タリア、ドイツ、英国、およびフランスなどが本措置を実施しているが、その回数や、効

果をみるとイタリアが目立っている。 

イタリアは税恩赦を通じた脱税政策を 2001 年、2003 年、2009 年の計３回実施している

のに対して、ドイツは 2004 年の 1 回、英国は 2007・2009 年の 2 回、そして、フランスも

2009 年・2013 年の 2 回である１。他方、税収への効果をみても、イタリアは 2009 年の措

置のみで約 56 億ユーロ税収が増加したと言われているのに対して、ドイツは約 14 億ユー

ロ、英国は 2 回で計９～11 億ユーロ、およびフランスは 2009 年の措置で約 7 億ユーロの

税収増とされる。 

このように、イタリアにおいて大きな効果がみられる主たる理由としては、罰則が緩い

ことが考えられる。たとえば、2009 年の措置で言えば、海外蓄積の不正資金について申告

した上でイタリアに還流させれば５％の税率で源泉分離課税をするだけでよい２、延滞税も

加算税も課さない、国外資産の真の所有者を明らかにしなくてもよい、反マネーロンダリ

ング法違反も含めて免除する、などである(居波、2011 年、278 頁)。とりわけ、本報告と

の関連で、同措置がイタリアにマネーを還流させることを求めている点に着目すると、た

とえば、2009年に約 1045億ユーロがイタリアに還流し、そのうち半分を超える 600 億ユー

ロがスイスからであるとされる(居波、2011年、279頁) ３。その際、イタリアとの国境にあ

るティチーノ州はイタリア人が多く住んでいることもあって、同措置による影響を多く受

けるため批判を強めている４。 

 かくして、データの制約もあって全てを明らかにすることは難しいものの、税の恩赦に

よってスイスから少なからぬ匿名マネーが流出している状況の一端を恐らく最も影響の大

きかったイタリアのケースから確認した。他方、本措置で期待していたほどの成果を得ら

れなかったフランスやドイツは、以下 2－3－2 でみるように別の方法で匿名マネーを追い

つめることを試みた。 

２－３－２．スイスの銀行の口座情報に関する盗難データの利用 

フランスやドイツなどはスイスの銀行から盗難された口座情報のデータを購入し脱税者

の追跡に利用している５。これにより、同データに名前が掲載されている人々だけでなく、

これに不安を感じた人々による納税も促している６。 

なかでも、盗難データとして、しばしば取り上げられるのが香港上海銀行の元行員であ

るファルシアーニのそれである。彼は同行のジュネーブの情報開発部門で働いていた 2006

年から 2008 年の間に顧客データを集めたという(The Local, 2013.4.21.)。もっとも、その

人数については多少の幅があり、少なくとも 2 万 4 千人の顧客データを集めたというもの

から(The Local, 2013.4.21.)、彼の「リスト」には 12 万 7311 人の名前がある(The Local, 

2014.7.12.)、というものまである。 
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その後、フランス政府は 2009 年に同データを手に入れ(The Local, 2014.6.11.)、自国に

おける脱税の摘発に使用するのみならず他の国々にも渡した、とされる。具体的には、米

国、スペイン、ギリシャ７、イタリア、および幾つかの他の EU 諸国に伝えられたという(The 

Local, 2013.4.23.)。結果、フランスは 1 億 8800 万ポンド(3 億 2148 万ドル)を取り戻し、

英国は 1 億 3500 万ポンド(2 億 3100 万ドル)にすぎなかったが、スペインは 2 億 2000 万ポ

ンド(3 億 7620 万ドル)を取り戻したとの報告がある(The Local, 2014.7.16.) ８。そして、こ

のフランスと並んで、あるいはそれ以上に盗難データを積極的に活用しているのがドイツ

である９。 

ドイツは、2006 年以降、スイスの銀行関係者から流出したドイツ人の顧客情報入り CD

を買い取って脱税の摘発を進めていき、結果、2010 年以降に申告者から徴収した税は 20

億ユーロに達したという(東京新聞、2013 年５月５日付)。とりわけ、ドイツ北西部で最大

の人口を抱える、ノルトライン・ウエストファーレン州は盗難データの利用を通じた脱税

の追跡に積極的である。同州だけで 2010 年以降に捜査や自己申告によって 6.7 億ユーロの

徴税に成功している(毎日新聞、2013 年 5 月 28 日付)。 

なお、その購入費用についてはその性格上非公開であるが、たとえば、フランスと同じ

上記のデータを 250 万ユーロで打診されたケースや(東京新聞、2010 年 2 月 19 日付)、巨額

のものでは当局が 900万ユーロで購入したケース(毎日新聞、2013年 5月 28日付)、および、

ノルトライン・ウエストファーレン州が連邦政府や他の州と分担して、2010 年以降、ドイ

ツ人顧客の情報を収めた CD6 枚を 950 万ユーロで購入したケースなどが報じられている

(朝日新聞、2012 年 10 月 30 日付)。 

いまみた限りで言えば、フランスやドイツにとって本措置は購入費用を加味しても、歳

入の増加を見込める効果的な措置である。それゆえに、これからも盗難データそれ自体、

ならびに、そのアナウンス効果により脱税の摘発を続けていくと予想される。そのことは、

後に触れるように、ドイツにおいて盗難データの利用を禁じたスイスとの新たな租税条約

が批准されなかったことからもうかがうことができる。かくして、本節では、欧州諸国が

税恩赦、ないし盗難データの利用を通じてスイスの銀行の口座情報を徐々に明らかにして

いることがわかった。 

以上、本章では、スイスの「銀行機密」に対する具体的な圧力として超国家機関、米国

ないし欧州諸国によるそれを取り上げた。各々の中身と、およその効果をみたところ、ス

イスの銀行の口座情報が次第に明らかになっている状況をうかがうことができた。次章で

は、かかる圧力について、新たに量的な側面からアプローチしていきたい。 

注 

１．これら 3 国による措置と、およその結果について簡単に触れておこう。まず、ドイツ

の措置は 2004 年に、1993 年から 2002 年までに脱税所得のある納税者を対象に、オフショ
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ア金融口座に秘匿した所得を申告すれば 2004 年 12 月 31 日までは 25％、2005 年 3 月 31

日までは 35％の加算税を賦課するのみで刑事告発は行わないというものである(居波、2011

年、279 頁)。結果、約 5 万 6 千件の納税者が申告を行い約 14 億ユーロ(約 1800 億円)の追

徴課税を得た(居波、2011 年、279 頁)。ついで、英国では 2 回行われた。1 回目の措置は、

2007 年 4 月 17 日に、オフショア金融口座の詳細について情報開示を行い、すべての税目

について本税および延滞税を納付することで最大 100％となる加算税が 10％に軽減される

というものである(居波、2011 年、272 頁)。ただし、開示対象となる期間が 1987 年から

1998年にかけての 20年間になるので 10数年遡って延滞税額を計算すると本税額を超える

こともあるので決して優遇措置ではないとしている(居波、2011 年、272 頁)。結果、約 4

万 5千人が情報開示をし、追徴税額の合計は 4～5億ポンド(920～1150億円)であった(居波、

2011 年、273 頁)。つづいて 2009 年に 2 回目の措置を公表した。その中身は、前回開示し

なかったオフショア金融口座に秘匿した所得について 20％の加算税が課されることを除け

ば前回と同様である(居波、2011年、274頁)。結果、約 5500人が情報開示をし、追徴税額

の合計は 8500万ポンド(約 200億円)であった(居波、2011年、275頁)。最後に、フランス

でも 2 回行われた。1 回目は 2009 年 4 月に年末までの期限付きで、タックスヘイブンにお

ける無申告資産について本税および延滞税をすべて納付すれば加算税および刑事告発を免

除するというものである(居波、2011 年、277 頁)。もっとも、フランスは本税および延滞

税をすべて納付させるので税恩赦には当たらないとしている(居波、2011 年、277 頁)。結

果、年末までに 3500 人が自主開示を行い 7 億ユーロ(800 億円)の追徴課税がなされたとさ

れる(居波、2011 年、278 頁)。2 回目は、2013 年 6 月に実施した。これは海外に資金を隠

した人々のペナルティーを低減するものであるが、同年 12 月 2 日の時点で 8500 人を超え

る脱税者が申告しており、過去 4 年間の総数を超えたという(The Local, 2013.12.2.)。さら

に、1 年後には約 2 万 3 千人に達したが、それら人々のうち 80％がスイスからであったと

される(The Local, 2014.6.8.)。なお、スイス銀行協会によれば、ほとんど全てのフランス人

顧客が本措置を採用しているという(The Local, 2013.12.2.)。 

２．なお、イタリアは、その後、2010 年の 2 月末および 4 月末を期限として本措置の実施

期間を延長し、その際、源泉分離課税の税率は、2010 年 1月 1日から 2月 28日までが 6％

に、3月 1日から 4月 30日までが７％に引き上げられた(居波、2011年、278頁)。 

３．なお、2003 年の恩赦のケースでは、在スイスのクレディスイスから引き出された資金

のうち 80％が在イタリアの同行へ移動したとの指摘もある(The Economist, 2009.8.8., 

p.61)。 

４．ティチーノ州には 7 万人以上のイタリア人が住み、毎日 4 万 4 千人が国境を越えてイ

タリアから通勤しているが、そもそも、同州はイタリア人にとって典型的なオフショア市

場である(Swissinfo, 2009.10.29.)。1950 年代から 1960 年代にかけてイタリアは高成長を
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続けるも、その間、1963 年における財政赤字への転換と、インフレに見舞われ左傾した政

府が税金に活路を見出そうとしたことによって、イタリアから、ミラノに程近いスイスの

ティチーノ州ルガーノに大量の資金が流出した(T.R.フェーレンバッハ、1968 年、208－211

頁)。1963 年から 1965 年にかけて、ルガーノには新たに 12 行の銀行が新設され(T.R.フェ

ーレンバッハ、1968 年、208 頁)、結果、1960 年代半ばになると、ルガーノはチューリッ

ヒ、ジュネーブに次ぐ第 3 の重要な金融の中心地となった(N.フェイス、1982 年、417 頁)。 

５．ここでは、フランスおよびドイツの脱税対策として、スイスに対して盗難データを利

用したケースに焦点を当てたが、もちろん、両国はそれ以外にも対策を講じている。フラ

ンスは、オランド政権における相次ぐ不祥事を受けて、新たな独立機関や部局を設けて、

閣僚の申告した資産内容の検査や、企業や個人が適正に納税しているかを取り締まること

を発表した(日本経済新聞、2013 年 5 月 10 日付)。それら不祥事の中でも、脱税対策を担当

していたカユザック予算担当大臣が、スイスに資産を隠し持ち、それをシンガポールに移

した疑いで訴追され、結果、辞任したことは、当初、大統領が同氏を支持していただけに

上記の一連の政策発表に大きな影響を持ったとみてよい。他方、ドイツは、2013 年 4 月に

入って脱税対策の特別チームを設置する構想を発表している(日本経済新聞、2013 年 5 月

10 日付)。その際、ドイツにおいても、フランスと同様にトップと親しい人物による脱税が

一定の影響を及ぼしたと言ってよい。すなわち、メルケル首相と親しい関係にある、ドイ

ツの名門サッカーチーム、バイエルン・ミュンヘンの会長、U.ヘーネスが、2013 年 1 月に

スイスの銀行に預けた隠し資産の存在を認め、同年 3 月に逮捕された事件である(毎日新聞、

2013 年 5 月 28 日付)。 

６．こうした中、スイスから不法に資金を持ち出すドイツ人も 2013 年に入って急増してい

る。その規模は、2012 年の 930 万ユーロから 2013 年には 5 億 7300 万ユーロにもなる(The 

Local, 2014.4.17.)。 

７．もっとも、ギリシャでは当時のパパコンスタンティヌ財務大臣が勝手に「リスト」に

あった親族の名前を削除したとされる等(産経新聞、2013 年１月９日付)、同「リスト」が

有効に活用されていない側面もある。 

８．ちなみに、ファルシアーニはその後スイスからの追跡をかいくぐるためにおよそ最適

とされるスペインに向かい、同国で 2012 年 7 月に、ある意味、予定通りに逮捕され、その

際、スペインの裁判所は脱税追跡への貢献もあってスイスの求める身柄引き渡しを拒否し

た(The Local, 2014.5.8.)。その後、釈放された彼はフランスの警察の保護下にある(The 

Local, 2014.4.17.)。 

９．スイス以外にも、2008 年に、ドイツがリヒテンシュタインにある LGT 銀行の盗難デ

ータを購入したケースは注目を集めた。その際、大手企業の経営者など 160 人以上から約

2900 万ユーロの税金を取り戻したからである(ニューズウィーク日本語版、2010 年 2 月 17
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日号)。 

 

補論 スイスの政府、議会および銀行の対応 

このようなスイスの「銀行機密」に対する様々な圧力の中、スイスの政府、議会や銀行

は各々およそ次のようなスタンスをとっている。他と重複する部分もあるが簡単に整理し

ておこう。 

(1)政府～「柔軟」路線 

 まず、政府は、概ね、「柔軟」路線にあると言ってよい。この点について、さしあたり次

の３つに着目する。第 1 は、いわゆる「ホワイトマネー戦略」である。これは、「銀行機密」

を背景にブラックマネーを呼び込むことに頼らなくても、スイスの持つそれ以外の比較優

位な部分でマネーを引き寄せることは可能という考え方である１。近年における、マネーロ

ンダリング対策の強化や２、独裁者の資産管理に対する改革などはこれに沿った動きである

３。 

 第 2 は、口座の「自動的」な情報交換に対する前向きな姿勢である。全世界で統一の基

準であり、かつ、全世界の国・地域が参加することが前提であるとしながらも、先記のよ

うに、スイスは OECD、EU および米国との間で、口座の「自動的」な情報交換に係る取

り決めに前向きに応じている。そして、第 3 は、スイス政府は、その一方で、匿名のまま

でこれまでの税金の未納分を清算可能にすること等を定めた新たな租税条約(「ルビク条

約」)の締結交渉も並行して進めていることである４。本条約は、ドイツとの間では 2012 年

12 月に議会で否決されたが５、英国およびオーストリアとの間では 2013 年元日に発効して

おり、さらに、イタリアおよびギリシャとは交渉中である。 

(2)議会～「保守」路線対「柔軟」路線 

 次に、議会については、右派と左派との路線対立がある。すなわち、議会第 1 党の国民

党を中心に、議会で多数を占める右派は「銀行機密」の緩和に反対である。実際、先記よ

うに米国との脱税幇助の和解案も議会で 1 度否決されている。他方、左派は「銀行機密」

以外のスイスの強みもアピールすべきであるという比較的政府に近い立場にあり、「銀行機

密」の緩和を否定しない。もっとも、国民党も第 1 党ではあるが、下院の過半数を上回っ

ているわけではないので、全ての主張が叶うわけではない。こうした状態は少なくとも次

回の選挙が実施される 2015 年までは続くことが予想される。 

(3)銀行～「現実」路線 

 最後に、銀行は「現実」路線にシフトしてきていると言ってよい。それを次の２つから

指摘する。１つは、「ゼブラ戦略」である。これは、米国や独仏などスイスの「銀行機密」

に対して厳しい態度をとる国々の預金者に対しては厳しい態度をとり６、他方、その他の

国々に対してはこれまでどおりの態度をとる、というスタンスである。 
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 いま１つは、近年の訴訟に対する 2 つの行動に認められる。第 1 は、プライベートバン

クにおける、「無限」責任から「有限」責任にシフトする動きである。こうした動きは、ピ

クテ、ロンバー・オディエ、ミラボー、およびラ・ロシュなどにみられる(The Economist, 

2014.3.29., p.63)。これは、概ね、訴訟の結果、巨額の罰金を命じられた場合に備えた動き

であり、その際、先記の米国による訴訟を受けたヴェゲリンの業務停止が少なからず影響

しているとみてよい。第 2 は、UBS ないしクレディスイスの２大銀行における、訴訟に対

する積極的な協力である。ここ最近、両行は幾つも訴訟を抱えている。たとえば、MBS の

不正販売に関するものや、LIBOR ないし為替レートの不正操作に関するもの等である。結

果的に、各々に係る罰金の支払いに備えて引当金を計上する必要があるので、その分、利

益が小さくなり経営に打撃となる。そういった意味では、このような相次ぐ訴訟に伴う利

益の減少は、｢銀行機密｣への圧力とならんで銀行に与えるダメージは大きい。そこで、訴

訟に対して積極的に協力することを通じて懲罰の減免を狙う動きが両行にみられ、実際、

制裁金を全額免除されたケースもある７。 

注 

１．そうしたスイスの持つ比較優位な部分として、たとえば、米田は 200 年の長きにわた

ってプライベートバンクが発展してきた理由と絡めて以下の５つを挙げている。すなわち、

(1)政治的中立性、(2)低インフレとスイスフランの強さ、(3)運用商品の多彩なラインナップ、

(4)人材能力の高さ、(5)納税制度、そして、(5)銀行法上の守秘義務である(米田、2008、22

－28 頁)。 

２．スイスのマネーロンダリング対策については、1990 年代に入って、これまでとは異な

る厳しい措置をとるようになった。まず、1990 年には、刑法を改正してマネーロンダリン

グの罰則規定を設け、犯罪に絡む資金と知りながら預金を受け入れた行員には最高で 5 年

の懲役を課すことに決めた(福原、2004、180 頁)。この背景には、米国で麻薬の密輸・密売

で巨利を得たグループがスイスの銀行口座を通じて利益を図っているという事実が1980年

代に次々と明るみに出て、米国の証券取引委員会が、スイスの政府や銀行協会にプレッシ

ャーをかけたことがあった(岡田、2007、19 頁)。その後も、1993 年に刑法改正を行い、さ

らに、1998 年には、「金融部門におけるマネーロンダリング撲滅のための連邦法」（マネー

ロンダリング防止法）を制定した(岡田、2007、19－20 頁)。同法では、全ての金融機関が

対象になり、また、連邦警察庁には「マネーロンダリング通報局(MROS)」を設置して、金

融機関が疑いを持った口座を見つけた時は MROS に通報して口座を 5 日間凍結し、そこで

「クロ」と判定されたら徹底的な調査がなされることとなった(楠本・勅使川原監修、永井

編、2010、52―53 頁)。結果、同法制定直後の 1999－2000 年において、同法違反の容疑で

凍結された銀行口座の総額は前年同期の約 5 倍に上った(福原、2004、197 頁)。さらに、2003

年には同法を改正して海外に送金する顧客の名前確認を義務付けるなど着々と整備を進め
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ている(R.パランら、2013、341 頁)。ちなみに、2011 年にマネーロンダリングの疑いがあ

る金融取引は、件数が前年比約 40％増の 1625 件に、金額が前年比約 3.9 倍の 32.8 億スイ

スフランに大きく増加したが、その背景には「アラブの春」による政情不安で中東諸国の

政府高官らが資金逃避などを進めたという当年特有の事情もあったとされる(日本経済新聞 

電子版、2012 年５月 15 日付)。 

３．近年の法改正によって、退位した独裁者の違法な資産を押収し、本国政府に返還する

ことが容易になった。それまでは、元独裁者の預金の返還を求める国の政府が、不正蓄財

であったことを証明する必要があったが、改正後は、独裁者側が資金の潔白を証明しなけ

ればならなくなった。同法律は、2010 年に上院(6 月)および下院(9 月)を通過し、2011 年 2

月に発効した。なお、2010 年 9 月時点で、約 17 億スイス・フラン(約 1400 億円)が本国に

返還されている(毎日新聞、2010 年 9 月 20 日付)。その後も、スイス政府は 2011 年の｢アラ

ブの春｣に際して、他国に先駆けてチュニジアのベンアリや、エジプトのムバラクの両元大

統領の資産を凍結した。さらに、2013 年 5 月には「独裁者の資産の凍結と返還に関する連

邦法」を策定する意向を表明している(Swissinfo, 2013 年 10 月 8 日)。 

４．本条約の中身は、おおよそ、清算、情報、利子源泉課税、および前払いの 4 つの側面

から成る。まず、清算とは、匿名のままで過去の未申告分についてペナルティーを加味し

て一括で支払うものであり、次に、情報とは、脱税に係る情報の協力可能な範囲を定めた

ものであり、ついで、利子源泉課税とは、今後、該当者に利子源泉税を課し、その集めた

税金を本国に送るというものであり、最後に、前払いとは、本条約の取り決めを保証する

意味で一定額を当該国に前払いし、規定額に到達後、スイスに返金されるというものであ

る 。 な お 、 本 合 意 の 詳 し い 中 身 は 、 FDF の ウ エ ブ サ イ ト

(http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en)における、“How the 

tax agreements with the United Kingdom and Austria work” ないしは“Comparison of 

tax agreements ”を参照されたい。 

５．先に触れた、ドイツにおいて脱税で逮捕された U.ヘーネスは同条約の成立を当てにし

て、そこで、匿名で清算する予定であったという(The Economist, 2014.4.27., p.36)。 

６．たとえば、UBS は、ドイツないしフランスの顧客に対して「スイスに持っている資産

に関する課税証明書」の提出期限を 2014 年末に定め、また、クレディスイスは 2013 年末

までに税金問題を解決していない顧客とは 2014 年から契約を解消すると通知している

(Swissinfo, 2013 年 12 月 6 日)。 

７．UBS は円建て金利のデリバティブに関する談合について 2007 年から 2010 年の間に実

行された 7 件のうち 5 件にかかわっていたが、最初に監督当局に通報したことから制裁措

置減免制度が適用されて、本来 25 億ユーロとされた欧州委員会による制裁金は全額免除さ

れた(ブルームバーグ、2013 年 12 月 4 日)。 
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３．スイスの「銀行機密」に対する圧力がもたらす影響～「匿名性」の量的把握、推計 

本章では、スイスの「銀行機密」に対する圧力がもたらす影響を測る１つの尺度として、

「匿名性」の量的な把握を試みた。 

３－１.「報告」希望者～希望者数、「利子所得」 

(1)希望者数 

まず、図１で「報告」希望者の総数を見ると、2007 年の 6 万 4516 人をピークにして 2009

年にほぼ半数となる 3 万 2942 人まで減少が続いた。しかし、その後は増加に転じ、2012

年にはほぼ倍となる 6 万 3386 人へと増加している１。 

次に、国別の動きをみると、ドイツ人が圧倒的に多い２。その規模は「その他の EU 加盟

国の人々」をはるかに上回っている。そのため、ドイツ人の動きと、全体の動きがほぼ連

動している。とはいえ、2010 年から 2012 年にかけて、ドイツ人以上に「その他 EU 加盟

国の人々」が急増していることから、両者の差は縮小している。そこで、この間の各加盟

国における「報告」希望者数の変化をみると、図２のごとく、ドイツが最大である。しか

し、これに次いで大きいのがギリシャ、イタリアおよびスペインといった危機に直面した

南欧諸国であることから、かかる動きを説明する 1 つの要因として危機におけるリスク回

避が考えられる。 

(2)「利子所得」 

つづいて、図３で「報告」希望者の「利子所得」をみると、同データの性格上、概ね、「報

告」希望者数と同様の動きになる３。2009 年にかけて減少し、その後、2012 年にかけて増

加に転じている４。さらに、国別にみると、｢報告｣希望者数が圧倒的に多かったドイツ人が

結果的に最も大きい。2009 年までは減少を続けているが、その後は、概ね横ばいに推移し

ている。その規模は「その他 EU 加盟国の人々」を大きく上回っていたが、上記のごとく、

2010 年から 2012 年にかけて「その他 EU 加盟国の人々」の「報告」希望者数が急増した

ことに伴ってそれら人々の「利子所得」も急増したことから、2012 年になると両者はかな

り接近している５。この間の変化について国別の内訳をみると、図４のごとく、ギリシャや

スペインなど南欧諸国の人々の増加が目立っている。 

 以上のように、「報告」希望者数は 2009 年を底に増加を続け、その「利子所得」もまた

同様の動きを示している。国別にみると、「報告」希望者数と、その「利子所得」の双方に

おいてドイツ人が最大であるが、2010 年から 2012 年にかけて南欧諸国の人々のそれらも

急増している。 

注 

１．最新のデータによれば、｢報告｣希望者数は 2013 年に 9 万 7752 人へとさらに増加して

おり、とくに、14163 人増加したドイツ人と、9517 人増加したスペイン人が目立っている
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(FDF②)。かかる増加が｢銀行機密｣への圧力に起因した結果であるのか否かは今後の検討課

題としたいが、いずれにせよ、この数は、同年から EU に新たにクロアチアが含められる

ことを踏まえても、データの公表された 2005 年以降で最大であり、かつ目立って大きいこ

とは確かである。 

２．ただし、スイス連邦統計局のデータでスイスにいる永住外国人の国別内訳をみると

(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/07/blank/key/01/01.html)、ドイ

ツが最も多い訳ではない。上位 3 カ国はイタリア<29 万人>、ドイツ<28 万人>およびポル

トガル<23 万人>である。ただし、2008 年からの 5 年間をみると、イタリアが微増である

のに対して、ドイツは約 5 万人、ポルトガルは約 4 万人増加していることからイタリアと

の差は縮小している。参考までに、スイスにいる永住外国人の総数は 2012 年に 187 万人で

ある。そのうち 85％に当たる約 159 万人が欧州の人々であり、さらにその 75％に当たる

119 万人が EU もしくは EFTA[European Free Trade Association:欧州自由貿易連合]の

人々である。 

３．もっとも、次の２つのケースについては少し触れておくことにする。１つは、図１と

図３で、2007 年および 2011 年におけるドイツ人の動きをみると、「報告」希望者の数が増

える一方で、「利子所得」が減少していることである。その確かな理由は不明であるが、可

能性としては、為替の変動、もしくは先に触れた EU 貯蓄課税指令の対象で投資信託の一

種である UCITS のリターンの低下に起因したものであるかもしれない。いま１つは、両図

で、2007・2008 年における、「その他 EU 加盟国の人々」の動きをみると、「公開」希望者

の数がほぼ横ばいに推移する一方で「利子所得」が大きく増加していることである。その

１つの理由として、両年において金利が上昇した結果、それら国々の人々が得た「利子所

得」が大きく増えたことが考えられる。 

４．最新のデータによれば、「報告」希望者の「利子所得」は、2012 年に急増した後の 2013

年にも約 13 億 2540 万スイスフランへと大きく増加している(FDF②)。 

５．最新のデータによれば、「報告」希望者の「利子所得」を国別にみると、2013 年に、「そ

の他 EU 加盟国の人々」がドイツ人を追い抜いている(FDF②)。ドイツ人も、約 5 億 5149

万スイスフランへと増加したが、「その他 EU 加盟国の人々」は約 7 億 7390 万スイスフラ

ンへとより大きく増加した。その際、「その他 EU 加盟国の人々」のなかでも、先記のごと

く「報告」希望者数が急増したスペイン人の「利子所得」が、前年の約 4431 万スイスフラ

ンから約 2 億 6063 万スイスフランへと約 6 倍になっていることが注目される。 

 

３－２.「匿名」希望者～「利子所得」の推計１ 

ついで、図５で「匿名」希望者の「利子所得」の推計をみると時系列に切れ目があるも

のの、2007 年をピークに次第に減少している２。これは、先に図３でみた「報告」希望者
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の利子所得が 2009 年を境に増加に転じていることと対照的である。 

国別にみると、「報告」希望者のケースと同様に、ドイツ人が大きいことがわかる３。当

初はイタリア人と同規模であったが、恐らく先に触れたイタリアで実施された税恩赦を 1

つの理由として、2010 年にイタリア人の「匿名」希望者の「利子所得」が大きく減少した

ことからドイツ人がトップになった。その規模は 24 カ国から成る「その他 EU 加盟国の人々」

とほぼ同じである。他方、同年における大きな減少を経て、イタリア人はフランス人と同

様の水準になった４。 

 かくして、「匿名」希望者の「利子所得」は、2007 年をピークに次第に減少していること、

その中で、ドイツ人は、先に見た「報告」希望者の利子所得のみならず「匿名」希望者の

それも最大であることがわかった。 

注. 

１．本推計は、スイスから EU 各国への利子源泉税の税収の分配額<図５付表>を、各時期

における利子源泉税の税率<2005 年 7 月から 15％、2008 年 7 月から 20％、ならびに 2011

年 7 月から 35％>と、同税収の EU の取り分 75％で除して求めたものである。 

２．最新のデータを使った推計によると、2013 年における、「匿名」希望者の「利子所得」

は約 14 億 5750 万スイスフランであり、引き続き減少している(FDF②)。 

３．スイスの銀行にはドイツ人の預金が推計で 2000 億ユーロ(約 26 兆円)から(毎日新聞、

2013 年 5 月 28 日付)、3000 億ユーロあり(東京新聞、2013 年 5 月 5 日付)、その相当部分

が未申告であるという。 

４．コンサルタント会社ブ―ズ・アンド・カンパニーがスイスとの関係からフランス人の

匿名マネーの規模を推計したところ、2010 年に約 8 万人のフランス人が不当資産をスイス

の銀行に隠しており、それら口座にあるフランス人の資産は総額 830 億スイスフラン(約 10

兆円)に上るとしている(Swissinfo、2013 年 12 月 26 日)。 

 

３－３．全体～「匿名」の割合 

最後に、これらを踏まえて「匿名」の割合をみていこう。すなわち、それは、｢匿名｣な

いし｢報告｣希望者の｢利子所得｣の合計で、｢匿名｣希望者の「利子所得」を除したものであ

る。結果、「報告」を希望した人々の「利子所得」が多くなるほど「匿名」の割合は低下す

ることになる。表１をみると、EU 平均は、2007 年の 84.1%をピークに低下しているもの

の１、2012 年でも 65.6％といまだ高い水準にある２。 

ついで、同表で、国別にみると、ドイツ人の「匿名」希望者の「利子所得」の割合は、

いずれの年も EU 平均を下回っており３、2012 年には 53.7％まで低下している４。これは、

上記のごとく、ドイツ人は、「匿名」希望者のみならず「報告」希望者の「利子所得」も多

かったことがある。他方、イタリア人ないしフランス人は、上記のごとく「匿名」希望者
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の「利子所得」が比較的多いにもかかわらず、「報告」希望者の「利子所得」がドイツに比

べてかなり少ないため、結果として「匿名」の割合は表１のように、2012年にそれぞれ91.1％

ないし 87.7％という非常に高い水準である５。 

以上、本節ではおよそ次の３つのことがわかった。第 1 に、スイスで「利子所得」を得

た EU 市民のうち「匿名」希望者の「利子所得」の割合は低下しているもののその水準は

いまだ高いこと、第 2 に、ドイツの「匿名」希望者の「利子所得」の割合は EU 平均より

も低くかつ低下していること、そして、第 3 に、イタリアおよびフランスの「匿名」の割

合は高いことである。 

 次章では、本章の推計で得た「匿名」の割合に、在スイス銀行の地域別資金フローを組

み合わせて「通説」と実態の比較を試みることにしよう。 

注 

１．なお、この 2007 年の推計結果は、同年について推計を試みた先記のスイスの証券会社

ヘルベアの結果と同様のものであった。 

２．最新のデータを使った推計によれば、｢匿名｣希望者の「利子所得」の割合は、2013 年

に EU 平均で約 52.3％へとさらに低下している(FDF②)。 

３．ちなみに、表１で、このドイツと同様に「匿名」希望者の「利子所得」の割合が低い

国々をみると、マルタ、キプロス、英国、アイルランドやオランダなど税制面の優遇が手

厚いとされる国々が並んでいる。その１つの理由として、これら諸国の人々が「匿名」を

希望して利子所得に源泉課税されるよりも、「報告」して本国で比較的課税額を小さくする

ことを望んだ可能性を指摘できる。 

４．最新のデータを使った推計によれば、ドイツ人の「匿名」希望者の「利子所得」の割

合は、2013 年に約 42.9％へとさらに低下している(FDF②)。 

５．最新のデータを使った推計によれば、イタリア人ないしフランス人の「匿名」希望者

の「利子所得」の割合は 2013 年においても、それぞれ約 87.0％と、約 86.9％であり、い

まだ高い水準にある(FDF②)。 

 

 (参考)本章のアプローチの限界 

本章では、スイスと EU 間の第 2 次バイラテラル協定に基づいて、スイスで「利子所得」

を得た EU 市民が選択する「報告」・「匿名」希望者別のデータを利用して、スイスの銀行

の「匿名性」について、これまであまり明らかにされてこなかった側面からその一端を示

した。しかし、その一方で、本アプローチにも限界があり、さしあたり以下の 3 点からそ

れを指摘する。 

第 1 は、スイスで「利子所得」を得た EU 市民のみが対象ということである。すなわち、

EU 市民による「利子所得」以外の配当やキャピタルゲイン等の利益、また、EU の企業、
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およびその他国々の市民ないし企業といった他の取引主体は対象外である。もっとも、先

記のごとく、EU はこれらの点を改定案に盛り込む方針である。 

第 2 は、「匿名」希望者に関する公表データの少なさである。「公開」希望者については、

その人数および「利子所得」に関するデータが公表されているものの、「匿名」希望者につ

いては、いずれのデータも非公表である。関連データで公表されているのはスイスから EU

加盟各国への利子源泉税の税収の分配額である(図５付表)。そのため、本報告では同データ

を手がかりにして推計を試みた。なお、公表されている中で最新の 2013 年分のデータにつ

いては、執筆終了間際に公表されたこともあり、詳しい分析は別稿で改めて行うこととし、

本報告では可能な限り注で補うことにした。 

そして、第 3 は、EU 貯蓄課税指令の抜け穴についてである。たとえば、R.パランらは著

書の中で以下の 2 つのケースを指摘している(R.パラン、2013、395 頁)。１つは、企業に偽

装した個人による投資である。具体的には、スイスのプライベートバンクが顧客の投資を

パナマの会社を経由させることによって個人の「利子所得」が対象である同指令の対象か

ら外すという方法である。いま１つは、適用除外の取り決めがなされるケースである。そ

れは、EU 内外のタックスヘイブンが協力して、先に触れた UCITS を非 UCITS と登記し

て同指令の対象外にする取り決めである。 

 

４．「匿名」の割合と在スイス銀行の地域別資金フローとの関係 

本章では、前章で得られた「匿名」の割合に、在スイス銀行の地域別資金フローを組み

合わせることによって「通説」の想定と実態との比較を試みる１。その際、以下の２つの時

期に分けて見ていくことにしよう。 

４－１．リーマン破綻直後(2008・2009 年)の局面 

まず、図６でリーマン破綻直後(2008・2009 年)をみると、在スイス銀行への資金流入が

大きく減少している。「通説」の想定では、こうした動きは、「匿名性」の大幅な低下を伴

うはずであるが、先に見た表１のごとく、この時期、「匿名」の割合は 2007 年から 2009

年にかけて 84.1％から 79.9％へと約４％低下した程度である。この変化の大きさをどのよ

うに解釈するかという点では評価の分かれるところもあるかもしれないが、約 8 割という

「匿名」の割合は依然高いといってよく、同水準への低下をもってして在スイス銀行への

資金流入が大きく減少した理由とするのは適当ではないと考える。つまり、この限りで言

えば、「通説」が想定した動きはみられなかった。 

 このように、「通説」の想定と異なる結果となった１つの理由として、ここでは、銀行部

門の取引に着目したい。図６のごとく、この時期における、資金流入の大きな減少は、主

に対銀行取引に起因する。これは、すなわち、この時期に、リーマン破綻の影響を受けて、

在外銀行が在スイス銀行から多くの資金を引き揚げたことを意味している。 
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さらに、同図をみると、2007 年から 2009 年にかけて「EU27」から在スイス銀行への流

入は大きく減少しており、そのうち、英国からの流入、ならびにほぼ同規模の｢その他欧州｣

からの流入もともに減少している。このような、本時期における危機時の混乱に起因した

在外銀行による巨額の資金の引き揚げが、在スイス銀行の資金フローを説明する上で「匿

名」の水準に重きを置く「通説」の想定と異なる結果となった１つの理由と考える。 

 

４－２．欧州債務・銀行危機(2010―2012 年)の局面 

次に、欧州債務・銀行危機(2010―2012 年)の時期をみていこう。この時期、「匿名」の割

合は、先に見た表１のごとく、2010 年の 74.6％から 65.6％へと 9％低下しており、先の期

間の倍以上の低下である。他方、在スイス銀行への資金流入は、図６のごとく、「通説」で

想定される減少ではなく、ほぼ横ばいに推移している。したがって、本時期においても「通

説」の想定とは異なる動きがみられる。その１つの理由として、ここで着目したいのは、

危機時における、南欧諸国の人々によるスイス・フランへの避難である。 

この時期における、在スイス銀行の対外取引のうち、構成項目の中で最大である対顧客

取引「その他」について、EU 加盟各国との取引をみると、図７のごとく、2010 年から 2012

年にかけて英国からの流入が減少している一方で、「その他 EU」からの流入が増加してい

る。さらに、図８でこの間の変化を国別にみると、ドイツに続いて「その他 EU」の中では

スペイン、ギリシャやイタリアといった南欧諸国からの流入が増えている。かくして、2010

年と 2012 年とを比べた場合、「通説」の想定通り流入が減少している英国とは反対に、南

欧諸国等からの流入が増えており、このことが、「通説」と異なる結果をもたらした 1 つの

要因とみてよい。そこには、「通説」が在スイス銀行の資金フローにおける誘因として重き

を置いていた「匿名性」の水準以外の、危機時における避難通貨としてのスイス・フラン

という誘因があったと考えてよい。 

以上のごとく、検討の結果、「通説」の想定したような「匿名」と、在スイス銀行の資金

フローとの関係はみられなかった。すなわち、これは、在スイス銀行の資金フローの動向

を説明する上で、「匿名」の水準に重きを置いた「通説」では十分に説明しきれないケース

があることを示すものである。その理由として、ここではリーマン破綻直後の在外銀行に

よる巨額の資金の引き揚げや、南欧諸国の人々による危機時のスイス・フランへの避難に

着目し、これら危機を主たる背景にしたリスク回避の動きが、同時期における投資家の行

動を少なからず支配していたために、結果として、「匿名」の水準に重きを置いた「通説」

の想定通りの動きを難しいものにしたと考えた。 

注 

１．先記のように、本報告における「匿名」の割合は、在スイス銀行に口座を持つ EU 市

民が対象になるが、本章ではデータの制約上、在 EU の EU 市民が主たる検討の対象とな
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っていることを指摘しておく。なお、さらなる使用データの検討については、以下の(参考)

を参照されたい。 

 

(参考)本アプローチの限界 

「匿名」の割合と在スイス銀行の地域別資金フローの関係を読み解く上で、本アプロー

チには幾つかの限界がある。さしあたり、以下の３つを指摘する。 

第 1 は、両者の関係の読み取りが主にスイスと、在 EU の EU 市民との取引が中心にな

ることである。先記のごとく、スイスにおいて「利子所得」を得た EU 市民が「匿名」の

割合を決めることになるが、その EU 市民の中には、スイスの居住者および非居住者の双

方を含まれる。しかし、本アプローチでは対外取引に焦点を当てているので、スイスに非

居住の人々が中心になってしまう。 

第 2 は、 取引相手国における EU 国籍以外の人々についてである。在スイス銀行の対

EU 取引の中には、在 EU の EU 国籍以外の投資家との取引も含まれているが、それら投資

家との区別は難しい。そして、第 3 は、EU 以外に所在する EU 市民からの投資について特

定できないことである。すなわち、EU 市民が EU 以外の国々からスイスに投資していた場

合、本アプローチではそれを特定することは難しい。 

 

補論 スイス国籍の銀行の対外バランス 

今みたようなリーマン破綻直後にマネーの流入が大きく減少して、欧州債務・銀行危機

の際にほぼ横ばいに推移するという動きはスイス所在銀行だけでなく、スイス国籍の銀行

にも認められる動きであった(図９参照)。 

その取引相手国の地域別内訳はデータの制約もあって不明であるが、１つの参考として、

スイス最大の銀行であり、かつ、富裕層の顧客からの預かり資産が現在世界第 1 位である

UBS のウエルスマネジメント部門に焦点を当てて１、同部門における、ネットの新規マネ

ーの地域別内訳をみてみよう。すると、表２のごとく、リーマン破綻直後に大きな資金流

出がみられた後、2011 年に流入超過に転じると、その後もそれが継続している。これは、

先に図９でみたスイス国籍の銀行の動きと概ね近い。 

さらに、表２で、地域別の動向をみると、新規マネーが、2010 年からスイスで、2011 年

からは米国で流入超過に転じ、さらに、2012 年になると、「アジア・太平洋」での流入が目

立って大きい。もっとも、UBS の『年報』によると、地域別の内訳データが公表される以

前の 2011 年においてすでに｢アジア・太平洋｣２、ないし「新興市場」では力強いネットの

流入が記録されていたという(UBS, 2011, p.84)。 

 かくて、スイス国籍の銀行がリーマン破綻直後の混乱から次第に落ち着いてきているこ

とがわかる。その際、とくに、｢アジア・太平洋｣地域における、巨額の新規マネーの流入
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が大きく貢献しているといってよい。 

注 

１．調査会社のスコーピオ・パートナーシップが 200 社余りを対象に行った調査によると、

2013年末における富裕層顧客からの預かり資産でUBSが 1兆 9669億ドルで 2年連続の第

1 位であった(ブルームバーグ、2014 年７月 17 日)。なお、スイスでは同行以外にもクレデ

ィスイス<第 4 位、8882 億ドル>、ピクテ<第 10 位、3381 億ドル>、ユリウスベア<第 12

位、2825 億ドル>、およびロンバー・オディエ<第 17 位、1980 億ドル>の４行が上位 20

位以内にランクインしている(ブルームバーグ、2014 年 7 月 17 日) 。 

２．アジア・太平洋地域でウエルスマネジメント業務を行う銀行について、2012 年におけ

る運用資産番付をみると、UBS が 2150 億ドルで第 1 位である(ブルームバーグ、2013 年

10 月 11 日)。なお、UBS 以外にもクレディスイスが 1170 億ドルで第 3 位、およびユリウ

スベアが 600 億ドルで第６位と、スイスの銀行が上位にみられる(ブルームバーグ、2013

年 10 月 11 日)。 

 

５．まとめ～今後のポイントとともに 

もちろん、本報告の検討の枠組みには一定の限界があることを踏まえた上で言えば、ま

ず、スイスの「銀行機密」については、本報告で触れた様々な圧力による影響や、本報告

で試みた「匿名」の推計から判断すると、緩和の方向に進んでいると言ってよい。 

ついで、その「匿名性」と在スイス銀行の資金フローとの関係をみたところ、両者に「通

説」の想定したような関係はみられなかった。すなわち、これは、在スイス銀行の資金フ

ローの動向を説明する上で、「匿名」の水準に重きを置いた「通説」では十分に説明しきれ

ないケースがあることを示すものである。その理由として、ここではリーマン破綻直後の

在外銀行による巨額の資金の引き揚げや、南欧諸国の人々による危機時のスイス・フラン

への避難に着目し、こうした危機時におけるリスク回避の動きが、同時期の投資家の行動

を少なからず支配していたために、結果として、「匿名」の水準に重きを置いた「通説」の

想定通りの動きを難しいものにしたと考えた。 

最後に、今後のスイスの「銀行機密」の動向を見ていく上で、さしあたりポイントとな

るのが、OECD ないし EU による銀行口座の｢自動的｣な情報交換を拡大させようとする動

きである。本報告でも触れたように、そうした動きは 2014 年に入って加速している。また、

そのような流れの中で、本報告の推計でベースにした EU 貯蓄課税指令についても、現在

進行中の改正に向けた動きが進展することが予想される。結果、これらが実現すれば、｢銀

行機密｣を取り巻く状況はこれまでと大きく異なるものになる。そうした際に、「銀行機密」

に対してスタンスの異なるスイスの政府、議会や銀行がそれぞれどのような行動をとるの

か、についてこれからも注目していきたい。 
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