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はじめに 

世界にはタックスヘイブン（税回避地）と称される小国・自治領がいくつも存在してい

る。それらがグローバルな経済に多大な影響を及ぼしているため、2013 年 9 月に開催され

た G20（20 か国・地域首脳会合）においてもその規制が議論された。またグローバルな経

済において投資、生産および貿易の主要な担い手は多国籍企業である。その多国籍企業が

どのようにタックスヘイブンと結びついているのかを見ていく。 

グローバリゼーションと ICT（情報通信技術）革命が進展するなかで、企業のタックス

ヘイブンを利用した事件が繰り返されている。1990 年代以降の経済危機はおよそ金融危機

であり、金融市場の巨大化とグローバル化は、いくらかの企業の株式の時価総額を短期間

で高めたが、反対に、破たんした企業のいくつかの粉飾決算にかかわりがあり、その問題

が社会から問われた。 

タックスヘイブンにかかわる主な企業事件としては、米国のエンロンとワールドコムの

破たん（2001 年、2002 年）、さらにそれらの企業を担当していたアーサー・アンダーセン

会計事務所の解散があげられる。日本企業では、山一証券の廃業（1997 年）、オリンパスの

損失隠し事件（2011 年）、そして AIJ 投資顧問の年金消失事件（2012 年）などがあげられ

る。これらの事件に共通して見られた特徴は、簿外債務をタックスヘイブンの投資ファン

ド等を利用して隠す粉飾決算とそれを適正と判断する会計監査であった（奥村 2002 

p.189,190）。 

上記のような事件が起こるたびに、コーポレート・ガバナンスが議論され、情報開示、

すなわち会計情報の透明性の確保、および監査の厳格化、すなわち会計士の独立性と責任

の明確化がとられてきた。しかし粉飾決算はなくならない。というのも、1990 年代以降の

経済のグローバル化と ICT 革命は、株主資本主義といわれる利益を重視する企業経営へ、

すなわち株主資本利益率（ROE）や配当を優先的に扱おうとするものへと向かわせたから

である。 

たとえば、先進国の製造業の多国籍企業はその製造を新興国の企業に委託し（オフショ



 

ア・アウトソーシング）、巨大な製造設備と多くの従業員への投資と管理から解放されて、

そのサプライチェーンを効率的に管理する経営へと移行してきた。さらに多国籍企業は、

製造や人件コストの削減だけでなく、税負担もコストとしてそれを軽減させる国際税務戦

略を遂行し、税引き後の利益最大を追求する。 

ここでは、それらにかかわる日本の多国籍企業の問題を指摘する。またそのような多国

籍企業の行動とタックスヘイブンがグローバルな経済に及ぼすネガティブな影響と問題点

を抽出したい。つまり、企業の税回避行動はコーポレート・ガバナンスの問題だけではな

く、各国の法制度も含めたグローバルな経済･社会構造の問題としてとらえる必要がある。 

 

１ タックスヘイブン 

タックスヘイブンとは、課税や金融をはじめとする法制度を作るに足る自治権を有する

場所であり、「守秘法域」である。その守秘法域ゆえの不透明性が主に製造子会社を誘致す

る優遇税制を特徴とする経済特区などとは異なるのである。そして非居住者の企業や預金

者に対してゼロまたはゼロに近い税率を提供する場所であり、彼らに対してゆるくて柔軟

な法人設立制度や監督制度を提供することが特徴である（Palan,R., Murphy,R. and  

Chevagneux,C. 2013：翻訳 p.71,75）。 

具体的にタックスヘイブンと称されている主要な国や自治領は、イギリスの王室属領（ジ

ャージー島、マン島）、その海外領土（ケイマン諸島、英領ヴァージン諸島）、イギリス連

邦加盟国（シンガポール）、そして旧植民地（香港）があげられる。次にアメリカ国内にお

けるデラウエア州、ネヴァダ州、そしてヨーロッパでは、スイス、オランダ、ルクセンブ

ルクなどの小国、さらに南太平洋島嶼国のサモアなどがあげられる。 

近年、上記のようなタックスヘイブンがグローバルな経済の中心に位置づけられるよう

になってきた。というのも正確なデータの抽出は困難であるが、世界の資金の多くがタッ

クスヘイブンを経由し、本国へ還流、または第 3 国へ移動するようになってきたからであ

る。 

たとえば、中国への 2007 年の海外直接投資（FDI）をみてみよう。多い順に香港（277.0

億ドル）、英領ヴァージン諸島（165.9 億ドル）、韓国（36.5 億ドル）、日本（35.8 億ドル）、

シンガポール（31.8 億ドル）、米国（26.2 億ドル）、ケイマン諸島（25.7 億ドル）、サモア

（21.7億ドル）、台湾（17.7億ドル）、モーリシャス（13.3億ドル）である（Palan,R., Murphy,R. 

and Chevagneux,C. 2010 p.54）。 



 

このなかでタックスヘイブンと称されているのは、アジア NIESの香港、シンガポール、

カリブ海の英領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、そして南半球のサモアとモーリシャスで

ある。つまり中国への FDI の多くがタックスヘイブンからの資金といえる。 

つぎに香港の 2010 年の FDI をみてみよう。香港は、アジア第 1 位の FDI 投資母国であ

り、760 億ドルを計上している。また中国に続くアジア第 2 位の FDI 受入国であり、689

億ドルを計上している。その主な投資先は、英領ヴァージン諸島（構成比：43.8％）と中国

（同：42.3％）であり、また主な受入先は、中国（同：36.4％）と英領ヴァージン諸島（同：

32.4％）である（ジェトロ 2011 pp.195-196）。 

このことから、中国、香港、そして英領ヴァージン諸島の 3 つの地域で資金が流動して

いて、とくに中国本土からの資金がタックスヘイブンを経由して、中国へ還流していると

思われる。それには経済発展の著しい新興国に流入する資金が中国の外資優遇政策とも関

係して還流につながっていると思われる。 

近年のリーマンショック（2008 年）、ギリシャ危機（2010 年）のような金融危機、また

いわゆる南北問題、南々問題、そして国内における経済格差の拡大によって、多くの人々

がその所得の再分配の不公正を意識するようになってきた。それに対して資金の多くがタ

ックスヘイブンを介して流動していることから、OECD などの国際機関や EU、G20 など

も企業の税逃れとタックスヘイブンの規制を提唱し始めた。 

 

２ 多国籍企業の企業内貿易とタックスヘイブン 

世界貿易の主要な担い手は多国籍企業である。というのも、世界貿易に占める多国籍企

業の輸出入とその企業内取引の額が大きいからである。たとえば、2009 年の米国は世界第

1 位の貿易額を計上したが、その米国の多国籍企業の輸出は、米国の全輸出の 55％を占め、

親会社から子会社への企業内輸出は、全輸出の 20％を占めている。また、米国の多国籍企

業の輸入は、米国の全輸入の 45％を占め、その海外子会社から親会社への企業内輸入は、

全輸入の 14％を占めている (Survey of Current Business 2011 Nov. p.43)。 

それゆえ、この多国籍企業の企業内取引の際に移転価格操作が行われると、貿易にかか

わる 2 国だけではなく、グローバルな経済に多大な影響が及ぼされる。移転価格とは、企

業内の部門間で国境を越えて財やサービスが売買される場合に企業が設定する価格であり、

市場価格と対置されるものである。しかしながら ICT 革命のなかで、とくにアジアにおい

て ICT 関連製品の産業内分業が進行した。それは多国籍企業のオフショア・アウトソーシ



 

ング戦略とも呼応する。その結果、多国籍企業の本社と子会社、または子会社同士におけ

る企業内貿易の比率は低下してきている。 

そのようななかで、多国籍企業はタックスヘイブンをどのように利用しているのだろう

か。以下に単純な例を明示する。多国籍企業は、安価な労働力を求めて海外進出した場合

と同様に、低税率と情報非開示などを利用するためにタックスヘイブンに IBC（インター

ナショナル･ビジネス･コーポレーション）を設立する。そのうえで、そこに知的財産（特

許、著作権など）の所有権を置く。そして、帳簿上の取引、すなわち知的財産の企業内貿

易の際に実質的な移転価格操作を行う。一応これだけで税コストの削減が可能となる。 

IBC とはいわゆるペーパーカンパニーであり、所有者の隠匿、決算書の提出不要、債権

者から保護、安い法人設立費用などのタックスヘイブンの制度によって守られている。つ

まりペーパーカンパニーの所在地は、財の所有権の交換が行われる法的な場所ではあるが、

財、サービス、金融商品の交換が行われる物理的な場所ではない（Palan,R., Murphy,R. and  

Chevagneux,C. 2013：翻訳 p.42,46）。 

多国籍企業の優位性は、多国籍企業の利益追求活動のなかで、各国の制度の違いを利用

できることである。たとえば、課税対象がその所得を稼いだ場所（源泉地国）か、受益者

が通常、本拠を置く場所（居住地国）という違いを利用できることにある（Palan,R., 

Murphy,R. and Chevagneux,C. 2013：翻訳 p.145）。また、移転価格のなかでとくに知的財

産の価格設定（特許料、ブランド料など）が困難な場合に移転価格操作の濫用が目立つの

である。 

たとえば、アップル社が開発した「ダブル・アイリッシュ＆ダッチ・サンドイッチ」と

いう節税スキームがある（藤井 2013 p.45）。アップル社においては、世界中のアップル社

の子会社を統括するアイルランドのアップルの子会社（AOI）が 2009 年から 2012 年に 300

億ドルの利益を計上したが、どこにも税金を納めていないという。 

というのも、米国では法人化されている場所が会社の所在地と見なされるが、アイルラ

ンドでは経営ないし管理している場所が会社の所在地と見なされるためである。つまり

AOI の実質的な経営は米国で行われているためどこにも納税しないで済むのである（The 

Economist 2013 May 25th pp.59-60）。 

タックスヘイブンの活用度が高い米国企業トップ 15 を見てみると、そのタックスヘイブ

ンにおける資産残高の上位は、GE（1,080 億ドル）、アップル（820 億ドル）、ファイザー

（730 億ドル）、マイクロソフト（608 億ドル）となっている（U.S. PIRG 2013 p.8）。これ



 

らの企業の実効税率もその本社が位置するカリフォルニア州の実効税率（約 41%）よりも

低いものとなっている。たとえば、アップルの 2010 年度の実効税率は 24％であり、同様

にマイクロソフトのそれは 28％であるという（『日本経済新聞』2012 年 7 月 23 日 ）。 

さらに、多国籍企業が課税リスクの危険性を避けながら、こうしたタックスヘイブンを

利用できるのは、コンサルタントとしての会計事務所などの専門家集団の存在がある（夏

目 2004 p.63）。つまり先進国のロンドンシティ、ウォール街の会計事務所、金融機関、法

律事務所が考案した税の最小化に最適な政策・法律パッケージ（高度な税回避スキーム）

が形式上、民主的な手続きによって途上国や自治領において合法的な制度として実現され

ている（Palan,R., Murphy,R. and Chevagneux,C. 2013：翻訳 p.290）。それゆえ、多国籍

企業がその企業内貿易を通じて移転価格操作を行う際に、専門家集団の考案した高度な税

回避スキームを利用することによって、課税リスクを限りなく小さくさせる。このように

して多国籍企業は税引き後の利益最大化を追求している。 

また多国籍企業の税回避行動の客観的な事実は、タックスギャップ（期待ギャップ）に

よって明らかにされる。タックスギャップとは、経常利益から導き出される納税額と実際

に納められた税額との差異であり、先進諸国 GDP の 2.0%～2.5%が喪失されているという

研究報告もあるという（Palan,R., Murphy,R. and Chevagneux,C. 2013：翻訳 p.124、お

よび居波邦泰 2013 p.178）。つまり多国籍企業の税回避行動は、その投資母国である先進

国の国家財政にも大きな影響を及ぼしているのである。 

 

３ 日本企業のタックスヘイブンの利用 

 日本の 2011 年の FDI 残高の上位国は、米国（2,755 億ドル）、オランダ（849 億ドル）、

中国（833 億ドル）、ケイマン諸島（679 億ドル）、オーストラリア（494 億ドル）、イギリ

ス（481 億ドル）、タイ（351 億ドル）、ブラジル（339 億ドル）、シンガポール（317 億ド

ル）である（ジェトロ 2012 p.117）。そのなかで、オランダ、ケイマン諸島、シンガポール

がタックスヘイブンといわれている。 

たとえば、日本からケイマン諸島への資金流出は、2011 年に 15 兆 3603 億円（2010 年

は 17 兆 8454 億円）であったという（『産経新聞』2012 年 6 月 26 日）。さらに 2008 年の

金融危機のなかで日本からケイマン諸島への FDI は、225 億 5000 万ドル（とくに 2008 年

の金額が突出して多い）を計上している。同年の日本から中国への FDI が 64 億 9600 万ド

ルであることと比較するとこの資金流出の大きさが理解できる。 



 

国際税務戦略の実践という視点から個別の日本企業がタックスヘイブンをどれくらい利

用しているのかのデータは見受けられないが、日本の ICT 企業とアジアのタックスヘイブ

ンを例に推察してみよう。日本の ICT 関連の代表的な企業であるパナソニックが所有（50％

以上の株式所有）する中国、香港、シンガポールの海外子会社を見てみると、それぞれ中

国 81 社、香港 8 社、シンガポール 9 社である。まず、中国の 81 社のうち 51 社が主に製造

と販売を担い、製造のみを担うのが 10 社、販売のみ担うのが 6 社、開発、設計、受託など

を担うのが 4 社である。そして、その他の 10 社のうち 1 社が中国と北東アジア地域の統括

会社機能を有している。 

次に、その香港の子会社 8 社のうち 6 社が輸出や販売を担い、製造と販売を担うのが 1

社、そしてサプライチェーンの管理と合理化を担うのが 1 社である。最後に、シンガポー

ルの 9 社のうち 4 社が販売を担い、2 社がサービスを担い、製造と販売を担うのが 1 社、マ

ーケティングを担うのが 1 社、そして、アジア･中東地域の統括を担当するのが 1 社である

（東洋経済 2014 pp.789-795）。 

これらから明らかなことは、パナソニックの場合、中国では製造と販売の子会社が多く、

つまり中国は製造と販売の拠点として位置づけられている。香港、シンガポールでは製造

子会社が少なく、販売を中心に統括子会社があり、販売と統括の拠点として位置づけられ

ているといえよう。こうした傾向は、日本の ICT 製造業における多国籍企業におよそ共通

する特徴である。日本企業においても多国籍化の水準が高まるにつれて、より効率的な管

理の視点から本社機能の一部を、たとえば地域統括本社として海外に移転する段階にまで

達してきたといえる。 

次に、香港の 2010 年の商品輸出を見てみよう。その輸出の 97.7％が再輸出であり、その

上位 3 商品も電気機器・同部品、通信・音響機器、そして事務用機器・データ処理器とい

う ICT関連製品であり、この 3商品で香港の商品輸出の構成比の 60％近くを占めている（ジ

ェトロ 2011 p.193）。 

また、香港の 2010 年の主原産地別再輸出は、以下のようである。原産地が中国の場合、

仕向け地の構成比は中国が 38.8％（逆輸入）であり、米国が 16.1％、日本が 6.2％である。

また原産地が日本と台湾の場合、仕向け地の構成比は中国がそれぞれ 85.3％、88.6％と抜

きんでている（ジェトロ 2011 p.194）。これらから日本や台湾で作られる部品が香港を経由

して中国に輸出されているという産業内分業の特徴が見てとれる。 

続いて、アジアにおける日系製造業子会社の貿易の傾向は、日本からアジア各国、とく



 

に中国へ中間財が輸出され、アジア各国から日本へ完成品が輸出される構図となる（経済

産業省 2005 p.167）。それゆえ、アジアにおける日系製造業子会社の輸出は日本向けが多

くなる。たとえば、2009 年の日系製造業企業の中国子会社の輸出先は、実に輸出額全体の

66.3％が日本向けである（ジェトロ海外調査部 2011 p.28）。 

しかしながら、2009 年の日系香港子会社の中国への輸出額はその輸出全体の 43.0％を占

めていて、これは日本への輸出額（22.1％）を上回っている。また日系シンガポール子会社

のその子会社の受入国以外の ASEAN への輸出額は 63.4％を占めていて、これは日本への

輸出額（9.7％）を上回っている（ジェトロ海外調査部 2011 p.28）。 

そこで、日本の多国籍企業のサプライチェーンにおけるこの両国の位置づけを考えてみ

よう。日本の製造業企業が香港、シンガポールにある子会社、あるいは香港、シンガポー

ル企業を経由して中国へ再輸出する理由は、部品供給基地、華人ネットワークによる技術

移転、そして低い法人税率などの利用という理由があげられる。 

さらに香港の場合、租税条約、たとえば中国子会社から日本本社へ配当する場合、10％

の源泉徴収納税（日中租税条約）が課税され、中国子会社から香港の親会社へ配当の場合

は、5％（25%以上出資の場合）の源泉徴収納税（中国・香港二重課税防止協定）が課税さ

れるという違いがあるからと推察される。この源泉徴収納税の差は、営利を追求する企業

にとって重要である。 

たとえば、王忠毅は、日本企業の香港などの低税率国の活用について、低税率国の販売

子会社を経由して販売すること、さらに低税率国であるタックスヘイブンにプールした資

金を直接送金するのではなく、租税条約締結国を経由して送金することによって利子源泉

税の比率によって節税できることを考察している（王忠毅 2002 p.54,55）。 

また、たとえば以下のような事例がある。パナソニックは、大阪国税局により 2011 年 3

月期までの 2 年間で、海外子会社との取引をめぐり、総額約 120 億円の申告漏れを指摘さ

れた。香港に出荷した薄型テレビ部材の売り上げについて契約時の単価よりも安い単価で

計上していたという（『産経新聞』2012.5.1）。ICT 関連の企業に限らず、こうした申告漏れ

の事例は日本において年間 100 件前後も発生しているという。それらを見る限り、日本の

多国籍企業も税回避行動を行っていると思われる。 

さらに日本企業の実効税率は、とくに大企業のそれが低いことがいわれている。たとえ

ばパナソニックの実効税率は 26.3％であるという（富岡 2012 pp.114-122）。こうした数値

は日本の大企業の多くが多国籍化していて、グローバルな経営戦略として国際税務戦略を



 

実践しているからといえる。つまり、日本の多国籍企業も米国の多国籍企業と同様な実効

税率を享受しているといえよう。 

こうした多国籍企業の企業内貿易を利用した税回避行動が多国籍企業の多国籍化してい

ない企業に対する競争優位のひとつであるが、このような仕組みを活用する多国籍企業の

行動に対して、日本の国税局はタックスヘイブン対策税制を適用している。タックスヘイ

ブン対策税制は、25％以下の法人税率の諸国に日本企業が進出している場合に現地の子会

社と本国の親会社の所得を合算して課税するというものである。 

しかし、その適用の際にはいくつかの課題がある。まず、多国籍企業の企業内取引のな

かで、とくにブランドやノウハウのような物理的な移転のない知的財産の取引において、

その価格について企業と国税局との認識の違いが生じる。またタックスヘイブン対策税制

の適用除外となる規定、たとえば、その香港子会社が製造業に属するかどうかの扱いをめ

ぐって、多国籍企業と国税局の認識の違いが生じる場合がある（李輝 2009 p.27）。 

また、多国籍企業の本国とその進出先国との間の二重課税の問題がある。この問題に対

しては、米国などの二国間の条約が締結されている場合には事前確認制度に基づき対応さ

れ、それによって税が返還されることもある。 

さらに、本質的な問題として、日本企業の子会社であっても、その子会社自体の経営か

ら生み出された所得であることに対して、日本の税制によって外国に位置する子会社に課

税することが妥当なのかという問題も議論されている（李輝 2009 p.48）。 

 

４ 知的財産の管理の確立から波及するそのネガティブな影響 

日本の直接投資収益の推移を見てみると（内閣府 2011 p.149）、いわゆるリーマンショッ

クという不況のなかで、収益は減少しているが配当は上昇していることがわかる。その理

由として、2008 年のリーマンショック後の 2009 年に税制改正が行われたことがあげられ

る。つまり金融危機のなかで、海外子会社からの配当金等の益金不算入制度（益金の 95%

が非課税）が導入された。近年の日本企業は海外の方が投資収益が高く、その海外子会社

の内部留保をターゲットにした税制改正であった。その結果、2010 年に多くの配当が国内

に還流した（経済産業省 2011 p.170）。 

こうした改正はアメリカでは以前より行われており、たとえば 2005 年の「雇用創生法・

内国投資促進条項（本国投資法）」が実施されている。その際も 300 億ドル以上がアメリカ

国内に還流したが、その 80％以上が配当や自社株買いに充てられ、つまり株主と経営者に



 

向けられた（Shaxson N. 2011：翻訳 p.186）。その結果、新規投資や雇用に対しては大き

な効用はなかったのである。 

2014 年 6 月に日本において、2015 年より法人税率が段階的に引き下げられ、5 年後には

20％台へ引き下げられるという方針が決定された（『日本経済新聞』2014 年 6 月 3 日）。そ

の方針が実行されれば、タックスヘイブン対策税制の対象国の税率も引き下げられる、つ

まりタックスヘイブンの認定が緩和されると思われる。その結果、現在タックスヘイブン

と称される諸国に本社を移転する課税リスクが減少し、日本企業の本社、または地域統括

本社のシンガポールなどへの海外移転が加速すると思われる。 

つまり、日本企業および外国企業を日本国内に維持し雇用を引き付けるために、法人税

率の引き下げを採用したと思われるが、そのことによってすでに本社を海外に移転してい

るサンスターや HOYA のように本社を海外へ移転する日本企業が増えると思われる。 

米国では、国境をまたいだクロスボーダーM&A を用いて、法人税率の低い国に親会社を

設立し、その傘下に企業組織を再編する「コーポレート・インバージョン」という手法が

用いられているという。つまり、経営の実質的な本社機能を米国に残しつつ、形式上の本

社を法人税率の低い国に移転するのである。これらは「本社」の住民票を海外に移転して

いるに過ぎない。こうした形式上の本社の海外移転は、多国籍企業にとっては税負担の軽

減につながるが、その投資母国、およびグローバルな経済にとっては経済的な効果が期待

できない。オバマ政権は、こうした多国籍企業の税回避行動を阻止するため、行政措置を

検討しているという（『朝日新聞』2014 年 8 月 6 日）。 

多国籍企業は、自らの明確な目的をもったグローバル戦略に基づいて、生産、財務など

の職能別に、または事業別や地域別に、その最適な配置に向けて組織構造を再編成してい

く。現在はその製造部門を切り離し、知的財産部門を形式的に海外に移転する段階になっ

てきている。つまり、現代の多国籍企業は、一方で資本統合のないままサプライチェーン

を効率的に管理する手法を生み出し、他方で知的財産の所有権とその管理、同時に、たと

えばライセンス契約などから利益を抽出する方法を精緻化してきている。知的財産の所有

権と管理が確立しているため、その漏洩対策ができ、資本統合のないまま管理対象を拡大

することが可能になったともいえる。 

近年、知的財産の特許をめぐる訴訟も増加しており、またその判決によっては特許侵害

として多額の賠償となる場合もある。また、2012 年の特許等使用料収入および収支の上位

国は、米国（収入：124,182 億ドル、収支：84,293 億ドル）、日本（収入：31,890 億ドル、



 

収支：11,983 億ドル）、オランダ（収入：30,871 億ドル、収支：8,629 億ドル）である（国

際貿易投資研究所 2014 p.1）。米国と日本の間には大きな差があるものの知的財産管理を示

すひとつの指標である。 

こうした多国籍企業の新しい管理モデルの登場によって、本社の形式上の海外移転が及

ぼす企業の経営管理上の問題はすでに解決されているといえる。しかし、実体の伴わない

本社の海外移転は、現代の企業中心社会からも、つまり現在主流の企業戦略的な「企業の

社会的責任論（CSR）」の観点からも問題が指摘されうる（重本 2011 p.66）。 

また、このような多国籍企業の知的財産を中心とする管理手法が高度化するにつれて、

その国際税務戦略も高度化する。つまり多国籍企業の合法的な税回避対策によってきわめ

て効果的な節税が実現する。その結果、多国籍企業の実効税率はさらに低くなり、こうし

た税回避の濫用は、また多国籍企業を受け入れるためにタックスヘイブン化を選択する途

上国や自治領を増加させ、世界各国の税引き下げ競争を加速させる。こうした構造は、製

造コストの削減とは異なり、社会的価値を高めるものではない。 

さらに、企業の多国籍化が展開され、その海外収益率が高まれば高まるほど、多国籍企

業の収益は税率の低い諸国や地域に留保され、そこから資本として再投資または配当など

で分配されるようになる。このような資本の動きは資本の増殖のみを自己目的化してきて

いる。それゆえ、多国籍企業の発展が社会発展と結びつかなくなってきている。言い換え

れば、多国籍企業の活動によって、各国の財政におけるその税の減少から富の再分配が機

能しなくなってきている。その結果、貧富の格差が拡大しているのである。 

タックスヘイブンの最大の問題点はそれが守秘法域であり、情報非開示によりアングラ

マネーが生じていることである。この情報非開示のなかで、高度な税回避スキームが移植

され、多国籍企業の移転価格操作により世界中で税収の減少を生じさせている。 

また一方で、タックスヘイブン化を選択した途上国が経済・社会発展を達成するのであ

れば、つまり一定の成果が見られるのであれば問題ばかりではない。天然資源の乏しい途

上国、たとえば狭隘な国家や自治領などでは、タックスヘイブン化して多国籍企業や富裕

な個人の投資を引き寄せようとしている。しかし現実には、そうした途上国から先進国へ

の資本逃避が起こり、途上国も先進国と同様にタックスギャップが生じている。 

 

おわりに 

多国籍企業のグローバル戦略のなかで、その利益追求と税回避行動の一環としての本社



 

の形式上の海外移転がその遡上にあがってきた。タックスヘイブンを利用する多国籍企業

の国際税務戦略は、世界の所得の再分配にネガティブな影響を及ぼしている。それゆえ、

その問題は解決されるべき現代社会の課題のひとつであるが、既存の CSR の観点からは、

つまり専門家集団とその背後の自治体や国家まで含めた複雑なガバナンス構造のなかでは、

皮相的な議論にならざるを得ない。 

また、タックスヘイブンを直接的に規制すべきであるという市民運動も起きているが、

法人税率をどれくらいに設定するのかは主権国家の自治の範疇であり、低い税率の選択は

それらの諸国の政府の経済政策であるという理由から、それに反対する議論もある。しか

し、タックスヘイブン経由の資金流動によるネガティブな影響は、多国籍化している大企

業よりも地域の中小企業に、富裕層よりも一般の市民に、そして先進国よりも途上国に、

つまり経済的弱者に及ぼされる。それゆえ、少なくとも国境を越えたグローバルな資金の

流れだけでも透明化されるようなグローバルな租税政策が議論されるべきと思われる。 
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