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所得の帰属に関する一考察 

田中 晶国 
第Ⅰ章 序言 

 
所得の帰属は、「法的実質主義（法律的帰属説）」と「経済的実質主義（経済的帰属説）」

とが対立関係にある見解として議論されてきた。しかし、これまでの事業所得の帰属に関

する裁判例を観察すると、この伝統的アプローチが問題解決の準則として機能していると

は、首肯し難い。問題は、事業所得の帰属に関する判例・通説といわれる事業主基準が、

なぜ法律的帰属説や経済的帰属説から導かれるのかということである。そこでは、事業主

基準に対する理解、さらには所得の帰属に対する根本的理解が問われることになる。 
一方、所得の帰属の問題は、アメリカ税法においても、著名な事件において、我が国と

同様に議論が重ねられてきた分野である。本稿では、本邦税法における「帰属」の理解に

対して示唆を得るために、アメリカ税法における議論を参照することになるだろう。さら

に、アメリカ税法の分野において、特に I.R.C§636 が規律する、いわゆる BA 取引、AB 取

引及び ABC 取引も取り上げたい。これら取引は、アメリカの鉱物産業において、ある土地

から得られる鉱物又は鉱物に起因する収益を把握する一定の持分権（生産物支払）を、当

該土地に対する権利関係から独立した権利として移転・留保させる取引のことである。

I.R.C§636 は、1969 年改正法によって導入された規定であるが、そこには、それまでの判

例法との決別があった。この判例法の成立過程及び 1969 年改正法に至る議論には、我が国

における所得の帰属を考察する上での示唆がある。 
 
第Ⅱ章 実質所得者課税の原則 
１ 学説 
 法律的帰属説と経済的帰属説については多数の論者が論じているのであるが、法律的帰

属説又は経済的帰属説のいずれかを採用すると述べている論者の中でも見解が一致してい

ない。 
 法律的帰属説を採用する中川一郎は、法律上の権利者と経済的実質的な利益の享受者と

が一致しない場合はないと理解する。また、北野弘久は、経済的実質的な利益の享受には、

法律関係が背景に存在することを指摘する。これらの見解からは、一つの視点として、〔法

律関係と経済的利得の分離があるか否か〕という点が見出される。 
また、谷口勢津夫は、違法所得の帰属については、実体法的意味での法律的帰属説は限

界に突き当たる、と指摘する。この指摘は正鵠を射ており、翻ってみれば、不法所得を認

める根拠となる所得の経済的把握という所得概念と所得の帰属との関係性がそもそも問題

となる。この点、法律的帰属説を主張する論者も、所得の経済的把握を否定している論者

は見当たらないが、法律的帰属説との関係をいかに考察しているのかは不明であり、〔所得
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の経済的把握と所得の帰属との関係性〕が問われよう。 
 清永敬次・碓井光明らは、原則として法律関係に基づき所得の帰属が判定されるが、一

定の場合（清永「担税力を欠く者に課税をする結果となるというような場合」、碓井「権利

を行使し得ない合理的理由があって収益を支配していない場合」など）には、法律関係と

は離れて所得を帰属する者を認めている。しかしながら、このような例外的場面が何故認

められるのかについての理論的根拠が必要となるであろう。 
 経済的帰属説をとる田中二郎らは、経済的利得は法的権利にもたらされるという認識の

下に、原則として法律的帰属により処理がなされて、経済的帰属が認められるのは、一定

の場合に限られるとする。これは、上述した清永・碓井とも近似する見解である。ただし、

田中二郎らは、所得の帰属を、経済的帰属・経済的実質的利益の享受とみていることから、

清永・碓井において説明が困難であった、〔所得の経済的把握と所得の帰属との関係性〕と

いう観点について、一貫した説明が可能となる。 
木村弘之亮は、所得の帰属を「資産（および収益）に対して事実上の支配力を行使する

場合」と表現し、「支配」という文言を使用している。吉良実も、「支配関係」を経済上の

帰属の内容として理解している。所得の帰属を所得の支配により把握するのは、アメリカ

税法における基本的視点であることから、アメリカ税法からの示唆が有用である。 
 さらに、木村の見解において特徴的であるのは、所得税法 12 条と稼得者主義との関係性

を論じている点である。稼得者主義が所得の帰属に関する原則であると理解されている以

上、所得税法 12 条との関係性をどう解するかは避けては通れない問題である。〔稼得者主

義と実質所得者課税の原則〕との関係性についても、アメリカ税法との比較が参考になる。 
２ 所得の経済的把握と所得の帰属 
私法上無効な利得であっても、所得の帰属が認められている。それでは、「法的評価を離

れて、実現した経済的効果に即して判定」される所得が認められる場面の法律関係とはい

かなるものか。 
 例えば、犯罪行為の場合、加害者（窃取者）には、所得税法が「収入する」対象として

予定している「金銭」では所有権を「物」については占有権を観念できる。法律的帰属説

からは、不法所得の場面を、こういった法的権利を取得しているという意味において、加

害者は所得の「真実の法律上の権利者」であり所得が帰属すると説明することも考えられ

る。しかしながら、私法は、所得概念を規律していないので、所得に対する「真実の法律

上の権利者」を判定しようとしても、その「真実の法律上の権利」とは、私法上のいかな

る法律関係をいうのか、私法から導出され得ない。次に、「権利」を「収入する」場面につ

いても、未収の制限超過利息に関する判例理論から推測すると、法的権利を有さない事実

上の期待を有しているに過ぎない者にも、課税を認める可能性がある。仮に、このような

場面において所得が認められることになれば、その所得の帰属を法律関係から説明するこ

とは困難である。 
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３ 法律関係と経済的利得の分離 
 中川一郎は、法律関係と経済的利得が分離する事態は存在し得ないと主張していた。そ

れでは、法律関係と経済的利得が分離する事態というものは、そもそも生じ得るであろう

か。 
経済的帰属説は、経済的帰属が妥当する場面として、事業等の名義人とは別の者が現実

に収益を取得している場合を挙げる。しかし、これらの場面も、名義人と現実の収益の取

得者との背景にある法律関係を前提とすれば、法律的帰属説・経済的帰属説の双方の立場

から、法律関係に基づき収益の取得者に所得が帰属すると考えることとなる。 
ここで逆に浮かび上がってくるのは、経済的利得を喪失している側（名義人の側）の所

得の帰属の問題である。対外的には名義人が権利を取得していても、その権利の実現した

結果を法律関係に基づき現実の収益の取得者に与える局面においては、名義人には、相殺

的債務の存在により、名義人が取得した権利は、所得を構成せずに、課税関係は生じない

と理解することになるであろう。とするならば、法律的帰属と経済的帰属の対立とは関係

なく、マイナスの収入金額が機能するかどうかを検討して解決を図るべき場面と考えられ

る。 
以上から、法律的帰属説は、経済的帰属説における法的帰属の局面を解明するものとし

て、同説に解消されるべき見解なのではないかと考えられる。ただし、実際の所得の帰属

の問題として表面に現れてくるのは、法律的帰属説であり、経済的帰属説は不法所得の場

面においてのみその真の姿を表すに過ぎない。 
４ 事業所得の帰属に係る裁判例 
事業所得の人的帰属に関して、判例･課税実務は、事業の経営主体（事業主、当該事業を

業として営んでいる者）に事業からの所得を帰属させるという事業主基準を採用している。

いかなる者が「経営主体」に該当するのかについては、一般的な規範は定立されておらず、

裁判例は、生計の主宰者（家族構成員間の場合）、事業の歴史的経緯、役務提供の態様、資

産提供の態様、収益管理状況という様々な事情を総合考慮して、直接「経営主体」を認定

するアプローチを採るものが大半である（直接認定アプローチ）。近年の事例においては、

「組合」という枠組を経由するアプローチを採る裁判例も存在している（組合認定アプロ

ーチ）。少なくとも、直接認定アプローチによる事業主基準については、関係者の法律関係

を論じることなく、裁判所が考える考慮要素を総合考慮して事業主を決定しているだけの

ようにみえる。 
これまでの検討から、不法所得以外は、法律関係を緻密に考察すると法律関係に基づい

て経済的利得を得ているといえることから、終局的に法律関係に基づき経済的利得を取得

している者が、「事業主」と認識すべきであろう。事業を遂行する内部の関係と事業による

外部との関係を考察すると、複数人が事業に関わっている場合、対外的にみて、その中の 1
人が、所有権の帰属者、債権の帰属者であったとしても、対内的関係において、当該者に

対する物の引渡請求権や金銭債権が成立することがある。 
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 この整理によって、自ずから判明することは、ある事業に由来する経済的利得は、法的

権利を媒介にして、一定の者に集合・収斂していく、ということである。このことを確認

すると、これまでの事業所得の帰属に関する裁判例に関しても、法律関係に基づいた考察

と理解できる可能性もある。すなわち、裁判例が重要視してきたと考えられる「支配的影

響力」が、法律効果を支える事実になると理解する場合である。 
 
第Ⅲ章 アメリカ税法下における帰属 
１ 帰属の一般的原理 
 アメリカ税法では、所得の帰属の領域に関する原理として、本法税法における稼得者主

義と似た内容と考えられる所得移転の法理が確立している。所得移転の法理は、「所得はそ

れを稼得した者に課税されねばならない」との原理である。2005 年の連邦最高裁の CIR v. 
Banks 事件では、所得の帰属の問題に関する先例を以下のように整理して述べている。①

通常の事例における所得の帰属は、納税者が、問題となる所得に対して、完全なる支配を

行使するかどうかを問うことによって解決される。②しかしながら、事前の移転の局面に

おいて、譲渡人は、所得が得られる瞬間に、その所得に対する支配を有していない。その

場合には、問題は、譲渡人が、所得生成資産(income-generating asset)に対して支配を留保

しているかどうか、という点が問題となる、その理由は、「所得の源泉を所有又は支配して

いる〔納税者〕は、彼が受領し得た〔所得〕の処分も統制しており、彼が望む満足を得る

手段として、彼自身から他人にその支払を転化するからである」。③〔所得生成資産〕に対

する支配をみることは、所得はそれを稼得しその便益を享受する者に対して、課税される

べきであるという原理を守ることになる。 
２ 役務提供に由来する所得の移転 

Lucas v. Earl は、夫婦財産契約に基づき夫の所得を夫婦で折半して課税されるか否かが

争点となった事件である。所得はそれを稼得した者に課税されなければならないというこ

と、及び事前の取り決めでは、所得税は回避され得ない（そのようなことは些末な事項に

過ぎない）ということが判示された。一方、Poe v. Seaborn は、法定の夫婦共有財産制を採

用する州において、夫婦所得を折半して課税されるか否かが問題になった事件である。こ

こでは、妻が、夫婦共有財産及び夫婦所得について夫と等しい確定的権利を有することを

根拠に、夫婦各自に夫婦所得が折半されることを認めた。両判決の区別の実質的な根拠と

しては、累進課税制度に対する影響があげられている。本邦税法との比較において問われ

るべき点は、アメリカ税法が考慮要素として認識する累進課税制度の保護といった〔税法

の趣旨・目的の帰属への影響〕である。そのほかにも、Burnet v. Leininger、Helbering v. 
Eubank、Commissioner v. Culbertson などの各種事件からは、上記 Earl 事件で述べられ

た原理の射程を読み取ることができる。 
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３ 資本に由来する所得の移転 
アメリカ税法においては、資本・所得生産財産（income producing property; income 

generating asset; corpus）を移転すれば、当該財産から発生する所得に関する税は、譲受

人が負担することとなる。この財産の譲渡は、私法上（州法上）有効であることはもちろ

んであるが、連邦税法上の効力を有する程度に完全なものでなければならない。譲渡人が

何らかの支配権を留保している場合には、税は移転しない。さらに、財産の移転は、所得

を発生させる財産それ自体の移転でなければ、その発生した所得に係る税も移転しない。

以上のことから、資本・所得生産財産に由来する所得の移転については、〔i〕譲渡人が引き

続き当該財産の所有者とみられる程度に支配権を保持しているかどうか、〔ii〕所得生産財

産の移転か、所得のみの移転か、という点が争点となる。上記の点が争点となった各種の

事件（Corliss v. Bowers、Burnet v. Wells）は、納税者から家族に対して信託を利用した資

本に由来する所得の贈与が行われた事例であるが、そこでは、所得に対する現実の支配が

問われるべきであること、所有の要素となる何らかの権利関係に課税することも認められ

る、といった点が判示されている。また、Helvering v. Clifford、Helvering v. Horst など

は、所得を受領する権利を家族に贈与した納税者は、現実に経済的利得を受領できなかっ

たのであるが、所得を処分するということ自体が、納税者の満足なのであるということを

述べ、さらには、所得を処分する権能と所得の所有とが等しいという認識を示している。

また、Blair v. Commissioner 及び Harrison v. Schaffner は、双方ともに信託所得を受領す

る権利を譲渡した事例であり、Blair 事件では譲渡人への課税は否定されて、Schaffner 事
件では、譲渡人への課税が肯定された。Blair 事件と Schaffner 事件は、程度の相違（譲渡

した信託所得が生じる期間の相違）によって種別が異なってくる事例であると理解されて

いる。両事件は、信託所得の譲渡期間の程度の差異が、所得の譲渡から資本：所得生産財

産の譲渡へと認定を変えることになると考えている。 
アメリカ税法では、以上のような議論が積み重ねられて、所得移転の法理が形成される

こととなった。これらの裁判例から読み取れる所得の帰属の本質は、現実に所得を受領す

ることではなく、当該所得を処分する権限を有することであるという考え方である。第Ⅱ

章の検討の後に残された課題として、「所得の支配と所得の帰属」を挙げていた。アメリカ

税法の視点からみると、所得の支配とは、所得それ自体と所得生産財産の双方の観点から

把握されるものである。そして、アメリカ税法では、所得を処分する権限を有するものが、

所得が現実に発生する前に、当該所得を受領する権利を処分し手放したとしても、所得を

処分する権限を有する者への所得の帰属が指向されてきた。アメリカ税法のかかる理解は、

本邦税法における所得の帰属にとっても、重要な視点を提示している。 
 
第Ⅳ章 I.R.C§636 に係る課税法律関係 
１ BA 取引、AB 取引、ABC 取引 
本章で主たる検討対象となる取引は、作業権益保有者（B）から買主（A）に生産物支払
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を切り出す取引（BA 取引）、元々の作業権益保有者（A）が、自らに生産物支払を留保して、

買主（B：新作業権益保有者）に残余の作業権益を売却する取引（AB 取引）、第二の AB 取

引の後に、A が自らの生産物支払を金融機関 C に売却する取引（ABC 取引）である。 
いずれの取引でも鍵となるのは、生産物支払という権利である。この生産物支払という

権利の特徴として、生産物支払の対象となる鉱物は、採掘される前の地層内にある状態で

所有され得るか否かという点が議論されていることが指摘できる。例えば、テキサス州で

は、地層内にある状態での所有を認めている（土地所有者取得主義：ownership in-place 
theory）。そして、生産物支払は、土地に対する権利関係であるという法理が確立している。 
２ I.R.C§636 

I.R.C§636 は、1969 年改正法によって導入された。同規定は、作業権益保有者（B）か

ら買主（A）に生産物支払を切り出す（carve-out）BA 取引及び元々の作業権益保有者（A）

が、自らに生産物支払を留保しつつ（retain）、買主（B：新作業権益保有者）に作業権益

を売買する AB 取引について、生産物支払保有者（A）から作業権益保有者（B）に対する

生産物支払を担保としたローン取引として取り扱うという規定である。 
これに対し、1969 年に I.R.C§636 が制定されるまでは、判例法によって I.R.C§636 の内

容とは全く異なる課税法律関係が構築されていた。BA 取引及び AB 取引の後に、B が採掘

した鉱物からの収益は、生産物支払に対する支払のために合意された所定の割合に応じて、

B 及び A に分割される。また、当該収益に関して、B 及び A の双方について減耗償却によ

る費用控除が認められる。ここで、所得の帰属との関係で注目をしたいのは、A 及び B と

の間で、所得が分割される点である。すなわち、B が採掘した鉱物からの収益は、B に帰属

することなしに、A に帰属することになっている。 
上記の所得の帰属の基礎にある考え方は、経済的リスクを負担するものに所得が帰属す

るという考え方である。その源流は、Burnet v. Whitehouse にみられ、Palmer v. Bender
で、生産物支払の保有者に減耗償却による費用控除を認めることで、作業権益の保有者と

生産物支払の保有者との間で所得が分割して帰属するという帰結の示唆を行った。この事

件で連邦最高裁は、納税者の資本投資の回収に関しての媒介物として留保された生産物支

払が存在したことを強調し、納税者は、資本喪失のリスクを保持しており、彼自身の権利

関係の全てを売却していなかったという判断を行っている。Thomas v. Perkins は、AB 取

引の事例であるが、譲渡人（A）は保有していた作業権益から自らが留保する生産物支払を

除いた残余の権利を B に売却したとの判断を元に、A と B との間で所得が分割して帰属す

るものとされた。Anderson v. Helvering は、同様に、AB 取引の事例であるが、連邦最高

裁は、Perkins 事件とは異なり、AB 間での分割しての所得の帰属を認めなかった。Anderson
事件判決は、Perkins 事件では採掘される石油及び天然ガスのみを原資として B から A に

対して生産物支払が支払われることになっていたことを述べて、同事件との区別の根拠と

している。 
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３ 改正への議論 
1960 年代になると、内国歳入庁から、ABC 取引における生産物支払の売却に関しての再

検討の方針が示されることとなった。その立法趣旨として、純営業損失の技巧的な創出を

防止するということが掲げられていた。その立法経緯の中で、帰属に関する問題として

I.R.C§636 が憲法違反であるか否かという議論があげられる。改正法が憲法違反であるとす

る主張は、I.R.C§636 によればある人物の所得を別の人物に課税することとなり実体的適正

手続違反であり憲法修正第 5 条に違反すると主張していた。これに対して、財務省の立場

は、本改正法は、A（生産物支払の保有者）の所得を B（作業権益の保有者）に課税するこ

とを提案しておらず、むしろ B は B 自身の所得に課税されるという立場をとっている。 
 

第Ⅴ章 所得の帰属の再構成 
１ 所得の帰属とマイナスの収入金額  
アメリカ税法では、本法税法にみられる法律的帰属説・経済的帰属説といった見解の対

立は見受けられず、第Ⅲ章・第Ⅳ章でみてきたように、所得の帰属について、納税者の所

得に対する支配を問うてきた。そこで問題とされた事例は、所得が得られる以前に納税者

が当該所得を移転・譲渡し、その支配を手放し経済的利得を取得していない事例である。

そこで、このような問題に対する、本邦税法での対応を考察すると、マイナスの収入金額

として機能する局面を累進課税制度の保護などの立場から考察して処理をする対応が考え

られる。そもそも所得の帰属は、私法関係を税法が取り込み、その帰属を判定しているか

ら、所得の帰属にとって必要な私法関係を税法の趣旨・目的から考察することは必要な作

業である。必要となるのは、私法関係を税法が取り込む際に、私法関係の何等かの法概念

への妥当の是非を問うのではなく、当事者の権能を把握して、それを所得の支配という枠

組みに落とし込むことである。このような立場からは、典型契約への該当性が問われるの

ではなく、所得の帰属に影響する法律効果が発生しているかどうかを問うことが必要とな

る。 
２ 稼得者主義と実質所得者課税の原則 
アメリカ税法で帰属が問題となっている各種類型では、所得を稼得する者が、所得を稼

得する以前に経済的利得に対する支配を喪失又は取得しない仕組みを作出しており、一瞬

たりとも稼得者に法的権利が帰属しない場合もある。本邦税法の稼得者主義も、稼得者と

経済的利得を現実に受領する者が異なる場合に稼得者への課税を指示するものであると理

解し、このような局面において適用するために、我が国所得税法 12 条を稼得者主義を反映

して解釈できる可能性があると考えられる。この解釈は、所得移転の法理を確立したアメ

リカ裁判例のように、所得の原義から導出すると、本邦税法においても無理のある考え方

ではない。また、稼得者主義が認められる根拠に立ち返ると、稼得者に所得を帰属させる

という原理は、所得を処分する権能を有する者に所得を帰属させる原理であると換言する

ことができる。 
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３ 経済的リスクと IFRS の影響 
アメリカ税法では、生産物支払に係る一連の裁判例において、経済的リスクを負担して

いる者がそのリスクに対応する経済的便益の保有者になるという、リスクと便益を関連さ

せる分析が行われていた。さらに、リスクという観点からは、IFRS の収益計上に関する本

人・代理人基準が、法人において「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」（法人税

法 22 条 4 項）として取り込まれることで、重要な意味を持ってくることが予想される。 

４．租税徴収の実効性 
 実質所得者課税の原則は、租税徴収の実効性の確保もその趣旨とするが、この租税徴収

の実効性という観点からも、稼得者への課税の優位性は説明可能である。役務提供からの

所得についての稼得者であれば、稼得者は将来的に所得を発生させる可能性が高く、また

資産からの所得については、稼得者は資産を所有しているから、資産自体が引き当てとな

る。したがって、所得を現実に取得する者よりも、稼得者を課税対象として選択する方が、

租税徴収の実効性の観点から優位であるとの理解ができる。 
 

第Ⅵ章 結語 
 
本稿では、第Ⅱ章において、所得の帰属を判定するためには、納税者にまつわる法律関

係をつぶさに観察して、法律関係に基づき経済的利得を集合・収斂する者を特定すること

が必要であるという結論を得た。さらに、第Ⅲ章及び第Ⅳ章における考察から、第Ⅴ章に

おいて稼得者主義と実質所得者課税の関係について、稼得者主義を所得税法 12 条に読み込

んで解釈できる可能性があるのではないかという私見を提示した。稼得者を確定する作業

は、税法が所得の帰属にとって必要とする法律関係を考察し、それをあらためて私法へ問

い掛ける過程を必要とするであろう。そのような過程を経ることによって、税法の関心領

域における私法の回答も得られる。このような税法からの私法への問い掛けが、現在求め

られている。 
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