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サマリー 

香港税務局（IRD）は、船舶オペレーターへの課税に関する新たなガイダンスを公表した。本ガイダンスは、特に、これま
で香港税務条例（IRO）第23B条に基づいて申告している傭船事業に従事する船舶オーナーに影響がある。 
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概要 

これまで、多くの船舶の貸手は、領海外で使用される船舶の傭船料収入について、第23B条を適用し非課税として申告してきた。し
かし、IRDは近年、この非課税措置は船舶オペレーターにのみ適用されると主張し、この取り扱いに異議を唱えている。昨年、船舶リー
スの優遇措置に関する新たなルールが施行されたが、船舶リースの活動以外からの収入がある船舶オペレーター等はこの優遇措置の
適用範囲から明確に除外されている。その結果、領海外で使用される船舶のオペレーションとリースの両方が非課税になるとされている
にも関わらず、オペレーションとリースの収入が混在する事業者が課税されてしまうリスクが生じていた。詳しい背景については、過去のタ
ックスアラート（香港タックスアラート第12回、香港タックスアラート第17回）を参照されたい。 

 

「船舶オペレーター（ship operator）」の定義  

船舶リースの新ルールが導入されて以降、IRDは当該ルールの解釈について、船舶オペレーション事業の課税に関するFAQをまとめた
DIPN62や、「What you need to know as a Ship Operator（船舶オペレーターとして知っておくべきこと）」へのガイダンスの追加な
ど、様々なガイダンスを提供してきた。 

最新のガイダンスでは、新たな船舶リースのルールにおける船舶オペレーターの定義（第14O条）に基づき、「船舶オペレーターは、原
則として、旅客および／または物品の海上輸送のためのサービスを提供する」と記載されている。新ルールの下では、この定義が船舶リ
ースの目的のみに使用されることとしており、実質的に浚渫、曳航、チャーター業務からの収入もその範囲に含めることが明示されてい
る第23B条とは特に整合性が取れていなかった。しかしこの点、本ガイダンスにおいて、船舶オペレーションに附随的又は補助的な浚渫、
曳航、チャーター業務も船舶オペレーターの業務に含める旨が追加されており、整合性が取られている。 

本ガイダンスは、特に3つの主要なタイプの傭船契約を取り上げている。 
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• 航海傭船契約： 船舶オーナーは通常、船舶オペレーターとなる。 

• 裸傭船契約：船舶オペレーション事業に付随的又は補助的な活動でない限り、通常、船舶オーナーは船舶オペレーターとならない。 
• 定期傭船契約：船舶オーナーは、純粋なリース活動を行う船舶の貸手、又は、船舶オペレーション事業の一環として定期傭船活動
を営む船舶オペレーター、もしくは船舶オペレーション事業に付随的又は補助的な定期傭船活動を営む船舶オペレーターのいずれかに
該当する。 

航海傭船契約、裸傭船契約に対するIRDの考え方は想定された内容とはいえ、先に述べたように、「船舶オペレーター」の新しい定義
を第23B条適用にあたり、当然使用できるということにはならない。仮に23B条を適用するために、会社が船舶オペレーターである必要
性がある場合でも、同条には「船舶の使用または所有を含む」という、より広範な別の定義が存在する。「附随的又は補助的」という言
葉はIROから引用されたものではないが、IRDは、これらの活動が、物品や旅客の輸送と比較して事業への貢献度が相対的に小さく、
かつ密接に関連しているため、これらの活動を独立した事業とみなすべきではないと考えている。 

定期傭船契約の定義は、新しいルールの難しさの核心をついている。ガイダンスによると、船舶オーナーが定期傭船に従事している場合、
船舶オペレーターに該当せずに、純粋なリース活動に該当する可能性があるとされている。 ある者が船舶オペレーターであるかどうかを評
価するにあたり、IRDは、傭船契約が含まれているか、船荷証券に基づく海上運送契約があることに重点を置いている。 IRDは、船長
や乗組員を雇用しているかどうか、また、運航費を負担し、同等の資産を使用しているかどうかも考慮するとしているが、一方でこれらの
定期傭船の典型的な特徴のみをもって、船舶オーナーが船舶オペレーターに該当するとまでは明示していない。実際、IRDは、その者が
海上運送契約に関与しているかどうか、また、船舶の収益能力を直接利用する者としてのリスクとリターンの性質がリースの貸手と異な
るかどうか、という点をより重視しているようである。 

但し、多くの場合、船舶オペレーターであるかどうかの判断は、納税額にほとんど影響しないと考えられる。船舶オペレーターであれば、第
23B条によって非課税とされ、そうでなければ、新しいリース非課税措置の利用を検討できると考えられる。 しかし、新しいリース非課税
措置を適用するためには、その選択を行う必要があるため、第23B条が引き続き適用できると想定していた納税者がIRDから異議を唱
えられた後に、その立場を修正することは難しい点には注意が必要である。 

また、新しい船舶リースの非課税措置は、船舶オペレーターを明確に除外しているだけでなく、リースの貸し手が他の課税所得を有する
ことを制限している点にも留意が必要である（IRDは、この点について「附随的又は補助的」のテストを設けていない）。そのため、ある
者が船舶オペレーターであることをIRDが認めない場合でも、その者がリース非課税措置の対象外となる場合もある。例えば、1年未満
のリースは明らかに対象外となる。 

今回のIRDのガイダンスは、一部の事業者にとっては参考になり、不確実性のあるエリアを絞り込むのに役立つと思われるが、事業が複
雑すぎて新ルールが想定しているような区分けができない海運事業者もまだ多く存在すると思われる。そのような企業には、IRDの裁定
を仰ぐことを勧める。 
 

裸傭船契約 
IRDは、関連する金額を決定する上で、「定期傭船契約に起因する傭船料と裸船傭船契約に起因する傭船料との間には区別はない」
と明示している。これは、現在、自社の傭船契約が第23B条に該当するかどうかについてIRDから問い合わせを受けている場合には参考に
なると思われる。 IRDは、すべての傭船料収入が関連金額として含められることを認めており、第23B条に該当するためには、船舶オペレ
ーターであることが必要であるとしている。 
 

実質的な活動の要件 
IRDのガイダンスでは、第23B条4AA項の課税対象となる海運所得から「非課税とされる金額」を控除するために必要な実質的活動の
程度についてもガイダンスを出している。すなわち、「非課税とされる金額」を生み出す活動が、香港で行われているか、または行われるよう
に手配されている必要がある。IRDの解釈では、事業者は香港で適切な数の資格を持ったフルタイムの従業員を有し、香港で活動を行う
ために適切な額の営業費用を負担しなければならないとしている。何が適切であるかについては、それ以上の指針は示されていない。 
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「免除される金額」とは、香港の水域において関連する運送または曳航業務から発生し、香港で課税される所得に対して適用される免
除を指し、次の2つの状況に適用することができる。 

1. 関連業務を香港の登録船舶が行っている場合 

2. 香港の船舶オペレーターに同様の免除を提供している法域に居住しているオペレーターが関連業務を行っている場合 

これらのケースのうち、最初のケースでは活動実態が要求される場合もあるかもしれないが、2番目の免除の要点は、海運は本質的に国
際的なものであり、船舶オペレーターが訪れるすべての港で課税する場合の複雑さに対する経済的成果はほとんどないという認識に基づい
ている。国際海運の特殊性は、OECDによるBEPS2.0のブループリントの中でも認識されており、代替的な海運税の幅広い性質が着目
されている。実際、海運が国際的な性質を持つからこそ、船舶オペレーターが居住地の管轄外で支払わなければならない税金の額を制
限することに幅広いコンセンサスが得られており、訪れるすべての港で重要な財産を有しているかに依存すべきはない。 

この点に関するIRDによる概説に誤りはないが、第23B条には「非課税とされる金額」とは別に、相互免除（reciprocal exemption）
を申請するルートもあることに留意する必要がある。相互免除も、第23B条4A項に規定されており、これは第23B条4AA項の実質
的要件の対象となっていない。香港に到着した海外船舶が、相互免除を利用するために香港で実質的要件を必要としないことを
認識できるように、IRDがこの点を明確にすることが望まれる。 

なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。 
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