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それからオーナー税制と言われております船舶償却買換えの際に生じる、キャピタルゲインに関連する

制度。これらに加えまして、カボタージュ規制や、船舶投資に関する優遇措置等について調べています。 

 

今日は、諸外国の海運施策調査と題名はそうなっているんですが、全て説明はできませんので、これ

まで調べてきた中で、ドイツの制度について主に説明させて頂きたいと思います。なぜドイツを調べた

かと申しますと、もちろん先進国で我が国と産業構造が近いというような話もあるのですが、海運業界

の方々にはよく知られていると思いますが、画面で示されております通り、コンテナ船の実質的な所有

者がドイツ人という場合が非常に多いからです。世界のコンテナ船のうち総トン数で言いますと、約３

割がドイツ人オーナーとなっておりまして、世界第 1 位です。ちなみに我が国は約８％で、世界第３位

となっています。 

 

 貨物船全般で見ますと、我が国が第 1 位で、14％位。ドイツは逆に今度は第３位で 8.5％となっていま

す。このコンテナ船が多いという背景には、ドイツで発展しております船舶投資の仕組みで、KG ファン

ドというのを皆さんご存じだと思いますけれども、Kommanditgesellschaft の略で、合資会社の意味で

す。一般の投資家から出資を募りまして、基本的に１つの合資会社が KG ファンドを作って、船舶を調

達し、それでリース、チャーターするという、ある種の船舶投資の仕組みを KG ファンドといったりす

るわけですが、この KG ファンドでは、聞いておりますところでは、そこから得られる配当について、

昔税制上の優遇措置があったということのようです。ちなみに今はもうそういう制度はないようですけ

れども、このような税制優遇もあって、この KG ファンドの仕組みが普及しまして、どうも聞いており

ます範囲でしか分からないのですけれども、一般投資家の方々から融資を受け、資金調達をするわけで

すが、コンテナ船が投資先としてどうも比較的安全と考えられたようでございまして、KG ファンドが多

くコンテナ船を購入してこのようになっているようです。 

 ドイツにはハパックロイドとか、ハンブルグスドとか有名なコンテナ船の会社がありますので、そう

いうことも影響したのかもしれません。それではここから少しドイツの制度について説明させて頂きま

す。 
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 船籍の登録制度ですが、ドイツは EU の中心国の１つですので、EU の枠組みの中で制度を保っていく

わけですが、船籍の登録について、現在ではドイツ人ではなくて EU 加盟国の国民であれば、ドイツに

船舶を登記登録して船籍を得ることができるようになりました。法人の場合は、我が国の場合は３分の

２の役員が日本人でなければならないというような規定がありますけれども、ドイツの場合は、EU 加盟

国の国民が役員の過半数を占めていれば、ドイツに登記登録ができます。また一定の行政上の要件を満

たせば、EU 加盟国で設立された会社であれば、登記登録できるという規定もあります。 

 

 それでドイツ籍船の場合は、船員の国籍の要件、いわゆる配乗国籍要件がございまして、船長を含め

た４名、8,000 総トンを超える船舶については、５名が EU、EEA の加盟国の国民でなければなりませ

ん。EEA というのは、欧州経済領域という国際組織で、EU 加盟国だけでなくて、ノルウェーとかスイ

ス等も加盟しております。尚、ドイツに船籍を登録した場合は、毎年払う手数料とか税金はなくて、登

録手数料を一度だけ払えばいいと聞いております。 

 

 続きまして、国際船舶登録ですけれど、ドイツにも GIS というのがありまして、これはあるにはある

のですが、船籍のための登録ではなくて、国際航行に従事していることを明らかにして、それと同時に、

外国人船員の雇用を低水準の賃金でできるようにする、そういうためのリストに登録するだけのようで

す。国際航行に従事していることが示されると、後で出てきます税制上の優遇措置を受ける要件の１つ

が満たされることになります。こういう制度ですので、外国の船舶所有者による船籍の取得を許容して

いるような、ノルウェーやデンマークの国際船舶登録のような制度とは異なっております。むしろ韓国

の国際船舶登録、韓国にはチェジュ登録という別のものもありますが、そういうものに近いですし、あ

る意味、我が国の国際船舶登録にも若干近いのかなというように思っております。 

 

 それからフラッグ・イン、フラッグ・アウトですけれど、これは日本にはないのであまり馴染みがな

いかもしれませんけれども、ヨーロッパの各国には普通に見られる制度と言えます。フラッグ・インは

通常は裸用船契約に基づきまして、外国の旗を掲げていた船舶に対して、一時的にドイツの国旗を掲げ

ることを認める仕組みで、フラッグ・アウトはこれも通常は裸用船契約に基づきまして、ドイツの旗を
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掲げていた船舶に、一時的に外国の国旗を掲げることを認める仕組みです。いずれにしましても、掲げ

る旗は１つの国の旗のみで、２つの旗を掲げることではありません。ドイツでインタビュー致しますと、

フラッグ・インというのは最近では滅多に使われることはないそうですけれども、フラッグ・アウトは

非常によく使われているとのことでした。フラッグ・アウトを使うメリットは、登記がドイツに残るの

で、私法上の権利、所有権、抵当権などについてはドイツ法が適用されるということになっておりまし

て、ドイツの金融機関とか、弁護士には意味のある制度なのかなと思っております。 

 

 続きまして、トン数標準税制ですけれども、海運業の関係の方々には、既によくご存じのことと思い

ますけれども、船舶のトン数に応じて利益を算定して、法人税をかけるという仕組みになっております。

ドイツの場合は、日本と同様に会社毎に条件が決まっているのではなくて、船舶について条件が決まっ

ております。対象船舶は、同一籍船に限定されておりません。よくお耳にすることとは思いますけれど

も、ヨーロッパのトン数標準税制では、対象船舶を船籍で限定するということは、基本的にはしていな

いと。EU の定める State Aid Guideline では、一応 EU 籍船を増やすという目標は謳われておりますが、

その目標を達成するためにどのような策を講じるかは、各国に委ねられていると考えられております。

ドイツの場合は、海運業界が「EU 籍船を増やします」と宣言しておりますが、それ以上何か義務を課さ

れているということはないようです。 

 

 ドイツでは法人の利益に係る税金としまして、国税としての法人所得税と、地方税としての営業税が

ございまして、この両方についてトン数に基づき計算された利益に、それぞれの税率が掛けられて税額

が決まります。申し訳ありません。スライドの 13 では、お配りした資料では営業税の量にみなし利益×

営業税率と書かれていますけれど、法人税同様、上の計算式で算出された利益の間違いですので、ご修

正頂ければと思います。みなし利益は、スライド 13 の表の通りですけれども、この金額は同じユーロ圏

で比較してみますと、全く同じというわけではなくて、フランスよりどうも若干高いようで、若干とい

うのは 100 ネットトン当たり１セント位高いみたいです。ちなみにオランダは、フランスよりもさらに

ちょっと安いという状況です。 
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 細かいところは、資料を読んで頂くことと致しまして、スライド 16 までいきまして、ここからは船員

の話ですけれども、船員雇用に関わる制度ですが、ドイツにはまず船員所得税の控除制度と言われるも

のがあります。この制度は雇用者である海運会社に対して、自国の船員の雇用負担を軽減しようとする

もので、ちょっと日本人の感覚ですと、不思議な制度ですけれども、海運会社は一定の要件を満たす船

員について、源泉徴収した税金のうち 40％までを上限として国に納めなくていいと。そのまま海運会社

が貰ってしまっていいというようなことになっています。こういう制度は、実はオランダでも同じよう

な仕組みになっております。また、デンマークでは純賃金制度といって、一定の船員については、その

賃金に関する税金が免除されておりまして、雇用者である会社の側も賃金税を源泉徴収する必要があり

ません。一方で、イギリスやフランスといった国では、船員の所得税に関しては、一定の船員について

は、船員が自ら申告して税還付を受けるという制度もみられます。 

 

 次に、賃金付随費用軽減のための補助金制度というのがあります。これはどうも社会保障費の雇用者

負担分を軽減するためのものと考えられているようで、税制ではなくて補助金です。その金額はスライ

ドの 16 の表に書かれている通りです。 

 

 それからスライド 17 にいきますが、船員に関連する制度としまして、船員訓練に関する補助金という

のがあります。これは乗船実習の場を提供している海運会社に対して、補助金を支払うもので、この資

金はこれまで完全に国の予算で賄われていたようですけれども、最近制度が変わりまして、船舶をフラ

ッグ・アウトさせている海運会社が、補償金を支払う義務を課されるようになりまして、その補償金が、

訓練補助金の一部に充てられているようでございます。 

 

 次に、我が国でオーナー税制と言われる船舶償却制度と圧縮記帳制度についてですけれど、ドイツで

は海運会社にとってはトン数標準税制が導入されて、ほぼ全船にこの税制が適用されるようになってお

りまして、トン数標準税制が適用されない船舶にしか、この制度は関係してこないということになって

おります。船舶のオペレートや船舶管理をしない純粋なオーナーとか、KG ファンド等にはおそらく影響

があるのだろうと思うんですが、船舶償却につきましては、定額法で通常の商船ですと耐用年数 12 年と
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いうことで、年間の償却率が 8.33％となっております。買換え特例、圧縮記帳の制度ですけれども、ド

イツで聞きましたところでは、工場の設備とか一部そういう買換え特例が認められているところもある

ようなのですが、そのような制度は、船舶についてはほとんど使われていないということで、船舶は先

程 KG ファンドの例もあります通り、１つの会社の形式をとっておりまして、売船益は通常の配当とな

るということから、配当課税の特例というものが活用されているということでございます。配当課税の

特例で計算しますと、持ち分の売却益を 100 とすると、売却益相当額の５％に対して 30％の税がかけら

れているということで、税額が結局 1.5 となるそうです。 

 

以上が、大体制度の説明でございます。この調査は純粋に制度調査ということなので、その効果につ

いて分析や評価はしておりませんが、ちょっとだけですが統計データを見たいと思います。ドイツでは、

ドイツ人が実質的船主である船舶をジャーマンフリートと称して重視しているようです。ドイツではト

ン数標準税制と船員所得税の控除が、1999 年に導入されておりまして、実質所有の船舶は確かに増えて

いますが、2000 年からリーマンショックまでは、海運市況がかなり良かった時期でございますので、こ

の辺をどう評価するのかというところがございます。 

 

 赤の方ですが、ドイツ籍船を見ますと、隻数では増えたり減ったりしています。総トン数で見ますと、

リーマンショック位までは増えていっていると。大型化が進んだのかもしれませんけれども増えていき

まして、2011 年位からヨーロッパの景気の影響か、段々と減ってきておりまして、確かにここ数年 KG

ファンドの破たんとかそういうニュースがロイズリストなんかに取り上げられるようになっていますの

で、そういうことで少しずつ減ってきているのかなという感じでございます。 

 

 これが船員の統計ですけれども、1999 年に所得税の控除制度、2001 年に社会保障費に関連する補助

金とか、船員訓練のための補助金が導入されまして、統計を見ますと、90 年代は、ドイツ人船員は減っ

ていますが、2000 年以降、ほぼ横ばいと。一方で、外国人船員の方は、1999 年、2002 年、2003 年に一

時的に減ってはいるんですけども、その後増えてドイツ人と同じ位の数になってきております。 
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 スライドはこれで最後ですけども、繰り返しになりますけども、この調査は純粋に制度調査ですので、

制度の効果について分析評価していません。ですので、ちょっとまとめるのは少し難しいところもあり

ますが、結びとしまして少しコメントしておきたいと思います。 

 

 ドイツではフラッグ・アウトの仕組みがよく利用されているというのが特徴で、所有権、抵当権等、

ドイツ法が適用されるということで、ファイナンスを行う金融機関にとって利益があるようにみえる。

次に、トン数標準税制等の海運強化策ですが、ドイツは実はいずれの制度もオランダやデンマークが先

に導入してから、そのあとを追うように導入している。ドイツに出張しまして、導入目的をお聞きしま

すと、大概「海運会社がオランダやデンマークに出ていかないようにするため」という答えが返ってき

ます。ドイツの周りの小さな国々が革新的な制度を入れて、それに合せざるを得ない大国ドイツという

ような感じです。 

 

 すみません。オーナー税制については、トン数標準税制とか配当所得に対する特例であるとか、一般

的な制度に吸収されていっているのかなという印象を持っています。ドイツにおける船舶所有が、KG フ

ァンドの発展などにより、個人が船舶そのものを所有するというよりも、個人が船舶の持ち分とかシェ

アを所有するという傾向にあり、それが一般的になっているのかもしれません。そういうことの影響な

のかなというふうにも考えているところです。いずれにしましても制度全体を見ますと、我が国よりも

海運産業を優遇しているということは言えるのかなと思います。 

 

 以上で私の説明は終わりですけれども、この調査にご協力頂いた皆様に感謝申し上げたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。 
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