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授業の目標（Course Objectives） 

法律と租税を通じて、公平と効率性について考え、国際社会について考える。 

 

We will, through studying law and tax, consider equity and efficiency and consider international society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 租税法は法学部の中でも比較的難しい科目と位置付けられていますが、この科目は、高校卒業程度の知識で理解できるように

設計されています。税金について扱いますが、会計の知識などは必須ではありません。税金について扱いますので、計算問題を

幾つか扱いますが、殆どが四則演算レベルです。最も難しい計算でも、文系数学までの知識を前提とします。 

 世の中の殆どの人は、租税について不満を抱えていると思います。二重に課税されているのではないかと一見思われるような

租税に直面すると、更に不満は高まることでしょう。しかし、税制に限らず、殆どの社会の制度は、人類が長年あーでもないこーで

もないと苦心して作り上げてきた叡智の結晶です。税制ももちろん、叡智の結晶です。一見不合理に思われる税制にも、勉強して

いくとそれなりの正当化理由があったりします（逆に、一見合理的に思われる税制にも、正当でないとする理由があったりもします

が）。この科目では、国際租税法を勉強します。 

 

 Tax law is regarded as a relatively difficult subject in the College of Law and Pplitics, but this course is designed so that 

students can understand tax law with knowledge of high school students. Although the course deals with taxation, knowledge of 

accounting is not required. As this course deals with taxation, there will be some calculation problems, but most of them will be 

at the level of arithmetic operations. Even the most difficult calculations require a knowledge of high school mathmatics for 

"Bunkei". 

 Most people in the world are unhappy about taxation. This frustration is heightened when faced with a tax system that at first 

glance seems to be double taxation. However, most social systems, not just the tax system, are the product of the wisdom of 

human beings who have struggled for many years to find the right way to do things. Taxation, of course, is also a product of 

wisdom. Even seemingly unreasonable taxation systems have their justifications when we study taxation, and vice versa. In this 

course, we will study international tax law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 所得課税と消費課税のどちらが公平か 

2. 法人税は存在しない方がよいか 

3. 外国で所得を得ている者への課税の有無 

4. 国際的二重課税救済方法：法人税法と消費税法との比較 

5. 租税条約 

6. 所得源泉１ 

7. 所得源泉２ 

8. 恒久的施設１ 

9. 恒久的施設２ 

10. 移転価格 

11. 過少資本 

12. タックス・ヘイヴン１ 

13. タックス・ヘイヴン２ 

14. BEPS(base erosion & profit shifting)対策 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献の拙著は、法学部生向けではなく、高卒の知識で読めるように書かれたものですので、予習したい人には役に立つと思

います。教科書ではなく参考文献ですので必須ではありません。 

この講義では計算問題がたくさん出てきます。殆どが四則演算レベルで、最も難しくても高校の文系数学レベルです。復習で自ら

計算してみることで、国際租税法についての感覚が身に付くと思います。 

 



成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 浅妻章如、2020、『ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか』、中央経済社 (ISBN:978-4502331718) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/ に過去問も載せています。ただし、司法試験考査委員の任期中の試験問題は載せてい

ません。 

 

注意事項（Notice） 

 


