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米国政府監査院（GAO）による
FATCA導入プランに対する 
レビュー報告書
米国政府監査院（Government Accountability Office、以下GAO）は、米国議会上
院における財務委員会（Committee on Finance）からの要請によりIRSのFATCA
導入プランに対するレビューを2011年6月から2012年4月にかけて実施しました。
その報告書（原文： http://www.gao.gov/products/GAO-12-484 ）が2012年5月 
16日に公表されていますので、本ニュースレターでその概要をご案内させて頂きま
す。GAOは、連邦予算や政府機関の活動の監査並びに議会の要請に基づく検査や 
種々評価・分析等を行う米国立法機関である議会の一機関です。

FATCAは、米国人が保有する米国外口座に関して透明性並びに説明責任を確保する
ことによって租税回避行為を防止する取組みですが、米国口座の利用による歳入漏
れの規模が数値として示されていないこと、並びに、FATCAによりIRSへ提供される
膨大な情報の管理が困難であることが指摘されています。現時点で、一部対応が可
能といわれている拡大関連者グループの特定、グループメンバーのFATCA上の属性
の判定、口座開設手続き等に着手している金融機関が存在しますが、中長期にわたる
FATCA対応のための工程表や予算の策定に苦慮されているのが現状です。本報告
書において、執行当局であるIRSにおいても工程表や予算の策定に苦慮していること
が判明しており、本制度への対応が非常に困難であることがご理解頂けるものとなっ
ています。

以下に、今回公表された報告書におけるGAOによる所見をご紹介させて頂きます。

（1）先進事例を取り込みFATCA導入に取り組んでいるが、統合され
たリスク評価が確立されていないことが指摘されている。
IRSは、FATCAの導入に向けてチームを組成し本制度に必要な組織や達成すべき
目的の確立等のために取組みを行い、また、FATCAの実現に向けてガイダンスを
公表し、業界団体・外国政府・金融機関・法務や税務専門家等の関係者と意見交換
等を実施している（2012年2月時点において278通のパブコメを受領し、寄せら
れたコメントに対処するため45回にわたる個別ミーティングを実施済み）。その結
果、IRSと米国財務省は、本制度の段階的導入が妥当であるとし、さらに、政府間
による情報交換による法的障害の回避並びに負担軽減のための方策を検討して 
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いる。加えて、IRSは、Form8938について具体的なガイダンス
やFAQをウェブサイトで提供しており、関係者によるスピーチ
等でIRS職員へのFATCAに対する意識を高めようとしている。 
今後、IRSは納税者相談窓口・利害関係者連絡窓口・メディア 
対応窓口・コンプライアンス担当等のFATCAに直接関係するス
タッフに対して具体的なガイダンス提供する予定としている。

GAOは、IRSがFATCA導入に関して包括的にリスクを特定して
いること、並びに、他の関係者との相互作用についての分析に
ついてもレビューを実施しているが、IRSが実施したリスク評価
は部分的なものとなっており、統合されたリスク評価は実施さ
れていないことを指摘している。IRSは、本制度は段階的に導
入されるものとしており、特に初期段階において完全なリスク 
評価を行うことが困難であるとしている。GAOは、IRSの見解に
一定の理解は示しているが、統合されたリスク評価の実施は本
制度の潜在的なリスクを特定し評価した上で必要な対応策を
検討するために重要であるとしている。

（2）FATCAにより入手した情報の利用方法に関す
る戦略の構築がなされていないことが指摘されて
いる。
IRSは、下記の情報を照合し、米国外所得の報告を怠った米国
納税者を特定することを計画している。

•	 納税者から入手する様式8938上の資産情報並びに米国外
金融口座情報申告上の金融口座情報

•	 登録FFIから入手する米国納税者の米国外資産情報（関連
する情報申告は現在作成中）

•	 第3者から入手する様式1042-S上及び米国外第3者により
提供された情報

IRSは税務コンプライアンスを改善するためにどのように
FATCA情報を利用するか議論を開始しているが、広範にわた
る戦略を完全に文書化していないことをGAOは指摘している。 

例えば、税務コンプライアンスを改善するためにFATCA情報
を使用することを可能にする必要な作業についてのIRS内
部のマイルストーンが確立していないとしている。また、IRS
は、FATCAの取組みによる評価尺度を確立していないことにも
触れられている。評価の方法は今後最終化される本制度の内
容次第で異なるとIRSは説明しているが、FATCAの遵守努力の
費用対効果を評価する上で、評価尺度の確立は重要であるとし
ている。さらに、GAOは、前述の戦略なしではFATCAの全体的
な目的をIRS内部の関係者に効果的に伝達することができな
い可能性があることや、既に導入に際して様々な課題に直面し
ている本制度を、文書化された戦略によってより十分な情報に
基づいた資金計画の策定や種々の判断に役立てることができ
ると指摘している。加えて、文書化された戦略を有していない
ことは、IRSの説明責任を阻害する可能性があるとしている。

（3）初期的な予算は文書化されているが、包括的
な予算を完成するためのタイムラインは確立されて
いないことが指摘されている。

IRSは、FATCA導入に伴うFFI登録サイト並びに情報照合プ
ログラム（上記（2）で解説した情報）の確立のためのITシス
テムの予算を作成している。また、IRSは、GAOの予算作成
指針に基づき必要な資金を算定し、2013年度にFATCA導
入のため要する37.1百万ドルの予算要求を提出している。
ただし、2013年以降に要する予算はこれに反映されておら
ず、さらに、本制度が最終化されていないため今後必要なす
べての作業が特定できず包括的な予算が立てられていない
ことが指摘されている。GAOは、包括的なコスト試算を作成
するためのタイムラインを確立することが可能であるとして
いる。信頼できる予算策定がFATCA導入に影響する議会や
IRS上層部の意思決定を適時に行うことを可能にし、予算要
求に対して適切な支持を得られる可能性があることを示唆し
ている。
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2012年夏
FATCA規則が最終化予定

2013年1月1日
FFI登録の開始

FATCA要件のタイムライン

2014年1月1日
不参加FFIへの一定の源泉徴収対象支払に対して源泉徴収開始

2014年9月30日
IRSへの初年度FFI情報申告の提出期日

2017年1月1日
不参加FFIへのすべての支払いに対して
源泉徴収開始
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2012年2月8日
規則案の公表とパ
ブコメの募集

2012年9月30日
FFI登録サイトの開設予
定日

2013年6月30日
2014年から開始される源泉徴収を
回避するためのFFI契約の締結期日

2015年1月1日
不参加FFIへのすべての源泉徴収
対象支払に対する源泉徴収開始 Source: GAO analysis of IRS documents
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メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的に 
メールマガジンにて配信しております。

メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。

1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。

＊ なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。
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アーンスト・アンド・ヤングについて
アーンスト・アンド・ヤングは、アシュアランス、税務、 
トランザクションおよびアドバイザリーサービスの
分野における世界的なリーダーです。全世界の15
万2千人の構成員は、共通のバリュー（価値観）に基
づいて、品質において徹底した責任を果します。私
どもは、クライアント、構成員、そして社会の可能性
の実現に向けて、プラスの変化をもたらすよう支援
します。

「アーンスト・アンド・ヤング」とは、アーンスト・アンド・
ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームで
構成されるグローバル・ネットワークを指し、各メンバ
ーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・
アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証
有限責任会社であり、顧客サービスは提供していま
せん。詳しくは、www.ey.comにて紹介しています。

新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人に
ついて
新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人は、長年
にわたり培ってきた経験と国際ネットワークを駆使
し、常にクライアントと協力して質の高いグローバル 
なサービスを提供しております。企業のニーズに 
即応すべく、国際税務、M&A、組織再編や移転価格 
などをはじめ、税務アドバイザリー・税務コンプライ
アンスの専門家集団として質の高いサービスを提
供しております。詳しくは、www.eytax.jpにて紹介し
ています。

新日本有限責任監査法人について
新日本有限責任監査法人は、アーンスト・アンド・ヤン
グのメンバーファームです。全国に拠点を持ち、日本
最大規模の人員を擁する監査法人業界のリーダー
です。品質を最優先に、監査および保証業務をはじ
め、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提
供しています。アーンスト・アンド・ヤングのグローバ
ル・ネットワークを通じて、日本を取り巻く世界経済、
社会における資本市場への信任を確保し、その機能
を向上するため、可能性の実現を追求します。詳しく
は、www.shinnihon.or.jp にて紹介しています。
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本書又は本書に含まれる資料は、一定の編集を経た要約形
式の情報を掲載するものです。したがって、本書又は本書に
含まれる資料のご利用は一般的な参考目的の利用に限られ
るものとし、特定の目的を前提とした利用、詳細な調査への
代用、専門的な判断の材料としてのご利用等はしないでく
ださい。本書又は本書に含まれる資料について、新日本アー
ンスト アンド ヤング税理士法人を含むアーンスト・アンド・ヤ
ングの他のいかなるグローバル・ネットワークのメンバーも、 
その内容の正確性、完全性、目的適合性その他いかなる点に
ついてもこれを保証するものではなく、本書又は本書に含ま
れる資料に基づいた行動又は行動をしないことにより発生し
たいかなる損害についても一切の責任を負いません。

 IRS Circular 230に基づく免責事項
本文書中の情報は、その利用者が、いかなる税務当局により賦課される可能性がある罰則の回避並び
に関連する取引についてマーケティングや推奨等を目的として使用することを意図したものではなく、
また、かかる目的にも使用することはできません。

当ニュースについて、ご質問、ご不明点等ございましたら、下記担当者までご遠慮なく
お問い合わせください。
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