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第 65 条の７～第 65 条の９《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》関係

【 改正】（船舶 の範囲）
65 の 7(1)－ 31

措置法第 65 条 の 7 第 1 項の表の第 10 号の上 欄の譲渡資 産である 船舶に

は、サ ルベー ジ船、工作船、起 重機船 その他の 作業 船にあっ ては、自力 で水 上を航行 し
な いものも 含まれる が、い わゆるか き船、海上ホテ ル等のよ うにその 形状及 び構造が 船
舶 に類似し ていても 主とし て建物又 は構築物 として 用いるこ とを目的 として 建造（ 改造
を 含む。）され たものは含 まれない ことに留 意する 。

【解説】
１

改正前 の本通 達におい て、 内航 海運業用 以外の 日本船舶 から日本 船舶へ の買換え に係る
措 置（旧 19 号）の 対象とな る船舶の 範囲につ いて 、譲 渡資産及 び買換 資産共 通の事項 とし
て 、サルベ ージ船 、工作船 、起重機 船その 他の作業 船のよう に、海上 に浮か んで、海 上を
移 動するも のは、 自力で水 上を航 行 しない ものであ っても、 船舶に含 まれる 旨を明ら かに
す るととも に、併 せて 、い わゆるか き船、 海上ホテ ル等のよ うに形状 や構造 が船舶に 類似
し ていても 、海上 を移動せ ず、一定 の場所 に固定し て主とし て建物又 は 構築 物として 利用
さ れるもの は船舶に 該当し ない旨を 明らかに してい た。

２

平成 23 年６ 月の税制 改正によ り、改正後の措 置法第 65 条の ７第１項 の表の 第 10 号 では 、
譲 渡資産 は 全ての 日本船舶 が該当す る一方 で、買換 資産は日 本船舶の うち、 次のもの とす
る こととさ れた（措 法 65 の７① 表十、措令 39 の ７⑨）。
①

建造 の後事 業の用に 供された ことのな い船舶 のうち環 境への負 荷の低 減に資す る船舶
と して国土 交通大臣 及び農 林水産大 臣が財務 大臣と 協議して 指定する もの

②

買換 資産に 該当する 船舶（買 換船舶） の進水 の日から その買換 船舶の 取得の日 までの
期 間が、そ の買換 資産に 係 る譲渡資 産に該 当する船 舶（譲渡 船舶） の進水の 日からそ の
譲 渡船舶の 譲渡の 日までの 期間未満 である 場合のそ の買換船 舶のう ち 、環境 への負荷 の
低 減に資す る船舶 として国 土交通大 臣及び 農林水産 大臣が財 務大臣 と協議し て指定す る
も の（①に 該当する ものを 除く。）

３

上記① 又は② に掲げる ものとし て国土 交 通大臣 及び農林 水産大臣 が指定 する船舶 は、そ
の 供用する 事業 に応 じ て、外航 船舶（ 海洋運 輸業）、内航船舶（沿 海運輸業 ）及 び漁船（漁
業 ）に区分 した上 で 、それ ぞれ主機 関若し くは推進 装置又は 主機関過 回転防 止装置を 有し
て いること を要件と してお り、いずれも 自力で海上 を航行す ることが 前提と され てい る（ 平
23.６ .30 農林 水産省 ・国 土交通省 告示３ ）。
そこで 、今回 の改正に より 本通 達は譲渡 資産で ある 船舶 に限って 適用が あること を明ら
か にしてい る 。

４

連結納 税制度に おいて も、同様 の通達（ 連措通 68 の 78⑴－ 31）を定め ている。
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