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発刊に寄せて

発刊に寄せて

このたび、第一東京弁護士会総合法律研究所租税訴訟実務研究部会の編集

により、『税務コンプライアンスのための企業法務戦略』を刊行することと

なった。総合法律研究所は、当会のシンクタンクとして、幅広い法分野を取

り扱う多数の部会を擁している。租税訴訟実務研究部会は、そのような部会

の中では比較的歴史が新しいが、当会会員である弁護士に加え、租税の専門

家である税理士の先生方をはじめとして、当会外部の方々も広くオブザー

バーとしてお迎えし、法的な観点と会計・税務の観点とを融合した研究活動

を行う、ユニークで野心的な研究部会であると聞いている。

本書は、そのような租税訴訟実務研究部会の特長を十二分に活かし、租税

の実務を肌でご存じの税理士の先生方と、財務省・国税庁・国税不服審判所

や法務省の租税訟務課等で租税に関する要職を経験された練達の弁護士諸兄

から租税分野の専門家を志して日々研鑽中の若手までをも含む部会所属弁護

士との緊密な協働によって、成ったものである。

租税の問題が訴訟で争われることも増え、税務と法務の融合、税務コンプ

ライアンスということが強く唱えられるようになった今、本書が、租税をめ

ぐる実務に携わる企業人、税理士・弁護士等の専門家の皆様をはじめ、多く

の方の座右の書となることを念じている。

平成30年 7 月

第一東京弁護士会会長　若　林　茂　雄
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近年、税務コンプライアンスや税務コーポレートガバナンスの重要性が急

速に高まっている。法務の分野においては、コンプライアンスやコーポレー

トガバナンスの重要性が認識されて久しいが、従前、税務の分野では、法務

部門や弁護士の関与が乏しく、財務経理部門や税理士のみがそれらを担うこ

とが少なくなかった。ところが最近、コンプライアンス重視の潮流は税務の

分野にも及んできており、国税当局は、税務調査や課税処分等において法務

の観点に基づく執行を重視するようになってきている。また、これと並行し

て、社会の複雑化やグローバル化に対応するための人的・物的資源の制約に

悩む国税当局は、税務行政の効率化を重要課題と認識し、その解決のための

手段の一つとして、企業側に適正申告・適正納税のための体制の整備を促

し、それが十分にできていると認められる企業については税務調査の頻度・

深度を下げるという方針を打ち出している。こうした変化にいかに対応する

かが税務コーポレートガバナンスの要諦である。会員に国税当局在籍経験者

が多く、また外部税理士にも常時オブザーバーとして参加いただいている第

一東京弁護士会総合法律研究所租税訴訟実務研究部会ではその活動の一環と

して上記の問題意識から本書を編んだ。

すなわち、以上のような国税当局側の変化を受け、これまで税務の世界に

おいて常識とされたことが常識でなくなり、違法と認識されていなかったこ

とが違法と認定されることがありうるため、これに合わせて企業側も変化す

る必要がある。まず、企業内の組織づくり、内部統制システムの整備はトッ

プマネジメントの責務である。そこで第 1章では、国税当局側の問題意識を

分析し、これを踏まえて、上場大企業から同族中小企業に至るまで、トップ

マネジメントがなすべきことを解説している。また、組織体制が変わるだけ

では、現場は変わらない。そこで第 2章では、平時において、現場のレベル

で、財務経理部門と法務部門とが連携して対応すべき文書の作成や管理のあ

り方を解説している。さらに、国税当局と対峙する際は、弁護士と税理士が
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効果的に協働することが肝要である。そこで第 3章では、税務コンプライア

ンスの視点を踏まえた税務調査対応のあり方を、第 4章では、有事である税

務争訟の場面における税務コンプライアンスの実践のあり方をそれぞれ解説

している。

本書は、税務コンプライアンスの視点を踏まえ、大企業から中小企業、平

時から有事、組織内の連携から組織外の連携に至るまで、実務に役立つ実践

的な内容を縦横に解説するものである。ぜひ、本書を、国税当局の変化に合

わせた企業の経営戦略構築に役立てていただきたい。

最後に、本書の刊行にご尽力いただいた株式会社民事法研究会編集部の南

伸太郎氏に厚く御礼を申し上げる。

平成30年 7 月
　　　　　　　　　　　第一東京弁護士会総合法律研究所

租税訴訟実務研究部会部会長　安　田　博　延
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第１章　税務コンプライアンスの考え方

Q 1－ 1 　税務の法化と税務コンプライアンス

Q　税務に対する考え方が、近年大きく変わったと聞きました。どのよ

うに変わったのでしょうか。

A　税務の「法化」、すなわち、税務を「法律の問題」「リーガルな問

題」としてとらえる流れが強まっています。また、これとも関連し

て、近時、課税当局は、適正な納税義務の履行を「税務コンプライア

ンス」というキーワードにより推進しています。民間企業において

も、適法・適切な税務申告を可能とする内部統制システムの構築を、

会社法に基づく取締役の責務ととらえて推進する動きもみられます。

1 　はじめに

税務はこれまで、税理士に代表される会計・税務専門家の領域と認識され

ていたが、訴訟をはじめ、法律家である弁護士が関与する場面がかなり増え

てきた。これに呼応するように、課税当局も、税務調査の手続・内容の両面

で、法的観点を重視するようになった。民間企業でも、適正な納税を担保す

るための内部統制システムを整備する動きもみられる。

以下では、その現状と、こうした状況に至った背景を解説する。

2 　税務の「法化」

⑴　税務の「法化」とは何か
税務の「法化」とは何か。「法化」という語を見て筆者がまず思い出すの

は、久保利英明弁護士の『法化社会へ日本が変わる』（日本経済新聞社、平成

9年）という書籍である。筆者は、この本が刊行された平成 9年に幸いにし

て司法試験に合格し、法曹のスタートラインに立てることになった。まさに

その年に、久保利弁護士の講演においてこの書籍のエッセンスをうかがい、
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感銘を受けた記憶がある。そこで久保利弁護士が強調していたのは、「 2割

司法」という言葉である。それは、日本では、本来は法によって解決される

べき事柄のうちの 2割程度が司法によって解決されているにすぎない、残り

の 8割は、たとえば暴力団によるなど、司法の世界の外で解決されている、

ということであった。ところが平成 9年当時、株主代表訴訟の活性化、四大

証券会社（当時）の総会屋事件に対する東京地検特捜部による強制捜査と

いった現象によって、徐々に「 2割司法」に変化が起き、物事が司法の場で

解決されることが顕著に増えてきている、という話であった。この頃が、

「日本社会の法化」の黎明期であったといえよう。

それから20年が経ち、その間、株主代表訴訟の激増、役員側敗訴事案の増

加、ライブドア事件・村上ファンド事件をはじめとする東京地検特捜部や証

券取引等監視委員会による経済事犯の摘発強化、M&A・ファイナンス取引

をはじめとする現代的・大規模な取引の増加と、それに伴う弁護士事務所の

大型化、司法制度改革による弁護士数の増加、といった現象が、それぞれ因

となり果となり、日本社会の「法化」は、健全に進展したものと思われる。

その中で、ある意味で「法化から取り残された」ように思われたのが、ほ

かならぬ税の世界である。

日本国憲法は、租税の賦課・徴収は法律によるべきとする「租税法律主

義」を定めており（同法84条）、実際に租税は、所得税法、法人税法といっ

た法律に基づいて賦課・徴収が行われる。その意味で、税もまた「法律」で

あることは、昔から変わりはなかった。しかし、現実には、租税法令が極め

て複雑であること、法令のほかにその細目を定める通達の膨大な体系がある

こと、租税法令の理解には会計に関する一定の素養が必要であること等か

ら、弁護士や法務担当者にとって、税は、敷居の極めて高い領域であった。

そうしたこともあってか、税の分野は、法務専門家によってではなく、課税

当局の担当官や、民間では税理士によって、伝統的に担われてきた。

この状況が少しずつ変わったのは2000年代に入ってからと思われる。その

背景には、真剣に争われる租税訴訟の増加がある。
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⑵　租税訴訟の変化
課税当局の処分を裁判所で争う租税訴訟は、昔から一定数存在していた。

しかし、その勝訴率は、行政訴訟一般と同様、極めて低かったし、提訴する

原告自体も、本当に勝訴を目標にするというよりは、政治的な動機達成と

いったことが背景にあるものも少なからずあったようである。その意味で、

税の問題を法律に基づいて、司法の場で解決しようとする空気は、以前はほ

とんど皆無であったといえよう。

税務の「法化」の一つのきっかけとなったのは、いわゆる興銀税務訴訟で

あろう
1
。本件は、日本興業銀行（当時。現在は幾多の銀行統合を経て、みずほ

銀行）が、いわゆる住専処理をめぐる債権放棄の貸倒損失算入の可否をめ

ぐって、課税当局と争ったものである。興銀のようなわが国を代表する金融

機関が、あえて「お国と争う」道を選び、なおかつ、勝訴の結果を得たこと

は、世間一般に強いインパクトを与えた。このことが、「お上」である課税

当局に対しても、時には争うことを躊躇しない世の中の流れをつくった面が

あろうかと思われる。実際にその後、金融取引や国際取引をめぐるかなりの

大型事件（数十億から、数百億、時には1000億円超に及ぶ訴額の事件）が法廷で

争われ、しかも納税者側が勝訴していく流れが顕著となっていった。

⑶　課税当局の変化―法務スタッフ強化と税務調査の手続・内容の
「法化」

こうした大型訴訟事件、さらには国側敗訴事案の増加、その背後にある経

済取引の複雑化・国際化とこれに対する課税当局の対応の困難化を背景に、

課税当局も、「リーガルの観点」を重視するようになった。その一例とし

て、平成20年頃から、東京・大阪・名古屋の各国税局は、いわゆる任期付公

務員の制度を利用して、弁護士を職員として採用するようになった。また、

国税庁附属の第三者的紛争処理機関である国税不服審判所においても、事件

を担当する審判官の半数を外部登用者（弁護士のほか、公認会計士・税理士

1 　最判平成16・12・24民集58巻 9 号2637頁において興銀が勝訴した。



5

Q 1－1　税務の法化と税務コンプライアンス

等）とする方針が民主党政権下の平成22年度税制改正に際して打ち出され、

弁護士が審判官となる例も著しく増加した（筆者も平成23年～平成26年の間、

東京国税不服審判所で審判官を務めた）。

さらに、税務調査の「手続面」において、同じく民主党政権下で行われた

平成23年度税制改正における国税通則法の改正により、それまでは良きにつ

け悪しきにつけ「柔軟」であった税務調査の手続が、かなり詳細にルール化

された（詳細はQ 3－ 1参照）。この点と、上記のように訴訟事案で課税当局

側が敗訴する例が増加したことが相まって、税務調査において、現場の調査

官をリーガル面からバックアップする立場の審理部門（東京国税局でいえ

ば、調査審理課）の役割が大きくなった。「税務調査が、手続面・内容面で法

に適合するものとなっているか」を、審理部門が厳格にチェックするように

なったのである。

税務調査の「内容面」においては、課税の前提となる「事実の認定」にお

いて、契約書をはじめとする「民商法に基づいて作成された取引文書」を重

視する流れが広がっている。すなわち、以前であれば、課税当局の調査官

は、やや極端にいえば、「契約書などは紙切れである。実際に何が行われて

いたのか、『実態』が大事である」という立場から、契約書などの取引文書

の確認を必ずしも重視していなかったようである。しかし、ここ10年ほどの

裁判例において、「課税の前提となる事実は、民商法および当事者間の契

約・合意によって規律される」という考え方がすっかり定着した。これを受

けて、「訴訟で負けない課税処分」をめざす立場から、審理部門の指導の

下、税務調査においても、民商法に依拠して作成される契約書等の取引文書

に注目される度合いが非常に強まった。このことは、納税者の立場からいえ

ば、取引内容を適切に「文書化」することの必要性を示しており、この点は

本書の重要テーマの一つである。

⑷　税務専門家の「法化」
前述のような課税当局側の変化と相前後しつつ、民間の税務専門家におい

ても変化がみられる。たとえば、ビッグ 4と呼ばれる大規模税理士法人が、
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弁護士法人を新設する例が増加し、所属弁護士数も拡大しつつある。また、

筆者の国税不服審判所時代の同僚にも、税理士から審判官となり、退官後は

再び税理士に戻り、国税不服審判所で身に付けたリーガルマインドを活用し

て業務に取り組んでいる人も少なくない。そうした課税当局経験者に限ら

ず、租税訴訟における補佐人としての活躍等を期して大学の講座を受講する

税理士も多い。他方で、弁護士も、国税局や国税不服審判所の任期付職員経

験者をはじめ、税務に興味をもつ人が徐々に増加してきているように思われ

る。

こうして、民間の税務専門家の世界でも、着実に、税の問題を「リーガル

に」解決しようとする流れは進んできているといえよう。

2 　税務コンプライアンス

以上の税務の「法化」に呼応するように、ここ数年、課税当局側から、

「税務コンプライアンス」という用語を耳にする機会が増えた。課税当局

は、税務コンプライアンスという語を、「納税者が納税義務を自発的かつ適

正に履行すること」との意味で用いている（Q 1－ 2参照）。

また、税務コンプライアンスとは異なりつつも密接に関連する言葉に、

「税務に関するコーポレートガバナンス」（「税務 CG」と略称されることもあ

る）というものがある。これは、ここ数年、課税当局がプロジェクトとして

始めたものであり、その詳細は Q 1－ 2や Q 1－ 4で説明されるが、大ま
かにいえば、適正な納税履行のための体制が整備されている企業（税務に関

してコーポレートガバナンスがきちんと機能している企業）については、税務調

査の頻度・深度を下げるというものである。いわば、「税務調査を自前で

やっている会社については、当局による調査をできるだけ省略する」という

ことである。これには、経済の複雑化を背景として、課税当局も、限られた

調査人員・資源を「節約」し、悪質な租税回避事案等に調査を重点化させた

いという意向が背後にあるようである。

さらに民間でも、上記のような課税当局の動きも受けて、税務コンプライ
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アンスに適切に対応する流れが強まってきたように思われる。すなわち、納

税者のうちでも企業、特に上場企業の場合、経営者たる取締役は、株主に対

する善管注意義務を負っている。法に適合しない税務処理が行われた結果と

して多額の追徴課税を負担することになれば、加算税も含めた経済的負担が

多大に上るだけではない。ともすれば株価に影響し、また、BtoC 企業であ

れば消費者イメージを害するなどのレピュテーションリスクが生じる。そし

て、内部統制システムの不備のためにそのような損害が生じれば、それは取

締役個々人の責任に帰せられ、株主代表訴訟が提起されることにもなりかね

ない。こうして、適切な納税に向けた内部統制システムを整備することが、

企業の経営陣、そして内部統制部門・法務部門にとっての重要な関心事とな

る。「税務と会社法との接点」である。

3 　本書の構成

本書では、以上のような認識から、以下の構成を採用している。

まず、「第 1章　税務コンプライアンスの考え方」として、課税当局がど
のような視点で税務コンプライアンスをとらえ、何を民間の納税者に求めて

いるかをみたうえで、これに企業がどのように対応していくべきなのか、上

場大企業から中小企業に至るまで、場面を分けながら検討する。この点、大

企業においては、経営陣の視点から出発しつつも、総務・法務・経理の現場

においてはどのように内部統制システムを構築していくべきなのか、また、

監査の視点からはどうあるべきか、というように、複数の視点から立体的な

理解が得られるように工夫されている。

次に、「第 2章　税務文書化の考え方と実務対応」として、税務の「法化」
と「税務コンプライアンス」に対応するためには、現場のレベル、日常のレ

ベルではどのように対応すべきかが論じられる。そこでは、前述のとおり
（前記 1⑶参照）、税務調査において契約書をはじめとする「民商法に基づく

取引文書」が重視されるようになったことを踏まえて、税法のみならず、民

法や商法などの各種法律や、各種契約の類型も意識して検討がなされる。
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第１章　税務コンプライアンスの考え方

そのうえで、「第 3章　税務調査の考え方と実務対応」では、調査への納
税者の適切な協力を前提としつつも、課税当局にも「法に則った適正な調

査」が求められるという視点を基本に、書面提出、質問調査への応じ方か

ら、違法な調査が行われた場合の対応までが論じられる。

最後に、「第 4章　税務争訟の考え方と実務対応」では、税務の「法化」
のシンボルともいえる訴訟を中心に、国税不服審判所の手続等も含む税務争

訟について、その活用法、具体的な闘い方を詳しく検討する。

以上の構成により、本書では、総じて、「法律に基づいて支払う必要のあ

る租税は、適切に支払うべく体制を整える。他方で、法律に照らして課税に

疑問がある場合、税務調査・税務争訟を通じて当局と論争することを厭わな

い」という立場から、税の問題が論じられる。そのキーワードが、「税務の

法化」であり、「税務コンプライアンス」である、というわけである。

▷佐藤修二◁
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