
6 政府はどのようにして法を順守する納税者を保護するのか？

公正は第一義に, 相対する納税者に対して義務を課すといえども, 政府は当該原理に基
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月に SSRN に公表した,「グローバル化時代における公正課税 (Fairness and taxation in a

globalized world)」と題された論考（原文英文）を日本語へ翻訳したものである。本論考（要
約を除く｡）は, 次の項目から構成される。本号では, 下記目次の6（政府はどのようにして
法を順守する納税者を保護するのか？）乃至 9（結語）を取り扱う。日本語仮訳中の脚注は,
原文ママである (訳者任意抽出)。
なお, 本論与は, “Fair Share of Tax Burdens of Highly Digitalized Transactions” をテーマと
して, 2015年 1 月15日に, Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of

Economics and Business の若手研究者を招聘し, 明治学院大学でおこなわれたジョイント・セ
ミナー (主宰, 明治学院大学 西山由美 教授, 常葉大学 柴由花 准教授) に投稿されたもので
ある｡
1 序論
2 公正の原理
3 公正と課税の原理
4 公正の原理は租税制度に服することの特別な同意を要請するのか？
5 公正の原理は主として納税者に義務を課す

（以上, 第66巻第 4号）
6 政府はどのようにして法を順守する納税者を保護するのか？
6. 1 ただ乗りへの対抗：租税逋脱
6. 2 ただ乗りへの対抗：租税回避
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づく副次的義務を有する。政府は, 納税者が公正の原理に従うことを確実としなければな

らず, 且つ, 公正負担を負うと考えられない納税者から法を順守する納税者を保護せねば

ならない。換言すれば, 政府の役割は, その自由の制約を受け入れる納税者を, 便益を享

受するが, 自ら進んで自由を制約しようとしないただ乗り者から守ることである。

政府は, ただ乗り者ないしただ乗り行為に対抗することにより, この義務を達成しうる。

しかしながら, かかる役割はグローバル化時代においてますます困難となってきている。

資本は, 敷居の低い管轄区を容易に移動し, 富裕層および事業活動は一の管轄区にもはや

拘束されない。故に, 諸国は公正を啓発するために協働しなければならない。政府は, 立

法, 二国間租税条約, および多国間租税条約によって（例えば, ループホールを閉ざす,

格差の軽減, 一般的租税回避準則によって), および反則者を効率的に告発することによっ

て, ただ乗り者から法を順守する納税者をも守りうる。

6.1 ただ乗りへの対抗：租税逋脱

政府は, 違法な租税逋脱に対抗するための国家レベルでの方策を有する。先ずは, 政府

は効率的に租税逋脱者をトレースし, 処罰することによって, 法を順守する納税者を守り

うる。それは即ち, 横断的な監督を通じて適用しうる租税立法を実施することである。オ

ランダ財務省は, 租税詐欺行為への対抗の理論的根拠を, その顧客に租税減免を不正に求

める悪意あるタックス・アドバイザーの告発に関する2015年 2 月のプレス・リリースにお

いて, より明確にした。このプレス・リリースによれば,「租税減免を濫用する人々は国

庫および他の納税者を害する。詐欺行為は制度を弱体化させる (Mensen die misbruik

maken van fiscale aftrekposten schaden de schatkist en daarmee andere belastingbetalers.

Fraude ondermijnt het systeem.)｣1)｡

ギリシャの問題の一つは, 租税が効率的に徴収されなかったということであるようにお

もわれる。財政赤字削減のための租税の引き上げと, それ故に法を順守する納税者の一層

の負担とを併せ兼ねた事実とは, ギシリャの急進左派連合（スィリザ）の蜂起を説明する

のに重要であったようにおもわれる。日刊紙ガーディアン紙のポール・メイソン曰く,

「ギリシャの寡頭政治の独裁者達はどうかと言えば, その悪政は危機に随分と先立つ。そ

の産業では租税を支払わない有力な海運王のみならず, エネルギー・建設グループおよび

サッカー・クラブの支配者, それらの産業もまた, 租税を支払わない｣｡ ある著名なギリ

シャの経済学者が先週, わたしに伝えたように,「これらの連中は, メタクサス独裁政権,

ナチス占領, 市民戦争およびクーデター後の軍事政権を通じて, 租税の納付を回避してき

た」彼らは, 源泉徴収制度 (PAYE) に隠されたギリシャ収支に負担がふりかかった2010

年以降（危機の間, 労働人口は350万人から250万人まで落ち込んでしまった｡), トロイカ
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がこれら収支に帳簿を要求し始めるようになったが, 租税を納付するつもりはなかった｣｡

それ故に, 租税逋脱への対抗は, 新たなスィリザ党の改革案の一つの重要な根本理念であ

る。この点について, 興味ぶかいことに, 法人所得寺税と多国籍企業に焦点を当てた公的

なデータによれば, その他の租税と納税者が益々重要になってくるようにおもわれる。た

とえば, 英国においては, 実際に徴収される租税の総額に対して, 理論上, 徴収されるべ

き租税の総額との差である「タックス・ギャップ」は, 340億ポンドと見積もられ, その

44パーセントは中小ビジネス (SEMs) に帰属しうるし, 27パーセントは大規模ビジネス

（残りは, 16パーセントが犯罪的なビジネスで, 13パーセントが個々のビジネスである)。

さらに, 39億（11パーセント）は法人所得税に基因し, 124億円（36パーセント）は, 付

加価値税 (VAT) に基因する。当該ギァップは, ヤミ経済（17パーセント), 犯罪的取組

み（16パーセント), 租税逋脱（12パーセント）および租税回避（13パーセント）に基因

するのみならず, 破産のような他の要因および不納付に係る他の事由並びに法解釈の相違

（13パーセント）にも基因する。スィリザの汚職防止担当大臣である, パンナジオティス・

ニコルーディス氏もまた, 富裕層をまさに標的とすることにより, 租税逋脱は排除されな

い, と認識していた。同氏は, ギリシャにおける最も大規模事業者は, 自営業の人々とは

異なり, 租税を納付することに最も実直であった, 理解していた｡「とりわけ, エーゲ海

諸島にホテルや飲食店を所有する人々は, 租税逋脱を計画的に犯す｡」

欧州委員会は, VATギァップを知っている。脱税・租税逋脱への対抗に係るそのウェ

ブ・サイト上で, 当該委員会は「調査は, VATギァップにおける数十億の喪失を確証す

る｣｡ これは, 同委員会がこの調査をプレス・リリースするために用いた見出しである。

2014年 9 月に公表されたこの調査では, 2012年における加盟国の見積 VATギァップ額の

割合は低くてオランダとフィンランドで 5パーセントから高くてオランダとギリシャで44

パーセントの範囲にわたり, 2012年に VAT歳入において見積もられた 1 千770億ポンド

がノンコンプライアンスと不徴収により失われ, この額は26加盟国の期待された VATの

総歳入の16パーセントに相当する, と結論する。公正の観点から, 法を順守する納税者を

守るためには, 政府は多国籍企業のみならず, 個人および中小企業により惹起されるタッ

クス・ギァップにも目を向けることが重要である。

政府は, 租税逋脱および租税回避に対抗するために, 補完的方策としてマスコミによる

報道を用いる。この考えは, 露出度が高い人や企業を詮索することが潜在的な脱税者を阻

止し, かつ, 自主的な法順守を確実にする, ということである。たとえば, ドイツ・ワー

ルドカップの勝者であり, バイエルン・ミュンヘンフィットボール・クラブの元社長でも

あるウリ・ヘーネス氏であり, 同氏は租税逋脱で投獄された。このことは, ドイツのメディ

アと国際的メディアの双方で徹底的にとりあげられた。しかしながら, マスコミ報道が単

に注目を浴びる企業や人々に焦点を当てるに過ぎない場合には, 納税者は通常の納税者に

よる規模の小さい租税逋脱であれば構わないと考えるかもしれない。そのため, 政府はま

た, その規模によりしばしより有害となる, ある種の租税逋脱に対抗する目的でマスコミ

報道を入手しようと試みることも重要である。ここにおいては, 生憎, 政府は干渉しうる。
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即ち, 事務所であなたに投票した人々に租税上の義務もまた果たさなければならないと伝

えるよりも, あなたの選挙母体にどのような方法でも属さない少数の富裕民や企業を非難

するが容易である, ということである。この点, ギリシャの汚職防止担当大臣がホテルや

飲食店の所有者を批判すること, およびギリシャの租税逋脱に係る行動計画は, 一つの重

要なステップであり, 次のステップは, 実際に租税逋脱の類に対して行動を起こすことで

ある。

オランドとその他幾つかの諸国においては, 大企業のタックス・コンプライアンス（税

制への信頼と納税過程を通じた法令遵守）を啓発するために追加的な方策が用いられてい

る。それは, 水平的監督である。当該監督という考えにおいては, 税務行政庁と納税者と

は, 租税問題を予め議論するという信頼関係を構築する。当該納税者は, 税務行政庁と一

緒に租税問題を可能な限り議論する契約上の義務を有し, 一方, 当該租税行政庁は迅速に

対応することを約する。当該納税者にとっての利点は, 税務行政に容易にアクセスするこ

とができ, 予め確信（確実性）を得ることができる, という点である。しかしながら, 水

平的監督は法を順守しない企業には適用されない。これは, 大きな欠点であるため, 水平

的監督は, 一つの法を順守するためのインセンティブとして機能する。さらには, 通常,

オランダではオランダの税務当局から予め確信（確実性）を得ることは可能であるが, 租

税回避の場合や納税者が租税立法の限界を利用しようとする場合には, かかる確信（確実

性）は付与されない。

6.2 ただ乗りへの対抗：租税回避

幾つかの諸国が租税回避に適用する一の方策は, 包括型濫用対抗規定 (GAAR) である。

当該準則により, 租税行政庁や租税裁判官は, 基本的法原則のみならず, 法の精神, 当該

方が制定された時点における立法者の意図を考慮することができる。オランダの一例とし

て, 不動産移転税に係る2013年の事案2)があげられる。当該事案は一緒に不動産を所有す

る二の者に関する事案であり, 1日で結婚類似の登録パートナーとなり, 翌日には当該パー

トナーシップを解消し, その結果, 不動産移転に係る租税は免除された。当該パートナー

シップの唯一の動機は, 課税のフラストレーションであった。最高裁判所は, 当該租税の

免除により, 意のままに不動産移転税を妨げることが可能となる, ということはならない,

と判示した。故に, 当該立法の趣旨目的は, パートナーシップが当該パートナーシップに

関連する法律上の義務が真に実践的な意味を有しない程の短期期間で結ばれた, というか

かる事案における租税免除の適用に対抗することあった。したがって, 当該最高裁判所は,

法文の文言にかかわらず, 当該不動産移転については, あたかも通常の取引がおこなわれ

るような方法と同じ方法では租税は免除されないという意味で GAARを適用した。

フリードマンは, 包括型濫用対抗規定が法律上の内容に道徳上支持され得ない租税回避

に係る企業の社会的責任を付与する, と考察する。オランダ王国において, 公正の理論は,
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1924年に制定法上に GAARが導入された際に用いられた。かかる国家による防止策は,

そうしなければ租税回避が至る所で生じるであろう理由のみで認められたようにおもわれ

るし, また, 必要であったが, そのような場合には, 人々は国庫を奪うということなく,

より重い租税を課せられる, という結果になるであろう。

欧州連合もまた, 一種の GAARを適用する。それは, 法の濫用の法理である。キャド

ベリー・シュウェップス事件において, 欧州司法裁判所 (ECJ) は,「設立自由の制約が濫

用的な実践を阻止するという理由で正当化されるために, かかる制約の具体的な趣旨目的

は, 国の域外でおこなわれた活動から生ずる利得に対して通常, 課させられる租税を免れ

る目的で, 経済的現実を反映しない全体として人為的な取極めをつくりだすことを含む行

為を阻止することであるにちがいない｡｣3), と判示した。法の濫用の原則を適用するため

に, 全体として人為的な取極めのより高い閾値が充足されなければならない。現存する

不均衡・格差, ある具体的な規定, あるいはループホールを用いることは, 必ずしも法

の濫用ではない。この点について, ECJはレースデン事件において,「租税回避に関し,

一の加盟国の法のもと, 納税者は規定や立法の欠缺を利用することは非難されえないが,

そのことは, 濫用を構成することなく, 当該納税者がより少ない租税を支払うこと認める

……｡｣4)

公正の概念は, 法の濫用の原則からかけ離れているようにおもわれる。ハーポ (�����)

によれば, 公正負担の考えはすべての人々は自由に最も安価な解決を選ぶとの税の格言に

限定されるということを示唆する。英国において, この格言は, 納税者は法に基づきでき

る限り最少の租税を支払うようにその仕事をやりくりする, ということが確証された1936

年の事案以後, ウェストミンスター公爵原則として知られている。しかしながら, ハーポ

によれば, 人は基本的法原則に固守するのみならず, その精神に縛られるものとも感ずる｡

「すべての人の財政貢献は, 社会および次世代の市民への敬意の念の一つの表れである｡」

こうした公正の広範な概念は, 裁判官が適用するのは困難である。この点に関し, フリー

ドマンは,「道徳はそれだけでは, 法律の裏づけなしに, 納税義務の指針としては不十分

であるようにおもわれる｡」

さらに, 公正の問題となる点は, 正当な期待, 法的予測可能性および法的安定性の保護

の原則としばし, 抵触する, という点である。SLAT事件において, ECJは法的安定性の

原則の要請は, とりわけ法の効果が個人および事業主にとって不利な結果を有する場合に

は, 法の支配は当該法的効果に関して明確で, 正確で予測可能でなければならない。法の

濫用の法理はしばし, 法的安定性の原則ともまた, 抵触するが, 当該原則は公正の概念よ

その範囲は狭い。それにもかかわらず, 人々は, 判例法において法の濫用の法理に対する

公正の原則の影響を知る。
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GAARがその対象としていない租税回避の場合には, 政府は納税者に道徳を一層に訴え

るに過ぎない。この数年, このことは, とりわけ, 非政府組織 (NGO), マスコミ報道,

および消費者ボイコットにより支援された場合には, 非常に影響力ある方策であると分かっ

た。その一例がスターバックスの事例であり, そこでは, 道義的嘆願, 非政府組織

(NGO) の訴え, マスコミ報道, および消費者ボイコットにより, スターバックスはその

本店を英国に移転し, 英国政府に自主的に租税の納付をおこなうことを決定した。デトロ

イトは, ある調査において, 評判リスクは今般, 企業の戦略的リスクのうちで最も高いリ

スクであると認められている, とした。調査対象となった企業役員の87パーセントが, 企

業が直面した最も重要な戦略上のリスクとして, 当該リスクを評価していた。さらに, 消

費者が評判リスクを取り仕切るようになった折には, そのような消費者が最も重要なステー

クホルダーと考えられた。今般, 一般大衆が租税回避に非常に敏感になっているという事

実に鑑みれば, 評判リスクを回避することは, とりわけ消費者が企業に直面する場合には,

所与の租税スキームを適用するか否かの決定にあたって, ますます重要な要因となってき

ている。例えば公に利用しうるボーダフォン・グループの租税行動規範において, そこで

は, ボーダフォンは取引が明るみになれば充分に正当化されうる当該取引を締結するに過

ぎず, かつ, 租税のイニシアチブを考慮するにあたっては, グループの評判, ブランド,

企業の社会的責任が勘案される, と述べている。当該企業は, そのウェブ・サイト上の全

ページに献身的にその租税および公共財政への拠出総額を掲載している。評判リスクの脅

威は, とりわけ消費者事業において, 法的刑事罰の脅威よりも租税回避に従事しない企業

にとって, ますます重要となる。このことは, 実際, 法に順守する納税者が他の納税者に

公正負担を負うように要求する場合には, 公正原理の直接適用であるが, 法的見地からは

悩ましい限りである。ジュディス・フリードマンは, この点につき,「メディアは, 行為

の境界線を設けることに依存すべきではなく, こうした境界線は立法府により与えられる

べきである｡｣, と述べる。

6.3 ただ乗りへの対抗：情報の重要性

すでに利用可能な情報は, ただ乗りに対抗するために用いられ, 公正を啓発しうる。一

国レベルでは, このことは, 納税者のみならず, 銀行, 保険会社および雇用主といった第

三者にも, 情報を税務行政庁に提供するように義務づけることにより達成されうる。例え

ば, オランダ王国では, 第三者はそれらの従業員の顧客のような他者の税務情報を提出す

るように義務づけられている。さらに, 住民登録番号 (burgerservicenummer, CSN:

Citizen Service Number〔英語訳─翻訳者補注]), それは, すべての人（新生児を含む｡）

に割り当てられる唯一の個人番号であり, 地方自治体の個人記録データベースに登録され

るのであるが, 当該 CSNは権限のある当局ならびに第三者および権限のある当局によっ

て, 個人情報の変更のために使用される。この番号は, 個人のパスポート, 運転免許証お

よび身分証明書に記録され, 税務行政庁, 社会保障庁, 病院および学校, といった公的機

関と関係を有する際に用いられる。さらに, 身分確認（本人照合）のためにも用いられる
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が, その例として, 銀行口座の開設, 就労および保険の引受けなどがあげられる。銀行,

雇用主, 年金基金および保険会社等の第三者は, 税務行庁に情報を提供する際に, この

CSNを使用しなければならない。かかる個々の CSNを用いることにより, かつ, 第三者

に自動執行的に税務行政庁に情報を提供させることを義務づけることにより, オランダの

所得税を逋脱することはますます困難である。

しかしながら, 諸国は租税回避および租税逋脱を介するただ乗りに対抗することができ

ない。資本, 特許権その他の無形資産は, 容易に他方の国に動きうる。諸国は, 各々の管

轄区における公正を確実とするために, 協働しなければならない。OECDの BEPSプロ

ジェクトや租税詐欺行為ないし租税逋脱への対抗を強化するためのEU行動計画は, これ

を達成することを試みる。欧州委員会のその行動計画のウェブ・サイト上では,「租税詐

欺行為や租税逋脱は我々すべてに影響を及ぼす。それは, 一国内で生じ, EUと全世界の

双方を跨ぐ。これは, 単一の国それ自体では当該問題を解決することができないからであ

る。EUと加盟国は共にかつ国際的に, 国内および国外にいける問題に対抗するためによ

り一層協働する必要がある｡｣, と述べている。OECDは全世界的な解決が要請される全

世界的な問題を BEPSと呼ぶ｡「ますます相互につながっていく世界においては, 国内租

税法令は, 必ずしもグローバル企業, 資本の流動的移動, およびデジタル経済の発生と歩

調を合わせておらず, 二重非課税を生みだすために利用されうる法の隙間を放置している。

欧州委員会と OECDは共に, (自動的）情報交換を重要なツーツと考える。租税条約は,

通常, 常に情報交換規定を含んでおり, EUもまた, 税務上の行政協力に関する指令 2011 /

16 / EU および利子の支払い形態での貯蓄所得課税に関する指令 2003 / 48 / EC のもとで,

情報交換を定めている。しかしながら, 金融危機およびスイスの銀行口座を報告しなかっ

た米国市民に関する USBスキャンダル以降, 自動的情報交換に拍車がかかった。米国は,

2010年に外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) を成立させることにより, 勢いを増

した。FATCAは, 外国口座を有する米国の納税者による租税不順守を標的とし, 米国の

納税者に所与の海外の金融口座およびオフショア資産の報告を義務づけたが, さらに重要

なことは, 外国の金融機関に米国の納税者または米国の納税者が実質的にその所有持分を

保有する外国のエンティティにより所有される外国口座についての報告を義務づけた, と

いう点である。それらの金融機関の執行上の負担を削減するため, およびデータ保護と契

約上の制限に対応するために, 2012年に多くの諸国は, 米国との間で政府間協定 (IGAs)

を締結した。これには, 日本, オーストリア（IGAモデル 2：金融機関はその国内の税務

行政庁ではなく, 米国の税務行政庁に直接, 情報を提供し, 米国の相互主義はない｡）お

よびオランダ王国（IGAモデル 1：オランダの税務行政庁は米国に報告し, 米国もまた,

オランダ王国に情報を送る｡）を含む。大部分の国は, 米国によってもまた, 情報供給さ

れる旨を定める IGAモデル 1 を締結している。2013年 9 月, G20は自動的情報交換を表

明し, その結果, 自動的情報交換に関する共通報告基準 (CRS) を公表し, それは2014年

７月15日の OECD理事会で採択された。 2 さらに, 2014年10月29日までに, 51ヵ国が税

務行政執行共助条約に基づき自動的情報交換を実施する多国間合意 (multilateral
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competent authority agreement) を締結した。オランダのように早い段階から採用してい

る国は, 2017年 9 月までに最初の情報交換を開始することを目指して努力することを誓約

している。オーストリアや日本, といった他の国は2018年に順次おこなっていくはずであ

る5)。興味ぶかいことに, 米国は当該プロジェクトそれ自体にコミットメントしていない。

しかしながら, 自動的情報交換を確実とすることは, 始まりに過ぎない。次への挑戦は,

どのようにしてこの情報交換を効率的用い, 情報の過負荷よる負担をなくすようにするか,

といことである。何よりも必要になる段取りとして, 欧州委員会は, 絶対的強行の自動的

情報交換のコンピューター化されたフォーマットを開発した。そのようなフォーマットは

また, 全世界規模での情報交換に必要とされる。しかしながら, 情報交換は ITパラダイ

スに止まってはならない。言語の問題については, 情報交換の道具を効率的に使用するこ

とにもまた, 取り組まなければならない。

7 個人の権利対徴税権

思うに, 金融危機以前, プライバシーや銀行秘密のような個人の権利が, 変更手続の納

税者および広く一般におこなわれていた二重課税防止を守り, 金融危機以降は, 徴収権が,

情報交換および租税逋脱や二重非課税防止を通じて, すべての納税者に公正負担の貢献を

せしめるため, ますます重要となってきている。スイス, ルクセンブルクおよびオースト

リア等, 幾つかのヨーロッパ諸国は, 税務における銀行秘密を（部分的にせよ), 少なく

とも断念し, 情報を交換するつもりである。この点について, 政府は公正の概念の要請を

充たしている, それは即ち, 不順守な納税者から法を順守する納税者を守ることである。

8 租税競争と公正

公正の議論の悪因子は, 諸国間における税の競争である。諸国は, 優遇税制, 租税誘因,

あるいは低税率で事業を惹きつけようとする。このことは, 他国の課税ベースを充分に縮

小させる。納税者は, 魅力的な税制や低税率を有する国にシフトし, 租税制度のバラつき

を利用する。BEPSプロジェクトは, 例えば有害な税の実施やハイブリッドミスマッチ取

極めに対するアクションなどにより, 部分的にこの問題に取り組むことを試みるが, 直ぐ

回答しなければならない重要な問題は諸国が進んで優遇税制を断念するか否か, どちらの

国が最初に動くか, ということである。競争ではなく, 協調する諸国の意思は如何程のも

のなのか。
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9 結 語

公正の原理原則は, 各々相対する納税者に第一義的に義務を課する。所与の管轄区に居

住したり, そこで事業をおこなったりすることにより, 個人および企業は他者により納付

される租税から便益を享受すると同時に, 自らの租税を納付し, ただ乗りしない義務を有

する。公正の義務は, 利己主義の制約および租税上の利点があるスキームを利用しない義

務を包摂する。政府は副次的義務を有する。それは, 不順守の納税者から法を順守する納

税者を守る義務である。公正の議論は, 結果として, 他の納税者の公正負担を要請するた

めに, 徴収権をより強調し, 銀行秘密のような個人の権利を戒める。

政府は, 効率的に租税法を施行することで法を順守する納税者を守り, 租税逋脱を減少

させることで租税を徴収しうる。公正を確実とする追加的に方策は, GAARsの適用, あ

るいは欧州の法の濫用の法理の適用である。もっとも, これらの方策は, 公正の原理より

も相当に適用範囲が限定されている。今のところ, 公正を実施する強力な施策は, 非政府

組織 (NGO), マスコミ報道, および消費者ボイコットによりおこなわれる道徳的訴求で

あるようにおもわれる。しかしながら, 法的見地から, これは問題を孕んだ方策である。

金融危機以降に拍車がかかった法的施策が, (自動的）情報交換である。来る年への挑戦

は, この施策を効率的に使用することである。より一般には, 来る年の大きな問題は, ど

の程度, 諸国が, 自国の納税者のためだけではなく, 他方の国の納税者のためにも, 自ら

進んで公正を確実とするのか, ということである。この過程において, 公の議論が引き続

き重要になってくる可能性がある。
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