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202106 名古屋会登録時研修   

争訟法、憲法・行政手続法の、大まかなメモ 

                             中里 

目次 

はじめに 

一 総論       60 分 

二 民事訴訟の構造  60 分 

三 憲法       60 分 

四 行政手続法    60 分 

五 具体的事例    75 分 

 まとめ 

 

はじめに 

１ 基本方針 

租税を素材として、争訟法、憲法・行政手続法を見て行く 

 時間が限られているために、必要以上に、法技術論に踏み込まないようにする 

 鳥瞰図（枠組みの概要）をわかりやすくご説明するように努力したい 

 

２ 登録時研修のテキストについて 

 きわめてわかりやすくできている、法律全般の解説 

 使い方：何かについて詳しく調べる前に、概要を知るために便利 

 今後も、事務所に備え付けておくと役に立つ 

 

 

一 総論 

１ 手続法と実体法 

 法の拘束力と、その実現方法に関するイメージ 

   ローマの法廷  訴権（actio） 

  怖いものは、敬して遠ざける 

   結婚式 

     言葉は拘束力を持つ 

拘束力を実現するのが手続法 

   〇実印をつくことの意味 
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２ 実体法 

   権利義務に関する規律 

     法律要件    （故意又は過失により他人の権利を侵害した者） 

 ⇒ 法律効果 （損害賠償責任を負う） 

   当事者の意思が当事者を拘束するという点が、ローマ法のエッセンス 

   構造：人、物、行為 ―- 英語の第三文型と同じ 

   権利と義務の相互関係 

     租税債権 

     納税義務 

   〇納税義務＝租税債権は、金銭債権であり、民法の支配を受ける 

 

３ 手続法 

   権利義務の確定 

     証明 ⇒ 証拠、証人 

     裁判におけるその手順が要件事実論 

権利義務の実現 

  強制執行（租税法で言うと、滞納処分） 

〇課税部と徴収部 

  課税処分により納税者の納税義務が変動する 

  それが、徴収処分により実現される 

 

 

二 民事訴訟の構造 

１ 予備知識――条文の意味 

 租税法律は毎年改正があるので、特に重要 

 4月 1日の「所得税法等の一部を改正する法律」にすべての改正が含まれる 

   所得税法・・条中、「・・」を、「・・」と改めるという文章の羅列 

   ⇒これが、所得税法、地方税法、等々に組み込まれる 

 〇有斐閣の「六法全書」の編集作業 

   六法全書のような書籍は、日本だけといってよい 

   毎年、官報を元に、「所得税法等の一部を改正する法律」等の、所得税法

への組み込み作業をひたすら行う 

   租税法の位置付け  編集代表 

   経過規定と立法の過誤 
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２ 要件事実論に関する誤解 

 主として民法を前提として裁判実務上発展させられたもの 

   例） 貸金返還請求 

金を返せ ⇒ 借りてない、返した、時効だ、云々 

 

以下は、[株式会社有斐閣 法律学小辞典第４版補訂版]による 

・要件事実：「実体法に規定された法律効果の発生要件（構成要件）に

該当する具体的事実」。「要件事実の理解・把握は，主張責任及び証明責

任の分配を考える前提として重要であり，司法修習生の教育においても

重視されている」。 

・請求の趣旨：「民事訴訟法上，原告が裁判所にどのような判決を求め 

るかを簡潔に表示する訴えの結論にあたる部分」。 

・請求原因：「請求を理由づける事実として，原告が主張責任・証明 責

任を負う事実。通例は原告が根拠とする法規の主要事実である。これに

対し，被告が主張責任を負う事実は抗弁事実と呼ばれる」。 

・抗弁：「民事訴訟において，原告の請求を排斥するため，被告が原 告

の権利主張・事実主張を単に否定・否認するのではなく，自らが証明責

任を負う事実による別個の事項を主張すること」。 

 

３ 租税争訟 

 納税義務（租税債権）は、法定の金銭債権 

法律に基づく納税義務の成立と実現 

   納税義務の確定 

   確定した納税義務の実現 

   強制的実現 

 不服申立 

 租税訴訟 

 

４ 興銀税務訴訟以降の租税訴訟 

 興銀税務訴訟の経緯 

 租税訴訟の根本的変化をもたらす 

   税務訴訟  政治的意思表明のため 

   租税訴訟  経済的利益のため 

     大手企業が大手弁護士事務所を通じ本格的に争う 

     勝訴率も高い 
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三 憲法 

１ 「横道」 ＝ 租税法研究者が憲法や国際法を持ち出す際に陥りやすい誤解 

①「課税は財産権を侵害する」⇒ 租税法における「誤解」で代表的なもの 

  「課税は財産権を侵害する」は、一見正しいようだが、誤解である 

    財産権というのは個別の客体の上に存在するもので、抽象的ではない 

    課税により特定の財産が侵害されることはない（収用との違い） 

財産権の内在的制約ないし租税の本質からいって、課税は財産権を侵害しな

い。法学協会「註解日本国憲法上巻」においては、憲法 29条 2項の「公共の福

祉」は「政策的考慮に基く制約」のことであり、「権利の濫用が禁止されたり、

国民が納税の義務を負担したり、又犯罪者が罰金や没収の刑を科せられたりす

るのは、むしろ事物自然の制約であって、財産権の不可侵によって保障される範

囲外の問題である」（強調・中里）とされている1。また、宮澤俊義教授は、「租

税も、『公共のため』の強制的な財産収用であるが、本来対価なしに収用すべき

本質のものであり、また、別に憲法で定められており（30条）、もとより本条〔29

条〕の関するところではない」と述べておられる2。 

  もちろん、課税は経済活動の幅を狭めるので、自由権との関係が問題となる 

 

②外国税額控除に関する誤解 

・「この制度〔＝外国税額控除制度〕を『政府による恩恵的措置』と位置づける鑑定

意見書を書いた東京大学の租税法の教授がいるが、それはまったくの考え違え」（『タッ

クス・ヘイブン――逃げていく税金』93 頁、岩波新書)、という批判は誤解ではないか？ 

・主権平等の下、外国の租税について自国でどうするかは、基本的に政策的判断 

・しかし、所得課税であれば、外国税額の損金算入は構造上、当然 

・それを超えて外国税額控除や国外所得免税を行うか否かは、当然のことではない 

・Elizabeth Owens, The Foreign Tax Credit, 1961, p. 560 

    “The policy embodied in the combined operation of the world-wide jurisdictional 

rule, ie, taxation of income from all geographical sources, and the foreign tax credit 

system is one of tax neutrality as between foreign and domestic source income.” 

・最高裁平成 17 年 12 月 19 日 判決・民集（最高裁民事判例集）59 巻 10 号 2964 頁  

「法人税法６９条の定める外国税額控除の制度は，内国法人が外国法人税を納付する 

こととなる場合に，一定の限度で，その外国法人税の額を我が国の法人税の額から控

除するという制度である。これは，同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し，か

つ，事業活動に対する税制の中立性を確保しようとする政策目的に基づく制度である。」 

 
1 法学協会『註解日本国憲法上巻』567 頁、1953 年。 
2 宮澤俊義「法律学体系コンメンタール篇１、日本国憲法」281-282 頁、1955 年。 
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・最高裁平成 18 年 2 月 23 日 判決・ 集民（最高裁裁判集民事） 第 219 号 491 頁 

「法人税法６９条の定める外国税額控除の制度は，内国法人が外国法人税を納付する

こととなる場合に，一定の限度で，その外国法人税の額を我が国の法人税の額から控

除するという制度であり，我が国の企業の海外における経済活動の振興を図るという

政策的要請の下に，国際的二重課税を防止し，海外取引に対する課税の公平と税制の

中立性を維持することを目的として設けられたものである。」 

 

③納税者になろうとしない存在 

  ・2010 年の納税環境整備小委員会で、（課税に直接つながらない）課税庁による情報

収集に納税者保護の観点から強硬に反対 ⇒その結果、BEPS対応が三年遅れる 

  ・パナマ文書に関する反応 

 

④租税条約の解釈 

  ・租税条約は専門技術的だから目的的に解釈すべしという考え方は誤り 

・条約法に関するウィーン条約（日本も批准）では、分離解釈が前提 

・31条（解釈に関する一般的な規則）１「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的

に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。」 

 

２ 二つの部分からなる  

国民の人権を守るために、統治機構が存在する 

   統治機構  手続 

   人権宣言  実体 

  両者を一つの法典に含めるべき必然性はない 

   フランス第五共和国憲法と、フランス人権宣言 

   アメリカ連邦憲法と、修正 1条等 

 

３ 統治機構で租税に関する部分 

   議会の権限 ⇒ 財政権、立法権、憲法改正権、その他の権限 

   租税法律主義から出発した議会 

中世領邦の等族議会の課税承認権 

今でも、予算委員会が一番上 

 

４ 人権宣言の中で、現代的に問題となることが多いもの 

   信教の自由 

   法の下の平等     男女平等と Politically Correct 

              年齢による差別の問題 
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四 行政手続法 

１ 国家と国民の関係を規律する二つの法関係 

   私法上の関係  物の売り買いなど 

           徳島小学校遊動円木事件の大審院判決 

           民法を用いた強制  例）敷地の不法占拠者に対して 

   公法上の関係  通常の行政法のテーマ 

  このうち、行政法は、後者を扱う 

  公法上の関係のうち、日本で議論されるのは、主として手続中心 

 

  前者は民法の領域だが、民法ではあまりふれない ⇒英米法の escheat 

   民法 239条 2項 「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」 

   民法 959条一文 「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国

庫に帰属する。」 

 

２ 行政実体法と行政手続法 

 ①権利義務関係の多くは実体法 

   実体法は、行政法においてはほとんど扱われず、個別法分野に回される 

   個別法：環境法、教育法、医事法、云々 

 

  アメリカでは、大まかに言って、行政実体法は州法、行政手続法は連邦法 

   日本のアメリカ行政法研究者は、連邦法である行政手続法しか論じない 

   

 ②行政手続法 ←戦後、アメリカ法の影響で重視されるようになった 

   かつて行政手続法より租税手続法における権利保護がはるかに上だった 

     租税事項が「行政手続法」の適用除外となった理由 

      国税に関する法律に基づき行われる処分については、行政手続法第２章（申

請に対する処分）（第８条（理由の提示）を除く。）及び第３章（不利益処分）

（第 14 条（不利益処分の理由の提示）を除く。）は適用されない（法 74 の 14①） 

   今は、行政手続法がかなり整備されてきた 

 

 ③日本では、行政手続法は、租税法で始まった 

   青色申告の理由付記についての誤解 

   Keigo Fuchi, Stanley Surrey and the Transformation of Administrative Law in 

Japan, 15 U. Pa. Asian L. Rev. 172 (2020).  

Available at: https://scholarship.law.upenn.edu/alr/vol15/iss2/1  

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Hh_ArticleFrameAction.do?docID=HHTUS0000002019040101000007005000000001&redir=1
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 ④手続ばかり重視して、実体法がおろそかになる傾向もある 

   例） 更正の請求の期間制限の延長 

      不当利得返還請求を無視した議論 

 

 ⑤納税者憲章 

   アメリカ型権利章典  tea party等の保守的な反税団体が推進 

   イギリス憲章・フランス憲章・OECD 憲章 

   ドイツに憲章はない（租税手続法で、納税者の権利は保護されている） 

 

 

五 具体的事例 

１ 個人間の相互売買 

 甲が乙に土地を低額譲渡 

 乙が甲に土地を低額譲渡 

   課税庁が、これを一つの交換契約であるとして、時価相当額の収入金額を

計上したが、裁判所により否定された 

    ⇒ 二つの売買契約を一つの交換契約に読み替えることは許されない 

 

２ レポ取引 

 甲が乙に、債券を 100で譲渡し、一定期間後に 105で買い戻す 

   課税庁：債券を担保とした借入契約と認定し、5について源泉徴収 

しかし、裁判所に否定された 

 課税庁の見方は、一面的 

   確かに、この取引は、甲から見て、債券を担保とした借入契約に見える 

   しかし、乙から見ると、現金を担保とした、債券の貸付契約に見える 

     ⇒ 甲は乙に、利子 10を支払う 

       乙は甲に、品貸料 5を支払う 

 

３ LPS 

〇中里「一般的租税回避否認規定とナチスドイツ」より抜粋 

  （中里他編「BEPSとグローバル経済活動」（有斐閣）所収） 
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 デラウェア州法に基づいて設立されたＬＰＳが日本の法人税法上「法人」

に該当するか否かが争われた事案（最高裁平成 27 年 7 月 17 日判決・民集 69 巻 5 号

1253 頁） 

この事案においては、富裕な個人がデラウェア州のＬＰＳに投資し、当該Ｌ

ＰＳが得ていた不動産投資からの所得の計算上、投資の初期の段階では減価償

却費等が収益よりも多いために、課税の繰り延べを通じた節税商品となってい

た。これに対処するために、課税当局が、当該ＬＰＳは法人であるから、所得

計算上のマイナスを個人投資家に配ることは認められない）と主張した。 

しかし、現場感覚を重視して状況を観察すると、現実には、デラウェア州の

ＬＰＳに投資していたのは、そのような「節税」目的の個人だけではなかった

のである。ここで詳しく論ずる余裕はないが、多数の日本の年金基金が、デラ

ウェア州のＬＰＳを通じてアメリカの株式に（節税目的の個人とは比較になら

ないほど多額の金額を）投資していて、その受け取る配当について、アメリカ

で源泉徴収を免除されていたのが、この最高裁ＬＰＳ判決以降、日米租税条約

の適用の結果として、年金基金へ配当が配られる際に源泉徴収が行われるよう

になってしまったのである。 

この混乱3について、課税当局を責めるのは酷であるとしても、一部の取引

 

3 年金基金は、最高裁平成 27 年 7 月 17 日判決以前は、投資対象米国法人がデラウェ

ア州 LPS を通じて受益者である日本の年金基金に対して（LPS を通じて）支払う配当に

ついて、日米租税条約に定められた米国源泉税免除（日米租税条約 10 条３項(b)）の特典

を享受していた。 

しかし、前記最判直後からデラウェア州LPSは日本の租税法上は法人とされることが、

アメリカで次第に明らかとなったのである。その結果、日米租税条約 4 条 6 項(e)により、

デラウェア州 LPS は、「他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得として

取り扱われるもの」となってしまい、米国法人が日本の年金基金に対して支払う配当には

租税条約の特典は適用されず、30％の米国源泉税が課されるようになってしまうのでは

ないかという懸念が生じた。 

すなわち、4 条 6 項(e)は、本来、LLC について源泉税を課すための規定であったと思

われるが、それが、LPSにも適用されてしまう事態が招来されたのである。 

さらに、LPS が日本法上法人であるならば、過去に遡ってデラウェア州 LPS は法人で

あると取り扱うべきであったことになるから、デラウェア州 LPS を通じて米国株式に投

資していた日本の年金基金は、米国で内国歳入庁から過去に遡って租税条約の特典の適

用を否認され、過去に受け取った米国株式の配当についても 30％の米国源泉税＋ペナル

ティを課されるリスクを負うという深刻な事態となった。 

当局は、事態の収拾を図って、2017年 2月に、“The tax treatment under Japanese law of 



 

9 

 

について課税庁が否認をした結果として、本来否認すべきでない取引までが課

税されるようになって実務が混乱してしまうようなことは、できる限り避けな

ければならない。なお、年金基金がＬＰＳを利用してアメリカ株式に投資して

いるというような事実は裁判所の知る由もないことなのであるから、裁判所に

は本件に関する責任は一切ない点を強調しておきたい。むしろ、最高裁の判決

は、バランスのとれた、論理的に見事なものであった。 

 

４ 為替差益 

 個人が円をドルに換えて、外国の一任勘定に委託。 

 ドルをユーロに換えると、為替差益が認定された。 

   しかし、円転させないのに、為替差益を認定できるのか？ 

   金銭と物とは異なるが故に、売買契約と交換契約は異なる 

     金銭を金銭に換えるのは、両替契約であり、売買ではない 

 

５ 個別的否認規定について 

〇中里「一般的租税回避否認規定とナチスドイツ」より抜粋 

   （中里他編「BEPSとグローバル経済活動」（有斐閣）所収） 

 ①このように考えていくと、重要なのは、明確な立法であることがよくわかる。

その点で、合法的なタックスシェルターは確かに倫理に反するが、結局のとこ

ろは合法的なものである限りにおいて、それに対する批判には限界がある、し

かし、合法的なタックスシェルターについても専門家はそれが１００パーセ

ント否認されないものであるという確信を有しているわけではなく、そこに

は不明確さが存在する、それ故に、タックスシェルターの利用を倫理的に非難

 

items of income derived through a U.S. Limited Partnership by Japanese resident partner”と題す

る文書で、LPSを通じてアメリカ株式に投資する日本の年金基金に対して配当を支払うア

メリカ法人は源泉徴収義務を負わないという解釈を英語のホームページ

（http://www.nta.go.jp/foreign_language/tax_information.pdf）に掲示した。 

しかし、最高裁判決においては、個人が LPS を通じてアメリカ不動産に投資する場合

と、年金基金が LPS を通じてアメリカ株式に投資する場合は区別されていないにもかか

わらず、この掲示は、年金基金が投資する場合は法人ではないということで、最高裁の判

決を修正しているのではないかという疑義が生じている。これは、経済取引の現場の感覚

から乖離した課税の典型的な例といえよう。 

http://www.nta.go.jp/foreign_language/tax_information.pdf
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するよりは、法を明確にする方がよほど効果的である、とする Shaviroの見解
4はきわめて説得的といえよう。 

 

② 要するに、課税逃れ取引の発生する原因は基本的に課税ルールの不明確さ

にあるのであって、それを一般的否認規定を用いた無理な否認で解消しようと

しても問題の本質的な解決にはならないのである。それよりも、課税要件が十

分に明確であれば、租税回避の余地は制限され、問題は解決されるのである。

国は立法権を有するのであるから、課税逃れ取引への安易な対処を避けて、本

質的な解決をめざすべきなのではなかろうか。 

 

まとめ 

〇政府税調について   2020年 8月 5日の政府税調総会 

  ①ある委員の発言と、時事通信の報道 

委員「リーマン・ショックとコロナ禍の一つ大きな違いとして、前者はある種の

人災であったが、後者は天災の色彩が強いので、責任をなかなか追及することがで

きず、とりわけ同調圧力が強いわが国では、もう野放図に歳出の拡大圧力、財政の

悪化が続く。このようなリスクがあるわけですから、財源の調達機能、特に消費増

税を中核に据えた、骨太の議論が必要ではないか。」 

   SNSの炎上 

  ②記者会見での発言 

中里「常識的に考えて、今すぐに増税の議論をというわけには、とてもそういう

時期ではないような気はします。」 

どこまでが国が解決できる問題なのか 

激流を乗り越えるために 

    うまい話はない、ミニマックス選好の重要性、大きな失敗を避ける 

 〇個人的感想 

  社会の分断化された世界における、被害者意識の対立 

寒村の貧家、母の見舞 

 

4  Daniel Shaviro, Interrogating the Relationship between 'Legally Defensible' Tax 

Planning and Social Justice, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 16-42, 

2016. 
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