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◆　沖縄の米軍辺野古への移転と行政不

服審査法の解釈の〝怪〟

沖縄での米軍普天間基地の名護市辺野古

への移転問題は、泥沼状態である。沖縄県

（処分庁）は、３月２３日、７日以内の３

０日を回答期限に、国の組織である沖縄防

衛局に出した水産資源保護法に基づく県漁

業調整規則により出した掘削調査と作業を

停止の指示（処分）をした。これに対し、

政府は、対抗措置として、水産資源保護法

を所管する農林水産省（上級審査庁）に行

政不服申立法に基づき審査請求をした。

行政不服申立法は、「審査請求人から申

立てがあった場合において、処分、処分の

執行又は手続の続行により生ずる重大な損

害を避けるために緊急の必要があるとき

は、審査庁は、執行停止をしなければなら

ない。ただし、公共の福祉に重大な影響を

及ぼすおそれがあるとき、処分の執行若し

くは手続の続行ができなくなるおそれがあ

るときは、・・・この限りでない。」（３

４条４項）と定める。

農水大臣は、県の出した指示を不服審査

手続が終わるまで一時的に執行を停止し

た。このことから、政府は、作業を続ける

ことに成功したようにもみえる。しかし、

行政不服審査法は、本来、行政の違法行為

や不当な処分などに対し、国民／納税者が

不服申立てをし、権利救済を求める法律で

ある。このような手続の使われ方は同法の

予定するところではない。事実、２０１１

年１月に、辺野古の環境調査を許可しない

名護市の処分に対する沖縄防衛局が行った

審査請求は却下されている。

菅官房長官は「執行停止手続の審査は公

正中立に行われた」と主張する。しかし、

誰が見ても、馴れ合いの判定であることは

自明のところだ。もっと問題なのは、政府

対政府の間での争訟において執行停止手続

を活用するといった行政不服審査法の使わ

れ方である。翁長知事が批判したのも当然

である。

◆　市民のくらしに活かせる憲法９５条

【特別法の住民投票】の解釈を

沖縄の民意は、数度の選挙結果からして

も、米軍普天間基地の名護市辺野古への移

転反対で一貫している。それにもかかわら

ず、国政において民意は無視され、今や国

と沖縄県の対立は、司法の場に持ち込まれ

ようとしている。この背景には、憲法を市

民のくらしに十分活かす努力をされていな

いことがあるのではないか？　

憲法９５条【特別法の住民投票】は、

「一の公共団体のみに適用される特別法

は、法律の定めるところにより、その地方

公共団体の住民投票においてその過半数の

同意を得なければ、国会は、これを制定す
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ることができない。」と定める。

これまで、 憲法９５条の手続で制定さ

れた法律は、全部で１５件、１８自治体に

のぼる。「広島平和記念都市建設法」（１

９４９年法律第２１９号）や「長崎国際文

化都市建設法」（１９４９年法律第２２０

号）に続き、首都建設法や旧軍港市転換法

などが制定された。ただ、１９５０年代初

頭までこの手続でつくられた特別法の多く

は観光振興策をねらいとしている。しか

し、その後、憲法９５条はまったく使われ

ない状況が続いている。

この裏には、この手続の使い勝手を悪く

する憲法解釈がはびこっている問題があ

る。

憲法９５条の立法趣旨のとらえ方は一様

ではない。しかし、一般には、全国的に一

律に規制が及ぶ法律が、当該自治体だけに

適用される場合には、その自治体の自治権

侵害のおそれもでてくる。そこで、事前に

住民の同意を得ることで、自治体の自主性

を確保しようとする趣旨ととらえられてい

る。

改めて憲法９５条の今日的意義が問われ

るのは、沖縄においてである。全国土の

０．６％の沖縄には、在日米軍基地の７

５％が集中し、基地関係の法律も数多く制

定・適用されてきた。だが、沖縄県民に

は、これまで憲法９５条に基づく住民投票

のチャンスはなかった。そのわけは、憲法

９５条にいう「一の地方公共団体のみに適

用される」という場合の「適用される」の

意味が、当該地方自治体それ自体の組織や

運営、権限などに関わる法律を指すと解さ

せてきたからである。つまり、沖縄の米軍

に関する事務は、国の組織である沖縄防衛

局などが担当しており、憲法９５条にいう

「特別法」にあたらないとする理屈であ

る。

このことは同じく地域性の強い法律にも

いえる。例えば、北海道開発法（１９５０

年法律１２６号）は、そのタイトルからす

れば北海道民の住民投票が要るようにも読

める。だが、国の事務としての北海道開発

について定めた法律なので、憲法９５条に

いう「特別法」にあたらないと解されてい

る。

ただ、こうした解釈に従うと、１９５０

年代に住民投票に付された前記１５件も、

国からの財政支援を仰ぐことを狙いとした

法律であることから、本来、住民投票に付

す必要はなかったということになる。

憲法を市民のくらしに活かすという視角

から、もう少し市民の常識に照らした読み

方をする必要がある。憲法９５条にいう住

民投票は「一の地方公共団体のみに適用さ

れる法律制定」、つまり〝一の自治体の範

囲内に適用ある〟場合に必要とすると解す

べきであろう。米軍基地の名護市辺野古へ

の移転問題も、こうした憲法解釈に沿い、

もう一度原点に立ち返り、住民投票を要件

とする特別法をつくり解決策を探るべきで

あろう。

安倍政権は、憲法を護ろうとする気概に

欠けている。解釈改憲で、軍事国家を目指

しているようにも見える。しかし現行の憲

法を市民のくらしに活かせるセンスなくし

て、改憲など語る資格に欠けるようにも思

えるのだが。

２０１５年５月３日　憲法記念日

国民税制研究所
代表　石村耕治



◆　はじめに～問題の所在

２０１１〔平成２３〕年１２月の税制改正

では、これまで個別税法に盛られていた「課

税処分のための調査」についての質問検査の

規定は、大幅に見直しされ、新たに国税通則

法に盛られた。また、国税庁は、「国税通則

法第７章の２（国税の調査）関係通達」（以

下「手続通達」という。）で、「調査に該当

する行為（調査行為）」を定義する一方で、

５つの類型の「調査に該当しない行為（非調

査行為／行政指導）」を明示し、双方を峻別

した。

調査行為と非調査行為について、手続通達

では、次のように規定している。

【税界観測】日弁連が国税庁へ「税務調査の手続要件を回避する税務行政に関する要望書」提出
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日弁連「税務調査の手続要件を回避する
税務行政に関する要望書」

【税界観測】《日弁連が手続通達による「調査行為」と「非調査行為」峻別へ異論！》

日弁連が国税庁へ要望書

（「調査」の意義１-１）【調査行為】

（１）法第７章の２において、「調査」とは、
国税（法第７４条の２から法第７４条の
６までに掲げる税目に限る。）に関する
法律の規定に基づき、特定の納税義務者
の課税標準等又は税額等を認定する目的
その他国税に関する法律に基づく処分を
行う目的で当該職員が行う一連の行為
（証拠資料の収集、要件事実の認定、法
令の解釈適用など）をいう。 

（注）法第７４条の３に規定する相続税・贈
与税の徴収のために行う一連の行為は含ま
れない。 

（２）上記（１）に掲げる調査には、更正決定
等を目的とする一連の行為のほか、異議
決定や申請等の審査のために行う一連の
行為も含まれることに留意する。 

（３）上記（１）に掲げる調査のうち、次のイ　
又はロに掲げるもののように、一連の行
為のうちに納税義務者に対して質問検査　
等を行うことがないものについては、法
第７４条の９から法第７４条の１１まで
の各条の規定は適用されないことに留意
する。 

イ　更正の請求に対して部内の処理のみで請
求どおりに更正を行う場合の一連の行為。 

ロ　期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る
所得税の納付があった場合において、部内
の処理のみで決定又は納税の告知があるべ　
きことを予知してなされたものには当たら
ないものとして無申告加算税又は不納付加
算税の賦課決定を行うときの一連の行為。

（「調査」に該当しない行為　１－２）【非調査行為／
行政指導】

当該職員が行う行為であって、次に掲げる行為

のように、特定の納税義務者の課税標準等又は

税額等を認定する目的で行う行為に至らないも

のは、調査には該当しないことに留意する。ま

た、これらの行為のみに起因して修正申告書若

しくは期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る

所得税の自主納付があった場合には、当該修正

申告書等の提出等は更正若しくは決定又は納税

の告知があるべきことを予知してなされたもの

には当たらないことに留意する。 

（１）提出された納税申告書の自発的な見直し

を要請する行為で、次に掲げるもの。 

イ　提出された納税申告書に法令により添

付すべきものとされている書類が添付さ

れていない場合において、納税義務者に

対して当該書類の自発的な提出を要請す

る行為。 

ロ　当該職員が保有している情報又は提出

された納税申告書の検算その他の形式的

な審査の結果に照らして、提出された納

税申告書に計算誤り、転記誤り又は記載

漏れ等があるのではないかと思料される

場合において、納税義務者に対して自発

的な見直しを要請した上で、必要に応じ

て修正申告書又は更正の請求書の自発的

な提出を要請する行為。

（２）提出された納税申告書の記載事項の審査

の結果に照らして、当該記載事項につき



「調査行為」も「非調査行為」も、学問上

の〝事実行為〟であるという意味では同じと

もいえる。あえて分けるとすれば、「調査行

為」は〝権力的事実行為〟、そして「非調査

行為」は〝非権力的事実行為〟の性格を有す

るといえる。

手続通達でとられる論理は、「非調査行

為」事項（類型）にあてはまるとの要請（指

導）を受けた場合には、納税者による自発的

な「資料の提供」、「修正申告」などでの対

応を促すことにある。納税者は、課税庁の要

請（指導）に応じれば、過少申告加算税が課

されないなどの恩典がある。しかし、当該要

請（指導）に不服があるとしても不服申立て

ができず、事案によっては実質的に調査なし

での修正申告の勧奨を受けるに等しくなる。

租税手続の適正化の面から見ると問題なしと

はしない。

この点について、日本弁護士連合会（以下

「日弁連」という。）も、異論を唱えた。い

わく「改正国税通則法第２４条は、『その調

査により・・・更正する』と定めており、他

方、納税者自身が行う修正申告は税務署長に

よる『調査』を手続的な前提とはしていない

ので、その意味で『税務調査』と『行政指

導』とを区別する必要はあろう。この点、納

税申告書の明らかな記載ミスなどの自主的な

補正を要請する行為が、改正国税通則法第７

章の２に規定する，『国税の調査』において

必要があるときに認められる「質問検査権」

の行使に該当しないことは、およそ異論の余

地がない。しかし、上記（２）ないし（５）、

特に（２）は、内容および方法によっては、

行政指導の名を借りながら課税処分を目的と

する『調査』に該当するおそれが多分にある

と言わねばならない。」と。

以下に日弁連が２０１５年２月２０日に公

表した要望書を掲載する。

◆　日弁連の要望書

日弁連総第１１１号

２０１５年（平成２７年）２月２０日

国税庁長官林信光殿

日本弁護士連合会

会長村越進

税務調査の手続要件を回避する税務行政

に関する要請書

第１　要請の趣旨

平成２３年に改正された国税通則法によ

り、税務調査の事前通知や調査終了時の説明

責任などの適正手続が明記されたところであ

る。税務に関する調査においては、「行政指
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税法の適用誤りがあるのではないかと思

料される場合において、納税義務者に対

して、適用誤りの有無を確認するために

必要な基礎的情報の自発的な提供を要請

した上で、必要に応じて修正申告書又は

更正の請求書の自発的な提出を要請する

行為。 

（３）納税申告書の提出がないため納税申告書

の提出義務の有無を確認する必要がある

場合において、当該義務があるのではな

いかと思料される者に対して、当該義務

の有無を確認するために必要な基礎的情

報（事業活動の有無等）の自発的な提供

を要請した上で、必要に応じて納税申告

書の自発的な提出を要請する行為。 

（４）当該職員が保有している情報又は提出さ

れた所得税徴収高計算書の記載事項の確

認の結果に照らして、源泉徴収税額の納

税額に過不足徴収額があるのではないか

と思料される場合において、納税義務者

に対して源泉徴収税額の自主納付等を要

請する行為。

（５）源泉徴収に係る所得税に関して源泉徴収

義務の有無を確認する必要がある場合に

おいて、当該義務があるのではないかと

思料される者に対して、当該義務の有無

を確認するために必要な基礎的情報（源

泉徴収の対象となる所得の支払の有無）

の自発的な提供を要請した上で、必要に

応じて源泉徴収税額の自主納付を要請す

る行為。



導」に名を借りてこれらの適正手続を潜脱す

る手法をとることなく、同法の改正の立法趣

旨に従って、適正手続を誠実に履践するべき

である。

第２　理由

１　はじめに

平成２３年に改正された国税通則法（以下

「改正国税通則法」という。）に基づく課税手

続が平成２５年１月から施行されており、課

税手続の明確化と透明化によりこれを適正な

ものとするとの法律の趣旨に従った適切な運

用が期待されている。とりわけ新設の「納税

義務者に対する調査の事前通知」（第７４条

の９）や「調査の終了の際の手続」のうち

「更正決定等をすべきと認める場合」の「調

査結果の説明責任」（第７４条の１１第２項）、

「不利益処分の理由の提示」（第７４条の１４、

行政手続法第１４条）など課税庁側の新たな

責務について、誠実な実践が求められること

は論をまたない。

ところが、改正国税通則法施行後の税務行

政の現場において、これら新たな法的手続の

回避を意図したと疑わざるを得ない状況が見

受けられ、適正な手続の遵守を求める立場か

らは、強い懸念を抱かざるを得ない。

２　国税庁による調査に該当しない行為に関

する通達

改正国税通則法施行に先立ち国税庁長官が

発した、平成２４年９月１２日付調査手続の

実施に当たっての基本的な考え方等につい

て」（事務運営指針，平成２６年４月３日改

正）では、「調査と行政指導の区分」を第２

章の「基本的事務手続及び留意事項」の冒頭

に掲げ、平成２４年９月１２日付「国税通則

法第２７章の２（国税の調査）関係通達」

（法令解釈通達、平成２６年４月３日改正）

（以下「調査通達」という。）では、１－１

（「調査」の意義）において「特定の納税義務

者の課税標準等又は税額等を認定する目的そ

の他国税に関する法律に基づく処分を行う目

的で当該職員が行う一連の行為（証拠資料の

収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など）

をいう。」と定義づけた上で、１－２（「調査」

に該当しない行為）について、次のようなも

のを列挙している。

（１）提出された納税申告書の自発的な見

直しを要請する行為で、次に掲げる

もの

イ　提出された納税申告書に法令により

添付すべきものとされている書類が添

付されていない場合において、納税義　

務者に対して当該書類の自発的な提出

を要請する行為。

ロ　当該職員が保有している情報又は提

出された納税申告書の検算その他の形

式的な審査の結果に照らして、提出さ

れた納税申告書に計算誤り、転記誤り

又は記載漏れ等があるのではないかと

思料される場合において、納税義務者

に対して自発的な見直しを要請した上

で、必要に応じて修正申告書又は更正　

の請求書の自発的な提出を要請する行

為。

（２）提出された納税申告書の記載事項の

審査の結果に照らして、当該記載事

項につき税法の適用誤りがあるので

はないかと思料される場合におい

て、納税義務者に対して、適用誤り

の有無を確認するために必要な基礎

的情報の自発的な提供を要請した上

で、必要に応じて修正申告書又は更

正の請求書の自発的な提出を要請す

る行為。

（３）納税申告書の提出がないため納税申

告書の提出義務の有無を確認する必

要がある場合において、当該義務が

あるのではないかと思料される者に

対して、当該義務の有無を確認する

ために必要な基礎的情報（事業活動

の有無等）の自発的な提供を要請し

た上で、必要に応じて納税申告書の

自発的な提出を要請する行為。

（４）当該職員が保有している情報又は提

出された所得税徴収高計算書の記載
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事項の確認の結果に照らして、源泉

徴収税額の納税額に過不足徴収額が

あるのではないかと思料される場合

において、納税義務者に対して源泉

徴収税額の自主納付等を要請する行

為。

（５）源泉徴収に係る所得税に関して源泉

徴収義務の有無を確認する必要があ

る場合において、当該義務があるの

ではないかと思料される者に対し

て、当該義務の有無を確認するため

に必要な基礎的情報（源泉徴収の対

象となる所得の支払の有無）の自発

的な提供を要請した上で、必要に応

じて源泉徴収税額の自主納付を要請

する行為。

３　「調査」と「行政指導」の区別

改正国税通則法第２４条は、「その調査に

より・・・更正する」と定めており、他方、

納税者自身が行う修正申告は税務署長による

「調査」を手続的な前提とはしていないので、

その意味で「税務調査」と「行政指導」とを

区別する必要はあろう。

この点、納税申告書の明らかな記載ミスな

どの自主的な補正を要請する行為が、改正国

税通則法第７章の２に規定する、「国税の調

査」において必要があるときに認められる

「質問検査権」の行使に該当しないことは、

およそ異論の余地がない。しかし、上記（２）

ないし（５）、特に（２）は、内容および方

法によっては，行政指導の名を借りながら課

税処分を目的とする「調査」に該当するおそ

れが多分にあると言わねばならない。

現に平成２５年４月には「申告書の書き方

が変わったので指導する」として納税者から

平成２２年から２４年の３年間の帳簿書類を

提出させて実質的な税務調査を行った上、平

成２１年に申告した前受金を２２年の売上に

計上するよう指示して平成２２年の申告につ

き修正申告をさせた事例が伝えられている。

当該納税者は、そのため消費税の課税業者と

され、所得税や消費税のほか、加算税、延滞

税など追徴金に加え、国保税や住民税の加算

納付まで迫られる事態に立ち至ったのであ

る。結果的には納税者の更正の請求で救済さ

れたが、「行政指導」と「税務調査」との実

務上の峻別が求められる所以である。

４　税務行政における不当な「行政指導」

課税事務の第一線においては、「行政指導」

の名のもとに納税者に対する接触が各地で進

められており、改正国税通則法施行後の税務

行政の方針となりつつあるように見受けられ

る。具体的には、「行政指導」として税務署

長から送付される文書には「所得税の確定申

告書の見直し・確認について」あるいは「所

得税の確定申告についてのお尋ね」などの表

題が付されているが、いずれも「この文書に

よる行政指導の責任者は表記の税務署長で

す。」との記載がなされ，「日時」の指定のほ

か、「お尋ねしたい事項」として「事業所得

内容について（事業の内容・売上、仕入及び、

経費の明細等）」、「必要な書類」として「事

業所得の金額が分かるもの（帳簿、売上、仕

入及び、経費の領収書・請求書等）」「印鑑」

などと記載されている。この「お尋ねしたい

事項」及び「必要な書類」の記載例は、正に

「調査」の場合と全く共通しているので、そ

の内容及び方法において、改正国税通則法に

よる「納税義務者に対する調査の事前通知」

などの手続規定を潜脱する意図があると推測

され、結果として課税手続の公正に対する納

税者の信頼を損うおそれが大である。上記の

税務署長から送付される文書には、「上記の

期限までに、出署いただけない場合には、調

査を実施する場合があり、この調査の結果、

申告内容を是正することになったときは、過

少（無）申告加算税が課されることがありま

す。」との注意書きが付され、更に、「この行

政指導に基づき提出された修正申告書等につ

いては、過少申告加算税は課せられません。

ただし、上記の期限までに、見直しを行って

いただけないなど必要があると認めたとき

は、調査を実施する場合があり、この調査の

結果、申告内容を是正することとなったとき
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は、過少（無）申告加算税が課されることが

あります。」との警告が記載されている事例

もある。これらの注意書きは、「行政指導」

と記載しながら、これに従わないときは、税

務調査や課税処分を行う旨を予告し、これを

受け取った納税者をして、事実上この指導に

応じざるを得ない状況に追い込んでいる。

以上のような「行政指導」は、文言が共通

していることから見て、各税務署長の指示と

いうよりも、国税庁ないし国税局の指示に基

づくものと推測されるが、これによって国税

通則法の税務調査に関する手続規定が潜脱さ

れる事態となっており問題である。

５　調査に関する適正手続の遵守

このような「行政指導」は、税務調査にお

ける納税義務者に対する「事前通知」や調査

終了に伴う更正すべき場合の説明責任を履践

すべきことなど、改正国税通則法が明記した

適正手続を潜脱する手段として行われている

可能性を否定できず、納税者の権利保障及び

適正手続の保障の見地から強い懸念を抱かせ

るものである。

税務調査においては、「行政指導」の名を

借りて、調査の事前通知や調査終了時の説明

責任などの適正手続を回避する手法をとるべ

きでなく、平成２３年国税通則法改正の立法

趣旨に従って、適正手続を誠実に履践すべき

である。

以 上

◆　J T I 編集局コメント

わが国の現行の仕組みでは、課税庁が一方

的に、調査行為である①「課税標準等または

税額等を認定」や「処分」事項にあたるの

か、それとも非調査行為とされる行政指導で

ある②「計算違いまたは記載の誤りなど」の

事項にあたるのかを判断できる基準を通達で

示している。そして、後者②にあたるとすれ

ば、納税者は、争訟のかたちで異論をはさむ

ことはゆるされず、しかも実質的に法が予定

していない調査なしの「修正申告の勧奨」

（国税通則法７４条の１１）を誘導されるに

等しくなっているようにみえる。

しかし、今後、単なる計算違い等の事例な

のかどうかを納税者が争うケースも増えてく

ることが想定される。まさに、納税者が限界

事例を問える租税手続の確立が求められてい

る。

国民税制研究所刊の『国民税制研究』第１

号掲載の石村耕治著「調査行為と非調査行為

の峻別と租税手続の日米比較～計算違い等を

理由とする更正処分の適用除外と租税手続の

あり方」（２０１４年）http://jti-web.net/word-

press/wp-content/uploads/2014/03/9b06cd7f-

86a5c9a4c85777e5da71ef24.pdf では、

この点に関して、アメリカ合衆国（以下「ア

メリカ」という。）の連邦税法（内国歳入法

典／ＩＲＣ＝Internal Revenue Code）では、

「計算違い等を理由とする略式賦課通知手続

（summary assessment notice for mathematical

errors）」または「計算違い等を理由とする

更正処分の適用除外手続（math error excep-

tion procedure）」法制化の実情をわが国の現

状の見直しの必要性を含めて精査している。

アメリカの制度のもとでは、まず、「計算

違い等」にあたる事項（類型）をＩＲＣ本法

に限定列挙して、これらの事項（類型）に特

有の租税手続を設けることにより納税者の手

続上の権利を護る姿勢を明確にしている。課

税庁（内国歳入庁／ＩＲＳ＝Internal Revenue

Service）は、納税者に対し、この通知を使い

事実確認のための照会や証明資料の提出を要

請する、さらには①計算違い等にあたる旨の

理由を附記した略式賦課額（増差額に延滞税

もしくは加算税をプラスした額または過大申

告額の減額。以下「増差税額等」という。）

を通知をし、納税者がその略式賦課に同意し

たうえで職権変更、増差税額等の納付に応じ

るか、あるいは②その略式賦課通知に応じない

（不同意。一部不同意を含む。以下同じ。）

で６０日以内に略式賦課の停止（abatement）

を求めたうえで税務調査に基づく正式な更正

処分（決定処分を含む。）を受けるか、を選
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択できる途を拓いている。

わが国においても、計算違い等を理由とす

る申告指導や修正申告の指導手続の濫用のな

いように、非調査行為にかかる手続の適正

化・透明化を急ぐ必要がある。この場合、ア

メリカの租税手続法制を参考にするのも一案

である。すなわち、税法（国税通則法）本法

で計算違い等にあたる事項（類型）を限定列

挙するとともに、対象となる納税者に対し

て、どの事項にあたることを理由に申告指導

を行っているのか、さらには増差税額等や減

額など当初申告に変更が生じる場合には①当

該変更内容、②正しい計算式や根拠法令など

を含む具体的な変更理由、および③課税庁の

担当部署名や担当官氏名、電話番号を含む応

答先などを附記した文書で通知をし、修正申

告の指導に同意するなら法定期間内（例えば

通知から３０日以内1）にその旨の意思表示を

求め、当該納税者が不同意の場合で、その不

同意に合理的な理由がないと思われるときに

課税庁が税務調査を実施したうえで更正処分

を行うこととするような手続を確立してはど

うか2。これにより納税者は争訟権を確保でき

る。加えて、納税者支援調整官3を活用した非

調査行為（非権力的な事実行為）に関する苦

情処理制度を立ち上げるのも一案である。

さらに、本来的には調査行為にあたる事項

が非調査行為事項（類型）として取り扱われ

ていないか、あるいはその逆、の限界事例を

年次ベースでスクリーニング（審査）し公表

する仕組みも要る。こうした手続や苦情処理

制度を確立し、透明化策を実施することによ

り、「租税手続鎖国」4から「租税手続開国」

へと大きく舵を切り、納税者の手続上の権利

を保護するとともに納税者の争訟権を保障す

る途を確かなものにする一歩とすべきである5。

日弁連が手続通達による「調査行為」と

「非調査行為」峻別へ異論を唱えた国税庁長

官への要望書は、時機を得たものであると評

価できる。見方を換えると、こうした要望書

が、日税連から出てこないところにわが国の

税務専門職界のあり方が問われている。
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納税者が課税庁からの要請を慎重に検討するに必

要とされる相当な期間を確保すべきであるとの視

点に加え、課税庁の対応能力や事務処理の効率

化、還付申告が遅延しないことなどの視点も織り

込んで合理的な期間設定を行う必要がある。

アメリカのような課税庁に職権による暫定的な賦

課を認める略式賦課通知手続のわが国への導入に

ついては、大きな制度改革を伴うことから慎重な

検討を要する。

国税庁長官「納税者支援調整官の事務運営につい

て（事務運営指針）」〔２００１年６月２９日〕

参照。

２０１１年の国税通則法の改正はそれまでの運用

上の取扱を超えて手続をあらたに追加する趣旨で

はなかったこと、また、税務分野における行政指

導／非権力的な事実行為の性格を有する「非調査

行為」は、現行法制上はトータルに行政手続法の

適用除外（国税通則法７４条の１４）となること

などから、課税庁は納税者に対する自発的な情報

提供や申告書の提出要請、修正申告書の提出要請

を文書で行う必要はないとの反論もありうる。

ちなみに、こうした紛争処理手続が確立されてい

ない現状では、計算違い等を理由とする申告指導

に不服な納税者は、訴訟論的には、ハードルは高

いが、不服申立前置主義の適用のない、更正処分

を求める義務付けの訴え（行政事件訴訟法３条６

項、同３７条の２・３７条の３）を活用する途を

探るのも一案である。税務関係義務付け訴訟の現

状分析と課題について詳しくは、石村耕治編『宗

教法人の税務調査対応ハンドブック』（清文社、

２０１２年）４８３頁以下参照。

１

3

2

4

5



平成２７年度税制改正においては、現下の

経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生

をより確実なものにしていくため、成長志向

に重点を置いた法人税改革、高齢者層から若

年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の

活性化等のための税制上の措置を講じられま

した。地方創生に取り組むため、企業の地方

拠点強化、結婚・子育ての支援等のための税

制上の措置を講じられた。さらに、経済再生

と財政健全化を両立するため、消費税率の１

０％への引上げ時期の変更等のための税制上

の措置を講じられた。ＢＥＰＳ（ベップス）

（税源浸食と利益移転／Base Erosion and Prof-

it Shifting）プロジェクト等の国際的取組を踏

まえ、国境を越えた取引等に係る課税の国際

的調和に向けた税制上の措置が講じられた。

その他所要の税制上の措置が講じられた（平

成２７年１月１４日に閣議決定された「平成

２７年度税制改正の大綱」を参照）。

主要な税制改正のポイントを解説すると、

次のとおりである。

（１）ＮＩＳＡ（ニーサ）（非課税口座内の少額

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課

税措置）の拡充

①ジュニアＮＩＳＡ（Ｊ－ＮＩＳＡ）を創設

２０歳未満の若者を対象としたＪ－ＮＩＳＡが

創設された。その概要は、次のとおりである。

②　現行ＮＩＳＡ投資上限額の引上げ

現行のＮＩＳＡについては、年間の投資上

限額（現行１００万円）を毎月の定額投資に

適した金額として、平成２８年から年間１２

０万円（毎月１０万円×１２ヵ月）に引上げ

られた。（年間１００万円➱１２０万円）

（２）住宅ローン減税等の適用期限の変更

各種住宅ローン減税の拡充等の措置につい

て、その適用期限が１年半延長された（平成

２９年１２月３１日から➱平成３１年６月３

０日まで）。

住宅取得については、取引価額が高額に及

ぶことから、平成２５年度の税制改正によ

り、平成２６年４月１日からの消費税率引上

げ前後の駆け込み需要やその後の反動等を勘

案して住宅取得にかかる措置が拡充・延長さ

れたことは承知のところである。

平成２７年度の改正では、消費税率引上げ

が平成２９年４月まで１年半延期されたこと

から、対応的措置として自動的に延長された

ものである。

（３）ふるさと納税（ふるさと寄附金）の拡

充・整備
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平成２７年度税制改正（主要項目）の解説

【解説】

石 村 耕 治

浅 野 　 洋

J T I《 　 　 　 　 ・ 白 鴎 大 学 教 授 》代表

J T I《 　 　 　 　 　 ・ 税 理 士 》評議員

１　基本的な考え方

２　個人所得課税

【図表１】Ｊ－ＮＩＳＡの概要

非課税対象

２０歳未満の者が開設するＪ—ＮＩ

ＳＡ口座内の少額上場株式等にかか

る配当所得および譲渡所得

年間投資上限額

非課税投資総額

口座開設期間

運用管理条件

８０万円

最大４００万円（８０万円×５年間）

最長５年間

親権者等の代理または同意のもとで

投資。１８歳になるまでは原則とし

て払出しは不可



個人住民税上の公益寄附金控除（いわゆ

る、ふるさと納税／ふるさと寄附金）制度

が、次のように拡充・整備された。

（１）住宅取得等資金に係る贈与税の非課税

措置の延長・拡充

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け

た場合の贈与税の非課税措置は、適用期限が

平成２６年１２月３１日から平成３１年６月

３１日まで延長され、かつ、非課税枠は現行

１,０００万円から最大３,０００万円まで拡

充された。

（２）特定資産の買換え特例（９号）の延

長・見直し

特定資産の買換え特例にうち９号買換え

（長期保有〔１０年超〕土地等の買換え）

が、平成２８年３月末まで延長された。ただ

し、買換資産のうち、①機械装置・コンテナ

用貨車が除外され、かつ②圧縮率が一部引き

下げられた。

（３）事業承継税制の拡充

事業承継税制のうち、非上場株式等の贈与

税の納税猶予制度の適用を受けている者（通

称２代目）が、３代目に対する再贈与、すな

わち再度この猶予制度を使う場合に、贈与税

の納税義務を免除する措置が講じられた。

（４）子や孫の結婚・出産・育児に要する資金の

一括贈与に係る贈与税の非課税特例措置の創設

子や孫の結婚、出産、育児費用の支払に充

てるために直系尊属（贈与者）が金銭等を金

融機関等に信託した場合に、受贈者１人につ

き１,０００万円（結婚費用は３００万円ま

で）を非課税とする制度が創設されました。

非課税取扱いを受けるためには、次の要件

を充たす必要があります。

【解説】平成２７年度税制改正の解説
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【図表２】ふるさと納税（ふるさと寄附金）の拡充・整備

・特例控除額の拡充（上限：個人住民税所得割額
の１割➱２割）

・返礼品送付について、寄附金控除の趣旨を踏ま
えた良識ある対応の要請

・申告手続の簡素化（確定申告不要な給与所得者
等がふるさと納税を行う場合、寄附先の自治体
が本人に代わって控除手続を行うことによりワ
ンストップで控除を受けられる仕組み「ふるさ
と納税ワンストップ特例制度」の導入）

・申告手続の簡素化は平成２７年４月１日以後の
寄附から、特例控除額の対応は平成２８年度分
から適用

３　資産課税

【図表３】子や孫の結婚・出産・育児費用一括贈与の非
課税特例措置の概要

①贈与者
受贈者の直系尊属（父母・祖父母

等）

②受贈者の要件

③適用時期

④適用要件

２０歳以上５０歳未満の個人

平成２７年４月１日から平成３１年３

月３１日までの間に拠出されること。

贈与者は、拠出した金銭を金融機関

【信託会社（信託銀行を含む。）、

銀行等および金融商品取引業者（第

一種金融商品取引業者に限る。）】

に信託等をすること。

⑤適格結婚・出
産・育児費用の
内容

（ａ） 結婚 結婚に際して支出する

婚礼（結婚披露宴を含む。）に要す

る費用、住居に要する費用および引

越しに要する費用のうち一定のもの

（ｂ） 出産・育児 妊娠に要する費

用、出産に要する費用、子の医療費

および子の保育料のうち一定のもの

（不妊治療費、産後ケア費、ベビー

シッター費などを含む。）

⑥信託資金管理
契約の終了時期

（ａ）受贈者が５０歳に達したとき。

（ｂ）受贈者が死亡したとき。

（ｃ）信託財産の価額がゼロとなっ

た場合において終了の合意があった

とき。

⑦終了時の残額
の取扱い

上記⑥の事実があった日における残

額に相当する金額の贈与があったも

のとして贈与税を計算する。

⑧信託期間中に
贈与者が死亡し
た場合の取扱い

贈与者の死亡の日における残額（支

出精算後）に相当する金額を受贈者

が贈与者から相続または遺贈により

取得したものとみなして、贈与者の

相続税の課税価格に加算する。ただ

し、この残額に対応する相続税額に

ついては２割加算の適用はなし。

⑨申告手続

受贈者は、当該資金を払い出した金

融機関を通じて、結婚・出産・育児

資金贈与の非課税申告書を所轄税務

署長へ提出するように求められる。

また、受贈者は、払い出した金銭の

贈与税の非課税扱いを受けるために

は、適格な結婚・子育て費用の支払

に充てたことを証する書類を金融機

関に提出するように求められる。



（５）子や孫の教育資金の一括贈与を受けた

場合の贈与税の非課税特例措置の延長・拡充

すでに、子や孫の教育費用の支払いに充て

るために直系尊属（贈与者）が金銭等を金融

機関等に信託した場合に、受贈者１人につき

１,５００万円までを贈与税非課税とする教育

資金特例制度がある。この贈与税非課税特例

の適用期限が、平成２７年１２月３１日から

平成３１年３月３１日まで延長された。ま

た、非課税となる「教育資金」の範囲に、通

学定期券代、進学時の引っ越し代、留学渡航

費等が追加・拡充された。

（６）株式等に係る譲渡所得等の損益通算制

限

平成２５年度改正で、金融所得課税一体化

法案として平成２８年以後の公社債等の課税

方式を見直すとともに、株式等に係る譲渡所

得等の分離課税制度（租税特別措置法３７条

の１０）を、上場株式等にかかるもの（同法

３７の１１）と一般株式等（同法３７条の１

０）にかかるものとの２つの制度に区分し、

それぞれのグループ内でのみ譲渡損益の通算

ができることとされた。

また、公社債についても、特定公社債等と

一般公社債等に区分され、上記の同区分の株

式譲渡損益との損益通算が可能とされるとと

もに、確定申告において上場株式等にかかる

譲渡損失と配当所得との損益通算の対象に、

特定公社債等にかかる利子所得および譲渡所

得等が追加された（同法３７条の１２の

２）。

成長志向に重点を置いて、次のような法人

税改正が実施された。

（１）法人税率の引下げおよび法人実効税率

の引下げ

法人税率は、平成２７年度から、現行の２

５.５％から２３.９％に引き下げられた。ま

た、大法人向けの法人事業税所得割（地方法

人特別税を含む。）は、外形標準課税の拡大

にあわせて、現行の７.２％の標準税率が、平

成２７年度に６.０％に引下げられた。さらに

平成２８年度には４.８％に引下げられる。

これにより、国・地方を通じた法人実効税

率（東京都の外形標準課税適用法人の場合に

は、平成２７年１月現在では３４.６２％）

は、平成２７年度には３２.１１％（▲２.５

１％）、平成２８年度には３１.３３％（▲

３.２９％）となる。

また、中小法人等や公益法人等などの軽減

税率の特例（１９％、特例１５％）【８００

万円以下に適用】は２年間延長された。

（２）課税ベースの拡大等

法人税率は引き下げられましたが、税収中

立の視角から、法人税の課税ベースの見直し

が行われた。

①欠損金繰越控除の見直し

大法人の欠損金の繰越控除限度額が、従来

所得の８０％から、平成２７年度以降は６

５％に引き下げられました。加えて、平成２

９年度には５０％に引き下げられる。

ただし、一定のベンチャー企業や、経営再

建企業については、７年間１００％控除でき

る制度が新たに導入された。

また、すべての法人について繰越期間が、

平成２９年４月１日以後に開始する事業年度

において生じる欠損金については、従来９年

間が１０年間に延長された。これに伴い、欠

損金にかかる更正期間や更正の請求期間、さ

らには帳簿保存期間も１０年に延長された。

②受取配当等益金不算入の見直し

受取配当等益金不算入は、従来、持株比率

２５％未満の場合には５０％、２５％以上の

場合は１００％認められた。平成２７年度改

正により、持株比率が５％以下の場合には２

０％、５％超３分の１以下の場合には５０％、

３分の１超の場合には１００％益金不算入を
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４　法人課税



認めることになった。

（３）法人事業税の外形標準課税の見直し

①外形標準課税の課税ベース拡大

法人事業税の外形標準課税については、資

本金又は出資金の額（以下「資本金」とい

う。）が１億円超の普通法人の場合、平成２

８年度までに従前の税率が順次「①付加価値

割」（０.４８％➱０.７２％➱０.９６％）お

よび「②資本割」（０.２％➱０.３％➱０.４％）

が引き上げられ、税負担額は２倍に拡大され

る。

一方、「③所得割」の税率（７.２％➱６.

０％➱４.８％）は、平成２８年度までに従前

の２／３に引き下げられる。

②地方法人特別税の税率の改正

資本金１億円超の普通法人の地方法人特別

税の税率は、次のとおりとし、それぞれ平成

２７年４月１日から平成２８年３月３１日の

間に開始する事業年度および平成２８年４月

１日以後に開始する事業年度から適用され

る。

③所得拡大促進税制～賃上げした企業への特

例

法人税の所得拡大促進税制の要件を満たす

場合に、法人事業税の外形標準課税におい

て、給与等支給額の増加分を付加価値割の課

税ベースから控除する特例が導入された。こ

の特例は、法人事業税の外形標準課税の税率

見直しに対応するかたちで、賃上げした企業

への特例〔平成２９年度末までの３年間〕と

して適用されるものである。ちなみに、この

特例は赤字法人にも適用される。

この特例では、適用年度に国内従業員へ支

払った給与総額が基準年度に比べて一定割合

増加している場合に、当該増加額を「報酬給

【解説】平成２７年度税制改正の解説
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【図表４】法人税率の引下げおよび法人実効税率の引下げ

法人税率等 ２７年度前 ２７年度 ２８年度

２５ .５％

①普通法人（ただし②・

③以外）

資本金１億円超の株式会

社など

２３ .９％ ２３ .９％

（ａ）法人事業税所得割

（標準税率）
７ .２％ ６ .０％ ４ .８％

（ｂ）国・地方の法人実

効税率
３４.６２％

３２.１１％
（▲２.５１％）

３１.３３％
（▲３.２９％）

②中小法人等

２５.５％【８

００万円以下

は１９％、特

例１５％】

２３.９％【８

００万円以下

は１９％、特

例１５％】

２３.９％【８

００万円以下

は１９％、特

例１５％】

③公益法人等

１９％【８０

０万円以下は

１９％、特例

１５％】

１９％【８０

０万円以下は

１９％、特例

１５％】

２３.９％【８

００万円以下

は１９％、特

例１５％】

【図表５】欠損金の繰越控除の見直しの概要

法人区分 制限

２７年度 ２８年度

８０％
大法人

中小法人等

２７年度前 ２８年度

所得制限

繰越期間

適用年度

６５％ ６５％ ５０％

９年 ９年 ９年 １０年

所得制限

繰越期間

１００％ １００％ １００％ １００％

９年 ９年 ９年 １０年

【図表６】受取配当等益金不算入制度の見直し

平成２７年度以後 平成２７年度前

１００％

不算入
割合

不算入
割合

１００％

区分区分

持株比率１００％（完
全子会社株式等）

持株割合１／３超（関
連法人株式等）

持株比率が５％超

持株割合５％以下（非
被支配目的株式等）

５０％

２０％

持株比率１００％（完
全子会社株式等）

持株比率２５％以上
（関係法人株式等）

持株比率が２５％未満 ５０％

２７年度前 ２７年度 ２８年度以降

①付加価値割

②資本割

年４００万円
以下の所得

③
所
得
割

年４００万円超
８００万円以下
の所得

年８００万円
超の所得

０.４８％ ０.７２％ ０.９６％

０.２％ ０.３％ ０.４％

３.８％
（２.２％）

３.１％
（１.６％）

２.５％
（０.９％）

５.５％
（３.２％）

４.６％
（２.３％）

３.７％
（１.４％）
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【図表７】資本金１億円超の普通法人の場合の法人事業
税の標準税率

２７年度前 ２７年度 ２８年度以降

①付加価値割額、
②資本割額および
③所得割額の合計
額によって法人事
業税を課される法
人の所得割額に対
する税率

６７ .４％ ９３ .５％ １５２.６％

【図表８】資本金１億円超の普通法人の場合の地方法人　
特別税の課税標準



与額」（付加価値割の課税ベースである「付

加価値額」の一部）から控除することが認めら

れる。つまり、賃上げ分にかかる付加価値割額

を税額控除することが可能になるわけである。

④中堅企業への特例～負担変動に対する配慮

措置

外形標準課税の税率見直しに伴い、中堅企

業への特例～負担変動に対する配慮措置〔平

成２８年度末までの２年間〕が講じられた。

ちなみに、この特例は、赤字法人にも適用さ

れる。

この特例では、適用年度の課税標準に、前

年度の税率と適用年度の税率をそれぞれ掛け

て、適用年度の方の負担が重くなる場合、適

用年度の付加価値額が３０億円以下となる法

人については、当該負担額の５０％を控除で

きる。

また、適用年度の付加価値額が３０億円超

４０億円未満となる法人については、その額

に応じて５０％まで消失控除できる。

（４）租税特別措置の見直し・整理

法人税関係の各種租税特別措置が見直され

た。主なものとしては、①研究開発税制の見

直し【控除限度額の総枠「法人税額の３０％」

は維持しつつ、特別試験研究費の控除限度を

別枠化（５％）した。また、限度超過額の繰

越制度は廃止された。】、②生産等設備投資

促進税制の廃止、③太陽光発電設備の即時償

却の廃止などをあげることができる。

（１）消費税率の１０％への引上げ時期の変

更等

消費税の引上げ時期が平成２７年１０月１

日から平成２９年４月１日に変更された。ま

た、消費税率の１０％への引上げにかかる適

用税率の経過措置について、請負工事等にか

かる適用税率の経過措置の指定日が平成２８

年１０月１日とされた。さらに、景気判断条

項（国税に係る税制抜本改革法附則１８条３

項および地方税に係る税制抜本改革法附則１

９条３項）は削除された。

（２）消費税転嫁対策特別措置法の期限の延

期

消費税率の１０％への引上げの施行日を平

成２９年４月１日にすることにあわせて、

「消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するた

めの消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に

関する特別措置法」（消費税転嫁対策措置

法）の期限が平成３０年９月３０日まで延長

された。

（３）国境を越えた役務提供に対する消費税

課税の見直し

わが国の消費税法は、仕向地主義（消費地

課税主義）を原則としている。しかし、海外

からの国境を越えた電子書籍・広告・音楽の

配信など、インターネットのような電気通信

回線を介して直接、国外事業者（所得税法上

の非居住者である個人事業者および法人税法

上の外国法人を指す。）から行われる役務の

提供（以下「電気通信役務の提供」とい

う。）には消費税が課されていなかった。そ

の一方で、同一の役務の提供であっても、国

内事業者からの電気通信役務の提供には消費

税が課されている。このことは、課税におけ

るイコールフッテング（競争条件の対等

化）・中立性を確保する観点から、久しく問

題となっていた。

①電気通信役務の提供にかかる内外判定基準

の見直し

そこで、平成２７年度の税制改正では、国

外事業者からの電気通信役務の提供にかかる

内外判定基準について、仕向地主義（消費地

課税主義）原則を見直すことにより、「役務

提供者の事務所等の所在地」から「役務提供

を受ける者の住所地等」に変更された。今回

の内外判定基準見直しの結果、国外事業者が

日本市場向けに国境を越えて行われる電子通

信役務の提供は、国内取引として消費税が課

税されることになった。
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５　消費課税



ここでいう電気通信役務の提供には、電気

通信役務提供以外の資産の譲渡等に付随して

行われる役務の提供や、単に通信回線を利用

させる役務の提供は含まれない。具体的には、

国外で実施された調査結果を国内にメール送

付するような行為などが、他の取引に付随し

て行われるもの、または単に通信回線を利用

させる役務の提供にあたるものと解される。

ちなみに、これまで、「著作物の利用の許

諾」にあてはまる取引、さらには電子書籍・

広告・音楽の配信などは、税法上の取扱いが

「役務の提供」にあたるのか「資産の譲渡・

貸付」にあたるのか定かではなかった。しか

し、今回の改正で、電気通信役務提供とされ

たことから、「役務の提供」として明文化さ

れることになった。

③境越えのＢ２Ｂ取引に対するリバースチャ

ージ方式による消費課税

一般に、消費税の課税対象となる国境越え

取引に関する課税問題については、大きく

「事業者間取引（Ｂ２Ｂ取引＝business to busi-

ness transaction）の場合と、「事業者―消費

者間取引（Ｂ２Ｃ取引＝business to consumer

transaction）の場合とに分けて検討される。

国境越えの事業者間取引（Ｂ２Ｂ）取引に

かかる消費税の課税にあたっては、「リバー

スチャージ」方式が導入された。通常の取引

の場合は、役務／サービスの提供者（売手）

が消費税の納税義務者になる。これに対し

て、リバースチャージ方式では、役務／サー

ビスの購入者（買手）が納税義務を負うこと

になる。

リバースチャージ課税方式の消費課税の仕

組みは、次のとおりである。
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【図表９】国境越えの事業者間取引（Ｂ２Ｂ）取引への
リバースチャージ方式の採用

国外事業者が、国内事業者との間で行う電気通信役

務提供取引に対しリバースチャージ方式を導入したこ

とに伴い、国外事業者が行う電気通信役務の提供のう

ち、その役務提供の性質や契約条件等から、当該役務

提供を受ける者が事業者であることが明らかである場

合は、「事業者向け電気通信役務提供」と区分され

る。

「事業者向け電気通信役務提供」には、その取引に

かかる消費税の納税義務を、当該役務提供を受ける事

業者にシフトする「リバースチャージ方式」で課税さ

れる。これにより、役務の提供を受ける国内事業者が

納税義務者となる。

（ｂ）役務の提供を行う国外事業者

国外事業者で、国内事業者向け電気通信役務の提供

を行う者は、消費税を上乗せすることなしに、当該国

内事業者に電気通信役務を提供することになる。

国外事業者で、国内事業者向け電気通信役務の提供

を行う者は、あらかじめ、その役務の提供を受ける国

内事業者が消費税の納税義務者になる旨を表示するよ

うに求められる。

（ｃ）役務の提供を受ける国内事業者

国内事業者は、消費税の上乗せなしの対価で国外事

業者から事業者向けの電気通信役務の提供を受ける。

なぜならば、リバースチャージ方式では、国内事業者

が、国外事業者に代わって消費税の納税義務者となる

からである。また、国内事業者は、当該取引（特定仕

入れ）にかかる消費税を仕入税額控除の対象にするこ

とができる。ちなみに、国内の免税事業者が国外事業

者から事業者向けの電気通信役務の提供を受けた場合

には、消費税の納税義務はない。

国内事業者は、消費税申告にあたり、課税売上割合

が９５％以上の場合には、リバースチャージにかかる

消費税はなかったものとして取り扱われる。つまり、

リバースチャージ税額と仕入税額控除額は同額とみな

される。したがって、申告に反映する必要はない。逆

に、課税売上割合が９５％未満の場合で、リバースチ

ャージにかかる消費税額が少ないときには、追加的な

消費税を負担する必要性が出てくる可能性がある。

（ａ）事業者向けの役務提供を受ける国内事業者
への「リバースチャージ方式」の採用

【図表１０】国内事業者（国外事業者からの電気通信役務の提供）にかかる課税関係

海外から提供を受ける

サービスは電気通信役

務の提供かどうか？

役務提供の性質や契約

条件等から事業者向け

であることが明らか

か？

リバースチャージによ

り納税義務発生

課税売上割合が９５
％未満か？

リバースチャージにか

かる消費税額なしとの

課税取扱い。

国外事業者は登録事業

者かどうか？

今回の改正とは無関係

リバースチャージにか

かる消費税額の方が少

ない場合、追加的な税

額負担が生じる可能性

がある。

仕入税額控除不可

仕入税額控除可

⇒
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④境越えのＢ２Ｃ取引に対する消費課税

国境越えの事業者－消費者間取引（Ｂ２

Ｃ）取引に対する消費税の課税方式（国外事

業者申告納税方式）は、次のとおりです。

ちなみに、登録国外事業者の氏名または名

称、住所もしくは居所または本店もしくは主

たる事務所の所在地および登録番号等につい

ては、インターネットを通じて登録後速やか

に公表されることになっている。

これらの改正は、平成２７年１０月１日以

後に国内で事業者が行う資産の譲渡等及び課

税仕入について適用される。

（４）たばこ税（旧３級品）の見直し

旧３級品の紙巻たばこ（わかば、ゴールデ

ンバットなど国産６銘柄）に係る特例税率

（一般税率よりも低い税率）は、ＷＴＯ協定

等の内外無差別原則を厳守することをねらい

に、段階的に縮減・廃止される。

（５）車体課税の見直し

エコカー減税（自動車重量税・自動車取得

税）について、燃費基準の円滑な移行や足元

の自動車消費の喚起の観点から、減免税車の

対象範囲を見直したうえで、適用期限が２年

延長された。

平成２７年度に新規取得した一定の環境性

能を有する軽四輪車等の軽自動車税について

は、その燃費性能に応じたグリーン化特例

（軽課）が導入されました。二輪車にかかる

税率の引上げ時期が、平成２７年４月１日か

ら平成２８年４月１日に１年延期された。

（６）狩猟税の見直し

対象鳥獣捕獲員にかかる狩猟者登録を非課

税（現行：１／２）とする措置等が、平成３

０年度（平成３１年３月３１日）まで実施さ

れる。

Ｇ２０・ＯＥＣＤが推進しているＢＥＰＳ

（ベップス）（税源浸食と利益移転／Base

Erosion and Profit Shifting）プロジェクト等の

国際的取組を踏まえ、国境を越えた取引等に

係る課税の国際的調和に向けた税制上の措置

が講じられた。

【解説】平成２７年度税制改正の解説

J T I税務ニュ－ズ No.3（2015.5.3） 15 ⓒ2015 国民税制研究所 J T I

【図表１１】事業者-消費者間（Ｂ２Ｃ）取引と登録国外
事業者制度

国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち、事業

者向け以外の電気通信役務の提供が、「消費者向け電

気通信役務の提供」に区分されることになる。仮に国

外事業者が、クラウドサービスのように、事業者およ

び個人の最終消費者の双方に対して電気通信役務の提

供を行っているとする。この場合で、役務の性質や契

約条件等から当該役務の提供を受ける者が事業者であ

ることが明らかでないときには、消費者向け電気通信

役務の提供に区分されることになる。

（ｂ）課税方式（国外事業者申告納税方式）

国外事業者が、国内の消費者向けに行う電気通信役

務の提供については、消費税の課税対象となり、当該

国外事業者がわが国消費税の納税義務者になる。しか

し、国外事業者は、わが国の課税管轄内に所在しない

ことから、納税義務の履行を求めるのはそうたやすい

ことではあい。また、国外事業者が、納税なき仕入税

額控除【ＥＵ域内および域外の事業者との間での国越

えの（クロスボーダー）取引を通じた「回転木馬型Ｖ

ＡＴ 不正還付スキーム（Carousel VAT Fraud S-

cheme／MTIC=missing trader intra-communi-

ty）」（いわゆる「キャロセルスキーム」）】のよう

な不正なスキームに仕入税額控除制度を悪用する可能

性も皆無ではない。

そこで、今回の税制改正では、タックスコンプライ

アンス向上の観点から「登録国外事業者制度」を創設

し、一定の場合に限り国外事業者における仕入税額控

除が認められることとされている。当分の間、登録し

た国外事業者に対し例外的に仕入税額控除を認めるこ

ととしているわけである。このことから、実際には

「消費者向けの役務提供に係る国外事業者に支払った

消費税の仕入税額控除制度の不適用」がルールになっ

ている。

（ｃ）登録国外事業者制度の創設

国外事業者で、国内において電気通信役務の提供を

行う者は、その所轄税務署長を経由して国税庁長官に

申請し、登録を受け、登録国外事業者になることがで

きる。登録国外事業者になるには、次の要件を充足し

なければならない。

・国内において行う電気通信役務の提供にかかる事務

所、事業所およびその他これらに準ずるものの所在

地が国内になることまたは納税管理人を指定してい

ること。

・国内に事務所を有しない場合は、納税管理人を指定

していること。

・国内の滞納がないことおよび登録国外事業者の登録

取消から１年を経過していること

（ａ）消費者向け電気通信役務の提供

６　国際課税



（１）外国子会社配当益金不算入制度の適正

化

外国子会社配当益金不算入制度の適正化策

が講じられ、外国子会社において損金に算入

される配当が外国子会社配当益金不算入制度

の適用対象から除外された。二重非課税を防

止するのがねらいである。具体的には、ブラ

ジルやオーストラリアの優先株式など、子会

社の所在地国で損金算入が認められる配当に

ついては、支払を受けた日本の親会社の益金

に算入して課税することとされた。

（２）外国子会社合算課税（タックス・ヘイ

ブン対策税制）におけるトリガー税率の引下げ

外国子会社合算課税は、一般に「タック

ス・ヘイブン対策税制」と呼ばれる。この合

算課税は、法人の税負担割合が一定割合以下

のいわゆるタックスヘイブン（軽課税国）を

利用した国際的な租税回避を防ぐための制度

である。この合算課税適用の引き金（トリガ

ー）となる税率は「トリガー税率」と呼ばれ

る。トリガー税率は、これまで「２０％以

下」（２０％を含みます。）とされてきた

が、今回の改正により「２０％未満」（２０％

を含まない。）となった。平成２７年４月１

日以後に開始する事業年度から適用になる。

（３）非居住者に係る金融口座情報の自動的

交換制度の整備

各国税務当局間で非居住者の金融口座情報

を自動的に交換することについてＧ２０サミ

ット等で合意したことを受けて、非居住者の

金融口座情報の自動的交換のため、金融機関

に対し非居住者の金融口座情報の報告を求め

る制度が整備されることになった。

（４）国外転出をする場合の譲渡所得等の特

例（出国時課税制度）の創設

各国との租税条約では、株式等の譲渡益

（キャピタルゲイン）は、「株式等を譲渡し

た者の居住地国に課税権がある」とされてい

る。このため、巨額の含み益がある株式を保

有したまま、キャピタルゲイン税のかからな

い国（シンガポールや香港など）に出国し、

その後に当該株式を譲渡することで課税を免

れる手法が、ＢＥＰＳ問題の一つになってい

た。

こうした問題に対応するねらいから、時価

１億円以上の有価証券等を有する等、次にか

かげる一定の要件に該当する日本の居住者が

国外に転出する際に、その有価証券等の譲渡

等をしたものとみなして課税する特例が創設

された。

（１）財産債務明細書の見直し～財産債務調

書への変更

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

（出国時課税制度）の創設に伴い、従来の

「財産債務明細書」は「財産債務調書」に変

更された。提出要件についても、改正前の①

「その年分の所得金額が２,０００万円超」で

あることに加え、②「総資産３億円以上また

は出国時課税制度対象資産１億円以上」であ

ることの要件が追加された。

このため、②に該当しなければ、今後、財

産債務調書の提出は不要になる。また、調書

の提出があれば、所得税の過少申告加算税等
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【図表１２】出国時課税特例の適用要件

①対象者

出国時の有価証券等の評価額が１億

円以上、かつ出国直近１０年間にお

いて５年を超えて日本の居住者であ

った者。贈与・相続・遺贈により非

居住者に有価証券等が移転する場合

も含む。

②課税対象

（ａ）所得税法に規定する有価証券・

匿名組合契約の出資持分

（ｂ）未決済デリバティブ取引・信用

取引・発行日取引

出国時に含み益の課税。つまり、有価

証券等のみなし譲渡、未決済デリバテ

ィブ等のみなし決済による。
③課税方法

④所得税の納税
猶予

出国時に含み益の課税。つまり、有価

証券等のみなし譲渡、未決済デリバテ

ィブ等のみなし決済による。

⑤適用時期
平成２７年７月１日以後に国外に転出

する場合、または平成２７年７月１日

以後の贈与・相続・遺贈

７　納税環境整備



が５％軽減される。一方、提出がない場合に

は、無申告加算税が５％過重される。

平成２８年１月１日以後に提出すべき財産

債務調書から適用になる。

（２）税務関係書類のスキャナ保存制度の見

直し

税務調査の際に証拠となる紙の領収書や契

約書などの税務関係書類は、スキャナで読み

取りそのデータを保存すれば原本を捨てるこ

とができる。しかし、スキャナ保存の要件は

厳しすぎるとの指摘もあった。こうした声に

応え、次のとおり、金額基準の廃止など要件

が緩和された。

平成２７年９月３０日以後に行う承認申請

について適用になる。

（３）個人番号（マイナンバー）が付された

預貯金情報の効率的な利用に係る措置

平成２５年年５月に、共通番号制を導入す

る一連の法律〔行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等の関する法律

（以下「共通番号法」）ほか〕が成立した。

国民総背番号制である共通番号制は、「個人

番号（１２ケタ）」と「法人番号（１３ケ

タ）」からなる。このうち、「個人番号」を

通称で「マイナンバー（私の背番号）」と呼

ぶ。個人番号は、図表１４のＢ型からもわか

るように、公開して「民―民―官」間で、納

税事務にも使われる（国税通則法１２４条、

所得税法１９４条など）。

政府は、平成２７年１０月から各個人に１

２ケタの背番号である「個人番号／共通番

号」を振り、平成２８年１月からの運用をめ

ざしている。
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【図表１３】税務関係書類のスキャナ保存制度の見直し
ポイント

①金額基準の廃止

これまでスキャナ保存は、金額が税込３万円未満の契

約書や領収書に限り認められていた。この金額基準が

廃止されて３万円以上のものでも認められることにな

った。ただしスキャナ保存が認められるには、従来ど

おり社内規程と設備が整えられたうえで適正な事務処

理が実施されていることが条件となる。

②電子署名は不要

スキャナで書類を読み取る際には、入力者の（ａ）電

子署名と、（ｂ）タイムスタンプ（財団法人日本デー

タ通信協会が認定する、電子文書に付与する時刻の情

報）が必要であった。今回の見直しにより、スキャナ

で読み込んだデータに付するものは、（ｂ）タイムス

タンプのみでよいことになった。（ａ）電子署名は不

要となった。

③書類管理の見直し

領収書や請求書をスキャナで読み取った後には、その

書類の大きさに関する情報を保存することが義務付け

られていた。しかし、今回の見直しで、この義務が廃

止された。また、データの保存はカラーに限定されて

いたが、グレースケール（白黒）でも認められるよう

になった。

【図表１４】番号を知ることのできる者の範囲からみた番
号類型：住民票コード＆共通番号

【Ａ型】　非公開の住民票コード（番号）

民（本人）

原則として、本人と関係行政機関用（執行行政庁そ

の他公的政策実施機関）だけが知ることのできる性

格の番号

官

番号 行政庁等

（公的給付等申請書に番号を記載）

《コード／番号の悪用による「成りすまし」は、原則としてなし。》

【Ｂ型】　公開の共通番号       

本人と関係行政機関等（例えば、税務事務では課税

庁）以外の第三者も容易に知ることができる性格の

番号

民（本人） 官民

番号 企業・取
引先など

課税庁
【名寄せ・照合】

（番号の提示） （法定調書に
番号を記載）

漏洩

（本人の納税申告書に番号を記載）

《コード／番号の悪用・漏えいによる「成りすまし」悪用の可能性

は大きい。》

個人番号
共通番号

【図表１５】共通番号の類型

法人番号

Ｊ－ＬＩＳ

国税庁

＊地方公共団体情報システム機構（Ｊ-ＬＩＳ／ジェイリス）



平成２８年１月の共通番号制度の運用開始

を待たずして早、政府は、各種審議機関を使

って、共通番号の利用拡大する方針を打ち出

してきている。その流れの一つは、次の図表

に示したように、金融口座〔預貯金〕の番号

管理、つまり「預貯金への付番」である。

共通番号法では、番号の民間利用拡大は法

施行から３年後のはずである（法附則６条１

項）。ところが、政府は、平成２７年１月に

はじまった通常国会へ「個人情報の保護に関

する法律及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の

一部を改正する法律案」を提出し、前倒しで

預貯金口座の共通番号管理を実施する構えで

ある。ただし、平成２８年から当面の間は、

預貯金口座の共通番号管理は「任意」とし、

平成３３年以降は「義務」とする方向であ

る。当面の間は任意とするのは、金融口座が

人口以上に存在し、付番の完了にかなりの時

間を要するからである。

共通番号、とりわけ個人番号の税務利用に

ついては、納税者や事業者の個人番号付き個

人情報（特定個人情報）の漏えいの危険、特

定個人情報漏えいの場合の罰則、厳正な安全

管理措置からくる事業者等の過重な負担な

ど、課題が山積している**。

＊個人情報の保護に関する法律及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部を改正する法律案（同法案概要：個人番号部

分については、http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/sen-

mon_bunka/number/dai8/siryou2.pdf）

＊＊国税庁「国税分野におけるＦＡＱ」

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/F

AQ/kokuzeikankeifaq.htm
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【図表１６】金融口座〔預貯金〕の共通番号管理への動き

●平成２５［２０１３］年８月　
社会保障制度改革国民会議報告書【抜粋】

・これまでの「年齢別」から「負担能力別」に負担の

在り方を切り替え、社会保障・税番号制度も活用

し、資産を含め負担能力に応じて負担する仕組みと

していくべきである。

・現在、銀行等が個人の顧客に支払う利子の課税につ

いては、源泉分離課税で終了することから、利子調

書の提出が免除されており、銀行等の預金口座に対

してはマイナンバーを付されていない。

・社会保障について所得・資産要件を適正に執行する

観点や、適正・公平な税務執行の観点からは、国民

の多くが保有する預金が把握の対象から漏れている

状況は改められるべきであり、預金口座へのマイナ

ンバーの付番について早急に検討すべきである。

・その際に、預金口座へのマイナンバー付番は、マネ

ーロンダリング対策や、預金保険などの名寄せ、災

害時の迅速な対応といった面でも、その効果が期待

できるとともに、将来的に民間利用が可能となった

場合には、金融機関の顧客管理等にも利用できるこ

とも踏まえた検討が必要である。

・利用拡大に向けた当面の方針を確認。その第一歩と

して、現行の「社会保障」、「税」および「災害対

策」に加え、新たに①戸籍事務、②旅券事務、③預

貯金付番、④医療・介護・健康情報の管理・連携、

⑤自動車登録事務という５つの事務でも共通番号を

活用できるようにロードマップを整備すべきである

との考えを打ち出している。

●平成２６〔２０１４〕年４月　
政府税調のマイナンバー・税務執行ディスカッシ
ョングループ論点整理（概要）

●平成２６［２０１４］年５月　
政府ＩＴ戦略本部・新連略推進専門調査会・マイ
ナンバー等分科会中間とりまとめ【抜粋】

●平成２６［２０１４］年１２月１９日　
政府ＩＴ戦略本部第１３回パーソナルデータに関
する検討会へ内閣府大臣官房番号制度担当室が提
出した資料「次期通常国会で個人情報保護法等と
一括改正を予定しているマイナンバー法改正関係
について」（案）に盛られた「預貯金付番に向け
た当面の方針」（案）【抜粋】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai1
3/siryou3.pdf

「預貯金付番に向けた当面の方針」（案）

預貯金付番については、社会保障制度の所得・資産

要件を適正に執行する観点や、適正・公平な税務執

行の観点等から、金融機関の預貯金口座をマイナン

バーと紐付け、金融機関に対する社会保障の資力調

査や税務調査の際にマイナンバーを利用して照会で

きるようにすることにより、現行法で認められてい

・

る資力調査や税務調査の実効性を高めるものであ

る。また、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保

険法の規定に基づき、預貯金口座の名寄せ事務に

も、マイナンバーを利用できるようにするものであ

る。

・利用拡大に向けた当面の方針を確認。その第一歩と

して、現行の「社会保障」、「税」および「災害対

策」に加え、新たに①戸籍事務、②旅券事務、③預

貯金付番、④医療・介護・健康情報の管理・連携、

⑤自動車登録事務という５つの事務でも共通番号を

活用できるようにロードマップを整備すべきである

との考えを打ち出している。

この解説の作成にあたっては、平成２７年１月
１４日に閣議決定された「平成２７年度税制改
正の大綱」および同大綱に挿入された図表等、
その他財務省や経済産業省（「平成２７年度経
済産業関係　税制改正について」）などがＨＰ
等で公表している資料等を参照した。



◆　はじめに～問題の所在

わが国では、自治体が、憲法の２４条１項

の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」

するとの規定を典拠に、同性カップルから幸

福を追求して出された婚姻届を不受理として

いる。一方では、自治体が同性カップルに対

してパートナーシップ証明書を発行する条例
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同性婚をめぐる税法と婚姻法制の日米比較

【論説】

石 村 耕 治 《 国 民 税 制 研 究 所 代 表 》

～アメリカの同性配偶者への
控除否認処分違憲〔ウインザー〕判決を素材に

◆　はじめに

I わが国での同性カップルに関する法制と　　　 

税制

１　わが国では同性カップルの婚姻届は不

受理に

２　東京都渋谷区の同性パートナーシップ

証明書発行に向けた条例制定

３　わが国で同性婚は認められるか

II 婚姻防衛法（ＤＯＭＡ）、ウインザー事

件違憲判決の所在

１　アメリカにおける同性婚法制の動き

２　違憲とされた婚姻防衛法（ＤＯＭＡ）

（１）ＤＯＭＡ立法の経緯

（２）合衆国対ウインザー事件判決とＤＯ

ＭＡの所在

３　合衆国対ウインザー事件判決の分析

（１）ニューヨーク連邦地裁判決

（２）連邦第２巡回控訴裁判所判決

（３）連邦最高裁判所判決

４　諸州における同性婚法認をめぐる動向

（１）ニューヨーク州での婚姻平等法の制

定

（２）イリノイ州での宗教の自由・婚姻公

正法の制定

（３）加州での同性婚法認をめぐる攻防

５　連邦婚姻尊厳法案の動向

III 婚姻法と税法との接点上の課題

１　「借用概念論」の日米比較

（１）わが国での「借用概念論」の展開

（２）アメリカでも「借用概念論」が展開

されているのか

２　アメリカの州の婚姻法と連邦税法との

接点

（１）居所と住所

（２）連邦課税取扱における婚姻上の適格

の決定

３　ＩＲＳの婚姻州／婚姻地基準ルーリン

グの分析

（１）婚姻州／婚姻地基準を採用した背景

（２）連邦行政への婚姻州／婚姻地基準の

拡大

（３）シビルユニオンやドメスティックパ

ートナーシップ等への婚姻州／婚姻

地基準の不適用の理由

４　連邦の婚姻州／婚姻地基準の採用と州

税上の課税要件との乖離

（１）同性婚を法認しない州での個人所得

税申告

（２）同性婚を法認する州での個人所得税

申告

◆　むすび
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の制定に動き出している。もっとも、このパ

ートナーシップ証明は、同性カップルに法的

効力を与えるものではない。

各種国税や地方税法上の「配偶者」控除

が、同性カップルや事実婚などの場合にも認

められるべきかが問われる時代に入ってい

る。わが国では、同性婚が法認されていない

ことに加え、わが国固有の税法上の「借用概

念論」の展開も相まって、各種税法の課税要

件に取り込まれた「配偶者」に、事実婚、同

性カップルなどは当てはまらないものと取り

扱われている。

アメリカでは、同性配偶者にも連邦税法上

の配偶者控除（とりわけ、遺産税上の配偶者

控除）が認められるべきかが問われた。連邦

最高裁判所は、２０１３年６月２６日の合衆

国対ウインザー（United States v. Windsor, 57

0 U.S. 12〔2013〕）事件判決において、

「婚姻を男性と女性間に限る」とした連邦の

「婚姻防衛法（ＤＯＭＡ＝Defense of Marriage

Act）」が当該納税者に適用される限りにお

いて違憲（適用違憲／処分違憲）としたうえ

で、同性婚配偶者にも配偶者控除が認められ

るべきである、との判決を下した。

この判決を契機として、連邦課税庁／内国

歳入庁（ＩＲＳ）は、２０１３年８月２９日

新たな運営方針（Revenue Ruling 2013-17）

を出して、同性配偶者などに対しても連邦税

法上の配偶者控除を認める課税取扱を行うこ

とになった。

人事交流のグローバル化が顕著である。今

後、外国で法認された同性婚カップルがわが

国の居住者になることも想定される。この場

合、所得課税、相続課税、贈与課税などの面

で、各税法の課税要件に「婚姻」、「配偶

者」など家族法（私法／民法）上の文言ない

し概念（借用概念）が取り込まれている場合

に、税法は当該私法上の文言ないし概念と同

義に解釈すべきか、あるいは税法独自の目的

などを斟酌して独自に解釈すべきなのかな

ど、精査すべき課題も多い。

本稿においては、ウンザー事件違憲判決お

よびアメリカにおける同性配偶者にかかる連

邦税（遺産税）法上の配偶者控除の課税取扱

を素材とし、私法（婚姻法）と税法との接点

上の課題について日米比較において精査して

みる。とりわけ、連邦税法や州税法の課税要

件に州婚姻法上の文言ないし概念が取り込ま

れている場合に、税法は当該州法上の文言な

いし概念と同義に解釈すべきか、あるいは税

法独自の目的などを斟酌して独自に解釈すべ

きなのかなどの問題を含め、わが国での議論

との比較において分析してみたい。

I わが国の同性カップルに関する法制と
税制

わが国では、自治体が、憲法の２４条１項

の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」

するとした規定を典拠に、同性カップルから

幸福を追求して出された婚姻届を不受理とし

ている。しかし、わが国では、同性婚は法制

上認められないのであろうか1。また、同性

カップルに対する配偶者控除などは認められ

ないのであろうか。

１　わが国では同性カップルの婚姻届は不受

理に

２０１４年６月５日、「青森市のＡさん

（４６）とＢさん（２９）の女性同士のカッ

プルが、青森市役所に婚姻届を提出した。同

市は憲法を根拠に受理せず、２人の求めに応

じ不受理証明書を発行した。」と報じられ

た。

「２人は同日午後、各地から駆けつけた支

援者ら１０人と青森市役所を訪れ、婚姻届を

筆者は婚姻法については専門外である。したがっ

て、以下、本稿では、代表的な文献をあげるにと

どめる。棚村政行「同性愛者の婚姻は法的に可能

か」法学セミナー４７６号（１９９４年８月

号）、鈴木伸智「同性婚と婚姻・婚姻意思」『民

法学の現在と未来』（法律文化社、２０１２年）

所収などを参照。また、婚姻と税制について、若

干古いが、木村弘之亮・人見康子編『家族と税

制』（弘文堂、１９９８年）所収論文参照。

1



提出した。本来の書式のほか、「夫」「妻」

の項目を消したものなど計３種類の婚姻届を

提示。市は本来の書式を受け付けた。同市は

約１時間後、不受理の判断を２人に伝え、そ

の後、『日本国憲法第２４条第１項により受

理しなかったことを証明する』と記した不受

理証明書を発行した。」という2。

２　東京都　渋谷区の同性パートナーシップ

証明書発行に向けた条例制定

２０１５年３月２６日、東京都渋谷区は

「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会

を推進する条例」（同性カップルに「結婚に

相当する関係」を認めるパートナーシップ証

明書の発行を盛り込んだ条例案）が東京都渋

谷区議会の総務区民委員会を賛成多数で可決

した。その後、３月３１日の本会議でも可

決、成立した。この条例は、男性同士・女性

同士の「同性カップル」に対して「結婚に相

当する関係」を認めるパートナーシップ証明

書を発行することが主なねらいである。渋谷

区は、昨年来、有識者らによる検討委員会を

立ち上げ、性的少数者（ＬＧＢＴ）の区民か

らも聞き取りをして条例の内容を検討してき

た。条例は、４月１日施行、証明書発行は２

０１５年度内に始まる。

平成２７年度渋谷区当初予算／施策事業ガ

イドなどによると「男女の枠を超え、多様な

個人を尊重し合う社会の推進」するために同

区は条例を制定するとしている。同条例の骨

子は、①男女および性的少数者（ＬＧＢＴ）

【同性愛のレズビアン（Ｌ）やゲイ（Ｇ）、

両性愛のバイセクシュアル（Ｂ）、生まれつ

きの性別に違和感を持つトランスジェンダー

（Ｔ）などの頭文字を取って総称される。】

の人権の尊重、②同性パートナーシップ証明

書の発行、③条例の趣旨に反する事業者名を

公表、および④男女平等・多様性社会推進会

議の設置などである。区内に住む２０歳以上

の同性カップルが対象で、必要が生じれば双

方が互いの後見人となる契約を交わしている

ことなどを条件とする。カップルを解消した

場合は取り消す仕組みもつくる。渋谷区に続

き、東京都世田谷区も同性パートナーシップ

を認める条例を目指す方向を打ち出してい

る。

憲法は婚姻関係を「両性の合意」のみに基

づいて成立すると規定する。当初、区議会で

は条例案が従来の家族制度を揺るがしかねな

いとする議員の反対も予想された。国も菅官

房長官も異論を唱えたりした。しかし、区

は、パートナーシップ証明は、法律上の効力

はなく婚姻法制度とは全くの別制度と考えて

いるとしている。

３　わが国で同性婚は認められるか

わが国の憲法２４条１項は「婚姻は、両性

の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権

利を有することを基本として、相互の協力に
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記事「青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根
拠に不受理」Ｗｅｂ東奥日報２０１４年６月６日
参照。http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/science/homo-
sexual/?id=6118946ちなみに、同記事によると
「２人は『性的少数者の存在に目を向けてほし
い、婚姻制度を使えない人がいることを知ってほ
しいと思い提出した。不受理の判断が出たここか
らが始まりだと思う』と話している。」という。
「２人は、同性パートナーが社会生活を営む上
で、法的に認められている夫婦と大きな差がある
ことを指摘。『同性愛者というだけで、なぜ特別
な努力をしなければならないのか。社会の中で私
たちは見えない存在なのか』と訴えた。」とい
う。
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より、維持されなければならない」、２項は

「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選

定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他

の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両

性の本質的平等に立脚して制定されなければ

ならない」〔傍線引用者〕と定める。つま

り、婚姻は男性と女性、両性のものと定義す

る3。一方、民法は、「婚姻」を直接的に定

義していない。しかし、「婚姻年齢」という

かたちで、「男は１８歳に、女は、１６歳に

ならなければ、婚姻することができない。」

（７３１条）〔傍線引用者〕と定め、異性

（opposite gender）間の結び付きを前提に「婚

姻」を間接的に定義している。ちなみに、法

的な性別は生物学的性別で決められるのが原

則となっている。

しかし、２００３年に成立した「性同一性

障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」

では、同法の定める「性同一性障害者」で要

件の満たす者について、他の性別に変わった

ものとみなすと規定する。要件を満たす者

は、家庭裁判所に対して性別の取扱の変更の

審判を請求でき、許可が得られれば、戸籍上

の性別の変更が認められる。

また、わが国の民法は、「配偶者」を血

族、姻族でもなく親等もない親族とする（７

２５条）。こうした規定振りからは、配偶者

は必ずしも生物学的な異性である必要がない

ようにも読める。しかし、法令を読む限りで

は、同性婚を法認することには極めて消極的

な法環境にあるといえる4。

現在、わが国では、当然のように、法律上

有効な婚姻であると認められないと、所得税

や相続税、贈与税、住民税など各種税法上の

配偶者控除が認められない。加えて、原則と

して各種社会保障給付プログラムでの配偶者

としての適格性などは認められない5。

しかし、渋谷区のような自治体の動きが、

やがては同性婚の法認を模索せざるを得なく

なり、少なくとも住民税上の配偶者控除を同

性配偶者にも認める契機となることも想定さ

れる。孤独死や独居の生活保護対象者が増え

る傾向にあることを織り込んで考える必要も

ある。幸福を追求して共に支え合いたいとい

うことで同性カップルから出された婚姻届を

家族法上や税法上も法認することで、もっと

寛容な「配偶者」感を育てる社会つくりをす

すめる必要があるのではないか。

わが国法制の実情に評価を加えるために、

以下に、近隣のアメリカの実情を精査してみ

る。

憲法２４条に規定する「両性」を「婚姻する両
人」の意味であるとする解釈も考えられる。しか
し、こうした解釈は、憲法９条の解釈で集団的自
衛権を認めるようなもので、立法事実などから見
て〝想定外〟とする見方もある。ただ、憲法２４
条の立法趣旨は、戦前の家族制度の廃止が主眼で
あり、両性婚を法認する立法を否定する意味では
ないと解される。大島梨沙「日本における『同性
婚』問題」法学セミナー７０９号（２０１３年１
１月号）参照。ちなみに、戦前の家族制度のもと
では、所得税の課税単位として「家族単位主義」
を採り、夫だけが納税主体であり、妻の所得、さ
らには未成年の子供の所得も夫に帰属する原則と
なっていた。
わが国では１日でも誕生日が違えば養子縁組が可
能なことから、同性カップルは養子縁組のかたち
で戸籍登録してきている法環境にもある。ちなみ
に、市民団体（ＬＧＢＴ）のなかには、民法の配
偶者の規定に、同性カップルに適用できる「特別
配偶者」という枠をつくり、同性カップルにも異
性カップルと同等の権利を保障すべきであると訴
えているところもある。政党のなかには、同性カ
ップルにも婚姻制度を適用すべきとする意見、同
性カップルか異性カップルかを問わず利用できる
欧米流のパートナーシップ【法律婚ではないが、
異性カップルまたは同性カップルに対し、一定の
手続を踏むことを前提に、法律婚と同様あるいは
類似する法的権利を認める法的仕組み】を制度化
すべきとする意見がある一方で、婚姻は異性間に
限るべきとする意見もあるようである。特別配偶
者法（パートナーシップ法）全国ネットワーク
（http://partnershiplawjapan.org/）などのＨＰ参
照。また、二宮周平「仮想婚・同性婚」〔内田
貴／大村敦志編〕ジュリスト増刊『民法の争点』
（有斐閣、２００７年）、同「性的少数者の権利
保障と法の役割」法社会学７７号（２０１２年）
参照、渡邊泰彦「同性パートナーシップの法的課
題と立法モデル」家族〈社会と法〉２７号（２０
１３年）所収参照。
わが国における同性カップルをめぐる各種法律問
題について詳しくは、棚村政行「事実婚・同性婚
の法的保護」『２１世紀の家族と法』（法学書
院、２００７年）所収、３１９頁以下参照。
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II 婚姻防衛法（ＤＯＭＡ）、ウインザー
事件違憲判決の所在

アメリカにおける家族法上および税法上の

「配偶者」概念は、宗教感なども手伝って、

伝統的に「婚姻は男女間に限る」とするドグ

マの支配のもとにあったといっても過言では

ない。

１９９６年に、当時のクリントン政権は、

連邦の「婚姻防衛法（ＤＯＭＡ＝Defense of

Marriage Act）」を制定し、「婚姻を男女間

に限る」とした。このため、連邦課税庁（Ｉ

ＲＳ）は、連邦税法上の配偶者控除は、ＤＯ

ＭＡのもとで同性婚配偶者には認められない

として、その適用を否定してきた。しかし、

同性婚カップル当事者ないし同性配偶者が、

こうした法の適用・解釈は、合衆国憲法修正

５条の適正手続条項（Due Process Clause）お

よび同条項から導き出される法の平等な保護

（equal protection of the laws）に抵触し違憲で

あるとして各地で法廷闘争を続けていた6。２

０１３年６月２月に、連邦最高裁判所は、合

衆国対ウインザー（United States v. Windsor ）

事件判決において7、同性婚配偶者の主張を認

め、こうした連邦課税庁（ＩＲＳ）による法

の適用・解釈は、合衆国憲法修正第５条の適

正手続条項（Due Process Clause）および同条

項から導き出される法の平等な保護（equal pr-

otection of the laws）に抵触し違憲であると判

示した。

１アメリカにおける同性婚法制の動き

アメリカでは、民商法が一元化されている。

また、アメリカは連邦国家（federal state）で

あり、私法（private laws）については、州（s-

tate）が立法管轄権を有している。したがっ

て、家族法（family laws）や法人法（incorpor-

ated organization laws）などについては、各州

（state）がそれぞれ立法権を行使して制定し

てきている。

「婚姻」や「配偶者」の概念、あるいは

「婚姻（marriage）、配偶者（spouse）とは何

か」については、本来、私法上の事項であ

り、各州法で定めることになる。２０１４年

６月現在、１９州と連邦の首都であるコロン

ビア特別区（Washington D.C.）が、「同性婚

（same-gender marriage、same sex marriage）」

を州制定法で法認している8。
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これに対して、その時代の政権は同性婚に消極
的・保守的な主張を続けていた。例えば、２００
４年２月、当時のジョージ・ブッシュ大統領は、
ＤＯＭＡが司法の場で攻撃にあっている現状を憂
い、全米規模での同性婚を禁止するために、連邦
憲法を修正すべきであると訴えている。
本件におけるＸ（原告・被控訴人・被上告人）
は、女性であるエディス・ウインザー（Edith Wi-
ndsor）である。ウインザーは同性であるテイア・
スパイアー（Thea Spyer）と、アメリカ・ニュー
ヨーク州の居住者として、約４０年間同居生活を
続けていた。当時、ニューヨーク州では同性婚を
法認していなかったために、２００７年にカナ
ダ・オンタリオ州トロントに赴いて同州のシビル
婚法（Civil Marriage Act）に準拠して結婚した。
２００９年に、スパイアーは、彼女の全財産をウ
インザーに遺贈する旨の遺言をのこして死去し
た。スパイアーの遺言執行者であるウインザー
は、配偶者控除を行ったうえでスパイアーの連邦
遺産税を計算し申告を行った。しかし、連邦課税
庁（ＩＲＳ）は、ＤＯＭＡ３条に基づき、同性配
偶者には配偶者控除が認められないとし否認した
うえで増差額３６万ドルを超える課税処分を行っ
た。このため、スパイアーは、連邦裁判所に当該
処分は違憲であるとし取消を求めて訴訟に及んだ
ものである。
２０１５年１月末現在、イリノイ、カリフォルニ
ア、コネティカット、デラウエア、アイオア、メ
リーランド、マサチューセッツ、ミネソタ、ニュ
ーハンプシャー、ニューヨーク、ロードアイラン
ド、バーモント、ワシントンなど３７州とコロ
ンビア特別区である。その他の州では、同性の同
棲（civil union）を同性婚として法的に取り扱う
などしている。一方で、残りの州は、依然として
「配偶者（spouse）」を男性と女性との結合を前
提とした定義規定をおいている。See, National Co-
nference of State Legislatures,” Defining Marriage:De-
fense of Marriage Acts and Same-Sex Marriage Laws ;
Michael A. Laing, “Supreme Court Rulings on Same
Sex Marriage,” ALI CLE Course of Study Materials
（September, 2013）.なお、邦文の文献として
は、井樋美枝子「アメリカの州における同性婚法
制定の動向」外国の立法２５０号（２０１１年１
２月）参照。２０１４年６月末現在、イリノイ、
カリフォルニア、コネティカット、デラウエア、
アイオア、メリーランド、マサチューセッツ、ミ
ネソタ、ニューハンプシャー、ニューヨーク、ロ

6
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アメリカ連邦税法は、「婚姻」関係にある

「配偶者」に対して各種の配偶者控除を認め

ている。とりわけ、連邦遺産税（estate tax）

の計算において、生存配偶者が取得した相続

額はその全額が配偶者控除となる（IRC 205

6条a条）。また、連邦贈与税（gift tax）の計

算において、配偶者が受贈した全額が配偶者

控除となる（IRC 2523条a条）。こうした控

除の仕組みから、連邦遺産税や連邦贈与税

上、「婚姻」関係にあり「配偶者」にあたる

と認定されないと、事案によっては、同性婚

関係にある納税者は、異性婚関係にある納税

者よりも多くの税負担を強いられる結果にな

る。

また、連邦個人所得税上も、配偶者間の財

産／資産の移転や離婚に伴う財産／資産の移

転／譲渡については、いかなる利得（gain）

または損失（loss）も認識されない（IRC 10

41条a項1号・2号）。したがって、この場

合、一方の配偶者から当該資産を譲受した他

方の配偶者は、取得価額をそのまま引き継ぐ

ことになる。譲渡所得課税は、当該他方配偶

者が当該財産／資産を処分する時点まで繰り

延べられ（carrying-over）る。つまり、当該

財産／資産を処分した時点で、利得（gain）

または損失（loss）が認識される。

しかし、カップルが、連邦個人所得税上

「婚姻」関係上の「配偶者」にあたると認定

されないと話は異なる。事案によっては、同

性婚関係にある納税者は、通常の財産／資産

の譲渡と同様に課税を受け、異性婚関係にあ

る納税者よりも多くの税負担を強いられる結

果になる。

さらに、アメリカの多くの州では、州独自

の個人所得税や遺産税、贈与税などを導入し

ている。これらの税目においても、「婚姻」

関係にあり「配偶者」にあたると認定されな

いと、事案によっては、同性婚関係にある納

税者は、異性婚関係にある納税者よりも多く

の税負担を強いられる結果になる。

２　違憲とされた婚姻防衛法（ＤＯＭＡ）

１９９６年に、当時のクリントン政権は、

連邦の「婚姻防衛法（ＤＯＭＡ＝Defense of

Marriage Act）」を制定し「婚姻は男女間に

限る」ものとした。ＤＯＭＡは次のような２

つの主要な規定から成る。２条〔州の留保さ

れた権限〕では、州に対して他の州の法律に

基づいて認められた同性婚を認証するのを拒

否する権限を付与している。また、３条〔婚

姻の定義〕では、同性間で婚姻をした夫婦

を、あらゆる連邦法のもとで「配偶者（spou-

se）」として認めることを禁止している。加

えて、３条では、「婚姻」とは、「一人の男

性を夫とし一人の女性を妻とする法的結合で

ある」と定義し、かつ、「配偶者」とは「夫

または妻である異性たる者を指す」と定義し

ている。ＤＯＭＡは、１,０００を超える連邦

制定法（federal statutes）およびそれらの委任

の範囲内で制定された連邦規則（Federal regu-

lations）の適用になる。

ードアイランド、バーモント、ワシントンなど１
９州とコロンビア特別区である。その他の州で
は、同性の同棲（civil union）を同性婚として法
的に取り扱うなどしている。一方で、残りの州
は、依然として「配偶者（spouse）」を男性と女
性との結合を前提とした定義規定をおいている。
See, National Conference of State Legislatures,“Defin-
ing Marriage: Defense of Marriage Acts and Same-Sex
Marriage Laws ”.
課税繰延べが適用にならないとする。この場合、
一般に、連邦個人所得税の計算にあたり、財産／
資産の譲渡／移転または交換などの処分により実
現される利得（gains）または損失（losses）が認
識された（recognize）時点で課税される。この場
合、原則として、その利得には課税されるが、損
失は控除できる。すなわち、財産／資産の処分に
より「実現された利得または損失（realized gains
or losses）」額は、実現金額（amount realized）か
らその資産の税務上の簿価（taxpayer’s basis of the
property／以下「税務簿価」という。）を差し引
くことにより算出する（IRC 1001項a項、財務省
規則§1.1001-1（a））。算出された額がプラス
の数値になる場合には、「利得」となり、原則と
して総所得金額に算入され、課税対象となる（IR
C 61条a項3号）。一方、マイナスになる場合に
は「損失」となり、税法が認めるときにはその額
を控除できる。なお、財産／資産の処分の過程で
生じた「譲渡／移転費用（selling expenses）」は、
実現金額の計算にあたり、これを控除することが
できる。

9



（１）ＤＯＭＡ立法の経緯

連邦の婚姻防衛法（ＤＯＭＡ）の制定は、

１９９３年にハワイ州最高裁判所が、厳格審

査（strict scrutiny）基準を適用したうえで、

全米ではじめて「同性婚」を法認する姿勢を

示したことが直接の契機である10。連邦議会

は、この判決が先駆けとなり、各州が次々と

同性婚を法認することを危惧し、ＤＯＭＡの

制定にこぎつけた。立法事由は、伝統的な結

婚観の保全、異性間結婚を前提とした連邦法

令の適用の継続などである11。

すでにふれたように、「婚姻」や「配偶

者」のような私法上の事項については伝統的

に州が先占的な立法管轄権を有するとされて

きた12。ＤＯＭＡは、連邦議会が「婚姻」や

「配偶者」などを法的に定義することで、こ

うした確立された立法管轄ルールに風穴をあ

ける役割を担った連邦法の一つであると解さ

れている13。

（２）合衆国対ウインザー事件判決とＤＯＭ

Ａの所在

合衆国対ウインザー（United States v. Winds-

or ）事件において、Ｘ（原告・被控訴人・被

上告人）は、ＤＯＭＡの法令違憲を争った

（facial constitutional challenge／facial invalida-

tion of statutes）のではなく、一般に、適用違

憲／処分違憲を争った（as-applied constitution-

al challenge）ものであると解されている14。す

なわち、ＤＯＭＡは、同性婚した個人と異性

婚した個人とを差別して取り扱うことになる

ことから法の平等な保護（equal protection of
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See, Baehr v. Lewin, 852 P. 2d 44, at 68（Haw. 1
993）.同州最高裁は、性に基づく区分がハワイ
州憲法に規定する法の平等保護条項に抵触するか
どうかにあたっては、厳格審査基準が適用にな
る、と判示している。ちなみに、厳格審査（strict
scrutiny）とは、違憲立法審査において、問題と
された立法が、人権、市民的な自由など（精神的
自由権）に関係する場合には、合憲性の推定は覆
され、政府が立証責任を負うという考え方であ
る。See, Richard H. Fallon, Jr., “Strict Judicial Scruti-
ny,” 54 UCLA L. Rev. 1267（2007）.

ＤＯＭＡは、連邦議会下院では、賛成３４２対
反対６７の多数で可決された（142 Cong. Rec. 1
7,094（1996））。また、連邦議会上院では、
８５対１４で可決された（142 Cong. Rec. 22,46
7（1996））。See, Joshua Baker & William Dunc-
an, “As Goes DOMA: Defending DOMA and the State
Marriage Measures,” 24 Regent U.L. Rev. 1（2011
／2012）.
アメリカでは、判例法の積重ねを通じて「連邦法
先占の法理（federal preemption doctrine／federal pr-
eemption of state law）」が法認されている。すな
わち、連邦法と州法がぶつかった場合には、原則
として連邦法が州法に優先するとされる。一般的
に、その根拠は合衆国（連邦）憲法に求められ
る。なぜならば、連邦憲法は、「憲法に準拠して
制定される合衆国の法律〔中略〕は国の最高法規
である。各州の裁判官は、州の憲法または法律に
反対の定めがある場合でもこれに拘束される。」
（6条2項）と定めるからである。また、司法
も、連邦憲法６条に定める連邦法の最高法規条項
（Supremacy Clause）に依拠した連邦法先占の法
理（federal preemption doctrine）を根拠に判例法を
形成してきている。本稿は、アメリカにおける
「連邦法先占論」の分析については射程外であ
る。詳しくは、See, Stephen A. Gardbaum, “The Na-
ture of Preemption,” 79 Cornell L. Rev. 767（199
4）. ちなみに、ＤＯＭＡについては連邦法の留
保が州の婚姻法にまで及ぶのかどうかといった観
点から論的展開をすることも可能であろう。See,
Patricia L. Donze, “Legislating Comity: Can Congress
Enforce Federalism Constraints Through Restric- tions
on Preemption Doctrine?,” 4 N.Y.U.J. Legis. & Pub.
Pol’y 239, at 246（2000）.
See, Nicholas A. Mirkay, “Equality or Dysfunction?
State Tax Law in a Post-Windsor World,” 47 Creight-
on L. Rev 261, at 263（2014）.
アメリカにおいては、法令違憲と適用違憲の分
類、定義等についてはさまざまな角度から議論さ
れている。一般に、裁判所は、法令違憲について
は、当該法令がどのような事案においても無効と
なると立証できる極めて例外的な場合にのみ宣
言／判決することができると解されている。ま
た、裁判所は、法令違憲と宣言／判決しても、当
該法令の廃止には立法府の手続によらざるを得な
い。こうしたことを織り込んで考えると、究極的
には、大多数の事例においては、適用違憲と判示
せざるを得ないのではないかとの主張も多い。詳
しくは、See, Alex Kreit, “Making Sense of Facial and
As-applied Challenges,” 18Wm. & Mary Bill of Rts.
J. 657（2010）; Richard H. Fallon, “As-Applied
and Facial Constitutional Challenges and Third-Party
Standing”, 113 Harv. L. Rev. 1321（2000）. 拙
論「租税立法違憲訴訟と立法裁量論」〔石村耕治
編〕『現代税法入門塾〔第７版〕』（清文社、２
０１４）１１５頁以下所収参照。なお、わが国に
おいては、法令違憲と適用違憲の分類、定義等に
ついて、土着の議論展開をみているが、本稿では
ふれない。また、適用違憲については「処分違
憲」という言い回しも使われている。
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the laws）を否定し、同法に基づいて行った

課税処分は、合衆国憲法修正第５条の適正手

続条項（Due Process Clause）および同条項か

ら導き出される法の平等な保護（equal protecti

on of the laws）に抵触し違憲であるとして争

ったものである。したがって、連邦最高裁の

本件違憲判決は、ＤＯＭＡ２条を無効である

と判示したものではなく、適用違憲であると

判示したものと考えられている。言い換える

と、本件判決後も、各州が、「婚姻」や「配

偶者」について独自に定義をすることを否定

するものではないと解されている。

連邦最高裁による本件違憲判決の結果とし

て、連邦政府は、同性婚を法認する州法に準

拠した同性婚カップル（same-gender married

couples／same-sex married couples）に対する

連邦法令の適用において、異性婚カップル

（different-gender couples／heterosexual married

couples）と差別的な取扱をしてはならないこ

とになったわけである。

２　合衆国対ウインザー事件判決の分析

合衆国対ウインザー（United States v. Winds-

or）事件での訴えの概要は、次のとおりであ

る。

（１）ニューヨーク連邦地裁判決

連邦地裁ニューヨーク南部支部（United State

District Court, Southern District of New York）

（以下「ＮＹ地裁」という。）は、２０１２年

６月６日に、原告勝訴の判決を下した（Winds-

or v. U.S., 833 F. Supp.2d394（2012））。

本件では、連邦法務長官（Attorney Gener-

al）が、司法省（ＤＯＪ=Department of Justic-

e）がＤＯＭＡの適用強制をしない旨を表明

した。その理由として、法務長官および大統

領は、性的指向（sexual orientation）に基づく

差別に適用される合憲性の判断基準は厳格審

査基準によるべきであり、厳格基準によると

ＤＯＭＡの本件への適用は違憲であることを

あげた。この執行府の意見表明に対し、連邦

議会下院の機関である超党派法律諮問会議

（ＢＬＡＧ=Bipartisan Legal Advisory Group of

the U.S. House of Representatives）【１９９３

年に下院の設けられた常設機関】が異論を唱

え、ＤＯＭＡの合憲性を擁護するねらいで訴

訟参加を申し立て、２０１１年６月２日にこ

の申立ては認められた。同年６月２４日に、

原告は、略式判決（summary judgment）を求

める申立てをした。一方、ＢＬＡＧは、８月

１日に、原告（Ｘ）の請求を棄却するように

申し立てた。

ＮＹ地裁は、ＢＬＡＧの申立てに基づき原

告適格の有無について、次の３つの観点から

審査を行った。①法的に保護された権利の侵

害があったかどうか、②原告の権利侵害と被

告の行為とに間に因果関係があるかどうか、

そして③権利侵害があったとする判決による

回復可能性があるかどうかである。①および

③の要件が充足できることについては疑問の

余地はない。しかし、ＢＬＡＧが申し立てた

ように、本件においては②の要件を充足でき

るか疑問もあった。

ＮＹ地裁は、２０１２年６月６日に、原告

は、原告適格を有するとしたうえで、ＤＯＭ

【表１】ウインザー事件訴訟の概要

Ｘ（原告・被控訴人・被上告人）であるエディス・

ウインザー（Edith Windsor）は、２００７年に

カナダで結婚した女性同士の同性婚夫婦であり、そ

の後、その婚姻はニューヨーク州法に基づき認証さ

れた。

Ｘは、２００９年に同性配偶者が死亡したので、連

邦遺産税の申告を行った。その際に、生存配偶者に

認められる遺産税控除（federal estate tax exe-

mption for surviving spouses）（以下「配偶

者控除」という。）（ IRC2523条a項）を適用し

て申告を行った。

しかし、連邦課税庁（ＩＲＳ）は、ＤＯＭＡ３条に

基づき、同性配偶者には配偶者控除が認められない

とし否認したうえで増差額３６万ドルを超える課税

処分を行った。

Ｘは、３６万ドルを納付したうえで、２０１０年１

１月９日に、同性配偶者から受け継いだ遺産に対し

て配偶者控除の適用を否認することにつながるＤＯ

ＭＡ３条は、合衆国憲法修正５条の適正手続条項

（Due Process Close）および同条項から導き出

される法の平等な保護（equal protection of

the laws）に抵触し違憲であるとして、当該課税

処分の取消および納付税額の還付を求め、連邦地裁

に訴えを提起した。

・

・

・

・



Ａ３条を原告に適用し遺産税控除を認めない

課税処分をすることは合衆国憲法修正５条の

適正手続条項および同条項から導き出される

法の平等な保護に抵触し違憲（処分違憲）で

あると判示した。そして、被告（Ｙ）に対

し、原告（Ｘ）が納付した遺産税額の利子を

加えた額を還付するように命じた。さらに、

原告（Ｘ）が被告（Ｙ）に対して訴訟費用の

請求をすることを認めた（Windsor v. U.S., 83

3 F. Supp. 2d 394（2012））。

（２）連邦第２巡回控訴裁判所判決

連邦法務長官（Attorney General）や司法省

（ＤＯＪ）は、本件ＮＹ地裁判決を受け入れ

た。しかし、司法省は、連邦議会下院の超党

派法律諮問会議（ＢＬＡＧ）による婚姻防衛

法（ＤＯＭＡ）の防御点についてさらなる判

断を仰ぐために、２０１２年６月１４日に、

ニューヨーク州にある連邦第２巡回控訴裁判

所（United States Court of Appeal for the Second

Circuit）（以下「ＮＹ控訴裁判所」という。）

に控訴した。

ＢＬＡＧも、７月１９日に、原告／被控訴

人（Ｘ）は、本件訴訟を起こす当事者適格を

欠くとの理由で、申立てをした。原告／被控

訴人（Ｘ）も、控訴裁判所へ連邦最高裁への

飛躍上告を認めて移送命令を出すように申立

てをした。

訴訟当事者による一連の攻防を経て、控訴

裁判所は、９月２７日に審理を開始した。そ

して、ＮＹ控訴裁判所は、１０月１８日に、

本件には、厳格審査基準が適用になる旨を明

らかにしたうえで、被告／控訴人は、「性を

基準に分類（sex-based classification）」し、

同性婚カップルと他のカップルとを差別的に

取り扱うことに正当な理由を証明していない

ことを指摘した。

このことから、ＮＹ控訴裁判所は、ＤＯＭ

Ａ３条をＸに適用し遺産税控除を認めない課

税処分をすることは合衆国憲法修正５条の適

正手続条項および同条項から導き出される法

の平等な保護に抵触し違憲であるとする地裁

の判断を支持する判決を下した（Windsor v. U.

S., 2nd Cir., 2012）。この判決は、性的指向

（sexual orientation）に基づく差別に適用され

る合憲性の判断基準は厳格審査基準であるこ

とを連邦裁判所が初めて認めたものと評価さ

れている。

ちなみに、ウインザー事件と対比される事

件としては、ジル対ＯＰＭ（Gill v. Office of

Personal Management）事件がある。ジル事件

とは、２００９年３月３日に、マサチューセ

ッツ州に準拠して結婚した複数の同性婚カッ

プルが、連邦の宣言的判決法（Declaratory Ju-

dgment Act, 28合衆法典 2201-2202条）15

に準拠して、性的指向の違いを差別的に取り

扱うＤＯＭＡ３条は合衆国憲法修正第５条の

適正手続条項（Due Process Close）および同

条項から導き出される法の平等な保護に抵触

し違憲であるとの宣言的〔確認〕判決を求め

て連邦裁判所へ訴えを起こしたものである。

２０１０年７月８日に、連邦地方裁判所マ

サチューセッツ支部（Federal District Court for

the District of Massachusetts）は、同性カップ

ルの訴えを認め、ＤＯＭＡ３条を違憲である

と宣言をした（699 F. Supp. 2d 374, 397〔D.

Mass. 2010〕）。

また、本件控訴審において、ボストンにあ

る連邦第１巡回控訴裁判所（United States Cou-

rt of Appeal for the First Circuit）は、２０１１

年５月３１日にＤＯＭＡ３条を違憲と判示し

た（682 F.3d 1, 2011）。しかし、本件判決

では、ウインザー事件とは対照的に、厳格審

査基準が適用になる事例にはあたらないとし

ている16。

（３）連邦最高裁判所判決
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「宣言的」判決のほか、「確認」判決という邦訳
をあてることもできる。
ジル事件では、被告／控訴人側が、最高裁に対し
て上告を受理してもらうための移送命令（certiora-
ri）の発遣を求めたが、認められなかった（２０
１３年７月２７日）。

15

16
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ウインザー事件に話を戻すが、２０１３年６

月２６日に、連邦最高裁判所は、５対４の多

数意見において、連邦控訴裁判所の判決を支

持し、上告を棄却した（U.S. v. Windsor, 570

U.S. 12, 133 S. Ct. 2675（2013））。納

税者ウンザー（Ｘ）は勝訴した。

①　ケネディ裁判官の多数意見の要旨

法律上の結婚を異性のカップルに限定する

ことは、数世紀にわたって必要かつ基本と考

えられてきた。しかし、いまやニューヨーク

州をはじめとしていくつかの州においては不

公平な差別であると考えられるにいたってい

る。本判決が下されている時点において、ニ

ューヨーク州は、他の１１州およびワシント

ンＤ.Ｃ.とともに、同性のカップルに対して

も婚姻の権利を認め17、誇りを持って生活し、

他の婚姻している人たちと平等な地位を有す

ると認めることを決定したのである。ＤＯＭ

Ａは、まさにニューヨーク州が保護しようと

している同性のカップルの階層に損害を与え

ようとしている。このことは、連邦政府に適

用される合衆国憲法修正第５条の適正手続条

項および同条項から導き出される法の平等な

保護に抵触する。

②　スカリア裁判官の少数意見の要旨

スカリア（Scalia）裁判官は、少数意見と

して、最高裁判所は、民主的な手続を経て制

定されたＤＯＭＡを無効とする憲法上の権限

を有していないと述べた。

③　アリート裁判官の少数意見の要旨

アリート（Alito）裁判官は、次のような少

数意見を述べた。アメリカでは同性婚につい

て白熱した議論が展開されている。本件訴訟

において原告／被控訴人／被上告人が求めて

いるのは、連邦憲法が婚姻とはカップルの性

の違いを問わないという特定の考え方を尊重

して欲しいという判決である。しかし、婚姻

をどのように考えるかはそれぞれの選択の問

題であって、連邦憲法がどちらかを選択して

いるわけではない。選挙民の代表で構成され

る立法府が、連邦レベルか、州レベルかを問

わず、どちらかを選択した立法を行うことに

問題はない。したがって、連邦議会がＤＯＭ

Ａ３条を制定し、結婚を定義したことが原

告／被控訴人／被上告人の連邦憲法上の権利

を侵害したことにはならない。

４　諸州における同性婚法認をめぐる動向

同性婚を法認するかどうかをめぐる賛成派

と反対派とのせめぎ合いは、全米規模での広

がりを見せている。また、ウインザー事件を

契機に、連邦でも、同性婚を法認する動きが

活発化している。以下においては、いくつか

の州の動きを分析・紹介する。

（１）ニューヨーク州での婚姻平等法の制定

ニューヨーク州は、２０１１年７月２４日

に、州議会両院が「婚姻平等法（ＭＥＡ=Ma-

rriage Equality Act）」（以下「ＮＹ州婚姻平

等法」ともいう。）を通過させ、州知事の署

名を得て、同日に公布した18。この州法は、

同性婚を認めていなかったニューヨーク州家

事関係法（ＤＯＭ=Domestic Relations Law）

（以下「ＮＹ州家事関連法」ともいう。）を

修正し、同性婚を法認することが主なねらい

である。また、この州法は、連邦の婚姻防衛

法（ＤＯＭＡ）の廃止につなげる意味を持っ

た法律でもある19。

ＮＹ州婚姻平等法（ＭＥＡ）の成立を受け

のちにふれるように、ニューヨーク州は２０１１年
に婚姻平等法（Marriage Equality Act）を制定した。
２００４年にマサチューセッツ州が全米ではじめ
て同性婚を法認したのを皮切りに同性婚を法認す
る州が増加して行った。ＮＹ州婚姻平等法（ＭＥ
Ａ）の制定は２０１１年と比較的遅かったが、ニ
ューヨーク州でのＭＥＡ制定は、同性婚に理解の
ある州でのＭＥＡ（および同類の法律）の制定な
いし州議会へのＭＥＡ（および同類の）法案上程
の流れをつくる起爆剤となった。
See, Megan Filoon, “New York State of Mind: How
the Marriage Equality Act Foreshadows the Repeal of
DOMA and the Potential Tax Consequences for Same-
Sex Couples,” 10 Rutgers J.L. & Pub. Pol'y 31（20
13）.

17

18

19



て、ＮＹ州家事関係法（ＤＯＭ）20のなかに

異性婚カップルと同性婚カップルを差別する

ことにつながらないように必要な規定が盛ら

れた。これら改正規定のうち最も重要なもの

はＮＹ州家事関係法（ＤＯＭ）第３章（１０

条～２５条）に新たに盛られた１０条のａの

規定である。邦訳すると、次のとおりであ

る。

ＮＹ州婚姻平等法の制定およびそれに伴う

ＮＹ州家事関係法（ＤＯＭ）への新たな規定

の挿入により、「婚姻に関する行政上の取扱

若しくは法的地位、効力、権利、便益，特

典、保護又は責任において、当該婚姻の当事

者が異性であるか又は同性であるかによって

異なってはならないものとする」（１０条の

ａ）とされた。このことから、ニューヨーク

州においては、例えば婚姻許可状（marriage

license）の発給申請があった場合に、地方団

体の発給権限ある当局は、当事者が同性か異

性かの観点に基づいてその発給を拒否しては

ならないことになった。発給を受けたカップ

ルは、婚姻許可状発行後法定期間（６０日）

以内に挙式（宗教婚または民亊婚）をしない

と当該許可状は無効になるが、同性カップル

が婚姻許可状発行自体を拒否されることはな

くなった。

ちなみに、ニューヨーク州憲法は「礼拝の

自由、宗教の自由」を保障していることから

（第１章３条）、同性婚を認めない宗派／教

派の宗教教師（聖職者）は、同性カップルが

宗教婚の挙式を求めた場合には、その求めを

拒否できる（ＮＹ州家事関係法第３章１０条

のｂ）。

（２）イリノイ州での宗教の自由・婚姻公正

法の制定

ニューヨーク州は、同性婚を法認しないＮ

Ｙ州家事関係法（ＤＯＭ）を修正するために

ＮＹ州婚姻平等法（ＭＥＡ）を制定した。こ

れにより、同州は、同性婚を法認した。

こうした州法の制定により同性婚を法認す

る州は、他にも存在する。一例としては、イ

リノイ州をあげることができる。
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ＮＹ州法典〔NY Code：Domestic Relations〕に
編入されている「ニューヨーク州家事関係法（N-
ew York Domestic Relations Law）」は、全１５章
（articles）からなる。具体的には、第１章〔略
称、定義〕（１条～２条）、第２章〔婚姻〕（５
条～８条）、第３章〔挙式、婚姻の証明および効
力〕（１０条～２５条）、第４章〔夫と妻との一
定の権利及び義務〕（５０条～６１条）、第５章
〔子供の賃金及び子供の保護〕（７０条～７４
条）、第５章のＡ〔統一子供保護管轄・執行法〕
（７５条～７８条のＡ）、第６章〔後見人〕（８
０項～８５項）、第７章〔養子縁組〕（１０９項
～１１７項）、第８章〔代理母出産契約〕（１２
１条～１２４条）、第９章〔婚姻無効訴訟または
婚姻無効宣告訴訟〕（１４０項～１４６項）、第
１０章〔離婚訴訟〕（１７０条～１７５条）、第
１１章〔別居訴訟〕（２００条～２０３条）、第
１１章のＡ〔離婚及び別居に関する特例〕（２１
０条～２１１条）、第１２章〔猥褻を理由とする
婚姻の解消〕（２２０条～２２１条）、第１３章
〔１つ以上の形態の婚姻関係訴訟に適用ある規
定〕（２３０条～２５５条）、第１４章【削除】、
第１５章〔廃止された法律、発効日〕（２７０条
～２７２条）で構成される。Available at: http://pu-
blic.leginfo.state.ny.us/LAWSSEAF.cgi?QUERYTYP-
E=LAWS+&QUERYDATA=@LLDOM+&LIST=LA
W+&BROWSER=BROWSER+&TOKEN=107536
64+&TARGET=VIEW ちなみに、アメリカ諸州
における「婚姻に関する法律（marriage law）」
は、内容に加え、名称についても、州により異な
る。例えば、ニューヨーク州では「家事関係法
（domestic relations law）」という呼称を用いてい
る。これに対して、イリノイ州では、「州婚姻及
び離婚法（Illinois Marriage and Dissolution of Marri-
age Act）」〔イリノイ州法典（ ILC Illinois Comp-
iled Statutes ）750巻5章／750 ILCS 5所収〕と
いう名称を用いている。

【表２】ＮＹ州家事関係法（ＤＯＭ）１０条のａの邦訳
（仮訳）

・第１０条のａ〔婚姻の当事者〕第１号　婚姻は、他

で有効とされない場合を除き、当該婚姻の当事者が

同性か又は異性かを問わず、有効なものとする。

・第２号　婚姻に関する行政上の取扱若しくは法的地

位、効力、権利、便益，特典、保護又は責任に関

し、法律、行政規則若しくは裁判所規則、公序、コ

モンローその他法源がいずれであるかを問わず、当

該婚姻の当事者が異性であるかまたは同性であるか

によって異なってはならないものとする。法律に規

定された配偶者の権利及び義務の履行に必要な限り

において、すべての性を特定する言語若しくは文言

は、あらゆる種類の法源において性中立のかたちで

解釈するものとする。

20
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①　修正前のイリノイ州婚姻及び離婚法

イリノイ州は、従前から「婚姻（marriage）」

について、州婚姻及び離婚法（Illinois Marria-

ge and Dissolution of Marriage Act）21で、次の

ように定義していた。

以上のような規定振りからもわかるよう

に、イリノイ州婚姻及び離婚法は、「婚姻」

を「一人の男性と一人の女性の間（between a

man and a woman）」の関係と定義している。

言い換えると「両人間（between 2 persons）」

としていない。また、同州では、異性婚（dif-

ferent-gender marriage）は有効とされてきたも

のの、同性婚（same-gender marriage）は禁止

されてきたわけである。

イリノイ州では、２０１１年以降、同性の

シビルユニオン（civil union）【州法で法的

に承認されたパートナーシップ関係で、アメ

リカ諸州では同性カップルにのみ適用され

る。】は法認されている。しかし、同性のシ

ビルユニオンは、法的権利保障の面で、異性

婚の場合と同等ではなかった。このため、と

りわけ、州が異性婚カップルに認めてきたさ

まざまな社会保障や課税取扱上の権利・利益

が、同性婚カップルにも同等に認められなか

った。

②　州宗教の自由・婚姻公正法の制定による

州婚姻及び離婚法の修正

２０１３年６月のウインザー事件判決にお

いて、連邦最高裁が、「婚姻を男性と女性間

に限る」とした連邦の「婚姻防衛法（ＤＯＭ

Ａ＝Defense of Marriage Act）」を当該納税者

に適用することは違憲であるとした。このこ

とから、イリノイ州議会で、（Illinois General

Assembly）同性婚を禁止したイリノイ州婚姻

及び離婚法のあり方が問題となった。州議会

は、同性婚の禁止をやめ、同性婚と異性婚と

を同等に取り扱うため、州婚姻及び離婚法の

修正をねらいに「宗教の自由・婚姻公正法

（Illinois Religious Freedomand Marriage Fairne-

ss Act）の制定に動きだした。

２０１３年１１月、イリノイ州知事は、州

議会が同性婚を法認するねらいで制定した同

州の「宗教の自由・婚姻公正法」に署名し

た。同法は、署名後ただちに公布され、２０

１４年６月１日から施行された22。ちなみ

に、イリノイ州の宗教の自由・婚姻公正法

は、次頁のように規定する。

イリノイ州では、州宗教の自由・婚姻公正

法の施行により、同州の結婚許可状を発給す

る権限ある各カウンティ（countries／郡）当

局は、６月１日から、同性カップルに対し、

申請に基づいて、婚姻許可状（marriage licen-

se）の発給を開始している。

（３）加州での同性婚法認をめぐる攻防

２０００年に加州家族関係法に「カリフォ

ルニア州においては、１人の男性と１人の女

性との婚姻のみを有効とする」旨の規定を追

加する内容の提案２２（Proposition 22）が住

民投票により可決された。しかし、反対派は

訴訟を提起したIn re Marriage事件において、

２００８年５月２８日に、加州最高裁判所

は、性的指向（sexual orientation）に基づく差

See, イリノイ州法典（ ILC= Illinois Compiled Statut-
es ）750巻5章／750 ILCS 5所収〕Available at: ht-
tp://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs5.asp?ActID=20
86&ChapterID=59
See, Illinois Public Act098-0597. Available at:http://
www.ilga.gov/legislation/publicacts/fulltext.asp?Name

=098-0597

【表３】イリノイ州婚姻及び離婚法における「婚姻」
〔旧〕の定義　（仮訳）

・第２０１条〔旧〕　この州においては、一人の男性

と一人の女性の間の婚姻を有効なものとし、本法に

基づき婚姻許可状が発行され、挙式をし、かつ、登

録できる。（A marriage between a man and 

a woman licensed, solemnized and register- 

ed as provided in this Act is valid in this S- 

tate.）」

・第２１２条〔旧〕次のような婚姻は、禁止される。

第１項～第４項〔邦訳省略〕

第５項　同性の二人の個人間での婚姻（a marri- 

age between 2 individuals of the 

same sax）

21

22



別に適用される合憲性の判断基準は厳格審査

基準であることを認めるとともに、婚姻を異

性カップルに限定する州法や住民投票案は、

州憲法には違反するとの判決を下している

（43 Cal.4th 757（2008））。

また、２００８年１１月４日に、カリフォ

ルニア州では、「カリフォルニア州では、男

性と女性との婚姻が有効であるかつ承認され

る」旨を定めた提案８について賛否を問う住

民投票が実施され、またもや可決された。こ

れにより、同州では異性間の婚姻を違法とす

ることになった。

同州で結婚を考えている二組の同性カップ

ルが訴訟を提起したホーリングワース対ペリ

ー事件（Hollingsworth v. Perry）では、２００

８年の州憲法改正案であるカリフォルニア州

の提案８「同性カップルの婚姻権の剥奪

（Propsition8: Eliminating Rights of Same-Sex

Couples to Marry）」の合憲性が問われた。

この法律の執行にあたる州当局は、提案８

は違憲であることに同意し、訴訟に加わって

防御に回ることを断念した。しかし、州は提

案８の支持者たちが訴訟に参加し、加州の利

益を代表することに対しては反対しなかっ

た。

２０１０年８月４日に、連邦地方裁判所カ

リフォルニア北部支部（U.S. District Court for

the Northern District of California）は、提案８

は、合衆国憲法修正５条の適正手続条項およ

び同条項から導き出される法の平等な保護に

抵触し無効であり、その執行を禁じる旨の判

決を下した（704 F. Supp. 2d 921〔N.D. Cal.,

2010〕）。飛躍上告がなされたが、連邦最

高裁判所は、具体的事件に関連し目に見える

権利侵害がないことから、上告人は当事者適

格がないとの理由で不受理とした（570 U.S.,

133 S. Ct. 2652（2013））。連邦最高裁

が上告を受理しなかったことから、連邦地裁

の判決が確定し、提案８は無効となった23。

５　連邦婚姻尊厳法案の動向

一方、連邦議会には、婚姻防衛法（ＤＯＭ

Ａ）が伝統的な結婚観の保全に資するもの

の、他方では婚姻観や価値観の多様化、同性
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・第１０条　婚姻への平等な機会（Equal access 

to marriage）

第ａ項　この州において婚姻に適用されるあらゆる

法は、制定法か、行政裁決若しくは裁判所の判

決か、政策か、コモンロー又はその他民事法か

刑事法かその典拠を問わず、異性カップルの婚

姻及び同性カップルの婚姻並びにそれらカップ

ルの子供に対して等しく適用する。

第ｂ項　婚姻の当事者及びその子供は、当該婚姻が

同性カップルからなる又は異性カップルからな

るかを問わず、すべてにおいて法に基づく同等

の権益の享受や保護を受け、かつ責任を負うも

のとする。この場合において、当該権益や保

護、責任は、それらが制定法、行政裁決若しく

は裁判所の判決、政策、コモンロー又はその他

民事法か刑事法を典拠とするものかを問わない

ものとする。

第ｃ項　婚姻の当事者に対して法を適用するにあた

り、「配偶者（spouse）」、「親族（family）」、

「直系親族（ immediate family）」、「相続

人（next of kin）」、「妻（wife）」、「夫

（husband）」、「新婦（bride）」、「新

郎（groom）」、「婚姻関係（wedlock）」

その他夫婦関係を言い表す若しくは表示する文

言を定義する又は使用する場合、当該婚姻当事

者が同性であるか異性であるかを問わないもの

とする。

第ｄ項　この州の法が連邦法の規定を準用する又は

適用するとしている場合、同性婚の当事者及び

その子供に対しては、同性カップルの婚姻を承

認する連邦法をこの州の法として適用し取り扱

うものとする。

・第１５条　宗教の自由

この法律は、いかなる宗派、インディアン国家（ In- 

dian Nation）若しくはインディアン部族（ India- 

n  Tribe）又は先住民団（Native Group）の礼

拝行為に介入するまたは当該礼拝行為を規制するも

のではない。いかなる宗派、インディアン国家若し

くはインディアン部族又は先住民団も、婚姻の式典

又は挙式を自由に選択できる。

・第２０１条〔新〕　この州においては、両人一人の

男性と一人の女性の間の婚姻を有効なものとし、本

法に基づき婚姻許可状が発行され、挙式をし、か

つ、登録できる。（A marriage between 2 pe- 

rsons a man and a woman licensed, solem- 

nized and registered as provided in this Act 

is valid in this State.）」

・第２１２条〔新〕次のような婚姻は、禁止される。

第１項～第４項〔邦訳省略〕

第５項　同性の二人の個人間での婚姻（a marria- 

　ge between 2 individuals of the same sax）

【表４】イリノイ州宗教の自由・婚姻公正法の主要規
定（仮訳）

See, California Court Judicial Branch Home Propositi-
on ８ Cases: Available at: http://www.courts.ca.gov/6
464.htm
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婚を望む人たちに差別的に作用するなどのマ

イナス要因を危惧する声もある。２００９年

からＤＯＭＡを廃止するための議員立法が提

案されてきている。２０１１年のニューヨー

ク州婚姻平等法の制定や２０１３年の州宗教

の自由・婚姻公正法の制定は、連邦議会にも

大きな影響を与えている。

２０１２年以降、連邦議会には、連邦政府

が同性婚を法認すること、このためにＤＯＭ

Ａを廃止することをねらいに「婚姻尊厳法

（ＲＦＭＡ＝Respect for Marriage Act）」案が

提出された（例えば、２０１３年下院法案２

５２３号〔H.R. 2523〕、２０１３年上院法

案１２３６号〔S. 1236〕）24。筆頭対案者

は、ＤＯＭＡ制定を主導したのと同じボブ・

バー（Bob Barr）下院議員である。オバマ大

統領も、ＲＦＭＡを支持し、同性カップルに

対する社会保障給付を拡大する旨アナウンス

している25。

もっとも、法案調査ＮＧＯであるGovTrack

の予測によると、この法案（ＲＦＭＡ／婚姻

尊厳法）が成立する可能性は、２０１４年７

月現在で、５％程度と見込まれている26。

III 婚姻法と税法との接点上の課題

「婚姻」や「配偶者」の概念を精査する場

合に織り込んでおくべきことがある。それ

は、税法に取り込まれている私法上の概念

は、税法上の〝固有概念〟ではなく、〝借用

概念〟であるということである。借用概念が

税法の課税要件に組み込まれている場合に

は、税法上の解釈と私法上の解釈とを同一と

解すべきなのか、あるいは別個のものと解す

るのかが問題となる。課税要件を私法上の概

念と一致させることは納税者に予測可能性、

法的安定性を与えるが、その反面、税法解釈

を硬直化させるとの指摘もある。

１「借用概念論」の日米比較

わが国において、借用概念は、一般に、税

法が、その法分野（例えば民法）で使われて

いる意義と異なる意義づけをしない限り27、

その法分野（民法）で使われている意義と同

じに解すべきであるとされる28。こうした考

え方は、一般に「借用概念論」と呼ばれる29。

わが国のような単一国家（single state）の

場合、「婚姻」や「配偶者」の概念を定めて

いるのは国法の一つである民法である。この

ことから、原則として民法上「婚姻」関係に

ある、「配偶者」にあたるとされれば、税法

上も、この法分野で別途に特段の概念規定を

しない限り、「婚姻」関係にある、「配偶

者」にあたると解することになる。

これに対して、連邦国家（federal state）で

あるアメリカの場合は、各州においては、州

憲法のなかに「婚姻」のみならず「配偶者」

Available at: https://beta.congress.gov/bill/113th-con-
gress/senate-bill/1236
See, Osh Lederman, “Obama expands government ben-

efits for gay couples,” Associated Press （June 20, 20
14）. Available at: http://news.yahoo.com/obama-exp-
ands-government-benefits-gay-couples-210710970-
finance.html;_ylt=AwrSyCMtjaZTzj8AP4LQtDMD
Available at: https://www.govtrack.us/congress/bills/1-
13/hr2523#overview
例えば、民法上、養子縁組が有効に成立している

とすれば養子の「数」に制限はない（民法７９２

条以下）。この点、相続税法は、税額の計算上、

１５条２項および６３条で、相続税負担の不当減

少につながることがないようにとの趣旨で、法定

相続人の「数」に算入する養子の「数」に制限を

加えている。これは、民法上の養子縁組を制限す

るとか、相続権をはく奪するなどの趣旨ではな

い。言い換えると、民法上の養子であることに変

わりがないことから、法定相続人の「数」には算

入されないものの、生命保険金や死亡退職金の非

課税規定、未成年控除などの規定の適用はある。

税法の固有概念と借用概念との違いについては、

石村耕治編『現代税法入門塾〔第７版〕』注９・

１５５頁以下参照。また、今村隆「借用概念論・

再考」税大ジャーナル１６号（２０１１年）参

照。

わが国における借用概念論の提唱者による分析と

しては詳しくは、金子宏「租税法と私法～借用概

念及び租税回避について」〔金子編〕『租税法理

論の形成と解明（上）』（有斐閣、２０１０年）

所収、金子宏『租税法〔第１９版〕』（弘文堂、

２０１４年）１１４頁以下参照。
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などの文言を詳しく定義する規定を置いてい

る場合もある。また、「婚姻」については、

同性婚のみならず、異性婚なども含めて定義

する州もある。このことから、アメリカにお

ける「借用概念論」の検討にあたっては、州

ごとの異なる家事関係法（domestic relations

law）、婚姻法（marriage law）など（州によ

り名称は異なる。）の〝私法〟はもちろんの

こと、州憲法その他の州制定法などに規定さ

れた「婚姻」や「配偶者」などの文言も織り

込んだうえで、精査する必要がある。

（１）わが国での「借用概念論」の展開

わが国では、配偶者には、贈与税の配偶者

控除（相続税法２１条の６）や、配偶者に対

する相続税額の軽減（相続税法１９条の２）

が認められている。贈与税の配偶者控除にお

いては、相続開始前３年以内の贈与の相続財

産への加算（相続税法１９条）の特例の適用

もない。したがって、相続については、「配

偶者」と認められるかどうかが重要なポイン

トとなる。社会保障給付などの面では、事実

上の婚姻（de fact marriage／内縁）関係にあ

るカップルも受給権が認められているケース

も散見される30。しかし、税法分野では、法

律婚（de jure marriage）主義が厳格に貫かれ

ている。したがって、事実婚や同性カップル

などは、「配偶者」としては認められていな

い。他に相続人がいない場合に特別縁故者

（民法９５８条の３）として財産分与を受け

る途はあるが、相続権自体は認められていな

い。

また、所得税法上の「配偶者控除」（８３

条）、「配偶者特別控除」（８３条の２）、

「障害者控除」（７９条）、「寡婦（寡夫）

控除」（８１条）31などの適格性の判定にお

いても、法律婚主義が厳守されている。加え

て、個人住民税上もこれらの控除については

法律婚主義が厳格に貫かれている。

わが国では、判例や裁決においても、一貫

して、配偶者控除にいう配偶者は「納税義務

者と法律上の婚姻関係にある者に限られる」

と解している（最高裁平成９年９月９日判

決・税資２２８号５０１頁）。また、「所得

税法２条１項に規定する親族は、民法上の親

族をいうものと解すべきであり、したがっ

て、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻

関係と同様の事情にある者とに間の未認知の

子又はその者の連れ子は、同法８４条に規定

する扶養控除の対象となる親族には該当しな

い」としている（最高裁平成３年１０月１７

日判決・訟月３８巻５号９１１頁）。

また、例えば、国税不服審判所平成２１年

４月３日裁決でも、オーソドックスな借用概

念論に基づいて、次にように裁断を下し、請

求を棄却している（裁決事例集７７集１５０

頁）。

「請求人は、１０年以上にわたり内縁の夫

と同居し生計を一にしていること、請求人が

加入している健康保険組合において内縁の夫

が請求人の扶養配偶者と認定されているこ

と、遺族年金が内縁の配偶者にも支給される

こと、所得税法の配偶者控除に係る条文に内

縁関係の者は除外するとは記されていないこ

とから、内縁の夫を控除対象配偶者と認め、

配偶者控除を認めるべきである旨主張する。

しかしながら、所得税法第８３条第１項は、

居住者が控除対象配偶者を有する場合、配偶

者控除を適用する旨規定している一方で、同

法は上記配偶者についての定義規定を置いて

いないが、身分関係の基本法は民法であるか

ら、所得税法上の配偶者については、民法の

規定に従って解するのが相当であるところ、

民法は、婚姻の届出をすることによって婚姻

の効力が生ずる旨を規定し（民法第７３９条

第１項）、そのような法律上の婚姻をした者
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例えば、労働災害補償保険法１６条の２等。

「寡婦（寡夫）控除」は、「寡夫」と「寡婦」の

場合では適用要件が異なるという点で、性差別的

な人的控除との指摘もある。また、「寡婦」に当

てはまるためには、配偶者との死別か離婚が要件

とされ、この要件を満たさない非適格の非婚のシ

ングルマザーは、適格のシングルマザーに比べ、

所得税の負担に加え、住民税や国民健康保険料

（税）の負担なども重くなることから、税負担の

公平の確保の観点から批判のあるところである。
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を配偶者としている（民法第７２５条、第７

５１条等）から、所得税法上の配偶者につい

ても婚姻の届出をした者を意味すると解する

のが相当であり、所得税法上の配偶者の意義

については、民法上使用されている配偶者の

意義と同様に、戸籍法の定めるところにより

市区町村長等に届出をした夫又は妻を指し、

内縁の夫はこれに含まれないことになる。そ

して、これを本件についてみると、請求人は、

内縁の夫を世帯主とする住民登録上、請求人

の続柄として「妻（未届）」と登録されてお

り、また、請求人の戸籍及び内縁の夫の戸籍

のいずれにも、請求人及び内縁の夫に係る婚

姻の記録はないことからすれば、内縁の夫が、

請求人の民法の規定による配偶者であったと

は認められない。したがって、内縁の夫は、

請求人の所得税法上の配偶者に該当しないか

ら、控除対象配偶者には該当せず、請求人は、

配偶者控除を適用することはできない。」

こうした解釈が展開されているわが国の法

環境のもとでは、同性カップルに対する法律

婚が認められない限り、所得税法などに規定

されている配偶者控除などは認められないも

のと解される。

（２）アメリカでも「借用概念論」が展開さ

れているのか

これに対して、連邦国家（federal state）で

あるアメリカでは、同性婚を認める州もあれ

ば、逆に認めない州があり、各州が定義する

「婚姻」や「配偶者」などの概念が一様では

ない。したがって、私法上の「婚姻」や「配

偶者」などの概念をそのまま税法が借用でき

ない場合も少なくない。

最近の統計によると、アメリカにおいて

は、約６５万の同性カップルがおり、そのう

ち約１１万４,０００のカップルが法的に結婚

しているという。また、これら同性婚カップ

ルの４０％が、同性婚を法認する州に居住し

ているという32。残り６０％は、同性婚を法

認していない州に居住していることになる。

こうした同性婚カップルの居住状況や州婚

姻法の相違などを織り込んで考えると、連邦

の所得課税や遺産課税、贈与課税、さらには

州の所得課税などにあたり、その人的控除に

かかる税務処理は必ずしも容易ではない。と

りわけ、州税法上の控除、連邦税法上の控除

などを受ける際の課税要件に州法上の「婚

姻」や「配偶者」などの文言が取り込まれて

いるときには、どの州の婚姻法に準拠して当

該文言を定義すべきなのかが問われる。ま

た、準拠すべき州の婚姻法（私法）を選択決

定できたとしても、税法上の解釈と当該州の

婚姻法（私法）上の解釈とを同一に解すべき

なのか、あるいは別個に解すべきなのかの問

題に遭遇することもありうる。

したがって、わが国で一般に受け入れられ

ている「借用概念論」が、単一国家のコンテ

キストでは通用するとしても、連邦国家であ

るアメリカでも通用するのかどうかは定かで

はない。

２　アメリカの州の婚姻法と連邦税法との接点

ウインザー事件に見られるように、アメリ

カでは、税務処理あるいは課税処分にあたっ

ては、州の私法と連邦税法との接点（interac-

tion of state private and Federal tax laws）上の課

題を精査することは避けて通れない。

連邦所得税上の納税者の権利や義務の範囲

を確定する場合、何らかのかたちで各州の

「婚姻」、「譲渡」、「契約」のような私法

上の文言の概念に基礎を置かざるを得ない。

しかし、わが国のような単一国家とは異な

り、アメリカのような連邦国家においては、

各州における各種私法上の文言の定義は必ず

しも一様ではない。

この点について、連邦最高裁判所は、例え

ば、内国歳入庁長官対ブラウン（Commissioner

of Internal Revenue v. Brown,（380 U.S. 563,

See, Gary J. Gates, Same Sex and Different Sex Coupl-

es in the American Community Survey: ２００５-２
０１１（The Williams Institute, ２０１３）.
Available at: http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-

content/uploads/ACS-２０１３.pdf
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at 569-71（1965））事件において、内国

歳入法典（ＩＲＣ）１２２２条３項にいう

「売買（sale）」の概念に関連して、〝借用

概念〟について、次のように述べている33。

「『売買（sale）』とは何かは、〔中略〕

一般に租税分野外でも問題となる行為であ

る。この文言について、税法（ＩＲＣ）で

は、定義を絞ることもなく、また、他の分野

とは別の意味で使ってきたという立法的な経

緯もない。したがって、税法（ＩＲＣ）で使

われている売買という文言については、一般

かつ通常の意味において解釈されるべきであ

る。」

本件判決を読む限りにおいては、わが国で

一般に受け入れられている「借用概念論」

が、連邦国家であるアメリカでも通用するよ

うにも見える。

ところが、州の私法と連邦税法との法的相

互関係についての先例とされているバーネッ

ト対ハーメル（Burnet v. Harmel, 287 U.S. 10

3（1932））事件（以下「ハーメル事件判

決」という。）において、連邦最高裁判所

は、次のように述べる34。

「〔連邦議会の課税〕権限は、州による規

制の対象にはならない。連邦議会は、その意

思表示を法律制定のかたちで行うが、連邦の

法律にその目的が州法とは異なることを明確

にする文言を欠いている場合において、租税

を全国規模での統一的に課すために行う統制

は連邦議会の意思によるものと解すべきであ

る。〔中略〕州法は、連邦税法が明文ないし

適用要件として、その運用を州法に委ねると

している場合に限り、規制できる。州法は法

益を創設することができる。しかし、それに

対してどのように課税するかは連邦法が決め

ることになる。」

ハーメル事件判決によると、連邦税法は、

課税要件として州法等の私法上の文言を用い

ている場合であっても、必ずしも当該州法に

定められた私法上の概念と同義に解釈すべき

必要はなく、連邦税法独自の目的などを斟酌

して独自に解釈することがゆるされる。いい

かえると、単一国家であるわが国で一般に妥

当として受け入れられている「借用概念論」

は、連邦国家であるアメリカではストレート

に成り立ちにくい法環境にあるといえる。

連邦税法（ＩＲＣ／内国歳入法典）を概観

すると、例えば、ＩＲＣ６０１３条ｄ項２号

では、「別居状態にあるとの判決に基づき納

税者の配偶者から法的に別れている者は、婚

姻関係にあるものとみなさない」旨規定して

いる。このことから、カップルの住所地を管

轄する州法の下では婚姻関係にあるとみなさ

れる場合であっても、連邦税法上は婚姻関係

にあるとみなされない。その結果、当該カッ

プルには夫婦合算申告書（joint tax return）の

提出は認められない。「婚姻」「夫婦」につ

いて、連邦税法独自の目的などを斟酌して税

法独自の定義ないし解釈を展開している例の

一つといえる。

（１）居所と住所

個人所得税を導入している州においては、

自州の居住者（residents）に対しては、その

所得源泉がどこかを問わず当該居住個人に対

して課税する権限を有している。しかし、

「居住者」についての定義は一様ではない。

しかし、一般に多くの州では、「居住者」に

は、「居所（residence）」を有する個人に加

え、「住所（domicile）を有する個人を含め

ている。

また、一般に「住所」には、納税者が帰る

意思のある固定したあるいは恒久的な自宅そ

の他の場所（place）、例えそこに当該納税者

が住んでいないとしても、含むと定義してい

る。したがって、「住所」にあたるかどうか

は納税者の意思の帰着することから、挙証責

任は納税者が負うことになっている。

言い換えると、納税者が、その州の住所を
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See, Commissioner of Internal Revenue v. Brown, 38
0 U.S. 563, at 569-71（1965）.
See, Burnet v. Harmel, 287 U.S. 103 , at 110（19
32）.
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有していないとしても、一般に、次のような

５つ基準のうち１つ以上を充足するかどうか

に基づいて、その州の居住者に該当するかが

判定される35。

（２）連邦課税取扱における婚姻上の適格の

決定

ウインザー事件では、同性婚の納税者が、

連邦課税庁（ＩＲＳ）が同性婚を認めない連

邦のＤＯＭＡ（婚姻防衛法）に基づいて連邦

遺産課税の配偶者控除の取扱において、同性

婚した個人と異性婚した個人とを差別して取

り扱うことは、法の平等保護を否定し、当事

者に適用される限りにおいて合衆国憲法修正

第５条の適正手続条項に抵触し違憲であると

して争った。連邦最高裁は、２０１３年７月

１３日に、課税庁の課税取扱（処分）を違憲

と判示した。

この判決を受けて、ＩＲＳは、それまでの

課税取扱を変更し、同性婚の配偶者にも、連

邦遺産税上の配偶者控除を認めることにし

た。しかし、連邦税法（ＩＲＣ）には、連邦

税法上、二人の個人がした有効な婚姻とは何

かを具体的な要件を定めた規定は存在しな

い。ＩＲＣ７７０３条は、連邦税法上、原則

として「個人が結婚しているかどうかの判定

は、その課税年の末日になされるものとす

る。」と規定するに留まる。多くの判例で

は、カップルが結婚しているのかどうかにつ

いて問題が生じた場合には、州法や地方団体

の条例に準拠することで連邦税法上の婚姻や

配偶者を法解釈により定義し埋め合わせをす

るように求めている。この場合、結婚した時

点ないし離婚や死亡のような身分上の地位が

変わった時点で住所を有した州の法令を精査

するように求めている。

アメリカでは「婚姻」や「配偶者」のよう

な私法上の事項については伝統的に州が先占

的な立法管轄権を有するとされてきた。しか

し、すでにふれたように、１９９６年の制定

された連邦のＤＯＭＡ（婚姻防衛法）は、連

邦議会が「婚姻」や「配偶者」などを法的に

定義することで、こうした確立された立法管

轄ルールに風穴をあける役割を担った連邦法

であると解されている。

ところが、連邦課税庁（ＩＲＳ）は、２０

１３年７月１３日のウインザー事件連邦最高

裁判決が出るまでは、諸州が次々と同性婚を

法律婚（de jure marriage）と認める法律を制

定きている現実を横目に、ＤＯＭＡに定めら

れた異性婚のみを婚姻とする規定に従って連

邦課税取扱を継続してきた。つまり、ＩＲＳ

は、連邦税法が課税要件として州法等の私法

上の文言を用いている場合であっても、必ず

しも当該州法に定められた私法上の概念と同

義に解釈すべき必要はなく、連邦税法独自の

目的などを斟酌して独自に解釈することがゆ

るされるとのスタンスに立ち、連邦法先占ル

ールを貫いてきたといえる。ところが、ウイ

ンザー事件連邦最高裁判決後、ＩＲＳは、連

邦税法が課税要件として州法等の私法上の文

言を借用している場合には、当該州法に定め

られた私法上の概念と同義に解釈すべきであ

るとするルールに回帰した。

確かに、こうしたルール変更／元のルール

への回帰は、違憲状態で連邦課税取扱を続け

ることを回避することに役立つようにも見え

る。しかし、「婚姻」や「配偶者」の概念に

ついて、ＤＯＭＡに規定された連邦法先占の

ルールに固執することを止めて、州法先占の

ルールに立ち戻ることで違憲状態は解消しえ

ても、他方では新たな問題を生じさせる。

例えば、同性カップルが同性婚を法認する

See, G.T. Altman & F. M. Keesling, Allocation of Inc-

ome in State Taxation 43（2nd ed. 1950）.
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【表５】自州の「居住者」の判定基準

①当該州に住所を有するかどうか

②当該州に、一時的、通過的目的を超えて所在してい

るかどうか

③当該州に、６ヵ月、７ヵ月、９ヵ月といったよう

に、法定の期間にわたり所在しているかどうか

④当該州に、特定の期間にわたり永続的居住場所また

は居住地を有しているかどうか

⑤当該州に、特定期間にわたり居住する永続的場所を

維持するかたちで所在しているかどうか



ニューヨーク州で結婚し、同性婚を法認しな

いネブラスカ州に居住しているが、一方の配

偶者が死亡し、生存配偶者が連邦遺産税の申

告において配偶者控除を求めたとする。この

事例では、ＩＲＳは、州法先占ルールに基づ

き、居住地基準に従って法律上の配偶者に該

当するかどうかを判断する必要がでてくる。

この同性カップルは同性婚を法認しないネブ

ラスカ州の居住者であることから、ＩＲＳ

が、連邦遺産税上の配偶者控除を認めること

には大きな疑問符がつく。

また、他の身分関係、つまり①シビルユニ

オン（civil union）【州法で法的に承認された

パートナーシップ関係で、アメリカ諸州では

同性カップルにのみ適用される。】や②ドメ

スティックパートナーシップ（domestic partn-

ership）【特定の地方団体同棲関係】などを

婚姻と同等と認める州【カリフォルニア州の

ように①と②双方を法認する州もあれば、①

か②にいずれかを法認する州、あるいはいず

れも法認しない州がある。】の居住者にかか

る連邦遺産税上の配偶者控除の適否について

も問題になる。

３　ＩＲＳの婚姻州／婚姻地基準ルーリング

の分析

ウインザー事件において、連邦最高裁は、

連邦課税庁（ＩＲＳ）が同性婚を認めない連

邦のＤＯＭＡ（婚姻防衛法）に基づいて連邦

遺産課税の配偶者控除を認めない処分をする

ことは違憲であると判示した。ウインザー事

件最高裁判決後に、連邦財務省（Treasury De-

partment）と連邦課税庁（ＩＲＳ）は、同性

婚カップルにかかる所得および遺産課税取扱

について見直しを始めた。そして、２０１３

年８月２９日に、レベニュールーリング ２

０１３－１７（Revenue Ruling 2013-17）

（以下「婚姻州／婚姻地基準ルーリング」と

いう。）を発遣した。

この婚姻地州婚姻地基準ルーリングは、主

に違憲判決後の同性婚にかかる所得および遺

産課税取扱、各種従業者給付制度（employee

benefit plans）にかかる配偶者の取扱などにつ

いてのＩＲＳの運営方針を明らかにしたもの

である。この婚姻州／婚姻地基準ルーリング

においては、次の３点を確認したうえで税務

行政運営にあたることになった。

上記の婚姻地州婚姻地基準ルーリング（Re-

venue Ruling 2013-17）の発遣に至るまで

に、ＩＲＳは、コモンロー婚（common-law

marriage）にかかる課税取扱を定めたレベニ

ュールーリング５８－６６（Revenue Ruling

58-66）を精査した38。ちなみに、同ルーリ

ングは、次のように規定する。
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【表６】ＩＲＳの婚姻州／婚姻地基準ルーリングに盛ら
れた運営方針

①連邦課税上、「配偶者」、「夫と妻」、「夫」、

「妻」の文言には、同性の個人が結婚している場合

も含むことを確認する。この場合において、当該結

婚が州法の下で合法でなければならない。

②婚姻の効力を認定する場合に採られる基準として

は、「婚姻州／婚姻地（state／place of celebr- 

ation rule）基準と住所州／住所地（state／pla- 

ce of domicile rule）基準があるが、ＩＲＳは、

婚姻州／婚姻地基準を採用する36。したがって、異

性婚か同性婚かを問わず、合衆国内のいかなる州か

らでも婚姻許可状（marriage license）を得かつ

挙式し、婚姻登録をしたカップルは、有効な婚姻を

しているものとして取り扱う37。

③ＩＲＳは、同性カップルか異性カップルかを問わ

ず、シビルユニオン（civil union）ないしドメス

ティックパートナーシップ（domestic partners- 

hip）などを婚姻と同等と認めない法律のある州の

個人カップルを正式な夫婦とはみなさない。

アメリカでは、婚姻が有効であるためには、カッ

プルは、住所地を所管する地方団体の権限ある当

局から婚姻許可状（marriage license／marriage cer-
tificate）の発給を受け、法律で挙式権限を有する
者（宗教婚の場合は宗教教師、民亊婚の場合には

裁判所の判事など）が司る「挙式（celebration）」
をする必要がある。一般に、婚姻許可状発行後一

定期間内に挙式をしないと、当該許可状は無効に

なる。

もっとも、同性カップルは、実質的に、同性婚を

法認していない州においては婚姻許可状の発給を

受けられないことになる。

See, Revenue Ruling ５８-６６（１９５８-１ C.B.
６０）.
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「州法に基づいて決定された婚姻上の適格

は、連邦所得税法の執行上も承認されるべき

である。したがって、適用される州法がコモ

ンロー婚を承認し、夫と妻と取り扱っている

場合、当該州でそうした関係において居住し

ている二人の個人の適格は、連邦所得税上も

夫と妻とするものとする。コモンロー婚に関

する上記のこのようなＩＲＳの見解は、当該

関係を承認している州においてコモンロー婚

に入りその後婚姻関係に入るに先立ち挙式を

行うことを要件としている州に移動した納税

者に事例に対しても等しく適用するものとす

る。したがって、コモンロー婚を承認する州

において当該婚に入った納税者は、１９５４

年【現行１９８６年】内国歳入法典１５１条

【各種の人的所得控除】ｂ項の規定に基づい

て個人所得税を個別申告する場合、コモンロ

ー妻について、その妻が総所得を得ておらず

かつ他の納税者の被扶養者でない場合に、当

該納税者の課税年において暦年につき６００

ドル【現在２,０００ドル】の控除を行うこと

ができる。また、納税者が、内国歳入法典６

０１３条【夫婦による合算申告】ａ項に基づ

く合算申告書を提出する場合、コモンロー婚

を承認する州においては、コモンロー妻は当

該納税者の配偶者と扱うものとする。」

なお、「コモンロー婚（common-law marria-

ge）」という文言の使われ方は、大きく２つ

に分かれる。一つは、慣用的／非公式な使わ

れ方である。この意味では、正式な挙式をし

ないまま同棲婚を続けているカップルを指

す。もう一つは、「正式なコモンロー婚（tru-

e common-law marriage）」である。正式なコ

モンロー婚は、歴史的な所産であり、完全に

効力を法認された非方式婚の婚姻である。全

米で９州およびワシントンＤ.Ｃ.で認められ

ている。上記レベニュールーリング５８－６

６（Revenue Ruling 58-66）からもわかるよ

うに、連邦課税庁（ＩＲＳ）は、従来から、

これら伝統的かつ正式なコモンロー婚の関係

にあるカップルを連邦課税上も通常の婚姻関

係にある夫婦と同等に取り扱ってきている。

したがって、夫婦合算申告書の提出も認めて

きている。

（１）婚姻州／婚姻地基準を採用した背景

すでにふれたように、アメリカにおいて、

婚姻の効力を認定する場合に採られる基準と

しては、「婚姻州／婚姻地（state／place of ce-

lebration rule）基準」と「住所州／住所地（st-

ate／place of domicile rule）基準」がある。ＩＲ

Ｓは、ウインザー事件最高裁判決後に、それ

までの住所州／住所地基準に換えて婚姻州／

婚姻地基準を採用する方針を明らかにした。

この背景には、従来から所得および遺産課

税上、さらには各種従業者給付制度（employ-

ee benefit plans）、社会保障給付プログラム

（entitlement programs）にかかる法制上、カ

ップルないし配偶者適格の判定にあたって

は、住所州／住所地基準が幅広く採用されて

きたことがある。しかし、異性婚が常識であ

った時代にあっては、こうした基準を採用し

ていても大きな問題は生じなかった。

ところが、同性婚を法認する州も次第に増

加してきた今日、異性婚を法認する州からそ

れを法認しない州へ転居したカップルは、所

得および遺産課税上、さらには各種従業者給

付制度（employee benefit plans）、社会保障

給付プログラム（entitlement programs）、軍

属遺族年金（Veterans Affairs benefits）などに

おける婚姻関係ないし配偶者適格の判定にあ

たり、住所州／住所地基準によることは、同

性婚カップルを差別的に取り扱うことにもつ

ながる。また、課税関係や社会保障給付関係

では住所地／住所州基準を採用する一方、入

国管理関係では婚姻地基準を採用することで

は、連邦行政においてさまざまな不都合や齟

齬が生じる。

こうしたことが、ＩＲＳが婚姻州／婚姻地

基準ルーリング（Revenue Ruling 2013-17）

の発遣につながった事情である。

（２）連邦行政への婚姻州／婚姻地基準の拡大

同性婚擁護を求める市民団体は、連邦のす

べての行政機関が、統一基準として婚姻州／



婚姻地基準を採用するように連邦議会への働

きかけを強めている。オバマ大統領や連邦司

法長官もこうした主張に賛同している39。し

かし、破産手続における配偶者の資産保護、

不治の病の本人に代わっての配偶者の治療不

継続決定手続をはじめとし、連邦の各種手続

において異性婚カップルと同性婚カップルと

の平等な取扱をするための法令の見直しなど

多岐にわたる。必ずしも一朝一夕に対応でき

る状況にはない。

（３）シビルユニオンやドメスティックパー

ドナーシップ等への婚姻州／婚姻地基準の不

適用の理由

婚姻州／婚姻地基準ルーリング（Revenue

Ruling 2013-17）において、ＩＲＳは、同

性カップルか異性カップルかを問わず、シビ

ルユニオン（civil union）やドメスティックパ

ードナーシップ（domestic partnership）など

を婚姻と同等と認めない法律のある州の個人

カップルを正式な夫婦とはみなさない旨規定

している。すなわち、婚姻州／婚姻地基準ル

ーリングは、あくまでも連邦課税上「同性婚

を異性婚と同等に取り扱う旨」を運営方針の

かたちで明確にしたものであるとのスタンス

を貫いている。

こうした運営方針に対しては、「等しい状

況ある納税者は等しく取り扱うべきであると

する連邦税法の原則（federal tax law must treat

all like taxpayers in a like manner）」や連邦憲

法修正５条の適正手続条項とぶつかるのでは

ないかとの批判もある40。しかし、一方で、

諸州において、さまざまなかたちの同性カッ

プルを広く法認していこうとする傾向を強め

ているが、こうした傾向は、見方を換える

と、異性カップルとの関係において、「分離

すれども平等（separate but equal）」に資する

ことにつながっているのではないかとの批判

もある。ＩＲＳには、連邦税法が、こうした

批判に耳を傾けずに、課税取扱において「分

離すれども平等」傾向を助長する法の適用な

いし解釈をすることに対する自戒もある41。

４　連邦の婚姻州／婚姻地基準の採用と州税

上の課税要件との乖離

全米的に見ると、４１の州が州独自の所得

税制を導入しており、そのうち２９の州所得

税法が課税要件の一つである居住者の所得税

額の計算にあたり、連邦と同じ「調整総所得

（ＡＧＩ＝adjusted gross income）」を採用し

ている。これらの州のなかには、連邦のＤＯ

ＭＡに類似する州法、あるいは同性婚を認め

る州法ないし憲法条項を持たない州がある。

こうした同性婚を法認していない州では、連

邦が婚姻州／婚姻地基準を採用し同性婚カッ

プルに配偶者控除などを認めたものの、州所

得税の税額計算にあたり、連邦のＡＧＩを利

用できないことになる42。つまり、連邦の婚

姻州／婚姻地基準ルーリング（Revenue Ruling

2013-17）の発遣は、同性婚を承認してい

ない州における州所得税法上の税額計算をよ

り複雑化することにつながっている。

（１）同性婚を法認しないネブラスカ州での

個人所得税申告

同性婚を法認しない州で、州個人所得税を

導入している州においては、連邦所得税と州

個人所得税との課税要件の相違によるさまざ

まな問題が生じている。

ちなみに、現行の連邦個人所得税の申告適

格の種類は、次のとおりである43。
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See, Michael Kitces, “Place of Celebration Vs State of
Residence~ Determining Federal Marital Status After D

OMA Decision,” Taxes （July 3rd, 2013）.
Available at : http://www.kitces.com/blog/place-of-cel-
ebration-vs-state-of-residence-determining-federal-ma-
rital-status-after-doma-decision/
See, Bittker et al., Federal Income Taxation of Individ-

uals: Supplement （3rd ed. Supp. 2013） at S1-3.
See, Nicholas A. Mirkay, “Equality or Dysfuction?

State Tax Law in a Post-Windsor World,” 47
Creighton L. Rev 261, at 273 et seq. （2014）.
See, Ruth Mason, “Delegating Up: State Conformity

with The Federal Tax Base,” 62 Duke L. J 1267, at
1274 et seq. （2013）.
See, CCH, U.S. Master Tax Guide 2014, at 30 et seq.
（97th ed., CCH, 2014）.
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①同性婚を法認しないネブラスカ州での連邦

個人所得税申告

例えば、同性婚を法認していないネブラス

カ州憲法は、次のように定める。

「ネブラスカ州においては、男性と女性と

の間での婚姻に限り有効であるまたは認証さ

れる。ネブラスカ州においては、シビルユニ

オン、ドメスティック・パートナーシップそ

の他類似の同性関係（same-sex relationship）

にある二人の同性人の結合は有効とされない

または認証されない。」（１条２９節）

ネブラスカ州においては、州憲法が同性カ

ップルの婚姻を法認しない。しかし、この州

に居住する同性婚カップルにかかる連邦個人

所得税の申告は、連邦の婚姻州／婚姻地基準

ルーリング（Revenue Ruling 2013-17）に準

拠することになることから、異性婚カップル

の場合と同様になる。

②同性婚を法認しないネブラスカ州での州個

人所得税申告

同性婚を法認していないネブラスカ州にお

いて、同性婚カップルが州個人所得税の確定

申告をするとする。この場合、連邦個人所得

税申告で選択できる①夫婦合算申告（ＭＦ

Ｊ）、②夫婦個別申告（ＭＦＳ）、③適格寡

婦／寡夫としての申告は、州個人所得税確定

申告では選択できない。この州では、同性婚

カップルは、⑤単身者、あるいは④特定世帯

主の適格で申告しなければならない44。

（２）同性婚を法認するニューヨーク州での

州税の申告

同性婚を法認しないネブラスカ州とは対照

的に、ニューヨーク州では、２０１１年に州

婚姻平等法（ＭＥＡ）が成立している。これ

を受けて、ＮＹ州家事関係法（ＤＯＭ）のな

かに異性婚カップルと同性婚カップルを差別

することにつながらないように必要な規定を

盛り込んだ。また、ニューヨーク州居住者が

起こしたウンザー事件では、２０１３年６月

に連邦最高裁が「婚姻を男性と女性間に限

る」とした連邦の「婚姻防衛法（ＤＯＭＡ＝

Defense of Marriage Act）」に基づいて同性配

偶者が求めた遺産税上の配偶者控除を否認し

た連邦課税庁（ＩＲＳ）の処分を違憲とした

うえで、同性婚配偶者にも配偶者控除が認め

られるべきである、との判決を下している。

こうした法環境のもと、ニューヨーク州税務

当局（ＮＹ租税歳入省／NY State Department

of Taxation and Finance）は、州個人所得税申

告において、現行の連邦個人所得税の申告適

格に準じた扱いをする旨の通達（technical me-

morandum）を発遣している。また、この通

達では、州遺産税申告において、現行の連邦

遺産税の申告適格に準じた扱いをする旨明示

している45。

See, Nebraska Department of Revenue, “Tax Guidance
for Individuals in a Same-Sex Marriage” Revenue Ruli-

ng 22-13-1〔Individual Income Tax〕（October 2
4, 2013）. Available at: http://www.revenue.nebras-
ka.gov/legal/rulings/rr221301_same-sex_marriage.
pdf
See, NY State Department of Taxation and Finance,
“The Marriage Equality Act,” Technical Memorandum

TBS-M11（8）C: TBS-M-11（8）1 etc. （July 2
9, 2011）. 

【表７】現行の連邦個人所得税の申告適格の種類

①夫婦合算申告（ＭＦＪ＝married fil ing jointly）

【年末時点（ただし配偶者が年中に死亡した場合に

はその時点）において婚姻関係にある場合で、夫婦

の所得を合算して確定申告するとき（ＩＲＣ １条

ａ項１号・７７０３条ａ項）】

②夫婦個別申告（ＭＦＳ＝married fil ing separat- 

ely）【年末時点（ただし配偶者が年中に死亡した

場合にはその時点）において婚姻関係にある場合

で、夫婦がそれぞれ個別に確定申告するとき（ＩＲ

Ｃ １条ｄ項・７７０３条ａ項）】

③適格寡婦／寡夫（qualified widower, surviving 

spouse）【寡婦／寡夫の場合で、一定の要件を充

足しているときには、配偶者の死後２年間、この適

格で、夫婦合算申告に適用される税率表で確定申告

できる（ＩＲＣ ２条ａ項・財務省規則１ .２－２

（ａ））。】

④特定世帯主（head of household）【独身者の

場合で、適格寡婦／寡夫の要件を充たしていない

が、扶養親族などに対して課税年の半分を超える期

間、家計維持費を負担しているときは、この適格で

確定申告できる（ＩＲＣ ２条ｂ項・財務省規則１ .

２-２（b））。】

⑤単身者（single）【前記①～④に当てはまらない者

（ＩＲＣ １条ｃ項）。】

44

45



◆ むすび

本稿では、ウンザー事件違憲判決およびア

メリカにおける同性配偶者にかかる連邦税

（遺産税）法上の配偶者控除の課税取扱を主

な素材にして、私法（とりわけ婚姻法）上の

概念が税法の課税要件に取り込まれているこ

とから争われた事例における法の適用・解釈

の動向について精査してみた。

ウンザー事件違憲判決後、連邦課税庁（Ｉ

ＲＳ）が発遣した婚姻州／婚姻地基準ルーリ

ング（Revenue Ruling 2013-17）は、連邦所

得課税、遺産課税、贈与課税の税額計算の面

では、同性婚カップルに対する朗報となった

ように見える。しかし、他方では、いまだ同

性婚を法認していない州での州所得税などの

計算の複雑化などマイナスに作用しており、

必ずしも全面的に肯定的にとらえられてはい

ない。

近年、アメリカでは、課税における異性婚

カップルに対する優遇への批判、課税におけ

る「夫婦単位」主義への風当たりも強くなっ

てきている。連邦税法は余りにも夫婦ないし

カップルを優遇しすぎ、独身者にとっては〝逆

差別（reverse discrimination）〟と化してお

り、「課税と婚姻を切り離すべきである」と

の主張もある46。課税単位が、「個人単位」

主義への傾斜を強めているグローバルな動き

なども織り込んで考えると、同性婚カップル

はもちろんのこと、シビルユニオンやドメス

ティックパートナーシップなどの身分関係に

あるカップルまでをも経済的な相互依存関係

を重視する課税取扱に取り込むのは時代にそ

ぐわないとの見方もある47。

人事交流のグローバル化が顕著である。今

後、外国で法認された同性婚カップルがわが

国の居住者となり、所得課税、相続課税、贈

与課税などの面で各税法の課税要件に組み込

まれた「婚姻」、「配偶者」など家族法（私

法／民法）上の文言の解釈、適用が問題にな

ることも想定される。この場合、わが国で展

開されている借用概念論の再検討を含め、精

査すべき課題も多い。

すでにふれたように、わが国においても、

実際に同性カップルが自治体へ婚姻届をする

事例が出てきている。このことから、同性婚

カップルを法的にどう取り扱うか、グローバ

ルな動きを視野に入れて、身分法上はもちろ

んのこと、税法上、さらには各種の社会保障

給付プログラム上も精査が急がれる課題とし

て浮上してきたといえる。この場合、本稿で

検証したアメリカにおける同性婚の法認およ

び税法上の対応状況などは重要なサンプルに

なるといえる。最近の配偶者控除のあり方を

めぐる政府での検討の１項目に加えるべきで

ある。

また、こうした検討にあたっては、同時

に、所得税法上の「寡婦（寡夫）控除」（８

１条）についても精査する必要がある。とり

わけ、寡婦控除の適用は、配偶者との死別か

離婚が要件とされていることから、一度も結

婚も離婚もしたことのない子供を抱えた〝未

婚のシングルマザー〟は、この要件を満たさ

ず非適格となる。税負担の公平の確保の観点

から立法的な対応が急がれるところである。

さらに、カップル（生活共同体）関係が多

様化する今日、事実婚のカップルを各種税法

上の「配偶者控除」などの面でどのような取

扱をすべきかについても、今一度原点に立ち

返って精査する必要がある。

＊拙稿をまとめるにあたり、早野俊明白鷗大学教

授（民法／家族法）から婚姻法関係の文献につい

てご教示をいただいた。記して心から謝意を表す

る。
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Available at: http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/multi-

tax/m11_8c_8i_7m_1mctmt_1r_12s.pdf
Dylan Mathews, “The case for cutting the link between

taxes and marriage,” The Washington Post （June 27,
2013）. 
Available at: http://www.washingtonpost.com/blogs/

wonkblog/wp/2013/06/27/the-case-for-cutting-the-
link-between-taxes-and-marriage//?print=１
See, Anne Alstott, “Taxation and Politics: Updating
the Welfare State: Marriage, the Income Tax, and
Social Security in the Age of Individualism,” IRSTax

L. Rev. 695（2013）.
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各国との租税条約では、株式等の譲渡益

（キャピタルゲイン）は、「株式等を譲渡し

た者の居住地国に課税権がある」とされてい

る。このため、巨額の含み益がある株式を保

有したまま、キャピタルゲイン税のかからな

い国（シンガポールや香港など）に出国し、

その後に当該株式を譲渡することで課税を免

れることも可能になる。

こうしたキャピタルフライト（資産の海外

逃避）手法が、ＢＥＰＳ（ベップス）（税源浸食

と利益移転／Base Erosion and Profit Shifting）

【国境を越えた取引等に係る課税の国際的調

和に向けた対策税制】問題の一つになった。

わが国においてキャピタルフライトは、富

裕層のみならず、ふつうの市民にも広がって

きている。こうしたことが、２０１２〔平成

２４〕年度税制改正での「国外財産調書制

度」などの導入につながった。さらに、今回

の２０１５〔平成２７〕年度の税制改正では、

あらたに「国外転出をする場合の譲渡所得等

の特例（出国時課税制度）」が創設された。

１　国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

（出国時課税制度）の概要

国外転出する場合の譲渡所得等の特例（出

国時課税制度）は、時価１億円以上の有価証

券等や未決済デリバティブ等を保有する、次

にかかげる一定の要件に該当する日本の居住

者が国外に転出する際に、その有価証券等の

譲渡等をしたものとみなして課税する特例制

度である。

この特例の適用を受けた者が、その国外転

出の日から５年を経過する日までに帰国した

場合において、その者が国外転出時に保有し

ていた有価証券等でその国外転出の時以後も

引き続き保有していたものについては、この

特例課税の取消を求めることができる。ただ

し、帰国までの間に当該有価証券等にかかる

計算の基礎となるべき事実の隠ぺいまたは仮

装があった場合は除く。この特例課税の取消

のための更正の請求は、帰国の日から４ヵ月

を経過する日までに行わなければならない。

２　国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

（出国時課税制度）創設の背景

わが国における株式等の含み益に対する出

国外転出をする場合の譲渡所得等の
特例（出国時課税制度）の創設

【新税制＋事例研究】

辻 村 祥 造 《 　 常 任 運 営 委 員 ・ 税 理 士 》

新たなキャピタルフライト（資産の海外逃避）対策税制の解説

J T I

【図表１】出国時課税特例の適用要件

①対象者

出国時の有価証券等の評価額が１億

円以上、かつ出国直近１０年間にお

いて５年を超えて日本の居住者であ

った者。贈与・相続・遺贈により非

居住者に有価証券等が移転する場合

も含む。

②課税対象

（ａ）所得税法に規定する有価証券・

匿名組合契約の出資持分

（ｂ）未決済デリバティブ取引・信用

取引・発行日取引

出国時に含み益の課税。つまり、有価

証券等のみなし譲渡、未決済デリバテ

ィブ等のみなし決済による。
③課税方法

④所得税の納税
猶予

出国時に含み益の課税。つまり、有価

証券等のみなし譲渡、未決済デリバテ

ィブ等のみなし決済による。

⑤適用時期
平成２７年７月１日以後に国外に転出

する場合、または平成２７年７月１日

以後の贈与・相続・遺贈



国時課税制度の創設の大きな契機となった事

件がある。一般に「ユニマット事件」と言わ

れているケースである。

【地裁判決の要旨】

（１）住所の定義

住所とは、各人の生活の本拠を指すものと

解するのが相当であり（最高裁昭和２９年１

０月２０日判決・民集８巻１０号１９０７

頁、東京高裁昭和５９年９月２５日判決・訟

務月報３１巻４号９０１頁など）、生活の本

拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般

的生活、全生活の中心を指すものである（最

高裁昭和３５年３月２２日判決・民集１４巻

４号５５１頁）。そして、一定の場所がその

者の住所であるか否かは、租税法が多数人を

相手方として課税を行う関係上、客観的な表

象に着目して画一的に規律せざるを得ないと

ころからして、一般的には、住居、職業、生

計を一にする配偶者その他の親族の居所、資

産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に

判定するのが相当である。これに対し、主観

的な居住意思は、補充的な考慮要素にとどま

るものと解される。

（２）原告（Ｘ）の住所について

住民票の記載上、Ｘの住所は平成１２年１

２月４日をもってシンガポールに転出したこ

とになっているところ、Ｘのシンガポール及

び日本の各滞在日数については〔中略〕、有

意の差はないものといえる。しかしながら、

Ｘは、〔中略〕日本に帰国する都度、Ｋホテ

ル等の宿泊施設にチェックインして滞在し、

日本を出国する都度、同施設をチェックアウ

トするなどしていた状況を認めることができ

るところ、このような状況に照らせば、この

間、日本国内において原告の住居といい得る

場所は存在しない。

Ｘは、〔中略〕シンガポールのＦアパート

を平成１２年１２月から同１４年１１月まで

継続して賃借し、同月７日にはＮＨＫの番組

を視聴するためにケーブルテレビﾞの加入契

約を締結するなどして、シンガポールに滞在

する間はＦアパートで起居していたと認める

ことができること、これについて、Ｙは、Ｆ

アパートにおける滞在はホテルにおける滞在

と実質的に大差がない旨主張するが、その賃

貸借期間の長さや、Ｆアパートがキッチンな

どを備え、日常生活を送るに十分な設備を有

しているものと認めることができること、Ｘ

がシンガポールを離れ、日本その他の地域に

滞在する間も、身の回りの品などの動産をＦ

アパートに置いて保管することが可能であっ

たことなどの諸事情を勘案すると、上記期間

におけるＸの住居は日本国内には存在せず、

むしろシンガポールに存在したものと認める

のが相当である。

（３）原告の職業について

Ｙは、ＸとＨの間の本件特別顧問契約につ

いて、少なくとも本件譲渡期日である平成１

３年１月１２日の時点においては、ＸがＨの

特別顧問としての活動をしていなかった旨主

張する〔中略〕。しかしながら、ＸとＨの間

では、特別顧問契約に基づく報酬が本件特別
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【ユニマット事件の概要】

・東京地裁平成１９年９月１４日判決【判例タイムズ

１２７７号１７３頁】ユニマット事件（原告勝訴／

国側控訴）（通称「ユニマット事件」）

・東京高裁平成２０年２月２８日判決【判例タイムズ

１２７８号１６３頁】（控訴人・国／棄却／確定／

納税者勝訴）

＜事件の概要＞
原告Ｘは、シンガポール法人（Ｈ）の特別顧問として

出国していた平成１３年当時、株式譲渡所得課税制度

のない香港において「ユニマットライフ」の株式を約

１９億円で譲渡した。当時の日本の税法では非居住者

による外国資産の譲渡収入は所得税の課税対象にはな

らなかった。このため、当時シンガポールの居住して

いたＸは、日本で譲渡所得の申告をしなかった。しか

し、処分行政庁／国Ｙは、「株式譲渡時における住所

は日本国内にあった」と認定し、平成１３年分の株式

譲渡所得に係る所得税約３億６，０００万円、無申告

加算税約５，４００万円の賦課決定処分等を行った。

そこで、本件において、原告Ｘは、海外において株式

を譲渡した時期（平成１３年１月１２日）には日本国

内に住所を有しなかったことから、納税義務を負う居

住者ではないと主張して、決定処分等の取消しを求め

た事案である。地裁・高裁において、Ｘの主張が認め

られた。Ｙは最高裁へ上告しなかったため、本件は控

訴審段階で確定し、納税者勝訴で決着がついた。
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顧問契約に基づく報酬と相殺されて、原告が

本件特別顧問契約から現実に収入を得ること

ができないことが約定されていたことにかん

がみれば、本件特別顧問契約等を締結した原

告のそもそもの意図としては、〔中略〕Ｈと

協力又は提携関係を築き、ヘッジファンドを

運営するＨから株式取引等に関する助言を受

けて本件関係会社のために行う株式取引等か

ら収益を上げること〔中略〕などが主たる目

的であったと認めることができる。この点、

Ｘは、平成１２年１２月４日にシンガポール

に渡航して間もなくＨの事務所等において株

式取引を開始しているところ、インターネッ

トによる取引という性質上、日本に滞在しな

ければその取引が困難となるものとはいえず

〔中略〕、日本国内においては同年３月ころ

に証券取引法違反に係る有罪判決が確定し、

このころ営んでいた経営コンサルタント業も

不調であった原告としては、むしろＨからの

助言等を適時に受けることができるシンガポ

ールにおいて株式取引に従事する方が、より

多くの収益を上げることが期待できる〔中

略〕などの事情に照らせば、具体的に原告の

業務が開始されていなかった〔中略〕として

も、〔中略〕株式取引を開始したころから、

Ｘの職業上、その生活の本拠がシンガポール

に移転したものと見ることが可能である。

（４）Ｘが国内において生計を一にする配偶

者その他の親族を有するか否かについて

本件譲渡期日当時、日本国内において生計

を一にするＸの家族又は親族は存在しなかっ

たことが認められる。本件株式譲渡契約を締

結するような経済規模を有するＸの家族又は

親族間における〔中略〕経済的支援をもっ

て、直ちにＸの住所が日本国内にあったと認

めることはできない。

（５）資産の所在について

本件譲渡期日前後において、確かにＸはシ

ンガポールにおけるよりも日本において多く

の資産を有していたものと認められるが、さ

りとて必ずしもＸが日本に居住しなければそ

の使用、収益若しくは処分又は管理等が困難

であるといえる資産が存在したとまでは認め

ることができず、したがって、資産の所在を

もって、本件譲渡期日当時、直ちにＸが日本

国内に住所を有していたと認めることはでき

ない。

（６）租税回避目的について

Ｘがわが国における課税を回避するために

その住所をシンガポールに移転させたものと

うかがう余地もあり得るが、他方において、

住居、職業、生計を一にする配偶者その他の

親族の居所、資産の所在等の客観的事実に基

づき総合的に判断した結果、本件譲渡期日当

時、原告が日本国内に住所を有していたと認

めることができないことは上記のとおりであ

り、そうである以上、Ｘが日本国内に真実の

住所を有していたにもかかわらず、シンガポ

ールに住所があるように偽装したと認めるこ

とはできず、この限りにおいて、Ｘが租税回

避を目的としていたか否かによってその住所

の認定が左右されるものではない。

「ユニマット事件」では「譲渡時の住所が

どこにあったか」が大きな争点となった。裁

判所は、「住所」の判断にあたって、「住

居、職業、国内における親族の有無、資産の

所在など客観的事実に基づき総合的に判断す

るのが相当」とした。その上で、本件ではこ

れらの基準を全て満たしているとし、原告Ｘ

を非居住者と判断した。国Ｙは最高裁へ上告

しなかったためＸ勝訴で決着がついた。

日本から出国後の株式移動に対する課税

（贈与税）の適否が争われた裁判としては、

「武富士事件」も記憶に新しい。武富士事件

では、第一審で納税者勝訴（東京地方裁判所

判決平成１９年５月１３日判決・タインズＺ

２５７-１０７１７）控訴審では一転して国

側勝訴（東京高等裁判所平成２０年１月２３

日判決・タインズＺ２５８－１０８６８、判

例タイムズ１２８３号１１９頁）、そして最

高裁では再び納税者勝訴（最高裁判所平成２

３年２月１８日判決・タインズＺ８８８－１



５７２、判例タイムズ１３４５号１１５頁）

と、司法判断が目まぐるしく変わった。

３　「税高くして、民（たみ）滅ぶ」

日本国内に住む人が得た株式等の譲渡益

（キャピタルゲイン）には、所得税と住民税

で２０％の所得課税がある。一方、シンガポ

ールや香港、スイスなどでは、非課税であ

る。

日本国籍を有する人で、金融所得非課税の

シンガポールや香港などで永住権を得ている

人の数は、増えている。２０１３年１０月時

で、シンガポールでは約１，８５０人、香港

では約２，１５０人である。ここ１０数年で

２倍以上の数に達する。シンガポールや香港

では、相続税や贈与税も非課税で、富裕層に

は魅力ある居住地である。

日本国籍を有する人が、意図的にわが国の

非居住者になって租税を回避するケースを放

置しておけば納税モラルの低下にもつながり

かねないという指摘もわからないわけではな

い。しかし、徹底的な血税のムダ遣いや歳出

削減を明確にしない財政政策や政治姿勢が続

いている。その使途の不透明さに大きな疑問

符がついている個人に対する長期の復興増税

も最たる例である。加えて、消費増税、高所

得者をターゲットとした所得税や相続税など

を含め増税一辺倒の財政政策や政治姿勢が続

く。

他方では、納税者憲章の制定は放置し、税

金を徴収する手続の適正化・透明化にはサボ

タージュを続けている。それでいて、国民全

員に一生涯不変のマイナンバー（私の背番

号／個人番号）を強制付番し、データ監視し

ようとする政策はすすめる。私たちは、毎日

のようにパスワードを変えてハッカーやなり

すまし犯罪に備えるように求められる時代に

生きている。一生涯不変のパスワード（マイ

ナンバー）を官民に幅広く使わせる政策は、

まさに愚策そのものである。こんな危ない背

番号制（フラット方式）を稼動させてはなら

ない。番号制度を導入するにしても、「罰

則」ではなく、「システム」で安心・安全が

確保できる仕組み（セクトラル方式）のもの

を導入すべきである。

こうした「税金を払う人たちを大事にしな

い政治姿勢」に嫌気がさせば、キャピタルフ

ライトを止めるのは難しい。憲法は、「何人

も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由

を侵されない。」と定めている（憲法２２条

２項）。富裕層がこの国を離れ、生活者だけ

でこの国の活力を維持できるとは思えない。

このままでは「税高くして、民滅ぶ」は現実

のものになるおそれがある。富裕層も生活者

も共に繁栄できる「安い税金の国」つくりが

求められている。

「国外財産調書制度」では、各年の１２月

３１日現在で、海外に５，０００万円超の資

産（預金、株式、不動産などの国外資産）を

持つ個人（居住者）は、国外財産の明細を記

載した国外財産調書を、年１回所轄の税務署

へ報告するように義務が課される。違反した

場合（不提出・虚偽記載）には、１年以下の

懲役または５０万円以下の罰金がかされる。

ただし、情状酌量の余地がある場合には罰則

は免除される。

それから、国外財産調書が提出されてお

り、所得税ないし相続税について申告漏れが

あった場合で、その申告漏れ部分について国

外財産調書に記載があるときには、その部分

にかかる過少申告加算税（１０％、１５％）

ないし無申告加算税（１５％、２０％）は、

５％低い率で課される。逆に、国外財産調書

が不提出で、申告漏れがあった場合には、加

算税は５％高い率で課される。

このように、国外財産調書制度は、報告義

務と罰則、さらには加算税をあめとむちに使

い、課税庁が、納税者が海外に保有する資産

にかかる預金利子や株式配当、不動産の貸付
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国外財産調書制度とは何か

《JTI 編集局》
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や譲渡にかかる所得をあぶり出すことが主眼

である。２０１４〔平成２６〕年から実施さ

れた。

わが国の個人居住者は、所得税法上、全世

界所得に課税される。また、相続税法上、無

制限納税義務を負う。国外財産調書制度は、

個人の資産保有のグローバル化に伴い世界中

に散在する居住者の資産が５，０００万円を

超える場合には、その財産の種類、数量や価

額などを課税庁に報告させることにより、所

得税や相続税課税を強化していくことがねら

いである。

（編集局長　中村克己）

『J T I税務ニューズ』（電子版）第３号を無事発刊できた。巻頭言では、石村J T I代表
に、沖縄での米軍普天間基地の名護市辺野古への移転問題に関し、憲法９５条【特別法の住

民投票】の適用・解釈のあり方について簡潔に執筆いただいた。憲法記念日の発刊にふさわ

しいテーマである。次に、J T I 編集局が、日弁連が国税庁へ提出した「税務調査の手続要
件を回避する税務行政に関する要望書」を紹介し、コメントを加えた。本来は、日税連が提

出して欲しい要望書である。税理士も、判断業務に傾注し、納税者の権利を護る姿勢を強め

る必要がある。記帳を中心とした税務署のお手伝いさんでは難しい時代に入っているからで

ある。浅野洋J T I評議員・石村代表に、平成２７年度の税制改正（主なポイント）の解説
をお願いした。渋谷区の同性パートナーシップ証明書発行に向けた条例制定に見られるよう

に、わが国でも同性配偶者をめぐる課税取扱が今後重い課題になるものと思われる。石村代

表の「同性婚をめぐる税法と婚姻法制の日米比較」は時機を得た論説である。アメリカのウ

インザー事件判決を契機に大きく変容をとげている同国での同性配偶者に対する配偶者控除

の適用の動向を知ることは、わが国での今後の租税政策を考えるうえで有益な文献である。

最後に、辻村J T I事務局長には、出国時課税制度とその契機となった裁判例の精査をいた
だいた。今年１０月の問題だらけの「共通番号」「マイナンバー（私の背番号）」の実施を

控えて、税界はテンヤワンヤの状態である。次号（第４号）では、「共通番号」特集を予定

している。
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