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報告書の発行にあたって

国民税制研究所（JTI）は、２０１５年９月１９日（土）～９月２６日（金）まで、オーストラ
リア税務実務視察研修を実施しました。

今回のオーストラリア税務実務視察研修は、非常に学ぶところが大きかったと思います。

今回の企画を組むにあたっては、ジェームズクック大学ケアンズ校（ＪＣＵ=James Cook Uni-

versity Cairns Campus）のジャスティン・ダブナー（Justin Dabner）教授に全面的のお世話

になりました。また、同教授からは、「連邦税制と税務手続」に関する内容の濃いレクチャーを聴

くことができました。記して、心から謝意を申し上げます。

続いて、ジェームズクック大学タウンズビル校（ＪＣＵ Townsville Campus）では、ヴァン・

リ（Van Le）　研究員から、内容の濃い「物品サービス税（ＧＳＴ）」に関するレクチャーを聴

くことができました。大変ありがとうございました。

オーストラリア国税庁（ＡＴＯ＝Australian Taxation Office）のグラハム・ホワイト国税副長

官・中小企業／個人納税者担当（Graham White, Assistant Commissioner: Small Business

／Individual Taxpayers 以下「ホワイト副長官」といいます。）からは、「ＡＴＯの納税者サ

ービス改革の現状」、「連邦政府の『マイガブ（myGov）』」、「進化した記入済み申告手法を採

用した『マイタックス（myTax）』」について、お話を伺うことができました。ホワイト副長官

は、ＡＴＯで租税手続・課税事務のオンライン化（電子化）推進に第一線で陣頭指揮を執っておら

れます。ホワイト副長官は、現在ＡＴＯメルボルン局に所属しておられます。オーストラリア大陸

南端のメルボルンから、わざわざ最北端のタウンズビルまでレクチャーにお越し願えたことは誠に

光栄でした。最新の内容で、現場実務に即した非常に有益なレクチャーでした。記して、心からお

礼申し上げます。

また、今回のタウンズビルでのＡＴＯ主催のレクチャーには、クイーンズランド州都にあるＡＴ

Ｏブリスベン局から、通訳支援に、ヒロキ・ハマダ（Hiroki（Roki）Hamada）職員が駆けつけ

てくれました。さらに、ＡＴＯタウンズビル署からは、ティナ・ホイヤー（Ms Tina Hoyer）上席

法務官、キム・スザンドロ（Ms Kim Szandro）職員らが参加されました。とりわけ、キム・スザ

ンドロ職員には、ホワイト副長官やヒロキ・ハマダ職員の招聘にお骨折りをいただきました。心か

ら感謝申し上げます。

さらに、タウンズビルでは、クロー・ホルワース税務会計監査法人（Crowe Horwath（Aust）

Pty Ltd）に招待いただき、税務会計実務の現場をつぶさに視察することができました。また、同法

人では、デービッド・ホール（David Hall）勅許会計士から「オーストラリアにおける税務実

務」、キム・マイケル　(Kim Meikle)　公認会計士から「オーストラリアのスーパーアニュエイシ

ョン（退職年金制度）」などのレクチャーをいただきました。業務中にもかかわらず、親切に対応

いただき、誠にありがとうございました。同法人の皆さま方には、記して心から謝意を申し上げま

す。

以上のように、今回の税務実務視察研修が、数多くの専門家の方々の参加と各界からの多大な協

力を得て、実施できたことを忘れてはならないと思います。今回お世話になって方々に、この報告

書を捧げ、参加者一同、心から感謝を申し上げる次第です。

最後に、本報告書が無事完成にこぎつけられたのは、日夜多大な時間を費やし、編集に尽力くだ

さった中村克己税理士の忍耐と力量によるものであることを記して、心から感謝申し上げます。

国民税制研究所（JTI）代表
石 村 耕 治

2016年３月１０日
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Welcome Speech

ジェームズクック大学ケアンズ校（ＪＣＵ＝James Cook University in Cairns）へ、よ

うこそお出でくださいました。オーストラリアの最北端にありますＪＣＵケアンズ校が、日本

からこのような大勢の税務専門家の皆さまを迎え入れることは本当の光栄なことであります。

私は、マンディ・シルコア（Ms Mandy Shircore）と申します。ジェームズクック大学ケ

アンズ校の経営・法・統治学部のロースクール（Law School at the College of Business,

Law and Governance）の教員で、ロースクールの院長をしております。

ＪＣＵは、ここケアンズ、タウンズビル（Townsville）、それから、シンガポールにキャ

ンパスを置き、グローバルな大学として成長してきております。ここＪＣＵケアンズ校は、

４，０００人規模の学生（うち留学生３８０人）を擁しております。

ＪＣＵケアンズ校ロースクールは、比較的小規模でありますが、幸運なことに、２人の税法

教員を擁しております。一人は、スティーブ・グロー（Steve Graw）教授です。そしてもう

一人はジャスティン・ダブナー（Justin Dabner）教授です。税法の専門家を育成するには非

常に優れた教育環境にあるわけです。

私の同僚であるジャスティンは、今回の皆さま方のオーストラリア税務実務視察研修プログ

ラムを充実したものにするために、ＪＣＵケアンズ校およびタウンズビル校でのレクチャー、

オースラリア国税庁（ＡＴＯ）からのレクチャーおよび税務会計監査法人の訪問・レクチャー

のすべてをアレンジメントしたと聞いております。大変大きな仕事をされたと評価しておりま

す。

今回の視察研修をとおして、日本の税務の専門家の皆さま方が、オーストラリアの税法・税

務実務をご自分の目でしっかりと学ばれるように期待しております。

再度、今回の視察研修が皆さま方に実りの多いことを祈念しながら、私の歓迎のあいさつと

させていただきます。

マンディ・シルコア

ＪＣＵケアンズ校ロースクール院長

２０１５年９月２１日

国民税制研究 No.2（2016）
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◆はじめに

この度は、オーストラリアの税制と税務実務を

研修・視察したいということで日本から多くの税

務専門職の皆さまが来豪され、最初に、私どもジ

ェームズクック大学ケアンズ校（James Cook Univ-

ersity Cairns Campus）にようこそお出で下さいま

した。心から歓迎いたします。私は、この大学で

税法を教えておりますジャスティン・ダブナー

（Justin Dabner）と申します。何度も日本を訪れ、

日本の税法も勉強をしてきています。

オーストラリア連邦（Commonwealth of Australi-

a）は、６つの州（states）と２つの連邦直轄区

域／準州（territories）（以下、双方を含めて「州」

といいます。）からなります。国土は日本の約２

０倍の広さですが、人口は約２，３００万人で

す。２０１５年９月現在、１ドル＝約８７円で

す。日本と比べますと、オーストラリアは物価が

高いと感じているのではないでしょうか。

本日、私は、「オーストラリア税制と税務手続

の概要」について、とりわけ連邦税制に傾斜する

かたちで、簡潔にレクチャーしたいと思います。
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オーストラリア税制と税務手続の概要

通訳　 石村耕治（白鷗大学教授）

執筆編集　 平野信吾（税理士・東京会所属）

黒川功（日本大学教授）

中村克己（税理士・関信会所属）

ジャスティン・ダブナー教授

ジェームズクック大学ケアンズ校

（James Cook University Cairns Campus）

【レクチャー内容骨子】

◆はじめに

１　憲法と課税権、連邦と州が設けている

税目

２　連邦課税の典拠法令

３　連邦の税務行政機関

４　所得税

（１）個人所得税

（２）法人税

（３）インピュテーション制度

５　申告納税制度と査定

（１）申告書の提出と机上調査

（２）査定通知書

（３）不足額査定

（４）修正査定

６　個人の所得税の確定申告の手順

（１）申告義務の有無の確認

（２）確定申告後から査定、争訟手続の流れ

７　査定、不足額査定、修正査定を争う

（１）異議申立て

（２）行政不服審判所への審査請求

（３）司法審査：租税訴訟

（４）連邦オンブズマン

（５）租税行政監察官

８　連邦税の納付と徴収

（１）税額の納付

（２）強制徴収と執行停止

９　ＰＡＹＧ制度と活動申告書

（１）源泉徴収制度

（２）予定納税制度

（３）活動報告書：ＢＡＳとＩＡＳ

１０　税務調査手続

（１）データ照合プログラム

（２）概算経費率（標準経費率）の公表と

利用

（３）準備調査

（４）税務調査

１１　ＡＴＯのルーリング

（１）申告納税制度とルーリング制度

（２）ルールングの特徴

１２　納税者憲章から納税者の権利章典へ

（１）納税者憲章

（２）納税者の権利章典制定の動き

◆むすび

第Ⅰ章
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１　憲法と課税権、連邦と州が設けている税
目

オーストラリア憲法（Commonwealth of Austral-

ia Constitution Act 1900）は、連邦と州との権限

分配について定めています。憲法は、租税に関す

る法律を定める権限を連邦に付与しています（憲

法５１条参照）。また、関税（customs）や個別

消費税（excise duties）についても、連邦に、課税

権を付与しています（憲法９０条）ただ、税法を

定める権限は連邦に独占されているわけではあり

ません。州も自らの議会（州議会）で税法を定め

課税権を行使しています。

連邦の広範な課税権と州その下位の統治団体

（地方自治体）の課税権のあり方については、複

雑な憲法上の議論が展開されています。

現在、連邦と州が導入している租税の種類をリ

ストにすると、次のとおりです。

２　連邦課税の典拠法令

まず、個人にかかる主要な税金としては、所得

税（personal income tax）があります。個人以外

（法人や非法人）にかかる主要な税金としては、

法人税（company tax）などがあります。

オーストラリアの場合、所得税と法人税は一体

として所得税法（Income Tax Assessment Act 199

7 and Income Tax Assessment Act 1936）に規定さ

れています。オーストラリアの所得税法（ＩＴＡ

Ａ）は、「１９９７年所得税法」と「１９３６年

所得税法」の２つからなります。したがって、項

目によっては、双方の税法を見ないと全体像がつ

かめないこともあります。

これらの法律では、所得税の総則、所得の計

算、税務会計、会計期間、居住者／非居住者の納

税義務の範囲、源泉ルール、所得の種類などにつ

いて規定しています。加えて、申告納付、査定

（assessment）手続についても規定しています。

また、所得税率を定めた税法（Income Tax Rat-

es Act 1986）（以下「１９８６年所得税率法」

といいます。）もあります。

さらに、所得税の査定、不服申立手続など租税

手続については、１９５３年租税行政法（ＴＡ

Ａ＝Taxation Administration Act 1953）に詳細に

規定されています。もっとも、この法律（ＴＡ

Ａ）は、所得税の課税手続に限って適用されるわ

けではありません。物品サービス税（ＧＳＴ）な

ど連邦税目一般に適用されます。

コモンローのもとで伝統的に所得とされてきた

「通常所得（ordinary income）」概念、所得源泉

説のもとでは、〝キャピタルゲイン／譲渡所得〟

のような一時的・偶発的に生じたものは、所得課

税の対象から除外されてきました。しかし、現

在、オーストラリアは、純資産増加説のような考

え方に基づき、課税ベースを広げるために制定法

により所得とされる一定の「法定所得（statutory

income）」も所得課税の対象としています。例え

ば「キャピタルゲイン／譲渡所得」がその典型で

す。

個人所得課税にあたっては、併せて所得税額の

２％相当額を医療保障税／メディケア税（Medica-

re levy）として徴収しています。ただし、年間所

得額に応じて、中高所得者には、追加負担（med-

ical levy surcharge）が求められますが、以下のと

おりです。
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【表１】連邦と州で課している主な租税

連邦の主な租税

①個人所得税（personal income tax）

②医療保障税／メディケア税（Medicare levy）

③退職年金関連課税（Superannuation related 

tax legislation）

④物品・サービス税（ＧＳＴ＝Goods and Servic- 

es tax）

⑤法人所得税（company tax）

⑥フリンジベネフィット税／給与外給付税（Fringe 

benefits tax）

⑦ワイン均等税（Wine equalization tax ）

⑧高級車税法（Luxury car tax ）

⑨燃料税（Fuel tax act）

⑩その他

①印紙税（Stamp duties）

②レイト（Rates）

③雇用税（Payroll tax）

④その他

州の主な租税

【表２】メディケア税追加負担金（medical levy sur
charge）

第１段

課税所得（ド
ル）独身

課税所得（ド
ル）家族＊

追加負
担率

９０，００１～

１０５，０００

１８０，００１～

２１０，０００
１．０％

第２段
１０５，００１～

１４０，０００

２１０，００１～

２８０，０００

１．２５

％

第３段 １４０，０００超 ２８０，０００超 １．５％
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次に年金制度についてですが、オーストラリア

の場合、年金制度は、二階建てになっています。

つまり①全額税金で賄われる「老齢年金（age pen-

sion）」制度と、②雇用主の強制拠出と被用者／

従業者や自営業者などの任意拠出による「退職年

金基金（Superannuation／スーパーアニュエイショ

ン／通称「スーパー」）からなります。

ちなみに、「スーパー関連業務」は、ファイナ

ンシャルプラン二ング、スーパー税務などの面

で、民間の税務専門職の重要な職域となっていま

す。このことから、退職年金関連法（Superan nua-

tion related  legislation）も重要です。

それから、１９８６年に導入されたフリンジベ

ネフィット税／給与外給付税（ＦＢＴ＝Fringe

benefits tax）も、事業活動に関係が深い税金で

す。ＦＢＴは、雇用主から従業者に提供された特

定の経済的利益（車両の供与。住居や食事など）

に課税されます。ＦＢＴの納税義務者は、雇用主

です。

企業や消費者に大きな関心がある税金は、タッ

クスインボイス（税額票）方式の物品サービス税

（ＧＳＴ＝Goods and Services Tax）です。性格的

には、付加価値税です。２０００年７月１日から

１０％税率で導入されました。

オーストラリアには、相続税・贈与税はありま

せん。また、家族の資産投資や管理には、コモン

ロー上の「家族信託（family trust）」が幅広く活

用されています（１９３６年所得税法別表第２の

Ｆ第２７１条の５以下）。

すでにふれましたが、税務執行手続を含む租税

手続一般を規律する法律としては１９５３年租税

行政法（ＴＡＡ＝Taxation Administration Act 195

3）が制定されています。納税者番号の取得や納

税申告の手続、利子税や附帯税、税務争訟などに

関する重要な典拠となっています。

以上、連邦課税に関係する法令を一覧にする

と、次のとおりです。

国民税制研究 No.2（2016）
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＊第一子以降の子ども１人に付き、１，５００ドルが加算さ
れます。また、片親で子育てする人およびカップル（内縁
を含みます。）は、家族として取り扱われます。

オーストラリアの医療保障は、「医療保険制度」
ではありません。税を財源とする「メディケア／医
療保障（Medicare）制度」です。１９８４年にはじ
まったメディケア／医療保障制度は、全国民を対象
とし、①国費のよる医療費の一定割合（Bulk-bill i-
ng）までの無料支給（メディケア支給）と、②公
立病院の入院費用の全額公費負担を柱としていま
す。
制度運営に必要な財源は、一般財源とメディケア

税（個人の課税所得の２％相当負担額）で賄われて
います（メディケア税法６条）。州立病院の場合に
は、州政府がその運営費用の多くを分担しています。
オーストラリアでは、いったん開業医（ＧＰ）に

診てもらい、その結果、必要があれば専門医または
病院に行く仕組みになっています。Bulk-bill ing方
式の開業医段階で済む場合は、自己負担はなく無料
となります。
ただし、公立病院のプライベート患者や私立病院

患者などは、既定診療報酬（Schedule fee）を超
えると、その分は自己負担となります。
低所得者はメディケア税を免除または軽減されま

す（ディケア税法７条１項）。例えば、年間所得額
が２０，５４２ドル以下の単身者、世帯所得が４
０，４３１ドル＋扶養する子どもや学生各人の所得
３，７１３ドル以下のカップル、高齢者／年金受給
者税額控除（ＳＡＰＴＯ＝senior and pension-
ers tax rebate）の適用ある納税者で、年間所得
が３２，２７９ドル以下の単身者、高齢者／年金受
給者税額控除（ＳＡＰＴＯ）５４，１１７ドル＋＋
扶養する子どもや学生各人の所得３，７１３ドル以
下のカップル、さらには、永住権を持たない滞在者
など税法上の「非居住者」もメディケア税を免除さ
れます（通例、所得税申告の際に還付されます）。
また、高所得者で民間医療保険に未加入の人たち

には、最大３．５％（２％＋追加課税１．５％）の
税率が適用されます。経済的余裕のある人たちに民
間医療保険への加入を促し、メディケアの負担を軽
減することがねらいです。ただし、支払った民間医
療保険料は、所得額に応じて最大で３０％まで税額
控除（private health insurance tax offset）
することができます（１９９７年法６１条の２０５
以下）。
ちなみに、負担が高額になるような質の高い医療

サービスを受けたい人も、民間医療保険に加入して
対応している場合が多いようです。　　　　　　　　　　　

（平野信吾）

C o l u m n１

メディケア税／医療保障税とは

【表３】連邦課税の典拠となる主要法令一覧

①１９９７年所得税法（ Income Tax Assessment 

Act 1997）

②１９９７年所得税規則（ Income Tax Assessme- 

nt Regulations 1997）

③１９９７年所得税（移行規定）法（ Income Tax 

（Transitional Provisions） Act 1997）

④１９３６年所得税法（ Income Tax Assessment 

Act 1936）

⑤１９３６年所得税規則（ Income Tax Assessme- 

nt Regulations 1936）

⑥１９８６年所得税率法（ Income Tax Rates Act 

1986）

⑦１９８６年医療保障税／メディケア税（Medicare 

levy Act 1986）

⑧１９９３年スーパーアニュエイション産業（監督）

法（Superannuation Industry （Supervisi-
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３　連邦の税務行政機関

日本では、国税庁があって、国税局、さらには

税務署がありますが、オーストラリア（連邦）の

税務行政機構は、日本とは違い段階構造にはなっ

ていません。

連邦が賦課徴収する内国税（連邦税）の執行は

「オーストラリア国税庁（ＡＴＯ＝Australian Tax-

ation Office）」が所管しています。国税庁（ＡＴ

Ｏ）は、連邦財務省（Department of the Treasury）

が所管する事務一部を執行するための法令執行庁

（statutory agency）として、財務省の外局に設置

されています。

国税庁（ＡＴＯ）の本部は、首都のキャンベラ

にありますが、全国各地に約７０の業務部門の拠

点が置かれています。ただ、先にふれたように、

これらの拠点は、日本の支分部局のような一定の

地域を所管するような仕組みではありません。こ

のことから、日本のような国税局や税務署にあた

るような段階構造にはなっていません。２０１４

年６月現在、職員数は２万３，０００人強です。

人口が２，３００万人弱です。オーストラリア

は、いまだ公務員大国といえるのかも知れませ

ん。

４　所得税

日本では、所得税（income tax）の納税義務者

を、おおまかにいうと、「個人（individuals）」

と「法人（companies）」にわけて、所得税法と

法人税法という別々の法律で取り扱っています。

これに対して、オーストラリアの場合は、「個

人（individual）」と「法人（company）」（任意

団体（unincorporated bodies and associationsを含み

ます。）に加え、各種の「非法人（unincorporated

entities）」つまり信託（trusts）や任意組合（パ

ートナーシップ／partnerships）、などを含む「そ

の他のエンティティ【事業体／some other entitie-

s】」に分けて、「１９３６年所得税法および１

９７７年所得税法（ＩＴＡＡ＝Income Tax Assess-

ment Act 1936, 1997）」という法律で一体とし

て取り扱っています（１９７７年所得税法４条の

１）。

日本税法を調べる場合、「法人」や「個人」に

ついては、それぞれ法人税法や所得税法をチェッ

クすれば分かるのですが、「非法人」つまり「そ

の他の事業体」の課税取扱については、アウトサ

イダーから見ると非常に分かり難いわけです。こ

の点、オーストラリアの場合は、これら「非法

人」つまり「その他の事業体」の課税取扱につい

ても、「所得税法」を見ればわかります。多分、

日本では、オーストラリアとは異なり、事業信託

（business trust）とか、パートナーシップを事業

体として活用することが奨励されていないことが

背景にあるのではないかと思います。

例えば、税理士（tax agent）についていえば、

日本の場合、業法（税理士法）で規制し、個人か

法人かいずれの選択しか認めません。この点、オ

ーストラリアでは、業法（税理士業法（ＴＡＳＡ

＝Tax Agent Services Act 2009）で、税理士は、

個人、法人しか事業形態の選択が認められないと

規定をしたら、大きな問題になります。オースト

国民税制研究 No.2（2016）
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on）  Act 1993）

⑨１９９４年スーパーアニュエイション産業（監

督）規則（Superannuation Industry（Supe-  

rvision）  Regulations 1994）

⑩１９９２年スーパーギャランティ（管理）法（Su- 

perannuation Guarantee（Administration） 

Act 1992）

⑪２００２年金融サービス改正法（Financial Serv- 

ices Reform Act 2002）

⑫１９９２年スーパーアニュエイション・ギャラン

ティ（管理）法（Superannuation Guarant- 

ee （Administration） Act 1992）

⑬１９８６年フリンジベネフィット税／給与外給付

税（Fringe Benefits Tax Act 1986）

⑭１９８６年フリンジベネフィット賦課税／給与外

給付賦課税法（Fringe Benefits Tax  Assess- 

ment Act 1986）

⑮１９５３年租税行政法（Tax Administration A- 

ct 1953）

⑯１９７６年租税行政規則（Tax Administration 

Regulations 1976）

⑰１９９９年新税制（物品サービス税）法（A New 

Tax System （Goods and Services Tax） 

Act 1999）

⑱１９９９年新税制（物品サービス税）規則（A Ne- 

w Tax System（Goods and Services Tax）  

Regulations 1999）

⑲１９５３年租税行政法（Taxation Administrati- 

on Act 1953）

⑳１９７６年租税行政規則（Taxation Administra- 

tion Regulations 1976）

on）  Act 1993）

・個人（ individual）

・法人（company）

・非法人／その他のエンティティ（事業体／someot- 
her entities）

【表４】オーストラリアの所得税法における納税主体の分類
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ラリアでは、税理士は、個人、個人のみならず、

信託、パートナーシップなど、いろいろな事業体

を選択できて当り前という伝統です。法人形態を

選択するなら、会社法（Corporations Act 2001）

に従って税理士業を目的とする会社登記をすれば

よいわけです。あるいは、事業体課税のないパー

トナーシップを選択してもいいわけです。いずれ

の事業体を選択しても、所得課税取扱については

「所得税法」によればいいわけです。

実務上は、個人、法人にかかる所得税をそれぞ

れ、「個人所得税（individual income tax, individual

tax）」と法人税「（company tax）」と呼んでい

ます。しかし、課税所得の計算は、ほぼ同じルー

ルで行われます。

しかし、先ほど、オーストラリアでは、個人や

法人などの所得課税取扱を同じ税法に定めている

といいましたが。このことからくる、日本の税法

とは異なるもう一つの際立った特徴があります。

それは、法人の課税所得の計算は、原則として、

個人の場合と同様のルールによることになってい

ることです。すなわち、所得税の計算は、個人の

みに適用ある課税最低限や一定の人的控除（tax of-

fsets, rebates, tax relief）その他個人にのみに認めら

れる各種経費控除の規定を除いて、あるいは法人

にのみ適用される課税取扱規定を除けば、法人税

も、個人事業所得者の場合と同じルールで課税さ

れます。

所得税は、個人居住者や内国法人（residents）

については、全世界所得（world-wide income）に

課税されます。これに対して、個人非居住者や外

国法人（non-residents）には、オーストラリア国

内源泉所得に限定して課税されます。したがっ

て、「居住者（resident）」かどうかの判断基準を

理解することは重要です（１９３６年所得税法６

条１項）。

所得税は、連邦の「各財政年度（each financial

year）」に対して支払うように求められます（１

９９７年所得税法４条の１０第１項）。連邦の財

政年度は、７月１日から翌年６月３０日までで

す。ということは、稼得年度（income year）は、

財政年度（７月１日から翌年６月３０日）と同じ

ということになります。所得税の納税義務を負う

者は、個人か法人／会社かを問わず、原則として

７月１日から翌年６月３０日の期間をもとに所得

税の計算、申告・納付をすることになります（１

９９７年所得税法４条の１０第２項）。ただし、

法人／会社の場合で、財政年度と異なる会計期間

（accounting period）を設定しているときは、国税

長官の承認があれば、６月３０日に終了する期間

とは異なる期間が選択することができます（１９

３６年所得税法１８条）。

個人、法人とも、税額は、稼得年度（income ye-

ar）の課税所得（taxable income）をもとに算定さ

れます。ということは、課税所得は、査定対象所

得（asse- ssable income）【日本税法にいう「総収

入金額」ないし「収入金額」に相当】から各種の

経費控除項目（allowable deductions）【日本税法に

いう必要経費/費用に相当】を差し引いて算定しま

す（１９９７年所得税法４条の１５）。この結果、

損失／欠損金（losses）が生じた場合には、繰越控

除（deductions for tax losses for earlier income years）

ができます（１９９７年所得税法３６章）。な

お、課税所得は、非課税所得（exempt income）

（１９９７年所得税法６条の２０）や査定対象外

所得（non-assessable income）（１９９７年所得税

法６条２３）などを差し引いて計算します。

控除の対象となる経費（allowable deductions）

は、大きく①一般控除項目（general deductions）

（１９９７年所得税法８条の１）と②特定控除項

目（specific deductions）（１９９７年所得税法８

条の５）とに分かれます。
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【表５】一般控除項目と特定控除項目、二重の控除の禁止

一般控除項目：所得税法は、（ i）査定対象所得の稼得

もしくは収受に関して発生した損失（ losses）や費

用（outgoings）、または（ i i）査定対象所得の稼得

もしくは収受するための事業の遂行において生じた必

要な損失や費用を指します（法８条の１）。この場合

の「費用（outgoings）」とは売上原価や販売費、一

般管理費などです。また、「損失」とは、貸倒損失や

資産損失などをさします。ただ、こうした法定要件該

当する一般的控除項目にあたるかどうかは、実務的に

は、国税庁（ＡＴＯ）の課税取扱ルーリングや裁判所

の判例などを精査する必要があります。

特定控除項目：所得税法は、「本法の規定で控除でき

る旨を規定している場合には、査定対象所得から控除

することができる。」としています（法８条の５）。こ

うした控除を、一般に「特定控除項目（specific ded-

uctions）」と呼ばれ、特定の種類の所得の納税者に

認められます。ただ、こうした法定要件該当する特定

控除項目にあたるかどうかは、実務的には、国税庁

（ＡＴＯ）の課税取扱ルーリングや裁判所の判例など

に負うところが多いのが実情です。ちなみに、オース

トラリアは、給与所得者にも実額控除を認めていま

す。したがって、日本の特定支出控除とは異なり、こ

の特定控除項目は、給与所得者のみならず事業所得者

などに共通して適用になります。

国土の広いオーストラリアは、「車社会」です。こ

一般控除項目

特定控除項目
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ちなみに、資本的支出（capital expenses）は、

原則として費用として控除できませんが、一定期

間にわたり原価償却費として控除できます。しか

し、非課税所得を得るために支出した経費は、控

除することができません。

課税所得には、個人の場合には累進税率で、法

人の場合には比例税率で課税されます。

ちなみに、査定対象所得は、コモンローのもと

で伝統的に所得とされてきた「通常所得（ordina-

ry income）」と、制定法により所得とされる「法

定所得（statutory income）」から成ります。「通

常所得」とは、役務の提供、事業活動または資産

の貸付けなどから生じた所得を指します。一方、

「法定所得」とは、純資産増加説のような考え方

に基づき課税ベースを広げるために制定法により

所得と定めたものを指します。例えばキャピタル

ゲインなどがこれにあたります（１９７７年所得

税法３部の１【１００条の１以下】）。

オーストラリアの法人所得の計算においては、

アメリカなどと同様に、会計上の決算から切り離

された税法上の処理基準（申告調整）規定に基づ

き所得計算が行われます。したがって、日本のよ

うに、確定決算主義による損金経理（決算調整）

の必要はありません。例えば、会計上は費用とな

る罰金などは、所得税法上の申告調整において経

費控除は認められません。

それから、オーストラリアには、日本のような

給与所得者（employment income earners）に対す

る「年末調整（year-end-adjustment procedure）」

のような仕組みがありません。このため、課税最

低限を超える給与所得者を含め、全員が確定をす

る仕組みになっています。国税庁（ＡＴＯ）は

「myTax〔マイタックス〕」のような、スマホを

使った簡便な「記入済み電子申告（pre-filling e-ta-

x）」制度の導入、普及に努めています。

（１）個人所得税

すでにふれたように、個人所得税（individual in-

come tax）は、居住者（residents）については、全

世界所得（world-wide income）に課税されます。

これに対して、個人非居住者（non-residents）に

は、オーストラリア国内源泉所得に限定して課税

されます。

居住者かどうかの判定は、原則としてコモンロ

ー上の居住（residency）要件によります。所得税

法は、基本的な判定基準を規定しています（１９

３６所得税法６条１項）。

所得税は、査定対象所得（assessable income）か

ら所得税法で非課税所得（exempt income）と定め

られている項目、などを除き、いかなる源泉から

生じたものも課税対象とします。事業を経営する

ため、あるいは勤務に関連して発生した費用（all-

owable expenses）などを査定対象所得から控除す
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のため、特定控除項目として重要なものの一つとして

「車と交通費（car and travel expenses）をあげ

ることができます。例えば、個人納税者が、自宅と職

場間の自家用車ないし公共交通機関を使った通勤費／

交通費のような費用は、一般控除項目には該当しませ

んが、特定控除項目として費用化できます（Garrett

v FCT （1982）12 ATR 684）。また、個人納

税者が、２か所の事業所で働く、あるいは事業を営ん

でいる場合に生じた交通費は、特定控除項目として費

用化できます（法２５条の１００）。

「私的または家事的（private or domestic）」

支出は、所得の計算上、原則として費用控除は認めら

れません。しかし、例えば、残業するための自己負担

した食事費用（meal expenses）は、「勤務費用

（work expenses）」として、所得の計算上特定控

除項目として費用化できます。ただし、控除額は合理

的な額に制限されます（法９００条の３０第５項）。

また、衣服費は、私的または家事的支出として、原則

として、所得の計算上費用控除は認められません。た

だし、制服や作業着その他その職業に必須の被服費

（expenditures on closing）（クリーニング代な

どを含みます。）は、所得の計算上控除できます。住

居費（cost of accommodation）は、単身赴任費

などを含め、原則として所得の計算上費用控除は認め

られません。ただし、短期出張などでホテル滞在に関

して生じた費用などは控除できます。

それから、税務関連費用（tax-related expense-

s）は、所得の計算上、広く控除できます（法２５条

の５）。税理士などに依頼し申告書作成や確定申告な

どに要した費用、弁護士費用、争訟費用などを含みま

す。所得税にかかる税務相談に関して税理士や弁護士

などの専門職に支払った費用は控除できます。しか

し、所得税以外の税目にかかる税務相談に関して専門

職に支払った費用は除きます。ちなみに、各所得の稼

得に関係して支出した法務費用なども控除できます。

ただし、法務費用は、一般控除項目（法８条の１）と

して控除することになります。
交際費（entertainment  expenses）は、フリン

ジベネフィット課税の対象となるものを除き、原則と

して控除できません（法３２条の２０）。ただし、例え

ば４時間以上（会食時間を含みます。）の会議、セミ

ナー参加に伴う、合理的な範囲の食事費、宿泊、旅費

などは、所得の計算上費用控除ができます（法３２条

の３５、３２条の６５）。その他、交際費で、費用控

除できるケースはたくさんありますが、割愛します。

二重控除の禁止：一般控除項目または特定控除項目に

しろ、ある支出が、複数の控除項目にあてはまること

になる場合には、最適な一つの項目にあてはまるもの

として控除できることになっています（法８条の１０）。

二重控除の禁止
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ることができます。ちなみに、オーストラリアの

場合、日本のような給与所得者向けの概算控除

（給与所得控除／定額控除）制度を採用していま

せん。このことから、給与所得者も、確定申告を

して、事業所得者と同様の実額控除、必要経費を

受けることができます。

①所得の種類

個人の査定対象所得（assessable income）の種類

としては、事業所得（business income）、給与所

得（employment income）、キャピタルゲイン（ca-

pital gains）、配当所得（dividends）、不動産所得

（rent）、利子所得（interest）、ロイヤルティ収

入、退職所得（employment termination payments）、

パートナーシップから分配された損益などがあり

ます。所得間での損益通算が認められます。ま

た、スポーツ選手の契約金のような臨時所得（irr-

egular income）には平均課税（５分５乗課税）が

認められます。

また、制定法上の所得控除項目としては、公益

寄附金控除、税理士等へ支払った税務関連支出な

どがあります。

被用者／給与所得者である納税義務者は一般

に、雇用主が給与を支払う際に源泉徴収（PAYG

=Pay-As-You=Go withholding）を受けます。また、

自営業者（事業所得者）または被用者ではない所

得稼得者は、課税年中に予定納税（PAYG installm-

ent）をするように求められます。ただし、納税者

は、課税年度の所得金額が８，０００豪ドル以下

になると推定される場合、予定納税をしない選択

もできます。原則として課税最低限（１８，２０

０豪ドル）以下の納税者には、申告義務がありま

せん。しかし、源泉徴収された税額は、確定申告

で還付を受けることができます。

②税額控除／人的控除の種類

現行税法は、さまざまな種類の税額控除を設け

ています。これらは、大きく分けると、（i）「二

重課税の排除目的」、（ii）「政策減税目的」およ

び（iii）「人的控除目的」で設けられています。

オーストラリアは、以前は、（iii）人的控除に

ついては、「所得控除（income deductions）」方式

を採用していました。しかし、その後、人的控除

は、「税額控除（tax offsets, rebates, tax relief）」

方式に移行しました。【諸外国では、税額控除は

「tax credit」という言葉を使っていますが、オー

ストラリアでは、「tax offsets」あるいは「rebates」

という言葉を使っています。ちなみに、１９３６

年所得税法では、「rebates」という言葉を使って

いましたが、１９９７年所得税法では「offsets」

という言葉を使っています。いまだ一部の人的控

除は、１９３６年法を根拠としています。このこ

とから、「rebates」と「offsets」という言葉が各

所で出てきます。国税庁（ＡＴＯ）は、一般に

「offsets」という言葉を使っています。】

また、近年、これら税法上の人的控除／税額控

除は縮小され、多くは直接給付（direct subsidies）、

すなわち扶助、給付金に移行しています。

現行所得税法に盛られた主な税額控除、個人納

税者向けの人的税額控除を一覧にすると、次のと

おりです。

（２）法人税

国民税制研究 No.2（2016）
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【表６】税額控除／人的控除の種類

（ｉ）二重課税の排除目的〔以下「法」は所得税法を

指します〕

・配当税額控除（dividend imputation）

〔１９９７年法２００条の５以下〕

・外国税額控除（foreign income tax offset）　

〔１９９７年法７７０条の１以下〕

（ⅱ）政策減税目的

・研究開発税額控除（R&D tax offset）

〔１９９７年法３５５条の１以下〕

・映画産業関連税額控除（film tax offsets）

〔１９９７年法３７６条の１以下〕

・その他

（ⅲ）人的税額控除

・各種扶養税額控除（dependent offsets／rebat- 

es）〔１９９７年法６１条の１以下、１９３６年

法１５９J条以下〕

・家事従事者税額控除（housekeeper rebates）　

〔１９３６年法１５９L条〕

・医療費控除（medical expenses rebate）〔１

９３６年法１５９P条〕

・民間医療保険税額控除（private health insura- 

nce tax offset）〔１９９７年法６１条の２０５

以下〕

・遠隔地／海外派兵者税額控除（zone and overs- 

eas forces rebate）〔１９３６年法７６A条〕

・低所得者税額控除（ＬＩＴＯ＝ low income reba- 

te）〔１９３６年法１５９N条〕

・高齢者／年金受給者税額控除（ＳＡＰＴＯ＝seni- 

or and pensioners tax rebate）

〔１９３６年法１６０AAAA条〕

・退職年金基金配偶者掛金控除（superannuation 

spouse contribution tax offset）

〔１９３６年法２９０条の２３０以下〕

・その他
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すでにふれたように、法人（company）には所得

税がかかります。このことから、非営利法人（ch-

arity, non-profit organisations）などは別として、営

利会社／営利法人（for-profit companies）は、所得

税法にしたがって、課税所得を算定して期日まで

に確定申告をする義務があります。

①オーストラリアにおける会社の設立

会社法について、オーストラリアにおいては、

かつては各州が会社法を制定していました。これ

が、中央集権化の波もあってか、２００１年に、

連邦（Ｃｈ＝Commonwealth）の「会社法（Corpo-

rations Act 2001）」が制定されました。また、連

邦の会社法の適正な運用を行う目的で、２００１

年の連邦証券投資委員会法（Australian Securities a-

nd Investments Commission Act 2001）の制定によ

り、「連邦証券投資委員会（ＡＳＩＣ）」が設立

されました。

このため、例えば、現在、オーストラリアで会

社を設立するとなると、連邦会社法に準拠して設

立登記（登録）することになります。申請先は、

連邦証券投資委員会（ＡＳＩＣ）です。

オーストラリアでは、一般に、営利法人（営利

会社）は、「株式有限責任会社（company limited

by shares）」形態が選択されます。営利会社は、以

下のように、公開（public）か、非公開（proprieta-

ry）か選択できます。

いずれにしろ、設立登記（登録）が済むと、委

員会（ＡＳＩＣ）は、当該会社に「法人番号（Ａ

ＣＮ=Australian company number）」を交付するこ

とになります。

株式有限責任会社には、当然、所得税法（Income

Tax Assessment Act 1936/1997）のもとで、法人

税（company tax）がかかります。

法人／会社には、株式有限会社のほかに、協同

組合（co-operative company／１９３６年所得税法

１７１条以下）、信用組合（credit union／１９３

６年所得税法２３G条第１項）、その他の非営利

法人（non-profit companies and registered organizati-

ons）などがあります。また、パートナーシップ

と会社のハイブリッド事業体（hybrid entities）で

ある有限責任組合法人（corporate limited partnersh-

ip）も会社として課税を受けます（１９９７年所

得税法８３０条の１以下）。

②法人税の計算

法人税は、課税年度（７月１日から翌年６月３

０日）ごとに、法人／会社があげた課税所得

（taxable income）に課されます。言い換えると、

法人／会社の決算日とは関係なく、課税年度を基

準に申告するように求められます。もっとも、国

税庁（ＡＴＯ）の承認があれば、当該法人／会社

の財務会計年度を基に申告することも可能です。

所得税は、内国法人（residents）については、全

世界所得（wold-wide income）に課税されます。

これに対して、外国法人（non-residents）には、

オーストラリア国内源泉所得に限定して課税され

ます。

法人／会社の査定対象所得（assessable income）

には、個人の査定対象所得と同様に、所得税法で

非課税所得（exempt income）と定められている項

目などを除き、いかなる源泉から生じたものも含

みます。法人／会社の査定対象所得は、事業活動

による総収入または総売上から売上原価を差し引

いた売上総利益その他の所得を加えた金額をいい

ます。その他の所得には、配当所得、利子所得、

賃料、ロイヤルティ収入、キャピタルゲイン、パ

ートナーシップから分配された損益が入ります。

法人／会社は、事業を運営するために発生した

費用（allowable expenses）を事業上の経費とし

て、査定対象所得から控除することができます。

法人／会社が、査定対象所得から控除できる費

用・損失には、給与・賃金、広告費、支払利子、

租税公課などの項目があります。これら通常の控

除項目に加え、受取配当控除などの特別控除項目

があります。また、法人／会社は、欠損金の繰

戻・繰越が認められます。

法人／会社の課税所得に法人税率を適用して法

国民税制研究 No.2（2016）
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【表７】ＡＴＯ　２０１５年個人所得税申告書（抜粋）

・公開有限責任株式会社（Public Company Limited 

by Shares）【表記例】 AJ Ltd 

・非公開有限責任株式会社（Proprietary Company）　

【表記例】 AJ Pty Ltd 
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人税額を算出します。この法人税額から外国税額

控除などの税額控除を差し引いて法人税の納付税

額を算出します。

２０１４／２０１５１課税年の税率は３０％で

す。法人は、課税所得（taxable income）に税率

（３０％）をかけて申告納税をします。実務的に

は、前年度実績をもとにして、その課税年に推定

される所得税額を４期に分けて予定納税をし、確

定申告で調整して終結することになります。課税

期間は、すでにふれたように、原則として７月１

日から翌年６月３０日です。この場合の申告期限

は、１０月３１日になります。

（３）インピュテーション制度

同じ課税物件（例えば、所得）に対して二度以

上課税を行うことを「経済的二重課税（economic

double taxation）」といいます。オーストラリアで

は、個人が有限責任株式会社（Company Limited

by Shares）に投資し、その会社があげた所得に対

し課税し、税引後の配当所得を受け取った個人株

主に対して課税するとします。この場合、法人実

在説（separate taxable entity theory）に立つとこう

した課税は二重課税ではないことになります。こ

れに対して、法人擬制説（theory that treats the com-

pany as a legal fiction）に立つと二重課税とみるこ

ともできます。

この点について、オーストラリアは、二重課税

にあたるとの考え方に立ち、インピュテーション

制度（配当税額控除／dividend imputation system）

を採用しています（１９９７年所得税法２００条

の１以下）。

居住納税者である株主は、配当を受け取った場

合に、その所得税の計算において、当該配当額を

査定対象所得に加算（グロスアップ）したうえ

で、当該配当に会社が支払った法人所得税額（３

０％課税相当額）を控除（franking credit, personal

tax credit）する仕組みです。この制度では、配当

所得に対しては、株主が個人である場合には、当

該居住個人納税者に適用ある累進税率（例えば、

４５％である場合には、４５％マイナス３０％、

つまり１５％増）で課税されることになります。

また、個人株主が当該課税年に所得がない場合に

は、会社段階で課税された３０％課税相当額は還

付されます。ただし、５，０００豪ドルを超える

配当税額控除の適用を受けるには、その株式の購

入から少なくとも４５日間保有していること（４

５日ルール）が条件となっています。

一方、この配当控除制度は、非居住者である株

主には適用されません。源泉課税などで調整され

ます。

５　申告納税制度と査定

オーストラリアでは、所得税については、１９８

６年以降、申告納税制度（self-assessment system）

に移行しました。申告納税制度のもとでは、税額

を確定する第一次的な責任は納税者側にありま

す。したがって、所得税の申告義務がある人は、

１年間（７月１日～翌年６月３０日）に得たすべ

ての所得などを計算し、国税庁（ＡＴＯ）に申告

書を、原則として１０月３１日までに提出しなけ

ればなりません。

国税庁（ＡＴＯ）は、原則として、納税者（ま

たはその代理人）が作成し提出した申告書の内容

を信頼して受け入れるように求められます。

ＡＴＯは、個人納税者に対しては、１９８６年

以降も、それ以前と同様に「査定通知書（ＮＯＡ

＝Notice of assessment）」を交付しています（１９

３６年所得税法６条１項）。理論上、ＮＯＡは、

正確な納税義務を確認する意味を持つに過ぎませ

ん。しかし、実務上は、日本でいう「申告是認通

知書」と「更正処分通知書」の双方の性質を兼ね

備えた公的文書といえます。

一方、法人企業や退職年金基金（superannuation

funds）など個人以外の納税者については、完全な

申告納税制度へ移行したことから、ＡＴＯは、１

９８９年―９０年期から、査定通知書（ＮＯＡ）

は交付していません。

申告納税制度は、２０００年７月１日から１

０％税率で導入されタックスインボイス（税額

票）方式の物品サービス税（ＧＳＴ＝Goods and

国民税制研究 No.2（2016）
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【表８】ＡＴＯ　２０１５年法人税申告書（抜粋）
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Services Tax）など多くの税金でも採られています。

オーストラリアの場合、所得税の場合は「納税

申告書（tax return）」と呼んでいますが、物品サ

ービス税（ＧＳＴ）などの場合には「事業活動報

告書（ＢＡＳ＝Business activity statement）」と呼

んでいます。ジェームズクック大学（ＪＣＵ）の

タウンズビル校での「ＧＳＴ講義」のなかで詳し

いレクチャーがあると思います。ＡＴＯは、所得

税申告書はもちろんのこと、事業活動報告書（Ｂ

ＡＳ）も査定の対象とします。

それから、後で詳しくふれますが、オーストラ

リアの場合、とりわけ現金取引が多い小規模企業

（small business）の「所得（income）」や「売上

高（turnover）」の申告、ＡＴＯによる査定、机

上調査、不足額査定、修正査定には、公表されて

いる「業種別標準率表／概算経費率／標準経費率

（benchmarking）」が広く使われています。

（１）申告書の提出と机上調査

すでにふれたように、申告納税制度のもとで

は、税額を確定する第一次的な責任は納税者側に

あります。このことから、国税庁（ＡＴＯ）は、

原則として、納税者による申告内容をそのまま受

け入れることになっています。とはいっても、Ａ

ＴＯは、申告書の記載内容に誤りや漏れがないか

などをチェックする必要があります。一般に、こ

うしたチェックは、「机上調査（desk audit）」と

呼ばれています。机上調査では、納税者から提出

された申告書に記載された情報に加え、業種別標

準率表（industry benchmarks）、第三者から入手

した情報も参考にします。さらに、納税者に経費

支出の証明に必要な資料を持参のうえ来署を依頼

する場合もあります。納税者は、申告に使った帳

簿や資料を、通例５年間保存するように求められ

ます。

（２）査定通知書（ＮＯＡ＝Notice of Assessment）

ＡＴＯは、机上調査を終えると、納税者に対し

て「査定通知書（ＮＯＡ）」を交付します。

（３）不足額査定（Default assessment）
国税長官は、納税者に申告義務があるのにもか

かわらず申告期限までに申告をしない（無申告）

場合、または納税者が行った納税申告内容が適切

ではないと思う場合には、長官が当該納税者に課

されるべきと思われる税額を定めた「不足額査定

（Default assessment）」を交付できます（１９３

国民税制研究 No.2（2016）
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【表９】所得税の申告納税と査定

個人納税者の場合

・オーストラリアの個人所得税の納税者に対しては、

納税者がした申告内容に基づき、ＡＴＯが最終的に

税額を確定し、納税者に対して査定通知書（ＮＯＡ 

＝Notice of assessment）を交付し、納付（pa- 

yments）または還付（refunds）の手続がとら

れることになっています（１９３６年所得税法１７

４条１項）。ＮＯＡには査定税額に加え、メディケ

ア税（Medicare levy）および追加負担金（surch- 

arge）が記載されることになっています（１９３６

年所得税法２５１X条）。

・ＡＴＯは、原則として、文書申告の場合には、納税

者に対して査定通知書（ＮＯＡ）を申告から７週間

以内、電子申告の場合には申告からおおよそ２週間

以内に交付することになっています。

・納税者が、記入済み電子申告（pre-fill ing return 

）の仕組みであるmyTax（マイタックス）申告を

活用し場合には、査定通知書（ＮＯＡ）を自己の

「MyGov Inbox」情報ポータルにアクセスし、自

己のＮＯＡのコピーを閲覧できます。

・一方、納税者が、文書申告をしている場合には、納

税者が指定した住所に、文書で査定通知書（ＮＯ

Ａ）が郵送されます。

・個人以外（法人、退職年金基金など）で完全申告納

税（full self-assessment taxpayers）方式の

適用ある所得税については、自らが算定し申告書に

記載した税額が自動的に確定税額とみなされます。

このため、査定通知書（ＮＯＡ）は交付されませ

ん。言い換えると、納税申告書自体が査定通知書と

して取り扱われることになります。このような査定

の仕方は、一般に「みなし査定（deemed assess- 

ment）」と呼ばれます（１９３６年所得税法１６

６のA条）。

・完全申告納税方式のもとにあり、みなし査定をされ

た納税者に対し国税長官がその査定を修正する場合

には、公式な「修正査定通知書（Notice of Ame- 

nded Assessment）を交付しなければならない

ことになっています（１９３６年所得税法１７０条

以下）。

法人等完全申告納税方式のもとにある納税者の場合

【表１０】査定通知書（ＮＯＡ）サンプル



13

６年所得税法１６７条）。日本でいう、決定処

分、更正処分にあたるのではないかと思います。

（４）修正査定（Amending assessment）
国税長官は、原査定（original assessment）の修

正を行う権限を付与されています（１９３６年所

得税法１７０条）。修正査定（amending assessme-

nt）は、ＡＴＯが税務調査（post-assessment audit or

other verification activity）などを通じて当初申告や

期限後申告に計算違いや脱漏などが見つけた場合

や、逆に納税者が自分の行った当初申告の誤りを

見つけた場合などに、国税長官の職権または納税

者からの求めに応じて行われます。

もっとも、国税長官は、納税者からの求めに必

ず応じなければならない義務はありません。納税

者が国税長官に対して修正査定を求める場合の手

続および提供すべき情報などについてはガイドラ

インが公表されています（ATO, Practice Statement

PS LA ２００８/１９）。

修正査定は、個人納税者や小規模事業者につい

ては、通例、当初査定通知書の交付日から２年以

内、それ以外の納税者や複雑な事案（complex tax

affairs）に関係する納税者については４年が除斥

期間となります（１９３６年所得税法１７０条）。

もっとも、不正申告（fraud）や租税ほ脱（evasio-

n）などが関連した事案（high risk categories）に

ついては期限がありません。

ちなみに、物品サービス税（ＧＳＴ）にかかる

修正査定の期限は、４年です（１９５３年租税行

政法別表第１第１５５条の３５第２項a号ii）。

６　個人の所得税の確定申告の手順

日本では、年末調整制度（year-end-adjustment

procedure）があるため、給与所得者（employment

income earners）は、確定申告（lodging income tax

returns）をすることは少ないと思います。

オーストラリアには日本の年末調整のような制

度はありません。このため、給与所得者を含め所

得税法上の申告義務がある人は、１年間（７月１

日～翌年６月３０日）に得たすべての所得などを

計算し、国税庁（ＡＴＯ）に申告書を、原則とし

て１０月３１日までに提出しなければなりませ

ん。

（１）申告義務の有無の確認

申告義務があるかどうかは、１年間の課税所得

の合計金額によります。また、オーストラリア居

住者（residents）か、非居住者（non-residents）か

により異なります。

参考として、２０１４／２０１５課税年の税

額・税率をあげると、次のとおりです。

（２）確定申告後から査定、争訟手続の流れ

所得税申告書の提出期限は、課税年終了後（７

月１日～翌年６月３０日）の１０月３１日までで

す。つまり、２０１４／２０１５課税年の場合、

２０１４年７月１日～２０１５年６月３０日まで

国民税制研究 No.2（2016）
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【表１１】居住者にかかる所得税の税率表（所得税率法別
表７Part １）

課税所得（豪ドル） 税額（税率）

０～１８，２００ ０％

１８，２０１～
３７，０００

１ドルあたり１９セント
（１９％）

３７，００１～

８０，０００

３ ,５７２ドル＋３７ ,０００ドル
を超える範囲につき、１ドルあ
たり３２ .５セント（３２ .５％）

８０，００１～

１８０，０００

７ ,５４７ドル＋８０ ,０００ドル
を超える範囲につき、１ドルあ
たり３７セント（３７％）

１８０，００１以上
５４ ,５４７ドル＋１８０ ,０００
ドルを超える範囲につき、１豪
ドルあたり４５セント（４５％）

【表１２】非居住者にかかる所得税の税率表（所得税率法
別表７Part ２）

課税所得（豪ドル） 税額（税率）

０～８０，０００
１ドルあたり３２ .５セント（３
２ .５％）

８０，００１～

１８０，０００

２６ ,０００ドル＋８０ ,０００ド
ル超える範囲につき、１ドルあ
たり３７セント（３７％）

６３ ,０００ドル＋１８０ ,０００
ドルを超える範囲につき、１ド
ルあたり４５セント（４５％）

１８０，００１以上

以上の【表１１】や【表１２】から、所得税の

確定申告が義務づけられるかどうかは、次のよ

うになります。

【表１３】確定申告が義務づけられる所得金額

居住者
年間の所得金額が１８，２００ドル
を超える場合

非居住者
年間の所得金額は１ドルを超える場
合

＊オーストラリアには、日本のような基礎控除をありませんが、　
１８，２００ドルは免税点と解してよいと思います。
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のあげた所得額を、原則２０１５年１０月３１日

までに申告することになります。ただし、税理士

が関与する申告書については延長も可能です。こ

の場合、期限である１０月３１日以前に依頼する

必要があります。期限に遅れたときには、附帯税

がかかることがあります。課税年（７月１日～翌

年６月３０日）終了後の確定申告手続の流れを簡

潔に示すと、【表１４】のとおりです。

７　査定、不足額査定、修正査定を争う

納税者は、ＡＴＯが行った査定（assessments）、

不足額査定（default assessments）、または修正査

定（amended assessments）に不満な場合は、１９

５３年租税行政法に規定するところに従い争うこ

とができます。

国税長官の「処分（decisions）」については、

原処分庁（ＡＴＯ）への「異議申立て（objection-

s）」を行い、異議決定に不服な場合、当該納税

者が行政不服審判所（ＡＡＴ＝Administrative App-

eals Tribunal）」での審査請求（appeals）」または

裁判所での「司法審査（judicial review）」へと、

争訟手続をすすめることができます。異議申立前

置主義を採っていますので、異議申立てを経る必

要があります。（租税争訟手続については、後で

詳しくお話しします。）

以上のように、ＡＴＯの査定（不足額査定、修

正査定を含みます。以下同じです。）を争うには、

まず、異議申立て（objections）をする必要があり

ます（１９３６年所得税法１７５A条第１項）。

ただし、納税者は、課税所得を有しない場合また

は課税所得を有するが納付すべき税額がない場合

には、異議申立てはできません（１９３６年所得

税法１７５条のA第２項a号およびb号）。逆に、

納税者が、納税義務の増加または還付の増額求め

る場合には、異議申立てができます（１９３６年

所得税法１７５A条の第３項a号およびb号）

（１）異議申立て

課税処分（taxation decision）に不服な（dissatisf-

ied with）な者は、当該課税処分を行った国税長官

に対して異議申立て（objection）をすることが認

められます（租税行政法１４ZL条１項）。

ここでいう「課税処分（taxation decision）」と

は、具体的には「査定（assessment）」、「決定

（determination）」、「通知（notice）」、「処分

（decision）」または「プライベートルーリング／

私的ルーリングの不発遣（failure to make a private
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【表１４】所得税の確定申告から納付・還付、争訟までの
流れ（２０１４／２０１５課税年）

（２０１４年７月１日～２０１５年６月３０日）

（２０１５年７月１４日まで）

納税者が支払者から源泉徴収票
（payment summary）を受領

課税年

▼

▼ ▼

▼

▼

▼

▼

文書申告
myTax

〔マイタックス〕

e-Tax

〔電子申告〕

税理士関与申
告〔 lodge
with a tax

agent〕

ＡＴＯのよる机上調査（desk audit）

▼

▲

ＡＴＯが納税者に「査定
通知書（ＮＯＡ）」を交付

〔電子申告の場合は２週間

以内、文書申告の場合には

７週間以内〕

連邦オンブズマン

（Commonwealt-

h Ombudsman）

や租税行政監察官

（ Inspector Gen-

eral of Taxation）

への苦情の申出

通知〔申告額

が査定額を上

回る場合、小

切手・口座振

込で払い戻

す〕

①　還付
（ re fun ds）

②追加納付
（p aym ent s）

通知（処分）〔申

告額が査定額を下

回る場合、期日ま

で、不足額＋附帯

税額を納付する〕

または、

③査定／不

足額査定／

修正査定

（追加納付

処分）を争

う

ＡＴＯが納税者に「修正査定
通知書（Amended Notice
of Assessment）」を交付

〔当初の査定通知書を交付

後、新たな事実が出てきた場

合、ＡＴＯは修正査定通知書

を納税者に交付します。修正

査定通知書交付にかかる除斥

期間は通例２年、複雑な事案

については４年です。〕

〔無申告／不適

切な申告〕

「不足額査定」

▼

▼

▼

▲

▲

▼

▲

ＡＴＯへの異議申立
て（objection）

行政不服審判所（Ａ
ＡＴ）への審査請
求（appeal）

▲

《訴訟（judicial review）》

（１）連邦裁判所（Federal Court）

（２）連邦裁判所：大法廷（Full Federal Court）

（３）最高裁判所（High Court）

⇒
⇒

▼

▼ ▼
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ruling）」を指します（租税行政法１４ZQ条およ

び１４ZL条１項）。

例えば、所得税の査定通知に対する異議申立て

は、所得税法が典拠となります（１９３６年所得

税法１７５A条）。

異議申立ては、法定期間内に所定の様式によっ

て国税長官に対して行います。国税長官が行った

査定に対する異議申立ては、国税長官が修正査定

を行うことができる期限前までです。また、修正

査定に対する異議申立ては、修正査定通知書の交

付日から６０日以内かまたは原査定にかかる異議

申立て期限のいずれか遅い日までです。

国税長官は、異議申立てについて、その処分の

一部または全部の変更をする異議決定を行い、納

税者に書面で通知することになります（租税行政

法１４ZY条１項～３項）。この際に、審査請求

をする権利がある旨とその費用や期限を教示する

ことになっています。

２０１４－１５課税年では、約３５００万件の

確定申告書がＡＴＯに提出されました。このうち

３７万件の修正査定が行われ、約２万６，０００

件の異議申立てが行われています。

（２）行政不服審判所への審査請求

納税者は、国税長官の異議決定に不服がある場

合には、行政不服審判所（ＡＡＴ＝Administrative

Appeals Tribunal）に審査請求を申立て「租税・商

業部（Taxation & Commercial Division）に担当し

てもらうか、または連邦裁判所（Federal Court）

に提訴することになります（租税行政法１４ZZ条

１項）。

行政不服審判所法（Administrative Appeals Tribu-

nal Act 1975）によると、ＡＡＴの「租税・商業

部」は、税務関係では、国税庁（ＡＴＯ）に加

え、税務実務家委員会（ＴＰＢ＝Tax practitioners

Board）にかかる審査請求を取り扱います。

ちなみに、行政不服審判所（ＡＡＴ）は、従来

から内部に、争訟額が５，０００ドル未満の場合

の審査請求に利用できる「少額租税請求審判所

（ＳＴＣＴ＝Small Taxation Claims Tribunal）」を

設置していました（行政不服審判所法旧２４AA

条から旧２４AC条）。しかし、ＳＴＣＴは、利

用実績が低迷し年間２００件未満であることなど

からその存在意義が疑問視され、２０１５年７月

１日をもって廃止されました。なお、争訟税額が

５，０００ドル未満の少額審査請求は、「租税・

商業部」が担当することになりました。また、こ

れまでＳＴＣＴでの審査請求で課されてきた８５

ドルの通常の審査請求（８６１ドル。ただし、生

活困窮者については１００ドルに減額されま

す。）の場合よりも低額の料金はそのまま維持さ

れます。

①審査請求か司法審査かの選択

いずれのルートを選択するかについては、国税

長官の異議決定にもよります。

異議決定は、大きく２つに分けられる。一つ

は、審査請求の適するものです。これは、行政不

服審判所での審査請求を経なければ司法審査が求

められないものです。いわば、不服申立前置主義

が適用になるものです。

そしてもう一つは司法審査に適するもの、また

は審査請求もしくは司法審査を選択できるもので

す。これは、納税者が選択すれば、審査請求を経

なくとも直接司法審査が可能なものです。

一般に、多くの納税者は、行政不服審判所に審

査請求をする途を選びます。その理由は、（ａ）

争訟代理人なしで本人請求ができること、（ｂ）

争訟費用が安いこと、（ｃ）証拠ルールが訴訟に

比べ簡素であること、（ｄ）正式な審理（hearin-

g）に入らずに、裁決外紛争解決手続（ＡＤＲ＝

Alternative dispute resolution）を利用できること、

（ｅ）審理を非公開にできること（税務行政法１

４ZZE条）などがあげられます。

③審査請求先

国税庁（ＡＴＯ）の課税処分に不服な納税者

が、行政不服審判所（ＡＡＴ）に対し審査請求

国民税制研究 No.2（2016）
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・情報の自由部 （Freedom of Information Divisio- 

n）〔行政不服審判所法１７A条aa号・１７CA条〕

・総合審判部 （General Division）〔同１７A条a号〕

・移民・難民部 （Migration and Refugee Division）

〔同１７A条b号・１７D条〕

・連邦障害者保険制度部 （National Disability Insur- 

ance Scheme Division）〔同１７A条c号・１７E条〕

・社会保障部 （Security Division）〔同１７A条d号・１

７F条〕

・社会サービス・子ども手当部（Security Services and

Child Support Division）〔同１７A条e号・１７G条〕

・租税・商業部 （Taxation and Commercial Divisi- 

on）〔同１７A条f号・１７H条〕

・その他既定の部 （any other prescribed Division）

〔同１７A条g号〕

情報の自由部

総合審判部

移民・難民部

連邦障害者保険制度部

社会保障部

社会サービス・子ども手当部

租税・商業部

その他既定の部

【表１５】６つの部からなる行政不服審判所（ＡＡＴ）
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（review）をするとします。この場合、手続は、

ＡＴＯの異議決定に不服な審査請求人が、法定期

限内に、行政不服審判所（ＡＡＴ＝Administrative

Appeals Tribunal）に対し、課税「処分の審査請求

書（Application for review of decision）」を提出す

ることからはじまります。

審査請求書の提出があると、ＡＡＴは、税務事

案にかかる審査請求を、ＡＡＴの租税・商業部

（Taxation & Commercial Division）に付託します。
＊ＡＡＴの「租税・商業部」は、国税庁（ＡＴＯ）や税務実

務家委員会（ＴＰＢ）に加え、連邦金融証券庁（Australian

Financial Security Agency）、連邦証券投資委員会（Australian

Securities and Investments Commission）などからの審査請求

事案を取り扱っています。

④審査請求書

審査請求人は、様式（Form 1-6／97）「審査

請求書」に必要事項を記載して、審判所に提出し

ます（行政不服審判所法２９条１項）。審査請求

書には、申請人の詳細〔氏名・性別・生年月日・

電話・住所・代理人がいる場合にはその細目〕、

処分概要〔処分の概要/処分通知書の添付・処分

日・処分通知書の受領日・処分庁の所在〕、審査

請求の理由、署名、請求日などを記載するように

求められます。

⑤行政不服審判所（ＡＡＴ）での紛争処理手順

ＡＡＴの審査請求手続では、正式な審理（heari-

ng）を開いて裁決（decision）を求めることがで

きます。しかし、ＡＡＴでの紛争処理実務では、

正規の審理（hearing）に入らずに、裁決外紛争解

決手続（ＡＤＲ＝Alternative dispute resolution）が

広く利用されています。

行政不服審判所法は、「審判所長は、審査請求

書が審判所に提出された場合、当該事案を裁決外

紛争解決手続（ＡＤＲ）付託するように指示する

ことができる」と規定しています（法３４A条１

項）。審判所長は、文書で、審判官（member）、

審判所の職員（officer of the Tribunal）または審判

所補助官（Registrar）にＡＤＲ手続を担当するよ

うに指示することができます（法３４A条２項）。

⑥行政不服審判所の裁決

審査請求（appeal）を行った納税者が正式な審

理を開催するルートをたどった場合、行政不服審

判所（ＡＡＴ）は、国税長官の異議決定を支持し

棄却の裁決、処分の全部または一部の取消または

変更の裁決を行うことができます（行政不服審判

所法４３条１項）。裁決には、理由を附記するよ

うに求められます（行政不服審判所法４３条２

項）。

また、ＡＴＯに対して指導や勧告、再審査を行

うように差戻し命令を下すこともできます（租税

行政法１４AAP条）。

⑦行政不服審判所でも租税事案の処理状況

行政不服審判所（ＡＡＴ）の統計（ＡＡＴ『２

０１４－２５年次報告書（２０１４－１５ Annual

Return）』）によると、２０１４－１５年度の租

税事案にかかる審査請求件数は６，５８１件で、

前年度（２０１３－１４年度）比では、５０％も

減少したと報告されています。そのなかでも、所

得税関連事案にかかる審査請求件数の減少が著し

いようです。また、少額租税請求審判所（ＳＴＣ

Ｔ）単独でも、２０１４－１５年度の件数が１９

７件で、前年度比では２７％の減少です。この背

景には、ＡＴＯが事前手続、調停や協議に力をい

れてきていることがあげられます。また、見方を
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【表１６】ＡＡＴでの紛争処理手順

（ａ）ＡＡＴに審査請求書が提出された場合、審判所

長は、その事案を取り扱う担当審判官（Managing

member）を指名します。

（ｂ）当該担当審判官は、審査請求人と処分庁（ＡＴ

Ｏ）を参加させ、予備的な折衝を実施します。この段

階で、ＡＤＲ裁決外紛争処理手続をすすめるか、ある

いは正式な審理を開いて裁決をえる手続をすすめるか

を話し合います。審査請求人は必ずしも弁護士などに

代理してもらう必要はありませんが、必要な場合に

は、できるだけこの予備折衝の段階で付き添ってもら

うのが良いと思います。

（ｃ）この話合いで決着がつかなければ、ＡＡＴは、

両当事者から処分通知書の副本そのた必要な書類の送

付を受けた後に、審判所補助官（Registrar）が当事

者間協議（conference）をアレンジし、その日時や

場所を通知します。協議には、審査請求人本人の参加

が原則です。「第一次協議（First conference）」、

それで合意に至らなければ「追加協議（Further co-

nference）」を行うことになります。協議は、通

例、最寄りのＡＡＴ事務所で開催されます。しかし、

審査請求人が遠隔地の住んでいる場合には、電話を使

った協議が行われます。これらの協議は、性格的には

非公式、私的な話合いです。協議において、審査請求

人は、処分の納得しない理由を処分庁の申し立てるこ

とができます。通例、協議は４５分程度で終わりま

す。協議を通じて、あるいはＡＡＴの調停（concilia-

tion）、仲裁（mediation）により、処分庁が当該

事案をどう扱うか合意に達した場合には、解決（res-

olution）に至り、当該事案は終結します。

（ｄ）こうした協議を行ってもなおも紛争が終結しな

い場合には、正式な「審理（hearing）」を開催し、

裁決を下すことになります。審理も当事者が望めば、

非開示にできます。
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かえれば、複雑な事案がＡＴＴへ持ち込まれる傾

向を強めているともいえます。ちなみに、少額租

税請求審判所（ＳＴＣＴ）は、利用実績がおもわ

しくないことから、２０１５年７月１日をもって

廃止されました。

（３）司法審査：租税訴訟

納税者は、行政不服審判所（ＡＡＴ）の裁決に

不満がある場合には、司法裁判所で司法審査（ju-

dicial review）を求める途も開かれています。ただ

し、事実問題についてはすでに行政不服審判所

（ＡＡＴ）で審理されているために、裁判所で

は、もっぱら法律問題を争点とした事例に限られ

ることになります（e.g. Princi & Others v FCT （2

008） 68 ATR 938）。

納税者は、国税長官が行った処分に不服があっ

ても、税務行政法の規定のもとでは異議申立てが

認められない場合もあります。こうした場合、納

税者は１９９７年行政処分（司法審査）法（Admi-
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C o l u m n２

行政不服審判所（ＡＡＴ）とは

オーストラリアの行政不服審判所（ＡＡＴ）は、
１９７５年行政不服審判所法（ＡＡＴＡ＝Admini-
strative Appeals Tribunal Act 1975）に準
拠して設置されています。ＡＡＴは、日本の国税不
服審判所（ＮＴＴ＝National Tax Tribunal）と
は異なり、課税庁から完全に独立した機関です。税
務のみならず行政全般を横断的に裁断する機関とし
て組織されています。つまり、日本のような国税不
服審判所、海難審判所といった縦割り行政の延長に
おいて審判所を設置しておらず、ＡＡＴは、複数の
部からなる総合的な行政審判所として組織されてい
るわけです。２０１５年７月には、これまで個別に
設置されていた移民審判所や難民審判所なども吸収
し、横断的な総合行政審判所の性格を一層強めてい
きています。このように、ＡＡＴの審判官は、租税
分野に特化しているわけではなく、さまざまな行政
分野の審査請求を担当していることが特徴です。
ＡＡＴと裁判所との関係については、三権分立の

ルールを尊重する必要性から、ＡＡＴはあくまでも
「執行部」に位置し、「司法部」に属さないことを
確認する必要があります。したがって、ＡＡＴは、
審査請求手続を「公正、正確、経済性、非公式およ
び迅速（fair, just, economical, informal and
quick）」にすすめるように求められます（行政不
服審判所法２A条）。つまり、手続は、「非公式か
つ非専門的（ little formality and technicality）」
であることが求められます（同３３条１項b号）。
したがって、ＡＡＴ手続では、司法手続で求められ
るような厳しい証拠原則などはできるだけ回避され
ます。逆に、ＡＤＲ【「Alternative（代替的）」
「Dispute（紛争）」「Resolution（解決）」の
頭文字をとって「ＡＤＲ」です。日本語では、「代
替的紛争解決手続」とか、「裁決／裁判外紛争解決
手続」と訳されます。】 が幅広く採り入れられて
います。
このことから、ＡＡＴの審査請求手続では、正式

な審理（hearing）を開いて裁決（decision）を
下す以前に、紛争当事者間での「第一次協議（Fir-
st conference）」、「追加協議（Further con-
ference）」、「調停／仲裁（Conciliation、Me-
diation）」、とすすんで行きます。協議や調停は
非公開で行われます。協議、調停の段階で解決（R-
esolution）にいたると、処分庁はその合意に基づ
いて課税手続をすすめ終結します。追加協議を行っ
ても紛争が終結しないと、次に「審理（hearing）」
を開催し、裁決を下すことになります。
ＡＡＴの「審理」は、対審的（adversarial）に

運営されるのが基本です。しかし、代理人が参加し
ない請求人自身（納税者）と処分庁（ＡＴＯ）のみ
が参加した審理も多いことから、事案によっては、職
権主義（ inquisitorial）な運営が必要になります。
ＡＡＴの所長（President／１人）、次長

（Deputy President／３３人）および主任審判官
（senior members／常勤４３人・非常勤３９人
の多くは、連邦または州の裁判所で判事（judge）
としての職務経験がなければ任用されません。（同
６条１項および７条１項・２項）。また、審判官
（other members）も５年以上の法曹有資格者そ
の他総督が特別の知見があると認めた者であること
が任用の要件になっています（同７条３項）。行政
不服審判所の所長など裁判官出身者は裁判官として
任用されている期間が任期となります（同８条４
項）。また、審判官の任期は原則７年で任命され、
再任は妨げられません（同８条３項）。総督が任命
し、任命条件は担当大臣が文書で決定通知します
（同８条７項）。常勤の審判官は、所長の許可なく
有償の雇用に就くことは禁止されています（同１１
条１項）。また、非常勤の審判官は、所長が考える
ところに従い、自己の職務と利害が抵触する雇用に
就くことは禁止されています（同１１条２項）。
２０１５年現在、ＡＡＴは、約３００人の審判

官、６００人以上の職員からなり、年間４万件を超
える審査請求事案の処理にあたっています。２０１
４－１５年に、ＡＡＴは、租税関連事案として６，
５８１件の審査請求書を受け付け、滞留している事
案を含め６，７４８件の処理を終えています（ＡＡ
Ｔ『２０１４－１５年次報告書』参照）。
ＡＡＴは、審判官の任用についても、日本のよう

な同じ官庁の行政官が審判官になるのではなく、司
法の専門家および外部者を採用しているわけです。
オーストラリアのＡＡＴ法制モデルは、現在、イギ
リスに継受され制度化されています。オーストラリ
アでは、独立性を求められる審判所において、同じ
官庁の行政官が審査請求面でもバッコすることはゆ
るされていないわけです。日本の行政審判所制度の
あり方があらためて問われています。　　　　　　　　　　　　　　

（黒川　功）

【参考】　D C Pearce, Administrative Appe-
als Tribunal （４th ed., ２０１５） 邦文では、
碓井光明「オーストラリアの総合的行政不服審判所
に関する一考察」（『行政法の諸問題』（１９９０
年、有斐閣）所収、石村耕治「イギリスの抜本的租
税審判所制度改革（上）（中）（下）」税務弘報２
００９年８月号～１０月号
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nistrative Decisions （Judicial Review） Act 1977）

に基づき裁判所での司法審査を受けることができ

ます。この場合、審査の対象となる処分は、法令

に基づき行われたものであることが要件となって

います。

（４）連邦オンブズマン

納税者は、国税庁（ATO）を含む、連邦行政機

関職員の行った行政行為に不満があれば、連邦オ

ンブズマン（Commonwealth Ombudsman）への苦

情の申出ができます。

連邦オンブズマンは、独立した事務局を持つ組

織として、１９７６年オンブズマン法（Common-

wealth Ombudsman Act 1976）に準拠して設置さ

れました（法４条および４A条）。連邦議会直属

の独立した機関であり、行政機関職員の行った過

誤や不服案件の苦情処理にあたっています。例え

ば、調査権限濫用的な税務調査が実施された場

合、権利を侵害された納税者は、連邦オンブズマ

ン、さらには後述の租税行政総監（ＩＧＴ＝Inspe-

ctor General of Taxation）への苦情の申出ができま

す。

ちなみに、２０１５年５月１日から、ＡＴＯや

連邦の税務実務家委員会（ＴＰＢ）に関する苦情

処理ついては、後述の租税行政総監（ＩＧＴ）が

扱うことになりました。

連邦オンブズマンは、苦情案件の調査（法８

条）、証人の喚問（法１３条）、立入（法１４

条）などを行ったうえで、報告書を作成し（法１

５条）、国税庁（ＡＴＯ）をはじめとした苦情の

対象となった連邦行政機関に対して勧告を行って

います。また、連邦オンブズマンは、連邦議会に

も、報告書を提出します（法１９条）。

連邦オンブズマンは、苦情の申出のあった過誤

行為などを、訴訟手続を用いて処理する権限は有

していません。

（５）租税行政監察官

連邦には、独立した事務局を持つ租税行政総監

（ＩＧＴ＝Inspector General of Taxation）が任命さ

れています。租税行政総監は、２００３年租税行

政総監法（Inspector General of Taxation Act 2003）

に準拠して設置されました。税法の執行に関する

制度問題を確認し、かつ、国税庁（ＡＴＯ）や税

務実務家委員会（ＴＰＢ＝Tax Practitioners Board）

が納税者の利益に資する改革を行うように政府に

対して必要な勧告を行う機関です（法７条）。財

務省、さらにはＡＴＯやＴＰＢからも完全に独立

した機関です。

ＩＧＴは、報告書作成のための作業プログラム

は、利害関係人【納税者、税理士や弁護士のよう

な納税者の代理人、連邦オンブズマン、会計検査

院（Auditor-General）、国税長官など】から意見

聴取するかたちで進められます。

①調査報告書の作成・公表

このようにＩＧＴは、適正な作業工程を経て、

ＡＴＯ（やＴＰＢ）による税務行政が納税者本位

に運営されているかどうかを調査し、連邦財務副

大臣（Assistant Treasurer）あてに、数多くの調査

報告書（review, report）を提出しています。ＡＴ

Ｏ（やＴＰＢ）は、ＩＧＴの調査報告書に盛られ

た勧告事項のすべてに必ずしも同意する必要はあ

りません。しかし、同意できない理由等を公表す

る必要があります。一方、同意できる事項につい

ては、税務行政のできるだけ速やかな改善が求め

られます。

最近の調査報告書の例をあげると、次のとおり

です。

②年次報告書の議会への提出・公表

また、ＩＧＴの活動は、連邦議会にあてた『年

次報告書（Annual Report）』に公表されていま

す。また、ＩＧＴは、連邦議会両院合同公会計・

検査委員会（ＪＣＰＡＡ＝Joint Committee of Publ-

ic Accounts and Audit）、上院経済特別委員会（Se-
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・２０１５年９月 『納税者憲章および納税者保護に関

するレビュー（Review into the Taxpayers’ Ch- 

arter and Taxpayer protections）』

・２０１５年７月 『租税債務の徴収（Debt collectio- 

n）』報告書

・ ２０１４年７月 『国税庁（ＡＴＯ）の附帯税の執行

状況のレビュー（Review into Australian Taxati- 

on Office administration penalties）』 

・２０１２年７月 『現金経済を標的とした国税庁（Ａ

ＴＯ）の標準経費率利用に関するレビュー（Review 

into the ATO’s use of benchmarking to targ-

et the cash economy）』 

・２０１１年５月 『国税庁（ＡＴＯ）の大企業への準

備調査や調査方針、手続および実務に関する報告書

（Report into the Australian Taxation Offic- 

e’s large business risk review and audit pol- 

icies, procedures and practices）』

２０１５年９月

【表１７】租税行政総監（ＩＧＴ）が出した最近の『調査
報告書』の例

２０１５年７月

２０１４年７月

２０１２年７月

２０１１年５月



19

nate Standing Committee on Economics）など、要請

に基づいて、各種委員会へ出席して証言を行って

います。

③税務行政への苦情の処理

納税者は、従来からＡＴＯ職員やＴＰＢの作

為・不作為についての苦情の申出は連邦オンブズ

マンに対して行ってきました。しかし、２０１５

年５月１日からは、これら税務行政問題に関する

苦情の申出先および処理権限はＩＧＴに移行され

ました。

もっとも、納税額の減額や還付税額の増額など

の処分事案、税理士の登録拒否処分の取消事案な

どの不服申立ての処理は担当していません。あく

までも苦情の申出事案に限定されます。処分事案

への審査請求は、従来どおり連邦行政不服審判所

（ＡＡＴ＝Administrative Appeals Tribunal）が担当

します。

ちなみに、日本の場合、オーストラリアの独立

したＩＧＴのような税務行政に固有の監察組織は

ないようです。誤解を恐れずにいえば、独立制に

は疑問があるようですが、日本では、総務省行政

評価局がこうした役割を担っているのではないか

と思います。

８　連邦税の納付と徴収

すでにふれたように、オーストラリアは、所得

税（income tax）について、２０１０－１１課税

年度（７月１日から翌年６月３０日）以降、申告

納税制度（self-assessment system）を採用しまし

た。これにより、個人その他所得税の申告納税者

（self-assessment taxpayer）は、国税長官（Commi-

ssioner）がその納税者の当該年度の所得税の査定

（assessment）通知を行った後にはじめて納期が

到来し納税義務が生じることになりました（１９

９７年所得税法５条の５第２項・３項）。原則と

して、所得税の納期限は、当該納税者が納税申告

書の提出期限から２１日以内です（１９９７年所

得税法５条の５第５項）。つまり、申告書の提出

期限が１０月３１日であると、１１月２１日まで

に所得税を納付しなければなりません。ただし、

納税者が申告書を期限までに提出し、かつその納

税者に国税長官が査定通知書を交付した場合に

は、当該査定通知書受領後２１日以内が納付期限

になります（１９９７年所得税法５条の５第６

項）。

（１）税額の納付

また、国税長官が原査定（original assessment）

を修正し、納税者に修正査定通知書（notice of am-

ending assessment）を交付した場合で、その納税

者が当該修正査定に同意するときには、増差額

（shortfall）に法定附帯税額を加えた額を、その

通知書を受け取った日から２１日以内に納付する

ように求められます（１９９７年所得税法５条の

５第７項）。納期限最終日が休日である場合に

は、納期限は翌仕事日になります（租税行政法８

AAZMB条）。

①納期限の延長

納税者は、国税長官に申請して査定された納税

額の納期限の延長（extension of time to pay）を求

めることができます（租税行政法別表第１第２５

５条の１０）。分割納付の申請もできます（租税

行政法別表第１第２５５条の１５）。

オーストラリアの場合、納税者が、査定額につ

いて国税庁（ＡＴＯ）に異議申立て（objection）、

行政不服審判所（ＴＡＡ）への審査請求（revie-

w）または裁判所での司法審査（appeal）を求め

ても、強制徴収手続執行は自動的に停止しませ

ん。しかし、国税長官は、納税者の申請または事

案を勘案し職権で、結論が出るまで納期限を延長

することができます（ARM Constructions Pty Ltd v

DCT （1986） 17 ATR 459）。もっとも、国税

長官が係争事案にかかる納期限の延長を認めるこ

とはまれです。

ネスルオーストラリア会社事件では、ＡＴＯ

が、９年間にも及ぶ税務調査の結果に基づき修正

査定通知を行い、納税者に対して修正査定通知を

行い２千万ドル超の増差額を１ヵ月以内に納付す

るように求めました。納税者は、この修正査定額

を不服として争訟手続開始するとともに、国税長

官に対して納期限の延長を申し立てました。国税

長官がその申立てを認めなかったことから、納税

者は、長官の拒否処分を裁判で争いました。裁判

所は、長官の拒否処分を違法としました（Nestle

Australia Ltd v FCT （1987） 18 ATR 873）。

②フィフティフィフティ納付取決め

法定納期限は、納税者がＡＴＯから査定通知

書、不足額査定通知書、修正査定通知証を受け取

った日から２１日以内です。したがって、ＡＴＯ

は、納税者に対して、２１日以内に納税額または
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増差額＋附帯税額を納付するように求めることが

できます。しかし、納税者が滞納している場合に

は、今日、オーストラリアの課税実務では、ＡＴ

Ｏと納税者間の話合いで分割納付取決め（payme-

nts by instalments arrangement）をすることができ、

奨励されています（租税行政法別表第１第２５５

条の１５）。

また、修正査定などＡＴＯの処分について納税

者との間で係争中であり、かつ、国税長官が租税

債権を安全に回収（recovery）できると判断でき

る場合には、ＡＴＯは納税者と「フィフティフィ

フティ納付取決め（５０／５０ arrangement）」を

結ぶことができます（ATO, Practice Statement PS

LA 2011/4）。この取決めでは、納税者は、争い

のない部分については全額納付するとともに、係

争中の増差額の少なくとも５０％までは納付し、

残りの額については争訟結果に基づいて１４日以

内に納付するか、あるいは納税者が勝てば修正査

定増差額は利子つきで当該納税者に還付するとい

う仕組みです。ただし、ＡＴＯは、納税者に担保

提供を求めたり、あるいは租税債権が危殆に陥る

可能性が高い場合、この５０／５０取決めの締結

の同意しないこともできます。ＡＴＯは、さまざ

まなかたちのアレンジが可能です。場合によって

は、取決めをした後に租税債権が危殆に陥ったと

きには、当該取決めを破棄し、緊急に徴収処分を

行うことができます。

（２）強制徴収と執行停止

すでにふれたように、オーストラリアの場合、

納税者が、ＡＴＯの査定額について不満であると

して争訟手続を開始したとしても、強制徴収手続

は進行し自動的に停止しません。つまり「執行不

停止」が原則です。

①強制徴収手続には司法の介在が必要

国税長官は、納税者が期限を過ぎても納付しな

い場合、多くは、話合いで分納取決めを結ぶこと

になります。しかし、納税者が納税資金や納税に

充当できる十分な財産を保有しているなどが明ら

かであるとします。こうした場合には強制徴収手

続を開始することができます（租税行政法１４ZZ

M条・１４ZZR条）。

オーストラリアの場合、金銭のかたちの租税債

務（tax-related liability）の徴収手続はＡＴＯ職員

が行うことになります。しかし、その他の財産に

対する強制徴収手続は、所轄の裁判所の介在を必

要とします。つまり、租税債権の充当するための

納税者の動産や不動産への差押、換価手続は裁判

所の執行官が行うことになっています（租税行政

法別表第１第２５５条の５第２項）。したがっ

て、日本とは異なり、ＡＴＯ（行政）には強力な

自力執行権が付与されていないわけです。

このように、オーストラリアでは、租税債権の

強制徴収も、民亊債権の強制徴収も、手続的には

同等であることから、最初の徴収した債権者が優

先することになります。

②会社／法人への徴収手続の開始

オーストラリアの場合、会社／法人が、期限を

過ぎても納付しない場合、２００１年会社法（Co-

rporations Act 2001）の「債権者の会社に対する

法定債務の請求」（法４５９E条５項）の規定に

基づき、国税長官が滞納会社／法人に対して徴収

手続を開始することができます。会社は、その請

求を受けてから２１日以内に当該請求の取消を申

し立てることができます（法４５９H条）。裁判

所は、当該債務請求に欠陥がある、または当該請

求が正義に反する場合に限り、その取消を命じる

ことができます（法４５９J条）。

③徴収手続の執行停止

納税者が、ＡＴＯの査定額について不満である

として争訟手続を開始したとしても、強制徴収手

続は進行し自動的に停止しません（租税行政法１

４ZZM条・１４ZZR条）。つまり「執行不停止」

が原則です。しかし、裁判所は、ＡＴＯの徴収手

続の停止（stay of recovery proceedings）を命じる

ことができます。

裁判所は、ＡＴＯによる徴収手続の執行停止命

令（stay order）を出すのには余り積極的とはいえ

ません。しかし、執行停止命令は、ＡＴＯの強制

徴収手続が納税者の生業の継続を困難にするおそ

れがある場合や、滞納額の分納を認めるのが妥当

と思われるのにもかかわらず、悪意で全額納付を

求めたと認定した場合などには、その執行を停止

する命令を出しています。ＡＴＯの権限濫用には、

司法の厳しい姿勢がうかがえます。ちなみに、裁

判所が執行停止命令を認めるかどうかの基準を示

した判例としては、DCT v Sakovits （2010）80

ATR 25が有益です。

④重大な困難

国税長官は、個人納税者が、徴収手続の開始に
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より著しい困難（serious hardship）に陥るおそれ

があると認められる場合に、租税債務の全部また

は一部を免除することができます（租税行政法別

表第１第３４０条の５）。納税者は、国税長官の

決定（処分）に不服な場合は争訟手続をとること

ができます（同３４０条の５第７項）。

この徴収免除の対象となる税目は、所得税、医

療保障税／メディケア税、メディケア追加負担

金、フリンジベネフィット税（ＦＢＴ）、予定納

税（PAYG instalments）、ＦＢＴ中間申告税、附

帯税です（租税行政法別表第１第３４０条の１

０）。ただし、預り金の性格を有する物品サービ

ス税（ＧＳＴ）や源泉所得税（PAYG withholding-

s）などはその対象となりません。

「著しい困難（serious hardship）」について、

税法は定義していません。したがって、判例等に

よることになります。多くの判例がありますが、

一般に、滞納税の徴収手続により、食料、衣服、

子どもの教育その他基礎的な生活をすることが困

難に陥るおそれがあるような状況を指します。

続いて、オーストラリアの源泉徴収制度（PAY-

G withholding）、予定納税制度（PAYG installmen-

ts）、さらには、事業活動申告書（ＢＡＳ＝Busin-

ess Activity Statement）について説明します。

９　ＰＡＹＧ制度と活動報告書

「ＰＡＹＧ」は、「pay-as-you-go」の短縮形で

す。２０００年７月以前は、旧宗主国のイギリス

と同様に「ＰＡＹＥ＝pay-as-you-earn」（あなた

が稼得したところに従い納付せよ）という言葉が

使われていました。ＰＡＹＧも、同じような意味

に近いと解されます。

オールトラリアのＰＡＹＧは、大きく２つに分

けることができます。つまり、１つは、「源泉徴

収制度（PAYG withholding）」です。そして、も

う１つは、「予定納税制度（PAYG instalments）」

です。

（１）源泉徴収制度（PAYG withholding）
オーストラリアでは、個人や事業者（法人その

他を含みます。）は、現課税年度において支払う

給与、事業その他さまざまな投資所得にかかると

予想される所得税額から一定額を天引き徴収し

て、ＡＴＯの納付するように求められます。「源

泉徴収制度（PAYGW=PAYG withholding）」と呼

ばれます（租税行政法別表第１第２部～５部）。

源泉徴収制度（PAYGW）は、所得税（income

tax）、メディケア税/医療保障税に加え、いわゆ

る「卒業税（graduation tax）」【ＨＥＬＰ＝Higher

Education Loan Program／（所得連動返済型）高等

教育授業料後払いプログラム（卒業後の所得の増

減に応じて返還額が変動する授業料後払いプログ

ラム）返済額】〔Column ３参照〕その他各種の社

会保障負担金などの徴収にも活用されています。

ＰＡＹＧＷは、しばしば「ＩＴＷ＝Income tax

Withholding」（源泉所得税）とも呼ばれます。
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オーストラリアでは、１９７４年に当時の労働党
政権が、海外からの留学生を含め、高等教育（大
学・大学院など）の授業料を全額無料化しました。
しかし、この無料化政策は、留学生の急増や財政負
担の増大を招きました。このため、８０年に留学生
の授業料を有料化、８７年には地元学生の授業料を
有料化、あわせて留学生については原則授業料全額
前納制に変更しました。
私は、１９７６年９月から１９７９年４月までヴ

ィクトリア州メルボルン郊外にあるモナシュ大学
（Monash University）ロースクール大学院で勉
強していました。したがって、私が留学していた期
間は、授業料は、医療サービスや文房具の支給を含
めタダでした。オーストラリア人の納めた血税で勉
強できたわけです。感謝しております。
当時、オーストラリアの高等教育機関は、多くの

ヨーロッパ諸国と同様に、すべて公立（州立・国
立）でした。（１９８８年にクイーズランド州ゴー
ルドコーストにボンド大学（Bond University）
が開学するまで私学は存在しなかったわけです。現
在、私大は、全豪に４校ほどあるようです。）
オーストラリアの親は、一般に「わが子には厳し

い」わけです。できるだけ早く独り立ちさせようと
します。１８歳を過ぎた子どもに学費を払い続け
る、子離れ・親離れできない日本の親子関係とは大
きく異なります。
１９８７年の高等教育の有料化により、高等教育

を受ける若い学生に負担が重くのしかかるようにな
っていきました。そこで、１９８９年に、当時の労
働党政権は、「高等教育授業料負担制度（ＨＥＣＳ
＝Higher Education Contribution System）」
を導入しました。ＨＥＣＳは、学生の授業料を連邦
政府がいったん肩代わりし、後払いとすることによ
り、在学中は学生の負担をほぼゼロにでき、卒業後
に一定の所得を得てから税制上の源泉徴収制度を通
じて給与から天引き徴収するかたち、本人が返済す
る仕組みです。
その後、政府は、ＨＥＣＳに大きな変更を加え、

受益者負担を強めていきました。２００３年に、高
等教育支援法（Higher Education Support Act
2003）を制定しました。同法は、２００５年に発
効しましたが、新たに後払いタイプが加わり、「高
等教育授業料後払いプログラム（ＨＥＬＰ＝High-

C o l u m n３

卒業税／授業料後払いプログラムとは
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er Education Loan Program）」に名称が変更
されました。従前のＨＥＣＳはＨＥＬＰに吸収さ
れ、現在「HECS‐HELP」と呼ばれています。

HECS‐HELPを利用して大学に通う学生は、一
般に「ＨＥＣＳ学生」と呼ばれています。ＨＥＣＳ
学生のほか、１９９８年以降、各大学は、学期ごと
に授業料を前納して学ぶ「授業料納付学生（ fee
paying student）」も、入学させられるようにな
りました。こうした学生の授業料後払いを支援する
「FEE－HELP」もあります。ほかにもさまざまな
授業料後払いプログラム（OS-HELP、SA-HELP、
VAT-FEE-HELP）があります。（ちなみに、外
国人留学生には、HECS‐HELPなどの適用はあり
ません。したがって、原則として留学先となる大学
の授業料プログラムに従い、既定の学費を前払する
ように求められます。）

●HECS‐HELP（高等教育授業料後払いプログラ
ム）とは

HECS‐HELPは、利用者（債務者）の卒業後の
所得の増減に応じて返済額が変動する仕組みです。　   
HECS‐HELP利用者（債務者）は、年間総収入金
額が５万３，３４５ドル以上（２０１４－２０１５
年度）になった段階で返済が始まります。新卒者の
年収がこのバー（compulsory repayment thre-
shold）を超えるのは、平均でおおむね５年目で
す。ちなみに、年間総収入金額が５万５，０００ド
ル以上の人の年間の返済額は、収入金額の４％（ま
たは２，２００ドル）です。８万ドル以上の人は６
％（４，８００ドル）、１０万ドル以上の人は８％
（８，０００ドル）です。

HECS‐HELP口座は、各人の納税者番号（ＴＦ
Ｎ）で国税庁（ＡＴＯ）が管理し、かつ所得の把握
も課税庁（ＡＴＯ）が行っています。各人が所得基
準を満たした時には、後払い債務額をＡＴＯが税と
一緒に徴収することから、「卒業税（graduation
tax）」とも呼ばれているわけです。
１９８９年の制度発足以降、延べで約２５０万の

学生がHECS‐HELPを利用しています。返済対象
者（債務者）は、おおよそ１１０万人で、最初に返
済を始めてから平均８年弱で返済を完了していま
す。

HECS‐HELP利用者（債務者）が、年間の義務
的返済額（compulsory repayment）に加え、任
意に５００ドル以上の早期返済をした場合には、５
％のボーナス（voluntary repayment bonus）
がつきます。すなわち、５００ドルを任意に早期返
済したとすると、その人のHECS‐HELP口座から
５２５ドルが差し引かれること（債務額減）になり
ます。
授業料後払い債務は、死亡の場合は別として、破

産の場合を含め免除されません。政府が抱えること
になる不良債権は、新規後払い債権総額のおおよそ
２０％と見積もられています。政府は、毎年、死亡
や外国への移動により踏み倒された分などを不良債
権として処理しています。　　　　　　　　　　　　

●専攻区分と学生の授業料負担額
１９８９年から１９９７年前までは、どのような

分野を履修しようと均一授業料制（flat contribu-
tion rate）を採っていました。しかし、１９９７
年以降からは、フルタイムの学生（通常、年８ユニ
ットを履修）の専攻区分別（bands）授業料制が
採用されました。

●専攻区分と学生の授業料負担額（２０１５年～
１６年）

・区分３（Band ３）【法学・医学・歯学・獣医学・

会計学・経営管理学・経済学・商学】［２０１５年

負担額０～１万２６６ドル／２０１６年負担額０～

１０，４４０ドル］

・区分２（Band ２）【コンピュータ・工学・農学な

ど】［２０１５年負担額０～８，７６８ドル／２０

１６年０～８，９１７ドル］

・区分１（Band １）【人文科学・行動科学・社会

学・外国学・教育学・看護学など】［２，０１５年

負担額０～６，１５２ドル／２０１６年度０～６，

２５６ドル］

・国家的優先区分（National Priorities Band）

【２０１０年１月１日以前に教育学および看護学を

履修した学生】＊現在、この区分の停止に伴い、新

規の教育学および看護学を専攻した学生は、区分１

の負担となります。

授業料の設定上限は、教育にかかる費用に加え、
専攻者の卒業後の所得を織り込んで設定されていま
す。例えば、卒業後に弁護士・医師・会計士などに
なり高い収入が望める区分３では、区分２の工学よ
りも教育にかかる費用は安価なのにもかかわらず、
学生負担の上限は高く設定されています。

●高等教育市場での競争、受益者負担の強化の動き
以上のように、これまで政府は、学生が通う大学

に支払う授業料に上限を設定していました。しか
し、この上限が、２０１６年１月１日から撤廃され
ます。どの大学も授業料を自由に設定することがで
きるようになりました。このため、大学間の競争、
授業料の市場化が一層すすむものと考えられます。
学生は、授業料後払いプログラム（HECS‐HE-

LP）を選択しないで、授業料を学期ごとに前納す
ることができます。この場合、１０％の授業料前納
割引（up-front payment discount）の適用が
あります。しかし、この制度は、２０１６年１月１
日から廃止されました。
授業料後払いプログラム（HECS‐HELP）は継

続されますが、政府の累積する授業料後払い債務に
かかる経費を補うために、学生に利子負担を求める
ようになります。現在、授業料後払い額は、物価指
数（ＣＰＩ）にあわせて調整されています。しか
し、今後は、政府発行の債券利率に連動することと
なります（債券利率は、物価指数よりはるかに高率
です。ただし、６％が上限です。）。
すでにふれたように、授業料の後払いプログラム

（HECS‐HELP）では、卒業後に一定の所得基準
（compulsory repayment threshold）に達し
ない限り、返済義務が生ぜず、給与からは源泉徴収
は行われません。この所得基準が、２０１７年から
１０％程度引き下げられます。　
オーストラリアの大学関係者の間では、高等教育

の有償化は、国連人権規約のうち「経済的、社会的
および文化的権利に関する国際規約」（社会権規
約、A規約）の１３条２項ｂ号およびｃ号、中等教
育・高等教育の「斬新的無償化条項」に逆行するの
ではないかとの批判があります。また、受益者負担
の強化は、学生の卒業後の「ローン地獄化」を招き
かねないとの批判も強いところです。　　　　　　　　　　　　　
わが国でもオーストラリアの授業料後払いプログ

ラムをまねて、現行の日本学生支援機構（JASS-
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①源泉徴収税額合計表

源泉徴収制度（PAYGW system）の仕組みは、

ほぼ日本と同じです。支払者（payer）は、受給者

（payee）への支払の際に、ＡＴＯが作成・公表

している各種の源泉徴収税額表（PAYG）に基づ

いて法定額を天引き徴収して、源泉徴収税額合計

表（PAYG payment summary statement）にまとめ

て、徴収した額をＡＴＯに納付することになりま

す（租税行政法別表第１第１２部）。

②受給者へ交付される源泉徴収票

源泉所得税（withholding income tax）は、その

課税年度における申告所得税（assessment income

tax）の前払い的な性格を有します。したがって、

例えば、給与所得者は、雇用主からその課税年度

に支払を受けた給与収入額とその額から天引き徴

収された源泉所得税額を記載した「源泉徴収票

（PAYG payment summary）」を受け取り、確定

申告をして、追加納付をするまたは還付を受ける

かたちでその年の税額を確定することになりま

す。

③主な支払にかかる源泉徴収税率・天引き額

源泉徴収（PAYGW）税率ないし天引き額は、

対象となる支払（payments）により異なります。

主なものをあげると、次のとおりです。

O）の奨学金（本当は奨学ローン？）制度を、個人
番号（マイナンバー）で管理し、かつ所得連動返済
型奨学ローンに見直ししようという動きがありま
す。しかし、「奨学金（scholarship）」とは、
本来、返済なしで無償支給するものを指します。奨
学ローンではなく、もっと無償支給の奨学金を増や
すべきではないかと思います。　　

（石村耕治）
【参考】Carol Dow & Carol Ey,“Higher Educati-
on Loan Program（HELP）: A Quick Guide（Pa-
rliamentary Library, 90ctober 2014） 
Study Assist, Thinking about university? : Com-

monwealth supported places 2015, 2016

【表１８】源泉義務者の源泉徴収税額合計表サンプル
（抜粋）

【表１９】源泉徴収票：個人／非事業所得用サンプル
（抜粋）

【表２０】源泉徴収の対象となる主な支払（準拠条項は
租税行政法（ＡＴＡ）別表１）

情報申告期日源泉率支払の種類

雇用主の支払

・給与・賞与・手当等

（１２条の３５）

・会社取締役・役員

（１２条の４０）

・公職者への支払

（１２条の４５）

・宗教教師への支払

（１２条の４７）

ＡＴＯ作成・公表

の源泉所得税（P

AYGW）別表（N

AT 1007）に基

づいて、各月の支

払額に応じて、支

払者が法定額を天

引き徴収

源泉税納付書

【７月１４

日】

年次報告書

【８月１４

日】

事業者番号（ＡＢＮ）を提

示ができる個人税理士、コ

ンサルタントなどの役務提

供者の場合で、支払先との

事業者番号（ＡＢ

Ｎ）を提示したう

えで源泉なし、ま

たは支払先と文書

同上

ダブナ－教授のレクチャ－を聴く研修参加者
【ジェームズクック大学ケアンズ校内】
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個人事業者である税理士、講演者（大学と雇用

関係にある給与所得者である教員が、外部で有償

の講演する場合などを含みます。）、コンサルタ

ントなどは、サービス提供者（service provider/ser-

vice supplier）に該当します。こうした雇用関係に

ないサービス提供者は、支払先（payer）に事業者

番号（ABN）を提示すれば、通例、源泉徴収を受

けることなく支払を受けることができます。もち

ろん、サービス提供者は、望めば源泉徴収を受け

ることができます。この場合、サービス提供者

は、２０％以上の税率で源泉徴収をすることに支

払先と文書で合意する必要があります（租税行政

法別表第１第１２条の５５）。しかし、実際に

は、こんな面倒な合意をして支払先からの源泉徴

収に応じる個人税理士などはほとんどいません。

それから、支払者（payer）は、一定の場合、雇

用関係にないサービス提供者に対してＡＢＮの提

示を受けることなし（もちろん、この場合、納税

者番号（ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバ

ー）の提示もなし）、源泉徴収なしで、支払をす

ることができます。

例えば、（ａ）支払者が事業活動の一環として

支払をするものでない場合、（ｂ）サービス提供

者は１８歳未満の個人で支払額は週３５０ドルを

超えない場合、（ｃ）支払額は７５ドル（ＧＳＴ

別）を超えない場合などです。ただし、サービス

提供者が、ＡＢＮなし・源泉徴収なしでの支払を

受ける場合には、「提供者による明細書（Statem-

ent by a supplier）」を提出しなければなりません。

⑤源泉徴収税：月額表の適用範囲

非居住者に対して支払う投資所得については、

定率での源泉所得課税が行われています。一方、

一般のサラリードワーカーに対して月ベースで支

払われる給与所得（employment income）などにか

かる源泉徴収については、国税庁（ＡＴＯ）が作

成・公表した「源泉徴収税：月額表（PAYG with-

holding: Monthly tax table）」（NAT 1007）を使

います。つまり、雇用主／使用者（employers）

は、源泉所徴収税：月額表に基づき、従業者／被

用者への各月の支払額（受給者の収入金額）に応

じて、法定額を天引き徴収し、ＡＴＯの納付する

仕組みになっています。

支払者（payer）が、月極支払をする際に、源泉

徴収税：月額表を使って、受給者（payee）源泉

徴収をする必要があるのは、次のような支払の場
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任意の源泉徴収に文書で合

意したとき（１２条の５

５）

で合意した２０％

以上の税率で源泉

徴収

庭師、大工などとの労務提

供契約による支払（１２条

の６０）

ＡＴＯの源泉所得

税（PAYGW）

別表による

同上

退職または雇用の終了に伴

う支払

・スーパーアニュエイショ

ン／退職年金基金の支払

（１２条の８０第ａ項）

・年金（１２条の８０第ｂ

項）

・その他

同上
原則として

同上

各種社会保障給付〔傷痍軍

人・障害者・連邦教育訓練

などの支払〕（１２条の１

１０～１１５）

同上 同上

納税者番号（ＴＦＮ）を提

示しない投資家への各種投

資にかかる果実支払（１２

条の１４０～１５０）

申告所得税の最高

税率＋メディケア

税

源泉税納付

書【７月３

０日】

非居住者へ支払う配当金

（１２条の２１０・２１

５）

３０％（ＧＳＴ込

み）または租税条

約上の源泉率

源泉税納付

書【７月１

４日】

年次報告書

【１０月３

１日】

非居住者等へ支払う利子

（１２条の２４５）
１０％

源泉税納付

書【７月１

４日】

年次報告書

【１０月３

１日】

非居住者等へ支払うロイヤ

ルティ（１２の２８０・２

８５）

３０％（ＧＳＴ込

み）または租税条

約上の源泉率

同上

【表２１】　提供者による明細書（抜粋）
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合です。

⑤「その月の総収入金額」とは

源泉徴収税：月額表の対象となるのは、受給者

（payee）の「その月の総収入金額（total monthly

earnings）」です。その算定にあたり注意すべき

点は、次のとおりです。

④源泉徴収税：月額表サンプル

源泉徴収税：月額表サンプル（抜粋）は、【表

２１】のとおりです。

（２）予定納税制度（ＰＡＹＧ instalments）
所得税は、納税者が１年間のすべての所得を計

算し、それにかかる税額を翌課税年に確定申告を

し、納付する仕組みになっています。しかし、そ

の一方で、確定申告をする前にあらかじめ前課税

年の所得を基に計算した税額を一定回数に分割し

て納付できる仕組みを採りいれています。これを

「予定納税（ＰＡＹＧＩ＝PAYG instalments）」

制度といいます（租税行政法別表第１第４５部）。

しばしば「ＩＴＩ＝Income tax Instalments」（分

割納付所得税）とも呼ばれます。

オーストラリアの予定納税制度（PAYG instalm-

ents）は、日本の所得税法では「予定納税」（所

得税法２条１項３６号、１０４条～１１０条）、

法人税や消費税では「中間申告〔予定申告/仮決算

による中間申告など〕」（法人税法７１条、消費

税法４２条１項・４３条１項）と呼んでいる制度

に相当します。

（３）活動申告書：ＢＡＳとＩＡＳ

活動報告書（activity statements）は、大きく

「事業活動報告書（ＢＡＳ＝Business Activity Stat-

ement）」と「連続活動報告書（ＩＡＳ＝Instalme-

nt Activity Statement）」に分けることができます。

①連続活動報告書（ＩＡＳ）と事業活動報告書

（ＢＡＳ）

活動報告書制度は、２０００年７月１日から実

施されました。この制度導入前まで、納税者は、

さまざまな報告書を提出するように求められまし

た。納税者が、これら連続活動報告書（ＩＡＳ）

および事業活動報告書（ＢＡＳ）で報告を求めら

れる内容は、次頁【表２５】のとおりです。

活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）の提出義務を負

うものは、同時に、年次の所得税申告書（income
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【表２２】源泉徴収税：月額表の適用範囲

・給与・賃金・手当などの支払

・有給の育児休暇にかかる支払

・会社や法人等の取締役・理事・役員への支払

・公職者（議員・法律上の職務者・軍人・警察官な

ど）への給与・手当などの支払

・日雇い労働者への支払

・宗教教師への支払

・政府支援の教育・訓練プログラムにかかる支払

・補償・疾病・事故等により雇用不継続となった者に

対する定期的な支払（ただし、保険適用による支払

を除きます。）

・その他国外居住者に対する支払

【表２３】「その月の総収入金額」とは

・従業者／被用者の場合、「その月の総収入金額」に

は、手当その他不定期な支払を含みます。（手当に

かかる源泉徴収について詳しくは、ATO, Withho- 

lding from allowances （NAT 5448）を参照

してください。）

・従業者／被用者は、原則として、雇用開始の日から

１４日以内に雇用主／使用者に対して自己の納税者

番号（ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー）を

提示するように求められます。

・雇用主／使用者は、雇用開始の日から２８日以内に

従業者/被用者から納税者番号（ＴＦＮ）の提示が

ない場合、４９％（申告所得税の最高税率）＋メディ

ケア税（２％）で源泉徴収しなければなりません。

・雇用主／使用者は、従業者／被用者がHECS‐HE 

LP（高等教育授業料後払いプログラム）の利用者

（債務者）であり、かつ年間収入額が法定額以上に

達し返済義務が生じている場合には、その者から法

定返済額を源泉徴収するように義務づけられていま

す。

【表２４】源泉徴収税：月額表サンプル（抜粋）
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tax return）やフリンジベネフィット税／給与外給

付税（ＦＢＴ）の申告書（ただし、ＦＴＢの適用

がある場合に限ります。）の提出をしなければな

りません。

活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）制度の導入に伴

い、あらたな専門職として登録「事業活動報告書

作成士（BAS Agents）」制度が導入されました。

これまで法認されていなかった記帳代行業者など

が、新たな資格登録制度のもと事業活動報告書作

成士（BAS Agents）として、活躍の場が与えられ

たわけです。

納税者は、税理士（Tax Agents）のほか、事業

活動報告書作成士（BAS Agents）に対して、有償

で活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）の作成を依頼す

ることができます。

ちなみに、これまで州ごとの異なっていた税務

専門職（tax practitioners）制度は、現在、連邦の

制度として統一されています。２００９年に、連

邦（Ｃｈ＝Commonwealth）の税理士業法（ＴＡＳ

Ａ＝Tax Agent Services Act 2009【ＴＡＳ法】）

および税理士業規則（ＴＡＳＲ＝Tax Agent Servic-

es Regulations 2009）【ＴＡＳ規則】が制定・施

行されました。これらＴＡＳ法やＴＡＳ規則に準

拠して、新たに独立した連邦機関として税務実務

家委員会（ＴＰＢ＝Tax practitioners Board）が設

置されました。この委員会（ＴＰＢ）は、従来か

らある「税理士（Tax Agents）」に加え、新設さ

れた「事業活動報告書作成士（BAS Agents）」、

さらには「税務（ファイナンシャル）アドバイザ

ー（Tax（Financial）Adviser）」の登録および規

制を包括的に担当することになりました【詳しく

は、本報告書第Ⅴ章　税務専門職制度を参照して

ください】。

②活動報告書の提出時期

活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）の提出時期は、

事業体の規模により異なります。

③活動報告書の提出媒体の選択

納税者は、活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）の提

出のあたっては、文書（paper）の他、さまざまな

提出媒体を利用することができます。

なお、納税者は、いったんＡＴＯに活動報告書

を提出すると、継続して定期的に報告書を提出す
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【表２６】活動報告書の提出時期

項目 提出時期

源泉徴収（PAYG withholding）

・年１００万ドル超の源泉税額を徴収

する事業体

・年２万５，０００ドル超～１００万

ドル以下

・年年２万５，０００ドル以下

毎月

毎月

四半期ごと

予定納税（PAYG instalments） 四半期ごと

ＧＳＴ

・年間売上が２，０００万ドル以上

・年間売上は２，０００万ドル未満

毎月

四半期ごと

ＦＢＴその他の租税 四半期ごと

個人や個人事業者 ＩＡＳあるいはＢＡＳを、「マイ

ガブ（MyGov）」にログインして電子提出すること

ができます。

ＢＡＳを自己提出する企業 国税庁（ＡＴＯ）のビジ

ネスポータルにアクセスして電子提出（ＥＬＳ）する

ことができます。

税理士関与提出 税理士が、関与先を代理して、ＢＡ

ＳまたはＩＡＳを税理士専用ポータル（Tax Agen-

t’s Portal）を通じて、ＡＴＯに提出することがで

きます。

事業活動報告書作成士関与提出 事業活動報告書作成

士（BAS Agent）が、関与先を代理して、ＢＡＳま

たはＩＡＳを事業活動報告書作成士専用ポータル（B

AS Agent’s Portal）を通じて、ＡＴＯに提出す

ることができます。

【表２７】活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）の提出媒体の選
択

個人や個人事業者

ＢＡＳを自己提出する企業

税理士関与提出

事業活動報告書作成士関与提出

①　連続活動報告書（ＩＡＳ）個人納税者、物品サー

ビス税（ＧＳＴ）の納税義務を負わない事業者が、

国税庁（ＡＴＯ）に提出義務を負う活動報告書で

す。次のような活動をするものは、ＩＡＳの提出義

務を負います。

・源泉徴収（PAYG withholding）

・予定納税（PAYG instalments）

・フリンジベネフィット税／給与外給付税の予定納税

（ＦＢＴ＝Fringe Benefit Tax instalments）

連続活動報告書（ＩＡＳ）

【表２５】連続活動報告書（ＩＡＳ）と事業活動報告書
（ＢＡＳ）

②　事業活動報告書（ＢＡＳ）個人納税者、個人納税

者、物品サービス税（ＧＳＴ）の納税義務を負う事

業者が、国税庁（ＡＴＯ）に提出義務を負う活動報

告書です。次のような活動をするものは、ＢＡＳの

提出義務を負います。

・物品サービス税（ＧＳＴ＝Goods and Services 

Tax）

・源泉徴収（PAYG withholding）

・予定納税（PAYG instalments）

・フリンジベネフィット税／給与外給付税の予定納税

（ＦＢＴ＝Fringe Benefit Tax instalments）

事業活動報告書（ＢＡＳ）
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る必要があります。特定に課税期間に報告すべき

取引がない場合には、「ゼロ報告書（zero report）」

を提出する必要があります。

提出内容の修正、ＡＴＯによる計算間違いの訂

正等の手続は、原則として所得税などの申告書（t-

ax return）にかかる手続の例によります。

１０　税務調査手続

オーストラリア税制は、申告納税制度（self-ass-

essment）と自発的納税協力（voluntary tax complia-

nce）を基礎としています。

国税庁（ＡＴＯ）は、納税者が申告納税制度を

理解し、かつ納税者に自発的納税協力を求めるた

めに、２つのアプローチをとっています。１つ

は、納税者や税理士が、納税義務の範囲をできる

だけ的確かつ容易に理解できるように十分な情報

を提供することです。このために、ＡＴＯは、「パ

ブリックルーリング／公的ルーリング（public ruli-

ngs）」を発遣・公表すること、概算経費率／標準

経費率（industry benchmarks）を公表すること、納

税者への注意書を出すこと、ＰＲやキャンペーン

活動を行うこと、税務相談や税務支援（tax help）

プログラムを実施することなど、さまざまの方策

を講じています。

そして、もう１つは、納税者に自発的納税協力

を仰げない場合に、ＡＴＯは、さまざまな調査を

実施することです。

ＡＴＯは、納税者の納税協力度を測る目的で、

次のような納税協力測定プログラム（compliance

programs）を実施しています。

税務行政の執行にあたり最も重要なことの一つ

は、国税長官（Commissioner）による「課税ベー

スの清廉性（integrity of the tax base）」の確保にあ

るとされています。

「課税ベースの清廉性の確保」にあたり、国税

長官、すなわち、その配下にある国税職員には、

納税者等に納税協力（tax compliance）を仰ぐため

の広範な権限が与えられています。

具体的には、「データ照合（data matching）や

概算経費率／標準経費率プログラム（benchmarking

programs）を実施する権限」、「準備調査（risk re-

views）を実施する権限」、「税務調査（tax audit-

s）を実施する権限」などです。ここでは、これ

らを一括して「広義の税務調査権」と呼んでおき

ます。

国税長官（その配下にある国税職員）が、納税者

等に対して納税協力（tax compliance）を仰ぐため

の権限は、主として、次のような規定に基づいて

行使されています。

（１）データ照合プログラム

データ照合（data-matching programs）は、納税

者が納税義務を適正に遂行しているかどうかを確

認する目的で行われています。ＡＴＯは、納税者

から税務申告書（tax returns）や活動報告書（acti-

vity statements）が提出されると、コンピュータを

使って他の資料などとデータ照合を実施していま

す（詳しくは本号第三章Ａ参照）。

データ照合の結果、ヒット、不一致と出ると、

ＡＴＯは、準備調査（risk reviews）、さらには正

式な税務調査（tax audits）に移行することになり

ます。

各種のデータ照合プログラムは、定期的に連邦

官報（Commonwealth Gazette）に公表されていま

す。

ＡＴＯは、他の政府機関ともデータ交換を行っ

ています。連邦人間サービス省（日本の厚労省に

匹敵）所管の社会保障給付機関であるセンターリ

ンク（Centrelink）における各種給付データとＡＴ

Ｏの納税データとの照合が典型的です。受給資格
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【表２８】ＡＴＯの納税協力測定プログラムの種類

・事業所得者でない個人対象プログラム

・富裕層（居住者で、その関連者を含めた資産額が

３，０００万ドル以上）対象プログラム

・小規模企業（年間売上高が２００万ドル以下）対象

プログラム

・中小企業（年間売上高が２００万ドル超～２億５，

０００万ドル以下）対象プログラム

・大企業（年間売上高が２億５，０００万ドル超）対

象プログラム

・非営利団体対象プログラム

・政府機関対象プログララム

【表２９】納税協力を仰ぐためのＡＴＯの主な権限とそ
の典拠

・建物、場所および文書にアクセスする権限（１９３

６年所得税法２６３条）

・情報提供、証拠の提出および証拠持参の来署依頼、

ならびに資料の提出を求める権限（同法２６４条）

・オフショア情報提出通知書（offshore informat- 

ion notice）を出して国外から情報および資料を

収集する権限（同法２６４Ａ条）
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の確認と福祉の不正受給の防止が主なねらいで

す。こうしたデータ照合は、１９９０年データ照

合プログラム（助成及び課税）法（Data-matching

Program （Assistance and Tax） Act 1990）、つま

り法律上の根拠に基づいて実施されています。納

税者情報を政府のデータ照合に使うことは、税法

上の守秘義務違反にはあたらないとされています

（租税行政法別表第１第３５５条の６５）。

（２）概算経費率（標準経費率／industry bench-
marks）の公表と利用

所得税や物品サービス税（ＧＳＴ）などでは、

申告納税制度を採用しています。こうした租税で

は、国税庁（ＡＴＯ）は、申告内容を精査し、的

確な査定をするための税務調査（tax audit）を実

施することが必要不可欠です。

その一方で、ＡＴＯは、不要な税務調査を減ら

すには、納税者がどのような申告をしたら税務調

査を回避できるのか、納税者の予測可能性を高め

る努力が必要です。ＡＴＯが、概算経費率（標準

経費率／industry benchmarks）を公表し、納税者

が申告にあたりそれらを参照・利用できる態勢を

整備しているのも、そうした努力の一端と見るこ

とができます。

オーストラリアの場合、とりわけ現金取引が多

い小規模企業（small business）の「所得（incom-

e）」や「売上高（turnover）」の申告、ＡＴＯに

よる査定、机上調査、不足額査定、修正査定に

は、公表されている「業種別標準率表／概算経費

率／標準経費率（benchmarking）」（以下「標準

経費率」といいます。）が広く使われています。

オーストラリアは、２００８年に「小規模企業

標準経費率（small business benchmarks）」を導入

しました。

①標準経費率策定の基礎

国税庁（ＡＴＯ）は、さまざまな業種に適用す

る標準経費率の策定にあたっては、【表３０】の

３つの基準を用いています。

②業種別標準率表

業種別の具体的な標準経費率は、前年の所得税

申告および事業活動申告（ＢＡＳ）をもとに、産

業界の意見を聴取してＡＴＯが作成し、公表して

います。１００を超える業種別標準率表（industry

benchmarks）があり、６０万あまりの小規模企業

に適用されています。以下に、いくつかの現金取

引の多い業種にかかる概算／標準経費率の実際を

紹介してみます。

（ａ）喫茶店の場合

例えば、喫茶店（coffee shop）を営む事業者の

場合には、【表３１】または【表３２】に基づい

て概算／標準経費率を推計することになります。

（ｂ）美容業の場合

例えば、美容業（hairdresser）を営む事業者の

場合には、【表３３】または【表３４】に基づい

て概算／標準経費率を推計することになります。
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【表３０】業種別標準経費率の策定基準

（ａ）業績標準経費率（Performance benchma- 

rks） :（ａ）売上高に対する原価割合、（ｂ）

売上高に対する販売費割合、（ｃ）売上高に対

する労務費割合、（ｄ）売上高に対する賃料割

合で標準経費率を推計します。

（ｂ）現金売上標準経費率（Cash sales benchm- 

arks） : 総売上に占める現金売上比率から標準

経費率を推計します。一般に、この基準は、喫

茶店、雑貨店、洋装店などの小売業に適用され

ます。

（ｃ）仕入標準経費率（ Input benchmarks）：建

設業のような、労働と資材を使って事業所得を

稼得している業種に適用されます。

【表３１】標準経費率／喫茶店の例（２０１２－３課税年）

年間売上高の範囲　（単位：ドル）
主要な標準経

費率 ６万５，０００

～２５万以下

２５万超～

６０万以下
６０万超

売上に占める
原価割合

３５％～４２％ ３５％～４１％ ３２％～３７％

平均的原価割合 ３９％ ３８％ ３５％

総売上に占め
る費用割合

７９％～８８％ ８５％～９２％ ８７％～９３％

平均的総費用
割合

８４％ ８８％ ９０％

事業活動申告書

総売上に占め
る非資本的仕
入割合

５９％～７２％ ５５％～６６％ ５１％～６０％

【表３２】選択的な標準経費率／喫茶店の例（２０１２－
３課税年）

年間売上高の範囲 （単位：ドル）標準経費率

６万５，０００

～２５万以下

２５万超～

６０万以下
６０万超

売上に占める
労務費割合

１７％～２５％ １９％～２７％ ２４％～３１％

売上に占める
家賃割合

１２％～２０％ １９％～１７％ ８％～１３％

売上に占める
自動車費用割
合

２％～３％ １％～２％ １％

所得税申告書
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③標準経費率

オーストラリアでは、概算経費率／業種別標準

率表が公開され、現金取引の多い事業者は、それ

を参考にして確定申告をしています。また、ＡＴ

Ｏも税務調査対象を選定する場合に、これらを使

っています。しかし、法定帳簿を具備している事

業者に対しても、ＡＴＯが概算経費率を用いて査

定や不足額査定、修正査定を通知することが一般

化していることから、濫用気味にある実態が問わ

れています。

２００８年１１月に、国税庁（ＡＴＯ）は、小

規模企業標準経費率（small business benchmarks）

を導入しました。標準経費率導入は、小規模事業

者が、所得税や物品サービス税（ＧＳＴ）の申告

をする場合に、同業他者の業績、経費率などを参

照できるようにしようというのが本来の趣旨でし

た。つまり、小規模企業標準経費率は、もっぱら

事業者の自発的納税協力を仰ぐためのツールを提

供しようという趣旨で策定・公表されているもの

です。

ところが、ＡＴＯは、次第にこの標準経費率を

小規模事業者への税務調査のツールとして活用す

る姿勢を強めてきています。２０１０－１１課税

年を例にすると、４万６，０００件を超える小規

模企業が、この標準経費率以下であることを理由

に、ＡＴＯから不足額査定通知あるいは修正査定

の通知を受けています。こうした推計通知（処

分）に対しては、１０万を超える事業者あるいは

関与税理士が不服申立てをしています。

問題は、こうした標準経費率が税務調査ツール

として一人歩きしがちな実情です。納税者が所得

税申告書（income tax return）や事業活動申告書

（ＢＡＳ）に記載した所得や経費、取引高につい

て納税者がＡＴＯに十分な説明ができないとき

に、ＡＴＯは標準経費率で所得や取引高を推計

し、増差額＋附帯税の査定通知をしてくる事例が

増えていることです。

現金取引の多い小規模事業者に対する標準経費

率を使ったＡＴＯの推計課税実務の横行には、業

界団体や税理士界が標準経費率導入の本来の趣旨

を逸脱し問題であるとして批判してきました。ま

た、業種によっては、ＡＴＯの公表した標準経費

率が清廉性に欠け、公正ではない旨を指摘しまし

た。

こうした批判を受けてＡＴＯは、２０１１年

に、１５を超える業種に関して公表した標準経費

率を撤回しました。

標準経費率のあり方をめぐり税界での論争が激

しくなったことから、連邦の租税行政総監（ＩＧ

Ｔ＝Inspector General of Taxation）は、この問題の

レビューを行い、２０１２年７月に調査報告書『現

金経済を標的とした国税庁（ＡＴＯ）の標準経費

率利用に関するレビュー（Review into the ATO’s u-

se of benchmarking to target the cash economy）』

（以下「ＩＧＴ標準経費率報告書」といいます。）

を作成し、財務副長官あてに提出しました。

ＩＧＴ標準経費率報告書では、「標準経費率は

納税者が自発的な納税協力においてリスク確認ツ

ールとしては有用ではあるものの、策定された標

準経費率の内容やＡＴＯがそれらを税務調査の道

具として活用することには問題がある」旨を明ら

かにし、改善を勧告しました。

ＩＧＴ標準経費率報告書で指摘された問題のポ

イントをあげると次のとおりです。
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【表３３】標準経費率／美容業の例（２０１２－３課税年）

年間売上高の範囲　（単位：ドル）
主要な標準経
費率 ５万～１５万

以下

１５万超～３０

万以下
３０万超

売上に占める
原価割合

１２％～１７％ １３％～１７％ １３％～３７％

平均的原価割合 １４％ １５％ １５％

総売上に占め
る費用割合

５６％～７３％ ７３％～８４％ ８４％

平均的総費用
割合

６４％ ７８％ ８４％

事業活動申告書

総売上に占め
る非資本的仕
入割合

４０％～５３％ ３７％～４７％ ３７％～４６％

【表３４】選択的な標準経費率／美容業の例（２０１２－
３課税年）

年間売上高の範囲 （単位：ドル）標準経費率

５万～２５万

以下

１５万超～３０

万以下
３０万超

売上に占める
労務費割合

２５％～３７％ ３０％～４０％ ３５％～４４％

売上に占める
家賃割合

１５％～２２％ １０％～１６％ ９％～１５％

売上に占める
自動車費用割
合

３％～５％ ２％ １％

所得税申告書

・標準経費率を策定するプロセスの透明性が確保され

ていない。策定に使用したデータや方法論を公表す

る必要がある。

・標準経費率の策定に使用したデータの清廉性を確保

する必要がある。

・標準経費率の公表や利用により、多くの納税者が不

【表３５】ＩＧＴ標準経費率報告書で指摘された問題のポ
イント
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ＩＧＴ標準経費率報告書では、１１の勧告を行

い、ＡＴＯの標準経費率の取扱について改善を求

めました。ＡＴＯは、１１の勧告のうち、９つの

項目には全面的に応じ、残り２つの項目について

は部分的に応じるあるいは留保する旨をアナウン

スしました。

（３）準備調査（risk reviews）
準備調査（risk reviews）は、ＡＴＯが納税者の

納税協力度を測定する際に重要な役割を演じてい

ます。ＡＴＯは、納税者のリスク度、納税非協力

度に応じて、さまざまなレベルの準備調査を実施

します。

準備調査の結果、例えば所得税や物品サービス
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要な税務調査から解放されていると思われるもの

の、逆に調査を開始する場合の理由開示が不明確に

なっているきらいがある。

・ＡＴＯは、調査対象に選定するかどうかについて

は、別途の基準も考慮すべきである。例えば、ＡＴ

Ｏは、納税者の納税協力、納税非協力を判定する際

に、過去に終了した税務調査データなどを活用する

のも一案である。

・７，６００件の標準経費率に基づいた税務調査事例

を検討した結果、ＡＴＯはそのうち２４％について

増差通知を行っていることが判明した。標準経費率

に基づいた税務調査は、無作為抽出基づく税務調査

方法よりはベターといえる。しかし、不服申立ての

あった納税者をあらかじめ除外したうえで増差通知

を行うように改善する必要がある。

・ＡＴＯは、不服申立てをしていない多くの納税者層

に人員を集中させるかたちで調査対象の選定を行う

ことでその清廉度を高める必要がある。

・ＡＴＯは、税務調査の際に、納税者が所得を的確に

申告していないことを判定する際の証拠資料の提出

について混乱が生じている点を是正すべきである。

とりわけ、税務調査においてＡＴＯが納税者の記録

をどのように精査し、かつ、納税者がどのような証

拠資料を提供すれば、ＡＴＯの基準に合致するのか

についての情報を公表すべきである。

・ＡＴＯは、標準経費率に基づき発見された納税非協

力事案に対する附帯税の賦課基準の透明化をはかる

べきである。この点については、過去のＩＧＴ報告

書でも検証され、勧告を行ったところでもある。

・ＡＴＯは、職員の資質向上、税務調査おける納税者

の納税協力費の削減および小規模企業の記録保存制

度の改善に取り組むべきである。

日本の各種税法は、概算経費率での課税ベースの
算定を認めています。所得課税の面では、社会保険
診療報酬の所得計算の特例（租税特別措置法２６
条）、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
（租税特別措置法２７条）、山林所得の概算経費控
除（租税特別措置法３０条１項）、給与所得控除
（所得税法２８条２項・３項）、退職所得控除（所
得税法３０条２項・３項）などの取扱いがありま
す。消費課税の面では、簡易課税（消費税法３７条
１項）などの取扱いがあります。
こうした税法令で認められた概算経費率での課税

取扱とは別に、税務署内部に税務調査対象選定基準
のようなかたちで概算経費率が存在しているのかど

C o l u m n４

日本における概算経費率での課税、申告

うかです。
かつて、大阪国税局が事業所得者に対する課税事

務を行う際の推計等の資料とするために作成した
「営業庶業等所得標準率表」や「所得業種目別効率
表」を、税務職員が外部者に漏らしたことについ
て、国家公務員法１００条１項にいう「秘密」を洩
らしたことにあたるとし守秘義務違反で刑事罰を受
け争われた事案があります。下級審はこの処罰を容
認し、最高裁も原判決を正当であると容認する決定
を下しています。最高裁は、これらの資料を「公表
すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全
な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど
税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべ
きものである」との理由をあげています（最高裁・
昭和５２年１２月１９日決定・刑集３１巻７号１０
５３頁）。情報公開法が成立した現在では考えられ
ないような司法判断がかつては行われていたわけで
す。
このように、かつてわが国の課税庁は、非公開の

概算経費率、または学者の印税や原稿料は一律４４
％といった個別通達を発遣して、申告や税務調査に
利用していた事実があるわけです。しかし、現在の
日本の税務実務において概算経費率はどう扱われて
いるのでしょうか？
現金取引の多い事業者に関する概算経費率は現

在、税理士の実務においてもほとんど目にすること
はありません。しかし各現金取引事業者の業種ごと
の経費率に関する平均値などの資料は、国税局で把
握しており、これをもとにして調査対象を選別する
ことは行っています。同業、同規模の事業者に比較
して売上原価が異常に高いとか、交際費などの額が
かなり大きいとかを、調査対象を選別する方法とし
て使用しています。このような基準でもって税務調
査対象を選定したうえで調査を実施し、客観的な事
実関係を把握できた場合には更正処分を行います。
しかし、充分な事実関係を把握できない場合は、修
正申告の勧奨により処理をする場合が多いといえま
す。これは、概算経費率のようなアバウトな基準を
もとにして更正処分を行うのは、その後の争訟リス
クが高いためです。このことから、課税庁は、それ
ぞれの事案に従って売上なり経費を推計しての課税
が一般的です。
情報公開法が制定された今日、国民・納税者から

の開示請求リスクに対応するねらいもあり、課税庁
には、内部通達のようなかたちでの「概算経費率は
存在しない」建前にはなっています。しかし、実際
には課税庁内に税務調査対象選定基準のようなかた
ちで存在しているといえるのかも知れません。オー
ストラリアの実情などを参考にして、日本でも「概
算経費率」ないし「税務調査対象選定基準」などの
透明化を推進する必要がありそうです。

（中村克己）
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税（ＧＡＴ）の納付額が極めて少ないことなどが

分かったような場合には、ＡＴＯは、正式な税務

調査に入ります。

通例、ＡＴＯは、正式な税務調査に移行する前

に、納税者に対してその結果を通知し、自主的に

増差額の納付に応じるように勧奨を行います。Ａ

ＴＯが正式な税務調査の通知を行う前に納税者が

自主的に増差額の納付に応じた場合には、附帯税

は減額されます

（４）税務調査（Tax Audit）
税務調査（tax audits）は、ＡＴＯが、納税者が

税法を遵守して納税申告書（tax return）や活動報

告書（ＢＡＳ、ＩＢＳ）などを提出しているかど

うかを精査する手続です。情報収集または情報に

アクセスする権限を除けば、国税長官（その配下

にある国税職員）は、特定の規定を根拠に納税者

等に対する税務調査権限を行使する構図にはなっ

ていません。言い換えると、国税長官の一般的な

税法執行権（１９３６年所得税法８条および租税

行政法３Ａ条）を根拠に、税務調査が実施されて

いるわけです。

最高裁判所（High Court）は、所得税法には「税

務調査（tax audit）」という文言は見出し得ない

けれども、納税者の課税所得を確認することは所

得税法の目的である」という論理に基づいて、国

税長官の税務調査権限を認めています（Industrial

Equity Ltd v DCT（1990）21 ATR 934）。

①調査の実施

国税職員（taxation offices）は、調査の実施にあ

たり、すべての納税者を、法律および納税者憲章

（Taxpayer’s Charter）に記載された原則に従っ

て、不偏、公平、理性的、かつ専門職的作法にお

いて取り扱うように求められます。

国税職員は、税務調査において、面談、臨場の

目的を説明し、明瞭な質問をし、合理的かつ適切

な質問に答える義務があります。また、納税者に

代理人を立てることを認め、かつ国税職員が法律

顧問に代理を依頼するときにはその旨を当該納税

者に事前に通知する必要があります。さらに、国

税職員は、納税者に対して、記録や資料、文書に

加え、情報を収集するに必要な相当の時間を認め

なければなりません。（ただし、記録や資料など

の清廉性を失うおそれのある場合は除きます。）

国税職員は、納税者と面談をした場合で、当該

納税者からその面談の記録文書を請求されたとき

には、その副本を作成したうえで署名を行い提供

しなければならいません。また、納税者から記録

の提供を受けた場合には、その旨を証した受取文

書を交付しなければなりません。さらに、国税職

員は、調査の進行状況を継続的に納税者に知らせ

る必要があります。（詳しくは、納税者憲章およ

びATO, Access and Information Gathering Manualを

参照してください。）

国税庁（ＡＴＯ）は、税務調査が終了した場

合、（事例によってはその途中で）、調査結果の

基づいて行われた修正の根拠を説明します。算定

された増差額を納税者へ通知し、かつ附帯税がか

かる場合にはその理由を説明します。納税者に対

して調査結果を文書で通知する際には、納税者の

不服申立てその他の救済を求める権利があること

を教示します。状況によっては、修正査定通知書

を交付します。

オーストラリアの場合、調査開始後に国税職員

と納税者が話合いをし、争点の解決をはかること

も少なくありません。

③ＡＴＯ事務運営指針「納税者憲章：あなたが質

問または調査対象とされた場合」

ＡＴＯは、事務運営指針『納税者憲章：あなた

が質問または調査対象とされた場合（Taxpayers’

charter: If you’re subject to enquiry or audit）』（NA

T 2559）を発遣しています。

事務運営指針ＮＡＴ２５５９は、納税者が、面

談調査の対象に選択された場合に、ＡＴＯに期待

できることを明確にした発刊物です。その概要を

一覧にすると、次のとおりです。
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準備調査と税務調査の違い 準備調査（review）と

税務調査（audit）は、一般に、納税者がＡＴＯに提

供した情報が正確であり、かつ、自己の納税義務を果

たしているかどうかを確認するために納税者の税務事

務を調べることに関係します。

ＡＴＯは、銀行や雇用主、顧客、仕入先のような関

係者にも接触します。

準備調査と税務調査との間には、次のような違いが

あります。

《準備調査》ＡＴＯは、誤りを見つけるためのレビュ

ー／準備調査をし、誤りがあった場合にはそれを正す

ために納税者を支援します。また、ＡＴＯは、特定の

産業や活動に関する情報を収集ねらいでも、レビュー

を利用します。

ＡＴＯは、レビューにおいて納税者が納税義務を果

たしていないという事実を発見した場合には、増差分

準備調査と税務調査の違い

【表３６】事務運営指針『納税者憲章：あなたが質問また
は調査対象とされた場合』の概要
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を修正します。

《税務調査》ＡＴＯは、納税者が自己の納税義務を果

たしていない、または、レビュー／準備調査では問題

を十分に精査しきれていないと判断するときには、税

務調査を実施します。ＡＴＯは、税務調査に結果、増

差分を見出した場合には、それを修正します。

納税者が、ＡＴＯが増差通知を行う前に（レビュー

をしているときを含みます。）自主的に修正をした場

合には、加算税は大幅に減額されます。

ＡＴＯの納税者への対応方法 ＡＴＯは、納税者と相

談し、かつ情報の収集に協力をお願いする方法を取り

ます。

ＡＴＯは、準備調査や税務調査を、不偏、公正、合

理的かつ専門職としてのやり方で実施します。

・ＡＴＯは、法律および納税者憲章に要約されている

原則を遵守して、すべての納税者を取り扱います。

・ＡＴＯは、処分をする場合には、納税者の声に耳を

傾け、かつ納税者の状況を勘案します。

・ＡＴＯは、納税者の費用の極小化および不都合を考

慮します。

・ＡＴＯは、法律および納税者憲章に要約されている

原則を遵守するために、質の高いチェックを実施し

ます。

ＡＴＯの納税者への対応方法

あなたがＡＴＯに期待できること 納税者とＡＴＯと

の協力的調査手法に基づき、ＡＴＯは、ＡＴＯ職員が

納税者の建物、家屋、記録および資料に十分かつ自由

なアクセスを認めることを期待します。

・しかし、記録や資料が納税者と関与法廷弁護士、事

務弁護士、会計専門職であるアドバイザーとの間で

のやり取りに関するもので、守秘義務の対象となる

場合には、その限りではありません。ただし、これ

らの記録や資料は、法律専門職特権の対象になりう

るものか、会計専門職であるアドバイザー作成文書

で行政上の特権の対象になるうるものでなければな

りません。

・ＡＴＯは、納税者の許にある記録および資料の副

文、または写しを作成することをＡＴＯに認めるよ

うに期待します。ただし、専門職特権が適用になる

記録や資料は、その限りではありません。

・ＡＴＯは、納税者が、相当の場所を提供し、かつ、

ＡＴＯを支援してくれるように期待します。例え

ば、ＡＴＯは、納税者が仕事場で使っている机やい

す、十分な照明、さらには複写機のような機器を

（もしあれば）提供して欲しいと期待しています。

・ＡＴＯは、納税者に対し、情報提供要請に十分、タ

イムリーかつ正確に答えるのように期待していま

す。

・ＡＴＯは、納税者がＡＴＯへの対応の際に、正直か

つ誠実に対応してくれるように期待します。

あなたがＡＴＯに期待できること

準備調査や税務調査の通知 ほとんどの場合、ＡＴＯ

は、納税者を訪問する際には準備調査や税務調査につ

いて事前通知をします。

・ＡＴＯは、通例、納税者の郵送用の住所に通知書を

送付します。ときには、ＡＴＯは、準備調査の時間

を調整するために納税者に対して最初に電話で連絡

をします。ＡＴＯが通知するのは、次のような事項

です。

■納税者を担当する税務職員の氏名、電話番号

■ＡＴＯが調査対象とする範囲およびその期間の説明

■この段階で税務職員が調査する必要がある情報およ

び記録

■納税者がどの段階でも代理人をたてることができる

こと。

■納税者が有する権利および義務

・ＡＴＯは、納税者が代理人と相談を望む場合、その

ための合理的な時間と機会を保障することになって

います。

・ＡＴＯは、できるだけ早期に予備調査や税務調査を

終了するように努めます。しかしながら、必要な時

間は、納税者の記録がどの程度良好か、情報の流用

性、事案の複雑さおよび納税者の協力度によります。

《事前通知なしの臨場調査》　ときによっては、ＡＴ

Ｏは緊急に、資料、情報、物品に対して調査を開始す

る必要がでてきます。例えば、こうした資料などが破

棄されるおそれがある、あるいは変更されると信じる

に足る理由があるような場合です。こうした事態が想

定される場合には、事前通知なしの臨場調査を実施す

ることがあります。

事前通知なしに臨場調査を実施する場合には、上席

職員がそれを承認する必要があります。こうした調査

の場合、ＡＴＯは、調査開始後に納税者が代理人を立

てる合理的な時間と機会を保障することになっていま

す。

《どのように準備したらよいのか》納税者は、ＡＴＯ

から事前通知書を受け取った場合、関係記録、納税申

告書や活動報告書を確認してください。

納税者は、誤記を発見した場合、ＡＴＯに知らせる

ためにすみやかに申し出てください。納税者がこうし

た対応をした場合、加算税が減額されることがありま

す。

準備調査や税務調査の通知

最初の準備調査 最初の準備調査において、国税職員

は、次のことを行います。

■ＡＴＯは、納税者に最初に合ったときに、国税職員

身分証明者および接触先の電話番号をお知らせしま

す。（ただし、すでに通知している場合は、その限

りではありません。）他の国税職員が同行している

ときにも、同様のお知らせをします。

■納税者にその上司の氏名と電話番号をお知らせしま

す（ただし、これは、非常に限定された場合に限り

ます。）

■ＡＴＯがすすめるプロセスの概要を説明します。

■納税者に対して、納税者が発見したいかなる誤記等

の情報を自主的にＡＴＯに提供する機会を与えま

す。納税者が自発的にこうした対応した場合、加算

税が減額されることがあります。

最初の準備調査

調査プロセス ＡＴＯは、調査において、次のことを

します。

■納税者が望む場合、ＡＴＯは、準備調査または税務

調査のプロセスについて説明をします。

■面談ないし会合場所については、双方の都合のよい

場所をアレンジするように努めます。また、通例は

営業時間内とします。

■面談または訪問の目的を説明します。

■ＡＴＯは、納税者に対して明確かつ不明瞭ではない

質問をし、かつ、納税者にその意味が明確になるま

調査プロセス
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であらゆる合理的な支援および説明をします。

■ＡＴＯは、納税者を代理する者または納税者の立会

人を選任することを認めます。（ただし、選任され

た代理人がその取引の当事者であり、利益相反にあ

たる場合は別です。この場合、ＡＴＯは、納税者が

他の代理人を選任する時間を保障します。）

■面談の間、国税職員が自らの法律相談人を同席させ

る場合には、その旨を事前の納税者に通知すること

になっています。

■ＡＴＯは、納税者に対して記録、資料その他の情報

を提出するに必要な相当の時間を保障することにな

っています。ただし、こうした資料などが破棄され

るおそれがあること、あるいは変更されると信じる

に足る理由があるような場合は別です。

■ＡＴＯは、納税者が、いかなる会話または面談をオ

ーディオ録音すること、または記録を作成すること

を認めます。納税者は、オーディオ録音の副本をＡ

ＴＯに提供するように求められます。

■ＡＴＯは、面談内容を録音することが相当であると

考え、かつ納税者が録音に同意した場合には、納税

者に事前に通知したうえで録音をすることができま

す。この場合、ＡＴＯは、面談の終了後にその録音

の副本を無料で納税者に提供することになっていま

す。

■ＡＴＯは、納税者から請求があれば、会話または面

談の文書化された記録の副本に署名のうえ納税者に

提供します。ＡＴＯは、この記録に納税者の署名を

求める場合、どのような理由でそれを求めるのかを

説明します。

■ＡＴＯは、納税者の権利を尊重すること、そして、

納税者とその関与法廷弁護士または事務弁護士との

関係において認められる法律専門職特権を請求する

ことができるように十分な機会を保障します。

■状況により、ＡＴＯは、税務相談内容を、会計専門

職であるアドバイザー作成文書にあたり行政上の秘

匿特典が認められることを理由に、納税者とその関

与会計専門職アドバイザーの間で認められる秘匿特

権の対象となると認めます。

■ＡＴＯは、面談の際に提供を受けた記録については

納税者に預り証を交付し、かつできるだけすみやか

にまたは双方が合意したところにしたがい、返還し

なければなりません。

■ＡＴＯは、その裁量で、第三者に対して、納税者が

悪事をしたようなことを示唆することなしに、反面

調査を実施することができます。

■ＡＴＯは、いかなる争点についても、調整税額の提

案を含む納税者が持つ自らの見解を、表明すること

を認めます

■ＡＴＯは、納税者に対して事案の進展状況を継続的

にお知らせします。

納税者が英語を話せない場合、ＡＴＯは、いかな
る会合または面談に通訳をつけるようにアレンジしま

す。納税者は、電話面談の場合には、翻訳・通訳サー

ビス（Translating and Interpreting Service）

を介在させて実施するように求めることができます。

通訳者は、納税者の言ったことを通訳するだけです。

通訳者は、正式に納税者を代理できる場合を除き、納

税者に代わって答弁する事は認められません。

ＡＴＯの公式な権限 税法に基づいて、ＡＴＯは、納

税者等に対して、情報の提供を求めること、証拠を持

参して来署を求めること、または、納税者の手許また

は支配にある帳簿、資料その他の文書の提出を求める

ことができます。

納税者は、税法に基づいて公式な面談に応じるよう

に求められたとします。この場合、納税者は、面談に

おいて求められたいかなる質問にも答えなければなり

ません。面談をする国税職員は、この点について納税

者に対して説明することになっています。

一般に、納税者は、自己の代理人または相談人の立

会いを求めることができます。この場合、納税者は、

自己の代理人または相談人に相談する合理的な機会を

保障されます。代理人または相談人は、納税者がすべ

き回答ではなく、納税者に対する質問の意味について

相談に応じることができます。

極めて例外的な事例において、納税者は、立会わせ

る自己の代理人または相談人を選任することが認めら

れない場合があります。例えば、納税者の代理人また

は相談人が、現在レビューの対象となっている事案の

当事者となっている場合です。こうした場合、納税者

には、他の代理人を選任する相当の時間が与えられな

ければなりません。

納税者が英語を話せないことから、公式の面談に通

訳を伴って面談に臨んだ場合には、その通訳を通じて

回答することが認められます。

ＡＴＯの公式な権限

ＡＴＯが調査を終了した場合 ＡＴＯは、調査を終了

したときには、次のことをします。

■納税者に対して自己の納税義務を果たしておらず、

問題の解決に向けて支援する旨を通知すること。

■ＡＴＯの課税ベースの調整根拠を説明すること。

■加算税または延滞税が課される理由および計算方法

■納税者に対し、加算税または延滞税の減額を正当化

できる状況を説明する機会を与えること。

■納税者が誤って税金を払い過ぎであること、または

納税者が受けられる還付を過少に受け取っているこ

とを通知すること。

■処分の日から７日以内に、調査結果通知書を納税者

に交付すること。

■ＡＴＯの処分に対する不服申立ての方法を教示する

こと。

■納税者が自己の将来的な納税義務を理解し、かつ遂

行するに必要となる問題点の全部または一部につい

て説明すること。

こうした問題点については、調査終了後ではなく、

予備調査または調査時における議論のなかでも説明が

行われることもあります。

《調整協議》調整協議（settlement meetings）

は、通例、より複雑な調査に関して開催されます。

ＡＴＯが調査を終了した場合

加算税、延滞税および罰則 ＡＴＯは、納税者の記録

を精査します。その結果、納税者の納付不足額があ

る、あるいは控除額等を過大に請求していることが判

明したとします。この場合、納税者は、ＡＴＯに租税

債務を負うことになります。

納税者が、ＡＴＯに租税債務を負っているとしま

す。この場合、ＡＴＯは、納税者に対して、当該不足

額に過少申告加算税を加えて納付するように求めま

す。

加算税、延滞税および罰則
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③標準的な調査期間

法令上、税務調査の期間については特段の制限

はありません。また、標準期間も決まっていませ

ん。

ただ、ＡＴＯは、事務運営指針（Practice State-

ment）で大企業に対する準備調査（risk reviews）

期間はおおむね６ヵ月以内、正式な税務調査期間

はおおむね２年以内とする旨の標準期間を公表し

ています。また、この標準期間を超える調査が実

施された場合には、一定の範囲まで附帯税を減額

する措置を講じています（PS LA ２００６/８６

５）。

附帯税の減額措置はともかくとして、ＡＴＯが

設定した標準的な調査期間が守られていないこと

で、不要なコスト負担が発生し、かつ手続的適正

を欠いているとの強い批判が出ていました。

そこで、連邦の租税行政総監（ＩＧＴ＝Inspect-

or General of Taxation）は、この問題のレビューを

行い、２０１１年５月に『国税庁（ＡＴＯ）の大

企業への準備調査や調査方針、手続および実務に

関する報告書（Report into the Australian Taxation
Office’s large business risk review and audit policies,

procedures and practices）』を作成し、財務副長官

あてに提出しました。この報告書に盛られえた勧

告のすべてをＡＴＯは必ずしも受け容れる義務は

ありません。しかし、ＡＴＯは、準備調査や調査

をできるだけ効率的かつ合理的に遂行する態勢を

整えることで、標準期間内の調査を終えられるよ

うに努力する方針を打ち出しました。

④税務調査と関与弁護士や関与会計士などの専門

職特権

国税長官は情報収集権限を有しています。その

一方で、オーストラリアの法律専門職は、コモン

ロー上の専門職特権（legal professional privilege）

が認められています。このことから、弁護士とそ

のクライアントである納税者との間でやり取りを

した内容や文書は、この特権による保護の対象と

なり、国税庁（ＡＴＯ）に開示または提出する必

要がないことになります（Barker v Campbell（19

83）14ATR713; Daniels Corporation International

Pty Ltd v ACCC（2002）213 CLR 543）。した

がって、ＡＴＯは、情報収集にあたり、この特典

に抵触しないように注意しなければなりません。

このような特典は、コモンロー上では、会計士

とそのクライアント間では適用になりません。し

かし、国税長官は、外部者である会計専門職がし

た相談事項に対して一定の範囲で行政上の宥恕／

特典（administrative concession）を認めています。

こうした措置は、法律に根拠を置いていないこと

から、ＡＴＯは、状況によっては、こうした情報

の収集を行うこともあります。

ちなみに、この特権は、法律専門職（solicitor／

事務弁護士、barrister／法廷弁護士）だけに付与

されているものです。したがって、会計士が、法

的性格を有する相談を行ったとしても、当該相談

内容にはこの種の特権は認められません。

１１　ＡＴＯのルーリング

オーストラリアにおいて、「ルーリング（rulin-

g）」制度は、申告納税制度における納税者の自

発的納税協力をすすめるために不可欠なものと考

えられています。

オーストラリアの場合、ひと口に「ルーリング

（ruling）」といっても、さまざまな種類のもの

があります。大きく①「パブリックルーリング／

公的ルーリング（public rulings）」、②「プライ

ベートルーリング／私的ルーリング（private rulin-

gs）」および③「オーラルルーリング／口頭ルー

リング（oral rulings）」、および④「その他」の

４つに分けることができます。

日本にも「ルーリング」があると思います。誤

解を恐れずに日豪の制度を比較して見ると、①

「パブリックルーリング」は日本の〝通達〟、②

「プライベートルーリング」は日本の〝事前照会

文書回答〟に相当するのではないかと思います。

（１）申告納税制度とルーリング制度

すでにふれたように、オーストラリアでは、所

得税については、１９８６年に申告納税制度（se-

lf-assessment system）に移行しました。従来の賦

課課税制度（official assessment system）から申告

納税制度への転換により、納税者は、自己の納税
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納税者は、場合によっては、重加算税を支払わなけ

ればなりません。通常、増差額が発生した理由により

重加算税の税率は異なります。

ＡＴＯは、次のように、租税犯罪の悪質度によって

は、納税者を起訴しなければなりません。

■納税申告書に虚偽または不正な記載をした場合

■ＡＴＯをだますもしくは誤らせる目的で不正または

虚偽の記録を保存した場合
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義務の内容を十分に理解したうえで申告書を作成

する必要が出てきました。納税者教育に加えＡＴ

Ｏからの納税者への情報提供が極めて重要な意味

を持つようになりました。

納税者が、特定の課税事案に対して税法がどの

ように解釈、適用されるのかについて疑問がある

とします。この場合に、国税庁（ＡＴＯ）があら

かじめ公的見解をあきらかにし、納税者が予測可

能性を持てるようにすることは重要です。

また、国税庁（ＡＴＯ）の公的見解が明らかに

されていない課税事案について、納税者が、国税

庁（ＡＴＯ）に対して事前確認、アドバイスを求

められる仕組みを整備することは重要です。

ＡＴＯは、諸外国にならい、納税者の求めに応

じて「ルーリング（ruling）」を発遣する仕組み

をおいています。

オーストラリアの場合、ＡＴＯのルーリング制

度の全面的な整備は、申告納税制度への移行が大

きな契機になりました。

（２）ルーリングの特徴

オーストラリアでは「ルーリング」制度を、一

般的な租税手続法ともいえる「租税行政法（Taxa-

tion Administration Act 1953）」に根拠規定をお

いて運用をしています。これにより、とりわけ、

自己の取引に関する課税取扱についてルーリング

（照会回答）の発遣を求める権利（請求権）を納

税者に法認しています。
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・不特定多数の納税者を対象に、法令の適用・解釈・

課税取扱に関するもので、国税庁（ＡＴＯ）長官

が、パブリックルーリング／公的ルーリングとして

発遣し、官報（Government Gazette）に公表

したものを指します（租税行政法別表第１第３５８

条の５以下）。日本の通達に相当するものと解され

ます。パブリックルーリング／公的ルーリングは、

国税長官／課税庁（ＡＴＯ）を法的に拘束します。

・パブリックルーリング／公的ルーリングは、特定納

税者を対象に発遣されたものではなりません。した

がって、この種のルーリングを典拠にして納税申告

等を行った納税者は、当該ルーリングに対して異議

申立て（objection）をすることができません（S- 

ee, Remuneration Planning Corp Pty Ltd v 

FCT（2001）46ATR400）。この場合、後記

②のように、納税者は、自己の課税事案についてプ

ライベートルーリング／私的ルーリングの発遣を国

税長官に求め、そのルーリングに異議申立てをする

ことはできます。

①パブリックルーリング／公的ルーリング

（pub l i c  ru l ings）

【表３７】　ＡＴＯルーリングの分類と意義

・プライベートルーリング／私的ルーリングとは、特

定納税者が文書で確認を求めた課税事案（schem- 

e）に関して国税庁（ＡＴＯ）長官名で発遣したル

ールング（回答文書）です。原則として当該申請納

税者に限り効力を有します（租税行政法別表第１第

３５９条の５以下）。日本の事前照会文書回答手続

に相当するものと解されます。プライベートルーリ

ング／私的ルーリングは、国税長官／課税庁（ＡＴ

Ｏ）を法的に拘束します。すなわち、納税者が、既

定の書式に基づく当該申請を行い、かつ、国税長官

が正式に発遣したプライベートルーリング／私的ル

ーリングに従い申告した課税事案については、国税

長官／課税庁（ＡＴＯ）を法的に拘束します。

・一方、当該納税者は、国税長官が発遣したプライベ

ートルーリング／私的ルーリングに必ずしも従う必

要はありません。しかし、その結果、加算税が賦課

された場合には、免除されないことになります。

・プライベートルーリング／私的ルーリングを申請し

た納税者が、国税長官が発遣したプライベートルー

リング／私的ルーリングに不服な場合には、国税長

官に異議申立てをすることができます（租税行政法

１４ZW条１A項）。プライベートルーリング／私

的ルーリングに対する異議申立てなどの関する争訟

手続は、通常の査定その他の課税処分の場合と同様

に手続によります。

・異議申立期間は、そのルーリングの発遣から６０日

以内または当該申請納税者の当初査定の２年間の修

正（更生処分）期間から２年以内かいずれかです。

・国税長官は、全部または一部の変更、棄却などの異

議決定処分を行うことができます（租税行政法別表

第１第３５９条の７０）。

・国税長官が、当該申請後６０日以内に決定をしない

場合または申請期間延長を認めない場合には、当該

申請は却下されたものとみなされます（租税行政法

１４ZYB条）。

・国税長官の異議決定処分が下され、申請納税者が当

該処分に不服な場合には、行政不服審判所（ＡＡ

Ｔ）への審査請求、または連邦控訴裁判所への提訴

ができます。

・納税者が国税長官に発遣を求めたプライベートルー

リング／私的ルーリングどおりの取引や納税申告を

行わない場合には、当該ルーリングは効力を失いま

す。

・文書回答集は公表されています。

②プライベートルーリング／私的ルーリング

（pr i va te  ru l i ngs）

③オーラルルーリング／口頭ルーリング

（ora l  ru l ings）

・オーラルルーリング／口頭ルーリング（oral rulin- 

gs）とは、個人居住者またはその法定代理人が、個

人所得税（personal income tax）や医療保障税 

／メディケア税（Medicare levy）などにかかる

簡素な事案に関して国税庁（ＡＴＯ）長官に対して

口頭申請し、長官が発遣したルーリングを口頭で受

け取る仕組みを指します（租税行政法別表第１第３

６０条の５以下）。

・税理士など税務専門職による任意代理申請（ただ

し、当該専門職が法定代理人である場合は除きま
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日本の国税庁も、たくさんの公的ルーリング

（通達）を発遣しているようです。公的ルーリン

グは、納税者の予測可能性に資する面はあるもの

の、「税法で税金を課す」という基本原則からす

れば、問題も少なくありません。したがって、税

務実務の現実と税法理論との乖離をどうすべきか

難しい課題が山積しています。

また、日本もプライベートルーリング／私的ル

ールングの仕組みを採りいれているようです。

「アドバンス・ルーリング」、「事前照会文書回

答」制度と呼んでいると思います。

日本では、照会の対象となる範囲や条件が厳し

く、必ずしも納税者本位で制度運用がされていな

いともききます。また、ルールング制度自体を法

律で規定せずに、「事務運営方針（Tax administra-

tion initiatives）」、つまり「通達（ruling）」で規

定して、その制度自体の法的性格をあいまいにし

ている、との批判もあるようです。オーストラリ

アのように、法律で、事前照会文書回答手続、プ

ライベートルーリング／私的ルールング手続を規

定し、課税庁の納税者サービスの一環として位置

付けるのではなく、納税者の権利、請求権として

保障する必要があろうかと思います。

さらに、日本では、事前照会文書回答は、いわ

ゆる「処分（decision, determination）」ではない

ということで、争訟手続の対象となっていないよ

うです。オーストラリアのように請求権として位

置付ければ、当然、ルーリング／回答内容に不満

な申請納税者は不服申立てができるようになりま

す。

オーストラリアでも、ルーリングについては、

さまざまな難しい課題があります。行政指導（ad-

ministrative guidance）のように、納税者が従うか

従わないかは任意、という事実行為もあります。

１２　納税者憲章から納税者の権利章典へ

（１）納税者憲章

近年先進各国では、「納税者憲章（Taxpayers’

Charter）」や「納税者の権利宣言」などの憲章ラ

ッシュが続いています。１９８５年カナダ、１９

８６年イギリス、１９８７年フランス、１９８８

国民税制研究 No.2（2016）

第Ⅰ章　オーストラリア税制と税務手続の概要

す。）は認められません。

・また、複雑な事案もしくは事業関連事案またはすで

に申請済みの事案は検討の対象とされません（租税

行政法別表第１第３６０条の５第３項）。

・対象となる税目も限定されています。つまり、燃料

税を除く個別消費税、天然資源税などは対象となり

ません（租税行政法別表第１第３６０条５項１号お

よび２A号）。

・したがって、実務的には、オーラルルーリング／口

頭ルーリングは、個人納税者が自らの所得税や物品

サービス税（ＧＳＴ）などの確定申告書作成の際に

電話やＡＴＯの窓口で申請し文書で回答を求める場

合などに限られることになります。

・国税長官が発遣したオーラルルーリング／口頭ルー

リングに従い申請納税者が申告した課税事案につい

て、国税長官／課税庁（ＡＴＯ）を法的に拘束しま

す。

・国税長官は、申請納税者が、追加的な情報提供など

の応じない場合、納税者が仮定の事実に基づいて申

請をしていることが明らかな場合などには、当該申

請を却下することができます。

・納税者は、自己の課税事案について国税長官が発遣

したオーラルルーリング／口頭ルーリングに不満な

場合でも不服申立てはできません。

・一方、当該納税者は、国税長官が発遣したオーラル

ルーリング／口頭ルーリングに必ずしも従う必要は

ありません。

・ちなみに、オーラルルーリング／口頭ルーリング

は、納税者からのＡＴＯコールセンターへの電話や

窓口などで、ＡＴＯ職員が口頭でする「オーラルガ

イダンス／行政指導（oral guidance）」とは区

別されます。また、オーラルルーリング／口頭ルー

リング発遣の手続を踏んでいないものなどは、オー

ラルガイダンスとして取り扱われます。

・オーラルガイダンスは、国税長官／課税庁（ＡＴ

Ｏ）を法的に拘束しません。

・ＡＴＯ職員が行ったオーラルガイダンスが不正確で

あるまたは誤りがあったとしても、それを信頼した

善意の納税者は、税法のもとで算定された適正な額

の税の納付を求められます。しかし、延滞税（ int- 

erest charges）は免除されます。さらに、状況

によっては、加算税（penalty tax）も免除されま

す。

④その他：ルールング手続外相談回答および

ガイダンス／行政指導

・正式なルーリング発遣手続を踏まないで出された相

談回答や指導は、「ルールング手続外相談および一

般的行政実務（Non-ruling advice and gener-

al administrative practice）」と呼ばれます（租

税行政法別表第１第３６１条の５以下）。

・こうしたルールング手続外相談回答およびガイダン

ス／行政指導は、文書か口頭かを問わず、原則とし

て国税長官／国税庁（ＡＴＯ）を法的に拘束しませ

ん。

・しかし、国税長官は、事案によっては、「健全な行

政増進（ interests of sound administration）」

の観点から、納税者との関係において行政的拘束力

を有すると取り扱っています。したがって、この種

の相談回答ないしガイダンス／指導を信頼した善意　

の納税者は、それによって発生した法定の附帯税の

支払を免除されます（租税行政法別表第１第３６１

条の５第１条１項および２項）。



37

年アメリカ、１９９４年、ニュージーランド、そ

して１９９７年に韓国など、納税者の権利を尊重

するための法的な整備を、つぎつぎと制定し、公

表しています。

日本でも、世界の趨勢に遅れまいとして、民主

党政権時代に政権マニフェストで「納税者権利憲

章」の制定を打ち出しました。しかし、その後、

野田政権時代にその制定を見送ったと聞いており

ます。

オーストラリアでも、９０年代初頭から、「納

税者憲章」を制定するべきだという声が上がって

いました。各界からの試案が公表され、また連邦

議会からも憲章の早期制定を促す報告書が出され

ていたのです。こうした内外の動きに呼応する形

で、連邦政府およびオーストラリア国税庁（ＡＴ

Ｏ＝Australian Taxation Office）は制定に向けて作

業を進め１９９７年７月に「納税者憲章」が正式

に発効しました。

連邦の租税行政総監（ＩＧＴ＝Inspector General

of Taxation）は、１９９７年に制定された現行の

納税者憲章（Taxpayers’ Charter）が、国税職員が

憲章の違反する行為を行ったとしても、納税者が

裁判所においてその執行を求めることができない性

格の規範であることを問題であるとしています。

そこで、ＩＧＴは、２０１２年頃から、現行の納

税者憲章から、法源性があり国税職員が違反した

場合に司法の場で最終判断を仰ぐことができる

「納税者の権利章典（Taxpayer Bill of Rights）」の

制定を、連邦議会が検討するように求めています。

①オーストラリア「納税者憲章」の制定理由

（ａ）賦課課税方式から申告納税方式への変更が

契機

オーストラリアにおいて「納税者憲章」が制定

された理由は、いくつかあります。

その一つは、１９９０年にＯＥＣＤ（経済協力

開発機構）が、先進各国の状況分析を中心とした

『納税者の権利と義務（Taxpayers’ Rights and Obl-

igations）』と題する報告書を作成、公表したこと

にあります。この報告書に前後して、各国の「納

税者憲章」ラッシュが起きたのです。

もう一つの理由は、オーストラリアの国内事情

にありました。とりわけ所得課税において、長年

実施されてきた賦課課税方式から申告納税方式に

移行したことに重要な契機があったのです。

オーストラリアは、イギリス税法の強い影響

下、１９８６年まで長い間、個人および法人所得

税について賦課課税方式を採用してきました。し

かし、１９８９年７月１日から申告納税方式に切

り替えられました。そして、納税者自身が計算

し、申告するという申告納税方式への移行に伴

い、いくつかの重大な問題が発生しました。

その一つが、過少申告の多発です。過少申告者

のなかには〝自己責任ルール〟を核とした申告納

税方式を悪用したケースも当然見られました。そ

れと同時に、過少申告のケースの多くに、納税者

が利用できる情報不足に起因するものが多く見受

けられたのです。

申告納税方式への移行当初、オーストラリア国

税庁（ＡＴＯ）は、賦課課税方式に慣れきってい

たこともあってか、納税者に対する情報提供や申

告援助の重要性を必ずしも充分に認識していたと

はいえませんでした。また申告後の、税務調査の

強化など、執行面での改善で対応できる、と読ん

でいたふしもありました。

ＡＴＯは、既定の方針どおり、納税者の指導や

税務調査などを強化し、対応に努めましたが、９

０年代に入っても、このような過少申告が多発す

る状況には余り変化が見られませんでした。

（ｂ）納税者はお客様

ＡＴＯはこうした状況を生む根本原因について

究明する必要に迫られました。そしてさまざまな

角度から点検を行った結果、ＡＴＯは、現実の税

務行政に、〝お客様（clients）に奉仕する（servi-

ce）という〟視点が欠けていることに気付いたの

です。

ただちにＡＴＯの〝お客様〟である〝納税者〟

が適正な申告を行えるように、あらゆる面から〝サ

ービス〟の改善が検討されました。その結果、納
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税者に対して徹底して税務行政情報を開示するこ

と、事前確認制度（advance ruling）の整備・拡充

など、納税者本位の租税手続の確立に努力する方

針が策定されたのです。そして、その後、こうし

た一連の納税者の権利をリステイト（編集・簡潔

に表記）した「納税者憲章」を作成する準備に入

りました。

このように、オーストラリアにおける納税者憲

章採択の裏には、税務行政の透明化、納税者サー

ビスの改善といった大きな政策目標があったので

す。

（ｃ）課税庁の納税者支援サービスのスタンダ

ードとは？

オーストラリアの納税者憲章が、納税者はお客

様であるという視点からつくられたことについて

は先に述べました。

しかし先進国の納税者憲章には、大別して二つ

のスタイルがあります。一つは「行政指針的な憲

章（administrative charter）」であり、もうひとつ

は「法律的性格の憲章（legislative charter）」で

す。イギリスやオーストラリアの憲章は前者に該

当し、課税庁職員の行動基準規定（Code of Condu-

ct）、あるいは行政上のガイダンスのような性格

を有します。

一方、「法律的性格の憲章」を採用する国とし

てはアメリカをあげることができます。アメリカ

の場合、「納税者権利保障法（Taxpayers Bill of Ri-

ghts Act）」と呼ばれていますが、これは議会が法

律として制定したものです。この憲章にもられた

項目は、現実に、後ほど税法典の手続編、通則編

に挿入されています。さらに、この問題には、納

税者や税務職員に周知することをねらいに、簡潔

でかつ非専門的な文体でステートメント（宣誓

書）がまとめられ、公表されています。

以上のような性格から、オーストラリアの納税

者憲章を、「課税庁における納税者支援サービス

のスタンダード」と呼ぶことができるのです。

②「納税者憲章」の中身は

オーストラリアの国税庁（ＡＴＯ）が作成した

「納税者憲章」は１９９７年７月１日より発効し

ましたが、この憲章は「あなたの権利（Your Rig-

hts）」および「あなたの義務（Your Obligations）」

という二つの部門から構成されています。性格的

には、納税者にとっては行政上のガイダンス、課

税庁（ＡＴＯ）職員にとっては行動基準規定（Co-

de of Conduct）にあたります。したがって、「行

政指針的な憲章（administrative charter）」として

性格づけることができます。

納税者憲章は、２０００年に、最初のレビュー

が実施されることになっていました。

しかし、同年の新税制（ＧＳＴ／物品サービス

税）の導入と重なり、その実施が遅れました。レ

ビューが終わり改正された納税者憲章が公表され

たのは２００３年１１月に入ってからのことでし

た。

改正納税者憲章は、当初のものと同様に、「あ

なたの権利」（１３項目）および「あなたの義

務」（６項目）の二つの部門からなります。その

大要を邦訳すると、次のとおりです。

③「納税者憲章」で達成された納税者サービスへ
の満足度
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【表３８】オーストラリアの納税者憲章の内容（大要）

●あなたの権利～あなたがＡＴＯに期待できる権利お

よび規範

■あなたは私たちＡＴＯに対して、次のことを期待で

きます。

・あなたを公平かつ適切にとりあつかうこと。

・あなたの税務において、あなたを誠実であるとして

取り扱うこと。ただし、誠実でないときは、別とし

ます。

・あなたに対して専門職としてのサービスや支援を提

供すること。

・あなたが選んだ方に、自分を代理してもらい、また

自分の税務について相談するのを認めること。

・あなたのプライバシーをまもること。

・私どもが保有するあなたに関する情報を部外秘とす

ること。

・あなたに対し、私たちが持っているあなたの情報を

開示すること。

・あなたが問題を正しく解決できるように支援するこ

と。

・私どもがあなたに対してした処分を説明すること。

・あなたの争訟権を尊重すること。

・あなたの苦情申出をする権利を尊重すること。

・あなたが納税協力を容易にできるようにすること。

・説明責任を果たすこと。

●あなたの義務

■私どもは、あなたに次のことを期待します。

・誠実であること。

・法定帳簿を保存すること。

・相当な注意を払うこと。

・期日までに提出すること。

・期限までに納付すること。

・協力的であること。
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納税者憲章は、ただ単に公表しただけでは、そ

の実効性が疑われます。そのままでは「絵に描い

たもち」と化す恐れが強いわけです。そこでＡＴ

Ｏは、納税者憲章の盛られた項目に関し達成され

た納税者サービスへの満足度を公表しています。

その内容を業務に具体的に反映させることをね

らいに、業務別の処理期間を明確にしたサービス

・スタンダードを公表しています（例えば、ATO

performance report （Third quarter 2014-15（26

May2015））。

（２）納税者の権利章典制定の動き

すでにふれたように、連邦の租税行政総監（Ｉ

ＧＴ＝Inspector General of Taxation）は、国税庁

（ＡＴＯ）の行政、税務執行を監察する独立した

組織です。納税者から申出のあった苦情（compl-

aints）を処理するとともに、税務執行に関する問

題を調査し財務省あてに報告書を作成し、かつ連

邦議会へ年次報告書（annual report）を提出してい

ます。

ＩＧＴは、「２０１２－１３年次報告書（201

2-13 Annual Return）」において、ＡＴＯに対す

る行政監察において見えているいくつかの重要な

問題点を指摘しました。そのなかで、１９９７年

に制定された現行の納税者憲章（Taxpayers’ Char-

ter）が、国税職員が憲章の違反する行為を行った

としても、納税者が裁判所においてその執行を求

めることができない性格の規範であることを問題

としてあげています。つまり、「法源性がない」

ことから、憲章では「納税者が、ＡＴＯに対して

期待できることを掲げるのみで、必ずしも具体的

に享受できる法的権利をうたったものではない」

ために、十分な納税者の権利擁護につながってい

ないことを指摘しています。

そこで、ＩＧＴは、現行の納税者憲章から、法

源性があり国税職員が違反した場合に司法の場で

最終判断を仰ぐことができる「納税者の権利章典

（Taxpayer Bill of Rights）」の制定を、連邦議会

が検討するように求めました。実例として、２０

０７年のカナダの「納税者権利章典（Canada’s Ta-

xpayer Bill of Rights）やアメリカ合衆国のいくつ

かの州をあげました。

アリ・ノルージ（Ali Noroozi）租税行政総監

（ＩＧＴ）は、２０１５年１１月２日に、「納税

者憲章と納税者保護に関するレビュー（Review in-

to the Taxpayers’ Charter and Taxpayer Protections）」

を開始する旨をアナウンスしました。

ＩＧＴ事務局は、２０１５年１２月１８日ま

で、一般市民からの公開諮問／パブリック・コン

サルテーションを行ったうえで、問題点の精査、

そして報告書の作成へと作業をすすめることにな

っています。
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◆はじめに～税額票方式・ゼロ税率の逆
進対策を織り込んだ付加価値税制

【あいさつ】ジャスティン・ダブナーです。ジェ

ームズクック大学ケアンズ校で、すでに皆さまに

お会いしています。本日は、オーストラリアのＧ

ＳＴ（物品サービス税）についてレクチャーを聴

くことになっております。この分野に詳しいヴァ

ン・リ（Van Le） 研究員を紹介します。

【リ研究員】ジャスティン・ダブナー教授、ありが

とうございました。私は、ジェームズクック大学

タウンズビル校（James Cook University Townsville

国民税制研究 No.2（2016）
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オ－ストラリアの物品サービス税（ＧＳＴ）

通訳　 　 　 石村耕治（白鷗大学教授）

執筆編集　 辻村祥造

（税理士・東京地方会所属）

石澤健太

（税理士・東京地方会所属）

ヴァン・リ（Van Le）　研究員
ジェームズクック大学タウンズビル校
（James Cook University Townsville Campus）

タックスインボイス（税額票）方式のＧＳＴ（付加価値税）運用の現状

【レクチャー内容骨子】

◆はじめ～税額票方式・ゼロ税率の逆進対策

を織り込んだ付加価値税制

Ⅰ ＧＳＴ制度の基本構造

１　オーストラリアの財政制度とＧＳＴの

所在

２　ＧＳＴの概要

３　ＧＳＴの納税義務

（１）「GST entity」（「事業等を行う者」）
とは何か

（２）「GST enterprise」（「ＧＳＴ事業」）
とは何か

（３）「GST supply」（「ＧＳＴ取引」）と
は何か

（４）「taxable supply」（「課税取引」）
とは何か

（５）「taxable importation」（「課税輸
入」）とは何か

（６）「input tax credits」（「輸入仕入税
額還付」）とは何か

４　税額票（tax invoice）とは何か
（１）請求書（invoice）と税額票（tax in- 

voice）の違い

（２）適格税額票（valid tax invoice）の発
行義務

（３）適格税額票（valid tax invoice）の発
行義務を課されない場合

（４）購入者作成税額票（ＲＣＴＩ）とは

何か

５　ＧＳＴ登録（GST registration）とは何か
（１）登録手続

（２）任意登録

（３）ＧＳＴ登録の取りやめ

Ⅱ ＧＳＴ上の逆進性際策の特徴

１　ゼロ税率／免税取引（GST-free supp- 
ly）採用の背景と課税実務

（１）家庭用ゼロ税率とは

（２）家庭用ゼロ税率の所在

（３）ＧＳＴ法上の逆進性解消策の概要

２　ＧＳＴ法のもとでのゼロ税率適用の実際

３　免税取引／ゼロ税率取引（GST-free su- 
pplies／Domestic zero-rating）の分析

（１）飲食料品

（２）医療・健康取引

（３）教育

４　仕入課税取引／非課税取引（Input-tax- 
ed supplies／Exemption）の分析

第Ⅱ章
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Campus）で税法を研究しております研究員のヴァ

ン・リと申します。ジャスティン・ダブナー教授

とは、さまざまな税法研究プロジェクトで、常日

頃大変お世話になっております。

この度は、遠く日本から多くの税務専門職が来

豪され、ケアンズから南に３５０キロ離れた私ど

もジェームズクック大学タウンズビル校までご足

労いただき、ありがとうございます。心から歓迎

いたします。

本日、私は、「オーストラリアの物品サービス

税（ＧＳＴ＝Goods and Services Tax）制度」につ

いてレクチャーします。通訳の石村耕治教授には

お手数をかけますが、くれぐれもよろしくお願い

します。

Ⅰ ＧＳＴ制度の基本構造

１　オーストラリアの財政制度とＧＳＴの所在

オーストラリアでは、歳出面では州や準州（以

下「州」といいます。）さらには地方自治体が大

きな役割を演じていますが、歳入面では連邦が大

きな役割を演じています。この結果、「垂直的な

財政不均衡（ＶＦＩ＝Vertical Fiscal  Imbalance）」

が生じています。

この不均衡を是正する措置として、連邦は、州

に交付された額からさらに州内の下位の地方自治

体に対して交付金や補助金のかたちで大掛かりな

財政配分（revenue sharing）を行っています。２

０１３－１４財政年度を例にとると、連邦政府

は、州に９５３億ドルの歳入配分をし、そのうち

１１５億ドルが地方自治体へ配分されています。

歳入分配金は、大きく「特別交付金（ＳＰＰ＝

specific purpose payments）」と「普通交付金（Ｇ

ＲＡ＝general revenue assistance）」に分かれます。

特別交付金（ＳＰＰ）は、使途目的が特定され

るもので、連邦政府と州との協定により、その金

額が決められます。２０１３－１４財政年度で

は、その額は４４１億ドルにも上ります。特別交

付金（ＳＰＰ）のうち、金額の大きい分野をあげ

ると、第一は保健（１６１億ドル）、続いて教育

（１４５億ドル）です。

普通交付金（ＧＲＡ）は、使途目的が特定され

ない性格のものです。交付される税収の大部分

は、物品サービス税（ＧＳＴ）から得たもので

す。２０１３－１４財政年度に、連邦政府は、５

３１億ドル（見込み）を徴収しました。徴収と交

付時期のズレなどもあり、実際に諸州に交付した

ＧＳＴ税収は５０３億ドルです（Parliament of Au-

stralia, Budget Review 2013-14 Index）。

いずれにせよ、オーストラリアのＧＳＴ税収は、

全額州（および下位の地方自治体）へ配分されま

す。つまり、連邦政府は、州に代わってＧＳＴを

徴収するだけの仕組みになっているわけです。

こうした配分制度は、州間での「水平的財政標

準化（ＨＦＥ＝Horizontal Fiscal Equalization）」を

ねらいとしたものです。以上のような、オースト

ラリアの歳入・歳出システムの特徴を理解してく

ださい。

ちなみに、国税長官（Commissioner）は、ＧＳ

Ｔ法を含む間接税法（indirect tax laws）を執行す

る一般的な権限を有しており（租税行政法別表第

１第３６５条の５）、連邦税として州に代わって

ＧＳＴを徴収しています。

２　ＧＳＴの概要

オーストラリアは、タックスインボイス（税額

票）方式の付加価値税を導入するために、１９９

９年６月２８日に「１９９９年新税制（物品サー

ビス税）法（A New Tax System （Goods and Servi-

ces Tax） Act 1999）（以下「ＧＳＴ法」といい

ます。）を制定しました。

これにより、２０００年７月１日から、連邦税

（Commonwealth tax）として一律１０%の税率で

物品サービス税（ＧＳＴ＝Goods and Services Tax）

を導入したわけです１。

オーストラリアのＧＳＴ（物品サービス税）の

概要は、次のとおりです。
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１９９８年８月に、当時の自由党国民党連立政権（LNP＝Liberal National Party coalition）の連邦財務大臣

（Treasure）は、「税制改革：新税ではなく、新税制を（Tax Reform: Not a New Tax, A New Tax System）」と題

した報告書（以下「連立政権税革案」という。）を公表しました。この連立政権税革案を軸に、それまであった

平均２２％の卸売売上税（WST=Wholesale Sales Tax）や宿泊税（Bed Tax、州税及び連邦直轄地域税）などを廃

止するとともに、３６％の法人税率を３０％に軽減するなどの見直しをしたうえで、練り上げられたのが「1999

年新税制（物品サービス税）法案」です。同法案は、同年6月28日に成立しました。See, Susan C. Morse,“How

Australia Got a VAT,” in The VAT Reader at 291-311 (Tax Analysts, 2011) 。

オーストラリアのＧＳＴの税法学的な視角からの包括的な分析として、See,Graeme S Cooper & Richard J Van-

n,“Implementing the Goods and Services Tax,” 21 Sydney L. Rev. 337（1999）.

ただし、税込価格の場合には、１／１１を掛けて税額を計算します。

いわゆる免税事業者は、仕入取引は税（ＧＳＴ）込となる一方で、売上にはＧＳＴをかけることができず（売上

価格へのＧＳＴ額の上乗せは可能です。）、かつ取引の相手方にタックスインボイスも交付できません。したがっ

て、小規模事業者で、もっぱら対消費者間取引を行っている場合は別として、多少なりとも事業者間取引を行っ

ている場合には、取引の相手方である事業者がタックスインボイスを用いて仕入税額控除をできるようにするた

めには、当該免税事業者は任意登録が必要となります。

【表１】オーストラリアのＧＳＴ（物品サービス税）の概要

①導入時期

・ＧＳＴ（＝Goods and Service Tax／物品サー

ビス税）は、２０００年７月１日から、連邦税（C- 

ommonwealth tax）として導入

②準拠法

・１９９９年新税制（物品サービス税）法（A New 

Tax System（Goods and Services Tax）Ac

t 1999）（以下「ＧＳＴ法」）

・１９９９年新税制（物品サービス税）規則（A Ne- 

w Tax System（Goods and Services Tax） 

Regulations 1999）（以下「ＧＳＴ規則」）

③ＧＳＴの性格

・ＧＳＴ（物品サービス税）は、前段階控除／仕入税

額控除を税額票（タックスインボイス）を使って行

うタックスインボイス（税額票交付）方式（subt- 

ractive invoice-based tax credit method）

の多段階／消費型の付加価値税（ＶＡＴ）２。

・仕向地／消費地課税原則（destination／consu- 

mption-based taxation principle）に基づき、

輸出はゼロ税率（輸出免税）、輸入は課税（taxab- 

le importation）の対象。

・ＧＳＴは、オーストラリア国内で消費される物品や

サービス一般に対して課税する大型間接税（broa- 

d-based indirect tax）です（ＧＳＴ法９条の７

０）３。

・ＧＳＴは、事業等を行う者（entity）が、納税義務

者となる申告納税方式の税金（self-assessed ta- 

x）です。

・登録事業者は、売上に課される物品サービス税（o- 

utput tax）から仕入に課された物品サービス税

（ input tax）を控除して税額計算をして申告納税

するか、または還付申告をすることができます。

・この場合の仕入税額の計算は、原則として税額票

（タックスインボイス）を使って行います。

④現行税率や課税除外取引

・標準税率（Standard rate）１０％

・軽減税率（Reduced rates） なし（Nil）

・割増税率（Higher rates）なし（Nil）

・ゼロ税率／免税（Zero-rating／GST-free sup- 

・事業者（事業等をする者）が、事業の廃止その他Ｇ

ＳＴ登録を継続しがたい理由がある場合、国税長官

に対して「ＧＳＴ登録の取りやめ（Cancellation 

of GST registration）」の承認申請を行うこと

ができます。事業者は、ＧＳＴ登録の取りやめが認

められれば、仕入税額控除ができなくなります（法

２５B条）。

・ＧＳＴ取りやめ承認申請は、事業停止の日から２１

日以内に行わなければなりません（法２５条の５

０）。

⑤事業者登録（compulsory GST registration）／任
意の事業者登録の選択（voluntary GST registration）

・ＧＳＴ法のもと、過去１２ヵ月の課税売上高（ゼロ

税率取引を含み、非課税取引その他ＧＳＴ対象外

（outside the scope of GST）取引を除きま

す。）が７５，０００ドル以上の事業等を行う者

（entity）（非営利団体等は、１５０，０００ドル

以上）は、事業者登録限界点（registration thre- 

shold）を超えた日から２１日以内にオーストラリ

ア国税庁（ＡＴＯ＝Australia Tax Office）に登

録し、事業者番号（ＡＢＮ＝Australian Busine- 

ss Number）を取得することが義務づけられます

（ＧＳＴ法２３条の１５第１項、２３条の５、２３

条の１５、２５条の１）。

・事業者登録限界点額未満の事業者でも任意登録（v- 

oluntary registration）が可能です（ＧＳＴ法２

３条の１０）４。

⑥事業者登録の取りやめ（Cancellation of GST
registration）

plies）０％【売上（output）には０％で課税され

ます。したがって仕入税額（ input tax）は還付

（refund）可能です】

・オーストラリアの場合、後述するように、逆進性対

策として広く基礎的な飲食料品や社会保険対象医療

サービスなどをゼロ税率の対象としているのが特徴

です。

・非課税／仕入課税取引（Exemption／ Input-tax- 

ed supply）【本来は課税取引（taxable supply）

であるが、その性質上または政策的な理由などから

課税除外とされるものを指します。仕入税額控除

（ Input tax credit）ができないため「損税」が

発生します。】

１

２

３

４
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３　ＧＳＴの納税義務
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⑦申告期間（tax periods）

・オーストラリア税法では、ＧＳＴ申告書（ＧＳＴre- 

turns）は、「事業活動報告書（ＢＡＳ＝Busine- 

ss activity statement）」の形でＡＴＯに提出さ

れます。ちなみに、ＢＡＳは、ＧＳ申告書に加え、

源泉徴収（PAYG withholding）、予定申納税（P

AYG instalments）、フリンジベネフィット税／

給与外給付税の予定納税（ＦＢＴ＝Fringe Benefit

Tax instalments）などをパッケージとして記載

する書式となっています。

・ＢＡＳのよるＧＳＴ申告書は、原則、四半期ごとに

提出する（３月３１日、６月３０日、９月３０日お

よび１２月３１日に終了する３ヵ月ごとに提出す

る）ことになっています。

・例外的に年一回（６月１日から７月３１日までの期

間）も可能です。

・通例、事業者登録限界点額未満の小規模事業者で任

意登録を選択したものに対して承認される。年間の

課税取引額２，０００万ドル以上の事業者について

は、毎月、ＧＳＴの確定申告が求められます（法２

７条の１５）。

HMRC, Notice 718 The VAT Margin Scheme and global accounting（March 2011）；HMRC, Notice 718／1 The

VAT Scheme and second-hand cars and other vehicles （March 2011）.

See, Gordon Fotherby, “Customs and Excise Duties and Value Added Tax,”39 International and Compar-

ative Law Quarterly 266 （1990）; HMRC, VAT Notice 718:  The VAT Margin Scheme and global accounting

（April 2011）.

・オーストラリアは、簡易課税制度は導入していませ　

ん。

・【訳注：イギリスは、２００２年に「簡易課税制度

（Flat rate scheme）」を導入しています。】

⑧簡易課税制度（Flat rate scheme）

⑨現金主義会計承認制度（Permission to account on
a cash basis）

・事業を行う者（entity）は、国税庁（ＡＴＯ）長官

に申請し承認が得られれば、現金主義会計を選択で

きます（ＧＳＴ法２９条の４５）。この選択を承認

するかどうかは、長官の裁量に任されています。長

官は、企業規模等を考慮して判断します（ATO G 

ST Ruling 2000／13）。

【訳注：ちなみに、イギリスＶＡＴ法の場合、翌事

業年度の売上見込額が、１３５万ポンド【約２，２

９５万円】（継続適用の場合には、当該売上見込額

は１６０万ポンド【約２，７２０万円】）以下の事

業者は、現金主義による会計が選択できる。課税庁

への申請ないし届出を要しません。】

・現金主義会計を選択した場合には、タックスインボ

イスの交付ないし受領の時期をもとに計算するので

はなく、現金の支払／受取時を基準に税額を計算す

ることになります。

⑩一定の不動産に対するマージン課税（Margin Schem-
es／みなし税額控除）制度 と、中古品取引課税特例
（Supply of second-hand goods）

・インボイス方式を採用すると、インボイスを発行す

ることができない個人や免税事業者からの仕入につ

いて、仕入税額控除ができないという問題が生じま

す。マージン課税は、この問題を解決するため、販

売価格と仕入価格の差額である〝利益（マージン）〟

をもとに消費税額を計算する制度です。

・マージン課税は、イギリスをはじめとした欧州諸国

で導入されています。マージン課税の適用範囲は、

国のより異なります。一般には、個人から仕入れる

美術品や中古品取引などが対象となっています。

・例えば、イギリスのマージン課税制度は、１００年

以上経過した古美術品や収集物、芸術家が作成した

絵画や彫像などの作品、最終消費者から仕入れた一

定の課税中古物品などを対象とした重複課税（税の

累積）の排除の仕組みです。

・一方、オーストラリアの場合、一般に〝マージン課

税制度〟は、①狭義の「一定の不動産に対するマー

ジン課税制度（Margin Schemes）」と、②「中

古品取引課税特例（Supply of second-hand g- 

oods）」とに分けて規定しています。

・【訳注：わが国では、課税事業者に対しては、最終

消費者などからの課税仕入れに対しても仕入税額控

除の適用を認めることで重複課税（税の累積）の排

除を認めます（消費税法基本通達１１－１－３）。】

【一定の不動産に対するマージン課税（Margin S- 

chemes／みなし税額控除）制度】

・ＧＳＴ法は、次のような一定の不動産にかかる課税

取引に対しては、マージン課税が認められます（法

７５条の５）。

①土地所有権の譲渡（selling a freehold interest in 

land）

②集合建物の部屋の譲渡（selling a stratum unit）

③長期賃貸権の許諾または譲渡（granting or sellin- 

g a long-term lease）

・なお、取引時または取引前に文書で合意され、かつ

国税長官が認める期間内であることが条件です。マ

ージン課税拒否処分が行われた場合には、不服申立

ての対象となります。

・マージン課税特例が適用になると、譲渡対価ではな

く、当該資産の購入価額と譲渡価額の差額がＧＳＴ

の課税対象となります。マージン額の計算にあたっ

ては、当該不動産の購入後に生じたコストは一切考

慮しないことになっています。

【中古品取引課税特例（Supply of second-hand 

goods）】

・中古品取引課税特例のもと、課税事業者が、最終消

費者から仕入れた自動車など一定の物品（中古物

品）の販売価額にかかるＧＳＴ額の計算において

は、重複課税（税の累積）排除の観点から、当該中

古物品に当初かかったＧＳＴ額に加え、当該事業者

が修繕・改修等に支出した費用に課されたＧＳＴ額

を前段階控除／仕入税額控除を選択できます。

・すなわち、課税事業者は、この課税特例を選択した

場合、ＧＳＴについて、売上税額と仕入税額の差額

（マージン）のみを納付するように求められます。

一方、この課税特例を選択しない場合、課税事業者

は、税額インボイスなしでは仕入税額控除が認めら

れないことから、当該課税対象物品の売上総額（f- 

ull selling price）に対してＧＳＴがかかります６。

５

６
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ＧＳＴ（物品サービス税）は、事業等を行う者

（entity）が、納税義務者となる申告納税方式の税

金（self-assessed tax）です。

【訳注：わが国の消費税法（以下「日本法」と

もいいます。）では、「国内において事業者が行

った資産の譲渡等には、〔中略〕消費税を課す」

と規定しています（法４条１項）。】

しかし、オーストラリアＧＳＴ法は、「事業等

を行う者（entity）」、「事業（enterprise）」、「取

引（supply）」、「取引者（supplier）」といった

ようなさまざまな言葉（概念）を使っています。

したがって、ＧＳＴ法の適用・解釈にあたって

は、まず、これらの言葉の意味内容を正しく理解

する必要があります。

ＧＳＴは、物品やサービス（goods and services）

にかかる取引（supplies）、日本法にいう「資産

の譲渡等」を課税対象としている。オーストラリ

アＧＳＴ法では、「GST supplies」と呼んでいま

す。

（１）「GST entity」（「事業等を行う者」）と
は何か

ＧＳＴの運用において、「entity」とは何かを理

解しておくことは、基本的な事がらとして極めて

重要です。ここでは、「事業等を行う者」と仮訳

しておきます＊。

ＧＳＴ法によると、「事業等を行う者（entit-

y）」＊＊とは、次の２つの要素からなります。
＊【訳注：「事業者」と訳すのも一案であるが、後に

ふれるように、ＧＳＴ法では「GST enterprise」とい
う概念も使っていることから、悩ましいところで

す。】
＊＊【訳注：後述するように、「entity」には、人格の
ない社団、任意団体も含むので、訳語としては〝者〟

よりも〝もの〟を充てるのが、「法令用語の常識」

に沿っています。しかし、ここでは、読者の便宜を

考え、あえて〝者〟を充てることにします。】

このように、ＧＳＴ法上の「事業等を行う者

（entity）」の概念は、人為的なものです。ＧＳＴ

法は、ＧＳＴ法運用上「事業等を行う者（entity）」

に、次のようなものを含めて定義しています（法

１８１条の１以下）。

以上のように、ＧＳＴ法上「事業等を行う者

（entity）」の概念に従うと、私法上は法的主体

とはなりえないパートナーシップや人の集団（グ

ループ）なども、ＧＳＴ課税にあたっては「共同

所得の収受者（recipient of joint income）」として

納税義務を負うこと（ＧＳＴの納税主体）になり

ます。【訳注：したがって、オーストラリアＧＳ

Ｔ法上は、原則として、日本法でいう任意組合

（パートナーシップ）や任意団体（法人格のない

社団等）も、ＧＳＴの納税義務を負うことになり

ます。】

この点に関して、オーストラリア所得税法上

は、パートナーシップや任意団体は、独立した納

税主体（納税義務者）にはならず、損益はパート

ナーないし構成員段階で課税を受けるのは異なり

ます。

（２）「GST enterprise」（「ＧＳＴ事業」）と
は何か

オーストラリアのＧＳＴ法を理解するうえで、

もう一つ重要な概念があります。それは「enterpr-

ise」の概念です。例えば、ＧＳＴ法９条の５は、

「課税取引（taxable supply）」とは、「対価（co-

nsideration）」が伴い、かつ「行っているenterpris-

eの遂行又は過程における取引（the supply is made
in the course or furtherance of an enterprise that you c-

arry on）と規定しています。

「enterprise」をどう訳すかが問題になります。

【訳注：ここでは、批判がありうることを織り込

んだうえで、「事業」と仮訳しておきます。】

前記「事業等を行う者（entity）」と「事業（en-
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・「事業等を行う者（entity）」にあてはまるものの

みが、課税取引（taxable supply）をすることが

でき、登録できるまたは登録するように求められま

す（法９-５条d項）。

・ＧＳＴの納税義務およびその義務に対応する仕入税

額控除する権利は、「事業等を行う者（entity）」

に発生します。

【表２】ＧＳＴ法上の「事業等を行う者（entity）」の意味

・個人（ individual）

・法人（body corporate）

・単独法人（corporation sole）

・政治団体（body politic）

・パートナーシップ（partnership）

・法人格のない社団または任意団体（unincorpora- 

ted association or body of persons）

・信託（trust）

・退職年金基金（superannuation fund／スーパ

ーアニュエイション／通称「スーパー」）

【表３】ＧＳＴ法上の「事業等を行う者（entity）」の範囲
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terprise）」の概念を現実の取引に適用してみる

と、事業等を行う者（an entity）は、事業（an ent-

erprise）を行っているまたは事業（an enterprise）を

行うという意思がない場合には、ＧＳＴ登録がで

きないことになります。

ＧＳＴ法９条の２０は、どのような活動（an ac-

tivity or activities）が、「事業（enterprise）」に該

当するのか、あるいは該当しないのかを、次のよ

うに規定しています。

（３）「GST supply」（「ＧＳＴ取引」）とは何か
オーストラリアのＧＳＴ法を理解するうえで、

もう一つ重要な概念は、「ＧＳＴ supply」です。

【訳注：ここでは、「ＧＳＴ取引」と仮訳してお

きます。】

「課税取引（taxable supply）」、「免税取引（G

ST-free supply）」、「非課税取引（Input taxed sup-

ply）」といったように、〝supply（取引）〟とい

う言葉は、ＧＳＴ制度の根幹をなします。

ＧＳＴ法は、「取引」については、「その形式

を問わず」できるだけ広く定義する旨を規定して

います（法９条の１０第１項）。そのうえで、次

のような典型的な取引を例示しています（法９条

１０第２項）。

その他、家畜や狩猟の獲物を食料にする行為が

取引のあたるのかなど、争いになることも多いわ

けです。「取引」に該当するかどうかについて

は、裁判でも争われており、判例等に典拠を求め

る必要もあります。

（４）「taxable supply」（「課税取引」）とは
何か

オーストラリアのＧＳＴ法を理解するうえで、

「taxable supply」の概念も重い意味を持ちます。

ＧＳＴの納税義務は、「taxable supply」である場

合に生じるからです。【訳注：ここでは「課税取

引」と仮訳しておきます。】

ＧＳＴ法は、次の４つの要件を充足する場合

に、「課税取引（taxable supply）」にあたるとし

ています（法９条の５）。

４要件を充足する課税取引（taxable supply）で
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【事業に該当する活動】

・営業（business）形態の活動

・取引（trade）をする企業（adventure）または

会社（concern）形態の活動

・控除対象寄附金の受入れのできる機関または公的団

体が有する基金の受託者の活動

・退職年金基金の受託者の活動

・慈善団体の活動

・連邦、州もしくは連邦直轄地域、又は連邦、州もし

くは連邦直轄地域の法律に基づき公的目的で設立さ

れた法人、単独法人の活動

・事業者番号（ＡＢＮ＝Australian business nu- 

mber）を持つ基金の受託者の活動

【事業に該当しない活動】（日本法にいう事業者以

外が行う取引・対価性のない取引）

・源泉所得課税の対象となる収入を得ている従業者が

する活動

・私的なレクリエーションまたは趣味の活動

・地方公務員の活動

・従業者への支払

・法人役員への支払

・公職者への支払

・労働提供契約に基づく支払または法令で特定された

支払

【表４】ＧＳＴ法上の「事業（enterprise）」に該当する
活動と該当しない活動の範囲

・物品の取引

・役務提供／サービスの取引

・アドバイス【注：医師の診察・税務相談・法律相談

など】または情報の提供

・不動産の譲与、譲渡または引渡し

・権利の設定、譲与、移転、譲与または引渡し

・金融取引（ただし、取引の対価として支払われた金

銭は除く。）

・一定の債務免除等

・その他

【表５】ＧＳＴ法上の典型的な「取引（supply）」の例

①「対価（consideration）」取引であること。

②「事業等を行う者（entity）」が行っている事業

（enterprise）の遂行又は過程における取引であ

ること。

③オーストラリアに関わる取引であること。および、

④事業等を行う者（entity）がＧＳＴ登録しているこ

とまたはＧＳＴ登録が求められていること。

【表６】ＧＳＴ法上の「課税取引（taxable supply）」と
なる４要件

栄養学を専攻する大学教授であるMr Aは、主婦で

あるMs Bが執筆し近く出版する家庭料理の本に〇〇

ドルの対価でまえがきを書いてくれるように依頼され

ました。この場合、Mr AもMs Bも上記の４要件を充

足しないことから、課税取引にあたりません。（この

事例では、①と③の要件は充足するが、③と④の要件

を充足しません。）

●設例　１
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あっても、「免税取引（GST-free supply）」ないし

「非課税取引（Input taxed supply）」にあたる場合

は別です。

（５）「taxable importation」（「課税輸入」）
とは何か

一定の物品（goods）のオーストラリアへの輸

入は、ＧＳＴの課税対象となります。しかし、輸

入（taxable importation）は、一般の課税取引（tax-

able supply）とは、課税取扱いが異なります。オ

ーストラリア国内で行われる取引とは異なり、輸

入者は、ＧＳＴの納税義務を負うには、ＧＳＴ登

録をしているまたはＧＳＴ登録をするように求め

られていることが要件となっていません。また、

ＧＳＴは消費地課税主義に基づく課税方法を採用

していることから、ＧＳＴの納税義務は輸入者が

負い、海外の輸出者は負いません。

消費者による個人輸入にかかる税務取扱は、一

般のＧＳＴ登録事業者による課税取引とは大きく

異なります。しかし、ＧＳＴ法は、一般の課税取

引（taxable supply）の課税ベースと課税輸入（tax-

able importation）の課税ベースとをできるだけ一

致させるように努めています。

例えば、ある物品が国内で「免税取引（GST-fr-

ee supply）」、「非課税取引（Input taxed supply）」

になっている場合には、課税輸入（taxable import-

ation）についても課税除外としています（法１３

条の１０第ｂ項）。

ＧＳＴ法は、課税輸入（taxable importation）の

要件について、次のように規定しています（法１

３条の５）。

４　税額票（tax invoice）とは何か

オーストラリアのＧＳＴ制度では、ＧＳＴ登録

をした事業等を行う者（entity）は、仕入税額控

除（input tax credit）を受けるためには、有効な

「税額票（tax  invoice）」を保存するように求め

られます。

（１）請求書（invoice）と税額票（tax invoice）
の違い

一般にＧＳＴ登録をした事業者（businesses）

は、日常的に、顧客に対して「請求書（invoice）」

または「税額票（tax invoices）」を発行していま

す。しかし、ＧＳＴ法では、これら２つの言葉は

同一には使われていません。

購入者は、供給者（仕入先）が発行した税額票

に記載されるべき情報のいくつかが記載されてい

ないとしても、税額票として取り扱うことができ

ます。ただし、この場合、仕入先が購入者に交付
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ドクターAは、美容整形外科の専門医クリニックを

開業しています。同時に、やけどの治療・手術など健

康保険が適用になる患者の診察等も行っています。こ

の事例では、美容整形外科にかかる取引は、４つの要

件を充足し課税取引にあたります。一方、健康保険法

（Health Insurance Act 1973）の適用ある医療

サービスは、ＧＳＴ法上「免税取引（GST-free su-

pply）」、すなわちゼロ税率取引（Zero-rating su-

pply）になることから、売上取引はゼロ％で課税し、

仕入取引にかかったＧＳＴは還付されます。【訳注：

日本の消費税法では、健康保険適用対象の医療サービ

スは非課税取引（ input taxed supply）になってい

ます。これに対して、オーストラリアのＧＳＴでは、

健康保険適用対象の医療サービスは、輸出取引などと

同様に、免税取引／ゼロ税率取引になっています。】

●設例　２

【課税輸入に該当するもの】

・物品（goods）の輸入であること。

・当該物品は〔関税法（Customs Act 1901）に

いう〕国内消費用（for home consumption）に

流入させたこと。ただし、当該輸入は、免税輸入

（non-taxable importation）の範囲内のもので

はないこと。

・課税輸入であるためには、ＧＳＴ登録要件は適用な

いことおよび輸入者は事業（enterprise）の遂行

目的である必要はないこと。

・対価支払に有無には関係ないこと。

【課税輸入に該当しないもの】

・免税取引（GST-free supply）、非課税取引（ In- 

put taxed supplyの対象となっている物品の輸入

・通貨の輸入

・オーストラリアからの輸出

・関税法で免税とされる一定の物品

【表７】ＧＳＴ法上の「課税輸入（taxable importations）」
該当性

【表８】税額票（Tax Invoice）サンプル
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した他の資料で明確に確認できる必要がありま

す。こうした証明責任は購入者側が負います。

（２）適格税額票（valid tax invoice）の発行義
務

原則として、供給者（仕入先／supplier）は、そ

の取引が課税取引（taxable supply）にあたるとき

には、購入者（recipient）に対して税額票を発行

する義務を負います。また、購入者は、供給者に

対して税額票を発行するように求めることができ

ます（ＧＳＴ法２９条の７０）。

とはいっても、供給者（仕入先／supplier）は、

すべての取引について毎回、購入者に対して税額

票を交付するようには求められません。しかし、

購入者は、供給者から税額票の交付が受けられな

ければ、仕入税額控除ができません。

ちなみに、供給者は、購入者から税額票の交付

／発行を求められれば、２８日以内のその求めに

応じなければなりません。交付の求めに応じない

場合、供給者は、過料に処されます（租税行政法

別表第１第２８８条の４５）。

（３）適格税額票（valid tax invoice）の発行義　
務を課されない場合

次の場合に、供給者（仕入先／supplier）は、税

額票の発行／交付する必要がありません。

（４）購入者作成税額票（ＲＣＴＩ）とは何か

一般に「ＲＣＴＩ（Recipient created tax invoic-

e）」と呼ばれる税額票発行手続があります（ＧＳ

Ｔ法２９条の７０第３項）。【訳注：ここでは、

「購入者作成税額票」と仮訳しておきます。】

ＲＴＣＩ（購入者作成税額票）と通常の税額票

（tax invoice）との違いは、ＲＴＣＩは、購入者

が供給者（仕入先）に発行／交付する税額票であ

ることです。

購入者が売上数量に応じて仕入先に対価を支払

う契約を採っている場合など、極めて特殊な取引

にのみＲＣＴＩ発行手続をとることができます。

５　ＧＳＴ登録（GST registration）とは何か

事業等を行う者（entity）はＧＳＴ登録している

ことまたはＧＳＴ登録が求められています。した

がって、ＧＳＴ登録をしていない場合、取引はＧ

ＳＴの課税の対象外となります。また、ＧＳＴ登

録をしていない者との取引は、仕入税額控除の対

象となりません。

ＧＳＴ登録は、次の要件に該当する場合には、

義務となります。

（１）登録手続
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【請求書（invoice）】
商業取引において支払義務を確認する書類を指しま

す。

【税額票（tax invoice）】
次のような要件を満たすものを指します。

①供給者（supplier）が発行したものです。

②「既定の書式（approved form）」のものです。

③次の事項を明確に確認できる情報を十分に記載した

ものです（ＧＳＴ法２９条の７０）。

・供給者（supplier）の本人確認およびＡＢＮ（事

業者番号／Australian business number）

・購入者（recipient）の本人確認またはＡＢＮ（た

だし、ＡＮＢ記載は、供給額／仕入額が１，０００

ドル以上の場合）

・供給された物品の種類、数量（数えられる場合）、

供給された価額

・当該証票に記載された課税取引の範囲

・証票の発行年月日

・当該証票に記載された課税取引にかかるＧＳＴ額

・その他政令に規定された事項

【表９】「請求書（invoice）」と「税額票（tax invoices）」
の違い

・課税取引価額（ＧＳＴ抜）が７５ドル未満の場合

（ＧＳＴ規則２９条の８０第０１項）

・国税庁（ＡＴＯ）長官が文書で税額票の発行を免除

した場合（ＧＳＴ法２９条の１０第３項）。この場

合において、購入者は仕入税額控除を受けることが

できます。

【表１０】適格税額票（valid tax invoice）の発行が必要　
とされない場合

・事業等を行う者（entity）の事業（enterprise）に

かかる基準売上高（turnover threshold）が７

５，０００ドル（非営利団体の場合には１５，００

０ドル以上である場合【訳注：ＧＳＴ登録における

基準売上高とは、直近の１２ヵ月間の売上実績また

は今後１２ヵ月間の予想売上のいずれかにおける税

抜総売上高（ただし、免税取引（GST-free supp- 

ly）および非課税取引（ Input taxed supply）に

かかる分を除きます。）】（ただし、この基準売上

高未満でも、任意で登録することができます。）

・事業等を行う者が、「タクシー・オペレーター」で

ある場合

【表１１】ＧＳＴ登録が必要となる場合
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事業等を行う者（entity）は、登録が義務づけら

れることになってから２１日以内に登録申請をし

なければなりません（ＧＳＴ法２５条の１）。た

だし、任意登録（voluntary registration）申請につ

いてはいつでもできます。

ＧＳＴの登録申請には、事業者番号（ＡＢＮ＝

Australian business number）が必要です（ＧＳＴ法

２３条の１５第１項、２３条の５、２５条の１）。

申請は、ＡＴＯのビジネス・エントリー・ポイン

トから、ＡＢＮの登録申請とＧＳＴ登録申請とを

同時に行うことができます。税理士ＥＬＳ（tax ag-

ent electronic lodgment system）を活用した電子申

請も可能です。

国税長官は、申請（任意申請を含みます。以下

同じです。）があった場合、書面審査したうえで

問題がなければ申請書に記載された日付で承認し

ます（ＧＳＴ法２５条の５）。決定承認をする場

合には、申請人に、登録日、登録番号、承認され

た課税期間等を通知しなければなりません（ＧＳＴ

法２５条の３第３項）。一方、承認拒否処分を行

う場合にはその理由を附記したうえで通知します。

当該拒否処分は、不服審査の対象となります。

（２）任意登録

基準売上高に達しない事業等を行う者（entity）

は、任意登録を申請ができます（法２３条の１

０）。新規開業した場合の任意申請については、

実際に事業を開始した日からＧＳＴ登録は発効し

ます。

任意でＧＳＴ登録をした事業者は、ＧＳＴ申告

書の提出義務および税額票（tax invoice）の交付／

発行義務を負います。したがって、小規模事業者

の場合、仕入税額控除が可能になる利益とＧＳＴ

申告書提出義務や税額票交付事務ないかかるコス

トを慎重に点検する必要があります。また、いっ

たんＧＳＴ登録を選択すると、事業廃止の場合を

除き、１２ヵ月間は登録を取りやめることはでき

ません。

（３）ＧＳＴ登録の取りやめ

事業者（事業等をする者）が、事業の廃止その

他ＧＳＴ登録を継続しがたい理由がある場合、国

税長官に対して「ＧＳＴ登録の取りやめ（Cancel-

lation of GST registration）」の承認申請を行うこと

ができます。事業者は、ＧＳＴ登録の取りやめが

認められれば、仕入税額控除ができなくなります

（ＧＳＴ法２５B条）。

ＧＳＴ取りやめ承認申請は、事業停止の日から

２１日以内に行わなければなりません（ＧＳＴ法

２５条の５０）。

ＧＳＴ取りやめ申請は、ＡＴＯによる厳正な要

件を満たした場合に、承認されます。仕入税額控

除制度の濫用等の事実がないかどうかなどが精査

されます。

１　ゼロ税率／免税取引（GST-free supply）
採用の背景と課税実務
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①生活必需品／サービスへの軽減税率（Reduced 
rating）の採用

【表１２】消費税／付加価値税の枠内での対応策の選択

②生活必需品／サービスへのゼロ税率（０％税率課
税／Domestic zero-rating）の採用
ちなみに、オーストラリアのＧＳＴ法では、ゼロ

税率ではなく、「免税取引／GST-free supply）」

という表記を使っています。

③生活必需品／サービスへの非課税（Exemptions）
の採用

ちなみに、オーストラリアのＧＳＴ法では、非課

税ではなく、「仕入課税取引／ Input taxed sup- 

ply」という表記を使っています。

《標準税率取引》

【Standard  ra te  supp l y】

【表１３】免税取引／ゼロ税率取引と非課税／仕入課税取
引（＄）

仕入（ input）　　　 　　税率〔１０％〕

金額（１，０００）   　　税額〔１００〕

売上（output）　　 　　税率〔１０％〕

金額（１，５００） 　　  税額〔１５０〕

売上

仕入

《非課税取引／仕入課税取引》

【 I nput  taxed  supp l y】

仕入（ input）             税率〔１０％課税〕

金額（１，０００）        税額〔１００〕

売上（output）           税率〔非課税〕

金額（１，５００）        税額〔Nil〕

売上

仕入

《免税取引／ゼロ税率取引》

【GST-f ree  supp l y】

仕入（ input）              税率〔１０％〕

金額（１，０００）         税額〔１００〕

売上（output）            税率〔０％〕

金額（１，５００）         税額〔０〕

売上

仕入

ＧＳＴ申告税額 50

ＧＳＴ還付税額 100

ＧＳＴ　仕入税額控除不可
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オーストラリアのＧＳＴ法では、「損税」対策、

さらには、基礎的な飲食料品など生活必需品やサ

ービスに対する課税除外策や逆進性解消策として

は、幅広く「ゼロ税率」つまりオーストラリアのＧ

ＳＴ法でいう、「免税取引／GST-free supply）」】

を幅広く採用しているのが特徴です。言い換える

と、「軽減税率」を一切採用していません。

この背景には、経済学でいう価値財やサービス

（merit goods and services）、つまり基礎的な飲食

料品、教育や医療サービスをはじめとしてある個

人が消費することによって、社会全体が便益を受

けることになる財やサービス、に対しては所得制

限を課したり、消費課税の対象にしたりすべきで

はなく、普遍化して誰でも無税で費消できるよう

にすべきである（価値財／サービスへの消費課税

除外）とする考え方が取り入れられていることが

あります。

（１）家庭用ゼロ税率とは

諸外国の消費税制／付加価値税制をみると、「ゼ

ロ税率（zero-rate, zero-rating）」内は、大きく分

けると、次のような２つの目的に活用されていま

す。

【訳注：グローバルにみると、オーストラリア

やカナダなどのように、「損税」対策ならびに価

値財／サービスへの消費課税除外措置および逆進

性解消対策として、軽減税率ではなく、家庭用ゼ

ロ税率（domestic zero-rate）（以下、「輸出免

税」という意味でのゼロ税率と区別して、「家庭

用ゼロ税率」ともいいます。）を幅広く採用する

国もあります。わが国でも参考にすべき消費税モ

デルの一つといえます。】

（２）家庭用ゼロ税率の所在

オーストラリアは、グローバルな動きに呼応し

て、当時導入していた卸売売上税（wholesale sales

tax／単段階に消費税）を廃止して、２０００年か

ら税額票方式の付加価値税（tax-invoice typed GS

T）を導入しました。

ＧＳＴ法制定過程において、とりわけ生活者の

立場を重視し「基礎的な飲食料品、教育、医療の

ような生活必需な価値財やサービスに対しては、

消費課税をすべきではない」とする考え方を、「ゼ

ロ税率」、（ＧＳＴ法では「免税取引／GST-free

supply」という名称を使用〕採用というかたちで

制度化したわけです。

ゼロ税率採用の背景には、同じく生活者に対し

手厚い対応策を講じている旧宗主国イギリスの強

い影響があります。また、ＧＳＴを導入する前に

単段階の卸売売上税では、飲食料品を課税対象と

していませんでした。この点も、ＧＳＴにおい

て、基礎的飲食料品をゼロ税率／免税とすること

につながったものと思われます。

（３）ＧＳＴ法上の逆進性解消策の概要

オーストラリアのＧＳＴは、１０％の単一税率

を採用する。軽減税率は一切採用していません。

逆進性解消策には、免税措置（「免税取引／ゼロ

税率取引」）と非課税措置（「非課税取引／仕入

課税取引」）を採用しています。

課税取引物品やサービス別に、ＧＳＴ法上の逆

進性解消策をアバウトに一覧にしてみると、次の

とおりです。

＊●パン（菓子パンなどは除く。）、穀類（ペットフー

ドは除く）、ミルク（加工牛乳などは除く）・チー

ズ・卵、スパイス・ソース、ボトル水、果実・野菜ジ

ュース、食用肉、紅茶・コーヒー（加工物は除く）、

ベビーフード、果実・野菜・魚（生・冷凍・乾燥・缶

詰・包装したものを含む。）、パンに塗るジャム・蜂

蜜・ピーナツバター等、シリアルなどは、ゼロ税率適

用対象（ＧＳＴ法３８条の３第１項別表第２）。

●一方、ケーキ類、菓子・スナック類、炭酸飲料を

含む各種飲料、レストランで売られる飲食料、テーク
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【表１４】ゼロ税率の適用対象

ゼロ税率

輸出免税【zero-rate for exporting
／輸出取引に適用】

消費地（仕向地）課税原則の適用

家庭用ゼロ税率【domestic zero-ra-
te／生活必需物品やサービスに適用】

逆進性解消策／損税対策として活用

【表１５】オーストラリアＧＳＴ法上の逆進性解消策と対
象取引一覧

標準税率
免税取引／ゼ
ロ税率取引

非課税取引／仕入課
税取引

軽減税率

１０％

・輸出

・医療
・基礎的飲食

料品＊

・教育
・国際運輸

・非営利／公

益活動

・営農者間で

の農地取引

・金融取引

・居住用住宅の貸付

（ただし５０年以

上の長期貸付およ

びホテルのような

事業用居住場所の

貸付を除く。）

・居住用中古住宅取

引

・募金活動

なし
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アウェイ（持帰りホットフード）、食品売り場で売ら

れる調理済食品などは、標準税率適用対象（ＧＳＴ法

３８条の３第１項別表第１【ゼロ税率対象外食

料】）。

２　ＧＳＴ法のもとでのゼロ税率適用の実際

【訳注：日本では、ゼロ税率の適用対象を限定

するねらいから意図的に「輸出免税」といった名

称が使われました。このことも影響してか、基礎

的な生活必需品やサービスのような国内取引に対

してゼロ税率を適用するのは想定外という見方

が支配的です。しかし、こうした見方は必ずしも

〝世界の常識〟ではありません。】

オーストラリアは、基礎的な生活必需品やサー

ビスのような国内取引に対してゼロ税率を幅広く

採用しています。

例えば、オーストラリアのＧＳＴ（物品サービ

ス税）では、野菜がゼロ税率（O% 課税）対象物

品です（ＧＳＴ法３８条の３第１項）。この場

合、生産から最終消費者へ届くまでの各流通段階

（food supply chain／distribution channels）での各

事業者の、消費税（ＧＳＴ）の納税申告はどうい

ったかたちになるのかが問われてきます。

ここでは、レタス（野菜）を例にして説明して

みましょう。

ＧＳＴ法では、標準税率１０％で、人の食用野

菜はゼロ税率０%で課税することになっていま

す。しかし、人の食用野菜がレストランなどで加

工した食事のかたちになった場合には、標準税率

１０％で課税になります。また、事業者

（enterpr- ise）は、いわゆる登録免除事業者では

なく、タックスインボイス（税額票）＋帳簿書類

等に基づいて課税売上総額にかかる消費税

（output tax）から、課税仕入総額にかかる消費税

（input tax）を控除して差額を課税庁に申告納付

するとします。

こうしたことを織り込んで、生産から最終消費

者に届くまでの流通段階ごとのゼロ税率適用のプ

ロセスをチャートにすると、次のとおりです。

ここで補足的な説明を加えておきます。通常、

事業者の仕入には、ゼロ税率（０％課税）のレタ

ス（野菜）だけではありません。標準税率（１０

％）の適用対象物品やサービスも入ってきます。

したがってゼロ税率適用対象の野菜だけを最終

消費者向けに販売していたとしても、「仕入税額

（input tax）」には、実際には０％と１０％税率

適用対象品やサービスが入ってくる。その分は納

め過ぎになることから、申告をして消費税（ＧＳ

Ｔ）の還付を受けることになります。（ゼロ税率

が適用になるのは、取引者は課税事業者である必

要があります。）

３　免税取引／ゼロ税率取引（GST-free sup- 
plies／Domestic zero-rating）の分析
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【設例条件】

①種苗場Ａ（消費税の課税事業者）がレタスの苗のパ

ネットを市場向け野菜栽培事業者Ｂ（消費税の課税

事業者）へ販売するとします。この場合、栽培用の

苗は、最終的に人の食用に消費されるとしても、課

税対象（１０％）となります。したがって、この段

階での課税取扱は次のとおりです。

・種苗場Ａは、野菜栽培事業者Ｂに１０％で課税しま

す。

・野菜栽培事業者Ｂは、種苗場Ａに支払った１０％を

税額控除できます。

②野菜栽培事業者Ｂは、レタスを栽培し、人の食用と

してレタスを卸売事業者Ｃ（消費税の課税事業者）

へ０％税率で販売します。

③卸売事業者Ｃは、レタスを小売業者Ｄ（消費税の課

税事業者）へゼロ税率で販売します。

④小売事業者Ｄは、最終消費者およびレストラン事業

者Ｆ（消費税の課税事業者）に対してゼロ税率で販

売します。

⑤レストラン事業者Ｅは、レタスを人の食用サラダの

一部として調理します。【当該サラダは、店内での

食事または持ち帰りとして提供します。】

【表１６】レタス（野菜）の生産から最終消費者へ届くま
での流通段階ごとの取引の概要

⑥レストラン事業者Ｅはサラダの価格に１０％の消費

税をかけ、消費者へ販売します。

【表１７】レタス（野菜）の生産から最終消費者へ届く
までの流通段階ごとの取引の概要

種苗場Ａ

野菜栽培事業者Ｂ

卸売事業者Ｃ

小売業者Ｄ レストラン
事業者Ｅ

最終消費者
最終消費者

仕入１０％

売上１０％

売上０％

仕入１０％

仕入０％
＋１０％

売上０％

売上
１０％

仕入０％
＋１０％

仕入０％
＋１０％

売上
１０％

⇒
⇒

⇒ ⇒

⇒

⇒
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免税取引／ゼロ税率取引（GST-free supplies／do-

mestic zero-rating）では、売上（output）には０％

で課税されます。したがって仕入にかかった税額

（input tax）は、還付（refund）を受けることが可

能です（ＧＳＴ法３８条の１）。これは、仕入課

税取引／非課税取引（Input-taxed supplies／Exemp-

tion）の場合とは対照的です。

免税取引／ゼロ税率取引と非課税取引が混在す

る場合も出てきます（ＧＳＴ法９条の３０第３

項）。例えば、金融取引の輸出（export of financi-

al supplies）です。この場合には、免税取引として

取り扱われます。

免税取引については、ＧＳＴ法の第３８部に詳

しく規定されています。

（１）飲食料品

ＧＳＴ法の第３８Ａ部は、免税取引／ゼロ税率

取引の対象として飲食料品（food and beverages）

を掲げています。ＧＳＴ法で、例外的にＧＳＴを

かけるものは別として（法３８条の２）、原則と

して、果実・野菜・魚・肉・卵・乳製品・パンの

ように、人間が費消する基礎的な飲食料品（basic

food and beverages for human consumption）は免税

取引／ゼロ税率取引とするルールに基づいていま

す。

しかし、人間が費消する基礎的な飲食料品は免

税取引／ゼロ税率取引とするといっても、現実に

は、１０％対象か、それとも免税取引／ゼロ税率

取引となるのか、線引きが難しい場合も少なくあ

りません。例えば、搾乳したばかりのミルクは、

殺菌しないで市場に出荷できないわけで、人間が

費消する基礎的な飲食料品には該当せず、１０％

が適用になります。

ちなみに、免税取引／ゼロ税率取引に該当する

「飲食料品（food）」にあたるか、そうでない「例

外（exclusion）」、つまり１０％税率が適用にな

るのかについて、ＧＳＴ法は、【表１８】のよう

に規定しています（法３８条の３）。

ＧＳＴの登録事業者である小売事業者が、年間

課税売上高が２００万ドル以下の小規模事業者

で、免税取引／ゼロ税率適用飲食料品と１０％税

率適用飲食料品を販売しているとします。しか

し、当該小規模事業者が、販売時に容易に双方を

区別して会計することができないとします。この

場合には、小売事業者は、「簡易計算方法（ＳＡＭ

＝simplified accounting method for GST purposes）」

を選択することができます（ＧＳＴ法１２３条の

５・７・１０・１５）。この場合、現金主義会計

を選択しているかどうかは問われません。

ＳＡＭには、５つの方式があります。最適な方

式を選択し、かつ国税長官に届け出る必要があり

ます。また、記録を保存し、ＡＴＯに提出する事

業活動報告書（ＢＡＳ）にその旨を記載する必要

があります。

（２）医療・健康取引

人間の健康（human health）に関する一定の取

引は、免税取引／ゼロ税率が適用されます（ＧＳ

Ｔ法３８Ｂ部）。

①医療・健康サービス（medical and health se-
rvices）
医療サービスは、１９７３年健康保険法（Heal-

th Insurance Act 1973）のもとでメディケアの対

象となるサービスには、免税取引／ゼロ税率が適

用されます。

その他の健康サービスで、免税取引／ゼロ税率

が適用されるのは、ハリ治療（acupuncture）、足

病治療（chiropody）、歯科（dental ）、検眼（opt-

ometry）、医学療法（physiotherapy）、足病治療

（podiatry）、社会作業（social work）、救急サー

ビス（ambulance services）などです。入院治療も

免税取引／ゼロ税率適用です。

②医療物品（medical goods）
医療用器具や装置は、免税取引／ゼロ税率が適

用されます（ＧＳＴ法別表第３）。ただし、健常

者が一般に使用できないようなものに限られま
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・飲食料品が、提供された（レストラン・販売店な

ど）以外の場所で費消されるかどうか

・暖かい持ち帰り飲食料品（hot takeaway food）

かどうか、または、

・別表第１に掲げられた種類の飲食料品の提供かどう

か。

・別表第１に掲げられた調理された食品・パン菓子

（食パンを除く）・ビスケット・ケーキ類・スナ

ック菓子類・アイスクリームには、１０％税率適

用

・別表第２に掲げられた免税取引／ゼロ税率取引と

なる飲料（お茶・コーヒー・ミルク・果実ジュー

スなど）以外には、１０％税率適用

【表１８】免税取引／ゼロ税率取引の対象外となる飲食料
品の要件
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す。これらの器具や装置の部品取引にも免税取引

／ゼロ税率が適用されます。

薬品や調剤薬などにも、税取引／ゼロ税率が適

用されます。ただし、処方箋に基づいて給付され

るもの。薬学的な効能があり、かつ処方箋に基づ

いて販売されるもの、医師・歯科医師・薬剤師に

より給付されるもの、品質の高い薬剤にあたるも

のに限られます。

医療サービスその他の健康サービス、入院サー

ビスの一環として提供される物品は、免税取引／

ゼロ税率が適用されます。

②居宅、自宅その他の場所で提供される介護サー

ビス

１９９７年老年者介護法（Aged Care Act 1997

に定義される「介護（care）」は、免税取引／ゼ

ロ税率が適用されます。老年者は、居宅、自宅そ

の他の介護施設で介護サービスを受けている場

合、その取引には、免税取引／ゼロ税率が適用さ

れます。サービス提供者が、連邦政府から助成を

受けている場合（ＧＳＴ法３８条の３８）、サー

ビス提供の資金が１９８６年障害者サービス法

（Disability Services Act 1986）から出ており、か

つ免税取引／ゼロ税率取引としてリストに掲載さ

れているのも、免税取引／ゼロ税率が適用になり

ます。

（３）教育

教育（education）は、次のような要件を充足す

る場合に、ＧＳＴ法３８Ｃ部で、免税取引／ゼロ

税率取引とされています。

４　仕入課税取引／非課税取引（Input-taxed 
supplies／Exemption）の分析

すでにふれたように、オーストラリアでは、医

療・保健や教育サービスに対して、免税取引／ゼ

ロ税率取引を幅広く採用しています。これに対し

て、日本では、これらの取引は、仕入課税取引／

非課税取引（Input-taxed supplies／Exemption）とさ

れていると聞きます。

仕入課税取引／非課税取引となりますと、課税

売上は非課税となり、ＧＳＴ負担はないものの、

課税仕入にかかったＧＳＴ（仕入税額／output ta-

x）は、前段階控除できなくなってしまいます。

ＧＳＴ法は、第４０部で、仕入課税取引／非課税

取引となる例を掲げています。

オーストラリアの場合、ＧＳＴが仕入課税取引

／非課税取引となる典型的な例としては，「金融

取引（financial supplies）」をあげることができま

す。ただ、ＧＳＴ法本法では、「金融取引」は仕

入課税取引／非課税取引となる旨を規定するに留

まります（ＧＳＴ法４０条の５）。そして、具体

的な内容については、規則（regulation）に委ねる

としています（ＧＳＴ法４０条の５第２項）。

これを受けて、ＧＳＴ規則４０条の５第９項以

下に、仕入課税取引／非課税取引の対象となる金

融取引について規定しています。利子、金融口

座、生命保険金、証券、派生商品、オーストラリ

アおよび外国通貨などが、仕入課税取引／非課税

取引の対象となります。

国民税制研究 No.2（2016）

第Ⅱ章　オ－ストラリアの物品サ-ビス税（ＧＳＴ）

・州または準により単位認定された教育コースは、免

税取引／ゼロ税率取引とされます。

・資格の取得を目的として教育コースは、免税取引／

ゼロ税率取引とされます。

・原則として、教育コースに関する物品の提供は、免

税取引／ゼロ税率取引となりません。

・初等・中等または特別教育コースでの生徒に対する

寮施設（accommodation）の利用サービスは、免

税取引／ゼロ税率取引とされます。

・教育課程関連の旅行や視察は、免税取引／ゼロ税率

取引とされます。

・その他

【表１９】免税取引／ゼロ税率取引の対象となる「教育」

【表２０】年次ＧＳＴ申告書（抜粋）

【参考資料】

・Richard Krever, GST Legislation Plus 
（2015, Thomson Reuters）
・Deutsch et al, The Australian Tax Handbook 
（2015, Thomson Reuters）
・John McLaren, Advanced Taxation Law
（2015, Thomson Reuters）
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第Ⅱ章Ａ　【補論】小規模事業者のためのＧＳＴの簡易計算制度（ＳＡＭ）

執筆編集　 山元俊一
（税理士・東京会所属）

小規模事業者のためのＧＳＴの簡易計算制度（ＳＡＭ）

◆はじめに～小規模事業者のための簡易計算

制度（ＳＡＭ）とは

１　簡易計算制度（ＳＡＭ）のあらまし

（１）ＳＡＭを選択利用できる適格事業者と

は

（２）５つのＳＡＭの計算方法

２　ＳＡＭの５つの計算方式のあらましと具

体的適用事例分析

（１）ビジネスノルム方式とは

①ビジネスノルム方式を選択適用できる要
件
②ビジネスノルム方式の具体的適用事例分析

（２）ストックパーチェス方式とは

（Ａ）毎課税期間法とは　

①毎課税期間法を選択適用した計算

②毎課税期間法の具体的適用事例分析

（Ｂ）４週間サンプル抜取り法とは

①４週間サンプル抜取り法を適用した計算

②４週間サンプル抜取り法の具体的適用事例

分析

（Ｃ）５％免税みなし基準法とは

①５％免税みなし基準法を選択適用できる業
種

②５％免税みなし基準法の具体的適用事例分
析

（３）スナップショット方式とは

（Ａ）２課税期間サンプル抽出法とは

①記録の保存

②２課税期間サンプル抽出法の具体的適用事
例分析

（Ｂ）毎期間課税法とは

（Ｃ）５％免税みなし仕入基準法とは

①５％免税みなし基準法を選択適用できる業
種
②５％みなし免税基準法の具体的適用事例分
析（１）
③５％みなし免税基準法の具体的適用事例
分析（２）

（４）セールスパーセンテージ方式とは

①セールスパーセンテージ方式を選択適用で
きる要件
②セールスパーセンテージ方式の具体的適用
事例分析

（５）パーチェススナップショット方式とは

①パーチェススナップショット方式を選択適
用できる要件
②パーチェススナップショット方式の具体的
適用事例分析

◆むすび

ＳＡＭの骨子 オーストラリアは、タックスイ

ンボイス（税額票）方式の付加価値税（ＶＡ

Ｔ）である物品サービス税（ＧＳＴ）を導入し

ています。ＧＳＴの標準税率は１０％ですが、

基礎的な飲食料品は免税（GST-free）／ゼロ税

率（０％）で課税されています。ＧＳＴの登録

事業者である小売事業者が、年間売上高が２０

０万ドル以下の小規模事業者で、１０％税率適

用飲食料品と免税取引／ゼロ税率適用飲食料品

とを販売しているとします。しかし、その小規

模事業者が、販売時に容易に双方を区別して会

計することが難しいとします。この場合には、

小売事業者は、「簡易計算制度（ＳＡＭ＝ sim-
plified accounting method for retailer and small en-

terprise entities／simplified accounting method）」

を選択することができます（ＧＳＴ法１２３条

の５・７・１０・１５）。この場合、現金主義

会計を選択しているかどうかは問われません。

ＳＡＭには、５つの方式があります。最適な方

式を選択し、かつ国税長官に届出【ＧＳＴ簡易

ＳＡＭの骨子

第Ⅱ章Ａ【補論】
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◆はじめに～小規模事業者のための簡易
計算制度（ＳＡＭ）とは

小さな食品小売店の多くは、ＧＳＴが課税され

ないゼロ税率の商品だけでなく、課税対象の商品

も売買しています。一方、食品購入者が、課税対

象あるいはＧＳＴが課税されていない商品を購入

して、その後、加工製造して課税の商品だけを販

売する場合、販売時点のレジ機器等の機械に依存

することになります。このため、レジ機器がない

場合には、ＧＳＴ課税対象のものとＧＳＴ課税な

しの売買を正確に別々に識別し、記録することは

難しいかも知れません。そのことがＧＳＴのため

の会計処理を複雑にします。

こうした問題に対処するために、物品サービス

税法（ＧＳＴ法）は、ＧＳＴの計算を簡易に行え

る「簡易計算制度」（ＳＡＭ＝simplified accounting

method for retailer and small enterprise entities）」を

導入し、小規模事業者に選択適用を認めています

（ＧＳＴ法１２３条の５・７・１０・１５）。Ｓ

ＡＭ（簡易計算制度）は、２０００年にＧＳＴが

実施された当初から導入されています。

ＳＡＭは、各課税期間末において支払わなけれ

ばならないＧＳＴの納税額の計算を簡易に行い、

小規模事業者の申告事務の負担軽減をねらいとす

るものです。

１　簡易計算制度（ＳＡＭ）のあらまし

はじめに、簡易計算制度（ＳＡＭ＝simplified ac-

counting method）のあらましを説明します。

簡易計算制度（ＳＡＭ）には５つの計算方式

（methods）があります。それらは、（１）「ビ

ジネスノルム（Business norms）」、（２）「スト

ックパーチェス（Stock purchases）」、（３）「ス

ナップショット（Snapshot）」、（４）「セール

スパーセンテージ（Sales percentage）」および

（５）「パーチェススナップショット（Purchase

snapshot）」です。

納税者は、この５つの計算方式のうち、自己の

事業に最も適したものを１つ選択し適用すること

ができます。納税者はこの５つの方法に合致させ

るために、これらの５つの方法の平均値などによ

り価格設定をすることはできません。価格設定の

際には、連邦競争促進消費者保護委員会【日本の

公正取引委員会に近いもの】（ＡＣＣＣ＝Austral-

ian Competition and Consumer Commission’s）のガ

イドラインに従った価格設定をする必要がありま

す。

（１）ＳＡＭを選択利用できる適格事業者とは

事業者は、次のすべての要件を満たしている場

合に、ＳＡＭを選択適用する適格性があるとされ

ます。

なお、事業者は、現金主義を採用しているか否

かにかかわらず、ＳＡＭを選択適用することがで

きます。

（２）５つのＳＡＭの計算方法

また、ＳＡＭ対象の計算方法は、①売上高、②

事業の性質および③レジ機器の状態（ただし、ス

ナップショット方式による場合は別です。）の３

つの要素を加味したうえで、次頁【表２】の５つ

に分けられています。

事業者は、いったんＳＡＭを選択適用すると、

最初の１２カ月は継続して適用しなければなりま

せん。また、ＳＡＭによる計算方式を選択した場

合には、１２か月間は、別の計算方式に変更する

ことができません。なお、売上の性質や再販売や

転売によって、選択できない方式があるので、注

意を要します。
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計算制度（ＳＡＭ）選択届】を提出する必要が

あります。また、記録を保存し、国税庁（ＡＴ

Ｏ）に提出する事業活動報告書（ＢＡＳ＝Busi-

ness Activities Statement）【ＧＳＴの納税申告

書】にその旨を記載する必要があります。

（石村耕治）

①ＧＳＴの登録事業者であること。

②課税対象と免税（ゼロ税率）対象のものを同じ店舗

で販売している食料品小売事業者であること（ただ

し、スナップショット方式による場合を除きます）。

③売上高は年間２００万ドル以下であること。

（ａ）スナップショット方式、ストックパーチェス方

式、ビジネスノルム方式の場合は、ＳＡＭの売

上が２００万ドル以下であること。

（ｂ）セールスパーセンテージ方式、パーチェススナ

ップショット方式の場合は、ＧＳＴ課税対象売

上高が２００万ドル以下であること。

【表１】ＳＡＭを選択適用できる適格事業者となるための
要件



55

加えて、売上高が２００万ドル以下の場合、５

つの方式を精査して、最適な方式を選択する必要

があります。事業者は、選択したいと考えている

方式とは別の方式が適合する可能性もありますの

で、注意を要します。例えば、ビジネスノルム方

式、ストックパーチェス方式、スナップショット

方式の選択を考えるのであれば、ＳＡＭの売上に

着目する必要があります。また、セールスパーセ

ンテージ方式、パーチェススナップショット方式

の選択を考えるのであれば、ＧＳＴ対象の売上高

に着目する必要があります。

２　ＳＡＭの５つの計算方式のあらましと具
体的適用事例分析

オーストラリアＧＳＴ法は、ＧＳＴの小規模事

業対策の一つとして、簡易計算制度（ＳＡＭ＝si-

mplified accounting method）を導入し、ＡＴＯは５

つの計算方式を示しています。法定要件を充足し

た事業者は、いずれかを選択適用できる仕組みに

なっています。

以下に、これらＳＡＭの５つの計算方式のあら

ましと具体的適用事例を分析してみます。

（１）ビジネスノルム方式とは

ビジネスノルム方式は、ＳＡＭの売上高が２０

０万ドル以下の場合、支払うべきまたは支払われ

るべきＧＳＴの金額を計算するのに最も簡素な方

法です。

①ビジネスノルム方式を選択適用できる要件

事業者が、ビジネスノルム方式を選択適用でき

る要件は、次のとおりです。

事業者は、ビジネスノルム方式を選択する場

合、課税期間ごとの総売上高に占めると免税売上

高、総仕入高に占める免税仕入高を計算する必要

があります。しかし、【表４】にあてはまる場合

には、そのような比率計算は、あらかじめ与えら

れているために必要ありません。

【表４】の業種に該当する場合は、そのレート

を適用する必要があります。（ちなみに、【表

４】の数値は、産業省と小売業者に対する調査結

果に基づいて算定されています。）

そして、次のような４つのステップにより計算

します。
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【表２】５つのＳＡＭの計算方法の概要

方式

売上高が２００万ド
ル以下か転売額が売
上高の５％以上を占
める転売事業者

売上高が２００万ド
ル以下か転売額が売
上高の５％未満を占
める転売事業者

売上高が２００万ド
ル以下か再販業者

内容

分離区分方法

基準点

（１）ビジネスノル
ム方式

（２）ストックパー
チェス方式

（３）スナップショ
ット方式

（４）セールスパー
センテージ方式

（５）パーチェスス
ナップショット方式

適用可能

適用可能

売上高と仕入高の標
準比率により算定す
る

適用可能適用可能

ＳＡＭの売上が２０
０万ドル以下

売上・仕入比率法

ＳＡＭの売上が２０
０万ドル以下

ＳＡＭの売上が２０
０万ドル以下

スナップショット販
売高基準法

サンプル基準法

ある課税期間の売上
高を選定してその比
率を使い算定する

抜き取りサンプルに
より算定する

適用不可

適用不可

ＧＳＴ課税対象売上
高が２００万ドル以
下

ＧＳＴ課税対象売上
高が２００万ドル以
下

スナップショット販
売高基準法

免税販売高比率法

売上高の比率を用い
て計算する

ある課税期間の仕入
高を選定してその比
率を使い仕入税額控
除を算定する

適用可能 適用可能

適用可能 適用可能

適用可能 適用不可

適用可能

適用可能

適用可能

（ａ）ＳＡＭの売上高が２００万ドル以下であるこ

と。

（ｂ）レジなどの販売機器がないこと。

（ｃ）事業のタイプが【表４】のとおりとなっている

こと。

【表３】ビジネスノルム方式を選択適用できる要件



56

②ビジネスノルム方式の具体的適用事例分析

事業者Ａは、ＧＳＴ免税（ゼロ税率適用）の売

上と仕入のあるパン屋を経営しています。Ａは、

ビジネスノルム基準をもとに免税売上高と免税仕

入高を計算しています。

【表４】によるＡの標準的なＧＳＴ免税売上高

比率は５０％で、ＧＳＴ免税仕入高は７５％で

す。この方法をもとに計算すると、【表５】のよ

うな計算になります。

まず、Ａの課税期間における総売上高は＄１２

０,０００です。これに対する免税売上高は、＄１

２０,０００×５０％の＄６０,０００となります。

一方、課税期間における総仕入高は＄９５,０００

であり、これに対する免税仕入高は＄９５,０００

×７５％の＄７１,２５０となります。

（２）ストックパーチェス方式とは

ストックパーチェス方式は、次のすべての要件

を満たす場合に、選択適用できます。

事業者が、コンバーター（ＧＳＴ免税品を購入

して課税品目に加工する業者）である場合には、

ストックパーチェス方式は選択適用できません。

コンバーターは、ビジネスノルム方式かスナップ

ショット方式を選択適用することができます。

ストックパーチェス方式は、次の業種の事業者

が、選択適用できます。

ストックパーチェス方式によると、免税売上高

と免税仕入高は同じ比率になります。ストックパ

ーチェス方式には、次の細分された３つの方法

（sub-methods）があります。
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・ステップ１　課税期間における総売上高を算定す　　　

る。

・ステップ２ ビジネスノルム基準に基づく比率を総

売上高にかけて免税売上高を算定す

る。

・ステップ３ 課税期間における総仕入高を算定する

・ステップ４ ビジネスノルム基準に基づく比率を総

売上高にかけて免税売上高を算定す

る。

小売の種類
総売上高に占める免
税品売上の割合

総仕入高に
占める免税
仕入の割合

ケーキショップ ２％ ９５％

【表４】ビジネスノルム方式の対象業種と免税品（ゼロ
税率適用品）の割合

コンチネンタルデリ
カテッセン

８５％ ９０％

持帰りの食品を予定
しているアルコール
や燃料を販売しない
コンビニエンススト
ア

２２ .５％ ３０％

持帰りの食品を予定
しないアルコールや
燃料を販売しないコ
ンビニエンスストア

３０％ ３０％

鮮魚小売業 ３５％ ９８％

健康食品店 ３５％ ９８％

パン屋 ５０％ ７５％

食品販売をする薬局

調剤　９８％ ７５％

カウンター上＊

４７ .５％
２％

地方のコンビニエン
スストア

加工業者　
２２ .５％

非加工業者　３０％

３０％

＊若干意味が曖昧である点をお断りしておきます。

【表５】ビジネスノルム方式を適用した場合の売上高と仕
入高の計算

《売上高》

課税期間における総売上高 ＄１２０,０００

ＧＳＴ免税売上高
＄１２０,００
０×５０％

＄６０,０００

《仕入高》

課税期間における総仕入高

ＧＳＴ免税仕入高
＄９５,００
０×７５％

＄９５,０００

＄７１,２５０

（ａ）転売業者（食料品の形状を変えずに販売する業

者＝reseller）であること。

（ｂ）レジなどの販売機器がないこと。

（ｃ）ＳＡＭの売上高が２００万ドル以下であるこ

と。

【表６】ストックパーチェス方式を選択適用できる要件

・食料雑貨店またはスーパーマーケット

・コンビニエンスストアまたはミルクバー

・貸しビデオ店

・健康食品店

・コンチネンタルデリカテッセン

・肉屋

・サービスステーション

・新聞店

・青果物店

【表７】ストックパーチェス方式を選択適用できる業種一覧
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これら細分された方法を選択適用するために

は、事業者が自身で計算した毎日の日計表を完全

にしておく必要があります。（Ａ）毎課税期間法

と（Ｂ）４週間サンプル抜取り法を選択適用する

場合には、課税期間における総仕入高の根拠とな

る証憑を保存しておく必要があります。加えて、

課税仕入と免税仕入を区別しておく必要がありま

す。（Ｃ）５％免税みなし基準法を選択適用する

場合には、各課税期間で再販売した免税売上高に

対する免税仕入高の日計表のみを保存することに

なります。

（Ａ）毎課税期間法とは

事業者は、毎課税期間法を選択適用すると、Ｇ

ＳＴにおける仕入税額控除ばかりでなく、課税売

上高も算定できます。

①毎課税期間法を選択適用した計算

事業者は、毎課税期間法を選択適用した場合、

次のような４つのステップにより計算します。

この方法を選択適用した事業者は、毎課税期間

ごとに免税売上割合を算定して、免税売上高を算

定する必要があります。

②毎課税期間法の具体的適用事例分析

事業者Ｂは食料雑貨店を営みストックパーチェ

ス方式を選択適用して、ＧＳＴの計算を行ってい

ます。Ｂは、商品を転売するのみであり、加工を

行ってはいません。四半期課税期間において、事

業者Ｂは合計＄２０３,０００の仕入を行いまし

た。このうち、＄９９,４７０は免税仕入高です。

また、事業者Ｂの同課税期間における総売上高

は、＄２１９,５００です。この場合、次のような

ステップにより計算します。

ちなみに、事業者Ｂは、この方法を選択適用す

ると、毎課税期間この方法により計算する必要が

あります。

（Ｂ）４週間サンプル抜取り法とは

４週間サンプル抜取り法とは、売上高を算定す

る方法と同じ計算方法です。事業者は、会計期間

のうち４週間を２回サンプルとして抜き取り、総

仕入高と免税仕入高の割合を算定する必要があり

ます。そのうえで、この割合を用いて、総仕入

高・総売上高、免税仕入高・免税売上高を算定し

ます。

①４週間サンプル抜取り法を適用した計算

４週間サンプル抜取り法を選択適用した場合、

次のような５つのステップにより計算します。

４週間サンプル抜取り法は、（ａ）６／１から

７／３１（７月から１２月をカバー）、（ｂ）１

２／１から１／３１（１月から６月をカバー）を
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【表８】３つの細分されたストックパーチェス方式の特徴

（Ａ）毎課税期間（Every tax period）法 免税仕入

高は正確に計算する一方で、免税売上高は推計

計算する方法です。

（Ｂ）４週間サンプル抜取り（Two four-week sam- 
ple periods）法 免税売上高と免税仕入高とも

に算定する手間を省くことができる方法です。

（Ｃ）５％免税みなし基準（５％ GST-free stock e- 
stimate basis）法 購入あるいは再販売によ

り取得した免税仕入（ボトルウォーター、純粋

なフルーツジュース、ミルク、または新鮮な果

実など）のみを追跡する方法です。この方法

は、免税高を計算するコストを減少させること

ができます。

・ステップ１　総仕入高を記録する。

・ステップ２ 免税仕入高を記録する。

・ステップ３ 総仕入高に占める免税仕入高を計算し

て免税仕入売上割合を算定する。

・ステップ４ 総売上高に免税仕入割合を適用して免

税売上高を求める。

【表９】毎課税期間法の計算ステップ

総仕入高

（＄９９ ,４７０
÷＄２０３ ,００
０×１００）＝

＄２０３,０００ステップ１

ステップ２ 総免税仕入高 ＄９９,４７０

ステップ３ 免税仕入割合 ４９％

ステップ４ （＄２１９ ,５０
０×４９％）＝

免税売上高 ＄１０７,５５５ 

・ステップ１　４週間のサンプル期間にわたる総仕入

高を記録する。

・ステップ２ ４週間のサンプル期間にわたる免税仕

入高を記録する。

・ステップ３ サンプル期間の総仕入高に占める免税

仕入高を計算して免税仕入割合を求め

る。

・ステップ４ 免税仕入割合をもとに課税期間の免税

仕入高を求める。

・ステップ５　免税仕入割合をもとに課税期間の免税

売上高を求める。
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継続適用する必要があります。

サンプリングは、季節的要因を考慮に入れて行

われます。しかし、新規事業者の場合の最初のサ

ンプルは取引開始後２カ月を選択する必要があり

ます。また次のサンプル期間までは継続して免税

売上割合を使用する必要があります。

②４週間サンプル抜取り法の具体的適用事例分析

事業者Ｃは、すべて再販売を行うスーパーマー

ケットを経営しています。Ｃのスーパーでは免税

品から課税品への加工は行っていません。Ｃの４

週間のサンプル期間における総仕入高は＄６０,０

００であり、免税仕入高は＄２９,４００でした。

全課税期間における総仕入高は＄２０３,０００で

あり、総売上高は＄２１９,５００でした。

４週間サンプル抜取り法で免税売上高を計算す

るには、次の５つのステップによります。

ちなみに、事業者Ｃは、次のサンプルが次の課

税期間で完全に算定されるまでは、４９％の割合

を使用して計算する必要があります。

（Ｃ）５％免税みなし基準法とは

たくさんの課税商品を抱える販売業者につい

て、ストックパーチェス方法をさらに簡素にする

ために用意されているのが、５％免税みなし基準

法です。この方法は、免税により仕入れた商品を

免税品として転売する場合に適用できます（ボト

ルウォーター、天然ㇷルーツジュース、ミルク、

フルーツなど）。事業者の過去の取引パターンや

計画値（または供給者からのインボイス）から、

免税売上高が総仕入高の５％以下であれば、この

方法を選択適用する余地があります。

①５％免税みなし基準法を選択適用できる業種

次の食料品小売事業者は、５％の免税みなし基

準法を選択適用することができます。

②５％免税みなし基準法の具体的適用事例分析

事業者Ｄは、貸しビデオ店を営業しています。

バルダの課税期間における総仕入高は＄２４,００

０でした。そのうち、免税品の売上高は、次のと

おりです。

総仕入高

に占める免

税仕入高は

３.１％（≒

（＄７５０

÷＄２４,０

００）×１００）になります。このため３.１％の

基準により免税売上高が計算されます。つまり、

仕入高が５％以下であれば、５％免税みなし基準

法を選択適用する余地があります。

５％免税みなし基準法を選択適用するときに

は、最初に仕入高と免税品の仕入高を求めます。

次に、仕入高に対する免税品の仕入高の比率を求

めます。そして、売上高の総計にこの比率を乗じ

て免税売上高を求めます。

５％免税みなし基準法で免税売上高を計算する

には、次の４つのステップによります。

前記の事例をもとに説明をすると、事業者Ｄ
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【表１０】４週間サンプル抜取り法の計算ステップ

サンプル期間
における総仕
入高

（＄２９ ,４０
０÷＄６０ ,００
０×１００）＝

＄６０,０００ステップ１

ステップ２

課税期間にお
ける免税仕入
高

ステップ３ ４９％

ステップ４
（＄２０３ ,００
０×４９％）＝

免税売上割合

＄１０７,５５５ 

サンプル期間
における免税
仕入高

＄２９,４００ 

＄９９,４７０ 

ステップ５
課税期間にお
ける免税売上
高

（＄２１９ ,５０
０×４９％）＝

・キオスク（持ち帰りを予定していない場合に限りま

す。）

・サービスステーション

・貸しビデオ店内販売

・新聞販売店内販売

【表１１】５％免税みなし基準法を選択適用できる業種一
覧

【表１２】　免税品の売上高

ボトルウォーター ＄３００

天然フルーツジュース

合計

＄４５０

＄７５０

・ステップ１　合計免税仕入高に対する製品ごとの免

税仕入高の割合を求めて記録する。

・ステップ２ 製品ごとの免税仕入高を合計する。

・ステップ３ ステップ１の数値をもとに、各製品の

仕入高に当該製品ごとの利益率を乗じ

て免税売上高を求める。

・ステップ４ 製品ごとの免税売上高を合計して総免

税売上高を求める。ただし、製品ごと

の免税比率が同じ割合であるならば、

各製品に分離する必要はない。その際

には、総免税仕入高比率のみを記録す

る。そして、この比率をもとに免税売

上高を計算する。
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は、ある課税期間に合計＄７５０（＄３００はボ

トルウォーターで＄４５０は天然フルーツジュー

ス）の免税仕入高を有しています。事業者Ｄの利

益率はボトルウォーターが４０％、天然フルーツ

ジュースが３０％でした。事業者Ｄの免税売上高

は、ボトルウォーターが＄４２０（＝＄３００+

＄３００×４０％）、天然フルーツジュースが＄５

８５（＝＄４５０+＄４５０×３０％）です。 事

業者Ｄの課税期間における免税売上高は、＄１,０

０５（＝＄４２０+＄５８５）となります。

ちなみに、５％免税みなし基準法を選択適用し

た場合、免税売上高のみを各課税期間で転売して

いることを日計表に記録する必要があります。

（３）スナップショット方式とは

スナップショット方式とは、免税仕入高から免

税売上高を計算する方法を除いて、ストックパー

チェス方式と同じ方式です。

事業者が、この方法を選択適用するには、食料

品の小売売上高が＄２００万以下であり、十分な

レジなどの販売機器がないことであることが要件

です。

スナップショット方式は、次の業種の事業者

が、選択適用できます。

スナップショット方式には、【表１4】の細分

された３つの方法（sub-methods）があります。

（Ａ）２課税期間サンプル抽出法とは

２課税期間サンプル抽出法は、事業者が、自己

の取引を抽出して免税売上高と免税仕入高を算定

する方法です。理論的には、取引形態を加味して

季節的要因を考慮して、１年間に２回にわたり、

計算する必要があります。①６／１から７／３１

（７月から１２月をカバー）、②１２／１から

１／３１（１月から６月をカバー）を継続適用す

る必要があります。なお、新規事業者の場合の最

初のサンプルは取引開始後の２カ月を選択するこ

とになります。

また、事業者は、免税取引高の比率を算定する

ために、定期的な２週間の売上高と定期的な４週

間にわたる仕入高を精査します（不定期の取引を

説明できるようにするためです）。また、すべて

仕入高と売上高を把握するため、取引内容と金額

を記録する必要があります。さらに、この計算方

法を採用するためには、日計表を作成する必要が

あります。

①記録の保存

事業者は、サンプルの終わりの期間では、次の

記録を保存しておく必要があります。

記録の保存対

象は、カフェや

レストランにあ

っては、免税品

目のうち持ち帰

りの項目の売上

高です。また、

その他フィシュ

アンドチップス

店（軽食店）、キオスクおよび売店、免税菓子店

などの小売店にあっては、免税品の項目です。

そのうえで、このサンプル期間から、総売上高

のうち免税売上高と総仕入高のうちの免税仕入高

を算定します。そして、次のスナップショット方
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・食料雑貨店またはスーパーマーケット

・コンビニエンスストアまたはミルクバー

・貸しビデオ店

・フィシュアンドチップス店（軽食屋）

・健康食品店

・コンチネンタルデリカテッセン

・肉屋

・ケーキショップ

・パン屋

・レストラン（自宅用持ち帰りとテイクアウト）

・サンドウィッチ店

・キオスクまたは売店

・免税菓子店

・その他

【表１３】スナップショット方式を選択利用できる業種一
覧

【表１５】記録の保存とその期間

（ａ）売上について

【表１４】３つの細分されたスナップショット方式の骨子

（Ａ）２課税期間サンプル抽出（Two sample pe- 
riods）法 免税・課税売上高と免税・課税仕

入高ともに算定する手間を省く方法です。

（Ｂ）毎課税期間（Every tax period）法 免税課

税仕入高は正確に計算する一方で、免税課税売

上高は推計計算する方法です。

（Ｃ）５％免税みなし基準（５％ GST-free stock 
estimation basis）法 購入または転売によ

り取得した免税仕入（ボトルウォーター、純粋

なフルーツジュース、ミルク、または新鮮な果

実など）のみを追跡する方法です。この方法

は、免税高を計算するコストを減少させること

ができます。

・２週間にわたる総売上高

・２週間にわたる免税売上高

（ｂ）仕入について

・４週間にわたる総仕入高

・４週間にわたる免税仕入高
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式によるサンプルを取るまでは、この比率を変え

ることはできません。

②２課税期間サンプル抽出法の具体的適用事例分

析

事業者Ｅは、さまざまな商品を取り扱っている

コンビニエンスストアの経営者です。コンビニエ

ンスストアでは、雑貨、新聞、フルーツ、野菜、

サンドウィッチに加え、持帰りの食料品を取り扱

っています。Ｅは、免税仕入と売り上げを把握す

るためにスナップショットメソッドを採用するこ

とに決めました。

Ｅは２週間にわたる取引と４週継続期間にわた

る取引と記録に基づく結果は、次のとおりです。

（Ｂ）毎期間課税法とは

事業者が、４週間のスナップショット方式によ

る数値が現実の数字をあらわしていないと、考え

たと仮定します。この場合、各課税期間におい

て、通常の方法による供給者のインボイスから仕

入高を計算することができます。また、仕入高に

対してスナップショット方式の利用を止める場合

でも、免税売上高について２週間スナップショッ

ト方式を利用することができます。ただし、いっ

たんナップショット方式をやめた後は、年間の実

際の仕入高の数字に基づき計算し続ける必要があ

ります。また、計算のもととなった関係帳簿を保

存する必要があります。

（Ｃ）５％免税みなし基準法とは

さまざまな課税商品を抱える販売事業者向け

に、スナップショット方式をさらに簡素化した方

法が５％免税みなし基準法です。

この方法は、免税仕入をした商品（ボトルウォ

ーター、天然ㇷルーツジュース、ミルク、フルー

ツなど）を免税品として転売、およびコンバート

（ＧＳＴ免税品である牛乳を購入してミルクセー

キなどの課税品目に加工する取引）の双方がある

場合に、免税品だけで割合を算定するものです。

例えば、転売業者であっても、コンバーターで

はない場合には、ストックパーチェス方式による

５％みなし免税基準法を採用すべきです。

また、事業者の過去の取引パターンや計画値

（または供給者からのインボイス）から、免税売

上高が総売上高の５％以下であれば、この方法を

選択する余地があります。

①５％免税みなし基準法を選択適用できる業種

５％免税みなし仕入基準は、次の業種の事業者

が、選択適用できます。

②５％免税みなし基準法の具体的適用事例分析

（１）

事業者Ｆは、レストランを経営しています。Ｆ

の免税売上高は、＄１,２００（＄６００はボトル

ウォーターで、＄６００はミルク）でした。また、

Ｆの総売上高は、＄３０,０００でした。この場

合、免税売上高が５％以下になるので、この免税

みなし基準を選択利用することができます。

５％免税みなし基準法で免税売上高を計算する

には、次の４つのステップによります。
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【表１６】スナップショット方式による計算

売上

２週間の総売上高

２週間の免税売上高

＄２４ ,５００

＄１７ ,６４０

総売上高に占める免税

売上高（＄ １７ ,６４

０÷＄２４ ,５００×

１００）

７２％

Ｅは、次のサンプルをとるまで、この免税売上

高の比率を各課税期間において利用することにな

ります。

仕入

２週間の総仕入高

２週間の免税仕入高

＄１９ ,７５０

＄１５ ,４０５

総売上高に占める免税

仕入高（＄ １５ ,４０

５÷＄１９ ,７５０×

１００）

７８％

Ｅは、次のサンプルをとるまで、この免税仕入

高の比率を各課税期間において利用することにな

ります。

・カフェ、レストランにおける免税品目の持ち帰り

・その他の持ち帰り食料小売店（フィシュアンドチッ

プス店など）

・キオスクおよび売店

・免税菓子店などの小売店

【表１７】５％免税みなし仕入基準を選択適用できる業種
一覧
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事業者は、製品ごとの免税比率が同じ割合であ

るならば、各製品に分離する必要はありません。

その際には、総免税仕入高比率のみを記録するこ

とになります。そして、この比率をもとに免税売

上高を計算します。

③５％免税みなし基準法の具体的適用事例分析　

（２）

事業者Ｇは、ランチスポットを経営して、いく

つかの免税品を取り扱っています。Ｇは免税品で

ある＄５００のボトルウォーターと＄１,０００の

ミルクを仕入れています。Ｇは、免税ミルクのう

ち＄２００を課税品目であるルクセーキに転換し

ています。そして、残り＄８００を免税品目とし

て販売しています。この場合、Ｇは、免税品売上

高を、次のステップにより計算します。

ちなみに、事業者は、５％免税みなし基準法を

選択する場合、免税仕入高と免税売上高がどのよ

うに算定されたか計算表を準備しておく必要があ

ります。

（４）セールスパーセンテージ方式とは

セールスパーセンテージ方式は、商品のほとん

どが転売されるスーパーマーケットやコンビニエ

ンスストア（ガソリンスタンドを除きます。）な

どで選択適用されています。

セールスパーセンテージメソッドは、次の条件

をすべて満たす場合に選択できます。

①セールスパーセンテージ方式を選択適用できる

要件

セールスパーセンテージ方式は、次の要件を満

たす事業者が、選択適用できます。

例えば、事業者は、９５％の製品は免税品目

で、残りの５％は免税品目のパンおよび免税品目

の原材料から作られる課税品目のサンドウィッチ

である場合には、セールスパーセンテージ方式を

適用できます。

この方法を選択適用する場合、事業者は、一定

の課税期間における総売上高に占める免税売上高

の比率を試算します。そして、この比率を総仕入

高に適用して、免税仕入高を求めます。セールス

パーセンテージ方式は、製品をすべて免税品とし

て転売しているという仮定と、免税売上の比率と

免税仕入の比率が同じであるという仮定に基づく

ＧＳＴの計算方法です。

②セールスパーセンテージ方式の具体的適用事例

分析

事業者Ｈは、小規模のスーパーマーケットを経

営しています。Ｈは、ほとんどを免税品として販

売しており、免税品目から課税品目への転換はお

およそ２％（そのほとんどはチキンの加工）で

す。Ｈは、ＧＳＴの計算方法として、セールスパ

ーセンテージ方式を選択利用しています。

Ｈは、四半期で＄２００,０００を販売しまし

た。販売機器によると、免税売上高は＄６０,００

０でした。また、同期間における総仕入高は、＄１

００,０００でした。
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・ステップ１　各々の製品ごとに転売する免税仕入高

を記録して合計の純免税仕入高（課税

売上高にコンバートされるものがあれ

ば減算する。）を求める。

・ステップ２ 前記ステップ１から求めた製品ごとの

税仕入高に利益率を適用して、製品ご

との免税売上高を求める。

・ステップ３ 見積もられた免税売上高を合計して総

免税売上高を計算する。

・ステップ４ 毎課税期間においてスナップショット

による免税仕入高と実際の免税仕入高

の双方から、免税売上高を計算する。

・ステップ１　免税仕入から免税売上へと再販売され

るものは、＄５００のボトルウォータ

ーと、＄１ ,０００のミルクのうち課税

品目にコンバートされるミルクセーキ

＄２００を除いた＄８００である。

・ステップ２ ボトルウォーターの利益率は６０％で

あるので、ボトルウォーターの免税売

上高は＄５００+＄５００×６０％＝

＄８００である。また、ミルクの利益

率は３０％であるので、ミルクの売上

高は＄８００+＄８００×３０％＝＄ 

１ ,０４０である。

・ステップ３ この結果、ボトルウォーターとミルク

を合わせた免税売上高は＄１ ,８４０

（＝＄８００＋＄１ ,０４０）となる。

・課税売上高が２００万ドル以下であること。

・十分なレジなどの販売機器がないこと。

・スーパーマーケットやコンビニエンスストア（ガソ

リンスタンドを除く）であること。

・免税品から加工などにより課税品目へ転換される比

率が５％以下であること。

【表１８】セールスパーセンテージ方式を選択適用できる
要件
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この場合のＨの免税仕入高は、次のように計算

します。

ちなみに、Ｈは、毎課税期間を通してこの計算

方法によらなければなりません。

（５）パーチェススナップショット方式とは

パーチェススナップショット方式は、仕入高の

みに適用されるという点において、スナップショ

ット方式と類似しています。したがって、次のよ

うな通常のＧＳＴルールと同じ計算要件です。

事業者が、この方法を選択適用する場合、１会

計期間において４週間のモニターを２回にわたっ

て免税仕入の比率を試算する必要があります。こ

の４週間は、一般的な通常期間を選定する必要が

あります。

①パーチェススナップショット方式を選択適用で
きる要件
このパーチェススナップショット方式を選択適

用できるのは、ＧＳＴ登録をしているレストラ

ン、カフェ、仕出し屋を経営している事業者で、

課税売上高が＄２００万ドル以下の場合です。十

分なレジなどの販売機器がないことは要件とされ

ていません。

パーチェススナップショット方式では、４週間

に渡るモニター期間をもとに求められた免税仕入

比率を適用します。免税仕入比率は、次の４つの

ステップにより算定します。

最初の４週間のモニター期間を選定する場合に

は、新規事業開始の事業開始の日です。

事業の途中でこの方法を選択する場合には、選

択予定のモニター期間ではなく、６／１から７／

３１までか１２／１から１／３１までのいずれか

を選択します。

新規事業である場合、または事業を開始した後

この方法を選択したい場合には、顧客に食料品販

売を開始した日から２カ月以内に届け出をしま

す。

すでに事業を開始しており、課税期間の最初か

らこの方法を選択したいと望む場合には、２／

１、３／１、４／１、５／１、８／１、９／１、

１０／１、１１／、または、この方法を採用しよ

うとする期間のうちの課税期間から直近の４週

間、６／１から７／３１までか１２／１から１／

３１までです。

この他の場合では、試算期間として６／１から

７／３１までか１２／１から１／３１までのいず

れかを選択します。

試算期間における免税仕入比率を計算すること

によって、最初の試算期間における仕入総額は、

次のものを含みます。

なお、非現金主義の場合には、６／３０または

１２／３１における未払額が含まれます。

総仕入高が計算された後に、免税仕入総額を計

算します。総仕入額と総免税仕入額の計算は、次

の計算式によります。

最初のサンプル期間が６／１から７／３１まで

あるいは１２／１から１／３１までの間でなけれ

ば、６／３０または１２／３１いずれか早い方の

期間までのすべての課税期間について免税仕入高

比率を適用することになります。

試算期間が６／１から７／３１までの間にある

としたら、免税仕入高比率は６／１から１２／３
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【表１９】セールスパーセンテージ方式による計算

総売上高

（＄６０ ,０００
÷＄２００ ,００
０×１００）＝

＄２００,０００ステップ１

ステップ２

免税仕入高

ステップ３ ３０％

ステップ４
（＄１００ ,００
０×３０％）＝

免税比率

免税売上高 ＄６０,０００ 

＄３０,０００ 

・ＧＳＴを現金主義で計算する場合は、モニター期間

に支払われた総仕入高

・ＧＳＴを非現金主義で計算する場合には、モニター

期間において購入した総仕入高

・購入に対する仕入税額控除（棚卸資産に対してでは

ありません。）

・販売に対する課税売上

・ステップ１　４週間のモニター期間を選定する。

・ステップ２ モニター期間における免税仕入高比率

を求める。

・ステップ３ 課税期間の総仕入高に前記ステップ２

の比率を適用する。

・ステップ４ 前記ステップ３より課税期間末におけ

る適格な仕入税額控除を求める。

モニター期間における免税仕入高

モニター期間における総仕入高
×１００＝

モニター期間
における免税
仕入高比率
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１までの期間で適用されます。試算期間が１２／

１から１／３１までの間であるとしたら、免税仕

入高比率は１／１から６／３０までの期間で適用

されます。

１度免税仕入高比率を採用したならば、次のモ

ニター期間が来るまでは、それまでの課税期間に

おいて、この比率を利用することになります。

この方法を適用する場合、課税期間における総

仕入高に対して仕入税額控除を受けるためのイン

ボイスを保管する必要はありません。ただし、明

確な証拠としてインボイスや領収書を保管して、

どのように仕入税額控除を受けたか説明する必要

があります。

課税期間における仕入高から仕入税額控除を求

める際に、課税期間における課税仕入高を１／１

１して計算する必要があります。その計算方法

は、次のとおりです。

②パーチェススナップショット方式の具体的適用
事例分析
事業者Ｋは、５年間に渡りレストランを経営し

ています。ＧＳＴについては４半期ごとに申告納

税しています。Ｋの課税売上高は２００万ドル以

下でした。Ｋは、以前にＳＡＭを選択していませ

んでした。Ｋは、すべての仕入に関するＧＳＴを

識別し記録をしています。Ｋは、仕入に関する税

額控除額の算定に２００６年１０月１日より、パ

ーチェススナップショット方式を選択することを

決めました。Ｋは、ＡＴＯへのＳＡＭ選択届出書

には、この方法を選択したことを、次のように記

載しています。

事業者Ｋは、１会計年度において２つの４週間

に渡るモニター期間を選定して免税仕入高比率を

算定する必要があります。

◆むすび

ＧＳＴの簡易計算制度（ＳＡＭ）について検討

してみました。

タックスインボイス（税額票）方式のＧＳＴ
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リ研究員のレクチャ－を聴く研修参加者
【ジェームズクック大学タウンズビル校内】

課税期間における総仕入高×モニター期間における免

税仕入高比率＝課税期間における免税仕入高

ステップ１ Ｋは、ある時からビジネスを行ってお

り、２００６年１０月１日よりパーチェーススナップ

ショットメソッドを選択したいと考えていた。Ｋは、

この決定にあたり期間として次のような期間を選択す

ることができた。

（ａ）２００６年１０月１日から１２月３１日の間

の４週間。

（ｂ）２００６年６月１日から７月３１日の間の４

週間

Ｋは、（ｂ）を選択した。そして２００６年７／３

から７／３０までの試算期間を選択した。

その理由は、その期間においてＧＳＴの登録事業者で

ありその期間御仕入高をすでに把握していたためであ

る。

ステップ１

ステップ２ Ｋは、試算期間における仕入高は＄１５ ,

０００であった。また同期間の免税仕入高は＄１０ ,

５００であった。課税期間における免税仕入高比率は

７０％（＝＄１０ ,５００÷＄１５ ,０００）である。

ステップ２

ステップ３ ２００６年１０／１から１２／３１まで

の課税期間において、Ｋは、＄６５ ,０００の仕入を行

った。課税期間における免税仕入高は＄４５ ,５００

（＝＄６５ ,０００×７０％）であった。

ステップ３

ステップ４ 課税期間における仕入税額控除総額は＄

１ ,７７３（≒｛＄６５ ,０００－＄４５ ,５００｝×１

／１１）であると算定した。そして、課税期間におけ

る仕入税額控除としてこの数字を使用する。

Ｋの次の４週間の試算期間は、２００６／１２／１

から２００７／１／３１までである。この時、次の２

つの期間のうちいずれかを選択して、免税仕入高を算

定する必要がある。

・２００７年１月から３月までのうちの４週間

・２００７年４月から６月までのうちの４週間　

その後２００７年７／１から６／３０までの間に、

次の試算期間を選定する必要がある。

・２００７年７月１日から９月３０日までのうちの４

週間

・２００７年１０月１日から１２月３１日までのうち

の４週間

ステップ４

（課税期間における仕入高－課税期間における見積免

税仕入高）×１／１１＝課税期間における仕入税額控

除高。
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は、課税品目と免税（ゼロ税率）品目の双方を仕

入・販売していながら、レジなどの販売機器など

を備えていない小規模事業者や、備えていても本

則課税が難しい事業者にとっては、税額計算が厄

介で、頭の痛い問題です。非常に手間がかかり、

事業経営上も重い負担になるからです。まさに、

ＳＡＭは、こうした事業者の負担を軽減するため

に設けられた特例です。

ＳＡＭの特例には、５つの方式があります。登

録事業者である食品小売業者は、年間売上高が２

００万ドル以下であり、かつそれぞれの適用要件

にあてはまる場合に、いずれか一つの方式を選択

することができます。いずれの方式も、一定の仮

定や推計をもとに、簡易にＧＳＴ税額を計算でき

ることが特徴です。

ＳＡＭは、簡易な方式であるといわれるもの

の、実際には、小規模事業者にとり税額計算手続

がいまだ煩雑で、相当の手間はかかります。小売

業界や税界からは、ＳＡＭをもっと簡素にして、

小規模事業者本位の仕組みに改善して欲しいとい

う意見が出ています。

【参考資料】

・Richard Krever, GST Legislation PLUS

（Thomson Reuters, 2015）

・ATO, Simplified GST accounting methods for food
retailers 
https://www.ato.gov.au/Business/GST/In-detail/Your-
industry/Food/Simplified-GST-accounting-methods-

for-food-retailers/

・ATO, A Research Report: GST and Simplified Acco

unting Methods（Project 3396, May 2011）

・ATO, GST Food Guide（NAT 3338-07.2005）

http://www.aaf.com.au/Resources/GST%20Food%20

Guide.pdf

・ATO, SAM: FAQ

・ATO, GST for Small Business 

http://www.icb.org.au/out/77090/ATO%20-%20G

ST%20for%20Small20Business%20NAT%2030

14.pdf

《追記》 今回、石村耕治教授に率いられ、他の国民

税制研究所（JTI ）のメンバーとともに、直接現地に
行き、オーストラリアの税制や税務手続を勉強する機

会に恵まれました。限られた期間でしたが、ジェーム

ズクック大学、国税庁（ＡＴＯ）、現地会計事務所

と、精力的にかつ効率的に視察・研修ができたのも、

教授のご高配によるものです。

やはり、現地を訪れ五感を通して情報を得るのは、

日本にいて机上で情報を得るのとは大きな違いがあり

ます。その地での制度運用状況などを含め、課税の仕

組みのみならず税の実務にも有益な実践的な理解を深

めることができました。日本の政府主導の消費税改正

についても、オーストラリアのＧＳＴの現地研修を受

けてみてはじめて、本当に国民的議論をすべき争点が

いくつも見えてきました。また、道中で、メンバーの

方々とグローバルな議論を交わす機会にも恵まれ、石

村教授からも有益なご教示をいただきました。

石村教授が、講師の依頼や現地の方々との交渉およ

び通訳、交通手段、宿泊施設の確保などきめ細かいス

ケジュール策定に、多大なエネルギーを投入くださっ

たことは容易に想像できます。私は与えられたとおり

に動けばよく、何の苦労もなく視察・研修に専念でき

ました。おそらく、このような機会は、またそうた易

くは訪れないのではないかと考えております。このよ

うな機会を与えてくださった石村教授と、今回共に勉

強ができたJ TI のメンバーの方々に敬意を表するとと
もに、こころから感謝申し上げます。（山元俊一）

国民税制研究 No.2（2016）

第Ⅱ章Ａ　【補論】小規模事業者のためのＧＳＴの簡易計算制度（ＳＡＭ）

【表２０】ＧＳＴ簡易計算制度（ＳＡＭ）選択届（抜粋）
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◆はじめに～納税者番号（ＦＩＮ）と事
業者番号（ＡＢＮ）の所在

オーストラリアは、連邦国家（commonwealth,

federal state）です。わが国のような単一国家（sin-

gle state）ではありません。連邦と各州（state）や

連邦直轄区域／準州（territory）（以下、双方を含

めて「州」といいます。）は、それぞれ、議会や

裁判所を持っています。イギリスの法体系を継受

しながらも、連邦と各州は、独自の視点から、法

律を制定してきています。

とりわけ、会社法、家族法や契約法といった

「私法（private law）」分野においては伝統的に、

各州が立法権を行使してきました。このため、２

００１年以前は、例えばクイーズランド州で会社

を設立するとします。この場合には、同州が制定

した会社法が適用されました。

しかし、その後、各州の法制がそれぞれ異なる

ことは、連邦国家体制を維持して行く上でさまざ

まな障害になってきました。法制の全豪統一化に

より、効率的な国家をつくろうという動きが強ま

っていきました。

オーストラリアにおいては、従来、税理士制度

の運用は、各州や連邦直轄地域（以下「州」とい

う。）の税理士委員会（Tax Agent Committee）が

規制を行っていました。これが、２００９年の連

邦（Ｃｈ＝Commonwealth）の税理士業法（ＴＡ

ＳＡ＝Tax Agent Services Act 2009）制定により、

税理士制度は連邦規制に移行しました。これも、

連邦体制、中央集権化の最たる例の一つといえま

す。

会社法については、２００１年に、連邦（Ｃｈ）

の「会社法（Corporations Act 2001）」が制定さ

れました。また、連邦の会社法の適正な運用を行

国民税制研究 No.2（2016）

第Ⅲ章　オ－ストラリアの番号制度

オ－ストラリアの番号制度
納税者番号（ＴＦＮ）と事業者番号（ＡＢＮ）の運用

執筆編集　 石村耕治（白鷗大学教授）

我妻憲利（税理士・東京会所属）

◆はじめに～納税者番号（ＦＩＮ）と事業者番

号（ＡＢＮ）の所在

Ｉ　納税者番号（ＴＦＮ）制度

１　ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー

の基礎

（１）ＴＦＮの適用範囲

（２）ＴＦＮの適用範囲の拡大

（３）ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバ

ーとプライバシーの保護

（４）違法なＴＦＮ取扱と罰則

２　ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー

の運用

（１）雇用と被用者からのＴＦＮの提供の求

め

（２）投資口座とＴＦＮの提供の求め

３　ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー

交付申請

（１）ＴＦＮの交付申請先の選択

（２）申請人の本人確認に有効な証票の種類

（３）ＡＴＯへのＴＦＮ交付申請時の本人確

認手続

（４）事業者によるＴＦＮ提供のお願いおよ

び自己のＴＦＮ提供書

Ⅱ事業者番号（ＡＢＮ）制度

１　連邦企業名称登録制度

２　ＡＢＮ／事業者番号の登録

（１）ＡＢＮ／事業者番号の登録申請

（２）連邦事業者登録簿（ＡＢＲ）に保管さ

れる情報

３　ＡＢＮ／事業者番号の提供／記載

Ⅲ 給与等の支払調書への番号記載実務

Ⅳ myGovプログラムとアクセス番号コード

◆むすびにかえて～なりすまし犯罪対策の現状

第Ⅲ章
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う目的で、２００１年の連邦証券投資委員会法

（Australian Securities and Investments Commission

Act 2001）の制定により、「連邦証券投資委員会

（ＡＳＩＣ）」が設立されました。

このため、例えば、現在、オーストラリアで会

社（例えば「ＡＪ社」）を設立するとなると、連

邦会社法に準拠して設立登記（登録）することに

なります。申請先は、連邦証券投資委員会（ＡＳ

ＩＣ）です。

オーストラリアでは、一般に、営利法人（営利

会社）は、「株式有限責任会社（company limited

by shares）」形態が選択されます。営利会社は、

以下のように、公開（public）か、非公開（propri-

etary）か選択できます。

いずれにしろ、設立登記（登録）が済むと、委

員会（ＡＳＩＣ）は、当該法人（ＡＪ社）に「法

人番号（ＡＣＮ＝Australian company number）」を

交付することになります。

しかし、この法人番号（ＡＣＮ）は、直接、課

税目的などに使われることはありません。あくま

でも、法人確認番号（identifying number）に留ま

ります。

こうした「中央集権化」の動きには、批判がな

いわけではありません。しかし、さまざまな分野

で次々と連邦主導の仕組みが構築されてきていま

す。その流れはとどまるところを知らないようで

す。

ＡＪ社は、主に所得課税に使われる①納税者番

号（ＴＦＮ＝Tax file number）や、タックスインボ

イス（税額票）交付方式の消費課税（ＧＳＴ＝Go-

ods and services tax）における事業者登録番号にも

使われる②事業者番号（ＡＢＮ＝Australian busine-

ss number）を、国税庁（ＡＴＯ）に申請して、交

付を受ける必要があります。

これら納税者番号（ＴＦＮ）や事業者番号（Ａ

ＢＮ）は、法人事業者はもちろんのこと、個人事

業者にも関係してくる番号です。とりわけ、納税

者番号（ＴＦＮ）は、事業者のみならず、給与所

得者など個人納税者一般に関係してくる番号で

す。

このように、オーストラリアには、さまざまな

番号の仕組みが存在します。

そのうち、個人や事業者にとり最も重要なの

は、①９ケタの「納税者番号（ＴＦＮ＝Tax file nu-

mber）」と②１１ケタの「事業者番号（ＡＢＮ＝

Australian business number）」です。

ＴＦＮ（一般に「タックス・ファイル・ナンバ

ー」と呼んでいます。）およびＡＢＮの付番機関

は共に、オーストラリア国税庁（ＡＴＯ＝Austral-

ian Taxation Office）です。ＴＦＮ／タックス・フ

ァイル・ナンバーは、「課税目的（taxation purpo-

se）」および「課税関連目的（tax related purpose）」

で、法認された範囲内で利用できます。

９ケタ「納税者番号（ＴＦＮ）」は、個人（in-

dividuals）および非個人（non-individuals／法人、

信託、パートナーシップ、退職年金基金／スーパ

ーアニュエイション・ファンドなど）が、任意申

請してＡＴＯから交付を受けます。一方、１１ケ

タの「事業者番号（ＡＢＮ）」も、事業等を行う

者（entity）が、任意申請して交付を受けます。

つまり、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバ

ー、ＡＢＮ（事業者番号）のいずれも、番号の取

得および提供／記載（quotation）は、義務ではあ

りません。任意申請です。

ただし、例えば、受給者が、支払者からのＴＦ

Ｎの提供の求めに応じられない場合、支払者は、

最高の申告所得税税率＋医療保障税／メディケア

税（２０１４～２０１５課税年では、居住者４９

％、非居住者４７％）で源泉徴収することになり

ます。一方、ＴＦＮを提供しなかったその受給者

は、確定申告で還付・調整を行うことになりま

す。

Ｉ　納税者番号（ＴＦＮ）制度

オーストラリアの納税者番号（ＴＦＮ／タック
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・公開有限責任株式会社（Public Company Limit- 

ed by Shares）【表記例】 AJ Ltd 

・非公開有限責任株式会社（Proprietary Compa- 

ny） 【表記例】 AJ Pty Ltd 

【表１】納税者番号（ＴＦＮ）と事業者番号（ＡＢＮ）

国税庁
（ＡＴＯ）

【利用目的】課税＋課税関連目的（社会　　
保障等）

【付番対象】個人＋非個人

納税者番号ＴＦＮ（９ケタ）【任意申請】

事業者番号ＡＢＮ（１１ケタ）【任意申請】

《番号の種類》《付番機関》

【利用目的】課税（ＧＳＴ／源泉）目的　
等

【付番対象】事業等を行う者
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ス・ファイル・ナンバー）制度は、１９９０年に

導入されました。典拠は１９３６年所得税法（Ｉ

ＴＡＡ＝Income tax assessment act 1936）の第５

部A（２０２~２０２（G）条）です。

ＴＦＮは、申請に基づいて、個人（individuals）

および非個人（non-individuals）に対して、オース

トラリア国税庁（ＡＴＯ）長官（Commissioner）

が交付します。

１　ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー　
の基礎

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー制度の

もと、給与所得者や投資家（以下「受給者」とも

いいます。）は、支払者（雇用主や金融機関な

ど）と所定の取引を行う場合に、当該支払者が課

税庁（ＡＴＯ）に提出する支払調書（information

reports）に自己のＴＦＮを記載するかどうか選択

権を有します。すなわち、ＴＦＮを提供／記載す

るかどうかは任意で、受給者の意思に任されてい

ます。ただし、受給者が、ＴＦＮの提供の求めに

応じられない場合、支払者は、最高の申告所得税

税率＋医療保障税／メディケア税率で源泉徴収す

ることになります。

また、個人は、社会保障関係の執行行政庁その

他公的政策実施機関からのＴＦＮ／タックス・フ

ァイル・ナンバーの提供の求めがあったのにもか

かわらず、その求めに応じられないときには、公

的社会保障関係の支給を受けられないこともあり

ます。

（１）ＴＦＮの適用範囲

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーは、法

律で認められた項目に限り利用できます。したが

って、民間機関が、自由に利用することは厳禁さ

れています。したがって、従業者証や学生証、従

業者成績管理などには利用できません。これによ

り、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーを悪

用した成りすまし犯罪（identity thefts）を防止し

ているわけです。

課税目的では、次のような取引にかかる支払調

書（income reports）に利用が認められます。

（２）ＴＦＮの適用範囲の拡大

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーは、「課

税目的（taxation purpose）」に加え、「課税関連目

的（tax related purpose）」、すなわち社会保障目的

（Centrelink）および退役軍人給付（Veterans’ Aff-

airs）目的、先住民教育支援スキーム〔ABSTUDY

（Aboriginal study assistance scheme）〕目的などで

の利用も法認されています。

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーは、課

税目的以外では、「社会保障（human services）」

目的での利用が広がっているようです。

政府は、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバ

ーを紐付けに使い、税と社会保障プログラムとの

データ照合を実施しています。

そのための根拠法として「データ照合プログラ

ム（給付と租税）法（Data-matching Program（As-

sistance and Tax）Act 1990）」を制定しています。

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーのよる

紐付けの対象となるのは、課税庁（ＡＴＯ）とCe-

ntrelink／センターリンクや退役軍人の給付プロ

グラムに限定されません。

マネーロンダリングなど不法収益取引や移動を

監視する独立行政法人である「AUSTRAC／オス

トラック」（ Australian Transaction Reports and An-

alysis Centre）にまで拡大しています。

（３）ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーと
プライバシーの保護

執行行政庁（例えばＡＴＯ）その他公的政策実

施機関（例えばCentrelink やAUSTRAC など）は、

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーを、税法

や各種社会保障法で法認された範囲内で、納税者

や受給者の本人確認に使用することができます。

しかしＴＦＮは、いわゆる国民背番号（national

identifier）ではありません。したがって、法認さ

れた範囲を超えて個人のＴＦＮの提供を求めるこ

とは違法です。民間の自由な利用は厳禁されてい

ます。

連邦のプライバシー保護機関であるプライバシ

ーコミッショナー（ＰＣ＝Privacy Commissioner）

は、プライバシー保護法（Privacy Act 1988）第
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・給与その他源泉徴収が必要な支払

・退職年金基金（superannuation funds）への掛

金（contributions）

・主たる住宅取得預金口座（First Home Saver Ac-

counts）

・投資所得（利子や配当所得の受領）

・閉鎖的信託払込金および受取権利利益（closely he- 

ld trust distributions and entitlement）

【表２】課税目的でのＴＦＮの主な適用対象
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１７条に準拠して、「タックス・ファイル・ナン

バー・ガイドライン（Tax File Number Guideline）」

を発遣しています＊。
＊現在、ＰＣは、２０１０年連邦インフォメーション・

コミッショナー法（Australian Information Commiss-
ioner Act 2010）の制定に伴い、連邦インフォメーショ
ン・コミッショナー事務局（ＯＡＩＣ＝Office of Austr-
alian Information Commissioner）の一部門になって
います。

プライバシーコミッショナー（ＰＣ）は、法認

された範囲外の利用（目的外の違法利用）があっ

た旨の苦情の申出があれば、調査を開始すること

になっています。調査の結果、目的外利用があっ

たことが判明した場合には、是正勧告や補償のあ

っせんをすることができます。

（４）違法なＴＦＮ取扱と罰則

法律で許容された目的を超えてＴＦＮ／タック

ス・ファイル・ナンバーの提供を求めた場合、法

認されていないかたちで他人のＴＦＮの記録した

場合、または開示した場合には、制裁が科されま

す。

租税行政法（ＴＡＡ＝Taxation Administration

Act 1953）によると、違反者に対しては、１０

０罰金ユニット【２０１５年７月３１日以降、連

邦の１罰金ユニットは、個人の場合には１８０ド

ル、法人の場合には１,２５０ドル】もしくは２年

以下の懲役または併科です（TAA 第８WA~８WC

条）。

２　ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー　
の運用

個人（非個人も含みます。）は、税や社会保障

事務と関わる場合に、法認された範囲内で、ＴＦ

Ｎ／タックス・ファイル・ナンバーを取引相手に

提供／記載するように求められます。主な事務例

を掲げると、次のとおりです。

すでにふれたように、ＴＦＮの提供／記載は、

法律で義務づけられる事務に限られます。また、

ＴＦＮの不提供の場合、受給者は、源泉所得課税

にあたり、居住者であるときには４９％で、非居

住者であるときには４７％で、それぞれ徴収され

ます。ただし、当該受給者は、確定申告で還付・

調整することができます。

以上の事例のうち、「雇用開始」の場合と「投

資口座の受取利子」の場合について、ＴＦＮ／タ

ックス・ファイル・ナンバーの提供／記載問題に

ついて詳しく精査してみます。

（１）雇用と被用者からのＴＦＮの提供の求め

所得税法（IITA 1936）は、「支払者の受給者

である者、支払者の受給者になると推定される者

〔源泉徴収のうえ支払を受ける対象となる者〕は、

当該支払者にＴＦＮ確認書（TFN declaration）を

提供するものとする。」と規定しています（法２

０２C条１項）。この場合、「当該確認書が有効

であるためには、既定の書式によらなければなら

ない。」と規定しています（法２０２C条２項）。

このことから、新規に仕事に就く人は、雇用主

に対し法令〔租税行政法（ＴＡＡ＝Taxation Admi-

nistration Act）別表１第３８８部〕の要件を満た

す書式で自己のＴＦＮ／タックス・ファイル・ナ

国民税制研究 No.2（2016）

第Ⅲ章　オ－ストラリアの番号制度

現在、連邦の社会保障プログラムは、連邦の独立
行政法人である「センターリンク（Centrelink Au-
stralia）」が運営しています。センターリンクは、
２０１１年に、メディケアオーストラリア（Medi-
care Australia）を吸収し、連邦最大の社会保障
プログラムの運営機関となっています。

センターリンクは、社
会保障プログラム関連の
データベース「ＯＬＴＰ」
（Online transaction
processing）を稼動さ
せています。ＯＬＴＰ
は、各種社会保険金の払
込や給付金の支払の自動
の推進が狙いです。民間

金融機関が稼動させているＡＴＭ（Automated
teller machine）に匹敵します。　　　　　　　　　　　　　　

（石村耕治）

C o l u m n５

センターリンクとは

【表３】ＴＦＮの提供／記載が求められる主な事務例

事例
ＴＦＮ提供／記載

が必要となる場合
ＴＦＮ不提供の場

合

雇用開始
ＴＦＮ確認書の提

出が必要

４９％税率で源泉

課税

投資口座の利子

年間１２０ドル以
上の利子所得があ
る場合（年金受給
者は適用除外）

受取利子全額に４

９％税率で源泉課

税

１６歳以下の子供

金融口座の利子

センターリンクか

らの受給

年間４２０ドル以

上の利子所得があ

る場合

受取利子全額に４

９％税率で源泉課

税

申請者および配偶

者のＴＦＮ確認書

の提出が必要

年金、給付または

手当の支給停止
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ンバーを提供するように求められます。

ＴＦＮ確認書（TFN declaration）は、ＡＴＯ提出

用（原本／課税庁用）と支払者保存用（副本）か

らなります。

また、【表４】ＴＦＮ確認書の記載欄は、第１

部「被用者である給与の受給者（payee）」欄と、

第２部「雇用主である支払者（payer）」欄に分か

れます。

給与とは異なり、老齢年金（age pension）、給

付（benefits）手当（allowances）など各種の社会

保障を受給する者は、その支払を受ける際に、Ｔ

ＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーの提供を求

められません（TAA  ２０２EA条）。

ちなみに、オールトラリアでは、所得税法上、

税額控除方式の各種人的控除（tax rebates／tax off-

sets）＊を採用していました。しかし、近年、これ

ら人的控除を縮小して、直接給付（direct expendit-

ures）、つまり各種社会保障給付（social security pa-

yments）に移行しています。このことから、雇用

開始あるいは確定申告にあたり、配偶者を含めた

扶養家族のＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバ

ーの提出／記載を求めていません。

ただし、居住者である被用者／受給者が自己の

ＴＦＮの提供をしない場合、雇用主／支払者は、

申告所得税の最高税率＋医療保障税／メディケア

税（Medicare levy）〔２０１４－５年期は、４９％〕

に相当する額を源泉徴収するように求められま

す。
＊諸外国では、税額控除は「tax credit」という言葉を
使っていますが、オーストラリアでは、「tax offsets」
あるいは「rebates」という言葉を使っています。ちな
みに、１９３６年所得税法では、「rebates」という言
葉を使っていましたが、１９９７年所得税法では「off-
sets」という言葉を使っています。いまだ一部の人的
控除は、１９３６年法を根拠としています。このこと

から、「rebates」と「offsets」という言葉が各所で出
てきます。国税庁（ＡＴＯ）は、一般に「offsets」と
いう言葉を使っています。

①雇用主の義務

雇用主は、被用者から提供のあったＴＦＮ確認

書を１４日以内にＡＴＯに送付するように求めら

れます。また、そのコピー（副本）を保存するよ

うに求められます（AAA ２０２CD条１項）。受

忍義務違反には、１０罰金ユニットが科されま

す。副本の保存期間は、雇用の終了後の７月１日

までです（AAA ２０２CD条６項）。

被用者からＴＦＮの提供がない場合、雇用主

は、その旨を雇用開始から１４日以内にＡＴＯに

届け出なければなりません（AAA ２０２CF条

６項）。違反には、１０罰金ユニットが科されま

す。

②源泉徴収の対象となる支払

原則として、被用者は、「雇用主から給与や賃

金を受給する場合」に自己のＴＦＮの提供を求め

られます。また、被用者は、「その他の源泉徴収

が必要となる支払（any other eligible PAYG paym-

ent）」を受ける場合にも、自己のＴＦＮを提供し

なければなりません（AAA ２０２A条）。例え

ば、現金ではない現物給付のかたちでの支払など

が該当します。

③ＴＦＮ情報の保管と廃棄
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【表４】雇用の場合の既定のTFN 確認書書式（原本／ＡＴ
Ｏへの提出用）[抜粋]

【第１部：受給者欄】

受給者のＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー、

氏名、生年月日、住所、フルタイムかパートライムか

など、さらには受給者の署名欄があります。

【第２部：支払者欄】

支払者のＡＢＮ／事業者番号〔事業者でない場合に

は、源泉税支払者番号（withholding payer num-

ber）〕、登記上の商号または事業者名、事業所在

地、担当者名、さらには支払者署名欄があります。
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雇用主は、ＴＦＮが記載された個人情報（以下

「ＴＦＮ情報」といいます。）を、保管（storage）

および廃棄（disposal）する場合には、１９８８年

連邦プライバシー法（Privacy Act 1988）に基づ

き発遣されたＴＦＮガイドライン（TFN guideline）

に定められた安全な方法を用いなければなりませ

ん。

税法上、支払者は、受給者が新規にＴＦＮ確認

書を提供した場合または離職した場合、当該確認

書を現行および翌課税年（オーストラリアの課税

年は７月１日から翌年６月３０日）の期間にわた

り保管しなければなりません。

（２）投資口座とＴＦＮの提供の求め

「投資者（investors）」である個人、法人、ト

ラスト（信託）、パートナーシップ、任意団体

（associations）、クラブなどが、銀行など「投資

受入機関（investment body）」に口座などを保有

する場合には、当該機関に対し、自己のＴＦＮ／

タックス・ファイル・ナンバーを提供する必要が

あります（AAA ２０２D条１項）。

ただし、【表６】のような、法が認める「ＴＦ

Ｎ提供除外投資者（exempt investors）」について

は、ＴＦＮの提供が免除されます。

銀行などの投資受入機関は、投資者が、法律が

認めるＴＦＮ提供除外投資者に該当するかどうか

を判断しなければなりません。ＴＦＮ提供除外投

資を望む者は、ＡＴＯ長官が指定するところに従

い、氏名および受給する年金、給付、手当がＴＦ

Ｎ提供除外投資に該当する旨の情報を投資受入機

関に提供するように求められます。（AAA 202E

B条。）

ちなみに、オーストラリアでは従来から、居住

者が受け取る利子や配当など主要な投資所得には

源泉所得課税が行われません。居住者である投資

者は、源泉課税を受けることなく、確定申告で総

合課税を受けることになっています。

しかし、投資者は、期日までに投資受入機関に

対し、自己のＴＦＮ／タックス・ファイル・ナン

バーを提供しない場合には、当該機関は、受取利

子全額に４９％税率で源泉課税を行うことになり

ます。

①投資者の義務

投資者は、ＡＴＯ所定の書式にＴＦＮ／タック

ス・ファイル・ナンバーを記載して、投資者の口

座が開設されている投資受入機関に送付すること

になっています。

投資者は、「事業」活動として投資をしてお

り、かつ事業者番号（ＡＢＮ）を取得している場

合には、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー

の提供に代えて、ＡＢＮ（事業者番号）を提供す

ることができます（ＡＢＮについて詳しくは後述

します）。

②投資受入機関の義務

銀行など投資受入機関は、各投資者に対して年

間に支払った投資所得額の報告をしなければなり

ません。

また、投資受入機関は、ＡＴＯ長官に対し、投

資者に支払った投資所得額およびＴＦＮやＡＢ
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【表５】ＴＦＮ適用対象投資一覧

口座の種類

口座保有者 金融機関

金融機関

公債または社債（貸付金や

消費者金融を除く）

金融機関*の利子付き口座お
よび預金。例えば、預貯金
など（無利子型預金は除
く）。また、受取利子が年
１２０ドル未満のものは除
く

政府、会社

弁護士を通じた貸付または

投資
弁護士

トラスト管

理人

１

投資者
投資受入機

関

定期預金者

貸付者

受益者

ユニット保有

者

株主

金融機関の定期預金２

３

４

５
ユニットトラスト**のユニ

ット

６ 公開会社株式 公開会社

・１６歳未満のＴＦＮを持たない子どもで、果実が年

４２０ドル未満のものまたは配当所得以外のもの

（ただし、子どもの出生日が確認できる書類の提出

は必要）。

・社会保障法に基づく年金・給付・手当の受給者は一

般に、雇用および投資においてＴＦＮは適用除外と

なっている（法２０２EA条、２０２EB条）。【１

９９１年社会保障法に基づく老齢年金・傷病年金・

妻年金・保護者年金・寡婦年金・扶養親族手当・特

別給付・特別社会復帰年金、１９８６年退役軍人保

障法に基づく退役軍人年金・所得支援補償】

・免税「認定団体」および免税非営利団体（法２０２

EC条）

・非居住者源泉課税を受ける者（法２０２EE条）

【表６】ＴＦＮ提供除外投資者の範囲

＊「金融機関（Financial institutions）」とは、銀
行、信用組合、住宅貯蓄組合などを指します。
＊＊「ユニットトラスト」とは、金銭信託や財産信

託などです。
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Ｎ、ＴＦＮやＡＢＮ不提供に伴い口座から源泉し

た税額などについて、毎年、報告しなければなり

ません。

３　ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー
交付申請

９ケタ「納税者番号（ＴＦＮ）」を有していな

い者（person）は、国税庁（ＡＴＯ）に任意申請

して交付を受ける仕組みになっています（AAA

２０２B条）。

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーの申請

できる者（person）は、「個人（individuals）」お

よび「非個人（non-individuals）」すなわち、法

人、信託、パートナーシップ、退職年金基金など

です。

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーの交付申

請にあたっては、申請人の本人確認（身元確認）

ができる証票の添付が必要です。本人確認（身元

確認）ができる証票は、申請人が、個人か、非個

人かにより異なります。

本人確認（身元確認）ができれば、ＡＴＯは、

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーを交付し

ます。交付申請は、ＡＴＯへの郵送あるいはＡＴ

Ｏのウエッブサイトからできます。

また、２０１３年以降は、ＡＴＯと郵便局（Au-

stralia Post）との協定により、ＡＴＯにオンライン

申請する、あるいは全国の郵便局に申請書を提出

し、出向いて本人確認を受ける仕組みが稼働して

います。

（１）ＴＦＮの交付申請先の選択

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーは、Ａ

ＴＯ以外の機関に対しても交付申請を行うことが

できます。一覧にすると、次のとおりです。

ＡＴＯは、完全な申請書類（申請書＋本人確認

証票）を受理してから２８日以内に申請人の郵便

受付住所に、交付したＴＦＮ／タックス・ファイ

ル・ナンバーを送達します。ＡＴＯに提出された

本人確認証票の原本は、申請人に書留郵便で返送

されます。

事業等を行う者（entity）から交付申請があった

場合には、原則として、一度だけＴＦＮ／タック

ス・ファイル・ナンバーを交付することになって

います。ただし、パートナーシップの場合で、事

業等を行う者（entity）の変更があったときは、そ

の限りではありません。

（２）申請人の本人確認に有効な証票の種類

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーの申請

人（applicant）は、申請書に本人確認／身元確認

できる証票〔proof of identity（PoI）documents〕を

添付するように求められます（AAA ２０２条）。

税理士（tax agent）は、申請人に代わって交付

申請を行うことができます。ただし、個人にかか

るＴＦＮの代理交付申請の場合においては、税理
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【表７】ＴＦＮ〔個人用〕申請書〈抜粋〉

【表８】ＴＦＮの交付申請先の選択

・事業者である者は、連邦事業者登録簿（ＡＢＲ＝ 

Australian Business Resister）（https://a- 

br.gob.au）にアクセスして、そこからＴＦＮ／タ

ックス・ファイル・ナンバー交付申請を行うことも

可能です。この場合、当該事業者は、事業者番号

（ＡＮＢ）も含めて交付申請することもできます。

・暫定的入国者（ワーキングホリディ就労者、就労ビ

ザのある留学生）や永住移民は、オーストラリアへ

入国時にＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーを

オンラインで交付申請できます。

・Centrelink／センターリンクなどからの社会保障

給付、退役軍人（Veterans’ Affairs）関連給付

などを受けている人は、ＴＦＮ／タックス・ファイ

ル・ナンバーの交付申請を、Centrelink／センタ

ーリンクにアクセスして行うことができます。

・高校生や中学生は、通学する学校が「学校ＴＦＮプ

ログラム（Schools TFN program）」に参加し

ている場合には、当該学校へＴＦＮ／タックス・フ

ァイル・ナンバーの交付申請を行うことができます。

・申請人が１３歳以下の場合には、申請人に代わり親

または保護者が代理申請できます。この場合、代理

人の署名が必要です。

（ちなみに、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー

の交付申請については、年齢制限はありません。）
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士による本人確認の代理は認められません。

本人確認／身元確認できる証票（PoI）につい

て、図説すると、次のとおりです

＊公務執行者（public officer）とは、１９３６年所得税
法２５２条に基づいて、法人を代表してＡＴＯに対す

る税務等の手続を行う者として法人から委嘱された者

をいいます。オーストラリア独特の制度です。１８歳

以上で、常時オーストラリアに居住し、かつ自己の公

務執行者としての職責を理解できる者であることが要

件です。公務執行者は、法人の取締役／役員である必

要はありません。法人は、事業開始または所得が発生

してから３ヵ月以内に、取締役会に諮り公務執行者を

委嘱し、ＡＴＯに届出なければなりません。公務執行

者に変更があった場合には、２８日以内にその旨をＡ

ＴＯに届け出るように求められます。届出義務違反に

対しては、法人に１日１１０ドルの過料が課されます。

（３）ＡＴＯへのＴＦＮ交付申請時の本人確認手
続

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーは、取

得を望む本人が国税庁（ＡＴＯ）に対して任意に

交付申請して取得することになっています。

すでにふれたように、オーストラリア居住者

（Australian resident）の場合、通例、ＡＴＯにオ

ンラインで交付申請をし、国内にある指定の郵便

局（Australia Post）に出向き本人確認に有効な証

票を持参し、対面で本人確認をする手続が必要に

なる。その手順を簡潔に図説すると、次のとおり

です（https://smarteform.com.au/onlineforms/terms-

and-conditions.htm?formCode=TFN）。

＊１３歳以下の子どもや後見等を要する人に代わる法定

代理人によるＴＦＮの申請、受領の場合には、本人お

よび法定代理人の本人確認をするための証票等が必要

になります。

（４）事業者によるＴＦＮ提供のお願いおよび自

己のＴＦＮ提供書

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーは、税

と一定の社会保障目的に利用が限定された番号で

す。主な利用目的は、①雇用開始、②投資口座の
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・１６歳以上の者：３種類の証票　【主たる証票１＋

従たる証票２】が必須

・１６歳未満の者：２種類の証票　【主たる証票１＋

従たる証票１】が必須 

【表９】申請人の本人確認に有効な証票の種類

個人の場合

【主たる証票（primary documents）の類型】

・オーストラリア出生証明謄本（抄本は不可）

・オーストラリア旅券

・オーストラリア市民権謄本

・オーストラリア永住権証明付き外国旅券

・その他

【従たる証票（secondary documents）の類型】

・オーストラリアの運転免許証または教習者証（ただ

し、申請人の写真と署名付きのもの）

・メディケア・カード

・オーストラリアの銀行・信用組合・住宅貯蓄組組合

の口座証明

・オーストラリア銃砲所持許可証（ただし、申請人の

写真と署名付きのもの）

・オーストラリア政府教育認証機関が発行した専門学

校または中等学校の学生証（ただし、申請人の写真

付きのもの）

・１６歳未満の場合には、オーストラリア政府教育認

証機関が発行した成績証明書、統一試験成績証明書

など

・その他外国政府が発効したＩＤカード、運転免許

証、結婚証明書なども審査のうえ可

個人以外の場合

【法人の場合】

①上場会社以外の場合：法人番号（ＡＣＮ＝Austra-

lian company number）または公証された法人登

記の副本＋公務執行者（public officer）のＴＦＮ＋

最大３人の取締役／理事のＴＦＮ

②上場会社の場合：法人番号（ＡＣＮ）または公証さ

れた法人登記の副本＋公務執行者（public officer）

のＴＦＮ＋少なくとも１人の取締役のＴＦＮ

【パートナーシップの場合】

・公証されたパートナーシップ登録証書または契約の

副本＋各パートナーのＴＦＮ＋パートナーが法人で

ある場合には当該法人の法人番号（ＡＣＮ＝Aust- 

ralian company number）

【信託／トラストの場合】

・公証された信託登録証書または信託証書の副本＋各

受託者のＴＦＮ＋受託者が法人である場合には当該

法人の法人番号（ＡＣＮ）

１　ＡＴＯのホームページにアクセスし、ＴＦＮ／タ

ックス・ファイル・ナンバーのオンライン交付申

請フォームに必要な記載を行います。

２　ＴＦＮ申請概要書（application summary）を

プリントアウトし、本人確認に有効な証票を用意

します。

３　ＴＦＮ申請取扱をしている郵便局を選定する。そ

のうえで、本人確認を受けるための面接にかかる

予約を取ることが推奨されます。

４　ＴＦＮ申請概要書をプリントアウトした日から３

０日以内に、当該申請概要書および本人確認に有

効な証票を持参のうえ、予約した郵便局へ出向き

本人確認を受けなければなりません。

５　ＡＴＯは、面接後２８日以内に、申請書に記載し

た郵送先に申請者のＴＦＮを記載した文書を送付

するかたちで交付します。

【表１０】ＴＦＮの申請時の本人確認手順
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利子、③１６歳以下の子ども金融口座の利子、④

センターリンクからの受給、⑤退職年金基金（Su-

perannuation／スーパーアニュエイション／通称

「スーパー」などです。

したがって、例えば、雇用主は、雇用開始時の

被用者に本人のＴＦＮ／タックス・ファイル・ナ

ンバーの提供を求めなければなりません。被用者

は、雇用主に、自己の「ＴＦＮ確認書（TFN decl-

aration）」を提出するように求められます。

また、雇用主は、被用者から提供のあったＴＦ

Ｎ確認書を１４日以内にＡＴＯに送付しなければ

なりません。また、その副本（コピー）を保存す

るように求められます。

ちなみに、事業所得（講演料なども含む。）に

ついては、支払者はＧＳＴ（物品サービス税）を

加えた額の支払をすることになることから、受領

者は、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーで

はなく、事業者番号（ＡＢＮ）を当該支払者に提

示することになります。

Ⅱ 事業者番号（ＡＢＮ）制度

「事業者番号（ＡＢＮ＝Australian business num-

ber）」は、１１ケタの事業者確認番号です。課税

その他政府の公的事務をする際に提供／記載が求

められます。ＡＢＮは、事業等を行う者（entity）

が任意に申請して取得することになっています。

ＡＢＮ制度は、１９９９年に導入されました。

新税制（オーストラリア事業者番号）法〔New Tax

System（Australian Business Number）Act 1999〕

（以下「ＡＢＮ法」といいます。）が準拠法です。

同じく１９９９年には、新税制（物品サービス

税）法〔New Tax System（Goods and services tax）

Act 1999〕が制定され、２０００年から１０％の

単一税率のタックスインボイス方式の付加価値税

である「物品サービス税（ＧＳＴ＝Goods and ser-

vices tax）」が導入されました。

ＡＢＮは、タックスインボイス方式の付加価値

税である「物品サービス税（ＧＳＴ＝Goods and

services tax）」の事業者登録などにおいて、重要

な役割を果たしています。

ＡＢＮ制度は、連邦事業者登録簿登記官〔Regis-

trar of the Australian Business Resister（ABR）〕に代

わって国税庁（ＡＴＯ）長官（Commissioner）が

所管しています。

ＡＢＮ制度は、ＧＳＴに代表されるような課税

目的での事業者確認を行う場合に大きな役割を果

たしています。しかし、課税目的での利用が唯一

ではありません。

１　連邦企業名称登録制度

連邦企業名称登録制度（National business name

registration scheme）は、企業名称登録法（Busine-

ss Names Registration Act 2011）の施行に伴い、２

０１２年５月に、それまであった各州・連邦直轄

地域（以下「州」といいます。）別の制度に代え

て、導入されました。これまでの州別の制度を全

国的な制度に改変することが目的です。

連邦企業名称登録制度は、連邦証券投資委員会

（ＡＳＩＣ＝Australian securities and investment co-

mmissions）が所管しています。法人の設立登記

（登録）完了後に交付される法人番号（ＡＣＮ＝

Australian company number）や、事業者番号（ＡＢ

Ｎ＝Australian business number）制度とは異なりま

す。連邦企業名称登録は、ＡＢＮとの合同申請も

可能です。

２　ＡＢＮ／事業者番号の登録

ＡＢＮ／事業者番号は、個人が法人かを問わ

ず、いかなる「事業等を行う者（entity）」も、オ

ーストラリア国内で「事業（enterprise）」活動を

している、または、オーストラリアと関係する取

引を事業として行う場合に、申請することができ

ます（ＡＢＮ法８条）。「事業（enterprise）」と

いう文言は、極めて広く定義されています。

なお、ＡＢＮ（事業者番号）の登録申請ができ

るのは、「事業等を行う者（entity）」であり、

「事業（enterprise）」ではありません。したがっ

て、複数の事業（more than one enterprise）を行う
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・事業の開始や停止を含むあらゆる営業行為や取引

・公益団体や宗教団体の活動（ただし宗教教師が行う

宗教活動などは除きます。）（ＡＢＮ法５A条）

・政府機関

・給与所得者の行う労務の提供、無償のボランティア

活動などは、「事業」には該当しません。

・店子に居住用住宅を賃貸する家主は、「事業」に該

当しません。

【表１１】ＡＢＮの申請対象となる「事業（enterprise）」　
とは
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場合にも、事業等を行う者（entity）は、１つの

ＡＢＮより取得できません。

（１）ＡＢＮ／事業者番号の登録申請

ＡＢＮ（事業者番号）の登録申請は、郵便また

は連邦事業者登録簿（ＡＢＲ＝Australian Business

Resister）ホームページ（https://abr.gov.au）にアク

セスし電子的に行うことができます。物品サービ

ス税（ＧＳＴ）の事業者登録の申請も同時に行う

ことができます。もっとも、ＡＢＮ（およびＴＦ

Ｎ）の申請とＧＳＴ登録は別の制度です。（以

前、これらの申請は、国税庁（ＡＴＯ）のＥＬＳ

（電子申告）を通じて行うことができましたが、

現在は認められません。）なお、個人事業者は、

ＡＢＮの登録申請に先立ち、ＴＦＮ／タックス・

ファイル・ナンバーの交付申請をするように求め

られます。

ＡＢＲの登録官（Registrar）は、事業等を行う

者（entity）が提出した申請事項を精査し、申請を

受理するか、不受理にするかチェックをします。

登録官は、登録申請を受理した場合、当該申請人

に対し登録したＡＢＮ（事業者番号）文書で通知

します（ＡＢＮ法１１条）。不受理とした場合に

は、理由を附記したうえでその処分を申請人に通

知します（ＡＢＮ法１３条（１））。申請から２

８日以内に登録通知がない場合には、不受理とみ

なされます（ＡＢＮ法１３条（２）・（４））。

（２）連邦事業者登録簿（ＡＢＲ）に保管される
情報

すべての登録された事業等を行う者（entity）と

ＡＢＮ（事業者番号）は、以下の情報とともに、

連邦事業者登録簿（ＡＢＲ）に保管されます。

これらの情報は一般に公開されており、開示請

求ができます。ただし、政府職員は、これらの情

報の利用に一定の制限を課されています（ＡＢＮ

法３０条）。

３　ＡＢＮ／事業者番号の提供／記載

次のような公的な事務に、ＡＢＮ（事業者番

号）の提供／記載が求められます。

ちなみに、正確でないＡＢＮを提供／記載した

事業者は、２年以下の懲役に処せられます（ＡＢ

Ｎ法２３条）。
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・事業者番号（ＡＢＮ）

・事業者の名称

・登録日

・事業等を行う者（entity）の類型

・代表者（トラストの場合は受託者）

・主たる事務所

・郵送先およびメールアドレス

・その他（未登録の登録商標など）

【表１２】連邦事業者登録簿（ＡＢＲ）に保管される情報

【表１３】ＡＢＮ（事業者番号）の提供／記載が求められ
る公的事務の範囲

・事業者が、オーストラリア国内で行われる事業「取

引（supply）」にかかる支払を受ける場合 支払者

は、所得税の源泉徴収制度（PAYG withholding 

system）のもと、一定額の天引き徴収を行う義務

を負います。ただし、受給者が当該取引に関するイ

ンボイスその他の書類に自己のＡＢＮを提示する場

合や、支払額〔消費税（ＧＳＴ）別〕が７５ドル以

下の場合は除きます。）

・事業者が、事業上の投資をする場合 事業者が、投

資先（支払者）から支払を受ける際に、ＡＢＮまた

はＴＦＮを提供／記載しない場合には、支払者は、

支払額から申告所得税の最高税率の源泉所得税を天

引き徴収しなければなりません。

・その他

日本の共通番号制（個人番号、法人番号）では、
個人の事業性所得（事業・不動産・山林・公的年金
等以外の雑所得）の稼得者は、各種支払調書や法定
資料に自分の個人番号を記載するように求められま
す。つまり、ライターや講演者などは、事業所得や
雑所得を得る際に、源泉徴収義務を負う支払者に自
己の個人番号を提示／交付するように強いられま
す。人生８０年超の時代です。年に何十回も講演し
たり、さまざまな雑誌などへ記事を掲載し稿料を得
ている人は、相手方に渡った個人番号の行方が気に
なるわけです。生涯にわたり同じ番号を汎用させる
のは、まさに愚策です。当然、悪用が懸念されるわ
けです。こうした問題に対処するためにも、オース
トラリアでは、事業者番号（ＡＢＮ）制度を導入
し、個人の納税者番号（ＴＦＮ）を必要以上に使わ
なくともよいような方策を講じているわけです。日
本の税務における野蛮な番号取扱実務は、早急な見
直しが必要です。消費税へのインボイス（税額票交
付）方式の導入などを契機に、先を見据えて事業者
番号の制度化を急ぐべきでしょう。
オーストラリアでは、個人事業者である税理士、

弁護士、会計士、講演者（大学と雇用関係にある給
与所得者である教員が、外部で契約関係において有
償の講演する場合などを含みます。）、コンサルタ
ントなどは、サービス提供者（service provider
／service supplier）に該当します。こうした雇用
関係にないサービス提供者は、支払先（payer）に
事業者番号（ＡＢＮ）を提示すれば、通例、納税者
番号（ＴＦＮ）の提示は求められませし、源泉徴収

C o l u m n６

日本でも必要な事業者番号
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Ⅲ 給与等の支払調書への番号記載実務

給与等の支払にあたり、支払者である個人事業

者などは、受給者である被用者などに交付する

「支払調書（PAYG payment summary）」には、Ｔ

ＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーではなく、

事業者番号（ＡＢＮ）を記載することになってい

ます。

ちなみに、家事に有給のお手伝いさんを雇用し

ている場合などには、雇用主の申請に基づき課税

庁（ＡＴＯ）が交付した源泉税支払者番号（with-

holding payer number）を記載することになってい

ます。

以上のように、オーストラリアでは、支払者が

個人である場合を含め、その支払を受ける受給者

に発行・交付する支払調書に、その支払者個人の

ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーを記載す

るような実務を強いるようなことはしていませ

ん。わが国でも、見習うべき点です。

Ⅳ myGovプログラムとアクセスコード

オーストラリアにおいては、ネットに開設され

た「マイガブ（myGov）」プログラムを通じて、

国民は、連邦の税と各種保障給付などのサービス

（All in One Place）を一箇所で受けられるように

なっています。
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を受けることなく支払を受けることができます。も
ちろん、サービス提供者は、望めば源泉徴収を受け
ることができます。この場合、サービス提供者は、
２０％以上の税率で源泉徴収をすることに支払先と
文書で合意する必要があります（租税行政法別表第
１第１２条の５５）。しかし、実際には、こんな面
倒な合意をして支払先からの源泉徴収に応じる個人
税理士などサービス提供者はほとんどいません。
ちなみに、今回お世話になったＪＣＵケアンズ校

のダブナー教授は、事業者番号（ＡＢＮ）を取得し
ており、大学から給与をもらうときには納税者番号
（ＴＦＮ）を、そして講演や弁護士実務をして相手
方から支払を受ける際には、ＡＢＮを提示している
とのことでした。

●オーストラリアの給与所得者、事業所得者への支　　
払と番号（ＴＦＮ、ＡＢＮ）の提示

支払の種類 源泉率 情報申告期日

雇用主の支払

・給与・賞与・手当

等（１２条の３５）

・会社取締役・役員　

（１２条の４０）

・公職者への支払

（１２条の４５）

・宗教教師への支払

（１２条の４７）

受給者のＴＦＮの提

示を受けたうえで、

支払者（雇用主）が

ＡＴＯ作成・公表の

源泉所得税

（PAYGW）別表

（NAT 1007）に

基づいて、各月の支

払額に応じて、支払

者が法定額を天引き

源泉税納付書

【７月１４日】

年次報告書

【８月１４日】

事業性所得の支払

事業者番号（ＡＢ

Ｎ）を提示ができる

個人税理士、コンサ

ルタントなどの役務

提供者の場合で、支

払先との任意の源泉

徴収に文書で合意し

たとき（１２条の５

５）

事業者番号（ＡＢ

Ｎ）を提示したうえ

で源泉なし、または

支払先と文書で合意

した２０％以上の税

率で源泉徴収

源泉税納付書

【７月１４日】

年次報告書

【８月１４日】

（準拠条項は租税行政法（ＡＴＡ）別表１）

それから、支払者（payer）は、一定の場合に
は、雇用関係にないサービス提供者に対してＡＢＮ
の提示を受けることなし（もちろん、この場合、納
税者番号（ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバ
ー）の提示もなしです。）、源泉徴収なしで、支払
をすることができます。
例えば、（ａ） 支払者が事業活動の一環として

支払をするものでない場合、（ｂ） サービス提供者
は１８歳未満の個人で支払額は週３５０ドルを超え
ない場合、（ｃ） 支払額は７５ドル（ＧＳＴ別）
を超えない場合などです。ただし、サービス提供者
が、ＡＢＮなし・源泉徴収なしでの支払を受ける場
合には、「提供者による明細書（Statement by a
supplier）」を提出しなければなりません。様式な
どについては、本報告書第１章９（１）③【表２
１】を参照してください。　　　　　　　　　　　　　　　　  　　

（石村耕治）

【図表１４】給与等の支払調書サンブル〔一部和訳〕
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１　myGovプログラムとは何か

マイガブ（myGov）は、連邦の「ワンストッ

プ・サービス」プログラムです。タテ割りを超え

た数多くの連邦機関が参加しています。参加機関

は、「Member Services」と呼ばれます。

こうした国民の税と社会保障など政府サービス

のかかる個人情報の一元管理の仕組みに対する評

価は分かれます。国民の利便性・政府サービスの

効率性に資するという評価がある一方で、データ

監視国家の成立であるとしてマイナスの評価もあ

ります。いずれにしろ、こうした構想により、す

べての国民が最低で文化的な生活が保障されるか

どうかは一番重要なポイントであるといえます。

こうしたオーストラリアのmyGovプログラムと

比べて見ると、わが国の民主党（旧）が唱えた

「国税庁と社会保険庁」を一体化し「歳入庁」を

つくる構想など、中途半端で、陳腐化した構想と

しかいいようがありません。また、そうした構想

を実現できたとしても、すべの国民に最低で文化

的な生活を保障できないとすれば、机上の空論

で、国民のプライバシー権保障の面から見ると、

むしろ有害な構想ともいえます。

２　マイガブアカウント（myGov Account）
とは何か

国民は、このプログラムに任意に加入申請し、

「マイガブアカウント（myGov Account）」を取

得できます。

マイガブアカウントを取得した加入者は、myGov

プログラムの参加した連邦機関の各種データベー

スに保管された自己情報に一括アクセスが可能と

なります。

ちなみに、「マイガブアカウント」へのアクセス

番号には、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバ

ーは使われていません。その理由は、ＴＦＮは税

と税関連目的に利用が限定されているからです。

これらの目的を超えて利用はできないからです。

マイガブアカウントへのアクセス番号は、加入

申請者から提供された次のような情報に基づいて

組成されます。

提供された上記の情報が受理されれば、加入者

に自動的にマイガブアカウントのユーザー名が提

供されます。

また、マイガブ参加各機関間での情報連携／デ

ータ照合には、マイガブアカウント名から組成さ

れ暗号化された符号が使われています。したがっ

て、わが国の「個人場号（マイナンバー）」をも

とに組成された符号を使って情報連携を行うよう

な仕組みではありません。

◆むすびにかえて～なりすまし犯罪対策
の現状

オーストラリアのＴＦＮ／タックス・ファイ

ル・ナンバーは、取得は任意であり、かつ税と税

関連目的に限定して利用される番号です。したが

って、ＡＴＯ（国税庁）、利子所得が関係する銀

行その他の金融機関、社会福祉を所管するセンタ

ーリンク（Centrelink）、スーパーファンド（退職

年金基金）、給与／報酬の支払をする雇用主／被

用者などに限定される。身元証明目的はもちろん

のこと、民間機関は、目的外利用を厳禁されてい

ます。

また、安全対策上から、番号を記載したＩＣカ
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「メディケア（Medicare）」、「国税庁（ＡＴＯ）」、

「センターリンク（Centrelink）」、「子ども支援

（Child Support）」、「国民障害者保険制度（Na-

tional Disability Insurance Scheme）」、「連邦

職業紹介所（Australian JobSearch）」、「自己管

理健康記録制度（Personally Controlled eHealth

Record System）」など。

【図表１５】マイガブ参加機関（Member Services）一覧

・Ｅメールアドレス（可能ならば、＋携帯電話番号）

・パスワード＋３つのＱ＆Ａ

・氏名＋生年月日
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ードやプラスチックカードも発行していません。

わが国のように、個人番号や基礎的な個人情報が

記載された個人番号カードを持ち歩かせる愚策

は、なりすまし犯罪を試みようとする者が社会を

闊歩する今日では、明らかに時代錯誤といえま

す。

オーストラリアにおいても、成りすまし犯罪は

増加の一途をたどっています。とりわけ、電子申

告や電子取引などが増加するなか、ハッカーによ

る標的型メール、マルメール攻撃などによる企業

からの大量の個人情報の流出が続いています。ま

た、ＡＴＯとか官署名を語った電話や詐欺メール

による被害も増加してきています。所得税還付の

用意ができたが、還付には一定の料金がかかるこ

と示唆したうえで口座振込を求めるようなケー

ス、あるいは還付には当局への個人的な財務状態

を告知が必要だとして金融情報を聞き出す手口が

横行しています。こうしたケースで、ＡＴＯに届

出のあったものだけでも２０１４課税年で１万件

を超えています。ＡＴＯは、ＳＭＳやＥメールな

どを用いて各人の口座情報や金融情報の提供を求

めることはないとして、一般消費者に対して注意

を喚起しています。

オーストラリアにおいては、連邦競争促進消費

者保護委員会（ＡＣＣＣ＝Australian Competition

and Consumer Commission）が、各種なりすまし犯

罪から消費者を守る任に当たっています。ＡＣＣ

Ｃの統計によると、２０１５年の半ば現在で、４

５,０００件以上の救済申立てがあり、被害額も４,

５００万ドルに上っています。

ただ、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー

は、税と税関連目的に限定して使われていること

から、仮に流出したとしてもその後直ちに大きな

被害には結びついているかどうかは定かではあり

ません。

一方、連邦政府は、連邦行政サービスの一括オ

ンライン手続ができる「ワンストップ」プログラ

ムであるマイガブ（myGov）グログラムの利便性

をＰＲし、鳴り物入りで国民に加入を呼びかけて

います。同プログラムでは、参加者（クライアン

ト）のアクセスや参加各機関間での情報連携／デ

ータ照合には、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナ

ンバーは使われていません。しかし、同プログラ

ムのデータセキュリティの脆弱性、大量の個人情

報流出の危険性が専門家から指摘されています。

オーストラリアの人口は、約２,２９４万人（２

０１３年３月。連邦統計局）です。東京都（約１,

３３５万人）と神奈川県（約９０７万人）とを合

わせた程度の人口数です。１億２,６００万人を超

えるわが国とは単純に、比較できないかも知れま

せん。

わが国では、個人番号（マイナンバー）の野放

図な利用拡大が、政府や産業界から唱えられてい

ます。しかし、番号（ＴＦＮ）を「税と社会保

障」に限定して利用し、民間の自由な利用を厳禁

することで、悪用やなりすまし犯罪の多発を防い

でいるオーストラリアの番号利用実務は、わが国

でも大いに学ぶべきです。
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・石村耕治『オーストラリアの納税者番号とプライバ
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Thomson Reuters）
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12,3005）.
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◆はじめに
～２つの顔を持つ電子政府構想

オーストラリアの政府ポータルサイト「myGov

（マイガブ）」とは、オーストラリア版の電子政

府構想です。従来の縦割り行政を排し、ネット上

で各種電子行政サービスを統合し「ワン・ストッ

プ・サービス」を実現しようという構想です。サ

イトへのログイン（アクセス）に、共通番号や番

号（ＩＣ）カードを使わないのが大きな特色で

す。myGov（マイガブ）は、連邦の人間サービス

省（ＤＨＳ＝Department of Human Services）が所

管しています。その基本的な仕組みは、ラフに描

写すると、次のとおりです。

提供ネットワークシステム」と呼びます。以前、

政府は、「住民基本台帳ネットワークシステム」

（住基ネット）を導入し、国民全員に住民票コー

ドを付けて電子政府を実現するとか大宣伝をし、

結局大失敗に終わりました。これまで初期投資に

３,０００億円、その後も運営費だけで毎年１２０

億円以上かかっています。

そして、今度は、「マイナンバー（私の背番

号）」のネーミングを使った電子政府構想をぶち

上げています。実は、「情報提供ネットワークシ

ステム」とは、住基ネット構想失敗後の共通番号

（個人番号／マイナンバー、法人番号）と個人番

号カードを使った日本の新たな電子政府構想なわ

けです。しかし、現実には、そのツールとなる

「個人番号／マイナンバー」だけが注目を浴びて
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電子政府構想の光と影

石村耕治（白鷗大学教授）

豪の「マイガブ」と日本の「情報提供ネットワークシステム」を比べる

【表１】オーストラリアの「myGov」ポータルサイトのイ
メージ

オーストラリアのmyGov（マイガブ）は、番号（ＩＣ）カードを

使わない電子政府制度です。この背景には、１９８５年の当時の労

働党政権の「オーストラリアン・カード（Australian Card）」

（国民総背番号カード）導入案が国民の反対にあって頓挫し、現行

の限定番号であるＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーで着地し

た歴史的な経緯があります。（経緯について詳しくは、拙著『オー

ストラリアの納税者番号制とプライバシー』（日本税務研究センタ

ー、1992年）13頁以下参照）

＊

これに対して、日本の電子政府構想は、「情報

【表２】個人番号を使った日本の電子政府の「共通番号ポ
ータルサイト」のイメージ

J-LIS／ジェイリス（地方公共団体情報システム機構）は、地方公

共団体情報システム機構法に基づく総務省所管の特殊法人。住民票

コードや個人番号／マイナンバーの付番や個人番号カードの発行を

含む「住民基本台帳ネットワークシステム」（住基ネット）および

「情報提供ネットワークシステム」を管理運営する組織。

＊
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いる感じです。

いずれにしろ、日本の番号利用法／マイナンバ

ー法では、複数の行政機関が、国民の〝税と社会

保障〟関連データを各人の個人番号／マイナンバ

ーを使って紐付け、特定個人情報／マイナンバー

付き個人情報を「連携」する電子政府の仕組みを、

「情報提供ネットワークシステム」と呼んでいる

わけです（番号利用法２条１４項・２１条）*。

＊ちなみに、個人番号／マイナンバー制導入ための法整備段

階では、「情報連携基盤」とか「中継データベース」とか呼

ばれていました。しかし、番号利用法では、「情報提供ネッ

トワークシステム」となりました（番号利用号１９条７号、

法１９条・２１条関係別表）。

電子政府実現のためのツールである豪の「マイ

ガブ（myGov）」や日本の「情報提供ネットワー

クシステム」は、次のような２つの顔（機能）を

持っています。

まず、「マイガブ（myGov）」や「情報提供ネ

ットワークシステム」における「情報連携」、そ

の「不正探知ツール」としての機能（顔）につい

て点検してみます。

（１）データ照合と受給者・納税者の権利利益保

護の論点

「情報連携」とは、「データ照合（data-matchi-

ng）」または「コンピュータ照合（computer-mat-

ching）」とも呼ばれます。行政実務面から説明す

ると、例えば、生活保護、失業（雇用保険）給

付、児童手当のような社会保障目的での行政サー

ビスの給付申請があった場合や、奨学金返済猶予

申請などがあった場合に、給付ないし猶予決定に

先立ち、税（所得）や資産などのデータとのリン

ケージ／突合が行われるのが適例です。

「データ照合」は、やり方次第では、各種行政

サービスの受給者や納税者（情報主体）の権利利

益を侵害する可能性が出てきます。
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・情報連携による〝税と社会保障〟にかかる「不正探

知ツール」としての機能

・「行政の電子化（電子政府構築）ツール」としての

機能

《内容目次》

◆はじめに～２つの顔を持つ電子政府構想

１　電子政府の「不正探知ツール」としての

顔（機能）

（１）データ照合と受給者・納税者の権利

利益保護の論点

（２）データ照合規制、適正手続保障の必

要性

（３）個人情報保護評価／プライバシー影

響評価

（４）日本のプライバシー保護機関

（５）オーストラリアのプライバシー保護

機関

（６）ＯＡＩＣ設立の経緯

（７）オーストラリアのデータ照合規制法

制の特徴

２　「行政の電子化（電子政府構築）ツール」

としての顔（機能）

◆むすびにかえて

～効率的な電子政府にマイナンバーは不要

１　電子政府の「不正探知ツール」としての顔
（機能）

①データ照合は、ある特定目的のために情報主体（受

給者・納税者）から提供ないし収集された個人情報

を他の目的に利用することにつながります。また、

一般に、本人の同意または許諾なしに情報移転が行

われることになります。すなわち、データ照合目的

での特定個人情報の利用は、性格的には〝目的外利

用〟にあたるにもかかわらず、これに本人のコント

ロール権が及ばないわけで、自己情報のコントロー

ル権の侵害につながります。

②また、データ照合が具体的な法令上の根拠に基づか

ないで実施された場合、目的外利用を原則禁止した

行政機関個人情報保護法８条、個人情報保護法１６

条や、各自治体の個人情報保護条例などの規定に抵

触する可能性があります。しかし、これらの法令は

｢目的外利用の禁止｣という規制の形式をとってお

り、「データ照合の禁止」「データベース構築の禁

止」といった規制の形式を採用していないうえ、と　

くに、行政機関個人情報保護法においては、行政側

の裁量による広範な例外規定が設けられています。

その結果、憲法上の自己情報コントロール権を侵害

しているおそれが強いにもかかわらず、形式的には、　

国の法令には違反しないという事態が生じえます。

③個人番号／マイナンバ－を各種データベースへの検

索キーとして使うことは、確かにデータ照合の効率

化に資すことになります。しかし、一方で、際限の

ないデータ照合の拡大を招き、情報主体の自己情報

コントロール権を常に侵害状態に置くことにもつな

がります。確固たる法的歯止め策がないと、公権力

による個人情報の包括的管理、いわゆる「データ監

【表３】データ照合と受給者・納税者（情報主体）の権利
利益保護の論点整理
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（２）データ照合規制、適正手続保障の必要性

例えば、日本を例にすると、今後は、生活保護

法【２９条〔調査の嘱託及び報告の請求〕】、児

童手当法【２８条〔資料の提供等〕】のような法

律に基づく官公署等からの協力要請に応じる場合の

物理的基盤として、情報提供ネットワークシステ

ム（情報連携基盤）を使ったデータ照合（情報連

携）が積極的に活用されていくものと思われます。

また、一定の勤労所得を得ていながら雇用保険

給付を得ている者のあぶり出しのような、「税と

社会保障給付の適正化」のためのデータ照合プロ

グラムの実施が、エスカレートしていくものと思

われます。

しかし、こうしたデータ照合プログラムの実施

に関し、オーストラリアを含む諸外国の例を参考

に考えてみると、一般に、実施機関は、データ照

合対象者の権利利益の侵害を防ぐために、次のよ

うな規制が必要とされているといえます。

（３）個人情報保護評価／プライバシー影響評価

日本では、プライバシー保護の観点から、特定

個人情報／マイナンバー付き個人情報を取り扱う

またはデータ照合を実施する機関（国の行政機関

の長、自治体の長その他の機関、独立行政法人、

その他の事業者）は、特定個人情報保護評価書の

個人情報保護委員会の承認ないし第三者点検を経

て公表する手続を踏むように求められます（番号

利用法２７条以下）。こうした手続に従い、例え

ば、個人番号／マイナンバーが付いた特定個人情

報を頻繁に取り扱う国税庁は、長官名で、国税関

係（賦課・徴収）事務などに関する「特定個人情

報保護評価書」を公表しています。

一方、オーストラリアでは、データ照合を実施

する機関（ＡＴＯやセンターリンクのような連邦

の執行行政機関その他の公的政策実施機関）は、

「データ照合プログラム実施要綱（Data-matching
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視国家」の出現といった、国民の望まない方向へ社　

会を引っ張ることになります。

④一般に、行政調査は、合理的必要性の範囲内で許容

されると解されます。ところが、行政機関が実施す

るデータ照合では、無作為抽出または実質的に合理

的必要性を問わない恣意的調査を認めるに等しい効

果を持ちます。また、データ照合の結果、〝当た

り・調査の必要あり（hit）〟と出た場合、該当情

報主体を被疑者と推定しかつその者に無条件に挙証

責任を転嫁することにもなりかねません。政府のデ

ータ照合プログラムは、その運用のあり方次第で

は、憲法３１条に規定する適正手続の保障に抵触す

ることになります。（憲法３１条の行政手続への適

用については、最高裁平成４年７月１日大法廷判

決・民集４６巻５号４３７頁参照）。また、行政手

続法１条〔目的等〕の趣旨とも抵触します。

⑤データ照合は、本来的には、無作為抽出な手法で実

施され、かつ、明確な必要性または特別の嫌疑に基

づいて実施されているものとは言い難い手続です。

見方をかえると、いわゆる「見込み調査」にあては

まるといえます。データ照合は、無作為抽出または

実質的に合理的理由もなしに、照合という手段を使

い、本人の知らないところで秘密裏に、かつ、裁判

所の令状なしに、個人情報を捜索・押収するにも等

しい実質を持ちます。このように、調査／捜索の手

段としてデータ照合が利用され、データ照合の結果

次第では行政処分ないし刑事制裁を問われかねない

場合、その運用のあり方によっては、憲法３１条に

規定する適正手続の保障のみならず、憲法３３条・

３５条の令状主義、憲法３８条に規定する黙秘権の

保障に抵触することも危惧されます。

⑥一般に、データ照合プログラムは、大量かつ一斉に

実施されます。また、プログラムに誤りがある、あ

るいは収集・保有する情報の精度に問題があるのに

もかかわらず、それに気づかずに実施された場合に

は、データ主体の権利侵害問題を引き起こしかねま

せん。とりわけ、誤って〝調査の必要あり〟と抽出

された場合には、その者の感情、社会的地位ないし

与信等に与える損害も甚大なものになるおそれがあ

ります。独立した第三者機関（個人情報保護委員会）

によるデータ照合プログラムに対するプライバシー

影響評価、プログラムの存在や内容、基準等の公開

などの手続の法制化、透明性の確保が重要です。

⑦データ照合は、個人の人物像を鮮明にして行くこと

も可能です。つまり、複数の機関から得た個人情報

を継続的に蓄積していくことにより、その個人の

〝全体像〟を描写することが可能になります。した　

がって、データ照合は、その利用の仕方によって　

は、政府に各個人の〝人物ファイル〟の保有を可能

にします。また、人物ファイル構築目的でデータ照

合を使う場合で、情報の改訂・照合を統一基準に従

い、完全かつ正確に行わなければ、その全体像がい

びつなものになってしまいます。ひいては、より深

刻な人権侵害問題を起す引き金になりかねません。

特定個人情報を媒介とした人物ファイル構築目的でデ

ータ照合は、これを法律で禁止する必要があります。

・ある目的で収集された情報を、他の目的で収集され

た情報と比較することの危険性を認識し、データ照

合プログラムに対して適切な規制を行うこと。

・データ照合プログラムの実施に際しては、収集した

情報の内容と時間との差異からくる情報の不一致の

可能性があることを十分に認識すること。

・明らかにデータの不一致がある場合に限り、その者

に対する調査（事実行為）や不利益処分が行われる

こと。また、そうした調査や処分に先立ち、対象者

が十分な説明を受けられ、かつ適切な手続を得る機

会が保障されること。

【表４】データ照合規制と適正手続保障の必要性
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Program Protocol）」を策定し「プライバシー影響

評価（ＰＩＡ＝Privacy Impact Assessment）」を

し、連邦情報コミッショナー事務局（ＯＡＩＣ＝

Office of Information Commissioner）の承認を得て

公表する手続を踏むように求められます。実際、

ＡＴＯやセンターリンク、ＤＨＳなどは、データ

照合プログラムを実施するに先立っては、こうし

た手続を踏んでいます。

（４）日本のプライバシー保護機関

日本のプライバシー保護法の構造、その下での

「個人情報保護委員会（ＰＰＣ）」の所在につい

て説明します。まず、わが国にプライバシー法

は、三層構造（三本立て）になっています。

三層構造（三本立て）のもと、「個人情報保護

委員会（ＰＰＣ）」は、前者つまり民間機関に適

用ある①「個人情報保護法」のもとで設立されて

います（法５０条以下）。個人番号（マイナンバ

ー）付き個人情報（特定個人情報）に関する第三

者機関であった「特定個人情報保護委員会」は、

番号法に規定されていました。それが、２０１５

（平成２７）年９月の法制度改正で、「個人情報

保護委員会」と改称のうえ、①「個人情報保護

法」のなかに盛られました。

日本の個人情報保護法は、本来〝民間部門のプ

ライバシー保護〟が目的です。日本の個人情報保

護委員会は、民間部門のプライバシー保護を目的

とした個人情報保護法に基づいて設置されていま

す。ところが、個人番号／マイナンバーや特定個

人情報は、〝税と社会保障〟分野、つまり公的分

野に広く使われ、流通、突合・連携することにな

るわけです。三層構造（三本立て）のプライバシ

ー法体系のもとでは、特定個人情報保護や特定個

人情報の連携（データ照合）に実効的な規制をか

けることには難しい問題があるわけです。

（５）オーストラリアのプライバシー保護機関

オーストラリアにおいては、以前、連邦には議

会直属の「情報コミッショナー（Information Com-

missioner）」と「プライバシーコミッショナー

（Privacy Commissioner）」の２つの独立した監視

機関、保護機関がありました。

しかし、２０１０年に、連邦情報コミッショナ

ー 法（Australian Information Commissioner Act 2

010）が制定され、プライバシーコミッショナー

は、「連邦インフォメーションコミッショナー」

に吸収され、一本化されました。つまり、現在

は、連邦議会に説明責任を負うかたちで、事務局

を持つ連邦情報コミッショナー（ＯＡＩＣ）が、

情報公開事案に加え、納税者番号（ＴＦＮ）付き

個人情報を含む個人情報（プライバシー）保護業

務を一括して取り扱っているというわけです。

オーストラリアでは「事務局を持つ連邦情報コ

ミッショナー（ＯＡＩＣ＝Office of Australian Info-

rmation Commissioner）」と呼びます。なぜ「連邦

情報委員会（Australian Information Commission）」

と呼ばないのかと問われます。イギリス、それに

オーストラリア、カナダなどイギリス連邦加盟諸

国（Commonwealth of Nations）では、一般に、「コ

ミッショナー（Commissioner）」を議会や総督な

どを任命（指名）し、その者をヘッドに事務局

（office）を構成する仕組みを採り入れています。

独立性を確保することなどが狙いです。ただ、規

模が大きくなると、「コミッション（Commission）」

という名称を使い、組織体を核とした仕組みにす

る場合が多いようです。

（６）ＯＡＩＣ設立の経緯

オーストラリアの事務局を持つ連邦情報コミッ

ショナー（ＯＡＩＣ）に関し、その設立の経緯を

表にすると、次のとおりです。
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【表５】日本の三層構造（三本立て）のプライバシー法制

類型 適用分野

民間分野
①「個人情報保護法」（個人情　
報の保護に関する法律）

国の公的分野

公的分野

②「行政機関個人情報保護法」
（行政機関の保有する個人情
報の保護に関する法律）

③「独立行政法人等個人情報保
護法」（独立行政法人等の保
有する個人情報の保護に関す
る法律）

【表６】日本の個人情報保護委員会の所在
（H２８.１.１以降）
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オーストラリアは、１９８８年に連邦プライバ

シー法（Privacy Act 1988）を初めて制定しまし

た。当時は、連邦の公的部門にだけ適用される法

律でした。その後、適用範囲は次第に拡大されて

いきました。１９９０年には信用情報機関（credit

reporting bodies）に適用されました（現プライバシ

ー法１９条以下）。２０００年には、民間部門一般

に適用されました。（しかし、オーストラリアの

プライバシー保護団体は、根拠が明確でない適用

除外（exceptions）や適用免除（exemptions）条項

が多く、さらに改正が必要だと指摘しています。）

さらに、２０１０年の制度改革により、連邦情

報コミッショナー事務局（ＯＡＩＣ）は、「情報

公開」業務と「個人情報保護」業務の双方を取り

扱う機関となったわけです。政府「情報」の公開

と官民の個人「情報」の保護を担当する組織

「『情報』コミッショナー事務局」として一元化

されました。

日本には独立した「情報公開委員会」のような

組織はありません。「個人情報保護委員会」だけ

です（個人情報保護法５９条以下）。したがっ

て、日本の個人情報保護委員会を、オーストラリ

アの制度と比べる場合には、「連邦情報コミッシ

ョナー事務局（ＯＡＩＣ）」が対象になります。

連邦情報コミッショナー事務局（ＯＡＩＣ）の

「プライバシー保護」業務に傾斜するかたちで比

較することになります。

（７）オーストラリアのデータ照合規制法制の特徴

連邦情報コミッショナー事務局（ＯＡＩＣ）が

「データ照合」規制に関して有する権限を表にす

ると、次のとおりです。
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【表７】豪州の連邦情報コミッショナー（ＯＡＩＣ）設立
の経緯

【情報公開法（ＦＯＩ法）の制定】

１９８２年

ＦＯＩ法（Freedom of Information Act 1982）

が制定され、連邦議会に説明責任を負うかたちの連邦

の「情報コミッショナー事務局（ＯＩＣ＝Office of

the Information Commissioner）」が創設されま

した。ＯＩＣは、ＦＯＩ法の運用、連邦行政機関に対

する情報公開請求について公開拒否処分に対する不服

申立事案や、請求人に対する情報公開担当官の不適切

な対応などに対する苦情の申出を処理します。

【プライバシー法の制定】

１９８８年

プライバシー法（Privacy Act 1988）が制定され、

連邦議会に説明責任を負うかたちの連邦の「プライバ

シーコミッショナー事務局（Office of the Privacy

Commissioner）」が創設されました。連邦プライ

バシーコミッショナーは、独立して連邦プライバシー

法運用に監督・申出のあった苦情処理を行う機関で

す。あらゆる連邦省庁から独立し、法律上の職務執行

に関し、いかなる指揮・命令も受けません。

【２０１０年情報公開修正（改革）法、２０１０年連
邦情報コミッショナー法の制定】

２０１０年

１９８２年ＦＯＩ法を改正するため、２０１０年情報

公開修正（改革）法（Freedom of Information

Amendment （Reform）Act 2010）および２０

１０年連邦情報コミッショナー法（Australian Inf-

ormation Commissioner Act 2010）が制定され

ました。２０１０年法の制定により、「連邦情報コミ

ッショナー事務局（ＯＡＩＣ＝Office of Australian

Information Commissioner）が創設されました。

ＯＡＩＣの新設に伴い、旧情報公開コミッショナー事

務局および旧プライバシーコミッショナー事務局は廃

止され、情報公開コミッショナー権限・業務やプライ

バシーコミッショナーの権限・業務は、ＯＡＩＣに継

受されました。

【表８】オーストラリアのデータ照合規制法制の特徴

◎オーストラリアにおけるデータ照合規制

・【①納税者番号（ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナ

ンバー）を使ったデータ照合の場合】オーストラリ

アは、個別法として、１９９０年に、連邦データ照

合プログラム（給付及び租税）法（Data-matchi-

ng Program （Assistance and Tax） Act 1 

990 （Cth））〔ＤＭＰ法〕を制定しています。

また、連邦情報コミッショナー（ＡＩＣ＝Austra- 

lian Information Commissioner）は、ＤＭＰ法

に基づき、１９９１年、１９９４年に、「データ照

合プログラム実施に関するガイドライン（Data-

Matching Program （Assistance and Tax） 

Act 1990 Guidelines／Guideline for the co- 

nduct of the data-matching program 199 

1, 1994）」〔ＤＭＰガイドライン〕を公表して

います。

・【②ＴＦＮ個人情報以外のデータ照合の場合】オー

ストラリアのＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバ

ーは、〝税と社会保障〟目的に利用が限定された番

号です。したがって、連邦行政機関はＴＦＮ関係事

務以外の目的で個人情報のリンケージ（突合）やデ

ータ照合プログラムを実施する場合には、連邦情報

コミッショナー（ＡＩＣ）が公表した「連邦行政に

おけるデータ照合実施に関するガイドライン（Gui- 

delines on Data-matching in Australian Go- 

vernment Administration）」（２０１４年６

月）を尊重するように求められます。

・【③国民健康法（National Health Act 1953）

に基づくデータ照合の場合】国民健康法１３５条の

ＡのＡ第５項は連邦行政機関が医療給付プログラム

と薬剤給付プログラムの個人情報を同じデータベー

ス（ＤＢ）で保有することを原則として禁止してい

ます。この規定に基づき、連邦情報コミッショナー

（ＡＩＣ）は、双方のＤＢでの個人情報の保有およ

びリンケージを規制する目的で、「医療給付と薬剤

給付プログラムに関するプライバシーガイドライン

（Privacy Guidelines for the Medicare Ben- 

efits and Pharmaceutical Benefits Progra- 
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２　「行政の電子化（電子政府構築）ツール」
としての顔（機能）

次に、「マイガブ（myGov）」や「情報提供ネ

ットワークシステム」における「行政の電子化

（電子政府構築）」ツール」としての機能（顔）

について点検してみます。

日本の共通番号（個人番号／マイナンバー、法

人番号）を使った電子政府構想では、「個人番号

カード」を使って「マイナポータル」から「情報

提供ネットワークシステム」にログインし、電子

納税申告など各種の執行行政機関その他の公的政

策実施機関に対する電子申請などができる仕組み

です。また、将来的にはマイナポータルから自分

の「電子連絡箱／私書箱」（インボックス／ポー

タルサービス）に送付された納税通知や公的年金

支払通知などを受け取れるようになる方向です。

一方、オーストラリアの電子政府（myGov）構

想では、ネットを使ってオンラインで政府ポータ

ルサイト「myGov」にログインするのに、個人番

号や個人番号カードは一切使いません。こんなも

のを配付したら、逆に盗まれ悪用されることな

ど、別の懸念が生じるからです。

また、各個人が、マイガブ（myGov）に加入す

るかどうかは、任意です。つまり、各人が自由に

選択できます。myGovに加入（口座開設）を望む

場合には、登録には、①Ｅメールアドレス（可能

ならば＋携帯電話番号）、②氏名＋生年月日を提

示して申請する必要があります。

myGovに加入（口座開設）が認められれば、連

邦政府のmyGovポータルサイトには、パソコン

（ＰＣ）に加え、スマートフォーン（スマホ）、

タブレット端末などからもログイン（アクセス）

できます。

すでにふれたように、連邦政府のmyGovポータ

ルサイトへのログイン（アクセス）には、ＴＦＮ

／タックス・ファイル・ナンバーは使いません。

「パスワード＋３つのＱ＆Ａ」を使います。

myGov加入登録者である個人が、さらに、例え

ばmyGovポータルサイトの参加機関（Member ser-

vices）であるＡＴＯ（国税庁）のサイトにログイ

ン（アクセス）するのには自分のＴＦＮ／タック

ス・ファイル・ナンバーを使います。そこから、

スマホを使った電子納税申告の一種であるmyTax

をすることができます。

また、例えば、社会保障サービス給付に関しセ

ンターリンクにログインする場合には、各人に付

与されているセンターリンク顧客登録番号（Cen-

trelink Customer Registration number）を打ち込めば

いいわけです。各機関はそれぞれ、データセキュ

リティを考え、機関固有の限定番号をクライアン

トに付与していますから、それを使います。

myGov加入者は、myGovにログイン（アクセ

ス）し、各機関から自分の「インボックス」（ポ

ータルサービス）に送付された通知等（税務に関

していえば、査定通知、申告是認通知など）を受

け取ることができます。
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ms）」（２００８年３月）を公表しています。

・連邦のデータ照合プログラムについては、①か、②

か、③か、を問わずすべて、連邦情報コミッショナ

ー（ＡＩＣ）による監査・評価などの対象となって

います。（http://www.privacy.gov.au/law/ 

other/datamatch）

・連邦情報コミッショナー（ＡＩＣ）とは、行政府か

ら独立した連邦議会直属のオンブズマンです。プラ

イバシー問題（＋情報公開請求関係問題）を専門に

扱う特別オンブズマンです。議会（立法府）に説明

責任を負います。日本の個人情報保護委員会のよう

な独立した行政委員会（三条委員会）のように、「行

政府」に属する機関とは異なります。

・オーストラリアのデータ照合規制法制は、大きく分

けると、次のような目的を持っています（拙著『オ

ーストラリアの納税者番号制とプライバシー』（日

本税務研究センター、１９９２年）第５章参照。）。

（ａ）１つは、データ照合実施機関が実施する各種デ

ータ照合プログラムに対して法的根拠を与えるこ

とにあります。また、実施機関を法定し、プライ

バシー影響評価（ＰＩＡ＝Privacy Impact As- 

sessment）をクリアし、公表されたプログラム

のみを実施できることにしたことです。これによ

り、データ照合プログラムの存在や内容、基準等

を公開するとともに、プライバシー侵害的なプロ

グラムにならないように、手続的な規制をしまし

た。

（ｂ）２つ目は、データ照合プログラムの対象となっ

た情報主体に対して自己情報のコントロール権お

よび適正手続を保障することです。具体的には、

実施機関は、記録を残すように求められます。こ

れは、情報主体から請求があった場合に応えられ

るようにするためです。また、データ照合の結果

に基づいて情報主体に対する必要な処分や調査

（事実行為）を行う場合には、事前手続、処分案

等の告知・反論の機会を保障しました。

（ｃ）３つ目は、各種データ照合プログラムのプライ

バシー影響評価、監視〔調査〕（ＤＭＰ法１３

条）、苦情処理（ＤＭＰ法１４条）などを議会連

邦議会直属の連邦情報コミッショナー（ＡＩＣ）

に委ねたことです。こうした権能を行使するため

に、連邦情報コミッショナー（ＡＩＣ）は、自ら

に与えられた権限に基づき、データ照合プログラ

ム（給付及び租税）ガイドラインなどを作成、公

布しています。
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◆むすびにかえて～効率的な電子政府に
共通番号やＩＣカードは不要

オーストラリアのＴＦＮ／タックス・ファイ

ル・ナンバーは、〝税と社会保障〟に利用が限定

された番号制です。ある意味では、現時点（導入

段階）での日本の個人番号／マイナンバーと利用

範囲が極めて類似しています。しかし、番号カー

ド制は導入していません。

また、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー

は、民間の自由な利用は罰則付きで厳しく禁じて

います。このことが、オーストラリアでは、ＴＦ

Ｎ／タックス・ファイル・ナンバーを悪用したな

りすまし犯罪などの多発を招いていない最大の理

由です。アメリカのように社会保障番号（ＳＳ

Ｎ＝Social Security Number）の自由な利用を認め

た結果、なりすまし犯罪の多発に歯止めがかから

ない実情とは大きく異なります。

日本政府は、オーストラリアとは真逆で、個人

番号／マイナンバーの限りないエスカレート利用

を狙っています。また、個人番号カードを持た

せ、それを国民登録証（National ID card）として

活用する方向をめざしています。人生８０年の時

代、同じ番号を汎用する政策の危うさは、子ども

にでもわかることです。個人番号カードも、紛失

や盗難による悪用の危険が大きく、データセキュ

リティ上も大問題なわけです。

日本では、共通番号（個人番号／マイナンバ

ー・法人番号）や番号カードを汎用しないと効率

的な電子政府ができないという貧しい発想が闊歩

しています。また、国税庁と社会保険庁とを合体

し歳入庁をつくらないと効率的な電子政府ができ

ないと主張する政党もあります。

しかし、オーストラリアの政府ポータルサイト

「myGov（マイガブ）」をみる限りでは、サイト

へのログイン（アクセス）にはＴＦＮ／タック

ス・ファイル・ナンバーやＩＣ仕様の番号カード

は使っておらず、そうした考えはもはや時代遅れ

で、陳腐化しているといえます。また、逆にそう

した考えは、データセキュリティ上も危険このう

えないわけです。各行政機関は、個別の限定番号

を維持し、ポータルサイト内で氏名＋生年月日な

どから生成された符号で紐付けできるようにする

ことで、「All in One Place」あるいは「One stop

shop」が可能であることがわかります。
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限定利用

導入段階

社会保障／

税／災害対

策分野等＋

これらの分

野限定の民

間利用

第二段階 第三段階

全行政への
拡大利用

あらゆる行

政分野＋こ

れらの分野

関連の民間

利用

民間の自
由な利用

各種民間サ

ービスへの

自発的（自

由な）利用

【表９】日本政府の個人番号／マイナンバーの利用分野拡　
大方針

個人番号／マイナンバーの利用拡大は、２０１６（平成２

７）年１月の法施行３年後に検討のはずでした。しかし、番

号制施行前の２０１５（平成２６）年９月の法改正で早、付

番の範囲拡大などを決めました。その一つは、預貯金口座に

付番することです。２０１８（平成３０）年から当初は「任

意」付番で、そして２０２１（平成３３）年以降は「強制」

付番することになりました。（当初任意は、金融機関の準

備・対応が間に合わないことが背景にあります。）

＊

【表１０】日本における導入段階での個人番号／マイナ
ンバーの利用分野のあらまし

年金分野
年金の資格取得･確認、給付を受け
る際に利用

労働分野
雇用保険等の資格取得・確認、給付
を受ける際に利用。ハローワーク等
の事務等に利用

福祉・医
療・その他
の分野

医療保険等の保険料徴収等の医療保
険者における手続き、福祉分野の給
付、生活保護の実施等低所得者対策
の事務等に利用

税分野
国民が国／地方の税務当局に提出する

確定申告書、届出書、調書等に記載。

当局の内部事務等

災害防災分野
被災者生活再建支援金の支給に関す
る事務等に利用

社

会

保

障

分

野

その他自治体条例で定める事務（自治体独自事務）：
例えば、①子どもの医療費助成関係事務、②ひとり親

等の医療費助成関係事務、③高齢者の医療費助成関係

事務、④就学援助関係事務（小・中学校向け）、⑤幼

稚園就園奨励費関係事務などへの利用を想定。
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第Ⅳ章　納税者サービス改革と進化した記入済み申告書「マイタックス」

◆はじめに

オーストラリアの電子申請サービス（ＥＬＳ＝

Electronic Lodgment Service／e-Services）は、１９

９０年に始まりました。ＥＬＳは、各種申告書、

報告書、申請書、確認書など従来から文書媒体を

使って国税庁（ＡＴＯ）・納税者・税務専門職間

で行っていた情報の流通のオンライン化（電子

化）をねらいとしたものです。

ＥＬＳの一環として、１９９８年に個人所得税

（individual income tax／individual tax）の電子申告

が開始されました。その後、電子申告は、法人税

（company tax）、パートナーシップ、信託、年金

基金などの申告にも拡大されました。

現在ＥＬＳは、申告書や報告書の他に、各種申

請書、確認書などにも使われています。また、Ａ

ＴＯが、納税者に対して査定通知書（ＮＯＡ＝No-

tice of Assessment）や修正査定（Amending assessm-

ent）などを送付する際にも使われています。

オーストラリアでは、電子申告は、通称で「e-

Tax」と呼ばれます。ＡＴＯは、２００３年から、

e-Taxを活用した「個人所得税の記入済み申告（Pr-

e-filling of income tax returns）」を開始しました。

「記入済み申告書（pre-filling tax return）」と

は、課税関係情報を事前に記入した申告内容を納

税者本人のマイポータル（スクリーン）に表示す

ることにより、納税者はその内容を確認し、デー

タの訂正・追加が必要な場合にはその入力を行

い、その必要がない場合にはそのままインライン

申告する仕組みです。スクリーンには、納税者本

人がＡＴＯの提出した前年の申告書情報、本人や

金融機関などが提出した法定調書から転記された

課税情報、さらには行政機関などから提供された

課税情報や給付情報などが表示されています。

オーストラリアでは、ＡＴＯが個人納税者サー

ビス改革の一環として、e-Taxを活用した個人所得

税の記入済み申告書制度の改善を押し進めてきま

した。そして、２０１５年からは、最新化した記

入済み申告書制度である「マイタックス（myTax）」

という簡素な電子申告システムを正式に稼働させ

ました。マイタックスは、ＰＣはもちろんのこ

と、タブレット、パッド、スマートフォーン（ス

マホ）などからでも利用できます。これで、オー

ストラリアでは初めて、タブレットやスマホ端末

を使って納税申告ができるようになったわけで

す。

今回のレクチャーは、グラハム・ホワイト国税

副長官・中小企業／個人納税者担当（Graham Wh-

ite, Assistant Commissioner: Small Business／Individ-

ual Taxpayers 以下「ホワイト副長官」といいま

す。）から直接伺うことができました。ホワイト

副長官は、ＡＴＯで租税手続・課税事務のオンラ

イン化推進に第一線で陣頭指揮を執っておられま

す。ホワイト副長官は、現在ＡＴＯメルボルン局

に所属しておられます。オーストラリア大陸南端

のメルボルンから、わざわざ最北端のタウンズビ

ルまでレクチャーにお越し願えたことは誠に光栄

でした。

また、今回のタウンズビルでのレクチャーに

は、クイーンズランド州都にあるＡＴＯブリスベ

ン局から、通訳支援に、ヒロキ・ハマダ（Hiroki

（Roki）Hamada）職員が駆けつけてくれました。

さらに、ＡＴＯタウンズビル署からは、ティナ・

ホイヤー（Ms Tina Hoyer）上席法務官、キム・ス

ザンドロ（Ms Kim Szandro）職員らが参加されま

した。とりわけ、キム・スザンドロ職員には、ホ

納税者サービス改革と進化した記入済み申告書

「マイタックス（ｍｙＴａｘ）」

連邦政府の「マイガブ（myGov）」とＡＴＯの「マイタックス（myTax）」

通訳　 　 　 石村耕治（白鷗大学教授）

執筆編集　 大石敬（税理士・関信会所属）

牧口晴一（税理士・名古屋会所属）

石澤健太（税理士・東京地方会所属）　 　 　 　 　 　

グラハム・ホワイト（Graham White）
オーストラリア国税庁（ＡＴＯ）
国税副長官・中小企業／個人納税者担当

第Ⅳ章



86 国民税制研究 No.2（2016）

第Ⅳ章　納税者サービス改革と進化した記入済み申告書「マイタックス」

ワイト副長官やヒロキ・ハマダ職員の招聘にお骨

折りをいただきました。

ジェームズクック大学（ＪＣＵ）ケアンズ校の

ジャスティン・ダブナー教授も、ケアンズから３

５０キロ南下したタウンズビルまで車で駆けつけ

てくれ、さまざまなアドバイスをいただきました。

これらの方々に、記して感謝申し上げます。

このように、このレクチャー一つを取ってみて

も、多くの専門家の参加を得て、しかもオースト

ラリア国民の血税で、国民税制研究所の税務実務

視察研修が実施できていることを忘れてはならな

いと思います。このことを肝に銘じながら、参加

者一同、この講義の実現に尽力くださった方々一

人ひとりに心から感謝を申し上げる次第です。

【レクチャー内容骨子】

◆はじめに

１　ＡＴＯ副長官（中小企業／個人納税者担

当）の職務

２　納税者サービス改善のためのＡＴＯ再生

プログラムとは

３　ＡＴＯ変革のための５つの指導原則

４　納税者も参加したＡＴＯの納税者サービ

スの評価

５　ＡＴＯの変革と納税者サービスの将来像

（１）個人納税者サービスの将来像

（２）小規模企業納税者サービスの将来像

６　連邦政府の「マイガブ」と「マイガブ・

インボックス」

（１）連邦政府ポータルサイト「マイガブ

（myGov）」とは何か

（２）「マイガブ・インボックス」とは何か

７　進化した記入済み申告書制度：マイタッ

クス（myTax）

（１）どう違う、e-Tax とマイタックス（myTax）

（２）マイタックスへの評価

８　ＡＴＯアプリを使ったスマホ申告

（１）申告の簡素化とＡＴＯアプリ（ａｐｐ）

の所在

（２）ＡＴＯアプリ（ａｐｐ）を使った旅費

の計算

（３）音声認証を使った本人確認による安全

対策

９　ＡＴＯのオンラインサービス推進の現状

（１）申告手続に進行状況のオンライン確認

（２）修正査定手続などのオンライン化

（３）活動報告書提出のオンライン化

（４）標準ビジネスレポーティング（ＳＢＲ）　

プログラム

（５）納付方法のオンライン化

（６）オンラインサービス改善への税理士の

参加

（７）小規模事業者ニューズルームとは

１０　もう少し「マイガブ（myGov）」を詳し

く知る

（１）マイガブへの市民・納税者の加入登録

（２）マイガブ参加機関

（３）マイガブ、マイタックスの目的は「セ

ルフサービス化」

（４）行政手続のペーパーレス化もねらい

（５）オンライン申告是認通知の普遍化

１１　質疑応答

◆最後に：お礼のあいさつ

１　ＡＴＯ副長官（中小企業／個人納税者担
当）の職務

私は、グラハム・ホワイトと申します。ＡＴＯ

副長官（中小企業／個人納税者担当）を務めてい

ます。普段は、ＡＴＯメルボルン局におります。

私は、ＡＴＯに３０年ほど勤めております。

私は、中小企業／個人納税者担当の責任者とし

て、さまざまな仕事をしております。現在は、Ａ

ＴＯ仕様の個人納税者向けの申告ソフト開発、Ａ

ＴＯ業務のオンライン化（電子化）に力を注いで

おります。また、納税申告期には対外的な業務、

マスメディア等からの取材、ＰＲ活動などに応じ

ています。加えて、ＣＰＡ（公認会計士）やＣＡ

グラハム・ホワイトＡＴＯ副長官



（勅許会計士）など各種公会計士協会などとの意

見交換、財務省における税制改正、さらにはＯＥ

ＣＤの国際課税部門関連業務も担当しています。

本日のレクチャーで、オーストラリアにおける

納税者サービスの変革、そのための税務のオンラ

イン化（電子化）・効率化などについて全てをお

話するのは難しいと思います。したがいまして、

オーストラリア国税庁（ＡＴＯ）と個人納税者や

小規模企業との間の課題を中心に、納税者本位の

納税者サービスに向けてのＡＴＯの業務変革の現

状について、ＡＴＯ業務変換のための指導原則の

定立などを含めて、お話したいと思います。

２　納税者サービス改善のためのＡＴＯ再生
プログラムとは

２～３年前に、私どもＡＴＯの新しい国税長官

（Commissioner of Taxation）に、クリス・ジョー

ダン（Chris Jordan）氏が就任しました。新長官

は、ＡＴＯは、より現代的な組織に生まれ変わら

なければならない、そのための「変革（change）」

が必要である旨をアナウンスしました。ジョーダ

ン長官の考えに従い、ＡＴＯは「再生プログラム

（Reinvention program）」を立ち上げました（Co-

mmissioner of Taxation, Annual Report 2014-15,

https://annualreport.ATO.gov.au/）。

この再生プログラムが実施され、第一に、ＡＴ

Ｏがどのような事務運営をしているのかについ

て、コミュニティの人たち（市民・納税者）と時

間をかけた話合いが行われました。コミュニティ

の人たちから興味のある意見が示されました。そ

れは、私どもＡＴＯがこれらコミュニティの人た

ちと一丸となって税務行政を行っていないのでは

ないか、という指摘です。こうした指摘を受け

て、私どもＡＴＯが気づいたことは、ＡＴＯの納

税者サービスに関する基本原則が明確にされてい

ないという事実でした。

加えて、ＡＴＯが、電子申告などに使うオンラ

イン製品などの普及にあたり、その使い方などに

ついて十分な周知・説明をしていないとの指摘を

受けました。こうした指摘を受けて、私どもＡＴ

Ｏはこれらコミュニティの人たち、とりわけ個人

納税者や小規模事業者と、納税者サービスの改善

すべき点について話合いを重ねました。

３　ＡＴＯ変革のための５つの指導原則

こうした話合いの成果を採り入れて、私どもＡ

ＴＯは、コミュニティの人たちとの信頼と信用を

構築するために、「ＡＴＯ変革のための５つの指導

原則（５ Guiding principles for our transformation）」

を定めました。

問題は、これら５つの指導原則が、コミュニティ

の人たちに、具体的にどのように適用になるかです。

例えば、原則１にいう「事務を的確、かつ容易

に遂行できるようにすること。」を取り上げてみ

ます。この原則のもとでは、現代的なオンライン

申告のシステムが、人々が期待している方法にお

いて提供されているかどうかが問われてきます。

とりわけ、「給与所得（salary and wages）」、さら

には「配当（dividend）」や「利子（interest）」の

ような投資所得、それからその他の政府からの給

付などの情報を、納税者が、いかに容易に入手で

きるかが重い課題になるわけです。この要請を満

たすために、私どもＡＴＯは、「個人所得税の記

入済み申告（Pre-filling of income tax returns）」を

導入しています。この制度では、納税者は、各種

所得情報を的確かつ容易に入手できるようになる

わけです。

原則２は、「個々の納税者の経歴に即したサー

ビスを提供すること。」です。この原則は、いわ

ば、納税者は、既製服（ready made）を着るでは

なく、各人に合った仕立服（tailored made）を着

られるようにしようというものです。各納税者の

質問事項や要望をよく聴いて、それに応じた的確

な納税者サービスを提供しようというものです。

この原則は、私どもＡＴＯは、クライアントであ

る個々の納税者の経歴をよく理解したうえでサー

ビスを提供しなければならないということで、重

いものです。

原則３「良質なサービスを提供すること。」と

は、文字通り、私どもＡＴＯは、クライアントで

ある納税者を中心に据えて、常に最良のサービス

を提供するように努めなければならないというも
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・原則１　事務を的確、かつ容易に遂行できるように

すること。

・原則２　個々の納税者の経歴に即したサービスを提

供すること。

・原則３　良質なサービスを提供すること。

・原則４　公正、かつ尊厳を持って対応すること。

・原則５　最も効率的、かつ能率的な方法でサービス

を提供すること。

【表１】ＡＴＯ変革のための５つの指導原則



88 国民税制研究 No.2（2016）

第Ⅳ章　納税者サービス改革と進化した記入済み申告書「マイタックス」

のです。

原則４は、私どもＡＴＯが、クライアントであ

る納税者に対して「公正、かつ尊厳を持って対応

すること。」を求めています。この原則のもと、

例えば、納税者との間で紛争がある場合に、私ど

もＡＴＯは、納税者の意見をしっかりと聴き、で

きるだけ早急、かつ簡潔に解決をはかるように求

められます。

原則５は、私どもＡＴＯに「最も効率的、かつ

能率的な方法でサービスを提供すること。」を求

めています。この原則のもと、例えば、クライア

ントである納税者が、私どもＡＴＯに対してオン

ラインでのサービス提供を求める場合には、ＡＴ

Ｏは、真摯にクライアントの求めに応じなければ

なりません。

私どもＡＴＯは、現在、この５つの指導原則に

したがって、各種の納税者サービスを提供し、か

つ改善に努めています。

４　納税者も参加したＡＴＯの納税者サービ
スの評価

ＡＴＯ「再生プログラム（Reinvention program）」

の目的は、これら５つの指導原則を遵守したうえ

で納税者サービスを提供することにあります。こ

れに加えて、私どもＡＴＯは、外部者、つまりコ

ミュニティの人々に対して、ＡＴＯの納税者サー

ビスの評価を求めています。つまり、以前のよう

に、私どもＡＴＯが自己評価するのではなく、コ

ミュニティの人々（納税者）の参加を求めたうえ

で、客観的な評価をする仕組みになりました。

これは、まさにＡＴＯのカルチャー（文化）の

変革につながるものです。この変革により、ＡＴ

Ｏのカルチャーは、「クライアント・ファース

ト」、つまり、納税者である「お客様第一主義」

に変わりつつあります。

ＡＴＯ内部には、「シミュレーション・センタ

ー」が設けられています。このセンターではケー

スレビュー（事例分析）が行われています。コミ

ュニティの代表も加わって、配布されている文書

やＨＰの内容が一般の納税者に分かり難いのでは

ないか、課税手続が納税者本位ですすめられてい

るのかどうか、ＡＴＯ職員の権限行使が不適切で

あったのではないかなど、さまざまな角度から点

検が行われています。

５　ＡＴＯの変革と納税者サービスの将来像

私どもＡＴＯは、将来的な展望も視野に入れ

て、「再生プログラム」を展開しております。個

人的には、ＡＴＯの組織再生に向けたプログラム

を実施している現在が、最もやりがいのある時期

だと感じております。

ＡＴＯのＨＰに掲載された資料および「プログ

ラム青写真（Program blueprint）」には、ＡＴＯに

よる納税者サービスの将来像が描かれています。

ＡＴＯが２０１５年３月に出した「Program Blu-

eprint」（１８頁／http://lets-talk.ATO.gov.au/reinv-

enting）には、個人納税者の納税者サービス制度

およびスーパーアニュエーション／年金サービス

制度がどう変わっていくのかの将来像が示されて

います。

【表２】個人納税者サービスの将来像

①個人プロファイル：政府保有情報へのアクセスに　　

よるサービスの改善

これは、個人のすべての情報を一箇所（個人の情報

口座）に集約することで、個人のプロファイルを組成

することです。これにより、各人は、自己の情報口座

（マイポータル）にアクセスすることで必要な情報が

得られることになります。

②１回の告知：簡素化

「１回の告知（Tell us once）」は、例えば、住

所変更があった場合、政府のどこかの機関に告知すれ

ば、他の機関にも自動的に伝達される仕組みです。

③本人本位のサービス：自分の状況は理解されてい

る

各人に合ったサービスを提供する、つまり、各人の

状況を理解して、その状況に応じた適切なサービスを

提供する仕組みです。

④各納税者本位の税率および源泉課税：適切な時期

に適切な課税

現行の税制では、課税最低限（１８，２００豪ド

ル）を超える人は全員、確定申告をするように求めら

れます。この結果、ＡＴＯには、毎年、１２００万を

超える確定申告書が提出され、そのうちの１０００万

は還付申告です。各人の税率、あるいは源泉税率を調

整することにより、還付申告が要らないようにアレン

ジする仕組みの導入です。日本の年末調整とは異なり

ますが、要は、納税者が還付申告をしなくともよいよ

うな仕組みの導入を考えているわけです。

現行のオーストラリアの人的税額控除制度がやや複

雑なことから、現実には、還付申告の数の減少を期待

することは難しいところがあるのも事実です。

⑤課税とスーパーアニュエーション／退職年金の効

率化：関与の極小化

課税事務と退職年金制度をできるだけ効率化して、

納税申告を容易にする方向で検討をすすめる必要があ

るわけです。これには、まず、納税申告をオンライン

化し、できるだけ簡素化する必要があります。



（１）個人納税者サービスの将来像

この【表２】をもとに、ＡＴＯによる個人納税

者サービスの将来像について、お話しします。

（２）小規模企業納税者サービスの将来像

小規模企業（small business）納税者が、ＡＴＯ

にどのような印象を持っているのか聴いたことが

あります。これらの納税者は、現在、政府には余

りにも多くのデータの提出先／エントリーポイン

ト（entry points）があることに悲鳴をあげており

ました。整理が必要との声もありました。これら

のエントリーポイントへの情報入力にあまりにも

多くのテマや時間がかかり、生業に大きな影響を

及ぼしているとのことでした。また、各機関の企

画に合わせるために、非常に苦労しているとのこ

とでした。

小規模企業納税者は、夕方５時まで懸命に働

き、その後に自己の税務を対応するのに精いっぱ

いなのが日常です。こうした状況を勘案して、私

どもＡＴＯは、納税者からの質問に答えるコール

センターの業務時間を延長しました。インターネ

ットを通じてＡＴＯと対話ができる「クリック・

アンド・チャット」という（Skypeのような）仕

組みを導入しました。さらに、ネット空間を活用

した税務支援「バーチャル・アシスタンス」（タ

ックスアンサー）の仕組みも稼動させています。

２４７項目のＱ＆Ａのデータが入っています。

小規模企業納税者が不満を漏らしたもう一つの

ことは、私どもＡＴＯがメールで必要もないよう

な情報を次々と送りつけてくるということでし

た。本当に必要な資料だけを送付するようにして

欲しいということでした。そこで、私どもＡＴＯ

は、ネット上に「小規模事業者向けニューズルー

ム（Small Business News Room）」を設けました。

ここへアクセスし閲覧すると、自分に必要な資料

か、要らないものかを見分けることができます。

このような対応をとることで、私どもＡＴＯが、

不必要な資料を納税者に送りつける悪しき実務は

かなり改善されました。

６　連邦政府の「マイガブ」と「マイガブ・　
インボックス」

再度、ＡＴＯの「再生プログラム」の話に戻し

ますが、このプログラムは、私どもＡＴＯのクラ

イアントである納税者に焦点を置いております。

納税者サービスの向上という視点から、このプロ

グラムに沿った改革について、お話します。

（１）連邦政府ポータルサイト「マイガブ（my 
Gov）」とは何か

私どもＡＴＯの目標は、納税者サービスをでき

るだけオンラインで提供できるようにしようとい

うことにあります。

ここ数年間の動きとして注目されることは、各

種執行行政機関その他公的政策実施機関のあらゆ

るエントリーポイントを、政府が開設した「マイ

ガブ（myGov）」プログラムという連邦政府所管

のデータベースに集約させていることです。この

プログラムを通じて、加入者は、連邦の税と各種

社会保障給付などのサービスを一箇所（All in One

Place）で受けられるようになっています。

マイガブ（myGov）は、連邦の「ワン・ストッ

プ・サービス」プログラムです。タテ割りを超え

た数多くの連邦執行行政機関その他公的政策実施

機関が参加しています。参加機関は、「Member

Services」と呼ばれます。もちろん、ＡＴＯは、

マイガブ参加機関の一つです。

マイガブは、オーストラリア政府が推進する電

子政府構想の実際の姿です。政府は、マイガブプ

ログラムを推進するために、連邦コミュニケーシ

ョン・アーツ省（Department of Communication and

the Arts）内にデジタル・トランスフォーメーショ

ン局（ＤＴＯ＝Digital transformation office）を設

けました。

ＡＴＯは、政府の方針にそって、できるだけ多

くの情報をマイガブに提供することにしていま

す。その理由は、先ほど述べたＡＴＯ変革のため

の５つの指導原則の一つ、「１回の告知（Tell us

once）」ルールを実現し、納税者サービスの改善

につなげたいからです。例えば、住所、氏名など

の変更があった場合、ＡＴＯに告知すれば、セン

ターリンク、メディケアなど他の機関のデータも

自動的に変更されることから、コミュニティの人

たちの利便性に資することになるといえます。

（２）「マイガブ・インボックス」とは何か

マイガブの非常に重要な機能としては、「マイ

ガブ・インボックス（myGov inbox）」（ポータ

ル・サービス）を備えていることです。これは、

原理的にはＥメール・インボックスと同じもので

す。マイガブ・インボックスには、他のマイガブ

参加機関から発せられた電子メッセージも格納さ

れることから、加入者は、それらにアクセスする
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ことができます。また、ＥメールやＳＭＳを受け

取ることもできます。

いずれにしろ、Ｅメールアドレスを持っていな

い人は、実質的に、マイガブに加入して口座を設

置することはできませんし、マイガブ・インボッ

クス・サービスを利用することはできません。

私どもＡＴＯは、マイガブ・インボックスを使

って、クライアントである納税者に査定通知書

（Notice of Assessments）を送ることも可能です。

税金の分割払通知書、予定納税通知書など、さま

ざまな法定資料を送付することも可能です。

加えて、加入者である納税者は、ＡＴＯとの通

信にも、このインボックスをつかうことができま

す。

マイガブ・インボックスを使うのは、今年がは

じめてです。今後、マイガブに参加登録した納税

者は、例えば、電子納税申告（e-Tax、myTax）を

オンラインで行う一方、マイガブ・インボックス

で査定通知書を電子的に受け取ることになりま

す。

こうした「電子私書箱」のような電子化された

仕組みの実施により、ＡＴＯは完全にペーパーレ

スになる途が開かれたわけです。

７　進化した記入済み申告書制度：マイタッ
クス（myTax）

すでにふれたように、クリス・ジョーダン（Ch-

ris Jordan）氏が国税長官に就任したときに、「Ａ

ＴＯは、もっと現代的な組織に生まれ変わらなけ

ればならない」との方針を打ち出しました。

一方、コミュニティの人たち（納税者）からの

強い要望の一つは、納税申告手続の一層の簡素化

です。

２０１４課税年に納税申告書を提出した納税者

は、e-Taxを活用しました。e-Taxでは、申告ソフ

トをダウンロードして、パソコン（ＰＣ）を使っ

て申告書をＡＴＯに電子送達します。しかし、私

どもＡＴＯは、もっと現代的な申告のあり方を模

索しました。

（１）どう違う、e-Tax とマイタックス（myTax）
私どもＡＴＯは、まず、新たな申告ソフトをオ

ンライン提供する仕組みを導入することにしまし

た。そして、この仕組みを「マイタックス（myTax）」

と呼ぶことにしました。

マイタックスは、ＰＣはもちろんのこと、タブ

レット、パッド、スマートフォーン（スマホ）な

どでも利用できるようにしました。これで、オー

ストラリアは初めて、タブレットやスマホ端末を

使って所得税の申告ができるようになったわけで

す。

マイタックスの導入により、納税者の手許にあ

るスマホを使って所得税の申告ができるようにな

りました。ＰＣを使わなくとも申告ができるよう

になり、納税申告手続の簡素化・オンライン化は

格段に進んだわけです。同時に、納税者本人本位

（tailored or personalised）の申告手続の確立の途

も開けたわけです。

（２）マイタックスへの評価

マイタックスを使えば、５分ほどで納税申告を

終えることができるわけです。

【通訳／石村：誰かが、申告に１日かかったと

いっていたのですが・・・？】

【ジャスティン・ダブナー教授：昨日行った私

のレクチャーでは、皆さま方にそう申し上げまし

た（笑い）。】

多分、ダブナー教授は、いろいろな所得があ

り、複雑な所得税申告書の作成が必要だったのか

も知れませんね（笑い）。

いずれにしろ、普通の給与所得者の場合、一般

にきわめて短時間で申告を終えることができま

す。

マイタックスについて調査した結果、８６％の

人たちが満足しているとの評価を得ています。ま

た、マスコミも、マイタックスにはきわめて好意

的な評価をしています。もちろん、否定的な意見

をいう人もおりますが・・・。私どもＡＴＯは、

こうした意見には組みしておりません。

マイタックスこそが、まさに、私どもＡＴＯの

「再生プログラム（Reinvention program）」の成

果であり、かつ、大きな「変革（change）」の典

型といえます。

【表３】スマホアプリを使ったmyTax



ＡＴＯのサービスのオンライン化を推進すると

ともに、ＡＴＯのクライアントである納税者の満

足度を高めて行くことにつながっていると思いま

す。

この辺で、一休みし、コーヒータイムにしたい

と思います。

８　ＡＴＯアプリを使ったスマホ申告

それでは、私のレクチャーを再開します。ここ

からは、私どもＡＴＯのオンラインサービスにつ

いて、もう少し詳しくお話したいと思います。す

でにふれたように、「ＡＴＯは、もっと現代的な

組織に生まれ変わらなければならない」というの

が、新国税長官の方針です。

私どもＡＴＯは、ほとんどの人たちがスマート

フォーン（スマホ）を持っていることに着眼しま

した。今日、スマホがあれば、ほとんどの手続を

することができるわけです。

納税者は、自分のスマホにＡＴＯのアプリケー

ションソフトウエア（以下「ＡＴＯアプリ（ａｐ

ｐ）」といいます。）をダウンロードして、納税

申告に必要な情報を収集し、ＡＴＯに置かれた納

税者自身の情報口座（information account）に管

理・保存できるようにすればよいわけです。

ＡＴＯがターゲットとしたのは、個人、退職年

金受給者、小規模企業の３つです。私どもの経験

に照らして、個人納税者の申告を簡素化するため

には、ＡＴＯが当該納税者の情報をしっかり管

理・保存できるようにすることが要だと考えたわ

けです。

（１）申告の簡素化とＡＴＯアプリ（ａｐｐ）
の所在

納税者は、スマホで、ＡＴＯアプリ（ａｐｐ）

を使って、領収書の写真を撮って、ＡＴＯに送

り、ＡＴＯがそうした納税者情報をしっかり管

理・保存すれば、納税者は領収書の原本を保存す

る必要がないわけです。こうした情報は電子的に

容易に管理・保存できるわけです。

納税者は、年度末にＡＴＯのサイトにアクセス

し、自分の「myDeductions（私の経費）」ツール

を開いて、こうした情報をアップロードして、申

告書を作成すればいいわけです。かつてのよう

に、申告書の作成にあたり、納税者は、領収書を

保存した箱を脇に置いて、経費控除の計算をする

必要はないわけです。

ＡＴＯが管理・保存する納税者情報は、ＡＴＯ

アプリを使って、関与税理士も利用できます。も

ちろん、先ほどから申しあげているように、税理

士のクライアントである納税者自身もこうした情

報にアクセスできます。税理士は、こうした情報

を活用しながら、自分のクライアントの申告支援

をすることができるわけです。ここで話している

納税者情報は、記入済み申告にも充当されます。

もう一つ、皆さんに興味があることをお話しま

すと、ＡＴＯは小規模企業の「事業遂行度チェッ

ク（business performance check）」を実施してい

ます。各企業の会計情報を分析して、企業の財務

的な健全性を測る目的で実施されています。この

チェック情報は、ＡＴＯの租税債務の確保に加

え、他の企業との比較などにも活用できます。納
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【表４】操作が簡単なマイタックスの解説

①マイタックス：第１スクリーン

マイタックス（myTax）では、４つのスクリーン

が出てきます。これに対して、e-Taxでは５００ほ

どのスクリーンが出てきます。簡素化という点から

は、大きな変化があるわけです。

マイタックスでは、まず初めの（第１）スクリーン

「Contact details（接触者情報）」では、申告する

人の情報を入力するように求められます。このスクリ

ーンで、自分の旧情報を最新化する必要があります。

②マイタックス：第２スクリーン

第２のスクリーンでは、「Financial institution

details（金融機関口座情報）」です。第１および第

２スクリーンには、前年の記入済み情報が記載されて

います。ほとんどの人たちは、変更点はありません。

ということは、申告手続がきわめて簡素化されている

わけです。

③マイタックス：第３スクリーン

現行の税制では、課税最低限（１８，２００豪ド

ル）を超える人は全員、確定申告をするように求めら

れます。この結果、ＡＴＯには、毎年、１２００万を

超える確定申告書が提出され、そのうちの１０００万

は還付申告です。各人の税率、あるいは源泉税率を調

整することにより、還付申告が要らないようにアレン

ジする仕組みの導入です。日本の年末調整とは異なり

ますが、要は、納税者が還付申告をしなくともよいよ

うな仕組みの導入を考えているわけです。

現行のオーストラリアの人的税額控除制度がやや複

雑なことから、現実には、還付申告の数の減少を期待

することは難しいところがあるのも事実です。

④マイタックス：第４スクリーン

第４のスクリーンを見てください。ここには、納税

者が、雇用主から給与をいくらもらったかがすでに記

載されています。また、退職者であると、政府からス

ーパーアニュエーシ／退職年金をどれくらいもらって

いるかが記載されています。利子や配当などの投資所

得も記載されています。
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税者は、前期に比べ、事業が上向いているのか、

あるいは下降気味なのかなども判断できます。

（２）ＡＴＯアプリ（ａｐｐ）を使った旅費の計
算

例えば、交通費（car and travel expenses）の実額

控除においても、ＡＴＯアプリを使えば、控除金

額を算定するのはきわめて容易です。国土の広い

オーストラリアは「車社会」ですから、自家用車

で移動することも多いわけです。特定控除項目と

して、キロメーターあたりのガソリン代などを、

車に登載されたＧＰＳとＡＴＯアプリを使えば、

スマホで簡単に計算できます。

その他に、ＡＴＯアプリを使えば、さまざまな

経費の計算や減価償却額などの計算も容易にでき

ます。

（３）音声認証を使った本人確認による安全対策

それから、スマホに限ったことではないのです

が、納税者が電話でＡＴＯとコンタクトする場

合、本人確認をどうするかの問題が出てきます。

ＡＴＯは、音声認証（voice authentication）により

本人確認をすることで、安全対策を講じることに

しました。つまり、納税者が、ＡＴＯに電話をし

て音声認証での本人確認をすると、次回からは、

本人確認はボイスプリントで行われることになり

ます。

生体認証情報を使った正確な本人確認の制度で

す。極最近（１５年９月）に決まったことです。

これによって、これからは、時間をかけずに、効

率的に本人かどうかの確認ができることになりま

す。

なりすまし問題などが深刻化してきています。

安全対策は、きわめて重い課題となってきていま

す。オンラインサービスでは、これまで主に金融

機関が、音声認証を使った本人確認による安全対

策を実施してきています。

連邦政府ポータルサイトである「マイガブ（my

Gov）」では、２つの方法を使った安全対策を講

じています。ＩＤ番号とパスワードです。ＩＤ番

号は、納税者番号／タックス・ファイル・ナンバ

ーではありません。自分で設定したコード番号を

使用します。

民間の危うい電子商取引の実情をみて、コミュ

ニティの人たちのなかには、ＡＴＯ事務のオンラ

イン化は大丈夫なのか心配する声もあります。私

どもＡＴＯは、納税者情報の安全対策には、きわ

めて慎重な検討を行ってきています。

９　ＡＴＯのオンラインサービス推進の現状

ＡＴＯのオンライン（電子）サービスの話に移

りたいと思います。ＡＴＯは、租税手続のオンラ

イン化（電子化）、簡素化に懸命に取り組んでお

ります。これから、いくつかの例をあげて、進捗

状況を説明します。

（１）申告手続に進行状況のオンライン確認

例えば、納税者が、オンラインでサービスを受

けるとします。この場合、その納税者は、スクリ

ーン上で、自分は「申告書を提出する義務があ

る」のか、あるいは「ない」のかを知ることがで

きます。また、過去の申告歴も知ることができま

す。

それから、納税者の多くは、還付申告です。し

たがって、申告後、納税者は、スクリーン上で

「申告手続の進行状況（progress of return）」を確

認することができるようになります。これは、今

後の話です。同時に、ＡＴＯアプリを使えば、納

税者は、自分の申告書の処理状況をスマホなどで

確認ができます。【通訳／石村】わが国のＰＣや

スマホでの宅配便の配達状況の確認システムを想

定してください。

（２）修正査定手続などのオンライン化

今年からは、納税者が当初申告に計算違いや記

載もれがあった場合の修正査定（amending assess-

ment）も、オンラインでできるようになりまし

た。これまで、修正査定【日本でいう記入誤りの

訂正、修正申告】は、文書ベースでしか認められ

ていませんでした。しかし、今年からは、マイタ

ックス、e-Taxを問わず、オンライン申請（電子

申請）が可能になったわけです。

以前は、納税者は、ＡＴＯのＨＰ（ウエッブサ

イト）にアクセスして、必要なフォーム（書式）

をダウンロードして、プリントアウトします。そ

の後、手書きでフォーム埋める作業をして、それ

を郵送する手順を踏んでいました。ＡＴＯが手紙

を受け取ると、開封して、必要な処理をする・・・

こんな時代でした。

しかし、納税者サービスのオンライン時代に入

り、クライアントである納税者は、同じ手続を簡

潔かつ短時間に行うことができるようになりまし

た。ＡＴＯにとっても、コストは格段に低く、効



率的に事務処理ができることにつながりました。

誤りも格段に少なくなりました。

（３）活動報告書提出のオンライン化

２０００年のＧＳＴ（物品サービス税／消費

税）導入を契機に、ＡＴＯは、所得税の申告書制

度とは別途に、「活動報告書（ＡＳ＝activity state-

ments）」制度を導入しました。

「活動報告書（ＡＳ）」は、大きく①「事業活

動報告書（ＢＡＳ＝Business Activity Statements）」

と、②「連続活動報告書（ＬＡＳ＝Instalment Act-

ivity Statements）」に分かれます。

前者ＢＡＳは、ＧＳＴの納税義務を負う納税者

が、ＧＳＴの申告、源泉徴収（PAYG withholding）、

予定納税（PAYG instalments）などをする場合に

使います。一方、後者②ＬＡＳは、ＧＳＴの納税

義務を負わない納税者が、源泉徴収、予定納税な

どを納付する場合に使います。

ＡＴＯは、納税者サービスの簡素化のために、

これらの活動報告書（ＡＳ）のオンライン化を実

施しました。これにより、個人のＡＴＯへの活動

報告書（ＡＳ）の提出も容易になりました。修正

事業活動報告書（revised BAS）の提出も、オン

ラインでできるようになりました。これらは、今

年になってはじめて実現したものです。

（４）標準ビジネスレポーティング（ＳＢＲ）プ
ログラム

オーストラリア財務省は、一般企業などから政

府関連機関への事業報告作業の簡素化を目的とし

てＳＢＲ（Standard Business Reporting、標準ビジ

ネスレポーティング）プログラムを実施しており

ます。標準データ形式として、財務情報の流通や

再利用するための標準言語であるＸＢＲＬを採用

しています。

このデータ形式による事業報告により、紙ベー

スのデータやテキストデータと比べ、政府機関は

容易にデータ抽出や集計、分析などを行うことが

可能になります。また、政府機関間での情報共

有、企業間の各種情報共有、税理士とクライアン

トである納税者との間での情報共有、投資家によ

る企業評価においても、このデータ形式を採用す

ることが可能です。これにより、大幅な事務の効

率化・簡素化をすることができます。

来年から、税理士も、ＳＢＲソフトを利用する

ことができるようになります。税理士業務に大き

な変革をもたらすことになるのではないでしょう

か。

（５）税金納付方法のオンライン化

また、今年はじめて稼動したものの一つに、税

金「納付方法（payment plan）」のオンライン化

があります。

たとえば、期限内に所得税の納付が難しいとし

ます。この場合、これまでは、ＡＴＯのコールセ

ンターに電話をして必要な手続をすすめることに

なっていました。時間がかかっていたわけです。

しかし、今年からは、ネットを使ってオンライン

でできるようになりました。

インターネットを通じてＡＴＯと対話ができる

「ウエッブ・チャット（Web chat）」という仕組

みを導入しました。まだ、パイロット事業の段階

ですが・・・。リアルタイムで、ＡＴＯと対話で

きる仕組みです（Live chat）。ＡＴＯの顧客サー

ビス担当職員が、特定の事案について、ガイドラ

イン情報や一般的な情報を、対話形式で提供する

プログラムです。

今後、質問者のプライバシーに配慮したうえ

で、質問事項により具体的に答えられるような仕

組みに改善して行くことが大きな課題です。

まさに、こうした効率化／簡素化された納税者

本位のサービスは、コミュニティの人たちが私ど

もに求めているものであり、ＡＴＯ「再生プログ

ラム（Reinvention program）」の核となるもので

す。また、ＡＴＯ変革のための５つの指導原則に

そったものといえます。

（６）オンラインサービス改善への税理士の参加

私どもＡＴＯは、オンラインサービスの改善に

あたり、税理士をＡＴＯと対等な「パートナー」

と見て、積極的に協力体制を強化してきておりま

す。私どものパートナーには、その他に会計専門

職、ソフトウエア開発業者が入ります。共同作業

をする委員会も設けております。

あらたな戦略を打ち立てた場合、最初にこれら

パートナーにその概要を説明します。税務手続の

オンライン改善にあたっても、パートナーから意

見を聴取し、その意見を取り入れて必ずＡＴＯの

戦略の再点検を行うことにしております。こうし

た外部との協力関係の強化も、ＡＴＯの再生プロ

グラムの成果の一つです。

（７）小規模事業者ニューズルームとは

先ほどふれたことですが、小規模企業納税者の
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要望に応えて、私どもＡＴＯは、ネット上に「小

規模事業者向けニューズルーム（Small Business

News Room）」を設けました。納税者は、ここへ

アクセスし閲覧すると、オンラインで必要な資料

を入手することができます。

前国税長官は、ＫＰＭＧ【世界ビック４の会計

監査法人の一つ】のトップから政治任用された方

でした。任期を終えて長官を辞めた後、小規模事

業者になりました。ところが、新しい仕事を始め

て以降、ＡＴＯから毎日大量のＥメールが送られ

てくるのには躊躇したそうです。ほとんど読むヒ

マはないし、何が必要な情報なのか即断できる仕

組みになっていないことに気付いたそうです。前

長官は、私どもＡＴＯに対して、提供する情報

を、各納税者に関係することに限定すること、言

い換えると、各納税者本位の情報提供サービスの

仕組みが必要であることをアドバイスしてくれま

した。

情報サービスの選択権をＡＴＯが握るのではな

くて、納税者が選択権を持てるようにする必要が

あることを痛感しました。このためには、ＡＴＯ

は、納税者にＥメールで情報を送りつけるのでは

なく、納税者がオンラインで必要な情報にアクセ

スできるような仕組みに改めることが必要である

ことを学びました。

関心あるトピックに納税者がアクセスしやすく

することは大事です。例えば、連邦予算に関して

いえば、ページにカレンダーを掲載し、納税者が

必要と感じた日付をクリックしてアクセスし、必

要な情報に的確にアクセスできるようにしまし

た。こうした細かな対応を行うことで、納税者の

利便性をよくすることにつなげました。

これも、ＡＴＯの再生プログラムに沿い、改善

された点の一つといえます。

１０　もう少し「マイガブ（myGov）」を
詳しく知る

すでにふれたように、連邦政府ポータルサイト

である「マイガブ（myGov）」は、連邦政府所管

のデータベースです。マイガブの運営は、連邦政

府に代わって、人間サービス省（ＤＨＳ＝Depart-

ment of Human Service）【日本の厚労省に相当】

が行っています。ＤＨＳは、マイガブに、縦割り

を排し、できるだけ多くの各種連邦執行行政機関

その他公的政策実施機関のあらゆるエントリーポ

イントを集約させてリンクを張り、ワン・ストッ

プ・サービスを実現し、行政サービスの効率性、

サービス利用者の利便性の向上をはかる方針で

す。

DHSは、連邦の各種社会保障プログラムを第一

線で運営している連邦の独立行政法人（法的政策

実施機関）である「センターリンク（Centrelink

Australia）」を所管しています。センターリンク

は、２０１１年に、メディケアオーストラリア

（Medicare Australia）を吸収し、連邦最大の社会

保障プログラムの運営機関となっています。

（１）マイガブへの市民・納税者の加入登録

マイガブプログラムへの加入登録は、各人の任

意です。加入登録を申請し、認められると「マイ

ガブアカウント／情報口座（myGov Account）」

を取得できます。

【表５】ＡＴＯのホームページ《Small Business News Room》

【表６】マイガブで、どのようなワン・ストップ・サービ
スが受けられるのか



加入登録したコミュニティの人たち（市民・納

税者）は、このデータベースにアクセスすれば、

連邦の税と各種保障給付などの手続・サービスを

一箇所（All in One Place）で受けられるようにな

ります。しかも、ネットを通じて、オンラインで

行うことができます。

つまり、マイガブアカウントを取得した加入者

は、マイガブ（myGov）プログラムの参加してい

る連邦機関の各種データベースに保管された自己

情報に一括アクセスが可能になるわけです。

これにより、市民・納税者は、居住地が変わっ

たとしても、ネットでマイガブにアクセスすれ

ば、連邦の各種行政手続をオンラインで、国内ど

こでからでも可能なわけです。

もっとも、国外からはネットを使ってマイガブ

にアクセスができません。これは、データセキュ

リティを確保するために制限をかけているためで

す。

（２）マイガブ参加機関

現在、ＤＨＳ所管のマイガブ（myGov）プログ

ラムに参加している主な連邦機関には、次のよう

なものがあります。

ちなみに、マイガブの各市民の口座に格納され

た情報（account information）には、特に法律で許

可された政府職員だけが、法律で認められた範囲

内でアクセスできます。すべてのアクセス記録は

保存され、定期的な監査の対象となります。ま

た、これら職員は、プライバシー保護のための定

期的な研修を受けなければなりません。アクセス

権限のない職員によるアクセスは、公務員法上の

規律違反となり、訴追のうえ刑事制裁が科されま

す。

（３）マイガブ、マイタックスの目的は「セルフ
サービス化」

マイガブプログラム、そこに参加しているＡＴ

Ｏのマイタックスの目的は、行政手続のオンライ

ン化、言い換えると「セルフサービス化」の推進

です。

もちろん、コミュニティの人たち（市民・納税

者）が、マイガブ、マイタックスを自由に操作で

きるようになるには、講習や支援を通じた誘導が

必要です。私どもは、こうした研修や支援に力を

いれております。

こうした講習と支援を担当する顧客担当官（cu-

stomer’s liaison officers）を配置しています。

市民・納税者が、マイガブのオフィス（shopfr-

ont）を訪ねると、顧客担当官がi-Padを使って応

対します。まず、顧客が求めている行政サービス

が電子で提供できるかどうかをチャックします。

この担当官は、どの省庁が所管する行政データベ

ースにもアクセスできる権限を持っています。タ

テ割りを超えたこの面での行政機関内の協力体制

の強化は、近年の大きな変革の成果の一つといえ

ます。

市民・納税が求めているサービスがオンライン

（電子）で提供できることが分かると、担当官

は、どのようにオンラインで手続をすすめられる

か、説明を加えながら必要な支援を行うことにな

ります。

（４）行政手続のペーパーレス化もねらい

このように、マイガブ、マイタックスは、いず

れも、行政サービスをオンラインで提供できる仕

組みを構築して、行政手続をできるだけ効率化・

簡素化しようというのが目的です。端的にいえ

ば、政府部門から紙（文書）媒体の資料をなくそ

うということです。

もちろん、納税者は、文書申告（申請）、ＰＣ

を使ったe-Tax、マイタックス（スマホ等）申告、
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「メディケア（Medicare）」、「国税庁（ＡＴＯ）」、

「センターリンク（Centrelink）」、「子ども支援

（Child Support）」、「国民障害者保険制度

（National Disability Insurance Scheme）」、

「連邦職業紹介所（Australian JobSearch）」、

「自己管理健康記録制度（Personally Controlled

eHealth Record System）」など

【表７】主なマイガブ参加機関（Member Services）一覧

マイガブのような、「税と社会保障口座（tax
and social security account）」の設置、つま
り各国民の税と社会保障など政府サービスのかかる
個人情報の一元管理の仕組み、に対する評価は分か
れます。行政手続のオンライ化・国民の利便性・政
府サービスの効率化に資するという評価がありま
す。その一方で、データ監視国家の構想であるとし
てマイナスの評価もあります。いずれにしろ、こう
した構想により、すべての国民が最低で文化的な生
活が保障されるかどうかが、一番重要なポイントで
あるといえます。また、うまく機能するかどうか
は、人口規模などに大きく左右されます。　　　　　　　　　　　　

（石村耕治）

C o l u m n７

「税と社会保障口座」とは
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いずれかを選択できる途はあります。しかし、マ

イガブでは、情報はすべてデータ処理され、文書

媒体のものは一切管理・保存していません。すべ

て、電子媒体です。

（５）オンライン申告是認通知の普遍化

時間が押しています。最後に、もう一つコミュ

ニティの人たち（納税者）が要望していること、

それに対するＡＴＯの近時の対応についてお話し

ます。

それは、申告を終えた場合、いつになったらＡ

ＴＯが質問調査にこないことがわかるのかです。

「確約（certainty）」、つまり、自分の申告が是

認されたかどうかをはっきりと知りたいというこ

とです。今年から、パイロットプログラムとし

て、納税者に「申告是認通知書（certainty letter）」

【confirmation letter】の送付を行うことになりま

した。つまり、納税者はマイガブ、マイタックス

の自分の口座（インボックス）に申告是認通知を

もらうことになります。来年度からは、この「申

告是認通知」が本格化されます。

マイタックスが本格化してきていますから、こ

うした通知は、電子で行うことになります。Ｅメ

ールは安全性・プライバシーの問題があります。

しかし、マイガブのインボックスは安全です。し

たがって、申告是認通知は、インボックス（マイ

ポータル）を通じ、テキストメッセージサービス

（ＳＮＳ）などを使って行われます。

いまだパイロットプログラムの段階ですが、Ａ

ＴＯが、納税者に申告是認通知が出す政策をはっ

きりと打ち出したのは、納税者にとって朗報では

ないかと思います。これも、ＡＴＯの再生プログ

ラム実施の成果の一つです。

１３　質疑応答

この辺で、皆さま方から質問を伺いたいと思い

ます。

Ｑ 最新情報に基づいたレクチャー、本当にあり

がとうございました。この最新化されたシステム

には、私のような高齢者は対応が難しいように感

じます。高齢者向けの対応策は講じているのでし

ょうか？　（質問：辻村会員）

Ａ （ホワイト国税副長官。以下、特に断りのな

い限り同じです。）ほとんどの人たちは、税務手

続の電子化の波を歓迎しております。もちろん、

追い付いて行けない人たちもおります。こうした

人たちには支援を徹底的に強化しております。

税理士の場合はほとんど、電子申告（e-Tax）

を行っていますから、問題はありません。

それから、もちろん現在でも、一般の納税者で

電子化の波に対応が難しい人は、文書申告をする

ことができます。

Ｑ マイガブのような税と社会保障の管理を一元

化する仕組みを稼動させていますが、納税者番号

／タックス・ファイル・ナンバーの利用範囲は拡

大しているのでしょうか？ （質問：我妻会員）

A そんなことはありません。マイガブは、税と

さまざまな社会保障プログラムを一体として管理

するＤＨＳ（人間サービス省）所管の政府ポータ

ルです。マイガブへのログインにはタックス・フ

ァイル・ナンバー（ＴＦＮ）を使っておりませ

ん。マイガブへのログインの際に本人確認／本人

認証には、次のような方法を採用しています。

私の最初に説明が足りなかったのかも知れませ

んが。まず、マイガブに加入登録するかどうかは

あくまでも各人の任意です。

マイガブに加入を望む登録申請者は、Ｅメール

アドレスに加え、ログイン用のパスワード＋３つ

の秘密の質問・回答（Ｑ＆Ａ）の情報を提供しな

ければなりません。それから、そもそもＥメール

アドレスがない人はマイガブ・サービスを利用で

きません。ですから、結果的に、登録申請時に

は、次のような情報を提供することになります。

レクチャ－を行うホワイトＡＴＯ副長官とダブナー教授

・ＩＤパスワード＋３つの秘密の質問・回答（Ｑ＆Ａ）



【ダブナー教授】ＤＨＳから加入登録を認められ

た人は、マイガブにログインする場合に、本人確

認にあたり、加入登録時に提供したＩＤパスワー

ドと３つの言葉（例えば、車、つけもの、おな

ら）を使います（笑い）。

マイガブにアクセスできた後に、例えば、マイ

ガブのなかになるＡＴＯのデータベースにリン

ク・ログインする場合には、自分の納税者番号／

タックス・ファイル・ナンバー（ＴＦＮ）を打ち

込みます。また、センターリンクにログインする

場合には、自分に付与されているセンターリンク

顧客登録番号（Centrelink Customer Registration Nu-

mber）を打ち込むことになります。

Ｑ ＡＴＯ、センターリンク、メディケアなどと

リンクする場合に、すべてにタックス・ファイ

ル・ナンバー（ＴＦＮ）を使えば、もっと簡素で

はないかと思うのですが？（質問：我妻会員）

Ａ 確かにそういう考え方もあると思います。た

だ、タックス・ファイル・ナンバー（ＴＦＮ）の

提示はあくまでも任意です。利子や給与や賃金と

かについては、ＴＦＮを提示しないで、最高の申

告所得税税率＋医療保障税／メディケア税（２０

１４～２０１５課税年では、居住者４９％、非居

住者４７％）で源泉徴収課税を受けたうえで支払

を受けることも可能です。

ＴＦＮについては３０年もの複雑な歴史があり

ますので、ここで詳しい説明をするのは避けます

が、いずれにしろ、ＴＦＮを使わないで支払を受

けている人も少なくないわけです。こうした場合

も織り込んで考えると、税とその他の給付とのデ

ータ照合、突合には、氏名・メ－ルアドレス・生

年月日などを使った方が効率的なわけです。必ず

しもＴＦＮを使わなくともいいわけです。

Ｑ メ－ルアドレスから組成される符号をという

ことは、もうタックス・ファイル・ナンバー（Ｔ

ＦＮ）は必要がないということではないのです

か？（質問：石村）

Ａ 興味深い質問です。まあ、あくまでの私自身

の考えですが、今日、少なくともデータ照合は、

氏名・アドレス・生年月日などで十分可能なわけ

です。タックス・ファイル・ナンバー（ＴＦＮ）

がないと、データ照合ができないわけではありま

せん。ＴＦＮを使わないデータ照合もあります。

Ｑ 日本では、利子や少額配当については分離課

税になっており、総合課税はしておりません。オ

ーストラリでは、税制簡素化の見地からみて、な

ぜ、源泉分離課税にしていないのでしょうか？

（質問：秋元会員）

Ａ この点は、政策上の選択の問題ですから、直

接私どもＡＴＯによる税務行政、執行にかかわる

問題ではありません。あえて言えば、これまで歴

史的に総合課税でやってきたという経緯が一番の

理由ではないかと思います。

金融機関は、通例、預金者である納税者に対し

て年間に支払った利子額をタックス・ファイル・

ナンバー（ＴＦＮ）付きでＡＴＯに報告してきま

す。私どもＡＴＯは、そのデータをその納税者の

情報口座に転記します。

例えば、その納税者が、記入済み申告の進化版

であるマイタックス（myTax）を使って申告する

場合には、その利子所得情報を自分の情報口座か

ら引き出してオンライン申告に利用することにな

るわけです。

Ｑ 無利子預金口座の場合でも、金融機関にタッ

クス・ファイル・ナンバー（ＴＦＮ）を提示しな

いといけないのでしょうか？（質問：石村）

Ａ 法律上どうなっているのかは再度確認しない

といけませんが。私の経験から申し上げますと、

金融機関は、銀行口座開設時に預金者に対して機

械的にタックス・ファイル・ナンバー（ＴＦＮ）

の提示を求めています。ですから、無利子口座で

あってもＴＦＮの提示は必要になると解されま

す。私どもＡＴＯは、年５００億件くらいのＴＦ

Ｎ付きの金融取引報告を受けます。こうした点か

らも、利子付きか、無利子かで、ＴＦＮの提示の

要、不要を、現場で振り分けるのは難しいと感じ

ます。

Ｑ ＡＴＯは、個々の納税者の保有資産状況まで

把握しようとしているしょうか？（質問：辻村会

員）

Ａ 例えば、不動産を購入したとします。その場
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合、取引情報はＡＴＯに提供されます。とりわ

け、その取引にキャピタルゲイン（譲渡所得）が

生じている場合には、売却した側は、タックス・

ファイル・ナンバー（ＴＦＮ）付きでそれをＡＴ

Ｏに申告する義務があります。

現行では、把握の範囲は、譲渡所得税とひも付

きの資産にとどまっています。しかし、資産取引

情報の集約化、埋もれた取引情報のあぶり出しな

どの分析・研究も進んできています。将来的に

は、納税者の保有資産を把握するのはもっと容易

になると想定されます。

Ｑ ＡＴＯ事務のオンライン化、効率化によって

浮いた人員を削減する、あるいは税務調査に回す

といったことも検討されているのでしょうか？

（質問：秋元会員）

Ａ 私どもは、人員削減をすでに実施してきてい

ます。ＡＴＯだけでなく、他の連邦行政機関は一

般的に、人員の適正配置、能率の向上には努力し

てきています。ＡＴＯは、余剰の人員を調査に回

すというよりは、納税者サービスの強化の役割を

担ってもらうという方針を取っています。

今日、個人所得税の分野では、正確な所得の把

握については、税務調査の強化というよりは、デ

ータ照合、突合に重点を置く方向に変わってきて

おります（詳しくは、本報告書第Ⅰ章参照）。

Ｑ 小規模企業についてはどうでしょうか（質

問：石村）

Ａ ＡＴＯは、税理士が関与している場合には、

税理士に対してクライアントの適正な申告の指導

を依頼する方法も取っています。

私どもＡＴＯは、小規模企業の申告所得の適正

度を測るにあたり、非常に精錬された方法を用い

ています。「概算経費率（標準経費率／industry

benchmarks）」を公表し、事業者に積極的な活用

を奨めています。

このように、ＡＴＯは、不要な税務調査を減ら

すため、納税者が申告にあたり概算経費率（標準

経費率）を参照・利用できる態勢を整備し、納税

者がどのような申告をしたら税務調査を回避でき

るのか、納税者の予測可能性を高める努力を重ね

ています（詳しくは、本報告書第Ⅰ章参照）。

オーストラリアの場合、とりわけ現金取引が多

い小規模企業（small business）の「所得（income）」

や「売上高（turnover）」の申告、さらにはＡＴＯ

による査定、机上調査、不足額査定、修正査定に

は、公表されている「業種別標準率表／概算経費

率／標準経費率（benchmarking）」が広く使われ

ています。２００８年には、「小規模企業標準経

費率（small business benchmarks）」を導入してい

ます。私どもＡＴＯは、納税者がこれらの公表デ

ータを積極的に活用するように奨めています。

加えて、私どもＡＴＯは、小規模事業者につい

ては、データ照合、クレジットカード情報などを

入手し高度のテクノロジーを使い分析すること

で、できるだけ実地調査を回避する方向にシフト

してきています。

Ｑ 申告是認通知は申告後いつ頃行われるのでし

ょか、そして是認通知を受けたら調査はないの

か、教えてください。（質問：佐々木辰雄会員）

Ａ 所得税の課税期間は７月１日から翌年の６月

３０日です。確定申告は、税理士関与申告に一部

例外はあるものの、原則として１０月３１日まで

に提出しなければなりません。申告是認通知書

（certainty letter）が送付されるまでの期間は、Ａ

ＴＯ内部での処理状況などに左右されますから、

納税者によって異なります。それから、租税逋脱

の場合は別として、基本的には申告是認通知を発

行した後の調査はありません。

Ｑ 申告是認通知書を出す割合はどれくらいなの

でしょうか？（質問：佐々木辰雄会員）

A 私どもＡＴＯは、一般的な所得税の申告書の

チェックは、ほぼ機械処理が可能な状態です。申

告内容に問題がなければ、e-Taxかマイタックス

か、いずれかを問わず、１００％申告是認通知書

をオンラインで送付することにしております。

Ｑ 申告是認通知書を出す前に、ＡＴＯは納税者

とコンタクトするのですね。（質問：佐々木辰雄

会員）

A いいえ、コンタクトはしません。【石村】オ

ーストラリアは、給与所得者を含め全員確定申告

をするのが原則の国です。日本にように、主に事

業所得者や法人だけが確定申告をする国のイメー

ジで考えないでください。

一例をあげますと、１万６０００を超えるクラ



イアントを擁する大規模な税理士法人がありま

す。この場合、ＡＴＯは、申告に問題がない大量

のクライアント分の申告是認通知をその法人にオ

ンラインで送付することになります。

ちなみに、関与税理士がいる納税者の場合は、

通知書を納税者本人に送付するか、関与税理士に

送付するかを選択できます。私どもＡＴＯは、本

人の希望に沿う取扱いをしております。

Ｑ マイガブ導入時に国民の反対はなかったので

しょうか？　（質問：石澤会員）

A 確かに、コミュニティによって意見の違いが

ありました。マイガブは、情報統制、プライバシ

ーの公有化などを危惧する声がありました。全体

的には、賛成の意見が強かったと思います。ネッ

トバンキングの普及率が８割を超えていて、ネッ

ト取引に慣れてきています。こうした環境の変化

もあり、税や社会保障事務のトータルなオンライ

ン化には抵抗は少なかったと思います。

Ｑ マイガブ、マイタックスの普及は、税理士業

務への大きな影響があると思うのですが、ＡＴＯ

はどう考えているのでしょうか？（質問：ダブナ

ー教授）

A オーストラリアは、全員確定申告の原則のも

とにあり、税理士の顧客には給与所得者（サラリ

ードワーカー）も多いのが現実です。記入済み申

告書制度を極度に進化させたマイタックス（my

Tax）で、勤務先から給料をもらっている納税者

はスマホを使って容易に申告ができるわけです。

また、ＡＴＯは、小規模事業者に対しても、「Do

it yourself」のキャチのもとで、e-Tax（電子申告）

をもっと使い勝手のよいものにする努力を重ねて

おります。電子申告（e-Tax）のさらなる簡素化

により、事業者の申告は今後もっと容易になると

思います。

このように税務事務のオンライン化（電子化）

が進む環境のもとでは、税理士の顧客が大幅に減

ってしまうことが危惧されるわけです。ＡＴＯ

は、ＣＰＡ協会やタックス・インスティチュート

などさまざまな税務関連団体と協議を重ね、税務

専門職の将来について慎重に検討を行っていると

ころです。

これからの５年間は税務のオンライン化が格段

に進むでしょう。税務専門職の将来がもっと見え

にくくなることが危惧されます。

いずれにしろ、私どもＡＴＯは、今後、給与所

得者向けはもちろんのこと、小規模企業納税者向

けに、できるだけ使い勝手のよいオンライン製品

を提供し、納税者サービスの電子化を一層進める

方針です。

Ｑ 記入済申告書（pre-filling tax returns）に

ついてお尋ねします。記入済み申告書にあらかじ

め記載されているデータの清廉性、正確性はどう

なのでしょうか？また、記載もれ、誤りがあった

場合には、ＡＴＯは、どのような対応を行ってい

るのでしょうか？（質問：大石会員）

A 事前に記載されているデータの清廉性、正確

性の程度については、詳しい資料が手許になく、

今ここで正確にお答えできないのですが。一般的

にいって、金融機関などが提供する利子所得に関

する情報は、かなり正確だと信じております。仮

に誤りがあれば、ＡＴＯは、関係金融機関とコン

タクトを取り、真摯に訂正に応じています。

昨年起こったことですが、民間の保険会社がＡ

ＴＯに提供した保険金の支払データにさまざまな

誤りがあり、大きな問題になりました。ＡＴＯ

は、その保険会社と連携して問題解決にあたりま

した。いずれにしろ、私どもＡＴＯは、問題が出

てくれば、その都度的確な対応をしてマイガブ、

マイタックスの信頼性を高めていきたいと考えて

おります。

利子所得についていえば、金融機関は、ＡＴＯ

に報告すれば、それが納税者の申告書に自動的に

反映されるという意味では、現在の仕組みは簡便

なのではないでしょうか。少なくとも、金融機関

は、利子の支払時に預金者から源泉徴収し税額を

ＡＴＯに納付する一方、預金者へ支払調書を交付

する仕組みよりは、事務手続は簡便であると考え

ていいのではないかと思います。

◆最後に：お礼のあいさつ

【石村】もう質問はよろしいでしょうか？　それ

では、本日のホワイト国税副長官のレクチャーは

これで終わりとしたいと思います。

ホワイト国税副長官、本日は、私どものために、

わざわざメルボルンからお越しくださり、オース

トラリアにおける最新の税務手続のオンライン化

の現状について質の高いレクチャーをしていただ

き、本当にありがとうございました。第一線で税
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務事務のオンライン化に向けて陣頭指揮を執って

おられる副長官のレクチャーを聞けたことは、と

ても有意義でした。こうした機会を持てたことに

対して、私ども国民税制研究所の会員一同、ここ

ろからお礼申し上げる次第です。（拍手）

【ホワイト国税副長官】本日は、熱心な日本の税

務専門家の皆さま方を前にして、オーストラリア

における最新の税務手続のオンライン化の現状に

ついて長時間にわたりレクチャーをすることがで

き、本当に光栄に思います。皆さま方の視察研修

が実り多いものであることを祈念いたしておりま

す。（拍手）

マイガブ（myGov）とは、いわゆるポータルサ
イトで２０１３年から導入されたシステムです。電
子メールアドレスを持っている人は誰でも加入登録
が可能です。導入開始から１年で利用者は全国民の
１０％を超える３００万に達し、今後もますます拡
大の勢いです。
マイガブには、国民各個人の、医療情報、福祉情

報、税務情報などが一元的に管理されています。Ａ
ＴＯは、全ての税務行政サービスをマイガブに落と
し込んでいくことを検討しています。具体的には、
税務手続上の各種通知、法定資料、税金の納期など
の情報の収集・管理を想定しています。当然このよ
うな規模が大きく、しかもセンシティブな個人情報
の集積体であるマイガブには、強固なセキュリティ
が必要になります。ホワイト副長官によれば、マイ
ガブのセキュリティ対策は万全とのことでした。
セキュリティシステムの詳しい内容は国家機密に

もかかわってくるため、当日のレクチャーでは詳し
く触れることはなかったものの、絶対の自信を持っ
ているような印象でした。
オーストラリア政府は現在、このマイガブを積極

的に運用し、将来的には全てのデータを文書ベース
から電子ベースへの完全変更も視野に入れていま
す。現在、税務手続に関して、マイガブを通じた質
問の多くは電子申告の方法であるようです。政府の
積極的な働きかけもあり、現在は２００万ほどの事
業者がマイガブを通じて電子申告をしています。
ちなみに、電子申告の方法の質問など、マイガブ

を通じたＡＴＯとの通信履歴は全て保存されること
になっています。
新ＡＴＯ長官の当面の目標は、新しいシステムの

投入し、納税者サービスをオンラインで提供（つま
りクラウド化）すること、申告を簡素・簡潔なもの
にすること、別媒体（タブレット、スマートフォン
など）からのアクセスを容易にすることであるよう
です。この背景には、全員確定申告の原則を維持し
ながらも、申告手続の徹底的な簡素化／合理化を目
指す政府の方針があります。やはり広大な国土と人
口密度２ .８人／ｋ㎡のため、文書媒体による郵送
等では実務上非常に効率が悪いといったオーストラ
リア独自の事情もあるのではないかと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（石澤健太）

C o l u m n８

進んでいるオーストラリアの税務のオン
ライン化

小型セスナ機に乗り、世界遺産のグレ－トバリアリ－フ

を見学しました。

〝コアラ〟に見えるリ— フ



１ Crowe Horwath税務会計監査法人の概要

私たちは、クイーンズランド州北部タウンズビ

ルにあるクロー・ホルワース税務会計監査法人

（以下「Ｃ・Ｈ事務所」といいます。）を訪問し

ました。Ｃ・Ｈ事務所は、オーストラリアの主要

都市（２７都市）に事務所を設置している税務会

計監査法人です。国外（シンガポール）に在外事

務所、その他主要国の監査法人等と提携している

大型の事務所です。

アンブレラ（傘）となる企業体「Crowe Horwath

International」は、デロイットトッシュトーマツ､

プライスウォータークーパースをはじめとした

世界ビッグ１０の中で、９位を占める規模にあり

ます。

Ｃ・Ｈ事務所は全体で３，５４４のパートナー

ズを擁しており、Audit（監査業務）Tax（税務業

務）Advisory（経営助言業務）及びFinancial Advice

（財務アドバイス業務）の提供を中心として展開

しています。

タウンズビル所在のＣ・Ｈ事務所は１７５人の

従業者と１３人のパートナーズで構成されていま

す。

２　事務所の経営理念

Ｃ・Ｈ事務所を訪問した私たちを最初に迎え入

れたのはTax Advisory担当のDavid Hall氏です。

Ｃ・Ｈ事務所の概況を説明した後、氏は本論とし

て事務所の経営理念を私たちに丁寧に解説しまし

た。

オーストラリアは日本の２０倍の国土面積、６

分の1の人口である。概算でも密度が１２０分の

１の人口分布は、すなわち対象となる顧客の分布

も相応ということになります。そこでＣ・Ｈ事務

所が目標と捉え積極的に取り組んでいるのはClou-

d Accountingの構築です。「納税者がどこにいて

も、どこからでもAccountingに取り組める。また

会計事務所はそれに対して監査や助言を提供でき

る」という仕組みづくりは、オーストラリア税務

当局が推進している「納税者に対するアクセスし

やすい行政システムの提供」に合致します。日本

に比べて広大な国土・希薄な人口密度は、行政・

教育研究・サービス提供など総ての事象にともな

う時間的距離的問題を、ＩＴ技術で解決していく

面では一致していると私たちには感じられまし

た。

氏は私たちに「What is Cloud Accounting?」と問

題提起しました。氏は「事業はタイミングが大事

だ」と続けます。経営情報に触れ、問題を認識

し、問題を解決することで経営を適切に進めま

す。これらはすべて短時間で進められることが必

要であり、そのためにはCloud Accountingが最適

だと説きました。その理由としては、次のような

ことをあげました。
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オ－ストラリアの税務専門職法人視察

執筆編集　 梅田隆志（税理士・関信会所属）

佐々木辰雄（税理士・名古屋会所属）

佐々木靖高（公認会計士）

クロー・ホルワース税務会計監査法人訪問
Crowe Horwath (Aust) Pty Ltd

・銀行取引にも直接アクセスできる。

・（おそらくヒューマンエラーとしての）入力誤りも

少なくなる。

レクチャ－を行うホ－ル氏【Ｃ・Ｈ事務所内】

第Ⅴ章
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もちろんこれらはインターネットのインフラ

や、銀行の取引データ連動に依存するものである

ため、インフラ不調や銀行取引データの仕様変更

等には不利に働くこともあります。

また、クライアントに有用性を提供できる反

面、インターネット網を利用したサービス提供に

はセキュリティの堅牢性の課題がともないます。

当然クライアントも懸念する箇所であるため、常

に検討する必要があります。

続けて氏は、オーストラリア国内の会計事務所

が直面している課題についても言及しました。

近年、オーストラリアでは国税に関してオンラ

インによる情報の収集効果により、申告是認率の

向上がはかられています。税務行政に関する行政

システムの向上と相まって、会計事務所の監査を

伴わずに税務適合性が図られるようになること

で、税務会計事務所の受注業務の減少は免れない

ところです。オーストラリアの会計事務所は実質

的に登録制度の上、取り組む事業を選択できま

す。その中で記帳代行を事業の中心とする会計事

務所はとりわけ将来に暗い影を落としているとの

ことでした。Ｃ・Ｈ事務所では早々に高度なサー

ビスへの転換を図ったためか、氏の説明からは悲

壮感はありませんでした。Ｃ・Ｈ事務所でも一部

で記帳代行を実施しているが、基本的に記帳代行

業務を請け負う業者が別途存在するため、所内で

記帳代行に割く人員は少ないとのことでした。最

近でも、採用した記帳専属スタッフは１名、それ

もＧＳＴを導入した場合に計算不能となるクライ

アントに対応するためという限定的な理由からの

採用であるとの説明からも、タウンズビルＣ・Ｈ

事務所の記帳代行への比重の低さを感じさせまし

た。

日本の税理士事務所では、小規模事業者への記

帳代行を主要な業務としているところも少なくあ

りません。しかしながら、近年は、各種会計ソフ

トやCloud Accountingサービスの充実が進んでい

ることからしても、氏の指摘は日本の現状に対し

ても示唆に富んだものでした。

３　事務所環境、設備

概要、経営理念についての説明を受けた後、Of-

fice Tourとして事務所内を見学しました。フリー

アドレス制の敷かれた広い事務所は、徹底的に紙

資料を排除した環境を目標とし実践されている印

象を受けました。各種法規文献とごく一部の資料

がキャビネットに格納されている以外にオフィス

内に資料はありません。

従業者（スタッフ）は一人２台のモニターを使

って効率よく作業をしています。各種資料が電子

化されていることを考えると、複数台モニターで

資料閲覧や資料作成を同時進行することで機能性

を向上させていると思われます。

各フロアーは事務機器や備品は集約されて配置

されており、作業スペース・ミーティングルー

ム・役職者の個室・複写機等の事務機器室と区分

が明快でした。

とりわけミーティングを重視する姿勢が所内配

置に顕著に表れています。軽度のミーティングが

しやすいように各フロアーの中央には会議用のス

ペースが割かれていました。また、専用のミーテ

ィングルームはホワイトボートではなく、壁面一

・最初からデータ化されているので、報告を出すに

も、レポートづくりもスムーズである。

・クライアントで課題が発生しても、リアルタイムに

アドバイスができる。

・クライアントの不動産取得についての対応及び取引

金融機関との交渉等の対応がスピーディになる。

・銀行から金融情報についての照会があった場合でも

即時に対応できる。

業務中のスタッフ【Ｃ・Ｈ事務所内】

ホ－ル氏のレクチャーを聴く研修参加者【Ｃ・Ｈ事務所内】



面がホワイトボードになっていました。ブレイン

ストーミングのように出席者が検討材料を徹底的

にアウトプットし共有・分析・検討していく形式

の会議には非常に適しているように感じられまし

た。

実際、事務所全体の税務解釈を決定するために

は徹底的に会議するとコメントしています。ちな

みに、事務所全体の税務解釈を決した上で個々の

関与先にフィードバックするような場合は、会議

コストは関与先にチャージせず、個別案件に関し

て税務解釈を検討した場合には該当関与先に当然

にチャージする旨の説明も受けました。Advisory

やFinancial Advice業務が高品質でありサービスの

内容に自信があることを裏付けるものであること

を感じました。高付加価値戦略で進む会計事務所

にとっては会議もまた報酬対象であることに私た

ち参加者からも感心の声があがりました。

４　事務所ツアー、その後

その後、私たちは各業務の担当者からそれぞれ

の業務上のトピックに対してレクチャーを受け、

キッチン設備の整うミーティングルームでパーテ

ィへ招待を受けました。このような福利厚生面で

の充実した設備状況もまた、日本の一般的な税理

士事務所ではなかなか見られないものでありまし

た。

ＩＴ技術の促進で各種業務・手続の高機能化を

はかってきたオーストラリア。そして、その中で

生存戦略をかけたＣ・Ｈ事務所。日本にも早晩、

この波が来るものと思われます。その際にＣ・Ｈ

事務所のとった高付加価値戦略は私たちにとって

も対処方法として有効であると考えられます。そ

のような感想を抱きつつ、私たちはＣ・Ｈ事務所

を後にしました。
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Ｃ・Ｈ事務所スタッフとJTI研修参加者との記念写真【Ｃ・Ｈ事務所内】

パ－ティの準備をするスタッフ【Ｃ・Ｈ事務所内】
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◆はじめに～税務専門職制度／税務実務家　
の包括的規制に向けた抜本的な制度改革

オーストラリアにおいては、従来、税理士制度

の運用は、各州や連邦直轄地域（以下「州」といい

ます。）の税理士委員会（Tax Agent Committee）

が規制を行ってきました※。

２００９年に、連邦（Ｃｈ＝Commonwealth）

の税理士業法（ＴＡＳA＝Tax Agent Services Act

2009【ＴＡＳ法】）および税理士業規則（ＴＡ

ＳＲ＝Tax Agent Services Regulations 2009）【Ｔ

ＡＳ規則】が制定・施行されました。

これによって、オーストラリアは、政府規制で

税務の専門職をつくることに消極的な伝統から一

歩抜け出たわけです。あらたな「業法」を制定

し、包括的な税務専門職制度を誕生させるととも

に、民間の税務サービスに対する規制権限を、州

から連邦へ移行させたわけです。

一般に、オーストラリアでは、公会計士（public

accountants）、つまり公認会計士（ＣＰＡ＝Certif-

オ－ストラリアの税務専門職制度

執筆編集　 勝又和彦（税理士・東京会所属）

秋元照夫（税理士・関信会所属）

◆はじめに～税務専門職制度／税務実務家の包　

括的規制に向けた抜本的な制度改革

Ⅰ 連邦による税務専門職の包括的な規制

１　税務実務家委員会（ＴＰＢ）の組織・運

営と所管事項

（１）税務実務家委員会（ＴＰＢ）の所管事項

（２）委員会の処分と審査請求

（３）委員会による登録簿の維持・管理

（４）委員会の規制対象となる業務の範囲

（５）委員会の規制対象となる「税理士業務」　

の具体的な範囲

２　登録要件・登録申請手続

（１）個人の登録要件

（２）パートナーシップの登録要件

（３）法人〔会社〕の登録要件

（４）「税理士業法令に規定する所定の学歴

及び所定の実務経験がある者」とは

３　登録の取消し

４　専門職行動基準規程

（１）専門職行動基準規程の内容

（２）専門職行動基準規程違反と制裁

５　税理士業法違反の処罰

（１）登録事業者による税理士法違反への過

料

（２）無登録事業者による税理士法違反の過料

Ⅱ 電子申告プログラム

１　税理士電子申告プログラム・ガイドライン

２　電子申告制度（ＥＬＳ）

Ⅲ 税務援助制度

１　税務援助プログラム

２　税務援助ボランティアの役割

３　税務援助ボランティア研修・認定

◆むすびにかえて

税務実務家の包括的規制に向けた抜本的な制度改革

旧登録税理士の「有償独占」業務の範囲や資格要件などは、連邦所得税法（ＩＴＡＡ＝Income Tax Assessment Act）

（および給与外給付税法〔Fringe Benefit Tax Act〕）に規定されていました。日本のように、「業法」つまり税

理士法で規定してはいなかったわけです。連邦所得税法（ＩＴＡＡ）では、「有償独占」の範囲について、次の

ように規定していました。「（申告書の作成費等）〔旧〕第２５１L条１項　いずれの者も、本条で登録を免除され

る者である以外は、その者が登録税理士である場合を除き、所得税の申告書の作成若しくは審査請求の対価とし

て若しくはそれに関して、又は納税者に代って所得税の事項に係る業務処理をすることの対価として若しくはそ

の業務の代理に関して、料金を請求する若しくは受け取ってはならない。」〔仮約〕この規定のもと、登録税理士

でない者が、有料で他人の所得税申告書の作成、税務代理、税務相談をすると、２，０００ドルの罰金に処せら

れることになっていました（ITAA〔旧〕第２５１L条１項）。

※
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ied Public Accountant）や勅許会計士（ＣＡ＝Char-

tered Accountants）などが、税理士登録をして、登

録税理士（registered tax agent）として活躍してい

ます。

Ⅰ 連邦による税務専門職の包括的な規制

連邦の税理士業法（ＴＡＳ法）は、２０１０年

４月１日から施行されました。これに伴い、税理

士制度の運用は、新たに設けられた連邦の独立し

た「税務実務家委員会（ＴＰＢ＝Tax Practitioners

Board）」に移管されました。

２００９年ＴＡＳ法制定の狙いは、①税務専門

職や税務実務家のよる業務の全豪レベルでの統一

的な規制の実施に加え、②専門職行動基準規程

（Code of Professional Conduct）を定めるなどし
て、各種の税務サービスを受ける〝消費者の保護

の徹底〟にあります。

このため、「税理士」に限らずに、これまでも

実質的に税務に関わってきた「記帳代行業者」や

「ファイナンシャル・プランナー」も束ねた規制

の仕組みを構築しました。

あらたな連邦レベルの「税務実務家委員会（Ｔ

ＰＢ）」は、発足したばかりです。いまだ旧制度

からの移行期であり、未知の面も少なくありませ

ん。

いずれにしろ、オーストラリアの制度設計の基

本は、民間税務サービスを利用する消費者保護

（consumers’ first）に力点が置かれています。まさ

に「国民のための税務専門職制度」のあり方を探

ったものといえます。全国的に統一した基準に基

づき、業種の垣根を越え、「納税者から委任を受

けて税務を取り扱う主な民間事業者全般」を対象

に、政府から独立した機関を設けて規制を加える

仕組みです。こうした制度の構築は、わが国の税

務専門職制度のあり方を精査するうえでも、参考

となる点も多々あります。

オーストラリア連邦政府は、連邦の各種第三者

機関（statutory agencies）に対して、所管大臣が

「期待表明（statement of expectation）」の公表を

求めています。（http://www.treasury.gov.au/Policy-

Topics/PublicPolicyAndGovt/Statements-of-Expectations）

これら期待表明を出す趣旨は、各種の第三者機

関は、規制機関として、その良質な委員会運営

（good corporate governance of regulatory bodies）

や、政府規制による事業者やコミュニティに対す

る負担の軽減に努め（reducing the regulatory burden

on business and the community）、そのために、機関

運営の透明性、説明責任などの徹底を促すことに

あります。

税務実務家委員会（ＴＰＢ）を所管する連邦財

務大臣（Treasurer）は、「ＴＰＢに対する政府の

期待表明（Government’s Statement of Expectations

for the TPB）」を公表しています。そのなかで、

委員会（ＴＰＢ）は、税務実務家の規制権限の行

使にあたり、独立かつ客観的に行動するように求

めています。

また、ＴＰＢは、規制撤廃の方針（deregulation

agenda）を含む政府の広範な政策を織り込んで、

その役割および職責の遂行にあたるように期待感

を表明しています。
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【表１】税理士規制制度の変更：各州から連邦規制へ

各州の税理士委員会
（Tax Agent Committees）

連邦の税務実務家委員会
（TPB＝Tax Practitioners Board）

⇒

【表２】主な税務取扱業界と連邦の税務実務家委員会のメ
ンバー

税理士業界

記帳代行業界

ＦＰ業界

【税務実務家委員会（ＴＰ

Ｂ）】◎委員長〔１人：連邦副

財務大臣が任命〕◎事務局長

〔１人：〕◎委員〔６人（非常

勤）：税理士界、記帳代行業

界、ファイナンシャル・プラン

ナー業界、法律家、学界などか

ら選任〕◎事務局職員〔国税庁

（ＡＴＯ）から派遣〕

《主な税務取扱業界》　 《ＴＰＢのメンバー》

活動報告書（activity statements）は、大きく
「事業活動報告書（ＢＡＳ＝Business Activity
Statement）」と「連続活動報告書（ＩＡＳ＝ In-
stalment Activity Statement）」に分けられま
す。活動報告書制度は、２０００年７月１日から実
施されました。この制度導入前まで、納税者は、Ａ
ＴＯ（国税庁）に対し、いくつもの法定資料の提出
が必要でした。納税者が、これらの報告書で報告を
求められる内容は、次のとおりです。

C o l u m n９

活動報告書（ac t i v i t y  s ta tements）
とは何か

●連続活動報告書（ＩＡＳ）と事業活動報告書（ＢＡＳ）

①　連続活動報告書（ＩＡＳ）
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１　税務実務家委員会の組織・運営と所管事項

税務実務家委員会（ＴＰＢ＝Tax Practitioners Bo-

ard）は、２００９年税理士業法（ＴＡＳ法）Part

６に基づいて、設置されました（ＴＡＳ法６０条

の５）。委員長（Chair）と６人以上の委員（mem-

bers）で構成されます（ＴＡＳ法６０条の１０）。

委員会（ＴＰＢ）は、政府から独立して、税務

実務家の登録制度を管理し、登録申請の審査（検

査）、税理士業法の違反などの検査を全国統一的

に行う規制機関です（ＴＡＳ法６０条の１５）。

（１）税務実務家委員会の所管事項

税務実務家委員会（ＴＰＢ＝Tax Practitioners Bo-

ard）は、税務相談業務等を行う税務専門職や事業

者の登録および規制をする独立した連邦機関です。

ＴＰＢの権限の範囲（所管事項／functions）は、

次のとおりです（ＴＡＳ法６０条の１５）。

個人納税者、物品サービス税（ＧＳＴ）の納税
義務を負わない事業者が、国税庁（ＡＴＯ）に提
出義務を負う活動報告書です。次のような活動を
するものは、ＩＡＳの提出義務を負います。
・源泉徴収（PAYG withholding）
・予定申告（PAYG instalments）
・フリンジベネフィット税／給与外給付税の予定
納税（ＦＢＴ＝Fringe Benefit Tax instal-

ments）

②　事業活動報告書（ＢＡＳ）

個人納税者、個人納税者、物品サービス税（Ｇ
ＳＴ）の納税義務を負う事業者が、国税庁（ＡＴ
Ｏ）に提出義務を負う活動報告書です。次のよう
な活動をするものは、ＢＡＳの提出義務を負いま
す。
・物品サービス税（ＧＳＴ＝Goods and Serv- 

ices Tax）
・源泉徴収（PAYG withholding）
・予定納税（PAYG instalments）
・フリンジベネフィット税／給与外給付税の予定
納税（ＦＢＴ＝Fringe Benefit Tax instalm- 
ents）

活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）の提出義務を負う
ものは、同時に、年次の所得税申告書（ income t-
ax return）やフリンジベネフィット税／給与外給
付税（ＦＢＴ）の申告書（ただし、ＦＴＢの適用が
ある場合に限ります。）の提出をしなければなりま
せん。
活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）制度の導入に伴

い、あらたな専門職として登録「事業活動報告書作
成士（BAS Agents）」制度が導入されました。こ
れまで法認されていなかった記帳代行業者などが、
新たな資格登録制度のもと事業活動報告書作成士
（BAS Agents）として、活躍の場が与えられた
わけです。
納税者は、税理士（Tax Agents）のほか、事業

活動報告書作成士（BAS Agents）に対して、有
償で活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）の作成を依頼す
ることができます。                     （石村耕治）

【表３】連邦の税務実務家委員会と事務局

税務実務家委員会（ＴＰＢ）

委員長および委員

《委員長（Chair）および委員会（Board）

は、ＴＰＢの運営方針と実施に責任を持つ》⇒

事務局長（Secretary）および事務局員（Office Staff）

《事務局長は、委員会（ＴＰＢ）の運営および人材の管

理を担当する》

税務実務家委員会（ＴＰＢ）事務局

《部門》

〇運営

税務実務家に対する登録、登録情報の更

新、処理および提供ならびに税務実務家に

関する公的ＴＰＢ登録簿を維持し、かつ開

示すること。

登録（ R e g i s t r a t i o n s）

運営に対する苦情を処理し、かつＴＡＳ法

（税理士業務法）の遵守状況を確認するた

めの査定および検査を実施すること。

〇法務班

委員会（ＴＰＢ）からの法的相談に乗り、

かつＴＰＢを代表して争訟を提起するこ

と。

〇業務体制

および執行

委員会（ＴＰＢ）の情報技術インフラ、業

務体制ならびにホームページの管理、開発

および維持すること。

〇コミュニ

ケーション

委員会（ＴＰＢ）の運営、ＴＡＳ法（税理

士業務法）について、コミュニティ、税務

実務家その他の主要な利害関係者に対する

広報、情報提供を行うこと。

〇人材
事務局長や幹部が職員を効率的かつ機能的

に管理できるように支援を行うこと。

〇委員長室

業務に関する法政策や外部の利害関係者と

の関係強化など、委員会（ＴＰＢ）の方針

が確実に実現できるように支援をするこ

と。

〇企画およ

び事業改善

コーポレート・ガバナンス、戦略、運営報

告および事業改善を行う責任を負うこと。

法改正または事業改善方針に合致する企画

を立てる責任を負うこと。

・税理士（Tax Agent ）、事業活動報告書作成士

（BAS Agent）および税務（ファイナンシャル）

アドバイザー〔tax（financial）adviser〕の登録

を管理すること。

・登録申請を検査（ investigate）すること。

・税理士業法（ＴＡＳ法）違反行為を検査すること。

・専門職行動基準規程（Code of professional co- 

nduct）を遵守しないものに制裁を課すこと。

・登録申請や違法行為の検査、専門職行動基準規程へ

の制裁その他税理士業法（ＴＡＳ法）により委員会

【表４】税務実務家委員会（ＴＰＢ）の所管事項



（２）委員会の処分と審査請求

委員会（ＴＲＢ）の各種処分に不服な場合には、

行政不服審判所（ＡＡＴ＝Administrative Appeals

Tribunal）※に審査請求ができます。主な審査請求

の対象は、次のとおりです（ＴＡＳ法７０条の１

０）。

（３）委員会による登録簿の維持・管理

税務実務家委員会（ＴＰＢ）は、登録事業者お

よび登録を抹消した事業者の登録簿（register）を

維持・管理しています（ＴＡＳ法６０条の１３

５）。登録簿は、ＴＰＢのホームページで公開さ

れ、一般の閲覧に供されています。

ちなみに、登録が承認されなかった申請者は、

記録されません。

（４）委員会の規制対象となる業務の範囲

登録を求められるものは、有償で業として税務

サービスを提供する、①個人（individual）、②パ

ートナーシップ（partnership）または③法人（com-

pany）です。

具体的には、①「税理士（Tax Agent ）」に加

え、実質的に税務に関わる②「事業活動報告書作

成士（BAS Agent）」【Business Activity Statement

Agent】、および③「税務（ファイナンシャル）ア

ドバイザー」【Tax（Financial）Adviser／金融（税

務）相談士】です。

無登録で、有償で税務サービスを提供した事業

者またはその旨の広告をした事業者は、過料（ci-

vil penalty）に処せられます（ＴＡＳA法９０条の

５、９０条の１０）。
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に付与された権限行使に関する説明文書やガイドラ

インを発遣すること。

・その他委員会の権限行使に付随すること。

・登録処分

・登録申請不承認処分（更新不承認処分も含む。）

・条件つき登録処分

・登録停止処分

・登録取消処分

・その他

【表５】不服審査の対象となる委員会（ＴＲＢ）の各種処分

【注：オーストラリアの行政不服審判所（ＡＡＴ）
は、各省庁にまたがった横断的な総合行政不服審判
所です。わが国の国税不服審判所、海難審判所のよ
うな、縦割り行政を当然視するような個別の不服審
判所を設置していません。】（本号第Ⅰ章７参照）

※

【規制される税理士業務】

・〔税務書類の作成・税務相談〕税法に基づいて、顧

客である納税者の租税債務、義務もしくは権利利益

の額を算定するまたは相談に応じること。

・〔税務代理〕税法に関して国税長官（Commissio- 

ner of Taxation）【ＡＴＯ】との交渉において顧

客である納税者を代理すること。

【参考】

・無償の税理士業務については、法規制の対象外

・課税庁職員がその職務遂行において提供される業務

は、「税理士業務」または「ＢＡＳ業務」にはあた

りません（裁判所の決定 Re Jamieson and Tax 

Agents’ Board （Vic） （2008） 73 ATR 

395）。

【表６】ＴＰＢの規制対象となる「税務実務家」と「業
務」の範囲

●税理士（Tax Agent ）

●税務（ファイナンシャル）アドバイザー

●事業活動報告書作成士（BAS Agent）

【規制されるＢＡＳ業務】

・〔税務書類の作成・税務相談〕ＢＡＳ（Business 

Activity Statement provision／事業活動報告

書）規定に基づいて、顧客である納税者の租税債

務、義務もしくは権利利益の額を算定する、または

相談に応じること。

・〔税務代理〕ＢＡＳ規定（BAS provision）に関

して国税長官（Commissioner of Taxation）と

の交渉において顧客である納税者を代理すること。

【ＢＡＳ規定】

・ＢＡＳ規定（BAS provision）については、１９

９７年所得税法（ Income Tax Assessment Act 

1997）に定義されています。

・１９８６年フリンジベネフィット（給与外給付）税

法（Fringe Benefits Tax Assessment Act 1 

986）第７部〔徴収及び回収に限定〕の確定申告

・間接税法一般　①ＧＳＴ法（物品サービス税／税額

票方式の付加価値税）、②ワイン均等税法（Wine 

Equalization Tax Act）、③高級車税法（Luxury

Car Tax Act）、④燃料税（Fuel Tax Act）な

ど個別消費税の確定申告

・⑤源泉徴収税（PAYG withholding）および⑥予

定納税（PAYG instalments）〔⑤・⑥は、１９

５３年租税行政法（ＴＡＡ＝Tax Administration 

Act 1953）のスケジュール１Part ２－５および

２－１０〕の納付について、事業活動（ＢＡＳ）報

告書に記載すること。

【規制される税務（ファイナンシャル）アドバイザー業務】
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（５）委員会の規制対象となる「税理士業務」の

具体的な範囲

税務実務家委員会（ＴＰＢ）に登録した税理士

以外は、①税務書類の作成、②税務相談および③

税務代理の業務を、有償で行ってはならないこと

になっています。

それでは、具体的に、どのような業務が「規

制」の対象となるのでしょうか。【表７】のとお

りです。

２　登録要件・登録申請手続

①税理士（Tax Agent ）、②事業活動報告書作

成士（BAS Agent）または③税務（ファイナンシ

ャル）アドバイザーの登録申請をするには、一定

［２０１４年７月１日以降］

・税務関連ファイナンシャル・アドバイザー業務。す　

なわち、金融商品の相談において提供される税理士

業務（金融関係税務相談業務）（ただし、ＡＴＯの

もとでの税務代理や税務申告書等の作成業務を除き

ます。（ＴＡＳA法９０条の１５））

【参考】オーストラリアにおいて、事業者は、その業

務の全部または一部が、①顧客を相手とした金融商

品の相談に関わる場合、②金融商品取引に関わる場

合、③金融商品の販売に関わる場合などには、連邦

証券投資委員会（ＡＳＩＣ＝Australian Securit- 

ies and Investments）から「金融業免許（Aus- 

tralian financial services（AFS） l icence）」

を取得しなければならないことになっています。

・こうした政府規制のもと、ファイナンシャル・アド

バイザー（financial adviser）、いわゆる「ファ

イナンシャル・プンランナー」も、金融業免許の取

得が必要となります。

・ファイナンシャル・アドバイザーで、税務相談業務

を行うもの（以下「税務（ファイナンシャル）アド

バイザー」といいます。）は、久しく税務実務家規

制が適用除外とされてきました。

・しかし、税務（ファイナンシャル）アドバイザー

は、２００９年の税理士業法（ＴＡＳ法）の施行お

よび２０１３年６月２０日のＴＡＳＡ改正法の施行

に伴い、２０１４年７月１日から、ＴＰＢの規制を

受けることになりました。

・ただし、２０１７年６月３０日までは、移行措置と

してＴＰＢ【税務専門職委員会】への登録なしで従

前の業務を継続できます。

・ただし、２０１６年１月１日からは、暫定措置の終

了に伴い、税務（ファイナンシャル）アドバイザー

は、適格審査を受けＴＰＢ登録をしなければ、金融

相談にかかる税務サービスはできなくなります。

・税務（ファイナンシャル）アドバイザーは、法人の

場合、２００１年会社法（Corporations Act）

のもとでの義務を負うとともに、税務専門職委員会

（ＴＰＢ）とは別途に、金融業免許を所管する連邦

証券投資委員会（ＡＳＩＣ）の規制を受けます。

業務の種類
税理士
業務

非税理
士業務

【表７】ＴＰＢの規制対象となる具体的な「税理士業
務」の範囲

・税法に基づいて、顧客である納税

者の租税債務、義務または権利利

益に関する申告書、届出書、明細

書、申請書その他の資料の作成

○

・税法に基づいて、顧客である納税

者の租税債務、義務または権利利

益に関する申告書、届出書、明細

書、申請書その他の資料の提出

○

・業務が、税法の適用に関係する場

合で、研究開発費に対する租税特

別措置の適用に関する支援

○

・償却資産の限度額計算に関する付

表の作成
○

・税法に基づく課税庁の賦課、決

定、通知または処分に対し、１９

５３年租税行政法（ＴＡＡ）に基

づき、納税者に代わって行う異議

申立書の作成および提出

○

・顧客である納税者が負う納税義務　

を合理的な範囲内で果たすことが　

できるように必要な税法に関する

相談を行うこと。

○

・顧客である納税者に代わって課税　

庁と折衝を行うこと。
○

・租税行政法（ＴＡＡ）に基づき、

異議決定に対する国税長官への審

査請求または行政不服審判所（Ａ

ＡＴ）への不服申立てをすること。

○

・顧客である納税者に代わって法定

資料（ＢＡＳ＝Business Activ- 

ity Statement）に記載するこ

と、または数字の記載の仕方を納

税者に教示すること。

○

・顧客である納税者の従業者に対す

る源泉徴収税額（各人の納付額を

含む。）を計算すること。

○

・コンピュータ会計ソフトの装備お

よび物品・サービス税（ＧＳＴ）

その他顧客向けに作製したソフト

の装備

○

・取引のコード化、とりわけ、税法

の適用または解釈が必要な場合
○

・登録税理士もしくは帳簿・申告書 

／法定資料作成士（BAS Agent）

の指示または監督のもとで顧客の

タックスインボイスの打込みまた

はコンピュウタ・プログラムへの

データの移転

・特定の状況に関わらないかたちで

コンピュータ会計ソフトの利用に

かかる一般的な研修

・データ打込み

○

○

○



の要件を充足する必要があります。（これら３者

の登録要件は、原則として同様です。）【ちなみ

に、オーストラリアの場合、わが国のようなペー

パーによる税理士試験はありません。連邦の税務

実務家委員会（ＴＰＢ）に登録申請をし、審査

（検査）を経て登録が認められます。】

具体的な登録申請要件は、申請人が、個人か、

パートナーシップかまたは法人（会社）かにより異

なります（ＴＡＳ法２０条の５ないし２０条の５

０）。登録期間は原則３年で、更新が可能です。

（１）個人の登録要件

個人（自然人）の場合、登録には、次の要件を

充足しなければなりません。

（２）パートナーシップの登録要件

パートナーシップの場合、登録には、次の要件

を充足しなければなりません。
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【表８】個人登録要件《新規と更新の場合》

《新規登録の場合》

〇１８歳以上の者

〇適性を有する者（ａ fit and proper person）

・申請人は、名声があること、品行方正であることお

よび性格が良いこと。

・税理士業法令に規定する所定の学歴及び所定の実務

経験がある者（ＴＡＳ規則）

・申請に先立つ５年の間に重大な租税犯則をしていな

いこと、有罪宣告を受けていないこと、および懲役

刑に処せられていないこと。

〇職業賠償責任保険に加入していること

・委員会（ＴＰＢ）が定めた規定に合った職業賠償責

任保険（professional indemnify insurance）

に加入することまたは継続して加入していること。

（ただし、税務（ファイナンシャル）アドバイザー

の場合には、金融商品取引にかかる税務相談に適用

ある保険に加入していることで足ります。）

・委員会（ＴＰＢ）は、適格者が、その従業者に個別

に適用ある保険に加入することまでは求めていませ

ん。適格者たる雇用主が加入する保険が、その従業

者が関わった過誤等にも適用あれば、それで十分で

す。

《登録更新の場合》

・登録更新を望む個人有資格者は、委員会（ＴＰＢ）

が定めた要件を満たした継続専門職研修（contin- 

uing professional education）を修了している

こと（ＴＡＳA法２０条の５第１項ｄ号）。

オーストラリアの場合、税理士法人は、専門職法人ではありません。連邦の２００１年会社法（Corporations

Act 2001）に準拠して設立される通常の株式有限責任会社（company limited by shares）を、税理士法人

（Company tax agent）に活用する形になっています。また、一般に税理士法人は、「非公開会社（proprietary

company）」です。このため、オーストラリアの税理士法人は、次のように英文表記しています。【表記例】「〇〇

Pty Ltd Tax Agent」、「〇〇Tax Agents & Accountants Pty Ltd」。オーストリアでは、税理士などの専門職が集

団で事業を展開する場合には、課税要素などを加味して、できるだけ自由に事業体選択ができる政策をとってい

るわけです。したがって、「法人」のほかに「パートナーシップ（任意組合）」あるいは「ビジネストラスト（事

業信託）」など、多様な事業体選択を認められます。わが国のように各業法で「法人」形態より認めない旨の規

定を置いて、事業体選択の自由を縛るような法政策は維持していないわけです。

※

【表９】パートナーシップの登録要件《新規と更新の場合》

〇パートナーが個人である場合

（３）法人〔会社〕の登録要件

法人〔会社〕の場合、登録には、次の要件を充

足しなければなりません。

〇パートナーが法人〔会社〕である場合

〇職業賠償責任保険に加入していること

・各パートナーは、１８歳以上であること。

・各パートナーは、適性を有する者であること。

・各パートナーは、税理士業法令に規定する所定の学

歴及び所定の実務経験がある者

・各パートナーは、申請に先立つ５年の間に重大な租

税犯則をしていないこと、有罪宣告を受けていない

こと、および懲役刑に処せられていないこと。

・その法人〔会社〕の役員〔取締役〕は、適性を有す

る者であること。

・その法人〔会社〕は、外部管理の常態にないこと。

・法人〔会社〕は、申請に先立つ５年の間に重大な租

税犯則をしていないこと、または詐欺や不正に関す

る犯罪で有罪宣告を受けていないこと。

・パートナーシップは、登録税理士となり、適正な基

準の税務代理業務を提供し、かつ監督ができるに十

分な数の個人を有していること。

・パートナーシップは、委員会（ＴＰＢ）が定めた規

定に合った職業賠償責任保険（professional ind- 

emnify insurance）に加入することまたは継続し

て加入すること。

【表１０】法人〔会社〕の登録要件《新規と更新の場合》

・その法人〔会社〕の役員〔取締役〕は、適性を有す

る者であること。

・その法人〔会社〕は、外部管理の常態にないこと。

・法人〔会社〕は、申請に先立つ５年の間に重大な租

税犯則をしていないこと、または詐欺や不正に関す

る犯罪で有罪宣告を受けていないこと。

・その法人〔会社〕は、登録税理士となり、適正な基

準の税務代理業務を提供し、かつ監督ができるに十

分な数の個人を有していること。
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（４）「税理士業法令に規定する所定の学歴及び

所定の実務経験がある者」とは

個人で、税理士（tax agent）、事業活動報告書

作成士（BAS Agent）、税務（ファイナンシャル）

アドバイザーとして登録を申請する者は、「税理

士業法令に規定する所定の学歴及び所定の実務経

験」を有していなければなりません（ＴＡＳ規則

別表２パート２）。

具体的には、業種ごとにいくつかのカテゴリー

があり、それぞれのカテゴリーのすべての要件を

充足する必要があります。

〇職業賠償責任保険に加入していること

・パートナーシップは、委員会（ＴＰＢ）が定めた規

定に合った職業賠償責任保険（professional ind- 

emnify insurance）に加入することまたは継続し

て加入すること。

【表１１】個人の「税理士（tax agent）」登録要件：所
定の学歴および実務経験

〇カテゴリー１〔会計学位等（Tertiary qualificat- 

ions in accountancy）〕

〇カテゴリー２〔専門家学位等（Tertiary qualific- 

ations in another discipline; specialists）〕

①（ i）オーストラリアの高等教育機関で会計分野を

専攻し学士もしくは修士などの学位を得ている者、

または（ i i）委員会（Board）がオーストラリアの

大学と同等と認定した高等教育機関で会計分野を専

攻し学士もしくは修士などの学位を得ている者。

②委員会が認定した商法の科目を履修し、かつ合格し

ていること。

③委員会が認定したオーストラリア税法の科目を履修

し、かつ合格していること。

④登録申請に先立つ過去５年のうち１２ヵ月以上の期

間、〔登録税理士など〕所定のところで常勤で働い

た経験があること。

①（ i）オーストラリアの高等教育機関で会計以外の

登録申請をした税理士業務に関係する分野*を専攻

し学士または修士などの学位を得ている者、または

（ i i）委員会（Board）がオーストラリアの大学と

同等と認定した高等教育機関で会計以外の登録申請

をした税理士業務に関係する分野を専攻し学士もし

くは修士などの学位**を得ている者。
＊ この分野／コース（discipline）では、税理士業法
（ＴＡＳ法）および専門職行動基準規程（Code of Pr- 
ofessional Conduct）の科目が必修になっていなけれ
ばなりません。

＊＊ 裁判例では、宗教学専攻の学位はこの要件に該当

しないとしています（In Ayles v TPB （2014） FC 
A 675）。

②委員会が認定した商法の科目を履修し、かつ合格し

ていること。

③委員会が認定したオーストラリア税法の科目を履修

し、かつ合格していること。

④登録申請に先立つ過去５年のうち１２ヵ月以上の期

間、〔登録税理士など〕所定のところで常勤で働い

た経験があること。

〇カテゴリー３〔会計専攻認定証（Diploma or higher 

award）〕

〇カテゴリー４〔法曹学歴等（Tertiary qualificati- 

on in law）〕

①（ i）登録研修機関、または（ i i）前記（ i）と同等の

機関において会計分野を専攻し、認定証その他の資

格を取得した者。

②委員会が認定したオーストラリア税法の科目を履修

し、かつ合格していること。

③登録申請に先立つ過去５年のうち２年以上の期間、

〔登録税理士など〕所定のところで常勤で働いた経

験があること。

④委員会が認定した商法の科目を履修し、かつ合格し

ていること。

① オーストラリアの法曹〔法廷弁護士（barrister）

若しくは事務弁護士（solicitor）〕として登録で

きる学歴要件を充足していること。 

②委員会が認定した基礎的な会計入門の科目を履修

し、かつ合格していること。

③委員会が認定したオーストラリア税法の科目を履修

し、かつ合格していること。

④登録申請に先立つ過去５年のうち１２ヵ月以上の期

間。所定のところで常勤で働いた経験があること。

〇カテゴリー５〔勤務経験等（Work experience）〕

①委員会が認定した基礎的な会計入門の科目を履修

し、かつ合格していること。

②委員会が認定したオーストラリア税法の科目を履修

し、かつ合格していること。

③委員会が認定した商法の科目を履修し、かつ合格し

ていること。

④登録申請に先立つ過去１０年のうち８年以上の期

間。所定のところで常勤で働いた経験があること。

〇カテゴリー６〔専門職団体会員等（Membership of 

professional association〕

①公認された税理士団体（recognised tax agent 

association）の投票権ある会員であること。

②登録申請に先立つ過去１０年のうち８年以上の期

間。所定のところで常勤で働いた経験があること。

【表１２】個人の「事業活動報告書作成士（BAS Agent）」
登録要件：所定の学歴および実務経験

〇カテゴリー１〔会計（Accounting qualifications）〕

①（ i）登録研修機関、または（ i i）前記（ i）と同等の

機関において修学し、認定簿記（IV）〔Certificate 

IV Bookkeeping〕または認定会計（ IV）〔Cert- 

ificate IV Accounting〕に関する認定証を取得

した者。

②委員会が認定したオーストラリア物品サービス税／事　

業活動報告書入門（GST／BAS taxation princi- 

ples）の科目を履修し、かつ合格していること。

③登録申請に先立つ過去４年のうち１，４００時間以

上所定のところで働いた経験があること。

①（ i）登録研修機関、または（ i i）前記（ i）と同等の

機関において修学し、認定金融業務（簿記）IV〔C- 

ertificate Financial Services（Bookkeeping）〕

または、認定金融業務（会計） IV〔Certificate 

〇カテゴリー２〔専門職団体会員等（Membership of 

professional association〕



３　登録の取消し

委員会（ＴＰＢ）は、次の要件を充足する場合

には、事業者登録を取り消すことができます（Ｔ

ＡＳ法４０.５）。

なお、登録が取り消された場合、当該事業者
は、５年以上の期間にわたり、再び登録申請がで
きません。ただし、破産等による場合はその限り
ではありません（ＴＡＳ法４０条の２５）。

４　専門職行動基準規程

すべての登録した税理士（Tax Agent ）、事業

活動報告書作成士（BAS Agent）および税務（フ

ァイナンシャル）アドバイザーは、「専門職行動

基準規程（Code of Professional Conduct）」を遵守

するように求められます。

専門職行動基準規程は、２００９年税理士業法

（ＴＡＳ法）の制定に伴いはじめて制定されたも

のです（ＴＡＳ法３０条の１０）。税理士法に規

定されていることから、単なる倫理規定ではな

く、法的拘束力を有します。
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Financial Services（Bookkeeping）〕 に関す

る認定証を取得した者。

②委員会が認定したオーストラリア物品サービス税／事

業活動報告書入門（GST／BAS taxation princ- 

iples）の科目を履修し、かつ合格していること。

③（ i）公認された税理士団体（recognised tax ag- 

ent association）または（ii）公認された帳簿／事業

活動報告書作成士団体（recognised BAS agent 

association）の投票権ある会員であること。

②登録申請に先立つ過去４年のうち１，０００時間以

上所定のところで働いた経験があること。

〇カテゴリー１〔学位等（Tertiary qualifications）〕　

①（ i）オーストラリアの高等教育機関で所定の分野　

を専攻し学士もしくは修士などの学位を得ている

者、または（ i i）委員会（Board）がオーストラリ

ア大学と同等と認定した高等教育機関で所定分野を

専攻し学士もしくは修士などの学位を得ている者。

②委員会が認定した商法の科目を履修し、かつ合格し

ていること。

③委員会が認定したオーストラリア税法の科目を履修

し、かつ合格していること。

④登録申請に先立つ過去５年のうち１２ヵ月以上の期

間、〔登録税理士など〕所定のところで常勤で働い

た経験があること。

⑤登録申請に先立つ過去９０日内に、（ i）２００１年

会社法にいうファイナンシャルサービス免許保有者

（financial services licensee）、または（ i i）２

００１年会社法にいうファイナンシャルサービス免

許保有者の代理人であるもしくはあった者。

〇カテゴリー２〔専攻認定証その他高等認定証

（Diploma or higher award）〕

【表１３】個人の「税務（ファイナンシャル）アドバイザ
ー」登録要件：所定の学歴および実務経験

①（ i）登録研修機関、または（ i i）前記（ i）と同等の

機関において所定の分野を専攻し、認定証その他高

等な認定証を取得した者。

②委員会が認定した商法の科目を履修し、かつ合格し

ていること。

③委員会が認定したオーストラリア税法の科目を履修

し、かつ合格していること。

④登録申請に先立つ過去５年のうち１８ヵ月以上の期

間、所定のところで常勤で働いた経験があること。

⑤登録申請に先立つ過去９０日内に、（ i）２００１年

会社法にいうファイナンシャルサービス免許保有者

（financial services licensee）、または（ i i）２

００１年会社法にいうファイナンシャルサービス免

許保有者の代理人であるもしくはあった者。

①公認された税理士団体（recognised tax agent 

association）の投票権ある会員であること。

②登録申請に先立つ過去８年のうち６年以上の期間、

所定のところで常勤で働いた経験があること。

③登録申請に先立つ過去９０日内に、（ i）２００１年

会社法にいうファイナンシャルサービス免許保有者

（financial services licensee）、または（ i i）２

００１年会社法にいうファイナンシャルサービス免

許保有者の代理人であるもしくはあった者。

〇カテゴリー３〔勤務経験等（Work experience）〕

①委員会が認定した商法の科目を履修し、かつ合格し

ていること。

②委員会が認定したオーストラリア税法の科目を履修

し、かつ合格していること。

③登録申請に先立つ過去５年のうち３年以上の期間。

所定のところで常勤で働いた経験があること。

④登録申請に先立つ過去９０日内に、（ i）２００１年

会社法にいうファイナンシャルサービス免許保有者

（financial services licensee）、または（ i i）２

００１年会社法にいうファイナンシャルサービス免

許保有者の代理人であるもしくはあった者。

〇カテゴリー４〔専門職団体会員等（Membership of 

professional association〕

・専門職行動基準規程（Code of Professional Conduct）

への重大な違反がある場合

【登録取消しはきわめて重い処分であり、顧客に対

する重大な損害を与えた場合その他税制への信頼を

著しく失墜させたなど、取り返しのつかないような

理由がある場合に限られます。】

・登録要件を充足しなくなった場合

・事業者の登録を継続できないような原因が生じた場合

【「適正を有する者」でなくなった場合のあたる場

合で、とりわけ事業者が租税犯則などで処分を受け

たときなどが考えられます。】

・条件付き登録の場合で、その条件が遵守されていない

ことが明らかなとき

・その他

【表１４】委員会（ＴＲＢ）の登録取消理由
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（１）専門職行動基準規程の内容

専門職行動基準規程は、登録事業者が、その顧

客と委員会（ＴＰＢ）対して負う義務と職責を規

定したものです。専門職行動基準規程は、５つの

主要な原則からなります。

税理士法令は、登録事業者が、顧客と業務委託

契約を締結するように義務づけていません。しか

し、委員会（ＴＰＢ）は、「不確実性と誤解を避

けるために」登録事業者に対して成文の業務委託

契約書を締結するように推奨しています。

（２）専門職行動基準規程違反と制裁

すべての登録事業者は、専門職行動基準規程

（Code of professional conduct）を遵守するように

義務づけられます。委員会（ＴＰＢ）は、登録事

業者が専門職行動基準規程に違反した場合には、

制裁を課すことができます（ＴＡＳ法３０条の１

５）。

こうした処分に代えて、委員会（ＴＰＢ）は、

是正行為（corrective action）を求めることができ

ます。特定の研修を受講するように求めるのは一

例です。

５　税理士法令違反への罰則　

（１）登録事業者による税理士法違反への過料

委員会（ＴＰＢ）は、検査権限を行使し、次の

結果があった場合には、登録事業者に対して、自

らが制裁を課す、あるいは連邦裁判所へ罰金を科

すことあるいは差止命令を求めることができます。

（２）無登録事業者による税理士法令違反への過
料

無登録で規制された業務を事業として行った者

は、税理士法令の違反となります。無登録事業者

による税理士業法（ＴＡＳ法）違反の行為に対す

る過料（civil penalty）は、次のとおりです。

【図表１５】専門職行動基準規程の５つの原則と登録事業
者が負う義務の内容

誠実性および

清廉性

Honesty

and 

integrity

１　誠実かつ清廉な行動をすること。

２　自己の税務において税法を遵守するこ

と。

３　顧客の金銭その他の財産を預かった場

合および金銭その他の財産を受託した

場合、当該金銭その他の財産について

その顧客に説明責任を負うこと。

４　法律の範囲内で顧客の最大の利益にお

いて行動すること。

５　税理士、帳簿・法定資料作成士または

税務（ファイナンシャル）アドバイザ

ーの資格で行う職務に関して起こり得

る利益の抵触を避けるための十分な管

理をすること。

６　法的に開示を求められる場合を除き、

顧客の同意なしにその顧客の情報を第

三者に開示しないこと。

７　行った税務事務は自己の専門的能力を

駆使したものであること。

８　提供する税務事務に対する知識と技能

を維持すること。

９　相当の注意を払い、顧客の事務状況、

そうした事務が作成した資料または顧

客に代わって行った事務に反映してい

るかを確認すること。

１０　顧客の事情に税法が正しく適用され

るように相当な注意を払うこと。

登録事業者が負う義務原則

独立性

Indepen-

dence

秘密保持

Confiden-

tiality

専門的能力
Competence

その他の職責

Other

responsibil-

ities

１１　税法の適正な執行を意図的に妨害し

ないこと。

１２　業務提供をする場合に、顧客に対し

て、権利および義務を教示すること。

１３　税務相談の適用ある職業賠償責任保

険の加入を継続すること。

１４　委員会（ＴＰＢ）の求めや指示に、

確実かつ合理的な方法で、遅滞なく

応じること。

・文書による警告（written caution）

・命令（order）

・登録停止（suspension）

・登録取消し（termination）

【表１６】専門職行動基準規程違反と委員会のよる制裁の
概要

・文書による警告（written caution）

・命令（order）

・登録停止（suspension）

・登録取消し（termination）

【表１７】税理士法違反への罰則

・無登録で、有償の税理士（Tax Agent ）業務、事

業活動報告書作成士（BAS Agent）業務または税

務（ファイナンシャル）アドバイザー業務を行えば

税理士業法（ＴＡＳ法）違反になることを知りなが

ら、これを行ったものは、個人の場合２５０罰金ユ

ニット【２０１５年７月３１日以降、連邦の１罰金

ユニットは、１８０ドル】、法人の場合は１，２５

０罰金ユニット（ＴＡＳ法５０条の５）】

・無登録事業者が、規制された税理士業務の広告宣伝

を行った場合、個人の場合５０罰金ユニット、法人

の場合は２５０罰金ユニット（ＴＡＳ 法５０条の

１０）

【表１８】無登録事業者による税理士法違反への罰則



Ⅱ 電子申告プログラム

税理士制度のあるオーストラリアでは、電子申

告（ＥＬＳ＝Electronic lodgment system）に、税務

専門職が深く関与しています。

【注：アメリカ英語では、「e-file」という言葉

を使っていますが、イギリス英語圏では「electronic

lodgment」という言葉を使っています。】

１　税理士電子申告プログラム・ガイドライン

国税庁（ＡＴＯ＝Australia Taxation Office）長

官（Commissioner）は、毎年、所得税の申告に関

する税理士申告ルールを盛り込んだ『ＡＴＯ税理

士資料集（Tax Office’s Tax Agents Portfolio）』を

公表しています。

すべての登録税理士は、ルーズリーフあるいは

電子フォームの『税理士資料集』を入手し活用で

きます。また、税理士は、ＡＴＯの「税理士ポー

タル（Tax Agent Portal）」にアクセスすれば、オ

ンラインで、所得税（Income tax）フォーム、給

与外給付税（ＦＢＴ）をはじめとした様々な書式

を入手することができます。ポータルを通じて、

税理士は、顧客に代わって還付申告などを行うこ

とができます。ただし、税理士は、電話でＡＴＯ

にコンタクトする場合には、本人確認手続をとる

ように求められます。

ＡＴＯの「税理士申告プログラム（tax agent lo-

dgment program）」では、登録税理士に、活動報

告書（ＡＳ＝activity statements）、所得税や給与

外給付税（ＦＢＴ）の申告書や事業活動報告書

（ＢＡＳ）を提出する場合には、一定の提出期限

の延長（concessional dates）を認めています。こ

うした延長は、電子申告による提出の場合に限

り、認められます。

こうした期限の延長は、事業活動報告書作成士

（BAS Agent）の作成にかかる電子申告を利用し

た法定資料や源泉徴収（PAYG withholding）支払

調書等の提出についても認められます。

延長された期限内に提出された電子申告にかか

る申告書や活動報告書（ＩＡＳ、ＢＡＳ）につい

ては、附帯税はかかりません。

２　電子申告制度（ＥＬＳ）

電子申告制度（ＥＬＳ＝Electronic lodgment sys-

tem）は、個人、パートナーシップ、会社（法

人）および信託（トラスト）の当初申告（original

returns）および修正申告（amended returns）につ

いて、モデムリンクを使って行うことができま

す。

ＥＬＳには、納税者番号（ＴＦＮ＝Tax file num-

ber）が必要です。ＴＦＮ／タックス・ファイル・

ナンバーなしには、ＥＬＳを使って電子申告をす

ることができません。

税理士は、ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナン

バーを取得していない顧客の申告書等を、ＥＬＳ

を使って提出するには、自らがＴＦＮ／タック

ス・ファイル・ナンバーを取得している必要があ

ります。ＥＬＳは、申告書はもちろんのこと、さ

まざまな法定資料の提出にも活用することができ

ます。税理士は、自分の申告書等についてもＥＬ

Ｓを使って提出することができます。

１９５３年租税行政法（ＴＡＡ＝Tax Administr-

ation Act 1953）のスケジュール第１パ－ト５－

２５が、電子申告、その他修正申告や還付申告な

どを認める法的典拠となっています。
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・無登録で、規制された税務代理を行った場合、個人

の場合５０罰金ユニット、法人の場合は２５０罰金

ユニット（ＴＡＳ 法５０条の１５）

・委員会（ＴＲＢ）は、有償・無登録で税理士業務
ないしＢＡＳ業務を行っていた一人株式有限責任
会社（Ｋ社）に対する検査を実施したうえで、税
理士業法（ＴＡＳ法）違反を理由に、業務停止お
よび個人（Ｋ）及びＫ社に罰金の支払を求め処分
を行いました。

・ＫおよびＫ社は、その処分を不服として行政不服
審判所（ＡＡＴ）へ不服申立てをしました。ＡＡ
Ｔがその請求を棄却したため、連邦裁判所（ＦＣ
Ａ＝Federal Court of Australia）に提訴しま
した。

・連邦裁判所（ＦＣＡ）は、２０１５年３月１４日
に、有償・無登録での税理士業務ないしＢＡＳ業
務を行っていた一人会社に対して、２０１１年８
月から２０１３年８月の期間について、９０万ド
ル【１Ａ＄＝１００円換算で、９千万円】（Ｋ個
人に１５万ドル、Ｋ社に７５万ドル）の罰金に加
え、ＫとＫ社に対して１０年間の税理士業務およ
びＢＡＳ業務の停止を命じました。（Tax Prac- 
titioners Board（TPB）v HP Kolya Pty Ltd 
& Anor, Federal Court of Australia, 14May 
2015） 

（石村耕治）

C o l u m n １０     

税理士業法（ＴＡＳ法）違反の無登
録税理士へ９０万ドルの罰金判決
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税理士が作成した申告書等を、ＥＬＳを活用し

て提出する場合には、代理した税理士の証票およ

び電子署名を添付する必要があります。一方、顧

客の方は、「電子送達を認める確認書（declaration

authorizing electronic transmission）」（いわゆる委

任状）を作成する必要があります。電子送達され

た申告書や法定資料のコピーは、納税者へ発行さ

れません。したがって、納税者は、課税庁が求め

た（つまり税務調査の）場合にはその求めに応じ

られるようにしたうえで、確認書、申告書、法定

資料や資料箋などを法定保存期間にわたり保存す

るように求められます。

ちなみに、税理士は、電子送達した関与先の申

告書などのペーパーコピーを保存するようには義

務付けられてはいません。

ＥＬＳで申告書を送達した場合、申告書の提出

が受理されたものとみなされます。仮にエラーが

あった場合としても、当該申告書の返還を求める

ことができません。したがって、修正申告書を提

出する必要があります。

Ⅲ 税務援助制度

税法は、複雑になる一方です。一般の納税者が

誰の助けも借りずに自らの納税申告書を作成する

のは難しいのが現実です。多くの諸国には、納税

者の申告書作成を手助し、税務相談に乗り、納税

者本人に代わって課税庁との折衝や各種申告を行

う税務専門職が存在します。こうした税務専門職

は、当然に報酬を得ることで顧客にサービスを提

供しています。

すでにふれたように、オーストラリアには、税

理士（Tax Agent ）、事業活動報告書作成士（BAS

Agent）および税務（ファイナンシャル）アドバ

イザーなどの専門職が存在します。これらの税務

専門職は、有償独占のルールのもとでサービスを

提供しています。

オーストラリアの所得税制のもとでは、全員確

定申告するのが原則になっています。（ただし、

課税最低限（１８，２００豪ドル）以下の納税者

には、申告義務がありません。しかし、源泉徴収

された税額は、確定申告で還付を受けることがで

きます。）

ところが、わが国の年末調整のような仕組みが

ありません。また、自力で申告をすることができ

ない納税者のすべてが、こうした税務専門職に申

告書の作成などの依頼をして報酬を支払う能力が

あるとは限りません。

国税庁（ＡＴＯ）は、税務援助（Tax Help）プ

ログラムを組んで、民間ボランティアを募集・教

育し、無償の税務援助にあたらせています。

１　税務援助プログラム

オーストラリアの税務援助（Tax Help）プログ

ラムは、１９８８年に、ニューサウスウエールズ

（ＮＳＷ）のニューキャッスルで、パイロットプ

ログラムとして始まりました。それが全豪に広が

っていきました。

税務援助（Tax Help）プログラムを利用できる

のは、税理士などの税務専門職サービスを利用す

る資力のない低所得者、高齢者、先住民、からだ

の不自由な人、非英語圏出身者などです。一般

に、自分では申告書の作成が難しくとも、税務専

門職から有償で支援を受ける資力がなく、一方

で、国税庁（ＡＴＯ）職員に支援を求めるのにも

躊躇する人たちも多いわけです。こうした人たち

が、自分が住むコミュニティの人たちから、安心

して支援を受けられるようにしようというのが、

税務援助（Tax Help）プログラムです。

税務援助プログラムは、全豪の各都市やコミュ

ニティで、毎年７月から１０月まで提供されてい

ます。

ただし、このプログラムの利用ができるかどう

かについては収入制限があります。２０１４－１

５課税年では、年間収入が５万ドル以下かどうか

です。また、次のような人は、この税務援助プロ

グラムを利用できません。

言い換えると、税務援助プログラムにおいて、

タックスヘルプ・ボランティアは、余り複雑でな

い税務事案を抱える人を支援することになりま

す。

・請負契約のかたちで働いている人：清掃人やタクシ

ー運転手など

・個人事業者

・パートナーシップまたは信託関連所得

・株式売買その他投資用資産にかかる所得

・不動産所得

・キャピタルゲイン税（ＣＧＴ）

・使用料

・信託／基金からの配当（ただし、保険型合同運用年

金基金（managed funds）を除きます。）

・外国源泉所得（ただし、外国年金は除きます。）

【表１９】税務援助プログラムの対象外となるもの



２　税務援助ボランティアの役割

ボランティアは、納税者が、オーストラリア国

税庁（ＡＴＯ）が導入した、スマホを使った簡便

な「記入済み電子申告（pre-filling e-tax）、通称で

「myTax〔マイタックス〕」を使って、納税申告

書の提出または還付申告書の提出ができるよう

に、必要な支援を行っています。

ボランティアは、支援している納税者の年間所

得が１８，２００ドル以下であり、その納税者は

申告書の提出義務がない場合、その旨を伝達する

ことになっています。

納税者は当初申告に計算間違いや脱漏があるこ

とが分かった場合、国税長官に対して修正査定

（amending assessment）を行うように求めること

ができます。しかし、ボランティアは、修正査定

手続の支援はできないことになっています。

税務援助を求める納税者は、ＡＴＯとリンクす

る連邦電子政府ポ－タルサイトである「myGov」

に登録し、アカウント／口座を持っている必要が

あります。税務援助を求める納税者が、myGovア

カウント／口座を持っていない場合には、ボラン

ティアは、はじめにmyGovアカウント／口座の登

録・取得を支援することになります。

税務援助を求める納税者は、最寄りの税務援助

センター（Tax Help Centre）に電話して予約を取

る必要があります。

税務援助を求める納税者は、予約した時間に税

務援助センターを訪れる際に、次のものを持参す

る必要があります。

３　税務援助ボランティア研修・認定

すでにふれたように、オーストラリアは有償独

占の税理士制度を敷いています。したがって、無

償であれば、非税理士（登録税理士でない人）

も、他人の所得税の確定申告書などの税務書類の

作成を援助することができます。

まさに、税務援助ボランティアは、オーストラ

リア国税庁（ＡＴＯ）が募集した税務援助プログ

ラムに参加し必要な研修を受け、自力で所得税の

確定申告書の作成が困難な納税者を援助する役割

を担う人たちです。

ＡＴＯの税務援助プログラムは、ＡＴＯが企

画・実施しています。税理士など税務専門職はこ

のプログラムには一切参加していません。

税務援助（タックスヘルプ）ボランティアにな

る手続、その役割などを一覧にすると、次のとお

りです。
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・年金所得

・給与所得

・配当

・保険型合同運用年金基金（managed funds）

・利子所得

・失業給付や傷病手当のような、連邦政府から給付お

よび手当

【表２０】税務援助プログラムの対象となるもの

・納税者のmyGovユーザーＩＤとパスワード

・納税者の銀行口座の詳細

・納税者番号（タックス・ファイル・ナンバー／ＴＦ

Ｎ）

・過去５課税年のうちの１課税年分の査定通知書また

は修正査定通知書（ただし、当該査定通知書は、今

年５月３１日前に発行されたものであること。）

・あらゆる源泉から発生した所得記載書

【表２０】税務援助センター訪問時に持参すべきもの

・支出した寄附金や発生した勤務関連費用の領収書

・その課税年に、納税者が、配偶者（法律婚か事実婚

かを問いません。）を有する場合、配偶者の課税所

得または推定額を含めた額の提示

【表２１】税務援助（タックス・ヘルプ）ボランティ
ア、タックスヘルプ・センターとは

タックスヘルプ（税務援助）とは何か

タックスヘルプとは、所得税申告期に、無償かつ納

税者の秘密を護ったうえで所得税申告書の作成を援助

するサービスを提供する研修を受けたコミュニティボ

ランティアのネットワークです。

タックスヘルプ・ボランティアの役割は

タックスヘルプ・ボランティアは、余り複雑でない

税務事案を抱える人を支援し、これらの人たちが納税

申告書を提出する必要があるかどうかを教示します。

納税申告書の提出が必要な場合には、それを支援する

とともに、還付を受けることができる場合には、還付

申告を支援します。電子申告の仕方を支援するととも

に、納税者が自身で申告書を作成できるように支援し

ます。

タックスヘルプ・センターとは何か

タックスヘルプ・センターは、コミュニティのさま

ざまな場所に設けられています。図書館、公民館、移

民センターなど、全豪で８００以上が設置されます。

センターは、申告支援サービスを担当するボランティ

アに加え、タックスヘルプを求めている人から予約を

受けるボランティア、サービスを調整するボランティ

ア、電気、電話、電子申告をするためのネット設定、

事務所の配置を担当するボランティアなどから成りま

す。センターは、コミュニティの人たちがこのサービ

スを利用できるように、ＰＲ活動を行います。

タックスヘルプ・ボランティアになるには
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◆むすびにかえて

オーストラリアにおける２００９年の新たな税

理士業法（ＴＡＳ法）の制定は、①税務専門職や

税務実務家による業務の全豪レベルでの統一的な

規制の実施に加え、②専門職行動基準規程（Code

of Professional Conduct）を定めるなどからもわか

るように、各種の税務サービスを受ける〝消費者

の保護（consumers’ first）の徹底〟が狙いです。

このため、あらたな連邦レベルの「税務実務家

委員会（ＴＰＢ）」を発足させ、「税理士」に限

らずに、これまでも実質的に税務に関わってきた

「記帳代行業者」や「ファイナンシャル・プラン

ナー」も束ねた規制の仕組みを構築しました。全

国的に統一した基準に基づき、業種の垣根を越

え、「納税者から委任を受けて税務を取り扱う主

な民間事業者全般」を対象に、政府から独立した

機関を設けて規制を加える仕組みです。

このように、オーストラリアの税務専門職規制

の制度設計の基本は、民間税務サービスを利用す

る消費者保護に力点が置かれています。まさに

「国民のための税務専門職制度」のあり方を探っ

たものといえます。

ただ、業法に基づいた税理士会のような独自の

専門職団体を持たずに、連邦課税庁（ＡＴＯ）や

連邦財務省の影響が及び易い（？）「税務実務家

委員会（ＴＰＢ）」に資格審査や懲戒などの権限

をゆだねてしまうやり方にはにわかには賛成しか

ねるところもあります。もちろん「税務実務家委

員会（ＴＰＢ）」は、日本の国税審議会のような

機関とは異なり、法律で独立性がしっかり確保さ

れていることは分かりますが。

ただ、わが国の土壌では、オーストラリアの税

務専門職規制方式の導入は、「税務専門職の課税

庁のお手伝いさん化」が顕著になることも危惧さ

れます。したがって、税務専門職の独立性、クラ

イアントである納税者側の目線での税務支援がで

きるのかなどの疑問が残ります。（もちろん、強

制加入の税理士会を有するものの、かたちだけの

独立性をおう歌するわが国の現状を全面的に肯定

的にとらえられかどうかは疑問ですが。）

オーストラリアのように、①税理士（Tax Age-

nt）のみならず、②事業活動報告書作成士（BAS

Agent）や③税務（ファイナンシャル）アドバイ

ザーを加え、税務専門職規制を〝横断的〟に行う

には、「税務実務家委員会（ＴＰＢ）」のような

第三者委員会方式によらざるを得ないことは確か

です。こうした第三者委員会方式にはさまざまな

問題はあると思いますが、各業法の垣根を越えた

政府規制あり方としては効率的といえます。

このことからも、有償独占をベースとし、消費

者目線を重視したオーストラリアの税務専門職制

度改革は、わが国の税務専門職制度のあり方をト

ータルに精査するうえでは、非常に参考となると

思います。

【参考文献】

・ベントレー・ダンカン／石村耕治「オーストラリア

の税理士制度を点検する（１）（２）」税務弘報４８

巻５号・７号（２０００年５月号・７月号）

・Deutsch et al, The Australian Tax Handbook （2015,

Thomson Reuters）

タックスヘルプ・ボランティアは、通例自己の申告

書の作成を行ってきた人であればよく、特別な経験は

必要ありません。７月１日から１０月３１日まで、週

数時間ボランティアをすることになります。初任者研

修は４月に始まり、ボランティア研修では、電子申告

の仕組みと申告書の電子的な作成の仕方および送達の

仕方を学びます。ボランティアは、課税取扱上の疑義

がありＡＴＯ職員への照会が必要な場合には、「タッ

クスヘルプ・ホットライン」を活用できる仕組みにな

っています。タックスヘルプ・ボランティアは、自己

負担した交通費ないしガソリン代、電話代などをＡＴ

Ｏに請求することができます。

ちなみに、申告支援サービスを担当するタックスヘ

ルプ・ボランティアになるためには、①犯歴チェッ

ク、②初任者研修コースの履修（実地研修に参加でき

ない人は自宅学習パッケージでの研修も可）、および

③認定試験に合格することが必要となります。

一日の研修を終え、夕食を共にする参加者



◆はじめに

オーストラリアの年金制度は、いわゆる「二階

建て」です。つまり、①税を財源とする「老齢年

金（age pension）」と②雇用主の強制拠出と被用

者／従業者や受益業者などの任意拠出による「退

職年金基金（Superannuation／スーパーアニュエ

イション／通称「スーパー」）からなります。オ

ーストラリアにおいては、とりわけ「スーパー関

連業務」は、ファイナンシャルプラン二ング、ス

ーパー税務などの面で、民間の税務専門職の重要

な職域となっています。

I 老齢年金（Age pension）　

「老齢年金」は税方式で、全額税金で賄われま

す。受給開始年齢は、現在６５歳からです。受給

要件に一つは、オーストラリアの国籍、市民権を

得てから１０年居住していることです。

受給額は、６ヵ月毎に物価に連動しています。

２０１５年９月～２０１６年３月期、満額支給の

場合、単身では年２２，５４２ドル（１A＄＝９

０円換算で、２０２万円超）、夫婦では年３３，

９８２ドル（３０５万円程度）です。ただし、資

力基準（mean test／収入＋資産基準）に基づき一

定額まで減額されます。

オーストラリアでは、税方式の老年金制度によ

り、未納や低年金問題は発生しない構造になって

います。

Ⅱ 退職年金基金（Superannuation／スーパ

ーアニュエイション／通称「スーパー」）

スーパーは、全額積立方式の退職年金制度で

す。被用者／従業者の生涯就労期間にわたり、事

業主／雇用主から各人のスーパー口座に拠出され

た額から税金と手数料を差し引いた額を退職年金
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オ－ストラリアの二階建ての年金制度

クロー・ホルワース税務会計監査法人

Crowe Horwath (Aust) Pty Ltd

社会保障制度における退職年金の所在

通訳　 　 　 石村耕治（白鷗大学教授）

執筆編集　 斎藤吉信（税理士・関信会所属）　 　 　 　 　 　 　

【表１】オーストラリアの年金制度

小　　　 （所得）　　　　 大

大

（受給額）

小
①老齢年金

②退職年金基金

【レクチャー内容骨子】

◆はじめに

Ⅰ 老齢年金（Age pension）　

Ⅱ 退職年金基金（Superannuation／スーパ

ーアニュエイション／通称「スーパー」）

１　スーパーファンドの準拠法

２　スーパーファンドの規制機関

３　スーパーファンドへの拠出〔積立〕

（１）事業主／雇用主の強制拠出〔積立〕

（２）被用者／従業者の任意拠出〔積立〕　

４　スーパー拠出に対する政府補助制度

５　スーパーファンドと所得課税

キム・マイケル（Kim Meikle《勅許会計士／ＣＡ》）
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目的で投資するファンドです。従来は、労使間協

定などで任意の制度として運営されてきました

が、１９９３年から法律上の義務を伴う制度とな

りました。

また、以前、被用者／従業者が加入するスーパ

ーは労使間交渉で決定されていました。しかし、

現在は、公務員などを除き、加入者が自己責任で

かなり自由に選択できます。性格的には、比較的

安全な「確定給付型」、ハイリスク／ハイリター

ンな「確定拠出型」、中間的な「混合型」があり

ます。

各人のスーパーは、一種の生涯貯蓄口座のよう

なもので、①事業主／雇用主の強制拠出〔積

立〕＋②被用者／従業者の任意拠出〔積立〕など

とその投資果実からなります。

受給開始年齢（preservation age）は、生年月日

により異なります。１９６０年７月１日以前生ま

れの場合は原則５５歳（１９６４年７月１日以後

生まれの場合は原則６０歳）に達しかつ退職した

とき、または退職していなくとも６５歳です（病

気等と特段の自由がある場合には、早期受給開始

も可能です）。

したがって、１９６０年７月１日以前に生まれ

た人は、５５歳で早期退職し、スーパー（退職年

金）を受給して暮らすことも可能です。

スーパーは、「一括受給（積立投資額全額引出

／super lump sum）」も可能です。年単位、月単

位での「継続的なスーパー受給（super income stre-

ams）」が一般的です。また、双方の組み合わせ

受給もできます。

スーパーは、自己のスーパー口座に残高がなく

なると停止します。また、死亡によっても停止し

ます。ただし、この場合、生存拝配偶者その他相

続人などが残高を引き継ぐことができます。

１　スーパーファンドの準拠法

スーパーファンドの準拠法は、次のとおりです。

３　スーパーファンドへの拠出〔積立〕

（１）事業主／雇用主の強制拠出〔積立〕

給与を支払う被用者／従業者が、フルタイム・

パートタイム、ワークホリディ労働者であるかな

どを問いません。また、自営業者や無職者も任意

拠出〔積立〕ができます。雇用主は、支払給与

（手当・歩合給・賞与などを含む。）の９．５％

相当額を被用者のスーパー口座に拠出（super gua-

rantee contribution）するように義務づけられます。

拠出した全額を費用／損金計上が可能です。ただ

し、月４５０ドル以下の給与の被用者、１８歳未

満で終了時間が週３０時間未満の被用者、７０歳

超の被用者について、さらには一定以上の年収を

超える被用者への支払額にかかる雇用主の拠出義

【表２】スーパーファンドの準拠法

〇基礎法：コンプライアンス・ルール、受託者、投資、

ファンド口座、管理等

・１９９３年スーパーアニュエイション（監督）法　

〔ＳＩＳ＝Superannuation Industry（Supe- 

rvision）Act 1993〕

・２００２年金融サービス改正法〔ＦＳＲ＝Financ- 

ial Services Reform Act 2002〕

〇事業主／雇用主の強制拠出〔積立〕に関する準拠法

・１９９２年スーパーアニュエイション・ギャランテ

ィ（管理）法〔Superannuation Guarantee 

（Administration）Act 1992〕

〇スーパーファンドに関する苦情処理に関する準拠法

・１９９３年スーパーアニュエイション（苦情処理）

法〔Superannuation（Resolution of Compl- 

aints）Act 1993〕

【表３】スーパーファンドの規制機関

〇連邦信用規制局（ＡＰＲＡ＝Australian Prudential 

Regulation Authority）

スーパーファンドの受託者が慎重な行動をとってい

るかどうかを監督し、かつ、ファンド口座がＳＩＳ

法を遵守して運用されているかどうかを審査しま

す。

〇連邦証券投資委員会（ＡＳＩＣ＝Australian Secur- 

ities and Investment Commission）

スーパーファンドが、その加入者に対する適切な情

報提供の義務を果たしているかどうか、金融サービ

ス改正法（ＦＳＲ）を遵守しているかどうか金融サ

ービス面での消費者保護にあたります。

〇国税庁（ＡＴＯ＝Australian Taxation Office）

自己管理型スーパーファンド（self-managed su-

perannuation fund）を所管します。また、すべ

てのオーストラリア人のスーパー貯蓄から税金を徴

収します。

〇スーパーアニュエイション苦情審判所（ＳＣＴ＝Su- 

perannuation Complaints Tribunal）

スーパーファンドとその加入者との間で生じた紛争

を、交渉、和解により処理にあたっています。

２　スーパーファンドの規制機関

スーパーファンドの規制機関は、一覧にする

と、次のとおりです。



務は免除されます。

（２）被用者／従業者の任意拠出〔積立〕

上記（１）について、被用者／従業者は、給与

からの一切の本人負担はありません。しかし、被

用者／従業者は、自分のスーパー口座に任意でも

っと拠出したと思う場合には、法定限度額まで給

与から差し引くかたちで積み立てることができま

す。２００５年７月以降、被用者／従業者は、原

則として拠出先となるスーパーを自分で選択する

ことができることになりました。

４　スーパー拠出に対する政府補助制度

連邦政府は、低所得者向けと低・中所得者向け

の２つのスーパー拠出に対する補助制度を置いて

います。その概要は、以下のとおりです。

５　スーパーファンドと所得課税

スーパーと所得課税については、各人のスーパ

ー口座の開設にあたり、最初の手続としてスーパ

ーファンドへのＴＦＮ／タックス・ファイル・ナ

ンバーの提出が求められます。

次に、課税関係については、大きく、スーパー

への「拠出段階での課税」と「受給／引出段階で

の課税」に分けて考える必要があります。

拠出方法については、「税引前所得からの拠出
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【表５】スーパー拠出政府補助制度

低所得向けスーパー補助拠出（ＬＩＳＣ）は、税引

前所得からスーパーに拠出した場合の政府補助制度で

す。年間所得が３７，０００ドルを超えない人たちが

対象です。補助額は、被用者／従業者または雇用主の

拠出する税引前所得からの拠出額の１５％相当額まで

です。ただし、制限（ｃａｐ）があり、最大５００ド

ル、最少１０ドルです。この補助金は、連邦政府から

当該加入者のスーパーへ直接支払われます。【ＬＩＳ

Ｃの廃止法案が連邦議会に上程されており、今後の動

きは定かではありません。】

個人ベースのスーパーファンド

⑤リテールファンド（Retail funds）

個人向けに金融機関が運営するスーパーファンド

⑥自己管理型スーパーファンド（SMSFｓ＝Self-m- 

anaged super funds）

小規模（４人以下）の個人向けに組成されたスーパー

ファンドで、ＡＴＯが所管するものです。一般に、フ

ァンドの受託者は、その加入者です。オーストラリア

のスーパーファンド業界で最大の市場占有率です。フ

ァイナンシャルプランナーや税理士などの税務実務家

は、この分野（ＳＭＳＦ）の組成、投資戦略、税務など

に関わっており、大きな収入源の一つとなっています。

〇低所得向けスーパー補助拠出（ＬＩＳＣ=Low income 

super contributions）制度

〇スーパー協調拠出（Super co-contributions）制度

スーパー協調拠出（Super co-contributions）

制度は、税引後所得からの個人拠出にかかる政府補助

制度であり、低・中所得者向けのものです。補助額

は、スーパーに個人拠出した額と拠出した年度の補助

率を基に算定されます。年間所得が５０，４５４ドル

以下、当該課税年の終了時において７１歳以下の人た

ちが対象です。所得税の確定申告書の提出が求められ

ます。対象者は、自己の年間所得額のうちの１０％以

上を事業所得または給与所得から稼得していなければ

なりません。２０１５－１６課税年における補助額

は、個人拠出した金額の５０％までです。以下のよう

に、所得額に応じて消失していく仕組みです。

【表４】主なオーストラリアのスーパー・ファンド（退職　
年金基金）の類型

①産業ファンド（ Industry funds）

企業がスポンサーのスーパーファンド

経営者連盟、労働組合が組成したスーパーファンド

⑦小規模ＡＰＲＡスーパーファンド（ＳＡＦＳ=Small 

APRA funds）

小規模（４人以下）の個人向けに組成されたスーパー

ファンドで、ＡＰＲＡが所管するものです。ファンド

の受託者は、その加入者ではなく、登録受託者（ap-

proved trustee）です。

②各種企業ファンド（Corporate funds／Employ- 

er stand-alone funds）

雇用主または雇用主グループが、その従業者のために

組成したスーパーファンド

③公務員ファンド（Public sector employees fu- 

nds）

連邦・州・準州の公務員のために政府が組成したスー

パーファンド

④ホールセールファンド（Wholesale funds）

雇用主グループのために金融機関が運営するスーパー

ファンド

●本人の所得に応じた政府補助（スーパー協調拠出）額
の推移

本人の総所得金額 本人の拠出額
政府補助（協

調拠出）額

ちなみに、この補助額は、本人が所得税の確定申告後に

課税庁（ＡＴＯ）が算定し、連邦政府から当該加入者のス

ーパーへ直接支払われます。

３５ ,４５４ドル以下 １ ,０００ドル ５００ドル

４０ ,０００ドル以下 ６９６ドル ３４８ドル

４２ ,５００ドル以下 ５３０ドル ２６５ドル

４５ ,０００ドル以下 ３６４ドル １８２ドル

４７ ,５００ドル以下 １９８ドル ９９ドル

５０ ,４５４ドル以上 0 0
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（Before-tax super contributions／Concessional super

contributions／salary sacrificed super contribution）」

と「税引後所得からの個人拠出（After-tax super

contributions／non-concessional contributions）」が

認められています。

税引前所得からの拠出とは、給与所得者の場合

は、事業主／雇用主の強制拠出（ＳＧ＝super gu-

arantee）＋被用者／従業者の任意拠出〔積立〕か

らなります。また、事業所得者の場合は、経費控

除の対象となる拠出を指します。これらの拠出に

は一律１５％で課税されます（ただし、１５％税

率課税が受けられる拠出額には上限（ｃａｐ）が

あります（２０１５年６月３０日現在で５０歳未

満は、３０，０００ドルまで、５０歳以上では３

５，０００ドル）。なお、限度超過拠出額には通

常の超過累進税率（所得金額１８，２００ドル超

～３７，０００ドル以下には１９、３７，０００

ドル超～８０，０００ドル以下には３２．５％＋

医療保険税／メディケア税２％）で課税されま

す。

実例で示すと、会社員のＡが加入するスーパー

ファンドＢの自己の口座に１０，０００ドルを、

給与天引きのかたちで拠出したとします。この場

合、Ｂは、１０，０００ドルに対して１５％の税

率で課税し、税引き後の８，５００ドルの資産に

ついて最初の１年間で１０％の運用益（８５０ド

ル）があったとすると、その運用益にも１５％

（１２７．５ドル）の課税をすることになりま

す。結果として、１年後のＡの資産残高は９，２

２３ドルになります。

一方、「税引後所得からの個人拠出」とは、具

体的には手取給与からの掛金支払、個人貯蓄から

の拠出、配偶者による掛金支払などを指し、限度

額までは課税されません。現行の限度額は、年１

８０，０００ドルで、（ただし、加入者が６５歳

未満であるときには、限度枠は２年間繰越ができ

ることから、場合によっては３年間分で５４０，

０００ドルまでは課税されません。）超過限度額

には所得税率４５％＋医療保険税／メディケア税

率２％で課税されます。

次に、スーパーから受給した額に対する課税

は、複雑です。各人の受給開始年齢や「一括受給

（積立投資額全額引出／super lump sum）」か、年

単位、月単位での「継続的なスーパー受給（super

income streams）」が、さらには、双方の組み合わ

せ受給なにかにより著しく異なりまる。また、受

給開始年齢に達した者が、就労を継続しながら、

スーパーから一部を引き出す選択も可能です。

一般に、継続的なスーパー受給（年金所得受給

（pension income streams）と呼ばれる）方法を選

択すると、０％課税（０％ tax rate）となります。

また、スーパーを、６０歳を超えてから受給した

場合には、受給額は非課税（tax free）となりま

す。

【参考資料】

・Kim Meikle, Superannuation （2015, Crowe

Horwath, Townsville, Australia）

・ATO, Super contribution limits （July 2015）.

・ATO, Withdrawing your super and paying tax （as

of 30 July 2015）

タウンズビル市内の様子

【表６】スーパーへの拠出限度額と課税取扱ルール

加入者の年齢
税引前所得からの

拠出額上限
税引後所得からの

拠出額上限

５０歳未満
３０ ,０００ドル

（１５％で課税）

１８０ ,０００

ドル

５０歳以上
１８０ ,０００

ドル
３０ ,０００ドル

（１５％で課税）

レクチャー後の歓談【Ｃ・Ｈ事務所内】
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あとがき：豪の税制や税務手続から学ぶ

国民税制研究所（JTI ）は、２０１５年９月１９日（土）～９月２６日（金）まで、オーストラ
リア税務実務視察研修を実施しました。

今回、オーストラリアを選んだのは、わが国で抱える税制や租税手続上の重要な課題に対するヒ

ントを得るためでもあります。

◆ＧＳＴと逆進対策

オーストラリアは、タックスインボイス（税額票）方式の付加価値税である「物品サービス税

（ＧＳＴ＝Goods and Services Tax）」を導入しています。ＧＳＴの逆進対策としては、「ゼロ

税率」と「非課税措置」を併用しています。「軽減税率」は採用していません。基礎的な飲食料品

に加え、医療や教育サービスなどにも、ゼロ税率を適用しています。輸出免税の場合と同じよう

に、ゼロ税率適用取引について、事業者は、課税仕入にかかった税額（input tax）の還付を受ける

ことができます。

オーストラリアのゼロ税率を採用したＧＳＴの逆進対策を見ていると、わが国の「８％軽減税

率」が、果たして本当に〝逆進対策〟といえるのか、大きな疑問符がついてきます。

◆複数番号制による保護対策

オーストラリアは、利子や配当等も総合課税の対象にしています。税務限定の番号である「納税

者番号（ＴＦＮ=Ｔax file number）」制度を導入し、総合課税を推進しています。加えて、事業

者番号（ＡＢＮ=Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　business number）を導入して、任意申請に基づいて、事業性所

得のある納税者を対象にＡＢＮを交付しています。ＡＢＮは、物品サービス税（ＧＳＴ）の事業者

番号としても利用されています。同時に、事業所得・不動産所得・雑所得など事業性所得を受け取

る場合には、支払者にはＡＢＮを提示する仕組みになっています。このようにして、不特定多数者

に対し直接ＴＦＮを提示する必要がないように配慮しています。ＴＦＮの不要な拡散、悪用を防

ぎ、成りすまし犯罪などに備えるためです。

これに対して、わが国では、個人番号（マイナンバー）を導入しましたが、事業性所得を受け取

る際に、支払の相手方に個人番号を提示するように求めています。しかし、こうした番号利用実務

は、生涯不変の個人番号が、法的利用期間が経過しても消去されず各所に違法に保管され、将来的

な悪用につながる怖れも強いわけです。オーストラリアに倣って、早急に事業者番号を導入する必

要があります。そして、不特定多数者から事業性所得を受け取る際には、個人番号ではなく、事業

者番号を提示する仕組みを整える必要があります。

◆電子政府には共通番号やＩＣカードは不要！

日本の政府は、 〝個人番号／マイナンバーとＩＣ仕様の個人番号カードの普及に懸命です。新た

な電子政府（e-Gov）構想実現のためには、〝必須のアイテム〟だというのです。しかし、政府の

本音は、個人番号カードを普及させ、「国民登録証カード」として全員に携行させたい〟というこ

とでしょう。　このように、日本では、〝全員が国内パスポートを携行して出歩く時代〟が想定さ

れています。

住基ネットでの大失敗を隠すかのように、その管理運営を行っていた「財団法人　地方自治情報

センター」は、「地方公共団体システム機構（J-LIS）」（以下「機構／J-LIS」）に衣替えしまし

た。機構／J-LISは、わが国の電子政府構想のデータ照合（情報連携）基盤となる「情報提供ネット

ワークシステム」を管理運営し、また、個人番号カードの発行主体です。ところが、２０１６年１

月以降、機構／J-LISは、個人番号カードの発行やＩＣチップが機能しないなどでトラブル続きで

す。政府の外郭法人である機構／J-LISに、新たな電子政府構想の核となる「情報提供ネットワーク
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システム」の適正な管理運営を期待できるのかどうか、大きな疑問符がついています。

日本の人口は、約１億２，７００万人（２０１５年１０月現在）です。一方、オーストラリアの

人口は、約２，３９１万人（同）です。日本の人口は、横断的な電子政府を構築するには、分散集

約管理型であるにしろ、適正な規模を超えているように見えます。今のデザイン／構想ではうまく

行かないでしょう。適確なデータ照合（情報連携）プログラムなども無理でしょう。

いずれにしろ、オーストラリアでも、わが国と似たような〝税と社会保障〟に限定して使う納税

者番号（ＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバー）を導入し、電子政府（ｍｙＧｏｖ／マイガブ）

制度を実施しています。しかし、この国の電子政府（ｍｙＧｏｖ／マイガブ）制度では、ログイン

にＴＦＮ／タックス・ファイル・ナンバーも、番号カードも使っていないわけです。

このオーストラリアの電子政府構想サンプルを見る限りでは、個人番号カードなどなくとも、電

子申告（ELS）やマイタックス（myTax）のような、行政の電子化、電子政府構想は実現できるこ

とがわかります。逆に、個人番号／マイナンバーや基本情報が記載されたＩＣカードを配付した

ら、紛失や盗難で悪用されることなど別の懸念が出てきます。日本の電子政府構想は、永久公共工

事でＩＴ利権の拡大に血税を浪費しているだけではないでしょうか。大きな疑問符がつきます。

◆電子申告（e-Tax）より進化したスマホ申告（myTax）

オーストラリアには、わが国のような年末調整制度はありません。このため、免税点を超える所

得のある人は、全員確定申告をするのが原則です。こうした納税環境のもと、オーストラリア国税

庁（ＡＴＯ=Australian Taxation Office）は、納税者サービスの改善・利便性の向上をはかるため

に、税務手続の徹底したオンライン化（電子化）をすすめています。パソコン（ＰＣ）を使った

「電子申告（e-Tax）」の利用を推進しています。また、給与所得者や小規模事業者を対象とした

「記入済み納税申告（pre-filling tax return）」制度を導入しています。加えて、ここ数年は、記入

済み納税申告制度をベースに、e-Taxをもっと進化させ、スマートフォーン（スマホ）やタブレッ

トなどの端末を使った申告手法である「マイタックス（myTax）」を開発し、その普及に力を入れ

ています。

わが国の年末調整制度は、事業者に多大なタダ働きを強要することで成り立っています。また、

事業者のもとに役員や被用者その家族の個人情報を集約させる仕組みでもあります。グローバルに

みても、年末調整制度は、廃止ないし選択を含め見直しの時期に来ているともいえます。見直しす

る場合、オーストラリアにおける税務手続、税務行政の徹底したオンライン化（電子化）、給与所得者

などに使い勝手の良いマイタックス（myTax）のような簡易な申告手法の導入の検討は必要不可欠

といえます。

◆「納税者本位」の税務専門職制度のあり方

オーストラリアには、公会計士（ＣＡ, ＣＰＡ）制度とは別途の、有償独占の登録「税理士（tax

agent）」制度があります。これまで、税理士制度は、各州や準州が別々に所管してきました。しか

し、２００９年に連邦の税理士業法（Tax Agent Services Act／TAS法）の制定に伴い、２０１０

年４月１日から、税理士制度の運用は、新たに設けられた連邦の独立した「税務実務家委員会（Ｔ

ＰＢ＝Tax practitioners Board）」に移管されました。

税理士業法（ＴＡＳ法）は、①税務専門職や税務実務家による業務の全豪レベルでの統一的な規

制の実施に加え、②専門職行動基準規程（Code of Professional Conduct）を定めるなどして、

各種の税務サービスを受けるクライアントである「消費者の保護」を前面に打ち出した内容です。

同法は、①「税理士（Tax Agent）」に加え、新たに実質的に税務に関わる②「事業活動報告書作

成士（Business Activity Statement Agent ／BAS Agent）」および③「税務（ファイナンシャ

ル）アドバイザー（Tax（Financial）Adviser／金融（税務）相談士）」の登録資格制度を設けま

した。

国民税制研究 No.2（2016）
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一方、有償独占の税務専門職制度のもと、こうした税務専門職に自分の税務を依頼する資力のな

い低所得層向けに、ＡＴＯが企画・運営する、市民ボランティアを活用した、無償の「税務援助

（tax aid）」制度もあります。

わが国の税務専門職制度のあり方を探る場合には、税理士が主役ではなく、「納税者が主役」の

視点が必要です。この場合、現代化されたオーストラリアの包括的な税務専門職制度は、一つの手

本になると思います。

◆法的拘束力のある納税者サービス・スタンダードが要る

オーストラリア国税庁（ＡＴＯ）は、「納税者憲章（Taxpayers’ Charter）」を発布していま

す。しかし、連邦の租税行政総監（ＩＧＴ＝Inspector General of Taxation）は、１９９７年に

制定された現行の納税者憲章（Taxpayers’ Charter）が、国税職員が憲章に違反する行為を行っ

たとしても、納税者が裁判所においてその執行を求めることができない性格の規範であることを問

題にしています。そこで、ＩＧＴは、２０１２年頃から、現行の納税者憲章から、法的拘束力があり国

税職員が違反した場合に司法の場で最終判断を仰ぐことができる「納税者権利章典（Taxpayer Bill

of Rights）」の制定を、連邦議会に急ぐように求めています。現在、納税者権利章典の制定に向け

た作業が続けられています。

わが国でも、「納税者憲章」の趣旨を織り込んだ国税通則法の改正が成立する機運が高まった時

期がありました。最終的には、頓挫しましたが、現在でも、課税庁の納税者サービス・スタンダー

ドを確立するにはこうした基準が必要な状況には変わりありません。再度こうしたスタンダードを

検討する場合には、オーストラリアのように、課税庁職員に法的拘束力のあるものを制定する必要

があると思います。

◆徹底した納税者本位のサービス体制つくり

オーストラリア国税庁（ＡＴＯ）は、新国税長官の指揮のもと、組織の現代化、納税者サービス

改革を進めています。納税者サービス改革の柱は、納税申告のオンライン化（電子化）と簡素化に

加え、全納税者に対する税務調査（実地調査）なしでの申告是認通知書（certainty letter）送付の

実現です。この目標を達成するがため、ＡＴＯは、一層の機械化をすすめ、データ照合（data-mat-

ching programs）プログラムを積極的に活用することにしています。また、概算経費率（標準経

費率／industry benchmarks）を公表し、納税者が申告にあたり、それらを参照・利用できる態勢

を一層整備する努力を続けています。さらに、納税者の求めに応じて「ルーリング（ruling）」（事前

照会）を発遣する仕組みを一層使い勝手の良い納税者本位のものにする作業を急いでいます。

わが国においても、「納税者が主役」の課税庁づくりのための組織の現代化、納税者サービス改

革は待ったなしです。オーストラリアのように、国税長官の民間からの政治任用や、課税庁の各種

租税手続実務の客観的な評価・見直しを勧告できる租税行政総監（ＩＧＴ）のような仕組みの導入

を検討するのも一案です。

＊　　　　　　　　　  　 ＊　　　　　　　　  　  ＊

最後に、今回のオーストラリア税務実務視察研修日程の調整やすべてのレクチャーの通訳を担当

くださった石村耕治　国民税制研究所代表（白鷗大学法学部教授）に対し、参加者一同、心から謝

意を表します。

辻　村　祥　造

（団長・国民税制研究所事務局長）
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《視察研修日程》

JTI Mission to Observe Australian Tax Practice

【オーストラリア税務実務視察研修視察先／講義概要／

講師など】

JTI Japan Tax Institute

Mission Trip Schedule（日程表）

September １９, ２０１５ （Ｓａｔ） ～ September ２５, ２０

１５（Ｆｒｉ）【２０１５年９月１９日（土）～９月２５日（金）】

滞在先: クインズランド州（ＱＬＤ）ケアンズ（Cairns）およびタ

ウンズビル（Townsville）

オーストラリア全土の地図

２０１５年オーストラリア

税務実務視察研修参加者名簿

(敬称略、あいうえお順）

秋元照夫　 AKIMOTO，TERUO 

（税理士・関東信越税理士会会員）

石澤健太 ISHIZAWA，KENTA 

（税理士・東京地方税理士会会員）

石村耕治 ISHIMURA，KOJI 

（JTI代表・白鷗大学教授）
梅田隆志 UMEDA，TAKASHI 

（税理士・関東信越税理士会会員）

大石敬 OISHI，TAKASHI 

（税理士・関東信越税理士会会員）

勝又和彦 KATSUMATA，KAZUHIKO 

（税理士・東京税理士会会員）

黒川功 KUROKAWA，ISAO 

（日本大学教授）

齊藤吉信 SAITO，YOSHINOBU 

（税理士・関東信越税理士会会員）

佐々木辰雄 SASAKI，TATSUO 

（税理士・名古屋税理士会会員）

佐々木靖高 SASAKI，YASUTAKA

（公認会計士）

辻村祥造 TSUJIMURA，SHOZO 

（団長・税理士・東京地方税理士会会員）

中村克己 NAKAMURA，KATSUMI 

（税理士・関東信越税理士会会員）

平野信吾 HIRANO，SHINGO 

（税理士・東京税理士会会員）

牧口晴一 MAKIGUCHI，SEIICHI 

（税理士・名古屋税理士会会員）

山元俊一 YAMAMOTO，SHUNICHI 

（税理士・東京税理士会会員）

我妻憲利 WAGATSUMA，NORITOSHI 

（税理士・東京税理士会会員）
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Report of JTI Mission to Observe Australian Tax Practice

【Preface】 Koji Ishimura

【Welcome Speech】 Mandy Shircore

【Chapter I】 Lecture: An overview of  the Australian tax system and tax procedures

Justin Dabner

【Chapter II】 Lecture: An overview of  the Australian GST system

Van Le

【Chapter II-Ａ】 Article: Election to use simplified GST accounting methods

【Chapter III】 Article: How the TFN and ABN operate in Australia

【Chapter III-Ａ】 Article: A closer look at e-Government~ An Australian-Japanese comparison

【Chapter IV】 Lecture: Modernisation of the ATO’s taxpayers’ service: myGov and myTax

Graham White

【Chapter V】 Article: Tax agents system: Recent reform of the tax profession in Australia

【Chapter VI】 Report: Visit to Crowe-Horwath (Aust) Pty Ltd in Townsville 

【Chapter VII】 Lecture: Superannuation                

Kim Meikle

【Ｃｌｏｓｉｎｇ Remarks】 Shozo Tsujimura 

【Editor’s Note】

【Materials】 ● Tour timetable  ● List of tour participants

JAPAN TAX INSTITUTE, JTI
(Kokumin-zeisei-kenkyusho )

Yokohama, Japan
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http://jti-web.net


