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【巻頭言】 官僚によるデータ不正が止まらない

厚
生労働省（厚労省）は、2018 年 2 月、

働き方法案に関連し、裁量労働で

「データ不正」をし、その姿勢が問

われた。疑問符がついたのは、2013 年度労

働時間等総合実態調査で、裁量労働制によ

る労働者は一般労働者よりも労働時間が 20

分程度短いというデータ。一般労働者の残

業が「最長の日」と、裁量労働制で働く人

の 1 日の実際の労働時間を比べて一般労働

者の方が長くなるとしていた。厚労省は、

後に、「裁量労働制の方が一般より短いと

のデータはない」とし、このデータはフェ

イクであると認めた。まさに、「データ不正」

の最たるケースである。

　この裁量労働でのフェイクをはじめとし

て、厚労省は近年、いくつものデータ不正

問題を起こしている。障害者雇用の水増し

をしていた問題も実施すべき調査方法によ

らない、障害者の範囲を恣意的に広げると

いった「データ不正」の一例である。

　そして、今度は、「毎月勤労統計」をめ

ぐる「データ不正」である。2018 年末から

厚労省による勤労統計の不適切調査が問わ

れている。厚労省の「毎月勤労統計」では、

500 人以上の大規模事業所は全数調査する

決まりになっている。にもかかわらず、厚

労省は、2004 年以降、東京都については

勝手に対象事業所の 3 分の 1 程度の抽出調

査に切り替えていた。加えて、プログラム

上のミスにより全数調査に近づける復元処

理も行なわれず 2004 ～ 17 年分は統計上の

賃金額が低くなった。この結果、賃金など

の統計数値が実際よりも低くなり、統計数

値を基に計算される雇用保険の支給金額な

どの上限金額や下限金額も、実態よりも低

く設定されてしまった。過少支給者は実に

1,973 万人、過少金額は 537 億円に上ると

いう。2019 年 1 月 30 日に野党合同ヒアリ

ングが開催された。そこで、野党は、2018

年 1 月～ 11 月の実質賃金の伸び率は、18

年 6 月と 11 月を除き、大半でマイナスに

なるとの試算結果を示した。厚労省は、こ

の野党の試算について「同じような数字が

出る」との見解を示した。この期間、政府

は「所得環境は着実に改善している」とし

てきたことから、この政府見解に大きな疑

問符がついている。実質賃金が着実に上

がっているというのはフェイクで、〝アベ

ノミクス偽装〟が問われている。

　2013 年ごろに統計部門の幹部が問題を把

握した段階で適切な対応をしていれば、問

題の広がりを抑えられた可能性がある。厚

労省が設けた特別監察委員会（監察委）も

事情を把握しているとみられる。ただ、監

察委では「組織的な隠蔽の意図はなかった」

としたものの、しかし、組織的な隠ぺいが

なければ、長年にわたり、これだけの影響

が出る事態が放置されているとは考えにく

い。監察委による聞き取り調査に厚労省幹

部が同席したことが判明した。客観性に疑

念が生じたため、調査を全面的にやり直し

ている。また、調査員による実地調査がルー

ルなのに郵送調査をしていた。このことか

ら、予算が過大であったはずで、統計調査

経費の使い道でも問題が出てきている。

　医療関係者からは、消費税の「損税補て

ん」に関して問われた厚労省の「もう一つ

の隠れたデータ不正」を指摘する声もある。
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　事業者は、本来、仕入税額を買手に転嫁

することを予定している。ところが、仕入

税額を買手に転嫁できずに、事業者自身が

負担しなければならないことを「損税」と

いう。典型的な例の一つが、　病院やクリ

ニックのような医療機関などが提供する

社会保険医療サービスである。患者（消費

者）に提供する社会保険診療サービス（売

上）は、消費税は非課税だが、医療品や設

備などの購入の際に消費税がかかる。つま

り、仕入は課税である。その結果、損税が

発生する。ところが、医療機関などは、仕

入にかかる消費税は負担するが、社会保険

診療サービスは「公定価格」であることか

ら消費税分を勝手に上乗せできない。そこ

で、厚労省は、消費税税率の引上げがあれ

ば、消費税の損税分を含めて診療報酬を引

上げることになっている。2014 年度の消費

税率5％から 8％への引上げ後の2015年に、

厚労省は、中医協の診療報酬調査専門組織

「医療機関等における消費税負担に関する

分科会」に対して 2014 年度の消費税率 5%

～ 8% の引上げに伴う 2014 年度の医療機関

全体の補てん率は 102.07%、病院だけの補

てん率は 102.39％と報告していた。とこ

ろが、2018 年 7 月 5 日に、厚労省は、同分

科会に対して調査結果に誤りがある旨報告

した。実際の補てん比率は全体で 90.6%、

病院だけで 82.9％に留まっていたのであ

る。つまり、全体では約 10%、病院だけで

は約 20% もの補てん不足が生じていたわけ

である。原因は、単純な集計違いとの理由

であった。しかし、昨今の大きな社会問題、

政治問題化している厚労省の「データ不正」

を目の当たりにして、その真偽には疑問を

感ぜざるを得ない。医療関係者からは、厚

労省の「もう一つの隠れたデータ不正問題」

との指摘もある。

　こうしたデータ不正を防ぎ、かつ医師や

医療機関（事業者）の損税発生を防ぐに

は、社会保険診療サービスを現行の非課税

から「課税に転換＋ゼロ税率の採用」をし

てはどうか。消費者（患者）は、0％で消

費税を負担することになることから、新た

な負担はない。厚労省や財務省のお役人に

は、一回消費税で吸い上げ、その財源をば

ら撒く手法の方が自分らの存在感を誇示

し、権限も振うことができる。ゼロ税率で

自動的に還付になるのは意に沿わずかも知

れない。また、学校など他の非課税取引と

されている業界もゼロ税率を要求して騒ぎ

出すかも知れない。いずれにしろ、公定価

格でビジネスをすることを強いられる業界

に対しては、透明で、税の補てんに役人に

よるデータ不正などが及ばないような制度

つくりが求められている。公定価格の社会

保険診療サービスにかかるデータ不正再発

防止態勢づくりには、社会保険診療サービ

スへのゼロ税率課税で対応するように促し

たい。
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【諭評】 問われる社会保険診療サービスへの消費税非課税

●�はじめに～国民の生存権・幸福追求権を支
える公定価格と「損税」解消の課題

　日本医師会など（正確には、公益社団法人日本

医師会・公益社団法人日本歯科医師会・公益社団

法人日本薬剤師会・四病院団体協議会）は、2019

年 10 月からの消費税引上げに際し、消費税および

所得税について実額計算で行っている医療機関等

を対象に、新たな「負担分の税の還付」の仕組み

の導入を要望した 1。

　このため、2018 年 8 月 29 日に、「控除対象外消

費税問題解消のための新たな税制上の仕組みにつ

いての提言－消費税率 10％への引き上げに向けて

－」を公表した。

　現行の「仕入は課税で、社会保険医療サービス

（売上）は非課税では、損税が発生する」というの

が理由だ。しかし、医師会などが求める新たな仕

組みは、財務省が必死で封印してきた「ゼロ税率」

の導入にもつながりかねない。

　2018 年 11 月に、19年税制改正論議が始まる前に、

財務省は、診療報酬の引上げだけで増税分を補てん

する従来からの方法で対応する旨アナウンスした2。

　国民の生命や生存権（憲法 29 条）、幸福追求権（憲

法 13 条）を支える社会保険診療サービスに対する

消費課税のあり方については、今後も消費税の段

階的な引上げが予想されるなか、転嫁不足、損税

の発生については、より慎重な検討が必要である。

◆消費税の逆進性対策の選択

　消費税／付加価値税（GST ／ VAT）は逆進性が強

い税金である。逆進性解消策を講じるとする場合

には、大きく次の選択が可能である。

◆消費税／付加価値税の枠内での逆進性解消策とは

　消費税／付加価値税の枠内
4

での主な逆進性解消

策には、次のようなものがある。

（１）非課税措置の所在

　「非課税取引」～大きく①資本取引・金融取引と、

②政策的配慮によるものに分かれる。②政策的配

慮による非課税取引は、本来は消費税の課税対象

取引になる。しかし、消費税の逆進対策や社会的

福祉目的などに着眼し、政策的な配慮によって、

例外的に非課税とされている取引である。

（２）問われる非課税措置に伴う「損税」の発生

　前段階控除型の消費税／付加価値税において、

事業者は、本来、仕入税額を買手に転嫁すること

を予定している。しかし、仕入税額を買手に転嫁

できずに、事業者自身が負担しなければならない

ことを「損税」という。　

　例えば、社会保険診療サービスや学校教育が非

課税取引となると、事業者である病院や学校は、

仕入の際には仕入税額を負担しても、非課税サー
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【 論 評 】

対応は不透明な診療報酬改訂ではなく「ゼロ税率」で

石 村 耕 治 （ JTI 代表・白鷗大学名誉教授）

1  日本医師会ほか「控除対象外消費税問題解消のための新たな税制上の仕組みについての提言－消費税率 10％への

引き上げに向けて－」（2018 年 8 月 29 日）（以下「日本医師会等の消費税提言」という。）参照。
2  記事「病院向け税還付見送り：政府与党 実現性低いと判断」日本経済新聞 2018 年 12 月 12 日朝刊参照。

【図表 1】消費税／付加価値税の逆進性解消策の選択
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消費税／付加価値税の枠外
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での対応策【現金給付、所

得税への給付（還付）つき消費税額控除の導入など】 

消費税／付加価値税の枠内
．．

での対応策 

【図表 2】消費税の枠内での逆進性解消策 

①複数税率（標準税率および飲食料品など生活必需品やサービスなど（以下「生活 

必需品／サービス等」）への軽減税率）の採用 

②生活必需品／サービス等への非課税の採用 

③生活必需品／サービス等へのゼロ税率の採用 

  



ビス提供の際には当該サービスにかかる仕入税額

を転嫁できなくなる。非課税取引にかかる「損税」

が発生しているまたは転嫁が不十分な事業者は、

全事業者の 4割にも達しているともいわれる。

　一方で、課税売上高 1,000 万円以下の免税事業者

には、「益税」が発生しているともいわれる。しかし、

むしろ「損税」問題の方が深刻との見方もある。日

本医師会などは、この点を問題にしたわけである。

　いずれにしろ、社会政策的な観点から逆進性解

消策としての非課税措置の採用は、事業者には重

荷になっている。

　また、仮に、社会保険診療サービスを、現行の

非課税から課税取引に転換したら、どうであろう

か？　最終消費者である患者は、窓口で料金＋

10％（８％）を負担することになる。こうした課

税政策転換も、社会保険診療という国民の生存権

の保障にかかわる重大な問題になる。

（３）事業者や消費者に不評な複数税率の採用

　逆進性解消策としての消費税／付加価値税への

複数税率（標準税率、軽減税率）の採用は、消費

者たる担税者（生活者）には概して好評である。

しかし、この租税の納税義務者たる事業者、さら

にはこれら事業者の税務支援をする税の専門職に

は概して不評である。適用対象区分が難しく、事

業者の事務負担も重くなるからである。

　また、コンビニ弁当を持ち帰れば 8％で、イート

インで食べれば 10％となるなど、消費者にも税率

適用対象区分が見えにくいことも少なくない。複

数税率の採用に伴う、帳簿方式（請求書等保存方式）

から、複雑なタックスインボイス方式（適格請求

書等保存方式）への移行が必要となることもある。

　定期購読の新聞のみが軽減税率課税の対象にな

る一方で、NHK の受信料は標準税率課税の対象とな

るなど、課税の中立を疑われる課税政策が採られ

たりする問題もある 3。

（４）�逆進性解消策、「損税」対策にゼロ税率を賢

く使う

　イギリスやオーストラリアをはじめとした旧英

国領諸国のように、生活必需品等には、非課税や軽

減税率ではなく、幅広く「ゼロ税率」を採用する

国も多い。逆進性解消策、「損税」対策としては、「軽

減税率」の適用や「ゼロ税率」の採用も一案である。

　「非課税」では、課税仕入にかかる前段階の税額

控除はできないからである。これに対して、ゼロ

税率取引では、消費税／付加価値税は課税される

が、消費税の税率がゼロパ－セントなので、課税

標準額に対する消費税（0％）から、当該課税期間

中に国内において行った課税仕入（前段階）にか

かる消費税額を控除する（あるいは還付を受ける）

ことができる。

　わが国の消費税法では、「輸出免税等」（消税法７

条以下）としてゼロ税率取引が制度化されている。

◆国内ゼロ税率とは

　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）」は、大きく「輸

出免税（zero-rate for exporting）」と「国内ゼ

ロ税率（domestic zero-rate）」の 2 つの形で活用

されている。
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3  「なぜ、定期購読の新聞だけが軽減税率の対象なのか」は、他の出版業界からみれば、理由が不透明に映るのでは

ないか。ちなみに、日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会といった出

版社を代表する 4団体が、超党派の国会議員からなる活字文化議員連盟、子どもの未来を考える議員連盟を結成し、

有害図書排除の仕組みをつくったうえで、書籍や雑誌への軽減税率の適用を求めて活動をしている。これに対し

財務省は、憲法の租税法律主義のもとでは、税率は法律で定めるものとしており、民間団体が書籍を選別し税率

を適用するのは違法と反論していると報道された。記事「書籍の軽減税率適用をめぐり出版団体が攻勢に 財務省

は反発」産經新聞 2018 年 11 月 1 日朝刊参照。

【図表 3】免税取引／ゼロ税率取引と非課税／仕入課税取引 

《標準税率取引》 《免税取引／ゼロ税率取引》 《非課税取引／仕入課税取引》 

仕入 税率〔10％〕 

金額（1,000）税額〔100〕 

売上 税率〔10％〕 

金額（1,500） 税額〔150〕 

仕入 税率〔10％〕 

（1,000）  〔100〕 

売上 税率〔0％〕 

（1,500）   〔0〕 

仕入 税率〔10％課税〕 

（1,000）  〔100〕 

売上 〔非課税〕 

（1,500）  〔Nil〕  

消費税 申告税額      50 消費税 還付税額   100 消費税 仕入税額控除不可 

 

 

【図表 4】ゼロ税率の２つの使われ方

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

消費地（仕向地）課税原則の適用 

ゼロ税率 

輸出免税（いわゆる輸出戻し税）【輸出取引に適用】 

逆進性解消策／損税対策として活用 

国内ゼロ税率【生活必需品／サービス等取引に適用】 

輸出戻し税 トヨタな

ど上位 10 社で 1 兆

円超？？ 

法人企業の内部留保 446兆円 
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【諭評】 問われる社会保険診療サービスへの消費税非課税

　イギリス、オーストラリアやカナダなど旧英国

領諸国では「損税」対策および逆進性解消対策と

して、軽減税率ではなく、国内ゼロ税率（domestic 

zero-rate）を幅広く採用している。わが国でも検

討すべき「損税」対策および逆進性解消対策モデ

ルといえる。

　例えば、オーストラリアの GST は、10％の単一

税率を採用している。軽減税率は一切採用してい

ない。逆進性解消策には、国内ゼロ税率（「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」）を採用している 4。

　GST 法上の逆進性解消策を、課税取引物品やサー

ビス別に、アバウトに一覧にしてみると、次のと

おりである。

　輸出免税（いわゆる輸出戻し税）【輸出取引に適

用】措置で、トヨタなど上位 10 社で還付税額（輸

出戻し税額）は 1 兆円を超えるものと見積もられ

ている。8％から 10％の税率引上げで、還付税額（輸

出戻し税額）はさらに膨らむ。

　加えて、財務省が 2018 年 9 月 3 日に公表した法

人企業統計 5 によると、いまや、わが国企業（金融・

保険業を除く）の 2017 年度の内部留保は 446 兆円

に上っている。前年度から約 1割増加し、6年連続

で最高額を更新した。第 2 次安倍内閣が発足する

前の 2011 年度から 164 兆円も増加した。

　このように、政府は、大企業の税制優遇や内部

留保の拡大には、熱心なようにみえる。もちろ

ん、還付税額（輸出戻し税額）は、消費型の付加

価値税（VAT ／ GST）が、仕向地課税原則／消費地

課税原則（destination principle）を採用して

いる結果からくるものである。しかし、市民・消

費者目線からすれば、消費税増税に伴うポイント

還元のような空騒ぎよりは、国民の生存権・幸福

追求権を支える社会保険診療サービスへの消費課

税における「損税」対策や逆進性解消対策として

の、現行の非課税措置から国内ゼロ税率（domestic 

zero-rate）への転換の方が重要である。

◆�国民の生存権・幸福追求権を支える社会保険
診療サービスへの消費課税のあり方

　わが国の財務省やその配下にある政府税調は、国

内ゼロ税率の導入には強い拒否反応を示し、議論を

封印してきている。生活必需品／サービス等へのゼ

ロ税率の採用は大幅な税収減につながるからである。

　1989 年に消費税が 3％で導入された折、医療機

関等は、仕入にかかる消費税を負担するが、社会

保険診療サービスは非課税とされた。

　多分、その当時、医師会などは、「非課税だからい

いのでは？」といった軽い気持ちだったのではないか。

　ところが、医療機関などは、仕入にかかる消費税

は負担するが、診療サービスは公定価格で消費税を

上乗せできない。事実、消費税率が 5％から 8％に引

き上げられた 14 年度以降の損税の補てん率も 85％

前後にとどまり補てん不足が恒常化しているという。

　2015 年に、厚労省は、中医協の診療報酬調査専

門組織「医療機関等における消費税負担に関する分

科会」に対して 2014 年度の消費税率 5％～ 8％の引

上げに伴う 2014 年度の医療機関全体の補てん率は

102.07％、病院だけの補てん率は 102.39％と報告

していた。ところが、2018 年 7 月 5 日に、厚労省は、

同分科会に対して調査結果に誤りがある旨報告し

た。実際の補てん比率は全体で 90.6％、病院だけ

で 82.9％に留まっていた。全体では約 10％、病院

だけでは約 20％もの補てん不足が生じていた。原

因は、単純な集計違いとの理由であった 6。しかし、

昨今の大きな社会問題、政治問題化している厚労省

の毎月勤労統計の不適切調査を目の当たりにして、

その真偽には疑問を感ぜざるを得ない。

　そこで、医師会などは、2018 年 8 月末に「医療

機関ごとに損税分を集計し、補てん不足分を還付

する仕組み」の導入を要望したわけである。
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4  石村耕治「消費税の今後：複数税率化と仕入税額控除」白鷗大学法科大学紀要 8 号、石村耕治「オーストラリア

の物品サービス税（GST）法制の分析」白鷗法学 22 巻 2 号、ヴァン・リ「オーストラリアの物品サービス税（GST）」

国民税制研究 2号参照。
5  財務省「年次別法人企業統計調査（金融業、保険業を除く） 概要（平成 29 年度）」（2018 年 9 月 3 日）参照。

【図表 5】�オーストラリアの 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 

 

 

 

 
 



　この点について、与党は、2018 年度の税制改正

大綱では、「19 年度の税制改正に際し・・・総合的

に検討し結論を得る」とした。しかし、実際には、

提言を吟味することもなく、従前どおりの診療報

酬等の引上げによる対応を取ることで終わった。

　たしかに、医師会などが求める「補てん不足分

還付制度」のような消費税制への中途半端な仕組

みの導入は、税制をやたらと複雑にする。

　したがって、「損税」解消のために、現行の非課

税から課税取引に転換するのも一案である 7。この

場合、軽減税率のような消費者（患者など）の負

担増につながる措置の採用ではなく、すっきりと

社会保険診療サービスに国内ゼロ税率適用の途を

拓くのも一案である。

　たしかに、社会保険診療サービスへの消費課税

のあり方は、国民の生命や生存権、幸福追求権と

深くかかわる問題である。とはいっても、電気・

水道のような他の〝国民の生存〟にかかる公定価

格物品やサービスと、社会保険診療サービスへの

消費課税を差別化する根拠が、不十分ではないか？　

仮に介護保険サービスをはじめとした他の国民の

生命や生存権にかかわるサービスについても同様

に、現行の非課税から課税への転換、ゼロ税率を

採用することは、〝税収の確保〟という視点からは、

どのように考えたらよいのだろうか？

　むしろ、事業者である開業医や勤務医は、一般

に高所得者である。こうしたことなどを織り込ん

で考えると、現行の非課税から課税への転換、ゼ

ロ税率を採用することは、特定産業の優遇につな

がるのではないか？　

　その理由が不透明な「定期購読新聞代」だけを〝軽

減税率〟の対象とする、課税措置と似てくるので

はないか？　

　医師等の社会保険診療報酬に係る必要経費の特

例（措置法 26 条）の廃止などを含め、トータルに

6 © 2019  国民税制研究所  JTI
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6  2018 年 8 月 30 日に、日本医師会は、厚生労働省保険局長に対して「控除対象外消費税補てん状況の集計ミスに対

して厳重に抗議する」（抗議文）を送付した。日医 on-line 平成 30 年（2018 年）8 月 30 日プレスリリース参照。

Available at: http://www.med.or.jp/nichiionline/article/008123.html　また、厚生労働省保険局長は、2018

年 9 月 19 日の中医協の診療報酬調査専門組織「医療機関等における消費税負担に関する分科会」の冒頭、消費税

率の 8％への引上げに伴う診療報酬による補てん状況調査について、誤りがあったことを改めて謝罪し、2019 年

10 月の 10％への引き上げ時には、補てん率にバラツキがある要因なども分析して適切に対応していくほか、2019

年度の厚労省の税制改正要望の実現に向け、全力で取り組んでいく旨約束したと報道されている。m3com 2018 年

9 月 19 日記事参照。
7  中央社会保険医療協議会総会は 2019 年 1 月 30 日、東京都内で 10 月の消費税率引き上げに伴う 2019 年度診療報

酬改定に係る検討状況についての公聴会を開催した。公募して事務局が選んだ 10 人が意見を発表し、委員が耳を

傾けた。発表者の内訳は医療提供者 5 人（医師 2 人、歯科医師、薬剤師、看護師が各 1 人）、健康保険組合、地方

自治体職員、経営者、労働組合、患者が各 1 人。主な意見の概要と質疑応答は次の通り。原義人氏（青梅市病院

事業管理者・青梅市立総合病院病院長）消費税は、消費者の負担、事業者である病院側に求めるべきではないと

の意見が出た旨報道されている。m3com 2019 年 1 月 31 日参照。

【図表 6】消費税「損税」補てん率の真偽

 

 

2014 年度の医療機関全体の補てん率 

2015 年厚労省当初報告 102.07% 

2018 年厚労省訂正報告  90.6% 

           下方修正 ▼約１0% 

2014 年度の病院の補てん率 

2015 年厚労省当初報告 102.36% 

2018 年厚労省訂正報告  82.9% 

            下方修正▼約 20% 

 

現在も補填率は 85%程度

で、補填不足は、1 病院

あたり年 300 万円程度、

医療界全体で 200 億円

規模との試算もある。 

 

（１）仕組みの概要 

診療報酬への補てんを維持した上で、個別の医療機関等ごとに診療報酬 

本体に含まれる消費税補てん相当額（以下、消費税補てん額）と個別の医 

療機関等が負担した控除対象外仕入れ税額（医薬品・特定保険医療材料を 

除く）を比較し、申告により補てんの過不足に対応する。 

診療報酬への補てんについては、消費税率10％への引き上げ時に医療機 

関等種類別の補てんのばらつきを丁寧に検証し是正する。その後の診療報 

酬改定でも必要に応じて検証、是正を行う。 

（２）適用対象 

消費税および所得税について実額計算で申告を行っている医療機関等開 

設者を対象とする。 
 

 

【図表 7】�控除対象外消費税問題解消のための新たな税
制上の仕組みの提言

【図表 8】公定価格物品／サービス等と消費課税   

公定価格物品／サービスの例 生存権との関連性 現行の課税取扱い 改革案 

社会保険診療サービス 〇 非課税 ゼロ税率 

介護保険サービス 〇 非課税    ？ 

電気・水道・ガスサービス 〇 課税 ？ 

国立大学の授業料 × 非課税 ？ 

NHK 受信サービス × 課税 ？ 

 

 

 

なぜ、「定期購読新聞代」だけが〝軽減税率〟の対象なの

 



7

【諭評】 問われる社会保険診療サービスへの消費税非課税

議論する必要があるのではないか？

●�むすびにかえて～不透明な診療報酬改訂で
はなく「ゼロ税率」で

　2018 年 11 月、財務省は、19 年度税改正論議が

始まる目前にして、19 年 10 月からの消費税引上げ

の際には、従来どおり診療報酬の改定・引上げの

みで対応する旨アナウンスした。つまり、医師会

等の提案には乗らなかったのである。

　この旨を、与党の平成 31 年度税制改正大綱（2018

年 12 月 14 日）「基本的な考え方」では、次（【図

表 10】）のように、述べている 8。

　一般に消費税への非課税措置は、社会政策的な

観点からとられることも多い。しかし、公定価格

で縛りのある社会保険診療サービスへの消費課税

のあり方は、国民の生命・生存権や幸福追求権と

深くかかわる問題である。

　現在の診療報酬の改訂（配点方式の見直し等）

で損税に対応する方式では、厚労省などの役人に

強大な権限を与え、改訂（見直し等）は、役人の

舌先三寸ということもなりかねない。

　役人が自分らのコバンザメのような審議会や第

三者委員会などを使い自己の算定額などを正当化

する、いわゆる「役所社会主義」を温存、助長す

る結果を招いている。

　折しも、厚労省の毎月勤労統計の不適切調査が

大きな社会問題、政治問題になっている。現在採

られている仕入れ税額相当分の診療報酬で補てん

する措置も、同じような問題が隠されているので

はないか。医師会等ははっきり言いにくいかも知

れない。しかし、担税者である一般の消費者（患者）

からは、「統計不正」という点では、根っこは同じ

ようにもみえる。

　結局、診療報酬の改訂という「役人にお任せコー

ス」では、役人の権限を強大にすれども、消費税

の納税義務者にとっては、補てんのばらつき、補

てん不足があっても、クレイムを言いにくい仕組

みになっている。

　その一方で、医師会等のような政治力が強い圧

力団体がクレイム（要望）をいうと、裏方で税制

改正大綱などのシナリオを書いている役人は、税

制改正大綱に、「消費税率の引上げに伴う対応等（3）
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【図表 9】市民目線でこの問題を考える！！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民 
ゼロ税率で 100%補填

した方がすっきりす

るのではないか？ 

 

社会保険診療報

酬引上げで補填

すれば、役人は権

力をふれる？？ 

私大補助金、国立大学法人などへの運営

交付金やめて、学生にバウチャー（クーポ

ン）を交付すれば、役人が、偉そうにして、 

医学部への裏口入学など依頼してきて

も、私大側は断れるようになるのでは？？ 

大学の授業料

を課取引にし

て、ゼロ税率を

採用して、その

分だけ、補助

金、交付金を

減らせば同じ結

果になるよね！ 
社会保険診療サービスにゼロ税率を適用して役人の権

力行使を制限する・・・・「小さな政府」につなが

る？？ 

8  日本医師会は、平成 31 年度与党税制改正大綱を受けて、政府が完全な補てんを約束したと判断して、新たな税制

上の仕組みの提言をおろして、矛を収めた。日本医師会「平成 31 年度税制改正大綱を受けて」（2018 年 12 月 14

日）日 on-Line 2018 年 12 月 14 日 プレスリリース参照。Available at: https://www.med.or.jp/nichiionline/

article/008311.html
9  これは、授業料が非課税で、仕入税額控除ができない大学法人などの場合も同じである。消費税の引上げに伴い

補助金や運営交付金で大学法人に税の補てんを行う場合にも、同じような問題が生じる。役人の介在を最小にす

るためには、授業料を課税取引に転換し、仕入取引にゼロ税率を適用する方が、透明化に資するのではないか。

この場合、授業料等のかかる消費税については、返済不要の奨学金の増額などで対応するのも一案である。加えて、

補助金や運営交付金、さらには奨学金に代えて、教育バウチャーに転換し消費者である学生に資金（学費）を直

接交付することにより、補助金・交付金事務を通じて役人が大学のカネ勘定に不要に介在できない仕組みにする

のも一案である。東京医大への文科省幹部子弟の不正入学などをみれば、公的資金交付を通じて不正な利益供与

をねだる悪しき役人社会主義の最たる例といえる。大学バウチャーなど私大の運営と税財政法務について詳しく

は、拙論「規制緩和時代の私立大学運営と税財政法務」獨協法学 91 号 552 頁以下参照。Available at: http://

jti-web.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/fc008227e599128905e586c6a81f19be.pdf

 

社会保険診療等の係る医療は消費税非課税である一方、その価格は診療報酬制

度による公定価格となっている。このため、平成元年の消費税導入以来、仕入れ税額

相当分の診療報酬で補てんする措置が講じられてきたが、補てんにばらつきがある等

の指摘があった。今般の消費税 10％への引上げに際しては、診療報酬の配点方式を

精緻化することにより、医療機関種別の補てんのばらつきが是正されることになる。今後

は、所轄省庁を中心に、実際の補てん状況を継続的に調査するとともに、その結果を

踏まえて、必要に応じて、診療報酬の配点方法の見直しなど対応していくことが望まれ

る。 

 

 

【図表 10】�消費税率の引上げに伴う対応等（３）医療等
に係る措置



医療等に係る措置」を盛り込むことで、忖度をする。

しかし、役人は、担税者である一般の消費者（患者）

の方に視線を向けて話しているとは思えない。

　実質的には役人の舌先三寸で決まっている不透

明な仕入れ税額相当分の診療報酬で補てんする措

置（診療報酬改訂）の見える化を急ぐ必要がある 9。

　現行の損税補てんの仕組みは、役人の権限維持

にはつながっているものの、消費税の担税者であ

る患者（消費者）や納税義務者である医師や医療

機関（事業者）が不在のようにみえる。

　今後、消費税が、10％から、15％、20％へと段

階的に引きあげられることも想定される。これに

したがい、現行の診療報酬引上げ（消費税引き上

げ分の補てん）による対応方法では、いずれ限界

に達するのではないか？この対応方法は、いわば

「内税」で消費者（患者）に負担を求めるに等しい。

国民の健康や生命維持に必須のサービスに過度な

課税をゆるすことにつながり、憲法が保障する生

存権を侵害するものと解される。

　公定価格の社会保険診療サービスへの消費課税

のあり方は、国民の生命・生存権や幸福追求権と

深くかかわってくる。患者（消費者）負担を防ぎ、

かつ医師や医療機関（事業者）の損税発生を防ぐ

には、社会保険診療サービス非課税から「課税に

転換＋ゼロ税率の採用」で、医師会・患者双方が

納得できるような抜本的な対応が求められる。

　社会保険診療サービスに対する消費税負担から

患者（消費者）や医師や医療機関（事業者）を解放し、

社会保険診療報酬の純化のためにも、非課税から

「課税に転換＋ゼロ税率の採用」が急がれる。透明

で、税の補てんに統計不正などが及ばないような

制度つくりが求められている。
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【図表 11】わが国の現行消費税の対象取引・対象外取引の類型
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課税対象と

なる取引 

非課税取引 

課税対象取引 

課税対象外取引 

ゼロ税率取引 

（輸出免税） 

課税取引 

商品・サービスの輸出 

国際運輸・国際通信等 

切手・はがき・証紙・印紙の販売、商品券や乗車

カードなど各種のプリペイド券の販売 
 
 

商品・製品等棚卸資産の販

売、機械や備品等の売却、サ

ービスの提供、輸入 

土地の譲渡、土地の貸付け（一時使用は除く） 

国や地方自治体の登記・登録・証明・検査・試験・

裁判・審査等の手数料 

有価証券の譲渡、預貯金利子、外国為替取引など 
 

一定の社会保険診療、介護保険サービスなど 

一定の社会福祉サービス、助産、火葬・埋葬、身

障者用物品の譲渡・貸付けなど 

一定の学校教育（授業料・入学金・教科書等） 

住宅の貸付け 

事業者以外 

が行う取引 

対価性の 

ない取引 

国外取引 

給与所得者が行う労務の提供、消費者が行う家庭用品

の売却など 

保険金・共済金・寄附金・試供品等の授受、会費・組

合費・慶弔金の授受、贈与、無償ボランティア活動な

ど 

ゼロ税率を①輸出免税と、②国内ゼロ税率に

分けたモデルにする。 
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はじめに

　わが国において、納税者は、納税義務が確定し

た場合には、その確定した租税を定められた納期

限までに納めなければならない。

　しかし、租税徴収 1 状況をみると、多額の滞納

税額が存在し 2、その滞納税額を圧縮するため、毎
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おわりに

凡例

１．法令は、平成２９年４月１日現在による。

２．ＴＫＣ法律データベースからの裁判例等は、

【ＬＥＸ／ＤＢ№・・・】とする。

３．税理士情報ネットワークシステム税法データ

ベースからの裁判例等は、【ＴＡＩＮＳ・・・】

とする。

４．第一法規法情報総合データベースからの裁判

例等は、【Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系№・・・】

とする。

５．文献の引用注、「」は論文、『』は著書を示す。

６．章立ては、第１章・第２章・・・、第１節・

第２節・・・、１．・２．・・・、（１）・　（２）・・・、

ア・イ・・・、（ア）・（イ）・・・、とする。

７．裁判例では、原告をＸ、被告をＹとし、国税

不服審判所裁決例では、審査請求人をＸ、原処分

庁をＹとする。



年多額の不納欠損 3 が生じている。課税庁 4 は、徴

収を行う人員が限られているため、効果的・効率

的な徴収を行っているが、この義務が履行されて

いるとはいい難い状況にある。

　租税債権は、私債権に比し、２つの優位性を持つ。

１つ目が自力執行権であり、これにより、裁判所

の判断を必要としない、速やかな租税債権の実現

が可能になっている。２つ目が租税の優先権であ

り、これにより、租税債権は原則として、すべて

の公課その他の債権に優先する。このように課税

庁は、私債権者に対し、債権回収の面で優位して

いることがうかがえる。

　このような租税債権の回収手段は、滞納処分と

して国税徴収法や地方税法に定められており、同

法制定時から大きな変更なく現在に至っている。

これは、租税徴収が、租税法律主義の下、合法性

の原則により、課税庁には租税を減免する自由、

さらに租税を徴収しない自由はなく、法律に定め

られたとおりの税額を徴収しなければならず、ま

た、手続的保障原則により適正な手続で租税徴収

を行わなければならないためである 5。このような

取扱いは、租税債権が上記のような優位性を持つ

ことに加え、課税庁の徴収権の濫用、逸脱を防ぐ

という観点からも当然のことといえる。

　そのため、課税庁は、多額の滞納税額を解消す

るため、法の定めに従って租税徴収を行っている

が、その結果、強引な徴収として問題視される事

例も見受けられる 6。

　そこで、本論文では、租税徴収について、滞納

の発生から滞納処分の初期段階である差押えにお

いて存在する滞納者に対する保護規定を中心に点

検することとした。具体的には、第１章において、

課税庁と滞納者の法律関係を点検し、納税義務の

発生と消滅について概観する。第２章において、

滞納処分の要件となる督促状の送達と民事訴訟法

に規定する送達を比較しながら裁判例等の分析を

行い、督促状の送達が抱える問題点を抽出する。

第３章において、滞納処分における差押え制度の

点検をしたうえで、差押禁止財産などの滞納者保

護規定と民事執行法に定める債務者保護規定を比

較しながら裁判例等の分析を行う。そして、第４

章では、滞納者が滞納処分の執行を受けずに租税

を納付する方法として、納税の猶予制度について

の裁判例等の分析を行うことで、租税徴収のある

べき姿を検討したい。

第１章　概観

　本章では、納税義務の発生から消滅までを概観

する。第１節において課税庁と納税者の租税法律

関係について点検し、第２節において納税義務の

発生についての点検を行う。そして、第３節にお

いて租税債権が満足されないまま納税義務が消滅

する場合の点検を行うものとする。

第１節　租税徴収における租税法律関係

　わが国の租税の賦課・徴収は、租税法律主義の

原則により必ず法律の根拠に基づいて行わなけれ

ばならないとされている。この原則は、納税義務

が成立するための課税要件だけでなく、租税の申

告、納付、課税処分、滞納処分などの手続きも含

まれている 7。このような国家と国民との間の租税

をめぐる関係を租税法律関係という。

　租税法律関係は、私法上の法律関係と異なり、

当事者間の契約によって成立する関係ではなく、

公法である税法の支配する関係であり、租税法律

の規定のみによって形成される関係である 8。
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1  本論文では、法定納期限を経過した租税の徴収をいう。
2  国税庁『国税庁レポート２０１７』（国税庁，２０１７年）３６頁、総務省＜ http://www.soumu.go.jp/main_

content/000415653.pdf ＞平成２７年度滞納税額は、国税及び地方税の合計額２兆１９８４億円にのぼる。
3  国税庁＜ https://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/tab/tab26.htm ＞不納欠損とは、滞納

処分の執行を停止した後３年経過した場合等の事由により納税義務が消滅したものをいう。
4  本論文では、「課税庁」とは、租税を賦課、徴収する行政組織を総称したものをいう。
5  石村耕治編『現代税法入門塾〔第８版〕』（清文社，２０１６年）１０４頁参照。
6  勝俣直「税金違法取り立て　桜区の親子さいたま市を提訴」（埼玉新聞朝刊，２０１７年１０月４日）１７面参照。

    さいたま市税を滞納していた父親と娘が、さいたま市による違法な差押処分を受けたとして、差押処分の無効及

び国家賠償法に基づく慰謝料を求めて提訴した事案。

   父親は、給与が月３５万円であったが、母親がさいたま市から月３２万円の給与を差押えることの承諾書を提出

するよう指示され、承諾書を父親の署名と押印で提出した。さいたま市は、当該承諾書に基づいて差押処分をした。

娘は、給料日に預金口座が差し押さえられ、預金残高が０円になっていた。
7  石村・前掲注５、１０３頁参照。 
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　租税法律関係は、ドイツにおいて議論されてき

たものである。国家が国民に対して優越すると考

える租税権力関係説と、国家と国民は公法上の債

権債務関係にあるとする租税債務関係説の２説が

対立してきた。現在は、租税法律関係を一元的に

割り切るのは困難であり、租税債務関係説を中心

に据えながら、租税手続法の分野において租税権

力関係説により説明するような二元的な見解が多

いようである。

　わが国において、学問上、租税の法的な定義は

ドイツ租税基本法（Abgabenordnung。以下「ＡＯ」

という。）の規定が参考とされている 9。そして、

滞納処分が行われる局面は、自力執行権や租税の

優先権など国家権力が行使される場面が多い。以

下、両説を点検し、わが国における租税法律関係

を検証したい。

１．租税権力関係説

　租税権力関係説は、租税債務関係説に対し、伝

統的な学説で、租税法律関係を国家が優越する権

力の主体として国民に対する関係であり、国家と

国民が命令服従関係にあるとする学説である。

　租税権力関係説は、伝統的なドイツ行政法に端

を発する。この説によると、租税法は、行政法と

その性質において異なるところがないため、行政

法の一分野にとどまることとなる。

　行政法は、行政主体の行為として行政行為が前

提となる。よって、租税権力関係説によると、納

税義務の成立時期は、課税要件の充足ではなく、

査定処分という行政行為がなされた時とされてい

る。そして、同説が色濃く現れる場面として、滞

納処分における自力執行権や租税の優先権などが

挙げられる。

２．租税債務関係説

　租税債務関係説は、租税権力関係説に対し、新

興の学説で、租税法律関係を、国家と国民が公法

上の債権債務関係にあるとする学説である。

　租税債務関係説は、１９１９年のＡＯの制定を

機に提唱される。同法は、「租税債務」の観念を中

心に、租税実体法及び租税手続法の通則的規定を

整備したものであり、特に、当時の同法８１条に

おいて、「租税債務は、法律の定める租税要件が充

足された時に成立する。租税債務確定のために税

額の確定を必要とするということは、その成立を

延期しない」と定め、租税債務の成立には行政行

為は必要としないことを明記している。すなわち、

納税義務の成立は、課税要件が充足された時とし

ている。

　租税債務関係説は、ＡＯが租税法を租税実体法

と租税手続法に区分したことで成立した学説であ

る。同説は、租税法を租税実体法と租税手続法に

区分したこと、納税義務の成立を課税要件に求め

たことで、債権債務関係を有し課税要件を定める

租税実体法を中心とし、権力関係を有する租税手

続法がこれに従属するとした。

　よって、租税債務関係説における国家と国民の

関係は、租税手続法が適用される場面においては

依然として権力関係にあるが、租税実体法が適用

される場面においては債権債務関係にあり対等関

係になる。そして、租税実体法を中心に据えるこ

とで、国家と国民の対等関係が強調され、ひいては、

納税者の権利救済手続の存在性も重視している 10。

３．小括

　租税法律関係は、上述した２説が対立してきた

が、公法関係は権力関係であるという前提に立て

ば、租税法律関係を公法上の債権債務関係とする

租税債務関係説も公法上の関係である以上、権力

関係にあるため、この点では両説の対立は存しな

いということになる 11。

　両説は、租税法の個々の関係について、あるも

のは権力的、他のものは債務関係的であり、これ

らを総合した特徴づけにおいて争われてきたもの

である 12。結局は、同じものをどの角度から捉え

るかということに尽きると考える。

　両説の相違点は、納税義務の確定手続と行政行

為の性質にあると考えられる。租税権力関係説が

行政行為によって納税義務を確定するのに対し、

租税債務関係説は、租税法に規定する租税要件の

充足によって納税義務が確定する（申告納税方式

など）。よって、租税債務関係説における行政行為

は、すでに成立している租税債務を具体的に確認

する行為となる 13。そのため、両説の最も大きな
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8  北野弘久『税法学原論〔第７版〕』（勁草書房，２０１６年）１８６頁参照。
9  石村・前掲注５、３０頁参照。
10  北野・前掲注８、１８８頁参照。
11  須貝脩一「租税債務関係説の一意義（一）」税法学第１１８号１頁参照。
12  須貝・前掲注１１、２頁参照。



相違点は、行政行為の軽重にあると考える。

　現在、わが国の課税方式は、国税では申告納税

方式が一般的な課税方式であり、地方税では賦課

課税方式が一般的である 14。これは、租税法律関

係が議論されていたドイツでは賦課課税方式が主

流であったのに対し、申告納税方式はアメリカ合

衆国で主流であったことに由来する。そのため、

わが国における租税法律関係は、国税は債権債務

的、地方税は権力関係的となり、国税と地方税で

は、その法律関係が異なるように思われる。しかし、

本論文の主題とする租税徴収局面における租税法

律関係は、両説ともに権力関係とし、争いがない。

なぜなら、租税徴収局面においては、やむを得ず

租税滞納する者だけでなく、租税法律の不知、無

理解、納税意欲の欠如する者もおり、そういった

者に対しては権力関係的にならざるを得ないため

である 15。

　租税徴収手続に関して規定している国税徴収法

は、昭和３５年の制定にあたり、「租税債権も私債

権と同一の原理に従うものとすることが望ましい」
16 という前提に立ち、公権力の行使について、「真

に止むを得ない場合の最後の手段としてはこれを

是認せざるを得ない」と、慎重に判断することを

求めている 17。同法が自力執行権など権力関係的

な規定を定める一方で、差押禁止財産等滞納者に

対する保護規定も定めていることを考えると、権

力関係的であるべき租税徴収局面においても、国

家と国民が対等関係であろうとしているように感

じる。本論文では、次章以下において、租税徴収

局面における課税庁と納税者の租税法律関係を考

察していきたい。

第２節　滞納者に対する対応

１．強制徴収に関する定め

　滞納処分とは、課税庁が、納付すべき租税をそ

の納期限までに納付しない滞納者に対して、自力

執行権に基づいて租税債権の強制的実現を図る手

続きをいう 18。

そして、滞納処分は、課税庁が、滞納している租

税に係る督促状を滞納者に対して発する等 19 の

手続きを必要とし、当該督促状を発した日から起

算して１０日を経過した日までに完納されない場

合に着手することができるほか、国徴法その他の

法律の規定により着手することもできる（国通法

４０条、地方税法６８条等）。

　督促状の発送は、納期限を経過した租税につい

て、その納期限から５０日以内に督促状を発する

ことと規定している（国通法３７条、なお、地方

税法においては納期限後２０日以内。地方税法

６６条等）。そして、その納期限は、申告納税方式

より確定する租税（国通法３５条）と納税の告知

により確定する租税（国通法３６条）に分けて規

定している。

　国通法３５条は、申告納税方式により確定した

租税をその法定納期限までに国に納付しなければ

ならないと規定している。また、更正又は決定の

通知や、過少申告加算税、無申告加算税又は重加

算税の賦課決定を受けた場合には、当該通知書が

発せられた日の翌日から起算して１月を経過する

日までに納付しなければならないと規定している。

　国通法３６条は、賦課課税方式により確定した

租税（国通法３５条に規定している過少申告加算

税等を除く。）及び法定納期限までに納付されな

かった源泉徴収による国税、自動車重量税、登録

免許税について、納期限等を記載した納税告知書

を送達しなければならないと規定している 20。

　賦課課税方式は、もっぱら課税庁の処分により

租税が確定する（国通法１６条２項）。一方、源泉

徴収による国税、自動車重量税、登録免許税は、

特別な確定手続を要せず、自動的に確定する（国

通法１５条３項。以下、「自動確定方式」という。）。

自動確定方式の租税は、納税義務の成立と同時に
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の他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。」と規

定している。



13

【論説】 租税徴収手続における滞納者保護の現状

自動的に確定するため、当該租税に係る法定納期

限までに納付がない場合に納税の告知により納税

義務の履行を請求する。この場合における納期限

は、納税告知書を発する日の翌日から起算して１

月を経過する日（国通令８条）とされている。

　なお、自動確定方式の租税のうち、印紙税（申

告納税方式による印紙税を除く。）は、課税文書を

作成することで自動的に確定し、当該課税文書の

作成の時までに、当該課税文書に貼り付ける方法

により、納付しなければならない（印紙税法８条）

とあるため、課税文書作成の時が法定納期限とな

る。課税文書作成の時までに納付されなかった場

合には、課税庁は、過怠税を賦課課税方式により

徴収している。

　また、第二次納税義務者に対する納期限は、国

徴法３２条及び地方税法１１条において納期限等

を定めた通知書により告知する旨定めている。

２．滞納処分の対象となる者

　滞納者とは、納税者でその納付すべき国税をそ

の納付の期限までに納付しないものをいい（国徴

法２条９号）、納税者とは、国税に関する法律の規

定により国税（源泉徴収による国税を除く。）を納

める義務がある者及び当該源泉徴収による国税を

徴収して国に納付しなければならない者をいう（国

徴法２条６号）。よって、滞納者には、法律の規定

により租税を納める義務がある者のうち、源泉徴

収の対象となる所得者は除外され、源泉徴収義務

者が対象に含まれる。また、地方税においても、

市町村民税等特別徴収される租税については、特

別徴収義務者に対して滞納処分を行うとしている

（地方税法３２９条等）。

　なお、第二次納税義務者は、納税者の国税を納

付する義務を負う者（国徴法２条７号）をいうこ

とから、法律の規定により租税を納める義務があ

る者に含まれ、また、連帯納付義務者は、民法の

規定（４３２条等）を準用するため（国通法８条等、

地方税法１０条）、全員が滞納処分の対象者となる。

納税者は、国通法２条５号でも定義しているが、

同号では、括弧書きで「第二次納税義務者及び国

税の保証人を除く」とあり、国徴法と国通法でそ

の定義が異なる。これは、第二次納税義務が、本

来の納税者に「滞納処分を執行してもなおその徴

収すべき額に不足すると認められるとき」（国徴法

３３条以下）に生ずるものであるため、国通法の

納税者の定義から除かれていると考えられる。

３．小括

　納税義務は、租税ごとに申告納税方式、賦課課

税方式、自動確定方式のいずれかの方式により確

定する。そして、租税は、納税義務が確定するこ

とで、その種類ごとに納期限が定められる。課税

庁は、その租税がその納期限までに納めることが

できない者に対し、督促状を発送した後に滞納処

分を行うことになるが、滞納処分の対象となる者

は、納税義務者のうち、源泉徴収及び特別徴収の

対象となる所得者を除外し、源泉徴収義務者及び

特別徴収義務者や第二次納税義務者を加えた納税

者となっている。

　よって、租税は、その納期限が経過した後は、

その種類にかかわらず等しく滞納処分の対象とな

る。

第３節　納税義務が消滅する場合

　納税義務は、通常、納付によって消滅する。納

税義務が任意に履行されない場合は、滞納処分に

より租税債権を強制的に満足させることになる 21。

しかし、例外的に租税債権が満足されないまま納

税義務が消滅する場合もある。具体的には、滞納

処分の執行停止が３年間継続したとき（国徴法

１５３条、地方税法１５条の７）、租税債権の消

滅時効が完成したとき（国通法７２条、地方税法

１８条）及び会社更生法における更生債権の免責

等に該当するとき（会社更生法２０４条）が挙げ

られる。

　上記例外的に納税義務が消滅する場合は、滞納

者の保護や法律関係の安定化など様々な目的のも

とに規定されている。以下、これらの規定を個々

に点検していきたい。

１．滞納処分の執行停止が３年間継続した場合

　滞納処分の執行停止は、①滞納処分をするため

の財産がないとき、②滞納処分をすることで生活

を著しく窮迫させるとき 22、または、③滞納者及

び財産の所在が不明であるときを要件としている

（国徴法１５３条１項、地方税法１５条の７第１

項）。そして、①に該当し、租税を徴収することが

できないことが明らかであるときは、直ちに納税
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義務を消滅させることもある（国徴法１５３条５

項、地方税法１５条の７第５項）。法人の租税につ

き、当該法人が破産等により解散や廃業したとき

や、被相続人の租税につき、相続人全員が相続放

棄をした等により相続人が存在しないときなどが

これにあたる（国徴基通１５３条１６）。すなわち、

滞納処分の執行停止は、滞納者に対する保護規定

という面と税務行政の効率化という面を併せ持つ

ものと思料する。

　滞納処分の執行停止の判断は課税庁に委ねられ

ており、滞納者から請求できる権利としては認め

られていない（国徴基通１５３条５）。この判断に

ついて、課税庁の自由裁量とする見解と、法定要

件を満たしていれば、課税庁は停止しなければな

らないとする見解が存在する 23。以下、裁判例等

から両見解の検討を行いたい。

（１）課税庁の自由裁量とする見解

ア　長崎地裁昭和３０年７月１４日判決 24 

（ア）本件の概要

　Ｘは、滞納処分の対象となった財産について、

滞納処分費等を控除した後の金額が滞納税額の五

分にも満たない額であるとし、このような滞納処

分は国税徴収法１２条（昭和２６年３月３１日法

律第７８号により改正した旧国税徴収法１２条を

いう。以下、同法を「旧国徴法」という。現国徴

法１５３条。）25 に違反することから無効であると

主張した。これに対し、Ｙは、滞納処分の対象となっ

た財産は差押物件の一部であり、他の差押物件を

順次公売することで滞納税額に達するとし、違法

はない旨主張した。

　裁判所は、旧国徴法１２条の規定は、その要件

に該当する場合に滞納処分を停止することができ

るという規定であり、停止するか否かは課税庁の

自由裁量に委ねられていると解し、Ｘの主張を退

けた。

（イ）検討

　本件は、滞納処分の対象となった財産の額が滞

納税額に比しわずかな額である場合に旧国徴法

１２条に違反するか否かが争われた事案である。

　旧国徴法１２条１項は、１号から４号の要件に

該当する場合には、滞納処分の執行停止をするこ

とができると定めていることから、裁判所は、滞

納処分の執行停止は課税庁の自由裁量に委ねられ

ているとして、Ｘの主張を退けた。

　旧国徴法１２条１項各号の要件をみるに、本件

の争点となる差押えに関する規定は１号及び２号

に定められており、１号は無剰余、２号は滞納者

の財産のすべてについて滞納処分を執行してもな

お徴収すべき租税及び滞納処分費があるときとさ

れている。

　本件において、本件滞納処分の対象となった財

産は、本件滞納処分の結果、わずかではあるが剰

余が生じており、また、本件滞納処分の対象となっ

た財産は、滞納者の財産の一部であることから、

旧国徴法１２条１項の要件に該当しないことは明

らかである。裁判所が判示した裁量権は、旧国徴

法１２条１項各号の要件に該当したうえで検討さ

れるべきであり、言及する必要がなかったものと

考える。すなわち、本件は、旧国徴法１２条の要

件を満たさないにもかかわらず、裁判所は、要件

を満たしたうえで検討する裁量権に言及したもの

である。本件の結論が旧国徴法１２条に反しない

という点について、裁判所の判断に異論はないが、

その結論に至る過程には疑問がある。そのような

中でなされた裁量権の判断にも疑問が残る。

イ　国税不服審判所平成１５年１０月９日裁決 26 

（ア）本件の概要

　Ｘは、生活保護費等の受給について、損害賠償

金を受領した際には全額返済する条件としていた

ことから、本件差押処分は生活保護費等の返済を

できなくし、かつ、Ｘの生活を完全に成り立たせ

なくするものであるとして、国税徴収法１５３条
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23  石村・前掲注５、７２３頁、７２４頁参照。
24  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２６０１１８２６】本件は、ＸがＹに対し、約１億３千５百万円の固定資産税を滞納していた

ところ、Ｙが、当該固定資産税の滞納処分としてＸの所有財産を差し押さえ、公売したため、Ｘが、当該滞納処

分は旧国税徴収法１２条の規定（滞納処分の執行停止）に反するとして、その取り消しを求めた事案である。
25  旧国税徴収法１２条（抜粋）は以下のとおりである。なお、現国徴法１５３条では、１号、２号が抹消されている。

　第十二条　滞納者左ノ場合ニ該当スルトキハ政府ハ滞納処分ノ執行ヲ停止スルコトヲ得

　一　差押ヘ得ル財産ノ価額滞納処分費及第三条ニ依リ国税ニ先チヲ徴収スル債権額ニ充テ残余ヲ得ル見込ナキトキ

　二　差押ヘ得ル財産ノ凡テニ付滞納処分ヲ為シタルモ仍徴収スベキ国税及滞納処分費ニ残余アルトキ

　三　滞納処分ノ執行ニ因リ滞納者ノ生活ヲ著シク窮迫ノ状態ニ陥ラシムル虞アルトキ

　四　滞納者ノ所在不明ニシテ差押ヘ得ル財産不明ノトキ
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１項２号の規定に基づき滞納処分の執行停止及び

同条３項の規定に基づき差押えを解除するよう求

めたが、Ｙは、Ｘが本件滞納処分となった損害賠

償請求権及び求償債権を有していることを勘案す

ると、Ｘは同条１項２号の規定に該当しないと主

張した。

　審判所は、国税徴収法１５３条の規定について、

「税務署長等の職権により行われ、たとえ同条第１

項各号所定の停止の要件に該当する場合であって

も、その停止をするかどうかは税務署長等の裁量

に任されていると解される。」とし、Ｘが生活保護

費等を受給していた事実を認めながらも、本件事

故に係る損害賠償請求訴訟においてＸが就労不可

能な状態ではないと認定されていること、また、

回収可能性が明らかではないが約４１００万円の

求償債権を有していることから、Ｙに裁量権の逸

脱はないとし、Ｘの主張を退けた。

（イ）検討

　本件は、Ｙが生活保護費等の受給者であるＸに

対して執行した滞納処分について、滞納処分の執

行停止の要件である「生活を著しく窮迫させるお

それがあるとき」（国徴法１５３条１項２号）に違

反するとして争われた事案である。

　審判所は、本件事故に係る損害賠償請求訴訟に

おいて、Ｘが就労不可能な状態にはないこと、回

収可能性が明らかではないながらも求償債権を取

得していることから、「生活を著しく窮迫させるお

それがあるとき」には該当しないと判断した。

　国税徴収法１５３条１項２号に定める「生活を

著しく窮迫させるおそれがあるとき」について、

国税徴収法基本通達１５３条関係３では、滞納者

の財産につき滞納処分の執行等をすることにより、

滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を

維持できない程度の状態になるおそれのあるとき

としている。

　生活保護法は、１条において「日本国憲法第

２５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮す

るすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、

必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障す

るとともに、その自立を助長することを目的とす

る。」と規定していることから、被保護者は、生

活が困窮している状態にあるといえ、国税徴収法

１５３条１項２号に定める「生活を著しく窮迫さ

せるおそれがあるとき」を滞納者が生活保護法の

適用を受けていることと解釈することは妥当なも

のと思料する。そして、同法には、就労について、

保護の実施機関が被保護者に対して就労指導をす

る旨の定めは存しているが（生活保護法２７条）、

就労可能性についての定めはない。よって、「生活

を著しく窮迫させるおそれがあるとき」は、憲法

２５条に規定する生存権を保障するため規定され

ているとともに、生存権は就労可能性に左右され

るものではないと解される。

　以上より、就労可能性を基準とした審判所の判

断は生存権を侵害することにもつながり、支持す

ることはできない。また、審判所は、回収可能性

が明らかではない求償債権を取得していることも

滞納処分の妥当性の判断にしているが、Ｘは、当

該求償債権について、その確定から本件裁決まで

間に１年超が経過しているが回収できていない。

そして、当該求償債権が回収できない債権である

ことについて、審判所も「回収可能性が明らかで

はない」として暗に認めている。このことは、Ｙ

が確定した当該求償債権に対して滞納処分を執行

せず、その当時確定していなかった損害賠償請求

権に対して滞納処分を執行していることや、Ｘが

生活保護費等の受給を継続していることからも明

らかである。審判所は、事実上回収できない求償

債権を基準に「生活を著しく窮迫させるおそれが

あるとき」には該当しないと判断しており、この
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26  【ＴＡＩＮＳ　Ｊ６６－７－２６】本件における事案の概要は次のとおりである。

　 　Ｘは、納期限が平成１０年３月３０日から平成１０年１１月３０日の間の所得税及び無申告加算税を滞納して

いる。滞納額は、約３２００万円及び延滞税となっている。

　 　Ｘは、平成１０年１月に自動車事故（以下「本件事故」という。）の被害を受けた後、平成１０年８月にＸの妻

を受給者として生活保護費等を受給している。Ｘは、本件事故に係る損害賠償請求訴訟を提起し、平成１５年９

月の判決により約２４００万円の損害賠償請求権を有することとなった。また、Ｘは、別に求償金請求訴訟も行っ

ており、平成１４年９月に約４１００万円の求償債権を有している。

　 　本件事故の加害者は、Ａ共済連との締結された自動車共済契約の被共済者であることから、本件事故に係る損

害賠償請求義務が生じたことにより対人賠償共済金支払請求権を有している。当該自動車共済契約では、損害賠

償請求権者がＡ共済連に対し、直接損害賠償金を請求することができると定めている。

　 　Ｙは、平成１５年２月３日付で滞納処分として、Ｘの有する対人賠償債権支払請求権に対して差押えを行った。

　 なお、当該生活保護費は、Ｘが就労可能になるか又は本件事故による損害賠償金を受領すれば、生活保護は廃止

となるとともに、生活保護法６３条（費用返還義務）に基づき受給した生活保護費等を全額返還することになっている。



点からも審判所の判断は支持できない。さらに、

Ｙが滞納処分を執行した本件損害賠償請求権は、

費用返還義務（生活保護法６３条）の対象となっ

ていたものである。損害賠償が一定の事由に基づ

き他人に与えた損害を填補して、損害がなかった

のと同じ状態にするもの 27 ということも考えると、

本件求償債権に対して滞納処分を執行せず、本件

損害賠償請求権に対してのみ滞納処分を執行した

ことにも違和感を覚える。

ウ　国税不服審判所平成２０年８月４日裁決 28 

（ア）本件の概要

　Ｘは、住所地の移動によりＹ及びＡから滞納処

分を受けることになったが、滞納処分に係る面接

は、Ｙ及びＡの担当者が同席し、差押債権の取立

て等の滞納処分もＹ及びＡが連携してきた経緯が

あるにもかかわらず、本件停止処分は、合理的な

理由もなく、Ａが行った滞納処分の停止処分にほ

ぼ１年も遅れたため行われたものであり、Ａと同

時期に本件停止処分を行っていれば、Ｙに対する

国税についても本件停止取消処分の時点には納税

義務がすでに消滅していると主張した。これに対

し、Ｙは、国税徴収法１５３条１項の規定は、課

税庁の裁量により滞納処分の執行を停止すること

ができるものであり、本件停止取消処分は、本件

停止処分から３年以内にＸの資力が回復したと認

められたために行われたものであるため、何ら違

法、不当はないと主張した。

　審判所は、国税徴収法１５３条１項の規定につ

いて、滞納処分の執行を停止するか否かは、権限

ある税務署長の裁量によるものと解し、本件にお

いては、Ｙ及びＡがそれぞれ独立して、所轄する

Ｘの滞納国税の滞納処分に係る権限を有し、その

滞納処分の執行の停止を行うか否かの判断もそれ

ぞれの裁量に委ねられているため、滞納処分の停

止時期が異なることが違法、不当とはいえないと

し、本件停止処分後３年以内にＸが停止の要件を

具備しなくなったために本件停止取消処分を行っ

ていることから、同処分についても違法、不当と

はいえないとし、Ｘの主張を退けた。

（イ）検討

　国税徴収法１５３条１項の規定は、１号から３

号のいずれかに該当するときに、税務署長は、滞

納処分の執行を停止することができる旨定めてい

る。

　本件では、Ｘが住所地を移動したことにより、

Ｙ及びＡの２か所の税務署長から滞納処分を受け

ることになったが、滞納処分の執行停止の判断が

ＹとＡで異なったことについての是非が争われた。

審判所は、滞納処分の執行停止の判断は税務署長

に委ねられているため、Ｙ及びＡの判断が異なっ

たとしても問題はないとした。

　租税の徴収は、租税法律主義に基づくとともに

課税要件明確主義に基づくことも求められる。本

件は、同一の時期に同一の者に対する国税徴収法

１５３条の適用について、それぞれの税務署長が

異なる判断をしている。国税庁が税法解釈の統一

を図ることをその業務の一つとしていること 29 を

考えると、税務署長がある程度の権限を有すると

しても、税務署長ごとに税法解釈が異なるという

ことは決して許容できるものではない。審判所の

判断は、課税要件明確主義に反し、法的安定性を

損なうものであり、支持できるものではない。

（２）�法定要件を満たしていれば、課税庁は停止し

なければならないとする見解（自由裁量を認

めない見解）

16 © 2019  国民税制研究所  JTI
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  JTI  税務ニューズ№４（2019.5.30）

27  法令用語研究会編『法律用語辞典〔第４版〕』（有斐閣，２０１２年）７３１頁。
28  【ＴＡＩＮＳ　Ｊ７６－７－３６】本件の事案の概要は次のとおりである。源泉徴収に係る所得税（以下「源泉所

得税」という。）及び源泉所得税以外の所得税、消費税及び地方消費税（以下「申告所得税等」という。）の滞納

者であるＸは、平成１４年８月に住所地を移動したことで、源泉所得税の所轄庁（Ｙ）と申告所得税等の所轄庁

（Ａ）が異なることとなった。両所轄庁ともに滞納処分の停止処分をしていたが、その後、Ｙは、滞納処分の停止

処分を取り消す処分（以下「本件停止取消処分」という。）をしたため、Ｘが本件停止取消処分は違法であるとし

て、国税不服審判所に対し、審査請求をした。

　 　Ａは、平成１５年１２月１０日付で、申告所得税等に係る滞納国税の滞納処分の停止処分を行い、平成１８年

１２月１８日付で、停止処分をした申告所得税等に係る滞納国税の納税義務が消滅した旨の通知をした。

　 　Ｙは、平成１６年１２月２０日付で源泉所得税に係る滞納国税の滞納処分の停止処分（以下「本件停止処分」

という。）を行ったが、平成１９年９月４日にＸが給与所得を得ていることを確認し、滞納処分の停止要件を満た

さないとして本件停止取消処分を行った。

　　なお、当該源泉所得税の納期限は、昭和６３年１月から平成１０年５月までとなっている。
29  石村・前掲注５、５８頁参照。
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ア　釧路地裁昭和３６年４月１８日判決 30 

　Ｘは、本件滞納処分について、差押財産の価格

が滞納処分費及び税金に先立つ債権額に充てて残

余を得る見込みがなかったことから、旧国徴法

１２条１項１号の規定に基づき滞納処分は停止さ

れるべきであったが、Ｙがこれを停止せず公売を

実施したことは滞納処分本来の目的を逸脱してお

り、いたずらに公売財産の所有者等の権利を失わ

せ抵当権者をも満足させずに違法に国民の権利を

侵害する無益な滞納処分であって、同条の規定の

仕方が裁量的であるとしてもかかる有害無益の処

分はその法律の精神から見て違法であると主張し

た。これに対し、Ｙは、同条の規定は課税庁の自

由裁量に委ねるものであるため、滞納処分の執行

停止をしなかったことにつき瑕疵はないと主張し

た。

　裁判所は、「同条に定める滞納処分の執行停止の

規定は、一見滞納処分を停止するか否かを課税庁

の自由裁量に委ねたものであるかの如くであるが、

改正後の国税徴収法４８条２項が無益の滞納処分

の停止、無益の差押の禁止を義務的に規定してい

るのと対照して考えるならば、旧国徴法１２条１

項の規定も強制執行における無益の差押を禁じた

民事訴訟法５６４条（現民執法１２９条）とその

趣旨を同じくするものであって、差押財産の価額

が滞納処分費及び税金に先立つ債権額に充当して

残余を生ずる見込みのない場合に滞納処分を行う

ことは滞納処分の目的を逸脱し、いたずらに滞納

者を苦しめるのみで何らの実益もないからその執

行を停止すべきものとし、滞納処分の執行停止を

課税庁の自由裁量に属するものと解すべきではな

い」と判示した。結果、Ｘの請求を認容した。

（イ）検討

　本件は、ＹがＸに対して執行した滞納処分が、

滞納処分の執行停止の規定（旧国徴法１２条１項

１号）に該当するにもかかわらずなされたことか

ら、旧国徴法１２条１項に規定する裁量権につい

て争われた事案である。

　裁判所は、旧国徴法１２条１項に規定する滞納

処分の執行停止の判断について、課税庁の自由裁

量のようにみえるとしながらも、その趣旨を「超

過差押及び無益な差押の禁止規定（現国徴法４８

条２項、民執法１２８条、民執法１２９条）と同

じものと解し、効果の認められない滞納処分を行

うことは滞納処分の目的を逸脱し、いたずらに滞

納者を苦しめるのみで実益がないことから、その

執行を停止すべきものとし、滞納処分の執行停止

の判断について、課税庁の自由裁量に属さない」

と判示している。

　滞納処分の執行停止の趣旨は、上述のとおり滞

納者に対する保護規定という面と租税徴収の効率

化という面を併せ持つものと考えられる。本件滞

納処分のような無益な差押えは、いたずらに滞納

者に対して圧力をかけることになるにもかかわら

ず、租税債権の回収可能性も認められないことか

ら、滞納処分の執行停止の趣旨である上記両面に

反するものと考えられる。課税庁は、本来、この

ような状況で滞納処分を継続する理由はないはず

であり、本件のような事例は課税庁の権利の濫用

に近いものがあると感じる。裁判所の判断は、滞

納処分の執行停止の趣旨に言及したうえで、課税

庁の自由裁量を認めないとしたものであり、妥当

なものと思料する。

（３）私見

　滞納処分の執行停止は、滞納者が申請すること

ができないため、滞納処分の執行停止そのものに

ついての争いは多くない。裁判例は、旧国税徴収

法に規定されていた差押えの妥当性について争わ

れた事例がある程度である。上記事例をみると、

滞納処分の執行停止の判断は、課税庁の自由裁量

に委ねられているとする見解が多いようである。

　課税庁の自由裁量に委ねられているとする見解

は、典型的な権力の行使として権力関係説に依拠

しているものと考えられるが、生存権に抵触する

部分まで権力の行使が許されるとは考えられない。

また、自由裁量は課税庁に一切の裁量権を委ねる

ものであるが、同一の時期に同一の者に対してな
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30  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２１０１４６７２】本件は、Ｙが、鉱区税を滞納していたＸに対し、滞納処分としてＸの有す

る鉱業権を差し押さえ、公売したが、当該鉱業権は、滞納処分前に債権極度額６０万円の根抵当権が設定されて

いたため（実際の被担保債権額は約５１万円であった。）、旧国徴法施行規則１２条１項の規定に基づき当該抵当

権者に対し、差押えに関して通知しなければならないところ、その通知を行わず、当該抵当権者が公売に参加し

配当要求をする機会を与えられなかったこと、また、当該鉱業権の見積価格が１１万９千円であるため、滞納処

分費及び租税に先立つ債権額に充てて残余を得る見込みがないものとして、旧国徴法１２条１項１号の規定に基

づき滞納処分を停止するべきであったとして、公売代金を税金に充当収納したのを取り消して抵当権者に交付す

ることを求めた事案である。



される判断が税務署長ごとに異なるといったこと

まで裁量権の範囲に含まれるとは考えられない。

　一方、自由裁量を認めない見解は、公法たる国

税徴収法と私法たる現民事執行法の比較を行って

いることから、課税庁と納税者が債権債務関係に

あることに立脚していると考えられる。そして、

公法と私法の整合性、滞納処分の執行停止の趣旨

にまで踏み込んだうえで、自由裁量を否定してい

る。いわば、滞納処分の執行停止の要件に合致し

ていれば課税庁の裁量は不要とする考え方である。

学説では、「滞納処分の執行を停止することができ

る」（国徴法１５３条、地方税法１５条の７）の解

釈について、滞納処分の執行停止をするかどうか

がいわゆる裁量にゆだねるという意味ではなく、

同条の要件を充足する事実があると認められる場

合には、必ず滞納処分の停止をしなければならな

いという意味である 31 とする見解や、課税庁の自

由裁量を認めない見解の中には、徴収緩和に限れば

自由裁量を認める余地があるとする見解もある 32。

　以上勘案すると、滞納処分の執行停止は、滞納

者から課税庁に働きかけることは困難であるが、

その趣旨から、要件に該当すれば当然になされる

べきものであり、そして、その判断にあたり、課

税庁に裁量権はないと考えるのが妥当であると思

料する。

２．租税債権の消滅時効が完成した場合

（１）租税債権の時効

　時効とは、ある事実状態が一定の期間継続した

場合に、真実の権利関係に合致するか否かを問わ

ずに、その状態を尊重してこれに相応する効果を

与える制度であり、それは、公法、私法を問わず

共通している 33。

　時効の存在理由として、具体的には、①社会の

法律関係の安定のため、②証拠保全の困難を救済

すること、③権利の上に眠っている者を保護しな

いことが挙げられる 34。

　租税債権は、賦課権と徴収権から成立している

とされる。そして、租税債権の期間制限は、賦課

権が除斥期間（国通法７０条、地税法１７条の５）

とされ、徴収権が消滅時効（国通法７２条、地税

法１８条）とされている。これは、賦課権が確認

を主たる内容とする公法上の特殊な行政処分をす

ることのできる一種の形成権であると考えられる

のに対し、徴収権は一般の私債権ときわめて近似

した性格をもち、特別に自力執行権と租税の優先

権が認められることを除けば、私債権と同一に取

り扱うことが適当とされている 35 ためである。以

下、徴収権における時効と私債権における時効の

比較を行いたい。

（２）�徴収権における時効と私債権における時効の

比較

　徴収権と私債権の消滅時効について比較すると、

徴収権の消滅時効の期間は５年であり（国通法

７２条１項、地税法１８条１項）、時効の援用を要

せず、また、その利益を放棄することができない（国

通法７２条２項、地税法１８条２項）ため、徴収

権は、時効の完成によって絶対的に消滅する。一方、

私債権の消滅時効の期間は原則１０年 36 であり（民

法１６７条）、時効は当事者が援用することを要し

（民法１４５条）、また、時効完成後において時効

の利益を放棄することもできる（時効の利益をあ

らかじめ放棄することができない。民法１４６条）

とされている。

　徴収権と私債権は、近似した性格をもつにもか

かわらず、それぞれの消滅時効の取り扱いが異な

る。私債権における時効について、時効が当事者

の援用を要することとしている理由は、その時効

の利益を受けるかどうかを当事者の意思に委ねて

いるためであり 37、また、時効の利益をあらかじ

め放棄できないこととしている理由は、継続した

事実関係を尊重する時効制度の趣旨に反するとと

もに、債権者が債務者を圧迫してあらかじめ時効

の利益を放棄させる弊害が生じうるため 38 とされ

ている。すなわち、私債権における時効は、私的
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31  北野弘久編『税法解釈の個別的研究Ⅰ』（学陽書房，１９７９年）３４頁参照。
32  金子・前掲注１８、７９頁参照。
33  杉村章三郎『財政法〔新版〕』（有斐閣，１９８２年）２５７頁参照。
34  松久三四彦『時効判例の研究』（信山社，２０１５年）５９４頁参照。
35  武田昌輔監修『ＤＨＣコンメンタール国税通則法』（第一法規，１９８２年）３８３４頁参照。
36  民法１６９条以下では短期消滅時効が定められている。
37  我妻榮ほか『我妻・有泉コンメンタール民法　─総則・物権・債権─　』（日本評論社、２００９年）２９４頁参照。
38  我妻ほか・前掲注３７、２９４頁参照。
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自治の原則に則りながらも、立場の弱い債務者を

保護する趣旨がうかがえる。一方、徴収権におけ

る時効の考え方は、徴収権だけではなく、公法上

の金銭債権すべてに共通している（会計法３０条、

３１条）。公法上の金銭債権の時効は、公法上の権

利義務の早期安定及び政府会計の短期決済の必要

から 39、私債権における時効とは異なる規定となっ

ている。さらに、徴収権については、租税債権を

画一的に処理することによって納税者と課税庁双

方の便宜が図られること 40、また、課税庁が完備

した徴税機構をもっているにもかかわらず権利行

使しないのは怠慢であり、私債権に比し、その時

効期間を短くすることにより納税者の苦痛を緩和

するため 41 といった趣旨があることから、私債権

における時効と異なる規定を設けているようであ

る。すなわち、徴収権における時効は、租税徴収

の効率化、早期解決といった課税庁の都合を第一

に、付随的に納税者保護を目的として設けられて

いると考える。

３．�会社更生法における更生債権の免責等に該当

する場合（会更法２０４条）

　会社更生法は、窮境にあるが再建の見込みのあ

る株式会社について、その事業の維持更生を図る

ことを目的としている 42。一方、租税は、租税法

律主義のもと、納税者に対して等しく課せられる

ものであり、その徴収は会社の経営状態に左右さ

れるものではない。そのため、会社更生法は、同

法を適用すべき会社が、その租税債務の負担によ

り、その事業の維持更生が不可能となることは好

ましくないという観点から、会社の維持更生と租

税債務の調和を目指すことも目的の一つとなって

いる 43。

　会社更生法を適用する会社（以下「更生会社」

という。）に対する債権は、共益債権、更生債権、

更生担保権、開始後債権に区分され、更生債権は、

更生計画認可の決定により、更生計画に定められ

た債権を除き免責される（会更法２０４条）。

　この債権の区分は、租税債権においても妥当す

る。租税債権は、租税債権のうち、共益債権とな

る源泉徴収所得税等（会更法１２９条 44）45 に該当

しない租税は「租税等の請求権」（会更法２条１５

項）と定義され、原則更生債権に分類される 46。

そして、更生債権に分類された租税債権は、更正

計画に定められた債権を除き免責される 47。

　「租税等の請求権」は、破産法においても規定さ

れている（破産法９７条１項４号）。会社更生法

における租税等の請求権は、「国税徴収法（昭和

三十四年法律第百四十七号）又は国税徴収の例に

よって徴収することのできる請求権であって、共

益債権に該当しないものをいう。」と規定されてお

り、破産法における租税等の請求権は、「国税徴収

法（昭和三十四年法律第百四十七号）又は国税徴

収の例によって徴収することのできる請求権」と

規定されていることから、「租税等の請求権」とい

う定義はおおむね同じといえる。

　破産法における租税等の請求権は、破産者につ

き、免責許可の決定が確定した場合においてもそ

の責を免れることはない（破産法２５３条）とさ

れている。破産法の目的が債務者の財産等の適正

かつ公平な清算を図るとともに、債務者について

経済生活の再生の機会の確保を図ること（破産法

１条）としながらも、租税債権についてはその範

囲外の扱いとされているのは、租税負担公平の原
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39  杉村・前掲注３３、２６３頁参照。
40  杉村・前掲注３３、２７０頁参照。
41  杉村・前掲注３３、２６３頁参照。
42  打田畯一「会社更生法における租税債権（一）」税法学第２８号３１頁参照。
43  松田二郎『会社更生法〔新版〕』（有斐閣，１９７６年）２１１頁参照。
44  会更法１２９条

　 　更生会社に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、

揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ

税（都たばこ税を含む。）及び市町村たばこ税（特別区たばこ税を含む。）並びに特別徴収義務者が徴収して納入

すべき地方税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。
45  宮脇幸彦ほか『注解会社更生法』（青林書院，１９８６年）４０４頁、４０５頁参照。

　 　これらの租税は、もともと更生会社が課税庁に代わって徴収保管しているものであるため、実質的には更生債

権に属しない財産として、取戻権（会更法６４条）に類する取り扱いをすることが相当であるためである。
46  金子・前掲注１８、９３６頁参照。
47  例外として、租税債権のうち、不正行為等により発生した租税債権は免責されない（会更法２０４条１項４号）。



則によるものと考えられるが、債務者の権利救済

を顧みないという点において権力関係説に依拠し

ている規定となっている。一方、会社更生法では、

更生債権に分類される租税債権は、当該債権を有

する課税庁の同意を得る必要があるものの（会更

法１６９条）、更生計画に従って免責されるという

点において私債権と変わるところがない。そのた

め、破産手続と更生手続では、租税債権の扱いが

大きく異なる。これは、破産手続が単なる清算手

続であるのに対し、更生手続が公益としての企業

再生を目指す手続きであり、免除によって失う利

益と、企業の更生によって得る利益との衡量にお

いて、国が後者を選択したものであるためといえ

る 48。すなわち、清算と更生それぞれを比較しな

がら利益の極大化を図るということであり、その

判断基準は私債権者と変わるところがない。

　よって、会社更生法における租税債権の免責規

定は、権力関係説に立脚しながら、債務関係説に

よって判断される規定であり、納税者と課税庁そ

れぞれの利益の極大化を図るという点において、

現在の租税法律関係よりも納税者と課税庁が対等

な関係に位置する規定であるといえる。

４．小括

　本節では、租税債権を満足できずに納税義務が

消滅した場合の規定を点検した。滞納処分の執行

停止や徴収権の時効の規定は、租税徴収の効率化

という課税庁の都合が第一義的にあり、副次的に

滞納者に対する保護もなされるという面が強いこ

とが確認できた。これに対し、会社更生法におけ

る更生債権の免責規定は、租税債権も私債権と同

じく免責の対象となることで、会社の維持更生が

租税債権に優先することを法定しており、この点

において他の規定と異にすることが確認できた。

　租税債権を満足できずに納税義務が消滅した場

合、課税庁は、不納欠損 49 処理を行う。不納欠損

処理は、徴収すべき租税が徴収できず、その結果、

納税義務が消滅した租税債権に対して行われるも

のであり、この処理により課税庁の租税債権は消

滅する。不納欠損処理は、課税庁債権管理上、徴

収不可能な債権を帳簿から消滅させるという点に

おいて必要なことではあるが、租税は、租税負担

公平の原則に基づいて租税法律が制定され、租税

法律主義により課税されている 50 ことを考えると、

本来、不納欠損が生じることは好ましくないと考

える。

第４節　小括

　本章では、納税義務が成立した租税が、滞納処分

を経て、その納税義務が消滅するまでを概観した。

　第１節では、租税徴収局面における租税法律関

係を点検し、わが国における租税法は、租税徴収

局面においては課税庁と納税者が権力関係的では

あるものの、租税法全体としては課税庁と納税者

が債務関係的であることを確認した。

　第２節では、納税義務の成立から滞納処分まで

を点検した。納税義務は、租税ごとに申告納税方

式、賦課課税方式、自動確定方式のいずれかの方

式により成立し、その方式ごとに納期限が異なる

が、滞納した租税は、その種類にかかわらず等し

く滞納処分が行われることを確認した。

　そして、滞納処分の対象となる者は、納税義務

者から源泉徴収及び特別徴収の対象となる所得者

を除き、源泉徴収義務者及び特別徴収義務者を追

加するとともに、第二次納税義務者も追加したこ

とで、納付を要する者全員となることを確認した。

　第３節では、租税債権が満足されないまま納税

義務が消滅する場合を点検した。納税義務の消滅

は、通常、納付によってなされるが、例外として、

①滞納処分の執行停止、②徴収権の消滅時効の完

成、または、③会社更生法における免責規定があ

り、①、②は、租税徴収の効率化という課税庁の

都合に付随して滞納者の保護も図られるものであ

り、権力的な色合いが強いのに対し、③は、租税

の優先権が一定の部分で排除され、課税庁と滞納

者が各々の利益の極大化を図るという点において

対等な関係にあることを確認した。

　課税庁と滞納者の関係は権力関係にあるが、課

税庁が権力の行使として滞納処分を行った結果、

滞納者が滞納処分の執行停止の要件に該当すれば

不納欠損が生じることになる。不納欠損額は、毎年、

多額の金額が発生している 51。このような状況が、

国税徴収法の目的として同法１条に定める「国民

の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保
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50  石村・前掲注５、１５１頁参照。
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すること」にかなうか甚だ疑問である。

　滞納処分の執行停止は、その判断にあたり、課

税庁の裁量権は存しないと考えられる。しかし、

課税庁は、滞納者が滞納処分の執行停止の要件を

満たすか否かの判断はしなければならない。他方、

滞納処分の執行停止は、確定した納税義務を消滅

させるものであることから、本質的に租税負担の

公平性を阻害する面も持ち合わせている。そのた

め、課税庁は、その判断を行うにあたり指針を定

めるなどしている 52 が、滞納者の状況は様々であ

るため、事例ごとの負担は大きいものがある。し

かし、滞納処分の執行停止は、その趣旨を鑑みれ

ば必要な規定である。課税庁は、滞納者に対し、

対等な関係のもとに滞納処分の執行停止の判断を

行うべきと考える。一方で、滞納者を滞納処分の

執行停止の状況まで追い込まないような租税徴収

を行うことを検討するべきと考える。

第２章　送達

　督促とは、課税庁が、滞納者に対し、督促状を

発することによって滞納している租税の納付の催

告を行うものであり（国通法３７条、地税法６６

条外）、通常、督促をしなければ滞納処分に移行す

ることはできない 53（国通法４０条、地税法６８

条外）。督促は、徴収権の消滅時効中断の効力をも

ち（国通法７３条、地税法１８条の２）、かつ、滞

納処分を行うための要件であることから、私債権

の強制執行手続における債務名義の送達（民執法

２９条）に相当し、取消訴訟の対象となる処分に

あたると解されている 54。そのため、督促とは、

私債権における裁判上の請求（民法１４９条）に

よる債務名義の取得（民法１４７条により時効の

中断事由となり、民事執行法２２条により強制執

行の要件となる。）から債務名義の送達（民執法

２９条）までを網羅する範囲の広い処分といえる。

　督促は、督促状を、「書類の送達」（国通法１２

条以下、地税法２０条以下）に従って発すること

とされている。このように法上統一された特定の

方式によって実施される行政行為の告知は、行政

送達といわれている。行政送達は、行政行為の特

定の名宛人に対し、成立する行政行為の内容を了

知する機会を与えるために、法定の方式を踏んで

する行政庁の公証的行為である 55。そして、行政

送達は、「送達」の語が示すように、民事訴訟法及

び刑事訴訟法における送達と、その本来の意義に

おいては異ならない 56 ものである。

　本章では、租税法における送達（以下「租税法

送達」という。）と私債権における送達（本論文では、

民事訴訟法における送達をいう。以下、「民訴法送

達」という。）を比較し、裁判例等から問題点を検

討したい。

第１節　租税法送達と民訴法送達

１．租税法送達

　督促状を発するには、郵便若しくは信書便によ

る送達 57（以下「郵便等送達」という。）又は交付

送達 58 により、その送達を受けるべき者の住所等

に送達する（国通法１２条１項、地税法２０条１
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51  国税庁＜ http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/jikeiretsu/xls/09.xls ＞

　平成２７年度の国税徴収に関する統計において、不納欠損額は１２７９億円に上る。

　総務省＜ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran02.html ＞

　平成２７年度の地方税徴収に関する統計において、不納欠損額は１２６６億円に上る。
52  平成１２年６月３０日付け国税庁長官「滞納処分の停止に関する取扱いについて（事務運営指針）」より

　 　滞納処分をするための財産がないときに該当する場合として、納税について誠実な意思を有する滞納者が事業

を継続しており、事業継続に必要な現金、預金、売掛金等の当座資産及び棚卸資産以外に財産がないことや、完

納まで１０年程度の長期間を要することを挙げている。

　 　また、滞納処分をすることで生活を著しく窮迫させるときに該当する場合として、居住用財産を所有している

滞納者が、老齢又は病気等にあり、その財産が必要最低限なものであるとともに、その財産を換価したときに新

たな居所を確保することができないときを挙げている。
53  督促をしていると租税債権の保全ができないような緊急性の高い場合を除く。繰上請求（国通法３８条）、保全差

押（国徴法１５９条）などが挙げられる。
54  金子・前掲注１８、８７６頁参照。
55  督促状による督促の場合、納付の催告が本来の目的であるため、意思の通知という側面もあると考えられる。
56  園部逸夫「行政上の送達」法学論叢第６１巻第５号６１頁参照。
57  本論文では、信書便による送達については割愛する。
58  法令用語研究会編・前掲注２７、３６９頁。

　送達を実施する機関が送達の名宛人に対し原則として送達場所において、直接書類を手渡して送達すること。



項）。そして、通常の取扱いによる郵便または信書

便によって発送した場合、通常到達すべきであっ

た時に送達があったものと推定される（国通法

１２条２項、地税法２０条４項）。一方、交付送達

は、当該行政機関の職員が、送達すべき場所等に

おいて、その送達を受けるべき者に書類を交付し

て行ない（国通法１２条４項、地税法２０条２項）、

送達を受けるべき者に出会わない場合には、使用

人等書類の受領について相当のわきまえがあるも

のに交付すること（以下「補充送達」という。）や、

送達すべき場所に書類を差し置くことが認められ

ている（以下「交付送達」という。）（国通法１２

条５項、地税法２０条３項）。また、書類の送達の

例外として、送達を受けるべき者が行方不明や外

国にいるなど送達が困難な場合には、公示送達が

認められている（国通法１４条、地税法２０条の

２）。そして、送達を行った場合には、税務署長そ

の他の行政機関の長は、送達した書類の名称、そ

の送達を受けるべき者の氏名又は名称、あて先及

び発送年月日を記録しなければならない（国通法

１２条３項、地税法２０条５項）。

２．民訴法送達

　送達は、法定の形式で、名宛人に対し書類を交

付しまたは交付を受ける機会を与え、かつ、その

公証を行う裁判機関の行為である59。送達の目的は、

書類の受領者に書類の内容を確実に了知させ、被

告の弁論権 60 を保障するものである。

　送達は裁判所の職権で行い（民訴法９８条１項）、

送達に関する事務は裁判所書記官が行う（民訴法

９８条２項）が、送達実施機関である郵便又は執

行官が実際に送達する 61（民訴法９９条）。送達の

方法は、交付送達を原則とし（民訴法１０１条）、

送達を受けるべき者の住所や就業場所等に行う（民

訴法１０３条）。また、補充送達や交付送達（民訴

法１０６条）に加え、送達を受けるべき者と出会っ

た場所での送達（民訴法１０５条。以下「出会送達」

という。）もすることができる。送達を受けるべき

者が書類の受領を拒んだときなど、交付送達によ

り送達できなかった場合には、書留郵便等に付す

る送達（民訴法１０７条。以下「付郵便送達」と

いう。）として、発送したことで送達したとみなす

方法も認められている。また、送達の例外として、

送達を受けるべき者が行方不明や外国にいるなど

送達が困難な場合には、裁判所が裁判所書記官に

命じて公示送達をすることが認められている（民

訴法１１０条）。そして、送達をした者は、送達に

関する事項を記載した書類を裁判所に提出しなけ

ればならない（民訴法１０９条）。

第２節　比較

１．交付送達と郵便等送達の優先順位

　送達の方法は、大きく分類すると、交付送達と

郵便等送達に分けられる。送達を受けるべき者に

より確実に送達できる方法は、当然、交付送達で

あり、民訴法における送達は、交付送達を原則と

し、受領拒否などにより送達できなかった場合に

郵便等送達（付郵便送達）を行う。一方、租税法

における送達は、郵便等送達と交付送達を並べて

規定しており、そのいずれが原則で、いずれが補

充的なものかは明らかにされていない 62。この優

先順位について、両者は対等であり、送達方法の

選択は税務署長に委ねるべきとする見解 63 と、郵

便等送達を原則とする見解がある。郵便等送達を

原則とする見解は、①税務官庁職員が多数ある税

務関係書類をすべて交付送達することは困難であ

るとし、現代郵便組織を利用することが大量に迅

速、確実、低廉な送達をできることや、②国通法

１２条が、郵便等送達を交付送達よりも先に規定

しており、その規定の順序が、国通法制定前の国

徴法５条の場合と異なり、郵便等送達に関する二

つの項を前に移していることを根拠としている。

郵便等送達を原則とする見解は、その理由として、

課税庁職員が多数の書類をすべて交付送達するの

が困難であることが挙げられる。大量の書類を送

達するという点では、民訴法送達も同様の問題を

22 © 2019  国民税制研究所  JTI
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59  秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ』（日本評論社、２００６年）３３５頁参照。
60  中山幸二「民事訴訟における送達の瑕疵・擬制と手続保障」神奈川法学第３１巻第１号９４頁参照。

　 　当事者は自己の訴訟事件につき自らの見解を述べ、かつ聴取される機会が与えられなければならず、裁判所は

その機会のなかった資料による裁判をしてはならないとするもの。
61  送達の名宛人が裁判所の事件に出頭した場合には、当該裁判所書記官が自ら送達することもできる（民訴法

１００条）。
62  志場喜徳郎ほか編『国税通則法精解〔第１５版〕』（大蔵財務協会、２０１６年）２２８頁参照。
63  杉沢史郎『詳解／国税・地方税　租税徴収の実務』（清文社、２０００年）１３９頁参照。
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抱える。しかし、民訴法送達は、特別送達（郵便

法４９条）により交付送達の原則を可能にしてい

る。すなわち、民訴法送達は、大量の書類の送達

に長けた郵便組織を利用して交付送達することを

法定することで、送達の確実性が高い交付送達を

原則とすることを可能にしている。

２．郵便等送達

　租税法送達は、通常の取扱いによる郵便 64 等に

よって発送した場合、通常到達すべきであった時

に送達があったものと推定されると規定している。

そして、普通郵便で書類を発送した場合には、送

達を受けるべき者に送達されて時が不明であるた

め、通常到達すべきであった時として、その時の

郵便等の事情と地理的事情等を考慮して合理的に

判定される時（国通基通７）に送達されたものと

推定している。なお、更正通知書または決定通知書、

賦課決定通知書、納税告知書及び国税徴収法によ

る差押えに関する書類など特に重要と認められる

書類の送達は、書留郵便又は配達証明郵便による

べきとしており 65、実務においてもそのように取

り扱われている 66。

　民訴法送達では、交付送達できない場合に付郵

便送達が行われる。ただし、付郵便送達は、発送

の時に送達があったものとみなされる発信主義を

採っており（民訴法１０７条３項）、通常の取扱に

よる郵便等によって発送した場合の租税法送達の

考え方に近い。ただし付郵便送達は、送達を受け

るべき者に不利益を課す可能性があるため、送達

を受けるべき者の住所、居所、営業所及び就業場

所など交付送達を行うことができる送達場所に対

する送達を試み、なお送達できない場合に実施し

ており、慎重に運用されている 67。さらに、付郵

便送達を行った場合には、発送時に送達があった

ものとみなされることを送達を受けるべき者に通

知している（民訴規４４条）。実務において、付郵

便送達を行おうとする場合には、付郵便送達を行

おうとする住所等に送達を受けるべき者が現実に

居住していること、送達を受けるべき者の就業場

所が判明しない等の資料として、住民票や調査報

告書等の提出を要する 68 運用がなされている。

３．まとめ

　租税法送達と民訴法送達は、送達を受けるべき

者に及ぼす効果が近しいながら、送達の趣旨の捉

え方が大きく異なっているように感じる。租税法

送達は、督促という観点からみると、滞納処分が

督促状を発した日を基準としているため、督促状

を発するまでを重視している。一方、民訴法送達は、

送達を受けるべき者に到達することを重視してい

る。しかし、督促状の送達は、督促が処分であり、

その内容を送達を受けるべき者に了知する機会を

与えるために法定の方式を踏んでする行政庁の公

証的行為であることを考えると、督促の効力は、

送達を受けるべき者に送達された時にその効力が

生じる 69 べきと考えられるため、民訴法送達とそ

の結果において変わるところはないと思料する。

　租税法送達は、処分の内容について送達を受け

るべき者に了知させ、その法的効果を生じさせる

ものであるが、課税庁は、通常、督促状を普通郵

便で発送している。そのため、滞納者が了知しな

いまま督促状の送達を推定し（国通法１２条２項）、

滞納処分をした後に、滞納者が送達の無効を求め

て訴えるなど、その送達の瑕疵や有効性を巡る争

いは少なくない。

　次節では、租税法送達において争われた裁判例

等の事例を分析したい。

第３節　送達について争われた裁判例等の分析

１．普通郵便での送達の有効性が争われた事例

（１）納税者敗訴事例

ア　名古屋地裁平成２年６月２９日判決 70 
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64  通常の取扱による郵便とは、郵便法４４条の規定による特殊取扱いとされる郵便（速達の取扱いによる郵便を除

く。）以外のものとされており（国通基通６）、いわゆる普通郵便による送達も認められている。
65  志場ほか・前掲注６２、　２２９頁参照。
66  杉沢・前掲注６３、１４４頁参照。
67  裁判所職員総合研修所監修『民事訴訟関係書類の送達実務の研究―新訂―』（司法協会、２００６年）１５５頁参照。
68  秋山ほか・前掲注５９、３９７頁参照。
69  浅田久治郎著『租税徴収の理論と実務』（金融財政事情研究会、１９７１年）８２頁参照。
70  【ＴＡＩＮＳＺ１７６－６５３４】本件は、Ｘが、ＸがしたＹの課税処分に係る異議申立てについて、Ｙが棄却をし、

異議決定書謄本を発送したが、Ｘが送達されていないと主張し、その送達の有効性が争われた事案である。これ

は、審査請求が、謄本の送達があった日の翌日から起算して１月以内に行わなければならない（国通法７７条２項）

ためである。



（ア）本件の概要

　Ｙは、Ｘの異議申立て棄却に係る異議決定書謄

本を書留郵便で発送したが、Ｘが理由なくその受

領を拒否したため、改めて普通郵便で発送したと

主張したのに対し、Ｘは、同謄本の受領を拒否し

た事実はなく、普通郵便を受領した事実はないと

し、Ｘが不在の場合、居合わせた社員が受領拒絶

したとしても当然であり、そのことをもってＸの

受領拒絶とはならないと主張した。

　裁判所は、普通郵便の発送は、通常到達すべき

であった時に送達があったものと推定されると判

示した。そして、当該普通郵便が課税庁に返戻さ

れていないこと、また、Ｘが、Ｘあての郵便を受

領する権限を有する従業員に対し、課税庁から書

留郵便が送られてきた場合に、Ｘが社内にいると

きはＸ自らが受け取るが、Ｘが社内にいないとき

は受け取る必要がない旨を指示し、さらに、課税

庁から送られてくる普通郵便については、従業員

の判断で処置し、Ｘのところへ持ってこないよう

指示していたという事実を認定した。その結果、

Ｘあての郵便は、受領する権限を有する従業員に

よって受領されたものであることが推認されると

し、送達は適法であると判示した。

（イ）検討

　本件において、Ｙは、謄本を書留郵便で発送し

たところ、Ｘが受領せず返却されたため、普通郵

便で再度発送している。Ｘは、いずれの郵便も受

領していないと主張したが、謄本が、書留郵便に

より発送され、Ｘに対し、了知しうべき状態にあっ

たことは確認できるうえ、普通郵便についても、

認定事実を鑑みると、送達の推定が十分に成り立

つと考えられることから、送達を適法とした裁判

所の判断は妥当なものと思料する。

　しかし、課税庁の送達の運用については疑問が

残る。書留郵便は、郵便局により客観的に送達が

確認できるものであるが、書留郵便が返却された

場合、本件のように書類が相手の了知しうべき状

態におかれたときと相手が発送場所に実際にはい

ないときが考えられる。前者であれば、郵便を受

け取らなかったのは単なる納税者の怠慢であり、

課税庁がその後に普通郵便で発送し、送達を完了

させることも理解できる。一方、後者であれば、

その発送場所に相手は存在していないため、課税

庁がその後に普通郵便を発送したとしても、住所

または居所に送達（国通法１２条）されたとはい

えない。そのため、書留郵便が返却されたとの一

事では、相手がその発送場所にいるかいないかの

判断はできない。そのような状態で、課税庁が送

達を普通郵便により行うことは疑問である。民訴

法送達における送達は、交付送達を原則とし、交

付送達ができない場合に付郵便送達を行う。この

場合、相手が発送場所にいることを確認して行っ

ている。課税庁においても、送達は、相手の所在

を確認した上で行うべきと考える。

イ　横浜地裁平成１０年２月１８日判決 71 

（ア）本件の概要

　Ｙは、Ｙが普通郵便により発送した督促状につ

いて、Ｙ内部で管理している督促情報により督促

状を発したことを確認しており、また、当該督促

情報から、督促状は返却されていないため、Ｘに

送達されたと主張した。一方、Ｘは、督促状を受

領していないとした上で、Ｙの督促情報は内部資

料に過ぎず、作成年月日も不明であるため、督促

状を発したことの根拠にならないとし、また、督

促状発送当時のＸの住所は共同住宅であり、郵便

受けも１階の１か所に共同で設けられていたため、

子供のいたずら等により督促状が紛失した可能性

もあると主張した。そして、滞納国税の督促のよ

うに、後日紛争が生じるおそれのある事項につい

ては書留郵便によるべきであり、普通郵便による

国税通則法１２条２項の到達の推定は適用すべき

でないと主張した。

　裁判所は、普通郵便による発送について、「通常

到達すべきであった時に送達があったものと推定

される（国通法１２条２項）ため、送達の事実が

なかったこと等反証があれば推定が覆ることにな

るが、Ｘの主張では推定を覆すことはできない」

とした。また、Ｘが主張した督促状のような後日

紛争が生じるおそれがあるような書類は書留郵便

で送付すべきであり、普通郵便で発送した場合に

は国通法１２条２項の到達の推定を適用すべきで

ないとした点については、「重要な通知は、書留郵

便又は配達証明郵便によることが望ましいという
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71  【ＬＥＸ／ＤＢ№２８０５０５３１】本件は、督促状の送達の有効性が争われた事案である。ＹがＸに対してした

債権差押えについて、Ｘは、当該差押えに係る国税の徴収権の時効が完成しているため、当該差押えは違法であ

ると主張したが、Ｙは、Ｘに対し督促状を送達したため、時効は中断していると主張した。これに対し、Ｘは、

督促状は送達されていないと主張した。
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見解もあり得る」としながら、「重要な通知を普通

郵便により発送しても送達の推定が適用されない

とは解されない」とし、Ｘの主張を退けた。

（イ）検討

　本件は、普通郵便で発送された督促状について、

Ｘが送達されていないと主張したが、裁判所は、

Ｙが督促状を送達の規定（国通法１２条）に従い

普通郵便により発送していたことから、通常到達

すべき時に送達があったものと推定され、Ｘの主

張は推定を覆すには至らないと判断している。

　裁判所は、Ｘが、送達の推定を覆すため、Ｙが

督促状を発したとする根拠がＹの内部資料のみで

あることや、督促状がいたずら等によりＸに到達

する前に紛失したと主張したことについて、いず

れも反証に至らないとしている。この判断は理解

できるが、普通郵便による送達の推定規定をＸが

覆すことを考えた場合、郵便局が公に郵便事故を

認めたとき以外ではＸが反証することは不可能で

はないかと思料する。送達の推定規定は、Ｙが督

促状を発送したことが前提となる。本件において、

督促状を発送した根拠は、作成年月日の不明なＹ

の内部資料のみであることを考えると、Ｘは、督

促状が発送されたか否かを争い、Ｙに対して発送

したことの証明をさせるべきであったのではない

かと考える。

ウ　国税不服審判所平成２１年９月１８日裁決 72 

（ア）本件の概要

　Ｘは、本件確定申告書に記載された住所氏名が

旧住所旧姓であることは極めて不自然であるとし、

また、本件確定申告書の提出に関与しておらず、

督促状も受領していないため、督促処分は無効と

主張した。一方、Ｙは、本件確定申告について、

ＸからＸの父に対して包括的な委任ないし代理権

の授与が行われており、本件確定申告は有効であ

ると主張した。そして、督促状をＸの婚姻前の住

所（以下「旧住所」という。）に発送した理由として、

本件確定申告書に記載されていたＸの住所地が旧

住所であったためであり、旧住所を外部に明示し

ていたのであるから、旧住所は送達すべき住所又

は居所に当たると主張した。

　審判所は、事実認定から本件確定申告について、

ＸからＸの父に対し包括的委任があったものとし、

有効であるとした。そして、督促状の送達について、

当該確定申告書に記載された住所がＸに対して書

類を送達する際の送達すべき住所又は居所にあた

るとし、督促状は、Ｘ旧住所に普通郵便で発送され、

返却された事実は認められないから、Ｘ旧住所に

送達され、Ｘから包括的委任を受けたＸの父によっ

て受領されたと推認できるから、本件督促は有効

であると判断した。

（イ）検討

　審判所は、本件確定申告は、Ｘから包括的委任

を受けたＸの父によってなされたものであり、有

効としている。そして、督促状は、その確定申告

書に記載されたＸの旧住所地に普通郵便により発

送され、返却されていないことから、包括的委任

を受けたＸの父によって受領されたと推認したう

えで、適法に送達されたと判断している。

　しかし、Ｙは、督促状発送時点において、包括

的委任があったか否かについて何ら確認しておら

ず、督促状をＸの旧住所にＸあてに発送し、Ｘの

住所地が異なることを知った後は、Ｘの現住所に

文書を送達していることを考えると、督促状の送

達を適法とした審判所の判断には矛盾があるよう

に感じる。

　本件のように確定申告書に記載した住所地と現

在の住所地が異なることについて、納税者が確定

申告後に住所地を変更することは何ら不自然では

ない。本件では、Ｙは、Ｘの現住所地を確認しな

いまま旧住所へ督促状の発送を行い、さらに、督

促状の発送から１０年以上経過して初めてＸ自身

と接触するなど、その対応に疑問が残る。信義誠

実の原則（民法１条２項）にも反するような事案

© 2019  国民税制研究所  JTI  JTI  税務ニューズ№４（2019.5.30）

72  【ＴＡＩＮＳ　Ｆ０－８－００１】本件における事案の概要は、次のとおりである。Ｘが所有していた不動産につ

いて、その不動産を管理していたＸの父がＸ名義で売却し、その譲渡所得に係る所得税の確定申告書及び修正申

告書をＸの父とその関与税理士がＸ名義で提出した。Ｙは、当該所得税が滞納されたため、督促状を本件確定申

告書に記載されたＸの住所地に普通郵便で発送した。Ｘは、この不動産の一連の取引及び申告について関知して

おらず、また、督促状については、本件確定申告書に記載されたＸの住所地はＸの婚姻前の旧住所であり、Ｘに

は到達していないと主張した。なお、本件は、次のような経緯で争われている。

　　平成　７年４月２８日　ＹがＸの旧住所へ督促状を発送する。

　 　平成１１年６月１０日　ＹがＸの父と滞納税の納付折衝をしているなかでＸの住所地が異なることを知る。Ｙ

は、これ以降の文書についてはＸあてに送付している。

　　平成１９年　２月６日　ＹがＸと初めて接触する。



であったと思料する。

エ　国税不服審判所平成２５年２月１９日裁決 73 

（ア）本件の概要

　Ｙは、Ｘの滞納国税に係る督促状を普通郵便で

発送したが、発送にあたり、納税者の住所、氏名、

督促状発付年月日など督促情報が記載された滞納

処分票を作成していた。

　Ｙは、滞納処分票について、従前から滞納国税

の納税義務が消滅するまでＹが保管する取扱いを

してきた。そして、督促状が返戻された場合には、

担当職員が納税者の調査をし、変更があった場合

には、滞納処分票を訂正し、督促状の再発送の経

緯を明らかにしていた。

　裁判所は、本件について、滞納処分票に訂正が

ないため、督促状が返却された事実は認められな

かったとして、送達の推定（国通法１２条）は成

り立つとした。そして、送達の事実がなかったと

いう反証がされない限り推定は覆されないとし、

この督促により時効は中断されていると判示した。

（イ）検討

　本件において、Ｙは、国税通則法１２条の規定

どおりに送達の手続きを行っており、特段の瑕疵

はない。送達の規定が、発送及び返却の存否を発

送者の記録から判断する以上、Ｘが送達の推定を

覆すことは困難と考えられ、この点、裁判所の判

断は妥当なものと考える。しかし、送達の本来の

趣旨が相手方にその内容を了知させることにある

という点に鑑みると、普通郵便による送達は、相

手方への到達が確認できない以上、その趣旨を満

たすとはいえないと考えられる。督促における督

促状の送達は、債務名義の送達に類するものであ

り、滞納者に与える影響が大きいことから慎重に

行うべきと考える。

（２）納税者勝訴事例

ア　東京高裁昭和２９年５月２９日判決 74 

（ア）本件の概要

　裁判所は、Ｙの内部資料より、「棄却決定通知書

が普通郵便に付され、郵便局へ渡されたと推認し

えないではないが、Ｘに到達したことを確信させ

るに足る資料はないとし、返送されたと認められ

る資料もないため、返送されなかったとみるほか

なく、返送されないのは到達したものであろうと

一応の推測は成り立つが、名宛人に対して配達さ

れないということも絶対にないことではないため、

返送されないとの一事によって到達したと認定で

きない」とした。

　また、裁判所は、「決定通知は、不服申立ないし

出訴の期間の算定基準となり、納税者側にとって

は極めて重大な意義を有するとし、課税庁は、手

数や面倒をいとわず、通知書送達の正確とその証

明資料の保存に努めて、納税者の心服を期待すべ

きものであり、また、書類によっては、書留郵便

配達証明付で発送することもあることから必ずし

も無理な要求ではない」とした。

（イ）検討

　裁判所は、送達の推定は、郵便物が返却されて

いないという一事だけでは成り立たないとする見

解を示したうえで、課税庁は、納税者にとって重

要な書類について、面倒や手間を厭わず正確に送

達すべきであると判示している。送達の趣旨が相

手方にその内容を了知させるということに鑑みれ

ば、裁判所は、きわめて妥当な判断をしたと考える。

送達は、あくまで、普通郵便によることも認めて

いるだけである。課税庁が、本件のような文書や、

処分に該当する督促状のような納税者にとって重

要な文書まで普通郵便により送達し、相手方の了

知いかんにかかわらず、その後の手続きをすすめ

ることは権力の濫用につながりかねず、支持でき

るものではない。

イ　福岡地裁昭和３２年４月９日判決 75 

（ア）本件の概要

　ＹがＸに対し普通郵便で発送した審査決定書は、

Ｙに返却されなかった。Ｘは、審査決定書が到達

するのを待っていたが、到達しなかったため、Ｙ

に確認したところ、Ｙは、当該決定書は送達済み
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73  【ＴＡＩＮＳＪ９０－６－１５】本件は、Ｘが、Ｘの滞納国税につきＹがした滞納処分について、督促を受けてい

ないため、当該国税に係る徴収権は時効により消滅していると主張したのに対し、Ｙが督促は適法に行われてい

るため、当該国税に係る時効は中断しているとして、督促の有効性が争われた事案である。
74  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２１００５８９０】本件は、送達の有効性が争われた事案である。Ｘが、Ｘの所得税の確定申

告についてＹから更正決定を受けたため、Ｙに対し再調査の請求をしたところ、Ｙから請求後６月を経過するま

でなんら決定がないと主張した一方で、Ｙは、既に棄却決定通知書を普通郵便でＸあてに発送しており、到達し

ているはずであると主張した。
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であるが、念のため、Ｘあてに当該決定書の写し

を送付した。こうした事実を受けて、裁判所は、

当該決定書が普通郵便によって発送され返却され

なかったとしても、Ｘに到達したと推定できない

と判示した。

（イ）検討

　裁判所は、Ｙが文書を送達の規定（国通法１２条）

に基づいて普通郵便で発送したものの、送達の推

定の反証として、ＸがＹに対して書類の到達がさ

れていないことについて問い合わせた事実を挙げ、

本件送達は有効ではない判断している。

　本件において、Ｘは、審査決定書が、ＸがＹに

対してした審査請求に係るものであるため、Ｙか

ら一定の時期に発送されることを知っていたこと

から、Ｙに対して発送の確認をすることができた。

そのため、本件は例外的な事例であると考えられ

る。本件において、Ｙは、文書を普通郵便で発送し、

返却されておらず、Ｘにも到達していない。この

ことから、送達の推定は、文書が返却されていな

いことの一事をもって成り立たないと考える。ま

た、本件では、結局、Ｙが発送した審査決定書の

行方はわからないままとなっている。審査決定書

は、納税者の機微情報が含まれる文書と考えられ

るが、そのような文書の行方がわからなくなるよ

うな運用が許されるのか疑問に思う。

ウ　大阪地裁昭和３３年３月２９日判決 76 

　　大阪高裁昭和３４年１１月２１日判決

（ア）本件の概要

　Ｙは、重要な書類を普通郵便で発送する際には、

発送簿に記録しており、書類が送達不能で返戻さ

れた場合には、整理簿及び徴収簿にその旨記録す

る取扱いをしていた。

　裁判所は、更正決定通知書の発送の記録があり、

返戻の記録はなく、かつ、郵便局において郵便発

送業務に支障を来すような特別の事故は存在しな

かったという事実を認めた。そして、この事実を

基に当該通知書がＸに到達したと推定できるかど

うかの判断として、「事実上の推定は、事物相互間

の蓋然性に基づく類型的関係から、或る前提事実

の存在する場合においては、或る結論的事実が存

在（若しくは不存在）するであろうと云う推定法

則を設定し、これを適用するものであるが、これ

が妥当するか否かは、専らその前提事実の内容と

これに結合すべき法則の蓋然性の強度の如何に依

存するものである」とし、郵便物が返戻されなかっ

たこと及び事故の不存在という間接事実から、当

然に当該通知書がＸに到達したと推定することは

できないとした。さらに、「郵便物到達の直接証拠

がなく、そのために課税処分に支障が生ずること

になったとしても、それは、差出人たるＹが発送

するのに際し、一層確実な手段（書留郵便、配達

証明郵便など）によることなく簡略な方法を用い

た結果であり、その不利益は当然甘受すべきもの

である」とした。

　また、裁判所は、常時多数者に発信を要する税

務行政において、「発送の選択は、専ら行政上の利

害得失の衡量により決せられるべきとしつつ、本

件の如く問題化した事例において、通常の郵送方

法によった当該通知書の到達の事実が明確になし

難い場合に普通郵便物の名宛人に対し、郵便物不

到達という消極的事実や、その他の防御的挙証作

用を要求することは、ただいたずらに、差出人の

負担の軽減に於て、名宛人に難きを強い、自己の

行為の責任を相手方に転嫁することとなるから、

到底支持し難い」とした。

（イ）検討

　Ｙは、本件書類を送達の規定（国通法１２条）

に基づいて普通郵便により発送したが、裁判所は、

「送達の推定は、郵便物が返却されなかったこと及

び事故の不存在という間接事実からは成り立たな

い」とした。「郵便物到達の直接証拠がなく、その

ために課税処分に支障が生じるとしても、それは、

普通郵便という簡略な方法を用いた結果である」

としている。さらに、本件のような普通郵便によ

る送達の推定について、「差出人の負担の軽減に於
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75  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２１０１２３５０、№２１００８６６０】本件における事案の概要は、次のとおりである。

　 　ＹがＸの総所得金額を決定したことについて、ＸがＹに対し、審査請求をしたところ、Ｙが当該審査に係る審

査決定書をＸに対し普通郵便で発送した。Ｘは、Ｘに当該決定書が到達せず、出訴期間を経過してしまったこと

から、当該決定書の送達の有効性が争われた。
76  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２１００５８９０】本件は、送達の有効性が争われた事案である。Ｘが、Ｘの所得税の確定申

告についてＹから更正決定を受けたため、Ｙに対し再調査の請求をしたところ、Ｙから請求後６月を経過するま

でなんら決定がないと主張した一方で、Ｙは、既に棄却決定通知書を普通郵便でＸあてに発送しており、到達し

ているはずであると主張した。



て、名宛人に難きを強い、自己の行為の責任を相

手方に転嫁することとなる」ため支持できないと

踏み込んだ見解を述べている。

　送達の本来の趣旨は、相手方に了知させるとい

う点にある。この点において、課税庁と納税者は

対等な関係にあるべきと考える。裁判所の見解は、

課税庁と納税者が対等な関係のもと、本件のよう

な送達を課税庁の権力の濫用として否定したもの

であり、評価できる見解と思料する。

（３）私見

　普通郵便による送達は、「通常到達すべきであっ

た時」に送達が推定される（国通法１２条２項）。

これは、特殊取扱いの郵便は、郵便物の引受けか

ら配達まで記録される（郵便法４５条４項）のに

対し、普通郵便は記録されないため、相手方に到

達したか否かは相手方の反応でしかわかりえない

ためである。そのため、課税庁が納税者に対し、

普通郵便で文書を発送した場合に、課税庁は送達

の推定により送達されたと主張するのに対し、納

税者は送達されていないと主張して、送達の有効

性が争われる。

　普通郵便による送達の有効性が争われた事例に

おいて、課税庁は、送達が推定される根拠として、

郵便が返却されていないということを主張してい

る。納税者敗訴事例は、いずれも課税庁の主張を

採用し、郵便が返却されていないことをもって送

達の推定が成り立つとしている。一方、納税者勝

訴事例では、郵便が返却されていないという一事

をもって送達の推定が成り立たないとしている。

アの事例では、課税庁は、納税者にとって重要な

書類については、手間を要しても正確な送達を行

うべきと判示し、ウの事例では、郵便が返却され

ていないことや事故の不存在のような間接事実で

は送達の推定は成り立たないとし、推定が成り立

たないことをもって課税処分に支障が生じたとし

ても、普通郵便という簡略な方法を用いた結果で

あり、自己の行為を相手方に転嫁できないと判示

している。

　これらの事例は、争われた時期をみると、納税

者が勝訴したのは昭和３０年代までで、近年は課

税庁の主張が採用されている。この変遷は、郵便

組織が時代を経て安定して運営されているという

ことが根底にあると考えられる。

　しかし、発送した郵便が相手方に届かず、かつ、

返却されないということは、郵便組織が安定して

運営されている今日においてもまったくないとは

いえない。課税庁が郵便を発送したか否か、その

返却があったか否かは、発送者である課税庁しか

わからず、証拠も存在しない。このように考えると、

納税者勝訴事例ウの判示は今日でも妥当するので

はないかと思料する。

　他方、納税者敗訴事例ウでは、課税庁は、相手

の所在を確認しないで郵便物を普通郵便で発送し

たにもかかわらず、郵便物の返却がされていない

ことで送達を主張している。このような運用は、

送達の趣旨から大きく逸脱するとともに、納税者

の権利を著しく侵害するものである。

　よって、課税庁が督促状など法律効果を生じさ

せる文書を普通郵便で送達することは支持できな

い。本論文における事例をみると、課税庁は、文

書の発送についてあまり重要視していないように

感じる。課税庁が日々、大量の文書を扱っている

ことを考えれば、文書の発送を事務作業の一環で

しかないと捉えることも無理からぬことではある。

しかし、納税者にとっては、その文書が法律効果

を生じさせるものである場合もある。課税庁は納

税者の立場に立った税務行政を行うべきと思料す

る。
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77  【Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系№２８２４１５２５】本件は、特別区民税及び都民税を滞納したとして預金債権

等を差し押さえられたＸが、公示送達の方法により行われた督促状の送達は公示送達の要件を欠くものであり、

これを前提とする本件差押処分は違法であるとして、Ｙに対し、その取消しを求めた事案である。東京地裁では

棄却されたが、本判決により本件差押処分の取消しが認められた。なお、前提事実は次のとおりである。

　 　東京都Ｙ区に住所を有していた（以下「Ｘ旧住所」という。）Ｘは、平成２０年４月８日、Ｙ（Ｘ旧住所の区をいう。）

に対し、同月１５日にＸ旧住所からクロアチア共和国（以下「クロアチア」という。）に転出する旨の転出届を提

出し、同日、クロアチアに転出した。

　 　Ｙは、平成２０年６月１０日、Ｘ旧住所を宛先として特別区民税及び都民税に係る納税通知書を送付した後、

平成２０年９月５日に地方税法２０条の２第１項 に規定する「その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及

び事業所が明らかでない場合」に当たるとして、公示送達の方法により、Ｘに対し、督促状の送達を行った。

　　Ｘは、平成２２年３月２７日、クロアチアから帰国し、Ｈ区に転入した。

　　Ｙが、平成２５年３月１８日、本件差押処分をしたため、Ｘは、異議申立てが棄却された後、本件訴えを提起した。
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２． 公示送達による督促状の送達が、公示送達の

要件を欠いていたため無効とされた事例

東京高裁平成２８年４月２１日判決 77 

（１）本件の概要

　Ｘは、Ｙに提出した転出届に国外でも使用でき

る携帯電話の番号を記載していたり、Ｙ区選挙管

理委員会の補完する在外選挙人名簿の調査などＸ

の国外の住所を確認することは可能であったとし、

公示送達が適法に行われていないと主張した。こ

れに対し、Ｙは、公示送達の要件である「明らか

でない場合」を、送達を受けるべき者について、

通常必要と認められる調査をしてもなお不明な場

合をいうとし、「通常必要と認められる調査」につ

いては、課税庁の裁量に委ねられていると主張し

た。結果、東京地裁は、Ｙの主張を全面的に採用

し、Ｙが督促状を送達すべき滞納者が多数いるこ

と、国外に転出した滞納者に対して電話を含めた

所在調査を行うことでその住所が明らかになる可

能性は必ずしも高いものではないと推認した上で、

Ｙを含む東京都の特別区においては、国外に転出

した滞納者に対して督促状の公示送達をするのに

先立ち、所在調査をすることが通常の取扱いとは

なっていないことから、本件督促は公示送達の要

件を満たし、その送達に瑕疵はないとし、本件訴

えを棄却した。

　しかし、東京高裁は、ＹがＸ旧住所あてに送付

した納税通知書が返却されなかったことから、Ｘ

旧住所がＸの居所であり、書類が居所に送達され

たと認められることから、その直後に行われた督

促状の送達は、地方税法２０条の２第１項に定め

る公示送達の要件を満たさないとし、本件督促は

無効とした。また、督促状の送達手続について、

Ｙは、国外転出者の所在調査を行わないことが通

常の取扱いであり、調査を要した場合、滞納整理

業務に大きな影響を及ぼすことになること、督促

状は、納税通知書が送達されたことを前提に納税

を促す意義を有する文書であり、可能な限り納税

義務者に現に交付されるべき文書であるとまでは

いえないと主張したが、高裁は、督促状の送達を

要する国外転出者の数は多くないこと、督促状は、

滞納者に納税を促す意義を有し、その権利保護の

観点から重要なものと判示した。

（２）検討

　本件は、Ｙが公示送達の方法により送達した督

促状について、公示送達の要件を満たしていない

として、その瑕疵が争われた事案である。

　地裁は、Ｙの主張を全面的に認め、公示送達に

よる督促を適法と判断したが、高裁においてＹの

公示送達の手続きに瑕疵があるとし、その送達を

無効とした。結果的に納税者勝訴となったものの、

地裁及び高裁の判断過程にいくつかの疑問点があ

ることから、以下検討する。

ア　納税通知書の送付

　書類は、送達を受けるべき者の住所又は居所（事

務所及び事業所を含む。）に送達する（国通法１２

条、地方税法２０条）と定められている。Ｙは、

本件督促の前段階として、納税通知書を送付して

いるが、その宛先をＸ旧住所にしている。この点、

高裁は、転出直前の住所地から国内の関係人等を

介して郵便物が届くように転送がされる場合、郵

便物の受取りという面では、同所を、国外への転

出届を提出した者の居所と解することができると

し、このように解さなければ、Ｘ旧住所に納税通

知書を送付したことについて、書類の送達の要件

を満たすことにならないとした。そして、納税通

知書が返却されなかったことで、Ｘ旧住所はＸの

居所であり、納税通知書は居所に送達されたと判

示した。

　「居所」の定義は、祖税法上定められていないが、

神戸地裁平成１４年１０月７日判決において、民

法に定める居所と同様に解すべきとし、居所とい

いうるためには一時的に居住するだけでは足りず、

生活の本拠という程度には至らないものの、個人

が相当期間継続して居住する場所をいうものと解

されると判示している。よって、居所とは、民法

の借用概念であり、民法上の解釈においては、「そ

の人の生活の中心となる場所であるが、住所ほど

確定的な関係を生じるに至らない場所 78」や、「生

活の本拠ではないが、その者が多少の期間継続し

て居住する場所居住する場所 79」とされている。

ここから本件について考えると、Ｘは転出届を提

出していることから、ＸがＸ旧住所に居住してい

ることを確認できなければ、Ｘ旧住所は居所では

ないとするのが適当であると思料する。Ｙは、Ｘ

旧住所に対する調査を一切せず納税通知書を送付

し、結果、Ｘ旧住所から返却されなかった。高裁は、

返却されなかったことで適法に送達された（国通

法１２条２項、地方税法２０条４項）と判断した

が、そもそも、送達場所が適法ではないため、こ

の判断は支持しかねる。そして、本件対象となっ

た租税は、普通徴収に該当する地方税であり、徴

収に際し必要となる納税通知書（地方税法１条７

項）が適法に送達されていないのであるから、督

促についても当然に無効と考えられる。
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イ　公示送達の判断

　高裁は、Ｙが、Ｘ旧住所に送付した納税通知書

が返戻されなかったのだから、Ｘ旧住所を居所と

し、居所に送達したと判断した。しかし、居所に

送達した直後に、Ｙが、何の調査もせず、住所等

が明らかでない場合又は外国においてすべき送達

につき困難な事情があると認められる場合に行う

公示送達（国通法１４条、地方税法２０条の２）

の方法を用いて督促状を送達したことから、高裁

は、所在調査をせずに居所が不明となったとＹが

判断したことに合理性を認めず、公示送達の要件

を欠いているため、督促は無効と判断した。

　送達すべき居所が判明しているにもかかわらず

行われた公示送達を無効とした高裁の判断は妥当

なものと思料する。また、督促状は、滞納者の権

利保護の観点から重要なものと判示した点につい

ても評価できる。しかし、この争点において問題

となることは、Ｙの主張の中で、国外転出者の所

在調査は業務が煩雑になるため通常行っていない

としている点である。地裁においては、携帯電話

番号や在外選挙人名簿など連絡手段が判明してい

るにもかかわらず、これらの調査は必要としない

と判示したが、高裁においては調査の程度につい

ての判断は行わなかった。

　租税法送達の場合、公示送達の要件である「住

所等が明らかでない場合」は、送達を受けるべき

者について、通常必要と認められる調査（市町村

役場、近隣者、登記簿等の調査）をしても、なお

住所等が不明の場合をいい、所要の調査をすれば

住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単

に１回限りの郵便送達が返却されたことを理由に

所要の調査をしないで行われた公示送達は効力が

生じないとされている（国通基通１４条１）。東京

高裁昭和４９年１２月２５日判決 80 においても、

「住所等が明らかでない場合とは、およそ考えうる

あらゆる方法による調査をすべて尽くしてもその

者の住所等が判明しない場合をいうのではなく、

課税庁に対して通常期待しうべき方法による調査

を実施しても明らかでない場合をいい、通常期待

しうべき調査とは、具体的事案との関係において

決すべきであり、一律ではないと解すべき」と判

示している。一方、民訴法送達の場合、公示送達は、

当事者の申立てにより、裁判所書記官が職権によ

り行っており（民訴法１１０条）、当事者は、送達

場所が不明であることを証明しなければならない。

公示送達の可否は、交付送達が不納に終わったと

の一事で判断するのではなく、様々な送達を試み、

当事者から住民票の写しや所在調査に係る報告書

を提出させるなど相当慎重に判断をし、送達場所

が不明であることについて確実な心証を得ること

が必要とされている 81。そして、実務においても、

携帯電話に連絡して交付送達した事例、複数回に

わたり調査した上で公示送達した事例、居住が判

然しない事例では、公示送達に加えて普通郵便で

事務連絡を行うなどしている 82。

　公示送達は、その送達の方法から、送達を受け

るべき者が送達されたことを知る可能性が低いと

思われる。そのため、上述のとおり、民訴法送達

では、公示送達は厳密な調査をした上で適用する

ことが求められている。これに対し、租税法送達は、

公示送達は通常必要と認められる調査をすること

により送達を認めている。公示送達は、送達を受

けるべき者が了知しないままその法律効果が生じ

てしまう可能性の高い送達方法であり、場合によっ

ては送達を受けるべき者の権利を毀損するおそれ

もあることを考えると、租税法における送達での

公示送達の適用基準は非常に疑問に感じる。

　本件において、課税庁は、公示送達の要件であ

る「住所等が明らかでない場合」の解釈を、通常

必要と認められる調査をしても不明な場合（国通

基通１４条１）とし、「通常必要と認められる調査」

の範囲は課税庁の裁量とした上で、国外転出者に

対して所在調査を行わないことが通常の取扱いで

あると主張した。「通常必要と認められる調査」は、

上述のとおり、民訴法送達の所在調査ほど厳密さ

は求められていないものの、決して調査をしなく

てもよいということではない。課税庁の裁量が認

められているのは、個々の事例に応じて行われる

調査の程度であると考えられる。そうすると、課

税庁が主張した「通常必要と認められる調査」は、

国外転出者に対する調査について、通常、調査そ

のものを行っていないため、公示送達の要件を満

たさない。このような送達を常時行っていたとす

れば徴収権の濫用にあたるのではないかと考える。

30 © 2019  国民税制研究所  JTI

【論説】 租税徴収手続における滞納者保護の現状

  JTI  税務ニューズ№４（2019.5.30）

80  【ＴＡＩＮＳ　Ｚ０７７－３４６４】
81  秋山ほか・前掲注５９、４１７頁参照。
82  裁判所職員総合研修所監修・前掲注６７、２０１頁参照。



31

【論説】 租税徴収手続における滞納者保護の現状

第４節　小括

　本章では、送達制度における問題点の点検を行っ

た。課税庁は、滞納処分にあたり、督促状を発さ

なければならない。そして、課税庁が文書を発す

る際には、送達の規定に基づいて発送しなければ

ならない。そのため、送達が適法に行われたか否

かにより、その後の滞納処分の適法性にも影響を

及ぼすことになる。

　送達は、債権の行使という観点からみると、租

税債権を行使するための租税法上の規定と私債権

を行使するための民事訴訟法上の規定が存在する

が、その趣旨は、相手方に了知させる機会を与え

るという点に変わりはない。そのため、第１節で

租税法送達と民訴法送達の点検を行い、第２節で

それぞれの比較を行った。

　送達は、交付送達と郵便等送達に区分され、民

訴法送達が交付送達を原則とするのに対し、租税

法送達は郵便等送達に重きを置いていることを確

認した。そして、民訴法送達では特別送達により

交付送達の原則を実現し、租税法送達では、普通

郵便による送達も認められていることを確認した。

結果、いずれの送達も、大量の書類の送達に長け

た郵便組織を重用していることを確認した。

　第３節では、送達について争われた裁判例等と

して、普通郵便での送達と公示送達の分析を行っ

た。普通郵便での送達の有効性が争われた事例で

は、課税庁は、普通郵便で発した文書について、

返却されていないことで送達が推定されると主張

し、公示送達の有効性が争われた事例では、国外

転出者の所在調査は業務が煩雑になるため通常

行っていないと主張した。このような事例から、

課税庁は、文書の送達について、相手方に了知さ

せるという本来の趣旨から離れた運用をしている

ように感じられる。

　このように送達制度をみると、民訴法送達が文

書を相手方に到達させることに重きを置いている

一方、租税法送達が文書を相手方に発送すること

に重きを置いていることが確認できる。しかし、

送達の趣旨は、相手方に了知させる機会を与える

ことにある。昭和４８年１１月１４日東京地裁判

決においても、「送達の目的は送達を受けるべき者

をして当該送達に係る書類をできるだけ確実に、

かつ、できるだけ、速く受領させるということに

あるものと解される」と判示している。本論文事

例のような送達手続が督促状で行われた場合、納

税者は、当該督促に係る租税を納付する機会が奪

われることになる。督促の目的は、滞納している

租税の納付を催告するものであり、そのためには、

督促状は相手方に到達しなければならないが、こ

のような送達は、送達の趣旨に反するとともに、

督促の本来の目的からも逸脱するものである。課

税庁が日常、大量の文書を扱い、大量の文書の発

送に長けた郵便組織を利用することは理解できる

が、郵便組織を利用するのであれば、普通郵便で

はなく、発送から配達まで記録される特特殊取扱

郵便を利用するなど送達の透明性を確保するべき

と考える。

第３章　差押え

　滞納処分とは、租税債権の強制的実現を図る手

続きであり、強制的実現とは、差押えから換価ま

での一連の手続きを中心とするものである。すな

わち、滞納処分における差押えとは、滞納処分の

第一段階をなすものであり 83、滞納処分の根幹の

１つとなるものである。滞納処分における差押え

の目的は、滞納者の財産の散逸を防ぐことにある。

一方、私債権における差押えの目的は、強制執行

において執行機関による換価ないし満足を準備す

べく特定の財産を国の支配下に拘束するとされて

いる 84 ことから、滞納処分における差押えと私債

権における差押えの目的は同義であるといえる。

　差押えは、国家の強制力の行使であることから、

債権者の満足を図るという目的を逸脱することは

許されない。また、公益的または社会政策的な観

点から一定の制限として、滞納者を保護する規定

が設けられている。

　本章では、差押えについて、滞納者保護の観点

から、滞納処分における差押えと私債権における

差押えの比較を行いつつ、裁判例等の分析を行う。

第１節　差押禁止財産

１．滞納処分における差押禁止財産

（１）差押えの対象

　国税徴収法は、差押えの対象を滞納者の財産 85
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（国徴法４７条）と規定している。差押えの対象は、

具体的には、①滞納者の所有に属すること、②本

法施行地内に所在していること、③金銭的価値を

有すること、④譲渡性を有すること及び⑤差押禁

止財産でないこと 86 の５つの条件を具備する財産

とされている。その効力は、①滞納者の特定財産

の法律上または事実上の処分を禁止し、②その差

押えが効力を生じた時から時効が中断されるもの

となっている。そして、その差押えの効力が及ぶ

範囲は、①従物及び天然果実、②差押財産に付さ

れた保険等に係る保険金等の支払を受ける権利、

給料等継続収入など 87 多岐にわたる。

（２）差押禁止財産

　差押えの対象は、上記のとおり多岐にわたる一

方で、差押えが禁止されている財産も存在する。

差押禁止財産は、①絶対的差押禁止財産（国徴法

７５条）、②広義の条件付差押禁止財産（国徴法

７６条から７８条）、③特別法の定め並びに④一身

専属権などがあり、その趣旨は、最低生活の保障、

生業の維持、精神的生活の安寧の保障、社会保障

制度の維持等とされている 88。絶対的差押禁止財

産は、生活に欠くことのできない衣服や食料等を

定めており、広義の条件付差押禁止財産は、給与

や社会保険制度に基づく給付への差押えの禁止を

定めている。

　滞納処分における差押えは、その対象を滞納者

の財産と広範に規定しつつ、例外的に差押禁止財

産を定めることで、租税債権回収の極大化と滞納

者保護の調整を図っている。

２． 滞納処分における差押禁止財産と私債権にお

ける差押禁止財産の比較

　私債権における差押禁止財産は、①差押禁止動

産（民執法１３１条）、②差押禁止債権（民執法

１５２条）、③特別法の定め並びに④一身専属権な

どがある。

　民事執行法上の差押禁止財産は、同法制定にあ

たり、国税徴収法の規定を参考にしている 89 こと

から、その趣旨や規定の内容はおおむね同じとなっ

ている。民事執行法と国税徴収法の相違点として、

給料等 90 の差押禁止の金額（国徴法７６条、民執

法１５２条）などが挙げられる。

　給料等の差押禁止の金額は、国税徴収法におい

ては、給料等の額から源泉徴収や社会保険料など

を控除したいわば手取額を基準としている。そし

て、生活保護法による生活扶助の基準となる金額

で給料等の支給期間に応ずるものを勘案して政令

で定める金額をいわば最低生活費とし、最低生活

費及び最低生活費を超過した手取額の１００分の

２０に相当する金額（この金額が最低生活費の２

倍に相当する金額を超えるときは、その金額）を

差押禁止としている。そのため、国税徴収法にお

いては、滞納者の給料等の手取額と扶養家族の数

に応じてきめ細かく差押禁止の範囲が定まるよう

な配慮をしている 91。これに対し、民事執行法に

おいては、給料等の４分の３（その額が標準的な

世帯の必要生計費として政令で定める金額を超え

るときは、その金額）を差押禁止にしている。こ

のように給料等の差押禁止の金額は、民事執行法

に比し、国税徴収法がより厳密に規定されている。

これは、民事執行法がその立法の過程において、

国税徴収法のように質問検査権（国徴法１４１条）

や捜索の権限（国徴法１４２条）を有しないこと

から、債務者の手取額を算定するのが困難である

ため、差押禁止の基準を標準的な世帯の必要生計

費としたためであり、差押禁止の趣旨において国

税徴収法と民事執行法が異なるということではな

い 92。なお、民事執行法においては、国税徴収法の

ような最低生活費を算定して差押禁止とする金額

が定められていない。これは、国税徴収法が滞納

者を生活保護に追いやってまで差押えを行使しな

いという自己抑制の論理であるのに対し、民事執
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行法は債権者の権利の実現を優先し、差押えによ

り生活の維持その他問題が生じれば、債務者が差

押禁止財産の範囲変更（民執法１３２条、１５３条）

の申立てをすれば足りると考えられているためで

ある 93。

　よって、国税徴収法における差押禁止財産と民

事執行法における差押禁止財産は、最低生活の保

障等その趣旨を同じくしながら規定が異なる。こ

れは、債権者と債務者の関係が民事執行法では対

等関係にあり、国税徴収法では権力関係あるため

と考えられる。民事執行法における債権者と債務

者の関係は対等関係にあることから、債権者は債

務者の詳細な生活状況を知り得ず、差押えの対象

を標準的な世帯の必要生計費とする一方、債務者

が差押禁止財産の範囲の変更を申し立てる権利を

有することで個別事例に対応している。これに対

し、国税徴収法における債権者（課税庁）と債務

者（滞納者）の関係は権力関係にあるため、課税

庁は、滞納者に対し、強力な調査権を有している。

そのため、差押えにあたっては、最低生活費等の

調査を行い滞納者に対して当然に配慮する義務が

課せられていると考える。

３．差押禁止財産について争われた裁判例等の分析

（１）役員報酬が差押禁止の対象である給料等に該

当するか否か争われた事案 94 

国税不服審判所平成２０年１２月３日裁決 95 

ア　本件の概要

Ｘが、役員報酬は、国税徴収法７６条１項に規定

する給料等に該当すると主張した。これに対し、

Ｙは、役員報酬の定義を、取締役と会社との委任

契約に基づき、取締役の行う経営活動の対価とし

て支払われるものとし、国税徴収法７６条１項に

規定する給料等には該当しないと主張した。

　審判所は、国税徴収法７６条１項の趣旨を、給

料等がその受給者とその家族が生計を維持するた

めの唯一ないし最重要な収入であり、その全額が

差し押さえられた場合には、直ちにその生計の維

持が困難になることを考慮し、健康で文化的な最

低限度の生活を保障するという社会政策的な観点

から、一定の範囲で差押えを禁止したものと解し

た。

　そして、同項に掲げる給料等（給料、賃金、俸給、

歳費、退職年金、給与）は、定義的な規定が設け

られていないため、これらの用語の意味は、一般

的な用語法を基礎として、同項の趣旨に従って理

解すべきとし、その解釈を、雇用契約又はこれに

類する関係その他一定の勤務関係に基づき、使用

者の指揮命令又は所属する組織の規律に服してそ

の使用者又は組織に対して提供した労務又は職務

遂行の対価として、その使用者又は組織から継続

的に受ける給付とした。

　この解釈を役員報酬にあてはめた結果、取締役

の役員報酬は、株式会社と取締役との間で締結さ

れる任用契約（委任契約）による勤務関係に基づき、

その会社から継続的に報酬として支給されるもの

であることから、役員報酬も国税徴収法７６条１

項に規定する給料等に含まれると解した。

　また、Ｙが、役員報酬が委任契約に基づいて支

払われるものであるため、国税徴収法７６条１項

に規定する給料等に該当しないと主張した。この

点について、審判所は、取締役と会社との関係は

委任の規定に従う（会社法３３０条）ものであり、

取締役が自己の裁量で所定の事務を処理するとい

う意味では被用者に比べ独立性を有し、その対価

である取締役の報酬は、雇用契約に基づく賃金等

とは異なるとしながら、上述した国税徴収法７６

条１項の趣旨及び同項にある給料等の範囲は雇用

契約に限らず、一定の勤務関係に基づく職務遂行

の対価も含むことから、役員報酬も給料等に該当

するとし、Ｘの請求を認容した。

イ　検討

　本件は、役員報酬が、差押禁止財産である給料

等に該当するか否か争われた事案である。給料等

の範囲は、「給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及

びこれらの性質を有する給与に係る債権」（国徴法

７６条）と定められており、その趣旨は、一般の

給与生活者の最低生活の維持等に充てられるべき

金額に相当する給与について差押禁止としたもの
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の額に係る部分の処分取消しを求めた事案である。



である 96。そのため、Ｙは、役員報酬が取締役と

会社の委任契約に基づき支払われることから、給

料等とは異なる旨主張したが、審判所は、差押禁

止の趣旨に鑑み、役員報酬も給料等に含まれると

し、Ｘの請求を認容した。

　給料等に関する差押禁止の規定は、国税徴収法

及び民事執行法に定められているが、これまでの

通説では、役員報酬は、委任に関する規定（会社

法３３０条）に基づく報酬（民法６４８条）であ

る一方、給料等は雇用契約に基づく（民法６２３条）

ものであるため、両者は異なるものとされていた。

そして、民事執行法では、給料債権の差押禁止規

定が存する理由は、それが債務者及びその家族の

唯一の生活手段とされているからであるが、取締

役らの報酬はそのようなものであると法律上予定

されているわけではないため、役員報酬は差押禁

止財産に該当しないとされており 97、実務上でも

役員報酬全額の差押えが認められていた。

　本件において、審判所は、委任契約と雇用契約

は異なるとしながら、給料等の範囲を雇用契約ま

たはこれに類する関係その他一定の勤務関係に基

づく労務又は職務遂行の対価で、使用者または組

織から継続的に受ける給付と解釈し、委任契約に

基づく役員報酬も給料等に含まれると判断してい

る。民事執行法が委任契約と雇用契約が異なると

して役員報酬全額の差押えを認めていることは、

上述のとおり、不都合があれば債務者側から差

押禁止債権の範囲の変更（民執法１５３条）を

申し立てることができるためであると考えられ

る。このような差押禁止財産の趣旨に鑑みると、

課税庁は、Ｘが役員報酬全額を差し押さえられ

た場合には生計の維持が困難になるか否か、質

問検査権等その有する調査権により滞納者の生

活状況を当然に把握すべきであろうと思料する。

審判所の判断は、差押禁止の趣旨に則った妥当な

ものと考える。

（２）差押禁止財産が預金債権に転化した場合にお

いて、差押禁止財産の属性が継承されるか否かが

争われた事案

鳥取地裁平成２５年３月２９日判決 98

広島高裁平成２５年１１月２７日判決

ア　当事者の主張

　Ｘは、本件預金口座の残高が本件差押処分の前

は７３円しかなく、差押禁止財産である本件児童

手当が振り込まれた９分後に本件差押処分がなさ

れていることから、本件預金債権の原資は、差押

禁止財産としての特定性を失っていないと主張し

た。そして、本件預金債権は、差押禁止財産とし

ての属性を継承しているため、本件差押処分及び
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96  【ＴＡＩＮＳ　Ｚ０７７－３４６４】
97  秋山ほか・前掲注５９、４１７頁参照。

　　なお、取締役が兼任する使用人としての給料等については差押禁止債権と認められると解している。
98  地裁【ＴＡＩＮＳ　Ｚ９９９－８３２４】高裁【ＬＥＸ／ＤＢ　№２５５０２７３５】

　 　本件は、ＹがＸに対し、滞納処分として、Ｘ名義の預金債権（以下「本件預金債権」という。）について差押処

分をした後、配当処分をしたことについて、Ｘが、本件預金債権の原資は差押禁止財産たる児童手当受給権（児

童手当法１５条、以下、「本件児童手当」という。）であることから、本件預金債権が差押禁止財産の属性を継承

するものとし、本件差押処分の取消しまたは本件配当処分の取消し、あるいは無効確認を求めるとともに、主位的

に不当利得返還請求に基づく差押えを受けた本件預金債権の支払い及び国家賠償法１条１項に基づく慰謝料の支払

いを求め、予備的に国家賠償法１条１項に基づく本件預金債権相当額及び慰謝料の支払いを求めた事案である。

　＜認定事実＞

　 　Ｘは、宅建業及び不動産業を営んでいたが、平成１７年度及び平成１８年度の個人事業税並びに平成１８年度

及び平成１９年度の自動車税の本税及び延滞金（以下「滞納租税」という。）を滞納していた。

　 　Ｙは、Ｘに対し、滞納租税に係る納付折衝を複数回行ったが、Ｘは、その一部を納付したのみで完納すること

はなかった。そのため、平成１９年２月８日、Ｘに対し差押予告書を送付した。

　　その後もＹは、Ｘと納付折衝を重ねたものの、滞納租税が完納されることはなかった。その間、Ｘは、子の授 

　業料や給食費を滞納していたが、Ｙに対し、自身の生活が窮境状態にある旨の説明はしていなかった。

　 　Ｙは、Ｘの収入や財産などの調査を開始したところ、Ｘが勤務先を退職していることや、保険契約を締結して

いるが、契約者貸付金が解約返還金を上回っていることを確認した。さらに、Ｘの取引金融機関に対し、Ｘ名義

の預金口座の履歴を照会したところ、収入は児童手当の振り込みのみであり、常時預金残高は数百円程度である

旨の回答を受けた。

　　Ｙは、Ｘ名義の自動車を差し押さえたが、Ｘは、車検満了に伴い同車両を処分した。

　 　Ｙは、平成２０年６月１１日午前９時に本件預金口座あて本件児童手当が振り込まれた後、午前９時９分に本

件差押処分をした。なお、Ｘは、差押処分までの間に就労していたが、Ｙに対し申し出ることはなかった。
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本件配当処分は違法であると主張した。これに対

し、Ｙは、本件児童手当は、本件預金口座への振

り込みによって預金債権に転化したとし、差押禁

止財産としての属性は継承していないと主張した。

さらに、本件預金口座について、日常的な財産管

理に使用されていたことから、本件児童手当が一

般財産に混入して識別不可能になっているとも主

張した。

イ　地裁の判断

　地裁は、差押禁止財産が預金債権に転化した場

合の属性の継承について、差押禁止財産は、預金

債権に転化したことで他の一般財産に混入し、差

押禁止財産として識別できなくなる可能性がある

こと、また、差押えは、債務者及び第三債務者に

対する審尋を要せず（国徴法６２条）、差押えの対

象の原資をあらかじめ調査する仕組みを採用して

いないことに鑑みれば、差押禁止財産であっても、

それが銀行口座に振り込まれた場合には、原則と

して、その全額の差押えが許されると解し、属性

は継承しない旨判示した。

　その一方で、課税庁が、本件児童手当により租

税を徴収することを意図し、かつ、客観的にみて

も本件児童手当以外に預金口座への入金がないこ

とを知りまたは知り得べき状態であったときは、

実質的に児童手当法の精神を没却するような裁量

逸脱があったものとして、違法なものと解すべき

と判示した。

　そして、本件では、認定事実から、Ｙが本件児

童手当の振込時期に合わせて差押えをしたと推認

したことで、本件差押処分が実質的に本件児童手

当を差し押さえたのと同様の効果が生じるとし、

児童手当の趣旨（児童手当法１条）に反し、権限

を濫用した違法なものであると判断した。その結

果、本件差押処分及び本件配当処分を取消し、Ｙ

に対し、不当利得返還請求権に基づく差押えを受

けた本件預金債権の支払い及び国家賠償法１条１

項に基づく慰謝料の支払いを命じた。

ウ　高裁の判断

　高裁は、本件差押処分及び本件配当処分につい

て、その目的を達し、その効力はすでに消滅して

いることから、これらの取消し等によって回復す

べき法律上の利益は存在しないとし、Ｘの主張を

却下した。

　そして、差押禁止財産が預金債権に転化した場

合の属性の継承について、最高裁平成１０年２月

１０日判決を引用し、一般的に属性は継承されな

いと解釈したが、本件では、Ｙが、本件児童手当

が本件預金口座に振り込まれることを認識して本

件差押処分をしたと認定したうえで、午前９時９

分の時点で本件預金債権は、本件児童手当として

の属性を失っていないとし、本件差押処分は違法

と判示した。

　その一方で、Ｘが、Ｙに対し、自身の窮境状態

も説明せずに長期間滞納租税の納付もしなかった

うえ、Ｙが差し押さえたＸの車両を処分していた

という事実や、最高裁平成１０年２月１０日判決

において、差押禁止財産の属性は継承されないと

していることからすれば、本件差押処分にも相当

の合理性を認めた。その結果、本件児童手当相当

額の不当利得返還請求権は認めたが、国家賠償法

１条１項に基づく慰謝料については棄却した。

エ　検討

　本件は、ＹがＸに対し、滞納処分としてＸ名義

の預金口座を差し押さえたが、当該預金債権は、

その原資が差押禁止財産たる児童手当であること

から、当該差押処分の違法性について争われた事

案である。

　Ｘは、差押禁止財産は、預金債権に転化した後も、

その差押禁止の属性を継承する（以下「属性継承

説」という。）と主張したのに対し、Ｙは、差押禁

止財産の属性は継承されない（以下「属性非継承説」

という。）と主張した。

　差押禁止財産の預金債権への転化について、地

裁は、属性非継承説を支持しつつ、実質的に差押

禁止財産の差押えを意図していた場合には、差押

禁止財産の趣旨に反し、課税庁の権利の濫用であ

ると判断した。高裁では、属性非継承説を支持し

ながら、本件差押処分については、事実認定から、

属性の継承を認め、違法と判断した。地裁と高裁

の判断はやや異なっているが、属性非継承説を前

提としながら、本件を例外に位置付けている点で

は共通している。本件において、高裁は、属性非

継承説の根拠として、最高裁平成１０年２月１０

日判決を引用しているが、一方で、属性継承説を

支持している裁判例も存在する。以下、属性の継

承について争われた裁判例をみながら本件の分析

を行いたい。

（ア）属性非継承説を支持した裁判例

①東京高裁平成４年２月５日決定 99 

　裁判所は、差押えの禁止が定められている給付

であっても、銀行口座に振り込まれた場合は、そ

の法的性質は預金債権に変わるとし、さらに、預

金債権差押えは、執行裁判所が債務者及び第三債

務者を審尋しない（民執法１４５条２項）ため、
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預金債権の性質を知ることは困難であること、加

えて、民事執行法１５３条１項の申立てがないの

に、差押えの当否や範囲を制限することは相当で

ないとする考えを示した。

　そのうえで、差押禁止財産が預金口座に振り込

まれた場合においても、債務者の生活保持の見地

から差押禁止の趣旨は尊重すべきとし、その救済

として、執行裁判所は、債務者から民事執行法

１５３条１項の申立てがなされたときには、債務

者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮し

て、差押命令の全部または一部の取消しを行うこ

とができると判示し、債権差押命令に対する執行

抗告である本件抗告を棄却した。

②最高裁平成１０年２月１０日判決 100 

　原審 101 は、「年金等の受給権が差押等を禁止さ

れているとしても、その給付金が受給者の金融機

関における預金口座に振り込まれると、それは受

給者の当該金融機関に対する預金債権に転化し、

受給者の一般財産になると解すべき」と判示した

うえで、事実認定を基に「国民年金及び労災保険

金が本件預金口座に振り込まれることにより、Ｘ

の一般財産になったものと認めるべきであること

は明らかであり、これが差押等禁止の属性を承継

していることを認めるに足りる証拠はない。」と判

断した。最高裁においても、原審判断を引用し、

Ｘの主張を棄却した。

③東京高裁平成２２年４月１９日決定 102  

　裁判所は、年金が銀行口座に振り込まれて預金

債権となった場合には、その法的性質は債務者の

預金債権に変わり、執行裁判所は、債権者の申立

てにより、その原資の属性を考慮することなく、

当該預金債権について差押命令を発することがで

きるとし、この場合において、執行裁判所は、債

務者から民事執行法１５３条１項に基づく申立て

があったときは、当該預金債権の原資や当該差押

えに係る債務者及び債権者の生活の状況その他の

事情を考慮して、差押命令の全部または一部の取

消しを行うことができると判示した。そのうえで、

債務者は、弁理士の資格を有し特許事務所を経営

しており、それなりの収入を得る能力を有してい

ることがうかがわれる一方、原審裁判所からの収

入状況を明らかにするようにとの指示に応じてい

ないことから、裁判所は、本件抗告を棄却した。

④東京地裁平成２２年４月２３日決定 103 

　裁判所は、差押禁止債権が債務者の預金口座に

振り込まれた場合には、債務者の金融機関に対す

る預金債権となるため、形式的には差押禁止債権

には該当せず、当該口座に対する差押えは有効で

あり、そのことが直ちに差押禁止債権の範囲変更

の申立てに理由があることにならず、同申立てが

認められるべきか否かは、債務者及び債権者の生

活の状況その他の事情を考慮して決めるべきとし

た。その一方で、厚生年金保険法における差押禁

止の趣旨は、年金受給者の生活保障であることか

ら、債務者が預金債権の原資が年金であることを

立証したときは、他に生計を維持する財産や手段

があることなど特段の事情がない限り、債務者の

生活保障、生計維持のため、差押命令を取り消す

のが相当であると判示した。

　そして、裁判所は、本件における預金債権の原

資が年金か否かの判断について、認定事実から、

本件預金口座には預金機から入金された金員があ

り、かつ、別の口座（年金の振込み口座）から同

額が出金されていたため、本件預金債権の原資が
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99  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２７８１１７３６】本件は、Ｘが、Ｙに対し、ＹがＸに対してした預金債権の差押えについて、

当該預金債権の原資は差押禁止財産である年金（厚年法４１条１項、国公共済法４８条）であるとし、その差押

えの取消しを求めて執行抗告した事案である。
100  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２８０４０１３３】本件は、Ｙが、ＸがＹに対して有していた預金債権を受働債権とし、Ｙ

がＸに対して有していた保証債務履行請求権を自働債権として相殺を行ったことについて、Ｘが、当該預金債権

は、差押禁止財産である国民年金及び労災保険金を原資としていることから相殺は無効であるとして争われた事

案である。
101  札幌高裁平成９年５月２３日判決。【ＬＥＸ／ＤＢ　№２８０４０１６０】
102  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２５４６３７５８】本件は、Ｘが、Ｙに対し、ＹがＸに対してした預金債権の差押えについて、

当該預金債権の原資は差押禁止財産である年金（国年法２４条、厚年法４１条１項）であるとし、差押禁止債権

の範囲変更の申立てをしたものの、原審において却下されたため、却下の取消し及び差押えの取消しを求めて執

行抗告した事案である。
103  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２５４７００３８】本件は、Ｘが、Ｙに対し、Ｙが差し押さえたＸ名義の預金債権の原資は、

すべて差押禁止債権たる厚生年金及び厚生年金基金（厚年法４１条１項）であるとして、本件差押えの取消しを

求めている事案である。
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年金である可能性も認められるとしながら、当該

金員は、一旦、出金されて債務者の一般財産と混

同しているため、年金であると認めるには疑問が

残るとし、Ｘの請求を棄却した。

（イ）属性継承説を支持した裁判例

①東京高裁平成２年１月２２日決定 104 

　裁判所は、差押禁止財産が預金債権に転化した

場合の預金債権に対する差押えについて、債務者

の生活保持の見地から差押禁止の趣旨は尊重され

るべきであり、そのような差押えは、その取消し

を不当とする特段の事情がない限り、民事執行法

１５３条１項の適用により取り消されるべきであ

ると判示した。そして、本件では、差押えの対象

となった預金債権は、大部分が年金を原資として

いることから、特段の事情がない限り、差押えは

取り消されるべきとしたが、差し押さえた預金債

権の金額が、年金の年額合計の四分の一以下で

あったため、債権者債務者双方の生活状況を考慮

し、特段の事情があると認めたため、民事執行法

１５３条１項を適用して差押命令を取消した現決

定を取り消した。

②東京地裁平成１５年５月２８日判決 105 

　Ｙは、差押禁止債権の趣旨を、年金受給者の生

計の資本を失わせるおそれがあるからとし、本件

においては、Ｘが受給した年金を郵便貯金として

預け入れたままであったことから、生計の資本は

年金以外にあったと推測し、本件差押えが適法で

ある旨主張した。

　裁判所は、預貯金の原資が年金であることの識

別、特定が可能であるときは、差押禁止債権への

差押えと同視すべきであって、差押えは禁止され

るべきと判示した。その一方で、年金受給者が年

金以外に財産を所有して生計を立てており、当該

財産を費消して、年金を費消しないで預貯金とし

て蓄えているような場合には、当該預貯金が年金

を原資とするというだけで、これに対する強制執

行が許されないというのは、年金に対する差押え

を禁止した法の趣旨を潜脱・逸脱して、不当に年

金受給者に利する結果となるため、年金を原資と

する預貯金の差押えが許される見解を示した。

　本件においては、年金以外に財産を所有して生

計を立てていると推認し得る証拠がないため、貯

金債権のうち、年金相当額についてＸの請求を認

容した。

③神戸地裁平成２０年１月２４日決定 106 

　裁判所は、差押え時において差押対象となった

預金債権の口座には年金以外に入金がなかったと

認定した。そのうえで、年金債権が差押禁止債権

であることからすれば、本件差押えも禁止される

のが相当と判示し、差押命令を取り消した。

④東京高裁平成２２年６月２２日決定 107 

　裁判所は、預金債権が差し押さえられた場合に

おいて、当該預金債権の原資が年金であることの

立証がされたときは、差押禁止債権の範囲変更の

申立てにより、当該預金債権の差押命令を取り消

すことができると判示し、事実認定において、本

件預金債権の構成が、年金または他口座で受け取っ

た年金の預け替えによることから年金を原資とし

ていることを認め、差押命令を取り消した。

　属性継承説を支持した裁判例は、差押禁止の趣

旨を根拠に属性の継承を認めているが、属性を継

承していれば無条件に差押禁止を認めるというも

のではなく、債務者及び債権者の生活の状況その

他の事情を考慮して差押禁止の判断をしている。

これは、差押えが債権者の権利の実現を優先し、

その差押えにより生活の維持その他問題が生じれ

ば、債務者が差押禁止財産の範囲変更の申立てを

すれば足りると考える民事執行法の趣旨に則って
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104  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２７８０８５５４】本件は、ＸがＹに対してした預金債権の差押えについて、Ｙが、当該預

金債権の原資が差押禁止債権たる年金（地公共済法５１条、厚年法４１条）であると主張し、差押命令の取消決

定がなされていた（民執法１５３条１項）ことから、Ｘが当該差押命令取消決定に対して執行抗告を申し立てた

事案である。
105  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２８０８２５６３】本件は、Ｘが、ＹがＸに対してした貯金債権の差押えについて、当該貯

金債権の原資が差押禁止債権たる年金であったことから、差押えによって回収した金額に係る不当利得返還請求

をした事案である。
106  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２５４３７００７】本件は、Ｘが、ＹがＸに対してした預金債権の差押えについて、当該預

金債権の原資が差押禁止債権たる年金（厚年法４１条）であったことから、差押禁止債権の範囲変更の申立て（民

執法１５３条１項）をして、当該差押命令の取消しを求めた事案である。
107  【ＬＥＸ／ＤＢ　№２５４７００３７】本件は、Ｘが、ＹがＸに対してした預金債権の差押えについて、当該預

金債権の原資が差押禁止債権たる年金（厚年法４１条）であったことから、差押禁止債権の範囲変更の申立て（民

執法１５３条１項）をして、当該差押命令の取消しを求めた事案である。



いる。そのため、裁判例はいずれも差押禁止債権

の範囲変更または不当利得返還請求より争われお

り、執行抗告（民執法１０条）による事例はみあ

たらない。

　属性非継承説を支持した裁判例は、属性が継承

されないとする根拠として、差押禁止財産が預金

債権に転化することで、一般財産と一体化してし

まうということを挙げている。一方で、当該預金

債権が差押禁止財産で構成されていると特定でき

れば、差押えの取消しも認めているが、取り消す

ためには、債務者から民事執行法１５３条１項に

基づき申立てを要するとしている。そして、差押

えの取消しを認めた事例では、差押債権の範囲変

更の判断にあたり、属性の継承を認めることとと

もに、債務者及び債権者の生活の状況その他の事

情を考慮している。すなわち、属性非継承説を支

持しながら差押えの取消しを認めた事例は、属性

の継承及び差押禁止の趣旨を判断の根拠としてお

り、これらの判断は、属性継承説を支持した事例

における判断と変わるところがない。

　民事執行法における差押え制度は、債権者の権

利の実現を基礎として、その差押えによる不都合

があれば債務者から申立てを行うという構成に

なっており、債権者と債務者が対等な関係にある

ことに立脚した制度になっている。債権者が債務

者の詳細な生活状況を知り得ないという面も併せ

考慮すると、原則として属性は継承されないとす

る考えが妥当であると思料する。

　一方、国税徴収法における差押え制度は、滞納

者を生活保護に追いやってまで差押えを行使しな

いという自己抑制の論理をもつことや、課税庁が

滞納者に対し、強力な調査権を有することから、

滞納者からの申立てを不要とする権力関係に立脚

した制度になっている。その趣旨は民事執行法に

おける差押え制度と同じであるが、差押えに至る

過程は大きく異なる。このように考えると、課税

庁は属性の継承まで調査するべきであって、属性

非継承説に基づく差押えは妥当しないと思料する。

　本件における裁判所の判断の過程は、民事執行

法における差押え制度の考えに沿っており、支持

できるものではない。本件のような差押えは、国

税徴収法における差押え制度に則れば当然になさ

れるべきではないと考える。

　他方、本件差押えに至るまでのＸは、Ｙに対し、

自身の窮境状態も伝えず、納付の約束も違えてい

る。このような点から、悪質な滞納者と判断され

てもやむを得ないと思料する。そして、本件差押

えが、悪質な滞納者に対し、租税負担公平の原則

を貫いたと考えれば、Ｙの行為も理解できる。し

かし、国税徴収法における差押えが滞納者の異議

申立てを認めていないということを考えると、Ｙ

は、Ｘの窮境状態まで調査しなければならなかっ

たと考える。また、ＸがＹに対し、自身の窮境状

態を訴えれば、本件差押えにまで至らなかったの

ではないかと思える。

　差押禁止財産の規定は、差押えの例外として、

滞納者保護を目的として存在しているが、一方で

この規定を悪用する者もいる。そのような中、課

税庁が適正な税務行政を遂行するためには、滞納

者にも一定の誠実さは要求されるのではないかと

思料する。

第２節　差押えの制限と差押財産の評価

１． 滞納処分における差押えの制限と差押財産の

評価

　滞納処分における差押えの目的は、滞納者の財

産を換価することで租税債権の満足を得ることに

ある。そのため、滞納処分における差押えは、そ

の目的を逸脱しないための規定を設けている。そ

の規定は、国税徴収法において、租税徴収に必要

な財産以外の財産は差し押さえることができない

（国徴法４８条１項）とする超過差押えの禁止規定

と、差し押さえることができる財産の価額が、そ

の差押えに係る滞納処分費及び優先債権の合計額

に満たないときは差し押さえることができない（国

徴法４８条２項）とする無益な差押えの禁止規定

が定められている。滞納処分における差押えが滞

納者に対する国家権力の行使であることを考える

と、租税債権を超える差押えや租税債権の回収が

見込めない差押えを規制することは、滞納者に対

する保護だけでなく、国家権力の濫用を防ぐとい

う観点からも当然の定めと思料する。一方、差押

えの対象が債権の場合には、原則その債権全額を

差し押さえ、全額の差押えが不要であれば、その

一部を差し押さえてもよいとする規定（国徴法

６３条）もある。この規定は、債権の実質的価値

が名目上の価値だけでなく、第三債務者の弁済能

力に左右される部分もあることから、一個の債権

に限り超過差押えとなっても許されると解されて

いる 108 が、超過差押えの禁止規定の趣旨を鑑みれ

ば、あくまで例外規定と考える。

　超過差押えや無益な差押えの判断は、差押えの

対象となる財産の見積価額と徴収すべき租税を比

較する必要がある 109。差押えの対象となる財産の
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見積価額の算定方法は、国徴法９８条 110 及び国徴

基通９８条関係に規定されており、取引事例比較

法、収益還元法、原価法などを用いることとなっ

ている。そして、その決定については、当該財産

が強制的に売却されることなど公売の特殊性を考

慮した減価（以下「公売特殊性減価」という。）を

した上で課税庁が決定する。なお、公売特殊性減

価は、基準価額の概ね３０％程度の範囲内で減価

を行うとしている（国徴基通９８条関係３）。また、

例外として、当該財産の価額が高価または課税庁

にて算定が困難な場合には、鑑定人や精通者の評

価を参考にすることができるが、鑑定人等が評価

した価額に対し、課税庁の判断により公売特殊性

減価を行っている 111。

　このように、差押えは、差押えにあたり、差押

えの対象となる財産の価額の算定を必要とすると

考えられるが、国税徴収法上、財産の価額の算定

は、見積価額の決定（国徴法９８条）にのみ規定

されている。これは、第５章第３節「財産の換価」

に規定されており、第５章第１節「財産の差押」

には財産の価額の算定について述べられていない。

しかし、超過差押えの禁止規定や無益な差押えの

禁止規定がある以上、見積価額の「算定」は差押

え時に当然になされるべきと考える。

　超過差押えの禁止規定や無益な差押えの禁止規

定は、滞納者に対する保護規定として存している

が、その判断基準となる差押財産の価額の算定が

課税庁に委ねられており、また、その価額から課

税庁が任意で減価することも認められている。さ

らに、上述した差押財産の評価の規定の位置を考

えると、これらの規定がその趣旨のとおり機能し

ているかは疑問に思う。

２． 滞納処分における差押えと私債権における差

押えの比較

（１）私債権における差押えの制限と差押財産の評価

　私債権における差押えの目的は、滞納処分にお

ける差押えの目的と同じく債権の満足を図ること

にある。そのため、民事執行法は、国税徴収法と

同様、その目的を逸脱しないための規定を設けて

いる。超過差押えの禁止規定として、不動産の超

過売却の禁止規定（民執法７３条）及び動産及び

債権の超過差押えの禁止規定（民執法１２８条、

１４６条）が定められ、無益な差押えの禁止規定

として、剰余を生ずる見込みのない場合（以下「無

剰余」という。）の規定（民執法６３条、１２９条）

が定められている。

　なお、無剰余の規定は、債務者に対する保護と

いう目的とは別に剰余主義の原則という目的も存

在する。剰余主義の原則は、民事執行を求める者

は、自己に優先する権利を目的物について有して

いる者の権利を害する執行を求めることはできな

いとするものである112。すなわち、無剰余の規定は、

債務者及び優先債権者の保護を目的としている。

　超過差押えや無益な差押えを判定するための財

産の評価額は、動産にあっては、差押え時に執行

官が評価し（民執規１０２条２項）、不動産にあっ

ては、執行裁判所が選任した評価人が評価する（民

執法５８条）としている。そして、差押えの対象

が不動産の場合には、その評価額に基づき、執行裁

判所が売却基準価額を定めることになっている（民

執法６０条１項）。売却基準価額は、差押えの対象

となる不動産が不相当に低い価額で売却されると

債権者の債権回収を不十分にし、債務者も債権者

も不利益を受けることになるため、適正な価額で

売却させることを目的として設けられている 113114。

そして、売却基準価額は、特段の事情がない限り

評価額と同額となる 115 が、競売物件の早期決着の

ため、売却基準価額からその１０分の２に相当す

る額を控除した買受可能価額での入札も認められ

ている。これは、速やかに競売手続を完了させる

ためであり、債権者債務者双方の利益に寄与する。
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108  吉国ほか・前掲注１６、５１０頁参照。
109  金子・前掲注１８、９０２頁参照。
110  国徴法９８条は、公売財産の見積価額の決定について定めた規定であるが、国徴法４８条における「財産の価額」

を国徴基通４８条関係において「処分予定価額」としていることを鑑みると、国徴法４８条の「財産の価額」は

国徴法９８条の見積価額と同じものであると考える。
111  大蔵財務協会編『換価事務提要』（大蔵財務協会、２０１５年）公売財産評価事務提要１１頁参照。
112  香川保一監修『注釈民事執行法＜第３巻＞』（金融財政事情研究会，１９９０年）３６６頁参照。
113  香川・前掲１１２、３０１頁参照。
114  評価額は、不動産が強制的に売却されることなど競売の特殊性を考慮した競売特殊性減価が行われた後の価額と

なっている。



一方で、買受可能価額は、無剰余の判断の基準に

なる（民執法６３条１項１号）ことに問題を残す。

買受可能価額は、不動産の時価に競売特殊性減価

を行った額の８割であることから、時価を大きく

下回る額となる。そのような価額を競売続行の判

断とすることは、債権者の債権回収の機会そのも

のを奪うことになる可能性もはらむと考える。

　また、差押えの対象となる不動産に優先債権者

が存する場合、無剰余の判断は、通常、登記簿上の

優先債権に係る権利設定時の債権額で行われる 116。

権利設定時の債権額では無剰余となる場合、現在

の優先債権額を明らかにする必要がある。しかし、

債権者は、他債権者の現在の債権額について調査

権を有しておらず、その額を知ることは通常困難

であるが、民事執行法では、債権者が立証しなけ

ればならない（民執法６３条２項）。現在存在しな

い債権者の登記が抹消されずに残っている可能性

もあり、無剰余の規定は、この点においても問題

を残す。

　

（２）比較

　差押えの制限は、滞納処分における差押えと私

債権における差押えともに超過差押えの禁止規定

及び無益な差押えの禁止規定があり、規定そのも

のは大きく変わるところがない。しかし、その判

断の基準となる差押財産の評価方法は大きく異なっ

ている。評価方法について、滞納処分における差押

えが、債権者たる課税庁自身が評価を行い 117、私

債権における差押えが第三者たる評価人や執行官

が行うとされている。そのため、私債権における

差押えが差押対象の評価について透明性を確保し

ている一方で、滞納処分における差押えは透明性

に劣っている 118。また、債権差押えについて、国

税徴収法では、原則債権全額を差し押さえなけれ

ばならないとし、例外として一部を差し押さえる

ことができると規定（国徴法６３条）している

が、民事執行法では、債権全額を差し押さえるこ

とができるとし、債権及び差押え執行費用を超え

るときは他の債権の差押えを禁じている（民執法

１４６条）。

　滞納処分における差押えと私債権における差押

えは、超過差押えの禁止規定及び無益な差押えの

禁止規定における相違点をみると、規定の趣旨は

同じでありながら、その実質は大きく異なる。滞

納処分における差押えにおいて、これらの規定は、

滞納者の保護を目的としているにもかかわらず、

課税庁の権利の実現を図ろうとする面を強く感じ

る。以下、これらの規定について争われた裁判例

等の分析を行いたい。

３． 差押えの制限と差押財産の評価について争わ

れた裁判例等の分析

（１）超過差押えについて争われた事案

ア　札幌地裁平成１２年１０月２６日判決 119 

　　札幌高裁平成１３年６月１４日判決

（ア）本件の概要

　Ｘは、国税徴収法６３条の規定における債権の

全額または一部の差押えの判断について、差押え

の必要の程度が簡単に判定できない場合に自由裁

量を認めたのであり、預金債権のような判定が容

易で分割可能な債権は、租税債権額を限度に差し

押さえれば目的を達することができるため、本件

差押処分は超過差押えに該当すると主張したのに

対し、Ｙは、預金債権は可分であるが、差押えの

目的物としては一個として差し押さえたものであ

り、国税徴収法６３条における債権の全額または

一部の差押えの判断は、課税庁の自由裁量である

ことから、本件差押処分は超過差押えに該当しな

いと主張した。

　地裁は、国税徴収法６３条の規定における債権
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115  浦野雄幸『条解民事執行法』（商事法務研究会，１９８５年）２６１頁参照。

　 　売却基準価額と評価額が異なる場合は、評価後の不動産の現況の変更（附属建物の滅失等）や権利関係の変更（賃

借権の消滅等）などがある。
116  香川・前掲１１２、３７０頁、３７１頁参照。
117  国税徴収法９８条２項は、見積価額の決定に際し、必要があれば鑑定人に評価を委託することができると定めて

いるが、その評価額は、参考価額であり、見積価額の決定権は課税庁に属している。
118  見積価額の算定方法は、国税徴収法基本通達や換価事務提要に規定されているが、複数ある評価方法の選定は課

税庁に委ねられている。
119  地裁【ＴＡＩＮＳ　Ｚ２４９－８７５４】高裁【ＴＡＩＮＳ　Ｚ２５０－８９２４】

　 　本件は、Ｘが、Ｙが滞納処分としてＸに対してした預金債権に対する差押えが超過差押えに該当するか否か争

われた事案である。なお、本件では、滞納租税６３万２４００円に対し、預金債権３４５万６３３２円を差し押

さえている。
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の全額または一部の差押えの判断については、課

税庁の自由裁量に委ねられていると解されるが、

国税徴収法４８条１項で超過差押えを禁止してお

り、また、財産の差押えが国民の財産権を制約す

るものであることを鑑み、裁量権の範囲は無制限

ではなく、これを濫用すれば違法となると判示し

た。

　そして、本件においては、要徴収税額の５倍以

上の預金債権を全額差し押さえたことは、その相

当性に疑問がないとはいえないが、国税徴収法

６３条において原則全額差押えを規定しているこ

とや、Ｘが別に合計３１００万円の預金債権を有

していた事情を勘案した結果、裁量権の濫用を否

定しＸの主張を退けた。

　高裁は、国税徴収法６３条について、課税庁が

あらかじめ債権の実質的な価値を把握することが

困難であるため、全額差押えを原則とし、あらか

じめ課税庁が債権の実質的な価値を把握できる場

合には、例外的に一部差押えもすることができる

と解釈した。そして、その判断は課税庁の自由裁

量に属し、裁量権の濫用と認められない限りはそ

の差押えは違法とは言えないとし、Ｘの請求を棄

却した。

（イ）検討

　本件は、滞納処分として行われた預金債権に対

する差押えが超過差押えに該当するか否か争われ

た事案である。国税徴収法６３条の規定について、

Ｘは、差押えの必要の程度が簡単に判定できない

場合に自由裁量を認めたのであり、判定が容易で

分割可能な預金債権における租税債権額を超える

差押えは超過差押えであると主張したのに対し、

裁判所は、裁量権の濫用と認められない限りは課

税庁の自由裁量の属すると解釈し、Ｘの請求を棄

却した。

　国税徴収法６３条は、債権差押えの際に全額を

差し押さえなければならないとし、全額差し押さ

える必要がないと認めるときは一部を差し押さえ

ることができるとしている。

　この規定は、本論文第１章第３節１で検討した

滞納処分の執行停止の規定（国徴法１５３条）と

同じ構成をしていることから、債権差押えにあた

り、その全額または一部の判断について課税庁に

裁量権はなく、租税債権額を超えて差し押さえて

はならないと考えるべきと思料する。

　本件のように差押えの対象が預金債権の場合、

差押えから取立てまでの期間はわずかであり、そ

の間に債権の価値が毀損するとは考えにくい。こ

のように考えると、Ｙが滞納租税額の５倍強の預

金債権を差し押さえたことは、超過差押えに該当

することになると考える。裁判所は、債権差押え

において、課税庁の裁量権を認め、超過差押えに

は該当しないと判断しているが、課税庁の裁量権

を認めたとしても、本件のような差押えは裁量権

の濫用にあたると考える。また、裁判所は、本件

差押えの判断にあたり、Ｘが別に預金債権を有し

ていたことを挙げているが、Ｘが別に預金債権を

有していたことが本件差押えの適法性に影響する

ことはない。以上鑑みると、裁判所の判断は支持

できない。

イ　那覇地裁平成８年１２月１７日判決 120 

　　福岡高裁平成９年９月３０日判決

（ア）本件の概要

　本件は、Ｙが、Ｘに対してした更正処分等に

係るＸの滞納国税１０億１０６３万３９００

円に対し、Ｘの取引銀行２行にある２５口座計

５５億８６７万５，２１１円及び３２５万３９７７

ドル１２セント（うち、反対債権として預金担保

等１１億７千万円がある。）を差し押さえたところ、

Ｘが、本件差押えは超過差押えに該当し違法であ

ること、また、事業資金である預金債権も差し押

さえられたため、社会的信用や営業上の信用を失

墜させられたとして損害賠償を求めて争われた事

案である。

　Ｙは、国税徴収法６３条の解釈として、債権の

実質的な価値は、第三債務者の支払能力や第三債

務者の滞納者に対する反対債権等により左右され、

名目上の債権額からこれを把握することは困難で

あるため、差し押さえるべき債権の範囲の決定は

Ｙの自由裁量行為であるとし、本件の様に複数債

権においてもあてはまると主張した。また、損害

賠償請求については、本件差押えが超過差押えか
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120  地裁【ＴＡＩＮＳ　Ｚ２２１－７８３１】高裁【ＬＥＸ／ＤＢ　№２８０５０５２１】

　 　本件は、ＹがＸに対して行なった更正処分等について、Ｘが、国税不服審判所長に対して当該更正処分等の審

査請求を行っているため、当該更正処分等に係る滞納国税の支払を拒んだところ、ＹがＸの預金債権を差し押さ

えたことから、その更正処分等の違法性及び預金債権の差押えが超過差押えに該当し、違法であるとして争われ

た事案である。



否かについて、第三債務者は知らないため、Ｘの

信用を失墜させたことはなく、信用を失墜したと

すれば差押処分そのものであるため、Ｘの主張に

は理由がないと主張した。

　地裁は、国税徴収法６３条の解釈を、「債権がそ

の実質的価値を把握することが困難であるため、

特に例外的にその全部の差押えを認めたもの」と

し、「債権が複数存在する場合にも拡張して適用す

ることは国税徴収法４８条の趣旨を害する」とし

た。よって、本件差押えは超過差押えに該当する

とともに、第三債務者のＸに対する信用を失わせ

たと認定した。

　高裁は、国税徴収法６３条の解釈として、「Ｙは、

Ｘの債権の実質的価値が判明した場合においても、

第三者による配当要求等を考慮し、Ｙの自由裁量

により、債権全額を差し押さえることができる」

とした。本件においては、Ｙが、Ｘの債権の実質

的価値が滞納国税の額を上回る可能性が高いもの

の、最悪の場合 121 には、Ｘの債権の実質的価値が

なくなることを考慮し、債権全額を差し押さえる

ことには一応合理性があると認めた。さらに、差

押えの密行性からして、事前に第三債務者の状況

を調査しておくことは相当でないとした。結果と

して、最悪な場合を考慮してもなお、債権の実質

的価値が滞納国税の額を超えていたことから、本

件差押えが超過差押えであると認めた。なお、損

害賠償請求については、第三債務者がＸの脱税な

どを疑ったと証言したが、これをもって直ちにＸ

の信用を失わせたとはいえず、また、そのような

印象は、差押処分がなされたことによるもので、

超過差押えによるものではないとした。

また、高裁は、預金債権は現金に次いで流動性の

高い財産であり、企業は、日々決済等に用いるこ

とから、Ｙは、国税を徴収するために必要な程度

を超えて差し押さえるべきではないことはもちろ

ん、差押えの必要性を超える複数の預金債権を差

し押さえた場合には、滞納者の日々の決済等に支

障が生じないように、直ちにその差押えの解除が

検討されるべきと判示した。

（イ）検討

　本件は、滞納処分として行われた預金債権に対

する差押えが超過差押えに該当するか否か争われ

た事案である。

　国税徴収法６３条の規定について、地裁は、課

税庁の自由裁量を認めず、超過差押えの禁止規定

（国徴法４８条）を重視したのに対し、高裁は、基

本的に課税庁の自由裁量に属するとしたうえで、

「最悪の場合」に備えること、差押えの密行性から

して、事前に第三債務者の状況を調査しておくこ

とは相当でないことから、債権全額を差し押さえ

ることは一応合理性があると認めた。

　国税徴収法６３条の趣旨が、債権差押えは、債

権の実質的価値が名目上の価値だけでなく、第三

債務者の弁済能力に左右されるため、一個の債権

に限り全額の差押えも認めている 122 という例外規

定であることを考えると、地裁の判断は妥当なも

のであったと考える。一方、高裁は、「最悪の場合」

を考慮した差押えは許されると判示しつつ、傍論

として、「債権差押えにあたり、預金債権は、現

金に次いで流動性の高い財産であること、企業は、

日々決済等に用いることから、租税徴収に必要な

額を超えて差し押さえるべきではなく、また、必

要性を超える差押えを行った場合には、企業の日々

の決済等に支障が生じないよう直ちに差押えの解

除の検討をするべき」と述べている。高裁が判示

した「最悪の場合」について、課税庁は納税者に

対し強力な調査権を有しているのであるから、差

押えにあたり、調査することによって、「最悪の場

合」を回避することは可能であると考える。課税

庁は、租税債権の回収見込みがあるから差押えを

行うのであり、何の調査もなしに差押えを行うこ

とは権利の濫用にあたると考える。

（２）無益な差押えについて争われた事案

宇都宮地裁平成１６年２月２６日判決 123 

ア　本件の概要

　Ｘは、差押対象不動産（以下「本件不動産」と

いう。）について、鑑定人が鑑定した評価額が６憶
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121  差し押さえた第三債務者の支店は、別の支店と統合する予定があり、別の支店に反対債権がある可能性があった。
122  吉国ほか・前掲注１６、５１０頁参照。
123  【ＴＡＩＮＳＺ９９９－７０９６】本件は、Ｘが、Ｙが固定資産税を滞納していたＸに対し、滞納処分としてＸ

の有する不動産を差し押さえたことについて、当該差押えは無益な差押え（国徴法４８条２項）にあたるとして、

Ｙに対し、差押処分の取消しを求めた事案である。なお、Ｘは、ゴルフ場を経営しており、ゴルフ場敷地のうち

約７割が借地になっている。本件差押えは、ゴルフ場敷地のうち、自己所有の約３割の部分とクラブハウスに及

んでいる。
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１９７６万円であるのに対し、差押処分時におけ

る滞納租税に優先する債権額が約１６億円あった

ことから、本件差押えが無益な差押えであると主

張したのに対し、Ｙは、差押対象不動産について、

Ｘが自身の決算報告書における有形固定資産とし

て３２億９１５万円を計上していること、固定資

産税評価額が１６億３８３５万円あるとし、さら

に、差押えが無益か否かは、後日、公売または競

売が実施され、配当となった際に判明するもので

あることや、滞納処分は迅速性が要求されるもの

であり、差押えの際に詳細な財産の評価を行うこ

とは困難であるとし、本件差押処分の正当性を主

張した。

　裁判所は、無益な差押えの判断について、高松

高裁平成１１年７月１９日判決を引用し、差押処

分時に差押えの対象となる財産の処分予定価額を

正確に評価し、優先債権の金額を正確に把握する

ことは困難であり、厳密な評価を要求すると滞納

処分の円滑な遂行が期待できなくなるほか、優先

債権額は、弁済等により将来減少する可能性もあ

るとして、当該差押えが無益であることが一見し

て明らかである場合に無益な差押えに該当すると

判示した。そして、本件では、Ｙの主張を採用し、

無益であることが一見して明らかであったとはい

えないとし、本件差押処分は適法と判断した。

イ　検討

　本件は、Ｙが、Ｘに対し、滞納処分として行っ

た不動産の差押えについて、無益な差押えに該当

するか否か争われた事案である。

　本件不動産の評価について、Ｘは鑑定人の鑑定

評価額を主張し、Ｙは、本件不動産の固定資産税

評価額やＸの決算報告書における帳簿価額を主張

している。裁判所は、差押えの時点で差押対象財

産の処分予定価額と優先債権額を正確に把握する

ことは困難であるとし、当該差押えが無益である

と一見して明らかである場合に無益な差押えに該

当すると判示した。

　本件不動産は、ゴルフ場敷地の一部であり、市

場性は極めて限られる不動産であることから、見

積価額の算定にあたり、通常の不動産より詳細な

調査が必要な不動産であると考える。また、無益

な差押えの判断は、見積価額に公売特殊性減価を

した価額を基準に行うものであるため、固定資産

税評価額や帳簿価額が妥当するとは考えられない。

　滞納処分における差押えの趣旨は、財産の散逸

を防ぐという点にある。そのため、滞納処分に迅

速性が要求されるというＹの主張は理解できる。

そうであれば、Ｙは、差押え後、速やかに本件不

動産の見積価額の算定を行い、無益な差押えに該

当すれば直ちに差押えの解除を行わなければ、そ

の差押えは違法であると考える。

　よって、本件は、差押え時点において、本件差

押えは適法であったと思料するが、差押え後も本

件不動産の見積価額の算定を行わなかったことに

問題を残す事案であったと考える。

　Ｙは、差押えが無益な差押えに該当するか否か

について、後日、公売または競売が実施され、配

当となった際に判明すると主張している。このよ

うな考えは、無益な差押えの禁止規定の趣旨を没

却するものである。課税庁には、課税要件法定主

義に基づいた租税徴収を期待したい。

第３節　小括

　本章では、滞納者保護の観点から、差押えの点

検及び裁判例等の分析を行った。

　滞納処分における差押えは、租税債権の強制的

実現を図るため、滞納者の財産の散逸を防ぐこと

を目的として存在しており、この点、私債権にお

ける差押えもその目的を同じくしていることを確

認した。そして、滞納者の保護規定として、差押

禁止財産、超過差押えの禁止規定、無益な差押え

の禁止規定が存在し、この点においても私債権に

おける差押えと同じくしていることを確認した。

　滞納処分における差押えと私債権における差押

えは、その目的は同じであるが、債権者と債務者

の関係が、滞納処分における差押えが権力関係に

あり、私債権における差押えが対等関係にあると

いう点で異なる。具体的には、滞納処分における

差押えが自力執行権の行使により債権の実現を図

るのに対し、私債権における差押えが裁判所の関

与のもとに債権の実現を図るという点や、課税庁

が自力執行権の行使にあたり、調査権を有してい

るということが挙げられる。一方、私債権におけ

る差押えは、債権者が調査権を有さないため、債

権者の権利実現を第一とし、債務者に不都合があ

れば債務者からの差押え範囲変更の申立てを認め

るという法形式になっている。

　本論文事例における争いにおいて、裁判所は、

滞納処分における差押えと私債権における差押え

を同一視している事例が多いように見受けられる。

これらの差押えは、目的は同じであるが、その規

定は異なるため、その適法性についてもそれぞれ

判断基準は異なるものでなければならないと思料

する。この点、役員報酬を差押禁止財産である給
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料に含まれるとした国税不服審判所の判断は評価

すべきものと考える。

　本論文事例から、課税庁は、差押えにあたり、

滞納処分における差押えの規定と私債権における

差押えの規定を混同した運用をしているようにみ

える。このような運用がなされる理由は、租税債

権と私債権において差押えという行為やその効果

に変わりがないためと考えられる。しかし、課税

庁と私債権者は、債権者という点では同じくする

が、課税庁に与えられた権限は私債権者に比して

大きい。滞納処分における差押えの規定と私債権

における差押えの規定は、各々の債権者の権限に

基づき定められているため、各々の規定を混同し

てはならないと考える。

　滞納者に対する保護規定は、滞納者に対する最

低生活の保障といった目的だけでなく、滞納者の

担税力の源泉を守るという側面もあると考えられ

る。もし、課税庁が滞納者のすべての財産を換価

しても完納させることができず、その結果、滞納

者がすべての財産を喪失したことで滞納処分の執

行停止の要件に該当することになった場合には、

租税徴収の本来の目的である納税義務を履行させ

ることが達成できなくなってしまう。このように

考えると、保護規定を順守することは、租税徴収

の期間が財産の換価に比して長期化するものの、

財産の換価に比して租税徴収の極大化につながる

と考えることもできる。しかし、そのためには、

滞納者が納税義務の履行についての誠実さが必要

であると考える。

　よって、租税徴収局面における租税法律関係は

権力関係にあるとされているが、保護規定に限れ

ば対等関係で捉え、租税徴収にあたるべきである

と考える。

第４章　納税の猶予

第１節　概要

　租税は、租税ごとに定められた課税方式により

納税義務が確定する。そして、確定した納税義務

には納期限が定められており、納税者は、その納

期限までに当該租税を納付しなければならない。

しかし、納税者によっては、その財産につき災害

を受けたことによりその租税を一時に納付でない

場合や、財産の換価を直ちにすることによってそ

の事業の継続若しくは生活の維持を困難にするお

それがある場合がある。そのような場合には、納

税者保護のため、納税の猶予制度が設けられてい

る（国通法４６条２項、地税法１５条）124。

　納税の猶予制度は、納税者保護思想の制度的表

現である。また、租税が本来もつ意義は、租税徴

収の確保により福祉国家形成の基盤とすることに

あるが、租税徴収のために国民たる納税者の生活

保障を損なうことは自己矛盾になってしまう。そ

の一方で、租税徴収における公平の維持も要請さ

れる。そのため、納税の猶予制度は、相反する２

つの考えの衡平の上に成り立つ制度といわれてい

る 125。国税庁『納税の猶予等の取扱要領』におい

ては、納税の猶予制度の目的を「事情がある納税

者について、一定の要件のもと、強制的な徴収手

続を緩和し、納税者との信頼関係を醸成し、税務

行政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とす

る」126 としていることから、課税庁の考える納税

の猶予制度の目的は、上記制度の趣旨に税務行政

の効率化という観点も加えている。

　納税の猶予制度は、申請者がその適用を受けると、

課税庁は督促及び滞納処分をすることができなくな

る（国通法４８条、地税法１５条の２）。納税者が

滞納処分による差押えを受けた場合、差押えの登

記や第三債務者への通知がされることにより、当

該財産の喪失だけでなく、信用も喪失する127。また、

預金債権の差押えなどは、差押えから配当までの

期間を要しない。そのため、滞納処分自体を回避

することができる納税の猶予制度の意義は大きい。

　納税の猶予の要件は、国税通則法４６条２項各

号に規定されているが、同項４号における「納税

者がその事業につき著しい損失を受けたこと」は、

「著しい損失」という定義があいまいであるため、

その解釈をめぐる争いが多い。納税の猶予制度は、

納税者保護の観点において重要な規定であること
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124  本論文における納税の猶予制度は、租税を一時に納付することができない場合の規定（国通法４６条２項及び地

税法１５条）を指すものとする。
125  志場ほか・前掲注６２、５２６頁参照。
126  国税庁『納税の猶予等の取扱要領』（２０１５年）９頁参照。
127  納税者が金融機関から借入れする場合、金融機関との間で締結した取引約定書や金銭消費貸借契約を締結する。

これらの文書には、期限の利益喪失約款が含まれており、喪失事項として、当該金融機関の預金に対して差押え

があったことや、当該金融機関が担保として徴している物件に対して差押えがあった場合が挙げられている。
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から、以下、同号の解釈が争点となった裁判例等

の分析を行いたい。

第２節　�国税通則法４６条２項４号の該当性につ

いて争われた裁判例等の分析

１．名古屋地裁平成２５年４月２６日判決 128 

（１）本件の概要

　Ｘらは、国税通則法４６条２項４号の要件につ

いて、納税の猶予等の取扱要領において数値的な

基準を設けている 129 が、画一的な基準は、行政裁

量の余地を封じ、国税通則法の規定に照らして合

理性を有さないと主張した。そして、同号にいう「損

失」は、所得の減少も含むと主張した。一方、Ｙは、

納税の猶予等の取扱要領の合理性を主張するとと

もに、納税の猶予の判断に際しては、納税者自身

が積極的に猶予該当事実を証するべきとし、課税

庁は、処分時までに納税者から提出された資料の

範囲内で判断すれば足りると主張した。そして、

本件では、訴訟段階になって猶予該当事実を基礎

付けるような資料が事後的に提出されたが、それ

により課税庁が行った処分の適法性が左右される

べきではないと主張した。

　裁判所は、国税通則法４６条２項の趣旨を、納

税者の救済のためとし、納税の猶予を許可するか

否かは課税庁の裁量的判断に委ねられていると解

した。そして、納税の猶予を許可しない処分が違

法となる場合は、裁量権の逸脱またはその濫用が

あるときに限ると判示した。また、納税の猶予等

の取扱要領は、納税者間の負担の公平や税務行政

の適正妥当な執行のもとに設けられているとし、

同項４号に該当しない場合でも同項５号「前各号

の一に該当する事実に類する事実」に該当する余

地が残されていることから、数値的な基準をもっ

て同項４号の該当性を判断することは合理性を有

すると判示した。

　その結果、裁判所は、Ｘ２においては、「損失」

の解釈を、損益計算における損失を意味し、所得

の減少は含まないと解し、同項４号の要件に該当

しないとする判断を示した。そのうえで、売上金

額での前年比較においても５．９％減少しているに

すぎないため同項５号にも該当しないと判断した。

Ｘ３においては、事業の休廃止若しくは事業上の

著しい損失があったのと同視できるような重大な

売上げの減少がなかったとし、同項５号に該当し

ないと判断した。

　Ｘ１については、納税の猶予等の取扱要領に規

定する要件を満たしていたことから、客観的に申

請を許可すべき要件を満たしていた場合には、課

税庁の認識にかかわらず、許可されるべきと判示

し、納税の猶予を許可しなかったことについて裁

量権の逸脱があったと認定した。

　また、納税の猶予制度が法令上、判断資料を限

定する規定はなく、納税者からの聞き取りによる

判断も可能 130 としていると判示した。

（２）検討

　裁判所は、課税庁が国税通則法４６条２項４号

に規定する「著しい損失」の判断にあたり、納税

の猶予等の取扱要領のとおり「損失」は損益計算

における損失を指すとともに、数値的な基準を用

いて画一的に判断することの合理性を認めた。そ

の根拠として、納税者間の負担の公平性の確保と

税務行政の適正妥当な執行を挙げ、「数値的な基準

に該当せずとも、同項５号に規定する『前各号の

一に該当する事実に類する事実』に該当する余地

を残す」と判示した。

　「著しい損失」について、納税の猶予等の取扱要

領では、直近２年間の損益計算の比較としている

が、国税通則法では、「損失」の定義について何ら

示しておらず、また、「著しい」の程度も示してい

ない。そのため、課税要件明確主義の観点上、問

題を残すと考える。以下、「著しい損失」について

争われた事例から納税の猶予制度についての検討

を行いたい。

ア　国税不服審判所平成２８年１月１３日裁決 131 

　Ｘは、Ｘの事業について、年々売上げが減少し
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128  【ＴＡＩＮＳＺ８８８－１７９８】本件は、Ｘら３名が納税の猶予を申請したことについて、Ｙが、その申請が

「事業につき著しい損失」（国通法４６条２項４号）に該当しないとして納税の猶予の不許可処分をしたことから、

その取消しを求めた事案である。
129  国税庁『納税の猶予等の取扱要領』（１９７６年）８頁参照。

　 　「事業につき著しい損失を受けた」とは、調査期間の損益計算において、基準期間の利益金額の２分の１を超え

て損失が生じていることとしている。
130  国税庁・前掲１２９、８頁参照。

　 　「納税者が帳簿等を備えていない場合又は帳簿等による調査が困難である場合には、納税者からの聞き取りを中

心にする等その状況に応じ、妥当と認められる方法により利益金額又は損失金額を算定して差し支えない。」



ており、直近２期においては約１８％も減少して

いるうえに、２期ともに損失を計上していること

から、国税通則法４６条２項５号（４号類似）に

該当するとし、Ｙが納税の猶予を不許可としたこ

とについて、裁量権の逸脱または濫用であると主

張した。

　審判所は、納税の猶予の判断について、課税庁

の裁量に属するとし、納税の猶予の不許可処分が

違法となる場合は、裁量権の逸脱またはその濫用

があると認められるときに限るとした。そのうえ

で、納税の猶予等の取扱要領は合理性があるとし、

「売上げの減少」は、事業の休廃止若しくは事業上

の著しい損失があったのと同視できるかまたはこ

れに準ずるような重大な売上げの減少があったこ

とをいうと解した。また、「売上げの減少」の比較

については、同要領４号にて定める直近２年間の

比較が相当とした。そして、本件においては、売

上げが前年比較において約１８％減少している程

度では要件を満たさないとした。

イ　国税不服審判所平成２８年７月４日裁決 132 

　Ｘは、Ｘの営む事業において、直近２期ともに

当期純損失を計上しており、納税すると事業継続

が危ぶまれると主張した。そして、国税通則法

４６条２項４号の要件として、国税通則法基本通

達４６条関係１１－２において直近２年間の損失

金額の比較のみで判断することは、「画一的な取扱

いをすることなく、納税者の個別的、具体的な実

情に即して適切に対応する必要がある。」とした納

税の猶予等の取扱要領の「基本的な考え方」とも

合致せず、納税の猶予制度の趣旨に反して違法で

あると主張した。

　審判所は、国税通則法４６条２項について、納

税者を例外的に救済する制度と位置づけ、基本通

達及び取扱要領は、納税者間の負担の公平と税務

行政の適正妥当な執行を確保し、課税庁の裁量権

の範囲で納税の猶予の諾否を行うために定められ

ており、これらの定めは合理性を有するとした。

その結果、本件においては、直近の税引前当期純

損失の金額が前年の税引前当期純損失の金額を超

えていないため、４号に該当しないと判断した。

ウ　国税不服審判所平成２８年８月２４日裁決 133 

　Ｘは、Ｘの事業について、親会社からの発注減

少により、売上金額が直近２年比較で約２０．５％

減少し、固定経費も賄えない状況になっていると

して、事業上の著しい損失に類する事実が生じて

いると主張したが、Ｙは、売上金額が約２０．５％

減少したにすぎず、事業上の著しい損失に類する

事実に該当しないと主張した。

　審判所は、国税通則法４６条２項４号に基づく

納税の猶予は、納税者を救済するための例外的な

措置であるが、他の納税者との公平という観点を

考慮すると、その適用にあたっては納税者の責め

に帰すことができないやむを得ない事由が必要で

あるとした。そして、猶予の可否の判断は、直近

２年間の損失金額を比較するとした納税の猶予等

の取扱要領を合理的なものと認定した。そのうえ

で、同項５号を４号に類似するものとして、その

適用にあたっては納税者の責めに帰すことができ

ないやむを得ない事由が必要であるとし、売上げ

の減少の程度として、事業の休廃止若しくは事業

上の著しい損失があったのと同視できるかまたは

これに準ずるような重大な売上げの減少であるこ

とを要するとした 134。 

　本件では、Ｘが「親会社」について、会社名等

具体的な内容を明らかにせず、資料の提出もない

ため、Ｘの責めに帰すことのできないやむを得な

い事由に当たる事実を確認できないとし、さらに、

売上金額の減少率が約２０．５％にすぎないことか

ら、事業上の著しい損失があったのと同視できる

かまたはこれに準ずるような重大な売上げの減少

があったとまでいうことはできないとして、Ｘの

主張を退けた。

　これらの事例では、いずれも、「著しい損失」の

判断について、納税の猶予等の取扱要領に定めた

画一的な基準を合理的と肯定している。そのうえ

で、５号においても４号に類似するものとして、「著

しい損失」の基準を適用し、売上げの減少の程度

については、事業の休廃止若しくは事業上の著し
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131  【ＴＡＩＮＳＪ１０２－１－０１】Ｘが、Ｙに対し、国税通則法４６条２項５号の規定に基づいて納税の猶予の

申請をしたが、Ｙが不許可処分をしたため、その取消しを求めて争われた事案である。
132  【ＴＡＩＮＳＦ０－２－６７４】本件は、Ｘが、Ｙに対し、Ｘの営む事業につき著しい損失を受けたとして、納

税の猶予の申請をしたが、Ｙから納税の猶予の不許可処分を受けたため、その取消しを求めた事案である。

　　なお、Ｘは、直近２期連続して当期純損失を計上しているが、損失額は減少している。
133  【ＴＡＩＮＳＦ０－５－１６９】本件は、Ｘが、Ｙに対し、Ｘの営む事業に係る売上金額が直近２年の比較にお

いて約２０．５％減少していることから、国税通則法４６条２項５号（４号類似）に該当するとして納税の猶予

の申請をしたが、Ｙから納税の猶予の不許可処分を受けたため、その取消しを求めた事案である。
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い損失があったのと同視できるような重大な売上

げの減少があることとしている。

　裁判所等は、イの事例では、直近２期ともに税

引前当期純損失を計上しているにもかかわらず、

前年の損失金額を超えていないため納税の猶予不

許可としたＹの判断を肯定した。その他の事例で

は、「直近２年間の売上金額減少割合が、本件では

５．９％、アの事例では約１８％、ウの事例では約

２０．５％となっているが、いずれも重大な売上げ

の減少ではない」と判断した。事業とは、反復継

続して行われるもの 135 であることを考えると、「著

しい損失」が直近２年間の比較のみで判断され、

過去からの累積で判断されないことに疑問が残る。

また、「損失」について、裁判所等は、損益計算に

おける損失と解釈しているが、「損失」が国税通則

法上の固有概念として存在していないうえ、国税

通則法４６条１項において、「災害により納税者が

その財産につき相当な損失を受けた場合」という

規定が存在していることを考えると、「損失」を損

益計算における損失と制限するのは疑問である。

「損失」は、一般に、「適法行為によって加えられ

た財産上の特別の犠牲」136 とされている。そうす

ると、「損失」を損益計算のみに限定することや数

値的な基準を設けることは、課税庁の縮小解釈で

はないかと感じる。

　さらに、裁判所は、ウの事例において、「著しい

損失」が納税者の責めに帰すことができないやむ

を得ない事由によることも要件に挙げている。こ

れは、国税通則法や納税の猶予等の取扱要領に記

載のないものであり、租税法律主義に反すると考

えられる。

　これらの事例で行われた判断は、損失の金額や

売上金額の減少割合など単純な数値の比較だけで

あり、納税者個々の実情に即した適切な措置が講

じられている 137 とは言い難い。

　課税庁が、納税の猶予の可否を納税者間の負担

の公平性を鑑みたうえで、数値的な基準を用いて

判断していることについて理解できる面もあるが、

公平性という点で考えると、納税の猶予をするこ

と自体が公平性を阻害するものであり、納税の猶

予制度は、納税者の救済のためという公平性とは

異なる視点から考えるべきと思料する。課税庁が

納税者に対し、納税の猶予を認めず、強制徴収を

した結果、行方不明になるなど租税徴収が事実上

不可能な状況になることのほうが公平性を阻害す

ることになると考える。

　以上より、現在の納税の猶予制度は、納税者の

救済という本来の趣旨から離れ、税務行政の適正

かつ円滑な運営が主たる目的になっているように

感じる。課税庁の業務が煩雑であることが原因の

一つと考えられるが、このような数値的な基準は、

「合理的な基準」ではなく、「安易な基準」であり、

納税の猶予制度の趣旨から外れるものである。納

税の猶予制度は、その趣旨に鑑みれば、その要件に

合致するか否かについて一律に判断することはで

きない。そのため、税務行政の効率化とは相反する

制度であると考える。しかし、納税の猶予制度を

納税者に対し納税を猶予することで担税力の回復

を期し、租税徴収の極大化を図る制度と捉えれば、

課税庁にとっても意義のある制度であると考える。

第３節　平成２６年度国税通則法改正について

　納税の猶予制度は、平成２６年の国税通則法改

正により、納税の猶予の申請を行う場合における手

続きについて法令上定められた（国通法４６条の

２）。国税通則法４６条の２は、猶予該当事実や納

税者の納付能力等を的確に判断し、猶予手続を円滑

に進めることを目的として制定された 138 ものであ

る。しかし、法改正前の実務においても、分納計画

や裏付資料の提出等があれば、円滑に手続きは進め

られていた 139。以下、改正点の点検を行いたい。

　納税者は、納税の猶予の申請にあたり、納税者

自身の有する財産目録等の書類を作成し、課税庁

への提出を要することになった（国通法４６条の

２第２項）。課税庁は、提出された資料の補正や追

加資料の提出を求めることができ、申請者が２０

日以内にこれに応じない場合には猶予申請を取り

下げたものとみなすことになった（国通法４６条

の２第７項）。そして、納税者から提出された書類

を基に納税の猶予の可否を判断する（国通法４６

条の２第１０項）ことになるが、その判断にあた

り、質問検査権が付与されることになった（国通
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135  岩﨑政明ほか編『九訂版税法用語辞典』（大蔵財務協会、２０１６年）３８１頁参照。
136  法令用語研究会編・前掲注２７、７３２頁。
137  国税庁・前掲注１２６、９ページ参照。
138  志場ほか・前掲注６２、５６０頁参照。
139  志場ほか・前掲注６２、５６０頁参照。



法４６条の２第１１項）。また、納税の猶予を認め

ない場合として、その猶予申請が「不当な目的」

でなされたときや、「申請が誠実にされたものでな

いとき」（国通法４６条の２第１０項３号）を不許

可事由として設けられた。

　このように国税通則法４６条の２の規定をみる

と、納税者の負担を強いる項目が多い。特に書類

提出の期間制限や質問検査権の創設をみると、同

条は、課税庁のために制定された感が強い。

　国税通則法改正に伴い新しい納税の猶予等の取

扱要領も制定された。従来の納税の猶予等の取扱

要領からの変更点は、法改正に伴うものだけでは

ない。納税の猶予制度の基本的な考え方を示して

いる１章において、旧要領で記載されていた、「納

税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよ

う配慮する」を削除し、国税通則法４６条２項４

号に規定する「損失」を税引前当期純損失と定義

した。これらの変更は、課税庁が、納税者の権利

たる納税の猶予の定義を意図的に狭めるとともに、

納税の猶予制度について消極的であることがうか

がえる。

　このように、平成２６年度の法改正は、納税の

猶予制度において課税庁の権限を大きく強化した。

納税の猶予申請にあたり、納税者の負担を大きく

し、その申請に対し、課税庁が不許可とする場合に

は、「不当な目的」や「申請が誠実にされたもので

ないとき」といった不確定概念によること認めてい

る。このようにみると、納税の猶予等の取扱要領

において、納税の猶予制度の基本的な考え方から、

「納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図る

よう配慮する」の文言が削除されたことも頷ける。

　課税庁が納税の猶予制度について消極的である

ように見受けられ、今後の納税の猶予制度の運用

に対し懸念を感じる。

第４節　小括

　本章では、納税の猶予制度についての点検を行っ

た。納税の猶予制度は、本来の趣旨として納税者

保護の性格を持つが、課税庁は、その運用にあたり、

税務行政の効率化という面もみており、法と課税

庁の目線がやや異なっていることを確認した。

　納税の猶予の可否について争われた裁判例等を

みると、課税庁は、「損失」という不確定概念につ

いて、課税庁の解釈で定義づけた数的基準により、

納税の猶予の可否を一律に判断していることを確

認した。このことから、課税庁は、納税の猶予制

度について、税務行政の効率化という点を第一に

考えていることがわかった。この点は、平成２６

年度の法改正によってより強調されたように見受

けられ、法改正とともに変更された取扱要領を併

せみると、より鮮明に感じられる。

　納税の猶予制度は、すべての納税者に等しく発

生する納税義務を、一部の納税者に対して、一時

的に猶予するものであり、租税負担の公平性を阻

害するものである。しかし、課税庁が納税者に対し、

滞納処分を執行した結果、納税者を滞納処分の執

行停止の要件を満たすような状況に追い込み、租

税徴収が不可能になることの方が租税負担の公平

性の観点から問題である。納税の猶予制度は、滞

納処分の執行停止と異なり納税義務が消滅するも

のではないという点においてその意義はあると考

える。そして、そのように考えるならば、納税の

猶予制度は、租税徴収の極大化を図るための制度

と捉えることもでき、課税庁にとっても意義のあ

る制度だと考える。

　納税の猶予制度を申請する納税者は、その時点

において担税力を喪失していることが大半である。

課税庁は、そのような納税者に対し、納税義務を

履行させなければならない。私債権の場合、私債

権者が債権の売却や放棄などをすることにより、

効率的に債権の処理をする手法が存在するが、租

税債権の場合、会社更生法の規定を除き、担税力

を喪失した納税者から租税債権の全額回収を目指

さなければならない。そのように考えると、納税

の猶予制度は、税務行政の効率化という観点から

検討すべき制度ではなく、租税負担の公平性の実

現を目指すための制度であると考える。

　

おわりに

　本論文では、租税徴収における滞納者に対する

保護規定を中心に検討を行った。

　第１章では、租税徴収の概観を点検した。第１

節において、租税徴収における課税庁と納税者の

租税法律関係の点検を行った。租税法律関係は、

租税法全体では租税債務関係説が成り立つものの、

租税徴収においては租税権力関係説が妥当するこ

とを確認した。第２節では、租税は、その種類ご

とに申告納税方式、賦課課税方式、自動確定方式

のいずれかの方式により納税義務が確定するが、

納期限が経過した後は、その種類にかかわらず等

しく滞納処分の対象となることを確認した。そし

て、第３節において、納税義務が消滅する場合の

点検を行い、課税庁が滞納者に対し、権力関係の

もとに滞納処分を執行しても、租税を徴収する余

48 © 2019  国民税制研究所  JTI

【論説】 租税徴収手続における滞納者保護の現状

  JTI  税務ニューズ№４（2019.5.30）



49

【論説】 租税徴収手続における滞納者保護の現状

地がなくなれば納税義務が消滅してしまうことを

確認した。

　第２章では、督促における督促状の送達につい

て、民事訴訟法における送達と比較しながら問題

点や裁判例等の検討を行った。

　督促状の送達は、滞納している租税の納付を催

告する一方で、滞納処分執行の要件であり、徴収

権の時効中断の効力を有することから、納税者に

とって重要な意義をもつものである。

　送達は、交付送達や郵便等送達など様々な方法

があるが、その趣旨は、相手方に了知させる機会

を与えるということにある。しかし、裁判例等の

分析をとおして、課税庁が督促状の送達について、

本来の趣旨である相手方に了知させるという目的

ではなく、滞納処分を行うための要件を具備する

ことを目的として行っているように感じた。

　第３章では、差押えにおける滞納者に対する保

護規定として、滞納処分における差押えと私債権

における差押えの点検、比較及び裁判例等の分析

を行った。

　差押えの目的は、滞納者の財産の散逸を防ぐと

いう点にあり、この点において滞納処分における

差押えと私債権における差押えに変わるところが

ないことを確認した。一方、滞納処分における差

押えに関する滞納者保護規定は、課税庁が自力執

行権と調査権を有していることから、私債権にお

ける差押えに関する債務者保護規定とその解釈は

異なり、課税庁が差押えをする場合には、私債権

者よりも慎重な対応を要することを確認した。し

かし、裁判例等の分析を通じ、課税庁が、滞納処

分における差押えと私債権における差押えを混同

して運用していることがわかった。

　第４章では、納税の猶予制度の点検及び裁判例

等の分析を行った。

　納税の猶予制度は、納税者保護を趣旨としつつ、

その運用にあたり、課税庁内部では税務行政の効

率化という側面も目的としていることを確認した。

そのうえで裁判例等を分析すると、課税庁が納税

の猶予を一義的に捉え、その可否判断を定型的に

行っていることがうかがえ、税務行政の効率化を

第一に考えていることがわかった。

　租税徴収における滞納者に対する保護規定を点

検した結果、課税庁は、滞納処分にあたり、権力

関係のもと、裁量権を拡大した運用をしているこ

とがわかった。滞納税額は減少傾向にあるものの、

依然として多額にのぼる。課税庁が、限られた人

員でその処理にあたらなければならないため、税

務行政の効率化を喫緊の課題としていることにつ

いては理解できる。しかし、租税は、合法性の原

則により免責されず、また、租税負担の公平性も

求められる。そのため、課税庁は、担税力を喪失

している滞納者に対して、完納まで納付折衝を続

けなければならない。このように考えると、滞納

者に対する税務行政の効率化には限界があると思

料する。租税徴収を税務行政の効率化の面から考

えた場合、課税庁が、滞納者に対し、合法性の原

則に基づき、一律の基準で滞納処分を執行するこ

とで効率性を向上させることは可能であるが、そ

の結果、完納に至らず滞納処分の執行停止などに

より納税義務が消滅すれば租税負担の公平性を損

なうことになると考える。

　他方、課税庁は、実務上、「納付折衝中心の事務

処理」が定着しているため、租税徴収が長期化し

ているとの指摘があり 140、長期的な租税徴収に対

して否定的な見解が多い。しかし、課税庁が租税

徴収の短期化を実現するためには、滞納者が不動

産等の財産を有し、その換価をすることで滞納租

税を完納させなければならない。昨今、不動産の

価格が低迷していることを考えると、租税は、滞

納者が事業者であれば利益、給与所得者であれば

給与から徴収せざるを得ないため、租税徴収の短

期化は困難になる。そうすると、課税庁は、滞納

者に対し、きめ細やかな納付折衝を行い、中長期

的視点で租税徴収にあたることが必要と考える。

すなわち、租税徴収における租税法律関係につい

て、滞納者が滞納租税を上回る財産を有する場合

には手続保障原則の範囲内で権力関係で捉えるこ

とが租税徴収上有効であると考えるが、そのよう

な財産がない場合には対等関係にならざるを得な

いと考える。

（しとり　ひろゆき　2018 年 3月白鷗大学大学院法

学研究科修士課程修了、税理士試験合格）
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140  藤田健治「滞納整理に当たっての適正手続の在り方」税大論叢５７号２０頁参照。
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《Q ＆ A》現代 EU 財政法入門塾
【 研 究 ノ ー ト 】

EU の財政統合のゆくえ

石 村 耕 治 （ JTI 代表・白鷗大学名誉教授）

E
U（欧州連合／ European� Union）に加盟す

ることとは、その国の主権（の一部）を放

棄し、EU に移譲することです。誤解を恐れ

ずにいえば、日本がアメリカの１つの州になるよ

うなものです。

　EU は、 ① 金 融 制 度 統 合（integration� of�

financial� network ／いわゆる「銀行統合」）、②

財政統合（integration� of� budgetary� network

／いわゆる「予算枠組統合」）および③経済

政 策 統 合（integration� of� economic� policy�

network）を、一歩一歩すすめてきています。

　これらのうち、今回 Q&A では、②「財政統合（予

算枠組統合）」を中心に説明します。

　「財政統合（予算枠組統合）」とは、EU 加盟各

国が財政政策（予算編成）のかかる主権を（一部）

放棄し、EU に移譲するということです。最終的

には、ユーロ圏加盟国に、ユーロ圏共通予算を導

入することにあります。

　ユーロ圏各国は、すでに金融制度統合（銀行統

合）を実施し、基本的な金融政策を欧州中央銀行

（ECB=European�Central�Bank）に委ねています。

　2009 年秋、EU は、債務危機（財政危機）を経験し、

域内の経済・財政・金融統治が十分でないことを

学びました。EU は、債務危機が再発することの

ないように、「金融制度統合（銀行統合）」や「経

済政策統合」に加え、「財政統合（予算枠組統合）」

を一層強化してきています。

　EU の財政統合（予算枠組統合）は、EU の財

政規律維持に関する基礎的な法的枠組みのもと

で展開されてきています。基礎的な法的枠組み

は、① EU 運営〔機能〕条約 121 条 3 項・4 項に

準拠した EU による加盟各国の政府〔財政／予算〕

赤字（deficit）と政府〔公的〕債務（debt）の

多角的監視手続（MSP=multilateral� stability�

procedure）、予防措置（preventive�arm）と、②

126 条や附属議定書 12 号（EDP 関係）を典拠に、

これら加盟各国の赤字と債務が過大な場合に EU

が開始する是正のための措置（corrective� arm）

である過大赤字是正手続（EDP=excessive�deficit�

procedure）からなります。

　この基礎的な法的枠組みは、「財政統合（予算

枠組統合）」に向けて、均衡予算原則（balanced�

budget� principles）をベースとする財政規律

（fiscal� discipline）の強化を狙いに構築されて

いるものです。EU は、単一通貨ユーロを導入す

る以前の 1997 年から、加盟各国に財政規律（予

算の均衡化・黒字化）を義務付ける安定成長協定

（SGP ＝ Stability� and� Growth� Pack））を採択し

ています。しかし、この SGP（安定成長協定）が

十分に機能せず、欧州の債務危機／ユーロ圏危機

を招いたことから、危機後 EU は、硬軟織り交ぜ

た多角的な対応で安定成長の舵取りに懸命です。

　具体的には、加盟各国の予算案を事前に EU

が審査するためのヨーロピアン ･ セメスター

（European� Semester） 制 度 の 導 入（2011 年 ）、

ユーロ導入国の財政の監視制度を強化するため

に施行された「シックス・パック（Six-Pack）」

【包括的な経済財政ガバナンス強化法】の実施

（2011 年 12 月）、「安定、調整およびガバナン

スに関する条約（TSCG=Treaty� on� Stability,�

Coordination� and� Governance）」、通称で「財政

安定条約（（Fiscal� Stability� Treaty））」、とり

わけ TSCG の一部である（タイトル III、第 3 条

～ 8 条まで）財政協定（Fiscal� Compact）【加盟

各国の憲法などへの均衡予算ルールの明定の義

務化】の発効（2013 年 1 月）、さらには「ツー・パッ

ク（Two-Pack）」【EU による加盟各国予算のトー

タルな監視強化】の実施（2013 年 5 月）と続き

ます。とりわけ、2011 年 12 月のシックス・パッ

ク【包括的経済財政ガバナンス強化法】では、従

来からある財政監視（赤字と債務）制度に加え、

経済政策統合をすすめる観点から新たにミクロ
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◎ EU の憲法、EU 基本条約とは

（Ｑ）今回の Q&A は、EU の財政法を基礎から学

ぶのがねらいです。しかし、EU の統治機構、権力

分立の仕組みなどについて、ほとんど基礎知識の

ない人たちも多いのではないかと思います。そこ

で、立法、執行（行政）、司法について、できるだ

けわかりやすく説明してください。まず、EU には

統治機構の基本について定める「憲法」はないの

ですか？

（Ａ）いわゆる「EU 憲法（EU Constitution）」とは「EU

基本条約」を指します。EU 憲法／ EU 基本条約とは、

次【図表 1】の 2つの条約を指します。

　EU は、基本条約によって授権されています。こ

のため、基本条約で定められた範囲内でしか権限

を行使することができません。

　EU 条約（TEU）、EU 運営〔機能〕条約（TFEU）とは、

やさしく説明すると、次のとおりです。
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経済不均衡監視制度、過大マクロ経済不均衡是正

手続（EIP=excessive� microeconomic� imbalance�

procedure）を導入しました。

　しかし、2013 年以降、景気や雇用、政権の持

続性などに配慮して、SGP（安定成長協定）で設

けられた EU による加盟国に対する EDP（過大赤

字是正手続）の開始を緩める例外規定が次第に幅

広く適用されるようになりました。財政規律は緩

み、緊縮財政（austerity）のペースは遅々とし

て進まなくなってきています。　　　　　

（ JTI 編集局）

【内容目次】

◎ EU の憲法、EU 基本条約とは

◎「EU 法」とは何か

◎ EU の「一次法」、「二次法」とは何か

◎ 5種類の二次法の違い

◎  EU の経済通貨統合（EMU=Economic and Monetary 

Union）をめぐる課題

◎  EMU は 「EU 加盟国」 と 「EURO（ユーロ）参加国」 

とでは異なる

◎ EMU のベースとなる「SGP（安定成長協定）」とは

◎「EU の財政法」とは何か

　◆ 「財政（finance）」と「予算（budget）」とい

う言葉

　◆ 「赤字（deficit）」と「債務（debt）」という言葉

　◆「convergency」という言葉

　◆ 債務危機、財政危機、ユーロ圏危機、ソヴァ

リン危機という言葉

◎小括：債務危機と安定成長協定（SGP）の展開

◎ 債務危機後の SGP を軸とした財政統合（予算枠

組統合）のための改革の変遷

◎強化される EU 財政規律（予算規律）の流れ

◎「ヨーロピアン・セメスター」とは

◎ EU のハードな財務危機対策立法を詳しく説明する

　◆「シックス・パック」とは

　◆「財政安定条約（TSCG）」とは

　◆「財政協定」とは

　◆「ツー・パック」とは

◎  2008 年にはじまる債務危機／財政危機と EU 財

政法の展開

◎ ステージ I-A　債務危機前
4

の財政悪化予防措置

の概要

◎ ステージ II-A　債務危機前
4

の財政悪化是正措置

の概要

◎ ステージ I-B　債務危機後
4

の財政悪化予防措置

の概要

◎ ステージ II-B　債務危機後
4

の財政悪化是正措置

の概要

◎  EU の財政監視【加盟国の財政計画（予算案）の

事前審査】制度

◎新たな「マクロ経済不均衡是正ルール」とは

◎ 自国の主権の一部を EUに移譲することへの国民

の反発はないのか

◎ むすびにかえて～ 2013 年以降の経済成長に配慮

した財政規律緩和の動き

■参考資料

【図表 1】EU 憲法／ EU 基本条約とは

 
【図表１】 EU憲法／EU基本条約とは 
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EU 条約（TEU） EU 運営〔機能〕条約（TFEU） 

マーストリヒト条約／改正ローマ条約（Maastricht Treaty）

【図表 2】�マーストリヒト条約、EU 条約（TEU）、EU 運営
〔機能〕条約（TFEU）とは

【英語発音／マース・トリクト：EU 創設のために
1992 年オランダのマーストリヒトで調印された欧
州 連 合 条 約 ／ EU 条 約（TEU=Treaty on European 
Union）】【マーストリヒト条約の原典は、1957 年
にローマで調印された欧州共同体設立条約（TEEC
＝ Treaty establishing the European Economic 



（Ｑ）「EU 運営〔機能〕条約（TFEU）」という言

い回しの語源は？

（Ａ）TFEU は「Treaty on the Functioning of the 

European Union」の略語です。「functioning」と

いう言葉は、「運営」、または「機能」と邦訳され

ています。以下では、原則として「運営」という

邦訳を使います。

　沿革的にいうと、TFEU の原典は、上にあげた EU

創設のために 1992 年オランダのマーストリヒト

で調印された欧州連合条約／ EU 条約（TEU=Treaty 

on European Union）です。EU 条約（TEU）は、通

称で「マーストリヒト条約」と呼ばれます。

　マーストリヒト条約の原典は、1957 年にローマ

で調印された欧州共同体設立条約（TEEC ＝ Treaty 

establishing the European Economic Community）

です。その後、TEEC は、2009 年に発効したリスボ

ン条約では、EU 運営〔機能〕条約（TFEU）と改称

されたわけです。

◎ EU の統治機構とは

（Ｑ）まず、EU の統治機構について簡潔にチャー

トで説明してください。

（Ａ）EU ／欧州連合（EU=European Union）は、国

家連合体です。欧州理事会（European Council）

と EU 理事会（EU Council ／ Council of the European 

Union）とか混同して使われますので、注意が必要

です。EU の主要な統治機関をチャートにすると、

おむね次【図表 3】のとおりです。

　なお、上のチャートからもわかるように、EU に

は、理事会（Council）、議会（Parliament）およ

び委員会（Commission）という機関があります。

それぞれのトップはすべて英語で「President」と

呼ばれます。駐日 EU 代表部では、これら 3 人の

Presidents の日本語を区別し、次のように邦訳（和

訳）しています。

（Ｑ）EU の各機関の特質をもう少し詳しく説明し

てください。

（Ａ）わが国は、比較的に厳格な三権分立を採用し

ています。しかし、国家連合である EU は、必ずし

も権力分立がすっきりしているわけではありませ

ん。主な機関の特徴を図示すると、次のとおりです。
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Community）】その後、2009 年に発効したリスボン条
約では、TFEU ／ EU 運営〔機能〕条約（TFEU=Treaty 
on the Functioning of the European Union）に改称
されました。

TEU ／ EU 条約／欧州連合条約（TEU=Treaty on European Union）

【EU 条約は、10 年に 1 度は修正されており、直近では
2009 年発効した「欧州連合条約および欧州共同体設立
条約を修正するリスボン条約」（リスボン条約）によ
る修正を実施。EU 条約は、前文と 6 編からなります。】

TFEU ／ EU 運営〔機能〕条約（TFEU= Treaty on the Functioning 

of the European Union）

【1 部～ 7 部〔Part1 ～ 7〕 385 条からなります。】

【図表 3】�EU ／欧州連合（EU=European� Union）の統治
機構（抜粋）

 
【図表3】 EU／欧州連合（EU=European Union）の統治機構（抜粋） 
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欧州理事会 

（European Council） 
加盟国首脳・欧州委員長 

【EU の最高意思決定機関】 
 

EU理事会 

（EU Council） 
加盟国閣僚・欧州委員長 

【意思決定・立法】 

欧州委員会 
（European Commission） 

加盟国からの特命委員 

【行政執行】 

欧州議会 
（European Parliament） 

各国の選出議員 

【立法・行政執行の監視】 

欧州司法裁判所 
（European Court of Justice） 

【司法】 

EU 経済・財務相理事会 

（ECOFIN） 

欧州中央銀行 
（European Central Bank） 

欧州財政委員会 

（European Fiscal Board） 
EU の財政ルールの実施を評価す

る独立諮問機関 

【図表 4】�駐日 EU 代表部の「President」の邦訳方針

 
【図表４】 駐日 EU 代表部の「President」の邦訳方針 

 
◎理事会（Council）＆ 議会（Parliament）の President  「議長」 
◎委員会（Commission）の President           「委員長」 

＊もちろん、他の邦訳（和訳）も可能です。 
 

欧州議会（EP=European Parliament）

【図表 5】�EU ／欧州連合（EU=European� Union）の主要
な機関の特質

EP は、EU の立法機関です（ただし、立法権限は、
EU 理事会（EU Council）と共有しています。）。つ
まり、条約遂行に必要な EU 法の提案は、基本条約
に個別に規定されたものを除き、通常、欧州議会
（EP=Parliament）および EU 理事会（EU Council）が
共同で提案・審議・採決します。ほかに EU の行政執
行活動を監視する責務を担っています。EP は、欧州市
民の利益を代表する機関で、5 年毎の直接選挙で選ば
れる議員で構成されています。トップは、欧州議会議
長（President of the EP）です。
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◎「EU 法」とは何か

（Ｑ）〝EU 法の体系〟について教えてください。

（Ａ）「EU 法とは何か」。英語でいうと、「What is 

sources of EU law）」。「sources of law」という

言葉は、一般に、「法源」と邦訳されます。法的拘

束力を有する規範（norm）（さらには、法的拘束力

のない法形式も含む。）を指します。

　「EU法（sources of EU law）」は、「一次法（primary 

legislation／primary law）」と「二次法（secondary 

legislation ／ secondary law）」からなります。

双方をやさしく図にすると、次のとおりです。
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EU 理 事 会 ／ 欧 州 連 合 理 事 会（Council of the 
European Union ／ EU Council）

EU 加盟国の首脳（大統領や首相）、欧州委員会委員長
（Commission President）、常任議長を構成員とする EU
の最高意思決定機関です。EU 首脳会議、EU サミット
とも呼ばれます。トップは、欧州理事会議長（European 
Council President）です。
＊  EU の立法機関である EU 理事会（EU Council）や、

EU とは別の機関である欧州評議会（CoE=Council 
of Europe）と混同しないように注意が必要です。

EU 理事会は、EU の機関です。主な任務は、欧州議会
（EP=Parliament）と共同で立法をすることです。EU
加盟国の政府閣僚級代表（1 人）で構成されていま
す。閣僚理事会とも呼ばれます。政策分野ごとに設置
された委員会で活動します。トップは、EU 理事会議長
（President of the EU Council）です。
＊ 「EU 理事会（EU Council）」は、EU の最高意思決定

機関である「欧州理事会（European Council）」や、
EU とは別の機関である「欧州評議会（CoE=Council 
of Europe）」と混同しないように注意が必要です。

欧州委員会（European Commission）

欧州委員会は、EU 基本条約の規定に基づき設置された
行政執行機関です。EU 基本条約の守護者として、欧
州全体の利益を代表し、法令の立案、政策や法令の執
行、国際条約の交渉などを任務とします。「EU の政府、
あるいは内閣」のような存在です。トップは、委員長
（President of the European Commission）です。現在、
委員長は。ジャン＝クロード・ユンケル（Jean-Claude 
Juncker）委員長（1954 年生まれ。元ルクセンブルク
首相）です。2014 年 11 月 1 日に就任。2019 年の任期
切れで引退する意向です。

EU 経 済・ 財 務 相 理 事 会（ECOFIN= Economic and 
Financial Affairs Council）

ECOFIN は、 EU 加盟国の経済・財務相が出席し、経済
政策の調整などを行う閣僚理事会です。毎月定例で開
催されます。経済サーベイランスに加え、加盟各国の
予算政策・財政の監視、金融市場・資金移動、などの
諸問題に関する経済政策指針を策定します。また、欧
州議会（EP=European Parliament）とともに EU の予
算編成・決定に関与します。

欧州評議会（CoE ＝ Council of Europe）

欧州評議会（CoE）は、 1949 年に設立された人権・デ
モクラシー・法の支配などについて国際基準を策定・
評価する目的でヨーロッパに設立された国際機関で
す。専門家会議の開催、国際問題に関する勧告や決議
の採択、それらのモニタリングなどを責務としていま
す。現在47か国が参加しています。日本もオブザーバー
参加しています。1953年発効の欧州人権条約（European 
Convention on Human Rights）に基づき創設された
欧州人権裁判所（ECtHR=European Court of Human 
Rights）は、欧州評議会（CoE）の機関です。
＊ 欧州評議会（CoE）は、EU の機関ではありません。

EU 理事会（EU Council）や欧州理事会（European 
Council）などと混同しないように注意が必要です。

欧州司法裁判所／ ECJ（European Court of Justice）

欧州司法裁判所／ ECJ（European Court of Justice）　
欧州司法裁判所（ECJ）は、EU 基本条約（TEU）および
EU 運営〔機能〕条約（TFEU ）に準拠して設立された
EU の裁判所です。EU 基本条約（一次法）や EU 法令（二
次法）の適切な解釈を通じて、域内で EU 法を公平に適
用する任務を担っています。①司法裁判所（Court of 
Justice【法律審裁判所で、一般裁判所または専門裁
判所の裁決に対する上訴事件（ただし上訴は法律問題
を争う場合に限られます。）などを管轄します（TFEU256 
条 1 項後段）、②一般裁判所（General Court ／事実審）、
③専門裁判所〔specialised court ／ EU 公務員審判所
（European Union Civil Service Tribunal）〕の 3 つ
の部門からなります。欧州司法裁判所（ECJ）は、欧州
共同体設立条約（TEEC）により、EU 法について排他的
に判断する権限が与えられ、統一的な法の適用・解釈
を行っています。また、ECJ は、先行判決（先決的判決）
制度（References for preliminary rulings）（TEEC267
条）に基づき、EU 法と加盟国の国内法との解釈等など
各種法律問題に関する鑑定や助言をする権限を有しま
す。競争法関係を含め、欧州委員会（Commission）の
決定を審査するとともに、加盟国の国内裁判所の付託
を受けて、EU 法の解釈について先行的判決を下すこ
とができます。加盟国が基本条約（一次法）や二次法
（指令や規則など）に定められている義務を履行しな
い場合には、欧州委員会（Commission）の求めに応じ、
ECJ は、違法状態の認定を行ったり、違法とされた当
該加盟国が対応しないときには、高額の罰金を科した
りすることによって、各種法令、とくに基本条約の遵
守を求めることができます。欧州司法裁判所（ECJ）は、
TEEC 220 条に基づき、27 人の判事と 8 人の法務官で
構成されています。加えて、事務を統括する事務局長
（任期 6 年、再任可能）を任命しています。ルクセン
ブルグに所在します。現在の正式名称は、CJEU=Court of 
Justice of the European Union（欧州連合司法裁判所）です。
＊ 欧州司法裁判所（ECJ）は、欧州評議会（CoE）の

人権救済機関欧州人権条約（Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms） 上 の 審 理 を 行 う 欧 州 人 権 裁 判 所
（ECtHR=European Court of Human Rights）〔EU 評議
会（CoE）の人権救済機関〕とは別の司法機関です。
混同しないように注意が必要です。

欧州理事会（European Council）



◎ EU の「一次法」、「二次法」とは何か

（Ｑ）〝一次法〟とは、「条約（その議定書、附属文

書を含む。）」ということは、どういう意味なので

しょうか？

（Ａ）多数の加盟国からなる EU（欧州連合／

European Union）は、条約を根拠に発足し、かつ

その統治機構がつくれて、制度改革が行われてき

たということです。一次法（条約など）を根拠に、

いろいろな〝共同体立法〟が行われます。

　そうした共同体立法が「二次法」というわけ

です。具体的には、①規則（regulation）、②指

令（directive）、 ③ 決 定（decision）、 ④ 勧 告

（recommendation）、⑤意見〔見解〕（opinion）の 5

種類があるわけです。

◎ 5種類の二次法の違い

（Ｑ）EU の二次法は、5 種類あるとのことですが。

大まかな違いを教えてください。

（Ａ）これら 5 種類の共同体立法の違いは、やさし

くいえば、次のとおりです。

（Ｑ）「規則（regulation）」は、加盟国の国内法

がなくとも、直接適用になるのに対して、「指令

（directive）」は、加盟国での国内立法がないと、

個人や企業などに適用できないわけですね。

（Ａ）そうです。ですから、例えば、税法分野では、

EU理事会（EU Council）の「付加価値税指令（Council 

VAT Directive）」や EU 理事会の「実施規則（Council 

Implementing Regulation）」が出てきます。「指令」

の場合には、加盟国の国内税法に規定を置いたう

えで、実施する必要があるわけです。

（Ｑ）もう少し具体的に説明してください。

（Ａ）付加価値税の EU 域内における共通システム

は、EU 理事会指令 2006 ／ 112 ／ EC（VAT 指令）で

規定しています。ちなみに、この指令は、先行指

令である EU 理事会指令 77 ／ 388 ／ EEC や、加盟

国の売上高税法の調和に関する指令 67 ／ 227 ／

EEC を含む一連の関連法をまとめたもので、課税対

象者、課税取引、課税地、課税対象事項、控除な

どの要件が規定しています。いずれにしろ、この

指令において、EU は、付加価値税（VAT）の調和に

向けた努力を続けていますが、原則税率 15％以上

とする（ただし、食品等一定の分野には軽減税率

が認められています。）という取決めにとどまって

います。

　つまり、加盟国は、EUの VAT 指令を実施するには、

国内の付加価値税法で、食品等一定の分野への軽

減税率などを含め具体的な定めをする必要がある
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【図表 6】�EU 法の基本体系

【図表６】 EU法の基本体系 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

一次法（primary legislation ） 

二次法（secondary legislation） 

条約（その議定書、附属文書を含む。） 

一次法（条約）を根拠に制定される

広義の共同体立法。具体的には、①

規則（regulation）、②指令

（directive）、③決定（decision）、

④勧告（recommendation）、 
⑤意見〔見解〕（opinion） 

【図表 7】5種類の共同体立法（二次法）の違い

①規則（regulation）EU の「規則」は、加盟国の国内
法に優先して、加盟国の政府や企業、個人に直接適用
されます。つまり、加盟国の政府等を直接法的に拘束
します。そのため、加盟国の国内立法は不要です。
　2009年12月のリスボン条約によってECは廃止され、
今まで法の制定ができなかった EU は、法制定が可能
なECの地位を継承しました。規則の名称は、複雑です。
やさしくまとめると、次のようになります。
欧州共同体（EC ＝ European Community）→欧州連合（EU
＝ European Union）
　2009 年末までは、例えば、Regulation（EC）No 1466 ／ 97。　
2010 年以降は、　例えば、Regulation（EU）No 1173 ／ 2011。

は、加盟国の国内立法が必要です（EU 条約 249 条 3 項・
10条1項）。つまり、一定期間内（EU官報掲載後3年以内）
に加盟国の国内法に置き換えられなければなりません。
加盟国には一定の範囲内で立法裁量があります。

②指令（directive）EU の「指令」は、加盟国政府に
対して直接的な法的拘束力があるが、企業や個人には
直接適用されません。個々の加盟国に効力を及ぼすに

③決定（decision）EU の「決定」は、特定の加盟国の
政府や企業、個人に対して直接適用されるもので、対
象となる加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力
を及ぼします。性格的には〝行政上の処分〟とみてと
れます。

④勧告（recommendation）EU の「勧告」は、欧州委
員会（Commission）が加盟国の政府や企業、個人など
に一定の行為や措置を取ることを期待する旨の表明で
す。原則として法的拘束力はありません。性格的には
一種の〝行政措置〟とみてとれます。

⑤意見〔見解〕（opinion）EU の「意見〔見解〕」は、
特定のテーマについて欧州委員会（Commission）の意
思の表明です。「勧告」と同様、原則として法的拘束
力はありません。性格的には一種の〝行政措置〟とみ
てとれます。
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わけです。

　このように、EU は、さまざまな政策を実施する

ために、一次法や二次法を制定しているわけです。

また、二次法によっては、EU 理事会が定める〝指令

（directives）〟のように、効力を持つためには、加

盟各国の国内法の制定が要る場合があるわけです。

◎ �EU の 経 済 通 貨 統 合（EMU=Economic� and�
Monetary�Union）をめぐる課題

（Ｑ）EU に加盟することは、自国の主権の一部を

放棄し、EU に移譲することですが、EU は、経

済通貨統合（EMU ＝ Economic and Monetary 

Union）をどういった形で進めてきているのでしょ

うか？

（Ａ）EMU は、「経済通貨統合」と邦訳されている場

合と、「経済通貨同盟」と邦訳されている場合があ

ります。つまり、「union」という言葉の邦訳が問

題になります。ここでは、臨機応変で、臨みたい

と思います。

　EMU（経済通貨統合）は、おおまかにいうと、次

のような 3つの重要な柱からなります。

　これら 3 つの柱のうち、今回の Q&A は、②財政

統合（integration of budgetary network ／いわ

ゆる「予算枠組統合」をメインターゲットとして

いるわけです。EU が定立した財政規律（均衡予算、

黒字化）やその詳細、さらには、それらを加盟各

国にどのように遵守するのか求めたうえで、財政

統合／予算枠組統合を進めてきているかを中心に

説明をしています。

　「financial」、「finance」の言葉は、「財政」と

邦訳してもよいと思いますが、こと EU 法において

は一般に、「金融」と邦訳されています、日本語で「財

政」にあてはまる英語は、「fiscal」とみてよいと

思います。このことから、「財政統合」は、より的

確にいえば、「fiscal integration」ということに

なるのではないかと思います。

　なお、後で説明しますが、EU は、加盟各国の

財政規律（予算規律）の強化をねらいに、2011

年 1 月に、加盟各国の毎年の予算案を監視する

ための「ヨーロピアン ･ セメスター（European 

Semester）」制度を導入しました。この制度は、EU

の②財政統合（予算枠組統合）と③経済政策統合

の双方に関係するものです。

　一般に、経済紙などを読むと、EU の「経済財政

統合」云々という書き方をしています。この場合

は、③経済政策統合と②財政（予算枠組）統合の

みを指しているのか、あるいは①金融統合も含め

て言葉を使っているのか、よくわからないことも

多々あります。法律学では、〝概念〟、〝言葉の定義〟

などが重要視されます。しかし、経済学では、こ

うしたことはある程度ファジー（あいまい）であっ

ても構わないとする傾向にあるのかも知れません。

　ちなみに、日本語の「規律」の原語となる英語

表記は、「discipline」、「governance」です。ただ

し、EU 用語としての「ガバナンス（governance）」は、

〝EU各国がお互いを監視しあう〟意味で使われます。

したがって、こと EU に関しては「governance ＝統

治」の邦訳は問題が残るかも知れません。ちなみに、

「経過観察」、「監視」という意味では、「monitor」

という言葉が使われています。

　また、「Coordination」という言葉は、「調整」、「協

調」の 2 つの邦訳がみられます。それでは、2013

年 1 月に発効した「TSCG=Ternary on Stability, 

Coordination and Governance 」は、どう邦訳し

たらよいのでしょうか。

　①「安定、協調および統治に関する条約」

　②「安定、調整および規律に関する条約」

　③「安定、調整およびガバナンスに関する条約」

　ちなみに、国立国会図書館は発行の文書では、　

邦訳として、③「安定、調整およびガバナンスに

関する条約」を選択しているようです（例えば、

国立国会図書館調査及び立法考査局／海外立法情

報調査室・矢部弘明「立法情報：【EU】 財政規律確

保のための条約策定の動きと欧州議会の対応」外

国の立法　2012 年 2 月号参照）。

　もっとも、この条約の正式名称は、「経済通貨

統合における安定、調整およびガバナンスに関

する条約（Treaty on Stability, Coordination 

and Governance in the Economic and Monetary 

Union）」です。

　それから、欧州委員会（European Commission）が、

各加盟国の予算規律の〝遵守状況（compliance）〟

を「examine」する等々の言い回しが出てきます。

「examine」には、「検査」、「調査」、「検証」のよう

な邦訳をあてるのも一案です。
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【図表 8】�経済通貨統合（EMU）の 3つの柱

 
 
【図表８】 経済通貨統合（EMU）の3つの柱 

 

①EUの金融統合（integration of financial network／いわゆる「銀行統合」） 
②財政統合（integration of budgetary network／いわゆる「予算枠組統

合」） 
③経済政策統合（integration of economic policy network） 

 
 

今回のQ&Aの

主たるテーマ 



◎ �EMU は�「EU 加盟国」�と�「EURO（ユーロ）参
加国」�とでは異なる

（Ｑ）EMU（経済通貨統合）の実施にあたっては、

EU 加盟国でも、ユーロを採用する国と、そうでな

い国では、異なると聞いていますが？

（Ａ）EU 加盟国といっても、イギリスのように EU

加盟前からの独自の通貨〔ポンド「￡」〕を使い続

けている国（ユーロ（EURO）非参加国）と、ドイツ〔マ

ルク〕やフランス〔フラン〕のように自国の通貨

を廃止し、共通の単一通貨ユーロ（EURO）「€」を

導入している国（ユーロ参加国）があります。EU

の政策実施においては、ユーロ非参加国とユーロ

参加国とでは、ある程度異なる扱いになっていま

す。どのように異なるかは、後で具体的な適用を

説明するところで説明をします。

　EU 加盟国、EU 加盟国でも EURO（ユーロ）非参加

国と、EURO（ユーロ）参加国の例と、英文表記な

どについて、やさしく説明すると、次のとおりです。

　ちなみに、英語では、「ユーロ圏加盟国（euro-

zone Member State）」、「 ユ ー ロ 参 加 国（euro 

participating Member State）」、「非ユーロ圏加

盟国（non-Eurozone members）」などの表記を使

います。一方、ユーロ圏加盟国／ユーロ参加国か

どうかは問わないで、EU 加盟国を表記する場合に

は、たんに「Member State」とします。条約や協

定によっては、「Contracting Party」という言葉

を使っています。「締約国」と邦訳するのが一般

です。

　なお、「State」と「Country」の言葉については、

EU 法に関する限りでは、双方はほぼ同じ意味です。

「State」は「国」または「国家」と邦訳表記します。

もっとも、連邦制（federal system）と取る EU 加

盟国の場合、英語表記の国内の「State」は「州」

と邦訳します。

◎ �EMU のベースとなる「SGP（安定成長協定）」
とは

（Ｑ）EMU（経済通貨統合）、とりわけ財政統

合 ／ 予 算 枠 組 統 合（integration of budgetary 

network）をすすめる場合の基本的な典拠となる

のが、1997 年の「安定成長協定（SGP=Stability 

and Growth Pact）ですが、「SGP」について説

明をしてください。

（Ａ）EU の財政統合（予算枠組統合）は、EU の財

政規律維持に関する基礎的な法的枠組みのもとで

展開されてきています。

　基礎的な法的枠組みは、① EU 運営条約 121 条 3

項・4項に準拠した政府〔財政／予算〕赤字（deficit）

と政府〔公的〕債務（debt）に関する多角的監視

手 続（MSP=multilateral stability procedure）、

予防措置（preventive arm）と、② 126 条や附属

議定書 12 号（EDP 関係）を典拠に、これら赤字

と債務が過大な場合に是正する措置（corrective 

arm）である過大赤字是正手続（EDP=excessive 

deficit procedure）からなります。

　この基礎的な法的枠組みは、「財政統合（予算

枠組統合）」に向けて、均衡予算原則（balanced 

budget principles）をベースとする財政規律

（fiscal discipline）強化に狙いがあります。

1997 年の安定成長協定（SGP ＝ Stability and 

Growth Pack））は、この基礎的な法的枠組みを整

備するとともに、一時的、暫定的に、EU による

加盟国に対する EDP（過大赤字是正手続）の開始

を緩める例外規定（exceptional circumstances

（events） provision）を設けたのが特徴です。

　EU のあらゆる財政統合／予算枠組統合政策は、

1997 年の SGP〔経済安定協定〕、さらにはその後の

SGP を改訂・修正する条約や協定などをベースに展

開されてきています。 なお、SGP〔経済安定協定〕は、

財政統合（予算枠組統合）を点検する際に、基本

法のような存在です。本項の末尾に SGP の条文の

全訳（仮訳）資料 2（79 頁）をつけていますので、

参照ください。

　SGP ／経済安定協定の概要を図説すると、次のよ

うになります。
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【図表 9】�EU 加盟国と EURO（ユーロ）参加国の例

 
 

【図表９】 EU 加盟国と EURO（ユーロ）参加国の例 

 

①EU 加盟国でユーロ（EURO）参加国【例】ドイツ、フランス、ベルギーなど 

②EU 加盟国でユーロ（EURO）非参加国【例】イギリス、ポーランドなど 
  

 

【図表 10】�SGP ／ 安 定 成 長 協 定（SGP=Stability� and�
Growth�Pact）とは

発効日　1997 年

対象国　EU28 か国（現在）

典拠　 EU 運営条約（TFEU）121 条、126 条、関連する
決定（decisions）など

SGP のポイント
・ 安定・成長協定（SGP）は、共通の単一通貨ユーロ（euro）

の安定と成長が本来の目的です。1997 年に合意され
ました。　
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◎「EU の財政法」とは何か

（Ｑ）「EU の財政法」とは、具体的にどういった法

体系を指すのでしょうか？

（Ａ）EU加盟国の公財政（予算）政策や法については、

一般に、国際経済学や財政学の研究者や実務家に

よって議論されてきました。このため、EU の財政

法（public finance law ／ fiscal law of EU）と

は何かについて、あまり深く議論されってこなかっ

たのではないかと思います。「EU の財政法」につい

ては、後で詳しく説明しますが、一言でいえば、「EU

加盟国の財政（予算）政策にかかる一次法および

二次法の法体系」を指します。以下に、EU 財政法

に関するいくつかの重要な言葉を解説しておきま

す。

◆�「財政（finance）」と「予算（budget）」という

言葉

　EU の一次法【EU の条約（treaty）や EU 加盟国

間政府協定（compact）など】、二次法【EU 議会と

EU 理事会が定めた規則（regulation）など】、そ

れから国内外の研究者の論文などを読んでいると、

「fiscal」、「finance」、「financial」、「budget」、

「budgetary」など、さまざまな言葉が飛び交って

います。しかも、これらの言葉が、あまり精査・

定義されないまま使われている気がします。

　こうした傾向は、EU 財政法～わが国では国際経

済法の分野～に関する日本語の論文でも顕著にみ

られます。EU の一次法や二次法は、かなり複雑で、

しかも数も多いわけです。これらの法令を読み込

むのは、至難です。引用者が、思わず第 2 次資料

（secondary materials）、すなわち他人が書いた論

文（articles）など、をそのまま孫引きしている

のも一因かも知れません。わが国学界には、誤っ

た孫引きをしていても、それをあまり厳しく問わ

ない風土があります。しかし、この辺は、他人が

書いたものは〝危ない〟、たんなる〝ヒント〟と考え、

常に原典（一次法、二次法）にあたる、という癖

をつけることが大事です。

　一次法、二次法を読むと、原語がでてきます。

これらの原語に的確な日本語訳をあてることは必

ずしも容易ではありません。しかし、こうした作

業こそが、まさしく〝研究者の役割〟です。他人

の書いた論文のなかでの邦訳、駐日 EU 代表部の公

定訳、国立国会図書館のリサーチ・ナビ〔EU（欧

州連合）〕の邦訳などを参考に、原語に最適な日本

語をあてる必要があります。

　一次法、二次法を読むと、定義（definition）

規定があります。これらの規定を読み込むことも

大事です。そのうえで、適訳を探るわけです。

　例えば、原典では「government finance」とい

う言葉を使っており、「政府財政」と邦訳できま

す。しかし、英語論文や EU の出した英文のガイダ

ンス、QAF（frequently asked question）、Q&A な

どでは、同じ意味で「public finance」という言

葉～「公財政」～を使ったりしています。EU 財政

法に関して「finance」という言葉は、各所で、実

質的に「budget」つまり「予算」、と同じ意味で

使われていることも多い、と感じます。研究論文

では、「fiscal deficit ／財政赤字」、「budgetary 

deficit ／予算赤字」と書いていても、原文をあた

ると「government deficit ／政府赤字」となって

いることも多々あります。
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・ SGP では、すべての EU 加盟国に対して、EU の財

政（予算）規律を遵守するように求めています。具体

的には、各国に、毎年の①一般政府部門の財政赤字

（fiscal deficit）が対 GDP 比 3％以内、②公的債務残

高（government debt）が名目 GDP 比 60％以内に

収めるように求めています。

・ EU は、財政（予算）監視（fiscal surveillance）の仕

組みを導入し、加盟各国の財政（予算案）を監視します。

・ この要件を充たせなかった場合には、EU は、「予防措

置（preventive arm）」または「是正措置（corrective 

arm）」を取ります。是正措置を講じても改善が見られ

ない場合には、例外事例にあたるときを除き、EU は制

裁をかします。

・ 財政（予算）規律の遵守は、加盟国が自国にユーロを導

入する際の要件（共通化基準）にもなっています。

・ 欧州委員会（Commission）とEU理事会（EU Council）は、
前記①と②の要件を充たしているか、加盟各国の財
政（予算案）を監視する「財政（財政赤字＋公的債務）
監視（fiscal surveillance）」する仕組みを導入し
ています。

・ 〝問題あり（problem exists）〟 とされた加盟国に対
しては、「予防措置（preventive arm）」が取られま
す。一方、〟違反あり／過大（excessive problem 
exists）〟 とされた加盟国に対しては、「是正措置
（corrective arm）」が取られます。

・ 是正措置としては、懲罰的（punitive）な「過大赤
字是正手続（EDP ＝ excessive deficit procedure）
があり、改善に向けてEU理事会がEDPを開始します。 

・ 改善が見られない場合には制裁措置が取られま
す。しかし、SGP では、例外規定（exceptional、
circumstances （events ）provision）を設けてい
ます。例えば、実質 GDP 成長率が▲ 2％を下回り不
景気に陥った場合、自然災害で経済状態が悪化した
場合などには、EDP そのものが開始されない、または、
EDP を開始し、是正措置が講じられても、制裁がか
されないことにしています。



　それから、例えば「general government finance」

という言葉～「一般政府財政」～が出てきます。

この言葉は、EU 運営条約（TFEU）の附属議定書 12

号（EDP 関係）1 条で定義されています。「中央政

府（central government）、地域または地方政府

（regional or local government）および社会保障

基金（social security funds）」を含み、「収益活

動（commercial operations）」は含まない、とさ

れています。

　試しに、EU 議会と EU 理事会が定めた規則

（regulations）の原文をあげて、適訳を探ってみ

ましょう。

　後で出てきますが、2013 年 5 月 21 日に、EU の

立法府である EU 議会と EU 理事会は、通称「ツー・

パック（Two-Pack）」～ 2 つの EU 規則パッケージ

～を制定しました。それぞれの規則のタイトル原

文は、次のとおりです。

 ① REGULATION （EU） No 472 ／ 2013 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 

May 2013

　on the strengthening of economic and budgetary 

surveillance of Member States in the euro 

area experiencing or threatened with serious 

difficulties with respect to their financial 

stability.

　 ② REGULATION （EU） No 473 ／ 2013 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 

May 2013 

　on common provisions for monitoring and 

assessing draft budgetary plans and ensuring the 

correction of excessive deficit of the Member 

States in the euro area.

　これら①と②の規則は、EU 運営条約（TFEU）を

根拠に制定されているわけですが、これらを邦訳

（仮訳）すると、次のようになります。

　①財政安定に関し深刻な困難に陥っている、ま

たはそのおそれがあるユーロ圏加盟国の経済およ

び予算監視の強化に関する欧州議会・EU 理事会規

則 472 ／ 2013 号

　②ユーロ圏加盟国の予算計画案の経過観察およ

び評価ならびに過剰赤字の是正の厳正化のために

共通規定に関する欧州議会・EU 理事会規則 473 ／

2013 号

　いずれにしろ、EU の「財政統合（fiscal integration）」

の核心は、実質的には、「予算統合（budgetary 

integration）」、もっと限定的にいえば、「予算枠

組統合（integration of budgetary network（or 

framework）」にあるといえます。最終的には、ユー

ロ圏加盟国に、EU 共通予算（EU common budget）

を導入するが目標です。

◆「赤字（deficit）」と「債務（debt）」という言葉

　それから、「deficit」と「debt」の言葉ですが。

前者は「赤字（deficit）」、後者は「債務（debt）」

と邦訳した方が、双方の違いがわかりやすく的確

なのではないかと思います。ただ、さまざまな手続、

例えば「EDP（excessive deficit procedure ／過

大赤字是正手続）」では、「deficit（赤字）」には〝債

務（debt）〟を含む意味で使われています。

　それから、すでに若干ふれましたが、EU 運営条

約（TFEU）や 1997 年安定成長協定（SGP）やこれ

らに基づいて EU 議会・EU 理事会が制定した規則

（regulations）などでは、「政府赤字（government 

deficit）」、「政府債務（government debt）」とい

う言葉が使われています。しかし、論文や記事、

EU の QAF などでは、他に、次のようなさまざまな

表記が使われています。

◆「convergency」という言葉

　条約や協定などの一次法や二次法などを読んで

いると、「convergency」という言葉がよく出てき

ます。税務会計などでも、「会計基準のコンバージェ

ンシー」といった言い回しが使われます。的確な

発音は、〝ケンバージェンシー〟でしょう。

　EU の経済通貨統合（EMU=Economic and Monetary 

Union）に関しても「convergency」という言葉が

よく出てきます。一般に、「収れん」とか「収束」

と邦訳されています。そのまま「コンバージェン

シー」とカタカナ表記することも多くみられます。

しかし、「収れん」、「収束」は、わかり難いとの指

摘があります。したがって、ここでは、原則とし

て「共通化」と邦訳します。したがって、例えば

〝fiscal policy coordination and convergency〟
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政府赤字
（government deficit）

法令上の表記 論文や記事などでの表記

公的赤字（public deficit）、
財政赤字（fiscal deficit）、
予算赤字（budgetary deficit）
など

政府債務
（government debt）

公 的 債 務（public debt）、
財 政 債 務（fiscal debt）
など
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は、「財政政策の調整と共通化」が適訳ではないか

と思います。

◆�債務危機、財政危機、ユーロ圏危機、ソヴァリ

ン危機という言葉

　2009 年のギリシャの財政赤字が粉飾されていた

こと（ギリシャ危機）に端を発し、EU 全体に飛

び火しました。この危機（crisis）は、「債務危

機（debt crisis）」、「財政危機（fiscal crisis）」

「ユーロ圏危機（euro zone crisis）」、または「ソ

ヴァリン債危機（sovereign bond crisis ／主権国

債危機）」と、さまざまな呼ばれ方をしています。

ちなみに、「ソヴァリン債（sovereign bond）」と

は、「ソブリンボンド」とも呼ばれ、各加盟国政府

や政府機関などが発行・保証する債券の総称です。

「自国通貨建」と「外国通貨建」とがあります。債

務問題の中心となった加盟国が、ポルトガル（P）、

アイルランド（I）、イタリア（I）、ギリシャ（G）、

スペイン（S）であったことから、これらの国々を

「PIIGS States」「ピグス諸国」あるいは「ピーグ

ス諸国」と呼びます。

◎�小括：債務危機と安定成長協定（SGP）の
展開

（Ｑ）EU は、債務危機、ユーロ危機を体験し、解

決策の模索を続けました。こうした対応策を検

討する際の規範となったのは、1997 年の EU

の SGP ／ 安 定 成 長 協 定（SGP=Stability and 

Growth Pact）であったわけです。EU は、こ

の SGP ／安定成長協定を軸に、財政規律（fiscal 

discipline ／ fiscal governance）を維持する枠

組みを強化し、加盟各国に厳しい緊縮財政 EU は、

を求めることにより、市場経済を健全な拡大を模

索してきたのではないか、と思います。こうした

財政政策には、功罪があると思いますが、負の側

面を含め、まとめていただければと思います。

（Ａ）EU においては、単一通貨ユーロを導入する以

前の 1997 年に、安定成長協定（SGP）を採択して

います。SGP（安定成長協定）は、加盟国へ財政規

律義務付け、財政に対する相互監視機能の強化を

目的とする一次法です。しかし、この SGP（安定成

長協定）が十分機能しなかったことが、債務危機

／財政危機に陥った原因の 1つです。

　EU は、2008 年以降、債務危機／財政危機を経

験し、EU の経済・金融統治が十分でないというこ

とを学びました。研究者によっては、EU が取っ

たそれまでの「ソフト（柔軟）な政府間結合方

式（soft intergovernmental methods）」がうまく

機能しなかったとも評しています（See, Manica 

Hauptman, 〝European economic governance and 

the 2017 European Semester cycle,〟 Conference 

introductory note （February, 2017） at 22）。EU

は、債務危機が再発することのないように、金融

統合（銀行統合）や経済政策の統合に加え、「財政

統合／予算の枠組み統合（fiscal integration ／

budgetary integration）」についても、従来の〝ソ

フト（柔軟）〟な手法から〝ハード（厳格）〟な手

法に舵を切りました。

◎�債務危機後の SGP を軸とした財政統合（予
算枠組統合）のための改革の変遷

（Ｑ）1977 年の SGP（安定成長協定）を軸にして、

2008 ～ 9 年頃の債務危機／財務危機を契機に財

政統合（予算枠組統合）のための改革がすすめら

れていくわけですが、こうした改革を実施するに

あたってどのような種類の一次法や二次法が制定

されていったのか、説明してください。

（Ａ）やさしくいえば、EU は、市場を統合し単一市

場をつくり、共通の単一通貨の「ユーロ（euro, €）」

を導入したうえで、1977 年の SGP（安定成長協

定）を経典にして、安定した経済成長で共に栄え

ようということで結成された国家連合体であると

いえます。こうした国家連合体の財政統合（予算

枠組統合）、英語でいうと〝fiscal integration〟、

〝fiscal federalism〟、に向けた改革をする場合

には、政策を立てて、EU 特有の一次法（primary 

legislation ／ primary law）で諸国間での合意を

得、二次法（secondary legislation ／ secondary 

law）制定し、実施する必要があります。法的裏打

ち（法的典拠）のない政策の実施が日常化するこ

とは「法の支配（rule of law）」原則とぶつかる

からです。

　債務危機後、EU が、SGP（安定成長協定）を典拠

に、財政統合（予算枠組統合）改革をすすめるた

めに成立、施行させた一連の一次法や二次法のう

ち、主なものをリスト化すると、次のとおりです。
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Convergency 
【発音】▲コンバージェンシー　〇ケンバージェンシー
【邦訳】▲収れん（収斂）、▲収束、〇共通化



　以上の条約（treaty）や加盟国間政府協定

（compact）、これらにかかる各種二次法については、

後で詳しく図を使ってわかりやすく説明をします。

◎強化される EU 財政規律（予算規律）の流れ

（Ｑ）債務危機後、EU が、実施した財政統合（予

算枠組統合）改革の流れをフローチャートで説明

してください。

（Ａ）財務危機後の SGP を典拠とした財政統合（予

算枠組統合）推進ために、一次法およびそれを具

体的の実施するに必要な二次法で強化される EU 財

政規律（予算規律）の変遷をフローチャートとす

ると、次のとおりです。

◎ヨーロピアン・セメスターとは

（Ｑ）すでに、【図表 11】【財務危機後の SGP を典

拠とした財政統合（予算枠組統合）改革】の沿革

のところで、主要なハードな手法（EU の財政規
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【図表 11】�財務危機後の SGP を典拠とした財政統合（予
算枠組統合）改革の変遷

・ 2011 年　ヨーロピアン ･ セメスター（European�
Semester）財政規律（ガバナンス）の強化、財政統
合に向けた調整のための定期的な各加盟国の財政計
画（予算案）の事前審査制を導入しました。

・ 2011 年 11 月　シックス・パック（Six-Pack ／包
括的な経済財政ガバナンス強化法）安定成長協定
（SGP）を根拠にして、5 つの EU 規則（regulations）
＋ 1 つの EU 指令（directive）、合計で 6 つの二次
法をパッケージとする包括的な経済財政ガバナン
ス強化法制です。既存の〔財政赤字名目 GDP 比 3％
基準や公的債務残高同 60％基準超過の場合の〕EDP
（過大赤字是正手続）の強化に加え、経済政策の統
合に向けた新たな MIP（マクロ経済不均衡是正手続／
macroeconomic imbalance procedure）を導入しました。　

・ 2013 年 1 月　TSCG ／安定、調整およびガバナンスに
関する条約（Treaty� on� Stability,� Coordination�
and� Governance）通称で「財政安定条約（Fiscal 
Stability Treaty）」TSCG は、タイトル I ～ VI、全
16 か条からなります。核となる内容は、タイトル
III：財政協定（Fiscal Compact）、タイトル VI：
経済政策の調整および共通化（Economic policy 
coordination and convergency）、 タ イ ト ル V：
ユーロ圏のガバナンス（Governance of the euro 
areas）の 3 つです。通称で、「財政安定条約（Fiscal 
Stability Treaty）」と呼ばれます。

・ 2013 年 3 月　Fiscal� Compact ／ 財 政 協 定　 前 記
TSCG（財政安定条約）の一部、タイトル III（3 条
～ 8 条）を指します。主な内容としては、①加盟
国に対して、一般政府予算は均衡か黒字であるこ
と（均衡予算ルール）の遵守を求めました。②債務
比率が対 GDP の 60％以内であることに加え、景気循
環的要因に左右されない構造的な財政赤字を GDP の
0.5％以下に抑えるように求めました。③加盟各国
の憲法または同等の国内法に明記するように義務づ
けました。④加盟国が、この均衡予算ルールから逸
脱した場合には、自動是正措置（ACM ＝ automatic 
correction mechanism）が開始されることになりま
した。⑤加盟国間での相互監視を強化し、欧州司法
裁判所を介して、均衡予算ルール違反国に対して金
銭的な制裁をかすことができるようになりました。

・ 2013 年 5 月　ツー・パック（Two-Pack）安定成長
協定（SGP）を根拠にした、2 つの EU 規則をパッ
ケージとする予算相互監視制度を強化するための法
制です。内容的には、ユーロ圏参加各国に共通の
予算ルールや EU への提出期限を課し、欧州委員会
（Commission）による各国予算案の監視、評価および
過大財政赤字是正手続（EDP）を厳格化しました。

【図表 12】�一次法や二次法で強化される EU 財政規律（予
算規律）の流れ

【図表１２】 一次法や二次法で強化されるEU財政規律（予算規律）の流れ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
・SGP＝Stability and Growth Pact【1997年安定成長協定】 
・Fiscal Compact【財政協定】：2013年のTSCG（通称で「財政安定条約（Fiscal Stability 

Treaty）」）に基づく協定 
    ・EDP=excessive deficit procedure【過大財政赤字是正手続】 
    ・MIP=microeconomic imbalance procedure【マクロ経済不均衡是正手続】 
    ・EIP=excessive imbalance procedure【過大不均衡是正手続】 
    ・AMR=alert mechanism report【早期警戒メカニズム報告】 

 

安定成長協定（SGP） 

・財政赤字：年 GDP 比 3％以内 
・政府債務：年 GDP 比 60％以内 
・一時的、暫定的に例外を許容 

SGP の例外規定の裁量的運用による

財政規律（予算規律）の緩みの拡大 

経常収支の悪化（財政赤字の拡大）、

信用不安、住宅バブル、失業率の拡

大など 

《6 パックによる対応》 

裁量統制のために EDP を強化、過大

赤字への自動制裁措置の整備 

《2 パックによる対応》 

加盟各国の予算編成に介入し、各国

予算案の欧州委員会への提出を義務

づけ、事前審査（監視）を厳格化 

 

《2013 年の財政協定による対応》 

加盟各国の憲法または財政法に予算

規律（均等予算ルール）の明定を義務

化。EU 司法裁判所を介した、加盟国

間相互監視、違反国への罰則の強化 

《6 パックによる対応》 

経済政策統合、共通化を進めるため、

マクロ経済不均衡是正のための AMR、

MIP、EIP などを導入し、制裁を背景に

加盟各国の予算編成への介入強化 
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律／予算規律強化策）については、簡潔に紹介さ

れていますが、もう少し詳しく説明してください。

まず、「ヨーロピアン ･ セメスター（European 

Semester）」制度について、説明してください。

（Ａ）EU は、2011 年 1 月に加盟各国の毎年の予算

案の監視するための新たな「ヨーロピアン ･ セメ

スター（European Semester）」制度を導入しまし

た。この制度は、EU の「経済政策統合（integration 

of economic policy network）」と財政統合（予算

枠組統合）（integration of budgetary network）

との双方を進めることを狙いとしたもので、加盟

各国の財政政策（予算枠組）と経済政策の協調を

行う半年間を指します。具体的には、1 年の前半、

1月から 6月までをサイクルとしています。

　2011 年 1 月の改正前、ヨーロピアン ･セメスター

は、2 セメスター制でした。つまり、経済政策を春

セメスター（Spring Package）に、そして財政政策

を冬セメスター（Winter Package）に、それぞれ別々

に点検・監視していました。新たなヨーロピアン ･

セメスターでは、これを統一したわけです。

　2011 年 1 月から導入された新たなヨーロピアン

･セメスターのスケジュールは、次のとおりです。

　新セメスターのもと、経済政策の点検・監視

においては、新たにマクロ経済不均衡（micro-

economic imbalance）や金融政策問題も含めて行

うことになりました。つまり、1 年の前半（1 月か

らの約 6か月）をサイクルに、財政（予算）政策・

マクロ経済不均衡・金融に関する問題などを、成

長のための構造改革を推進する観点から、各国の

行動計画を EU レベルで点検・監視を行います。

　なお、財政法学の視点からは、新たなヨーロピ

アン ･ セメスター（European Semester）は、「加

盟国の財政計画（予算案）の事前審査制度」と解

されています。

（Ｑ）ヨ ー ロ ピ ア ン ･ セ メ ス タ ー（European 

Semester）のサイクルは、どのように実施される

のでしょうか？

（Ａ）ユーロピアン・セミスターのサイクルは、

毎年 1 月に、欧州委員会（Commission）が、その

年の EU 加盟各国の成長見通しを分析した「年次

成長概観（Annual Growth Survey）」の公表から

はじまります。次いで、加盟各国は、この年次成

長概観を基に、財政（予算）計画と経済構造改善

に関する計画を作成し、4 月に欧州委員会に提出

し、事前審査を受ける、さらには、審査結果に応

じて当事国に対して「予防措置」または「是正措

置」の実施を求めるというプロセスに進んでいき

ます。もう少し詳しくユーロピアン・セミスター

のサイクルについて、図説すると、次のとおりで

す。
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【図表 14】�ヨーロピアン・セメスターとは

　2010 年初旬に EU 全体で加盟各国の経済財政のガバ
ナンス（財政規律）、監視を強化する枠組づくりが検
討されました。その結果、「ヨーロピアン・セメスター
（European Semester）」は、早期で実現しました。
　ヨーロピアン・セメスターは、2011 年１月からは、
毎年 1 月にはじまり、約半年間を 1 サイクルとしてい
ます。
　ヨーロピアン・セメスター制度は、各加盟国が EU
の財政規律を遵守し健全な財政状態を維持しているか
どうかを予算案段階から定期的に監視することをねら
いとしています。いわば、EU による「加盟国の財政計
画（予算案）の事前審査制度」です。
　この制度のもとでは、欧州委員会（Commission）が
EU 加盟各国の毎年の財政計画（予算案）に介入し、か
つ財政（予算）・経済構造改革プログラムを詳細に分
析し、そこから 12 ～ 18 か月間の経済政策の提案を行

2011 年 1 月　ヨーロピアン ･ セメスター（European 
Semester）

【図表 13】�ヨーロピアン ･セメスターのスケジュール（1
月～ 6月）

 
【図表１３】 ヨーロピアン･セメスターのスケジュール（1月～6月） 

 

 
【引用】EU MUG（駐日 EU 代表部）http://eumag.jp/questions/f0713/ 

 

【引用】EU MUG（駐日 EU 代表部）http://eumag.jp/questions/f0713/



◎ �EU のハードな財務危機対策立法を詳しく
説明する

（Ｑ）ヨーロピアン ･ セメスター導入後に実施され

たハードな財政（予算）の監視制度を強化するた

めの他の重要な措置、債務危機対策立法について、

少し詳しく説明してください。

（Ａ）EU における債務危機対策立法は、2011 年 12

月に施行された「シックス・パック（Six-Pack）」、

さらには 2013 年 1 月に成立した「安定、調整お

よびガバナンスに関する条約（TSCG=Treaty on 

Stability, Coordination and Governance ／ 財

政安定条約）【通称で、「財政安定条約（Fiscal 

Stability Treaty）」】、2013 年 3月に施行された「財

政協定（Fiscal Compact）」、2013 年 5 月に施行さ

れた「ツー・パック（Two-Pack）」と続きます。

　以下に、それぞれの EU の一次法を、図にまとめ

てわかりやすく説明をします。

◆「シックス・パック」とは

　2011 年 12 月に施行された「シックス・パック

（Six-Pack）」は、一般に「包括的な経済財政ガバ

ナンス強化法」とも呼ばれていますが、詳しく図

説すると次のとおりです。
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おうとするものです。加盟国の財政政策が EU の要求
する水準を充たしていない、または計画通りに実施で
きていない場合は、既存の EDP や新たに設けられた
EIP（ミクロ経済不均衡是正手続）が開始されます。
　ヨーロピアン・セメスターでは、定期審査手続に関
して、次のような措置を講じました。

① 従来の財政規律ルール（fiscal rules ／ fiscal 
disciplines）を強化する措置、そのための既存
の EDP（excessive deficit procedure ／過大財
政赤字是正手続）の強化措置。

② 新たなマクロ経済不均衡是正ルール（rules on 
macro-economic imbalances）および MIP（macro-
economic imbalance　procedure ／マクロ経済不
均衡是正手続）の導入。

■ヨーロピアン・セメスターの手順

➊�毎年 1 月　欧州委員会（Commission）が、その年
の EU 各加盟国の成長見通しである「年次成長概観
（Annual Growth Survey）」と題した調査報告書を公
表します。

➋�毎年 3 月この報告を、EU 理事会（EU Council）と
EU 議会（EP）が協議し、その結果に対し、3 月に開
催される欧州理事会（European Council）がガイダ
ンスを提示します。

➌�毎年 4 月一方、各加盟国は、欧州委員会（Commission）
の調査報告を前提に、財政計画（予算案）と構造改
革についてのプログラムを作成し、4 月に欧州委員
会（Commission）に提出します。

➍�欧州委員会（Commission）は、各国のプログラムを
精査・評価し、「国別勧告案」を作成します。

➎�その案を EU 理事会に諮り、欧州理事会（European 
Council）の承諾を得ます。

➏�最終的には、EU 理事会が承諾し、加盟各国に対し政
策の勧告が行われます。

【図表 15】�シックス・パックの概要

① ユーロ圏における予算監視の効果的な執行に関する
EU 議会および EU 理事会 1173 ／ 2011 号【REGULATION 
（EU） No 1173 ／ 2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 16 November 2011 on 
the effective enforcement of budgetary 
surveillance in the euro area】

② ユーロ圏の過大ミクロ経済不均衡是正のための執
行措置に関する EU 議会および EU 理事会規則 1174
／ 2011 号【REGULATION （EU） No 1174 ／ 2011 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
16 November 2011 on enforcement measures to 
correct excessive macroeconomic imbalances in 
the euro area】

③ 予算状況の監視と経済政策の監視・調整の強化に
関する理事会規則 1466 ／ 97 を改正する欧州議会・
EU 理 事 会 規 則 1175 ／ 2011 号【REGULATION （EU） 
No 1175 ／ 2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 16 November 2011 amending 
Council Regulation （EC） No 1466 ／ 97 on 
the strengthening of the surveillance of 
budgetary positions and the surveillance and 
coordination of economic policies】

④ マクロ経済不均衡の予防と是正に関する欧州議会・
EU 理 事 会 規 則 1176 ／ 2011 号【REGULATION （EU） 
No 1176 ／ 2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 16 November 2011 on the 
prevention and correction of macroeconomic 
imbalances】

⑤ 過剰赤字是正手続（EDP）の実施の迅速化と明確化
に関する規則 1467 ／ 97 を改正する EU 理事会規則
1177 ／ 2011 号【REGULATION （EU） No 1177 ／ 2011 
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
of 8 November 2011 amending Regulation（EC）
No 1467 ／ 97 on speeding up and clarifying 
the implementation of the excessive deficit 
procedure】

⑥ 加盟国の予算の枠組みの要件に関する理事会指令
2011 ／ 85 ／ EU 号【COUNCIL DIRECTIVE 2011 ／ 85
／ EU of 8 November 2011 on requirements for 
budgetary frameworks of the Member States】

2011 年 12 月 13 日　シックス・パック（Six-Pack）／
包括的な経済財政ガバナンス強化法
典拠　安定成長協定（SGP）＋ 5 つの EU 規則＋ 1
つの EU 指令

対象国　27 の EU 加盟国
ポイント
◎ 財政（予算）監視に加え、マクロ経済不均衡是正手

続（MIP）で経済状況監視および早期警戒メカニズ
ム報告（AMR）制度を導入
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◆「財政安定条約（TSCG）」とは

（Ｑ）2013 年 1 月に成立した「安定、調整およ

びガバナンスに関する条約（TSCG=Treaty on 

Stability, Coordination and Governance ／

財政安定条約）【通称で、「財政安定条約（Fiscal 

Stability Treaty）」】について、説明をしてくださ

い。

（Ａ）2013 年 1 月に成立した経済金融統合（EMU）

の「安定、調整およびガバナンスに関する条

約（TSCG）【 通 称 で、「 財 政 安 定 条 約（Fiscal 

Stability Treaty）」】を、詳しく図説すると、次

のとおりです。

◆「財政協定」とは

（Ｑ）次に 2013 年 3 月に発効した財政協定（Fiscal 

Compact）について、少し詳しく説明してください。

（Ａ）財政協定（Fiscal Compact）は、前記 TACG（財

政安定条約）のなかにあります。つまり、3種のタ

イトルのうち、「タイトル III：財政協定（Fiscal 

Compact）」です。この財政協定（Fiscal Compact）は、
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◎ 安定成長協定（SGP）を強化し、各加盟国は中期財
政目標（MTO）達成を目指し、一般政府部門の財政
赤字は GDP 比 3％、政府債務は 60％を超えてはなら
ない（または 60％に向けて十分な低下をしている。）。
構造的財政収支と並行して MTO 達成を目指した歳出
基準（expenditure rule）（歳出は中期的潜在成長
率以下に伸びに抑制）も設定するものとする。

 ◎予防先、過大財政赤字是税手続（EDP）を強化
・ 中期財政目標（MTO）からに「著しい逸脱」を数量的

に定義
・ 3％収支目標に加え、60％債務目標を超過し、十分な

ペースで債務が縮小していない場合にも過大財政赤
字是正措置（EDP）発動可能

・ 予防的措置から GDP の 0.5％相当の制裁金（penalty 
payment）まで段階的に財政的制裁を適用する。

・ MTO 達成に向け十分な進展が見られない国は、予防
的措置として GDP0.2％相当の利付預託金を強制され
る。

・ EDP が開始されると、GDP0.2％相当の無利子預託金
を強制される。

・ 是正措置を遵守できない場合は、GDP0.5％相当の課
徴金

・ 制 裁 に つ い て は、 逆 多 数 決（RQMV= reverse 
qualified majority voting）の方法により、加盟
国の反対がなされない限り、欧州委員会の提案が採
用される。

【図表 16】�財政安定条約（TSCG）

2013 年 1 月　TSCG ／安定、調整およびガバナンスに
関 す る 条 約（Treaty on Stability, Coordination 
and Governance）　通称で、「財政安定条約（Fiscal 
Stability Treaty）」
TSCG の典拠　経済金融統合に安定、調整および
ガバナンスに関する条約（Treaty on Stability, 
Coordination and Governance in the Economic and 
Monetary Union）【タイトル I ～ VI、16 か条からなる。】
TSCG 発効の経緯
　2012 年 3 月 2 日、イギリスとチェコを除く EU 加
盟 25 か国（当時）の首脳は、安定、調整およびガバ
ナンスに関する条約（TSC、通称で「財政安定条約」）
に署名しました。TSCG の発効は、1 年以内に「ユーロ

導入国のうち少なくとも 12 か国による批准」という
要件がありました。その後この要件を充たしたため、
TSCG は、2013 年 1 月 1 日に発効しました。
TSCG の概要
　TSCG（財政安定条約）署名各国にとり、最も重
要なのは、TSCG タイトル III の財政協定（Fiscal 
Compact）と呼ばれる部分です。タイトル III では、
署名国に対して景気循環的要因に左右されない「構造
的な財政赤字を名目 GDP 比 0.5％以内に収めなければ
ならない」という均衡予算ルール（balanced budget 
rules）を、2013 年末までに国内法化、望ましくは憲
法レベルで定めることを義務化し、その遵守を求めた
ことです。特殊事情に基づく適用除外もありますが、
原則として署名国がこの基準を達成できなかった場合
は、欧州司法裁判所（ECJ）の決定を介して、その国
の GDP の 0.1% を上限とした制裁金を ESM（欧州安定メ
カニズム／ European　stability mechanism）に納付
するように求められます。
　【「欧州安定メカニズム」とは、欧州の債務危機への
対応として、ユーロ圏が設立した恒久的な金融支援機
関です。】
TSCG の法的構成

タイトルⅢ：財政協定（Fiscal Compact）
・ 各加盟国の国内法で実施する自動是正メカニズ

ム（ACM=automatic correction mechanism）を
はじめとした均衡予算ルール

・過大赤字是正手続（EDP）の強化
・ 加盟国の政府債務削減の数値目標として GDP 比

の 60％を設定
・公的債務超過計画の事前報告制
タイトルⅣ：経済政策調和および共通化（Economic 
policy coordination and convergence）
・ 強化された共通化および競争を通じて経済金融

統合（EMU）の円滑な機能および経済成長を促進
する追加的な政策活動の義務化

・ 最良の実務を基準化するための主要経済政策の
改革の事前検証および、必要に応じた調整

タイトルⅤ：ユーロ圏のガバナンス（Governance 
of the euro areas）
・ ユーロ圏首脳会議を最低でも年 2 回開催し、議

長職を創設
・ ユーロ圏の相互監視制度で対象となる課題【例

えば、財政政策の信頼性、金融界の安定性、長
期経済成長の条件、短期融資を必要とするユー
ロ圏国の問題など】を加盟各国議会と欧州議
会双方の関係委員会の代表者からなる協議会
（conference）の開催



とりわけ、ユーロ圏における真の〝財政安定統合

（real fiscal stability union）〟を目指し、1997

年の SGP〔安定成長協定〕にうたわれた基本理念を

強化する規定です。

　以下に、TACG タイトル III：財政協定（3条～ 8条）

の概要は、次のとおりです。

　なお、本項の末尾に財政協定（Fiscal Compact）

の条文の全訳（仮訳）資料 3（80 頁）をつけてい

るので、参照してください。

◆「ツー・パック」とは

（Ｑ）次に、2013 年 5 月に施行された「ツー・パッ

ク（Two-Pack）」について、少し詳しく説明し

てください。

（Ａ）2013 年 5 月に施行された「ツー・パック

（Two-Pack）」を、詳しく図説すると、次のとおり

です。
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【図表 17】�財政安定条約（TACG）の財政規律関係条項の
ポイント

① 均衡予算原則の義務化（a mandatory balanced budget 
rule）　

　TACG に署名した加盟各国の毎年の一般政府予算は、
原則として、均衡状態（balanced）か、または黒字（in 
surplus）であることが求められます（3 条 1 項 a 号）。
しかし、公的債務が対 GDP 比 60％以内の基準を充たし
ている場合で、年次の構造バランスが加盟国の国別中
期予算目標（MTO）を達成し、かつ、景気循環的要因
に左右されない構造的な財政赤字が名目 GDP 比 0.5％
を超えていないときには、均衡予算原則は遵守されて
いるとみなされます（3 条 1 項 b 号前段）。ただし、そ
の加盟国の公的債務が対 GDP 比 60％基準を大きく下回
り、かつ長期の財政安定性を害するおそれが極めて低
い場合には、構造上の財政赤字が名目GDP比基準は１％
まで許容されます（3 条 1 項 d 号）。
　◎ �MTO 達成に向けた共通化の迅速化　中期財政（予

算）目標（MTO）が未達の加盟国は、その達成に
向けて共通化を迅速にすすめなければなりませ
ん。具体的な日程表などについては、欧州委員会
（European Commission）が定めることになって
います（3 条 1 項 b 号）。

　◎�暫定的な逸脱　加盟国は、1997 年の SGP〔安定成
長協定〕に定める是正措置（corrective arm）の
適用除外の対象となる例外的状況（exceptional 
circumstances）、例えば急激な景気後退など、を
理由に、または中期予算目標（MTO）の達成にむ
けた調整過程にあることを理由に、暫定的、一時
的に自国の中期予算目標（MTO）から逸脱するこ
とが認められます（3 条 1 項 c 号、3 条 3 項 b 号）。

　◎�自動是正メカニズム　加盟国の構造バランスが著
しく中期予算目標（MTO）から逸脱している、ま
たは中期予算目標（MTO）の達成に向けた調整過
程にある場合、当該逸脱を是正するためにメカニ
ズムは自動的に発動されます（3 条 1 項 e 号）。ま
た、逸脱により変動・累積した政府債務も自動的
に是正されます。是正措置の詳細についての一般
原則は、例外的状況にあることを理由とする是正
措置が適用除外となるケースに対しても、欧州委
員会（European Commission）の定めるところに
従い、適用になります。

　◎�憲法等への均衡予算原則の明記および相互監
視　加盟各国は、これらの均等予算ルールを
国内法に規定するように求められます。欧州委
員会（European Commission）は、財政安定条
約（TACG）署名各国によるこの国内法化要件
（transposition requirements）の遵守状況を経
過観察し（observe）、経過観察書（observations）
の形で各国に報告することになっています（8 条
前段）。いかなる署名国も、この報告に基づきま

たはそれ以外の根拠に基づき、他の署名国が国内
法化要件を遵守しているかどうかを問うために欧
州司法裁判所（ECJ）に対して訴えを起こして審
査を求めることができます（8 条 1 項）。裁判所
は、審査対象となった当事国が国内法化要件を遵
守していないと判断した場合、その決定のなかで、
当該当事国がユーロ参加国の場合には、対 GDP 比
0.1％の範囲内で制裁金（制裁金／課徴金）を欧
州安定メカニズム（ESM）に納付するように命じ
ることができます。一方、当該当事国がユーロ参
加国でない場合には、制裁金を EU に納付するよ
うに命じることができます（8 条 2 項）。

②是正措置（corrective arm）、EDP の強化
　自国通貨がユーロである EU 加盟国は、過大赤字
是正手続（EDP）の枠内において赤字基準（deficit 
criterion）に違反しているとされたときには、欧州
委員会が発出した提案または勧告を受け入れる義務が
あります。ただし、この義務は、欧州委員会の提案ま
たは勧告が、自国通貨がユーロである EU 加盟国間で
の特定多数決（qualified majority）により否決され
た場合には、課されません（7 条）。
　EU 加盟国が、過大赤字是正手続の対象となる場合
には、予算・経済連携プログラム（budgetary and 
economic partnership programme）を策定するように
求められます。この連携プラグラムは、過大赤字の是
正を効果的かつ持続的に行うために策定、実施され、
詳細な構造改革を含むものでなければなりません。ま
た、この連携プログラムは、EU 理事会および欧州委
員会に提出して承認を受け、かつ安定成長協定（SGP）
に基づく現行の監視手続の枠内で経過観察（monitor）
に付されることになっています（5 条 1 項）。
③政府債務削減の基準値
　EU 加盟国の政府債務が、改訂された安定成長協定
（SGP）に定める債務基準（debt criterion）である
GDP 比 60％以内の数値を超えてしまった場合、その加
盟国は、平均で年 0.5％の基準（benchmark）で、累積
した赤字を削減するように求められます（4 条）。
④公債発行計画
　EU 加盟国は、国債発行計画を立てるにあたっては、
自国の公債発行計画を事前に EU 理事会および欧州委
員会に報告するように求められます（6 条）。
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◎ �2008 年にはじまる債務危機／財政危機と
EU 財政法の展開

（Ｑ）EU の債務危機／財政危機（financial crisis, 

fiscal crisis）は、2009 年にはじまりましたが、

EU の財政法はこの危機に対応するためにどのよ

うに展開していったのでしょうか？図説する形で、

まとめてください。

（Ａ）これまでの繰り返しになりますが、根拠法令

を含めてまとめてみます。

　まず、EU の財政統合（予算枠組統合）を推進す

るための最高位の典拠（財政憲法／予算法）、つま

り一次法は「SGP（安定成長協定）」です。

　SGP では、財政悪化を食い止めるための措置〔予

防措置＋是正措置〕が、財務危機前と債務危機後

では、変わりました。そこで、ここでは次のよう

な形で説明します。

　債務危機前から財務危機後に分けて①予防措置

と②是正措置との動きを（ステージ I-A ＆ I-B 、

II-A ＆ II-B の順で）を追ってみると、次頁【図表

19】のとおりです。

　すでにふれたように、EU の債務危機／財政危機

は、一般に、ユーロ圏危機（Eurozone crisis）、

ソヴァリン債危機とも呼ばれます。2009 年 10 月に

は、ギリシャの政権交代で国家財政の粉飾決算が

露呈しました。その後、アイルランド、ポルトガル、

スペイン、イタリアなどピグス諸国（PIIGS 諸国）

に飛び火し、さらには欧州全体の金融システムま

で揺るがす事態となりました。

　【図表 19】からわかると思いますが、この危機は、

EU 加盟各国に財政規律を義務づけた最高位の典拠

である 1997 年の「SGP ／安定成長協定」を改正す

る新たな一次法、二次法の制定につながりました。

さらには各加盟国の国内法の整備とつながってい
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【図表 18】�ツー・パックの概要

① 財政安定に関し深刻な困難に陥っている、またはそ
のおそれがあるユーロ圏加盟国の経済および予算
監視の強化に関する欧州議会・EU 理事会規則 472
／ 2013 号【REGULATION （EU） No 472 ／ 2013 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
21 May 2013 on the strengthening of economic 
and budgetary surveillance of Member States in 
the euro area experiencing or threatened with 
serious difficulties with respect to their 
financial stability】

2013 年 5 月 21 日　ツー・パック（Two-Pack）

典拠　2 つの EU 規則

② ユーロ圏加盟国の予算計画案の経過観察および評価
ならびに過剰赤字の是正の厳正化のために共通規
定に関する欧州議会・EU 理事会規則 473 ／ 2013 号
【REGULATION （EU） No 472 ／ 2013 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2013 
on common provisions for monitoring and 
accessing draft budgetary  plans and ensuring 
the correction of excess deficit of the Member 
States in the euro eras】

対象国　ユーロ圏参加国

ポイント　
◎ ユーロ圏参加国については、次のような措置を講じ、

予算案の段階からの監視、評価および EDP（過大財
政赤字是正手続）を厳格化します。

　・独立機関による各国共通予算ルールによる監視
　・ 各国は毎年10月15日までに欧州委員会およびユー

ログループに来年度予算案および前提となるマク
ロ経済見積を送付すること。

《解説》
　ツー・パックの導入によって、各国の財政・予算決
定をユーロ圏共通の懸念事項と捉え、それをお互いに
監視・調整していく体制が強化されました。ツー・パッ
クは、ユーロ圏各国に共通の予算ルールの適用と提出
期限を課しました。ユーロ圏各国が中期的な財政政策
や構造改革案を発表、そして、それに基づいた翌年の
予算案を公表します。欧州委員会（Commission）は提
出された予算案を精査し、必要があれば、予算案の修
正・再提出を求めることができます。
《ユーロ圏各国に課せられた共通の予算ルールと提出期限》
　・4 月 30 日

　　 中 期 財 政 安 定 計 画（Medium-term Stability 

Programs）および今後 12 か月の成長と雇用に関

する改革政策（National Reform Programs）を発表

　・10 月 15 日

　　翌年の予算概要を発表

　・12 月 31 日

　　翌年の予算を承認

　このように EU は、SGP（安定成長協定）の強化を通じ
て、加盟国の財政および経済の相互監視機能を強化して
きました。しかし、その過程では加盟国間の足並みの乱
れも表面化しました。例えば、TSCG（財政安定条約）は
イギリスとチェコが合意を拒否したために EU 法として
の成立には至らず、政府間の合意に留まりました。
　EU は加盟国の財政及び経済の相互監視機能の強
化だけでなく、経済通貨統合（EMU ＝ Economic and 

Monetary Union）の結束強化という面からも、フラン
スなどがけん引する形で「財政統合（予算枠組統合）」
への道筋をつけようとしていますが、必ずしも事は順
調に運んでいません。

 
 
 
 
 
 

 
 

 

財務危機前 債務危機後 

予防措置（ステージ I-A） 予防措置（ステージ I-B） 

是正措置（ステージ II－A） 是正措置（ステージ II－B） 



きました。

◎�ステージ I-A 債務危機前
4

の財政悪化予防措
置の概要

（Ｑ）それでは、【図表 19】をもとに、ステージ

I-A ～ II-A、ステージ I-A ～ II-B まで、順に解説

してください。

　まず、財政危機前のステージ I-A 財政悪化の予

防措置について説明してください。

（Ａ）EU の債務危機前
4

の経済安定協定（SGP）、つま

り〝財政悪化予防策〟のステージ I － A では、財

政状況の監視および経済政策の調整・監視強化に

関する規則（EC 規則 1466 ／ 97 号、EC 規則 1466

／ 97 号を改正するための EC 規則 1055 ／ 2005 号）

で、財政悪化の防止措置が詳しく規定されました。

これらの規則によると、各国は構造的財政赤字

の GDP 比の 1.0％〔（構造的収支ベースで 0.5%〕

以下に抑制するという中期財政（予算）目標

（MTO=medium-term budgetary objectives）を設定

し（EC 規則 1055 ／ 2005 号 2 条 a）、目標達成のた

め安定プログラムと呼ばれる中期財政計画を策定

するように求められます（EC規則1466／97号3条）。

（Ｑ）「中期財政／予算目標（MTO）」とはどのよ

うなものですか？

（Ａ）一言でいえば、加盟各国に対する財政健全化

のための数値目標です。

　つまり、各国が中期財政目標の達成に向けて十

分な取組みをしているかどうかは、構造的財政赤
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【図表 19】�SGP の変遷：債務危機前と債務危機後の予防措置、是正措置の動き

 

【図表１９】 SGP の変遷：債務危機前と債務危機後の予防措置、是正措置の動き  

 

  ◆財政悪化の予防措置【SPG のステージ I-A ＆ステージ I-B の改正事項】 

  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                

 

 

 

 

第１ステージでの取組みが不十分で財政赤字の GDP 比が 3％を超えた国は、第 2 ステージに進む。 

 

 

 

◆財政悪化の是正措置【SPG のステージ II-A＆ステージ II-B の改正事項】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

財政危機前（ステージ I-A） 

・各国は中期財政目標（MTO）を作成

し構造的財政赤字（GDP 比）≦1.0％
に設定 

・目標が未達成の場合、目標達成までの

期間、中期財政計画に沿って毎年、

GDP の 0.5％規模の財政緊縮策を実

施 

財政危機後（ステージ I-B） 

・各国は中期財政目標を設定 
構造的財政赤字（GDP 比）≦0.5
％。各国の憲法または公財政法な

どに明定 
・目標が未達の場合、目標達成まで

毎年、GDP の 0.5％規模の財政緊

縮策を実施。政府債務残高（GDP
比）が 60％を超える国は、毎年、

GDP の 0.5％規模の財政緊縮策

を実施 
・歳出の増加策は、潜在成長率を上

限とする。 
・目標達成に向けて十分な取組みが

ないと判断される場合、無利子の

預託金の納付が求められる。 
・各国の予算案を欧州委員会が毎年

審査。必要に応じ、再提出を求め

る（欧州委員会には、強制的な修

正権限がないことが理由）。 

財政危機前（ステージ II-A） 

・財政赤字（GDP 比）＞3.0％の場合は

EDP（=excessive deficit procedure／
過大財政 赤字是正手続）開始 
・EDP のもとでは、EDP 解除までの期

間中期財政計画に沿って毎年、GDP
の 0.5％規模の財政緊縮策を実施 

・目標達成に十分取り組まない場合に

は、制裁として、預託金を没収 
 

財政危機後（ステージ II-B） 

・財政赤字（GDP 比）＞3％、または政

府債務残高（GDP 比）＞60％である

のに十分なペースで残高が減少しな

い場合には EDP へ 
・EDP のもとでは、EDP 解除までの期

間、毎年、GDP の 0.5％規模の財政緊

縮策を実施 
・目標達成に十分取り組まない場合に

は、制裁として、預託金を直ちに没収。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

財政危機前 ステージ I-Aで取られた財政悪化の予防措置 
・各国は中期財政目標（MTO）を作成し、構造的財政赤字（GDP 比）≦1.0％に

設定 
・目標が未達成の場合、目標達成までの期間、中期財政計画に沿って毎年、GDP

の 0.5％規模の財政緊縮策を実施 
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字の〔構造的収支ベースで〕GDP 比が年 0.5％改善

しているかどうかがベンチマーク（基準値）とさ

れるということです（EC 規則 1055 ／ 2005 号 5 条）。

◎�ステージ II-A 債務危機前
4

の財政悪化是正
措置の概要

（Ｑ）以上は、債務危機前
4

のステージ I － A ですね。

それでは、次に、債務危機前
4

に、ステージ II － A

で取られていた財政悪化の是正措置について説明

してください。

（Ａ）債務危機前の経済安定協定（SGP）のステー

ジ II － A で取られる財政悪化の是正措置、すなわ

ち過大財政赤字手続（EDP）の実行の迅速化・明確

化するために、関係規則（EC 規則 1467 ／ 97 号、

EC 規則 1467 ／ 97 号）を改正（EC 規則 1056 ／

2005 号）し制定しました。

　これらの規則によると、ある国が過大赤字財政に

陥っていると欧州委員会（European Commission）

が判断した場合、EU 理事会（EU Council）、とりわ

け EU 経済・財務相理事会（ECOFIN=Economic and 

Financial Affairs Council）がその国に意見〔見

解〕（opinion）または勧告（recommendation）を

し、ECOFIN が過大財政赤字に有無を決定すること

になっています（EC 規則 1467 ／ 97 号 3 条）。

　ただし、実質GDP成長率がマイナスになったとか、

潜在成長率を下回る低成長が長期にわたり続き、生

産が累積的に失われている場合、過大財政赤字は、

暫定的、一時的なものとみなされ、宥恕的な取扱

いがなされます（EC 規則 1056 ／ 2005 号 2 条）。

　一方、財政赤字（GDP 比）が 3.0％を超え、過

大財政赤字があると決定した場合、EU 経済・財

務相理事会（ECOFIN）は、その国に対して、過

大 財 政 赤 字 是 正 手 続（EDP=excessive deficit 

procedure）で是正を勧告します。

　具体的には、EDP のもとでは、EDP 解除までの期

間、その国の中期財政計画に沿って、構造的財政

赤字の GDP 比を年 0.5％の範囲内にするように改善

を求めます（EC 理事会規則 1056 ／ 2005 号 3 条）。

（Ｑ）毎年、GDP の 0.5％規模の財政緊縮策を実

施するように求めるわけですか。

（Ａ）そうです。EDP で是正勧告をしたのにも拘わ

らず、その国が是正措置を十分に講じていないと

ECOFIN が判断したとします。この場合、EU の預託

金保障スキーム（DGS=deposit guarantee scheme）

に基づき、その国は、過大財政赤字の規模に応じ

た無利子の預託金（deposit）を EU に納めるよう

に求められます。

（Ｑ）債務危機が発生する前の時期（ステージ I-A 

& ステージ II-A）に、財政悪化の防止策、さらに

は EDP（過大財政赤字是正手続）の開始や実質上

の罰則を設けるなどの是正のための法的枠組みが

つくられました。しかし、実際には、うまく機能

せずに、〝債務危機／財政危機〟を招いてしまった

わけですが、その主な原因は、どういうところに

あったのでしょうか？

（Ａ）財政悪化防止・是正の仕組みはできたのです

が、実際には、政治的な配慮から、いわゆる「例外

的な宥恕規定」が濫用されたことがあげられます。

◎�ステージ I-B 債務危機後
4

の財政悪化予防措
置の概要

（Ｑ）それで、EU は、債務危機が発生した後のステー

ジ I-B 財政悪化の予防措置について説明して下さい。

（Ａ）EU の債務危機／財政危機、ユーロ圏危機発

生に伴い、EU は複数の対応策を取りました。すで

にふれたように、その１つが、2011 年 1 月からは

じまった「ヨーロピアン・セメスター（European 

Semester）」制度です。

　債務危機後、経済安定協定（SGP）のステージ I

－ Bでは、EC 規則 1466 ／ 97 号を改正する EC 規則

1175 ／ 2011 号が制定・発効したことではじまりま

した。加えて、ステージ I-B では、ユーロ導入国

のみを対象にユーロ圏における財政監視強化に関

© 2019  国民税制研究所  JTI  JTI  税務ニューズ№４（2019.5.30）

【図表 20】�中期財政／予算目標（MTO）とは

すべての EU 加盟国は、財政健全化のため（to ensure 
sound fiscal health）、中期予算目標を達成する、ま
たは中期予算目標を構造的予算状況の〔構造的収支
ベースで〕GDP 比の年 0.5％をベンチマーク（基準値）
として調整する方向にあることが期待されています。

中期予算目標（MTO=medium-term budgetary objectives）

 
 
 
 
 
 
 

 

財政危機前 ステージ II-Aで取られた財政悪化の是正措置 
・財政赤字（GDP 比）＞3.0％の場合は EDP（=excessive deficit procedure／過大財政赤字是正

手続）開始 
・EDP のもとでは、EDP 解除までの期間、中期財政計画に沿って毎年、GDP の 0.5％規模の財

政緊縮策を実施 
・目標達成に十分取り組まない場合には、制裁として、預託金を没収。 
 



する規則（EU 規則 1173 ／ 2011 号）が制定され発

効しました。また、ユーロ参加国の予算案の監視・

評価および過大財政赤字の確実な是正にかかる共

通規定を定める規則（EU 規則 473 ／ 2013 号）も制

定され、発効しました。

　ステージ I-B では、2013 年の政府間協定「経

済通貨統合における安定、調整およびガバナン

ス に 関 す る 条 約（TSCG=Treaty on Stability, 

Coordination and Governance in the Economic 

and Monetary Union）」（いわゆる「財政安定条約

（Fiscal Stability Treaty）」）も発効しました。

　これらの EU 規則や協定のもと、加盟各国は、構

造的財政赤字は GDP の 0.5％以下に抑制するとい

う中間財政目標を設定し、その目標を拘束力およ

び永続性のある各加盟国の国内法（憲法が望まし

い。）に明定するほか（財政協定 3条 2項）、歳出（利

払い費などな除きます。）の増加率は潜在成長率を

上限とするように求められます（EU 規則 1175 ／

2011 号 5 条）。

　各国が中期財政目標の達成に向けて取り組んで

いるかどうかは、構造的財政赤字の年 0.5％のベ

ンチマーク（基準値）を上回って改善しているか

どうかで検証されます（EC 規則 1175 ／ 2011 号 5

条）。そして、ある国が中期財政目標の達成に向け

て十分に取り組んでいないと判断されたとします。

その場合、その国の GDP 比 0.2％の預託金を欧州委

員会に納めなければなりません（EU 規則 1173 ／

2011 号 4 条）。

　また、加盟各国は毎年 10 月 15 日までに翌年の

予算案や、前提となる経済見通しなどを欧州委員

会（European Commission）と EU 経済・財務相理

事会（ECOFIN）に提出し（EU 規則 473 ／ 2013 号 4

条）、11 月 30 日までに欧州委員会（Commission）が、

予算案が中期財政目標の達成に十分な内容である

かどうかを審査します。

　そして、必要と判断した場合には、予算案の是

正・再提出を求めます（EU 規則 473 ／ 2013 号 7

条）。なお、① EU 規則 473 ／ 2013 号と、②金融安

定性に関して深刻な懸念を抱えるユーロ参加国に

対する経済・財政監視の強化に関する EU 規則 472

／ 2013 号の 2つが、すでにふれた、いわゆる「ツー・

パック」です。

◎�ステージ II-B 債務危機後
4

の財政悪化是正
措置の概要

（Ｑ）債務危機後
3

の、経済安定協定（SGP）のステー

ジ II － B 財政悪化是正措置について、説明してく

ださい。

（Ａ）債務危機後、安定成長協定（SGP）のステージ

II-B では、財政悪化是正措置に関する規則（EC 規

則 1466 ／ 97 号）を改正する規則（EU 規則 1175 ／

2011号）による規制強化に始まります。また、ステー

ジ II-B では、ユーロ参加国のみを対象に、ユーロ

圏における財政監視強化の効果的な実施に関する

規則（EU 規則 1173 ／ 2011 号）が発効しました。

（Ｑ）EDP（過大財政赤字是正手続）の開始要件の

見直しなど、財政悪化是正措置が強化されたわけ

ですか？

（Ａ）そうです。これらの規則によりますと、EDP（過

大財政赤字是正手続）を開始するかどうかは、①

過大な財政赤字の有無は財政支出基準【財政赤字

の GDP 比が 3％を超えているか（a deficit to GDP 

ratio is exceeding reference value of 3%）】 に

加え、② -a） 公的債務残高の GDP 比が 60％を下

回っているか（a public debt to GDP ratio is 

not exceeding reference value of 60%）、または、

② -b） 60％を上回っているが十分なペースで縮小

しているかどうかによって判断されます（EU 規則

1177 ／ 2011 号 1 条）。

　

68 © 2019  国民税制研究所  JTI

【研究ノート】 《Q&A》 現代 EU財政法入門塾

  JTI  税務ニューズ№４（2019.5.30）

 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政危機後ステージ II－Bで取られた財政悪化是正措置 
・財政赤字（GDP 比）＞3％、または政府債務残高（GDP 比）＞60％であるのに十分なペー

スで残高が減少しない場合には EDP 開始 
・EDP のもとでは、EDP 解除までの期間、毎年、GDP の 0.5％規模の財政緊縮策を実施 
・目標達成に十分取り組まない場合には、制裁として、預託金を直ちに没収 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政危機後
．
（ステージ I-B）で取られた財政悪化の予防措置 

・各国は中期財政目標を設定 
構造的財政赤字（GDP 比）≦0.5％。各国の憲法または公財政法などに明定 

・目標が未達の場合、目標達成まで毎年、GDP の 0.5％規模の財政緊縮策を実施。政府債務残高（GDP
比）が 60％を超える国は、毎年、GDP の 0.5％規模の財政緊縮策を実施 

・歳出の増加策は、潜在成長率を上限とする。 
・目標達成に向けて十分な取組みがないと判断される場合、無利子の預託金（no-interest deposit）

の納付が求められる。 
・各国の予算案を欧州委員会が毎年審査。必要に応じ、再提出を求める（欧州委員会には、強制的な

修正権限がないことが理由）。 
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（Ｑ）「債務残高の十分なペースでの縮小」とは？

（Ａ）過去 3 年間と今後 2 年間において、債務残高

の GDP 比 60％との差額分が、毎年平均して 5％縮

小していくかどうかで判断されます（EU 規則 1177

／ 2011 号 2 条）。

（Ｑ）制裁も強化されたのですか？

（Ａ）そうです。ある加盟国が過大財政赤字の縮

小に向けて十分に取り組んでいないと判断され

たとします。この場合、特定多数決（qualified 

majyority vote）の仕組みのもと、EU 経済・財務

相理事会（ECOFIN）が多数決で否決しない限り、

その加盟国には制裁金がかされます（EU 規則 1173

／ 2011 号 6 条）。

◎ �EU の財政監視【加盟国の財政計画（予算案）
の事前審査】制度

（Ｑ）シックス・パック（包括的な経済財政ガバナ

ンス強化法）をもとにした EU 加盟国の財政計画

（予算案）の事前審査制【財政監視】においては、

従来の加盟国政府の「過大な財政赤字（excessive 

fiscal deficit）の監視」制度や過大財政赤字是正

手続（EDP ＝ excessive deficit procedure）が、

制裁をちらつかせながら予防的（preventive）措

置や是正（corrective）措置を求める仕組みに変

わったということですが、どう変わったのか説明

してください。

（Ａ）EU は、加盟国の予算案に「過大な財政赤字

（excessive fiscal deficit）」があると認定した

場合には EU は、過大財政赤字是正手続（EDP ＝

excessive deficit procedure）を開始することに

なっています。これが、EU の「財政監視（fiscal 

surveillance）」の仕組みです。

　EU は、「財政統合（予算枠組統合）を目指し、加

盟各国の財政計画（予算案）の事前審査制度を導

入し、財政監視（fiscal surveillance）を強化し

ています。強化されたEU加盟国の財政計画（予算案）

の事前審査制【財政監視制度】は、次のとおりです。

　まず、財政監視の対象ですが、ひとことでいえば、

各加盟国の「政府赤字と政府債務」です。

　 財 政 監 視 の 対 象 ＝ 政 府 赤 字（government 

deficit）+ 政府債務（government debt）

　そして、監視の結果、次のような 3 つの評価が

なされます。

　予防措置（preventive arm）は、次の手順（ステッ

プ）で取られます。
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〇〝問題なし（no problem）〟
▲ 〝問題あり（problem ／ risk exists）〟の場合＝予

防措置（preventive arm）勧告　+　制裁（sanction）
× 〝違反あり／過大（excessive deficit exists）〟

の場合＝是正措置（correction arm）＋　制裁
 

【図表２１】 EU の「財政監視」プロセスとは 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
▲〝問題あり（problem／risk exists）〟の場合には、予防措置（preventive arm）が

取られます。 
財政不均衡の〝▲おそれ（risk）あり〟で予防措置（Preventive arm） 

 

 
  
 

 

 

財政監視（Fiscal Surveillance） 

 

・欧州委員会（Commission）と EU 理事会は、1977 年の安定成長協定（SGP）
に基づき、EU 加盟各国に対して、中期予算目標（MTO=medium-term 
budgetary objective）を設定し、その目標に沿い、次の基準の範囲内で財政

（予算）運営を行うように求めています。 
①政府赤字基準（deficit criterion） 年次の一般政府部門の政府（財

政／予算）赤字（government／fiscal／budgetary deficit）が対 GDP
比 3％以内（limit of 3% of GDP for deficits）であること。 

②政府／公的債務基準（debt criterion） 政府（公的）債務（government
／public debt）が対 GDP 比 60％以内（limit of 60% of GDP for debt）
であること。 

③政府／公的債務が十分に削減されていない？【Debt not sufficiently 
diminishing】具体的には、【超過部分の 1 年あたり 0.5％削減目標の 3
年間未達成】 

・欧州委員会（Commission）と EU 理事会は、加盟各国が、①、②の要件を

充たしているかどうかを、財政（予算）監視をします。 
・政府／公的債務については、③超過部分を 1 年あたり 0.5％の削減目標を 3
年間達成できているかどうかで判定します【Six-Pack による新基準】。 

・基準違反するおそれがある加盟国に対し、EU は、予防措置（preventive arm）

を取ります。一方、基準に違反し過大な政府赤字があると判定した場合、EU
は、問題の加盟国に対し、是正措置（corrective arm）を開始します。 

 
 

 

 
 

  
 

財政（政府赤字＋公的債務）監視（Fiscal Surveillance） 

欧州委員会（Commission）は、加盟国が中期予算目標（MTO）を設定して

いるが、その目標から逸脱した財政運営をしていると判断した場合 
多角的監視手続（MSP=multilateral surveillance procedure）、その加盟国

に対して予防措置（preventive arm）」を取ります。 

【図表 21】�EU の「財政監視」プロセスとは

ステップ１　加盟国の計画提出（submission）　各年
4 月、多角的監視手続（MSP）に従い、EU 加盟各国の
場合は年次の安定計画（stability programme）、ユー
ロ非参加国は収れん計画（convergence programmes）
を欧州委員会（Commission）および EU 理事会（EU 
Council）の双方に提出することになっています（EU
運営条約 121 条）。

ス テ ッ プ ２　 評 価（assessment）　 欧 州 委 員 会
（Commission）の経済財政小委員会（EFC=Economic 
Financial Committee）は、各国の計画が中期予算
目標（MTO）や構造的財政収支基準（expenditure 



　次に、×〝違反あり／過大（excessive deficit 

exists）〟の場合です。この場合には、是正措置

（corrective arm）、具体的には EDP（過大債務是正

手続）を取ることになります。

＊ シックス・パック（2011 年 11 月）では、加盟

各国に、中期財政目標（MTO）を設定、それに

沿った財政運営を義務化しました。これを遵守

した、財政赤字基準（GDP の 3％）および公的

債務基準（GDP の 60％）以内に留めることを要

求します。加えて、「歳出基準値（expenditure 

benchmark）」を設定【毎年の歳出拡大が中期的

な GDP の成長率を超えないことを要求します。】

＊ ツーパック（2013 年 5 月）では、ユーロ参加

各国に共通の予算ルールを設け、欧州委員会

（Commission）への提出期限を設定しました（EU

規則 473 ／ 2013 号）。EDP も、これに沿って実施

します。
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benchmark）などから逸脱していないかを含め、公的
赤字基準、公的債務基準を充たしているかどうか精査
します。

ステップ３　意見【見解】（opinion）➊欧州委員会
（Commission）の勧告（recommendation）および経済
財政小委員会（EFC）との協議を経て、EU 理事会（EU 
Council）計画案に対する意見【見解】（opinion）を
採択します。
➋意見【見解】のなかで、EU 理事会（EU Council）は、
当該国に計画を調整するように求めることができます。

ステップ４　経過観察（monitoring）　欧州委員会
（Commission）および EU 理事会（EU Council）は、計
画の実施状況を経過観察します。

ステップ５　早期警告（early� warning）　➊欧州委員
会（Commission）は、加盟国が中期予算目標（MTO）か
ら逸脱した財政運営をしていると判断した場合、また
は的確なペースで赤字が縮小しておらず基準を充たさ
ない怖れがある場合、当該国に対して意見（opinion）
を付けた早期警告を出します（TFEU121 条 4 項、修正
規則（EC）No 1466 ／ 97 号 6 条・10 条）。
➋この警告は、当該国に対して必要な政策調整を求め
EU 理事会（EU Council）勧告（recommendation）のか
たちで発せられます。

ステップ６　制裁（sanctions）  ➊ユーロ加盟国につ
いては、前年の GDP の 0.2％相当額を、有利子の預託
金（interest bearing deposit）を納めなければなり
ません。
➋当該国が十分な対応調整行動を取らない場合には、
財政赤字または公的債務データから算定される金額を
課徴金（fines）としてかされます。

ステップ７　ヨーロビアン・セメスター（European�
Semester）�【加盟国の財政計画（予算案）の事前審査制】　
EU 加盟各国が提出した年次の安定計画やユーロ非参加
国が提出した収れん計画は、SGP（年安定成長協定）上
の予防措置を含む、ヨーロピアン・セメスターの一部
を構成します。

 

×過大財政赤字・過大公的債務を理由とする是正措置開始の要件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＊シックス・パック（2011 年 11 月）では、加盟各国に、中期財政目標（MTO）を設定、

それに沿った財政運営を義務化しました。これを遵守した、財政赤字基準（GDP の 3％） 

・ある加盟国が、 
①政府赤字基準（deficit criterion）  【政府（財政／予算）赤字

（government／fiscal／budgetary deficit）が対 GDP 比 3％を超過）、

または 
②政府／公的債務基準（debt criterion） 【政府（公的）債務（government 
debt）が対 GDP 比 60％を超過】し、かつ、 
③政府／公的債務についての超過部分の 1 年あたり 0.5％の削減目標を 3

年間未達成の場合には、是正措置（corrective arm）、すなわち、過大財政

赤字是正手続（EDP=excessive deficit procedure）が開始されます。 
・ただし、例外的な状況による政府赤字基準および政府／公的債務基準か

らの逸脱は、是正措置（EDP）の対象から除外になります。 

EDP（過大赤字是正手続）の手順

ステップ１
➊�欧州委員会（European Commission）が EU 加盟国ご

との報告書（report）を作成します。

➋�欧州委員会（Commission ）が過大赤字あり（excessive 
deficit exists）とみた場合、経済財政委員会（EFC）
が、その報告書をもとに意見（opinion）を作成します。

➍ �EU 理事会（EU Council）は、欧州委員会（Commission）
の素案に基づき、過大な赤字があるかどうかを最終
決定します。

➎ �EU 理事会（EU Council）は、欧州委員会（Commission）
の決定に基づき、最大 6 か月の期限をつけて当該国
に対して赤字を解消するための効果的な是正行動を
取るように勧告を採択します。当初、当該勧告は非
公表です。

➏ �EU 理事会（EU Council）は、当該国が必要な是正行
動を取っていないと判断したときには、当該勧告内
容を公表します。

➐ �EU 理事会（EU Council）は、当該国がその後も勧告
内容を継続的に公遵守しない場合には、一定期間内
に必要な手続をとる旨を通知します。

ステップ２
➊�当該加盟国が勧告内容を遵守しない場合には、欧州

委員会（Commission）の勧告に基づいて EU 理事会（EU 
Council）が制裁措置を発動【EU 理事会が多数決で
否決しない限り、自動的に制裁が決まる「特定多数
決（QMV=qualified majority voting）」方式】を採
用しています。なお、制裁は、ユーロ参加国とユー
ロ非参加国では異なります。

《ユーロ参加国の場合》
（i） ユーロ参加国が、効果的な是正行動を求める勧告

内容を遵守しない場合には、前年の制裁は、対
GDP 比 0.2％相当額〔ただし最大でも、0.5％相
当額まで〕の有利子の預託金（interest bearing 
deposit）を納付することになります。

（ii）  欧 州 委 員 会（Commission） と EU 理 事 会（EU 
Council）は、当該国がその後も効果的な是正措置

➌�意見を、当該加盟国および EU 理事会（EU Council）
に通知します。
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◎新たな「マクロ経済不均衡是正ルール」とは

（Ｑ）新たな「マクロ経済不均衡是正ルール（rules 

on macro-economic imbalances）」、または「マ

クロ経済不均衡是正手続（MIP=macro-economic 

imbalance procedure）とは、どのようなものな

のですか？

（Ａ）2011 年のシックス・パック（Six-Pack）を典

拠に、従来の「財政監視（赤字＋債務）監視（fiscal 

surveillance）」制度や「EDP（過大財政赤字是正

手続）」に加え、新たに〝過大なマイクロ経済的不

均衡〟の有無をチェックする「マクロ経済不均衡

監視（microeconomic imbalances surveillance）」

制度が誕生しました（EU 規則 1176 ／ 2011 号）。

EIP（MIP=macro-economic imbalance procedure ／

マクロ経済不均衡監視手続）です。この新たな監

視制度は、すでにふれたように、EU が、経済政策

の統合を目指し、ヨーロピアン・セメスターのサ

イクル内で、指標ポイント制【3種のマクロ経済不

均衡を測る指標スコアボード】で各加盟国のマク

ロ経済（経済政策）計画を事前に評価し、EU 基準

の遵守を求めるものです。

　従来の　EDP（財政監視）と新 EIP（マクロ経済不

均衡監視）とを比べると、その違いは次のとおりです。

（Ｑ）EIP（マクロ経済不均衡監視）の目的は、ど

ういったところにあるのでしょうか？

（Ａ）「マクロ経済不均衡是正ルール」や「マクロ

経済不均衡是正手続（MIP）」は、シックス・パッ

ク（Six-Pack）を典拠に導入されました。巨額な

財政赤字、持続不可能な対外債務や住宅バブルの

ような EU 加盟国間のマクロ経済的不均衡を監視

（surveillance）し、かつ、「▲不均衡があり」と

判断された国に対しては予防措置（prevention）

を勧告し、「×過大な不均衡あり」と判断された国

に対しては是正措置（correction）を義務づける

という仕組みです。債務危機／ユーロ圏危機の最

中の 2011 年 12 月に施行されました。

　EU がこうしたルールや MIP が導入した理由は、

ユーロ圏危機の直接の原因は、ユーロ圏加盟国の

財政悪化であるものの、もっと根源的な原因はユー

ロ圏加盟国間の経済格差による経常収支や労働コ

ストなどの対外不均衡や失業率などの対内不均衡

にあるとされたためです。

（Ｑ）「マクロ経済不均衡是正ルール」や「マクロ

経済不均衡是正手続（MIP）」は、どのような仕組

みになっているのですか？

（Ａ）マクロ経済不均が存在するかどうかについ

ては、対外不均衡と対内不均衡を測定するための

いくつかの指標（indicators）を使った早期警戒

メカニズム報告（AMR=alert mechanism report）

制度を導入します。AMR のもと、欧州委員会

（Commission）は、すべての EU 加盟国について不均

衡（imbalance）が存在するかどうかを評点化します。

　この結果、ある加盟国に「不均衡あり」または

「過大な不均衡あり」と評定されたとします。こ

の場合、再調査が実施され、その結果に基づいて

経過観察は行われ、必要に応じて EU 委員会（EU 

Commission）はその国に構造改革に関する予防

（prevention）または是正（correction）を勧告

（recommendation）します。

　その国が理由もなく対応または是正を怠ると、

最終的には制裁がかされます。

　（1） 対 外 不 均 衡 お よ び 競 争 力（external 

imbalances and competitiveness） を測る指標、（2）

対内不均衡（internal imbalances を測る指標、な

らびに（3） 社会的指標（social indicators）の

スコアボード（scoreboard）は、図説すると、次

のとおりです（EU 規則 1176 ／ 2011 号 4 条）。
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が実施していないと判定した場合には、当該預託
金を課徴金（fines）とし没収します。

➋ �EU 理事会の理事長は、取った処分について、欧州議
会（EP）に通知します。

《ユーロ非参加国の場合》
ユーロ非参加国が効果的な行動を求める勧告内容を遵
守しない場合には、EU 理事会（EU Council）は再度勧
告します。

 
 【図表２２】 EDP（財政監視）と新 EIP（マクロ経済不均衡監視） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政監視（財政赤字＋公的債務）監視（fiscal surveillance）制度 

×過大な財政赤字の加盟国には、EDP（過大財政赤字是正手続）を開始 

マクロ経済不均衡監視（microeconomic imbalance surveillance）制度 

典拠 シックス・パック（Six-Pack）施行 2011年 12 月 

◎3種のマクロ経済不均衡を測る指標スコアボードで評定 

①対外不均衡および競争力（external imbalances and  

competitiveness）を測る指標 

②対内不均衡（internal imbalances）を測る指標 

③社会的指標（social indicators） 

 ◎評定は、次の 3 種 

  〇マクロ経済的不均衡なし 

  ▲マクロ経済的不均衡あり    予防措置（preventive arm） 

  ×過大なマクロ経済的不均衡あり       是正措置（corrective arm） 

 

 

 

 

   

 

マクロ経済不均衡是正手続（MIP=microeconomic 
imbalance procedure）を開始  

New 

 



（Ｑ）EU の 年 次「 マ ク ロ 経 済 不 均 衡 の 監 視

（microeconomic imbalance surveillance）」 に

ついて、もう少し詳しく説明してください。

（Ａ）フローチャートで示すと、次のとおりです。
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【図表 23】�マクロ経済不均衡を測る指標スコアボード

➊�経常収支の過去 3 年間の移動平均値〔対 GDP 比〕：
指標的な基準値（indicative　threshold）は対 GDP
比—4％～＋ 6％

�➋�純国際投資ポジション（NIIP=net international 
investment position）〔対 GDP 比〕：指標的な基準
値は対 GDP 比—35％。NIIP とは、その加盟国の対外
金融資産と対外財政債務の差額

➌�過去 5 年間の輸出金額ベースの輸出市場シェアの変
動率：指標的基準値は－ 6％

➍�名目単位労働コストの変動率（過去 3 年間）：指標
的な基準値は、ユーロ圏＋ 9％非ユーロ圏は＋ 12％

➎�過去 3 年間の先進 41 か国と比較した消費者物価デ
フレーター（HICP ／ CPI）に基づく実効的為替ルー
ト（REER=real effective exchange rates）の変動
値：指標的な基準値はユーロ圏加盟国± 5％、非ユー
ロ圏加盟国は± 11％。REER は、主要な取引相手国
の価格競争力を提示

（1） 対外不均衡および競争力判定のための指標スコア
ボード

（2）対内不均衡判定のための指標スコアボード

➊�民間部門負債（連結ベース）の対 GDP 比：指標的な
基準値は 133％

➋�民間部門の信用フロー（連結ベース）の対 GDP 比：
指標的な基準値は 15％

➌�住宅価格下落の年変化率：指標的な基準値は 6％
➍政府部門負債の対 GDP 比：指標的な基準値は 60％
➎�金融部門での総財政債務の年変化率：指標的な基準

値は 16.5％

（3） 社会的指標スコアボード

➊過去 3 年間の平均失業率：指標的な基準値は 10％
➋�過去 3 年間の経済活動変化率：指標的な基準値は‐

0.2％
➌過去 3 年間の長期失業変化率：指標的な基準値は 2％
➍�過去 3 年間の若者失業の変化率：指標的な基準値は

0.2％

 

【図表２４】 EUの年次「マクロ経済不均衡の監視」プロセスとは 

 

 

 

 

マクロ経済不均衡の監視（surveillance）プロセス 

 
欧州委員会が、マクロ経済不均衡を測る指標スコアボードを使って、加盟国間
の過大なマクロ経済不均衡が存在するかどうかを調査（review）します。 

 

ステップ 1  年次警戒メカニズム報告書（AMR=Alert Mechanism Report）を作成・公表 欧州委

員会（Commission）が、マクロ経済均衡を測る指標スコアボードを使って評点。すべての EU
加盟国に関する「年次警戒メカニズム報告書（AMR=alert mechanism report）を作成したうえ
で公表します（EU規則 1176／2011号 3条）。 

ステップ 2  再調査（IDR=in-depth reviews）の実施 AMRでさらに調査が必要とされたユー

ロ加盟国に対しては、欧州委員会（Commission）が該当国の当局者の協力を得て、再調査
（IDR=in-depth reviews）を実施します（EU規則 1176／2011号 5条）。【例えば、2017年
期では 13か国（ブルガリア、クロアチア、キプロス、フィンランド、仏、独、アイルランド、
イタリア、オランダ、ポルトガル、スロバキア、スペイン、スウェーデン）が再調査の対象】 

ステップ３ 再調査結果：①問題なし（no problem／unwinding）、②不均衡あり（imbalance 

exists／persisting）または③過大な不均衡あり（excessive imbalance exists／aggravating） 

ステップ４ ヨーロピアン・セメスターのサイクル内での観察（モニター） ②「不均衡あり」、また

は③「過大な不均衡あり」と評定された国に対しては、翌年、ヨーロピアン・セメスターのサ
イクル内での観察（モニター）が実施されます（EU規則 1176／2011号 9条）。EU理事会（EU 
Council）の担当部は、その国にマクロ経済不均衡についての詳細なモニター結果報告書を用意
します。 

 
予防的措置、是正勧告＆制裁プロセス 

 
 

 

 

 

 

②マクロ経済的「不均衡あり」と評定された国の場合 マクロ経済不均衡是正手続内での

予防的措置（preventive arm of the MIP）が取られます（EU規則 1176／2011号 6条）。 

 

ステップ1  ヨーロピアン・セメスターのサイクル内での予防措置の勧告 マクロ経済的「不均

衡あり（imbalance exists／persisting）」の国に対しては、マクロ経済不均衡モニター結果報
告は、年次のヨーロピアン・セメスター勧告に織り込む形で該当国に通知されます。 

 
 
 
 
 

 

 

ステップ１ 欧州委員会（Commission）からの勧告（recommendation）と、当該国の是正行動

計画 欧州委員会（Commission）は、「「過大なマクロ経済的不均衡あり過大な不均衡あり
（excessive imbalance exists／aggravating）」と評定した場合、過大な不均衡是正手続
（EIP=excessive imbalance procedure）の開始をEU理事会（EU Council）に勧告します。 
当該国は、定められた期限までに是正行動計画（CAP=corrective action plan）の策定を義

務づけられます。CAPには、是正策の詳細と実施工程を明示する必要があります。CAPは、
EU理事会（EU Council）で承認されなければなりません。CAPは、欧州理事会で十分かど
うか判定されます。不十分と判定されますと、再提出が求められます。再提出後も不十分と
判定されると、年のGDP0.1%相当の課徴金が賦課されます。 

ステップ２ 当該国が是正行動計画を作成しない場合の無利子予約金の強制 CAPは、欧州

委員会とEU理事会が実施状態をモニターします。実施状態が思わしくないと判断された場
合、あらたな実施期限が勧告され、年のGDP0.1%相当の無利子の預託金が求められます。 

ステップ３ 当該国が是正行動計画を作成しても実施しない場合や欧州委員会（Commission）

の勧告を遵守しない場合、制裁としての年GDP０．１％相当額の課徴金の賦課 欧州委員会とEU
理事会は、その後もCAPが実施されていないと判定した場合、制裁として当該預託金は没収さ
れます。 
 

③「過大なマクロ経済的不均衡あり」と評定された国の場合 過大な不均衡是正手続

（EIP=excessive imbalance procedure）内での是正措置（correction arm of the EIP）が取
られます（EU規則 1176／2011号 7条、8条）。 
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◎�自国の主権の一部を EU に移譲することへの国民

の反発はないのか

（Ｑ）EU に加入することは、加盟国が、自国の主

権の一部を EU に委譲することにもつながるわけ

ですが、私たち日本人からすれば、日本がアメリ

カの１州になるようなもので、素直には受け取れ

ないのですが？？

（Ａ）そうですね。イギリスのブリイグジット

（Brexit）、「EU 離脱」は、まさに、そうした国民感

情を反映した結果のようにもみえます。ただ、国

民投票の結果は、僅差でしたから、イギリスに有

利な条件で EU から完全に離脱するには、相当の政

治力と忍耐が必要です。

　イギリスは、EU 加盟後も、ユーロには参加せず

に独自の通貨、ポンドを維持してきたし、ローマ・

カトリック教会から巣別れしイングランド国教会

（Church of England）という独自の国教会制度を

立ち上げたレガシーもあります。大陸とは違うん

だ、という大英帝国の伝統が脈々と息づいている

のかも知れません。

　EU における「財政統合（予算枠組統合）」とは、

すでにふれたように、EU 加盟国が財政政策（予算

編成）の主権を（一部）放棄し、EU に移譲すると

いうことです。最終的には、ユーロ圏加盟国に、ユー

ロ圏共通予算を導入することにあります。もっと

も、現在の EU は、ユーロ圏共通予算を真摯に議論

できる余裕はありません。なぜならば、EU は、ブ

リイグジット（Brexit）で、EU 全体の財政（予算）

の穴埋めをどうするかが喫緊の課題となっている

からです。

　ユーロ圏各国は、すでに金融制度統合（銀行統合）

を実施し欧州中央銀行（ECB=European Central 

Bank）に委ねています。

　EU は、「財政統合（予算枠組統合）」への一歩と

して、均衡予算原則（balanced budget principle）

をベースとする財政規律（fiscal rules ／ fiscal 

disciplines）を強化するための仕組みを導入しま

した 2008 ～ 9 年からはじまった債務危機、ユーロ

危機では、一連の財政悪化防止策や財政悪化是正

策を講じるなど、試行錯誤の連続でした。こうし

た防止策や是正策は、EU の財政憲法とも称される

1997 年の安定成長協定（SGP）を軸に進められたわ

けです。大きな流れを源流にある SGP の存在をど

う評価するかは、難しいところがあります。

◎�むすびにかえて～ 2013 年以降の経済成長に配慮

した財政規律緩和の動き

（Ｑ）2013 年以降、EU 各国は、経済の安定成長

を優先し、緊縮財政のペースを緩めていると聞き

ますが、どうなのでしょうか？

（Ａ）多くの加盟国は、財政悪化の是正には、緊縮

財政（austerity）は必要悪として、EU の是正勧告

に従ってきました。しかし、その一方で、緊縮財

政による景気悪化の影響で、政権維持が困難にな

る体験もしました。政権の安定には、経済成長と

緊縮財政のバランスを取る必要性に迫られるよう

になってきました。

　2013 年 以 降、 加 盟 国 の 多 く が 緊 縮 財 政

（austerity）政策を軌道修正し、財政規律（fiscal 

governance）を緩和する方向に舵を切っています。

欧州委員会（Commission）も、経済成長に配慮し、

SGP（安定成長協定）の例外（exceptional events

／ exceptional circumstances）規定を緩く適用す

ることで、各加盟国の財政政策の軌道修正を容認

する姿勢に転じました。つまり、問題とされた加

盟国が、実質 GDP 成長率がマイナスになったとか、

潜在成長率を下回る低成長が長期にわたり続き、

生産が累積的に失われているとかが原因で生じた

過大財政赤字を、暫定的、一時的とみなすことで、

EDP（過大財政赤字是正手続）による是正勧告が回

避されるようになってきています。

（Ｑ）SGP（安定成長協定）の「例外規定」とは、

どのような内容なのですか？

（Ａ）SGP（安定成長協定）の「例外規定」とは、

やさしくいえば、景気が悪化する加盟国や主要な

構造改革を実施しようとする加盟国に対して、財

政赤字の削減のペースをしばらくの間緩めること

を認めるものです。

　2014 年 10 月 22 日に、欧州委員会（Commission）

のユンケル（Jean-Claude Juncker）委員長は、

欧州議会（European Parliament）での、委員長

（President of the European Commission）への就

任演説を兼ねて、「ヨーロッパの新生：雇用、成長、

公正および民主的変革に向けた私の公約（A New 

Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, 

Fairness and Democratic Change）」と題する政治

ガイドライン（Political Guidelines）を公表し

ました。このガイドラインのなかで、EDP の適用除
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外となる「主要な構造改革」と判断する要件を緩

和し、そうした改革を実施しようとする加盟国に

対して EDP 手続を積極的に開始しない方向に舵を

きる政策を打ち出しました。

（Ｑ）ここでいう EDP 適用除外となる要件の「主

要な構造改革（major structural reforms）」と

はどういった内容なのでしょうか？

（Ａ）「主要な構造改革」とは、潜在成長率や財政

の持続可能性を増進し、かつ、法制化された改革

を意味します。まあ、ここでは、これ以上メスを

入れて詳しく説明することは避けますが・・・。

　いずれにしろ、加盟国が法令で「構造改革」に

努力する姿勢をはっきりと謳えば、ヨーロピアン・

セメスター【財政計画（予算案）の定期的監視制度】

に基づいて EU に提出した現実の財政計画（予算案）

に少々難があっても、見逃して、直ちに厳しい勧

告ないし是正手続（EDP）は取らないとするもので

す。これは、懲罰をちらつかせながらの加盟国へ

の財政（予算）規律の強制、緊縮財政の要求などは、

当事国への内政干渉、主権侵害とも映ることへの

政治的な配慮とも取れます。

　それから、欧州委員会（European Commission）

は、2015 年 1 月に、例外規定適用に関する新た

な「FAQ ガイダンス」を出しました（European 

Commission, FAQ: Guidance to encourage 

structural reforms and investment （Strasbourg, 

13 January 2015））。

　このガイダンスでは、EU が、加盟国の財政計画

（予算案）が EDP 適用除外に該当するかどうかを精

査する場合には、①法制化された構造改革のみな

らず、②計画段階の構造改革も含めて財政赤字の

削減計画を検証することに方針を転換する旨あき

らかにしています。

　このガイダンスに対しては、ドイツや ECB（欧

州中央銀行）は、財政規律の緩みにつながり、こ

れまで進めてきた財政赤字削減の努力が無に帰

してしまうと批判しています〔詳しくは、Mario 

Draghi, President of the ECB, 〟Structural 

reform in the euro area,〟 （EUB, 18 October, 

2017）〕。

　いずれにしろ、2013 年以降、景気や雇用に配慮

して、SGP（安定成長協定）の例外規定が次第に

幅広く適用されるようになり、財政規律／予算規

律は緩み、全体として緊縮財政（austerity）の

ペースは落ちてきています。この背景には、加盟

各国の主権（national sovereignty）の移譲を受

けて行われる EU の政治面での統合（political 

integration）が遅々として進んでないことがあり

ます。

　「EU の政治統合」は難題です。EU が、各加盟国

の国民の意思を排除し、急進的な政治統合、統一

的な政策統合を進めようとすると、加盟各国政府

は国民の激しい反発を受けます。難民の各加盟国

への割当ケースが典型です。東欧の加盟国のよう

に、過激なナショナリズム、右派政党の台頭をゆ

るすなど副作用も大きいわけです。

　EU の「財政統合／予算の枠組統合」を旗頭に年々

強化される〝緊縮財政〟もまた然りです。EU の財

政規律ルールでは、公的債務は GDP 比 60％以内を

上限に加盟各国に財政（予算）運営を行うように

求めています。しかしこのルールを厳格に適用す

ることは、経済が低迷している加盟国にとっては、

政権の命取りになりかねないわけです。

　これは、日本の政権の公的債務比率と比べれば

よくわかります。IMF の統計によると，地方政府や

社会保障基金を含む日本の一般政府の公的債務は

約 1,200 兆円、対 GDP 比で 240% にも上ります。口

では財政再建の題目を唱えるものの、政権維持を

優先し、国民に緊縮財政を強いることには及び腰

になるのは、どこの国でも同じなわけです。

【注記】

この「Q&A：EU 財政法入門塾（１）」は、筆者が、

2018 年 4 月 14 日に、日本財政法学会後援で、東京

都内、日本大学大学院法学研究科で行われたポーラン

ド・マリー・キュリー・スクヴォドフスカ大学財政法

学部（Department of Financial Law,  University of 

Maria Curie Skłodowska in Lublin, Poland）アン

ソニー・ハナッシュ教授（Prof. Dr. Antoni Hanusz）

の講演「EU 法における過大な政府債務の削減とポー

ランド法制への影響（The reduction of excessive 

government debt in the European Union law　

and its impact on the Polish legal system）」【財政

法叢書 36 号（日本財政法学会、2019 年 10 月刊）所収】

の通訳、聴講者の便宜のために用意・公表した資料「図

説：EU 法と EU 財政法の基礎～ EU の財政統合（予算

枠組統合）のゆくえ」に加筆し、Q&A 形式にまとめた

ものです。あくまでも tentative なもの（未定稿）であ

り、内容の正確性については一切責任をもちませんの

で、了解ください。 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石村耕治）
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《解説 A》　

　EU の財政規律確保のための基礎的な法的枠組み

（EU’s basic fiscal governance legal framework）

は、EU 運営条約（TFEU）と EU 運営条約（TFEU）

の附属議定書第 12 号（Protocol（No 12） on the 

excessive deficit procedure）を読めばわかりま

す。

　そこで、EU の財政規律確保のための基礎的な法

的枠組みの理解を助けるために、EU運営条約（TFEU）

第 126 条の全条文を邦訳〔仮訳〕し、TFEU 附属議

定書（Protocol No 12）（EDP 関係）の要約を付け

ておきます。

《EU 運営条約（TFEU）第 126 条の規定〔仮訳〕》

　第 1 項　加盟国は、過大な政府赤字を回避する

ものとする。

　第 2 項前段　欧州委員会（Commission）は、総

誤差（gross errors）を確認するという

観点から、加盟国の予算状態（budgetary 

situation）と政府債務の累積の展開につい

て経過観察（monitor）を行う。この場合に

おいて、次のような 2 つの基準（criteria）

に従い、予算規律（budgetary discipline）

の遵守状況を検査（examine）する。

　　第 a 号　計画されたまたは現実の政府赤字

（government deficits）比率が GDP〔国民

総生産〕比で基準値（reference value）

を超えているかどうか。ただし、次の場合

を除く。

　　　　・ 当該比率が、実質的かつ継続的に減少

し、当該基準値に近い水準に達してい

る。または、

　　　　・ 当該基準値を超える過大額は、たんに

例外的かつ一時的なものであり、かつ

当該比率は基準値に近い。

　　　第 b 号　政府債務（government debt）が

GDP 比で基準値を超えているかどうか。

ただし、その比率が、十分に減少してお

り、かつ満足できるペースで当該基準値

に近づいている場合は別である。

　第 2 項後段　基準値は、この条約（TFEU）に附

属する過大赤字是正手続に関する議定書に定める。
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【 資 料 集 】

石 村 耕 治 （ JTI 代表・白鷗大学名誉教授）

資料 1　EU 運営条約（TFEU）126 条の規定〔仮訳〕
資料 2　EU 運営条約（TFEU）第 121 条と 136 条の規定〔仮訳〕
資料 3　1997 年安定成長協定（SGP ＝ Stability�&�Growth�Pack）〔仮訳〕
資料 4　2013 年安定成長協定（TSCG）タイトル III　財政協定〔仮訳〕
資料 5　EU 規則 1176 ／ 120111 号（マクロ経済不均衡の防止および是正関係）2011 年 11 月 16 日〔仮訳〕

資料 1

EU 運営条約（TFEU）126 条の規定〔仮訳〕

EU 運営条約（TFEU）第 126 条

TFEU 附属議定書（Protocol No 12）（EDP 関係）

《過大赤字是正手続に関する附属議定書第 12 号（EDP

関係）〔要約〕》

　第 2 項後段を受けて、EU 運営条約（TFEU）の

「過大赤字是正手続に関する附属議定書第 12 号

（Protocol（No 12） on the excessive deficit 

procedure）」が定められている。同附属議定書（EDP

関係）では、過大な政府〔財政〕赤字（excessive 

government deficits）とは、 （a）財政（予算）赤字

基準（deficit criterion）と（b）公的債務基準（debt 

criterion）で判定される旨定める。

　同附属議定書（EDP 関係）は、セーフハーバー

となる具体的な基準値（reference value）につい

て、第 1 条で、「過大（excessive）」とは、政府赤字

（government deficit）については対 GDP 比 3％を超

える場合、政府債務（government debt）については、

対 GDP 比 60％を超える場合を指すものとする。

　また、同附属議定書（EDP 関係）第 2 条は、さ

ま ざ ま な 文 言 を 定 義 す る。 具 体 的 に は、「 政

府（government）」 を「 一 般 政 府（general 
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　第 3 項前段　加盟国が、これらの基準の１つま

たは双方の要件を充たしていない場合、欧州

委員会（Commission）が、報告書（report）

を作成する。欧州委員会の報告書では、政

府 赤 字 が 政 府 投 資 支 出 額（government 

investment expenditure）を超えているのか、

ならびに中期経済および予算概観を含む他

の関連要因についても検証するものとする。

　第 3 項後段　欧州委員会（Commission）は、こ

の基準の要件には該当しない場合であって

も、加盟国に過大な赤字のおそれ（a risk 

of an excessive deficit exists）があると

する意見を有するときには、報告書を作成す

るものとする。

　第 4 項　その意見は、欧州委員会（Commission）

内にある経済財政委員会（Economic and 

Financial Committee）が作成する。

　第 5 項　欧州委員会（Commission）が、過大赤

字がある、または過大赤字になり得る（an 

excessive deficit exists or may occur）」

との意見（opinion）を付けて当該加盟国に

報告する場合には、その報告書は、EU 理事

会（EU Council）にも送付される。

　第 6 項　EU 理事会（EU Council）は、欧州委員

会（Commission）の提案（proposal）および

当該加盟国からの見解を含め総合的な評価

をしたうえで、過大な赤字があるかどうかの

決定をする。

　第 7 項　EU 理 事 会（EU Council） が、 過 大

な赤字があると決定した場合、EU 理事会

（EU Council）は、遅滞なく、欧州委員会

（Commission）の勧告（recommendation）に

基づいて、検査期間終了までの状況の検証結

果を添えて、当該加盟国に出す勧告を採択す

る。ただし、当該勧告は、原則として非公開

とする。

　第 8 項　EU 理事会（EU Council）は、勧告を受

けた加盟国が、指定された期間内に勧告に

沿った効果的な行動を取らなかったと判断

した場合、当該勧告は公開される。

　第 9 項前段　加盟国が、EU 理事会（EU Council）

の勧告を実施しなかった場合、EU 理事会（EU 

Council）は、指定された期間内に、その加

盟国に対して、EU 理事会が状況を改善する

に必要とされる赤字削減対策を通知する決

定を行うことができる。

　第 9 項後段　この場合において、EU 理事会（EU 

Council）は、その加盟国の調整努力を検証

するために当該加盟国に対し指定した期間

内に報告するように求めることができる。

　第 10 項　EU 運営条約（TFEU）第 258 条および第

259 条に規定される訴訟を提起する権利は、

本条第 1 項から第 9 項の適用に関しては、

それを行使することはできない。

　第 11 項前段　加盟国が、第 9 項に基づいて取ら

れた決定に従わない場合、EU 理事会（EU 

Council）は、事例に応じて、次に掲げる 1つ

以上の措置の適用を決定することができる。

　　　・ 当該加盟国に対して、EU 理事会（EU 

Council）が指定するところに従い、債券

を発行する前に、追加的な情報を公開す

るように求めること。

　　　・ 欧州投資銀行（EIB）に対して当該加盟国

に対する貸出政策を再考するように要請

すること。

　　　・ 当該加盟国に対して、過大赤字が是正さ

れるまで、EU 理事会（EU Council）の見

解において適切とされる額の無利子の預

託金を EU に供するように求めること。

　　　・適切な額の過料（fines）を科すこと。

　第 11 項 後 段　EU 理 事 会（EU Council） 議 長

（President）は、その決定を欧州議会（EP）

に通知するものとする。

　第 12 項　EU 理事会（EU Council）は、自らの判

断において、加盟国の過大な赤字が是正さ

れた範囲内で、第 6 項ないし第 9 項および

第 11項に基づく決定もしくは勧告の一部ま

たは全部を撤回するものとする。EU 理事会

（EU Council）は、すでに勧告を公開してい

る場合には、できるだけ速やかに第 8 項の

もとでされた決定を撤回し、当該加盟国に

は過大な赤字がもはや存在しない旨の意見

を公表するものとする。

　第 13 項前段　EU 理事会（EU Council）は、第 8

項、第 9 項、第 11 項および第 12 項に基づ

く決定または勧告を行う場合、欧州委員会

（Commission）の勧告に基づいてそれを行う
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government）、 す な わ ち、 中 央 政 府（central 

government）、地域または地方政府（regional or 

local government）および社会保障基金（social 

security funds）」と定義している。加えて、「赤字

（deficit）」を「純借入（net borrowing）」、「債務

（debt）」を「総借入額（total gross debt）」と定義

している。



ものとする。

　第 13 項中段　EU 理事会（EU Council）は、第 6

項ないし第 9 項、第 11 項および第 12 項に

基づく措置を採択する場合、EU 理事会（EU 

Council）に出席する当該加盟国の投票を考

慮することなしに、それを行うものとする。

　第 13 項後段　当該加盟国を除く他の EU 理事会

（EU Council）構成員からなる適格多数とは、

EU 運営条約（TFEU）第 238 条第 3 項第 a 号

に定めるところによる。

　第 14 項前段　本条に定める手続実施に関する詳

しい定めは、この条約（TFEU）の過大赤字

是正手続に関する附属議定書（EDP 関係）

で定める。

　第 14 項中段　EU 理事会（EU Council）は、特別

の立法手続に従い、かつ欧州議会（EP）お

よび欧州中央銀行（ECB）との協議を経た

うえで、全会一致で、前記附属議定書（EDP

関係）を修正するための適切な規定を採択

するものとする。

　第 14 項後段　EU 理事会（EU Council）は、本

項の前段、中段に基づき、欧州委員会

（Commission）の提案を基に、欧州議会と協

議のうえ、前記附属議定書（EDP 関係）を

適用するための詳しいルールおよび定義を

定めるものとする。

《解説 B》

　TFEU126条は、多国間共同監視手続（MSP=multilateral 

surveillance procedure）、 過 大 赤 字 是 正 手 続

（EDP=excessive deficit procedure）の法的基礎を定めた

ものです。欧州委員会（Commission）は、各加盟国

の財政（予算）計画または実際に財政赤字が附属

議定書第 15 号（EDP 関係）に定める基準値を超え

ていないかどうかを検査する権限を有しています。

「過大な政府〔財政〕赤字」の存在の有無は、原則

として、当該加盟国が、（a） 財政（予算）赤字基

準（deficit criterion）【対 GDP 比 3％】か、（b） 

公的債務基準（debt criterion）【対 GDP 比 60％】か、

いずれかの要件を超えていないかどうかで判定し

ます。欧州委員会（Commission）は、判定結果を

報告書（report）にまとめるように求められます。

　欧州委員会（Commission）が、検査した加盟国

に対して➊「〇問題なし（no excessive deficit 

exist）」とする報告をする場合、その報告書に

は、政府赤字が政府投資支出額（government 

investment expenditure）を超えているか、中

期経済・予算状況を含む他の関連要因について

も記載するように求められます。一方、欧州委

員会（Commission）が、調査した加盟国に対し

て➋「▲過大赤字のおそれあり（a risk of an 

excessive deficit exists）」 の 意 見（opinion）

を付けて報告する場合、その報告書は、欧州委員

会（Commission）内にある経済財政委員会（Economic 

and Financial Committee）が作成することになっ

ています（TFEU126 条 4 項）。これに対して、欧

州委員会（Commission）が、検査した加盟国に対

して➌「×過大赤字あり、または過大赤字にな

り 得 る（an excessive deficit exists or may 

occur）」の意見（opinion）を付けて報告する場合、

その報告書は、EU 理事会（EU Council）にも送付

されます（TFEU126 条 5 項）。

　EU 理 事 会（EU Council） は、 欧 州 委 員 会

（Commission）の提案（proposal）および当該加盟

国からの見解を含め総合的な評価をしたうえで、

過大な赤字があるかどうかの決定をすることに

なっています（TFEU126 条 6 項）。

　このように、欧州委員会（Commission）は、

TFEU126 条を典拠にして、各加盟国に EU の財政（予

算）規律の遵守を求めているわけです。もちろん、

債務危機を契機に、その後さまざまな一次法や二

次法が制定され、多角的監視手続（MSP）、さらに

は是正手続（EDP）に対し硬軟織り交ぜた対応を繰

り返しています。したがって、わかりやすくいえば、

ここで紹介しているのは、あくまでも、〝母屋〟の

部分で、その後さまざまな〝増改築〟が行われて

いるということです。

　後に詳しく解説するように、TFEU121 条 1 項は、

各国の経済政策（economic policies）を共通関心

事項（a matter of common concern）とみなし、

EU 理事会がその調整をするとしています。政府（財

政／予算）赤字と政府（公的）債務に関する多角

的監視手続（MSP）、予防措置（preventive arm）は、

TFEU121条3項・4項に準拠して開始されます。一方、

再度確認する意味でいうと、是正措置（corrective 

arm）としての過大財政赤字是正手続（EDP）は、

TFEU126 条に準拠して開始されます。

78 © 2019  国民税制研究所  JTI

【資料集】 《Q&A》 現代 EU財政法入門塾

  JTI  税務ニューズ№４（2019.5.30）



79

【資料集】 《Q&A》 現代 EU財政法入門塾

《解説》

　EU は、2011 年に、経済政策統合をすすめる観点

から、新たにマクロ経済不均衡監視（microeconomic 

imbalance surveillance）制度、過大マクロ経済

不均衡是正手続（EIP=excessive microeconomic 

imbalance procedure）を導入しました。EIP は、

EU 規則（1175 ／ 2011 号、1176 ／ 2011 号など）に

基づいて実施されていますが、その典拠となるの

は EU 運営条約（TFEU）第 121 条と第 136 条です。

そこで、EU 運営条約（TFEU）の双方の全条文を邦

訳〔仮訳〕します。

《EU 運営条約（TFEU）第 121 条の規定》

　第 1 項　加盟国は、その経済政策を共通関心事項

とみなし、第 120 条の規定に基づいて、EU 理

事会において当該事項を調整するものとする。

　第 2 項 前 段　EU 理 事 会 は、 欧 州 委 員 会

（Commission）の勧告に基づき、欧州連合

（Union）と加盟国の経済政策に関する包括的

指針（broad economic policy guidelines）

草案を策定し、かつ欧州理事会に対しその調

査結果（findings）を報告するものとする。

　第 2 項中段　欧州理事会は、EU 理事会からの報

告に基づき、欧州連合と加盟国の経済政策に

関する包括的指針の結論を議論するものと

する。

　第 2 項後段　EU 理事会は、この結論に基づき、

包括的指針を定めた勧告を採択するものと

する。EU 理事会は、その勧告を欧州議会に

通知するものとする。

　第 3 項前段　EU 理事会は、経済政策により密接

な調整を行い、かつ加盟国の経済動向の持続

的な共通化を行うために、第２項に規定する

包括的指針に基づき欧州連合と加盟国の経

済発展および経済政策の共通化について経

過観察するものとし、かつ定期的に相対的な

評価を実施するものとする。

　第 3 項後段　多国間共同監視のため、加盟国は、

経済政策分野で取る重要な措置に関する情

報その他必要と思われる情報を欧州委員会

に提出するものとする。

　第 4 項前段　第 3 項に規定する手続に基づき、

加盟国の経済政策が第 2 項に規定する包括

的指針と一致しない、または経済通貨統合の

適切な運営を危殆に陥れると思われる場合に

は、EU 理事会は、欧州委員会の勧告に基づき、

関係加盟国に対して警戒を発することができ

る。EU理事会は、欧州委員会の提案に基づき、

当該勧告の公表を決定することができる。

　第 4 項中段　本項に基づき、EU 理事会は、当該

関係加盟国が出席する EU 理事会の構成員投

票によることなしに、これを行う。

　第 4 項後段　EU 理事会の他の構成員による特定

多数（qualified majority）については、第

238 条第 3項第 a号に定めるところによる。

　第 5 項　EU 理事会議長は、多国間共同監視の結

果を欧州議会に報告するものとする。EU理事

会が、その勧告を公開する場合には、EU 理事

会議長を、欧州議会の関係委員会（competent 

committee）に招聘することができる。

　第 6 項　欧州議会および EU 理事会は、通常立法

手続に基づく規則を使って、第 3項および第

4 項に規定する多国間共同監視手続にかかる

詳しいルールを採択することができる。

　　

《EU 運営条約（TFEU）第 136 条の規定》

　第 1 項　経済通貨統合の適切な運営を行うため

に、条約の関係規定に基づき、EU 理事会は、

関係手続に関する第 121 条および第 126 条に

規定するところに従い、第 126 条第 14 項の

規定する手続の場合を除き、次の目的のため

に、ユーロを通貨とする加盟国を対象とする

措置を採択するものとする。

　　第 a 号　予算規律の調和および監視を強化す

ること。

　　第 b 号　経済政策指針を策定し、当該指針が

欧州連合全体に行きわたりかつ監視され

るようにすること。

　第 2 項前段　第 1 項に定める措置について、EU 理

事会においては、ユーロを通貨とする加盟国の

構成員のみが出席し、投票することができる。

　第 2 項後段　当該構成員からなる特定投票につ

いては、第 238 条第 3項第 a号に定義すると

ころによる。

　第 3 項　ユーロを通貨とする加盟国は、ユーロ

圏全体の安定性保全のために必要な際に稼

動する安定メカニズムを確立することがで

きる。当該メカニズムのもとで付与される金

融支援には、厳しい要件を付す。
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資料 2

EU 運営条約（TFEU）第 121 条と第 136 条の規定
〔仮訳〕



　EU 条約（TEU）は、経済通貨統合（EMU=Economic 

and Monetary Union）の基礎をなす通貨および金

融原則を明確に規定する。

　単一通貨政策の主な目的は、価格安定を維持す

ることに加え、EU の一般的な経済政策を維持する

ことである。通貨政策の運営（management）は、

自由競争に基づく解放市場経済の諸原則に従って

行われなければならない。

　財政政策（fiscal policy）内で、ユーロ圏諸国は、

EU 条約に規定されているように、持続可能な成長を

確保するために公的財政を運営しなければならない。

　加えて、経済通貨統合（EMU）参加国の財政共通

化を継続的に保障しようという見解のもと、安定

成長協定（SGP）が採択され、これによりすべての

加盟国は、経済通貨統合（EMU）の円滑な運営のた

めの健全な財政政策の必要性を認識している。

　1997年のアムステルダムの欧州理事会（European 

Council）で 1997 年 6 月に採択された協定（Pack）

は、2つの核となる視点から構築されている。１つ

は、防止（preventive）のための、EU 条約で設定

された赤字は GDP 比 3％以上の上限を超える前に予

算のずれを確認しかつ是正する早期警戒システム、

もう 1 つは、過大赤字を防止し、かつ上限を超え

る場合に早急にそれを是正する措置を取るための

一連の抑止ルール（dissuasive rules）です。

　ユーロ圏加参加加盟国は、自国の中期予算目標

（MTO ＝ medium-term budgetary objectives）を均

衡（balance）または黒字（in surplus）にするよ

うに義務づけられている。

　協定（Pack）は、次のような 3 つの法的拘束力

を有する要素で構成される。

　第１　加盟国に厳格な義務を負わせ、欧州委

員会（Commission）および EU 理事会に安定成長

協定（SGP）を実施するための欧州理事会の決議

（European Council Resolution）：加盟国が中期に

おける均衡予算を均衡または黒字に近づけるため

に取る。

　第２　予算配置の監視ならびに経済政策の監視

および調整を強化するための EU 理事会規則（EU　

Council regulation）：ユーロ参加加盟国は、自

国の中期予算目標（MTO）その他関連情報を記載

した安定計画（stability programmes）を提出す

る。この計画の要点は、自国の中期予算目標（MTO）

が均等または黒字に組まれていることの明細書

（specification）になることである。このことから、

加盟国は、赤字に関する 3％の基準値に違反するこ

となしに、非周期的な財政政策を実施することが

認められる。

　経済政策の調整の一部として、ユーロ圏に参

加していない加盟国は、安定計画（stability 

programmers）の内容に近い、共通化計画を提出す

るものとする。ただし、その計画には、できる限

り広範分野、とりわけ、通貨政策目的、なかでも

為替レートおよびインフレについて、を含めるも

のとする。

　これらの計画は、共通化基準（convergence 

criteria）のいくつかをいまだ充たしていない加

盟国の事情に対応するものである。EU 理事会は、

定期的に安定計画および共通化計画の双方を検査

（examine）している。目標から著しいずれが確認

される場合、EU 理事会は、関連加盟国に対して

勧告（recommendation）を出すことができる。こ

の勧告は、早期警戒メカニズム（early-warning 

mechanism）を構成する。

　第３　安定成長協定（SGP）の最後の要素

は、過大赤字是正手続（EDP=excessive deficit 

procedure）の迅速化と明確化に関する EU 理事会

規則である。この規則によると、例外的状況に該

当しない限り、赤字は過大とされ、EU 理事会は、

直ちに関係加盟国に対して勧告を出す。最大で 4

か月間、当該加盟国は、状況を是正する効果的な

行動（effective action）を取るための期間が認

められる。ただし、EU 理事会は、当該加盟国が取っ

た措置が効果的ではないと判断する場合には、次

の段階の手続を開始する。

　最終的には、過去 10 か月の過大赤字の存在を示

す数値報告に基づき、適切な制裁（sanctions）が

かされる。制裁は、問題の加盟国に対する無利子

の預託金（non-interest bearing deposit）の納付、

さらには EU 条約（TEU）に予め定められた非金銭的

制裁（non-pecuniary sanctions）を含む。預託金は、

原則として、過大赤字が 2 年以内に是正されない

場合には、過料（fines）に転換される。上限があり、

年間預託金額の GDP 比の 0.5% までである。

　例外状況すなわち、自然災害または激しい経済

不況のような場合には、赤字が GDP 比の実数値が

3% を超えていても、この EDP 手続を回避できる。

少なくとも GDP 比年 2％の下降がある場合には、当

然、例外的な経済不況にあたるものとみなされる。
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資料 3

1997 年安定成長協定（SGP ＝ Stability�&�Growth�
Pack）〔仮訳〕
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年間 GDP 比の実数値が、0.75% から 2％下落する場

合で、問題の加盟国がその下落が例外事例に該当

すると主張するときには、EU 理事会は、当該加盟

国が提出した証拠資料に基づいて判定する。

《解説》

　財政協定（Fiscal Compact）は、2013 年の安定、

調整およびガバナンスに関する条約（TSCG=Treaty 

on Stability, Coordination and Governance in 

the Economic and Monetary Union）【通称で、「財

政安定条約（Fiscal Stability Treaty）」】の 1部

をなすものです。すなわち、財政安定条約（TSCG）

タイトル III：財政協定（Fiscal Compact）は、ユー

ロ圏における真の〝財政安定統合（real fiscal 

stability union）〟を目指し、1997 年の SGP〔安

定成長協定〕にうたわれた基本理念を強化する規

定です。

タイトルⅢ　財政協定（Fiscal�Compact）第 3条～第 8条
第 3条

　第 1 項　締約国は、欧州連合法（EU law）のも

とでの自己の義務として偏見なしに本項に

定めるルールを適用するものとする。

　　第 a 号　締約国の一般政府の予算状況は、均

衡（be balanced）であるかまたは黒字（in 

surplus）であるものとする。

　　第 b 号　第 a 号のもとでのルールは、一般政

府のその年の構造的均衡が、改訂された安

定成長協定（SGP）に定義される国別中期

目標で、構造的な赤字が国内総生産（GDP）

の 0.5％以下である場合には、遵守されて

いるとみなす。締約国は、自己の中期目標

に向けて共通化を急ぐものとする。共通化

の時間枠は、国別持続性リスクを考慮して

欧州委員会が提案する。中期目標に関し

て、および中期目標に向かった進展につい

ては、改訂された安定成長協定（SGP）の

基準に照らして構造的バランスについて

の相対的な査定に基づき評価するものと

する。この場合においては、裁量的な歳入

措置のなかの純歳出の分析を含む。

　　第 c 号　締約国は、第 3 項第 b 号に定義され

るような、中期目標達成に向けて調整中で

あるなど例外的な状況にある場合に限り、

自己の中期目標から暫定的に逸脱するこ

とができる。

　　第 d 号　一般政府の債務比率が、GDP 比で

60％よりも著しく低く、かつ、公的財政に

かかる長期の持続性のリスクも低い場合、

第 b項のもとで定められた中期目標の構造

的な赤字は、国内総生産（GDP）の 1％以

下までとする。

　　第 e 号　中期目標からの逸脱が顕著である場

合または中期目標達成に向けて調整中で

ある場合、是正メカニズム（correction 

mechanism）は自動的に発動される。当該

メカニズムは、関係締約国が指定された期

間に逸脱を是正する手段を講じる義務を

含む。

　第 2 項　第 1 項に定めるルールは、本条約が発

効後 1年以内に締約国の国内法上の拘束力を

有し、かつ永続性のある規定、できれば憲法、

その他国の予算過程において十分に遵守さ

れる規定により効力を有するものとする。締

約国は、欧州委員会が提案、実施する是正行

為の性格、範囲および期間枠、ならびに例外

的な状況および第 1項に規定するルールの遵

守状況を監視する締約国段階での所管機関

の役割および独立性に関する一般原則に基

づいて第 1項第 e号に規定する国内レベルの

是正メカニズムを導入するものとする。当該

是正メカニズムは、締約国議会の権能を十分

に尊重するものとする。

　第 3 項　本条において、欧州連合条約に附属す

る議定書第 12 号（Protocol（No 12） on the 

excessive deficit procedure）第 2 条に定

める定義を適用する。

　　　　加えて、本条においては、次の定義を適　

　　　用する。

　　第 a 号　「一般政府の年間の構造的バラン

ス（annual structural balance of the 

general government）」とは、一時的かつ

暫定的措置を差し引いた年周期の調整さ

れたバランスを指す。

　　第 b 号　「 例 外 的 状 況（exceptional 

circumstances）」とは、改訂された安定成

長協定（SGP）に規定するような一般政府

の財政状態に重要なインパクトを及ぼす、

または深刻な経済不況のような、関係締約

国のコントロールが効かない非日常的な

資料 4

2013 年財政安定条約（TSCG）タイトルⅢ　財政
協定〔仮訳〕
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問題が生じた事例を指す。ただし、関係締

約国の一次的な逸脱が中期の財政持続性

を危険に陥れない場合は別である。

第 4条

　締約国の一般政府の債務の DGP 比率が、欧州連

合条約に附属する議定書第 12（Protocol（No 12） 

on the excessive deficit procedure）第 1 条に

定める基準値である 60％を超えている場合、過

大赤字是正手続実施の迅速化および明瞭化に関す

る 1997 年 7 月 7 日 EU 理事会（EC）規則 1467 ／

97 号 第 2 条（Council Regulation（EC）No 1476 

of 7 July 1997 on speeding up and clarifying 

the implementation of the excessive deficit 

procedure）、2011 年 11 月 8 日 EU 理事会（EC）規

則 1177 ／ 2011 号（Council Regulation（EC）No 

1177 of 8 November 2011）により修正、に基づい

て、平均で年 0.5％の基準（benchmark）で当該赤

字を削減するものとする。債務基準違反による過

大赤字の存在は、EU 運営条約第 126 条に規定され

た手続に従って決定される。

第 5条

　第 1 項　締約国は、EU が制定した条約のもとで

の過大赤字是正手続の対象となる場合には、

予算・経済連携プログラム（budgetary and 

economic partnership programme）を策定す

るものとする。当該プラグラムは、過大赤字

の是正を効果的かつ持続的に行うために策

定、実施され、詳細な構造改革を含むものと

する。当該連携プログラムは、EU 理事会お

よび欧州委員会に提出して承認を受け、かつ

安定成長協定（SGP）に基づく現行の監視手

続の枠内で経過観察（monitor）に付される。

　第 2 項　予算・経済連携プログラム、および

その一部を構成する年次予算計画（yearly 

budgetary plans）の実施状況は、EU 理事会

および欧州委員会により経過観察を受ける。

第 6条

　締約国は、国債発行計画に対するより良い調整

を受ける観点から、自国の公債発行計画を事前に

EU理事会および欧州委員会に報告するものとする。

第 7条

　ユーロを通貨とする締約国は、EU が制定した

条約の手続要件を完全に遵守している場合で、過

大赤字是正手続（EDP）の枠内において赤字基準

（deficit criterion）に違反しているとされたと

きには、欧州委員会が発出した提案または勧告を

受け入れる義務がある。ただし、この義務は、欧

州委員会の提案または勧告が、ユーロを通貨とす

る締約国間で、関係締約国の立場を考慮すること

なしに、EU が制定した条約の関連規定の準用に

より投票数が計算される特定多数決（qualified 

majority）により否決された場合には、課されな

いものとする。

第 8条

　第 1 項　欧州委員会は、適時に、締約国に対し、

第 3条第 2項に準拠して締約国が採択した規

定に関する報告書を提出するように求める

ことができる。欧州委員会は、関係締約国に

対して経過観察書（observations）を提出す

る機会を得た後に、その報告書において当該

締約国は第 3 条 2 項を遵守していないと結

論づけた場合、1 つ以上の締約国は、当該事

案の審査を EU 司法裁判所に申し立てること

ができる。欧州委員会の報告書から離れて、

ある締約国が、他の締約国が第 3 条第 2 項を

遵守していないと考える場合にも、当該事案

の審査を司法裁判所に申し立てることができ

る。双方の事案において、司法裁判所の決定

（judgment）は、司法裁判所が決定した期間

内に当該決定を遵守するのに必要な措置を講

ずるという手続をその当事者を義務づける。

　第 2 項　締約国は、自己の査定基準または欧州

委員会の査定基準に基づき、他の締約国が第

1 項の定める司法裁判所の決定を遵守するに

必要な措置を取っていないと思う場合には、

司法裁判所に訴えて、EU 運営条約第 260 条

の枠組み内で欧州委員会が制定した次のよ

うな基準に基づき金銭的な制裁をかすよう

に求めることができる。司法裁判所は、当該

締約国が裁判所の決定に従っていないと判

断した場合には、GDP の 0.1％を超えない範

囲内で、一括納付または状況を勘案した適切

額の課徴金（penalty payment）の納付を求

めることができる。自国通貨がユーロである

締約国の場合は、当該課徴金を欧州安定メカ

ニズム（European Stability Mechanism）に

納付するものとする。自国通貨がユーロでな

い締約国の場合は、EU の一般予算（general 

budget）に納付するものとする。

　第 3 項　本条は、EU 運営条約第 273 条内におけ

る締約国間の特別協定（special agreement）

の性格を有する。
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《解説》

　2011 年のシックス・パック（Six-Pack）を典

拠に、従来の「財政監視（赤字＋債務）（fiscal 

surveillance）」制度や「EDP（過大財政赤字是正

手続）」に加え、新たに〝過大なマクロ経済的不均衡〟

の有無をチェックする「マクロ経済不均衡監視

（microeconomic imbalances surveillance）」 制

度が誕生しました（EU 規則 1176 ／ 2011 号）。EIP

（MIP=macro-economic imbalance procedure／マク

ロ経済不均衡監視手続）です。この新たな監視制

度は、EU が、経済政策の統合を目指し、ヨーロピ

アン・セメスターのサイクル内で、指標ポイント

制【3種のミクロ経済不均衡を測る指標スコアボー

ド】で各加盟国のマクロ経済（経済政策）計画を

事前に評価し、EU 基準の遵守を求めるものです。

第 1章　趣旨および定義
第 1条〔趣旨〕

　第 1 項　この規則は、マクロ経済不均衡の探知

（detection）ならびに EU 内におけるマクロ

経済不均衡の防止および是正に関する詳し

いルールを定めるものとする。

　第 2 項　この規則は、予算状態の監視ならびに

経済政策第１の監視および調整の監視に関す

る EC 規則 1466 ／ 97 号を改正する EU 規則

1175 ／ 2011 号（欧州議会および EU 理事会

2011 年 11 月 16 日制定）に定めるヨーロピア

ン・セメスターの状況に適用するものとする。

　第 3 項　この規則の適用においては、EU 運営条

約（TFEU）第 152 条を十分に遵守することと

し、かつこの規則に基づいて発せられる勧告

においては、賃金情報に関する各国内での実

務および制度を尊重するものとする。この規

則は、EU の基本権憲章第 28 条を考慮し、し

たがって、各国の法律および実務に基づく集

団協定の交渉、締結若しくは執行する権利、

または集団行動をとる権利には影響しない。

第 2条〔定義〕

　この規則において、用語の意義は、次のとおり

である。

　第 1 号　「不均衡（imbalances）」とは、加盟国

もしくは経済通貨統合または EU 全体の適正

な経済機能に悪影響を及ぼすまたは及ぼす

おそれのあるマクロ経済的発展を上昇させ

るようないかなる傾向をも指す。　

　第 2 号　「 過 大 な 不 均 衡（excessive 

imbalances）」とは、経済通貨統合の適

正な機能を危殆に陥れるまたは陥れるお

それがあるなど、深刻な不均衡（severe 

imbalances）を指す。

第 2章　不均衡の探知
第 3条　警戒メカニズム

　第 1 項　警戒メカニズム（alert mechanism）

は、不均衡の早期確認および経過観察

（early identification  and monitoring）

を促進することを目的とする。欧州委員

会（Commission） は、 第 4 条 に 規 定 さ れ

る比較的指標基準値を諸指標のスコア

ボードに基づく定性経済および金融評価

（a qualitative economic and financial 

assessment）を含む年次報告書（annual 

report）を準備するものとする。当該年次報

告書は、スコアボードの指標値を含むものと

し、公示される。

　第 2 項　欧州委員会の年次報告書には、不均衡

の展開を評価する場合には、必要に応じて、

諸指標の動向見通しを挿入した経済および

金融評価を含む。スコアボードの機械的な読

取に基づいて結論を導いてはならない。評

価は、EU とユーロ圏における不均衡の展開

を考慮するものとする。また、報告書は、1

つ以上の加盟国の基準値を交差させること

で不均衡が生じる可能性があるかどうかも

表記するものとする。経常収支（current 

account）に巨額の赤字を計上する加盟国の

評価については、経常収支に巨額の累積する

黒字を計上する加盟国の評価とは異なるも

のとなる。

　第 3 項　年次報告書においては、欧州委員会が

点検する加盟国が、不均衡による影響を受け

ている、または受けるおそれがあることを確

認するものとする。

　第 4 項　欧州委員会は、すみやかに当該年次報

告書を欧州議会、EU 理事会および欧州経済

社会委員会（European Economic and Social 

Committee）に送付するものとする。

　第 5 項　EU 理事会は、EU 運営条約（TFEU）第

121 条 3 項に基づく多数国間共同監視の一環
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EU 規則 1176 ／ 2011 号（マクロ経済不均衡の防
止および是正関係）2011 年 11 月 16 日〔仮訳〕



として、欧州委員会の年次報告書の包括的

な評価を実施し、かつ検証するものとする。

ユーログループ【訳注：ユーロ圏 17 か国財

務相で構成される非公式会合】は、ユーロを

通貨とする加盟国に関する報告書を検証す

るものとする

第４条　スコアボード

　第 1 項　スコアボード（掲示板）は、一連の指

標からなるものとし、不均衡の早期確認およ

び経過観察の道具（tool）として使用するも

のとする。

　第 2 項　スコアボードは、加盟国にとり適切、

実践的、簡素、測定可能、かつ実用的なマク

ロ経済的（macroeconomic）でマクロ金融的

（macrofinancial）な数の限られた指標で構

成するものとする。スコアボードは、短期に

生じるマクロ経済的不均衡および構造的か

つ長期の動向から生じる不均衡を早期に確

認できるものとする。スコアボードには、と

りわけ、早期確認に有用な指標を含むものと

する。

　第 3 項　スコアボードには、とりわけ、早期確

認のために利用できる次の各号に掲げる指

標を含むものとする。

　　第 a 号　対内不均衡（internal imbalances）　

公的債務や民間債務、金融市場や住宅を含

む資産市場の発展、民間部門の信用の流

れ、および失業状態から発生する不均衡等

　　第 b 号　対外不均衡（external imbalances）　

加盟国の経常収支、対外資産負債残

高（investments positions）、 実 効 為

替ルート、輸出市場シェア、価格と原

価 の 推 移、 非 価 格 競 争 率（non-price 

competitiveness）、生産性に関する異なる

要因も考慮に入れたうえで発生する不均

衡等

　第 4 項第１段　欧州委員会は、警戒メカニズム

におけるスコアボードの経済的読取を行う

に際し、国内総生産（GDP）および経常収支

に影響を及ぼす実体経済（real economy）の

展開に細心の注意を払うものとする。この場

合においては、経済成長、雇用や失業動向、

ユーロ圏内外における形式的かつ実質的な

共通化、生産性向上およびエネルギー部門で

の開発のような研究開発や国内外投資の牽

引役などに注視するものとする。

　第４ 項第２段　スコアボードには、警戒レベル

を示すために、各種指数に関するしきい値（基

準値／ thresholds）を挿入するものとする。

指標としきい値（基準値）は、欧州連合にお

ける競争を促進することを目的とする。

　第４ 項第３段　指標のスコアボードは、特に不

要な場合を除いて、上位と下位の警戒しき

い値（基準値）を置くものとする。この場

合において、当該しきい値（基準値）は通

貨統合の特別の性格および関連する経済状

況により正当と判断されるときには、ユー

ロ圏と非ユーロ圏とでは異なるものとする。

　第４ 項４段　スコアボードの作成にあたっては、

追加的効果を含む不均衡な経済状況に対応

するに必要とされる適正な配慮をするもの

とする。

　第５ 項　金融市場安定化に関係する指標の草

案作成においては、欧州制度危機委員会

（ESRB=European Systemic Risk Board）【訳

注：EURB は、2007 年の債務危機を契機に、

2010 年 12 月に、EU 内での金融制度危機に

対応し安定化に努める目的で、欧州中央銀

行（ECB）の傘下に設立された機関である。】

の作業に対して、適正な配慮を払うものと

する。欧州委員会は、金融市場安定化に関

する指標の草案作成においては、ESRB に意

見の提出を求めるものとする。

　第 6 項　欧州委員会は、スコアボードに登載す

る一連の指標およびそのしきい値（基準値）

を公示するものとする。

　第 7 項　欧州員会は、スコアボードの妥当性を

定期的に評価するものとする。この場合にお

いて、欧州員会は、指標の構成、設定された

しきい値（基準値）や採用した方法論などを、

必要があると認めるときは、調整または修正

するものとする。欧州委員会は、スコアボー

ドに関する基礎的な方法論や構成およびそ

れに関係するしきい値（基準値）などの変更

点を公示するものとする。

　第 8 項　欧州委員会は、最低でも年一回スコア

ボードに登載された指標値を更新するもの

とする。

第 5条　再調査
　第 1 項第 1 段　第 3 条第 5 項に規定する EU 協議

会とユーログループの間での話合いを適切

に評価するため、またはこの規則に基づく緊

急な分析を要する想定外でありかつ重大な

経済展開がある場合に、欧州委員会は、不均
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衡が生じているまたはそのおそれがある各

加盟国にして再調査（in-depth review）を

実施するものとする。

　第 1 項第 2 段　再調査は、加盟国において出

発点が異なることを含め、国別の特定状況

の詳細分析を基に進めるものとする。再

調査では、包括的な経済変数（economic 

variables）を検査し、かつ分析手法の利用

および国別特性にかかる質的な情報にも関

わるものとする。再調査では、労使関係や社

会的対話（social dialogue）に関する国別

特性に配慮するものとする。

　第 1 項第３段　加えて、欧州委員会は、自己の

委員会に関係がありかつ伝達を受けた関係

加盟国についてのその他あらゆる情報に対

して適正な配慮をするものとする。

　第１ 項第４段　欧州委員会は、第 13 条に基づき

関係加盟国に対する監視任務の一環として

再調査を実施する。

　第 2 項　欧州委員会による再調査は、問題の加

盟国が不均衡による影響を受けているかどう

か、さらには、当該不均衡が過大な不均衡か

どうかに関する評価を含む。当該再検査では、

加盟国間での包括的な取引や金融連携および

国内経済政策の波及効果を含む、実勢経済の

背後で検出された不均衡の原因を検証する。

当該再調査では、EU の成長や雇用戦略に関

する展開について分析する。当該再調査では、

EU およびユーロ圏全体における経済発展の

妥当性についても検証する。とりわけ、再調

査では、次の点を考慮するものとする。

　　第 a 号　必要があると認めるときは、EU 運営

条約（TFEU）第 121 条、第 126 条および第

148 条ならびにこの規則の第 6条、第 7条、

第 8 条および第 10 条に基づいて行われた

審査のもとで加盟国に対して発せられた

EU 理事会の勧告または召喚

　　第 b 号　加盟国の国別改革計画に反映する、

審査のもとでの加盟国の政策意思（policy 

intention）および、必要があると認める

ときは、その加盟国の安定または共通化プ

ログラム

　　第 c 号　審査のもとで、特定の加盟国に対し

て、または当該加盟国に関連して発出され

た制度危機についての欧州制度危機委員

会（ESRB）からの警戒もしくは勧告

　第 3 項　欧州委員会は、再調査結果を欧州議会

および EU 理事会に通知し、かつそれを公示

するものとする。

第 6条　是正措置

　第 1 項　第 5 条に規定する再調査の結果に基づ

き、欧州委員会は、加盟国に不均衡が発生し

ているとみる場合には、欧州議会、EU 理事

会およびユーログループに通知するものと

する。EU 理事会は、EU 運営条約（TFEU）第

121 条第 2 項に規定する手続に従い、欧州委

員会の勧告に基づいて、関係加盟国に対して

必要な勧告を発することができる。

　第 2 項　EU 理事会は、その勧告を欧州議会に通

知するとともに、公示するものとする。

　第 3 項　EU 理事会と欧州委員会の勧告は、EU

運営条約（TFEU）第 152 条を十分に尊重

し、 か つ EU の 基 本 権 憲 章（Charter of 

Fundamental Rights of the European 

Union）第 28 条を尊重するものとする。

　第 4 項　EU 委員会は、ヨーロピアン・セメスター

の一環において当該勧告を年次に審査する

ものとし、かつ、必要があると認めるときは、

第 1項に基づいて調整することができる。

第 3章

過大不均衡是正手続
第 7条　過大不均衡是正手続の開始

　第 1 項前段　第 5 条に規定する再調査の結果に

基づき、欧州委員会は、関係加盟国に不均衡

の影響が及んでいるとみる場合、欧州議会、

EU 理事会およびユーログループに通知する

ものとする。

　第 1 項後段　この場合において、欧州委員会

は、所管の欧州監督機構（ESA=European 

Supervisory Authorities）と欧州制度危機

委員会（ESRB）にも通知するものとする。欧

州委員会は、必要がある認められる段階にお

いて、ESRB を召喚する。

　第 2 項前段　EU 理事会は、EU 運営条約（TFEU）

第 121 条第 4 項に従い、欧州委員会の勧告

に基づき、過大な不均衡が存在することを

確認したうえで、当該加盟国に是正行為

（corrective actions）をとるように勧告す

ることができる。

　第 2 項後段　EU 理事会の勧告とは、不均衡の性

格と内容を記載するものとし、かつ従うべき

一連の政策勧告および関係加盟が是正行為

計画を提出する期限を記載するものとする。
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EU 理事会は、EU 運営条約（TFEU）第 121 条

第 4項の規定に従い、当該勧告を公示するも

とする。

第 8条

是正行為計画

　第 1 項　過大不均衡手続が開始されたいかなる

加盟国も、EU 理事会と欧州委員会に対して、

第 7 条 2 項に規定する EU 理事会の勧告に基

づき、同規定に定める期限までに、是正行為

計画を提出しなければならない。是正行為計

画には、関係加盟国が実施するまたは実施を

予定している特定の政策行為、および当該行

為の期限を含め、規定するものとする。是正

行為計画は、当該政策行為に関する経済的か

つ社会的影響を考慮し、かつ経済的経済政策

指針と雇用指針と両立するものとする。

　第 2 項　EU 理事会は、欧州委員会の報告書に基

づき、是正行為計画をその提出から 2か月以

内に評価するものとする。EU 理事会が、欧

州委員会の勧告に基づき、当該是正行為計画

が適切であるとみる場合には、求められる特

定の行為やそれらの期限の一覧を承認した

うえで、伝達手段に十分な注意を払い、かつ

当該是正行為と現実の不均衡解消との間に

時間的な隔たりがあるかを確認するための

監視の日程を確定するものとする。

　第 3 項　EU 理事会は、欧州委員会の報告書に基

づき、是正行為計画に記載した行為と日程が

不適切であるとみる場合には、当該加盟国に

対して、原則として 2か月以内に新たな是正

行為計画を提出するように求める。EU 理事

会は、本条の定める手続に従ってその新たな

是正行為計画を審査する。

　第 4 項　当該是正行為計画は、第 2 項および第

3 項に規定する EU 委員会の報告および EU 理

事会の勧告を経たうえで、公開されるものと

する。

第 9条

是正行為の経過観察

　第 1 項　欧州委員会は、第 8 条に基づいて採択

された EU 理事会の勧告の実施の経過観察を

する。このために、加盟国は、EU 理事会と

欧州委員会に対して定期中間進行報告書を

提出するものとし、その回数は、EU 理事会が、

第 8条 2項に規定する勧告のなかで定めるも

のとする。

　第 2 項　EU 理事会は、加盟国の進行報告書を公

示するものとする。

　第 3 項　欧州理事会は、是正行為計画の実施

の経過観察をするために、その観察活動が

ユーロを通貨とする加盟国または欧州為替

相場メカニズム（ERM II =Exchange Rate 

Mechanism II）参加加盟国に関わる場合には

欧州中央銀行（ECB）との調整において、関

係加盟国に対する緊急の監視活動を遂行す

ることができる。欧州理事会は、必要と認め

るときは、その活動中の対話のなかで社会的

パートナーその他各国の利害関係人に関与

するものとする。

　第 4 項　経済状況の重大な変化に関わる場合に

は、EU 理事会は、欧州委員会の勧告に基づき、

第 8条第 2項のもとで採択された勧告を、当

該条項に定める手続に基づいて修正するこ

とができる。欧州委員会は、必要があると認

めるときは、関係加盟国に対して改正された

是正行為計画の提出を求め、かつ第 8条に規

定する手続に従い当該是正行為計画を評価

するものとする。

第 10 条

是正行為の評価

　第 1 項　欧州委員会の報告書に基づき、EU 理事

会は、関係加盟国が第 8条第 2項のもとで発

出された EU 理事会勧告に基づく勧告された

是正行為を実施しているかどうかを評価す

るものとする。

　第 2 項　欧州委員会は、当該報告書を公示する

ものとする。

　第 3 項　EU 理事会は、第 8 条第 2 項に基づき採

択された勧告のなかで自己が設定した期限

までに評価するものとする。

　第 4 項前段　EU 理事会は、加盟国が勧告された

是正行為を実施していないとみる場合には

欧州理事会の勧告に基づき、是正行為に関す

る新たな期限を設定する勧告をするととも

に、不履行があったとする決定を採択するこ

とができる。この場合において、EU理事会は、

欧州理事会に通知するとともに、第 9 条第 3

項に規定する監視活動結果を公示するもの

とする。

　第 4 項後段　不履行があったと認定する欧州委員

会の勧告は、EU 理事会により採択されたもの

とみなされる。ただし、特定多数決により、

欧州委員会による採択から 10 日以内に当該

勧告を否認する決定が下された場合を除く。
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　第 5 項　EU 理事会が、第 1 項に定める欧州委員

会の報告書に基づき、加盟国が第 8条第 2項

に従って勧告された是正行為を実施したと

みる場合には、過大不均衡是正手続は、開始

され、かつ停止中と判断される。ただし、経

過観察は、第 8条第 2項に基づく勧告に設定

された日程に従い継続される。EU 理事会は、

停止中の状態にある手続を維持し、かつ関係

加盟国が実施した是正政策行為を認定する

理由を公示するものとする。

第 11 条

過大不均衡是正手続

　EU 理事会は、欧州委員会の勧告に基づき、関係

加盟国が第 7 条第 2 項に定める勧告に記載された

過大な不均衡による影響がないとされた場合には、

第 7 条、第 8 条および第 10 条に基づき発出される

勧告は破棄されるものとする。

第 12 条

EU 委員会における投票

　第 7条ないし第 11 条に定める措置に関し、EU 理

事会は、関係加盟国が代理する EU 理事会の構成員

による投票とは無関係に行動するものとする。

第 VI 章

最終規定

第 13 条　監視任務

　第 1 項　欧州委員会は、この規則の目的に従っ

て加盟国当局と永続的対話をするものとす

る。この目的のため、欧州委員会は、とりわ

け、加盟国の経済状態を評価し、かつこの規

則の目的を遵守することの危険または困難

さを確認する任務を遂行するものとする。

　第 2 項　欧州委員会は、第 7 条第 2 項にいう過

大不均衡状態にあるかどうかについて勧告

の対象となる実地経過観察のために加盟国

に対する緊急の監視任務を開始することが

できる。

　第 3 項　関係加盟国が、ユーロを通貨とする加

盟国または欧州為替相場メカニズム（ERM Ⅱ）

参加加盟国に関わる場合には、欧州理事会

は、必要があると認めるときは、監視に欧州

中央銀行（ECB）の参加を求めその代表を召

喚することができる。

　第 4 項　欧州委員会は、第 2 項に規定する任務

の結果に基づき EU 理事会への報告を求め、

かつ、必要があると認めるときは、その結果

の公開を決定することができる。

　第 5 項　第 2 項に規定する任務を行う場合に、

欧州委員会は、コメントを求めて関係加盟国

に暫定的な結果を伝えるものとする。

第 14 条

経済的対話

　第 1 項　欧州連合の機関間、とりわけ欧州議会、

EU 理事会および欧州委員会における対話を

促進し、かつより大きな透明性および説明責

任を果たすために、欧州議会の権限ある委員

会は、EU 理事会の議長、欧州委員会の委員

長および、必要があると認めるときは、欧州

理事会の議長またはユーログループの議長

を当該委員会に召喚して、次の事項について

議論を行うことができる。

　　第 a 号　EU 運営条約（TFEU）第 121 条第 2 項

に基づき経済政策に関する包括的な指針

に関し EU 理事会が提供する情報

　　第 b 号　監視の年次周期のはじめに欧州委員

会が加盟国に対して発出する一般指針

　　第 c 項　ヨーロピアン・セメスターの一環と

しての経済政策の説明に関する欧州理事

会の結論

　　第 d 項　この規則に基づき実施される多角的

監視の結果

　　第 e 項　多角的監視の説明および結果に関す

る欧州理事会の結論

　　第 f 項　ヨーロピアン・セメスター終了時点

での多角的監視行為の審査

　　第 g 項　この規則第 7 条第 2 項、第 8 条第 2

項および第 10 条第 4 項に基づいて発する

勧告

　第 2 項　欧州議会の管轄権限のある委員会は、

この規則第 7条第 2項、第 8条第 2項および

第 10 条第 4項に基づく EU 理事会の勧告また

は決定の対象となる加盟国との意見交換に

参加する機会を付与することができる。

　第 3 項　EU 理事会および欧州委員会は、この規

則の適用の結果を、定期的に欧州議会に通知

するものとする。

第 15 条

年次報告

　第 1 項　欧州委員会は、この規則の適用に関し

て、第 4条に規定するスコアボードの更新を

含め年次報告するものとし、かつヨーロピア

ン・セメスターの一環として欧州議会および

EU 理事会に提出するものとする。
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第 16 条

レビュー

　第 1 項前段　2014 年 12 月 14 日以降 5 年毎に、

欧州委員会は、この規則の適用に関してレ

ビューを実施し、かつ報告書を作成する。報

告では、とりわけ、次の点を評定する。

　　第 a号　この規則の実効性

　　第 b 号　EU 運営条約（TFEU）に基づき、加盟

国の経済政策により密接な調整および経

済パフォーマンスの持続的共通化に向け

た進捗度

　第 1 項後段　必要があると認めるときは、これ

らの報告書には、この規則の修正案を添付す

るものとする。

　第 2 項　欧州委員会は、欧州議会と EU 理事会に

前項に定める報告書を送付する。

第 17 条

施行期日

　この規則は、欧州連合官報に登載した日から 20

日を経過した日から施行する。

　この規則は、すべての加盟国を全体的かつ直接

的に拘束する。

　2011 年 11 月 16 日　ストラスブルク
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【解説】 2019 年度の税制改正

１　基本的考え方　

　消費税率の引上げに伴う対応、デフレ脱却と経

済再生の実現、国際的な租税回避への効果的な対

応等の観点から、住宅借入金等を有する場合の所

得税額の特別控除制度の拡充、環境性能に優れた

自動車に対する自動車重量税の軽減措置の見直し、

揮発油税および地方揮発油税の税率の変更、試験

研究を行った場合の税額控除制度の見直し、個人

の事業用資産についての相続税および贈与税の納

税猶予制度の創設、過大支払利子税制および移転

価格税制の見直し、納税環境の整備、租税特別措

置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次に

より所得税法等の一部を改正することとする、と

しています。

２　平成 31 年度税制改正の具体的内容

【１】個人所得課税

1.�住宅ローン控除の拡充 

　消費税率 10％が適用される住宅取得等について、

住宅ローン控除の控除期間を 3 年延長し 13 年間と

されます。また、11 年目以降の３年間については、

消費税率2％引上げ分の負担に着目した控除額の上

限が設定されます。適用期間は 2019 年 10 月 1 日

から 2020 年 12 月 31 日までです。この措置による

個人住民税の減収額は、全額国費で補塡されます。 

2.��森林環境税（仮称）および森林環境譲与税（仮称）

の創設�

　森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保す

る観点から、森林環境税（仮称）（2024 年度から年

額 1,000 円）および森林環境譲与税（仮称）（2020

年度から譲与）が創設されます。

3.�ふるさと納税制度の見直し

　過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めてい

るような団体については、ふるさと納税（特別控除）

の対象外とすることができるよう、制度の見直し

がなされます。

4.�子どもの貧困に対応するための個人住民税の非

課税措置 

　子どもの貧困に対応するために、事実婚状態で

ないことを確認したうえで支給される児童扶養手

当の支給を受けており、前年の合計所得金額が 

135 万円以下であるひとり親に対して、個人住民

税が非課税とされます。

【２】資産課税

1.�個人事業者の事業承継税制の創設等

　新たな個人事業者の事業承継税制が10 年間の時

限措置として創設されます。なおこの制度は、現

行の特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例制度

との選択適用となります。

　具体的には、認定相続人・受贈者が、青色申告

の承認を受けていた個人事業者から、相続等また

は贈与によりその個人事業者の事業の用に供され

ていた事業用の土地、建物、機械等 (「特定事業用

資産」といいます。)を取得し、事業を継続してい

く場合には、その取得した特定事業用資産の課税

価格に対応する相続税または贈与税の全額につい

て、その納税が猶予されます。

2.�教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

　教育資金の信託等をする年の前年の合計所得金

額が 1,000 万円を超える受贈者は、この制度を受

けることができなくなります。さらに教育資金の

範囲から、23 歳以上の受贈者に対する趣味の習い

事などの費用が除外されます。その一方で、30 歳

以上の就学継続には適用期限を 2 年延長すること

になります。

3.�結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

　教育資金の一括贈与非課税措置同様、前年の合

計所得金額が 1,000 万円を超える受贈者は、この

制度を受けることができなくなります。そのうえ

で適用期限が 2021 年 3 月 31 日まで 2 年延長され

ます。
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【 解 説 】

阿 部 徳 幸 （日本大学法学部教授・税理士）



【３】法人課税

1.��イノベーション促進のための研究開発税制の見

直し

(1)オープンイノベーション型の対象範囲の追加等

　オープンイノベーション型について、大企業や

研究開発型ベンチャーに対する 一定の委託研究等

を対象に追加するとともに、控除上限が法人税額

の 10％（現行：5％）に引き上げられます。

（※） 一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研

究・委託研究に係る税額控除率につい ては、

25％となります。

(2) 総額型の見直し

　総額型について、増加インセンティブの強化の

観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行

う一定のベンチャー企業の控除上限が法人税額の 

40％（現行：25％）に引き上げられます。

(3) 試験研究費の割合が高い企業への新たな特例措置

　高い水準の研究開発投資を行っている企業につ

いて、総額型の控除率を割増しする措置を講じた

うえで、高水準型が総額型に統合されます。

　2. 中堅・中小企業による設備投資等の支援�

　① 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例およ

び中小企業向け投資促進税制が 2 年延長され

ます。 

　② 地域未来投資促進税制について、高い付加価

値創出に係る要件を満たす場合に特別償却率

を 50％（現行：40％）、税額控除率を 5％（現行：

4％）に引き上げる等の見直しが行われます。 

　③ 中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏ま

えて事前防災を促進する観点から、事業継続力

強化計画（仮称）に基づく防災・減災設備への

投資に係る特別償却制度が創設されます。

3.�都市・地方の持続可能な発展のための地方税体

系の構築�

　地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変

化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して

大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、

都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展

するため、地方法人課税における新たな偏在是正

措置が講じられます。

　具体的には、消費税率 10％段階において復元

後の法人事業税の一部を分離し、 特別法人事業税

（仮称）とするとともに、その全額を都道府県に対

し、特別法人事業譲与税（仮称）として、人口を

譲与基準（不交付団体に対する譲与制限あり）と

し 2020 年度から譲与されます。  

（1）特別法人事業税（仮称）の創設

　① 特別法人事業税（仮称）の基本的な仕組み

　　( ｲ )  納税義務者等　特別法人事業税（仮称）

は、法人事業税（所得割または収入割）

の納税義務者に対して課する国税です。

　　( ﾛ ) 課税標準　法人事業税額（標準税率によ

り計算した所得割額または収入割額です。）

　　

90 © 2019  国民税制研究所  JTI

【解説】 2019 年度の税制改正

  JTI  税務ニューズ№４（2019.5.30）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行 

共同研究 特別研究機関等 30％ 

大学等 

その他（民間企業等） 

 

20％ 

技術研究組合 

委託研究 特別試験研究機関等 30％ 

大学等 

中小企業者 

公益法人等 

 

 

20％ 

知的財産権

の使用料 

中小企業者 20％ 

希少疾病用医薬品等に関する試験研究 

 

20％ 

控除上限：法人税額の 5％（総額型と別枠） 

 

 改 正 案  

共同研究 特別研究機関等 30％ 

大学等 

研究開発型ベンチャー 25％ 

その他（民間企業等） 20％ 

技術研究組合 

委託研究 特別試験研究機関等 30％ 

大学等 

研究開発型ベンチャー 25％ 

中小企業者 

公益法人等 

20％ 

その他（民間企業等） 

知的財産権

の使用料 

中小企業者 20％ 

希少疾病用医薬品等に関する試験研究

特定用途医薬品等に関する試験研究 

20％ 

控除上限：法人税額の 10％（総額型と別枠） 

 

【改正後の控除率】  

区 分 税額控除率 

① 増減試験研究費割合が 8％超 9.9％＋（増減試験研究費割合－ ８％）×0.3 

控除上限：法人税額の 10％（現行と同じ） 

② 増減試験研究費割合が 8％以下 

 

9.9％－（8％－増減試験研究費割合）×0.175 

控除下限：法人税額の 6％（現行と同じ） 

 

  

区 分 税 率 

①付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人事

業税を課税される法人の所得割額に対する税率 

260％ 

②所得割額によって法人事業税を課税される普通法人等の所得割

額に対する税率 

37％ 

③所得割額によって法人事業税を課税される特別法人の所得割額

に対する税率 

34.5％ 

④収入割額によって法人事業税を課税される法人の 30％収入割

額に対する税率 

30％ 
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( ﾊ ) 税率　　

　　( ﾆ ) 申告納付

　　　 特別法人事業税（仮称）の申告納付は、都

道府県に対して、法人事業税と併せて行い

ます。

　( ﾎ ) 賦課徴収　

　　　 特別法人事業税（仮称）の賦課徴収は、都

道府県において、法人事業税と併せて行い

ます。

　( ﾍ ) 国への払込み

　　　 都道府県は、特別法人事業税（仮称）とし

て納付された額を国の交付税および譲与税

配付金特別会計に払い込むものです。

　② 適用期日

　　 特別法人事業税（仮称）は、2019 年 10 月１日

以後に開始する事業年度から適用の予定です。

4. その他�

　医師の勤務時間短縮や、地域医療体制の確保、

高額医療機器の共同利用の推進等効率的な配置の

促進といった観点から、医療用機器の特別償却制

度の拡充・見直しが行われます。 

【４】消費課税

1.�車体課税の見直し

　（1）消費税率引き上げに伴い、2019 年 10 月１日

以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車につい

て、自動車税の税率が引き下げられます。

　（2）エコカー減税

　　① 自動車重量税について、軽減割合が変更さ

れます。これは 2019 年 5 月 1 日から 2021

年 4 月 30 日までに新車登録を受けたものに

適用されます。

　　② 自動車取得税について、自動車重量税同様、

軽減割合が変更されます。これは 2019 年 4

月 1 日から 2019 年 9 月 30 日までに新車登

録を受けたものに適用されます。なお、消

費税率引き上げ後は、この自動車取得税は

廃止されます。 

　(3) 環境性能割が自動車税・軽自動車税に導入さ

れることに伴い、自家用乗用車のグリーン化特例

（軽課）の適用対象が電気自動車等に限定されます。

なお、消費税率引上げに配慮し、2021 年 4 月 1 日

以後に新車新規登録等を受けた自家用乗用車から

適用されます。 

　(4) 環境性能割について、非課税または税率の

適用区分が、車両の環境性能に応じて見直されま

す。ただし、これは自動車取得税廃止後 (2019 年

10 月 1 日 ) に新車登録されたものから適用されま

す。なお、自動車の取得時の負担感を緩和するため、

2019 年 10 月１日から 2020 年 9 月 30 日までの間

に取得した自家用乗用車について、環境性能割の

税率が１％分軽減されます。

2.�外国人旅行者向け消費税免税制度

　7月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよう

とする事業者が、その前日までに一定の事項を記

載した届出書を提出したときは、その臨時販売場

を輸出物品販売所とみなすこととされます。

【５】国際課税

　ＯＥＣＤが 2015 年 9 月にとりまとめたＢＥＰＳ

最終報告書に対応すべく、過大支払利子税制と移

転価格税制の見直しがなされます。

1.�過大支払利子税制の見直し

　過大支払利子税制について、利子の損金算入限

度額の算定方法の見直し等により、税源浸食リス

クに応じて利子の損金算入制限が強化されます。

（注） 2020 年 4 月 1日以後に開始する事業年度分の

法人税について適用される予定です。

2.�移転価格税制の見直し

　移転価格税制について、ＯＥＣＤ移転価格ガイ

ドラインの改訂内容等を踏まえ、独立企業間価格

の算定方法としてディスカウント・キャッシュ・

フロー法 (DCF 法 ) を加えるとともに、評価困難な

無形資産取引に係る価格調整措置が導入されます。

（注） 2020 年 4 月 1日以後に開始する事業年度分の

法人税および 2021 年分以後の所得税につい

て適用される予定です。
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。 

改正項目 改正内容 

対象利子の範囲 【第三者を含む国外に対する純支払利子等の額】 

純支払利子等の額＝対象外利子等(注)を除く支払利子等－対応する受取利子

等 

(注)支払利子等の受領者側において日本の課税所得に含まれる支払利子等お

よび一定の公共法人に対する支払利子等  

調整所得金額 課税所得＋減価償却費＋国外に対する対象純支払利子等の額＋その他の調整 

※受取配当等の益金不算入額・外国子会社配当等の益金不算入額を除外 

損金算入限度額 調整所得金額×20％ 

 



【６】納税環境整備

1. 金地金等の密輸に対応するための消費税におけ

る仕入税額控除の見直し

　金地金等に係る取引の適正化を図り、より一層

の密輸抑止を進める観点から、以下の見直しが行

われます。

　① 密輸品と知りながら行った課税仕入れについ

て、消費税における仕入税額控除を認めない

こととされます。

　② 金地金等に係る仕入税額控除について、現行

の帳簿に加え、「本人確認書類の写し」の保存

を要件とします。

（注） ①については 2019 年 4 月 1 日から、②につ

いては 2019 年 10 月 1 日から適用される予定

です。

2.�経済取引の多様化等に伴う納税環境の整備（情

報照会手続の整備）

　①事業者等への協力要請

　　 仮想通貨取引等、経済取引の多様化・国際化

が進展する中、適正課税を確保するため、現

行実務上行われている事業者等に対する任意

の照会について税法上明確化されます。

　②事業者等への報告の求め

　　 高額・悪質な無申告者等を特定するため特に

必要な場合に限り、事業者等に対する情報照

会を行うことができることになります。ただ

し、適正かつ慎重な運用を求める観点から、

照会できる場合および照会情報を必要最小限

の範囲に限定するとともに、相手方となる事

業者等が不服申立てを行うことも可能となり

ます。なお、2020 年１月１日から適用される

予定です。

【７】民法の改正に伴う税法の改正

1.�民法改正による成年年齢引き下げに伴う年齢要

件の見直し

　「民法の一部を改正する法律」( 平成 30 年 6 月

20 日・法律第 59 号）において、成年年齢が 20 歳

から 18 歳に引き下げられたことに伴い、税法上、

適用年齢が 20 歳を基準としている制度について、

年齢要件が見直されます。さらに新たな相続財産

として、配偶者居住権が創設されました。これに

伴い相続税における配偶者居住権の評価方法等が

定められます。

2. 配偶者居住権の創設

(1)�配偶者居住権とは

　配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に被相

続人の所有する建物について、終身または一定の

期間、無償でその建物を使用する権利のことをい

います。

(2) 評価方法

3.�特別寄与料に対する課税

　民法改正により、相続人以外の親族で、療養看

護その他の役務の提供により、被相続人の財産の

維持または増加に特別の寄与をした者（「特別寄与

者」といいます。）は、相続人に対して寄与に応じ
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改正項目 改正内容 

無形資産の定義の明確化 以下の２つの要件を満たす資産 

・有形資産および金融資産(現金・預金・有価証券等)以外の資産 

・独立の事業者の間で通常の条件にしたがって、譲渡・貸付け等が行

われるとした場合に対価の支払いが行われるもの 

独立企業間価格の算定方法 ・独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取

引単位営業利益法 

・上記に加え、比較対象取引を把握することができない無形資産に係

る独立企業間価格の算定方法として、DCF法を追加 

取得相応性基準 

(評価困難な無形資産取引に係

る価格調整措置) 

・特定無形資産の独立企業間価格の算定に用いた予測と結果が相違し

た場合、税務署長はその結果および相違した事情を勘案のうえ、最

適な算定方法により独立企業間価格を再度算定し、その価格に基づ

き課税することができる(価格調整措置)。 

・ただし、上記算定金額と当初取引価格との差が 20％を超えない場合、

上記の規定は適用されない。 

・国税職員の要求から一定期間内に一定の書類を提出した場合には価

格調整措置は適用されない。 

 

 

 制 度 対象者 改正年齢 

① 相続税の未成年者控除 相続人 20歳未満→18歳未満 

② ジュニア NISA(未成年者口座内の少額上場株式等

に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置) 

居住者等 

③ 相続時精算課税制度  

 

 

受贈者 

 

 

 

20歳以上→18歳以上 

④ 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率

の特例 

⑤ 相続時精算課税適用者の特例 

⑥ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特

例制度を含む) 

⑦ NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当

所得および譲渡所得等の非課税措置) 

居住者等 
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た額の金銭（「特別寄与料」といいます。）の支払

いを請求することができることになりました。こ

の特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の

額が確定した場合、この特別寄与料の額に相当す

る金額を被相続人から遺贈により取得したものと

みなして、相続税が課税されることとなります。

【検討事項】

　今後の検討事項として以下の項目が公表されま

した。

1. 年金課税

　年金課税について、少子高齢化が進展し、年金

受給者が増大する中で、世代間および世代内の公

平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年

金を補完する企業年金をはじめとした各種年金制

度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税と

の関連、給与課税等とのバランス等に留意すると

ともに、平成 30 年度税制改正の公的年金等控除の

見直しの考え方や年金制度改革の方向性も踏まえ

つつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を

総合的に検討するとしています。

2. 金融所得課税の一体化

　デリバティブを含む金融所得課税の更なる一体

化については、投資家が多様な金融商品に投資し

やすい環境を整備し、証券・金融・商品を一括し

て取り扱う総合取引所の実現にも資する観点から、

多様なスキームによる意図的な租税回避行為を防

止するための実効性のある方策の必要性を踏まえ、

検討するとしています。

3. 小規模企業等に係る税制

　小規模企業等に係る税制のあり方については、

個人事業主、同族会社、給与所得者の課税のバラ

ンスや勤労性所得に対する課税のあり方等につい

ても配慮しつつ、個人と法人成り企業に対する課

税のバランスを図るための外国の制度も参考に、

引き続き、給与所得控除などの「所得の種類に応

じた控除」と「人的控除」のあり方を全体として

見直すことを含め、所得税・法人税を通じて総合

的に検討するとしています。

4. 子どもの貧困化対策

　子どもの貧困に対応するため、婚姻によらない

で生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制

上の対応の要否等について、2020 年度税制改正に

おいて検討し、結論を得る。

5.�経済の国際化・電子化への対応

　経済の国際化・電子化への課税上の対応につい

ては、企業活動や各種取引の実態、国際的な議論、

諸外国における対応等を踏まえつつ、適正な課税

を確保するための方策について引き続き検討を行

うとしています。

6.�事業税における社会保険診療報酬への対応

　事業税における社会保険診療報酬に係る実質的

非課税措置および医療法人に対する軽減税率につ

いては、税負担の公平性を図る観点や、地域医療

の確保を図る観点から、そのあり方について検討

するとしています。

7.��電気供給業、ガス供給業および保険業における

外形標準課税の変更

　現在、電気供給業、ガス供給業および保険業に

ついては、収入金額による外形標準課税が行われ

ている。今後、法人事業税における収入金額課税

全体としてのあり方を踏まえながら、小売全面自

由化され、2020 年に法的分離する電気供給業およ

びガス供給業における新規参入の状況とその見直

し、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地

方財政や個々の地方公共団体の税収に与える影響

等を考慮しつつ、これらの法人に対する課税の枠

組みに、付加価値額および資本金等の額による外

形標準課税を組み入れていくことについて、引き

続き検討するとしています。

8. その他

　その他、自動車関係諸税については、自動車を

取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対す

る要請の高まり等を踏まえつつ、中長期的な視点

に立って検討を行うとしています。また原料用石

油製品等に係る免税・還付措置の本則化について、

引き続き検討するとしています。

　そしてゴルフ場利用税についても、今後長期的

に検討するとしています。
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《編集後記》

　『JTI 税務ニューズ』（電子版）第 4 号を無事発

刊できた。執筆者各位に対して、心から謝意を表

する。巻頭言では、石村JTI 代表が、厚労省の

「毎月勤労統計」をめぐる「データ不正」について

ふれている。厚労省のデータ不正の慣習は、社会

保険診療報酬にかかる消費税の「損税」補てんに

まで及んでいた。石村代表の論評「問われる社会

保険診療サービス消費税非課税～対応は不透明な

診療報酬改訂ではなく『ゼロ税率』で」は、時機

を得た提言である。官僚によるずさんなデータ処

理、補てん不足を許さないためにも、公定価格で

ある社会保険診療サービスについては、現行の非

課税からゼロ税率に転換すれば、より透明にでき

る。さらに「データ不正」は、政府の統計調査の

司令塔ともいえる総務省の「小売物価統計」でも

発覚した。この 10 月から消費税の基本税率が 10%

に引き上げられる。逆進対策の官民連携ポイント

還元プランは、理論整然としない。不透明な公金

支出は、新たなデータ不正の原因にもなる。信頼

できない官僚に代わり、国民・納税者による厳正

なデータ監視が要る。本号には、倭文 ( しとり )

宏之氏の論説「租税徴収手続における滞納者保護

の現状」を掲載している。滞納者の視点にたった

議論を転換しており、税務専門職の会員には参考

になる。さらに、石村代表の研究ノート「《Q ＆ A》

現代 EU 財政法入門塾（上）EU の財政統合のゆく

え」や、資料集「《Q&A》現代 EU 財政法入門塾（上）」

を掲載している。イギリスの EU 離脱（Brexit）や、

巨大 IT プラットフォーム企業である GAFA 対策も

兼ねて施行された EU の一般データ保護規則（GDPR）

などを理解するうえで基礎知識となる。阿部徳幸

会員に、解説「平成 2019 年度の税制改正（主なポ

イント）」お願いし、掲載した。

（ JTI 編集局長　中村克己）
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