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要旨
本論文は、不確定概念に関する学説および判例を素材として税務会計学的に課税要件明確
主義と不確定概念の関係について明らかにする。そのうえで、
法人税法第 132 条における「不
当に減少させる」という代表的な不確定概念の意義とその解釈について税務会計学的考察を
加える。
租税法律主義の一内容である課税要件明確主義の大前提のもとで、税額計算上、不確定概
念が用いられてよいという積極的な理由は存在しない。租税回避行為を許さないために不確
定概念を用いることもやむをえないという説もあるが、租税回避行為それ自体がなんら明ら
かにされていないなかで不確定概念による法規定は租税法律主義から問題にしなければなら
ない。
法人税法第 132 条のような包括規定は、個別要件を明らかにしていないところに問題があ
り、租税法律主義からみて憲法理念にも反するものといえる。
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おわりに

はじめに
租税法の基礎理論上、租税法律主義の一内容として課税要件法定主義や課税要件明確主義
が見出される。いわゆるサラリーマン税金訴訟上告審判決（最（大）判 1985（昭和 60）年
3 月 27 日民集 39 巻 2 号 247 頁）は「課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に
定めることが必要である」と判示する。ここでいう「法律で」とは課税要件法定主義のこと
であり「明確に」とは課税要件明確主義のことである。
課税要件明確主義とは、字義どおり課税要件、すなわち、納税義務者、課税物件、課税物
件の帰属、課税標準、税率などの明確化を要請するものである。しかし、現実の法人税法で
は、不確定概念が条文にしばしば用いられている。たとえば「不当に減少させる」
（法法
132、132 の 2、132 の 3）や「不相当に高額」
（法法 34 ②、36）といった不確定概念の存在
が指摘される。不確定概念が条文に用いられると、解釈に恣意性が介在し、納税者と課税庁
との間で見解の相違が生じやすくなる。したがって、申告納税制度を前提とする租税行政に
とって混乱が生じ、租税争訟の頻発を招来することにつながる。
税務会計学上、税務会計公準として設定される課税の公平性（1）と租税法律主義（2）から税
務会計原則の一つとして恣意性排除の原則（3）が導き出される。すなわち、租税行政の混乱、
租税争訟の頻発といった事態を回避するためには、法解釈から恣意性を排除し、納税者の予
測可能性を保障する必要がある。恣意性を排除するためには、租税法による課税要件の明確
性が重要な鍵となる。
「課税の要件及び計算に関する規定は一義的でなければならず、法解
釈においても一義的になるような条文でなければならない」（4）はずである。
そこで、本論文では、不確定概念に関する学説および判例を素材として税務会計学的に課
税要件明確主義と不確定概念の関係について明らかにする。そのうえで、法人税法第 132 条
における「不当に減少させる」という代表的な不確定概念の意義とその解釈について税務会
計学的考察を加えることとする。

Ⅰ.
1.

不確定概念に関する学説の検討
主観的不確定概念の不当性

課税要件明確主義と不確定概念の関係について、金子教授は、不確定概念（抽象的・多義
的概念）を用いることは十分に慎重でなければならないとしながらも「もっとも、法の執行
に際して具体的事情を考慮し、税負担の公平を図るためには、不確定概念を用いることは、
ある程度は不可避であり、また必要でもある」（5）と述べる。
ただし、不確定概念にも、2 種類のものがあることに注意する必要があるとし、その分類
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によれば、1 つは「公益上必要のあるとき」というような「終局目的ないし価値概念を内容
とする」（6）ものであって、公権力の恣意や乱用をまねくおそれのあるものであるという。
「公益上必要のあるとき」とはいったいどのような場合をさしているのか。かりに、所得
税法に「公益上必要のあるとき」は所得税を免除することができるという規定が、それだけ
一つ、他の規定とはまったく関係なしに置かれていたとする。
「公益上必要のあるとき」と
いう規定ぶりは、いったいどのような場合に所得税を免除できるのか、明確なものとはいえ
ない。結局、このような不確定概念が用いられている規定を適用しようとする課税庁が、具
体的にどのような場合が「公益上必要のあるとき」に該当するのか判断していくことになる
と考えられるが、その場合「税務官庁の判断が『公益上必要のあるとき』という規定を本当
に正しく理解しているものなのかどうか、その判定は著しく困難であろう」（7）といわれる。
すなわち、その内容が不明確である「公益上必要のあるとき」という不確定概念を用いた規
定は、解釈によってその意義を明確にすることが困難であるから、いきおい「公益上必要の
あるとき」に該当するのか否かという判断は課税庁に一任されることになる。そうすると、
課税庁は法で拘束されていないのと同様の状態となり、結果的に、まさしく課税権力という
公権力の恣意や乱用のもとに所得税の免除の可否が決定されることになる。ゆえにこのよう
な不確定概念を用いた規定は課税要件明確主義に反して無効であるということになる。
（8）
いま 1 つは「不当に減少させる」というような「中間目的ないし経験概念を内容とする」

ものであって、法の趣旨・目的に照らせばその意義を明確にすることができるものであると
いう。
この種の不確定概念を用いた規定は課税要件明確主義に反するものではないといわれる
が、この「不当に減少させる」を用いた規定が課税要件明確主義に反せず有効であるといい
きることには問題があるといわなければならない。
「公益上必要のあるとき」という不確定
概念と「不当に減少させる」という不確定概念に、どれほどの違いがあるのだろうか。ほと
んど程度の差にすぎないのではないか。何をもって「公益上必要のあるとき」とするのか、
何をもって「不当に減少させる」とするのか、判断する主体によって結論が変わるという意
味で違いはないと思われる。すなわち「公益上必要のあるとき」という不確定概念と「不当
に減少させる」という不確定概念は、
いずれも主観的不確定概念であることに変わりはなく、
客観的確定概念ではないということである。客観的確定概念が条文に用いられれば、解釈か
ら恣意性は排除され、納税者と課税庁との間で見解の相違は生じえない。したがって、判断
する主体によって解釈が変わるような主観的不確定概念を、申告納税方式を採用する法人税
の法条に用いることは不適切であるといわなければならない。
そもそも納税者は「不当に減少させる」ことにはならないように、正当に、租税法の枠内
において、租税負担が最小限となるように申告納税をする。すなわち、納税者はつねに租税
節約（節税）を企図して行動している。また、納税者には最大限の租税負担を生ずるような
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申告納税をなすなんらの義務もない。ゆえに当然、この「不当に減少させる」という不確定
概念に照らした自己否認がされることはない。つまり、このような思考過程を是とするなら
ば、納税者側から「不当に減少させる」という判断がされることは、はじめからありえない。
このことは「不当に減少させる」という不確定概念を用いる法人税法第 132 条が制度上「あ
くまでも、更正又は決定の手続上の特例として設けられているものである」（9）ことからも
自明である。すなわち「不当に減少させる」という判断は、条文上「税務署長は」という主
語が用いられているところから明らかなように、更正・決定処分を行う側である課税庁から
しかなされえないということである。課税庁（国家）の立場としては、財政収入確保の見地
から、つねに徴収税額の極大化を企図することになるため、積極的に「不当に減少させる」
という判断をしやすい傾向にあるといえる。
結局、課税庁の判断の当否にかかる判定は、裁判所の手に委ねられるとされるのであるが、
これは行政法の基礎理論上の法規裁量と類似する思考方法であると思われる。すなわち、法
規裁量行為の「過誤は、違法となり、司法統制に服する」（10）という考え方である。しかし、
後述するように、法人税法を第一次的に解釈するのは原則的に納税者であるということに注
目すれば、不確定概念にかかわる解釈の当否は裁判所が判断するから問題はない、といいき
ることはできない。

2.

恣意性排除の原則の重要性

課税庁に自由裁量が認められないのは当然であり、税務会計学的には、裁量は排除される
べきものであるということはいうまでもない。これは税務会計学上、税務会計原則の一つと
して恣意性排除の原則が掲げられるところから明らかである。
一般に、裁量（discretion）とは「自分の意見によって判断し処置すること」（11）であると
いう。租税行政がすべて、課税庁の意見によって判断し処置されると、租税法の存在は無意
味なものと化す。法理論的に、法規裁量を認めることになるとしても、課税物件を金額化す
る租税法条文、とりわけ、法人税法上の不確定概念は、規定の趣旨・目的を考えれば、客観
的・一義的に決まるから問題はない、ということにはならない。すなわち、その意義が確定
したとしても、それにもとづいて、いざ金額を測定する段階では、納税者と課税庁との間で
見解の相違が生ずることになる。納税者の意識としては、できるだけ租税負担を軽減または
排除したいという心理的作用がはたらく。一方、課税庁の意識としては、徴収税額の極大化
をめざすという心理的作用が、すなわち、租税徴収確保主義的思考が作用する。したがって、
裁量の余地のある規定は納税者（国民）の租税債務と課税庁（国家）の租税債権の不一致、
すなわち、課税所得の不一致をもたらす原因となる。
「課税物件を金額化する過程での課税
標準の確定においては、不確定的表現は法文上避けなければな」（12）らない。
不確定概念を排除するということは、換言すれば、確定概念を用いるということである。
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しかし、確定概念、すなわち「具体的な数値、例えば『○年以内』
『○％以内』
『○○円以内』
という指標を与えると、その指標が一人歩きし、取引の背景を配慮した適正な法解釈を行う
余地をなくし、画一的、かつ無機質な執行がなされる恐れがある」（13）。そもそも実際問題
として、確定概念を用いることが困難である規定についてのみ、やむをえず不確定概念が用
いられるわけであって、確定概念が使用できるのであれば立法当初から確定概念が用いられ
るはずである。理論上、不確定概念は排除すべきであるが、実際上、やむをえず用いらざる
をえない、というジレンマがこの問題の根底にあるといえる。

3.

申告納税方式の意義

金子説によれば「不当に減少させる」というような不確定概念について、課税庁に「自由
裁量を認めるものではなく、ある具体的な場合がそれに該当するかどうかの問題は、法の解
釈の問題であり、当然に裁判所の審査に服する問題である」（14）という。この見解を敷衍す
れば、裁判所が課税庁の法解釈を統制するので問題はない、ということになると思料される。
しかしながら、
わが国の法人税額の確定方式は申告納税方式を採用している。申告納税は、
民主的納税思想に適合しており、わが国の税制改革にあたって「改革の規範ないし基準のよ
うに引照されるのが今でも通例である」（15）とされ「約 60 年を経た現在も輝きを失っていな
「所得税、および
い」（16）と称される、いわゆるシャウプ勧告において次のように説かれる。
法人税の執行面の成功は全く納税者の自発的協力にかかっている。納税者は、自分の課税さ
れるべき事情、また自分の所得額を最もよく知っている。このある納税者の所得を算定する
に必要な資料が自発的に提出されることを申告納税という」（17）。そして、この「申告納税
制度の下における適正な納税者の協力は、かれが自分の所得を算定するため正確な帳簿と記
録をつける場合にのみ可能であるということは自明の理である」（18）と指摘される。申告納
税制度は、納税者みずからが税額を確定し申告することから、もっとも民主的な納税思想に
合致する制度であると考えられる。
申告納税方式につき、国税通則法第 16 条第 1 項第 1 号が「納付すべき税額が納税者のす
る申告により確定することを原則」として定めるところから、法人税額計算について規定す
る法人税法を第一次的に解釈するのは原則的に納税者であるということが明らかとなる。租
税法規定は「納税申告行為を適法に履行するためのマニュアルとして存在する」（19）。法人
税法が申告納税のマニュアル、すなわち、取扱説明書であることからしても「申告により確
定」するためには、まず納税者がその取扱説明書の中身を容易に把握することができなけれ
ばならない。難解な取扱説明書は利用者にとって不便であるから即刻改訂しなければならな
い。すなわち、申告をする納税者に判断ができない規定は即刻改正する必要がある。
あくまで、
課税庁による課税処分は例外である。国税通則法第 16 条第 1 項第 1 号によれば、
課税庁による課税処分は、①申告がない場合、②申告による税額の計算が国税に関する法律
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に従っていなかった場合、③税務当局が調査したところと異なる場合に限定される。例外的
な課税庁解釈は第二次的解釈であるといわなければならない。したがって、第一次的に解釈
する納税者に判断ができない規定はわが国の法人税法上不適切であるといえる。裁判所の段
階で、はじめて不確定概念の内容が明確になるというような規定の存在は、租税回避行為を
企図する納税者を規制する効果が作用するよりもむしろ、タックス・コンプライアンスを尊
重する納税者を萎縮させる効果のほうが前面に作用してしまう可能性がある。すなわち、真
実・公正な課税所得の認識・測定をあやまる可能性が生ずるということである。
そして、なにより裁判所が課税庁の法解釈を統制するという見解のそもそもの問題点は、
不確定概念の内容を明らかにした、判断のよりどころとなるべき解釈基準が示されなければ
本来的には裁判所でさえも適否を決することができないというところにある（20）。租税法の
形成における解釈基準の明確性・具体性は、租税法律主義の本質的要請であるといえる。

Ⅱ.
1.

不確定概念に関する判例の検討
租税正義という倫理概念

課税要件明確主義と不確定概念の関係について裁判所としての見解を示している判例とし
て、いわゆる秋田市国民健康保険税訴訟控訴審判決（仙台高判 1982（昭和 57）年 7 月 23 日
行裁例集 33 巻 7 号 1616 頁）があげられる。
仙台高裁は「租税の公平負担を図るため、特に不当な租税回避行為を許さないため、課税
要件の定めについて、不確定概念を用いることは不可避である」と判示しており、金子説と
同様の考え方を採用していると思料される。
仙台高裁は「租税正義の実現にとつてやむをえないものであり、恣意的課税を許さないと
いう租税法律（条例）主義の基本精神を没却するものではないと認められる場合」には、課
税要件に関して不確定概念を用いることが許容されると判示するが、これは具体的にどうい
う場合をいうのだろうか。
「租税正義の実現」という表現がいささか抽象的で、完全に理解
することは困難をともなう。なぜなら「正義という言葉は常に一義的に用いられているわけ
ではない」（21）からである。一般に、正義（justice）とは「社会全体の幸福を保障する秩序
を実現し維持すること」（22）であるという。正義は社会の秩序にとって必要不可欠なもので
ある。この正義を、強制力をともなうかたちで制度化するものが法律であると考えられる。
では、租税の正義、租税正義とはなんであろうか。
増田教授は次のように述べる。
「法の究極の目的は正義の実現にある。したがって、租税
法の究極の目的は租税正義の実現にあるということができる。租税法が適正に解釈・適用さ
れた場合に租税正義は実現されるのである」（23）。
思うに、租税正義とは、租税法の立法にあたり、よるべき倫理概念であり、出発点となる
べき概念であるととらえることができるのではないか。租税正義という倫理概念を具現化し
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た租税法が適正に解釈・適用されれば結果的に租税正義が実現されることになると考えられ
る。ゆえに租税法は、納税者に有利に、すなわち、疑わしきは納税者の利益（in dubio
contra fiscum）に解釈されても、課税庁に有利に、すなわち、疑わしきは国庫の利益（in
dubio pro fisco）に解釈されてもならず、
つねに中立の立場で解釈されなければならない（24）。
しかしながら、実際問題として、納税者と課税庁との間では基本的に租税利害は対立する
運命にあるから、納税者と課税庁ともに中立の立場をとることは不可能である。すなわち、
通常、納税者の意識としては、できるだけ租税負担を軽減または排除したいという心理的作
用がはたらく。一方、
課税庁の意識としては、
租税徴収確保主義的思考が作用する。したがっ
て、課税庁（国家）の租税債権と納税者（国民）の租税債務の一致を図るのは困難となる。
かかる租税債権債務を一致させるためには租税法が整備される必要がある。すなわち、租税
法条文における、課税要件明確主義を貫き、解釈の余地をできるだけ縮小させなければなら
ない。そして、この要請を満足する租税法のもとに、最終的には裁判所による中立・公正な
判断が必要とされる。
財務会計には利害調整機能、つまり「企業の利害関係者または利害関係者相互間の利害す
なわち利益をめぐる対立または綱引きを調整する」（25）機能が認められる（26）が、税務会計
（27）
には租税利害調整機能、
つまり「国家の租税債権と法人の租税債務との租税利害を調整する」

目的的機能が認められる。
利害関係者とは「企業の意思決定によって影響を受けるグループ」（28）のことをいう。経
営者、株主、従業員、債権者などが代表的な利害関係者としてあげられるが、企業を納税主
体という視点からみた場合、利害関係者には当然、課税庁が含まれることになる。
この納税主体たる企業と課税庁との「適正な利害調整（interest regulation）を実証的に
研究する学問分野として」（29）税務会計学は意義づけられる。

2.

租税正義と租税回避行為の防止

租税正義は一義的に定義づけることがきわめて困難な概念である。実際問題として、納税
者と課税庁、国民・国家に共通の、租税正義という概念が果たして成立するのか。
「誰が正
義とか不正義とかを判別することができるであろうか」（30）。徹底的につきつめれば「客観
的な裁断を下すことは断念しなければならない」（31）ことになる。しかし、租税法によって
かたちづくられる、あるべき税制を構築するために、無視することは許されない租税の理念
や理想、哲学や倫理の領域における概念であるのは間違いない。
税務会計学上、税務会計公準の一つとして課税の公平性が設定される。税務会計学的にと
らえれば、この課税の公平性は、多義的である租税正義という概念の、一つの別な表現とみ
ることもできるように思われる。
「正義とは、人々を幸福にする価値概念であり、租税法に
おける正義とは『公平な課税』の実現を意味する」（32）ともされる。租税が公平に課される
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ことによってはじめて納税者は租税法を遵守しようとする意識がはたらく。租税が不公平に
課されれば納税者は租税法を遵守しようとする意識が希薄化し、やがて租税回避行為、ある
いは租税逋脱（脱税）行為をたくらむことになり、税制全体が崩壊することにつながる。こ
の課税の公平性が維持されるように、租税法律主義が貫徹される必要がある。
租税回避行為が租税正義に反するならば、それは立法で手当てすべき問題である。租税正
義は租税法によって表現されなければならず、租税正義が遵守されるように租税法を整備す
ることこそが、租税法律主義の本質であるといわなければならない。ここでいう租税法の整
備とは、個別要件規定の制定と、その条文における課税要件明確主義の追求である。理論上、
不確定概念は排除しなければならない。
租税法律主義が、その本質をともなって機能することにより、租税回避行為が防止され、
課税の公平性が維持されれば、結果的に理念としての租税正義が実現することになるといえ
る。
その意味では、仙台高裁は「安易に不確定、不明確な概念を用いることが許されないこと
はもとより当然」と判示しており、全面的に不確定概念の使用を認めているわけではないと
解されるため、ひとまずこの点については首肯できるところである。
一般に、租税回避行為（tax avoidance）とは「通常用いられない法形式を選択すること
によって、意図した経済的成果を実現しながら、租税負担を回避すること」（33）であるという。
しかし、これを「定義とよぶにはやや曖昧といえるうらみがある」（34）。この定義を意義あ
るものとするためには、通常用いられない法形式という場合の通常とは何かという問題、通
常用いられない法形式を選択すれば意図した経済的成果は実現しえないはずであるという疑
問、租税負担の回避とは何を基準に回避とみるかなど、これらの難問を解明する必要がある。
しかし、所詮、租税回避行為とは、課税庁にとって感覚的に見逃しがたい納税者の租税節約
（節税）行為を意味するものにすぎないととらえれば、その要件を明確に定義づけることな
どそもそも不可能であるとも考えられる。ただ、すくなくとも租税節約（節税）行為であれ
租税回避行為であれ納税者の法形式の選択の意思を必要とするものであることは明らかであ
るから、申告納税方式を採用する税目において問題となる。申告納税方式を採用する税目に
おいては、租税負担の公平性を図るため、とりわけ、租税回避行為を防止するためには不確
定概念を用いらざるをえないとされる。
しかしながら、これをふまえても、申告納税方式を採用する法人税の法条に不確定概念を
用いることは不適切であるといわなければならない。なぜなら、法人税法を第一次的に解釈
するのは納税者だからである。申告をする納税者に判断ができない規定を法人税法に定めて
はならない。
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Ⅲ.
1.

法人税法第 132 条の租税法律主義違反性
包括規定の問題点

法人税法第 132 条、通称、同族会社の行為・計算の否認規定が、いわゆる創設規定説をと
り、対象者を同族会社に限定すること、すなわち、非同族会社に対する適用がないことは、
租税法律主義から自明のものであるとして、本規定は「同族会社の租税回避行為否認の一般
的規定と解され」（35）るといわれることがある。
租税回避行為の横行は税制の崩壊につながるから、その防止は至上命令である。租税回避
行為の否認は、私法上認容される法律関係を租税法上否認しようとするものである。租税法
は、納税者の設定した私法秩序を前提とするから「このような前提を否認するためには、議
会の格別の意思表示が必要であることは、自明といってよいであろう」（36）といわれる。
しかしながら、租税回避行為の否認規定とされる同族会社の行為・計算の否認の規定ぶり
は、あまりに包括的で一般的にすぎるといわなければならない。
「租税回避は、公平課税の
観点から防止策を講ずる必要はあるが、申告納税制度を前提とする租税回避防止規定は、個
別要件規定でなければならず、包括規定は課税要件の明確性に欠けるところから許されるべ
きではない」（37）。
同族会社の行為・計算の否認規定は個別要件を明らかにしない包括規定である。すなわち、
法人税法は、同族会社（外国法人である同族会社を含む）の行為または計算で、これを容認
した場合に法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税
務署長はその行為または計算にかかわらず、その認めるところにより、法人税額を計算する
ことができる旨を規定する（法法 132 ①一）
。
｢不当に減少させる｣ は租税法におけるもっとも代表的な不確定概念である。
「租税法律に
おいて不確定概念の使用が許されるか否かは、不確定概念の内容如何―すなわち、不確定概
念がその内容に関する解釈を『課税庁に一任したもの、
又は一任したものと同視すべきもの』
といえるか否か―にかかっている」（38）。本規定上「不当」か否かの判断は、税務署長、す
なわち、課税庁に委ねられており、納税者の予測可能性は保障されていない。極論すれば、
同族会社にかぎっては、本規定によって税務署長が「不当」である、と認めさえすれば、あ
らゆる行為・計算は否認されることになり、個別要件規定が意味をなさなくなる。実際に、
個別要件規定が用意されている場合であっても、包括規定と個別要件規定のいずれが適用さ
れるかにつき確立した方針が決定しているとはいえない状況がある。
たとえば、留学中の三男、四男、および中学生の長女を役員に就任せしめ、報酬を支給し
たという事例（不服審判所裁決 1990（平成 2）年 4 月 6 日裁決事例集 39 号 237 頁）につい
ては、不服申立段階まで否認の根拠規定は旧法人税法第 34 条第 1 項（法法 34 ②）であった。
しかし、本事例の訴訟段階のものとみられる事例（東京地判 1996（平成 8）年 11 月 29 日判
時 1602 号 56 頁、東京高判 1998（平成 10）年 4 月 28 日税資 231 号 866 頁、最判 1999（平
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成 11）年 1 月 29 日税資 240 号 407 頁）においては、課税庁は、旧法人税法第 34 条第 1 項
ではなく、
法人税法第 132 条により損金不算入であるとの更正理由の差し替えを行っている（39）。
すなわち、
いずれを適用するかは課税庁の判断に委ねられているという現状が認められる（40）。
このような包括規定は、課税要件明確主義に反しており、ひいては租税法律主義に反する
こととなり、違憲の可能性が生ずる。
北野教授は「法人税法 132 条等の同族会社の行為計算の否認規定は、あまりにも包括的・
一般的であるので、租税法律主義に違反し違憲であると解している」（41）と述べる。
租税法律主義違反である包括規定は、
その最高法規性を定めた日本国憲法第 98 条第 1 項
「こ
の憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するそ
の他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」によって当然無効ということになる。
「裁判所による違憲立法審査によって遵守すべき法律としての税法の合憲性が常に確認さ
れていなければならない」（42）はずであるが、後掲するように、裁判所は本規定を違憲とは
（43）
から、
していない。「本来法が既に執行されてからでは違憲性の司法的判断は困難になる」

裁判所は判例が積み重なる前に立法当初の段階でただちに違憲立法審査権を行使すべきで
あったはずである。しかし、実際問題として、わが国の違憲審査制は抽象的違憲審査制を認
めていない（44）。この制度をあらためないかぎり、すでに制定され執行された法は存置され
続ける公算が大きい。
「法令の実質的内容が違憲か否かを審査する抽象的違憲審査権は、最
高裁判所にあると言わなければならない。特に租税に関しては、最高裁判所の抽象的違憲審
査権こそが重要なのである」（45）。
「悪法も又法なり」といわれるところ、たとえ悪い法律であっても、法であるかぎりは守
らなければならない。しかし、真に悪い法律であるならば、それは改正あるいは廃止しなけ
ればならないはずである。法律の善悪は、現実的には憲法の規定に違反するか否かによって
判断される。租税制度は、憲法の理念に反しない租税法にもとづいて形成される。憲法に適
合するかしないかを決定するのは裁判所の権限である。この権限が違憲立法審査権であり、
その終審裁判所として最高裁判所が位置づけられる。
同族会社の行為・計算の否認規定は、課税要件の明確性に欠けるところから租税法律主義
に反するものであり、廃止しなければならない。しかし「同族会社等の行為又は計算の否認
規定である第 132 条が、従来から包括規定ゆえに問題とされてきたが、さらに第 132 条の 2
及び第 132 条の 3 が包括的否認規定として付加されたことにより問題をさらに大きくしたと
いえる」（46）といわれるように、現実には、同旨の包括規定は増加傾向にあり、税務署長の
権限はますます増大の一途をたどるばかりである。

2.

札幌高等裁判所判決の問題点と税務会計学的考察

課税要件明確主義と同族会社の行為・計算の否認規定の関係について裁判所としての見解
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を示している判例として、札幌高判 1976（昭和 51）年 1 月 13 日月報 22 巻 3 号 756 頁があ
げられる。
札幌高裁は、同族会社の行為・計算の否認規定が「納税者の選択した行為計算が実在し私
法上有効なものであっても、いわゆる租税負担公平の原則の見地からこれを否定し、通常あ
るべき姿を想定し、その想定された別の法律関係に税法を適用しようとするもの」と判示す
るが「通常あるべき姿」が何かは明らかではない。明らかではないということは「通常ある
べき姿」は無限の広がりをもち、結果的に、課税庁の裁量に委ねられることになる。すなわ
ち、課税庁の裁量によって作り上げられたフィクションに租税法を適用することになるとい
える。「それは推定された取引又は仮装した取引に課税することになるのではないか。本来、
仮装又は架空取引は現実に生じた取引ではないという理由で課税対象にはならない」（47）は
ずである。
それにもかかわらず、札幌高裁は、法人税の負担を「不当に減少させる」結果になると認
められるか否かは、その「行為計算が純粋経済人の行為として不合理・不自然なものと認め
られるか否かを基準として判定すべき」と判示し、またしても不明確性、抽象性の高い判定
基準を採用し課税を許容する。この判定基準は法定されていないばかりか具体例となってい
ないから「通常あるべき姿」は課税庁、あるいは裁判所の想定した姿となる。
「通常あるべき姿」
は租税法によって明らかにされなければならない。
法の支配の原理は「専
断的な国家権力の支配（人の支配）を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権
利・自由を擁護することを目的とする原理である」（48）。日本国憲法第 99 条は「天皇又は摂
政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負
ふ」とうたい、公務員に対する憲法尊重擁護義務を規定する。日本国憲法が政府を規制する
ように、租税法（行政法）は課税庁（行政）を規制する。
「税法は徴税権行使の限界を示す
（49）
ない。課税庁が法に拘束されないまま「通常あるべき姿」
規範としてとらえられねばなら」

が課税庁の裁量に委ねられると、
課税権力の濫用に歯止めがかからないことになる。
したがっ
て、その濫用を阻止するために、包括規定は許容されてはならず、個別要件規定が立法化さ
れる必要がある。そして、それと同時に条文における課税要件明確主義を追求しなければな
らない。理論上、課税庁の恣意的課税を防止するために不確定概念は排除しなければならな
い。これは、札幌高裁がいみじくも「判定基準は、法律上できる限り具体的、個別的、一義
的に規定しておくことが望ましい」と判示しているところからも明らかである。
結論として、札幌高裁は「複雑多岐にして激しく変遷する経済事象に対処しうるような規
定を設けることは極めて困難であるから、法人税法が前記程度の規定をおいたにとどまるこ
ともやむをえない」と判示して違憲の可能性を否定するが、これは同族会社の行為・計算の
否認規定を合憲とする積極的な理由にはなりえない。立法府はありとあらゆる状況を想定し
て個別要件規定を立法化しなければならない。租税法の改正は「年中行事のように行われて
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いるので、個々的に立法上の措置をすることはさして困難ではない」（50）。立法の困難を理
由とするのは、いっそ立法府の怠慢を指摘していることにほかならない。かりに「複雑多岐
にして激しく変遷する経済事象に対処しうるような規定を設けることは極めて困難である」
という現実が存在するとして「その理由をもって、
租税法律主義を否定するがごとく立論は、
憲法において個人の尊厳を否定するのと同様に致命的なものである」（51）といわなければな
らない。

3.

最高裁判所判決の問題点と税務会計学的考察

上告審判決である最判 1978（昭和 53）年 4 月 21 日月報 24 巻 8 号 1694 頁も「法人税法
132 条の規定の趣旨、目的に照らせば、右規定は、原審が判示するような客観的、合理的基
準に従つて同族会社の行為計算を否認すべき権限を税務署長に与えているものと解すること
ができるのであるから、右規定が税務署長に包括的、一般的、白地的に課税処分権限を与え
たものであることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く」と判示する。
最高裁のいう「原審が判示するような客観的、合理的基準」とは「純粋経済人の行為とし
て不合理、不自然なものと認められるか否か」をさす。かりに、この基準が所与のものであ
るとして、なぜ、同族会社の行為のみが否認されるのであろうか。おそらく、多くの同族会
社は「純粋経済人」たりえないであろうとの発想のもと、かかる基準が用いられるのであろ
うから、すべての非同族会社はすべからく「純粋経済人」である、といいきれないかぎり説
明がつかない。しかし、非同族会社のなかには、同族会社にきわめて近い会社から所有と経
営の分離した会社まで、
種々の形態のものがある。
「現行税法は特定資本の占める割合によっ
て同族会社の要件を規定しているが、画一的な形式基準だけで同族会社を規定することには
疑問がある」（52）といわれる。3 人で 51％の同族会社、4 人で 51％の非同族会社など、法人
税法第 2 条第 10 号により形式的に区別される同族会社と非同族会社には実質的な差異はな
い場合がありうるし、もとより所有と経営の分離した会社であっても「純粋経済人の行為と
して不合理、不自然なものと認められる」行為をすることもありうる。
そもそも現代の複雑な経済社会において「純粋経済人」たる企業が法人税というコスト負
担を考慮することなく行動をとるということはありえない。そうすると「かかる基準によっ
て税負担を不当に軽減しようと判断される行為は、同族会社によるものに限られないことか
ら、なぜ、同族会社の行為のみ否認されうるのか説明ができず、ひいては同族会社の行為の
否認に限定されないという解釈に至る」（53）ことになりかねない。これは同族会社の行為・
計算の否認規定の解釈論において、近年、後退していた、対象者を同族会社に限定すべき理
由はないという、いわゆる確認規定説の復興につながるから採用することはできない。そも
そも同族会社の行為・計算の否認規定のような包括規定は、課税要件の明確性に欠けるとこ
ろから租税法律主義に反するといわなければならない。租税回避はすべての会社が行いうる
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から、同族会社に対してのみ行為・計算の否認規定が設けられているのは不合理であり、非
同族会社の行為・計算も否認できるとする確認規定説は、租税法律主義を度外視する異説で
あるといわなければならない。租税回避行為は同族会社、そして非同族会社にかかわらず個
別要件規定によることでしか否認することはできない。
しかしながら、複雑多岐にわたる巧妙な企業の租税回避行為をあらかじめ予測することが
困難であるという理由のもとに、近年、あらたに一般的な租税回避行為の否認規定の導入が
議論されるようになってきている。たとえば、一般的な租税回避行為の否認規定を「わが国
の租税法規に即した文言を工夫しつつ、国税通則法及び地方税法総則の規定に盛り込むこと
「文言を工夫しつつ」とされているが、
が一案であると考える」（54）との主張がされている。
その具体例が明らかにされておらず、租税法律主義に反することになる公算が大きい。租税
法律主義に反する規定の導入は、絶対に阻止しなければならない。
そして、最高裁判決における、そもそもの問題は「純粋経済人の行為として不合理、不自
然なものと認められるか否か」という基準は裁判所が判示している基準であって明文で定め
られているものではないということである。この点が租税法によって明らかにされていない
から違憲の可能性が生ずるわけである。控訴審の判示した基準を「客観的、合理的基準」と
評価して、そのまま採用した最高裁判決は、ふみこんだ検討がされていないという意味では
判例としての意義は大きいものではないといわなければならない。
かねてより、富岡教授は「租税法の定立にあたっては、国民の権利義務に影響する事項は
これを能う限り厳格詳細に出来るだけ明確な基準をもって形式上の法律において規制される
べきことと、しかも、その租税法の解釈をめぐって政府税務当局と納税者国民との間に見解
の相違にもとづくトラブルが惹起され、無用の混乱と相互不信を招くことのないよう民主的
税務運営のルールたる租税法の形成には解釈基準の明確性、具体性に万遺憾なきことを切に
念願するものである」（55）と主張し続けていた。
ある行為を否認するためには「客観的、合理的基準」を明らかにした個別要件規定が必要
とされる。民主的納税ルールは法定されたものでなければならない。これにより税制は複雑
化し、簡素な税制から乖離していくこととなる。しかし、これを犠牲にしても課税庁を法で
拘束し、課税権力の濫用に歯止めをかけるべきである。課税の公平性を維持するための税制
の複雑化は、簡素の要請を超えた次元で認容されるといわなければならない。

おわりに
学説および判例は、課税要件明確主義のもとでも、租税負担の公平性を図るため、租税回
避行為を防止するためには不確定概念を用いることも不可避であるとする。しかし、不確定
概念を用いることも「不可避」であるという表現に着目すれば、不確定概念を用いた規定は
課税要件明確主義に反しないというよりも、課税要件明確主義の例外的位置づけであるとと
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らえることができる。したがって、大前提として課税要件明確主義があるわけであり、不確
定概念が用いられてよいという積極的な理由は存在しないといえる。
とりわけ「不当に減少させる」という不確定概念を用いた法人税法第 132 条は、課税要件
明確主義に反しており、ひいては租税法律主義に反することとなるから廃止しなければなら
ない。実際問題として、個別要件規定の創設または整備により、同族会社の行為・計算の否
認の対象となる事項としては「いかなるものがあるかを列挙することが困難な程に、この規
定は空洞化しているものといえ」（56）るともされる。
租税回避行為を防止するためには、
いわば先回りをして包括規定を設けることは許されず、
個別要件規定を地道に立法化していかなければならない。そのうえで、法の網の目をすり抜
けてしまった行為については見逃さざるをえない。
「事後的な対処の仕方（先行して租税回
避を行った納税者に利益を与えること）であったとしても『租税法律主義』の立場からは、
支持される対応といえる」（57）。たとえ後追い的になるとしても、逐一、個別要件規定を立
法化するという方策によらなければ、租税回避行為は防止することができないといわなけれ
ばならない。
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法人税法第 132 条の「不当性」概念に関する税務会計学的考察

Article 132 of corporation tax law, theory of tax
accounting consideration about an unjust concept
SAITO, Shigeru
Abstract
This paper develops from the theory and the judicial precedent concerning an uncertain
concept, and clarifies the relation between a tax requisition clear principle and an
uncertain concept in the theory of tax accounting. And this paper develops the theory of
tax accounting consideration about an unjustified decrease concept (article 132 of
corporation tax law).
A tax requisition clear principle is included in principle of no taxation without law.
Therefore, on computation of tax amount, a positive reason to use an uncertain concept
does not exist. In order not to allow a tax avoidance act, there is an opinion that it is
unavoidable to use an uncertain concept. However, the tax avoidance act itself is not
clarified at all. Therefore, an uncertain concept has a problem from the viewpoint of
principle of no taxation without law.
In the comprehensive provisions like article 132 of corporation tax law, there is a problem
in the point which has not clarified requirements. Therefore, it is contrary to the idea of
the constitution from the viewpoint of principle of no taxation without law.
Key Words: tax avoidance, unjustified decrease, theory of tax accounting, principle of no
taxation without law
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