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はじめに

　戦後、昭和 22 年に申告納税制度が採用されて以来、税務通達の性格が大き

く変わった。この税務通達は単に国税庁長官等の上級行政庁から税務署等の職

員に向けて、税務行政の統一化あるいは公平・公正に行うために、税法の解釈・

適用に関して発遣されるという基本的な性格であるにも関わらず、換言すれば、

内部職員向けに定めたものであるに関わらず、納税者の権利や課税所得の算定

に大きな影響を与えるようになって来た。

　当初、この税務通達は、法人課税については、具体的な取扱いの総合通達と

して主秘第 1 号通牒（昭和 2 年 1 月 6 日）が各税務監督局に発遣されており、

これが昭和 25 年の基本通達制定まで存続していたとされるが、これは当時、

役所内部限りのものであり一般には秘密の取扱いであった（1）。こうした税務

通達が公表・公開されるのは、いわゆる「シャウプ勧告」（昭和 24 年 9 月）を

契機として、通達の整備や公開が促進されたと指摘される（2）。ちなみに、「シャ

ウプ勧告」において、次のように述べられている（3）。

「4.　税法の行政上の解釈

　税法の客観的適用を基礎とする税法の執行の改善は、必然的に税法の重要

な規定に関する多数の解釈問題を引き起こすであろう。国税庁は、行政過程
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のこの部分を任かす資格のある税務職員の一団を育生すべきである。このよ

うな解釈は、国税局および税務署ばかりでなく、可能な最大限まで公衆へも

提供さるべきである。それは『解釈』または『判定』といったような特別の

主題を付け、かつ適当な索引をつけ、編さんされるべきである。」

「5．官庁の手続

　（3）解釈および判定

　国税庁の解釈および判定は現在一般に公開されていない。これらは今日国

税局および税務署に発する通達に統合されている。これらの解釈および判定

は通達から分離し、適当な索引を付けて一般民衆の用に供すべきである。こ

れらは明らかに同一の用式で定期的に発行され、常に最新のものにしておく

べきである。                              」

　こうして、法人税基本通達（昭和 25 年 9 月）、所得税基本通達（昭和 26 年

1 月）が公表されるに至ったのである。その後、昭和 40 年の法人税法と所得

税法の全文改正を受けて、昭和 44 年 5 月に法人税基本通達、昭和 45 年 7 月に

所得税基本通達の全文改正が行われ、今日に至っている。

　このような税務通達が、今日、我が国の税務行政において、大きな役割を果

たしているといっても過言ではない。租税法の解釈・適用に関する多くの問題

は、これら通達に依拠して解決されているともいえる。これら通達については、

法律、政令、規則等と同様の機能を有しているにも関わらず、法理論上、通達

は、租税法の法源とはならないという考え方が、支配的であり判例もそれを支

持している。一方で、租税実務においては、通達行政と言われるように、法令

と同様に作用しているという実態がある。そこで本論では、税務通達の法的性

格を踏まえた上で、納税者に対して拘束力の有無及びその論拠を検討するもの

とする。

1．税務通達の意義

　税務行政上、租税法規の統一的な解釈・適用を行うために、その一つの方法
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として、税務通達の存在が必要になって来るのは理解できる。この税務通達の

法的根拠は、「各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務につ

いて、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を

発することができる。」（国家行政組織法第 14 条 2 項）という規定に基づいて

いる。すなわち、大臣、行政庁の長が、その所掌事務に関して所管の職員に執

務上依拠しなければならない法令の解釈や運用方針等の内容を示達する一つの

形式である。それは一般的には行政の統一性の確保にその機能が見出すことが

でき、行政規則であって法規ではないのであるから部内の職員は拘束されるが、

国民に対して効力を持つものではない（4）。この通達の必要性については、一

般的には次のように言われる。

①　法令による規律の抽象性・不確定性ないし不十分性から生じる、実際に行

政作用を行うための具体的基準の不足を通達によって補充する必要性。

②　法令の範囲内で、事情の変遷に通達の変更によって迅速に対応する必要性。

③　多数の行政機関が担当ないし関係する具体的行政作用を統一する必要性。

などが挙げられるが（5）、広く納税者に開示されている税務通達に限定して言

えば、難解な租税法令を分かりやすく解説する機能を果たしている。また、統

一的な基準が示されることによって、法令の解釈や要件事実の認定について租

税実務上の混乱を避けることができ、税務執行の効率化に資する。さらに、通

達の公開によって課税庁側の公的見解を示すことになるなどの効果を有してい

ると考えられる（6）。

（1）　税務通達の分類

　一概に税務通達といっても、どのような観点から見るかによって、多様な分

類方法が考えられる。本論では、現行、納税者に公開されている税務通達の解

釈・適用について論じるために、次のような区分が有用であると考える（7）。

①　公開通達と非公開通達

　税務行政の円滑な運用の阻害要因になる場合や税務職員の守秘義務に関わ

る問題で発遣される通達が、すべて公表されるわけではない。公開通達は、
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通常、租税法の解釈・適用に関するものであり、非公開通達は、行政組織内

にとどまっている、税務執行に関わるものとされる。これには、課税標準率

や重加算税の対象する基準などがある。

②　執行通達と解釈通達

　執行通達とは、税務官庁の内部の執行手続きを定めるものである。例えば、

法人税事務の執行にあたっては、本年度はどういう手順に重点を置いて調査

するとか、調査にあたって注意すべき事項とか、調査の手順、あるいは調査

の結果、更正・決定した実績の報告の様式および報告期限等を定めるもので、

上級官庁である国税庁長官が下級官庁である国税局長の事務執行について発

する訓令であるとされる（8）。

　解釈通達は、租税法令の解釈の統一を図るために、その解釈や適用の基準を

示したものである。この解釈通達は、その形式から、「基本通達」と「個別通達」

に区分される。「基本通達」は、通常、各税法の条文にそって、それぞれ基本

的な事項や重要事項について、統一的な解釈や適用を行えるように網羅的に示

したものである。たとえば、「法人税基本通達」（昭和 44 年直審（法）25）や「所

得税基本通達」（昭和 45 年直審（所）30）等がある。一方、「個別通達」は、「基

本通達」では、従来の法令では捉えきれない新たな経済取引や社会の経済環境

が変化したような場合に、個別の事項について解釈や適用を示したものである。

換言すれば、現行の税法が予定していないような取引が出現した場合など、機

動的に対応できる利点があると言える。但し、たとえば、リース業界の成熟化

の過程で、いわゆる ｢53 年リース通達」や「63 年リース通達」の発遣に見ら

れるように、平成 5 年に「リース会計基準」が公表されるまで、租税実務にお

いては、これら通達によって、その取扱いをして来たという経緯がある。平成

10 年度の税制改正によって、法人税法施行令 136 の 3 条にようやく規定化さ

れたが、実質上、個別通達によって課税要件等が示されていたのは問題なしと

は言えない。

　以上のような二つ分類から、公開通達＝解釈通達（基本通達、個別通達）で

あり、非公開通達＝執行通達という図式になる。通達が公開されるということは、



（   ）5 5税務通達の性格

いかなる意味があるのであろうか。申告納税制度を採用したことにより、先述

の「シャウプ勧告」においても、通達の公開が求められている。岩崎政明教授

によれば、公開とは、権限ある行政庁が、多数の者に対して、行政内部の一定

の情報を知らしめることを、明示的または黙示的に予定している状況にあるこ

とをいうと定義しており、基本通達や個別通達は、一般的には公式・公開の税

務通達といってよいとされる。また、通達が行政規則の一種であり、下級行政

庁を拘束する性質をもつことから、少なくとも下級行政庁が通達に示されたと

おりの執行を行うであろうとの高い蓋然性があることを意味するとする（9）。

　この通達が公開されることの効果について、福岡地判（昭和32年2月4日）は、

次のように述べている。「税務官庁において、訓令、指令、示達、通牒、通達、

回答などの名称を以つてだされるいわゆる取扱通達は、税務官庁の系統的組織

内において、租税法規、財務会計法規、行政組織法規と共に、具体的な執務の

基準を示すことを目的として出されているものとであって、法令として上級機

関から下級機関を拘束するものとして出されているものに属しないから一般の

第三者に対しては勿論法的拘束力を有することはない。しかしながら純然たる

税務官庁自体の事務規程としての取扱通達はともかくとして、右通達は一般に

公用されており、官庁内部の秘密事項ではないのであって税務官庁は一応その

通達に依拠して実務を処理する現状である以上、納税者その他外部関係者との

交渉をもつ事項、特に租税法規の具体的解釈を内容としているものなどについ

ては、租税法規の補充として、それ自体事実上規範的性格を有する面があるこ

とは認めざるをえない。」（10）

　この判示の中で「一般に公用されており」とは、「一般に公開されており」

と解するのであるが（11）、以下のように、その判示は整理されよう。通達は、

具体的な執務の基準を示すものであり、法令として上級機関が下級機関を拘束

するものではないし、もちろん一般の第三者を法的に拘束するものではない。

しかし、通達が公開されるという形態を採ることによって、行政庁内部の指針

や基準としての効果を超えて、必然的に租税法規の補充として、規範的性格を

帯びてしまうということである。換言すれば、通達の公開は、一般の納税者に
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とって、租税法規の適正な解釈に有益であるという利点、すなわち法的安定性

や予測可能性を担保する機能があるといえる。一方で、法令ではない形で、あ

るいは、法令と同視されることで、ある種の拘束力が働くことは否定できない

であろう。

　税務通達の公開による納税者と税務官庁との関係性について、新井隆一教授

は、公表された税法通達の内容は、行政指導の内容としての意味をもつことに

なるものであり、租税実定法規の規定の解釈について、税務行政権の主体（国・

地方公共団体）の相手である私人（納税者）に、税務行政機関つまり税務行政

権の主体（国・地方公共団体）が、その解釈通達の示す解釈のように解釈をす

るように「やくそく」を提示したものであるということができる。この意味で、

個別具体的に納税者になんらかの利益を受けられることを期待させる可能性を

含むものであるならば、なんらかの法的関係または事実関係が、税務行政関係

と納税者との間に、発生し、存在しているとみられるものがある限り、変更を

し、または廃止することはゆるされないとしている（12）として、公開するされ

ることは、納税者にとっては、行政指導として捉えられることになるので、改

廃、変更等については、慎むべきであるとする。また、税務通達が公開される

ことの外部への効果について、行政機関内部の示達事項が間接的反射的に納税

者一般に対して及ぶことがあり得るし、個別の事情により行政先例法の成立の

余地はあるとする考え方がある（13）。

（2）　通達の法的性格と内容

　法源とは、法の存在形式をいうが、租税法の法源としては法律、政令、省令、

条例、規則等がある。しかし、通達は、上級行政庁から下級行政庁への命令で

あり、行政組織の内部では拘束力をもつが、国民に対して拘束力をものもので

はなく、租税法の法源ではないという見解（14）が今日では、支配的な考え方と

なっている。判例においても、最判（昭和 37 年 12 月 24 日）で、「国税庁長官

の基本通達は、下級行政機関の権限の行使についての指揮であって、国民に対

し効力を有する法令ではないとした判断は、正当である。」（15）と納税者である
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国民に対して効力を持たないことを明確にしている。また、裁判所の考え方と

して、最判（昭和 43 年 12 月 24 日）は、「元来、通達は、原則として、法規の

性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対し

てその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであ

り、このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令に

すぎないから、これらのものがその通達に拘束されることはあっても、一般の

国民は直接これに拘束されるものではなく、このことは、通達の内容が、法令

の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつよう

なものである場合においても別段異なるところはない。このように、通達は、

元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処

分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右され

るものではない。また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないのはも

ちろんで、裁判所は、法の解釈適用にあたっては、通達に示された法令の解釈

とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反

するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。」（16）と述べ、

通達が、一般の国民が直接に拘束されるものではなく、また、裁判所に対して

も効力を持たないことを明らかにしている。

　上述のように、通達に法源性はないのであるが、租税に関する通達は、例え

ば、所得税法、法人税法だけをとっても膨大な量にのぼっており、日々、申告

にあたっては、納税者や税務官庁の職員が、通達に定めてある事項に従って業

務が行われているという実態がある。この意味で通達の果たしている役割は、

租税実務においては、かなり重要な位置を占めていると考えられる。納税者側

にとっては、第一義的に通達に依拠することが見込まれるし、税務官庁側にお

いても、通達に従った処分を行う可能性があり得る。過去の税務訴訟の多くは

こうした事例である。解釈通達の内容には、いわゆる不確定概念を明確にする

ためにの補充通達、解釈を統一を図るために確認的に解釈を示す留意通達、さ

らには法令の定める課税要件よりも緩い課税要件定める場合があり、このよう

な通達を緩和通達、等に区分されると考えられている（17）。
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　通達は、その時々の経済状況や新たな取引形態の出現などに対応して、その

内容は改変されていく性格を有しているものである。例えば、「法人税基本通

達の制定について」（昭和 44 年 5 月 1 日）に、次のような文言がある。「この

通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず

条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の規程中の部分的字句について形式的解

釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないと

か通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に

即しない解釈におちいったりすることのないよう留意されたい。」と述べてい

る。このような考え方は、個別通達を発遣する場合も同様であろう。租税法規

は、その対象が広範囲に及びその複雑さゆえに、規定の内容が一般的・抽象的

にならざるをえない。そのため、具体的な法文の解釈や運用が統一されること

は重要である。しかしながら、上記文中において、「条理、社会通念をも勘案

しつつ」、「社会通念等に即しない解釈」と述べられている。すなわち、通常、

このような通達の解釈に当たっては、その基底にある条理や社会通念に従って

行うことが必要になってくると解される。

　この条理や社会通念とは、何を指すのか明確になっていない。この点につい

ては、法律の定めとして特定されていない限りは、産業社会において確立され

ている簿記会計の慣習が、その条理とし、社会通念とされる内容と理解される

べきであるとの見解がある（18）。そうであるとするならば、近時、国際財務報

告基準等の影響を受けて、我が国の会計基準が大きく変容している。その中に

は、上述したような意味で、社会通念とはなっていないものも多いと思われる。

そうしたものは、基本的には、通達で対応するべきものではなく、法律の規定

によって、その取扱いを明確にすべきであると考える。また、法律解釈の補充

的機能を有しているといっても、例えば、法人税法上の「別段の定め」につい

ては、詳細な定めが置かれているが、いわゆる「公正処理基準」（法第 22 条 4

項）ついては、現行上、様々な議論があるにもかかわらず、その解釈の一切を

裁判所の判断に委ねており、通達が果たすべき法律解釈の補充機能は、どこま

でが、その守備範囲なのか、納税者に明確になっていない所に問題があると思
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える。通達の作成プロセスの透明性及び運用が求められる。この点については

後述する。

　この点について、首藤教授は、税務通達の作成は、当該税務官庁によって行

われるわけであるが、納税者に対する拘束力を有していると考えるならば、通

達の正当性の根拠としても通達作成段階での国民参加が必要であるとし、ま

た、重要通達が出される前には、議会での議論を経由させる法律事項としたほ

うがよいのではないか、通達の内容が妥当であるのか、等の議論が専門家を含

む国民の参加する審議会等で議論され、その議論の内容が事前に公開されれば

スムーズに運用されるのではないかと述べている（19）。税務通達は、法律では

ないが、その拘束力において、納税者に大きな影響を与えるものである。また、

その性格上、専門的、技術的なものであり、非常に数多くに上るものであるた

め、一つ一つ議論の俎上に上げることは現実的ではないと思われるが、少なく

とも個々の通達について、あらかじめ、意見の聴取を行うことが出来るような

制度を構築する必要はあるであろう。

2．判例における税務通達の位置づけ

　税務通達の内容から生じる問題としては、本来法律で規定すべき所を通達で

定めている場合、税務通達が法律解釈の補充的役割なのに、その解釈が歪めら

れている場合など、様々な要因が考えられる。そこで、判例では、どのような

観点からこの税務通達を捉えているか、以下のように三つに区分して検討する。

（1）　公平負担の原則

　公平負担の原則に、その法的拘束力の妥当性を求めているものとしては、大

阪地判（昭和 44 年 5 月 24 日）（20）がある。すなわち、「通達は上級行政庁の下

級行政庁に対する命令示達の一形式であって、それ自体法規として性質を有す

るものでないことはいうまでもない。しかし、通達によって示達された内容が

税務執行において実施され、相手方である納税者においてその取扱いが異議な
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く受容されるとともに、当該通達がその内容において合理性を有している場合

に、しかも右通達が定める要件を充たしているにもかかわらず、これの適用を

受けないものとされた場合には、租税法の基礎原則の一つである公平負担の原

則に違背し、当該通達を適用しないとしてなされた課税庁の処分は違法性を帯

びるものというべきである。」

　本来、通達は法律の解釈やその運用の指針とするものであることは、前述し

たとおりであるが、本判決で述べる通達の内容は、いわば例外的な取り扱いを

通達で示した場合について述べたものである。このような通達については、①

示達された内容が税務執行において実施されていること、②その内容が、納税

者において異議なく受容されていること、③通達の内容が合理性を有している

こと、などを要件としており、これを適用しない課税処分は、違法性を帯びる

としている。換言すれば、本来ある解釈通達の適用の枠外で、発遣された通達

の存立を認める得るものであり、かつ、法的な根拠に、公平負担の原則を基底

に置いたものであると言えよう。この点については、以下のような見解がある。

すなわち、このような法律の解釈の域を超えて、新たに措置を定めるような「創

設通達」あるいは「例外通達」というべきもの対する、上述の三要件は、その

存立の根拠を与える根拠に過ぎないものあり、その道具にほかならないとする

（21）。すなわち、このような要件を充足した、通達が存在するにもかかわらず、

それを適用しないとするなら、公平負担の原則に反するというものであり、租

税法の基本原則である「公平負担の原則」を根拠として、税務通達の適法性を

判断している。しかし、一方で、通達の内容との関連で、当該通達の適用の問

題として捉えることもできる。例えば、ある法人との関係では適用するが、他

の法人では適用しなかった場合は、平等な取り扱いとはならないので、適用の

観点から「公平負担の原則」を論じる必要性が出てくる。また、名古屋地判（平

成 1 年 3 月 22 日）も、税務通達について、抽象的な法規の具体的解釈、適用

は通達に従ってなされるという状態が全国的かつ長期的にわたって継続してお

り、納税の通達への信頼は、信義衡平の原則に照らし、また、法の下の平等を

定めた憲法上の要請に照らしても、法的に保護されるべき旨のことと述べてい
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る（22）。ようするに、通達による課税処分の正当性や適用の要否を「公平負担

の原則」を法的根拠としていることが窺える。また、この判旨は、慣習法とし

ての行政先例法の成立を認めているとも解される。

（2）　慣習法としての行政先例法

　税務通達は、法源性を有するものではなく、上級行政庁から下級行政庁に命

令示達の一形式である。しかし、通達によって示された租税法令の解釈適用が、

長期にわたって継続的に税務行政において実施され、納税者においても、その

取扱いが受け入れられ、一般的な解釈適用が定着しており、法であるとの確信

にまで定着している場合は、慣習法としての行政先例法が成立していると解す

べきかどうかについては様々な見解がある。長崎地判（昭和 36 年 5 月 19 日）

は、次のように述べている。「これらの通達が発せられると、下級行政庁等は、

これに従って事務を処理することになり、長期にわたってこれを繰り返してい

く場合には、この事実上の取扱が一般の法的確信を得て慣習法たる行政先例法

として認められるべき場合もあり得るのであるが、本件においては、旧通達に

基く税務官庁の事実上の取扱に、右慣習法たる効力を認めるべき特段の事情の

存在を肯認し得る証拠はない。」（23）として、慣習法として法的拘束力を認める

余地を残しているが、その認めるべき「特段の事情」については、それが何を

指すのか明らかにされていない。

　田中二郎教授によれば、通達によって示達された租税法規の解釈が、長年に

わたり、税務行政庁によって実施され、相手方においても、その取扱いが異議

なく諒承され、それが正しい法の解釈として、法的確信にまで高められるよう

になった場合は、そこに一種の慣習法としての行政先例法が成立するに至った

と見ることができるとしている。さらに、例えば、ある取扱いが長年にわたり

実施され、一般にも、それが法律の趣旨に合するものとして支持されてきたよ

うな場合には、そこに行政先例法ともいうべきものが生まれ、仮にそれが法律

の趣旨に必ずしもそわないような解釈・取扱いであっても、右の意味での行政

先例法と認めるべきものが生じた限りにおいては、法律そのものがこれによっ
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て改正されたとみるべきであって、もし、右の行政先例法を改める必要がある

ならば、法律の改正によって行うべきもので、単に通達の改正によって同様の

目的を達成しようとするのは妥当ではないとする（24）。同様の見解は、金子宏

教授にも見受けられるが、行政先例法の成立の有無について、より厳格な検討

が必要であるとしている（25）。

　このような租税法上の行政先例法を是認する考え方に対しては、新井隆一教

授の次にような見解がある。「実定租税法の規定が存在するにもかかわらず、

その規定の解釈を誤り（すなわち、他の解釈と比較して、より合理性の小であ

る解釈により）、課税処分又は非課税若しくは減免税の取扱いをした場合に、

それが、右に挙げたような租税法上の先例法（又は慣習法）の成立の要件に適

合して、かりに、租税法上の先例法（又は慣習法）となったとみることを容認

されることができたとしても、客観的には、より合理性の大である解釈による

実定租税法の規定が、これに競合して存在することは、否定されることができ

ないのである。この場合、この租税上の先例法（又は慣習法）は、その実定租

税法の規定に優先して適用することができないものというべきである。それに、

なによりも、実定租税法の規定が存在するにもかかわらず、これを無視して、

これと競合する先例法（又は慣習法）の存在を容認すること自体に、すでに無

理があるものといわなければならないのである。（26）」と述べている。

　確かに、通達によって示された解釈が、長年にわたり税務行政庁及び納税者

に定着し、それが法であるとの確信として認識が、両当事者にある場合は、行

政先例法の成立する余地があると思われる。しかし、それは、租税法律主義の

趣旨からすると、納税者に有利に働くと思われる場合に限定されよう。しかし

ながら、現行、行政先例法が成立する法的要件等については、明確な判例・学

説等が見受けられない。たとえば、前提として通達の存在の可否や合理性の有

無、法的確信の内容あるいは程度など、明確な法的要件の確立が求められる。

（3）　租税法律主義との関係

　前述したように、税務通達は、租税法上の法源はないとされており、法理論
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上は租税法律主義の適用範囲から除外して考えるべきものかもしれない。しか

し、税務通達は、実質的に法的拘束力を持っており、租税実務に大きな影響を

与えている。そこで、租税法律主義の主たる機能である、法的安定性と予測可

能性の観点から検討することにする。

　法的安定性の観点から、いわゆるパチンコ球遊戯具の課税、最判第二小（昭

和 33 年 3 月 28）（27）について概観する。本件の事実の概要は、次のとおりで

ある。昭和 16 年から、旧物品税法 1 条に、「遊戯具」が加えられていたが、パ

チンコ球遊器については、長い間、物品税の課税対象とされていなかった。し

かし、パチンコ球遊器が「遊戯具」に含まれるという解釈を示した内容の昭和

26 年 3 月 2 日付けの東京国税局長通達、および、同年 10 月 1 日付けの国税庁

長官通牒が発せられた。これらの通達、通牒に基づいて所轄税務署長等が、パ

チンコ球遊器に対し課税処分をしたことについて、課税の無効確認並びに納税

金額の返還を求めた訴訟内容になっている。

　本件の論点は、第一に、パチンコ球遊器が、「遊戯具」に該当するのかとい

う物品税法の解釈問題と、第二に、いわゆる通達課税の問題であり、非課税の

取扱いが、長年続いた後、新たに発遣された通達等において、新たな解釈を示

し課税をするということは、租税法律主義に反するのではないかという点であ

る。

　第一の点について、最高裁判決は、「その他第 1､2 審判決の掲げるような理

由にかんがみれば、社会通念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物

品税法上の『遊戯具』のうちに含まれないと解することは困難であり、原判決

も、もとより、所論のように、単に立法論としてパチンコ球遊器を課税品目に

加えることの妥当性を論じたものではなく、現行法の解釈として『遊戯具』の

中パチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、右判断は、正当である。」

と述べている。ちなみに第 1 審（東京地判、昭和 28 年 2 月 18）（28）では、「物

品税法はその課税物件を個別的具体的に表示する方法を採らず、一定の内包を

有する名称を掲げこれに包含されるものを課税物品とする方法を採って居るの

であり・・・・具体的に個々の物品を列挙することをその目的としない同法施
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行規則に於いてパチンコ球遊器が挙げられて居ないからと云って、パチンコ球

遊器が物品税課税物品でないと云うことはできない。又国税庁並に東京国税局

より原告等主張の通牒が課せられなかったとしてもその事実は物品税法上発せ

られたことは当事者間に争がなく、更にその通牒のなされる迄パチンコ球遊器

については物品税が賦課されなかったとしてもその事実は物品税法上パチンコ

球遊器が課税物品であるか否かを決するものではないし、又原告等がパチンコ

球遊器の価格決定に際して物品税額を考慮に入れなかったとしてもパチンコ球

遊器が物品税課税物品でないと言えるものでないことは勿論である。」と述べ

ている。

　以上のように、「遊戯具」の中に、パチンコ球遊器が含まれることは、社会

通念上疑問の余地はないであろう。しかし、当時、物品税法施行規則 1 条には、

「玩具及遊戯具類」として、その例は児童用のものに限られていること、成人

用遊戯具である撞球用具等は別個に規定されていることからすれば、本来は、

成人用のパチンコ球遊器も明文として規定すべきであり、遊戯具という言葉に

成人用遊戯具たるパチンコ球遊器も含まれるという本判決は、課税要件明確主

義に疑問があるという見解（29）には首肯できる。この点について、第一審は、「物

品税法はその課税対象物品を列挙する主義を採用しているがその方法は個々の

具体的物品を掲記するものではなく個々の物品を内包する抽象的概念を以て列

挙しているのである。而して物品税法施行規則中遊戯具に関する規定は右抽象

概念に内包される具体的物品を列挙しているのではなく、課税金額の最低限度

を定め、他の項目並に他の法令に基く課税との調整（二個以上の項目又は法令

に該当するが如き疑あるものにつきよるべき項目法令を明にする等）を図るた

めの規定として設けられているのであるから、施行規則に於て、遊戯具として

パチンコ球遊器を表示していないからと云ってパチンコ球遊器を物品税非課税

対象物品とすべき理由にはならない。」と述べるが、納税者の立場からすれば、

社会通念上、パチンコ球遊器が遊戯具に該当するという一般的な認識が、たと

えあったとしても、物品税上、非課税扱いが相当期間継続していた事情を勘案

すると、納税者にとっては、当然、課税対象にはなっていないという認識が通
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常であり、そこには法的安定性をもたらしていると捉えることができよう。規

定上、パチンコ球遊器のような個別に掲記されてない遊戯具の範囲については、

具体的に一義的に明確に定める必要があったと考えられる。

　次に、非課税の取扱いが長期間継続した後、通達で新たに示した解釈で課税

をすることは租税法律主義に反するかという、いわゆる通達課税の問題である。

上述の最高裁判決は、この点について、「本件の課税がたまたま所論通達を機

縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するも

のである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく、所

論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするもので

あって、採用し得ない。」と述べている。しかし、この点については、非課税

の取扱いが継続していた場合、新たな通達を契機として課税処分を行う適否に

ついて、様々な見解がある。その考え方の基底には、本件が、税務官庁による

単純な課税洩れと捉えるか、あるいは一般的に非課税扱いされていた場合によ

るものであるのかという問題があると考えられる（30）。後者の場合は、法的安

定性が生じていると見ることが出来るのではなかろうか。

　前述のように、パチンコ球遊器が「遊戯具」に含まれるという解釈を示した

内容の昭和 26 年 3 月 2 日付けの東京国税局長通達、および、同年 10 月 1 日付

けの国税庁長官通牒が発せられたわけであるが、当時は、パチンコ球遊器の生

産が、その流行に応じて急速に上昇し、それにつれて税務署によっては、それ

に課税するところや課税しないところもあって、物品税法上の課税物品である

かどうかが問題されていたようである。そうした事情を背景として、これらの

通達等が公表されたのである。租税法律主義との関係について、例えば、東京

地判（昭和 34 年 5 月 14 日）は、次のように述べている。「右通達通牒以前に

おいてすでにパチンコ球遊器は物品税法上の課税物品でないとの法的確信が国

民の間に支配していたものとみるのは相当でなく、右通達や通牒は従来統一し

ていなかった解釈を統一し行政上の方針を一定せしめる目的でなされたもので

あり、これによりあらたに租税を課することを定めたものでもなく、また従来

の租税を改めたものでもないと解すべきである。従ってパチンコ球遊器なるも
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のが物品税法上『遊戯具』に該当するものと解釈することが許される限り、右

通達通牒の有無にかかわらず、その課税は憲法上の要請たる租税法律主義に反

するものということはできない。」（31）としている。

　さらに、この事案の控訴審である東京高判（昭和 35 年 5 月 21 日）においても、

「たまたま球遊器について一部課税されていなかった事実があるとしても右通達

及通牒以前にすでに球遊器は物品税法上の課税物件に当たらないとの法的確信

が国民の間に生じていたということは認められないし、右通達及通牒は行政庁

の解釈を正しく統一するために発せられたものであって、これによって法律の

定めていない租税をあらたに課することを定めたものではないから、控訴人主

張のように憲法 84 条に違反するとはとうてい解することはできない。」（32）と第

一審と同様な内容を述べている。

　これらの判決によると、通達等の発遣の趣旨は、球遊器について一部課税さ

れないなどの事実があることに足して、従来の取扱いが不統一であったので、

解釈の統一を図るために出されたものであるとしており、新たに通達等を出す

ことで、課税するというものではないので、租税法律主義に反するものではな

いとする。また、課税物件ではないという法的確信が国民の間にあった見るべ

きではないとしている。すなわち、単純な課税洩れと位置づけている。だとす

れば、「単純な課税洩れ」とするなら、今村教授のいうように、課税権の消滅

時効にかかるまでの分については、遡及課税するのが妥当であると考えられる

が、遡及課税はなされていなかったようである。問題なのは、通達それ自体の

課税の法的効力に関する議論ではなくて、それらの通達に基づいた税務官庁の

法的権限の行使が、市民生活に及ぼす影響に関することが一切捨象されている

とする。ある法律の下で一般的に非課税の状態が永く続いた場合、これを変更

するのは法の明示によって行うのが、租税法律主義の建前からみても至当では

なかろうかと述べている（33）。

　また、税務官庁が、何故遡及課税を行わなかったかの実質的な理由としては、

次のような見解がある。すなわち、信義則法理とか、当時行政先例法が成立し

ていたからではなく、移出して一定程度の期間を経過したものについて、遡っ
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て課税することは、納税者が課税されてないと考えて物品税額相当分を添加し

ていなかったことを前提にすると、転嫁不能な課税を強いることになるから好

ましくないという考え方によるとされる。さらに、このような一部の課税洩れ

は、大量の税務行政に必然的に伴うことであり、好ましいことではないがやむ

を得ないことだとしている（34）。

　判例において明らかにしているように、物品税法上の課税物件に当たらない

との法的確信があったとは認めていないので、法的安定性は生じていないと捉

えており、租税法律主義に反するものではなく、単純な課税洩れであるとして、

税務官庁の課税執行上の問題として判断している。換言すれば、税務官庁の課

税実務上のミスであるから、物品税の転嫁が必要となるので、遡及してまでは

課税することはしなかったと考えられる。だとすると、合法性の原則との関係

で問題となると思われる。すなわち、税務官庁が、本来徴収すべき物品税を徴

収していないということになるのではなかろうか。金子宏教授によれば、この

合法性の原則には、次の三つの制約原理があるとされる（35）。第一に、納税義

務を軽減・免除する等、納税者に有利な行政先例法が成立している場合には、

それに拘束され、それに反する処分はできない。第二は、税務官庁が、納税者

に有利な解釈・適用を広く一般的に行い、それを是正する措置をとっていない

場合に、合理的理由がないにもかかわらず特定の納税者を不利益に扱うことは、

たとえ上の解釈・適用が行政先例法として成立していないとしても、平等取扱

原則に反して許されない。第三は、租税法においても、個別的救済の法理とし

て信義則ないし禁反言の法理の適用が認められるべきであり、その範囲で合法

性の原則が制約を受けるとしている。こうした制約が、この事案に該当するか

といえば、前述したように当てはまらないと見るべきであろう。

　以上のように、単なる課税洩れと捉えるか、法的安定性が生じていると捉え

るかによって、その法的な意味は大きく異なってくる。この判例は、一般的に

非課税の取扱いをしているのではなく、そこに法的確信は生じていないとして、

法的安定性をもたらしているものではないとしている。単なる課税洩れの状況

が一部であったとして、従来の取扱いの不統一について、税務行政上の解釈の
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統一を図る目的でなされたものであるとしている。この論理を見る限りにおい

ては、租税法律主義に反するものではないが、手続的側面から考える時、上述

したように合法性の原則に問題があると言えよう。

3．税務通達の役割

　税務通達は、前述のとおり税務行政の統一的な執行を行うために存在するも

のである。その意味において、税務官庁において重要な役割を果たしていると

言えよう。一方、納税者にとっても、日々変化する経済取引について、それら

に対応する複雑で難解な税務上の取扱いを理解する上で、大いに有効な制度と

なっていることは間違いない。ただし、それは法的安定性や予測可能性に資す

るものではなくてはならない。ここでは、法令と通達との関係性について、具

体的に法人税法第 22 条 4 項（公正処理基準）と法人税法基本通達の関連を中

心に、その役割を検討することにする。

　法人税法上、第 22 条 4 項（公正処理基準）が創設されたのは、昭和 42 年の

税制改正である。その後、法人税法基本通達（昭和44年 5月 1日）が制定された。

その前文において、以下のような趣旨が述べられている。すなわち、「第一に、

従来の法令の解釈上必要性が少ないと認められる留意的規定を削除し、また、

適正な企業会計慣行が成熟していると認められる事項については、企業経理に

ゆだねることとして規定化を差し控えることとした。第二に、規定の内容につ

いても、個々の事案に妥当する弾力的運用に期するため、一義的な規定の仕方

ができないようなケースについては、『～にような』、『たとえば』等の表現に

よって具体的な事項や事例を例示するにとどめ、また、『相当部分』、『おおむ

ね・・％』等の表現を用い機械的平板的な処理にならないよう配慮した。した

がって、この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背

景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処

理を図るように努められたい。」とされている。

　ここで、条理、社会通念の内容としては、先述したように、法律の定めとし
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て特定されていない限りは、産業社会において確立されている簿記会計の慣

習が考えられる（36）。この簿記会計の慣行が、近時、大きく変容して来ている。

具体的には、会計基準の国際化の流れにそって、従来の会計処理の変更、新た

な会計基準の設定等であり、こられを指すとされる法人税法第 22 条 4 項の意

味する内容と思われる。法人税法自体、別段の定めがあるものは除いて、こう

した企業会計の変化に対して、態度を明らかにしていないし、通達も同様であ

ろう。論理的には、通達について法第 22 条 4 項が規定されて以後は、「別段の

定め」に関するもの以外は、法人税法固有の規定と捉えるべきではなく、いわ

ゆる「公正処理基準」の解釈を規定していると考えるのが妥当であろう。一方

で、法人課税小委員会報告（平成 8 年 11 月）において、「法人税の課税所得は、

今後とも、商法・企業会計原則に則った会計処理に基づいて算定することを基

本としつつも、適正な課税を行う観点から、必要に応じ、商法・企業会計原則

における会計処理と異なった取扱いとすることが適切と考える」と述べている

ように、企業会計上の処理と法人税法上の取扱いについて、乖離の方向へ進ん

でいくことも否定はしていない。近時の会計基準の変容を見る限り、もはやこ

の方向性は避けられないと思われる。

　前述したように、租税法令の適切な解釈を助けるために機能するものが、租

税通達のあるべき姿であるが、この点について、問題がないとも言えなくはな

い。例えば、法令の代替的役割を果たしているもの、本来法令で規定すべきも

の、等がある。

　本来、通達で定めるべきではなく、法令で規定すべきものがあるのではない

かという指摘がある（37）。例えば、棚卸資産の販売による収益の帰属の時期「基

通 2-1-1　棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する

事業年度の益金の額に算入する。」については、法人税法上の原則的な収益計

上時期に関して引渡基準を採用していることを宣言しているように思える。収

益の計上基準など、基本的な計算基準は法律で規定すべきであろう。

　また、租税特別措置法、法人税法にまたがったものとして、通達で対応され

ているものがある。使途不明の交際費等については、次のような規定がある。
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「基通 9-7-20　法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭

でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。」この通達の趣旨

は、法人が、費用として支出した金額のうち、その費途を明確にできない、い

わゆる費途不明金について、税務上損金に算入することをそのまま認めるとい

うことになると、課税所得計算の客観性、適正性を維持できなくなり、課税の

公平の見地から、損金算入を認めないというものである。この通達は、交際費

等に限定されることなく、およそ費途が明らかにされない支出金は、すべて損

金不算入にするということであると解される。そうだとすれば、法人税法をもっ

て規定すべきであるが、実際は、租税特別措置法第 62 条（使途秘匿金の支出

がある場合の課税の特例）あるいは、その通達の文言から推察されるように、

同法第 61 条 4（交際費等の損金不算入）に関する通達の解釈を示したように

捉えられる。措置法諸規定の解釈通達との位置づけなのか、課税所得の計算上、

ひとつの基本原則を明らかにしているのか、明確にすべき必要があろう。

　さらに、本来は、「公正処理基準」すなわち、企業会計上の原則に従って処

理すべきものがある。たとえば、短期の前払費用（基通 2-2-14）や消耗品費等

（基通 2-2-15）は、本来は、企業会計上の重要性の原則に基づいて経理処理す

べきである。通達によって、形式的、簡便的な取扱いを設けることが、かえっ

て税法の縮小解釈に繋がる可能性があろう。また、過去には税務上のリース取

引の取扱いのように、昭和 53 年及び昭和 63 年に個別通達が公表されたままに

なって、平成 5 年のリース会計基準の設定後、平成 10 年の税制改正によって、

ようやく立法化された経緯がある。その間、ずっとこれらの通達が、実務の会

計処理に大きく影響を与えた。換言すれば、通達が法令として実質的には機能

していたといえるであろう。リース取引の例にみられるように、従来、法律が

予定していない新たな経済取引が出現した場合、機動的に課税実務に対応しな

ければならない。この意味で、通達の果たす役割は大きいと思われるが、同時

に、通達が実質的に法的拘束力を有する以上、迅速に立法措置を講ずることが

求められてくる。

　今日、税務通達は、法源ではないが、実質的には法的拘束力をもって課税実



（   ）21 21税務通達の性格

務に大きな影響を与えていることは、すでに述べた通りである。今後、法人税

法における税務通達のあり方については、法的意義、運用の見地から、以下の

ような点の検討が必要とされると考える。第一に、通達の制定過程の透明化を

図るべきである。申告納税制度のもとで、納税者にとって、専門的で複雑な租

税法の適切な理解は必要不可欠なことである。法理論上は、法的拘束力を持た

ないとしても、事実上、法的安定性や予測可能性を担保する機能を有している

わけであり、適宜、その制定趣旨等を明らかにする必要があると思われる。第

二に、個別通達は、できる限り適用期間を限定し、その内容が基本通達に組み

入れべきものは、統合することが望ましい。また、基本通達は、すでに、その

解釈が定着していると思われるもの、存在理由がなくなったものなど、定期的

に見直しを行うための一定の指針を設けるべきである。第三に、本来は法人税

法等の法令に組み入れるべき、前述したような基本的な事項については、立法

措置を講ずるべきである。第四に、基本通達と企業会計基準等の「公正処理基

準」との関係を明確にすべきである。今日、基本通達が制定された当時とは、

企業会計を巡る環境は、大きく変容している。その制定趣旨を含めて、改めて

その役割を再度検討すべきであろう。　

おわりに

　租税法律主義のもとでは、税務通達は、租税法令の解釈と運用を統一化し、

体系化したものであり、あくまでも適正な税務執行を行うための補完的な役割

を担っているものである。納税者に対して、少なからず法的安定性と予測可能

性を与えることにある。具体的には、租税法令の統一的な解釈、租税法令上の

条文の補完的な解釈及び租税法令上に適用すべき規定がない場合等において機

能していると考えられる。その法的な性格は、上級行政庁から下級行政庁に対

して行われる行政命令等に過ぎないことは、本論で述べた通りである。

　税務通達は、本来、税務行政庁の円滑な租税事務の執行への命令または示達

するために発せられるものであった。従って、納税者に向けて公表されること
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は予定されていなかったはずである。それが「シャウプ勧告」を受けて、広く

整備され公表されるようになり、いつの間にか納税者は、法令と同様に納税に

際して、依拠すべきものとして認識するようになったのである。そこでは、本

論で述べたように、法令の解釈の振り幅が大きい場合がみられるなど、種々の

問題が生じている。税務行政庁内で円滑で有効な手段として用いられている通

達を納税者にも、広く開示することに、本質的な問題が存しているように思え

る。税務行政官庁間の通達は、税務行政官庁と納税者に向けるものとは本質的

に異なるものである。、特に、納税者に対する納税環境の整備という面で、通

達という法形式以外の方法によって、事前に税務行政官庁の法文解釈、手続き

等を明確に納税者に開示出来るような、有効に納税義務の確定に資する制度の

構築が望まれる。
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