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講演録
推計課税における主張と立証
－立証軽減の観点から－

九州大学法学部准教授
田 中 晶 国
◆SUMMARY◆

本稿は、令和元年 12 月５日（木）に霞が関・中央合同庁舎第４号館で開催された「第１回
税務研究会」における田中晶国准教授（九州大学法学部）の報告内容を取りまとめたもので
ある。
本報告では、事実上の推定である推計課税が、実額課税の場合と同程度にその納税者の所
得の金額を高度の蓋然性をもって推認できるのかという問題に対し、民事訴訟法上の立証軽
減の観点、特に証明妨害や一応の推定の法理を利用することにより、推計による立証と証明
の程度として求められる高度の蓋然性との間隙を埋めることはできないかについて検討され
ている。
なお、本講演録を取りまとめるに当たり、必要に応じて、田中准教授が若干の加筆等を行っ
ている。
（税大ジャーナル編集部）
キーワード：推計課税、実額課税、事実上の推定、証明妨害、一応の推定

本内容については、全て執筆者の個人的見解であり、
税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式
見解を示すものではありません。
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１．はじめに

ただきます。

九州大学の田中と申します。本日はよろし

推計課税に関する各種の議論につきまして

くお願いいたします。

は、豊富な先行業績がございます。それらの

本日、報告させていただく内容ですけれど

先行業績に対して、私から何か新たな理論を

も、題としましては「推計課税における主張

付け加えるということにはならないかもしれ

と立証」とさせていただきました。分析の観

ませんけれども、主に民事訴訟法上の視角と

点として、民事訴訟法上の立証軽減、特に証

いう切り口を提示できればと思います。

明妨害や一応の推定などの議論から、現状の

まず、はじめに推計課税に関して裁判実務

推計課税に関する裁判例を整合的に説明する

上取られていると思われる考え方を確認いた

ことができないかということを検討させてい

します。泉德治裁判官らによる司法研究報告
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書を書籍化した『租税訴訟の審理について』

と推計課税について想定している区別を確認

においては次のように説明されています(1)。

させていただきます。本報告では、実額課税

推計課税は間接的な資料と経験則を用いて

と推計課税における裁判例の整合的な理解と

真実の所得額を事実上の推定により認定する

いうことをテーマにしておりますので、判例

ものであり、推計課税の本質は、あくまで事

上の理解を前提としたいと思います。刑事事

実上の推定である。

件ではありますが、最高裁は「いわゆる推計

推計課税が適法とされるためには、推計課

の方法」を「財産・負債の増減、収入・支出

税の必要性が存在するとともに、実体上の適

の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する

法要件として推計課税の合理性が存在しなけ

同業者の業績等を示す間接的な資料から所得

ればならない。
推計課税における主要事実は、

金額を推認して認定する方法」(2)と述べてお

推計の合理性を基礎付ける事実である。実額

ります。このことは、現在存在している所得

反証は、間接反証事項または再抗弁となる。

税法上の条文と同様の言葉であり、本報告で

このような理解が泉裁判官らの示した考え

は推計課税の内容としてはこういった推測計

方です。

算、推計というものを利用して課税要件事実

本報告では、推計課税の本質を事実上の推

を認定した課税を推計課税と理解して話を進

定に過ぎないと理解する見解を事実上推定説

めさせていただきたいと思います。また、直

と呼ぶことにしますが、この見解に対して

接的資料を用いて認定する部分と推測計算に

様々な先生方から各種の批判があります。そ

よる推認の部分が双方含まれている場合も推

して、一貫して指摘されることではございま

計課税と理解します。

すが、この見解の大きな穴としまして、推計
課税が事実上の推定であるという理解によっ

３．租税法における要件事実

て事実認定において通常裁判所において求め

続きまして、推計課税の主張と立証という

られる程度の証明が果たして可能なのかとい

観点からお話をさせていただくので、要件事

うところがございます。推計課税は、統計上

実論という観点も視野に入れたいと思ってお

の数値に基づいて納税者の所得を推測計算し

ります。

ていきますが、直接的証拠による認定である

要件事実論についても各種の議論が示され

実額課税の場合と同じ程度に、その納税者の

ているところではございますが、本報告の前

所得の金額を高度の蓋然性をもって推認でき

提となる理解としては、これから述べますと

るのかというところが大きな問題になって各

ころを前提とさせていただきたいと思います。

種の見解が出ているかなと考えております。

岡村忠生教授が既に明らかにされていると

結論を先出ししますと、推計による立証と

ころではございますが、租税法の要件事実の

証明の程度として求められる高度の蓋然性と

特徴として、まず個別的な取引に始まって税

の間には恐らく穴があいている。そこを架橋

額に至る、多様な段階があって「段階的な層

する理論として、民事訴訟法上の立証軽減の

状構造」をなしている点があげられます。租

観点、証明妨害や一応の推定の法理というの

税法というのは「個別取引事実の課税要件該

を使えないかというところが本報告の主たる

当性から出発して、収入金額と必要経費（益

テーマとなります。

金と損金）、
次いで各種所得の金額を算定する
というように、段階を踏んで最終的な税額の

２．実額課税と推計課税

算出を行うと定めている。したがって、特別

それでは、まず、本報告において実額課税

の規定なしに、課税庁や裁判所が、個別取引
3
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事実に基づかず、いきなり税額や所得金額を

としても事実の主張ではなくて、ある意味、

主張・立証し、あるいは、認定することは、

権利の主張や法的観点のようなものと考えた

課税要件規定によらない課税である」という

方が正しいと思います。

理解です(3)。

所得税法ではこのような法的数値が多数あ

たとえば所得税法の条文を見れば分かりま

ります。各種の「所得の金額」や「総所得金

すが、岡村教授の述べられているように層状

額」
、
「課税総所得金額」や「所得税の額」
、
「納

構造をなしているというのは明らかであり、

付すべき所得税の額」や「税率」等々です。

租税法の要件事実の理解として正しいと思わ

これらの法的な数値は法律にそのまま書かれ

れます。岡村教授はさらに個別取引事実に基

ている数字もあります。税率なんかはそうで

づかずに、いきなり例えば「所得」というも

す。
それは当然、
立証対象ではありませんし、

のを直接に立証して所得の金額を認定すると

要件事実でもありません。そのほか、事実を

いったようなことは租税法律主義にも違反す

適用したあとに法律を適用して当然に出てく

るという見解をとられております。ですから、

る計算の結果として出てくるような数字もあ

租税法の要件事実としては、まずは個別取引

ります。総所得金額とか所得の金額とかそう

事実である。個々の具体的な個別取引事実で

いった部類に入ると思います。ですから、こ

あるということを報告の前提とさせていただ

の総所得金額とか所得の金額等というものも

きたいと思います。そういう前提をとった場

基本的にはそれを直接には立証できない。個

合、租税法には、個別取引事実を租税法にあ

別的取引事実に対して法律を適用して出てく

てはめて法の適用を経たうえでの評価を経た

るものだと理解した方がよろしいかと思いま

数値というものがたくさん存在していること

す。こういう区別があるということを、まず

に気づきます。私はそれらをさしあたり「法

は前提とさせていただきたいと思います。

的数値」と呼ぶことにしていますが、租税法
の要件事実を理解する上で、個別取引事実と

４．課税処分取消訴訟の要件事実

法的数値の区別がまず必要です(4)。

（１）実額課税

例えば、要件事実として提示できるのはレ

この理解を前提として、さらに実額課税と

ジメに書かせていただいておりますとおり、

推計課税の要件事実についてどういったこと

「Ⅹが平成 29 年 4 月 1 日にＡから甲土地を

が言えるか。実額課税については、個別取引

800 万円で買い受け、平成 30 年 4 月 1 日、

事実を具体的に主張・立証していくというこ

Ｂに対して 1,000 万円で売り渡した。」
といっ

とになると思います。たとえば、収入金額と

た、個別的な具体的事実です。この個別取引

いう基礎的な概念の要件を
「Ｘ」
としますと、

事実を所得税法に適用すれば、例えば、
「Ｘの

それに該当するものとして主張する事実とし

平成 30 年の短期譲渡所得の収入金額が 1,000

て「ｘ１」から「ｘ９」とか色々な個別取引

万円で取得費は 800 万である」というような

事実があるということになります。裁判所が

言い方ができます。

することは何かということですが、まずは個

そして、この言い方は法的数値を指摘して

別取引事実としての「ｘ１」から「ｘ９」が

いるだけで、事実そのものではないというこ

存在するかどうかを判断します。そして立証

とに留意する必要があります。法的数値は、

責任がきくのがここです。事実として存在す

事実を所得税法にあてはめたうえで出てきた

るかしないかというところで立証責任はきい

数値ですので、
事実そのものではありません。

てきます。事実として「ｘ１」から「ｘ９」

ですから、これらを例えば裁判所で主張した

があるということが認められたうえで、それ
4
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がＸに該当するかどうかというあてはめの問

ですので、なぜこの推計課税において推計の

題もでてきますが、それは立証責任の問題で

必要性が求められるのか。事実上推定説から

はありません。裁判所の所管として判断すべ

は実額課税と推計課税は立証方法の違いに過

きことですし、真偽不明で終わらせていい問

ぎないにも関わらず、なぜこういった推計の

題ではないということになります。

必要性が求められるのかという点については、

また、必要経費のところについては確認で

はっきりしたところは条文からは導き出せな

すけれども、一般的に必要経費については、

いというところが指摘できると思います。そ

課税庁側が主張する額を超えて存在しないと

して、この点において後ほど触れますが、民

いうことの立証責任を負うと考えられていま

事訴訟法上の立証軽減という観点からは一つ

す。この主張額を超えて存在しないというこ

の説明が可能です。

との立証は消極的事実の立証ですので普通は

また、推計課税の合理性についてですがレ

難しいですけれども、裁判実務上は、課税庁

ジメに書かせていただいている以下のような

が主張する必要経費の額までの事実を立証す

事実について主張・立証するということが一

るとそれ以上ないということが事実上推定さ

般的には議論されています。

れるというような判断がなされております。
それが正しいかは別にして、そういう判断が

①

なされているということです。

推計の基礎事実が正確に把握されてい

ること
② 種々の推計方法のうち、当該具体的事案

（２）推計課税

に最適なものが選択されるべきこと

次に、推計課税の要件事実に関する一般的

③

具体的な推計方法自体できるだけ真実

な議論ですけれども、何を要件事実とするか

の所得額に近似した数値が算出され得る

という見解としてはＡ説：所得金額とすると

ような客観的なものであること

いう見解、Ｂ説：推計の合理性を基礎づける
事実とする見解、Ｃ説：推計の必要性や合理

５．推計課税の本質に係る学説・裁判例

性を基礎づける事実の双方ともに要件事実と

（１）推計課税の本質

するという見解などがあるかと思います。こ

続きまして、ここも確認になりますけれど

れは、推計の必要性の位置付けに関わると思

も、推計課税の本質にかかる学説や裁判例と

いますけれども、推計の必要性がなければ推

してはかなり様々なものがございます。最初

計課税がそもそも違法になるという考え方が

に説明さしあげました事実上推定説というも

有力かと思いますが、そうするとＣ説の推計

のがありますけれども、それは推計課税とい

の必要性および推計の合理性を基礎づける事

うものは立証方法に特徴があるに過ぎない、

実が要件事実になるという見解をとられる先

実額課税と推計課税の差というのは立証の差

生方が多いのではないかなというふうに考え

に過ぎないという理解です。

られます。

それとはまた別に、推計課税の特徴を「一

ただ、ここで一点指摘しておきたいのは、

応の立証」というところに見出す説もありま

推計課税の必要性、すなわち一般的には帳簿

す。

書類に不備があることとか、記載内容が不正

これは松沢智教授による説明です(5)。レジ

確であるということや、納税者が課税庁の調

メを読み上げますが、
「推計課税の本質は、正

査に対して非協力的であるといったことなど

確な所得が把握できない場合に、推計による

ですが、これらは条文上の根拠はありません。

結果が真実の所得金額に合致する蓋然性があ
5
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ると認められれば、その推計の結果をもって

価値と考えるという考え方を背景にしている

それを一応真実の所得金額と認めようとする

ところです(9)。

ものであるから、その推計の過程が一般的に

さらに、井上康一弁護士が主張されている

合理的であると認めて、裁判所が推計の結果

見解ですが(10)、推計課税というのは法律上の

をもって真実の所得金額と合致する蓋然性が

事実推定であるという見解がございます。こ

あるとの心証を形成させれば、課税庁は立証

の見解は、通説的な見解が事実上の推定説を

の目的を達したことになるのであるから、し

とりながら、実額反証が「反証」で足りず、

たがって税務訴訟では一応の立証を以て妥当

収入金額及び必要経費の双方を主張・立証し

というべきであろう」という見解です。

ない限り、推計課税を覆せない立場をとるこ

この見解の特徴は、推計課税の場面におけ

とが完全な矛盾であると指摘して、要件事実

る立証は、
「一応の立証」による「真実の所得

論の観点から様々な民事訴訟法上の「推定」

金額に合致する蓋然性」で足りるというとこ

の中で最も現在の裁判実務に適合的に該当す

ろです。行政訴訟でも一般的な民事訴訟と同

るのは「法律上の事実推定」であろうという

じように事実の認定においては高度の蓋然性

見解です。確かに現在の裁判例である実額反

が必要であると考えられていますが、この松

証を再抗弁とするという理解と、推計課税の

沢教授の見解は、暫定的に本報告では「一応

要件事実が合理性の評価根拠事実であるとい

の立証説」と呼ぶことにしますが、高度の蓋

うところを合わせますと、井上弁護士の主張

然性まで求めていません。

のように、
「法律上の事実推定」であるという

そのほかにもレジメに記載しておりますが、 説明が最も適合的であろうとは思われます。
独立説・別世界説、すなわち「実体的真実か
らの乖離を積極的に認めたもの」といった見

（２）各見解の問題点

解(6)や、補充的代替手段説、すなわち推計課

こういった色々な見解がございますけれど

税というものはいわゆる概算課税であり実額

も、各見解の問題点としては、以下の事項が

課税とは別の課税方式であるという見解など

整理できるかなと思います。既に各先生方が

があります(7)。

こういった問題点についてはふれられている

さらに伊藤滋夫教授などが主張されている

ところではございますが、基本的に、別世界

見解ですが、推計課税を証明度の軽減を許容

説ですとか補充的代替手段説、
証明度軽減説、

したものだという見解もございます。これは

法律上推定説といった各見解については、ど

事実認定の問題にできるだけ帰着させようと

うも所得税法 156 条という規定が存在してい

する見解と思われますが、推計課税を、推計

ることを前提に、その規定の効果として様々

課税をせざるを得ない必要性と真実の所得金

な立証上の軽減や代替課税であるなどの各見

額を推計するための合理性が充足された場合

解の特徴を根拠づけるように思われます。し

に、推計された所得金額を真の所得金額と観

かしながら、判例との整合性という点を考え

念することを許容したものとし、所得税法

た場合には、判例は条文がなくても推計課税

156 条は、一定の要件の下に、通常の証明度

は当然にできるという立場にたっていると考

よりも低い証明度による真の所得金額の認定

えられますので(11)、当該判例を前提とする限

を許容した規定と理解するものです(8)。特徴

りは、所得税法 156 条を根拠にして推計課税

的な説明としては、
「立証の困難性の評価根拠

にだけ特別の位置づけを与えることは難しい

事実＋所得税法 156 条の予定する低い証明度

と思われます。かつ、推計課税に関する条文

による証明」で通常の証明度による証明と等

がない消費税法などの租税法においては推計
6
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課税ができなくなる。所得税法 156 条を根拠

算による経験則を過大評価しているだけで、

にする以上は、同条に相当する条文がなけれ

本当は証明の程度として高度の蓋然性まで到

ば推計課税はできないということになると思

達していないということが言えると思います。

いますので、条文を根拠にしているこれらの

そこで発想として 156 条を根拠にせずにこ

各見解は、ほかの租税法、推計課税に関する

の問題点は何か克服できないかというところ

規定がない租税法の場合はどうするのかとい

で本報告のテーマにかえってくるわけです。

う点が疑問としてでてきます。所得税法 156
条に相当する規定がない租税法の場合には、

６．所得課税における経験則の働き

推計課税を否定するのであれば一貫した理論

（１）経験則

であると思われますが、消費税法などでも推

立証軽減、証明妨害といったテーマに行く

計課税を認める裁判実務 (12) を説明すること

前にまずは本当に事実上の推定では、立証の

は難しいのでないかというふうに思われます。 程度として高度の蓋然性にまで到達するのは
また一方、事実上推定説および一応の立証

無理かというところを一応確認しておこうと

説は明示的には、その根拠として所得税法

思います。事実上の推定では、経験則の理解

156 条を挙げていません。しかしながら、既

が重要です。経験則とは、例えば、推計課税

に指摘しましたとおり、推測計算による立証

で使われる類似業者の経費率を実額で認定し

は、
高度の蓋然性に到達するとは考えにくい。

た収入金額に乗じて、その問題になっている

そして、事実上推定説自体もそのことは認識

納税者の必要経費を算出するという式、すな

しており、この見解は、実は、立証の程度に

わち「収入金額×類似業者の経費率＝必要経

おいて、一応の立証、一応の合理性、蓋然性

費」といった式が経験則と考えられます。そ

という程度で足りるという考え方になってい

ういった経験則を重ね合わせて事実認定を行

ます。ですので、事実上推定説も、立証の程

なっていくわけです。まず押さえておきます

度として高度の蓋然性を必要としておらず、

と経験則は事実そのものではありません。経

一応の立証説と同様の理解をしているわけで

験則とは「経験から帰納された事物に関する

す。その証明度の軽減というものの根拠をど

知識や法則であって、事実そのものとは異な

こに求めるのかということですが、それを条

る。一般的通用性をもち」
、その内容は、
「一

文に求めるとすれば、既に述べた補充的代替

般常識に属する論理法則から専門科学上の法

手段説や別世界説などの各見解と同じような

則までが含まれる」ということです(13)。

批判が妥当すると思います。

かつ、経験則の理解で押えておく必要があ

このように各見解、一長一短あるわけです

るのは、経験則にはその確実性において差異

けれども、基本的に推測計算によっては高度

がある、絶対確実のような経験則もあれば強

な蓋然性をもって所得の金額を認定できない

度の蓋然性をもつもの、また単なる可能性を

という認識から補充的代替手段説や証明度軽

もつに過ぎないもの、そういった色々な経験

減説などは唱えられていると思うのですが、

則があるよということです。蓋然性の低い経

これらの見解が条文の 156 条を根拠にすると

験則は無意味かというとそうではなくて数個

判例・裁判例と整合しないということが言え

の経験則の並列配合によって、ある程度、事

ます。他方で判例・裁判例との整合性を保と

実の推定力を高める。そして高度な蓋然性に

うとすると通常の立証と手段が違うだけだと

至るということが言えるということです。

いう事実上推定説がいいわけですけれども、
事実上の推定とは言いつつも、同説は推測計
7
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（２）比率法による推認

いない。②について、立証が問題になるのは

それでは、比率法による推認ではどういう

70％という割合ですが、これは平均した計算

ようなことが考えられるかということを確認

の結果ですので、具体的には同業者の性質と

していこうと思います。

か同業者の抽出した各種数値が適切かという

ここのレジメの四角の中に書かせていただ

ことが争うになると思います。そして、推測

いた、かなり簡略化した事例で説明いたしま

計算を使っているのは③です。③で使われる

す。

経験則は、どういったものかというと、Ｘの
収入金額にＸに類似する同業者の経費率をか

①不動産所得に係る総収入金額は、Ｘが締結

けるとＸの経費、すなわち「Ｘの収入金額×

している各賃貸借契約書及びＸの賃貸料

Ｘに類似する同業者の経費率＝Ｘの必要経

振 込 先 口 座 の 取 引 明 細 書等 か ら こ れ を

費」という経験則です。そして、この経験則

5000 万円と算定した。

はその前提として「類似業者の経費率とＸの

②平均経費率は、いわゆる倍半基準などによ

経費率が等しい」という経験則があるはずで

りＸに類似する同業者を抽出し、平均して

す。ただ、
「類似業者の経費率とＸの経費率が

算出したところ 70％であった。

等しい」という経験則を評価しますと、それ

③そして、5000 万円に上記平均経費率 70％

は単なる可能性に過ぎない。普通に考えると

を乗じて、Ｘの不動産所得にかかる必要経

ぴったり一致するわけがありませんし、可能

費として、3500 万円を推計し、不動産所

性としては一致するかもしれない、その程度

得の金額として 1500 万円を算定した。

の経験則としかいえません。したがって、
「Ｘ

④Ｘは、現金出納帳、総勘定元帳及び貸借対

の収入金額×Ｘに類似する同業者の経費率

照表を作成しておらず、また、これら帳簿

＝Ｘの必要経費」という計算によって算出さ

の不存在ないし不備を補うための税務調

れる数字が、Ｘの必要経費そのものであると

査に対しては、調査担当者らの度重なる協

いうふうな認定は無理だろうと考えられます。

力要請を拒み続け、調査に必要な協力をし

この計算からは、Ｘの必要経費は 3500 万円

なかった。

である可能性があるという程度のことしかい
えないでしょう。それでは、その他の推認方
法はないでしょうか。

①では、収入金額がどうなるかを直接的な
証拠、賃貸借契約書とか口座の取引明細とか

（３）控えめな算定方法

そういうもので認定しています。②では、平
均経費率を類似する同業者を抽出して 70％

ほかの方法で何か考えられないかというこ

と算出してします。さらに③では、平均経費

とで一つあり得るなと思うのが「控え目な算

率を乗じて、3500 万円という必要経費を算出

定方法」という考え方です。これは民事訴訟

します。その結果、1500 万円という所得の金

法上の特に幼児の逸失利益の算定などで使わ

額が出ました。さらに、④では、事情として

れてきたものですけれども幼児の逸失利益を

は現金出納や総勘定元帳とかそういった帳簿

算定するに当たっては基本的に統計的数値で

は作成していないという事情や調査に必要な

算出するわけです。個性を捨象しますし、ま

協力をしなかったというような事情があった

だ仕事にも就いていない幼児の逸失利益です

とします。

から、その数字は、推計課税よりよほど雲を

こういう認定を分析していきますと、①は

つかむような数字だと思います。ただ、民事

基本的には統計的数値による推測計算はして

訴訟法上は、幼児の逸失利益は認定できない
8
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としてきたわけではなく具体的に認定してき

ます。その具体的な経験則の作用としては、

たわけです。現在は、民事訴訟法 248 条があ

「自分に有利なことは主張・証明するはず」

りますので立法上解決していますが、同条が

という経験則から「証拠をもっているのに出

なかったときに、幼児の逸失利益に関する最

さないのは、おそらく彼に不利な事が明らか

高裁の考え方としては、
「控え目な算定方法」

になるに違いない」との推定がなされ、また、

を採用することで蓋然性というものは増加し

「証拠の量と心証形成の程度とは比例する」

うる旨を判示しています(14)。

との経験則から「証拠収集が困難ななかでこ
れだけの心証を与えたのだから、証拠がもっ

（４）多値的心証

と多ければもっと高い心証形成が可能だろ

また、
倉田卓次裁判官による、
多値的心証、

う」との推定がなされる結果、経験則自体の

という考え方があります(15)。これは多値的な

蓋然度は多少低くても、要証事実が認定され

心証、幅をもった認定というのがあるんじゃ

ることになる(16)、というもので、民事訴訟法

ないかということです。確かに、一定の幅を

上も認められる経験則として説明されること

もたせた認定をすると、ある一つの数字であ

があります。つまり経験則を重ね合わせるこ

るという認定よりも明らかに蓋然性は高くな

とで高度な蓋然性に至るということです。確

るわけです。先ほどの例でいえば、必要経費

かにこういう法則が妥当する場面もあるかも

が 3500 万であるという可能性と、必要経費

しれません。

は 3500 万円以下であるという可能性とでは、

この心証補強法則を本件の事情でいうと、

後者の場合、3500 万円以下のあらゆる数値の

④の事情だけからするとただ単に記帳ができ

可能性の総和となるので、当然、後者の幅を

ていないとか、Ⅹも出したくても出せないと

もたせた認定の方が蓋然性は高くなるわけで

いうか、ずぼらな方であればそういう可能性

す。仮に、幅をもった認定をし、かつ、控え

もあるわけです。そうであるとすると自分に

めな算定方法により必要経費としては認定し

有利なことは立証するはずというところも余

た一定の幅の中で最も高い金額を選択するの

り強くは言えない可能性もある。場合による

であれば、もしかすると推測計算だけで高度

でしょう。ただ、他方で、たとえば、この心

な蓋然性に到達するということもあるかもし

証補強法則が強く作用する事例として想定で

れない。

きるのは教室設例的ではありますけれども、

ただそういった幅をもった認定で果たして

何らかの課税庁側の証拠によって、Ⅹが本当

課税処分していいのかという問題がまずあり

はあらゆる記録をちゃんとつけていて、ちゃ

ますし、合法性の原則というところとの絡み

んと帳簿もつけており、それが存在している

でも議論が必要かなと思います。さらに、そ

ということが裁判所において心証形成された

の控え目な算定ですと、結局は実額課税より

とします。その場合には、あるのに帳簿を出

も少額の課税になり、帳簿を作成していない

さないというところから、上記の心証補強法

ような納税者に有利になってしまうんじゃな

則が強く働き、推測計算であっても、高度な

いかというところも懸念されるところです。

蓋然性をもって事実認定できるというところ
に至るかもしれません。

（５）推計の必要性と心証補強法則
ほかに考えられるのは、推計の必要性とい

（６）小括

う事情を使った心証の補強です。まずは、こ

ここまでをまとめますと、推計課税の推測

こで心証補強法則という経験則を説明いたし

計算は基本的には高度な蓋然性に至るとは思
9

税大ジャーナル 2020.6

いませんが、ごく例外的にはそこに至る場合

ではないかと考えられるわけです。そして、

もあるであろうということが一つ言えると思

証明妨害の基本的な要件をみますと、証明妨

います。では、その推測計算によって高度な

害はその根拠としては色々な議論がございま

蓋然性に至らないときにどうするのか。その

すが、
通説的には信義則を根拠としています。

間隙をどううめるのかというのがあらためて

また、要件としては妨害者の故意の要否など

課題となるわけです。

が議論となっています。裁判例を俯瞰してみ
ますと、具体的な法律上の義務違反があった

７．証明妨害と一応の推定

ときには証明妨害が認められています。例え

（１）証明妨害の法理

ば、診療録などは医師にその保存義務が法律

そこで考えられるのが民事訴訟法上の証明

上定められているわけですけども、医師がそ

妨害や一応の推定の法理です。

ういった診療録を破棄したりする事例では証

証明妨害の法理として、高橋宏志教授はレ

明妨害が認められて、相手方の立証の負担軽
減がされるわけです(18)。

ジメに書かれているようなことを述べられて
おります。
「証明妨害があった場合には、当事者間の

（３）証明妨害と推計の必要性

公平の問題として考え、既に他の証拠から得

では、証明妨害と推計課税の場面を比較す

られている心証に、
妨害の態様、
帰責の程度、

るとどうかです。ここで、最初に条文上根拠

妨害された証拠の重要度等を勘案し、裁判所

がないと指摘した推計課税の必要性がきいて

は健全な裁量によって、妨害者側に訴訟費用

きます。推計課税の必要性としてよく求めら

の負担を課す、
妨害者側に反証を要求する
（す

れる、帳簿書類の不備ですが、これは法令上

なわち、自由心証の枠内で処理する）
、反証の

の記帳義務の違反にあたり得ると思われます。

負担を重くする（被妨害者側を証明軽減とす

また、質問検査権というのは受忍義務がある

る）
、
本証を要求する
（証明責任の転換を行う）
、 と考えられますので、質問検査権に対する非
さらに本証が成功する場合でも（あるいは、

協力等も義務違反というものを観念できるで

妨害者に反対証明を許さず）真実擬制を課す

あろうと考えられます。ですから、推計の必

（被妨害者が主張した事実を確定されたと扱

要性で語られている事情というものは、民事

う）
、
という諸対応をとることができるという

訴訟法上議論されてきた証明妨害の要件にう

あたりに落ち着くであろう」(17)。

まくあてはまるのではないのかというふうに
思われるわけです。

（２）租税訴訟と証明妨害

なお、近年の裁判例では、納税者には「適

こういうことが推計課税の場面にも適用可

正な申告をする義務」があるということを述

能なのではないか。まず、租税訴訟と証明妨

べているものがあります(19)。したがって、証

害の法理ですけれども、行政事件訴訟法はそ

明妨害の要件において、そういった「適正な

の 7 条において「民事訴訟法の例による」と

申告をする義務」の違反ということも言える

しています。そして、民事訴訟法上の実際の

かもしれませんが、この点については少し懸

証明妨害の規定の表れと言われています、民

念があります。あまりに広すぎますので単純

訴法 224 条 3 項なども行政事件訴訟法で排除

に間違っていた場合にも義務違反とか証明妨

する必要はないであろうと考えられます。

害とかそういうことになりかねませんので議

そうすると、租税訴訟において、証明妨害

論がいるのかなというふうに考えております。

の法理の適用がないという理屈はたたないの

基本的には記帳義務違反や質問検査権に対す
10
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る非協力というところでの義務違反というと

推計課税の場合、通常は、高度な蓋然性をも

ころから証明妨害の要件というものを充足で

つ経験則のはたらきがないので、推計課税が

きるように考えられるわけです。
逆にいうと、

あくまで自由心象の範囲である事実上の推定

推計の必要性がなければ証明妨害の要件を満

としての「一応の推定」の適用事例であると

たさないので立証軽減がなされない、結果と

理解することができません。

して立証に失敗して推計課税が認められない

ですから、民事訴訟法上の事実上の推定と

という帰結となります。

して捉えられている「一応の推定」そのもの
をもってくることは難しいですが、ここでの

８．証明妨害の効果

理解は、証明妨害の法効果として、
「一応の推

（１）一応の推定

定」を認めるという帰結です(22)。

それでは、証明妨害の効果としてどういう
ものがあるのか。何がこの推計課税では出て

（２）推計課税の立証対象

いるのかということですけれども、まず一つ

このように、推計課税を証明妨害によって

考えられるのは一応の推定というところが証

「一応の推定」がなされている場面であると

明妨害の効果として顕出しているということ

理解すると、さらに、推計課税の立証対象に

が考えられます。先ほど申し上げましたとお

ついても新たな理解が可能です。

り、事実上推定説や一応の立証説では、推計

まず、問題点の指摘ですが、最初にお話し

課税の立証は、一応の立証で足りるというこ

ました岡村教授の理解との関係です。租税法

とが言われております。こういうところから

というのは基本的に個別取引事実から出発し

一応の推定というところが考えられるわけで

ているはずだという理解と推計課税には実は

す。

緊張関係があります。というのも、推計課税

民事訴訟法上議論されている
「一応の推定」

の場面では、推測計算により個別取引事実で

というのは、証明困難な場面の軽減を図る手

はなく法的数値である「必要経費」や「収入

法として、高度な蓋然性をもつ経験則のはた

金額」を直接に立証している場面があるよう

らきによって、過失や因果関係といった要件

にもみえるので、仮にそうであれば、所得税

事実を直接推認することであるといわれてい

法が想定している層状構造にそぐわないとこ

ます(20)。一例としてあげられるのが、医療過

ろがあるんじゃないかとも思えるわけです。

誤訴訟において注射後に注射部位が化膿した

ただ、この点について、推計課税で推測計

のであれば、注射器に欠陥があったのか、あ

算して認定しているものは収入金額などの法

るいは注射液が不良であったという過失が推

的数値ではなく、それ以前の不特定的な抽象

認される、というものです。
「一応の推定」に

的な事実であるという理解ができると思いま

よって、過失の具体的な内容を原告側が主

す。これは例えば、先ほどの民事訴訟法上の

張・立証する必要がなく、注射後に注射部位

一応の推定でも理解されているところですけ

が化膿したという事実を立証すれば、医者側

ども、過失の立証などでも具体的な過失の立

に何等かの過失があったと推定されます。

証がされているのではなく、何らかの過失が

このような「一応の推定」ですが、議論は

あったという抽象的・不特定的事実が立証さ

ありますが「一応の推定」とは事実上の推定

れていると理解されています(23)。それを参考

の一つの場合であり、高度な蓋然性をもつ経

にしますと、推計課税の場合も個別取引事実

験則のはたらきが認められる場面であるなど

を立証はしていないけども、総体的・抽象的

と理解されています(21)。その意味でいうと、

に、例えば必要経費 3500 万に該当しうる抽

11
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象的・不特定的事実を認定しているのである

説明するのであれば、井上弁護士が主張され

という理解が可能かと思います。このような

るように「法律上の事実推定」が最も合致す

抽象的・不特定的な事実を観念すると、法的

るだろうというようにも思われるわけです。

数値である「必要経費」それ自体を立証して

仮に、このように考えたときに問題になる

いるのではないということになります。

のが、三位一体説との関係です。近年の裁判

さらに、推計課税の推測計算は、先ほどの

例がよくとる立場としては、実額反証を再抗

事例のように、必要経費を推測計算するとい

弁と位置付け、
かつ、
その立証対象について、

うのもありますが、各種の「所得の金額」を

①全ての総収入金額、②必要経費の支出、③

直接に推測計算するということもあると思い

収入金額と必要経費の対応関係の立証を求め

ます。所得税法 156 条では、
「所得の金額」

ています、これがいわゆる三位一体説です(24)。

を推計できる旨も書かれているわけです。そ

場面に分けて考えることになりますが、ま

れらとの整合性がどうかですが、この点につ

ず、
「所得の金額」について抽象的・不特定事

いても収入金額や必要経費を一定の金額とい

実の立証がなされていると考えたときにその

うふうに見るのではなくて、それぞれ変数、

帰結として三位一体説は導き出すことができ

相互に関連する変数とみて結果として一定の

ると思います。例えば、所得の金額を推計し

所得の金額が出る抽象的事実というふうに捉

ているという場面を想定してみてください。

えることは可能かというふうに思われます。

所得の金額を推計しているときに、それは一

こういった理論展開から推計課税というもの

応の推定がなされているわけです。そういっ

を根拠づけることができるんではないかとい

た一応の推定がなされた所得の金額を覆さな

うことです。

いとだめだというときにどうすればいいのか
というと、納税者としては当該所得の金額と

９．実額反証について

矛盾する所得の金額を直接的証拠によって立

時間の関係上少し省略して、最後の実額反

証すればよい。

証に入りたいと思います。
『租税訴訟の審理に

そこで、所得の金額が 1000 万円だという

ついて』においては、
実額反証を認めた上で、

推計があった場合、
それを覆したい納税者は、

その位置付けは間接反証か再抗弁であるとい

収入金額と必要経費に関する個別取引事実を

う説明がなされております。ただ、先ほど井

立証していくことになります、そして、例え

上弁護士からの指摘をご紹介しましたが、実

ば個別取引事実を積み上げたら所得の金額が

額反証を再抗弁とする位置付けと、推計課税

800 万円という数字がでたとします。ただし、

の要件事実はその合理性を根拠づける事実で

推計による 1000 万円と個別取引事実による

あるとする立場との整合性が保てるのか疑問

積み上げた 800 万円の数字が違うからこれに

があります。事実上推定説が説くところの事

よって推計が覆せるのかというと、そうでは

実上の推定によって推認された「収入金額」

ないのです。納税者がここで立証しているの

や「必要経費」自体も要件事実とみるのか、

は 800 万円までは所得の金額があるというこ

どう位置付けるべきかがはっきりしないわけ

とを立証しているだけでそれ以上あるかどう

です。

かは分からないわけですね。そして、納税者

なかなか分かりにくいところが多くあるわ

は個別取引事実を立証していますが、課税庁

けですが、先ほどご説明いたしました証明妨

が主張しているのは抽象的・不特定的事実で

害の法効果として一応の推定がなされるとい

すから、そこも矛盾するわけではない。
つまり、納税者の立証は所得の金額が 1000

う理解を踏まえて、実額反証を再抗弁として
12
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万円という推定と矛盾せず、この推定を覆せ

と考えられます。したがって、現在の裁判実

ないわけです。三位一体説の証明は厳しいと

務を理論的には説明可能というように思うの

言われますが、その一つの理由は、全ての収

ですけれども、重要なところはいかなる主張

入金額を立証しなければならないとされてい

立証を双方に求めることが公平にかなうかと

る点ですけれども、このように考えると、全

いうことです。実質的な観点からみて現在の

ての収入金額を立証しなければ、「所得の金

裁判実務の立場が妥当かという点は検証する

額」が推定されている場合には、その推定を

必要があります。たとえば、裁判例が採用す

覆すことはできないということが帰結として

る三位一体説では、納税者に実額反証におい

は出てくるであろうと思われます。

て求める立証の程度も合理的な疑いを容れな

それでは、収入金額と必要経費を個別にそ

い程度に証明されなければならないという高

れぞれ独立に推計しているときはどうかです。 度の立証を求めています(25)。そこまでの立証
そのときには双方ともに三位一体説のように

を求めるべきなのかという点は、双方の当事

あらゆる収入金額と必要経費の立証が必要か

者の公平という観点から更なる議論が必要で

というと別途の考察が必要になります。

あると思われます。

例えば、納税者としては課税庁の主張する

時間が超過してしまいましたが、以上で報

収入金額は認めるが、必要経費については推

告は終わらせていただきたいと思います。ご

定された必要経費よりも多い必要経費を直接

清聴ありがとうございました。

的証拠により立証しようとすることはあるか
もしれません。
仮に、
この立証が成功すれば、
(1)

推定された必要経費と矛盾するので、推定は

泉德治ほか『租税訴訟の審理について（第 3

版）
』107 頁、152 頁、216 頁、219 頁、232 頁－

覆るわけです。ただ、必要経費だけを立証す

233 頁（法曹会・2018）参照。

るといっても、ただ単に支出したことを立証

(2)

するだけではなく、
必要経費の要件としては、
収入金額との関連性もありますので、その点

695 頁。
(3)

についても立証を行う必要があります。

最小二判昭和 54 年 11 月 8 日刑集 33 巻 7 号
岡村忠生「税務訴訟における主張と立証－非正

常取引を念頭に－」芝池義一ほか編『税務行政と

そして、この場面において、課税庁は不特

権利保護』297 頁、300－301 頁（ミネルヴァ書
房・1995）
。

定、抽象的な収入金額を一応の推定により立

(4)

証しているに過ぎず、これは総額としての収

以下の説明は、田中晶国「所得税法における要

件事実：収入金額および必要経費の主張・立証と

入金額でしかないので、納税者が直接的証拠

その推認構造」法政研究 86 巻 3 号 77 頁、80 頁

により主張する必要経費との関連性というの
は分からないことが多いと思われます。
結局、
納税者としては必要経費だけを立証して推定

以下（2019）に依拠する。
(5)

松沢智『新版 租税実体法（補正第 2 版）―法

人税法解釈の基本原理』
（中央経済社・2003）217

を覆すという場面でも、個別取引事実として

頁。
(6)

の収入金額に該当する事実についての立証も

碓井光明「課税要件法と租税手続法との交錯」

租税法研究 11 号 14 頁、28 頁（有斐閣・1982）
。

必要になるのではないかというように考えら

(7)

れます。

東京高判平成 6 年 3 月 30 日訟月 41 巻 4 号 822

頁。

こういったように証明妨害の法理というと

(8)

ころから導きだすと当事者の公平という観点

伊藤滋夫「租税訴訟における要件事実論のある

べき姿」伊藤滋夫＝岩﨑政明編『租税訴訟におけ

から課税庁と納税者双方がいかなる主張・立

る要件事実論の展開』15 頁、27－28 頁（青林書

証をするかというところを柔軟に決められる

院・2016）参照。
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伊藤滋夫「民事訴訟における要件事実論の租税

幸司『新民事訴訟法 第 5 版』627 頁（弘文堂・

訴訟における有用性－その例証としての推計課

2011）も、高橋と同様に証明妨害の要件・効果と

税と実額反証の検討」伊藤滋夫編『租税法の要件

して画一的なものを求めず、信義則の適用例とし

事実』80 頁、91 頁参照（日本評論社・2011）
。

て裁判所がその裁量において妨害の態様などか

岩﨑政明「租税訴訟における訴訟物の考え方」伊

ら妨害に対するサンクションを勘案して証明あ

藤＝岩﨑・前掲注（8）117 頁、131 頁は同理解

りとみるかどうかを定めるべきとする。伊藤眞

を支持している。

『民事訴訟法（第 6 版）
』381 頁（有斐閣・2018）

(9)

(10)

井上康一「租税法における『推定』の諸相－推

は、妨害行為によって証拠の取調べが不可能にな

計課税に関する議論の整理を中心として－」伊藤

り、証明責任を負う当事者による立証によって確

＝岩﨑・前掲注（8）134 頁、157 頁参照。

信が形成されないときでも、裁判所は、より低い

最小二判昭和 39 年 11 月 13 日訟月 11 巻 2 号

心証度にもとづいて立証主題たる事実を認定で

312 頁は、
「所得税法が、信頼しうる調査資料を

きるという証明度の軽減を意味すると考えるべ

欠くために実額調査のできない場合に、適当な合

きであるとする。山本和彦「判批」伊藤眞＝加藤

理的な推計の方法をもつて所得額を算定するこ

新太郎編『
［判例から学ぶ］民事事実認定』21 頁、

とを禁止するものでないことは、納税義務者の所

25 頁（有斐閣・2006）は、証明妨害の効果を①

得を捕捉するのに十分な資料がないだけで課税

証明責任の転換、②証明度の軽減、③事実上の推

を見合わせることの許されないことからいつて

定、④真実擬制に分類した上で、③は経験則に

も、当然の事理であり、このことは、昭和二五年

よって反対事実の事実認定ができる場合を除け

に至って同法四六条の二（現行四五条三項）に所

ば、結局、要証事実の証明度を下げる（通常であ

得推計の規定が置かれてはじめて可能となった

ればまだ証明度に達していないところを、そのま

わけではない。
」とする。旧所得税法 46 条の 2

までは証明されたものとして相手方に反証提出

第 3 項は、
「財産の価額若しくは債務の金額の増

責任を課す）ことになり、②と区別する意味はな

減、収入若しくは支出の状況又は事業の規模によ

いと整理する。そして、①・②と④との差異は、

り所得の金額又は損失の額を推計して」更正・決

ある事実の不存在について証明度に達した場合

定をなすことができると規定されていた。これが

にも、なお証明妨害を根拠にその事実の存在を認

(11)

若干の変容をうけつつ、昭和 40 年の所得税法に

定することができるか、という点にあるとする。
(18)

引き継がれている。碓井光明「申告納税制度と推
計課税」税経通信 38 巻 3 号 22 頁、24 頁（1983）
参照。
(12)

議論状況について、笹邉将甫「証明妨害の法理

２・完」志學館法学 14 号 195 頁、226―231 頁
（2013）参照。
(19)

明文規定がない消費税法における推計課税を

宇都宮地判平成 27 年 10 月 22 日税資 265 号順

認める根拠として、昭和 39 年最判を引用するも

号 12743、大阪地判平成 19 年 6 月 28 日税資 257

のとして、仙台高判平成 18 年 4 月 12 日税資 256

号順号 10738、横浜地判平成 18 年 1 月 18 日税

号順号 10364。
(13)

資 256 号順号 10264 など。

伊藤眞『民事訴訟法（第 6 版）
』353 頁（有斐

(20)

閣・2018）
。
(14)

めの一試論－医療過誤訴訟の事例を中心に－」福

最小三判昭和 39 年 6 月 24 日民集 18 巻 5 号

岡大學法學論叢 61 巻 4 号 1317 頁、1318 頁参照。

874 頁。
(15)

(21)

倉田卓次『民事交通訴訟の課題』162 頁（日本

藤原弘道「一応の推定と証明責任の転換」新堂

編代・竹下＝石川編・前掲注（16）127 頁、129

評論社・1970）
。
(16)

安井英俊「表見証明（一応の推定）論再考のた

頁参照。
(22)

本間義信「訴訟における経験則の機能」新堂幸

渡辺武文「表見証明と立証軽減」吉川・追悼

司編集代表・竹下守夫＝石川明編『講座民事訴訟

154 頁参照。渡辺は、
「表見証明は、立証困難を

⑤証拠』66 頁（弘文堂・1983）参照。

前提とし、実体的利益考量にもとづき、相手方に
上（第 2

も一定の反証提出責任を負わせることにより、挙

版補訂版）
』571－572 頁（有斐閣・2013）
。新堂

証者の立証負担を軽減するものである。挙証者の

(17)

高橋宏志『重点講義

民事訴訟法
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税大ジャーナル 2020.6

蓋然的な『一応の証明』は、相手方の反証不提出
とあいまって完全な証明があったものとされる」
とする。この渡辺の理解からは、蓋然性が高いと
いえない推計課税の場面は、通説的理解である事
実上の推定としての「一応の推定」ではなく、実
体的利益考量に基づいた立証軽減の方策として
の「一応の推定」と位置付けることが可能であろ
う。
(23)

中野貞一郎『過失の推認（増補版）
』16–17 頁

（弘文堂・1987）
（初出）は、
「一応の推定」の特
徴的な点として、一つに、過失事実の抽象的・不
特定的認定の許容、二つに過失の抽象的・不特定
的な推認を妨げる特段の事情についての相手方
の反証責任をあげている。
(24)

泉ほか・前掲注（1）235 頁。

(25)

宇都宮地判平成 27 年 10 月 22 日税資 265 号順

号 12743。
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