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はじめに

• デジタル化・グローバル化の急速な進展により税務行政や
納税者を取り巻く環境に大きな変化：「デジタル・ディスラプシ
ョン（digital disruption）」がおこりつつある。

• ビック・データを含む納税者情報の広範かつ大量な情報収
集と高度な分析手法の利用と情報収集・分析の対象の拡大

• 国境を越えた納税者情報の交換、とくに税務当局間の情報
交換の進展（金融口座や移転価格税制の国別報告書)

• デジタル化は税務行政の効率化やサービスの向上など納税
者の利便性に資する反面、納税者権利保護の観点から新た
な問題の発生する可能性

• 従来の税務調査を中心とする納税者権利保護の限界とデー
タ利用の規制や納税者のプライバシー保護の必要性
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はじめに
・ 日本でも政府税制調査会では、2018年より納税環境整備に
関する専門家会合が税務手続のデジタル化に向けた検討を進
め、本年11月13日の総会において「納税環境整備に関する専
門家会合の議論の報告」が公表された。

・ 今回の新型コロナウィルス対策で、行政手続のデジタル対応
の遅れが明らかとなり、来年秋までに新設されるデジタル庁を
中心に、政府全体として現在早急に解決すべき問題の一つとも
なっている。

・ また、新型コロナウィルスの感染予防のための「新しい生活
様式」としてのテレワークの急速な普及などにより、われわれの
生活や仕事のやり方への変化も大きなものとなっている中、税
務手続のデジタル化は喫緊の課題となっている現状がある。
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1．デジタル・ガバメント構想と行政手続のデジタル化

⑴わが国のIT戦略は、2001年の「e-Japan戦略」から始まり、
主にインフラ整備とITの活用を推進してきた。その後、2013年
の政府CIO（内閣情報通信政策監）の設置や2015年のマイナ
ンバー制度の導入、2016年の官民データ基本法の成立などに
より、データ活用とデジタル・ガバメント構想を戦略の新たな柱
として推進してきた。

⑵最近の動きとして、2019 年5月には、行政手続を原則電子
申請に統一するデジタル手続（ファースト）法が制定され、同年
6月には「デジタル時代の新たな IT 政策大綱」や「IT基本戦略」
が策定され、デジタル化により社会全体の課題解決を目指す
方針が示された。さらに、12月にはデジタル・ガバメントの実現
に向けた「デジタル・ガバメント実行計画」が公表された。
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1．デジタル・ガバメント構想と行政手続のデジタル化

⑶ 2020 年 7 月の「経済財政運営と改革の基本方針 2020」で
は、新型コロナウィルス対策で顕在化した行政手続のデジタル
化の課題をふまえ、利用者目線に立ったデジタル化の推進を
目標に掲げ、行政手続のオンライン化や「ワンストップ・ワンス
オンリー化」 を抜本的に進める方針を示した。

⑷ 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進
基本計画」が策定公表され、ウィズ・コロナ、ポスト・コロナ時代
におけるデジタル強靱化社会の実現に向けて、全ての国民が
デジタル技術とデータ利活用の恩恵を享受するとともに、安全
で安心な暮らしや豊かさを実感できるデジタル社会を目指すべ
く具体的な計画が示された。

⑸ 2020年9月菅政権の発足に伴い、デジタル化が重要な政策
の柱とされ、2021年秋には省庁横断の「デジタル庁（仮称）が
創設されることになった。
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1．デジタル・ガバメント構想と行政手続のデジタル化
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出典：「経済財政運営と改革の基本方針 2020」



2．納税環境整備に関する専門家会合での議論
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⑴政府全体の行政手続のデジタル化の方針を受けて、
政府税調でも納税環境整備に関する専門家会合におい
て、税務手続のデジタル化の具体的な議論が進められ
た 。
⑵専門家会合では、政府税調が2019年9月に公表した
答申「経済社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制
のあり方」に基づき、➀マイナポータルやスマートフォン
を活用した電子申告やキャッシュレス納付等の推進、②
電子帳簿等保存制度の見直し等による企業経営のICT

化と生産性の向上、③地方税共通納税システムの利用
促進や地方税のポータルシステム（eLTAX）の機能強化
④納税者に適正な情報開示を促す仕組みや違法・不当
な行為を抑止するための枠組み等の検討、⑤租税教育
の充実などの方針を確認した。



2．納税環境整備に関する専門家会合での議論
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⑶専門家会合は、本年10月7日、16日、21日、11月10

日の4回開催され、➀税務手続の電子化の現状、②事業
者の適正申告の確保、記帳水準の向上、③グローバル
化・デジタル化を巡る執行上の課題、④税務上の書面、
押印、対面原則の見直しなどについて検討を行った。
⑷事業者における記帳の実態やバックオフィスである経
理・労務管理部門においてどのような課題に直面してい
るかなどについて、経済界やベンダーから意見を聴取し
た。
⑸国税の税務手続の電子化については、デジタル化・電
子化のメリットの説明や年末調整、確定申告、納税電子
化のスケジュールの必要性、マイナポータルを通じたデ
ータの活用の徹底、マイナンバーカードの普及、税務デ
ータの目的外利用の範囲の法定などの意見があった。



2．納税環境整備に関する専門家会合での議論
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⑹電子帳簿等保存制度の利用状況については、保存
の要件が非常に厳格なため実務上紙での保存にならざ
るを得ないことや承認制度の簡易化、領収書等のスキャ
ナ保存の要件の緩和や改ざんや捏造の抑止とのバラン
スの考慮、契約書関係や見積書、給与の台帳など原則
紙ベースの書類の電子的な保存の検討などの指摘があ
った。
⑺地方税の税務手続の電子化については、地方税共
通納税システムの対象税目の拡大や申告から納税手続
まで一貫した電子的処理の推進、eLTAXを経由する特
別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化の実現への
期待と本人通知の正確性への留意、税務システムの標
準化の自治体の課税自主権への配慮などの意見があ
った。



2．納税環境整備に関する専門家会合での議論
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⑻事業者の適正申告の確保、記帳水準の向上について
は、クラウド会計ソフトの発達により個人事業者の記帳
の環境が整いつつあることや、青色申告への誘導や義
務化の必要性の指摘、法人について電子化を租税特別
措置適用の要件とすることや記帳水準の向上と事業者
の適正申告の確保のためのロード・マップ作成の提案な
どがあった。
⑼税務上の書面、押印、対面原則の見直しについては
押印がなくても納税手続を適正に行うことは可能である
ことを原則とし、押印が必要な手続と不要な手続の明確
な区分と必要な場合の理由や趣旨の精査、押印廃止の
場合の検証手続の必要性、AIによるテキスト変換やマル
チタッチ印鑑などデジタルに移行させる技術的な対応を
求める意見などがあった。



３．令和3年度税制改正大綱納税環境整備
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⑴税務関係書類における押印義務の見直し
⑵電子帳簿等保存制度の見直し
⑶納税管理人制度の拡充（国税）
⑷無償譲渡等の譲受人等の第二次納税義務の整備（国
税）
⑸滞納処分免脱罪の適用対象の整備（国税）
⑹地方税共通納税システムの対象税目の拡大（地方税）
⑺個人住民税の特別徴収税額通知の電子化（地方税）
⑻軽自動車税関係手続のオンライン化（地方税）
⑼その他
①スマートフォンを使用した決済サービスによる納付
②e-Taxによる申請等の方法の拡充
③国外からの納付方法の拡充
④処分通知等の電子交付の拡充
⑤クラウド等を利用した支払調書等の提出方法の整備



３．令和3年度税制改正大綱納税環境整備
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◆電子帳簿等保存制度の見直し
（1）国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、次
の見直しを行う。
①承認制度を廃止する。
②国税関係帳簿書類（国税関係帳簿については、正規の簿記の原
則に従って記録されるものに限る。②において同じ。）について、自己
が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、次に掲げる要
件に従って、その国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存を行う
ことができることとする。
イ 電子計算機処理システムの概要書その他一定の書類の備付けを
行うこと。
ロ 電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの
操作説明書等を備え付け、ディスプレイの画面等に、整然とした形式
及び明瞭な状態で、速やかに出力することができること。
ハ国税庁等の当該職員の質問検査権に基づくその国税関係帳簿書
類に係る電磁的記録のダウンロードの求めがある場合には、これに
応じることとすること。



３．令和3年度税制改正大綱納税環境整備
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（2）国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行
う。
①承認制度を廃止する。
②タイムスタンプ要件について、付与期間（現行：３日以内）を記録事
項の入力期間（最長約２月以内）と同様とするとともに、受領者等がス
キャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署を不要とするほか、
電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認する
ことができるシステム（訂正又は削除を行うことができないシステムを
含む。）において、その電磁的記録の保存を行うことをもって、タイムス
タンプの付与に代えることができることとする。
③適正事務処理要件（相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の
社内規程整備等をいう。）を廃止する。
④検索要件について、検索項目を取引等の年月日、取引金額及び取
引先に限定するとともに、保存義務者が国税庁等の当該職員の質問
検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることとする
場合にあっては、範囲指定及び項目を組み合わせて設定できる機能
の確保を不要とする。



4．税務行政のデジタル化の国際的状況
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出典：Ernst & Young Global

税務行政のデジタル化の５つのレベル
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⑴レベル1 ：電子申告(e-file)

標準化された電子申告フォームの利用を選択または義務
化し、給与支払者台帳や財務データなどが電子的に税務当
局に提出送信され、それらが各年単位で照合される段階
日本を含め国際的には多くの国々はレベル１の段階にあ
るといえる。

⑵ レベル2：電子会計（E-accounting）

会計データやインボイス、試算表などその証票となるソー
ス・データ(source data)を定期的に電子的形式により税務
当局に送信し、頻繁に追加や変更を行う段階

※OECDの会計データ送信基準：SAF-T（Standard Audit 

File for Tax）

4．税務行政のデジタル化の国際的状況
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⑶レベル3：電子照合(e-match)

追加的な会計情報やソース・データが電子的形式により
送信され、税務当局はそれら金融機関の取引明細のよう
な追加的データにアクセスし、リアルタイムで税目を越えて
照合を始め、潜在的には納税者や管轄を越えた照合を開
始する段階

⑷レベル4：電子調査（E-audit）

地理的な経済循環システムを把握するため、税務当局に
よって分析された第2のレベルの会計データやソース・デー
タとリアルタイムで送信されたデータを相互チェックし、納
税者が限られた期間内で対応することが求められる「電子
的税務調査（electronic audit）」による税額の査定を受け
る段階

4．税務行政のデジタル化の国際的状況
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⑸レベル5：電子査定（E-assess）」

税務当局は申告書などによることなく送信された電子デー
タにより税額を査定し、納税者がその当局によって計算さ
れた税額を確認検証する段階

⑹税務行政のデジタル化の国際的状況

国際的には、ほとんどがレベル1の電子申告の段階にあ
るが、ロシアやメキシコ、チリ、ブラジルなどの国々はレベ
ル4の段階にあるといわれる。また、EU各国は、OECDの
提案する標準フォーマットによる会計データの税務当局へ
の提出送信制度である「SAF-T（Standard Audit File for 

Tax）」 の導入を進めており、レベル2から3の段階にある。
イギリスもレベル2から4に進むべく、全事業者が四半期ご
と会計データを電子的に報告送信する制度を導入。

4．税務行政のデジタル化の国際的状況



税務行政のデジタル化の国際的状況
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(1) 電子申告(e-filing)

➀電子申告率（平均）OECD加盟36カ国+22カ国(2017)：個人
所得税73.5% 法人所得税85.3% 付加価値税89.0%

※日本e-taxの利用率（令和元(2019)年度） 所得税59.9％、
法人税87.1％、消費税（個人）70.4％、同（法人）86.8％。

平均電子申告率（Average e-filing rates） (%)

出典：OECD Tax Administration 2019
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4．税務行政のデジタル化の国際的状況



②各国の電子申告の状況

・ 個人所得税・法人所得税・付加価値税いずれも電子申告率
100%

アルゼンチン、コスタリカ、デンマーク、イタリア、ポルトガル、
ペルー

・個人所得税・法人所得税電子申告率100%

ブラジル、メキシコ

・法人所得税電子申告率100%

ジョージア、ハンガリー、マレーシア、リトアニア、オランダ、ポ
ルトガル、スペイン、スロベニア
※日本でも本年4月より資本金の額等1億円超の大法人の法人税・消費税
の電子申告の義務化
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(2) 電子納付（e-payment）

納付件数基準56.1％ 納付金額基準64.7%(2017)

・電子納付率100%

ベルギー、コスタリカ、デンマーク、フィンランド、インドネシア、
ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、スロバキア、スウェーデ
ン

※日本の電子納税の利用率7.4％（平成29年度）
ダイレクト納付2.5％、ネットバンキング等2.5％
図表4 平均電子納付率（Average e-payment rates） （％）

出典：OECD Tax Administration 2019
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(3)記入済申告 (pre-filled tax returns)の普及

➀国際的な導入状況

・2017年のOECDの調査によれば、40カ国（OECD加盟36カ
国+22カ国のうち）が記入済申告制度を導入している。

・個人所得税について12カ国（オーストラリア、オーストリア、
ベルギー、デンマーク、フィンランド、ハンガリーリトアニア、マ
レーシア、ノルウェー、ポルトガル、スロベニア、スペイン）が、
申告期限を過ぎた場合にその申告を「受け入れたものとみな
す(deem accepted)」制度を導入。
・記入済申告を導入している40カ国のうち、30カ国が納税者
の個人情報、36カ国が賃金・給与情報、31カ国が年金情報、
17カ国が利子・配当情報、10カ国がキャピタルゲイン・ロス情
報、17カ国がその他情報を利用している。
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• オーストラリア

2005年 記入済申告制度の試行

2007年 記入済申告制度の正式導入

2014年 連邦政府ポータルサイト“ｍｙGov”の本格稼
働にあわせて、 “myTax”記入済申告制度をフルタイ
ムの給与所得者を対象に導入。

2016年 国税庁（ATO）は、“myTax”の対象をすべて

の個人納税者に拡大し、個人や事業主向けの旅費等
の職務関連経費や利子控除などの支払や控除を管
理するアプリケーションとして“my Deductions”を提供
した。このデータは“myTax”にアップロード可能。
詳細は、石村耕治「AI税務と税務専門職の将来を展望する-税務のスマート
化とタックスプライバシー第2回」税務事例51巻4号40~52頁（2019）参照。

23



• エストニア

2001年に“e-Tax/e-Custom”による電子サービスが

導入され、個人向けアカウントから記入済申告として
電子申告・納付はもちろん自己の情報の確認や税務
当局との連絡、納税者向けの情報の閲覧も可能。

給与、利子、源泉徴収額、教育費、寄附金等の控除
額、上場株式の売却額等が記入済、事業・国外所得
キャピタルゲインの取得価額等を納税者が追加入力。

“X－Road”という情報交換基盤により金融機関や他
の行政機関の情報を共有できるシステム

2013年からは電子メールやSNSと連動した新たなシ

ステムも稼働し、スマートフォンのアプリケーションによ
り申告もできる。
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エストニアの電子（記入済）申告制度のイメージ図

(出典）政府税制調査会海外調査報告 2017年6月19日

25



(参考） 図表6 各国の記入済申告制度

※4 フランスは2019年１月より源泉徴収制度導入。

(出典）政府税制調査会海外調査報告 2017年6月19日
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(参考） 日本型記入済み申告制度
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(出典)森信茂樹『デジタル経済と税 AI時代の富を巡る攻防』 （日本経済新聞出版
2019年）



➀税務当局以外の第三者（機関）のデータの利用

雇用主の賃金・給与情報、金融機関情報、他の政府機関の
情報、国際的情報交換、生命保険会社情報、不動産売却情報
、オンライン・トレード情報、資産のリース情報、請負業者の下
請け業者への支払報告、付加価値税（VAT）インボイス情報そ
の他

②税務当局によるビッグ・データの利用

アメリカ、カナダ、インド、イタリア、イギリスなどの税務当局は
Facebook、Instagram、Twitter、その他のソーシャルネットワ
ーク情報をデータ・マイニングしている。

③税務当局による相手方を特定しない情報提供要請の拡大
とくにリアルタイムの情報提供要請の拡大
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(参考）情報協力要請・照会制度の導入
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出典：「税務行政の将来像」に関する最近の取組状況～スマート税務行政の実現に向けて～」国税庁
2019年６月21日



５．税務行政のデジタル化と納税者の権利保護

(1)データ保護とプライバシー権

➀プライバシー権

伝統的には「一人にしておかれる権利(right to be alone)」ー
私生活を侵害されない権利

1960年代アメリカでは判例法により侵害の類型化

情報化社会の進展に伴い、現代的なより積極的な権利として
「自己情報のコントロール権」と考えられるようになっている。

②個人データの保護
EUでは、 2016年 「個人データの取扱いに関する個人の保

護および当該データの自由な移動に関する欧州議会および理
事会の規則（一般データ保護規則：GDPR) 」 2018年5月25

日から適用。個人データの処理に必要な「本人の同意」の要件
の明確化
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(2) データ収集・利用の規制と納税者の権利保護

➊税務当局の保有する納税申告情報の保護

税務職員の守秘義務やアクセスの制限の限界

❷金融機関や他の行政機関を含む第三者情報の収集・利用

記入済申告制度により他機関からの情報を税務上の目的に
利用可能となる。そのための新たな利用ルールの必要性

❸税務当局の情報提供要請による情報・データの収集

各国ともプラットフォーマーや仮想通貨取引業者等への情報
提供要請の拡大:一定の歯止めの必要性

❹税務当局の収集情報やデータの照合やマイニングの規制

納税者やそのグループの特定やリスク分析などの制限

➎情報やデータの税務当局間の交換や国際機関への提供

データ主体への通知や報告、提供の差止手続の必要性
31
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(3) 新たな「多国間納税者権利章典」の提案

アーサー・J・コフェルト教授の「多国間納税者権利章典
(Multilateral Taxpayer Bill of Rights)」の提案(12か条）

居住地国の税務当局だけでなく、外国の税務当局にも適用さ
れ、デジタル化やデータ保護に配慮した内容になっている。

➊納税者は、法律によって求められる税額（それ以上でも以下
でもなく）を納付する権利を有する。

❷納税者は、プライバシーと秘密保持の権利を有する。

❸納税者は、公式の調査を受け、その後に不服を申し立てる権
利を有する。

❹納税者は、完全かつ正確、明確で時宜にかなった情報の提
供を受ける権利を有する。

➎納税者は、一貫して法律の適用を受ける権利を有する。
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❻納税者は、サービスに対する苦情を申し立て、関連の税務当
局からその結果の説明を受ける権利を有する。

❼納税者は、税務当局が説明責任を果たすことを期待する権
利を有する。

❽納税者は、疑わしい税務上のスキームについて時宜にかな
った方法で警告を受けることを期待する権利を有する。

❾納税者は、自らの選択した人によって代理される権利を有す
る。

❿納税者は、理解と同意のもと自らの情報を取得、利用され、
適法かつ公正な手段によって国境を越えた交換を適切に行わ
れる権利を有する。

⓫納税者は、その利用目的のため必要な範囲で正確かつ完全
で最新の納税者情報を収集、利用され国境を越えた交換を交
換を行われる権利を有する。
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⓬納税者は、税務情報が国境を越えて送信される場合に、合
理的かつ安全な保護をもって行われる権利を有する。

Arthur Cockfield,  Protecting Taxpayer Privacy Rights 

Under Enhanced Cross-Border Tax Information Exchange: 

Toward a Multilateral Taxpayer Bill of Rights University of 

British Columbia Law Review, Vol. 42, pp. 420-471（2010）.
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おわりに

• 税務行政のデジタル化の急速な進展

• 各国の税務当局のデータ収集・利用の拡大

• 税務行政への税務情報以外の第三者（機関）情報やいわゆ
るビック・データの収集・利用

• 従来の税務調査の枠組みではとらえきれない税務当局によ
る情報収集活動の拡大

• 個人データやプライバシーの保護の重要性：自己情報のコン
トロール権としての「タックス・プライバシー」の確立

• 税務調査を中心とする納税者保護法制や納税者権利憲章
の制定の必要性：デジタル化時代の納税者権利保護

• 税務行政のデジタル化によるデジタル・デバイドの問題の発
生：高齢者や低所得者への配慮の必要性
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