
世界的にテクノロジーの発達を基盤としたシェアリングエコノミー（注１）が急速に拡大する
なか，近時，わが国でも，例えばフリマアプリや，マイカーのカーシェア，自宅駐車場の短時
間貸し，民泊など，日常の身近なところでシェアリングエコノミーは存在感を高めつつある。
わが国の現行の所得税制度は，経済的な利得をすべて所得と捉える包括的所得概念が用いら
れており（注２），たとえシェアリングエコノミーから新たな所得が生じたとしても理論上は支
障なく課税されうる。しかし，シェアリングエコノミーの主役は，（資本を用いた大量生産・
大量消費時代の企業ではなく）一般の個人であることから，今後シェアリングエコノミーの拡
大で給与所得者や主婦，学生といった個人に新たな所得機会が生じるようになると，申告納税
制度の下で実際に自主的な申告・納税が正しく行われるかという点（執行面）で問題が浮上す
る可能性がある（注３）。シェアリングエコノミーでわが国よりも先行しているアメリカでは，
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❶　シェアリングエコノミー社会
の到来

シェアリングエコノミーとは，「場所・乗り
物・モノ・人・お金などの遊休資産をインター
ネット上のプラットフォームを介して個人間で
貸借や売買，交換することでシェアしていく新
しい経済の動き」（注９）と定義され，便宜上，
その領域は５つに分類される。すなわち，「モ
ノのシェア（フリマ・レンタルサービス），空
間のシェア（ホームシェア・農地・駐車場・会
議室），スキルのシェア（家事代行・介護・育児・
知識・料理），移動のシェア（カーシェア・ラ
イドシェア・コストシェア），お金のシェア（ク
ラウドファンディング）」（注10）である。

シェアリングエコノミーによる個人やマイク
ロビジネス（中小零細企業）の新たな所得稼得
の多くは，インターネット上に開設されたプラ
ットフォーム（需要者と供給者をITを利用し
て効率的にマッチングさせ取引を成立させるサ
イトやアプリ等。市場型プラットフォームとも
いう）（注11）を介して行われる。

そこで，従来であれば起業や新規事業にあた
り必要とされた初期投資（資本）も失敗のリス
クもほとんど負うことなしに（注12），給与所得
者や主婦，学生でも手軽な副業・兼業，又は趣
味の延長として（「起業」を全く意識すること
なく当初は小遣い稼ぎの感覚で，各自が得意と
する分野で）気軽に稼ぐことのできる社会にな

りつつある。そのため，シェアリングエコノミ
ーの参加者は，（従来のように店舗等をかまえ
た事業者と比べ）確定申告の経験もなければ納
税に対する意識も乏しいことが多いと考えられ
る。

わが国では，これまでのところ，このような
比較的少額かつ多数の個人納税者を対象とする
効率的かつ確実な徴税の方法として，源泉徴収
制度が多用されてきた（注13）。しかし，前提と
なる経済社会そのものが変化をすると，必ずし
もこれまでの方法が最適解ではなくなることも
あるため，以下で詳しく検討を行う。

❷　テクノロジーの発展と消費者
の価値観の変化

シェアリングエコノミーが拡大した背景に
は，インターネットを中心としたテクノロジー
の急速な発展があり，また同時に消費者の価値
観の変化がある。

すなわち，昨今の温暖化問題に象徴される地
球環境や持続可能性社会に対する消費者の意識
の高まりから，従来の「所有」の価値観（モノ
の所有を通して豊かさや社会的ステータス等を
感じることに満足する価値観）から，所有にと
らわれない新しい価値観（エコ消費の価値観）
に徐々に変化し，また所得がなかなか増えなく
なった中間層を中心に限られた所得のなかで
日々の生活からの満足を重視（消費者本位の機
能性重視）するようになった（注14）。

タックス・ギャップ，すなわち本来国に納付されるべき税額と実際の納税額との差額（注４）を
把握し，制度の整備でその解消につとめてきた（注５）。
シェアリングエコノミーは単なる一過性のブームではなく世界的な潮流であり，また，わが
国でも2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を控え拡大が見込まれるなか（注６），経
済社会の環境変化に対応した制度の整備（注７）が必要とされている。
本稿では，今後の本格的なシェアリングエコノミー社会の到来で生じるわが国の所得税制度
の課題を考察し（注８），その解決に向けた施策を提案する。
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テクノロジーが発展する前の時代には，個人
間での小口取引をマッチングさせることは（取
引コストの点から）一般に難しく，個人は企業
を通じて経済取引をする（企業に雇用され給与
所得者になり，企業を通して消費する）ことが
多かった（注15）。そこで，例えば労働サービス
の供給であれば，企業に雇用され，企業を通じ
て消費者に価値を提供し，また，不要になった
動産を処分したければ，リサイクルショップ等
に引き取ってもらうといった形で個人は企業を
相手に取引をすることが普通であり，見ず知ら
ずの個人間でのニーズのマッチングは一般的で
なかった。

しかし，テクノロジーの発展は取引コストの
圧倒的な低下をもたらし，多数を相手にした小
口ニーズのマッチングも容易となり，個人は多
数の消費者等を相手に新たな所得機会を得るこ
ととなった（注16）。

具体的には，インターネット上に出現した
様々なプラットフォームを利用することで，個
人であっても，その保有する何らかの価値を直
接別の消費者（需要者）に提供する供給者とな
ることができるようになったのである。

このように，シェアリングエコノミーを支え
るテクノロジーの発展により，個人は，企業を
通じてではなく，直接消費者等の個人を相手に
取引をできるようになったことが，従来の経済
社会とは大きく異なる点といえる（注17）。

❸　個人の新たな所得機会と現行
税制

１　経済社会の変化と税制

20世紀の従来型経済社会では，資本力のある
企業は「規模の経済性」を利用した大量生産を
行うことで利潤を追求してきた。その意味で，
従来型経済社会のメインプレーヤーは，大資本
を有する大企業であったといっても過言ではな

い。
そこで，消費者であり労働者である人々の思

考や価値観は，あらゆる局面で画一的であるこ
とが望ましく，画一的な価値観を一方向的に送
信可能なマスメディア等を利用した大量消費社
会が形成された。このような経済社会を前提と
して，現在の租税制度は設計さている。すなわ
ち，現行の所得税制度は，多くの人が同じよう
な生活を送る（同じように働き同じように消費
する，大量生産・大量消費時代の）画一化され
た社会に適合し，現在のところ効率的かつ効果
的な徴税が達成されている。例えば，企業（使
用者）による給与所得者の源泉徴収と年末調整
は，１つの企業で専従する（副業をしない）大
部分のサラリーマンに確定申告を要することな
く確実な徴税を可能とし，効率性の点で納税者
と税務当局の双方に多大なメリットをもたらし
ている。

ところが，シェアリングエコノミーが拡大す
ると，例えばスキマ時間での人的スキルや才能
のシェアは，副業などの短期間・短時間労働の
所得機会を生み，また，個人が保有するモノや
空間のシェア（賃貸や売却）からも新たな所得
機会を生むこととなる。これらの新たな所得は，
企業（使用者）の関知するところではない。

画一的な働き方を前提とした現行の給与所得
者の税制は，シェアリングエコノミーに適合せ
ず，新たな所得は個々の納税者が税法の規定に
従い確定申告を行わなければならない。また，
個人間の取引に源泉徴収制度は十分に機能しな
い（注18）。このように，現行制度の前提となる
経済社会が変化すれば，税制もそれに応じて進
化を迫られる可能性がある。

シェアリングエコノミーの適用範囲は広く，
今後も一層の拡大が予想されているが，ここで
は，現在わが国でもすでに所得を得ている者が
多くいると思われるモノのシェア等とスキルの
シェア等を取り上げ検討を加えることとする。
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２　モノのシェア等と個人による資産
譲渡等の機会の拡大

インターネット上のプラットフォームの出現
により，個人が（リサイクル業者等に頼ること
なく）容易に資産譲渡する機会が生まれ，それ
も多数の買手を相手に有利な取引をすることが
できるようになった。そこで，思いがけずに高
く売れることもあるかもしれない。個人の小口
資産の譲渡機会の拡大，それも利得機会が生じ
やすくなったことは，これまで半ば無視をされ
てきた小口資産の譲渡についても慎重に検討を
する必要があるだろう。

個人による資産の譲渡による所得は，一般に，
譲渡所得として課税の対象となる（注19）。ただ
し，たな卸資産等の譲渡その他営利を目的とし
て継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
は，譲渡所得に含まれないこととされているか
ら（注20），儲ける目的（注21）で商品を仕入れて
販売する継続的行為（例えば，新古書店で仕入
れた書籍をAmazonマーケットプレイス上で継
続して販売するせどり（注22））からの所得は，
事業所得又は雑所得として課税されることとな
る。

また，「生活に通常必要な動産」の譲渡によ
る所得は，所得税法上でとくに非課税とするこ
とが定められているため（注23），例えば納税者
が生活で用いていた家具や衣服などをフリマア
プリ等で売却して利益がでたとしても一般に所
得税が課されることはない（注24）。

他方で，「生活に通常必要な動産」の譲渡か
ら生じた損失についても，課税所得の計算上な
いものとみなされることから（注25），結果的に，
生活に通常必要な動産の譲渡については（利得
も損失も）所得税の計算で無視されることとな
っている。ここで，損失が生じた場合の取扱い
は，理論上でも一応の説明がつく。すなわち，
生活に通常必要な動産の損失（主に使用に伴う
価値の低下）は，一般に「消費」を表わすもの

であり所得を構成するもの（所得の処分）であ
ることから（注26），その損失の利用は認められ
ないのである（注27）。

他方で，生活に通常必要な動産の譲渡からの
利得が非課税とされていることについて，理論
上では上手く説明ができない（注28）。

思うに，今日のフリマアプリやインターネッ
トオークションサイトといった個人が簡易に不
要物を売れるプラットフォームが出現するより
も前の時代には，個人が不要になった物をリサ
イクル業者に引き取ってもらったところで，利
得がでるとはまず想定できなかったことから，
生活に通常必要な動産については一般に譲渡損
失が生じることを前提に，それにもかかわらず，
わざわざ譲渡の都度，利得が生じているのかど
うかを確認する（注29）ことは，納税者の負担が
過度に大きすぎ現実的ではないため，便宜的に
所得税計算から除外することが合理的と考えら
れてきたのではなかろうか（注30）。

仮にこの考え方が正しいとするならば，遠い
将来，日常のほとんどの取引を電子的に行うこ
とが一般的な社会が到来したならば，譲渡の都
度その損益を瞬時にシステム的に把握・計算す
ることも可能となるから（注31），理屈の上では，
利得の場合に課税対象に含めることを検討でき
るようになるかもしれない（ただし，政策的に
非課税を維持するオプションも当然あり，むし
ろ現実的であろう）（注32）。

生活に通常必要でない
4 4

資産（注33）の譲渡の所
得は課税の対象（注34）とされる （注35）。

なお，資産の賃貸については，その資産の種
類や取引の内容等から課税上の取扱いが決まる
ことになる。

３　スキルのシェア等と働き方の変化

⑴　政府による副業・兼業の普及促進
テクノロジーの活用により，個人のライフス

タイルに合わせた（スキマ時間活用等の）働き
方も可能になりつつある。
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また，政府も，労働者の副業・兼業には前向
きである。内閣総理大臣を議長とする働き方改
革実現会議は，2017年３月に『働き方改革実行
計画』（注36）を公表したが，そのなかで，副業・
兼業を企業のイノベーション力を高めるだけで
なく，起業の手段や第二の人生の準備として有
効であると肯定的に位置づけ，労働者の健康確
保に留意しつつも副業・兼業の普及促進を図
る（注37）こととしている（注38）。

⑵　給与所得者の税制
わが国の現行の所得税制度は，包括的所得概

念（総合所得税制）に軸足をおきながらも，戦
前の分類所得税制に接近した制度となってお
り（注39），所得をその源泉・性質に応じて10種
類に分類し，各々の金額につき計算方法を定め
ている（注40）。

所得税法は，俸給，給料，賃金，歳費及び賞
与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得
を給与所得として（注41），（その所得を得るため
に要した必要経費（実額）の控除ではなく）概
算 控 除 と し て の 性 格 を 有 す る 給 与 所 得 控
除（注42）を画一的に適用することで効率的な税
額計算を可能としている。そこで，一般の給与
所得者は，源泉徴収と年末調整で課税関係が完
結し，確定申告は必要とされない。

このように，わが国では，社会における画一
的な働き方を前提に，税制も画一的な取扱いを
することで効率的な徴税が可能となり，社会的
コストの削減が発揮されてきた（注43）。

さらに，給与所得者等については仮に本業以
外からの所得が生じた場合であっても，それが
僅少な場合（１か所から給与の支払を受けてい
る人で給与所得及び退職所得以外の所得の金額
の合計額が20万円以下の場合，又は２か所以上
から給与の支払を受けている人で主たる給与以
外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以
外の所得の金額の合計額が20万円以下等一定の
場合）には，所得税（国税）の確定申告を要し

ない（注44）こととし，納税者と税務当局双方の
便宜に資する制度となっている。

その意味で，現行の所得税制度は，徴税の効
率化や税務当局のキャパシティといった現実的
な制約等から，標準的な給与所得者は可能な限
り確定申告をしなくて済むように設計されてい
るということができる。そこで，給与所得者に
とって，源泉徴収票は「確定申告書に見合うも
のとして」（注45）位置づけられてきた。

しかし，将来的に人々の働き方が多様化する
ようになったならば，現在の給与所得者の税制
が必ずしも効率的とは限らなくなるだろう。

❹　申告納税制度と源泉徴収制度

１　申告納税制度を支える「制度の整
備」と「国民の納税意識」

わが国の現行の所得税制度は（注46），納税者
自らが各暦年ごとに納付すべき税額を計算し，
自主的に申告・納付を行う申告納税制度を採用
しているが（注47），給与や利子，配当等の特定
の所得については支払の際に支払者（源泉徴収
義務者）にいわゆる天引きをさせ国に納付をさ
せ る「 源 泉 徴 収 」（ 注48） の 義 務 を 課 し て い
る（注49）。

申告納税制度は，日本国憲法の国民主権主義
に適合する制度であり，民主的租税思想の最も
重要な要素であるとされる（注50）。そこで，納
税者の所得（少なくともその基礎となる取引の
事情）は納税者自らが最もよく知っているはず
であることを前提に（注51），戦後，わが国の所
得税制度では申告納税制度が用いられてきた
が，納税者がその所得を正しく申告することと
は必ずしも同義でなく，納税者が認識している
所得を正しく申告しない可能性もある。

納税者の所得につき，納税者と税務当局の間
で情報の非対称性（information asymmetry）
が生じているため，納税者が仮にある種の所得
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について絶対に税務当局に知られることはない
と考えたならば，その所得が実際に申告される
かどうかは納税者の意識や良心（租税倫理）に
依存することになる。このため，申告納税制度
の下での所得の正確な把握のためには，各種の
制度の整備と併せて，国民の納税意識の向上を
図ることが必要とされる（注52）。

２　シャウプ勧告による源泉徴収制度
の評価

シャウプ勧告は，給与所得者の源泉徴収制度
について，基本的な点でうまく機能しているよ
うに見えると評価しつつ，次の点で改善の余地
があるという。

すなわち，①被傭者に対する通知，②あらゆ
る形式の賃金給与に対する源泉徴収，③雇傭主
の即時納付，④年末調整を最小限に止めること，
⑤年末調整を税務署へ移管すること，⑥源泉徴
収税額を税務署に通知すること，の６点であ
る（注53）。

このうち，①は，給与所得について雇傭主が
被傭者に給与を支払うたびに源泉徴収額を書面
で通知すべきとするものであるが，源泉徴収制
度であっても納税者に納税の負担を熟知させ，
納税意識を喚起する必要があるとの理由に基づ
くものと考えられている（注54）。

また，④は，とくに賃金給与の源泉徴収はや
や過大になるようにすることで年末調整で納税
者に苦痛が生じないようにすべきとする納税資
金面での配慮と考えられる。

⑤は，雇傭主が年末調整を行う結果，大部分
の被傭者は税務署と全く接触がないことが問題
であるとし，税務署に被傭者の年末調整の手続
を移管することが可能となる限り可及的速やか
に移管すべきであるとする。これは，給与所得
者に確定申告の機会を与え，源泉徴収税額と確
定税額との精算は申告を通じて行う制度が望ま
しいという考え方と理解されているが（注55），
申告納税制度を基本とする所得税において，（①

とも関連して，）納税者が納税意識を堅持する
ことの重要性を示唆しているものとも考えられ
る。

３　源泉徴収義務者の責任と負担（判
例）

源泉徴収制度が（国の徴税にとって）効率的
かつ確実な一方，源泉徴収義務者の責任と負担
が過重であるという指摘がある（注56）。源泉徴
収義務者が負う源泉徴収義務（徴収・納付の義
務）は，受給者（納税義務者）の申告所得税の
納税義務と「別個のものとして成立，確定し，
これと並存するもの」（注57）と解されており，
たとえ丁寧に事務処理をしたとしても，結果的
に源泉徴収税額が違っていた場合には責任を逃
れ ら れ な い 仕 組 み と な っ て い る た め で あ
る（注58）。

社会環境が変化するなか，岩㟢政明教授は，
源泉徴収制度の実態が「源泉徴収の対象とされ
ない国税における本来の納税義務の負担に比し
て，不合理に重い負担を課すものであったり，
課税庁が公権力の行使をしても達成することに
困難を伴うような重い負担をも肩代わりさせる
もの」（注59）であってはならないという。

源泉徴収制度について，国が（納税義務者以
外の）源泉徴収義務者に労力と経済的負担を負
わせることが憲法上許されるかどうかを争った
裁判として，昭和37年最高裁判決がある。

納税義務者以外に補償を与えることなく徴収
納付義務（注60）を課すことについて，「源泉徴
収制度は，給与所得者に対する所得税の徴収方
法として能率的であり，合理的であって，公共
の福祉の要請にこたえるもの」であるから，憲
法29条に反するものではなく，また，給与の支
払をなす者（源泉徴収義務者）が給与を受ける
者（納税義務者）と「特に密接な関係にあって，
徴税上特別の便宜を有し，能率を挙げ得る点」
を考慮し，徴収確保の合理的理由に基づいて納
税義務者と特別な関係（特に密接な関係）を有
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する源泉徴収義務者に特別の義務を課すこと
は，憲法14条に反しないと判示している（注61）。

源泉徴収制度は源泉徴収義務者の経済的な負
担の上に成り立つ制度であるが，従来型の経済
社会を前提とした一般的な場合には個々の納税
義務者が確定申告を行うよりも効率的であり合
理的であって，経済社会全体の調和ある発展（利
益）につながるとするならば，そのような徴収
の方法を法律が定めることも説得的であるよう
に思われる。

ここで，（源泉徴収制度を採用することが）
効率的であり合理的であるためには，源泉徴収
義務者と納税義務者との間の「特に密接な関係」
が必要とされる。そこで，仮に源泉徴収義務者
と納税義務者との間の特に密接な関係を欠くに
もかかわらず源泉徴収を義務づけ，源泉徴収義
務者に過重な負担を生じさせることとなるなら
ば（例えば過重な負担により雇用が抑制された
り，事業者に取引を躊躇させるような事態を生
じさせ，社会全体に比較的大きな不利益がもた
らされるならば），公共の福祉という根拠は危
ういものとなる。

さらに，申告納税制度の基本である個々の納
税者による確定申告のほうが仮に効率的である
とするならば，合理性の点から源泉徴収制度を
用いる必然性はないことになる。

❺　資料情報制度（法定調書の提
出制度）

１　資料情報制度の概要

法定調書とは，所得税法，相続税法，租税特
別措置法，及び内国税の適正な課税の確保を図
るための国外送金等に係る調書の提出等に関す
る法律の規定により租税行政庁（所轄税務署長）
に提出が義務づけられている資料をいい，その
種類は，昭和24年４月時点には６種類にすぎな
かったものが次第に増加し（注62），現在（平成

28年１月１日以後）では59種類に及ぶ（注63）。
所得税法の規定する法定調書には，「給与所

得の源泉徴収票」，「退職所得の源泉徴収票」「公
的年金等の源泉徴収票」の３種類の「源泉徴収
票」のほか，「報酬，料金，契約金及び賞金の
支払調書」をはじめとする各種の支払調書
等（注64）がある。わが国で，これらの法定調書
を税務当局に提出することを義務づける制度
を，資料情報制度という（注65）。本稿では，支
払調書等について，シェアリングエコノミーの
拡大に伴い増加が見込まれる報酬，料金，契約
金及び賞金の支払調書（以下，「支払調書」と
いう）を念頭に検討を加えることとする（注66）。

なお，資料情報制度と源泉徴収制度は，（両
者に密接な関係はあるものの）法律上は別個の
制度であり（注67）不可分の関係にはない。法人
等に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象
とならないもの，及び支払金額が源泉徴収の限
度額以下であるため源泉徴収をしていない報
酬・料金等についても，提出範囲に該当するも
のは支払調書の提出義務があるなど，源泉徴収
の要否と支払調書の提出範囲は必ずしも一致し
ない。

２　現行法における支払調書の機能

わが国の所得税法（国税）では，給与等の支
払をする者は，その年において支払の確定した
給与等について，その給与等の支払を受ける者
の各人別に源泉徴収票を２通作成し，原則とし
てその年の翌年１月31日までに，１通を税務署
長に提出し，他の１通を給与等の支払を受ける
者に交付しなければならないこととされてい
る（注68）。また，退職手当等，公的年金等の支
払についても，源泉徴収票の１通を支払を受け
る者に交付することとされている（注69）。そこ
で，一般のサラリーマン，年金生活者には源泉
徴収票が交付されることとなるから，受給者（納
税義務者）はこの情報をもとに確定申告書を作
成することができ，またこれを添付して確定申
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告を行うことになる（注70）。
他方で，支払調書は，その支払者が税務当局

に提出することは義務づけられているもの
の（注71），受領者（支払を受ける者）に対して
交付することは一般に法律上の義務とされてい
ない（注72）。

支払調書（一部を除く）は，もっぱら税務当
局の目的のため，すなわち，納税者の所得を的
確に把握し適正な課税を達成することを効率的
に行うために，税務当局への提出を義務づけて
きたといえる（注73）。業界によっては受領者の
確定申告のために支払調書の写しなどを作成し
送付をしてきたが，近時の負担増加（注74）に伴
う合理化等の点から企業判断による見直しの動
きもある。

報酬等の受領者は，いわばプロであり，源泉
徴収義務者からの情報がなくても，契約書や請
求書等の情報から，自らの収入金額を当然に把
握することができるはずという前提に立ってい
るのである。

しかし，シェアリングエコノミーの拡大によ
り，給与所得者等に新たな所得機会が見込まれ
るなか，給与所得者の多くは確定申告の経験に
乏しく（また納税意識も低いと思われ），新た
に確定申告をすることになる納税者が正しい申
告をしやすい環境を整備することは重要なよう
に思われる（注75）。

次号に続く。

（注１）　シェアリングエコノミー（Sharing economy）
は，欧州連合でもCollaborative economyとして，
世界的規模で拡大している。
　　わが国でも，2017年１月より内閣官房情報通

信技術（IT）総合戦略室内に「シェアリングエ
コノミー促進室」が設置され，民間事業者・地
方公共団体等からの相談に適切に対応して必要
な情報提供や調整，法令解釈に係るグレーゾー
ン解消制度の活用等に向けた支援を行っている。

また，６月９日に閣議決定された「未来投資戦
略2017−Society 5.0の実現に向けた改革」にも盛
り込まれ，わが国経済の再生に向けた取組みの
１つに位置づけられている。

（注２）　金 子 宏『 租 税 法〔 第22版 〕』（ 弘 文 堂，
2017年）187 頁。

（注３）　個人が通勤等の移動中にメルカリやヤフ
オク！に出品し，またスキマ時間の有効活用と
してクラウドワークを始めたとしても，外見か
らわかる店舗等を開設することもなければ使用
人を使うわけでもなく，決済を含めたほぼすべ
ての取引がインターネット上で完結する。また，
シェアリングエコノミーに参加した個人が開業
届（所法229）を税務署長に提出するとは考えに
くく，また，外見からネットで儲けている個人
を識別することは難しい。そこで，納税者の納
税意識が低いと，無申告・過少申告の問題が浮
上する可能性がある。

　　なお，給与所得者等については，本業以外か
らの所得が生じた場合であってもそれが僅少な
場合には所得税（国税）の確定申告を要しない
こととされていることから（所法121），シェア
リングエコノミーの参加でただちに課税の問題
が生じるというわけではないが，本稿では，将
来的にシェアリングエコノミーが拡大したとき
を見据えて考察を行うものである。特に，納税
意識の向上は，短期的に実現することができな
いため，計画的な取組みが必要とされる。

（注４）　アメリカ合衆国及び英国におけるタック
ス・ギャップの実情を精査・分析した論文として，
居波邦泰「米国及び英国におけるタックス・ギ
ャップの推計の実情について」税大論叢76号

（2013年）75頁。
（注５）　わが国におけるタックス・ギャップの実

態は現在のところ不明とされている。大久保勉
前参議院議員による平成20年１月及び平成27年
２月の質問主意書に対し，福田内閣，安倍内閣
はともに「政府としては，（…）『タックス・ギ
ャップ』の推計を行っておらず，また，現時点
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では，行う考えはない。」と答弁している。
（注６）　多くの外国人の訪日が見込まれているな

か，既存の宿泊施設，移動手段などの供給が追
いつかないことが予想されており，民泊等の積
極的な活用が考えられる。

（注７）　効率的な租税の徴収制度は，その国の経
済取引の実態により異なるが，テクノロジーの
進歩を背景とした経済社会の変化により効率的
な税制の前提が変化したならば，税制も否応な
しに経済社会の変化に合わせた対応が必要とさ
れる。

（注８）　本稿では，主に個人の所得税制を検討の
対象とする。

（注９）　一般社団法人シェアリングエコノミー協
会による定義（http://www.meti.go.jp/committee/
sankoushin/shojo/johokeizai/bunsan_senryaku_
wg/pdf/004_04_00.pdf）であり，経済産業省の
報告書でも用いられている。経済産業省商務情
報政策局情報経済課『平成28年度我が国におけ
るデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取
引に関する市場調査）報告書』（2017年）第６章
参照。なお，楽天の三木谷浩史社長が代表理事
をつとめる経済団体，新経済連盟は「ソーシャ
ルメディアの発達により，個人の遊休資産など
の交換・共有により成り立つ経済」と定義して
いる。

（注10）　一般社団法人シェアリングエコノミー協
会の分類による。なお，新経済連盟は「モノの
シェア（オークション・フリマ，レンタル），空
間のシェア（ホームシェア，農地，その他施設（会
議室，駐車場等）），空き時間・人手・能力のシ
ェア（家事買物代行，介護・保育，知識），お金
のシェア，乗り物のシェア（カーシェア，ライ
ドシェア，コストシェア型相乗りサービス），そ
の他のシェア（配送出前，体験，電波，設備）」
に分類している。

（注11）　本稿が扱う市場型プラットフォームは，
その利用者であるプラットフォームの参加者（供
給者又は需要者）からの利用料（課金）が最大

の収入源である。
（注12）　プラットフォームの多くが，取引の成約

に応じた成功報酬体系を用いていることから，
プラットフォームの利用により初期投資に伴う
リスクを回避することができる。

（注13）　例えば，昭和19年，戦局の苛烈化に伴う
増税にあたり日雇労働者等の報酬に源泉徴収制
度を創設するにあたり，その提案理由について
賀屋興宣大蔵大臣は「賦課課税では中々正確に
捕捉は困難でありますので，ここで新たに丙種
の事業所得というものを設けまして，源泉課税
を致す，これが納税を確実にし，又その手続を
比較的簡便ならしむる方法であるので，この方
法を執った次第であります」と答弁しており，（賦
課課税制度の下ではあるが）それまで実情とし
て課税されてこなかった所得に課税を行うにあ
たり，確実性と手続の簡便性の点から源泉徴収
制度を用いることとした。衆議院「所得税法外
二十九法律中改正法律案委員会議事録（速記） 
第二回」（第84回帝国議会，昭和19年１月24日）。
また，武田昌輔監修『DHC コンメンタール所得
税法 １巻』（第一法規，加除式最新版）333頁も
参照。

　　また近年，産業規模の拡大から新たに源泉徴
収等の対象とされた例として，平成19年の税制
改正で，通訳の報酬・料金等に源泉徴収制度を
採用することとなったが，政策立案者の説明に
よれば，「既に源泉徴収の対象とされている翻訳
の報酬・料金等とのバランスを図ること，国際
化の進展に伴い通訳に対する需要が高まってい
ること等」を理由として，源泉徴収の対象とさ
れる報酬・料金等の範囲に通訳の報酬・料金等
を追加し，また，居住者又は内国法人に対し平
成19年７月１日以後に支払うべき通訳の報酬・
料金等の支払をする者は，報酬，料金，契約金
及び賞金の支払調書を所轄税務署長に提出しな
ければならないこととされた。浅井要「所得税
関係のその他の改正」『改正税法のすべて〔平成
19年版〕』（大蔵財務協会，2007年）213頁，220
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〜221頁。
（注14）　わが国におけるテクノロジー主導による

消費者の価値観の変化の契機は，思うに音楽・
映像の消費市場であったように思われる。すな
わち，従来，レコード等のモノの所有を通じて
消費をしていたところ，若者を中心にレンタル
文化が生まれ（所有ではないがビデオ等のモノ
を通じた消費である），やがて，テクノロジーの
発展によりインターネット上のプラットフォー
ム（App Storeなど）でモノを通すことなく音楽
そのものを好きなときに消費することができる
ようになった。

（注15）　その意味で，個人は，従来型の大量生産・
大量消費の経済社会では消費者としての消費の
役割と企業を通じた労働等といった画一的な役
割しか期待されていなかった。

（注16）　さらに，インターネット上のプラットフ
ォームで需要者が供給者の「空き」状態を正確
かつリアルタイムに把握できるようになると，
その利便性から新たな需要が掘り起こされ取引
は一層拡大した。

（注17）　なお，プラットフォーム企業は，あくま
でも取引の場（市場）を提供しているだけであり，
法律上も一般に取引の当事者ではないとされる。
なお，弱者保護の点から，例えば役務提供者を
プラットフォーム企業の労働者とする捉え方も
ある。しかし，少なくともプラットフォーム企
業は，あくまでも参加者間の取引であると主張
をしている。

（注18）　所得税法204条２項２号，184条。また，
消費税は，その納税義務者の個人事業者（消法
２①三，四）に含まれない個人による取引への
課税を予定していない。

（注19）　所得税法33条１項。
（注20）　所得税法33条２項１号，所得税法施行令

81条。
（注21）　インターネット上のプラットフォームの

利用により，小遣い稼ぎの感覚かもしれない。
（注22）　以 前 は 日 本 の 古 書 店 や ア メ リ カ の

Amazonサイトで調達し日本のAmazonサイトで
転売する形態が中心だったが，最近は，中国等
の海外サイトから調達し日本のフリマアプリで
転売するフリマ転売が流行のようである。今年
に入り，書店でも「月30万円以上を確実に稼ぐ」
など魅惑的なタイトルの「メルカリ転売」の関
連本を目にする機会が増えている。

（注23）　所得税法９条１項９号，所得税法施行令
25条。

（注24）　ただし，生活に通常必要な動産であって
も，単価30万円超の宝石類や美術品等の譲渡か
らの所得は非課税の対象とならない。所得税法
施行令25条。

（注25）　所得税法９条２項１号。ただし，災害等
による雑損控除の対象となることはありうる（所
法72）。

（注26）　わが国の現行の所得課税制度が用いてい
る包括的所得概念（純資産増加説）では，消費
は所得を構成する。例えば，（所得稼得と無関係
な）日常生活品をレンタルしてレンタル料を支
払っても，同じ物を一度購入し売却して損失が
生じても，いずれも消費であるから所得控除は
認められないと考えるとわかりやすい。

（注27）　その損失を他の譲渡所得から控除するこ
と及び他の所得と損益通算することは認められ
ない。

（注28）　佐藤英明教授によれば，伝統的に「ア譲
渡益が生じてもごく少額であるので，そのよう
な所得まで課税するのは執行上適当ではない。
イ本来，値上がり目的（投機目的）で所有され
ているものではない。ウインフレの場合を除い
て，常識的に購入価格以上の価格で譲渡できる
ことはない。エ減価償却制度を適用した結果生
じた計算上の所得にすぎない場合がある。オど
うしてもお金が必要なために家具や衣服などを
売るというような場合にまで課税するのは適当
ではない」の５点の理由から，非課税とされる
と考えられている。佐藤英明『スタンダード所
得税法〔第２版〕』（弘文堂，2016年）92〜93頁。
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ただし，佐藤教授は，譲渡益に課税される居住
用不動産の譲渡の場合との比較や，特別控除（50
万円）の存在等から，これら５点の理由に説得
力があるとは考えられないともいう（同102頁参
照）。

（注29）　家具や衣服といった日常生活にかかわる
ものという性質上，領収書等も保存されていな
いことが多いなかで取得原価等の情報を調べる
ことは大変である。

（注30）　通常，損失が生じると考えられる状況で，
万一の可能性まで考えて，納税者に念のため損
益計算を求めるのは現実的ではないだろう。

（注31）　さらに，理屈の上では，IoTによりすべ
ての身の回りの資産に固有コードなどをもたせ，
所有者と紐付けることで譲渡を把握することも
可能になるが，IoTはその特性から日常生活に近
い資産に偏り，より価値の高い芸術的な資産は
対象外とされるほか，日常生活を覗き見される
プライバシーの問題が立ちはだかることとなり，
現実的ではないだろう。

（注32）　ただし，すべてをシステム的に行うため
には，使用中の資産が一巡するまで待つ必要が
あるため遠い将来のことになる。また，損失の
取扱いとの整合性を図る必要があるとする考え
方も根強い。

（注33）　「生活に通常必要でない資産」の意義は，
所得税法施行令178条１項参照。

（注34）　譲渡所得の金額の計算では，最高50万円
の特別控除額の適用がある（所法33③④）。

（注35）　なお，損失については，所得税法69条２
項参照。

（注36）　働き方改革実現会議『働き方改革実行計
画』（平成29年３月28日）, available at http://
www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/pdf/
honbun_h290328.pdf （last visited Aug. 16, 2017）

（注37）　働き方改革実現会議・前掲（注36）15頁。
（注38）　さらに，近時の働き方改革で残業が抑制

されるなか，過去に残業代を含めた月給額で住
宅ローンを組んだ家計による代替収入（副業）

模索の動きもある。
　　もっとも，インターネット上のフラット化し

た市場では，供給者は世界との競争にさらされ
ることとなるから，コモディティ化された労働
の価値は需要者からシビアに値踏みされる可能
性もある。そこで，将来的にはベーシックイン
カムの導入などの対応が必要とされよう。

（注39）　岩㟢政明「所得税の類型および所得区分
の動向」租税法研究39号（2011年）１頁，８頁。

（注40）　所得税法23条以下。
（注41）　所得税法28条１項。
（注42）　人工知能（AI）の進化に伴う働き方の変

化への税制の対応については，紙面の都合によ
り，別稿に譲ることとする。

（注43）　わが国でこのような給与所得への徴税を
効率的に行う仕組みが確立された背景として，
これまで，いったん雇用されると容易に解雇さ
れず，他方，転職もしないというわが国の労働
市場における「終身雇用」制の存在があるとも
考えられている。武田昌輔＝神谷修監修『DHC
所得税務釈義 ２巻』（第一法規，加除式最新版）
4801の２頁参照。

（注44）　所得税法121条。
（注45）　武田昌輔監修『DHC コンメンタール所

得税法 ４−２巻』（第一法規，加除式最新版）
9091の３頁。

（注46）　源泉徴収実務では，平成25年１月１日か
ら平成49年12月31日までの間に生ずる所得につ
いて源泉所得税を徴収する際に，復興特別所得
税を併せて徴収することとされている。東日本
大震災からの復興のための施策を実施するため
に必要な財源の確保に関する特別措置法（平成
23年12月２日法律第117号）28条。

（注47）　所得税法120条，国税通則法16条。
（注48）　本稿では，非居住者等に対する源泉徴収

については検討の対象外とする。
（注49）　わが国の源泉徴収制度は，利子所得は明

治32年，給与所得は昭和15年から用いられてお
り実績がある。わが国の源泉徴収制度の現在ま
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での経緯については，金子宏「我が国の所得税
と源泉徴収制度―その意義と沿革」『所得課税の
法と政策』（有斐閣，1996年（初出1991年））125
頁以下参照。

（注50）　金子宏「民主的税制と申告納税制度」『租
税法理論の形成と解明〔下巻〕』（有斐閣，2010
年（初出1997年））577頁，588頁。

（注51）　最判昭和39年10月22日民集18巻８号1762
頁は，「所得税法が（…），申告納税制度を採用し，
確定申告書記載事項の過誤の是正につき特別の
規定を設けた所以は，所得税の課税標準等の決
定については最もその間の事情に通じている納
税義務者自身の申告に基づくものとし，その過
誤の是正は法律が特に認めた場合に限る建前と
することが，租税債務を可及的速かに確定せし
むべき国家財政上の要請に応ずるものであり，
納税義務者に対しても過当な不利益を強いる虞
れがないと認めたからにほかならない。」と判示
している。

（注52）　金子宏「納税者番号制度と納税者の秘密
の保護」『所得課税の法と政策』（有斐閣，1996
年（初出1978年））180頁，181頁。

（注53）　シャウプ使節団編『日本税制報告書 巻４』
（1949年）D10〜D11頁。
（注54）　金子・前掲（注49）162頁。所得税法231

条１項参照。
（注55）　金子・前掲（注49）162頁。
（注56）　小畑孝雄「マイナンバー　源泉徴収義務

者の義務と責任」租税研究798号（2016年）226頁，
227頁。

（注57）　最判平成４年２月18日民集46巻２号77
頁，82頁。名古屋地判平成元年10月20日107頁，
110〜111頁。なお，源泉徴収の法律関係につい
ては，金子・前掲（注２） 931頁以下，また重要
判例として最判昭和45年12月24日民集24巻13号
2243頁参照。

（注58）　所得税法221条。
（注59）　岩㟢政明「源泉徴収制度に係る適用要件

について」税務事例研究146号（2015年）22頁，

46頁。
（注60）　徴収納付とは，租税の徴収方法のうち，

納税義務者以外に租税を徴収させ，これを国等
に納付させる方法をいい，所得税の源泉徴収は，
徴収納付の一例である。金子・前掲（注２）926頁。

（注61）　最大判昭和37年２月28日刑集16巻２号
212頁，217〜219頁。

（注62）　稀ではあるが減少した分として，例えば
「無記名割引債の償還金の支払調書制度」の廃止
（公社債等の譲渡の対価等の支払をする金融機関
等は，支払調書を提出しなければならないこと
となったため）など。

（注63）　武田・前掲（注45）8963頁。59種類の内
訳は，所得税法に規定するものが43種類，相続
税法に規定するものが４種類，租税特別措置法
に規定するものが８種類，内国税の適正な課税
の確保を図るための国外送金等に係る調書の提
出等に関する法律に規定するものが４種類であ
る。

（注64）　源泉徴収票，支払調書のほか，信託の計
算書などの「計算書」，名義人受領の利子所得の
調書などの「調書」がある。

（注65）　法定調書制度，支払調書制度という表現
も用いられることがあるように思われる。

（注66）　わが国では，支払調書等の提出義務を中
心とする資料情報制度（法定調書の提出義務）
については，源泉徴収制度とは異なり，これま
であまり議論されてこなかったように思われる。

（注67）　所得税法上，源泉徴収は第４編（181条以
下）に規定されているが，源泉徴収票や支払調
書等の法定調書については第５編（雑則）の第
１章に規定がある。

（注68）　所得税法226条１項，所得税法施行規則93
条。なお，地方税（給与支払報告書等）につい
ては，地方税法317条の６。また，平成 29 年 １ 
月以降，地方税ポータルシステム（eLTAX）を
利用して市町村に提出する給与や公的年金等の
支払報告書の電子申告用のデータを作成する際，
税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告
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（e-Tax）用のデータも同時に作成することがで
きるようになり，一括して作成・提出すること
が可能になった。
　　源泉徴収票の１通を給与所得者に交付する理

由として，武田・前掲（注45）9091の２頁は，「給
与所得，退職所得及び公的年金等の受給者は，
確定申告を行うことなく支払者が源泉徴収を行
って納税義務を履行させる場合が多いことから，
源泉徴収票を受給者に交付して支払金額等の正
否を確認させることとしている。」と解説する。

（注69）　所得税法226条２項〜３項，所得税法施行
規則94条〜94条の２。なお，地方税の特別徴収
票の交付については，地方税法328条の14。

（注70）　所得税法施行令262条４項。
（注71）　所得税法225条１項３号。
（注72）　国税庁ウェブサイト：法定調書に関する

FAQ の Q3 - 1 ,  h t t p s : / /www . n t a . g o . j p /
mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm （last 
visited Aug. 16, 2017）.

（注73）　武田・前掲（注45）8963頁，武田昌輔＝
神谷修監修『DHC所得税務釈義 ３巻』（第一法規，
加除式最新版）5436頁。

（注74）　インターネット上のプラットフォームを

利用して（原稿等の）発注が簡単にできるよう
になると（労働力のシェアが可能となり）少額
多数の支払調書の作成義務が生じることになる。
また，税務署長提出分は個人番号の記載が必要
だが，受給者交付分への記載は認められていな
いため単にコピーするだけというわけにはいか
なくなった。

（注75）　例えば，仮に支払者と受領者で（源泉徴
収の範囲などに）認識の違いがあった場合に小
口の差異が生じることとなるが，事前に当事者
間で確認をしさえすれば避けられる単純な誤謬
である。受領者が確定申告にあたり必要な情報

（報酬額と源泉徴収税額）を自ら確認できるよう
にすることで効率化にもつながるように思われ
る。支払調書の控えを交付するのも一法である
し，インターネット上のプラットフォームを利
用して多数の個人（クラウドワーカー）に発注
をしている場合には，例えばプラットフォーム
企業のインフラを利用して支払者が源泉徴収し
た金額等の情報を入力し受領者がそれを必要な
ときに確認できる仕組みにすれば効率的なよう
に思われる。

好評発売中

法人税法規集
平成29年７月１日現在
日本税理士会連合会・中央経済社　［編］
定価（本体5,200円＋税）
研究開発税制・所得拡大促進税制の見直し，利益連動役員
給与の活用，外国子会社合算税制のBEPS対応，スピンオフ
促進組織再編税制への整備等29年度改正をフォロー。

80　�税務弘報 2017.11


