
❻　アメリカ連邦税制の情報申告
制度

１　新たに整備された様式1099-K

ここで，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の制度対応を検討す
る。

アメリカの連邦税制には，わが国の資料情報
制度に類似した制度として，従前から各種の情

報申告制度が存在する（注76）。例えば，営業又
は事業に従事する役務受益者がその営業又は事
業の過程で１暦年に計$600以上の報酬を非法人

（個人）の役務提供者に支払った場合には，そ
の金額，受取人の住所・氏名等の情報を情報申
告書「様式1099-MISC」を用いて翌年１月末
日（注77）までに税務当局（内国歳入庁）に申告
することが義務づけられている（注78）（ただし，
従業員への給与の支払は，わが国の源泉徴収票
に相当する様式W-2が用いられる）。そこで，
下 請 業 者 や 委 託 業 者 な ど の 独 立 契 約 者
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（independent contractor）に対する支払につ
いては，様式1099-MISCで情報申告が行われ，
税務当局はこれを受けて独立契約者の申告内容
等と突合することで過少申告等の疑いのある申
告を効率的に把握することが可能となる。

ところが，2000年代初めになると，eBayな
どのインターネットオークションサイトを通じ
た所得の過少申告等が問題視されるようになっ
たことから（注79），（従来の様式1099-MISC等に
加え）新たな情報申告制度が創設されることと
なった。すなわち，2008年経済及び住宅回復
法（注80）により成立した内国歳入法典（連邦税
法）6050W条は，2011年以後に始まる暦年よ
り（注81），支払決済機関（Payment Settlement 
Organization）に対して，受取人等に関する所
定の事項を記載した情報申告書「様式1099-K」
を翌年の２月28日（電子申告の場合，翌年の３
月31日）まで（注82）に提出することを義務づけ
た（注83）。

ここで，新たに提出義務を課された支払決済
機関とは，「カード払い取引のアクワイアラ
ー」（注84），及び「第三者ネットワーク取引（Third 
Party Network Transaction）の第三者決済機
関」（注85）である（詳細は注釈参照）。

なお，第三者ネットワーク取引の第三者決済
機関には，僅少な受取人に関する免除規定が設
けられており，１暦年当たりの取引総額が
$20,000超で，かつ，その取引件数が200件を超
える受取人に限り当該受取人についての情報を
申告する義務が課されている（注86）。取引の金
額のみならず，「件数」を閾値として用いてい
るところが特徴といえよう。

支払決済機関により税務当局に対して情報申
告される受取人の情報には，住所・氏名のほか，
納 税 者 番 号（TIN: taxpayer identification 
number）（注87）が要求されており，複数の屋号
等を使い分けたとしてもいわゆる名寄せが行わ
れる。また，受取人が支払決済機関に納税者番
号を定められた方法で告知しない等の場合に

は，支払決済機関は支払金額から源泉徴収を行
うこととし（注88）実効性を担保している（注89）。

そこでアメリカでは，AirbnbやUber，Amazon
などのインターネット上で展開する市場型プラ
ットフォーム企業を第三者ネットワーク取引の
第三者決済機関として情報申告（一定の場合は
源泉徴収）義務を課すことで，電子商取引時代
のタックス・ギャップに対処をした。この新た
な様式1099-Kの導入により，2011年から2018年
までの８年間で約95億ドルの税収増加（タック
ス・ギャップの解消）が見込まれている（注90）。

２　申告納税制度の下における情報申
告制度の機能

アメリカで導入された様式1099-Kで特筆す
べきこととして，税務当局に申告される情報は
納税者本人にも（税務当局への提出期限よりも
早い）翌年の１月31日までに提供されなければ
ならないこととしている点が挙げられる（注91）。

様式1099-Kの関連法が議会で成立した際の
両院合同税制委員会の説明によれば，情報申告
制度は「納税者が所得税の納税申告書を作成す
ることを支援すること，及び，税務当局が納税
者の申告書が正確かつ漏れがないかどうかを確
認することを支援することを意図」（注92）して
いるとされる。

つまり，アメリカ連邦税制における情報申告
制度は，単に税務当局における行政の効率化を
目的としているのではなく，申告納税制度の下
で納税者が正しい申告書を作成することができ
るよう納税者を支援する目的を有しているので
ある。なお，アメリカの連邦個人所得税の申告
期限は，原則として翌年の４月15日までとされ
ていること（注93）から，納税者は支払決済機関
から入手した様式1099-K等の情報をもとに納
税申告書を作成することができる。

近年，アメリカでは，このような納税者の申
告書作成にかかる手間とコスト（コンプライア
ンス・コスト）を削減し効率化を目指す考え方
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による税制改正が行われている（注94）。
わが国の支払調書の提出制度は，（前述のと

おり）税務当局への提出が義務づけられている
のみで，納税義務者への情報提供機能は（一部
を除き）基本的に予定されていないが，シェア
リングエコノミー社会に対応する上でアメリカ
の動向は参考になるように思われる。

❼　シェアリングエコノミーに向
けた制度対応の検討

シェアリングエコノミーの拡大により個人間
の取引増加が見込まれるところ，納税知識の欠
如に加え，標準的な給与所得者等はこれまで基
本的に確定申告を要しないとする風土が形成さ
れてきた（そこで納税意識も高まってこなかっ
た）ことから，新たな所得について無申告や過
少申告といったタックス・ギャップの発生が懸
念される。

これまで，国は効率的かつ確実な徴税方法と
して源泉徴収制度を多用してきたが，シェアリ
ングエコノミーからの所得についても，取引の
内容ごとに分類し適切な場合には（必要経費の
有無などの点から分類し適切な基礎控除を設け
た上で）新たに源泉徴収制度を整備するという
対応も考えられよう。しかし，タックス・ギャ
ップ解消の目的からは，確定申告を前提とした
資料情報制度の整備等の方法もあるように思わ
れる（注95）。そこで，以下で詳しく検討を行う。

１　プラットフォーム企業に新たな義
務を課すことの合理性

シェアリングエコノミーが個人間の取引であ
る特性から，（プラットフォームの参加者であ
る）一般の個人の支払者（消費者）に源泉徴収
や法定調書の作成・提出の義務を課すことは，
事務能力や経理能力，効率性の点など（注96）か
ら適切ではなく，現実的でない。そこで，プラ
ットフォーム企業（注97）に，その参加者に代わ

り義務を課すことができれば効率的なように思
われることから，まず，プラットフォーム企業
に新たな義務を課すことの可否から検討をする。

⑴　プラットフォーム企業のビジネスモ
デルにおける「決済機能」
源泉徴収や法定調書の作成・提出の義務を課

すにあたりまず考慮されるべきこととして，義
務者が源泉徴収すべき金額や報告すべき金額等
の必要情報を容易に入手でき計算できる立場に
あるかどうかである。

源泉徴収や資料情報制度が義務者の負担の上
に成り立つ制度である以上，義務者に過度に複
雑な調査や計算等の事務を要求するべきではな
く，義務者が容易に入手可能な情報から特段の
判断を要することなく手続できることが前提に
なる。

ところで，インターネット上のプラットフォ
ームにとって，代金の決済機能（注98）を備える
ことは，（表向き，参加者の便利に供するため
であるが）プラットフォーム企業自らの資金繰
りを改善（注99）するのみならず，参加者への課
金（注100）を確実に行う上でビジネスモデル上
の重要な機能を担っている。

つまり，需要者から供給者に（プラットフォ
ームを介することなく）直接に金銭のやり取り
がなされると，プラットフォーム企業はその部
分を把握できないため課金できなくなる可能性
があり（注101），さらに，継続的に直接取引が行
われる（いわば中抜きされる）ようになるとビ
ジネスモデルそのものが成り立たなくなる。

また，単なる仲介機能のみならず，見ず知ら
ずの相手との個人間取引でも安心して決済でき
るシステム（プラットフォームが，需要者と供
給者の間で第三者としてエスクロー（Escrow）
機能を担うことで，供給者は相手の資金面の心
配をすることなく商品等を提供することがで
き，また需要者も安心して代金を支払うことが
できるようになる）を参加者に提供することで
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付加価値を高めている。このような理由から，
多数の個人を主たる参加者とするインターネッ
ト上のプラットフォームの多くは，決済機能を
備えている。

⑵　電子取引記録の利用による法定調書
の作成
プラットフォームが決済機能を備えている場

合には，そのプラットフォーム企業は，取引金
額等の情報を決済及び課金等の業務で用いてい
ることから，その情報をもとに法定調書を作成
することは容易なように思われる。

ただし，プラットフォーム企業は，参加者間
の取引の内容については（取り扱う商品により
課金率が異なるなど）課金に関係がある部分を
除き，正確に把握をしていない可能性がある（後
述）。

他方で，企業間の専門的な取引に特化したプ
ラットフォーム等のように，プラットフォーム
企業が単なる供給者と需要者のマッチングのみ
に専念し，代金決済には関与しない（あくまで
も当事者間の責任で行う）こととしている場合
には，そのプラットフォーム企業のビジネスモ
デルと課金体系によることになる（注102）が，
プラットフォーム企業は適時に正確かつ十分な
情報を入手できないことも予想され，法定調書
の作成は比較的ハードルが高い可能性がある。

そこで，個人が利用するプラットフォームの
多くが決済機能を備えていることを考慮に入れ
ると，決済機能を備えたプラットフォーム企業
に対して資料情報制度を整備することで，その
参加者の情報収集を効率的に行うことができる
ように思われる。たとえ個人間の取引機会が増
加をしても，ITのプラットフォームを介した
取引はプラットフォーム企業に取引金額等の電
子的記録が残ることから（注103），それを利用す
ることで（現金取引の場合よりも）適正な納税
につなげることができるであろう。

さらに，将来，ビットコインなどの仮想通

貨（注104）が決済に用いられるようになったと
き（注105），参加者は確定申告にあたりその時価
情報等を入手し計算する必要に迫られるが（手
作業での計算は大変であり間違いを誘発しやす
い），プラットフォームの取引記録と外部情報
等の関連づけを行うことで計算を自動化できる
ようになるのも好都合である。

また，わが国でも，近年，適正な課税の確保
を図ることを目的として（注106）取引の支払者
以外の者に法定調書の作成を義務づけている例
もあり，決済機能を備えたプラットフォーム企
業に対して，その参加者の納税のために協力を
求 め る こ と は 特 に 支 障 な い よ う に 思 わ れ
る（注107）。

２　源泉徴収制度を新たに整備するべ
きか

⑴　源泉徴収に適した所得の検討
わが国の所得税制度が，特定の種類の所得に

ついてのみ（その収入を）源泉徴収の対象とし
ていることについて，林大造氏によれば，多分
に歴史的，伝統的な要因によるものとされる
が（注108），ある種の所得の収入を源泉徴収の対
象とすべきかどうかを判定する基準として，①
納税者からの自主的申告納税を期待することが
できず，支払段階で源泉徴収をしておかないと，
所得税の徴収が困難となるような種類の所得は
源泉徴収の対象としなければならない，②必要
経費の割合が一定しないような種類の所得は，
源泉徴収の対象とするのに適さない，③支払者
の事務能力，経理能力，財力が十分でない場合
には，源泉徴収をさせるのに適さない（注109），
等の複数の基準を掲げ，これらを総合的に勘案
すべきとする（注110）。

なお，ここで②の必要経費の割合が一定しな
いような種類の所得は源泉徴収の対象として不
適切とする基準は，昭和40年代終わり頃まで課
税実務の現場で所得標準率による推計課税が行
われていたこと（注111）などの時代背景を前提
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としており，現在では，申告納税制度の理念の
下で，いわゆる概算経費率の利用は原則として
認められていないことなどから（注112），必要経
費が生じる種類の所得への源泉徴収制度の創設
は一層慎重に捉えるべきであろう（注113）（そこ
で，フリマアプリ等を介したモノのシェアから
の所得（売却益）には明らかに源泉徴収は適さ
ない）。

武田昌輔名誉教授も，源泉徴収は，本来，収
入金額がほぼネットの所得金額であるような場
合に行われるべきであり，事業所得的なものに
ついてまで行うべきではないと指摘をしてお
り，その理由として，ネットの課税所得が必要
経費が大きいために収入金額に比較して著しく
低い金額となるような場合には，所得税の還付
の問題が生じ（注114），かえって行政経済の面か
ら は マ イ ナ ス と な る こ と を 挙 げ て お ら れ
る（注115）。

そこで，仮に事業所得や雑所得等を源泉徴収
の対象とする場合であっても，一般に人的役務
の提供にあたり必要経費があまり生じない所得
への租税の徴収方法として適していると考えら
れる（注116）。これまでは，知識や能力，才能と
いった人的資本を本質的な源泉とする事業等の
所得に対して，源泉徴収制度が用いられる傾向
にあったように思われる（注117）。弁護士や税理
士等に対する報酬は源泉徴収の対象とされてい
るが，これらの仕事では，人的資本が最重要と
考えられてきたからであろう（注118）。

⑵　シェアリングエコノミーに適した課
税の方法
プラットフォーム企業に源泉徴収義務を新た

に課すべきかどうかの検討にあたっては，まず，
源泉徴収義務者が，支払金額等の情報に加えて，
その支払がそもそも源泉徴収の対象となるかど
うか（契約当事者間における私法上の真実の法
律関係又は事実関係）を判断するのに十分な情
報を適時に収集し正しく認識できるのかという

点を考慮すべきであろう。
従来型の資本を用いた大量生産・大量消費の

経済社会では，（経済合理性という共通の価値
観を前提に）取引を効率化するための標準化が
推進され，共通ルールの下での効率的な取引が
促進されてきた。そこでは，例えば市場（取引
所等のプラットフォーム）が取引のルールを厳
格に定め参加者に厳守させることで，取引を意
図したとおりの方向に効率的に進むよう適切に
コントロールし，秩序が維持されてきた。

しかし，（繰り返しになるが）シェアリング
エコノミーの主役は，個人であり消費者である。
必ずしも合理的とは言えないエモーショナルな
側面が取引の動機になることもある。また，こ
れまで取引コスト等の点から実現することのな
かったニッチなニーズを（3D技術や人工知能
等をも含む）テクノロジーの利用により満たす
ことができるようになると，取引のねらいや本
源的な価値（注119）は当事者にしかわからない
ということも起こりうる。

プラットフォームが予定していない使われ方
（最近では，フリマアプリへの金銭や換金性を
有する別のプラットフォーム上でのポイントの
出品）も現に行われており，さらに，（規制改
革が追いついていないことなどを背景に，）プ
ラットフォームが自ら率先して通常用いられる
取引とは異なる取引の契約の場を参加者に提供
しているケースすらある。例えば，自家用車の
カーシェアについて，いわゆるレンタカーとし
て賃貸しようとする場合，現行法上，国土交通
大臣の許可を受けなければならないことか
ら（注120），プラットフォームでは，車輌の貸出
し自体は無料とし出品者との「独占的交渉権の
売買」（注121）の場，又は個人間の「共同使用契
約」（注122）の場を提供する形をとっている。また，
フリマアプリ等のプラットフォーム上では，消
費者が出品者と個別に「交渉」することは半ば
当然のこととして行われており，むしろそれが
取引成立のインセンティブになっている（従来
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型経済社会における標準化とは逆の発想であ
る）（注123）。

そこで，取引の場としてプラットフォームが
利用されたとしても，その取引の内容や実質を
最もよく理解をしているのは（プラットフォー
ムではなく）実際に取引の相手方と交渉を行っ
た当事者であるから，シェアリングエコノミー
からの所得は，その当事者（納税者）本人の責
任で申告・納税が行われなければならないと考
える（注124）。申告納税制度は，シェアリングエ
コノミーに適合しているのである。

また，プラットフォーム企業は，その参加者
と対面したことすらないのが普通であり，特に
密接な関係性を見出すことは難しく，取引の当
事者でない立場で源泉徴収が必要かどうかを判
断させる責任を負わせることは酷である（注125）。
プラットフォーム企業に過重な負担と責任を負
わせシェアリングエコノミーの健全な発展を阻
害することは避けなければならない。

３　資料情報制度の整備

⑴　正しい申告の前提となる納税者の納
税意識
タックス・ギャップの解消という目的からは，

プラットフォーム企業に源泉徴収義務を課さな
くても，その参加者（納税者）の納税意識が高
ければ，確定申告を前提とする資料情報制度を
整備することで，無申告によるタックス・ギャ
ップを減少させることができるはずである。

アメリカのデータによれば，（源泉徴収制度
を導入しなくても）資料情報制度のみでも相当
に効果的であるとされており（注126），納税者が
その取引記録を税務当局も共有していることを
認知しているだけで効果があるとされる（監視
カメラが犯罪を未然に抑止するのと同様の効果
があると考えられている）（注127）。

わが国でも2012年１月１日以後，200万円を
超える（注128）金地金等（注129）の譲渡の対価の
支 払 者 に 支 払 調 書 の 提 出 が 義 務 づ け ら れ

た（注130）が，立案担当者の説明によれば，税
務調査において金地金等の譲渡所得の申告漏れ
が多数把握されたことから，同所得を課税庁が
把握できる制度を整備する必要が生じたとのこ
とである（注131）。

納税者が，「税務当局が見ている」と考えた
ならば，源泉徴収制度がなくても適正な申告に
つながり，故意的な無申告を防止することがで
きるだろう。ただし，納税意識の乏しい納税者
は，たとえ資料情報制度が整備されたところで
何もしない（何か言われるまでとりあえず待つ
というスタンス）で無申告につながりかねない
ことから，制度の整備と併せて納税者の納税意
識を高める取組みが不可欠である。

⑵　申告不要制度と納税者の納税意識
これまで，わが国では給与所得者の場合，源

泉徴収及び年末調整で課税関係が完結すること
を基本としていた（効率化のため，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）ことから，確定申告の経験のない納税者も
多く，（いわゆる痛税感を伴わないこともあり）
納税意識も高くないように思われる。

そこで，給与所得者等の中には，シェアリン
グエコノミーから生じる新たな所得について，
源泉徴収のみで課税関係が完結する（確定申告
を要しない）簡易な制度を望む向きも多いかも
しれない（税金のことは小難しいから考えたく
ない，できれば面倒な確定申告をしたくないと
いう個人のニーズは意外と根強い）（注132）。

テクノロジーが発達する前の時代には，源泉
徴収制度が比較的小口かつ多数の納税者を対象
にした効率的かつ確実な徴税の方法であったこ
とから，これまでに源泉徴収の対象とされる所
得の範囲は拡大を続けており，（前述の源泉徴
収に適した所得の検討でみた）基準に照らして
も上手く説明できないものすらあるように思わ
れる（注133）。おそらく，政府の財政事情（税収
の安定確保及び早期徴収を含む）からの要請が
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大きいのだろう（注134）。穿った見方かもしれな
いが，例えば給与所得者にとっての報酬・料金
等の源泉徴収の実態は，所得税法121条の例外
で合法的に申告が不要とされている本業以外に
僅少な所得のある給与所得者等（注135）であっ
ても源泉徴収分の税額はとりあえず確保したい
という意図が透けて見えるのである（注136）。

しかし，（源泉徴収及び年末調整で）納税者
が確定申告をしなくて済むことの弊害の側面も
見落としてはならない。納税者の納税意識の低
下（ 及 び そ の 結 果 と し て の 納 税 知 識 の 欠
如（注137）の相乗作用）である。国民の納税意
識の低さは，シェアリングエコノミーからの新
たな所得につき，無申告や過少申告といったタ
ックス・ギャップにつながる（注138）。確定申告
を要しないとすることの弊害（納税意識から派
生する，国民の政治に対する関心低下からもた
らされる政治のレベル低下等を含む（注139））は
実は甚大である。

⑶　納税者が申告をしやすい環境の整備
わが国の所得税制度は，これまでのところ，

申告納税制度を基本理念としつつも，税務行政
のキャパシティという制約条件等の下で源泉徴
収制度（及び給与所得については年末調整）に
大きく依存をしてきた。しかし，その結果，民
主主義の根幹である国民の納税意識が希薄にな
るなど弊害も生じている。

そこで，これからのシェアリングエコノミー
社会を前提としたとき，源泉徴収制度等の利用
にこだわることなく（注140），申告納税制度の下
で（テクノロジーを積極的に用いて納税者が申
告しやすい環境を整備するなど）本来の確定申
告を推進する方向に改める転換点（注141）が来
るように思われる（注142）。

すでに導入されている個人番号と情報テクノ
ロジー（例えば納税者の電子申告をもとにした
データ処理の自動化，ビッグデータの分析技術）
の利用で，税務行政のキャパシティは格段に向

上しているものと思われ，所得の種類等によっ
ては，源泉徴収等に頼ることなく，むしろ納税
者が申告しやすい環境を整備することのほうが
効率的になるように思われる。資料情報制度の
整備と（前述のとおり）その情報の納税者への
伝達，さらに近年わが国でも急速に租税手続の
電子化が進んでいるところ，将来的にはこれら
の情報伝達をすべて電子的に行うことで確定申
告に必要な種々の情報のデータ連携を一元的に
行うことができるようにし，納税者が簡易に電
子的に申告をできる仕組みを構築すべきであろ
う。

納税者が，国税庁の国税電子申告・納税シス
テム（e-Tax）上で法定調書等の情報を一元的
に閲覧できるようにし，シームレスに確定申告
につなげることができるようになれば（支払者
から納税義務者に法定調書の情報を提供するよ
りも）一層の効率化が見込まれる。

本格的なシェアリングエコノミー時代に適正
な課税を実現するためには，そこから新たに所
得を得た納税者が申告をしやすい環境の整備
と（注143），さらに国民の納税意識の向上を図る
計画的な施策が求められる。

特に，（源泉徴収制度を採用しないことで）
納税者が確定申告の際に納税資金面での困
難（注144）に陥ることのないよう，国とプラッ
トフォーム企業は（注145）納税に関する情報を
納税者の立場で提供するなどの取組みを積極的
に推進すべきである（注146）。

さらに将来的に，テクノロジーの活用により
納税者の負担や税務行政の定員・経費の増加を
もたらすことなく，給与所得者を含むすべての
納税者が国のポータルサイト上で確定申告でき
るようになれば，（理屈の上で企業が行う年末
調整は不要となるから，）シャウプ勧告（前号
73頁）の「税務署に被傭者の年末調整の手続を
移管すること」はテクノロジーで実現されるこ
ととなるだろう。

ただし，その場合であっても，国民の納税意
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識の向上を図ることができるよう慎重に設計さ
れなければならない。例えば，モニタ画面の申
告書の雛形上に最初からすべての情報が表示さ
れ，納税者はただ無意識に確認ボタンをクリッ
クするだけということになると，現在の給与所
得者が勤め先から源泉徴収票を受け取っている
こととほとんど変わらず，効率化は進んでも国
民の納税意識の向上にはつながらない（注147）。

そもそも，わが国の申告納税制度は，納税者
が常に所得の計算をなしうるとの前提に立ち，
これを納税者に期待して用いられているのであ
るから（注148），（戦前の賦課課税制度とは異なり）
納税者が自らの責任で申告書を完成させること
ができなければならないのである（注149）。たと
えテクノロジーが発達をしたとしても，わが国
が民主主義国家であるかぎり民主的租税思想の
制度的表現ともいえる申告納税制度（注150）が
軽んじられることがあってはならないのであ
り，また，現実論としても納税者の納税意識の
向上なしに適正な課税を実現することなどでき
ない。

なお，伝統的な金融機関を通じて稼得される
金融所得については，取引の目的や当事者の価
値観は基本的に（租税回避目的でもない限り）
共通であり，金融機関は，約款や規約等を用い
て多数を相手に高度に定型化・標準化された取
引を行っていることから（注151），金融機関との
データ連携による申告の効率化（注152）は特に
推進されるべきであろう。金融所得の一元的な
把握による総合課税が実現できれば，担税力の
高い金融所得にも累進税率を適用し所得税の再
分配機能を高めることもできるようになるなど
メリットは大きい。

ところで，資料情報制度の拡充は，税務当局
に「見られている」可能性があることで適正な
申告・納税につなげることができるが，納税者
としてあまり気持ちのよいものでないのも事実
である。そこで，プライバシーの侵害につなが
ることのないよう，目的とは無関係な不必要な

情報の収集につながることのないよう特に留意
が必要である（注153）。

⑷　法定調書で収集すべき情報と提出義
務の閾値
わが国の資料情報制度では，これまで，金額

を閾値の基準に用いる（所得の種類により年中
の支払金額の合計額が一定金額以下であれば支
払調書の提出を要しない（注154））ことが多かっ
たが，例えばフリマアプリやオークションサイ
トを通じた資産の譲渡であれば（生活に通常必
要な動産の譲渡ではなく）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われる資産
の譲渡（つまり課税の対象となる可能性の高い
取引）を抽出する目的で，（アメリカで整備さ
れた情報申告制度を参考に）金額の基準に加え，
取引件数の基準を組み合せて用いることが効果
的で効率的なように思われる。

なぜならば，取引件数（支払回数ではない）
が多いということは，納税者がそれだけその取
引に注力をしていることの表れであるから，所
得が生じている可能性も高いと考えられるため
である。さらに，取引件数及び金額について，（年
間を通じた総合計のみならず）月別の内訳明細
を併せて提出させることで，（いわゆる断捨離
や引越等に伴う不要動産の処分か）継続的に行
われている資産の譲渡かを見極める精度を高め
ることができよう。また，カーシェアや自宅駐
車場の短時間貸しといった１件当たりの金額が
小口で多数の需要者を相手とする取引（そこで
取引コストの点からインターネット上の決済機
能 を 備 え た プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が 用 い ら れ
る（注155））には，効率性の点から同様の基準が
有効と考えられる（注156）。

一方で，閾値を設けることにはデメリットも
ある。それは，複数のプラットフォームに取引
を分散させることで，１つのプラットフォーム
当たりの取引が閾値に満たないように操作可能
なことである。しかし，プラットフォーム上で
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の評価（ピアレビュー）システムが，取引の分
散に一定の抑止効果をもつと考えられる（注157）。

なお，従来型の店舗等における取引とインタ
ーネット上での電子取引との比較の点から，電
子取引についてのみ，新たに制度（資料情報制
度）を整備するのは不適切（不公平）ではない
かとする見方もあるかもしれない。

しかし，インターネット上に新たな市場が創
造され，そのヴァーチャルな環境で店舗等の存
在が可視化されないという特性上，申告納税制
度の下で無申告者を網羅的に把握することは困
難（注158）であり，またインターネット上の膨
大なサイト等の中から当たりをつけて調査する
ことは非効率（注159）である（注160）。そこで，所
得稼得の性質に見合った制度が採用されるのは
合理的であり，経済社会の変化により新たな市
場が創造されたのであればそれに即した効率的
な制度が整備されるべきである。

また，租税制度が健全な産業発展を阻害する
ことのないよう配慮をすべきであるが，この点
も，電子取引ではその記録がデータとして残る
という特性を利用するものであり，プラットフ
ォーム企業に過重な負担をかけるものではない
ことから，合理的と考えられる。

なお，個人番号（マイナンバー）の収集はプ
ラットフォーム企業にとって相当の負担となる
が，個人番号は税務行政の効率化と公平な課税
実現の上で不可欠である。そこで，報告対象と
なる一定の閾値を超える取引を行っているいわ
ば大口の参加者については，本人確認及び法定
調書への個人番号の記載を原則として義務づけ
るべきである。

以上の検討から，決済機能を備えたプラット
フォーム企業に対して，１年間に一定基準（取
引金額と取引件数の適切な組合せ）を超える取
引を行った参加者の情報（月次明細を含む）の
提出義務を課す資料情報制度を立法により創設
することが適切であると考える（注161）。

❽　結　語

わが国の現行の所得税制度は，企業中心の画
一化された経済社会（そこでは個人は企業を通
じて経済取引を行うことが多かった）に対応し，
これまで，申告納税制度を基本理念としつつも，
源泉徴収制度，及び給与所得について年末調整
に大きく依存し，給与所得者等は一般に確定申
告を要しないなど効率化が図られうまく機能し
てきた。その結果，民主主義の根幹である国民
の納税意識が希薄になる弊害が生じたものの，
源泉徴収制度等がうまく機能していたためこの
弊害が税制で顕在化することはなかった。

しかし，今後，個人が主役となるシェアリン
グエコノミー社会が拡大すると，現行税制の前
提が変化し，例えば，源泉徴収制度は十分に機
能せず（注162），また年末調整は必ずしも効率的
ではなくなり（注163），さらに納税者の納税意識
の低さは（無申告や過少申告といったタック
ス・ギャップにつながることから）税制でも深
刻な問題として顕在化することとなるだろう。

そこで，国はテクノロジーを活用して，申告
納税制度の下で納税者が申告をしやすい環境の
整備，資料情報制度の整備，国民の納税意識の
向上を図ること，の施策を有機的かつ計画的に
行うことが必要とされよう。

（注76）　アメリカ連邦税法において情報申告書
（information return） は， 納 税 申 告 書（tax 
return）と同様の「申告書（return）」のカテゴ
リに含まれる。See, e.g., Boris I. Bittker et al., 
Federal Income Taxation of Individuals （3rd 
ed., 2002） 44-13.

（注77）　26 U.S.C. §6071⒞.
（注78）　26 U.S.C. §6041A⒜. この他にも各種の情

報申告制度が多数存在する。
（注79）　See e.g., Leandra Lederman, EBay’s 

Second Life: When Should Virtual Earnings 
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Bear Real Taxes?, 118 Yale L. J. Pocket Part 
136, 139 （2009）.

（注80）　Housing and Economic Recovery Act of 
2008, Pub. L. 110-289, H.R. 3221, 122 Stat. 2653, 
2908-11 §3091 （2008）.

（注81）　See id. §3091⒠; 26 C.F.R. §1.6050W-1⒥.
（注82）　26 C.F.R. §1.6050W-1⒢.
（注83）　提出期限までに提出しない場合には（そ

れが合理的な理由によるものでかつ故意的な無
視によるものでない場合を除き）ペナルティが
課される罰則規定が設けられている。See 26 
U.S.C. §6724.

（注84）　Merchant acquiring entity. アクワイアラ
ーは，カード払い取引の決済として受取人（加
盟店）に対して契約上の支払義務を負っている
金融機関等。See 26 U.S.C. §6050W ⒝⑵. 一般に
カード加盟店を開拓する役割の金融機関等で，
加盟店との間の窓口を担う。アメリカでは，カ
ードの発行業務を担うイシュイングバンクと区
別 さ れ る。See also 26 C.F.R. §1.6050W-1⒠ 
Example 1.

（注85）　Third party settlement organization. 第
三者ネットワーク取引の受取人に対して契約上
の支払義務を負っている中央機関。See 26 U.S.C. 
§6050W ⒝⑶. そこで，購入者に代わり出店者

（社）に支払をする決済機能を備えたインターネ
ット上のプラットフォーム企業（例えばAirbnb
やUber，Amazon）が典型例といえる。

（注86）　26 U.S.C. §6050W ⒠; 26 C.F.R. §1.6050W-1
⒞. なお，カード払い取引のアクワイアラーには，
この例外規定が適用されないことに留意を要する。

（注87）　アメリカの納税者番号制度については，
金子・前掲（注52）180頁以下参照。

（注88）　26 U.S.C. §3406.
（注89）　なお，外国住所の者（any person with a 

foreign address）は，原則としてこの情報申告
制度の対象外とされている。See 26 U.S.C. §6050W 
⒟⑴B; 26 C.F.R. §1.6050W-1⒜⑸ⅱ.

（注90）　J .  comm.  on taxation ,  General 
explanation of tax leGis. enacted in the 

110th ConG. （JCS-1-09）, at 597 （2009）. なお，カ
ード取引の情報申告分の中には，必ずしも電子
取引ではない取引が含まれている可能性がある。

（注91）　26 U.S.C. §6050W ⒡; 26 C.F.R. §1.6050W-1
⒣.

（注92）　J. Comm. on Taxation, supra note 90, at 
192, 249-50.

（注93）　26 U.S.C. §6072⒜.
（注94）　例えば，パートナーシップに出資をして

いる出資者（パートナー）は，従来，パートナ
ーシップから（暦年課税年度の場合）翌年の４
月15日までに情報申告書のコピーを受領するこ
ととされていたが，2015年の税制改正で2016年
１月１日以後に開始される事業年度より，パー
トナーシップは翌年の３月15日までに出資者に
対してその出資者が自身の納税申告書で申告す
べき所得等の金額を通知しなければならないこ
ととなった。そこで，（パートナーシップは負担
が増す一方）納税義務者である出資者は，情報
申告書を用いて納税申告書を作成することがで
きる。拙書『アメリカ連邦税法〔第６版〕』（中
央経済社，2017年）464頁参照。

（注95）　碓井光明名誉教授は，早くから，源泉徴
収制度における所得の把握と徴収の便宜は必ず
しも一致せず，前者（所得の把握）の要請は，
必ずしも源泉徴収によらなければ達せられない
ものではなく，支払者に対して支払調書の提出
を義務づけることで足りるのであると強調され
てこられた。碓井光明「源泉徴収制度について
の若干の考察」税経通信493号（1981年）15頁，
17頁。

（注96）　他に，店舗等を備えた従来からの事業者
との競争中立性の点など。

（注97）　プラットフォームを有する企業でプラッ
トフォーマーともいう。

（注98）　わが国でも2010年より銀行等の免許を受
けずとも資金決済に関する法律（平成21年６月
24日法律第59号）による登録をした者は，資金
移動業者として為替取引（１回当たり100万円以
下）を行うことができるようになった。
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（注99）　プラットフォーム企業への代金の前払を
ルール化することで，仮に市場が急拡大しても
プラットフォーム企業は資金ショートのリスク
から解放される。

（注100）　一般に，市場原理として，参加者が多
いプラットフォームに取引が集中する傾向にあ
るから，プラットフォーム企業は，参加者にと
って初期投資及びリスク負担のない取引実績（取
引金額）に応じて課金する成功報酬型課金を（少
なくとも課金の一部として）採用していること
が多いように思われる。

（注101）　市場型プラットフォーム企業は，一般
的に，売上等の金額の一定割合を報酬（仲介手
数料）として課金するビジネスモデルである。

（注102）　誰からどのような基準で報酬を得るか。
仮に取引が成立しなくてもエントリーをしただ
けで参加料のような課金を行うのか，それとも
取引実績に応じて成功報酬型で課金を行うのか
など。プラットフォーム企業は，複数のサービ
スを提供し料金体系も固定料金（基本料金）と
変動料金の両方を課すハイブリッド型課金シス
テム（ストックビジネス化による収益安定化を
図る目的や，冷やかしによる参加を防ぐ等の目
的から基本料金などの名目で固定料金を徴収し
たり，出店者へのコンサルティングを併せて収
益源とするビジネスモデルを採用している場合）
の場合もあるが，取引金額に一定率を乗じて課
金するビジネスモデル（変動料金）が含まれて
いる限り，取引金額の把握は行われていること
になる。

（注103）　さらに，理論上では，個人の所得課税
を消費型（支出型）所得概念に移行すべきとい
う議論が提起されるかもしれない。（現金を用い
た消費取引が消滅し）消費者のすべての取引記
録がデータ化されるようになれば，理屈の上で
は完全な消費型の課税を行うことも可能となる

（消費時に併せて税を徴収すれば納税資金面の懸
念も解決される）だろうが，プライバシーとい
う新たな課題も生じる。

（注104）　仮想通貨の税制（所得税）のあり方に

ついては，拙稿「仮想通貨と所得税―採掘され
たビットコインに所得税はかかるのか？」大阪
経大論集65巻４号（2014年）151頁参照。なお，
国税庁は，2017年８月にWebサイト（タックス
アンサー）で，ビットコインを使用することで
生じた利益は所得税の課税対象となり，また，
このビットコインを使用することにより生じる
損益（邦貨又は外貨との相対的な関係により認
識される損益）は，事業所得等の各種所得の基
因となる行為に付随して生じる場合を除き，原
則として雑所得に区分されるという見解を公表
している。

（注105）　一種の物々交換など法貨を介在させな
い取引は，評価の困難性等の問題を引き起こす。
従来であれば（金銭を介在させる場合と比べて）
利用者にとって極めて不便（取引相手を見つけ
ることが困難）であったことから実際のところ
大きな問題とはならなかったが，ITの利用によ
り取引のマッチングができるようになると時価
評価が課題となる。

（注106）　第141回国会衆議院会議録第10号（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案外一案），官
報号外（平成９年11月11日）１頁。

（注107）　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
４条及び４条の３。

　　外為法の改正に伴いクロスボーダーの資金移
動が大幅に自由化された平成10年の税制改正で，
適正な課税の確保を図るとの観点から国際的な
取引や海外での資産形成などの国税当局による
把握の端緒とするための資料情報制度の整備と
して金融機関に国外送金等をした顧客の情報を

「国外送金等調書」で提出することを義務づけた。
岸英人「国外送金等調書提出制度の創設（国外
送金等調書提出法の制定）」『改正税法のすべて

〔平成10年版〕』（大蔵財務協会，1998年）246頁，
246頁。武田＝神谷・前掲（注73）5401頁。

　　また，平成26年の税制改正では，有価証券の
国境を越えた移管を行うことにより有価証券の
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運用所得や譲渡所得を逃れる事例が散見された
ことから，顧客からの依頼により国境を越えて
有価証券の証券口座間の移管（国外証券移管等）
を行った金融商品取引業者等に調書の提出を義
務づける「国外証券移管等調書」制度が創設さ
れ所得の申告漏れや過少申告を防止する機能を
担っている。佐々木誠「租税特別措置法等（金融・
証券税制関係）の改正」『改正税法のすべて〔平
成26年版〕』（大蔵財務協会，2014年）138頁，201頁。

（注108）　林大造『所得税の基本問題』（改訂版，
税務経理協会，1968年）238頁。

（注109）　現行，居住者に報酬・料金等の支払を
する者であっても，給与等の支払をしていない
個人又は常時２名以下の家事使用人のみに対し
て給与等の支払をする個人である場合には，（ホ
ステス等の業務に関するものを除き）報酬・料
金等について源泉徴収を要しないこととされて
いる（所法204②二，同184）が，この点は③の
支払者の事務能力，経理能力等からの基準と整
合的である。
　　しかし，結果として，支払を受ける者は，稼

得した収入が源泉徴収を受けるかどうかについ
て，注力する顧客層の属性の影響を受けること
になる。例えば弁護士報酬の場合，いわゆる過
払い金の請求のような一般個人に注力する場合
と，事業者を相手に注力する場合で，資金繰り
への影響が異なることになる。

（注110）　林・前掲（注108）238〜240頁。この３
基準の他，相手方の住所氏名を明らかにしない
で行われるのが通常であるような種類の支払は，
源泉徴収に適しておらず，また，継続的な取引
関係にある者への支払は源泉徴収に適するが臨
時的な取引は源泉徴収に適していないといわれ
ることもある，という基準も掲げているが，林
氏は，この基準については現に源泉徴収の対象
とされているものもあることから懐疑的な見方
を示している。

（注111）　浅井要「事業所得者の課税のあり方の
検討―事業所得における概算経費控除の導入の
検討を中心として」税大論叢72号（2012年）403頁，

490頁。
（注112）　最 判 昭 和52年12月19日 刑 集31巻 ７ 号

1053頁，1055頁は，標準率表の公表について「青
色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展
を阻害し，脱税を誘発するおそれがあるなど税
務行政上弊害が生ずる」と判示している。

　　また，医業又は歯科医業の社会保険診療報酬
の所得計算の特例（実際の経費ではなく「概算
経費率」により計算した金額を必要経費に算入
できる。租税特別措置法26条）について，平成
25年度税制改正で，自由診療を含めた収入が
7,000万円を超える者を適用対象から除外するこ
ととされた。

（注113）　収入のうち必要経費等原資の維持に必
要な部分は所得ではないのであり，この考え方
は資本主義の下における拡大再生産を保障する
ために不可欠な制度と位置づけられている。金
子・前掲（注２）189頁参照。そこで，所得では
ない原資維持に必要な部分にまで（還付までの
一時的とはいえ）源泉徴収をすることはなるべ
く避けなければならない。

（注114）　この点について，仮に一般に十分とさ
れる金額の（業種別の）基礎控除を設けた源泉
徴収制度を採用した場合であっても，不都合が
生じないとは言い切れない。たとえ同一業種で
あっても，新たに営業を開始した初年度（やが
て軌道に乗り安定するまで）には，仕事道具を
一通り揃える必要もあり，比較的多くの経費が
必要となることが予想される。これは，確定申
告により大量の還付を生じさせるおそれがある
のみならず，開業直後の資金需要がもっとも必
要なときに（還付されるまでの間の）運転資金
を圧迫するおそれがある。そこで，起業を阻害し，
また電子商取引の発展の障害となる可能性もあ
ることから時代の流れに逆行すると考えられる。

（注115）　武田昌輔「報酬・料金等をめぐる源泉
徴収制度の実務上の問題点」日税研論集15号

（1991年）195頁，199頁。
（注116）　ただし，物的資本を必要とせず必要経

費があまり生じない勤労性所得は，多くの場合，
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給与所得に該当する可能性が高い。
（注117）　人的資本は（自由に移動する）人に所

得稼得能力が備わっていることから，（個人番号
が存在しない時代には）確実に

4 4 4

課税を行う目的
で源泉徴収制度が採用されてきたように思われる。

（注118）　将来，本格的にAI（人工知能）時代が
到来してAIに関する投資が必要とされるように
なり，又はクライアントに総合的なサービスを
提供するにあたり物的資本を必要とするように
なった場合には，事業所得の中でもこれら人的
資格を基準とした業務等に限定して源泉徴収制
度が必要なのか再検討の余地があるだろう。そ
もそも，源泉徴収が義務づけられた当初は予定
されていなかった法人化された士業との間での

（運転資金面での）中立性や，隣接業務での競争
中立性の点で疑問が残る。
　　また，武田昌輔名誉教授も，もし税理士等の

相当部分が所得税の還付を受けているとすれば，
これらの自由業に対する源泉徴収制度は再検討
されなければならないと，確定申告による還付
が生じる点から，税理士等に対する源泉徴収制
度の存在に懐疑的な見方を示されておられる。
武田・前掲（注115）201頁。

（注119）　例えば，取引の対象そのものに価値が
あるのか，それとも別の物や取引，環境と組み
合わせて価値がある（高まる）のかなど。

（注120）　道路運送法80条１項。
（注121）　類似の無償型モデルとして，車輌の貸

出しは無償とし「車両情報などに対してポイン
トを付与する」といった説明のプラットフォー
ムも存在する。

（注122）　例えば，ディー・エヌ・エー（東証１
部上場企業）が運営するAnyca（エニカ）。

（注123）　標準化のためのルールに縛られること
なく，当事者間で納得したならば価格の値引き
即決等も可能である。
　　プラットフォームが標準的な取引を推進して

も，参加者の自由な使い方を止めることはでき
ない。

（注124）　また，現実的な問題として，仮にプラ

ットフォーム企業に源泉徴収を義務づけたとし
ても，すでに支払者に源泉徴収が義務づけられ
ている取引（例えば原稿料の支払）については，
プラットフォーム企業が源泉徴収をしないよう
にしなければならない。プラットフォーム企業
は取引の詳細を適時・正確に入手できない可能
性があり，その場合，支払者からの情報に依拠
せざるを得ないが，法律関係を無用に複雑にす
るおそれがある（例えば支払者からの情報が間
違っていた場合）ことから，現行どおり支払者
にのみ義務を負わせることのほうがメリットが
大きいように思われる。

　　なお，テクニカルな点として，支払者に源泉
徴収が義務づけられている取引の支払は，１つ
の取引につき支払者とプラットフォーム企業で
法定調書が重複することとなる。そこで，例えば，
支払者の作成する法定調書にプラットフォーム
企業経由で支払が行われる旨を明記するなどの
ルールをあらかじめ決めておくこととなるだろう。

（注125）　また，シェアリングエコノミーでは，
取引を形式的に類型化して標準化を目指す（例
えば新たに生じる所得を内容ごとに類型化し源
泉徴収制度化する）ことの弊害は，より深刻な
ものになりかねない。

　　さらに，源泉徴収制度を採用することで，納
税者に対して「源泉徴収で所得税を納めている
のだから申告しなくても大丈夫だろう」といっ
た誤ったメッセージ効果を生じさせる可能性も
考慮に入れられるべきであろう。源泉徴収の対
象となる所得には，例えば利子所得（一般利子等）
のように源泉徴収のみで課税関係が完結するも
のもあるが，同じ「源泉徴収」ということで，
確定申告に不慣れな給与所得者等には混同が生
じるかもしれない。仮にそうした場合，本来，
確定申告の義務があるにもかかわらず，誤解に
より無申告につながる可能性がある。

　　運転資金面でも，従来型の実店舗との間での
競争上の公平（イコール・フッティング）の点
から，インターネットを介した取引にのみ源泉
徴収制度を採用する（経済的に金利負担が増え
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る）ことは望ましくない。そこで，電子商取引
の健全な発展という側面から，たとえ人的資本
が重視される業務からの所得であっても，みだ
りに源泉徴収制度を採用するべきではない。

（注126）　Leandra  Lede rman ,  Reduc i ng 
Information Gaps to Reduce the Tax Gap: When 
is Information Reporting Warranted?, 78 
Fordham L. Rev. 1733, 1736  （2010）.

（注127）　Leandra Lederman, Statutory Speed 
Bumps: The Roles Third Parties Play in Tax 
Compliance, 60 Stan. L. Rev. 695, 697 （2007）.

（注128）　所得税法224条の６，所得税法施行令
350条の７。

（注129）　金若しくは白金の地金又は金貨若しく
は白金貨。

（注130）　所得税法225条１項14号。さらに，2016
年１月１日以後の売却・交換は個人番号の記載
が義務づけられている。

（注131）　田中勇人「所得税法等の改正」『改正税
法のすべて 〔平成23年版〕』（大蔵財務協会，2011
年）75頁，89頁。「金・白金の譲渡所得の申告漏
れが多数把握されている状況を踏まえ，金地金，
白金地金の譲渡による所得を税務当局が把握で
きる制度を整備する観点から，金地金等の譲渡
対価の告知制度及び金地金等の譲渡対価の支払
調書制度を創設することとされました。」とある。

（注132）　もっとも，取引回数の少ない納税者は
簡易な取扱いを望むかもしれないが，大口取引
を行う事業者は，確定申告による実額控除を求
める可能性も高い。

（注133）　例えば，税理士に対する報酬について，
本当に源泉徴収制度は必要なのだろうか（税理
士は所得を漏れなく適正に申告するだろう）。

（注134）　碓井光明名誉教授は，源泉徴収制度の
存在理由として，①徴税の便宜，②税収の安定・
早期徴収，③納税者の便宜，④源泉分離課税の
４点を挙げておられる。碓井・前掲（注95）17
〜19頁参照。

（注135）　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。

（注136）　仮に源泉徴収の対象としなければ，合
法的に確定申告を要しない納税者が確定申告を
行わなかった場合に本業以外の僅少な所得は全
く課税されないこととなるので，源泉徴収の対
象とすることで大雑把で１件当たりの金額は少
額ではあるが，さしあたり税収増加につながる
という見方もできる。

（注137）　納税意識が低ければ，納税については知
らなくても問題ないと考えるようになるだろう。

（注138）　たとえ資料情報制度を整備してもそれ
自体は万能ではない。そもそも資料情報制度は
申告納税制度の下で確定申告を前提にした制度
である。また，テクニカル面で，提出義務の閾
値に満たない取引も存在する。

（注139）　例えば，今日の政治に関する報道が，
政治本来の議論よりも，単なる政治家個人の資
質に関する問題に多くを割かれている。

　　また，金子宏教授は，「民主主義の下では，国
民は主権者としてたえず政治を監視し，自らの
責任で政府を支えるべきであるから，納税も自
らのイニシアティブで行うべきである」とする。
金子・前掲（注50）588頁。

（注140）　過去にも，シャウプ勧告が農業所得に
対する源泉徴収制度導入を勧告したが，「自主申
告納税を農業所得の実情に即応させるよう改善
することによって，源泉徴収を行わなくともそ
の目的を達し得る」とされ，導入が見送られた
ことがある。シャウプ使節団編『日本税制報告
書 巻２』（1949年）215〜216頁。また，坂井忠
宏「農業所得に対する源泉徴収制度について」
税経通信５巻３号（1950年）65頁，70〜71頁を
参照した。

（注141）　源泉徴収が必要なくなるということで
はなく（例えば非居住者との取引等），所得や取
引の性質に応じて制度設計を再検討すべきと考
えるのである。
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（注142）　政府税制調査会も「自ら確定申告を行
うことは，社会の構成員として社会共通の費用
を分かち合っていく意識を高める観点から見れ
ば重要である」と指摘をする。政府税制調査会「あ
るべき税制の構築に向けた基本方針」（2002年６
月）21頁。政府税制調査会「わが国税制の現状
と課題―21世紀に向けた国民の参加と選択」

（2000年７月）142頁も同旨。
（注143）　幸いなことに電子商取引は，原理的に

プラットフォーム企業のデータベース内に取引
記録（取引レコード）を保持していることから，
既存のデータベース上の情報をユーザー側のリ
クエストに応じ表示する仕組みとすればよいだ
ろう（例えば，日付フィールドを用いて必要な
期間の取引レコードを抽出し集計して表示でき
る画面など）。つまり，プラットフォーム企業に
過重な負担をかけることなく，納税義務者が確
定申告に必要な収入金額等の情報を提供するこ
とができるはずである。

（注144）　納税者が確定申告の時期まで納税の存
在を失念してしまうと納税資金面で困難に陥る。

（注145）　プラットフォーム参加者の納税意識が
高まれば，プラットフォーム企業の姿勢も必然
的に変わらざるを得ない。参加者の納税意識が
低いままであれば，プラットフォーム企業は参
加者のための整備をわざわざしようとは考えず，
むしろ，納税は参加者の自己責任とし関与しな
い姿勢をとることで，（現状のように）プラット
フォーム企業と参加者の間で心地よい関係が築
かれることだろう。

（注146）　現状，ある日本の大手プラットフォー
ムのサイトでは，ユーザーの確定申告の情報に
ついて，目立たないFAQのカテゴリに「（…）誰
が確定申告が必要で誰が確定申告が必要ではな
いか，私どもで一律にご案内するのは控えさせ
ていただいております」と消極的なスタンスで
表示をしている。この動線の場合，納税義務者は，
日常の取引時には納税について意識することな
く，年が明けて街に確定申告のポスターや報道
等での啓蒙活動に触れてから，はじめて納税を

意識する流れになる。本来，納税については取
引開始の時点で認識すべきであろう。

　　他方で，あるアメリカの大手プラットフォー
ム企業は，ユーザーの納税手続についてわかり
やすくまとめたハンドブック（プラットフォー
ム企業の依頼により大手会計事務所が作成）を
インターネット上で公開している。このような
ユーザー本位の情報提供は，安心してプラット
フォームを利用することにつながるため，プラ
ットフォーム企業にとっても利益につながるだ
ろう。

　　また，国税庁のWebサイトや通達は，従来の
伝統的な社会を前提とした表現が見受けられる。
例えば，報酬・料金の源泉徴収義務については，

「作家に
4 4 4

原稿料を支払うときや大学教授などに講
演料を支払うときは，報酬・料金等として所得
税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければな
りません」（傍点は筆者）とあり，またIT時代の
新しい仕事であるWebデザイン（2007年には職
業能力開発促進法に基づく「ウェブデザイン技
能士」が誕生するなど，Webデザイン職種は社
会的に認知されている）などのWeb関係の仕事
についてはまだキャッチアップしていないよう
に見える。

（注147）　納税意識の向上を伴わないと，仮に（例
えば閾値に満たない取引やプラットフォームを
通さない個人間取引が反映されず）画面上で所
得が過少に表示されていたとしても，ラッキー
などと思いそのまま確認ボタンを押しておしま
いとなるだろう。

（注148）　林・前掲（注108）271頁。
（注149）　申告納税制度の下では（賦課課税制度

よりも）より多くの義務を納税者に課している
ことになるが，これは，立法者が，より多くを
納税者に期待してもよいと判断していることの
表れであるとされる。林・前掲（注108）270頁。

　　納税者がよく理解できないまま申告書を完成
させてしまうことのないよう，例えば関連する
国税庁Webサイトへのリンクを充実させるなど
納税者目線での丁寧なサイト設計も必要である。
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〈OPINION〉シェアリングエコノミーの拡大に伴うタックス・ギャップへの制度対応（後） 
―テクノロジーの発展と申告納税制度の下での資料情報制度の再検討　　

（注150）　金子・前掲（注50）578頁。
（注151）　定型化・標準化により個性がないこと

自体に価値がある。例えば，「株式」は定型化さ
れているからこそ，売りたいときにすぐに売れ
るという流動性が金融商品としての価値につな
がる。

（注152）　森信茂樹教授は「記入済み申告制度」
の導入を提唱されておられる。森信茂樹「記入
済み申告制度に向けた検討が始まる」税務弘報
65巻４号（2017年）６頁参照。

（注153）　例えば，適時に申告されその申告され
た内容に漏れがないかを確認する目的からは，
取引金額や件数については，月次の合算情報で
足り，（たとえ技術的に可能であったとしても）
目的に照らして過大・不必要な情報収集が行わ
れるべきではない。

（注154）　例えば弁護士や税理士報酬は，同一人
に対するその年中の支払金額の合計額が５万円
以下である場合，提出を要しないこととされて
いる（所規84②など）。

（注155）　一般的に，１件当たりの金額が比較的
大きい場合は，（取引金額に一定率で課金される）
プラットフォームを介した取引に向かないだろ
う。

（注156）　取引の内容により異なる閾値を用いる
ことも考えられる。また，物的資本を必要とし
ない人的役務の提供については，金額のみを基
準とする閾値を用いることが効果的である。

（注157）　インターネット上の見ず知らずの者同
士が取引を行うにあたって拠り所となるのが，
相手方の「評価」である。一般に，プラットフ
ォーム企業は自ら参加者を評価することに消極
的で，ユーザー間でお互いに評価をし合う（あ
る売主の評価を，取引を行った買主が行うなど
カウンターパーティ側が評価をするピアレビュ
ー）システムを採用することで効率化を図って
いる。そこで，所得を得る売主側の参加者にと
って，自身の「評価」は取引の基礎となる重要
なものである（評価が高ければ他の競合者より
も有利な条件で取引が成立する可能性が高まる）

ことから，参加者は，取引の都度プラットフォ
ームを変えるよりも，特定のプラットフォーム
を利用し続けるインセンティブにつながる。

（注158）　反対に，リアルの店舗は事業の存在の
可視性から無申告にはつながりにくいが，不特
定多数の消費者を相手にする現金取引の存在は
過少申告の機会につながる。

（注159）　少額かつ多数の無申告・過少申告への
対応は，事後的な調査によるよりも，正しい申
告を促す仕組みを整備することのほうが効率的
である。

（注160）　仮に長期間にわたり無申告がまかり通
ってしまった場合，従来型の現実の店舗等で取
引を行っている者との間で租税負担の公平が保
たれず市場における公正な競争が維持できない
ことにもつながる。

（注161）　さらに，海外プラットフォームを利用
した取引も対象に含めるため，例えば登録国外
事業者にも（国内に住所等がある参加者につい
て）提出義務を課すことが考えられる。また将
来的には，国際協調による枠組みづくりが望ま
しい（例えば，各国の税務当局が，外国住所の
参加者等の情報をプラットフォーム企業から収
集し提供し合う自動情報交換の仕組みなど）。

　　他方で，アメリカではカード払い取引のアク
ワイアラーにも情報申告が義務づけられたが，
アメリカの社会事情（カード社会）も大きいよ
うに思われ，さしあたりわが国におけるプライ
オリティは高くないように思われる。

（注162）　個人の消費者に源泉徴収義務を課すこ
とは現実的でなく，また個人間の取引の内容は
当事者にしかわからないことなどからプラット
フォーム企業に源泉徴収義務を課すことも適切
でない。

（注163）　シェアリングエコノミーによる新たな
所得は，（企業に源泉徴収や年末調整をさせるこ
ともできず）納税者の確定申告に頼らざるを得
ないが，確定申告を前提とする場合，年末調整
は（二度手間であり）社会的に効率的とはいえ
なくなる。
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