
第２２回弁護士業務改革シンポジウム第４分科会 

やれる！行政弁護 

日  時：２０２２年９月３日（土）１２：４５～１８：００ 

開催方法：Ｚｏｏｍウェビナー（愛知大学名古屋キャンパス Ｌ1005教室） 

  進行次第 司会：石川 美津子 弁護士（東京） 

前半（１２：５０～１５：１５） 

◆開会の辞・趣旨説明 湯川 二朗 弁護士（京都）

◆ビデオ上映（保険医模擬個別指導）

◆基調講演「行政調査における弁護士の関与業務の展開」

山本 哲朗 弁護士（福岡県）

◆講演「保険医等指導・監査対策としての立会業務について」竹内 俊一 弁護士（岡山）

◆講演「税務調査と税務当番弁護士」山下 清兵衛 弁護士（第二東京）

【 １５：１５～１５：３０ 休 憩 （予定）】 

後半（１５：３０～１８：００） 

◆パネルディスカッション

「やれる！行政弁護」

《パネリスト》 

曽和 俊文 氏 （関西学院大学名誉教授） 

山本 哲朗 弁護士（福岡県） 

竹内 俊一 弁護士（岡山） 

山下 清兵衛 弁護士（第二東京） 

《コーディネーター》 

橋本 賢二郎 弁護士（栃木県） 

◆総括・閉会の辞 上原 武彦 弁護士（大阪）
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行政処分・行政調査・行政指導・行政契約その他行政過程への弁

護士の関与業務についての弁護士会の対応状況に関する照会 回

答まとめ 
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資料７ 登壇者略歴 Ｐ．８７ 
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※ 各講師・パネリストから提供を受けたものを配布資料としています。各講師・パネリストの意

見・見解を表したものであり，日弁連の意見・見解ではありません。 

 

  別添資料   

 

第４分科会 アンケート 

アンケートはこちらの URL又はバーコードからも御回答いただけます。↓ 

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/22gks4enq/enq/ 

            

【注意事項】 

・本分科会では、シンポジウムの内容を記録し、また、成果普及に利用するため、会場での写真撮影及び録音を行ってお

ります。撮影した写真及び録音した内容は、日本弁護士連合会の会員向けの書籍やＤＶＤのほか、当連合会のホームペ

ージ、パンフレット、一般向けの書籍やＤＶＤ等にも使用させていただくことがあります。また、報道機関及び動画配

信サイト等による取材の可能性もあり、撮影された映像・画像はテレビ、新聞、ウェブサイト等の各種媒体において利

用されることがあります。なお、本分科会については、登壇者を除き、撮影は背後からのみ行いますが、撮影されたく

ない参加者の方は第４分科会受付担当者に申出ください。 

・本日のプログラム終了後、今後の取組の参考にさせていただければと思いますので、感想や意見・要望のアンケートに

御協力をお願いいたします。オンライン参加の方は、上記ＵＲＬ、ＱＲコードからお願いいたします。第４分科会終了

時に表示されるＵＲＬからもご回答いただけます。また、会場参加の方におかれましては、お手元の資料の中にありま

す本イベントに関するアンケート用紙に記載いただくか、アンケート用紙に表示されているＱＲコードもしくは上記に

記載されているＱＲコードからご回答ください。紙に記載いただいた場合は、椅子の上に置いてお帰りください。 

・参加者において本日の Zoomウェビナーの録画やキャプチャを撮影することは御遠慮ください。 

・何らかのトラブルで配信が中断し、１５分経過しても復旧しない場合には、本シンポジウムの配信を中止させていただ

きますのであらかじめご了承ください。 
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第22回弁護士業務改革シンポジウム・第4分科会趣旨説明 

橋 本 賢二郎（栃木県弁護士会） 

 

１ 前回京都シンポにおける分科会の開催 

2019年9月7日（土）、京都市において開催された第21回弁護士業務改革シンポジ

ウムにおいて、日弁連は、弁護士業務改革委員会の行政分野関連小委員会の企画に

より、第5分科会「行政手続における弁護士の関与業務の展開～健康保険医療,税務,

生活保護の現場で～」を開催した。この分科会では、行政処分がなされる前段階の

行政調査、指導、監査、申請受理の手続段階において、弁護士が被調査者の代理人

となって手続に関与していくことによって、国民の正当な権利・利益が擁護され、

手続の公正性の確保と行政目的の達成が実現できることになるという問題意識のも

と、健康保険医の個別指導、税務調査、生活保護申請の３つの行政手続を題材とし

て、行政手続への弁護士の関与の在り方と、弁護士側にとっての新たな業務の一つ

の柱とする可能性を提示した。 

京都シンポを受けての次の課題としては、裁判外業務としての行政手続への関与と

いう業務に多くの弁護士が入っていくためのハードルをどのようにして下げていく

のかという点がある。また、行政処分の前の手続段階に弁護士が代理人として関与

することが、関係行政法規の適用上当然に認められるものなのかどうかもはっきり

しない分野がある。実際にも、京都シンポで紹介した健康保険医に対する個別指導

の手続において、保険医が弁護士を代理人として選任して個別指導の場に臨んでも、

裁判所の法廷と同様の振る舞いが認められるわけではないことが紹介された。その

法律的な問題点を克服していく課題が残されている。 

 

２ 日弁連行政問題対応センターの設置 

日弁連は、2020年6月、従前の日弁連行政訴訟センターを、新たに、「日弁連行政

問題対応センター」に組織改編し、京都シンポの第5分科会を担った弁護士業務改革

委員会の上記小委員会委員もここに合流した。 

センターでは、行政処分、行政調査、行政指導、行政契約その他の行政過程におい

て当事者となる市民・企業等の正当な権利を擁護するとともに、行政庁の行う行政過

程における適正手続の実現を図るために弁護士・弁護士法人が手続に関与していくこ

とを目的として、行政過程における諸法制の在り方を検討し、弁護士が市民・企業等

の依頼を受けてその代理人として手続に関与していく方策の調査研究をすること、ま
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た、このような弁護士の活動を普及させていく方策の検討、さらには、各地の弁護士

会が行政過程において代理人となる弁護士の推薦や紹介事業をしていくことの支援を

も視野に入れた活動を進めている。 

 

３ プレシンポジウムの開催 

  行政処分の前に行われる行政過程の手続への弁護士の関与とは、刑事事件で例える

ならば、捜査段階の弁護活動に似ている。刑事事件では、起訴に至った場合の有罪率

は99％と言われる。そこで、弁護士としては、捜査段階から刑事弁護人として関与し、

被疑者が誤った起訴とならないように捜査機関と戦う。これと同様に、行政処分の前

段階から弁護士が手続に関与して誤った行政処分がなされないように活動することを、

我々は「行政弁護」と名付けた。この業務が広く全国の弁護士に浸透していくことに

よって、行政弁護は民事弁護・刑事弁護に並ぶ弁護士業務の３つ目の柱となるはずで

ある。 

  そこで、日弁連行政問題対応センターは、2021年12月7日（火）、第22回弁護士業

務改革シンポジウムのプレシンポジウムとして、「行政手続における弁護士の関与業

務の展開を目指して」と題してシンポジウムを開催した。プレシンポジウム当日は、

第１部として、保険医に対する個別指導の手続を題材に、弁護士が行政過程において

代理人として関与していくにあたっての法制上の問題点にフォーカスして議論をする

こととし、弁護士が代理人として手続に関与することの法律上の根拠をどこに求める

か、当該手続に行政手続法の適用があるかどうか、実際の個別指導における調査の手

法の当否、診療報酬の自主返還を求めることの当否、調査拒否を理由とする監査手続

への移行の問題点等につき基調報告と議論を行った。また、第2部として、行政弁護

活動への支援等の取組を開始した各地の弁護士会からの報告がなされた。 

 

４ 本日の企画の意図 

本日の第22回弁護士業務改革シンポジウムは、これまでの弁護士業務改革シンポジ

ウム分科会とプレシンポジウムでの検討を踏まえ、さらに具体的な行政弁護活動を

我々弁護士一般の業務として展開していくことを目指すものである。 

まずは、これまでの検討において明らかとなってきた行政弁護における総論的な法

理論面の課題について総括をする。 

次に、前回の京都シンポでも報告のなされた保険医に対する個別指導と税務調査の

分野について、具体的な弁護実践の方法等につき報告がなされる。どのような端緒で
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案件の受任に至るのか、受任弁護士側はどのような体制を整備しておくべきか、受任

後初動からの活動、行政庁当局との交渉の進め方、さらには弁護士報酬についても、

造詣の深い経験者からの報告がなされる。 

これらを踏まえ、パネルディスカッションにおいては、プレシンポジウムでもご登

壇いただいた曽和俊文関西学院大学名誉教授を交えて、総論面の課題、弁護実践にあ

たっての課題、弁護士会として個々の弁護士の行政弁護活動をどのようにバックアッ

プしていくべきかの各論点につき討論をする。 

 

５ 終わりに 

民事といわず刑事といわず、弁護士にとって事件はある日突然やってくる。行政事

件に関しては、ある日突然行政庁からの処分通知書が依頼者のもとに届いて、弁護士

は取消訴訟提起の相談を受けるというのがこれまでの多くの対応だったのではないか。

しかし、そのタイミングで弁護士が受任して巻き返すのは至難の技である。その流れ

を変えていくのが「行政弁護」の実践である。 

本シンポジウムに参加された弁護士の一人でも多くが、「自分にも行政弁護はやれ

る！」という自信を持っていただき、実践に移していただけることが本シンポジウム

の狙いである。 
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行政調査における弁護士の関与業務の展開

（総論 保険医への個別指導を題材として）

第22回弁護士業務改革シンポジウム第４分科会
日弁連行政問題対応センター行政弁護部会

福岡県弁護士会
弁護士 山本哲朗

個別指導・監査における弁護士の関与

◆根拠法
健康保険法７３条１項
保険医は診療に関し厚生労働大臣の「指導」を受けなければならない。
◆指導
法的に分類すれば、指導は個別指導・集団指導を問わず「行政指導」
であり、「研修」「教育」「改善」といった将来に向けての指導に外
ならず、過去の責任を追及するものではない。

⇔◆監査は、任意調査・強制調査を問わず、行政調査であり、
公権力が行う情報収集である。

◇なぜ、指導にまで弁護士が関与しなければならないか？
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個別指導・監査における弁護士の関与

◆指導と監査の一体化

「指導」と称した調査・証拠収集が横行し、そこで不正の疑いが生じたと

判断された場合は、直ちに監査が実施され行政処分に至る流れがある。

◆日弁連「健康保険法等に基づく指導・監査制度の改善に関する意見書」

（2014年8月22日）（以下「日弁連意見書」）

・目的が異なる指導と監査が制度上も運用上も一体となっている

・指導・監査の歴史の中では，常に保険医の自殺が問題になってきた

→密室での恫喝・圧迫が繰り返された。

◇行政処分に至る前段階から弁護士が関与してこそ、行政手続の適正、

市民の正当な利益の擁護に尽くせるのではないか。

論点１ 弁護士の立会権

◆日弁連意見書の見解

指導、監査を経て行政処分に連動する経緯からすれば、保険医等

の将来の不利益処分に備えて指導監査の段階から関与することは

弁護士の職務（弁護士法３条）として含まれるべきである。

◆厚労省の見解（条件付きで容認）

過去には、弁護士の同席を拒否してくることも多々あったが

弁護士の同席は認めるが、弁護士による直接の答弁は禁じ、

弁護士都合による日程調整にも応じないとの立場。

根拠：健康保険法上は立会いを認める規定はなく、裁量である。
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論点１ 弁護士の立会権
◇現状 VTRのとおり、同席した弁護士の着席場所を遠ざけたり、
根拠法令の規定を確認するといった基本的なことさえも
制止してくることがあり、日程の調整にも応じない。

◆プレシンポジウムの到達点
・裁量があるとしても自由裁量ではない。
・指導監査の目的に照らし合理的な裁量権行使をしないときは、
裁量の逸脱濫用として違法となる場合がある。

◆宇賀克也教授（現最高裁判事）
・被指導者側から正当な理由に基づく調整の依頼があれば行政側は
応ずるべきで、当初の計画に固執した場合は裁量権の逸脱濫用の
問題が出てくる。

論点１ 弁護士の立会権
◆日弁連意見書の提言
指導・監査について手続の透明性を確保し，保険医等に
防御の機会を与えることが必要であるという観点からは，
保険医等が自ら選任した弁護士を立ち会わせることが指
導・監査 の対象となる保険医等の権利として認められ
なければならない。

弁護士の立会いを求める権利を実質的に保障するためには，
単に弁護士を指導の場に立ち会わせるだけでなく，
指導・監査の場において，保険医等が弁護士の法的援助
を受け，更に弁護士に代理権を付与する必要がある。
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論点２ 選定理由の開示
なぜ指導に呼ばれたのか？

◇厚労省の見解（開示義務なし）

VTRのとおり、医療機関の窓口で理不尽な行動をとっていた患者から

悪意のある通報が個別指導の端緒と疑われて確認しても回答しない。

理由：個人が識別されれば情報提供者に不利益が及ぶ。

◆日弁連意見書の見解（原則、開示すべき）

個別指導を受けることが不利益処分につながり，そのための防御を

行わなければならない負担が伴うことからすれば，個別指導対象に

選定された保険医等が選定理由を知ることは、適確な防御を行うため

にむしろ当然である。

保険医等の適正な手続的処遇を受ける権利の保障の観点からも，特に

非開示とする理由がない限り，開示すべきである。

論点２ 選定理由の開示

◆宇賀克也教授（現最高裁判事）
・複数の者から特定の者を選んで指導を行う場合には、
選択の理由を明らかにすることが憲法上のdue processの
要請からみると望ましい。対象選択の公正性を担保するため。

・情報提供があったからということだけで直ちに個人が識別さ
れるとは限らない。識別の可能性を問わず情報提供者に不利
益が及ぶから開示できないという理由は成り立たないのでは
ないか。
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論点２ 選定理由の開示

◆現場の状況
個別指導の実施通知には選定理由が書かれておらず、
なぜ個別指導に呼ばれたのかが分からない。

◇保険医の不利益
・不利益処分を回避すべく、膨大な時間をかけて、
あらゆる事態に備えた防御の準備をしなければならない。

・当日も選定理由の説明はないため、選定が恣意的に行われても、
まったくチェックすることができない。
→昔から贈収賄の温床に

論点３ 指導対象とする診療録の事前指定

◇現状
・個別指導の実施日前日夕方まで、診療録を持参させる全ての
患者の氏名を通知しない。

・保険医・スタッフは、膨大な書類・画像等の打ち出しに追われ、
徹夜の作業に疲労困憊で体調を崩している方も。

・弁護士との十分な打ち合わせができない。

◆日弁連意見書
個別指導の対象となる保険診療に係る診療録の指定は、
個別指導を実施する適切な準備を行うために必要かつ相当な
一定期間前までに連絡し、個別指導される保険医等が適切な
準備を行う時間的余裕を与えるよう改善すべきである。
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論点３ 指導対象とする診療録の事前指定

◆プレシンポジウム（アメリカの実務）
・調査に応じる負担を重くしてはならない、不合理な負担を
避けなければならない。
・前日に通知して、それで徹夜して準備させるような調査は、
調査の在り方として不合理な負担を課すものとして違法に。

◇争い方（今後の課題）
不合理な負担である、圧迫的な調査であると拒否すると、
拒否したことを、要監査、取消処分に利用されてしまう。

論点３ 指導対象とする診療録の事前指定

◆日弁連意見書の見解（苦情申立手続）
・苦情申立手続の創設は、個別指導及び監査をする
側にも緊張感をもたらし、特に個別指導において
は、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関
する事項について周知徹底させ」、「懇切丁寧に
行う」ことに資するものである。

・個別指導担当者の判断に誤りがあった場合には、
保険医協会が地方厚生局への懇談で自主返還を撤
回させた事例などが報告されている（２０１０年
全国保険医団体連合会による「審査、指導、監査に関
するアンケート結果」）。
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論点４ 網羅的な患者調査

◇現状
指導・監査において、秘密裡に網羅的探索的な患者調査が
行われ、保険医の信用を貶め、恣意的かつ不正確な証拠作成
が行われ、その資料が処分が決まるまで保険医側に開示され
ない扱いが続いている。

◆日弁連意見書の見解
患者調査を行うに当たっては，保険医等への信用毀損等の
弊害を最小限とし、また、事実を適確に把握できる調査手法
をとり、調査結果は保険医等に開示するよう改善すべきである。

論点４ 網羅的な患者調査
◆宇賀克也教授（現最高裁判事）
行政調査についても、due processが適用され、
基本的には本人調査をすべきである。
第三者から調査をすることは、本人から情報収集する
ことが困難な合理的理由がある場合に限るべきだとい
う主張がある。

◇課題
・本人の弁明を軽視し、水面下で患者から得た証拠を
都合よく解釈し（例：診察券裏面の予約日＝受診日）、
かつそれらを開示しないまま処分を決めてしまう。

・聴聞まで進んだ取消処分を撤回させるのは容易でなく、
その前にどう対応していくべきか。
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論点５ 指導・監査における職権濫用

◇VTRでは指導医療官は穏やかに会話し、意見に耳を傾けているが
これは弁護士が同席した個別指導を再現しているため。
弁護士が同席しない指導監査では取消処分をちらつかせながらの
恫喝や圧迫、自主返還の強要、調書への署名強要などが横行し、
被害にあった保険医らの自死問題は国会でもたびたび取り上げら
れてきた。

◇プレシンポジウムで指摘された課題
職権濫用があった場合に、それを理由に指導を拒否した後に、
どういう不利益が待っているかということの事実上の圧迫力、
それとどう戦うか。

論点５ 指導・監査における職権濫用

◇事前の対策
・弁護士が同席 職権濫用による人権侵害を未然に防ぐ。
・録音 日弁連意見書も録音の有効性を指摘。

◇事後の対策
・苦情申立窓口 改善が期待でき、違法行政の抑止力にもなる
・証拠排除等 証拠排除に止まらず処分を無効にすべき場合も
・国家賠償等 国家賠償や刑事告訴を支援する相談窓口の整備
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行政調査における弁護士の関与業務の展開

◇これまで行政調査への弁護士の取組は乏しかったことが
due processを無視した時代遅れの行政調査を現代まで許して
きた原因となった。

◇比較的取組が進んでいる税務調査などの一部の分野に倣い、
あらゆる行政法分野において行政調査に弁護士が積極的に
関わり行政調査全般に共通する課題だけでなく、それぞれの
分野に特有の課題の解決を図ることができるはずである。
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保険医等指導・監査対策として
の立会業務について

第２２回弁護士業務改革シンポジウム第４分科会
日弁連行政問題対応センター行政弁護部会

岡山弁護士会
弁護士 竹内俊一

1

2

第１ 保険医のための審査対策

１ 保険医療制度の概略

（１）保険診療制度は健康保険法等に基づき、被保険

者（患者）が受ける医療について、保険医療機関等がそ

の費用を被保険者（患者）から一部負担金を徴収し、そ

れを控除した分を保険者にレセプト（診療報酬明細書）

により請求し、審査支払機関により、審査し、保険医療

機関等に支払われるという３面関係システムで構成

→このチェックシステム上の返戻・査定により減点あり

（２）返戻・査定に納得できない場合は面接懇談（任意

面接）はうまく活用
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3

１ 個別指導の根拠

（１）健康保険法７３条１項 「保険医療機関は療養の

給付に関し、保険医は健康保険の診察に関し、厚生労働

大臣の指導を受けなければならない。」

（２）詳細は社会保険医療担当指導大綱

２ 選定基準

（１）審査支払機関，保険者，被保険者等の情報提供

（２）以前の個別指導「再指導」や監査「戒告・注意」

（３）１件あたりの点数が高い場合 等

３ 選定委員会（地方厚生局等）による選定

第２ 保険医のための指導対策

4

４ 個別指導前の準備

（１）個別指導の実施通知は，指導日の約１ヶ月前に届く
→「やむを得ない理由」（親族の冠婚葬祭、開設者・管理
者の入院等）があれば，変更は可能

（２）早速、対象になりそうなカルテの点検（弁護士も含め

たチーム編成）→カルテは１週間前に２０名→（作戦会議）

→前日１０名指定

（３）作戦会議では、その時代・地域・選定理由等により、

論点を見立てる→回答のパタンを準備（論点が外れた場

合も想定しておく）

（４）可視化のための準備→録音機
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5

５ 個別指導当日対応の留意点

（１） 委任状は当日渡しが原則である。
（２） 事案により、指導開始前に選定理由の開示を求める
（３） 席は保険医の隣まで移す（席取り）。

（４） 弁護士は行政側に直接回答できないが、指導に支
障のない範囲で保険医に話しかけることは阻止できない。

（５） 論点が外れた場合や保険医がヒートアップしたら、
クールダウンするためのトイレ休憩を活用する。
（６） 指導は任意の協力により成立することを活用する。

（特にカルテのコピーは拒否する）

（７） 指導後の「講評」で、指導内容と齟齬が出てきたら、
その説明を求める。

（８） 指導を中断するとの話が出てきたら、中断の根拠の
説明を求める。

6

１ 監査の法的根拠

（１）健康保険法７８条「厚生労働大臣は療養の給付に関し
て必要があると認めるときは、（中略）開設者であった者
等に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若
しくは提示を命じ、 （中略）出頭を求め、関係者に対して
質問させ、物件を検査させることができる。」
（２）監査要綱

２ 監査の選定基準
（１）診療内容又は診療報酬請求に「不正」又は「著しい
不当」があったことを疑うに足りる理由があるとき

（２）度重なる個別指導によって診療内容又は診療報酬
の請求に改善が認められないとき

（３）正当な理由がなく個別指導を拒否したとき

第３ 保険医のための監査対策
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３ 不正請求の類型

（１）架空請求（実際に診療を行わない者に診療したよう

に偽り請求）

（２）付け増し請求（数量等実際に行ったよりも多く）

（３）振替請求（実際の診療内容を他の内容に替えて）

（４）二重請求（自費請求と保険請求と）

（５）重複請求（既に請求済みを重複して）

（６）医師数等の基準・患者定数・施設基準違反

（７）無資格診療

7

４ 監査の流れ

（１）事前調査として、レセプトによる書面審査、
必要と認められる場合は患者等に対する実地調査
（２）実施通知は、概ね１週間から１０日前に通知
（３）個別指導からの流れで、論点は把握できる

（４）流れを変えるチーム作戦会議→防御と攻撃の組
み合わせ（行政側のシナリオを破綻させる）

（５）監査の始まる前又は終了直後に、懇談を求める→
この場合は、行政側と直接交渉可能
（６）落とし所はWIN-WINの和解術に尽きる
（７）聴聞手続の弁解では遅すぎるので、踏ん張る

8
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５ 監査当日で流れを変えた事例（事前の作戦会議で弁
護方針を決めておく）

（１）防御方法 某町立保険医療機関の山間部での高齢

者・障がい者支援の使命の強調→当該保険医療機関の

看護師が民生委員でもあったことを活用

（２）攻撃方法 検査証の携帯開示を監査開始直後で求

め、携帯を失念していた行政職員の退場を求める

→行政側が凍り付いた状況に乗じて、保険医やスタッフ

が従来の慣行を踏襲したのにすぎない（故意でも重大な

過失でしばしばでもないことを主張）

（３）結果 取消処分を免れた

9

６ 監査後の措置

（１）①故意に、又は②重大な過失によりしばしば、
③不正又は不当な④診療又は診療報酬請求
⑤監査拒否
→保険医療機関指定又は保険医登録取消処分

（２）①重大な過失により、又は②軽微な過失によりしばしば
③不正又は不当な④診療又は診療報酬請求→戒告

（３）①軽微な過失により、②不正又は不当な
③診療又は診療報酬請求→注意

10
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（４）監査の結果～経済上の措置

保険医療機関は、通知された返還金額を保険者に

直接返還、また、患者の一部負担金の過払い分も返還

＊返還期間は原則５年分、不正→４割の制裁金加算

（５）取消処分後原則５年間は再指定・登録は拒否

取消処分は、保険医療機関にとって
死刑と同じといえるほど、致命的な措置

11

７ 監査に至らないためになすべきこと

（１）日常的に保険診療の内容を点検するシステム構築

（２）個別指導での指摘事項への対応は、納得できな
ければ、何度でも行政側に質問してでも対応しておく

（３）職員や元職員、患者による告発は、意思疎通不足が

原因のこともある→関係が良ければ、患者調査の時点

で、患者から情報提供を受け、未然に指導・監査を

回避した例もある

12
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１ 典型的な受任ルート

（１）指導・監査の立会業務をしてくれる弁護士を友人・知

人やインターネット等情報網で探して辿り着くルート

（２）各地の保険医協会の紹介ルート

２ 依頼を増やすための方策

（１）日弁連と連携可能な任意団体又は法人が一定レベル

以上のクオリティーで指導・監査の立会業務を取り扱うこと

を広報して、情報網にヒットするようにシステム構築する。

（２）各地の保険医協会に、顧問弁護士だけで対応しきれ

ない場合の受け皿になることをアピールする。
13

第４ 弁護士が受任する端緒・委任契約

２ 委任契約
（１）委任の目的とする手続の範囲

①個別指導前②再指導になった③監査移行時の段階
では、通常、聴聞手続や取消請求訴訟まで含めることは
しないが、④聴聞手続前では、執行停止の仮処分や取
消請求訴訟まで、射程に入れることになる。
（２）着手金・報酬の決め方

①どのタイミングか、②保険医療機関の規模・資力、③想
定される難易度、④弁護士のスキル（単に立会いに行く
だけの初級か、打ち合わせをして現場でも保険医の弁
解をサポートする中級か、悪い流れを覆すことが可能な
上級か）を総合的に考慮して決める。

14
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３ 共同（チーム）受任とする場合の注意点

（１）着手金・報酬・日当の取り決めは、バラバラにせずに、

整合性を持たせる。

（２）原則的な情報共有の方法（例えばメーリングリストの作

成）を取り決めておく。

（３）打ち合わせや指導・監査当日は可能な限り、チームメ

ンバー全員で参加し、参加できない場合は、チーム内で

早めにフォローしておく。

（４）保険医療機関の規模に応じて、役割分担を決めてお

く。

15

16

第５ 受任後の準備段階

１ 事前準備の内容、進め方

（１）保険医本人やスタッフからの聴き取りが基本になる。

ほぼ、論点は見えてくることが多い。医療内容に関する知

識については、その範囲で十分である。

（２）診療録（カルテ）の点検は不可欠である。記載が不十

分かどうかがせめぎ合いの戦場になることが多いので、場

合により、遅滞なく対応することもあり得る。

（３）他の専門家からのセカンドオピニオンや類似事例の解

決例の聴取を求めることも有用である。
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17

（４）裁判のプロである弁護士が立会いに関与して活用

してこそ，行政側の訴訟リスク感を高めることに資する

① 患者調査段階（鉛筆書き調書での患者サイン）で
の問題点

② 内部情報入手経路（技官と女医の密会情報・ガセ
ネタ否認事案）の問題点

18

２ 経済的な見通し

（１）自主返還をめぐる攻防について事前の方針

返還額が多大になり得る項目については、徹底的に弁解を

貫いてゼロ又は最小化していく。

（２）和解（せめぎ合いしつつ、落とし所を探る）が基本だが、

あえて、経済的損失との兼ね合いで、監査拒否で終わらせ

自主返還をゼロにし、５年間自分は自由診療、親族の保険

医で繋ぐ方法もあり得る。
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19

第６ 依頼ルートの開拓・スキルアップのための方策

１ 関連情報を集約する健康保険法改正研究会や保険医

指導・監査対策協会と連携する各弁護士会での行政弁護

センター（仮称）を創設して、交流する場を確保

２ 標準的な（Eラーニング等による）基礎研修後
（１）経験者に事例を提供を受け検討する会議に参加

（２）OJT（複数立会）の機会があれば、積極的に参加
→経験値を高めることが保険医等からの信頼の基礎

（３）指導・監査対応認定弁護士として広報・共同受任

20

第７ まとめ～最も大切なこと

（１）保険医の人権を護ることは、弁護士の使命

（２）患者のための萎縮しない医療を守る情熱

（３）権力と癒着する勢力と戦う不屈の意志

以上
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適正手続保障と税務調査
２０２２年９月３日（土）
事業創造大学院特任教授
弁護士 山下 清兵衛

第２２回 弁護士業務改革シンポジウム第４分科会

Ⅰ 税務調査事件と弁護

第１ 行政手続における適正手続保障

１ 不利益事前告知

２ 具体的警告の法理・段階的不利益処分の法理

３ 成田新法事件と行政手続

４ 適正手続保障４原則

５ 適正手続保障第５原則

６ 刑事処分との同質性
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Ⅰ 税務調査事件と弁護
第１ 行政手続における適正手続保障（つづき）

７ 国通法の調査結果説明と和解

８ 税務調査リスク回避

９ 否認権濫用の歯止め

10 重要憲法判例と国税通則法７４条の１１第２項

11 納税者権利憲章と民間通達

12 納税者支援調整官と弁護団組成

13 新規事業課税問題研究会

Ⅰ 税務調査事件と弁護

第２ 刑事当番弁護士制度

１ 刑事当番弁護士制度の概要

２ 刑事裁判の目標

３ 当番弁護士制度の必要な条件

４ 被疑者弁護の必要性

５ 税務調査・犯則調査と早期弁護
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Ⅰ 税務調査事件と弁護

第３ 税務当番弁護士制度

１ 税務当番弁護士制度と民間通達の必要性

２ 納税者の同意による租税債権の確定

３ 弁護士法７２条と他士業との協働

Ⅱ 弁護士法７２条と税務調査事件

１ 法律事件規制要件

２ 立法趣旨

３ 弁護士法７２条違反の要件について

４ 事件性要件について

５ 弁護士法７２条違反による刑事罰

６ 弁護士法７２条とサービス業
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Ⅱ 弁護士法７２条と税務調査事件（つづき）

７ 弁護士法７２条が適用されない法律事務

８ 法律事務と法律事件

９ 非弁提携の禁止

10 隣接士業との関係について

11 税務調査における協議・和解と告知弁明機会付与

Ⅲ 行政指導による任意調査(行政指導優先原則）

１ 国税通則法の改正と行政指導調査の強化

２ 行政手続法と国税通則法の関係

３ 調査手続法定化

４ 任意調査と間接強制調査

５ 税務調査拒否に対する制裁

６ 更正の要件としての税務調査

７ 税務調査の範囲

８ 税務調査の種類
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Ⅲ 行政指導による任意調査(行政指導優先原則）
（つづき）

９ 質問検査権の目的外質問

10 質問検査権行使に該当しない調査

11 行政手続法の適用除外

12 行政手続法３３条、３４条

13 租税実務における行政指導の範囲及び内容

14 質問検査の相手方

15 調査結果説明手続と適正手続保障

（国税通則法７４条の１１第２項及び第３項）

Ⅳ 税務調査と質問検査権

１ 行政手続と法律家の関与

２ 行政調査

３ 質問検査権行使の要件
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Ⅴ 税務調査における和解

第１ 租税法における行政裁量処分の取消について

第２ 租税争訟における協議・和解方式による紛争解決

（和解で正義を実現できるか）

Ⅵ アミカス・ブリーフ委員会

１ 第三者情報提供制度

２ 立法事実と司法事実

３ アミカス・キュリィの必要性

４ 諸外国の例

５ アミカス・ブリーフの提出権者

６ 訴訟参加制度
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Ⅵ アミカス・ブリーフ委員会（つづき）

７ 公共的争点を含む訴訟

８ 第三者の訴訟関与

９ 情報等を提供できる者の範囲

10 知財事件とアミカス・キュリィ

11 ＡＬＳ患者選挙権事件

12 アミカス・ブリーフ

Ⅵ アミカス・ブリーフ委員会（つづき）

13 特許事件における活用

14 法務大臣権限法第４条

15 独禁法８４条（公取委の意見書）

16 民事訴訟法１８６条（調査嘱託）

17 日本弁理士会アミカス・ブリーフ委員会
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Ⅶ 租税訴訟学会の役割

１ 民間通達（公正基準）判定

２ アミカスブリーフ委員会

３ 税制改正検討委員会

４ 当番弁護士、補佐人税理士の紹介派遣

５ 法科大学院租税法選択者と補佐人税理士の合同研修会

Ⅶ 租税訴訟学会の役割（つづき）

６ 租税公正基準（民間通達）の算定と公表

７ 大学等の研究機関との連携

８ 日弁連税制委員会や日本税務会計学会との提携

９ 「税務事例」への投稿

10 民間税調との提携
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Ⅷ 税務調査立会Q&A

１ 受任の端緒

２ 委任契約

３ 受任後の対応

４ 調査当初の対応

５ 調査終了後の対応

６ その他
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第２２回 弁護士業務改革シンポジウム 

２０２２年９月３日（土） 

第４分科会 

 

「適正手続保障と税務調査」 
 

Ⅰ 税務調査事件と弁護 

Ⅱ 弁護士法７２条と税務調査事件 

Ⅲ 行政指導による任意調査（行政指導優先原則） 

Ⅳ 税務調査と質問検査権 

Ⅴ 税務調査における和解 

Ⅵ アミカス・ブリーフ委員会 

Ⅶ 租税訴訟学会の役割 

Ⅷ 税務調査立会 Q&A 

 

事業創造大学院特任教授 

弁護士 山下清兵衛  
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Ⅰ 税務調査事件と弁護 
 
第１ 行政手続における適正手続保障 
 
１. 不利益事前告知 

最高裁判所大法廷判決（最大判昭和３７年１１月２８日）は、第三者所有物没収事件

において憲法３１条の法律に定める手続とは、「不利益の事前告知と弁明防禦の機会を

与えること」であると宣言した。これは、刑事事件に準ずるような制裁（没収）に対

しても、適用されることを認めたものであり、適正手続保障に関する画期的な判決と

されている。 
 

２. 具体的警告の法理・段階的不利益処分の法理 
抽象的な事前警告（税務調査の事前通知など）だけでは、具体的な弁明・防禦の準備

ができない。広島市暴走族追放条例事件最高裁判所判決は、中止命令（事前警告）を

先行させてから、刑事事件の立件をなさなければならないとして、段階的不利益処分

の法理を明確にした（最三小判平成１９年９月１８日）。税務調査における具体的警告

は、調査結果の説明である（国税通則法７４条の１１第２項）。 
 
３. 成田新法事件と行政手続 

その後、最高裁判所は成田新法事件（最大判平成４年７月１日）において、行政手続

にも憲法の適正手続保障が及ぶことを認めたが、具体的には、行政手続における公益

とそれによって侵害される私益の比較衡量によって具体的にどの程度の手続保障が行

政手続に及ぶかは、一様ではないと判決した。課税処分を目的とする税務調査は、憲

法が定める適正手続保障がそのまま及ぶというべきである。税務調査拒否に対する行

政制裁は、別途法定化されているが無制限ではない。 
 

４. 適正手続保障４原則と行政手続法 
近代国家においては、行政手続における適正手続の保障とは、①告知・弁明・防禦の

機会付与②理由の提示③処分資料の開示④処分基準の策定及び公表を４原則としてい

る。行政手続法第三章は、「不利益処分一般」について、適正手続保障の４原則を導入

するに至った。 
 

５. 適正手続保障第５原則 
しかしながら、国民や納税者の権利は専門性を有する法律家が関与して初めて実現で

きる場合が多いことを考慮すれば、第５原則として「行政手続きにおける弁護士の関

与」もまた、適正手続保障の重要な内容というべきである。当番の弁護士を派遣する
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ことによる行政手続弁護の制度を確立する必要性がある。 
 

６. 刑事処分との同質性 
課税処分は、納税者から財産を奪う不利益処分であり、刑事処分と質的に同一である。

当番弁護士の必要性は、刑事事件のみならず、税務調査においても同様である。行政

法違反行為は、多くの場合、犯罪とされており、当番弁護士が、犯則事件において、

人質司法の弊害等を排除し、人権擁護活動をなさなければならない。 
 

７. 国通法の調査結果説明と和解 
更に、平成２３年国税通則法が改正され、同法７章の２が追加制定されたが、その７

４条の１１第２項及び第３項は税務調査の結果説明手続を法定した。調査結果の説明

の際、「更正金額と更正の理由」を開示し、その際、修正申告の勧奨をなすことができ

るものとし、修正申告をなしても、後日「更正の請求」が可能であることを文書で教

示しなければならないとしている。これは、調査終了時において、「不利益処分前に具

体的な告知と弁明・防禦の機会を付与」（同条２項）するもので、かつ、「合意による

租税債権を確定する制度」（同条３項）を法律で確立したものである。（税大論叢９１

号、作田隆史「国税通則法改正（平成２３年１２月）と税務行政」参照）。国税通則法

７４条の１１第２項は、「具体的な事前警告」が適正手続保障上必要としたもので、か

つ、同条第３項と共に、「合意による租税債権確定制度」を確立した革命的な条文であ

る。行政事件における和解を容認し、優先する条文で、更に納税義務者本人に税務調

査結果を説明し、弁明の機会を与えなければ更正処分等をなしえないとする。「具体的

事前警告義務」「合意による租税債権確定優先義務」「納税義務者本への調査結果説明

義務」は、適正手続保障の核心的内容を定めているといえよう。税務調査は、９９％

和解によって終結している。 
 
８. 税務調査リスク回避 

税務調査による不利益処分がなされる場合、弁護人は、次の否認権濫用に直面する。 
① 手続要件の濫用 

手続ミスで、納税者の権利を失権させる。 
② 法解釈通達の濫用 

法解釈通達を制定して、課税範囲を拡大する。 
③ 事実認定の濫用 

事実認定で、私法上の法律構成を否認する。 
④ 行政制裁の濫用 

課税要件に基づく正当税額を超える行政制裁を課す。 
⑤ 未実現・未確定価値課税の濫用 
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未実現価値や未確実価値を課税対象にする。 
⑥ 犯則調査の濫用 

税務調査から犯則調査へ移行し、差押執行や検察官に逮捕令状を取らせ、自白調

書作成を強要した後に、税務調査を再開させる。 
 

９. 否認権濫用の歯止め 
否認権行使の濫用に対しては、次の通り、歯止めの主張を行う。 
① 手続要件の濫用に対しては、「課税実体要件の明確化」を主張する（木更津木材事

件・東京高裁平成７年１１月２８日判決）。 
② 法解釈通達の濫用に対しては、「課税要件法定主義」から、通達が課税根拠となら

ないと主張する（南九州コカ・コーラボトリング事件、最二小平成２１年７月１

０日判決）。 
③ 事実認定の濫用に対しては、私人間で選択された法律構成は、否認できないと主

張する（岩瀬事件、東京高裁平成１１年６月２１日判決）。 
④ 行政制裁の濫用に対しては、「正当税額を超える課税」は、租税法律主義違反とな

ると主張する（三年縛り事件、大阪地裁平成７年１０月１７日判決）（ヒノックス

事件、東京地裁令和元年１１月２１日判決）。 
⑤ 未実現・未確定価値課税の濫用に対しては、租税法律主義から導かれる「拡大解

釈禁止」と「実現主義」「確実主義」を主張する（武富士事件、最二小判平成２３

年２月１８日刑事判決）。 
⑥ 犯則調査の濫用に対しては、罪刑法定主義に基づき「証拠による厳格な立証の必

要性」を主張する（クレディスイス八田事件、東京地裁平成２５年３月１日判決）。 
 

１０. 重要憲法判例と国税通則法７４条の１１第２項 
税務調査において、弁明に効果的な判例は、大阪高裁昭和４３年６月２８日（大阪

銘板規則事件）と東京高裁平成７年１１月２８日判決（木更津木材政省令事件）で

あると思われる。「課税実体要件を明確化」し、それからはみ出る政省令などを憲法

違反で無効と判断した租税憲法判断判決である。「法解釈通達濫用の歯止め」や「行

政立法濫用の歯止め」としても使える。又、税務調査において最も重要な適正手続

保障は、国税通則法７４条の１１第２項による調査結果説明会で、納税義務者立会

いの説明会の開催がなければ、課税処分をなし得ないとされている。 
 

１１. 納税者権利憲章と民間通達 
税務調査開始時において、先進国では、「納税者の権利」が書面にて事前告知されて

いる。我国においても、納税者権利憲章の事前交付が必要である。又、税務調査に

関する適正手続保障を具体化した民間通達が必要である。弁護士会は、国政の三権
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を監視する第三者機関の役割を果たすべきであるが、行政機関や司法機関以上の専

門的知見が欠如している。これを補充するため、日本医師学会の様な専門研究機関

が必要である。日弁連税制委員会の委員長経験者らにより、租税訴訟学会を設立し、

税務当番弁護士制度の普及活動をなし、税制検討委員会等を立ち上げ、同委員会と

協働している。日本が国際会計基準審議会（IASB）のメンバーとなるため、企業会

計基準委員会は、民間団体で運営されることとなった。税務調査公正基準も同様に

独立した民間納税者団体による制定が必要である。 
 

１２. 納税者支援調整官と弁護団組成 
納税者支援調整官は、税務一般に関する不平不満や困りごとなどについて、納税者

の視点に立って迅速かつ的確に対応することを任務として、全国の国税局と沖縄国

税事務所に設置されている。職務内容については、事務運営指針が定められ、税務

調査に関する苦情も相談の対象である。租税訴訟学会は、税務調査事件及び犯則調

査事件について、弁護団組成のサポートを行う。 
 

１３. 新規事業課税問題研究会 
新しいビジネスモデルが生まれるとその課税問題が必ず発生する。社会における私

法取引には、必ず、課税問題が発生するといっても過言ではない。租税訴訟学会は、

弁護団組成のサポートのみならず、新規事業の課税問題研究会組成のサポートも行

う。 
 

 
第２ 刑事当番弁護士制度 
 
１ 刑事当番弁護士制度の概要 

弁護とは、依頼者の利益となる主張をして、正当な利益を保護し、又は、依頼者の

ために弁明して、その立場を守ることである。刑事当番弁護士は、身近な大切な人が

逮捕されたときに直ぐ駆けつけてくれる弁護士のことである。 
身柄を拘束された被疑者は、無罪が推定され、弁護人の責務として冤罪を防止しな

ければならない。被疑者が仮に罪を犯したとしても、更生の道を歩ませるため、弁護

人は、被害弁償を行い、環境改善等を勧めることによって、刑事制裁回避の弁護活動

を行うから、被疑者段階における弁護人の役割は非常に大きい。 
逮捕された被疑者の身体的拘束期間ができるだけ短くなるよう、検察官や裁判所に

働きかけ、被害者へ謝罪したり被害弁償をしたりすることも行う。 
また、厳しい取調べに耐え兼ね、自暴自棄になり、犯してもいない罪を認めたりす

ることのないよう、被疑者を励まし、人質司法が行われないよう活動する。 
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１９８０年代、免田、松山、財田川、島田事件という４つの死刑冤罪事件の再審に

おいて、無罪判決が言い渡された。これらの事件は、被疑者段階で弁護人がついてい

れば、そもそも死刑判決が出されることを防げた可能性が高いといわれている。 
刑事当番弁護士制度は、弁護士が自ら費用を負担して、かかる制度が国民に受け入

れられた結果、一部重大事件の被疑者弁護が国費で賄われる被疑者国選弁護制度が創

設されるに至った。２０１８年には、全拘留事件が、被疑者国選弁護制度の対象とな

った。 
 
２ 刑事裁判の目標 

適正こそ、裁判の生命線である。適正でなければ、何のための迅速化と問われる。

自白に依存しない事実認定を徹底することが重要である。 
日弁連内部では、当番弁護士制度の抵抗勢力としては、警察捜査をバックとした法

務省であると認識されており、当初は裁判所も必ずしも協力はしなかった。現在は、

裁判所が拘留質問の前の部屋で、壁に添付して被疑者に弁護人を選任することができ

る旨を掲示している。又、法務省が所管する法テラスにおいて、刑事被疑者弁護援助

制度が逮捕被疑者の弁護をサポートしている。 
 

３ 当番弁護士制度に必要な条件 
当番弁護士の職務を行うためには、それを担う弁護士が存在しなければいけない。

また、当番弁護士が職務を行うには、報酬財源が必要である。当番弁護士制度は、日

弁連会員の総意で作り上げられた制度として確立されることによって、長く運用され

るシステムとして成長した。「人的資源確保」、「財政的資源確保」及び「制度運営の構

築」の三つが必要であった。 
 

４ 被疑者弁護の必要性 
被疑者・被告人には、弁護人依頼権が保障されている（憲法３４条、憲法３７条３

項）。 
この権利は、実質的な権利、すなわち、「有効な弁護を受ける権利」である。被疑者・

被告人と弁護人との間は、信頼関係、特に主観的な信頼関係が保持されなければなら

ない。そのためには、常に自由かつ秘密の交通が両者の間に保障されていることが必

要である。被疑者・被告人の話したことが、第三者に漏れるようなことがあれば、本

人は、信頼して弁護人にすべてを話すことをしなくなる。 
黙秘権が保障されていても、秘密性を侵害されるようなことが発生すれば、黙秘権

は事実上否定されたに等しいことになる。 
真実に反する自白追求の捜査手続は、被疑者取調にあるから、当番弁護士の役割は

極めて重要である。 
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我が国の刑事訴訟法３９条１項は、被疑者・被告人が弁護人と接見する接見交通権

を保障している。最高裁判所は１９７８年、「捜査機関は、弁護人から被疑者との接見

の申出があったときは、原則として何時でも接見の機会を与えなければならない」と

した。逮捕直後の初回の接見は極めて重要であり、弁護人の選任を目的とし、最初の

助言を得る最初の機会であって、「直ちに弁護人を依頼する権利を与えなければ、抑留

または拘禁されない」とする憲法上の保障の出発点をなすものである。 
アメリカ合衆国では、修正憲法６条の「弁護人の援助を受ける権利」の保障を根拠

として、制度的保障として公的弁護制度の整備が確立されてきた。 
アメリカ連邦最高裁判所は、正式起訴・予備尋問・アライメント等の司法手続が開

始されたときに、自己負罪拒否の特権が発生するとしている。 
我が国の場合、身柄が拘束されている被疑者を対象に、被疑者国選弁護制度が保障

されることになったが、それ以外の場面を保障対象にしていない。しかしながら、捜

査機関から供述を求められる場面は、身柄が拘束されていない場合もあり得るから、

そのような場合にも弁護人による弁護の必要性がある。 
２０１６年の改正法によって、検察官独自捜査事件と裁判員裁判対象事件における

被疑者取調による録音録画が義務化されることになった。 
 

 ５ 税務調査・犯則調査と早期弁護 
税務調査や犯則調査手続における「隠ぺい仮装行為」や「偽り不正行為」の認定は、

私人間に行われた私法取引を明確にすることになる。私人は、租税回避の目的と事業

目的の両方を有して私法契約を締結するが、事業目的と、事業の実在があれば私法契

約は無効とならない。両目的の優劣により、私法法律関係は、相当の幅をもって判断

される。例えば、「輸出商社が輸出代行業者と認定される」、「法人成りした個人が、法

人税申告をなしたが、個人所得と認定される」、「宗教法人に対するお布施が個人教祖

への贈与であると認定される」、「輸入商社 A が国内 B 社へ輸出商品を転売したら、B
社が輸入業社であると認定される」等は、現実に発生する事実認定の濫用である。税

務調査や犯則調査における、弁護士の早い関与は、真実に反する自白調書作成を阻止

することに役立つ。 
 
 

第３ 税務当番弁護士制度 
 
１ 税務当番弁護士制度と民間通達の必要性 

日弁連税制委員会は、日弁連弁護士業務改革委員会の「行政弁護活動」の呼びかけ

に応じ議論を重ねた結果、課税処分は典型的な不利益処分であり、租税法実務におい

て、刑事当番弁護士制度と同様の税務当番弁護士制度を構築することが必要であると

40/89



8 
 

認識するに至った。 
課税手続や徴収手続において、憲法３１条が定める適正手続保障は不十分であり、

国税通則法（租税手続法）は、納税者の弁明聴取手続が欠落しており、また、査察調

査手続まで集録し、税務調査手続の一環である扱いをして、人権保障への配慮が欠落

している。一刻も早く、税務調査公正基準を作成公表し、裁判所、国税庁、検察庁、

弁護士会、税理士会などに配布しなければならない。 
更に租税公正基準（民間通達）を起案するため、分野毎に専門研究会を設立する必

要がある。 
①  不利益処分前の告知と弁明・防禦の機会付与 

最大判昭和３７年１１月２８日は、不利益処分前に不利益を受ける者に対し、「不

利益の告知と弁明・防禦の機会を付与しなければならない」とした。これは、刑事

事件に準ずる様々な不利益処分（没収や課税など）をなすときは、必ず「告知と弁

明・防禦の機会を与えなければならない」とするものである。 
②  行政手続と適正手続保障 

現在では、憲法３１条以下の規定が、行政手続にも、その性質に応じて適用乃至

準用されるという学説が一般的である（芦部憲法第７版２０１９年発行２５４及び

２５５頁参照）。 
また、成田新法事件判決（最大判平成４年７月１日）が、同様の立場を示したの

で、最近は行政分野毎に、行政手続における適正手続保障の適用要件を巡る各論の

議論が開始されている。 
③  川崎民商事件とヒノックス事件 

税務調査に適正手続保障である憲法３５条や３８条が適用されるかについては、

川崎民商事件において、最高裁判所は、「刑事目的の手続であるかどうか」、また、

「間接強制に留まっているかどうか」を重視して、間接強制に留まるから徴税確保

の高度の必要性が質問検査権制度にあるとして、公益性と強制性のバランス、即ち、

目的と手段の均衡を総合判断して判断している（最高裁昭和４７年１１月２２日大

法廷判決）。考慮要素は、「刑事目的かどうか」、「間接強制に留まるかどうか」、「質

問検査権制度の高度の必要性」、「目的と手段の均衡があるかどうか」等を総合的に

判断して判決がなされた。 
租税債権債務関係における課税庁と納税者との協力協同関係があること、また、

強制手段が納税者の自由意思を尊重した間接強制に留まっていることを重視して、

憲法３５条や３８条の適用を税務調査に適用することを大幅に制限するのが最高

裁の考え方である。しかし、税務調査の非協力は、間接強制（国税通則法１２８条

２号）を発動せず、過大な行政制裁の発動がなされており、川崎民商事件最高裁大

法廷判決は、現在全く妥当しなくなった（ヒノックス事件、東京地方裁判所令和元

年１１月２１日判決参照）。 
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④  行政指導調査 
 国税通則法第７章の２は、「国税の調査」を定め、課税庁の質問検査権について

規定する。この質問検査権行使に対して不答弁や偽りの答弁等をなした者は、１年

以下の懲役、または５０万円以下の罰金に処することとされている（国税通則法第

１２８条２号）。しかしながら、実際に実施されている調査は、行政指導調査であ

り、個々の質問毎に、質問検査権行使であることが事前に告知されておらず、行政

指導による調査が実施されている。 
⑤  犯則調査 

かつての国税犯則取締法１条１項は、質問検査を任意調査と捉え、同法２条は、

強制的な臨検、捜索、または差押については、裁判所の許可を義務付けていた。し

かしながら、平成２３年国税通則法の改正で、国税査察調査は国税通則法に編入さ

れることになった。国税査察調査は、刑事事件の捜査手続であるから、憲法３５条

（令状主義）及び３８条１項（供述拒否権）の保障が及ぶというべきである。 
⑥  調査拒否罪の犯罪構成要件 

調査拒否罪は、その犯罪構成要件として、「必要があるとき」との要件があるが、

合理的な限定解釈で、不明確性が除去されない限り、文面上違憲無効である（高橋

和之体系憲法訴訟平成２３年発行１６１～１６４頁参照）。したがって、罰則によ

る間接強制の対象となる質問検査権行使は、「客観的に必要性があるとき」として

限定解釈が必要である。 
一般の税務調査で証拠採取した資料は、刑事手続においては、証拠能力が否定さ

れる（ジュリスト憲法判例百選７版１１４事件２５３頁参照）。 
平成２３年国税通則法改正において、税務調査手続の適正化がなされたが、間接

強制の要件の不明確性は除去されていない。現在、税務調査は、行政指導調査が一

般であり、税務調査非協力に対しては、間接強制の発動がなされず、過大な行政制

裁が発動されている（前記ヒノックス事件東京地裁判決参照）。 
 

２ 納税者の同意による租税債権の確定 
租税債権は、税務調査において、ほとんどが修正申告の勧奨手続を利用して、合意

により確定されている。 
国税通則法７４条の１１第２項は、調査結果の説明を納税義務者本人にしなければ

ならず、その際、更正金額と更正理由を納税義務者本人へ告知することを求める。ま

た、一般的に、課税庁はかかる説明と同時に、納税義務者へ修正申告の勧奨をなし、

納税義務者の同意を得て、租税債権を確定している。税務調査において発生した租税

事件は、調査結果説明会で、殆どが和解によって解決されている。 
 

３ 弁護士法７２条と他士業との協働 
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行政事件は、弁護士法７２条が定める法律事件である。法律事件処理が原則として

弁護士にのみ許されるのは、弁護士制度が国家から独立した民間機関であり、利益相

反行為を禁止され、行政機関の活動を補助するシステムとして構築されていない、か

らである。弁護士は、依頼者との秘密交流が保障され、かつ、秘密保持義務が課され

ている者でなければならない（弁護士法２３条、刑法１３４条１項）。他士業は、行政

事件について、交渉和解処理権限がないから、弁護士と協働して、行政事件を取扱わ

なければならない。 
 
 
Ⅱ 弁護士法７２条と税務調査事件 
 
１ 法律事件規制要件 

弁護士法７２条は、非弁護士が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り

扱うことを禁止し、「弁護士又は弁護士法人でないものは、報酬を得る目的で、訴訟事

件、非訟事件、及び審査請求、異議申立、再審査請求など行政庁に対する不服申立事

件、その他の法律事件を取扱い、または、これらの周旋をすることを業とすることが

できない」としている。 
「ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない」

とし、例外のあることが認められている。 
この条文による「法律事件に関する法律事務」の規制要件は次の通りである（弁護

士法７２条本文）。 
①報酬を得る目的であること 
②「法律事件に関する法律事務」が禁止されていること 
③「法律事件に関する法律事務」とは、訴訟事件、非訟事件、審査請求、異議申立、

再審査請求など行政庁に対する不服申立事件、その他の法律事件であること 
④禁止される行為態様は、鑑定、代理、仲裁、もしくは和解、その他の法律事務を取

扱うことと、これらの周旋をすること 
⑤業として、活動すること。 
 

２ 立法趣旨 
弁護士が基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、厳格な資格要件が設けら

れて、職務の誠実な執行のために必要な規律に服すべき存在とされ、非弁護士による

法律事務処理は、市民や企業の利益を損なう。学説としては、弁護士法７２条の目的

について、弁護士制度の維持確立が目的であると説く「弁護士制度維持説」と、弁護

士制度を包含した法秩序全体の維持確立が目的と説く「法秩序維持説」の２つがあっ

た。しかし、弁護士制度の目的は、国民の権利・利益を保護することであるから、第
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３の考え方として、「国民保護説」が正しいと思われる。 
 

３ 弁護士法７２条違反の要件について 
①報酬目的要件と反復継続意思要件 
報酬を得る目的で、反復継続の意思が認められることが要件である。従って、反復

継続の意思がなく、偶々、一回限りの報酬を得たとしても７２条に違反とならない。 
②法律事件要件（事件性要件） 

法律事件とは、法律上の権利義務に関し争いがある、または、新たな権利義務関係

を発生させる紛争をいうものである。このような法律事件の要件は、事件性要件とい

われる。７２条に関して、事件性要件必要説と事件性要件不要説がある。 
事件性要件必要説は、法的紛争状態になっている案件でなければ、７２条の禁止範

囲には入らないとするものである。 
事件性要件不要説は、事件性要件が不明確であることや不明確な要件は罪刑法定主

義に違反することなどを理由とする。その他、法的判断を必要とするものが７２条に

よって禁止されるとする法的判断基準説などがある。過去の判例は、７２条違反の要

件は、事件性要件必要説をとっている（最高裁判所昭和４６年７月１４日判決、最高

裁判所平成２２年７月２０日判決）。法治国家においては、一般市民も等しく、法律を

解釈する権限があるというべきであり、弁護士、行政官もしくは裁判官のみが法律解

釈ができるというものではないから、法的判断基準説は必ずしも説得的ではない。日

弁連は、事件性要件不要説を採用している。 
③法律事務 

法律事務とは、法律上の効果を発生、変更する事項の処理をすることである。我国

の弁護士は、裁判関係の職務を処理する割合が多い。 
アメリカ合衆国弁護士の職務は多岐に及び、裁判関係の職務は全体の１割程度と言

われている。イギリスなど一部の英米法諸国において、法廷での弁論や証拠調べ等に

ついて、法廷弁護士（barrister）が職務を独占する。これらの国では、法廷弁護士

（barrister）と事務弁護士（soliciter）との間で分業が行われている。行政書士法第１

条の２第１項は、行政書士が権利義務又は事実証明に関する書類（実地調査に基づく

図面類を含む）を作成することを業とできるものとしている。 
 

４ 事件性要件について 
憲法上の司法概念に関し、事件性要件が多く議論されている。法律事件とは、法律

関係に関する争いであり、単なる暴力事件であるとか、口論はこれに含まれないし、

芸術論争などもこれに含まれない。「法律関係に関する争い」が、法律事件である。こ

れまでに問題となった業務は、債権取立業務、隣接士業の扱う業務、コンサルティン

グ業務などである。アメリカ合衆国においては、州毎で、隣接士業を含めて広く非弁
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活動が禁止されている。アメリカ合衆国のみならず、欧州や中国は、法律事務を弁護

士が扱うものとし、原則として、税理士などの隣接法律業務も弁護士が行う制度とし

ている。 
 

５ 弁護士法７２条違反による刑事罰 
弁護士法７７条３項の刑事罰は、行政罰であり、自然犯とは異なる。即ち、固有の

刑法に対して、行政刑法であり、行政的な取締目的のために行政刑罰の手段を使用す

るものである。弁護士法７２条は、法律秩序という社会的法益を守るための社会立法

であり、自然犯に対する法定犯の範疇に入ると考えられる。従って、法定犯はその目

的が法律秩序の維持にあるから、まず、民事訴訟によって被害を解消された場合には

必ずしも刑事罰を科す必要性はないといえよう。また、弁護士法７２条違反の行為が

あったとしても、当該業務委託契約を無効にして、報酬請求を認めなければ、刑罰を

用いる必要性がない場合もある。近時は、かかる業務委託契約に基づく報酬請求を否

定する判決などが出されている。 
 

６ 弁護士法７２条とサービス業 
①コンサルタント業と隣接士業 
近時、金融及びサービス業務が発展する社会となり、コンサルタント業、ブローカ

ー業、書類作成代行業などのサービス業の活動が飛躍的に拡大した。また、税理士、

司法書士、弁理士、行政書士、社会保険労務士などの隣接士業が、その本来の業務の

垣根を越えて、弁護士法７２条に違反するケースが多い。 
弁護士法７２条は、事件屋や暴力団の金銭請求や明渡請求を禁止し、コンサルタン

ト業や隣接士業にも適用していく時代が来たといえる。そもそも、隣接士業は、本来

の法律事務を行うものとしては、弁護士業と同じであり、弁護士との違いは法律事件

を扱えるかどうかだけである。市民や企業が、法律家に依頼せず、紛争を解決するこ

とは自由である。しかしながら、近代国家においては、自力救済は厳しく禁止されて

おり、法的手続きは、弁護士、警察、裁判所などにゆだねるものとされている。しか

しながら、依頼すべき法律家が存在しなければ、泣き寝入りしなくてはならない。弁

護士が扱わない法律事務は、隣接士業が扱う必要性がある。 
 ②弁護士法７２条の違反業務 

弁護士は、人権擁護、法秩序維持、社会正義の実現を目的とするものであり、これ

を前提に弁護士法７２条を解釈するべきである。判例は、７２条の射程範囲は、事件

性が必要であるとし、判例によると、「実定法上事件と呼ばれている案件及び、これと

同視しうる程度に法律関係に争いがあって、事件と表現されうる案件、また、弁護士

法７２条に列挙されている訴訟事件、その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権

利義務に関して争いがあり、あるいは疑義を有するものであること、言い換えれば、
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事件というに相応しい程度に争いが成熟したものであることを要する」としている。

判例は、処罰や適応の範囲を限定的に解釈する態度である。弁護士法７２条の解釈に

ついては、集金代行業務、不動産管理業務、債権取り立て業務、明渡交渉業務、隣接

士業業務、コンサルタント業務、サービサー業務などについて問題となる。 
弁護士法７２条違反の業務としては、以下のものがある。 
イ． 金銭請求業務 

債権取り立て示談交渉行為で、典型的な弁護士法７２条違反行為である。 
ロ． サービサー業務 

サービサー法があり、不良債権の処理等を促進するために制定され、債権管

理回収業が許可されたサービサー会社の設立がなされている。 
 

７ 弁護士法７２条が適用されない法律事務 
法律事件に該当しない法律事務は、７２条の射程範囲外である。また、事実行為に

過ぎず、法律判断を要せず小額性、定型性、大量性、明確性、相当性などがあり、法

的事件性に至らない事務は７２条の事件性はないといえる。また、警備会社が、万引

きや不正駐車などの違法行為の取締を行うのは、弁護士法７２条違反となるかが問題

となる。 
 

８ 法律事務と法律事件 
法律相談や契約書作成など未だ紛争に至っていないものであっても、潜在的な事件

性があるものとして、法的事件性を有する法的事務であると考えられる。しかしなが

ら、隣接士業の業務は特別法によって、弁護士法違反でないとされている。Ｍ＆Ａや

事業譲渡、企業の経営指導や再建などで多額のコンサル料を受領するコンサルタント

業務は、契約書の書類作成をなし、弁護士や隣接士業の紹介など行うものであるが、

弁護士法違反の可能性が高い。事実行為の紛争と法的紛争の区別は困難であり、いず

れ法的紛争となることが予想されるものは全て法律事件というべきであろう。 
 

９ 非弁提携の禁止 
弁護士法７２条は、弁護士が７２条ないし７４条に違反する非弁活動する者から事

件のあっせんを受けることを禁止している。債権取り立ての示談業務や地上げ業務の

斡旋を受けたり、共同して業務を行ったり、報酬を分配することを禁止している。非

弁活動を助長することも禁止されている。弁護士が依頼者と直接契約をなし、非弁護

士に報酬分配をせず、非弁活動と協働しないことや、非弁活動を抑制防止することは

人権擁護、法秩序の維持、社会正義の実現のため必要である。東京弁護士会は、２０

２０年３月１２日、司法書士法人新宿事務所から過払金返済請求の紹介を受けて、対

価を支払っていたとして、弁護士法人ベーリーベスト法律事務所を業務停止６ヵ月の
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懲戒処分とした。東京司法書士会は、２０１９年４月、司法書士法人新宿事務所を処

分しない決定を下した。 
 
１０ 隣接士業との関係について 

隣接士業は、行政に協力し、行政規則に縛られることが多いので、国民の権利を守

る立場に徹しえない場合がある。弁護士自治に基づいて、弁護士は独立性を有するの

で、行政庁への訴訟提起も可能な存在である。この点が、隣接士業とは根本的に異な

る。以下、他の士業と弁護士法７２条の関係を説明する。 
①司法書士業務（認定司法書士制度） 
司法書士法３条１項７号は、「認定司法書士制度」を認めており、裁判内外の法律事

件処理が司法書士に認められることとなっている。ただし、制限される紛争の目的の

価格は、債権額説と受益説の対立があるが、債務整理の場合などは総額説と個別説が

対立していた。平成２８年の判例は、総額説を排斥し、債権額説及び個別説を採用し

たものである。大阪高裁平成２６年５月２９日は、弁護士法７２条の趣旨を潜脱する

暴利行為として、報酬契約は無効であるとした。 
②税理士業務（補佐人税理士制度） 
税理士法第２条の２は、租税に関する事項について、裁判所において、税理士は補

佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができるとしてい

る。これは民事訴訟法６０条が定める補佐人制度の特則である。 
税理士が、納税者本人または、その代理人である弁護士の補佐人として裁判所に出

頭し、陳述する限りにおいては、非弁行為とはならない。税理士が遺産分割協議の交

渉、折衝を行うことは非弁行為に該当する。 
③弁理士業務（附記弁理士制度） 
弁理士は、特許庁における審判などに関して、訴訟代理人となることができる（弁

理士法６条）。さらに、弁理士は、特許侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、その旨

の附記を受けたときは、特許侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任して

いる事件に限り、その訴訟代理人となることができる（弁理士６条２）。限定付きでは

あるが、弁理士に特許侵害訴訟の訴訟代理権が付与されることとなった。ただし、こ

の訴訟代理権は、あくまで弁護士との共同代理が義務付けられているほか、信頼性の

高い、能力担保措置を要件としている。 
④行政書士業務（特定行政書士制度） 
行政書士は、官公庁に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を

作成すること業務とする（行政書士法第１条２第１項）。また、これらの書類を代理人

として作成することや書類の作成について、相談に応じることをなすことができる（行

政書士法第１条３第１項３号、同４号）。また、行政書士は、権利義務に関する書類を

作成する権限がある。注解行政書士法によれば、各種契約書、示談書、遺産分割協議
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書などがこれにあたると考えられている。書類作成に付随する行為の範疇を越えて法

的紛争について、相手方との交渉に及んだ場合は、弁護士法７２条違反となる。国民

生活センターは、行政書士が、不当請求を行うアダルトサイトに対して、返還請求や

解約交渉を行うことは弁護士法違反となる可能性が高いと公表している。大阪高裁平

成２６年６月１２日、判例時報２２５２号６１頁は、交通事故の保険金請求に関する

書類作成及びこれに付随する業務を行った行政書士について、弁護士法７２条違反を

認めた。行政書士法第１条の３第１項第２号は、「行政書士が作成した官公署に提出す

る書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等、行政庁に対

する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類

を作成する」事務について、他人の依頼を受けて報酬を得て業とすることができると

している。ただし、かかる業務は、日本行政書士会連合会が会則で定める研修課程を

修了した行政書士に限り行うことができるものとされ、「特定行政書士」と呼ばれてい

る。 
 
１１ 税務調査における協議・和解と告知弁明機会付与 

国税通則法７４条の１１第２項は、税務調査終了段階において、調査結果を納税義務者

に説明しなければならないこととしている。その際、更正金額と更正の理由を開示しなけ

ればならないとしている。また、同条第３項は、かかる説明の際に、修正申告の勧奨をな

し、同時に文書で修正申告した場合に更正の請求ができることを教示しなければならない

としている。この段階において、税務調査手続においては、調査庁と納税義務者が協議を

なし、和解をして９９％修正申告で完了している。租税債権の確定は、「更正金額・更正

理由の事前説明制度」と「修正申告勧奨制度」によって、国税庁長官は、「調査手続の実

施に当たっての基本的な考え方等について（事務運営指針）（以下事務運営指針という）

を公表し、平成２５年１月１日以降は、これにより適切な運営を図ることを各国税局長に

求めている。事務運営指針第２章４の（２）は、「調査の結果の内容の説明等」を規定し、

「更正額と更正理由を説明」し、「その際には資料を示すなどし、納税義務者から質問等

があった場合には、分かりやすい回答をするよう努める」と規定する。また、（３）にお

いて、「原則として修正申告等を勧奨する」とし、修正申告を勧奨する場合には、更正の

請求をすることができる旨を確実に説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しな

ければならないとしている。かかる「更正金額・理由説明義務」と「修正申告勧奨」、「更

正請求文書教示義務」の三点が法定されたことにより、課税庁と納税義務者の合意によっ

て租税債権が確定するシステムが確立されたものといえる（納税大學校論叢第９１号作田

隆史「国税通則法改正（平成２３年１２月）と税務行政」参照）。 
 
 
Ⅲ 行政指導による任意調査（行政指導優先原則） 
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１ 国税通則法の改正と行政指導調査の強化 

平成２３年度税制改正によって、これまで税務調査が調査担当者の裁量に委ねられ

ていたものが、多くの部分において法定化されることになった。「事前通知の原則化」

や、「行政指導と税務調査の区分明確化」、「調査終了手続の明確化」、また、「不利益処

分に対する理由付記の実現」、また、「更正の請求の期間の延長」などが改正内容の骨

子である。税務調査を含め、すべての調査は、行政指導の要請による資料収集がメイ

ンとして実施されてきたが、質問検査権行使の要件が明確化されて、適正な手続の下

で調査が行われることになった。ところが、国税調査通達により、税務調査は、質問

検査権行使とされたので、殆どの税務調査における資料収集は、事実上行政指導によ

って行われるようになった。しかし、更正処分などの不利益処分をなす場合は、国税

通則法第７４条の１１第２項に従って、「調査結果の説明会」が開催されている。資料

収集は、質問検査権行使をしないで、行政指導で行い、調査結果説明は国税通則法に

従ってなされている。平成２３年度税制改正による国通法７章の２は、殆ど適用され

ずに税務調査が実施されるが、国税通則法第７４条の１１第２項だけでは、厳格に適

用され、脱法のそしりを免れている。行政指導調査に関する規制立法が平成２３年税

制改正から抜け落ちた結果である。 
 

２ 行政手続法と国税通則法の関係 
国税通則法は、行政手続法の特別法としての意味がある。行政手続法の多くは、国

税通則法及び行政手続法によって適応除外とされているが、国税通則法において行政

手続法の国民の権利・利益の保護の基準以上のものを税務の特色を考慮しながら個別

法規を作るという意味であって、行政手続法は手続保障の最低基準を定めたものであ

る。 
また、憲法３１条以下の適正手続保障は、行政手続法によって全て実現化されてい

るのではなくて、行政手続法が多くの場合に適用除外とされていることに鑑み、憲法

の適正手続保障は、なお、行政手続法とは別に厳しく税務調査においても保障されて

いるというべきである。 
 

３ 調査手続法定化 
調査手続が法定化されても、具体的なものは関連通達及びＱ＆Ａにおいて具体化さ

れている。課税は、財産権の侵害であり、その手続が法律に基づかず、課税庁の裁量

に委ねられているということはありえない。納税者は、申告が義務であるが、税務調

査手続に関する規制は、課税庁側に課せられた義務である。かかる税務調査に関する

適正手続の保障は、憲法３１条のみならず、憲法８４条の租税法律主義の中にも含ま

れていると考えられる。 
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４ 任意調査と間接強制調査 

税務調査における質問検査権の行使は、間接強制であって、直接強制の制度ではな

い。質問検査の拒否に関しては、国税通則法において罰則規定が設けられているが、

これは質問検査の拒否に対する罰則であって、税務調査拒否に対する罰則規定ではな

い。現在、このような質問検査権拒否に対する罰則規定を適用した例は報告されてい

ない。現実には、行政指導による要請（任意調査）の方法で資料収集は行われている。

しかし、行政指導調査から、質問検査権行使（間接強制調査）への切り換えを明確に

することが適正手続保障である。 
 

５ 税務調査拒否に対する制裁 
罰則規定の適用（間接強制調査）は行われていないが、税務調査拒否に対して帳簿

書類の作成・保存・備付がないものとして青色申告の承認取消がなされている。 
もう一つの税務調査拒否の制裁は、帳簿書類等の提示を拒否が「帳簿書類等の不保

存」に該当するものとして、消費税の仕入税額控除を否認することが横行している。 
 

６ 更正の要件としての税務調査 
国税通則法は、２４条において、調査は更正の要件、すなわち、課税標準及び税額

などを変更する国の権利（更正権）を行使するために行う不可欠の要件だとされてい

る。すなわち、税務調査は、課税標準及び税額などを変更するために行われる不可欠

の手続だとされている。これは、国税通則法２５条の決定、また、国税通則法２６条

の再更正の要件でもある。 
 
７ 税務調査の範囲 

① 税務調査は、国税に関する法律に基づき、課税標準または税額などを確定する目

的で行う行為である（更正処分目的）。 
② 税務調査は、国税に関する法律に基づく処分を行う目的で行う一連の行為も含む

（無申告決定処分目的）。 
③ 税務調査は、不服申立等の審査のために行う一連の行為、すなわち、青色申告の

承認、更正の請求の可否、欠損繰戻還付請求に対する可否を判断するためにも行

われる（不服申立等審査目的）。 
 

８ 税務調査の種類 
国税通則法の２４条、２５条及び２６条は、「調査により」課税処分をなすとしてい

る。また、国税通則法７４条の２は、「調査について必要があるときは」質問検査権行

使ができるとする。税務調査事務運営指針第２章の１は、「税額等を認定する目的で行
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う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する」としている。また、

国税調査関係通達第１章１－１は調査を定義しており、「税額等を認定する目的その他

国税に関する法律に基づく処分を行う目的で、当該職員が行う一連の行為（証拠資料

の収集要件事実の認定・法令の解釈適用などをいう）としている。資料収集の事務手

続には、「質問検査権を行使する事務」と、「質問検査権を行使しない事務」の二種類

あることがわかる。また、行政指導と質問検査権行使が区別されているということは

重要なことである。 
 

９ 質問検査権の目的外質問 
質問検査権は、更正の要件であり、課税標準や税額などを変更するためになされる

質問等である。したがって、課税標準や税額などを変更する目的のためでない質問な

どは、質問検査権の行使ではない。 
質問検査権の中身は、「質問・検査・提示・提出」だけであって、「捜索・立入」に

関する権限行使は含まれていない。 
 

１０ 質問検査権行使に該当しない調査 
国税調査通達１の２は、「課税標準など、または税額などを認定する目的で行う行為

のみが質問検査権の行使であって、これが税務調査である」としている。納税申告書

の自発的な見直しを要請する行為や、修正申告書などの自発的な提出を要請する行為

は、質問検査権の行使ではないとしている。単なる資料収集の要請は、質問検査権の

行使ではないことが条文及び通達によって明確にされている。また、文書による照会

や内部の調査は、当然、質問検査権の行使ではない。 
 

１１ 行政手続法の適用除外 
国税通則法は、７４条の１４の１項から３項において、行政手続法の適用が除外さ

れる「処分・行政指導・届出」を定めているが、これを以下の通り整理する。 
① 行政手続法により適用除外とされる処分及び行政指導 

イ．査察調査に基づいて行われる処分及び行政指導 
ロ．質問検査権の行使、情報の収集を目的とする処分及び行政指導 
など 

② 国税通則法により適用除外とされる処分 
国税に関する法律に基づき行われる処分については、許認可拒否処分（行政手続

法８条）と不利益処分（行政手続法１４条）については、理由の提示が必要とさ

れることになった（国税通則法７４条の１４第１項）。 
③ 国税に関する行政指導の適用除外 

国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導
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については、「書面の交付」と「複数のものを対象とする行政指導」の規定は適用

されない（国税通則法７４条の１４第２項）。 
④ 国税調査に適用される行政手続法の一般規定 

行政手続法１条は、税務手続に適用除外とされておらず、同１条１項は、行政手

続法は処分や行政指導の「共通する事項」を定めるものとし、又、同条２項は他

の法律に定めがあればそれによるが、定めがなければ行政手続法を適用するもの

としている。行政手続法の適用除外規定と国税通則法の適用除外規定は憲法の適

正手続保障の排除を許すものではなく、国税通則法に規定がなければ、行政手続

法の規定を可能な限り適用しなければならないことは、憲法３１条以下の適正手

続保障条項が命ずるからである。このことは、税務大学校が公表する税務大学講

本（国税通則法解説第８章参照）もこれを認めている。国税調査手続において、

適正手続保障（不利益の告知と弁明の機会付与）は、憲法３１条の要請であるか

ら、当然のことと言えよう。 
イ．行政指導の一般原則（行政手続法３２条） 
ロ．申請に関する行政指導規定（行政手続法３３条） 
ハ．許認可の権限に関する行政指導規定（行政手続法３４条） 
ニ．行政指導は、その内容・責任者などを明らかにして行わなければならないと

する旨の規定（行政手続法３５条１項） 
 

１２ 行政手続法３３条、３４条 
行政手続法３３条は、行政指導に従う意思のない旨を表明したにもかかわらず、当

該指導を継続することなどにより、申請者の権利の行使を妨げるようなことはしては

ならないとしている。 
また、行政手続法３４条は、行政指導に携わる者は、当該権利を行使する旨を殊更

に示すことにより、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをして

はならないと定めている。３３条も３４条も、３２条の行政指導の法的性質からくる

実態的一般原則を、許認可などに則して具体化する確認規定である。３３条は、申請

に際しての行政指導について、一定の状況下での相手方の不協力意思の表明に指導の

限界を定めたものである。３４条は、行政指導とその背景のなす許認可などに関連す

る権限の存否、または、これを行使する意思の存否との関わりに限界を求める規定で

ある。 
現在、税務署長から、様々な要請文書が納税者に届くが、当該文書には「この文書

の責任者は税務署長です」と記載されている。課税当局も、行政指導に関する一般的

なルールが適用されることを認識し、これを遵守していることがわかる。 
 

１３ 租税実務における行政指導の範囲及び内容 
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税務署から、「不動産取得資金のお尋ね」などの問い合わせ文書が届くことが多い。

これらの文書を出す行為は、公権力の行使たる質問検査権行使ではない。 
行政指導は、行政手続法の多くが適用除外されているが、一般の行政指導と税務行

政指導は区分して分析されなければならない。行政指導は、法令施行の円滑化、法令

の補完的機能、権力性の緩和、利害の調整機能、新規施策の実験機能、臨時応急対策

機能などが、その一般機能とされている。 
税務署から届く照会文書などは、質問検査権の行使であると明示され、提出命令と

読み取れる場合は、質問検査権の行使であるが、そうでなければ行政指導と解される。

電話連絡などは、通常税務署職員による単なる内容の確認程度と認められるので、質

問検査権の行使にはあたらない。税務署内の内部調査から、行政指導に繋がっていき、

行政指導で対応できなくなれば、質問検査権の行使になる。机上調査は、質問検査権

の行使ではありえないし、日程調整・文書照会も行政指導の範疇に該当する。 
 

１４ 質問検査の相手方 
質問検査権は、課税要件事実（私法取引）の調査のためになされるのであるから、

納税義務者とその取引相手になされる。税務代理は、民法上の代理と異なり、税理士

業務に関する代理に限定されており、私法上の取引について、代理して報告する権限

はないから、税務代理人に対しては質問検査権の行使はできない。民法上の代理は包

括的なもので、民法上の代理人に対しては、質問検査権の行使ができる。 
 

１５ 調査結果説明手続と適正手続保障（国税通則法７４条の１１第２項及び第３項） 
納税者に対して、調査の終了時において直接、調査結果の内容を説明しなければな

らないことになった（国税通則法７４条の１１第２項）。そして、その内容には、特筆

すべきことであるが、「更正金額」及び「更正の理由」も説明しなければいけないこと

になっている。納税者は、更正金額や更正理由を聞いてから、修正申告を提出するか

どうか判断することになる。憲法３１条が求める適正手続保障は、「不利益の事前通知」

と「弁明の機会の付与」であるが、国税通則法７４条の１１第２項は、これらの憲法

上の適正手続保障を具体的に法文化したもので、行政手続法１３条１項２号の特則を

定めるものである。 
税務調査の立会をなす税務代理人（弁護士・税理士）は、国税通則法７４条の１１

第２項による「調査結果の説明会」において、課税回避、課税軽減の弁明・防禦活動

ができることになった。そして、調査結果の説明の際、同条第３項の修正申告勧奨を

受け、納税義務者と課税庁は、合意によって租税債権を確定する制度が確立された（税

務大學校論叢第９１号作田隆史「国税通則法改正（平成２３年１２月）と税務行政」

参照）。 
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Ⅳ 税務調査と質問検査権 
 

１．行政手続と法律家の関与 

(1) 法律家が関与するべき行政手続 

① 事前照会制度の利用 

私法取引等に行政法がどの様に適用されるかについて、各省庁の事前照会制度を

利用することができる。例えば、国税局の事前照会制度（国税庁ＨＰ参照）があ

る。 

② 処分前の行政手続関与 

イ．申請に対する処分の事前対応 

申請前・後の事前協議及び申請却下や申請棄却処分の回避業務がある。 

ロ．不利益処分の事前対応 

不利益処分前における弁明業務と回避業務がある。 

ハ．行政調査の立会 

行政処分前の事実上の調査に立会業務。 

ニ．質問検査権行使への対応・立会 

正式な質問検査権の行使に対し、応答拒否すれば罰金等の制裁が課せられる。

違法な質問検査権行使の防止をする業務がある。 

ホ．行政指導による調査・資料収集に対する対応 

行政指導による資料収集は、一般に広く実施されている。違法な行政指導を

是正する業務がある。 

③ 処分後の行政手続関与 

イ．不服申立手続代理 

ロ．審判官や審理官による調査立会 

④ 訴訟提起後の行政調査への対応 

行政訴訟提起後も行政調査は実施されている。 

⑤ 執行不停止原則への対応 

確定した租税債権等については、自力執行がなされる。 

(2) 不利益処分が予定される被調査者の弁護 

① 立会権か代理権か弁護権か。 

行政手続において、立会権行使は監視行為（本人に付き添い違法行政の排除をす

る行為）であり、代理権行使は交渉行為（本人に代わって、権利主張する行為）

であり、弁護権行使は人権侵害の排除行為（弁明をなし、不利益処分を回避する）

のニュアンスが強い。 

② 間接強制調査 
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質問検査権行使は、応じるかどうかは任意とされるが、拒否に対し、罰金刑が課

される。殆どの行政調査は第一段階で、行政指導による任意調査が実施され、調

査拒否者に対し、質問検査権行使がなされ流ことになっている。しかし、間接強

制手続が採られることはなく、他の行政制裁（青色申告承認取消や仕入税額控除

否認や簿外経費の否認など）でペナルティーが科される。 

③ 直接強制調査における立会権と面会権 

現状では、刑事事件において、捜査機関による逮捕後の尋問に弁護士の立会は認

められないが、接見する権利は認められている。 

④ 補佐人税理士 

税理士法は、税理士に対し、裁判所において、訴訟代理人と共に出廷する権利を

付与している。原告本人を補佐する制度なのか、訴訟代理人を補佐する制度かに

ついて、争いがある。補佐人選任届を、原告本人名義で裁判所へ出すのか、訴訟

代理人名義で出すのかの問題に連動する。 

⑤ 税務代理と民法の委任代理 

税務代理は、税理士法に定められた狭い範囲の業務代理である。又、税理士法は、

納税者本人に通知等を直接しなければならないとする事項を別途定めている（国

通法７４条の１１参照）。民法の委任契約に基づく代理は、包括的な代理権限の付

与を内容とすることができる。税務代理は限定された税理士業務としてなされる

ものであり、税理士は、質問検査権行使の相手方となりえない。 

(3) 関与すべき行政手続 

法律家が関与するべき租税手続には、下記の通りの段階がある。 

① 事前照会 

② 事前協議 

③ 事前届出・承認手続 

④ 不利益処分前弁明手続 

⑤ 税務調査 

⑥ 税務相談 

⑦ 税務不服申立 

⑧ 税務訴訟 

⑨ 徴収執行 

 

２．行政調査 

(1) 行政機関の行為形式 
行政調査は、行政機関の行為類型あるいは行為形式として分類できる。 
即時強制は、私人の身体、財産への実力行使を認めるものであるが、行政調査は原則

として、拒否に対して、罰則による間接強制が認められるに過ぎない。また、即時強
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制は、直接行政目的を実現する最終行為であるが、質問検査権は、後続する行政処分

などの前提資料を収集する間接的な行政目的に利用される活動である。我が国におい

て、行政調査は間接目的性及び間接強制性が特色的な行為類型として考えられている。

しかし、法廷の間接強制手続が採られておらず、別の行政制裁で対応されている。 
(2) 任意調査（行政指導）優先原則 

行政機関の情報収集活動は、多くの場合被調査者の任意の協力を得て行われ、これは

行政指導による情報収集といえる。しかしながら、間接強制や即時強制（直接強制調

査）としてなされる行政調査もあるが、任意調査が優先されている。 
行政指導は、行政機関が一定の行政目的を達成するため特定者になす指導・勧告・助

言などで、処分に該当しないものである（行政手続法第２条６号）。 
 

 強制執行 事後制裁 

任意調査 × × 

間接強制調査 × ○ 

直接強制調査 ○ × 

 
(3) 行政手続と行政調査 

行政調査は、行政手続の一段階である。行政調査は、行政処分決定の事前手続として

位置づけられる。行政手続法はその第３条第１項１４号において、「報告又は物件の提

出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接目的としてされる処

分及び行政指導」には、第２章から第４章の二までの規定を適用除外としており、行

政手続法の主要部分は行政調査に適用されない。 
(4) 納税義務実現行政指導 

① 行政指導への適用除外 

行政手続法は、行政指導について次の適用除外を定める。 

イ．行手法３条１項１４号（情報収集行政指導への適用除外） 

ロ．行手法４条１項（国の機関に対する行政指導への適用除外） 

ハ．行手法３５条４項の適用除外 

        １号（その場完了行為） 

        ２号（既通知事項） 

② 国通７４条の１４第２項による行政指導への適用除外 

納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導について、国税通則法は、

次の適用除外を定める。 

イ．３５条３項（書面提示） 

ロ．３６条（複数者を対象とする行政指導） 

③ 行手法３条１項１４号（情報収集行政指導） 
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行政手続法は、「情報収集行政指導」には、第２章（５条から１１条）から３章（１

２条から３１条）第４章（３２条から３６条の２）、第４章の２（３６条の３）ま

でを適用しないとする。 

④ 行手法２条６号（一般行政指導） 

行政指導（行手法２条６号）は、行手法と国通法を総合して分類すると、「情報収

集行政指導」と「納税義務実現行政指導」と「その他の行政指導」があることに

なる。 

⑤ 国通７４条の１４第２項（納税者義務実現行政指導） 

「納税義務実現行政指導」については、「行手法３５条３項と３６条を適用しない」

としている。 

⑥ 一般条項 

行手法３２条から３５条１項までの一般条項は、納税義務実現行政指導にも適用

されると解釈されている（税務大学校「国税通則法講本」参照）。 

税務実務では、行政指導の責任者明示（行手法３５条１項）は実行されている。 

(5) 情報収集活動 
行政機関による情報収集活動と行政調査を把握すれば、行政機関が収集した情報の開

示とその制限が問題となる。適切な行政処分は、その前提となる情報の適正性により

保障されるものであり、法治主義にとって不可欠のものといえる。また、行政情報を

法的にコントロールする必要があり、国民の知る権利の保障、また、逆にプライバシ

ーの保護の視点も検討されなければならない。 
(6) 法的統制 

行政調査の法的統制は、違法な行政調査から、調査対象者の権利利益を保護すること

が最大目的でなくてはならない。行政調査を論ずる場合は、その法的根拠、調査の要

件手続、令状主義、調査範囲の合理性などが論じられなければならない。 
(7) 令状主義と強制調査 

行政機関は行政調査を行う場合、任意調査によるべきか強制調査によるべきかの選択

を迫られる。 
現行法は、立入検査の強制手段として、刑罰による間接強制に依拠している。令状に

よる裁判所の許可状を要求する行政調査は、国税犯則調査や違法入国調査などで、極

めて例外的に認められているにすぎない。最高裁判所昭和４７年１１月２２日大法廷

判決は、行政調査手続に令状主義が適用される可能性を認めた。しかし、所得税法上

の質問検査権は、間接強制に留まっているから、総合的に調査の必要性や強制の合理

性を総合的に判断して、令状なき質問検査権の行使を合憲であると判示した。我が国

においては、判例は現在のところ、刑事手続と強い一時的関連性がある場合のみ令状

主義の適用を限定適用する立場である。我が国において、税務調査に令状が不要とす

る根拠は、強制手段が間接強制に留まっているからである。 
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(8) 違法な調査命令の救済方法 
強制立入検査に対しては、権力的事実行為として調査実施の差止を求める無名抗告訴

訟が考えられる。証人出頭命令や文書提出命令は、かかる命令は行政行為と一般的に

は考えられており、取消訴訟の対象としての行政処分取消訴訟が可能と考えられる。

ただし、静岡地裁昭和５６年１２月４日判決は、拒否に対する罰則を科す刑事手続で、

調査の違法性を争えるから、調査対象者の裁判を受ける権利は保障されているとし、

取消訴訟を不適法と判示した。 
(9) 間接強制の質問検査について 

間接強制の質問検査の適法性を争う場合、拒否罪の成立を争う刑事訴訟で行うのが原

則である。税務調査の拒否に対しては、刑罰による間接強制に留まるのであるから、

違法調査は拒否すればよいのであって、プライバシーの利益が直ちに損なわれるわけ

ではない。しかし、間接強制の場合も、質問検査命令に対して刑罰により強制される

から取消訴訟を認めてよいのではないかと考えられる。 
 

３．質問検査権行使の要件 

(1) 質問検査権行使の法的性格 

「行政行為は、国民の権利・義務を形成し、その範囲を確定する行為」であり（最高

裁判所平成２１年１１月２６日横浜市立保育園廃止事件判決）、質問検査権行使は、そ

れ自体で国民の権利・義務を形成するものではなく、事実行為とされている。 

(2) 行政指導による資料収集 

質問検査権行使による資料収集は、行政指導による資料収集とは区別されている。税

務調査は、質問検査権の行使とされ、必要性要件と合理性要件があるので、質問検査

権行使ではなく、行政指導による資料収集が行われる傾向にある。行政指導による資

料提出要請が優先されている。 

(3) 質問検査権行使拒否と制裁 

質問検査権行使の拒否は、重大な不利益が予定されることがある。罰金賦課や懲役刑

の科刑のみならず、消費税法上、仕入税額控除の否認がなされ、所得税法や法人税法

上、青色申告承認の取消などがなされる。国税通則法７４条の９は、税務署長による

事前通知を必要としている。 

(4) 質問検査権行使と行政指導調査 

国税庁は、国税調査通達を発し、税務調査と行政指導による調査を区別しており、前

者は質問検査権の行使であると説明している。税務署による調査には、更正処分等を

予定しない一般調査もある。又、行政指導による証拠収集も実施されている。企業活

動の国際化に伴い、条約により外国政府に対する調査要請も行われる（ジュリスト租

税判例百選第７版第７８事件、東京地裁平成２９年２月１７日判決参照）。 

(5) 報告提出命令と実地調査開始通知 

58/89



26 
 

報告を求める調査と現場等に臨場する実地調査の二種類があり、根拠条文が異なるこ

とがある。「長野地裁平成２３年４月１日判決」は、報告要請の根拠条文を提示して、

実地調査開始通知をするのは違法であるとした。実地調査の日程調整要請は、行政指

導とされており、この拒否に対して、不利益を科してはいけない（国税調査通達「調

査の意義」、行政手続法３２条２項）。 

 

 

Ⅴ 税務調査における和解 

 

税務調査において発生した租税事件は、９９％協議・和解によって終結している。従って、

税務調査における弁護について、最も重要な手続は、調査結果説明会における協議・和解

である。 

 

第１ 租税法における行政裁量処分の取消について 

 
１ 課税要件明確主義について 

不確定概念と行政裁量は区別される概念である。ドイツ公法学においては、要件裁量

について行政裁量は認められず、効果裁量のみが認められている。我国租税法学にお

いても、課税処分に対して、要件裁量を否定する考え方が有力である。金子宏（租税

法・弘文堂）は、不確定法概念を二種に分け、租税法規には終局目的ないし価値概念

を内容とする不確定概念と、中間目的ないし経験概念を内容とする不確定概念の二種

があるとする。経験概念を内容とする不確定概念は、一見不明確に見えても、法の趣

旨・目的に照らして、その意義を明確にできるものであるとし、租税行政庁に自由裁

量を認めるものではなく、その具体的な内容を解明することは法の解釈の問題である

と述べる。かかる考え方は、要件裁量を租税法領域において否定する学説である。 
 

２ 行政事件訴訟法３０条 
我国の行政事件訴訟法３０条は、行政庁の裁量行使に逸脱または濫用があれば、裁判

所が行政庁の裁量権行使を違法として、行政行為を取消し得ると規定している。この

条文が行政裁量の適法性を裁判所が判断し得るという意味において、行政行為には自

由裁量が存在し得ないと言える。ドイツ財政裁判所法第１０２条は、「財政裁判所は、

行政行為または行政行為の拒絶もしくは不作為が、裁量の法律上の限界を超え、また

は、裁量が事件の目的に相応しない方法で用いられたために、違法であるか否かにつ

いても審査できる」としている。裁量に基づく行政行為については、憲法上の限界か

ら逸脱してはならず、また、平等原則違反や比例原則違反があれば、当該行政行為は、

裁量の逸脱、または、裁量の濫用にあたると考えられる。 
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３ 行政裁量行為の審査 

行政裁量行為は、憲法に基づく権利保護、及び一般的平等原則、及び比例原則に違反

してはならず、当然に裁量権の行使の限界が存在すると言わなければならない。すべ

ての行政行為は、裁判的統制を免れ得ないとするのが、法治国家の原理にかなうもの

である。また、法律による行政の原理を前提とすれば、行政事件訴訟法３０条の規定

からもうかがえるように、租税法においては、少なくとも行政裁量（自由裁量もしく

は便宜裁量）はあり得ないと言えよう。 
 

４ 国税通則法第７４条の２第１項と租税手続の裁量 
質問検査権の行使について、国税通則法第７４条の２第１項は、細かく定めるが、税

務行政庁に裁量を認めている表現を使っている。税務調査において協議和解が許され

るかは、当該条文の問題として捉えることもできる。 
税務調査において、行政裁量が存在するとしても、法規裁量であるから、すべて司法

審査が及ぶと言わなければならない。 
帳簿提示の拒否に対し、仕入税額控除を否認して莫大な制裁的課税をするのであれば、

期限を定めて帳簿提示の事前催告をしなければ、裁量権の乱用逸脱というべきであろ

う。 
 

５ 国税通則法７４条の１１第２項及び３項 
調査結果の説明義務（第２項）と修正申告の勧奨条項（第３項）が規定され、租税債

権が合意によって確定されることが、明文によって制度化された。 
 
 
第２ 租税争訟における協議・和解方式による紛争解決(和解で正義を実現できるか) 

 

１．経済界と行政のインフォーマル関係 

アメリカのサブプライムローンの破綻問題や、我が国の原子力行政の談合構造問題を

みると、企業は不公正な取引によって利益を独占しようと行動し、放置すれば自由な

市場経済の発展が阻害、かつ多くの国民の財産や健康に重大な損害を与えることがあ

る。企業の経済活動は、行政に対し、インフォーマルな行政活動を求め、行政もこれ

に呼応し、天下りなどによって省益を確保する。 
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 福島原子力発電所の放射能漏洩事故は、東電が実質的に政府経営会社であり、多様な

発電方法の必要性や原子力発電所の大きな危険性について国民が気づく起点となった。

先進諸外国では、風力発電、太陽光発電、地熱発電など、地球環境保護に適合する多

様な発電方法の研究が進行しているが、我が国の経産省や電力会社は、日本でこれら

の研究開発が行われることを妨げてきたと指摘されている。監視する側の原子力安全

保安院が東電と一体となって活動し、我が国の原子力行政に問題があることが明らか

となった。 

自由な経済社会において、不公正な取引や違法取引を規制することは必要であるが、

更に監視行政機関を監視する民間団体が必要である。 

 

２．行政の私法的運営と司法 

① 行政国家から司法国家への移行 

個人主義や自由主義が尊重される社会では、命令・強制ではなく、説得と指示に基

づく法適用が優先され、被処分者が同意する執行が要請される。このようなルール

社会化は、行政国家から司法国家への移行を促す。行政の私法的運営は市民の自己

責任の原則を基本とする。 

② 裁判の非訟化 

個人の権利が強く、意識される社会では、司法は、白黒いずれかで解決するよりも、

それぞれの立場を公平に勘案し、妥協的・調和的な解決が求められ、諸利益を調整

することが求められる。司法は、権利救済の制度のみならず、利益調整の役割も求

められ、したがって、裁判の非訟化は不可避である。 

③ 司法の公正性の確保 

司法は、公正性の確保が核心であり、独立性と中立性が求められる。司法を公正に

判断させるには、裁判官の配置について政治的バランスが必要である。裁判報道に

よる司法批判も司法の公正性を確保する観点から必要且つ重要である。法律家の徳

性は「協議をなして相手方の主張を聞くこと」である。憲法８２条も「対審・公開・

判決」を保障しており、紛争解決の核心的方法の一つに「対審」を挙げている。こ

れは、協議や議論をなして相手方の主張を聞くことによって、真実を解明すること

が可能となり、具体的事件における妥当な解決の条件を発見できるからである。 

 

３．利益調整型司法と客観訴訟 

経済界 談合 インフォーマルな形式の行政スタイル 

行政が呼応 天下りと省益確保 
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① 私権保護と公益実現 

紛争の事後的解決として、オールオアナッシング型の判断は必ずしも妥当な解決を

生まない。司法の範囲の要素として、私権保護だけを強調するのは、最早、社会に

おける紛争解決の需要に合致しない。民事訴訟の目的は、私人の権利保護のみなら

ず、公益実現（紛争解決や法的秩序の維持など）も含むとされている。 

② 資源配分の機能と配分的正義 

紛争当事者間の公平な利害調整をなすことが必要である。交換的正義のみならず、

資源配分的な法に関する争訟が多発している。民事訴訟は、第一義的には私権保護

を目的とするが、公益を配慮した判断も求められ、この点は行政訴訟と変わらない。 

③ 協議と議論 

当事者と裁判官との間で展開される相互作用的な協働活動の所産や議論を経て形

成される合意に基づく結論が重要である。協議と議論は、真実発見や具体的妥当な

解決に極めて有用であり、法律家の徳性は、他人の意見を聞くことであると云えよ

う。憲法８２条は、国民に対し、「対審」裁判を保証しており、行政手続法１３条

は、不利益処分をしようとする場合、聴聞と弁明の機会を付与することを求めてい

る。 

④ 価値判断と利益調整 

客観訴訟とは、個人の権利利益の保護を目的とするのではなく、客観的な法秩序の

適正維持を目的とする行政訴訟である。諸利益の再調整を図るには、客観訴訟が有

用である。公益判断とは利益調整であり、主観訴訟型紛争処理よりも客観訴訟型紛

争処理の方が、多様な利害を調整できる。個人主義が尊重される社会では、前提問

題に価値判断が必要となる訴訟が増加する。たとえばアメリカにおける代理母の親

権が問題とされた事件などである。又、権利義務関係の存否も公序の最終審査が求

められる訴訟も増加している。 

 

 

４．行政ＡＤＲと専門訴訟及び客観訴訟 

① 行政ＡＤＲの優位性 

訴訟は、一方当事者にとって全面敗訴の場合はゼロサムであるが、行政ＡＤＲは当

事者双方にプラスをもたらすことができる。 

又、専門家の関与により専門的紛争処理機能を持たせることができる。 

ルールの解釈問題を解決する必要性がある場合には、訴訟よりも行政ＡＤＲが優る。 

行政の説明責任が求められるが、行政ＡＤＲでそれが補充可能である。 

個別事件における具体的妥当性は、判決手続よりも行政ＡＤＲが優る。 

最終審査問題 後続問題 前提問題 

価値判断 権利・義務存否確認 公序 
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協議・調停・仲裁などの手続では、紛争の個性を配慮した解決が可能である。 

② 法の支配と専門性 

法の支配は、専門技術性が求められる領域や迅速性が求められるところでは無力で

ある。裁判官の供給源は一般的に硬直的であるが、行政ＡＤＲでは、専門家の審理

員を関与させることが比較的容易である。 

③ 協議と和解 

行政ＡＤＲは、地方分権推進の政策論争にも使われている。国地方係争処理委員会

の運営は、国と地方間の協議を求めることが優先されており、弾力的な解決が期待

できる。判決や裁決以外の解決方法（調停・和解など）の優先性の核心は、「協議」

であり、協議によって相互に具体的妥当性を確保できる和解のラインを発見できる

ことになる。 

④ 内部基準と行政ＡＤＲ 

情報公開・行政手続・ノーアクションレターにより、行政の内部基準が公開される。

行政の内部基準を争う場として行政ＡＤＲが適当である。行政ＡＤＲでは、審理の

対象について、処分性要件を求めず、そこでは、法的紛争であれば、解決の必要性

があるとされる。 

 

５．不確定要件 

① 法律要件 

税率などは確定的法律要件であるが、不確定な法律要件もある。その法律の及ぶ法

律効果の範囲は、法律の趣旨・目的を考慮して決定される。 

② 事実要件 

評価的事実（乗用自動車・匿名組合・配当・不動産・倉庫など）については、その

意味内容について借用概念・固定概念に分けて、事実認定がなされる。評価的事実

の意味については、当該法律の趣旨・目的、及び、借用概念の場合は、他の法領域

において使われている意味などを総合して判定される。 

③ 裁量審査基準（ソフトローの明確化） 

裁量審査基準を明確にしなければ、恣意的行政・恣意的司法となってしまうから、

以下のような公正基準を明確化することが必要である。 

イ．行政裁量や司法裁量に自由裁量はなく、全て法規裁量であると考えること。 

ロ．平等原則・比例原則に適合すること。 

ハ．重要な事実・重要な証拠の考慮をなすこと。 

ニ．法的保護に値する利益の発見と考慮をなすこと。 

ホ．侵害法によって達するべき目的及び公益を明確化すること。 

ヘ．社会通念・条理に適合すること。 

ト．費用便益基準に適合すること 
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チ．企業の倫理基準に適合すること 

リ．公正処理基準に適合すること 

④ 裁判の法創造活動 

裁判所は法解釈の名の下に法創造活動を行っている。不確定な要件が法律の中に定

められている場合、上記裁量審査基準に従い、具体的妥当なルールを裁判所が創造

することになる。 

⑤ 考慮要素と判断基準 

裁量基準は、考慮要素と同視されることが多いが、当該考慮要素をどのように勘案

するかの判断基準（ポイント制など）が別途必要である。考慮要素と判断基準が公

正の基準の必要要件といえる。 

 

６．ソフトローと協議・和解 

ソフトローとは、法的な強制力がないにもかかわらず、現実の経済社会において国や

企業が何らかの拘束感を持って従っている規範を指す。例えば、次のものがある。 

① 企業会計基準 

② 行政実務における通達・ガイドライン・事務取扱要領など 

③ 社会通念・条理・経験則など 

紛争当事者が第三者機関をはさみ、協議を充分なした上で、上記ソフトローを勘案し、

判決を予想して和解をなす場合、行政ＡＤＲが訴訟より優ると云えよう。 

①は、課税権を有する国ではなく、民間団体が制定すべきとするのが先進国における

公準とされる。②は、法律解釈として制定されるもの多い。 

 

７．協議・和解型解決方式と判決解決方式のいずれが公正か。 

① 訴訟の八百長性 

濱秀和元裁判官によると、我が国の行政訴訟の８０％は八百長で、中東の笛である

と云う（「自由と正義」平成２１年１０月号濱秀和氏議演録参照）。行政訴訟判決の

多くが、八百長と云うのであるから、判決が常に公正なものとは限らない。 

② ドイツ行政裁判所法１０６条 

ドイツ行政裁判所法１０６条は、協議と和解の手続を法定し、判決以外の紛争解決

方法を優先している。 

③ 不確定性の除去と協議和解 

民事訴訟においても、意味なく私権を放棄する私人はいない。法の不確実性を補充

するためには、公正な解決基準が必要であり、行政争訟においても、協議和解制度

が必要である。協議・和解の手続では公益追及をなしえないと考えるのは誤りであ

る。 

④ 和解条件と公正基準の制定 
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我が国において、行政不服審査法４３条や国税通則法１０２条は、不服審査機関の

なした裁決の拘束力を法定している。行政ＡＤＲにおいて成立した和解についても、

同一基準の通達を制定するなどして公正な基準を作れば、類似事件の国民を救済す

ることができよう。 

 

８．審理解決方式と審判解決方式 

① 紛争解決方式 

紛争解決方式として、第三者機関を関与させるのに、協議・和解を重視するものと、

厳格な証拠による真実発見を重視するものがある。前者は簡易迅速な解決を可能と

するもので、「審理方式」と呼び、後者は「審判方式」と云う。いずれの場合でも、

審理官や審判官が公正・中立な立場を維持できるのであれば、具体的妥当な、且つ、

迅速な解決をなすためには、前者の方が優っている。 

国税庁は、数年前から、審理部を東京・大阪などの大都市において設置し、不服申

立事件などの処理を担当させているが、審理官を課税庁から独立したポストとなし

うるのであれば、迅速な違法課税の是正に寄与することになろう。審理方式におい

て、協議と和解の手続を法定し、行政に再考させる機会を付与すれば、多くの権利

救済を迅速に実現することができよう。 

② 課税処分と和解 

法律が国民の権利の確定について、行政処分方式を採用している場合、行政庁が協

議・和解をなすときの和解条項の主たる内容を、新たな行政処分を発令することに

よってＩＲＳ不服審査部は、合意による更正処分の発令方式を採用している。そう

すれば、合法性原則と調和させることができよう。 

 

９．法律問題と事実問題 

① 課税要件 

租税法の課税要件には、法律要件と事実要件があるが、これに対応して法解釈問題

と事実認定問題は一応区分できる。しかし、法解釈問題と事実認定問題の区分は、

その境界が明確でない。 

② 評価的事実 

評価的事実については、法解釈と同様の価値判断が必要である。例えば、「住所」

などである。 

③ 法解釈と和解 

法解釈についても、関係する事実を証明する資料が必要である場合もある。例えば、

「住所」の概念について、借用概念として、これを生活の本拠であると解したとし

ても、その所在を決定するためには客観的事実（配偶者の所在、財産の所在など）

や主観的事実（帰国の意思、租税回避の目的）を証明する資料を総合して判定され
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ている。法律問題と事実問題は密接に関連しており、法的判断は、事実に法を適用

する作用であるから、事実を前提とする。法概念もつまるところ、一般的事実を前

提とする経験則によって、その範囲を画されている。ドイツ連邦行政手続法５５条

は、「事実又は法律の不確実性についてその不確実性を除去するため、国民と行政

庁間において、公法上の和解契約を締結することができる」としている。法解釈に

ついても、和解契約が可能としていることは参考となろう。 

 

１０． 和解の形式 

課税当局と納税者間の和解には、事実上の和解（合意文書が作成されないもの）と法

律上の和解（合意文書が作成されるもの）がある。我が国では、不服申立の前に修正

申告内容について予め合意した上で、納税者が修正申告することで事実上の和解が多

く行われている。また、審査請求手続中にも、納税者が申立や請求を取下げ、課税当

局が減額更正する形式で和解が行われることがある。 

また、租税訴訟手続中にも納税者が訴えを取下げ、課税庁が減額更正処分をなす形式

で、事実上の和解がなされることもある。東京都銀行税条例事件では、訴訟外で和解

契約が締結された後に、最高裁判所において訴訟上の和解がなされた。秋田市健康保

険税条例事件では、別訴が係属する地方裁判所で和解がなされ、本訴は、最高裁判所

において、訴えの取り下げがなされた。 

 

１１． 不当性と違法性 

① 行政不服審査法１条は、不服申立手続において、課税処分の不当性を理由に職権取

消をなすことができるとしている。租税に関する処分は、すべて覊束行為か又は覊

束裁量であるとすれば、不当な課税処分はないことになる。 

② 所得税法１５７条等は、同族会社の行為計算で「税負担の不当減少」させる行為を

否認できるとしている。租税回避行為（脱税行為ではなく、租税回避を企図した行

為）のうち不当行為のみ否認するのが、行為計算否認規定である。 

③ 課税要件事実を実質主義によって否認する場合、取引自体を通謀虚偽表示による仮

装取引と認定したならば、かかる仮装行為は租税回避行為ではない。 

④ 同族会社の行為計算否認規定における不当性の判定基準は、否認対象行為に基づく

税額と経済的実質に基づく税額との差額によって判定するとされている（昭和３６

年７月税制調査会答申）。一般には、経済的実質（客観基準）と事業目的（主観的

基準）の両方から判定されており、純経済人の行為として、不合理であるかどうか

の観点で判定されるべきであろう。比較基準としては、独立当事者間で形成される

客観的時価を基準とするべきである。 

⑤ 上記行為計算否認規定において、不当性の判定は、違法性の判定ではなく、客観的

時価による税差額による判定である。しかし、課税庁がこの不当性の判定を誤った
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場合、これに基づいてなされた更正処分は違法となる。 

⑥ 違法性の判定は、法令違反の有無によって行われており、行為計算否認規定におけ

る不当性要件はあくまで課税要件であり、証拠に基づいて立証される「税差額の有

無」という事実認定要件と云えよう。 

⑦ 課税庁の行為にも違法行為と不当行為が存在するとしても、それらの中に課税処分

の取消・無効事由となるものとそうでないものがある。違法行為と不当行為は、覊

束行為と裁量行為に対応する概念であるが、いずれも法律行為の瑕疵であるが、取

消無効事由となるかは、瑕疵の重大性・明白性を基準に判定されている。課税処分

には、自由裁量がなく、覊束裁量しかないとすれば、不当処分はなく、違法な課税

処分と適法な課税処分しかない。違法な課税処分のうち、取消・無効事由となる瑕

疵を有するものとそうでないものがあることになろう。 

⑧ 偽り不正の申告をなした場合でも、軽微な場合、青色申告の承認は取消されないこ

とになっている。かかる軽微な場合に青色申告承認を取消したら不当処分と云えよ

う。不当行為については、行政ＡＤＲが救済方法として最も適合する。 

 

１２． 国税通則法７４条の１１第２項及び第３項 

 平成２３年国税通則法は、第７章の２「国税の調査」を新たに追加した。同法７４

条の１１第２項は、調査結果説明義務を定め、同条第３項は説明会において、納税申

告の勧奨をなすことができるとしている。これは、調査官と納税義務者間において、「合

意による租税債権確定制度」が確立されたといえる（税大論叢９１号作田隆史「平成

２３年国税通則法改正解説」参照） 

 
 
（参考文献） 

① 日弁連機関誌『自由と正義』平成２１年１０月号 濱秀和元裁判官講演録 

② ＪＬＦＮＥＷＳ第４８号６頁「交渉で正義は教えられないか」大阪大学教授 野村

英明 

③ 信山社発行「和解技術論（第２版）」学習院大学教授 草野芳郎 

④ 第二東京弁護士会仲裁センター（第二東京弁護士会ホームページ） 

⑤ 立教大学観光ＡＤＲセンター（http://www.rikkyo.ac.jp/） 

⑥ 日本行政書士連合会ＡＤＲ機関（同会ホームページ） 

⑦ 日本弁護士連合会紛争解決（ＡＤＲ）センター（日弁連ホームページ） 

⑧ 税大論叢９１号作田隆史「国税通則法平成２３年改正解説」 

 
 
Ⅵ アミカス・ブリーフ委員会 
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１．第三者情報提供制度 

アミカスキュリィ（amicus curiae）は、英米法系の裁判所における、「立法事実の適

正な認定の担保」、及び「裁判所による認定の正統性確保」に寄与する制度である。ア

ミカスキュリィは、「裁判所の友」と訳される。アミカスキュリィは、「裁判所に係属す

る事件について裁判所に情報または意見を提出する第三者」のことで、「第三者情報提

供制度」である。アメリカやカナダのみならず、大陸法系のドイツおよびフランスでも、

憲法裁判や公共的争点を含む訴訟について、アミカスキュリィ、あるいは、第三者情報

提供制度が活用されている。 

 

２．立法事実と司法事実 

立法事実とは、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般

的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的な事実」をいう。司法事実は、

「誰が、何を、どこで、いつ、いかに、いかなる動機・意図で行ったか、という直接の

当事者に関する事実」である。司法事実は、「特定の事件の中で発生した特定の事実で、

裁判所によって訴訟上認定される事実」のことであるが、立法事実は法律の基礎にある

合理性を証明する事実である。 

 

３．アミカスキュリィの必要性 

時の経過により、制定時には合憲であった法律が違憲となる可能性がある。 

アメリカやカナダの英米法系国だけでなく、憲法裁判所型をとるドイツおよびフラン

スでも、アミカスキュリィに類似する「専門知識のある第三者」による情報提供制度が

ある。 

「裁判をする場合に資料不足で裁判所が大いに困る。」 

法律問題のみであれば、理論上当事者の主張に制約はされないものの、それで当事者

が主張していない法律解釈を採用して結論を出すことには、それをめぐって当事者間で

議論がないまま判断することになる。 

立法事実そのものではなくて、それに関する国民の意識とか、もっと広い層からの意

見や情報や新しい法改正のときのパブリックコメントのようなものも収集したいと裁

判所が思うこともある。 

当事者以外の第三者からの意見を聴取することが良い結果をもたらすような事案は

少なくない。 

 

４．諸外国の例 

① アミカスキュリィは、英米法由来のものである。しかし、現在は、大陸法系の憲

法裁判所で、即ち、ドイツ連邦憲法裁判所及びフランス憲法院においても、アミカ
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スキュリィと同様の機能を持つ手続が採用されている。 

② アメリカ 

連邦及び州のいずれの裁判所においても認められている。カナダではアメリカと

同様、連邦及び州の裁判所で第三者の訴訟参加が認められている。 

③ カナダ 

アミカスキュリィよりも訴訟参加という言い回しが多い。 

憲法裁判所法 26 条は「連邦憲法裁判所は、真実究明のため必要な証拠を取り調

べる」と規定している。 

1998年の連邦憲法裁判所法改正により、「連邦憲法裁判所は、専門的知識を有す

る第三者に意見表明の機会を与えることができる」（同法 27a条）と明文化される。 

④ フランス 

行政裁判におけるアミカスキュリィの活用が 2010 の行政訴訟法典改正で実現し、

さらに、「司法裁判所にアミカスキュリィを法廷に参加させることは、2016年の司

法組織法改正で明文化された。2008 年の憲法改正で導入された事後審査制は、当

事者に直接憲法院に異議を申立てることを認めず、司法系統の頂点にある破毀院か、

行政裁判所系の頂点にあるコンセイユ・デタを経由する仕組みを採用している。事

後審査制における第三者の参加については、2010 年の憲法院内部規則の改正によ

って手続が整備された。 

 

５．アミカス・ブリーフの提出権者 

政府機関だけでなく、団体や個人も情報提供を行っている。「アミカスキュリィとな

る私的な主体としては、アメリカ自由人権協会などいわゆる利益団体が多くなってきて

いる。 

政府機関等の「公的アミカスキュリィ」の意見提出に制約は見られない。問題はそれ

以外の「第三者」である。アメリカにおいては、「合衆国や州などの公的な主体ではな

く私的な主体がアミカス・ブリーフを提出するためには、両当事者の合意が必要であり、

同意が得られない場合には合衆国最高裁の許可が必要となる。 

ほとんどの提出許可の申立てが認められている。 

「手続の公正、中立性の保障が損なわれるおそれ」および「当事者主義や弁論主義に

反するおそれ」の課題を克服しなければならない。 

 

６．訴訟参加制度 

① カナダでは、裁判所が「事案に利害・関心をもつ当事者以外の者の訴訟参 加を

許可する」私人の訴訟参加制度がある。「特に、制定法の合憲性が争われている事

案では、判決は当事者以外の者に影響を及ぼしうるため、多くの訴訟参加が認めら

れやすい。 
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② フランス憲法院の場合、事後審査制における第三者の参加については、「特別の

利益を有するとの主張に理由のある者」について、「報告担当裁判官」が訴訟参加

を許可する。当事者の同意は不要とされている。 

訴訟当事者の同意を要件とするのはアメリカ連邦最高裁判所にみられるだけで、

同意がなくとも連邦最高裁判所の許可があればアミカス・ブリーフの提出は認めら

れる。他の国では、第三者の意見表明は、最高裁判所あるいは憲法裁判所・憲法院

の裁量に委ねられている。 

③ ドイツ連邦憲法裁判所における「専門知識のある第三者」（連邦憲法裁判所 27a

条）として、連邦議会、連邦参議院、連邦政府、そしてラント議会及びラント政府、

さらに連邦や州の憲法機関等に「特別の見解表明権」が与えられている。これらは

アメリカにおける「公的アミカス」に準ずるものである。 

比例原則及び平等原則による法律審査のため、あるいは、規範の構成要件上の前

提を明らかにするため、あるいは社会的、政治的、文化的、及び経済的データの入

手が必要な場合、古典的な証拠調べは適切ではなく、27a条に基づく第三者の意見

聴取が必要である。 

 

７．公共的争点を含む訴訟 

「第三者」の意見について、当事者に反論の機会を付与されることが必要である。 

立法事実は、その後の事件に適用され、あるいは影響を与える判例法や先例の形成の

合理的根拠となりうるものであるから、当該訴訟の当事者の処分権の外にあるというべ

きで、立法事実については、当事者の自白の拘束力は否定される。 

公共的争点は、既存の法律構成要件との関係が存在しないか、または希薄である。法

規の憲法適合性においては、当該実体法規自体の効力がそもそも審査対象とされるので

あるから、「既存の構成要件上の事実について、当事者間で存在・不存在について二元

的立場から争われることを前提」とする弁論主義では、本来取り上げるべき公共的争点

が抜け落ちることがある。 

立法事実が特に議論の対象となるのは、事実であるにもかかわらず、法適用の対象で

はなく、むしろ適用されるべき法の内容・解釈にかかわる性質をもつためである。立法

事実も、第一次的には、当事者による証明に委ねられるが、通常の事実と異なり、弁論

主義の適用が制限され、自白の拘束力も排除される。弁論主義の適用が制限されること

で裁判所が「適宜の方法」で証拠収集する途が許容される。 

アミカスキュリィではなく、アドヴァーサリー・システムも存在する。 

我が国における裁判所調査官は、裁判所法 57 条に基づき、知的財産及び租税事件に

限って設置されている。 

 

８．第三者の訴訟関与 
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アミカスキュリィは、当事者以外の第三者の訴訟関与のシステムである。 

アドヴァーサリー・システムは、裁判所が「社会的な広がりをもった事実であってか

つ専門技術的な内容を有する事実（立法事実）」を、両当事者だけから収集することは

著しく困難であるとして、専門家の意見を求める制度である。 

公共的争点を含む訴訟、とりわけ憲法裁判において、「立法事実」についてアミカス

キュリィを導入することは、弁論主義の限界を克服するものである。 

アドヴァーサリー・システムでは、訴訟当事者の同意を要件とすることになる。しか

し、公的側面を含む訴訟は、当事者に限定されることはなく、訴訟当事者の同意は、ア

メリカ連邦最高裁判所を除き、カナダ最高裁判所、ドイツ連邦憲法裁判所、そしてフラ

ンス憲法院では、第三者の意見提供を利用するにあたって、アミカスキュリィの要件と

はされていない。 

 

９．情報等を提供できる者の範囲 

第三者の自主的参加に基づく場合、団体個人を問わず制限は必要ない。 

「潜在的当事者」の存在は、および客観的憲法秩序への配慮という憲法裁判のもつ特

性から出てくるものである。わが国で導入する場合も、訴訟当事者の同意を要件とする

べきではない。 

第三者が提供した情報に対し、当事者には反論の機会が保障されなければならず、こ

れは、裁判を受ける権利からも要請されるものである。 

憲法裁判所型か司法裁判所型かを越えて、憲法裁判と公共争点を含む訴訟にとってア

ミカスキュリィおよび第三者情報の活用が不可欠といえよう。 

 

１０．知財事件とアミカスキュリィ 

特許権侵害事件（知財高判平 24.1.27判時 2144号 51頁）で、知的財産高等裁判所が

我が国で初めて「アミカスキュリィ」を導入した。 

裁判所が、質が高く、信頼される判断をするためには、一般ユーザー、同一製品を扱

う競合他社、他の分野の製品を扱う企業、研究者、公的団体等からの幅広い意見を聴く

ことが必要となる（最判平 27.6.5民集 69巻 4号 700 頁）。 

この観点は、社会的に影響が大きい憲法訴訟や公益訴訟にも共通する。 

 

１１．ＡＬＳ患者選挙権事件 

「ＡＬＳ患者選挙権国家賠償請求訴訟」（東京地判平 14.11.28判タ 1114号 93頁）に

おいて、「外国の投票制度についての情報をどう収集するか」が問題となった。在外公

館に対する調査嘱託（民訴 186 条）を行う等して、12 か国の投票制度を参考とするこ

とができた。 

多様な当事者や多様な見解、多様な利害が裁判手続に参加することを可能にすること
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によって、裁判手続の民主的正統性を高める機能を果たすことができる。 

 

 

１２．アミカス・ブリーフ 

① アミカス・ブリーフとは、裁判所に対して、第三者（アミカスキュリィ）が有用な

意見や資料を提出する制度である。 

アミカスキュリィの起源は、英国に遡るが、アメリカ合衆国は英国法を継受して、

合衆国連邦最高裁に係属する９５％以上は、第三者から意見書が提出されている。 

② アミカス・ブリーフの内容について 

アミカス・ブリーフは、弁護士、学者、企業、業界団体、行政機関など特段の制限

が無く提出がされている。いずれかの当事者を支持するものもあれば、中立的な立

場からの情報提供もある。アミカス・ブリーフ提出の根拠は、アメリカ合衆国最高

裁規則ルール 37、連邦控訴手続規則のルール 29及び連邦巡回控訴裁判所規則のル

ール 29 などに根拠規定がある。当事者の同意がない場合があっても、裁判所から

要求または許可があった場合、アミカスキュリィが連邦訟務官や行政機関である場

合には提出できる旨の規定がある。連邦巡回控訴裁判所規則は、当事者の書面によ

る同意または裁判所の許可を得れば、アミカスキュリィはアミカス・ブリーフを提

出することができるとされている。また、連邦政府や州など特定のアミカスキュリ

ィは、当事者の同意または裁判所の許可なしに、アミカス・ブリーフの提出を可能

とされている。 

③ アミカス・ブリーフの効用 

専門的知識が裁判所に提供されることが期待され、また、判決によって影響を受け

るものが何らかの形で訴訟参加が可能となる。また、社会的利益を法形成に反映す

ることも可能である。 

 

１３．特許事件における活用 

特許事件においても、アミカス・ブリーフが利用されている。 

① ａｐｐｌｅ対サムソン事件知財高裁平成 26年 5月 16日判決 

争点について国際的観点から技術開発から技術の活用のあり方、企業活動、社会

生活などに与える影響が大きいことに鑑み、意見募集が行われた。裁判所と両当事

者は、意見書の送付を受付し、提出された意見書を書証として裁判所に提出するこ

とが合意された。世界８か国から、合計 58 通の意見が寄せられ、適正な判断を示

すための貴重かつ有益な資料が収集できた。また、最判平成 27 年 6 月 5 日、プロ

ダクト・バイ・プロセス・クレーム事件について、当事者以外の第三者から意見聴

取することが望ましいとの意見が、元知財高裁所長であった飯村俊明弁護士から表

明されている。 
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② 特許法 180条の 2 

特許法 180条の 2第１項は、裁判所が 179 条但書に規定する訴えの提起があった

ときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項

について、意見を求めることができるとの規定がある。実際に、知財高裁平成 18

年 11 月 29日判決ひよこ立体商標事件、知財高裁平成 24年 1月 27日プラバス事件

控訴事件判決について、実際に意見が求められた。 

 

１４．法務大臣権限法第４条 

法務大臣権限法 4条によると、法務大臣は、国の利害、公共の福祉に重大な関係があ

る訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、また、その指

定する担当部の職員に意見を述べさせることができるとされている。 

 

１５．独禁法 84条（公取委の意見書） 

独禁法 25 条の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は公正

取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によって生じた損害の額について意見を述

べることができるものとする（独禁法 84 条 1 項）。前項の規定は、25 条の規定による

損害賠償の請求が相殺のために、裁判上主張された場合にこれを準用する（独禁法 84

条 2項）。 

 

１６．民事訴訟法 186条（調査嘱託） 

調査嘱託の規定であり、裁判所は官庁もしくは公署、外国の官庁もしくは公署または

学校、商工会議所、取引所、その他の団体に嘱託することができる。 

上記 13～16記載の制度は、いずれも第三者から広く意見を求める制度ではない。 

 

１７．日本弁理士会アミカス・ブリーフ委員会 

日本弁理士会は、平成 23年度、アミカス・ブリーフ委員会を設置した。 

同委員会は、その後、アミカス・ブリーフを作成し、意見書として公開している。 

日本弁理士会は、民事訴訟法 310条の 2を改正し、知財高裁大合議部継続の事件に限

り、日本版アミカス・ブリーフ制度を正面から導入するような立法措置を講じることが

望ましいとの意見書を作成し、公表している。 

日本版のアミカス・ブリーフ制度は、知財高裁事件や公共的利益が争点となる訴訟事

件において、利用する必要性がある。 

 
 
Ⅶ 租税訴訟学会の役割 
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 ロシアによるウクライナへの侵略があり、国際連合を頂点とする法の支配の仕組みは大

きく揺らぐところとなった。資源も軍隊もない我国は、世界において全く存在価値がない

ことが強く認識された。日本は、今後、軍備で外国と交渉するのではなく、正義ある国家

として、外交交渉力を増大する必要がある。日本が諸外国から信頼されて生きる道は、「公

正な民主主義国家」を構築する以外にないと思われる。 
租税訴訟学会は、その設立の時から、公正な日本国作りのため、租税法領域における第

三者委員会として、次の活動をなしてきたが、今後も継続したいと考える。 
 

１．民間通達（公正基準）制定 
 民主主義と租税法律主義を基本として、学会紀要は、納税者目線で、租税公正基準（民

間通達）の制定を目標として出版してきた。企業会計基準などの公正基準は、先進国では、

独立した民間団体が制定するべきものとされている。 
 
２．アミカスブリーフ委員会 
 会員等からの依頼により、税務調査や租税訴訟において、課税庁と裁判所へ第三者委員

会として意見書を提出してきた。租税訴訟学会会員が多く執筆に参加した「租税争訟実務

体系」（青林書院）は、最高裁判所から５００冊発注を受け、租税訴訟学会紀要は、第１号

からフルセット最高裁判所へ納入した。これまでの租税法論文集は、課税庁目線の内容が

多かった。民主主義憲法の下では納税者目線の法解釈と法適用が公正性を確保することで

あるから、最高裁判所が納税者目線の判決を期待したい。 
 
３．税制改正検討委員会 
 税制改正について、日弁連税制委員会と共に、国会、財務省等へ意見書を提出する制度

を立ち上げた。令和４年税制改正の「簿外経費の否認」条項について、各政党宛に意見書

を送付した。 
 
４．当番弁護士、補佐人税理士の紹介派遣 
 日弁連税制委員会の委託を受け、租税法の専門家を登録する制度を開始し、弁護士や税

理士の紹介・派遣を行っている。 
 
５．法科大学院租税法選択者と補佐人税理士の合同研修会 
 法科大学院租税法選択者や補佐人税理士の研修を実施してきた。インターネットを利用

して今後も全国的な研修を行う。弁護士・税理士・研究者・法科大学院・補佐人講座らが

参加する日本一権威のある判例及び事例研究会としたい。令和４年７月２６日に第１回を

開催した。 
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６．租税公正基準（民間通達）の策定と公表 
当学会において、多くの議論をなし、租税公正基準を策定し、これらを紀要として発刊

している。また、理事会の承認を経て、租税法専門誌「税務事例」へ会員が投稿できるシ

ステムを構築している。 
 

７．大学等の研究機関と提携 
大学等の研究機関と提携し、実務と理論を架橋する活動をなしてきた。 
 

８．日弁連税制委員会や日本税務会計学会と提携 
外部専門団体と提携し、租税法専門家の養成と租税情報の交換を行ってきた。 
 

９．「税務事例」への投稿 
財経詳報社と提携し、会員作成の実務論文を掲載している。 
 

１０．民間税調との提携 
 裁判所における租税調査官制度などを検討するシンポジウムを開催するなど、民間税調

（代表：三木義一元青山学院学長）と提携してきた。 
 
 
Ⅷ 税務調査立会 Q&A 
 
１. 受任の端緒 

(1) 典型的な受任ルートについて 
典型的な受任ルートは、税務調査については、税理士からの依頼である。納税者か

らの依頼は少ない。会社と取締役が調査を受けた場合に、会社の顧問弁護士は取締

役個人の調査の依頼を受けると利益相反することがある。このような場合、会社の

顧問弁護士は、会社の調査立会をし、取締役は別の弁護士が担当することになる。 
(2) 依頼を増やすための方策 

税理士との共同研究会などを通じて、自ら税務調査立会能力のあることを証明して

おくことが有益である。その他、ＨＰなどを通じて、税務調査の立会ができる能力、

経験などについて、あらかじめ掲載をしておくことも有益であろうと思われる。 
 
２. 委任契約 

(1) 委任の目的とする手続の範囲 
ケースバイケースである。調査立会のみの契約をすることもある。また、最初から

調査立会、不服申立及び税務訴訟の三段階を全て含めた業務委託契約を締結するこ
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ともある。 
(2) 着手金報酬の決め方 

税務調査立会と不服申立手続及び税務訴訟手続きの三段階について、着手金は三倍

となることがないように、トータルして５％程度の範囲に納めるのが望ましい。成

功報酬については、これも還付金を実現した場合には、その１０％程度が一般的な

基準と思われる。相手方によっては、着手金をゼロとし、成功報酬だけの業務委託

契約をする場合もある。そのような場合には、成功報酬の還付金の金額について、

１５％程度を提案することもある。また、場合によっては、還付金の中に、納税額

元本のみならず、加算税及び延滞税、また地方税の還付金を含める場合もある。 
(3) 共同受任 

税理士と共同受任する場合がある。また、顧問弁護士が紹介する場合には、顧問弁

護士と共同受任する場合がある。その場合、役割分担を決めて、報酬の金額を分配

する。ただし、税理士との分配については、弁護士法７２条および７３条の問題が

あるので留意が必要である。共同受任の場合でも、依頼者とそれぞれ独自に契約を

する方が望ましい。 
(4) 入札コンペ方式 

税務調査の結果が企業の存続に影響する場合も多く、弁護計画を聴取した上で弁護

士を再選するケースも少なくない。 
 

 
３. 受任後の対応 

(1) 事前準備の内容と進め方 
弁護士が税務調査の当初から立ち会うことは稀である。調査の最終段階において、

過大な更正処分が予定され、税理士がこれを抑えきれなかった場合に、弁護士の出

番が出てくる。納税者本人のみならず、税理士からの資料提供や事情聴取、あるい

は税務調査手続きの経緯について、税理士に聴くのが効果的な事情聴取と言えよう。

税務調査の立会についても、税務調査の立会のみを依頼される場合は稀であり、最

終段階において、税理士がギブアップした段階で弁護士を探すことが多い。この場

合には、まだ更正処分が出されていないなら、弁護士が最後の交渉を調査官と行う

ことも試みるべきである。これらの場合にも、弁護士が交渉する場合には、証拠に

基づき調査官を説得することが最も成功率が高い。全く聞く耳のない調査官の場合

には、納税者支援調整官に苦情申し立てをすることもできる。 
(2) 弁護方針の立案 

弁護方針の立案は、勝訴判決及び過去の成功事例に基づいて行うのが効果的である 
(3) 調査日程について 

調査日程は多くの場合、関与税理士が窓口となることが多い。税務調査は任意であ
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るので、弁護士の都合に必ず合わせるべきだと強く主張すれば、当局が日程調整に

応ずることが多い。 
 
４. 調査当初の対応 

(1) 一般的注意点 
税務代理権限証書を用意することが不可欠である。国税局調査の場合でも、原則と

して、所轄税務署に委任状を提出する。また、立会の資格については、弁護士の場

合、通知弁護士か、税理士登録をした弁護士しか立会権限はないとされている。弁

護士だけの資格では調査立会が拒否される。通知弁護士の場合は、通知弁護士とし

て、所属弁護士会から所轄国税局への通知弁護士の業務開始通知がなされているこ

とを証明できる資料を提示しなければならない。また、税理士登録をしている場合

には、税理士登録証を提示することを求められる。 
(2) 違法不当な調査があった場合の対応 

税務署の調査は比較的紳士的である。最も高圧的な調査は国税局の、資料調査課が

行うもので、厳しい調査がなされる。また犯則調査の場合は、かなり上から目線の

調査がなされる。税務調査は、通知弁護士の立会が認められるが、犯則調査の場合

は一切認められない。 
(3) 調査継続となる場合の注意点 

実地調査は複数の日程を予定して行われることが多い。弁護士が最終段階において、

調査立会した場合に、決裂することも多いが、出来るだけ調査官も協議・和解によ

って修正申告をさせたいと考えている。落としどころを証拠に基づいて発見し、不

当に妥協する必要はないが、証拠に基づいて互譲することが必要である。 
 
５. 調査終了後の対応 

国税通則法７４条の１１第２項は、調査結果について、納税義務者本人に対して更正

予定金額および更正予定理由を、資料を示して懇切丁寧に説明しなければならないこ

とになっている。修正申告の勧奨に応ずるかどうかは、証拠との兼ね合いである。租

税訴訟は、殆ど勝訴できないので、税務調査において、証拠に基づいてある程度の妥

協をして和解する方がリスクが小さいと言えよう。 
 
６. その他 

(1) 依頼者との信頼関係の形成 
過去の税務調査立会の成功事例や、不服申立や訴訟の経験を語ることが最も信頼関

係の形成に役に立つと思われる。 
(2) 他士業との連携の方策 

税務調査立会は顧問税理士、顧問弁護士と連携して行うことが必要である。顧問税
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理士や顧問弁護士を排除しようとすると、依頼の妨げになることが多い。 
(3) 税務統計 

① 租税訴訟の納税者勝訴率は２０２０年度について、課税関係終結件数８０件に

ついては、原告勝訴件数１１件（一部勝訴を含む）であり、勝訴率１３．７５％

である。 
② 税務調査（実地調査）の２０２０年度件数は、下記の通りであり、少ない租税

訴訟の受任を追求するよりも、税務調査手続関与に努力するべきであろう。 
・法人税実地調査   約２万９０００件 
・所得税  〃    約２万４０００件 

(4) 税務調査関係法令 
① 国税通則法７章の２ 
② 国税通則法施行令７章の２ 
③ 「税務調査手続について（国税通則法第７章の２（国税の調査）等関係） 

イ) 法令解釈通達 
ロ) 事務運営指針 
ハ) FAQ 
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 経歴書 

１．氏名（ふりがな） ： 弁護士・税理士 山下清兵衛（やましたせいべえ） 
 

２．主な専門分野等 
租税訴訟及び行政訴訟を専門とし、法科大学院制度スタート時から、租税法及び公法（憲

法・行政法）の専任教授として活動してきた。多くの税務調査事件、犯則調査事件及び行政事

件の代理・弁護の経験がある。行政手続に法律家が関与することが、法の支配の実現になると

考え、法律家の行政手続関与事業と士業ネットワーク構築事業の推進に積極的に参加している。 
 

３．これまでの主な活動又は著書、論文等 
【主要業績】著書 ※「  」は論文、『  』は共著を表す。 
「租税訴訟における司法権の独立」（東洋大学比較法研究所発行「比較法」第３９号、平成１

４年３月）、「現行憲法下における公正な三権の確立」（「比較法」第４１号 平成１６年３月）、

「租税刑事弁護（上）（下）」（財経詳報社 平成１６年１１月、１２月）、『実務 行政訴訟法

講義』（民事法研究会 平成１９年２月）、『租税争訟［改訂版］』（青林書院 平成２１年２月）

「行政許認可手続きと紛争解決の実務と書式」（編集代表・民事法研究会 平成２２年７月）、

「行政訴訟ハンドブック」（東弁協 平成２５年２月）、「租税訴訟ハンドブック」（東弁協 平

成２８年１月）、『行政手続ハンドブック』（東弁協、令和元年６月）、「子会社株式評価損の損

金算入」（税務弘報 令和元年７月）、『改正行政不服審査法と不服申立実務』（日弁連 令和２

年１月）「税務調査拒否事件と告知・弁明・防御の機会付与―具体的事前警告の法理――説明

勧奨手続の重要性」（租税訴訟学会発行「租税訴訟」第１４号、令和３年６月）、『行政事件実

務体系』（民事法研究会 令和３年６月発行）、「未実現利益・不確実価値に対する課税につい

て（総則６項の歯止め）」（租税訴訟学会発行「租税訴訟」第１５号、令和４年６月）、『税務調

査ハンドブック』（東弁協 令和４年９月発行予定） 
【活動】 
（現在） 事業創造大学院大学特任教授・第二東京弁護士会公法研究会代表幹事・実務公法学

会副会長・租税訴訟学会副会長・行政手続学会理事長・日弁連税制委員会委員・日弁連行政問

題対応センター委員・日弁連弁護士業務改革委員会ＩＴ小委員会委員・第二東京弁護士会憲法

委員会委員 
（過去） 大宮法科大学院専任教授（憲法・行政法・租税法）・桐蔭法科大学院客員教授（租

税法）・國學院大學法科大学院客員教授（憲法・行政法）・一橋大学法科大学院講師（行政訴訟

特別講座）・東洋大学大学院講師（行政法）・立正大学講師（行政法）・中央大学法科大学院講

師（行政法）・東洋大学法科大学院講師（租税法）・ＴＫＣ補佐人講座講師 
日弁連司法制度調査会税制部会（現税制委員会）会長・日弁連行政訴訟センター委員長・日弁

連税務専門研修ＰＴ事務局長・日弁連公益法人課税ＰＴ座長・第二東京弁護士会税法研究会代

表幹事、日弁連人権擁護委員会納税者権利憲章制定検討小委員会委員・日弁連弁護士業務改革

委員会行政小委員会委員 等                    
（令和４年８月末現在） 
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行政手続への弁護士の関与業務に関する弁護士会宛てアンケートについて 

 

１ アンケート実施時期  令和４年５月（集計時期６月３日） 

 

２ アンケート回答数   ５０会（全単位会中96.1％の回答率） 

 

３ アンケート項目（骨子） 

 Ｑ１ 行政手続への弁護士の関与業務を推進する部署を設置しているか。 

 Ｑ２ 設置している会においては、具体的にどのような活動をしているか。 

 Ｑ３ 設置していない会にあっては、その理由。 

 Ｑ４ 自由記載 

 

４ アンケート集計結果 

 Ｑ１ 推進部署設置会 ８会（愛知県、奈良、山口県、東京、第二東京、京都、栃

木県、福岡県） 

 Ｑ２ 別紙のとおり。 

 Ｑ３ 共通して挙げている理由 

   ①マンパワー不足、②具体的なニーズが不明、③この分野の活動が会員に周知

されていない、④既存の法律相談センターの個別の相談で対応すれば足りる。 

 

５ アンケート結果を踏まえた分析 

(1) 活動部署設置状況 

 有効回答数50件のうち、部署設置会は８会と、16％にとどまる。 

 設置済の会における活動内容としても、具体的活動はしていない、活動内容を

検討中との回答が３会であり、具体的活動をしている会にあっても、会員向け研

修会や勉強会の実施にとどまり、具体的案件への対応まで進んでいる状況にはな

い（愛知県弁護士会は竹内俊一弁護士による保険医監査立会いのＯＪＴ研修を実

施しているとのこと）。 

(2) 活動部署未設置会の状況 

 有効回答数のうち42会（84％）が部署の設置に至っていない。その理由として、

弁護士会が取り組む他の多くの課題がある中でこの問題に弁護士会として充てら

れるマンパワーがない、この分野についての会員への周知がされていない（ニー
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ズとして認知されていないことの裏返しと思われる）、との指摘が多かった。 

 新たな業務分野の開拓全般に共通する課題であり、ニーズがはっきりしないか

らマンパワーを割けない、マンパワーを割けないからニーズの掘り起こしができ

ない、というマイナスのスパイラルをどうやって打破していくかが課題である。 

                             

  以 上 
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【取扱注意】

総回答数：５０件（6月16日時点）

8

5
37

計 50

人数
34人
13人
12人
106人
149人
20人
2人
15人

【問２】（問１で「1 設置している」と回答された弁護士会にお尋ねします。）
担当部署（委員会等）名をご回答ください。

名称
弁護士業務改革委員会　税務・信託研究部会
行政連携センター運営委員会
行政問題対応委員会

行政処分・行政調査・行政指導・行政契約その他行政過程への弁護士の関与業務についての
弁護士会の対応状況に関する照会　回答まとめ

設置している
現時点では設置していないが，設置することを検討中である（→問５へ）
現時点で設置しておらず，設置することを検討していない（→問５へ）

【問１】貴会では，行政手続への弁護士の関与業務を推進する活動を行う部署（委員会等）
を設けていますか。該当する番号１つを選択してください。

弁護士業務改革委員会
弁護士業務センター
行政法に関する委員会
弁護士業務改革委員会　行政弁護部会
行政問題対応センター設置検討ワーキンググループ

【問３】（問１で「1 設置している」と回答された弁護士会にお尋ねします。）問２の部署
（委員会等）において具体的な活動を開始していますか。活動していれば，その具体的な内
容をご回答ください。また，回答後は問６へお進みください。

活動の有無/活動内容

弁護士業務改革委員会の税務・信託研究部会において毎年一回「弁護士の税務調査手続への
関与等についての研修会」を開催するほか、隣接士業に関する特別委員会が随時「保険医監
査立会研修会」を開催している。また、両委員会の有志を募り、保険医監査立会のＯＪＴ研
修を竹内俊一弁護士の指導のもとで実施した。
していない。
具体的な活動は検討中
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ありません。

【問４】（問１で「2　現時点では設置していないが，設置することを検討中である」又は
「3　現時点で設置しておらず，設置することを検討していない」と回答された弁護士会に
お尋ねします。）具体的な部署（委員会等）の設置に至っていない理由として，現時点で考
えている課題はどのようなものかを具体的にご回答ください。

人員不足
マンパワー不足が課題と考えています。
現時点では、会として必要性を感じていない。

特になし
そのような支援の要請がない。支援の要望の有無を会員に問う場がない。
会として対応しなければならないという認識がないため
特に必要性が感じられず、人的資源も不足している。
現状、特に需要がない。
マンパワー不足
マンパワーの不足
会員の会務負担が拡大することになってしまうこと
なし

開始している。　行政弁護に関する会員向け勉強会の開催（行政弁護キャラバン）　栃木県
保険医協会との意見交換会

１ヶ月に１回の頻度で会議を開催。保険医関係は保険医協会の事例検討会に参加することを
試みている（未実施、調整済み）。税務調査関係では、税理士会との勉強会開催を検討中

昨年度までは、弁護士業務改革委員会内に「行政弁護部会」を設置しておりましたが、前年
度までの２年間で税務調査関係に関し、講師を招いての勉強会の開催が１回のみとなってい
たことから、本年度は一旦部会としての開催をせずに、委員会全体として検討することとし
ております。

一時、保険医の個別指導への立会いや税務調査への立会いに関して勉強会をする等の活動を
行っていた。

委員会内に設置されている行政調査立会部会において、行政手続への弁護士の関与業務に関
する調査、研究等を実施している。最近の具体的な活動としては、保険医協会、歯科保険医
協会の方をお招きして会内での研修を実施したことがある。また、現在、保険医協会の方と
共同で継続的にケース研究会を実施している。税務調査についての弁護士の関与についても
部会内で勉強を進めている。
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回答者個人（照会担当理事者）の見解であるが、会員数が少ない中で所管・担当部署からの
立上げとなるため、制度設計や人選など担当者の負担が大きいと思われます。

行政手続への弁護士の関与業務については、多くの会員にとって、あまり馴染みのない分野
であると思われます。具体的にどの程度のニーズがあるか把握できていないこともあり、会
員の関心も高まっていない状況と思われます。潜在的なニーズが把握でき、当該分野につい
て、会内で問題意識を共有することができれば、会員の関心も高まり、具体的な対応部署の
設置を検討するという流れに向かうのではないかと考えます。

小規模単位会におけるマンパワーの制約という課題があると考えております。

具体的な必要性を認識していないため。

委員会設置の必要性に関する会内議論が成熟していない
行政手続へ弁護士が関与するニーズを調査する必要がある。
弁護士の業務拡大を所管する委員会としては業務対策委員会がある。もっとも、限られた人
員を行政手続きへの弁護士の関与業務へ振り向けるほど、当該分野開拓の必要性について認
識していないのが実情である。

行政手続への関与業務を担う弁護士が限られており、弁護士会で部署（委員会等）を設けて
推進するほどの状況にないこと

保険医の帯同については、会内において任意のグループが対応している。その他について
は、当会においては、部署の設置を検討するマンパワーが不足しているうえ、そもそもニー
ズ自体があるか不明である。

特に設置が必要な状況になく、会員や委員会等から専属の委員会設置を求める声も出ていな
い。

会務、その他の業務に忙殺されており、マンパワーが足りない。
必要性を感じていない。
行政手続への弁護士関与業務を推進する活動が、十分に周知されているとは言えず、ニーズ
の存在|が、十分に見えていないことから、活動に参加する弁護士が足りていないため。|ま
た、推進活動を行なう具体的な委員会、部署等については、①現在 設置されている一委員会
内|とするか、②現在設置の委員会の中で、複数の委員会が共同して取り組むこととする
か、③具体的|に実務を担当する部署はどことするか等について、調整していく必要がある
ため。

委員会の方向性・目的等の会内調整を行う必要があること、設置規則の制定が未了であるこ
と（ワーキンググループで検討中）

マンパワー不足。委員会業務を行うのが特定の者に集中しており、負担が大きくなってい
る。新たな部署の設置などが困難な状態にある。

支援体制の整備の必要性を会として把握するに至っていない。
需要がない。対応できる弁護士がいない。
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行政との連携を検討するPTを立ち上げ、一昨年度に答申を得ていますが、その後の組織化に
時間を要しています。対応する委員会の人選（日弁連副会長経験者等を委員長とするな
ど）、自治体等との連携の方策、特に報酬額の増額要求が現時点の課題となっています。

現状においては、法律相談センターにおける個別の相談によって対応すれば足りるものであ
り、別途組織やPT等を立ち上げて対応すべき問題との問題意識が弁護士会においては共有さ
れていないため。

設置して対応するに見合う具体的な件数が不明あるいは少ないと見込まれ、会として対応す
る必要性を感じないため。

会員が設置の必要性を感じる事実を認識できていない
部署設置の必要性を基礎づける事例が集積されていない。

当会では、過去にキャラバンを実施し、一部の会員が興味を持ちましたが、その後、活動が
停滞しています。また、行政弁護に興味をもった会員は一部に留まっています。そのため、
具体的な部署を設置できるほどの人員を確保できておらず、設置は検討しておりません。

他にやるべき事項が多くある中で、本件についての部署設置を検討すべするというところま
で考えが及んでいなかった。中小の地方会ということもあって、全体的に委員会活動ができ
る人員が限られる。そのため、委員会として取り上げていける事項は限られる。そのような
中で、本件について踏み込んで取り上げていける余裕がまだない。

【問６】その他，行政手続への弁護士の関与業務に関し，ご意見やご要望がありましたら，
ご回答ください。

回答者個人としては、税務立会の研修参加人数は増え関心は高まる傾向にあるものの、具体
的案件に触れる機会は限定的であり、会員・委員がその重要性を理解するまでには高いハー
ドルがあると考えている。
特にない。
回答者個人（照会担当理事者）の見解であるが、小規模会でのパイロット事業を実施するな
ど運用事例を積み重ね、制度モデルを構築しておくなど日弁連側で周到な準備が必要かと思
います。

行政弁護活動は多方面にわたるものですが、現状では、それぞれの分野に関連する各委員会
にて必要に応じて対応すべきではないかと考えています。例：生活保護申請支援→生存権委
員会、税務監査支援→弁護士業務改革委員会など。
具体的なニーズを把握できないため
特に必要性を感じていない
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会務として取り組むことの必要性が共有されていない。

「法律による行政の原理」の徹底には、行政手続への関与が必須です。近時、いじめ問題の
調査等で特別委員の推薦を求められることがあり、行政との連携の必要性が高まっていると
感じています。

弁護士アクセスの向上と弁護士のスキルアップをより一層進めていただきたい。|また、税
務調査はいくつか講義動画があるが、健康保健法に基づく個別指導については、研修動画が
ないので作成されてはどうか。

日弁連において、マニュアルの作成を進めていただきたい

特になし
特になし
特になし
ほかにも、交通行政処分への立会いなど、様々な場面が想定されるが現に弁護士が対応すべ
きであるのに、対応していない案件があると思うので、どういった案件が存在するのか組織
的に分析してもらいたい。

特にありません。
特になし。

１．行政手続への弁護士の関与業務に関し，先進的な活動を行っている単位会や弁護士によ
る研修をお願いしたい。２．保団連等の関係団体と日弁連との間で協議を行い，行政手続へ
の弁護士の関与業務を推進しやすい環境を作って頂きたい。
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登壇者略歴 

曽和 俊文 関西学院大学名誉教授 

（主な経歴） 

・三重大学人文学部助教授・教授 (1985年～1997年)

・関西学院大学法学部教授 (1997年～2004年)

・関西学院大学司法研究科教授 (2004 年～2020 年)

・日本公法学会理事(2004年～2019 年)

・同志社大学司法研究科特別客員教授 (2020 年～2022 年)

山本 哲朗 弁護士（福岡県弁護士会）、日弁連行政問題対応センター副委員長 

（主な経歴） 

・弁護士登録（福岡県弁護士会） (2007年)

・福岡県弁護士会行政委員会委員 (2008年～現在)

・日弁連行政問題対応センター委員(2020年～現在)

竹内 俊一 弁護士（岡山弁護士会）、日弁連行政問題対応センター委員 

（主な経歴） 

・弁護士登録（岡山弁護士会） (1995 年～現在)

・健康保険法改正研究会副代表就任 (2011年～現在)

・日弁連行政問題対応センター委員 (2020年～現在)

山下 清兵衛 弁護士（第二東京弁護士会）、日弁連行政問題対応センター委員 

（主な経歴） 

・弁護士登録（第二東京弁護士会）（1975年～現在）

・大宮法科大学院専任教授（憲法・行政法・租税法）（2004年 4月～2015年 9月）

・租税訴訟学会副会長（2001年 10月～現在）

・日弁連行政問題対応センター委員(2020年～現在)

・事業創造大学院大学特任教授（租税法）（2022年 4月～現在）

以上 

87/89



88/89



 

 

第４分科会 

質 問 ・ 意 見 用 紙 
 

御 質 問 要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※回答者を指定する場合は，その旨を記載してください。）  

 

御 意 見 要 旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間の都合により，全ての御質問・御意見を紹介できない可能性がありますが，

予め御了承ください。  
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