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  税務行政デジタル化の検証  

 

１ はじめに 

 

 デジタル化と納税者・国民背番号制はすでに進んでいる。 

 金融資産、不動産、暗号資産、国外資産などの譲渡損益や果実（利子・配当・評価

損益）、医療費・保険料など各種の支払いは、デジタル化が進み関連する組織（行政機

関、業者等）が管理しているか、あるいは管理できる現状にある。 

 こうした進捗を受けて、所得税における個人の所得控除・税額控除関連の情報がす

べてデータ管理されその提供が近時に達成されようとしている。➣資料 P20 

 これらデジタルにまつわる動きは、総合所得課税の条件が整い、年末調整を廃止し

て確定申告に一本化でき、所得税中心主義に租税構造を転換できる条件が整うという

ことである。デジタル化のさらなる進展は総合所得課税をさらに深化させることがで

きると同時に、国民が税に向き合う税制を構築できる側面を持っている。 

 消費税を廃止し応能負担の原則を求める立場としては、デジタル化を管理強化とか

否定的に捉えるばかりではなく、濫用を規制しながら社会進展・租税正義とどう結び

付けていくのかの視点も持ちながら検討していくべきだということを最初に述べてお

きたい。 

 

２ 税務行政デジタル化の現状 

 

 公表されている資料から現状の一端を垣間見ておきたい。➣資料 P2～15 

 ＜参考＞ 

 ① デジタル化推進は「個人番号」を核として進められる。法律上、行政機関は個

人番号を範囲外に使えないため、いかなるシステムでどのようなことに使用している

のかの保護評価を公表しなければならない。その評価書からデジタル情報がどのよう

にシステム化され利用されているのかを読み取ることができる。 

 ② 課税庁がデジタル化を進めるにあたっては、独自にソフトウェアを製作しシス

テム化することはほぼ不可能であるため外部業者に発注する。発注は、競争入札か随

意契約になるが、いずれも公表が法的に規定されている。その公表資料からいかなる

システムや情報処理を行おうとしているのかを読み取ることができる。 
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３ 税務行政デジタル化と法律関係 

 

 デジタル化に関する法的な現状を見ておきたい。 

（1）犯則調査に関して 

 国犯法を国税通則法に取り込むことに際して、電磁的記録・通信に関する調査手続

規定を創設した。通第 133、134、136、138、146、154条によって、デジタルに関す

る調査手続を網羅している。 

 この調査は帳簿調査の概念とは別物である。メールやインターネット、独自回線の

やり取りといった痕跡を洗いざらい調査するものであり、また、サーバやパソコン所

在地は全世界対象とするなど、所轄概念も超越したものとなっている。 

（2）課税調査に関して 

 課税調査は、電帳保存法の非選択者と選択者の二つに分かれる。 

 前提として、通則法調査手続規定では「帳簿書類その他の物件」との規定がある。 

 その他の物件に電磁的記録が含まれるのか否か。犯則調査の規定、各税法の帳簿調

査規定、通則法調査手続規定の規定から、その他の物件に電磁的記録・通信は含まれ

ない。調査手続に関する庁通達で触れていないこともその裏付け。一般向け FAQでデ

ジタルに対する協力要請を記すにとどまることを確認しておきたい。そのうえで…… 

 ① 電帳保存「非選択者」…デジタルに関する調査手続の規定は一切ない。すべ

て、任意の範疇となる（納税者の協力がなければ課税庁は手を出せない）。 

 ② 電帳保存「選択者」…保存の範囲、要件（検索・提示・提出・ダウンロード

等）、青色承認取消、加算税の優遇と加重という課税要件が個別税法として規定さ

れている。なお、要件は大幅に緩和されているが、実質的には犯則調査と「同質

の調査展開」を法は規定している。 

（3）電子帳簿保存法 

 この法律は帳簿書類のデジタル化による保存および加算税の賦課に関する税法であ

る。 

 平成 10年創設、令和 3年 3月 31日改正、令和 4年 1月 1日施行の本法は全 8条の

法律。ポイントは後述。 

（4）その他の関連規定 

 ① 電子申告…平成 15年 2月施行「情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律」 

 ② 各税法において電磁的記録・電子申告に関する規定がある。 

  ・大規模法人の電子申告義務化 

  ・所得税・青色特別控除の電子申告・電帳保存による特典 

  ・新消費税における電子インボイスの規定 などなど 

 

４ 税務行政デジタル化の将来像 

 

 財務省・国税庁は納税者番号の導入と運用、税務行政の電算化・電子化を長年にわ

たり研究し実行してきた。 
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 その上にたち、国税庁は 2017年に「税務行政の将来像」を公表した。その後、

2021年 6月に「税務行政の将来像 2.0」を発表した。わずか４年であるが大きな変更

があり、デジタル化の進化を見て取れるので、機会があれば対比して検討してみてほ

しい。 

 2.0版で注目したいのは、「システム高度化と人材育成」である。 

 課税庁は調査・徴収業務の進化系として、人材育成を正面に打ち出し、高度化を執

行面で行使できる体制の構築をめざしている。 

 ➣資料 P16と P18の対比、P26 

 

  電帳保存法のポイント  

 

１ 電帳保存法の利用状況 

 

 令和 2年 6月末……承認件数 272,449件（うちスキャナ保存 4,041件） 

    ＊すべて法人だとすると全法人の約 1割。スキャナ保存は限りなくゼロ。 

 

２ 令和 3年度改正（令和 4年 1月 1日施行）の趣旨 

 

 政府税制調査会で電帳選択が進まない原因が要件の厳しさにあるとされ、業界や推

進派の強い要求に押され、財務省・国税庁は要件の大幅緩和に踏み切った。 

 彼らの意見を意訳すれば、「デジタル情報の改ざんは容易であり、なされれば解明は

困難を伴うが、そこは一般的な調査で解明できるはずだ。また、アメとムチを用意し

て牽制すればよい。割り切って電帳保存法の要件を大胆に緩和しろ」というもの。 

 今回の改正はこの意見に沿うものである。国税庁は割り切った。 

 

３ 電帳保存法の基本 

 

 電帳保存法は 3つの分野に分かれ、適用は分野ごとに選択できる。 

 第 1分野 国税関係帳簿書類の電子的保存 

 第 2分野 国税関係書類（原始記録など）のスキャナによる電子的保存 

 第 3分野 電子取引（メールやネットで送受信する取引情報）の電子的保存 

 

 電帳保存法は所得税・法人税の法定化されている帳簿等の保存に対応している。 

 消費税は第 7、8、30、38、38の 2、58条などによる関係帳簿書類が電帳保存法の

対象になるが、これらの保存は課税要件と直結する規定となっており、所得税・法人

税とは構造が違っている。 

 このため、電帳保存法に関する権利関係や賦課関係に異なる取扱いが置かれている

ので注意が必要。 

 



4 

 

４ 令和 3年度改正のポイント 

 

▼ 第 1分野（国税関係帳簿書類の保存） 

 ① 税務署長の事前承認の廃止 

 ② 「最低限の要件」（旧法の要件を廃止）を満たす電子帳簿も電子データのまま保

存可能 

 ③ 優良な電子帳簿（旧法の要件設定）を優遇（要届出・過少申告加算税 5％軽

減）➣資料 P29 

▼ 第 2分野（原始記録等のスキャナ保存） 

 ① 税務署長の事前承認の廃止 

 ② 紙原本による確認の不要化（スキャン後ただちに原本の廃棄可能） 

 ③ タイムスタンプ付与期間最長 67日以内 

 ④ 検索要件について「日付、金額、取引先」に限定 

 ⑤ 電子データの改ざんによる不正に対しては重加算税を 10％加算➣資料 P30 

▼ 第 3分野（電子取引の保存） 

 ① 紙出力保存によって電子保存に代える措置の廃止（消費税に特例あり） 

 ② タイムスタンプ付与期間最長 67日以内 

 ③ 検索要件について「日付、金額、取引先」に限定（売上高 1千万円以下の事業

者は検索要件全て不要） 

 ④ 電子データの改ざんによる不正に対しては重加算税を 10％加算（消費税に特例

あり）➣資料 P31、P32 

 

５ 電帳保存法による権利関係・賦課関係のポイント 

 

 ① 所得税、法人税の青色承認取消…要件を満たさない場合。 

 ② 要件を満たさない場合は国税関係帳簿書類と見做されないが、紙出力して保存

されていれば消費税の仕入税額控除は認められる。 

 ③ 優良な電子帳簿（要届出）…過少申告加算税を 5％軽減（本法第 8条④）、青色

申告特別控除を 10万円上乗せして 65万円（優良以外の電子帳簿は 55万円、た

だし電子申告すれば 65万円）。 

 ④ スキャナ保存・電子取引保存における電子データの改ざんによる不正…重加算

税を 10％加算。所得税・法人税は本法第 8条⑤、消費税法は第 59の 2①。それ

ぞれ対象データが規定されている。令和 5年 10月 1日以降は電子インボイスも

対象となる。第 1分野は加重措置の対象外。 

   この結果、短期不正繰返しの加重措置も適用される場合、重加算税は 35＋10＋

10＝55％になる。 

 ⑤ 重加算税の加重措置不適用…消費税法は保存の有無が税額計算に影響すること

から、データについて紙出力し保存している場合は重加の加重措置は適用されな

い（消規 27の 2）。 
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６ 保存義務者と課税庁の関係 

 

 ① 優良以外の電帳保存法選択者を、課税庁は現状では把握する手立てはない。今

後、事業概況書等による把握に動くかもしれない。➣資料 P33 

   調査においては、非選択者と選択者では扱いが違うため、調査打診時に電帳保

存法を選択しているかどうかを聞き取ると思われる（研修や指示等は行われてい

ない模様）。 

 ② 帳簿保存の「最低限の要件」とは、電子計算機処理システムの概要書の備え付

けとされた。 

   データの訂正・削除・追加履歴の確保と検索機能の確保は不要となった。 

 ③ ただし、税務調査の適正・効率確保のため、質問検査権（提示・提出）の行使

として行われるダウンロードの要求に応じること（規則 2②三）とされ、一部で

も応じない場合、その記録は国税関係帳簿書類として扱われない。➣資料 P34 

 ④ 優良な電子帳簿の場合は、改正前の要件が確保されているので、ダウンロード

の求めの要件は不要としている。 

 ⑤ 記録については、COMに移行しての保存もできるが、COMから電磁的記録に

よる保存への逆方向は認めない扱いになっている。 

 ⑥ スキャナ保存の場合も、ダウンロードの要求にこたえるようにしている場合

は、検索要件が緩和される。なお、要件に従ってスキャナ保存が行われていない

場合やダウンロードに応じない場合は、青色承認取消しに該当する。 

 ⑦ 電子取引については、紙出力保存が廃止された。請求書等を電子的に保存する

ことになるが、データ改ざんによる重加算税加重もあり、調査においてはメール

日時等の痕跡を任意で検査することになると思われる。➣資料 P31、32、36 

＊ 資料 P36にあるとおり、通達 8－21では重加算税加重を抑止力としてそ

の取り扱いを示しているが、不正の下準備として紙段階の原始記録を工作した

場合、そこに隠蔽仮装はあるが、それを仕訳して帳簿に記載する行為に関して

は紙帳簿であれ、データ保存型であれ、同じ行為でありそこに隠蔽仮装の行為

は伴わない。しかし、データ保存を選択した場合は重加算税を 10％加重し

45％にするというのである。 

   そもそも加重措置は、データは改竄しやすいからそれを牽制するためという

のであるから、原始記録をデータ保存するに際してデータ的に改竄することを

捉えてのことではないのか。この通達の取り扱いが妥当なのか、疑問がある。 

 

７ 税理士事務所との関係 

 

 電帳保存法緩和改正のまとめとして、税理士業務における影響を考えてみたい。 

 これまでの承認数から見て、大半の税理士は自身のあるいは顧客の電帳保存法選択

とは縁遠かったと思われる。 

 この様ななか、大胆緩和の情報が飛び交い、税理士としては自分の業務との関係で

対応を迫られる状況がある。 
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 電帳保存法は改正後全 8条の法律となり、国税庁は「電子帳簿保存法取扱通達」、同

解説、3分野ごとの一問一答、備え付けを求められている各種の書式等を懇切丁寧に

提供しているので、電帳保存法への対応のためにはこれらに目を通す必要がある。 

 そこで、税理士事務所として顧客の要望にどのような対応になるのかの私見を述べ

てみたい。 

 第 1分野の帳簿関係は、顧客が自計し税理士との共用型ソフトを使用している場合

は、要件対応は必要だが比較的容易に対応可能となろう。税理士が丸請け方式を取っ

ている場合は、顧客側に要件を満たす設備等が必要であり、ハードルは高くなる。 

 第 2分野の原始記録のスキャナ保存は、単なる保存特化型を採用するメリットはな

いと思われるため、会計連動型になると思われる。その時、提示・提出要件と絡んで

顧客と税理士事務所は連動して対応しなければならず、また、サーバなどをどうする

のかハードルは高い。一方、顧客が安価なクラウドサービス会社に頼むとなれば、そ

こが申告まで一貫した業務と結び付けるのは必至であり、顧客離れが現実化しかね

ず、税理士事務所としては営業上の問題となりかねない。 

 第 3分野の電子取引はすでに常態化しているが、全件電子取引の顧問先は少ないで

あろうから、スキャナ保存との併用など二度手間となり、選択幅は狭いといえる。 

 加えて、調査対応においては、課税庁側が選択分野の保存データを丸ごと入手し、

分析・照合（同業者比率、取引先資料、アンマッチ情報等々）が犯則調査並みに詳細

に行われる要素があることを理解する必要がある。とりわけ、今後は消費税に調査の

重点が移ることが必至であることを押さえておきたい。 

 結論として、第 1分野は勧められるとして、他は顧客のメリットは少なく、調査の

過剰対応と諸権利との関係において、選択は慎重を期すべきと考える。資料 P29～32 

 

  デジタル化と税務調査の変化  

 

 課税庁にはすでに膨大な情報がデータ化されて集積されている。また情報は日々収

集されビッグデータを日々太らせている。課税庁では、それを調査・徴収にいかに活

用するのかを追求し続けている。 

 開示された当局文書あるいは実際の調査における調査官の言動から、次のような変

化を読み解くことができる。なお、法人の調査に限定している。 

 

１ 課税庁のデジタル化に関する取組み 

 

（1）納税者のランク付け 

 国税庁は実況区分として、いい子第 1、普通の子第 2、問題あり子第 3グループと

して法人を分類管理している。各局はさらに優良法人から重点管理法人などに細分し

て納税者をランク付けしているが、デジタル化進展を受け、高リスクスコア法人とい

う区分けを直近で行い始めている。リスクスコアはデータ分析による用語であり、デ

ータ分析の結果、調査必要度の高い法人を特別に管理している。➣資料 P22 
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（2）業種・業態判定の厳格化 

 当局は各法人の業種、業態を正確に判定するよう執拗に指示している。 

 その理由は、選定において同業者のデータと対象法人のデータを統計的解析手法を

駆使して問題点を探しだすためで、業種・業態の同一性は大前提となるためである。 

 

（3）決算書の e－Tax送信要請 

 e－Taxに関して、国税庁は「質の高い e－Tax」を標榜している。一部の税理士が

決算書を PDFで送信していることに対して、決算書まで含めて e－Taxでするよう働

きかけを強めるとしている。 

 ➣資料 P3のとおり、e－Taxと KSKは税務行政デジタル化の基幹的システムであ

り、その高度化を図るための一環といえる。 

 

（4）調査展開の効率化 

 ➣資料 P23のとおり、金融機関への預貯金照会を令和 3年 10月からオンライン化

したり、AIを導入して選定を高度化するとしている。調査手続規定との合法性に注意

しなければならないと考えている。 

 

（5）組織の改編 

 紙申告書は税務署に提出されるが、e－Taxはセンター一括受理であり、その処理や

申告審理は所轄にこだわらなくても対応可能となる。➣資料 P27のように、すでに業

務センターが稼働し、調査官の配置増強が図られている。 

 また、センターで申告審理も行われ、問題点があれば所轄署に通知され調査選定の

素材とされている。申告審理は「実地調査以外の調査」であり、所轄とセンターの法

的関係が整備されていない現在、法的には違法性が強い。 

 

（6）人材育成 

 ➣資料 P26にあるとおり、デジタル資材を使いこなし、調査の実績を上げる人材を

育成することを明確に打ち出した。調査先でモバイル端末を使う調査も行うとしてい

る。モバイル端末の調査現場での有効な使い方も研究されていくであろう。 

 

２ デジタル化による調査選定と調査結果 

 

 デジタル化を利用して課税庁が必死に高度化しようとしているのが、調査対象者の

選定である。 

 高度化により選定した法人を調査指令し、準備調査でもデータ分析を高度化して調

査事項を絞り込み、効率的に効果を上げる調査を目指している。 

 調査選定作業を人力からデータ分析に移行して既に久しいが、修更正割合、不正発

見割合が向上しているわけではない。 

 調査選定の高度化が調査結果に結び付くのか、現状では未知数である。 
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３ デジタル化と調査官の管理 

 

 国税庁はノルマを課していないとしているが、調査における「評価指標」は調査 1

件当たりの 3税追徴税額・重加賦課割合としている（3税とは、法人 3税ではなく、

法人税・消費税・源泉所得税）。 

 各局で「法人税課税集計システム」が運用されており、そこには調査の「基本動

作」に関する実施事績も入力する。 

 デジタル化の進展は、職員を広範・詳細に管理する道具の高度化でもあるが、それ

が「調査パフォーマンス向上」になっているのか、課税庁による自己評価は示されて

いない。調査官に対する税取競争への追立が、強まりこそすれ弱まることはない。 

 

４ 具体的な調査展開の検証と今後 

 

（1）電帳保存法選択者の調査 

 犯則調査と「同質の調査展開」になると押さえたい。 

 「最低限の要件」の場合は全件ダウンロードに応じざるを得ない。 

 優良あるいは検索要件を整えた場合も、現実の調査では、①要件充足を全データを

もとに確認する必要性があることから、②選択者・非選択者にかかわらず総勘定元帳

や原始記録の提示・提出・留置を要求して調査を行う傾向にあることからすれば全件

ダウンロードを求めてくることになろう。 

 これまでの課税庁の見解からみて、進行期のデータも含まれる。 

 ➣資料 P34～35の取扱通達 4－14で記すように、メールやメモデータも対象になる

としている。事実上パソコン内データ総ざらい提出といえる。 

 現に行われている情技官の調査では、事前にデータの提供を求め、内部調査で検

索・分析等を経て実地調査が行われている。 

 特に、➣資料 P36～37の取扱通達 8－21にあるように重加の加重があるため、調査

はより執拗になろう。 

 

（2）基本動作 

 電帳保存法取扱通達 8－21は国税庁の本音を表している。 

 電帳保存法選択かどうかにかかわらず、データ処理により決算が組まれ申告されて

いるなかで、データを検索、分析、照合したとしても、改竄や不正を発見することは

難しい。 

 例えば、利益調整のため、期末において売上の繰り延べ、あるいは経費の繰り入れ

を行ったとする。 

 相手と通謀して、売上の納品日を決算月の翌月の頭に繰り下げて請求書も作成し、

タイムスタンプを付して売上を繰り延べて入力処理した場合、入力データを収集して

分析しても真の姿はわからない。 
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 データ調査としてメール日時を確認しようとしてもメールが削除されていたり、納

品書のプロパティから作成日時を特定しようとしても、真の納品日を検証するために

は反面調査が欠かせない。 

 詰まるところ、本体調査でも反面調査でも、データ調査ではなく、発送伝票、作業

日報、メール管理簿、担当社員手控えなど、データ以外の様々なものを検査し質問し

なければ解明に至らない。ところが、紙原本の破棄・廃棄を許容しているので、課税

庁にすれば一定の限界も抱えることになる。 

 売上が繰り延べられたのではないかと疑ったとしても、データだけでは解明が困難

である。行着くところは、調査の「基本動作」となる。 

 課税庁は、「概況聴取、現物確認調査、反面調査（金融機関を含む）、質問調査」を

調査の「基本動作」としているが、デジタル化が進展してもこの点の変化はないであ

ろう。 

 そのなかで、課税庁は調査官に対して現物確認調査にはパソコンやメールの確認も

含むと指示している。デジタル化の進展に対応する指示であろうが、法的根拠を示し

ておらず、こうした指示下では調査現場における調査官の過剰行動が起きかねない。 

 また、反面調査とくに BK調査は不正発見に有効だとして必要性を強調している。 

 資料 P23にあるように令和 3年 10月からオンライン照会を始めている。このオン

ライン化は金融機関の反面調査が「調査の必要性」を無視して、役員や家族の個人預

金を悉皆的に把握したり、貸付稟議等を容易に得ようとしかねない。オンライン照会

に対して内部的な決裁は当然に措置されているであろうが、「調査の必要性」は主観で

正当化されやすく歯止めにはならないと考えられる。 

 こうした現物調査や反面調査に関して法的には未整備であり、課税庁の裁量を是と

する傾向にある。電帳保存法の選択の有無にかかわらず、法的に整備することが求め

られる。 

 調査を受ける側としては、各税法の規定、犯則調査・課税調査の手続規定、行政指

導等について、それぞれの法的根拠や限界を理解し、適切に対応したい。 

 

（3）資料情報の収集と依存 

 デジタル化の進展と調査との関連で大きく変化が予想されるのは、調査対象法人の

取引等に関して、取引情報等が飛躍的に集積され、その突合が調査の主要部分になり

かねないということである。 

 電帳保存法の選択が増えれば、検索要件と全件ダウンロードにより、データとして

取引情報を瞬時に課税庁は丸ごと取得し、名称検索等により取引先個々に取引金額を

日付順で整備することができる。 

 さらに電子インボイスとなれば、品名等を含め、個々の取引情報がより詳細に取得

できる状況になる。 

 課税庁は資料収集を重視しているが、電帳保存法選択者の調査を資料収集と割り切

れば、調査で使える生の取引情報を手に入れることができ、その先の調査に活用効果

を発揮することになる。 
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 資料収集はたとえ調査時に行うとしても、本体調査の必要性（通則法 74の 2「調査

について必要があるときは」）から外れるときは、一般的な資料収集となり、行政指導

により納税者の協力のもとで初めてなしうる行為である。この点は極めてルーズに運

用されているが、電帳保存法による全件ダウンロードでは一層ブラックボックス化

し、法的な規制がなきに等しくなる。 

 その上で、資料突合調査を展開すれば、一定の成果は上がるであろう。しかし、資

料だよりの調査となり、調査の水準が高度化するとはいえない。 

 なお、調査現場に持ち込むモバイル端末の使い方は、現状では想像するしかない

が、調査で威力を発揮することも考えられる。電帳保存法選択者に対してはなお有効

性が増しそうである。注視する必要があろう。 

 課税庁は、データ重視の人材育成を公表しているが、頂点に立つエキスパートの調

査を受けてみたいものだ。 

 

 結論として、税務調査の基本動作に変化はないが、デジタル化やデータに対応して

手順・内容・範囲が広がり見せ、課税庁の裁量が広がりかねない。 

 調査を受ける側が、その調査が法的に妥当なのかを常に判断しながら対応していく

が求められる。 

 

                              以上 
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