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会長挨拶
第７３回租税研究大会開催にあたり
公益社団法人

日本租税研究協会会長

宗岡

正二

（日本製鐵株式会社相談役）
第７３回租税研究大会の開催に当たり，一言ご
挨拶を申し上げます。
本年の大会は，新型コロナウイルス感染症，
拡大防止のため，昨年度に引き続きオンライン
での開催とさせていただきましたが，多数の皆
様にご参加いただき，心からお礼申し上げます。
また，ご参加の皆様には，常日頃から，租研
の事業活動に深いご理解と多大なご協力を賜っ
ており，この場をお借りして，厚くお礼申し上
げます。
さて，世界経済は，新型コロナウイルス感染
症により大きな打撃を受け，わが国経済も，雇
用，所得の面で一部改善が見られるものの，依
然回復ペースは鈍く，経済成長率は先進国の中

しく拡大する中で，２０２５年度の黒字化達成は絶

でも低い水準にあります。

望的な状況になっています。巨額の財政債務は

こうした中で，わが国経済のポテンシャルを

わが国の重要課題であり，感染症拡大にかかる

強化していくため，時代に相応しい成長戦略の

危機的状況を脱した後には，より現実的な経済

確実な実施とともに，財政健全化を進め，社会

や財政の見通しに基づき，財政健全化に全力で

保障制度等を持続可能なものとすることが欠か

取り組まなければなりません。

せません。
わが国の長期債務残高は，令和３年度末には

次に税制ですが，新型コロナを機に，世界は

一千二百兆円を超える（１，
２１２兆円）と見込ま

大きく，急速なスピードで変化し，わが国でも

れ，GDP の２倍という，歴史的，国際的に最

未来に向けた変化が生まれてきています。税制

悪の水準が続いています。

においても，こうした変化に迅速かつ的確に対

本年度の骨太方針においては，２０２５年度の基

応できる制度の構築を追求する必要があります。

礎的財政収支を黒字化するという財政健全化目

まず，所得税については，税収調達機能の回

標を堅持するとされていますが，財政支出が著

復を図るとともに，格差が拡大しているといわ

―1―

私どもは，これまでと同様に成長戦略と財政

れる現状の中で，所得再分配はどうあるべきか，
引き続き議論を深めていく必要があると考えて

の健全化，社会保障制度改革を一体的に推進す

おります。

るためには，
「経済活力の強化」と「安定財源
の確保」を基本として，経済社会の実態に即し

次に，法人税ですが，労働力人口が減少して
いくわが国において，経済の持続的な成長力を

た税制改革への取組が重要であると考えていま
す。

強化するためには，生産性向上が不可欠です。
このような状況において，法人税改革は，日本

さて，今年の租税研究大会では，本日午前の

企業の国際競争力や日本の立地競争力の強化に

部において，京都大学の岡村先生から「収益認

資するものでなければならず，そのためには少

識の諸相−法人税法からの問いかけ」と題して

なくとも国際的に調和のとれた税制とすること

ご報告をいただきました。
この後開催する「税制改革を巡る現状と課

が重要です。
国際課税の分野においては，経済のデジタル

題」では，財務省住澤主税局長，総務省稲岡自

化に対する課税のあり方について，国際的な検

治税務局長にも，公務ご多忙な中，討論会にご

討が最終局面を迎えています。デジタル課税の

出席いただきます。

議論においては，国際的に調和のとれた制度の

また，明日は「消費税率引き上げ後の財政と

導入が期待されるとともに，今後の国際課税に

社会保障」，そして「国際課税を巡る現状と課

おいては，引き続き国際的二重課税を効果的に

題」という２つの討論会を予定しております。
お話しいただくのは，いずれも税制，財政に

排除する仕組みや投資交流を阻害しない税制の

精通された方々ばかりであり，大変有意義なお

構築が重要と考えます。
そして，消費税については，一昨年，税率が
１０％に引き上げられましたが，超高齢社会を支

話を伺えるものと思います。皆様とともに大き
な期待を込めて拝聴したいと存じます。

える基幹税として，今後更に税率を引き上げて
最後になりましたが，ご出席の皆様方の今後

いく必要があると考えております。

ますますのご発展とご健勝を心からお祈りする
私ども租研は，民間研究団体として中立の立

とともに，当協会の活動につきまして，今後と

場から，税・財政の問題を調査・研究し，毎年，

もご支援，ご協力を賜りますようお願い申し上

中長期的な課題を含め，あるべき税制改革につ

げまして，私の租税研究大会開催に当たっての

いて提言を行っております。

挨拶とさせていただきます。
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報告

９月１３日㈪・午前

収益認識の諸相
−法人税法からの問いかけ−
京都大学大学院法学研究科教授

岡村

忠生

はじめに
本日は，第７３回租税研究大会で報告をさせて
いただくこととなり，大変光栄に存じます。最
初に，本日の報告の概要を申し上げます。まず，
「はじめに」で，問題の提起を行います。これ
まであまり言われていなかったことではないか
と思います。次に，
「１ 会計基準と法人税法
の規律」で，会計基準と法人税法の関係につい
て述べます。ここでは，制度会計の直入，つま

●収益認識とは何か

り，法人税法が会計をそのまま受け入れている

本年度より，「収益認識に関する会計基準（企

という点にウェイトを置きます。
「２ 平成３０年

業会計基準第２９号）」
（以下「収益認識会計基準」

度法人税法改正」では，この改正の意味につい

といいます。）が本格適用されることとなりま

て２つの見方があることを申し上げた後，改正

した。また，法人税法は，既に平成３０年度で対

条文でそのことを検証します。
「３ 収益認識に

応済みという状態になっています。しかしなが

関する会計基準（企業会計基準第２９号）
」は，

ら，この両者の関係には，はっきりしないとこ

収益認識会計基準の検討ですが，国際会計基準

ろもあります。そもそも，会計基準が設けられ

である IFRS １５の開発過程，特に２００１年のエン

たから法人税法がそれに対応する，という説明

ロン事件と翌年の SOX 法を契機のひとつとす

の仕方には，ある種の前提，すなわち，そのま

る会計基準の開発の過程を追いながら，IFRS

までは両者が抵触するので，調整をしなければ

１５の収益認識の考え方の根本的な部分に触れた

ならない，というような黙示の前提，思い込み

いと思います。最後の「おわりに」では，会計

のようなものがあると思います。しかし，それ

基準に対して法人税法が取るべき姿勢，法人税

は本当でしょうか。この会計基準は，
「収益認

法の立ち位置について，私見を申し述べます。

識」に関する会計基準だから，法人税法上の収
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益，法２２条２項に規定されている収益と被る，

としても，法人税法としては，費用側について

バッティングする，と考えたのだと思うのです

も対応規定が必要であると思われます。

が，収益認識会計基準にいう「収益」とは，法

「認識」についても，やはり，言葉の意味の

人税法２２条２項に規定された収益と同じものな

違いをよく考えておく必要があると思われます。

のでしょうか。

会計で「認識」と称する行為があったとき，法

なぜこんなことを申し上げるか，というと，

人税は影響を受けるのか，どのような影響を受

収益認識会計基準には，タイトルとなった「収

けるのか，なぜそうなるのかを，検討する必要

益」についての定義規定が置かれておらず，私

があると思います。そして，ここでも，会計上

には不自然に感じられたことが発端です。そこ

の「認識」があれば，法人税法でも（別段の定

で，この会計基準が国際会計基準とのコンバー

めがない限り）自動的に課税所得計算に投入す

ジェンスを目的として開発されたことから，そ

るという黙示の前提があるように思います。し

の基礎となった国際会計基準である「IFRS １５

かし，そこには別のやり方もあるのか，それと

“Revenue form Contract with Customers”」を

も，それは致し方ないことなのか，考えてみる

調べてみました。すると， Revenue

余地はありそうです。

“ 一般

には「収益」と訳されていると思いますが，こ

いずれにしても，収益認識会計基準ができた

の Revenue の定義として，通常の事業活動

ことが，法人税法と（いかなる）関係にあるの

から生ずる income だとされていました。In-

か，なぜそうなるのか，なぜ「対応」をしなけ

come は，一般に「所得」と訳していると思い

ればならなかったのかを考える必要があるわけ

ますが，ネット，純額，つまり，収益から費用

です。これは，全くの冗談として申し上げます

を控除した概念ではないかと思われます。この

が，法人税法の中に，「収益認識に関する会計

点は，後ほど見ますが，とにかく，法人税法で

基準（企業会計基準第２９号）は，法第２２条４項

「収益」と称しているもの，総額主義を前提と

に規定する一般に公正妥当と認められる会計処

するグロスの概念とは異なると思われます。

理の基準には該当しないものとする。
」という

「収益」という同じ言葉を使っていても，全
く違うものを指しているのであれば，収益認識

規定をおけば，それでよかったということにな
るのでしょうか。

会計基準と法人税法とは無関係だ，ということ
で話は終わるはずです。しかし，収益認識会計

●会計基準と私法

基準が，法２２条４項に規定された「一般に公正

収益認識会計基準は，元になった IFRS １５の

妥当と認められる会計処理の基準」として認め

タイトルが”Revenue form Contract with Cus-

られるのであれば，そうとも行かないことにな

tomers”であり，Contract，契約という語がタ

ります。ここでは，法律か会計基準か，という

イトルにあることに明らかなように，契約とい

形式のことではなく，実質論として何が違うの

う法制度を用いて収益認識を行う側面がありま

かが問題となります。グロスかネットかについ

す。契約法制は私法の中心ですが，そこに依拠

ては，後ほどさらに述べますが，あらかじめ一

しているわけです。ところが，これも後ほど検

点指摘させて頂くと，もし，会計基準が，法人

討しますが，収益認識会計基準の用いる契約の

税のようにグロスで収益を見ているのであれば，

概念は，日本民法上のもの，ひとつの法律行為

収益認識会計基準に対応する「費用認識会計基

に向けた当事者の意思の合致１ではありません。

準」が必要になるはずです。しかし，そういう

強制の可否を基準とする英米法の契約概念です

ことにはなっていません。また，これも後ほど

（収益認識会計基準５項）。収益認識会計基準で

述べますが，費用認識会計基準が開発されない

は，ご承知のように，まず契約を認識し（とい
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うことは，契約ではない単なる約束などを切り
分け），ひとつの契約を結合したり操作したり
しますが，そこには，英米法の契約概念に基づ

１

会計基準と法人税法の規律

１―１．課税所得計算

き，履行強制の可否に基づく判断として側面が

会計基準と法人税法との関係を，法人税法が

あるように思われます。また，これも後ほど検

規律できること／できないことという観点から，

討しますが，支配，IFRS １５では control とい

整理してみましょう。課税所得計算について，

われる概念についても，日本の契約法の考え方

法人税法は，益金から損金を控除するという，

とは異なるように思われます。しかも，会計基

総額から純額としての所得を導く方法を取って

準は，法制度，具体的には，会社法と会社計算

います。この方法は原則ですが，ただし，そう

規則，また，金融商品取引法と財務諸表等規則

ではない計算方法も，有価証券やデリバティブ

に裏付けられた会計，つまり，制度会計として

取引については，導入されています。これらで

存在すると考えられるので，日本の私法とは異

は，ネット，純額でプラスなら益金，マイナス

質な契約観を会計基準に取り込んだとき，拒絶

なら損金という方法が取られています。経済的

反応というか，私法との不整合が生じないかと

なポジションの変化を収益または損失と捉える

いうことが懸念されます。この点，大陸法系の

方法論は，会計の領域でも，特に金融商品につ

民法を用いる国であっても，法律レベルでのア

いて見られるものです４。２０世紀終盤からの経

ダプション，つまり，法としてそのまま受け容

済の金融化と呼ばれる現象，つまり，製造や販

れることが行われていれば，たとえば，国際会

売を事業内容とする企業であっても，その利益

計基準をアダプトした会社法は民法の特別法だ，

の多くを金融取引から得ているという状況や，

ということで，折り合いが付けられるかもしれ

エンロン事件で行われたヘッジ取引を利用した

ないと思います。しかし，日本は，コンバージ

不正会計への対応が，今回の収益認識会計基準

ェンスに止まっています。既に，収益認識会計

が開発された契機のひとつであり，そのことか

基準に対応した契約の結び方，のような契約実

ら，取引に係る企業の経済的ポジションをネッ

務が雑誌などを賑わしていますが２，会計が契

トで捉える資産負債アプローチという方法論が

約実務を変化させる現象を，どう考えるかは論

導入されたわけです。これに対して，法人税法

点だと思います。IFRS １５は，米 国 に お い て

は，益金側で収益，損金側で原価，費用，損失

IASB と FASB との共同プロジェクトとして開

という基本的な概念，計算のスタートラインを

発されたこともあり，日本の契約法制を適格に

設けているのですが，その定義は，平成３０年改

捉えられるかという問題があります。特に，法

正までは，基本的には公正処理基準に委ね，別

人税法との関係では，日本の最高裁が実現主義

段の定めを設けるということになっていました。

を権利確定主義と同じものと見ており３，権利

もっとも，そもそも，収益などの概念は，１９６７

の確定とは，対価に対する私法上の権利の確定

年に公正処理基準が導入される前から文言とし

と見ていることから，契約に対する考え方の差

て規定されていたので，その当時は，解釈に委

異が懸念されます。

ねられていたことになります。この点，所得税

１

たとえば，山本豊・笠井修・北居功『民法５契約』
（有斐閣，２０１８年）２頁。

２

たとえば，「特集

３

最判平成５年１１月２５日民集４７巻９号５２７８頁。

４

新収益認識の契約実務」企業会計７２巻４号１５頁以下（２０１９年）
。

「金融商品に関する会計基準（企業会計基準第１０号）
」１１項は，
「帳簿価額とその対価としての受払額との差額を
当期の損益として処理する。
」と規定している。
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法の収入金額についての規定（所法３６条１項）

れらの裁判例からは，法人税法の側から，公正

と比較いたしますと，所得税法には「その他経

処理基準の内容を規律しようとする試みが行わ

済的な利益」という文言で広く包括的に収入金

れ，ある程度成功してきたといえます。このほ

眼を捉えていることに対して，法人税法では，

か，金融商品会計実務指針に基づく処理が争わ

そのような文言が含まれていない（おそらく，

れたオリックス事件判決や８，サラリーマン金

解釈で同じことが導き出せる）と考えられたも

融での制限超過利息の処理に関する TFK 事件

のと思います。しかし，今回のような公正処理

判決９とクラヴィス事件判決１０も，会計基準が問

基準の変化があったとき，つまり，収益という

題となった事件として有名です。

根本的なレベルにある概念で会計基準に変更が

このような裁判によるものの他，通達などを

あったとき，どうするかという問題が生じます。

通じた会計処理への影響も，従来議論されてき

もはや，これまでのような２２条２項に対する別

ました。逆基準性という言葉には，あまり好ま

段の定めでは対処し切れないからです。

しい語感はありませんが，意味するところは，

もっとも，個別の事案において，法人税法か

別段の定め（特に償却限度額の規定）や解釈通

ら見た公正処理基準（法人税法がこうあるべき

達に従って会計が行われ，それが会計慣行とし

だと考える公正処理基準）を利用して判断をす

て定着する，会計基準になってしまう，という

ることも行われてきました。代表的なものとし

ことです。

て，３つの裁判例があります。エスブイシー事
件判決は５，公正処理基準の解釈によって脱税

１―２．制度会計の直入領域

のための手数料の損金算入を否認しています。
６

以上の課税所得計算の領域は，法人税法と会

大竹貿易事件判決は ，納税者の選択した収益

計基準との間のせめぎ合いのようなところでし

計上基準である荷為替手形の買取りの時点での

たが，これに対して，法人税法が会計基準，特

形状を，公正処理基準に該当しないとして否認

に制度会計をそのまま受け入れている領域，現

７

しています。ビックカメラ事件判決は ，信託

在の仕組みでは，受け入れざるを得ない領域が

を用いた不動産の流動化について，納税者が証

あります。この領域については，これまであま

券取引等監視委員会の指導に従い，不動産流動

り議論されていなかったと思われますが，たと

化実務指針に基づく金融取引としての処理を求

えば，みなし配当課税に関する本年３月１１日の

める更正の請求をしたのに対して，納税者の処

最高裁判決１１を考える上でも，背景として重要

理が企業会計上の公正会計基準として有力なも

です。法人税法と所得税法は，配当の概念につ

のではあっても，当然に２２条４項にいう「一般

いて，資本剰余金の減少があるかどうかに委ね

に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該

ており，みなし配当の計算では，その減少する

当するものではないとして，納税者の請求を斥

金額をそのまま使って計算をしています。この

けました。判決文に，
「税会計処理基準」なる

ため，次のようにして，留保利益の一部を株式

言葉が登場したことも，注目を浴びました。こ

譲渡益に転換することができます。

５

最決平成６年９月１６日刑集４８巻６号３５７頁。

６

最判平成５年１１月２５日民集４７巻９号５２７８頁。

７

東京高判平成２５年７月１９日訟月６０巻５号１０８９頁。

８

東京高判平成２６年８月２９日税資２６４号順号１２５２３。

９

東京高判平成２６年４月２３日訟月６０巻１２号２６５５頁。

１０

最判令和２年７月２日民集７４巻４号１０３０頁。

１１

最判令和３年３月１１日裁時１７６３号４頁。
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（制度会計）の領域にあるため，法人税法が規
純資産簿価１億円（時価１億５千万円）
，資

律できないことにあります。そして，にもかか

本金と資本剰余金５千万，利益剰余金５千万

わらず，法人税法が自らこれらの概念に代わる

円の法人Ｘがある。Ａ社は，
その株式の１０％

ものを用意することは，配当課税の仕組みを根

を１，
５００万円（時価）で取得した。次の日，

本的に変えない限り，無理ではないかと思われ

Ｘは，利益剰余金の全額を配当した。Ａは，

ます１２。

配当５００万円を受け取り，２５０万円の益金が
生じる。

１―３．国際課税・ミニマムタックス

しかし，Ｘが利益剰余金５千万円を資本

最近の国際課税と法人ミニマムタックスでも，

に組み入れ，さらにこれを資本剰余金に振

会計上の収益や利益がほぼ直接用いられていま

り替えて払い戻せば，Ａが受け取る５００万

す。

円には，資本の払戻しとしてみなし配当課

まず，OECD 国際課税に関するブループリ

税が行われ（法法２４条１項４号）
，
「株式又は

ントの第１の柱では１３，Amount A として，対消

出資に対応する部分の金額」の計算のため

費者デジタルサービス等の超過利益を計算し，

に施行令が規定する割合は１／２（法令２３条

その課税権を，従来の PE 帰属ではなく，PE

１項４号）となる（払戻等対応資本金額等は

の有無にかかわらずに市場国に配分する制度が

５千万円）。したがって，Ａには，みなし配

提案されています。重要なことは，その計算が

当の金額は生じない。５００万円はＡ株式譲

連結財務諸表利益を基礎として行われることで

渡収入となり，譲渡原価は取得株式の半分

す。また，ブループリントの第２の柱は１４，国際

の７５０万円であるから（法法６１条の２第１８項，

的に見て，いずれの国または地域でも最低限の

法令１１９条の１９）
，２５０万円の譲渡損が生じ

課税が行われるようにする制度で，その対象と

る。株式譲渡損益が生じても，持分割合は

なる多国籍企業を，やはり連結財務諸表におけ

変化しない。

る収入を用いて決めることになっています。
次に，米国の法人ミニマムタックスは，現在，

この問題の原因は，会社法上の資本金（株主

バイデン政権が提案しているものですが，Book

拠出資本だけでなく留保利益を含んでいる。
）
，

Income，つまり，財務諸表上の所得を課税ベー

資本剰余金（このような資本金の流出拘束を弱

スとするものです１５。トランプ政権が廃止をし

めたものに過ぎない。）
，利益剰余金（欠損控除

たかつての Alternative Minimum Tax もほぼ

後の留保利益で資本に転化していないものであ

同じものでした。

り，留保利益そのものではない。
）が，会社法

１２

このように会計上の所得がほぼそのまま課税

この点については，岡村忠生「資本剰余金からの脱却−分配に対する課税について−」税法学５６７号（２０２１年）
掲載予定を参照。

１３

OECD（２０２０），
Tax Challenges Arising from Digitalisation-Report on Pillar One Blueprint : Inclusive FrameParis，https : //doi．org/
work on BEPS，
OECD/G２０ Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，
１０．
１７８７/beba０６３４―en．

１４

OECD（２０２０），
Tax Challenges Arising from Digitalisation-Report on Pillar One Blueprint : Inclusive FrameParis，https : //doi．org/
work on BEPS，
OECD/G２０ Base Erosion and Profit Shifting Project，OECD Publishing，
１０．
１７８７/beba０６３４―en．

１５

Department of the Treasury，General Explanations of the Administrationʼs Fiscal Year ２０２２ Revenue Proposals
at ２１．
（May ２０２１），
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ベースとされたり，課税を受けるかどうかを決

例示されていないことをどのように考えるか，

める要素とされたりするようになると，税制が

また，無償による資産の譲受けと無償による役

有利な会計基準を求める動きを誘発することに

務の受領とを，どのように区別するかという議

なると思われます。そのため，会計基準（制度

論がありました。後に紹介する IFRS １５に至る

会計）に対する税制の積極的な関与が必要にな

国際会計基準の議論を見ていて分かったのです

るかもしれません。この点は，この報告の最後

が，受領者側で資産に計上される場合を資産の

で，少し触れたいと思います。

譲受け，即時に費消される場合を役務の受領と
しているようです。つまり，資産か役務かは，

２ 平成３０年度法人税法改正

対象となる行為自体に認められる性質ではなく，
それを受けた側での利用形態により判断すると

２―１．２２条２項の縮小（死文化？）
平成３０年度改正による法人税法２２条と２２条の

いうわけです。２２条２項についてもそのように

２について，その改正の効果と意味を検討し，

解釈するのであれば，無償による役務の受領は，

学説の評価を紹介した上で，実際の条文を少し

課税の対象ではないことになります。もっとも，

見ておくこととします。

国税庁通達は，グループ法人税制として立法さ

この改正で創設された２２条の２の対象は，資

れた２５条の２（完全支配関係がある法人間の受

産の販売若しくは譲渡又は役務の提供，これを

贈益の益金不算入）の適用について，無利息貸

「資産の販売等」としていますが，そのように

付を受けた法人には，この規定の適用がなけれ

広い範囲となっています。そして，その中には，

ば，受贈益が発生するとの立場を取っています

立法の趣旨からは異論の余地もありますが，収

（法基通４―２―６）。

益認識会計基準が対象としている顧客との取引
には含まれないようなもの，特に，贈与などの

２―２．改正の意味

無償取引も含まれて来ると解されます。そして，

平成３０年改正には，一見したところ，２つの

この２２条の２の規定は，２２条２項に対して「別段

メッセージを読み取ることができます。ひとつ

の定め」になるので，２２条２項に優先して適用

は，収益認識会計基準を拒絶する方向のメッ

されることになります。そうすると，２２条２項

セージ，もう一つは，逆に，これと調和を取ろ

によって益金に算入される収益，すなわち，公

うとする方向のメッセージです。

正処理基準によって収益とされて益金に入るも

まず，財務省『平成３０年度税制改正の解説』

の範囲が，著しく縮小することになります。こ

を見ましょう。この文書は，一方で，
「法人税

れは，２２条２項の死文化と言ってもいいように

法においては，収益認識に関する会計基準のよ

思います。文理上の議論の余地なく，２２条２項

うに対価の額を基礎として益金の額を計算する

の対象であって２２条の２の適用を受けないもの

ことは，方法として採用できません。」と述べ

は，無償による資産の譲受けとその他の取引だ

ています１６。この直前の記述には，資産の低額

けになります。

譲渡に関する南西通商事件最高裁判決１７が引用

無償による役務の受領が課税を受けるか否か

されているので，この判決の考え方から見れば，

については，２２条２項の解釈論のひとつとして，

この事件のような低額譲渡については，対価に

この規定には，この類型が益金発生事由として

よって収益を測定することはできない，という

１６

財務省『平成３０年度税制改正の解説』２７０頁。

１７

最判平成７年１２月１９日民集４９巻１０号３１２１頁。
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ことになるわけです。それはもちろんそうなの

る大竹貿易事件判決を引用し，この判決が示し

ですが，ただ，問題は，収益認識会計基準や，

た権利確定主義は法人税法の基本的な考え方で

ひいては，国際会計基準 IFRS １５が，ほんとう

あるとした直後に，上記のセンテンスが現れる

に「対価の額を基準として」収益を認識すると

ので，タイミングについても述べているとも理

言っているのかどうかです。この点は，この次

解できそうです。
金子宏先生の教科書は，認識の時点，タイミ

の３で検討します。
しかし，他方で，
『税制改正の解説』
には，
「収

ングについて述べており，
「２２条の２は，１項だ

益認識に関する会計基準における考え方とも整

けを見ると，厳格な引渡基準を採用しているよ

合的となる規定とされました。
」と書かれてい

うに見えるが，２項以下および上述の政令の規

ます１８。こちらは，収益認識の時点，つまり，

定と合わせて見ると，全体としては会計基準の

課税のタイミングに関する記述ですが，こちら

線に沿い，会計基準との調和を図っていると考

の方で「権利の確定といった対価の流入の側面

えてよいと恩われる。また，本条は，別段の規

に着目するのではなく」１９といっているところ，

定であるから，従来の学説・判例を含む公正・

つまり，権利確定基準ではないとしているとこ

妥当な会計処理の基準（たとえぽ，権利確定主

ろは，ほんとうに収益認識会計基準と整合的な

義）を修正ないし否定するものではない。」２１と

のでしょうか。この点も，この次の３のところ

述べています。最初は強面だけれど，よく見る

で検討します。

と優しい，というのは，適切な説明だと思いま

いずれにしても，財務省解説としては，低額

す。ただ，権利確定主義を修正するものではな

譲渡のように対価の額が問題となる場合と，認

いと述べているところは，権利確定主義をどう

識時期，タイミングが問題になる場合とを切り

考えるかによりますが，最高裁は，権利とは対

分けており，収益認識会計基準に対する態度の

価に対する権利のことであると考えていると思

二面性が問題になるとは思っていないのだろう

われるので，そうすると，先ほどの財務省説明

と考えられます。しかし，収益認識の方法論と

とは少し違うことになります。もちろん，権利

して，タイミングの問題と金額の問題とを，き

確定主義については，立法で最高裁判例を変え

れいに区別することができるのでしょうか。

ることはできますが，その場合には，よほどし

代表的な学説を見てみましょう。ここでは，

っかりとメッセージを出す必要があります。し

吉村政穂先生，金子宏先生，渡辺徹也先生の論

かし，この後見るように，大竹貿易事件最高裁

文や教科書を取り上げています。

判決への配慮というか，遠慮から，平成３０年度

吉村政穂先生は，「この改正は，
（中略）新た

改正は，最高裁判例を覆すような立法では到底

な収益認識に関する会計基準による影響を遮断

なかったという感じがします。その意味で，金

する規定ぶりとなった。」と評価されています２０。

子先生のおっしゃるとおりだと思います。

この「遮断」という言葉は，財務省解説のうち

渡辺徹也先生は，法人税法が従来からもって

の収益の金額に関する部分を明確にした表現だ

いた収益認識に関する基準を維持するために，

と受け止められそうですが，よく読むと，この

収益認識会計基準の影響を防止する必要があり，

直前の箇所で，認識の時点，タイミングに関す

そのために立法があったと述べています２２。こ

１８

財務省前掲注１６，２７１頁。

１９

前掲箇所。

２０

吉村政穂「税制改正大綱を評価する−法人課税−」税研１９９号４８頁，５１頁（２０１８年）
。

２１

金子宏『租税法（第２３版）
』
（弘文堂，２０１９年）３５７頁。
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の立場は明解であり，吉村先生よりも強い遮断

強制適用の対象ではありません。法人税法が，

説ということになります。しかし，そうである

そこをどう扱うかも，法の下の平等として，問

からこそ，この説に対する疑問が明確化するの

題となるかもしれません。

ですが，それは，法人税法が独自の収益認識基
準をもっていたのか，あるいは，新しい収益認

２―３．改正法

識会計基準の前に存在した公正処理基準として

改正法を簡単に見ておきます。まず，法人税

の認識基準を使っていたのか，そして，いずれ

法（以下「法」といいます。）２２条４項に「別段

にしても，収益認識会計基準が開発される前に，

の定めがあるものを除き」が挿入されています。

そのようなものが果たして存在していたのか，

したがって，改正前とは異なり，法人税法が公

ということになります。ちなみに，IFRS １５に

正処理基準の助けを借りず，その影響を受けず

関する説明では，包括的で統一的な収益認識基

に，自分で，収益だけでなく，原価・費用・損

準がなかったから，これを開発したと述べてい

失についても，決めることができるという規定

います２３。

です。ですので，費用側についても，たとえば，

私は，法人税法に，収益についての包括的で

法２２条の３のような規定があってもよい，とい

一貫した考え方，すなわち，別段の定め（たと

うより，収益を自分で決めた以上，対応する必

えば，長期大規模工事に関する規定）をも通じ

要も決める必要があるので，法２２条の３は必要

た収益概念や課税時期の規律のようなものは，

ではないかとも考えられます。

なかったと考えます。少なくとも，国際会計基

法２２条の２第１項は，引渡基準を規定する収益

準の開発過程の中で経験されたような収益認識

の計上時期についての独自の規定です。金子先

開発のための努力というか，苦闘というか，そ

生が，厳格な引渡基準を採用しているように見

ういうものを，法人税法は味わっていないと思

える，とおっしゃった部分です。問題は，ここ

います。

での「収益」の意味が何か，もし，収益認識会

包括的で統一的な収益概念の不在が問題とな

計基準を意識していたのであれば，「income」
，

るのは，課税の公平です。所得税法では，給与

つまり，所得ではなかったのか，ということで

所得への課税方法に関して，法の下の平等を争

す。費用側の対応規定（法２２条の３？）が立法

点としたサラリーマン税金訴訟の昭和６０年の大

されなかった以上，法２２条の２が，費用側も面

２４

法廷判決がありました 。法人税で，たとえば，

倒を見てくれないと，費用は会計基準で行くの

なぜ長期大規模工事だけが引渡基準ではないの

で，困ったことになりそうです。とにかく，こ

か，それは，法の下の平等に反するのではない

こでの収益は，公正処理基準を離れて観念され

か，といった訴訟が起こったとき，法人税法は，

ているものですので，認識時期，タイミングに

通底した収益概念を示すことができるのでしょ

ついては引渡基準だと規定したとしても，収益

うか。また，収益認識会計基準が法人税法上の

概念については，解釈にゆだねられた（法２２条

公正処理基準に該当することは，学説も財務省

４項制定前と同じ。）ということになります。

解説も認めていますが，中小企業はこの基準の

２２
２３

法２２条の２第２項以下は，金子先生が会計基準

渡辺徹也『スタンダード法人税法（第２版）
』
（弘文堂，２０１９年）１１５頁。
IFRS Standards Part C．Basis for Conclusions on IFRS １５ Revenue from Contracts with Customers，
（IFRS
BC２．
日本語訳として，IFRS 財団編，企業会計基準委員会・公益財団法人財務会計基準機
Foundation ２０２１）para．
（中央経済社，２０２１年）
。
構監訳『IFRS 基準〈注釈付き〉２０２１』

２４

最判昭和６０年３月２７日民集３９巻２号２４７頁。
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との調和を図っていると評価されている部分で

規定です。まず，この規定に言う「通常得べき」

す。まず，第２項は，「確定した決算において収

は，後に述べる施行令の規定が，事後の事情に

益として経理」することを求めており，益金経

よって変動することを前提としていることから，

理要件ともいうべきもの創設したことになりま

時価，つまり，引渡し等の時点での価額をいう

す。そして，その収益計上は，
「近接する日」

のではないと考えられます。また，この規定を

の範囲内で，「一般に公正妥当と認められる会

どこまで厳格に執行するかが問題となるととも

計処理の基準に従って」行うこととなります。

に，寄附金との関係で，法３７条８項が「実質的

この２項については，先に述べた大竹貿易事件

に贈与又は無償の供与をしたと認められる金

２５

判決 を考慮したものだという田中晶国先生の

額」を寄附金としており，これに該当しない部

見解があります２６。この事件の最高裁判決は，

分をどうするのかという問題があります。損金

国を勝訴させましたが，傍論では，会計基準に

側の処理の問題です。さらに，
「通常得べき」

関する納税者の選択可能性を認めています。こ

の「べき」という言葉に，規範的な意味をどの

れについては，リップサービスではないかとも

程度認めるかも問題となりそうです。たとえば，

思ったのですが，浅妻章如先生は，納税者の選

制限超過利息が「通常得べき対価」だとは，常

択を否認できるハードルは低くないと述べら

識的には言わないだろうと思います。もっとも，

２７

れ ，これを神山弘行先生が引用されているこ

このような違法な対価については，法２２条の２

ともあり２８，この規定は，田中先生の見解のよ

による益金算入は無理でも，法２２条２項の適用

うに，大竹貿易事件判決の選択可能性に配慮し

があるのかもしれません。

ていると考えられます。

先に引用した「対価の額を基礎として益金の

なお，解釈論ですが，第２項の規定は，約定

額を計算することは，方法として採用できませ

日基準を許容していますが，約定日についても

ん。」という言説は，主にこの第４項に関するも

「前項に規定する日（＝引渡しまたは役務の提

のと思われます。しかし，これまで，法人税実

供の日）に近接する日」という制限が掛かるの

務は，例外的な場合でない限り，現実に得られ

かどうかは，少し気になるところです。いずれ

た対価の金額（もちろん，金銭には限りませ

にしても，この第２項になると，公正処理基準

ん。）を収益・益金としてきたはずです。この

が全面的に掛かっており，その中には収益認識

ことを，
（どの程度）改めようとしいるのか，

会計基準が含まれることを確認して下さい。

その理由はなぜかが，問われると思います。深

第３項は，第２項の益金経理要件を当初申告要

い議論をすると，経済活動の自由に関する国の

件に緩和している規定です。したがって，ここ

介入のあり方に関係することにもなります。私

でも公正処理基準，つまり少なくとも収益認識

は，私人間で，強制を受けることなく自由に決

会計基準の適用を受ける法人については，収益

められた取引価額は，よほどのことがない限り，

認識会計基準に従うべきことになります。

否認することは適当ではないと思います。もち

第４項は「通常得べき対価の額」についての

２５
２６

ろん，移転価格税制の対象となる関連当事者取

前掲注６。
岡村忠生・酒井貴子・田中晶国『アルマ租税法（第２版）
』
（有斐閣，２０２０年）１６２頁，
『アルマ租税法（第３版）
』
（有
斐閣，２０２１年）１６３頁（いずれも田中晶国執筆部分）

２７

浅妻章如「判批」立教法学８７号２０４頁，１９３頁（２０１３年）。

２８

租税判例百選（第７版）１２９頁（２０２１年）
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引は，国際的な税源分配が目的にあるので別で

についても，簡単に見ておきます。令１８条の２

すし，寄附金規定の対象となる実質的な贈与も，

第１項は，「修正の経理」をした金額については，

これを無制限に損金とするわけにはいかないの

遡って修更正をせず，修正の経理をした事業年

で，切り分ける必要があります。役員給与が低

度に加減算すること，第２項は，確定申告書に

額譲渡の形式で支払われる場合も，制限が必要

おいて調整した場合について，修正の経理や調

です。しかし，通常の取引では，正しい課税ベー

整をした事業年度の益金または損金とすること

ス，適正な収益の額は，人々の自由な取引の中

を規定しています。ここでは，損金について，
２２

に求めるべきではないでしょうか。したがって，

条３項の別段の定めとなっていることに注意が

全ての取引について現実の対価ではないものに

必要です。法人税法は，マイナスの収益，マイ

よって収益を計測することは，妥当ではないし，

ナスの益金という考え方はしていないわけです。

そもそも，自由主義社会において，そんなこと

これらの規定の「修正の経理」という文言は，

はできないと思います。この点で，上記の言説

法２２条の２第７項にあるものですが，定義は置か

は，無償取引や低額譲渡を過度に意識している

れていません。たとえば，売上げの計上漏れが

ように思えます。

見つかった場合の修正がこれに該当しない，つ

第５項については，規定に列挙された貸倒れ

まり，その場合は引渡しのあった年度に遡って

と買戻し以外をどう考えるかになりますが，そ

修更正を行うことは明らかだと思いますが，で

の前に，この規定がなぜ必要だったのかを，考

は，どの範囲で，引渡等事業年度ではない年度

えてみてもいいのかもしれません。もし，法人

における調整を認めるのかは，問題となりそう

税法にいう収益が純粋にグロスの概念なのであ

です。

れば，貸倒れや買戻しに備えた収益の減額は，

第３項は，引渡し等の後になって，「通常得る

実質的には引当金であり，法２２条３項２号に規定

べき」対価の額が変動した場合の規定で，
「通

された債務確定要件によって，対応できたので

常得べき対価」に関して述べた施行令の規定で

はないかとも思われるからです。そして，これ

す。これまでは，対価を，時価すなわちその時

以外の収益を減額するような処理は，債務確定

点の価額と考えてきたと思うのですが，ここで

要件との関係で，精査されるべきであろうと思

は，その考え方が変更されている点で，非常に

います。

大きな意味があると思います。ただし，調整を

第６項は，現物配当などが行われた場合の収

行うのは，引渡し等の年度に遡及するのではな

益について規定していますが，
「その他これら

く，あくまでも変動があった年度になりますか

に類する事由」については，施行令委任がなく，

ら，その意味では，従来通りともいえます。た

解釈に委ねられていることもあり，みなし配当

だし，調整を行う要件である「変動することが

事由全般を含むかどうかが問題となります。ま

確定した」は，文言としてはいい足りないかも

た，これは収益についての規定なので，配当現

しれないところがありそうです。ここで表現し

物の原価が損金に算入できるか，できるとすれ

たいことは，単に変化する，元々の金額とは違

ば，その根拠規定はどこに求めるかが問題とな

う金額になる，ということではなく，変動する

ります。法２２条３項１号なのか，それとも，この

金額の確定，つまり，いくらになるかが確定し

規定をネットで考えるのかが問題となります。

たということだと思います。

配当現物が，棚卸資産や固定資産のようなもの

第４項は，対価として取得した金銭債権の帳

なのか，子会社株式のような有価証券なのかに

簿価額についての規定です。これまで，金銭債

よって変わるのかもしれません。

権については，法２５条または３３条の規定により，

法人税法施行令（以下「令」といいます。）

評価損益の計上が禁止されていたことから，必
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第１に，最初にも述べた契約の概念の違いが

ず額面を帳簿価額としていました。したがって，
それだけのことであれば，この規定は特に設け

あります。法学者にとっては，ものすごく気に

る必要はなかったのかもしれません。ただし，

なるところですが，会計専門家の間での議論は，

法２５条 や 法３３条 の 規 定 の 仕 方 は，
「帳 簿 価 額

ほとんどないと思います。収益認識会計基準や

は・・・とみなす。」という表現であるのに対

IFRS １５における契約の定義は，米国で用いら

して，この規定は直接帳簿価額を規定している

れているものです。日本では，強制という要素

ので，その点は異なります。また，仮に取得し

は，契約に必要な要件ではありません。もちろ

た金銭債権を当初から額面以外の金額で記帳す

ん，商取引の契約のほとんどは強制可能ですが，

ることは，評価損益の計上には該当しない，評

贈与や寄付などは書面で契約しなければ強制で

価損益とは，既に記帳されている帳簿価額を変

きません。

更することであるというのであれば，この規定

収益認識会計基準に対応した契約の結び方の

には意味があることになります。なお，この規

ような実務解説を見ると，契約の形式を具体的

定は，
「対価として受け取ることとなる金額」

な履行義務を区別できる形にすることが重視さ

について規定しており，
「通常得べき対価の額」

れているようです２９。収益認識会計基準や IFRS

ではありません。したがって，低額譲渡をした

１５における契約の結合などの操作は，日本の民

場合も，この規定を根拠として，低額である売

法での契約解釈として考えているのか，それと

掛債権等の額面を超える金額をその帳簿価額と

も，民法とは別のレベルのことなのか，そして，

することはないのではないかと思います。この

もし民法とは別レベルだとすると，結合などの

あたりも，やはり（寄附金規定以外の）借方側

結果としての「契約」は，必ずしも強制力のあ

の処理の規定を設けるべきかもしれません。

るものとはいえないことになります。たとえば，

いずれにしても，施行令の段階では，全ての

ペンキ屋さんがペンキを塗る契約を結んで，ペ

場合に公正処理基準への言及があること，つま

ンキを顧客の下に搬入したとしても，その時点

り，収益認識会計基準に基づき，それを修正す

では，ペンキの代価を法的に請求することはで

る形で規定が行われたことを確認したいと思い

きないと思われます。

ます。

このように法的な観点から見ていると，収益

３ 収益認識に関する会計基準（企業
会計基準第２９号）
３―１．国際会計基準（IFRS１５）とのコンバージ

認識会計基準や IFRS １５が，収益の本質を，契
約によって生じる資産と負債によるネットのポ
ジションで見ているのか，それとも，履行義務
という法的に見える用語を使いながら，結局は，
企業活動での所得獲得過程の進行を見ているの

ェンス
日本は，国際会計基準をアダプションする，

か，一体どちらなのか，という疑問が生じてき

すなわち，日本の会計基準としてそのまま受け

ます。つまり，収益認識会計基準の観念する収

入れるのではなく，コンバージェンス，すなわ

益とは，契約が法的にもたらす企業の経済的ポ

ち，収斂を図るという選択をしました。そのた

ジションの変化なのか，それとも，所得獲得に

め，調整しなければならない概念が出てくるこ

向かう稼得過程の進行（により生じるもの）な

とになります。以下では，３点を取り上げまし

のか，２つの考え方のうちのどちらなのかとい

たが，他にもあるだろうと思います。

うことです。この問題は，この後見るように，

２９

前掲注２。
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米国で収益認識のための会計基準の開発が始ま

ん。したがって，最初にも述べたように，一種

った当初から，意識されてきた問題です。

のネットの金額として，収益を把握することに

第２に，なぜなのか，理由が分からないので

なると考えられます。収益の原語も，income

すが，収益認識会計基準には，収益の定義が置

です。ところが，日本語訳では，
「広義の」と

かれていません。IFRS １５には，次のような定

いう語が追加されていますが，
「所得」とは訳

義が置かれています。

されていません。そして，revenue は，そのネ
ットで計測した income のうち，企業の通常の

IFRS １５ Appendix

活動の過程で生じるものとされています。

A Defined terms

このことは，前述の２つの考え方のうち，ネ

Income :
Increases in economic benefits during the

ットのポジションで見るという始めの方の考え

accounting period in the form of inflows

方を示しています。これは，この後説明する「資

or enhancements of assets or decreases

産負債アプローチ」「公正価値モデル」の影響

of liabilities that result in an increase in

であると思われます。そして，このような収益

equity，other than those relating to contri-

の概念は，日本の法人税法の収益，少なくとも

butions from equity participants．

法２２条２項に言う収益とは異質です。企業会計
基準第２９号が，このような収益の定義を入れな

Revenue :

かったことは，資産負債アプローチを排除する

Income arising in the course of an entityʼs

意図に基づくのかどうか，説明が欲しいところ

ordinary activities．

です。

日本語公式訳３０

収益認識会計基準や IFRS １５にある用語です。

（広義の）収益（income）

国際会計基準の開発の中で公表された Discus-

資産の流入若しくは増価又は負債の減少と

sion Paper を見ると，支配という概念が導入さ

いう形での当会計期間中の経済的便益の増

れた理由は，それまでのリスクと経済価値を基

加のうち持分の増加を生じるもの（持分参

礎として移転を判断していたアプローチを改め

加者からの拠出に関連するものを除く）

るためであったとされています３１。この理由か

第３に，支配（control）があります。支配は，

ら，支配は，
「当該資産の使用を指図し，当該
収益（revenue）

資産からの残りの便益のほとんどすべてを享受

（広 義 の）収 益（income）の う ち，企 業

する能力」と定義されています３２。しかし，他

の通常の活動の過程で生じるもの

方では，
「支配を獲得するにつれて」，An entity
transfers control of a good or service over

企業会計基準委員会による公式訳では，
「持

time”という表現があり３３，支配が一定の期間を

分の増加を生じるもの」と訳されているように，

通じて（over time）
，次第に移転してゆくよう

持分の増加がなければ，収益の認識はありませ

なイメージがあります。そこでは，契約義務の

３０
３１

前掲注２３。
IASB，
Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers，
Discussion Paper，
at １．
１０―１．
１１
（２００８）． https : //www．
ifrs．org/projects/completed-projects/２０１５/revenue-from-contracts-with-customers/dprevenue-recognition/ この URL には，日本語公式訳も掲載されている。

３２

収益認識会計基準３７項，IFRS １５ para．
３３．

３３

収益認識会計基準３５項，IFRS １５ para．
３５．
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履行（引渡し，完成）ではなく，履行のための

３―２．IFRS１５の開発と方法論

活動（稼得過程）の進捗に従って，収益が認識

IFRS１５の開発過程を概観し，先の２つのアプ

されてゆくことになります。このような段階的

ローチの源泉を探ります。はじめに述べました

な収益認識のあり方は，前述の定義，排他性に

ように，米国では，経済の金融化現象の中で，

よる支配の定義と矛盾しないかが問題となるわ

エンロン事件・ワールドコム事件が発生し，連

けです。何事も，開発過程で当初の考え方が修

邦議会は，SOX 法３６に基 づ い て，SEC に 研 究

正されて行くことは多いですが，IFRS １５の開

と対策との報告を求めました３７。その報告書３８は

発過程については，工事進行基準を容認するた

２００３年６月に公表されましたが，その前年の２００２

めに，当初の支配の捉え方が実質的に骨抜きに

年に，FASB はパブリックコメントの対象とな

されたと論じられています３４。

る提案を行い３９，その中で，これまでのルール

この問題の背後には，支配を，法的な権能と

をベースとする会計基準から，原則，ブリンシ

して捉えているのか，事実上のものと見ている

プル・ベースのものに変えて行くことや，新し

のかという論点があります。占有権や所有権を

い概念フレームワーク，つまり，そのベースと

用いるのではなく，「支配」が「移転」する（し

なる考え方の開発を提案しました。この背景と

てゆく）のだ，という見方は，法のルールに基

して，当時の米国には，１００を超える「会計基

づく状態ではなく，事実の事象を捉えようとし

準」が存在し，業界ごとの差も大きく，投資家

ているのだと思います。そもそも，支配という

から見た信頼性や比較可能性の点で，問題があ

概念は，租税法では，管理支配基準で用いられ

ったことがあげられています４０。FASB は，２００４

ており，収益認識の原則である権利確定主義の

年７月に，SEC に対して公開文書で応答を行い４１，

反対側にある概念です３５。このような捉え方は，

翌年４月，公開ドラフトを提示しました４２。

契約に基づいて資産と負債を観念し，ネットの

他方で，２００２年１０月に，FASB は IASB との

ポジションを出すという考え方とは整合しませ

ノーウォーク合意により４３，国際会計基準への

んが，稼得過程を反映させる考え方には合致し

コンバージェンスに向けた共同プロジェクトを

ます。

発足させました。当時，ヨーロッパでは，既に
国際会計基準がアダプトされ，国内法化が進ん
でいたことがあり４４，この共同プロジェクトは，

３４
３５

辻山栄子「新収益認識基準と会計基準国際化の功罪」企業会計７２巻４号１７頁，２２―２３頁（２０２０年）
。
ちなみに，法人税法での「支配」としては，組織再編税制でのものがありますが，そこでは，株式保有を通じた
財産権の間接的な所有を考えており，排他性は考えていない（かもしれない）と思います。組織再編税制は，課税
繰延べに関するものですから，法人税での収益認識の基準のひとつになります。

３６

Sarbanes-Oxley Act of ２００２，
Pub．L．
１０７―２０４，
１１６ Stat．
７４５．

３７

Sarbanes-Oxley Act of ２００２，
§１０８（d）
．

３８

SEC，
Study Pursuant to Section１０８
（d）of the Sarbanes-Oxley Act of ２００２ on the Adoption by the United States
２００３．
Financial Reporting System of a Principles-Based Accounting System，

３９

FASB，
Proposal，Principles-Based Approach to U．
S．
Standard Setting（２００２）
．

４０

IASB，
supra note ３１，
para１．
３．

４１

FASB，
Response to SEC Study on the Adoption of a Principles-Based Accounting System，
２００４．

４２

FASB，
Exposure Draft，
Proposed Statement of Financial Accounting Standards : The Hierarchy of Generally
Accepted Accounting Principles，２００５．

４３

Memorandum of Understanding，
“The Norwalk Agreement”
https : //www．
fasb．org/resources/ccurl/４４３/８８３/memorandum．pdf
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ヨーロッパからも歓迎されました。収益認識に

ジションの変化により，収益を認識するという

関する IFRS １５も，この段階で開発が決まりま

アプローチです。したがって，収益の金額の問

した。ただし，ヨーロッパと米国では，いくつ

題と，認識時点（タイミング）の問題とは，不

かの違いがあり，特に，会計基準のあり方その

可分だと考えられます。

ものが，米国では詳細なルール・ベースのもの

①と②の違いは，①が資産と負債の両者を時

が求められていた点は，大きな違いでした。

価で算定するのに対して，②では負債の方を，

SOX 法により，SEC の規制権限が強化されて

企業が履行義務を果たすに従って計測する，し

おり，FASB との関係も，これを背景として見

たがって，その限りで，稼得過程を反映するモ

ておく必要があります。たとえばイギリスでは，

デルになっているわけです。繰り返しますが，

明文化された会計基準によっては真正で公正な

共同ブロジェクトは，経済の金融化に伴うエン

見解が示せない場合は，会計士は会計基準を

ロン事件を背景とした改革の一環ですから，そ

オーバーライドしなければならない（すること

の点からは，①の時価法が好ましかったと思わ

ができる，ではありません。
）
，という原則まで

れます。それから，③は従来モデルですが，特

４５

存在していました 。長年 IASB の議長を勤め

に米国において，そもそも，このようなものが

た Tweedie という人物が連邦議会で証言して

モデルとして，つまり，１つの理念型を示すよ

４６

いますが ，ヨーロッパから見て，米国の細か

うなものとして存在したのかが問われます。実

いルールとして会計基準を策定するやり方には，

現や引渡しといっても，業界や事業ごとに具体

違和感があったのだろうと思います。

的な違いがあり，先ほども申し上げたように，

このような中で，IFRS １５への道が切り開か

会計基準なるものは１００以上あったと言われて

れてゆきます。この部分は，FASB 等による公

いるからです。そして，たとえば，電話会社が

式資料の他，辻山栄子先生の２つの論文に依拠

新規契約をした顧客から，返還することのない

４７

しています 。FASB と IASB の共同プロジェ

回線接続の初期費用と，月額接続料とを徴収し

クトでは，３つのモデル，すなわち，①資産負

ているとき，両者を分離して収益計上すること

債・公正価値モデル，②資産負債・履行価値モ

はできないという会計基準が存在したのに対し

デル，③実現＋稼得過程モデル（従来モデル）

て，ケーブルテレビの場合には，両者を区別し

が俎上に載せられました。①と②は，資産負債

て収益計上するという会計基準があったことが，

アプローチという共通のアプローチに基づくも

共同プロジェクトの報告書に記されています４８。

のです。このアプローチは，大まかには，契約

しかし，資産負債アプローチに基づく共同プ

によって生じる権利を資産，義務を負債として

ロジェクトに対しては，ヨーロッパからの圧力

識別し，資産から負債を差し引いたネットのポ

もありました。すなわち，欧州のディスカッシ

４４

REGULATION（EC）No１６０６/２００２ of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of １９ July ２００２ on
the application of international accounting standards

４５

David Alexander & Eva Jermakowicz，A True and Fair View of the Principles/Rules Debate，
４２ ABACUS １３２
（２００６）を参照した。

４６

Statement of Sir David Tweedie Before the Committee on Bankingʼ，Housing and Urban Affairs of the U．S．
９ September ２００４．
Senate，

４７

Yuri Biondi，Eiko Tsujiyama，
et al．
，
ʻOld Hens Make the Best Soupʼ : Accounting for the Earning Process and
１１Accounting in Europe １３
the IASB/FASB Attempts to Reform Revenue Recognition Accounting Standards，
（２０１４） ; 辻山栄子「新収益認識基準と会計基準国際化の功罪」企業会計７２巻４号１７頁（２０２０年）
。

４８

IASB，
supra note ３１，para １．
４―１．
５．
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ョン・ペーパーでは，顧客からの対価に基づく

います。損益法，Revenue and expense アプ

収益認識が主張されるとともに，収益認識のア

ローチではありません。一般に，資産負債アプ

プローチとして，決定的事象（critical events）

ローチとは，一定の定義が与えられた資産と負

アプローチと進行（continuous）アプローチが

債に基づき，すべての項目，持分，収益，支出，

４９

提示されました 。おおまかには，前者は，一

利得，損失などを導き出すアプローチをいいま

点で計上する，後者は，段階的に計上してゆく

す。つまり，資産の負債の変化から，収益など

ということになります。そして，この欧州ディ

が算定されるわけです。このアプローチは，先

スカッション・ペーパーでは，収益の認識は資

に①として示した時価評価モデル，これが本当

産と負債の変化によって決まるとしながらも，

は資産負債アプローチに最も親和的なのですが，

実際には稼得過程に着目した収益の認識の結果

それはもはやとられていません。これら３つの

として資産と負債の測定値が決まるという構造

いずれにおいても，契約当初の資産と負債は，

になっていたとされています。
また，
当時の IAS

顧客対価によって計測します５４。ここまでは共

１８
（長期請負工事）を統合する方針が，ドイツ・

通しているのですが，しかし，その後の資産と

フランスから示されました。これは，段階的な

負債の認識や測定は，ひとつではありません。

収益認識を容認することにつながりました。

したがって，具体的な内容までを見ると，資産

これをうけて，２００８年に，共同プロジェクト

負債アプローチは，明確なものではなくなりま

から公表されたのが，ディスカッション・ペー

す。特に問題となるのは，何が資産と負債の変

５０

パー（以下「ＤＰ」といいます。
）です 。この

化をもたらすかです。つまり，財の取得と処分

文書では，上記①の資産負債・公正価値モデル

だけを見るのか，その価値変動をも含めるかに

から，②の資産負債・履行価値モデルに移行し

よって，同じ資産負債アプローチといっても，

たと，辻山論文では評価されています５１。つま

大きく違うことになります。これら３つは，負

り，稼得過程を反映した収益認識を行う方向が

債の減少として，収益を認識することとしまし

示されたわけです。

た。そして，その負債の減少は，顧客に対する

この後，２０１０年に公表された公開草案（以下

履行義務の充足によって，認識することとしま

ＥＤ」といいます。）が連続的な支配の移転を

した。さらに，履行義務の充足は，顧客への目

５２

容認し ，さらに，２０１１年の改訂公開草案（以

的物（サービスを含む）の移転によることとし，

下「改訂ＥＤ」といいます。）に至ると，連続

その移転を，目的物に対する支配によって認識

的な移転の方が原則なのだ，
とされたわけです５３。

することとしたのです。ただし，異なるのは，

ＤＰ，ＥＤ，そして，改訂ＥＤの３つを，や は

その支配が，連続的に移転することを，ＤＰは

り辻山先生の論文に基づいて比較すると，いず

認めませんでしたが，ＥＤは例外的に認め，改

れも資産負債アプローチという点では共通して

訂ＥＤは原則としたということになります。ま

４９

EFRAG，
Revenue Recognition-A European Contribution，PAA in E Discussion Paper at ２７―６４（２００７）
． 辻山栄
。
子「収益の認識をめぐる欧州モデル」會計１７２巻５号１頁（２０１７年）

５０

IASB，
supra note ３１．

５１

辻山前掲注４７，１９頁。

５２

IASB，
Revenue from Contracts with Customers，Exposure Draft，
para．
３２―３３（２０１０）
．

５３

IASB，
Revenue from Contracts with Customers，Revised Exposure Draft，
para ３５，
３７（２０１１）
．

５４

資料１０頁に，公正価値モデルと顧客対価モデルの例を示した。この例は，Biondi，Tsujiyama，
et al．
，supra note
４７，at １７の例を一部拡張，変更したものである。
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た，ＤＰでは，企業のネットポジションによっ

ついては，ほとんど議論がないと思われます。

て変化を計測して収益を認識するという建前が

そして，別段の定めまでを通じた一貫性のある

維持されていましたが，ＥＤでは，ネットポジ

収益概念，法人税法としての所得概念の提示は，

ションという語が消滅しています。こうした歴

行われていないように思います。企業会計は，

史の延長上に IFRS １５と収益認識会計基準があ

特にルール・ベースで（プリンシプル・ベース

るわけです。

ではなく）会計基準が開発される場合，業種ご

そして，既にお気づきになっているかもしれ

と，業態ごとの基準となり勝ちであり，それが

ませんが，この資産負債アプローチの考え方は，

租税に持ち込まれると，いわば分類所得税的な

IFRS１５では先ほど紹介した収益，income の定

処理になってしまいます。もし，これをそのま

義に残されています。でも，収益認識会計基準

ま受け容れ，さらに選択を容認するようでは，

には，ないわけです。このことは，収益認識会

租税法としての公平性が保てない恐れがありま

計基準をどう見るかで，１つの論点となるはず

す。

です。また，法学者から見れば，収益というそ

他方で，収益認識会計基準の中に，法人税法

もそも概念が国際基準と日本基準で共通してい

に役立つ要素はないのでしょうか。その開発の

ないのであれば，コンバージェンスも収斂もな

中に現れた資産負債アプローチは，収益の金額

いだろう，と言いたくなるのですが，会計の世

と認識のタイミングとを，方法論として切り離

界でのコンバージェンスとは，もっと緩やかな

すことができるか，そもそも，法人税法として

ものなのでしょう。

の収益認識の方法論は何か，ということを，考
えてみる契機となりそうです。また，対価の額

おわりに

については，やはり，日本は自由主義国家です
から，契約自由の原則は尊重されるべきであり，

最後に，法人税法は，会計基準に対して，ど

当事者が合意した契約内容としての対価の額は，

のような姿勢を取るのがよいかについて述べま

余程のことがない限り，たとえば，法３７条８項

す。

（寄附金）が規定する実質的な贈与が含まれて

まず，制度会計からの直入項目
（資本剰余金）

いるといった場合でない限り，否認すべきでは

の見直しが，必要と考えられます。また，本年

ないと考えます。それから，理論的にも実務的

３月１１日の最高裁判決への対応は必要です。

にも，法人税法が会計基準（会計慣行）を払拭

次に，学説の紹介のところでも申し上げまし

することはできない，法人税独自の基準を完備

たが，日本の法人税制には，米国の共同プロジ

的に作り上げることはできないと思われます。

ェクトのようなしっかりした収益に関する議論

最後に，法人税法がどのように会計基準に向

はありませんでした。実現，引渡し，権利確定

き合うべきかについて，逆基準性（通達によっ

といっても，かつての米国のように様々な基準

て会計慣行を形成，修正してゆく）といったこ

が場面場面で適当に用いられてきたのではない

とが指摘されてきましたが，もっと公明正大な

かと思われ，しかも，大竹貿易事件最高裁判決

関与のあり方として，ひとつのヒントとなるの

は，納税者による多様な選択を容認しているよ

は，金融庁長官が一定の会計基準を公正妥当な

うに受け止められています。また，２２条の２も，

企業会計の基準として「指定国際会計基準」に

第１項と対価に関する第４項を除いて，ほぼ公正

指定する権限を与えられていることです（連結

処理基準（収益認識会計基準）に従った処理に

財務諸表規則９３条）。国税庁長官に，この基準

なっています。また，収益計上のための方法論，

は認める，認めないという告示を発する権限を

つまり，資産負債アプローチのような方法論に

与えるようなことも，考えられるのではないか
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と思います。
ご静聴下さり，ありがとうございました。
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法人税法
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該
事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除
した金額とする。
２

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業
年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある
ものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲
渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取
引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の
額とする。

３

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業
年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある
ものを除き、次に掲げる額とする。

一

当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価そ
の他これらに準ずる原価の額

二

前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一
般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当該事業年
度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）の額

三

当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係
るもの

４

第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各
号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算され
るものとする。

５

第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の
資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が
行う利益又は剰余金の分配（資産の流動化に関する法律
第百十五条第一項（中間配当）に規定する金銭の分配を
含む。）及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

第二十二条の二 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は
役務の提供（以下この条において「資産の販売等」とい
う。）に係る収益の額は、別段の定め（前条第四項を除
く。）があるものを除き、その資産の販売等に係る目的
物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得
の金額の計算上、益金の額に算入する。
２

内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般
に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて当該資
産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に
規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決
算において収益として経理した場合には、同項の規定に
かかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段
の定め（前条第四項を除く。）があるものを除き、当該
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

３

内国法人が資産の販売等を行つた場合（当該資産の販
売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準に従つて第一項に規定する日又は前項に
規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算に
おいて収益として経理した場合を除く。）において、当
該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属す
る事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益
の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その
額につき当該事業年度の確定した決算において収益とし
て経理したものとみなして、同項の規定を適用する。

４

内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額
として第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所
得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定
め（前条第四項を除く。）があるものを除き、その販売
若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又は
その提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当す
る金額とする。

５

前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の
額は、同項の資産の販売等につき次に掲げる事実が生ず
る可能性がある場合においても、その可能性がないもの
とした場合における価額とする。

一 当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ
二

当該資産の販売等（資産の販売又は譲渡に限る。）に
係る資産の買戻し

６

前各項及び前条第二項の場合には、無償による資産の
譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は
剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これ
らに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含
むものとする。

７

前二項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益
の額につき修正の経理をした場合の処理その他第一項か
ら第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。
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法人税法施行令



第十八条の二 内国法人が、法第二十二条の二第一項（収 
益の額）に規定する資産の販売等（以下この条において
「資産の販売等」という。）に係る収益の額（同項又は 
法第二十二条の二第二項の規定の適用があるものに限る。

以下この条において同じ。）につき、一般に公正妥当と
認められる会計処理の基準に従つて、法第二十二条の二 
第一項又は第二項に規定する事業年度（以下この条にお

いて「引渡し等事業年度」という。）後の事業年度の確
定した決算において修正の経理（法第二十二条の二第五 
項各号に掲げる事実が生ずる可能性の変動に基づく修正

の経理を除く。）をした場合において、当該資産の販売
等に係る収益の額につき同条第一項又は第二項の規定に 
より当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の

額に算入された金額（以下この項及び次項において「当
初益金算入額」という。）にその修正の経理により増加 
した収益の額を加算し、又は当該当初益金算入額からそ
の修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が 
当該資産の販売等に係る同条第四項に規定する価額又は 
対価の額に相当するときは、その修正の経理により増加
し、又は減少した収益の額に相当する金額は、その修正 
の経理をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額 
又は損金の額に算入する。
２

３

４

内国法人が資産の販売等を行つた場合において、当該
資産の販売等に係る収益の額につき引渡し等事業年度後
の事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る当初
益金算入額を増加させ、又は減少させる金額の申告の記
載があるときは、その増加させ、又は減少させる金額に
つき当該事業年度の確定した決算において修正の経理を
したものとみなして、前項の規定を適用する。
内国法人が資産の販売等に係る収益の額につき引渡し
等事業年度の確定した決算において収益として経理した
場合（当該引渡し等事業年度の確定申告書に当該資産の
販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載が
ある場合を含む。）で、かつ、その収益として経理した
金額（当該申告の記載がある場合のその記載した金額を
含む。）が法第二十二条の二第一項又は第二項の規定に
より当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の
額に算入された場合において、当該引渡し等事業年度終
了の日後に生じた事情により当該資産の販売等に係る同
条第四項に規定する価額又は対価の額（以下この項にお
いて「収益基礎額」という。）が変動したとき（その変
動したことにより当該収益の額につき修正の経理（前項
の規定により修正の経理をしたものとみなされる場合に
おける同項の申告の記載を含む。以下この項において同
じ。）をした場合において、その修正の経理につき第一
項の規定の適用があるときを除く。）は、その変動によ
り増加し、又は減少した収益基礎額は、その変動するこ
とが確定した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
又は損金の額に算入する。
内国法人が資産の販売等を行つた場合において、当該
資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のう
ち法第二十二条の二第五項各号に掲げる事実が生ずる可
能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘
定の金額としていない金額（以下この項において「金銭
債権計上差額」という。）があるときは、当該対価の額
に係る金銭債権の帳簿価額は、この項の規定を適用しな
いものとした場合における帳簿価額に当該金銭債権計上
差額を加算した金額とする。
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税制改革を巡る現状と課題
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稲岡 氏

足立 氏

平野 氏

岩﨑 氏（司会）

●参加者
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泰美
信行

明治大学専門職大学院法務研究科教授
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財務省主税局長
総務省自治税務局長
甲南大学教授
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司会

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編１頁〜５４頁」に掲載されています。
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と思っております。

はじめに

本日はこのような多難な時代における税制の
取り組み状況につきまして住澤財務省主税局長

それでは，討論会を始めさせていた

及び稲岡総務省自治税務局長をお迎えしてご説

だきます。ご紹介いただきました岩﨑政明でご

明をいただき，これに対して税財政の専門的立

ざいます。明治大学の法科大学院で租税法を担

場からは足立教授に，また経済実務の観点から

当しております。本年度の討論会でも司会進行

は平野租研副会長にそれぞれご意見を開陳して

を務めさせていただきます。どうぞよろしくお

いただきながら討論をさせていただこうと思っ

願いいたします。

ております。

（岩﨑）

さて，昨年の令和２年９月１６日に発足いたし

進行に当たりましては前半と後半２つに分け

ました菅内閣は基本政策として行政のデジタル

まして，前半におきましては国の税財政につき

化，カーボンニュートラル，経済再生などを掲

まして住澤主税局長からご説明を頂いた上，こ

げました。これを受けて，令和３年度の税制改

れに基づき討論をし，後半において稲岡自治税

正大綱におきましては，国税及び地方税に関す

務局長に地方の税財政につきましてご説明を頂

る納税環境のデジタル化や投資促進のためのさ

き，討論をするというように執り行わせていた

まざまな法改正が行われました。なかでも国税

だこうと思います。

につきましては，いわゆる電子帳簿等保存法の

それでは，早速国の税財政に関する中長期的

改正がなされ，来年の令和４年４月１日から施

な課題と現下の問題解決の方策につきまして住

行されることになっております。菅総理総裁は

澤主税局長からご説明をお願いいたします。

自民党の総裁選挙には出馬しないと表明されて

―――――――――――――――――――――

おりますけれども，既にデジタル庁が発足した
ことから，それとの関係で，今後，財務省，国

Ⅰ．税財政の現状と今後の課題

税庁，総務省，地方団体がどのように調整をし，
租税行政のデジタル化を進展させていくかが課

（住澤）

題となろうと思います。

の住澤でございます。よろしくお願いいたしま

ご紹介いただきました財務省主税局

また，昨年の年初から全世界的に広まった新

す。租研の皆さまにおかれましては日ごろから

型コロナウイルスの１年半以上にわたる蔓延に

税制に対しまして多大なるご協力とご理解をい

よって全世界のヒト，モノ，カネの流れがスト

ただいておりまして，この場をお借りしまして

ップしてしまって，経済活動の停滞が生じまし

御礼申し上げます。

た。日本を含む全世界の国々は新型コロナウイ

それでは，時間も限られておりますので，早

ルスの対策のため，大規模な財政出動をいたし

速説明に入らせていただきます。資料が大部に

ました。わが国におきましても公債金による大

なっておりますけれども，時間もございません

規模な財政出動をしたところです。この公債金

ので，ポイントをかいつまんでご説明をしたい

の償還はすぐに始まるものではありませんけれ

と思います。

ども，既に多額の償還金を毎年度計上し，歳出
を圧迫してきたわけですから，今後勤労人口の

１．税財政の現状

減少期に多額の償還金を支払っていくというこ

〔一般会計税制の推移〕資料③

とは国民にとって大きな負担になろうと予測さ

最初に税財政の現状について少し確認をした

れます。こうした将来の負担増を軽減するため，

いと思います。資料③は国の一般会計税収の推

税収増を図るための工夫が今から必要になろう

移を消費税が導入されました前後から示してい
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るものです。昨年，令和２年度の税収決算の数

して，株価の好調を反映しまして株式譲渡に係

字は６０．
８兆円ということで，皆さまご存じのこ

る税収が０．
２兆円増加しているといったような

とかと思いますけれども，これまで最高であっ

特徴がございます。

た平成３０年度の６０．
４兆円を上回りまして，過去

また，法人税に関しましてはよく K 字回復
と言われておりますが，IT 関係ですとか，或

最高の数字になっております。
この税収の推移を見てまいりますと，幾つか

いはその輸出が回復してきている製造業ですと

特徴がうかがえると思います。消費税が導入さ

か，或いは資産運用の関係の業種，こういった

れまして以降，バブルの崩壊ですとか，或いは

ところを中心に若干のプラスになっているとい

９０年代後半の金融危機ですとか，２０００年代初頭

うのが法人税の状況です。

の IT バブルの崩壊，そして，リーマンショッ

また，消費税に関しては２．
６兆円のプラスと

クというように，これまで何度も経済的なショ

いうことになります。このうち２．
２兆円程度は

ックが起きているわけですが，今回のコロナ禍

消費税率の引き上げが年度化することによる影

における税収動向を見ますと，過去の経済危機

響ですが，それを差し引いても若干のプラスに

時に比べますと比較的税収の減り方が穏やかで

なっているということで，この点につきまして

あるという特徴があろうかと思います。もちろ

は令和２年度の民間最終消費支出が前年同月比

ん令和元年の１０月から消費税率が引き上げられ

でマイナス６％ということで，大幅なマイナス

ておりますので，これによる影響というのが初

になっているということとの対比で，やや原因

年度で１．
２兆円，２年度にはさらに２．
２兆円とい

をよく分析してみる必要があるということであ

うことで，合計で３．
４兆円ほどの増収が含まれ

ろうかと思っております。いずれに対しまして

ておりますので，これを割り引いて考える必要

も，こういった税収動向が現在生じているとい

はあると思いますが，これを除いたところでも

うことです。

税収の減り方というのは極めて穏やかであると
いうのが過去の経済危機時と比べた特徴かと思

〔一般会計税収，歳出総額及び公債発行額の推
移〕資料⑤

われます。

その一方で，財政全体の状況がどうなってい

また，税収の内訳を見てまいりますと，折れ
線グラフで書いてありますのが所得税，法人税，

るかというのが資料⑤です。こちらはよくワニ

消費税といった基幹税目の税収の水準ですが，

口のグラフと呼ばれてきたものでありまして，

消費税がこれまでと比べますと一般会計の中で

バブル崩壊以降，一般会計の歳出が急激に増加

最大の税目になったというのが令和２年度の税

していく一方で，税収が低迷をして，その乖離

収の構成面から見た特徴になるということかと

が拡大しているというものです。令和２年度に

思います。

関していいますと，コロナ禍におけるさまざま
な財政需要に対応するために歳出が１５０兆円に

〔令和２年度決算税収について〕資料④

迫る水準まで急増しておりまして，税収との差

これは令和２年度の税収を元年度の決算額と

額を公債発行で埋めざるを得ないということ

比較して，税目別に示したものです。全体とし

で，１００兆円を超える公債発行を行ったという

て一般会計の税収は元年度に対しまして２．
４兆

のが昨年度の状況です。ワニ口の上の顎が外れ

円の増加となっておりますが，これの内訳を見

たような状態ということになっているわけです。

てまいりますと，まず所得税に関してはほぼ変
化がありませんが，その中では給与に関する税

〔債務残高の国際比較（対 GDP 比）〕資料⑥

収が０．
２兆円ほどマイナスになったのに対しま
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ストック面でこの財政状況を見たのが資料⑥

です。現在わが国の公的部門の債務残高の GDP

いうことです。

比は２３４．
９％ということで，国際的に見ても最
〔グローバル化の進展〕資料⑪

悪の水準になっているという状況です。

一方で，グローバル化の進展の状況です。近
２．経済社会の構造変化

年，特にこの２０００年代以降，製造業の生産拠点

〔人口減少と少子高齢化〕資料⑧

の海外移転もございまして，貿易黒字が大幅に

さて，こうした中で，この経済社会の構造変

減少してくる一方で，対外投資の蓄積に伴い所

化がどのように進行しているのかということを，

得収支の黒字が拡大して，貿易立国から投資立

一断面にすぎませんけれども，簡単に振り返っ

国への構造転換が進んできております。経済活

てみたいと思います。これは昨年もご説明した

動における知的財産の役割が拡大してきている

資料ですけれども，人口減少，少子高齢化の進

ということがこういった流れを一層加速化して

行ということです。２０６５年には老年人口の割合

いるという面もあろうかと思います。

が約４割に高まるということです。その一方で，
生産年齢人口が約５割まで低下していく見通し

〔働き方やライフコースの多様化①〕資料⑫
こういった中で労働市場に目を向けると，働

ということがこれまでも言われてきているとこ

き方やライフコースの多様化が見られるという

ろです。

ことで，まず２０００年代以降，急速に非正規雇用
〔婚姻・妊娠・出生数の動向〜コロナを受けて

の割合が拡大をしてきており，現時点におきま

少子化が加速〜〕資料⑨

して，働く方々の約４割弱が非正規雇用になっ

こういった中で，今回のコロナ禍におきまし

ているということはよく言われているわけです。

て婚姻数，出生数が急速に減速しまして，さら
に人口減少が加速しているということが最近に

〔働き方やライフコースの多様化②〕資料⑬

なって確認されております。これまで人口の将

さらに，雇用形態ではなく，請負とか委託と

来推計の中で は 中 位 予 測 を ベ ー ス に し ま す

いった形で自営の格好で働く方々，いわゆるフ

と，２０３０年に出生数が８０万人を切るということ

リーランスの方々の数も急激に増えてきている

が予測されていたわけですが，これが予測より

ということで，２０２０年時点では，本業でフリー

も１０年早く本年には８０万人を下回るという見込

ランスとして働いている方々が２００万人を超え

みになっているということで，さらに少子化，

ている状況，副業で働いているという方々も含

高齢化が加速している状況がうかがえるわけで

めますと４６０万人といったような状況になって

す。

きているわけで，働き方の多様化，ライフコー
スの多様化も急速に進んできているという傾向
がうかがえます。これらの変化はコロナ禍にお

〔将来の社会保障給付の見通し〕資料⑩
こういった中で従来から言われておりますよ

きましてテレワークが進んでくるという中で働

うに，医療・介護を中心に社会保障給付が経済

き方に関する意識も相当変わってきているとい

の伸びを大幅に上回って増加していく。特にこ

うことも指摘をされておりますので，今後とも

の２０２５年以降，いわゆる団塊の世代の方々が７５

さらにこういった動きが進んでいくのではない

歳以上になるということで，医療費等の急増が

かと考えられております。

見込まれておりますので，こういった中で受益
と負担の均衡が取れた社会保障制度，さらには

３．今後の税制のあり方

その税財政のあり方を考えていく必要があると
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そういった中で今後の税制のあり方，どうい

った課題を抱えているかということを資料⑭以

が引き続き書かれております。

降で簡単にお話をしてまいりたいと思います。
〔次なる時代をリードする新たな成長の源泉〜
４つの原動力と基盤づくり〜〕資料⑰

〔経済財政運営と改革の基本方針２０２１（令和３

また，財政との関連におきましては，いわゆ

年６月１８日閣議決定）（抄）
〕資料⑮
今年の骨太の方針の税制改革の関連部分を抜

る脱炭素化の推進ということで，２０３０年度の温

粋しております。昨年と比べて幾つかの特徴が

室効果ガス排出削減目標を２０１３年度比４６％減の

あると思いますが，その中でも一番大きな特徴

目標に向けて大胆な脱炭素化を実現していく観

は応能負担の強化といった言葉が盛り込まれて

点で必要な財源の確保ということも課題になっ

いるということです。昨年までも再分配機能の

ております。また，少子化対策との関連でも，

向上とか，それを図りながら経済成長を阻害し

応能負担や歳入改革を通じた安定的な財源の確

ない安定的な税収基盤を構築するという方針は，

保ということが課題となっているわけです。

少子高齢化に対応して税制を考えていく上で盛
り込まれていたわけですけれども，今回はコロ

〔米国・英国における税制改正等を巡る動向〕

ナ禍における現在の状況や，経済財政諮問会議

資料⑱

における議論も踏まえ，応能負担の強化という

こういったさまざまな骨太の方針の議論の背

言葉が新たに盛り込まれているということです。

景の１つとして，資料⑱にございますような税

また，昨年同様，働き方・ライフコースの多

制改正等を巡る国際的な動向がございます。ア

様化を踏まえた中立的な税制の構築，或いはそ

メリカやイギリスといった国々におきましては

の格差の固定化防止の観点から，引き続き税制

コロナ禍における財政出動の財源確保，或いは

改革等を推進するという観点も盛り込まれてお

グリーン化を巡るさまざまなインフラ投資，或

ります。

いは子どもや家計への投資，こういったものの

また，本年の特徴は昨年に引き続き DX 的

財源としまして法人税率の引き上げ，或いはキ

な観点から，税務手続ですとか，税制全体のあ

ャピタルゲイン課税の強化といったような主に

り方を見直していこうという方針が貫かれてお

資本所得の分野における課税の問題というのが

りまして，公平な課税の実現ということはもち

議論されるようになってきております。

ろんですけれども，企業の生産性向上，或いは

これと並行しまして国際的な課税の分野にお

本年新たに書かれた文言としましては適切な所

きましても，法人税における最低税率の導入と

得等の把握のための環境整備，或いは記帳水準

いったような議論も進んでいるわけでありまし

の向上といった観点からも，このデジタル化を

て，こういった中で今回の骨太の方針は応能負

活用していこうという方針が盛り込まれている

担の強化といったような１つの方向性を示して

わけです。さらに経済のデジタル化・グローバ

いるということではないかと考えております。

ル化に対応した国際課税ルールの見直しという

―――――――――――――――――――――

ことも大きな柱として掲げられております。

Ⅱ．各論の論点
〔感染症で顕在化した課題等を克服する経済・
財政一体改革〕資料⑯

続きまして，各論の論点についてかいつまん

財政全般につきましては，資料⑯にございま

でご説明していきたいと思います。

すように，２０２５年度のプライマリーバランスの
黒字化を含む財政健全化目標の堅持ということ
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１．経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題
〔経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題〕

象としまして，そういった多国籍企業グループ
の１０％を超える利益率の部分，いわゆる超過利

資料㉒

益の２０〜３０％を市場国にも配分するというルー

まず，経済のデジタル化，グローバル化に伴

ルについて大枠の合意がなされたということで

う国際課税の課題ということです。ご承知のと

す。

おりですが，２つの柱がございます。１つはこ

今後，この２０〜３０％というところの配分割合

れまで１世紀以上にわたって続いてきた国際課

を具体的にどうするのかということについての

税原則の見直しです。これまでは国内に物理的

議論が１０月の最終合意に向けて進んでいくとい

な拠点がある場合に限ってその企業の事業所得

うことになりますし，また，各国がデジタル企

に課税するということで，いわゆる PE 原則が

業に対して独自に導入しているいわゆるデジタ

貫かれてきたわけですが，デジタル化の進展に

ルサービス税につきまして，今回の大枠合意で

よりまして，国境をまたいで，物理的な拠点が

は，その廃止について適切な調整を行うという

ない状態で事業活動を行うといった活動が増大

文言が盛り込まれているわけですが，この廃止

してきているということで，この PE 原則の見

のタイミングを最終合意の時点とするのか，或

直しが求められているということです。

いは第１の柱の導入時点まで見送るのか，とい

ま た，２つ 目 の 柱 と し て は 軽 課 税 国 へ の
BEPS リスクの増大ということで，無形資産の

ったところの議論が現在続いているということ
です。

役割が増大しているということもあって，利益
等を軽課税国に移転することが比較的容易にな

〔第２の柱：所得合算ルール（イメージ）〕資

ってきているということで，国際的に共通の最

料㉕

低限の課税を行う必要性というのが高まってき

第２の柱につきましては，軽課税国に所在す

ているということです。

る子会社等に帰属する所得について，親会社等
の所在する国・地域において，国際的に合意さ

〔経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題：

れた最低税率まで課税を行うということ

「大枠合意」の概要（２０２１年７月）
〕資料㉖

で，１５％以上をこの最低税率とするというとこ

そこで，OECD を中心に国際的な枠組みで

ろまで合意がなされております。これを具体的

議論してまいりまして，資料㉖まで飛んでいた

にどういった水準にするのかという点について

だきますけれども，先般７月におきまして先ほ

も１０月までに調整が行われていくということに

ど申し上げた２つの柱についての大枠の合意が

なります。

なされたということです。

この第１の柱につきましては多国間条約を策
定する必要がありますので，これを２０２２年の間

〔第１の柱：市場国への新たな課税権の配分〕

に行い，そして，２０２３年から実施するというこ

資料㉔

とです。第２の柱については条約を策定する必

その内容を簡単に図でご説明しますと，資料

要はありませんが，各国の国内法の改正を２０２２

㉔にお戻りいただきまして，まず第１の柱です

年の間に行って，２０２３年から実施するというの

けれども，国境をまたいだ多国籍企業の物理的

がこの大枠合意の内容ですので，これに沿った

拠点のない形での活動に対して適正な課税を実

検討を進めていく必要があるということです。

現するという観点から，売上高が約２．
６兆円を
超え，かつ，利益率が１０％を超えるような多国
籍企業，全世界的にいいますと１００社程度を対
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〔税負担の調整のあり方（イメージ）〕資料㉚

２．個人所得課税のあり方
〔近年の個人所得課税の主な見直し〕資料㉙

その中で，働き方の多様化に対応した改正の

続きまして，個人所得課税の分野の課題につ

流れということで，これは日本の所得税の諸外

いてお話し申し上げたいと思います。資料㉙を

国の制度と比べた場合の特徴を示しているもの

お開きいただきたいと思います。これは第２次

ですが，日本の所得税制度の場合は給与所得控

安倍政権になりましてからの近年の個人所得税

除とか，公的年金等控除といったような収入の

の主な見直しをまとめたものです。いろいろな

種類ごとに適用される控除が比較的大きい。そ

項目が並んでおりますが，大きく分けると３つ

の代わり，どんな所得の方でも適用される人的

のグループで捉えることができるのではないか

控除の金額が非常に小さいということで，アメ

と思います。

リカをはじめとする諸外国の所得税制度と比べ

１つは，特に高額所得者を対象とした課税の

ますと，収入の種類によってこの負担が大きく

あり方の見直しということで，２５年度改正にお

違う。こういった制度になっているということ

ける所得税の最高税率の引き上げ，２６年度改正

です。
こういった中で，先ほども触れましたように，

における給与所得控除の見直し，或いは２９年度
改正における配偶者控除の消失控除化，
また，
３０

請負とか委託といったような形で働くような

年度改正における基礎控除の適用制限の導入と

方々ですとか，サラリーマンであっても請負等

消失控除化，こういった改正によりまして，特

の形の副業が足元では増えてきているといった

に年収１，
０００万円台，２，
０００万円台ぐらいの層を

ような構造変化に対応し切れていないのではな

中心に適正な負担を求めるような改正がなされ

いかという問題意識から見直しが行われてきて

ているということです。

おります。

もう１つは働き方の多様化に対応したさまざ
まな制度の見直しということで，２７年度改正の

〔基礎控除への振替（平成３０年度改正）〕資料

iDeCo の導入もその１つであろうかと思います

㉛

し，何といっても３０年度改正における給与所得

具体的には，平成３０年度改正におきまして給

控除から基礎控除への振替，こういった改正を

与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ１０万円

行ってきております。

ずつ縮減しまして，代わりに基礎控除を１０万円

３つ目のグループは金融所得課税の見直しで
す。２５年度改正におきまして上場株式等の配当

増額するといった格好で，働き方の多様化に対
応した見直しが行われてきております。
昨年末の与党の税制改正大綱におきましても，

キャピタルゲインに対して，それまで適用され
て い た１０％の 軽 減 税 率，こ れ を 廃 止 し ま し

こういった３０年度改正が令和２年分の所得から

て，２０％の本則税率を適用するという見直しと

適用となっている。その改正の影響等も踏まえ

併せて，いわゆる NISA の創設が行われてお

まして，今後とも引き続き各種控除のあり方等

ります。その後，先ほど申し上げた iDeCo の

を検討するという方針が示されているわけです。

導入ですとか，２９年度改正におけるつみたて
NISA の創設ということで，老後に備えてさま

〔各国の私的年金税制等について（原則的な取
扱いを示したもの）〕資料㉜

ざまな資産形成をしていく納税者に対する支援
といったような観点からの見直しも行われてき

働き方の多様化を踏まえた見直しのもう１つ

ているというのが近年の個人所得課税の流れで

の側面は，いわゆる私的年金税制の見直しです。

す。

iDeCo の導入を皮切りにこの見直しに着手して
いるわけですが，日本の場合はどういった企業
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で働いているか，或いはどういった職域で働い

されております所得税負担率の所得階級別の状

ているかによりまして税制上老後に備える私的

況です。よく言われておりますように，１億円

年金等の面で受けられる税制上の恩典の大きさ

を超えたところから負担率が減少していくとい

が非常に違うという特徴がございます。

うことで，先ほど所得税の改正の流れについて

例えば個人事業主，フリーランスの方々の場

ご説明申し上げましたが，これまで特に勤労所

合，企業年金がないということは当然ですけれ

得の世界におきまして所得が１，
０００万円，２，
０００

ども，企業の従業員であっても，厚生年金の加

万円といったような層を中心に適正な負担を求

入者の中で企業年金がある事業所で働いている

めるための見直しが数次にわたって行われてき

方は４割にすぎないということが言われており

ております。そういった中で資本所得の分野に

ますので，この iDeCo をはじめとする個人の

おきましては，本則税率の２０％に復帰はしたも

努力に頼らざるを得ない方がかなり多いという

のの，それ以上の見直しは行われてきていない

ことです。その一方で，企業年金を実施してい

ということで，さらに勤労所得の分野では社会

る企業においては，例えば DB 型の企業年金に

保険料の見直しということもこれまでずっと行

おいては上限額なしで非課税拠出ができるとい

われてきておりますので，特に若年の勤労者世

う実態がございますし，iDeCo の上限額に関し

代におきまして，社会保険料も含めた負担感と

ても企業年金の加入状況等によってさまざまに

いうのも高くなっているということも踏まえま

異なっているということです。

すと，こういった課題について今後とも議論し

これに対してイギリスですとか，或いはカナ
ダのような国々におきましては，非課税拠出に

ていく必要があるのではないかと考えていると
ころです。

ついて一人一人に共通の限度額ということが設
けられております。こういった制度も参考に，

３．資産課税のあり方

働き方の違い，或いは務めている企業の違いに

〔我が国の相続税と贈与税の関係〕資料㊳

よって税制上受けられる恩典の差がないような，

続きまして，資産課税の分野です。これは昨

そういった公平な制度を目指して検討していく

年も触れさせていただきましたが，わが国の相

ということがこれまで政府税調，与党税調の方

続税と贈与税の関係について見直しが課題にな

針として掲げられてきているところです。

っているということです。資料㊳は相続税と贈
与税の税率構造を示したものですが，資産の額

〔貯蓄制度及び NISA の加入者等〕資料㉟

が多額に上る超富裕層におきましては，現在の

資料㉟にその大綱の抜粋がございます。上段

贈与税の税率構造を前提としましても，生前贈

には今申し上げたようなことが書いてあります

与の分割による相続税の累進回避ということが

が，もう１つ金融所得課税のあり方について指

可能になっている一方で，比較的相続財産の小

摘がありまして，下３分の１あたりにあります

さい層におきましては，贈与税のスティープな

下線部ですが，金融所得に対する課税のあり方

税率構造が妨げになりまして，生前贈与を円滑

について，所得階層別の所得税負担率の状況，

に行うことが困難であるといったようなことが

税負担の垂直的な公平性等の観点から総合的に

これまでも指摘をされてきているわけです。

検討するといったような課題がこれまで数年に
わたって掲げられてきているわけです。

〔我が国と諸外国の相続・贈与に関する税制の
比較〕資料㊴

〔申告納税者の所得税負担率〕資料㊱

こういった中で，資料㊴にございますように，

資料㊱は申告所得税の実態で，統計から作成

アメリカやドイツ，フランスといった諸外国に
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おきましては，一定程度生前贈与と相続財産額

の影響というのはさまざまに異なるということ

を合算して一体的に課税をする仕組みが導入さ

です。

れてきておりまして，わが国の制度に比べます

まず免税事業者の方であっても，対消費者の

と，資産の移転のタイミングに対して中立的な

取引，BtoC の取引をしている場合におきまし

税制になっているということです。こういった

ては，消費者の方々というのは元々インボイス

諸外国の制度も踏まえまして，今後政府税調等

をもらって，仕入税額控除を行うという必要性

の場におきまして相続税・贈与税のあり方につ

がありませんので，基本的にこのインボイスの

いてもご検討をいただければと考えているとこ

導入の影響はないということです。免税事業者

ろです。

の方々の取引の中で対消費者取引が占めている
割合は約６割程度と言われておりますので，こ
の部分に関してはインボイスの影響は基本的に

〔令和３年度税制改正大綱（抄）
〕資料㊵
資料㊵はこれに関する与党の税制改正大綱の

生じないと考えられます。
また，事業者間取引，BtoB の取引を行って

文章です。

いる場合について見ますと，まず免税事業者の
方々が簡易課税を適用している事業者に対して

４．消費税のインボイス制度
続きまして，消費税のインボイス制度につい

販売をする場合です。この場合については簡易

て簡単に触れさせていただきます。令和元年の

課税を適用している事業者はインボイスの保存

１０月から消費税率の引き上げに伴いまして食品

がなくても，売り上げに係る税額に一定のみな

等に対します軽減税率制度が導入されました。

し仕入率を掛ける格好で仕入税額控除を行うこ

この軽減税率制度の導入に伴いまして，再来年

とが可能ですので，この場合も BtoC 取引と同

の１０月から適格請求書等保存方式，いわゆるイ

様にインボイスは不要となりまして，免税事業

ンボイス制度が導入される予定になっておりま

者と簡易課税の事業者の間の取引についてこの

す。今年の１０月からインボイス制度の導入に伴

インボイスの影響は基本的には生じないという

う課税事業者の登録の受け付けなどが始まりま

ことになるわけです。簡易課税事業者は課税事

すので，次第にこのインボイスの導入を目指し

業者の中で全体の約４割弱を占めておりますの

た準備作業を進めていく必要があるという段階

で，そういったボリューム感で，この影響が生

に来ているわけですけれども，こういった中で

じない場合があるということです。

免税事業者の方々がインボイス制度の導入によ

最後に，この免税事業者の方々が本則課税の

って大きな影響を被るのではないかといったよ

事業者に売る場合ですけれども，これについて

うなご懸念がございますので，その点について

は経過措置によりまして，インボイス制度へ移

１点だけご説明を申し上げたいと思います。

行した後も，当初の３年間は仕入れの８割，そ
の後の３年間は５割について免税事業者からの
仕入れであっても税額控除が可能となっており

〔インボイスと事業者の取引〕資料㊺
元々免税事業者とインボイスとの関係につい

ますので，激変緩和の措置が講じられていると

ては比較的全体を十把一絡げと言うと言葉が悪

いうことです。このあたりも含めまして丁寧な

いですけれども，中身を仔細に分析しないで語

説明や周知広報に努めてまいりたいと考えてお

られてきた面があろうかと思います。一方で，

ります。

このインボイス制度というのは，免税事業者と
の関わりで考えた場合に，免税事業者の方がど

５．デジタル社会における納税環境整備

ういう相手方と取引をしているかによって，そ
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最後はデジタル社会における納税環境整備と

いうことで，昨今の検討状況についてご説明を

〔個人事業者の申告状況：事業収入別（平成３０

申し上げたいと思います。

年分）〕資料㊾
その１つの狙いとしましては，個人事業者の
方々を含む事業者の記帳水準の向上を図ってい

〔事業者の記帳を巡る状況〕資料㊼
資料㊼は令和２年１０月に行われました政府税

くことが非常に重要であるということが背景に

調の専門家会合におきまして日本商工会議所の

あります。現在，個人事業者の方々のうち青色

方々からご説明を受けた内容です。コロナ禍に

申告を行っている方は６割，その中でも正規の

おきまして事業者の方々はさまざまな課題に直

簿記による記帳を行っている方は３割に過ぎな

面されたわけですけれども，そういった中でも

いという状況ですが，先ほど日商のお話にもあ

帳簿が日ごろから十分に整備されていないとい

ったように，こういった危機的な事態が起こっ

うことによって，例えば融資を受ける際の申請

た際の融資の申請とか，助成金の申請に当たっ

であるとか，或いは持続化給付金等の助成金を

て困難を来たすとか，或いは適正な税務の執行

受けるための申請，こういった点で非常に大き

の面でも問題があるということです。さらには

な困難に直面したといったような経験が語られ

生産性の向上という面でも課題があるというこ

ております。

とが今回のコロナ禍の経験でもって浮き彫りに

その一方で，昨今普及してきておりますクラ

なってきたということです。

ウド会計ソフトなどの簡便な会計ソフトが最近
非常に安価な価格で利用できるようになってい

〔令和３年度税制改正大綱（抄）〕資料㊿

るわけですけれども，こういったものを活用さ

このような状況を踏まえ，昨年末の与党大綱

れている事業者においては融資の申請等におい

におきましては今般の電子帳簿保存法の改正を

て非常にタイムリーな対応が可能になったとい

契機としまして，今後，記帳水準の向上，電子

うことが指摘されております。また，経理にあ

帳簿の信頼性の確保等を含めた課題にさらに取

まり手を割けないような零細な事業者の方であ

り組んでいくという方針が示されておりますの

っても，非常に生産性の向上等の面で役に立っ

で，こういった税務の面の DX にもさらに積

ているといったような指摘もなされているとい

極的に取り組んでいく必要があると考えており

うことです。

ます。

〔電子帳簿等保存制度の見直し（令和３年度改

６．税制等についての広報
〔政府税制調査会「経済社会の構造変化を踏ま

正）〕資料㊽

えた令和時代の税制のあり方」（令和元年９

こういった中で先ほどもご説明がありました
が，昨年末の令和３年度税制改正におきまして

月）（抄）〕資料

は，電子帳簿保存法の抜本的な見直しを行わせ

最後になりましたが，税制等に関する広報の

ていただきました。従来の電子帳簿保存に当た

課題についてです。資料

りましては，税務署長の事前承認が必要である

先般の政府税調の中期答申においても，税制に

とか，訂正や削除をした場合の履歴が保存され

対する理解を国民の皆さまに深めていただくた

る一部の信頼性の高いシステムしか対象として

めの広報活動，租税教育の重要性ということを

認められておりませんでしたが，こういった要

ご指摘いただいております。

件を大幅に緩和しまして，電子帳簿保存を一般
の事業者の方々も行いやすい環境を整備すると
いうことに取り組ませていただいたわけです。
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にありますように，

〔税に対する理解を深めるための取組事例〕資

しと民需の下支え等の観点から，私の方からは

料

国債管理のありかた，経済社会の構造変化を踏

こういった中で財務省ですとか，内閣官房等

まえた中立的な税制改革，成長経済を目指した

におきましては税に対する理解を深めていただ

繰越欠損金の控除，公平な税負担を踏まえた資

くための広報活動を積極的に行いたいと考えて

産課税，最後にデジタル化からご質問させてい

おりまして，資料

ただけたらと思います。

にありますようなさまざま

な電子媒体を含めた広報媒体を用意しておりま
す。引き続き，税制に対する理解を深めるため

〔コロナショックと将来の税財政を踏まえた国

の取り組みを進めたいと考えておりますので，

債関連について〕

皆さまにおかれましても，こういった媒体につ

まずは，コロナショックと将来の税財政を踏

いて積極的に活用いただきまして，また，内容

まえた国債管理の質問となります。わが国の債

の面についていろいろとご指摘も頂きたいと考

務残高対 GDP 比は，世界的にも突出した水準

えておりますので，積極的にご意見をお寄せい

が続くなかで，このたびのコロナショックへの

ただければと考えております。

危機対応は，今後のマクロ環境に大きな変化を

では，お時間になりましたので，ここで説明

及ぼします。一層厳しさを増す国債管理政策で

を終わらせていただきます。

は，どのような検討がなされてますでしょうか。

―――――――――――――――――――――

新型コロナウイル ス 感 染 症 に 約２３４兆 円（対
GDP４２％）の財政措置を行っており，雇用支

Ⅲ．今後の税制への意見

援，企業支援，家計支援を行う上で必要な資金
ですが，この資金調達を新規国債の発行で賄な

（岩﨑）

住澤局長，ありがとうございました。

わざるを得ないなかで，国債管理政策の視点か

大変幅広い内容についてわかりやすく解説して

ら景気の見通しの大幅な悪化はリスクプレミア

いただきまして，本当に感謝いたします。

ムの上昇につながりますし，名目金利との関連

それでは，これからは質疑，討論の方に移ら

が強い物価の動向やその不確実性にも注意を払

せていただきますが，まず足立教授からご質問，

う必要があります。従いまして，国債管理コス

ご意見を頂ければありがたいと思います。

ト・リスクという視点から，今後の国債管理の

―――――――――――――――――――――

対応についてはどのような検討がなされてます
でしょうか。

（足立）

ご紹介いただきました甲南大学の足

立泰美でございます。よろしくお願いいたしま

〔経済社会の構造変化による多様な働き方と公

す。このたびは税財政の現状と今後の課題を

平な課税〕

テーマに，大変解りやすいご説明をいただきあ

２つ目は，経済社会の構造変化による多様な

りがとうございます。新型コロナウイルス感染

働き方と公平な課税からの質問になります。昨

症の経済ショックに対して，諸外国でも財政措

今の新型コロナウイルス感染症で，社会システ

置を行い，雇用支援，企業支援，家計支援を実

ムや働き方が多様化するなかで，公平で中立的

施しています。わが国においても多額の財政措

な税制の構築と格差の固定化防止の観点から，

置を行い，多くを国債による資金調達でありま

今後の税制改革では，どのように検討がなされ

すため財政状況は厳しさを増すことが予想され

ていますでしょうか。２０１０年以降，女性・高齢

ます。このような財政動向を踏まえ，経済構造

者の非正規雇用やフリーランスの増加によって

の転換及び好循環の実現に向けて，家計の暮ら

働き方が多様化するなかで，働き方や収入の稼
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得方法に応じて所得計算が異なったり，拠出・

案でも２０２２年４月１日までの２年間に終了する

運用・給付段階で年金課税の取り扱いが異なる

事業に生じた一定の欠損金に，繰戻し期間を１

現行の税制度は，働き方の多様化を妨げぬ公平

年から３年に拡大する案が示されています。新

な税制のあり方が問われています。そこに，昨

型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済

今の新型コロナウイルス感染症防止による社会

的な影響が今後も広範に及ぶなかで，企業の短

的距離拡大戦略は，コンピュータネットワーク

期的な経済活動への影響の緩和と今後の成長へ

を中心としたデジタル産業や，在宅勤務を可能

の投資を促すために，企業における資金繰りの

とする産業は成長し，対面を中心する産業は逆

改善と負担軽減の観点から，どのような検討が

に雇用も所得も減少し，需給の乖離が生じるな

なされていますでしょうか。

かで，働き方は一層多様化し，正規と非正規の
雇用形態およびデジタル化と非デジタル化の産

〔資産課税における税負担の格差〕

業構造間で，ダイバーシティな格差なども生じ

４つ目は税負担の格差の解消を目指した資産

ています。新型コロナウイルス感染症によって

課税からの質問となります。高齢世代の資産偏

財政状況が厳しくなるなかで，経済構造の転換

在によって資産の有効活用が妨げられるなかで，

及び好循環を目指し応能負担を踏まえた安定財

経済活性化を目指した若年世代の資産移転の実

源の確保に向け，社会システムや働き方の多様

現に繋がる相続税および贈与税等の資産課税の

化を踏まえた公平で中立的な税制の構築と格差

構築は重要になります。したがいまして，相続

の固定化防止の観点から，どのように検討がな

時精算課税と暦年課税の選択による税負担の格

されていますでしょうか。

差，執行面への配慮，時限措置からの検討が必
要かと思いますので，これらの点からご質問を

〔成長経済を目指した繰越欠損金のあり方〕

いたします。まずは，相続時精算課税と暦年課

３つ目は，成長経済を目指した繰越欠損金の

税の選択性による税負担の格差の質問です。ご

あり方からの質問になります。新型コロナウイ

説明にありましたように，相続時精算課税制度

ルス感染症により，多くの事業者が赤字決算と

を選択すれば，それ以降の贈与は相続時に相続

なり，企業の設備投資においても，２０２０年第２

財産に合算して課税されますため，財産移転時

四半期および第３四半期連続でマイナスとなり，

期を問わず，相続税の負担が一定となります。

将来に向けた企業の投資を後押しする必要性が

しかしながら，暦年課税との選択性であること

指摘されています。そこで，繰越欠損金の控除

から，制度が選択されなければ贈与は累積され

に対して，２０２１年度税制改正では，時限措置と

ず，相続財産が合算されません。諸外国のよう

して，事業再構築・再編等に向けた投資を行う

に生前贈与を累積して課税することで税負担を

赤字企業の繰越欠損金に，最大５年間で繰越控

一定とし，資産の移転事業の中立性を担保した

除上限を最大１００％とする特例を創設しており

整備が重要になりますが，この点はどのような

ます。現行法令上，欠損金の繰戻し還付制度は，

検討がなされていますでしょうか。つぎに，執

中小企業者や解散の事実が生じた場合の一定の

行面への配慮です。生前贈与の税務当局への申

対象を除き，その適用が停止されていますが，

告方法，資産の累積状況の把握，申告漏れがあ

新型コロナウイルス感染症の影響拡大によって，

った際の対応等，実際の制度の執行では，納税

当該制度の適用対象を拡大する意義は大きいと

者及び税務当局に過度な負担とならない制度が

考えられます。なお，米国の CARES 法では２０１８

必要となりますが，この点についてはいかがで

年から２０２０年の間に開始した事業年度に５年間

しょうか。さらに，時限措置への対応です。贈

の繰戻しを認める措置が講じられ，英国の予算

与税非課税措置は経済の活性化という目的から
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適用期限が延長され，限度額の範囲内であれば

―――――――――――――――――――――

税負担がない制度です。当該制度が利用できる
高資産者とそうではない資産者で格差の固定化

（平野）

ご紹介いただきました平野でござい

を助長する恐れがあります。経済的な点から時

ます。先ほど住澤局長には現在のわが国が直面

限措置を行うのであるならば，こうした問題点

している幾つかの重要なテーマについて，特に

を考慮してもなお，公益性の観点から措置する

諸外国との比較なども含めて，わかりやすくご

だけの政策効果があるかを示すことが重要にな

説明いただきました。大変ありがとうございま

ります。時限措置への対応については，どのよ

した。
私からは，社会保障費拡大への対応，デジタ

うな検討がなされていますでしょうか。

ルトランスフォーメーション（DX）とグリー
〔適正で公平な課税と給付を目指したデジタル

ントランスフォーメーション（GX）関連，そ

化〕

れから，デジタル課税，この３つのテーマでお

５つ目は，適正で公平な課税と給付を目指し

話しさせていただきます。

たデジタル化の質問です。納税環境のデジタル
化はもはや一部の大企業の経営効率化だけでは

〔社会保障費拡大への対応〕

なく，中小・零細企業者の省力化や生産性の向

まず第１点目です。現在の財政悪化の主因は

上をはじめ，高齢者を含めた個人事業者，納税

バブル崩壊後のやや対症療法的な財政出動によ

者の利便性向上からも進めていくべき状況です。

る経済対策が繰り返されたということと並んで，

なかでも，所得情報は適正で公平な課税の実現

少子高齢化に伴う社会保障費の増大にあります。

に加え，社会保障をはじめ，所得の申告は様々

特に後者は最大の構造的な問題だと言えるでし

な制度に活用されます。昨今の新型コロナウイ

ょう。社会保障における根本的な問題は，先ほ

ルス感染症におきましても，持続化給付金への

どもご指摘がありましたけれども，受益と負担

支援で活用されています。質問としましては，

のバランスの問題です。消費税の税率が２０１９年

国税関係帳簿書類の保存，電子化に関する制度

１０月に１０％に引き上げられましたけれども，コ

につきまして，電子的記録により保存するため

ロナ禍対策による歳出の大幅な増加によって，

の適用要件，利便性向上，保存義務者の負担軽

残念ながら，プライマリーバランスの２０２５年度

減の観点から所要の見直しは具体的にどのよう

黒字化目標達成は一段と難しいことになったと

な検討がされていますでしょうか。また，本来

言わざるを得ません。楽観的な成長シナリオを

軽微であるべきである流通税としましても，高

置くことで抜本的な改革を先延ばしするという

い税率の印紙税について預貯金通帳等のように，

ことがないように，現実を踏まえた歳出歳入改

印紙税の非課税措置などがありますが，円滑な

革を進めていかなければならないと思います。

金融取引を進める上で印紙税の軽減，簡素化に

その上でこれからの税制を考えると，今後も

ついてはどのような検討がなされていますでし

増え続けるだろう社会保障費に備える上で，税

ょうか。以上の視点からご教授いただけたらと

収が安定的で，国民全体が広く負担する消費税

思います。私の方からは以上となります。

を最も重要な基幹税として拡充していかなけれ
ばならないのではないかと思います。国民すべ

―――――――――――――――――――――

てにとって必須である社会保障，ひいては公共

（岩﨑）

それでは，引き続きまして，平野副

サービス全体の破綻を防ぐためにも，プライマ

会長からの質問，ご意見をお願いしたいと思い

リーバランスの維持をより強く意識し，歳出の

ます。

大胆な見直しとともに，所得税や法人税など他
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の税収の不足を消費税が柔軟に補完する枠組み

環境変化に応じてゼロベースで見直す。すなわ

を目指すべきではないでしょうか。

ちスクラップアンドビルドの徹底も財政健全化

そのためには景気への影響を慎重に考慮しな

観点からやっていくべきだと思います。

がらも，消費税率をより機動的に，また，柔軟
に調整できる環境を整える，つまり，この問題

〔カーボンプライシング〕

に対する国民の理解を深めていく必要があるの

２つ目は，カーボンプライシングです。２０５０

ではないかと思います。例えば一昨年の老後資

年のカーボンニュートラリティの実現は極めて

金２，
０００万円不足問題の提起というのは議論を

困難なタスクであり，政策を総動員する必要が

随分呼びましたけれども，国民に危機感を醸成

あると思っています。そうした中でカーボンプ

するという効果があったと思います。財政の厳

ライシングを巡る議論が最近活発化してきまし

しい現実と消費税の重要性をわかりやすく国民

た。産業界においても社内でのカーボンプライ

に示して，国民が議論を尽くす機会を継続的に

シング，いわゆるインターナルプライシングを

作っていっていただきたいと思います。いわゆ

導入するケースが増えています。日本では１１８

るシルバーデモクラシーが改革を阻んでいると

社，世界第２位とされています。それだけカー

いう現実を踏まえると，特に若い層に対する働

ボンプライシングという形で市場メカニズムを

き掛けが重要ではないかと思いますけれども，

活用するということ自体は有用であり，コンセ

いかがでしょうか。

ンサスができていると思います。ただ，長期的
な経済成長を阻害しない形でカーボンニュート

〔経済活性化のための税制〕

ラリティを実現するために，カーボンプライシ

２点目は経済活性化のための税制という観点

ングの主要３類型，すなわち排出量取引，つま

です。DX と GX は現政権の成長の柱です。こ

り国内でのキャップ・アンド・トレード，それ

れはグローバルかつ不可逆的な流れであって，

から２国間でのクレジット制度，最後に炭素税

次期政権以降においても変わることはないと思

についてそれぞれの制度をどう設計して組み合

います。しかし，これらを実現するためには，

わせるかということには合意が得られていない

多くの場合リスクを伴う大規模な投資を必要と

というのが現状です。この場でこの問題を詳し

し，また，わが国の産業構造を大きく変化させ，

く論じる時間はないのですけれども，私自身は，

その結果として中長期的には大規模な労働力の

国や各部門，産業セクターごとに予想される技

シフトが起こってくるだろうと思います。そこ

術革新のスピード，或いは国際競争力を考慮し

で３つのことについてお願い並びにお伺いした

つつ，一定の時間軸の中で脱炭素に向けたロー

いことがあります。

ドマップを策定して，各段階に即したカーボン
プライシングも活用して，一方ではディスイン

〔イノベーションを促すための税制〕

センティブによる各主体の行動変容を促すとと

１つ目は，これら DX と GX のイノベーショ

もに，他方で，そこで得られる政府収入を適切

ンを促すための税制です。具体的な税制として

な分野に再配分する仕組みを構築することがと

は研究開発やビジネスの展開を促すため，既に

ても重要と考えます。

導入されている研究開発促進税制，DX 投資促

具体的には，例えば，CO２多排出型の産業に

進税制の維持強化が最も重要だと思っておりま

は排出量取引，このうち電力のようにカーボン

す。その恒久化，それから，適用要件や手続き

リンケージが起こらない分野には有償枠を付与

の簡素化をぜひご検討いただきたいと思います。

する一方で，例えば鉄鋼のようにカーボンリン

これと並行して既存の租税特別措置については

ケージが起こり得る分野には当面無償枠を割り
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当てる。その他の分野では温対税とか，エネル

まず第１の柱に関してですが，企業所在国と

ギー関係諸税などの複雑な仕組みを整理しなが

市場国の間の課税権の配分割合の詳細について，

ら炭素税に集約し，得られた税収を先ほど申し

結局のところお互いに，十分には妥協ができず，

上げたように多 CO２排出型産業における技術開

既存のデジタルサービスタックスが残ったり，

発，或いは実装支援，そして，低所得者層の負

新たに制定されたりということによって企業が

担増への補填に充当するといった方法があり得

二重課税に悩むことになるのではないかという

るのではないかと思っているのですが，特に，

のが１つ目です。

炭素税のあり方，非常に複雑になっている温対

それから，第２の柱に関しては，経済特区な

税やエネルギー関連諸税を CO２排出量ベースの

ど税の優遇による企業誘致に積極的な国など，

炭素税に集約化していくことについてのお考え

合意を留保する国に進出している場合に，予見

をお聞かせいただきたいと思います。

可能な安定的な課税が行われるかという点です

〔労働力の縮小をどう実現するか〕

を上回るけれども，優遇税制などを入れると実

とか，法人税の表面税率は最低１５％の制限税率
３つ目は，DX・GX の進展に伴い，労働生

効税率は下回るという場合には税の計算も非常

産性をどう向上させるかという点です。この問

に複雑化するということで，企業の納税負荷が

題はいわゆる失業なき労働力移動という言葉が

大きくなるのではないかと懸念しております。

象徴するように，雇用の安定性確保という面も

こうした点についてはどのようにお考えになっ

ありますが，企業，産業の新陳代謝が進む中で

ておられるのかということをお伺いできればと

人材の潜在能力を引き出して社会を活性化する

思っております。

という意味でとても大事です。経済界でも，リ

以上，よろしくお願いいたします。

カレント教育ですとか，事業をマッチングさせ
る仕組みづくり，さらには雇用システムの改革

―――――――――――――――――――――

などによって労働力の流動化を図る努力を進め

（岩﨑）

ているところですが，税制面での工夫がもしあ

たと思いますけれども，住澤局長，現時点での

ればお聞かせいただきたいと思います。

お考えをお示しいただければありがたく思いま

以上，経済活性化のための税制の観点からお

大変重い内容のご質問，ご意見だっ

す。よろしくお願いします。

伺いしたい３つのことになります。

―――――――――――――――――――――

〔デジタル課税とミニマムタックス〕

（住澤）

ご質問，ご意見ありがとうございま

次に，大きなテーマに戻りますが，第３点目

す。いずれも貴重なご指摘であり，大変勉強に

として，先ほどもお話がありましたけれども，

なるところも多かったと思います。時間の限り

このたび大枠合意が成立した OECD における

もありますので，簡単にかいつまんでお答えを

デジタル課税です。第１の柱として，GAFA

させていただきますので，お許しください。

に代表される大規模多国籍企業の収益に対する
課税権の市場国への再配分，それから，第２の

〔国債管理政策について〕

柱として，法人税率の引き下げ競争に歯止めを

まず足立先生のご質問，ご指摘についてです。

かけるということで，この２つの柱が大枠で合

国債管理政策は現状どのような検討が行われて

意されたわけです。ただ，まだ各国の利害対立

いるのかということですが，今般のコロナ対応

が予想されているということで，それぞれ懸念

に伴う国債の増発によりまして，何といっても

がございます。

特徴的なのは，国債発行額に占める短期国債の
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発行額が市中発行総額の４割程度まで増加をし

〔繰戻還付について〕

ているということでありまして，これまでにな

また，繰戻還付の点についてもご指摘があり

かった状態になっております。もちろん短期国

ました。従来繰戻還付につきましては中小企業

債と申しましても，来年度に償還期限がやって

のみを対象とする制度ということになっており

きて，そこで全てを現金償還するということで

ましたが，今回のコロナ禍における対応としま

はなく，数十年にわたって償還をしていきます

して，資本金１０億円までのいわゆる中堅企業に

が，来年度も含め今後借り換えを繰り返してい

ついても繰戻還付の対象とするといった措置を

く必要がありますので，金利変動に対して非常

時限的に講じさせていただいているところです。

に脆弱な調達構造になっているということです。

こういったものも活用していただければと考え

こういった中において危機的な事態に対応する

ているところです。

上ではやはり何といっても財政構造を健全化し
ていくということが最大の課題ですし，国債管

〔相続税・贈与税の見直し〕

理政策の面では短期国債の減額と借換債の抑制

それから，相続税・贈与税の見直しについて

を何とかやりくりをしてやっていくというのが

ですが，相続時精算課税制度についてもご紹介

現状の考え方になっております。

いただきまして大変ありがとうございます。こ
の制度は選択制ということもあって，あまり活

〔働き方の多様化を踏まえた税制改革上の課

用が進んでいないということがあります。わが

題〕

国の場合，法定相続分課税方式という非常に特

次に働き方の多様化を踏まえた税制改革上の

徴的な制度を取っておりますので，一体的な課

課題ということです。ご説明の中でも触れさせ

税がなされているアメリカやドイツ，フランス

ていただきました給与所得控除，基礎控除など

のように，遺産課税方式なのか，遺産取得課税

の見直しが昨年から実施されているわけですが，

方式なのかというのが非常にはっきりとしてい

こういった見直しもそういった働き方の多様化

る国に比べますと，一体的な課税をする上での

への対応の一環ですし，また，私的年金税制の

理論的，或いは実務的な困難というのは非常に

見直しもこういった方向でさらに取り組んでい

大きいということで，相続時精算課税制度のよ

きたいと考えております。

うな選択制の制度が入っているというのが現在
の状況です。これをどのように見直していくか

〔繰越欠損金を中心とした現在の企業活動への

という点につきましては，今後，政府税調等の

対策〕

場におきまして理論的な面，実務的な面，両方

それから，繰越欠損金を中心とした現在の企

がありますので，十分なご議論をしていただき

業活動への対策ということです。ご指摘にあり

たいと考えているのが現状です。

ましたように，昨年末の税制改正におきまして
大企業につきましても，コロナ禍の状況でこの

〔教育資金等の非課税措置〕

２年間ぐらいのうちに発生した欠損金につきま

また，教育資金等の非課税措置については与

しては，一定の産業競争力強化法における計画

党の税制調査会や政府の税制調査会におきまし

の認定を受けることが要件になっておりますが，

ても，やはり格差の固定化につながりかねない

前向きの投資を行っていただく範囲内で最大５

面があるのではないかというご指摘を数年にわ

年間，所得の１００％まで繰越欠損の活用可能と

たって頂いておりますので，この年末の税制改

するという措置を講じさせていただいておりま

正では期限は参りませんが，来年度末の期限到

す。

来に伴いまして，相続税・贈与税のあり方全体
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の検討も踏まえてまたご議論いただければと考

の広報についても言及させていただきましたが，

えているところです。

やはり消費税というものが人口減少していく社
会において果たしている役割，特に消費税がな
くて，社会保険料など，或いは所得課税中心に

〔電子帳簿保存法の見直し〕
また，電子帳簿保存法の見直しについては先

社会保障を支えていこうとした場合，どうして

ほど申し上げたとおりですけれども，個人事業

も勤労世代に負担が偏ってしまう。或いはグ

者の方々の生産性向上という面もありますし，

ローバル化している中で企業活動の国際競争力

今回のような危機的な事態が生じた場合の対応

への影響といった面もあります。そういった点

という面でも，さらに電子帳簿保存法の改正に

で勤労者層に負担が偏らない，そういった税体

とどまらず，記帳水準をデジタル環境を活用し

系を構築していく上でも消費税の重要性という

てどう向上させていくか。まさに DX が重要

ものを少しでもご理解いただけるように，わか

ですので，今後とも見直しを進めていきたいと

りやすい広報にも務めていきたいと考えており

考えております。

ます。

〔印紙税について〕

〔イノベーションを促す税制〕
それから，イノベーションを促す税制という

また，印紙税についてのご指摘を頂きました。
印紙税は非常に古い税金ですが，どちらかとい

ことで，これは先ほどもご指摘いただきました

うとさまざまな経済取引に極めて軽度の負担を

が，昨年末の税制改正で DX の促進税制とカー

ある程度頂くという格好で，所得税ですとか，

ボンニュートラルのための税制措置を導入させ

法人税，消費税といった基幹税を補完する役割

ていただきました。昨年導入したばかりという

を果たしている税金です。現在でも３，
０００億円

ことですので，その適用状況も見ながら，さら

程度の税収がありますけれども，その役割とい

にその必要性について経済産業省などとも相談

うのは，なかなかこの税収全体が厳しい状況の

をしていきたいと考えております。その際，租

中ではいまだにこの重要な役割を果たしている

税特別措置はさまざまなものを作ったりしてき

と考えておりますが，先般消費税率が８％に引

ているわけですけれども，やはり有効性とか必

き上げられました際には領収書ですとか，請負

要性についての検証ということが一層重要にな

工事に関する印紙税につきまして若干の軽減措

ってくると思いますので，その面にも配意して

置を講じたりしてきております。今後ともこの

まいりたいと考えております。

税体系全体の中で果たしている役割も踏まえな
がら検討していく必要があると考えております。

〔カーボンプライシングについて〕
それから，炭素税を中心にカーボンプライシ
ングについてのご指摘がありました。カーボン

〔消費税について〕
続きまして，平野副会長からのご指摘とご質

プライシング全体の考え方については先ほどお

問です。まず消費税に関して非常に重いご指摘

考えを披瀝していただきまして，私自身も共感

を頂きました。少子高齢化がさらに進展してい

できるところも多々ありましたけれども，炭素

く中で社会保障を支える財源として消費税の役

税に限ってお答え申し上げますと，現在，経済

割はさらに重要になっていくと考えております。

産業省と環境省それぞれにおいてカーボンプラ

そういった中で特に若い世代の方々への働きか

イシング全体のあり方について検討していただ

けが重要であるというご指摘は本当にその通り

いているということで，この両省間の議論も踏

だと考えておりまして，先ほど税制等について

まえて，税制の場では今後議論を展開していく
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という段階にあります。そういった中でエネル

〔国際課税について〕

ギー関連諸税の CO２の排出効果をベースにした

最後に国際課税第１の柱，第２の柱について

集約化についてどう考えるかという点ですが，

です。二重課税の防止の必要性ですとか，申告

エネルギー関連諸税の中でも揮発油税ですとか，

実務の複雑化を招かないような事務負担への配

軽油引取税といった自動車の燃料に対して課税

慮という点については，これまでもパブリック

をされている部分というのは相当の割合を占め

コンサルテーションなどの場で経済界からのご

ているわけですけれども，この部分につきまし

意見を踏まえ，先般７月の大枠合意においても

てはいわゆる昔の道路財源であったときの暫定

その必要性が記載されているところです。そう

税率の部分が当分の間税率という格好で現在も

いった合意も踏まえて，この１０月の最終合意に

維持をされております。その趣旨としては，地

向けた作業ですとか，その後の制度化の作業の

球温暖化対策の観点から税率水準を維持すると

中でも十分に二重課税の排除や申告実務負担の

いうことでこれまで来ておりますので，そうい

軽減といった点にも配慮した検討を進めていき

った中で揮発油税とか，軽油引取税のあり方に

たいと考えております。以上です。

ついて今後議論していく上では温暖化対策の観
点からこの税率をどう考えるか。それを引き下

―――――――――――――――――――――

げるということになってきますと，自動車の分

（岩﨑）

野における脱炭素化の動きとの関係で矛盾を来

見がございますでしょうか。あれば，おっしゃ

さないかといった点も含めて幅広い議論が必要

っていただいて結構ですが，よろしいですか。

になってこようかと考えております。

―――――――――――――――――――――

〔労働力シフトの円滑化〕

（足立）

足立様，平野様，何か補足的なご意

ございません。

また，労働力シフトの円滑化，これは非常に
重要なご指摘だと思います。やはり経済の抱え

―――――――――――――――――――――

ているいろいろな問題の中で労働市場の抱えて

（岩﨑）

いる問題というのは非常に大きいということで，

するお話は終了させていただきまして，続きま

先ほど来働き方の多様化に対応した所得税の見

して，地方税財政の現状と課題についてお話を

直しということもご説明してまいりましたが，

進めていきたいと思います。稲岡局長からご説

これはある意味で労働力の移動の円滑化にも資

明の方をお願いします。

する見直しになるのではないかと考えておりま

―――――――――――――――――――――

それでは，ここでいったん国税に関

す。また，現在のコロナ禍における対応としま
しては，いわゆる賃金，或いは投資促進税制と
いう税制がありますが，この中で新規採用とか

Ⅳ．地方財政・地方税制の現状と
課題

中途採用を含めて，新たな人材の獲得に重点を
絞る格好で税制の見直しを昨年末行わせていた

（稲岡）

だきまして，これも労働移動の円滑化という視

いたします。お手元に「地方財政・地方税制の

点から講じた措置であるということです。さら

現状と課題」という資料を事前に配布させてい

にはその雇用システム改革の動きなどもにらみ

ただいておりますが，これに沿ってご説明を申

まして，例えば退職金税制における退職所得控

し上げたいと思います。

除のあり方などについても検討課題ではあろう
かと考えております。
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稲岡でございます。よろしくお願い

１．総論：地方財政・地方税制の現状
と課題

なっており，地方消費税の増加が全てというこ
とで，歳出の増に比べて，税収の増は大きくな
いというのが現状です。

〔地方財政の果たす役割〕資料❷
まず資料❷をご覧いただきたいと思いますが，

〔地方財政の財源不足と借入金残高の状況〕資

地方財政の果たす役割について記載をしており

料❺

ます。左下に歳出決算・最終支出ベースという

資料❺が足元の地方財政の状況ですが，令和

資料がありますけれども，防衛費や年金は全額

３年度において１０兆円を超える財源不足が生じ

国が支出をしておりますが，その他の経費は地

ており，地方の借入金残高も２００兆円弱で高止

方の支出が約５分の３となっており，我が国の

まりをしています。特に地方団体からは，赤字

内政を担っているのが地方団体です。

地方債である臨時財政対策債が増加しているの
を何とかしてほしいと言われております。

〔地方財政計画の歳出の推移〕資料❸
資料❸は地方財政計画が平成に入ってからど

〔国・地方の税源配分について〕資料❻

ういった形で推移してきたかというものですけ

資料❻は国・地方の税源配分ということで，

れども，社会保障関係費等の一般行政経費は高

先ほどもご覧いただいたとおり，歳出ベースで

齢化の進行等により一貫して増加をしてきてお

は国と地方の最終支出は４対６ですが，税収

ります。投資的経費は過去３０兆円前後あったも

ベースで見ますと６対４となっております。私

のが近年減少しておりましたが，防災・減災，

どもはこの乖離をできるだけ埋めて，地方税を

国土強靭化関連事業の増等により，ここのとこ

充実していきたいという立場ですが，一方，ご

ろは増加傾向となっています。また，給与関係

承知のとおり，国民へのサービス還元に国民の

経費も減少傾向でありましたが，保健所の人員

租税が全く足りていないというのが現下の状況

体制の強化，児童福祉司の増等により，ここの

であり，このことへの対応というのが課題です。

ところ横ばいといった状況であり，足元大体
〔国税・地方税の税収内訳（令和３年度地方財

トータルで９０兆円ぐらいとなっています。

政計画額）〕資料❼
資料❼は国税・地方税の税収内訳の資料です。

〔平成３年度と令和３年度の地方財政計画にお
ける歳入・歳出区分の比較〕資料❹

先ほど国税において消費税が最大の税収の税目

この３０年間，平成３年度と令和３年度の地方

になったというお話がありましたが，地方にお

財政計画の歳入・歳出を比較したものですが，

きましても，道府県においては地方消費税が一

歳出規模が７０．
９兆円から８９．
８兆円に大幅に増加

番多い税目になっています。地方消費税につき

しておりますが，このうち一般行政経費の増が

ましてはその２分の１が市町村に交付されてお

２７兆円と，社会保障関係費等の増によって大幅

りますので，これだけをご覧いただいてもわか

に増加しております。投資的経費は減少してお

らない部分もありますが，そういった状況です。

りますが，公債費などが増加しているのが歳出

また，市町村においては個人住民税と固定資産

の姿です。

税で税収の８割となっており，安定的な税源が

一方，歳入をご覧いただきますと，歳入のう

市町村に配分されています。

ちの地方税ですが，
３２．
７兆円から３８．
３兆円と５．
７
兆円の増となっています。
「消」と書いてある
のは地方消費税であり，これが５．
７兆円の増と
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〔地方税収（地方財政計画ベース）の推移〕資

２．
４倍ということですが，この中ではやはり地

料❽

方法人二税の偏在度が極めて高くなっています。

資料❽は地方税収の推移の資料です。令和２

それから，地方消費税につきましては清算とい

年度の決算見込においては，特別法人事業譲与

う措置が講じられており，これによって偏在度

税を含めた実質ベースで４１．
７兆円，地方税収と

が小さくなっています。

しては４０兆円となっています。
〔地方税の充実確保と偏在性が小さく安定的な
地方税体系の構築〕資料⓭

〔令和２年度地方税収入決算見込額（地方財政

資料⓭はこれまでの地方税の充実確保と偏在

計画ベース）〕資料❾
資料❾は令和２年度の決算見込の資料です。

性が小さい地方税体系の構築に向けた取り組み

国税は令和２年度が過去最高というお話があり

を並べております。偏在があることにより，地

ましたが，地方税の過去最高は令和元年度とな

方税の充実を図ると，豊かな団体はより豊かに

っています。特に３月決算法人の税収が国税は

なるといった課題がありますので，地方税の充

その年度の税収になる一方で，地方税では翌年

実確保を図る際には併せて偏在性を縮小する措

度の税収になるという違いもあり，若干国税の

置をセットで講じてきたということを示したも

動きと違うところもありますが，国税の状況を

のです。

踏まえれば，令和３年度は見込みよりも良くな
〔地方税収と人口１人当たりの税収額の指数の

るのではないかと期待をしております。

推移〕資料⓮
〔新型コロナウイルス感染症に係る地方税の

資料⓮は地方税収の主要な税目の推移と偏在

「徴収猶予の特例」の適用状況（最終集計）
〕

の最大・最小倍率がどうなってきたかを示した

資料❿

資料です。足元の偏在度は２．
３倍ということで，

資料❿は新型コロナウイルス感染症対策とし

過去から比べると大きく低下してきています。

て講じた徴収猶予の特例のうち地方税分の実績
です。

以上が税財政の全体的な状況です。

２．各論①：個別地方税制の現状と課
題

〔主要税目（地方税）の税収の推移〕資料⓫
資料⓫は主要税目の税収の推移であり，ご覧

資料⓯からは現状と課題とタイトルはなって

いただくと一目瞭然ですが，法人関係税は景気

おりますけれども，令和３年度税制改正で措置

の変動に大きく左右されます。一方，固定資産

した項目についてご紹介を申し上げたいと思い

税，或いは個人住民税，地方消費税は比較的安

ます。

定した税収です。
⑴
〔人口１人当たりの税収額の指数（令和元年度

固定資産税

〔固定資産税の仕組み〕資料⓱

決算額）〕資料⓬

資料⓱は固定資産税の仕組みの資料です。固

資料⓬は地方税収の偏在を示したものです。

定資産税は土地，家屋，或いは償却資産の価値

偏在は一般的に人口１人当たりの税収を，全国

に応じてご負担いただく財産税ですけれども，

平均を１００とした場合の指数の最大と最小の倍

その価値を毎年評価するというのは大変な労力

数で見ております。地方税計で見ますと，１人

がかかりますので，３年ごとに評価替えを行い，

当たり税収が最大の東京都と最小の長崎県で

原則３年間は据え置きをすることとなっており
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ます。また，政策的な特例として小規模住宅用

年度における特別な措置ですので，令和４年

地ですと６分の１を掛けるといったものがあり

度，５年度はこれまでと同様の負担調整措置が

ます。さらに，３年に１度しか評価替えがない

講じられるということとなっております。

ものですから，地価が上昇局面にあれば，その
影響が３年分影響するということで，そこをな

〔基準年度の下落修正措置〕資料
資料

だらかに上昇させるための措置として負担調整

は基準年度の下落修正措置の資料です。

措置を講じております。これに税率を掛けて，

土地はいつの時点で評価をするかということで

さらに税額についても，例えば新築住宅ですと

すが，令和３年度の評価替えについては前年の

３年間２分の１といった措置を講じているとい

２年の１月１日時点で評価をすることになりま

うのが現行の固定資産税です。

す。これは市町村の事務に要する期間等を踏ま
えてそういったことになっているのですが，そ

〔固定資産税の令和３年度評価替えへの対応〕

れ以降，地価が下落をした場合には市町村が７

資料⓲

月１日時点までの地価の下落を踏まえた評価に

資料⓲は固定資産税の令和３年度評価替えへ

修正をすることができることになっており，令

の対応の資料ですが，具体的には資料⓳をご覧

和３年度評価替えにおきましては，地価が下落

いただきたいと思います。

した大半の地域で下落修正措置が講じられてい
ます。

〔固定資産税の課税の仕組み（令和３年度〜令
〔令和３年地価公示について〕資料

和５年度）〕資料⓳

資料

負担調整措置についてですが，例えば商業地

が令和３年の地価公示の資料です。令

ですと，固定資産税評価額は地価公示価格の７

和３年１月１日時点でどうであったかというこ

割を目途に評価をするというものですが，課税

とですが，この表は７月１日時点の都道府県地

標準額はさらにその７割を上限とするものです。

価調査との共通地点で表したものです。前半と

また，負担水準と言っておりますけれども，前

ありますのが，令和２年１月１日から７月１日

年度課税標準額の当該年度の評価額に占める割

までの半年間，後半というのが令和２年７月１

合が６割を下回っているところ，すなわち地価

日から令和３年１月１日までの地価の変動率と

が上がっているところは評価額の５％ずつをな

なっています。ご覧いただいておわかりのとお

だらかに上げていくといった措置を継続するこ

り，新型コロナウイルス感染症の拡大が令和２

ととされました。さらに小規模住宅用地，一般

年の初めであり，その影響で前半の６カ月間は

住宅用地，さらに農地についても，資料に記載

下落傾向でした。一部大阪圏は後半も若干下落

のような，これまで同様の負担調整措置を延長

しておりますけれども，令和２年７月１日から

することになりました。

令和３年１月１日に向けては全国的に見て落ち
着いています。横ばいないしは若干の上昇とい

〔固定資産税に係る令和３年度における特別な

うことであり，令和３年度評価替えの議論をし

措置（イメージ）〕資料⓴

ていた昨年末には，地価は相当下がるのではな

資料⓴ですけれども，令和３年度につきまし

いかというようなお話もあったわけですが，比

ては新型コロナウイルス感染症の影響等に鑑み，

較的落ち着いているのが現状です。

負担調整措置等によって税額が上昇する場合に
は全て前年度税額に据え置くという措置を特例

〔据置年度の下落修正措置〕資料

的な措置として講じております。これは令和３
― 56 ―

資料

は据置年度の下落修正措置の資料です。

先ほど申し上げました基準年度の下落修正措置

〔環境性能割の税率区分の見直し（令和３年度

に加えて，据置年度においても，前年の７月１

改正）〕資料

日時点の地価を踏まえた下落修正措置が講じら

資料

は，自動車税の環境性能割で，自動車

れており，地価の下落に対してはこれを反映す

の取得時に環境性能に応じて負担を求める税で

るような措置があるというご紹介です。

すが，これにつきましては，令和３年度は新型
コロナウイルス感染症の影響等，さまざまな点

〔同一市内において評価額と税額の高低が逆転

を踏まえ，あまり基準をきつくせず，軽減対象

する不公平な事例〕資料

車等が大きく変化しないような形での見直しを

資料

行っています。

は我々が問題意識を持っているもので

すが，先ほど申し上げました商業地につきまし
て６０％から７０％の据え置きゾーンがあることに

〔環境性能割の臨時的軽減の延長（令和３年度

より，評価額と税額が逆転するという不公平な

改正）〕資料

事例が存在します。このあたりは今後何とかし

さらに資料

ですが，これまで消費税引き上

ていかなければいけない課題だと受け止めてお

げに伴う需要平準化策として講じてきました臨

ります。

時的軽減措置も今年の年末まで延長しています。

〔令和３年度税制改正大綱（負担調整措置関係

〔令和３年度与党税制改正大綱（抄）〕資料
資料

部分抜粋）〕資料
令和３年度税制改正大綱におきましても，そ

が令和３年度の与党税制改正大綱です

が，アンダーラインを真ん中より少し上に引い
ておりますけれども，本来は車体課税について

ういった記載がなされております。

も変革に対応した見直しを早急に行うべきであ
⑵

るが，他方でコロナ禍にあることを踏まえれば，

車体課税

急激な変化は望ましくない，今回の見直しにお

〔車体課税（地方税）の現状〕資料
から車体課税ですが，自動車の取得，

いては猶予期間を設けることとするとされてお

保有，利用，或いは走行の各段階で税負担を求

り，令和３年度改正は猶予期間であるという位

めており，黒で囲んでいるところが車体課税と

置付けです。また，下の方に自動車関係諸税に

いうことであり，このうち地方の財源というの

ついての今後の検討の留意事項，考慮要素とい

がかなり大きなウエイトを占めているというこ

うものが掲げられています。

資料

以上，令和３年度に改正を行った税目を中心

とを示しております。

にご説明を申し上げました。
〔令和元年度税制改正における車体課税の大幅

３．各論②：地方税務手続の電子化

見直し（全体像）〕資料
車体課税につきましては，令和元年度の税制
改正で自動車税の種別割，我々が一般的に自動

〔ICT 化の進展に対応した主な施策（地方税）〕

車税と呼んでいるものですが，これの恒久的減

資料

税を令和元年１０月１日以降の新車から行ってお

資料

からは地方税務手続の電子化ですが，

ります。そういった意味では大きな改正が令和

資料は法人の申告，或いは国税との連携，電子

元年度になされています。

納税，さまざまな分野において地方税の電子化
を進めてきたという一覧の資料です。
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〔地方税共通納税システムについて〕資料

〔eLTAX（エルタックス）について〕資料
資料

は eLTAX（エルタックス）ですが，

国税の電子申告納税システムを e―Tax（イー

〔地方税共通納税システムの実績（地方法人２
税等，個人住民税（特別徴収分））〕資料
資料

タックス）と呼んでおりますけれども，地方税
につきましてはそれにローカルの L を加えて

，資料

は地方税共通納税システムの

実績です。

eLTAX と呼んでおります。法人関係税を中心
とした申告はこの eLTAX を通じて行われてお

〔個人住民税（利子割等）の電子申告・納入に
ついて【令和３年１０月〜】〕資料

りますし，法人関係税を中心として eLTAX に
より納税をすることも可能になっております。

資料

は電子納付の関係です。これまでは法

また，従来から国税庁より確定申告のデータを

人関係税が対象でありましたが，金融機関等に

電子的にいただく国税連携ということを行って

特別徴収をしていただいております個人住民税

おり，この eLTAX のシステムが地方税の電子

の利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申

化の基盤となっています。

告・納入がいよいよスタートします。

〔地方税の申告等に 係 る eLTAX 利 用 率 の 推

〔令和３年度税制改正（地方税共通納税システ

移〕資料
利用率を資料

ムの対象税目の拡大）〕資料
に掲げておりますが，法人関

さらには令和３年度税制改正で，固定資産税

係税が７６〜７７％ということで，かなり普及して

や自動車税など，いわゆる賦課税目についても

きたと思います。また，個人住民税の給与支払

電子納税の取り組みを進めることとされました。

報告書につきましては令和３年１月から，電子

法人関係税等の申告税目の場合はその申告と併

的提出の義務が源泉徴収票を１，
０００枚以上提出

せて，いくらの税額になるので，それを納税す

するところから１００枚以上提出まで対象範囲が

るということで，申告から納税が一本の流れで

広がったこともあって，地方税の給与支払報告

進みます。一方，固定資産税や自動車税は賦課

書は源泉徴収票と連動しておりますので，
５７．
２％

税目であり，地方団体の方からいくらお納めく

と大きく増加をしております。

ださいという納税通知書が送られ，これに基づ
いて納付していただくため，申告税目と比べて

〔令和３年度税制改正（個人住民税の特別徴収

電子化に一手間かかるということで，これまで

税額通知の電子化）〕資料

検討を進めてまいりましたが，一定の目途が立

資料

ちましたので，令和５年度以降の課税分につい

は個人住民税の特別徴収税額通知の電

子化ということであり，大体５月末ぐらいに１

て適用すべく作業を進めているところです。

年間給料からどれぐらい住民税を天引きするか
という紙が職場経由で市町村から送られてくる

〔地方税統一 QR コードの活用について〕資料

と思います。今は紙で提供されておりますけれ
さらに資料

ども，一定の要件を満たした場合にはこれを電

ですが，これも金融機関等から

子的に提供するということで，これは企業から

強いご要望があった件です。現在納税通知書と

も，特に全国展開しているところからご要望が

併せて納付書というものがあり，金融機関の窓

あったことに対応したものです。

口などにそれらを持って行って，現金を払って
いただいて，その納付書で納付をするというこ
とが多いのですけれども，それを地方団体の方
に情報として提供するとか，この納付書の保管
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とか，読み取りが非常に手間だというお話があ

減災事業，デジタルに係る事業費および財源の

りました。全銀協さんなどともいろいろとお話

確保が求められております。このような背景を

をさせていただいた結果，納付書に統一の QR

踏まえ，総論であります地方財政・地方税の現

コードを付しまして，それに基づいて窓口など

状と，各論であります個別地方税制から，意見・

でも納付ができるようにということで，令和５

質問させていただけたらと思います。

年度のスタートを目指して，今いろいろな調整
〔社会保障関係費等への地方交付税の確保〕

を進めているところです。

１つ目には，社会保障関係費等への地方交付
税の確保についての意見です。２０２０年１２月策定

〔ICT による収納手段の多様化〕資料
最終の資料

ですが，地方税の収納手段の多

の全世代型社会保障改革の方針を踏まえ，社会

様化というのは地方団体の方でも様々努力して

保障関係費は国だけでなく地方でも増加してお

おられまして，最近はスマホでも納付ができる

り，その増分を適切に，地方財政計画の歳出に

というところもあり，こういった点についても

計上することが必要になります。たしかにこれ

引き続き努力をしてまいりたいと考えておりま

らの財源確保として，２０１９年消費税・地方消費

す。

税率の８％から１０％の引き上げ分と地方交付税

私からは以上です。

原資分を含め約３割が，地方の社会保障財源に

―――――――――――――――――――――

なっております。しかしながら，地方財政計画
が全体として抑制基調のなかで，財政需要は高

Ⅴ．地方財政・地方税制の現状と
課題への意見

まっております。２０１８年度の地方財政計画で，
公共施設等の老朽化対策の対象事業の拡充およ
び増額や社会保障関係の地方単独事業費増への

非常に幅広い内容につきまして簡潔

歳出が確保され，２０２０年度には地域社会再生事

にご説明くださいましてありがとうございまし

業費が創設されました。だが，これらの財源だ

た。それでは，これからただ今の稲岡局長のご

けでは充分とは言い難く，給与関係経費や投資

説明に対して質問，意見をお願いしたいと思い

的経費の削減で吸収したり，歳出特別枠で確保

ます。まず足立教授からお願いいたします。

しています。昨今の新型コロナウイルス感染症

―――――――――――――――――――――

による保健師の増員です。かつて，東日本大震

（岩﨑）

災の被災自治体から，保健師の派遣要望が寄せ
地方財政・地方税制の現状と課題を

られ，保健師の確保が課題となり，地方交付税

テーマに，幅広い内容を丁寧に教えていただき

による措置人数が実人員数を上回りその解消が

ありがとうございます。新型コロナウイルス感

難しかった経緯があります。今回の新型コロナ

染症による経済の下振れによって，２０２２年度以

ウイルスにおいても同様の課題があります。以

降は，地方の税財源の大幅な減少が懸念されま

上のことから，地方が国の法令等により義務的

す。新経済・財政再生計画や地方財政の状況を

に実施する事業や住民生活に関わる必要な地方

踏まえ，東日本大震災の復興財源は別扱いとし，

単独事業の財政需要は，地方財政計画への措置

社会保障関係費の財源や臨時財政対策債の償還

が求められますが，このような地方の財政需要

財源に加え，地方は，一般財源総額実質同水準

に対して，地方が負担を転嫁するような制度改

ルールのもと，新型コロナ感染拡大防止対策，

正を行わぬよう，地方財政計画に的確に反映が

地方創生・人口減少対策，地域経済の活性化・

必要になります。

（足立）

雇用対策，
人づくり，国土強靱化のための防災・
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〔税の簡素化と自動車関係税〕

〔税の公平性と固定資産税〕
２つ目は固定資産税からの質問になります。

３つ目は自動車関係税の質問になります。自

固定資産税は，土地・建物の所有者の収益とは

動車関係税は車種，用途に応じて税負担に格差

関係なく，課されます外形標準課税であるため

が存在し，そこに近年の世界的な脱炭素を背景

に，新型コロナウイルス感染症によって経営が

にエネルギーや環境の幅広い分野と関係し，税

悪化した都市部の商業施設や土地を所有する企

収も国，都道府県，市町村に配分され，柔軟な

業への負担増になることから，２０２１年の税制改

税体系の構築が問われています。したがまして，

正では，全ての土地の税額が前年度の税額に据

自動車関係税における税制の簡素化が求められ

え置き，現行の負担措置の仕組みを継続するこ

ています。自動車関係税は車種ごとに取得時に

ととなっております。この課税標準と税率で決

自動車税が価格に応じて課税され，保有時には

まります固定資産税の仕組みですが，負担調整

排気量に応じて自動車税が，車検時には重量に

と特例率による課税負担で調整しますため，異

応じて自動車重量税が課税され，走行時は数量

なる用途の地目で税負担に不均衡が生じ，納税

に応じて揮発油税と地方揮発油税が課税され，

者にとって不公平を招く恐れがあります。この

そこに特例措置が入ります。同一の税目に車種，

点については固定資産税の公平性から，どのよ

用途に応じて税負担格差が生じますが，税の簡

うな検討がなされていますでしょうか。また，

素化を目指した税制度の構築を目指して，どの

特例措置には不透明性の課題があります。高度

ような検討がなされていますでしょうか。また，

経済成長期からバブル期にかけて，土地資産額

環境変化に応じた現行税制度のあり方も問われ

は GDP を上回って上昇し地価の水準が高まる

ています。現行の自動車関係税は車の保有を前

なかで，固定資産税に反映しますと納税者に多

提としていますが，遊休資産の有効活用である

大な負担に繋がりかねないため，急激な上昇の

カーシェアリングは資産の所有と利用を分離し

緩和と絶対水準の一定の抑制のため，負担調整

ています。つまり，カーシェアリングが普及す

措置，住宅地に関する課税標準圧縮の特例，公

るほど，共同利用によって資産の稼働率は高ま

示地価の７割評価額によって，固定資産税は地

りますが，逆に車の保有台数は減少し，税収は

価に必ずしも連動しておりません。固定資産税

下がります。次世代自動車も同様です。自動車

の負担を一定の水準を迎えるための特例措置を

関係税は中長期的に先細りする事態になりかね

続けますと，固定資産税は実際の地価との乖離

ず，環境変化に応じた現行税制の見直しはどの

が生じます。将来高まる財政需要に負担調整に

ように検討がなされていますでしょうか。さら

よる対応では限りがありますため，今後は税率

に，逆進性の問題です。環境性能の低い自動車

による調整が考えられます。そこで，高まる財

を保有し，重い税負担を担うのは担税力が小さ

政需要を見据え，固定資産税と地価との乖離や

い低所得者で，逆進性の問題が生じかねません

固定資産税の不透明性については，どのように

が，この点についてはどのようにお考えでしょ

検討がなされていますでしょうか。さらに，固

うか。

定資産税が応益課税に基づくのであれば，地方
自治体のサービス格差と固定資産税の負担水準

〔外形標準課税の適用対象法人〕
４つ目は，地方法人課税についての質問です。

（前年度課税標準額 当該年度の評価額）の格
差は等しいことが適正になりますが，負担調整

財政赤字を背景に地方交付税原資分を含め，約

の均衡化と適正化については，どのように検討

６割の地方自治体の財源となる法人課税は現在

がなされていますでしょうか。

新型コロナで減収はやむを得ませんが，将来的
には地方の重要な財源として税源の帰属の適正
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化を図ることが重要になります。そこで，法人

の実現に向けての税制のあり方について。それ

課税に関します外形標準課税についての質問で

から，地方創生，３つ目が徴税と納税のデジタ

す。法人課税は課税ベースを拡大しつつ，税率

ル化についてになります。

の引き下げを軸に，法人実効税率の引き下げ，
大法人への外形標準課税の課税ベースの拡大，

〔地方分権社会の実現〕

中堅企業への負担変動への軽減措置が講じられ

地方分権社会の実現ということなのですけれ

てきましたが，外形標準課税の適用対象法人に

ども，地方自治体が地域の特性に即した行政

ついては，今後どのように検討なさいますでし

サービスを自分で決めて継続的に提供していく

ょうか。また，法人事業税の分割基準のあり方

ということかと思います。そのためには安定し

も問われています。IT 化の進展によって社会

た財源の確保に加えて，受益者である地域住民

情勢の変化に加え，企業の法人形態，取引形態，

が広くそのコストを負担する応益課税の考え方

事業活動が変わる中で現在の実態を踏まえ，法

をよく理解し，財政規律が確立していく必要が

人の納税事務負担軽減，簡素化を考慮し，行政

あるということだと思っています。それから，

サービスの受益を反映した負担になるよう，法

もう１つ，先ほどご指摘があった人口集中によ

人事業税の分割基準についてどのような検討が

る大都市圏への財源の偏在に関しても，より偏

なされていますでしょうか。さらに，収入金額

在性の低い税の導入であるとか，柔軟な地方税

課税制度の適切な負担も求められています。

制の見直しなどの継続的な取り組みによって改

２０２０年の税制改正で電気供給量には付加価値割，

善していく必要があると思っています。

資本割，所得割を組み入れ，収入金額による外

そう考えていくと，やはり国と同様，拡大す

形課税が実施されましたが，ガス供給量は必ず

る地域の社会保障費を支える安定した財源とし

しもそうではありません。一定の行政サービス

ては地方消費税が重要だと思います。それから，

における大規模な発電施設に対して適切な負担

地方の活性化の観点からも必要な子育てである

となる課税方式の検討はどのようにお考えでし

とか，医療・介護などのサービスを支えていく

ょうか。この点について，ご教授いただけませ

ためにも，地方消費税については先ほど申し上

んでしょうか。以上，私のほうからの意見およ

げました国税である消費税のさらなる税率の見

び質問となります。

直しと併せて一層の充実を議論していくべきだ
と思います。
また，租研では応益性が低く，かつボラティ

―――――――――――――――――――――
（岩﨑）

引き続きまして，平野副会長にご意

リティが高い，つまり，景気次第で税収が不安

見，ご質問をお願いいたします。

定になりやすい地方法人二税，特に法人住民税

―――――――――――――――――――――

の法人税割と法人事業税の所得割については基
本的に国税化すべきという立場を取っています。

足立先生からたくさん質問が出まし

以前，安倍政権下で法人税の引き下げが実現さ

たので，私の方は３点ほどお伺いしたいと思い

れる前は，学会や経済界から，法人税の内外格

ます。まずもって，稲岡局長のご説明をお聞き

差は主として地方税によるものだということで，

しまして，地方の行政，それから，財政とさま

地方法人税がやや目の敵にされているというよ

ざまな課題があることを改めて認識できました。

うなことがあったと思います。

（平野）

一方で税源の偏在性に対応するためのプール

ありがとうございました。
お伺いしたい３点ですがまず１つ目は，ちょ

として国にいったん吸い上げるというのは地方

っと大きなテーマですけれども，地方分権社会

税制改革が実現するまでの一時的な措置として
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やむを得ないけれども，恒久化は望ましくない

これは全銀協が要望していたのですけれども，

と言った全国知事会の意見もあります。海外の

全国統一の QR コードの活用，次々に機能が加

いわゆる先進国においても地方における法人課

わっていくということで，大変ありがたいと思

税は全くないか，低い水準にとどまっていると

っております。単純に金融機関の事務負担が軽

いうのも事実なのですけれども，地方税制にお

減されるということだけではなくて，一部の試

ける法人課税のあり方はそもそもどうあるべき

算によると８，
０００億円に上ると言われる自治体

なのか。このあたりにつきまして，お考えをお

自身の徴税コストの大幅な削減を図っていくと

聞かせいただければと思います。

いう上でも非常に重要なことだと思っておりま
す。

〔地方創生〕

一方で，マイナンバーの活用についてはまだ

２つ目が地方創生です。わが国が目指す地方

課題があると思います。スマホへの搭載である

分権の実現というのは，その先に地方の経済の

とか，利用シーンの拡大など，利用者にとって

活性化，雇用拡大，それから，地方行政サービ

より使い勝手のいいように改善していくことが

スの維持・向上があると思います。
内閣府が
「ま

利用率を上げるためには重要だと思います。ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」で示していま

た，社会政策や税制面で，格差是正のための諸

すが，新型コロナウイルスの感染拡大で期せず

施策を導入する上でも恐らく今後重要になって

してテレワークが増加して，地方への関心が高

いくのは，所得だけでなく，資産の把握だと思

まり，人の流れも少しずつ生まれつつあります。

います。ここに一歩踏み込んでマイナンバーを

この流れを定着させるため，地域では自主的・

活用していくべきではないでしょうか。その関

主体的な取り組みもやっておられますが，これ

連で言えば，難しいとは思いますが，すべての

に加えて，さらに地方へのビジネス，或いは人

銀行口座に付番を原則化するということも積極

の流れを促すような税制のあり方についてのお

的に検討していくべきではないかと考えており

考えを伺えればと思います。

ますが，いかがでしょうか。以上です。

〔徴税と納税のデジタル化〕

―――――――――――――――――――――

３つ目は徴税と納税のデジタル化です。先ほ

（岩﨑）

それでは，稲岡局長，ただ今のご意

どお話がありましたが，地方税の行政サイドで

見についてのお考えをお示しください。

の手続きの効率化と納税側での納税事務の負担

―――――――――――――――――――――

の軽減の観点から eLTAX をプラットフォーム
にして，住民税などの申告と納税が電子化され

（稲岡）

ました。これは極めて有益であり，ご説明資料

質問を頂戴し，ありがとうございました。１点

にもございますが，緩やかながらも利用率が上

目の社会保障等の財源と地方交付税等の確保に

昇しているというのは，行政における DX の

つきましてはご意見として承りたいと考えてお

先行成功事例ではないかと思っております。

ります。

まず，足立先生から多岐にわたるご

今後は，こちらも先ほどご説明がありました
が，源泉徴収義務者である雇用主企業であると

〔負担調整措置や各種特例措置による固定資産

か，或いは取り扱い金融機関を経由しての給与，

税の公平性・不透明性について〕

利子・配当の源泉税額などの通知，それから，

負担調整措置や各種特例措置による固定資産

固定資産税や自動車税など，eLTAX での手続

税の公平性についてのお尋ねですが，固定資産

き可能な税目を拡大していただく。さらには，

評価基準では地目によって評価額の算定の仕組
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みが異なっておりまして，負担調整措置の内容

個々の土地，家屋が受けている行政サービスの

も，先ほどの資料であったように，地目によっ

水準に応じて税負担を求めるといった考え方に

て異なります。住宅用地について面積に応じて

立っているわけではない点についてはご理解を

６分の１，３分の１の特例率を設けている他，

賜りたいと思います。いずれにしましても税負

商業地等については課税標準額の上限を評価額

担の公平性や市町村の基幹税である固定資産税

の７０％としております。また，農地につきまし

の充実確保の観点から，負担水準のさらなる均

ては商業地等とは異なる負担調整の仕組みとな

衡化に取り組んでまいりたいと考えております。

っております。地目にかかわらず，全ての土地
の税負担が均衡することが望ましいといった考

〔自動車関係税における税制の簡素化につい

えもあろうかと思いますけれども，住宅政策や

て〕

土地政策，農業政策といった観点から特例措置

次に，自動車関係ですが税制の簡素化につい

や異なる負担調整措置を講じているところであ

てのお尋ねがありました。現行税制は多くの税

り，地目ごとにそういったものが異なるという

目が課されていて，複雑であるというご意見が

のは必ずしも不公平とは言えないのではないか

あることは承知しておりますが，一方，自動車

と受け止めております。

が CO２の排出や道路損傷等の様々な社会的費用
をもたらすことを踏まえ，取得・保有・走行の

〔負担調整措置による実際の土地の価格と固定

各段階において課税し，全体としてバランスの

資産税の乖離について〕

取れた税負担を実現していくことが大切である

次に，高まる財政需要を見据えた固定資産税

と考えております。

と地価の乖離，固定資産税の公平性についての
お尋ねがありました。固定資産税は基本的には

〔今後の自動車関係諸税の見直しについて〕

地価が上がれば税額も上がり，地価が下がれば

次に，今後の自動車関係諸税の見直しについ

税額も下がります。７割評価や負担調整措置を

てのお尋ねがありました。令和３年度の与党税

通じて地価に連動した税負担となる仕組みであ

制改正大綱では，２０５０年のカーボンニュートラ

ると考えております。いずれにしましても固定

ル目標の実現に貢献するものとし，また，自動

資産税は市町村にとって税収の約４割を占める

運転をはじめとする技術革新の必要性や保有か

重要な基幹税であることから，その充実確保に

ら利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化

努めてまいりたいと考えております。

の動向などを踏まえ，その課税のあり方につい
て，中長期的な視点に立って検討することとさ

〔固定資産税における均衡化と適正化につい

れております。ご指摘のありましたカーシェア

て〕

リングや次世代自動車の普及といった点も考慮

次に，固定資産税の最後ですが負担調整の均

要素に含まれており，現時点で具体的な方向性

衡化と適正化についてお尋ねがありました。固

を有しているわけではありませんが，こうした

定資産税は固定資産の保有と市町村が幅広く提

観点も踏まえながら，地方の車体課税のあり方

供する行政サービスとの間に存在する受益関係

について検討を行ってまいりたいと考えており

に着目して課税されているという点はご指摘の

ます。

とおりです。一方で，固定資産税は財産税であ
り，その資産価値に応じ税負担が決まる仕組み

〔環境性能に応じた課税の仕組みの逆進性の問

となっております。行政サービスとの一般的な

題について〕

受益関係を課税根拠としているものですが，

自動車の最後ですが，環境性能に応じた課税
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の仕組みの逆進性の問題についてのご指摘があ

図る観点から引き続き検討してまいりたいと考

りました。自家用乗用車に対する地方税におけ

えております。

る課税を念頭に申し上げますと，自動車税の環
境性能割は価格に応じて，それに税率を掛けて

〔収入金額課税制度について〕

負担をするということですので，高い価格の自

収入金額課税制度についてのお尋ねがありま

動車の方が税負担が大きくなっております。自

した。その中のガス供給業ですけれども，与党

動車の所有においても排気量に応じた税率設定

税制改正大綱において検討事項とされており，

となっていることから，排気量が小さく，一般

税制改正プロセスにおいて今年の年末に議論さ

的に価格の安い車両ほど税負担が小さくなって

れることとなると承知しておりますが，大規模

おりますので，基本的には負担能力に応じた税

施設を保有し，多大な行政サービスを受益して

制になっているものと受け止めているところで

いること，地方財政や個々の地方団体の税収に

す。

与える影響などといった観点を踏まえて適切に
対応してまいりたいと考えております。

〔外形標準課税の適用対象法人のあり方につい
〔地方税制における法人課税のあり方につい

て〕

て〕

次に，外形標準課税の適用対象法人のあり方
についてのお尋ねがありました。外形標準課税

続きまして，平野副会長から地方税制におけ

については，一般的には努力して利益を上げて

る法人課税のあり方についてのお尋ねがありま

いる企業の税負担が軽減されることから，所得

した。ざっくりとしたお答えになりますけれど

を増加させるインセンティブになるというご指

も，法人につきましても地方団体の行政サービ

摘がある一方で，赤字法人にもご負担いただく

スを受けて事業活動を行っているところであり，

ことから，経済界の方々などから，その適用対

課税根拠として，法人住民税は地域社会の費用

象法人の拡大について慎重なご意見があるもの

について，その構成員である法人にも個人同様

と承知しております。こうした中で過去の与党

幅広く負担を求める，それから，法人事業税は

税制改正大綱においても地域経済，企業経営へ

法人が事業活動を行うに当たって都道府県から

の影響も踏まえながら，引き続き慎重に検討を

の各種の行政サービスを受けていることから，

行うとされているところです。様々なご意見を

これに必要な経費を分担すべきである，そうい

踏まえつつ，検討をしてまいりたいと考えてお

ったことを根拠としており，私どもとしては応

ります。

益課税としての性格を有した税であって，地方
の基幹税として引き続き重要な役割を担うべき
と考えております。

〔法人事業税の分割基準の見直しについて〕
また，法人事業税の分割基準の見直しについ
てお尋ねがありました。分割基準は各都道府県

〔地方創生に対応した税制のあり方について〕

における事業の規模や活動量などに応じて課税

次に，地方創生に対応した税制のあり方につ

権の調整を行うものであり，法人の事業活動の

いてご指摘がありましたが，この点につきまし

規模を適切に反映する観点から，社会経済情勢

てはご意見として承らせていただきたいと考え

や企業の事業活動の変化を踏まえる必要がある

ております。

一方，法人の申告事務負担も考慮して，簡素で
明確である必要があると考えております。こう

〔マイナンバーの活用について〕

した観点を踏まえ，税源帰属の一層の適正化を
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最後にマイナンバーの活用についてお尋ねが

ありました。市町村における個人資産の把握に

革は，社会経済の大きな変化に対応するための

ついては，現在固定資産税を課税しております

極めて重要な内容を含んだものであると考えて

ことから，住民に係る土地や家屋の所有者，価

おります。そういうなかで，本日は国の税財政

格などの情報は把握しておりますけれども，預

改革の状況につきまして住澤局長から，そして，

貯金や株式等の金融資産の価格についての情報

地方の税財政の改革の状況について稲岡局長か

は把握していないというのが現状です。このう

ら大変わかりやすく解説をしていただきました。

ち固定資産税に係る土地や家屋については，住

それはとても有益なことではないかと思ってお

所地が課税団体と異なる納税義務者について，

ります。これに対して足立教授，平野副会長か

その住所の異動や，死亡の事実を適時に把握し

らとても重要で，かつ重いご指摘がありました。

て，より適正に課税を行うため，固定資産課税

今後の税財政の改革に盛り込んでいただくこと

台帳とマイナンバーとの紐付けを進めており，

ができればとてもありがたいと考えております。

マイナンバーの活用については地方の現場でも

それでは，予定されていました本日の終了時

取り組んでいるところです。お話のありました

間になりますので，これで討論会の方は終わり

預金口座の付番の問題につきましてはご意見と

とさせていただきたいと思います。

して承らせていただきたいと感じております。
以上です。
―――――――――――――――――――――
（岩﨑）

足立教授，平野副会長，何か補足的

なご意見がありますでしょうか。
―――――――――――――――――――――
（平野）

今日いろいろと私も勉強させていた

だいたのですが，１つ最後に申し上げておきた
いのは，今日本も世界も大きく変わろうとして
いるわけです。そのためのさまざまな政策の重
点が変わろうとしています。先ほど申し上げた
DX とグリーントランスフォーメーションはそ
の代表例ですけれども，もう１つ，例えば，今
日は言わなかったですが，格差みたいな問題も
ありますよね。もちろん税制に関しては安定性
は極めて重要です。しかし，一方で，その時々
の大きな課題に合わせるような形で税制の見直
しをやっていくという視点をわれわれは常に持
つべきではないかということを感じました。以
上です。

おわりに
（岩﨑）

令和の時代になってからの税財政改
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討論会２

９月１４日㈫・午前

消費税率引き上げ後の
財政と社会保障
（財政経済研究会報告）

大森 氏

駒村 氏

土居 氏

山重 氏

小澤 氏（司会）

●参加者（五十音順）

お茶の水女子大学教授
慶応義塾大学教授
慶応義塾大学教授
一橋大学大学院教授

司

会

慶応義塾大学教授
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大森
駒村
土居
山重

正博
康平
丈朗
慎二

小澤

太郎

しまして，「『家族の幸せ』の経済学」について

はじめに

ご講演頂いております。それから第８回目の会
合では，一橋大学の渡辺智之先生に「経済のデ

（小澤）

おはようございます。午前中の早い

ジタル化と国際課税：最近の状況を中心に」と

時間帯からお集まりいただきましてありがとう

いうタイトルでお話をしていただいております。

ございます。これから司会を務めさせていただ

実はその両先生のお話しされた内容につきまし

く小澤でございます。よろしくお願いいたしま

ては報告書に記載されておりませんので，ここ

す。

で簡単に私が触れたいと思います。

さて，皆さまご承知のとおり，消費税率１０％

まず，山口先生のご講演ですが，その前半部

への引き上げは，実現までに２度延期されまし

分は父親の育児休業取得に関するものでありま

た。ところで，われわれの研究分野の中で行動

す。制度だけ見れば育休先進国であるわが国の

経済学という領域がありますが，そのプロスペ

父親の取得率が，実はわずか５％であるという

クト理論によれば，人は自ら損失局面に立たさ

ことを指摘されておられ，ノルウェーの先進事

れていると感じたときには，過度なリスクを負

例の紹介の後に，父親の育休取得率を引き上げ

うことをいとわない傾向があるということが知

るために，ではどうしたらいいのかに触れてお

られているのですけれども，その意味では，多

られます。もちろん給付金を十分な額にしたり

くの有権者は消費税率を引き上げなくても何と

会社で表彰したりというようなことをするとと

かなるという淡い期待にかけようとする傾向が

もに，実は育休を取った男性社員がその後も職

強かったということが言えるかもしれません。

場で不利に扱われなかったとの情報を社内で共

そしてまた同じく行動経済学の中で，双曲型割

有することが本質的に重要であるという指摘が

引モデルというのがございます。人は遠い将来

なされております。「その後」というところが

に対して理性的な判断ができても，いっときの

とても重要だと思うのですが，その他にもカナ

誘惑に溺れたり，今やるべきことを先送りした

ダのケベック州の話では，育休取得の経験がそ

りする傾向があるということが知られているの

の後の父親の子育て時間や，家族の時間を増や

ですが，仮にそうであれば，なるべく消費税率

す効果を持つということが紹介されております。

の引き上げを先送りしたくなったとしても不思

それからご講演の後半部分は，保育園におけ

議ではありません。ただ，理由はともあれ取り

る幼児教育に関わるものです。アメリカで低所

あえず消費税率は１０％に引き上げられたのだか

得の黒人家庭の子どもたちを対象に行われたペ

ら全く問題がないのかと言いますと，実はそん

リー幼児教育プロジェクトというのがございま

なことはとても言える状況にはないというのが

すが，そのプロジェクトに言及されまして，幼

われわれの現状認識でございます。

児教育は将来の高校卒業率，それから大人にな

そこで，消費税率引き上げ後の財政と社会保

ってからの就業率を引き上げる，そしてまた生

障を全体テーマとしまして，夏や年末年始の時

涯労働所得を増加させる，それから生活保護受

期を除きまして月に１回のペースで研究会を開

給率を下げる，警察に逮捕される回数を減らす，

催して，財政経済研究会のメンバー間で研究発

こういった効果を併せ持つことが紹介されてい

表，討論を重ねてまいりました。ただし，２０１９

ます。特に後半の一連の効果というのは，幼児

年１１月１４日の第２回目の会合と２０２０年７月９日

教育を受けた当人にとどまらず，社会全体に恩

の第８回目の会合に関しましては，外部講師の

恵をもたらす事から，幼児教育への税金の投入

先生方をお招きしております。第２回目につき

が正当化されるとの非常に重要な指摘をされて

ましては，東京大学の山口慎太郎先生をお迎え

おられます。
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また，山口先生ご自身が関わった日本におけ

うした持続的で重要な関与をネクサス，これは

る調査結果についてもお話をされていまして，

課税の根拠となる結び付きを指しますが，ネク

保育園通いが子どもの言語発達を促進するだけ

サスと捉えて，その国での売り上げ指標に基づ

ではなくて，恵まれない家庭の子どもの多動性，

いて一定の課税権を認定しようとするのが利益

攻撃性を減少させて，行動面を大きく改善する

A の考え方であるとの見方が明快に示されて

こと，さらに恵まれない家庭の母親に関しまし

います。そしてそれに加えて，顧客・ユーザー

てもしつけの質の向上，それから子育てストレ

により提供されるデータ・情報が，無形資産と

スの大幅な減少や，幸福度の大幅な改善が見ら

して超過利潤の形成に寄与していることが，市

れたということが示されております。そして，

場国の課税権を超過利潤の一部に及ぼす根拠と

恵まれない家庭の子どもと母親にとってこうし

なっている点が指摘されております。なおデジ

た好循環を何とか実現する上で，保育の質を高

タルサービス税につきましては，あくまでもデ

く保ちつつ待機児童の解消を図ることが何より

ジタル化へのアドホックな対応であるというこ

国の政策として望まれると結論付けられており

とで，統一的な国際課税ルールが形成されるま

ます。

での個別の暫定的な措置であるとの消極的評価

次に渡辺先生のご講演に関しましては，今年

が与えられています。以上が外部講師の２名の

の７月９日，１０日にベネチアで開催された G２０

先生方のご講演の内容を要約したものでござい

財務相中央銀行総裁会議で採択されました共同

ます。

声明の内容と関わっております。G２０では各国

それでは，早速本日の報告に入ってまいりた

間の法人税率引き下げ競争に歯止めをかけて，

いと思います。土居先生，駒村先生，山重先生，

最低税率を少なくとも１５％とするとともに，従

大森先生の順番でお話をしていただきたいと思

来の PE（恒久的施設）なくして課税なしの原

っております。それでは，まず土居先生から財

則が適用されずに，グローバル収益が２００億ユー

政税制の総論とそれからご自身の各論につきま

ロ超かつ１０％超の利益率を上げている多国籍企

してご講演をお願いしたいと思います。

業に対して，その超過利益部分の２０〜３０％を市

―――――――――――――――――――――

場国に配分することが承認されましたが，実は
これらは７月１日に OECD/G２０の「BEPS（税

Ⅰ．財政・税制

源浸食と利益移転）包摂的枠組み」が公表した
「経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対応

（土居）

する２つの柱の解決策に関する声明」において

義塾大学の土居でございます。今日は，このよ

示されたものであります。

うな形で機会を頂きましてありがとうございま

皆さま，おはようございます。慶應

ご講演では，まず去年の７月９日時点までの

す。私から，まずこの研究会における財政・税

デジタル化と国際課税を巡る数年間の経緯に触

制の分野についてのご説明等ご紹介させていた

れた後に，「BEPS 包摂的枠組み」で既に提案

だきたいと思います。皆さまのお手元にもお配

されていた多国籍企業の利益の再配分に関わる

りしておりますスライドと同じものをご紹介さ

第１の 柱（pillar１）の 特 に 利 益 A（Amount

せていただきます。

A）の内容の解説とともに，こうした論点に横
たわる理論的問題の検討がなされています。例

はじめに（資料①―２ページ）

えば市場国の顧客・ユーザーが提供するデー

まず，この研究会の２つのパートのうちの１

タ・情報が多国籍企業の利益を増大させている

つであります財政・税制パートの方では，５つ

場合，伝統的 PE に代わって市場国におけるこ

の論文を収録しております。私を含めて５人の
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摘されたということであります。

資料①−２

それから，林先生の生活保護の話は後ほど申
し上げるとして，次の節で，青山学院大学の西
川先生が，多数を占める中立的人々の意思決定
について取り上げています。これは原子力発電
所の核廃棄物，これの処理施設を作る自治体，
誘致する自治体でどういう地元の人たちの意見，
極端な賛成・反対ということでなくて中立的な
立場にある人がどのように意思決定していくの
かというところを捉えた論文でありました。
先生方にこのようなラインナップで研究を発表

〔被保護者の就労収入の分布〕（資料①―３ペー

していただくことになります。第１節の私のと

ジ）

ころは後ほどご紹介することにいたしまして，

東京大学の林先生は，生活保護受給者の就労

第２節は MMT（現代貨幣理論）について，最

について考察しています。特に最近，リーマン

近いろいろ議論の種になっているわけですが，

ショック後に生活保護受給者が増えているので

これのどこが間違っているのかを中央大学の國

すが，元々は自立の助長というものが生活保護

枝先生にご説明いただきました。特に私なりの

の仕組みだったわけで，就労支援は非常に重要

言葉で申しますと，MMT というのはこの研究

な位置を占めているのです。けれども，これ以

会に属している経済学者の先生方のメインフ

上稼ぐと生活保護給付がカットされるという境

ィールドを，これを一応おこがましいですが，

目となる閾値があるが故に，その手前で就労を

主流派と言えば，MMT はだいぶ傍流でありま

止めているというような現象が，このグラフか

して，あたかも異種格闘技戦を挑んできている

らうかがえることを明示されました。さらに，

みたいに，こちらはプロレスでやっているのに

この就労支援は工夫が必要だというところをご

あちらはボクシングで挑んでくるような理論が

指摘されました。

MMT という感じです。租税が貨幣を動かすと
か，財政赤字と同額の貯蓄が自動的に発生する

資料①−３

とかというようなことを根拠に立論しているの
ですが，なかなかそれをもって政府債務を増や
すということを正当化するというのは難しいと
いうことを國枝先生はご説明されました。
それから上智大学の中里先生は，この２０１０年
代における国と地方の財政関係を捉えて評価と
展望をなさいました。特に消費税は，これは国
の消費税だけではなくて地方消費税も併せて増
税されたということで，地方消費税というのは
地域間の偏在が少ないと言われながら，地方交
付税を受けていない東京都により多く税収が入
るという税収格差を実は拡大する面もこれはは

１．日本の税制改革

らんでいたということで，その点についてご指
― 69 ―

それでは残り時間で私の部分で，この租税研

究協会のメインフィールドと言いましょうか，

いうこの３つの基幹税を全て何らかの形で変え

わが国の税制改革，これまで２０１０年代に行われ

たという税制においては非常に意義深い１０年だ

てきたものの回顧と２０２０年代にこれからどうい

ったと，私は言えるのではないかというふうに

うことが期待されるかということを申し上げた

思っております。

いと思います。
資料①−７
資料①−６

〔所得税の実効税率（負担率）〕
（資料①―９〜
１―１．２０１０年代の回顧

１０ページ）

〔２０１０年代に実施された所得税改革〕
（資料①―

その間，この自民党総裁選でも少し話題にな

６ページ）

りましたが，所得税はどうだったかというと，

２０１０年代の税制改革は，皆さまのイメージで

この２０１０年代の初めには，所得税の実効税率を

言うと，消費税率が２度上がったということが

見ますと１億円をピークにして負担率が下がる

やはりどうしてもこれが一番だと思います。け

という，これは昭和の時代から有名な，知る人

れども，所得税制もほぼ毎年のように控除の見

ぞ知る，累進課税をしていながら必ずしも十分

直し等が行われてきたということであります。

に超富裕層には累進課税ができていないという
構図，これが以前からあったわけであります。
これが，最終的には２０１０年代が終わるころに

〔法人税改革〕（資料①―７ページ）
さらには法人税改革では，第２次安倍内閣で

は緩和されました。その緩和された一番大きい

２０１４年度と２０１５年度に法人税率が引き下げられ，

のは，やはり金融所得課税の一体化，譲渡所得

そして地方税であります事業税の外形標準課税

課税の軽減税率の廃止で，それが一番大きく作

が拡大するということがあり，そして最終的に

用していたと思います。

は２０１８年の法人税率の引き下げでこの一連の法
人税改革が完結するのですが，その以前に，民

〔ジニ係数と Reynolds―Smolensky index〕
（資

主党政権で菅内閣においても法人税率の引き下

料①―１１ページ）

げが行われてきたということは，実は意外と忘

それでいながら最高税率も引き上げましたし，

れがちですけれども，この２０１０年代の税制改革

さらには控除の見直しも多分に行われたという

を語る上では欠くことのできないものであった。

ことで，ではわが国の所得格差是正にこれらの

ということで，２０１０年代というのはその以前の

一連の所得税改革がどれぐらい寄与したかを私

２０００年代に比べると消費税，所得税，法人税と

が共同研究で分析いたしました。ちょうど第２
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ますと０．
３２２３と，確かに下がっている。けれど

資料①−９

も，残念ながらそんなに大きく下がったという
わけではない。確かに格差は是正できているけ
れども，是正の度合いが弱かったというのが
２０１０年代の所得税改革の効果ということだった
のかなと思います。
〔２０１５・２０１６年度法人税改革〕（資料①―１２ペー
ジ）
それから法人税改革。これは先ほども申し上
げたように，法人実効税率を引き下げるととも
に外形標準課税を拡大する等の課税ベースの拡

資料①−１０

大が行われました。

資料①−１２

資料①−１１

〔法人税改革の増減税影響額（平年度ベース）〕
（資料①―１３ページ）
主だったところで税収影響額を見ますと，２
兆円の減税と２兆円の増税でほぼ税収中立です。
最終的にはマイナス１６０億円というところで若
干の減収ということではありますけれども，そ
の課税ベースの拡大の中で最も大きいものが法
次安倍内閣の控除の見直しなどが行われる前の

人事業税の外形標準の拡大だったということで

２０１２年所得で見たときのジニ係数が０．
３２４５とい

あります。

う数字だったわけですけれども，ちょうど２０２０
年度，これは単に税制改革が行われるだけでな

〔収益配分額に占める報酬給与額の割合〕
（資

くて，基礎控除の見直しに伴って所得の額が変

料①―１４ページ）

わりますので，それに応じて社会保障の部分も

ただ，これは経済界からも批判がありますが，

調整が行われることを経た後のジニ係数で言い

資本金１億円超の企業に課税されるのですが，
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資料①−１５

資料①−１３

資料①−１４
さまざまなステークホルダーが目に見えない形
で法人税を負担しているという話であります。
法人税を減税したということで，その減税の恩
恵は，ややもすると株主と言いましょうか資本
所得に影響が及んで，労働所得には法人税の減
税はほとんど影響は及ばない，恩恵は及ばない
という見方もあるのですが，私の研究で申しま
すと労働所得には８割帰着する。つまりこの減
税の恩恵は８割が労働者に帰属するということ
が，中長期的には言えるということであります。
報酬給与額といういわば人件費，これが９割以

〔動学的シミュレーション分析の結果⑵〕
（資

上を占める企業が外形標準課税の課税対象企業

料①―１６ページ）

の半分を占めるという状況の中で，外形標準課

これを分解して，先ほどご紹介した事業税，

税の拡大が行われたので，あたかも人件費課税

外形標準課税の拡大と法人実効税率の引き下げ

ではないかという批判は以前からありまして，

というものが労働所得にどのように影響を及ぼ

その点についての影響を見たというところであ

したかを見ますと，法人実効税率の引き下げだ

ります。

け行われたとするともっと労働所得に恩恵が及
んだということだけれども，先ほどご紹介した

〔動学的シミュレーション分析の結果⑴〕
（資

ように，特に付加価値割が人件費課税に類する

料①―１５ページ）

ような性質を持っているという面があるもので

私がいたしました動学的シミュレーションの

すから，結果的にはそれを減殺する形で，最終

結果で見ますと，法人税の転嫁の帰着という伝

的にはこれら一体としては８割近くが労働者に

統的な経済学の問題がありまして，それは法人

及ぶということではあるのですけれども，外形

税というのはいかにも企業という存在が負担す

標準の拡大が一部労働者への恩恵を減殺したと

るものであって，生身の人間には直接的には負

いうような結果というのが見て取れるというこ

担が及ばないかのように見えるけれども，実は

とであります。

従業員だったり株主だったり債権者だったり，
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であります。

資料①−１６

この指標は小さいほど望ましいということに
なります。低下の度合いが小さくなるという意
味です。
〔２０１０年代の税制改革の厚生分析〕（資料①―１９
〜２１ページ）
これを私は，先ほどご紹介した２０１０年代の消
費税，所得税，法人税の全ての基幹税の税率変
更を織り込んだ形で分析をいたしましたところ，
結論から申しますと，２０１０年代初頭の税制をそ
のまま存置して２０２０年代までたどり着くという
〔消費税増税の厚生分析〕（資料①―１８ページ）

税制の状況と，先ほどご紹介した２０１０年代の税

そして最後に，消費税の増税も何らかの形で

制改革を全て実現したとおりのタイミングで行

分析ができないかということで，これはシミュ

って，そして２０２０年代に到達するということに

レーション分析ではあるのですけれども，分析

なったときと比較したときに，どちらの方が経

いたしました。増税をすれば当然その経済厚生

済厚生は良かったか，人々の満足度，効用は高

は低下するということで，増税をしなければ下

かったか。それは，２０１０年代初頭の税制をその

がらないと言えばそうなのですけれども，しか

まま残すよりも２０１０年代の税制改革を行ったと

し同じ税収を得るためにどのような税制改革な

きの方が経済厚生は改善したということであり

らばこの経済厚生の低下が抑えられるかという

ます。

観点が経済学では非常に重要なポイントで，そ

どうして改善したのかを簡単にご紹介すると，

れを測る指標 と し て は 公 的 資 金 の 限 界 費 用

法人税率を引き下げて消費税を引き上げること，

（MCF）を用いるということであります。そ

これは政治的には企業優遇，消費者冷遇という

の指標は，限界的な税率変更が及ぼす税収の変

ふうに取られるかもしれませんが，経済資源の

化額に対する経済厚生の低下，つまり税収が追

配分という観点，効率性の観点から見ますと，

加的に１円増えるとどれぐらい経済厚生が下が

法人税率による租税のゆがみを小さくしている。

るのかという観点で見たのが MCF という指標

消費税は引き上げることによって経済厚生は下

資料①−１８

資料①−１９
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資料①−２０

資料①−２３

資料①−２１
そのそれぞれを，先ほどと同じような MCF で
比較するという形にしてみたものがこちらでご
ざいます。
〔税制改革後の MCF〕
（資料①―２４ページ）
これで見ますと，最初に消費税率を引き上げ
た場合の MCF が０．
７５８１と一番上の数字です。
１年遅らせる，第５四半期，２年遅らせる第９
四半期，３年遅らせる第１３四半期ということで，
遅らせるごとにこの MCF は増えている。つま
り経済厚生の低下が大きくなっているというこ
がりますが，その法人税による租税のゆがみよ

とが言えます。なので，やはりその消費税率を

りは小さなゆがみしか消費税の増税はもたらさ

上げることを遅らせることは，将来の日本経済

ないということで，プラスマイナスで見るとプ

にとってもあまりいいことはないということで

ラスの方が大きかったということであります。

す。それから，金融所得課税の税率の引き上げ
は，やはりこれは MCF が大きいということで

１―２．２０２０年代の展望
〔２０２０年代に想定される税制改革の厚生比較〕

資料①−２４

（資料①―２３ページ）
その発想で２０２０年代の税制を考えたときに，
やはり私は消費税の引き上げはいずれの時期に
かは避けて通れないと思います。そのときに，
早めに行うのがよいのか，できるだけ後回しに
した方がいいのかというところであります。例
えば消費税率を１年遅らせる，
２年遅らせる，
５
年遅らせるというような形で見たものと，それ
から比較対象として金融所得課税を今２０％の税
率のものを全て２５％に引き上げるというものの
― 74 ―

あります。

資料①−２５

〔移行過程〕（資料①―２５ページ）
なぜ消費税率の引き上げを遅らせるとよくな
いのかというのをこの図でお示しいたしますと，
もちろん青い折れ線，これはいきなり１年目に
消費税率を引き上げたということですが，５年
間遅らせた赤い折れ線グラフと比較すると，こ
れは消費税を引き上げたときにいきなり消費が
下がるという左上の青い折れ線グラフ，これは
当然その分だけ消費が減るので効用が下がると
いう意味でネガティブな影響があるのです。け

資料①−２７

れども，その反面，実は貯蓄がその分なされま
すので，貯蓄が民間資本の蓄積に貢献する。そ
の分だけ生産が上がって GDP が増えるという
のが赤い折れ線グラフになっているのですけれ
ども，その生産の貢献のために労働投入をより
多くしなければならない。労働投入は生産を増
やすという意味ではポジティブな影響ですけれ
ども，家計にとっては労働の不効用が増えると
いうことでネガティブな効果になっていて，経
済厚生を低下させる。最終的に到達する日本経
済はいつ税率を上げても結局は一緒なのですけ
れども，その税率を引き上げるのを早く行うか，

―――――――――――――――――――――

ためらって遅らせるかというそのタイミングの

（小澤）

ずれがもたらす効用の低下というものが，先ほ

それでは引き続きまして，駒村先生から社会保

どご紹介したような結果に表れていて，消費税

障の総論とそれからご自身の各論をお願いいた

を引き上げたということがいつ引き上げるかと

します。

いう二者択一の選択ということであれば，右下

―――――――――――――――――――――

土居先生，ありがとうございました。

にありますように，引き上げるのが遅れれば遅
れるほど引き上げたときの経済的な落差が大き

Ⅱ．社会保障

い，GDP の下がり方が大きいということにな
りますので，やはり早めに上げて滑らかに経済

２．加齢が意思決定に与える影響

成長していくということが望ましいということ

（駒村）

が言えると思います。

社会保障の方の取りまとめを担当させていただ

よろしくお願いいたします。私は，

いております。社会保障の方は，今日ご参加の
〔２０２０年代の税制改革の展望〕
（資料①―２７ペー

山重先生と大森先生以外に和泉先生と中野先生

ジ）

にご参加いただいてます。社会保障の方は社会

私からは以上でございます。ありがとうござ

保障と税の一体改革で２０２５年に向けての持続可

いました。

能なめどはついたとされているものの，引き続
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き，特に新型コロナの下での急激な出生率の低

少し笑い話になりますけども，サザエさんの

下が発生していること，それから医療・介護が

波平さんはお幾つの想定になっていたのかとい

引き続き給付が増えているということ，さらに

うと５４歳という想定ですから，日本の半分，中

団塊ジュニア世代がリタイアする２０４０年を視野

位の年齢が皆さん波平さんを超えるという時代

に入れると，やはりかなり社会保障の持続可能

が２０４０年ぐらいに現れます。極めて深刻な高齢

性には不安が残っているという状況だと思いま

化になるわけですけれども，サザエさんに出て

す。

きた波平さんが今の感覚で言うと何歳なのだろ
うかというと恐らく多くの人に聞くと「７０歳ぐ

２―１．進む高齢化

らいではないか」というふうにお答えする方が

〔世界で上昇する中位年齢
（日本は５５歳へ）
（資
〕

多いのです。つまり，時代によって，年齢のイ
メージがかなり異なりわけです。社会の変化に

料②―２ページ）
人口動態は，ご案内のとおり引き続き高齢

応じてやはり活躍できる年齢を引き上げていか

化が進んでいるわけであります。特に出生率の

なければいけないというインプリケーションに

低下は近々の課題で，和泉先生，中野先生の両

もつながるのではないかと思われます。

先生のご報告は，この少子化にどう対応するか
という点を扱っています。消費税１０％との引き

資料②−２

換えに行われた就学前教育・保育の無償化，そ
れから教育の無償化の評価をやられたというこ

߶ྺԿ͗ֆ
ֆͲতͤΖҒ೧ྺʤೖຌͺࡂʥ

ࡂ

とになっております。和泉先生の方は，この無



償化の意義を問い直し，地方財政に与えた影響



と公立施設，私立施設に与えた影響，かなり複



雑な影響を与えているのではないか，それから



中野先生はむしろ高等教育の無償化について低
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いのではないかと，こういうお話をしています。
大森先生と山重先生が今日ご参加されておりま
すので，後ほどお話を詳しく聞けるものと思っ
ておりますので，お二人の報告は私はこれ以上

〔年間出生数の推移〕（資料②―３ページ）

お話しいたしません。

次に，出生数の動きを少し見たものがこの図

いずれにしても，少子化が加速しておりまし

でありますけれども，新型コロナの下でどうも

て，寿命も伸長しております。将来の中位年齢

中位推計の出生数は維持できなくなっている。

を並べていってちょうど社会の真ん中に来る年

今年は，去年を８４万人という年間出生数でした

齢は幾つぐらいになっていくのだろうかという

けれども，どうも婚姻数が急激に減っているの

点を少し図にしてみたものでありますけれども，

で，恐らく２０２０年は８０万人前後になるのではな

今後も，現在は概ね４７歳，４８歳ぐらいのところ

いか。これは，社会保障のさまざまな給付の制

を通過しております。７０年代に入るまでは２０代

度が前提にしている中位推計を下回っていて，

だったわけですけれども，日本の中位年齢は４７

ちょうど現在は中位と低位のちょうど中間あた

歳ぐらいのところを通過している。将来的には

りを通過しているという状況になってきていま

５５歳というところが中位年齢になっていくとい

す。社会に大きな事件があると出生にどのよう

うことになります。

な影響を与えるか。過去に起きたことはその期
― 76 ―

間は出生を控えてその後しばらくたってから取

資料②−４

り返すという取り返し効果が期待されているわ
けですけれども，そういったものが起きるかど

ܗαϫψӪڻʁड़ਫ਼ఁҒͫͳϏνʖϱ
ͤ΄ͱˍΝΖ

うか，これは現在の現役，若い世代がどのくら
いダメージを受けているのかというのに注視し
ておかないと，自然に戻るという想定を置いて
はいけないと思います。出生数が８０万人を切っ
てくる来年の春ごろにはそういう統計は出てい
来ると思いますけども，非常に重要な問題にな


ड़ఱʁऀճฯ্৻٠ճ೧਼ۜཀྵ෨ճ೧ࡔৄݗϒΠϪϑϣʖ

っていると思います。

わけでありますので，次回年金改革の大議論に

資料②−３

なってくると思いますし，国庫負担にも与える
影響が出てきますので，その辺はいろいろ議論
していかなければいけませんけれども，基礎年
金が大幅に下がるということは，これは生活保
護受給者が増えることを意味しますので，基礎
年金の過大な低下は食い止めなければいけない
というふうに私は紹介しています。
ਫ਼࿓ಉऀճฯ্৻٠ճਕ෨ճʤ೧݆ʥ

〔今後の高齢者数の見通し：７５歳人口の動向〕
（資料②―５ページ）
さて７５歳以上人口に目を向けますと，６５歳以
〔新型コロナの影響〕（資料②―４ページ）

上の中に占めるさらに７５歳以上の割合，今後は

なお，仮に出生低位のパターンにこの人口が

６５〜７４歳の比重は下がっていき，７５歳以上が急

進んでいった場合どういうことになるのか。数

増加するということになり，概ね４，
０００万人前

理部会の報告書は，おととし出ておりますけれ

後に接近したところで止まっていくだろうとい

ど，仮に出生低位のパターンになると，公的年

うのが当面の見込みになっています。

金の所得代替率は，経済成長が高いケースも含
めていずれのパターンでも全てのパターンで目

資料②−５

標としている所得代替率５０％は維持できないと
いうことになる。これは同じような医療・介護
でも起き得るということになるのではないかと

ࠕޛ߶ྺं਼ݡ௪͢ʁ̓̕ࡂਕಊ
ࡂҐਕߑͳʰࡂҐਕͶઐΌΖࡂҐਕʱർིʤˍʥ

思います。この金曜日に報道がありましたが，
厚生労働大臣が基礎年金の給付水準の低下を食
い止めなければいけないということで，厚生年
金と基礎年金のマクロ経済スライドの同時終了
を議論しろという指示を事務局に出したという
ࠅཱིऀճฯ্ʀਕୌॶڂݜʰೖຌগཔਬܯਕʤ೧ʥΓΕࡠ

報道がありました。これは，基礎年金と厚生年
金の財政積立金の調整を行うということを伴う
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２―２．神経経済学からのアプローチ

究蓄積を使っているわけですけども，その行動

〔脳・神経伝達物質・ホルモンが意思決定に与

経済学の考えている心理的な部分をさらに掘り

える影響〕（資料②―６ページ）

下げて，脳機能からその心理がどう動いている

その中で私のテーマであります加齢が意思決

のかというところまで見ていく。そのことによ

定にどういう影響を与えていくのか，高齢社会，

って，加齢が人間の意思決定に与える影響，特

中位年齢が５５歳を超えていく。かつ７５歳以上の

に経済的な活動に与える影響がわかりかけてき

人が増えていく社会というのは，その意思決定

ているということであります。そういったアプ

が，そういう人たちの意思決定はどういうふう

ローチを使って，高齢者の資産管理の議論をし

になっていくのだろうかということについて，

ていこうというのが金融ジェロントロジー（金

これは今までにないアプローチかもしれません

融老年学）と言われている分野であります。

けれども，加齢が意思決定に与える影響につい
て研究をしたわけであります。このアプローチ

資料②−７

は神経経済学と言われている脳の構造が意思決
定に与えるというものでありまして，今紹介し

ਈָ͖ࡃܨܨΔΠϕϫʖο

ているのは脳のそれぞれのパーツが，或いは神

ఈͤΖਕؔͺʃཀྵదࡃܨਕ͖ʃ
ʤસஎʤๅસʥʶસʤཀྵմʀஇྙ͍͗Ζʥʥ
ͨඉࣰݳద͵Հఈ͗ࢤࡃܨ༑ҒΝࠞڎ

経伝達物質が，或いはホルモンが，意思決定に

ඉࣰݳదͲઈͲ͘Ηͻୌ͵͏ɽʤϓϨʖχϜϱϛζ
τΡϔΦαόϝέηʥ
̏ɿқࢧ݀ఈͳͺʁֆয়ڱΝͱݡɼ࠹న͵ߨಊΝखΖͳ݀
ఈͤΖਈܨյ࿑ؽɽൿ࣯ɼخఊ֫ɼχʖϏϝϱ๎ड़
ωϣʖϫϱͶΓͮͱࢩ͓ΔΗΖɽ

どういう影響を与えているのかという神経経済

̐ɿஎؽૌΊʁֆͶқͤΖˢֆΝࣟͤΖˢ
ඬΝఈΌΖˢβʖϩΝઅఈͤΖˢқࢧ݀ఈΝͤΖˢߨಊͤΖ

学の蓄積になるわけでありますけれども，当然

எؽαϱϛʖϋϱφʁқɼన༽ʤஇʀқࢧ݀ఈ
รߍʥɼࡠىۂԳʤҲ࣎ϟϠϨʥ
ಆɼքഇɼἹ౩ରɼخఊ֫ɼࢻজɼਈܨઇܧΝ͖ͯͮ
ͱๅॴཀྵΝͤΖɽ

ながら加齢になってさまざまな意思決定にノイ

̑ɿಊͳͺʰཱࣙద͵ਫ਼ରൕԢ͗ਈಊͶΓͮͱӀ͕͘
͞͠ΗΖ͞ͳʱʤڬෑ͵ʹɽἹ౩ର͗ؖΚΖʥ
̒ʁՅྺΏηφϪηͶΓΖؽรԿ

ズが出てくるということがわかってきていると

̓ʁϟνஎʤۜ༧ζΥϫϱφϫζʖஎࣟʥΝ࢘ͮͱɼްՎ
ద͵ࣆ६ඍΝߨ͑ʤϔʖηφʥ


いうことです。
資料②−６
〔加齢とともに増加する金融資産額とリスク性
資産の割合〕（資料②―８ページ）

ʀਈܨʀϙϩϠϱ͗қࢧ݀ఈͶ༫͓ΖӪڻ

平均的には高齢者の方が若い人よりも金融資
産を持っている。これは横軸が年齢，縦軸が平
均の金融資産額ということになりますけれども，
資料②−８


ՅྺͳͳͶଁՅͤΖۜ༧ࣁࢊֻͳϨηέࣁࢊׄ
Յྺͳۜ༧ࣁࢊֻܯʤຬԃʁࠪʥɼϨηέࣁࢊʤࣞהʀ࠶ɼ৶ʥׄʤˍʁӊʥ










〔神経経済学からのアプローチ〕
（資料②―７











ページ）








この神経経済学，あまり日本ではポピュラー
なテーマではありませんけれども，医療と経済
学がくっついた分野だというふうにご理解いた
だければと思います。行動経済学は心理学の研
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これを見ていただいてわかるように，若いうち

いう下で合理的な意思決定がシステム２の下で，

は当然ながら金融資産はあまり持っていない，

直観的・情動的な意思決定がシステム１の下で

そして高齢期にかけて金融資産を蓄積していく

とこの２つのシステムによって人間は意思決定

わけであります。そして平均的に見ると７５歳以

が制御されている。メインは，実は情動的・直

降も高止まりしているということがわかるわけ

感的なシステム１の方がすぐ動いてそれをシス

です。

テム２が制御しているという構造になるわけで
あります。システム２の方は前頭葉によってコ
ントロールされていますので，加齢によって前

〔金融資産の高齢化〕（資料②―９ページ）
ではこういう金融資産の分布を考えたときに，

頭葉の機能が落ちてくるとシステム２の制御力

年齢別の１，
９００兆円の金融資産を誰が持ってい

が低下してシステム１の影響が強くなってくる

るのかというものを推計したものがこれであり

というのが，この加齢が意思決定に与える影響

まして，大体現時点で７５歳以上の方が全金融資

のメカニズムということになるわけです。

産１，
９００兆円の２５％を持っているということが
想定されるわけです。逆に言うと若い世代，５４

資料②−１０

歳より若い世代は全金融資産の２８％ぐらいしか
持っていない。実に７割の金融資産が５５歳より
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資料②−９
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〔加齢に伴い変化する意思決定〕
（資料②―１１
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ページ）









೧

実際に，いろいろな要素別に意思決定がどう



೧





変化していくのかというのを見たのがこの図で
あります。横軸が年齢，縦軸がスコア化された
ものですけれども，１〜６の意思決定の構成要
２―３．加齢と資産管理・運用との関係

素を見たものでありますけれども，サンクスコ

〔加齢が意思決定に与える影響〕
（資料②―１０

ストというのは損切りということで何か失敗し

ページ）

たときに「それはこれ以上こだわってもしょう

金融資産をとにかくこれだけ金融資産を高齢

がないから，諦めよう」という損切りなのです。

者が持っているわけでありますけれども，人間

この部分は，高齢者は割と得意というふうに言

の意思決定はそれほど合理的ではなくて，先ほ

われていますけども，他方で社会的な規範の遵

ども小澤先生が触れていた行動経済学，カーネ

守とかリスクへの判断とかフレーミングへの抵

マンの考え方で，ノーベル経済学賞を受賞対象

抗力，これは相手の説明によって容易にコント

の研究の議論でありますが，二重過程モデルと

ロールされやすくなるというような高齢者の特

― 79 ―

いる，つまり資産運用・管理が苦手だというこ

資料②−１１

とで高い金利がつけられる。一番低い金利がつ
けられる，つまり一番資産の管理，金融に関す

ՅྺͶ͏รԿͤΖқࢧ݀ఈ

る判断力が高いのは，恐らくおおむね５０代半ば

ՅྺͶ͏எؽ͗ఁԾ͢ͱཀྵద͵қࢧ݀ఈ͗ࠖೋͶ͵Ζɽ
ࢤϩʖϩݡ͢ͳ߶ྺԿऀճͶ͕͜Ζࢤྛཀྵཱི֮
ड़ఱʁ6WURXJK-3DUNHU$0 GH%UXLQ:%  8QGHUVWDQGLQJ
OLIHVSDQGHYHORSPHQWDOFKDQJHVLQGHFLVLRQPDNLQJFRPSHWHQFH,Q$JLQJ
DQGGHFLVLRQPDNLQJ SS $FDGHPLF3UHVV

ඬ६ԿηαΠ

前半ぐらいであろうというのがこの神経経済学
等の研究であります。

ʥγϱέαηφ
ͶଲͤΖଲԢ
ʥऀճదوࣟ
ʥࣙ৶գ
ʥϨηέҲؑ

〔年齢別の MCI 及び認知症の有症率〕（資料②

ʥϓϪʖϝϱήఏ߇
ྙ
ʥમࢸΝർֳͤΖྙ
ࡂ

ࡂ

ࡂ

ࡂ

ࡂ

―１３ページ）



さらに加齢が進んでいくと認知症になってい
くという方も増えてくるわけであります。これ

性とされています。それから自信過剰も出てく

は東京都健康長寿医療センターの粟田先生の推

る。スコアが下がるということは自信過剰にな

計ですけれども，
８５歳を超えると実に８０〜１００％

りがちだということなので，高齢になると自分

の人が認知症か MCI（軽度認知障害）になっ

の能力を客観的に見られなくなって誤った判断

ているということであります。

をする。自信過剰は，若いところと高齢者で多
い，発生すると言われている部分であります。

資料②−１３

これはコロナのリスクに対して各年代層がどの
ように認知しているのかということについても

೧ྺพ0&,͕Γ;எི༙

手掛かりになるのではないかと思います。
〔年齢と金融資産の管理能力の関係〕
（資料②―
１２ページ）
こういうふうなパーツから見たときに，これ
はアメリカの神経経済学の研究蓄積ですが，横

ड़ఱʁ౨߃݊ښௗथҫྏιϱνʖ

҆ీकҲʰ߶ྺंಝΝಁΉ͓ͪγʖϑηڛ͍Ε๏ݗ౾ճࣁྋʱ


軸に年齢，縦軸に借りるときのクレジットカー
ドの金利，ローンの金利を見たものですが，若
いところと高齢者のところで金利が高くなって
〔認知機能の低下とともに低下する金融に関す
る認知機能〕（資料②―１４ページ）

資料②−１２

資産の管理能力については緩やかに最初認知
機能が落ちていきますけども，そのうち急激に

೧ྺͳۜ༧ࣁࢊ؇ཀྵྙܐؖ
எؽͳϨτϧεʖɼݩܨώϧϱηͶΓͮͱӪڻΝण͜Ζ
ʀ೧ʛ೧Ͷ͖͜ͱɼۜ༧͖ؖؽΔ
ఖౕݺධυʖνΝੵ͢ɼ೧ྺͶΓͮͱे
ϫʖϱࡏͶઅఈ͠ΗΖࣰ࣯ۜཤʤ$35ʻ̘̿
̲̿͆̽ ̶̴̶̸̶̧̲̓̿ͅ ̶̩̲ͅʥ ͗
ʹΓ͑ͶรԿͤΖ͖Νੵɽ
ʀ$35ͺɼέϪζρφϐηφϨʖʤέϪζρφ
Ωʖχི༽ֻౕ࢘ݸɼࢩ͏སྼɼഃࢊ͵ʹ
ϋΪτΡϔๅʥηαΠ͗ఁ͏ɼۜཤ͗߶
͚અఈ͠ΗΖɽ
ʀۜ༧ࣁࢊ؇ཀྵྙͺɼେൔͲϒʖέͶ͵
Ζɽ

認知機能が落ちてきてお金の管理が最初にでき
なくなってくるということがわかってきており
ますので，膨大な金融資産を持ちながら次第に
お金の管理ができなくなってくる。

$JDUZDO6'ULVFROO-*DEDL[ ;/DLEVRQ '  7KHDJHRIUHDVRQ
)LQDQFLDOGHFLVLRQVRYHUWKHOLIHF\FOHDQGLPSOLFDWLRQVIRUUHJXODWLRQ
%URRNLQJV3DSHUVRQ(FRQRPLF$FWLYLW\t

〔資産管理・運用を巡る年齢の不都合な真実


（不都合な台形）〕（資料②―１５ページ）
この不都合な逆台形の下の部分に若い時期を
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資料②−１６

資料②−１４

ࣁࢊ߶ྺԿͳۜ༧ζΥϫϱφϫζʖༀׄ

எؽఁԾͳͳͶఁԾͤΖۜ༧ͶͤؖΖஎؽ
̏ஊ ௪Յྺ

࠹ঘݸఁԾ

̐ஊ 0&,

۞ߨखӀࡋॽ؇ཀྵɼ੧ॽٽࢩ
͏ɼࡸ͵ॴཀྵྙྙ͗ఁԾɽ
న͵ۜ༧؇ཀྵΏٰࡃܨଶඅ֒͵
ʹɽ

̑ஊ

• ݺਕۜ༧ࣁࢊ༁ԃ͚ׄۛΝ߶ྺं͗ฯ
༙ͤΖɽʤஎ๏ฯ༙ͺԃఖౕɽগ
པͺԃʥ
• ߶ྺԿఴͳͳͶ߶ྺंฯ༙ͤΖ
ݺਕۜ༧ࣁࢊׄͺҲতͤΖɽ
ˢʰࣁࢊ߶ྺԿʱͳ౦ࣁԿ

͕ۜΝ਼͓Ζͳ͏ͮͪ؈ୱ͵͖
ౕܲΠϩςύϜʖ
Δɼࡸ͵ॴཀྵΝགྷͤΖΆ·ͤ΄ͱ
බʤ0,/' $'ʥ
ۜ༧ྙΝࣨɽ

ఖౕΠϩςύ
̒ஊ Ϝ ʖ ʤ 0RGHUDWH ࣙྙͲۜ༧खӀΝߨ͑͞ͳͺࠖೋ
$'ʥ

ड़ॶʁ :LGHUDHWDOʤʥΝࢂߡͶජंࡠ

̓ஊ ΠϩςύϜʖ

• ஏҮพͶݡΖͳࣁࢊ߶ྺԿͶ͘͵ҩ͏͗
ड़ͱ͚Ζɽʤࢤۛ߭Ͳݨஸʥ

સͶۜ༧ྙͺࣨͤΖ


意味していますが，若いうちはあまりお金がそ



資料②−１７

もそも少ないし，複雑な資産運用はしない。だ
んだん加齢とともに相続や資産継承や住宅の改

Յྺͳࣁࢊ؇ཀྵʀӣ༽ܐؖ

修・リフォーム，有料老人ホームの準備等難し

• எΉͲࢺΔ͵͚ͱஎؽఁԾͺՅྺͳͳͶɽ
ʤਜ਼ՅྺʥͶΓΖߨಊรԿ

い議論，意思決定が出てくるわけですけれども，

• ೧ྺͳͳͶఁԾͤΖʰཀྵదɼਬదʱ͵எؽ

逆に難しくなってくればなるほど自分の判断能

• ೧ྺͳͳͶݩܨɼ״ͶғଚͤΖܑ͗کΉΖɽ

力が落ちてきている。さらに認知症に至ればそ

པύʖώʖχָυϑρφʀϪϔλϱʁஎྙͳࣁࢊӣ༽
ϏϓΧʖϜϱηܐؖˢࡂେ͗ࡃܨదஇʰηʖφηϛρφʱ

• ೧ྺͳۜ༧ࣁࢊӣ༽ʀ؇ཀྵܐؖ

もそもお金のことが動かせなくなってしまう。

• ࡂେʁஎྙఁԾͳࣁࢊடˢஎؽรԿͳͳͶ
ݺਕۜ༧ࣁࢊ͗༽ం଼ͤΖɽ


資料②−１５

ࣁࢊ؇ཀྵʀӣ༽Ν॰Ζ೧ྺ͵ਇࣰʤ͵ୈܙʥ
೧ྺͳͳͶɼࡸʀࣰ֮͵ଲԢʤͨ͢ͱֻۜʥ͗ଁ͓Ζ͗ɼஎؽͺٱͶఁԾͤΖ
૮କ੭ଲࡨ
ҫྏʀղޤඇ֮ฯ
ेրૹඇ֮ฯ

ᙐᩃ҄ȷɧᄩܱ҄

ࣁࢊটܩ

༙ྋਕϙʖϞඇ༽֮ฯ

੧ॽٽࢩ͏

〔加齢と資産管理・運用の関係〕（資料②―１７

ୂ৮ࢊࣁޛӣ༽खΕ๊͢ܯժ

ࢢʹ݃࠙ʀָඇʀگүඇ֮ฯ
1,6$ʀυαՅ

る。

ಊࢊࣁࢊॴ

ьᱫƴǑǔ
ᛐჷೞᏡƷ˯ɦ

ページ）

ਫ਼ໍฯݧʀଝ֒ฯݧՅ

このことによって，日本経済に深刻な影響を

۞ߨ࠴ɼೖʓ
फࢩ؇ཀྵ

ड़ఱʁ۪ଞฦஸʤۛקʥʲΦριϱεϡϩۜ༧ζΥϫϱφϫζʖʤ൝ʥʳ

与えてくる。このお金の高齢化，或いはお金の
介護といった問題もこれから重要な問題になっ



てくるのではないかということでございます。
以上，私の報告とさせていただきたいと思い
〔資産の高齢化と金融ジェロントロジーの役

ます。ありがとうございました。

割〕（資料②―１６ページ）
恐らく現時点で認知症の方が保有する金融資

―――――――――――――――――――――

産は１００兆円という金額が想定されている。し

（小澤）

かもこれから高齢化が進むのは都市部である。

それでは次に，山重先生お願いいたします。

団塊世代のお金を持った世代が都市部に住んで

―――――――――――――――――――――

いて，その方の金融資産運用能力が低下してく
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駒村先生，ありがとうございました。

３．２０２５年以降の社会保障制度の持続可能性
（山重）

資料③−２

私は，２０２５年以降の社会保障制度の

持続可能性に関して研究会で報告させていただ
きましたので，今日はその概要をご紹介させて
いただきたいと思います。
３―１．はじめに（資料③―２ページ）
）
まず，なぜ２０２５年からなのかということなの
ですけれども，団塊の世代が全員７５歳以上（後
期高齢者）になるのが２０２５年からで，それから
１０〜１５年程度ということで２０４０年頃までが社会
保障制度が最も厳しい状況に直面するという時
期だと考えられています。そこで，この時期を

はないかと考えています。

ターゲットとしています。後で見ていただくよ
うに，２０４０年から楽になるというわけでは決し

３―２．２０２５〜２０４０年の社会経済

てなく，その後は２０４０年ごろの厳しさがずっと

〔人口動態〕（資料③―３ページ）

続くということなのですが，まずはこの一番厳

基本的なデータを共有させていただきたいと

しい状況をいかに乗り越えていくかが問題にな

思います。左側の図は，平安時代ぐらいからの

っているということです。

日本の人口をプロットしたものです。２０世紀中

少子高齢化，人口減少，低成長，巨額の公的

に極めて速いスピードで日本の人口は成長しま

債務といった日本の現状を，楽観的ではなく冷

した。これが２００８年にピークアウトして，１億

静に考えてみると，現在の日本の社会保障制度，

２，
８００万人だった頂点から，今世紀末にはその

そして社会というのは持続可能とは思えないと

半分以下の６，
０００万人を下回るぐらいになるだ

いうのが私自身の基本的な認識です。持続可能

ろうというのが国立社会保障・人口問題研究所

性を確保するためにはどうしたらいいかに関し

の推計値です。もちろん政府としてはそういう

ては，これまで税制と社会保障制度の一体改革

状況を望んでいるわけではありません。安倍前

という言葉がよく使われてきました。それ自身

首相が総人口は１億人程度に収束することを狙

は意味があるのですが，より広範な政策パッ

っているというようなことをおっしゃっていた

ケージを考え持続可能性を確保していくことが

と思いますが，現状はそういうふうには見えな

重要ではないかと考えています。

い。どちらかというとこの国立社会保障・人口

特に，これまで財政の問題，社会保障の問題
というのは財政制度の中で考慮されることが多

問題研究所の推計に近いのではないかという印
象を持っています。

かったのですが，社会政策が非常に重要になっ

さらに重要なのは，この総人口の推移を示す

てきているのではないかと思っています。特に

線の下に書かれている，高齢化率というラベル

後でお話させていただくように，子育て支援を

が付いている実線です。これは６５歳以上の人口

含む家族政策，女性の労働参加といった形で出

が全人口に占める割合を表しているもので，現

てくる労働政策，教育政策，そして今回は取り

在２８％ぐらいです。すでに４分の１を超える日

上げなかったのですが移民政策や地域政策，こ

本人が高齢者層に入っているのですが，これが

ういった財政制度とは少し離れたところにある

２０５０年ごろを目指して４０％に近づいていく。そ

政策についても一体的に検討することが重要で

してその後はずっと４０％程度にとどまるだろう
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というのが国立社会保障・人口問題研究所の中

〔社会保障給付（推計）〕
（資料③―５ページ）

位推計です。特に２０２５〜２０４０年ぐらいまで高齢

社会保障に関しては，社会保障審議会で次の

化率は上昇し続け，２０４０年には高齢化率が３５％

ような図が出されています。これに対して私自

程度になると考えられていますので，まず２０４０

身は非常に関心を持つと同時に疑問を持つこと

年頃までがかなり厳しい状況になるということ

資料③−４

は，人口動態から察していただけるのではない
かと思います。
右側の図は人口を年齢階層ごとに示したもの
で，２０２５年と２０４０年のところにちょうど点線を
立てて，この期間の人口動態がどうなっている
かを少しハイライトしています。この期間，１５
〜６４歳の人口層は急激に減少していく一方で６５
歳以上の人口はまだ絶対数で増えていく。２０４２
年に高齢者数もピークアウトするのですが，実
はその後７５歳以上の人口はさらに少し増えてい
きますので，２０４０年以降安心できるということ
では決してないという印象を持っています。こ

の方が多かったので，これに関する分析を中心

れはいずれも少子化がもたらした現象です。

に研究会では報告させていただきました。特に
見ていただきたいのが，左の方で２０００〜２０１５年

〔財政〕（資料③―４ページ）

までは社会保障給付費が GDP に占める割合が

持続可能性の観点から，やはり財政の持続可

１４．
８％から２１．
６％にまで非常に急速に上がって

能性がやはり気になるところですが，狭い意味

いる一方で，２０２５〜２０４０年までは２．
１〜２．
２％ポ

で定義された日本の公的債務も既に２００％を超

イントの上昇で，２０４０年でも２４％ほどにとどま

資料③−３

るだろうという結果です。推計なのか，目標な
のか，計画なのかよくわからないのですけれど
もそういう推計結果が出てきて，本当にこの程
度の増加で大丈夫なのかというのが私自身の問
題意識でした。特にここでは，GDP に占める
割合が２４％ぐらいになるという推計結果，そし
て，後ほど強調する「子ども・子育てのための
支出」が GDP の１．
７％程度にとどまるという
見込みになっている点に，注目していただけれ
ばと思います。

えました。最後の大幅な増加はコロナの影響が
大きいと思うのですが，財政はこういう状況で，
大変厳しいということは，既に多くの方がご存
じではないかと思います。
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資料③−５

資料③−６

〔社会保障給付費（国際比較）
〕
（資料③―６ペー

〔医療・福祉分野での労働力（推計）〕（資料③

ジ）

―７ページ）

この図は先ほどと同じ社会保障給付費のデー

実際どうやってこのような低い公的支出で抑

タなのですが，社会保障給付費の GDP に対す

えられるかということなのですが，資料を見る

る比率を縦軸に取っています。これは，国際統

と医療のところがほとんど増えないような形に

計で公的社会支出と呼ばれるものに対応します

なっています。その一方で介護についてはかな

ので，国際比較を行いたいと考え，OECD 諸

り急速に伸びています。高齢者には，費用が高

国の公的社会支出の GDP 比を縦軸に取り，横

い医療から比較的人件費等も安い介護に移動し

軸に高齢化率つまり６５歳以上の人口が全人口に

てもらって，比較的安い費用で社会保障を賄っ

占める割合を取りました。これを見ると，日本

ていくというイメージを政府は持っているのか

を除く多くの国が右上がりの傾きを持つエリア

なという印象を持っています。

で表現されるのに対して，日本は突出して右側

あとはもう１つ，やはりかなり高い成長率を

に来ています。高齢化が高いにもかかわらず公

予想して，分母となる GDP が大きくなるだろ

的社会支出が非常に抑えられているという国で

うという予想になっています。

すので，一見すると素晴らしい取り組みが行わ
れているような気がしますが，そのゆがみも出

資料③−７

ているのではないかと考えています。さらに興
味深いのは，高齢化率が３５％ほどになる２０４０年
には，社会保障給付費の GDP 比率は２４％ぐら
いになるだろうという先ほど見ていただいた政
府の推計結果です。この点も他の OECD 諸国
のデータからさらに離れたところにあって，こ
のような推計，計画が現実的なものなのかどう
かが，この国際比較を通じても疑問に感じられ
ます。
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〔子育て支援のための公的支出〕
（資料③―８

資料③−９

ページ）
次の図は，各国政府が，GDP の中でどれぐ
らい子育て支援のために使っているかを示して
います。日本については先ほどの図では現在１.
４％程度という数字が出ていたのですが，それ
がこのグラフでも見てとれます。図の左側の
国々を見ると，特に北欧諸国を中心に GDP 比
で見てかなり高い公的支出を子育てのために向
けていることがわかります。やはり日本の子育
て支援というのはかなり貧弱だという強い印象
が残ります。
な問題がこのただ乗りで説明できるのではない
かと考えています。

資料③−８

３―４．持続可能性を高めるために何をすべきか
〔保護から強化へ〕（資料③―１０ページ）
これら２つの問題をどうやって解決していく
かに関しては，政府がインセンティブのシステ
ムを強化し，国民に自立を求めるということが
大事だと思います。たとえば，教育・訓練の機
会を充実させるという支援を通じて自立のイン
センティブを与え，タダ乗りしないように自立
してもらうことが有用と考えています。インセ
ンティブとしてはやはり支援が大事だと思いま
３―３．課題先進国となった本質的問題

すので，これからは保護ではなくて支援を通じ

〔先送り問題とタダ乗り問題〕
（資料③―９ページ）

た国民の強化ということを考えるべきではない

以上の分析を踏まえて，私は現在の日本には

かと考えています。

２つの構造的な問題があると考えています。１
つ目は先送り問題です。日本では失敗するとた

資料③−１０

たかれる一方で，成功してもあまり褒めてもら
えないので，失敗を恐れるあまり問題解決を遅
らせようとする傾向があるのではないかと思っ
ています。スライドに見られるように先送りの
例というのが幾つか考えられます。
それから，
２
つ目にただ乗り問題があります。政府が，公債
を発行し続けるというのも将来世代へのただ乗
り問題と考えることができそうです。政府が安
全・安心を提供するということを言い続ける限
り国民はそれに依存してしまうため，いろいろ
― 85 ―

します。

資料③−１１

―――――――――――――――――――――
４．COVID―１９への政策対応・・・国際比較の
視点
（大森）

今ご紹介いただきましたお茶の水女

子大学の大森と申します。よろしくお願いいた
します。本日，
「COVID―１９への政策対応」と
いうタイトルで，財政経済研究会でお話しした
ことをかいつまんでお話しさせていただきたい
と思っています。
２０１９年１２月に中国の武漢で原因不明の肺炎患
者が発見された後，間もなく新型のコロナウイ

〔女性と全体最適〕（資料③―１１ページ）
そのような取り組みの中で，特に重要と思わ

ルスによる感染症（COVID―１９）であるという

れるのが女性です。これまで女性は日本社会の

ことが明らかになり，瞬く間に世界全体に流行

中で，或いは日本の文化の中でどちらかという

し，それまで当たり前に行われていた消費，生

と養われるべき人と考えられてきたように思い

産，文化的活動を含む社会的活動が制限され，

ます。「被扶養配偶者」という言葉が象徴的だ

国 民 の 生 活 が 大 き な 影 響 を 受 け て い ま す。

と思いますが，立派な大人の女性も，いつのま

COVID―１９とは，ここに出ていますように Co-

にか養われる人になっている。そのような現状

rona Virus Disease ２０１９の頭文字を取った略称

に問題意識を持っている女性も実は一定数いら

であり，日本語では新型コロナ感染症というふ

っしゃると思うのですが，高齢化がさらに深化

うに呼ばれています。COVID―１９のウイルスは

する中で，これからはみんなが社会を支えてい

変異を繰り返し，感染力を増して人類の脅威に

かなければいけないわけですから，女性も養わ

なってきています。本報告では，COVID―１９の

れる人ではなく，もっともっと自立できるよう

流行がもたらした問題を経済学の視点から分析

に環境を整えて，自立してもらうことが必要で

し，望ましい対応策について考察を行おうと思

はないでしょうか。そして，それによって税収

っております。

や社会保険料収入を増加させ，女性扶養のため
の財政負担を軽減していくことが重要ではない

４―１．日本における COVID―１９と国際比較

かと思っています。

〔COVID―１９とそのもたらす問題〕（資料④―２

最後になりますけれども，これらの話を通じ

ページ）

て理解していただきたいのは，やはり全体を再
設計しなければいけないということです。財政，

本日のお話の流れは，お示しのとおりであり
ます。最初に日本と世界の幾つかの国における

社会保障だけを見ても駄目で，制度・政策の一

COVID―１９の感染状況についてお話しします。

体的な再設計が重要ではないかという主張をさ

ただし，今日は時間の制約がありますので，皆

せていただきました。

さまにお配りした資料の中にグラフをお示しし
ておりますので，それを後で詳しく見ていただ

―――――――――――――――――――――

くことにして，本当にかいつまんで結論的なと

（小澤）

ころだけを申し上げるという形になるかと思い

山重先生，ありがとうございました。

それでは最後に大森先生，よろしくお願いいた

ます。
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人口１００万人あたり新規感染者数の推移をお示

資料④−２

ししています。日本の感染の現状に関するグラ
フを見ることはあっても，世界の国々のものを

ຌೖ͕ླྀΗ

見る機会はあまりないかもしれません。このグ
ラフでは，日本と韓国・台湾・中国との比較を

•  ೖຌͶ͕͜Ζ&RYLGͳࠅࡏർֳ

行っていますが，実はアジアの中で見ると，日
本は，相対的に人口１００万人あたりの新規感染
• ̐ &RYLGͶଲͤΖࡨݗ౾

者数の水準が高い国であるということが分かり
ます。

0DVDKLUR2025,



資料④−４
次に，COVID―１９に対する政策の検討を行い
ます。経済学の視点で，COVID―１９を捉えて，

&RYLGͳͨͪΔͤୌ
ʞʞࠅࡏർֳ

どのような政策が望ましいのかを，実際に行わ

• ೖຌͳքয়ڱ
• ΠζΠ ೖຌɼࠅؘɼࠅɼୈ
• ΨιΠωΠ
ΨʖηφϧϨΠ
ωϣʖζʖϧϱχ
• ΠϟϨΩ 86$ʤธʥɼϔϧζϩʤೈธʥ
• ϦʖϫρϏ ϓϧϱηɼχςɼνϨΠɼΨϧϱξɼηϘ
ϱɼ8.ɼηΤΥʖυϱɼϫεΠ
• ᶅ״وઝं਼ʤਕຬਕ͍ͪΕʥਬҢɽ
• ᶆ਼ंࢰوʤਕຬਕ͍ͪΕʥਬҢɽ
• ᶇࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ਬҢɽ

れている政策を検討しながら考えていきたいと
思っております。
〔COVID―１９とそのもたらす問題−国際比較〕
（資料④―３ページ）
感染の状況について，世界の全ての国を扱う

0DVDKLUR2025,



ことはできませんので，それぞれの地域ごとに
幾つか国を取り上げまして，新規感染者数，新
規死者数，実効再生産数の推移を見て分析を行

〔オセアニア，アメリカ，ヨーロッパ〕
（資料

いました。

④―５〜７ページ）
オセアニアの国々，具体的には，オーストラ
リア，ニュージーランドと比較しても，日本の

資料④−３

人口１００万人あたり新規感染者数の水準は高い
のですが，北米のアメリカ，南米のブラジルと

&RYLGͳͨͪΔͤୌ

比較すると，感染の水準は低くなります。ヨー

• &RYLG &RURQDYLUXV'LVHDVH   ʻ ܗαϫψΤΡ
ϩη״ઝ
• ΤΡϩη 6$56&R9ͶΓΕӀً͘͞͠ΗΖබـɽ
• ϐφͶ״ઝͤΖ͞ͳͶΓͮͱͤΖـಕ״ઝɽʤΤΡϩ
η߁ٝʰ״ʱҲझʥ
• ܨҤʞʞ೧݆ͶɼࠅކͶ͕͏ͱɼݬҾ
Ԏ͗ਫ਼͢ɼ״ઝ͗֨ɽ
• ΤΡϩη͗รҡΝ͢ͱɼ״ઝྙΝଁՅͦ͠Ζɽ
• ΠϩϓΟהɼϗʖνהɼΪϱϜהɼυϩνהɼʞʞ
0DVDKLUR2025,

ロッパの国々のグラフをお示ししていますが，
国が多すぎてよくわかりませんので，ヨーロッ
パの国々を２つに分けて，グラフにしてみまし
た。
〔欧州北部〕（資料④―８ページ）



欧州を北部欧州と南部欧州に分類してみまし
た。日本は北部欧州と比べると，「第５波」の
〔人口１００万人当たりの新規感染者数の推移−

ところが感染の水準が高いですが，それ以外は
概ね感染の水準は低いことが分かります。

アジア〕（資料④―４ページ）
ここに，日本を含むアジアの幾つかの国々，
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であることがわかります。
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資料④−６
ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤΨιΠω

Πʥ

ೖຌ



ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤΠϟϨΩʥ













೧݆ೖ

ೖຌ



〔南欧〕（資料④―９ページ）

お示ししているグラフでは，日本と南欧のフ

ランス，イタリア，スペインの感染状況を比較

しています。日本の感染状況は，比較的低水準
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資料④−７
〔新規感染者数の推移（まとめ）〕
（資料④―１０
ページ）

残りのグラフは，実効再生産数，人口１００万

人あたり新規死者数の推移をお示ししています。



簡単にまとめさせていただきますと，日本は，



アジアの韓国，台湾，中国，オセアニアのオー

ストラリア，ニュージーランドといった国々と

比べると，人口１００万人あたり新規感染者数，

死者数等少し高い水準なのですけれど，おおむ

ねヨーロッパ，アメリカ等の国々に比べると水

のいわゆる「第１波」のときは，日本は世界の

準が低くなっています。特に２０２０年３月,４月

国々と比較して，感染を極めて上手にコント

ロールできていることが特徴的です。

後ほど，感染に対する緊急事態宣言等の政策

措置について述べるのですが，感染状況に関す

るグラフを見ると，緊急事態宣言等が出され，

った２０２０年４月以降，完全失業率は増加してい

資料④−１０

ます。COVID―１９が景気に与えた影響は決して
小さくないということがわかります。

ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤೈԦʥ




〔完全失業率（年齢階級別）の推移〕（資料④―
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ηϘϱ



このグラフは，年齢階級別の完全失業率の推

ೖຌ




移を示しています。Covid―１９の感染拡大以前






























から，若年層の完全失業率は高い傾向がありま

೧݆ೖ
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すが，２０２０年４月以降の状況を見ると，若年層
が，他の年齢階層と比較しても，より大きな影
響を受けていることが見て取れます。

人々の行動が抑制されると感染が低下する傾向
があることが分かります。日本の緊急事態宣言

資料④−２６

のような，人々の行動を抑制する政策を世界の
各国が採用しているのですが，世界の国々の感

1R સིࣨۂਬҢ


染状況に関するグラフを見ても，同様の傾向が



見られます。やはり「人流」と感染には相関が




ˍ

あるということです。



次に少し急ぎ足になってしまうのですけれど




も，Covid―１９の感染が景気に与えた影響につ

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆

೧݆



いて見ていきたいと思います。

೧݆
0DVDKLUR2025,



〔完全失業率の推移〕（資料④―２５ページ）
このグラフは，日本の完全失業率の推移を示
しています。感染が拡大して第１回の緊急事態

〔景気（まとめ）〕（資料④―２７ページ）

宣言が発令された時，いわゆる「三密」を避け

「まとめ」をご覧頂いて，次の話題に移りた

るという「ソーシャルディスタンス政策」を行

いと思います。

資料④−２５

資料④−２７
ʤ1Rʥ સིࣨۂʤ೧ྺڅพʥਬҢ

਼ंࢰوਬҢʤΉͳΌʥ





• ೖຌͺɼୈɼࠅɼࠅؘɼΨʖηφϧϨΠɼωϣʖζʖϧϱ
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４―２．COVID―１９に対する政策

とができます。ソーシャルディスタンス政策を

〔COVID―１９と政策⑴〕
（資料④―２８ページ）

推進し，ワクチン接種の予防施策を行うために，

ここからは，COVID―１９を経済学の視点から

まずは，「感染症法」によって COVID―１９を二

どの様に捉えることができるのかを考え，問題

類感染症相当に指定し，それに対応する検疫，

に対して，どのような施策が必要かを考えてい

予防接種，施設の利用抑制，他の対応施策を行

きたいと思います。COVID―１９は経済学の概念，

っています。

「外部性」として捉えることができます。
「外

さらに２０２１年２月には，ソーシャルディスタ

部性」から発生する問題に対して，消費者，生

ンス政策を強化するために，「新型インフルエ

産者・企業以外の第三者，政府が政策を発動す

ンザ等対策特別措置法」により，罰則を伴う感

ることが処方せんになります。政策としては，

染抑制施策である「新型インフルエンザ等まん

第一に，外部性を抑制することを挙げることが

延防止等重点措置」を措置し，さらに「新型イ

できます。具体的には，予防を含めた公衆衛生

ンフルエンザ等緊急事態宣言」を可能にする「新

サービスが必要になってきます。第二に，感染

型インフルエンザ等緊急事態措置」を措置しま

症のワクチン・治療薬の開発・生産，それから

した。

病床の確保をはじめ医療供給体制の整備を行う
ことが挙げられます。第三に，感染症の流行に
よる社会経済活動の低下に伴う，景気悪化に対

〔ソーシャルディスタンス政策と新規感染者
資料④−２９

する政策が必要になります。
さらに，他の先生方のご発表の中でも指摘さ

&RYLGͳࡨʤʥ

れておられたと思うのですが，COVID―１９の流

• &RYLGͺɼʰ෨ʤ([WHUQDOLW\ʥʱͳ͢ͱଌ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
• ෨͍ΖɼࢤࡃܨͶ͕͏ͱɼভඇंɼਫ਼ࢊंҐ
ࢀंɼැ͗ɼࡨΝಊͤΖචགྷ͍͗Ζɽ
• ͨଲࡨͳ͢ͱɼʤʥʰޮ़Ӷਫ਼ʤ3XEOLF+HDOWKʥʱ͍͗Ζɽ
• Ήͪɼʤʥ״ઝϭέοϱɼ࣑ྏ༂ʀਫ਼ࢊɼබজ֮ฯ
Ν࢟Όɼҫྏڇڛରඍ͗චགྷͲ͍Ζɽ
• Ήͪɼʤ ״ઝླྀߨͶΓΖـܢѳԿͶଲͤΖࡨ͗චགྷͲ͍
Ζɽ
• ௗغదͶͺɼʤʥ&RYLGླྀߨͳڠͶรԿͤΖࢊۂรԿͶ
ଲԢͪ͢ࡨ͗චགྷͲ͍Ζɽ

行とともに進展する産業の変化に対応した長期
的な政策が必要になってくると考えております。
資料④−２８

0DVDKLUR2025,

ـܢʤΉͳΌʥ



• સིࣨۂΝΊΖͳɼ״ઝཊͪΌ|6RFLDOGLVWDQFH|
ࡨͺɼـܢѳԿΝͪΔ͢ͱ͏Ζɽ

数〕（資料④―３２〜３４ページ）

• ಝͶऑ೧ंͶѳӪ͗ڻड़Ζܑ͍͗Ζɽ

この後の３枚のスライドは，「緊急事態宣言」，
「まん延等防止重点措置」等がどういうふうに
取られたかを具体的に示しています。
0DVDKLUR2025,



〔COVID―１９と政策⑷〕（資料④―３５ページ）
COVID―１９の流行による景気悪化に対する政
〔COVID―１９と政策⑵〕
（資料④―２９ページ）

策としては，「特別定額給付金」に見られるよ

この後は，具体的にはどの様な政策が採られ

うな需要側（消費者サイド）に対する政策も採

たかを見ていきましょう。具体的には，
予防サー

られました。その一方で，供給側（生産者サイ

ビスとしてのワクチンの接種，マスク着用の促

ド）に対する施策として，「持続化給付金」，資

進，ソーシャルディスタンスの政策を挙げるこ

金繰り支援，Go to キャンペーンに見られるよ

― 90 ―

資料④−３５

資料④−３２

n6RFLDOGLVWDQFH|ࡨͳ״وઝं਼
ʤʥ

ʤʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢ
ʤೖຌʥ


• ΉΞԈࢯ఼॑ી
੶ઔݟ
• ೧݆ೖʛ݆ೖ
ෳౣݟɼۿຌݟ
•
݆ೖʛ݆ೖ
•
݆ೖʛ݆ೖ ࢃݟɼࢃཨݟɼѬඦݟ
•
݆ೖʛ݆ೖ ߵઔݟɼࣝࣉౣݟ
•
݆ೖʛ݆ೖ ߶எݟɼࠦծݟɼௗݟ
•
݆ೖʛ݆ೖ ݟٸ
•
݆ೖʛ݆ೖ ٸݟɼԮࢃݟ




ਕ



















































೧݆ೖ
0DVDKLUR2025,

0DVDKLUR2025,



資料④−３６

資料④−３３

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



n6RFLDOGLVWDQFH|ࡨͳ״وઝं਼
ʤʥ

&RYLGͳࡨʤʥ

݆ೖ
ࣆٺەସઑݶ
ϒʖέ ʞʞ ݆ʷೖ
݆ͶఁԾɽ
݆ೖ
ࣆٺەସઑݶմঈ
݆ͶͮͱଁՅɽ
݆ೖ ʰ*RWRφϧϗϩʱన༽࢟
ϒʖέ ʞʞ ݆ु
݆ͶͮͱଁՅɽ
݆ೖ ʰ*RWRφϧϗϩʱஇ
ϒʖέ ʞʞ ݆ʷೖ
೧݆ೖʛ݆ೖ ࣆٺەସઑݶʤݟۆɼએཁݟɼ౨ښɼਈઔݟʥ

• ʤʥـܢଲࡨ
• ޮ़Ӷਫ਼ࡨɼ״ઝླྀߨΝण͜ͱਕʓߨಊร༲ྈंͶΓΖऩགྷݰʤৱࢊۂɼ
ྃߨʀ؏ޭࢊۂɼި௪ࢊۂଠʥɼڇڛݰঙɽ
• ՟ୌʁ
• ༽ޑʀॶಚ
• ࡨघஊʁ
• ऩགྷଈ
• ᶅึঁۜʞʞʰಝพఈֻۜڇʱɽ
• ڇڛଈʁ
• ᶆ࣍କԿۜڇʞʞकͳ͢ͱঘۂةͶଲͤΖึঁۜɽ
• ᶇࣁۜ܃Εࢩԋʞʞೖຌࡨۜ༧ޮށΝ௪ͣͪɼۂةͶଲͤΖ
•
༧ࣁɽ
• ᶈऩགྷݰಝఈࢊۂͶଲͤΖऩགྷࡨًʞʞ|*RWRΫϡϱϘʖϱ|

0DVDKLUR2025,

0DVDKLUR2025,





資料④−３４
〔COVID―１９と政策の評価⑴〕（資料④―３６ペー
ジ）

n6RFLDOGLVWDQFH|ࡨͳ״وઝं਼
ʤʥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

これらの外部性抑制，感染症対策，景気対策

೧݆ೖʛ݆ೖ ತݟɼزݟɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼෳԮݟ
೧݆ೖʛ݆ೖ ౨ښɼښැɼࡗැɼฎݟށ
݆ೖʛ݆ೖ ѬஎݟɼෳԮݟ
݆ೖʛ݆ೖ քಕɼԮࢃݟɼ߁ౣݟ
݆ೖʛ݆ೖ ԯೆݟ
ϒʖέ
೧݆ʷೖ
೧݆ೖʛ݆ೖ ౨ښ
݆ೖʛ݆ೖ ݟۆɼએཁݟɼਈઔݟɼࡗැ
݆ೖʛ݆ೖ Ἔݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ੫Ԯݟɼښැɼฎݟށɼ
ෳԮݟ
ٸݟɼԮࢃݟ
݆ೖʛ݆ೖ
݆ೖʛ݆ೖ քಕɼزݟɼѬஎݟɼࢀ॑ݟɼ࣐ծݟɼ߁ౣݟ
ϒʖέʃ ೧݆ʷೖ
0DVDKLUR2025,

といった COVID―１９に対応する政策をどのよ
うに評価することができるのか，考えていきた
いと思います。まず外部性抑制のためのソーシ
ャルディスタンス政策は，外部性をコントロー
ルする，感染を抑制するために一定の効果があ
ると考えます。しかし，「まん延等防止重点措



置」は供給側に対する罰則になっていますが，
本来はソーシャルディスタンスの行動を取って
うな，行動制限により需要が減少した旅行・外

いない個人に対する罰則であるべきだと，私は

食等の特定の産業に対する需要創出策が取られ

考えています。

ています。
〔COVID―１９と政策の評価⑵〕（資料④―３７ペー
ジ）
また，この政策措置の効果は，規制の対象と
― 91 ―

なっているサービスの需要の価格弾力性に依存

資料④−３８

します。例えば飲酒を伴う外食が，規制の対象
になっています。需要の価格弾力性が低いとい

&RYLGͳࡨՃʤʥ

うことは，価格が上がっても需要を変化させな

• ϘψϩτΡΝՌ͢ͱɼՃ֪Ν3͖Δ3Ͷ͝Ζɽ
•
͖͢͢ɼࡨްՎͺɼऩགྷՃ֪ஆྙͶΓͮͱҡ͵Ζɽ

いことを意味します。飲酒を伴う外食は高くて
もどうしても行きたいという方は少なくないで
しょう。この場合，需要の価格弾力性が低いと
いうことになります。価格が上がっても，罰則
金が高くなっても，やはり行きたいという人は
行くという傾向があるのであれば，政策効果に

0DVDKLUR2025,



疑問が残ると思います。
単純化して，社会が個人 A と個人 B だけか
ら成っているというふうに考えます。個人 A

資料④−３７

と個人 B に「外出しない」と「外出する」と
いう行動の選択肢があると考えます。個人 A

&RYLGͳࡨՃʤʥ

と個人 B が，それぞれ行動の選択をした結果，

• ʤʥޮ़Ӷਫ਼
• ᶅ|6RFLDOGLVWDQFH|ࡨ
• n6RFLDOGLVWDQFH|ΝฯͯࡨͶͺҲఈްՎ͍͗Ζɽ
• ࣰࡏͶࡀ༽͠Ηͱ͏Ζࡨ
•
n6RFLDOGLVWDQFH|Νฯͮͱ͏͵͏ݺਕͲ͵͚ɼཤ༽͠ΗΖ
• ࢬઅͶଲͤΖଉʤՌྋʥɽ
•
͖͢͢ɼຌཔͺɼݺਕߨಊͶଉʤՌྋʥΝՌͤࡨ͗
• ࡀΔΗΖ΄͘Ͳ͍Ζɽ
0DVDKLUR2025,

個人 A と個人 B の幸せ度は，スライドにお示
しのようになります。お互い外出をしないとい
うことになりますと，外出の楽しみがないもの
の感染のリスクが低下するので，それぞれ幸せ
度は６ぐらいと中程度であるというふうに考え
ます。しかし，個人 A が外出しないで，個人



B が外出をすると，個人 B は感染リスクなし
に外出を楽しむことができますので幸せ度は１０
〔COVID―１９と政策の評価⑶〕（資料④―３８ペー

と大きくなるのですが，個人 A は，個人 B が

ジ）

外出をして楽しんでいるのに，自分はそれを指

現在，ソーシャルディスタンス政策，緊急事

をくわえて見ていなければいけないということ

態宣言が継続中ですが，COVID―１９の感染が拡

になるので，結果として幸せ度はマイナス１，

大した昨年の３月，４月から比べると，だんだ

ちょっと不幸せな気持ちになってしまうという

ん感染抑制効果がなくなっているのではないか

ことになります。個人 A と個人 B の両者がお

と考えられています。その理由について考えて

互いに外出すると，外出の楽しみはあるのです

みました。

けれども感染のリスクが出てくるということで，

先ほど駒村先生から，神経経済学の観点から
の分析があり得るのではないか，示唆があるの

幸せ度は３になります。個人 A と個人 B が立
場が入れ替わる場合も，同様です。

ではないかというお話がありましたが，経済学

ゲームの理論におけるナッシュ均衡を求めて

の分析の枠組みで，ゲームの理論による分析が

みましょう。ナッシュ均衡とは，プレーヤーが

考えられます。私は「囚人のジレンマ」的状況

相手の行動を所与としてそれぞれ最適な反応を

にあるのではないかと考えているところです。

するという行動をした場合の均衡になります。

以下では，
「ゲームの理論」を用いて，現在の

この場合のナッシュ均衡は，個人 A，個人 B

状況を表現してみましょう。

共に「外出する」を選択することになります。
― 92 ―

シュ均衡を求めると，個人 A も個人 B も「外

資料④−３９

出しない」を選択し，お互いに６の幸せ度を実
現することができるのです

&RYLGͳࡨՃʤʥ
• ݺਕߨಊ
• ״ઝڬෑ͍͗ͮͱɼ|6RFLDOGLVWDQFH|Νฯͱ͵͏ड़
͗ɼ|6WD\KRPH|ΓΕຳྙదͲ͍ͮͪͶͺɼʰपਕζ
ϪϱϜʱয়ڱͶؗΕɼड़Νમɽʤψρεϣߩۋͺɼʤݺਕ
$ɼݺਕ%ʥʻʤड़ɼड़ʥ

〔COVID―１９と政策の評価⑸〕（資料④―４０ペー
ジ）
従って，個人の行動に罰則を科すことには，

ݺਕ%
ड़͢͵͏

•

ݺ
ਕ
$

ड़

ある意味では，合理性があると考えますが，罰

ड़͢͵͏ ʤɻɻʥ ʤʷʥ
ड़

則を科すことに伴う事務費用は無視できません。

ʤʷʥ ʤɻʥ
0DVDKLUR2025,

個人の行動に罰則を科すためには，監視を行う



必要があります。例えば EU 諸国の多くでは，
警察官がこの仕事をやっているのですが，監視
個人 A，個人 B がお互いに協力して，「外出し

を完全に行うためには，警察官を相当数配置す

ない」を選択すれば，両者共に６の幸せ度を得

る必要があり，予算の関係で限界があります。

ることができるのに，個人 A，個人 B 共に「外

そこで何をしているかというと，行動する個

出しない」を選択し，両者ともに３の幸せ度し

人に対して罰則を科すのではなく，個人が違反

か得られないことになります。これは，
「囚人

行動を行いそうな施設側に対する命令，罰則で

のジレンマ」と呼ばれている状況です。私は，

す。つまり，感染を促進するような外出等の行

Covid―１９流行の下での人々の行動は，まさに

動が行われそうな施設の開設をしないように促

こういう状況にあるのではないかと考えていま

したり，命令したり，しています。この様な対

す。

応は，合理性がないわけではないのですが，実

なぜこの様な結果になるかを考えてみましょ

際には，感染が発生することが危惧される施設

う。要は個人 A も個人 B も，世の中の多くの

でも，最大限の努力をして，感染防止措置を執

人々が外出しないよりは外出をすることを究極

っているところもあるので，やはり画一的に，

的に好んでいるからです。これはゲームの理論

サービスを供給する施設側を規制することの弊

の用語で言うと「外出する」が「ドミナント・

害は小さくないと私は思っております。

ストラテジー」，「支配戦略」になっているとい
うことです。感染症流行下でも，なかなか人々

資料④−４０

が外出をやめないのは，
「囚人のジレンマ」状
況に陥っているからだと考えています。
この状況は，政策措置を執ることで，改善す
ることができます。
〔COVID―１９と政策の評価⑷〕（資料④―３９ペー
ジ）

&RYLGͳࡨՃʤʥ
• ݺਕ|6RFLDOGLVWDQFH|Νฯͱ͵͏ड़Ͷଲ͢ͱଉΝՌͤ͞
ͳͲɼ|6WD\KRPH|ΝમϱιϱτΡϔΝ࣍ͯɽ
• ʰड़ʱͶଲ͢ͱɼϘψϩτΡʤଉʥΝՌͤɽ
•
ψρεϣߩۋͺɼʤݺਕ$ɼݺਕ%ʥʻʤड़͢͵͏ɼड़
͢͵͏ʥ
ݺਕ%
ड़͢͵͏

ݺ

具体的には，外出をしたことに対してペナル
ティを科すということによって改善されます。
外出をすることに対して５のペナルティを科す
と，個人 A と個人 B の行動の結果の幸せ度が，
お示ししているスライドのように変化し，ナッ
― 93 ―

ਕ
$

ड़

ड़͢͵͏ ʤɻɻʥ ʤʷʖʥ
ड़

ʤʖʷʥʤʷɻʷʥ
0DVDKLUR2025,



〔COVID―１９と政策の評価⑹〕（資料④―４１ペー

られます。この政策は，需要側，消費者の所得

ジ）

保障政策に限界がある以上，雇用促進の観点か

感染症対策として，ワクチン接種が促進され

ら，合理性があると考えます。
「Go to キャンペー

ていますが，これについても，先ほど述べた
「囚

ン」は，人流を増やす側面があり，感染拡大を

人のジレンマ」的状況が起こって，ワクチンを

促すことになるので，COVID―１９の治療法が十

どうしても受けない人が出てくる可能性がある

分開発されていない段階で行うことは，景気対

のではないかと考えています。そういう意味で

策として合理的な政策とは考えられません。ま

いうと，ワクチン接種に褒賞を与える政策は，

た，もし Covid―１９の治療法が確立した後，こ

群馬県などで導入されているようですが，ワク

のような政策を行わなくても，外出の好きな

チン接種を促進するためには有効である可能性

人々は，自然と旅行とか外食に向かっていくと

があります。

いうふうに考えます。

資料④−４１

資料④−４２

&RYLGͳࡨՃʤʥ

&RYLGͳࡨՃʤʥ

• ͖͢͢ɼ
• ࢻඇ༽ʤ0RQLWRULQJFRVWʥͳͨΗͶ͑ࣆແඇ༽͗ɼໃࢻͲ͘
͵͏͚Δ͏͖͖Ζɽ

• ᶆϭέοϱંझΝଇɽ
• ״ઝࢯི֮߶͏ϭέοϱචགྷɽ
• ϭέοϱંझͶͯ͏ͱɼ|6WD\KRPH|ࡨͳಋ༹Ͷݺਕ
• ϱιϱτΡϔୌɽ
•
ϭέοϱصඈंଚࡑɽʤʰपਕζϪϱϜʱʥ
• ˢ ϭέοϱંझๅঊΝ༫͓Ζࡨ༙ް

•
•
•
•

ˢ ཤ༽͠ΗΖࢬઅͶଲͤΖଉʤՌྋʥɽʤࡀ༽͠Ηͱ͏
Ζࡨʥ
״ઝ͗ਫ਼ͤΖͳ͠ΗΖࢬઅʤྭʁӁठΝ͑Ӂৱవʥ͗ɼ
ҲཱͶو͠ΗΖ͞ͳฒ֒ʤඇ༽ʥɽ

•
0DVDKLUR2025,



0DVDKLUR2025,

〔COVID―１９と政策の評価⑺〕（資料④―４２ペー



〔COVID―１９と政策の評価⑼〕（資料④―４４ペー

ジ）

ジ）

次に，景気対策についてです。第一に，需要

結論的な話に入っていきたいと思います。い

側の所得補償を行う政策が考えられます。特別

わゆる「ポストコロナ」を考えますと，社会経

定額給付金は，その一つの方策ですが，国民に

済の変容を助ける施策というのも必要になって

一律に給付するのではなくて，本来は，国民そ

くると考えます。一例を挙げると，男女共同参

れぞれの所得状況に応じた給付が望ましいと考

画の流れの中で，国民の社会経済活動を促進す

えます。所得捕捉の観点からすると難しいかも

るために，リモートワーク，リモート学習など

しれませんが，その場合は生活保護制度を活用

を容易にする施策が必要だと思います。必須の

して，生活保護の受給を促進する政策も考える

条件である高速，大容量のインターネット回線

ことができます。この政策によって，生活保護

など IT インフラへの投資を促進すること，利

の受給者が急激に増加することも予想され，行

用者に対する IT 教育の充実も必要になってく

政的効率の観点から，果たして望ましいかとい

ると思います。そしてそれに関連する法制度の

う問題はありますが，検討しても良い施策では

整備も必要になってくると考えます。

ないかと考えます。

COVID―１９は社会経済に現在，悪影響をもた

第二に，供給側の生産者の経営支援策が挙げ

らしていますが，「災い転じて福となせ」とい
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果としてより低くとどめることができるのだと

資料④−４４

いう大いに注目すべきお話がございました。
次に駒村先生に関しましては，まずコロナ禍
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によって人口減少とか高齢化が加速しているこ
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とから，将来的に現行年金制度が維持できなく
なる可能性が懸念されること，特に基礎年金の
給付水準の大幅な下落が問題とされています。
また，加齢が意思決定に与える影響のお話では，
経済力を持ったまま認知機能が低下する高齢者


が増えるという今までに前例のない事態に直面
することになるが，神経経済学の知見によると
認知症に至らなくても加齢とともに意思決定の

う考え方で，新しい未来に向かって努力するき

質の低下が避けられずこれから多くの個人は，

っかけとして，前向きに捉えることもできるの

加齢とともに資産管理・運用が難化していくの

ではないかと考えています。

に対して，自らの資産管理・運用能力が低下し
ていくという状況への対応に迫られることにな

ご清聴ありがとうございました。

るという，非常に重要なご指摘がありました。

Ⅲ．今回のテーマに対する感想・
質問

それから山重先生のお話では，わが国の社会
保障制度，財政制度の持続可能性が低いという
現状認識があり，なぜこうした事態に立ち至っ

（小澤）

大森先生，ありがとうございました。

たのかということに関しては，楽観的な予測の

それでは，今，４人の先生方にプレゼンをして

下で痛みを伴う改革の先送りが行われていたと

いただきましたが，最初の土居先生のお話では

いうこと，それから制度のただ乗りが許容され

２０１０年代の税制改革が３つの基幹税を改革した

ていたという分析が示されて，解決のためには，

ものであって，所得税改革については，所得控

インセンティブシステムの強化，教育訓練の充

除の縮小には着手したのだけれども税額控除へ

実，
女性のエンパワーメント等が重要で，制度・

の切り替えが行われなかったということから，

政策の一体的な再設計が必要とのことでした。

所得格差が小幅にしか縮小されなかったという

そして最後に，大森先生のプレゼンでは，現

ご指摘，それから公的年金等の控除の上限設定

在われわれが苦しんでいるコロナ禍について多

の時期の遅れや額の問題から，世代間格差是正

角 的 な お 話 が あ り ま し た け れ ど も，特 に

の効果が相対的に小さかったことが指摘されて

COVID―１９というのは外部性として捉えること

おりました。また，法人実効税率の引き下げの

ができるという経済学的な分析が行われていて，

恩恵というのは，資本所得のみならず労働所得

対策は４つのカテゴリーに分けられ，１番目が

にも相当程度及んだということ，それから消費

公衆衛生，２番目が感染症のワクチン，治療薬

税率の引き上げと併せて全体として租税による

の開発・生産，それから病床の確保，医療供給

資源配分のゆがみが是正されたことが評価され

体制の整備，そして３番目が感染症の流行によ

ておりまして，今後の税制改革の展望としては，

る景気対策，４番目が COVID―１９の流行に呼

消費税率の早期引き上げを図ることで経済厚生

応する産業の変化に対応した政策であるという

の悪化や GDP の減少の影響を最小化し，最終

重要なご指摘を頂いたわけでございます。

的に引き上げなければならない税率を，その結
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さて，時間が押してまいりましたので，これ

から討論に入りますが，質問される側は申し訳

〔個人所得税，法人所得税，消費税のバランス〕
基本的な土居先生のご提案には共感できると

ありませんが，２分以内に質問していただくと
いうことをお願いしたいと思います。それから，

ころが多いのですが，今後１０年，２０年といった

お答えになられる側は，６分以内でお答えいた

長期的視点で考えたときに，個人所得税，法人

だければ幸いです。

所得税，消費税をどうバランスさせていくかに

それでは，まず土居先生へのご質問というこ

ついてはビジョンをもう少し描けるといいな感

とで，最初に駒村先生からお願いしたいと思い

じています。このあたりについての土居先生の

ます。

ご意見を伺いたいというのが１つ目です。

―――――――――――――――――――――
〔国税，地方税，社会保障負担のバランス〕
（駒村）

あまり時間もないので，非常にシン

プルに２つ質問を差し上げたいと思います。

それから税制に関しても，私は他の制度など
と一体的に見直した方がいいと考えているもの
ですから，国税，地方税，社会保障負担のバラ

〔格差縮小に向けて効果が期待できる税制改革

ンスのあり方についてもご意見をお伺いしてみ
たいと思います。

は何か〕
１つは，このポストコロナ社会を展望すると，
アメリカでも，日本でも同様なのですけども，

―――――――――――――――――――――

格差に対する問題というのが非常に注目されて

（小澤）

います。格差縮小に向けて即効性のあるという

―――――――――――――――――――――

では土居先生，お願いします。

か効果が期待できる税制改革は何だろうかとい
うのが１点目です。

（土居）

両先生，ご質問ありがとうございま

す。まさに今後のことを考える上で非常に重要
〔財政再建〕

なご質問だったと思います。

それから，今，自民党の総裁選真っただ中に
入ってくるわけですけれども，ポストコロナで

〔格差是正〕

財政再建をどうするか。一部にはプライマリー

それで私なりに申し上げますと，やはりこれ

バランスの一時的な停止みたいな議論も出てい

からはどなたが総理大臣になっても，税制で所

ます。MMT の影響力もだんだん強くなってい

得格差の是正をどう図るかを考えないといけな

ると思いますけども，これにどう対応していけ

いと思います。特に２０００年代みたいに経済成長

ばいいのか。この２点，お願いいたします。

していれば税制は自分の政権では興味がないか
らと言って，そのまま棚ざらしにしているわけ

―――――――――――――――――――――

にはとてもいかない。安倍内閣ですら，むしろ

（小澤）

それではもうお一方，山重先生にも

総選挙で「所得税の改革をする」と安倍総理が

質問していただいて，その後土居先生にまとめ

おっしゃったわけでもないけれどもあれだけ変

てお答えいただくという形式にしたいと思いま

わったということですので，やはりこれからも

す。

所得税が格差是正にどういうふうに働くかを考

―――――――――――――――――――――

えながら制度設計していく必要があると思いま
す。

（山重）
ます。

私も手短に２点お伺いしたいと思い

格差是正は，不幸中の幸いと言うべきか，わ
が国では所得控除が多すぎるので，これを税額
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控除に変えることを通じて格差がまだ是正でき

〔財政改革〕

る余地が残っている。つまり累進課税の税率を

もちろん税制の話は全然自民党総裁選のアジ

引き上げることよりも所得控除を減らすことに

ェンダにすらなっていないのですけれども，あ

よって格差が是正できるという余地が不幸中の

まりにも低金利にあぐらをかいたような財政拡

幸いでまだある。先進国はもう既にそういうこ

張，どうせ金利が低いのだから，ほとんどゼロ

とを２０００年代ぐらいまでにも行っているわけで

なのだから借金しても大したことないというこ

すけれども，わが国はまだできていなかったと

とを続けていくことで，改革努力が鈍るという

いうことで，そこの部分を改める。

ことを私は大変恐れています。確かに金利がゼ

あともう１つは，金融所得課税の税率を上げ

ロでも借りられる現状はあるけれども，それと

るのかどうなのかということです。先ほど私の

財政改革を怠っていいという話とは全く別問題

スライドでもお示ししたように，やはり１０％を

だと思います。

２０％に引き上げたということは格差是正には相

ですから，急には借金は減らせないのですけ

当顕著に効果が出ている。だけども，２５％まで

れども，財政改革は財政改革，これは税制改革

上げるということについてどれだけコンセンサ

も含むというわけですけれども，財政の構造を

スが得られるのかというところは，いろいろあ

改革していく，社会保障の財政も変えていく，

るかと思います。一時的に譲渡益が多く上がっ

そういうことを着手するということ，国債を用

ていてそれが必ずしも経済の活性化を阻害しな

いた財政出動のことを議論するならば財政改革

い時期があるとすれば，格差是正のために一時

のことは議論できないなんていうことは決して

的に金融所得課税の税率を上げるということは

ないというふうに思っています。私からは以上

あるかもしれないけれども，私は長期にわたっ

でございます。

て金融所得の税率を上げっ放しにすることでい
いのかというところは，若干この効率性の観点

―――――――――――――――――――――

との絡みでなかなか悩ましいところもあるなと

（小澤）

いうふうに思っています。

今度は駒村先生へのご質問ということで，大森

土居先生ありがとうございました。

先生と山重先生にお願いしたいと思いますが，
まずは大森先生からお願いします。

〔バランス〕
それから山重先生のバランスという意味で申

―――――――――――――――――――――

しますと，やはり地方税で法人課税が多すぎる，
ウエートが大きすぎるということなので，これ

（大森）

それでは，駒村先生のご発表に対し

が地域的な偏在にもつながっているということ

て質問をさせていただきたいと思います。

なので，いかに地方税の中で法人課税を減らし
て，私は行き先は消費課税だと思うのですけれ

〔高齢者の認知機能低下への解決策〕

ども，消費課税の方にシフトしていくかという

先生のお話は，非常に身につまされるという

ことはいずれ近い時期に議論しないといけない

か，私も近いうちに高齢者になっていく人間で

かもしれない。そのときには，消費税を上げる

すが，加齢により，認知機能がこれだけ低下す

という口実の１つとして地方での財源確保，地

るということに愕然と致しました。認知機能の

方税の改善，税収構造の改革を行うための消費

低下がもたらす具体的な課題として，個人の資

税という話は避けて通れない時期がいずれ来る

産の運用・処分，それから遺産の処分・相続に

のかなというふうには思っています。

関する意思決定，政治的な意思決定，災害時の
対応があると思います。資産の運用・処分，遺
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産の処分・相続に関する意思決定等については

しても介護にしても結構あるのに，それをうま

代理人を選定する制度があり，ある程度解決策

く統合して使い切れていないところに日本の弱

があると考えているのですが，そこに何か新た

みがあるのではないかということを多くの国民

な問題点があるか，或いは他の解決策があれば，

が感じたのではないかと思います。
私も，緊急時には政府が司令塔としての役割

お教えいただきたいと思います。
それからあと政治的な意思決定ですね。具体

を強化して，必要なところにさっとリソースを

的には選挙で自ら意思を表示すること，あと災

動かすこと，英語でいうと mobilize という言

害時の対応，こういったことについても何か具

葉ですけれど，それがやはり限られた資源の中

体的な施策があればご教示いただければと思っ

で災害対応をしっかり行っていくために必要な

ております。私からは以上です。

ことではないかと思っています。そういう意味
で，政府の司令塔としての役割，特に緊急時の

―――――――――――――――――――――

社会保障サービスの提供に関する司令塔として

（小澤）

の役割が重要だと思うのですが，それをどうや

それでは山重先生，お願いいたしま

す。

って政府が果たしていくのかについてご意見，

―――――――――――――――――――――

或いは現在議論されているようなことがありま
したら教えていただければと思います。よろし

（山重）

私も２点，駒村先生に質問させてい

くお願いします。

ただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――
（小澤）

〔高齢者の労働参加〕
まず，今回のご報告は，本当に興味深いアプ
ローチで，私ももっと勉強したい，勉強しなけ

それでは駒村先生，お願いいたしま

す。
―――――――――――――――――――――

ればと思いました。高齢者の行動に関しては，
今回の金融資産の話も非常に興味深いのですが，

（駒村）

例えば年金の支給開始年齢を引き上げるといっ

〔お金の介護〕

た政策を考える上で，高齢者がどれくらい労働

大森先生のまず前半のご質問になりますけれ

に参加し続けられるか，あるいは参加してくれ

ども，金融の方は，ご指摘の方に民間の信託，

るのかといったところがどうしても気になって

あるいは代理人制度というものが開発，利用さ

しまいます。高齢者は若いときとやはり違うマ

れているという状態であります。問題は，認知

インドになるという研究がいろいろあるようで

機能が低下しても本人は認知機能低下を意識し

すが，高齢者の労働参加に関する何か知見があ

ないこと，つまり認知症になってから２年ぐら

れば教えていただければというのが１点目です。

いは自分が認知症になっていることがわからな
いという状態なので，意識的にかなり早く準備

〔社会保障サービス関連での政府の司令塔とし

をしなければいけないということなので，誰で

ての役割〕

も認知機能が低下します，これは一般的なリス

それから大森先生のご質問とも関わるのです

クですという情報をまず共有するということが

が，今後もさまざまな災害が起こると考えられ

大事だと思います。

る中で，今回のパンデミックで私たちの社会保

その上で，信託というのは実はなかなかハー

障制度の弱みもいろいろ見せつけられたと感じ

ドルが高い部分もあり，商事信託，家族信託等々

ています。特に，社会保障のリソースは医療に

ありますが，これももう少し使い勝手がいいよ

― 98 ―

うにしなければいけない。それから銀行・金融

学，認知科学の研究蓄積をうまく生かした国民

機関の店頭にも既に認知症になってきた方がや

とのコミュニケーションが必要で，今の状況の

ってきていろいろな問題を起こすのですけれど

国民とのコミュニケーションはあまりうまくい

も，実は対応できていない。これは，社会福祉

っていないのではないかというふうに思ってお

協議会或いは地域包括ケアと連携しなければい

ります。

けないのですが，この連携が全然できていない
ということで，この問題については，私は実際

〔金融資産を使った後は年金〕

に今連携するように研究チームを作って全国社

山重先生からのご意見なのですけれども，加

会福祉協議会，それから地域包括ケアと金融機

齢とともにさまざまな認知機能は落ちる一方で，

関をつなげるというプロジェクトを今やってい

いわゆる結晶性知能と言われる経験知は実は７０

ますので，これが広がっていくということが大

代ぐらいまではまで維持できるということも研

事かなと思います。「お金の介護」というふう

究によってわかっていますので，必ずしも全て

に呼んでいますけども，金融庁，それから厚労

の能力が落ちるというわけではない。これから

省，その他いろいろな省庁に関わる問題なので

寿命の伸長を考えると，例えば女性の場合，
２０６０

ちょっと今まで手付かずだったのですけれども，

年ぐらいには６５歳まで生きた女性は残り３０年ぐ

急ぎ対応すべきテーマだと思います。

らい生きるはずなのです。そう考えると，４０年
間年金を払って３０年間もらうなんていう社会は

〔投票権の制限は危険〕

とても無理だと思いますので，７０歳ぐらいまで

政治的には実はかなり難しい問題だと思いま

は働いてもらう。できたら年金の支給開始年齢

す。認知症になられた８０歳以上，８５歳以上の方

は７５歳ぐらいまで遅らせていただく。６０歳後半

の投票行動ということについて，たしかに認知

から７５歳までの間に金融資産は使ってしまって

機能が低下するといろいろな問題が起きる可能

もいいわけです。この時期はまだ頭しっかりし

性があるわけですね。きちんと判断して投票が

ています。むしろ早めに金融資産を使ってしま

できるのか，これはヨーロッパのある国で１回

って，そして年金の支給開始年齢を遅らせる。

そういう議論が出ましたけども，安易に議論す

年金の方は認知機能が落ちていても運用する必

ると非常に危険なことにもなるということで，

要はないわけですから，７５歳まで遅らせれば

これは少し今後じっくり考えなければいけない

１．
８４倍の年金になりますから，生きている限り

テーマかなと思います。

年金がもらえますので，認知症による資産管
理・運用能力喪失リスクを考えれば，７５歳まで

〔高齢者の自信過剰バイアス〕

は就労と自分の金融資産を取り崩す，７５歳以降

それから災害を抑えるには同じ話だと思いま

は１．
８４倍になった自分の公的年金を生きている

す。今回のパンデミックも同じですけれども，

限りもらうというのも１つの考え方かなと思い

結局情報が認知機能の減退になかで，どう捉え

ます。

られるのかということが前提としてわかってい

働く方は，１つの企業に６５歳，そして７０歳ま

なければいけない。若年者と高齢者に自信過剰

ではたらくというのは無理だと思いますので，

バイアスが出やすいということも考えておかな

それこそプラットフォームを使ったような新し

ければいけないわけです。根拠がなく自分だけ

い働き方，ネット上で仕事と自分の技能をマッ

はかからないとかかかっても大丈夫だというこ

チングするような働き方はもう出てきています

とによって，行動は変わってしまう。

ので，それを生かすというのも一歩の方法かな

それから情報の出し方です。これは認知心理

と思っています。
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ようにお考えでしょうか。

〔高齢者に使いやすいデジタルツールを〕
あと情報統合の話になりますけども，これは

あと，政治が，負担増などの痛みを伴う政治

いろいろな情報を統合するためにはマイナン

的選択が選挙に与える影響を考慮して，あえて

バーが非常に有効だと思います。いろいろな情

悪いシナリオを排除して国民に情報提供してい

報を載せるアイデアも出ています。

るというようなことは考えることはできないで

ただ一番の問題点は，当面の今の高齢者がデ

しょうか。

ジタルツールを使えない。高齢者というのもデ
ジタルツールを使えますよという反論があるの

〔赤字国債脱却への報酬〕

ですけれども，テクノロジージェネレーション

２つ目のご質問は，政府が赤字国債に依存し

ギャップがあって，これに関する研究分野が実

た財政運営を行うことにペナルティを与えると

はあって，高齢者がなぜデジタルツールが苦手

ともに，赤字国債への依存から脱却する努力に

なのかも学術的に明らかになっている。個人の

対して何らかの報酬を与える仕組みを設けるこ

努力の問題ではない。これは今のデジタルの仕

とを先生は提案されていると思うのですが，何

組みの中に高齢者が操作ミスをしやすいような

か具体的なアイデアがあればご教示いただけれ

トラップ，ダークパターンともいいますが，そ

ばと思います。よろしくお願いいたします。

うした不適切なものも多く，ネット上のそうし
た問題を克服しないと，高齢者のデジタルツー

―――――――――――――――――――――

ルの利用度は上がらない。高齢者だから一概に

（小澤）

デジタルツールは使えないとは言わないですけ

す。

ど，全般的にはやはり加齢とともに苦手になっ

―――――――――――――――――――――

それでは土居先生，お願いいたしま

ていくということは確認しておいた方がいいと
（土居）

思う。
やはり現役時代に使ったことがない技術とい

山重先生のご発表を，私も先送り問

題とただ乗り問題という非常に重要なご指摘だ
ったと思います。残念ながら無意識的に先送り

うのは，なかなか身に付かない。

問題，ただ乗り問題を地で行ってしまっている
―――――――――――――――――――――

というのが，自覚してそうしている，意図的に

（小澤）

それでは今度は山重先生へのご質問

そうしているというのがもっと顕著にあれば改

ということで，大森先生と土居先生にお願いし

めようという機運も出てくるのかもしれません

たいと思います。それでは大森先生からお願い

けども，なかなか無意識的にそういうことをし

します。

てしまっているというところは非常に悩ましい

―――――――――――――――――――――

問題としてあるなと思います。もちろん，言論
の自由に絡めた民主主義の劣化というような話

（大森）

をわが国でもしているわけですけども，その言

〔先送り問題の原因〕

論の自由，言論が自由にできないということで

「先送り問題」が，１つのキーワードだった

民主主義が劣化するということもあるかもしれ

と思うのですけれども，
「先送り問題」が生じ

ないけれども，まさに山重先生がご指摘になっ

る理由は，政府の予測能力の低さというよりも，

た先送りとかただ乗り，特にただ乗りはそれだ

民主主義社会における選挙を中心とした政治的

と思いますけれども，ただ乗りによって民主主

意思決定のあり方に起因しているのではないか

義が劣化しているということも看過できないも

と私は考えているのですけれども，先生はどの

のかなと思います。
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選択ですので，合理的な先送りというふうに考

〔低金利は意思決定へどう作用しているか〕
私からの質問は２点なのですが，１点は大森

えれば決して批判するようなことでもないのか

先生と同じ質問ということなので，１点だけに

なという気もします。ただその一方で，例えば，

絞りたいと思います。１点は先送り問題に関し

ケーキを安売りしているのでそれを今買って食

てなのですけれども，先送り問題は確かに政府

べて楽しもうと考えて楽しんでいたら，その習

の問題発見・解決能力の低さということを挙げ

慣が身に付いてしまい，後から価格が上がって

ておられてそのとおりだなと思いますとともに，

もそれに依存することがやめられなくなってし

わが国の国債の金利がほとんどゼロだというこ

まう状況に陥りがちというのが人間行動として

とでついつい国債を増発してしまう，債務返済

はあると感じます。政府は違うかもしれません

を先送りしてしまうという面もあると思うので

が，金利が低いからといって今借りるというこ

すけども，その点はどういうふうに作用してい

とは必ずしも長期的には合理的とは言えないか

るというふうに，金利が低いということがどの

もという印象も持ちました。

ように意思決定に作用しているとご覧になって
おられるかというのをお伺いしたいと思います。

〔予測能力・問題解決能力が必ずしも高くな
い〕

以上です。

ただ，先送りには，そのような合理性もある
―――――――――――――――――――――

と思いますので，いろいろな理由で現在の選択

（小澤）

が行われているというご指摘は非常に参考にな

それでは山重先生，お願いいたしま

す。

りました。しかし，一国民，一研究者として政

―――――――――――――――――――――

府の先送り行動を見ると，どれが本当に根源的
な理由かは不明です。きちんと先読みした上で

私の２つの主張である先送り問題と

政策が提案されるのであれば，それを感じる力

ただ乗り問題に関してご質問いただき，大変感

が研究者としてはあると思っているのですが，

謝しています。両先生のご指摘，そのとおりだ

なかなかそれが感じられないというフラスト

と感じるところが多いです。

レーションがあり，政府はやはり予測能力とか

（山重）

問題解決能力が必ずしも高くないのではないか
と感じてしまいます。

〔現実的な見込みを提示できない政府〕
私としては，今回は，先送り問題というのは

さらに言えば，政府の問題発見・解決能力，

政府の予測能力があまり高くなく，問題発見・

先読み能力は低いと指摘することで，政府が発

解決能力が高くないことに原因があると説明さ

奮してくれるのではないかという期待もありま

せていただきましたが，多分その背後には，政

す。先ほど土居先生がおっしゃってくださった

治的な選択として，現実的な見込みを国民にあ

ように，無意識でやってしまっていることを言

まり提示できないというロジックが働いている

語化して意識してもらうことにも意味があるの

と思います。それが先送りの原因の一つである

ではないかと考えて，このようなお話をさせて

ことは間違いないと思います。

いただきました。

〔安いから借りることに一面の合理性はある〕

〔政府部門のリカレント教育〕

それから土居先生にご指摘いただいた点はあ

政府部門でお仕事されている人との付き合い

まり考えていなかったのですが，低金利である

を通じて，個々人の能力は高い人が多いと感じ

が故に今借りるということは，確かに合理的な

ているのですが，組織から出てくる政策提案は
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何となくシャープさに欠けると感じます。政治

みを作ることで，目標実現に必死になってもら

を意識せざるをえないにしても，もうちょっと

う可能性があると考えています。そのような仕

先読みして問題解決に取り組んでもらえたらと

組みを通じて，財政運営を本気で良くするイン

いう希望があります。そういう人材を育成して

センティブを与えられるのではないかと感じて

いくということも私たち高等教育機関に所属し

います。

ている者の役割ではないかと思っています。現

具体的には，今，議論されていますけども，

在，国際・公共政策大学院という大学院に所属

独立財政機関による客観的な推計は政府の楽観

していますので，そこでしっかり先読みや問題

的な見込みとはまた違うものになると思います

解決を行える人材の育成，そして大学院で学び

ので，政府の財政運営の事後評価においても有

直してみたいと考える省庁や自治体の方へのリ

効なものになるのではないかと思っています。

カレント教育を行なっていければと感じている

さらに，財政再建に関しては，計画だけが出さ

ところです。

れて事後評価が十分行われないため，事後評価
に基づく改善の取り組みも出てきにくいと考え
ています。いわゆる PDCA サイクルを財政再

〔政治家への報酬とペナルティ〕
それから大森先生のご質問にあったただ乗り

建の取り組みに関してもきちんと回しそれを公

問題に有効な政策提案についてですが，将来世

表することで，国民が財政再建のプロセスを確

代へのただ乗りと考えられる公債の累積をどう

認し，うまくいっていない場合にはネガティブ

やって食い止めたらいいのかという問題は，財

な反応を，うまくいっている場合には賛同の票

政学者や財政に関わる人たちが常に考えていら

を与えるというような仕組みが有効ではないか

っしゃることだと思います。ひどい財政運営に

と思っています。

対してペナルティを科し，きちんと財政運営を
持続可能なものにするような取り組みに報酬を

〔国民の財政リテラシーの引き上げ〕
最後に，そのような仕組みがうまく機能する

与えるという仕組みがやはり有効だし，必要だ

ためには，これも私自身の役割と思っているの

と感じています。
具体的にどうしたらいいのかというご質問で

ですが，国民の財政リテラシーを引き上げるこ

すが，特効薬というのはもちろんないので，地

とが重要だと考えています。ちょっと時間がか

道に考え続けていくしかないと思います。ただ，

かることですが，財政再建のためには，国民が

公債発行に関しては，やはり政治家が最終的な

財政に関する知識や情報を持ち，将来世代に対

決定権を持っていると思いますので，報酬やペ

する思いやりを持つことが重要だと思いますの

ナルティは選挙に勝つ確率を高める，あるいは

で，やはり私たち財政に関わる教育者・研究者

低めるという形で与えるしかないのかなと感じ

が国民のリテラシーを高めていく努力を続けて

ています。

いかなければいけないと思っていて，自分事と

政府が掲げる目標として，財政再建を行う，

して捉えたいと考えているところです。

待機児童をなくす，少子化対策を実施するなど，
いろいろな目標があって，いずれも素晴らしい

―――――――――――――――――――――

と思うのですが，それが結果的には十分実現で

（小澤）

きていないことが現状に至っている原因だと思

ということで，駒村先生と土居先生からお願い

います。目標が公表されたのであれば，その目

したいと思いますが，最初に駒村先生，お願い

標がどれくらい実現されたのかを集計し，例え

いたします。

ば選挙前に国民が確認できるというような仕組

―――――――――――――――――――――
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それでは最後に大森先生へのご質問

大森先生のお話，今日新しく加わっ

の問題が起きてくるのではないか。お掃除ロボ

た部分，ゲームの理論の話，囚人のジレンマ，

ットが設定次第によっては家の間取り情報を全

大変面白く伺いました。少しコメントになりま

部ネット上で売っているというような丸裸にな

すけれども，囚人のジレンマについて，認知心

るような社会，或いはデジタル上では従来考え

理学で興味深い実験が行われています。被験者

てきたような倫理観とか利他感が消滅するみた

のグループをランダムに２つのグループに分け

いなデメリットもあると考えられていますけど，

て囚人のジレンマをいくつかのペアにやっても

この辺デジタル経済にどういう問題点が起きる

らってもらう。その際には，片方のグループに

と見ているか，ちょっとお話を聞きたいなと思

は「ウオール街ゲーム」でやると宣言する。も

いました。以上です。

（駒村）

う一つのグループには，
「コミュニティゲーム」
を行うと宣言する。ウォール街というと利己的

―――――――――――――――――――――

なメッセージで，コミュニティゲームは利他的

（小澤）

メッセージになりますが，同じルールにもかか

す。

わらず，ウオール街ゲームと言われたグループ

―――――――――――――――――――――

それでは土居先生，お願いいたしま

は，ペアは両方とも相手を裏切り，囚人のジレ
ンマに陥り，コミュニティゲームのグループの

（土居）

ペアの方は両方とも約束を守るという結果にな

テーションを聞かせていただいて，大変勉強に

私も今日改めて大森先生のプレゼン

った。だから，政府のメッセージとコミットメ

なりました。まだ第５波が完全に収束していな

ントは人々の期待とか行動に大きく影響を与え

いという状況ですので，なおリアリティが非常

るのではないかと思います。

に増しているなというふうに思いました。

〔コロナ対策と整合性のある経済回復策〕

〔ステイホーム政策の可否〕

大森さんの今の話で，今の政府のコロナ対策

その中でステイホームの政策ということであ

は感染予防，ワクチン接種，それからコロナ病

まり効果がない，効果が限定的だというふうに

床の増加・整備ということであります。今日こ

ご指摘されている点は，非常に注目に値すると

れについていろいろそれぞれコメントを頂いた

思います。今までどちらかというと感染症の専

と思います。その中で気になったのは，この３

門家の意見を取り入れるということで，緊急事

つの政策と整合性のある経済回復策は一体何な

態宣下，ステイホームをわが国ではそれを強く

のか。ゴートー○○のような政策は大森さんは

取ってきたということかと思います。もちろん

これはあまり評価していない。ただ，これの方

いわゆるロックダウンというところまではいき

が国民を直接刺激するので，種ポピュリズム的

ませんけれども，そういう意味では中途半端な

な部分もあるのですけども，大森さんは企業支

のかもしれませんけれども，ステイホームに割

援みたいな方に重点を置くべきなのか，その点

と感染症の専門家は，経済社会の専門家という

を確認したいと思います。

よりはまさに病気の専門家，ないしは公衆衛生
という観点からの専門家ということではあるの
で，そのあたりのバランスの問題というのはあ

〔デジタル経済に起きる問題点は何か〕
それからもう１つ，デジタル経済が将来期待

るのかなというふうに思いながら，このステイ

できるという一方で，われわれも今日デジタル

ホーム政策の効果が限定的だというご指摘は大

でやっているわけですけれども，デジタルによ

変重要な意味を持つのかなと思います。

って新しく発生する問題，例えば監視資本主義
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その観点からしたときに，感染抑制というこ

ととして捉えるのか，それとも経済活動も回し

ワクチン接種を促進していくことです。それか

ながらということで考えるのかというところで，

ら，あとどのぐらい時間が必要かわかりません

総合的に見たときに，ステイホームという政策

が，仮に感染したとしてもきちんとケアをされ

はいいといえるのか，それともやはり問題があ

る，治療薬が開発されてある程度直るようにな

るということなのかというのを１つ目の質問と

るという状況をできるだけ早く作るということ

してお伺いしたいと思います。

に，特に重点を置くべきではないかと思ってい
ます。したがって，呼び方はちょっと良くない
のですが，「野戦病院」を作る案が出ています

〔ウィズコロナ戦略かゼロコロナ戦略か〕
もう１つの質問は，ウィズコロナ，コロナの

が，適切な政策だと私は考えています。

感染者がある程度いても経済活動は抑制しない
というウィズコロナ戦略なのか，それとも徹底

〔コロナを奇貨とする〕

的に感染者を抑制してそのためには一時的に経

短期的な対応としての景気対策は必要なので

済活動を止めるというゼロコロナ戦略なのかと

す が，も う 一 つ 大 事 な ポ イ ン ト は，今 回 の

いうところは，世界各国のコロナ対策をご覧に

COVID―１９の感染に対応して行われている「働

なっている大森先生にとってどちらをどういう

き方改革」を促進することです。例えば，今ま

ふうに評価されるか。もし優劣がつけられると

で，「男女共同参画」を実現するにあたって壁

いうことであれば大森先生なりのご評価をお伺

になっていたものが，COVID―１９の流行によっ

いしたいと思います。以上です。

て，リモートワークが必要になって，そのリモー
トワークできるようになることが，
「男女共同

―――――――――――――――――――――

参画」を促進するばかりでなく，いろいろな人々

（小澤）

の社会参加を促進するという方向性があるとい

それでは大森先生，お願いいたしま

す。

うふうに私は考えています。こうした動きを助

―――――――――――――――――――――

けるような政策，具体的には企業が労働環境を
改善するための IT 投資を促進する政策を行う

（大森）

駒村先生，土居先生，貴重なご質問

ありがとうございました。

ことが望ましいです。或いは，昨年（２０２０年），
特別定額給付金によって消費者の所得保障を意
図すると政策をおこないましたが，ある程度国

〔ステイホーム政策は限定的効果〕

民の所得状況をきちんと把握できていれば，必

まず駒村先生の１つ目のご質問については，

要なところにもう少し重点的に所得保障をする

先ほど申し上げたとおり，人々の
「外出しない」
，

ことができるようになるわけで，例えば，マイ

「外出する」という行動の選択は，
「囚人のジ

ナンバーカードをより有効に活用する政策を推

レンマ」ゲームであり，感染予防策を行っても，

進することが望ましいと思っています。

どうしても限定的な効果しか持たなくなってい
ると思います。ある程度の有効性があるとは思

〔IT の教育の促進〕

いますけれども，長期的には。この政策に依存

駒村先生の２つ目のご質問に関してですが，

するのは難しいのではないかと考えています。

プライバシーに関する問題は，非常に重要だと
考えています。「デジタル経済」は，「もろ刃の

〔野戦病院〕

剣」なのかなと思っています。例えば，
「デジ

恐らく今，最も大事なことは，外部性を起こ

タル経済」は，いわゆる「働き方改革」と連動

さないようにするために，２つ目の方策として，

しているところがあります。私たちも，大学で
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オンラインで講義をしますし，まさに，今，租

は，ある程度，感染防止の効果を持つと思うの

研大会をオンラインでやっていますが，オンラ

ですが，民主主義社会の中で，そうした政策に

インの会合は，遠隔にいる方も参加できるなど，

あまり頼りすぎることは，私たちが大事にして

利便性が高く，活動が促進されますが，機密情

きた自由，民主主義を損なう可能性があり，そ

報をやりとりする場合に情報が漏洩するリスク

こは慎重にしなければいけないのではないかな

もあります。しかし，前者の社会活動を促進す

と思います。

る側面のメリットは大きく，後者の情報漏洩，

大事なことは，経済的インセンティブを与え

プライバシーの侵害の問題は情報保護の技術開

ながら，できるだけ外出しないように説得をす

発によって解決する方向性が望ましいと思いま

ることです。その政策効果がなくなってきてい

す。

るのが現状ではありますが，それを補うように，

「デジタル経済」の展開，促進の中で，イン

感染しても対処できる状況，ワクチン接種を促

ターネット回線が，電力・ガス・水道と同じ社

進し，感染を抑制すること，治療薬の開発を促

会的インフラになりつつあるいうことも重要で

進をして，問題解決を図ることが望ましいと考

す。

えています。

デジタル化は，いわゆるデジタルインフラ，
インターネット回線なども必要ですが，同時に

〔ウィズコロナの方向〕

それを使いこなすユーザーの IT 知識も必要に

土居先生の２つ目のご質問についてです。社

なってきます。IT 教育を促進することがとて

会経済活動を活性化すると，どうしても「人流」

も大事になってくるのではないかなと思ってお

の増加を伴い，感染を拡大させる傾向がありま

ります。ちょっと答えになっているかわかりま

す。したがって，経済活動を促進するためには，

せんが，以上が，駒村先生のご質問に対するお

ある程度，感染を容認する必要がどうしても出

答えです。

てくると思っています。COVID―１９の流行の当
初，昨年３月ぐらいから今日に至るまでの状況

〔ステイホームの説得，ワクチン接種の促進〕

は，ワクチン接種がかなり進んできて，治療法

土居先生のご質問に対するお答えですが，先

もようやくちょっと見えてきているかなという

ほど駒村先生のご質問に対するお答えとして申

ところだと思います。今後は，COVID―１９に感

し上げたことと重複しますが，感染防止のため

染しても，治療が可能という状況が十分に出て

にステイホームをしなさいという政策は，限定

くると思います。

的な効果しかないのではないかなと，私は思っ

少なくとも今日までは，ワクチン接種が進ん

ています。しかし，ステイホームをしないで外

でいなくて，治療法が十分に開発されていない

出をしたことに対して，個別に，個人にペナル

状況にあったわけであり，社会経済活動を活発

ティを科すことは，「囚人のジレンマ状態」を

にすると，感染が拡大して，医療サービスの供

転換することが，可能になり有効であるという

給の上限を超えれば，多くの死者を生み出す危

ことです。しかし，これは，監視のコストが大

険性がありました。したがって，今日までは，

きいという問題点を持っています。

「ゼロコロナ戦略」を取ることが最適な戦略だ

そこで，経済的インセンティブではなく，社

ったと思います。

会主義的な性格を持った政策になりますが，ロ

ただ，現在は，ちょうど中間地点に来ていて，

ックダウンするという政策も考えられます。外

ワクチン接種も相当進んでいて，かつ治療法も

出をすることが，軽度の罰金程度では済まなく

開発され，具体的な治療法も出てきている中で，

なるような状況を作ることもあり得ます。それ

「ゼロコロナ戦略」ではなく，「ウィズコロナ
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戦略」の方向でやっていくことが望ましいと考

評価されなければいけないという主張です。繰

えています。人流抑制をして経済活動を抑制し

り返しますと，何が実現されたかということだ

た結果，景気が悪くなり，社会経済状況に悪影

けではなくて，どのようなプロセスで実現され

響を与えることは，東大の仲田先生がシミュ

るに至ったのか，そしてまた何が実現されなか

レーションにより，明らかにされています。私

ったのかということも含めて，総合的に評価さ

からのお話は以上です。

れるべきであるということです。まさにセン教
授がケイパビリティ（潜在能力とわが国の規範

おわりに

的経済学者は訳してもいますけれども）と呼ん
でいるものです。

ありがとうございました。他のご参

そうした観点からすると，どうして政府の政

加の皆さま方から特にご質問はないようですの

策は現状のものになっているのかについて，今

で，結びに入らせていただきます。

まで十分に説明を受けてきたという実感にやや

（小澤）

ご承知のとおり，全く予期しなかったコロナ

乏しいところがあったのではないかなと思う次

禍に突如見舞われて，本研究会も実は２回ほど

第です。実はこの報告書に関して言えば，ポス

休会を余儀なくされた時期がございます。ただ

トコロナの時代に財政と社会保障がどうあるべ

事務局の方々とご相談して対面での研究会が無

きかということについての提案が多数含まれて

理であってもリモートで行うことは十分可能で

おります。本日の租研大会でもいろいろなご提

はないかということで見解が一致しまして，す

案がありましたが，皆さまの選択肢の中に今回

ぐに研究会を再開することができたのは幸いで

の提案であるとか報告書の中に書かれてある提

ありました。今回の租研大会に関しましても，

案であるとかを加えていただければ，これこそ

もちろん事務局の方々の素晴らしいサポートが

がセン教授の言うケイパビリティの充実に資す

あるということは前提になるのですけれども，

るということにつながるのではないかと思って

このようにリモート開催で無事ご報告を伺い，

おりまして，もしそのようにお感じいただけま

質問その他も満遍なく行えたことを大変うれし

したなら望外の幸せでございます。
それから最後に中立的な立場から，私たちに

く思っております。
ところで，コロナ禍への政府の対応につきま

学問的な議論を自由に行える貴重な機会を提供

しては，本日のご報告でも，或いは報告書の中

していただきました日本租税研究協会の関係者

でも必要に応じて触れられております。もちろ

の皆さま方に，深く感謝の意を表したいと思い

ん非常に評価できるものもあれば批判の対象に

ますし，また本日最後までお付き合いいただき

なっているものも少なくありません。ただ，そ

ました皆さま方にも改めて厚く御礼申し上げた

のような状況ではあるのですが，われわれにと

いと思います。本日はどうもありがとうござい

って何が言えるのかということを考えたときに，

ました。

ノーベル経済学賞受賞者のアマルティア・セン
教授の書かれたものを思い出しました。
『合理
性と自由』という本の中に書かれてあるのです
けれども，社会的帰結というのはそれが実現さ
れるに至った際に他の選択肢はなかったのか，
なぜそれが選ばれたのか，どのようなプロセス
でそれが選ばれたのかというようなこと，そう
した付随的なものもすべて含めた上で一体的に
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೧ྺͳͳͶɼࡸʀࣰ֮͵ଲԢʤͨ͢ͱֻۜʥ͗ଁ͓Ζ͗ɼஎؽͺٱͶఁԾͤΖ

̏ஊ ௪Յྺ

࠹ঘݸఁԾ

̐ஊ 0&,

۞ߨखӀࡋॽ؇ཀྵɼ੧ॽٽࢩ
͏ɼࡸ͵ॴཀྵྙྙ͗ఁԾɽ
న͵ۜ༧؇ཀྵΏٰࡃܨଶඅ֒͵
ʹɽ

૮କ੭ଲࡨ
ҫྏʀղޤඇ֮ฯ
ेրૹඇ֮ฯ

ᙐᩃ҄ȷɧᄩܱ҄

͕ۜΝ਼͓Ζͳ͏ͮͪ؈ୱ͵͖
ౕܲΠϩςύϜʖ
̑ஊ
Δɼࡸ͵ॴཀྵΝགྷͤΖΆ·ͤ΄ͱ
බʤ0,/' $'ʥ
ۜ༧ྙΝࣨɽ

ड़ॶʁ :LGHUDHWDOʤʥΝࢂߡͶජंࡠ

̓ஊ ΠϩςύϜʖ

ಊࢊࣁࢊॴ

༙ྋਕϙʖϞඇ༽֮ฯ
ୂ৮ࢊࣁޛӣ༽खΕ๊͢ܯժ

ࢢʹ݃࠙ʀָඇʀگүඇ֮ฯ
1,6$ʀυαՅ

ఖౕΠϩςύ
̒ஊ Ϝ ʖ ʤ 0RGHUDWH ࣙྙͲۜ༧खӀΝߨ͑͞ͳͺࠖೋ
$'ʥ

ࣁࢊটܩ

੧ॽٽࢩ͏

ьᱫƴǑǔ
ᛐჷೞᏡƷ˯ɦ

ਫ਼ໍฯݧʀଝ֒ฯݧՅ
۞ߨ࠴ɼೖʓ
फࢩ؇ཀྵ

સͶۜ༧ྙͺࣨͤΖ


ड़ఱʁ۪ଞฦஸʤۛקʥʲΦριϱεϡϩۜ༧ζΥϫϱφϫζʖʤ൝ʥʳ
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資料②−１６

資料②−１７

Յྺͳࣁࢊ؇ཀྵʀӣ༽ܐؖ

ࣁࢊ߶ྺԿͳۜ༧ζΥϫϱφϫζʖༀׄ
• ݺਕۜ༧ࣁࢊ༁ԃ͚ׄۛΝ߶ྺं͗ฯ
༙ͤΖɽʤஎ๏ฯ༙ͺԃఖౕɽগ
པͺԃʥ

• எΉͲࢺΔ͵͚ͱஎؽఁԾͺՅྺͳͳͶɽ
ʤਜ਼ՅྺʥͶΓΖߨಊรԿ

• ߶ྺԿఴͳͳͶ߶ྺंฯ༙ͤΖ
ݺਕۜ༧ࣁࢊׄͺҲতͤΖɽ
ˢʰࣁࢊ߶ྺԿʱͳ౦ࣁԿ

• ೧ྺͳۜ༧ࣁࢊӣ༽ʀ؇ཀྵܐؖ

• ஏҮพͶݡΖͳࣁࢊ߶ྺԿͶ͘͵ҩ͏͗
ड़ͱ͚Ζɽʤࢤۛ߭Ͳݨஸʥ

• ೧ྺͳͳͶఁԾͤΖʰཀྵదɼਬదʱ͵எؽ
• ೧ྺͳͳͶݩܨɼ״ͶғଚͤΖܑ͗کΉΖɽ
པύʖώʖχָυϑρφʀϪϔλϱʁஎྙͳࣁࢊӣ༽
ϏϓΧʖϜϱηܐؖˢࡂେ͗ࡃܨదஇʰηʖφηϛρφʱ
• ࡂେʁஎྙఁԾͳࣁࢊடˢஎؽรԿͳͳͶ
ݺਕۜ༧ࣁࢊ͗༽ం଼ͤΖɽ





資料③−１

資料③−２

資料③−３

資料③−４
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資料③−５

資料③−６

資料③−７

資料③−８

資料③−９

資料③−１０
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資料③−１１

資料③−１２

資料④−１

資料④−２

ຌೖ͕ླྀΗ

㻯㼛㼢㼕㼐㻙㻝㻥䜈䛾ᨻ⟇ᑐᛂ
ʞʞ ᅜ㝿ẚ㍑䛾どⅬ

•

ਁਜ਼ദʤ͕ணਭঃࢢָʥ
ԛ ૉݜճ
೧݆ೖ

ೖຌͶ͕͜Ζ&RYLGͳࠅࡏർֳ

• ̐ &RYLGͶଲͤΖࡨݗ౾

0DVDKLUR2025,

資料④−３



資料④−４

&RYLGͳͨͪΔͤୌ

&RYLGͳͨͪΔͤୌ
ʞʞࠅࡏർֳ

• &RYLG &RURQDYLUXV'LVHDVH   ʻ ܗαϫψΤΡ
ϩη״ઝ
• ΤΡϩη 6$56&R9ͶΓΕӀً͘͞͠ΗΖබـɽ
• ϐφͶ״ઝͤΖ͞ͳͶΓͮͱͤΖـಕ״ઝɽʤΤΡϩ
η߁ٝʰ״ʱҲझʥ
• ܨҤʞʞ೧݆ͶɼࠅކͶ͕͏ͱɼݬҾ
Ԏ͗ਫ਼͢ɼ״ઝ͗֨ɽ
• ΤΡϩη͗รҡΝ͢ͱɼ״ઝྙΝଁՅͦ͠Ζɽ
• ΠϩϓΟהɼϗʖνהɼΪϱϜהɼυϩνהɼʞʞ

• ೖຌͳքয়ڱ
• ΠζΠ ೖຌɼࠅؘɼࠅɼୈ
• ΨιΠωΠ
ΨʖηφϧϨΠ
ωϣʖζʖϧϱχ
• ΠϟϨΩ 86$ʤธʥɼϔϧζϩʤೈธʥ
• ϦʖϫρϏ ϓϧϱηɼχςɼνϨΠɼΨϧϱξɼηϘ
ϱɼ8.ɼηΤΥʖυϱɼϫεΠ
• ᶅ״وઝं਼ʤਕຬਕ͍ͪΕʥਬҢɽ
• ᶆ਼ंࢰوʤਕຬਕ͍ͪΕʥਬҢɽ
• ᶇࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ਬҢɽ

0DVDKLUR2025,



0DVDKLUR2025,
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ਕ

0DVDKLUR2025,

ࠅؘ

ΠϟϨΩ
ୈ

0DVDKLUR2025,

ϔϧζϩ







0DVDKLUR2025,
































































ਕ

ਕ
















資料④−７



ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤΠϟϨΩʥ


















ೖຌ

資料④−９






ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤԦय෨ʥ






8.

ϫεΠ

ೖຌ





೧݆ೖ
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ਕ

ೖຌ


χς


Ψϧϱξ

ϓϧϱη

ηΤΥʖυϱ

νϨΠ

ਕ





























































ਕ

資料④−５
資料④−６



ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤΠζΠʥ












ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤΨιΠω
Πʥ

೧݆ೖ

ࠅ


ΨʖηφϧϨΠ
0DVDKLUR2025,



ϓϧϱη
χς
νϨΠ

ωϣʖζʖϧϱχ

೧݆ೖ



೧݆ೖ

Ψϧϱξ
ηϘϱ

0DVDKLUR2025,

ೖຌ


資料④−８

ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤϦʖϫρ



Ϗʥ













0DVDKLUR2025,

೧݆ೖ
ηΤΥʖυϱ
8.
ϫεΠ


ೖຌ


資料④−１０

ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢʤೈԦʥ









ηϘϱ



ೖຌ

೧݆ೖ



ਕ



ϧϗϩ

ΨʖηφϧϨΠ

0DVDKLUR2025,

ϓϧϱη

χς

νϨΠ

Ψϧϱξ

ωϣʖζʖϧϱχ
೧݆ೖ

0DVDKLUR2025,

ηϘϱ

ηΤΥʖυϱ

8.

ϫεΠ




























































ਕ



ϧϗϩ

0DVDKLUR2025,

೧݆ೖ


























































• ʰࣆٺەସઑݶʱ͵ʹͶΓΕɼਕʓߨಊΝཊͤΖͳ״ઝͺఁԾ
ͤΖɽ
• ʰഀʱͲͺɼʰࣆٺەସઑݶʱްՎड़๏͗ங͚͵ͮͱ͏Ζ
ʤु͖ؔΔुؔʥɽ
































ਕ

資料④−１１
資料④−１２

״وઝं਼ਬҢʤΉͳΌʥ




ʤ1Rʥࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ਬҢࠅࡏർֳʤΠζΠʥ

• ೖຌͺɼࠅؘɼୈɼࠅɼΨʖηφϧϨΠɼωϣʖζʖϧϱχΝ
ঈ͜ͻɼ֕ɼਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਭ६ͺఁ͏ɽ


• ಝͶɼ೧݆ʷ݆ഀͲͺɼΨʖηφϧϨΠɼωϣʖζʖ
ϧϱχΓΕ״وઝं਼ਭ६͗ఁ͏ɽ




• ೖຌͶ͕͜Ζ݆Ґ߳ഀͺɼ״ઝଁՅ͗ஸ͢͏ɽ








ೖຌ

資料④−１３

資料④−１５
0DVDKLUR2025,



ʤ1Rʥࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ਬҢࠅࡏർֳʤΨιΠωΠʥ











ೖຌ







ʤ1Rʥࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ਬҢࠅࡏർֳʤϦʖϫρϏʥ














ೖຌ
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ࠅؘ

೧݆ೖ
ୈ

0DVDKLUR2025,

ࠅ






資料④−１４

ʤ1Rʥࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ࠅࡏർֳʤΠϟϨΩʥ









ΠϟϨΩ

ϔϧζϩ


ೖຌ

0DVDKLUR2025,
ϧϗϩ



資料④−１６

ʤ1Rʥࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ਬҢࠅࡏർֳʤԦय෨ଠʥ




χς

Ψϧϱξ

ηΤΥʖυϱ


8.

ϫεΠ

ೖຌ

೧݆ೖ


























































ਕ


































ਕ





























ϧϗϩ

ʤ1Rʥࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ਬҢࠅࡏർֳʤೈԦʥ












0DVDKLUR2025,

資料④−１９





ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ਼ंࢰوਬҢʤΠζΠʥ













ೖຌ
0DVDKLUR2025,

ࠅؘ

ΠϟϨΩ

ୈ

0DVDKLUR2025,

ϔϧζϩ



資料④−２１



ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ਼ंࢰوਬҢʤΠϟϨΩʥ









ೖຌ
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ਕ


































ਕ

資料④−１７
資料④−１８



ࣰް࠸ਫ਼ࢊ਼ਬҢʤΉͳΌʥ

• ਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼Άʹͺɼ͘͵ࠫҩͺɼҲݡ
͵͏͗ɼΝԾյͮͱ͏Ζؔغௗ͗͠ɼ״وઝं਼ཊ
Ͷͯ͵͗ͮͱ͏Ζɽ

ϓϧϱη

νϨΠ


ηϘϱ

ೖຌ

೧݆ೖ


0DVDKLUR2025,

೧݆ೖ

ࠅ


ΨʖηφϧϨΠ

೧݆ೖ

ϓϧϱη

χς

νϨΠ

Ψϧϱξ

0DVDKLUR2025,

ηϘϱ



資料④−２０





ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ਼ंࢰوਬҢʤΨιΠωΠʥ















0DVDKLUR2025,

ωϣʖζʖϧϱχ

೧݆ೖ
ೖຌ


資料④−２２




ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ਼ंࢰوਬҢʤϦʖϫρϏʥ











೧݆ೖ

ηΤΥʖυϱ

8.

ϫεΠ

ೖຌ



ˍ

0DVDKLUR2025,

ʤ1Rʥ

ʛ

ʛ

0DVDKLUR2025,

ʛ

ʛ

ʛ


資料④−２７



સིࣨۂʤ೧ྺڅพʥਬҢ









0DVDKLUR2025,
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೧݆



೧݆

೧݆

• ೖຌͺɼୈɼࠅɼࠅؘɼΨʖηφϧϨΠɼωϣʖζʖϧϱ
χΝঈ͜ͻɼଠࠅΓΕ਼ंࢰوͺఁҒͲ͍Ζɽ

೧݆

਼ंࢰوਬҢʤΉͳΌʥ

೧݆

資料④−２５

೧݆



೧݆

೧݆ೖ

೧݆

0DVDKLUR2025,

೧݆



೧݆



೧݆

ೖຌ

೧݆



೧݆

ϫεΠ

೧݆

8.

೧݆

ηΤΥʖυϱ

೧݆



೧݆

Ψϧϱξ

೧݆

χς

ਕ



೧݆































ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ਼ंࢰوਬҢʤԦय෨ଠʥ

೧݆

ˍ

ਕ


೧݆

೧݆






























資料④−２３
資料④−２４





ʤ1Rʥਕຬਕ͍ͪΕ਼ंࢰوਬҢʤೈԦʥ








ϓϧϱη

νϨΠ



ηϘϱ

ೖຌ

0DVDKLUR2025,

೧݆ೖ


資料④−２６



1R સིࣨۂਬҢ













0DVDKLUR2025,

೧݆


資料④−２８



ـܢʤΉͳΌʥ

• સིࣨۂΝΊΖͳɼ״ઝཊͪΌ|6RFLDOGLVWDQFH|
ࡨͺɼـܢѳԿΝͪΔ͢ͱ͏Ζɽ





• ಝͶऑ೧ंͶѳӪ͗ڻड़Ζܑ͍͗Ζɽ



೧݆

ʛ



資料④−２９

資料④−３０

&RYLGͳࡨʤʥ

&RYLGͳࡨʤʥ

• &RYLGͺɼʰ෨ʤ([WHUQDOLW\ʥʱͳ͢ͱଌ͓Ζ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ
• ෨͍ΖɼࢤࡃܨͶ͕͏ͱɼভඇंɼਫ਼ࢊंҐ
ࢀंɼැ͗ɼࡨΝಊͤΖචགྷ͍͗Ζɽ
• ͨଲࡨͳ͢ͱɼʤʥʰޮ़Ӷਫ਼ʤ3XEOLF+HDOWKʥʱ͍͗Ζɽ
• Ήͪɼʤʥ״ઝϭέοϱɼ࣑ྏ༂ʀਫ਼ࢊɼබজ֮ฯ
Ν࢟Όɼҫྏڇڛରඍ͗චགྷͲ͍Ζɽ
• Ήͪɼʤ ״ઝླྀߨͶΓΖـܢѳԿͶଲͤΖࡨ͗චགྷͲ͍
Ζɽ
• ௗغదͶͺɼʤʥ&RYLGླྀߨͳڠͶรԿͤΖࢊۂรԿͶ
ଲԢͪ͢ࡨ͗චགྷͲ͍Ζɽ

• ʤʥޮ़Ӷਫ਼ʤ3XEOLF+HDOWKʥ
•
༩γʖϑηʤ3UHYHQWLRQʥʞʞϭέοϱɼϜηέ༽ɼ|6RFLDO
GLVWDQFH|ɼ|6WD\+RPH|
• ༩γʖϑηͶࣰްΝ࣍ͪͦΖͪΌͶɼҐԾીΝߨ͑ɽ
• ̏ ࢨఈ״ઝʤ್ྪ״ઝ૮ʥʤ״ઝ๑ʥʤ೧݆ೖΓΕࢨఈɽʥ
• ್ྪ״ઝʞ״ઝྙʀ॑ಠౕʀݧث͗߶͚ɼ͵ٺड़͗චགྷͶ͵Ζɽʤ݃
֫ɼζϓτϨΠɼϱϓϩΦϱδʥড় ਫ਼༽ਭ࢘༽ݸ
• ʀড় ݒͶܐΖીʤݒཱིݸʥɼʀড় ި௪ݸͺअ
இɼʀড়̐ ࣰࢬͤΖીͶͤؖΖๅޮනɼʀড়̑ ״ઝΝ
ࢯͤΖͪΌྙڢʤ݊߃য়ସๅࠄɼड़ࣙख़གྷ੧ʥɼʀড়̓ ಕ
ැݟͶΓΖܨգๅࠄ
• ݗӺ๑Ͷݗ͚ͰخӺ״ઝͶࢨఈɽ
• ༩ંझ๑Νన༽ɽ

0DVDKLUR2025,



資料④−３１

0DVDKLUR2025,



資料④−３２

ʤʥਕຬਕ͍ͪΕ״وઝं਼ਬҢ

&RYLGͳࡨʤʥ

ʤೖຌʥ


•  ܗϱϓϩΦϱδଲࡨಝพી๑ʤฑ೧๑ཱߺʥրਜ਼๑ʤ೧݆
ೖֵ٠Ͳ݀ఈɽ़٠ӅͲ݆ೖरਜ਼Ն݀ɽࢂ٠ӅͲ݆ೖՆ݀ɼଊೖޮාɽ݆
ೖࢬߨɽʥ
• ܗαϫψΤϩη״ઝʤ&29,'ʥΝրਜ਼๑ࢬߨೖ͖Δɼ࠹ௗ೧ؔຌ๑ଲে
ͳͤΖɽ
• ᶅ ܗϱϓϩΦϱδΉΞԈࢯ఼॑ીઅɽ
״وઝं਼ਬҢʤೖຌʥʤʥ
•
Өؔ࣎ۂรߍགྷ੧ɼགྷ੧ͶԢͣ͵͏ໍྫɼໍྫͶҩൕͪ͢գྋΝ
وఈͤΖɽ ࣎Ώۂٵགྷ੧ͶԢͣ͵͏ࣆंۂʞʞຬԃҐԾۜɽΉΞԈࢯ॑
఼ીԾͲͺࣆंۂ࣎ҩൕգྋʞʞຬԃҐԾۜʥ
• ᶆ ܗϱϓϩΦϱδࣆٺەସીɽ
•
ʰܗϱϓϩΦϱδࣆٺەସઑݶʱɽࢬઅ࢘༽ݸགྷ੧ͶԢͣ͵͏ंͶଲ
ͤΖໍྫΝՆͳͤΖɽ
• ʤʥ࣑ྏ༂
•
ࢤࡃܨͶ͕͏ͱɼਫ਼ࢊं͗ࣙదͶɼਫ਼ࢊΝߨ͑ϱιϱτΡϔ͍͗Ζɽැ
ͺɼਫ਼ࢊं͗ߨಊΝߨ͑ڧΝ͓Ζ͞ͳ͗ༀׄɽ




ਕ



















































೧݆ೖ
0DVDKLUR2025,



資料④−３３

0DVDKLUR2025,

資料④−３４

n6RFLDOGLVWDQFH|ࡨͳ״وઝं਼
ʤʥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



n6RFLDOGLVWDQFH|ࡨͳ״وઝं਼
ʤʥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

݆ೖ
ࣆٺەସઑݶ
ϒʖέ ʞʞ ݆ʷೖ
݆ͶఁԾɽ
݆ೖ
ࣆٺەସઑݶմঈ
݆ͶͮͱଁՅɽ
݆ೖ ʰ*RWRφϧϗϩʱన༽࢟
ϒʖέ ʞʞ ݆ु
݆ͶͮͱଁՅɽ
݆ೖ ʰ*RWRφϧϗϩʱஇ
ϒʖέ ʞʞ ݆ʷೖ
೧݆ೖʛ݆ೖ ࣆٺەସઑݶʤݟۆɼએཁݟɼ౨ښɼਈઔݟʥ

0DVDKLUR2025,



೧݆ೖʛ݆ೖ ತݟɼزݟɼѬஎݟɼښැɼࡗැɼฎݟށɼෳԮݟ
೧݆ೖʛ݆ೖ ౨ښɼښැɼࡗැɼฎݟށ
݆ೖʛ݆ೖ ѬஎݟɼෳԮݟ
݆ೖʛ݆ೖ քಕɼԮࢃݟɼ߁ౣݟ
݆ೖʛ݆ೖ ԯೆݟ
ϒʖέ
೧݆ʷೖ
೧݆ೖʛ݆ೖ ౨ښ
݆ೖʛ݆ೖ ݟۆɼએཁݟɼਈઔݟɼࡗැ
݆ೖʛ݆ೖ Ἔݟɼತݟɼ܊ഇݟɼ੫Ԯݟɼښැɼฎݟށɼ
ෳԮݟ
ٸݟɼԮࢃݟ
݆ೖʛ݆ೖ
݆ೖʛ݆ೖ քಕɼزݟɼѬஎݟɼࢀ॑ݟɼ࣐ծݟɼ߁ౣݟ
ϒʖέʃ ೧݆ʷೖ
0DVDKLUR2025,
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資料④−３５

資料④−３６

n6RFLDOGLVWDQFH|ࡨͳ״وઝं਼
ʤʥ

&RYLGͳࡨʤʥ
• ʤʥـܢଲࡨ
•
ޮ़Ӷਫ਼ࡨɼ״ઝླྀߨΝण͜ͱਕʓߨಊร༲ྈंͶΓΖऩགྷݰʤৱࢊۂɼ
ྃߨʀ؏ޭࢊۂɼި௪ࢊۂଠʥɼڇڛݰঙɽ
• ՟ୌʁ
•
༽ޑʀॶಚ
• ࡨघஊʁ
• ऩགྷଈ
• ᶅึঁۜʞʞʰಝพఈֻۜڇʱɽ
• ڇڛଈʁ
• ᶆ࣍କԿۜڇʞʞकͳ͢ͱঘۂةͶଲͤΖึঁۜɽ
• ᶇࣁۜ܃Εࢩԋʞʞೖຌࡨۜ༧ޮށΝ௪ͣͪɼۂةͶଲͤΖ
•
༧ࣁɽ
• ᶈऩགྷݰಝఈࢊۂͶଲͤΖऩགྷࡨًʞʞ|*RWRΫϡϱϘʖϱ|

• ΉΞԈࢯ఼॑ી
੶ઔݟ
• ೧݆ೖʛ݆ೖ
ෳౣݟɼۿຌݟ
•
݆ೖʛ݆ೖ
•
݆ೖʛ݆ೖ ࢃݟɼࢃཨݟɼѬඦݟ
•
݆ೖʛ݆ೖ ߵઔݟɼࣝࣉౣݟ
•
݆ೖʛ݆ೖ ߶எݟɼࠦծݟɼௗݟ
•
݆ೖʛ݆ೖ ݟٸ
•
݆ೖʛ݆ೖ ٸݟɼԮࢃݟ
0DVDKLUR2025,



資料④−３７

0DVDKLUR2025,



資料④−３８

&RYLGͳࡨՃʤʥ

&RYLGͳࡨՃʤʥ

• ʤʥޮ़Ӷਫ਼
• ᶅ|6RFLDOGLVWDQFH|ࡨ
• n6RFLDOGLVWDQFH|ΝฯͯࡨͶͺҲఈްՎ͍͗Ζɽ
• ࣰࡏͶࡀ༽͠Ηͱ͏Ζࡨ
•
n6RFLDOGLVWDQFH|Νฯͮͱ͏͵͏ݺਕͲ͵͚ɼཤ༽͠ΗΖ
• ࢬઅͶଲͤΖଉʤՌྋʥɽ
•
͖͢͢ɼຌཔͺɼݺਕߨಊͶଉʤՌྋʥΝՌͤࡨ͗
• ࡀΔΗΖ΄͘Ͳ͍Ζɽ

• ϘψϩτΡΝՌ͢ͱɼՃ֪Ν3͖Δ3Ͷ͝Ζɽ
•
͖͢͢ɼࡨްՎͺɼऩགྷՃ֪ஆྙͶΓͮͱҡ͵Ζɽ

0DVDKLUR2025,



資料④−３９

0DVDKLUR2025,



資料④−４０

&RYLGͳࡨՃʤʥ

&RYLGͳࡨՃʤʥ

• ݺਕߨಊ
• ״ઝڬෑ͍͗ͮͱɼ|6RFLDOGLVWDQFH|Νฯͱ͵͏ड़
͗ɼ|6WD\KRPH|ΓΕຳྙదͲ͍ͮͪͶͺɼʰपਕζ
ϪϱϜʱয়ڱͶؗΕɼड़Νમɽʤψρεϣߩۋͺɼʤݺਕ
$ɼݺਕ%ʥʻʤड़ɼड़ʥ

• ݺਕ|6RFLDOGLVWDQFH|Νฯͱ͵͏ड़Ͷଲ͢ͱଉΝՌͤ͞
ͳͲɼ|6WD\KRPH|ΝમϱιϱτΡϔΝ࣍ͯɽ
•
ʰड़ʱͶଲ͢ͱɼϘψϩτΡʤଉʥΝՌͤɽ
•
ψρεϣߩۋͺɼʤݺਕ$ɼݺਕ%ʥʻʤड़͢͵͏ɼड़
͢͵͏ʥ

ݺਕ%
ड़͢͵͏

•

ݺ
ਕ
$

ݺਕ%
ड़

ड़͢͵͏

ݺ

ड़͢͵͏ ʤɻɻʥ ʤʷʥ

ਕ
ड़

ʤʷʥ

$

ʤɻʥ

0DVDKLUR2025,



ड़

ʤʖʷʥʤʷɻʷʥ
0DVDKLUR2025,
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ड़

ड़͢͵͏ ʤɻɻʥ ʤʷʖʥ



資料④−４１

資料④−４２

&RYLGͳࡨՃʤʥ

&RYLGͳࡨՃʤʥ

• ͖͢͢ɼ
• ࢻඇ༽ʤ0RQLWRULQJFRVWʥͳͨΗͶ͑ࣆແඇ༽͗ɼໃࢻͲ͘
͵͏͚Δ͏͖͖Ζɽ
•
•
•
•

ˢ

• ᶆϭέοϱંझΝଇɽ
• ״ઝࢯི֮߶͏ϭέοϱචགྷɽ
• ϭέοϱંझͶͯ͏ͱɼ|6WD\KRPH|ࡨͳಋ༹Ͷݺਕ
• ϱιϱτΡϔୌɽ
•
ϭέοϱصඈंଚࡑɽʤʰपਕζϪϱϜʱʥ
• ˢ ϭέοϱંझๅঊΝ༫͓Ζࡨ༙ް

ཤ༽͠ΗΖࢬઅͶଲͤΖଉʤՌྋʥɽʤࡀ༽͠Ηͱ͏
Ζࡨʥ
״ઝ͗ਫ਼ͤΖͳ͠ΗΖࢬઅʤྭʁӁठΝ͑Ӂৱవʥ͗ɼ
ҲཱͶو͠ΗΖ͞ͳฒ֒ʤඇ༽ʥɽ

•
0DVDKLUR2025,



資料④−４３

0DVDKLUR2025,

資料④−４４

&RYLGͳࡨՃʤʥ
•
•
•
•
•
•
•
•



&RYLGͳࡨՃʤʥ
• Ճʁ
• ཀྵదͶͺɼऩགྷଈॶಚฯ্Νߨ͑චགྷɽ
• ͖͢͢ɼॶಚึଏ͗ॉͶߨ͓ͱ͏͵͏য়Ͳڱɼॶಚฯ্
• ͶབΖ͞ͳͺࣆແඇ༽ΝଁՅͦ͠Ζɽ
•
• ڇڛଈܨӨࢩԋΝึଏదघஊͳ͢ͱࡀΖ͞ͳͺཀྵ͗
• ͍Ζɽ
• ᶈͺɼ״ઝཊ؏఼͖Δཀྵద͵ࡨͲͺ͵͏ɽ

ʤʥـܢଲࡨ
ऩགྷଈ
ᶅึঁۜʞʞʰಝพఈֻۜڇʱɽ
ڇڛଈʁ
ᶆ࣍କԿۜڇʞʞकͳ͢ͱঘۂةͶଲͤΖึঁۜɽ
ᶇࣁۜ܃Εࢩԋʞʞೖຌࡨۜ༧ޮށΝ௪ͣͪɼۂةͶଲͤΖ
༧ࣁɽ
ᶈऩགྷݰಝఈࢊۂͶଲͤΖऩགྷࡨًʞʞ|*RWRΫϡϱϘʖϱ|

0DVDKLUR2025,



資料④−４５

0DVDKLUR2025,



資料④−４６

&RYLGͳࡨՃʤʥ

ࢂߡชݛʀࣁྋ

• ʤʥௗغదଲࡨ
• ಝͶɼ&RYLGླྀߨͳڠͶรԿͤΖࢊۂรԿͶଲԢͪ͢
• ࡨɽ
• ࿓ಉंࢊؔۂҢಊΝଇͤɽ৮܉ۂ࿇ঁɽ
• ,7Կʞʞۜ༧ɼࡑۊແɼԗֶஏؔϑζϋηިমΝΨϱ
•
ϧϱͲͲ͘ΖͪΌϱϓϧηφϧέοϣΠ
•
ඍɼ๑ඍɽ

0DVDKLUR2025,

•
•



ਁਜ਼ദ ʰ&RYLG״ઝͳΨϧϱξࡨదଲԢʱ 3ʲֆऀճෳࢳ೧ؓ̐̎̐̎ʳॶफ
⬯Ỹ夳 侽ᶨ ɼ ⱉ Ỡᶨ ɼ 慹⫸ ᶨ ɼ ⮷察 䛆䓟 ɼ ⼴喌 䍚⫸ɼ⍇Ⲟ ⌂ฦ ʲֆऀճෳࢳ೧ؓ̐̎̐̎ʳ २ๅऀ ೧

•

+DR<XDQ&KHQJDF$QJHOD6RQJ(Q +XDQJ  d3URDFWLYHDQGEOHQGHGDSSURDFKIRU&29,'FRQWUROLQ7DLZDQb
%LRFKHPLFDODQG%LRSK\VLFDO5HVHDUFK&RPPXQLFDWLRQV

•

'DUUHOO-*DVNLQ+RVVHLQ=DUH%HQMR 'HODUPHQWH  d*HRJUDSKLF'LVSDULWLHVLQ&29,',QIHFWLRQVDQG'HDWKV7KH5ROHRI
7UDQVSRUWDWLRQb7UDQVSRUW3ROLF\

•

ྜྷชگद+3ʁKWWSVVLWHVJRRJOHFRPYLHZIXPLRKD\DVKLVKSVKRUWEORJVLQ
MDSDQHVH(%)(%$&(%($'($(%$($(%&(%(
$)%(($'($%($(($

•

ωϣʖθΤΡʖέ+3ʁKWWSVZZZQHZVZHHNMDSDQMSVWRULHVZRUOGSRVWSKS

•

&RYLG$, 6LPXODWLRQ3URMHFWKWWSVZZZFRYLGDLMSMDMSUHVHDUFKHUWDLVXNHQDNDWD

•

ʰྫ೧ౕึਜ਼༩ࢋʤߺ;ٶߺʥ֕གྷͶͯ͏ͱ

•

KWWSVZZZPRIJRMSSXEOLFBUHODWLRQVILQDQFHGKWPO

•

૱ແ

ʲՊܯࠬʳ

•

6WDWLVWLFVDQG5HVHDUFK&RURQD9LUXV3DQGHPLF &RYLG

•

KWWSVRXUZRUOGLQGDWDRUJFRURQDYLUXV

0DVDKLUR2025,
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බ┈♫ᅋἲே ᪥ᮏ⛒⛯◊✲༠





௧㸱ᖺ㸷᭶

ᾘ㈝⛯ᘬࡁୖࡆᚋࡢ㈈ᨻ♫ಖ㞀








ࠝ㈈ᨻ⤒῭◊✲ሗ࿌᭩ࠞ









➨㸳⠇ ከᩘࢆ༨ࡵࡿ୰❧ⓗேࠎࡢពᛮỴᐃࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ  ࣭࣭࣭

࠾ࢃࡾ                           ࣭࣭࣭






➨㸳⠇ ຍ㱋ࡀពᛮỴᐃ࠼ࡿᙳ㡪            ࣭࣭࣭

➨㸲⠇ &RYLG ࡢᨻ⟇ᑐᛂ ͐͐ ᅜ㝿ẚ㍑ࡢどⅬ࣭࣭࣭

 ➨㸱⠇ 㧗➼ᩍ⫱ࡢ↓ൾබ⚾㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉࣭࣭࣭

 ➨㸰⠇ ᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾక࠺ᆅ᪉㈈ᨻࡢㄢ㢟࣭࣭࣭

➨㸯⠇  ᖺ௨㝆ࡢ♫ಖ㞀ไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࣭࣭࣭

ࠝྛㄽࠞ

ࠝ⥲ㄽ࣭࣭࣭ࠞ

➨㸰❶ ♫ಖ㞀



➨㸲⠇ ⏕άಖㆤ⿕ಖㆤ⪅ࡢᑵປ              ࣭࣭࣭

➨㸱⠇ ⛯᱁ᕪṇ⛯ไᢤᮏᨵ㠉㸸ホ౯ᒎᮃ      ࣭࣭࣭

➨㸰⠇ 007㸦⌧௦㈌ᖯ⌮ㄽ㸧ࡣࡇࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽   ࣭࣭࣭

➨㸯⠇ ᪥ᮏࡢ⛯ไᨵ㠉㸸 ᖺ௦ࡢᅇ㢳  ᖺ௦ࡢᒎᮃ ࣭࣭࣭

ࠝྛㄽࠞ

ࠝ⥲ㄽࠞ                          ࣭࣭࣭

➨㸯❶ ㈈ᨻ࣭⛯ไ





ࡣࡌࡵ                           ࣭࣭࣭㸯




㸦┠ḟ㸧
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ࡍࡿࠊࡉࡽࠊᜨࡲࢀ࡞࠸ᐙᗞࡢẕぶ㛵ࡋ࡚ࡶࠊࡋࡘࡅࡢ㉁ࡢྥୖࡸᏊ⫱࡚ࢫࢺࣞࢫࡢᖜ࡞ῶ
ᑡࠊᖾ⚟ᗘࡢᖜ࡞ᨵၿࡀぢࡽࢀࡓࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓᜨࡲࢀ࡞࠸ᐙᗞࡢᏊ౪ẕぶ
ࡗ࡚ࡢୖグࡢዲᚠ⎔ࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࠊಖ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡃಖࡕࡘࡘᚅᶵඣ❺ࡢゎᾘࢆᅗࡿࡀఱࡼࡾᅜࡢ
ᨻ⟇ࡋ࡚ᮃࡲࢀࡿ⤖ㄽࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢡࢆ㈇࠺ࢆམࢃ࡞࠸ഴྥࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊከࡃࡢ᭷ᶒ⪅ࡣᾘ㈝⛯⋡ࢆᘬࡁୖࡆ࡞ࡃ࡚

ࡶఱ࡞ࡿ࠸࠺ῐ࠸ᮇᚅ㉃ࡅࡼ࠺ࡍࡿഴྥࡀᙉࡗࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྠࡌࡃ⾜ື⤒

῭Ꮫࡢ᭤ᆺᘬࣔࢹࣝࡼࡿࠊேࡣ㐲࠸ᑗ᮶ᑐࡋ࡚⌮ᛶⓗ࡞ุ᩿ࡀ࡛ࡁࡿሙྜ࡛ࡶࠊ୍ࡢㄏ

ᝨ⁒ࢀࡓࡾࠊࡸࡿࡁࢆඛ㏦ࡾࡋࡓࡾࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊ᭷ᶒ⪅ࡣᚲせ࡛

ࡽࡣ  ᭶  ᪥ 2(&'*ࠕ%(36㸦⛯※ᾐ㣗┈⛣㌿㸧ໟᦤⓗᯟ⤌ࡳࠖࡀබ⾲ࡋࡓࠕ⤒῭ࡢࢹࢪࢱࣝ
క࠺ㄢ⛯ୖࡢㄢ㢟ᑐᛂࡍࡿ  ࡘࡢᰕࡢゎỴ⟇㛵ࡍࡿኌ᫂ࠖ࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

እ㒊ㅮᖌࡋ࡚ᮾிᏛࡢᒣཱྀៅኴ㑻ᩍᤵࢆ࠾㏄࠼ࡋ࡚ࠊࠕ
ࠗᐙ᪘ࡢᖾࡏ࠘ࡢ⤒῭Ꮫࠖࡘ࠸࡚ࡈㅮ₇

㢳ᐈ࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾᥦ౪ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱ࣭ሗࡀ↓ᙧ㈨⏘ࡋ࡚㉸㐣₶ࡢᙧᡂᐤࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᕷሙᅜࡢㄢ⛯ᶒࢆ㉸㐣₶ࡢ୍㒊ཬࡰࡍ᰿ᣐ࡞ࡿⅬࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࢹࢪࢱࣝࢧ࣮ࣅࢫ⛯㸦'67㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࢹࢪࢱࣝࡢࢻ࣍ࢵࢡ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡾࠊ
⤫୍ⓗ࡞ᅜ㝿ㄢ⛯࣮ࣝࣝࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢಶูࡢᬻᐃⓗ࡞ᥐ⨨࡛࠶ࡿࡢᾘᴟⓗホ౯ࡀ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ

༑ศ࡞㢠ࡋࡓࡾࠊ♫࡛⾲ᙲࡋࡓࡾࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ
ࠕຬẼ࠶ࡿࠖ∗ぶࡢ⫼୰ࢆᢲࡍඹࠊ⫱ఇࢆྲྀ

ࡗࡓ⏨ᛶ♫ဨࡀࠕࡑࡢᚋࡶࠖ⫋ሙ࡛ᢅࢃࢀ࡞ࡗࡓࡢሗࢆ♫ෆ࡛ඹ᭷ࡍࡿࡀᮏ㉁ⓗ㔜

せ࡛࠶ࡿࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࢝ࢼࢲࡢࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡛ࡢヰ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⫱ఇྲྀᚓࡢ⤒㦂ࡀࠊ

ࡑࡢᚋࡢ∗ぶࡢᏊ⫱࡚㛫ᐙ᪘ࡢ㛫ࢆቑࡸࡍຠᯝࢆᣢࡘࡀ⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

1

ᗞࡢᏊ౪㐩ࢆᑐ㇟⾜ࢃࢀࡓ࣮࣌ࣜᗂඣᩍ⫱ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺゝཬࡋࠊᗂඣᩍ⫱ࡣᑗ᮶ࡢ㧗ᰯ༞ᴗ⋡ࡸ

2

◊✲࠘ࡢ  ᖺ  ᭶ྕ  ᭶ྕᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୧ᩍᤵࡢㄽ✏ࢆࡈぴ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ

 ௨ୖࠊእ㒊ㅮᖌࡢᒣཱྀᩍᤵΏ㎶ᩍᤵࡢࡈㅮ₇ෆᐜࡢᴫ␎ࢆ⡆༢ࡈ⤂ࡋࡓࡀࠊヲࡋࡃࡣࠊ
ࠗ⛒⛯

ࢆㄆᐃࡋࡼ࠺ࡍࡿࡢࡀ┈ $ ࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࡢぢ᪉ࡀ᫂ᛌ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀຍ࠼࡚ࠊ

ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢඛ㐍ࡢ⤂ࡢᚋࠊ∗ぶࡢ⫱ఇྲྀᚓ⋡ࢆᘬࡁୖࡆࡿⅭࡣࠊඛࡎࡣᙜึࡢ⤥㔠ࢆ

ᒣཱྀᩍᤵࡢࡈㅮ₇ࡢᚋ༙ࡣࠊಖ⫱ᅬ࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⡿ᅜ࡛పᡤᚓࡢ㯮ேᐙ

ࠖࢆࢿࢡࢧࢫ㸦ㄢ⛯ࡢ᰿ᣐ࡞ࡿ⤖ࡧࡁ㸧ᤊ࠼ࠊࡑࡢᅜ࡛ࡢୖᣦᶆᇶ࡙࠸୍࡚ᐃࡢㄢ⛯ᶒ

ࡋࡓ࠸ࠋ

ඛࡎ➨  ᅇ┠ࡢᒣཱྀᩍᤵࡢࡈㅮ₇ࡢ๓༙ࡣࠊ∗ぶࡢ⫱ඣఇᴗྲྀᚓ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊไᗘࡔࡅぢࢀࡤ

ᴗࡢ┈ࢆቑࡉࡏ࡚࠸ࡿሙྜࠊఏ⤫ⓗ࡞ 3( ᭰ࢃࡾࠊᕷሙᅜ࠾ࡅࡿࡇ࠺ࡋࡓࠕᣢ⥆ⓗ࡛㔜せ࡞㛵

 ణࡋࠊሗ࿌᭩ࡢෆᐜධࡿ๓ࠊୖグࡢእ㒊ㅮᖌࡢ᪉ࠎࡢ࠾ヰࡘ࠸࡚ࠊࡇࡇ࡛⡆༢ゐࢀ࡚࠾ࡃ

⫱ఇඛ㐍ᅜ࡛࠶ࡿᡃࡀᅜࡢ∗ぶࡢྲྀᚓ⋡ࡀࠊഹ 㸦 ᖺ㸧㐣ࡂ࡞࠸ࡢᐇࡀ♧ࡉࢀࡓୖ࡛ࠊ

 ࡢᰕ㸦3LOODU㸧ࠖࡢ≉ࠕ┈ $㸦$PRXQW$㸧ࠖࡢෆᐜࡢゎㄝඹࠊࡇ࠺ࡋࡓㄽⅬᶓࡓࢃࡿ⌮ㄽ
ⓗၥ㢟ࡢ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᕷሙᅜࡢ㢳ᐈ࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀᥦ౪ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣭ሗࡀከᅜ⡠

◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᏛၥⓗᡂᯝࢆࡲࡵࡓࡶࡢࡀࠊᮏሗ࿌᭩࡛࠶ࡿࠋ

Ώ㎶ᩍᤵࡢࡈㅮ₇࡛ࡣࠊඛࡎࠊཤᖺࡢ  ᭶  ᪥Ⅼࡲ࡛ࡢࢹࢪࢱࣝᅜ㝿ㄢ⛯ࢆᕠࡿᩘᖺ㛫ࡢ⤒

ከᅜ⡠ᴗᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢ㉸㐣┈㒊ศࡢ 㹼ࢆᕷሙᅜ㓄ศࡍࡿࡀᢎㄆࡉࢀࡓࡢࡔࡀࠊࡇࢀ

ࢆయࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࠊኟࡸᖺᮎᖺጞࡢᮇࢆ㝖࠸࡚ࠊ᭶  ᅇࡢ࣮࣌ࢫ࡛◊✲ࢆ㛤ദࡋࠊ㈈ᨻ⤒῭

◊✲ࡢ࣓ࣥࣂ࣮㛫࡛◊✲Ⓨ⾲ࡸウㄽࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠋణࡋࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ᅇ┠ࡢྜࡣࠊ

⦋ゐࢀࡓᚋࠊ
ࠕ%(36 ໟᦤⓗᯟ⤌ࡳ࡛ࠖ᪤ᥦࡉࢀ࡚࠸ࡓከᅜ⡠ᴗࡢ┈ࡢ㓄ศ㛵ࢃࡿࠕ➨

ㄢ⛯࡞ࡋࠖࡢཎ๎ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡎࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ┈ࡀ  ൨࣮ࣘࣟ㉸ࡘ ㉸ࡢ┈⋡ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ

࠼ࡿ≧ἣ࡞࠸࠸࠺ࡢࡀࠊᡃࠎࡢ⌧≧ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠕᾘ㈝⛯⋡ᘬࡁୖࡆᚋࡢ㈈ᨻ♫ಖ㞀ࠖ

ࠕ⤒῭ࡢࢹࢪࢱࣝᅜ㝿ㄢ⛯㸸᭱㏆ࡢ≧ἣࢆ୰ᚰࠖࡘ࠸࡚ࡈㅮ₇㡬࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ

தṑṆࡵࢆࡅ࡚ࠊ᭱ప⛯⋡ࢆᑡ࡞ࡃࡶ 㸣ࡍࡿඹࠊᚑ᮶ࡢࠕ3(㸦ᜏஂⓗタ㸧࡞ࡃࡋ࡚

 ࡋࡋࠊ⌮⏤ࡣࡶ࠶ࢀࠊᾘ㈝⛯⋡ࡣ 㸣ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࡢࡔࡽ≉ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡣ࡚ࡶゝ

㡬࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ᅇࡢྜ࡛ࡶࠊྠࡌࡃእ㒊ㅮᖌࡋ୍࡚ᶫᏛࡢΏ㎶ᬛஅᩍᤵ

㖟⾜⥲㆟࡛᥇ᢥࡉࢀࡓඹྠኌ᫂ࡢෆᐜ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ* ࡛ࡣࠊྛᅜ㛫ࡢἲே⛯⋡ᘬࡁୗࡆ➇

ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ḟࠊ➨  ᅇ┠ࡢΏ㎶ᩍᤵࡢ࠾ヰ࡛࠶ࡿࡀࠊ ᭶  ᪥࣋ࢿࢳ࡛㛤ദࡉࢀࡓ * ㈈ົ┦࣭୰ኸ

ࢆಁ㐍ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᜨࡲࢀ࡞࠸ᐙᗞࡢᏊ౪ࡢከືᛶ࣭ᨷᧁᛶࢆῶᑡࡉࡏࠊ⾜ື㠃ࢆࡁࡃᨵၿ

Ꮫࡢࣉࣟࢫ࣌ࢡࢺ⌮ㄽࡼࢀࡤࠊேࡣ⮬ࡽࡀᦆኻᒁ㠃❧ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿឤࡌࡓࡣࠊ㐣ᗘ࡞ࣜࢫ

࠶ࡿࢆ࠸ࡃࡽ㢌࡛⌮ゎࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊ࡞ࡿࡃᾘ㈝⛯⋡ࡢࡦࡁୖࡆࢆඛ㏦ࡾࡋࡓࡃ࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶ

ࡲࡓࠊࡈ⮬㌟ࡀ㛵ࢃࡗࡓ᪥ᮏ࠾ࡅࡿㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡢศᯒࡽࠊಖ⫱ᅬ㏻࠸ࡀᏊ౪ࡢゝㄒⓎ㐩

ࢀࡿࡢᣦࡣ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

⫱ࢆཷࡅࡓᙜேṆࡲࡽࡎࠊ♫యᜠᜨࢆࡶࡓࡽࡍࡽࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ⛯㔠ࡢᢞධࡀṇᙜࡉ

᠕⩏ሿᏛ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊ᩍᤵ ᑠ⃝ኴ㑻


ࡆࠊ㆙ᐹ㐊ᤕࡉࢀࡿᅇᩘࢆῶࡽࡍຠᯝࡶేࡏᣢࡘࡀ⤂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊᚋ༙ࡢຠᯝࡣᗂඣᩍ

ே࡞ࡗ࡚ࡽࡢᑵᴗ⋡ࢆᘬࡁୖࡆࠊ⏕ᾭປാᡤᚓࢆቑຍࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕άಖㆤཷ⤥⋡ࢆୗ


 ᖺࡢ  ᭶ 㸣ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓᾘ㈝⛯⋡ࡢ 㸣ࡢᘬࡁୖࡆࡣࠊ ᗘᘏᮇࡉࢀࡓࠋ⾜ື⤒῭

ࡣࡌࡵ
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➨  ❶⥆ࡃ➨  ❶ࡣࠊ♫ಖ㞀ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋෑ㢌ࡢ⥲ㄽ࠾࠸࡚ࡣࠊඛࡎࢥࣟࢼ⚝ࡼࡾேཱྀ

ࡿࡢศᯒࡀ♧ࡉࢀࠊࣥࢭࣥࢸࣈ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉࠊᩍ⫱࣭カ⦎ࡢᐇࠊዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺ

㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⬟ຊࡼࡿ㝵ᒙࡀ㐍ࢇࡔࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡶࠊබ❧ಖ⫱ᡤࢆពᅗⓗṧࡍ

ᯝࠊ007 ࡢࡢ㔜せ࡞ᨻ⟇ᥦゝࡀྰᐃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

≀⤥⤥ᆺዡᏛ㔠ࡢ⌧㔠⤥ࢆศ㞳ࡍࡿࡸࠊዡᏛ㔠ไᗘࡢ⦅ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

၏୍᭷ຠ࡞ᨻ⟇ࡀࠊᨻᗓࡽࡢឤᰁ㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࠊࢫࢸ࣮࣒࣍ᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐦࡢ≧ἣࡀⓎ
⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡽຠᯝࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࠊࡲࡓேࠎࡢ⾜ືᢚไక࠺ᾘ㈝ࡢపㄪࠊᬒẼప㏞ࡼࡿ

4

➨  ❶ࡢ᭱ᚋࡢྛㄽ㸦㸳㸧
ࠕከᩘࢆ༨ࡵࡿ୰❧ⓗேࠎࡢពᛮỴᐃࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࡛ࠖࡣࠊ㧗ࣞ࣋ࣝᨺ

ᑕᛶᗫᲠ≀ࡢ᭱⤊ฎศᆅࡢỴᐃ㝿ࡋ࡚ࡢࠊ୰㛫ᒙࡢேࠎࡢ⾜ືᵝᘧࡀ⪃ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᐃ㔞

3

ࡲࡓ㸦㸲㸧ࠕ&RYLG ࡢᨻ⟇ᑐᛂ㸸ᅜ㝿ẚ㍑ࡢどⅬ࡛ࠖࡣࠊ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸୰࡛

ࡣ⤥ୡᖏ㠀⤥ୡᖏ㛫࡛ᚋⓗᡤᚓࡢ㏫㌿⌧㇟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿၥ㢟ࡀᣦࡉࢀࠊᤵᴗᩱῶචࡢ⌧

ศᕸࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡽࠊ᪂ࡋ࠸ᇶ♏᥍㝖ࡢୖ㝈ࡣ⏕άಖㆤཷ⤥⪅ࡀᑵປධࢆỴᐃࡍࡿ㝿ࡢࣇ࢛

࣮࣏࢝ࣝࣥࢺ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⤖ㄽࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᖏࡀ᭷࡞ࡿ㸦᪉ࠊ⤥ᡤᚓ⪅ୡᖏ࡛ࡶᑵປㄪᩚࢆ⾜࠺ࣥࢭࣥࢸࣈࡀ⏕ࡌࡿ㸧ၥ㢟ࠊࡉࡽ

㸦㸲㸧
ࠕ⏕άಖㆤ⿕ಖ㝤⪅ࡢᑵປࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ⏕άಖㆤไᗘࡢᇶ♏᥍㝖ࡢᨵᐃࡀᑵປධ࠼ࡓ

ᑐ㇟ࡀỴᐃࡉࢀࡿࡽࠊୡᖏయࡢᡤᚓㄪᩚࡀྍ⬟࡛࠶ࡿྠ᪘ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡸ㟷Ⰽ⏦࿌ᴗ⪅ࡢୡ

࡚ࡁࡓ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᙳ㡪ࡀ⦓ᐦศᯒࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑵປධࡢኚࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊ᭶  ┦ᙜࡍࡿ್

⥆ࡃ㸦㸱㸧
ࠕ㧗➼ᩍ⫱ࡢ↓ൾබ⚾㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊఫẸ⛯㠀ㄢ⛯ୡᖏࡢᏛ⏕ࡣࡰ↓
ൾ࡛Ꮫ➼ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㐍Ꮫࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡀࠊᐇୖࠊ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡢධᇶ‽ࡼࡗ࡚⤥

᪉ᾘ㈝⛯ࡢΎ⟬ᇶ‽ࡢぢ┤ࡋඹࠊᆅᇦ㛫ࡢ㈈ᨻㄪᩚࢆ⾜࠺Ⅽࡢ㔜せ࡞ᡭẁࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡋ

ࡿࠋ

ࡿ㈈※㉸㐣ࡢᣑ࠸ࡗࡓࡀ࠶ࡿࡀᣦࡉࢀࠊᆅ᪉⛯ࡢᖜ࡞ቑ㢠ࡀぢ㎸ࡵ࡞࠸୰࡛ࠊᆅ

⛯ࢆ㏻ࡌࡓ㈈ᨻㄪᩚࡀᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࡋ࡚ࠊᆅᇦ㛫ࡢ⛯᱁ᕪࡢᣑ୍㒊ࡢ⮬య࠾ࡅ

ᅋయࡀ᭱ࡶࡁ࡞㈈ᨻⓗᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿゐࢀࡿ࡞ࠊࡇࡢ㡿ᇦࡢ⌧≧ㄆ㆑ࡀ⋡┤♧ࡉࢀ࡚࠸

ൾྜࢃࡏࡓ౽್ୖࡆࡀ⾜ࢃࢀࠊ࠼ࡤ⚾❧ᗂ⛶ᅬࡢ⤒Ⴀࡀᴟࡉࢀࡓక࠸ࠊᐙィࡢ㈇ᢸ

ᡂࡾ❧ࡘࡢࡣࠊὶືᛶࡢ⨜ୗ࡛㏻㈌Ⓨ⾜┈ࢆྵࡴ࣮ࣜ࢝ࢻ୰❧㢟ࡀᡂ❧ࡍࡿሙྜ㝈ࡽࢀࠊࡑࡢ⤖

ࡲࡓ㸦㸱㸧
ࠕ⛯᱁ᕪṇ⛯ไᢤᮏᨵ㠉㸸ホ౯ᒎᮃ࡛ࠖࡣࠊἲேᴗ⛯࣭ἲேఫẸ⛯ࡢ୍㒊ࡢᅜ

㸦㸰㸧
ࠕᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾక࠺ᆅ᪉㈈ᨻࡢㄢ㢟࡛ࠖࡣࠊ↓ൾࡀಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㟂せࢆᣑࡋࠊಖ
⫱ᡤࢆቑຍࡋ࡚ࡶ᪂ࡓ࡞㟂せࢆㄏⓎࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡽࠊᚅᶵඣ❺ࡢゎᾘࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊࡲࡓ↓

ⓗ࡞ᙇ࡛࠶ࡿࠕ⛒⛯ࡀ㈌ᖯࢆືࡍࠖࠕ㈈ᨻ㉥Ꮠྠ㢠ࡢ⮬ືⓗ࡞㈓ቑࡀⓎ⏕ࡍࡿࠖࡀྠ

ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡋ୍࡚㒊࡛⬮ගࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿ 007 ࡢయ⣔ⓗ࡞ᩚྜᛶࡀᢈุⓗ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ 007 ࡢ୰᰾

⥆ࡃ㸦㸰㸧ࠕ007㸦⌧௦㈌ᖯ⌮ㄽ㸧ࡣࡇࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽࡛ࠖࡣࠊ␗➃ࡢ࣐ࢡࣟ⤒῭ࠕ⌮ㄽࠖ

ࡓࡢࡣࠊᴦほⓗ࡞ண

ῶᑡࡢᙳ㡪ࢆ᭱ᑠࡋࠊ᭱⤊ⓗᘬࡁୖࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⛯⋡ࢆࡼࡾపࡃ␃ࡵࡿࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ

ࡢୗ࡛ࡢ③ࡳࢆక࠺ᨵ㠉ࡢඛ㏦ࡾࡸࠊไᗘࡢࢱࢲࡾࡀチᐜࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠶

ḟྛㄽ㸦㸯㸧
ࠕ ᖺ௨㝆ࡢ♫ಖ㞀ไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ࡛ࠖࡣࠊ᪥ᮏࡢ₯ᅾᡂ㛗⋡ࡀ 㸣⛬ᗘ࡛࠶
ࡿࢆ⪃៖ࡍࡿࠊᡃࡀᅜࡢ♫ಖ㞀ไᗘࠊ㈈ᨻไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣపࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓែ❧ࡕ⮳ࡗ

᭱ᚋࠊᚋࡢ⛯ไᨵ㠉ࡢᒎᮃࡋ࡚ࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢ᪩ᮇᘬࡁୖࡆࢆᅗࡿ࡛ࠊ⤒῭ཌ⏕ࡢᝏࡸ *'3

㈋ᅔࢆ⦰ᑠࡍࡿ♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡇࡑࡀ⤒῭ᡂ㛗ࢆᅇࡍࡿ㐨࡛࠶ࡿ⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ࡲࡓࠊἲேᐇຠ⛯⋡ࡢᘬࡁୗࡆࡢᜠᜨࡀ㈨ᮏᡤᚓࡢࡳ࡞ࡽࡎປാᡤᚓࡶ┦ᙜ⛬ᗘཬࢇࡔࠊᾘ㈝

⛯⋡ࡢᘬࡁୖࡆేࡏ࡚ࠊయࡋ࡚⛒⛯ࡼࡿ㈨※㓄ศࡢṍࡳࡀṇࡉࢀࡓࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋࠊᡃࡀᅜࡀ  ୡ⣖ධࡾࠊ㛗ᮇⓗᐇ㉁ᡤᚓࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃ
ࡽࡎ㈋ᅔ⥺ࡀపୗࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿእⓗ࡞ඛ㐍ᅜ࡛࠶ࡿᐇࢆⓙ࡛ඹ᭷ࡋࠊ6'*V ࡢどⅬ❧ࡗࡓ᱁ᕪ࣭

࡞ࡗࡓࠊࢥࣟࢼ⚝ࡀḟୡ௦ࡢᡂ㛗᱁ᕪࠊᏛຊ᱁ᕪࢆᣑࡋࠊᅛᐃࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀ

タᐃࡢᮇࡢ㐜ࢀࡸ㢠ࡢၥ㢟ࡽࠊୡ௦㛫᱁ᕪṇࡢຠᯝࡀ┦ᑐⓗᑠࡉࡗࡓࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᙺศᢸࡀ༑ศ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖࡣィ⏬ⓗࠊ㞟ᶒⓗ㐃ᦠ࡛ࡁ࡞࠸ḞⅬࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡀᅇ㟢ࢃ

⥲ᣓࡉࢀࡓୖ࡛ࠊඛࡎᡤᚓ⛯ᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡤᒓ᥍㝖ࡢ⦰ᑠࡣ╔ᡭࡋࡓࡶࡢࡢ⛯㢠᥍㝖ࡢษ

ࡾ᭰࠼ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࡽࠊᡤᚓ᱁ᕪࡣᑠᖜࡋ⦰ᑠࡉࢀ࡞ࡗࡓࠊබⓗᖺ㔠➼᥍㝖ࡢୖ㝈

ࡑࡢ㝿ࠊ≉ᇶ♏ᖺ㔠ࡢ⤥Ỉ‽ࡢᖜ࡞ୗⴠࡀၥ㢟ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡣᶵ⬟࣭

ඛࡎ➨  ❶ࡢྛㄽ㸦㸯㸧ࠕ᪥ᮏࡢ⛯ไᨵ㠉㸸 ᖺ௦ࡢᅇ㢳  ᖺ௦ࡢᒎᮃࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ῶᑡࠊ㧗㱋ࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࡽࠊᑗ᮶ⓗ⌧⾜ᖺ㔠ไᗘࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀゝཬࡉࢀࠊ

ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉ࡣ  ࡘࡢᇶᖿ⛯ࢆᨵ㠉ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ ᖺ௦ᮎࡢᢤᮏ⛯ไᨵ㠉௨᮶ࡢᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓ

࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ

୧ᰝࡀ⥲ㄽࡢ୰࡛ࡼࡾヲࡋࡃ᭩ࢀ࡚࠾ࡽࢀࡿࡀࠊ௨ୗ㡰ࢆ㏣ࡗ࡚యࡢෆᐜࡘ࠸࡚⡆༢ゐࢀ

⚄㠃┤᥋㛵ࢃࡿࡶࡢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࡗࡓ⤒῭Ꮫ࡛ఏ⤫ⓗ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ௨እࡢࠊㄦㅫ୰യࡼࡿ⢭⚄ⓗ࡞③ᡭࡸ⨥㈐ឤ➼ࡢ⢭

ሗ࿌᭩ࡣࠊ➨  ❶ࠕ㈈ᨻ࣭⛯ไࠖࠊ➨  ❶ࠕ♫ಖ㞀ࠖࡢ  ࡘࡢ❶ࡽᡂࡿࠋྛ❶ඹࠊෑ㢌ࡢ⥲ㄽ

⥆࠸࡚㸳ࡘࡢྛㄽࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛㄽࡘ࠸࡚ࡢᴫせࡣࠊ⥲ㄽࢆᇳ➹ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅵᒃࠊ㥖ᮧ

ⓗ࡞ᐇドศᯒࡼࡾࠊ୰㛫ᒙࡢேࠎࡀᑐὴ㌿ࡌࡿせᅉࡣࠊࣜࢫࢡㄆ▱ࠊ⤒῭ⓗ౽┈ࠊ♫ⓗព⩏

ࡑࢀ࡛ࡣᮏሗ࿌᭩ࡢෆᐜ⛣ࡾࡓ࠸ᛮ࠺ࠋ
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㔠ࡼࡿᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀࡓࡀ㏙ࡽࢀࡿඹࠊࠕ*RWR࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࠖࢆ㝖ࡅࡤࠊ➨୍ḟࠊḟࠊ

 ᡤᚓ⛯ᨵ㠉࡛ࡣࠊᡤᚓศ㓄ᶵ⬟ࡢᅇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊᖺᑡᢇ㣴᥍㝖ࠊ⤥ᡤᚓ᥍㝖ࠊ
බⓗᖺ㔠➼᥍㝖ࡀ⦰ῶࡉࢀࡿࡶࠊᇶ♏᥍㝖ࡢቑ㢠ࠊ㓄അ⪅᥍㝖࣭㓄അ⪅≉ู᥍㝖ࡢぢ┤ࡋࡀ⾜
ࢃࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊㆡΏᡤᚓㄢ⛯ࡢ⛯⋡ᘬୖࡆࡸ᭱㧗⛯⋡ࡢᘬୖࡆࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡽ୍㐃ࡢᡤᚓ⛯ᨵ
㠉ࡣࠊᡤᚓ᱁ᕪṇ୍ᐃࡢຠᯝࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊᚲࡎࡋࡶࡁ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୍ᅉࡋ࡚ࠊ
ᡤᚓ᥍㝖ࢆࠊ⛯㢠᥍㝖ኚ࠼ࡿࡇ࡞ࡃࠊᡤᚓ᥍㝖ࡢࡲࡲ⦰ῶࡋࡓࡔࡅࡔࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ἲே⛯ᨵ㠉࡛ࡣࠊῶ⛯ࡢ௦᭰㈈※ࡋ࡚እᙧᶆ‽ㄢ⛯ࡢᣑࡶᐇࡉࢀࡓࡀࠊࡋ࡚ἲேᐇຠ⛯
⋡ࡢᘬୗࡆࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊᴗࡢ⤒῭άືዲᙳ㡪ࢆ࠼ࡿᮇᚅࡉࢀࡿࡀࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖ
ࡆྠᮇ⾜ࢃࢀࡿࡇࢆᤊ࠼࡚ࠊᴗཌ㐝ࠊᾘ㈝⪅෭㐝ࡢ༳㇟ࢆᣢࡘᅜẸࡶከ࠸ࠋࡋࡋࠊ⤒
῭Ꮫࡢ⌮ㄽ࡛ࡣࠊἲே⛯ࡢ㈇ᢸࡣࠊᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࠊᚑᴗဨࠊᰴࠊ㢳ᐈ࡞ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀࠊ
ᬯ㯲ࡢ⿹㈇࠺ࡶࡢᤊ࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊἲே⛯ࡢᖐ╔ࢆศᯒࡋࡓࡇࢁࠊ ᖺ௦ࡢἲேᐇຠ⛯⋡ࡢ
ᘬୗࡆࡢᜠᜨࡣࠊ㈨ᮏᡤᚓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊປാᡤᚓࡶ┦ᙜ⛬ᗘཬࡪࡇࡀᐃ㔞ⓗ♧ࡉࢀࡓࠋ























Ꮫⓗ⾲⌧ࡍࢀࡤࠊ⛒⛯ࡼࡿ㉸㐣㈇ᢸࡀቑ࠼ࡿ㸧ࠋࡇࡢほⅬࡽศᯒࢆ⾜࠺ࠊ ᖺ௦ࡢ୍㐃ࡢ
⛯ไᨵ㠉ࡢຠᯝࢆࡳࡿࠊ ᖺᗘࡢ⛯ไࡼࡾࡶࠊᨵ㠉ᚋࡢ⛯ไࡢ᪉ࡀࠊ⤒῭άືࢆⴎ⦰ࡉࡏࡿຠᯝ
ࢆᢚ࠼ࡿࡶࡢࡔࡗࡓホࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ









6

 ᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆࢆࠊୖグࡢᡤᚓ⛯ᨵ㠉ἲே⛯ᨵ㠉ࢆ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ ᖺ௦యࡢ⛯ไᨵ㠉ࡋ࡚
ᤊ࠼ࠊ⤒῭ཌ⏕ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⛯⋡ࡀୖࡀࢀࡤࠊ⤒῭άືࢆⴎ⦰ࡉࡏࡿ㸦ࡇࢀࢆ⤒῭



5

ࡿࡶࠊྛ⛯┠ࡢᨵ㠉ࡀࡶࡓࡽࡋࡓ⤒῭ຠᯝࡢศᯒࢆᒎᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ



࡞ࡗࡓࡢࡔࡀࠊᅗࡽࡎࡶ㸱ࡘࡢᇶᖿ⛯ࡍ࡚ࢆᨵኚࡍࡿ࠸࠺ࠊ୰᭮᰿ᗣᘯෆ㛶➉ୗⓏෆ㛶࠾

ࡣㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࢆぢ㉺ࡋࠊ㈨⏘⟶⌮࣭㐠⏝ࡢ‽ഛࢆಁ㐍ࡍࡿࠕࣈ࣮ࢫࢺࠖࢆᬑཬࡍࡁ࡛࠶ࡿ

࡛ࡣࠊᡤᚓ⛯ࠊἲே⛯ࠊᾘ㈝⛯ࡀࠊ ᖺ௦ࡢࡼ࠺ᨵ㠉ࡉࢀࡓࡘ࠸࡚ࠊ⣔ิⓗ⤂ࡍ

ᡤᚓ⛯࡛ࡶࠊ୍㐃ࡢᨵ㠉ࡀᐇࡉࢀࡓࠋ๓ࡣ⥥ᐦィ⏬ࡉࢀ࡚ᐇࡉࢀࡓໟᣓⓗ࡞⛯ไᨵ㠉࡛ࡣ

ࡿ࡛ࠊⱝ࠸ୡ௦ࡣ⚾ⓗᖺ㔠ຍධಁ㐍ࠊ㈨⏘㐠⏝ࡢಁ㐍ࡢⅭࠕࢼࢵࢪࠖࢆά⏝ࡋࠊ୰㧗ᖺࡢୡ௦

ࡿࠋ

ⓗ☜ಖ⯦ࢆษࡗࡓࠋ ᖺ௦ࢆࡾ㏉ࡿࠊࢃࡀᅜࡢ⛯ไ࠾࠸࡚ࠊᾘ㈝⛯ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊἲே⛯ࡸ

ୗࡋ࡚࠸ࡃ≧ἣࡢᑐᛂ㏕ࡽࢀࡿ࡞ࡿศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋࠊ⾜ື⤒῭Ꮫࡢᡂᯝࢆ⏝ࡍ

ࡅࡿ  ᖺ௦ᚋ༙ࡢᢤᮏ⛯ไᨵ㠉௨᮶ࡢ⛯ไᨵ㠉ࡀࠊ ᖺ௦ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ

 ࡑࢀࢆ๓ࡋࡓ  ᖺ௦ࡣࠊᾘ㈝⛯⋡ࡀ㸳㸣ࡽ 㸣ᘬࡁୖࡆࡽࢀ࡚ࠊ♫ಖ㞀㈈※ࡢᏳᐃ

ࡃࡢಶேࡣࠊຍ㱋ඹ㈨⏘⟶⌮࣭㐠⏝ࡀ㞴ࡋ࡚࠸ࡃࡢᑐࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢ㈨⏘⟶⌮࣭㐠⏝⬟ຊࡀప

  ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉ࢆᅇ㢳ࡋࡓᅵᒃㄽᩥࠕ᪥ᮏࡢ⛯ไᨵ㠉㸸 ᖺ௦ࡢᅇ㢳  ᖺ௦ࡢᒎᮃࠖ

ᨻᇶ┙ࢆࡋࡗࡾᵓ⠏ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ

ࢀࡤㄆ▱ࡸ 0&, ⮳ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶຍ㱋ඹពᛮỴᐃࡢ㉁ࡢపୗࡀ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡽࠊࡇࢀࡽከ

 ௨ୖ࡛࠶ࡿࡀࠊㄞ⪅ࡢ᪉ࠎࡣᴫせㄝ᫂‶㊊ࡉࢀࡎࠊ㠀ᮏᩥ┠ࢆ㏻ࡋ࡚㡬ࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶

 ᖺࡣᅋሢୡ௦ࡀဨ  ṓ௨ୖ࡞ࡗ࡚ࠊ㧗㱋ࡀࡉࡽ㐍ࡴࡓࡵࠊ♫ಖ㞀ࡢࡓࡵࡶ㈈

▱ᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿ㧗㱋⪅ࡀቑ࠼ࡿ࠸࠺ࡲ࡛๓ࡢ࡞࠸ែ┤㠃ࡍࡿࠊ⚄⤒⤒῭Ꮫࡢ▱ぢࡼ

ࡢぢゎࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

  ᖺ௦ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㸦௨ୗࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ㸧┤㠃ࡋ࡚ᖥࢆ㛤ࡅࡓࠋࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊ

 ➨  ❶᭱ᚋࡢྛㄽ࡛࠶ࡿ㸦㸳㸧
ࠕຍ㱋ࡀពᛮỴᐃ࠼ࡿᙳ㡪ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ⤒῭ຊࢆᣢࡗࡓࡲࡲㄆ

᠕⩏ሿᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ ᅵᒃᮁ



ᯝࡢᚋ᪥ࡢ᳨ドࡣᚲせ࡛࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

୕ḟ⿵ṇண⟬ࡼࡿᨻ⟇ᥐ⨨ࡣࠊ▷ᮇࠊ㛗ᮇࢆど㔝ධࢀࡓᬒẼᑐ⟇࡛࠶ࡿホ౯࡛ࡁࡿࡀࠊᨻ⟇ຠ

➨  ❶ ㈈ᨻ࣭⛯ไ ࠝ⥲ㄽࠞ

㞠⏝ࡢᝏࠊ⏕⏘⪅ࡢᴗ⥅⥆ࡢᅔ㞴ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࠊ≉ูᐃ㢠⤥㔠ࠊ㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠ࠊᣢ⥆⤥
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♏᥍㝖㢠ࢆព㆑ࡋࡓᑵປ≧ἣ㸦ࡑࢀ௨ୖᑵປධࢆቑࡸࡉ࡞࠸⾜ື㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ୍㒊ほᐹ

8

 ࡸࡣࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼᑐ⟇ࡢࡓࡵ㏣ຍⓗ㈇ࡗࡓ㔞ࡢᨻᗓമົࡣࠊࡑࡢつᶍࡀ᱆㐪࠸࡛࠶ࡗࡓࡓ

7

⛯⋡ࡣ 㸣ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀࢃࡿࠋ

㈌౪⤥ࡀࣥࣇࣞࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡣࠊྠ㢠ࡢቑ⛯ࡀᚲせࡔࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊ

 ࡇࡢᇶ♏᥍㝖ࡣࠊ ᖺ㸶᭶ኚ᭦ࡉࢀࠊࡼࡾᑵປࣥࢭࣥࢸࣈࡀṧࡿᙧᨵࡵࡽࢀࡓࠋࡓࡔࠊ

ᇶ♏᥍㝖㢠ࢆࡘࡪࡉぢࡿࠊᑵປධࡀ㸯ቑ࠼࡚ࡶࠊ⤥ࡣ㸯ᮍ‶ࡋῶࡽࡎࠊᚲࡎࡋࡶ㝈⏺

࠶ࡿࡢ࡛ࠊࣥࣇࣞࡣ㉳ࡁ࡞࠸࠸࠺ 007 ࡢᙇࡣࠊㄽ⌮ⓗ◚⥢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ㏣ຍⓗ࡞㏻

ࡑࡢไᗘኚ᭦๓ᚋ࡛ࠊ⿕ಖㆤ⪅ࡢᑵປධࡢศᕸࢆぢࡿࠊไᗘኚ᭦ᚋࡶࢃࡽࡎࠊኚ᭦๓ࡢᇶ

ࡽ୍ᐃ㔠㢠ࢆࠕ᥍㝖ࠖࡋࡓ㔠㢠࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࠕ᥍㝖ࠖࡢࡓࡿࡶࡢࡣࠕᇶ♏᥍㝖࡛ࠖ࠶ࡿࠋ

മࡢ୰❧㢟㸧ࡀᡂ❧ࡍࡿሙྜゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ⣡⛯ࢆ⌧㔠࡛⾜࠺ᚲせࡀ

⣡⛯ࡢࡓࡵ⌧㔠ࡢ㟂せࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚰ㓄࡞࠸ࠖࡢᙇࡣࠊ⌧ᐇࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠋ

ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࠊࡼࡾཝᐦไᗘࢆ⌮ゎࡍࢀࡤࠊಖㆤᇶ‽㢠ࡽᕪࡋᘬࢀࡿ㢠ࡣࠊᐇ㝿ࡢᑵປධ

007 ࡢࠕ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ࠾ᮐࢆๅࡗ࡚ࠊ㈈※ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊᑗ᮶ࡢቑ⛯ࡢᚲせࡣ࡞࠸ࠋࣥࣇࣞࡣࠊ

㸯ῶࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࢀࢆࠊබඹ⤒῭Ꮫ࡛ࡣࠊධᑐࡋ࡚ 㸣ࡢ㝈⏺⛯⋡࡛ㄢ⛯ࡉࢀࡿぢ࡞

⪅ࡣᖖ⪅ࡼࡾ᭦ᑵᴗ☜⋡ࡀ㧗࠸㸧㸪մ᪥ᮏᅜ⡠ࡼࡾࣇࣜࣆࣥ࣋ࢺࢼ࣒⡠㸪յୡᖏ㸪ն௨๓ຍ

ࡃᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ007 ࡢ㆟ㄽࡢ୰᰾࠶ࡿ㸰ࡘࡢᰕࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㸯ࡘࡀࠊ
ࠕ⛒⛯ࡀ㈌ᖯࢆືࡍࠖ࠸

 ࡋࡋࠊࡇࢀࡽࡀྠᡂࡾ❧ࡘࡣࠊὶືᛶࡢ⨜ୗ࡛ࠊ㏻㈌Ⓨ⾜┈ࢆྵࡴ࣮ࣜ࢝ࢻ୰❧㢟㸦බ

ࡘ࠸࡚ศᯒ㸦ࣉࣟࣅࢵࢺ᥎ᐃ㸧ࡋࡓࡇࢁࠊձಖㆤṔ↓ࡋ㸪ղዪᛶ㸪ճᖖ⪅㸦ࡓࡔࡋ㸪▱ⓗ㞀ᐖ

 ࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊᅧᯞㄽᩥࠕ007㸦⌧௦㈌ᖯ⌮ㄽ㸧ࡣࡇࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖࡣࠊ007 ࡢㄗㅸࢆ㗦

ࡢධࡀ㊊ࡾ࡞࠸ศࡀᨭ⤥ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊಖㆤᇶ‽㢠௨ୗ࡞ࡽࡤࠊධࡀ㸯ቑ࠼ࡿ⤥ࡀ

⿕ಖㆤ⪅㸦⏕άಖㆤཷ⤥⪅㸧ࡢᑵປࣥࢭࣥࢸࣈࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ⿕ಖㆤ⪅ࡢᑵປ☜⋡

ࡽᨭ㞀࡞࠸࠸࠺ពぢࡶᩓぢࡉࢀࡿࠋ

㢠ࡶῶࡽࡎࠊࢡࣛ࢘ࢹࣥࢢ࢘ࢺࡣ㉳ࡁ࡞࠸ࠊ࠸࠺ぢ᪉࡛࠶ࡿࠋ

 ᆅ᪉බඹᅋయࡢᙺࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⏕άಖㆤ⤥ࡘ࠸࡚ࠊᯘㄽᩥࠕ⏕άಖㆤ⿕ಖㆤ⪅ࡢᑵປࠖࡣࠊ

ࢡࠊつᶍ࡞㈈ᨻฟືࡢࡓࡵ㔞ࡢᅜമቑⓎࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊࣥࣇࣞ࡞ࡽࡎࠊ㔠ࡶୖࡀࡽ࡞࠸

ࠊྠ㢠ࡢẸ㛫㈓ࡀ⮬ືⓗቑຍࡍࡿࡓࡵࠊ㈈ᨻ㉥ᏐࡀẸ㛫㈓ࢆ྾ࡋ࡚ࡶࠊẸ㛫ᅇࡿ㈓ࡢ

⛯⥲㢠ࡢቑ㢠࡛⿵࠺ࡇࡀᐜ࡛᫆࡞࠸ᚋࡢໃ࠾࠸࡚ࠊ♧၀ࢆ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢ࡞࠸つᶍ࡞㈈ᨻฟືࢆồࡵࡿᨻⓗᅽຊࡣ᰿ᙉ࠸ࠋࡉࡽ᭱㏆࡛ࡣࠊ007㸦⌧௦㈌ᖯ⌮ㄽ㸧ࢆࣂࢵ

 ⏕άಖㆤไᗘ࡛ࡣࠊ
ࠕᗣ࡛ᩥⓗ࡞᭱ప㝈ᗘࡢ⏕άࠖᚲせ࡞㔠㢠ࢆ♧ࡍࠕಖㆤᇶ‽㢠ࠖࠊ⮬ࡽ

᱁ᕪṇࡀᅗࡽࢀࠊ ᖺ௦ࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ㈈ᨻㄪᩚࡣࠊᆅ᪉㈈※㊊ࢆᆅ᪉

 ᮾி࡛ࡣ㸲ᗘࡢ⥭ᛴែᐉゝࡀⓎࡏࡽࢀࡓࡾࡋ࡚ࠊ⤒῭άືࡢ㛤ࡀࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡽࠊ๓

 ࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊ
ࠕ㈈ᨻ㉥Ꮠྠ㢠ࡢ⮬ືⓗ࡞㈓ቑࡀⓎ⏕ࡍࡿࠖ࠸࠺⪃࠼᪉࡛ࠊ㈈ᨻ㉥ᏐࡀⓎ⏕ࡍࡿ

⛯㸦ἲேᴗ⛯࣭ἲேఫẸ⛯㸧ࢆά⏝ࡋࡓ㈈ᨻㄪᩚࡸࠊᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢ⢭⟬ᇶ‽ࡢぢ┤ࡋࢆ㏻ࡌࡓ⛯

࡞㈨㔠⧞ࡾᨭࡶ⾜ࡗࡓࠋ☜ࠊࡇࢀࡽࡣᙜ㠃ࡢ❓≧ࢆࡽࡆࡿࡢ㈨ࡋࡓ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ

ධࡋ࡚࠸ࡓබⓗᗣಖ㝤ࡀ⿕⏝⪅ಖ㝤㸪շẕᏊୡᖏ㸪ոୡᖏつᶍ 㹼 ே㸪չẸ㛫ᐙఫࡲ࠸㸪պ

 ࡑ࠺ࡋࡓ⫼ᬒࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᆅ᪉ἲே≉ู⛯ࡸ≉ูἲேᴗ⛯ࠊᆅ᪉ἲே⛯ࠊ࠸ࡗࡓᙧ࡛ࠊᆅ᪉ἲே

 ᪂ᆺࢥࣟࢼక࠸⤒῭ⓗᡴᧁࢆཷࡅࡓᐙィࡸᴗᑐࡋ࡚ࠊつᶍ࡞㈈ᨻᨭࢆ⾜࠺ࡶࠊᐶ

ṓᮍ‶ࠊ࠸ࡗࡓ≉ᛶࢆᣢࡘ⪅ࡢᑵປࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࠋ

୍⯡㈈※ࡢቑ࠼᪉ࡀࠊᮾி㒔ࡑࡢࡢ㐨ᗓ┴࡛␗࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ぢ᪉࡛࠶ࡿࠋ007 ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㏻㈌㟂せࡀ࠶ࡿࡽࣥࣇࣞࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᙇࡍࡿࠋ

⛯ࡢῶ㢠ࡼࡗ୍࡚㒊┦ẅࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡀ࠶ࡿ࠸࠺ᕪ␗࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢቑ⛯క࠺

ࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡢẚ࡛࠶ࡿබമ౫Ꮡᗘࡣ 㸣ࠊ࠸ࡎࢀࡶ㐣ཤ᭱㧗࡞ࡗࡓࠋ

࠺⪃࠼᪉࡛ࠊ⣡⛯ࡢࡓࡵࡣ⌧㔠ࡀᚲせࡔࡽࠊ㏻㈌ᑐࡍࡿ㟂せࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ࠸࠺

ࡲ୍⯡㈈※ࡢቑຍࡘ࡞ࡀࡿࡢᑐࡋࠊᅋయ࡛࠶ࡿࡑࡢࡢ㐨ᗓ┴࡛ࡣᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢቑࡀᆅ᪉

ࡼࡾࠊ⿵ṇᚋண⟬࣮࣋ࢫ࡛ࠊ୍⯡ィࡢṓฟ⥲㢠  ࠊࡑࡢ࠺ࡕᅜമⓎ⾜࡛  ࢆ㈥ࡗ

㈝⛯ࡣ㐢ᅾᗘࡀప࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᮾி㒔ࡑࡢࡢ㐨ᗓ┴ࡢ㛫࡛ぢࡿࠊఫẸ㸯ேᙜࡓࡾࡢ

ᮇ⾜࠺ࡇࡀ⤒῭ཌ⏕ࡢ㠃ࡽᮃࡲࡋ࠸ࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢ᪩ᮇᘬୖࡆࡣࠊᘬୖࡆࡢ *'3

ᖺᗘ㸱ḟࢃࡓࡿ⿵ṇண⟬ࢆ⤌ࡳࠊࡑࡢ㏣ຍṓฟࡢ㈈※ࡣࡰࡍ࡚ᅜമࡢቑⓎ࡛㈥ࡗࡓࠋࡇࢀ

ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢቑ⛯ࡀ➃⥴࡞ࡗࡓᙳ㡪ࡋ࡚ࠊ㸰Ⅼᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ㸯ࡘ┠ࡣࠊᆅ᪉ᾘ

ࡓࡇࢁࠊᾘ㈝⛯⋡ᘬୖࡆࡣࠊ㐜ࡃ࡞ࡿ⤒῭ཌ⏕ࢆᝏࡉࡏࡿࡇࡽࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆࢆ᪩

⛯ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡾࠊᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢቑ⛯ࡼࡗ࡚ࡑࡢ೫ᅾࡀࡼࡾ㢧ᅾࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠊ

ࡶ⛯⋡ࡀᘬࡁୖࡆࡽࢀࡿ㐣⛬ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅ᪉⛯࠾ࡅࡿ⛯᱁ᕪṇࡢ᪂ࡓ࡞ືࡁࡀ࠶ࡗࡓࡇ

㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡉࡽ࡞ࡿᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆࡀ⤒῭ཌ⏕࠼ࡿᙳ㡪ࡣ࠺࡞ࡿࢆศᯒࡋ

ᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢ⛯⋡ᘬୖࡆࡼࡿ⛯ቑࡣࠊᅋయ࡛࠶ࡿᮾி㒔࡛ࡣᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢቑศࡀࡑࡢࡲ

ไᢤᮏᨵ㠉㸸ホ౯ᒎᮃ࡛ࠖࡣࠊ♫ಖ㞀࣭⛯୍యᨵ㠉ࡢ୰࡛ࠊᅜ⛯ࡋ࡚ࡢᾘ㈝⛯ࡀᆅ᪉ᾘ㈝⛯

ࡀࡉࡽ㐍ࡴ  ᖺ௦࠾࠸࡚ࠊ♫ಖ㞀⤥ࡢ㈈※☜ಖࢆᅗࡿࡣࠊ㸣㉸ࡢᾘ㈝⛯⋡ᘬୖࡆࡣ

 ࡇࢁࡀࠊ ᖺ௦ࡢᖥ㛤ࡅࡣࠊ๓ࡢ࡞࠸㈈ᨻ㐠Ⴀ㏕ࡽࢀࡓࠋࢃࡀᅜࡢ୍⯡ィ࡛ࡣࠊ

 ᅜᆅ᪉ࡢ㈈ᨻ㛵ಀࡶࠊ ᖺ௦ࡣࡇࢀࡲ࡛࡞࠸ືࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋ୰㔛ㄽᩥࠕ⛯᱁ᕪṇ⛯

ῶᑡࡢᙳ㡪ࢆᑠࡉࡃ࡛ࡁࡿࡇࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

ࡵࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ᮰ᚋ㧗࠸௦౯ࢆᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

 ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ ᖺ௦ࡣࡢࡼ࠺࡞⛯ไᨵ㠉ࡀồࡵࡽࢀࡿࢆ⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋᨻᗓമົṧ㧗

ᑐ *'3 ẚࡀᮍ᭯᭷ࡢ㧗Ỉ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿ⛯☜ಖࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋ㧗㱋
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ᡤᚓ⛯ᨵ㠉ࡶࠊྠᮇᐇࡉࢀࡓࠋᡤᚓ⛯ࠊἲே⛯ࠊᾘ㈝⛯㸱ࡘࡢᇶᖿ⛯ࡢࡍ࡚ࢆᨵ㠉ࡋࡓ࠸
࠺ព࡛ࡣࠊ ᖺ௦ᮎࡢᢤᮏ⛯ไᨵ㠉௨᮶ࡢ⛯ไᨵ㠉ࡔࡗࡓ࠸࠼ࡼ࠺ࠋᅵᒃ D ࡛ࡣࠊࡑࡢᨻ⟇ᙧ
ᡂ㐣⛬ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᡤᚓ⛯ไࡣࠊ⾲㸯࠶ࡿࡼ࠺ࠊ ᖺࡢᢇ㣴᥍㝖ࡢぢ┤ࡋࢆ⓶ษࡾࠊ ᖺᗘࡢㆡΏᡤᚓㄢ⛯ࡢ
㍍ῶ⛯⋡ᗫṆࠊ ᖺࡢ᭱㧗⛯⋡ࡢᘬୖࡆࠊ ᖺࡢ㓄അ⪅᥍㝖࣭㓄അ⪅≉ู᥍㝖ࡢぢ┤ࡋࠊࡑࡋ࡚⣼
ḟࢃࡓࡿ⤥ᡤᚓ᥍㝖ࡢୖ㝈ᘬୗࡆ࡞ࠊࡰẖᖺࡢࡼ࠺ᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸦ᡤᚓ⛯ᨵ㠉࠾ࡅࡿす
ᬺᖺࡣࠊ⛯ไᨵṇ⥘ࡀྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࡓᖺᗘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨵṇᚋࡢ⛯ไࡀ㐺⏝ࡉࢀࡓධࢆ✌ᚓࡋࡓᬺ
ᖺ㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᡤᚓ⛯ᨵ㠉ࡣࠊẸඪᨻᶒࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ➨㸰ḟ௨㝆ࡢᏳಸ୕ෆ㛶࡛ࡶᐇࡉࢀࡓࠋ

࡛  ൨㸦࡛᭱㸰ᖺ㛫  ൨㸧⛬ᗘࡢ㈈※ࡀࡉࢀࡿ࠸࠺ࠋ

 ࡇ࠺ࡋࡓதⅬࡣࠊ㈶ᡂὴᑐὴ࠸࠺୧ᴟ➃ࡢேࠎ↔Ⅼࡀᙜࡓࡾࡀࡕࡔࡀࠊ୰❧ⓗ࡞❧ሙࡢேࠎ

ࡀࡢࡼ࠺ពぢࡀኚࢃࡗࡓࡢ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⪃ᐹࡽࠊ୰㛫ᒙࡣࠊᴟ➃࡞ពぢࢆᣢࡘே

ẚ࡚ࠊពぢࡀኚࢃࡾࡸࡍࡃࠊࢫࢸࢢ࣐ࡢࡼ࠺࡞⢭⚄ⓗ࡞せᅉࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ

 ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊពぢࡀᑐ❧ࡋࡀࡕ࡞ᨻ⟇ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✜࡞ពぢࢆ᭷ࡋࠊࡘാࡁࡅࢆ

㏻ࡌ࡚ពぢࢆኚ࠼࡚ࡃࢀࡿ୰❧ⓗ࡞❧ሙࡢேࠎࡶࡗࣉ࣮ࣟࢳࡍࡁ࡛࠶ࡿࡢぢ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸

ࡿࠋ

 ௨ୖࡢࡼ࠺ࠊ ᖺ௦࠾ࡅࡿ⛯㈈ᨻ㛵ࡍࡿᨻ⟇ㄢ㢟ࡣࠊேཱྀῶᑡ㧗㱋┤㠃ࡍࡿࡀᨾࠊ

2017 ᖺ











ᇶ♏᥍㝖ࠊ⤥ᡤᚓ᥍㝖ࠊබⓗᖺ㔠➼᥍㝖ࡢぢ┤ࡋࠊᡤᚓ㔠㢠ㄪᩚ᥍㝖ࡢタ

㓄അ⪅᥍㝖㓄അ⪅≉ู᥍㝖ࡢぢ┤ࡋ

⤥ᡤᚓ᥍㝖ࡢୖ㝈ᘬୗࡆ㸦⤥ධ 1000 ㉸࡛᥍㝖ୖ㝈 220 㸧

⤥ᡤᚓ᥍㝖ࡢୖ㝈ᘬୗࡆ㸦⤥ධ 1200 ㉸࡛᥍㝖ୖ㝈 230 㸧

᭱㧗⛯⋡ᘬୖࡆ㸦4000 ㉸࡛ 45㸣㸧

ㆡΏᡤᚓㄢ⛯ࡢ㍍ῶ⛯⋡ᗫṆ㸦⛯⋡ 10㸣Ⱥ20㸣㸧

10㸣ࢆ᥍㝖ࡍࡿᥐ⨨ࡢᗫṆ

10

ᘬୗࡆࡢ➃⥴ࡣࠊⳢ┤ேෆ㛶࡛ᐇࡉࢀࡓἲே⛯⋡ࡢᘬୗࡆ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨㸰ḟᏳಸෆ㛶࠾࠸

 ἲே⛯ไࡣࠊ⾲㸰࠶ࡿࡼ࠺ࠊἲேᐇຠ⛯⋡ࡢᘬୗࡆࡀ↔Ⅼ࡞ࡗࡓࠋ ᖺ௦ࡢἲேᐇຠ⛯⋡ࡢ

2020 ᖺ

2018 ᖺ

2016 ᖺ





2015 ᖺ

9

⤥ᡤᚓ᥍㝖ࡢୖ㝈タᐃ㸦⤥ධ 1500 ㉸࡛᥍㝖ୖ㝈 245 㸧ࠊ⯆≉ู

2013 ᖺ

2014 ᖺ

ᢇ㣴᥍㝖ࡢ⦰ῶ㸦Ꮚࡶᡭᙜᨭ⤥➼క࠺㸧

2011 ᖺ

ᡤᚓ⛯⯆≉ูఫẸ⛯ࡢᑟධࠊ㏥⫋ᡤᚓ➼ಀࡿಶேఫẸ⛯ࡢ㢠ࡽ⛯㢠ࡢ

ෆ ᐜ

⛯ไᨵṇ
ṇ



ࡀࠊᚋၥࢃࢀࡼ࠺ࠋ

ᮇᨻ⟇ࡸไᗘᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡓࡵࠊ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊࡢࡼ࠺ྜពࢆᙧᡂࡋ࡚ࡺࡃ

⾲㸯  ᖺ௦ᐇࡉࢀࡓᡤᚓ⛯ᨵ㠉

ᖺ௦ࡣࠊἲேᐇຠ⛯⋡ࡢᘬୗࡆࢆࡣࡌࡵࡍࡿἲே⛯ᨵ㠉ࠊẖᖺࡢࡼ࠺᥍㝖➼ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓ

๓ㄪᰝ㸦ࡼࡾලయⓗࡣࠕᩥ⊩ㄪᰝࠖ㸧ࢆཷࡅධࢀࡿ⾲᫂ࡋࡓࠋᩥ⊩ㄪᰝࢆཷࡅධࢀࡿࠊ ᖺ㛫

ྜពᙧᡂࡀᐜ࡛᫆࡞࠸ࡀࠊ᪩ᮇ╔ᡭࡋ࡞ࡅࢀࡤ᱁ᕪᣑࡸ⤒῭ᡂ㛗ࡢ㕌࠸࠺៧ࡁ┠㐼࠺ࠋ᪩

  ᖺ௦ࡢ᪥ᮏࡢ⛯ไ࠾࠸࡚ࠊ᭱ࡶ༳㇟῝࠸ᨵ㠉ࡣࠊ㸰ᗘࡢᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆࡔࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊ

  ᖺࠊᾏ㐨ࡢᑑ㒔⏫⚄ᜨෆᮧࡀࠊ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢ᭱⤊ฎศタࢆタ⨨ࡍࡿࡓࡵࡢ

᠕⩏ሿᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ ᅵᒃᮁ

㸯㸬ᇶᖿ⛯ࢆᨵ㠉ࡋࡓ  ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉

᪥ᮏࡢ⛯ไᨵ㠉㸸 ᖺ௦ࡢᅇ㢳  ᖺ௦ࡢᒎᮃ

⤊ฎศタࡢㄏ⮴ࢆᕠࡿ᭷ᶒ⪅ࡢ⾜ືࡽࠊ୰㛫ᒙࡢពᛮỴᐃࡢᮏ㉁㏕ࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⌮ࡋࡓᚋ⏕ᡂࡉࢀࡿ᰾ศ⏕ᡂ≀࡛࠶ࡿࠕ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࠖࡢ᭱⤊ฎศᆅࡢ㑅ᐃࢆࠊ᭱

ࡶ࠶ࡿࠋすᕝㄽᩥࠕከᩘࢆ༨ࡵࡿ୰❧ⓗேࠎࡢពᛮỴᐃࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࠖࡣࠊ⏝῭ࡳ᰾⇞ᩱࢆฎ

 ࠶ࡿ≉ᐃࡢᆅᇦࡔࡅ࠾࠸࡚ࠊఫẸࢆศࡍࡿࡼ࠺࡞தⅬ࡞ࡿពᛮỴᐃࡀࠊᅜᨻࢆᦂࡿࡀࡍࡇ

ࡉࢀࡓࠋ⯆῝࠸ᐇࡢⓎぢ࡛࠶ࡿࠋ
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5.19

7.2

39.54

0.48

0.2

ἲேఫẸ⛯ἲே⛯⛯⋡

ᴗ⛯ᡤᚓ⛯⋡

ἲேᐇຠ⛯⋡

ᴗ⛯ຍ౯್⛯⋡

ᴗ⛯㈨ᮏ⛯⋡

0.2

0.48

37.41

7.2

4.85

28.05

0.2

0.48

37.41

7.2

4.85

28.05

0.2

0.48

34.62

7.2

4.41

25.5

0.3

0.72

32.11

6.0

4.13

23.9

2015

0.5

1.2

29.97

3.6

4.05

23.4

2016

0.5

1.2

29.97

3.6

4.05

23.4

2017

0.5

1.2

29.74

3.6

4.01

23.2

2018

ࡢ◊✲ࢆᄏ▮ࡋ࡚ἲே⛯ࡢᖐ╔ࡢศᯒࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊἲே⛯ࡢ㈇ᢸࡀࠊປാᡤᚓ㈨
ᮏᡤᚓ㸦㓄ᙜᡤᚓࡸᏊᡤᚓ㸧࠺ᖐ╔ࡍࡿࡀ↔Ⅼ࡞ࡗࡓࠋ
 'RL  ᅵᒃ E ࡣࠊࢃࡀᅜ࡛ࡢἲேᐇຠ⛯⋡ᘬୗࡆࡢᙳ㡪ࡀࠊປാᡤᚓ㈨ᮏᡤᚓ࠺ᖐ
╔ࡍࡿࢆࠊࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡞タᐃࢆࡋࡓືᏛⓗ୍⯡ᆒ⾮ࣔࢹࣝᇶ࡙࠸ࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥศᯒࡼࡗ
࡚ࠊᐃ㔞ⓗ᫂ࡽࡋࡓࠋ
 ඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊἲே⛯ࡢຠᯝࢆศᯒ࡛ࡁࡿ࣐ࢡࣟ⤒῭ࡢືᏛࣔࢹࣝࢆᇶࠊ㛗ᮇ㸦⛯⋡ኚ᭦ᚋ฿㐩
ࡍࡿᐃᖖ≧ែ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊἲே⛯ࡢ㈇ᢸࡣࡍ࡚ປാᡤᚓᖐ╔ࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
⌮⏤ࡣࠊ
㸦ᢞ㈨࡞ࡢᴗ⾜ືవศ࡞㈝⏝ࡀࡽ࡞࠸㸧୍⯡ⓗ࡞࣐ࢡࣟືᏛࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊἲே⛯ࡢ⛯
⋡ኚ᭦ࡣࠊ▷ᮇⓗࡣᴗࡗ࡚ᮃࡲࡋ࠸㈨ᮏᢞධ㔞㸦ࡸタഛᢞ㈨㸧ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡀࠊᐃᖖ≧ែ࡛
ࡢ㈨ᮏࡢ┈⋡ἲே⛯⋡ࡣࡃᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⛯⋡ኚ᭦๓ࡢᐃᖖ≧ែ࠾ࡅࡿ
㈨ᮏࡢ┈⋡ࠊ⛯⋡ኚ᭦ᚋࡢᐃᖖ≧ែ࠾ࡅࡿ㈨ᮏࡢ┈⋡ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⛯⋡ኚ᭦ᚋࡢᐃᖖ≧
ែ࠾ࡅࡿ㈨ᮏᢞධ㔞ࡣᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊἲே⛯⋡ࡢኚ᭦క࠸Ẹ㛫㸦ᐙィࡸᴗ㸧ࡽᨻᗓ
ࡀᚓࡿ⛯ࡣኚືࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢศࡢᙳ㡪ࡣࠊ㈨ᮏᢞධ㔞ࡣᙳ㡪ࢆཷࡅࡎࠊ࡚ࡀປാᡤᚓᖐ╔ࡍࡿ

ᘏᮇࡍࡿࡇࢆ⾲᫂ࡍࡿࡶࠊ⾗㆟㝔ࢆゎᩓࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᬒẼุ᩿᮲㡯๐㝖ࢆ⾲᫂ࡋࠊ ᖺ

㸱᭶ᡂ❧ࡋࡓ⛯ไᨵṇἲࠊᘏᮇࡶᫎࡉࢀࡓࠋ

 ࡇࢁࡀࠊཧ㆟㝔㑅ᣲࢆ┠๓᥍࠼ࡓ  ᖺ㸴᭶ࠊᏳಸ㤳┦ࡣࠊᾘ㈝⛯⋡ 㸣ࡢᘬୖࡆࢆ 

ᖺ  ᭶ᘏᮇࡍࡿࡇࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ ᖺ  ᭶ᡂ❧ࡋࡓᾘ㈝⛯⋡ᘬୖࡆᮇኚ᭦ἲ┒

ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ

 ࡑࡋ࡚ࠊ ᖺ  ᭶ࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢᶆ‽⛯⋡ࢆ㸶㸣ࡽ 㸣ᘬࡁୖࡆࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ㣧㣗ᩱရ㸦እ

㣗ࢆ㝖ࡃ㸧᪂⪺ࡣ㍍ῶ⛯⋡ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

 ௨ୗ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ⛯ไᨵ㠉ࡀࡢࡼ࠺࡞⤒῭ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ



㸰㸬ᡤᚓ᥍㝖ࡢ⦰ᑠࡀ୰ᚰࡔࡗࡓᡤᚓ⛯ᨵ㠉

  ᖺ௦ࡢ୍㐃ࡢᡤᚓ⛯ᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࠊᡤᚓศ㓄ᶵ⬟ࡀࡢࡼ࠺Ⓨࡉࢀࡓࢆศᯒࡋࡓࡢࡀࠊ

ᅵᒃ D  'RLDQG.XULWD  ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ᇶ࡙ࡃࠊ ᖺ௦ࡢ୍㐃

ࡢᡤᚓ⛯ᨵ㠉ࡼࡗ࡚ࠊࢪࢽಀᩘࡸᖹᆒᑐᩘ೫ᕪ࡛

11

ࡔࡗࡓࠋ࡞ࡐᡤᚓ᱁ᕪࡀᑠᖜࡋ⦰ᑠࡋ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⾲㸯♧ࡉࢀࡓࡼ࠺ࠊࢃࡀᅜࡢᡤᚓ

12

ᰴࠊ㢳ᐈ࡞ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀࠊᬯ㯲ࡢ⿹㈇࠺ࡶࡢᤊ࠼ࡿࠋබඹ⤒῭Ꮫࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊ+DUEHUJHU

ࡽ㸶㸣ᘬࡁୖࡆࡓࠋࡋࡋࠊ ᖺ  ᭶ࠊᏳಸ㤳┦ࡀᾘ㈝⛯⋡ 㸣ࡢᘬୖࡆࢆ  ᖺ㸲᭶

ࡇ࡞ࡿࠋ

ㄽ࡛ࡣࠊᅵᒃ E ࡞ࡢᩍ⛉᭩࡛ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊἲே⛯ࡢ㈇ᢸࡣࠊᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࠊᚑᴗဨࠊ

㸶㸣ࠊ ᖺ  ᭶ 㸣ᘬࡁୖࡆࡿࡇࡀἲᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ ᖺ㸲᭶ᾘ㈝⛯⋡ࢆ㸳㸣

ࡗࡓᡤᚓ᱁ᕪࡣ⦰ᑠࡋࡓࡀࠊࡑࡢᖜࡣᑠࡉ࠸ࡶࡢ

ᮇ⾜ࢃࢀࡿࡇࢆᤊ࠼࡚ࠊᴗཌ㐝ࠊᾘ㈝⪅෭㐝ࡢ༳㇟ࢆᣢࡘᅜẸࡶከ࠸ࠋࡋࡋࠊ⤒῭Ꮫࡢ⌮

 ἲேᐇຠ⛯⋡ࡢᘬୗࡆࡣࠊᴗࡢ⤒῭άືዲᙳ㡪ࢆ࠼ࡿᮇᚅࡉࢀࡿࡀࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆྠ

ᖺᗘࡣ ᘬࡁୗࡆࡽࢀࡓࠋ

⛯⋡ࡢᘬୗࡆࡀᐇࡉࢀࡓࠋ⾲㸰ࡢ㏻ࡾࠊ ᖺᗘ࡛ࡣ 㸣ࡔࡗࡓࢃࡀᅜࡢἲேᐇຠ⛯⋡ࡣࠊ

 ࢃࡀᅜࡣࠊᚑ๓ࠊἲேᐇຠ⛯⋡ࡀㅖእᅜẚ࡚㧗࠸ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᡂ㛗ᡓ␎ࡢ୍⎔ࡋ࡚ἲேᐇຠ

㸱㸬ປാᡤᚓࡶᜠᜨࢆ࠼ࡓἲே⛯ᨵ㠉



ࡓ㧗㱋⪅ࡢ⛯㈇ᢸࢆࡼࡾከࡃ㍍ῶࡍࡿ᥍㝖ࡢぢ┤ࡋࡀྍḞ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➼᥍㝖ࡣࠊ⤥ᡤᚓ᥍㝖ే⏝࡛ࡁࡿࡽࠊୡ௦㛫᱁ᕪࢆࡼࡾᙉࡃṇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡣࠊࡇ࠺ࡋ

ࡋࡶࡑࡢୖ㝈ࡣㄢ⛯๓ࡢබⓗᖺ㔠➼ධ࡛  ㉸ࡋ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋබⓗᖺ㔠

ᖺ㔠➼᥍㝖ࡢୖ㝈ࡀࠊ ᖺᡤᚓࡽࡼ࠺ࡸࡃタࡅࡽࢀ㸦⤥ᡤᚓ᥍㝖ࡢୖ㝈タᐃࡣ  ᖺᡤᚓࡽ㸧ࠊ

 ࡑࡋ࡚ࠊᾘ㈝⛯ไ࡛ࡣࠊ ᖺ㸶᭶♫ಖ㞀࣭⛯୍యᨵ㠉㛵㐃ἲࡀᡂ❧ࡋࠊᾘ㈝⛯⋡ࢆ  ᖺ㸲᭶

ὀ㸧ᆅ᪉⛯ࡣᶆ‽⛯⋡ࠋἲேఫẸ⛯ἲே⛯ࡢ⛯⋡ࡣࠊㄢ⛯ᶆ‽㸦ᅜࡢἲே⛯㢠㸧࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜࡢἲே⛯ྠࡌㄢ⛯ᶆ‽ᑐࡍࡿ⋡ࠋࡲ
ࡓࠊἲேఫẸ⛯ἲே⛯⛯⋡ࡣᆅ᪉ἲே⛯ศࢆྵࡴࠋᴗ⛯ᡤᚓ⛯⋡ࡣᆅ᪉ἲே≉ู⛯ࡲࡓࡣ≉ูἲேᴗ⛯ศࢆྵࡳࠊእᙧᶆ
‽ㄢ⛯ᑐ㇟ἲேᑐࡍࡿ⛯⋡ࠋ

30.0

ᅜࡢἲே⛯⋡

2014

ṇࡢຠᯝࡢ᪉ࡀࠊୡ௦㛫᱁ᕪṇࡢຠᯝࡼࡾࡶࡁࡗࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊබⓗ

2013

⾲㸰 ἲே⛯ᨵ㠉࠾ࡅࡿ⛯⋡ኚ᭦

2012

 ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᡤᚓ⛯ᨵ㠉ࡀୡ௦㛫᱁ᕪ࠼ࡓᙳ㡪ࢆศᯒࡋࡓᅵᒃ D ࡼࡿࠊୡ௦ෆ᱁ᕪ



2011

᥍㝖ษࡾ᭰࠼ࡿࡇࡣ୍ษࡋ࡞ࡗࡓࡽ࠸࠼ࡿࠋ

࡛ᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊእᙧᶆ‽ㄢ⛯࡛࠶ࡿᴗ⛯ࡢຍ౯್㈨ᮏࡢ⛯⋡ࡀᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࠋ

ᖺᗘ

⛯ไ࡛ከ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᡤᚓ᥍㝖ࢆ⦰ᑠࡍࡿࡇࡣ╔ᡭࡋࡓࡀࠊᡤᚓ᱁ᕪࢆࡼࡾࡁࡃṇ࡛ࡁࡿ⛯㢠

࡚ࠊἲேᐇຠ⛯⋡ࢆ 㸣ྎࡲ࡛ᘬࡁୗࡆࡿࡇࢆᶆᴶࡋ࡚ࠊ௦᭰㈈※࡞ࡿㄢ⛯࣮࣋ࢫࡢᣑࢭࢵࢺ
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ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡛ࠊཌ⏕ศᯒࢆヨࡳࡓࠋ
 ẚ㍑ᑐ㇟ࡋࡓࡢࡣࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆᮇࢆ㐜ࡽࡏࡿ㸦㸯㹼㸳ᖺᚋ㸧ࢣ࣮ࢫࠊᾘ㈝⛯⋡ࢆ㸳ᖺ
ࡅ࡚ẖᖺ㸯㸣ࡎࡘᘬࡁୖࡆࡿࢣ࣮ࢫࠊ㔠⼥ᡤᚓㄢ⛯ࡢ⛯⋡ࢆᘬࡁୖࡆࡿ㸦⣙ 㸣㸧ࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆࢆ㐜ࡽࡏࡿࠊ0&) ࡣୖ᪼ࡍࡿࡇࠊᾘ㈝⛯⋡ࢆẁ
㝵ⓗୖࡆࡿࡇࡣࠊᾘ㈝⛯⋡ᘬୖࡆࢆ㐜ࡽࡏࡿຠᯝྠᵝࡢຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡋ
࡚ࠊᾘ㈝⛯⋡ᘬୖࡆࡢ᪉ࡀࠊ㔠⼥ᡤᚓㄢ⛯ࡢ⛯⋡ᘬୖࡆࡼࡾࡶࠊ0&) ࡣప࠸ࡇࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡢࡇࡽࠊᾘ㈝⛯⋡ᘬୖࡆࡢ᪉ࡀࠊ㔠⼥ᡤᚓㄢ⛯ࡢ⛯⋡ᘬୖࡆࡼࡾࡶࠊ⤒῭ཌ⏕ࡢ㠃࡛ࡣᮃࡲࡋ
࠸࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᾘ㈝⛯⋡ᘬୖࡆࡣࠊ㐜ࡃ࡞ࡿ⤒῭ཌ⏕ࢆᝏࡉࡏࡿࡇࡽࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬ
ୖࡆࢆ᪩ᮇ⾜࠺ࡇࡀ⤒῭ཌ⏕ࡢ㠃ࡽᮃࡲࡋ࠸࠸࠼ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢ᪩ᮇᘬୖࡆࡣࠊᘬୖ
ࡆࡢ *'3 ῶᑡࡢᙳ㡪ࢆᑠࡉࡃ࡛ࡁࡿࡇࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
 %DUUR  ࡢㄢ⛯ᖹ‽⌮ㄽࡽࡳ࡚ࡶࠊ⛒⛯ࡼࡿ㉸㐣㈇ᢸࡣ㝈⏺⛯⋡ࡢ㸰ẚࡋ࡚ࡁࡃ
࡞ࡿࡇࡽࠊᚲせࡉࢀࡿᨻᗓᨭฟࡢࡓࡵࡢ㈈※☜ಖࡣࠊ᪩ᮇ⛯⋡ࢆᘬࡁୖࡆ࡚ࡑࢀ௨㝆࡛ࡁࡿࡔ
ࡅ୍ᐃࡍࡿࡢࡀࡼࡾᮃࡲࡋ࠸ࠋࡔࡽࠊ ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉ࡶࠊᾘ㈝⛯⋡ࢆ᪩ᮇᘬࡁୖࡆ࡚ࠊᨻᗓ
മົࡢ⣼ቑࢆᢚ࠼࡚ࠊ᭱⤊ⓗᘬࡁୖࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⛯⋡ࢆࡼࡾపࡃ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡓ⛯ไᨵ㠉ࡀࠊ2020 ᖺ௦ᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

 ᅵᒃ E ࡢືᏛⓗ୍⯡ᆒ⾮ࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿᶆ‽ⓗ࡞ࢣ࣮ࢫ㸦㏆ᖺࡢ᪥ᮏ⤒῭ࢆࡼࡾᛅᐇ⌧ࡋࡓ

ࢣ࣮ࢫ㸧ࡢ⤖ᯝࠊࡽ ࡢἲேᐇຠ⛯⋡ᘬୗࡆእᙧᶆ‽ㄢ⛯ࡢᣑࢆᐇࡋࡓᚋ  ᖺ㸦

ᅄ༙ᮇ㸧࡛ࠊປാᡤᚓ ᙅࠊ㈨ᮏᡤᚓ ᙉࡢᜠᜨࡀཬࡪࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽࠊ㛗ᮇ㸦ἲேᐇ

ຠ⛯⋡ᘬࡁୗࡆᚋࡢᐃᖖ≧ែ㸧࠾ࡅࡿἲேᐇຠ⛯⋡ᘬࡁୗࡆࡢᜠᜨࡣࠊ⣙ ࡀປാᡤᚓࠊ⣙ ࡀ

㈨ᮏᡤᚓཬࡪࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ ᖺ௦ࡢἲேᐇຠ⛯⋡ࡢᘬୗࡆࡢᜠᜨࡣࠊ㈨ᮏᡤᚓࡔ

ࡅ࡛࡞ࡃࠊປാᡤᚓࡶ┦ᙜ⛬ᗘཬࡪࡇࡀᐃ㔞ⓗ♧ࡉࢀࡓࠋ



㸲㸬ᾘ㈝ቑ⛯ࡢཌ⏕ศᯒ

 ᾘ㈝⛯⋡ࡣࠊ ᖺ  ᭶㸶㸣ࠊ ᖺ  ᭶ 㸣ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࠋ⛯⋡ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡇ⮬

యࡣࠊ㈨※㓄ศࡢ㉸㐣㈇ᢸ㸦ṚⲴ㔜㸧ࢆࡁࡃࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㈨※㓄ศࡢຠ⋡ᛶࢆࡑࢀࡔࡅᦆࡡࡿ࠸

࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࠊቑ⛯ࡔࡅࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ホ౯ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢃࡀᅜ࠾ࡅࡿ  ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉

యࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㈨※㓄ศࡢຠ⋡ᛶࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࢆࠊᐃ㔞ⓗศᯒࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

 ࡑࡇ࡛ࠊᅵᒃ E ࡢືᏛⓗ୍⯡ᆒ⾮ࣔࢹࣝࢆᇶࠊ'DKOE\  ᚑ࠸ 0DUJLQDO&RVWRI3XEOLF

)XQGV㸦0&)㸸බⓗ㈨㔠ࡢ㝈⏺㈝⏝㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉ࡢ⤒῭ཌ⏕ࢆศᯒࡋࡓࠋ0&) ࡣࠊ
㸦㝈

⏺㸧㉸㐣㈇ᢸᐦ᥋࡞㛵ಀࡢ࠶ࡿᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋ

ධࢀࡘࡘࠊᡤᚓ⛯ᨵ㠉ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
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ศ㓄ᶵ⬟ࡢᅇࡣࠊ࠸ࡲࡔ㐨༙ࡤ࡛࠶ࡿࡽࠊ⛯㢠᥍㝖ࡢ✚ᴟά⏝ࡶྵࡵ࡚ࠊ⤥ࡁ⛯㢠᥍㝖ࡶど㔝

ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽ࡞ࡿ⛯☜ಖࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛࠸࡚ࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊᡤᚓ⛯ไ࠾ࡅࡿᡤᚓ

 ࡛ࡣࠊ ᖺ௦ࡢࢃࡀᅜࡢ⛯ไࡣࠊ࠺࠶ࡿࡁࠋᨻᗓമົṧ㧗ᑐ *'3 ẚࡣࠊᮍ᭯᭷ࡢ㧗Ỉ‽࡞

㸳㸬 ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉ࡢᒎᮃ



࡚ࠊయࡋ࡚⛒⛯ࡼࡿ㈨※㓄ศࡢṍࡳࢆṇࡋࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ

 ࡇࡢࡇࡽࠊ ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉࡛ࡣࠊἲே⛯⋡ࢆᘬࡁୗࡆ࡚ࠊᾘ㈝⛯⋡ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡇࡼࡗ

ࡑࡋ࡚  ᖺ௦ࡢ⛯ไᨵ㠉ࡼࡗ࡚ࠊ ᖺᗘᙜࡢ⛯ไࡼࡾࡶࠊ0&) ࡣపୗࡋࡓࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

࡞  ᖺ௦⾜ࢃࢀࡓ୍㐃ࡢ⛯ไᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓᚋ฿㐩ࡍࡿᐃᖖ≧ែࡢ᪉ࡀࠊ⛯⥲㢠ࡣቑຍࡋࡓࡇࠊ
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ཧ⪃ᩥ⊩

ࢆ⾜ࡗࡓࡁࡢ 0&) ࢆィ ࡋࠊࡇࢀྠࡌ⛯ࡀᐃᖖ≧ែ࡛ᚓࡽࢀࡿ⛯ไᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓࡁࡢ 0&) ࢆ

ࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࢀᇶ࡙ࡃࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊἲே⛯ࡢᖐ╔ࢆᐃ㔞ⓗ♧ࡋࡓࠋ

 ࡑࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝࠊ ᖺᗘᙜࡢ⛯ไࢆ୍ษኚ᭦ࡋ࡞ࡗࡓ≧ែࡼࡾࡶࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺

࡛ࠊ๓⠇ྠᵝࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥศᯒࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚ࠊ㸳㸣ࡢᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆ㸦㸣ࡽ 㸣㸧

E ࡛ࡣࠊタഛᢞ㈨ㄪᩚ㈝⏝ࡀࡿࡇࡸࠊᴗࡢ㈨ᮏᵓᡂࡀᢅ࠼ࡿࡼ࠺㈇മࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ

ୖࡆࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ࠋ࡛ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬୖࡆࡀ⤒῭ཌ⏕࠼ࡿᙳ㡪ࡣ࠺࡞ࡿࠋࡑࡇ

ࡘ࠸࡚㈨ᮏᵓᡂ㸦㈇മᰴᘧ㸧ࢆᢅ࠼࡞࠸࡞ࠊ⌧ᐇⓗ࡛࡞࠸㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ'RL  ᅵᒃ

࣮࣭ࢥࢫࢺ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㈈ົⓗᅔ㞴㸦ILQDQFLDOGLVWUHVV㸧క࠺㈝⏝㸧ࢆᑟධࡋࡓࠊືᏛⓗ୍⯡ᆒ⾮ࣔ

 㧗㱋ࡀࡉࡽ㐍ࡴ  ᖺ௦࠾࠸࡚ࠊ♫ಖ㞀⤥ࡢ㈈※☜ಖࢆᅗࡿࡣࠊ㸣㉸ࡢᾘ㈝⛯⋡ᘬ

 ࡋࡋࠊἲே⛯ࡢᖐ╔㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊタഛᢞ㈨ࡣㄪᩚ㈝⏝ࡀ࡞࠸ࡇࡸᴗࡢ㈨㔠ㄪ㐩
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ࡅࠊ007 ࡢၥ㢟ⅬࢆᗈࡃᅜẸࡀㄆ㆑ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋ



࡚ࡶ㏻㈌ቑⓎ࡛ṓฟᣑࡢ㈈※ࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ 007 ࡢᙇࡣࠊᨻⓗࡣཷࡅධࢀࡸࡍ࠸ࡶࡢࡔ

ᡂ❧ࡍࡿࡢࡣࠊὶືᛶࡢ⨜ୗ࡛ࠊ㏻㈌Ⓨ⾜┈ࢆྵࡴ࣮ࣜ࢝ࢻ୰❧㢟ࡀᡂ❧ࡍࡿሙྜゎࡉࢀࡿࡇ

ࡔࡀࠊࡑࡢሙྜࡣ➨୍ࠊ:UD\  ࡣࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺ࠊᨻᗓࡢ␗Ⅼ㛫ࡢண⟬ไ⣙ᘧࢆྰᐃࡋ࡚

ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ㆟ㄽࢆ 007 ༊ูࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇࡀࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᑗ᮶ቑ⛯ࡋ࡞ࡃ

 ࢥࣟࢼ⚝ୗࡢ㈈ᨻᨻ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶆ‽ⓗ࡞⤒῭⌮ㄽ࠾࠸࡚ࡶࠊᵝࠎ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸

ฟ࡚ࡃࡿࠋ

ᮏ✏࡛ࡣࠊ㸰ࡘࡢᙇ㸦ࠕ⛒⛯ࡀ㈌ᖯࢆືࡍࠖࠕẸ㛫㈓ࡀ⮬ືⓗ㈈ᨻ㉥Ꮠྠ㢠ቑຍࠖ
㸧ࡀྠ

ࡇࢆᣦࡋࡓࠋ

ண⟬ไ⣙ᘧࢆྰᐃࡋ࡚ࡋࡲ࠼ࡤࠊᑗ᮶ୡ௦ࡢ㈇ᢸࢆቑࡸࡍࡇ࡞ࡃࠊ㈈※ࡣ☜ಖ࡛ࡁࡿ࠸࠺ᙇࡀ

ࡢ㆟ㄽࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋ

ࡣண⟬ไ⣙ᘧࡀ࠶ࡾࠊ⛯ᅜമ࡛㈈※ࢆㄪ㐩ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋղἣࡢሙྜ➼ࢆ㝖ࡁࠊᅜമࡣ⤒῭

ᡃࡀᅜࡢ※Ἠᚩไᗘࡢୗࠊ⣡⛯‽ഛࡢࡓࡵࡢ㏻㈌㟂せࡣࠊ007 ࡢᙇ␗࡞ࡾࠊࡑࢀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸

ࡿሙྜࡢࡳ࡞ࡿࠋ㏻㈌Ⓨ⾜┈ࡀࠊ㈋ᅔᑐ⟇⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣜ࢝ࢻ୰❧㢟ࡣᡂ❧ࡏࡎࠊ007

 ࡇࡢ㸰ࡘࡢᰕᇶ࡙࠸࡚ࠊ007 ࡢ௦⾲ⓗㄽ⪅࡛࠶ࡿࣞࡣࠊᨻᗓࡢண⟬ไ⣙ᘧᇶ࡙ࡃ⌮ㄽ㸦ձᨻᗓ

ᖜᣑࢆពࡍࡿࠋ
㸧ࢆྰᐃࡍࡿ :UD\  ࠋࡇࢀࡇࡑࡀࠊ007 ࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡢ

ᙇ࠾ࡾࠊᕧ㢠ࡢ㏻㈌ቑⓎࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊࣥࣇࣞࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡢࡣࠊ㏻㈌Ⓨ⾜┈ࡀᐩ⿱ᒙࡢࡓࡵࢃࢀ

࠸ࠖᙇࡍࡿࠋ

⤖ᒁࠊ007 ࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍ㸰ࡘࡢᙇࡀᡂ❧ࡍࡿሙྜࡣࠊ007 ࡢࡢ㔜せ࡞ᨻ⟇ᥦゝࡣ⌮ㄽⓗྰᐃࡉ

࠶ࡿࡓࡵࠊ⌧㔠ࢆ⤥ࡉࢀࢀࡤࠊ⣡⛯ഛ࠼ࡿ㈓ࢆ⾜࠺ࡢ࡛࡞ࡃࠊᾘ㈝ࢆᣑࡍࡿࠋᚑࡗ࡚ 007 ࡢ

ࡵࠊ㈈ᨻ㉥ᏐࡀẸ㛫㈓ࢆ྾ࡋ࡚ࡶࠊẸ㛫ᅇࡿ㈓ࡢ㢠ࡶῶࡽࡎࠊࢡࣛ࢘ࢹࣥࢢ࢘ࢺࡣ㉳ࡁ࡞

ࢀࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊ007 ࡢᙇࡣ㔜ᒙⓗㄽ⌮ࡀ◚⥢ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ

ᅔࡗ࡚࠸࡞࠸ὶືᛶไ⣙ୗ࡞࠸ᐙィ࡛࠶ࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢ㈋ᅔᒙࡣࠊὶືᛶไ⣙ୗ

࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ007 ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊࠕ㈈ᨻ㉥ᏐࡀⓎ⏕ࡍࡿࠊྠ㢠ࡢẸ㛫㈓ࡀ⮬ືⓗቑຍࡍࡿࠋࡇࡢࡓ

᮶ୡ௦ࡢ㈇ᢸ࡞ࡿࠋࡇࡢ㈇ᢸࢆῶࡽࡍࡣࠊቑ⛯ṓฟ๐ῶࡀᚲせࠋյ㈈ᨻ㉥Ꮠᣑࡣࠊᑗ᮶ࡢቑ⛯

ᕧ㢠ࡢ㈈※ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ࣮ࣜ࢝ࢻ୰❧㢟ࡀᡂ❧ࡍࡿࡢࡣࠊᡭඖࡢ⌧㔠

ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠊ῝้࡞ἣ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊࢡࣛ࢘ࢹࣥࢢ࢘ࢺࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡀᶆ‽ⓗ࡞⌮ゎ࡛

ࡢ㈇ᢸ࡞ࡿࠋճ㈈ᨻ㉥Ꮠࡣࢡࣛ࢘ࢹࣥࢢ࢘ࢺࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊ㔠ࡀୖ᪼ࡍࡿࠋմ㈈ᨻ㉥Ꮠࡣࠊᑗ

☜ಖࡋࠊ㈋ᅔᑐ⟇ࢆᣑࡍࡁᙇࡍࡿ⪅ࡶከ࠸ࠋ.HOWRQ  ࡶࠊ007 ࡼࡾࠊ㈋ᅔᑐ⟇ࡑࡢ

 ࡶ࠺㸯ࡘࡢᰕࡀࠊ
ࠕ㈈ᨻ㉥Ꮠྠ㢠ࡢ⮬ືⓗ࡞㈓ቑࡀⓎ⏕ࡍࡿࠖ࠸࠺ᙇ࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡢ㈈ᨻ㉥Ꮠ

➨ᅄࠊ⡿ᅜࡢ࢜࢝ࢩ࣭࢜ࢥࣝࢸࢫ㆟ဨ௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ007 ᨭᣢ⪅ࡢ୰ࡣࠊ㏻㈌ቑⓎ࡛㈈※ࢆ

ྰᐃࡉࢀࡿࠋ

ࡿࠋ007 ࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㏻㈌㟂せࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࣥࣇࣞࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᙇࡍࡿࠋ

㈈ᨻᣑࡋࢁࠖࡢ㐠Ⴀ᪉㔪ࡣྰᐃࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ007 ⌮ㄽࡀṇᙜࡉࢀࡿሙྜࡣࠊᶵ⬟ⓗ㈈ᨻࡣ

࣮ࢻ୰❧㢟ࡔࡍࡿࠊᨻᗓࡀ㏻㈌Ⓨ⾜┈ࢆ㈈※⌧㔠⤥➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊᑗ᮶ࡢቑ⛯ࢆணࡍࡿᐙ

ࡣ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࠋ

ࡵࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୍⯡ࡢᐙィ࠶ࡿ࠸ࡣᴗࡀ⌧㡸㔠ࢆ⏝ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ㏻㈌ᑐࡍࡿ㟂せࡀⓎ⏕ࡍ

ࡽ㈈ᨻᘓࡋࢁࠖ࠸࠺㈈ᨻ㐠Ⴀ᪉㔪࡛࠶ࡿࠋࡇࢁࡀࠊ007 ࡀࠊὶືᛶࡢ⨜ୗࡢ㏻㈌Ⓨ⾜┈ࢆྵࡴࣜ࢝

࡛ࡣ࡞ࡃࠊẸ㛫యࡀ㈈ᕷሙࡸⅭ᭰ᕷሙ࡛᪩ࡃᡭᨺࡑ࠺ࡍࡿࡇࡼࡾࠊࣥࣇࣞࡸ㏻㈌౯್ࡢᭀⴠ

㈈ᨻᨻ⟇ࡢᬒẼ่⃭ຠᯝࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊᶵ⬟ⓗ㈈ᨻࡢᙇࡍࡿࠕኻᴗ⪅ࡀ࠸ࡓࡽࠊ

ࡣࠊ
ࠕ㈈ᨻࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈈ᨻᆒ⾮ࡣ⪃࠼࡞ࡃ࡚ࡼ࠸ࠋኻᴗ⋡ࡀ㧗ࡅࢀࡤ㈈ᨻᣑࡋࢁࠊࣥࣇࣞ࡞ࡗࡓ

࠸࡚ཷࡅྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢆពࡍࡿࡀࠊཷࡅྲྀࡗࡓ⌧㔠ࢆࡎࡗಖ᭷ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ヂ

ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ࣟࢪࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋ⛯ົ⨫ࡣࠊఏ⤫ⓗࡣ⌧㔠㸦㡸㔠ࡽࡢ᭰ࡶྵࡴ㸧࡛⣡⛯ࢆồ

 ➨୕ࠊ007 ㄽ⪅ࡣࠊ࣮ࣛࢼ࣮ࡢᶵ⬟ⓗ㈈ᨻࡢ⪃࠼᪉ᚑࡗࡓ㈈ᨻ㐠Ⴀࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋᶵ⬟ⓗ㈈ᨻ

ࡑࡢࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ㄽ⪅ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࢃࡺࡿ㏻㈌㧗ᶒࡣࠊẸ㛫యࡀ᪥㖟ๆࢆỴ῭࠾

⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ
ࠕ⣡⛯ࡢࡓࡵࡣ⌧㔠ࡀᚲせࡔࠋࡔࡽࠊ㏻㈌ᑐࡍࡿ㟂せࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ

ࡢࡓࡵ⌧㔠ࡢ㟂せࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚰ㓄࡞࠸ࠋ
ࠖࡢ㆟ㄽࡣࠊㄽ⌮ⓗ◚⥢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᵝࠎ࡞ẁ㝵࡛ㄗࡾࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊ⌧ᅾ࡛ࡶ㏻㈌Ⓨ⾜┈ࡣࠊ᪥㖟⣡㔠ࡢᙧ࡛ᨻᗓࡢධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ

ィࡣࠊ⤥ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡗࡓ⌧㔠ࢆ⣡⛯‽ഛࡢࡓࡵࡑࡢࡲࡲಖ᭷ࡍࡿࡢ࡛ᾘ㈝ࢆᣑࡋ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ

007 ࡢࠕ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ࠾ᮐࢆๅࡗ࡚ࠊ㈈※ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊᑗ᮶ࡢቑ⛯ࡢᚲせࡣ࡞࠸ࠋࣥࣇࣞࡣࠊ⣡⛯

 ᮏ✏࡛ࡣࠊᨻⓗ㛵ᚰࢆࢇ࡛࠸ࡿ 007㸦⌧௦㈌ᖯ⌮ㄽ㸧ࡢၥ㢟Ⅼࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋ007 ࡢᙇࡣࠊ

007 ࡢ㆟ㄽࡢ୰᰾࠶ࡿ㸰ࡘࡢᰕࡢ࠺ࡕࡢ㸯ࡘࡀࠊ
ࠕ⛒⛯ࡀ㈌ᖯࢆືࡍ 7D[HV'ULYH0RQH\ ࠖ࠸࠺

㏣ຍⓗ࡞㏻㈌౪⤥ࡀࣥࣇࣞࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡣࠊྠ㢠ࡢቑ⛯ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊ



➨ࠊ007 ㄽ⪅ࡣࠊ⣡⛯ࢆ⌧㔠࡛⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࣥࣇࣞࡣ㉳ࡁ࡞࠸ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇࡣࠊ

୰᰾ࢆ࡞ࡍ㸰ࡘࡢᙇࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋ



୰ኸᏛἲᏛ㒊ᩍᤵ ᅧᯞ⦾ᶞ

࠸ࡿࡀࠊᮏ✏ࡢゎ㔘࡛ࡣࠊᨻᗓࡢ㏻㈌Ⓨ⾜┈ࢆྵࡴ␗Ⅼ㛫ࡢண⟬ไ⣙ᘧࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ007 ࡢ

007㸦⌧௦㈌ᖯ⌮ㄽ㸧ࡣࡇࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㸽
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ࡢ⠊ᅖࡽࡢ㐓⬺ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ไ⣙ࢆㄢࡍࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ␃ព㸧
ࠋ୍᪉ࠊࢥࣟࢼ๓ࡢᒁ㠃࠾
࠸࡚ࡣࠊ୍㒊ࡢ⮬య࠾࠸࡚ᖜ࡞⛯ቑࡀ⏕ࡌࠊࡑࢀࡽࡢ⮬య࠾࠸࡚ࡣ㈈※㉸㐣ࡢᣑࡀࡳࡽ
ࢀࡓࠋ



㸯㸬ᆅ᪉㈈ᨻᑐ⟇ᆅ᪉㈈ᨻィ⏬

 ᆅ᪉㈈ᨻ࠸࠺ࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࡍࡄᆅ᪉⛯ࡸᆅ᪉⛯ࡢࡇࡀ㉳ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᑡࡋ㐪࠺

 
㸱㸬ᆅ᪉ἲேㄢ⛯ᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࢆ㏻ࡌࡓ㈈ᨻㄪᩚ
 ᆅ᪉ἲேㄢ⛯ࢆ㏻ࡌࡓ㈈ᨻㄪᩚࡣࠊᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬࡁୖࡆᐦ᥋࡞㛵㐃ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ᆅ᪉ἲே≉ู⛯➼㛵ࡍࡿᬻᐃᥐ⨨ἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉ἲே≉ู⛯࣭ྠㆡ⛯
ࡼࡿ⛯ࡢ㓄ศࡀࠕ⛯ไࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉࠾࠸࡚೫ᅾᛶࡢᑠࡉ࠸ᆅ᪉⛯య⣔ࡢᵓ⠏ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡲ࡛

ົ┬㈈ົ┬ࡢ㛫࡛ᢡ⾪ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡇࡢᢡ⾪࠾࠸࡚ࡣᆅ᪉ࡢ㈈※㊊ࢆࡢ⛬ᗘぢ㎸ࡳࠊࡑࢀࢆ

ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛⿵ሸࡍࡿࡀ㆟ㄽࡢ↔Ⅼ࡞ࡿࡀࠊࡇࡢࡇࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣ㸰ࡘࡢ࣮ࣝࣝࡀ࠶ࡿࠋࡦࡘ

ࡣࠕᆅ᪉୍⯡㈈※⥲㢠ᐇ㉁ྠỈ‽࣮ࣝࣝࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠾࠾ࡲゝ࠺ࠊᆅ᪉୍⯡㈈※ࡘ࠸

࡚ࡣᇶᮏⓗ๓ᖺᗘࡢỈ‽ࢆ࣮࣋ࢫࠊࡑࢀྠ㢠ࢆᐇ㉁ⓗ☜ಖࡍࡿ࠸࠺ࡇࡀᅜ㸦㈈ົ┬㸧ᆅ

᪉㸦⥲ົ┬㸧ࡢ㛫࡛ྲྀࡾỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ṇࡉࢀࡿࡶࡢᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ᨻᑐ⟇ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆࡶᆅ᪉యࡢධᨭฟࡢぢ㏻ࡋ࡞ࢆ♧ࡍࡶࡢࡀᆅ᪉㈈ᨻ

18

ࡉࢀࡿᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮾி㒔ࡑࡢࡢ㐨ᗓ┴ࡢ㛫࡛ぢࡿࠊఫẸ㸯ேᙜࡓࡾࡢ⛯ࡁ࡞

ࡔࡀࠊࡇࡢㄆ㆑ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰ࡘࡢⅬࡽಟṇࢆ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡦࡘࡣࠊ㐢ᅾᗘࡀప࠸

㛫ࡢ⛯ࡢ㐢ᅾᗘࡢప࠸⛯┠ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⛯⋡ᘬࡁୖࡆࡀᐇ⌧ࡍࢀࡤ⛯᱁ᕪࡣ⮬ࡎ

 ࡇࢀࡽࡢ࣮ࣝࣝࢆᯟࡋࠊྛᖺᗘぢ㎸ࡲࢀࡿᆅ᪉㈈※㊊ࢆࡶỴᐃࡉࢀࡿ㈈ᨻᥐ⨨ࡀᆅ᪉㈈

ィ⏬࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

᪉ἲேㄢ⛯ࢆ㏻ࡌࡓ㈈ᨻㄪᩚࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓⅬ࡛ࡣࠊᾘ㈝⛯㸦ࡑࡢᆅ᪉ศ࡛࠶ࡿᆅ᪉ᾘ㈝⛯㸧ࡣᆅᇦ

ࠊᆅ᪉ࡼࡿ⮫㈈ᨻᑐ⟇മࡢⓎ⾜࡛༙ศࡎࡘᇙࡵࡿ࠸࠺ࡇࡀᇶᮏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ㛫ࡢᥐ⨨ࠖ
㸦➨㸯᮲㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀࠊࡇࡢࢆ➃ⓗ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇࡽࢃࡿࡼ࠺ࠊᆅ

ㆡ⛯࣭⛯ࢆ㏻ࡌࡓ⛯ࡢ㓄ศ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

 ẖᖺࠊᖺᮎ⾜ࢃࢀࡿண⟬⦅ᡂ࡛ࡣࠊᆅ᪉ࡢ㈈※㊊ࢆࡢࡼ࠺ᇙࡵࡿ࠸࠺ࡇࢆࡵࡄࡗ࡚⥲

ࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊᆅ᪉㈈※㊊ࡢࠕᢡ༙࣮࡛ࣝࣝࠖ࠶ࡾࠊᆅ᪉ࡢ㈈※㊊ࡣᅜࡼࡿᆅ᪉⛯ࡢຍ⟬

⮬యࡢ⛯ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ᆒ㟏ࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊἲேᴗ⛯࣭ἲேఫẸ⛯ࡢ୍㒊ᅜ⛯

⯡ࡣࡸࡸぢ័ࢀ࡞࠸ᯟ⤌ࡳࢆࡵࡄࡿࡶࡢࡔࠋ

ࡇ࠺ࡋࡓࡶ࡛ࠊ୍㒊ࡢ⮬యࡢ㈈※㉸㐣ศࡢ㈈※ࢆ㈈ᨻㄪᩚࡢཎ㈨ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊྛ

グࡢᆅ᪉୍⯡㈈※⥲㢠ᐇ㉁ྠỈ‽࣮ࣝࣝࡣࠊᆅ᪉㈈※㊊ᑐࡍࡿ⛯ࢆ㏻ࡌࡓ⿵ሸࡘ࠸࡚ࠊ୍ᐃ

ࡋࡓ࠸ࠋ 

どⅬࡽᆅ᪉㈈ᨻࡢࡇࢆ࡞ࡀࡵ࡚ࡳࡿࡇࡋࡓ࠸ࠋࡑࢀࡣࠊᆅ᪉㈈ᨻᑐ⟇ᆅ᪉㈈ᨻィ⏬࠸࠺୍

ᆅᇦ㛫ࡢ⛯᱁ᕪࠊ㈈ᨻຊ᱁ᕪࡣᆅ᪉⛯ࡢᯟ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ᆒࡉࢀࡿ࠸࠺ࡢࡀ㈈ᨻㄪᩚࡢᇶᮏ

ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ไᗘᨵṇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡀࠊᅜࡢ㈈ᨻࡀཝࡋࡉࢆቑࡍ୰࠶ࡗ࡚ࠊᆅ᪉⛯ࡢᖜ࡞ቑ㢠ࡣᮇᚅࡋ࠼࡞࠸㸦ୖ

 ࡇࡢࡼ࠺ࠊᆅ᪉ἲே⛯ࡢᅜ⛯ࢆ㏻ࡌࡓ㈈ᨻㄪᩚࡀᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࡣࠊᆅᇦ㛫ࡢ⛯᱁ᕪ
ࡢᣑ୍㒊ࡢ⮬య࠾ࡅࡿ㈈※㉸㐣ࡢᣑ࠸࠺ࡀ࠶ࡿࠋ

ᾘ㈝⛯ࡢΎ⟬ᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ㸦࣭࣭ ᖺ㸧࡞ࠊἲேㄢ⛯௨እࡘ࠸࡚ࡶᆅᇦ㛫᱁ᕪࡢṇ㛵㐃

ࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣᆅ᪉⛯ࢆࡵࡄࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡀࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢࡶ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢࠊࡑࢀ

ࡋ࡚⛯ཎ㈨ࡋࠊᆅ᪉⛯ࢆ㏻ࡌ࡚ྛ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧ㓄ศࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࡞㈈ᨻㄪᩚࠊ⛯᱁ᕪṇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊࡩࡿࡉ⣡⛯ࡢタ㸦 ᖺ㸧ࡸᆅ᪉

ࡽࡢືࡁࡣࡇࡢ㛫ࡢᆅ᪉㈈ᨻ⯡ࡢືྥࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࢆࡶࡘࡶࡢ࡞ࡢࡘ࠸࡚ᴫほࡋ࡚ࡳࡿࡇ

ࡇࡢ࠺ࡕᆅ᪉ἲே≉ู⛯≉ูἲேᴗ⛯ࡣἲேᴗ⛯ࡢ୍㒊ࢆᅜ⛯ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ୍ᐃࡢᇶ‽ࡢࡶ
࡛ࡑࡢ⛯ࢆㆡ⛯ࡋ࡚ྛ㒔㐨ᗓ┴㓄ศࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᆅ᪉ἲே⛯ࡣἲேఫẸ⛯ࡢ୍㒊ࢆᅜ⛯

≉ูἲேᴗ⛯㸦 ᖺタ㸧࠸࠺ᙧ࡛ᆅ᪉ἲே⛯㸦ἲேᴗ⛯࣭ἲேఫẸ⛯㸧ࢆά⏝ࡋࡓࡉࡲࡊࡲ

ே⛯ࠊ ᖺタࡉࢀࡓ≉ูἲேᴗ⛯ࡀࡑࢀᙜࡓࡿࠋ

ࡇࡢ  ᖺࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿࠊᆅ᪉ἲே≉ู⛯㸦 ᖺタ࣭ ᖺᗫṆ㸧
ࠊᆅ᪉ἲே⛯㸦 ᖺタ㸧
ࠊ



࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋලయⓗࡣ  ᖺタࡉࢀࡓᆅ᪉ἲே≉ู⛯㸦 ᖺᗫṆ㸧ࠊ ᖺタࡉࢀࡓᆅ᪉ἲ

Ẹ⛯㸧ࢆ㏻ࡌࡓ㈈ᨻㄪᩚࡢᯟ⤌ࡳࡀά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࡀࠊ᭱㏆Ⅼ࠾ࡅࡿࡁ࡞≉ᚩࡋ
ୖᬛᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ ୰㔛㏱

⾜ࢆ㏻ࡌࡓ㈈ᨻᥐ⨨࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢᥐ⨨ࢆ⿵ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ᆅ᪉ἲே⛯㸦ἲேᴗ⛯ἲேఫ



 ᆅ᪉㈈※㊊ࡢ⿵ሸᥐ⨨ࡋ࡚᥇ࡽࢀ࡚ࡁࡓఏ⤫ⓗ࡞ᡭἲࡣࠊᆅ᪉⛯ࡢቑ㢠⮫㈈ᨻᑐ⟇ࡢⓎ

㸰㸬⛯᱁ᕪṇࡢ⤒㐣

⛯᱁ᕪṇ⛯ไᢤᮏᨵ㠉㸸ホ౯ᒎᮃ

㈈ᨻ࣭⛯ไ ࠝྛㄽࠞ
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ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㐣ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᚋࡶᆅ᪉⛯ᆅ᪉㈈ᨻࡢືྥࢆᘬࡁ⥆ࡁ㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࡞ࡀࡵ࡚

ࡢᖜ࡞ቑ㢠ࡀぢ㎸ࡵ࡞࠸୰࠶ࡗ࡚ᆅᇦ㛫ࡢ㈈ᨻㄪᩚࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᡭẁࡋ࡚㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚

ࡇࡇࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊࡇࡢ  ᖺࡢ㛫⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ⛯᱁ᕪṇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᆅ᪉⛯

ࡿࠋ

୍⎔ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣᆅᇦ㛫ࡢ⛯᱁ᕪࡢṇ࠸࠺ࡇࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸

᪉ᅪᒓࡍࡿ┴ࡢ⛯ࡢ㓄ศྜࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡞ࡿࡽࡔࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࡣΎ⟬ᇶ‽ࡢ⢭⦓ࡢ

ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᾘ㈝㢠㸦㈍㢠㸧ࡼࡾࡶࠊ┦ᑐⓗᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ࠸ேཱྀࢆΎ⟬ᇶ‽ࡍࡿ࠺ࡀࠊᆅ

⛯ࢆࡾྥࡅࡿຠᯝࢆࡶࡘࡇ࡞ࡿࠋ࠸࠺ࡢࡣࠊྛᆅᇦࡢᡤᚓỈ‽ࡢᙳ㡪ࡀᫎࡉࢀࡸࡍ࠸ၟ

ࡇࡢࡼ࠺ᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢΎ⟬ᇶ‽࠾࠸࡚ேཱྀࡼࡿ㓄ศྜࢆ㧗ࡵࡿࡇࡣࠊ㒔ᕷᅪࡽᆅ᪉ᅪ

ࡽࡢ㝖እࠊேཱྀࢆᇶ‽ࡍࡿ㓄ศྜࡢᘬࡁୖࡆ㸦㸣ࡽ 㸣㸧ࡀᐇࡉࢀࡓࠋ

ࢫᴗᑐಶேᴗධ㢠ࡢΎ⟬ᇶ‽࠾ࡅࡿ࢙࢘ࢺࡢᘬࡁୗࡆ㸦㸣ࡽ 㸣㸧
ࠊᚑᴗ⪅ᩘࡢΎ⟬ᇶ‽

ࡿ⛯ࡢ㓄ศࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ ᖺΎ⟬ᇶ‽ࡢᖜ࡞ぢ┤ࡋࡀ࡞ࡉࢀࠊᑠᖺ㛫㈍㢠ࢧ࣮ࣅ

┬㸧㸧ࠊᚑᴗ⪅ᩘ㸦ࠕ⤒῭ࢭࣥࢧࢫᇶ♏ㄪᰝࠖ
㸦⥲ົ┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬㸧
㸧ࢆΎ⟬ᇶ‽ࡋ࡚ྛ㒔㐨ᗓ┴ᑐࡍ

ࣅࢫᴗᑐಶேᴗධ㢠㸦ࠕ⤒῭ࢭࣥࢧࢫάືㄪᰝࠖ㸦⥲ົ┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬㸧
㸧ࠊேཱྀ㸦ࠕᅜໃㄪᰝࠖ㸦⥲ົ

ࡌࡓᑐᛂࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᖺ㛫㈍㢠㸦ࠕၟᴗ⤫ィࠖ㸦⤒῭⏘ᴗ┬㸧㸧
ࠊࢧ࣮







 















































⏕άಖㆤไᗘ࡛ࡣࠊ
ࠕᗣ࡛ᩥⓗ࡞᭱ప㝈ᗘࡢ⏕άࠖᚲせ࡞㔠㢠ࢆ⾲ࡍࠕಖㆤᇶ‽㢠ࠖ⮬ࡽࡢ
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ࡓࠋࡇࡢᇶ♏᥍㝖ࡢぢ┤ࡋࡣࠕ⮬❧ຓ㛗ࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽປពḧࡢቑ㐍ࡀຠᯝⓗᅗࡽࢀࡿࠖࡇ

ࡇࡢᑵປධࡿࡓࡿ᥍㝖ࡣࠕᇶ♏᥍㝖ࠖࡤࢀࡿࠋࡇࡢ⤌ࡳࡣ  ᖺ  ᭶ࡽኚ᭦ࡉࢀ

࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᑵປධࡿ㝈⏺⛯⋡ࡣᚲࡎࡋࡶ ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡼࡿሙྜࡣࠊಖㆤᇶ‽㢠ࡽᘬࢀࡿࠕධࠖࡣᐇ㝿ࡢᑵປධࡽ୍ᐃ㔠㢠ࢆࠕ᥍㝖ࠖࡋࡓ㔠㢠

ࡑࢀࢆࡶࡗ࡚ධᑐࡋ ࡢ㝈⏺⛯⋡ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿぢࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋᙜヱධࡀᑵປ

ධࡀ㊊ࡾ࡞࠸ศࡢ㔠㢠ࡀ⤥ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊධࡀ  ༢ቑ࠼ࡿ⤥ࡀ  ༢ῶࡿࡇ࡞ࡾࠊ



㈨ᩱཌ⏕ປാ┬ࠕ⿕ಖㆤ⪅ㄪᰝࠖྛᖺ

ᖹ ᆒ ᖺ 㱋

ṓ 

     
    

 ṓ௨ୖ



 ṓ ṓ





  

ᖺ㱋

 ⿕ಖㆤ⪅ᩘ
 ே 

ᖺ



 ᑵປ⋡    
ࣃ࣮ࢭࣥࢺ 



⛯᱁ᕪṇࡢᙉ㸦 ᖺࡽᐇ㸧ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ

 ᑵປ⿕ಖㆤ⪅ᩘ
 ே 

ẕᏊୡᖏࠊոୡᖏつᶍ 㹼 ேࠊչẸ㛫ᐙఫࡲ࠸ࠊպᖺ㱋ࡀ  ṓᮍ‶࡛࠶ࡿࠋ

᪉ἲே⛯ࡢタ㸧⛯ཎ㈨ࡼࡿ㈈ᨻㄪᩚࡢᙉ㸦 ᖺࡽᐇ㸧ࡸ≉ูἲேᴗ⛯ࢆ㏻ࡌࡓ

⾲ ⿕ಖㆤ⪅ࡼࡿᑵປ

᪥ᮏᅜ⡠ࡼࡾࣇࣜࣆࣥ࣋ࢺࢼ࣒⡠ࠊյୡᖏࠊն௨๓ຍධࡋ࡚࠸ࡓබⓗᗣಖ㝤ࡀ⿕⏝⪅ಖ㝤ࠊշ

ࡀࠊࡑࡢぢ┤ࡋࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊᆅ᪉ἲே≉ู⛯ࡢ⦰ῶ࣭ᗫṆࢆ⾜࠺୍᪉࡛ࠊἲேఫẸ⛯ࡢ୍㒊ࡢᅜ⛯㸦ᆅ

⛯᱁ᕪࡢṇࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢΎ⟬ᇶ‽㸦ྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢ⛯ࡢ㓄ศᇶ‽㸧ࡢぢ┤ࡋࢆ㏻

ศࡿࠋձಖㆤṔ↓ࡋࠊղዪᛶࠊճᖖ⪅㸦ࡓࡔࡋࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡣᖖ⪅ࡼࡾ᭦ᑵᴗ☜⋡ࡀ㧗࠸㸧
ࠊմ

㐌᪥ᑵປࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ࡞࠾ࠊ ṓ௨ୖࡢ⿕ಖㆤ⪅㸦 ᖺ  ᭶ࡢ  ே㸧ࢆ⏝

㸦᪂つⓎ⾜ศ㸧ࡢῶ㢠ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅ᪉㈈ᨻࡢዲ㌿ࡶ㈨ࡍࡿࡇ࡞ࡿ㸧
ࠋ

ࡋ࡚ࠊ⿕ಖㆤ⪅ࡢᑵປ☜⋡ࡘ࠸࡚ࣉࣟࣅࢵࢺ᥎ᐃࡍࡿࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࡀᑵປࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀ

ㆤ⪅ࡢᑵປ᪥ᩘࡢศᕸࢆぢࡿࠊ᭱㢖್ࡣ  ᪥࡛࠶ࡾࠊ㐌ఇ  ᪥ࢆ๓ᥦࡍࡿࠊᑡ࡞ࡃ࡞࠸ཷ⤥⪅ࡀ

⿵ሸࡍࡿ࠸࠺ࠕᢡ༙࣮ࣝࣝࠖࡢࡶ࡛ࡣࠊᆅ᪉ᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬࡁୖࡆࡼࡿ⛯ቑࡣࠊ⮫㈈ᨻᑐ⟇മ

ࡒࢀࡢⅬ࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉ἲே≉ู⛯➼㛵ࡍࡿᬻᐃᥐ⨨ἲ➨㸯᮲ࡢつᐃࢆ㋃ࡲ࠼ࡓぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓ

࡞࠸ࠋຍ࠼࡚⾲  グࡍࡼ࠺⿕ಖㆤ⪅ࡢᑵປ⋡ࡣ㏆ᖺቑຍഴྥ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮍᑵປ⪅ࢆ㝖࠸ࡓ⿕ಖ

࡚࠸ࡿࡇ␃ពࠋ࡞࠾ࠊᆅ᪉㈈※㊊ࡢ࠺ࡕᡤᐃࡢ㢠㸦ᢡ༙ᑐ㇟㈈※㊊㢠㸧ࢆᅜᆅ᪉ࡀ༙ศࡎࡘ

ࡇ࠺ࡋࡓࡶ࡛ࠊᆅ᪉ἲேㄢ⛯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㈝⛯⋡㸦ᅜ࣭ᆅ᪉㸧ࡢᘬࡁୖࡆࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡑࢀ

ᙉ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ ṓࡽ  ṓ㝈ࢀࡤ  ௨ୖ࡞ࡾࠊᚋ⪅ࡢᩘᏐࡣᅜ㝿ⓗ⪃࠼࡚ࡶప࠸ᩘ್࡛ࡣ

ࡇ࡛ࡶᆅ᪉୍⯡㈈※⥲㢠ᐇ㉁ྠỈ‽࣮ࣝࣝࡀ⛯⥲㢠ࡢỴᐃࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ㛫ࡢ㈈ᨻㄪᩚᙳ㡪ࢆ࠼

ᮾிᏛᏛ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ ᯘṇ⩏

⏕άಖㆤཷ⤥⪅㸦௨ୗࠊ
ࠕ⿕ಖㆤ⪅ࠖ␎㸧࠾ࡅࡿᑵປ⪅ࡢẚ⋡ࡣ⿕ಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓሙྜࡣ 





⏕άಖㆤཷ⤥⪅ࡢᑵປ

ᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢቑࡀᆅ᪉⛯ࡢῶ㢠ࡼࡗ୍࡚㒊┦ẅࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿ㸦ࡇ

࠸࡚ࡣᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢቑศࡀࡑࡢࡲࡲ୍⯡㈈※ࡢቑຍࡘ࡞ࡀࡿࡢᑐࡋࠊࡑࡢࡢ㐨ᗓ┴ࡘ࠸࡚ࡣ

ࡿᮾி㒔ࠊᅋయ࡛࠶ࡿࡑࡢࡢ㐨ᗓ┴࡛ࡣࡁࡃ␗࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡔࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮾி㒔ࡘ

ࡶ࠺ࡦࡘࡣࠊᆅ᪉ᾘ㈝⛯ࡢ⛯⋡ᘬࡁୖࡆࡼࡿ⛯ቑࡀ୍⯡㈈※࠼ࡿᙳ㡪ࡀࠊᅋయ࡛࠶

ᕪࡀ࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ㐢ᅾᗘࡀప࠸ࡣ࠸࠼࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
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ᇶ‽㢠ࡀ୍ᐃ࡛࠶ࡿሙྜࠊᑵປධࡀ᭶  ௨ୖࡢ⿕ಖㆤ⪅ࡣࠊᇶ♏᥍㝖ไᗘኚ᭦ࡼࡗ࡚ᾘ㈝

࠸ࡿࠋ⿕ಖㆤ⪅ࡀ⮬ᕫࡢᾘ㈝⏝࡛ࡁࡿධࡣಖㆤᇶ‽㢠ᇶ♏᥍㝖ࢆຍ࠼ࡓ㔠㢠࡞ࡿࡽࠊಖㆤ

ᅗ  ࡽぢ࡚ྲྀࢀࡿࡼ࠺ࠊࡢᑵປධỈ‽㛵ࡋ࡚ࡶኚ᭦ᚋࡢᇶ♏᥍㝖㢠ࡣኚ᭦๓ࡽቑຍࡋ࡚

ࡿ 㸧
ࠊᨵゞᚋࡣ 㸣࠸࠺㠀ᖖ㧗࠸⛯⋡࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿධ㛵ࡍࡿ᥍㝖ࢆ⪃៖ࡋ࡚㝈⏺⛯⋡ࢆ㏆ఝࡍࡿࠊᨵᐃ๓ࡣ⣙ ࡽ⣙ 㸦⣭ᆅูࡢୖ㝈ࢆ㉸࠼

ຍࡍࡿ⤌ࡳࡀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ⣭ᆅᛂࡌࡓ᥍㝖㢠ࡢୖ㝈ࡶ᧔ᗫࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㢠᥍㝖ࢆ㉸࠼

ࡑࡋ࡚ࠊ ௨ୖࡢᑵປධ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࡀ  ቑຍࡍࡿẖࠊ ༢࡛᥍㝖㢠ࡀቑ

ኚ᭦ᚋࡢᇶ♏᥍㝖࡛ࡣࠊ ே┠ࡢᑵປ⪅㛵ࡍࡿ㢠᥍㝖ࡢୖ㝈್ࡀᘬࡁୖࡆࡽࢀࠊ ࡞ࡗࡓࠋ

࠼ࡿᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⿕ಖㆤ⪅ࡢᒃఫᆅࡀᒓࡍࡿ⣭ᆅᛂࡌ࡚᥍㝖㢠ࡢୖ㝈ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ

࡞ࡿࠊ୍ᐃ࣭ᑡ㢠ࡢධᖜᑐࡋ୍ᐃࡢ᥍㝖㢠ࡀຍࡉࢀࡓࠋ᥍㝖ࡢྜࡣධࡀ᭶  ࢆ㉸

㝖ࡉࢀࠊࡑࡢ㔠㢠ࡲ࡛⤥㢠ࢆῶࡽࡍࡇ࡞ࡃᑵປධࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᑵປධࡀ  ௨ୖ

ኚ᭦๓ࡢᇶ♏᥍㝖ไᗘ࡛ࡣࠊ ே┠ࡢᑵປ⪅ࡢᑵປධࡀ᭶  ௨ୗ࡞ࡽࡤᙜヱධࡢ㢠ࡀ᥍


22

᪂ୖ㝈ࡼࡾ࡞ࡾࡁ࡞ᑵປධࢆᚓࡿ⿕ಖㆤ⪅ࡶ」ᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㏆㸦 ௨ୖ  ᮍ‶㸧␃ࡲࡿ⿕ಖㆤ⪅ᩘࡢ༙ᩘ௨ୗ␃ࡲࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ ௨ୖ➼ࠊ

㸦 㸧㏆ࡲ࡛ᑵປධࢆቑࡸࡋࡓ⿕ಖㆤ⪅ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢᩘࡣ  ᖺ࡛ࡶ㐣ཤࡢୖ㝈್

ᮍ‶ࡢධࡢ⿕ಖㆤ⪅ᩘࡣ  ே㏆ࡃቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ☜ࠊ ேࡢ࠺ࡕ᪂ࡋ࠸㢠᥍㝖㢠ࡢୖ㝈

ࡣࠊ ேࡢ࠺ࡕ  ே㉸ࡀᑵປࢆྵࡴ  ᮍ‶ࡢධ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡋࠊ ᖺࡣࡇࡢ 

ࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊᇶ♏᥍㝖ࡢᨵᐃࡢࡳ  ᖺ௨㝆ࡢᑵປධኚࢆ౫ᣐࡉࡏࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ ᖺ

ࡢᑵປධࢆᚓ࡚࠸ࡓ  ேࡢᑵປධࡢኚࢆࡳࡿࠊဨࡀᇶ♏᥍㝖ᨵᐃࡢᚋᑵປධࢆቑࡸࡋ

ࡓࡔࡋࠊᅗ  ࡢᕥഃࡢሢྵࡲࢀࡿࠊᇶ♏᥍㝖ᨵᐃࡢ๓᭶㸦 ᖺ  ᭶㸧  ௨ୖ  ᮍ‶



ὀᑵປࡢ⿕ಖㆤ⪅ࡣ㝖ࡃࠋᶓ㍈ࡢ༢ࡣࡢ⮬↛ᑐᩘࠋᮒࡢᆶ⥺ࡣ㢠᥍㝖ࡢୖ㝈ᑵປධࢆࡉࡋࠊᕥഃࡣᨵᐃ๓ࠊྑഃࡣᨵᐃᚋࡢ
್ᑐᛂࡍࡿࠋ

ᅗ ᑵປධࡢศᕸ㸦⮬↛ᑐᩘ࣮࢝ࢿࣝᐦᗘ㸧



ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ⓗ๓⪅ࡣ⦰ᑠ㸪ᚋ⪅ࡣᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᇶ♏᥍㝖ࡢᨵᐃࡼࡾᑵປධࡢศᕸࡀኚࡋࡓ

࡚ࢀࡿࠋᕥഃࡢ㞟⩌ࡣ  ᖺ  ᖺࠊྑഃࡢ㞟⩌ࡣ  ᖺࡽ  ᖺ㢧ⴭࡳࡽࢀࠊ⤒ᖺ

ࡃ㸦ᅗ 㸧
ࠊ   ┦ᙜࡍࡿ್㸦  㸧㏆  ࡘࡢ㞟⩌㸦ศᕸࡢሢ㸧ࡀぢ

ປ᥍㝖➼ࡢぢ┤ࡋຠᯝࡢ᳨ドࠖ➨  ᅇ♫ಖ㞀ᑂ㆟⏕άಖㆤᇶ‽㒊㈨ᩱ ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠋ

ᅗ ᇶ♏᥍㝖㢠

  ᖺࡽ  ᖺࡢ  ᖺ㛫㐃⥆ࡋ࡚ཷ⤥ࢆࡋࡓᑵປ⿕ಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ᑵປධ㸦ᑐᩘ㸧ࡢศᕸࢆᥥ

ࢆ┠ⓗ⾜ࢃࢀࡓ㸦♫ಖ㞀ᑂ㆟⏕άಖㆤᇶ‽㒊ࠊ
ࠕᑵປ࣭⮬❧ࣥࢭࣥࢸࣈࡢᙉࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
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࡚࠸ࡿࡢࡶᐇ࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡋ࠸ᇶ♏᥍㝖ࡢୖ㝈ࡣ⿕ಖㆤ⪅ࡀᑵປධࢆỴᐃࡍࡿ  ࡘࡢࣇ࢛࣮࣏࢝ࣝ

㟷ᒣᏛ㝔Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ すᕝ㞞ྐ



࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

24

⪃ᐹࡣ┦ᑐⓗᡭ࡛ⷧ࠶ࡿࠋࡇࡢ㛫㝽ࢆᇙࡵࡿࡓࡵࠊ୰㛫ᒙ⪃ᐹᑐ㇟ࢆ⤠ࡾࠊ᭷ᶒ⪅ࡢពᛮỴᐃࡘ

ࡢ᪉ࡀᇳ➹ࡋࡓࡶࡢࡀከࡃぢࡽࢀࠊᙼࡽࡢ⪃࠼ࢆຮᙉࡍࡿᶵࡣ࠶ࡿࡀࠊ୰㛫ᒙࡢ⾜ືᵝᘧࡘ࠸࡚ࡢ

ὴ࠸࠺୧ᴟ➃ࡢேࡓࡕࢫ࣏ࢵࢺࢆᙜ࡚ࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭩⡠ࢆぢ࡚ࡶࠊ㈶ᡂὴᑐὴ

ᐃࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇࢁࡀࠊ㏞ᝨタࡢཷࡅධࢀࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㝿ࡣࠊ࠺ࡋ࡚ࡶ㈶ᡂὴᑐ

ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊ୰ᢞ⚊⪅ࡢᐃ⌮ࡳࡓ࠸࡞ᙧ࡛බⓗ࡞ពᛮࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡃ

 ᆅᒙฎศタࡢཷࡅධࢀඛࢆ☜ᐃࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ᭱ᚋࡣᆅᇦఫẸࡼࡿከᩘỴࡢࡼ࠺࡞ᙧࢆ⤒࡞ࡅ

ࢀࡿ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᖺ㛫࡛  ൨㸦࡛᭱  ൨ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ  ᖺ㛫ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡽ㸧⛬ᗘࡢ㈈※ࡀࡉ

๓ㄪᰝ㸦ࡼࡾලయⓗࡣࠕᩥ⊩ㄪᰝࠖ
㸧ࢆཷࡅධࢀࡿ⾲᫂ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᩥ⊩ㄪᰝࢆཷࡅධࢀࡿࠊ

ᖺ  ᭶  ᭶ࠊ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢ᭱⤊ฎศタ㸦௨㝆ࠊ
ࠕᆅᒙฎศタࠖ
㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࡓࡵࡢ

  ᖺ㸪၈✺  ࡘࡢᅋయࡀ᪂ࡓຍࢃࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋᾏ㐨ࡢᑑ㒔⏫⚄ᜨෆᮧࡀࠊࡑࢀࡒࢀ 

ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ

ࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊฟ┤ࡋ⏫㛗㑅ᣲ࡛ㄏ⮴ᑐὴࡢᑐ❧ೃ⿵ࡀࡍࡿࠊᮾὒ⏫ࡽࡢᛂເࡣྲྀࡾୗࡆࡽ

ὒ⏫ࡔࡅࡣබᘧᛂເᡭ⥆ࡁࡲ࡛㐍ࢇࡔࡶࡢࡢࠊ⏫ෆእࡢᑐὴࡢάືࡼࡗ࡚⏫㛗ࡀ㎡⫋㏣࠸㎸

࡛ࡢ㛫᭱⤊ฎศタࡢㄏ⮴๓ྥࡁ࡞ពᛮࢆ⾲᫂ࡋࡓᕷ⏫ᮧࡣ  ᅋయ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢ୰࡛㧗▱┴ᮾ

ࡿἲᚊࠖࢆไᐃࡋࠊ ᖺ  ᭶ࡣᅜࡢᕷ⏫ᮧࢆᑐ㇟ࡍࡿබເࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ ᖺࡽ  ᖺࡲ

 ᪥ᮏᨻᗓࡣࠊ᭱⤊ฎศᆅࡢ㑅ᐃࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺ  ᭶ࠕ≉ᐃᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢ᭱⤊ฎศ㛵ࡍ

ࢆྵࡴ⏕≀┦ࡽ㝸㞳ࡍࡿィ⏬࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᮏ࡞ࡿ᥎ィࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀᏳ࡞᭱⤊ฎศᆅᦙฟࡉࢀࠊ༙Ọஂⓗேࠎࡢ⏕άᅪ

ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࢆ࢞ࣛࢫᅛయᡂᙧࡋࡓࡶࡢࡣࠊ ᖺ  ᭶ᮎⅬ࡛⣙ 

 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ⏝῭᰾⇞ᩱࢆฎ⌮ࡋࡓᚋ⏕ᡂࡉࢀࡿ᰾ศ⏕ᡂ≀ࢆࠕ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࠖつ

㸰㸬㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀



࠼ࡿ୍ࡘࡢᮦᩱࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

࠺ᨻ⟇ㄢ㢟࠾ࡅࡿ୰ᒙࡢᢞ⚊⪅ࡢ⾜ືᵝᘧࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୰㛫ᒙࡢពᛮỴᐃࢆ⪃

ࡶࡗ୰ᢞ⚊⪅ࡢ⾜ືᵝᘧࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᮦᩱࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣࠊ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀࠸

ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࢀࡤࠊࢃࡀᅜࡢᨻ⟇ࡢ᪉ྥᛶࡶ࠸ࡗࡑ࠺᫂░ぢ࠼࡚ࡇࡼ࠺ࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊ

㓄៖ࠊࡁ࡞ᨻᗓࡢチᐜᗘࠊ⮬↛⅏ᐖࡢࣜࢫࢡ⪏ᛶ࡞ࡘ࠸࡚୰ᢞ⚊⪅ࡀࡢࡼ࠺࡞ែᗘࢆ᭷

࡞ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᨻ⟇ㄢ㢟ࡈ୰ᢞ⚊⪅ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡁࠊ࠼ࡤࠊᑗ᮶ୡ௦ࡢ

ࡃࡃࠊ⌮ᛕⓗࡣࠊ୰ᢞ⚊⪅ࡢពྥࡀᨻ⟇ᫎࡉࢀࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᾘ㈝⛯ࠊ♫ಖ㞀ࠊ㈈ᨻ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋᶒ⪅ࡓࡿᅜẸࡢ⪃࠼᪉ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࡽࠊဨࡀ⣡ᚓࡍࡿᨻ⟇࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ⪃࠼

ࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊᅜẸࡀᶒ⪅࡛࠶ࡾࠊᙼࡽࡢពྥࢆᫎࡍࡿࡼ࠺බඹᨻ⟇ࡣỴᐃࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡉ

㸯㸬ࡣࡌࡵ





ከᩘࢆ༨ࡵࡿ୰❧ⓗேࠎࡢពᛮỴᐃࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ
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ࢆཷࡅධࢀࡓࠖࠕ࠾㔠ࡀḧࡋ࠸ࡽཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠊᏲ㖹ያࡳࡓ࠸ࡔࠖ࡞࠸࠺ୗຎ࡞

ࡢࣉࣛࢻࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓẼᣢࡕࢆയࡘࡅ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࠕ࠶࠸ࡘࡽࡣ᰾ࡢࢦ࣑

༴㝤タࢆᅜࡢࡓࡵཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࠊᅜẸయࡢࡓࡵཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠸࠺ࡼ࠺࡞ཷⱞ

ᢸࢆୗࡆࡿࡓࡵࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀᚲせ࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ➹⪅ࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊཷධഃࡢேࠎࡣࠊ

 ୰㛫ᒙࡢேࠎࡣࠊฎศタࡢཷࡅධࢀ㝿ࡋ࡚ࠊ⢭⚄ⓗ࡞ࢥࢫࢺ㈇ᢸࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡢ⢭⚄ⓗ㈇

ࡓࠋ

㏻ࡌ࡚ពぢࢆኚ࠼࡚ࡃࢀࡿࠕ୰㛫ᒙࠖὀ┠ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡀࡇࡢ◊✲ࡢ≺࠸ᡤ࡛࠶ࡗ

ᑐ࠸ࡗࡓᴟ➃࡞ពぢࢆ᭷ࡍࡿேࠎࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣟࢵࢺ࡛ࠊ✜࡞ពぢࢆ᭷ࡋࠊࡘാࡁࡅࢆ

ᗓ┴▱࡞ࠊࡼࡾከᵝ࡛ᗈ⠊࡞ேࠎࡽྜពࢆᚓ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡁࠊ㈶ᡂ

 㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢ᭱⤊ฎศሙࢆ㑅ᐃࡍࡿࡣࠊᙜヱᅋయࡢពྥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࿘㎶ᅋయࡸ㒔㐨

㸱㸬ࡲࡵ



㸧ࡀ㏞ᝨタࢆཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࡇᑐࡋ࡚᭷ຠ࡞᪉㏵࡞ࡿࡣࡎࡔᙇ࡛ࡁࡿࠋ

ࡿ㠀୰㛫ᒙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰㛫ᒙࡢാࡁࡅࢆ㏻ࡌ࡚ᙼࡽࡢㄆ㆑ࢆ㈶ᡂὴࡍࡿࡇ㸦ᑐὴࡉࡏ࡞࠸ࡇ

ពぢ㸦ㄆ㆑㸧ࢆ㌿ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇࡀศࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊᨻᗓࡣ㈶ྰࢆ᫂☜ࡍ

ࡧࡣࠊ୰㛫ᒙẚ࡚ព㆑ኚࢆࡋࡃ࠸ࡔࢁ࠺ணࡉࢀࡿࠋศᯒ⤖ᯝࡣࠊ୰㛫ᒙࡢ᪉ࡀࠊ⮬ࡽࡢ

ᖺẁ㝵ࠕᙉ࠸ᑐࠖࡔࡗࡓேࠎࠊ
ࠕᙉ࠸㈶ᡂࠖࡔࡗࡓேࠎ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᙉ࠸ពྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓே

 ẚ㍑ࡢࡓࡵࠊྠࡌ⪃ᐹᡭ㡰࡛㠀୰㛫ᒙࢆᑐ㇟ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ㠀୰㛫ᒙࡣ㸰ࡘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ

㌿ࡌࡿືࡁࡣࠊఏ⤫ⓗせᅉྠ➼ࡑࢀ௨ୖࠊ⢭⚄ⓗ࡞せᅉࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢࡁࡉࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞せᅉࡼࡾࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓࠋゝࡍࢀࡤࠊ୰㛫ᒙࡢேࡧࡀᑐὴ

ࡾࠊࡇࢀࡶࡁࢃࡵ࡚⮬↛࡞ศᯒ⤖ᯝ㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽ⢭⚄ⓗせᅉࡢኚࡀ୰㛫ᒙࡶࡓࡽࡋࡓព㆑ኚ

ᏊᏞ⏦ࡋヂ࡞࠸ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ࡗࡓேࠊฎศタࡢཷධᑐጼໃࢆᙉࡵࡓࠊ࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶

Რ≀ࡢฎศタᑐࡍࡿཷᐜᛶࢆኚࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࡶほᐹࡉࢀࡓࠋᨾᚋࠊฎศタࡢཷࡅධࢀࡀ

ࢼࢫࡢᙳ㡪ࢆ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇ㸦ࢫࢸࢢ࣐㸧࡞ࠊࡼࡾ⢭⚄ⓗ࡞せᅉ㉳ᅉࡋ࡚㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫ

ࡅධࢀࡼࡗ࡚ࠊࡢேࠎࡽⰋࡃ࡞࠸ホ౯ࢆཷࡅࡓࡾ㸦ࣉࣛࢻࡀയࡘࡃ㸧
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏊᏞࡸ♽ඛ࣐

࠸ㄆ▱ࡍࢀࡤࠊ㈶ᡂὴ࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࡁࢃࡵ࡚⮬↛࡞ศᯒ⤖ᯝ㐣ࡂࡲࡏࢇࠋ᪉࡛ࠊฎศタࡢཷ

ࡉࡏ࡚࠸ࡓࠋ➃ⓗゝ࠼ࡤࠊࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ㄆ▱ࡍࡿࡼ࠺࡞ࢀࡤᑐὴ࡞ࡿࡋࠊ⤒῭ⓗ౽┈ࡀࡁ

ࠊఏ⤫ⓗ᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓせᅉ౫Ꮡࡋ࡚ࠊ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢฎศタᑐࡍࡿཷᐜᛶࢆኚ
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㸰㸬㸰 ᐇドศᯒࡢせ⣙

ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᩍ⫱ࡀάᛶ࡛࠶ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࠊᨵၿࢆᙇࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

୰࡛ࡣ୰❧⪅ࢇ࡛࠸ࡲࡍ㸧ᐃ⩏ࡍࡿࠋ

ࡀࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

࡞ྠ୍ே≀ᑐࡋ࡚ࠊᨾࡢ๓ᚋ࡛ᆅᒙฎศタࡘ࠸࡚ேࠎࡀ࠺⪃࠼ࡓࡢࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ

 ᾘ㈝⛯ࠊ♫ಖ㞀ࠊ㈈ᨻࡘ࠸࡚ࡶࠊ⤖ᒁࡢࡇࢁࠊ᭷ᶒ⪅ࡢ⌮ゎᗘྜ࠸ࢆࡢࡼ࠺ᘬࡁୖ

ࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ᪉ࠎᑐࡋ࡚ឤㅰࡢᛕࢆᢪࡅࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆ㒔ᕷఫẸࡁࡕࢇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊᨻᗓ

ᗘࠊ ᖺྠࡌ⿕㦂⪅ᑐࡋ࡚ྠࡌ㉁ၥ㡯┠ࡽ࡞ࡿព㆑ㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡼࡗ࡚ࠊ

ࡆ࡚࠸ࡃࡢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⤖ㄽࡋ࡚ࡣኚဴࡶ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࢃࡀᅜࡢ⌧≧

ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢฎศタࡢᚲせᛶࢆࡁࡕࢇ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ၨⵚࡋࠊ₯ᅾⓗࣜࢫࢡࢆ᭷ࡍࡿタࢆཷ

㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࢆᐇࡋࡓ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢഅ↛ࢆ⏕ࡋ࡚ࠊᙜヱࢢ࣮ࣝࣉࡣ  ᖺ  ᭶

ᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸㸦1HLWKHUQRU㸧
ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓ  ே࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࢆࠕ୰㛫ᒙࠖ
㸦ㄽᩥ

ࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓኌࡀࡓ࠼⛥࡛ࡶ㉳ࡁ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㒔ᕷ㒊ࡢேࠎᑐࡋ࡚㧗ࣞ࣋

  ᖺ㸱᭶ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡗ࡚⚟ᓥ࡛ࡢᨾࡀⓎ⏕ࡍࡿ┤๓ࡢ㸰᭶ࠊ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕᛶᗫᲠ≀

ࡀ࡛ࡁࡿࠋὀ┠ࡋࡓࡢࡣࠊ ᖺࡢㄪᰝ࡛ࠕᆅᒙฎศタࢆཷࡅධࢀ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍࠖ࠸࠺㉁ၥ

ࢥ࣓ࣥࢺࡀⓎࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࡋࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓ⛥࡛ୗຎ࡞ࢥ࣓ࣥࢺୡࡢ୰࡛ࡣὶᕸࡉࢀ࡚࠸ࡃ

㸰㸬㸯 ⪃ᐹᑐ㇟
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ၥ㢟ࡣࢥࣟࢼ௨๓ࡽ᪥ᮏࡢ་⒪ࡢ࢟ࣞࢫ⭝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋḢᕞࡢ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡣつᶍࡢබ❧㝔
ࡀከࡃࠊᅜẸࡢ᪥ᖖࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ᪥ᮏࡢデ⒪ᡤ┦ᙜࡍࡿᐙᗞ་ࡀᢸ࠸ࠊ㔜ᗘ࡞ࡣࠊ༑ศ࡞
ேဨ㈨ᮏ㸦⨨㸧ࢆᣢࡘබ❧ࡢ㝔ࡀᢸࡗ࡚ࡁࡓࠋ

ᶵ㍈ࡢᨻ⟇ᣮᡓࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ



㸯㸬㉸㧗㱋♫࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ☜ಖ

ࡀࠊ་⒪ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿ㈨ᮏ㸦⨨㸧ேⓗ㈨※ࡢࣥࣂࣛࣥࢫࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㸶㸬㸵ே࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡶࡋ㸰㸮㸯㸰ᖺࡢࠕฟ⏕୰࣭Ṛஸపࠖࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢࡲࡲࠊᚋ㐍ࡴࠊே

ᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࡀᚲせ࡛࡞ࡿ ࠋ

ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸰㸯㸯㸮ᖺࡢேཱྀࡀ㸲㸱㸵㸯ே㸦㸰㸮㸯㸵ᖺ᥎ィ࡛ࡣ㸳㸱㸲㸱ே㸧࡞ࡾࠊ㸰㸮㸯
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ཌ⏕ປാ┬ᖺ㔠ᩘ⌮㒊㸦㸧ཧ↷ࠋ
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1

㠀ṇつປാ⪅ࡢཌ⏕ᖺ㔠㐺⏝ࡀ⋤㐨࡛࠶ࡿࡇࡣㄽࢆࡲࡓ࡞࠸ࡀࠊ᪉࡛ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࡛⑂ᘢࡋࡓ୰

 ᖺ  ᭶Ⅼ࡛᪂ᆺࢥࣟࢼ⏝☜ಖᗋᩘࡣ  ᗋࠊ㔜⪅⏝☜ಖᗋᩘࡣ  ᗋ࡛࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࠊࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿᗋࠖࡋ࡚㒔㐨ᗓ┴ࡽࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ㝔ᑐࡋ࡚ࡣࠊே௳㈝➼㛵ࡍࡿᡭ
ཌ࠸⿵ຓ㸦㔜⪅ཷࡅධࢀᗋ࡛ࡣ  ᗋᙜࡓࡾ  ࡞㸧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᑐ㇟ࡣᛴᛶᲷࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ་⒪ᶵ㛵  ་⒪ᶵ㛵ࢆᩘࡋ࡚࠸ࡿࠋKWWSVZZZPKOZJRMSFRQWHQWSGI
ཧ↷ࠋ

ᡓᚋࠊ┤ᚋࡢ୍ᮇࡔࡅබ❧㝔ࡢ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࠋ ᖺࡢ་⒪ไᗘᑂ㆟ࠕ་⒪ᶵ㛵ࡢᩚഛᨵၿ㛵ࡍࡿ⟅⏦ࠖ
ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ

2

࡞ࡿ ࠋࡇࡢ㝿≉ㄢ㢟࡞ࡿࡢࡀࠊᇶ♏ᖺ㔠ࡢ⤥Ỉ‽ᖜ࡞ୗⴠ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᑐᛂ᪉ἲࡋ࡚ࠊ

ࢫࡢ࠸ࡎࢀࡶᑗ᮶ࡢᡤᚓ௦᭰⋡ 㸣ࡣ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠊࡘࡲࡾ⌧⾜ᖺ㔠ไᗘࡣ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ

ࠊ୰➼ᗘ௨ୖࡢ࠺ࡘ≧ࡀ࠶ࡿࠊ㸰㸧ᑠᏛ㸲ᖺ⏕௨ୖࡢࡇࡶࡢ㸣ࡀࠕࢇẖ᪥ࠖ⮬ẅࡸ⮬യ

ࡶࣥࢣ࣮ࢺࠖ㸦➨  ᅇㄪᰝࢥࣟࢼ㸧ࡣ㸯㸧ᑠᏛ㸲㹼㸴ᖺ⏕ࡢ㸣ࠊ୰Ꮫ⏕ࡢ㸣ࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ㸣

ࡀ࠶ࡿࠋ

 ᖺ  ᭶ࡢᖺ㔠ᩘ⌮㒊ࡢࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡿࠊฟ⏕ప࡞ࡗࡓሙྜࠊ⤒῭๓ᥦࡢ㸴ࡘࡢࢣ࣮

⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮♫་Ꮫ◊✲㒊ࠕࢥࣟࢼࡇࡶᮏ㒊ࠖࡀ  ᖺ  ᭶㹼 ᭶ᐇࡋࡓࠕࢥࣟࢼࡇ

᪂ᆺࢥࣟࢼࡀぶࡸᏊࡶࡓࡕࡢ⢭⚄㠃࠼ࡿᙳ㡪ࡶ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤ  ᖺᅜ❧ᡂ⫱་

̿᪂ᆺࢥࣟࢼࡀᏊࡶࡢᚰ㌟ࡢᡂ㛗࠼ࡿᙳ㡪
㸦㸱㸧ᚋ㑇ࡢ‽ഛ̿

ᥱࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ㛗ᮇࡢேཱྀືែࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃ࠺ࡅࡿᖺ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢண

ேཱྀῶᑡ࣭㧗㱋ࡢຍ㏿ࡀࡍ࡚ࡢୡ௦㛫ᢇ㣴ᆺࡢ♫ಖ㞀ไᗘ࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࠊ⌧Ⅼ࡛ᢕ

ࡇ࡞ࡿࠋ



ࠕ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ᩋᡓࠖࡶ࠸࠼ࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼࢆᫎࡋ࡚ࠊ་⒪౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢᢤ

࡛࠶ࡾࠊ㧗㱋⋡ࡀࣆ࣮ࢡ࡞ࡿࡢࡣ㸰㸯㸯㸮ᖺ㸲㸰㸬㸱㸣㸦㸰㸮㸯㸵ᖺ᥎ィ࡛ࡣ㸱㸶㸬㸱㸣㸧࡞ࡿ

㸵ᖺࡢฟ⏕୰࣭Ṛஸ୰ẚ㍑ࡍࡿ㧗㱋⋡ࡣ᭱㸲㸣ୖ᪼ࠊேཱྀࡣ᭱⣙㸯㸮㸮㸮ேୗࡲࢃࡿ

᪥ᮏࡢ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡣᶵ⬟࣭ᙺศᢸࡀ༑ศ࡛࠶ࡾࠊࡘ㠀ᖖࡣィ⏬ⓗࠊ㞟ᶒⓗ㐃ᦠ࡛ࡁ࡞
࠸࠸࠺ḞⅬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼࡣ᪥ᮏࡢ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡢḞ㝗ࢆⓑ᪥ࡢୗࡉࡽࡋࠊ

ࡲࡎேཱྀᵓ㐀࡛࠶ࡿࡀ㸰㸮㸯㸰ࡽ  ᖺࡢ㛫ࡢ⌧ᐇࡢேཱྀືែࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ཝᐦ࡞㆟ㄽࡣ

ࡣࠊබ❧㝔 㸣ࠊබⓗ㝔 㸣ᑐࡋ࡚Ẹ㛫㝔 㸣ࡲࡗ࡚࠸ࡿ ࠋ

࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ㸰㸮㸯㸰ᖺ᥎ィ࡛ࡣࠊ㧗㱋⋡ࡣ㸰㸮㸴㸮ᖺ࡛㸲㸮㸬㸶㸣㸦㸰㸮㸯㸵ᖺ᥎ィ࡛ࡣ㸱㸶㸬㸯㸣㸧

࡞ࡿࠋ

⤖ᒁࠊ ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛ࠊ
ࠕබ❧࣭බⓗ➼࣭Ẹ㛫ู᪂ᆺࢥࣟࢼᝈ⪅ཷࡅධࢀྍ⬟་⒪ᶵ㛵ࡢྜ

ࡓࡵࠊ✌ാ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡞ࡗࡓࠋᗋ࠸࠸ (&02㸦࢚ࢡࣔ㸧࠸࠸ࠊࡑࡢࡢ་⒪ᶵჾࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ

㸰㸮㸰㸮ᖺࡢ᥎ィ್ࠕฟ⏕୰࣭Ṛஸపࠖࢣ࣮ࢫ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕฟ⏕ᩘ㸶㸱㸬㸴ࠊṚஸ⪅ᩘ㸯㸱

ཱྀᵓ㐀ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿᖺ㔠ࠊ་⒪ࠊㆤ࠸ࡗࡓୡ௦㛫ᢇ㣴ࡼࡗ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ♫ಖ㞀ไᗘࡣ࠺

ᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊୡ⏺᭷ᩘࡢࠕ(&02㸦࢚ࢡࣔ㸧
ࠖྎᩘࢆಖ᭷ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࢆືࡍࢫࢱࢵࣇࡀᑡ࡞࠸

ࡴࡋࢁࠊ ᖺࡢᐇ⦼୍␒㏆࠸᥎ィࡣࠊ㸰㸮㸯㸰ᖺࡢᅜ❧♫ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢ᥎ィࡼࡿ

ࢫࢱࢵࣇࡶ⬤ᙅ࡛࠶ࡿࠋ་ᖌࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋேᕤᚰ⫵⨨ࠕ(&02㸦࢚ࢡࣔ㸧
ࠖࢆ᧯సྍ⬟࡞⮫ᗋᕤᏛኈࡶ

་ࡶࢻࢶࡢ  ศࡢ  ࡲࡿࠋᑡ࡞࠸ேⓗ㈨※ࡣ་ᖌࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┳ㆤᖌࠊᢏ⾡⪅࠸ࡗࡓ་⒪

㸰㸮㸰㸮ᖺࡢࠕฟ⏕ᩘ࣭Ṛஸᩘࠖࡶࠊ㸰㸮㸯㸵ᖺ᥎ィࡢࠕపࠖࠕ୰ࠖࡢ୰㛫࠶ࡓࡾ࡞ࡗ࡚

࠾࠸ࡿࠋ

ຍ࠼࡚ࠊ་⒪ࢫࢱࢵࣇࡀᑡ࡞࠸࠸࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢேཱྀᙜࡓࡾ་ᖌᩘࡣࠊඛ㐍ᅜ࡛ࡶ᭱పࢡࣛ
ࢫ࡛࠶ࡿࠋ་ᖌᩘࡀࡍࡃ࡞ࡅࢀࡤࠊᑓ㛛་ࡶᑡ࡞࠸ࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡾࠊࢥࣟࢼ㔜ᝈ⪅ࡀධࡿ ,&8 ࡢᑓ㛛

࡛࠶ࡾࠊࠕฟ⏕ప࣭Ṛஸపࠖࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ
ࠕฟ⏕⪅㸶㸮ேࠊṚஸ⪅ᩘ㸯㸱㸱ேࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ཷࡅධࢀࡣࠊ⤒Ⴀࢆᝏࡉࡏࡿࡇ࡞ࡿࡓࡵࠊ࡞ࡾ㧗㢠ࡢࣥࢭࣥࢸࣈࢆࡅ࡞࠸ᑐᛂࡋ࡞࠸ ࠋ


ฟ⏕ᩘࡣ㸶 ேࠊṚஸ⪅ࡣ㸯㸱㸵ே࡞ࡗࡓࠋ㸰㸮㸯㸵ᖺࡢᅜ❧♫ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢ᪥ᮏࡢ

ᑗ᮶᥎ィேཱྀࡢࠕฟ⏕୰࣭Ṛஸ୰ࠖࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ  ᖺࡣࠕฟ⏕ᩘࡀ㸷㸮ேࠊṚஸ⪅㸯㸲㸯ேࠖ

ࡢ㝔ᝈ⪅ࢆࡵࡄࡗ࡚ศᶒⓗࠊ➇தⓗ⤒Ⴀࡋ࡚ࡁࡓࠋẸ㛫୰ᑠ㝔ࡗ࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼᝈ⪅ࡢ

᪂ᆺࢥࣟࢼࡣேཱྀῶᑡ࣭㧗㱋ࢆຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋேཱྀືែ⤫ィࡼࡿ  ᖺᗘࡢ

ࡋࡋࠊ᪥ᮏࡣࠊ ᗋ௨ୗࡢẸ㛫୰ᑠ㝔ࡀከࡃࠊデ⒪ሗ㓘࠸࠺ఝ౯᱁ࡼࡗ࡚┈ࢆ☜ಖࡋࠊ

ࡀ༑ศ࡞ࡲࡲࠊ୰ᑠẸ㛫㝔ࡼࡿ➇தⓗ࡞་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢩࢫࢸ࣒ࢆᨺ⨨ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࠶ࡿࠋࡇࡢ

ᝏࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋᨻᗓࡣࠊ࣏ࢫࢺ࣭ࢥࣟࢼ♫࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ಖ㞀ไᗘࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ᪂

㸦㸯㸧ຍ㏿ࡍࡿ㧗㱋♫ಖ㞀ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ

᪥ᮏࡢேཱྀᙜࡓࡾࡢᗋᩘࡣୡ⏺࡛ࡶ᭱ࡶከ࠸ࡶ㛵ࢃࡽࡎ࡞ࡐ᪂ᆺࢥࣟࢼᗋᩘࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࡢࠋ
ࡑࡢ⫼ᬒࡣࠊࢥࣟࢼ๓ࡽࡢ㛗ᮇㄢ㢟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ➃ⓗࡣࠊேⓗ㈨※

ࡽ᪂ᆺࢥࣟࢼࡼࡿࣃࣥࢹ࣑ࢵࢡࡣࠊேཱྀῶᑡ࣭㧗㱋ࢆຍ㏿ࡋࠊ᱁ᕪ࣭㈋ᅔࢆࡼࡾ῝้ࡋࠊ㈈ᨻ

ࡽࡋࠊ♫⤒῭άືࡢࣈ࣮࣮ࣞ࢝࡞ࡾࠊᅜẸ㐣࡞㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡓ ࠋ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࡛ࡣ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡢၥ㢟ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼᗋᩘࡢ㊊ࡀࠊ་⒪༴ᶵࢆࡶࡓ

㸦㸰㸧᪂ᆺࢥࣟࢼ࡛᫂ࡽ࡞ࡗࡓ་⒪ࢩࢫࢸ࣒ࡢၥ㢟Ⅼ

ࡢάຊࢆዣ࠺ᜍࢀࡀ࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫ಖ㞀ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡶ῝้࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋ ᖺึ㢌

 ᪥ᮏ♫ࡢ᭱ࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡣேཱྀῶᑡ㧗㱋ࡑࡋ࡚᱁ᕪ࣭㈋ᅔࡢᣑ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ᪥ᮏ⤒῭

᪥ᮏࡢ♫ಖ㞀ࡢㄢ㢟



ࡲ࡛ࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ᨵ㠉ࢆ⏝ពࡍࡿࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ


᠕⩏ሿᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ 㥖ᮧ ᗣᖹ

ᑠᴗࡀཌ⏕ᖺ㔠ࡢ㐺⏝ᣑᑐᛂ࡛ࡁࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡶ࠶ࡿࠋḟࡢ㈈ᨻ᳨ドࡣ  ᖺ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ

➨㸰❶ ♫ಖ㞀 ࠝ⥲ㄽࠞ
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࠸ࡿぶ᪘࡞ࡣྜ⟬ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸ࠋྠᒃぶ᪘ࡢᡤᚓࢆධᇶ‽ࡽ㝖እࡍࡿࡇࡣࠊぶ᪘࡛༠ാࡋ
࡚ᴗᚑࡍࡿྠ᪘ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࠊ㟷Ⰽ⏦࿌ᴗ⪅ࡢୡᖏࢆⴭࡋࡃ᭷ࡍࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᏛ㐍Ꮫ

ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



ዡᏛ㔠ࢆศ㞳ࡋࠊ⤥ᆺዡᏛ㔠ᙜࡋ࡚࠸ࡓ㈈※ࢆ➨୍✀ዡᏛ㔠ྜ⟬ࡋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊࢠࣜ

ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋ≉ࠕሗ࣭㏻ಙᴗࠖ
ࠊ
ࠕື⏘࣭≀ရ㈤㈚ᴗࠖ
ࠊ
ࠕᘓタᴗࠖࠊ
ࠕ㣧㣗ࢧ࣮ࣅࢫᴗ➼ࠖࠊ
ࠕ⏕ά
㛵㐃ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࠖ
ࠊ
ࠕᩍ⫱㸪Ꮫ⩦ᨭᴗ➼ࠖ⏘ᴗ࠾࠸࡚ࠊ㢧ⴭᾘ㈝ࡢపୗࡀぢࡽࠊ᪥ᮏ⤒῭య࡛ࡣࠊ
㞠⏝ࡢᝏࡀぢࡽࢀࠊ≉ࠕࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാ⪅ࠖ࠾࠸࡚ࡼࡾᙳ㡪ࡣ῝้࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡣࠊ㡰ḟࠊ➨
୍ḟࠊ➨ḟࠊ➨୕ḟ⿵ṇண⟬ࡼࡿᨻ⟇ࠊࡉࡽ  ᖺᗘண⟬┒ࡾ㎸ࢇࡔᨻ⟇ࡼࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠕ≉ูᐃ㢠⤥㔠ࠖࡣࠊᅜẸࡀᑐ㇟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮃࡴࡽࡃࡣࠊᡤᚓࡢపୗࡀ⏕ࡌࡓேࠎ
ᑐࡋ࡚ࠊ㔜Ⅼⓗᡤᚓ⿵ຓࢆ⾜࠺᪉ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊಶேࡢᡤᚓ≧ἣࡘ࠸࡚ᨻᗓࡀ༑ศ⿵㊊

㈇ᢸࡢ㈈ᨻⓗࣥࢭࣥࢸࣈࡢ㸱Ⅼࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㈈ᨻไ⣙ࡢࡶ࡛ࠊᨻ⟇┠ᶆࡀᑡᏊᑐ⟇⪃࠼ࡿሙྜࠊ↓ൾࡣࡢࡼ࠺࡞ᨻ⟇ຠᯝࡀ

࠶ࡿࡢ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ↓ൾࡣᆅ᪉㈈ᨻࡶࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᕷ⏫ᮧࡢከࡃ

ࡀಖ⫱ᩱ㍍ῶࡢࡓࡵᆅ᪉༢⊂ᴗࡋ࡚⊂⮬ࡢ㈈ᨻ㈇ᢸࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ↓ൾࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽᆅ᪉⊂

⮬ࡢಖ⫱ᩱ㍍ῶ㈇ᢸศࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⚾❧ಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬࡘ࠸࡚ࡢ⮬యࡢ㈈ᨻ㈇ᢸࡣ㍍ࡃ࡞ࡗ

29

30

ࡢᗈሗάືࠊ
͇6WD\KRPH͇ᨻ⟇࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࡣࠊ6WD\KRPH ࡣ⤒῭άືࡢไ㝈ࢆక࠸ࠊᬒẼᝏᙳ㡪

ࠖࡘ࠸࡚ࠊ↓ൾ⮳ࡗࡓ⤒⦋ࡑࡢᴫせࠊ↓ൾ࡛ࡶṧࡿ⮬ᕫ㈇ᢸࢆᕠࡿㄽⅬࠊࡑࡋ࡚ᅜ࣭ᆅ᪉

ࡓࠋ୍᪉ࠊබ❧ಖ⫱ᡤ࣭බ❧ᗂ⛶ᅬࡣ⮬యࡀࡍ࡚㈇ᢸࢆࡋ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࡢ࡛ࠊಖ⫱ᩱ࡛⏝⪅㈇

⟇ࡋ࡚ࠊᨻᗓࡼࡿබ⾗⾨⏕ࢧ࣮ࣅࢫࠊලయⓗࡣࠊ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࠊᨻᗓࡼࡿឤᰁࢆᢚไࡍࡿࡓࡵ

 Ἠㄽᩥࡣࠊฟ⏕⋡ࡢᅇ㛵ࡍࡿᨻ⟇ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ↓ൾࠖ
ࠊ
ࠕᩍ⫱ࡢ↓ൾ

࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼ࠸࠺ឤᰁࡣࠊ⤒῭ᏛࡢほⅬࡽࡣࠕእ㒊ᛶ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢᑐᛂ

㸦㸧Ἠㄽᩥ



᳃ㄽᩥࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼࡢὶ⾜ࡀࡶࡓࡽࡋࡓၥ㢟ࢆࠊ⤒῭ᏛࡢどⅬࡽศᯒࡋࠊᮃࡲࡋ࠸ᑐᛂ⟇ࡘ

㸦㸧᳃ㄽᩥ

㓘ࢆ࠼ࡿ⤌ࡳࢆ⪃ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓղࠕᩍ⫱ࡸカ⦎ࠖࡢᐇࠊճࠕዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡

ࣥࢺࠖࢆ┠ᣦࡍࡇࡀ㔜せࡋ࡚࠸ࡿࠋ



Ꮡࡋࡓ㈈ᨻ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡇ࣌ࢼࣝࢸࢆ࠼ࡿࡶࠊ౫Ꮡࡽ⬺༷ࡍࡿດຊᑐࡋ࡚ఱࡽࡢሗ

ࢫࡢᡤᚓ㐃ືࡋ࡚㏉῭ࢆ⊰ணࠊච㝖ࡍࡿዡᏛ㔠ไᗘዡᏛ㔠ไᗘࡢ⦅ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

ࡢᓴࢆ⦆ࡸࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋぢ┤ࡋࡢ᪉ྥᛶࡋ࡚ࠊಟᏛᨭ᪂ไᗘ࠾ࡅࡿᤵᴗᩱῶච⤥ᆺ

ࡓጼໃࢆぢ┤ࡋࠊࡍ࡞ࢃࡕᵓ㐀ⓗ࡞ぢ┤ࡋࢆᥦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ලయⓗ࡞ࢱࢲࡾࢆᢚไᨻ⟇ࡣࠊ
ࠕձࣥࢭࣥࢸࣈ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᙉ࡛࠶ࡾࠊᨻᶒࡀ㉥Ꮠᅜമ౫

 ᑵᏛᨭไᗘࡢᨵၿⅬࡋ࡚ࠊᨭࡢᑐ㇟እ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୰㛫ᒙᑐࡋ࡚ࡶಟᏛࡢᨭࢆཌࡃࡋࠊ⤥

ᨻᗓࡀ㌟ࡢྜࢃ࡞࠸Ỉ‽ࡢࠕಖㆤࠖࢆᅜẸᥦ౪ࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࠶ࡿぢ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ

ࡦ࠸࡚ࡣ㈋ᅔࡢ⨜㝗ࡿྍ⬟ᛶࡍࡽ࠶ࡿࠋ

㏦ࡾၥ㢟ࠖࠕࢱࢲࡾၥ㢟ࠖࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢไᗘࡀࢱࢲࡾࢆチᐜࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣࠊ

ᒣ㔜ㄽᩥࡣࠊ᪥ᮏࡢ♫ಖ㞀ไᗘࡢ㈈ᨻࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡢ≧ἣࢆศᯒࡋࠊࡑࡢᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟ࡋ࡚ࠕඛ

࠸࠺ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᏛ㐍Ꮫࡢࡓࡵാ࡞࠸ࡇࡀࡴࡋࢁྜ⌮ⓗ࡞⾜ື࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ

⏫ᮧẸ⛯ࡢᡤᚓࡢㄢ⛯ᶆ‽㢠ࢆྜ⟬ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿࠋࡋࡋࠊ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡣ୧ぶࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊྠᒃࡋ࡚

ࡢᅛᐃࢆ῝้ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼࡀ♫ṧࡍᚋ㑇ࢆᢕᥱࡋࠊ᪩ᛴゎᾘࡍࡿᨻ⟇ࢆ

‽ࢆ‶ࡓࡍࡇࢆ㝖࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤥ᡤᚓ⪅ୡᖏࡶࡲࡓࠊປാ㛫ࢆῶࡽࡍ࡞ࡢᑵປㄪᩚ

  ࡘ┠ࡣࠊ↓ൾࡢᑐ㇟⪅ࢆỴࡵࡿධᇶ‽ࡢ⟬ᐃ࡛࠶ࡿࠋᐙィࡢධᇶ‽ࡣࠊᏛ⏕⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡢᕷ

ᡂ⦼ࡣపୗࡍࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥࣟࢼࡀḟୡ௦ࡢᡂ⫱᱁ᕪࠊᏛຊ᱁ᕪࢆࡉࡽࡁࡃࡋࠊ᱁ᕪ

㸦㸧ᒣ㔜ㄽᩥ

ຍࡋࠊ⤥ୡᖏ㠀⤥ୡᖏࡢ㛫࡛ᡤᚓࡢ㏫㌿⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

࠾࠸࡚ࡶࠊ࢜ࣥࣛࣥᩍ⫱ࡢຠᯝࡣࠊᡂ⦼ࡀⰋࡗࡓᏛ⏕ࡢᡂ⦼ࡣⰋࡃ࡞ࡿࡀࠊᡂ⦼ࡢᝏࡗࡓᏛ⏕ࡢ

ḟᮏሗ࿌᭩ࡢྛㄽࢆ⤂ࡋࡼ࠺ࠋ

ࡢ⌧≀⤥⤥ᆺዡᏛ㔠ࡢ⌧㔠⤥ࡀ୍య࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ⤥ୡᖏࡢྍฎศᡤᚓࡀᖜቑ

ᮇࡣࠊᡤᚓ㝵ᒙࡼࡿᏛຊᕪࢆࡉࡽᣑࡉࡏࡿせᅉ࡞ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᏛᩍ⫱

༑ศ࡞㈨ຊࢆ᭷ࡍࡿୡᖏ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊぶ᪘㛫ࡢ⤥ࡢㄪᩚࡼࡾ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡢᡤᚓࢆᅽ⦰ࡋࠊ⤥ࡢᇶ

 㸯ࡘ┠ࡣࠊ⤥ୡᖏ㠀⤥ୡᖏࡢ㛫࡛⏕ࡌࡿᡤᚓࡢ㏫㌿⌧㇟࡛࠶ࡿࠋᑵᏛᨭไᗘࡣࠊᤵᴗᩱῶච

ㆤ⪅Ꮫᰯࡢ㛵ಀ࡞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࢜ࣥࣛࣥᏛ⩦ࡢ㛗

㸬ྛㄽࡢᙇ

ࡓ㸰ࡘࡢ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡾྥࡅࡿࡇࡢฟ᮶ࡿ㈨※㸦⤒῭ຊࠊ㛫ࠊぶ࣭ಖㆤ⪅ࡢᏛຊࠊࢹࢪࢱࣝ⬟ຊ㸧
ࠊఫᏯ⎔ቃࠊぶ࣭ಖ

㸦㸧୰㔝ㄽᩥ
୰㔝ㄽᩥࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢᐇ㉁↓ൾࡢᨻ⟇ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏไᗘࡼࡾࠊఫẸ⛯㠀ㄢ⛯ୡᖏࡢᏛ



୰➼ᩍ⫱ࢆ࢜ࣥࣛࣥᏛ⩦࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢜ࣥࣛࣥᏛ⩦ࡢຠᯝࡣࠊᐙᗞ⎔ቃࡼࡗ࡚ࡶᕥྑࡉࢀ

⏕ࡣࡰ↓ൾ࡛Ꮫ➼ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ㐍Ꮫࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡀࠊ୰㔝ㄽᩥࡣࠊࡇࡢ᪂ᨻ⟇ࡢࡶࡓࡽࡋ

ࣥࢭࣥࢸࣈࢆタィࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࣏ࢫࢺᚅᶵඣ❺ࡢ௦ἢࡗࡓ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡉࡽᏛຊࡢᙳ㡪ࡶࡁ࠸ࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼࡢᙳ㡪࡛ࠊඛ㐍ྛᅜࡣࠊᑐ㠃࡛ࡢᥦ౪ࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓึ➼

㉳ᅉࡍࡿࡇ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠊղᐙᗞෆ࡛ࡢᏛ⩦ࠊ࢜ࣥࣛࣥᏛ⩦ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡣࠊᐙᗞෆ࡛ࡢᩍ⫱

ࡣࠊᅇࡢ↓ൾࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㏆࠸ᑗ᮶ࠊබᐃ౯᱁ࡢᆅ᪉㈇ᢸࡀኚࡍࡿࡇࡼࡿ㈈ᨻⓗ

╔ᡭࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊձᏛຊ᱁ᕪⓎ⏕ࡢ࡞ࡾࡢ㒊ศࡀᐙᗞ࡛㐣ࡈࡍᮇ㛫ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㛗ᮇఇᬤ୰

ࡶ୧᪉࡛ࡁ࡚  ṓඣࡽ㡸ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿㄆᐃࡇࡶᅬࡢ⛣⾜ࢆಁࡍࡼ࠺࡞㈈ᨻⓗࣥࢭࣥࢸࣈ

⬻⚄⤒⛉Ꮫ࡛ࡣࠊᗂᑡᮇࡢ⤒㦂ࡣࠊ⬻⚄⤒ࡢⓎ㐩㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࡶ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡀࠊಖ⫱ኈࡢ◊ಟࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦࡢᏊ⫱࡚┦ㄯࢆཷࡅࡿᣐⅬ࡞ࡿࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
බ❧ಖ⫱ᡤࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ⮬యࡀ㈈ᨻ࣌ࢼࣝࢸࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓಖ⫱ࡶᗂඣᩍ⫱

࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ

᪂ᆺࢥࣟࢼࡢ௦ࢆ⤒㦂ࡋࡓᏊࡶࡢᡂ㛗ࢆ⥅⥆ⓗㄪᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ⌧Ⅼࡽ┤ࡕࡑࡢ‽ഛ

ᢸࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓ㒊ศ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠼ࡗ࡚⮬య㈇ᢸࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋබ❧ಖ⫱ᡤࡣ㧗࠸ே௳㈝ࡢ

⾜Ⅽࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ㸦
ࠕṚࢇࡔ᪉ࡀ࠸࠸ࠊࡲࡓࡣ⮬ศࢆఱࡽࡢ᪉ἲ࡛യࡘࡅࡼ࠺ᛮࡗࡓࠖ
㸧
ࠊ㸱㸧ᅇ⟅

ࡋࡓಖㆤ⪅ࡢ㸣୰➼ᗘ௨ୖࡢ࠺ࡘ≧ࡀ࠶ࡿࠊሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾࠊぶᏊࡶ┦ᙜ῝้࡞≧ែ࡞ࡗ࡚
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ぢ࡞ࡉࢀࡿࠋ
ࠕ⬣ጾࡔࡅࠊࡍࡄᑐᛂࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞⪃࠼ࠊࡾ࠶࠼ࡎ⮬ศࡢୡ௦ࡣ
ᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡽඛ㏦ࡾࡋࡼ࠺ࠕࢱ࣒࣍ࣛࢬࣥࠖࡢၥ㢟ࡀ୍ⓗಟṇࡉࢀࡓࡢࡀ⌧ᅾࡢ≧ἣ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶᆅ⌫ ᬮࡶ᱁ᕪࡼࡿไᚚ⬟࡞ࡼ࠺࡞ᨻᑐ❧ࡶࠕ㯮࠸㇟࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࠋ࣏ࢫࢺ࣭
ࢥࣟࢼ♫࡛ࡣࠊ᪩ᛴࠕ㯮࠸㇟ࠖࢆᾘࡋཤࡿࡁ࠸࠺ࢱ࣒࣍ࣛࢬࣥࡢಟṇࡢጼໃࡀࠊ୍ⓗ
࡞ࡶࡢ࡞ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀࢆᶵ♫⤒῭ࡢ⤌ࡳࢆᖜኚࢃࡿࡁࡗࡅ࡞ࡿࡢࠊࡁ࡞
ศࢀ┠࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ቑຍࠊᑑࡢఙ㛗ࡶ㧗㱋⪅ࡢಖ᭷ࡍࡿ㔠⼥ࡣቑຍࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㔠⼥㈨⏘ࡢ 㸣ࡣ  ṓ௨ୖࡢே

ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ ࡢ㔠⼥㈨⏘ࡀㄆ▱ࡢேࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉  ᖺࡅ࡚⤒

῭ຊࢆᣢࡘᅋሢୡ௦ࡀ  ṓ฿㐩ࡍࡿࠊ⤒῭άື㠃࡛ࡢㄆ▱ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࡣᚋᮏ᱁ࡍࡿࠋ

 ⌧ᅾࠊ᪥ᮏࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ㉸㧗㱋♫ࡣࠊㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡋࡓேࡀቑ࠼ࡿ♫ゝ࠸࠼ࡿࡇࡀ

࡛ࡁࡿࠋࡲࡓྠ㉸㧗㱋♫ࡢ୍ᅉ࡛࠶ࡿ㛗ᑑ♫ࡣࠊㄡࡶࡀே⏕ࡢ᭱ᬌᖺᮇ୍࡛ᐃࡢᮇ㛫ࠊㄆ

ᅜࡸḢᕞᗈࡲࡗࡓ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ࡑࢀక࠺ᨻᏳࡢ⫼ᬒࡣ῝้࡞᱁ᕪ࣭㈋ᅔࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡣࠊ

⒪ಖ㝤࣭ㆤಖ㝤ࡢ⤥Ỉ‽ࡢぢ┤ࡋ࡞♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡀ⥆ࡃࡇࠊᑑࡢఙ㛗ࡶ⥆ࡃࡇࡽࠊ

ࡋ࡚࠸ࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ2(&' ࡣඛ㐍ᅜయ᱁ᕪ࣭㈋ᅔࡢୡ௦㛫㐃㙐ࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
᪥ᮏࡢྠᵝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈋ᅔ࣭᱁ᕪࡢᣑࡣᨻࠊᨻࡸ♫ΰࡢཎᅉ࡞ࡿࡀࠊ᪥ᮏࡣ⌧≧ఱ
ࡑࡢ⮬యࡔࡅࡣචࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛫ࡢၥ㢟ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ᱁ᕪࡸ㈋ᅔࡀ⤒῭ᡂ㛗ࡢ่⃭࡞ࡿ࠸࠺
ࡢࡣࠊ᰿ᣐࡢ࡞࠸୍ゅ⋇ఏㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡴࡋࢁࠊ᱁ᕪ࣭㈋ᅔࡢ⦰ᑠࢆ㏻ࡌ࡚♫࣭ᨻࡢᏳᐃᛶࠊ

ࢆಁ㐍ࡍࡿࠕࣈ࣮ࢫࢺࠖ࠸࠺ᡭἲࢆᬑཬࡉࡏࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ



㸬࣏ࢫࢺ࣭ࢥࣟࢼ♫࠾ࡅࡿ♫ಖ㞀ไᗘ̿6'*V ࡢどⅬࡶධࢀࡓ᪂ᶵ㍈ࡢᨻ⟇

㸦㸧࣏ࢫࢺ࣭ࢥࣟࢼ♫ࢆᒎᮃࡍࡿ
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౯್ほࡢኚ࠸࠺㡰␒࡛♫⤒῭ࡢ⤌ࡳ࣭ไᗘࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࠋ♫ಖ㞀ไᗘࡶࡲࡓࠊ⌧ᅾ

ࡇࡢࡼ࠺ணࡉࢀ࡞࠸つᶍ࡞ࢩࣙࢵࢡࡣࠊ᭱ึࡣᕷሙࢆ㏻ࡌࠊḟᢏ⾡㠉᪂ࡑࡢᬑཬࠊࡑࡋ࡚

᪂ࡋ࠸▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢῬᮃࢆ⏕ࡳࠊேࠎࡢ౯್ほᙳ㡪ࢆ࠼ࠊࣝࢿࢧࣥࢫࠊ㏆௦ࡢ㐨ࡀ㛤࠸ࡓࠋ

࢝ࢺࣜࢵࢡᩍࡢኻᮃࡽᅜẸᅜᐙࡢᡂ❧ࠊ᐀ᩍ㠉ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢᖖ㆑ࡢၥࠊ

Ṛࡢᜍᛧ┤㠃ࡍࡿẸ⾗ᑐࡋ࡚ࠊ࡞ࢇࡽ᭷ຠ࡞ᩆ῭ࡶ࡛ࡁࡎࠊච⨥➢ࡢ㈍࡞࡛ᐩࢆ⭾ࡽࡲࡏࡓ

㊊ࡣᐇ㉁㈤㔠ୖ᪼ࠊປാ⪅ࡢᶒྥୖࢆࡶࡓࡽࡋࠊ᭱⤊ⓗࡣᑒᘓไࠊ୰ୡ♫ࢆ⤊↉ࡉࡏࡓࠋࡉࡽ

ࡂࠊ♫Ᏻࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ᪉࡛ࠊேᡭ㊊ࡣ┬ຊⓗ࡞ᢏ⾡㠉᪂ࢆ่⃭ࡋࡓࠋ࣌ࢫࢺࡼࡿປാ⪅

࡚ᕼᑡ࡞ࡗࡓປാࡢ౯್ࢆᢚไࡍࡿᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀⓎࡍࡿປാ⪅ࡽࡢ࣭ᭀືࡀ┦ḟ

ไࢆෆᐜࡍࡿືⓗ࡞ࠕປാ⪅᮲ࠖࢆᩘḟࢃࡓࡗ࡚Ⓨᕸࡋ࡚ࡑࢀࢆไ㝈ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㈨ᮏᑐࡋ
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Ḣᕞࡢேཱྀࡢ㸰㹼㸲ࢆṚஸࡉࡏࠊປാ⪅ᩘࡣᛴ⃭㊊ࡋࠊ⪔సᆅࡣవࡗࡓࠋປാ⪅ࡀࡼࡾ᭷࡞ປ

ാ᮲௳ࢆồࡵ࡚ᆅᇦ⛣ືࡋࡓࡇࢁࠊࣥࢢࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊປാ⪅ࡢ⛣ືࠊ㏥⫋ไ㝈ࠊᙉไປാࠊ㈤㔠つ

ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡀ⤒῭ᡂ㛗ࢆᅇࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞࡛࠶ࡿ  ୡ⣖ࡢḢᕞ࠾ࡅࡿ࣌ࢫࢺࡢὶ⾜ࡣࠊᙜࡢ

♫ࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵ࡚⤒῭ᡂ㛗ࢆᅇࡍࡿᨻ⟇ࢆ┠ᣦࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ᱁ᕪ࣭㈋ᅔࢆ⦰ᑠࡍࡿࡼ࠺࡞♫

㈋ᅔ⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿ࠸࠺ᅜࡣ᪥ᮏࡋぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡶࡋ㈋ᅔ⥺ࡀపୗࡋ࡞ࡗࡓࡽࠊ㈋ᅔ⋡ࡣᛴୖ᪼

⟇ࢆά⏝ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ୰㧗ᖺ࡞ࡗ࡚ࡽࡣࠊㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࢆぢ㉺ࡋࠊ㈨⏘⟶⌮ࠊ㐠⏝ࡢ‽ഛ

ே㢮ࡣࡇࢀࡲ࡛ఱᗘࡶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣃࣥࢹ࣑ࢵࢡくࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ࡞ࡣࡑࡢᚋࡢ♫⤒῭

ࢃࡽࡎࠊ⌧ᙺୡ௦ࡢ㈋ᅔ⋡ࡣ⥅⥆ⓗୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᅜẸဨࡀ㈋ࡋࡃ࡞ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊࡉࡽ

⚾ⓗᖺ㔠ຍධಁ㐍ࠊࡑࡢ㈨⏘㐠⏝ࡢ✚ᴟ࡞ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࢼࢵࢪࠖࡢࡼ࠺࡞⾜ື⤒῭Ꮫࢆࡗࡓᨻ

⣖ධࡾࠊ㛗ᮇⓗᐇ㉁ᡤᚓࡀపୗࡋࠊ㈋ᅔ⥺ࡀపୗࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㈋ᅔ⥺ࡀపୗࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡶ㛵

┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋඛ㐍ᅜ࠾࠸࡚ࠊ᱁ᕪ࣭㈋ᅔࡑࡢ‶ࢆᨺ⨨ࡍࡿࡇࡣ♫ࡢⅆ⸆ᗜ࡞ࡿࠋ⌧ᐇ⡿

ᐃ࡛ⱞᡭࡉࢀࡿࡢࡀࠊ㛗ᮇ࣭☜ᐇ࡞ၥ㢟ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋᚋࡶ⥆ࡃබⓗᖺ㔠⤥Ỉ‽ࡢపୗࠊ་

ᅜ㝿ⓗࡣ᱁ᕪࡸ㈋ᅔ⋡ࡀప࠸ᅜホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᪥ᮏࡣࠊඛ㐍ᅜ࡛ࡶእⓗ  ୡ

♫ಖ㞀ไᗘ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊぢ㏨ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊඛ㐍ᅜෆࡢ᱁ᕪ࣭㈋ᅔࡢඞ᭹ࡶ㔜せ࡞

ࡢ▱ぢࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ▱ぢࢆ㉸㧗㱋♫ࡢ⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ά⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉ே㛫ࡢពᛮỴ

ࡃ᪩ࡃࡽ㈨⏘ᙧᡂධࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

࡚࠾ࡾࠊయࡋ࡚ࠕㄡ୍ேྲྀࡾṧࡉ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡇࢆ✲ᴟᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿  ࡢ┠ᶆࡢከࡃࡀ

 ⬻⚄⤒⛉Ꮫࡑࡢ⤒῭⾜ືࡢᛂ⏝࡛࠶ࡿ⚄⤒⤒῭Ꮫࡣࠊຍ㱋ࡀ⤒῭⾜ື࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ከࡃ

⪁ᚋࡢ‽ഛࡣࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞ࡿࠋ≉ⱝ࠸ୡ௦ࠊࡇ࠺ࡋࡓᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡿࡓࡵࠊ࡞ࡿ

6'*V ࡣࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ┠ᶆࡣᆅ⌫ ᬮ㜵Ṇࡢࡳ࡞ࡽࡎከᵝ࡞  ࡢ┠ᶆࢆᥖࡆ

ࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓၥ㢟┤㠃ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

ᐇ㝿ࡣࠊලయⓗࡣ࣏ࢫࢺ࣭ࢥࣟࢼ࡛ࡣࠊ㯮࠸㇟ࢆᾘ⁛ࡉࡏࡼ࠺ࠊ6'*V ࡢືࡁࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ㄡࡶᑐฎࡋࡼ࠺ࡋ࡞࠸⬣ጾࠖࢆពࡍࡿࠕ㯮࠸㇟ ࣈࣛࢵࢡ࢚ࣞࣇࣥࢺ ࠖࡀ⌧ᐇࡢࡶࡢ࡞ࡗࡓ

࠶ࡿࠋ ᖺ㡭ࡲ࡛  ṓேཱྀࡣ  ேࠊேཱྀᵓᡂẚࡣ 㸣ࡲ࡛ୖ᪼ࡍࡿぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ㧗㱋⪅ࡢ

▱ᶵ⬟ࡢపୗࢆ⤒㦂ࡍࡿ♫࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⤒῭ຊࢆᣢࡗࡓࡲࡲㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿ㧗㱋⪅ࡀቑ࠼ࡿ࠸࠺

 ᪂ᆺࢥࣟࢼࡼࡿࣃࣥࢹ࣑ࢵࢡࡣࠊࠕ࠸ࡎࢀኚ࡞ࡇ࡞ࡿࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊぢ࡚ぢࡠࡾ࡛ࠊ

㥖ᮧㄽᩥࡣࠊ㉸㧗㱋♫࠾࠸࡚ࠊ༑ศㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ၥ㢟ࡋ࡚ࠊຍ㱋ࡶపୗࡍࡿㄆ▱ᶵ

㸦㸧6'*V ♫ಖ㞀ไᗘࡢᵓ㐀ᨵ㠉

⬟ࡢၥ㢟ࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ㉸㧗㱋♫࡛␃ពࡍࡁⅬࡣࠊ ṓ௨ୖࡢேཱྀቑຍࠊேཱྀᵓᡂẚࡢᛴୖ࡛᪼

㸦㸧㥖ᮧㄽᩥ



࡞ࡿࠋ

⾜ࢆዎᶵࡋ࡚ࠊᴗ㌿ࢆಁࡍᢞ㈨ࢆಁࡍᨻ⟇ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ



ࡢ♫⤒῭ไᗘࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ♫⤒῭ࡀኚᐜࡍࢀࡤ♫ಖ㞀ไᗘࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇ

࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࠸࠺Ⅼ࡛ࠊḟၿࡢ㑅ᢥ࡛࠶ࡗࡓࠋ㛗ᮇⓗ࡞ᬒẼᑐ⟇ࡢどⅬࡽ⪃࠼ࡿࠊ&RYLG ࡢὶ
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ᐇ㉁ *'3 ࡢணᡂ㛗⋡ࡀ㧗ࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࡁ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



࠸≧ἣࡀ⥆ࡃࡇࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊ ᖺࡽ  ᖺ㡭ࡲ࡛ࢆ࠸ࡾษࡿࡀࠊࡲࡎࡣ㔜せ࠸࠺

ほⓗ࡞ぢ㎸ࡳࡣࡣࡎࢀ࡚ࠊᴟࡵ࡚῝้࡞≧ἣ㝗ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



≉␗࡞≧ἣ࠶ࡿࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆ⾜࠺ࡇ࣌ࢼࣝࢸࢆ࠼ࡿࡶࠊ౫Ꮡࡽ⬺༷ࡍࡿດຊᑐࡋ࡚ఱࡽࡢሗ㓘ࢆ࠼ࡿ⤌

ࡶ᪥ᮏࡢ₯ᅾⓗ࡞ᡂ㛗⋡ࡣ㸯㸣⛬ᗘࡔࢁ࠺࠸࠺ண

࠶ࡿ࠸ࡣ┠ᶆ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᕼᮃⓗண

33

ᖺࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ㸵ᖺ㛫ࡢᖺ㔠ࢆ㝖ࡃ♫ಖ㞀⤥ࡢఙࡧࡣ⣙ 㸣ᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫ࠊ♫

ᕼᮃⓗண ࡣࠊ♫ಖ㞀⤥ࡢྡ┠ *'3 ẚ㛵ࡍࡿᨻᗓ᥎ィࡶぢࡽࢀࡿ㸦ᅗ㸯㸧
ࠋࡇࡢ᥎ィ࡛ࡣࠊ

ࡲࡵ



34

ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞せ⣲ࢆྵࡴࠕմไᗘ࣭ᨻ⟇ࡢタィࠖࢆ⯡ⓗ⾜࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࡣࠊ⮬❧࡛ࡁࡿ⬟ຊࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⏕ᾭࢃࡓࡗ࡚♫㈉⊩ࡋࡓ࠸ࡢពḧࡸᕼᮃࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ

᪂ࡢヨ⟬ ௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡛ࡣࠊ ᖺࡲ࡛ 㸣௨ୖࡢ㧗࠸ᡂ㛗⋡ࡀ௬ᐃࡉࢀࡿࠕᡂ㛗ᐇ⌧ࢣ࣮ࢫࠖ

࡛ࡶࠊ㯮Ꮠࡣ  ᖺ௨㝆࡞ࡿ᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ

ዪᛶࢆಖㆤࡍࡿ࠸࠺ࡼࡾࠊ
ࠕճዪᛶࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺࠖࢆ┠ᣦࡍࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⌧௦ࡢዪᛶࡢከࡃ

࡛ࡁࡿࡢࡣࠊࡇࡢࠕᡂ㛗ᐇ⌧ࢣ࣮ࢫ࡛ࠖࡶ  ᖺ࡞ࡾࡑ࠺࠸࠺ࡢࡀࠊෆ㛶ᗓࡢ᥎ィ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸦᭱

ࡲࡓࠊዪᛶࡢ₯ᅾ⬟ຊࢆࡉࡽ㧗ࡵ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ♫ⓗ࡞ຍ౯್ࡢ⏕⏘㈉⊩ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ

࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ
ࠕඛ㏦ࡾၥ㢟ࠖࡶ⦆࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᡤᚓ⛯ࡸ♫ಖ㝤ᩱࡶᨭᡶࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢᛶูᙺศᢸࢆぢ┤ࡋࠊ

ᇶ࡙࠸࡚ไᗘ࣭ᨻ⟇ࢆసࡗ

ᾘ㈝⛯⋡ࢆᘬࡁୖࡆ࡚ࠊ ᖺࡢ㯮Ꮠࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓᨻᗓ㸦ᅜ࣭ᆅ᪉㸧ࡢᇶ♏ⓗ㈈ᨻᨭࡀ㯮Ꮠ

࡚ࡁࡓࡇࡀࠊไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆపࡵ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᕼᮃⓗண

ࢀࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡛ࠊㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢࢥࢫࢺࡀపୗࡍࢀࡤࠊᑡ࡞࠸ሗ㓘࡛ࡶㄢ㢟ゎỴྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡶࡽ

ࡻ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ᚲせ࡞ࡢࡣࠊၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࠕղᩍ⫱ࡸカ⦎ࡢᐇ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑ

࡚࠸ࡿࠋ

୍᪉ࠊ
ࠕᡂ㛗ᐇ⌧ࢣ࣮ࢫ࡛ࠖࡣࠊ๓ᚋࡢᡂ㛗⋡ࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡇࡢࠕᡂ㛗ᐇ⌧ࢣ࣮ࢫࠖࡣࠊ

 ࡓࡔࠊࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡸດຊࢆ⾜࠼ࡤၥ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿࡢࢃࡽ࡞࠸ࠊດຊࡣᘬࡁฟࡏ࡞࠸࡛ࡋ

࣮ࢫࣛࣥࢣ࣮ࢫ࡛ࠖࡣࠊᐇ㉁ *'3 ࡢᡂ㛗⋡ࡣࠊᚋ  ᖺ㛫ࡣ 㸣๓ᚋ࡛᥎⛣ࡍࡿࡢ௬ᐃࡀタࡅࡽࢀ

ᐇ㝿ࠊෆ㛶ᗓࡢࠗ୰㛗ᮇࡢ⤒῭㈈ᨻ㛵ࡍࡿヨ⟬㸦௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࡛࠘ࡢಖᏲⓗ࡞ண ࡛࠶ࡿࠕ࣋

ࡳࢆ⪃ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ㉥ᏐᅜമࡢⓎ⾜࠸࠺ࠕࢱࢲࡾၥ㢟ࠖᑐࡋ࡚ࡣࠊᨻᶒࡀ㉥Ꮠᅜമ౫Ꮡࡋࡓ㈈ᨻ㐠Ⴀ

ⱝ࠸ேࡀῶᑡࡋ⥆ࡅࡿ୰࡛ࠊ⏕⏘ᛶ㸦7)3㸧ࢆ㧗࠸Ỉ‽⥔ᣢࡍࡿࡇࡶ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚋ

ࡀ୍⯡ⓗࡔᛮࢃࢀࡿࠋ

ࡲࡎࠊࢱࢲࡾࢆᢚไࡍࡿࠕձࣥࢭࣥࢸࣈ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᙉࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ㈿ㄢ᪉ᘧᖺ㔠ไ
ᗘ㛵ࢃࡿࠕࢱࢲࡾၥ㢟ࠖࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵ᭷ຠ⪃࠼ࡽࢀࡿᏊ⫱࡚ᨭᨻ⟇ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆ

ཧຍ⋡ࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡀࣆ࣮ࢡ㐩ࡋࡓࡽࠊປാ㔞ࡢᡂ㛗⋡ࡶ࣐ࢼࢫ㸯㸣⛬ᗘ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡣࡢࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿࡢࡀࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ

᪥ᮏ࡛ࡣ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡢቑຍ⋡ࡣ࣐ࢼࢫ㸯㸣࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊᛴ㏿ዪᛶࡸ㧗㱋⪅ࡢປാ

ࡀࠊ ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ேཱྀࡣ  ᖺࡲ࡛ቑ࠼⥆ࡅࡿணࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵఱࢆࡍࡁ

ྍ⬟ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ

ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢ᥎ィ࡛࠶ࡿࠋୡ⣖୰᪥ᮏࡢேཱྀࡀ༙ῶࡍࡿ࠸࠺ணࡣࠊ᪥ᮏࡀᴟࡵ࡚

㹼 ṓࡢ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀࡣࠊࡍ࡛  ᖺࣆ࣮ࢡ࢘ࢺࡋࠊ࡞ࡾࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛ῶᑡࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ

༑ศ࡞⛯ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ㈈ᨻ㐠Ⴀࢆ⾜࠼ࡿ≉ᅜമ㸦㉥Ꮠᅜമ㸧ࡢ⤌ࡳࡶࠊᑗ᮶ୡ௦ࡢࢱࢲࡾࢆ

ே࡛ࣆ࣮ࢡ࢘ࢺࡋࠊῶᑡࢆጞࡵ࡚࠸ࡿࠋୡ⣖ᮎࡣ⥲ேཱྀࡣ  ༓ே⛬࡞ࡿ࠸࠺ࡢࡀࠊᅜ❧♫

Ꮚࡀ࠸࡞ࡃ࡚ࡶᖺ㔠ࢆࡶࡽ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࡢேࡢᏊ⫱࡚ࢱࢲࡾ࡛ࡁࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

࠸ࡿ࠸࠺ࠕղࢱࢲࡾၥ㢟࡛ࠖࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㹼 ᖺࡢ♫⤒῭

 ᖺ௨㝆┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࡋ࡚ࠊࡲࡎேཱྀၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ⥲ேཱྀࡣ  ᖺ⣙㸯൨  ༓  ⓒ

ᛶࢆ㞴ࡋࡃࡋ࡚࠸ࡿᮏ㉁ⓗ࡞ၥ㢟ࡣࠊ᪥ᮏࡢไᗘࡀࠕࢱࢲࡾࠖࢆẚ㍑ⓗ⡆༢チᐜࡍࡿᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚



ࠕඛ㏦ࡾၥ㢟ࠖࡢ୍ᅉࡣࠊᨻᗓࡢၥ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ⬟ຊࡢపࡉ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࡀࠊ᪥ᮏ♫ࡢᣢ⥆ྍ⬟

ࡳࢆ♧ࡍࡇ࡛ࠊ③ࡳࢆక࠺ᨵ㠉ࡍࡄྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡃ࡚ࡶࡼࡃ࡞ࡿࠋࡋࡋᐇ㝿ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᴦ

ປാᨻ⟇ࠊ⛣Ẹᨻ⟇ࠊᩍ⫱ᨻ⟇ࠊᆅᇦᨻ⟇࡞ࡢ♫ᨻ⟇ࠊࡑࡋ࡚㈈ᨻ࣭㔠⼥ᨻ⟇ࠊ⏘ᴗᨻ⟇ࠊᡂ㛗ᨻ

⟇࡞ࡢ⤒῭ᨻ⟇ࡢ୍యⓗ࡞ぢ┤ࡋࡀᚲせ࠸࠺ࡢࡀࠊ⚾ࡢᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋ

 ᪥ᮏࡀㄢ㢟ඛ㐍ᅜ࡞ࡗࡓ➨㸯ࡢၥ㢟ࡣࠊ
ࠕձඛ㏦ࡾၥ㢟ࠖࡔᛮࢃࢀࡿࠋᨻᗓࡣᴦほⓗ࡞ண ࡸぢ㎸

㠉ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀࡼࡃࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ⛯ไࠊ♫ಖ㞀ไᗘࠊᆅ᪉㈈ᨻไᗘ࡞ࡢ㈈ᨻไᗘࠊᐙ᪘ᨻ⟇ࠊ

⥆ྍ⬟ᛶࢆ⬣ࡍ㑅ᢥࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ⌮⏤⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᨻ⟇ࢆࡢࡼ࠺タィࡋ࡚࠸ࡃࡀࠊᑓ㛛ᐙࡢ㛵ᚰࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ
ࠕ⛯♫ಖ㞀ࡢ୍యᨵ

ࡇࡢཝࡋ࠸ᮇࢆᛕ㢌⨨ࡁࠊ♫ಖ㞀ไᗘࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏ♫ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊไᗘ࣭

࡞ࡐ᪥ᮏࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕࡂࡾࡂࡾࡢ≧ἣࠖ㝗ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ௨ୗࡢ㸰ࡘࡢၥ㢟ࡀࠊᣢ

ไᗘࠊ㈈ᨻไᗘࠊࡉࡽࡣ♫ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣప࠸࠸࠺ࡢࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡞ㄆ㆑࡛ࡣ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ

࠸≧ἣ㝗ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢᚋࡶ㧗㱋⪅ࡀேཱྀ༨ࡵࡿྜࡣ 㸣㏆࠸Ỉ‽ࡀᣢ⥆ࡍࡿࡢ࡛ࠊཝࡋ

୍⯡ⓗ࡞ㄆ㆑ࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

ࠕᡂ㛗ᐇ⌧ࢣ࣮ࢫࠖࡀᮏᙜᐇ⌧ࡍࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢ♫ಖ㞀ไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣࠊᙜ㠃☜ಖࡉࢀࡿྍ⬟
ᛶࡀ㧗࠸ᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢᐇ⌧☜⋡ࡣప࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ♫ಖ㞀

ᅋሢࡢୡ௦ࡀဨ  ṓ௨ୖ࡞ࡿ  ᖺ௨㝆ࡢ 㹼 ᖺࡢᮇࡣࠊ♫ಖ㞀ࡸ㈈ᨻࡀ᭱ࡶཝࡋ

᪥ᮏࡀㄢ㢟ඛ㐍ᅜ࡞ࡗࡓᮏ㉁ⓗၥ㢟



ࣇࣞ⋡ྠ⛬ᗘୖ᪼ࡍࡿ⪃࠼ࡿࠊྡ┠ *'3 ẚ࡛ぢࡓ♫ಖ㞀⤥ࡢఙࡧࡀᢚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ

 ᖺ௨㝆ࡢ♫ಖ㞀ไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶ



ไࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ་⒪ࡸㆤࡢຠ⋡ࡢຠᯝࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋࡋࠊᑵᴗ⪅ࡢ㈤㔠ࡣᑡ࡞ࡃࡶࣥ



୍ᶫᏛ⤒῭Ꮫ◊✲⛉㸭ᅜ㝿࣭බඹᨻ⟇Ꮫ㝔ᩍᤵ ᒣ㔜ៅ

ಖ㞀ศ㔝࡛ồࡵࡽࢀࡿᑵᴗ⪅ᩘࡣ⣙ 㸣ቑຍࡍࡿண ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ♫ಖ㞀⤥ࡢఙࡧࡀᢚ

♫ಖ㞀 ࠝྛㄽࠞ
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᪥ᮏࡢ♫ಖ㞀ไᗘࡑࡋ࡚㈈ᨻࡣࠊᴦほⓗ࡞ண ࡢୗ࡛ࡣࠊ ᖺ௨㝆ࡶᣢ⥆ྍ⬟ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ

35

㸦ฟᡤ㸧♫ಖ㞀ᑂ㆟ࠕᚋࡢ♫ಖ㞀ᨵ㠉ࡘ࠸࡚Ѹ ᖺࢆぢᤣ࠼࡚Ѹࠖ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧㈨ᩱ㸰ࢆᇶ➹⪅సᡂ

ᅗ 㸸♫ಖ㞀⤥㸦ᑐ *'3 ẚ㸧ࡢ᥎⛣

࠸ࡿࠋ

ࡇࡢᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞࠸㝈ࡾࠊ᪥ᮏࡢไᗘࡑࡋ࡚♫ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣ☜ಖࡉࢀ࡞࠸⪃࠼࡚

ಖ㞀ไᗘࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡀಖドࡉࢀ࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ

ᥦ౪ࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᕧ㢠ࡢබⓗമົࡀ⣼✚ࡋࠊ㈈ᨻࡑࡋ࡚♫

᪥ᮏࡢไᗘࡀࢱࢲࡾࢆチᐜࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣࠊᨻᗓࡀ㌟ࡢྜࢃ࡞࠸Ỉ‽ࡢࠕಖㆤࠖࢆᅜẸ

ᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ⬣ࡋ࡚࠸ࡿᵓ㐀ⓗ࡞ၥ㢟⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊ
ࠕඛ㏦ࡾၥ㢟ࠖࠕࢱࢲࡾၥ㢟࡛ࠖ࠶ࡿࠋ

ࡋࠊ⌧ᐇⓗ࡞ண ࡢୗ࡛ࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟ᛶၥࡀṧࡿࠋ

ᨻᗓࡢ㐍ࡵࡿࠕ♫ಖ㞀࣭⛯୍యᨵ㠉ࠖࡢᰕ࡛࠶ࡿᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭࡢୖࡆࡋ࡚ࠕᩍ⫱ࡢ↓ൾ

ᝋᏛ⤒Ⴀ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ Ἠᚭᙪ
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ࠊ⤖ᯝⓗࡣゎᾘ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ㄝ᫂ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ཷࡅ─ࢆᣑࡋ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᚅᶵඣ❺࠸࠺㟂⤥ࡢᕪศࢆ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵ

ࡾ㉳ࡇࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊᚅᶵඣ❺ࡀ࡞࡞ῶࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋẖᖺ  ேつᶍ࡛ಖ⫱ᡤᐃဨ࡞ࡢ

ࡿࠋಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㟂せ౪⤥ࡢほⅬ࡛ࡣࠊಖ⫱ᡤࢆቑࡸࡍࠊ⮬ศࡶ㡸ࡅࡓ࠸࠸࠺㏆㞄ࡢ㟂せࢆ᥀

ṧࡗࡓࠋࡑࡇࡽ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ࠕᏊ⫱࡚Ᏻᚰࣉࣛࣥࠖࢆ๓ಽࡋ࡛ᐇࡋ࡚ࠊᚅᶵඣ❺ゎᾘດࡵ࡚࠸

ᅜࡣ 㹼 ᖺᗘࡢࠕᚅᶵඣ❺ゎᾘຍ㏿ࣉ࡛ࣛࣥࠖಖ⫱ᡤࢆቑࡸࡋࡓࡀࠊ⣙  ேࡢᚅᶵඣ❺ࡀ

࠸࠺ࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ

↓ൾࠊࢱࢲࡢ㨱ຊ࠸࠺ࡢࡣᙉ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㟂せࡀ࠺ࡋ࡚ࡶᣑࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ

ᮇ㛫ࡀ▷ࡗࡓࡓࡵᅜ㈝࡛࡚㈥࠺ࡇࡋࡓࠋ ᖺᗘࡢぢ㏻ࡋ࡛ࡣࠊ⣙  ൨࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

᭶ࡽࡢ༙ᖺศࡋ࡚ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱⤊ⓗࡣ⣙  ൨ቑࡢ  ൨ࡲ࡛⿵ṇࡉࢀࡓࠋ‽ഛ

ᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾࡘ࠸࡚  ᖺᗘࡢᙜึண⟬࡛ࡣ  ൨ࡀィୖࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ  ᖺ 

ࢀࡋ࡚࠸ࡃ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺ࠊಖ⫱ᩱ↓ൾࡢᑐ㇟ࡣࠊ ṓ௨ୖᮍ‶࠸࠺ᖺ㱋ࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿタࡼࡗ࡚ᯞศ

ࡢᖺ㱋࡛ࡣࠊㄆྍእಖ⫱ᡤࡢሙྜࡣ᭶᭱    ࡲ࡛ࡢ↓ൾ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ṓᮍ‶ࡢㄆྍಖ⫱ᡤ࣭ㄆᐃࡇࡶᅬ⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊఫẸ⛯㠀ㄢ⛯ୡᖏ㝈ࡗ࡚↓ൾ࡛࠶ࡿࠋࡇ

࡚ᚅᶵඣ❺ၥ㢟ࡀ῝้࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲ࡛⿵ຓࡋ࡚࠸ࡿࠋㄆྍࡀ↓ൾ࡛ㄆྍእࡀ⮬ᕫ㈇ᢸࡔ᳇ࡳศࡅ࡚࠸ࡓ㟂⤥ࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀ

᭱  ᖺ㛫ࡢ⤒㐣ᥐ⨨ࡋ࡚ேဨ㓄⨨ࡸタഛᇶ‽‶ࡓ࡞࠸ㄆྍእಖ⫱ᡤᑐࡋ࡚ࡶࠊ᭱   

ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ㄆྍಖ⫱ᡤྠࡌࡃ⏝ㄪᩚࢆ⮬య௵ࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࢀࢆዲࡲ࡞࠸ᗂ⛶ᅬࡣ᪂ไᗘ

࠸ࡿ⚾❧ᗂ⛶ᅬࡢሙྜࡣࠊ᭶᭱    ࡲ࡛࠸࠺ୖ㝈ࡀࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂ไᗘᗂ⛶ᅬࡣࠊ

⛶ᅬ࡛࠶ࡿࠋ᪂ไᗘࡢᗂ⛶ᅬ㛵ࡋ࡚ࡣࠊㄆྍಖ⫱ᡤྠࡌࡼ࠺↓ൾ࡛ࠊ⚾Ꮫຓᡂࢆཷࡅ࡚

᪂ไᗘᗂ⛶ᅬゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᪂ไᗘྵࡲࢀ࡚࠸ࡿᗂ⛶ᅬࠊࡑࢀ௨እࡢ⚾❧ᗂ

 㹼 ṓ࡛ㄆྍಖ⫱ᡤㄆᐃࡇࡶᅬࡣ↓ൾ࡞ࡿ୍᪉࡛ࠊᗂ⛶ᅬࡣ  ✀㢮ศࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㛗ᖺࣟࣅ࣮άືࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ࡽࡣ  ṓᮍ‶ࡢఫẸ⛯㠀ㄢ⛯ୡᖏࡶᑐ㇟ࢆᣑࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊ⚾❧ᗂ⛶ᅬᅋయࡀ

㦵ኴࡢ᪉㔪᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓࠋ⌧⾜ࡢᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾࡣ  ᖺ  ᭶ࡽࡢ  ṓ௨ୖࢆᑐ㇟ࡋࡓᐇ⌧

పᡤᚓᒙࡽࡢẁ㝵ⓗ࡞ಖ⫱ᩱ↓ൾࡋ࡚ᐇ⌧ࡋࡓࠋ ᖺ⾗㝔㑅࡛⮬Ẹඪࡀබ⣙ࡋࠊ ᖺࡢ

  ᖺ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓᩍ⫱⯆ᇶᮏィ⏬ࡀ࠶ࡾࠊᗂඣᩍ⫱↓ൾࡢ᳨ウࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
 ᖺ௨㝆ࠊ

↓ൾࡢ⤒⦋ᴫせ



ࡢ㸱ࡘࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

ࡓ⤒⦋ࡑࡢᴫせࠊ↓ൾ࡛ࡶṧࡿ⮬ᕫ㈇ᢸࢆᕠࡿㄽⅬࠊࡑࡋ࡚ᅜ࣭ᆅ᪉㈇ᢸࡢ㈈ᨻⓗࣥࢭࣥࢸࣈ

ࡇࢀࡼࡾࠊ㧗➼ᩍ⫱ಟࡲ࡛ᖺ㱋Ώࡿᩍ⫱ࡢ↓ൾࡀᡂࡋࡓࠋᅇࡢሗ࿌࡛ࡣࠊ↓ൾ⮳ࡗ

ࠖࡀ࠶ࡾࠊᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ↓ൾ㸦௨ୗࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾ㸧㧗➼ᩍ⫱ࡢ↓ൾࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ





ᗂඣᩍ⫱ࡢ↓ൾక࠺ᆅ᪉㈈ᨻࡢㄢ㢟
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༑ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠸࠺ᢈุࡔࡗࡓࠋつไ⦆ࡼࡗ࡚Ẹ㛫ࡀಖ⫱ᡤ㐠Ⴀཧධ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚

 ↓ൾྜࢃࡏࡓ౽್ୖࡆࡀ⏝⪅ࡢ㛫࡛ࡣヰ㢟࡞ࡗࡓࠋ

࡚࠸ࡿ࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࡀ࠶ࡿࠋಖ⫱ኈࡢ◊ಟࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦࡢᏊ⫱࡚┦ㄯࢆཷࡅࡿᣐⅬ࡞ࡿࡼ࠺࡞බ
❧ಖ⫱ᡤࢆṧࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ㈈ᨻⓗࡣ࣌ࢼࣝࢸࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

௦ࡣࠊ⮬యࡽฟࡿ㐠Ⴀ㈝ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿゎ㔘ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ↓ൾࢆᶵᐇ㈝⮬ᕫ

㈇ᢸษࡾ᭰࠼ࡓㄆྍಖ⫱ᡤࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࢆㄆࡵࡿࠊᣦᑟ┘ᰝࢆ㏻ࡌ࡚ṇࢆồࡵࡿࡣ⮬యࡢุ

ᅇࡢ↓ൾࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ㏆࠸ᑗ᮶ࠊබᐃ౯᱁ࡢᆅ᪉㈇ᢸࡀኚࡍࡿࡇࡼࡿ㈈ᨻⓗࣥࢭࣥࢸࣈࢆタィࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ
࣏ࢫࢺᚅᶵඣ❺ࡢ௦ἢࡗࡓ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡁࡔ⪃࠼ࡿࠋ




࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᡤẚ࡚ᗂ⛶ᅬࡣᚅ㐝ᨵၿࡢᥐ⨨ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊಖ⫱ᡤࡢ᪉ࡤࡾ

ேᮦࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋಖ⫱ᩱࢆୖࡆ࡚ᚅ㐝ᨵၿࡋ࡚ᗂ⛶ᅬேᮦࡀ᮶ࡿࡼ࠺ࡋࡓ࠸࠸࠺⌮⏤ࡣ㢔ࡅ

ࡿࠋ

 ⚾❧ᗂ⛶ᅬࡢ⤒Ⴀࡣᴟࡋ࡚࠸࡚ࠊ㧗㢠࡞⮬ᕫ㈇ᢸࢆồࡵࡿࡇ࡛⏝⪅ࢆ㑅ูࡍࡿࣈࣛࣥࢻࡋ

ࡓᅬࠊ⮬ᕫ㈇ᢸࢆపࡃࡋ㏦㏄ࣂࢫࢆᐇࡉࡏ࡚ᗈ⠊ᅖࡽ⏝⪅ࢆ㞟ࡵࡿᅬࡀ࠶ࡿࠋ↓ൾࡼࡗ࡚

⮬ᕫ㈇ᢸ㒊ศࡀࡁࡃぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊᐙィࡢ㈇ᢸ⬟ຊࡼࡿ㝵ᒙࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺ぢ
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ࡢྜࡼࡗ࡚ࡣ⮬య㈇ᢸࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋ

࡞ࡽࡎࠊಖ⫱ᩱ࡛⏝⪅㈇ᢸࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓ㒊ศ㛵ࡋ࡚ࡶ⮬య㈇ᢸࡀ⣧ቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾❧බ❧

 ୍᪉ࠊබ❧ಖ⫱ᡤ㸦࣭ ྕㄆᐃ㸧࠾ࡼࡧබ❧ᗂ⛶ᅬࡢ⮬య㈇ᢸࡣ  ศࡢ  ࡛࡚㈇ᢸࡋ࡞ࡅࢀࡤ

࡞ࡗࡓゝ࠼ࡿࠋ

ᑐࡋ࡚㈇ᢸࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᆅ᪉⊂⮬ࡢಖ⫱ᩱ㍍ῶࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓศࡔࡅ⮬యࡢ㈈ᨻ㈇ᢸࡣ㍍ࡃ

࠸ࡓࠋ↓ൾࡼࡗ࡚ࠊᕷ⏫ᮧ࣭㒔㐨ᗓ┴࣭ᅜࡢ㈇ᢸྜࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢࡢබᐃ౯᱁ࡢ࡚ࡢ㒊ศ

㈇ᢸྜ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᕷ⏫ᮧࡢከࡃࡀಖ⫱ᩱ㍍ῶࡢࡓࡵᆅ᪉༢⊂ᴗࡋ࡚⊂⮬ࡢ㈈ᨻ㈇ᢸࢆࡋ࡚

㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓࠋබ㈝㈇ᢸࡣࠊᕷ⏫ᮧࡀ  ศࡢ ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡀ  ศࡢ ࠊᅜࡀ  ศࡢ  ࠸࠺

 ᚑ᮶ࡢ⚾❧ಖ⫱ᡤ㸦࣭ ྕㄆᐃ㸧Ώࡉࢀࡿ㐠Ⴀ㈝ࡢ㈈※࡛ࡣࠊබ㈝࡛㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ⏝⪅ࡀ

ᅜ࣭ᆅ᪉㈇ᢸࡢ㈈ᨻⓗࣥࢭࣥࢸࣈ



ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡇࡢࡼ࠺౽್ୖࡆࡢㄽⅬࡑࡋ࡚⮬ᕫ㈇ᢸ࡛ࡁࡿᐙィࡣ㈇ᢸࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡁࡔࡗࡓࡢ㆟ㄽࡀṧ

⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ࡲ࡛ᗂ⛶ᅬࡶಖ⫱ᅬ㏻ࢃ࡞࠸Ꮚࡶࡓࡕࠕ↓ᅬඣࠖࢆᢪ࠼ࡿୡᖏᑐࡍࡿᨭࢆ⾜࠺ࡁࡔࡗࡓ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ↓ൾࡢண⟬ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࠊ♫⤒῭ⓗᜨࡲࢀ࡞࠸ᐙᗞࡢᏊࡶࠊ≉ࠕᑠᏛᰯୖࡀࡿ๓

ᗂඣᩍ⫱↓ൾࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ୍ᚊ↓ൾࡢᜠᜨࡣ㧗ᡤᚓୡᖏᴟ➃೫ࡗ࡚࠸ࡿᢈุ

⤒῭ᩍᐊࠕᗂಖ↓ൾ༙ᖺぢ࠼ࡓㄢ㢟㸦ୗ㸧ࠖ㸧ࡣᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡣⓎ㐩ዲࡲࡋ࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡋࠊ

 ◊✲࡛ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇࡢ࠶ࡿᒣཱྀៅኴ㑻࣭ᮾிᏛᩍᤵ
㸦᪥ᮏ⤒῭᪂⪺  ᖺ  ᭶  ᪥ᮅหࠊ
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࡛ࡁ࡚  ṓඣࡽ㡸ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿㄆᐃࡇࡶᅬࡢ⛣⾜ࢆಁࡍࡼ࠺࡞㈈ᨻⓗࣥࢭࣥࢸࣈࡣࠊ

㌟ࡢⱝ࠸ୡ௦ࡢಖ⫱ኈࡣᗂ⛶ᅬᩍㅍࡢචチࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵಖ⫱ᡤᗂ⛶ᅬ࡛ேᮦࡢዣ࠸ྜ࠸ࡀ㉳ࡇࡗ



ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢᅬඣࡀᑡ࡞ࡃࠊࡃ㞟ᅋ⏕άࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋಖ⫱ࡶᗂඣᩍ⫱ࡶ୧᪉

ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡼ࠺ࡸࡃᮏ᮶ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡔ࠸࠺ᙇࡀ࠶ࡿࠋ㣴ᡂᰯฟ

࠼ࡿࠋ

㊊ࡢ⮬య࡛ࡣࠊㄆᐃࡇࡶᅬࡢ㞟⣙ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁࡃ↓ィ⏬࡞ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋබ❧ᗂ⛶ᅬ

 ⚾❧ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣಖ⫱ᩱࠊ⤥㣗㈝ࡢ್ୖࡆࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋᚑ᮶ࡣಖ⫱ᡤᑐᢠ࡛ಖ⫱ᩱࢆࢲࣥࣆࣥࢢࡋ࡚࠸

ᑡᏊ♫ࡢ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᚅᶵඣ❺ࡀᏑᅾࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᏊࡶ㊊ࡢ⮬యࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊࡶ

ࡍᅋయࡀࠊ᭱ࡶࡁ࡞㈈ᨻⓗᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ⚾❧ಖ⫱ᡤࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚ࠊ㉁ࡶࡤࡽࡤࡽ࡞ࡗ

 ࡇࢀ௨እࠊタᐇ㈝ࡸඹྠ㉎ධ㈝ྡ┠࡛ᐇ㈝ࢆᚩࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ⤮ල௦ࠊࢡࣞࣚࣥ௦ࠊ⤮ᮏ

᩿௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᅋయࡣᥐ⨨ࡀ࠶ࡿࡓࡵබ❧ಖ⫱ᡤࡢࡓࡵᩚഛ㈝ࢆ⏝ពࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋබ❧ಖ⫱ᡤࢆពᅗⓗṧ

බ❧ಖ⫱ᡤࡢタᩚഛ㈝ࡣࠊᇶᮏⓗ⮬య㈇ᢸ࡛⏝ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊᆅ᪉⛯ࡢ

ࡸࡏࡿ࠸࠺ࡇ࡛ᐃဨᣑࡋ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡶ࠶ࡿࠋ

࠶ࡿࠋᑠᏛᰯࡢ⤥㣗㈝ࡣẚ㍑ⓗඣ❺ᩘࡀከࡃ࡚༢౯ࡀᢚ࠼ࡽࢀࡿࡢᑐ↷ⓗ㧗ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇ

 ࡀᅜⓗ࡞༢౯࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㣗㈝ྜࢃࡏࡿ⤥㣗㈝ࡀ᭶  ࡞ࡗࡓࡾ࠸ࡗࡓ≧ἣࡀ

ே௳㈝ࢆୗࡆࡓࠋᚅᶵඣ❺ゎᾘྥࡅ࡚ྠ㢠ࡢண⟬ࢆᢞධࡍࡿ࡞ࡽ⚾❧ಖ⫱ᡤࡢ᪉ࡀࡼࡾከࡃᐃဨࢆቑ

ࡀ♫ၥ㢟ࡋࡓࡁᢈุࡉࢀࡓࡢࡣබ❧ಖ⫱ᡤࡢே௳㈝ࡀ㧗㐣ࡂࡿࠊ㉥ࡕࡷࢇ  ே㡸ࡿࡢ᭶ఱ

↓ൾ࡛ࡶṧࡿ⮬ᕫ㈇ᢸࡢㄽⅬ

ㄆྍಖ⫱ᡤ࡛ࡣ⤥㣗㈝ࡢ࠺ࡕ㣗㈝ࢆᚑ๓ 㹼 ࡔࡗࡓࡢࡀ  ್ୖࡆࡉࢀࡓࡾࠊ

 ᅜࡢಖ⫱ᡤᩚഛ⿵ຓ㔠ࡣಖ⫱ᡤࡢẸႠࢆಁࡍࡓࡵ⚾❧ಖ⫱ᡤ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ๓ᚅᶵඣ❺



― 144 ―

ࡶࠊぶ᪘㛫ࡢ⤥ࡢㄪᩚࡼࡾ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡢᡤᚓࢆᅽ⦰ࡋࠊ⤥ࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍࡇࢆ㝖࡛ࡁ࡞࠸ࠋ



ࡽ⣙  ቑຍࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඹാࡁୡᖏࡢࡕࡽࡢᑵປㄪᩚࡼࡗ࡚ୡᖏᖺࢆῶࡽࡋ࡚ࠊᨭ
᪂ไᗘࡢ⤥ࡢᑐ㇟࡞ࢀࡤࠊᐇ㉁ⓗ࡞ྍฎศᡤᚓࡣࡁࡃቑຍࡍࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡢᑵປㄪᩚࡀ㉳ࡁࡿ⌮⏤ࡣࠊࡑࡢ⤥ࡢつᶍࡼࡾࠊ࠶࠼࡚ୡᖏධࢆῶࡽࡋ࡚
ࡶࠊ⤥ࢆཷࡅࡿᚓࡀࡁ࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋᏛ㐍Ꮫࡢࡓࡵാ࡞࠸ࡇࡀࡴࡋࢁྜ⌮ⓗ࡞⾜ື࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡦ࠸࡚ࡣ㈋ᅔࡢ⨜㝗ࡿྍ⬟ᛶࡍࡽ࠶ࡿࠋ

ಟᏛᨭ᪂ไᗘࡢㄢ㢟ぢ┤ࡋࡢ᪉ྥᛶ

ࡿࠋ➨ ,, ༊ศࡣࠊྠ ௨ୖ㹼 ᮍ‶ࠊᖺ  ࡲ࡛ࡢୡᖏ࡛࠶ࡿࠋ➨ ,,, ༊ศࡣࠊྠ

௨ୖ㹼 ᮍ‶ࠊᖺ  ࡲ࡛ࡢୡᖏ࡛࠶ࡿࠋ

୍᪉ࠊ㈨⏘ᇶ‽ࡣࠊ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡀ㸰ேࡢሙྜࠊ㈨⏘㢠ࡢྜィ  ᮍ‶ࢆᇶ‽ࡍࡿࡀࠊᑐ㇟࡞

ࡿ㈨⏘ࡣࠊ⌧㔠ཬࡧࡇࢀ‽ࡎࡿࡶࡢ㝈ࡽࢀࠊᅵᆅ࡞ࡢື⏘ࡣᑐ㇟ࡽ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ

㏻ᖒࡢࡋ࡞ࡢド᫂᭩ࡢᥦฟࡣせ࡛࠶ࡿࠋ

 ࡲࡓᏛຊᇶ‽ࡶࠊᮏไᗘࡣ⚟♴ⓗ࡞⟇࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ࣏࣮ࣞࢺ➼࡛Ꮫಟពḧࢆ☜ㄆ࡛ࡁࢀࡤᇶ‽

࡞ࡿホⅬࢆୗᅇࡗ࡚ࡶྍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊไᗘࡢᑐ㇟࡞ࡿྰࡣࠊᐇୖࠊ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡢ

ṍࡵࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
 ᮏไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᨭࡢᑐ㇟እ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୰㛫ᒙᑐࡋ࡚ࡶಟᏛࡢᨭࢆཌࡃࡋࠊ
⤥ࡢᓴࢆ⦆ࡸࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿ⚾㈝㈇ᢸࡢၥ㢟ࡣࠊపᡤᚓ⪅ୡᖏ㝈ࡗࡓၥ㢟࡛
ࡣ࡞࠸ࠋぢ┤ࡋࡢ᪉ྥᛶࡋ࡚ࠊಟᏛᨭ᪂ไᗘ࠾ࡅࡿᤵᴗᩱῶච⤥ᆺዡᏛ㔠ࢆศ㞳ࡋࠊ⤥ᆺ
ዡᏛ㔠ᙜࡋ࡚࠸ࡓ㈈※ࢆ➨୍✀ዡᏛ㔠ྜ⟬ࡋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊࢠࣜࢫࡢᡤᚓ㐃ືࡋ࡚㏉῭
ࢆ⊰ணࠊච㝖ࡍࡿዡᏛ㔠ไᗘዡᏛ㔠ไᗘࡢ⦅ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

ࡁ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ

  

㧗➼ᩍ⫱ࡢᐇ㉁↓ൾᡤᚓࡢ㏫㌿⌧㇟

 ᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬࡁୖࡆࡼࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢ↓ൾࡣࠊపᡤᚓୡᖏࡢᏛ⏕Ꮫ㐍Ꮫࡢ㐨ࢆ㛤࠸ࡓⅬ࡛ព

⩏࠶ࡿᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺࡽ⥆ࡃᩍ⫱ࡢ↓ൾࡢ୍ࡘࡢ฿㐩Ⅼゝ࠼ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᮏไᗘ

39

40

⪅ୡᖏ㞟୰ࡋ࡚ᢞࡌࡿࡇࡼࡾࠊ࠼ࡗ࡚Ꮫ㐍Ꮫ࠾࠸࡚ぶࡢධࡢ౫Ꮡࢆ㧗ࡵࠊ⤒῭άືࢆ

ᴗᩱῶච⤥ᆺዡᏛ㔠ࢆྜࢃࡏࡓ  ᖺ㛫ࡢ⥲㢠ࡣ  ࡶཬࡪࠋ➨ ,, ༊ศࡣ➨ , ༊ศࡢ⤥㢠ࡢ

 ศࡢ㸰㸬➨ ,,, ༊ศࡣࡑࡢ  ศࡢ㸯࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ㏉῭ࡢ⩏ົࢆ㈇ࢃ࡞࠸Ⅼ࡛ࠊࡑࡢᜠᜨࡣ౫↛ࡋ࡚

ࡣࠊࡑࡢไᗘタィୖࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦࡍࡿࡇ࡛ࡁࡿࠋ

㧗➼ᩍ⫱࠾࠸࡚ᤵᴗᩱࡀ㧗㢠࡞ᅜ࡛ࠊᐇ㉁ⓗୡᖏࡢᡤᚓࡢᇶ‽ࡢࡳࡼࡗ࡚ࠊᤵᴗᩱῶචࠊ㏉῭
せ࡞⤥㔠ࢆྠᨭ⤥ࡍࡿᅜࡣࠊ➹⪅ࡢ▱ࡿ㝈ࡾ࡞࠸ࠋከࡃࡢᾘ㈝⛯ࡢ㈈※ࢆ㝈ࡽࢀࡓపᡤᚓ

ዡᏛ㔠ࡣࠊ⮬Ꮿእࡽ⚾❧Ꮫ➼㏻࠺Ꮫ⏕ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶㢠  ࠊᖺ㛫  ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋᤵ

൨ࢆࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⚾❧Ꮫ㐍ᏛࡍࡿሙྜࠊධᏛ㔠ࡣୖ㝈  ࠊᤵᴗᩱࡣୖ㝈  ࡲ࡛ῶචࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⤥ᆺ

 ᮏไᗘࡢᑐ㇟࡞ࢀࡤࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡣᐇୖ↓ൾ࡞ࡿࠋఫẸ⛯㠀ㄢ⛯ୡᖏ࡛࠶ࡿ➨Ϩ༊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ

௧  ᖺᗘࡢಟᏛᨭ᪂ไᗘࡢண⟬ࡣ  ൨ࡀィୖࡉࢀࠊ⚾❧Ꮫ➼ࡢ⤒ᖖ㈝⿵ຓ㔠ࡢ 

㠀ㄢ⛯ୡᖏ࡞ࡾࠊ➨Ϩ༊ศࡢ⤥ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊୡᖏࡢᐇ㉁ⓗ࡞ྍฎศᡤᚓࡣࠊ⣙  

ᖏࡀࡇࢀヱᙜࡍࡿࠋࡲࡓࠊఫẸ⛯㠀ㄢ⛯ୡᖏ‽ࡌࡿୡᖏࡋ࡚ࠊ➨ ,, ༊ศࠊ➨ ,,, ༊ศࢆタࡅ࡚࠸

ධᇶ‽ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ

 ࡋࡋࠊ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡢ࠸ࡎࢀ୍᪉ࡀᖺࢆῶࡽࡏࡤ≧ἣࡣኚࢃࡿࠋࡶࡋࠊධࡢᑡ࡞࠸ጔࡀ㌿⫋࡞
࠸ࡋົ㛫ࢆῶࡽࡍ࡞࡛ࠊᖺࡀ  ࡽ  ࡲ࡛ῶᑡࡍࢀࡤࠊ⏕ィ⥔ᣢ⪅᪉ࡀఫẸ⛯

ᣢ⪅ࡢᕷ⏫ᮧẸ⛯ᡤᚓࡢྜィࡀ ᮍ‶ࡢఫẸ⛯㠀ㄢ⛯ୡᖏ࡛࠶ࡿࠋ ேୡᖏ࡛ᖺ  ࡢୡ

ࡣࠊ⣙  ࡛࠶ࡾࠊධᇶ‽ࡢ⟬ᘧࡣ  ࡞ࡾࠊ➨Ϫ༊ศࡢ⤥ࡽࡶ㝖እࡉࢀࡿࠋ

‽ࡣࠊᐙィಀࡿᇶ‽㸦ධᇶ‽࣭㈨⏘ᇶ‽㸧
ࠊᏛᴗᡂ⦼➼ಀࡿᏛຊᇶ‽ࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ  ཧ↷㸧ࠋ

ධᇶ‽ࡣࠊ➨Ϩ༊ศࡽ➨ ,,, ༊ศࡲ࡛ࡢ  ࡘࡢ༊ศࡼࡾỴᐃࡍࡿࠋ➨Ϩ༊ศࡣࠊᮏே⏕ィ⥔

ࡤࠊኵࡀ  ࠊጔࡀᖺ  ࠊྜィᖺ  ࡢୡᖏࢆ⪃࠼ࡿࠋࡇࡢୡᖏࡢྍฎศᡤᚓ

 㧗➼ᩍ⫱ࡢ↓ൾࡢᑐ㇟࡞ࡿᏛ⏕ࡣࠊᏛ⏕ᩘࡢ 㸣㹼㸣᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ᪂ไᗘ࠾ࡅࡿ⤥ࡢᇶ

ࡲࡓࠊ⤥ᡤᚓ⪅ୡᖏࡶປാ㛫ࢆῶࡽࡍ࡞ࡢᑵປㄪᩚ࠸࠺ၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࠼

ୡᖏయࡢᡤᚓࡢㄪᩚࡀྍ⬟࡞ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᏛ㐍Ꮫ༑ศ࡞㈨ຊࢆ᭷ࡍࡿୡᖏ࡛࠶ࡗ࡚

ࡢ᱁ᕪࢆゎᾘࡋࠊࡦ࠸࡚ࡣୡ௦㛫ࢃࡓࡿ㈋ᅔࡢ㐃㙐ࢆ᩿ࡘࡶࡢࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ಟᏛᨭ᪂ไᗘࡢᴫせ

 ྠᒃぶ᪘ࡢᡤᚓࢆධᇶ‽ࡽ㝖እࡍࡿࡇࡣࠊぶ᪘࡛༠ാࡋ࡚ᴗᚑࡍࡿྠ᪘ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࠊ

ࡳࡀᑐ㇟࡛࠶ࡾࠊྠᒃࡋ࡚࠸ࡿぶ᪘࡞ࡣྜ⟬ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㧗➼ᩍ⫱ࡢ↓ൾࡢ⫼ᬒࡣࠊᐙᗞࡢᡤᚓ㉳ᅉࡍࡿᏛ㐍Ꮫ⋡ࡢ᱁ᕪࡀ࠶ࡿࠋୡᖏධ  

㟷Ⰽ⏦࿌ᴗ⪅ࡢୡᖏࢆⴭࡋࡃ᭷ࡍࡿࠋྛᑓᚑ⪅ࡢᑵປ⤥ࡢᨭᡶ࠸ࡢศࡸㄪᩚ࡞ࡼࡗ࡚ࠊ

⏕⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡢᕷ⏫ᮧẸ⛯ࡢᡤᚓࡢㄢ⛯ᶆ‽㢠ࢆྜ⟬ࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿࠋࡋࡋࠊ⏕ィ⥔ᣢ⪅ࡣ୧ぶࡢ

ࡢ㐍Ꮫࡢ㐨ࡀࡁࡃ㛤ࢀࡓࠋ

ࡣ 㸣ࡲࡾࠊࡑࡢ୧⪅ࡢ㞳ࡢཎᅉࡣ㧗➼ᩍ⫱ࡢ㧗㢠࡞Ꮫ㈝㈇ᢸ࠶ࡿࠋᮏ᪂ไᗘࡣࡑࡢ㐍Ꮫ⋡

 ᮏไᗘࡢࡶ࠺୍ࡘࡢၥ㢟ࡣࠊ↓ൾࡢᑐ㇟⪅ࢆỴࡵࡿධᇶ‽ࡢ⟬ᐃ࡛࠶ࡿࠋᐙィࡢධᇶ‽ࡣࠊᏛ

ධࡋࠊಟᏛᨭ᪂ไᗘࢆタࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏไᗘࡼࡾࠊపᡤᚓୡᖏࡢᏛ⏕ࡢᏛ➼ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵

௨ୖࡢୡᖏࡢᏊࡶࡢᏛ㐍Ꮫ⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡿࡢᑐࡋ࡚ࠊ ௨ୗࡢୡᖏࡢᏊࡶࡢᏛ㐍Ꮫ⋡

ࡿࠋࡲࡓࠊ➨ ,,, ༊ศࡢୖ㝈࠶ࡓࡿᖺ  ࡢ㠀ཷ⤥ୡᖏࡢྍฎศᡤᚓ  ẚ࡚ࡶࠊ
㏆ࡃୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊධࡢᑡ࡞࠸ୡᖏࡢྍฎศᡤᚓࡀධࡢከ࠸ୡᖏࡢࡑࢀࢆࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ


ࢆຍ࠼ࡿࠊྍฎศᡤᚓࡣ⣙  ୖࡿࠋࡇࢀࡣᖺ  ࡢୡᖏࡢࡑࢀࡰྠ㢠ࡢỈ‽࡛࠶



ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋୡ௦ᆺ♫ಖ㞀ᨵ㠉ࢆᥖࡆࡿᨻᗓࡣࠊᾘ㈝⛯ᘬࡁୖࡆࡼࡿቑศࡢ㈈※ࡢ୍㒊ࢆᢞ

࠶ࡿࡀࠊᏛᅾᏛ୰ཷࡅࡿᤵᴗᩱῶචࠊ⤥ᆺዡᏛ㔠ࡢ⥲㢠  ࢆ  ᖺ࡛ᖹᆒࡋࡓ⤥  

ᾘ㈝⛯⋡ࡢᘬࡁୖࡆࡼࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢᐇ㉁↓ൾࡢᐇ⌧

  ᖺ  ᭶ࡢᾘ㈝⛯⋡ 㸣ࡽ 㸣ࡢᘬࡁୖࡆࡣࠊᩍ⫱ࡢศ㔝㧗➼ᩍ⫱ࡢᐇ㉁↓ൾ࠸࠺ኚ㠉

 ࠼ࡤࠊ➨ , ༊ศᒓࡍࡿᖺ  ࡢୡᖏࢆᣲࡆࡿࠊᙜヱୡᖏࡢྍฎศᡤᚓࡣ  ࡛



ୡᖏ㠀⤥ୡᖏࡢ㛫࡛ᡤᚓࡢ㏫㌿⌧㇟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ  ཧ↷㸧
ࠋ

⤥ᆺዡᏛ㔠ࡢ⌧㔠⤥ࡀ୍య࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ⤥ୡᖏࡢྍฎศᡤᚓࡀᖜቑຍࡋࠊ⤥


ᑓಟᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ ୰㔝ⱥኵ

 ୍ࡘࡣࠊ⤥ୡᖏ㠀⤥ୡᖏࡢ㛫࡛⏕ࡌࡿᡤᚓࡢ㏫㌿⌧㇟࡛࠶ࡿࠋᮏไᗘࡣࠊᤵᴗᩱῶචࡢ⌧≀⤥

㧗➼ᩍ⫱ࡢ↓ൾබ⚾㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉
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280
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310

370
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340
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370
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325
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ᖺ

470



42

 ᪥ᮏᨻᗓࡣࠊ ᖺ  ᭶ࠕ᪂ᆺࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ➼ᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲࠖࠊ&29,' ࢆ᪂ᆺࣥࣇ࢚ࣝ

ࡢᨻ⟇ࡢຠᯝࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋ

ືࡋࡓࡋ࡚ࡶࠊ
ࠕᅃேࡢࢪ࣐ࣞࣥࠖࡢ≧ἣ࡞ࡾࠊ
ࠕᐦࠖࡢ≧ἣࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ͇6WD\KRPH͇

 ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᨻᗓࡽࡢሗᥦ౪͇6WD\KRPH͇ࡢ⾜ືไ㝈ࡢせㄳࡀ࠶ࡗ࡚ࠊேࠎࡀࠕྜ⌮ⓗࠖ⾜

୰࡛၏୍ࡢ᭷ຠ࡞ᨻ⟇ࡀࠊᨻᗓࡽࡢឤᰁ㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࠊ͇6WD\KRPH͇ᨻ⟇࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿࠋ

ࡢᐉゝࡀฟࡉࢀࠊேࠎࡢ⾜ືࡀไ㝈ࡉࢀࡓᚋῶᑡࡍࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸

 ேཱྀ  ே࠶ࡓࡾ᪂つឤᰁ⪅ᩘࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖ
ࠊእᅜ࡛ࡣࠊ
ࠕࣟࢵࢡࢲ࢘ࣥ㸦/RFNGRZQ㸧ࠖ

➼ࡢ♫⏕άࢆႠࡴࡼ࠺᥎ዡࡍࡿ͇6WD\KRPH͇ᨻ⟇ࡀ᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡓࡵࡢᗈሗάື➼ࡀᚲせ࡞ࡿࠋᚋ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏࢆྵࡵࠊྛᅜ࡛ࠊேࠎ࡛ࡁࡿࡔࡅᅾᏯ࡛ປാ

ண㜵ࢧ࣮ࣅࢫࢆ୰ᚰࡍࡿබ⾗⾨⏕ࢧ࣮ࣅࢫࠊලయⓗࡣࠊ࣡ࢡࢳࣥ᥋✀ࠊᨻᗓࡼࡿឤᰁࢆᢚไࡍࡿ

ឤᰁࡣࠊ⤒῭ᏛࡢほⅬࡽࡣࠕእ㒊ᛶࠖࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇࡀฟ᮶ࠊࡑࡢᑐᛂ⟇ࡋ࡚ࠊᨻᗓࡼࡿ

ࢲࠊࢻࢶࠊࣇࣛࣥࢫ㸧
ࠊࡑࡋ࡚ࠊ࣓ࣜ࢝ࠊࣈࣛࢪࣝẚ࡚ࠊ⥲ࡌ࡚ࠊప࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿࠋ

ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ᪥ᮏ࠾ࡅࡿேཱྀ  ே࠶ࡓࡾ᪂つឤᰁ⪅ᩘࡣࠊ(8 ㅖᅜࡢࢠࣜࢫࠊࢱࣜࠊ࢜ࣛࣥ

᪥ᮏ࠾ࡅࡿឤᰁ≧ἣࢆ┦ᑐࡍࡿࡓࡵࠊேཱྀ  ே࠶ࡓࡾ᪂つឤᰁ⪅ᩘࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿ẚ㍑ࢆ

ᒸᒣ┴ࠊᗈᓥ┴ࡶⓎฟࡉࢀࡓࠋ

㜰ᗓࠊරᗜ┴ࡧࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖࡀฟࡉࢀࠊ ᭶  ᪥ࡣឡ▱┴ࠊ⚟ᒸ┴ࠊ ᭶  ᪥ࡣࠊᾏ㐨ࠊ

 ᪥ࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖࡀゎ㝖ࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊᗘࡢឤᰁᣑࡽࠊ ᭶  ᪥ᮾி㒔ࠊி㒔ᗓࠊ

ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ᪂つឤᰁ⪅ᩘࡣῶᑡഴྥ࠶ࡗࡓࡀࠊ ᭶ධࡗ࡚ࠊࡧቑຍഴྥࢆぢࡏ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ ᭶

ࡅ࡚➨  ࡢࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡿࠋࡇࡢ๓ࠊ ᭶  ᪥ࠕ*RWRࢺࣛ࣋ࣝࠖࡣ୰᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ

⪅ᩘࡣపୗࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊቑຍ㌿ࡌࠊ ᭶ධࡗ࡚ࡽࠊᛴ⃭ቑຍࡋࠊ ᖺ  ᭶ 㸫 ᪥

 ᪥ࠕ*RWRࢺࣛ࣋ࣝࠖࡢ㐺⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ ᭶ୗ᪪ࠊ ᭶ୖ᪪ࡅ࡚ࠊ᪂つឤᰁ

ࡣప࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ ᭶ධࡗ࡚ቑຍࡋጞࡵࠊ ᭶ࡢ➨  㐌➨  ᅇ┠ࡢࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡿࠋࡇࡢ๓ࠊ ᭶

ࡅ࡚ࠊపୗࡋࡓࡇࡽࠊ ᭶  ᪥ࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖࡀゎ㝖ࡉࢀࠊࡑࡢᚋࠊࡋࡤࡽࡃ᪂つឤᰁ⪅ᩘ

➨  ᅇ┠ࡢࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡿࠋ ᭶  ᪥ࠊᨻᗓࡽࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖࡀฟࡉࢀࠊ᪂つឤᰁ⪅ᩘࡣࠊ ᭶

ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂つឤᰁ⪅ᩘࡣࠊ ᖺ  ᭶ୗ᪪ࡽᛴ⃭ቑຍࡋጞࡵࠊ ᭶  ᪥ࡽ  ᪥ࡅ࡚ࠊ

 &RYLG ࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿឤᰁ≧ἣࢆぢ࡚࠸ࡇ࠺ࠋ
㸦ᅗ 㸧ࡣࠊேཱྀ  ே࠶ࡓࡾ᪂つឤᰁ⪅ᩘࡢ᥎⛣

ϩ &RYLG ࡢὶ⾜ឤᰁᑐ⟇



࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ&RYLG ࡢὶ⾜ࡀࡶࡓࡽࡋࡓၥ㢟ࢆࠊ⤒῭ᏛࡢどⅬࡽศᯒࡋࠊᮃࡲࡋ࠸ᑐᛂ⟇ࡘ࠸

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ᭶  ᪥ࡣࠊᮾி㒔ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊᇸ⋢┴ࠊ༓ⴥ┴ࡢ  㒔┴ᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖࡀⓎ௧ࡉࢀ࡚࠸





ࡿឤᰁࠊ&RYLG ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡾࠊ▐ࡃ㛫ୡ⏺యὶ⾜ࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ᙜࡓࡾ๓⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓᾘ㈝ࠊ⏕⏘ࠊᩥⓗάືࢆྵࡴ♫ⓗάືࡀไ㝈ࡉࢀࠊᅜẸࡢ⏕άࡀࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ

ᅗ㸰ಟᏛᨭ᪂ไᗘ࠾ࡅࡿ⤥㔠➼ᐙィࡢྍฎศᡤᚓ

ฟᡤ㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㈨ᩱ

࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛᇶᖿ◊✲㝔ே㛫⛉Ꮫ⣔ᩍᤵ ᳃ṇ༤

  ᖺ  ᭶୰ᅜࡢṊ₎࡛ཎᅉ᫂ࡢ⫵⅖ᝈ⪅ࡀⓎぢࡉࢀࡓᚋࠊ㛫ࡶ࡞ࡃ᪂ᆺࡢࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡼ

Ϩ ࡣࡌࡵ



&RYLG ࡢᨻ⟇ᑐᛂ ͐͐ ᅜ㝿ẚ㍑ࡢどⅬ






ᅗ 㸬㧗➼ᩍ⫱ࡢಟᏛᨭ᪂ไᗘࡢᴫせ
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ࠕ࣏ࢫࢺ㸳㹅࣭%H\RQG㸳㹅㸦㸴㹅㸧◊✲㛤Ⓨᨭࠖ
㸦 ൨㸧
ࠊ
ࠕ࣮࢝࣎ࣥࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝྥࡅࡓ㠉᪂
ⓗ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨᨭࡢࡓࡵࡢᇶ㔠ࡢタࠖ
㸦 㸧
ࠊ
ࠕࢢ࣮ࣜࣥఫᏯ࣏ࣥࢺไᗘࡢタࠖ
㸦 ൨㸧࡞
ࡀヱᙜࡍࡿࠋ
 ௨ୖࠊ➨୍ḟࠊḟࠊ୕ḟ⿵ṇண⟬ࡼࡿᨻ⟇ᥐ⨨ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᬒẼᑐ⟇ࡋ࡚ࠊᚲせ࡞ᨻ⟇
ࢆ▷ᮇࠊ㛗ᮇࢆど㔝ධࢀ࡚ࠊᇳࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿホ౯ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡋࠊᢞධࡉࢀࡓண⟬ᑐ

⯒ࡢႠᴗ㛫ࡢኚ᭦ࡢせㄳ➼ࢆෆᐜࡍࡿࠕ᪂ᆺࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ➼ࡲࢇᘏ㜵Ṇ➼㔜Ⅼᥐ⨨ࠖࢆタࡋࠊ

ేࡏ࡚᪂ᆺࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ➼⥭ᛴែᥐ⨨࠾࠸࡚タࡢ⏝ไ㝈➼ࡢせㄳᛂࡌ࡞࠸⪅ᑐࡍࡿ௧

ࢆྍ⬟ࡋࠊឤᰁᢚไࡢࡓࡵࡢᨻ⟇ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡇࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ

 

Ϫ &RYLG ⤒῭ᨻ⟇



༙ᮇࡣࡉࡽ࣐ࢼࢫࡢᖜࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓࠋ➨Ϫᅄ༙ᮇ௨㝆ࠊᑡࡋᅇഴྥࢆ♧ࡋࡓࡀࠊ ᖺ➨୍
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 ൨㸧ࡢ୰┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠕ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢ⤒Ⴀ㌿ᨭ㸦ᴗᵓ⠏⿵ຓ㔠㸧
ࠖ
㸦  

  ൨㸧ࡋ࡚┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⤒῭ᵓ㐀ࡢ㌿࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ➼ࡼࡿ⏕⏘ᛶྥୖࠖ
㸦 

ྥᛶࢆᣢࡗࡓᨻ⟇ࡣࠊ➨୕ḟ⿵ṇண⟬ࠊࠕ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼྥࡅࡓ⤒῭ᵓ㐀ࡢ㌿࣭ዲᚠ⎔ࡢᐇ⌧ࠖ㸦

⫱ࠊ࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࣥࢺ➼ࢆྵࡵ࡚ࠊᴗ㌿ࢆಁࡍᢞ㈨ࢆႏ㉳ࡍࡿᨻ⟇ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᵝ࡞᪉

࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࠊ♫ࡢኚࡍࡿࡁ᪉ྥࡀぢ࠼ࡅ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊປാ࣭ࣅࢪࢿࢫࠊᩍ

㛗ᮇⓗ࡞ᬒẼᑐ⟇ࡢどⅬࡽ⪃࠼ࡿࠊ&RYLG ࡢὶ⾜ࢆዎᶵࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ປാ࣭ࣅࢪࢿࢫࠊᩍ⫱ࠊ

ࡵࡢ͇6WD\KRPH͇ᨻ⟇▩┪ࡋ࡚࠾ࡾࠊᨻ⟇㑅ᢥࡣࡶ࠺ᑡࡋៅ㔜࡛࠶ࡿࡁࡔࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋ

ࡓࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡣࠊ᪑⾜ࠊእ㣗➼ࡼࡿேࠎࡢ⛣ືࠊ┦ࡢ᥋ゐࢆಁࡍࡇ࡞ࡾࠊឤᰁᢚไࡢࡓ

ࡢ᪑⾜ᴗࠊ㣧㣗ᴗࠊࡦ࠸࡚ࡣࠊ⯟✵ᶵࠊ㕲㐨ࠊࣂࢫ➼ࡢ㏻ᴗᑐࡍࡿ㟂せࢆႏ㉳ࡋ࡚ᑐᛂࡋࡼ࠺ࡋ

≉ᐃࡢ⏘ᴗᑐࡍࡿᾘ㈝ࡢపୗᑐᛂࡋ࡚ࠊᨻᗓࡣࠊ
ࠕ*RWR ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࠖࡼࡾ࣍ࢸ࣭ࣝ᪑㤋➼

 ⏕⏘⪅ࡢ᧯ᴗ⥅⥆ࡢၥ㢟࠾ࡅࡿ㈨ᮏ㈝⏝ࡢ⿵ຓࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᣢ⥆⤥㔠ࠖࡼࡾᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ࡳ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ⤒῭యᑐࡋ࡚Ἴཬࡍࡿ㛗ᮇ࠾࠸࡚ᇳࡿࡁᨻ⟇࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㔠ࠖࡢᵝ࡞ࠊᅜẸᑐࡋ࡚ࠊᗈ⠊ᡤᚓ⿵ຓࢆ⾜࠺࠸࠺ᨻ⟇ࡣࠊࡴࡋࢁࠊᬒẼᝏࡀ≉ᐃࡢ⏘ᴗࡢ

ᨻᗓࡀ༑ศ⿵㊊࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠊሗࡢไ⣙ࡢୗ࡛ࡣࠊḟၿࡢ㑅ᢥ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ≉ูᐃ㢠⤥

⏕ࡌࡓேࠎᑐࡋ࡚ࠊ㔜Ⅼⓗᡤᚓ⿵ຓࢆ⾜࠺᪉ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊಶேࡢᡤᚓ≧ἣࡘ࠸࡚

㔠ࠖࡼࡾᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ≉ูᐃ㢠⤥㔠ࠖࡣࠊᅜẸࡀᑐ㇟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮃࡴࡽࡃࡣࠊᡤᚓࡢపୗࡀ

≉ᐃࡢ⏘ᴗࢆ୰ᚰࡋࡓᾘ㈝ࡢపୗࠊ㞠⏝ໃࡢᝏᑐࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ≉ูᐃ㢠⤥㔠ࠖࠊ
ࠕ㞠⏝ㄪᩚຓᡂ

⟇ࠊࡉࡽ  ᖺᗘண⟬┒ࡾ㎸ࢇࡔᨻ⟇ࡼࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊᨻᗓࡣࠊ ᖺ  ᭶ࡽࠊ㡰ḟࠊ➨୍ḟࠊ➨ḟࠊ➨୕ḟ⿵ṇண⟬ࡼࡿᨻ

࡞ࡾࠊᴗ⥅⥆ࡀᅔ㞴࡞ࡿࠋ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᧯ᴗࡀపୗࡍࡿࠊ㈨ᮏࢆᡭධࢀࡿࡢࡾධࢀ➼ࡢ㈇മࢆࠊࡾୖࡆ࡛࢝ࣂ࣮࡛ࡁ࡞ࡃ

 㛗ᮇⓗࡣࠊᬒẼࡢᝏࡼࡿࠊ᧯ᴗỈ‽ࡢపୗࡼࡗ࡚ࠊ⏕⏘⪅ഃࡢ᧯ᴗ⥅⥆ࡢྍ⬟ᛶࡶၥ㢟࡞

ᖺ㱋ᒙࡢኻᴗࡶ␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

⯡ປാ⪅ࠖࡼࡾࡶࠕࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാ⪅ࠖ࠾࠸࡚ࡼࡾᙳ㡪ࡣ῝้࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊⱝᖺ⪅ࡢኻᴗࠊ୰㧗

ࡇࡢᵝ࡞ᬒẼࡢప㏞ࡼࡾࠊୖグࡢ≉ᐃࡢ⏘ᴗࢆ୰ᚰࠊ᪥ᮏ⤒῭య࡛ࠊ㞠⏝ࡢᝏࡀぢࡽࢀࠊ
ࠕ୍

ᾘ㈝ࡢቑຍࡋࡓ⏘ᴗࡶ࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏ⤒῭య࡛ࡣᾘ㈝ࡣపㄪ࡛࠶ࡿࠋ

⫱㸪Ꮫ⩦ᨭᴗ➼ࠖࡢ≉ᐃࡢ⏘ᴗ࠾࠸࡚ࠊ㢧ⴭᾘ㈝ࡢపୗࡀぢࡽࢀࡿࠋࡴࡋࢁࠊ
ࠕᕢࡈࡶࡾ㟂せ࡛ࠖ

ࠕሗ࣭㏻ಙᴗࠖࠊ
ࠕື⏘࣭≀ရ㈤㈚ᴗࠖࠊ
ࠕᘓタᴗࠖࠊ
ࠕ㣧㣗ࢧ࣮ࣅࢫᴗ➼ࠖ
ࠊ
ࠕ⏕ά㛵㐃ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࠖࠊ
ࠕᩍ

 ࡑࡢせᅉࡋ࡚ࠊࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ͆6WD\KRPH͇ࡼࡿ⾜ືᢚไࡼࡿࠊᾘ㈝ࡢῶᑡ࡛࠶ࡿࠋ

ᅄ༙ᮇࠊࡧᑐ๓ᮇẚ࡛పୗࡢ᪉ྥ㌿ࡌ࡚࠸ࡿࠋ



ᅄ༙ᮇ *'3 ࡣࠊ
㸦ᅗ 㸧♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ ᖺ➨Ϩᅄ༙ᮇࠊᑐ๓ᮇẚ࣐ࢼࢫ㌿ࡌࠊ➨ϩᅄ


44

ࡍࡿᨻ⟇ຠᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ᪥ࠊ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᅋయࡢࢹࢪࢱࣝᇶ┙ᨵ㠉ᨭࠖ
㸦 ൨㸧
ࠊࡉࡽࠕ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࡢᬑཬಁ㐍ࠖ
㸦 ൨㸧ࠊ

ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ
ࠕ᪂ᆺࣥࣇ࢚ࣝࣥࢨ➼ᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲࡢᨵṇἲࠖࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥⾜ࡋࠊᗑ

&RYLG ࡢὶ⾜ࡼࡿࠊ͇6WD\KRPH͇ᨻ⟇ࡣࠊ⤒῭άືࡢไ㝈ࢆక࠸ࠊᬒẼᝏᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋ

൨㸧➼ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕࢹࢪࢱࣝᨵ㠉࣭ࢢ࣮ࣜࣥ♫ࡢᐇ⌧ࠖ
㸦   ൨㸧┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠕᆅ᪉

ࣥࢨ➼ࡳ࡞ࡍࡓࡵࡢἲᨵṇࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖࡢⓎ௧➼ࡢᐇࡼࡾࠊேࠎࡢ⾜ືไ㝈ࢆヨࡳ࡚
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ᅗ ᅄ༙ᮇ *'3 ࡢᑐ๓ᮇẚᡂ㛗㸦ኚ㸧⋡ࡢ᥎⛣

ᅗ ேཱྀ  ே࠶ࡓࡾ᪂つឤᰁ⪅ᩘࡢ᥎⛣
᠕⩏ሿᏛ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ

㥖ᮧ ᗣᖹ

ฟ㸸ᅜ❧♫ಖ㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ  ࡼࡾࠊ➹⪅సᡂ

ᅗ㸯 㔠⼥㈨⏘ࡢ㧗㱋

46

ࡅ࡚⤒῭ຊࢆᣢࡘᅋሢୡ௦ࡀ  ṓ฿㐩ࡍࡿࠊ⤒῭άື㠃࡛ࡢㄆ▱ᶵ⬟ࡢၥ㢟ࡣᚋᮏ᱁ࡍࡿࠋ

▱ࡢⓎ⋡ࡀୖ᪼ࡍࡿࡇࡽࠊ ࡢ㔠⼥㈨⏘ࡀㄆ▱ࡢேࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ

ಖ᭷ࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ࡣ  ࡢಶே㔠⼥㈨⏘ࡢ⣙ 㸣࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ࡣ  ࡞ࡿࠋ ṓ௨ୖ࡞ࡿㄆ

㧗㱋⪅ࡢቑຍࠊᑑࡢఙ㛗ࡶ㧗㱋⪅ࡢಖ᭷ࡍࡿ㔠⼥ࡣቑຍࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࡀ

㸰㸬㔠⼥㈨⏘ࡢ㧗㱋

ࡣᅔ㞴ࢆࡶࡶࡓࡽࡍࠋ

ࡿㄆ▱ᶵ⬟ࡣㄡ࡛ࡶ㑊ࡅࡀࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊṇᖖ⠊ᅖࡢㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗ࡛ࡶ」㞧࡞⤒῭άືࢆ⾜࠺㝿

␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࡣࠊᚲࡎࡋࡶㄆ▱ᝈ⪅ࡢቑຍࡢࡳࢆពࡋ࡞࠸ࠋຍ㱋ࡼ

ࡋࠊ᪥ᖖ⏕ά῝้࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡣࡌࡵࡿ 0&, ࡸㄆ▱ࢆᝈ࠺ேࡢቑຍ࡛࠶ࡿࠋ ࡓࡔࡋࠊ

ࡶㄆ▱ᶵ⬟ࡣపୗࡍࡿࡢࡣ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ≉ၥ㢟࡞ࡿࡢࡣࠊ➼࡛ᛴ⃭ㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗ

ࡀ࠶ࡿࠋ ᖺ㡭ࡲ࡛  ṓேཱྀࡣ  ேࠊேཱྀᵓᡂẚࡣ 㸣ࡲ࡛ୖ᪼ࡍࡿぢ㎸ࡲࢀࡿࠋຍ㱋

ࡇࢀࡽ᪥ᮏࡀ┤㠃ࡍࡿ㉸㧗㱋♫ࡣࠊ ṓ௨ୖࡢேཱྀቑຍࠊேཱྀᵓᡂẚࡢᛴୖ᪼ὀ┠ࡍࡿᚲせ

ㄡࡶࡀ㑊ࡅࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

▱ᶵ⬟ࡀపୗࡋࠊㄢ㢟ࢆᣢࡘேࡢቑຍࡑࡢ⤒῭⾜ື࡛࠶ࡿࠋຍ㱋ࡶㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿࡇࡣ

㉸㧗㱋♫࠾࠸࡚ࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣ༑ศㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᚋࠊ⾲㠃ࡋ࡚࠸ࡃࡋ࡚ၥ㢟ࡣࠊㄆ

㸯㸬ࡣࡌࡵ

ຍ㱋ࡀពᛮỴᐃ࠼ࡿᙳ㡪
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⟶⌮࣭㐠⏝⬟ຊࡀపୗࡍࡿ≧ἣࢆࠕ㔠⼥㈨⏘ࡢ㒔ྜ࡞㏫ྎᙧࠖ࠸࠺ࠋ

ࡣపୗࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ຍ㱋ࡶ㈨⏘⟶⌮࣭㐠⏝ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊࡀࡁࡃ࡞ࡿࡢࠊᐇ㝿ࡢ㈨⏘

ຍࡋࠊ」㞧࡞ุ᩿ࢆᚲせࡍࡿ㈨⏘㐠⏝࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ᪉ࠊ ௦ࢆࣆ࣮ࢡࡋ࡚㈨⏘⟶⌮࣭㐠⏝⬟ຊ

㔠⼥㈨⏘ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࡣࠊⱝ࠸㡭ࡣ㈨⏘ࡶᑡ࡞ࡃ⡆༢࡞㈨⏘㐠⏝␃ࡲࡿࡀࠊຍ㱋ࡶ㈨⏘ࡣቑ

⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ຊࢆᚲせࡍࡿ㔠⼥㈨⏘ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࡣࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࠋ

ຍ㱋ࡶ࡞࠺ពᛮỴᐃࡢ㉁ࡢపୗࡣࠊᵝࠎ࡞⤒῭⾜ືᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡀࠊ≉ὀពຊࠊ㞟୰ຊࠊㄽ

ฟ㸸6WURXJK-3DUNHU$0 GH%UXLQ:%  ࢆࡶ➹⪅సᡂ

ᅗ㸰 ᖺ㱋ពᚿỴᐃࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ㛵ಀ

ࢩ࣮ࡣపୗࡋࠊពᛮỴᐃࡢ㉁ࡀపୗࡍࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ▱ぢࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௬ㄆ▱ࡸ㹋㹁㹇⮳ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶຍ㱋ࡶពᛮỴᐃࡢᵝࠎ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥ

⬻⚄⤒⛉Ꮫࡑࡢ⤒῭⾜ືࡢᛂ⏝࡛࠶ࡿ⚄⤒⤒῭Ꮫࡣࠊຍ㱋ࡀ⤒῭⾜ື࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ከࡃ

㸱㸬⚄⤒⤒῭Ꮫࡢ㈉⊩

ࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ࡋࡓၥ㢟┤㠃ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

▱ᶵ⬟ࡢపୗࢆ⤒㦂ࡍࡿ♫࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⤒῭ຊࢆᣢࡗࡓࡲࡲㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿ㧗㱋⪅ࡀቑ࠼ࡿ࠸࠺

࡛ࡁࡿࠋࡲࡓྠ㉸㧗㱋♫ࡢ୍ᅉ࡛࠶ࡿ㛗ᑑ♫ࡣࠊㄡࡶࡀே⏕ࡢ᭱ᬌᖺᮇ୍࡛ᐃࡢᮇ㛫ࠊㄆ

⌧ᅾࠊ᪥ᮏࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ㉸㧗㱋♫ࡣࠊㄆ▱ᶵ⬟ࡀపୗࡋࡓேࡀቑ࠼ࡿ♫ゝ࠸࠼ࡿࡇࡀ

48

⌮ࠊ㐠⏝ࡢ‽ഛࢆಁ㐍ࡍࡿࠕࣈ࣮ࢫࢺࠖ࠸࠺ᡭἲࢆᬑཬࡉࡏࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

῭Ꮫࢆࡗࡓᨻ⟇ࢆά⏝ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ୰㧗ᖺ࡞ࡗ࡚ࡽࡣࠊㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗࢆぢ㉺ࡋࠊ㈨⏘⟶

ⱝ࠸ୡ௦ࡣࠊ⚾ⓗᖺ㔠ຍධಁ㐍ࠊࡑࡢ㈨⏘㐠⏝ࡢ✚ᴟ࡞ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࢼࢵࢪࠖࡢࡼ࠺࡞⾜ື⤒

ࡃ᪩ࡃࡽ㈨⏘ᙧᡂධࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

⪁ᚋࡢ‽ഛࡣࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞ࡿࠋ≉ⱝ࠸ୡ௦ࠊࡇ࠺ࡋࡓᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡿࡓࡵࠊ࡞ࡿ

་⒪ಖ㝤࣭ㆤಖ㝤ࡢ⤥Ỉ‽ࡢぢ┤ࡋ࡞♫ಖ㞀ไᗘᨵ㠉ࡀ⥆ࡃࡇࠊᑑࡢఙ㛗ࡶ⥆ࡃࡇࡽࠊ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࠊ᪥ᮏࡣබⓗㆤಖ㝤ࡀᑟධ῭ࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊᚋࡶ⥆ࡃබⓗᖺ㔠⤥Ỉ‽ࡢపୗࠊ

⡿ᅜࡢẸ㛫ㆤಖ㝤ຍධ≧ἣࡣᴟࡵ࡚పࡃࠊᚋࠊ㧗㱋ࡀᮏ᱁ⓗ࡞ࡿ⡿ᅜ࡛ࡣࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡿ

ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ ṓ࠶ࡿ࠸ࡣ  ṓ࡛ࡶࠊ⮬ศࡢㆤ≧ែࢆぢ㏻ࡍࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿

ㆤಖ㝤ᑟධࡢ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊᑟධࢆぢ㏦ࡗࡓࠋㆤࣜࢫࢡࡣಶே࡛Ẹ㛫ㆤಖ㝤ࡢຍධ࡛ᑐᛂࡍࡿ

ே㛫ࡢពᛮỴᐃ࡛ⱞᡭࡉࢀࡿࡢࡀࠊ㛗ᮇ࣭☜ᐇ࡞ၥ㢟ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋ⡿ᅜࡣࠊ ᖺ௦බⓗ

ฟ㸸'RXJODV$+HUVKH\-DPHV7$XVWLQ+HOHQ&*XWLHUUH]  ࢆࡶ➹⪅సᡂࠋ

ᅗ㸱 㔠⼥㈨⏘ࡢ㒔ྜ࡞㏫ྎᙧ
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᠕⩏ሿᏛ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊ᩍᤵ ᑠ⃝ኴ㑻
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◊✲༠ࡢ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ᪉῝ࡃឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ᛮ࠺ࠋ

 ᭱ᚋࠊ୰❧ⓗ࡞❧ሙࡽࠊ⚾㐩Ꮫၥⓗ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺㈗㔜࡞ᶵࢆᥦ౪ࡋ࡚㡬࠸࡚࠸ࡿࠊ᪥ᮏ⛒⛯

ࢸࡢᐇ㈨ࡍࡿࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡤᮃእࡢᖾࡏ࡛࠶ࡿࠋ

࡚ࡢᥦࡀከᩘྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋㄞ⪅ࡢⓙᵝࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୰ྵࡵ࡚㡬ࡃ࡛ࠊࢭࣥᩍᤵࡢゝ࠺ࢣࣃࣅࣜ

 ᮏሗ࿌᭩ࡣࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼࠊ࣏ࢫࢺᮾி࡛ࡢࠊ㈈ᨻ♫ಖ㞀ࡀ࠺࠶ࡿࡁ࡛࠶ࡿࡘ࠸

࡞ࡿࡢ௨๓ࠊつ⠊ⓗ㧗࠸ホ౯ࡣᮃࡵ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

ࣟࢼ⚝ࡢᑐᛂࡸࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࡢ㛤ദ‽ഛࡋ࡚ࡶࠊ᭱⤊ⓗ⤖ᯝࡀ࠺

⮳ࡗࡓࡢ࠸ࡗࡓෆᐜࡼࡗ࡚ࡶࠊホ౯ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿ㏙࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࡽࡣࠊࢥ













 ᰝ
(㈈ᨻ㺃⛯ไ)

ࡗࡓ㝿ࡢࠕᐇ⌧ࡉࢀ࡞ࡗࡓࡢࠖ㑅ᢥ⫥ࡢෆᐜࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢᖐ⤖ࡀࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛㑅ᢥࡉࢀࡿ

(♫ಖ㞀)

 ᰝ







ᗙ 㛗

 ࣀ࣮࣋ࣝ⤒῭Ꮫ㈹ࡢཷ㈹⪅࡛࠶ࡿ࣐ࣝࢸ࣭ࢭࣥᩍᤵࡣࠊ♫ⓗᖐ⤖ࡣࠊࡑࢀࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ⮳

㈐௵ࡢ࠶ࡿ᪉ࠎࡽࡢ༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᐇឤࡀ࡞࠸࠸࠺ࡔࠋ

⚝ࡢᑐᛂࡋ࡚ࡶࠊ࢜ࣜࣃࣛࡢ㛤ദ‽ഛࡋ࡚ࡶࡣࡗࡁࡾゝ࠼ࡿࡣఱ࠸࠺ࠊከࡃࡢᅜẸࡣ

ࡍࡿᨻᗓࡸ⤌⧊ጤဨࡢุ᩿ࡘ࠸࡚ࠊホ౯ࡉࢀࡓࡾࠊ㏫ᢈุࢆཷࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊࢥࣟࢼ

ධࢀ࡞࠸ࡢࠊධࢀࡿࡋ࡚ୖ㝈ࢆ࠺ࡍࡿࡢࠊ,2& ᣍᚅࡉࢀࡓ㛵ಀ⪅ࡣูᯟ࡞ࡢ➼ࡢၥ㢟ᑐ
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討論会３

９月１４日㈫・午後

国際課税を巡る現状と課題
−経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応−

青山 氏

木原 氏

幸福 氏

渡辺 氏

吉村 氏（司会）

●参加者（五十音順）

千葉商科大学大学院客員教授
財務省主税局参事官
三菱商事㈱主計部部長代行 兼 税務チームリーダー

早稲田大学大学院教授

司

会

一橋大学大学院教授

青山 慶二
木原 大策
幸福健太郎
渡辺 徹也
吉村

政穂

討論中に言及されている資料は，巻末「資料編５５頁〜７６頁」に掲載されています。
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な一国限りの措置との適切な調整を要請してい

はじめに

ます。
第Ⅱ部は，いわゆる第２の 柱，pillar２と 呼

（吉村）

それでは，パネルディスカッション

ばれているルールについてです。多国籍企業が

「国際課税を巡る現状と課題」
，副題としまし

軽課税国に利益移転をすることによって生じる

て，
「経済のデジタル化に伴う課税上の課題へ

税源浸食のリスクに対して，グローバルな最低

の対応」のウェビナーを始めさせていただきま

税率に合意し，各国が対抗措置を導入すること

す。本日，司会を務めます吉村でございます。

を認める内容になっています。従来の BEPS

よろしくお願いいたします。パネリストはただ

プロジェクトの取り組みからさらに踏み込む内

今ご紹介いただきました４人の方々でございま

容となります。しかしその議論の過程では，税

す。この４人の方々はそれぞれ組織に属してい

制優遇を用いた企業誘致や産業育成を進める途

らっしゃいますけれども，本日はその組織のメ

上国・新興国との対立もあらわになりました。

ンバーとしての資格というよりは，パネリスト

進め方といたしましては，第Ⅰ部，第Ⅱ部そ

個人としてご参加いただいております。また，

れぞれにつきまして，最初に木原さんからご説

意見も個人としてのものを言っていただくよう

明を頂きます。その後，青山さん，幸福さん，

お願いしております。従って，ご発言は個人の

渡辺さんの順番でご意見ご質問を頂戴し，さら

ものとして皆さまも受け止めていただければと

に木原さんから，お三方のご意見ご質問に対し

存じます。従いまして，ここではパネリストの

てお答えいただくということにしたいと思いま

方々のお名前を，肩書なしで「〇〇さん」と呼

す。
それでは，早速ですが，第Ⅰ部の国際課税原

ばせていただきたいと思います。その点もご了

則の見直しに入らせていただきます。最初に木

解いただきたいと思います。
本日のパネルディスカッションのテーマは，
昨年と同様，「経済のデジタル化に伴う課税上

原さん，説明をよろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

の課題への対応」についてです。そして，国際
課税ルール見直しの２つの柱にそれぞれ関連す
る項目を取り上げまして，第Ⅰ部，第Ⅱ部と分

Ⅰ．BEPS プロジェクト及び国際
課税原則の見直し

けて議論してまいりたいと存じます。第Ⅰ部は
いわゆる第１の柱，pillar１と呼ばれているも

（木原）

のについて取り上げます。すなわち市場国に対

です。本日はお時間を頂きましてありがとうご

して適切に課税所得を配分するための国際課税

ざいます。まず，吉村さんからお話がありまし

原則の見直しです。BEPS プロジェクト以降，

たように，冒頭に私の方から説明をさせていた

OECD・G２０，そして BEPS 包摂的枠組み会合

だければと思います。

ご紹介ありがとうございます。木原

において，国際課税ルールの見直しが進められ

第Ⅰ部では，吉村さんから，足元で２つの柱

てきました。参加国の対立から議論が難航して

に基づいて国際交渉が進んでいるという話があ

いると伝えられてきましたが，政権交代後のア

りましたけれども，少しだけ BEPS プロジェ

メリカの態度変化もありまして，ついに２０２１年

クトというものがどういう経緯で始まって，今，

７月に大枠合意に至りました。一定水準の売上

足元で行われているデジタル課税の議論が具体

と利益率を基準として，市場国への新たな課税

化するまでの取り組みとして，どのようなもの

権の配分を認める内容で，２０２３年の実施を目指

があったのかということを簡単にご説明させて

しています。また，デジタルサービス税のよう

いただいた上で，いわゆる１つ目の柱，pillar
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１と言われるデジタル課税の話に進めさせてい

論が強まってきました。この議論そのものにつ

ただければと思います。

きましては，足元，去年来のコロナ禍において
大きな財政出動が各国で必要になり，その後の

１．BEPS プロジェクト

財政の持続可能性の取り組みをどうするかとい

〔
「BEPS プロジェクト」について①〕国際課

う議論が少しずつ始まる中で，より一層注目が

税関係資料（３ページ）

集まってきているということかと思っておりま

資料の３ページで，まず BEPS プロジェク

す。

トについて１つ目の丸印でお示しさせていただ
いておりますけれども，元々はリーマンショッ

〔
「BEPS プロジェクト」について②〕国際課

ク後の２０１２年くらいに，特に多国籍企業が課税

税関係資料（４ページ）

所得を人為的に操作して課税逃れを行うこと，

次に，資料の４ページにおきまして，簡単で

Base Erosion and Profit Shifting の略として

はありますけれども，BEPS プロジェクトの経

BEPS が使われていますけれども，そういう動

緯と今何をしているのかということをご説明し

きに世の中の注目が集まるようになりました。

たいと思います。経緯としましては，大体２０１２

そういう中で，国際課税ルール自体が少し時

年くらいから OECD の租税委員会というとこ

代遅れになってきているのではないかという問

ろで，BEPS プロジェクトのいろいろな取り組

題意識が，世界各国の税務当局，財務当局の中

みが始められてきております。よく BEPS に

で強まってきて，それと併せて，各国政府・グ

ついては日本が主導してきたと言われています

ローバル企業の透明性を，実際の税負担である

けれども，浅川元財務官が当時の議長を務める

とか税のルールに関して高めていくことを目標

中でこのプロジェクトを始めてきたというとこ

とする必要があるのではないかということで始

ろがございます。

まっています。そ れ に よ り，い わ ゆ る Level

当初はどちらかと言うと先進国クラブと言わ

Playing Field（公平な競争条件）をグローバル

れる OECD の中で議論してきたわけでござい

に確保していくことがうたわれてきています。

ま す が，２０１３年 に G２０の 方 で 新 し く，OECD

２つ目の丸印の背景というところで，グロー

だけではなくてメンバーを拡大して，新興国も

バルな経済活動，ローカルな課税ということが

入る形で議論するということが，１つの変化と

書かれておりますけれども，電子商取引が進み，

して出てきております。その中で，
２０１４年，
２０１５

経済活動がグローバル化する中で，課税自体は

年と G２０，OECD の租税委員会の中で議論し

引き続き各国のガバメントがやるということで

て，２０１５年１０月に最終報告書を出しまして，こ

ございますので，いわゆる二重非課税と言われ

こで BEPS プロジェクトとして１つの成果が

るような事態が少しずつ見られるようになって

出ました。こちらの最終報告書で具体的にどう

きました。そういう中で，課税ルールの見直し

いう提言があったのか，少し後の資料でご説明

が時代に合わせて必要ではないか，というのが

させていただきます。

背景の１つ目です。

その後，大きな動きとしては２０１６年６月に，

あとは，既に若干申し上げましたけれども，

これは日本が G７の議長国であった年でござい

負担の公平性ということで，リーマンショック

ますが，京都で BEPS の合意事項を実施に移

の後に BEPS プロジェクトの始まりとして，

すために，BEPS 包摂的枠組み，これは Inclu-

各国の財政状況が悪化し，追加的な国民負担を

sive Framework（IF）と言っておりますけれ

求める中で，多国籍企業にもきちんと納税をし

ども，これを立ち上げました。これによりまし

ていただくことが大事なのではないかという議

て，G２０のメンバーだけではなくて，より多く
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の途上国も参加したグローバルな枠組みで，こ

２０１６年 G７議長国，２０１９年 G２０議長国ですので，

の BEPS の議論をしていこうという取り組み

そういうタイミングを生かしながら取り組みを

が確立したということでございます。

主導してきています。

当初は６０〜７０カ国くらいでスタートしており
ましたけれども，年々メンバーが拡大して，直

〔BEPS 包摂的枠組み（Inclusive Framework

近ですとトーゴが加わって，資料では約１４０カ

on BEPS）参加国・地域〕国際課税関係資

国となっておりますが，正式に今は１４０カ国が

料（５ページ）

参加しています。Level Playing Field，あるい

資料の５ページはメンバーシップ，先ほど申

は全体の制度として漏れのないものを作るとい

し上げましたように１４０カ国ということでお示

う観点から，幅広い参加が必要になってきます

ししていましたが，一番左側の OECD 加盟国

ので，１４０カ国まで拡大しているというのは１

だったものが，まず G２０メンバー＋８カ国に拡

つ大きな成功の証しとして言えるのではないか

大して，さらに右側に非常に多くの国々，これ

と思っております。

は大きな新興国だけではなくて途上国ですとか，

２つ目に，BEPS プロジェクトの下で，今ど

あるいはいわゆるスモールアイランドカント

のような取り組みをしているかということを３

リーのようなところ，場合によってはいわゆる

つほど挙げさせていただいておりますけれど

タックスヘイブンと言われているようなところ

も，１つ目は，各国による合意事項の実施状況

も含めて今，議論に参画しています。

のモニタリングということで，いろいろなワー
キンググループをつくりまして，最終報告書に

〔
「BEPS プロジェクト」の三本柱〕国際課税

ある提言についてそれぞれの国がどういう取り

関係資料（６ページ）

組みをしているのかというのを，ピアレビュー

BEPS プロジェクトで何を重視して進めてき

という形を主に活用しながらチェックしていま

たのかということですが，大きく柱としては３

す。

つあると考えていまして，１つ目は実質性，こ

２つ目は残された課題，あるいは新たな課題

れは払うべきところで税金を支払っていただけ

を継続検討していくということで，これの１つ

るような仕組みを作るということで，グローバ

の例が，今日詳細にご説明させていただくデジ

ル化，デジタル化が進む中で経済活動の実態に

タル課税の話ということかと思います。

即したルールを作る，これはルールメイキング

３点目で，特に参加国が G２０だけではなくて

のところということかと思います。

IF に拡大した中で重要とされている点が，開

左下の透明性の部分は，いろいろな情報交換

発途上国を含む幅広い国々と関係機関が協調す

を各国の税務当局間で進めたり，あるいはグ

る枠組みである③の部分です。途上国のキャパ

ローバル企業の方からもいろいろな情報を各国

シティをきちんと強化していって，グローバル

の税務当局に出していただくことによって透明

に見て制度としてきちんと質を向上させていく

性を確保していくという取り組みです。
右下は予見可能性ということで，これは特に，

という取り組みが，メンバーシップが拡大する
中でより重要視されています。これはいろいろ

実際に企業で財務を担当されている方の視点か

なプラットフォームを作ったりですとか，日本

らすると，租税に係る紛争，いわゆる二重課税

であれば国際機関を通じて技術支援をしたりで

の問題の発生や，いろいろな新しいルールがで

すとか，そういう形で取り組みを進めています。

きることによって不確実性が増します。そうい

最後のポツになりますけれども，日本として

うものをできるだけ排除するために，これまで

は G７・G２０それぞれ参加していますし，特に

バイの租税条約でいろいろ対応してきたわけで
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すけれども，それをさらに強化していくような

pillar１の説明をさせていただければと思いま

取り組みを併せて進めています。

す。

〔
「BEPS プロジェクト」最終報告書の概要〕

２．経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題

国際課税関係資料（８ページ）

〔経済のデジタル化に伴う国際課税上の課

続きまして，２０１５年にまとまった BEPS 最

題〕国際課税関係資料（１０ページ）

終報告書の概要ですが，大きく分けると行動と

まず，資料の１０ページをご覧いただければと

しては１５あるわけですけれども，幾つか例をお

思います。経済のデジタル化に伴う国際課税上

示しさせていただきます。A の実質性の部分

の課題について，なぜ議論が必要になっている

では，⑴の電子経済の発展への対応について，

のかということにつきまして，まず２つ挙げて

日本では平成２７年度税制改正で国境を越えた役

います。１つは，過去１００年くらい続いてきた

務の提供に対する消費税の課税方式の見直しを，

と言われていますけれども，いわゆる物理的拠

この最終報告書を踏まえてさせていただいてお

点（PE：Permanent Establishment）なければ

ります。この議論の積み残しの課題として，足

課税なしという原則（PE 原則）が，時代にそ

元の pillar１，pillar２の議論があるということ

ぐわなくなってきている部分があるのではない

かと思います。

かということで，特にデジタル化が進む中で，

それ以外にも⑵の方で，各国で国際的な一貫

市場国に全く PE がない中でビジネスができる，

性をもって税制を作っていきましょうというこ

そういうことがより多く見られる中でどうして

とで，例えば行動３の外国子会社合算税制の強

いったらいいのか，ルールとしてやはり変えて

化について，これも最終報告の内容を踏まえて

いく必要があるのではないかという視点です。

日本では平成２９年度税制改正で対応しています。

２つ目は，独立企業原則に基づく利益配分

行動４の利子控除の制限，これも従来からあっ

ルールと黄色でハイライトさせていただいてお

た過大支払利子税制について令和元年度税制改

りますけれども，従来であればいわゆる移転価

正で対応しました。そういう形で徐々にではあ

格税制の枠組みの下で，そのグループ内部の国

りますけれども，日本としていろいろな法制度

際取引については，独立した企業同士であれば

の整備を進めています。

成立したであろう独立企業間価格で取引が行わ

同じように右上の透明性ですと，いろいろな

れたものとして所得を計算するというやり方を

情報交換が進められており，あるいは右下の予

してきたわけですけれども，無形資産の重要性

見可能性ですと，⑸の法的安定性の向上という

が増してくる中で，この枠組みだけで必ずしも

ところがありますけれども，紛争解決メカニズ

捉えられないようなケースが出てきているので

ムの構築ということで，いろいろな租税条約を

はないかという問題意識がより強まっていると

日本としても拡充する中で対応してきています。

いうことです。

こ れ が，２０１０年 代 を 通 じ て 取 り 組 ん で き た

そういう中で②でございますが，軽課税国へ

BEPS プロジェクトと，日本としてどういう対

の BEPS リスクが増してきて，これにきちん

応をしてきたかということをまとめた資料にな

と国際社会としても対応していく必要があるの

ります。

ではないかという問題意識が強まってきていま

ここから先は，今まさに足元で議論されてい

す。また，この資料で明確に書いていませんけ

る経済のデジタル化に伴う国際課税上の課題と

れども，３点目として特に足元で議論になって

いうことで，pillar１，pillar２の議論のご紹介

いる重要な点として，既に若干触れましたよう

をさせていただきます。第Ⅰ部の方では主に

に，国際的な Level Playing Field の確保です
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とか，あるいは法人税の引下げが１９８０年代くら

ます。

いから４０年にわたって続いてきた中で，それに

具体的にどういうことをするかについて，右

少し歯止めをかけて，各国ともコロナで多額の

側に書かせていただいていますが，まずどのく

財政出動を行った後の財政の持続可能性を確保

らいの企業が対象になるのかということですが，

していく取り組みの一環として，法人税のより

グローバルに見て非常に大きな企業，大体，全

バランスの取れた課税をしていくことも大事な

世界で見て１００社くらいと言われています。売

のではないか，という問題意識が強まってきて

上高２００億ユーロ超で利益率が１０％を超えてく

います。この点も，①，②に加えて背景として

るような，非常に大きい，かつ，利益水準の高

あるのではないかと思っているところでござい

いグローバル企業が念頭に置かれている制度で

ます。

す。

ここから先は，具体的な第１の柱の内容につ

その上で，この多国籍企業グループの利益率

いてご説明をさせていただければと思います。

の１０％を超える部分，これを超過利益と見なし

資料は１６ページまで飛んでいただければと思い

ます。その超過利益と見なされた部分の２０〜

ます。

３０％を市場国に配分することになります。この
配分された利益が市場国において，市場国の税

３．第１の柱

率によって課税されるというのが，pillar１の

国際課税原則の見直し

（市場国に対し適切に課税所得を配分するた

基本的な内容です。市場国に利益 A を配分す

めのルールの見直し）

るに当たっては，右下の吹き出しで書いていま

〔第１の柱：市場国への新たな課税権の配

すけれども，売上等に応じて配分することが考

分〕国際課税関係資料（１６ページ）

えられています。今は２０〜３０％と幅を持った数

第１の柱は具体的に何をするかということで

字を書いていますけれども，この数字の具体化

すが，左側の図をご覧いただきますと，PE 原

をこれから１０月の半ばまでに交渉して決めてい

則を見直し，PE で捉えられない，従来では市

くことになっています。

場国で課税できないようなケースについて課税
を認めるのが第１の柱ということになります。

〔BEPS 包摂的枠組みの大枠 合 意（２０２１年７

左側の図をご覧いただきますと，多国籍企業

月）第１の柱①〕国際課税関係資料（１７ペー

がどこかの国にあって，企業所在地国とは異な

ジ）

る市場国に対してビジネスを提供する，このビ

１７ページから少し文字ベースで，より詳細に

ジネスの提供の仕方が音楽の配信，映像の配信，

第１の柱の説明をさせていただければと思いま

あるいは広告を出す，いろいろなやり方はある

す。

と思いますけれども，特にデジタルの技術を通

課税対象につきましては，先ほど申し上げま

じてビジネスを提供する場合，市場国の方に何

したように全世界売上が２００億ユーロ超，かつ，

ら物理的拠点がなくても多額の売上が発生する

利益率１０％超の多国籍企業となっています。pil-

事例が年々増えてきています。そういう中で，

lar１の実施に当たってはマルチ条約が必要に

今の PE 原則ですと，物理的拠点がないので市

なりますけれども，このマルチ条約が発効して

場国の方では課税ができません。市場国ではカ

から７年後にその実施状況をレビューして，そ

スタマーがいることにより生み出された価値が

の時点で円滑に制度が実施されているというこ

あるにもかかわらず，市場国側で課税ができな

とであれば，この２００億ユーロの閾値を１００億

い今の PE 原則はどうなのだろうかという問題

ユーロまで引き下げる，これによって対象企業

意識の下，新しいルールを作ろうと議論してい

を拡大しようということが，既に合意事項に含
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まれています。配分割合につきましては，先ほ

する全ての争点について，義務的・拘束的な紛

ど申し上げましたように超過利益の２０〜３０％，

争解決のメカニズムを，pillar１のパッケージ

具体的にその２０〜３０％の間のどこにするかとい

の一部として導入することが議論されておりま

うのは，１０月に向けて交渉していくということ

す。これについて特に途上国などから懸念が示

でございます。

されていますが，何らかのルールを入れようと

次のネクサス（課税根拠）でございますが，

いうことで今議論をしています。

こちらは市場国側で利益 A の配分を受けられ

次の一方的措置ですが，こちらはデジタル・

る国はどういう国なのかということですけれど

サービス・タックスとして，既に pillar１の合

も，手続きの簡素化のようなところも含めまし

意を待たずに，デジタル企業に対して売上税の

て，それなりに規模のある市場国として，売上

ような形で課税をしている国々がございます。

が１００万ユーロ以上あるような国にしようとい

pillar１の仕組みが入った暁にはそういった一

うことです。ただし，先ほど IF メンバーの中

方的措置，各国が独自に入れているデジタル・

でもスモールアイランドがあるという話をしま

サービス・タックスや類似の制度は廃止をする，

したが，GDP が小さい国には少し低めの閾値

ということを基本認識として共有しています。

を設けようということで，GDP が４００億ユーロ

そういう中で，どういう措置を対象にどうい

（５兆円弱）よりも少ない国に対しては，２５万

うスケジュール感でデジタル・サービス・タッ

ユーロの売上があればネクサスを認める，市場

クスや類似の措置を廃止していくのか，これを

国としてカウントするということが合意に含ま

これから議論する予定です。１０月の段階で，で

れています。

きるだけ具体化を図るという方向で今，議論し

次のセグメントの部分ですが，これは例えば，

ています。

売上が非常に大きいのだけれども，企業全体と

最後に実施目標，タイムラインですが，pillar

しては利益率が１０％に達していないので，全体

１の実施には多国間条約が必要だと申し上げま

としては利益 A の対象になりません，pillar１

したが，条約の案をこれから，恐らく１０月を越

の対象になりませんという会社であっても，そ

えて引き続き議論ということになると思います

の会社の中の一部のセグメントだけを取り出し

けれども，２０２２年のなるべく早い段階で作った

てみた場合に，依然として売上の閾値を超えて

上で署名開放し，各国が国内手続きを終えて

いて，かつ，そのセグメントにおいては利益率

２０２３年中には適用を開始したいということで今，

が１０％を超えているような場合に，セグメント

議論しています。
この後の何ページかの資料は，今お話しした

単位で pillar１の対象にするということが，併

内容をステップ・バイ・ステップでご説明して

せて決められています。

いるものですので，資料の２４ページをご覧くだ
〔BEPS 包摂的枠組みの大枠 合 意（２０２１年７

さい。

月）第１の柱②〕国際課税関係資料（１８ペー
ジ）

〔暫定的措置（デジタル課税）に関する諸外国

もう１つこれまでお話ししていない pillar１

の主な動き（２０２１年８月時点）〕国際課税関

の重要な論点として，税の安定性という点があ

係資料（２４ページ）

ります。pillar１の下では，ある国からある国

デジタル・サービス・タックスの話を少しさ

に課税所得が移りますので，様々な税の紛争が

せていただきましたけれども，現状ですとこの

いろいろな国にまたがって起こることが事前か

資料にあるような国々で，一方的措置としてデ

ら想定されます。こうした中で，利益 A に関

ジタル・サービス・タックスが導入されていま
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す。G７で言えばフランス，イタリア，イギリ

デ ジ タ ル 課 税 に つ い て の OECD Inclusive

ス，あとはカナダも２０２２年１月から施行予定と

Framework の検討の中で，タスクフォースの

なっています。日本企業の皆さまと話をしてい

中心的メンバーとして多大な貢献をされたとい

ると，特にインドの平衡税について，手続きと

うふうに伺っております。このご貢献に対して

していろいろなものが必要になってくるという

敬意を表したいと思います。

ことを聞きます。また，EU はコロナ対応とし

そこで，木原さんの BEPS プロジェクト全

ていろいろな計画を作って，そのファンディン

体の流れの説明についてですが，先ほどの説明

グとして幾つかの案も出していますが，その中

にございましたように，１０月に詳細な実施計画，

の１つがデジタル賦課金です。元々は６月に制

それから設計項目の最終化が完成されますと，

度の概要を提案すると言っていたのですが，足

ようやく長年にわたる BEPS プロジェクトの

元で IF の議論が進んでいるので，少しそれを

使命が一応終了するということになります。た

見守るという形で，実際の中身の発表は秋まで

だ，デジタル経済対応の議論が６年間の長期間

保留ということになっています。

にわたりました。この間，２０１５年の最終報告書

少し資料を飛ばさせていただきましたけれど

当時から見ますと，かなり経済環境の変化，特

も，まず私の方から pillar１の概要ということ

にデジタル化の一層の進展などに加えて

で，BEPS のこれまでの経緯と併せてご説明を

GAFA などによる市場独占，こういったもの

させていただきました。私からは以上になりま

が強まったと感じております。

す。
〔実施スケジュールについて〕
―――――――――――――――――――――

そうした中で完成間近の BEPS プロジェク
トの全体について３点お尋ねいたします。１点

Ⅱ．BEPS プロジェクト及び国際
課税原則の見直しに対する意
見・質問

目は，最後の締めくくりとして提出された実施
のスケジュールについてです。２つの柱とも，
これは後ほどまた第２の柱についてもご説明い
ただけると思いますが，２０２２年の税制整備，そ

木原さん，大変複雑な仕組みですけ

して２０２３年の実施ということで，かなり前のめ

れども，短時間に，しかも分かりやすくまとめ

りのスケジュールのようにも感じられます。こ

ていただきまして，本当にありがとうございま

れもその未確定事項のボリュームとか，それか

す。

ら協議の難航の可能性，特に途上国，先進国の

（吉村）

それでは，ここでパネリストの皆さんから順

間での課題，こういったものを見ますと，果た

次ご質問・ご意見を頂戴したいと思います。最

してこのスケジュールでうまくいくのかという

初に青山さん，どうぞよろしくお願いいたしま

ことについて懸念が持たれますが，この点につ

す。

いてどのような見通しを持っておられるのかお

―――――――――――――――――――――

伺いしたいと思います。

（青山）

〔新興国・途上国への支援，
モニタリング状況〕

それでは，私の方から最初に BEPS

プロジェクト全体と第１の柱に分けて幾つかコ

２つ目は，先ほど BEPS についてはモニタ

メントと質問をさせていただきたいと思います。

リングをしっかりやっていくのだというご説明

まずその前に，今，大変詳細なご説明を頂き

がございました。特にミニマムスタンダード基

ましたけれども，財務省の参事官室が特にこの

準のものがきちんと行われているかどうかを中
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心に行われているようです。そこで，国際課税

事前協議を含めた紛争防止措置が必要と考えま

関係資料８で個別の整備状況をご説明いただき

す。その観点からは市場国への新しい課税権配

ましたけれども，わが国のような優等生的な立

分が，高い閾値でかつ ADS と CFB，即ち，デ

法対応は他の国ではどの程度行われているので

ジタルサービス＋コンシューマー向けのビジネ

しょうか。特に移転価格や PE 帰属所得，さら

スという執行上困難な対象事業の定義認定を回

には紛争処理システムなどの改革は，そういう

避して提案されましたことは，実効性の観点か

ことをやるに当たっては支援を必要とする新興

ら歓迎できると思います。市場国の要請に配慮

国，途上国ではどのように実施されているのか，

したと思われる７年後のレビューで閾値を半減

これはわが国の産業界にとって大変関心の高い

する案についても，制度の円滑な実施を条件に

事項でございます。国際機関との協調関係もご

したのは賢明と考えています。

説明がございましたけれども，これらの支援，
モニタリング状況について今少し詳しく教えて

〔連結財務会計に基づく課税標準の確定〕
そこで，簡単に４点の関心事項についての質

いただければと思います。

問を申し上げます。１番目は，連結財務会計に
〔税に関する情報交換の推進との連携の見通し

基づく課税標準の確定は，各国，各種企業グルー

について〕

プが採用する GAAP によっては不平等が発生

そして３点目，税に関する情報交換の推進と

する可能性があるものの，許容できる期ずれの

の連携の見通しについてお尋ねします。先ほど

範囲とも考えられます。第２の柱とも関係いた

は，３点セットで BEPS の趣旨は達成される

しますが，この問題についてどのような議論が

のだということで情報交換についても触れられ

行われてきたのか教えていただければと思いま

ました。BEPS プロジェクトの下では実体法で

す。なお，セグメント別計算は例外的に実施す

の勧告に加えて，国別報告書などによる企業情

るように求めていますけれども，その区分けは

報の開示やルーリングの開示など，課税情報の

企業の開示情報を尊重すべき，これは企業の負

拡大が行われていますが，他方で共通報告基準

担を少なくするためという趣旨でそのように考

などによる金融口座の情報交換やプラットフ

えますがいかがでしょうか。

ォーム企業からの情報収集など，税の透明性の
確保に資する情報交換の取り組みもグローバル

〔源泉地ルール〕

フォーラムで進展していると伺っています。少

２点目，源泉地ルールについて先ほどネクサ

し気が早い話ではありますけれども，これらを

スルールとして市場国へ課税権を配分するため

併せてもしポスト BEPS の OECD での活動の

の現地の売上を測定するルールを，これは青写

焦点はどのような方向に向いていくのかという

真（ブループリント）では非常に詳細かつ煩雑

ことについて伺えればと思います。

なルールが提示されておりました。ビジネスか

以上は，BEPS 全体についての質問でした。

らはこれに対して大きな反発があったと思いま

次が，第１の柱についての質問になります。私

す。これはどのように解決されたのでしょうか。

自身，経団連の２１世紀政策研究所で企業の方々

教えていただければと思います。

と２つの柱問題を議論してきました。そこでの
要望を踏まえますと，これまでの移転価格や

〔既存の課税との二重計上リスクへの配慮〕

PE 帰属主義の課税と並行して新設される市場

そして３点目，既存の課税との二重計上リス

国への課税権配分は，重複負担が発生しないよ

ク，これは既に物理的拠点があって，そこに対

うな丁寧な仕組みと予測可能性を高めるための

して移転価格税制等で利益が適正に配分されて
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いる場合の，今回の新しい利益 A の配分額を

あったように，第１の柱はある国からある国に

減額するセーフハーバーは必要と考えますけれ

税収の再配分としての機能を担うということで

ども，具体的にどのような検討がされているの

すので，これに限定すればある国からある国へ

でしょうか。

の再配分は政府間で実現していただくという理
解でよいでしょうか。再配分に必要な情報の提
供はともかくとして，再配分のプロセスそのも

〔紛争解決メカニズム〕
最後に紛争解決メカニズムについてです。義

のを納税者が担うということになると，本来不

務的・拘束的な紛争解決メカニズムについては

要な還付のリスク，あるいは納税者から国への

どのような制度設計を考えておられるのか，特

資金の移転という元々のデザインとは違うもの

に仲裁制度に否定的だった途上国の反応はいか

も出てくるかと思います。これは避けていただ

がなものでしょうかという点です。以上，よろ

きたいと思います。実際の施行に際して国家間

しくお願いいたします。

の税源の再配分に納税者が関わるということは
最低限にしていただくようにお願いしたいと思

―――――――――――――――――――――
（吉村）

います。

それでは，続きまして幸福さんから

ご質問・ご意見を頂戴できればと思います。よ

〔会計基準の取扱いについて〕
２点目は，会計基準の取扱いです。先ほどの

ろしくお願いいたします。
―――――――――――――――――――――

御説明にもありましたけれども，第１の柱では
売上高の測定が重要となります。最近でも国際

木原さん，分かりやすいご説明を頂

会計基準の新基準の適用によって，売上高が大

きありがとうございました。私の方からは，企

きく増減するという会社も多くありました。こ

業の税務担当者という視点から４点ほどお伺い

のような会計基準の変更というのはそのまま受

したいと思います。その前に，まず企業の税務

け入れるということで国際合意は取れているの

担当者には２つの顔があるということをお伝え

でしょうか。また，セグメントのお話もありま

しておきたいと思います。

したけれども，事業のくくりであるセグメント

（幸福）

１つ目は，もちろん納税者としての顔です。

は経営者の評価に基づくもので，同じ事業をし

それともう１つは，税制を社内で浸透させる役

ていてもそのくくり方は企業によって異なりま

割を担うという顔です。会社の申告書は税務担

す。実際の経営評価で用いられ，監査上も容認

当者だけが頑張ればできるというものではあり

されているものは今回の国際合意でも尊重され

ません。会社の中で事業を担うそれぞれの部局

るという理解でよいでしょうか。

に制度を理解してもらって必要な情報を提供し
てもらう，そういう営みをしないといけません

〔既存の PE 課税や移転価格課税について（対
象事業・企業・利益率）〕

ので，会社の中で税制の目的，趣旨，そういう
ものをしっかり説明していかないといけないと

３点目は，今回の国際合意の位置付けについ

いう立場です。こういう観点から，一部青山さ

てです。今回の国際合意では結果的にデジタル

んと重複しますけれども，第１の柱について４

にこの pillar１でも事業を限定していません。

点，お伺いします。

また，歴史的な合意として国際課税の原則を修
正しているということからすると，国際課税に
おける普遍性のある合意と捉えてよいでしょう

〔納税者の関与について〕
まず１点目は，納税者の関与です。ご説明が

か。あるいは対象企業を限定して，日本企業も
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あまり影響を受けないという報道もありますけ

最初は，ブループリントとステートメントの

れども，そういう見込みのように，必ずしも普

関係です。２０２０年１０月のブループリントの内容

遍性のある合意ということではないと理解すれ

は大変詳細で分量も多いものでした。しかし，

ばよいでしょうか。この質問は途上国への対応

結論を出すというよりは方向性について両論併

という観点です。途上国では PE 課税，移転価

記されていたり，具体的な数値を入れていなか

格課税を通してグローバルな利益に対して高い

ったりする部分も目につきました。それに対し

帰属率，あるいは利益率を認定してくるという

て，今年の７月１日に OECD から出されたス

手法がよく見られます。それらと比較すると，

テートメントの内容はとても簡潔で，骨子だけ

今回の合意はある意味穏やかな形にも見えます。

しか書かれていないように感じます。そこで，

今回の合意が多国籍企業における本社機能，あ

今後の議論のためにもブループリントの内容で

るいは重要な機能，そういうものに対する価値

既にアウトオブデートになった部分などありま

を相当程度認めた上で，市場国への配分を部分

したら，この場でご教授いただけますと助かり

的に認めたという考え方なのか，あるいは先ほ

ます。例えば，ブループリントの段階では議論

どのお話にあった物理的な拠点がないという場

する必要があったけれども，今はもう決着がつ

合とか無形資産に対するあくまでも特例的な措

いてしまったと思われるような部分があれば知

置なのか，そのあたりを，多くの途上国が合意

りたいと思います。

している経緯ということも含めてお伺いしたい
と思います。

〔途上国への配慮〕
２番目は，途上国への配慮についてお伺いし

〔利益Ｂについて〕

たいと思います。２０１５年の BEPS 最終報告書

最後の４点目は，利益 B についてです。３

から今年７月１日のステートメントまでの流れ

点目と重複するかもしれませんが，今回の合意

を見ていると，多国間交渉の重要性と合意に至

はあくまでも利益 A のみで，利益 B について

る難しさが伝わってきます。当事者である担当

は２０２２年に向けて継続協議と理解しています。

官の方たちは大変な苦労をされたのではないで

物理的な拠点を持っている場合の課税の考え方

しょうか。また，今回の合意については政権交

について，今回の合意を踏まえて，今どのよう

代によってアメリカの態度が変わったことが大

な方向になっているのかということを，可能な

きいと言われていますが，途上国の要求にどう

範囲で教えていただければと思います。どうぞ

応えるかという問題もあったと思います。例え

よろしくお願いします。

ば，対象企業の数が大きく絞られ，かつデジタ
ルに限らないとされたのはアメリカへの配慮が

―――――――――――――――――――――

あったようにみえるのですが，その一方で，途

（吉村）

それでは，次に渡辺さんの方からご

上国からの合意を得るために，国連モデル条約

質問・ご意見を頂きたいと思います。よろしく

１２条 B 案の動向などを横目で見ながらの交渉

お願いいたします。

になったのではないかと推測しております。こ

―――――――――――――――――――――

のあたり実際どうであったのか，できる範囲で
お聞かせいただけないでしょうか。資料の５

（渡辺）

私の方からは大きく４点，コメント

および質問をさせていただきます。

ページの図を見ると，BEPS の IF を構成する
国にいかに途上国，新興国が多いかということ
が分かります。これらの中には，国連の議論に

〔ブループリントとステートメントの関係〕

おいて主導的な役割を果たしている国もあると
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思われます。OECD での合意を取り付けるた

いうのが本音ではないでしょうか。

めに，日本を含めた先進国が妥協を強いられた

例えば資料の２４ページで示されている EU の

点がないのかどうかご教授いただけますと幸い

デ ジ タ ル 賦 課 金 に お い て も，「２０２１年７月 の

です。

OECD/G２０の大枠合意を踏まえて秋ごろまで
留保」とあります。大枠合意をしたのに留保す

〔一方的措置〕

るのはなぜか，それとも取り下げる動きが既に

３つ目は，一方的措置についてお聞かせくだ
さい。まず，日本はデジタルサービス税
（DST）

起こっているのかどうか，わかる範囲でお聞か
せいただけるでしょうか。

の導入について考えていないということでしょ
うか。それとも交渉がうまくいかなかったとき

〔会計情報への依存〕

のために，まだ DST の導入の可能性は残され

最後は，会計情報への依存についてです。課

ているのでしょうか。先ほど優等生というご発

税ベースの決定について，ステートメントでは

言が青山先生からもあったと思うのですが，例

“reference to financial accounting income,

えば金子宏先生の『租税法第２３版』の５６１ペー

with a small number of adjustments”と書かれ

ジは，ご説明で使われた資料の８ページの図と

ています。伝統的に日本の法人税法では企業会

ほぼ同じものを掲載した上で，
「日本はドイツ

計における利益と租税法会計における所得の衝

とともに優等生のような位置を占めている」と

突や調和が議論されてきました。また，平成３０

記されています。OECD でも日本の態度は高

年度改正で導入された収益の認識基準に関する

く評価されているのであれば，仮に日本が DST

法人税法２２条の２について，そのような議論が

を導入するつもりはないとしても特に驚くもの

再び盛んになる可能性もあります。今回のス

ではありません。

テートメントでは課税ベースの決定だけでなく，

次に，一方的措置に関するステートメントの

セグメンテーションや第２の柱における ETR

記述は，“all Digital Service Taxes and other

の計算においても企業の財務会計上の利益概念

relevant similar measures on all companies”と

が用いられています。

な っ て い る わ け で す。こ の“relevant similar

第２の柱についてはこの後で詳しいご説明が

measures”の中には，例えばインドの平衡税は

あると思いますが，会計情報に関することなの

入ると考えてよいのでしょうか。平衡税はデジ

でここでまとめて質問をしたいと思います。ブ

タル取引だけをターゲットにしたものではあり

ループリントでは，国際的最低税率１５％に関し

ませんが，強烈な一方的措置だと思います。今

て，親会社の財務会計基準（parent financial ac-

回第１の柱の対象がデジタル関連企業に限られ

counting standards）を使用するとされていて，

ないことになったので，DST だけでなく平衡

簡素化のオプションについても示されています。

税も取り下げの対象になっているようにも読め

これはセクションの１．
２とかセクションの５あ

ます。一方で，利益 A の対象となる企業は１００

たりに書かれているものです。また，これも後

社に限られてしまったわけですから，そのリス

でご説明があるはずですが，資料の３３ページの

トに入ってこ な い 企 業 に つ い て は 引 き 続 き

ビルディング・ブロックの二つ目「実効税率

DST や平衡税の対象になることも考えられま

（ETR）計算・最低税率」において，最終親

す。もし日本が DST を導入しないと考えてい

会社の会計基準に基づく個社の財務諸表上の利

るのであれば，この際，他国の一方的措置は一

益が基準になることが示されています。そうす

掃したいところです。しかしこれらを課してい

ることによって，子会社が存する国ごとの税務

る国からすれば，なかなか取り下げたくないと

会計のルールに従って所得や利益を再計算する
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コストや複雑さが回避されるからであって，

グローバルに見てどの程度なのかということに

IFRS と USGAAP の間の簿価調整が要求され

ついて，一覧性があるような形ですぐお出しで

ることもないのだと思います。日本で言えば

きるようなデータはないのですが，個別の行動

IFRS と JGAAP のいずれの方でもよいという

ごとにいろいろなピアレビューが進んでいます

ことになるのではないかと思います。

ので，ご紹介できる数字をお示ししてご説明さ

ここで，課税に関するルールが会計に基づい

せていただければと思います。

ているのは，簡素化が主な理由と考えてよいの

例えば，行動５の有害税制への対抗でござい

でしょうか。これが質問です。特に新しい制度

ますと，ビアレビューした国が９４カ国ある中で，

を立ち上げる際に複雑化は避けなければいけま

日本も含めて６２カ国が無勧告，つまり基準を既

せん。従って合意を得るためにも，できるだけ

に満たしています。行動６は租税条約の濫用防

当事者や行政庁の負担のかからない方法が選ば

止ですが，日本ですと，審査対象となった条約

れたということでしょうか。仮にそうだとして

が適用国数で７３，そのうちの３０が既にミニマム

も，例えば国別報告書（CbCR）のような報告

スタンダードを満たしています。７３分の３０が満

義務あるいは開示義務を履行するために会計情

たしていますが，この割合で見ると，日本は，

報を使用する場合とは異なって，今回は課税

今，１３７カ国中９位くらいということで，他の

ベースや税率に会計情報が直接影響を与える可

国と比べても，既にスタンダードを満たしてい

能性があるようにも見えますが，この点につい

る割合が非常に高くなっています。

てはどのようにお考えでしょうか。私からは以
上です。

他に例として挙げられるのは行動１３で，これ
は多国籍企業のいろいろな報告制度ですが，日
本はミニマムスタンダードを全て遵守というこ

―――――――――――――――――――――

とになっています。１３１カ国くらいで既にいろ

（吉村）

それでは，お三方からご質問・ご意

いろな形でレビューされており，大体７０〜９０カ

見を頂きましたので，木原さんの方からご回答

国くらいで取り組みが進んでいますが，日本の

いただければと思います。木原さん，よろしく

ように全てについてスタンダードを満たしてい

お願いいたします。

るところは必ずしも多くありません。最後に，

―――――――――――――――――――――

行動１４は紛争解決メカニズムですが，こちらは，
法制面について６つの評価項目がございます。

（木原）

青山さん，幸福さん，渡辺さん，ご

それぞれの項目について勧告を受けた租税条約

質問，コメント等を頂きましてありがとうござ

の数の割合の平均値を見ますと，日本は３．
１％

います。幾つか似たようなご質問をまとめて，

ということで，勧告を受けた割合は非常に低い

私の方から回答させていただければと思います。

わけですけれども，例えばドイツですと６．
１％，

まず，青山さん，渡辺さんから，２０１０年代に議

他の G７諸国はこれが１０〜１６％くらいになって

論していた BEPS の合意事項の実施状況につ

います。日本も比較的古い租税条約については

いてコメントがございました。日本の取り組み

勧告を受けていますが，他の国と比べても取り

について，ねぎらいの言葉を頂いてありがとう

組みとしては非常に進んでいるということが言

ございます。実際に担当しているメンバーにも，

えると思っています。

きちんと伝えたいと思います。

併せて，青山さんの方から新興国，途上国を
念頭に国際機関との協調体制についてのお話が
ございました。BEPS 合意を実施していくに当

〔BEPS の合意事項の実施状況について〕
日本の BEPS 合意の実施状況が，具体的に

たって，特に途上国をきちんとサポートしなけ
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ればいけないという点は，税と開発というテー

も，そういう方法で何か別のものを指標として

マで，IF や G２０の枠組みで最近ずっと議論さ

見つけていこうという議論になっています。

れています。途上国でも国際スタンダードを遵

同じように pillar２についても具体化された

守してもらったり，あるいは domestic revenue

部分としては，例えば国際海運所得の除外につ

mobilization と言ったりしますけれども，国内

いて，ブループリントでは今後検討になってい

できちんと資金動員する，援助の資金も大事だ

たのが明確化されています。

けれども，やはり自国できちんと税収を上げて

あるいは，pillar２についても一部の企業の

い く こ と も 大 事 だ と い う 目 的 意 識 の 下 で，

み，売上が大きい企業のみが対象になるわけで

OECD，IMF，世銀，日本の場合は特に ADB

すけれども，今回の合意の中で，それより売上

もございますが，そういうところに日本として

が小さな企業に対しても，IIR という，あとで

資金拠出をしながら技術支援でしっかりサポー

ご説明させていただきますけれども，pillar２

トしていくということをやらせていただいてい

の適用を可能にする道を開いても構いませんと

ます。

いうことをはっきりさせたりですとか，あとは
カーブアウトのマークアップ率について具体的

〔ブループリントとステートメントの関係につ

な数字を入れたり，スプリット・オーナーシッ

いて〕

プ・ルール，これも pillar２の話になりますけ

２点目で，渡辺さんからブループリントとス

れども，そういうものを少し具体化させるとい

テートメントの関係ということで，ご指摘があ

うことも議論として進んでいます。

りました。ブループリントは非常に大部の文書
であった一方で，７月のステートメントは簡潔

〔途上国への配慮について〕
続きまして，同じように渡辺さんからお話の

なものとなっております。一番分かりやすい違
いとしては，pillar１のスコープについて，ADS，

ありました途上国への配慮，交渉の過程でどう

CFB に限定していたものが業種を限定しない

いうダイナミクスがあったのかということです

形へと拡大したという点があります。他に幾つ

が，渡辺さんのご指摘のとおり全体の IF メン

か例を示させていただくと，数字の部分では多

バーは１４０カ国で，新興国・途上国も非常に多

くのところで具体化されたということだと思い

い中で一つのルールを作らなければいけないと

ます。例えば，スコープはブループリントの段

いう交渉になってまいりますので，基本的には

階では収入の閾値が７．
５億ユーロから１００億ユー

なるべく各国歩み寄りの姿勢を見せながら，少

ロの範囲でしたが，最終的に２００億ユーロにな

しでも多くの国の参加を確保しなければいけな

ったりですとか，利益率の閾値もブループリン

い。ただそういう中であっても，実質的な内容

トでは８〜２５％のレンジだったものが１０％にな

がある，要するに抜け道の多いルールではなく

っています。

て，本当に意味のあるルールをどうやって合意

あと収入の源泉地について，ブループリント

としてまとめていくのかが非常に大事だという

の段階では源泉地の特定はヒエラルキーアプ

ことで日々取り組んでいます。渡辺さんがおっ

ローチということで，指標が階層ごとに提示さ

しゃったように先進国，途上国の対立軸という

れて，上位の指標が利用できない場合はそれよ

のは，もちろん非常に大きな論点の１つとして

り下の指標を採用していくような，やや複雑な

ありますが，他にもタックスヘイブンの国があ

仕組みが提案されていました。現時点では簡素

り，あるいは国ごとに産業構造も違いますので，

化の方向から，企業ごとに信頼できる方法，re-

様々な立場の違いを背景にした鋭い意見の対立，

liable

そういうものが絶えずあります。

method と英語では言っていますけれど
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そういう中で，途上国に特に配慮が示された

ては，IFRS とそれに準拠する日本 を 含 め た

項目について申し上げます。１点目は，pillar

GAAP のみが許容されるということになって

１の下で，紛争防止・解決メカニズムが非常に

います。それ以外の会計基準については，重大

重要な要素の１つとして議論されていますが，

な競争上のゆがみがない場合においてだけ使っ

こちらについて途上国全てではありませんけれ

ていいということが，共通認識として示されて

ども，今までのトラックレコードを見て大丈夫

います。その上で，税務会計と財務会計のブリ

であろうという一部の途上国について，紛争解

ッジとして，一時差異の調整という言い方もし

決の制度を選択的な制度にするということを入

ますけれども，税金費用ですとか，賄賂や罰金

れております。他にも，pillar２の方でご説明

の足し戻しについては，事務負担に配慮してき

させていただきますけれども，STTR という

ちんと手当てをしていくということを議論して

租税条約を使った，GloBE（Global Anti-Base

います。

Erosion）ルールの仕組みよりも簡易な形で途

あとは，幸福さんから企業会計の変化と，そ

上国の方で課税できるような制度を盛り込んで

れが税負担にどういう影響があるのかという話

います。ただ，他方で STTR は全ての国に導

がございました。こちらについては，現行の日

入を義務付けるわけではないので，先進国にも

本の租税法もある程度企業会計に準拠して計算

ある程度歩み寄りをしています。そういう形で

を行うことにはなっていますので，財務会計の

バランスを取りながら，７月の合意はまとめら

ルールが変わった場合に，それに応じて企業の

れています。

税負担が変わってくるということは，現行の日
本の税制の世界では既に見られることだと思い
ます。実際には個別の内容をきちんと見ていく

〔会計基準の取扱いについて〕
続きまして，これはお三方全員からご指摘い

ことが必要ですが，企業会計のルール変更に伴

ただいた点ですが，財務会計と税務会計，特に

って税負担に影響が出ること自体に問題はない

今回の pillar１，pillar２ですと財務会計に依存

ということかと思います。

するところが非常に多い中でどうなのか，併せ

あとは，これは議論していてなかなか難しい

て渡辺さんからは特に pillar２ですと課税ベー

ところがあったと認識していますが，様々な財

スの話にも直接影響がある中でどうなのかとい

務会計基準をなるべく consistent なものにしよ

う話がございました。基本的な認識として，pil-

うという取り組み自体はこれまでもございます

lar１，pillar２ともにグローバルに新しい制度

し，今後も続いていくと思っています。

を入れなければならない中で，各国が比較可能
な形で，できるだけ consistent なベースを使わ

〔セグメント情報の開示〕

なければいけない。そういう中で，pillar２に

続きまして，青山さん，幸福さんからお話が

ついては税率も含めてですが，課税ベースをな

ありましたセグメントの部分でございます。こ

るべく共通のものにしなければいけないという

ちらも先ほどの企業会計の部分と重なりますが，

前提条件があります。各国の裁量で相当程度が

基本的には企業の開示セグメントを尊重すると

決まってくる税務会計ではなくて，財務会計を

いう方向で，今，議論がされています。

１つの取っ掛かりとして使うということが，簡

企業会計基準では，マネジメントアプローチ

素化の観点からも現実的な方策として出てきた

という方式を採る中で，経営上の意思決定を行

アイデアだと認識しております。

って業績を評価するために経営者の皆さまが事

ご指摘のとおり，いろいろな財務会計の間で

業の構成単位に分割した方法を基礎としてセグ

差異はあるわけですが，現時点の共通認識とし

メント情報を開示する，というルールだと認識
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権が全くないことに対する不満感をバックに，

しています。
個々の経営者の方々の裁量が完全に認められ
ているわけではなくて，そもそものセグメント

これまでの議論が進んできていると認識してい
ます。

の目的に合致しているのか，あるいは一定の集
約基準，量的基準，いろいろな基準があると聞

〔源泉地ルールについて〕
次に，青山先生から，源泉地ルールについて

いています。また，どういうルールに基づいて，
どういう考え方に基づいて事業セグメントを識

ブループリントが非常に複雑なルールを提案し

別したのかというメソドロジーをきちんと開示

ていたので，それについてどういう議論がなさ

する，という制約もかかっています。企業の既

れているかというご質問がございました。ブ

存の開示セグメントは，ある程度信頼に足るも

ループリントの段階で，例えば独立第三者経由

のであろうという前提の下で，今の制度設計に

の販売について，源泉地を決めるためだけの理

なっています。

由で契約変更を強いられることに対して，産業

ただし，完全に恣意性が排除されるかどうか

界から非常に強いご懸念が示されていました。

という点はきちんと考えなければいけないため，

こういうご意見も踏まえながら今，議論を続け

実務的な負担を考慮しながら，意図的なセグメ

ていますけれども，税収の確保と併せて，産業

ント操作に対してどういう対応が必要なのかに

界の過度な負担を回避するという点も実現でき

ついて，今回の合意の一環として考えていくこ

るような制度に向けて，各国とも知恵を絞って

とになっています。

いるというのが現状です。
基本的な考え方として，最終市場国を源泉地
とするという考え方はシェアされていますので，

〔国際合意の位置付け〕
続きまして，幸福さんから，今回のこの pillar

それに向かって実現可能な枠組み，いろいろな

１の課税を普遍性がある合意と考えていいのか

指標としてどういったデータがあるのかを踏ま

というご質問がございました。一義的に，ある

えつつ，最終的に詰めの議論をしています。

いは端的にこうです，という回答を申し上げる
のはなかなか難しいかもしれませんが，今回の

〔既存の課税との二重計上リスクへの配慮〕

新しいルールに基づく課税権の配分が導入され

同じように，青山先生から既存の課税との二

た後でも PE 原則自体は残ります。そういう意

重計上リスクへの配慮として，セーフハーバー

味では経済のデジタル化に対応するために，今

のようなものがどのような議論になっているか

までの制度をいわば補完するような形で市場国

というご質問がございました。セーフハーバー

における価値創出を認めて，少なくとも当面は

については，マーケティング販売活動に関する

企業数も限られますので限定的にはなりますけ

利益を収入に対する固定率で決める，いわば簡

れども，市場国における課税権を一定程度認め

易な形で決めた上で，市場国にある子会社や

るというのが pillar１です。２つの課税方式が

PE の利益がそれを上回っている場合には，そ

並立しますので，それに伴ってきちんと二重課

の上回った部分については既に利益 A が市場

税の除去の仕組みも入れる必要があるというの

国側で計上・課税されているということで，利

が，今の議論の構図なのかなと考えています。

益 A を配分しないという方向性が，ブループ

途上国の現場では，幸福さんがおっしゃるよ

リントで示されています。その基本的な考え方

うに，いろいろな形で課税権の主張があるかと

は変わっておりませんので，具体的な制度設計

思います。他方で，少なくとも pillar１の文脈

について執行可能性も考量しつつ，テクニカル

に限っては，PE がなくて課税できない，課税

な議論をしています。

― 165 ―

における納税義務の発生と，その税額について

〔紛争解決メカニズムについて〕
続きまして，紛争解決メカニズムですが，こ

居住地国側で二重課税を除去することの結果と

れも青山先生から，具体的にどのような制度設

して生じるものというのが，現行の交渉をして

計なのでしょうかというご質問がありました。

いる中での理解です。したがって，国家間で資

紛争防止・解決メカニズムは，主に２つの区分

金移動を行うという制度を作るのではなく，納

に基づいてブループリントの段階から議論され

税者である企業の皆さまに納税の手続きをして

ています。１つ目は，利益 A そのものに対す

いただく中で，所得がある国から他の国へ動く

る紛争防止メカニズムです。こちらについては，

ということが担保され，かつ二重課税も除去さ

希望する多国籍企業グループに対して審査パネ

れる仕組みを新たに作るということになります。

ルと決定パネルという２つの段階を念頭に，義

事務負担の軽減は当然念頭に置かれている重

務的・拘束的な手続きの利用を可能とする方向

要な論点でございまして，例えば単一の事業体

で今，議論しています。具体的なパネルのメン

を通じて申告手続きを行うような案を今，具体

バー構成ですとか，どのようなプロセスで議論

的な中身として検討しています。まさに幸福さ

を確定させるのかという点について検討してい

んがご懸念されているような問題があるが故に，

ます。

紛争防止のようなメカニズムも併せて重要な要

２つ目の利益 A 以外の紛争解決メカニズム

素として，pillar１で議論されています。

として検討されていた部分については，大枠合
意において，利益 A の対象となる多国籍企業

〔利益Ｂについて〕

グループに対して，つまり対象の企業グループ

利益 B につきましても，幸福さんからお話

は限定されるわけですけれども，利益 A に関

がございました。こちらは物理的な拠点がある

連する全ての紛争について，これには二国間の

ところで，今の独立企業間原則に基づいて市場

いわゆる移転価格の問題ですとか PE の問題が

国に一定の利益率による課税を認めるという制

含まれますが，義務的・拘束的な紛争解決手続

度です。既存のルールの下で，簡素な方法によ

きを入れることになっています。具体的にどう

り市場国にある拠点の利益を決めて課税できる

いう制度にするかを検討しているところです。

ようにしましょうという取り組みですが，利益

ただ，利益 A に関連する紛争に対して仲裁

B の対象範囲，固定利益率，具体的な実施方法

制度のようなものを入れることに対しては，途

等を，これから１年かけて議論していくことに

上国の方から強い警戒感が示されるという経緯

なっています。

があります。途上国の一部については，冒頭に
私の方からも話をさせていただきましたが，選

〔一方的措置について〕
最後に幾つかの論点については駆け足になり

択的なメカニズムを用意するという形で議論が

ますが，渡辺さんから一方的措置，例えばイン

なされています。

ドのような平衡税というところも含めてお話が
ございました。日本としては，各国が独自にば

〔政府間の税収の再配分について〕
続きまして，幸福さんから納税者の関与とい

らばらのデジタル・サービス・タックスのよう

うところで，政府間で税収の再配分をするのか

な制度を導入すると，税負担だけではなくて企

どうなのかという話がございました。この部分

業のコンプライアンス・コストも生ずるので，

につきましては，pillar１に国家間の課税権の

pillar１にできるだけ早くマルチで合意をして，

配分という側面があるのは事実だと我々も認識

それを早期に実施すべきという立場でこれまで

しております。他方で，その配分自体は市場国

交渉を主導してきました。この考え方に現時点
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で変更があるかというと，それはないというこ

に大きく仕組みが変わりますので，導入して終

とだと思います。

わりということでは全くなくて，実施状況をピ

どの措置を対象として，どのタイミングで一

アレビューを通じてモニタリングしていくとい

方的措置を撤廃していくのかについては，現時

う作業が，これから非常に重要になってくると

点で議論しているところ，というのがお答えで

思います。それも踏まえながら，例えば pillar

きる範囲です。

１の閾値を下げるのかという判断が７年後であ
りますけれども既に予定されています。そうい
った将来的な見直しを含めて，各国の実施状況

〔実施スケジュールについて〕
続きまして青山さんから，pillar１，pillar２

をモニタリングしていくことが，今後の IF の

それぞれ非常に野心的な実施スケジュールが示

非常に重要なテーマになると思っております。

されているという話があったかと思います。各

すみません，少し長くなりましたけれども，

国とも，非常に野心的なゴールが設定されてい

頂いた問題意識に回答させていただきました。

ることを認識しています。他方で，特に年明け

ありがとうございます。

以降一気に議論のモメンタムが強まって進んで
きていますので，そのモメンタムを維持して，

―――――――――――――――――――――

可能な限り早く合意を実施に移していこうとい

（吉村）

う考え方の下で掲げられているゴールです。こ

ました。現時点で答えるのは難しい質問もあっ

ういう目標も梃子にしながら，各国ができるだ

たかと思いますけれども，率直かつ分かりやす

け早期に国内手続きを進めていくことが重要だ

いご回答をありがとうございます。それでは，

という認識の表れだと受け止めています。

以上で第Ⅰ部の「国際課税原則の見直し」につ

木原さん，どうもありがとうござい

いて終わらせていただきます。引き続き第Ⅱ部
「グローバルミニマム課税の導入」に入らせて

〔ポスト BEPS〕
最 後 に な り ま す が，青 山 先 生 か ら ポ ス ト

いただきます。それでは最初に，木原さんから

BEPS のようなものを見据えてどのようなもの

ご説明をお願いいたします。

が考えられるかという話がございました。現時

―――――――――――――――――――――

点で明確な見通しがあるわけではないというの
が正直なところでございますが，幾つか既に新
しい議論として始まっているものはございます。

Ⅲ．グローバルミニマム課税の導
入

例えば情報交換ルールの見直しですと，暗号資
産についてどのように対応すべきなのか，足元

１．第２の柱

で起こっている変化にタイムリーに対応しなけ

〔第２の柱：グローバルミニマム課税の導入〕

ればいけないのではないか，という問題意識を

国際課税関係資料（２７ページ）

持って議論しています。あとは同じようにデジ

（木原）

タル関係になりますけれども，プラットフォー

させていただきます。

それでは資料の２７ページからお話を

ム事業者からどういう情報を各国税務当局が取

第２の柱は，標題で書かせていただいていま

るのか，それをどのように各国間で情報交換し

すように「グローバルミニマム課税の導入」と

ていくのか，こういう議論も足元では着々と進

いうことで，背景としては，これは必ずしも経

んでいます。特に税の透明性の分野においては，

済のデジタル化だけではないのですけれども，

足元で様々な議論がなされています。

軽課税国への利益移転リスクが増大していたり

また，pillar１，pillar２につきましても非常

とか，２つ目の○印で書かせていただいていま
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すけれども，低い法人税率や優遇税制によって

方です。

多国籍企業を誘致する国が実際にある中で，企

この所得合算ルールを補完するものとし

業の公平な競争環境の確保の必要性，あるいは

て，２番目に軽課税支払ルール，これは Under-

法人税の引下げ競争や産業空洞化への対抗とい

taxed Payment Rule と言われていますが，図

う問題意識をバックグラウンドに，議論が進ん

の方で申し上げますと下の軽課税支払ルールと

できています。

書かれている部分です。所得合算ルールでは，

下の方に書かせていただいていますけれども，

親会社が軽課税国にあった場合に対応できませ

その目的意識は何かということになりますと，

ん。そのバックストップとして，右下を見てい

必ずしもデジタル企業への対応ということでは

ただくと親会社が B 国（軽課税国）にあって

なくて，むしろ多国籍企業が経済活動の拠点を

子会社が通常の税率国にあるときには，子会社

どこに置くのかにかかわらず，最低限の租税負

から親会社に対して支払われるものに対して，

担率を確保することを考えようというのがこの

損金計上を否認するなどの形で課税することに

第２の柱の目的です。それにより公平な競争条

よって，軽課税国にある親会社側の実質的な税

件，Level Playing Field の確保を実現しようと

負担が最低税率の水準に達するまで課税できる

いうのが第２の柱でございます。

ような仕組みを併せて導入していく。これによ
って，グローバルに，一体として，できるだけ

〔第２の柱：主要な２つのルール
（イメージ）
〕

広い範囲で実効税率ベースで最低限の税負担を
実現しようというのが pillar２の考え方です。

国際課税関係資料（２８ページ）
具体的に，第２の柱には主にどのようなルー
ルがあるのかというのが資料の２８ページです。

〔第２の柱：所得合算ルール（イメージ）〕国

基本的にはこの２つのルールと，後ほどご説明

際課税関係資料（２９ページ）

させていただく途上国向けのやや例外的なルー

資料の２９ページは，同じことを別の図で説明

ル，この３つで pillar２は構成されます。こち

しているものですが，子会社の居住地国の実効

らの２つのルールを，まとめて GloBE ルール

税率は，青で網掛けされている部分で非常に低

と呼んでおりますけれども，その１つ目が⑴に

くなっています。縦軸の少し高いところに親会

ある所得合算ルール，Income Inclusion Rule

社等居住地国の法人税率ということで，日本の

です。

場合は法定の実効税率は２９．
７４％です。そこま

下の絵で見ていただきますと，上の方の所得

ではいかないにしても，合意された最低税率，

合算ルールと書いてあるものです。想定されて

現状ですと１５％以上という書き方になっていま

いるケースは，A 国に親会社がありまして，

すけれども，そこまで達するように親会社のあ

ここは通常の税率であり，いわゆるタックスヘ

る国でトップアップ課税ができるというのが，

イブン国ではありません。一方で B 国に子会

pillar２の基本的な仕組みです。

社があって，B 国の方が軽課税国となっている
ケースです。B 国の方で実効税率が非常に低く

〔BEPS 包摂的枠組みの大枠 合 意（２０２１年７

なっている場合には，合意される最低税率に達

月）第２の柱①〕国際課税関係資料（３０ペー

するまで，親会社の方で課税ができる仕組みを

ジ）

入れようというのが基本的な考え方です。B 国

その上で，具体的に文章ベースで pillar２の

が税率を低くしていたとしても，親会社のある

中身をお話しさせていただければと思います。

A 国で，合意される最低税率の水準までは課

第２の柱は，先ほど申し上げたように３つの

税できるような制度を入れてしまうという考え

ルールで構成されており，１つ目は所得合算
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ルールです。これは，軽課税国にある子会社の

べく，今，交渉しています。最低税率とセット

所得について，親会社側で最低税率まで課税で

で非常に重要になってくるのが，適用除外，カー

きる制度です。

ブアウトと呼んでいます。有形資産の簿価と支

②の軽課税支払ルールは，反対に軽課税国に

払給与のそれぞれについて５％以上の所得を

親会社がある場合，かつ，それが所得合算ルー

GloBE ルールの対象から除外し，特に当初の

ルの対象になっていない場合に，子会社側で支

５年間については７．
５％以上の割合で除外を認

払控除否認などの形で最低税率に達するまで課

めるということになっています。こちらもそれ

税できる制度です。これによって①の所得合算

ぞれ「以上」というのが付いておりますので，

ルールを補完するという仕組みです。

具体的な数字をどこにするか，これから交渉し

③は租税条約上のルールで，途上国から軽課

ていくことになります。

税国の関連者に対する支払いについて，源泉地

あとは米国 GILTI 税制との共存ですが，pil-

国側，すなわち途上国側で源泉徴収の形で一定

lar２に似た仕組みとしてアメリカで GILTI と

程度課税権を認める制度です。キャパシティが

いう制度が，トランプ税制改革で導入されまし

高くなく，GloBE ルールの適用が困難な途上

た。今，バイデン政権の下で pillar２に非常に

国においては，軽課税国への支払いに対して，

似た制度に改正する方向で，政権側と議会で調

源泉徴収による課税をある程度認める制度を補

整をしています。このバイデン政権の下で改正

完的に入れるということでございます。

された GILTI がアメリカにおける pillar２の実

より具体的に，どういった企業が pillar２の

施ということになりますので，その改正後の

対象になるのかを含めてご説明させていただき

GILTI が，GloBE ルールときちんと共存して

ます。課税対象は，年間総収入金額が７．
５億ユー

いけるのかどうか，consistent な仕組みになっ

ロ，日本円にすると１，
０００億円以上の多国籍企

ていくのかどうかをきちんと見なければいけな

業が対象となり，pillar１と比べると対象企業

いというのが，この米国 GILTI 税制との共存

は増えます。この基準になった理由は，既に

ということでございます。

BEPS の枠組みの中で実施されている国別報告

次の STTR は，先ほど，途上国向けのルー

書の提出対象企業が同じ閾値で設定されていま

ルと申し上げましたけれども，最低税率は７．
５

すので，執行可能性も考えた上でこの水準に決

〜９％ということで，軽課税国側で名目の法人

めています。

税率が７．
５〜９％の範囲で合意された税率より

実効税率の計算は，国別に計算をするという

も低い場合には，原則として，途上国側で課税

ことで，異なる国の中に複数の会社がある場合

できることになります。これも今，レンジで７．
５

にはそれを合計して実効税率を計算します。そ

〜９％となっていますので，具体的な水準を決

の実効税率が合意された最低税率よりも低い場

めなければいけません。例えば９％になれば，

合には，その差分を上乗せ課税します。

軽課税国側の法人税率が９％より低い場合には
このルールを使って，途上国の方で租税条約の

〔BEPS 包摂的枠組みの大枠 合 意（２０２１年７
月）第２の柱②〕国際課税関係資料（３１ペー

中に規定を設けた上で，課税できるようになり
ます。
実施目標につきましては，青山さんからご指

ジ）
３１ページに移っていただきますと，７月の合

摘がありましたけれども，pillar２は各国が個

意では最低税率は１５％以上ということになって

別に国内法を導入して実施していくというフ

いますので，この数字を１５％より上の具体的に

レームワークになりますので，２０２２年中に国内

どの数字にするかについて，１０月までに合意す

法を導入して，２０２３年から施行開始を目標とす
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具体的な残された課題としては，幾つか既に

ることが合意されています。

申し上げた最低税率の水準ですとか，あるいは
〔第２の柱：租税条約上のルール〕国際課税関

pillar１ですと市場国への配分割合が２０〜３０％

係資料（３２ページ）

の間のどこで決まるのかですとか，紛争解決な

STTR について，途上国向けの制度という

どの幾つかの大きな論点がございます。これら

ことでお話をさせていただきましたけれども，

をできるだけ具体化して１０月の合意として発表

この資料の A 国が途上国で，B 国は軽課税国

することが，今後事務的に作業していかなけれ

ということです。先ほど，議論されている税率

ばいけない内容です。

のレンジが７．
５〜９％と申し上げましたけれど
も，例えば９％で合意されるのであれば，B 国

〔令和２年度与党税制改正大綱（抜粋：経済の

側で税率が９％よりも低い場合には，原則とし

デジタル化に伴う課税上の対応）
〕国際課税

て，その差分を A 国側で使用料等が支払われ

関係（３７ページ）

る段階で課税できるような仕組みを入れるとい

最後に２枚ほど，これは政府ではなくて与党

うことです。GloBE ルールのような仕組みを

側のプロセスになりますけれども，与党の税制

執行できなくても，使用料を支払う段階で，グ

改正大綱の抜粋を付けています。資料３７ページ

ロスベースで途上国で課税ができる仕組みを入

は，令和２年度の税制改正大綱なので，２０１９年

れることによって，ある程度簡易な形で途上国

１２月です。

側にきちんと税収が入るような仕組みを併せて
入れるということが合意されています。

〔令和３年度与党税制改正大綱（抜粋：経済の
デジタル化に伴う課税上の対応）（抄）〕国際

２．今後について

課税関係資料（３８ページ）

〔（再掲）Ｇ２０財務大臣・中央銀行総裁会議コ

資料の３８ページは，令和３年度の税制改正大

ミュニケ（仮訳抜粋）
（２０２１年７月１０日 於：

綱ということで，昨年末にまとまったものをお

ベネチア）〕国際課税関係資料（３６ページ）

示ししています。去年の１２月にまとめられたも

最後に，今後について説明させていただきた

のなので，その時点の考え方を党の方でもご議

いと思っています。資料の３６ページでございま

論いただいて示したものです。今後の党プロセ

す。これは今年の７月にベネチアで G２０財務大

スは，現状ですとなかなかスケジュール感が分

臣・中央銀行総裁会議がありまして，そのコミ

からないところもございますが，年末に向けて

ュニケの抜粋でございます。

党税調の方で令和４年度税制改正についてご議

線で引いてある部分が今後のアクションでご

論いただきます。

ざいますが，IF に対して，１０月の財務大臣会

スケジュール感として，pillar１，pillar２の

合までに，残された課題を解決して，２つの柱

実施が令和４年度改正にすぐ乗ってくることは

の詳細な実施計画と合わせて，設計項目を最終

恐らくないと思いますが，他方で重要な合意が

化してほしいということです。今の予定ですと

まとまるので，何らかの形で今年の党税調で議

G２０はワシントンで開催されますけれども，１０

論される可能性はあると思います。そこでの議

月１２〜１３日が予定されております。それまでに

論を踏まえて，与党の税制改正大綱でも，今ご

IF で，より具体的な中身を含む合意事項と合

覧いただいた考え方をさらにアップデートした

わせて，詳細な実施計画についても合意してほ

内容が示されることが考えられます。駆け足に

しいということで大臣レベルから指示が出てい

なりましたけれども，私からは以上になります。

ます。

―――――――――――――――――――――
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の中でも非常に活発に議論されていると思いま

Ⅳ．グローバルミニマム課税の導
入に関する質問・意見

すけれども，具体的な折衝の中で最低税率につ
いてどのような協議が行われているのか，これ
について承りたいのが１点目です。

（吉村）

租税競争に対抗するという非常に野

心的な取り組みであり，また対象企業も多くな

〔適用除外〕

るということで，皆さまの関心の高い分野であ

２点目は，適用除外です。CFC 税制と同様

ろうと思います。丁寧にご説明していただきあ

の考慮から実質的な経済活動からの所得を適用

りがとうございます。それでは先ほどと同様，

除外とするための仕組み，有形資産と支払給与

パネリストのお三方から，今，頂いたご説明に

の５％控除が提案されていることはアイデアと

対する質問・ご意見を頂戴したいと思います。

して歓迎できると思います。ただ，先ほどもま

最初に青山さん，よろしくお願いいたします。

だ幅があるというお話がございましたが，当初

―――――――――――――――――――――

７．
５％で始めて５％に落とすという閾値の設定
根拠の合理性についてはどのような議論がされ

（青山）

では，私から質問事項を申し上げた

ているのかということが２点目でございます。

いと思います。まず今回，今のご説明で良く分
かったわけですが，所得合算ルールを中心とす

〔途上国向け投資〕

る GloBE ルールにつきましては，この制度を

最後は途上国向けの投資についての，特に日

主導したアメリカの税制改正とのマッチングも

本の企業から見ますとアジアの優遇税制などを

見込まれますので，底辺への競争への実効性の

利用して物理的な投資をしっかりやった企業，

ある国際協調の処方箋と考えられます。ただ，

こういった納税者企業がこの税制によって影響

各国が並行して実施している，目的で見ると違

を受けるのではないかという懸念がございます。

う趣旨によって設定されたいわゆるタックスヘ

この制度がそのまま施行されますと，既存の投

イブン税制（CFC 税制）とのすみ分けが最低

資企業にとってはいわゆる遡及適用の懸念もあ

税率の設定いかんでははっきりしなくなるので

るということになるのではないかと思いますの

はないか。この両制度の間での調整を，国内法

で，予測可能性の保証の観点から一定の経過措

改正を考えるのであれば留意する必要があるの

置などが望ましいと考えられますけれども，こ

ではないかと感じました。その点を踏まえ３点

の点について議論はどうなっているのでしょう

の質問を申し上げます。

か。

〔最低税率〕

そして，最後に各論になりますが，先ほどご

まず最低税率ですけれども，バイデン政権の

説明のあった途上国向けに STTR，条約上の

国内法改正では当初 GILTI 税制を２１％と高め

軽減税率をこれも要請があった場合に認めると

に打ち出していたわけです。それが恐らく１５％

いう今までにないような制度設計がされている

以上というアバウトな形での提言につながって

わけですけれども，これについては恐らく先進

いたと思うのですが，最近の報道では１６．
５％と

国からは大きな反対もあったのではないかと思

いうのを議会の民主党が考えているとのことで

われます。この点についての調整がどのように

す。１６．
５％はかなり１５％の方に近い数字という

行われたのかということを承れたらと思います。

ことで，これを検討しているということは国際

以上です。

合意がそのような線にいくのかどうかという気
も致します。最低税率については，恐らく IF

―――――――――――――――――――――
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それでは続きまして，幸福さんから

もなり得ると理解しています。そういうことを

ご質問・ご意見を頂きたいと思います。よろし

想定すると，もう少しその閾値を高く設定して

くお願いいたします。

対象会社を絞ることがあっても良かったのでは

―――――――――――――――――――――

ないかと思います。

（幸福）

ご説明ありがとうございました。私

じように有害だというふうに見なしてこういう

の方からは４点お伺いしたいと思います。その

措置を入れることについて皆さんご異論がない

前に，私の問題意識をまずお伝えしたいと思い

のか，あるいは先ほどⅠ部で渡辺さんの方から

ます。今回の国際合意は税の公平性，負担の公

お話のあったような第２の柱を簡素化する，実

平性，それから競争条件の公平性，こういうも

効税率を簡素化するという観点から，その中身

のを国際的に高めるということで非常に重要な

についていちいち区分けはしないという考え方

目的を持ったものと理解しています。この大義

なのかというところもお伺いしたいと思います。

そのものに異を唱える人はいないと思いますけ

カーブアウトの手当てもされておりますので，

（吉村）

また，この点で言うと優遇税制も軽課税と同

れども，その目的が本当に実現できるのか，あ

優遇税制と軽課税が同等の扱いを受けていない

るいはその趣旨を実現するためのコストがどの

ということは承知しています。ただ，事業の意

程度になるのかということについては，不安を

義が評価された結果として優遇税制の恩典を受

持たれている方は多いのではないかと思ってい

けているというところに，この第２の柱によっ

ます。以上の問題意識から４点お伺いします。

てそれが消滅し得るということ，その構図自体
が納得感を得にくいと感じていることからお伺
いするものです。

〔対象会社について〕
まず１点目は対象会社についてです。第１の
柱と異なり，第２の柱は国別報告書と同じ売上

〔本邦の CFC 税制について〕

規模という広い範囲で適用されます。冒頭にお

それから３点目は，CFC 税制との関係で，

話があったように，所得を人為的に操作するこ

こちらも重複していますけれども，今回の第２

とへの対抗という趣旨を持つ本政策にそこまで

の柱のある意味中核である Income Inclusion は，

裾野を広げて適用する必要性はどこにあったの

CFC 税制と極めて似ています。CFC 税制と併

でしょうか。

存する前提ですので，両立の是非ということで
はなくて，日本の CFC 税制が国際的に調和し

〔最低税率という考え方・現地優遇税制の取扱

ているのかという点をお伺いしたいと思います。

いについて〕

冒頭でご説明のあったとおり，今回の合意はあ

次に２点目は，最低税率と現地での優遇税制

る意味既存の BEPS 行動計画１に端を発して

の取り扱いです。これは青山さんの今のご発言

いると理解していますが，CFC 税制について

や１点目の質問の問題意識とも重複しています。

も行動計画３で国際的な合意がされています。

対象会社の裾野を広くすればいろいろな事業会

軽課税国での所得は本来経済実態を伴うもので

社を巻き込むということになります。海外に生

なければ CFC 税制を通して本国で課税される

産機能を有するような会社を保有して，進出国

はずですけれども，OECD が公表しているア

の政策的配慮から優遇税制の適用を受けている

ウトルックの数字を見ても相当規模の資金が第

場合も対象になり得ると理解しています。この

２の柱で捕捉される見込みになっているかと思

場合，進出国で受けている優遇税制の恩典があ

います。実態のある事業はさらにカーブアウト

る意味今回の第２の柱で剥奪されるという形に

による効果もあるはずなので，これだけの資金
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が対象になるというのは CFC 税制の設計にお

デジタルとかグリーンという不確実性が高まる

いて国際的にアンバランスがあるのではないか

社会という話がございました。そういう不確実

という疑問も受けるところです。

性が高まる社会において，より競争条件の公平

さらに CFC 税制について言えば，黒字の場

性ということの重要性は増してきますけれども，

合には合算しますけれども，赤字の会社はその

OECD の他の国，特に欧米の各国と比較する

損失は基本的には勘案しないという制度ですが，

と欠損金の使用制限，あるいはパススルー課税

第２の柱は黒も赤も基本的には通算すると理解

というようなところが日本勢としては制約が大

しています。損失の通算が行われた後で，かな

きいと感じる部分もございます。税制全体の全

りの規模で追加的な納税が生じる見込みになっ

般的な枠組みとして国際的な競争条件の公平性

ている姿自体が本来の租税回避防止措置として

ということを確保できるように，今後ともぜひ

の CFC 税制というもののあり方が国によって

ご尽力をお願いしたいと思います。私からは以

大きく異なっているということの表れではない

上です。

かとも見受けられます。今回，第２の柱が国際
的な調和が取れた形で導入されるに当たっては，

―――――――――――――――――――――

相互に補完的な役割を担ったものと理解してい

（吉村）

ますので，CFC 税制についても国際的に調和

からご質問・ご意見を頂ければと思います。よ

が取れた形にしていただくということもぜひご

ろしくお願いいたします。

検討いただきたいと思います。

―――――――――――――――――――――

〔公平性，特に競争条件の公平性について〕

（渡辺）

最後の４点目は，お伺いではなくお願いとな

それでは続きまして，渡辺さんの方

私の方からは簡単に４点ございます。

今までのお二方と重複する部分もありますので，

ります。税の公平性，競争条件の公平性，こう

回答のときは一緒に答えていただければと思い

いうものを国際的に高めるというのは歓迎すべ

ます。

きことだと思います。一方で，公平性を目的と
する制度そのものが，その制度の適用を受ける

〔日本における法改正とコンプライアンス・コ
ストへの配慮〕

人が公平だと感じられないと，制度そのものに
対する信認やクレジットの問題にもなり得ると

最初は，日本における法改正とコンプライア

思います。国際的な国家間のレベルの話からす

ンス・コストへの配慮についてです。先ほどか

れば些末な話かもしれませんけれども，制度の

ら複数の方が指摘されている資料の８ページで

趣旨，あるいは実際の運用について事業現場の

すけれども，これまでこれだけ短期間で BEPS

納得感を得られないと，企業の中でこういう新

対応に関する法改正を行ってきたわけですから，

しい制度の浸透を図る税務担当者の信認の問題

立案担当の方は大変なご努力をされたと思いま

にもなりかねないという懸念を持っています。

す。一方で，納税者としての企業のコンプライ

国内で法制化されるに当たっては国際的な議論

アンス・コストも増加したと思われます。その

を含めてよくご説明いただいて，企業の税務担

上で今回のグローバルミニマム課税の導入を行

当者が事業現場の納得感を得て実務を適正に進

うということになれば，さらにコストが上昇す

められるというようにぜひ引き続きのご指導を

るかもしれません。
例えば先ほどから話題にされている外国子会

お願いしたいと思います。
また，少しデジタルから離れますけれども，

社合算税制（CFC 税制），これは平成２９年度改

冒頭でコロナ禍の，あるいは昨日の討論会でも

正で大きく手が入れられました。CFC 税制の
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改正を行ったばかりなのに，今度は GloBE 対

〔アメリカとの関係〕

応をしなければならないのかという不満が，企

そこで３番目は，アメリカとの関係について

業の方から出ているようにも見えます。確かに

お伺いいたしたいと思います。OECD はこれ

CFC 税制と GloBE ルールというのは目的が完

までアメリカをどうにかして議論に引き込もう

全に一致しているわけではありません。しかし

と 配 慮 し て き た よ う に 見 え ま す が，一 方 で

コンプライアンス・コストの上昇に対する何ら

OECD における議論がアメリカに影響を与え

かの手当てを考えておられるのかどうか，そう

るということもあるのかもしれません。資料の

いう議論があるのかどうかについてお聞かせい

３４ページには GILTI との共存については今後

ただければと思います。これは今までのお二方

検討とありますが，アメリカと一緒に合意に至

の質問と結局は一緒になるのかなと思っていま

る以上は当然アメリカの制度との共存が前提に

す。

なりそうです。換言すれば，GILTI をやめて
GloBE ルールを一緒に導入しましょうとアメ

〔第２の柱の重要性〕

リカを説得するようなことはしなかったわけで

２番目は，第２の柱の重要性についてお伺い

す。また，当然かもしれませんが，GILTI 等

します。ご説明にあったとおり，経済のデジタ

が取り下げるべき一方的措置という前提は取っ

ル化に伴う課税上の課題への対応は BEPS 最

て い ま せ ん。つ ま り 依 然 と し て ア メ リ カ は

終報告書の行動１の先にある問題として議論が

GILTI 等を適用し続けることが了解事項にな

始まりました。当初は今で言う第１の柱の議論，

っているというご説明だったと思いますが，ま

すなわち課税権の市場国への配分が主だったよ

ずこの理解でよろしいでしょうか。

うな印象をもっておりました。しかし結局第１

もっとも，GILTI との共存が前提であった

の柱の利益 A の対象となる企業の数は１００社に

としても，アメリカの税制が変わる可能性はあ

絞られ，インパクトアセスメントに関する報告

ります。これも先ほど少しご指摘のあったとこ

書においても，第１の柱と第２の柱により，世

ろですが，ご案内のとおり２０２１年５月にバイデ

界の法人所得税収が年間５００〜８００億ドル増加す

ン政権は新しい税制改正の方向性を示したグ

る可能性があるけれども，第２の柱の方が税収

リーンブックを公表しています。アメリカの税

増に与える影響は大きいことが既に示されたわ

制改正案が OECD の議論に何か影響を与える

けです。

部分がもしあれば教えていただきたいと思いま

理論上，第１の柱はこれまでの国際課税にお

す。

ける大原則の変更を意味するわけですが，実務

そして今度は反対に，OECD でやってきた

上は第２の柱の方が重要ということなのでしょ

議論の方がアメリカの税制改正に影響を与えた

うか。仮にそうだとして，いつごろから第２の

可能性があるのかもしれないとも思っています。

柱の方が重視されるようになってきたのでしょ

アメリカは当初２１％の最低税率を主張していま

うか。それとも，これは BEPS の議論をして

したが，これを１５％にまで引き下げることに同

いるのだから，最初から第２の柱の方が重要だ

意したように見えます。各国にグローバル最低

ったということなのでしょうか。あるいは第２

税率を導入してもらうために，第１の柱によっ

の柱を重視するのは，先進国に限られるという

て米国 IT 企業が課税されることも容認したと

ような見方もあり得るのでしょうか。例えばア

いう見方もあります。なお，グリーンブックで

メリカはグローバル最低税率の導入のためにか

は GILTI の改正だけでなく，FDII を変更又は

なり苦労をしている，あるいは努力をしている

廃止し，BEAT に代えて，SHIELD の導入 が

というふうにも見えるわけです。

提案されています。例えば，GILTI の全世界
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ブレンディングの廃止というのは，OECD に

（木原）

頂いたご意見を踏まえて，私の方か

おける議論の影響があったのでしょうか。それ

ら何点かコメントをさせていただきます。

ともかねてより GILTI と FDII のあり方を批判
してきたイエレン財務長官の考え方がそのまま

〔第２の柱の重要性〕
まず渡辺さんから，特に最近，第２の柱がよ

形になっただけと捉えるべきなのでしょうか。
それから SHIELD は UTPR に似ていますが，

り重要になってきたと思われるがどうかという

IIR のバックストップという位置付けの UTPR

話ですとか，あるいは幸福さんの方から，具体

に比べれば，SHIELD の方がより強力なよう

的に pillar２はどこまで裾野を広げるべきなの

にも見えます。OECD の影響を受けて SHIELD

かというようなご指摘があったかと思います。

がよりマイルドな形に変更されるというような

まず，pillar１ですと１００年くらい続いてきた PE

こともあり得るのでしょうか。ただ，これらは

原則をどう考えるのかという大きな話だと思っ

主としてアメリカ国内の話になります。そもそ

ておりますし，pillar２の方も，１９８０年代くら

も今の米国議会の勢力バランスでは，グリーン

いから続いてきた法人税率の race to the bot-

ブックのとおりに税制改正ができるとは限りま

tom に本当に歯止めがかけられるのかどうか，

せん。インフラ整備法案の方は上院を通ったわ

それによって Level Playing Field を確保でき

けですが，税制改正の方はインフラ整備法案と

るのかどうかということで，それぞれ重要な改

は切り離されて審議されることになりました。

革ということなのだと思っています。ただ，お

従って税制改正が議会の承認を得られないとい

二方がおっしゃられたように，対象企業の数と

う可能性も十分に残されているわけです。です

しては pillar２の方が相当多くなってきますの

からこれらについてはコメント程度のご回答で

で，実務負担を含む企業の方々へのインパクト

も構いません。

を考えると，pillar２はより広がりを持って世
の中に影響が生じるということなのかなと思い

〔今後について〕

ます。

最後は今後についてです。資料の３８ページに

また，今年に入ってから特に pillar２への注

ある税制改正大綱は２０２１年７月の大枠合意前の

目が高まっているというご指摘が渡辺さんの方

ものです。現在の与党の考え方はこの大綱から

からございましたけれども，これは何度かお話

大きく変わっていないと考えてよいのでしょう

しさせていただきましたが，米英中心に少し増

か。それとも前に進んでいるような部分がある

税に向けた議論が出てくる中で，その一環とし

のでしょうか。この点に対は，先ほどかなりご

て pillar２が捉えられていることがあると思い

説明いただいたように思いますので，もし追加

ます。特に，アメリカではいろいろなパッケー

で何かございましたら説明いただけますと幸い

ジ，ファミリープラン，ジョブプランがありま

です。以上です。よろしくお願いいたします。

したけれども，そういう中の１つの構成要素と
なっていることが大きいと考えています。
幸福さんからお話のありました pillar２の裾

―――――――――――――――――――――
アメリカの税制改正との関係なども

野がどこまでなのかということですが，現状で

含めてお三方から幅広く質問が出たかと思いま

すと執行可能性も踏まえた上で CbCR の対象

す。それでは，今の質問・ご意見を受けまして，

基準と同じ範囲になります。例えばこの範囲で

木原さんの方からご回答いただければと思いま

すと，全世界の利益の９０％程度がカバーされる

す。どうぞよろしくお願いいたします。

と OECD なども言っており，実務面での負担

―――――――――――――――――――――

は当然考えなければいけないわけですけれども，

（吉村）
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Level Playing Field の考え方に基づくと，裾野

しては配慮が必要だろうということで，カーブ

としてはなるべく広い方がいいというのが基本

アウトを入れるとともに，特に当初５年間につ

的な考え方なのかなと思っています。

いては経過措置的にマークアップ率も高くする
という方向で，今，議論しています。

〔最低税率について〕
最低税率の水準について，青山さんから現在

〔STTR について〕
続きまして，STTR について青山さんから，

どのような議論が行われているのかという話が
ございました。お話がありましたように，米国

どのような配慮がされたのかという質問があり

議会では引き続きいろいろな提案がいろいろな

ましたが，これは途上国側を見て，先進国側を

ところから出てくると思いますので，最終的に

見て，両方の側面があるということだと思いま

数字が固まるまではどうなるのかは分かりませ

す。途上国側からはこういった制度を入れるこ

ん。IF でも，具体的な水準について引き続き

とに対して非常に声が強かった中で，先進国側

交渉中というのが現時点で申し上げられること

に配慮したポイントとしては，まず名目税率の

かなと思います。

水準が７．
５〜９％ですので，必ずしも高くない

１点あるとすると，各国の考え方として，最

水準に設定されたことと，あとは青山さんから

低税率の水準とカーブアウトの水準，これはセ

お話がありましたけれども，軽課税国が途上国

ットで，税率と課税ベースと両方見ながら考え

から求められた場合にのみ二国間条約に入れる

なければいけないと考えている国が多いのかな

ということなので，必ず入れるという義務的な

と思います。カーブアウトの水準自体について，

規定にはなっていないところも，先進国側への

必ずしも理論的な根拠があるわけではないです

配慮としてはあるのかなと考えています。

が，最低税率の水準とカーブアウトの水準はセ
ットで決まっていくということかなと思います。

〔CFC 税制との関係〕

〔優遇税制の取扱い〕

pillar２と CFC 税制の関係，あるいは今回 pillar

続きまして，重要な論点として，お三方から，
続きまして，青山さん，幸福さんから，海外

２が新しく入ることに伴うコンプライアンス・

に進出済みの企業で，特に現地で優遇税制を受

コストの話がございました。既にお三方からも

けているような会社に対する取扱いはどうなの

お話がありましたけれども，CFC 税制と pillar

かという大事なご指摘があったと思います。pil-

２における所得合算ルールの目的は必ずしも一

lar２は，繰り返しになりますけれども，基本

致しないと考えていまして，CFC 税制の方は，

的には最低税率までの課税を実質的に確保する

主として受動的所得を軽課税国に所在する子会

ことが目的でございますので，そういう意味で

社に移転する形で行われる租税回避への対処と

は，有害税制かどうか，進出済みかどうかとい

いうことかと思います。他方で，所得合算ルー

う点は，一義的には判断に入り込まないような

ルは，多国籍企業グループが稼得する所得に対

制度設計になっています。そういう中で，何ら

する国別の租税負担に着目し，国際的に合意さ

かの除外や経過措置のようなものについては，

れた最低税率までの課税を実質的に確保して，

各国とも相当限定的に考えているということか

それによって Level Playing Field を確保する

と思います。

とともに，法人税の底辺への競争に歯止めをか

ただ，そういう中でも，幸福さんからもお話

けようということですので，目的としては違い

がありましたように，実体を伴ってこれから海

ます。ただ，他方でコンプライアンス・コスト

外に出ていく，あるいは既に出ている企業に対

については，新しく pillar２が入ることによっ
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て，非常に大きく懸念されているというのは

ら出した１つの数字だということを認識いただ

我々も日々ご意見として伺っておりますし，実

ければと思います。例えば CFC 税制との関係

際にパブリックコンサルテーションの中でも多

では，CFC 税制によって課税された部分，そ

くの声があったということですので，例えば，

れをプッシュダウンのような形で（子会社側

既存の CbCR データを使った簡素な実効税率

で）考慮するかどうかという論点があります。

を計算する方法を入れて，それによって詳細な

そして OECD のインパクトアセスメントにお

計算が必要となる国の数を減少させる，そのよ

ける試算は，CFC 税制による納税額を子会社

うな簡素化措置も含めて今，OECD での議論

側で考慮した数字にはなっていません。実際に

を通じて検討されているということかと思いま

やろうとすると，試算として正確な数字にたど

す。

り着くのはなかなか難しいわけですけれども，

また，既存の CFC 税制との関係につきまし
ては，令和４年度税制改正に向けた税制改正要

今後の議論の材料の一つとして，こういった例
もご紹介しておきます。

望の中で経済産業省からも CFC 税制の簡素化

また，幸福さんからお話のありました企業の

について要望が出てきていますので，これから

税務担当者の方々との意見交換については，新

具体的な要望の内容や産業界の皆さまからのご

しいルールでもありますので，これまでも我々

意見等も踏まえながら，今回 pillar２における

としていろいろな形で努力はさせていただいて

所得合算ルールを入れることに伴う事務負担の

おりますけれども，引き続き重要な取り組みだ

軽減の観点から，今後議論していくということ

と考えているところでございます。

で考えております。
あと，特に幸福さんからお話がありました

〔米国 GILTI との関係〕

CFC 税制の国際的な調和の部分ですが，こち

アメリカとの関係で，渡辺さんの方から，

らは，基本的には BEPS の最終報告書の行動

GILTI との共存はどうなのかという話があり

３に基づいて，これはベストプラクティスとし

ました。ご指摘がありましたように，アメリカ

て各国が任意で CFC 税制を強化していくとい

の方では，今後 GILTI が改正されて，改正さ

うことなので，日本としてもこの行動３の勧告

れた後の GILTI が pillar２と同等の制度として

に沿う形で，租税回避リスクを，外国子会社の

共存するということですので，今，現段階では

所得や事業の内容に応じて把握して合算対象と

詳細まで決まり切っていない改正後の GILTI

する仕組みに変えるということを，平成２９年度

の姿が pillar２の中身と consistent かどうかを

税制改正で措置しました。このアプローチ自体

きちんと見なければいけない。

はアメリカ，イギリス，ドイツなどで既に採用

アメリカの税制改正の議論と，OECD，IF

されているので，実際に我が国のルールが他国

側の議論は相互に影響を与え合っているという

と比べてどこまで厳しいルールなのかを比較す

のが実態なのだと思います。どちらからどちら

ることは必ずしも容易ではないわけですけれど

にというのはなかなか難しいのかなと思ったり

も，少なくとも考え方としては同じものが各国

もしますけれども，例えば，１つの例で言うと，

で入れられているということかと思います。

トランプ政権下で導入された GILTI はグロー

また併せて幸福さんから，pillar２で新たに

バルに損益通算するという形だったものが，今

課税対象となる所得，あるいは税収増で大きな

のバイデン政権下では国別の合算に移行すると

数字が公表されているという話がありました。

いうことになっています。pillar２では国別の

まずはインパクトアセスメント自体，非常に多

合算ということになっていますので，どちらが

くの仮定を置いて，いわば何とか工夫をしなが

先かというのは難しいわけですけれども，アメ
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リカの既存の GILTI が変わる姿が，今の OECD
の議論とお互いに影響を与え合って，同じよう
なものになっている例の１つとしてご紹介でき
るのではないかと思っています。
〔今後について〕
最後に，現時点での党側での議論が大きく変
わっていませんかというご指摘が渡辺さんから
ございました。こちらは，先ほど申し上げたこ
とに付け加えられることはあまりなくて，まさ
にこれから１０月の合意がまとまった後に，我々
の方から党にも説明を何らかの機会でさせてい
ただいて，それを踏まえた議論が党で今後なさ
れるということかと思います。私からは以上で
す。ありがとうございます。

おわりに
（吉村）

木原さん，どうもありがとうござい

ました。まだまだ議論を伺いたいところですけ
れども，残念ながら時間となりましたので，こ
こで第Ⅱ部を終了したいと存じます。本日は，
経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応
について，最新の考え方を議論いただきました。
今後，ルールの詳細が明らかとなり，国内実施
に向けた議論が進められていくかと思いますが，
本日の率直な議論を拝聴して，かなり深い理解
を得ることができたのではないかと思います。
パネリストの皆さんに改めて感謝申し上げたい
と思います。
それでは，これで国際課税に関するパネルデ
ィスカッションをお開きにさせていただきます。
ご協力どうもありがとうございました。
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䠄2021ᖺ9᭶⌧ᅾ䠅

䝯䞁䝞䞊ᅜ䞉ᆅᇦ
ᇦ 䚷䚷140䜹ᅜ䞉ᆅᇦ
OECDຍ
ຍ ┕ᅜ

䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰
䝣䝷䞁䝇
䜲䝍䝸䜰
ⱥᅜ
㡑ᅜ
䝖䝹䝁

䜹䝘䝎
䖂䝗䜲䝒
᪥ᮏ
⡿ᅜ
䝯䜻䝅䝁

OECD㠀
㠀 ຍ┕ᅜ
ᅜ 㻌䠙
䠙 㻌BEPS Associate
ᚑ᮶䛛䜙
ཧຍ䛧䛶䛔䛯ᅜ

䜰䝹䝊䞁䝏䞁
䝤䝷䝆䝹
䜲䞁䝗
䖃୰ᅜ
䜲䞁䝗䝛䝅䜰
䝻䝅䜰
䝃䜴䝆䜰䝷䝡䜰
༡䜰䝣䝸䜹

ி㒔ྜཬ䜃ྜᚋ䛻ཧຍ䛧䛯ᅜ䞉ᆅᇦ
䛆ி㒔ྜ䛷ཧຍ䛇
䝧䝘䞁
䝁䞁䝂
䜺䝪䞁
䝬䞁ᓥ
䝬䝹䝍
䝟䝷䜾䜰䜲
䝅䞁䜺䝫䞊䝹

䝤䝹䝛䜲
䜽䝻䜰䝏䜰
䝆䝵䞊䝆䜰
䝆䝱䞊䝆䞊
䝰䝘䝁
䝹䞊䝬䝙䜰
䝇䝸䝷䞁䜹

䝤䝹䜺䝸䜰
䜻䝳䝷䝋䞊
䜺䞊䞁䝆䞊
䜿䝙䜰
䖃䝘䜲䝆䜵䝸䜰
䝃䞁䝬䝸䝜
䜴䝹䜾䜰䜲

䝤䝹䜻䝘䝣䜯䝋
㻰㻚㻾㻚䝁䞁䝂
䝝䜲䝏
䝸䝧䝸䜰
䝟䜻䝇䝍䞁
䝉䝛䜺䝹

䜹䝯䝹䞊䞁
䜶䝆䝥䝖
㤶
䝸䝠䝔䞁䝅䝳䝍䜲䞁
䝟䝥䜰䝙䝳䞊䜼䝙䜰
䝅䜶䝷䝺䜸䝛

G20䝯䞁䝞䞊

䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗
䝜䝹䜴䜵䞊
䜲䝇䝷䜶䝹
䝧䝹䜼䞊
䝣䜱䞁䝷䞁䝗
䜸䞊䝇䝖䝸䜰
䝇䝨䜲䞁
䜼䝸䝅䝱
䝏䜵䝁
䝫䞊䝷䞁䝗
䜶䝇䝖䝙䜰
䝇䜲䝇
䝸䝖䜰䝙䜰
䝁䝇䝍䝸䜹

䝏䝸
䜰䜲䝇䝷䞁䝗
䜸䝷䞁䝎
䝹䜽䝉䞁䝤䝹䜽
䝇䜴䜵䞊䝕䞁
䝕䞁䝬䞊䜽
䝫䝹䝖䜺䝹
䜰䜲䝹䝷䞁䝗
䝝䞁䜺䝸䞊
䝇䝻䝞䜻䜰
䝇䝻䝧䝙䜰
䝷䝖䝡䜰
䝁䝻䞁䝡䜰

䜰䞁䝗䝷
䜰䞁䝂䝷
㻮㼂㻵
䜿䜲䝬䞁ㅖᓥ
䝬䜹䜸
䝆䝱䝬䜲䜹
䝰䞊䝸䝅䝱䝇
䝰䞁䝉䝷䝖
䝍䜲
䜴䜽䝷䜲䝘
䝉䞁䝖䜽䝸䝇䝖䝣䜯䞊䞉䝛䜲䝡䝇
䜾䝺䝘䝎
䝞䝝䝬
䜰䞁䜼䝷
䝉䞁䝖䝹䝅䜰
䜰䝹䝞
䝗䝭䝙䜹ඹᅜ
䜰䞁䝔䜱䜾䜰䞉䝞䞊䝤䞊䝎
䝣䜵䝻䞊ㅖᓥ
䜾䝸䞊䞁䝷䞁䝗
䝪䝇䝙䜰䞉䝦䝹䝒䜵䝂䝡䝘
䝰䞁䝔䝛䜾䝻
䝩䞁䝆䝳䝷䝇

䛆ி㒔ྜᚋ䛻ཧຍ䛇
䝧䝸䞊䝈
䝞䝭䝳䞊䝎ㅖᓥ
䝞䝹䝞䝗䝇
䝁䞊䝖䝆䝪䝽䞊䝹
䝍䞊䜽䝇䞉䜹䜲䝁䝇
䜹䝄䝣䝇䝍䞁
䝟䝘䝬
䝨䝹䞊
䝧䝖䝘䝮
䜸䝬䞊䞁
䜹䝍䞊䝹
䝏䝳䝙䝆䜰
䝄䞁䝡䜰
䝰䞁䝂䝹
䝞䞊䝺䞊䞁
䜰䝷䝤㤳㛗ᅜ㐃㑥
䝗䝭䝙䜹ᅜ
䜹䞊䝪䜉䝹䝕
䝉䞁䝖䝡䞁䝉䞁䝖ཬ䜃䜾䝺䝘䝕䜱䞊䞁ㅖᓥ
䜰䝹䝯䝙䜰
䝆䝤䝷䝹䝍䝹
䜰䝹䝞䝙䜰
䝘䝭䝡䜰
䝃䝰䜰
䝧䝷䝹䞊䝅

ィ㻟㻤䜹ᅜ
ィ㻤䜹ᅜ
ὀ1䠖䝯䞁䝞䞊ᅜ䞉ᆅᇦ䛿䚸ᑐ➼䛺❧ሙ䠄equal footing䠅䛷㆟ㄽ䞉㆟Ỵ䛻ཧຍ䛧䚸ྜព㡯య䛻䝁䝭䝑䝖䛩䜛䚹
䛯䛰䛧䚸᪂䛯䛻ຍ䜟䛳䛯㏵ୖᅜ➼䛜ྜព㡯䜢ᐇ䛩䜛䝍䜲䝭䞁䜾䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚑ᮶䛛䜙ཧຍ䛧䛶䛔䜛ᅜ䛸䛿␗䛺䜛䛣䛸䛜チᐜ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
ὀ2䠖ୗ⥺䛿BEPSໟᦤⓗᯟ⤌㐠Ⴀྜ䝯䞁䝞䞊䠄2021ᖺ䠅䛾ฟ㌟ᅜ䜢䚸䖂䛿㆟㛗ฟ㌟ᅜ䜢䚸䖃䛿㆟㛗௦⌮ฟ㌟ᅜ䜢䛭䜜䛮䜜ᣦ䛩䚹
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䝪䝒䝽䝘
䝆䝤䝏
䝬䝺䞊䝅䜰
䝉䞊䝅䜵䝹
䝰䝹䝕䜱䞂
䝖䝸䝙䝎䞊䝗䞉䝖䝞䝁
䝉䝹䝡䜰
䝬䜿䝗䝙䜰
䜽䝑䜽ㅖᓥ
䝰䝻䝑䝁
䜶䝇䝽䝔䜱䝙
䝶䝹䝎䞁
䝖䞊䝂
ィ㻥㻠䜹ᅜ䞉ᆅᇦ

㻡

（国際課税資料６）

䛂䠞䠡䠬䠯䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛾୕ᮏᰕ
䛊ᐇ㉁ᛶ䛋
㻭㻚 䜾䝻䞊䝞䝹ᴗ䛿ᡶ䛖䜉䛝䠄౯
್䛜㐀䛥䜜䜛䠅䛸䛣䜝䛷⛯㔠䜢
ᨭᡶ䛖䜉䛝
䠄ᴗ䛜ㄪ㐩䞉⏕⏘䞉㈍䞉⟶⌮➼
䛾ᣐⅬ䜢䜾䝻䞊䝞䝹䛻ᒎ㛤䛧䚸䜾
䝹䞊䝥ෆྲྀᘬ䜢㏻䛨䛯⛒⛯ᅇ㑊
䛾䝸䝇䜽䛜㧗䜎䜛୰䚸⤒῭άື䛾
ᐇែ䛻༶䛧䛯ㄢ⛯䜢㔜ど䛩䜛
䝹䞊䝹䜢⟇ᐃ䠅

䛊㏱᫂ᛶ䛋

䛊ணぢྍ⬟ᛶ䛋

㻮㻚 ྛᅜᨻᗓ䞉䜾䝻䞊䝞䝹ᴗ䛾
άື䛻㛵䛩䜛㏱᫂ᛶྥୖ

㻯㻚 ᴗ䛾☜ᐇᛶ䛾㝖
䠄⛒⛯䛻ಀ䜛⣮த䛻䛴䛔䛶䚸䜘䜚
ຠᯝⓗ䛺⣮தゎỴᡭ⥆䛝䜢ᵓ
⠏䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䠞䠡䠬䠯䝥䝻䝆䜵
䜽䝖䛾ྜព䛾㎿㏿䛺ᐇ䜢☜ಖ䠅

䠄䜾䝻䞊䝞䝹ᴗ䛾άື䞉⣡⛯ᐇ
ែ䛾ᢕᥱ䛾䛯䜑䛾ྛᅜ㛫䛾ሗ
ඹ᭷➼䛾༠ㄪᯟ⤌䜏䜢ᵓ⠏ ➼䠅

㻢

（国際課税資料７）

䛂㻮㻱㻼㻿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䛻㛵䛩䜛䛺ฟ᮶
ᮇ

㆟య

ᴫせ

䠎䠌䠍䠍ᖺ䠓᭶

OECD⛒⛯ጤဨ

ὸᕝ㈈ົᐁ䠄ᙜ䠅䛜䜰䝆䜰ேึ䛾㆟㛗䛻ᑵ௵

䠎䠌䠍䠎ᖺ䠒᭶

OECD⛒⛯ጤဨ

BEPS䝥䝻䝆䜵䜽䝖㛤ጞ

䠎䠌䠍䠏ᖺ䠑᭶

G7㈈ົ⮧ྜ䠄ⱥ䞉䝞䝑䜻䞁䜺䝮䝅䝱䞊䠅

BEPS䛻ᑐᛂ䛩䜛ᚲせᛶ䜢☜ㄆ

䠎䠌䠍䠏ᖺ䠒᭶

G8䝃䝭䝑䝖䠄ⱥ䞉䝻䝑䜽䜰䞊䞁䠅

BEPS䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢Ḽ㏄

䠎䠌䠍䠏ᖺ䠓᭶
䠎䠌䠍䠏ᖺ䠕᭶

G20㈈ົ⮧ྜ䠄㟢䞉䝃䞁䜽䝖䝨䝔䝹䝤䝹䜽䠅
G20䝃䝭䝑䝖䠄㟢䞉䝰䝇䜽䝽䠅

BEPS⾜ືィ⏬䜢ᢎㄆ

䠎䠌䠍䠑ᖺ䠍䠌᭶

G20㈈ົ⮧ྜ䠄䝨䝹䞊䞉䝸䝬䠅

BEPS᭱⤊ሗ࿌᭩䜢ሗ࿌

䠎䠌䠍䠒ᖺ䠒᭶

➨䠍ᅇBEPSໟᦤⓗᯟ⤌䜏ྜ䠄ி㒔䠅

OECD㠀ຍ┕ᅜ䜢ྵ䜐82ἲᇦ䛜ཧຍ

䠎䠌䠍䠔ᖺ䠏᭶

G20㈈ົ⮧ྜ䠄ள䞉䝤䜶䝜䝇䜰䜲䝺䝇䠅

OECD䛜䛂㟁Ꮚ䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䛻㛵䛩䜛୰㛫ሗ࿌᭩䛃䜢
ᥦฟ

䠎䠌䠍䠕ᖺ䠒᭶

G20㈈ົ⮧ྜ䠄⚟ᒸ䠅
G20䝃䝭䝑䝖䠄㜰䠅

䛂⤒῭䛾㟁Ꮚ䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛻
ᇶ䛵䛔䛯ゎỴ⟇䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯సᴗィ⏬䛃䜢ᢎㄆ

䠎䠌䠎䠌ᖺ䠎᭶

G20㈈ົ⮧ྜ䠄䝃䜴䝆䜰䝷䝡䜰䞉䝸䝲䝗䠅

➨䠍䛾ᰕ䛾⤫ྜⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛻ಀ䜛ไᗘ䛾ᯟ䜢΅䛾ᅵྎ
䛸䛧䛶ᢎㄆ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸➨䠎䛾ᰕ䛾㐍ᤖሗ࿌᭩䜢Ḽ㏄

䠎䠌䠎䠌ᖺ䠍䠌᭶

G20㈈ົ⮧ྜ䠄䜸䞁䝷䜲䞁䠅

➨䠍䛾ᰕཬ䜃➨䠎䛾ᰕ䛾㟷┿䛻㛵䛩䜛ሗ࿌᭩䜢Ḽ㏄

䠎䠌䠎䠍ᖺ䠒᭶

G7㈈ົ⮧ྜ䠄ⱥ䞉䝻䞁䝗䞁䠅
G7䝃䝭䝑䝖䠄ⱥ䞉䝁䞊䞁䜴䜷䞊䝹䠅

ㄢ⛯ᶒ䛾㓄ศ䛻㛵䛩䜛බᖹ䛺ゎỴ⟇ཬ䜃ᅜู䛷䛾15䠂௨ୖ
䛾䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝭䝙䝬䝮ㄢ⛯䛻䛴䛔䛶䚸7᭶䛾G20㈈ົ⮧
ྜ䛷䛾ྜព䜢ᮇᚅ

䠎䠌䠎䠍ᖺ䠓᭶

BEPSໟᦤⓗᯟ⤌䜏ྜ䠄䜸䞁䝷䜲䞁䠅

䠎䛴䛾ᰕ䛛䜙䛺䜛ゎỴ⟇䛾ᯟ䛻ྜព

䠎䠌䠎䠍ᖺ䠓᭶

G20㈈ົ⮧ྜ䠄ఀ䞉䝧䝛䝏䜰䠅

BEPSໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛻䜘䜛䛂ᯟྜព䛃䜢ᢎㄆ䚸10᭶䛾G20㈈ົ
⮧ྜ䜎䛷䛻ヲ⣽䛺ᐇィ⏬䛸タィ㡯┠䛾᭱⤊䜢せㄳ
㻣
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（国際課税資料８）

䛂䠞䠡䠬䠯䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃᭱⤊ሗ࿌᭩䛾ᴫせ
#

ǰȭȸȐȫ˖ಅƸƏǂƖᲢ̖͌ƕоᡯƞǕǔᲣƱƜǖư
ᆋǛૅƏǂƖƱƷᚇໜƔǒŴᨥᛢᆋҾЩǛϐನሰ
ƆܱឋࣱƇ

$ ӲࡅȷǰȭȸȐȫ˖ಅƷѣƴ᧙Ƣǔ
ᡢଢࣱӼɥ ƆᡢଢࣱƇ

䠄䠐䠅 ㏱᫂ᛶ䛾ྥୖ

䠄䠍䠅 㟁Ꮚ⤒῭䛾Ⓨᒎ䜈䛾ᑐᛂ
㟁Ꮚ⤒῭䛻క䛖ၥ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䚸ᾏእ䛛䜙䛾㻮㻞㻮ྲྀᘬཬ䜃㻮㻞㻯ྲྀᘬ䛻ᑐ䛩䜛ᾘ
㈝ㄢ⛯䛾䛒䜚᪉➼䛻㛵䛩䜛䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢䛭䜜䛮䜜⟇ᐃ䛧䛯䚹
⾜ື䠍 㟁Ꮚ⤒῭䛾ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ 䊻 ᅜቃ䜢㉺䛘䛯ᙺົ䛾ᥦ౪䛻ᑐ䛩䜛ᾘ㈝⛯
䛾ㄢ⛯᪉ᘧ䜢ぢ┤䛧䠄㻞㻣ᖺᗘᨵṇ䠅

ከᅜ⡠ᴗ䛻䜘䜛⛒⛯ᅇ㑊䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸ᅜ㝿ⓗ䛺༠ㄪ䛾䜒䛸䚸⛯ົᙜ
ᒁ䛜ከᅜ⡠ᴗ䛾άື䜔䝍䝑䜽䝇䞉䝥䝷䞁䝙䞁䜾䛾ᐇែ䜢ᢕᥱ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩
䜛ไᗘ䛾ᵓ⠏䜢ᅗ䛳䛯䚹
⾜ື䠑 䝹䞊䝸䞁䜾䠄ᴗ䛸ᙜᒁ㛫䛾๓ྜព䠅䛻ಀ䜛⮬Ⓨⓗሗ
⾜ື䠍䠍 㻮㻱㻼㻿㛵㐃䛾䝕䞊䝍㞟䞉ศᯒ᪉ἲ䛾☜❧
⾜ື䠍䠎 䝍䝑䜽䝇䞉䝥䝷䞁䝙䞁䜾䛾⩏ົⓗ㛤♧ 䊻 ἲᨵṇ䛾せྰ䜢ྵ䜑᳨ウ

䠄䠎䠅 ྛᅜไᗘ䛾ᅜ㝿ⓗ୍㈏ᛶ䛾☜❧
ྛᅜ㛫䛾⛯ไ䛾㝽㛫䜢⏝䛧䛯ከᅜ⡠ᴗ䛻䜘䜛⛒⛯ᅇ㑊䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䚸ྛᅜ䛜
༠ㄪ䛧䛶ᅜෆ⛯ไ䛾ᅜ㝿ⓗㄪ䜢ᅗ䛳䛯䚹

⾜ື䠍䠏 ከᅜ⡠ᴗሗ䛾ሗ࿌ไᗘ
䠄⛣㌿౯᱁⛯ไ䛻ಀ䜛ᩥ᭩䠅 䊻 㻞㻤ᖺᗘᨵṇ䛷ᑐᛂ῭䜏

⾜ື䠎 䝝䜲䝤䝸䝑䝗䞉䝭䝇䝬䝑䝏䛾↓ຠ 䊻 㻞㻣ᖺᗘᨵṇ䛷ᑐᛂ῭
⛒⛯᮲⣙䛾ᣑ䠄ྵ⾜ື䐭䠅䛾୰䛷ᑐᛂ

% ˖ಅƷɧᄩࣱܱƷᨊ ƆʖᙸӧᏡࣱƇ

⾜ື䠏 እᅜᏊ♫ྜ⟬⛯ไ䛾ᙉ 䊻 ⛒⛯ᅇ㑊䝸䝇䜽䜢እᅜᏊ♫䛾ಶ䚻䛾άືෆᐜ
䛻䜘䜚ᢕᥱ䛩䜛䜘䛖ぢ┤䛧䠄㻞㻥ᖺᗘᨵṇ䠅

⾜ື䠐 Ꮚ᥍㝖ไ㝈 䊻 㻞㻠ᖺᗘ䛻ᑟධ䛧䛯㐣ᨭᡶᏊ⛯ไ䛻䛴䛔䛶ぢ┤䛧䠄௧ඖᖺᗘᨵṇ䠅

䠄䠑䠅 ἲⓗᏳᐃᛶ䛾ྥୖ
㻮㻱㻼㻿ᑐᢠᥐ⨨䛻䜘䛳䛶ணᮇ䛫䛼㔜ㄢ⛯䛜⏕䛨䜛➼䛾☜ᐇᛶ䜢㝖䛧䚸
ணぢྍ⬟ᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸⛒⛯᮲⣙䛻㛵㐃䛩䜛⣮த䜢ゎỴ䛩䜛䛯䜑䛾┦
༠㆟ᡭ⥆䛝䜢䜘䜚ᐇຠⓗ䛺䜒䛾䛸䛩䜛䛣䛸䜢ᅗ䛳䛯䚹

⾜ື䠑 ᭷ᐖ⛯ไ䜈䛾ᑐᢠ 䊻 ᪤Ꮡ䛾ᯟ⤌䜏䛷ᑐᛂ

䠄䠏䠅 ᅜ㝿ᇶ‽䛾ຠᯝ䛾ᅇ

⾜ື䠍䠐 䜘䜚ຠᯝⓗ䛺⣮தゎỴ䝯䜹䝙䝈䝮䛾ᵓ⠏ 䊻 ⛒⛯᮲⣙䛾ᣑ䠄ྵ⾜ື
䐭䠅䛾୰䛷ᑐᛂ

ఏ⤫ⓗ䛺ᅜ㝿ᇶ‽䠄䝰䝕䝹⛒⛯᮲⣙䞉⛣㌿౯᱁䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠅䛜㏆ᖺ䛾ከᅜ⡠ᴗ䛾䝡
䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛻ᑐᛂ䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸䛂౯್㐀䛾ሙ䛃䛻䛚䛔䛶㐺ษ䛻ㄢ⛯䛜䛺䛥䜜
䜛䜘䛖䚸ᅜ㝿ᇶ‽䛾ぢ┤䛧䜢ᅗ䛳䛯䚹
⾜ື䠒 ᮲⣙℃⏝䛾㜵Ṇ 䊻 ⛒⛯᮲⣙䛾ᣑ䠄ྵ⾜ື䐭䠅䛾୰䛷ᑐᛂ
⾜ື䠓 ேⅭⓗ䛺㻼㻱ㄆᐃᅇ㑊 䊻㻌㻌⛒⛯ᅇ㑊䛾㜵Ṇ➼䛾䛯䜑㻼㻱䛾⠊ᅖ䜢ぢ┤䛧䠄㻟㻜ᖺᗘᨵṇ䠅
⛒⛯᮲⣙䛾ᣑ䠄ྵ⾜ື䐭䠅䛾୰䛷ᑐᛂ

⾜ື䠔䠉䠍䠌 ⛣㌿౯᱁⛯ไ䛸౯್㐀䛾୍⮴ 䊻 ≉䛻↓ᙧ㈨⏘䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛔䛶ぢ┤䛧
䠄௧ඖᖺᗘᨵṇ䠅

䠄䠒䠅 㻮㻱㻼㻿䜈䛾㎿㏿䛺ᑐᛂ
㻮㻱㻼㻿⾜ືィ⏬䜢㏻䛨䛶⟇ᐃ䛥䜜䜛ྛ✀່࿌䛾ᐇ䛾䛯䜑䛻䛿䚸ྛᅜ䛾ᅜ
㛫⛒⛯᮲⣙䛾ᨵṇ䛜ᚲせ䛺䜒䛾䛜䛒䜛䛜䚸ୡ⏺䛷↓ᩘ䛻䛒䜛ᅜ㛫⛒⛯᮲
⣙䛾ᨵᐃ䛻䛿⭾䛺㛫䜢せ䛩䜛䛣䛸䛛䜙䚸㻮㻱㻼㻿ᑐᢠᥐ⨨䜢ຠ⋡ⓗ䛻ᐇ⌧䛩
䜛䛯䜑䛾ከᩘᅜ㛫༠ᐃ䜢㻞㻜㻝㻢ᖺᮎ䜎䛷䛻⟇ᐃ䛩䜛䚹
⾜ື䠍䠑 ከᩘᅜ㛫༠ᐃ䛾㛤Ⓨ 䊻 ཧຍ䠄㻟㻝ᖺ䠍᭶䛻Ⓨຠ䠅

㻤

（国際課税資料９）

⤒῭ࡢࢹࢪࢱࣝక࠺
ᅜ㝿ㄢ⛯ୖࡢㄢ㢟

㻥
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（国際課税資料１０）

⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻క䛖ᅜ㝿ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟

䐟 ᅜ㝿ㄢ⛯ཎ๎䛾⌧௦䛾ᚲせᛶ
¾ 䛂㻼㻱䛺䛡䜜䜀ㄢ⛯䛺䛧䛃
䛂㻼㻱䛺䛡䜜䜀ㄢ⛯䛺䛧䛃
ᅜෆ䛻እᅜᴗ䛾ᨭᗑ䞉ᕤሙ➼䛾≀⌮ⓗᣐⅬ䠄PE䠖Permanent Establishment 䠅䛜
䛒䜛ሙྜ䛻䛾䜏䚸䛭䛾እᅜᴗ䛾ᴗᡤᚓ䛻ㄢ⛯䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛾㐍ᒎ䛻䜘䜚䚸ᕷሙᅜ䛻䠬䠡䜢⨨䛛䛪䛻䝡䝆䝛䝇䜢⾜䛖ᴗ䛜
ฟ⌧䚹ᕷሙᅜ䛷ㄢ⛯䛜⾜䛘䛺䛔䛜㢧ᅾ䚹
䛂⊂❧ᴗཎ๎䛃䛻ᇶ䛵䛟┈㓄ศ䝹䞊䝹
¾ 䛂⊂❧ᴗཎ๎䛃䛻ᇶ䛵䛟┈㓄ศ䝹䞊䝹
ከᅜ⡠ᴗ䜾䝹䞊䝥ෆ㒊䛾ᅜ㝿ྲྀᘬ䛷䛿䚸䛭䛾ྲྀᘬ౯᱁䛻䛴䛔䛶䚸⊂❧䛧䛯ᴗྠ
ኈ䛷䛒䜜䜀ᡂ❧䛧䛯䛷䛒䜝䛖䛂㏻ᖖ䛾౯᱁䠄⊂❧ᴗ㛫౯᱁䠅䛃䛷ྲྀᘬ䛜⾜䜟䜜䛯䜒䛾
䛸䜏䛺䛧䛶ྛ䜾䝹䞊䝥ᴗ䛾ᡤᚓ䜢ィ⟬䛩䜛䠄ከᅜ⡠ᴗ䛾┈䜢ྛᅜ㛫䛷㓄ศ䛩䜛
䝹䞊䝹䛸䛧䛶ᶵ⬟䠅䚹
⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛾㐍ᒎ䛻䜘䜚䚸ከᅜ⡠ᴗ䛜ᅜቃ䜢䜎䛯䛔䛷⾜䛖䜾䝹䞊䝥ෆ
䛻䛚䛡䜛ྲྀᘬ䠄↓ᙧ㈨⏘ྲྀᘬ䜢ྵ䜐䠅䜢ቑ䛥䛫䛶䛚䜚䚸⊂❧ᴗ㛫౯᱁䛾⟬ᐃ
䛜ᅔ㞴䛸䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹

䐠 ㍍ㄢ⛯ᅜ䜈䛾BEPS䝸䝇䜽䛾ቑ
⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛾㐍ᒎ䛻䜘䜚䚸䝡䝆䝛䝇䛻䛸䛳䛶↓ᙧ㈨⏘䛾㔜せᛶ䛜ቑ䚹
㛵㐃ᴗ㛫䛾ྲྀᘬ➼䜢㏻䛨䛶䚸┈➼䜢㍍ㄢ⛯ᅜ䛻⛣㌿䛩䜛䛣䛸䛜ᐜ᫆䛻䛺䛳
䛶䛔䜛䚹

㻝㻜

（国際課税資料１１）

㻻㻱㻯㻰䜢୰ᚰ䛸䛧䛯᳨ウ䛾⤒⦋
㻞㻜㻝㻡ᖺ㻝㻜᭶
䛂㻮
㻮㻱㻼㻿⾜ືィ⏬䠍᭱⤊ሗ࿌᭩ 䝕䝆䝍䝹⤒῭䛾ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛃
䕿 ⤒῭య䛜ᛴ㏿䛻䝕䝆䝍䝹䛩䜛୰䚸⛯䛾ほⅬ䛛䜙䝕䝆䝍䝹⤒῭䜢䛭䛾䛾⤒῭䛸༊ู䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䚹ἲேㄢ⛯䛻䛴䛔䛶
䛿㻞㻜㻞㻜ᖺ䜎䛷సᴗ䜢⥅⥆䛩䜛䛣䛸䛻ྜព䚹

㻞㻜㻝㻤ᖺ䠏᭶
䛂⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䛻ಀ䜛୰㛫ሗ࿌᭩䛃
䕿 㻞㻜㻞㻜ᖺ䜎䛷䛻䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛻ᇶ䛵䛔䛯ゎỴ⟇䛾ྲྀ䜚䜎䛸䜑䛻ྥ䛡䛶సᴗ䜢㐍䜑䜛䠄㻞㻜㻝㻥ᖺ䛻䜰䝑䝥䝕䞊䝖䜢⾜䛖䠅䛣䛸䛻ྜព䚹

㻞㻜㻝㻥ᖺ䠒᭶
䛂⤒
⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛻ᇶ䛵䛟ゎỴ⟇䛾⟇ᐃ䛻ྥ䛡䛯సᴗィ⏬䛃
䕿 ゎỴ⟇䛾ㄽⅬ䛸ᚋ䛾᳨ウసᴗ䜢ྲྀ䜚䜎䛸䜑䚹㻞㻜㻞㻜ᖺᮎ䛾᭱⤊ሗ࿌᭩䛻䜐䛡䛯సᴗ䛾ᐇ䛻ྜព䚹

㻞㻜㻞㻜ᖺ䠍᭶
䛂➨䠍䛾ᰕ䛾⤫ྜⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛻ಀ䜛ไᗘ䛾ᯟ䛸➨䠎䛾ᰕ䛾㐍ᤖሗ࿌᭩䛃
䕿 䛂⤫ྜⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛃䜢➨䠍䛾ᰕ䛾΅䛾ᇶ♏䛸䛧䛶ᢎㄆ䚹 㻞㻜㻞㻜ᖺᮎ䜎䛷䛾ྜព䜈䛾䝁䝭䝑䝖䜢☜ㄆ䚹

㻞㻜㻞㻜ᖺ㻝㻜᭶
䛂⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䠉㟷┿䛻㛵䛩䜛ሗ࿌᭩䠄➨䠍䞉➨䠎䛾ᰕ䠅䛃
䕿 ᑗ᮶䛾ྜព䛾䛯䜑䛾ᙉᅛ䛺ᅵྎ䜢ᥦ♧䚹㻞㻜㻞㻝ᖺ༙䜀䜎䛷䛻ᡂຌ⿹䛾⤖ㄽ䛻฿㐩䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛧䛶䚸ṧ䛥䜜䛯ㄽⅬ䛻㎿㏿䛻
ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛻ྜព䚹

㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶
䛂⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛䛴䛾ᰕ䛾ゎỴ⟇䛻㛵䛩䜛ኌ᫂䠄ᯟྜព䠅䛃
䕿 䠎䛴䛾ᰕ䛛䜙䛺䜛ゎỴ⟇䛾ᯟ䛻ྜព䚹ṧ䛥䜜䛯ㄽⅬ䜔ヲ⣽䛺ᐇィ⏬䛿㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻜᭶䛻᭱⤊ྜព䜢┠ᣦ䛩䚹
㻝㻝
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（国際課税資料１２）

㻳㻞㻜 ㈈ົ⮧䞉୰ኸ㖟⾜⥲㆟ 䝁䝭䝳䝙䜿 䠄௬ヂᢤ⢋䠅
䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶㻝㻜᪥  㻦䝧䝛䝏䜰䠅

㛗ᖺ䛻䜟䛯䜛㆟ㄽ䜢⤒䛶䚸ᖺᚓ䜙䜜䛯㐍ᤖ䛻ᇶ䛵䛝䚸ᡃ䚻䛿䚸䜘䜚Ᏻᐃⓗ䛷䜘䜚බ
ṇ䛺ᅜ㝿ㄢ⛯ไᗘ䛻㛵䛩䜛Ṕྐⓗ䛺ྜព䜢ᡂ䛧㐙䛢䛯䚹ᡃ䚻䛿䚸㻣᭶㻝᪥䛻㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜
䛂㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛃䛜බ⾲䛧䛯䛂⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛
䛴䛾ᰕ䛾ゎỴ⟇䛻㛵䛩䜛ኌ᫂䛃䛻䛚䛔䛶♧䛥䜜䛯䚸ከᅜ⡠ᴗ䛾┈䛾㓄ศ䛸ຠ
ᯝⓗ䛺䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝭䝙䝬䝮ㄢ⛯䛻㛵䛩䜛㻞䛴䛾ᰕ䛾㔜せ䛺ᵓᡂ㡯┠䜢ᢎㄆ䛩䜛䚹ᡃ䚻
䛿䚸㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜䛂㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛃䛻ᑐ䛧䛶䚸㻝㻜᭶䛾ḟᅇྜ䜎䛷䛻䚸ṧ䛥䜜䛯ㄢ㢟
䜢㎿㏿䛻ゎỴ䛧䚸㻞䛴䛾ᰕ䛾ヲ⣽䛺ᐇィ⏬䛸ྜ䜟䛫䛶䚸ྜព䛥䜜䛯ᯟ⤌䜏䛾⠊ᅖෆ䛷
タィ㡯┠䜢᭱⤊䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䚹ᡃ䚻䛿䚸ᅜ㝿ྜព䛻䜎䛰ཧຍ䛧䛶䛔䛺䛔
㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜䛂㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛃䛾䛶䛾ཧຍᅜ䞉ᆅᇦ䛻ᑐ䛧䛶䚸ᅜ㝿ྜព䛻ཧຍ䛩
䜛䜘䛖ᣍㄳ䛩䜛䚹ᡃ䚻䛿䚸㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜䛂㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛃䜈䛾㏵ୖᅜ䛾ཧຍ䜢㏻䛧䛶
ᚓ䜙䜜䛯㐍ᤖ䛾ホ౯䛻㛵䛩䜛㏵ୖᅜ䛸䛾༠㆟䝥䝻䝉䝇䜢Ḽ㏄䛧䚸㻻㻱㻯㻰䛻䜘䜛ሗ࿌᭩䜢
㻝㻜᭶䛻ᮇᚅ䛩䜛䚹
㻝㻞

（国際課税資料１３）

㻳㻞㻜 ㈈ົ⮧䞉୰ኸ㖟⾜⥲㆟ 䝁䝭䝳䝙䜿
䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶㻝㻜᪥  㻦䝧䝛䝏䜰䠅

After many years of discussions and building on the progress made last year, we have achieved a
historic agreement on a more stable and fairer international tax architecture. We endorse the key
components of the two pillars on the reallocation of profits of multinational enterprises and an
effective global minimum tax as set out in the “Statement on a two-pillar solution to address the tax
challenges arising from the digitalisation of the economy” released by the OECD/G20 Inclusive
Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) on July 1. We call on the OECD/G20 Inclusive
Framework on BEPS to swiftly address the remaining issues and finalise the design elements within
the agreed framework together with a detailed plan for the implementation of the two pillars by
our next meeting in October. We invite all members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS
that have not yet joined the international agreement to do so. We welcome the consultation
process with developing countries on assessing progress made through their participation at the
OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS and look forward to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) report in October.
㻝㻟
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（国際課税資料１４）

⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻
䛻క䛖ᅜ㝿ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䠖 䛂ᯟྜព䛃䛾ᴫせ䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶䠅
㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜㻜㻌㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䠄IF䠅䛻䛚䛡䜛ᯟྜព
䞉 䠎䛴䛾ᰕ䛛䜙䛺䜛ゎỴ⟇䛾ᯟ䛻ྜព䚹
䞉 ṧ䛥䜜䛯ㄽⅬ䜢ྵ䜐ヲ⣽䛺ᐇィ⏬䛻䛴䛔䛶䚸2021ᖺ10᭶䛻᭱⤊ྜព䚹
䈜 ᚋ䛾᪥⛬䠖 2021ᖺ10᭶12䞉13᪥ G20㈈ົ⮧䞉୰㖟⥲㆟
䛆➨䠍䛾ᰕ䛇
䞉 ㄢ⛯ᑐ㇟䛿䚸ୡ⏺ୖ䛜200൨䝴䞊䝻䠄⣙2.6䠅㉸䚸䛛䛴䚸┈⋡䛜10%㉸䛾ከᅜ⡠ᴗ䚹
ୖ㜈್䛻䛴䛔䛶᮲⣙Ⓨຠ7ᖺᚋ䛻䝺䝡䝳䞊䜢⾜䛔䚸䛺ไᗘ䛾ᐇ䜢᮲௳䛸䛧䛶100൨䝴䞊
䝻䠄⣙1.3䠅䛻ᘬୗ䛢䚹
䈜 ୖグ㜈್䜢‶䛯䛩䝉䜾䝯䞁䝖䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸እⓗ䛻䝉䜾䝯䞁䝖༢䛷ㄢ⛯䚹
䞉 ୖ䛾10%䜢㉸䛘䜛㉸㐣┈䛾20%䡚30%䜢ୖ➼䛻ᛂ䛨䛶ᕷሙᅜ䛻㓄ศ䚹
䞉 ⩏ົⓗ䞉ᣊ᮰ⓗ䛺⣮த㜵Ṇ䞉ゎỴ䝯䜹䝙䝈䝮䜢ᑟධ䚹
䞉 䛶䛾ᴗ䛻ᑐ䛩䜛䛶䛾䝕䝆䝍䝹䝃䞊䝡䝇⛯➼䛾ᗫṆ䛻䛴䛔䛶㐺ษ䛺ㄪᩚ䜢⾜䛖䚹
䞉 ᐇ┠ᶆ䠖2022ᖺከᅜ㛫᮲⣙⟇ᐃ䚸2023ᖺᐇ䚹
䛆➨䠎䛾ᰕ䛇
䞉 ᭱ప⛯⋡䠄ᐇຠ⛯⋡䝧䞊䝇䠅䛿䚸15%௨ୖ䚹
䞉 ᑐ㇟ᡤᚓ䛛䜙䚸᭷ᙧ㈨⏘䠄⡙౯䠅䛸ᨭᡶ⤥䛾5%௨ୖ䜢㝖እ䠄ᙜึ5ᖺ㛫䛿7.5%௨ୖ䠅䚹
䞉 ⡿ᅜGILTI䠄⡿ᅜእ㍍ㄢ⛯↓ᙧ㈨⏘ᡤᚓ䠅⛯ไ䛸䛾ඹᏑ䛾᮲௳䜢᳨ウ䚹
䞉 ᐇ┠ᶆ䠖2022ᖺྛᅜᅜෆἲᨵṇ䚸2023ᖺᐇ䠄ᑟධ䛿ྛᅜ䛾௵ព䠅䚹
㻝㻠

（国際課税資料１５）

➨㸯ࡢᰕ
ᅜ㝿ㄢ⛯ཎ๎ࡢぢ┤ࡋ
㸦ᕷሙᅜᑐࡋ㐺ษㄢ⛯ᡤᚓࢆ
㓄ศࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝࡢぢ┤ࡋ㸧

㻝㻡

― 64 ―

（国際課税資料１６）

➨䠍䛾ᰕ䠖ᕷሙᅜ䜈䛾᪂䛯䛺ㄢ⛯ᶒ䛾㓄ศ

䍾ᕷሙᅜ䍿

䍾ᴗᡤᅾᆅᅜ䍿

ከᅜ⡠ᴗ

䝡䝆䝛䝇
䛾ᥦ౪

¾ 䛂ㄢ⛯ᑐ㇟䠄㼟㼏㼛㼜㼑䠅䛃䛿䚸ୖ㧗㻞㻜㻜൨䝴䞊䝻
䠄⣙㻞㻚㻢䠅㉸䚸┈⋡㻝㻜䠂㉸䛾㉸つᶍ䞉
㉸㧗┈Ỉ‽䛾䜾䝻䞊䝞䝹ᴗ䠄㻝㻜㻜♫⛬
ᗘ䠅
¾ つᶍ䛺ከᅜ⡠ᴗ䜾䝹䞊䝥䛾┈⋡
㻝㻜䠂䜢㉸䛘䜛㉸㐣┈䛾㻞㻜䡚㻟㻜䠂䜢ᕷሙᅜ
䛻㓄ศ
ከᅜ⡠ᴗ吇呂呎吮య叏ධ

 ୖ
⛯ົᙜᒁ

ㄢ

⛯

䞉 ≀⌮ⓗᣐⅬ䛜䛺䛔䛯䜑ㄢ⛯
≀
䛷䛝䛺䛔
䞉 ᕷሙᅜ䛷⏕䜏ฟ䛥䜜䛯౯್
䛻ぢྜ䛳䛯ㄢ⛯䛜䛷䛝䛺䛔

ᕷሙᅜ
㉸㐣┈ ┈㻭
㏻ᖖ┈
㈝⏝➼

≀⌮ⓗᣐⅬ䛾᭷↓䛻
䜘䜙䛪䚸ୖ➼䛻ᛂ䛨
䛶ᕷሙᅜ㛫䛷㓄ศ

㻝㻢

（国際課税資料１７）

䠞䠡䠬䠯ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛾ᯟྜព䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶䠅 ➨䠍䛾ᰕ䐟
䚽ᕷሙᅜ䜈䛾᪂䛯䛺ㄢ⛯ᶒ㓄ศ䝹䞊䝹䠄┈䠝䠅
䛆ㄢ⛯ᑐ㇟䛇
• ୡ⏺ୖ䛜200൨䝴䞊䝻䠄⣙2.6䠅㉸䚸䛛䛴䚸┈⋡䛜10%㉸䛾ከᅜ⡠ᴗ䚹
• ୖ㜈್䛻䛴䛔䛶᮲⣙Ⓨຠ7ᖺᚋ䛻䝺䝡䝳䞊䜢⾜䛔䚸䛺ไᗘ䛾ᐇ䜢᮲௳䛸䛧
䛶100൨䝴䞊䝻䠄⣙1.3䠅䛻ᘬୗ䛢䚹
䛆㓄ศྜ䛇
• ୖ䛾10%䜢㉸䛘䜛㉸㐣┈䛾20%䡚30%䜢䚸䝛䜽䝃䝇䠄ㄢ⛯᰿ᣐ䠅䜢᭷䛩䜛ᕷሙᅜ
䛻㓄ศ䚹䠄㓄ศྜ䛿ᚋỴᐃ䠅
䛆䝛䜽䝃䝇䠄ㄢ⛯᰿ᣐ䠅䛇
• ᕷሙᅜ䛷䛾100䝴䞊䝻䠄⣙1.3൨䠅䛾ୖ䚹
ͤ GDPࡀ400൨࣮ࣘࣟ㸦⣙5.2㸧ᮍ‶ࡢᅜࡣ25࣮ࣘࣟ㸦⣙3,250㸧ࠋ

䛆䝉䜾䝯䞁䝖䛇
• 䝉䜾䝯䞁䝖ูィ⟬䛿䚸እⓗ䛺ሙྜ䛾䜏ᐇ䠄䝉䜾䝯䞁䝖༢య䛷䛆ㄢ⛯ᑐ㇟䛇䜢‶䛯䛩
ሙྜ䠅䚹
㻝㻣
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（国際課税資料１８）

䠞䠡䠬䠯ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛾ᯟྜព䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶䠅 ➨䠍䛾ᰕ䐠
䚽⛯䛾Ᏻᐃᛶ
• ᕷሙᅜ䜈䛾᪂䛯䛺ㄢ⛯ᶒ㓄ศ䝹䞊䝹䠄┈䠝䠅䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ከᅜ⡠ᴗ䛻䚸┈䠝
䛻㛵㐃䛩䜛䛶䛾தⅬ䛻䛴䛔䛶⩏ົⓗ䞉ᣊ᮰ⓗ䛺⣮த㜵Ṇ䞉ゎỴ䝯䜹䝙䝈䝮䜢ᥦ౪䚹
䚽୍᪉ⓗᥐ⨨
• ᪂䛯䛺ᅜ㝿ㄢ⛯䝹䞊䝹䛾㐺⏝䛸䚸䛶䛾ᴗ䛻ᑐ䛩䜛䛶䛾䝕䝆䝍䝹䝃䞊䝡䝇⛯ཬ
䜃䛭䛾䛾㛵㐃䛩䜛㢮ఝ䛾⛯ไᥐ⨨䛾ᗫṆ䛾㛫䛷䚸㐺ษ䛺ㄪᩚ䜢⾜䛖䚹
䚽ᐇ┠ᶆ
• ከᅜ㛫᮲⣙䛿䚸2022ᖺ䛻⟇ᐃ䞉⨫ྡ㛤ᨺ䛥䜜䚸2023ᖺ䛻㐺⏝䛜㛤ጞ䛥䜜䜛䚹
ͤ ┈B䛻䛴䛔䛶䛿䚸2022ᖺᮎ䜎䛷䛻సᴗ䚹

㻝㻤

（国際課税資料１９）

➨䠍䛾ᰕ䠖┈䠝䛾㐺⏝䛾䝥䝻䝉䝇䐟
䠌䠊ᑐ㇟䝡䝆䝛䝇
䞉 ໟᣓⓗ䝇䝁䞊䝥䠄ཎ๎⏘ᴗ䛜ᑐ㇟䠅
䞉 ᥇᥀⏘ᴗ䚸つไ䛥䜜䛯㔠⼥䝃䞊䝡䝇䛿㝖እ

䝇䝔䝑䝥䠌䠖ໟᣓⓗ䝇䝁䞊䝥

咁

ᑐ
㇟
⠊
ᅖ

呎

䝇
䝁

咂

䝥

呎

ㄢ
⛯
䝧

䝇䝔䝑䝥䠍䠖ୡ⏺ୖᇶ‽䛸┈⋡䛻
䜘䜛䝇䝁䞊䝢䞁䜾

䠍䠊䝇䝁䞊䝢䞁䜾㜈್
㐃⤖㈈ົㅖ⾲ୖ䛾ୡ⏺ୖ䛜㻞㻜㻜൨䝴䞊䝻
䠄⣙㻞㻚㻢䠅㉸䚸䛛䛴䚸┈⋡䛜㻝㻜䠂㉸䛾ከᅜ⡠
ᴗ䜾䝹䞊䝥䛜ᑐ㇟
䈜 ୖ㜈್䛻䛴䛔䛶䛿䚸᮲⣙Ⓨຠ㻣ᖺᚋ䛻䝺
䝡䝳䞊䜢⾜䛔䚸䛺ไᗘ䛾ᐇ䜢᮲௳䛸䛧䛶
㻝㻜㻜൨䝴䞊䝻䠄⣙㻝㻚㻟䠅䛻ᘬୗ䛢

䝇䝔䝑䝥䠎䠖⛯ᘬ๓┈䠄㻼㻮㼀䠅䛾ィ⟬

䠎䠊⛯ᘬ๓┈䠄㻼㻮㼀䠅䛾ィ⟬
㐺ษ䛺ィᇶ‽䠄㻵㻲㻾㻿ཬ䜃ྠ➼䛾㻳㻭㻭㻼䠅䛻ᇶ䛵
䛟㐃⤖㈈ົㅖ⾲䛻䜘䜚⛯ᘬ๓┈䜢ィ⟬

䝇䝔䝑䝥䠏䠖䝉䜾䝯䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄ศ䠅

䠏䠊䝉䜾䝯䞁䝔䞊䝅䝵䞁䠄ศ䠅
䞉ୖグ㻝㻚䛾㜈್䜢‶䛯䛩䝉䜾䝯䞁䝖䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸
እⓗ䛻䝉䜾䝯䞁䝖༢䛷ㄢ⛯
䞉ከᅜ⡠ᴗ䜾䝹䞊䝥䛿䚸䝡䝆䝛䝇䝷䜲䞁ẖ䛻ᑐ
㇟䝡䝆䝛䝇䛾⛯ᘬ๓┈䜢ィ⟬

䝇䝔䝑䝥䠐䠖ᦆኻ䛾⪃៖

䠐䠊ᦆኻ䛾⪃៖
ᦆኻ䜢⧞䜚㉺䛧䛶ᑗ᮶䛾┈䛸┦ẅ

䝇

㻝㻥
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（国際課税資料２０）

➨䠍䛾ᰕ䠖┈䠝䛾㐺⏝䛾䝥䝻䝉䝇䐠
䠑䠊ᕷሙᅜ䛾ุᐃ䠄䝛䜽䝃䝇䠄ㄢ⛯᰿ᣐ䠅䝔䝇䝖䠅

䝇䝔䝑䝥䠑䠖ᕷሙᅜ䛾ุᐃ䠄䝛䜽䝃䝇
䠄ㄢ⛯᰿ᣐ䠅䝔䝇䝖䠅

┈
䛾
㓄
ศ

䝇䝔䝑䝥䠒䠖┈䠝䛾ᐃᘧィ⟬䚸ᕷሙ
ᅜ䜈䛾ᐃᘧ㓄ศ
䝇䝔䝑䝥䠓䠖≀⌮ⓗᣐⅬ䜈䛾┈㓄
ศ䛸䛾ㄪᩚ䠄䝉䞊䝣䝝䞊
䝞䞊䠅

䞉 ᕷሙᅜ䛷䛾㻝㻝㻜㻜䝴䞊䝻䠄⣙㻝㻚㻟൨䠅䛾
䛾ୖ
䈜 㻳㻰㻼䛜㻠㻜㻜൨䝴䞊䝻䠄⣙㻡㻚㻞䠅ᮍ‶䛾ᅜ䛿㻞㻡䝴䞊
䝻䠄⣙㻟㻘㻞㻡㻜䠅
䞉 ※Ἠᆅ䝹䞊䝹䛾㐺⏝
䠒䠊┈䠝䛾ᐃᘧィ⟬䚸ᕷሙᅜ䜈䛾ᐃᘧ㓄ศ
䞉 ㉸㐣┈ 䠙 ⛯ᘬ๓┈䠄䝇䝔䝑䝥䠎䡚䠐䛷⟬ฟ䠅䛾䛖䛱
䜏䛺䛧㏻ᖖ┈䠄㻝㻜䠂䠅䜢㉸䛘䜛㒊ศ
䞉 ┈䠝 䠙 ㉸㐣┈㽢㓄
㓄ศྜ䠄㻞㻜䡚㻟㻜䠂䠅
䞉 ㈈䞉䝃䞊䝡䝇䛾᭱⤊ᾘ㈝ᆅ䠄䝴䞊䝄䞊ཪ䛿᭱⤊ᾘ㈝⪅䛾
ᡤᅾᆅ➼䠅䛻┈䠝䜢㓄ศ
䠓䠊≀⌮ⓗᣐⅬ䜈䛾┈㓄ศ䛸䛾ㄪᩚ䠄䝉䞊䝣䝝䞊䝞䞊䠅
䞉 ≀⌮ⓗᣐⅬ䛻᪤䛻┈䛜㓄ศ䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䚸㓄ศ䛥䜜
䛯┈㢠䛻ᛂ䛨┈㻭䛾㓄ศ㢠䜢ῶ㢠䛩䜛➼ㄪᩚ
䠔䠊┈䠝䛻ಀ䜛⣡⛯⪅䛾≉ᐃཬ䜃㔜ㄢ⛯㝖ཤ

ᇳ
⾜
䞉
⛯
䛾
Ᏻ
ᐃ
ᛶ

䝇䝔䝑䝥䠔䠖┈䠝䛻ಀ䜛⣡⛯⪅䛾≉
ᐃཬ䜃㔜ㄢ⛯㝖ཤ

䞉 ┈䠝䛻ಀ䜛⛒⛯䜢㈇ᢸ䛩䜉䛝ᴗయ䜢≉ᐃ䚸ᙜヱᴗ
య䛾ᡤᅾᆅᅜ䛿㔜ㄢ⛯䜢㝖ཤ
䠕䠊༢୍ᴗయ䜢㏻䛨䛯ᡭ⥆ཬ䜃⣮த㜵Ṇ䞉ゎỴ

䝇䝔䝑䝥䠕䠖༢୍ᴗయ䜢㏻䛨䛯ᡭ⥆
ཬ䜃⣮த㜵Ṇ䞉ゎỴᡭ⥆

䞉 ༢୍ᴗయ䜢㏻䛨䛯⛯ົᡭ⥆䛾ྜ⌮
䞉 ┈㻭䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ከᅜ⡠ᴗ䜾䝹䞊䝥䛻䚸┈㻭䛻㛵㐃
䛩䜛䛶䛾தⅬ䛻䛴䛔䛶⩏ົⓗ䞉ᣊ᮰ⓗ䛺⣮த㜵Ṇ䞉ゎ
Ỵ䝯䜹䝙䝈䝮䜢ᥦ౪
㻞㻜

（国際課税資料２１）

➨䠍䛾ᰕ䠖ᵓᡂ㡯┠䠄䛂䝡䝹䝕䜱䞁䜾䞉䝤䝻䝑䜽䛃䠅䛾ไᗘ䛾㦵᱁䐟

ᑐ㇟⠊ᅖ
䠄䝇䝁䞊䝥䠅
z  ୡ ⏺  ୖ 䛜 㻞㻜㻜 ൨ 䝴 䞊 䝻
䠄⣙㻞㻚㻢䠅㉸䚸䛛䛴䚸┈⋡
䛜㻝㻜㻑㉸䛾ከᅜ⡠ᴗ䜾䝹䞊
䝥
z ୖ㜈್䛻䛴䛔䛶᮲⣙Ⓨຠ㻣
ᖺᚋ䛻䝺䝡䝳䞊䜢⾜䛔䚸
䛺ไᗘ䛾ᐇ䜢᮲௳䛸䛧䛶
㻝㻜㻜൨䝴䞊䝻䠄⣙㻝㻚㻟䠅䛻ᘬ
ୗ䛢

䝛䜽䝃䝇
䠄ㄢ⛯᰿ᣐ䠅
z ᕷሙᅜ䛷䛾㻝㻜㻜䝴䞊䝻䠄⣙
㻝㻚㻟൨䠅䛾ୖ
䈜 㻳㻰㻼䛜㻠㻜㻜൨䝴䞊䝻䠄⣙㻡㻚㻞
䠅ᮍ‶䛾ᅜ䛿㻞㻡䝴䞊䝻
䠄⣙㻟㻘㻞㻡㻜䠅

※Ἠᆅ䝹䞊䝹
z ┈㻭䛾ྛᕷሙᅜ䜈䛾㓄ศᇶ
‽䠄┈䛾※Ἠ䛜䛹䛣䛻䛒䜛
䛛䛾䝹䞊䝹䠅
z ᇶᮏⓗ䛻䛿䝴䞊䝄䞊ཪ䛿᭱
⤊ᾘ㈝⪅䛾ᡤᅾ䛩䜛ᅜ䞉ᆅᇦ
䛜┈䛾※Ἠ

z ᥇᥀⏘ᴗ䚸つไ䛥䜜䛯㔠⼥
䝃䞊䝡䝇䛿㝖እ

㻞㻝
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（国際課税資料２２）

➨䠍䛾ᰕ䠖ᵓᡂ㡯┠䠄䛂䝡䝹䝕䜱䞁䜾䞉䝤䝻䝑䜽䛃䠅䛾ไᗘ䛾㦵᱁䐠

ㄢ⛯䝧䞊䝇
z ┈㻭䠄ㄢ⛯䝧䞊䝇䠅⟬ᐃ䛾䛯
䜑䛾ྛᅜඹ㏻䝹䞊䝹䛾タᐃ
z 䝉䜾䝯䞁䝖ูィ⟬䛿䚸እⓗ䛺
ሙྜ䛾䜏ᐇ䠄䝉䜾䝯䞁䝖༢య
䛷䛂䝇䝁䞊䝥䛃㜈್䜢‶䛯䛩ሙ
ྜ䠅䚸㈈ົㅖ⾲ୖ䛾㛤♧䝉䜾
䝯䞁䝖䜢⏝

┈䛾㓄ศ
z ᐃᘧ┈㓄ศ䠖ୖ䛾㻝㻜㻑䠄䜏
䛺䛧㏻ᖖ┈⋡䠅䜢㉸䛘䜛㉸
㐣  ┈ 䛾 㻞㻜㻑 䡚 㻟㻜㻑 䠄 㓄 ศ 
ྜ䠅䜢䚸䝛䜽䝃䝇䠄ㄢ⛯᰿ᣐ䠅䜢
᭷䛩䜛ᕷሙᅜ䛻ୖ➼䛾
ྜ䛻ᛂ䛨䛶㓄ศ

㔜ㄢ⛯䛾㝖ཤ
z ⣡⛯⪅䛾≉ᐃ
z 㔜ㄢ⛯䛾㝖ཤ䠄ᅜእᡤᚓච
㝖᪉ᘧ䞉እᅜ⛯㢠᥍㝖᪉ᘧ䛾
㑅ᢥไ䠅

z ㄪᩚ䝯䜹䝙䝈䝮䠖≀⌮ⓗᣐⅬ
䛻᪤䛻┈䛜㓄ศ䛥䜜䛶䛔䜛
ሙྜ䚸㓄ศ䛥䜜䛯┈㢠䛻ᛂ
䛨┈㻭䛾㓄ศ㢠䜢ῶ㢠䛩䜛
➼ㄪᩚ䠄䝉䞊䝣䝝䞊䝞䞊䠅

㻞㻞

（国際課税資料２３）

➨䠍䛾ᰕ䠖ᵓᡂ㡯┠䠄䛂䝡䝹䝕䜱䞁䜾䞉䝤䝻䝑䜽䛃䠅䛾ไᗘ䛾㦵᱁䙷

⛯䛾Ᏻᐃᛶ
zᕷሙᅜ䜈䛾᪂䛯䛺ㄢ⛯ᶒ㓄ศ
䝹䞊䝹䠄┈䠝䠅䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛ከᅜ
⡠ᴗ䜾䝹䞊䝥䛻䚸┈䠝䛻㛵㐃
䛩䜛䛶䛾தⅬ䛻䛴䛔䛶⩏ົⓗ䞉
ᣊ᮰ⓗ䛺⣮த㜵Ṇ䞉ゎỴ䝯䜹䝙䝈
䝮䜢ᥦ౪
z 䛜┈㻭䛻㛵㐃䛩䜛䛛ྰ䛛
䛾த䛔䛻䛴䛔䛶䜒䚸⩏ົⓗ䞉ᣊ᮰
ⓗ䛺⣮தゎỴᡭ⥆䜢㐺⏝

ᐇཬ䜃㐠⏝

┈䠞

z ᅜෆἲ䚸ከᅜ㛫᮲⣙ཬ䜃䜺
䜲䝎䞁䝇䜢㏻䛨䛯➨䠍䛾ᰕ
䛾ᐇ

z ᑐ㇟⠊ᅖ䛿䚸ᕷሙᅜ䛻䛚䛡䜛
ᇶ♏ⓗ㈍άື䛻ᑐ䛩䜛ᐃ
⋡㓄ศ

z ᪂䛯䛺ᅜ㝿ㄢ⛯䝹䞊䝹䛾
㐺⏝䛸䚸䛶䛾ᴗ䛻ᑐ䛩
䜛䛶䛾䝕䝆䝍䝹䝃䞊䝡䝇
⛯ཬ䜃䛭䛾䛾㛵㐃䛩䜛
㢮ఝ䛾⛯ไᥐ⨨䛾ᗫṆ䛾
㛫䛷䚸㐺ษ䛺ㄪᩚ䜢⾜䛖

z 㐺ษ䛺䠄⊂❧ᴗཎ๎䛻ᇶ䛵
䛟䠅ᅛᐃ┈⋡䛾タᐃ
z 㻞㻜㻞㻞ᖺᮎ䜎䛷䛻సᴗ

㻞㻟
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（国際課税資料２４）

ྫೈ઼ق崯崠崧嵓ୖઘك峕ঢ়峃峵౾ਗব峘峔岷قফڴাৎਡك

崽嵑嵛崡

崯崠崧嵓嵣崝嵤崻崡嵣崧崫崗崡

ཀྵઘ(قTXDOL]DWLRQ OHY\ك

y ৌ崻崠崵崡峘ୠਲ਼峕گ٫峼ୖઘ岞
y ফڳাষ岞ೈ઼峕ખৌ峃峵৪ব峕ଦ
ൟ峁岝ඉઘ峼ফଜ峨峑భ岞
๋پ峁峐岮峉'67峘ඉઽ峼ফଜ峕ગ৫قਾ嵁嵤崡ك岞

y ফڲা岵峳ਗব১য峕੍௸岰崒嵛嵑崌嵛ઁ
ઔಉ峘੍௸岮峕ڲ٫峼౺ඉઽ岞
y ফڰা岵峳ৗ峉峕H崛嵆嵤崡峘ಉ峼ষ岰
ਗব১য峘ઽো峕ڮ٫峼ୖઘ岞

崯崠崧嵓嵣崝嵤崻崡嵣崧崫崗崡

ਗ਼ਬઘ(قOHFWURQLFWUDQVDFWLRQWD[

y ৌ崻崠崵崡峘ୠਲ਼峕گ٫峼ୖઘ岞
y ফڭাষ岞

崌嵛崱

崌嵛崱崵崟崊

崌崧嵒崊

崯崠崧嵓嵣崝嵤崻崡嵣崧崫崗崡

y ਗব峘崯崠崧嵓੫峕ৌ峁峐ਚ੭ઘྼ峙ਗ਼
ਬઘ峼ୖઘ岞
y ফڱা১੧岶૭ৠ岞০岝ઘ૨ಉถ峼
ਁ岞

崯崠崧嵓嵣崝嵤崻崡嵣崧崫崗崡

y ৌ崻崠崵崡峘ୠਲ਼峕ڮ٫峼ୖઘ岞
y ফڰা岵峳ి৷岞

崡嵂崌嵛

崌崖嵒崡

y ৌ崻崠崵崡峘ୠਲ਼峕گ٫峼ୖઘ岞
y ফা১੧岶૭ৠ岞ফڭাষ岞

崯崠崧嵓嵣崝嵤崻崡嵣崧崫崗崡

崯崠崧嵓ઁઔઘ'قLJLWDOWD[ك
y ୠ峘崒嵛嵑崌嵛ઁઔਲ਼峕ڱ٫峼ୖઘ岞
y ফা১੧岶૭ৠ岞ফڭাষ岞

崰嵓崛

y ৌ崻崠崵崡峘ୠਲ਼峕٫峼ୖઘ岞
y ফাਁഘ岞ফگাষ岞

崯崠崧嵓ሤୖস'قLJLWDO OHY\ك

崒嵤崡崰嵒崊

崯崠崧嵓嵣崝嵤崻崡嵣崧崫崗崡
y ৌ崻崠崵崡峘ୠਲ਼峕گ٫峼ୖઘ岞
y ফা峲峴ষ岞
崓崲崨

ۊں

y ফڱা岝&29,'峘୮௪ੑ੧峕岴岮
峐岝ଃ౺峒峁峐崯崠崧嵓ሤୖস峘ਫ਼ୈ峼岞
y ফڲা峨峑峕২峼੧峃峵峒峁峐岮峉岶岝
ফڳা峘2(&'*峑峘প়ਔ峼౷
峨岲岝ႃ峨峑৳峃峵峒岞
پ峔岴岝ਊੂ(8峒峁峐'67峘ো峼৯峁峐岮峉岶岝
ফگা峕(8峑峘়ਔ峼岞
㻞㻠

（国際課税資料２５）

➨ ϩ㒊

㻞㻡
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（国際課税資料２６）

➨㸰ࡢᰕ
ࢢ࣮ࣟࣂ࣑ࣝࢽ࣐࣒ㄢ⛯ࡢᑟධ

㻞㻢

（国際課税資料２７）

➨㸰ࡢᰕ㸸ࢢ࣮ࣟࣂ࣑ࣝࢽ࣐࣒ㄢ⛯ࡢᑟධ

⫼ᬒ
䕿 ⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䞉↓ᙧ㈨⏘䛻䜘䜚㍍ㄢ⛯ᅜ䜈䛾┈⛣㌿䝸䝇䜽䛜ቑ
䕿 ప䛔ἲே⛯⋡䜔ඃ㐝⛯ไ䛻䜘䛳䛶䚸ከᅜ⡠ᴗ䜢ㄏ⮴䛩䜛ᅜ䞉ᆅᇦ䛾Ꮡᅾ

¾

ᴗ䛾බᖹ䛺➇த⎔ቃ䛾ᚲせᛶ

¾

ἲே⛯䛾ᘬୗ䛢➇த䜔⏘ᴗ✵Ὕ䜈䛾ᑐᢠ

➨䠎䛾ᰕ
ከᅜ⡠ᴗ䜾䝹䞊䝥䛜⤒῭άື䛾ᣐⅬ䜢䛔䛛䛺䜛ᅜ䞉ᆅᇦ䛻⨨䛟䛛䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸᭱
ప㝈䛾⛒⛯䜢㈇ᢸ䛩䜛䛣䛸䜢☜ಖ䛩䜛᪉⟇䜢ᑟධ䠄බᖹ䛺➇த᮲௳䠄䝺䝧䝹䝥䝺䜲䞁䜾
䝣䜱䞊䝹䝗䠅䛾☜ಖ䠅
㻞㻣
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（国際課税資料２８）

➨䠎䛾ᰕ䠖せ䛺䠎䛴䛾䝹䞊䝹䠄䜲䝯䞊䝆䠅
䕿 䛶䛾ከᅜ⡠ᴗ䜾䝹䞊䝥䛜᭱ప㝈䛾ἲே⛯㈇ᢸ䜢䛩䜛䛣䛸䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸௨ୗ䛾䝹䞊
䝹➼䜢ᑟධ䚹䛣䜜䜙䛾䝹䞊䝹䜢ྜ䜟䛫䛶GloBE䠄Global Anti-Base Erosion䠅䝹䞊䝹䛸䛔䛖䚹
䐳 ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹䠄IIR䠖Income Inclusion Rule䠅
㍍ㄢ⛯ᅜ䛻䛒䜛Ꮚ♫➼䜈ᖐᒓ䛩䜛ᡤᚓ䜢᭱ప⛯⋡䜎䛷ぶ♫➼䛾ᅜ䛷ㄢ⛯
䐴 ㍍ㄢ⛯ᨭᡶ䝹䞊䝹䠄UTPR䠖Undertaxed Payment Rule䠅
㍍ㄢ⛯ᅜ䜈䛾ᨭᡶ䜢⾜䛳䛶䛔䜛Ꮚ♫➼䛻ᑐ䛧䚸ᨭᡶ♫䛾ᅜ䛷ㄢ⛯
㸿ᅜ ㏻ᖖࡢ⛯⋡ ӑ
Ӑ㸿
ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹

Ӑ㹀
㹀ᅜ ㍍ㄢ⛯ᅜ ӑ

Ꮚ♫➼䛾ᡤᚓ䜢᭱ప⛯⋡䜎䛷ㄢ⛯

ぶ♫
㸿ᅜ
⛯ົᙜᒁ

ྛᅜ࡛ୖࡆࡓ
┈ࢆ㍍ㄢ⛯ᅜ
ᖐᒓ
ᖐ

Ꮚ♫➼䛾ᡤᚓ

⏝ᩱ➼ࡢᨭᡶࢆ
㏻ࡋ࡚㍍ㄢ⛯ᅜ
┈ࢆ⛣㌿

Ꮚ♫➼䛻䜘䜛㍍ㄢ⛯ᅜ䜈䛾
ᨭᡶ䛻ᑐ䛧䛶ㄢ⛯

㍍ㄢ⛯ᨭᡶ䝹䞊䝹

Ꮚ♫➼

㸿ᅜ
⛯ົᙜᒁ

Ꮚ♫➼

ぶ♫➼
㛵㐃ᴗ

⏝ᩱ➼䛾ᨭᡶ

㻞㻤

（国際課税資料２９）

➨䠎䛾ᰕ䠖ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹䠄䜲䝯䞊䝆䠅
㍍ㄢ⛯ᅜ䛻ᡤᅾ䛩䜛Ꮚ♫➼䛻ᖐᒓ䛩䜛ᡤᚓ䛻䛴䛔䛶䚸ぶ♫➼䛾ᡤᅾ䛩䜛ᅜ䞉ᆅᇦ䛻䛚
䛔䛶䚸ᅜ㝿ⓗ䛻ྜព䛥䜜䛯᭱ప⛯⋡䜎䛷ㄢ⛯䜢⾜䛖
⛯⋡
ぶ♫➼ᒃఫᆅᅜ
䛾ἲே⛯⋡
䠄᪥ᮏ䛾ሙྜ䚸
ἲேᐇຠ⛯⋡:29.74%䠅

ྜព䛥䜜䛯
᭱ప⛯⋡
䠄䠍䠑䠂௨ୖ䠅

ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹䠄ͤ䠅

ᅜ㝿ⓗ䛻ྜព䛥䜜䛯᭱ప⛯⋡䜎
䛷䛾䛂ୖ䛫䠄䝖䝑䝥䜰䝑䝥䠅ㄢ⛯䛃
Ꮚ♫➼ᒃఫᆅᅜ
䛾ᐇຠ⛯⋡

Ꮚ♫➼䛜ᒃఫᆅᅜ
䛷ᨭᡶ䛖⛒⛯

䠄ͤ䠅ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹䛾ㄢ⛯䝧䞊䝇䛿䚸ㄪᩚ䛥䜜䛯㈈ົㅖ⾲䛾⛯ᘬ๓┈䜢⏝
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㻞㻥

（国際課税資料３０）

䠞䠡䠬䠯ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛾ᯟྜព䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶䠅 ➨䠎䛾ᰕ䐟
䚽➨䠎䛾ᰕ䛿௨ୗ䛾3䛴䛾䝹䞊䝹䛛䜙ᵓᡂ䛥䜜䜛䚹
䐟ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹䠄IIR: Income Inclusion Rule䠅䠖

㍍ㄢ⛯ᅜ䛻䛒䜛Ꮚ♫➼䛾ᡤᚓ䛻䛴䛔䛶䚸ぶ♫䛾ᅜ䛷᭱ప⛯⋡䜎䛷ㄢ⛯䛩䜛ไᗘ
䐠㍍ㄢ⛯ᨭᡶ䝹䞊䝹䠄UTPR: Undertaxed Payment Rule䠅䠖
㍍ㄢ⛯ᅜ䛾ぶ♫➼䛾ᡤᚓ䛜ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹䛾ᑐ㇟䛸䛺䛳䛶䛔䛺䛔ሙྜ䚸Ꮚ♫➼䛾
ᅜ䛷ᨭᡶ᥍㝖ྰㄆ➼䛻䜘䜚ㄢ⛯䛩䜛ไᗘ䠄ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹䛾⿵䠅
ͤ䐟䛸䐠䜢ే䛫䛶GloBE䝹䞊䝹䠄Global Anti-Base Erosion Rules䠅䛸䛔䛖䚹
䐡⛒⛯᮲⣙ୖ䛾䝹䞊䝹䠄STTR: Subject to Tax Rule䠅䠖
㍍ㄢ⛯ᅜ䛾㛵㐃⪅䛻ᑐ䛩䜛ᨭᡶ䛻䛴䛔䛶䚸※Ἠᆅᅜ䛻୍ᐃ䛾ㄢ⛯ᶒ䜢ㄆ䜑䜛ไᗘ

䚽GloBE䝹䞊䝹
䛆ㄢ⛯ᑐ㇟䛇
• ᖺ㛫⥲ධ㔠㢠䛜7.5൨䝴䞊䝻䠄⣙1,000൨䠅௨ୖ䛾ከᅜ⡠ᴗ䠄ᅜูሗ࿌㡯䛾
ᑐ㇟䛸䛺䜛ᴗ䛸ྠỈ‽䠅䚹
䛆ᐇຠ⛯⋡ィ⟬䛇
• ᅜู䛻ィ⟬䛥䜜䛯ᐇຠ⛯⋡䛜䚸ྜព䛥䜜䛯᭱ప⛯⋡䜘䜚䜒ప䛔ሙྜ䚸᭱ప⛯⋡䛸ᐇ
ຠ⛯⋡䛾ᕪศ䜢ୖ䛫ㄢ⛯䠄䝖䝑䝥䜰䝑䝥ㄢ⛯䠅䚹
㻟㻜

（国際課税資料３１）

䠞䠡䠬䠯ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛾ᯟྜព䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶䠅 ➨䠎䛾ᰕ䐠
䛆᭱ప⛯⋡䠄ᐇຠ⛯⋡䠅䛇
• ᭱ప⛯⋡䜢15%௨ୖ䛸䛩䜛䚹䠄⛯⋡䛿ᚋỴᐃ䠅
䛆㐺⏝㝖እ䛇
• GloBE䝹䞊䝹䛾ᑐ㇟䛛䜙䚸᭷ᙧ㈨⏘䠄⡙౯䠅䛸ᨭᡶ⤥䛾5%௨ୖ䛾ᡤᚓ䛜㝖እ䛥䜜
䜛䠄ᙜึ5ᖺ㛫䛿7.5%௨ୖ䠅䚹䠄᥍㝖ྜ䛿ᚋỴᐃ䠅
䛆⡿ᅜGILTI⛯ไ䛸䛾ඹᏑ䛇
• GloBE䝹䞊䝹䛿ᅜู䛾ᐇຠ⛯⋡䛻ᇶ䛵䛔䛶㐺⏝䛥䜜䜛䛣䛸䜢㋃䜎䛘䚸⡿ᅜGILTI䠄⡿ᅜ
እ㍍ㄢ⛯↓ᙧ㈨⏘ᡤᚓ䠅⛯ไ䛸䛾ඹᏑ䛾᮲௳䜢᳨ウ䛩䜛䚹
䚽STTR
• Ꮚ䞉⏝ᩱ䞉䛭䛾୍ᐃ䛾ᨭᡶ䛻ᑐ䛧䛶STTR䠄⛒⛯᮲⣙ୖ䛾䝹䞊䝹䠅䛾᭱ప⛯⋡
䜢ୗᅇ䜛ྡ┠⛯⋡䜢㐺⏝䛩䜛ᅜ䛿䚸㏵ୖᅜ䛛䜙ồ䜑䜙䜜䛯ሙྜ䚸STTR䜢ᅜ㛫᮲⣙
䛻ᑟධ䛩䜛䚹
• STTR䛾᭱ప⛯⋡䜢7.5%䡚9%䛸䛩䜛䚹䠄⛯⋡䛿ᚋỴᐃ䠅
䚽ᐇ┠ᶆ
• 2022ᖺ䛾ྛᅜᅜෆἲᑟධཬ䜃2023ᖺ⾜㛤ጞ䜢┠ᶆ䛸䛧䛯ᐇィ⏬䛻ྜព䛧䚸බ
⾲䛩䜛䚹
㻟㻝
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（国際課税資料３２）

➨䠎䛾ᰕ䠖⛒⛯᮲⣙ୖ䛾䝹䞊䝹

䚽㍍ㄢ⛯ᅜ䛾㛵㐃⪅䛻ᑐ䛩䜛ᨭᡶ䛻䛴䛔䛶䚸※Ἠᆅᅜ䛻୍ᐃ䛾ㄢ⛯ᶒ䜢ㄆ䜑䜛ไᗘ
䠄STTR(Subject to Tax Rule)䠅䠄㻳㼘㼛㻮㻱䝹䞊䝹䛾⿵䠅䚹
䚽䛂᭱ప⛯⋡䛃䛸䛂ᑐ㇟䛸䛺䜛ᨭᡶ䛻ᑐ䛧䛶ᨭᡶඛ䛾ᅜ䛷㐺⏝䛥䜜䜛⛯⋡䛃䛾ᕪศ䜎䛷ㄢ⛯䚹
䚽ᑐ㇟䛸䛺䜛ᨭᡶ䛿䚸Ꮚ䞉⏝ᩱ䞉䛭䛾୍ᐃ䛾ᨭᡶ䚹
䚽STTR䛿ᅜ㛫᮲⣙䛻ᑟධ䛥䜜䚸䛾つᐃ䛜ᐃ䜑䜛⛒⛯᮲⣙ୖ䛾≉䠄ච⛯䞉㝈ᗘ⛯⋡䠅䛻䛛
䛛䜟䜙䛪䚸㐺⏝䛥䜜䜛䚹
Ӑ㸿
㸿ᅜ ㏻ᖖࡢ⛯⋡ ӑ

Ӑ㹀
㹀ᅜ ㍍ㄢ⛯ᅜ ӑ
⏝ᩱ➼ࡢᨭ
ᡶࢆ㏻ࡋ࡚㍍
ㄢ⛯ᅜ┈
ࢆ⛣㌿

᭱ప⛯⋡䛸ᨭᡶඛᅜ䛾⛯⋡
䛾ᕪศ䜎䛷ㄢ⛯

㸿ᅜ
⛯ົᙜ
ᒁ

⏝ᩱ➼䛾ᨭᡶ

Ꮚ♫➼

ぶ♫➼
㛵㐃ᴗ

㻟㻞

（国際課税資料３３）

➨䠎䛾ᰕ䠖ᵓᡂ㡯┠䠄䛂䝡䝹䝕䜱䞁䜾䞉䝤䝻䝑䜽䛃䠅䛾ไᗘ䛾㦵᱁䐟
䝇䝁䞊䝥
zᖺ㛫䛾㐃⤖⥲ධ㔠㢠䛜
㻣㻚㻡൨䝴䞊䝻䠄⣙㻝㻘㻜㻜㻜൨䠅
௨ୖ䛾ከᅜ⡠ᴗ䜾䝹䞊
䝥䛜ᑐ㇟䠄㻯㼎㻯㻾䛸ྠᵝ䠅
䈜䛯䛰䛧䚸⮬ᅜ䛾ከᅜ⡠ᴗ䜾
䝹䞊䝥䛻ᑐ䛧䛶䛿ୖグ㜈್䜢
‶䛯䛥䛺䛔ሙྜ䛷䜒㻵㻵㻾䜢㐺⏝
ྍ⬟

z㝖እᴗయ䠄ᢞ㈨䝣䜯䞁䝗䚸
ᖺ㔠ᇶ㔠➼䠅

ᐇຠ⛯⋡(ETR)ィ⟬
䞉᭱ప⛯⋡
z䠡䠰䠮䠙

ᑐ㇟⛒⛯
ㄪᩚ䛥䜜䛯ィୖ䛾┈

z᭱⤊ぶ♫䛾ィᇶ‽䛻ᇶ
䛵䛟ಶ♫䛾㈈ົㅖ⾲ୖ䛾┈
z୍ᐃ䛾ᕪ␗䠄⛯ົ䛸ィୖ䛾
ᕪ␗䠅ㄪᩚ
zྛᅜ䞉ᆅᇦู䛾ᐇຠ⛯⋡ィ⟬
z᭱ప⛯⋡䛿㻝㻡㻑௨ୖ

ᡤᚓྜ⟬䝹䞊䝹䠄㻵㻵㻾䠅
䞉㍍ㄢ⛯ᨭᡶ䝹䞊䝹䠄㼁㼀㻼㻾䠅
䠷㻵㻵㻾䠹
z ᭱⤊ぶ♫䛷䛾㐺⏝䛜ཎ๎
䠄䝖䝑䝥䝎䜴䞁䜰䝥䝻䞊䝏䠅
z ぶ♫ᣢศྜ䛜㻤㻜䠂ᮍ‶
䛾୰㛫ぶ♫䛻ᑐ䛧䛶ศᣢ
ศ䝹䞊䝹䛾㐺⏝
䠷㼁㼀㻼㻾䠹
z 㻵㻵㻾䛾䝞䝑䜽䝇䝖䝑䝥䝹䞊䝹䠄᭱
⤊ぶ♫ᡤᅾᆅᅜ䛜㍍ㄢ⛯䛷
䛒䜛ሙྜ➼䛻㐺⏝䠅
z 㻵㻵㻾䛸ྠᵝ䛾䝥䝻䝉䝇䛻䜘䜛㻱㼀㻾
ィ⟬
z ᚋỴᐃ䛥䜜䜛㓄ศ䜻䞊䛻ᇶ
䛵䛟㓄ศ䝖䝑䝥䜰䝑䝥⛯㢠䛾ィ
⟬
z ᨭᡶ䛾᥍㝖ྰㄆ➼䛻䜘䜛ㄢ⛯
㻟㻟
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（国際課税資料３４）

➨䠎䛾ᰕ䠖ᵓᡂ㡯┠䠄䛂䝡䝹䝕䜱䞁䜾䞉䝤䝻䝑䜽䛃䠅䛾ไᗘ䛾㦵᱁䐠

㐺⏝㝖እ䞉⡆⣲
z᭷ᙧ㈨⏘䠄⡙౯䠅䛸ᨭᡶ⤥
䛾㻡䠂௨ୖ䠄ᙜึ㻡ᖺ㛫䛿
㻣㻚㻡䠂௨ୖ䠅䛾ᡤᚓ䜢㝖እ
zᅜ㝿ᾏ㐠ᡤᚓ䜢㝖እ
z୍ᐃ௨ୗ䛾┈䠄ྜ䠅䛸䛺
䜛ᅜ䞉ᆅᇦ䛾㝖እ
z䛾⡆⣲ᥐ⨨䜢ᚋ᳨
ウ

⛒⛯᮲⣙ୖ䛾䝹䞊䝹
z ㍍ㄢ⛯ᅜ䛾㛵㐃⪅䛻ᑐ䛩
䜛ᨭᡶ䛻䛴䛔䛶䚸※Ἠᆅ
ᅜ䛻୍ᐃ䛾ㄢ⛯ᶒ䜢ᐜㄆ

ᇳ⾜䛸䝹䞊䝹䛾ㄪ
z ⡿ᅜ㻳㻵㻸㼀㻵䛸䛾ඹᏑ䛻䛴䛔
䛶ᚋ᳨ウ
z 㻳㼘㼛㻮㻱䝹䞊䝹䜢䛂ඹ㏻䜰䝥
䝻䞊䝏䛃䛸䛩䜛
z ⾜䝥䝷䞁䛾୍㒊䛸䛧䛶䝰
䝕䝹䝹䞊䝹䛾⟇ᐃ➼

㻟㻠

（国際課税資料３５）

ᚋࡘ࠸࡚

㻟㻡

― 74 ―

（国際課税資料３６）

䠄ᥖ䠅㻳
㻳㻞㻜 ㈈ົ⮧䞉୰ኸ㖟⾜⥲㆟ 䝁䝭䝳䝙䜿 䠄௬ヂᢤ⢋䠅
䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻣᭶㻝㻜᪥  㻦䝧䝛䝏䜰䠅

㛗ᖺ䛻䜟䛯䜛㆟ㄽ䜢⤒䛶䚸ᖺᚓ䜙䜜䛯㐍ᤖ䛻ᇶ䛵䛝䚸ᡃ䚻䛿䚸䜘䜚Ᏻᐃⓗ䛷䜘䜚බ
ṇ䛺ᅜ㝿ㄢ⛯ไᗘ䛻㛵䛩䜛Ṕྐⓗ䛺ྜព䜢ᡂ䛧㐙䛢䛯䚹ᡃ䚻䛿䚸㻣᭶㻝᪥䛻㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜
䛂㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛃䛜බ⾲䛧䛯䛂⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䛻ᑐᛂ䛩䜛
䛴䛾ᰕ䛾ゎỴ⟇䛻㛵䛩䜛ኌ᫂䛃䛻䛚䛔䛶♧䛥䜜䛯䚸ከᅜ⡠ᴗ䛾┈䛾㓄ศ䛸ຠ
ᯝⓗ䛺䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝭䝙䝬䝮ㄢ⛯䛻㛵䛩䜛㻞䛴䛾ᰕ䛾㔜せ䛺ᵓᡂ㡯┠䜢ᢎㄆ䛩䜛䚹ᡃ䚻
䛿䚸㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜䛂㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛃䛻ᑐ䛧䛶䚸㻝㻜᭶䛾ḟᅇྜ䜎䛷䛻䚸ṧ䛥䜜䛯ㄢ㢟
䜢㎿㏿䛻ゎỴ䛧䚸㻞䛴䛾ᰕ䛾ヲ⣽䛺ᐇィ⏬䛸ྜ䜟䛫䛶䚸ྜព䛥䜜䛯ᯟ⤌䜏䛾⠊ᅖෆ䛷
タィ㡯┠䜢᭱⤊䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䚹ᡃ䚻䛿䚸ᅜ㝿ྜព䛻䜎䛰ཧຍ䛧䛶䛔䛺䛔
㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜䛂㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛃䛾䛶䛾ཧຍᅜ䞉ᆅᇦ䛻ᑐ䛧䛶䚸ᅜ㝿ྜព䛻ཧຍ䛩
䜛䜘䛖ᣍㄳ䛩䜛䚹ᡃ䚻䛿䚸㻻㻱㻯㻰㻛㻳㻞㻜䛂㻮㻱㻼㻿ໟᦤⓗᯟ⤌䜏䛃䜈䛾㏵ୖᅜ䛾ཧຍ䜢㏻䛧䛶
ᚓ䜙䜜䛯㐍ᤖ䛾ホ౯䛻㛵䛩䜛㏵ୖᅜ䛸䛾༠㆟䝥䝻䝉䝇䜢Ḽ㏄䛧䚸㻻㻱㻯㻰䛻䜘䜛ሗ࿌᭩䜢
㻝㻜᭶䛻ᮇᚅ䛩䜛䚹
㻟㻢

（国際課税資料３７）

௧䠎ᖺᗘඪ⛯ไᨵṇ⥘䠄ᢤ⢋ 䠖 ⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻క䛖ㄢ⛯ୖ䛾ᑐᛂ䠅
ࣝࢱࢪࢹࡢ῭⤒ ۑక࠺ᅜ㝿ㄢ⛯ୖࡢㄢ㢟ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᮎࡲ࡛ᅜ㝿ⓗ࡞ྜពᇶ࡙ࡃ
ゎỴ⟇ࢆࡾࡲࡵࡿࡃࠊ㹍㹃㹁㹂ࢆ୰ᚰ㆟ㄽࠋ
 ۑᅜ㝿ㄢ⛯ࡀࠊ࡞ᴗάືࢆᨭࡋࡘࡘ⛯※ࢆᏲࡿ࠸࠺ᅜᐙࡢᇶ┙㛵ࢃࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊᅜ㝿ⓗ࡞㆟ㄽྲྀࡾ⤌ࡴᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆ⥘᫂グࠋ
䠍 Ᏻᐃⓗ䛛䛴ணぢྍ⬟䛺ᢞ㈨⎔ቃ䛾ᵓ⠏

䠏 ᪂䝹䞊䝹䛾㐺⏝ᑐ㇟䛾᫂☜➼

ۑ

୍ᅜ⩏ⓗ࡞ㄢ⛯ᥐ⨨ࡣࠊᴗࡢࣅࢪࢿࢫᒎ㛤ୖ
ࡢ☜ᐇᛶࢆቑຍࡉࡏࠊ࡞ᴗάື㈇ࡢᙳ
㡪ࢆࡶࡓࡽࡍ

ۑ

ᅜ㝿ྜពᇶ࡙࠸ࡓゎỴ⟇ࢆ᪩ᮇぢฟࡋࠊᏳᐃ
ⓗࡘணぢྍ⬟࡞ᢞ㈨⎔ቃࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ㔜せ

䠎 ᴗ㛫䛾බᖹ䛺➇த⎔ቃ䛾ᩚഛ
ۑ

ᴗ㛫ࡢබᖹ࡞➇த⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊࢃࡀᅜᴗ
ࡢᅜ㝿➇தຊࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡘ࡞ࡆࡿᚲせ

ۑ

➨㸯ࡢᰕࡣࠊࢃࡀᅜࡸᕷሙᅜ㐺ษ┈ࢆィ
ୖࡋ࡚࠸ࡿᴗࡢ⛯㈇ᢸࡣࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼
࡞࠸ࡶࡢࡍࡿᚲせ

ۑ

➨㸰ࡢᰕࡣࠊ㍍ㄢ⛯ᅜ┈ࢆ⛣㌿ࡍࡿࡇ࡛
⛒⛯ᅇ㑊ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿከᅜ⡠ᴗࡢ⛯㈇ᢸࢆ㐺
ṇࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊබᖹ࡞➇த⎔ቃࢆᩚഛ

ۑ

᪂ࡓ࡞࣮ࣝࣝᑟධᙜࡓࡾࠊᑐ㇟࡞ࡿࣅࢪࢿࢫ
ࡢ⠊ᅖࢆ㐺ษ㝈ᐃࡋࡘࡘࡑࡢᐃ⩏ࢆ᫂☜ᐃࡵ
ࡿ࡞ࠊྜ⌮ⓗࡘ᫂░࡞ไᗘࡍࡿࡇࡀ㔜せ

䠐 㐣䛺ົ㈇ᢸཬ䜃㔜ㄢ⛯䛾㜵Ṇ
ۑ

㐣ᗘ࡞ົ㈇ᢸࢆᴗㄢࡉ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖

ۑ

㔜ㄢ⛯ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᙉຊ࡞⣮த㜵Ṇ࣭ゎỴ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᵓ⠏

䠑 ἲே⛯䛾ᘬୗ䛢➇த䜈䛾ᑐᢠ
ۑ

ࠕᗏ㎶ࡢ➇தࠖࡶゝࢃࢀࡿἲே⛯ࡢᘬୗࡆ➇த
ࢆᨺ⨨ࡍࢀࡤࠊࡢᅜࡢ㈈ᨻࡶ❧ࡕࡺ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ
ࡑࡢࡋࢃᐤࡏࡣ≉୰ᑠᴗࡸಶேཬࡧ࠺ࡿ

ۑ

ᢞ㈨ࢆចࡁࡘࡅࡿࡓࡵࡢἲே⛯ࡢᘬୗࡆ➇தṑṆ
ࡵࢆࡅࠊྛᅜࡢ⛯※ࢆᏲࡿᥐ⨨ࢆᅜ㝿༠ㄪࡢୗ࡛
㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ
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㻟㻣

（国際課税資料３８）

௧䠏ᖺᗘඪ⛯ไᨵṇ⥘䠄ᢤ⢋ 䠖⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䜈䛾ᅜ㝿ㄢ⛯ୖ䛾ᑐᛂ䠅 䠄ᢒ䠅
➨୍ ௧䠏ᖺᗘ⛯ไᨵṇ䛾ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉
䠒䠊⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䜈䛾ᅜ㝿ㄢ⛯ୖ䛾ᑐᛂ
䝕䝆䝍䝹ᢏ⾡䛿⤒῭άື䛾㝮䚻䜎䛷ᾐ㏱䛧䛴䛴䛒䜚䚸䛂⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛃䛜ᛴ㏿䛻㐍ᒎ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾䜘
䛖䛺௦䛾ኚ䛻ᑐ䛧䚸䝰䝜䜢୰ᚰ䛸䛧䛯⏘ᴗ௦䛻ᙧᡂ䛥䜜䛯ᅜ㝿ㄢ⛯ཎ๎䠄䛂ᜏஂⓗタ䠄䠬䠡䠖
㻼㼑㼞㼙㼍㼚㼑㼚㼠 㻱㼟㼠㼍㼎㼘㼕㼟㼔㼙㼑㼚㼠䠅䛺䛡䜜䜀ㄢ⛯䛺䛧䛃➼䠅䛜㐺ษ䛻ᶵ⬟䛧䛺䛔䛸䛔䛳䛯ၥ㢟䛜㢧ᅾ䛧䛶䛔䜛䚹
䜎䛯䚸⤒῭䛾䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝕䝆䝍䝹䛾㐍ᒎ䛻䜘䜚䚸▱ⓗ㈈⏘➼䛾ᅜቃ䜢㉺䛘䛯ྲྀᘬ䛜ᣑ䛧䚸㍍ㄢ⛯
ᅜ䜈䛾┈⛣㌿䛜ᐜ᫆䛸䛺䜛୰䚸ྛᅜ䛜ప䛔ἲே⛯⋡䜔ඃ㐝⛯ไ䛻䜘䛳䛶እᅜᴗ䜢ㄏ⮴䛩䜛ື䛝䛜ά
Ⓨ䛧䛶䛚䜚䚸㐣ᗘ䛺ἲே⛯䛾ᘬୗ䛢➇த䛻ṑṆ䜑䜢䛛䛡䜛䛣䛸䛜ᛴົ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻䜘䛳䛶⏕䛨䜛䛣䛖䛧䛯ᅜ㝿ㄢ⛯ୖ䛾ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻞㻝ᖺ༙䜀䜎䛷䛻ᅜ㝿
ⓗ䛺ྜព䜢䜎䛸䜑䜛䜉䛟䚸䠫䠡䠟䠠䜢୰ᚰ䛻㆟ㄽ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹
⤒῭䛾䝕䝆䝍䝹䛻ᑐ䛩䜛ゎỴ⟇䛿䚸䜟䛜ᅜᴗ䛻㐣ᗘ䛺㈇ᢸ䜢ㄢ䛥䛺䛔䜘䛖䛻㓄៖䛧䛴䛴䚸ᴗ㛫䛾
බᖹ䛺➇த⎔ቃ䜢ᩚഛ䛧䚸䜟䛜ᅜᴗ䛾ᅜ㝿➇தຊ䛾⥔ᣢཬ䜃ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜛䜒䛾䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䜎䛯䚸⛯ไ䛾☜ᐇᛶ䜢䜒䛯䜙䛩୍ᅜ⩏ⓗ䛺ㄢ⛯ᥐ⨨䛾ᣑᩓ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻䜒䚸ᅜ㝿ⓗ䛺䝁䞁䝉䞁䝃䝇
䛻ᇶ䛵䛟ゎỴ⟇䜈䛾ྜព䛿䚸ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹䜟䛜ᅜ䛸䛧䛶䛿䚸௧䠎ᖺᗘඪ⛯ไᨵṇ⥘䛷♧䛧䛯ᇶ
ᮏⓗ⪃䛘᪉䛻ἢ䛳䛶䚸䠫䠡䠟䠠䜢୰ᚰ䛸䛩䜛ᅜ㝿ⓗ䛺㆟ㄽ䛻㈉⊩䛧䚸ᅜ㝿ⓗ䛺ྜព䛻ྥ䛡䛶䚸୍ᒙᑟⓗ䛺
ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹
䜎䛯䚸ᅜ㝿ⓗ䛺⛒⛯ᅇ㑊䜔⬺⛯䜈䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚋ䜒ᘬ䛝⥆䛝䚸ᅜ㝿ⓗ䛺㆟ㄽ䜔⛒⛯ᅇ㑊䛾ែᵝ
➼䜢㋃䜎䛘ᚲせ䛺ぢ┤䛧䜢㎿㏿䛻ㅮ䛨䛶䛔䛟䚹ే䛫䛶䚸ᅜ㝿ㄢ⛯ไᗘ䛜䛝䛺ኚ㠉䜢㏄䛘䜛୰䚸ᅜෆἲไ䞉⛒
⛯᮲⣙䛾ᩚഛཬ䜃╔ᐇ䛺ᇳ⾜䛺䛹㐺䛻༑䛺ᑐᛂ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᅜ⛯ᙜᒁ䛾యไᙉ䜢⾜䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹
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