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II ノーコード開発
ノーコード開発とは
近年、ノーコード開発が盛んになってきています。ノーコ
ード開発とは、プログラミング言語を知らなくても、あら
かじめ構築済みの機能を組み合わせることによって比較的
簡単にシステムが開発できることをいいます。
ノーコード開発をするためには専用の開発ツールが必要で、
業務全体をカバーするシステムのような複雑なことはでき
ませんが、簡単な Web 入力照会画面やワークフロー、デー
タ分析などの単一業務に絞っており、構築が容易です。ツ
ールはある程度想定された利用シーンを絞って提供されて
いるため、その目的に合わせたノーコード開発ツールを選
択します。すでに Microsoft、Google、Amazon、Apple な
どの有名な IT 企業が開発ツールを提供しています。
このツールを使ったところで、いきなりすべての人がシス
テムを開発できるようなるわけではありませんが、システ
ム開発のハードルが下がったことは間違いなく、社内業務
に特化した簡単なツールを社内で開発したい、システム開
発を学びたいという人にはよい手段となります。

Plaza-i とノーコード開発
Plaza-i ではこれまで、ユーザの利便性を強化すべく、イン
ターフェース面やデータ活用面で機能を追加してまいりま
した。画面の表示項目の変更や汎用帳票、エクセルテンプ
レートなどがこれにあたります。これらはシステム上の設
定だけで表示項目やキャプションを変更できるため、ある
意味 Plaza-i の一部の機能のノーコード開発ツールと言え
ます。

また、BAS ビジネス分析モジュールでは、Plaza-i 内外から
取得したデータを組み合わせてユーザが自由な分析軸でデ
ータを参照できるようになっており、より統合システムの
デ ー タ を 活 用 で き る よ う に な り ま し た 。 V2.02.11
（2020/01/17 リリース）にはユーザ帳票テンプレート機能
が追加され、これまで制限のあったエクセルテンプレート
の表示項目や表示方法についても、ユーザ側で自由に追加
できるようになりました。例えば発注書に関連する受注伝
票の情報や、マスターの情報を表示させたり、複数の伝票
を日付で合算して表示したり、表示を一覧形式にしてチェ
ックリストとして利用したりするなどです。これはこれま
でのエクセルテンプレートではレコードソース（表示する
元となるデータのかたまり）がシステム側でしてしていた
のに対し、ユーザ帳票テンプレートではユーザデータ交換
処理マスターのクエリビルダにてかなり自由に設定できる
ようになったためです。
クエリビルダは SQL の知識が必要なため、完全なノーコー
ドとは言えないかもしれませんが、テーブル検索機能や複
数テーブル自動ジョイン機能が用意されており、これまで
はあらかじめ Plaza-i 側で用意した項目や表示方法で実現
できなければカスタマイズ（プログラム開発）するしか対
応手段がなかったものが、Plaza-i のメニュー上の操作だけ
で、外部ツールに頼らずに Plaza-i のメニューから直接表示
できるようになったため、特に独自の帳票を出力したいユ
ーザには大きなメリットとなります。ご要望のお客様は弊
社サポート担当かコンサルタントにご相談ください。
なお、Plaza-i はテーブル構造をユーザに公開しており、
SQL を学べば、ユーザ帳票テンプレートはユーザ側だけで
も作成できます。但し、お客様側で作成したユーザ帳票テ
ンプレートはアプリケーションサポートサービスの対象と

はなりませんのでご留意ください。

II データマネジメント
はじめに
昨今、情報技術の進化、高度化によりデータの量が爆発的
に増加しています。
企業は「データ」を、ヒト、モノ、カネに代表される経営資
源の１つと位置づけ、それらを利活用することでより大き
な成果を得ようとしています。

データガバナンスというと大仰ですが、ここでは、運用ル
ールと解釈します。運用ルールのあるなし、周知、徹底の度
合いが、データの品質に大きく影響してきます。
例えば、マスターデータの登録、変更、廃棄の運用ルールの
ある／なし、取引データが当日（適時）に登録される／され
ない、伝票の摘要、備考、説明などの項目の入力内容が統一
されている／されていない、月次締めのスケジュールが決
まっている／いない、または締め後の訂正が多い、分類コ
ードや集計コードの目的や定義があいまいなど。

データを利活用して価値を生み出すには、そのデータが、
適時に、適切な品質で、安全に使用でき必要があります。

これらは、高度（高価）な情報技術や機能を導入したら解決
できるというものではなく、運用ルールと運用そのものが
データの品質に影響を与えてきます。

そのためには、データベースシステムを含む情報システム
や分析ツールなどの情報技術の利活用に加えて、データの
品質を担保するための組織的な活動（体制やルール等）が
必要となります。

運用上の課題の解決、データのオーナー（所管）
、教育、文
書化、セキュリティなど、組織全体としての計画的な統制
活動＝運用ルールがデータの品質を担保する上で、重要に
なってきます。

こうした活動を総称して「データマネジメント」と言い、昨
今その重要性が認識されています。

メタデータの整備とデータ利活用

本稿では「データマネジメント」についての概説と、Plazai の観点からの考察を述べさせていただきます。

データマネジメント知識体系：DMBOK
データマネジメントに関する知識体系：DMBOK（Data
management body of knowledge）として、国際データマ
ネジメント協会（DAMA International）から書籍『DAMADMBOK 2nd Edition』が出版されており、その日本語訳とし
て『データマネジメント知識体系ガイド 第二版』
（編著：
DAMA International、監訳：DAMA 日本支部、Metafind コ
ンサルティング株式会社）が出版されています。
同書では、データマネジメントについて、11 の知識領域を
定義し、提示しています。
【DMBOK における 11 の知識領域】
①

データガバナンス

②

データアーキテクチャー

③

データモデリングとデザイン

④

データストレージとオペレーション

⑤

データセキュリティ

⑥

データ統合と相互運用性

⑦

ドキュメントとコンテンツ

⑧

リファレンスデータとマスターデータ

⑨

データウェアハウスとビジネスインテリジェンス

⑩

メタデータ

⑪

データクオリティ

各知識領域については、同書やその解説書をご参照いただ
くとして、総覧すると「情報システム」と類似、重複する印
象がありますが、
「情報システム」を企業の資源（資産）と
して管理することと、
「データ」を企業の資源（資産）とし
て管理することを思考すると、やはり両者は別モノであり、
「データ」そのものを主体としてマネジメントしていくこ
との意義を見出すことができます。

メタデータとは、
「データの辞書」のことです。
「データのデ
ータ」とも言われます。
メタデータには、
「業務に関するメタデータ」
「IT に関する
メタデータ」
「オペレーションに関するメタデータ」に分類
されます。
データの利活用に際しては、
「業務に関するメタデータ」が
重要になります。
例えば、Plaza-i の受注伝票のデータを見る際、受注タイプ
はどのような目的で、どんな区分値で使っているか、ユー
ザ定義コードはどのような目的でどのような区分値がある
か、商品マスターはどの項目を使っている／使っていない
か、どの項目をどんな意味で使っているか、など。
データを利活用するに際し、整然と存在するデータを見る
だけでは意味が判別できず、目的にそって利活用すること
は困難です。
また、他のシステムとデータ連携する場合にも、両者のデ
ータの意味や目的を合わせて変換、交換する必要がありま
すが、こうした場合にも、データ（項目）の業務上の目的や
意味が明らかになっていないとやはり、困難です。
こうしたところから、データを利活用するには、メタデー
タ、特に「業務に関するメタデータ」の整備が重要になりま
す。
ちなみに、
「IT に関する～」は、データベースの物理テーブ
ル・フィルドの仕様情報（USR テーブルコントロールマス
ターやユーザーズガイドの各項目説明が相当）、「オペレー
ションに関する～」は「承認履歴」
「ログイン履歴」
「操作履
歴」
「ジョブログ」などが相当し、特にアプリケーション保
守の局面で重要なデータになります。

おわりに

以下、Plaza-i の観点から「①データガバナンス」
「⑩メタデ
ータ」について考察してみたいと思います。

データのライフサイクルは、①経営や事業と整合したデー
タの定義、活用の戦略・企画・計画、②情報システム／デー
タベースシステムの開発・構築、③データの入力と蓄積、④
データの出力、利活用、⑤データの廃棄となりますが、この
流れの中で、データが価値を生み出すのは、
「④データの出
力、利活用」時点のみとなります。他の①②③⑤では、直接
的な価値は見出されず、逆にコストが発生しています。
（他
の経営資源でも同様ですが。
）

データガバナンスによるデータの品質担保

「④データの出力、利活用」の時点で、確実に価値を生み出

し、より大きな成果に結びつけるための課題解決のアプロ
ーチとしてデータマネジメントの知見を参考にされてみて
はいかがでしょうか。

II チャットボット
チャットボット
Web サービスを利用していると、右下にピコンと小さなウ
ィンドウが出て、
「お困りの事はありませんか？」と問いか
けられた事がある方、少なからずいらっしゃると思います。
オペレータに替わり顧客からの問い合わせに対応してくれ
るツールです。ロボットが対話（チャット）してくれるので
チャットボットと呼ばれています。
チャットボットには大きく二種類に分かれ、色々な選択肢
の中から順番に適切なものを選択してもらって解決にたど
り着く「シナリオ型」と、対話の蓄積によりロボット自らが
自習してくことで対話の精度が高まっていく「AI（人口知
能）型」があります。冒頭のケースのようなサービスは「シ
ナリオ型」が多いですが、Siri のようなものも大きなくくり
では人口知能型チャットボットと言ってもいいでしょう。
ここでは「シナリオ型」チャットボットについて最近の体
験も交えてお話したいと思います。
チャットボットはそれまで電話で応対していた自社製品の
サポートサービスや新規顧客への問い合わせ対応に採用さ
れることが多いほか、最近では自社内問合せ対応に採用す
る企業もちらほら見られるようになってきました。同じよ
うな質問を何度も受ける側からしたら、替わりにロボット
が回答してくれたらどんなに楽でしょう。実際、うまく導
入できれば自社のサービスや問い合わせ対応を効率的に行
い、顧客対応スピードも速くなり、大きな効果を得られる
可能性があります。
・ 電話での問い合わせ対応が減るので、担当者の負担が減
り、人件費等コストの削減や、本業への注力、余裕が出
た人や時間を適所に配置できる可能性があります。
・ お客様をお待たせせず解決策を提示できるので、サービ
スレベルが上がり、顧客満足度アップにつながるでしょ
う。
・ 一般的には電話よりメールやチャットの方がコミュニ
ケーションのハードルが低くなる傾向にあり、顧客が気
軽に質問しやすいという点から、結果顧客との接点が増
えます。
・ Web サービス上のチャットなので、履歴も残り、顧客の
ニーズや自社製品の課題を把握しやすくなります。
顧客側からすると
・ 問合せ窓口の電話がいつも話し中で、何度も電話をかけ
たりずっと待っているといった状況が減ります。
・ 24 時間 365 日お客様対応ができるので、日中問合せが
難しい顧客にとっては、夜間や休日にも問合せでき、使
い勝手がよいというメリットがあります。
・ 人を介さずわからない事が聞けるので気楽に使えます。
ただ、必ずしも良い点だけでも無いようです。

チャットボットで困った
先日、契約しているある通信サービスでちょっと困った事
が起き、サービス業者に確認しようとその会社のウェブサ
イトを閲覧しました。右下にピコンとチャット画面が出て
きて、質問が出てくるので促されて進んでいきます。質問
が核心に近づいてくると、あまり該当する選択肢もなくな
ってきて、
「その他の質問はこちらへ」と促されて別のサイ

トへ。
オペレータにいつながるのかと思いきや、問い合わせサイ
トをＳＭＳで送りしますとありました。届いたＵＲＬをク
リックすると先ほどの問い合わせサイトが再び現れ、また
右下にチャット画面がピコン。どうしても直接オペレータ
に話して現状を説明して問題をクリアにしたかったのです
が、何度やっても、選択する回答を少し変えてみても、無限
のループにはまり、なかなか抜け出せません。現状を言葉
で伝えたい、わかってくれる人に直接聞いてもらいたいと
いう思いが阻まれ、直接電話できれば 10 分で解決するの
に、とイライラ。ようやく、深い深い奥のサイトに直接オペ
レータとつながれるサイトを見つけたのは 2 時間後。
営業時間外でも人を介さずに質問や問い合わせができ、効
率的で気楽に使えるメリットがある一方、ロボットが対応
するため、やはり人間の複雑な質問に対し複雑な返答がで
きません。前述のようなケースに直面すると途端に効率が
下がり、顧客の印象が悪くなるリスクもはらんでいます。
チャットボット採用もシステム導入。採用の際は要件定義
をしっかりし、シナリオを細かく設計する必要があると同
時に、ロボットでは対応しきれない問合せに対するオペレ
ータの存在はやはり重要で、そこまでの顧客の動線はでき
るだけわかりやすくすべきと感じた経験でした。
日々IT 技術も飛躍的に進歩していく中、チャットボットの
能力も精度は高まっていくのだと思いますが、背後にはや
はり人がいて欲しいと思うのは私だけではないと思いたい
です。

II 賃金の低い国日本！？
ラーメン１杯 20 ドルで驚くなかれ
数年前にテレビ番組で「ニューヨークではラーメン１杯 20
ドルもするんですよ」とレポートするシーンを見ました。
「高いなぁ」
「原材料を全て日本から輸入していればそのく
らい仕方ないか」などと思いながらも、その少し前にスイ
スに訪れていたことがある筆者は、20 ドルという値段の高
さにそこまで驚きはしませんでした。現地スイスに知人が
おり、知人宅に滞在させてもらったおかげで費用を安く抑
えることができましたが、お昼ご飯にサンドイッチを購入
しようとしても、日本のコンビニで買う感覚の値段ではと
ても買えず、滞在中の食費がなかなか高くついたことを覚
えています。

最低賃金 930 円
厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会は 2021
年度の全国平均の目安を時給 930 円にすると決めました
（それ以前は 902 円）
。では、スイス（ジュネーブ州）の最
低賃金がいくらかというと、時給 23 スイスフランです。レ
ートを約 120 円として時給 2600 円ということになります。
筆者がスイスを訪れた当時で既に約 3 倍近い開きがありま
した。そのことを知人に教えられたとき、海外との物価や
賃金の差がいかに開いているかを思い知らされました。コ
ロナ禍以前のインバウンドが盛んだったことや海外からの
観光客が沢山訪れていたことも、円安もあったとは思いま
すが、日本のサービスが良質で安価（コスパが良い）からこ
そ人気だったのだと認識すべきと思います。

ウッドショック
最近、日本の住宅市場では木材不足による価格の高騰（ウ
ッドショック）が起きています。背景には米国や中国での
不動産販売の好調があるとされています。コロナ禍で在宅

ワーカーが増えたこと、人口の密集する都市部から郊外へ
の転居の増加も背景にあるでしょう。木材価格の高騰は当
然販売価格にも多少なりとも影響を与えます。日本での販
売価格は安いので海外の業者が日本に木材を持ってこなく
なることもウッドショックが日本で深刻化する一因だと思
われます。

シリコンバレーからの脱出

このころの通信方式はアナログ方式で、音声を電波に乗せ
で通信するという形式に限られていました。これは、AM や
FM のラジオと大まかに同じ方式です。

2G からデジタル化、データ通信が可能に
1993 年からデジタル方式のサービスが開始され、現在の
NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの前進に当たる企業がサ
ービスを開始します。

一方で、物価高の弊害も厳として存在しているようです。
シリコンバレーでは今、IT 企業などの脱出が起きています。
Oracle 社も「従業員に勤務場所と働き方についてさらなる
柔軟性を提供する」として本社をテキサス州オースティン
に移転しました。コロナ禍の影響もあり、IT 企業などを中
心にテレワークが推奨され、またシリコンバレー周辺はオ
フィス賃料や住宅価格が高騰していることもあり、もはや
そんな高い家賃を払わずとも従業員たちがもっと暮らしや
すい地域に移住して仕事をしても支障が無くなりつつある
ということなのでしょう。

また、２G では通話音声だけでなくデータ通信も可能とな
り、この世代から i モードや ezweb 等のデータ通信サービ
スがスタートしています。データ通信が可能になったこと
により、テキストベースのメッセージのやり取りも電話番
号をベースにしたショートメールのやり取りとは別に、PC
で使われている E メールが利用できるようになりました。

スクリューフレーション

2G では国や地域ごとに異なる移動通信システムが導入さ
れており、それぞれの地域を離れると利用できないという
欠点がありました。このため、３G ではその問題を解消す
る目的で通信システムの仕様の標準化が進められ、2000 年
代初頭に各キャリアが開始した３G のサービスでは海外で
もそのまま利用できるような端末が登場しました。また、
通信技術の進歩により広帯域の通信が可能となり、より高
速に、大容量の通信が可能になりました。

収入や可処分所得が低くても（高くても）物価が安い（高
い）ので問題無いとの指摘もありますが、日本は食料の自
給率が低いということが叫ばれて久しいです。先日、山崎
パンの「まるごとバナナ値上げ」のニュースを目にしたと
き、個人的にですが、少々「値上げ＝悪」のような雰囲気を
感じ取ってしまいました。確かに値段が安いことは消費者
にとっては良いことですし、そこに企業努力があることは
素晴らしいことだと思いますが、日本が相対的に貧しくな
れば、食料など輸入依存度の高い日本は海外から満足に調
達できなくなる、もしくは、もの凄い価格で確保しなくて
はならなくなるのではないかと感じました。

価値に対する価格を見直す
賃金が低いからと単に引き上げればいいとは思いません。
短期に急激な引き上げをすれば企業経営や雇用に影響が大
きいのは当たり前です。毎年段階的に引き上げるべきでし
ょう。一方で、その実現のためにサービスの価格を引き上
げることも必須と考えます。価格の安さばかりを強調する
風潮が日本にはないでしょうか。数年前にあった牛丼の安
売り競争、勝者なき消耗戦として揶揄されたことを私たち
は忘れてはなりません。自分たちが提供しているサービス
の価値を、価格を今一度見直すべきときに来ていると思い
ます。

II 5G、6G に至るまでの移動通
信システムの変遷
はじめに
数年前からよく話題に上がるようになった 5G。現在主要キ
ャリアでは主に都市中心部を中心に対応しています。5G の
「G」は Generation(世代)を表しています。現在広く普及し
ている４G と比較して高機能な次世代通信システムです。
ここでは、移動通信システムの変遷を世代毎に振り返って
いきます。

1G は通話専用
日本国内で民間用に移動通信システムのサービスが開始さ
れたのは 1979 年、当時は自動車の社内で通話する目的のサ
ービスでした。その後、肩掛け型の電話が登場し、1990 年
代前半に日本の携帯電話の原型となる携帯電話が登場して
います。

余談ですが、筆者が初めて携帯電話を手にしたのもこの世
代の携帯電話からです。

3G で世界でも利用可能に

この世代からパケット通信の定額プランが登場したり、携
帯専用のアプリケーションが登場する等、現在利用してい
る機能やサービスに近いものが登場し始めました。2000 年
代後半には iPhone や Xperia 等のスマートフォンが登場し
始めています。

スマートフォン利活用の進化を支えた 4G
3G 後期にはスマートフォンも徐々に普及し始め、より大容
量の通信の需要が出始めました。2010 年にドコモが、2012
年に KDDI とソフトバンクが第 4 世代の通信システム、
LTE
のサービスを開始します。4G では 3G よりもさらに広帯域
での通信が可能となり、さらに複数のアンテナでデータを
並列で送る、という技術が採用されたことにより、さらに
通信が高速化しました。
また、３G までは音声通話とデータ通信で別のネットワー
クを利用していましたが、4G からは音声通話、データ通信
の両方がパケット交換方式の通信を利用することになりま
した。これにより、従来からデータ通信は定額料金でした
が、音声通話も同様に定額にする事が可能となり、携帯電
話の利用料全体が定額化するケースが増加しました。アプ
リの進化により、スマートフォンで出来る事がどんどん増
えていくにつれ、通信量も大容量化していきますが、4G の
技術がその進化を土台で支えていたと言えるでしょう。

5G では通信機器以外にも利用可能性が広がる
5G の主な要求条件は、
①

超高速通信(4G の 10 倍以上)

②

超低遅延通信(4G の約 10 分の 1)

③

多数同時接続(4G の 10 倍以上)

の 3 つがありますが、すべての通信サービスがこれら 3 つ
を満たしている必要はなく、それぞれのユースケースに必
要な性能を提供すれば良いとされています。

スマートフォン等、従来の通信機器から利用するのであれ
ば①を満たしたサービスが提供され、危険を伴う作業の遠
隔操作では②が提供されることでしょう。IoT の大規模利用
には③が提供される事が想定されます。特に②、③は今ま
ででは実現できなかった利用シーンであるだけに、大きな
インパクトを産業へ与えうる事が推測されます。

おわりに
5G の対応エリアはまだ少なく、まだ恩恵を受けている人も
それほど多くないと思われますが、既に５G の次の技術、
6G の研究、議論が始まっています。
通信の高速化はもちろん、消費電力の低減やセキュリティ
の強化等が研究されている模様です。
このように見ると通信の世代交代はおおよそ 10 年ごとに
起きていますが、4G から 5G への進化の影響が非常に大き
く、そこからさらに 10 年後の次の世代となると今の時点で
は想像もできないような変化が起こる事でしょう。

II プログラミングと数学
はじめに
平素は Plaza-i をご利用頂き誠にありがとうございます。新
型コロナウイルスが猛威を振るっている中、余り外出をし
ない日々を送っていらっしゃる方も多いかと思います。筆
者は良く YouTube で動画を見ているのですが、最近は勉強
に関する動画を見るようになりまして、特に数学の動画を
見ていると今の仕事であるシステム開発と繋がると感じる
部分があったため、その話をご紹介しようかと思います。

行かなかったので式を工夫できる形に変形させ不等式で範
囲を絞る、という形で行っています。
このようなアプローチはプログラムのバグの調査をする際
に利用する事が有ります。プログラムという物は書いた通
りにしか動きません。その為、バグがあるという事はどこ
かのコードが間違っていて、バグの調査とはその間違いが
どこにあるのかを探す作業なのです。
但し、プログラムは巨大で複雑になる物ですので、この調
査を総当たりで行うのは厳しい物が有ります。その為にあ
る程度の軸を据えて範囲を絞って調査を進めていきます。
まずはシンプルにデータを入力して再現するかを確認しま
す。これで再現する場合は次にどの条件だと再現しなくな
るかという軸で、逆に最初の時点で再現しない場合はどの
条件だと再現するかという軸で範囲を絞っていきます。先
述の整数問題では論理的に破たんする部分を除外していく
形で範囲を絞り込んでいきましたが、バグの調査をする際
は逆に正しい部分を除外していく形で範囲を絞り込んでい
くのです。これを繰り返し、最終的に残った部分がバグの
本体つまり修正すべきコードとなります。
この手の数学の問題の解法自体がそのまま応用出来るとい
う訳ではありませんが、数学的な考え方つまり論理的思考
自体は当てはめて考える事が出来るのです。

おわりに

例題

学生時代の筆者は特に目的意識もなく受験であったり単位
であったりの為だけに勉強をしていました。しかし、そう
やって身に着けた知識や経験であっても、回り回って今現
在の仕事に活きている物です。そうでなくとも単純に知識
が増えるのは楽しい事ですので、ただシンプルに知識を増
やすために学生時代に行っていたような勉強を改めてやっ
てみるのも面白いのではないでしょうか。

p,q を異なる素数とする。2^(p-1)-1=pq^2 を満たす素数(p,
q)を全て求めよ

II MLB とビッグデータ

整数問題

この問題に対して回答へのアプローチとしては、まずは、p
に実際にいくつかシンプルな値をあてはめていきます。
素数なので p=2 とすると 1=q^2 となり、q は素数を満たさ
ない為 NG です。次に p=3 の場合、4=3q^2 も q が素数に
ならない為 NG、p=5 の場合も 16=5q^2 も q が素数になら
ない為 NG です。
次に式を変形します。p=2k+1(上記から k≧3)と置くと、
2^(p-1)-1=2^2k-1=4^k-1=(2^k+1)(2^k-1)となります。こ
こで 4^k-1 に着目すると(3+1)^k-1 と変形でき、これは 3
の倍数である事を示します。ここから pq^2 も 3 の倍数で
あり、p≠3 なので q=3 となります。
最後に(2^k+1)(2^k-1)の組み合わせを求めるため、前提条
件の k≧3 から範囲を不等式で絞り込みます。
2^k+1≧9、2^k-1≧7
更に上記で求めた結果より、(2^k+1)(2^k-1)=9p なので、
考えられる組み合わせは(ｐ, 9)もしくは(9, p)のみとなりま
す。この内で前者は 2^k-1=9 から 2^k=10 となり k が整数
にならない為不適、後者は 2^k+1 = 9 から 2^k=8 となる
為、k=3 が求まります。
最初の前提から p=2k+1 なので、p=7 となり、回答は
(p, q)=(7, 3)となります。

プログラミングとの類似
この問題へのアプローチは、値を当てはめて確認、上手く

はじめに
今年、野球の世界最高峰のリーグであるメジャーリーグ（以
下、MLB）で、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手
が、投手・打者の双方で大活躍しています。大谷選手は、す
でに MLB で最も注目されている選手の一人と言えるでし
ょう。世界一の野球選手を目指して努力している彼の姿は
実に清々しく、その活躍を日々楽しみにしている方も多い
かと思います。筆者もその一人です。

多種多様な記録とオープンな情報
MLB の試合放送や大谷選手の報道を見ていると「1 週間で
投手として勝利し〇本以上ホームランを打った選手はこれ
まで△人」や「〇―△のカウントからホームランを□本以
上打った選手は×人」など、多種多様な記録が紹介されま
す。どうやって調べているのだろうと思うような記録です
が、1 球 1 球のプレーがデータベース化されており、球団
の担当者が記録を見つけているようです。さらに、それら
の内、多くの情報は一般にも公開されており、誰でも参照
可能になっています。そのため、個人で趣味として、そのデ
ータを分析し、発信している方もいます。多くの人の目に
触れることで、よりデータベースを有効活用しているとい
う側面があるように思います。

プレーの記録はビッグデータに
近年の技術の発達により、1 つのプレーから非常に多くの
情報を取得できるようになっています。プレーの結果だけ

ではなく、選手・ボールの動きを事細かに記録・分析が可能
になっています。
「投手どのような球種をどれだけのスピー
ドでどういう軌道で投げたのか」、「打者はどのような投球
をどれだけのスピードでどの角度で打ち返したのか」など
です。軍事用レーダーの技術を応用しているようです。こ
れらの技術で得られる情報量は非常に大きく、野球のプレ
ーの記録の量はビッグデータと言えるほど、爆発的に増加
しています。

ビッグデータはチーム戦略にも利用
選手のプレーから得られたデータは、映像技術の発展も相
まって、試合中に投手の投球情報や打者の打撃情報を視覚
的に表現してくれます。これらは、ファンをさらに楽しま
せてくれています。しかし、それだけではありません。これ
らのデータは、野球の試合での戦術や、選手獲得、選手育成
の方針に大きな影響を与えているのです。選手の特徴を統
計的に分析し、選手や監督はプレーの指針にしています。
また、新たな情報により、これまでにはなかった選手の能
力を表す指標が生まれ、優秀な選手の基準に変化も起こっ
ています。大谷選手のプレーを示す指標としてよく取り上
げられる打球速度もこれらの一つでしょう。この十数年で、
MLB のチームには、データ分析を専門とする職種が生まれ、
選手と共に 1 つのチームとして戦っているのです。個人で
データを分析・発信していた方がその分析力を買われ、チ
ームに参画するという話もあるようです。

最後に
これらの情報はまだ利用され始めたばかりで、発展途上の
ように思います。今後さらに活用され、野球という競技の
発展に寄与することでしょう。またファンの楽しみにもつ
ながることを期待しています。
今回、本稿執筆にあたり、下記書籍を通読しました。組織に
おけるデータの有効利用という点について、感銘を受けま
した。また何よりも、大変面白く読み進めることができま
すので、ここにご紹介いたします。
トラヴィス・ソーチック著 桑田健訳『ビッグデータベー
スボール』
（角川書店 2019 年）

II Plaza-i 最新バージョン情報
2021 年 9 月 17 日現在までリリースしております、最新の
Plaza-i バージョン情報をお知らせ致します。
・ Plaza-i.NET V2.02.31.05

II 住宅取得等資金に係る贈与税
の非課税措置の見直し

住宅取得等資金の贈与をした者が受贈者の直系尊属である
ことのほか、贈与を受けた年分の合計所得金額が 2,000 万
円以下である者。

はじめに

二

住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストッ
クの形成と居住水準の向上を図るため、住宅取得等資金に
係る贈与税について一定の非課税措置が設けられています。
令和 3 年度の税制改正でこの非課税措置の見直しが行われ、
非課税限度額の引上げと対象家屋の面積要件の引下げがさ
れることとなりました。

当該非課税措置は、その適用を受けようとする者の贈与税
の期限内申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、
計算の明細書等の書類を添付した場合に限り適用されます。

概要（改正前）

令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 日までの間に住宅
家屋の新築等の契約をした場合、次の通り非課税限度額が
引き上げられます。これは、新型コロナウイルス感染症の
影響で住宅購入予定者が減少しているため、住宅ローン減
税の延長と併せて、住宅投資の喚起を目的としています。

平成 27 年 1 月 1 日から令和 3 年 12 月 31 までの間に、一
定の受贈者が父母等の直系尊属から住宅家屋の新築、取得
又は増改築のための資金（以下「住宅取得等資金」という。
）
を贈与により取得し、一定の要件を満たす場合、その贈与
により取得した住宅取得等資金のうち次の非課税限度額ま
での金額について、贈与税が非課税となります。
イ
a

令和 3 年度税制改正
イ

a

住宅家屋の新築等に係る対価に対する消費税率が 10％
の場合
良質な住宅家屋

左記以外

平成 31 年 4 月 1 日～
令和 2 年 3 月 31 日

3,000 万円

2,500 万円

令和 2 年 4 月 1 日～
令和 3 年 3 月 31 日

1,500 万円

1,000 万円

令和 3 年 4 月 1 日～
令和 3 年 12 月 31 日

1,200 万円

700 万円

（※）良質な住宅家屋とは、省エネ又は耐震基準に適合す
る住宅家屋であると一定の書類により証明されたものをい
います。
b 上記 a 以外の場合（建築後使用されたことのある中古住
宅を、事業者ではない個人間で売買により取得する場合等
は不課税取引となり、こちらに該当します）
契約日
平成 28 年 1 月 1 日～
令和 2 年 3 月 31 日
令和 2 年 4 月 1 日～
令和 3 年 3 月 31 日
令和 3 年 4 月 1 日～
令和 3 年 12 月 31 日
ロ
a

良質な住宅家屋

左記以外

1,200 万円

700 万円

1,000 万円

500 万円

800 万円

300 万円

面積

受贈者の住居の用に供する家屋で、新築・増改築ともに床
面積 50 ㎡以上 240 ㎡以下のもの。
b

取得時期等

住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年 3 月 15 日
までに、その全額を住宅家屋の新築、取得又は増改築の対
価に充て、その日までに受贈者が住居の用に供すること、
又はその日以後遅滞なく受贈者が住居の用に供することが
確実と見込まれるもの。
ハ

契約日

良質な住宅家屋

左記以外

令和 2 年 4 月 1 日～
令和 3 年 3 月 31 日

1,500 万円

1,000 万円

1,200 万円

700 万円

1,500 万円

1,000 万円

契約日

良質な住宅家屋

左記以外

令和 2 年 4 月 1 日～
令和 3 年 3 月 31 日

1,000 万円

500 万円

800 万円

300 万円

1,000 万円

500 万円

受贈者の要件

令和 3 年 4 月 1 日～
令和 3 年 12 月 31 日
b

上記 a 以外の場合

令和 3 年 4 月 1 日～
令和 3 年 12 月 31 日
ロ

床面積の下限引下げ

住宅ローン減税の延長では、合計所得金額 1,000 万円以下
の者については床面積 40 ㎡以上の住宅家屋が適用対象に
加えられました。
これに併せて、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
でも、対象となる住宅家屋の床面積の下限が 40 ㎡以上に引
き下げられました。ただし、受贈者が贈与を受けた年分の
合計所得金額が 1,000 万円以下である場合に限ります。
ハ

対象となる住宅家屋の要件

非課税限度額の引上げ

住宅家屋の新築等に係る対価に対する消費税率が 10％
の場合

非課税限度額

契約日

申告要件

適用時期

令和 3 年 1 月 1 日以後に贈与により取得する住宅取得等資
金に係る贈与税について適用されます。

終わりに
この非課税措置は暦年課税の基礎控除（毎年 110 万円）又
は相続時精算課税の特別控除（2,500 万円）のいずれかと併
用して贈与税の負担を減少させることができます。ただし、
再度改正されない限り年内で終了する制度であることにご
注意下さい。

II 印紙税と電子化について
１．はじめに
印紙税は、日常の経済取引等において作成される契約書等
の文書のうち、特定の文書を課税対象とし、その課税文書
を作成した者が所定の収入印紙を貼付及び消印することに
より納付する税金です。
近年、電子契約を導入する企業が増加している 1 つの要因
として、印紙税が課されないということが挙げられます。
同じ内容の文書を作成しても、デジタル化することで印紙
税を納付する必要がなくなるため、アナログに対するペナ
ルティのような位置付けとも考えられます。
今回はデジタル化に関連する印紙税の取り扱いについて解
説いたします。

２．印紙税の課税対象
印紙税が課される文書を課税文書といいますが、次の要件
を満たすものが課税文書に該当します。
①

印紙税法別表第 1 に掲げられている 20 種類の文書に
より証されるべき事項が記載されていること

②

当事者間において課税事項を証明する目的で作成され
た文書であること

③

印紙税を課税しないこととされている非課税文書に該
当しないこと

■電子メールで注文請書を送付する場合
注文請書は、請負契約の成立を証明する文書として課税文
書（第 2 号文書）に該当します。しかし、PDF ファイル等
を電子メールに添付して相手方に送信した場合には、課税
文書を作成したことにはならず、印紙税は課されないこと
となります。
また、電子メールを受信した相手方が PDF ファイル等をプ
リントアウトしたとしても、それは単なるコピー文書であ
り、そこに課税文書の作成行為はないため、やはり印紙税
の課税対象とはなりません。これは、FAX で注文請書を送
信した場合にも同じことが言えます。
ただし、電子メールや FAX の送信後に、別途現物を交付し
た場合には、その現物である注文請書は課税文書に該当す
るため注意が必要です。
■電子領収書を発行した場合
領収書は、金銭又は有価証券の受取書として課税文書（第
17 号文書）に該当します（記載金額が５万円以上の場合に
限ります）
。
領収書についても、電子メールで送信する方法やインター
ネット上で取得させる方法により電磁的に発行したものは、
紙の現物を交付しないため課税文書の作成に該当せず、印
紙税は課されないこととなります。
■電子決済の領収書を発行した場合
記載金額が５万円以上の領収書でも、クレジットカード決
済の場合には、課税文書に該当しないこととされています。
クレジットカードによる購入は、信用取引により商品を引
き渡すものであり、
「金銭の受領事実」がないためです。こ
の場合には、領収書にクレジットカード決済であることを
記載し、金銭の受領がないことを明らかにする必要があり
ます。
また、クレジットカードに類似しているものとして、デビ
ットカードがありますが、デビットカード取引については、
即時決済を前提としているため、
「クレジットカードにおけ
る信用取引」とは全く性格が異なります。デビットカード
取引については、その即時決済性に着目し、金銭の受領事
実があったものとして、その領収書は課税文書に該当しま
す。

なお、印紙税法上の課税文書の「作成」は、単なる課税文書
の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等
に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使
することをいいます。つまり、領収書や請書など、相手方に
交付する目的で作成される課税文書は「交付の時」が「作成
の時」となり、契約書など当事者間の意思の合致を証明す
る目的で作成される課税文書は「証明の時」が「作成の時」
となります。
上記に当てはめると、電子契約の場合、そもそも課税文書
となるべき用紙等の現物は作成されず、その文書を交付す
ることもないため、課税文書の作成行為には該当せず、印
紙税の課税対象とならないことがわかります。

３．印紙税が課されない場合
具体例として、下記のような場合には印紙税は課されない
こととなります。

最近では、様々な電子マネーが普及していますが、上記の
取り扱いによれば、後払い方式の電子マネーに係る領収書
はクレジットカード取引と同様と考えられるため、課税文
書に該当せず、即時決済型や前払い方式の電子マネーに係
る領収書は課税文書に該当するものと考えられます。

４．おわりに
電子契約は、紙の文書を交付する手間が削減できる上、印
紙税の節税にもなり、導入するメリットは大きいと考えら
れます。これを機に検討されてはいかがでしょうか。

