
 

II 年末年始休業のご案内 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

誠に勝手ながら下記の通り、年末年始休業日をご案内させ

ていただきます。 

■ビジネス・アソシエイツ 

  年内営業 2021 年 12 月 29 日(水曜日) 17：00 まで  

  年始営業 2022 年 1 月 5 日(水曜日) 9：00 から 

■あいわ税理士法人 

  年内営業 2021 年 12 月 28 日(火曜日) 15：00 まで  

  年始営業 2022 年 1 月 5 日(水曜日) 9：00 から 

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解い

ただきます様お願い申し上げます。 

本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますと共に、2022 年

も変わらぬお引き立てのほど宜しくお願い申し上げます。 

II USB、発展の歴史 
はじめに 

現在では USB は、PC に限らず、携帯電話や携帯音楽プレ

ーヤー、更には自動車にまで搭載されるようになり、非常

に広い分野で活用されています。 

今回は、USB 規格が、どのような目的で策定され、どのよ

うに発展してきたかを解説します。 

USB 1.0 / USB 1.1 

USB（Universal Serial Bus）は、PC に周辺機器を接続する

ための汎用（Universal）規格として、下記のレガシーコネ

クタを置き換える目的で、1996 年に最初の規格が策定され

ました。 

USB 普及以前の PC には、キーボード・マウス用の PS/2

コネクタ、主に通信機器接続用の RS-232C コネクタ、プリ

ンタ接続用の IEEE1284（セントロニクス）コネクタなど、

様々なコネクタが標準搭載されていました。 

これらのレガシーコネクタは、通電状態でケーブルの抜き

差しをすることは想定されておらず（Hot Plug 非対応）、通

電状態でケーブルの抜き差しを行うと、（滅多にありません

が）ハードウェアが壊れる可能性がありました。 

また、上記のレガシーコネクタは、Plug and Play 非対応で

あり、接続したデバイスが自動認識されることはありませ

ん。PS/2 はキーボード・マウス専用ですので、それほど問

題はありませんが、RS-232C、IEEE1284 は、接続したデバ

イスの設定を手動で行う必要があり、セットアップに少々

手間がかかりました。 

特に、RS-232C 接続のデバイスの場合、PC 側と接続先デ

バイス側、両方で、事前に通信速度の設定を一致させる必

要がありました。 

過去に、Plaza-i POS システムで使用していた RS-232C 接

続のレシートプリンタは、通信速度設定のミス（不一致）に

起因する動作不良により、セットアップに手間取ることが

ありました。 

USB は、Hot Plug に対応しており、通電状態でコネクタの

抜き差しが可能です。また、Plug and Play に対応している

ため、コネクタを差し込めば、デバイスが接続されたこと
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が自動認識され、必要な設定が、ある程度は自動で行われ

ます。この 2 点は、当時としては画期的なことでした。 

USB 2.0 

USB 1.1 以前は、通信速度が最高 12Mbps と遅いため、ハ

ードディスクなど高速データ転送が必要なデバイスには不

向きでした。 

2004 年に規格策定された USB 2.0 は、最高通信速度が

480Mbps と、大幅に引き上げられました。 

これにより、高速通信が必要な外付けハードディスク等を、

USB 接続で、実用的に運用することが可能になりました。 

USB 3.0 

2008 年に規格策定された USB 3.0 は、通信速度は USB 2.0

の 10 倍以上となる 5Gbps に引き上げられ、さらに、送信

と受信を同時実行可能な、全二重通信に対応しました。ま

た、給電能力も、USB 2.0 以前の 5V 500mA から、5V 900mA

に引き上げられました。 

USB 2.0 で、ギガビット・イーサネット（1000base-T）や、

Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 に対応する場合、USB 側の速度（480Mbps）

がボトルネックになり、本来のパフォーマンスを発揮でき

ませんが、より高速な USB 3.0 なら、USB 側の速度がボト

ルネックになることは少なく、概ね、本来のパフォーマン

スを発揮できます。 

USB 2.0 以降、USB 接続のポータブルハードディスクが広

く使われるようになりましたが、ハードディスク（スピン

ドル）を駆動するには、USB 2.0 以前の 5V 500mA の給電

能力では、やや不足気味であり、電力不足により、USB ポ

ータブルハードディスクの動作が不安定になることがあり

ました。USB 3.0 における給電能力の引き上げは、USB ポ

ータブルハードディスク等の安定動作のため、効果的でし

た。 

USB 3.0 対応ケーブルは、通信速度向上と全二重通信対応

のため、信号線 4 本（送信用 2 本・受信用 2 本）と、GND 

1 本、計 5 本の芯線が追加されました。追加された 4 本の

信号線は、ノイズ混入防止のため、シールドされています。

そのため、USB 3.0 対応ケーブルは、USB 2.0 以前のケー

ブルよりも、やや太くなりました。 

USB 3.1 Gen 2 

2013 年に規格策定された USB 3.1 Gen 2 は、通信速度は、

USB 3.0 の 2 倍の 10Gbps になりました。 

ハードディスクより高速な SSD を USB で接続する場合、

USB 3.0 でも、USB 側の速度がボトルネックになり得ます。

そのような、超高速な通信が必要なデバイスを USB 接続す

る場合は、USB 3.1 Gen2 以降で接続すると良いでしょう。 

USB 3.1 Gen 2 は、従来の USB Type-A / Type-B のケーブ

ルを使用可能な、最後の USB 規格になります。 

速度向上の代償として、USB ケーブルの長さ制限が、USB 

3.0 の最長 3m から、USB 3.1 Gen2 では最長 1m となり、

制限が厳しくなりました。そのため、接続した USB デバイ

スは、PC のすぐ近くに置く必要があり、設置場所が制約さ

れる場合があります。 

USB Type-C 

USB Type-C は、USB コネクタの形状に関する規格です。

両端が USB Type-C のケーブルを用いることにより、USB

ケーブルに、USB 以外の信号を流す「Alt-Mode」、および、

電力供給に関する規格である、「USB PD」に対応可能です。 

詳しくは、2019 年 5 月のニュースレターをご参照くださ

い。 

USB 3.2 Gen 2x2 

USB 3.2 Gen 2x2 以降は、両端が USB Type-C のケーブル

を用いることが前提の規格になります。2017 年に規格策定

されました。 

フル規格の USB Type-C ケーブルは、シールドされた、USB 

3.0（Super Speed）用の信号線を、2 組持っています。こ

の 2 組の信号線を、両方同時に使用することにより、USB 

3.1 Gen2 の 2 倍の通信速度を実現しました。 

USB4 

USB4 は、USB 3.2 Gen 2x2 の、更に 2 倍の通信速度を実

現しました。詳しくは、2019 年 11 月のニュースレターを

ご参照ください。 

2019 年 11 月のニュースレターでは、USB4 のケーブルは、

パッシブケーブルの場合、最長 50cm と記載しましたが、

正しくは最長 80cm でしたので、この場を借りて訂正いた

します。 

USB4 は、Thunderbolt3 規格をベースとして策定された規

格です。Thunderbolt3 では、ケーブルの長さ制限は最長

50cm でしたが、USB4 では最長 80cm になり、僅かに制限

が緩和されました。 

II Plaza-i を VRIO 分析 
VRIO 分析とは 

VRIO 分析とは、経営学者のバーニーが提唱した経営戦略の

フレームワークです。経営戦略論は、大きく分けると外部

環境の変化への対応を重視するポジショニングベース型の

戦略論と、企業の内部の経営資源を重視するリソースベー

ス型の戦略論に分かれるのですが、リソースベース型の代

表的な学者がバーニーです。ちなみに、ポジショニングベ

ース型の代表的な学者はポーターです。 

経営資源には様々なものがあり、ヒト、モノ、カネといった

有形の資源と、技術力、知的財産、ノウハウ、ブランド、信

用、顧客情報といった無形の資源があります。リソースベ

ース型では、経営資源の蓄積によって競争優位性を築くこ

とが重要とされていますが、持続的な競争優位を築くため

に必要な経営資源の要件を整理したものが VRIO 分析とい

うフレームワークです。VRIO とは、次の 4 つの要件の頭文

字を並べたものです。 

・ Value（経済的価値）・・・その経営資源が経済的価値を
生み出すか？ 

・ Rarity/Rareness（希少性）・・・その経営資源は希少性
があるか？ 

・ Inimitability（模倣困難性）・・・その経営資源は真似さ
れにくいか？ 

・ Organization（組織能力）・・・その経営資源を生かすた
めの組織・体制があるか？ 

上記の４つの条件は、「VRIO フレームワークの 4 つの問い

かけ」ともいわれていまして、V からスタートして順番に O

まで問いかけていきながら経営資源を分析します。最初の

V が No なら競争劣位となりますが、Yes であってもこの段

階では競争均衡にしか過ぎません。次に、R が Yes であれ

ば、一時的競争優位になります。更に、I が Yes であれば、

持続的競争優位になります。I が特に重要とされており、R

と I の間には「一時的か」「持続的か」という大きな壁があ



 
ります。そして、最後に O が Yes であれば、競争優位最大

化となります。例えば、トヨタ自動車の生産管理手法を他

社が真似ても同じような生産効率を中々実現できないのは、

トヨタ自動車が長年の歴史や経緯によって醸成してきた組

織文化や哲学を、他の会社に根付かせるのが難しいためで

す。 

Plaza-i にあてはめてみると 

さて、この VRIO 分析を弊社の経営資源である Plaza-i で考

えてみたいと思います。 

まず、V は、数ある ERP の中からお客様に選ばれている

ERP であり Yes となります。 

次に R ですが、これも Yes です。Plaza-i の大きな特徴はワ

ンソース（お客様ごとの個別開発がなくプログラムが 1 つ

で共通）ですが、カスタマイズにも対応できるワンソース

の ERP は、他にはほぼありません。Plaza-i は、カスタマ

イズも含めて全て ERP パッケージの機能として蓄積してい

きますので、カスタマイズの有無に関係なく、標準のバー

ジョンアップさえ定期的に実施していけば、税制や OS 等

の変更があってもずっと使い続けることができる希少な

ERP です。 

そして I ですが、これも Yes です。Plaza-i はワンソースで

も拡張していけるように、ERP の骨組みであるテーブル構

造をしっかりと設計しています。また、全機能の詳細をユ

ーザーズガイドに全て整理しています。これらを真似する

のは容易ではありません。 

そして最後に O ですが、これも Yes です。カスタマイズも

できるような ERP でワンソースを維持していくのはとても

大変であり、弊社も長年苦労しながら維持するためのノウ

ハウを積み上げてワンソースを保っています。個別開発は

せずに、汎用化してパッケージに落とし込むことが、弊社

の組織文化として深く浸透しています。 

おわりに 

ご利用いただいている Plaza-i は、実は、他にはない本格的

な ERP です。日々の改善や各社で実施したカスタマイズが

ERP の機能として組み込まれ、日々、拡張しています。新

機能を毎月のようにリリースしており、Plaza-i のメニュー

にある「Plaza-i リリースノート照会」でリリース内容を確

認することができます。リリースノートは大量にあります

ので全てを確認するのは大変ですが、「一般重要度」という

項目で重要度が高いものだけ確認することもできます。も

し、気になる新機能などが見つかった場合は、サポート担

当者にご相談の上、Plaza-i の豊富な機能をご活用下さい。 

II テレワーク下での通信環境 
IPv4 の枯渇問題 

近年たびたび記事で見かけることが多くなりました。かれ

これ 10 年以上前から言われておりますが、IPv4 の枯渇問

題がたびたび取り上げられております。企業の住所ともい

われておりますグルーバル IP アドレスには限りがあり、

IPv4 の場合、2 の 32 乗である約 43 億個と限りがあります。

グローバル IP アドレスを管理する非営利団体の APNIC に

よれば、2021 年 9 月の時点で管理する在庫の 99.4%にあた

る 8 億 9 千万個はすでに配布済みとのことです。従いまし

て、そう遠くはない将来に IPv4 の枯渇問題の議論が再燃す

るかもしれません。さてその代替案の技術として登場した

のが、IPv6 となります。IPv6 は 2 の 128 乗の約 340 澗（340

兆の 1 兆倍の 1 兆倍）個となります。また IPv6 は IPv4 と

表記方法も異なり、IPv4 は 10 進数で表記されているのに

対して、IPv6 は 16 進数での表記方法となります。128bit の

IP アドレスを 16bit ごとに区切って 16 進数で表記します。

また IPv4 と IPv6 では仕組みが異なることから、プロトコ

ルの互換性がありません。すでに、運用中のシステムを入

れ替えることは現実的ではないため、現在の運用を維持し

た形で互換性を持たせた工夫がなされております。現在は

IPv4 と IPv6 を同時に使用した移行期間と考えられます。 

在宅環境で IPv6＋IPv4 を使用してみて 

IPv6 は NTT のフレッツサービスを足回り回線にすること

でプロバイダーないしそのコラボのサービスで使用するこ

とができます。プロバイダーによっては、オプションにな

るケースもあるかもしれませんが、筆者が在宅で使用して

いる S 社プロバイダーは標準で IPv6 IPOE＋IPv4 が標準で

付属しておりました。またそれに対応したルータおよび設

定が必要ですが、それも初期値で設定されておりました。

自身の端末が IPv6 の通信を使用しているかの確認はプロ

バイダーのサイト（下記画面参照）で確認できる場合があ

りますので、プロバイダーのサイトをご確認ください。 

（プロバイダーの IPv6 確認ページ） 

 

IPv4 のみの場合は、終端装置が混雑することにより、時間

帯によっては通信品質がかなり悪くなることが知られてお

ります。一方、IPv6 で使用する IPOE を使用することによ

り理論上はその混雑を回避できることから通信品質が改善

されることが期待されます。ですが実施に IPv6 をサイトや

コンテンツが対応していなければその恩恵を受けられない

のが現在地点と見て取れます。筆者が検証した限りですが、

Google 社のサービスは大方、IPv6 に対応しているようでし

た。例えば、検索エンジンはもちろんのこと YouTube や

Google Meet は IPv6 を使用した通信であることがわかり

ました。このことから、これらのサービスを利用している

場合には IPv6 を使用することによってローカル端末側で

の通信品質が向上することが期待できます。その他のサー

ビスでは筆者が検証した限りにおいては、Teams や Zoom

は IPv6 のみでの通信は行えないようでした。然しながら

IPv4/IPv6（デュアルスタック）環境であれば通信ができる

ことを確認できました。 

（Google Meet を使用時） 



 

 

企業での利用に関して 

現時点ではまだ企業のサイトやコンテンツは IPv6 に対応

していないケースが大半ですので、現時点では IPv4 を主流

とした構成になるかと存じます。フレッツを足回り回線と

して利用し IPv4 の場合で遅延がみられるようでしたら、

IPv6 IPOE＋IPv4 に変更することによってネットワーク速

度が向上する可能性があります。プロバイダーが提供する

DSLITE方式などを使用すればIPv4 の混雑した網（PPPOE）

を経由せずに、空いている IPv6 の IPOE を経由することに

よって通信品質の改善見込みがあります。 

IPv4 のみで運用し、特にネットワーク環境を変更したくい

ケースの場合ですと、ダークファイバーなど帯域制限のあ

る品質がある程度確保された足回り回線を様子することで、

通信品質を保つことができます。実際弊社も某プロバイダ

ーのダークファイバー（下りのインバウンド最大 1Gbps）

を使用しております。 

月単位の通信推移を見てみます。ブルーのインバウンド通

信は MAX で 1Gbps の通信が月に 2 回程度到達しているこ

とがわかりました。一方アウトバンドはそれほど高まって

いないことが見て取れました。弊社環境でいえばインバウ

ンド通信が少しずつ高くなっていることがわかります。定

期的に MAX の 1Gbps に到達するようであれば足回り回線

を太くすることやローカルブレークアウトといった通信を

分ける対応が必要であると判断できます。テレワークが主

流となり、通信の負荷が高まる中で IPv6 などを使用すると

いった選択肢もできますが、弊社事例も含め少しでもご参

考いただければと存じます。 

（一か月の通信量の推移） 

 

II セキュリティ序説 
はじめに 

平素より Plaza-i をご利用頂き誠にありがとうございます。

今回はお問い合わせの中からセキュリティ設定についてご

紹介致します。モジュール、メニューを中心に、複数会計単

位での設定、範囲指定パラメータのダウンロード権限につ

いてご紹介致します。基本的には、USR のユーザーズガイ

ドのセキュリティ概説の節にて網羅している部分ですが、

導入としてご覧になって頂ければ幸いです。 

セキュリティの定義の流れ 

Plaza-i のセキュリティの設定方法は、 

・ マスター毎の設定方針の決定 

・ 設定方針に基づいたユーザグループの定義 

・ ユーザグループと関連マスターとの関連付け 

・ ユーザグループに所属させるユーザの関連付け 

となります。 

よくいただく問い合わせに、「このメニューにアクセスでき

るユーザは誰か」というお問い合わせを頂きますが、シス

テム的な観点から申し上げると、「アクセスできるユーザグ

ループは、このグループとこのグループとこのグループと

なります。これらのグループに所属しているユーザがアク

セス可能です」という回答となります。 

マスター毎の設定方針 

まずはどのようなマスターがあり、どのような設定ができ

るかを見ていきます。 

・ モジュール・メニューアクセス権限 

モジュールごとにアクセスできるユーザグループを設定す

るシステムパッケージコントロールマスター、メニューご

とにアクセスできるユーザグループを設定するユーザメニ

ューマスターがあります。 

・ 処理対象アクセス権限 

具体的な設定例としては、シェアードサービスを実施して

いて、対象が多数あり、担当者が複数いる中で担当となる

会計単位を割り当てる場合、1 つの Plaza-i のデータベース

の中にグループ会社を複数追加されており、会社ごとにア

クセスできるユーザを割り当てる場合、ということが想定

されます。Plaza-i は会計単位を企業、会社、本支店の 3 つ

の階層で分かれており、それぞれにグループマスターでユ

ーザグループを関連付けることができます。また、会計系

モジュールに関しては、範囲指定の制御をかけるため、組

織グループマスターとセキュリティグループを関連付け、

出力、入力の制限を設けることができます。 

・ パラメータダウンロード権限 

USR－ユーザパラメータ保守の設定により、パラメータ毎

にダウンロードできるユーザグループを設定することがで

きます。ユーザグループの設定をメニューセキュリティ以

外に、職位別、部署別という形で分類しておきます。キャプ

ションマスターで変更させたくない範囲指定を非表示にし

ておけば、例えば、入出庫確認で入出庫タイプを非表示に

しておけば一定以上の職位の人だけが売上・仕入ができる

という設定が可能です。外部帳票で、部署ごとに帳票の出

力を管理することができます。 

設定方針に基づいたユーザグループの定義 

設定させるマスターを確認して頂いたところで、次にユー

ザグループをどのように設定するか、という方針を決定し

ます。つまりユーザグループをどれだけ分類するかです。 

こちらは運用毎に、職務別、機能別といった切り口で定義

を行っていきます。 

ユーザグループに所属させるユーザの関連付け 

定義を行ったらユーザを所属させます。ユーザは複数グル

ープ所属させることができるので、ユーザグループを細か

く設定した場合は、複数所属させることができます。 

最後に 



 
今回は セキュリティの設定についてご案内させて頂きま

した。弊社でももちろん、変動保守、設定のトレーニングを

承っております。 

それにあたっては、まずユーザ様にてどのようなセキュリ

ティを設定したいか。どのような方針があるか、という点

を確認させて下さい。 

II 電子帳簿保存法と Plaza-i 
はじめに 

2021 年 7 月の News Letter で、令和４年１月１日に施行

される改正電子帳簿保存法で、国税関係帳簿書類を電子的

に保存する際の手続きが抜本的に見直され、手続・要件が

大幅に緩和されることをご紹介しました。 

今回はその改正点を踏まえつつ、システムに関わる部分に

ついて Plaza-i でどのように対応しているのかをご紹介し

ます。 

電子帳簿保存法上の 3 つの区分 

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく右の

３種類に区分されています 

・ ①：電子帳簿等保存（電子的に作成した帳簿・書類をデ
ータのまま保存） 

・ ②：スキャナ保存（紙で受領・作成した書類を画像デー
タで保存） 

・ ③：電子取引（電子的に授受した取引情報をデータで保
存） 

①の電子帳簿等保存については、Plaza-i は 15 年以上前か

ら、「仕訳帳」、「総勘定元帳」、「試算表」の保存に対応して

います（詳細はユーザーズガイドの GLS 一般会計にある

Q&A「Q2：電子帳簿等保存対応と申請手続き」をご覧くだ

さい）。 

②のスキャナ保存については、Plaza-i を利用したタイムス

タンプの付与については対応しませんが、外部サービスを

利用してタイムスタンプを付与したファイルを、ファイル

添付機能を利用して各種伝票と関連付けることができます。 

③の電子取引についても②と同様にファイル添付機能を利

用して各種伝票との関連付けを行います。また、今回の改

正により、初めから電子データで受領した書面についてそ

れを印刷して保存しておくことが認められなくなりました。 

また、これら３つのシステムでの検索要件についても改正

が行われ、従来は「取引年月日、勘定科目、取引金額その他

のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目」が必要であっ

たのに対し、改正後は「取引年月日、取引金額、取引先」に

限定されました。 

Plaza-i での添付ファイル検索 

 

Plaza-i では添付ファイルの検索要件を満たすために、「伝

票ファイル一覧照会」というメニューを用意しています。

各種伝票に添付したファイルを、伝票をまたいで検索、照

会する画面です。今回、検索要件の緩和に合わせて、取引通

貨と取引金額を表示項目に加え、取引日、取引通貨、取引金

額での範囲指定に対応しました。 

また、Plaza-i では伝票画面から添付したファイルを確認で

きるため、伝票の検索画面や伝票の状況照会メニュー、明

細照会メニューから豊富な検索条件を使って対象の伝票、

ならびに添付ファイルを探すことができます。 

添付ファイルの訂正・削除履歴の確認 

電子帳簿保存法では従来から保存要件として、スキャナ保

存した書類や電子取引が事後的に変更できないようにする、

あるいは変更履歴を取得することをシステムに求めていま

す。 

Plaza-i では、ファイルを仕訳や売上などのデータと同じく

Oracle データベースに保存することが可能です。これによ

りファイルサーバ上で Plaza-i を介さずファイルが削除・変

更されることを防ぎます。 

また、ファイル添付画面で添付ファイルの削除を禁止、改

訂のみを許可することが可能です。ファイルを別のものに

差し替えたとしても、元のファイルを消すことはできず、

閲覧可能です。変更のログも記録するため、取引日と更新

日を比較して乖離がある場合は不正が疑われる取引として

検知することも可能です。 

先に説明した検索機能（可視性の要件）と合わせて、この 2

つがスキャナ保存並びに電子取引の保存要件となります。 

おわりに 

本機能のご利用をお考えの場合は、Plaza-i バージョンアッ

プ 他 必 要 な 手 続 き に つ い て 、 弊 社 サ ポ ー ト 担 当 者

（support@ba-net.co.jp）または導入担当者にお問い合わ

せください。 

II プロジェクトマネジメント型
の仕事 
はじめに 

筆者はこれまで複数社様向けに Plaza-i システムの導入を

経験させていただきました。その中で、プロジェクトマネ

ジメントの重要性について案件を積み重ねるごとに実感し

ています。プロジェクトマネジメントとは字義的には、「人

員や予算といったリソースを配分・活用し、納期やコスト

といった要件も満たして成果を出すための一連の管理業務」

を指します。そして現在、プロジェクトマネジメントとい
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う考え方は、IT 業界や建築、コンサルティング業界の案件

のみではなく、組織で日常的に実施される仕事にも適用出

来る考え方のようです。本稿では、このプロジェクトマネ

ジメントにおける書籍で大変興味深く読み進めることが出

来た本（以下本書）をご紹介しながら、プロジェクトマネジ

メント型仕事の重要なポイントを記載していきたいと思い

ます。 

著者：山口周、出版社：大和書房、発行年：2016 年 

書名：外資系コンサルが教える プロジェクトマネジメン

ト 

プロジェクトマネジメント型の仕事 

まずプロジェクトマネジメント型の仕事は何でしょうか。 

本書では、「手続き処理型の仕事」と比較しながら説明をし

ています。従来組織では、実直に、正確に、迅速に、ルール

通りに業務を処理する人が評価されていましたが、社会の

変化が早く、ルール通りに対応出来ない事象が発生する頻

度が上がり、従来の仕事のやり方では通用しなくなってき

ました。このような中、これからの仕事のやり方として、

「目的」と「価値観」を基に自分の判断で物事を進めて行く

能力、かつ、メンバーと共に組織として成果を上げていく

能力、つまり「プロジェクトマネジメント」の能力が必要に

なっています。上記のように、多くの場面で「手続き処理

型」から「プロジェクトマネジメント型」へ仕事のやり方が

シフトしています。 

プロジェクトマネジメント能力の位置づけ 

本書ではキャリアとして身につけるスキルには以下の 3 種

類があり、本当に自分の身を助けてくれるのは 3 だけで、

プロジェクトマネジメントもここに該当するスキルという

事になります。 

1.その会社で評価されるスキル 

2.その業界で評価されるスキル 

3.どの業種であっても評価されるスキル  

従って業界特化型に要求されるスキルではなく、業界横断

的に求められるスキルとしてプロジェクトマネジメントは

位置づけられています。本書ではプロジェクトマネジメン

ト型仕事のTipsが多く含まれていますがその中でも本質的

な部分として、「目的」と「チームメンバーの管理（リーダ

シップ）」の部分が多く語られておりますので以下で簡単に

紹介します。 

目的の重要性 

本書でははっきりと目的が不明確なプロジェクトは失敗す

る可能性が高いと述べ、多様な箇所で目的の重要性を述べ

ています。何のためにこのプロジェクトが発足したのか、

このプロジェクト終了後の成果物は何か。等、プロジェク

トキックオフ前にしっかりと利害関係者間で目的の共有が

なされていることが重要になります。 

また一見すると「目的」となっているのだが、実際は「目的

の振りをした手法」となっている場合が多く存在します。

例えば弊社は Plaza-i という ERP システムを扱っておりま

すが、「ERP システムを導入する」というのは目的ではなく、

「手段」となっています。何のためにシステムを導入する

のかという目的に関する議論が抜けてしまっていることが

多いです。そしてプロジェクトに目的がない場合、プロジ

ェクトを進めていく内に何かしら不具合が発生した際の代

替案が取れない問題が発生します。目的が明確であれば当

初プロジェクトが想定していた別の手段をとることが出来

ますが、目的が明確化されず手段だけ合意されている場合、

プロジェクトが暗礁に乗り上げてしまいます。 

従って、プロジェクト開始時に目的を明確化し、かつ常に

目的に立ち返るタスクをくみ上げてスケジューリングして

行くことがプロジェクトマネジメントにおいては大切なポ

イントとなります。 

チームの管理も目的から 

プロジェクトマネジメントにおける二つ目の重要なポイン

トはチームメンバーの管理です。本書ではここにも「目的」

の重要性を述べています。 

チームメンバーには「行動」ではなく、「目的」を伝えてあ

げることが重要です。「何をするか」ではなく、「何のために

するか」を伝え、メンバーの成長を促します。また、力量不

足のメンバーについては「目的と具体的な行動のヒント」

を与えることで、なぜこのタスクを実施しているのか、全

体感を持ったタスクの位置づけが明確になり、同じ目線で

仕事に取り組むことが出来るようになります。また、プロ

ジェクトの意義をメンバー間で共有することで、より情熱

持って仕事に取り組めるようになる効果もあり、動機付け

ることが出来るようになります。 

従ってチームメンバーの管理においても、まずプロジェク

トの意義や目的を共有し、メンバーの役割を明確化してあ

げ、なるべくマイクロマネジメントを避けることが大切な

ポイントとなります。 

おわりに 

本稿では、本書から抜粋しプロジェクトマネジメントにお

ける重要なポイントを紹介しました。先述した通り従来の

手続き型の仕事のやり方から、プロジェクトマネジメント

型の仕事のやり方に移行してきていると思います。その中

で、プロジェクトマネジメントは、業界を横断し評価され

るスキルとなっており、今後も重要な位置づけになると思

います。 

今回はプロジェクトマネジメントの一部のみ紹介しており

ますが、本書ではプロジェクトマネジメントでの「すべし」

「すべからず」のポイントが多くまとまっております。ご

興味ある方はぜひご一読いただければと思います。 

II 高年齢者の就業機会確保と活
用 
先日マクドナルドの 93 歳アルバイトスタッフの事が話題

になっていました。2019年に90歳でアルバイトを開始し、

現在も週 4 日/夜間 5 時間、清掃やメニューの下ごしらえな

どを担当しているそうです。ご本人は家で時間を持て余し

ていて、何かできることはないか探していたそうですが、

雇用を決断した会社、店長も凄いなと感じた一件です。 

これはかなり極端な例ですが、高年齢者の就業については

毎日の様にニュースで情報発信され、政府も本腰を入れて

取り組んでいます。 

就労年齢を段階的に引き上げ 

2021 年 4 月 1 日施行の高年齢者雇用安定法改正から、70

歳までの就業機会を確保するよう企業への努力義務が新設

されました。 

これ以前に高年齢者の就労機会は 2006 年 4 月から段階的



 
に引き上げられており 2013 年に 65 歳までの機会確保が義

務化され、今回は努力義務ではありますが、それに続く引

き上げになります。 

定年を引き上げる企業が増加 

企業にこれらに対応する制度構築が求められて来ましたが、

どのような制度を導入しているか、また 60 歳以降の継続雇

用の状況について、2006 年以降の年代別に調べてみました。 

（表 1）雇用確保の制度 

項目 

単

位 

2006 

法改正 

2010 2015 2020 

回答企業数 社 81,382  123,673  148,991  164,151  

雇用確保措置実施済 

％ 

84 96.6 99.2 99.9 

  

雇用継続制度 85.9 83.3 81.7 76.4 

定年引上げ 12.9 13.9 15.7 20.9 

定年廃止 1.2 2.8 2.6 2.7 

希望者全員働ける（65

歳以上） 

- 46.2 72.5 80.4 

（70 歳まで） - 17.1 20.1 - 

（表 2）60 歳以上の就労状況 

60 歳到達者数 人 - 467,067  350,785  363,027  

継続雇用された人 

％ 

- 71.7 82.1 85.5 

継続雇用を希望しなか

った 

- 26.3 17.7 14.4 

希望したが継続雇用さ

れず 

- 2 0.2 0.2 

（引用：厚生労働省 HP、報道発表資料） 

※「-」はデータなし 

まず雇用確保の制度（図 1）について、定年の 60 歳以降は

嘱託社員など契約形態を変え継続雇用する企業が多くを占

める一方、定年そのものを引き上げる企業の割合が増えて

います。 

就労状況（図 2）を見ると、継続雇用を希望する人の割合も

増加しており、この割合は今後も増えて行くことが予想さ

れますが、高年齢者にどう活躍して貰うかという点を考慮

する必要があります。 

高年齢者活躍のポイントは 3 つ 

厚生労働省主催の「高年齢者活躍企業コンテスト」で、高年

齢者が活躍している企業とその取り組みについて発表され

ています。 

高年齢者が活躍できる環境・制度について、共通点は 3 つ

ある様です。 

・ 体力や健康の個人差を考慮し、業務内容や勤務日数、時
間を調整できる 

・ 健康維持に関する支援制度がある 

・ 一律的な賃金カットや役職変更はせず、成果に沿った賃
金や役職を創設 

従業員における高年齢者の割合がこれからも増加していく

のは明白ですので、どう活用するかが企業の重要な課題の

１つになっていくと思います。 

II Plaza-i 最新バージョン情報 
2021 年 11 月 12 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 V2.02.33.03 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21081.html


 

II 研究開発税制の見直し 
1.はじめに 

研究開発税制とは、企業が研究開発を行っている場合に、

一定金額を法人税額から控除する事ができる税制です(法

人税額が発生しない事業年度は原則適用不可)。 

企業の研究開発投資を促すため、令和 3 年度税制改正によ

り「控除率の見直し」「控除上限の引上げ」「クラウドを通じ

てサービス提供を行うソフトウェアに関する研究開発を支

援対象に追加」など複数の改正が行われました。 

2.控除率の見直し 

 

上記の図の通り、控除率カーブ(上記図の赤線部分)の見直

し及び控除率の下限の引き下げが行われます。これにより、

例えば増減試験研究割合(当期の試験研究費と前 3 カ年の試

験研究費の平均を比較した場合の増減割合)が 9.4%を超え

る場合に、一般形(中小企業以外に適用されるもの)につい

ては最大の控除率である 14%に、中小企業であれば 17%に

より早く到達する事ができるようになりました。この場合、

試験研究費の総額(支出額)×14%又は 17%を法人税額から

控除できるため(控除上限あり)、より多くの試験研究費を

投入しようという増加インセンティブが働くようになると

考えられます。 

3.控除上限の引上げ 

 

改正前は法人税額から控除できる試験研究費の額は、最大

でも法人税額の 45%でした。しかし、今回の税制改正によ

り、コロナ前と比較して売上が 2%以上減少しているにも関

わらず試験研究費を増加させた場合に控除上限額に当期法

人税額の 5%を上乗せする措置が策定されました。 

4. クラウドを通じてサービス提供を行うソフト
ウェアに関する研究開発を支援対象に追加 

 

これまでの研究開発税制は、「損金（税務上の費用）の額に

算入」される試験研究費の額が対象とされてきました。 

したがって、自社利用ソフトウェア(クラウドを通じてサー

ビス提供を行うソフトウェアなど)に係る研究開発費は、将

来の収益獲得又は費用削減が不明なものについて会計上費

用計上しますが、税務上は資産計上が必要なため、「損金の

額に算入」される試験研究費には該当せず、研究開発税制

の対象外となっていました。 

しかし、DX 促進のためには、クラウドを活用してソフトウ

ェアを提供する仕組みの構築が不可欠であり、ソフトウェ

ア分野における研究開発を支援する目的から、税務上資産

計上される研究開発費であっても、税額控除の対象とする

改正が行われました。 

5.適用時期 

 2 控除率の見直し、3 控除上限の引上げは令和 3 年 4 月 1

日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度

について適用可能です(時限措置)。 

4 の自社利用ソフトウェアに関する改正は令和 3 年 4 月 1

日以後に開始する事業年度から適用されます。 

6.おわりに 

 国際競争力を失わないためには、企業の研究開発投資を国

全体で後押しする必要があり、今回の税制改正もそのよう

な趣旨が色濃く反映されたものとなっています。 

特に、4 の自社利用ソフトウェアに関する改正は、今後 DX

を進めていく企業が増加する事を考えると該当する企業も

多くなると思いますので研究開発税制の適用の有無を早め

にご検討いただければと思います。 



 

II外国法人から配当等を受けた場
合の取り扱い 
１．はじめに 

外国法人から配当を受けた場合には、その外国法人が外国

子会社に該当するか否か等に応じて、取扱いが異なります。

本稿では、外国法人からの配当に関する取扱いの概要及び

令和 3 年度の税制改正において改正された点についてご説

明致します。 

２．基本的な考え方 

（１）外国法人から受ける剰余金の配当等を受ける場合 

①配当等の取扱い 

外国法人から受ける剰余金の配当等の額は、原則として益

金に算入します。 

②外国源泉税等の取扱い 

上記①の配当等に係る外国源泉税等の額は、損金に算入し

ます。また、外国税額控除の適用を受けることも可能です。

外国税額控除の適用を受ける場合には、外国源泉税等は損

金不算入とします。 

 

（２）外国子会社から受ける剰余金の配当等の額 

①配当等の取扱い 

外国子会社（内国法人に発行済株式数等の 25％以上を 6 月

以上継続して所有されている外国法人等。以下同じ。）から

受ける剰余金の配当等の額については、その配当等の額の

95％相当額を益金不算入にします（以下「外国子会社配当

益金不算入制度）といいます。）。 

②外国源泉税等の取扱い 

上記①の配当等に係る外国源泉税等の額は、損金不算入に

します。外国税額控除の適用を受けることはできません。 

 

（３）外国子会社から受ける損金算入配当等を受ける場合 

①配当等の取扱い 

外国子会社から受ける剰余金の配当等の額が損金算入配当

等の額（その剰余金の配当等の全部または一部がその外国

子会社の所得計算上、損金に算入されている剰余金の配当

等の額をいいます。以下同じ。）である場合には、その配当

等の額は外国子会社配当益金不算入制度の対象から除外さ

れています（原則法）。また、除外する配当等の額を、外国

子会社において、実際に損金算入された金額に基づき計算

する方法（実額法）もあります。 

②外国源泉税等の取扱い 

上記①の配当等に係る外国源泉税等の額については、損金

に算入します。また外国税額控除の適用を受けることも可

能です。ただし実額法で外国子会社配当益金不算入制度の

適用を受けた部分については、損金不算入となり、外国税

額控除の適用もありません。 

 

３．外国子会社合算税制との関係 

（１）外国子会社合算税制の概要 

外国子会社合算税制とは、外国関係会社（内国法人等によ

り発行株式等の50％超を保有されている外国法人等をいい

ます。以下同じ。）を利用した租税回避を防止するために、

一定の条件に該当する外国関係会社の所得に相当する金額

を内国法人の所得とみなし、合算して課税する制度です。 

（２）外国子会社益金不算入制度の適用を受ける場合 

①配当等の取扱い 

外国子会社から受ける配当等の額のうち、外国子会社合算

税制により課税済みの金額までは、その全額を益金不算入

にします。課税済みの金額を超える部分については、外国

子会社配当益金不算入制度の適用を受けて、その超える部

分の金額の 95％相当額を益金不算入にします。 

②外国源泉税等の取扱い 

上記①の配当等に係る外国源泉税等については、上記①の

取扱いにより全額益金不算入とされた配当等の額に対応す

る部分の外国源泉税等に限り、損金に算入されます（従前

は全額損金算入でしたが、令和 3 年度税制改正により、令

和 3 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から取扱いが変更

されました。）。また外国税額控除の適用を受けることはで

きません。 

 

（３）外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けない場

合 

①配当等の取扱い 

外国子会社から受ける配当等の額のうち、外国子会社合算

税制により課税済みの金額までは、その全額を益金不算入

にします。課税済みの金額を超える部分については、益金

に算入します。 

②外国源泉税等の取扱い 

上記①の配当等に係る外国源泉税等については、損金に算

入されます。上記①の取扱いにより、益金に算入された配

当等の額に対応する部分の外国源泉税等は、外国税額控除

の適用が可能です。（従前は外国税額控除の適用は認められ

ていませんでしたが、令和 3 年度税制改正により、令和 3

年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から外国税額控除の適

用が認められました。） 

 


	NL2111
	年末年始休業のご案内
	USB、発展の歴史
	Plaza-iを VRIO分析
	テレワーク下での通信環境
	セキュリティ序説
	電子帳簿保存法と Plaza-i
	プロジェクトマネジメント型の仕事
	高年齢者の就業機会確保と活用
	Plaza-i 最新バージョン情報
	研究開発税制の見直し
	外国法人から 配当等 を受けた場合の 取り扱い


