
 

II 郵便番号 API と Plaza-i との
連携 
はじめに 

Plaza-i は郵便番号マスターを持ち、適宜、日本郵便が提供

している郵便番号データをダウンロード、Plaza-i に手動で

取り込むことでマスターメンテナンスする想定です。 

したがって、マスターメンテナンスが行き届いていれば、

Plaza-i ユーザは最新の郵便番号を参照できますが、特にデ

ータ提供元が不定期に、かつ、通知なしでデータの変更が

される場合、マスターメンテナンスが行き届かず、古いデ

ータを参照してしまうことが起こり得ます。 

そのような場合に、他社が提供する、最新データに更新済

みの API を利用することは１つの選択肢と言えるでしょう。 

API 連携の仕方 

Plaza-i バージョン 2.02.28 から、郵便番号マスターを参照

する代わりに API を呼び出して、検索結果に表示したり、

伝票の郵便番号を入力したときに住所に反映したりするこ

とができるようになりました。 

API の呼び出しでは、API へ要求（リクエスト）をすると、

API から応答（レスポンス）が得られるようになっており、

要求では API が求める必要なパラメータを渡し、応答では

受け取ったデータに応じて処理が必要になります。 

要求では、パラメータに郵便番号を渡して住所を得る、あ

るいは、住所の検索条件を渡して郵便番号を得るなどとな

ります。 

応答では、API を利用するか否かに限りませんが、マッピン

グが必要です。API から受け取ったデータを Plaza-i のどの

フィールドにマッピングするかは、API 機能マスターの「応

答マッピング」で設定します。 

例えば次の表のように、API から受け取ったデータの

「postal」は Plaza-i の「ZIPCD」（郵便番号）に、「prefecture」

と「city」は Plaza-i の「ADR1」（住所１）に加える、とい

った具合になります。 

Plaza-i フィールド API データパス 

ZIPCD postal 

ADR1 prefecture 

ADR1 city 

ADR2 town 

API 連携の留意事項 

他社が提供する API にない機能は Plaza-i でも使えません。 

Plaza-i では当たり前のように使える「開始する」「含む」な

どの検索条件もそのまま使えないため、現状は次のイメー

ジの通り、API 連携時は赤枠部分を無効としています。 
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その他 API の利用にあたっては、通信の問題がないことや、

API の契約・利用規約に沿って、商用利用の可否、クレジッ

ト表記必要性の有無、受け取れるデータ件数が１００件ま

でといった制限、リクエストレート（１秒あたりの API 実

行回数）などを考慮しなければなりません。 

以上、API にも制約はありますが、自社でメンテナンスする

ことなく最新データを参照できるというメリットを感じた

事例紹介でした。 

ご参考になれば幸いでございます。 

II Amazon Sidewalk 
「Amazon Sidewalk」と命名したこのサービスを、Amazon

が米国時間 6 月 8 日に開始するとの報道がありました。 

Amazon Sidewalk は日本ではサービスが開始される見込み

はしばらくなさそうですが、Bluetooth や Wi-Fi、5G でも

ないそれらの間をカバーする新通信技術ということなので

調べてみました。 

開発した背景として IOT デバイスのネットワーク接続は

Wi-Fi や Bluetooth を利用していますが、Wi-Fi や Bluetooth

も家や建物の比較的遠距離での通信しかできず、５G 屋外

装置で補完する等のアプローチがなされてきましたが、5G

は消費電力が大きく、デバイスを小型化できないという課

題があり、その課題を解決する技術となるので、今後に期

待ができそうです。 

Amazon Sidewalk は基地局とデバイスの位置関係次第では

1 マイル（1.6km）先のデバイスでも接続できるとのことで

使用する帯域も 80Kbps で、データ量も月間 500MB に制

限をして、Amazon Echo やスマートデバイスを用いる際に

Wi-Fi を補完して、その圏外でも携帯電話ネットワークを使

わずに接続可能になるとのことで、Echo Loop や Echo 

Frames 等指輪型や眼鏡型小さなデバイスでアレクサに命

令できる IOT デバイスをローンチするなどしており、今後

Amazon Sidewalk に対応した機器が普及すれば、IOT の分

野で更なる小型デバイスの開発や普及、それに伴う技術革

新が加速する可能性が大いにあります。 

Amazon Sidewalk は LoRa といわれる LPWA (Low Power 

Wide Area) という低消費電力長距離通信の一種を利用す

るようです。 

日本における Amazon Sidewalk はいつ頃、実現するのか調

べてみようと思ったのですが日本国内の電波の利用方法は、

電波法により厳しく制限されているようで、総務省の管理

しているサイトを見てみたのですが、非常に難解かつ複雑

に管理されており、素人には読み解くことが困難な内容で

した。 

恐らく日本での承認は時間を要するとみられ、「総務省にお

けるローカル５Ｇ等の推進」ドキュメントを見ると日本で

はローカル 5G で Wi-Fi や Bluetooth 圏外のデバイス管理

を総務省が推進していることもあり、総務省の方針と真っ

向からぶつかる Amazon Sidewalk は、すんなりと電波利用

の承認を得られない可能性もあるのではないかと考えます。 

Amazon Sidewalk に技術的優位性があり、先進的なテクノ

ロジーで諸外国での受け入れが進んだ場合、ますます日本

の IT のガラパゴス化が進んでいく可能性もあるため、今後

Amazon Sidewalk が海外でどのように発展していくか注視

したいと思います。 

II Plaza-i 導入にみる要件定義の
重要性 
はじめに 

平素より弊社製品 Plaza-i をご愛顧いただき、誠にありが

とうございます。業務システムを新規に導入する、また、そ

れまで利用していた業務システムを変更する場合、これま

で多くの IT プロジェクトの失敗事例から事前の要件定義の

重要性が叫ばれています。 

本稿では、その重要性を改めて数値で知りつつ、要件定義

が IT プロジェクトの成否を分けるような重要性を持つのは

一体どのような場合なのか、Plaza-i 導入事例をベースにい

くつかのケースに分類し、具体に迫っていきたいと思いま

す。 

JUAS 調べによると 

JUAS(一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会)が発

表している「ユーザー企業ソフトウェアメトリックス調査

2016」では、工期遅延の最大の理由は、“要件仕様の決定遅

れ”で、遅延プロジェクトの原因上位が次の３つとなってい

ます。 

・ システムの仕様変更が相次いだ 37.4% 

・ 各フェーズ(工程)の見積もりが甘かった 28.7% 

・ システムの不具合など想定外の問題が発生した 27.7% 

で、実に遅延プロジェクトの 4 割弱が要件定義が十分でな

いことによる仕様変更に苦しんでいる実態が明らかになっ

ています。 

Plaza-i 事例で考えてみる 

以降は、Plaza-i 導入事例をベースに要件定義に関する考察

を深めてみたいと思います。Plaza-i は ERP パッケージシ

ステムであることから、お客様からの仕様変更があったか

らといって、システム機能を根本から変更することは少な

いとはいえ、パッケージ標準機能とは別に、毎回作成する

外部帳票レイアウトやデータ連携におけるデータ入出力フ

ァイルレイアウト、更には追加開発カスタマイズ機能とい

った部分は例外ではありません。標準機能部分においても、

仕様変更により運用設計が変更になれば、別の運用を検討

→適用→確定のプロセスをやり直す追加工数が発生します。 

では、どのような経緯・背景からお客様仕様変更が発生す

るのか、２つの軸で考えてみます。１つはシステムを導入・

変更時に業務改善を一緒に検討しているかどうか、もう１

つは、今現在どういった業務システムを利用しているかと



 
いう分類です。 

① 業務改善を一緒に実施 

もし、お客様がシステムを導入・変更時に業務改善(とりわ

け業務手順の変更)を一緒に検討している場合、要件定義が

必須と言える程、重要になります。この場合、業務活動の実

体にアプローチしていくことで決定していくシステム運用

設計が、その実体を一緒に変更しようとしているため、な

かなかシステム運用設計が定まらず、結果、後工程で仕様

変更が発生しプロジェクト遅延を招く傾向があります。 

この点については、次に述べる現行業務システムの分類が

いかなる場合であっても、要件定義が必須になります。と

言いますのも、どのような現行業務システムを利用してい

たとしても、それに捉われないシステムを今後構築する方

向性であるため、今後どのような業務手順とするのか、ま

たそのとき新システムはどのような入出力機能が搭載され

ていないといけないのか、新システムの選定に入っていく

その前段にきちんと要件定義を行っておき、新システムに

対する要求事項を詳細に至るところまで定義しておく必要

があるからです。 

② 現行業務システムの分類 

もし現行業務システムが受託開発による個社システムを利

用しているか、もしくは、一般的な業務システムなしでエ

クセル管理の業務を行っている場合、強度の要件定義が必

要と言えます。この場合、個社独特の考え方に基づき構築

されているシステムロジックとパッケージシステムの考え

方でギャップが発生し易く、そのギャップをその都度新シ

ステムにも追加開発してカスタマイズし埋めていくとプロ

ジェクト遅延にもつながりますし、何のための新システム

導入なのか判らないといったことにもなります。やはり事

前の要件定義が必要です。 

次に（カスタマイズ有り）の他社パッケージを利用してい

る場合。この場合、カスタマイズし使用している機能に注

意する必要があります。部分的ではあるものの、自社向け

にカスタマイズした範囲については、新システム側も標準

機能に持っていない場合が想定されます。現行業務システ

ムのカスタマイズ部分を新システムではどのような対応と

するか、事前にある程度要件定義しておいた方が良いでし

ょう。 

それとは対照的に、他社パッケージでもカスタマイズなし

で利用している場合は、新システム側、特に Plaza-i におい

ては何らかの形で類似機能があります。この場合、ご利用

中のパッケージ製品機能を必要要件として Plaza-i 導入を

進行できるため、事前要件定義の強度はそれ程でもないと

言えると思います。 

おわりに 

本稿読者様の多くは、何らかの形で既に Plaza-i をご利用頂

いていらっしゃいますので、今更要件定義という話題は今

一つしっくり来ないかもしれませんが、今後運用拡張を予

定されている場合や将来的なシステム更新の際等に本稿の

考え方をご参考の一助にして頂けたら大変幸いです。 

II 複式簿記の歴史 
はじめに 

書籍ジェーン・グリーソン・ホワイト著『バランスシートで

読み解く世界経済史～ヴェニスの商人はいかにして資本主

義を発明したのか？～』（2014 年 10 月 8 日 日経 BP 社刊

川添節子訳）をご紹介いたします。 

本書籍の著者は、ジャーナリストで、本書テーマの経緯に

ついて、①最初に、美術館でのインターンを通じて、ルネサ

ンス絵画と記号言語学について学び、②その後大学で経済

学を学んだことで、③ルネサンス芸術と経済学が著者の中

で一つになり、芸術を生み出した富について関心を持ち、

ルネサンスの物質的土台を研究したいと考えたそうです。

その中でも 1400 年代、修道士で初めてヴェネツィア式簿記

の論文を出版したルカ・パチョーリの数学全集の中の計 27

ページの複式簿記に関する内容が、特に数学と芸術の変革

に多大な影響を及ぼしたことに気づいたといいます。さら

にヴェネツィア商人の複式簿記の原則が、世界恐慌と第二

次大戦でアメリカやイギリスが戦費調達目的で構築した国

民経済計算にも使われていたことにも気づいたそうです。

最終章でこの複式簿記が地球を救うカギを握っているとま

で述べています。 

国の富と GNP・企業の富と複式簿記 

ローバート・ケネディが銃弾に倒れる前の大学での演説、

「～経済指標である GNP は人生を豊かにするものを除外

して国を評価している」といった主旨の引用から始まりま

す。国の経済指標だけではなく、企業では 2008 年資産総額

ベースでイギリスを上回っていたロイヤル・バンク・オブ・

スコットランドの例を上げ、決算書を公表した 2 カ月後に

不良債権で資産に穴を空け、1000 億ポンドを超える損失を

出した例をあげつつ、以降複式簿記の起源と変容が記述さ

れています。 

富を測定したいという人間の欲求 

人類が粘土の形によって価値を表現していた古代から「数

を数えて明細を明らかにしたい（富を測定する）という欲

求を古くから抱いていたこと、古代の人間は、その粘土を、

描くことにより 2 次元（2D）で表現できることに気づいた

ことで文字の誕生につながったこと（文字の発明について

は諸説有）、ハンムラビ法典にも会計に関する条文が含まれ

ているそうです。古代ローマで弁護士だったキケロは、法

廷の場で会計記録を証拠として初めて用いたそうです。 

複式簿記の父ルカ・パチョーリ『算術、幾何、比
および比例全書』（通称スンマ） 

1095 年キリスト教徒の十字軍が東ローマからエルサレム

に向かう遠征によって、ヨーロッパは、東に向かって（地中

海）開かれていったことで、ヴェネツィアやフィレンツェ

は交易の中心となります。商人が集まっていたことが、複

式簿記がヴェネツィアで生まれ、普及した理由の一つです。 

そのヴェネツィア式簿記、「複式簿記」の仕組みをルカ・パ

チョーリが 1494 年『算術、幾何、比例および比例全書』（通

称スンマ）全集を書き上げ、その中の 27 ページ『計算およ

び記録に関する詳説』にまとめ、ヴェネツィアで出版しま

した。T 型勘定、日記帳・仕訳帳・元帳、損益勘定、勘定の

締め、仕訳帳に取引を一つ記入するたびに、元帳の借方・貸

方の 2 か所に記入することで、資産と負債の状況が明らか

になることが書かれ、結論として、「帳簿をきちんとつけず

に商売をするのは、盲人が手探りで歩くようなもの、帳簿

をつけるために最善の努力をするべきだ」と述べているそ

うです。 

パチョーリの複式簿記がヴェネツィア式簿記として普及し

たもう一つの理由に、偶然にもその数十年前にグーテンベ

ルクにより活版印刷技術が発明されていたことで、ヴェネ

ツィアから複式簿記が商人たちの間で瞬く間に普及しまし



 
た。ちなみにパチョーリは、刊行後、ミラノ大学で数学学部

の初代学長を務め、レオナルド・ダヴィンチと会い、ダヴィ

ンチの数学の師はパチョーリだったそうです。ダヴィンチ

は、パチョーリの『スンマ』を読んでいたようです。 

複式簿記から会計へ 

交易の中心がイタリアからイギリスへ移り、東インド会社

が生まれ、産業革命により株式会社が生まれます。さらに

イギリスのウェッジウッドらにより、工場において複式簿

記はさらに重要視されるとともに工場・製造業の複雑な原

価計算や分析目的の管理会計等にも改良されることで、複

式簿記は会計へと発展を遂げていきます。会計の専門教育

と共に国の資格として専門職である会計士の地位が確立さ

れていきます。鉄道の誕生他、大規模資金調達の必要性が

生じるともに会計が複雑化し、不正会計の発生、その逆の

法制度が強化されます。そして現代のエンロンやワールド

コム、アーサー・アンダーセン等不正スキャンダルの発生

に続き、2000 年以降の「取締役の監督能力」＝コーポレー

ト・ガバナンスの問題やウォール街で生まれる高度な数学

を駆使したサブプライム、デリバティブ等金融商品のオフ

バランス取引の問題が記述されています。 

国の経済計算の指標は、もともと 1930 年代の大恐慌と戦費

調達目的のために作られたものですが、以降も世界中で採

用され、GDP や GNP 等の国民経済の指標は、政策担当者

の目標等重要な役割を担ってきたことが記されています。 

国の経済計算と地球環境 

本書 9 章の終わりから企業会計については騒がれてきたが、

国の経済計算についてはより大きな欠陥があり、「真っ先に

取り組むべき課題は地球の健康」とし、最終章「会計は地球

を救えるか」で著者は、序章のケネディの演説内容を再度

引用し、GDP や GNP はあくまで（生産・消費・貯蓄・投

資）を基にした法的に売買される貨幣価値であり、水・土・

森林・空気等の天然資源、社会、人間はそこには含まれてい

ないと様々な経済学者の引用とともに主張します。 

そして、オーストラリア統計局の指摘、人間がつくった資

産の減価は GDP に反映されるのに、経済活動の結果、消耗

した天然資源は、反映されない、「GDP」には、持続可能な

収益という概念が含まれておらず、国の収益を表す数字は、

持続可能ではないことを引用しています。 

GDP に変わる指標を 2009 年フランスのサルコジ大統領が

スティグリッツ（ノーベル経済学賞受賞者）他の委員会を

組成し、代替となる指標開発を依頼し、報告書にまとめて

いること、アマルティア・セン（ノーベル経済学賞受賞者）

らの考案である、GDP に健康と教育の要素を加えて計算す

る「人間開発指数」のコンセプトを紹介しています。 

最後に 

筆者は、以前、会計の概要史と称して、ジェイコブソール著

『帳簿の世界史』（2015 年 4 月文藝春秋社刊 村井章子訳）

をご紹介しました。今回は、私を含む人類の経済活動が地

球環境や気候変動に大きな影響を与えていると言われて久

しいですが、現在私たちが消費している様々な天然資源に

も限りがあるだろうことは薄々分かってはいる中で、資本

主義社会はどこへ向かっていくのか、有限である様々な天

然資源の残存価値はどのくらい残っているか、簿記の考え

方として反映させるべきではないかという考えは、すぐに

は難しくても、今後行われるかもしれない規制の可能性と

して注視すべき考え方だろうと感じ、取り上げてみました。 

読後に、改めてとなりますが、経済活動を漏れなく登録す

ることは非常に手間がかかりますが、システムを使い、月

次で締め、1 年の経済活動を借方と貸方に分けてバランス

させ、利益がいくら生じたかという複式簿記は、非常にシ

ステマティックだと感じます。販売と会計、貿易と国内取

引、役務と物販等、様々な経済活動を行っていると取引の

登録はさらに複雑化しますが、それらは Plaza-i で統合でき

る可能性がございます。統合しきれておらず、販売管理や

会計、貿易システム等、複数のシステムを現在ご利用のお

客様はぜひご検討ください。 

II 年末年始のプチ・デジタルデ
トックス体験 
なぜいまデジタルデトックスなのか。 

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜し

くお願いいたします。 

さて読者の方々に置かれましては、年末年始いかがお過ご

しでしたでしょうか。 

筆者は 2021 年から 2022 年の年末年始を利用してプチ・デ

ジタルデトックスを実践してみました。そこで、実践にい

たる経緯から体験談、それを踏まえた所感を述べさせてい

ただきます。 

一昨年から続くコロナ禍においてリモートワークを行う機

会が増えました。社用スマホにチャットツールやメールア

プリがインストールされ、私用スマホでもメッセージがチ

ェックできる状態にしている方も多いのではないでしょう

か。 

そうでなくても普段から LINE、Twitter などの SNS、ゲー

ムアプリ、ニュースアプリなどを暇な時間が一瞬でもあれ

ばついスマホに手を伸ばしてしまいます。 

昨年話題になった『スマホ脳』をお読みになった方も多い

のではないでしょうか。 

スマホを最新のドラッグだとして、新しい情報への欲求を

満たすことで人を依存状態するという内容は衝撃的でした。 

仕事もプライベートも手のひらにおさまるデジタルデバイ

スに握られています。 

筆者は電車を降りて、エスカレーターにのったらスマホを

見るという状態です。スマホへの依存状態は明白でした。 

そこで年末年始の２，３日なら PC・スマホがなくても生活

に支障はないだろうと思い、デジタルデトックスを決意し

ました。 

デジタルデトックスとは。 

そもそもデジタルデトックスとは何でしょうか。知恵蔵

mini には次のような記述があります。 

「スマートフォンやパソコン、ゲームなどすべてのデジタ

ル機器に 1 日～数日まったく触れないことで、現実のコミ

ュニケーションや自然の姿を認識し依存度を低めようとい

う動きが個人・企業などで出てきている。「デジタルをデト

ックス(解毒)する」との意味から、米国でこの名称がつくら

れた。(2012-11-20)」 

(https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%82%B8%E

3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%88%E3%83

%83%E3%82%AF%E3%82%B9-190361) 

なんとこの言葉は 2012 年には、すでに一般的だったようで

す。スマホの各世代への普及や用途の拡大を考えれば、現

https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-190361
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-190361
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-190361


 
在の方がよりデジタルに毒されている状態です。 

デジタルデトックスを実践しようと考えて上記の定義を読

むと「１日～数日」「まったく」というのはハードルが高い

と感じます。 

全くスマホに触らなくてプライベートに支障はないか。以

前休日にスマホの電源をオフにしたときは、10 分経たずに

電源をオンにしていました。理由はなんとなく調べものが

したかった程度だと記憶しています。依存状態なのに、全

く触らないことに禁断症状が出るのではないか、禁断症状

に耐えられるか。デジタルデトックスをどの程度の強度で

行うかは悩みどころです。 

結論としては厳密な「デジタルデトックス」ではなく「プ

チ・デジタルデトックス」を実践することにしました。 

プチ・デジタルデトックスとは。 

執筆当初は筆者の造語のつもりでしたが、「プチ・デジタル

デトックス」という言葉もネット上には存在していました。

辞書や辞典などのサイトは見つかりませんでしたが、要す

るに完全な形でデジタルデトックスを行うのではなく「極

力デジタルデバイスの使用を控える」「スマホ・PC の使用

を最低限にする」というものです。 

完全にデジタルデバイスを生活から切り離すわけではない

ので、その方法も様々でした。「通知をオフにする」「持ち運

ぶときにポケットではなくカバンに入れる」「ニュースアプ

リを削除する」などなどです。 

筆者は年末年始という時限的な実践なので「利用時刻を決

め」それ以外は「スマホの電源をオフ」に利用時刻のときに

「メッセージへの返信だけ」するという形で「プチ・デジタ

ルデトックス」を行うことにしました。 

プチ・デジタルデトックス実践。 

さて、「プチ・デジタルデトックス」の実践です。 

年末年始のデジタルデバイスの利用について次のルールを

決めました。 

・ スマホの電源オンは８時、12 時、20 時の 3 回オンにす
る 

・ 利用時間帯は LINE への返信のみ行う 

・ SNS・ニュースアプリは開かない 

・ デジタルデバイスでしていたことはアナログに置き換
える 

(電子書籍⇒紙の本、新聞電子版⇒紙の新聞、スマホの目覚

まし⇒目覚まし時計) 

6 時起床、普段ならスマホをポケットに散歩するところ、ス

マホは持たずに出かけます。 

8 時スマホの電源をオンにし LINE のチェック・返信をしま

す。スマホの電源はすぐオフに。 

自室、喫茶店で散歩の際に購入した新聞、本を読みます。12

時に LINE をチェックします。 

本を読みます。以下それを 2021 年 12 月 31 日～2022 年 1

月 2 日までの 3 日間繰り返しました。 

スマホを触れないこと、ニュースサイトを見られないこと

にストレスを感じることを予想していましたが、次の電源

オンまでの我慢だと思うと拍子抜けするほど禁断症状はあ

らわれませんでした。10 分電源をオフにすることが耐えら

れなかったのが嘘のようです。ニュースアプリや SNS アプ

リを削除したわけでも無かったので、この 3 日間が終われ

ば、もとの生活に戻れるというとこもあり、実践期間中は

一度もアプリを立ち上げずにいられました。 

今回なぜプチとはいえデジタルデトックスが成功したので

しょうか。デジタルデトックスの実践をこうして文章にし

ようとしていたということもありますが、何よりも年末年

始の休みに本を読むことを目的にしていたことが大きいよ

うに思います。 

というよりも、何をするかを明確に決めておくことが重要

だったようです。つまり、何もしない時間をスマホが埋め

ていたのであって、明確に何をするか決めておけば、特に

目的もなく過ごしていた時間にスマホが入り込む余地を少

なくすることができるのです。 

そう考えると、思っている以上に日々何をしようかという

のは受動的になっていたことに気が付きました。 

プチ・デジタルデトックスを終えて。 

このことは日々の仕事にも当てはまることではないでしょ

うか。 

どうしても締め切り仕事に追われ、空いた時間にメールや

チャットをチェックするだけで、漫然と過ごしてしまうこ

とがあります。ハウツー本でよくある話ですが、「メールチ

ェックの時間を決める」というのはあくまで、メールチェ

ック以外の時間を多く確保するための方策です。そもそも

の前提として、その確保した時間ですること・したいこと

が決まっていなければ結局メール・チャットを流し読むだ

けで終わってしまいます。今まさに集中したいことを決め

ることで、他のことの控えることができ、今まさに集中し

たいことの生産性を高めることができるのです。 

当然デジタルデトックスの場合には、それ自体が目的にも

なります(ブルーライトから目を休める、)。そもそもスマホ

に費やす時間を減らすためには、スマホを利用しない時間

でやりたいことを定めておくことが重要です。結局やりた

いことが決まっていれば、ちょっとしたサポートでデジタ

ルデトックスは実現できる、そうように感じました。 

読者の方におかれましても、過去に様々な理由で「デジタ

ルデトックス」をやってみようと思い、また思うようにい

かなかった方も多いのでしょうか。筆者の経験が再度デジ

タルデトックスを試みる際の一助になれば幸いです。 

なお最後に、年末年始の「プチ・デジタルデトックス」実践

以降のスマホ使用はどうであるかを述べさせていただきま

す。結論としては、空き時間にスマホでニュースアプリや

SNS 視聴を 0 に近づけることはできていません。駅のホー

ムや通勤電車はともかく、信号待ちや駅のエスカレーター

で文庫本を出すことは難しく、スマホのその数秒の時間を

制する力に抗うにはまだまだ工夫が必要のようです。 

II Plaza-i 最新バージョン情報 
2022 年 1 月 19 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 V2.03.00.03 

 

  



 

II令和 4 年度税制改正大綱の概
要 
１．はじめに 

令和 3 年 12 月 10 日に「令和 4 年度税制改正大綱」が与党

より公表、同 24 日に閣議決定され、成長と分配の好循環の

実現、経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し、国際

課税制度の見直し、円滑・適正な納税のための環境整備、な

ど多方面での見直しが図られました。本稿では、改正内容

の一部をご紹介致します。 

２．賃上げ税制（大企業）の見直し 

新規雇用者に係る措置を改組し、適用要件の対象が新規雇

用者に係る給与から、継続雇用者給与等支給額の増加額へ

と変更され、また、税額控除の変更・拡充が行われます。 

 
・ 資本金の額等が 10 億円以上かつ常時使用する従業員の

数が 1,000 人以上の場合は、給与引上方針等をインター
ネットで公表したことを経済産業大臣へ届出ている場
合に限り適用があります。 

・ 教育訓練費上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓
練費の明細を記載した書類の保存（現行：確定申告書へ
の添付）をしなければならないこととされます。 

・ 本改正に伴い、法人事業税（外形標準課税）付加価値割
の課税標準からの控除額に所要の措置が講じられます。 

３．賃上げ税制（中小企業）の見直し 

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率

の上乗せ措置について以下の見直しが行われ、その適用期

限が１年延長されます。 

 

４．オープンイノベーション促進税制の拡充 

特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をし

た場合の課税の特例について以下の見直しが行われ、その

適用期限が 2 年延長されます。 

５．貸付用少額資産の損金算入制度の見直し 

少額資産を取得した場合における損金算入制度について、

以下の制度の対象資産から、貸付け（主要な事業として行

われるものを除く。）の用に供したものが除外されます。 

・ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度 

・ 一括償却資産の損金算入制度 

・ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算
入の特例 

６．法人事業税（外形標準）所得割の税率見直し 

外形標準課税対象法人（資本金 1 億円超法人）に係る法人

事業税の所得割について、軽減税率が廃止されます。 

 

７．納税環境整備 

（１）財産調書制度等の見直し 

 ①提出義務者の見直し（令和 5 年分以後適用） 

 その年の 12 月 31 日において有する財産の価額の合計額

が 10 億円以上である居住者が提出義務者に追加されま

す。財産の合計額が 10 億円以上の場合は所得基準によら

ずに提出義務者とされます。 

 ②提出期限の見直し（令和 5 年分以後適用） 

 その年の翌年の 6 月 30 日（現行：その年の翌年の 3 月

15 日）とすることとされます。 

（２）電子帳簿保存法 電子取引宥恕措置の整備 

令和 3 年度電帳法改正により、令和 4 年 1 月 1 日から、電

子取引データを授受した場合における出力書面等の保存に

よる代替措置が廃止されましたが、対応が困難な事業者の

実情に配意し、宥恕措置が整備されました。 

令和 4 年 1 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日までの 2 年間

は、電子取引データが保存要件に従って保存できなかった

ことにつき、やむを得ない事情がある場合には、引き続き

出力書面による保存が可能とされました。 

この宥恕措置の適用にあたって、納税者から税務署長への

手続などは不要とされています。 

８．さいごに 

令和 4 年度税制改正大綱では、賃上げに係る税制措置をは

じめとして「成長と分配の好循環」の実現に向けた改正が

行われる格好となる一方、注目の１つであった金融所得課

税の更なる一体化については金融所得課税のあり方を総合

的に検討していくとし、検討事項とされました。 

改正内容について、執筆時点で明らかな項目は早めにご検

討をいただき、今後詳細が明確にされる項目については、

動向に注視して頂ければと思います。 

  

項目

雇用者給与等支給額≧

比較雇用者給与等支給額×102.5％

及び

②　教育訓練費の額≧

   比較教育訓練費の額×110％
10%加算

 上記①②いずれも該当 25%加算

・令和4年4月1日から令和6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される。

改正後

①　雇用者給与等支給額≧

   比較雇用者給与等支給額

             ×102.5％

15%加算

改正前

税額控除率

への加算
教育訓練費の額≧

比較教育訓練費の額×110％　等

10％加算 ➡

軽減税率適用法人 所得 改正前 改正後

年400万円以下 0.4%

年400万円超

800万円以下
0.7%

年800万円超 1.0%

・令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

・上記税率は、標準税率です。

1.0%➡所得割

項目 改正前 改正後

設立の日以後10年未満

設立の日以後15年未満

（売上高に占める研究開発費の額の

割合が10％以上の赤字会社の場合）

特定株式を売却した場合等

に特別勘定の金額を取り崩

して益金算入する期間

特定株式の取得の日から

5年
➡

特定株式の取得の日から

３年

➡
出資の対象となる

特別新事業開拓事業者
設立の日以後10年未満



 

II 電子帳簿保存法に対応してい
ないと青色申告の承認取消しや
損金不算入になる？ 
１．はじめに 

「メール添付された請求書などを電子保存していないと青

色申告の承認取消しになり、税務調査において経費として

認められない」といった情報を耳にしたことはないでしょ

うか。本稿では、改正電子取引制度の保存要件等を満たし

ていない場合の青色申告の承認取消しと必要経費等（損金）

の計上の取扱いについて解説します。 

２．保存要件の概要 

令和 4 年 1 月 1 日以後、電子取引における証憑は、検索要

件等の保存要件を満たす電子データにより保存する必要が

あります。ここで言う保存要件とは、必須的保存要件に従

った上で、選択的保存要件のいずれかの措置を講じて保存

することをいいます。 

必須的保存要件とは、次の①から③の要件を言います。 

① 自社開発のプログラムを使用する場合には、電子計算

機処理システムの概要を記載した書類の備付け 

② 見読可能装置（ディスプレイ、プリンター）の備付け等 

③ 検索機能（取引年月日その他の日付、取引金額、取引先

を条件に検索できるなど）の確保 

選択的保存要件とは、次の①から④の要件を言います。 

① タイムスタンプが付された後の授受 

② 速やかにタイムスタンプを付すとともに、データ保存

を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を

確認できるようにしておく 

③ データの訂正削除を行った場合にログが残るシステム

又は訂正削除できないシステムを利用 

④ データ訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け 

３．保存要件を満たさない場合 

災害等による事情を除き保存要件に従って保存されていな

い場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。対象

となるか否かは、その違反の程度等を総合勘案し、真に青

色申告をするにふさわしくないと認められるかどうか等を

検討した上で判断するとしています。 

また、電子データを保存要件に従って保存していない場合

や、電子データから出力した書面を保存している場合、そ

の電子データや書面は国税関係書類以外の書類とみなされ

ず、税務調査において、その申告内容の適正性を確認する

としています。 

４．国税庁の追加説明 

上記を受けて「電子データの一部を保存せずに書面保存し

ていた場合には，その事実をもって青色申告の承認が取り

消され，税務調査でも経費として認められない」といった

情報が出回ったと思われます。この件について 2021 年 11

月に国税庁は、取引が正しく記帳・申告され，保存すべき取

引情報の内容が電子データ以外の請求書や領収書等の「書

面」において確認できる場合は，それ以外の特段の事由が

無いにも関わらず，直ちに青色申告の承認取り消しや、金

銭の支出がなかったものとして必要経費等（損金）の計上

を否認することはないと明示しました。 

電子取引に係る請求書等の電子データの代わりに書面

保存 

          ↓ 

取引内容を書面確認でき、申告内容が正しく書面保存以

外に特段の事由がない 

          ↓ 

青色申告の承認取消し等にはならない 

なお、消費税については，令和 4 年 1 月 1 日以後も引き続

き，データを書面出力して保存することが認められていま

す。令和 5 年 10 月から導入される電子インボイス保存につ

いても，整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を

保存する場合は，仕入税額控除の適用があります。 

５．一定の宥恕措置  

保存要件に対応するシステム導入や社内体制の構築が間に

合わないという声や、全ての事業者が無理なくデジタル化

を進められるようにする観点などから、令和 4 年度税制改

正大綱において、改正電子取引制度の適用関係につき、や

むを得ず対応が困難とされるような場合には 2022 年から

2 年間だけ一定の宥恕を認める措置が盛り込まれました（下

記図表に要約）。この宥恕措置の適用を受けるに当たり、所

轄税務署長への事前申請は不要とされています。 

時期 2022.1.31 か ら

2023.12.31 

2024.1.1 以降 

保存方法 原則：電子データ

保存 

一定要件を満た

した電子データ

保存のみ 
紙面出力保存※ 

※保存要件に従い保存できないことにつき、やむを得ない

事情があると税務署長が認め、質問検査権に基づく出力書

面に応じることができる場合 

６．おわりに 

2022 年から 2 年間は「紙保存が容認」されました。しかし、

電子帳簿保存義務が無くなったわけではありません。 

① 電子データ保存をこれから検討する保存義務者 

質問検査権に基づく出力書面に対応できなければなりませ

ん。電子取引を洗い出し、速やかに出力書面できるよう体

制を整える必要があります。 

② 電子データ保存を検討済（又は実施済）の保存義務者 

保存要件は改正の対象外ですので、要件面の再検討は不要

です。2 年間の猶予期間は、運用リハーサル期間として活用

すべきと考えます。今回の改正対応は、運用フローを切り

替えるまでの時間（特に決算を経たリハーサル期間）がな

かったはずだからです。 
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