
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地面師」にご用心！ 

 警視庁は2月14日、架空の不動産取引で現金をだま

し取ったとして、所謂「地面師」の会社役員と司法書士

ら6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと

発表しました。 

 「地面師」とは、大辞林によると「他人の土地を自分

のもののように偽って第三者に売り渡す詐欺師」とのこ

とで、元々は戦後の雑多な時代に多く暗躍していたとさ

れ、他人の土地を勝手に自分の土地だと偽り、売買して

いました。 

 2000年代に一時摘発されて

以降下火となっていましたが、

戦後70年以上経ち、コンピュ

ータ等のデジタル技術が飛躍的

に向上した現代に再び蘇り、ま

た被害が出てきています。詐欺

事件だとすぐ思い浮かぶ「オレ

オレ詐欺（最近は「振り込め詐欺」と言うそうです）」は、

素人のお年寄りがターゲットとなりますが、地面師につ

いてはプロもターゲットにされています。捜査関係者曰

く「地面師グループは、印影の偽造はもちろん、公的書

類の紙まで精巧に偽造するため、偽造書類はプロでもな

かなか見分けはつかない」とのことです。3Dプリンタ

等の技術の進化が悪用されている典型例だと思われます。 

 過去の犯罪履歴からの教訓としては、危険なキーワー

ドは「更地」+「決済を急いでいる」です。このような

売り込みがあったら、素人の方はもちろん、プロの方も

十分にご注意ください。 

 

相続絡みの判決 

 国土ニュース 2 月号では、「亡くなった人の預貯金を

親族がどう分け合って相続するか」について取り上げま

したが、1月31日相続税の節税を目的とした養子縁組 

が有効かで争われた上告審で最高裁は、「節税のための縁

組でもただちに無効になるとは言えない」とする初判断

を示し、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決

を言い渡しました。 

 預貯金については現状に司法が沿う判断となりました

が、今回の裁判でも同様の判断と

なりました。 

 相続税は平成 27年 1月 1 日以

降、基礎控除額の最低額が 5,000

万円から3,000万円に、法定相続

人1人あたりの控除額も1,000万

円から600万円にそれぞれ引き下

げられ、養子縁組による相続税の

節税が実務上は多く実施（但し、

法定相続人になれる養子の数は民

法とは異なり、実子がいる場合は

1人、実子がいない場合は 2 人ま

でという制限がある）されており、

今後を占う意味でも非常に注目さ

れていた裁判でした。 

 

不動産バブル再来！？ 

 日経新聞によると、2月 9 日に日銀が発表した「貸出

先別貸出金」によると、2016年の金融機関による不動産

融資は、前年を 15.2％上回る 12 兆 2806 億円で、これ

は統計を遡れる1977年以来で過去最高だったそうです。

その中でも、このところの地価上昇と日銀のマイナス金

利政策導入に伴う運用難から、不動産投資信託（REIT）

や節税目的の資産家への融資が顕著です。 

 国交省の住宅着工統計によると 2015年度は 4年前よ

りも 3割強多い 38万 3000戸に増加し、2016年度も 4

～12月だけで前年同期比で12％多い約33万戸に達して

います。 

 但し、タワーマンション節税も網掛けされつつあり、

アパートの建設も今後の人口減からすると決して安泰で

はありません。1990年代のバブル崩壊は金融緩和からの

一転締め付けが引き金ですし、歴代のオリンピック開催

地は軒並み不況に陥っています。 

 逆にバブル時代と現在の違いは、不動産投資が全国で

はなく首都圏に偏っていること、また現状ではオリンピ

ック開催前ということと、訪日外国人が増えていること

から民泊目当てのマンション建設等の新しい実需を伴っ

ているという違いがあります。 

 日本経済がデフレから脱却しつつあり、経済が上向き

にあるとはいえ、まだどちらに転ぶかわかりません。油

断せず今後も逐一状況を見守った方が良いでしょう。 

 

世 界 一 

 ちょっと前の話ですが、昨年の 11 月に理化学研究所

と富士通株式会社は、スーパーコンピュータ「京（けい）」

が産業向け性能指標の「HPCG（High Performance 

Conjugate Gradient）」で世界第一位を獲得したと発表

しました。HPCGとはスーパーコンピュータの性能をよ

り多くの視点から評価するベンチマークとして 2014 年

からランキングとして発表されており、前回（2016年6

月）のランキングでは「京」は2位でした。 
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 ちなみにスーパーコ

ンピュータの計算能力

ってどの程度の速度な

の？という問題ですが、

富士通のHPによると、

「京」の計算能力は 1

秒間に10ペタ（10の

16乗）＝1京回（これ

が京の名前の由来です）の計算が可能とのこと。これは

地球上の全人口（70億人）が電卓を持って集まり、全員

が 24時間不眠不休で 1秒間に 1 回のペースで計算を続

け、約 17 日間かかる事を、わずか 1 秒で終わらせるこ

とが出来るのだそうです。 

 また、上記の表のように、このスーパーコンピュータ

は日・米・中の3カ国がHPCGの上位10を占めており、

寡占状態です。今後益々巨大化するといわれている IOT

（Internet of Things）

市場でイニシアチブを

とる為、今後も勢いを

伸ばして欲しいと思い

ます。 

 

こちらも世界一 

 ノルディックスキージャンプ女子の高梨沙羅が 2 月

16 日、韓国・平昌で行われたワールドカップ（W 杯）

個人第18戦で優勝し、今期9勝目でW杯通算勝利を歴

代 1 位の 53 勝（男子のグレゴア・シュリ－レンツァウ

アーと並ぶタイ記録）としました。 

 もちろん歴代最多の53勝というのも凄いことですが、

わずか78戦での記録達成ということに価値があります。 

 さて、このスキ

ージャンプの起源

ですが、一節には

元々ノルウェーの

処刑法だったとの

「噂」があります。

但し、実際にはそ

のような根拠はなく、1840年頃ノルウェーのテレマーク

地方で始まったとされています。ジャンプ中継を観てい

ると、美しい着地姿勢のことをテレマーク姿勢といって

いますが、この語源は地名からきています。 

 また、この競技は当然スキーの板で飛ぶのですが、板

の長さには厳格なルールが存在します。スキーの板は

BMI×2で算出された数値に対し最大で 145％までの長

さまで、板の使用が可能とされています（BMIとは体重

kg÷身長÷身長で、この数値が大きい程、身長に対して

体重が多いと考えられます）。元々1998年の長野オリン

ピックまでは身長プラス 80 ㎝となっていましたが、同

オリンピック後は身長比 146％の長さとなり、身長が高

い選手が有利なルールに変更となりました。一般的に板

が長いと飛ぶのに必要な揚力が発生しやすいからです。

また体重が軽いと更に飛距離が伸びるとのことで、減量

が流行しましたが、副作用で体調を崩す選手が続出した

ことから、現在は過度の減量を防ぐため BMI を含めた

改定ルールとなっています。 

 ちなみに、日本でも比較的古くから同競技が実施され

ており、何と戦前の1938年（昭和13年）と翌39年（昭

和 14 年）に甲子園球場と後楽園球場にジャンプ台を設

置し、「全日本選抜スキー・ジャンプ大会」が開催されて

います。 

 第1回大会は1938年1月10日甲子園球場に特設され

た木造の櫓で、雪は新潟の妙高から貨車 30 両を連ねて

運んできたそうです。最長不倒は27m、第2回大会は最

長不倒 34m と今の 100m 超えが当たり前の世の中から

すると隔世の感がありますが、元々雪に恵まれない大都

市の市民にスキー競技をアピールすることが目的であっ

たことと、甲子園

の観衆が 40,000

人であったとの記

録を見ると、テレ

ビの無い時代にと

てもインパクトの

あるイベントだったことがわかります。 

 来年の冬季オリンピックは上記の第1回大会から丁度

80年に当たります。当時とは時代背景も規模も大きく変

わった舞台・平和の祭典オリンピックで、エース高梨沙

羅がジャンプ台から描く放物線が無事、「栄光への架け

橋」となるのか注目です。 

 

本 社：０３－５２２７－３６０１ 

横浜支店：０４５－６５１－２８４１ 

名古屋支店：０５２－５８８－２３２２ 

関西支店：０７５－２１２－２８０１ 

大阪事務所：０６－６９２０－５５５１ 

 

トリニテーシステム業務提携先（平成29年3月現在） 

 

 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力アップ・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価の補助・事業承継などの企業オーナー対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務

を担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 

ランク 名前 国籍 勝利数
1 高梨沙羅※ 日本 53

1
グレゴア・シュリーレンウ
ツァウアー※

オーストリア 53

3 マッチ・ニッカネン フィンランド 46
4 アダム・マリシュ ポーランド 39
5 ヤンネ・アホネン※ フィンランド 36

16 葛西紀明※ 日本 17

18 船木和喜 日本 15

※は現役

W杯通算勝利数（男女混合）

システム TOP500 Graph500

名称 順位 順位

1 京 理研　計算科学研究機構 富士通 日 602.7 7 1

2 天河2号
広州国立スーパーコン

ピューティングセンター
NUDT 中 580 2 8

3
Oakforest-

PACS
最先端共同HPC基盤施設 富士通 日 385.5 6 -

4 神威太湖之光
無錫国立スーパーコン

ピューティングセンター
NRCPC 中 371.2 1 2

5 Cori
国立エネルギー研究科学

計算センター
Cray 米 355.4 5 -

6 Sequoia ローレンス・リバモア研 IBM 米 330.4 4 3

7 Titan オークリッジ研 Cray 米 322.3 3 -

8 Trinity ロスアラモス研 Cray 米 182.6 10 -

9 Pleiades
アメリカ航空宇宙局

(NASA)
HPE/SGI 米 175.2 13 41

10 Mira アルゴンヌ研 IBM 米 167 9 4

順位 設置場所 ベンダー 国名 TFLOPS

HPCG上位10


