
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の税収バブル期以来の高水準 

 新聞各社の発表によると、平成29年度（2017年度）

の国の税収（一般会計分）が、バブル期直後（平成3年

度）の59.8兆円以来、26年振りの高水準（58.8兆円）

になることがわかりました。 

 まず、企業の好業績を背景に、法人税の税収が伸びま

した。併せて個人が所有する株式の配当収入や売却益が

大きく増加しました。その結果、消費税と税収の中で最

も大きなウェイトを占める所得税が伸びが著しく、財務

省が当初見積もっていた、57.7兆円という税収見込みが

1.1兆円程度上振れしました。 

 税収に関連したデータでは、国税庁が5月に発表した

確定申告状況を掘り下げて見ていくと、土地の譲渡所得

は、リーマンショックがあった平成20年（2008年）の

翌年の減収から 8 年連続の上昇となっており、平成 21

年（2009年）の2兆1,312億円から2倍以上の4兆7,557

億円となっています。（下記表参照） 

 前 年

（ 平 成

28年度）

との増減

率でも、

申告人数

495 千人

に 対 し

514 千人

（+3.8％

）、有所得人員326千人に対し341千人（+4.5％）、所得

金額4兆4,652億円に対し4兆7,557億円（+6.5％）と

3項目全て対前年プラスとなっています。 

 次に、株式等の譲渡所得の申告状況をみてみると、土

地同様、前年比増加となっています。平成 28 年度から

の増減率の内訳は、申告人数932千人に対し1,030千人

（+10.6％）、有所得人員 294 千人に対し 533 千人

（+81.1％）、所得金額2兆6,130億円に対し、3兆5,732

億円（+36.7％）と、特に有所得人員数と所得金額の大

幅な増加が目立ちます。 

 但し贈与税の申告については、暦年課税の申告人員、

平成 28年度の 464千人から 462千人（▲0.5％）、申告

納税額 1,927億円から 1,747億円（▲9.4％）。相続時精

算課税は、申告人員が 45 千人のほぼ横ばい、申告納税

額が325億円に対し331億円（+1.8％）と、大きな変化

はみられませんでした。今年の事業承継税制の特例創設

によって、どの程度変化が出るのか注目です。 

 

機械の目 

 現在、ロシアではサッカーで最大のイベント、4年に

一度開催される2018FIFAワールドカップが開催されて

います。ロシアは広大で、時差もありますので、サッカ

ーが好きな方は勿論、日本代表の（予想外！？）活躍に

よって、寝不足の方も多いのではないでしょうか。 

 残念ながら、今月号の国土ニュースの作成日が7月1

日ですので、めでたく決勝トーナメントに進出した日本

代表の次の試合（対戦相手ベルギー）の結果はわかりま

せんが、頑張って欲しいものです。 

 さて、今大会では初の試みとして、ビデオ・アシスタ

ント・レフェリー制（VAR）が導入されました。 

 このVARとは、試合を決定づけるプレーが行われた

際に、主審がビデオ判定を用いてジャッジするというも

ので、対象となるシーンは次の4つに限定されます。 

1. ゴール判定…ボールがきちんとゴールラインを割ったか、

クロスボールがラインを割っていないか等、試合に直接

大きな影響を与えると判断された場合※ゴールラインテ

クノロジーという7台のハイスピードカメラでゴール付

近を毎秒500コマ撮影し、ゴールラインをボールが完全

に超えたか判断するシステムと併用（超えていた場合は1

秒以内に主審の腕時計に振動と共に「GOAL」と表示させ

る）。 

2. PK判定…ペナルティエリア内でのファールが、PKを与え

るのに値するかどうか判断する場合 

3. 一発退場…一発レッドカードに値するファールだったの

か判断する場合 

4. 選手への処分…主審が選手を注意したり、退場処分にし

た際、その処分が正しかったかどうか判断する場合 

 従来は、上記のプレーについてW杯基準のサッカー

コート（105m×68m）を、主審1人と副審2人のみで

対応（一部の大会では、ゴール付近に追加副審2人プラ

スされます）していましたから、当然誤審が生まれやす

くなります。 

 誤審によって語り継がれるプレーとして、1986年の

W杯メキシコ大会で起きた、元アルゼンチン代表のマラ

ドーナ選手による「神の手」ゴール（VTRで確認すると

ヘディングではなく、手で押し込んでいるように見える）

など、歴史の一部として残っていますが、今後はこのよ

うな「疑惑判定」が激減するのかもしれません。 

 VARの導入効果は、既に数字で表れており、グループ

リーグの途中（36試合消化時点）で、既に大会通算PK

数を上回るPK数（全20PK中、9回がVAR使用）と

なっています。 

 では、他のスポーツでのビデオ判定の導入については

どうなっているのかと言いますと、実は2000年以降多
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くの競技で導入されています（下記表参照）。 

競技名 導入年 概要

アメリカンフット
ボール（NFL）

1986年（1991
年一旦廃止ご
1999年再導
入）

1試合に最大3回まで要求（チャレンジ）可能。審判はビ
デオにより確認する。認められた場合には、タイムアウト
の数は変更なく、認められない場合には、タイムアウトが
1回消滅する。

テニス 2006年

選手は1セットにつき、3回まで要求（チャレンジ）可能。
左記の場合ホークアイというコート周囲に10台のカメラを
配置した映像解析システムにより、2～3秒後には判定が
出る。要求が成功の場合はチャレンジカウントが減らず、
失敗の場合は1個消滅する。

ラグビー 2008年
テレビジョンマッチオフィシャル（TMO）システム導入。映
像の確認は審判ではなく、審判委員会から指名を受け
たもの（1名）が行うものの、最終判断は審判。

ボクシング（WBC） 2008年

試合後でも誤審や違反行為等が発覚した、あるいはそ
の可能性のある場合は、ビデオ判定による検証がある。
検証の結果、判定が不適当であった場合、無効試合が
適用されるか、試合で下された判定が覆される場合有。

柔道 2007年
CAREシステムという3台のカメラが3方向から撮影する方
式で、主に技の評価が難しい場合、審判委員会の監督
の下検証が行われる。

スピードスケート
（ショートトラック）

2006年

接触転倒事故が起きた際、レース後ビデオにて、失格及
び救済について判定する。被害を受けた選手が規定通
過順位に入れない場合でも、救済（アドバンス）される可
能性有。

レスリング 2009年

セコンドがスポンジをマットに投げて要求（チャレンジ）、
マットチェアマンに認められた場合、会場の大型映像装
置にて確認。判定が覆らない（チャレンジ失敗）場合、1
ポイントを消失。チャレンジの失敗は1試合2回まで可。

バレーボール 2014年

各監督より長方形をつくるジェスチャーにてビデオ判定を
要求（チャレンジ）。ビデオ映像を副審が確認し、その場
で再ジャッジ。判定はCGにより、会場の大型ビジョンで再
現される。各チーム1セットあたり2回失敗までチャレンジ
可。

バスケットボール
（NBA）

2002年

審判が一定の映像判定適用要件に合致したと判断した
場合、ニュージャージー州にあるNBAリプレーセンターで
確認され、審判に連絡される。審判以外の選手・コーチ
に請求権はない。

バスケットボール
（Bリーグ）

2016年
テニスの判定システムを開発したホークアイ社のシステ
ムをバスケット界で初めて導入。NBAと同様、審判以外
の選手・コーチに請求権はない。

野球（MLB） 2008年

全米の4大スポーツで最後の導入。チャレンジ用のスタ
ジオをニューヨークに建設し、MLBの全30球場にそれぞ
れ7～12台設置された映像を一括管理。1日8人の分析
担当審判員が各球場の審判員と連絡を取り合い判定を
実施。各監督は、7回までに1度、8回以降に2度、チャレ
ンジが認められる。異議申し立てが認められた場合、最
高2回まで再びチャレンジ権を得られる。ボール・ストライ
クの判定は対象外。

野球（NPB） 2010年

当初は本塁打判定のみ実施。2018年よりリクエスト制度
となった。リクエストの権利は、各チーム1試合に2回（延
長の場合は新たに1回）で、リクエスト成功の場合は回数
が減らず、失敗の場合は1回減る。最終ジャッジは、テレ
ビ局の中継画像を基に現場の審判が判断。

大相撲 1969年

当時の横綱大鵬の45連勝時の取り組みで大鵬が負け
た際、NHKのスローモーション映像によって、軍配差し違
えの可能性が高まったことから、目視による判定を補う
システムとして導入。

ビデオ判定等導入している主なスポーツ一覧

 

 この中で半世紀近く前に、他の競技に先立ちビデオ判

定を導入しているのが、最も伝統を重んじる大相撲とい

うところが面白いですね。導入のきっかけが時の大横綱

大鵬というところも、当時の世情が良くわかります。 

 因みに、大相撲の審判的な役割を果たす行司ですが、

立行司のみ（行司の最高位で最大で２人までしかなれま

せん）、短刀（脇差）を身に付けているのをご存じですか？ 

 行司が短刀を持つ意味とは、行司が軍配の差し違え（判

定を間違えること）をした場合、切腹する覚悟を示して

います。実際は、短刀を身に付け始めた江戸時代から、

今日まで切腹の記録はないそうですが、仮に差し違えを

してしまった立行司は、日本相撲協会に「進退伺い」を

提出することが慣例となっているとのこと。 

 ここまでの決意を求められているにも関わらず、行司

には上げた軍配に対し、最終決定権はなく（最終決定は

勝負審判）、かつ最終決定では有り得る「同体」という引

き分けを軍配する事が出来ない（必ずどちらかに軍配を

上げなければならない）という理不尽な役回りです。 

 他のスポーツで審判が誤審をした場合、例え慣例だと

しても進退伺いを提出することは通常考えられず、大相

撲の歴史の重さを感じます。 

研修会【追加講演】のご案内 

 7月4日（水）実施予定の第18回研修会ですが、大変

多くのお申込みをいただき、お陰様で満席となりました。 

 但し、申込み締切り後も、研修会への参加を希望され

る先生方が多いため、下記日程にて研修会の追加講演を

実施する運びとなりました。 

 講演のテーマや講師、費用等は7月4日の研修会と同

様です。また、今回も36時間の研修受講時間（3時間）

にカウントされます。 

 尚、定員については100名様限定となります。追加の

日程につきましても既に多くのお申込みをいただき、残

りの席数も限られてきました。ご興味のある方は下記記

載の本社まで早めにお問合せください。 

 

テーマ：事業承継税制「納税猶予・免除」の実務と税理士のリスク 

   対策（3時間の認定研修） 

講師：税理士 牧口 晴一 

日時：平成30年9月6日（木） 

  ＜研修会13：30～16：30＞ 

参加費：6,000円/1名様 

   

 ＜講師の著書（上記写真）・最新情報レジュメ・計算資料付＞ 

定員：100名限定 

   ＜満席になり次第締め切ります＞ 

会場：千代田区一ツ橋2-6-2日本教育会館7階 中会議室 

 

 

本 社：０３－５２２７－３６０１（研修会受付） 

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30年7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自社株評価補助・事業承継税制の活用等法人対策 

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。 


