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               2014 年通常国会・国政報告 ⑥ 

               （Ⅳ）東奔西走 

三宅伸吾 

自由民主党 参議院議員 

（Ⅰ）足かせを外す：規制緩和 

（一） 人手不足の解消－－悲鳴に応える

（二） おもてなし文化の拡充－－時代錯誤の規制

（Ⅱ）稼ぐ力を取り戻す：法人税制 

（一） 「取らぬ狸の皮算用」に非ず

（二） 戦略を練る－－税収シミュレーション

（三） 財政再建のための改革

① 予算委員会：総税収の最大化

② 財政金融委員会：税収パラドックス

（四） 同志の糾合－－「次世代の税制を考える研究会」旗上げ

（五） 反対者の説得

（六） 「働きかけ」とその成果

（Ⅲ）独立を守る：集団的自衛権 

（一） 還暦を迎えた自衛隊

（二） 与党協議会・座長試案

（三） ダチョウに非ず

（Ⅳ）東奔西走 

（一） 不平等を是正する－－ネット時代の消費課税

（二） 長いものに巻かれない－－司法改革

（三） お金を回す－－グループ内金融の円滑化

① 貸金業規制の改正実現

② 金融商品取引法の改善

（四） 議員連盟での活動など
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（Ⅳ）東奔西走 

（一） 不平等を是正する－－ネット時代の消費課税 

音楽や本を店舗に行かずに、インターネット経由で購入する時代になりましたが、日本

の税法は技術革新に追いついていません。その一例が海外からネット経由で楽曲などを購

入するサービスが日本の消費税の課税対象から漏れている点です。 

配信用のコンピューターなどを海外に置く事業者からネットで楽曲などを買うと日本の

消費税がかかりません。しかし、国内のネット事業者から買うと 8％かかり、日本の事業者

は不利な状況となっています。消費税法に穴があるためで、この不平等は是正しなければ

なりません。 

経済のグローバル化はヒト・モノ・カネが居心地のよいところに向かって流れていくこ

とが本質です。企業が国を選ぶ時代---。そうした環境の変化にいち早く柔軟に対応した国

が、世界から優秀な人材をひきつけ、資本を呼び込み、生き残ります。 

私は一昨年の夏まで 26 年間、日本経済新聞社の記者、編集委員として、グローバル・ビ

ジネスの最前線と、激しい立地間競争に勝ち抜くための各国間の制度改善の競争を目の当

たりにしてきました。制度インフラ競争の最も重要な点が税制です。 

 今から 2 年前、日経新聞の編集委員として長いコラムを書きました。経済ジャーナリス

ト生活の最後のテーマとなったのが、国境を越えるインターネット・サービスを巡る、消

費課税の不平等問題でした（下図は日本経済新聞よりi）。 

昨年夏、国政に参加してから

も、このテーマについては極め

て高い関心を持っており、昨年

末の自民党税制調査会の席上で

も、発言の機会を求め、速やか

な不平等是正を求めました。そ

の後、与党の「平成 26 年度税制

改正大綱」において、「平成 27

年度改正に向けて具体的に検討

する」と明記されました。 

遅くとも 2016 年春までには、

国外事業者による、日本への配

信サービスについても消費課税

がなされることになりました。 

 課税の仕方は広告や法的助言

など配信の取引内容がビジネス

用途であれば配信サービスを受
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ける国内事業者が消費税を納税します。一方、一般消費者向けの配信であれば、海外事業

者に申告納税させます。 

実際の徴税には「B to B」と呼ばれるビジネス用取引と一般消費者向けの「B to C」との

仕分け、海外の脱税事業者に対する徴税の執行など難しい面もありますii。ただ、100％完

璧な制度作りばかりを考えていては、いつまで経っても課税できません。まずは「新制度

をスタートさせる」ことが大事であり、「その後に、もし、制度に穴が見つかれば、速やか

に埋めていく」という考え方で進めていくことが重要です。 

◇ ◇ ◇ 

2014 年 4 月 10 日、都内で開かれたインターネット取引と消費課税に関するシンポジウ

ムで、自民党を代表し上記のような趣旨の挨拶をしましたiii。  

 

（二）長いものに巻かれない－－司法改革 

法科大学院（ロースクール）創設から今年で 10 年になります。 

原則、司法試験をパスした弁護士、検察官、裁判官を総称して法曹と呼びます。権威や

力ではなく、公平なルールに基づき社会の紛争を迅速に調整、解決したり、国民の基本的

人権などをきちんと守ることが重要です。このために必要な人的基盤として、日本の法曹

人口は少なすぎました。結果、裁判は遅々として進まず、「思い出の事件を裁く最高裁」と

いった川柳が生まれたり、「敷居の高い弁護士」との不満が出ていました。 

「使い勝手の悪い司法」への反省から、政府は当時、1500 人前後だった司法試験の年間

合格者数を「2010 年ころには 3000 人程度とすることを目指す」として、そのための養成

機関としてロースクールを創設しました。ロースクール修了生は司法試験を受験すること

ができます。 

しかし、年間の司法試験合格者数は政府目標に一度も達することがなく、ここ数年、2000

人前後。合格率も 20％台に低迷したままです。一度落ちても複数回受験できますが、累積

で合格率をみても 5 割程度しかありません。高い学費がかかるロースクールを出ても、な

かなか合格できないため、ロースクールの志願者

数は激減、地方校を中心に存続が危うくなってい

ます。 

こうした状況の中で日本弁護士連合会は 2012

年、司法試験合格者数を「まず 1500 人にまで減員」

するべきとの提言を公表iv。今年に入ると自民党内

からも歩調を合わせる声が出ましたv。また、国会

でも「法曹志願者の減少という危機的な状況にあ

るにもかかわらず抜本的な改革が進んでいないこ

とを踏まえ、有為な人材が数多く法曹を志望する

よう、直ちに必要な調査を実施して在るべき適切



4 

 

な法曹人口を把握した上、司法試験合格者数の削減等所要の方策を早急に検討し、速やか

に実行する」との付帯決議がなされましたvi。もっとも、付帯決議に法的拘束力はありませ

ん。 

「在野法曹」と呼ばれる弁護士とその人口問題は 20 年以上前から関心があり、関連する

論文を出版したりvii、日経新聞時代にも多くの記事を書きました。今年 7 月 10 日、都内で

シンポジウム「日本の司法の未来を語る鼎談」－政界・経済界は法曹に何を期待するか－」

が開催され、私は元日本経団連副会長・事務総長の中村芳夫氏とともにパネリストとして

登壇しましたviii。 

濱田邦夫・元最高裁判事、泉徳治・元最高裁判事、但木敬一・元検事総長らを前に、私

は以下のように司法試験合格者数の引き上げなどの必要性を訴えました。 

 弁護士は「国民の社会生活上の医師」。法の支配つまり「長いものに巻か

れない社会」を実現するために欠かせない人たちです。数が少なくてはダメで、そ

のための通過目標が「2010 年に 3000 人」でした。ロースクール制度は失敗だった

という人がいますが、私は新しい法曹養成制度としてのロースクールは成功だと考

えています。ロースクールを作ったことで弁護士数は 1 万人以上増えました。もし、

作らなければ、弁護士数をこんなに増やせなかったわけですから、この意味で成功

なのです。 

 ただ、ロースクール構想時の想定合格率は約 7～8 割。現実は大きな見込

み違いです。ここ 6 年間続けて 2000 人前後の合格者しか出していないところに問題

の本質があります。数を増やさないと、多様な人材が確保できるわけがありません。 

 司法研修所を出ても職場がないと言われます。法律事務所に所属するこ

とばかりを考えてはいないでしょうか。大半のロースクールには企業内弁護士の教

授もいないから、訴訟弁護士以外のモデルを学生はあまり知らない。就職難と言わ

れますが、どこまで企業内弁護士など法律事務所以外の新分野開拓をしているので

しょうか。 

 社会の様々なところで、リーガルマインド（法的思考）が求められてい

ます。例えば産業競争力強化法により「企業実証特例制度」ができたのに、アイデ

アを出せる弁護士を抱える企業はあまりいないように思います。 

 ロースクールの学生が法律に関する素養をしっかり身につけるためのプ

ロセス教育の充実はとても大事です。そのためには点の試験である司法試験の合格

率をあげ、やさしくしてあげないと、試験に出ない教養をじっくり身につけること

はできません。 

 

（三）お金を回す－－グループ内金融の円滑化 

① 貸金業規制の改正実現 

当選直後の昨秋から取り組んできた金融関連の規制緩和が今春、実現しました。具体的
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にはグループ会社間の貸付けについて、一部、貸金業法の登録義務を無くしました。経済

界が長年、規制緩和を求めていましたが、放置されたままでした。 

貸金業法は企業が弱い立場の自社従業員に貸し付ける行為に対しては登録義務を求めて

いません。一方で、グループ内企業間の資金融通に幅広く登録義務を課していました。こ

れは不適切ですix。そこで、企業法務のベテラン弁護士など実務家の意見も聞いたうえ、昨

年 9 月に金融庁に問題意識を伝え、見直しを求めました。11 月には臨時国会の財政金融委

員会において、麻生太郎金融担当大臣とご議論をさせていただいたうえ、具体的な改善策

を提案しましたx。その後、金融庁の迅速な対応で、2014 年 4 月より登録義務が緩和されま

したxi。 

法律改正は国会の議決が必要で、一人の議員ではできません。ただ、政省令などの見直

しなら、議員側で十分な検討を重ねたうえ、担当官が改正に納得するような議論を彼ら、

彼女らと交わすことができれば、単独の提案でも実現できる場合があります。 

今回のケースでは見直しに強硬な反対が出ない

ほど、現行ルールが過剰規制であったために金融庁

側も改正の必要性を感じていたこと、具体的な改善

策をこちらから提案したことなどが、速やかなルー

ル改正につながった背景だと考えます。 

「見直してくれて本当に助かった」。多くの事業

会社や法律事務所から、こんな声が金融庁に寄せら

れているとのこと。動いた甲斐があったと喜んでおります。本件について、貴重なご助言

をいただいた弁護士の方々、迅速な対応をいただいた証券取引等監視委員会や金融庁の幹

部の皆さま、本当にありがとうございました。 

 

② 金融商品取引法の改善 

今年 5 月 20 日の財政金融委員会では金融規制緩和の第 2 弾として、投資ファンドへの規

制をとりあげました。個人から投資資金を集める場合、詐欺などを防止するためにファン

ド事業に一定の規制をかけるのは当然のことです。ただ、グループ企業だけからお金を集

めて運用するケースについてまで、厳格な規制を一律適用するのは行き過ぎであり、現行

ルールの見直しを麻生金融担当大臣に求めましたxii。 

 

（四）議員連盟での活動など 

国会の会期中は党の政務調査会の部会などが連日、開かれます。早朝の会合に足を運ぶ

だけでなく、日中は国会審議の合間をぬって党本部に走り、財政金融、経済産業、農林水

産などの部会を梯子する毎日。司法制度調査会、知的財産戦略調査会のほか、中央官庁の

情報システムの効率化を目指す IT 戦略特命委員会・小委員会などでも積極的に発言しまし

た。魅力ある都市・地域創造本部の会合には星野佳路・星野リゾート社長をお招きし、観
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光立国への道をテーマにご講演いただきました。多くの議員で会場いっぱいとなり、司会

者冥利に尽きました。 

国会や党の活動とは別に、議員同士の集まり

が数多くあります。議員連盟（議連）と呼ばれ

るもので、自民党所属議員だけのものもあれば、

超党派の議連もあります。テーマは婚活支援か

らスポーツ、文化、教育、産業振興、財政、防

衛、社会保障など多岐にわたり、議員がそれぞ

れの関心に応じ議連を選び、政策提言や議員立

法、予算獲得を目指し活動します。 

私も多くの議連に参加。官房長官や関係大臣に政策要望を申し入れた主なものだけを紹

介すれば、ヘルス＆コミュニティ（H&C）議連xiiiでは社会保障の効率化策を探りました。

関連予算のカットは大きな政治的摩擦を生みます。それでも断行すべき改革は少なくあり

ませんが、H&C 議連では IT の活用による健康寿命の延長策や、社会貢献したいという高

齢者のインセンティブをうまく制度化することによって、関連費用を円滑にスリム化する

政策を提案しました。 

展示会産業議員連盟は国内での大型展示会場の整備を通じ、商談だけでなく宿泊、観光

など関連産業を振興するのが狙いです。世界最大の展示会場は約 47 万㎡の独ハノーバー見

本市会場。日本最大は 8 万㎡の東京ビッグサイトで世界ランクでは 71 位。ビッグサイトよ

り大きな会場が、中国に 13、タイ、韓国を含めるとアジアに 16 施設もあります。国内の会

場が狭いため、国際的な大型展示会がどんどん中国などに吸い寄せられています。人が集

まるところに最新の情報とビジネスが集まるわけで、日本の現状に強い危機感を持ってお

ります。 

展示会議連の活動の一環として、東京ビッグサイトで開催された「日本 ものづくりワ

ールド 2014」を視察、地元香川の出展者の皆さまから新商品の特徴をお聞きしたり、自

治体、国の産業振興策に対する率直な意見をお聞きしましたxiv。また、「FCV（燃料電池自

動車）を中心とした水素社会実現を促進する研究

会」の関連で FCV の試乗、水素関連プラントの

視察にも出かけました。 

議連「多様な働き方を支援する勉強会」では、

パートタイマーなど非正規労働者の皆さまの声

を政策にきちんと反映するために労働政策審議

会の労働者代表委員の人選を改善するよう厚労

省に求めました。 

外国との友好を目指す議連も国ごとにあり、私

もフランス、カナダ、デンマークなどとの議連に
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参加、各国大使館などでの会合に足を運んでおります。また議連ではありませんが、8 月上

旬に台北で開かれた防災対策などについての国際会議に出席しました。9 月には米ワシント

ン特別区を訪問します。 

 最後になりましたが、地元香川の道

路、河川など社会インフラの整備、教

育支援、文化や産業の振興策などにつ

いて、多くの要望をいただいておりま

す。地元選出の他の国会議員の先生方

とも連携し、これからもしっかり取り

組んでまいります。 

 

◇  ◇  ◇ 

 

26 年間の経済ジャーナリスト生活、そして 1 年間の立候補準備活動を経て、皆さまのご

支援で昨年夏より、国民と国家のために政治家として人生をかけることができるようにな

りました。 

 

初心を忘れることなく、2 年目も頑張ってまいります。 

今後ともご指導ご鞭撻をいただければ幸甚です。 

何卒、宜しくお願い致します。 

2014 年盛夏 

三宅伸吾 

 



8 

 

                                                   
i 編集委員 三宅伸吾「ネット配信、消費増税なら外国勢有利 各社、募る不公平感 「国

外取引」も課税求める」（日本経済新聞 2012/6/25 朝刊）など。 

http://www.nikkei.com/article/DGXDZO42940650T20C12A6TCJ000/ 
ii 新しい課税手法の詳細などについては 2014 年 6 月 27 日開催の政府・税制調査会配布資

料「国境を越えた役務の提供に対する消費税について」参照。 

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/06/27/26zen1

0kai5.pdf 
iii 2014 年 4 月 10 日、東京・千代田区の学術総合センターで開かれた「海外事業者に公平

な課税適用を求める緊急フォーラム」で。 
iv 日本弁護士連合会「法曹人口政策に関する提言」（2012 年 3 月 15 日）

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120315.html 
v 自由民主党政務調査会司法制度調査会・法曹養成制度小委員会合同会議「法曹人口・司法

試験合格者に関する緊急提言」（2014 年 4 月 9 日）は「我が国に力強い司法を築くために

一旦体質を強化すべく、司法試験合格者数は、まずは平成 28 年までに 1500 人程度を目指

すべき」と述べる。 
vi 衆議院法務委員会「司法試験法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（2014 年 5

月 14 日） 
vii 三宅伸吾『弁護士カルテル――ギルド化する「在野」法曹の実像』（信山社出版・1995

年） 
viii 主催は「ロースクールと法曹の未来を創る会」 

http://www.lawyer-mirai.com/gaiyo.html 
ix グループ会社（親子・兄弟会社）間の貸付けについて、貸金業規制の適用除外とする旨

の規定が設けられておらず、貸金業の登録が必要だった。近年、会社グループにおける資

金管理システム（キャッシュマネジメントシステム）の高度化が著しく、グループ会社間

の貸付けに対しても規制が適用されてしまうため、会社グループとして最適なキャッシュ

マネジメントシステムを構築するにあたっての妨げとなっていた。また、合弁事業におけ

る共同出資会社（株主）から合弁会社への貸付けも貸金業規制が適用されるため、合弁会

社の資金ニーズに十分に応えられていなかった。 
x 連結グループ企業内の貸付け、少なくとも下記のようなケースは貸金業法の登録義務の

適用除外であることを明確にすべきだ提案した。 

① 会社法施行規則三条にある議決権所有割合が 40％以上で、実質基準に基づく会社法

上の子会社と親会社間の貸付け 

② 合弁会社の株主から合弁会社への貸付け 

③ 完全子会社ではないけれども、共に子会社である兄弟会社間の貸付け等 

参議院財政金融委員会（2013 年 11 月 28 日） 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/185/0060/18511280060005c.html 
xi http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20140318-1.html 

xii グループ会社内だけでファンドを組成するプロ向けファンドの場合においては金融商

品取引業から除外するか、事業者のより負担の少ない規律とするよう求めた。 

参議院財政金融委員会（2014 年 5 月 20 日） 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0060/18605200060010a.html 
xiii 正式名称は「持続可能な社会保障制度の確立に向けて、国民一人ひとりが地域のつなが

りの中で健康寿命を全うすることを推進する議員連盟」 
xiv 葵機工、かがわ次世代ものづくり研究会、かがわ産業支援財団、川上板金工業所、コヤ

マ・システム、高木鋼業、長峰製作所、パル技研、ヒューテック、プロテック、明興産業、

吉野川電線、レクザム。 

 

http://www.nikkei.com/article/DGXDZO42940650T20C12A6TCJ000/
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/06/27/26zen10kai5.pdf
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/06/27/26zen10kai5.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2012/120315.html
http://www.lawyer-mirai.com/gaiyo.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/185/0060/18511280060005c.html
http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20140318-1.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/186/0060/18605200060010a.html
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自由民主党 参議院議員     三宅伸吾    
 

 

 

 是非、ご意見をお寄せください。 

→ miyakeshingo@gmail.com 

 この国政報告のダウンロードは 

→ http://www.miyakeshingo.net/news/ 

 日々の活動はフェイスブック 

→  http://www.facebook.com/miyakeshingo 

・高松事務所 

〒760-0080 香川県高松市木太町 2343-4 木下産業ビル 2 階 

TEL: 087-802-3845 FAX: 087-802-3846 

・東京事務所 

〒100-8962 東京都千代田区永田町 2-1-1 参議院議員会館 604 号室 

TEL: 03-6550-0604 FAX: 03-6551-0604 

mailto:miyakeshingo@gmail.com
http://www.miyakeshingo.net/news/
http://www.facebook.com/miyakeshingo

