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ことにより取引の透明性の向上を図るとともに、放送事業者と番組製作会社の間の製

作取引の適正化に留まらず、再委託も含めた取引の適正化を推進するための論点を整

理し、集中的に議論を行った。 
さらに、令和２年７月２日に規制改革推進会議において決定された「規制改革推進に

関する答申」を受けて同年７月 17 日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、

①業務委託類型別の著作権の帰属等の明確化、②元請けとなる番組製作会社が再委託

を行う場合の番組製作会社間の製作取引の適正化、③３条書面に関する記載内容の明

確化と役務委託を含む発注書面の雛形の充実、④各種事例の追加等を行い、本ガイドラ

インが従来目的としてきた放送事業者と番組製作会社の間の製作取引の一層の適正化

に留まらず、放送コンテンツの製作取引全体の適正化の実現に向け、この度、第７版と

して取りまとめたところである。 
 
  

２． ガイドラインの内容 
（１） 策定の目的 

本ガイドラインの目的は、自由な競争環境を整備しながら、番組製作会社のコン

テンツ製作に係るインセンティブや、創意工夫の意欲を削ぐような取引慣行を改善

し、良質で魅力ある放送コンテンツの製作・流通を促進することにより、関係業界

の発展につなげることである。 

 

今後、放送事業者と放送番組製作会社が、本ガイドラインを参照し、より適正な

番組製作委託取引を実現することにより、両者の良好なパートナーシップを構築す

べきである。 

 

（２） 対象とする放送事業者・番組製作会社 
本ガイドラインが対象とする放送事業者は、地上基幹放送、衛星基幹放送、衛星

一般放送、有線テレビジョン放送等のうちテレビジョン放送を行う者とし、番組製

作会社は、放送コンテンツの製作に関わる者とする。1 

ただし、アニメ制作会社と二次下請アニメ制作会社（フリーランスを含む。）との

取引については、経済産業省「アニメーション制作業界における下請適正取引等の

推進のためのガイドライン」（令和元年８月）において対応している。 

 

（３） 対象とする法令 

今回、放送コンテンツの製作取引の関係を分析するに当たり、適用される法律と

しては、民商法や刑法などの一般法のほか、下請法、独占禁止法、放送法、著作権

                                            
 

1 地上テレビジョン放送、BS放送、東経 110度 CS放送、東経 124/128度 CS放送、ケーブルテレ

ビ等が対象となる。 
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法などがある。 

本ガイドラインは、主として下請法及び独占禁止法を対象としている。 

下請法は、独占禁止法の補完法であり、下請法の対象とならない取引であっても、

独占禁止法の問題となるおそれがある。 

また、著作権の帰属に関しては、著作権法に基づき判断されることとなる。なお、

放送コンテンツの振興の面から、放送法の目的にも配意している。 

 

ア 下請法について 
放送事業者と放送番組製作会社が以下の参考図に示す関係にある場合、親事業

者が放送事業者、下請事業者が放送番組製作会社となり、放送事業者は書面発注等

の４つの義務と、支払遅延等の 11 の禁止事項について同法の規制を受けることと

なる。また、放送番組製作会社間の取引においては、以下の参考図に示す関係にあ

る場合、発注した放送番組製作会社が親事業者、受注した放送番組製作会社が下請

事業者となる。 
 

・親事業者と下請事業者の範囲 

（参考図） 

  
なお、情報成果物作成委託・役務提供委託のうち、プログラムの情報成果物作成に係わるも

のについては、資本金3億円超の事業者から3億円以下（個人を含む）の事業者に発注する場

合、あるいは資本金1千万超3億円以下の事業者から資本金1千万円以下（個人を含む）の事

業者に発注する場合、下請法の対象となる。 

 

・情報成果物作成委託について 

(1)「情報成果物作成委託」とは、「事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的

たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がそ

の使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は

一部を他の事業者に委託すること」をいう（法第２条第３項）。 

(2)「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。 

[1] プログラム（電子計算機に対する指令であって，一の結果を得ることができるように組み合わさ

れたものをいう。）（法第2条第6項第1号） 

例：テレビゲームソフト，会計ソフト，家電製品の制御プログラム，顧客管理システム 

[2] 映画，放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの（法第2条第6項第2

情報成果物作成・役務提供委託を行う場合
（プログラムの情報成果物作成・役務提供委託を除く。）

下請事業者親事業者

資本金５千万以下
（個人含む）

資本金１千万以下
（個人含む）

資本金５千万超

資本金１千万超
５千万円以下

受注者発注者
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号） 

例：テレビ番組，テレビCM，ラジオ番組，映画，アニメーション 

[3] 文字，図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの

（法第2条第6項第3号） 

例：設計図，ポスターのデザイン，商品・容器のデザイン，コンサルティングレポート，雑誌広告 

[4] 前三号に掲げるもののほか，これらに類するもので政令で定めるもの（法第2条第6項第4号） 

現時点において，政令で定めているものはない。 

(3)～(5) （略） 

(6) 情報成果物作成委託には、次の３つの類型がある。 

類型３―１ 事業者が業として行う提供の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を

他の事業者に委託すること。 

○放送事業者が、放送するテレビ番組の制作を番組制作業者に委託すること。 

類型３－２事業者が業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部

を他の事業者に委託すること。 

○テレビ番組制作業者が、制作を請け負うテレビ番組のＢＧＭ等の音響データの制作を他の音響

制作業者に委託すること。 

○テレビ番組制作業者が、制作を請け負うテレビ番組に係る脚本の作成を脚本家に委託するこ

と。 

類型３―３事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作

成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること。 

 
（出典）公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」（平成28年12月14日）のうち「３

情報成果物作成委託」より 

<https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html> 

 

・役務提供委託について 

 (1) 「役務提供委託」とは、「事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又

は一部を他の事業者に委託すること（後略）」をいう（法第2条第4項）。 

 (2) 「業として行う提供の目的たる役務」のうち「業として行う提供」とは、反復継続的に社会通念

上事業の遂行とみることができる程度に行っている提供のことをいい、純粋に無償の提供であ

ればこれに当たらない。また、「提供の目的たる役務」とは、委託事業者が他者に提供する役務

のことであり、委託事業者が自ら用いる役務はこれに該当しないので、自ら用いる役務を他の事

業者に委託することは、法にいう「役務提供委託」に該当しない。他の事業者に役務の提供を

委託する場合に、その役務が他者に提供する役務の全部若しくは一部であるか、又は自ら用い

る役務であるかは、取引当事者間の契約や取引慣行に基づき判断する。 
（出典）公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」（平成28年12月14日）のうち「４

役務提供委託」より 

<https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html> 

 

・親事業者の４つの義務について 

①書面の交付義務（法第３条） 

②書類の作成・保存義務（法第５条） 

③下請代金の支払期日を定める義務（法第２条の２） 

④遅延利息の支払義務（法第４条の２） 
（出典）公正取引委員会・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」（令和元年11月）より 

<https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/R1textbook.pdf> 

 

・親事業者の１１の禁止事項について 

①受領拒否の禁止（法第４条第１項第１号） 
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②下請代金の支払遅延の禁止（法第４条第１項第2号） 

③下請代金の減額の禁止（法第４条第１項第3号） 

④返品の禁止（第４条第１項第4号） 

⑤買いたたきの禁止（法第４条第１項第5号） 

⑥購入・利用強制の禁止（法第４条第１項第６号） 

⑦報復措置の禁止（法第４条第１項第７号） 

⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止（法第４条第2項第１号） 

⑨割引困難な手形の交付の禁止（第４条第2項第2号） 

⑩不当な経済上の利益の提供要請の禁止（法第４条第2項第3号） 

⑪不当な給付内容の変更・やり直しの禁止（法第４条第2項第４号） 
（出典）公正取引委員会・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」（令和元年11月）より 

<https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/R1textbook.pdf> 

 

イ 独占禁止法について 
例えば、発注者が受注者に対して優越的な地位にある場合に、当該発注者の受注

者に対する、正常な商慣習に照らして不当に、不利益を与える行為（買いたたき等）

が禁止されている（いわゆる「優越的地位の濫用」）。なお、「優越的地位」及び禁

止される行為に関する説明については（４）にて後述する。 
 

ウ 著作権法について 
「著作権」は著作物を創作した「著作者」に帰属することが原則となっているが、

法人等の従業員が職務上作成した著作物については、著作権法第 15 条第１項の規

定により、法人等が「著作者」として「著作権」の帰属主体となる場合がある。そ

の際には実態として、どの事業者の従業員が放送番組を製作したのかにより、「著

作権」が発注者と受注者のどちらに帰属することになるかが決せられることとな

る。 
それ以外の場合であっても、基本的に著作権法第 29 条の規定により、映画の著

作物の製作に「発意と責任」を有する者が「映画製作者」として「著作権」の帰属

主体となるため、後述の「第３章１．著作権の帰属、窓口業務」などで示している

とおり、その製作の実態を踏まえ、取引の対象となる放送番組の「発意と責任」を

発注者と受注者のどちらが有するのかにより、著作権の帰属が決定される。 
  

エ 放送法について 
本ガイドライン全体を通して、放送事業者の行為や、放送番組製作委託取引など

取引行為の在り方が、放送法の目的である、放送を公共の福祉に適合するように規

律し、その健全な発達を図ることに照らして、どのように考えられるのか、が問題

となる。 
 

（４） 「優越的地位」に関する考え方 
本ガイドラインにおいては、下請法のみならず、独占禁止法にも基づき、事例の

解説を行っている。独占禁止法上の優越的地位の濫用の適用を検討する上では、放



 

8 
 
 

送事業者の取引上の優越性について整理する必要がある。 

公正取引委員会「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法

上の指針」（平成 23年６月 23日）では、継続的な役務の委託取引において、委託者

が優越的地位にあるか否かについて次のように記述されている。 

第１ 優越的地位の濫用規制についての基本的考え方 

２ 役務の委託取引において委託者が受託者に対し取引上優越した地位にある場合とは、受

託者にとって委託者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すた

め、委託者が受託者にとって著しく不利益な要請等を行っても、受託者がこれを受け入れざ

るを得ないような場合であり、その判断に当たっては、受託者の委託者に対する取引依存

度、委託者の市場における地位、受託者にとっての取引先変更の可能性、その他委託者と

取引することの必要性を示す具体的事実（取引当事者間の事業規模の格差、取引の対象

となる役務の需給関係等）を総合的に考慮する。 
（出典）公正取引委員会「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」

（平成23年６月23日） 

 

優越的地位にあるか否かを判断する際には、上記のとおり、「取引依存度」や「委

託者の市場における地位」、「取引先変更の可能性」等を総合的に考慮し、個別に判

断される。 

番組製作に関する取引における、放送事業者と放送番組製作会社の関係は、以下

のような傾向にあるといえる。 

i） 専ら一つの放送事業者と取引関係にあることも多く、放送番組製作会社に

とって取引依存度がかなり高いと考えられる。 
ii） 地上基幹放送事業者は、各放送対象地域において２から５社程度存在す

ることが一般的である。このため当該地域において、地上基幹放送事業者数

が少ないことから個々の放送事業者の影響力が強くなり、取引相手方の選

択可能性が少なくなっている。 
iii） 放送番組製作会社は、中小事業者が多く、放送事業者と比べると事業規

模の格差が大きいと考えられる。 
iv） 放送番組製作会社にとって、複数の放送事業者との取引の可能性は存在

するが、実際には別の放送事業者に変更するケースは少ない。 
 

以上のことから、一般に、放送事業者は放送番組製作会社に対し、取引上優位に

ある可能性が高いといえる。また、番組製作会社間の取引においても、発注者が取

引上優位にある可能性もある。 

 

なお、あくまで独占禁止法上の優越的地位にあるか否かの判断は、役務取引ガイ

ドライン等で示された考え方に基づき、総合的に考慮し、個別に検討されるもので

ある。 

 

また、放送事業者の取引上の地位に関する参考として公正取引委員会「アニメー

ション産業に関する実態調査報告書」（平成 21年１月 23日）を以下に引用する。 
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第４ 独占禁止法及び下請法上の評価 

アニメ制作委託における取引実態を踏まえ、独占禁止法及び下請法上の評価をまとめると、以下

のとおりである。 

１ 発注者の受託制作会社に対する取引上の地位 

発注者が受託制作会社に対して、取引上優越した地位にあるか否かはその時々の取引環境に

よって様々であり、一律に判断することはできない21。しかし、①委託取引の一般的な特性として、発

注者が受託者に対して製作を委託した成果物は、発注者の仕様等に基づいた特殊なものが多く、

汎用性のある商品とは異なり、発注者が成果物を受領しない場合には受託者がその成果物を他社

に転売することは不可能であること、②テレビ局と元請制作会社の取引については、現在の我が国

において全国にあまねく知らせる上で地上波テレビほど強力な媒体はなく、地上波テレビ局で放映

されるか否かは、ＤＶＤ販売を始めとするアニメ作品の売上を大きく左右することとなること、③元請

制作会社と下請制作会社の取引については、下請制作会社は小規模な事業者が多いといった事

情や、売上の大半を特定の事業者からの受託に依存しているケースが見受けられたこと、等の事情

にかんがみると、テレビ局や元請制作会社などの発注者の受託制作会社に対する取引上の地位は

優位にあることが多いと考えられる。 
 

注21：委託者が受託者に対して取引上優越した地位にある場合とは、受託者にとって委託者との取

引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来たすため、委託者が受託者にとって著

しく不利益な要請を行っても、受託者がこれを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断

に当たっては、受託者の委託者に対する取引依存度、委託者の市場における地位、受託者にと

っての取引先変更の可能性、取引当事者間の事業規模の格差、取引の対象となる成果物の需

給関係等を総合的に考慮する（役務委託取引ガイドライン第１ ２）。 

 
（出典）公正取引委員会「アニメーション産業に関する実態調査報告書」48頁（平成21年１月23日） 

 

（５） ガイドラインの構成 
本ガイドラインは以下のように構成されている。 

序章では、本ガイドラインの策定の背景、目的や、ガイドラインで使用している

用語の定義などを示している。 

第１章～第５章では、「書面の交付」、「取引価格の決定」、「著作権の帰属」、「取引

内容の変更・やり直し」といったテーマごとに、下請法又は独占禁止法上問題とな

り得る事例を提示しつつ、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」や、独占

禁止法の指針等に照らして、下請法又は独占禁止法上留意すべき点を示している。

また、下請法又は独占禁止法の趣旨を踏まえて行われている事例や、取引において

より推奨されるべき、望ましい取引事例などを挙げ、取引適正化に向けて参考とす

べき具体的な事例を示している。 

なお、第１章～第５章の各章で示す「問題となり得る取引事例」については、あ

くまで例示であり、違法であるか否かについては、実際の取引内容に即した十分な

情報に基づく個別具体的な判断が必要となることに留意すべきである。 

しかしながら、問題となり得る取引事例であることから、放送事業者、放送番組

製作会社等関係者にあっては、放送コンテンツの製作取引に際しては、これらの事

例を参考に、違反となるようなことがないように十分注意して取引に臨むべきであ

る。 
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（６） 用語の定義 
本ガイドラインにおける用語の定義については、以下のとおりである。 

ア 「製作」・「制作」 
各放送事業者や製作会社においては、「製作」と「制作」という用語について、

それぞれ使用の在り方が異なっている。著作権の有無で使い分けている場合もあ

るが、本ガイドラインにおいては、原則として「製作」に統一する。 
ただし、経済産業省「アニメーション制作業界における下請適正取引等の推進の

ためのガイドライン」（令和元年８月）にならい、「アニメ製作会社」は「アニメ制

作会社」、「アニメ製作」は「アニメ制作」と表記する 2。 
 

イ 「完全製作委託型番組 3」 
製作会社の発意と責任により製作され、企画、撮影、収録、製作及び編集までを

すべて自社の責任で行い、技術的な仕様を満たしていつでも放送できる状態の番

組として放送事業者に納品されたものをいう。このような形態の番組の場合、原則

として受注した製作会社に著作権が帰属することになる。 
なお、著作権の帰属については、製作実態も踏まえて判断することが適当であ

る。例えば、放送事業者からプロデューサーが参加している場合でも、当該プロデ

ューサーの参加が形式的な場合については、放送事業者と製作会社の「共同著作」

等ではなく、「完全製作委託型番組」として、製作会社に著作権が帰属するとの判

断もありうると考えられる。 
また、ある番組の一部となる映像（独立したコーナー等）であったとしても、製

作会社の発意と責任により製作されたものであれば、製作会社に著作権が帰属す

るとの判断もありうると考えられる。 
 

ウ 「レギュラー番組」  
ある一定の放送期間において、同じ曜日や時間帯に放送される番組。 
 

                                            
 

2 著作権法第 16 条では、著作物の形成プロセスの一部分については「制作」の用語を用いてい

る。 

 

著作権法 

（映画の著作物の著作者） 

第 16条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、

脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映

画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、

この限りでない。 
3 番組の定義は、放送法第２条第 28 号における「放送番組」の定義（放送をする事項の種類、

内容、分量及び配列をいう。）に準ずる。 
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エ 「素材」 
放送番組の製作過程で生じた、撮影した映像や当該映像などをおさめた録画・録

音テープなどのことをいう。 
 

オ 「窓口業務」 
放送番組を二次利用する際に、窓口として取引の相手方を見つける努力を行っ

たり、成約した場合に当該契約業務を行い、さらに収益が得られた場合には、権利

者に対価を還元する等の業務のことをいう。 
 

カ 放送コンテンツの製作に関する発注者と受注者との契約形態 
放送コンテンツの製作に関する発注者と受注者との契約形態は、主に「業務委

託」と「派遣」に分類され、「業務委託」は「情報成果物作成委託」と「役務委託」

に分類される。下請法は、「情報成果物作成委託」及び役務委託を再委託する場合

に「役務提供委託」として適用される。「情報成果物作成委託」に該当するものは、

「完全製作委託型番組」「その他の情報成果物」である 4（下図のうち黒色の部分）。 

 
 
また、「役務委託」の再委託として下請法上の「役務提供委託」に該当する代表

的な例としては、「放送局等からディレクター、アシスタント・プロデューサー、

アシスタント・ディレクター等、複数名の役務の提供を委託され、その全部又は一

部を他の製作会社や個人に再委託する場合」が挙げられる 5。 
 
なお、情報成果物作成委託と役務委託が混在していて一体不可分の取引におい

ては、当該取引に下請法の対象外となる役務委託が含まれている場合であっても、

当該取引は一体として下請法の対象となる。参考として、公正取引委員会・中小企

業庁による情報成果物作成委託と製造委託が混在している取引における資本金区

                                            
 

4 ※１：親事業者が自ら用いる役務の場合、下請法は適用されない。 

※２：VTR等「情報成果物」の納入を求める場合には、情報成果物作成委託に該当。 
5 （出典）：放送コンテンツ適正取引推進協議会「よくわかる放送コンテンツ適正取引テキスト」

24頁（平成 31年２月） 
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分の考え方を以下に引用する。 
Q25 取扱説明書の内容の作成委託（情報成果物作成委託）とその印刷の委託（製造委託）を一体

として発注した場合，下請事業者を画する資本金区分はどう判断すればよいか。 

A. 取扱説明書の内容の作成とその印刷の委託について，それぞれの下請代金を明確にしていな

いなど，これらが一体不可分の取引として発注された場合には，情報成果物作成委託又は製造

委託のいずれかの資本金区分に該当すれば，当該発注は一体として本法の対象となることにな

る。 

 なお，それぞれが可分の取引として発注された場合には，それぞれの取引ごとに，それぞれの資

本金区分をもって本法の対象となるか否か判断される。すなわち，この場合には，親事業者と下

請事業者の資本金額によっては一方の取引だけが本法の対象となるということもあり得る。 
 

（出典）公正取引委員会・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」（令和元年11月）より 

<https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/R1textbook.pdf> 

 
キ 契約形態と著作権の帰属について 

総務省では発注者・受注者間の認識の相違が生じないようにすることを目的に、

一般的・概括的な整理として、契約形態及びそれに紐付く著作権の帰属等の考え方

を一覧表として整理した。本表の活用方法の詳細は、「第３章１．（３）発注・契

約締結段階での著作権の取り扱いの明確化」を参照。 

 
（本表では、ガイドラインの対象となる放送事業者（ＮＨＫを除く。）を便宜上「民放」と記載している。） 

 
なお、必ずしも全ての製作取引が①～⑧に直ちに当てはまるわけではない。例え

ば、上記③については、表上は外部制作委託（NHK）のみを記載しているが、一

部の民放と製作会社間において番組を共同製作し、著作権を共有する契約が存在

しており、このような契約については実質的に③に分類される。また、複数の組み

合わせによって成立する製作取引もあり得る。本表を参考にしつつ、まずは事前の
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協議において契約形態や取引条件等について、認識を一致させるため発注者と受

注者の間で十分な協議を行うことが必要である。 
また、上記の表の読み取りにあたっては、製作会社（元請け）が製作会社（孫請

け）に対し「再委託」する場合、 

・完全製作委託型番組として再委託するなら、①②（民放を製作会社（元請け）と

読み替え、製作会社は製作会社（孫請け）を指す）に該当し、発意と責任が製作

会社（元請け）にある場合は④⑤に該当、 

・製作会社（元請け）が放送局から受けた発注が④⑤であれば、製作会社（孫請け）

も④⑤、素材の孫請けであれば⑥⑦、 

とそれぞれ分類される。 

 
ク 略称について 

本ガイドラインでは以下の表に示すとおり、左欄の法令等に対して、右欄の略称

を用いることとする。 
正式名称 略称 

下請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第

120号） 

下請法 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和22年法律第54号） 

独占禁止法 

役務の委託取引における優越的地位の濫用に

関する独占禁止法上の指針（平成10年３月17日

公正取引委員会）（平成23年６月23日改定） 

役務取引ガイドライン 

（※上記ガイドラインにおいて、「「役務の委託取

引」とは、役務提供の委託取引及び情報成果

物作成の委託取引からなり、これら役務の委

託取引における取引対象を総称する場合に

は、単に「役務」という」とされている。） 

 

「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基

準」（平成15年12月11日事務総長通達第18号）

（平成28年12月14日改正） 

運用基準 

下請取引適正化推進講習会テキスト（令和元年

11月）（公正取引委員会・中小企業庁） 

下請取引適正化推進講習会テキスト 

 
 
以下の文言についても、左欄の用語について右欄のとおり略称を用いることと

する。 
放送番組製作会社 「製作会社」と表記する。本ガイドラインでは、放送局の子会社である

製作会社と、それ以外の製作会社と双方記述があるが、子会社であ

るか否かについては明記する。また、製作会社間の取引について、

発注した製作会社を元請け、受注した製作会社を孫請けと明記す

る。 

放送事業者 放送法第２条第26号に規定する放送事業者をいうが、本ガイドライ

ン上では、「放送局」とし、以下略称として「局」と表記する。 

 


	序章　はじめに　２.ガイドラインの内容

