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第１章 プラットフォームサービスに係る利用者情報を巡る現状と課題
１． プラットフォームサービスに係る利用者情報の現状と課題
スマートフォンや IoT 等を通じて、様々なヒト・モノ・組織がインターネットにつなが
り、大量のデジタルデータの生成・集積が飛躍的に進展するとともに、AI によるデー
タ解析などを駆使した結果が現実社会にフィードバックされ、様々な社会的課題を
解決する Society 5.0 の実現が志向されている。
インターネットへの接続についても大半がモバイル経由で行われており、SNS、
動画共有サイト、ニュース配信、検索等含めた多くの情報流通がスマートフォン等
経由で行われている。スマートフォン等を通じたインターネットの活用は社会経済活
動のインフラとなるとともに、今後 AI の活用や IoT 化の進展に伴いデータ流通環境
等が大きく変化することが想定される。ポストコロナ時代に向けて、デジタルシフト
は更に進んでいくことが想定される。
この中で、様々なサービスを無料で提供するプラットフォーム事業者の存在感が
高まっており、利用者情報 1が取得・集積される傾向が強まっている。また、生活の
ために必要なサービスがスマートフォン等経由でプラットフォーム事業者により提供
され、人々の日常生活における重要性が高まる中で、より機微性の高い情報につ
いても取得・蓄積されるようになってきている。
利用者の利便性と通信の秘密やプライバシー保護とのバランスを確保し、プラッ
トフォーム機能が十分に発揮されるようにするためにも、プラットフォーム事業者が
サービスの魅力を高め、利用者が安心してサービスが利用できるよう、利用者情報
の適切な取扱いを確保していくことが重要である。
イノベーションや市場の発展を維持しつつ、利用者が安心してスマートフォンやイ
ンターネットを通じたサービスを利用していくことができる環境を確保していく上でも、
関係する事業者それぞれにおいて利用者情報の適切な取扱いが確保されることが
重要であると考えられる。
そのため、スマートフォンやタブレットなどの通信端末の位置情報や、ウェブ上の
行動履歴、利用者の端末から発せられ、または、利用者の端末情報に蓄積される
端末 ID やクッキーなどの端末を識別する情報等の実態を把握した上で検討を行う
ことが適切である。
① プラットフォーム事業者の重要性
現在の我が国における市場の動向として、モバイルの検索エンジンのシェアは
約 74％が Google であり、約 25％が Yahoo! 2となっている。
利用者情報としては、①利用者の識別に係る情報（氏名、住所等の契約者情報、ログイン
に必要な識別情報、クッキー技術を用いて生成された識別情報、契約者・端末固有 ID）
、②
通信サービス上の行動履歴や利用者の状態に関する情報（通信履歴、ウェブページ上の行
動履歴、アプリケーションの利用履歴、位置情報、写真、動画、システム利用ログ、端末の
設定等）、③第三者の情報（電話帳）等が含まれる。
2
Yahoo! Japan は、2010 年から Google の検索技術を利用している。
1
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また、モバイル OS のシェアは、約 66%が Apple の提供する iOS(iPhone）であり、
約 34%が Google の提供する Android である。各 OS に対応したアプリは、OS 提供
事業者である Apple が運営する AppStore(iOS）又は Google が運営する Google
Play（Android)から入手可能となっている。

インターネット閲覧に用いるブラウザについては、モバイルブラウザのシェアは、
約 62%が Apple の提供する Safari、約 33%が Google の提供する Chrome である。デ
スクトップ（PC)ブラウザのシェアは、約 59%が Google の提供する Chrome、約 23%が
Microsoft の提供する Edge 又は IE、約 9%が Apple の提供する Safari である。
なお、インターネット広告のうち、約 76%がモバイル広告となっており、約 24%がデ
スクトップ広告となっているとされ、スマートフォンなどのモバイル経由でインターネ
ットに接続し、プラットフォーム事業者の提供するサービスを活用する場合が多くな
ってきていると考えられる。

4

このように、検索、OS、ブラウザなどのインターネットを利用する際に不可
欠な各分野において、プラットフォーム事業者は大きな役割を果たしている。
プラットフォーム事業者のセグメント別売上比率を見ると、広告の売上につ
いては、Facebook 及び Alphabet(Google)はそれぞれ約 99%、約 83%と大きな
割合を占めており、LINE、Z ホールディングスもそれぞれ約 56％、約 31%と相
当の割合を占めている。また、コンテンツの売上については、会社によって割
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合に際があるものの、差があり、Z ホールディングスが約 69%、LINE が約
31%、Apple が約 18%、Alphabet(Google)が約 11%と重要な位置づけとなって
いる。端末販売については、Apple が約 82％と大きな割合を占めている。
プラットフォーム事業者の事業領域には共通している部分と独自の部分が
あり、利用者情報の取得・蓄積・利用についてもそれぞれのプラットフォーム
事業者による事業活動を踏まえたものとなることが想定される。
プラットフォーム事業者のセグメント別売上比率 3

②利用者情報の取扱いに関する動向
【スマートフォンにおけるアプリケーションに関連する動向】
スマートフォンにおいては、様々なアプリケーションが利用されているが、アプリ
ケーションのプライバシーポリシーの掲載率は 2016 年以降大幅に向上してきてい
る 4。これは、スマートフォンの OS を提供するとともにアプリケーション提供マーケッ
トを運営している Apple 及び Google がプライバシーポリシー掲載に関するガイドラ
Apple、Alphabet、Facebook については「How Big Tech Makes Their Billions」から 2019
年のデータにより総務省作成。 Z ホールディングスについてはセグメント別連結損益計算
書推移表（IR 情報）から 2020 年度のデータにより総務省作成。LINE については決算補足
説明資料（IR 情報）から 2019 年度第 4 四半期～2020 年度第 3 四半期のデータにより総務
省作成。
3
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第 21 回プラットフォームサービスに関する研究会（以下「PF 研究会」という。
） 資料
5「スマートフォン プライバシー アウトルックの取組内容の紹介」(2020 年 11 月 5
日 (株)日本総合研究所) P6 等
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インの策定や規制強化を実施しアプリケーション提供者に働きかけを強めてきたこ
とによる影響が大きいと考えられる 5。
一方で、会社全体やサービス全体を対象としたプライバシーポリシーを掲載する
アプリケーションも多く、当該アプリケーションどの情報をどの目的のために取得す
るかは読み取りにくいとの指摘があり、簡略版の掲載率についても低水準で推移し
ており課題がある。
OS により、位置情報、カメラ、マイク、センサー、電話帳、カレンダー、フォトライブ
ラリー、ヘルスデータ等のプライバシー性の高い情報へのアクセスを行う場合には、
アプリケーション内で利用者に個別許可を求める機能等 6も導入されている。
【ウェブサイト上の Cookie 7、広告 ID、タグ等に関連する動向】
ウェブサイト上においては、First Party Cookie 8と Third Party Cookie 9があり、
Third Party Cookie には、SNS 事業者、広告事業者、アクセス解析事業者、デー
タ仲介事業者等に情報を送信するものが多く見られる。また、イメージタグや
JavaScript のタグ 10、OS が発行する広告 ID 11等による情報収集も多く行われてい
る。
Apple は 2016 年 6 月に App Store 審査ガイドラインを大幅に改正しデバイスからの利用
者情報（位置情報、連絡先、カレンダー等）のアクセスを実施するアプリケーションはプ
ライバシーポリシーを明示すべきとし、2018 年 8 月には全てのアプリにプライバシーポリ
シーの掲載を義務付けており、2020 年 12 月以降新規アプリの提出/更新時にアプリのプラ
イバシー情報（取得するデータ等）について提出するように義務づけており提出されたア
プリのプライバシー情報は App Store のアプリ紹介ページで表示される。また、Google は
2016 年 12 月にプライバシーポリシーが掲載されていないアプリへの警告、2017 年には個
人情報をユーザーの同意なく収集するアプリに対する警告を行っている。
（第 21 回 PF 研
究会 資料５ P7-8）（第４回プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関
するワーキンググループ（以下「WG」という。
） 資料２「スマートフォン上のアプリケ
ーションにおける利用者情報の取扱いに係る調査・分析」
（2021 年 5 月 18 日(株)日本総合
研究所）P21）
6
Apple の提供する iOS の場合には、数年前から個別同意を取得する仕様が導入されてお
り、iOS10 では同意を取得する際に情報の取得理由・利用目的等の説明文の記載が必須と
なっている。Google の提供する Android の場合には、Android6.0 ではパーミッションモ
デルが変更され、インストール時には危険でないパーミッションのみ付与し、危険なパー
ミッションはアプリ内で個別に利用者の同意を取得するモデルに変更された（第 21 回 PF
研究会 資料５ P12-13）
7
ウェブサイトを訪問した際、ブラウザ上に一時的に情報を保存する仕組み。Cookie によ
って保存された情報を Cookie 情報とも言う。
8
Cookie のうち、利用者が訪問したウェブサイトにおいて一時的に保存される情報を特に
First Party Cookie という。
9
Cookie のうち、利用者が訪問したウェブサイトにおいて、当該ウェブサイトの運営者で
はなく、第三者である SNS 事業者、広告事業者、アクセス解析事業者、データ仲介事業者
等によって一時的に保存される情報を特に Third Party Cookie という。
10
現在は Java Script のタグ（JS タグ）が主流であり、従来のイメージタグより多くの情報
（例：ページに表示される情報、画面サイズなどの環境情報、フォーム入力情報等）が取
得可能であり、ほかの JS タグの強制的読み込み等も可能で、ウェブサイト運営者が知らな
いうちに JS タグが増える場合もあると指摘される。
（第 22 回 PF 研究会 資料３「利用者
情報取扱いの実態」
（2020 年 12 月 4 日 太田構成員）P12-14）
11
Apple が発行する IDFA、Google が発行する AAID 等
5
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広告事業者等は、このような Third Party Cookie、タグ、広告 ID 等をキーに、ク
ロスサイトでトラッキングを行いウェブサイトの閲覧履歴 12を取得・蓄積・分析等行っ
た上で、広告配信等に活用していると考えられる。一方、このような情報取得が行
われる Third Party Cookie やタグ等については、それが設置されるウェブサイト管
理者が実情を把握しにくく、そのためプライバシーポリシーがきちんと書けていない
場合 13も多いとの指摘がある。また、利用者にとってもプライバシーポリシーが分か
りにくく、自分のデータがどう扱われているか把握することが難しいという課題があ
る。
近年、オンライン広告におけるプライバシー侵害への危機感が高まり、欧米にお
いて利用者情報の取扱いに関する透明性やアカウンタビリティを高める法制度の
適用が見られることも背景とし、プラットフォーム事業者等関係事業者においてクロ
スサイトトラッキングをブロック又は抑制する方向で様々な検討が行われている。
例えば、モバイル及び PC ともにプラットフォーム事業者が高いシェアを有してい
る ブ ラ ウ ザ に お い て は 、 Apple が 提 供 す る Safari （ モ バ イ ル /PC ） に お い て
ITP(Intelligent Tracking Prevention)が実装され Third Party Cookie をはじめクロス
サイトトラッキングが既にブロック 14されている。このような動きは他のブラウザでも
見られ、Firefox は ETP(Enhanced Tacking Protection)が実装されクロスサイトトラッ
キングクッキー等が制限され、初期設定（デフォルト）でリダイレクトトラッキングも制
限されている。また、Google は Chrome における Third Party Cookie の段階的廃止
を計画(2023 年後半に廃止見込み 15）していることを発表している。
また、OS が提供する広告 ID については、Apple の提供する IDFA(Identifier For
Advertisers)については、これを利用するために 2021 年 4 月 26 日以降、利用者の
同意を取得することが必要となった（ATT：App Tracking Transparency Framework）。
第３回 WG 資料１「オンライン広告における利用者情報取扱いの動向」
（2021 年 4 月
22 日 寺田構成員）P２、第４回 WG 資料３「利用者端末情報等に関する規制の方向
性」
（2021 年 5 月 18 日 森構成員）P6-P9
13
ネット通販など消費者向けサイトを運営する主要 100 社のうち５割が、
Cookie 等により、
具体的な提供先を明示せずに外部とユーザーの利用データを共有していたとされる（日本
経済新聞 2019 年 2 月 26 日１面)。また、国内の消費者向け主要サイトの約２割で外部か
ら分かりにくいデバイスフィンガープリント等の利用者追跡技術が使われているとされる
（日本経済新聞 2020 年 12 月 19 日）
。
14
Apple は 2017 年に Safari に ITP(Intelligent Tracking Prevention)を実装することを発表
し、段階的に実装が進められ、2020 年 3 月に発表された Full Third-Party Cookie Blocking
and More では完全な Third Party Cookie のブロックが行われているほか、すべてのスク
リプトが書込み可能なストレージの有効期間を７日間に制限している。
15
Google は従来 Chrome における Third Party Cookie の廃止期限を 2022 年としていたが、
2021 年 6 月に発表したブログポスト“An updated timeline for Privacy Sandbox milestones”
において、Chrome における Third Party Cookie の廃止期限を 2023 年後半まで延長した
と発表。同ブログポストにおいて、英国 CMA（Competition and Market Authority）との
関係も踏まえ、Privacy Sandbox のウェブコミュニティーへの影響を見定め第一段階とし
て 2022 年後半以降に Chrome の技術的仕様を固めた上で、第二段階として 2023 年中盤
以降に３ヶ月かけて 2023 年後半までに Third Party Cookie を廃止する見通しが言及さ
れ て い る 。（ https://blog.google/products/chrome/updated-timeline-privacy-sandboxmilestones/ 2021 年 6 月 24 日)
12
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Google は、2019 年５月に Web 上のプライバシーを強化する一環として、Privacy
Sandbox Project を発表している。従来のようにクロスサイトのトラッキングにより、
個 人 の 閲 覧 デ ー タ を 企 業 等 が 独 自 で 収 集 す る こ と を 防 ぐ と と も に 、 FLoC
(Federated Learning of Cohorts)としてブラウザがインストールされた端末中で機械
学習を利用して行動履歴を AI により分析し、同種の興味関心を持つ数千人のグル
ープ（Cohorts）を作成しこれをターゲティング広告の対象とすることを提案している。
広告配信主は、Cohorts が配信先として選択できるように提供 16されるとしている。
Google は、自らが提供するブラウザである Chrome 17において、オリジントライアル
（Origin Trial）を開始 18している。
また、Google は TURTLEDOVE 19でアドサーバーではなく利用者の端末内のブラ
ウザ上で広告オークションを実行することを実現する提案を発表している。この
TURTLEDOVE の実現に向けて、FLEDGE（First Locally-Executed Decision over
Groups Experiment)が提案されており、広告のオークションを「信頼できるサーバー」
で行うとしている 20。
【業界団体等の動向】
業界団体である欧州インタラクティブ広告協議会（IAB Europe）と IAB テックラボ
（IAB Tech Lab）は、GDPR に準拠しながら、従来からのプログラマティック広告を
利用し続けられるようにするための業界標準基準として TCF(Transparency and
Consent Framework）を 2016 年に策定、2019 年に TCF 2.0 に改訂している。TCF
をベースとした、同意管理プラットフォーム（CMP：Consent Management Platform 21）
Google は Privacy Sandbox Project としてオープンスタンダードを開発するとしており、
World Wide Web Consortium(W3C)の場においても議論を進めており、2021 年 1 月 25 日
に Chromium Blog 記事やホワイトペーパが発表されている。Google の広告チームによ
ると、Chrome の FLoC の技術使用に定義された原則に基づくシミュレーションを実施し
た結果、Third Party Cookie を利用した広告と比べて投資１ドル当りの広告効果（コンバ
ージョン率）は 95%近い値であったとしている。
17
Privacy Sandbox は、世界的に高いシェアを持つブラウザの Chrome があるからこそでき
る構想であるとの指摘もあり、英国の CMA はこの件について正式な調査手続を開始する
ことを発表した。
18
2021 年 3 月に Chrome の新バージョンリリースではオリジントライアル（Origin Trial）
を通じて公開テストを開始し、今後広告プロバイダを交えた検証を実施する予定として
いる。なお、利用者による FLoC からのオプトアウトについて、ブラウザの中に UI とし
て含める予定としているが、詳細は現在検討中とされている。
19
TURTLEDOVE は、“Two Uncorrelated Requests, Then Locally-Executed Decision On
Victory”の頭文字の略語。広告の入札オークションを、広告事業者等のサーバーから、ブ
ラウザ（ブラウザがインストールされた個人の端末内）に移行させる提案。
20
GOOGLE ADS へ の ブ ロ グ ポ ス ト “ Building a privacy-first future for web
advertising”(2021 年 1 月 25 日)https://blog.google/products/ads-commerce/2021-01privacy-sandbox/より。
21
IAB Tech による CMP の概要としては、利用者が何について同意又は拒否したかが記
録され、ベンダー間で流通するとされている。データにアクセスできるベンダーは登録さ
れており、同意取得のステータスに従って対応することとされている。一方、TCF に準拠
していないものも CMP と称しており、一般の利用者には判別が難しい状況であることに
ついても注意が必要である。
（第３回 WG 資料１ P6-7）
16
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の導入の動きが進んでいる。
上記でみたようなグローバルなプラットフォーム事業者によるクロスサイトトラッキ
ングを規制する方向の動きを踏まえ、オンライン広告市場におけるアドテク企業や
パブリッシャーが様々な対応を検討する動きが見られる。
業界団体はデジタル広告のアーキテクチャーの再構築（re-architect）が必要で
あ る と し て 、 Project Rearc 22 を 立 ち 上 げ る と と も に 、 PRAM （ Partnership for
Responsible Addressable Media）としてデジタル広告に係わる業界団体 23、広告主、
エージェンシー、パブリッシャー、アドテク企業等が横断的に参加した取組みについ
ても進めている。代替 ID としてフィンガープリントや Unified ID2.0（メールアドレスハ
ッシュ化）を用いて、クロスサイトラッキングを検討する動きもある。これについては、
同意取得の在り方やオプトアウトの在り方をどのようにするのかという課題も指摘さ
れる 24。
また、パブリッシャーが 1st Party Cookie によるターゲティングを重視する動きも
活発化している。また、ユーザーが閲覧している Web ページを AI で分析し、そのペ
ージのコンテキストに合致する広告を出稿する Contextual Targeting についても検
討が行われている 25。
このように、パーソナルデータの取扱いを巡っては各国における法規制や自主
規制の動きがある中で、先に見たような OS やブラウザーを提供するプラットフォー
ム事業者による広告 ID やブラウザの Third Party Cookie の規制などクロスサイト
のトラッキング制限の検討が行われており、これはデジタル広告業界に大きな影響
を与えるものである。このような動きに対応しつつ、業界団体や業界内でも利用者
の関与を可能にするサービスやソリューションの開発、事業連携を進める動きも検
討されつつある状況であり、現在は大きな転換期にあるものと指摘される 26。
① TCF 2.0 を ベ ー ス に し た 各 国 の 規 制 に 対 応 す る 規 格 と し て の Global Privacy
Platform(GPP)、②同意や設定を広告サプライチェーン全域で監督可能とする仕様として
の Accountability Platform、③ユーザーが使用可能な ID トークンのベストプラクティス、
④売り手側により定義されたオーディエンスや文脈によるシグナリングを助けるための
分類法とデータ透明性基準等が提案されており、３月に意見募集草案が発表されている。
（第３回 WG 資料１ P11）
（“Standards for Responsible Addressability and Predictable
Privacy”、IAB Tech Labo、2021 年３月 https://iabtechlab.com/standards/addressabilityaccountability-privacy/）
23
全米広告業協会（４A’s）
、全米広告主協会（ANA）
、インタラクティブ広告協議会（IAB）
、
IAB Tech Lab、Network Advertising Initiative(NAI)、世界広告主連盟（WFA）
24
Apple は Device Fingerprint は規約で禁止するとしており、Privacy Sandbox 構想を提案
している Google は個々のユーザーレベルのトラッキングに賛成していないとされ、
Thirdparty cookie のサポートを終了した時点で他の代替 ID もサポートしないと表明している。
（第３回利用者 WG 資料１ P11 等）一方、プラットフォーム事業者は自社の中ではメ
ールアドレスやログイン情報等のアカウント情報をキーとした上で顧客情報を集約・分析
できるためウォールドガーデンになっているという指摘がある。また、プラットフォーム
事業者がルールメイカーとなることによる業界構造や市場競争への影響についても留意
すべきとの指摘もある。
25
第３回 WG 資料１ P10 等
26
第１回 WG 資料４「インターネット広告市場の動向と利用者情報の取扱いに関する取組
22
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２．現行制度と政策
（１）個人情報保護法及び電気通信事業 GL
事業者による個人情報の取扱いについて個人情報の保護に関する法律（平成
15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）により規律されている。令和
２年改正で、違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報
を利用してはならないこと、漏えい等事案の報告及び通知の義務化、個人関連
情報の第三者提供規制、保有個人データの開示方法や利用停止・消去等の請
求権の要件緩和、仮名加工情報の新設、域外適用の拡大、特定部門を対象とす
る認定団体、罰則等の個人の権利の在り方及び事業者の守るべき責務の在り
方について見直しが行われた。また、令和３年にはデジタル社会の形成を図るた
めの関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第 37 号）が成立した。両改正
とも令和４年４月施行予定である。
電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）に通信の秘密が規定されており、
本年４月から令和２年改正（域外適用）が施行された。
電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（平成 29 年総務省
告示第 152 号。以下「電気通信事業 GL」という。）において、電気通信事業分野
の個人情報保護及び通信の秘密等について規定されている。（電気通信事業
GL において、電気通信事業の性質などを踏まえ、個人情報保護管理者、プライ
バシーポリシー、各種情報の取扱い（通信履歴の記録、位置情報等）についても
規定されている。）個人情報保護法の令和２年改正及び電気通信事業の性質等
を踏まえた上で、電気通信事業 GL の見直しを検討する必要がある。
（２）SPI 及び SPO
総務省の「利用者視点を踏まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会」
（座長：堀部政男一橋大学名誉教授）は、利用者が安心安全にスマートフォンの
アプリを利用できる環境を確保するため、スマートフォンの利用者情報の適切な
取扱いについて検討し、スマートフォン プライバシー イニシアティブ（SPI）を２
012 年に公表。スマートフォン利用者情報取扱指針として、６つの基本原則とアプ
リ提供者、情報収集モジュール提供者等の利用者情報取得者における取組、ア
プリ提供サイト運営者等の関係事業者における取組を示した。
SPI の実施状況等について 2013 年からスマートフォン プライバシー アウトル
ック（SPO)として毎年継続的に調査を実施しこれを公表してきている。主に、人気
アプリ 100、新着アプリ 100 についてプライバシーポリシーの掲載有無、掲載の場
合には SPI に定められた８項目が記載されているか等を調査しており、プライバ
シーポリシーの掲載率などは向上してきている。
直近とりまとめられた SPOⅧにおいて、人気アプリは Android、iOS ともにプラ
ポリの掲載率は昨年同様 100%に近い形であり、重要とされる事項（アプリ提供者
名、取得項目、利用目的、第三者提供の有無等）も記載率は高い。一方、新着ア
について」
（2021 年 3 月 18 日、
（一社）日本インタラクティブ広告協会（JIAA））P27-28
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プリは、Android のプラポリ掲載率が 60%台まで大きく下がっており、SPI に定めら
れた項目の記載率も Android/iOS ともに下がっており少し質の低下が見られる。
電気通信事業 GL においても SPI を踏まえた規定（アプリケーションポリシーを
提供する場合、アプリケーションを提供するサイトを運営する場合、アプリケーシ
ョンのプライバシーポリシーに記載すべき具体的項目）が設けられており、SPI の
内容を踏まえた事業者団体のガイドライン等も策定されている。
アプリマーケット運営事業者の取組としては、Google、Apple ともに OS のバー
ジョンを上げるたびに、プライバシー関連機能は強化されている。Apple は、App
Store のアプリ紹介ページに、アイコンで取得される情報と利用目的について分
類して表示しており、アプリ提供者にはアプリ更新や新規アプリの際に情報提出
が義務化されている。
（３）位置情報プライバシーレポート
位置情報プライバシーレポートは 2014 年に策定され、電気通信事業者が取
扱う位置情報として基地局に係る位置情報、GPS 位置情報、Wi-Fi 位置情報の概
要について整理した上で、十分な匿名化の枠組みについて検討。これを踏まえ、
「十分な匿名化」の加工基準等がまとめられ、民間ガイドラインが作成された。ま
た、利活用モデルなどについて検討された。
位置情報について端末から直接取得されるものだけでなく、他の色々な手段
や情報から位置情報が取得できるようになってきている（例えば、リアル店舗で
の購買履歴はすべて位置情報になるのが実情である。）ことを前提とした上で、
位置情報の精度・種類・性質等も踏まえた上で、その取扱いの在り方について検
討していくことが重要であるとの指摘がある。
電気通信事業 GL・解説において、位置情報プライバシーレポートを踏まえた記
載（通信の秘密に該当する位置情報及び通信の秘密に該当しない位置情報等
の取扱いについて）があり、これを踏まえ事業者団体のガイドライン等も策定され
ている。
（４）一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（JIAA）
JIAA において、インターネット広告ビジネスにおいて取得・利用されている個人
に関する情報の取扱いについて、事業者向けの指針として、「プライバシーポリシ
ーガイドライン」（2004 年策定、2017 年再改定）、「行動ターゲティング広告ガイド
ライン」（2009 年策定、2016 年再改定）を策定。JIAA はガイドラインの啓発活動を
行うとともに、技術の進展やビジネスの実態の変化に応じ見直しを行っている。
行動ターゲティング広告ガイドラインでは、行動ターゲティング広告でのユーザー
への「透明性の確保」と「関与（オプトアウト）の機会の確保」の徹底を原則とし、
媒体運営者、情報取得者、配信事業者に区分してその事業領域ごとに遵守事項
を規定している。
JIAA 会員社は広告配信事業者がメインであり、会員社ではない媒体社や広告
主にまでは直接規律が及ばないという課題が指摘される。
アドフラウドを含む無効配信の除外と広告掲載先品質に伴うブランドセーフティ
の確保に関して事業者を認証し公開する JICDAQ の取組が 2021 年 4 月開始さ
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れた。

（５）デジタル広告市場
本年４月にデジタル市場競争会議により「デジタル広告市場の競争評価 最終
報告」が発表されており、同報告書中で「課題⑩：[パーソナル・データ] パーソナ
ル・データの取得・利用に係る懸念」への対応については、電気通信事業におけ
る個人情報保護に関するガイドラインなどの見直しにより対応することとされてお
り 27、同報告書における検討内容も踏まえ総務省において検討を進めることが求
められている。

27

「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」（2021 年 4 月 27 日、デジタル市場競争会議）「課
題⑩：[パーソナル・データ] パーソナル・データの取得・利用に係る懸念」の「７ 対応の方向性」
において、「プラットフォーム事業者をはじめとするターゲティング広告に関係する事業者等によ
る消費者のパーソナル・データの取得・利用に係る懸念を払拭するために一定の対応が必要で
ある」とされており、具体的には以下のような情報の開示が適切になされていることが求められる
とされている。
 消費者が自らのパーソナル・データに係る取扱いについて予見可能性をもって理解し得
る程度の情報として、①「取得する情報の内容」、➁「取得の条件」（取得方法等）、③「使
用の条件」（利用目的、利用の方法、第三者に提供する場合の条件、本人の関与等）の
開示（＊開示に当たっては、併せて、クロスデバイスでのデータ利用などにおいて複雑な
データの流れや使用方法についての説明の検討も必要となる）。
 ターゲティング広告を実施する旨及び事前の設定の機会やオプトアウト機会の提供につ
いての開示。
 消費者がデータの取得・利用を拒否した場合でも、サービスを利用するオプションが提
供されるか否かについての開示。
 データ・ポータビリティの可否・方法についての開示。
これらの４つの項目については、「総務省においては、「電気通信事業における個人情報保
護に関するガイドライン」等の指針等の今秋に向けた見直しを検討しているところ、その見直し
において、盛り込むよう求めることとする。」とされるとともに、「総務省の同ガイドラインの見直し
改定・運用に当たっては、個人情報保護委員会との連携も引き続き行い、関係省庁の間での
対応に齟齬が生じないようにすることとする」とされていることを踏まえて、今後総務省におい
て検討を進めていくことが必要である。
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３．海外動向
（１）米国
① 米国の個人情報保護関係規制
米国では、公共部門と民間部門毎に、連邦や州の個別法（例：金融、子供
のデータ、健康データ等）に個人情報に関する規定が設けられている。
FTC （Federal Trade Commission）は「不公正若しくは欺瞞的な行為又は慣
行を禁止」する FTC 法第５条に基づき、企業のプライバシーポリシーや IT セキ
ュリティ等に関しても規制・執行。
② カリフォルニア州 CCPA/CPRA
カ リ フ ォ ル ニ ア 州 消 費 者 プ ラ イ バ シ ー 法 （ CCPA ： California Consumer
Privacy Act）は、2020 年１月施行、７月当局による執行開始（CCPA 規則は
2020 年８月発効 28）。CCPA において、個人情報 29の収集やオプトアウト権に関
しては、プライバシーポリシーへの記載だけではなく、これとは別に消費者への
通知が必要とされる。 例えば、個人情報の収集に係る通知を行う際のルール
として、専門用語を避けた簡潔でわかりやすい表現、小さな画面でも読みやす
く目立つ形式とすること等を定めている。また、通知内容として個人情報の種
類一覧、個人情報の種類ごとの利用目的、オプトアウトページ及びプライバシ
ーポリシーへのリンク（オフラインの場合は URL）等を定めている。これらは、あ
る意味階層表示の一つと分類できる。
2020 年 11 月住民投票が行われ、CCPA を改定するカリフォルニア州プライ
バシー権法（CPRA：California Privacy Rights Act）が成立 30。CPRA では、通知
項目としてクロスサイトトラッキングに関する事項 31や個人データの保存期間等
が含まれることとなった。また、Third Party Cookie 等を利用したクロスサイトト
ラッキングに対応した「共有するな」ボタンの義務化 32が定められた。
CCPA 規則では通知とプライバシーポリシーを別のものとして規定している。
CCPA 第 1798.140 条(o)にて「
「個人情報」とは「特定の消費者又は世帯を、識別し、関
連し、叙述し、合理的に関連付けることができ、又は直接的に若しくは間接的に合理的に
リンクさせることのできる情報を意味する。」とされており、具体的には、同条中「（A）
識別子。例えば、
・・一意個人識別子、オンライン識別子・・又は類似の識別子。」、「（F）
インターネット又はその他の電子的なネットワーク活動の情報。閲覧履歴、検索履歴、及
び、インターネット・ウェブサイト、アプリケーション又は広告との消費者のやりとりの
情報を含む」
、
「
（K）消費者のプロファイルを作成するために本項で識別された情報から引
き出された、推定。」等が含まれると規定され、同条（x）にて「一意個人識別子」とは、
デバイス識別子、インターネット・プロトコル・アドレス、クッキー、ビーコン、ピクセ
ルタグ、モバイル広告識別子等が含まれるとされている。
30
2022 年 1 月以降に取得した個人情報に CPRA 適用、2023 年 1 月に CPRA 全面施行、
2023 年 7 月以降当局の執行開始予定
31
アドネットワーク運営者、個人情報を間接取得する者等についても、CPRA に基づき、
取得時通知を直接行うか、又は取得時通知で通知すべき事項をプライバシーポリシーとし
て公表する義務を有する。
32
消費者の「共有」のオプトアウト（停止請求）権、(16 歳未満の消費者についてはオプト
イン)が規定された。これにより、行動ターゲティング広告目的の開示を確実に消費者のオ
プトアウト権の対象となると考えられる。また、オプトインその他の「同意」に関し、GDPR
の「同意」
（4(11)）とほぼ同じ要件（自由意志性、明確性等）が規定され、いわゆる「ダ
28
29
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③ NIST Privacy Framework
米国国立標準技術研究所（NIST)によって NIST Privacy Framework（NIST
PF)は、個人のプライバシー保護を実現する上で参考にすべき枠組みとして、
セキュリティ分野の枠組みである NIST Cybersecurity Framework（NIST CF)の
姉妹編として作成され、NIST CF と NIST PF をシームレスに統合した文書として
SP800-53 が提示されている。この中で、同意取得を行う際の推奨手法として、
同意をよりカスタマイズする Tailored Consent、ジャストインタイムの同意、同意
の撤回などを記載。通知を行う際の推奨手法として、ジャストインタイムの通知
などを記載。プライバシー影響評価についても言及している。
④その他
米国において連邦レベルで複数の利用者情報の取扱い等に関する法案が
提出されている。例えば、本年５月に提出されたソーシャルメディアアクト（Social
Media Disclosure and Transparency of Advertisements Act of 2021 33）におい
て、大規模な事業者に学術経験者や FTC がプロファイリングやカテゴリーのライ
ブラリーにアクセスできるようにすることを求めている。
（２）EU
①GDPR
EU では、個人データやプライバシーの保護を 1995 年から適用されていた
「EU データ保護指令（Data Protection Directive 95）」より厳格に規定し加盟各
国 に 直 接 適 用 す る 法 と し て 、 一 般 デ ー タ 保 護 規 則 （ GDPR ： General Data
Protection Regulation)が 2018 年５月に施行された 34。
GDPR の規定に関して、同意、透明性、自動化された個人に対する意思決定
とプロファイリング、データ保護影響評価（DPIA)、データポータビリティの権利
等についてガイドラインが定められ、詳細に解説されている。
同意については、「同意に関するガイドライン」において、GDPR 第４条(11）に
規定する有効な同意の要素である、「自由/自由に与えられた」、「特定の」、
「説明を受けた」、「不明瞭でない意思表示」について解説し、情報を提供する
在り方や有効な同意を得るための追加的条件（同意の証明、同意の撤回）を定
めている。
同ガイドラインにおいて、有効な同意の要素である「自由/自由に与えられ

ークパターン」による同意取得は無効とされている。
ロリ・タラハン（Lori Trahan）下院議員（マサチューセッツ州３区選出・民主党）議
員が 2021 年 5 月 20 日に提出。
。
34
GDPR 第 4 条(1)において「個人データ」とは、
「識別された自然人又は識別可能な自然
人（データ主体）に関する情報を意味する。識別可能な自然人とは、特に、氏名、識別番
号、位置データ、オンライン識別子のような識別子を参照することによって、
・・・直接的
又は間接的に識別されうる者をいう。」と規定されている。
33
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た」について、力の不均衡、条件性 35、粒度 36、不利益を受けずに同意を拒否
又は撤回できることが考慮事項として示されている。また、同意が「説明を受け
た」上でのものとなる最小限の内容としては、管理者の身元、同意が求められ
るそれぞれの取扱い業務の目的、収集され利用されるデータ（そのタイプ）、同
意を撤回する権利の存在、関連する場合 GDPR 第 22 条(2)(c)に従い自動化さ
れた意思決定のためのデータ利用についての情報及び十分性認定及び第 46
条で述べられる適切な保護措置がないことによるデータ移転の起こりうるリスク
について情報を提供する必要があるとされている。
また同ガイドラインにおいて、情報を提供する在り方として、メッセージが法
律家だけでなく標準的な人にも容易に理解できるように明確かつ平易な用語を
用いること、理解が困難な長文のプライバシーポリシーや法律の専門用語の
多い説明を使用することができないとされている。同意は、他の事項とはっきり
区別できるように 37し、理解しやすく容易にアクセスできる方法で提供しなけれ
ばならないとされている。また、同意を取得する対象がどのような種類の人々
かを評価することが求められており、それを踏まえ理解できるように情報を示し
説明することとされている。更に、小さなスクリーン又は限定されたスペースの
中に情報を入れるときには、階層化された情報提示の方法が考えられるとされ
ている。
更に、（事業者はそのサービスに合わせた同意フロー、同意メカニズムを自
由に作ることができるものの）有効な同意は「陳述又は明確な積極的行為」に
よる「不明瞭でない表示」を必要とすることとし、例えば、予めチェックの入った
オプトインのチェックボックスの利用やデータ主体の沈黙、アクティブ化しないこ
と、単にサービスを利用することは、選択についての積極的な表示とみなすこ
とはできないとしている。また、同意の撤回については、実際上、同意と同等の
容易さでその同意の撤回をできなければならない 38としている。
透明性は、市民が自らに影響を及ぼすプロセスについて理解し、必要に応
じてこれに異議を唱えられるようにすることで、そうしたプロセスへの信頼を生
み出すためのものと位置づけられている。「透明性に関するガイドライン」にお
いて、GDPR 第 12 条に規定する「簡潔で、透明性があり、理解しやすく、容易に
アクセスできる」、「明瞭かつ平易な文言が使われなければならず」などについ
て解説している。
同ガイドラインにおいて、「簡潔で、透明性がある」については、階層的なプラ
GDPR 第 7 条(4)にあるように、サービス提供を含む契約がそれに結びついた個人デー
タを取り扱うための同意を要求している場合には、最大限これを考慮される。
36
粒度（Granularity）として、一つのサービスが複数の目的のためにいくつもの取扱業務
を行う場合、データ主体はひとまとまりの取扱いの目的に同意しなければならないので
はなく、どの目的に対して承諾するのか選択できるようにすべきとされている。
37
同意するかどうかについて説明を受けた上での決定をすることに関連する情報が、一般
的な条件の中に隠されてはならないことを意味している。
38
撤回のためだけに他のインターフェースへ変えることは不当な努力を求めるとされてい
る。また、同意が撤回される場合、撤回前のデータ取扱業務は適用であるが、撤回後は関
係するデータの取扱いを中止し、そのデータを消去しなければならないとしている。
35
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イバシーステートメント/プライバシー通知を用いることが推奨 39 されている。
GDPR 第 13 条及び第 14 条に基づく情報全体を包括的に提供する要件 40があ
る一方、その情報を簡素で、透明性があり、理解しやすく容易にアクセスしうる
形式でデータ主体に提供するという要件の間で緊張関係がある中でこれを両
立する観点から、階層的なプライバシーステートメント/プライバシー通知が推
奨されている。階層的なアプローチにおいて、第一の階層に、最も重要な情報
である、取扱目的の詳細、管理者の身元、データ主体の権利の説明、データ主
体への影響が最も大きい取扱いや不意打ちとなりかねない取扱いに関する情
報も含めることが勧告されている。また、プッシュ及びプル通知の事例としての
プライバシーダッシュボード、ジャストインタイムの通知、視覚化ツールの事例と
してのアイコンなどが手法として推奨されている。
「理解しやすく」については、対象とする者の平均的な人々に理解されるも
のであることが求められ、ユーザーインターフェイス/通知/ポリシーなどの有効
性について確信できない場合にはユーザーによる公開討論、可読性テスト、業
界団体・消費者擁護団体・規制当局との対話の仕組みを通じた試験を行うこと
ができるとされている。対象とする者が自らの個人データの使途に関して理解
することにより、後の時点で不意をつかれることとならないようにすることが必
要 41とされている。
「容易にアクセスできる」については、データ主体が情報を探す必要がないこ
とを意味し、階層的なプライバシーステートメント、アプリの場合ダウンロード前
やダウンロード後２タップ以内にアクセスでき、アプリ固有のプライバシー情報
を示すことなどが示されている。
これらについては、実装例を含め国際的なベストプラクティスを見るとよい。
英国データ保護機関（ICO：Information Commissioner’s Office）は GDPR を
踏まえ、より効果的に通知・同意取得を行うことができるために推奨する工夫と
して、以下の５つの手法を挙げている： ①階層的アプローチ、②ダッシュボード、
③ジャストインタイム、④アイコン、⑤モバイル及びスマートデバイスの機能性。
また、仏国データ保護機関（CNIL）も Google の Agreement の中にプライバシ
ーポリシーの仕組みとして階層的アプローチを含めている。
同ガイドラインにおいて、データ主体が、オンラインの文脈において大量のテキストを
スクロールすることを要せず、プライバシーステートメント／プライバシー通知のアクセ
スしたい箇所を直ちに表示できるようになると指摘されている。
40
管理者の身元と連絡先の詳細、データ保護オフィサーの連絡先の詳細、取得目的とその法
的根拠、正当な利益、関係する個人データの種類、個人データの取得者、第三国への移転
の詳細、保存期間、データ主体の権利（アクセス、訂正、消去、取扱いの制限・異議、ポ
ータビリティ）
、同意撤回の権利、監督機関に不服を申立てる権利、契約上の要件、個人デ
ータが発生した情報源、プロファイリングを含む自動化された意思決定の存在や使われて
いるロジックや想定される結果に関する情報等
41
同ガイドラインにおいて、特に、複雑なデータ、技術的データ、又は予期せぬデータの取
扱いの場合、第 29 条作業部会が示している見解は、取扱いによる最も重大な結果として
どのようなものが生じるのかを、明確な文言で別途明記すべき、すなわち、データ主体が
実際に被る影響はどのようなものか明記するとされている。
39
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ICO において推奨される通知・同意取得における工夫

出典：第２回 WG 資料１「実効性のある通知・同意取得方法の在り方に関
する実証事業の報告」（2021 年４月６日 （株）野村総合研究所）
また、GDPR はプロファイリング 42及び自動化された個人に関する意思決定
43
が個人の権利に正当化されない影響を与える形で使用されないことを確保す
る規定 44を導入している（透明性と公平性、アカウンタビリティ、情報を持つ権利
（第５条(1)（ａ）、第 12 条、第 13 条、第 14 条）、取扱いの根拠としての同意（第
６条(1)(a）)、アクセス権(第 15 条)、訂正の権利（第 16 条）、異議を述べる権利
（第 21 条(1)、(2)）、適切な保護措置（第 22 条、全文第 71 項）、データ保護影響
評価（DPIA）、データ保護オフィサー（DPO）等）
②e プライバシー指令／e プライバシー規則案
2002 年の e プライバシー指令に基づき Cookie 設定について情報提供、拒
否権 提供が義務づけられ、2009 年同指令改正により Cookie 設定について同
意取得を義務付けた。2018 年 GDPR により同意の要件が厳格となった 45。
プロファイリングは、①自然人についての個人的側面を評価(evaluate)するためのもの、
②個人データについて実施されるもの、③自動的な処理によるものという３つの要素があ
ると定義されている。
（GDPR 第 4 条（４）
、GL P９）
43
部分的にプロファイリングと重なっているかプロファイリングによって生じているかも
しれないとされる。自動化された意思決定には、①関係する個人により直接提供されたデ
ータ、②個人について観察されたデータ（アプリケーションを通じて集めた一データな
ど）
、③既に作成されている個人のプロファイルのような派生データ又は推定データなど
が用いられるとされている。
（GL P12）
44
プロファイリングの利用には、潜在的に、①一般的なプロファイリング、②プロファイ
リグに基づく意思決定、③データ主体に対して法的効果又は同様の大きな影響を与える、
プロファイリングを含む、もっぱら自動化された意思決定の３つの方法があるとされてい
る。
45
曖昧でない明確で肯定的な意思表示が求められることとなり、オプトアウト、暗黙の同
意、みなし同意が付加となった。
42
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EU 閣僚理事会で e プライバシー規則案について合意され、2021 年２月に公
表された。EU 閣僚理事会及び欧州議会による正式な立法手続が開始されて
いる。
e プライバシー規則案は、GDPR の特別法。電子通信サービス（ECS)及び利
用者の端末装置の情報の取扱いを規制。域外適用の明文化（第３条）、規制
対象となる電子通信サービスの範囲拡大・適用対象の明確化と電子通信デー
タ処理を規制（第５条～第７条）、端末装置のデータ処理・蓄積機能の利用、端
末装置からの情報取得を規制（第８条「いわゆるクッキー等規制」）を規定 46。ク
ッキー等に係る同意取得方法（第三者による代行やブラウザ設定による同意も
可能）、同意を取得せずクッキー等を設定できる場合の明確化、同意証明方法、
同意撤回権の通知等を明確化している。同意がなくとも「正当な利益」で広く許
容されるという考え方は採用されなかった。
欧州司法裁判所の考え方が取り込まれており、最初からチェックされたチェ
ックボックスを示し利用者が同意を拒否するためチェックを外さなければならな
い状況では有効な同意は取得しえないとされている。また、広告最適化のため
に Third Party Cookie を設置するウェブサイト管理者は、当該 Cookie の設定元
の第三者であるネット広告エージェンシー、ソーシャルメディアなどとともに、
GDPR 上の共同管理者の立場に立ち、個人データの利用目的について利用者
に情報提供し、利用者から同意を取得する義務を負うこととされている。
③DSA（規則案）
2020 年 12 月に公表された Digital Service Act （DSA）（規則案）において、
オンライン広告の透明性確保に関するオンライン・プラットフォームに対する規
律（広告であること、広告主及び広告表示決定に用いられた主なパラメータ等
を表示する義務）、超大規模オンライン・プラットフォームに対する規律（広告表
示から１年後まで広告内容・広告主・広告表示期間・使用された主なパラメー
タ・受領者総数に係るデータベースを編纂・API を介して一般に利用可能とする
義務等）が提案されており、多くのセンシティブデータ処理について透明性が求
められていく方向である。オンライン広告の透明性をさらに向上させるため、行
動規範の策定を奨励・促進している。
欧州委員会は、超大規模オンライン・プラットフォームが DSA の規則を実施
し遵守しているかどうかをモニタリングし、不遵守の場合などには罰金・違約金
などを課すこともできることとしている。
（３）ISO/IEC
ISO (the International Organization for Standardization)は、各国の標準化団体
の世界的な連合。2020 年６月に出版された ISO/IEC29184 47（消費者向けオンラ
端末装置が有する処理機能の利用というのが新たに規則範囲に加えられた。スマートフ
ォンなどの端末の処理機能が高度化したことに対応したものと思われる。グーグル社の
Privacy Sandbox のように端末装置で AI 処理を利用したターゲティング広告や IoT 機器や
コネクテッドカー等についても対象となる可能性が出てきた。
47
2014 年 10 月に経済産業省が公表した「消費者向けオンラインサービスにおける通知と
46
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インサービスにおける通知と同意・選択）において、レイヤードアプローチを推奨。
通知は処理の根拠に関わらず常に必要でありその内容は第三者にも示されるべ
きであると考えられる。同意は適切な状況において、PII 48主体に十分な情報が与
えられた上で自由にされる必要があり、意図的な行動により同意を得るとともに、
同意の修正や撤回が簡単にできることが望ましい。
付属書において、PC やスマートフォンで同意を得る場合のユーザインタフェー
スの例や、同意領収書（Consent Receipt）又は同意記録（Consent Record)の例
が示されている。

同意・選択に関するガイドライン」をベースとした日本提案の規格案。
48

個人識別可能情報（PII：Personal Identifiable Information）
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第二章 プラットフォーム事業者等による利用者情報の取扱いの
モニタリング結果
１． モニタリングの概要
主要な電気通信事業者及びプラットフォーム事業者における利用者情報の取扱い
について、利用者情報の取扱いの状況、利用規約・プライバシーポリシー、アプリや
サイトを経由した情報収集の状況、他社へのデータ提供、他社との連携の状況、サー
ドパーティーによる情報取得への対応方針、アプリ提供マーケット、PIA ・アウトカム
についての考え方についてヒアリングシートへの記入及びモニタリングを行った。
利用者情報の取扱いに関する主なモニタリング項目
項目１ 利用者情報の取扱いの状況について
項目２ 利用規約・プライバシーポリシーについて
（１）プライバシーポリシーの内容
（２）透明性確保のための工夫
（３）オプトアウトやダッシュボードの導入状況
（４）データポータビリティ―等への取組状況
項目３ 他アプリやサイトを経由した情報収集の状況
項目４ 他社へのデータ提供、他社との連携の状況
項目５ サードパーティーによる情報取得への対応方針について
項目６ アプリ提供マーケットについて（※アプリ提供マーケットを運営している場合）
項目７ PIA ・アウトカムについての考え方

モニタリングにおける主な論点は下記のとおり。
プラットフォーム事業者による利用者情報の取扱いの状況はどのようになっている
か。【項目１】
利用規約やプライバシーポリシーの内容はどのようになっているか。特に、各事
業者において様々な形で利用者へ分かりやすく伝えるための工夫、透明性確保のた
めの工夫はどのようになっているか。（階層的アプローチ、ダッシュボード、ジャストイ
ンタイム、アイコン、モバイル及びスマートデバイスの特徴の利用等プライバシーポリ
シーにおける工夫はどのようになっているか。）【項目２(1)、(2) 】
ユーザーテストの実施や有識者の意見を聴くなどしながら対応が行われているか。
利用者にとってそれぞれ異なる各取組を見つけにくい点やより分かりやすくするため
の課題があるか。 【項目２(2) 】
利用者が利用者情報の提供や利用を希望しない場合のオプトアウト等、利用者
による事後的なコントロールの提供状況はどうなっているか。データポータビリティに
ついてどのような取組を行っているか。（オプトアウトやデータポータビリティがある場
合、利用のしやすさに課題はないか）【項目２(3),(4) 】
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位置情報などプライバシー性の高い情報についてについてスマートフォンやウェ
ブから取得する際に、どのような形で利用者の同意を得た上で、どのような配慮を行
っているか。
他アプリやサイトを経由してどのように情報収集を行っているか。【項目３】他社へ
のデータ提供、他社との連携の状況はどのようになっているか。【項目４】サードパー
ティーによる情報取得に関してどのような対応方針であるか。【項目５】
アプリ提供マーケットにおいて、アプリ提供者にどのような働きかけをしているか。
【項目６】
PIA についてどのように実施されているか、利用者へ与えうる影響（アウトカム）に
ついてどのように考えてサービス設計をしており、利用者への説明が行われているか。
プロファイリングがどのように行われており、どう使われているか。【項目７】
プラットフォームサービス事業者等における利用者情報の取扱いヒアリング 質問項目

※１．で電気通信事業者には、取得される位置情報、アプリやサイト経由の取得の状況、端末から
の取得情報、位置情報と加入者情報を組み合わせた分析、参考にしているＧＬも聞いた。

本年については、このヒアリングシートに基づき、本 WG において下記のとおりヒ
アリングを行うことにより、モニタリングを行った。詳細のヒアリングシートの内容に
ついては、参考４－１及び４－２のとおりである。
2021 年３月 18 日
４月 ６日
４月 22 日
５月 18 日

第１回 WG
第２回 WG
第３回 WG
第４回 WG

ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイル
Apple、Yahoo！
Facebook、Google、Agoop
LINE
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２． モニタリングの結果

（１）利用者情報の取扱いの状況について
・提供するサービスや事業モデルやデータ取扱いに当たっての考え方等に応じ
て、個別の電気通信事業者やプラットフォーム事業者の取得している情報がそれ
ぞれ異なっている。広範な取扱いの全体像を一般の利用者に説明・理解させる
ことは容易ではない場合も多い。
【利用者情報の第三者提供の状況】
・個人を特定する情報については、他社と共有しないとする事業者や、ユーザー
本人の同意がない限り共有しないとする事業者がいる。
・広告及び測定の目的で、利用者のブラウザやデバイスから情報を直接第三者
に取得させたり、広告の効果や測定結果などを提供する事業者もある。
・グループ内における共有を行う事業者もある。

【広告ビジネスモデルへの活用状況】
・全ての事業者が、利用者から取得した利用者情報を広告表示に活用する場合
があるとしている。
・広告設定について、利用者自身が一定の管理をできる事業者もある。
・パーソナライズされた広告をオプトアウトする機能を提供する事業者もある。
【プロファイリング・セグメント化情報】
・プロファイリングやセグメント化を行うために、ユーザー登録情報、サービスの
利用状況や閲覧情報などが用いられている場合が多い。
・プロファイリングやセグメント化した結果については、ターゲティング（パーソナ
ライズ）広告の表示のみに用いている場合もあれば、機能やコンテンツのパー
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ソナライズ、おすすめの表示、マーケティングなどに用いられる場合がある。
・人種、宗教、健康などのセンシティブ情報について、保有しないとする事業者
や用いないとする事業者がいる。
【位置情報等】
・位置情報はプライバシー性の高い情報として、厳密な管理を行っている。位置
情報の種類に応じて、取得する際に同意を取得するかオプトアウトを提供等を
している。住所等を推定されないように、位置情報の加工や取扱いにおいても
注意が払われている。端末から GPS 等の位置情報を取得する場合、OS の機
能により同意取得が行われる。
・一方、ビーコンや店舗における電子マネー決済など端末情報と別の情報を組
み合わせ位置情報が取得できる手段が増えてきている。これらの位置情報に
ついての通知・公表や利用者の同意の在り方などについて新たな課題がある。
（２）利用規約・プライバシーポリシーについて
①プライバシーポリシー
・プライバシーポリシーについて、どの事業者もＨＰに掲載があり、アプリ内など
からも呼び出せるようになっている場合が多い。分かりやすく伝えられるように、
具体例などを示している事業者もある。
・プライバシーポリシーに重要な変更を行う場合には、通知を公開したり、告知
している事業者もあり、同意を取得している事業者もある。
・利用開始後、定期的な通知は一般に行われていないが、新規加入時等や重
要な変更時にデータ設定に関する設定について確認する機会を設けたり、アカ
ウント管理画面（ダッシュボード等）で確認が可能となっている事業者もある。
②透明性確保のための工夫
【各事業者による工夫】
・各事業者において、プライバシーポリシーだけではなく、利用者に伝えるため
の工夫としてプライバシーポリシーの内容を分かりやすく簡潔に説明したプライ
バシーセンターを設けたり、プライバシーのガイダンスやヘルプセンターを設け
るなど説明を工夫している。
・アカウント管理画面（ダッシュボード等）から、利用者が利用者情報の取得や
第三者提供や連携を含む取扱いについて事後的に把握・管理できるようにして
いる事業者もある。
・利用者がプラットフォーム事業者による情報取得や取扱い、第三者提供や連
携の影響（集められる情報、利用目的、利用されるリスク等）を簡単に把握し、
どのプラットフォームを使っても不利益を被らないことが重要と指摘される。
【利用者や外部からの意見、ユーザーテスト】
・利用者は多様であり、背景、知識、経験などが異なるため、それを踏まえて利
用者が理解できるように、多様な方法を用意する必要があると指摘される（例え
ば、金融商品は法律の中で消費者の多様性を考慮した規制がある）。
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・消費者が想定しづらいものやプライバシー性が高い情報の取得等について、注
意喚起をする仕組みが必要であると指摘される。
・情報開示が進展する中で、情報開示の視点で外部レビューやモニタリングを行
っていくことが重要であると指摘される。
③オプトアウトやダッシュボードの導入状況
・オプトアウトの提供の有無については、全ての事業者が回答。オプトアウトの仕
組みはダッシュボードやアカウント設定などを通じて大半の事業者において提供
されている。また、この他、データの保存や保存期間、広告への利用の設定など
を通じ、データの取扱いを一定程度コントロールする仕組み等を提供している場
合がある。
・オプトアウトを行うと、オプトアウトした情報の取得が停止されるとともに、オプト
アウト前に取得されたデータは利用されなくなるとしている。一方、当該データが
消去されるのかどうかははっきりしない場合もある。
④データポータビリティー等への取組状況
・データポータビリティの提供の有無については、全ての事業者が回答。海外プ
ラットフォーム事業者は全てデータポータビリティに対応済との回答であり、利用
者のコンピューターへのダウンロードや一部の第三者への転送等が可能とされ
ている。電気通信事業者及び国内プラットフォーム事業者はデータポータビリティ
に対応していない、又は一部のデータのみダウンロード可能との回答であった。
・改正個人情報保護法の施行に向け、電子的手法による開示請求対応の準備を
進めるとの回答が複数みられた。
（３）他アプリやサイトを経由した情報収集
情報収集モジュール（イメージタグ、JavaScript のタグ、SDK 等）が設置されて
いる場合等に、当該アプリやサイトを訪問する利用者に関する利用者情報（端末
情報、訪問サイト、購入履歴、閲覧した広告、他サービス利用状況等）が送付さ
れる場合がある。
広告商品利用時に、広告主や他アプリやサイトの提供者等との利用規約にお
いて、利用者情報を提供する前に、利用者から必要な同意等を取得していること
を要求する事業者がある。
広告商品利用時に、広告主や他アプリやサイトの提供者に、プライバシーポリ
シー等における記載事項、オプトアウトの提供、掲載場所等の詳細を示して対応
を要求する事業者もある。
（４）他社へのデータ提供他社との連携の状況
自社の利用者情報の取扱いはプライバシーポリシーに記載があるとしている。
他社へのデータ提供は、利用者から同意を取得した場合に行われている。
（５）サードパーティーによる情報取得への対応（デジタル広告）
広告主がメールアドレスや電話番号をアップロードし、ハッシュ化した上で当該
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事業者が保有するメールアドレスや電話番号と突き合わせするタイプの広告サ
ービスを提供する事業者がある。当該事業者はハッシュ化した形で受領するもの
であり、広告主側に提供する情報に関して適切な対応を行った上で提供するよう
促していると説明 49があった。
様々な形でクロスデバイスの情報が取得されており、一般利用者にとって全体
像を理解することが容易ではない状況。また、広告サービスを利用するサイト運
営者や広告主等が、自らを経由し提供される個人情報等について、利用者に対
してどのような説明や同意取得等をするべきかを必ずしも明確に把握・理解して
いない場合もあると考えられる。
（６）アプリ提供マーケットについて
Apple 及び Google のアプリ提供マーケットともに、アプリがアクセスしようとして
いる利用者情報について、利用者が十分な情報を得た上で判断できるように、ア
プリ提供者（デベロッパー）に義務付けを行ったり、情報提供を行うなどの支援を
行っている。SPI を参照すべき政府のガイドラインの一つとして提示しているアプ
リ提供マーケットもあった。
App Store Review ガイドラインにおいて、アプリのプライバシーポリシーおい
て利用者情報の取扱いについて詳細に規定すること、データ収集についての同
意取得や同意の撤回の提供、目的でデータの用途を十分説明すること、ユーザ
ーのアクセス許可設定を尊重すること、不要なデータアクセスに同意するよう誘
導や強制しないこと等を示している。
Google API 利用規約は、アプリ提供者が収集、使用、他社と共有する利用者
情報について明確かつ正確に定めたプライバシーポリシーを提供し遵守すること
を義務づけている。また、明示的な同意なく、利用者の非公開データを第三者に
開示すること、スクレイピング、データベース構築その他利用者情報の恒久的コ
ピー作成等を禁止している。
（７）PIA 50・アウトカムについて
PIA の実施状況については、全ての事業者が何らかの形で回答。一方、独自
49

50

例えば、Facebook の場合、
「パートナーが当社にデータを提供する前に、パートナーが
利用者のデータを取得、利用、共有する正当な権利を有していることを当社は当該パー
トナーに要求する」としている。
PIA(Privacy Impact Assessment、個人情報保護評価)：個人情報保護委員会が令和 3 年
６月 30 日に公表した「PIA の取組みの促進について－PIA の意義と実施手順に沿った
留意点―」によれば、
「PIA は、個人情報等の収集を伴う事業の開始や変更の際に、個人
の権利利益の侵害リスクを低減・回避するために、事前に影響を評価するリスク管理手
法。
」とされており、
「個人情報のフローの整理」を行った上で、
「事業者側のオペレー
ションなどに伴い想定されるリスク要因、消費者・利用者側の利用方法等に伴うリスク
要因なども踏まえて、リスクを洗い出し、整理」し、「特定したリスクについて「影響
度」及び「発生可能性」の観点で評価を実施」した上で、リスクへの対応方針・対応策
を検討するとしている。また、
「報告書のサマリーを作成」「公表することが有効」
、事
案に応じて「第三者機関のチェック」を得ることが有用と指摘されている。
（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/pia_overview.pdf）
（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/pia_promotion.pdf）
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の PIA を行っているとしているが、その基準が明確ではない場合がある。また、
PIA の結果も公表されていない場合が多い。
今回モニタリングの対象とした各事業者において、プライバシーポリシーの内容を
分かりやすく説明するための工夫を行っている。アカウント管理画面やダッシュボード
等から、利用者が情報取得や第三者提供等を事後的に把握・管理できるようにして
いる事業者もある。
一方で、広範な利用者情報の取扱いの全体像を一般の利用者に説明・理解させる
ことは容易ではない。全ての事業者が、利用者から取得した利用者情報を広告表示
に活用する場合があるとしており、情報収集モジュール等により、クロスサイトトラッキ
ング等が幅広く行われている。
利用者情報を取得・集約・分析することにより、当該利用者の詳細なプロファイリン
グを行いうる状況であることを鑑みると、利用者情報の取扱いについて一定のルール
整備を検討していくことが必要であると考えられる。また、各事業者において、今後更
に利用者情報の取扱いについて分かりやすい通知・説明や同意取得を工夫していく
ことが求められるものであり、その状況について継続的にモニタリングを行っていくこ
とが必要であると考えられる。

27

第３章 今後に向けた論点、方向性
１．利用者情報の適切な取扱いの確保に向けた論点
① 利用者情報を取巻くグローバルな情勢の変化
第２章のモニタリング結果からも見てきたように、電気通信事業者やプラットフ
ォーム事業者は、個人情報保護法や電気通信 GL なども踏まえつつ、網羅的な
プライバシーポリシーを作成するだけではなく、利用者情報の取扱いの説明につ
いて既に様々な工夫を行ってきている。しかしながら、一般利用者にとって、利用
者情報の取り扱いについて理解し把握することは困難である場合も多いとの指
摘もある。
第１章で見てきたように、日々の生活の中においてスマートフォン等の利用が
不可欠になる中で、スマートフォン等で取り扱われる利用者情報の質や量が拡
大し、機微情報や機密情報も含まれる可能性もある。更に、スマートフォン等の
利用者情報と、電子マネーを使った決済や購買履歴などの外部情報についても
結びついた上で利活用される可能性がある。
これら利用者情報等がクロスデバイスで取得・集積・分析され、プロファイリン
グやターゲティングも高度化・精緻化している。適切に用いられれば利用者への
サービス提供やレコメンドの向上につながるなどイノベーションの促進に役立つと
いう指摘もある。一方、商品広告の表示目的だけではなく、様々なマイクロターゲ
ティング、プロファイリング結果を踏まえた採用や与信などの個人に影響を与えう
る意思決定にも用いられるおそれもあり、利用者情報を提供した結果の本人に
対する影響・アウトカムを予め説明することが困難となる場合もあることが指摘さ
れる。
このような情勢等も踏まえ、各国はクロスデバイスの情報の取扱いに関して、
特に本人へのサービス提供と直接関係がない本人が意図しないものを行おうと
する際は本人にこれを知らせ、本人同意を求めること、事後的な検証可能性を高
めるための透明性確保や報告・公表義務を課すこと等規制強化を進めていると
ころであり、グローバル展開するプラットフォーム事業者もこれに対応しつつある。
我が国においても、利用者保護の観点から、このような業界の状況やグロー
バルな規制状況なども踏まえつつ、適切な対応を検討していくことが求められて
いると考えられる。
② 利用者情報の適切な取扱いの確保
スマートフォンやタブレットなどの通信端末の位置情報や、ウェブサイト上の行
動履歴、利用者の端末から発せられ、または、利用者の端末情報に蓄積される
端末 ID やクッキーなどの端末を識別する情報等については、通信の秘密やプラ
イバシー保護の関係で、その適切な取扱いの確保のための規律を検討していく
必要がある。
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特に第１章及び第２章でも見たように、異なるアプリやウェブサイトを通じた横
断的なパーソナル・データの取得・収集・分析が進んでおり、利用者のサービス
提供に直接結びつくものではないため利用者が指示したり意識したりしていない
ものが多くある。このような利用者が十分認識しない中でのパーソナルデータの
取得・収集・利活用について、利用者情報の取扱いに係る通知・公表や同意取
得の在り方について、検討を行い、指針やルールを明確化していく必要がると考
えられる。また、様々な機会を通じて取得したパーソナルデータについて、何等
かの ID などに基づき名寄せを行い、多角的にプロファイリングを行う場合は今後
増えてくると考えられる。このプロファイリングの実施や特定の個人への適用、そ
れによるサービスや判断についてどう考えるべきか検討が必要であると指摘され
る。
利用者に適切に通知・公表や同意取得を行っていく観点から、下記のような点
が重要であると考えらえる。
第一に、利用者と直接の接点があるアプリ提供者やウェブサイト運営者等の
サービス提供者が、第１章で指摘されたように当該アプリやウェブサイトにおいて、
取得者が誰かも含めどのような情報取得や情報提供を行っているか把握してい
ない場合があるという問題がある。まずは、当該アプリやウェブサイト等のサービ
スを提供する際において、誰がどのような情報取得を行うとともに、第三者にど
のような情報提供を行う必要があるのかについて検討した上で、これを把握する
ことが必要 51である。
第二に、アプリ提供者やウェブサイト運営者等のサービス提供者が、上記のプ
ロセスを経た上でこれを踏まえ、取得者や取得・提供する情報の種類や用途など
に応じて、利用者が理解できるように通知・公表又は同意取得を行っていく必要
がある。この際、内容に応じて、通知・公表や同意の取得等について検討を行う
必要があると考えられる。
更に、第１章でも指摘されたようにプロファイリング 52の有無や情報利用による
利用者へ与えうる影響（アウトカム）が重要であり、これを利用者に伝えていく必
要があると考えられる。特に利用者が受けうる不利益についての情報について
は重要であると考えられる。このような影響について利用者に分かりやすく伝え
ていくよう促していく必要があると考えられる。
③ 分かりやすい通知や同意取得のあり方
第２章で見たように、プライバシー・ポリシー等について、分かりやすく見せる
ための仕組みや工夫については、大手のプラットフォーム事業者や電気通信事
業者においては一定の検討が行われている。利用者の意見や外部レビューなど
も踏まえながら継続的にこのような工夫を行い、利用者に分かりやすく通知・公
51

52

適切なデータやプライバシーのガバナンスを行う上でも、そもそも、自らがどのような
情報取得を行い、第三者にどのような情報提供を行うのか把握することは、前提条件と
なると考えられる。
断片的な情報等により、誤ったプロファイリングが行われそれが適用されることによる
問題が発生する可能性も指摘される。
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表や同意取得を行うとともに、利用者が理解した上で有効な選択を行える環境を
整えていく必要があると考えられる。
第２章でも見たように、例えば、階層的な通知、個別同意、プライバシー設定
の工夫などについては、EU の GDPR に基づく同意取得や透明化のガイドライン
や米国の NIST Privacy Framework において推奨されるとともに、カリフォルニ
ア州 CCPA においても規定された重要な事項 53を示す階層的通知が求められる
など、欧米において共通的な認識が形成されていると考えられる。
このような階層的な通知、個別同意、プライバシー設定の工夫については、我
が国における当該サービスの利用者に合わせた形で、必要に応じてユーザー調
査なども実施した上で、導入されることが望ましい。
一例として、（株）野村総合研究所により、我が国のインターネットの利用者に
ついて、通知・同意取得における利用者の考え方について、因子１：企業の情報
利用に対する抵抗感、因子２：ネットサービスの利用における自己効力感により４
種類のパーソナリティに分類し、そのパーソナリティに応じた工夫の効果に係る
調査結果 54がある。
【参考：（株）野村総合研究所による分析】
自己効力感が高く、抵抗感が強い利用者（Seg．１）は、先進的なネットサ
ービスの利用に意欲的であるものの、抵抗感が強い利用者（Seg．１及び
Seg．３）は自身の情報の取扱いに敏感 55でありその内容によりサービスそ
のものの利用を忌避する傾向がある。
通知・同意取得における利用者の考え方の違い

出典：第２回 WG 資料１「実効性のある通知・同意取得方法の在り方に関
する実証事業の報告」（野村総合研究所）
個人情報の種類一覧や個人情報の種類ごとの利用目的、オプトアウトページ及びプライ
バシーポリシーのリンク等
54
この他、因子３：面倒と感じる気質（先延ばし・怠慢・依存）が指摘されている。
53

抵抗感が強い利用者は情報の利用停止意向も強く、不要な情報提供に対して否定的であ
ることが指摘される。

55
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通知・同意取得にあたり利用者の理解や安心に資すると思われる工夫

上記にある挙げられる通知・同意取得にあたり利用者の理解や安心に資する
と思われる工夫のうち、「１階層的な通知」、「３個別同意」、「４プライバシー設定」
について、実際に利用者インタビューを行った上で、利用者の考え方の違いを踏
まえてその有効性についての分析を行った。
その結果、プライバシーポリシーの内容を何ら変更せず、表示方式の工夫だ
けを行った場合であっても、階層的な通知のうち、「1-1 目次（見出し）と詳細」の
工夫を講じた場合には、利用者全体の 25%が「現状よりしっかり読む」と回答し、
特に抵抗感が強い利用者（Seg．１及び Seg．３）30%以上が「現状よりしっかり読
む」と回答している。「1-2 重要事項と全文」の工夫を講じた場合には、利用者全
体の 22%が「現状よりしっかり読む」と回答し、特に抵抗感が強い利用者（Seg．１
及び Seg．３）は 26%が「現状よりしっかり読む」と回答している。
また、取り扱う情報の種類や利用目的、第三者提供先等について、個別に利
用者が同意できるフォーマットを提供する「3 個別同意」は、利用者全体の 64%が
「利用したい」と回答しており、実装に対してニーズの高い工夫である。
更に、利用者がサービス利用にあたり、同意した内容を確認することや同意を
撤回（オプトアウト）することを容易にさせるための設定を一覧的に設定・管理す
ることを可能とする画面（ダッシュボード）等を提供する「4 プライバシー設定」は、
利用者全体の 67%が「利用したい」と回答しており、また、抵抗感の強弱や自己効
力感の高低にかかわらず全てのセグメントの利用者（Ｓｅｇ．１～Ｓｅｇ．４）におい
て５割以上の利用者が利用意向を示している。
このような利用者調査等の結果も参考にしながら、プライバシーポリシーに階層別
の表示や簡略版の作成などの工夫を行い読みやすさを高めることが期待される。
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また、取得される情報の種類や利用目的、第三者提供先などに関する個別同意や
同意した内容の確認を可能とする Consent Receipt 56のような仕組みや、サービス開
始後の随時に可能なオプトアウトなどのプライバシー設定を可能とするダッシュボード
等の提供等により、個人による理解やコントロールを高めることが期待される。
特に、この設計を行う際に、第三者提供、機微情報の取得・利用、通常は想定され
ない利用等は特に注意喚起をする仕組みが求められると考えられる。
これらを通じて、各サービスの利用者の知識や性格などの考慮しながら、様々な性
格の利用者の理解や安心に資する方法を工夫し導入していくことが求められるものと
考えられる。

２．今後の対応の方向性
（１）電気通信事業法・個人情報保護法等を踏まえた対応
プラットフォームサービスに関する研究会において、電気通信サービス・機能の
連携・融合などの進展に対応するための規律の在り方として、政策対応上の基本
的方向性として「利用者の端末情報の適切な取扱いを確保することにより、利用者
が自らの端末を用いて安心して通信サービスを利用することができるようにするこ
とは重要。」とされており、「利用者の端末情報が OS 事業者、通信事業者、プラット
フォーム事業者、アプリ事業者等によって、利用者の意思に反して取得・活用され
ていたとすると、通信の秘密の対象であるか否かに係わらず、プライバシー上の適
切な保護を検討する余地が生じうるところ、端末情報の適切な取扱いの確保のた
めの具体的な規律の在り方については、e プライバシー規則（案）の議論も参考に
しつつ、今後検討が必要」と考えられる 57。
このような利用者端末情報 58とそれに紐付く情報については、「通信関連プライ
バシー」として保護されるべき利用者の権利として、把握されるべきであると考えら
れる。即ち、電気通信事業者や電気通信事業者の設備のみに着目するのではなく、
電気通信サービスの利用者の権利に着目し、通信の秘密に加えて電気通信サー
ビスの利用者のプライバシー保護を同法の目的として考えていく必要があると考え
られる。また、このような利用者端末情報等を取り扱う者の全てが、保護すべき義
務を負うこととすることが考えられる。
また、ターゲティング広告やプロファイリングを使った利用者への影響について後
から検証できる環境を整え、透明性を確保していく観点から、利用者情報の利用の
状況についての公表や保存についての仕組みについて考えていく必要があると考
56
57
58

ISO/IEC29184 付属書（第１章参照）
PF 研 中間報告書（2019 年 4 月）P27
端末に保存された利用者情報（脚注１参照）
。cookie 等を含む利用者の識別に係る情報
や通信サービス上の行動履歴や利用者の状態に関する情報を含む概念。なお、これらは
個人関連情報に該当し得るが、提供先が個人関連情報を個人データとして取得されるこ
とが想定されるときは、第三者提供規制がかかる。
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えられる。
このため、適切な利用者情報の取扱いを確保する観点から、電気通信事業 GL
において必要とされる事項（例：表示や公表、望ましい取扱い等）を定めた上で、当
該 GL の遵守状況や事業者の自主的な取組の状況について、定期的にモニタリン
グを行うべきであると考えられる。
また、変化の激しいデジタル広告などを含めた通信関連プライバシーの保護の
ためには共同規制が有用である 59と考えられるがこの共同規制について外縁を明
らかにして内外事業者に対する実効性を高めるため、事業者に法律上の義務を課
すことが有用であるとの指摘 60も踏まえ、電気通信事業法等における制度化の妥
当性や適切性、規律の内容・範囲等について、ｅプライバシー規則（案）の議論も参
考にしつつ、cookie や位置情報等を含む利用者情報の取扱いについて具体的な制
度化に向けた検討を進めることが適当であると考えられる 61。
（２）電気通信事業 GL・指針等における対応
令和４年(2022 年)４月の令和２年及び令和３年改正個人情報保護法の施行に向
けて、電気通信事業 GL について全面的に見直す必要がある。電気通信事業 GL
は電気通信事業を営む事業者が利用者情報に係る通信の秘密や個人情報・プラ
イバシー上の適正な取扱いを行う観点から一元的に参照することができる文書とし
てとりまとめていくことが望ましい。
① 個人情報保護委員会ガイドラインの見直しに対応した改正の検討
令和３年（2021 年）５月に個人情報保護委員会から令和２年改正に対応するた
めの個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（以下「個人情報保護
委員会ガイドライン」という。）の改正案が示されている。これを踏まえ、電気通信
事業ガイドラインについても対応した改正を検討する。
まず、全体の構造としては、個人情報保護委員会ガイドラインにおいて、「3-2
デジタル広告については、共同規制や自主的取組が望ましいと考えられる。事業者単体
ではなく、
全体として継続比較できる方法が重要ではないか。
（第５回 WG 寺田構成員）
60
共同規制だとしても法令として表示義務があった方が望ましい、利用者目線による法的
義務を前提とした共同規制であるべきとの指摘があった。また、グローバルな状況を見る
と、既に同意取得義務やオプトアウト義務がかけられており、モニタリングをしてその結
果を踏まえて表示義務をかけるのでは遅いのではないかとの指摘があった。
（第５回 WG
森構成員、生貝構成員、太田構成員等）
。
61
規模に応じたリスクも考慮に入れ、リスクベース、キャパシティベースでハードローも
ソフトローも検討していってはどうか、ベースを下げるというわけではなく、トップに対
する規制を引き上げていく必要があるとの指摘があった（第５回 WG 生貝構成員）。利
用者保護の OTT 規制については、公平性の観点からも大事であり、日本の制度が遅れる
と、利用者は日本の事業者より海外の事業者の方が信頼できるようになってしまい日本の
事業者にとっても良くない、事業者と利用者の認識のズレを埋めていく必要があるとの指
摘があった。また、オフラインであれば把握しやすいがオンラインにおいて通知等もされ
ずに取得されていると利用者目線から懸念を持たれるとの指摘があった（第５回 WG 佐
藤構成員、太田構成員等）
。また、ゆるやかな規制をかけ、実際にやることは共同規制で自
主的取組を尊重されるべきではないかとの意見があった（第５回 WG 沢田構成員）
。
59
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不適正利用の禁止」、「3-5 個人データの漏えい等の報告等」、「3-7 個人関連情
報の第三者提供の制限等」、「3-10 仮名加工情報取扱い事業者等の義務」の４
つの項目が新たに設けられることに対応し、電気通信事業ガイドラインにおいて
も、「3-2 不適正利用の禁止」、「3-5 個人データの漏えい等の報告等」、「3-8 個
人関連情報の第三者提供の制限等」、「3-11 仮名加工情報取扱い事業者等の
義務」を設けることとする。
また、新たに法律で規定された事項である不適正利用の禁止、漏えい等事案
の報告、越境移転時の本人説明の充実、個人関連情報 62の第三者提供の制限、
保有個人データに関する公表事項・開示方法・第三者提供記録の開示請求・利
用停止や消去の要件緩和、仮名加工情報の創設、域外適用対象拡大やガイドラ
インで規定された事項である利用目的の特定などについて、個人情報保護委員
会ガイドラインにおいて事例などの記載があるが、電気通信事業の固有の事情
などを踏まえ、より適切な事例などの記載について検討することが適当である。
例えば、保有個人データに関する公表事項として、個人情報保護委員会ガイド
ラインにおいて「プロファイリングを行っていること」を記載することとされているが、
そのプロファイリングを行っていることに関連して記載する情報 63についても具体
例を検討していくことが考えられる。また保有個人データの開示における電磁的
記録の提供についても、電気通信事業の性質を踏まえた対応の検討が考えられ
る。
個人情報保護委員会ガイドラインとの関係

62

63

提供先において個人データとして取得されることが想定される情報であり、例えば、
Cookie 等の端末識別子を通じ収集されたある個人のウェブサイトの閲覧履歴、ある個人
の商品購買履歴・サービス利用履歴、ある個人の位置情報などが考えられる。
要配慮個人情報（健康、政治的信条）などの機微情報や感情面に係るプロファイリング
の有無や、プロファイリングを用いる対象（個人の意思決定に働きかけるか）などにつ
いて記載を検討してはどうかとの意見があった。
（第５回 WG 山本構成員）
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改正項目

電気通信事業 GL 改正の方向性（案）

短期保存データの保有個人データ化
（法 2 条第 7 項、通則編 2-7）

・「２定義」中の GL 第３条柱書の規定を維持。
・解説（2-8 保有個人データ）における関連記載を削除。

不適正な方法による利用の禁止
（法 16 条の２、通則編 3-2）

・「3-2 適正利用の禁止」を新設※、同様に規定。※GL 第５条の次
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

漏えい等報告・本人通知の義務化
（法 22 条の２、通則編 3-5）

・「3-5 個人データの漏えい」を新設※、同様に規定。※GL 第 14 条の次
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

オプトアウトによる第三者提供対象
（法 23 条 2 項、通則編 3-6-2-1）

・GL 第 15 条第２項を改正。
・解説に事例を含め説明記載。

越境移転時の本人説明の充実
（法 24 条 2 項・3 項、通則編 3-6-4、
外国第三者提供編５・６ ）

・GL 第 16 条を改正。
・解説においてガイドライン（外国第三者提供編）を参照。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

個人関連情報の第三者提供の制限
（法 26 条の２、通則編 3-7、
確認記録義務編５）

・「3-8 個人関連情報の第三者提供の制限等」を新設※、同様に規定。
※GL 第 18 条の次

・解説にてガイドライン(外国第三者提供、確認記録義務編)を参照(P)。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

保有個人データに関する公表事項等
（法 27 条 1 項、通則編 3-8-1）

・GL 第 19 条第１項第１号を改正、同条同項第３号の次に規定を追加。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

保有個人データの開示方法
（法 28 条 1 項・2 項、通則編 3-8-2）

・GL 第 20 条第１項・第２項を改正。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

第三者提供記録の開示請求
（法 28 条 5 項、通則編 3-8-3）

・GL 第 20 条第５項を新設。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

利用停止・消去等の要件緩和
（法 30 条 5 項・６項、通則編 3-8-5）

・GL 第 22 条第５項・第６項を新設。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

仮名加工情報の創設
（法 2 条 9 項・10 項(定義)、法 35 条
の２、35 条の３(義務)、通則編 3-10、
仮名加工情報・匿名加工情報編２）

・「3-11 仮名加工情報取扱事業者等の義務」を新設※、同様に規定。

域外適用対象拡大
（法 75 条、通則編 5-1）

・電気通信事業法の域外適用との関係も整理の上で規定内容を検討。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

認定団体制度の充実
（法 47 条 2 項・4 項、通則編 1-1、
認定個人情報保護団体編）

・解説（1-1 目的）における関連規定を修正。
・解説でガイドライン（認定個人情報保護団体編）を参照。

利用目的の特定
（法 15 条 1 項、通則編 3-1-1）

・解説（3-1-1 利用目的の特定）における関連規定を修正。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

※GL 第 28 条の次

・解説でガイドライン（仮名加工情報・匿名加工情報編）を参照。
・解説に事例含め説明記載（必要に応じ電気通信事業特有事例含む）

法定刑等の引上げ（法 83 条、87 条）

―

※法は、個人情報保護法（令和２年改正施行後の条文）
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② 利用者情報の適正な取扱いの確保に向けた改正の検討
【全般的な考え方】
電気通信事業ガイドラインにおいて、これまで総務省が作成してきたスマートフォ
ン プライバシー イニシアティブや位置情報プライバシーレポート等の指針の内容
も踏まえた規定が既に設けられている。これについても、今回記載の充実や見直し
を行っていく必要があると考えられる。
特に、スマートフォン及びウェブにおいて、プラットフォーム事業者、アプリケーシ
ョン提供事業者、ウェブサイト運営者、広告事業者等関係する主体がそれぞれ適
切に対応ができるような環境整備について、スマートフォン プライバシー イニシア
ティブの考え方などを参照しつつ電気通信事業ガイドライン等の改正について検討
していく必要があると考えられる。
具体的には、プラットフォーム事業者、アプリケーション提供事業者、ウェブサイト
運営者、広告事業者等の利用者情報を取得する事業者は、自らが取得する利用
者情報及び情報収集モジュールやタグなどについて十分把握した上で、取得する
利用者情報の種類や利用目的などに応じて、利用者が理解できるように通知・公
表や必要に応じた同意取得を行うことが重要であると考えられる。
また、利用者が実質的に理解した上で必要な判断ができるように、わかりやすい
通知・公表又は同意取得の手法を検討することが重要であり、同意と通知について、
いわゆるベストプラクティスとしてまとめて事業者が利用者情報の取扱いに関する
通知・公表や同意取得を行う際に参照できるようなものとして示していくことが適当
である。この際、スマートフォンや各サービスの内容、利用者の特性等も考慮するこ
とが有用であり、ユーザーテストやステークホルダーの意見等も適切に活用すべき
であると考えられる 64。
更に、プラットフォーム事業者内に蓄積されたパーソナルデータについての開示・
利用条件・選択機会の提供を行っていくことが重要であり、利用者が自らの利用者
情報の取扱いについてコントロールができる観点から、ダッシュボード、オプトアウト
有無・方法の開示、データポータビリティ有無・方法の開示、選択機会の通知やガ
イダンス等について導入していくことが期待される。
【具体的に記載の充実などを検討する項目等について】
＜３.電気通信事業者の義務＞
○個人情報保護管理者（現行電気通信事業ガイドライン第 13 条）
電気通信事業を営み電気通信サービスを提供する者が自ら取り扱う利用者
情報の内容について把握し、適切にこれを取扱うデータやプライバシーのガバナ
ンスを確保していく観点から、個人情報保護管理者は重要であり、必要に応じて
記載について充実を検討することが適当である。
64

企業がプライバシーに関する問題に能動的に対応し、消費者やステークホルダーと継続
的なコミュニケーションを行い、説明責任を果たしていくことは、プライバシーガバナ
ンスの観点から重要である。
（
「DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイド
ブック ver1.0」2020 年 8 月 総務省、経済産業省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000704656.pdf）
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○プライバシーポリシー（同第 14 条）
電気通信事業を営み電気通信サービスを提供する者が自ら取り扱う利用者
情報の内容について把握した上で、これを適切に利用者に対して説明していくこ
とは重要であり、記載を見直し充実することを検討することが適当である 65。
・プライバシーポリシーの公表（同第 14 条第１項）
既に記載されているプライバシーポリシーに記載すべき内容について精査し
整理するとともに、オプトアウトの有無や方法、データポータビリティの有無や
方法等プライバシーポリシーに記載すべき事項として電気通信事業ガイドライ
ンや解説に追加を行うことを検討する。
・アプリケーションソフトウェアに係るプライバシーポリシー（同第 14 条第２項・
第３項）
アプリケーション作成者、情報収集モジュール提供者、広告事業者、ウェブ
サイト管理者等が留意すべき事項も含めた形で、SPI の履行状況なども考慮し
た上で必要とされる対応を検討し、電気通信事業ガイドラインや解説に記載を
検討する。
・分かりやすい通知・公表や利用者による選択の提供
分かりやすい通知・公表や同意取得を実現するために考慮すべき点や留意
すべき事項について電気通信事業ガイドラインや解説に追加を行うことを検討
する。階層的な通知・公表や個別同意、Consent Recｏｒｄ等による一覧性のあ
る表示やダッシュボードによるオプトインやオプトアウトの機会の提供等のベス
トプラクティスについて、事例としてまとめた上で、電気通信事業ガイドラインや
解説に記載を検討する。
・要配慮個人情報の扱い
健康、宗教、政治的信条等の要配慮個人情報等について、個人情報保護法
において、本人の同意がなければ取得してはならないこととされている。広告
等のセグメントとして用いる場合など本人の同意を取得することなくこれを不必
要に用いないことが求められると考えられる。
＜４．各種情報＞
○位置情報（現行電気通信事業ガイドライン第 35 条）
電気通信事業を営み電気通信サービスを提供する者が自ら取り扱う利用者
情報の内容について把握した上で、これを適切に利用者に対して説明していくこ
とは重要である。位置情報であって、GPS、WiFi、基地局、ビーコンなど通信を経
65

「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」（2021 年 4 月 27 日、デジタル市場競争会議）「課
題⑩：[パーソナル・データ] パーソナル・データの取得・利用に係る懸念」の「７ 対応の方向性」
（１）に記載されている４つの項目を電気通信事業 GL の改正において盛り込む形で検討を行う
ことが求められており、今後総務省においてこれを踏まえ検討を進めていくことが必要である。

37

由して把握されるものについては、新たに利活用の実態についても把握した上
で、通信関連プライバシーの一環として適切な取扱いを確保していく必要がある。
なお、個人情報保護法上、「ある個人の位置情報」が個人関連情報として位置
づけられる場合もある。この際、第三者提供をしようとする場合には相手側事業
者がその取得について個人から同意取得を行っていることを確認する必要が出
てくる。このような新たな規律と、既存の電気通信事業ＧＬとの整合性についても
確認をしていくこととする。
○その他
電気通信事業に固有の各種情報の取扱いについて規定している「４.各種情
報」における規定について必要に応じて見直すこととする。その際、本 WG にお
ける検討結果などを踏まえ、「通信関連プライバシー」情報に関連して必要とさ
れる記載についても検討することとする。
＜５．モニタリングの実施とガイドラインの見直し＞
○モニタリングの実施とガイドラインの見直し（現行電気通信事業ガイドライン第
39 条）
共同規制の下で、電気通信事業を営み電気通信サービスを提供する者が
自ら取り扱う利用者情報の適切な取扱いを促しこれを確保していく観点から、
特にプライバシーポリシーや個人情報保護管理者の関係を中心に、定期的に
モニタリングを行うこととし、その状況を踏まえ、今後も必要に応じて電気通信
事業ガイドライン改正等を検討していくこととする。
電気通信事業ガイドライン及び解説における現行の主な記載
条文
主な記載
第 13 条
個人情報保護管理者（当該電気通信事業者の個人データ等
（個人情報保護管理者） の取扱いに関する責任者）を設置し、ガイドラインを遵守する
ための内部規定の策定、監査体制の整備及び個人データ等
の取扱いを監督する努力義務を規定。
電気通信事業者内部における責任体制を確保するため、個
人データ等の適正な取扱いの確保について必要な権限を有
する役員等の組織横断的に監督することのできる個人情報保
護管理者を置き、必要な監督等を行わせよう努める旨を解説
に記載（解説 3-3-7）。
第 14 条
プライバシーポリシー（個人情報保護を推進する上での考え
（プライバシーポリシー） 方や方針）を公表する努力義務を規定。（第１項）
電気通信事業者の個人情報保護についての社会的信頼を確
保するため、電気通信事業者は自らの個人情報保護を推進
する上での考え方や方針についての宣言をプライバシーポリ
シーとして公表することが適切であるとした上で、プライバシー
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第 35 条
（位置情報）

第 39 条

ポリシーに記載すべき事項について、具体的に解説で言及。
（解説 3-4-1）
アプリケーションソフトウェアを提供する場合、当該アプリケー
ションの情報取得等に係るプライバシーポリシーを公表する
努力義務を規定。（第２項）
アプリケ-ションを提供するサイトを運営する場合、当該サイト
においてアプリケーションを提供する者に対して、当該アプリ
ケーションの情報取得などに係るプライバシーポリシーを公
表するよう促す努力義務を規定。（第３項）
アプリケーションのプライバシーに記載すべき事項について具
体的項目を示し、スマートフォン プライバシー イニシアティ
ブ等によるものと解説で言及。（解説 3-4-2)
電気通信事業者は、あらかじめ利用者の同意を得ている場
合、正当業務行為その他の違法性阻却事由がある場合に限
り、取得可能。（第１項）
あらかじめ利用者の同意を得ている場合、令状に従う場合そ
の他の違法性阻却事由がある場合に限り、他人への提供そ
の他の利用可能。（第２項）
通信の秘密に該当する位置情報について匿名化して他者へ
提供等を行う場合には利用者の同意を得る必要があること、
通信の秘密に該当しない位置情報について他者へ提供等を
行う場合には利用者の同意又は違法性阻却事由がある場合
に限定することが強く求められる（解説 5-4-2）
位置情報サービスの提供にあたっては、利用者の権利が不
当に侵害されることを防止するために必要な措置を講ずるこ
とが適切。（第３項）
①利用者の意思に基づく提供、②利用者の認識・予見可能性
の確保、③適切な取扱い、④提携に関する約款等への記載
等。（解説 5-4-3）
捜査機関からの要請により取得を求められた場合は、令状に
従う時に限り、取得可能。（第４項）
救助を行う機関からの要請により取得を求められた場合は、
生命又は身体に対する重大な危険が切迫し、早期発見のた
めに不可欠であると認められる場合に限り、取得可能。（第５
項）
GPS 位置情報は通信の秘密ではないが、基地局の位置情報
よりも高いプライバシー性を有する（解説 5-4-5）
本ガイドラインについては、社会情勢の変化、国民の意識の
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（ガイドラインの見直し）

変化、技術動向の変化等諸状況の変化を踏まえ、必要に応
じ見直しを行う。

（３）定期的なモニタリングの実施
あらかじめ必要とされる事項を法令又はガイドラインなどで一定の基準を示した
上で、取り扱う利用者情報の内容や利用目的等も考慮した上で、国内外のプラット
フォーム事業者、電気通信事業者など関係者との間で継続的な対話を行い、関係
事業者及び事業者団体による自主的取組を進め、その履行状況を定期的にモニタ
リングするという共同規制的なアプローチを適切に機能させることが重要である。モ
ニタリング結果については公表することにより、透明性・アカウンタビリティを確保し
ていくことが有用であると考えられる。
この際、利用者側が意味のある判断を行うことができるように、取得される情報
や利用目的を示す際に利用者側への影響について考慮しそれを分かりやすく示し
ていくことが有用であると考えられる。例えば、利用者情報の取得により何が起こる
か示すと分かりやすいとの指摘がある。また、弱者に対する不利益とか差別が起き
ない観点からも、ベストプラクティスを考えていくことも重要であるとの指摘がある。
更に、
このような、利用者へ与えうる影響（アウトカム）を検討する観点からも、PIA やリ
スク評価を実施することも有用であると考えられる。PIA については、第２章にも述
べたように、主な事業者は何らかの形で取り組んでいるが、その基準や結果等が
明らかとなっていない場合が多く見られる。今後は、一定の基準 66を参照するととも
に、ＰＩＡ報告書を公表するなどの取組が進められることが有用であると考えられる。
また、通信の秘密、個人情報、プライバシー等が適切に保護されるためには、情報
漏えい等がないことが必要不可欠であり、セキュリティ確保の観点から、適切な安
全管理措置やガバナンスが確保されることも重要である。
（４）専門的な知見の蓄積と発信の重要性
デジタルプラットフォーム事業者による利用者情報の取得・収集・分析やデジタル
広告市場の動向等については、技術やサービスの発展が早く、また現在も情勢が
変化している状況である。
モニタリングは利用者情報の取扱いに係る技術的な動向を踏まえて行う必要が
あり、モニタリングを通じて把握した技術的動向について技術的解説や整理として
とりまとめることが望ましい。専門的知見を有する有識者にタスクフォース等として
技術的解説や整理をとりまとめいただくとともに、継続的にこれを更新していくことを
検討することが望ましい。
このような専門的知見を官民連携し蓄積し必要に応じ発信していくことは、モニタ
リングのために資するとともに、次に述べる利用者の理解促進のための取組みを
進める上でも、外部レビュー等を行う上でも有益なものと考えられる。
66

ISO/IEC29134 が発表されており、JISX9251：2021 として 2021 年 1 月規格化された。
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（５）利用者の理解促進・外部レビュー
①利用者の理解促進に向けた取組み
デジタル広告市場におけるターゲティング広告に対する消費者の不安はその仕
組みが見えていないことに由来する側面があるとの指摘がある。事業者団体など
によるソフトローによる取組が行われているとしても外部からそれが見えづらい部
分もあると指摘される。
インターネットやプラットフォームサービスが、青少年から高齢者まで、様々なリテ
ラシーの者の誰もが安心して使いやすいものとなるように、関係事業者や業界団体
等が、外部に開かれた形で対話や情報発信を継続し、透明性を高め利用者に対し
て周知啓発を推進し、利用者のリテラシー向上を図っていくことが期待される。ター
ゲティング広告の仕組みを説明する啓発や情報発信を行うことや、オプトアウトサイ
ト等により利用者の選択の機会を提供することも重要であると考えられる。
これは、各事業者が利用者に対して通知・公表又は同意取得をしていく際にも、
それを利用者が認識し理解を高めるために有用であり、業界全体としての取組み
が進展することが期待される。
②外部レビュー
利用者の理解促進を図る上でも、専門的見地から事業者のプライバシーポリシ
ー等の内容や利用者情報の取扱いや説明・同意等の在り方について外部レビュー
が実施され、その結果が公表されることも有用であると考えられる。
海外において、下記のように消費者団体や財団、コンサルティング企業等がプラ
イバシーポリシー等の外部レビューを行い結果が公表されている 67。このような取り
組みが我が国においても行われていくことも有用であると考えられる。
また、プライバシー・ポリシーの公表意義は企業活動の透明性やアカウンタビリ
ティの観点からも社会的・制度的に大きいことが指摘される。利用者情報の適切な
取扱いについて検討し、プライバシーポリシー等の説明を行い、適切な運用を実現
していく企業のプライバシーガバナンスを確立していくことは、今後企業の事業の成
長や競争力を向上させる観点からも重要性が高まってきている。
海外におけるプライバシーポリシー等の外部レビューの例

67

この他、モニタリング指標として、世界広告主連盟（World Federation of Advertisers）
のレポンシブルメディア(GARM: Global Alliance for Responsible Media)などもある。
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（６）国際的な対話と連携の推進に向けて
利用者情報の取扱いはグローバルに共通した課題であり、主要先進国の規制
当局において検討が進んでいる。グローバルに事業活動を展開する複数のデジタ
ルプラットフォーム事業者が大きな存在感を有しており、利用者情報に関するその
取組の影響も大きくなる中で、国際的に連携した取組みを進めることが有用である。
既に、日 EU の間では、日 EU・ICT 政策対話 68（第 26 回）(2021 年２月)及び日
EU・ICT 戦略ワークショップ 69(第 11 回)(2021 年４月)の場において、電気通信事業
法の域外適用の規定が 2021 年４月に施行され外国事業者であるプラットフォーム
事業者へも電気通信事業法を適用するとともに、利用者情報の適切な取扱いに関
して検討を行っていること等について日本側から紹介し、欧州側から 2020 年 12 月
に公表されたデジタルサービス法（DSA）案及びデジタルマーケティング法（DMA）
案の概要について説明があった。独占的地位を占めるプラットフォーマーへの懸念
総務省と欧州委員会（通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局）との間で、ICT 政策
全般について、定期的に実施している政策対話
69
総務省と欧州委員会（通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局）が共催し、日 EU の
官民の相互理解と連携協力の推進するために定期的に開催している戦略ワークショップ
68
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が日 EU で共有され引き続き意見交換を継続 70することとなるとともに、モニタリン
グや透明性確保の重要性等が日 EU 双方から指摘された 71。
二国間の間では、日独ＩＣＴ政策対話 72（第５回）（2021 年３月）において、改正電
気通信事業法（外国法人等に対する法執行の実効性の強化）及び利用者情報の
適切な取扱いに関して検討について日本側から紹介し、独側から EU から昨年末公
表された DSA/DMA 案を受けたドイツの取組みについて説明があった。また、日仏
ICT 政策協議 73（第 21 回）（2021 年６月）において、プラットフォーム政策の一環とし
て利用者情報の取扱いについて日本側から説明し、フランス側からも同国における
プラットフォーム政策について説明があった。
今後、本中間とりまとめの内容なども踏まえ、我が国における制度的な検討やプ
ラットフォーム事業者等のモニタリング等の取組みを進めるとともに、積極的に二カ
国の枠組みにおける対話と連携を進めることが有用である。
また、更に、多国間連携の場として、OECD、アジア太平洋国際協力（APEC）等
の国際的機関や地域連合の場においても我が国における取組を説明し、連携しつ
つ対応を進めていくことが期待される。

「日 EU・ICT 政策対話（第 26 回）の結果」
（令和 3 年 2 月 26 日総務省報道発表）
「日 EU・ICT 戦略ワークショップ（第 11 回）の結果」
（令和 3 年 4 月 20 日総務省報
道発表資料）
72
総務省とドイツ連邦共和国・連邦経済エネルギー省との間で、ICT 政策に関する情報交
換・意見交換の場として、定期的に実施している政策対話
73
総務省とフランス共和国・経済財政復興省との間で、デジタル分野における政策につい
て相互理解を深め連携・協力の推進を目的として、定期的に実施している政策協議
70
71
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参考１
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参考３
参考４―１
参考４－２

プラットフォームサービスに関する研究会 プラットフォームサ
ービスに係る利用者情報の取扱いに関するＷＧ 構成員名簿
プラットフォームサービスに関する研究会 プラットフォームサ
ービスに係る利用者情報の取扱いに関する WG 審議経過
海外動向関連参考資料
移動通信事業者における利用者情報の取扱い状況
プラットフォーム事業者における利用者情報の取扱い状況
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参考１

プラットフォームサービスに関する研究会
プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するＷＧ
構成員名簿
（敬称略・五十音順）
【構成員】

（主

生貝

直人

一橋大学大学院

石井

夏生利

中央大学

板倉

陽一郎

ひかり総合法律事務所

太田

祐一

株式会社 DataSign 代表取締役社長

小林

慎太郎

株式会社野村総合研究所

佐藤

一郎

国立情報学研究所

沢田

登志子

一般社団法人 EC ネットワーク

査） 宍戸

常寿

東京大学大学院

新保

史生

慶應義塾大学

高橋

克巳

NTT 社会情報研究所

寺田

眞治

一般財団法人日本情報経済社会推進協会

古谷

由紀子

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタン
ト・相談員協会 監事

森

亮二

英知法律事務所

龍彦

慶應義塾大学大学院

（主査代理）山本

法学研究科

国際情報学部

准教授

教授
弁護士

上級コンサルタント

情報社会相関研究系
理事

法学政治学研究科
総合政策学部

教授

教授

主席研究員

弁護士

【オブザーバー】
デジタル市場競争本部事務局
個人情報保護委員会事務局
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教授

法務研究科教授

主席研究員

参考２

プラットフォームサービスに関する研究会
プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関する WG
会合

開催日

第１回

令和３年３月 18 日

第２回

令和３年４月６日

第３回

令和３年４月 22 日

第４回

令和３年５月 18 日

審議経過

主な内容
【事業者団体ヒアリング】
・一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会
「インターネット広告市場の動向と利用者情報の取扱い等
に関する取り組みについて」
【事業者ヒアリング】利用者情報の取扱いについて
・株式会社 NTT ドコモ
・KDDI 株式会社
・ソフトバンク株式会社
・楽天モバイル株式会社
【構成員発表】
・高橋構成員
「位置情報の取扱いの検討について」
【その他】
・事務局
「利用者情報の適切な取扱いの確保に向けた検討課題」
「今後の検討の進め方（案）」
【事業者ヒアリング】利用者情報の取扱いについて
・Apple Inc.
・ヤフー株式会社
【構成員発表等】
・小林構成員
「実効性のある通知・同意取得方法の在り方に関する実証事
業の報告」
・株式会社インターネットイニシアティブ
「ePrivacy 規則 閣僚理事会案について」
【構成員発表】
・寺田構成員
「オンライン広告における利用者情報取扱いの動向」
【事業者ヒアリング】利用者情報の取扱いについて
・Facebook Japan 株式会社
・Google 合同会社
・株式会社 Agoop
【事業者ヒアリング】利用者情報の取扱いについて
・LINE 株式会社
【構成員等発表】
・株式会社日本総合研究所
「スマートフォン上のアプリケーションにおける利用者情
報の取扱いに係る調査・分析」
・森構成員
「利用者端末情報等に関する規制の方向性」
【その他】
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第５回

第６回

・事務局
「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに
関する主な論点」
【その他】
・個人情報保護委員会事務局
「令和２年度改正個人情報保護法ガイドライン（案）につい
て」
・事務局
令和３年６月４日
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライ
ン改正に向けた考え方（案）」
・事務局
「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに
関する主な論点」
【その他】
・事務局
令和３年７月９日
「プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに
関する WG 中間とりまとめ（案）
」
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参考３

海外動向関連参考資料
【米国関係】
① CCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）関係
② NIST Privacy Framework、NIST SP800-53 Revision ５関係

【EU】
① GDPR（一般データ保護規則）関係
・有効な同意について（GDPR４条関連）
・透明性確保について（GDPR12 条関連）
・ICO（英国データ保護機関）が推奨する通知・同意取得における工夫
② e プライバシー規則（案）
・e プライバシー規則制定に向けた動き
・クッキー設定に係る判例・e プライバシー規則検討に係る論点
・e プライバシー規則の動向（閣僚理事会最終案）
・同意の有効要件（e プライバシー規則（案）4a 条関連）
・クッキー等規制（e プライバシー規則（案）８条関連）
③ デジタル・サービス・アクト（ＤＳＡ）（規則案）
【ISO/IEC】
・ISO/IEC 29184
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•

්ਙન৳峕峎岮峐'*ق35ঢ়৴ك
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*'35峕岴岻峵්ਙન৳
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• 岾岹ৢ峘য峑峬৶ੰ峑岷峵峲岰峕峃峵岽峒岶ਏ峑岬峵
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پ,&2崎崏崾崝崌崰 |źƋƄƗŃƐƈƗƋƒƇƖŃƆƄƑŃƚƈŃƘƖƈŃƗƒŃƓƕƒƙƌƇƈŃƓƕƌƙƄƆƜŃƌƑƉƒƕƐƄƗƌƒƑŢ|
KWWSVLFRRUJXNIRURUJDQLVDWLRQVJXLGHWRGDWDSURWHFWLRQJXLGHWRWKHJHQHUDOGDWDSURWHFWLRQUHJXODWLRQJGSUWKHULJKWWREHLQIRUPHGZKDW
PHWKRGVFDQZHXVHWRSURYLGHSULYDF\LQIRUPDWLRQ

GȗȩǤȐǷȸᙹЩСܭƴӼƚƨѣƖ
EUदमؚड़থছॖথ१شঅ५ਹ৷भഈଜಎ઼दभॹॱش૪৶पৌघॊૠقॡॵय़شૠكऋষॎोथःॊ؛
2017 ফਰਟؚEU ୠૠ॑ଁघॊञीePrivacyૠಋ੧ऋॻছইॺऔोथःञऋؚ
2021ফ2া10াؚପ৴়৶হভقదഋ৶হভكऋؚਸೇবऋePrivacyૠಋ੧प়ਔखञऒध॑؛

2002ফ

ePrivacyഥষ؛ॡॵय़شਝपणःथؚ
(1)ੲਾ(ؚ2)౯ਥقड़উॺ॔क़ॺਥ॑كଝਜतऐ

2009ফ

ePrivacyഥਫ؛ॡॵय़شਝपणःथ ؚਔ੭॑ଝਜतऐ؛
ਔથਏ੯म1995ফ೮EUॹॱش৳૧ഥ॑ਬ৷(؟1)ભਔ(ؚ2)ৌ્(ؚ3)ੲਾ

2018ফ

GDPRষؚਔથਏ੯ऋడત৲औोञ؛
(1)ભਔ(ؚ2)ৌ્(ؚ3)ੲਾ(ؚ4)᥊दमऩः༚ؚऽञमનदᆾऩਔઓં؛

ePrivacyഥभਖਡ

ड़উॺ॔क़ॺؚพ༷भਔؚाऩखਔऋಅऔोऩऎऩढञ؛

 ٳePrivacy ഥ॑ষघॊ EU ਸೇবभব১पेॊૠઍमؚবओधपयैणऌऋँॊ؛
 ٳউছॖং३شभங২ऋःథभॡॵय़॑شਔऩऎਹ৷दऌॊ೧॑ैऊपघॊਏ؛

ePrivacyૠಋषभऌ
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7

ପఘ১ଇਖ਼ਚ(CJEU)भଇਖ਼पेॉؚਔથਏ੯ؚॡॵय़شਝपളਯ৬ऋঢ়ଖघॊৃ়
भிભ೧ಉपঢ়घॊਖ਼১ऋનয়औोणणँॊ؛
ॡॵय़॑شਝघॊਸ਼ਕभிભقFashion IDਖ਼ৠك

ँैऊगीॳख़ॵॡऔोञॳख़ॵॡॵॡ५पे
ॊਔ੭भથਙقPlanet49ਖ਼ৠك

ઁઔਈి৲भ৯द१ॻشঃॸشॕشॡॵय़॑شक़ख़ঈ
१ॖॺपਝ઼घॊऩनؚਸ਼ਕपेॊഈଜಎ઼पउऐॊ
ॹॱشभഭाછऌ॑ಅઍघॊक़ख़ঈ१ॖॺଵ৶मؚ
ॡॵय़شਝ੪भਸ਼ਕदँॊॿॵॺઁઔग़ش४ख़থ
३ؚش९ش३কঝওॹॕ॔ಉधधुप ؚGDPR भુ
ଵ৶भয়ৃपয়ठؚഈଜશؚၡ༮؞ষ၎ഄऩ
न੭औोॊযॹॱشभਹ৷৯पणःथਹ৷प
ੲਾखؚਹ৷ऊैਔ॑੭घॊଝਜ॑अ؛

GDPR ऋૠघॊਔमؚચऩਔઓંदऩ
ऐोयऩैऩः؛
ँैऊगीॳख़ॵॡऋোोैोञॳख़ॵॡॵॡ
५॑ંखؚਹ৷ऋਔ॑౯घॊञीपमऒभ
ॳख़ॵॡ॑ਗऔऩऐोयऩैऩः૾யदमؚથ
ऩਔम੭ख੭ऩः؛

2019ফ11াਰਟؚదഋ৶হভ৮শবऋePrivacyૠಋ੧भॻছইॺ॑ল؛ഈଜಎ઼पउऐॊॹॱش૪৶प
ঢ়घॊి১உುधखथؚ१شঅ५पऩৃ়قॡॵय़كشभؚ୦॑அीॊऊऋਡधऩढञ؛
ઁ؞
'*؞35ਸ਼ I भ
ి১உು఼॑৷

ਹ৷भਥਹ؞ਹஇपર௭घॊ
१شঅ५भَਫਊऩਹஇُ
ਹ৷षभੲਾؚड़উॺ॔क़ॺ
ऩनभ੯भৣदभؚ७य़গজॸॕ
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దഋ৶হভਈી੧ 2021/2/10
z ॡॵय़شૠ؟ഈଜಎ઼पउऐॊॹॱش૪৶मؚਰৣभৃ়ಉपಅऔोॊ؛
• ਗ਼ৢਦ१شঅ५भञीपਏऩৃ়
• ਹ৷भਔऋँॊৃ়
• ਹ৷ऋશपीॊ१شঅ५भपभৃ়
• १شঅ५ऋुढरैड़ॹشॕग़থ५भञीपਏधघॊৃ়
• ड़থছॖথ१شঅ५भ७य़গজॸॕಉभञीपਏऩৃ়
• ७य़গজॸॕभञीभ९ইॺक़ख़॔॔ॵউॹॺشप ਏऩৃ়
• ಸৢਾ
• ৯षभઃਹ৷मؚਰৣभਖ਼ਏಞपසैखथਊჾ৯ऋਊੂभ૪৶৯ध
ৼઍोॊुभदँॊ(compatible)ৃ়भाಅऔोॊ؛
9 ਊੂभ৯धਊჾ৯धभঢ়બ
9 ਊჾ৯૪৶॑ষअपඹढञ૾ய
9 ৌॹॱشऋ७থ३ॸॕঈऩॹ॑ॱشஅिुभऊनअऊऩन૪৶भਙସ
9 ਊჾ৯૪৶ऋਹ৷पऻघ୶
9 พಀ৲؞ෘ৲ऩनभ৸ೈ઼भથ૮
z ॡॵय़شਹ৷भਔ॑१شঅ५भ੯धघॊपमؚਊჾহऋؚਔ॑੯
धखऩःಉभ१شঅ५॑खथःॊقਹ৷ऊै৭උਥ॑േॎऩःكऒधऋਏ؛
z ਹ৷ಉਂถदुؚഈଜશपेॊ્पेॉॡॵय़شਔ॑ੳीॊ؛
z ফڭਰؚਔඏਥऋँॊऒध॑ৢੴघॊଝਜ
z ୠਗి৷؟ਹ৷ऋEUपਚघॊৃ়ؚୠਗহपुి৷؛
EU৻৶যभ৭ભऋਏधऩॊ؛
z ૠಋୀખपஎ୪ਥؚశਹ੮৬पेॊ৻৶୪යؚశসබ૩भ๖॑ੳीॊ؛
z ਗ਼ৢਦॹॱشभୀ১ਹ৷पणःथ ؚ€20M ऽञम਼ੀਲ਼ 4% भষଇস
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¾

ి১உುपَਫਊऩਹஇُम
఼৷चङؚഔभा

¾

జਟऊैभਖ਼भऩन॑
ॉ॒टઍ

¾

ड़ॹشॕग़থ५ؚ
compatibleऩৃ়भઃਹ৷ಉؚ
০ੰभਫ਼ୈऋਏऩ
ి১ਏ੯ुँॊ

దഋ৶হভ؞ପ৮ভप
ेॊਫૄऩয়১ুਢष
ͤ০ؚઍभఊਫुँॉ੭ॊ
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ପ৴়৶হভقదഋ৶হভك岶岝(8 ୠૠ峼ଁ峃峵峉峫峘H3ULYDF\ૠಋ੧峕ਸೇব岶়ਔ峁峉岽峒峼峁峉岞

ਔ峘થਏ੯ಉقD岝ધك
 ٳH3ULYDF\ૠಋ峕岴岻峵ਔ峘ଝ峙岝*'35峕峲峵ਔ峘ଝ峕జ岰岞
⋇ڀঽ峕ଖ岲峳島峉岽峒岝⋈્岿島峐岮峵岽峒岝⋉হ峕ହ峼ਭ岻峉岽峒岝⋊ਂᐱ峑峙峔岮ா峔ਔઓ
ં峑岬峵岽峒岶ਏق崒崿崰崊崎崰岝พ༷峘ਔ岝峩峔峁ਔ峙ਂ૭ك岞
 ٳഈଜಎ઼峘૪৶嵣ਃચ峼ਹ৷峃峵岝ྼ峙ഈଜಎ઼岵峳崯嵤崧峼ઽૐ峃峵岶ਔ峼੭峃峵ிભ峼岰
岶岝ਔ੭峼ਸ਼ਕ峕৻ষ岿峅峵岽峒峬૭ચ岞
 ٳ崾嵑崎崞ط崊崿嵒峘崥崽崰崎崏崊ਝ峕峲峵崗崫崕嵤ਝಉ峢峘ਔ峬岝થ峔ਔ峒ੳ峫峳島峵岞
پ峉峊峁岝ਔ峘ৌ峙્岿島峐岮峔岻島峚峔峳峔岮峘峑'*ق35峘ਔથਏ੯ك岝崾嵑崎崞ط崊崿嵒峘ல岶岝ઁઔ嵣崊崗崣崡ੰෲಉ峘৯岾峒峘
ਔଵ৶峕ৌૢ峃峵ਏ岶岬峵岞

 ٳ嵎嵤崞嵤岶ઉம峁峉ਔ峘ਔઓંكپق峙岝੶峘崥崽崰崎崏崊ਝ峕ર峃峵岞
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z 2020ᖺ12᭶15᪥䚸Ḣᕞጤဨ䛿Digital Service Act䠄DSA䠅䛾ἲᚊ䜢බ⾲䚹DSA䛿䛶䛾௰
䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䠄䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮ᴗ⪅➼䠅䛻ᑐ䛧䛶䚸㐪ἲ䝁䞁䝔䞁䝒䛾ὶ㏻䛻㛵䛩䜛㈐௵䜢つ
ᐃ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᴗ⪅䛾つᶍ䛻ᛂ䛨䛯䝴䞊䝄ಖㆤ䛾䛯䜑䛾⩏ົ䜢つᐃ䚹
䠍㻚ᑐ㇟ᴗ⪅
௰䝃䞊䝡䝇䠄㻵㻿㻼➼䠅䚸䝩
䝩䝇䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇䚸䜸
䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䠄䜸䞁䝷䜲䞁䝬䞊䜿䝑䝖䝥䝺䜲䝇䚸䜰䝥䝸䝇䝖䜰䚸㻿㻺㻿
➼䠅䚸㉸
㉸つᶍ䜸䞁䝷䜲䞁䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䜢ᥦ౪䛩䜛ᴗ⪅
䠎䠊௰䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䛾㐪ἲ䝁䞁䝔䞁䝒䛻ᑐ䛩䜛㈐௵䛆➨䊡❶䛇
䞉䛂༢䛺䜛ᑟ⟶䛃䚸䛂䜻䝱䝑䝅䞁䜾䛃䚸䛂䝩䝇䝔䜱䞁䜾䛃䛾㻟㢮ᆺ䛻ศ䛡䛶㐪
㐪ἲ䝁䞁䝔䞁䝒䛻ᑐ䛩䜛ච㈐᮲௳䜢つᐃ䚹
䞉୍⯡ⓗ䝰䝙䝍䝸䞁䜾⩏ົ䛿↓䛔䜒䛾䛾䚸ྖἲཬ䜃⾜ᨻᙜ
ᙜᒁ䛛䜙䛾๐㝖➼䛾ᥐ⨨௧䞉ሗᥦ౪௧䜈䛾ሗ
ሗ࿌⩏ົ䜢つᐃ
䠏䠊㏱᫂䛷Ᏻ䛺䜸䞁䝷䜲䞁⎔ቃ䛾䛯䜑䛾⩏ົ䛆➨䊢❶䛇
㻔㻝㻕䛶䛾௰䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䛻ᑐ䛩䜛⩏ົ䛆➨䠍⠇䛇
䝁䞁䝔䞁䝒䝰䝕䝺䞊䝅䝵䞁ᥐ⨨䜢ᐃ䜑䛯⏝つ⣙䛾බ㛤䚸㏱
㏱᫂ᛶሗ࿌⩏ົ䠄䈜䠍䠅䚸㐃⤡❆ཱྀ䞉ᅜෆἲᐃ௦⌮ே䛾タ⨨ ➼
䈜䠍 㐪ἲ䝁䞁䝔䞁䝒䛾㏻▱௳ᩘ䞉๐㝖௳ᩘ䚸⮬Ⓨⓗ䛺䝁䞁䝔䞁䝒䝰䝕䝺䞊䝅䝵䞁䛾ෆᐜ䚸ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛ⱞ䛾௳ᩘ➼䚹ᴗ⪅䛾つᶍ䛻ᛂ䛨䚸㏱᫂ᛶ⩏ົ䛾ෆᐜ䜢㏣ຍ

㻔㻞㻕䝩䝇䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇ᥦ౪⪅䛾⩏ົ䛆➨䠎⠇䛇
㐪ἲ䝁䞁䝔䞁䝒䛾㏻▱ཷయไᩚഛ䚸㐪
㐪ἲ䝁䞁䝔䞁䝒䜈䛾ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛⌮⏤䛾㏻▱ ➼
㻔㻟㻕䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾⩏ົ䛆➨䠏⠇䛇
㐪ἲ䝁䞁䝔䞁䝒䜈䛾ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛ⱞཷయไᩚഛ䚸ุእ⣮தゎỴᶵ㛵䛾⏝䚸ಙ㢗䛥䜜䛯ᡭ䚸ṇ䛺㏻▱䞉ㄽ䛻
ᑐ䛩䜛ᑐ⟇䚸䜸䞁䝷䜲䞁ᗈ࿌䛾㏱᫂ᛶ☜ಖ䠄䈜䠎䠅 ➼ 䈜䠎 ᗈ࿌䛷䛒䜛䛣䛸䚸ᗈ࿌ཬ䜃ᗈ࿌⾲♧Ỵᐃ䛻⏝䛔䜙䜜䛯䛺䝟䝷䝯䞊䝍➼䜢⾲♧
㻔㻠㻕㉸つᶍ䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾⩏ົ䛆➨䠐⠇䞉➨䠑⠇䛇
䝃䞊䝡䝇䛾䝸䝇䜽ホ౯ᐇ䞉䝸䝇䜽㍍ῶᥐ⨨䛾ᐇ䚸እ㒊┘ᰝ䛾ᐇ䞉බ⾲䚸䝺䝁䝯䞁䝎䞊䞉䝅䝇䝔䝮䚸䜸䞁䝷䜲䞁ᗈ࿌䛾㏱᫂
ᛶ䛾㏣ຍ䠄䈜䠏䠅 䚸つไᙜᒁཬ䜃◊✲⪅䛾䝕䞊䝍䜰䜽䝉䝇䚸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇䞉䜸䝣䜱䝃䞊タ⨨䚸⾜
⾜ືつ⠊ 䚸༴ᶵᑐᛂ ➼
䈜䠏 ᗈ࿌⾲♧䛛䜙䠍ᖺᚋ䜎䛷䚸ᗈ࿌ෆᐜ䞉ᗈ࿌䞉ᗈ࿌⾲♧ᮇ㛫䞉⏝䛥䜜䛯䛺䝟䝷䝯䞊䝍䞉ཷ㡿⪅⥲ᩘ䛻ಀ䜛䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢⦅⧩䞉㻭㻼㻵䜢䛧䛶୍⯡䛻⏝ྍ⬟䛸䛩䜛䚹

䠐䠊䝰䝙䝍䝸䞁䜾ཬ䜃䜶䞁䝣䜷䞊䝇䝯䞁䝖
䞉ྛຍ┕ᅜ䛿㻰㻿㻭䛾ᇳ⾜㈐௵⪅䛷䛒䜚ㄪᰝᶒ㝈➼䜢ᣢ䛴䝕
䝕䝆䝍䝹䝃䞊䝡䝇ㄪᩚᐁ䜢タ⨨䚹
䞉Ḣᕞጤဨ䛿㉸つᶍ䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䜢䝰䝙䝍䝸䞁䜾䚹⩏ົ㐪䛾ሙྜ䚸๓
๓ᖺᗘ䛾⥲ୖ㧗䛾᭱㻢䠂䛾⨩㔠
➼䜢⛉䛩䛣䛸䛜ྍ⬟䚹
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z 㻰㻿㻭䛾ᑐ㇟䛿䚸ሗ♫䝃䞊䝡䝇䛾䛖䛱䛾䛂௰䝃䞊䝡䝇䛃䛂䝩䝇䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇䛃䛂䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖
䝣䜷䞊䝮䛃䛂㉸つᶍ䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛃䛷䛒䜚䚸➨㻞᮲㻔㼒㻕 㻔㼔㻕䚸➨㻝㻢᮲䚸➨㻞㻡᮲䛻䛶つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹

ሗ♫䝃䞊䝡䝇
௰䝃䞊䝡䝇
䝩䝇䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇
䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖
䝣䜷䞊䝮
㉸つᶍ
䜸䞁䝷䜲䞁䞉
䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮

௰䝃䞊䝡䝇

䛆➨㻞᮲㻔㼒㻕䛇

䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜲䞁䝣䝷䜢ᥦ౪䛩䜛௰䝃䞊䝡䝇䚹㻵㻿㻼䚸䝗䝯䜲䞁ྡ䝺䝆䝇䝖䝷
䛾䚸௨ୗ䛾䝩䝇䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇䜒ྵ䜐䚹
䈜 ➨䊡❶࡛ࡣࠊࠕ༢࡞ࡿᑟ⟶ࠖࠊࠕ࢟ࣕࢵࢩࣥࢢࠖࠊ࣍ࢫࢸ
ࣥࢢศ㢮ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢච㈐᮲௳ࢆつᐃࠋ

䝩䝇䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇

䛆➨㻞᮲㻔㼒㻕䛇

䜽䝷䜴䝗䜔䜴䜵䝤䝩䝇䝔䜱䞁䜾䛺䛹䛾䝩䝇䝔䜱䞁䜾䝃䞊䝡䝇䛾䚸௨ୗ䛾
䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䜢ྵ䜐䚹

䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮

䛆➨㻞᮲㻔㼔㻕䠖➨㻝㻢᮲䈜䛇

䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝬䞊䜿䝑䝖䝥䝺䜲䝇䚸䜰䝥䝸䝇䝖䜰䚸䝁䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁䞉䜶䝁䝜
䝭䞊䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䚸䝋䞊䝅䝱䝹䝯䝕䜱䜰䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛺䛹䚸䜚ᡭ
䛸ᾘ㈝⪅䜢⤖䜃䛴䛡䜛䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䚹
䈜つไᑐ㇟ࡽ㝖እࡍࡿᑠつᶍ࢜ࣥࣛࣥࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆつᐃ

㉸つᶍ䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮

䛆➨㻞㻡᮲䛇

㠀ᖖ䛻つᶍ䛺䜸䞁䝷䜲䞁䞉䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛿䚸㐪ἲ䝁䞁䝔䞁䝒䛾ὶᕸ
Ḣᕞ䛾㻠൨㻡㻜㻜㻜ே䛾ᾘ㈝⪅
䜔♫ⓗ༴ᐖ䛻䛚䛔䛶≉䛻䝸䝇䜽䛜䛒䜛䚹Ḣ
䛾䛖䛱㻝㻜䠂௨ୖ䛾ᾘ㈝⪅䛻䝸䞊䝏䛩䜛䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻䛴䛔䛶䛿䚸≉ᐃ
䛾䝹䞊䝹䛜ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
ฟ㻦 㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼑㼏㻚㼑㼡㼞㼛㼜㼍㻚㼑㼡㻛㼕㼚㼒㼛㻛㼟㼠㼞㼍㼠㼑㼓㼥㻛㼜㼞㼕㼛㼞㼕㼠㼕㼑㼟㻙㻞㻜㻝㻥㻙㻞㻜㻞㻠㻛㼑㼡㼞㼛㼜㼑㻙㼒㼕㼠㻙㼐㼕㼓㼕㼠㼍㼘㻙㼍㼓㼑㻛㼐㼕㼓㼕㼠㼍㼘㻙
㼟㼑㼞㼢㼕㼏㼑㼟㻙㼍㼏㼠㻙㼑㼚㼟㼡㼞㼕㼚㼓㻙㼟㼍㼒㼑㻙㼍㼚㼐㻙㼍㼏㼏㼛㼡㼚㼠㼍㼎㼘㼑㻙㼛㼚㼘㼕㼚㼑㻙㼑㼚㼢㼕㼞㼛㼚㼙㼑㼚㼠㼋㼑㼚
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ู࣭⣬࡚ᅇ⟅



➃ᮎࡽࡢྲྀᚓሗ㸦ࢭࣥࢧ࣮ሗ➼㸧

ྲྀᚓሗࡢຍᕤ࣭ศᯒ࣭⏝≧ἣ





ู࣭⣬࡚ᅇ⟅

ู࣭⣬࡚ᅇ⟅

ࣉࣜࡸࢧࢺ㸦ࣈࣛ࢘ࢨ㸧⤒⏤ࡢྲྀᚓࡢ≧ἣ࣭ᚋ ู࣭⣬࡚ᅇ⟅
ࡢணᐃ



⨨ሗྲྀᚓࡢሙ㠃࣭ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜ

ู࣭⣬࡚ᅇ⟅

㸯㸬⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࡢ≧ἣࠊ⨨ሗࡢྲྀᚓ࣭ศᯒ

⏝⪅ሗྲྀᚓࡢሙ㠃࣭ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜ

♫ྡ

ᰴᘧ♫177ࢻࢥࣔ

㸺ሗࡢෆᐜ㸼
࣭Ặྡࠊఫᡤࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊᛶูࠊ㟁ヰ␒ྕࠊ⫋ᴗࠊົඛࠊ࣓࣮ࣝ
ࢻࣞࢫ࡞ࠋ࡞࠾ࠊಶேሗࡢྲྀᚓ⯡ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\WHOHFRP

㸺ྲྀᚓࡢሙ㠃㸼
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠾⏦㎸ࠊࡈ⏝ࠊ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ➼ࠊྲྀ
ᚓࠋ࡞࠾ࠊྲྀᚓࡢྠពࡘ࠸࡚ࡣࢆཧ↷ࠋ

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫

࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᅇ⥺ࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥࠊࡑࡢᴦኳࣔࣂࣝࡽᥦ౪
ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣜ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㸧⏝ࠋ⏝⪅ࡢẶྡࠊᖺ㱋ࠊ
ఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ➼ࡢሗࠋ

ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫

࣭ྲྀᚓࡋࡓሗࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫẖ⏝ᐇែࡢศᯒࡸࣞࢥ࣓ࣥࢹ࣮
ࢩࣙࣥ⏝ࡍࡿࠊᙜ♫ࡀࡋࡓ㆑ูᏊࢆ࣮࢟ࡋ࡚ᵝࠎ࡞
ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ྲྀᚓࡋࡓ⏝⪅ሗࢆ㞟⣙ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᶓ᩿࡛ࡢ⏝ᐇ
ែࡢศᯒࢆᐇࡋࠊ⮬♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢάືࢆ┠ⓗ
ࢧ࣮ࣅࢫ⏝⪅ࡢࣉࣟࣇࣜࣥࢢࡸࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌⏝ࠋ

࣭ᘢ♫ࢫ࣐࣮ࢺ࣮࣒࣍ࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿDX+20(࡛ࡣࠊྛ✀ࢹࣂࢫ
ࡢࢭࣥࢧ࣮ࡼࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ሗࢆྲྀᚓࠋ
ࠉ࣭㛤㛢ࢭࣥࢧ࣮ࡼࡿࢻࡸ❆ࡢ㛤㛢ሗ
ࠉ࣭࣐ࣝࢳࢭࣥࢧ࣮ࡼࡿேື≀ࡢ᳨▱ሗ
ࠉ࣭ࢫ࣐࣮ࢺࣟࢵࢡࡼࡿ㘽㛤㛢ሗ
ࠉ࣭╧╀ࢭࣥࢧ࣮ࡼࡿᚰᢿ࣭྾࣭యືሗ
ࠉ࣭ࢫ࣐࣮ࢺࣉࣛࢢࡼࡿ㟁Ẽ⏝㔞ሗࠉ➼

࣭5DNXWHQ/LQNࠊ0\ᴦኳࣔࣂࣝ࡞ࣉࣜࡼࡿྲྀᚓ࠶ࡾࠋ
ᚋࡶࣉࣜࡸࣈࣛ࢘ࢨࡼࡿྲྀᚓࡢணᐃ࠶ࡾࠋ

㸺⤫ィሗࡢຍᕤ㸼
࣭බඹィ⏬࡞ࢆ┠ⓗࡋࠊ༏ྡࠊ⤫ィฎ⌮ࠊ⛎༏ࡢຍᕤࢆ⾜
࠸ࠊ⤫ィࢹ࣮ࢱࡋ࡚⏝ࠋ

㸺༏ྡຍᕤሗࡢຍᕤ㸼
࣭ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫࢆ┠ⓗࡋࠊಶேሗಖㆤἲ๎ࡾࠊ༏ྡຍᕤሗ
ࡋ࡚+3බ⾲ࡢୖࠊຍᕤࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ヲ⣽ࡣࠊࠕ࠾ᐈࡉࡲሗࡢά⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖࢆཧ↷ࠋ
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\XWLOL]DWLRQ

㸺⏝࣭ศᯒ≧ἣ㸼
ᵓᡂဨ㝈ࡾ
࣭ྲྀᚓࡢ⏝┠ⓗࡢ⠊ᅖ࡛ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡸ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ࡞
ࡢࡓࡵ⏝ࠊࡲࡓࠊၟရ㛤Ⓨ࡞ࢆ┠ⓗࡋࡓ⤒Ⴀศᯒ࡞
⏝ࠋ
࣭⏝ࡢ┠ⓗࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆཧ↷ࠋ
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\

㸺*36ࠊ⨨ࢭࣥࢧ࣮➼ࡢྲྀᚓሗ㸼
࣭➃ᮎ㆑ู,' ,0(, ࠊ➃ᮎᶵ✀ྡࠊ26ሗࠊ➃ᮎ⣣࡙ࡃᗈ
࣭᪥ࠊ,')$ࡶࡋࡃࡣ$GYHUWLVLQJ,'ࠊ➃ᮎ,3ࢻࣞࢫࠊ*36⦋ᗘ⤒ ࿌,'㸦,')$ࠊ$GYHUWLVLQJ,'㸧ࠊ⨨ሗ :L)L
ᗘሗ࡞ࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ౫Ꮡࠋ
%OXHWRRWK ࠋ

㸺ᚋࡢணᐃ㸼
࣭࠾ᐈࡉࡲࡢㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࡼࡾ୍ᒙࢃࡾࡸࡍࡃࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
᳨ウ୰ࠋ

࣭ᘢ♫ᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࢆࡈ⏝࠸ࡓࡔࡃࡇక࠺ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ 㸺ྲྀᚓࡢ≧ἣ㸼
ሗ➼ࢆྲྀᚓࠋ
࣭ྛࢧ࣮ࣅࢫࡈࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࠊྲྀᚓࠋ
࠼ࡤࠊᘢ♫:HEࢧࢺ࡛ࡣ*RRJOH$QDO\WLFVࢆ⏝ࡋ࡚ࢧࢺゼ
ၥ⪅ࡢ⾜ືᒚṔ㸦࣮࣌ࢪ㑄⛣ࠊ㞳⬺➼㸧ࢆྲྀᚓࠋ

ە:L)L⨨ሗ㸸
࣭᪥ࠊ➃ᮎ0$&ࢻࣞࢫ࡞

㸺ሗࡢෆᐜ㸼
ەᇶᆅᒁಀࡿ⨨ሗ㸸
࣭ᇶᆅᒁࡢ㆑ู␒ྕࠊ➃ᮎࡢ㆑ู␒ྕࠊྲྀᚓ᪥࡞

ە:L)L⨨ሗ㸨㸸
࣭➃ᮎࡀࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ᥋⥆ࡋࠊእ㒊㏻ಙࢆ⾜࠺๓ᥦࡋ
࡚ࠊ➃ᮎࡀ0$&ࢻࣞࢫ➼ࢆࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ㏦ಙࡍࡿࢱ࣑ࣥ
ࢢ࡞ࠋ
㸨:L)Lࡢࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ⛣ືయ➃ᮎ㛫ࡢ㏻ಙࢆ⨨ሗࡢ
ᛂ⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⏝⪅ࡼࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ࡢ๓
ᚋࢆၥࢃࡎྲྀᚓࡉࢀࡿ⨨ሗ㸧

ەᇶᆅᒁಀࡿ⨨ሗ㸨㸸
࣭㟁※ࢆ21ࡋࡓࢱ࣑ࣥࢢࡸಶࠎࡢ㏻ಙ௨እ⛣ືయ➃ᮎࡢᡤ
ᣢ⪅ࡀ࢚ࣜࢆ⛣ືࡍࡿࡈࢱ࣑ࣥࢢ࡞ࠋ
㸦㸨⨨Ⓩ㘓ሗ㸸㏻ヰࡸ࣓࣮ࣝ➼ࡢ㏻ಙࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ๓ᥦࡋ࡚
ྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿሗ㸧

࣭ᅇ⥺ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪క࠺ྲྀᚓ㸦ᇶᆅᒁ⨨ሗ࡞㸧
࣭DX࣮࢝ࢼࣅ࣭0\DX࣭DX3$<➼ࡢࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡚ࣙࣥ*36⨨ 㸺ྲྀᚓࡢሙ㠃㸼
ሗࢆྲྀᚓࠋࡲࡓࠊࣉࣜ⏝ྲྀᚓࡍࡿ*36⨨ሗ௨እࠊᇶ ࣭ዎ⣙ࡢ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࡢ⣙Ḱ➼ࡼࡾࠊྠពࢆྲྀᚓࡋࠊ㏻ಙࢧ࣮ ࣭ࣉࣜ➼࡛*36ྲྀᚓࢆチྍࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡢྲྀᚓ㸦*36⨨
ሗ㸧
ࣅࢫᥦ౪ᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ྲྀᚓࠋ
ᆅᒁഃ࡛ྲྀᚓࡍࡿ⨨Ⓩ㘓ሗࡶྲྀᚓࠋ

࣭:HEࢧ࣮ࣅࢫࡸࣉࣜࡢ⏝ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᒚṔࡸⓏ
㘓࠸ࡓࡔ࠸ࡓሗࢆ⏝⪅ሗࡋ࡚ྲྀᚓࠋ⏝ᒚṔࡣ㜀ぴᒚ
Ṕ࣭Ỵ῭ᒚṔ࣭㉎㈙ᒚṔ➼ࡀྵࡲࢀࡿࠋ

.'',ᰴᘧ♫

⛣ື㏻ಙᴗ⪅࠾ࡅࡿ⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸≧ἣࠉࣄࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺᅇ⟅࠾ࡅࡿ࡞㡯┠ࡢẚ㍑
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ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ⏝⪅ሗࡢά⏝≧ἣ

⏝⪅ࡢࣉࣟࣇࣜࣥࢢ࣭ࢭࢢ࣓ࣥࢺ≧ἣ

⏝⪅ሗࠊ⨨ሗྲྀᚓࡢ㛵ಀ࡛ࡢ␃ព㡯ࠊཧ ࣭FRRNLHࡢྲྀᚓࡸ⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ព㡯ࡋ࡚ࠊ:HEࢧࢺ➼
↷ࡋ࡚࠸ࡿ*/➼
ࡢ⏝⪅ࡢᑟ⥺ୖ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿእ㒊ࢧ࣮
ࣅࢫ㸦UGࣃ࣮ࢸࡢሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝ➼㸧ࢆ⮬ື᳨ฟࡋ㏻▱ࡍ
ࡿࠋ㸦KWWSVZZZQWWGRFRPRFRMSXWLOLW\WHUP㸧
࣭⏝⪅ሗࠊ⨨ሗࡢྲྀᚓཬࡧ⏝࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㟁Ẽ㏻ಙ
ᴗ࠾ࡅࡿಶேሗಖㆤ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖࠊࠕ⨨ሗࣉࣛ
ࣂࢩ࣮࣏࣮ࣞࢺࠖࠊࠕ63,ࠖࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ







.'',ᰴᘧ♫

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫
࣭⨨ሗ⨨ሗ௨እࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓศᯒ࣭⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲ ᵓᡂဨ㝈ࡾ
ࡍࠋࡋ࡚ࠊ⨨ሗࢆ⤫ィࡋࡓࢹ࣮ࢱᖺ௦࡞ࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡿࡇ࡛ࠊྛᆅᇦࡈࡢᖺ௦ูࡢேὶࡢኚࢆศᯒࡍࡿࡇ࡛ࠊ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐ⟇᳨ウࡸࠊ⅏ᐖࡢ㑊㞴≧ἣࡢᢕᥱ࡞
⏝ࠋ
࣭ヲ⣽ࡣࠊࠕ࠾ᐈࡉࡲሗࡢά⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖࢆཧ↷ࠋ
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\XWLOL]DWLRQ

࣭FRRNLH➼ࢆ⏝ࡋࠊᗈ࿌㓄ಙᴗ⪅ࢆࡋ࡚ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ ࣭ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫࠊ⏝⪅ሗࢆ⏝ࠋ
࣭⏝⪅ሗࢆ⏝ࡋࡓᙜヱࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿᗈ࿌ࡢᥦ౪ࠋ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢧࢺࡸࣉࣜ࠾࠸࡚ࠊᘢ♫ࡢᗈ࿌ࢆᥖ㍕ࠋ
࣭ヲ⣽ࡣࠊࠕ࠾ᐈࡉࡲሗࡢά⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖࢆཧ↷ࠋ
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\XWLOL]DWLRQ

⏝㛤ጞᚋ㸦᭱ึࡢྠព࣭㏻▱ᚋ㸧࠾ࡅࡿࠊᐃᮇⓗ ࣭ᐃᮇⓗ࡞㏻▱ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⏝⪅ࡀྠពࡋࡓෆᐜࡘ࠸࡚ᐜ ࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢࠊྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝つ⣙࠾ࡼࡧྛࣉ ࣭⌧ᅾࠊ⏝㛤ጞᚋࡢᐃᮇⓗ࡞㏻▱ࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞㏻▱➼ࡢᕤኵ
᫆☜ㄆྍ⬟ࡍࡿࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡢࡋࡃࡳ ࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㛵ࡋ࡚ࡣࠊᘢ♫+3ୖ࡛᭱᪂∧ཬࡧ㐣ཤ∧
ࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠊ≉ᐃࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢDX,'
࢝࢘ࣥࢺ⟶⌮⏬㠃ୖ࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡀྠពࡋࡓつ⣙ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢෆᐜ
᭱᪂ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



࣭ୖグࡢ㏻ࡾᙜ♫:HEࢧࢺୖᥖ㍕ࡋࠊ࠸ࡘ࡛ࡶㄡ࡛ࡶ㜀ぴ
ྍ⬟࡞≧ែࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣜ㛵ࡋ࡚ࡣࣉࣜࡽࣉ
ࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࣜࣥࢡྍ⬟࡞≧ែࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᅇ⥺ዎ⣙ࡸࣉࣜ⏝㛤ጞࣜࣥࢡࢆᥖ㍕ࡋྠពࡋࡓୖ
࡛ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⨨ሗ➼㛵ࡍࡿሗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢ⏦㎸ࡳࡸࣉࣜ
⏝㛤ጞูࡢ⏝ࡢྠព㛵ࡍࡿᩥゝࢆಶู᫂☜⾲♧
ࡋࡓୖ࡛ᢎㅙࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᢎㅙࢆࡋ࡞࠸ࡇࡶྍ⬟࡛࠶
ࡾࠊࡲࡓࠊྠពࡋ࡚࠸ࡿ࣮ࣘࢨࡶᚋࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡶྍ⬟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ୖグࡢ㏻ࡾᙜ♫:HEࢧࢺୖᥖ㍕ࡋࠊ࠸ࡘ࡛ࡶㄡ࡛ࡶ㜀ぴ
ྍ⬟࡞≧ែࡋ࡚࠸ࡿࠋࣉࣜ㛵ࡋ࡚ࡣࣉࣜࡽࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࣜࣥࢡྍ⬟࡞≧ែࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊኚ᭦ࡀ⏕
ࡌࡿሙྜࡣࠊୖグࡢ㏻ࡾ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ㛤ࠋࣉࣜ㛵ࡋ
࡚ࡣᗘࣟࢢࣥࡍࡿሙྜ➼ྠពࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᖺ᭶ࡢࠕ177ࢻࢥࣔࠉࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖ⦅ࡢ㝿
࣭ྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝つ⣙➼࡛ሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡶつᐃࡋ࡚࠾ ࣭㍍ᚤ࡞ಟṇࡢሙྜ㸨ࡣࠊ+3࡛࠾▱ࡽࡏࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭┠ⓗࡢ⠊ᅖෆࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ㛤ࠋ
ࠊ㸱᭶௨ୖࡢ࿘▱ᮇ㛫ࢆタࡅ࡚G࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨྥࡅ606 ࡾࠊ⏝┠ⓗ➼ࢆኚ᭦ࡋࡓ㝿ࡣ㒔ᗘྠពࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋࡲࡓ
㸨ኚ᭦๓ࡢ⏝┠ⓗ㛵㐃ᛶࢆ᭷ࡍࡿྜ⌮ⓗㄆࡵࡽࢀࡿ⠊ᅖ
࣭┠ⓗࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣ⌧≧ᐇ⦼࡞ࡋࠋ
ࡸ࣓࣮ࣝ➼ࡼࡿࣉࢵࢩࣗ㏻▱ࠊ㒑㏦➼ࡼࡿ࿘▱ࢆᚭᗏࡋࡓࠋ
.'',ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱᪂∧ࢆᘢ♫+3ୖ࡚බ⾲ 㔜せ࡞ኚ᭦ࡢሙྜࡣࠊ୍ᩧ࣓࣮ࣝ㏦ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏝➼ྠព
ࡋ࡚࠸ࡿࠊ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࢆྵࡴྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢዎ⣙ࢱ࣑ࣥࢢ ྲྀᚓࢆணᐃࠋ
࡛᭱᪂∧ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆཧ↷ࡋྠពࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊᙜ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ⾲ࡋࠊࡲࡓྛ
ࢧ࣮ࣅࢫ⣙Ḱ࣭⏝つ⣙ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ᙜ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼බ
⾲ࠋ࠾ᐈࡉࡲࡀࢧ࣮ࣅࢫࢆ࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡉࢀࡿ㝿ࡣࠊྛࢧ࣮ࣅࢫ⣙
Ḱ࣭⏝つ⣙ཬࡧࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆ㏻▱ࡋࠊྠពࢆྲྀᚓࠋ
ࡋ࡚ࠊᦠᖏ㟁ヰࡢዎ⣙⥾⤖ࡣࠊࢩࣙࢵࣉ࡞࡛࠾ᐈࡉࡲ
⏝つ⣙ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊྠពࢆྲྀᚓࠋ

ኚ᭦㝿ࡋ࡚ࡢ㏻▱ྠពྲྀᚓࡢ᪉ἲ

࣭ྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢዎ⣙࣭⏦㎸ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆᥖ♧ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋලయⓗࡣࠊ:(%⏬㠃࡛ࡣ⏦ࡋ㎸ࡳື⥺ࡢ୰࡛⾲♧ࢆࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋᑐ㠃࡛ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡢ㝿ࡣࠊ㔜せ㡯ㄝ᫂᭩⏝┠ⓗࢆ᫂
♧ࡋࠊཱྀ㢌࡛ࡈෆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\WHOHFRP



࣭ࠕ177ࢻࢥࣔࠉࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࡣࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢧࢺ
ࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡽࢡࣜࢵࢡ࡛㎺ࡾ╔ࡅࡿሙᡤ㓄⨨ࠋ
࣭ಶูࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝⏦㎸ࡳࡢ㝿ࡣࠊ⏝つ⣙➼ࣃ࣮ࢯࢼࣝ
ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠕ177ࢻࢥࣔࠉࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖ
࡚බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ

࣭㟁Ẽ㏻ಙᴗ࠾ࡅࡿಶேሗಖㆤ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥ
࣭㟁Ẽ㏻ಙᴗ࠾ࡅࡿࠕ༑ศ࡞༏ྡࠖ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛ
ࣥ
࣭63,
࣭⨨ሗࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࣞࢺ
࣭ྠពྲྀᚓࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿཧ↷ᩥ᭩

࣭ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠾ᐈࡉࡲࡢ ࣭ୗグ࣮࣌ࢪ㞟⣙ࠋ
ࡈㄝ᫂ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊྛࢧ࣮ࣅࢫ⣙Ḱ࣭⏝つ⣙➼グ㍕ࠋࡲ
KWWSVFRUSPRELOHUDNXWHQFRMSJXLGHSULYDF\
ࡓࠊಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸⯡ࢆࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡋࠊᙜ
♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤ࠋ

㸺ཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿ*/➼㸼
࣭ಶேሗಖㆤἲ㛵㐃ࡢྛ✀࢞ࢻࣛࣥࠊ㟁Ẽ㏻ಙᴗἲ㛵㐃ࡢ
࢞ࢻࣛࣥࠊ⨨ሗࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࣞࢺࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࢽࢩࢸࣈࠊ࣓࢝ࣛ⏬ീά⏝࢞ࢻࣈࢵࢡࠊ$,࣭
ࢹ࣮ࢱࡢ⏝㛵ࡍࡿዎ⣙࢞ࢻࣛࣥࠊ';௦ࡢᴗࡢࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࢞ࣂࢼࣥࢫ࢞ࢻࣈࢵࢡ➼ࠊᨻᗓࡢᩥ᭩ࠋ
ㄆᐃಶேሗಖㆤᅋయࡢᣦ㔪ࡸྛ✀ᴗ⏺ᅋయ➼ࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡࠊ࠾
ࡼࡧࠊ♫ෆつᐃ㢮ࠋ

㸺␃ព㡯㸼
࣭ἲ௧ࡸ࢞ࢻࣛࣥࡢ㑂Ᏺຍ࠼ࠊ㸦タၥ㸴ࡢ3,$㛵㐃ࡋ㸧
⏝⪅ሗࡸ⨨ሗࡢά⏝௳ࡈࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᙳ㡪
ࢆࠊ♫ෆࡢᑓ㛛⤌⧊ࡀホ౯ࡍࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊ♫እ᭷㆑
⪅ࡢ☜ㄆࠋ
࣭3,$࡛ࡣࠊࣜࢫࢡࡢホ౯⤖ᯝᛂࡌ࡚ࠊࣜࢫࢡࡢపῶࢆ⾜࠸ࠊࡲ
ࡓࠊ࠾ᐈࡉࡲᑐࡋ࡚ࡣࠊࢃࡾࡸࡍࡉヲ⣽ࡉࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃៖
ࡋࡓㄝ᫂ࢆ⾜࠺➼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢧ࣮ࣅࢫ⏝㛤ጞ๓ࡢ⏝⪅ࡢ♧ࡋ᪉ࠊ㏻▱ྠព
ྲྀᚓࡢ᪉ἲ㸦ᑟ⥺ཬࡧᥖ㍕ሙᡤ㸧

࣭࡛グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ࢞ࢻࣛࣥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⏝ࡍࡿሗࡸ┠
ⓗࠊࡑࡢᚲせ㡯ࢆᘢ♫᪉㔪ࡋ࡚グ㍕ࡋࡓࠕࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮ࠖࢆไᐃ࣭බ㛤ࠋࡲࡓࠊࣉࣜẖࠕࣉࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮ࠖࢆไᐃࡋࠊࣉࣜ≉᭷ࡢ⏝┠ⓗ➼ࢆグ㍕ࠋ
㸺ཧ⪃㸼
࣭.'',ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
KWWSVZZZNGGLFRPFRUSRUDWHNGGLSXEOLFSULYDF\
࣭ࣉࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦㸸0\DXࣉࣜ࠙L26ࠚ㸧
KWWSVZZZNGGLFRPDSSSROLF\LRVDSSSROLF\0\DX
KWPO

࣭࠾ᐈᵝᑐࡋ࡚ྲྀᚓࢹ࣮ࢱ࣭⏝┠ⓗࢆ᫂☜ᥦ♧ࡋࠊᚲせ᭱ప
㝈ࡘලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ࣭┠ⓗࢆᥦ♧ࡋ࡚ྠពࢆྲྀᚓࠋ
࣭⨨ሗࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⏝࣭ࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥ
ࢢ┠ⓗ࡛ࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠពࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࡶ᧔ᅇ࡛ࡁ
ࡿ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᶵ⬟ࢆᥦ౪ࠋ
࣭ࠕ㟁Ẽ㏻ಙᴗ࠾ࡅࡿಶேሗಖㆤ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖࢆ
ࡣࡌࡵࡋࡓ≉ᐃศ㔝࢞ࢻࣛࣥࡸࠊ63,ࠊ⨨ሗࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏࣮ࣞࢺ➼ࢆཧ↷ࠋ



㸰㸬⏝つ⣙࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮➼

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ಀࡿࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆ ࣭ࠕ177ࢻࢥࣔࠉࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࡣࠊࠕ177ࢻࢥࣔࣃ࣮ࢯ
ࢼࣝࢹ࣮ࢱ᠇❶ࠖᇶ࡙ࡁࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ᪉
ᐜ
㔪ࡋ࡚ࠕᙜ♫ࡀࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺ྲྀᢅࡗ࡚࠸ࡿࡢ
ࠖࠕ࠾ᐈࡉࡲࡀ⮬ศࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺⟶⌮ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢࠖ࡞ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊࣃ࣮ࢯࢼ
ࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠊ⏝┠ⓗࠊᏳ⟶⌮ཬࡧ࠾ᐈᵝၥ࠸ྜࢃࡏ❆ཱྀ➼
ࢆබ⾲ࠋ
࣭࠶ࢃࡏ࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡀྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡉࢀࡿ㝿ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝ
ࢹ࣮ࢱࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࡘ࠸࡚ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ
ྠព㡯ࠖࡋ࡚බ⾲ࠋ

ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫

࣭ᴦኳࢢ࣮ࣝࣉࡢඹ᭷㸦࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ࣏ࣥࢺࠊᗈ
࣭ྛࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ᚲせ࡞⠊ᅖ࡛⏝⪅ሗࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࢆࡋ࡚ ࣭ಶேࢹ࣮ࢱࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࡣࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢྠពᇶ࡙ࡁࠊᐇࠋ
࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᘢ♫ࢢ࣮ࣝࣉ♫㐃ᦠࡋࡓᘬࡸ≉ࡢ➼ࡢ ࡋ࡚ࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥỴ῭ࡢ᪂つ࣮ࣘࢨ࣮Ⓩ㘓ࢆ⡆౽ࡍࡿࡓ ࿌㸧ࠋ
࣭බⓗᶵ㛵➼ࡼࡿ㛤♧௧ࡢᑐᛂࠋ
ࡓࡵ⏝⪅ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ࡵࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢྠពᇶ࡙ࡁࠊሗ㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᛌ㐺࡞
࣮ࣘࢨ࣮య㦂࠾ᚓ࡞≉ࢆᐇ⌧ࠋ

࣭ྛࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࡢศᯒ➼ࡢࠊ⨨ሗᛶู࣭ᖺ௦ࡢᒓᛶ
ሗࢆࡋ࡚࢚ࣜࡢேཱྀືែࡀศᯒ࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᐁබᗇࡸ⮬
యࠊࡑࡢẸ㛫ᴗᑐࡋᥦ౪ࠋ
㸦KWWSVNORFDWLRQDQDO\]HUFRP㸧

࣭ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫ࠾࠸࡚ࠊFRRNLHࡸ⨨ሗ➼ࢆ⏝࠸ࡓࣉࣟࣇ ࣭࠾ᐈᵝධຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᒓᛶሗ㸦ᛶู࣭ᖺ㱋࣭Ꮚ౪ࡢ᭷↓࡞
࣭ᖺ㱋ࠊᛶูࠊ⨨ሗᇶ࡙࠸ࡓࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆసᡂࡋࠊᗈ࿌ࣅࢪ ࣭≉࡞ࡋ
ࣜࣥࢢ࣭ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺➼ࡢྲྀ⤌ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ࢆࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢࢭࢢ࣓ࣥࢺࡋ࡚⏝࠸ࡿࠊྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ ࢿࢫά⏝ࠋ
⏝㢖ᗘࡸྛ✀⏝ሗࢆศᯒ࣭⏝ࠋ
࣭ヲ⣽ࡣࠊࠕ⤫ィࢧ࣮ࣅࢫ࣭᥎ዡᆺᗈ࿌ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷ࠋ
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\XWLOL]DWLRQDGV

ู࣭⣬࡚ᅇ⟅

ู࣭⣬࡚ᅇ⟅

⏝⪅ሗࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࡢ≧ἣ

ᰴᘧ♫177ࢻࢥࣔ



♫ྡ

⨨ሗ⨨ሗ௨እࡢሗ㸦ຍධ⪅ሗ➼㸧ࢆ⤌ ู࣭⣬࡚ᅇ⟅
ࡳྜࢃࡏࡓศᯒ࣭⏝≧ἣ
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♫ྡ

ྠពྲྀᚓ㏻▱㝿ࡋ࡚ࡢࠊ⏝つ⣙ࡸࣉࣛࣂࢩ࣮
࣏ࣜࢩ࣮ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵ
㸦㝵ᒙⓗࣉ࣮ࣟࢳࠊࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠊࢪࣕࢫࢺࣥ
ࢱ࣒ࠊࢥࣥࠊࣔࣂࣝཬࡧࢫ࣐࣮ࢺࢹࣂࢫࡢ
≉ᚩࡢ⏝➼㸧

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡸྛ✀⏝つ⣙ࡢ୰࡛ㄝ᫂ࡋࡁࢀ࡞࠸ヲ⣽
࡞ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝ
㸦KWWSVZZZNGGLFRPFRUSRUDWHNGGLSXEOLFSULYDF\
SRUWDO㸧࡚⿵㊊ㄝ᫂ࠋ
࣭⨨ሗࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⏝➼ࠊ≉ᐃࡢྠព㡯㛵ࡋ࡚ࡣ࢜
ࣉࢺ࢘ࢺᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝࡽ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ
ᶵ⬟ࣜࣥࢡࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࢃࡿሗࢆ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝ㞟⣙ࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝࡢไస࠶ࡓࡗ࡚ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࢸࢫࢺࢆᐇ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࡶ࠾ᐈᵝࡢࡈពぢࡸ➨୕⪅ࡢホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࢵࣉ
ࢹ࣮ࢺࢆ⥅⥆ⓗᐇணᐃࠋ

.'',ᰴᘧ♫

㸺⏝⪅ࡢാࡁࡅ➼㸼
࣭⌧ᅾࠊࡉࡽ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿලయⓗ࡞ᕤኵࡸᑐฎࢆ᳨ウ୰ࠋ

-DYD6FULSWࡢྲྀᢅ≧ἣ
㸦ᚋࡽሗྲྀᚓෆᐜࡀኚ᭦ࡉࢀࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ
ࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧࢺ㐠Ⴀ⪅ࡢࡼ࠺ఏ࠼࡚࠸ࡿ
➼㸧

」ᩘࡢࣉࣜࡸࢧࢺࡽ㞟ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡢࠊ ࣭」ᩘࡢࢧࢺࡽ㞟ࡋࡓሗࡘ࠸࡚ࠊG࢝࢘ࣥࢺ࡛ㄆドࡉ
ሗ⟶⌮≧ἣ
ࢀࡓ࣮ࣘࢨࡢࢹ࣮ࢱࢆ⤫ྜ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





ᅇ⟅࡞ࡋ

࣭-DYD6FULSW⮬యࡢヲ⣽ᵝࡣ㛤♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ ᅇ⟅࡞ࡋ
ሗࡸ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ᪉ἲࡣබ⾲ࠋ
㸦KWWSVZZZQWWGRFRPRFRMSXWLOLW\WHUPKDQGOLQJBLQIRUPDW
LRQKWPO㸧

ࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧࢺ㐠Ⴀ⪅ᑐࡋࠊࡢࡼ࠺࡞ྠ ࣭:HEࢧࢺ㐠Ⴀ⪅ࡀࢻࢥࣔࡢሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆᑟධࡍࡿ㝿ࡢ ᅇ⟅࡞ࡋ
ពྲྀᚓࡸ㏻▱ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ
ዎ⣙࠾࠸࡚ࠊᡤᐃࡢ:HE࣮࣌ࢪࡢࣜࣥࢡࢆ⾲♧ࡍࡿ➼ࠊ:HEࢧ
ࢺゼၥ⪅ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㸦KWWSVZZZQWWGRFRPRFRMSXWLOLW\WHUPKDQGOLQJBLQIRUPDW
LRQKWPO㸧

࣭ᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ



࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ:HEࢧࢺ࡛ࠊࢻࢥࣔࡢሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡼࡾ
FRRNLH➼ࡢሗࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

࣭㛤♧ㄳồ᪉ἲࡣࠊࠕಶேሗ㛤♧⏦ㄳ᭩ࠖᮏே☜ㄆ᭩㢮ࢆᘢ♫
ᐄ㒑㏦ࡋࠊዎ⣙⪅ᮏேᐄᅇ⟅ࢆ㏦ࡍࡿᙧࠋ
࣭⣬㠃ࡼࡿ㛤♧ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㟁☢ⓗ᪉ἲࡼࡿ㛤♧ࡣ⾜ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋ
࣭㛤♧ㄳồᡭ⥆᪉ἲࡣࠊࠕ177ࢻࢥࣔࠉࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖ
࡚බ⾲ࠋ
㸦KWWSVZZZQWWGRFRPRFRMSXWLOLW\SHUVRQDOBGDWDUHTXHVW
"LFLG &53B87,BSULYDF\BWRB&53B87,BSHUVRQDOBGDWDBUHTXHVW㸧

࣭⌧≧ࡣࠊ⏦ㄳ᭩ࢆ᭩㠃࡚㏦࠸ࡓࡔࡃᙧ࡛ཷࡅࡅࠊ᭩㠃࡚
㛤♧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡲࡓ㟁☢ⓗ࡞㛤♧ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶேሗಖㆤἲࡢᨵṇᚑ࠸ࠊᑐ
ᛂࢆᐇࡍࡿணᐃࠋ

ಶேሗಖㆤἲᇶ࡙ࡃ㛤♧ㄳồࡢᑐᛂ≧ἣ
㸦㟁☢ⓗ࡞㛤♧ࡢᐇ≧ἣࠊ㛤♧ㄳồࡢ᪉ἲࠊᥦ౪
ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ➼㸧



ᅇ⟅࡞ࡋ

࣭࡞ࡋ

࣭㸫ࠊ㸫グ㍕ࡢࡶࡢࠋ

࣭⏝⪅ሗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥅⥆ࡋࡓࡲࡲ࢜ࣉࢺ࢘
ࢺ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡣࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡛ㄆࡵࡽࢀࡓ⠊ᅖࡢࡳࠋ
࣭⨨ሗ➼㛵ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࡣ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡋࡓࡲࡲ࡛
ࢧ࣮ࣅࢫ⏝⥅⥆ྍ⬟ࠋ

࣭⏝⪅ሗ㛵ࡋ࡚ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᇶ࡙ࡁ๐㝖ࠊ
Ṇ➼ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⨨ሗ➼㛵ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆㄆࡵ࡚
࠸ࡿࠋ

࣭⌧ᅾࣉࣜࡸࠊࢧࢺࡽಶேሗࢆ㞟ࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ ᅇ⟅࡞ࡋ
ᚋ⾜࠺ሙྜࡣ⮬♫ࡀྲྀᚓࡋࡓሗΰᅾࡋ࡞࠸ࡼ࠺ሗ⟶⌮ࡋࠊ
Ᏻ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࠋ

࣭㐣ཤᵝኚ᭦ࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊኚ᭦ࡍࡿ㝿ࡣࢧࢺ㐠Ⴀ⪅ ᅇ⟅࡞ࡋ
㒔ᗘෆࢆᐇࡍࡿ㐠⏝࣮ࣝࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࡲࡶ࡞ࡃࢧ࣮ࣅࢫ⤊ணᐃࡔࡀࠊࠕ6%$GV3ODWIRUPࠖࡢࢱࢢᥦ౪ ᅇ⟅࡞ࡋ
ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ྥࡅࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ⏬㠃ࡢ85/ࢆᥦ౪ࠋ

࣭ࡲࡶ࡞ࡃࢧ࣮ࣅࢫ⤊ணᐃࡔࡀࠊ௨ୗࡢ㞟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭≉࡞ࡋ
ࠉ࣭⮬♫ᗈ࿌ࢱࢢࡋ࡚ࠕ6%$GV3ODWIRUUPࠖࢱࢢࢆࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪
ࠉ࣭♫ᗈ࿌ࡢࣥࣉࣞࢵࢩࣙࣥィ ᙜ♫VW3DUW\ࢱࢢࢆ⏝
࣭࡞࠾ࠊ♫6%ࢱࢢࢆ⨨࠸࡚ࠊ6%ࡀࢹ࣮ࢱࢆ྾࠸ୖࡆ࡚࠸ࡿ
ࡣ࡞࠸ࠋ

㸺ᨵṇἲ࡛ࡢ㟁☢ⓗ࡞㛤♧㸼
࣭ᮏᖺ᭶㡭ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿಶேሗಖㆤጤဨࡢ࢞ࢻࣛࣥ
ࡢබ⾲ࢆ☜ㄆࡢୖࠊ㟁☢ⓗ࡞ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡛ࡢᥦ౪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

㸺⌧⾜ἲ࡛ࡢᑐᛂ≧ἣ㸼
࣭ୗグ
࣭ࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࠕಶேሗᑓ⏝❆ཱྀࠖࢆタࡅࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀ KWWSVFRUSPRELOHUDNXWHQFRMSJXLGHSULYDF\UHTXHVWL
ಶேሗ㈐௵㒊⨫ࡸ㛵ಀ㒊㛛㐃ᦠࡋࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢ㛤♧➼ㄳồᑐ QGH[KWPO
ᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢᥦ౪ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡣᩥ᭩ࠋ

࣭1$

ᅇ⟅࡞ࡋ

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡀྍ⬟࡛࠶ࡿሙྜ
࣭ᥦ౪ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ
࣭ᥦ౪ඛࡢせ௳
࣭ࣥࢱ࣮࢜࣌ࣛࣅࣜࢸ☜ಖ㛵ࡍࡿ⪃៖≧ἣ



࣭⌧Ⅼ࡛ࡣࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࣭࣮ࣘࢨࢽ࣮ࢬࡸᴗศ㔝ࡈࡢᚲせᛶᛂࡌ࡚ᐇࢆ᳨ウࡍࡿࠋ ࣭⌧ᅾࡣᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࣭⌧ᅾࠊಶู㑅ᢥ࡛ࡁࡿࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻ➼ࢆ᳨ウ୰ࠋ

࣭⏝⥅⥆ࡣྍ⬟ࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࠊබᘧࣉࣜࡸ0\6RIW%DQN
㸦࠾ᐈᵝྥࡅࡢዎ⣙➼ࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿࢧࢺ㸧࡞࡛ࠊ⤫ィࢧ࣮ࣅ
ࢫࠊ᥎ዡᆺᗈ࿌ࠊ'0㏦ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⏝ពࡋࠊ࠾ᐈࡉࡲ⮬ࡽࡀ
ࡇࢀࡽࢆ⏝Ṇ࡛ࡁࡿᡭẁࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ㛵ࡍࡿྲྀ⤌
࣭⌧Ⅼ࡛ࡣࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢸࣅࣜࢸ࣮ࢆồࡵࡿ᪉ἲࠊᑐ㇟⠊ᅖ㸧

⏝⪅ሗࡢᥦ౪ࡘ࠸࡚ಶู㑅ᢥ࡛ࡁࡿࢲࢵࢩࣗ ࣭⏝⪅ࡀ⮬㌟ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ពᛮ⾲♧࡛ࡁ ࣭グ㍕ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡸ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢṆ➼ࡢᡭ⥆ࡁ
࣮࣎ࢻ➼ࡢタ⨨≧ἣ㸦᪉ἲࠊᑐ㇟⠊ᅖ➼ྵࡴ㸧
ࡿ㡯┠ࡣࠊཎ๎࡚ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡽ㑅ᢥ ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝື⥺ࢆタ⨨ࠋ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻ࡛ࠖࡣࠊࠕ➨୕⪅ᥦ౪ࡢ⟶
⌮ࠖࠕ⨨ሗ⏝ࡢ⟶⌮ࠖࠕ࠾▱ࡽࡏ㓄ಙࡢタᐃࠖࠕG࢝࢘ࣥ
ࢺ㐃ᦠࢧ࣮ࣅࢫࡢኚ᭦ࠖࡀྍ⬟ࠋ



࣭⏝⪅ࡀ⮬㌟ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ពᛮ⾲♧࡛ࡁ ࣭グ㍕ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝
ࡿ㡯┠ࡣࠊཎ๎࡚ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡽ㑅ᢥ ࡣ⥅⥆ྍ⬟ࠋ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏝⪅ࡣ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆࡋࡓሙྜࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝⥅⥆ࡢྍྰ



㸱㸬ࣉࣜࡸࢧࢺࢆ⤒⏤ࡋࡓሗ㞟ࡢ≧ἣ

ࣉࣜࡸࢧࢺࢆ⤒⏤ࡋࡓሗ㞟ࡢ≧ἣ

ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫

㸺⪃࠼᪉㸼
࣭ୗグ࣮࣌ࢪࡢࡼ࠺࡞ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ᴫせㄝ᫂ࡍࡿ➼ࡢ᪉ἲ
࣭⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࢆศࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ ࡼࡿሗᥦ౪ࠋ
᪉ࠊୡ⏺ほࢆࡶࡗ࡚ࠊྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
KWWSVFRUSPRELOHUDNXWHQFRMSJXLGHSULYDF\
ࠉ࣭㔜せ࡞࣏ࣥࢺࢆࢃࡾࡸࡍࡃࠊ:HE➼࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࠉࠉࡍࡿࡇ࡛
ࠉ࣭ᡭ⥆ࡁࡢ㈇ᢸឤࡸࢃࡾࡃࡉࢆゎᾘࡋ
ࠉ࣭࠾ᐈࡉࡲࡀࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ☜ㄆࡋ࡚Ᏻᚰ࡛ࡁ
ࠉ࣭ࡑࡢࡑࡢ࡛ࠊពᛮࢆ࣭ᫎኚ᭦ࠊ㛤♧ㄳồࡶ࡛ࡁࡿ

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫

࣭⏝⪅ࡀྠព㡯ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ ࣭グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱ࡛ࣝࡼࡾࢃࡾ ࣭࠾ᐈࡉࡲࡀࠊ⏝つ⣙ࡸࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡍ ࣭ୖグ࣮࣌ࢪࡢ࠾ࡾࠊಶูࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮௨እ
ࢻࠖࡸࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࢆ♧ࡍࡿࠕ▱ࡗ࡚ࢼࢵࢺࢡ㸟ࢻ ࡸࡍ࠸ㄝ᫂ດࡵ࡚࠸ࡿࠋྠព⏬㠃ࡸつ⣙ᩥ❶➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࠾ᐈ ࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾࠊࡉࡽ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿලయⓗ࡞ᕤኵࢆ᳨ウ୰ࠋ
ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓయࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᴫせࢆタࡅࠊࡑ
ࢥࣔࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά⏝ࠖࢆබ⾲ࠋ
ᵝࡢࡈពぢࡸ➨୕⪅ࡢホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⥅⥆ⓗᨵၿࢆᐇணᐃࠋ
ࡢୗಶูࡢᴗ࣭ࣉࣜᛂࡌࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆタ
࣭ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦௨ୗࠕ$33ࠖ㸧࡛ࡣࠊ
ࡅࡿ㝵ᒙⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣜ㛵ࡋ࡚
⏝⪅ࡗ࡚ศࡾࡸࡍ࠸⾲♧᪉ἲࡋ࡚ࠊᴫせ∧ࡢ⾲♧ཬࡧヲ
ࡣࠊࣉࣜࡽࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࣜࣥࢡྍ⬟࡞≧ែࡋ
⣽∧㜀ぴ⏝ࡢࣜࣥࢡࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠊ㡯┠ẖ㛤㛢ྍ⬟࡞㝵ᒙᆺ
࡚࠸ࡿࠋ
࡛సᡂࡍࡿ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࠕ177ࢻࢥࣔࠉࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖ࠾ࡼࡧ㛵㐃ࢥࣥࢸࣥࢶ
ࠕ▱ࡗ࡚ࢼࢵࢺࢡ㸟ࢻࢥࣔࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά⏝ࠖࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝ
ࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠊ⏝⪅ࡢㄆ▱ᗘ࣭‶㊊
ᗘ➼ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࠋ
࣭ࢥࣟࢼ⚝ࡼࡿ⨨ሗࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾࢆཷࡅ࡚ࠊࠕ▱ࡗ࡚
ࢼࢵࢺࢡ㸟ࢻࢥࣔࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά⏝ࠖࡢࢥࣥࢸࣥࢶࢆᣑ
㸦ࠕࢼࢵࢺࢡ㸟⨨ሗࡢࢺࣜࢭࢶࠖ㸧ࡍࡿ➼ࠊ⥅⥆ⓗᨵၿࢆᐇ
ࠋ

ᰴᘧ♫177ࢻࢥࣔ

࢜ࣉࢺ࢘ࢺ

⏝⪅ሗࡢᥦ౪ࢆᕼᮃࡋ࡞࠸ពᛮࢆ♧ࡍ࢜ࣉࢺ࢘ ࣭⏝⪅ࡀ⮬㌟ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ពᛮ⾲♧࡛ࡁ ࣭⨨ሗࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⏝࣭࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⏝┠ⓗ࡛ࡢࢢ
ࢺࡢタ⨨≧ἣ㸦᪉ἲࠊᑐ㇟⠊ᅖ➼ྵࡴ㸧
ࡿ㡯┠ࡣࠊཎ๎࡚ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡽ㑅ᢥ ࣮ࣝࣉ♫ࡢ➨୕⪅ᥦ౪➼ࡢྠព㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛྠពࡢྲྀᚓ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊཬࡧࠊDX,'ࡢ࢝࢘ࣥࢺ⟶⌮⏬㠃࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡀ࢜ࣉࢺ࢘
࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࡘ࠸࡚ࡣࠊᥦ౪ሗ㸦ᇶᮏሗ㸭 ࢺ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ*36ሗࡢྲྀᚓࡘ࠸࡚ࡶࠊྛྲྀᚓࣉ࡛ࣜྲྀᚓ
⏝ሗ㸭⨨ሗ㸭་⒪ᗣሗ㸧ᥦ౪ඛ㸦ࢻࢥࣔࢢ࣮ࣝࣉ㸭G ࡢṆࢆ⾜࠺ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣏ࣥࢺຍ┕ᗑ㸭ࡑࡢᥦᦠඛ㸧ࡈṆ࡛ࡁࡿ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ
⏝ពࠋ
࣭⨨ሗࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢻࢥࣔࡀ⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ពᛮ⾲♧
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿタᐃኚ᭦⏬㠃ࢆ⏝ពࠋ



㏱᫂ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤኵ
⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࢆศࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ⪃࠼

᪉ࠊᕤኵࡸᑐฎ
㸦⏝⪅ࡢാࡁࡅࡸሗᥦ౪ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢸࢫࢺࡢ
ᐇ➼㸧

60

♫ྡ

ᰴᘧ♫177ࢻࢥࣔ

.'',ᰴᘧ♫



࣭♫ෆつ⛬ࢆసᡂࡋࠊᘢ♫ࡢ࠾ᐈࡉࡲྥࡅᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣜ
ࡘ࠸࡚ࡣࣉࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮సᡂࡢ⩏ົຍ࠼ࠊ63,ϩ࡛
᥎ዡࡉࢀࡿ┘ᰝࡲ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ.'',ࡀᥦ౪ࡍࡿ࠾ᐈᵝྥ
ࡅࣉࣜࡍ࡚࠾࠸࡚ࠊ♫࢞ࢻࣛࣥࢆࡶࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮༶ࡋࡓᣲື࡞ࡗ࡚࠸ࡿᑂᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚ࡢ᳨
ウ≧ἣ
㸦᳨ウࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡁุ᩿
ࡋ࡚࠸ࡿ㸧

࣭ᴦኳࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪࠶ࡾࠋ㸫ࠊ㸫ࡢ࠾ࡾࠊ
ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ᴫせㄝ᫂ࡍࡿ➼ࡢ᪉ἲࡼࡿศࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂
ࢆᐇࠋ➨୕⪅ᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࢞ࢻࣛࣥᚑࡗࡓᏳ
⟶⌮ࢆᐇࠋ

ᅇ⟅࡞ࡋ

࣭ࣉ࣐࣮ࣜࢣࢵࢺࡢ㐠Ⴀࡣ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥᥦ౪ ࣭ࣉࣜᥦ౪࣐࣮ࢣࢵࢺࡢ㐠Ⴀࡣ⌧≧࡞ࡋࠋ
⪅ࡢ❧ሙࡢࡳ࡞ࡿࠋ
࣭ࣉࣜࡼࡿሗ㞟ࡣࠊࣉࣜ⤌ࡳ㎸ࡴ6'.ࢆྵࡵࠊࣉࣜ
ẖ㞟ࡍࡿሗᥦ౪ඛࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋࡓୖ࡛ࠊࣉࣜ⏝⪅ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᅾࡾ᪉ࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ලయⓗࡣࠊ
࣭࠾ᐈࡉࡲࡗ࡚㸸
ࠉ౽┈ࡘ࡞ࡀࡿ⏝㸽ࠊ┈ࡣ⏕ࡌ࡞࠸㸽ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮
ᐖ࠶ࡓࡽ࡞࠸㸽ࠊẼᣢࡕᝏࡉࡣ࡞࠸㸽࡞
࣭ᴗ⪅ࡗ࡚㸸
ࠉ⏝┠ⓗࡢ⠊ᅖ㸽ࠊᚲせ࡞⏝㸽ࠊ౯್ࢆ⏕ࡴ⏝㸽ࠊ
⏝⎔ቃࠊ⏝⪅ࠊᗫᲠ࡞Ᏻ⟶⌮ၥ㢟ࡣ࡞࠸㸽࡞
࣭♫ࡗ࡚㸸
ࠉ♫ⓗ౯್࠶ࡿ⏝㸽ࠊ₃࠼࠸ࡋࡓሙྜࡢࣜࢫࢡࡢ⛬ᗘࡣ
ࡁ࠸㸽࡞

㸺ุ᩿࠶ࡓࡗ࡚ࡢ⪃࠼᪉㸼
࣭ࡉࡲࡊࡲ࡞㛵ಀ⪅ࡗ࡚
┈࣭౽┈࠸࠺ࣉࣛࢫࡢഃ㠃ࠊ┈ࡸẼᣢࡕᝏࡉ࡞ࢿ࢞
ࢸࣈ࡞ഃ㠃ࠊ᪉ࡽ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭3,$ࠊ࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᵓᡂဨ㝈ࡾ

࣭ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾᢅ࠸࠾ࡅࡿ⌮ᛕࢆ᫂☜ࡋࠊ⮬ࡽࢆつ ࣭*'35ࡢつไᑐ㇟ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡣᐇࡢయไࢆᩚഛࠋᚋࠊ*'35ࡢつ ࣭&'2㸦&KLHI'DWD2IILFHU ࢆ㈐௵⪅ࡋࠊ♫㛗ࢆ࣏࣮ࣞࢺࣛࣥ ᵓᡂဨ㝈ࡾ
ᚊࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊࠕ177ࢻࢥࣔࠉࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱ᠇❶ࠖࢆไ
ไᑐ㇟௨እࡘ࠸࡚ࡶ♫ෆไᗘࢆ⌧ᅾ᳨ウ୰ࠋ
ࡍࡿ♫ᶓ᩿ࡢᑓ㛛⤌⧊࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣂ࣭ࢹࢨࣥࡢ
ᐃࠋ
⪃࠼᪉࡛ࠊࢹ࣮ࢱά⏝๓௳ࡈ㸨ࡢ3,$㸦ࣜࢫࢡࡢホ౯㸧ࢆ
࣭ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿ㝿᠇❶ἢࡗࡓᐇ⾜ᛶࢆᢸಖࡍࡿ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡵࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯ไᗘ㸦3,$ไᗘ㸧ࢆᑟධࠋ
࣭3,$ไᗘࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ
㸨㏻ಙࡢ⛎ᐦࠊಶேሗࠊࡑࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ሗࢆᢅ࠺௳ࡣ
⟇࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᚲࡎࢹ࣮ࢱά⏝㒊㛛⮬ࡽࡀ
௳☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ほⅬ࡛ࡢᠱᛕⅬࡢ᭷↓࡞ࡘ࠸࡚⮬ᕫホ౯ࡋࠊᚲせ
࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࠊホ౯⤖ᯝᇶ࡙ࡁ
⟇࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㠀ࢆุ᩿ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡉࡽࠊ୍ᐃࡢᇶ‽ヱᙜࡍࡿࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά⏝ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ♫ෆࡢ3,$㆟࡛ࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ヲ
⣽ࡣࡢ࠾ࡾ㸧ࠋ

࣭♫ෆࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯㛵ࡍࡿㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡿ3,$㆟ࢆ ࣭࠶ࢃࡏࠊᚲせ࡞ᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
タ⨨ࡋࠊά⏝ࡍࡿࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢᛶ㉁ࡸ⏝ែᵝᛂࡌࡓ㆟
ᇶ‽ࢆタࡅࠊ୍ᐃࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱ
ά⏝㒊㛛ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ຍ࠼ࠊ3,$㆟࠾࠸࡚ከゅⓗ࡞どⅬ
ࡽࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿ⤌ࡳࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⮬ᕫホ౯ࡢࡳࡢሙྜࡶ3,$㆟࡛㆟ㄽࡍࡿሙྜࡶࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝ
ࢹ࣮ࢱ᠇❶ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠾ᐈᵝࡸ♫ࡽཷᐜࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ
ࡿ࠺࠸࠺ほⅬ࡛ࠊࣜࢫࢡホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫

࣭ಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝๓ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⣙Ḱ࣭⏝つ⣙➼࡛ㄝ᫂ࢆ⾜ ࣭ᴦኳࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢᥦ౪ࠋࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࠾࠸࡚ㄝ
࠸ࠊἲ௧ࡢᚲせᛂࡌࡓྠពྲྀᚓࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᫂ࠋ࢞ࢻࣛࣥᚑࡗࡓᏳ⟶⌮ࢆᐇࠋ
࡞࠾ࠊ⨨ሗࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ+3࡛ᅗࢆ࠼ࡓㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
࠾ەᐈࡉࡲሗࡢά⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\XWLOL]DWLRQ
ە᥎ዡᆺᗈ࿌࣭⤫ィࢧ࣮ࣅࢫ
KWWSVZZZVRIWEDQNMSFRUSSULYDF\XWLOL]DWLRQDGV
㸦ලయࡣࠊࢫࣛࢻࢆཧ↷㸧

࣭➨୕⪅ᥦ౪ඛ㸸
ዎ⣙ࠊᥦ౪ࠊὴ⏕ࢹ࣮ࢱࡢసᡂࠊබ⾲ࠊ⏝⤊ᚋࡢ๐㝖ࠊ
࡞ࡢ⚗Ṇࡲࡓࡣሗ࿌⩏ົ࡞ࢆྲྀࡾỴࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏝⤊ᚋࡢ๐㝖࡞ࡢ☜ㄆࠊᏳ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸺♫ࡢ┘╩࣭Ᏻ⟶⌮㸼
࣭ጤクඛ㸸
ዎ⣙ࠊᏳ⟶⌮ᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡢዎ⣙᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴඹࠊ⥾
⤖ᚋࡶࢹ࣮ࢱྲྀࡾᢅ࠸ࡢᐇᆅ┘ᰝ࡞ࠊ㐺ษ࡞Ᏻ⟶⌮ᥐ⨨ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠊ┘╩ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸺࠾ᐈࡉࡲࡢㄝ᫂㸼
࣭♫ࡢᥦ౪ࡣࠊಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ⣙Ḱ࣭⏝つ⣙➼ཬࡧࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠊ➨୕⪅ᥦ౪ࢆ᫂グࡢ࠺࠼ࠊ࠾ᐈࡉࡲ㏻▱ࡋࠊྠ
ពࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᥦ౪ࢆᮃࡲ࡞࠸࠾ᐈࡉࡲྥࡅ࢜ࣉࢺ
࢘ࢺࢆ⏝ពࠋ

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫

ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢసᡂࡸ⏝ ࣭ᙜ♫ࡀ㛤Ⓨࡍࡿࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊ63,ࢆཧ↷ࡋ࡚♫ ࣭ᘢ♫ࣉࣜᥦ౪3)ୖ࡛ᥦ౪ࡍࡿࣉࣜᑐࡋ࡚ࠊ63,ᥦၐ㡯┠ ࣭ࣉ࣐࣮ࣜࢣࢵࢺࡢ㐠Ⴀࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⪅ሗྲྀᢅ࠸ࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖࡢほⅬࡽࡢࣉࣜᥦ౪⪅ ෆ࣐ࢽࣗࣝࢆᩚഛࡋࠊࣉࣜᥦ౪⟶㒊㛛ࡣ࣐ࢽࣗࣝ⟇ᐃ㒊㛛 ‽ᣐࡋࡓࣉࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㛤♧ࢆᚲ㡲ࡋࠊ⏝⪅
ᑐࡍࡿാࡁࡅࡸሗᥦ౪
ࡢ↷ࢆᚲ㡲ࡍࡿ㐠⏝ࣇ࣮ࣟࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ሗࡢ㏦ಙ㛵ࡍࡿ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ྠព⏬㠃ࡣࠊ⏝⪅ࡗ࡚ศࡾࡸࡍ࠸⾲♧᪉ἲࡋ࡚ࠊࣉ
ࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᴫせ∧ࡢ⾲♧ཬࡧヲ⣽∧㜀ぴ⏝
ࡢࣜࣥࢡࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠊ㡯┠ẖ㛤㛢ྍ⬟࡞㝵ᒙᆺ࡛సᡂࡍࡿ
㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸴㸬3,$࣭࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉

3,$ࡢᑟධ≧ἣ
㸦*'35ࡢ'3,$ࡢලయⓗ࡞ᐇ᪉ἲࡸࠊࡑࡢࡢ
ᐇ㸧



࣭ᙜ♫ࡀ㛤Ⓨࡍࡿࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࢽࢩࢸࣈ㸦௨ୗࠕ63,ࠖ㸧ࢆཧ↷ࡋࠊ$33ࡢᴫせ
∧࣭ヲ⣽∧࡚つᐃࡍࡁ㡯┠ࠊ⏬㠃ࢹࢨࣥࡸ⏬㠃㑄⛣➼㛵ࡍ
ࡿ♫ෆ࣐ࢽࣗࣝࢆ⟇ᐃࡋࠊ࣐ࢽࣗࣝ⟇ᐃ㒊㛛ࡸ㛵㐃㒊㛛ࡢ↷
ࢆ⤒࡚$33ࢆ⟇ᐃࡋࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ⤌ࡳ㎸ࡴ㐠⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⏝⪅ሗ࣭⨨ሗࡢྲྀᚓ࣭ά⏝㛵ࡍࡿࠊ♫ ࣭,'㐃ᦠࠊ࣏ࣥࢺ㐃ᦠࠊỴ῭㐃ᦠࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢඹྠ㛤Ⓨࠊࡑࡢ ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡸྛ✀≉࣭ᘬࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪
➼ࡢࡓࡵሗࡢ㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ពⅬࡣ
ࡢ㐃ᦠ≧ἣࠊ㐃ᦠ㛵ࡍࡿ␃ពⅬ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡢㄝ
ຍ౯್ฟࢆ⾜࠺ࠋ
᫂ࠊ♫ࡢ┘╩ࠊᏳ⟶⌮➼㸧
࣭♫ࡢ㐃ᦠ࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀࡀ⊂❧ࡋࡓྲྀᢅ࠸యࡋ࡚ グ㍕ࡢෆᐜྠᵝࠋࡲࡓࠊ࠾ᐈᵝࡢ᭱㐺࡞ሗᥦ౪ࡢࡓࡵࡶ
⏝⪅ࡢㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡋࠊᥦ౪ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢ┠ⓗእ⏝ࡢ⚗Ṇ 㐃ᦠࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊDX,'࢝࢘ࣥࢺ⟶⌮⏬㠃ෆ࡛ྠពࡢ᧔
➼ࢆ᫂☜ࠋ
ᅇ㸦࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㸧ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸳㸬ࣉࣜᥦ౪࣐࣮ࢣࢵࢺ

63,㛵ࡍࡿྲྀ⤌≧ἣ



㸲㸬♫ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪ࠊ♫ࡢ㐃ᦠࡢ≧ἣ

♫ᑐࡍࡿࠊྲྀᚓࡋࡓ⏝⪅ሗ࣭⨨ሗᇶ࡙ ࣭ࠕᇶᮏሗࠖࠕ⏝ሗࠖࠕ⨨ሗࠖࠕ་⒪ᗣሗࠖࡘ࠸ ࣭࠾ᐈᵝࡽ➨୕⪅ᥦ౪ࡢྠពࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⠊ᅖෆࡢࢹ࣮ࢱ࣭⏝
ࡃࢹ࣮ࢱᥦ౪ࡢෆᐜࠊᥦ౪㛵ࡍࡿ␃ពⅬ㸦࣮ࣘࢨ࣮ ࡚ྠពࢆᚓࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ༠ᴗ➼ࡢࡓࡵᚲせ᭱ ┠ⓗ࡛♫ᑐࡋ࡚ࢹ࣮ࢱᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡢㄝ᫂ࠊ♫ࡢ┘╩ࠊᏳ⟶⌮࡞㸧
ᑠ㝈ࡢࢹ࣮ࢱࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏝⪅ሗࠊ⨨ሗࡢᥦ౪㝿ࡋ࡚ࡣࠊ┠ⓗᛂࡌ࡚㞟ィ࣭ࢭ
࣭➨୕⪅ᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᥦ౪ሗࠊᥦ౪ඛࠊᥦ౪ඛࡢ⏝┠ⓗ ࢢ࣓ࣥࢺ➼ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡼ࠺␃ពࠋ
ࢆᐃࡵࡓୖ࡛⏝⪅ࡢྠពࢆᚓࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭➨୕⪅ᥦ౪ඛᑐࡋ࡚ࡣࠊグ㘓⩏ົ➼ࡢἲᚊ࡛ồࡵࡽࢀࡿ㡯ࡢ
࣭ᥦ౪ඛ࠾ࡅࡿ⏝┠ⓗࡣࠊ⏝⪅ࡽྠពࢆᚓࡓ⠊ᅖࡽ㐓⬺ ࠊ♫㛫࡛ࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊ┠ⓗእ⏝ࢆ⚗Ṇࠋࡲࡓࠊᘢ♫ࡽࡢ
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᥦ౪ඛࡢ⪅㛫ࡢዎ⣙➼࠾࠸࡚ࡶᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ
➨୕⪅ᥦ౪ඛࡢ༙ࢆ༨ࡵࡿࢢ࣮ࣝࣉ♫ᑐࡋ࡚ࡣࠊࢥࣥࣉࣛ
࣭ᴗົጤクక࠺ᥦ౪࠾࠸࡚ࡣࠊಶேࢹ࣮ࢱࡢᏳ⟶⌮ࡘ࠸࡚ ࣥࢫ࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ➼ࡢほⅬ࡛࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᚭᗏࡋࠊ࠾ᐈᵝ
ጤクඛࡢ┘╩ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱࢆ㐺ṇྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭➨୕⪅ᥦ౪㝿ࡋࠊDX,'࢝࢘ࣥࢺ⟶⌮⏬㠃ෆ࡛ྠពࡢ᧔ᅇ
㸦࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㸧ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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⏝⪅ᑐࡍࡿࠊ3,$ࡢ⤖ᯝࡸ࢘ࢺ࣒࢝ࡢㄝ᫂ࡢྲྀ ࣭3,$ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧≧࠾ᐈᵝㄝ᫂ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⾜ࡗ࡚ ࣭࠶ࢃࡏࠊᚲせ࡞ᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⤌≧ἣ
࠸࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊᙜ♫ࡋ࡚ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡗ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊᴗ⪅ࡀࡢࡼ
࠺ࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿ࠕࡢࡼ
࠺࡞ሗࡀࡢࡼ࠺࡞┠ⓗ࡛⏝ࡉࢀࡿࡢࠖࠊࠕࡢࡼ࠺࡞࣓
ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡢࠖࠊࠕྲྀᚓ࣭⏝➼ࢆṆ࣭ᣄྰࡍࡿᡭẁࡣ࠶ࡿ
ࡢࠖ࠸࠺Ⅼࡔ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢෆᐜࢆྵࡴ⟇࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫ➼ಀࡿሗ㐨Ⓨ⾲ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊྠពྲྀᚓࡢㄝ࣮᫂࣌ࢪ࡞
࠾࠸࡚ࡈෆࢆࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫

࡞࠾ࠊࡑࡢㄝ᫂ࡢ⛬ᗘࡣࠊࢃࡾࡸࡍࡉ㏱᫂ᛶࡢࣂࣛࣥࢫࢆࡣ
ࡿࡓࡵࠊ3,$ࡢ⤖ᯝࡸ࢘ࢺ࣒࢝ᛂࡌ࡚ࠊㄝ᫂ࡢヲࡋࡉࢆኚ࠼ࡿ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢧ࣮ࣅࢫࡢෆࡸࠊࡈ⏝㛤ጞ๓ࠊ≉࠾ᐈࡉࡲࡀẼࡉࢀࡿ ᵓᡂဨ㝈ࡾ
ࡔࢁ࠺࣏ࣥࢺ␃ពࡋ࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫
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⏝⪅ሗ

⨨ሗ

㊃࣭Ⴔዲ

㉎㈙࣭Ỵ῭ሗ

:(%࣭ࣉࣜ⏝ሗ
㹢࣓ࢽ࣮ࣗ⏝ᒚṔ

ဨሗ

ዎ⣙⪅ሗ

㡯┠

࣭ࣉࣜࡼࡿ➃ᮎୖࡢ
⨨ሗࡢࢡࢭࢫࢆチྍ
タᐃࡋࡓ➃ᮎࡽྲྀᚓࡍࡿ
*36⨨ሗ
࣭➃ᮎࡢᅾᅪሗ㸦ᇶᆅᒁ
⨨ሗ㸧ࠊ:L)L⨨
ሗ㸦ࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ㛵
ࡍࡿሗ㸧➼
࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨຍ
ධ
࣭ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ⏝㛤
ጞ

࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨຍ
ධ
࣭ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ⏝㛤
ጞ

࣭➃ᮎࡢᅾᅪⓏ㘓ࠊ
G:L)Lࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ
㏻ಙࠊᙜ♫ࢧ࣮ࣅࢫ
⏝➼

࣭:(%ࢧࢺࡸࣉࣜ
⏝➼ࠊᙜ♫ࢧ࣮ࣅࢫཪࡣ
ᙜ♫௨እࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝ ࣭ࡈዎ⣙ෆᐜᇶ࡙ࡃ

ྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᶵ⬟ࡢ
ᥦ౪
࣭㹢࣮࢝ࢻࠊ㹢ᡶ࠸➼ࡢỴ ࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨຍ ࣭㹢࣮࢝ࢻࠊ㹢ᡶ࠸ࠊࠊ ࣭⮬♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁
῭⏝ሗ➼
ධ
ࢣ࣮ࢱᡶ࠸㹢࣏ࣥ ⥔ᣢ࣭ྥୖ
࣭㹢࣏ࣥࢺ࣮࢝ࢻ➼ࡢ ࣭㹢࣮࢝ࢻዎ⣙
ࢺ࣮࢝ࢻ➼ࠊᙜ♫ࢧ࣮ࣅ ࣭⮬♫ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࣉ
⏝ᒚṔ➼ሗ
ࢫ⏝
࣭ࣜࢩࢫࢸ࣒➼ࡢಖ
࣭ࢣ࣮ࢱᡶ࠸㉎ධၟရࠊ
࣭᪂ၟရࡸ᪂ࢧ࣮ࣅࢫ
㔠㢠➼
ࡢ⏬ࠊࣥࢣ࣮ࢺศ
ᯒ
࣭࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥᥦ
࣭G࣏ࣥࢺࢡࣛࣈࣥࢣ࣮ ࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨຍ ࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈࣥ ➼ࠊᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫά⏝
ࢺࡼࡾྲྀᚓࡋࡓሗ
ධ
ࢣ࣮ࢺᅇ⟅

࣭ゼၥࡋࡓ:(%ࢧࢺࡢ㜀ぴ
ᒚṔࠊFRRNLHሗ➼
࣭ࣉࣜ㉳ືᅇᩘ➼ࡢࣉ
ࣜ⏝ࣟࢢ

࣭ᦠᖏ㟁ヰࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙


⏝⪅ሗ࣭⨨ሗࡢ ά⏝࣭ศᯒ࣭⏝≧ἣ
ྲྀᚓሙ㠃

࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨຍ ࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨ
ධ
ຍධ

࣭ᦠᖏ㟁ヰࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙

࣭Ặྡࠊఫᡤࠊᛶูࠊ⏕ᖺ
᭶᪥ࠊ㟁ヰ␒ྕ➼

࣭Ặྡࠊఫᡤࠊᛶูࠊ⏕ᖺ
᭶᪥ࠊ⫋ᴗࠊ࣓࣮ࣝࢻࣞ
ࢫࠊ㹢࢝࢘ࣥࢺ,'ࠊ㹢࣏
ࣥࢺࢡࣛࣈဨ␒ྕࠊ➃
ᮎ㆑ูᏊ➼

ྠពྲྀᚓሙ㠃

ྲྀᚓෆᐜ

⏝⪅ሗ࣭⨨ሗࡢྲྀᚓ࣭ศᯒ࣭ά⏝ࡢ♧

࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ༠
ᴗᚲせࡍࡿྠព
ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ᴗᥦ౪

➨୕⪅ᥦ౪

࣭➃ᮎࡢᅾᅪሗ㸦ᇶ
ᆅᒁ⨨ሗ㸧ࡘ࠸
࡚ࠊ㠀㆑ูฎ⌮࣭㞟
ィฎ⌮࣭⛎༏ฎ⌮ࡼ
ࡿಶே㆑ูᛶࡢ㝖ཤ➼
ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ேཱྀ⤫
ィሗࡋࠊࠕࣔࣂ
ࣝ✵㛫⤫ィࠖࡋ࡚
ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪

࣭⮬♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁
⥔ᣢ࣭ྥୖ
࣭⮬♫ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ࣉ
࣭ࣜࢩࢫࢸ࣒➼ࡢಖ
࣭᪂ၟရࡸ᪂ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢ⏬ࠊࣥࢣ࣮ࢺศ
ᯒ

⤫ィຍᕤ⏝

ู⣬
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ྲྀᚓሗࡢຍᕤ࣭ศᯒ࣭
⏝≧ἣ

⏝⪅ሗྲྀᚓࡢሙ㠃࣭
ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜ

㸯㸬⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࡢ≧ἣ

ᴗ㡿ᇦ

᭱᪂ࡢሗ

࣭$SSOHࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿࡢࡣࠊಶேࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿṇ
ᙜ࡞ἲⓗ᰿ᣐࡀ࠶ࡿሙྜࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ$SSOHࡣ≧ἣᛂࡌ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠ
ពᇶ࡙࠸࡚ࠊࡲࡓࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡢዎ⣙ࢆᒚ⾜ࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡸ⪅
ࡢ㔜࡞┈ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊࡶࡋࡃࡣἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡓࡵಶேࢹ࣮ࢱ
ࡢฎ⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᐇᇶ࡙࠸࡚ࠊಶேࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ$SSOHࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ┈ࠊᶒ࠾ࡼࡧᮇᚅࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊಶே
ࢹ࣮ࢱࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࡀ$SSOHࡲࡓࡣ⪅ࡢṇᙜ࡞┈࡞࠺⪃࠼ࡿሙ
ྜࠊಶேࢹ࣮ࢱࢆฎ⌮ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᙉ㸸〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ࣭ᨵၿࠋࡲࡓࠊ┘ᰝ
ࡸࢹ࣮ࢱศᯒࠊࢺࣛࣈࣝࢩ࣮ࣗࢸࣥࢢ࡞ࠋ
࣭ྲྀᘬࡢฎ⌮㸸࣮ࣘࢨ࣮ࡢྲྀᘬࡢฎ⌮
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸸ྲྀᘬࡸ࢝࢘ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡢ㐃⤡ࠊ
〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࡢࡓࡵࡢ㛵㐃ሗࡢᥦ౪➼ࠋ
࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࠾ࡼࡧṇ㜵Ṇ㸸ᦆኻ㜵Ṇࠊṇ㜵Ṇࠋඣ❺࣏ࣝࣀ㝖ࡢ
ࡓࡵࡢ๓ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࣭ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࢆྵࡴࠋ
࣭ἲ௧㑂Ᏺ㸸㐺⏝ἲ௧ࡢ㑂Ᏺࡢࡓࡵࡢ⏝
㸦$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\MS㸧㸧

࠙ྲྀᚓࡢሙ㠃ࠚ
࣭$SSOH,'ࡢసᡂ
࣭ࢹࣂࢫࡢ㉎ධࠊࢡࢸ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࣭ࢯࣇࢺ࢙࢘ࢵࣉࢹ࣮ࢺ
࣭$SSOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ᥋⥆➼
࠙ሗࡢෆᐜࠚ
࣭࢝࢘ࣥࢺሗ㸸(࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࠊⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹࣂࢫࠊ࢝࢘
ࣥࢺࡢࢫࢸ࣮ࢱࢫࠊᖺ㱋࡞ࠊ$SSOH,'࡞
࣭ࢹࣂࢫሗ㸸ࢹࣂࢫࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ㸦ࢹࣂࢫࡢࢩࣜࣝ␒ྕ
࡞㸧ࠊࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ㸦ࣈࣛ࢘ࢨࡢࢱࣉ࡞㸧
࣭㐃⤡ඛሗ㸸ྡ๓ࠊ(࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ࡞
࣭ᨭᡶ࠸ሗ㸸㖟⾜ཱྀᗙࡢヲ⣽ࠊㄳồඛఫᡤࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻሗ࡞
ࡢᨭᡶ࠸᪉ἲ࡞
࣭ྲྀᘬሗ㸸$SSOHࡢ〇ရࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉎ධ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࠊ$SSOHࡢࣉ
ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛ࡢ㉎ධ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡞
࣭ṇ㜵Ṇሗ㸸ࢹࣂࢫࢺࣛࢫࢺࢫࢥ࡞
࣭⏝≧ἣࢹ࣮ࢱ㸸$SSOHࡢ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ㸦㜀ぴ
ᒚṔࠊ᳨⣴ᒚṔࠊ〇ရࡢ᧯సࠊࢡࣛࢵࢩࣗࢹ࣮ࢱࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡞ࡢ
デ᩿ࢹ࣮ࢱ࡞㸧
࣭⨨ሗ㸸ࠕ᥈ࡍࠖࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢࡳࢆ┠ⓗࡋࡓヲ⣽࡞⨨ሗࠊ࠾
࠾ࡼࡑࡢ⨨ሗࠋ࣮ͤࣘࢨ࣮ࡣ⨨ሗࡢᥦ౪ࢆᣄྰタᐃ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᗣ㛵ࡍࡿሗ㸸ಶேࡢᗣ≧ែ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ
࣭ࣇࢵࢺࢿࢫሗ㸸࣮ࣘࢨ࣮ࡀඹ᭷ࡍࡿࡇࢆ㑅ᢥࡋࡓࣇࢵࢺࢿࢫ
࢚ࢡࢧࢧࢬࡢሗ
࣭㈈ົሗ㸸⤥ࠊᡤᚓࠊ㈨⏘ࡘ࠸࡚㞟ࡉࢀࡓሗࠊ$SSOHࡢࣈࣛࣥ
ࢻࡢ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿሗ
࣭ᨻᗓⓎ⾜ࡢ,'ࢹ࣮ࢱ㸸≉ᐃࡢᆅᇦ࡛ࠊ࣡ࣖࣞࢫ࢝࢘ࣥࢺࡢタᐃࡸࢹ
ࣂࢫࡢࢡࢸ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡍࡿሙྜ࡞㝈ࡽࢀࡓ≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᨻᗓ
Ⓨ⾜ࡢ,'ࢆせồ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡽᥦ౪ࡉࢀࡿࡑࡢࡢሗ㸸࢝ࢫࢱ࣐࣮ࢧ࣏࣮ࢺࡢࡸࡾྲྀ
ࡾ➼ࠊ$SSOHࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜ࡞ࡢヲ⣽
㸦$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\MS㸧㸧

ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࡣᇶᮏⓗேᶒ࡛࠶ࡿࠖࡋ࡚ࠊᾘ㈝⪅ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤ
㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ$SSOHࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢࣉ࣮ࣟࢳ
ࡣࠊࡘࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᰕࡀ࠶ࡾ㸦ࠕࢹ࣮ࢱࡢ᭱ᑠࠖࠕࢹࣂࢫୖࡢ
▱⬟ࠖࠕ㏱᫂ᛶࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖࠕࢭ࢟ࣗࣜࢸಖㆤࠖ㸧ࠊࡇࢀࡽࡣࠊࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࡘ࠸࡚$SSOHࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡍ࡚ࡢᇶ♏࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭$SSOHࡣࠊ㠉᪂ⓗ࡞ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ᢏ⾡ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ$SSOHࠊࡑࡋ࡚
ࡢேࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿಶேሗࢆ᭱ᑠ㝈㸦ࠕࢹ࣮ࢱࡢ᭱ᑠࠖ㸧ࡋ࡚࠾
ࡾࠊྲྀᚓࡍࡿࢹ࣮ࢱࡀ᭱ᑠ㝈࡞ࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

,7ᶵჾࡢ〇㐀࣭㈍ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘ࠊྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪

KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\

$SSOH,QF

࣭⏝⪅ࡢࡓࡵࡢᙜ♫ࡢ〇ရཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬཬࡧ
ᨵၿ
ࠉ㸦L㸧ᶵ⬟ཬࡧࢥࣥࢸࣥࢶ㸦ࢽ࣮ࣗࢫࣇ࣮ࢻཬࡧᗈ࿌࡞㸧ࡢࣃ࣮ࢯࢼ
ࣛࢬ୪ࡧࠊ⏝⪅ྜࢃࡏࡓࢥࣥࢸࣥࢶࢆ᥎ዡࡋࠊ㸦LL㸧ࡼࡾࣃ࣮
ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࠊᗈ࿌ᨭࢧ࣮ࣅࢫ㸦)DFHERRNࡢࢧ࣮ࣅࢫࠊ,QVWDJUDPཬ
ࡧ0HVVHQJHUࢆྵࡴࠋ㸧࠾࠸࡚ᩚྜⓗ࡞య㦂ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵሗࡢ㐃⤖
ࡋࠊ㸦LLL㸧ࡑࢀࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨࠊ᳨ドཬࡧᨵၿ࠸ࡗࡓᘢ♫ࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᥦ౪ཬࡧᨵၿࡍࡿࡓࡵཷ㡿ࡋࡓሗࢆ⏝ࡍࡿࠋ
࣭ ᐃࠊศᯒཬࡧࡑࡢࡢࣅࢪࢿࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪
ࠉಖ᭷ࡍࡿሗ ゼၥࡋࡓ࢙࢘ࣈࢧࢺࡸ㜀ぴࡋࡓᗈ࿌࡞ࠊ⏝⪅ࡢᙜ♫
〇ရእ࠾ࡅࡿࢡࢸࣅࢸࢆྵࡴ ࢆࠊᗈ࿌࡞ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᗈ࿌
ຠᯝࡸࢧ࣮ࣅࢫ⏝≧ἣࢆ ᐃࡋࠊࡑࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࠊࣉ
ࣜࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆࡢࡼ࠺࡞ࢱࣉࡢேࠎࡀ⏝ࡋࠊࡢࡼ࠺ᛂࡋ࡚࠸
ࡿࢆศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ┠ⓗ࡛⏝ࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊᗈ࿌ࡣࠊ㧗
ᗘ࡞㏱᫂ᛶཬࡧ ᐃࡿ▱ぢࢆᚓࡽࢀࡿࡶࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᗈ࿌
ண⟬ࡢά⏝᪉ἲ㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ሗᇶ࡙ࡃពᛮỴᐃࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
࣭Ᏻᛶࠊᛶཬࡧࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢಁ㐍
ࠉಖ᭷ࡍࡿሗࢆࠊ࢝࢘ࣥࢺࢡࢸࣅࢸࡢㄆドࠊᝏ㉁࡞⾜Ⅽࡢ
ᑐฎࠊࢫࣃ࣒࡞ࡢၥ㢟ࡢ᳨▱㜵Ṇࠊᙜ♫〇ရࡢಖ⥔ᣢࠊᙜ♫〇ရࡢ
ෆእ࠾ࡅࡿᏳࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ⏝ࡍࡿࠋ
࣭බ┈┠ⓗࡢࡓࡵࡢ◊✲ཬࡧࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࠉ୍⯡♫⚟♴ࠊᢏ⾡㐍Ṍࠊබඹࡢ┈ཬࡧᗣ⚟♴࠸ࡗࡓࢺࣆࢵࢡ
㛵ࡍࡿ◊✲ཬࡧࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᐇཬࡧᨭࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊཷ㡿ࡋࡓ
ሗ㸦ᙜ♫༠ാࡍࡿ㑅ࡧᢤࢀࡓ◊✲ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽࡢሗ࡞㸧ࢆ
⏝ࡍࡿࠋ࠼ࡤࠊᘢ♫ࡣᩆຓάືࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ㑊㞴⾜
ືࣃࢱ࣮ࣥ㛵ࡍࡿሗࢆศᯒࡍࡿࠋ

࣭⏝⪅ࡢ⯆࣭㛵ᚰྜࢃࡏࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊಶேࢹ࣮ࢱ
ࢆ⏝ࡍࡿࠋ
࣭)DFHERRNࠊ,QVWDJUDPཬࡧ0HVVHQJHUࡢྛࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㝿ࠊ⏝
⪅㛵ࡍࡿሗࢆ L ⏝⪅➼ࡀᐇ⾜࠾ࡼࡧᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࠊ LL ࢹࣂࢫ
ሗཬࡧ LLL ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽࡢሗ࠸࠺ࡘࡢᇶᮏ࢝ࢸࢦ࡛ࣜཷ㡿ࡍࡿࠋ
࣭)DFHERRN♫ࡀᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢཧຍࢆᕼᮃࡍࡿ⏝⪅ࡀᥦ౪ࢆồࡵ
ࡽࢀࡿሗࡣࠊẶྡࠊ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫཪࡣ㟁ヰ␒ྕࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠋ
࣭,QVWDJUDPࡢཧຍࢆᕼᮃࡍࡿ⏝⪅ࡀᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀࡿሗࡣࠊ࣓࣮ࣝ
ࢻࣞࢫཪࡣ㟁ヰ␒ྕཬࡧ⏕ᖺ᭶᪥ࠋ
࣭⏝⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢ㑅ᢥࡼࡾࠊ⮬㌟ࡢఫᡤࠊゝㄒࠊᏛṔࠊࠊ㊃ཬ
ࡧዲࡁ࡞ᫎ⏬ࡸᮏࠊ㡢ᴦ㛵ࡍࡿሗ➼ࠊࣉࣟࣇ࣮ࣝࡢ㏣ຍሗࢆᙜ♫
ᥦ౪ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
࣭⏝⪅ࡢᙜ♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿሗࡶ㞟ࡉࢀ
ࡿࠋࡇࡢ⏝⪅ࡢ࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿሗࡣࠊ࠼ࡤࠊ⏝⪅ࡀ㺀
࠸࠸ࡡ㸟㺁࣎ࢱࣥࢆᢲࡋࡓ)DFHERRN࣮࣌ࢪࠊ⏝⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ)DFHERRN
ࢢ࣮ࣝࣉࠊ⏝⪅ࡀ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࢝࢘ࣥࢺࠊ⏝⪅ࡀ㜀ぴࡍࡿࢥࣥ
ࢸࣥࢶࠊࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶ㸦ᢞ✏ࠊ┿ࠊ
ື⏬ࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜ➼㸧ཬࡧ௵ព࡛⾜࠺ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦ᗈ࿌ࡀ㐺ษ࡛࠶
ࡾཪࡣ㛵㐃ᛶࡀ࡞࠸ࡇ➼㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
࣭௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࠊ⮬♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫ⤫ྜࡉࢀࡓࠊ⏝⪅ࡀ⏝ࡍࡿࢹࣂ
ࢫࡽࡢሗࠊཬࡧᙜヱࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟ࡍࡿࠋ
ࠉࢹࣂࢫࡢ≉㉁࣮࢜࣌ࣞࢸࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࠊࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࢯࣇࢺ
࢙࢘ࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࠊ㟁ụࣞ࣋ࣝࠊಙྕᙉᗘࠊࢫࢺ࣮ࣞࢪࡢ✵ࡁᐜ㔞ࠊࣈ
ࣛ࢘ࢨ࣮ࡢ✀㢮ࠊࣉࣜࣇࣝࡢྡ⛠✀㢮ࠊࣉࣛࢢࣥ࡞ࡢ
ሗࠋ
ࠉࢹࣂࢫࡢ᧯సࢹࣂࢫୖ࡛⾜ࢃࢀࡿ᧯స⾜ືࠊ࢘ࣥࢻ࢘ࡀ๓
ᬒ⫼ᬒ࡛࠶ࡿࠊ࣐࢘ࢫࡢືࡁ ࣎ࢵࢺࡢ㆑ูᙺ❧࡚ࡿࡇࡀྍ⬟ ࡞
ࡢሗࠋ
ࠉ㆑ูሗ⏝⪅ࡀ⏝ࡍࡿࢤ࣮࣒ࠊࣉࣜࠊ࢝࢘ࣥࢺࡽࡢᅛ᭷
ࡢ㆑ูሗࠊࢹࣂࢫ,'ࠊࡑࡢࡢ㆑ูሗࠊ࠾ࡼࡧ)DPLO\'HYLFH,' ࡲ
ࡓࡣࠊྠࡌࢹࣂࢫࡸ࢝࢘ࣥࢺ㛵㐃ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ)DFHERRNࢢ࣮ࣝࣉ
ᴗࡢ〇ရᅛ᭷ࡢࡢ㆑ูሗ ࠋ
ࠉࢹࣂࢫࡢಙྕ%OXHWRRWKࢩࢢࢼࣝࠊ࠾ࡼࡧ㏆ࡃࡢ:L)Lࢡࢭࢫ࣏
ࣥࢺࠊࣅ࣮ࢥࣥࠊࢭࣝࢱ࣮࣡㛵ࡍࡿሗࠋ
ࠉࢹࣂࢫタᐃࢹ࣮ࢱ*36ࡢ⨨ሗࠊ࣓࢝ࣛࠊ┿࡞ࠊࢹࣂࢫタ
ᐃ࡛᭷ຠࡍࡿࡇࡼࡾ⏝⪅ࡀᘢ♫ࡢࢡࢭࢫࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿሗࠋ
ࠉࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡼࡧ᥋⥆ᦠᖏ㟁ヰ♫ྡࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢧ࣮ࣅࢫ
ࣉࣟࣂࢲ࣮ྡࠊゝㄒࠊࢱ࣒ࢰ࣮ࣥࠊᦠᖏ㟁ヰ␒ྕࠊ,3ࢻࣞࢫࠊ᥋⥆
㏿ᗘࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣ㏆ࡃ࠶ࡿࡲࡓࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࠶ࡿࡢࢹࣂ
ࢫ㛵ࡍࡿሗ࡞ࠊᙜ♫ࡀ⏝⪅ࡢ⏝ࢆᡭຓࡅࡍࡿࡓࡵࡢሗ ື⏬ࢆ
ᦠᖏ㟁ヰࡽࢸࣞࣅࢫࢺ࣮࣑ࣜࣥࢢࡍࡿ࡞ ࠋ
ࠉ&RRNLHࢹ࣮ࢱ⏝ࢹࣂࢫಖᏑࡉࢀࡓ&RRNLHࢹ࣮ࢱ &RRNLHࡢ,'ࡸ
タᐃ࡞ ࠋ

࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࢆࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ᳨
⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࢆฎ⌮ࡋ࡚⤖ᯝࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㐃⤡ඛࡽඹ᭷
┦ᡭࡢೃ⿵ࢆ⾲♧ࡋ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶࢆඹ᭷ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡞⏝ࡍ
ࡿࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⥔ᣢࠊྥୖ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࢆࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆពᅗࡋࡓ࠾ࡾ✌ືࡉࡏࡿࡓࡵ⏝
ࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ㞀ᐖࢆ㏣㊧ࡍࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣሗ࿌ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓၥ
㢟ࡢゎỴྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡞⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࢆࠊ
*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ≉ࢫ࣑࣌ࣝ
ࢫࡢከ࠸᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᢕᥱࡋࠊྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡢࢫ࣌ࣝࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟
ࡢྥୖᙺ❧࡚ࡿࠋ
࣭᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨ
ࠉ᪤Ꮡࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛㞟ࡋࡓሗࢆࠊ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨᙺ❧࡚ࡿࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊ3LFDVD㸦*RRJOHࡢ᭱ึࡢ┿ࣉࣜ㸧࡛࣮ࣘࢨ࣮ࡀࡢࡼ࠺
┿ࢆᩚ⌮ࡍࡿࢆᢕᥱࡋࡓࡇࡀࠊ*RRJOHࣇ࢛ࢺࡢタィࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞ
ᙺ❧ࡗࡓࠋ
࣭ࢥࣥࢸࣥࢶࡸᗈ࿌࡞ࠊ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪
ࠉ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆಶࠎࡢ࣮ࣘࢨ࣮ྜࢃࡏ࡚࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡍࡿࡓࡵ
ࠊ㞟ࡋࡓሗࢆ⏝ࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ࠾ࡍࡍࡵሗࢆ⾲♧ࡍࡿࠊ࢝ࢫ
ࢱ࣐ࢬࡋࡓࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⾲♧ࡍࡿࠊ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋࡓ᳨⣴⤖ᯝ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHFXVWRPL]HG
VHDUFK㸧ࢆ⾲♧ࡍࡿ࡞ࡢ┠ⓗ࡛⏝ࡍࡿࠋ
࣭ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ ᐃ
ࠉ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀࡢࡼ࠺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ
ศᯒࡸ ᐃࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ*RRJOHࡢࢧࢺࡢ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢡࢭࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫࢹࢨࣥࡢ᭱㐺
࡞ᙺ❧࡚ࡿࠋࡲࡓࠊᗈ࿌ࡀᗈ࿌࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢຠᯝࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ᨭࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ᧯సࡋࡓᗈ࿌㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍ
ࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢⓙࡉࡲࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࣭*RRJOHࠊ*RRJOHࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࠊ୍⯡ࡢேࠎࡢಖㆤ
ࠉ*RRJOHࡣࠊ㞟ࡋࡓሗࢆ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᏳᛶಙ㢗ᛶ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHVDIHW\
UHOLDELOLW\㸧ࢆྥୖࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳ⏝ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ
*RRJOHࠊ*RRJOHࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࠊࡶࡋࡃࡣ୍⯡ࡢேࠎᐖࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶
ࡿṇ⾜Ⅽࠊṇ⏝ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࣜࢫࢡࠊࡲࡓࡣᢏ⾡ⓗ࡞ၥ㢟ࡢ᳨
▱ࠊ㜵Ṇࠊᑐᛂ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

࣭*RRJOHࡣࠊࡍ࡚ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾࡼ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵሗ
ࢆ㞟ࡍࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⏝ゝㄒ࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞㡯ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ
ࡸࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡗ࡚᭱ࡶᙺ❧ࡘᗈ࿌ࡣࡢᗈ࿌
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHXVHIXODGV㸧ࠊ
࠾ࡍࡍࡵࡢ<RX7XEHື⏬ࡣࢀࠊ࡞ࡢ」㞧࡞㡯ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇࡀྵ
ࡲࢀࡿࠋ
࣭*RRJOHࡀࡢሗࢆ㞟ࡍࡿࠊࡑࡢሗࡀࡢࡼ࠺⏝ࡉࢀࡿ
ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࡢࡼ࠺*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࠊࡲࡓࣉࣛ
ࣂࢩ࣮タᐃࢆࡢࡼ࠺⟶⌮ࡍࡿࡼࡗ࡚ኚࢃࡿࠋ*RRJOHࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ
సᡂࡋࠊᥦ౪ࡍࡿሗ㸦࠼ࡤ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺ㸧ࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫ
ࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿࣉࣜࡸࣈࣛ࢘ࢨཬࡧࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿሗ
ࢆ㞟ࡋࠊ࠾ࡍࡍࡵࡢ<RX7XEHື⏬ࢆᥦ♧ࡍࡿ࡞࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾᙺ❧ࡘ
ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ*RRJOHࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢ⨨
ሗࡶ㞟ࡍࡿࡀࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࢡࢭࢫࡋ࡚ࠊ*RRJOH
ඹ᭷ࡍࡿሗࡸ⨨ሗࡢࡼ࠺࡞ሗࢆ࠸ࡘ๐㝖ࡍࡿࢆ☜ㄆࠊ⟶⌮ࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ*RRJOHࡣࠊໟᣓⓗ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDLQIRFKRLFHV㸧ࡼࡾࠊ
࣮ࣘࢨ࣮ࡀࡢࡼ࠺⮬ࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿࡢࢆศࡾࡸࡍࡃ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

᳨࣭⣴࢚ࣥࢪࣥᥦ౪
࣭ᗈ࿌ᴗࠉ➼

࣭࢜ࣥࣛࣥࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭࢙࢘ࣈࢧࢺཬࡧࡇࢀ㛵
㐃ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼

*RRJOH//&
KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MD

KWWSVMDMSIDFHERRNFRPSROLF\SKS

)DFHERRN-DSDQᰴᘧ♫

ྲྀᚓሗࡢ⏝≧ἣࡢヲ⣽ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡋࠊබ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿࠋKWWSVOLQHPHMDWHUPVSROLF\

ྲྀᚓࡋࡓሗࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ຍᕤ࣭ศᯒࡋࡓୖࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞┠ⓗ࡛
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࣭⥔ᣢ
࣭ࣟࢢࣥࡢㄆド
࣭࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ㏦ಙ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㐃⤡➼
ղᙜ♫ࢧ࣮ࣅࢫࡸࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵၿ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫ⏝㛵ࡍࡿ⤫ィࡢసᡂ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㉎ධᒚṔࡽࢺࣞࣥࢻࢆᢕᥱࡋ࡚᪂つࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝≧ἣࢆᇶ⏬㠃ࢹࢨࣥࡢᨵၿࢆ⾜࠺➼
ճࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭ṇ⏝ࡢ㜵Ṇ
࣭⏝つ⣙㐪ࠊṇࢡࢭࢫ࡞ࠊṇ⏝ࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆ
࣭ṇ⏝ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㐃⤡➼
մ࣮ࣘࢨ࣮᭱㐺ࡉࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡢᥦ౪
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀ㉎ධࡋࡓࢫࢱࣥࣉ㛵㐃ࡍࡿࡢࢫࢱࣥࣉࢆ᥎⸀ࡍࡿ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝≧ἣ➼ࢆᇶᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿ➼

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺ㛤タࡸࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢሙ㠃࠾࠸࡚ࠊ㟁ヰ␒
ྕࠊࣉࣟࣇ࣮ࣝࢿ࣮࣒ࠊࣉࣟࣇ࣮ࣝ⏬ീࠊẶྡࠊఫᡤࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊ
࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᒚṔ➼ࡢሗࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏝⪅ሗྲྀᚓࡢሙ㠃ཬࡧྲྀᚓࡍࡿሗࡢヲ⣽ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮グ㍕ࡋࠊබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋKWWSVOLQHPHMDWHUPVSROLF\

࣭ྲྀᚓࡋࡓࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡽࡢၥ࠸ྜ
ࢃࡏࡢᑐᛂࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࠾▱ࡽࡏࠊ㐺ษࡘᏳ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪
ࡢࡓࡵࡢṇᑐ⟇ࢆྵࡴ㸧ࠊᨵၿࡸ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼
ࡢࡈ⏝≧ἣ➼ࡢㄪᰝࠊศᯒ⏝ࡍࡿࠋලయⓗࡣḟࡢ࠾ࡾࠋ
ձࣟࢢࣥࡢ㝿ࡢㄆド
ղࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ
ࠉಶࠎࡢ࣮ࣘࢨ࣮᭱㐺࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࢆࡣࡌࡵࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᥦ౪ࡍ
ࡿሙྜ㸦࠾ࡍࡍࡵࡢၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆ⾲♧ࡋࡓࡾࠊෆࡋࡓࡾࡍࡿሙྜ
ࢆྵࡴ㸧ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᒃఫᆅᇦࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶➼ࡢሗࡸࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝ᒚṔ㸦᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡉࢀࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࠊ⏝
ࡉࢀࡓࣉࣜࠊ㉎ධࡉࢀࡓၟရ➼㸧ࢆศᯒࡋ࡚ࠊ<DKRR-$3$1⊂⮬ࡢᇶ‽
࡛᥎ᐃࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⯆㛵ᚰ㛵ࡍࡿሗࢆ⏝ࡍࡿࠋ
ճࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᨵၿ࣭᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ሙᡤࡽࠊࡢࡼ࠺ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆ⏝ࡋࡓࡢ
࠸࠺ሗࢆࡶ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࢆศᯒࡋ࡚ࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᨵၿࡸ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウࢆࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᒃ
ఫᆅᇦࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶➼ࡢሗࡸࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢࡈ⏝ᒚṔ
㸦᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡉࢀࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࠊࡈ⏝࡞ࡗࡓࣉࣜࠊ㉎
ධࡉࢀࡓၟရ➼㸧ࢆ⏝ࡍࡿࠋ
մᗈ࿌ࡢ⾲♧
ࠉಶࠎࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢽ࣮ࢬ༶ࡋࡓࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡼ࠺
ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᒃఫᆅᇦࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶➼ࡢሗࢆ⏝ࡋࠊࡲࡓࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝ᒚṔ㸦᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡉࢀࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌
ࢪࠊ⏝ࡉࢀࡓࣉࣜࠊ㉎ධࡉࢀࡓၟရࠊ⨨ሗ➼㸧ࡸᥦ౪ࢆཷࡅࡓ
ሗࢆศᯒࡋ࡚<DKRR-$3$1⊂⮬ࡢᇶ‽࡛᥎ᐃࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⯆㛵ᚰ㛵
ࡍࡿሗࢆ⏝ࡍࡿࠋͤ」ᩘࡢ⎔ቃ㸦➃ᮎࠊࣉࣜࠊࣈࣛ࢘ࢨ࣮➼㸧ࡢ
ሗࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
յධຊ⿵ຓ➼
նᮏே☜ㄆ➼
շၥྜࡏᑐᛂ
ո௦㔠ㄳồ
չ࠾▱ࡽࡏ➼ࡢ㐃⤡ࡸ㏦
պ⨨ሗ㐃ືࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪
ࠉ<DKRR࣮࢝ࢼࣅ࡛࣮ࣝࢺෆࢆࡋࡓࡾࠊ<DKRR0$3࡛࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⌧ᅾᆅ
ࢆ⾲♧ࡋࡓࡾࡍࡿሙྜ⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⌧ᅾ࠸ࡿᆅᇦࡢ⅏ᐖ
㛵ࡍࡿሗࢆࢱ࣒࣮ࣜᥦ౪ࡍࡿ➼ࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ྍḞ࡞ሙ
ྜࡢࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾ୍ᒙᛌ㐺ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆ⏝࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ
⏝ࡍࡿࠋ
ջ࣓࣮ࣝࡢゎᯒࡼࡿ౽ᶵ⬟ࡢᥦ౪ࠊᗈ࿌ࡢ᭱㐺
ࠉ<DKRR࣓࣮࡛ࣝ㏦ཷಙࡉࢀࡿ࣓࣮ࣝࢆᶵᲔⓗゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ⏝ࡋࠊ
ࡼࡾ౽<DKRR࣓࣮ࣝࢆ࠺ࡓࡵࡢᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㛵ᚰ
㛵㐃ᛶࡀ㧗࠸ุᐃࡉࢀࡓᗈ࿌ࡸ࠾▱ࡽࡏࢆ㓄ಙࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ռ㏞ᝨ⾜Ⅽ࣭ṇ⏝ࡢᑐ⟇
սᴗࡸ⮬య࡛ࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱࡢά⏝
վ㏻ಙ⎔ቃᨵၿ
տ⏝≧ἣ➼ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ
ࠉࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝⪅ᩘࡸ<DKRR-$3$1ࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ㓄ಙࡍࡿᗈ࿌ࡢ㜀
ぴᩘࠊࢡࣜࢵࢡᩘ➼ࢆㄪᰝ࣭ศᯒࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼
ࡢ⏝ᒚṔࢆ⏝ࡍࡿࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᇶ࡙
ࡁྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓሙ㠃࠾ࡼࡧྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜ
ࡣࠊḟࡢ࠾ࡾࠋ
ձ➃ᮎ᧯సࢆ㏻ࡌ࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡀධຊࡍࡿሙྜ
ࠉ<DKRR-$3$1,'ࢆྲྀᚓࡍࡿ㝿ධຊࡉࢀࡿẶྡࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ➼ࡢ
Ⓩ㘓ሗ
ղ࣮ࣘࢨ࣮ࡽ┤᥋ࡲࡓࡣ᭩㠃➼ࡢ፹యࢆ㏻ࡌ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿሙྜ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡽ㏦ࡉࢀࡿᮏே☜ㄆ᭩㢮➼グ㍕ࡉࢀࡓࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮
ࢱ
ճ࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝࣭㜀ぴకࡗ࡚⮬ືⓗ㏦ಙࡉࢀࡿሙ
ྜ
ࠉ<DKRR-$3$1ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢࢡࢭࢫకࡗ࡚㏦ಙࡉࢀࡓ,3ࢻ
ࣞࢫ
ࠉ<DKRR-$3$1ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢ㜀ぴᒚṔ
ࠉ<DKRR-$3$1ࡢ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ⏝ࡍࡿ㝿ධຊࡉࢀࡓ᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࠉ<DKRR-$3$1ࡢࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡢ㉎㈙ᒚṔ
ࠉ<DKRR㜵⅏㏿ሗࠊ<DKRRኳẼࠊ<DKRR0$3➼ࢆࣥࢫࢺ࣮ࣝࡉࢀ࡚࠸
ࡿ➃ᮎࡢ⨨ሗ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⏝➃ᮎࡢタᐃࡀ᭷ຠ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ㸧
ࠉ<DKRR-$3$1ࡢᗈ࿌ࡸᗈ࿌㓄ಙඛ➼ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸࣉࣜタ⨨
ࡉࢀࡓ࢙࢘ࣈࣅ࣮ࢥࣥ➼ࡼࡾྲྀᚓࡍࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⏝➃ᮎࢆ㆑ูࡍࡿࡓ
ࡵࡢሗ➼
մ➨୕⪅ࡽሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿሙྜ
ࠉ<DKRR-$3$1௨እࡢ➨୕⪅ࡀྲྀᚓࡋࡓሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇ࡛ࠊ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡋ࡚ྲྀᚓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ୖグࡣᙜ♫ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮㸦KWWSVSULYDF\\DKRRFRMS㸧
ࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠖ࠾࠸࡚࣮ࣘࢨ࣮ᑐࡋ࡚ヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ͤࠕࢧ࣮ࣅࢫ➼ࠖࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊၟရࠊᗈ࿌ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࢆᣦࡋࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ྥࡅ࠾ࡼࡧࡈᮏே௨እࡢ࠾ᐈᵝྥࡅࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫࠊၟရࠊᗈ࿌ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࢆྵࡴࠋ

᳨࣭⣴࢚ࣥࢪࣥᥦ౪
࣭ᗈ࿌ᴗ㸦࣓ࢹᴗ㸧
࣭(&ᴗࠉ➼

࣭616ࢧ࣮ࣅࢫ
࣭ᗈ࿌ᴗ
࣭ࢥࣥࢸࣥࢶ㈍ࠉ➼

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
KWWSVSULYDF\\DKRRFRMS

/,1(ᰴᘧ♫
KWWSVOLQHPHMDWHUPVSROLF\
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࣭$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࢆ㏣㊧ࡋ࡞࠸ࠋ
࣭$SSOHࡢ$SSࡽ㞟ࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆࠊ♫〇$SSࡽ
㞟ࡉࢀࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫࡢࢹ࣮ࢱ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ
࿌ࡲࡓࡣᗈ࿌ ᐃࡢࡓࡵ⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
࣭$SSOHࡢ$SSࡽ㞟ࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆࢹ࣮ࢱࣈ࣮ࣟ
࣮࢝ඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ
࣭ࢥࣥࢸࢡࢫࢺሗ㸸ᗈ࿌ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺሗࢆ
⏝ࡍࡿࠋᗈ࿌ࡣࠊ」ᩘࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡽ㞟⣙ࡋ࡚సᡂࡍࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺሗ
ᇶ࡙ࡁᥦ౪ࡋࠊಶேࢆ≉ᐃࡋ࡚ᥦ౪ࡋ࡞࠸ࠋ
ࠉࢹࣂࢫࡢሗ
ࠉࢹࣂࢫࡢሙᡤ
ࠉ$SS6WRUH࡛ࡢ᳨⣴
ࠉ$SSOH1HZVᰴ౯͇
࣭$SSOHࡣࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿሗࡣ♫ඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ$SSOHࡣࠊ$SSOH
㐃ᦠࡋ࡚$SSOHࡢ〇ရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ༠
ຊࡋࡓࡾࠊ$SSOHࡢ௦ࢃࡾᗈ࿌ࢆ㈍ࡋࡓࡾࡍࡿᡓ␎ⓗࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࠊಶ
ேࢆ≉ᐃࡋ࡞࠸ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭$SSOH3D\ࡢྲྀᘬࡸࠕ࣊ࣝࢫࢣࠖ$SSࡢࢹ࣮ࢱࠊ$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵ
ࢺࣇ࢛࣮࣒ࡀࢡࢭࢫࡋࡓࡾᗈ࿌┠ⓗ⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
࣭$SSOHࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᛶⓗᣦྥࠊ᐀ᩍⓗಙ᮲ࠊࡲࡓࡣᨭᣢᨻඪ㛵ࡍࡿ
ሗࡣ㛵▱ࡏࡎࠊᗈ࿌ࡶᥦ౪ࡋ࡞࠸ࠋ
࣭$SS6WRUHࡲࡓࡣ$SSOH1HZVࢹࣂࢫࡢ⨨ሗࡢࢡࢭࢫࢆチྍࡋ
ࡓሙྜࠊ$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣࠊ$SS6WRUH$SSOH1HZV࡛ᆅ
⌮ⓗࢱ࣮ࢤࢵࢺࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵࢹࣂࢫࡢ⌧ᅾᆅࢆ⏝ࡍ
ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ࣮ͤࣘࢨ࣮ࡣ⨨ሗࡢᥦ౪ࢆᣄྰタᐃ࡛ࡁࡿࠋ
࣭$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣࠊಶேሗࢆ⏝ࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛ
ࢬࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࠋ࣮ͤࣘࢨ࣮ࡣࠕࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓᗈ࿌ࠖࢆ
࢜ࣇࡋ࡚ࠊ$SSOHಶேሗࢆᗈ࿌ࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢ⏝ࡉࡏ࡞࠸ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࣂࢩ࣮㸦KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMD
MS+7㸧

࣭$SSOHࡣࠊ$SSOHࢆ௦⌮ࡋ࡚⾜ືࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲࠊᙜ♫ࡢࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࠊࡲࡓࡣ࠾ᐈᵝࡢᣦ♧ࢆཷࡅ࡚ࡑࡢࡢ➨୕⪅ࠊಶேࢹ࣮ࢱࢆ
ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ$SSOHࡣ➨୕⪅⮬㌟ࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚➨୕⪅ಶேࢹ࣮ࢱࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ㸸ࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲࡋ࡚≉ᐃࡢࢱࢫࢡ㸦〇ရࡢ
㢳ᐈࡢ㓄㐩࡞㸧ࢆ⾜࠺ዎ⣙ࢆ⤖ࢇࡔ➨୕⪅ࠋᮏࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
‽ᣐࡋࠊ$SSOHࡢᣦ♧ᚑࡗ࡚ಶேࢹ࣮ࢱࢆྲྀࡾᢅ࠺⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ$SSOH
ࡀᥦ౪ࡍࡿಶேࢹ࣮ࢱࢆ⮬ࡽࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ⏝ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡎࠊ$SSOH
ࡢせㄳᐇ⾜ᚋࡣಶேࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡲࡓࡣ㏉༷ࡍࡿࠋ
࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸸ࢧ࣮ࣅࢫ࣭〇ရࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃ᦠඛࠋ
࣭ࣇ࢚ࣜࢺ㸸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ&RRNLHࡀࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣇ࢚ࣜࢺ
ࢧࢺࡽ$SSOHࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࢡࢭࢫࡋࠊ〇ရࢆ㉎ධࡋࡓࡾࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆ⏝ࡋࡓࡇࢆࠊࡑࡢヲ⣽ྵࡵࣇ࢚ࣜࢺ▱ࡽࡏࡿࠋಶேࢆ≉
ᐃ࡛ࡁࡿሗࡣ㞟ࡏࡎࠊ㞟ࡋࡓሗࡣ㞟ィࡍࡿࡓࡵࠊ༏ྡᛶࡀಖࡓࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡑࡢ㸸࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜ࡞
㸦$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\MS㸧ࠊ
$SSOHࡼࡿ&RRNLHࡢ⏝ࡘ࠸࡚
㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSOHJDOSULYDF\MSFRRNLHV㸧㸧

⏝⪅ሗࡢࣉࣟࣇ ࣭$SSOHࡀᥦ౪ࡍࡿᗈ࿌ࡣࠊ࣮ࣘࢨࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ$SSࠊ
ࣜࣥࢢ㺃ࢭࢢ࣓ࣥࢺ≧ἣ 〇ရࠊࢧ࣮ࣅࢫฟ࠺࠾ᡭఏ࠸ࢆࡍࡿࠋ$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣ
ಶேሗࢆಖㆤࡍࡿࡼ࠺タィࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ$SSOHࡀࡢࡼ࠺ಶேሗࢆ
࠺ࢆ࣮ࣘࢨࡀỴᐃ࡛ࡁࡿࠋ$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣࠊಶேࢆ≉
ᐃ࡛ࡁࡿሗࡣ♫ඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ
㸦$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࣂࢩ࣮㸦KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMD
MS+7㸧
࣭ఝࡓࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡘ࣮ࣘࢨ࣮ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡲࡵ࡚ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆసᡂ
ࡋࠊࡇࢀࡽࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⏝ࡋ࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ
⏝⪅ሗࡣࠊࡾᙜ࡚ࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺ࠾ࡼࡧ㓄ಙࡍࡿᗈ࿌ࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵ
⏝ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺᗈ࿌
ࡣே௨ୖࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺᇶ‽ヱᙜࡍࡿሙྜࡢࡳ㓄ಙࡉࢀ
ࡿࠋࢭࢢ࣓ࣥࢺࡾᙜ࡚ࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ሗࡀ⏝ࡉࢀࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ࢝࢘ࣥࢺࡢሗ㸸$SSOH,'࢝࢘ࣥࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓྡ๓ࠊఫᡤࠊᖺ
㱋ࠊࢹࣂࢫࠋྡ๓ࡸᩗ⛠࡞ࡢሗࢆࠊᛶูࢆ᥎ ࡍࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿ
ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡲࡓࡣ㉎ධࡋࡓ㡯┠ࢧࣈࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥ㸸ࢲ࣮࢘ࣥࣟ
ࢻࡋࡓ㡢ᴦࠊᫎ⏬ࠊࣈࢵࢡࠊࢸࣞࣅ␒⤌ࠊ$SSࠊ$SSෆࡢㄢ㔠࠾ࡼࡧࢧ
ࣈࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥࠋ$SS6WRUHࡽ≉ᐃࡢ$SSࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓࡇࡸࠊ
$SS6WRUHࡽࡢ≉ᐃࡢ$SSෆ࡛ࡢㄢ㔠㸦ࢧࣈࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥࢆྵࡴ㸧ᇶ
࡙ࡃࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢࡣࠊᙜヱ$SSࡢࢹ࣋ࣟࢵࣃࡼࡿሙྜࡢࡳチྍࡉࢀ
ࡿࠋ
ࠉ$SSOH1HZVᰴ౯㸸㜀ぴࡋࡓグࡢࢺࣆࢵࢡࡸ࢝ࢸࢦࣜࡢࠊ
ࣇ࢛࣮ࣟࠊⓏ㘓ࠊࡲࡓࡣ㏻▱ࡍࡿࡼ࠺タᐃࡋ࡚࠸ࡿฟ∧≀ࠋ
ࠉᗈ࿌㸸$SSOHࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡼࡗ࡚㓄ಙࡉࢀࡓᗈ࿌ᑐࡍࡿ
᧯సࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ⮬㌟ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࢆ☜ㄆྍ⬟ࠋ
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࣭ಖ᭷ࡍࡿሗࢆࠊᶵ⬟ࢥࣥࢸࣥࢶࡢࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࠊᙜ♫〇ရࡢෆእ
࠾ࡅࡿ⏝⪅ࡢ࠾ࡍࡍࡵࡢ⾲♧ࢆྵࡵࠊᙜ♫〇ရࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
⏝ࡍࡿࠋ
࣭⏝⪅ྜࢃࡏ࡚㛵㐃ᛶࡢ㧗࠸ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ〇ရࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࠊ
⏝⪅࡞ࡽྲྀᚓ࠾ࡼࡧㄆ㆑ࡋࡓࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃ⏝⪅ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠊႴ
ዲࠊ㛵ᚰࠊ࠾ࡼࡧࢡࢸࣅࢸࢆ⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⏝⪅ࡢᙜ♫〇ရࡢ
⏝≧ἣ࡞ࡽࡧᙜ♫〇ရᑐࡍࡿᛂࠊ࠾ࡼࡧ⏝⪅ࡀᙜ♫〇ရࡢෆእ
࡛ࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡕ㛵ᚰࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿேࠊሙᡤࠊ≀ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ⏝ࡍ
ࡿࠋ

࣭ᗈ࿌ࡸࢡ࣮࣏ࣥ࡞ࡢ⏝⪅⾲♧ࡍࡿࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ㑅ᐃ࠾
ࡼࡧࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ⏝⪅㛵ࡋ࡚ᙜ♫ࡀಖ᭷ࡍࡿࠊ⏝⪅
ࡢ㊃࣭㛵ᚰࠊࢡࢩࣙࣥࠊࡘ࡞ࡀࡾ࡞ࡢሗࢆ⏝ࡍࡿࠋ
࣭⏝⪅ࡢಶேࢹ࣮ࢱࢆᗈ࿌㈍ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⏝⪅ࡢ᫂
☜࡞チྍࢆᚓࡎࠊ⏝⪅ࢆ┤᥋≉ᐃ࡛ࡁࡿሗ Ặྡࠊ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࡲ
ࡓࡣࡢ㐃⤡ඛሗ࡞ ࢆᗈ࿌ඹ᭷ࡍࡿࡇࡶ࡞࠸ࠋࡑࡢ௦ࢃࡾࠊᗈ
࿌ࡣ⮬♫ࡢᗈ࿌ࡢ㓄ಙࢆᕼᮃࡍࡿ࣮࢜ࢹ࢚ࣥࢫࡢ㢮ᆺ࡞ࢆᙜ♫▱
ࡽࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᙜ♫ࡣ⯆ࢆᣢࡕࡑ࠺࡞ேࡑࡢᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࠋ

⏝⪅ࡢሗࢆ⪅㈍ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᚋࡶ㈍ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ᑐࡋ࡚ࡣࠊᙜ♫ࡀᥦ౪ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ⏝㛤♧᪉ἲࡘ࠸࡚ཝࡋ࠸
ไ⣙ࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿࠋሗࢆඹ᭷ࡍࡿእ㒊ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ✀㢮ࡣḟࡢ࠾ࡾࠋ
࣭ᙜ♫ࡢศᯒࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࠉಶேࡲࡓࡣᴗ⪅ࡀ⮬㌟ࡢᢞ✏ࠊࣜࢫࢸࣥࢢࠊ࣮࣌ࢪࠊື⏬ࠊࡑࡢ
)DFHERRN〇ရෆእࡢࢥࣥࢸࣥࢶᑐࡍࡿேࠎࡢᛂࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
㞟⣙ࡋࡓ⤫ィࡸࣥࢧࢺࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭ᗈ࿌
ࠉᗈ࿌ࢆぢࡓேࡢࢱࣉࡸᗈ࿌ࡢຠᯝࡘ࠸࡚ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆᗈ࿌ᥦ౪
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏝⪅ࡀチྍࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊ⏝⪅ࢆ≉ᐃࡍࡿሗ ⏝⪅
ࡢ㐃⤡ࡸ≉ᐃࡘ࡞ࡀࡿ⏝⪅ྡࡸ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ࡞ ࡣඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ
࠼ࡤࠊ⏝⪅ࡢࢹࣔࢢࣛࣇࢵࢡሗࡸ㊃࣭㛵ᚰ㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞
ሗ ࠼ࡤࠊᗈ࿌ࢆぢࡓ⏝⪅ࡣࠊ࣐ࢻࣜࢵࢻఫࢇ࡛࠸ࡿ㹼ṓࡢዪᛶ
࡛ࠊࢯࣇࢺ࢙࢚࢘ࣥࢪࢽࣜࣥࢢ㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࠸ࡗࡓሗ ࢆࠊࢱ࣮
ࢤࢵࢺᒙࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵᙺ❧ࡓࡏࡿ┠ⓗ࡛ᗈ࿌ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࡢ)DFHERRNᗈ࿌ࡀ㉎ධࡸࢡࢩࣙࣥࡘ࡞ࡀࡗࡓࢆ☜ㄆࡋࠊᗈ࿌
▱ࡽࡏࡿࠋ
࣭ຠᯝ ᐃࢆ⾜࠺ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗ
ࠉ⏝⪅㛵ࡍࡿሗࢆࠊᙜ♫ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ศᯒࡸ ᐃࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆᥦ౪
ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊࢹ࣮ࢱ㞟ィࢆ⾜࠺ᴗඹ᭷ࡍࡿࠋ
࣭ᙜ♫〇ရ࡛ၟရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࢆ㈍ࡍࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࠉ⏝⪅ࡀ᭷ᩱࢥࣥࢸࣥࢶࡢཷಙࢆ⏦ࡋ㎸ࡴࠊᙜ♫〇ရෆ࡛㈍ࡉࢀࡿ
ࡶࡢࢆ㉎ධࡍࡿሙྜࠊᙜヱࢥࣥࢸࣥࢶࡢࢡ࢚ࣜࢱ࣮ࡸ㈍⪅ࡣࠊ⏝⪅
ࡢබ㛤ሗࡸࡢඹ᭷ሗࠊ࠾ࡼࡧྲྀᘬᚲせ࡞ሗ 㓄㏦ඛࡸ㐃⤡ඛ
ሗ࡞ ࢆཷಙࡍࡿࠋ
࣭࣋ࣥࢲ࣮ࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ࣮
ࠉᙜ♫ࡣࠊᢏ⾡ࣥࣇࣛࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊᙜ♫〇ရࡢ⏝≧ἣࡢศᯒࠊ࢝
ࢫࢱ࣐࣮ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊỴ῭ࡢ௦⾜ࠊࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ࡞ࡼࡾᙜ♫
ࡢᴗࢆ⿵ຓࡍࡿ࣋ࣥࢲ࣮ࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ࣮ࠊሗࢥࣥࢸࣥࢶ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭◊✲ᶵ㛵ࡸᩍ⫱ᶵ㛵
࣭ἲᇳ⾜ᶵ㛵ࡸἲⓗせㄳ

*RRJOH//&

/,1(ᰴᘧ♫
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡽྠពࢆྲྀᚓࡋ࡚⏝⪅ሗࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ♫ࡢࣉ࡛࣮ࣜࣘࢨ࣮ࡀ/,1(ࣉࣜෆ࡛タᐃࡋࡓࣉࣟࣇ࣮ࣝ
ሗࢆ⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆྲྀᚓࡋࡓୖࠊᙜヱሗ
ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾ㐺ษ࡞ᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡽྲྀᚓࡋࡓ௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚ᗈ࿌࡞ࢆ㓄ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭<DKRR-$3$1,'ࡢⓏ㘓ሗ
ࠉ⏕ᖺ᭶ࠊᛶู࡞
࣭ᗈ࿌㓄ಙྲྀᚓࡍࡿሗ
ࠉ㛫ᖏࠊ࠾࠾ࡲ࡞⌧ᅾᆅࠊᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ࣮࣌ࢪࠊᗈ࿌⾲♧᳨
⣴ࡋ࡚࠸ࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡞
࣭ᗈ࿌㓄ಙ๓ྲྀᚓࡋࡓ㐣ཤࡢᒚṔ
ձ<DKRR-$3$1ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᒚṔ
ࠉ㐣ཤ᳨⣴ࡋࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡋࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸᗈ࿌ࠊ⏝ࡋࡓ
ࣉࣜࠊ㉎ධࡋࡓၟရࠊ⏝㛫ᖏࠊᆅᇦࠊࢹࣂࢫ࡞
ղᗈ࿌ࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢧࢺࡢ⏝ᒚṔ
ͤே✀ࠊ᐀ᩍࠊᛶⓗᣦྥࠊᗣ≧ែ࡞ࠊៅ㔜ᢅ࠺ࡁಶே㛵ࡍࡿ
ࢹ࣮ࢱࡣ⏝ࡋ࡞࠸ࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆᚓ࡚ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᐃࡵࡿ⠊ᅖ㝈ᐃࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮
ࢱࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱ
ࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡍࡿ㝿ࡣࠊἲ௧ᇶ࡙ࡃሙྜࡲࡓࡣู㏵࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠព
ࢆᚓࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊẶྡࡸఫᡤ➼ࡢ┤᥋≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ู࡛ࡁࡿሗࡸࠊ
せ㓄៖ಶேሗࢆ㝖እࡋࡓୖ࡛ᥦ౪ࡍࡿࠋ

࣭*RRJOHࡣ㞟ࡋࡓሗࢆࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌ྠពࡍࡿ࣮ࣘࢨ࣮ ࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢⓏ㘓ሗࡸࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᒚṔ➼ࡢሗࢆᇶࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⯆ ࣭ಶࠎࡢ࣮ࣘࢨ࣮᭱㐺࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࢆࡣࡌࡵࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᥦ౪ࡍ
࠾࠸࡚ࠊ࠾ࡍࡍࡵࡢᥦ౪ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࠊ᳨⣴⤖ᯝࡢ࢝ 㛵ᚰࡸᒓᛶࢆ᥎ᐃ࣭ศ㢮ࡋࡓୖࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢ᥎⸀ࡸᗈ࿌㓄ಙ⏝ࡋ ࡿሙྜ㸦࠾ࡍࡍࡵࡢၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆ⾲♧ࡋࡓࡾࠊࡈෆࡋࡓࡾࡍࡿሙ
ྜࢆྵࡴ㸧ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᒃఫᆅᇦࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶➼ࡢሗࡸࠊ࣮ࣘࢨ࣮
ࢫࢱ࣐ࢬࢆྵࡵࡓ*RRJOHࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࡓࡵࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡍ ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢࡈ⏝ᒚṔ㸦᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡉࢀࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࠊ
ࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿࠋࢭ࢟ࣗࣜࢸデ᩿ࡢࢶ࣮࡛ࣝࡣࠊ⏝ࡍࡿ*RRJOHࡢ〇
ࡈ⏝࡞ࡗࡓࣉࣜࠊ㉎ධࡉࢀࡓၟရ➼㸧ࢆศᯒࡋ࡚ࠊ<DKRR-$3$1⊂
ရࡈࢭ࢟ࣗࣜࢸタᐃࡢࣄࣥࢺࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⮬ࡢᇶ‽࡛᥎ᐃࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⯆㛵ᚰ㛵ࡍࡿሗࢆ⏝ࡍࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢタᐃࡼࡗ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ㛵ᚰᇶ࡙࠸ࡓࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻ
ᗈ࿌ࢆ┠ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࠕ࣐࢘ࣥࢸࣥࣂࢡ᳨ࠖ⣴ࡍࡿ
ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ*RRJOHࡽᥦ౪ࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ♧ࡍࢧࢺࢆぢࡿࢫ࣏࣮ࢶ
⏝ရࡢᗈ࿌ࢆ┠ࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣᗈ࿌タᐃ
㸦KWWSVDGVVHWWLQJVJRRJOHFRPDXWKHQWLFDWHG㸧ࡼࡾ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ
ྍ⬟ࠋᗈ࿌タᐃࡢ࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ௨ୗࡢⅬࡀ㏻▱ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࠕᗈ࿌ࡣࠊ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺ㏣ຍࡉࢀࡓಶேሗࠊ*RRJOࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᗈ࿌ࡽᥦ౪ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࠊ*RRJOࡀ᥎ᐃࡋࡓ⯆
㛵ᚰᇶ࡙࠸࡚⾲♧ࡉࢀࡲࡍࠋࠖ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊே✀ࠊ᐀ᩍࠊᛶⓗᣦྥࠊᗣࡢࡼ࠺࡞ࢭࣥࢩࢸࣈ࡞ሗ
ᇶ࡙࠸࡚ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌ࡀ♧ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྡ๓ࡸ
࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࡢࡼ࠺࡞࣮ࣘࢨ࣮ࢆಶேⓗ≉ᐃࡍࡿሗࢆ࣮ࣘࢨ࣮ᮏே
ࡢồࡵࡀ࡞࠸㝈ࡾᗈ࿌ඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ
ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグཧ↷ࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\ZK\FROOHFW㸧
ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌
㸦KWWSVVXSSRUWJRRJOHFRPDGVSROLF\DQVZHU"S SULYSROBSQ
DG YLVLWBLG  UG 㸧

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾ᭱㐺ࡋࡓᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࡓࡵ⏝⪅ሗࢆ⏝ࡋ࡚
*RRJOHࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡽඹ᭷ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ
౪ࠊ⥔ᣢࠊᨵၿࡋࠊ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮⮬㌟ࡼࡿ ࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢫࢱࣥࣉ➼ࡢ㉎ධᒚṔࠊࡼࡃ⏝ࡍࡿᙜ♫ࢧ࣮
ࣉࣛࣂࢩ࣮⟶⌮ࡼࡗ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶࠊᗈ࿌ࢆྵ ࣅࢫࠊ᳨⣴ᒚṔ➼ࡢሗࢆ⏝ࡋ࡚ᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ࡵࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ*RRJOH࢝࢘ࣥ
ࢺࢧࣥࣥࡋࠊࢡࢸࣅࢸ⟶⌮ࡢ࣮࣌ࢪࡽࠊ࢙࢘ࣈࣉࣜࡢ
ࢡࢸࣅࢸࢆ࢜ࣥࡍࡿࠊ*RRJOHࡣ࣮ࣘࢨ࣮ᑐࡋࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ
ࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㛵ᚰᇶ࡙ࡁ♧ࡍࡇࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࠕ࣐࢘ࣥ
ࢸࣥࣂࢡ᳨ࠖ⣴ࡍࡿࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ*RRJOHࡽᥦ౪ࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ⾲♧
ࡍࡿࢧࢺࢆぢࡿࢫ࣏࣮ࢶ⏝ရࡢᗈ࿌ࢆ┠ࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ*RRJOH
ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ᗈ࿌ࢆฟࡍࡓࡵ⏝ࡍࡿሗࡣࠊᗈ࿌タᐃ
㸦KWWSVDGVVHWWLQJVJRRJOHFRPDXWKHQWLFDWHG㸧ࡽ࣮ࣘࢨ࣮⮬㌟࡛
⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣᗈ࿌ࡽࡢሗᇶ࡙࠸࡚
ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬᗈ࿌ࢆ┠ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊᗈ࿌
ࡢࢧࢺ࡛ၟရࢆ㉎ධࡋࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᗈ࿌ࡣࢧࢺࢆゼၥࡋࡓሗࢆ
⏝ࡋᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱࡀᗈ࿌࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺㞟ࠊ⏝ࡉࢀࡿࡢࡘ࠸࡚ࡣୗグࡢ
ࣜࣥࢡཧ↷ࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDZK\FROOHFW㸧
ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌
㸦KWWSVVXSSRUWJRRJOHFRPDGVSROLF\DQVZHU"S SULYSROBSQ
DG YLVLWBLG  UG 㸧
ᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ⌮⏤
㸦KWWSVVXSSRUWJRRJOHFRPDGVDQVZHU"S SULYSROBZK\DG KO
MD YLVLWBLG  UG 㸧

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆᚓࡓሙྜ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆᚓࡓሙྜࠊ*RRJOH௨እࡢ⪅ಶேሗࢆඹ᭷ࡍࡿࠋ
ᶵᐦᛶࡢ㧗࠸ಶேሗ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHVHQVLWLYH
LQIR㸧ࢆඹ᭷ࡍࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮᫂♧ⓗ࡞ྠពࢆồࡵࡿࠋ
࣭እ㒊ฎ⌮ࡢሙྜ
ࠉ*RRJOHࡢ㛵㐃♫࠾ࡼࡧࡑࡢࡢಙ㢗࡛ࡁࡿᴗࡲࡓࡣಶேᑐࡋࠊಶ
ேሗࢆ*RRJOHࡢࡓࡵฎ⌮ࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ᙜヱಶேሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡑ
ࡢሙྜࠊᙜヱ㛵㐃♫ࠊᴗࠊࡲࡓࡣಶேࡣࠊ*RRJOHࡢᣦ♧ᇶ࡙ࡁ
*RRJOHࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡞ࡽࡧࡑࡢࡢ㐺ษ࡞ᶵᐦಖᣢ࠾ࡼࡧ
ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ᪉⟇ᚑࡗ࡚ᙜヱฎ⌮ࢆ⾜࠺ࠋࡓ࠼ࡤࠊ*RRJOH࡛ࡣ࢝ࢫ
ࢱ࣐࣮ࢧ࣏࣮ࢺࡢᥦ౪ࢆࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ࣮ጤクࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ἲᚊୖࡢ⌮⏤ࡢሙྜ
࣭ಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ሗ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHLQIR㸧ࢆබ㛤ࡍ
ࡿࠊࡲࡓࡣ*RRJOHࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦ࢧࢺ㐠Ⴀ⪅ࠊᗈ࿌ࠊࢹ࣋ࣟࢵ
ࣃ࣮ࠊᶒ⪅࡞㸧ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ*RRJOHࢧ࣮ࣅࢫࡢ
୍⯡ⓗ࡞⏝ഴྥࡀࢃࡿ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHWUHQGV㸧ሗࢆ
බ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ≉ᐃࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHVSHFLILF
SDUWQHUV㸧ࠊᗈ࿌࠾ࡼࡧ ᐃࡢ┠ⓗ࡛ࣃ࣮ࢺࢼ࣮⮬㌟ࡢ&RRNLHࡸ㢮ఝ
ࡢᢏ⾡ࢆ⏝ࡋ࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣈࣛ࢘ࢨࡲࡓࡣࢹࣂࢫࡽሗࢆ㞟ࡍࡿ
ࡇࢆチྍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭*RRJOHࡀྜేࠊ㈙ࠊࡲࡓࡣ㈨⏘ㆡΏࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓሙྜࠊᘬࡁ⥆ࡁ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேሗࡢᶵᐦᛶࡀಖᣢࡉࢀࡿࡼ࠺ྲྀࡾィࡽ࠸ࠊಶேሗࡀㆡ
Ώࡉࢀࡿ๓ࠊࡲࡓࡣูࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡞ࡿ
๓ࠊᑐ㇟ࡢ࣮ࣘࢨ࣮㏻▱ࡍࡿࠋ

*RRJOHࡣࠊ௨ୗࡢሙྜࢆ㝖࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேሗࢆ*RRJOH௨እࡢ
ᴗࠊ⤌⧊ࠊಶேඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡁࠊୗグࡢෆᐜࡀ᫂グࡉࢀ
ࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ྠពࡢୖ࡛ࠊ⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋୗグࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ヱᙜ⟠ᡤࢆཧ↷ࠋ
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♫ྡ

⏝㛤ጞᚋ㸦᭱ึࡢྠ
ព࣭㏻▱ᚋ㸧࠾ࡅࡿࠊ
ᐃᮇⓗ࡞㏻▱➼ࡢᕤኵ



࣭ヱᙜࡢᶵ⬟ࢆ᭷ຠࡍࡿ๓ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ〇ရᅛ᭷ࡢሗࢆ☜ㄆࡍࡿᶵ
ࡀタࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢሗࡣࠊヱᙜࡢᶵ⬟㛵㐃ࡍࡿࠕタᐃࠖࡸࠊ
࢜ࣥࣛࣥ DSSOHFRPMSOHJDOSULYDF\ ࡛࠸ࡘ࡛ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ

ኚ᭦㝿ࡋ࡚ࡢ㏻▱ྠព ࣭㔜࡞ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊኚ᭦ࡢᑡ࡞ࡃࡶ㐌㛫๓ࡲ࡛ࣉࣛࣂ
ྲྀᚓࡢ᪉ἲ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧࢺ㏻▱ࢆබ㛤ࡋࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹ࣮ࢱ
ࢆ$SSOHࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣኚ᭦ࡘ࠸࡚┤᥋㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸦$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\MS㸧ࡢࠕࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ
ࡈ㉁ၥࠖ㸧



࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ຍ࠼࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேሗࡢ⏝ࢆᚲせࡍ
ࡿ〇ရ࠾ࡼࡧ≉ᐃࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ሗࢆᇙࡵ㎸
ࡴᙧ࡛ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ〇ရᅛ᭷ࡢሗࡣࠊࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ
ࢥ୍ࣥ⥴⾲♧ࡉࢀࡿࠋヱᙜࡢᶵ⬟ࢆ᭷ຠࡍࡿ๓ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ〇
ရᅛ᭷ࡢሗࢆ☜ㄆࡍࡿᶵࡀタࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢሗࡣࠊヱᙜࡢᶵ
⬟㛵㐃ࡍࡿࠕタᐃࠖࡸࠊ࢜ࣥࣛࣥ DSSOHFRPMSOHJDOSULYDF\ ࡛࠸
ࡘ࡛ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࢧ࣮ࣅࢫ⏝㛤ጞ๓ࡢ
⏝⪅ࡢ♧ࡋ᪉ࠊ㏻▱ྠ
ពྲྀᚓࡢ᪉ἲ㸦ᑟ⥺ཬࡧ
ᥖ㍕ሙᡤ㸧

࣭$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\MS㸧
ࠉ㝵ᒙᵓ㐀
ࠉ3')∧ࡶ࠶ࡾ
㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\SGIVDSSOHSULYDF\SROLF\
MSSGI㸧
࣭'DWD 3ULYDF\ KWWSVZZZDSSOHFRPMSOHJDOSULYDF\GDWD
ࠉಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ಶேࢹ࣮ࢱࡢㄝ᫂
ࠉୖグࠕ$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࡢࠕ$SSOHࡀ࠾ᐈᵝࡽ㞟ࡍࡿ
ಶேࢹ࣮ࢱ࡛ࠖᘬ⏝ࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ᴫせ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\㸧
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ྥࡅࡢ⡆␎∧ࠋࢥࣥࢆ⏝ࡋ࡚ࢃࡾࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ᶵ⬟㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\IHDWXUHV㸧
ࠉ6DIDULࡸ࣐ࢵࣉ➼ࡢ$SSOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀഛ࠼࡚࠸ࡿࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ಖ
ㆤᶵ⬟ࢆㄝ᫂ࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\FR
QWURO㸧
ࠉࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂

$SSOH,QF



 ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮➼

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ಀ
ࡿࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
ࡢෆᐜ

㸰㸬⏝つ⣙࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢶ࣮㸸᪂つཬࡧ᪤Ꮡ⏝⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢሗࡀࡢࡼ࠺
ඹ᭷ࡉࢀࡿࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ࡽࡀ⏝ࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿᶵ⬟ཬࡧタ
ᐃࢆẁ㝵ⓗᏛࡿࢶ࣮ཧຍࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪂ࡓ࡞⏝⪅ࡣ
ဨࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢶ࣮ཧຍࡍࡿࡼ࠺ಁࡉࢀࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮㸸)DFHERRNࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢࡰࡍ࡚ࡢ࣮࣌ࢪࡢୖ
㒊ࡽࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮࠸࠺࣓ࢽ࣮ࣗ⏬㠃ࢆᥦ౪ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ⏝⪅ࡣࢃࡎᩘᅇࡢࢱࢵࣉ࡛⮬㌟
ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ⏬㠃ୖ࡛ࡣࠊಶேሗࡢ⟶⌮᪉ἲ
㸦㸸⏝⪅ࡣඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡢ☜ㄆཬࡧᚲせ࡞ሙྜࡢ๐㝖ࡀྍ⬟㸧ࡸ
㜀ぴࡍࡿᗈ࿌ࡢ⟶⌮ࠊ⮬㌟ࡢᢞ✏ཬࡧࣉࣟࣇ࣮ࣝሗࢆ㜀ぴྍ⬟࡞┦ᡭ
ࡢ⟶⌮ࡘ࠸࡚ࡼࡾ῝ࡃᏛࡿࢃࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZIDFHERRNFRPKHOS"UHI VKDUH
KWWSVZZZIDFHERRNFRPDGVDERXW"HQWU\BSURGXFW SULYDF\BVKRUWFXWV
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ᇶᮏ࢞ࢻ㸸ᩍ⫱ࢶ࣮ࣝࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ᇶᮏ࢞ࢻࡣࠊࣉ
ࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿࡉࡽ࡞ࡿሗࢆ⏝⪅ᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊ)$4ᶵ⬟ࡢேẼ
ࡢࢺࣆࢵࢡࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮㸸ᙜ♫ࡣࠊᗈ⠊ᅖࢃࡓࡿࢺࣆࢵࢡࢆ᳨⣴ྍ⬟࡞࣊ࣝࣉ
ࢭࣥࢱ࣮ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᙜ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢὶࢀࡸ⏝⪅ࡼ
ࡿ⟶⌮㛵ࡍࡿヲ⣽ሗࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭࢝࢘ࣥࢺタᐃ㸸࡚ࡢ⏝⪅ࡣࠊ⮬㌟ࡢ࢝࢘ࣥࢺタᐃෆ࡛ࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㛵㐃ࡢタᐃཬࡧ⟶⌮ᐜ᫆ࢡࢭࢫࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢ☜ㄆ㸸ࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢ☜ㄆࢶ࣮࡛ࣝࡣࠊ⏝⪅
ࡣࢹ࣮ࢱඹ᭷⠊ᅖ㛵ࡍࡿ⮬㌟ࡢ㑅ᢥࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࢶ࣮
ࣝࡣ⏝⪅ࡢ㔜せ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮㛵㐃ࡢタᐃ㛵ࡍࡿ࣐ࣜࣥࢲ࣮ࡢᙺ
ࢆᯝࡓࡋࠊ⏝⪅⮬㌟ࡀ㑅ᢥࡋࡓෆᐜࢆ⥔ᣢࡍࡿཪࡣ᭦᪂ࡍࡿࡘ
࠸࡚ホ౯ࡍࡿࡼ࠺ಁࡍࠋ
࣭యබ㛤ᢞ✏࣐ࣜࣥࢲ࣮㸸⏝⪅ࡀ㐩ࡢࡳࡢඹ᭷࡛ࡣ࡞ࡃࢥࣥࢸ
ࣥࢶࢆ୍⯡බ㛤ࡍࡿពᅗࡀ࠶ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᙜ♫ࡣࠊ⏝⪅ࡀࣥ
ࢸࣥࢶࢆ୍⯡බ㛤ࡍࡿ࠸࠺㑅ᢥࢆ⾜࠺๓ࠊ▷࠸㏻▱ࢆ⏝⪅㏦ࡿࠋ
࣭)DFHERRNࣄࣥࢺ㸸ࡉࡽࠊ⏝⪅ᑐࡋ࡚ࠊࣄࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚)DFHERRNࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫୖ࡛ࡢ⟶⌮ࡢά⏝ࡸಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡍࡿၨⓎࢆᐃᮇⓗ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࣄࣥࢺࡣ⏝⪅ࡢࢽ࣮ࣗࢫࣇ࣮ࢻ⾲♧ࡉࢀࠊୡ⏺୰ࡢ⏝⪅
ࡀ⮬㌟ྜࡗࡓࡓࡕ࡛)DFHERRNࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ
ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡿࡶࡢࡋ࡚〇ရෆ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࣄࣥࢺࡣ⏝⪅ࡢ࢝࢘ࣥࢺࢆᏳಖࡘ᪉ἲࡽ)DFHERRNࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫୖ࡛ࡢಶேሗࡢ⟶⌮ཬࡧಖㆤࠊࡑࡋ࡚㐩ࡢὶࡢ᪂ࡓ࡞᪉ἲࡲ࡛
ᗈ⠊࡞ࢺࣆࢵࢡࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡿሙྜࠊ๓⏝⪅㏻▱ࡋࠊ⏝⪅ࡀ
ᨵゞᚋࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࢆ☜ㄆࡋࠊᚋ〇ရࡢ⏝ࢆ⥆ࡅࡿ࠺ࢆ᳨ウ࡛ࡁ
ࡿᶵࢆタࡅࡿࠋ
࣭ᙜ♫ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣉࣛࢡࢸࢫ㛵ࡋ࡚ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ᶵ
ࢆ⏝⪅ᥦ౪ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠊᖺ⾜ࢃࢀࡓᙜ
♫ࡢࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡢᖜ࡞᭦᪂ࡢ㝿ㅮࡌࡓࣉࣟࢭࢫࡽࡶ᫂
ࡽ࡛࠶ࡿࠋᙜࠊࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ᭦᪂∧ࢆୡ⏺୰ࡢ⏝⪅
ྥࡅ࡚࣮ࣜࣜࢫࡋࠊ᭦᪂ࡀ☜ᐃࡉࢀ࡚⏝⪅ࡀ᭦᪂ᚋࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡢྠព
ࢆồࡵࡽࢀࡿ๓ࠊࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ

࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡀ⮬ࡽࡢಶேࢹ࣮ࢱࡀࡢࡼ࠺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ሗࢆ☜ᐇཷ㡿ࡋࠊࡲࡓࠊᙜ♫ඹ᭷ࡍࡿሗࢆ⢭ᰝཬࡧ
⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢᶒ㝈ࢆ☜ᐇࡉࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢከࡃࡢ᪉ἲࢆ
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⏝⪅ࡣࠊᙜ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢⓏ㘓ཬࡧ࢚ࣥ
ࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡢ㑅ᢥ࠾࠸࡚ࠊ༑ศ࡞ሗᇶ࡙࠸ࡓពᛮỴᐃࡀྍ⬟࡞
ࡿࠋ
࣭ᙜ♫ࡼࡿಶேࢹ࣮ࢱࡢ㞟ཬࡧ⏝㛵ࡍࡿࡍ࡚ࡢ⏝⪅ࡢ༑ศ
࡞㏻▱ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊࡍ࡚ࡢぢ㎸⏝⪅ࡣ᭱ึࡢⓏ㘓๓ᙜ♫ࡢ
ࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ⏝⪅ࡣࠊⓏ㘓ࠊ㛵㐃ࡍࡿ
ࢧ࣮ࣅࢫ⏝つ⣙ࠊࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ཬࡧ&RRNLH㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮
ࢆ☜ㄆཬࡧྠពࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡿࠋⓏ㘓ࡀࡋࡓ⏝⪅ࡣࠊࡰࡍ
࡚ࡢ)DFHERRNࡢࢧ࣮ࣅࢫ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡽࠊ,QVWDJUDP࢙࢘ࣈࢧࢺ୪ࡧ
)DFHERRNࡢࢧ࣮ࣅࢫཬࡧ,QVWDJUDPୖࡢࣉࣜෆ࣓ࢽ࣮ࣗ⤒⏤࡛ࠊࢹ࣮ࢱ
㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ᐜ᫆ࢡࢭࢫྍ⬟࡞ࡿࠋ

ࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮࠾࠸࡚ࠊࠕᘢ♫ࡀྲྀᚓࡍࡿሗࡢ✀㢮ࠖࠊࠕᘢ♫ࡀྲྀᚓ
ࡋࡓሗࡢ⏝┠ⓗࠖࠊࠕሗࡢඹ᭷᪉ἲࠖࠊࠕ࣏ࣜࢩ࣮ኚ᭦ࡢ㝿ࡢ㏻▱
᪉ἲࠖ➼ࡢ㡯┠ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ヲࡋࡃࡣࠊKWWSVZZZIDFHERRNFRPSULYDF\H[SODQDWLRQཧ↷ࠋ

)DFHERRN-DSDQᰴᘧ♫

/,1(ᰴᘧ♫

࣭*RRJOH࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀࡿሗࢆ⟶⌮ࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸࡢタᐃࢆぢ┤ࡋࠊࡘࠊ⮬㌟ࡢពྥྜࢃࡏ࡚ㄪᩚࡍࡿࡇࢆࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢝࢘ࣥࢺࡢసᡂࡢ᭱ᚋࡢẁ㝵࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮
ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢺࡢ࢝ࢫࢱ࣒タᐃ㛵ࡍࡿ㏻▱ࢆཷࡅྲྀࡾࡓ࠸࠺㛵
ࡋ࡚ࠊࢳ࢙ࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡛㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࣊ࣝࣉ࣮࣌ࢪࡸࠊࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ᭶㛫ࡸࢭ࣮ࣇ࣮ࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺࢹ࣮➼ྜࢃࡏࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࿘▱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

࣭᭱⤊᭦᪂᪥ࢆᖖ⾲♧ࡋࠊᪧࣂ࣮ࢪࣙࣥࡶ࣮ࣘࢨ࣮ࡀཧ↷࡛ࡁࡿࡼ࠺
࣮࢝ࣈಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍࣭㒊ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣ࣓࣮࡛ࣝ▱ࡽࡏࡿ࡞ࠊ㔜せ࡞ኚ᭦ࡘ࠸࡚
ࡣࡼࡾ᫂☜࡞᪉ἲ࡛࿌▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡿ᫂♧ⓗ࡞ྠព࡞ࡃ࣏ࣜࢩ࣮ᇶ࡙ࡃ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᶒࢆ⦰
ᑠࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࢆసᡂࡍࡿ㝿ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ
ࣜࣥࢡࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࠊཬࡧ࢝࢘ࣥࢺసᡂࡢὶࢀ⮬య
㛵ࡍࡿ᫂☜࡞ㄝ᫂ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ࢝࢘ࣥࢺసᡂᚋ࠸ࡘ࡛ࡶࣉࣛ
ࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢡࢭࢫࡋࡓࡾࠊタᐃࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࢝࢘ࣥࢺタᐃࡢὶࢀࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᴫせࡶྵࡲࢀࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞࢝࢘ࣥࢺࢆసᡂࡍࡿࡍ࡚ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᴫせࢆ㜀ぴࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮┘
どᶵ㛵㸦,&2㸧ࢆྵࡴࢹ࣮ࢱಖㆤᙜᒁࡢ༠㆟ࢆ⤒࡚᥇⏝ࡉࢀࡓࠋ
࣭࢝࢘ࣥࢺసᡂࡢὶࢀࡢ᭱ᚋࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ⏝つ⣙ࡢྠពࢆ♧ࡍ
࣎ࢵࢡࢫࡣูࡢࠊࠕୖ㏙ࡢ>ࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ㑅ᢥࡋࡓタᐃࡼࡿ
@࣮ࣘࢨ࣮ሗࡢฎ⌮ࠖᑐࡍࡿྠពࢆ♧ࡍࢳ࢙ࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫࢳ࢙ࢵࢡ
ࡍࡿࡇࢆồࡵࡽࢀࠊ࢝࢘ࣥࢺసᡂࣉࣟࢭࢫ⤊๓ࡉࡽࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢㄝ᫂ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ
࣭࢝࢘ࣥࢺసᡂࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮࠸ࡃࡘࡢࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡀᥦ♧
ࡉࢀࠊ≉ᐃࡢฎ⌮ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡶࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌
ࡢྠព࡞ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ㑅ᢥࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᶵࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࠋ

࣭ࡢ࠾ࡾࠊ㔜せ࡞ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࢃࡾࡸࡍ࠸᪉ἲ
࡛ࡢ࿘▱ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᚋࡶࡼࡾ࣮ࣘࢨ࣮ࢃࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ኚ᭦ࢆ▱ࡽࡏࡿࡼ࠺ࠊດࡵ࡚࠸
ࡃࠋ

࣭㔜せ࡞ኚ᭦ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࣉࣜෆࡢࣂࢼ࣮➼⾲♧ࡋ࡚࿘▱ࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
࣭ᚲせᛂࡌ࡚ࣉࣜ㉳ື࣏ࢵࣉࢵࣉ⾲♧ࢆࡋ࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡽኚ᭦
ࡋࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢྠពࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

࣭/,1(࢝࢘ࣥࢺ㛤タ⏝つ⣙ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆᥖ㍕ࡋࠊ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࡢୖࠊ࢝࢘ࣥࢺࢆ㛤タࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᙜ♫:HEࢧࢺཪࡣ/,1(ࣉࣜෆࡽࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆᐜࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࢃࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡽࢀࡿࡼ ࣭⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࢆᐃࡵࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
࠺ࠊලయࠊㄝ᫂ື⏬ࠊ࡞⏝ㄒࡢᐃ⩏ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊྲྀᚓࡍࡿሗࠊ⏝┠ⓗࠊሗࢆ➨୕⪅ᥦ
౪ࡍࡿሙ㠃ཬࡧ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᶒ➼ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVOLQHPHMDWHUPVSROLF\
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆᐜ࡞ࢆࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢࠕࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ㛤タ࣭බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVOLQHFRUSFRPMDSULYDF\
࣭ಶูࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᶵ⬟➼࠾࠸ู࡚㏵ࡢ࣏ࣜࢩ࣮࣭つ⣙ࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

*RRJOH//&

࣭┤㏆࡛ࡣᖺ᭶ࠊᰴᘧ♫=2=2ࡀࢢ࣮ࣝࣉᴗࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࡢᑐ㇟
ࡋ࡚㏣ຍࡉࢀࡿࡇࢆ▱ࡽࡏࡿ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࠾࠸࡚ࠊᙜヱࢹ࣮ࢱ㐃ᦠ
㛵ࡍࡿタᐃ㛵ࡋ࡚⌧ᅾࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢタᐃࡢ☜ㄆࡢ࠾㢪࠸ࢆᐇࡋ࡚࠸
ࡿࠋᚋࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿタᐃࡘ࠸
࡚ࠊ☜ㄆࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡓࡵࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆᐃᮇⓗ㏦ಙࡍࡿࡇ࡞ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆᣑࡋ࡚࠸ࡃணᐃࠋ

࣭㔜せ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮➼ࡢᨵᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࣉࣜ࠾ࡅࡿ
ࣉࢵࢩࣗ㏻▱ຍ࠼ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࣓࣮ࣝ㏦ಙ࡞ࠊ☜ᐇᮏே㏻▱
࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭<DKRR-$3$1,'ྲྀᚓࡢᑟ⥺
ࠉ<DKRR-$3$1,'ྲྀᚓᥖฟࡉࢀࡿ⣙Ḱ⏝つ⣙㸦ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮ࢆྵࡴ㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽᢎㅙ࠸ࡓࡔ࠸ࡓୖ࡛,'Ⓩ㘓࠸ࡓࡔ
࠸࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢᑟ⥺
ࠉ⣙Ḱࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࡈ⏝ྠព࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋᥖฟሙᡤࡣࢧ࣮ࣅ
ࢫࡼࡾ␗࡞ࡿࡀࠊࢧࢺୗ㒊㸦ࣇࢵࢱ㒊ศ㸧ࡸࣉࣜタᐃ࠾࠸࡚⏝
つ⣙㸦ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆྵࡴ㸧࠾ࡼࡧࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࣜ
ࣥࢡࢆᥖฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᙜ♫࠾࠸࡚ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢዎ⣙ࡢලయⓗෆᐜ࡞ࡿᩥ᭩࡛࠶ࡿ⏝
つ⣙ࡢ୰࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⣙᮰࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆᐜࡀᙜ♫ࡢമົ࡞ࡿ
ࡢ⨨࡙ࡅࢆ᫂☜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣࠕ➨㸰❶ࠉࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮ࠖ㸦KWWSVDERXW\DKRRFRMSFRPPRQWHUPVFKDSWHUFIQG㸧ࡢ
࠾ࡾࠋ
ͤ࡞࠾ࠊࡇࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡗ࡚ࡼࡾศ
ࡾࡸࡍࡃሗᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᙜ♫࡛ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮
࠸࠺࣮࣌ࢪࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࠊྠࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ
ྲྀᚓࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࠊ࠾ࡼࡧࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠࡘ࠸
࡚ࠊࡑࢀࡒࢀヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
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ྠពྲྀᚓ㏻▱㝿ࡋ࡚
ࡢࠊ⏝つ⣙ࡸࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆ⌮ゎࡋࡸ
ࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵ
㸦㝵ᒙⓗࣉ࣮ࣟࢳࠊ
ࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠊࢪࣕࢫ
ࢺࣥࢱ࣒ࠊࢥ
ࣥࠊࣔࣂࣝཬࡧࢫ࣐࣮
ࢺࢹࣂࢫࡢ≉ᚩࡢ⏝
➼㸧



࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆࡋࡓሙྜ
ࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝⥅⥆ࡢྍ
ྰ

⏝⪅ሗࡢᥦ౪ࡘ࠸
࡚ಶู㑅ᢥ࡛ࡁࡿࢲࢵ
ࢩ࣮ࣗ࣎ࢻ➼ࡢタ⨨≧ἣ
㸦᪉ἲࠊᑐ㇟⠊ᅖ➼ྵ
ࡴ㸧





 ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ

⏝⪅ሗࡢᥦ౪ࢆᕼᮃ
ࡋ࡞࠸ពᛮࢆ♧ࡍ࢜ࣉࢺ
࢘ࢺࡢタ⨨≧ἣ㸦᪉
ἲࠊᑐ㇟⠊ᅖ➼ྵࡴ㸧

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࢆศ
ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ⪃
࠼᪉ࠊᕤኵࡸᑐฎ
㸦⏝⪅ࡢാࡁࡅࡸ
ሗᥦ౪ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢸࢫ
ࢺࡢᐇ➼㸧



 ㏱᫂ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤኵ

)DFHERRN-DSDQᰴᘧ♫

࣭ࡢ࠾ࡾࠊࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ࣮࣌ࢪࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆࠊL3KRQHࡸ0DF࡞ࢹࣂࢫࡽタᐃ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉL3KRQH➼㸸ࠕタᐃࠖ㸼ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖ
ࠉ0DF㸸ࠕࢩࢫࢸ࣒⎔ቃタᐃࠖ㸼ࠕࢭ࢟ࣗࣜࢸࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖ㸼ࠕࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࠖ

࣭ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࢧ࣮ࣅࢫ⏝⥅⥆ྍࠋ

࣭ࠊࡢ࠾ࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ⨨ሗࡢᥦ౪ࢆᣄྰタᐃࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
࣭ࡢ࠾ࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓᗈ࿌ࡢಶேሗࡢ
⏝ࡘ࠸࡚ᣄྰタᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊL3KRQHゎᯒሗ㸦ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࠾ࡼࡧ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᵝ㛵ࡍࡿヲ⣽ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ⤫ィሗࠊ࠾ࡼࡧྛࢹࣂࢫ
$SSࡢ⏝≧ἣ㸦ಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸧㸧ࡢᥦ౪ࢆᣄྰ
タᐃ࡛ࡁࡿࠋ
㸦ࢹࣂࢫゎᯒࣉࣛࣂࢩ࣮㸦KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMD
MS+7㸧㸧

࣭ࡢ࠾ࡾࠊ$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡛㝵ᒙⓗࣉ࣮ࣟࢳࠊࡢ
࠾ࡾࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢࢥࣥࢆ᥇⏝ࠋ
࣭ࡢ࠾ࡾࠊࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࠖࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢ᪉
ἲࢆㄝ᫂ࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ࣮࣌ࢪ㸦KWWSVSULYDF\DSSOHFRP㸧ࢆ⏝ព
㸦ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖࡢ࣮࣌ࢪࡶࣜࣥࢡ࠶ࡾ㸧ࠋ௨ୗࡢࡇ
ࡀྍ⬟ࠋ
ࠉ$SSOH,'⣣ࡅ࡚$SSOHಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࡢྲྀᚓ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮⮬㌟ࡢ$SSOH,'ࢆ୍ⓗ↓ຠࡍࡿࠋ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮⮬㌟ࡢ$SSOH,'ࢆ๐㝖ࡋࠊᙜヱ,'㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡍࡿࠋ
ࠉಶேࢹ࣮ࢱࡢゞṇࢆ⏦ㄳࡍࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊࠕL3KRQHゎᯒࢆඹ᭷ࠖࡍࡿྰࢆ㑅ࡿࠋ21ࡍࡿࠊ
ࢆẖ᪥⮬ືⓗ㏦ಙࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ
$SSOHಖ⟶ࡍࡿಶேሗࡢᢕᥱ⟶⌮㸦KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMD
MS+7 㸧 ࢹࣂࢫゎᯒࣉࣛࣂࢩ࣮
㸦KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMDMS+7㸧

࣭ࠕᗈ࿌⾲♧ࡢタᐃࠖ࠾࠸࡚ࠊᗈ࿌ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺタᐃ⏝ࡉࢀࡿࣉࣟ
ࣇ࣮ࣝሗࠊ⯆࣭㛵ᚰࡢ࢝ࢸࢦࣜ➼ࢆタᐃ࣭⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࠕࡇࡢᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࠖࡣࠊ⏝⪅ࡀ≉ᐃࡢᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀ
ࡿ⌮⏤ࡢㄝ᫂ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࠕ)DFHERRNእࡢࢡࢸࣅࢸࠖᶵ⬟ࡼࡾࠊ⏝⪅ࡣᴗ⪅ࡸ⤌⧊ࡀ
⮬♫ࣉࣜཪࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢゼၥࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㜀ぴࠊཬࡧࢩࣙࢵࣆࣥ
ࢢ࣮࢝ࢺࡢࢸ࣒ࡢ㏣ຍ࡞ࡢ⏝⪅ࡢࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ㛵ࡋ࡚ᙜ
♫ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࢡࢸࣅࢸࡢᴫせࡢ☜ㄆࡸࠊྛ⮬ࡢ)DFHERRNࡢ࢝
࢘ࣥࢺࡽࡢᙜヱࢡࢸࣅࢸࡢ㛵㐃ࡅࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭ཧ↷ࠋ

࣭ᙜ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣᗈ࿌ධࡼࡾᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ
ᗈ࿌ࡢࡍ࡚ࢆ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࡣ⏝⪅ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
୍࣭᪉࡛ࠊ⏝⪅ࡀ)DFHERRNࡢࢧ࣮ࣅࢫୖ࡛㜀ぴࡍࡿᗈ࿌ࢆ࢝ࢫࢱ࣐ࢬ
ཬࡧ⟶⌮࡛ࡁࡿྛ✀ࡢࢶ࣮ࣝཬࡧᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࡢ࠾ࡾࠊᖺ᭶ࠊᴗ⪅ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮タィࡢỴᐃ࠾࠸࡚
ࠕேࠖࢆ୰ᚰᤣ࠼ࡿࡇ࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ሗࢆࡼࡾࡼࡃఏ࠼ࡿᚲせᛶ
ࢆᙉㄪࡋࡓ࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋ࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮࡛ࡣࠊᴗ
⪅ࠊᨻ⟇❧⪅ࠊࡑࡢࡢᑓ㛛ᐙࡀ༠ຊࡋྜ࠺ࡇࡢ㔜せᛶࡶᙉㄪࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭ᙜ♫ࡀタ❧ࡋᨭࡍࡿᴗ⏺ᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ77&ࣛ࣎ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙜ
♫ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ᑓ㛛ᐙࡸᴗ༠ຊࡋࠊࢹ࣮ࢱࡸࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ㑅ᢥࡘ
࠸࡚ேࠎࡼࡾࡼࡃ▱ࡽࡏࡿࡓࡵࡢࢡ࢚ࣜࢸࣈ࡞ࢹࢨࣥࢯ࣮ࣜࣗ
ࢩࣙࣥࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ࡢࢹࢨࣥࢆኚ᭦ࡋࠊࡼࡾㄞࡳࡸࡍࡃࠊ㐺ษ࡞ࡶࡢࡋ
ࡓࡾࠊࠕࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢ☜ㄆࠖࡢࡼ࠺࡞〇ရෆࣉࣟࣥࣉࢺࡢ㏣ຍࢆ
⾜ࡗࡓࡾࠊࡉࡽࡣࠕࡇࡢᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࠖࡸࠕ)DFHERRNእࡢ
ࢡࢸࣅࢸࠖ࡞ࡢᶵ⬟ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࡢ࠾ࡾࠊ$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ຍ࠼࡚ࠊࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ᴫ ࣭ᖺ᭶࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࠕ&RPPXQLFDWLQJ$ERXW3ULYDF\ࠖࢆⓎ⾲
せࠖࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ᶵ⬟ࠖࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖ➼ࢆᥖ㍕ࠋ
ࡋ࡚௨᮶ࠊᾘ㈝⪅ࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿሗࢆᥦ♧ࡍࡿࡓࡵࡢࡼࡾⰋ࠸
࣭ࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢࢥࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ↷ࠋ
ࣉ࣮ࣟࢳࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵࠊୡ⏺୰ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮༠㆟ࢆ㔜ࡡ࡞
ࡀࡽࠊࡇࡢㄢ㢟ࢆ῝ࡃ㏣ồࡋ࡚ࡁࡓࠋ࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮࡛ࡣࠊ⮬ศࡢሗ
ࡀࡢࡼ࠺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆேࠎ▱ࡽࡏࡿࡓࡵࡢࠊ᭱Ⰻᛮࢃࢀࡿ
ࢹࢨࣥᡭἲࢆᖜᗈࡃ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡍ
࡚ࡢᾘ㈝⪅ࡗ࡚᭷ຠ࡞ࠊ၏୍ࡢࠕṇࡋ࠸ࠖࣉࣛࣂࢩ࣮㏻▱ࡢ᪉ἲࡣ
࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࡢከࡃࡢᴗ⪅ྠᵝࠊᾘ㈝⪅ࡀࡼࡾヲ⣽࡞ሗࢆぢࡘࡅࡽࢀࡿࡼ
࠺ࣜࣥࢡࢆᙇࡗࡓࡾࠊ㝵ᒙ≧ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮㏻▱ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮࡛ࡣࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸㏻▱ࡢ㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᴗ
⏺つไᙜᒁࡀ༠ຊࡋ࡚㏻▱ࡢᇶ‽ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇࡸࠊㄝ᫂㈐௵ࡢᡭẁࢆ
タィࡋ࡚ࠊ༢⤖ᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐺ษ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮タィࣉࣟࢭࢫࡢ
㑂Ᏺࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡢᥦࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

$SSOH,QF

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆᐜ࡞ࢆࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢࠕࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ㛤タ࣭බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾྛ㡯┠ࡢෑ㢌ᙜヱ㡯┠
ࡢᴫせࢆグ㍕ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢࠕྲྀ
ᚓࡍࡿࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࠖࡸࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ⏝┠ⓗࠖࡢෑ㢌ᙜ
ヱ㡯┠ࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊヲ⣽ෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ಶูᶵ⬟࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࠾࠸ู࡚㏵࣏ࢵࣉࢵࣉ࡛ㄝ᫂➼ࢆ⾜࠺ሙྜࡶ࠶
ࡿࠋ

࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ*RRJOHࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮ࡢ㡯┠ࡢ࠺ࡕࠊᖺࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ᭱᪂∧ࢆタィࡍࡿ㝿
⪃៖ࡋࡓせ⣲ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࣭ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࡢࡋࡸࡍࡉ㸸᫂☜࡞ぢฟࡋࠊ⡆༢࡞ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࠊ
࣮࢜ࣂ࣮ࣞ࡞ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ᥈ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆぢࡘࡅࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ
ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆタィ࣭⦅ᡂࡋࡓࠋ
࣭ࢃࡾࡸࡍࡉ㸸ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠊࡼࡾ᫂☜࡞⾲⌧ヲ⣽࡞ㄝ᫂
ࢆᑟධࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄝ᫂⏝ࡢື⏬ࡸᅗࢆ㏣ຍࡋࠊᩥᏐࡼࡿㄝ᫂ຍ࠼
࡚ࠊࡼࡾࢃࡾࡸࡍ࠸どぬⓗ࡞ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㏱᫂ᛶ⟶⌮㸸࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆㄞࢇࡔ㝿ࠊࡍࡄ
࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࢆኚ᭦࡛ࡁࡿࡼ࠺タᐃ┤᥋ࢡࢭࢫ࡛ࡁ
ࡿࣜࣥࢡࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊタᐃኚ᭦ࢆᐜ᫆ࡋࡓࠋ

࣭ཧ↷ࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀ/,1(ࣉࣜ࠾ࡅࡿ⏝⪅ሗࢆ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ♫ࡢࣉࣜ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ/,1(ࣉࣜෆ࡛㐃ᦠ୰ࡢ♫ࣉࣜࡀ୍ぴ⾲♧ࡉࢀࡿ⏬㠃ࢆ
ᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ⏬㠃ෆࡽ㐃ᦠゎ㝖ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ࠸ࡘ࡛ࡶ↓ຠ࡛ࡁ㸦࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㸧ࠊ↓ຠࡋ ࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀ♫ࡢࣉࣜࡢ㐃ᦠࢆゎ㝖ࡋࡓሙྜࡸ⨨ሗࢆ࢜ࣉࢺ
ࡓᚋࡶࠊ*RRJOH࣐ࢵࣉࠊࣇ࢛ࢺࠊ᳨⣴ࢆྵࡴ*RRJOHࡢ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ ࢘ࢺࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ/,1(ࣉࣜࡢ⏝ࡣ⥅⥆࡛ࡁࡿࠋ
࠸⥆ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࢆసᡂࡍࡿ㝿ࠊ*RRJOHඹ᭷ࡍࡿሗ ࣭⏝⪅ሗࡢ➨୕⪅ᥦ౪㸦㐃ᦠ㸧ࡸ⨨ሗࡢྲྀᚓ➼ࡘ࠸࡚࢜ࣉࢺ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋྠࠊ࢝࢘ࣥࢺࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࠊࢭ࢟ࣗࣜ ࢘ࢺࡢᶵ⬟ࢆ⏝ពࡋࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ㐃ᦠࡸሗᥦ౪ࢆṆ࡛ࡁࡿᡭẁࢆᥦ౪
ࢸ㛵ࡍࡿ࠸ࡃࡘࡢ㔜せ࡞タᐃ⟶⌮㡯┠ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ࢝࢘ࣥࢺస ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡂᚋࡶࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊKWWSVP\DFFRXQWJRRJOHFRP࠶ࡿ*RRJOH࢝
࢘ࣥࢺࡢ୍ᣓ⟶⌮⏝ࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ*RRJOH࢝࢘ࣥ
ࢺタᐃࢆ☜ㄆࡋኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࢶ࣮ࣝࡣࠊࢹࢫࢡࢺࢵࣉ࠾ࡼ
ࡧࣔࣂࣝࡢࢹࣂࢫୖࡢ࠶ࡽࡺࡿࣈࣛ࢘ࢨࢆ㏻ࡌ࡚⏝࡛ࡁࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣ࢝࢘ࣥࢺࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࢡࢭࢫࡋ࡚ࠊ≉ᐃࡢタᐃ࣎ࢱ
ࣥࢆ21ࡲࡓࡣ2))ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸦࢜ࣉࢺ࢘ࢺ࢜ࣉࢺࣥ㸧ࠋ
࠼ࡤࠊࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥᒚṔࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࢧࣥࣥࡋࡓࢹࣂࢫࢆᣢࡗ
࡚ゼࢀࡓሙᡤ㛵ࡍࡿሗࢆ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺୖಖᏑࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
⨨ሗࢆ㞟ࡋಖᏑࡍࡿ≉ᐃࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊ⨨ሗࡣࠊ*RRJOH࣐ࢵࣉࠊ
ࣇ࢛ࢺࠊ᳨⣴ࢆྵࡴࠊ*RRJOHࡢ〇ရࢧ࣮ࣅࢫࢆ࠺࠶ࡓࡗ࡚࣮ࣘࢨ࣮
ᵝࠎ࡞Ⅼࢆࡶࡓࡽࡍࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ᑐࡋ࡚ࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࢆᐇࡋࡓୖࠊ⏝⪅
ሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡢᠱᛕࢆᢕᥱࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆㄞࡳ࡙ࡽ
࠸ឤࡌࡿ⌮⏤➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡛ࠊࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓຠᯝⓗ࡞ᑐ⟇ࢆᐇ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

/,1(ᰴᘧ♫

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⌮ゎࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ*RRJOHࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡛ࡣࠊ
⏬ീࡸࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥື⏬ཬࡧせ࡞ࢥࣥࢭࣉࢺࢆࢃࡾࡸࡍࡃࣁࣛ
ࢺࡋࡓㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢタᐃࢆ☜ㄆཬࡧㄪᩚࡋࠊ⮬ື๐㝖࡞ࡢ
ࢶ࣮ࣝࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡞ࠊ࣮ࣘࢨ࣮⮬㌟ࡀ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿሗࢆ⟶⌮ࡉࢀࡿࡇࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ᑐࡋ࡚࣊ࣝࣉ࣮࣌ࢪࡸࢭ࣮ࣇ࣮ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢹ࣮࡞
ྜࢃࡏࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ

*RRJOH//&

࣭ࡢ࠾ࡾࠊ<DKRR-$3$1,'ࡢࠕⓏ㘓ሗࠖ࠾࠸࡚ࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣭࣓࣮ࣝ㓄ಙタᐃ⏬㠃ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶタᐃኚ᭦
ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⥅⥆ࡣྍ
⬟ࠋ
࣭⾜ືࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌ࢆᣄྰࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊᗈ࿌ࡢ⢭ᗘࡀᝏࡃ࡞ࡿ௨
እ࣮ࣘࢨ࣮┈ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

࣭<DKRR-$3$1,'ࡢࠕⓏ㘓ሗࠖ࠾࠸࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣭࣓࣮ࣝ㓄ಙタ
ᐃ⏬㠃ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕྛࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡢࢹ࣮ࢱ⏝
࠾࠸࡚ࠊእ㒊ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢹ࣮ࢱ⏝ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉᴗ
ࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠタᐃࠖ࠾࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉᴗࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕእ㒊ᴗࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪タᐃࠖ࠾࠸࡚ࠊಶูࡢእ㒊ᴗࡢࢹ࣮ࢱᥦ
౪ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡀྍ⬟ࠋᙜヱタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࠖ࠾࠸࡚ࡶෆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࡢ࠾ࡾࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࠾࠸࡚࣮ࣘࢨ࣮ᙜ♫ࡢࣃ࣮ࢯࢼ
ࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡢࡍ࡚ࢆศࡾࡸࡍࡃࡈㄝ᫂ࡍࡿࡇࡣᅔ
㞴࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅗ⾲➼ࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢヲ⣽ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡓࠕࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ⏝ពࡋࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝ
ࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭࠾ᐈᵝࡢሗ㛵ࡍࡿタᐃࢆ୍ࣨᡤ㞟⣙ࡋࠊࠕࣉࣛࣂࢩ࣮࣭࣓࣮ࣝ
㓄ಙタᐃࠖࡋ࡚ࡈᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ྠពྲྀᚓࡸ㔜せ࡞㏻▱㝿ࡋ࡚ࡣ࣏ࢵࣉࢵࣉࢆ⏝ࡍࡿ࡞ࡋ࡚࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡀᚲࡎ┠ࡍࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࠾࠸࡚࣮ࣘࢨ࣮ᙜ♫ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀ
ࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡢࡍ࡚ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊᅗ⾲➼ࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢヲ⣽ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡓࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥ
ࢱ࣮ࠖࢆࡈ⏝ពࡋࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࠊ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀヲ⣽ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏝┠ⓗࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࠾ࡼࡧࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ⏝┠ⓗࢆᥖࡆࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ⏝┠ⓗࡢヲ⣽ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ෆࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࠖࡢ࣮࣌ࢪ
࠾࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࡢ࣮࣌ࢪ࡛ࡣࠊ
ࠕᗈ࿌ࡢ⾲♧ࠖ➼ࠊ⏝ࡢලయࡋ࡚ࡢ㡯┠ࢆᥖࡆࠊࡑࡢ㡯┠ࡈ
ࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࠾ࡼࡧࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢෆᐜ
ࡸࠊྠពྲྀᚓ࠶ࡓࡗ࡚ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗᥦ౪ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ
ົ㒊㛛ࡀᴗ㒊㛛ㄪᩚࡢୖุ᩿ࡋࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࠼ᚓࡿ
ᙳ㡪➼ᛂࡌ࡚ࠊࡉࡽࢹ࣮ࢱ࣭ࢹࣞࢡࢱ࣮㸦''㸧᳨࡛ウࡋࡓୖ࡛ࠊ
ࢳ࣮ࣇ࣭ࢹ࣮ࢱ࣭࢜ࣇࢧ࣮㸦&'2㸧ࡀ㈐௵⪅ࡋ࡚Ỵࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟධ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡇࢀࡽࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ➨୕⪅ࡽ┘
ど࣭ホ౯ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊእ㒊ࡢከᵝ࡞ᑓ㛛ᐙࡼࡾᵓᡂࡉ
ࢀࡿࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢺࢆ⤌⧊ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊຍ࠼࡚♫ෆࡢࢹ࣮ࢱ
⏝➼㏻ࡌࡓ⪅ࡀྠᵝ➨୕⪅ⓗ࡞❧ሙࡽ┘ど࣭ホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ
ࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢸࢡࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇࢧ࣮㸦'32㸧ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ୖグࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍࡿࡇࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࡋ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯㸦3,$㸧ࡢヨ㦂㐠⏝ࢆጞࡵ࡚࠾ࡾࠊᮏ᱁
㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᖺୖ༙ᮇ࣮ࣘࢨ࣮ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ
㛵ࡍࡿྲྀ⤌
㸦ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢸࣅࣜ
ࢸ࣮ࢆồࡵࡿ᪉ἲࠊᑐ
㇟⠊ᅖ㸧

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿሙྜ
࣭ᥦ౪ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢ
ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ
࣭ᥦ౪ඛࡢせ௳
࣭ࣥࢱ࣮࢜࣌ࣛࣅࣜ
ࢸ☜ಖ㛵ࡍࡿ⪃៖≧
ἣ

ಶேሗಖㆤἲᇶ࡙ࡃ
㛤♧ㄳồࡢᑐᛂ≧ἣ
㸦㟁☢ⓗ࡞㛤♧ࡢᐇ≧
ἣࠊ㛤♧ㄳồࡢ᪉ἲࠊᥦ
౪ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ➼㸧







 ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ

࣭㟁☢ⓗ࡞㛤♧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡢࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ࣮࣌ࢪ࡛ࠊ
ࠕࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࠊᙜヱ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ$SSOH
ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿ࣮࣌ࢪ⾜ࡃࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ

࣭ࡢ࠾ࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ௨ୗࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࠉ-621ࠊ&69ࠊ;0/ࡲࡓࡣ3')ᙧᘧࡢࢫࣉࣞࢵࢻࢩ࣮ࢺࡲࡓࡣࣇ࡛ࣝ
ࡢ$SS⏝ࡸࢡࢸࣅࢸሗ
ࠉࡑࢀࡒࢀࡢཎࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡼࡿᩥ᭩ࠊ┿ཬࡧࣅࢹ࢜
ࠉ9&)ࠊ,&6ཬࡧ+70/ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡼࡿ㐃⤡ඛࠊ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࠊࣈࢵࢡ
࣐࣮ࢡ

࣭ࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ࣮࣌ࢪ࡛ࠊࠕࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࠖࢆ
ࢡࣜࢵࢡࡍࡿࠊᙜヱ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ$SSOHಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆ
ࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

$SSOH,QF

࣭ᾘ㈝⪅ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ㉁ၥཪࡣᙜ♫ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮័⾜㛵ࡍ
ࡿ㉁ၥࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ᵝࠎ࡞㐃⤡❆ཱྀࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࠼ࡤࠊ)DFHERRN♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏝⪅ཬࡧ⏝⪅௨እࡶᑓ
⏝ࡢၥ࠸ྜࢃࡏ⏝ࣇ࢛࣮࣒ࢆ⏝ࡋ࡚)DFHERRN♫ࡢࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜ
ࢩ࣮ࡘ࠸࡚ᙜ♫ࡲ࡛ၥ࠸ྜࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᙜ♫ࡢࢹ࣮ࢱ
㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡢᮎᑿ࠶ࡿ75867H㸦እ㒊ࡢ➨୕⪅⣮தゎỴࣉࣟࣂ
ࢲ࣮㸧ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢࣜࣥࢡࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྠ♫㐃ᦠࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ
ࡿࠋᙜ♫ࡢࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊᙜ♫࣓࣮࡛ࣝ㐃⤡ࡍࡿࡇࢆ
ᕼᮃࡍࡿ⏝⪅ྥࡅࡢᐄྡཬࡧఫᡤࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏝⪅ࡣࠊ)DFHERRN♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫᢞ✏ࡉࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡘ࠸࡚⫝̸ീ
ಀࡿࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿⱞࢆ⏦ࡋ❧࡚ࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋᙜ♫ࡢࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ㐠Ⴀࡢᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒ࡼࡗ࡚ཷ㡿ࡉࢀࡓ㉁ၥᑐࡋ࡚
ࡣࠊ㏿ࡸᅇ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᙜ♫ࡣࠊᙜ♫ࡢ࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮࠾
࠸࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࢶ࣮ࣝ㛵ࡍࡿศࡾ᫆࠸ㄝ᫂ࠊၥ࠸ྜࢃࡏ⏝
ࣇ࢛࣮࣒ࡢࣜࣥࢡࠊཬࡧࡼࡃ࠶ࡿ㉁ၥࡢᅇ⟅ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭⏝⪅ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶࢹ࣮ࢱࣇࣝࢆせồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ+70/ࣇࣝ
㸦'<,㸧ࡲࡓࡣ-621㸦'<,࠾ࡼࡧ'<'㸧࡛ཷࡅྲྀࡿࡇࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ+70/ࡣࠊ)DFHERRN୍࡛⯡ⓗ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊぢࡸࡍ࠸ࢹ࣮ࢱᙧᘧ࡛
࠶ࡿࠋཷಙ⪅ࡣ=,3ࣇ࡛ࣝཷࡅྲྀࡿࠋ=,3ࣇࣝࢆ㛤࠸࡚ゎࡍࡿ
ࠊࠕLQGH[ࠖ࠸࠺ྡ๓ࡢ+70/ࣇࣝࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ:HEࣈࣛ࢘ࢨ࡛
:HE࣮࣌ࢪࡢࡼ࠺㛤ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ=,3ࣇࣝࡣࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺ
ࡉࢀࡓ⏬ീࡸື⏬࡞ࡢࣇࣝࡀධࡗࡓࣇ࢛ࣝࢲࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ-621
ࡣᶵᲔⓗㄞࡳྲྀࡾྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱᙧᘧ࡛ࠊࡢࢧ࣮ࣅࢫሗࢆࢵࣉ
࣮ࣟࢻࡍࡿ㝿ࠊࡼࡾ⡆༢ሗࢆ㌿㏦࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢࡓࡵࠊሗࡢࢥࣆ࣮ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢆ㛤ጞࡍࡿ๓
ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢධຊࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡢ㛤ጞࢆチྍ
ࡍࡿ๓ࠊ㏣ຍࡢ☜ㄆࢫࢸࢵࣉࡢࢆồࡵࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ࢝࢘ࣥࢺಖ
ㆤࡢࡓࡵࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࣜࢡ࢚ࢫࢺࡣᩘ᪥ᚋኻຠࡍࡿࡀࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ᪂ࡋ
࠸ࣜࢡ࢚ࢫࢺࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᖺࡣࠊ$SSOHࠊ*RRJOHࠊ0LFURVRIWࠊ7ZLWWHUඹྠ࡛ࠊ࢜ࣥࣛࣥ
ࢧ࣮ࣅࢫ㛫࡛ࢹ࣮ࢱࢆ㌿㏦ࡍࡿࡓࡵࡢඹ㏻ࡢ᪉ἲࢆᵓ⠏ࡍࡿࠕ'DWD
7UDQVIHU3URMHFWࠖࡢཧຍࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊࡢࡼ
࠺࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡶ⏝⪅௦ࢃࡗ࡚┤᥋㌿㏦ࢆᐇ⾜࣭⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡓࡵ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡢࣛࣈࣛࣜࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࠕಶேࢹ࣮ࢱࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ '<, ࡛ࠖࡣࠊ௨ୗࡢ✀㢮ࡢࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ
ࡀᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࠕ࠶࡞ࡓࡢሗ㸦\RXULQIRUPDWLRQ㸧ࠖ㸸ࣉࣟࣇ࣮ࣝሗࠊᢞ✏ࠊ
ࠕ࠸࠸ࡡ㸟ࠖࠊࢥ࣓ࣥࢺ࡞ࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࡋࡓಶேࡀ)DFHERRNୖ࡛ධຊࠊ
ࢵࣉ࣮ࣟࢻࠊඹ᭷ࡋࡓሗࠋ
ࠉࠕ࠶࡞ࡓࡘ࠸࡚ࡢሗ LQIRUPDWLRQDERXW\RX ࠖ㸸)DFHERRNࡢࣟ
ࢢࣥࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢹࣂࢫࠊࢽ࣮ࣗࢫࣇ࣮ࢻࠊ࢛࢘ࢵࢳࠊࢽ࣮ࣗࢫ
࡛ࡢ᥎ዡࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢሗ࡞ࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࡋࡓಶேࡢ)DFHERRN࢝࢘ࣥ
ࢺ㛵㐃ࡍࡿሗࢆྵࡴࠋ
⏝⪅ࡣࠊࠕタᐃࠖЍࠕ࠶࡞ࡓࡢ)DFHERRNሗࠖࢆ㛤ࡁࠊࠕಶேࢹ࣮ࢱࢆ
ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡛ࣜࢡ࢚ࢫࢺࢆ㛤ጞ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ࣮࣌ࢪ࡛
ࡣࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࡢᑐ㇟࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡢ࢝ࢸࢦࣜࡢ㏣ຍࡸ๐㝖ࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟ
ࢻࣜࢡ࢚ࢫࢺࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡢ㑅ᢥࠊ┿ࠊࣅࢹ࢜ࠊࡑࡢࡢ࣓ࢹࡢ
⏬㉁ࡢㄪᩚࠊሗࡢ≉ᐃࡢ᪥⠊ᅖࡢᣦᐃ࡞ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⏝
⪅ࡀ)DFHERRNཧຍࡋࡓᮇᛂࡌ࡚ࠊ௨ୖࡢࢹ࣮ࢱ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡽ㑅
ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࠕࢹ࣮ࢱࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ㸦'RZQORDG<RXU'DWD'<'㸧ࠖࡣࠊ,QVWDJUDP
ࡢ⏝⪅ྥࡅྠᵝࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ
,QVWDJUDPࡢࠕタᐃࠖЍࠕࢭ࢟ࣗࣜࢸࠖࢡࢭࢫࡋࠊࠕࢹ࣮ࢱࢆࢲ࢘ࣥ
࣮ࣟࢻࠖࢶ࣮ࣝࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡛ࠊ,QVWDJUDPࢹ࣮ࢱࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻせồࢆ
㛤ጞࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᖺࡣࠊ)DFHERRNࡢ┿ࡸື⏬ࢆ*RRJOHࣇ࢛ࢺࠊ'URSER[ࠊ.RRIUࠊ
ࡲࡓࡣ%DFNEOD]H㌿㏦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠕ┿ࡲࡓࡣື⏬ࡢ㌿㏦ࠖࢶ࣮ࣝ
ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊࠕタᐃࠖЍࠕ࠶࡞ࡓࡢ)DFHERRNሗࠖࢆ㛤ࡁࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓࡢ)DFHERRNሗࢥࣆ࣮ࢆ㌿㏦ࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡛ࠊ┿ࡸࣅࢹ࢜
ࡢ㌿㏦ࢆせồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇࡽࠊࣇ࢛ࢺࣛࣈࣛࣜయࡲࡓࡣ
≉ᐃࡢࣝࣂ࣒ࢆ㑅ᢥࡋࠊ㌿㏦ඛࢆ㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᚋࠊ᪂ࡋ࠸ࢹ࣮
ࢱࢱࣉࡸ㌿㏦ඛࡢ㏣ຍࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࣭*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࡣࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࠊ࣓࣮ࣝࡸ┿
࡞ࡢಖᏑࢹ࣮ࢱࡢᴫせࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࡣࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫ⯡ࢆ㏻ࡌ᳨࡚⣴ࠊ㜀ぴࠊど⫈
ࡍࡿ࡞ࡢࢡࢸࣅࢸࡽ㞟ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ⡆༢☜ㄆࡋࠊ๐㝖࡛
ࡁࡿࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ࣐ࢡࢸࣅࢸࡶᥦ౪ࡋ࡚ࡿࠋ
࣭㐣ཤࡢ࢜ࣥࣛࣥୖࡢࢡࢸࣅࢸࢆ⡆༢ࡾ㏉ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊࢺࣆࢵࢡࠊ᪥ࠊࢧ࣮ࣅࢫ᳨࡛⣴࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࡀ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡣࠕࢹ࣮ࢱࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࠖࡽ࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢࢥ
ࣆ࣮ࢡࢭࢫࡍࡿࠊࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿࢺࣛࣈࣝࢩ࣮ࣗࢸࣥࢢࡲ
ࡓࡣ*RRJOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮ࡽࢡࢭࢫྍ⬟࡞ࠕࢹ࣮ࢱ
ࡢࢡࢭࢫᶒࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࠖࡢࣇ࢛࣮࣒ࢆ㏦ಙࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡲࡓ㸦ୖグࡢࢶ࣮࡛ࣝᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛㸧ࠊ㐺⏝ࡉࢀࡿࣉࣛࣂࢩ࣮
㛵㐃ἲᇶ࡙࠸࡚⏝⪅ࡽࡢせồࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࢹࢪࢱࣝࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ
࡛ሗࢆ㛤♧ࡍࡿࠋ

࣭ࡢ࠾ࡾࠊ㟁Ꮚⓗ࡞ᡭἲࡼࡿಶேࢹ࣮ࢱࡢ㛤♧ㄳồࡢᑐᛂࢆ࡛
ࡁࡿࡔࡅ᪩ᮇᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑐᛂࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁࠋ

࣭ࡲࡎࡣ㟁Ꮚⓗ࡞ᡭἲࡼࡿಶேࢹ࣮ࢱࡢ㛤♧ㄳồࡢᑐᛂࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
᪩ᮇᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑐᛂࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

࣭ࡢ࠾ࡾࠊ㟁Ꮚⓗ࡞ᡭἲࡼࡿಶேࢹ࣮ࢱࡢ㛤♧ㄳồࡢᑐᛂࢆ࡛
࠙㛤♧ㄳồࡢ᪉ἲࠚ
ᙜ♫:HEࢧࢺෆࡢၥ࠸ྜࢃࡏࣇ࢛࣮࣒ཪࡣ㒑㏦࡚㛤♧ㄳồࢆཷࡅࡅ࡚ ࡁࡿࡔࡅ᪩ᮇᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑐᛂࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁࠋ
࠸ࡿࠋ
࠙㛤♧᪉ἲࠚ
ᇶᮏⓗࡣ࣮ࣘࢨ࣮3')ࢆ㏦ಙࡍࡿ᪉ἲ࡛㛤♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡀᕼᮃ
ࡋࡓሙྜࡣ㒑㏦࡛ࡢ㛤♧ࡶᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ〇ရࠊࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮ࠊ⏝㏵ᛂࡌ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ ࣭ཧ↷ࠋ
ᴗ⏺ᇶ‽ࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡛ࠊ⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱࢆ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡿࠋ࠼ࡤ
*RRJOHࢻࣛࣈࡽࠊ*RRJOHࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࡢᩥ᭩ࢆGRF[ࣇࣝࡋ࡚
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺࡋࠊ0LFURVRIW2IILFH࡛⡆༢࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࢹ࣮ࢱࢆ
」ᩘࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ࡛ࠊࣇࣞ࢟ࢩࣅ
ࣜࢸࢆ᭱ࡋࠊ⏝⪅⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱά⏝᪉ἲࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ
࣭'DWD7UDQVIHU3URMHFW '73 ࡣࠊࣉࣟࣂࢲ࣮㛫࠾ࡅࡿ┤᥋ࡢࢹ࣮ࢱ
㌿㏦ࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ'73ࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢡࢭࢫ
ࢆᣑࡍࡿࡓࡵࠊᴗ⏺ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮༠ຊࡋ❧ࡕୖࡆࡓࢽࢩࢳࣈ
࡛ࠊࡢᴗࡶᏳ࡛ᣑᙇᛶࡢ࠶ࡿ┤᥋ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࢯ࣮ࣜࣗ
ࢩࣙࣥࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊࡘࡢ
〇ရࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ㛫࡛ࠊࢹ࣮ࢱࢆ┤᥋࣏࣮ࣥࢺ࠾ࡼࡧ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺ
ࡍࡿ᥋⥆ࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ

࣭*RRJOH7DNHRXWࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ㛵ࡍࡿ⟶⌮ᶒ㝈 ࣭࠸ࢃࡺࡿࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡣᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕࢺ࣮ࢡᒚṔࡢ
ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ*RRJOHಖᏑࡋࡓ⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱࡢ᭱᪂∧ࢥ ㏦ಙࠖᶵ⬟ࢆ⏝ࡋ࡚7H[Wࣇ࡛ࣝࢺ࣮ࢡᒚṔࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࣭㏦ಙࡍ
ࣆ࣮ࢆ⮬㌟ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓࡾࠊࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࡢࣉ ࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠋ
ࣟࣂࢲ࣮ࡢࢧࢺ┤᥋࣏࣮ࢸࣥࢢࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

*RRJOH//&
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ࣉࣜࡸࢧࢺࢆ⤒⏤
ࡋࡓሗ㞟ࡢ≧ἣ

ࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧࢺ
㐠Ⴀ⪅ᑐࡋࠊࡢࡼ࠺
࡞ྠពྲྀᚓࡸ㏻▱ࢆಁࡋ
࡚࠸ࡿ

-DYD6FULSWࡢྲྀᢅ≧ἣ
㸦ᚋࡽሗྲྀᚓෆᐜࡀ
ኚ᭦ࡉࢀࡿࡇࡘ࠸
࡚ࠊࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧ
ࢺ㐠Ⴀ⪅ࡢࡼ࠺
ఏ࠼࡚࠸ࡿ➼㸧

」ᩘࡢࣉࣜࡸࢧࢺ
ࡽ㞟ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡢࠊሗ⟶⌮≧ἣ
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࣭⏝⪅ࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆゼၥࠊ⏝ࡋࡓሙྜࠊࡲࡓࡣࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࡀ㐃ᦠࡍࡿእ㒊ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣ⏝⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆ
ཷࡅྲྀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᙜ♫ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿ๓ࠊࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࡀ⏝⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࠊ⏝ࠊඹ᭷ࡍࡿṇᙜ࡞ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆᙜ♫ࡣᙜヱࣃ࣮ࢺࢼ࣮せồࡍࡿࠋ

࣭ᗈ࿌ࠊࣉࣜ㛤Ⓨ⪅࠾ࡼࡧࣃࣈࣜࢵࢩ࣮ࣕࡣࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ)DFHERRN
ࣅࢪࢿࢫࢶ࣮ࣝ ࢯ࣮ࢩࣕࣝࣉࣛࢢࣥ ࠕ࠸࠸ࡡ㸟ࠖ࣎ࢱࣥ࡞ ࠊ
)DFHERRNࣟࢢࣥࠊᙜ♫ࡢ$3,6'.ࠊ)DFHERRNࣆࢡࢭࣝ࡞ ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙜ
♫ሗࢆ㏦ಙࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ୖグࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᥦ౪ࡍࡿሗࡣࠊ⏝⪅ࡢ)DFHERRNእ࠾ࡅࡿࢡ
ࢸࣅࢸ㛵ࡍࡿࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡣ⏝⪅ࡢࢹࣂࢫࠊゼၥࡋ
ࡓ࢙࢘ࣈࢧࢺࠊ㉎ධᒚṔࠊ㜀ぴࡋࡓᗈ࿌ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝
≧ἣࡀྵࡲࢀࠊ⏝⪅ࡀ)DFHERRN࢝࢘ࣥࢺࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࠊࡲ
ࡓࡣ)DFHERRNࣟࢢࣥࡋ࡚࠸ࡿ࠺㛵ࢃࡽࡎᥦ౪ࡉࢀࡿࠋ
࣭⏝⪅ࡢ࣭࢜ࣥࣛࣥ࢜ࣇࣛࣥࢡࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࠊ࠾ࡼࡧ⏝⪅ࡢ
ሗࢆᙜ♫ᥦ౪ࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࢹ࣮ࢱࣉࣟࣂࢲ࣮
ࡽࡢ㉎ධࡘ࠸࡚ࡢሗࡀᙜ♫ᥦ౪ࡉࢀࡿࠋ

࣭)DFHERRNࢢ࣮ࣝࣉᴗෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙜ♫ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡸ⏝⪅ࡀୡ⏺
୰࡛ࡘ࡞ࡀࡿඹ᭷⪅࡞ࡢእ㒊⪅ࡶࠊᙜ♫ࡢࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ᚑࡗ࡚
ሗࢆୡ⏺つᶍ࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏝⪅ࡢሗࡣࠊᙜ♫ࡢࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮
グ㍕ࡉࢀࡿ┠ⓗ࡛ࠊ⡿ᅜࡸࡑࡢ⏝⪅ࡢᒃఫᆅ௨እࡢᅜ⛣㌿ࠊ㌿㏦ࠊ
ಖᏑࠊฎ⌮ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡢ⛣㌿ࡣࠊ)DFHERRN⏝
つ⣙࠾ࡼࡧ,QVWDJUDP⏝つ⣙᫂グࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡸࠊᙜ♫〇ရࡢ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㐠⏝⏝⪅ࡢᥦ౪ࡢࡓࡵᚲせ࡛࠶ࡿࠋᶆ‽ዎ⣙᮲㡯ࢆ
ά⏝ࡍࡿࠊヱᙜࡍࡿሙྜࡣ≉ᐃᅜ㛵ࡍࡿḢᕞጤဨࡢ༑ศᛶㄆᐃ
౫ᣐࡋࠊ⡿ᅜࡸ⡿ᅜ௨እࡢᅜࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡢ⛣㌿ࡘ࠸࡚⏝
⪅ࡢྠពࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭6DIDULࡣ㏣㊧⪅ࡽ࣮ࣘࢨ࣮ࢆಖㆤࡍࡿࠋࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺ࣭ࢺࣛࢵ࢟ 㸦ᅇ⟅࡞ࡋ㸧
ࣥࢢ㜵Ṇᶵ⬟ࡀࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᗈ࿌ࡽ㏣࠸ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ
࢙࢘ࣈࢧࢺࡢ୰ࡣࠊࢧࢺࢆ㜀ぴࡍࡿ࠶࡞ࡓࡢ⾜ືࢆఱⓒࡶࡢࢹ࣮ࢱ
㞟♫┘どࡉࡏࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣟࣇࣝࢆసᡂࡋ࡚ᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿ
ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ6DIDULࡢࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺ࣭ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ㜵Ṇᶵ⬟ࡀࢹࣂ
ࢫୖࡢᶵᲔᏛ⩦ࢆࡗ࡚ࠊ㏣㊧ᆺᗈ࿌ࢆࣈࣟࢵࢡ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
㸦ࣉࣛࣂࢩ࣮ᴫせ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\㸧㸧

࣭ࠕ㸴㸬ࣉࣜᥦ౪࣐࣮ࢣࢵࢺࠖཧ↷ࠋ

࠙$SSOHࡀࡢࢯ࣮ࢫࡽཷࡅྲྀࡿಶேࢹ࣮ࢱࠚ
࣭ಶே㸸ࡢಶேࡽࡢ࣮ࣘࢨ࣮㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿ
㸦㸸ࡢಶேࡽ࣮ࣘࢨ࣮〇ရࡸࢠࣇࢺ࣮࢝ࢻࢆ㏦ࠊ$SSOHࡢࢧ࣮
ࣅࢫࡸࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢཧຍࡢᣍᚅ➼㸧ࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡿሙྜ㸸
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࠊࣔࣂࣝ㏻ಙᴗ⪅ᑐࡋࠊ࢝࢘ࣥࢺࡢࢡࢸ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢࡓࡵ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㏻ಙᴗ⪅࢝࢘ࣥࢺ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ$SSOH
ඹ᭷ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡍࡿሙྜ
ࠉ$SSOH࡛ࡢ㉎ධᑐࡍࡿ࣮ࣜ࣡ࢻࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࣟࣖࣝࢸࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢཧຍ㛵ࡍࡿሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡼ࠺࣮ࣘࢨ࣮ࡀᣦ♧ࡋࡓࡾࡍࡿ
ሙྜࠉ࡞
࣭$SSOHࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸸ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࠾ࡼࡧṇ㜵Ṇࡢ┠ⓗ࡛ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ
$SSOH,'ࡢసᡂᥦ౪ࡍࡿሗࢆ➨୕⪅ࡽࡢሗࢆ⏝ࡋ᳨࡚ドࡍࡿ
ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
㸦$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\MS㸧

㸱㸬ࣉࣜࡸࢧࢺࢆ⤒⏤ࡋࡓሗ㞟ࡢ≧ἣ

/,1(ᰴᘧ♫

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

࣭ᙜ♫ࡀྲྀࡾᢅ࠺࣮ࣘࢨ࣮➼ࡢ<DKRR-$3$1,'ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ,'ࠊᗈ࿌,'
㸦$GYHUWLVLQJ,GHQWLILHU ,')$ ࠾ࡼࡧ*RRJOH$GYHUWLVLQJ
,GHQWLILHU $$,' ࢆྵࡴࡀࡇࢀ㝈ࡽ࡞࠸㸧ࠊࢡࢵ࣮࢟ࡑࡢࡢྛ✀㆑ู
Ꮚࢆ⣣࡙ࡅ࡚⟶⌮ࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡢ⏝┠ⓗ⏝ࡍࡿሙ
ྜࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ᙜ♫ࡀࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡢෆ㒊㆑ูᏊ㛵㐃࡙ࡅ࡚⟶⌮ࡍࡿሙྜࡀ࠶
ࡿࠋ

㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࠊࢹ࣮ࢱࡢෆᐜࠊࢹ࣮ࢱࡢ⏝㏵ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢタᐃෆᐜ
ᛂࡌ࡚ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ୍ᐃᮇ㛫ಖᣢࡍࡿࠋ
࣭㞟ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ๐㝖࡛ࡁࡿࡶࡢ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡀ
సᡂࡲࡓࡣࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࡓࢥࣥࢸࣥࢶ࡞㸧ࡀ࠶ࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ࢝
࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࢡࢸࣅࢸሗࡶ๐㝖࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ୍ᐃᮇ
㛫ᚋ⮬ືⓗ๐㝖ࡉࢀࡿࡼ࠺タᐃࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ࡑࡢࡢࢹ࣮ࢱ㸦ࢧ࣮ࣂ࣮ࣟࢢෆࡢᗈ࿌ࢹ࣮ࢱ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPWHFKQRORJLHVDGV"KO MD㸧࡞㸧ࡣࠊ୍
ᐃᮇ㛫ᚋ⮬ືⓗ๐㝖ࡉࢀࡿࠊ༏ྡࡉࢀࡿࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㢖ᗘ㛵ࡍࡿሗ࡞୍㒊ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ
*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࢆ๐㝖ࡍࡿࡲ࡛*RRJOHࡀಖᣢࡍࡿࠋ
࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊブḭ࠾ࡼࡧ℃⏝ࡢ㜵Ṇࠊྲྀᘬグ㘓ࡢಖᣢ࡞ࠊṇᙜ࡞ᴗ
ົୖࡲࡓࡣἲᚊୖࡢ┠ⓗࡢࡓࡵᚲせᛂࡌ࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡼࡾࡶ㛗ᮇ㛫ಖ
ᣢࡍࡿࢹ࣮ࢱࡶ࠶ࡿࠋ

࣭ᗈ࿌ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ➼࠾ࡅࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢゼၥ࣭
⾜ືᒚṔሗࢆ⏝ࡍࡿᗈ࿌ၟရ⏝ࡢ㑂Ᏺ㡯ࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢゼ
ၥ࣭⾜ືᒚṔሗࢆྲྀᚓࡉࡏࡿ⮬㌟ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ➼
࠾࠸࡚ࠊグ㍕㡯┠ࢆᐃࡵࠊࡇࡢグ㍕ࡣࠊᑐ㇟࢙࢘ࣈࢧࢺ➼ࡢࢺࢵࣉ⏬
㠃ࡽ㹼ᅇࡢ᧯స࡛฿㐩࡛ࡁࡿሙᡤグ㍕ࡍࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
グ㍕ࢆồࡵࡿ㡯ࡢヲ⣽ࡣḟࡢ࠾ࡾࠋ
㸦㸧ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫ࢆጞࡵࡍࡿ➨୕⪅ࡢᥦ౪ࡍࡿᗈ࿌㓄ಙࢧ࣮ࣅࢫࢆ
⏝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊࢡࢵ࣮࢟➼ࡼࡗ࡚ᙜヱ➨୕⪅ࡀ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢᑐ㇟࢙࢘ࣈࢧࢺ➼ࡢゼၥ࣭⾜ືᒚṔሗࢆྲྀᚓࠊ⏝ࡍࡿሙ
ྜࡀ࠶ࡿ᪨
㸦㸧ᗈ࿌㓄ಙࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ➨୕⪅ࡼࡗ࡚㞟ࡉࢀࡓᑐ㇟࢙࢘ࣈࢧ
ࢺ➼࠾ࡅࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢゼၥ࣭⾜ືᒚṔሗࡀࠊᙜヱ➨୕⪅ࡢࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᚑࡗ࡚⏝ࡉࢀࡿ᪨
㸦㸧ᗈ࿌㓄ಙࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ➨୕⪅ࡢᥦ౪ࡍࡿ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᡭẁࡼ
ࡾࠊᙜヱ➨୕⪅ࡼࡿᑐ㇟࢙࢘ࣈࢧࢺ➼࠾࠸࡚㞟ࡉࢀࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ
ゼၥ࣭⾜ືᒚṔሗࡢᗈ࿌㓄ಙࡢ⏝ࢆṆࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪨
㸦㸧࣮ࣘࢨ࣮ࡀࢡࢵ࣮࢟➼ࡢタᐃࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊゼၥ࣭⾜ືᒚṔሗ
ࡀ㞟ࡉࢀࡿࡇࡢྍྰࢆᐃࡵࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ᪨

ሗࡢྲྀᚓෆᐜࡀኚ᭦ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

࣭ࣉࣜࡸ:HEࢧࢺ࠾࠸࡚ࠊᙜ♫ࡀ&RRNLH➼ࡼࡾゼၥᒚṔ➼ࡢᗈ࿌
㛵㐃ሗࢆ㞟ࡋࠊᗈ࿌ࡢຠᯝ ᐃ➼⏝ࡍࡿࡇࠊ࠾ࡼࡧ࢜ࣉࢺ࢘
ࢺࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚㏻▱ࢆ⾜࠺ࡶ࣮ࣘࢨ࣮ࡽᚲせ࡞ྠពࢆྲྀᚓࡍࡿ
ࡇࢆつ⣙࡛⩏ົ࡙ࡅࡿ➼ࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࢹ࣮ࢱ㛵ࡋ࡚ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢࡼ࠺ࡸࡾྲྀࡾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚ ࣭࢞ࢻࣛࣥࡸ፹య㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ᥦᦠᴗ⪅ෆࡍࡿ㐠⏝ࢆࡋ࡚࠸
ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮つᐃࠋ
ࡿࠋ

࣭࠼ࡤ*RRJOH3OD\࡛ࡣࠊࣉࣜࢤ࣮࣒ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹࣂࢫୖ࡛ࢡ
ࢭࢫࡋࡼ࠺ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ༑ศ࡞ሗࢆᚓࡓୖุ࡛᩿
࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ௨๓ࡽࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࠊ
*RRJOH3OD\ࢫࢺࡢࣉ୍ࣜぴ࡛ࠊࡢࡼ࠺ಶேሗࢆ㞟ࡋ⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࢆ㛤♧ࡍࡿࡇࢆ⩏ົࡅ࡚ࡁࡓࠋᖺ$QGURLG0DUVKPDOORZ
ࢆබ㛤ࡋࡓࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶࠊ⮬㌟ࡢࢹࣂࢫ࡛ࡇࡲࡵチྍ
ࢆ☜ㄆࠊࠊᣄྰ࡛ࡁࡿࣛࣥࢱ࣒ᶒ㝈ࢆᑟධࡋࡓࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀྠពࡋࡓሙྜࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢࢡࢭࢫ⏝ࡋࡓ ࣭ᙜ♫ࡢᥦᦠᴗ⪅ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࣉࣜࡸ:HEࢧࢺᙜ♫ࡢᗈ࿌㓄ಙ➼ࡢ ࣭<DKRR-$3$1ࡢᗈ࿌ࡸᗈ࿌㓄ಙඛ➼ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸࣉࣜࢆ⏝ࡋ
ࣉࣜࠊࣈࣛ࢘ࢨࠊ࠾ࡼࡧࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟ࡍࡿࠋ㞟ࡍࡿሗ ࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡀタ⨨ࡉࢀࡓሙྜࠊᙜヱࣉ࣭ࣜࢧࢺࢆゼၥࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ ࡓሙྜࠊᙜヱࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸࣉࣜ<DKRR-$3$1ࡢ
ࡣࠊᅛ᭷,'㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWH 㛵ࡍࡿሗࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ࢙࢘ࣈࣅ࣮ࢥࣥࠖ➼ࢆタ⨨ࡋ࡚ࢡࢵ࣮࢟ࡸ➃ᮎሗࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡛ࠊ
XQLTXHLG㸧ࠊࣈࣛ࢘ࢨࡢ✀㢮࠾ࡼࡧタᐃࠊࢹࣂࢫࡢ✀㢮࠾ࡼࡧタᐃࠊ࢜
࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⏝➃ᮎࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢሗ➼ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
࣮࣌ࣞࢸࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࠊࣔࣂࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㛵ࡍࡿሗ㸦ᦠᖏ㏻
ಙᴗ⪅ྡࡸ㟁ヰ␒ྕ࡞㸧ࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ␒ྕ࡞ࡀ
ྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣜࠊࣈࣛ࢘ࢨࠊ࠾ࡼ
ࡧࢹࣂࢫࡢ㛫ࡢ㏻ಙࡘ࠸࡚ࡢሗࡶ㞟ࡍࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ,3ࢻࣞࢫ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHLS㸧ࠊ㞀ᐖࣞ
࣏࣮ࢺࠊࢩࢫࢸ࣒ࢡࢸࣅࢸࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࡢ᪥ཧ↷85/࡞ࠋ
࣭ಙ㢗࡛ࡁࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽ࣮ࣘࢨ࣮㛵ࡍࡿሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡶ
࠶ࡿࠋࡓ࠼ࡤࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽ*RRJOHࡢࣅࢪࢿࢫࢧ࣮
ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࢧࢺ㛵ࡍࡿሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡾࠊࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽṇ⏝㜵Ṇ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHDJDLQVW
DEXVH㸧ࡢࡓࡵࡢሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᗈ࿌ࡽࠊᗈ࿌
ࡸࣜࢧ࣮ࢳࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆࡑࡢᗈ࿌ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢ
㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHDGVHUYLFHV㸧
ሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࡍ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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♫ྡ

♫ᑐࡍࡿࠊྲྀᚓࡋࡓ
⏝⪅ሗ࣭⨨ሗ
ᇶ࡙ࡃࢹ࣮ࢱᥦ౪ࡢෆ
ᐜࠊᥦ౪㛵ࡍࡿ␃ពⅬ
㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡢㄝ᫂ࠊ
♫ࡢ┘╩ࠊᏳ⟶⌮࡞
㸧

⏝⪅ሗ࣭⨨ሗࡢ
ྲྀᚓ࣭ά⏝㛵ࡍࡿࠊ
♫ࡢ㐃ᦠ≧ἣࠊ㐃ᦠ
㛵ࡍࡿ␃ពⅬ㸦࣮ࣘࢨ࣮
ࡢㄝ᫂ࠊ♫ࡢ┘╩ࠊ
Ᏻ⟶⌮➼㸧





࣭ཧ↷ࠋ

࣭ཧ↷ࠋ

㸲㸬♫ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪ࠊ♫ࡢ㐃ᦠࡢ≧ἣ

$SSOH,QF

࣭ཬࡧཧ↷ࠋ

࣭᭱ึࡢศ㔝࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ)DFHERRN♫ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒
ࢶ࣮ࣝࢆ⏝ࡍࡿ㝿ࠊࢹ࣮ࢱࢆಖㆤࡋࠊ⏝⪅ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆᑛ㔜ࡍ
ࡿ࠸࠺⮬ศࡓࡕࡢ㈐௵ࢆ☜ᐇᴗ⪅㛤Ⓨ⪅ࡀ᫂☜⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊ᪂ࡋ࠸ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒つ⣙㛤Ⓨ⪅࣏ࣜࢩ࣮ࢆᑟධࡍࡿࠋ᪂ࡓ࡞ࣉ
ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒つ⣙㛤Ⓨ⪅࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ)DFHERRNࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮
࣒࣏ࣜࢩ࣮ 0HVVHQJHUࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆྵࡴ ࠊ,QVWDJUDPࣉࣛࢵࢺ
ࣇ࢛࣮࣒࣏ࣜࢩ࣮ࠊᣑᙇࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒〇ရ㛵ࡍࡿ⿵㊊つ⣙ࠊᢏ⾡ᥦ
౪⪅ಟṇ᮲㡯ࢆ⡆⣲ࡋ⨨ࡁ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒つ⣙㸸ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒つ⣙ࡣ᭦᪂ࡉࢀࠊࢹ࣮ࢱ⏝ࡢ
ไ㝈ࠊࢹ࣮ࢱࢭ࢟ࣗࣜࢸせ௳ࠊつᐃࡢᐇࠊ⏝つ⣙ಖド ▱ⓗ㈈⏘ᶒ
࡞ ↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ)DFHERRNࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛〇ရ
ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆࣅࣝࢻࡍࡿ㝿ࡢࠊ㛤Ⓨ⪅ࡢᶒ㈐௵ࢆࡼࡾⰋࡃᴫㄝ
ࡍࡿࡢᙺ❧ࡘࠋ
ࠉࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࢩ࢙㸸᭦᪂ࡉࢀࡓࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮
࣒つ⣙࡛ࡣࠊ)DFHERRNࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡽ㛤Ⓨ⪅ࡀཷࡅྲྀࡿࢹ࣮ࢱࡢ
ᒙᵓ㐀ࢆᐃ⩏ࡋࠊྛᒙࡢࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺⏝ࡋࢩ࢙ࡍࡿ㛵ࡍࡿ
᫂☜࡞࢞ࢲࣥࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢹ࣮ࢱไ㝈ࣉ
ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢹ࣮ࢱ࠸࠺ࡇࡢ᪂ࡋ࠸༊ศࡣࠊሗ㛤Ⓨ⪅ࡀ⏝⪅ࡢ᫂
♧ⓗ࡞ྠព࡞ࡋ➨୕⪅ࢩ࢙࡛ࡁࡿࡶࡢࢆไ㝈ࡋࠊ⏝⪅ࢹ࣮ࢱࡢࢭ
࢟ࣗࣜࢸಖㆤࢆᙉࡍࡿࠋ
ࠉࢹ࣮ࢱࡢ๐㝖㸸ࢹ࣮ࢱ๐㝖㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡢせ௳ࡶ᫂☜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㛤Ⓨ⪅ࡣࠊṇᙜ࡞ࣅࢪࢿࢫୖࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ⏝ࡢᚲせࡀ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࡽࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㛤Ⓨ⪅ࡀ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ
㐠Ⴀࢆ୰Ṇࡋࡓሙྜࠊ)DFHERRN♫ࡀ๐㝖ࢆせㄳࡍࡿࠊ㛤Ⓨ⪅ࡀࢹ࣮ࢱࢆ
ཷࡅྲྀࡿ࢚࣮ࣛ࡞ࡿࠋ
ࠉ⾜㸤┘╩㸸᭦᪂ࡉࢀࡓつ⣙࡛ࡣࠊ㛤Ⓨ⪅ᑐࡍࡿ)DFHERRN♫ࡢࢹ࣮
ࢱࢭ࢟ࣗࣜࢸせ௳ࡢつᐃࡀᙉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱ₃࠼࠸ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙ
ྜࡣࠊ)DFHERRN♫㏻▱ࡋࠊࡍࡄၥ㢟ࡢಟࢆጞࡵࠊጇᙜ࡞⠊ᅖ࡛
)DFHERRN♫༠ാࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ┘ᰝࠊṆࠊ⾜
㛵ࡍࡿ)DFHERRN♫ࡢつᐃࡶ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ㛤Ⓨ⪅࣏ࣜࢩ࣮㸸⤫ྜࠊရ㉁ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠊ࣮ࣘࢨ࣮࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥ
ࢫࠊࢥࣥࢸࣥࢶࠊ⨾ⓗࠊᶵ⬟㛵ࡍࡿせ௳ࢆࡑࢀࡒࢀศࡅࠊ㛤Ⓨ⪅࣏ࣜ
ࢩ࣮࠸࠺༢୍ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࡲࡵࡓࠋ

*RRJOH௨እࡢ⪅ࡢಶேሗඹ᭷㛵ࡍࡿ*RRJOHࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ*RRJOH
ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢࠕࡈ⮬ศࡢሗࡢඹ᭷ࠖࡢ㡯グ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ*RRJOHࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢಶேሗ୪ࡧ
➨୕⪅ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ
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࣭♫⏝⪅ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊᥦ౪ࡍࡿሗࢆࢃࡾࡸࡍࡃ⾲♧ࡋ
ࡓୖࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡽྠពࢆྲྀᚓࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ♫࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢ㆑ูᏊࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊᏳ⟶⌮ࡢほⅬࡽࠊᥦ౪ඛࡢᴗࡈ
␗࡞ࡿ㆑ูᏊࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭♫⏝⪅ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊᙜ♫♫ࡢ㛫࡛ࠊ⏝⪅ሗࢆ
௨ୗࡢሙྜࢆ㝖࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேሗࢆ*RRJOH௨እࡢᴗࠊ⤌⧊ࠊಶ ಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊ⏝⪅ሗࡀᏳ⟶⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿ
ࡶࠊ࣮ࣘࢨ࣮ᑐࡋ࡚ᚋࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡍࡿ➼ࡋ࡚࠸
ேඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
ࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆᚓࡓሙྜ
ࠉཧ↷ࠋ
࣭ࢻ࣓ࣥ⟶⌮⪅ࡢሙྜ
ࠉ*RRJOHࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿ⤌⧊ࡢᚑᴗဨࡲࡓࡣᏛ⏕ࡢሙྜࠊ⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࡣࠊ࢝࢘ࣥࢺࢆ⟶⌮ࡍࡿࢻ࣓ࣥ⟶⌮⪅࠾ࡼࡧ㈍
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࠋࢻ࣓ࣥ⟶⌮⪅࠾ࡼࡧᙜヱ㈍ࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࡣḟࡢࡇࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀࡓሗ㸦࣓࣮ࣝ࡞㸧ࢡࢭࢫ
ࡋࠊࡑࡢሗࢆಖᣢࡍࡿࡇࠋ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺ㛵ࡍࡿ⤫ィሗ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣥࢫࢺ࣮ࣝࡋ
࣭ࡇࡇᩘᖺ㛫ࠊࢹ࣮ࢱࡢᢅ࠸᪉ࢆኚ᭦ࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢࢡࢭࢫࢹ࣮ࢱࡢ ࡓࣉࣜࡢᩘ࡞㸧ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇࠋ
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢ㛫࡛ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾⰋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
⟶⌮㛵ࡍࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ㈐௵ࡢᣢࡕ᪉ࢆኚ࠼࡚ࡁࡓࠋ$3,ࡢࢡࢭࢫࢆ ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺࡢࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࠋ
ྲྀᚓࡋࡓ⏝⪅ሗࢆ㐃ᦠࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ไ㝈ࡋࠊࣉࣜࣞࣅ࣮ࣗࢆᣑᙇࡋࠊࣉࣜ㛤Ⓨ⪅ࡢㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㛤Ⓨ ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺࡢࢡࢭࢫᶒࢆ୍ṆࡲࡓࡣṆࡍࡿࡇࠋ ࣭⏝⪅ሗࢆ㐃ᦠࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢ⠊ᅖࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
⪅ࡀ)DFHERRNࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚⏝ࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵᚲせ ࠉ㐺⏝ࡉࢀࡿἲᚊࠊつไࠊἲⓗᡭ⥆ࡁࠊࡲࡓࡣᙉไຊࡢ࠶ࡿᨻᗓᶵ㛵ࡢ グ㍕ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚࣮ࣘࢨ࣮ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞ࢶ࣮ࣝሗࢆ☜ᐇᣢ࡚ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢࡘࡢศ㔝࡛ᨵၿࢆ
せㄳᛂࡌࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺሗࢆཷࡅྲྀࡿࡇࠋ
ᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࠉ⮬ศࡢሗࡲࡓࡣࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢ๐㝖ࡸ⦅㞟ࢆ⾜࠺࣮ࣘࢨ࣮ࡢᶒ
ࠉ㛤Ⓨ⪅ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࢩ࢙㛵ࡍࡿࡉࡽ᫂☜࡞ࡗࡓ࢞ࢲࣥ 㝈ࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ
ࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭እ㒊ฎ⌮ࡢሙྜ
ࠉ㛤Ⓨ⪅㈐௵ࢆᣢࡓࡏࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ࢶ࣮ࣝࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆࣅࣝࢻ ࠉཧ↷ࠋ*RRJOHࡣࠊಶேሗࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᢸᙜ⪅ࢆࠊࡑࡢሗࡢฎ
ࡍࡿࠋࡑࡢ୰ࡣࠊᖺࡈࡢࢹ࣮ࢱࡢ⏝≧ἣࡢ☜ㄆࣉࣟࢭࢫࡀ࠶ࡿࠋࡇ ⌮ࡢࡓࡵࡑࡢሗࢆᚲせࡍࡿ*RRJOHࡢ♫ဨࠊㄳ㈇ᴗ⪅ࡲࡓࡣᴗົጤ
ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊ㛤Ⓨ⪅ࡣ)DFHERRNࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒$3,⤒⏤࡛⮬ศࡓࡕࡀ クඛࠊ࠾ࡼࡧ௦⌮ே㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㒊ࢶ࣮ࣝࡢࢡࢭࢫࡣཝ㔜⟶
ࢡࢭࢫࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢࢱࣉࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢ⏝᪉ἲࡀ)DFHERRN ⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢᝏ⏝ᑐࡋ࡚ࡣࢮ࣭ࣟࢺࣞࣛࣥࢫ࣭࣏ࣜࢩ࣮ࢆ
ࡢつ⣙࣏ࣜࢩ࣮‽ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑᴗဨ࡛࠶ࡿྰࢆၥࢃࡎࠊᙜヱᢸᙜ⪅ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊཝ
ࠉ㛤Ⓨ⪅ࡢ࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࢆᨵၿࡍࡿࠋ㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫࣉࣜࣞ
᱁࡞ዎ⣙ୖࡢᏲ⛎⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ⩏ົࢆᒚ⾜ࡋ࡞ࡗࡓሙྜࡣᠬ
ࣅ࣮ࣗࣉࣟࢭࢫࢆ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋ࡚ከ✀ከᵝ࡞㛤Ⓨ⪅ࢆࡼࡾⰋࡃࢧ࣏࣮ࢺ ᡄฎศࡲࡓࡣዎ⣙ゎ㝖ࡢᑐ㇟࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊࣉࣜࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࢆ᭦᪂ࡋ࡚ᚲせ࡞ࡍ࡚ࡢࢡ
࣭ἲᚊୖࡢ⌮⏤ࡢሙྜ
ࢩࣙࣥࢆࡉࡽᐜ᫆☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࠉ⏝⪅ࡢ࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࢆᨵၿࡍࡿࠋࣉ࡛ࣜ⏝⪅࣏ࢪࢸࣈ
࡞࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢ㏣ຍࡢ࣏ࣜࢩ࣮࢞ࢲࣥࢫࢆᥦ౪ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

࣭ཧ↷ࠋ

)DFHERRN-DSDQᰴᘧ♫

࣭ྠពྲྀᚓ࠶ࡓࡗ࡚ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗᥦ౪ࡢᅾࡾ᪉ࢆุ᩿ࡍࡿ࢞ࣂࢼ
ࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࠊཬࡧᙜヱ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ
➨୕⪅ࡽ┘ど࣭ホ౯ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢ࠾ࡾࠋ
࣭ࡢ࠾ࡾࠊᙜ♫ࡣࠊᙜ♫ࡀᐃࡵࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᏳ⟶⌮ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚
࠸ࡿ➨୕⪅ࡢࡳࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭⨨ሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢ࠾ࡾࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀྠពࡋࡓሙྜ㝈ࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾࡼ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍ
ࡿࡓࡵࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࢢ࣮ࣝࣉᴗࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ᴗࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊ㐃ᦠࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ⠊ᅖࠊ㐃ᦠඛ
⠊ᅖ➼ࡘ࠸࡚ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠࠖࡢ㡯
┠࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᙜ♫ࡣࠊᙜ♫ࡀᐃࡵࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᏳ⟶⌮ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿ➨୕⪅
ࡢࡳࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭⨨ሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕ⨨ሗࡢ⏝ࡘ࠸
࡚ࠖࡢ㡯┠࡛ࠊྲྀᚓࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⨨ሗ㸦➃ᮎࡽྲྀᚓྍ⬟࡞*36⨨
ሗࠊ:L)Lሗࠊ%OXHWRRWKሗ➼㸧ࢆࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡽ
ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡢᑐᛂࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࠾▱ࡽࡏࠊ㐺ษࡘᏳ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
➼ࡢᥦ౪ࡢࡓࡵࡢṇᑐ⟇ࢆྵࡴ㸧ࠊᨵၿࡸ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝≧ἣ➼ࡢㄪᰝࠊศᯒ⏝ࡍࡿ᪨ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
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♫ྡ

ࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺࠊ
8QLILHG,'➼ࡢࢡࢵ
࣮࢟ࡢ௦᭰ᡭẁ࡛ࡢሗ
ྲྀᚓࡢືࡁࡘ࠸࡚ࡢ⪃
࠼᪉



63,㛵ࡍࡿྲྀ⤌≧ἣ

ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛ
ࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢసᡂࡸ
⏝⪅ሗྲྀᢅ࠸ࡢ㏱᫂
ᛶ☜ಖࡢほⅬࡽࡢࣉ
ࣜᥦ౪⪅ᑐࡍࡿാࡁ
ࡅࡸሗᥦ౪





㸴㸬ࣉࣜᥦ౪࣐࣮ࢣࢵࢺ

࢙࢘ࣈࣈࣛ࢘ࢨࡸࣉࣜ
⤒⏤➼࡛ࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ
ࡀሗྲྀᚓࡍࡿࡇࡘ
࠸࡚ࡢ᪉㔪
㸦7KLUG3DUW\&RRNLHࡸ
ᗈ࿌,'➼ࡢྲྀᢅ࠸㸧
࢙࢘ࣈࣉ࡛ࣜ᪉㔪ࡣ
ྠࡌ␗࡞ࡿࠋ



$SSOH,QF

࣭$SSࡢࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ᑐࡋࠊ$SS6WRUH5HYLHZ࢞ࢻࣛࣥ
㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSDSS
VWRUHUHYLHZJXLGHOLQHVOHJDO㸧
ࠕࢹ࣮ࢱࡢ⏝ඹ᭷ࠖࠊ$SS6WRUH࡛ࡢ$SSࡢࣉࣛࣂࢩ࣮
㛵ࡍࡿヲ⣽ሗࡢ⾲♧㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSDSS
VWRUHDSSSULYDF\
GHWDLOV㸧࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢグ㍕ࠊ⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ➼ࡘ࠸
࡚ヲ⣽つᐃࠋ࠼ࡤ㸸
ࠉࡍ࡚ࡢ$SSࡣࠊ$SS6WRUH&RQQHFWࡢ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࣇ࣮ࣝࢻྛ$SS
ෆࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢࣜࣥࢡࢆᚲࡎྵࡵ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࢃࡾࡸࡍࡃ᫂☜࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ࡸ⏝≧ἣ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿ$SS࡛ࡣࠊ㞟ࡍࡿࢹ࣮
ࢱࡀ㞟ࡢⅬࡲࡓࡣࡑࡢ┤ᚋࡢⅬ࡛༏ྡ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ࡛
ࡶࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱ㞟㛵ࡋ࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡽྠពࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉ᭷ᩱࡢᶵ⬟ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢹ࣮ࢱࡢࢡࢭࢫࢆ࣮ࣘࢨ࣮ࡀチྍࡍࡿࡇ
ࢆ᮲௳ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࠉ$SS࡛ࡣࠊ⡆༢ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࢃࡾࡸࡍ࠸᪉ἲ࡛࣮ࣘࢨ࣮ࡀྠពࢆ
᧔ᅇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉᚲࡎࠊࠕ┠ⓗ࡛ࠖࢹ࣮ࢱࡢ⏝㏵ࢆ᫂☜ࡘ༑ศㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
ࠉ$SS࡛ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢡࢭࢫチྍタᐃࢆᑛ㔜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠉせ࡞ࢹ࣮ࢱࢡࢭࢫྠពࡍࡿࡼ࠺࣮ࣘࢨ࣮ࢆㄏᑟࡋࡓࡾࠊࡔࡲࡋ
ࡓࡾࠊᙉไࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊࢡࢭࢫྠព
ࡋ࡞࠸࣮ࣘࢨ࣮ྥࡅูࡢ᪉ἲࢆ⏝ពࡋ࡚ࡍࡿࡇࡀ᥎ዡࡉࢀࡿ㸦ࡓ࠼
ࡤࠊ⨨ሗࡢඹ᭷ྠពࡋ࡞࠸࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊఫᡤࢆᡭື࡛ධຊ࡛ࡁࡿ
ᶵ⬟ࢆ⏝ពࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡞㸧ࠋ
ࠉ࣮ࣘࢨ࣮ሗࢆどぬⓗᥦ♧ࡍࡿ㝿ࡣࠊᚲࡎ6DIDUL9LHZ&RQWUROOHU
ࢆ⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ6DIDUL9LHZ&RQWUROOHUࢆ㠀⾲♧ࡋࡓࡾࠊูࡢ
ࣅ࣮ࣗࡸ࣮࡛ࣞࣖ㞃ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
6DIDUL9LHZ&RQWUROOHUࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢㄆ▱ࡸྠព࡞ࡋ$SS࡛࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋ

࣭63,ࢆࠊཧ↷ࡍࡁᨻᗓ࢞ࢻࣛࣥࡢ㸯ࡘࡋ࡚ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࢻ
࣓࢟ࣗࣥࢺ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆಖㆤࡍࡿ
㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSGRFXPHQWDWLRQXLNLWSURWHFWLQJBWKH
BXVHUBVBSULYDF\㸧㸧

࣭ࡢࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ᶵ⬟ࠖࡢࠕࠗࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺ࠘సᡂࡢ㜵Ṇࠖ
グ㍕ࡢ࠾ࡾࠊ6DIDULࡣࠊᗈ࿌ࡸ࢙࢘ࣈࢧࢺࡀಶࠎࡢࢹࣂࢫࡀᣢࡘ
≉ᛶࡢࣘࢽ࣮ࢡ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࢆࡗ࡚ࠕࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺࠖࢆసᡂࡋࠊ
࣮ࣘࢨ࣮ࢆ㏣㊧ࡍࡿࡢࢆ㜵ࡄࠋ⡆␎ࡉࢀࡓࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂࢆᥦ♧ࡋࠊࢺ
ࣛࢵ࣮࢝ࡢ┠ከᩘࡢࢹࣂࢫࡀྠ୍ぢ࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ࡛ࠊྛ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢࢹࣂࢫࢆ≉ᐃࡋࡃࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

୍࣭㒊ࡢ:HEࢧࢺ࡛ࡣࠊ➨୕⪅ࢥࣥࢸࣥࢶᥦ౪⪅ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୕⪅
ࢥࣥࢸࣥࢶᥦ౪⪅ࡣࠊ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᗈ࿌ࢆฟࡍࡓࡵ:HEࢧࢺ㛫࡛
࣮ࣘࢨࢆࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ6DIDUL࡛ࡣࠊࠕࢧࢺ㉺࠼ࢺ
ࣛࢵ࢟ࣥࢢࢆ㜵ࡄࠖࡢタᐃࢆ᭷ຠࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣮ࣘࢨࡀ➨୕⪅ࢥࣥࢸࣥ
ࢶᥦ౪⪅ࡢ:HEࢧࢺࢆ㜀ぴࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࢹ࣮ࢱࡣᐃᮇⓗ
๐㝖ࡉࢀࡿࠋ 6DIDULࣉࣛࣂࢩ࣮KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMD
MS+7
࣭&RRNLHࡣࠊࢧࢺഃࡀྠࡌேࡀゼࡋ࡚ࡁࡓࡁࢃࡿࡼ࠺ࠊゼၥ
⪅ࡢࢹࣂࢫṧࡋ࡚࠸ࡃࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ6DIDUL࡛ࠕࡍ࡚ࡢ&RRNLHࢆࣈ
ࣟࢵࢡࠖࡢタᐃࡀ࡛ࡁࡿࠋ L3KRQHࠊL3DGࠊL3RGWRXFK࡛6DIDULࡽ㜀
ぴᒚṔ&RRNLHࢆᾘཤࡍࡿ㸧
࣭$SS࡛㞟ࡋࡓሗࢆࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ࣮ඹ᭷ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ$SS
6WRUH5HYLHZ࢞ࢻࣛࣥ
㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSDSSVWRUHUHYLHZJXLGHOLQHVOHJDO
㸧ࠕࢹ࣮ࢱࡢ⏝ඹ᭷ࠖつᐃࡍࡿࡶࠊ$SS6WRUH࡛ࡣࠊࡍ
࡚ࡢ$SSOHࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᑐ㇟ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ$SSࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍ
ࡿ๓$SSࡢࣉࣛࣂࢩ࣮᪉㔪ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ
㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSDSSVWRUHDSSSULYDF\GHWDLOV㸧ࠋ
$SSࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࢹ࣮ࢱࢆࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸඹ᭷ࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢࢧ࣮ࢻࣃ࣮
ࢸࡀ$SSࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡸ$SS6WRUH5HYLHZ࢞ࢻ࡛ࣛࣥồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢྠ➼ࡢ'DWDSURWHFWLRQࢆ࣮ࣘࢨ࣮ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ
☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ἲᚊ࡛チྍࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊ๓࣮ࣘࢨ࣮ࡢチྍࢆྲྀࡽࡎ
ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࠊ㏦ಙࠊඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
࣭$SS࡛㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ$SSࡢᨵၿࡸᗈ࿌ࡢᥦ♧࠸ࡗࡓ┠ⓗ࡛ࡢࡳ
ࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨࢡࢸࣅࢸࢆࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ㸦 㸧ࡍࡿࡣࠊ$SS
7UDFNLQJ7UDQVSDUHQF\$3,ࢆࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ᫂♧ⓗ࡞チྍࢆᚓࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࡘ࠸࡚ヲࡋࡃࡣࠕ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢹ࣮
ࢱࡢ⏝ࠖ㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSDSSVWRUHXVHUSULYDF\
DQGGDWDXVH㸧グ㍕ࠋ ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࡣࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ⮬㌟ࡢ
$SS࡛㞟ࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺᗈ࿌ࡸ
ᗈ࿌ຠᯝ ᐃࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ♫ࡢ$SSࠊ:HEࢧࢺࠊࡲࡓࡣ࢜ࣇࣛࣥࡢ
ࣉࣟࣃࢸࡽ㞟ࡉࢀࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ⣣ࡅࡿ
⾜Ⅽࢆᣦࡍࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆࢹ࣮ࢱࣈ࣮ࣟ
࣮࢝ඹ᭷ࡍࡿࡇࡶࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢヱᙜࡍࡿࠋ

㸳㸬ࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࡼࡿሗྲྀᚓࡢᑐᛂ᪉㔪

࣭ࡇࡇᩘᖺࠊᙜ♫ࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ᪉ἲࡢࡦࡘ࡛࠶ࡾࠊᚋࡶඃඛⓗ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡶࡢࡀࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤᢏ⾡㸦3(7㸧ࡢᢞ㈨࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊࡼࡾᑡ࡞࠸ಶேࢹ࣮ࢱࢆฎ⌮ࡋ࡞ࡀࡽࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊேࠎࡢࢹࣂࢫṧࡗ࡚࠸ࡿ
ࢹ࣮ࢱࢆࡗ࡚ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆᏛ⩦ࡍࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㓄៖ࡋࡓᗈ࿌ ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥࡅࡓᴗ⏺ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
࣮ࣜࢻࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡃࡘࡢᢏ⾡ࢆ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡋ࡚♫ࡀ⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭:RUOG)HGHUDWLRQRI$GYHUWLVHUV㸦ୡ⏺ᗈ࿌㐃┕㸧ࡢࢡࣟࢫ࣓ࢹ
ᐃࢽࢩࢳࣈ࡞ࠊᴗ⏺ࡢࢽࢩࢳࣈཧຍࡋࠊ㧗ᗘ࡞ᗈ࿌࣮ࣘࢫ
ࢣ࣮ࢫࢆྍ⬟ࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮㔜どࡢ ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆᨭࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

࣭⏝⪅ࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆゼၥࠊ⏝ࡋࡓሙྜࠊࡲࡓࡣࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࡀ㐃ᦠࡍࡿእ㒊ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣ⏝⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆ
ཷࡅྲྀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᙜ♫ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿ๓ࠊࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࡀ⏝⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࠊ⏝ࠊඹ᭷ࡍࡿṇᙜ࡞ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆᙜ♫ࡣᙜヱࣃ࣮ࢺࢼ࣮せồࡍࡿࠋ

)DFHERRN-DSDQᰴᘧ♫

࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸᢞ㈨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡼࡿᝏ⏝ࡸṇࢆ᳨ฟࡍ
ࡿࠊ࠸ࡃࡘࡶࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡼࡿ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࡢࢡࢭࢫࡘ࠸࡚ᐃࡵࡓ*RRJOH$3,⏝つ⣙ࡣࠊࢹ࣋
ࣟࢵࣃ࣮ࡀ㞟ࠊ⏝ࠊ⪅ඹ᭷ࡍࡿ⏝⪅ሗࡘ࠸࡚᫂☜ࡘṇ☜
ᐃࡵࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆᥦ౪ࡋ㑂Ᏺࡍࡿࡇࢆ⩏ົࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ᫂♧ⓗ࡞ࠕ࢜ࣉࢺࣥࠖࡢྠព࡞ࡃࠊ⏝⪅ࡢ㠀බ
㛤ࢹ࣮ࢱࢆࡢ⏝⪅ࡸࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ㛤♧ࡍࡿࡇࡸࠊࢫࢡࣞࣆࣥ
ࢢࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࠊࡑࡢ⏝⪅ࢹ࣮ࢱࡢᜏஂⓗࢥࣆ࣮ࢆసᡂࡍࡿࡇ
ࡶ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭*RRJOHࡢ$3,ࢧ࣮ࣅࢫ⏝⪅ࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࢹ࣮ࢱࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵࡢチྍࢆồࡵࡿࡇࢆ
⩏ົࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢࢡࢭࢫチྍࡢせồࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡗ࡚ྜ⌮
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࣉࣜᐇᚲせ࡞ሗ㝈ᐃࡉࢀࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡣࠊࣉࣜࡢ᪤Ꮡᶵ⬟ࡸࢧ࣮ࣅࢫᐇᚲせ࡞*RRJOH
࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢡࢭࢫࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭*RRJOH3OD\࡛ࡣࠊࣉࣜࢤ࣮࣒ࡀࢹࣂࢫෆࡢࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱ
ࢡࢭࢫࢆồࡵࡿࡘ࠸࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡀ༑ศ࡞ሗࢆᚓࡓୖุ࡛᩿࡛ࡁࡿࡼ
࠺ᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ௨๓ࡽࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ
*RRJOH3OD\ࢫࢺࡢࣉࣜࣜࢫࢺ࡛ࠊࡢࡼ࠺࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࢆ㞟ࡋ
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢆ㛤♧ࡍࡿࡇࢆ⩏ົࡅ࡚ࡁࡓࠋᖺ$QGURLG
0DUVKPDOORZࢆⓎࡋࡓࡣࠊ⏝⪅ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶࠊ⮬㌟ࡢࢹࣂࢫ࡛ࡇࡲ
ࡵチྍࢆ☜ㄆࠊࠊᣄྰ࡛ࡁࡿࣛࣥࢱ࣒ᶒ㝈ࢆᑟධࡋࡓࠋ

࣭*RRJOH3OD\ࡣࠊࣉࣜࡸࢤ࣮࣒ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹࣂࢫୖ࡛ࢡࢭࢫࡋࡼ
࠺ࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ༑ศ࡞ሗࢆᚓࡓୖ࡛ࠊุ᩿࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞ᨭດࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ*RRJOH3OD\ࢫ
ࢺࡢࣉࣜࡢᥖ㍕ሗಶேሗࡢ㞟⏝ࡢ᪉ἲࢆ㛤♧ࡍࡿࡼ࠺ࠊ
ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡢⓙᵝ⩏ົࡅ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ+RZ3OD\
ZRUNVࠖࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ
㸦KWWSVSOD\JRRJOHFRPLQWOMDBMSDERXWKRZSOD\ZRUNV㸧ࢆཧ↷ࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢧࣥࢻ࣎ࢵࢡࢫࡢ㔜せ࡞┠ⓗࡣࠊಶู࣮ࣘࢨ࣮㛵ࡍࡿ
ࢹ࣮ࢱࢆඹ᭷ࡋࡓࡾ⛎ᐦ㏣㊧ࡋࡓࡾࡍࡿࠊ㏱᫂ࡶࡋࡃࡣ࣮ࣘࢨ࣮
ࡽぢ࠼࡞࠸ᢏ⾡ࡽࠊேࠎࢆಖㆤࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ㸦ࡇࢀ
ࡣࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺࡋ࡚ᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧
୍࣭ࡋ࡚ࡣࠊ➃ᮎࡢ,3ࢻࣞࢫࢆᝏ⏝ࡋ࡚ࠊ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢ▱㆑ࡀ࡞
࠸⏝⪅ࡸ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࡞࠸⏝⪅ࢆ≉ᐃࡋࡼ࠺ࡍࡿ࠸ࡗ
ࡓᡭἲࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ&KURPHࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢ㏻ᖖࡢືసࢆጉࡆࡿࡇ
࡞ࡃ⏝⪅ࡢࢹࣥࢸࢸࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊ,3ࢻࣞࢫࢆ࣐ࢫࢡ
ࡍࡿ᪉ἲࡢ᪂ࡓ࡞ᵝᥦࡋ࡚*QDWFDWFKHU
㸦KWWSVJLWKXEFRPEVODVVH\LSEOLQGQHVV㸧ࢆබ㛤ࡋࡓࠋࡢᥦ
ᵝྠᵝࠊ࢙࢘ࣈࢥ࣑ࣗࢽࢸࡽࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡᇶ࡙ࡁᚋࡶᨵ
Ⰻࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࡢⅬ㛵ࡍࡿ*RRJOHࡢ⪃࠼㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣ
KWWSVMDSDQJRRJOHEORJFRPSULYDF\VDQGER[KWPOཧ
↷ࠋ

࣭➨୕⪅ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗඹ᭷㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮ࡢࠕࡈ⮬ศࡢሗࡢඹ᭷ࠖつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
ࡣࡍ࡚ࡢ࣮ࣘࢨࢹ࣮ࢱཬࡧ➨୕⪅ࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋヲ
⣽ࡣཧ↷ࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࢆ༏ྡࠊ⤫ィࡋಶேࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᙧ࡛➨୕⪅
ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

*RRJOH//&

࣭ᙜ♫ࡢᗈ࿌ᴗ࡛ࡣࠊࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺࠊ8QLILHG,'࠸ࡗࡓ
ࢡࢵ࣮࢟ࡢ௦᭰ᡭẁࢆᑟධࡍࡿணᐃࡣࡢࡇࢁ࡞࠸ࠋ

࣭/,1(ࣉࣜࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࡀሗࢆྲྀᚓࡍࡿࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆタ⨨ࡍࡿሙ
ྜࠊሗࢆྲྀᚓࡍࡿᴗ⪅ࡢྡ⛠ࠊྲྀᚓࡉࢀࡿሗࡢ㡯┠ࠊ⏝┠ⓗ➼
ࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

/,1(ᰴᘧ♫

࣭ᗈ࿌ᴗ࠾࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢUG3DUW\&RRNLHࡼࡿሙྜࡼࡾࡶ࣮ࣘࢨ࣮
ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࢆᢸಖ࡛ࡁࡿ௦᭰ᡭẁࡀ࠶ࢀࡤᑟධࢆ᳨ウࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⌧Ⅼ࡛௦᭰ᡭẁࡼࡿሗྲྀᚓࡢணᐃࡣ࡞࠸ࠋ

࣭<DKRR-$3$1ࡢࢧࢺ࡛ࡣࠊᥦᦠඛࡀࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢡࢵ
࣮࢟ࢆ㏦ಙ࣭ಖᏑࡋࠊࡇࢀࢆ⏝ࡋ࡚<DKRR-$3$1ࡢࢧࢺࢆゼࢀࡓ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢሗࢆ✚࣭⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ࠕ➨୕⪅ࡢ㓄ಙࡍࡿ⾜ືࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌㸦➨୕⪅ࡼࡿࢡࢵ࣮࢟ࡢ
⏝㸧ࡘ࠸࡚ࠖ࠾࠸࡚㐃ᦠඛࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭<DKRR-$3$1ࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝≧ἣࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵᕷሙㄪᰝ♫ࡸ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝≧ἣศᯒࢶ࣮ࣝᥦ౪♫ᑐࡋ࡚ࠊ<DKRR-$3$1ࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫ➼ᥖ㍕ࡉࢀࡓᗈ࿌ࡢຠᯝࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡸࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡋ
ࡓࡾࡍࡿࡓࡵᗈ࿌ຠᯝ ᐃࢶ࣮ࣝᥦ౪♫ࡸᗈ࿌࣭ᗈ࿌௦⌮ᗑᑐࡋ
࡚ࠊࡼࡾ࣮ࣘࢨ࣮ྜࡗࡓࢥࣥࢸࣥࢶࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗ
ᑐࡋ࡚ࠊࢡࢵ࣮࢟ࡢタ⨨ࡸࣉࣜ㛤Ⓨ࢟ࢵࢺࡢ⤌ࡳ㎸ࡳ࡞ࡼࡿሗ
ࡢ┤᥋ྲྀᚓࢆㄆࡵ࡚࠾ࡾࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ
ྲྀᚓࠖࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆ➨୕⪅ࡀ┤᥋ྲྀᚓࡍࡿሙྜࠖ࠾࠸࡚ㄝ᫂
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
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⏝⪅ᑐࡍࡿࠊ3,$ࡢ ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡘ࠸࡚௨ୗࢆཧ↷ࠋ
⤖ᯝࡸ࢘ࢺ࣒࢝ࡢㄝ᫂ KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\HQZZJRYHUQDQFH
ࡢྲྀ⤌≧ἣ



ཧ↷ࠋ

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸㛵
ࡍࡿ࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚
ࡢ᳨ウ≧ἣ
㸦᳨ウࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ
ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡁ
ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ㸧



࣭*'35ཬࡧேᶒάືࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ࡞〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚3,$ࢆ⾜
࠺ࡶࠊ᪂ࡓ࡞〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚3,$ࢆ⤫ྜࡋ࡚࠸
ࡿࠋࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊࣝࢦࣜࢬ࣒ࢩࢫࢸ࣒౫ᣐࡋࡓពᛮỴᐃࡀ࠶ࡿྰ
ࠊᙜヱពᛮỴᐃࡼࡿಶேࡸேᶒࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿࡇࢆྵࡴࠋࣜࢫ
ࢡࣞ࣋ࣝࡀࠊ㆑ูࡉࢀࡓࣜࢫࢡࡼࡗ࡚ᖺࡽᖺࢃࡓࡿホ౯ᮇ㛫
ࡶ࡚ࡢࢹ࣮ࢱ⏝ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿࠋࡶࡋࡶࣝࢦࣜࢬ࣒ࢩࢫࢸ࣒
ࡢ㛤Ⓨಶேࢹ࣮ࢱࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࡓࡵࠊ$SSOH
ࡢᴗ⏺ࢆ≌ᘬࡍࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝྜࢃࡏ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࡑࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱ
⏝ྠពࡋࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿᡭẁࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙜ♫ࡢ3,$ࣉࣟࢭࢫࡢ
୍⎔ࡋ࡚ࠊ࡚ࡢᴗ㈙࡛ࣉࣛࣂࢩ࣮័⾜ࢆ༑ศホ౯ࡍࡿࡇࡶ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ3,$࡛ࡣࠊᙜ♫ࡀࣅࢪࢿࢫࢆ⾜࠺㛵㐃ἲᇦ࠾࠸࡚ἲᚊࡀࡢࡼ
࠺ࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ࢆ࠼ࠊ㛵㐃ࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆࡢࡼ࠺
ホ౯ࡍࡿࡢࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ
㸦ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\HQ
ZZJRYHUQDQFH㸧㸧

3,$ࡢᑟධ≧ἣ
㸦*'35ࡢ'3,$ࡢලయⓗ
࡞ᐇ᪉ἲࡸࠊࡑࡢ
ࡢᐇ㸧

$SSOH,QF



㸵㸬3,$࣭࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉

࣭ࢽ࣮ࣗࢫ࣮࣒ࣝࡢᢞ✏㸦ࠕࢹ࣮ࢱࢆᏳ㌿㏦ࡍࡿࡓࡵࡢᡭ㡰ࠖ࡞
㸧ࠊࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ࠊ㏱᫂ᛶ࣏࣮ࣞࢺࠊ⏝⪅ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㏻▱
᭦᪂ࠊ)DFHERRN࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮㸦⏝⪅ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮ࡸඹ᭷ࡢタᐃࢆ⾜
࠺㝿⏝࡛ࡁࡿࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢳ࢙ࢵࢡࢵࣉࠖ࡞㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿỴᐃ㡯ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭♫ⓗ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆ≉ᐃࠊホ౯ࠊᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢᖺḟホ౯ࢆ
⾜࠺ࡶࠊᨾⓎ⏕ᚋࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆホ౯ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆᐇ
ࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆタィࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋࠊ㛫ࢆ
ࡅ࡚ホ౯ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡホ౯ࣉࣟࢭࢫࢆ㐍࣭ᡂ⇍ࡉࡏ
࡚࠸ࡃࠋ
࣭᪂ࡋ࠸ࣉࣟࢲࢡࢺࡸᶵ⬟ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣂ࣭ࢹࢨࣥࢆ☜ᐇ⤌ࡳ
㎸ࡴࡓࡵࡢㄝ᫂㈐௵ࣉࣟࢭࢫࠊࢭ࣮ࣇ࣮࢞ࢻࠊᢏ⾡ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ
ࡓࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣞࣅ࣮࣭ࣗࣉࣟࢭࢫ㸦௨ୗࠊࠕࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣞ
ࣅ࣮ࣗࠖ㸧ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊேࠎࡢሗࡢ
㞟ࠊ⏝ࠊࡲࡓࡣඹ᭷ཬࡧࠊᙜ♫ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࠾ࡼࡧࢭ࢟ࣗࣜࢸ័⾜
㛵ࡍࡿእ㒊ࡢㄝ᫂ಀࡿࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣜࢫࢡࢆホ౯ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊᙜ♫ࡀ≉ᐃࡋࡓࣉࣛࣂ
ࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆ㆑ูࡋࠊ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࣉࣟࢲࢡࢺࡸᶵ⬟ࡢ
㛤Ⓨࠊ᪂つࡲࡓࡣ័⾜ࡢぢ┤ࡋࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ほ
Ⅼࡽ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࠉ┠ⓗࡢ㝈ᐃ㸸ேࠎ౯್ࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ㝈ᐃࡉࢀࡓ᫂☜࡞┠ⓗࡢࡓࡵ
ࡢࡳࢹ࣮ࢱࢆฎ⌮ࡍࡿࠋ
ࠉࢹ࣮ࢱࡢ᭱ᑠ㸸᫂☜࡞┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞᭱ᑠ㝈ࡢࢹ࣮ࢱ
ࢆ㞟࣭సᡂࡍࡿࠋ
ࠉࢹ࣮ࢱࡢಖᣢ㸸᫂☜♧ࡉࢀࡓ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵᐇ㝿ᚲせࡉ
ࢀࡿᮇ㛫ࡢࡳࠊࢹ࣮ࢱࢆಖᣢࡍࡿࠋ
ࠉእ㒊ࡽࡢࢹ࣮ࢱㄗ⏝㸸ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࠊഅⓎⓗ࡞ᦆኻࠊ࠾ࡼࡧᶒ㝈ࡢ
࡞࠸➨୕⪅ࡼࡿࢡࢭࢫࡽࢹ࣮ࢱࢆಖㆤࡍࡿࠋ
ࠉ㏱᫂ᛶ⟶⌮㸸ࣉࣟࢲࢡࢺࡢືసࡸࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠊ✚ᴟ
ⓗࠊ᫂☜ࠊṇ┤ఏ࠼ࡿࠋྍ⬟࡞㝈ࡾࠊࡲࡓ㐺ษ࡞ሙྜࡣࠊேࠎࡀ
⟶⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࠉࢹ࣮ࢱࡢࢡࢭࢫ⟶⌮㸸ᘢ♫ࡀ㞟ࡲࡓࡣసᡂࡋࡓࢹ࣮ࢱேࠎ
ࡀࢡࢭࢫࡋࠊ⟶⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ࠉබṇࡉ㸸ᙅ࠸❧ሙ࠶ࡿேࠎࡢࣜࢫࢡࢆ≉ᐃࡋ࡚㍍ῶࡋࠊேࠎࡢࡓࡵ
౯್ࡀ㐀ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࣉࣟࢲࢡࢺࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
ࠉㄝ᫂㈐௵㸸ᙜ♫ࡢពᛮỴᐃࠊࣉࣟࢲࢡࢺࠊᴗົ㛵ࢃࡿෆ㒊ࣉࣟࢭࢫ
࠾ࡼࡧᢏ⾡ⓗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊᙜ♫ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ⩏ົࢆホ౯ࡋ࡚㑂
Ᏺࡋࠊἲⓗせ௳ࢆ㉸࠼ࡓᗈ⠊࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆ≉ᐃࡋ࡚㍍ῶࡍࡿࡓ
ࡵ⏝ࡉࢀࡿࠊ῝ࡃ༠ຊⓗ࡛㒊㛛ᶓ᩿ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢳ࣮࣒ࡀᑟࡋࠊࣉࣟࢲࢡࢺࠊ࢚ࣥࢪࢽ
ࣜࣥࢢࠊἲⓗつไࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊ࣏ࣜࢩ࣮࡞ࡢࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆ
ᣢࡘࠊἲົࠊ࣏ࣜࢩ࣮ࠊࡑࡢࢆྵࡵࡓᶓ᩿ⓗ࡞ࢳ࣮࣒ᡤᒓࡍࡿ♫ෆࡢ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ᑓ㛛ᐙࡢᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ᑂᰝࡢỴᐃᥦࢆ⾜࠺ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᶓ᩿ⓗ࡞ࢳ࣮࣒ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㛵㐃ࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆホ౯ࡋࠊࡑࢀࡽࡢࣜࢫࢡࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝࡍࡿࡓࡵⓎ๓⾜࠺ᚲせࡢ࠶ࡿኚ᭦ࡀ࠶ࡿ࠺ࢆุ᩿ࡍࡿࠋᶓ
᩿ⓗ࡞ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮㛫࡛ఱࢆࡍࡁࡢྜពࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࠊࢳ࣮
࣒ࡣࡼࡾୖᒙࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㅎࡾࠊゎỴࡢࡓࡵᚲせ࡛࠶ࢀࡤࡉࡽ
&(2ㅎࡿࠋ

)DFHERRN-DSDQᰴᘧ♫

/,1(ᰴᘧ♫

࣭ࡢ࠾ࡾࠊᙜ♫ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍࡿࡇࢆᢸಖࡍ
ࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯㸦3,$㸧ࡢヨ㦂㐠⏝ࢆጞࡵ
࡚࠾ࡾࠊᮏ᱁㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

࣭3,$ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᶵ⬟ࡢᐇࡢ㝿ㄝ᫂ࡸࢳ࣮ࣗࢺࣜ ࣭3,$ࡢᮏ᱁㐠⏝࠶ࡓࡗ᳨࡚ウணᐃࠋ
ࣝࢆ㏣ຍࡍࡿ➼ࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭3,$ࢆᐇࡍࡿ㝿ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢほⅬ࠾ࡅࡿᙳ㡪ࡢ᭷↓࣭⛬ᗘࠊ⏝ ࣭ࡢ࠾ࡾࠊᙜ♫ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍࡿࡇࢆᢸಖࡍ
⪅ࡢ┈ࡢ᭷↓ࠊ⏝⪅ࡢணࡋ࡚ሗࡀእ㒊බ㛤ࡉࢀ࡞࠸
ࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯㸦3,$㸧ࡢヨ㦂㐠⏝ࢆጞࡵ
ࠊ⏝⪅ࡀẼᣢࡕᝏ࠸ឤࡌ࡞࠸࡞࠸ࡗࡓⅬࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡚࠾ࡾࠊᮏ᱁㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ୰࡛࣮ࣘࢨ࣮
ᥦ౪ࡍࡿ౽┈ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࡼࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᙳ㡪ࡢࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀ
࡚࠸ࡿ⪃៖ࡉࢀࡿணᐃࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐࡍࡿ*RRJOHࡢᢞ㈨ࡣࠊࡍ࡚ࡢࣉࣟࢲ ࣭ᙜ♫࡛ࡣࠊ3,$ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊ᪂つࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᶵ⬟ࡢࣜ
ࢡࢺ࠾࠸୍࡚㈏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ*RRJOHࡢ〇ရࡸᶵ⬟ࡣࠊ*RRJOH♫ෆయࡽ ࣮ࣜࢫ➼3,$ࢆᐇࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢពぢຍ࠼࡚ࠊୡ⏺୰ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡸᑓ㛛ᐙࡽᐃᮇⓗពぢࢆເࡿ
*RRJOHࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢹ࣮ࢱಖㆤ࢜ࣇࢫࡢᑓ㛛ᐙࡢᢎㅙࢆᚓࡿࡲ࡛ᥦ
౪ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

*RRJOH//&

