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はじめに
インターネット及び携帯電話・スマートフォン等の急速な普及は、個人間のコミュ
ニケーションを容易にするとともに、個人がソーシャルメディアにおいて様々な発信
を行うことを可能とした。特に、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）等のソ
ーシャルメディアの利用時間や利用率が近年大きく伸びており、SNS 等のソーシャル
メディアは我が国の日常生活や社会経済活動において大きな役割を果たしている。ま
た、今後、新たなサービスの登場も予期されるところである。
しかし、インターネット上では、依然として、違法な情報や有害な情報の流通も認
められ、昨今、特定の個人に対して多くの誹謗中傷の書き込みが行われるいわゆる「炎
上」事案が発生したり、震災や新型コロナウイルス感染症などの社会不安に起因する
誹謗中傷が行われたりするなど、特に SNS 上での誹謗中傷等の深刻化が問題となって
いる。
また、インターネット上でのフェイクニュースや偽情報（以下「偽情報」という。）
の流通の問題が顕在化しており、例えば新型コロナウイルス感染症、米国大統領選挙
に関するものやウクライナ侵攻に関するものも含め SNS 上で偽情報が拡散する等、こ
れに接触する機会が増加している。
これらの状況を踏まえ、誹謗中傷の問題に関しては、プラットフォームサービスに
関する研究会（以下「本研究会」という。）において、2020 年７月にプラットフォー
ム事業者からのヒアリングを行うとともに、2020 年８月に「インターネット上の誹謗
中傷への対応の在り方に関する緊急提言」
（以下「緊急提言」という。）を公表し、こ
れを受けて、総務省において 2020 年９月に「インターネット上の誹謗中傷への対応
に関する政策パッケージ」（以下「政策パッケージ」という。）を策定・公表した。
また、偽情報の問題に関しては、本研究会において、我が国における偽情報への対
応の在り方について記載した本研究会の報告書（以下、
「2020 年報告書」という。）を
2020 年２月に策定・公表した。
本研究会では、誹謗中傷や偽情報の問題への対応に関するこれらの緊急提言、政策
パッケージ及び 2020 年報告書を踏まえ、プラットフォーム事業者の取組が十分かど
うか、官民の取組が適切に進められているかどうか等について、プラットフォーム事
業者からのヒアリング等を通じて、モニタリング（2021 年２月～３月）と検証評価を
行うとともに、
「プラットフォームサービスに関する研究会 中間とりまとめ」
（以下
「中間とりまとめ」という。）として公表した。更に、この中間とりまとめの結果も踏
まえ、プラットフォーム事業者からのヒアリング等を通じて、モニタリングを 2022 年
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３月に行い、検証評価を行った結果を今回とりまとめたものである。
近年では、スマートフォンや IoT 等を通じた情報流通及び AI を活用したデータ解
析による Society 5.0 の実現が指向されており、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。
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プラットフォーム事業者の重要性が高
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。
その中で、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、プラットフォーム事業者等により利用者情報が取得・集積・活用される傾
向が強まっている。また、プロファイリングやその結果を踏まえたレコメンデーショ
ンが幅広く行われた結果、利用者にとって利便性が高まる一方、知らないうちにその
結果に利用者が影響される可能性も高まっている。
本研究会では、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
確保していくことを目的に、我が国における利用者情報の適切な取扱いの確保の在り
方について記載した 2020 年報告書を策定・公表した。
2021 年２月には、新たに「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「利用者情報 WG」という。）を立ち上げ、利用者情
報の適切な取扱いの確保に関して、プラットフォーム事業者等の取組の状況について
把握するために 2021 年３月～５月にヒアリング等を通じてモニタリングを行うとと
もに、検討結果を 2021 年９月には中間とりまとめとして発表された。更に、この中
間とりまとめ結果も踏まえ、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（以下「電気通信事業 GL」という。）が改正され 2022 年４月から施行されるととも
に、外部送信規律について電気通信事業法の一部を改正する法律案が 2022 年３月に
提出され、同年６月に可決成立した。改正された同 GL に基づきプラットフォーム事
業者からモニタリングを 2022 年４月～５月に行い、検証評価を行うとともに、外部
送信規律の施行に向けての考え方について検討した結果を今回とりまとめたもので
ある。
本第二次とりまとめ（案）は、中間とりまとめの後に行われた検討結果を踏まえ、
それぞれのテーマについて、具体的な方策の在り方や今後の検討の具体的な方向性を
示すものである。
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第１部

誹謗中傷や偽情報を含む違法・有害情報への対応について

第１章
１

誹謗中傷等への対応に関する現状と課題

現状と課題

（１）

これまでの対策の方向性
昨今、特定の個人に対して多くの誹謗中傷の書き込みが行われるいわゆ

る「炎上」事案や、震災や新型コロナウイルス感染症などの社会不安に起
因する誹謗中傷が行われるなど、特に SNS 上での誹謗中傷等の深刻化が
問題となっていることを踏まえ、本研究会において、2020 年７月にプラ
ットフォーム事業者から誹謗中傷への対策状況についてヒアリングを行
い、2020 年８月に「緊急提言」を公表した。その後、
「緊急提言」を受け
て、総務省において 2020 年９月に「政策パッケージ」を策定・公表し、
産学官民による連携のもとで、取組を進めてきた。
また、インターネット上の誹謗中傷への対策について、プラットフォー
ム事業者の取組が十分か、また、その透明性・アカウンタビリティが十分
果たされているかを検証するために、2021 年に本研究会において、日本
国内でサービスを展開するプラットフォーム事業者に対してモニタリン
グを実施した。その結果を踏まえ、2021 年９月に「中間とりまとめ」を公
表し、個別の投稿の削除を義務づけることには極めて慎重であるべきとす
る一方、我が国における透明性・アカウンタビリティ確保が実質的に図ら
れない場合には、透明性・アカウンタビリティの確保方策に関する行動規
範の策定及び遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与
について、具体的に検討を行うことが必要ととりまとめた。
（２）

流通状況
インターネット上の誹謗中傷対策を進めていく前提として、我が国にお

けるインターネット上の誹謗中傷の実態を適切に把握することが必要で
ある。
総務省が運営を委託している違法・有害情報相談センターで受け付けて
いる相談件数は高止まり傾向にあり、令和３年度の相談件数は、受付を開
始した平成 22 年度の相談件数の約５倍に増加している。令和３年度の相
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談件数は例年より増加し、6,000 件を上回った。令和３年度において相談
件数が多い事業者/サービス上位５者は、Twitter、Google、Meta、5 ちゃ
んねる、LINE であった。
法務省が相談等を通じて調査救済手続を開始したインターネット上の
人権侵害情報に関する人権侵犯事件は、引き続き高水準で推移している。
法務省は、インターネット上の人権侵害情報について、法務省の人権擁護
機関による削除要請件数と削除対応率のサイト別の数値を 2022 年に初め
て公表した。2019 年１月～2021 年 10 月の期間内に、人権侵犯事件として
処理されたのは 5,136 件であり、そのうち、法務局において、当該情報の
違法性を判断した上で、実際に削除要請を実施した件数の合計は 1,173 件、
削除対応率は 69.74%。さらに、投稿の類型別（私事性的画像情報、プライ
バシー侵害、名誉毀損、識別情報の摘示）の削除要請件数及び削除対応率
についても公表した。
一般社団法人セーファーインターネット協会（以下「SIA」という。）が
運営する誹謗中傷ホットラインについては、2021 年１月１日から 12 月 31
日までの受領件数が 2,859 件（1,516 名）であった。また、サイトの属性
別には、SNS が最多の 28%であり、次いで、匿名掲示板が 19%、地域掲示
板が７%であった。
違法・有害情報相談センターへの相談件数の推移

出典：本研究会（第 32 回）資料４「違法・有害情報相談センターに寄せられている
相談状況および関連機関との連携について」から一部更新
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違法・有害情報相談センターの相談（作業）件数の事業者別の内訳

出典：本研究会（第 32 回）資料４「違法・有害情報相談センターに寄せられている
相談状況および関連機関との連携について」から一部更新

法務省の人権擁護機関による削除要請と削除対応率（サイト別）

出典：本研究会（第 33 回）参考資料１「インターネット上の人権侵犯事件の処理に
ついて（法務省）
」

9

出典：本研究会（第 32 回）資料１「誹謗中傷問題に係る活動実績」

また、三菱総合研究所が総務省の委託を受けて実施した SNS 等ユーザ
を対象としたアンケート調査結果 12では、
「他人を傷つけるような投稿（誹
謗中傷）」について、約半数（50.1%）が目撃しており、投稿を目撃したサ
ービスとしては、Twitter（52.6％）が最も多く、匿名掲示板（39.7％）、
Yahoo!コメント（32.0％）3、YouTube（28.2％）がこれに続いている。ま
た、過去 1 年間に SNS 等を利用した人の 1 割弱（8.9%）が「他人を傷つけ
るような投稿（誹謗中傷）」の被害に遭っており、年代別にみると 20 代で
最も多く（16.4%）、10 代及び 30 代がともに 1 割強でこれに次ぐ。40 代以
上は相対的に少なかった。
クリエイターが受ける誹謗中傷被害 4について、具体性のある身体生命
の加害投稿等がみられるほか、侮辱、名誉毀損、プライバシー侵害、著作
1 三菱総合研究所発表（本研究会（第 36 回）資料５「インターネット上の違法・有害情報に関す
る流通実態アンケート調査」
）
2 調査実施期間：2022 年３月 16 日（水）～３月 18 日（金）
、調査方法：インターネットアンケー
ト調査、調査対象：日本国内の 15 歳から 99 歳までの男女、回答者数：2,000 名
回答割付：回答者の性別・年代による回答に特定の傾向がある場合に、その影響を少なくするため
に、
（均等割付でなく）インターネットの利用者の性別・年代別の分布に即して回答者数の割り付
けを実施。調査では単純に目撃経験の有無を質問しており、サービス利用時間が長ければ目撃経
験も増える関係にあると考えられ、純粋な誹謗中傷情報の多さを示さない。
3 複数サービス（知恵袋、ニュース、ファイナンス）が単一の項目に集約されており、単一サービ
スごとに集計する場合と比べて目撃経験に関する回答が多くなっている可能性がある。
4 UUUM 株式会社発表（本研究会（第 35 回）資料４「クリエイターが受ける誹謗中傷の実態と対
策）
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権侵害が６割から７割程度と大半を占める 5。被害を受ける場としては、
クリエイターが活動する SNS プラットフォームがその場所の一つとなっ
ているとの指摘がある。
SNS 等ユーザを対象としたアンケート調査結果（目撃経験）

SNS ユーザを対象としたアンケート調査結果（被害経験）

出典：本研究会（第 36 回）資料５「インターネット上の違法・有害情報に関する流
通実態アンケート調査」

また、有識者の分析結果 6によると、2020 年４月のネット炎上件数は前
5 その他の類型としては、パブリシティ権の侵害やなりすまし、法的責任を超えた不当要求（金銭
的な要求、謝罪要求、コンテンツの削除要求）等がみられる。
6 山口真一准教授発表（本研究会（第 26 回）資料３「わが国における誹謗中傷・フェイクニュー
スの実態と社会的対処」）
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年同月比で 3.4 倍であり、2020 年１年間の炎上件数は 1,415 件となって
いる。
インターネットのような能動的な言論空間では、極端な意見を持つ人の
方が多く発信する傾向がみられる。過去１年以内に炎上に参加した人は、
約 0.5%であり、１件当たりで推計すると 0.0015%（７万人に１人）となっ
ている。書き込む人も、ほとんどの人は炎上１件に１～３回しか書き込ま
ないが、中には 50 回以上書き込む人もいるなど、ごく少数のさらにごく
一部がネット世論を作る傾向がみられるとの指摘がある。
また、炎上参加者の肩書き分布に特別な傾向は見られない。書き込む動
機は「正義感」
（どの炎上でも 60～70%程度）となっている。社会的正義で
はなく、各々が持っている価値観での正義感で人を裁いており、多くの人
は「誹謗中傷を書いている」と気付いていないという分析結果が挙げられ
た。
（３）
①

各ステークホルダーの取組状況
ユーザに対する情報モラル及び ICT リテラシー向上のための啓発活動
総務省では、ユーザに対する情報モラル及び ICT リテラシーの向上の
ための様々な啓発活動を実施している。
具体的には、インターネットに係る実際に起きた最新のトラブル事例
を踏まえ、その予防法等をまとめた「インターネットトラブル事例集」
を毎年作成・公表し、学校等への周知を実施している。2022 年版では、
昨年版に引き続き、SNS 等での誹謗中傷に関するトラブル事例や、誹謗
中傷を受けた場合に相談できる窓口のフローチャートを掲載した。関係
省庁・関係団体との連携のもと、様々なチャネルを活用し、全国の学校、
SNS ユーザ等へ周知を実施している。
また、学校等での出前講座「e-ネットキャラバン」については、2020
年９月にインターネット上の誹謗中傷に関するものを講座内容に追加
した。2021 年度は、2,559 件の講座を実施し、約 40 万人が受講した。
さ ら に 、 SNS の よ り 良 い 利 用 環 境 実 現 に 向 け た ス ロ ー ガ ン
「#NoHeartNoSNS（ハートがなけりゃ、SNS じゃない！）」のもと、2020
年 ７ 月 に は 、 SNS で 悩 ん で し ま っ た 際 に 役 立 て て も ら う た め に
「#NoHeartNoSNS 特設サイト」を開設し、周知を実施した 7。

7 主催：法務省人権擁護局、総務省、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構、一般社
団法人セーファーインターネット協会。後援：消費者庁。協力団体：電気通信事業者団体等７団
体
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加えて、同取組の一環として、2021 年 12 月に『秘密結社 鷹の爪』と
コラボした「鷹の爪団の#NoHeartNoSNS 大作戦」特設サイトを開設した。
同サイトにはアニメーション動画、漫画、パンフレットデータのコンテ
ンツ等を掲載し、誹謗中傷の加害者にならないために心がけるべきポイ
ント、誹謗中傷被害に遭ってしまった場合の対処方法等について情報を
提供している。総務省の広報ツール、広告配信、都内の駅前大型ビジョ
ンでの動画放映、関係省庁・関係団体と連携した SNS 投稿など、様々な
チャネルを活用して周知を実施している 8。

②

プラットフォーム事業者の自主的取組の支援と透明性・アカウンタビ
リティの向上
法務省の人権擁護機関は、人権侵害事案において、名誉毀損、プライ
バシー侵害等に該当する場合には、被害者からの人権相談を端緒として
削除要請をサイト運営者に対して行っている。
この点、総務省は法務省と連携し、サイト運営者による迅速な削除等
の対応が行われる環境を整備するため、プラットフォーム事業者や業界
団体等との意見交換の場となる実務者検討会を継続的に開催している。
法務省の人権擁護機関への相談事案に関する認識について関係者間で
共有を図るとともに、法務省の人権擁護機関からの申告について透明性
の向上を行い、サイト運営者による円滑な対応を促進している。
法務省は、インターネット上の人権侵害情報について、法務省の人権
擁護機関による削除要請件数と削除対応率のサイト別の数値を 2022 年
に初めて公表した。2019 年１月～2021 年 10 月の期間内に、人権侵犯事
件として処理されたのが 5,136 件。そのうち、法務局において、当該情
報の違法性を判断した上で、実際に削除要請を実施した件数の合計は
1,173 件、削除対応率は 69.74%。さらに、投稿の類型別（私事性的画像
情報、プライバシー侵害、名誉毀損、識別情報の摘示）の削除要請件数
及び削除対応率についても公表を行った。
また、法務省人権擁護局は、公益社団法人商事法務研究会が主催し、
2021 年４月から開催されている「インターネット上の誹謗中傷をめぐ
る法的問題に関する有識者検討会」に参加し、削除要請に関する違法性

8 本コラボによる動画コンテンツの作成・公表に当たっては、動画を視聴した者に対して、動画内
容の理解度や意識・行動の変化に関する効果測定のためのアンケート調査を実施。誹謗中傷を行
わないための心がけや、被害に遭った際の行動への理解度、相談窓口に関する認識が向上したと
いう回答や誹謗中傷対策への意識が前向きに変化したとの回答がみられた。
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の判断基準や判断方法等の議論に積極的に関与している。議論の結果は、
2022 年 5 月に公表された。なお、同有識者検討会には、総務省もオブザ
ーバとして参加している。
さらに、官民連携の取組として、2021 年４月には、
「YouTube 公認報
告者プログラム」に法務省人権擁護局が参加した。コミュニティガイド
ライン違反報告に資するツールが使用可能となり、法務省の人権擁護機
関からの報告が優先的な審査の対象とされるなどすることにより、法務
省の人権擁護機関から YouTube に対する削除要請への円滑な対応が期
待される。
民間における取組としては、SIA は、2020 年 6 月より、「誹謗中傷ホ
ットライン」の運用を開始した。インターネット上で誹謗中傷に晒され
ている被害者 9からの連絡を受け、コンテンツ提供事業者に、各社の利
用規約に基づく削除等の対応を促す通知を行っている。
2021 年の受領件数は 2,859 件であり、そのうち、ガイドラインに基
づき削除通知対象となる「特定誹謗中傷情報」に該当するものが 796 件
（27.8%）、非該当が 2,063 件（72.2%）10であった。293 件で対象となる
1,414URL に対して削除等の対応を促す通知を行い、一週間後に削除確
認されたものが 1,046URL（削除率 74%）であった。
誹謗中傷等違法・有害情報への対応に関しては、国際的な対話が深め
られることも重要である。この点、総務省では、誹謗中傷を始めとした
インターネット上の違法・有害情報対策に関する国際的な制度枠組みや
対応状況を注視し、対応方針について国際的な調和（ハーモナイゼーシ
ョン）を図るための取組を実施している。
具体的には、二国間協議の関係では、日 EU・ICT 政策対話、日 EU・
ICT 戦略ワークショップ、インターネットエコノミーに関する日米政策
協力対話、日独 ICT 政策対話、日仏 ICT 政策協議などにおいて、日本側
からは、
「インターネット上の誹謗中傷（Online Harassment）」及び「フ
ェイクニュース（“Fake news” & disinformation）」に関する政策動
向について意見交換を行った。また 2022 年５月に金子総務大臣が欧州
委員会ヴェステアー上級副委員長及びブルトン委員、英国 DCMS ナディ

9 主に立場の弱い私人や個人商店等が対象。コロナ罹患者やアスリートに対する情報も対象。
10 集計期間：2021 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日
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ーン・ドリーズ大臣と会談し、デジタル空間における利用者保護につい
て意見交換を行い、協力関係の深化を図る方針を確認した。
また、2022 年５月には、日 EU デジタルパートナーシップが立ち上げ
られ、日 EU のデジタル分野に関連して、違法有害情報対策に関するプ
ラットフォーム事業者の透明性と説明責任の確保に向けて、共通の報告
様式の検討などを含め、意見交換等を通じた協力を行うこととされてい
る。
また、多国間協議の関係では、2022 年４月には、
「未来のインターネ
ットに関する宣言」立ち上げイベントが開催され、開かれた、自由で、
グローバルで、相互運用可能で、信頼性のある、安全な、一つのインタ
ーネットへの支持が呼びかけられ、その一環として、違法・有害情報対
策における人権及び基本的自由の保護について確認された 11。
2022 年５月に、Ｇ７デジタル大臣会合において、事業者の違法・有害
情報への対応措置に関する透明性・アカウンタビリティを世界・国・地
域のレベルにおいて、該当するポリシーごとに確保することを含む、
eSafety 等について議論が行われ、その結果は大臣宣言として採択され
た。
③

発信者情報開示に関する取組
総務省は、インターネット上の誹謗中傷等による権利侵害について
より円滑に被害者救済を図るため、①発信者情報開示について新たな
裁判手続（非訟手続）を創設し特定の通信ログを早期保全すること、
②開示対象となるログイン時情報を明確化すること等を内容とする、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律（平成 13 年法律第 137 号。以下「プロバイダ責任制限
法」という。）の改正を実施し、2021 年４月に改正法が公布された。
同改正法は 2022 年 10 月１日に施行される。

11 「政府、規制当局、およびオンラインプラットフォームを含むデジタルサービスにより、オン
ライン上の違法・有害なコンテンツや活動を削減するために取られる行動は、検閲、嫌がらせ、
または脅迫の恐れなしに、意見の多様性と多元性を奨励しながら、表現の自由の権利を含む国際
人権法に合致するべきであるという我々のコミットメントを再確認する。
」
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プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律（概要）（令和 3 年４月 28 日公布）

民間における取組としては、SIA に設置された有識者会議において、
2020 年７月～2021 年３月の間に、任意開示の促進に向けた施策の検討
が行われ、同年４月に「権利侵害明白性ガイドライン」が策定・公表さ
れた。また、同ガイドラインに関する理解を深めるため、プロバイダか
らの同ガイドラインに関する相談を受け付ける窓口が設置された。同ガ
イドラインは、適切な任意開示の促進につながるよう、名誉毀損及び名
誉感情侵害が明白であると容易に判断可能な類型を示すことで、プロバ
イダにおける任意開示の判断に際して参考となる判例を集積したもの
である。
また、官民連携の取組として、コンテンツプロバイダ・アクセスプロ
バイダ・有識者・専門性や実務的知見を有する者が協力して発信者の特
定手法について支援協力を行える体制やノウハウ共有を行う場として、
2021 年２月以降、
「発信者情報開示に関する実務者勉強会」が継続的に
開催されている。
④

相談対応の充実に向けた連携と体制整備
相談対応の充実に関して、総務省は、2021 年度より、違法・有害情報
相談センターにおける相談員の増員等による体制強化を図るとともに、
相談件数・内容の更なる分析を実施中である。同センターは、ユーザに
とって分かりやすく相談窓口を案内し、利便性を高めるために、相談シ
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ステムからの通知や各種相談窓口をチャットボットで案内できるよう、
公式 LINE アカウントを開設した。
また、相談内容に応じて相談機関間（法務局、警察、インターネット
ホットラインセンター、セーフライン、誹謗中傷ホットライン、消費者
生活相談窓口等）で紹介を行うなど、他の相談機関との連携対応の充実
を図っている。特に、2021 年度からは、違法・有害情報相談センターに
おいて違法・有害情報相談機関連絡会を開催し、各機関の取組に関する
相互の理解の促進と、機能の相互補完を目指した連携を図っている。
地方公共団体においては、人権侵害への取組が重要課題であり、独自
の相談窓口が設けられている地方公共団体も存在する。例えば、群馬県
は 2020 年 12 月に「インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関
する条例」を制定・施行し、
「被害者への支援」及び「県民のインターネ
ットリテラシー向上」に向けた対策を行うこととしている。「違法・有
害情報相談センター」は、群馬県のインターネット上の誹謗中傷相談窓
口に対して、研修会の実施や、問合せを受け付ける体制の整備などの連
携を行っている。その他、全国の地方公共団体におけるインターネット
関連の啓発資料への同センターの掲載やホームページへの URL 掲載等
を実施した。
さらに、総務省では、ユーザにとって分かりやすい相談窓口の案内を
実施するため、インターネット上の誹謗中傷に関する複数の相談窓口に
係る案内図を作成し、2020 年 12 月に公表した。その後、案内図を様々
な方法で全国に周知を実施している。
SNS 等ユーザを対象としたアンケート調査結果 12では、不適切な投稿
をされたときの相談窓口について、「利用したかったが、分からなかっ
た」・「知らなかった」という人が７割弱（69.2％）を占め、「知ってお
り、利用したことがある」人は非常に少なかった（2.4％）。また、具体
的な相談窓口についての認知度はいずれもあまり高くないが、「みんな
の人権１１０番」、「地方自治体の各種相談窓口」が相対的に高かった。
（相談窓口を知っている層の半数以上が、前述の２つを知っていた。）

12 三菱総合研究所発表（本研究会（第 36 回）資料５「インターネット上の違法・有害情報に関す
る流通実態アンケート調査」
）
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SNS ユーザを対象としたアンケート調査結果（被害経験）

出典：本研究会（第 36 回）資料５「インターネット上の違法・有害情報に関する流
通実態アンケート調査」
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２

プラットフォーム事業者等による対応のモニタリング結果

（１）

モニタリングの概要
主要なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等への対策状況につ

いて、ヒアリングシートに基づく任意での回答を求め、モニタリングを行
った。
モニタリングにおける主な論点は次のとおり。
項目１

サービス概要とポリシー
誹謗中傷等に関する利用規約・ポリシーについて、適切に設定さ
れているか

項目２

削除申告等の受付・審査のプロセス
誹謗中傷等に適切に対応するための態勢は適切か。特に、日本国
内における態勢が適切か。
ポリシーに違反し得る投稿等について適切にユーザ申告の受付
又は事業者による検知が行われているか。
申告受付又は検知された投稿について、適切に審査されているか。
審査結果等に関する発信者や申立者に対する異議申立ての受付
態勢が適切か。

項目３

削除等の対応の実施状況及び機能上の工夫
利用規約・ポリシー等について、適切にポリシー等に基づいて削
除等の対応がなされているか。

項目４

発信者情報開示請求への対応
発信者情報開示請求について、適切に対応されているか。

項目５

情報分析・公開
透明性レポートや取組の効果分析は適切に公開されているか。特
に、日本国内において公開されているか。

項目６

その他の取組

また、プラットフォーム事業者による自主的な誹謗中傷対策のための取
組に関連して、上記項目のほか、主な論点は次のとおり。
・

AI の活用やアーキテクチャ上の工夫が進められているか

・ 過剰な削除や不当なアカウント停止等の行き過ぎた対応が行われ
ていないか（個別の説明は十分か）
・

各事業者や事業者団体における啓発活動は十分か
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・ 誹謗中傷等の流通状況に関する分析・調査や、研究者への情報提
供が行われているか
上記の各項目に係るプラットフォーム事業者による誹謗中傷対策に関
する透明性・アカウンタビリティについて、次の観点から検証を行った。
・ 利用者が安心・信頼してサービスを利用できるよう、透明性・ア
カウンタビリティ確保が十分に図られているか
・ 定量的な数値等を用いて、客観的に透明性・アカウンタビリティ
の確保が十分に図られているか
・ グローバルな取組だけでなく、我が国における透明性・アカウン
タビリティの確保が十分に図られているか
・ 前回ヒアリングと比較して、事業者による透明性・アカウンタビ
リティ確保のための取組に進展はみられるか
プラットフォーム事業者による対応のフローと主なモニタリング項目の関係
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2022 年には、ヒアリングシートに基づき、本研究会において次のとお
りプラットフォーム事業者に対してモニタリングを行い、事業者団体から
も取組状況についてヒアリングを実施した。ヒアリングシートの詳細につ
いては、参考６－１のとおりである。
・2022 年２月 21 日

本研究会（第 32 回）

対象事業者団体：SIA、SMAJ
・2022 年３月７日

本研究会（第 33 回）

対象事業者等：ヤフー、Google、LINE、Meta、Twitter
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（２）
①

モニタリング結果
総論
プラットフォーム事業者の誹謗中傷への対応に関する透明性・アカウン

タビリティ確保状況は、2021 年２月 25 日時点のヒアリング（以下、「前
回ヒアリング」という。）状況から一部進展がみられるものの、一部項目
において、依然、透明性・アカウンタビリティの確保が十分とは言えない
状況であった。
ヤフー及び LINE は、我が国における誹謗中傷への対応について、具体
的な取組や定量的な数値を公表しており、透明性・アカウンタビリティ確
保に向けた施策が進められている。特に、ヤフーでは透明性レポートが新
たに公表された。
Google は、我が国における定量的な削除件数等が一部新たに示されて
おり、透明性・アカウンタビリティ確保に向けた施策に進展が見られた。
また、Meta は、我が国における定量的な削除件数等が事後的に一部示
され、透明性・アカウンタビリティ確保に向けた施策に一定の進展が見ら
れた。Twitter は、我が国における定量的な削除件数等を事後的にポリシ
ー別に詳細に示し、透明性・アカウンタビリティ確保に向けた施策に進展
が見られた。
一方で、我が国における誹謗中傷等の投稿の削除やアカウント停止など
の対応について、具体的には、我が国における誹謗中傷対策に十分なリソ
ースが投入されているかという点や削除要請等に対する審査のプロセス、
発信者情報開示請求に関する対応状況、サービス上の取組に関する効果分
析、透明性レポートの公表状況等について、Google、Meta、Twitter によ
る透明性・アカウンタビリティの確保状況には、事業者ごとの状況には差
異があるものの、不十分な点があり、誹謗中傷等違法・有害情報への対応
のために、我が国において十分なリソースが投入され、文化的、社会的、
政治的背景を踏まえた措置が行われているか、十分に明らかではなかった。
その他、各社の回答において、回答対象とするサービスや回答に用いる
指標、期間等には、差異が見られた。
②

各論
主な評価項目（質問項目【★】箇所）に関する各事業者の取組状況は次

のとおり。
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また、ヒアリングの質問項目について、事業者が「回答を控えた理由」
及び「今後の対応方針」は次のとおり。
事業者が「回答を控えた理由」及び「今後の対応方針」
（2022 年）

出典：事業者からの回答をもとに総務省作成

ア

主な評価項目関係
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各プラットフォーム事業者による取組状況とその透明性・アカウン
タビリティ確保状況について、ヒアリングシート及び事後に追加提出
のあった情報によれば、次のとおり。
誹謗中傷等に関するポリシーについて（１ー③(i)(ii)関係）
全ての事業者において、前回ヒアリングに引き続き、誹謗中傷を含
む一定の類型の行為・情報について禁止規定を定めており、削除・警
告表示・アカウント停止等の対応が規定されていることが明らかにな
っている。
一般ユーザからの申告や削除要請に対応する部署・チームの
規模・人数や、日本国内の拠点・責任者について（２ー①③④関係）
一般ユーザからの申告・削除要請について、全ての事業者において、
前回ヒアリングに引き続き、受付窓口・受付態勢、対応プロセスが整
備されていることが明らかになっている。また、主体的なポリシー違
反等の情報の検知について、全ての事業者において、これを行うため
の仕組みが設けられていることが明らかになっている。
対応する部署・チームの規模・人数や日本国内の拠点・責任者につ
いて、前回ヒアリングから引き続き、情報開示には差がみられる。ヤ
フー及び LINE は、日本における体制について、前回ヒアリングに引
き続き、定量的に示している。他方で、Google、Meta、Twitter は、
前回ヒアリングに引き続き、グローバルな体制については公表してい
るものの、我が国における具体的な体制が示されておらず、誹謗中傷
等への対応のために、我が国において、十分なリソースが投入されて
いるか、また、文化的、社会的、政治的背景を踏まえた措置が行われ
ているか、明らかではない。
削除等の対応に対する異議申立ての機会とその受付態勢
（２ー⑥⑦関係）
全ての事業者において、削除等への苦情、問合せの受付窓口や手続
を設けていることが明らかになっているが、削除等の措置を受けた発
信者向けのものか、削除等の措置を申請した申立者へのものかは明ら
かではない。
ヤフーでは、削除された投稿についてマイページからの確認や、問
合せのための専用手続を定めている。Google では、YouTube における
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削除対応に関して、投稿者に対して再審査を請求するための手順が記
載されたリンクを提供し、再審査は最初の削除判断を行った審査担当
者とは異なる担当者によって行われるといった工夫が行われている。
また、Meta では、削除されたコンテンツについて異議申立ての手続を
経ている場合には、監督委員会に申し立てることができる。
ヤフー、LINE では、日本国内における異議申立ての件数が、Google
ではグローバルでの一部サービスに関する件数が、それぞれ明らかに
されている。Meta、Twitter は、決定に対する異議申立ての件数がグ
ローバル、日本国内いずれも明らかではない。
日本における削除要請件数や削除件数等（３ー①②③関係）
ヤフー及び LINE は、日本における削除要請件数及び要請に基づく
削除件数と主体的な削除件数について、前回ヒアリングに引き続き定
量的に示しており、透明性・アカウンタビリティ確保が進められてい
る。
Google は、国内における削除要請件数について、前回ヒアリングと
比較して新たにサービスごとに定量的に示している。また、国内にお
ける削除件数について、一部サービスについての回答が明確ではない
ものの、前回ヒアリングでは構成員限りの非公開としていた情報を公
開するなど、透明性・アカウンタビリティ確保について進展がみられ
る。
Meta は、国内における削除要請件数について、前回ヒアリングに引
き続き、定量的に示していない。国内における削除件数について、ヒ
アリング実施時には回答がなかった。ヒアリング後に、我が国におけ
るいじめや嫌がらせに関するポリシー違反として削除された投稿件
数について、ユーザからの申請に基づくものと主体的なものとが明確
ではないものの、新たに定量的な数値を示すなど、透明性・アカウン
タビリティ確保について一部進展がみられる。
Twitter は、国内における削除要請件数について、前回ヒアリング
に引き続き、定量的に示している。国内における削除件数について、
ヒアリング時には回答がなかった。ヒアリング後に、ユーザからの申
請に基づくものと主体的なものとの区別が明確ではないものの、我が
国における Twitter が定めるポリシー違反として削除されたアカウン
ト件数や投稿件数について、新たに定量的な数値を詳細にポリシー別
に示すなど、透明性・アカウンタビリティについて進展がみられる。
削除以外の対応を行った件数については、Meta を除いた各社におい
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て定量的に示されているものの、各社によって行った対応の内容や国
内における対応状況に関する数値の開示状況には差異がみられる。
発信者情報開示の件数について（４ー①②関係）
ヤフー及び LINE は、日本におけるプロバイダ責任制限法に基づく
発信者情報開示請求を受けた件数について、前回ヒアリングに引き続
いて、裁判上/裁判外の件数をいずれも定量的に示している。また、開
示を行った件数について、裁判上/裁判外の件数がいずれも示されて
おり、透明性・アカウンタビリティ確保が進められている。
Google、Meta は、発信者情報開示請求を受けた件数及び開示した件
数について、前回ヒアリングに引き続いて、いずれも示されておらず、
透明性・アカウンタビリティが確保されていない。
Twitter は、前回ヒアリングと比較して、裁判上/裁判外の請求であ
るかの区別や、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求や
捜査関係事項照会などの区別が明確ではなく、透明性・アカウンタビ
リティが確保されているとは言いがたいものの、政府、執行機関・捜
査機関、第三者からのアカウント情報の開示の請求を受けた件数につ
いて定量的な数値を新たに公開した。
取組の効果分析について（５ー②関係）
ヤフーは、AI を活用した取組に関して、前回ヒアリングに引き続い
て、日本におけるサービス上の取組の効果分析を定量的に示している。
LINE は、前回ヒアリングに引き続いて、サービス上の取組の効果分
析を示していないが、教育に関する取組の効果を示している。
Google、Meta、Twitter は、前回ヒアリングに引き続いて、サービ
ス上の取組の効果分析を公開しているが、グローバルの数値のみであ
り、我が国における効果分析を示しておらず、この点における透明性・
アカウンタビリティ確保について進展はみられない。
透明性レポートについて（５ー①関係）
ヤフーは、前回ヒアリングと比較して、透明性レポートを新たに作
成・公表している。
LINE は、前回ヒアリングに引き続いて、日本語による透明性レポー
トを公開している。
Google 及び Twitter は、前回ヒアリングに引き続いて、日本語によ
る透明性レポートを公開しているが、一部を除き、グローバルの数値
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のみが公開されている。
Meta は、前回ヒアリングと引き続いて、日本語による透明性レポー
ト（コミュニティ規定施行レポート）を公開しているが、全てグロー
バルの数値であり日本における数値は公開されていない。
イ

AI の活用やアーキテクチャ上の工夫（事業者の創意工夫）関係
主な評価項目以外の項目に関して、AI を用いた削除対応やアーキテ
クチャ上の工夫が行われているかという観点については次のとおり。
AI 等を用いた削除対応について（３－④関係）
各事業者において、積極的に AI を活用した削除等の取組が進めら
れている。
ヤフーは、「Yahoo!ニュース コメント」において 2014 年から機械
学習による不適切投稿への対応を開始。AI による検知を通じて、1 日
平均約 29 万件の投稿のうち、約２万件の不適切な投稿（記事との関
連性の低いコメントや誹謗中傷等の書き込みなど）の削除を実施して
いる。また、一定以上のコメント数がある記事のコメント欄を対象に、
AI が判定した違反コメント数などの基準に従い、コメント欄を自動的
に非表示にする機能を実装している。
Google は、機械学習を活用して不適切なコンテンツを検出。有害な
コンテンツのほとんどがシステムによって一度も視聴されずに削除
されている。ボーダーライン上のコンテンツのレコメンデーションを
通じた視聴数の低下に取り組んでいる。
LINE は、機械的なチェックにより、禁止用語やルールと照合し、規
約や法令に反した投稿かどうか確認し、自動で非表示化。全サービス
において、わいせつ、出会い系、不快画像等について、AI を活用した
「違反画像」を検知している。
Meta は、AI を活用して不適切なコンテンツを検出。AI は、コンテ
ンツレビュアーがレビューするケースに優先順位をつけて、最も有害
で時間的な問題のあるコンテンツを最初に処理できるようにしてい
る。
Twitter は、テクノロジー（PhotoDNA、社内の独自ツールなど）を
活用し、違反コンテンツを特定している。
削除以外の対策（事業者の創意工夫による対応）について
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（３－④関係）
ユーザ自らが他のユーザのアカウントやコメント等を非表示・ブロ
ックする機能については、多くのサービスで既に導入されている。
投稿内容について投稿時等に再考・再検討を行う機会を設ける機能、
ユーザの選択に応じたコンテンツフィルタリング機能、返信や DM の
やりとり相手を選択できる機能などについては、一部のサービスで導
入が進められるなど、サービスの性質に応じた様々な仕組みが設けら
れている。上記の仕組みにより誹謗中傷全般について対応できる可能
性はあるものの、一定の短期間に大量の誹謗中傷が集まった場合に対
応する特別な仕組みには引き続き多くのサービスにおける導入が期
待される。
ヤフーは、自身の選択により書き込みや利用者の非表示・ブロック、
低品質投稿の機械的検出と折りたたみ表示（知恵袋）、AI を活用した
投稿時における注意メッセージの掲出（ニュースコメント、2020 年度
開始）、一度投稿停止措置を受けたユーザが再度アカウントを作成し
た場合の投稿制限等を行っている。また、一定以上のコメント数があ
る記事のコメント欄を対象に、AI が判定した違反コメント数などの基
準に従い、コメント欄を自動的に非表示にする機能を実装している。
Google は、利用規約上ボーダーライン上のコンテンツ等をおすすめ
機能に表示しない機能の導入や動画における低評価の数の表示の撤
廃を実施している。
LINE は、自身の選択により書き込みや利用者の非表示・ブロック、
18 歳未満のユーザ検索機能制限、オープンチャットにおける誹謗中傷
などについて AI を活用して投稿を確認する取組みを進めるとともに、
NG キーワードに該当する投稿を自動的に非表示化する機能を設けて
いる。
Meta は、自身の選択により書き込みや利用者の非表示・ブロック、
タグ付けや返信等を許可する相手を選択する機能、ブロックした人の
別アカウントによる望まないやりとりの自動検知・防止機能、ポジテ
ィブなコメントを固定、不適切なコメントを自動的に非表示するフィ
ルタ機能を導入している。コメントやダイレクトメッセージ（DM）を
送るアカウントを一時的に制限し、急激に注目を集めた利用者が望ま
ないやりとりを防ぐことができる「抑制」機能を導入している。
Twitter は、自身の選択により書き込みや利用者の非表示、ブロッ
ク、返信できるユーザの範囲を選択する仕組み、センシティブな内容
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を非表示にするフィルタ機能（セーフサーチ）を導入している。
ウ

過剰な削除や不当なアカウント停止等の防止関係
主な評価項目以外の項目に関して、過剰な削除や不当なアカウント
停止等の行き過ぎた対応が行われていないかという観点については
次のとおり。
対応決定時における通知の内容、理由の記載の程度について
（２－⑤関係）
全ての事業者において、システム上可能な場合には対応決定時にお
いて報告者や利用者に通知を行っている、理由の記載の程度について
は、濫用防止を理由に削除可否について詳細な理由を伝えることはで
きない、どのガイドラインに抵触したかについての情報を記載してい
るといった回答があった。また、児童ポルノなどの例外を除いて、対
応決定の通知の際に、異議申立てのプロセスの案内を行っているとい
う回答があった。
不正な申告や削除要請への対策の方法・仕組み、対応件数について
（２―⑧関係）
一部事業者からは、特に違法性がないと思われる不正な申告や削除
要請への対策の方法・仕組みについて回答があった（例：Meta では、
アカウントやコンテンツの過剰な報告は規約違反であり、システムの
悪用（大量の報告）を防ぐため重複報告を認識する技術を導入）。濫用
的な報告に関する定量的な件数については、LINE のみが数値を公表し
ている。

エ

分析・調査
主な評価項目以外の項目に関して、誹謗中傷等の流通状況に関する
分析・調査や、研究者への情報提供が行われているかという観点につ
いては次のとおり。
誹謗中傷等の流通状況に関する分析・調査について（５―②③関係）
一部事業者から、有識者との意見交換や、内部での分析・検討が行
われているという回答があった。分析結果については、透明性レポー
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ト等により公開している事業者が見られた。
研究者への情報提供について（５―④関係）
各事業者において、大学や公的研究機関向けにデータを提供してい
る例が見られた。
ヤフーは、大学、公的研究機関の研究者向けに一部ソフトウェアと
データを公開している。Google は、学術関係者は API を研究目的で使
用可能となっている。LINE は、個別に対応することとされている。
Meta は、学術関係者などに対して選挙、民主主義等に焦点を当てた、
Meta が世の中に及ぼす影響を研究するために必要なツールとデータ
の提供等を実施している。Twitter は、条件に合致する研究者に対す
る無料 API の提供を実施している。
オ

啓発活動
主な評価項目以外の項目に関して、各事業者や事業者団体における
啓発活動は十分かという観点については次のとおり。

普及啓発について（６．①関係）
各事業者や事業者団体において、自らのサービスのガイドの公開や、
モラル教育等、様々な啓発活動が行われている。
ヤフーは、サービスの理解を深めるための各種ガイドをウェブサイ
トで公開している。各ガイドでは削除される投稿例の追記などを行い、
ユーザの理解を推進し、コメントポリシーの遵守を呼びかける文言を
投稿ページの目立つ位置に表示している。
Google は、無料のデジタルスキルトレーニングプログラム「Grow
with Google」を実施している。その他、各種オンライン教材や、サー
ビスの理解を深めるためのウェブサイト「YouTube のしくみ」を公開
している。また、ネット利用に関する調査結果を「中高生インターネ
ット利用白書 2021」として公開し、オンライン教材を拡充している。
LINE は、サービスの理解を深めるための各種ガイドをウェブサイト
で公開している。全国の学校や地方公共団体に講師を派遣するワーク
ショップ授業・講演活動等を 2012 年から累計で約 1 万回以上実施し
ている。また、LINE みらい財団では、研究者共同で、独自の情報モラ
ル教育教材の開発を行い、ウェブサイトで公開している。
Meta は、サービスの理解を深めるための各種ガイドをウェブサイト
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で公開。いじめ防止やオンラインでの嫌がらせなどのリソースを提供
するプログラム「みんなのデジタル教室」を公開。特定非営利活動法
人企業教育研究会の協力のもと、デジタルリテラシーに関する授業を
提供。若年層の利用者やクリエイターと一緒に安全な利用を考える取
組「#インスタ ANZEN カイギ」等を実施している。
Twitter は、サービスの理解を深めるためのガイドをウェブサイト
や公式アカウントで公開している。UNESCO と合同でメディア情報リテ
ラシーのハンドブック「Twitter を活用した教育と学習」を作成して
いる。また、悩み相談を行う NPO への無償広告枠提供等を通じた支援
を行っている。
一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構（以下「SMAJ」
という。）は、法務省人権擁護局・総務省と共同で、SNS のより良い利
用環境実現に向けたスローガンである「#NoHeartNoSNS」を発表してい
る。特設サイトを開設し、被害を防ぐ仕組みや相談先を掲示し、会員
社による周知を実施している。また、SMAJ のウェブサイトにおいて、
会員社が運営するサービスについて、統一されたフォーマットにより、
サービスの概要、利用上の注意点、ユーザを保護する機能を紹介して
いる。
（３）

事業者団体等のその他の取組
業界団体等の取組により、ノウハウやベストプラクティスが事業者間

で共有されているかという観点については次のとおり。
ヤフーは、不適切コメントへの対策として導入している AI の API を他
社に対して無償提供し、業界全体の不適切投稿の削減につなげようとい
う取組を行っている。
SIA は、前述のとおり、「誹謗中傷ホットライン」を運営し、被害者か
らの誹謗中傷に関する連絡を受け付け、他の事業者に対し、各社の利用規
約に沿った削除等の対応を促す通知を行っている。
SMAJ は、SMAJ 会員各社の SNS 等のサービスにおいて、名誉毀損や侮辱
等を意図したコンテンツを投稿するなどの行為を禁止し、利用規約に記
載するとともに、禁止事項について啓発広報を実施することを推進して
いる。禁止行為への対応の実効性向上のため、これまで各事業者が実施し
てきたソーシャルメディアにおける課題に対する取組を体系化した「ユ
ーザー保護ナレッジデータベース」の構築等を通じて、継続的かつ実効性
のある利用者保護施策を検討・実施している。
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３

海外動向
欧州や米国における政策動向として、日本と同様に、プラットフォーム事業

者の違法・有害情報対策に関する透明性やアカウンタビリティ確保を求める方
向性で検討が進められている。特に、欧州においては、法的規制による透明性
確保の方向性での議論が進められている。
また、欧州のうちドイツやフランスなど一部では立法によりプラットフォー
ム事業者に対して削除の義務付け等の法的規制が導入・検討されているが、表
現の自由への萎縮効果の懸念の声があるほか、立法後に違憲判決により当該規
定が削除されるといった状況である。
（１）

欧州連合（EU）
Digital Services Act(DSA)について、欧州委員会が提示した法案に大

幅に条文を追加した上で、2022 年４月に、欧州委員会、欧州議会、欧州理
事会は暫定的政治合意に至った。DSA は全ての仲介サービス提供者(プラ
ットフォーム事業者等)に対して、違法コンテンツの流通に関する責任を
規定するとともに、事業者の規模に応じたユーザ保護のための義務を規定
している。
対象事業者は、仲介サービス（ISP 等）、ホスティングサービス、オンラ
インプラットフォーム（オンラインマーケットプレイス、アプリストア、
SNS 等）、超大規模オンラインプラットフォーム（検索エンジンを含む）
を提供する事業者となっている。
仲介サービス提供者の違法コンテンツに対する責任について、「単なる
導管」、
「キャッシング」、
「ホスティング」の３類型に分けて違法コンテン
ツに対する免責条件を規定している。一般的モニタリング義務は無いもの
の、司法及び行政当局からの削除等の措置命令・情報提供命令への報告義
務を規定している。
その他、自動化ツールの使用義務がないこと、E2E 暗号サービスの提供
を妨げないこと、サービスの匿名利用を制限する義務を課してはならない
こと、個人データを収集しないサービスの利用や支払いを可能にするため
の合理的な努力をすることなどを規定している。また、権利を侵害された
者の申し出によって関連する仲介サービス提供者に対する当該コンテン
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ツの削除又は無効にする差止命令を可能にすることや、異議申立ての機会
の確保（当該コンテンツの復元、措置の合法性（必要性及び比例性を含む）
への異議を含む）を規定している。
さらに、透明で安全なオンライン環境の確保のために、暫定的合意に至
った DSA 案では、具体的に次の義務を規定しており、欧州委員会案から規
制の拡充が図られている。
・全ての仲介サービス提供者に対する義務：
利用者向け連絡窓口の設置、ダークパターンの禁止、未成年者に配慮
した機能・デザイン等のほか、コンテンツモデレーション措置を定め
た分かりやすい利用規約の公開（要約の作成、サービス提供国の言語
による作成を含む）のほか、違法コンテンツ仲介に関する免責条件、
異議申立ての機会の確保、一般モニタリング義務の解除、透明性報告
義務

1314

、連絡窓口・国内法定代理人の設置等

・ホスティングサービス提供者の義務：
違法コンテンツの通知受付態勢整備、違法コンテンツへの対応に関す
る理由の通知、刑事犯罪の疑いの当局への通知、コンテンツの無効化
又は削除等
・オンラインプラットフォームの義務：
異議申立ての対象拡大、障害者への配慮、取引事業者の追跡、違法コ
ンテンツへの対応に関する苦情受付態勢整備、裁判外紛争解決機関の
利用、信頼された旗手（trusted flagger）、不正な通知・反論に対す
る対策、オンライン広告の透明性確保 15、特別カテゴリー情報（性的
指向、宗教、民族性など）を用いたターゲティング、未成年に対する
ターゲティングの禁止等
・超大規模オンラインプラットフォームの義務：
サービスのリスク分析・評価の実施、リスク軽減措置の実施、外部監
査の実施・公表、レコメンダー・システムの透明性の追加、オンライ
ン広告の透明性の追加 16、規制当局及び研究者のデータアクセス、コ
ンプライアンス・オフィサー設置、行動規範、危機対応、ディープフ
ェイクの通知義務、手数料等
13 違法コンテンツの通知件数・削除件数（国・地域別の内訳）
、信頼できる旗手によって提出され
た通知の数、措置を取るために必要な時間の中央値、自発的なコンテンツモデレーションの内
容、対応に関する苦情の件数等。事業者の規模に応じ、透明性義務の内容が追加される。
14 VLOP に該当しない零細・小規模事業者は、透明性報告義務を負わない。
15 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こと
16 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。
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モニタリング及びエンフォースメントに関して、各加盟国は DSA の執
行責任者であり調査権限等を持つデジタルサービス調整官を設置しなけ
ればならないとされている。
また、欧州委員会は超大規模オンラインプラットフォームに対してモニ
タリングを行い、義務違反の場合、前年度の総売上高の最大 6％の罰金等
を科すことが可能となっている。
（２）

英国
2019 年 4 月、デジタル・文化・メディア・スポーツ省(DCMS)と内務省

が共同で「Online Harms White Paper」を作成し、公表した。英国におけ
る安全なネット環境の確保を目的とした将来の政府の対策を明示してい
る。主な内容は次のとおり。
・オンライン上の有害コンテンツ・行為への対処を求めることを目的と
する法定の注意義務を策定し、プラットフォーム事業者は、当該注意
義務を遵守することが求められる。
・注意義務が遵守されているか監視・評価するために、罰則や罰金等の
執行権限を持つ独立規制機関を設置する。
・規制機関は、設定された注意義務の履行・遵守方法を概説したものを
行動規範として作成・提示する。プラットフォーム事業者は、行動規
範に規定されているガイドラインに従うか、あるいは自社の代替アプ
ローチがどの程度効果的に同等以上の影響をもたらすかを説明し、正
当化する必要がある。
2020 年 12 月、「Online Harms White Paper」のパブリックコメント結
果に対する政府の完全な対応を公表した。主な内容は次のとおり。
・対象とする情報の範囲については、白書の案と同様に、違法なコンテ
ンツだけでなく、違法ではないが有害なコンテンツも規制する。ただ
し、具体的な有害なコンテンツ・行為は示さず、有害なコンテンツや
活動の一般的な定義（オンライン上のコンテンツ・行為が、個人の身
体的または心理的に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予見可能なリ
スクを生じさせる場合）を規定しており、これに該当する誤情報・偽
情報も範囲に含むと規定している。
・サービスの規模等に応じた段階的な規制（低リスクのサービスに対す
る免除を導入、リスクが高くリーチ力のある少数のサービスをカテゴ
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リー１と分類し、当該サービスを提供する企業の規制を強化）を規定
している。
・執行機関については、Ofcom がその役割を担う。
2022 年３月 17 日、DCMS は、プラットフォーマなどのオンライン企業に
よる自主規制に依存せず、政府が規制（注意義務の設定など）を行い、当
該規制が守られているかを Ofcom が監視するといった内容の法案を議会
に提出した。
規制対象コンテンツとしては、違法コンテンツ（テロリズム、CSEA、DCMS
国務大臣が定めるコンテンツ）、子どもにとって有害なコンテンツ、大人
にとって有害なコンテンツ（DCMS 国務大臣が定める優先有害コンテンツ、
プロバイダが定めるコンテンツ）が想定されている。
また、規制対象サービスは、英国と関連があり、除外されるサービスで
はない次のサービスが想定されている。
・ユーザ間サービス（サービスのユーザによって生成され、又はサービス
の利用者によってサービスにアップロードされ、若しくはサービス上で
共有されるコンテンツに、サービスの他のユーザが遭遇する可能性のあ
るインターネットサービス）
・検索サービス（「検索エンジン」であるか、それを含み、ユーザ間サー
ビスでないインターネットサービス）
プラットフォーム事業者の注意義務として、ユーザを安全に保ち、サー
ビスに対する違法で有害な行為などに対処するための合理的な措置を講
じるために、プラットフォーム事業者を対象とする以下の義務を定めてい
る。
・リスク評価（自社サービスに関連する違法コンテンツのリスク評価）
・違法コンテンツへの対応（違法なコンテンツを認識・ブロック又は削除
し、安全性向上のシステムやプロセスを導入）
・表現の自由とプライバシーへの配慮（システムやプロセスの導入時にオ
ンライン上の利用者の権利を考慮）
・報告、救済の仕組み（ユーザが利用しやすく効果的な報告・救済の仕組
みを設定）
・対応結果記録の保存
・透明性確保（年次の透明性レポートを作成・公表）、Ofcom への手数料支
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払い
また、Ofcom に対して、プラットフォーマに課した注意義務がプラット
フォーム事業者に遵守されているかを監視・評価する権限、及び罰則や罰
金等を課す執行権限を付与している。
さらに、Ofcom は、設定された注意義務の履行・遵守方法を概説したも
のを行動規範として作成・提示することとされている。プラットフォーム
事業者は、行動規範に規定されているガイドラインに従うか、あるいは自
社の代替アプローチがどの程度効果的に同等以上の影響をもたらすかを
説明し、正当化する必要がある。
（３）

ドイツ

ドイツ国内の登録者数が 200 万人以上の SNS は、
「ネットワーク執行法」
（2017 年 10 月発効）に基づき、透明性レポートを半年に１回公開する義
務がある。ネットワーク執行法に基づく透明性レポートでは、違反報告数、
削除件数、違法な投稿の防止のための取組、報告への対応に関する社内態
勢などの事項等について記載が求められる。
削除の要否等について各事業者で判断しかねる事例については、認定自
主機関(FSM)に相談して、判断を委ねる仕組みとなっており、2020 年には
13 件の相談があった。
連邦司法庁は、コンテンツが削除されなかったことが「制度上の機能不
全」に基づく場合に、秩序違反が認められるとの判断を行う。過料の執行
事例としては、Facebook の 2018 年上半期の透明性レポートについて内容
に不備があるとの理由により、Facebook に 200 万ユーロの罰金支払いを
科した 17。
2020 年 9 月に閣議決定された同法の評価レポートでは、法の目的はか
なりの程度で達成されており、プラットフォーム事業者の違反報告の管理
と公的説明責任が大幅に改善されたこと、規則の詳細な実行はまだ不十分
であるが、法の構造的な脆弱性によるものではなく、プラットフォーム事
業者による実施の部分的な不十分さによるものであること等が挙げられ
た。また、法による過剰な削除（オーバーブロッキング）の懸念について
は、現時点ではオーバーブロッキングの兆候は認められないが、その危険
については、常に、また、将来においても真摯に考慮しなければならない
17 これまで罰金が課せられた事例はこの 1 件のみとされている。
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こと等が挙げられた。
2021 年４月に、SNS 事業者に対し、特定の重大事案について、投稿を削
除するのみならず、犯罪構成要件に該当する投稿内容及び投稿者に割り振
られた IP アドレス等について捜査機関に通報する義務を課すネットワー
ク執行法の改正法が施行された。
また、2021 年６月にも法改正が行われ、動画共有プラットフォームが
原則として規制対象に含まれることや、透明性報告義務の対象となる項目
の追加（削除等のための自動検知の手段、申立人・発信者からの異議申立
件数、異議申立によって判断が変更されていた件数等について新たな項目
として追加）、削除されたコンテンツの証拠保全のための保持のほか、違
法コンテンツに関する苦情に対して行われたコンテンツの削除またはア
クセスの無効化に関する決定の見直しに関する異議申立ての機会の確保
や刑事犯罪に関係するコンテンツ・情報の当局への報告義務等が追加され
た。さらに、本改正では、公益のための科学研究に従事する研究者が、違
法コンテンツの自動検出のための手段や運用方法等に関する情報や、対象
コンテンツとユーザの関係性について、個別具体のデータを含む情報の提
供を、プラットフォーム事業者に対して求めることが可能とされている。
（４）

フランス

2020 年 5 月に、オンライン・ヘイトスピーチに対処することを目的と
して、インターネット上のヘイトコンテンツ対策法が議会で可決されたが、
憲法院に付託され合憲性の審査が行われた結果、コンテンツの過剰削除を
促進する可能性があるとして、大半の条項が違憲とされた。その後、違憲
とされた条文を削除する形で 2020 年６月に同法は公布・施行された。
改正法の原案では、
①違法コンテンツの削除等(コンテンツ編集者・ホスティング事業者に
対し、テロの扇動・称揚や児童ポルノ拡散に係る違法コンテンツにつ
いて、行政機関からの通知受領後 1 時間以内の削除又はアクセス不能
化を義務付け)
②罰金額引上げ（上記①や違法コンテンツ対策に関するプロバイダの既
存の各種義務に違反した者に課す罰金の額を 7.5 万ユーロから 25 万
ユーロ(法人の場合は最大 125 万ユーロ)に引上げ）
③違法コンテンツの削除等(オンライン・プラットフォームに対して、
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ヘイトスピーチ等を含む明らかな違法コンテンツについて、通報から
24 時間以内の削除等を義務づけ、当該義務に違反した者に 25 万ユー
ロの罰金)
④オンライン・プラットフォームへの命令・罰金（視聴覚高等評議会
(CSA)は、 ヘイトスピーチ等に関する明らかな違法コンテンツのオン
ライン拡散対策に係る各種義務を遵守させるため命令を行うことが
でき、従わない場合に最大で 2,000 万ユーロ又は前年度世界年間売上
高の 4%のいずれか高い方を超えない額の金銭的制裁を科すことがで
きる）
といった４つの内容が規定されていたが、①・③・④について違憲判断が
下され、条文が削除された。
（５）

米国

通信品位法(1996 年成立)第 230 条では、プロバイダは、①第三者が発
信する情報について原則として責任を負わず、②有害なコンテンツに対す
る削除等の対応(アクセスを制限するため誠実かつ任意にとった措置)に
関し、責任を問われないとされており、プロバイダには広範な免責が認め
られてきた。
近年、プラットフォーム事業者が米国議会の公聴会に出席を求められ、
インターネット上の違法・有害情報対策及び通信品位法 230 条に関して
議論が行われている。
共和党政権時代には、プラットフォーム事業者の政治的偏向や、政治的
発言に対する検閲への懸念から、2020 年５月にトランプ大統領が、
「プラ
ットフォーマによるオンラインの検閲の防止に係る大統領令」に署名した。
オンライン上の言論の自由を確保するため、プラットフォーム事業者によ
る、恣意的なユーザ投稿の削除等を限定する方向の規制の提案や明確化を
連邦通信委員会(FCC)に要請するよう、国家電気通信情報庁(NTIA)に指示
を行った。その後、FCC では同法 230 条の改正について検討が行われてい
たが、2021 年 1 月、FCC はトランプ大統領の選挙敗北を受けて方針を変更
し、同法 230 条を明確化する意向は無いと表明した。
他方、民主党では、テクノロジー企業のモデレーションの欠如と、フェ
イクニュースや違法・有害コンテンツの発信・拡散に対して同法第 230 条
が提供する広範な免責規定について懸念が示されている。
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2021 年 1 月、大統領選挙結果を巡り、トランプ大統領の支持者らが米
連邦議会議事堂を襲撃する事件が発生した。これを受けて、プラットフォ
ーム事業者各社は、トランプ大統領の行為が暴動を煽ったとして、トラン
プ大統領の関連アカウントの凍結を行った。加えて、アプリマーケット事
業者やホスティング事業者は、トランプ大統領の支持者が利用する SNS サ
ービスに対して、アプリの利用停止やサーバの利用停止などの措置を取っ
た。
通信品位法第 230 条を巡っては、改正するための法案が議会に複数提
出され、司法委員会、商業・科学・運輸委員会、エネルギー・商業委員会
などに掛けられているが、本とりまとめ時点において、具体的な進捗は特
段みられていない。（第 116 回議会に提出された法案は採決には至らず、
直近の第 117 回議会に提出された法案も現状では公聴会や具体的な審議
等は行われていない。）
（６）

オーストラリア

2021 年７月、オンライン上の安全促進及び被害防止のための従来法を
継承し、新たな被害に対処するための新法「オンライン安全法」(Online
Safety Act)が成立した。本法により、e セーフティ・コミッショナーの
権限が従来法よりも拡充された。具体的には、成人を対象としたネット暴
力や、暴力的行為を助長する等の書き込みなど、従前よりも幅広い範囲 1819
の有害なコンテンツについて、ユーザは e セーフティ・コミッショナーに
対して苦情申立てが可能となった。また、e セーフティ・コミッショナー
による削除通告への対応義務が 24 時間以内に短縮され、一部の内容のコ
ンテンツに関する削除通告や証拠提示通告に基づく要求を従わない場合、
民事罰が科される。
さらに、2022 年２月 10 日、連邦通信大臣は「ソーシャルメディア(荒
らし対策)法案」を提出したが、議会が解散されたことにより同年４月 11
日付けで失効している。廃案となった本法案では、2021 年連邦最高裁判
18 規制対象コンテンツ：オーストラリア人の児童を対象としたネットいじめ、オーストラリア人
の成人を対象としたネット暴力、性的画像の同意なき共有、忌まわしい暴力的行為を助長する等
の書き込み、1995 年分類(出版、映画、ゲーム)法で指定される有害コンテンツ
19 規制対象サービス：オンライン上のあらゆるサービス（ソーシャル・メディア・サービス
（SNS 事業者）、関連電子サービス（電気通信事業者）
、指定インターネットサービス（検索エン
ジン事業者を含む））。
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決を受け、メディアが第三者の投稿による名誉毀損の賠償責任を負わなけ
ればならない状況を是正するため、 SNS 事業者の責任を明確にし、SNS 上
のページ所有者の保護と被害者の救済が図られていた。
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第２章

偽情報への対応に関する現状と課題

近年、インターネット上での偽情報の流通の問題が顕在化している。偽情報に
関しては、インターネット上に限った問題ではなく、真偽が不明で信頼性の低い
情報（例えばデマや流言飛語など）が人々の間の口コミ等で拡散される事例はこ
れまでも存在したが、SNS 等のプラットフォームサービスの特性

20

がインターネ

ット上において偽情報の問題を顕在化させる一因になっていると考えられる。
プラットフォーム上において多くの不確かな情報や悪意のある情報が容易に流
通・拡散することは、利用者が多様な情報をもとに物事を正確に理解して適切な
判断を下すことを困難にし、結果として、利用者が安心・信頼してプラットフォ
ームサービスを利用することができなくなる、また、利用者や利用者以外の者に
直接的な損害を与え得るなど、利用者にとって様々な不利益が生じるおそれがあ
る。さらに、偽情報の流通により社会の分断が生じ、結果として民主主義社会の
危機につながるおそれがある 21との指摘もある。
SNS をはじめとするプラットフォームサービスは、経済活動や国民生活などの
社会基盤になりつつあり、情報流通の基盤にもなっていること、また、プラット
フォームサービスの特性が偽情報の生成・拡散を容易にし、これらの問題を顕在
化させる一因となっていると考えられることから、特にこのようなプラットフォ
ーム上の偽情報への適切な対応が求められる。

20 ①SNS では一般の利用者でも容易に情報発信（書き込み）や拡散が可能であり、偽情報も容易
に拡散されやすいこと、②情報が広範囲に、かつ、迅速に伝播されるなど、影響力が大きいこ
と、③偽情報は、SNS 上において正しい情報よりもより早く、より広く拡散する特性があること
や、SNS 上の「ボットアカウント」が拡散を深刻化させていること、④自分と似た興味・関心・
意見を持つ利用者が集まるコミュニティが自然と形成され、自分と似た意見ばかりに触れてしま
うようになる（＝「エコーチェンバー」
）
、パーソナライズされた自分の好み以外の情報が自動的
にはじかれてしまう（＝「フィルターバブル」
）などの技術的な特性があること、⑤ 各利用者の
利用者情報の集約・分析によって、個々の利用者の興味や関心に応じた情報配信（例：ターゲテ
ィング広告）が可能であるなど、効果的・効率的な利用者へのアプローチが可能であることな
ど。
21 選挙の候補者等に関する不正確な情報が流布されることなどによって有権者の理性的な判断が
妨げられることで投票結果が歪められたり、政治的分断が深まるおそれや、外国政府が誤った情
報を流布することで国家安全保障が揺るがされるおそれなども考えられる。
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１

現状と課題

（１）

これまでの対策の方向性
近年、米国や欧州において偽情報が社会問題になっていることから、我

が国においても近い将来同様の問題が生じ得ることを念頭に、今後の対策
を検討すべく、本研究会では、我が国における偽情報への対応の在り方に
ついて記載した 2020 年報告書を策定・公表した。
この報告書に基づき、偽情報への対応の在り方について、多様なステー
クホルダーによる協力関係の構築、プラットフォーム事業者による適切な
対応及び透明性・アカウンタビリティの確保、ファクトチェックの推進、
ICT リテラシー向上の推進など、10 の方向性について、産学官民で連携を
行い、取組を進めてきた。
インターネット上の偽情報への対策について、プラットフォーム事業者
等の取組が十分か、また、その透明性・アカウンタビリティが十分果たさ
れているかを検証するために、2021 年、本研究会において、日本国内に
おいてサービスを提供するプラットフォーム事業者等に対してモニタリ
ングを実施し、プラットフォーム事業者等における自主的な偽情報に関す
る対応状況と、それらの取組に関する透明性・アカウンタビリティの確保
状況の把握を図ったところ、プラットフォーム事業者の偽情報への対応に
関する透明性・アカウンタビリティ確保状況の取組の進捗は限定的であっ
た。
モニタリングの結果を踏まえ、中間とりまとめでは、個別の投稿の削除
を義務づけることには、より一層極めて慎重であるべきとする一方で、我
が国における透明性・アカウンタビリティ確保が実質的に図られない場合
には、透明性・アカウンタビリティの確保方策に関する行動規範の策定及
び遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与について、具
体的に検討を行うことが必要とされた。
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偽情報対策に関する今後の取組の方向性（中間とりまとめ）（2021 年９月）

（２）
①

偽情報の流通状況
偽情報に関する流通状況調査（アンケート調査）の結果
2021 年３月の調査結果

22

によると、直近１か月での偽情報への接触

率は 75％であり、３割程度の人は、偽情報に週１回以上接触している。
偽情報を見かけることが多いジャンルは、新型コロナウイルス感染症及
びスポーツ・芸能系関連となっている。特に、直近１か月の間での新型
コロナウイルス感染症関連の偽情報に接触した層は半数程度であり、拡
散経験層は３割弱程度となっている。
新型コロナウイルス感染症及び米国大統領選挙に関して間違った情
報や誤解を招く情報と判断された個別の 18 個の情報 23について、それ
らを信じた場合や真偽不明だと思った際、４割の回答者は情報を共有・
拡散していた。2020 年６月の過去調査 24と比較し、共有・拡散割合は減
22 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai_05.html（本研究会（第 26
回）資料１「『フェイクニュース』に関するアンケート調査結果」
（NRI））
23 2020 年４月 28 日時点で、メディアやファクトチェック機関によるファクトチェックの結果、
間違った情報や誤解を招く情報であると判断された情報。
24 https://www.soumu.go.jp/main_content/000693295.pdf（総務省「新型コロナウイルス感染症
に関する情報流通調査」）
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少傾向（５ポイント減）となっている。
共有・拡散した理由は、「情報が正しいものだと信じ、他人に役立つ
情報だと思った」
（37%）、
「真偽不明だが、他人に役立つ情報だと思った」
（34%）、「真偽不明だが、情報が興味深かった」（30%）、「他人への注意
喚起」（29%）の順に多い。
Twitter（53%）、YouTube（30%）の利用者は、当該サービスにおいて、
それらの情報があたかも真実又は真偽不明として投稿されているのを
見かけることが多い。過去調査と比較すると、主要メディアごとに割合
は減少傾向にあるが、YouTube は増加（８ポイント増）している。
他方、Twitter（40%）、民間放送（21%）の利用者は、当該サービスに
おいて、それらの情報が真実ではない・誤解を招くといった注意喚起を
見かけることが多い。過去調査と比較すると、主要メディアごとに割合
は減少傾向となっている（特に民間放送：17 ポイント減）。
新型コロナウイルス感染症関連の各プラットフォーム事業者のイン
フォデミック対策の認知度は全体的に低く、１割程度となっている。
2022 年 2 月の調査 25では、我が国における流通状況の調査に加え、諸
外国における偽情報の流通状況に関するアンケート調査を合わせて実
施した。
2022 年の調査によると、偽情報関連用語の認知度は、
「フェイクニュ
ース」（94.6％）、「ディープフェイク」（58.1％）、「ファクトチェック」
（46.4％）であるが、過去調査（３期分）から時系列に比較するといず
れの用語も認知度は上昇している。また、「インターネット上のメディ
ア（SNS やブログなど）」において偽情報を見かける頻度（週 1 回以上）
は 31.1％（去年比 10.1 ポイント増）、インターネット以外のメディア
（テレビや新聞など）においては 26.9％（去年比 6.9 ポイント増）、「ま
とめサイト（例：２ちゃんねる・５ちゃんねるまとめブログ、●●速報
など）」においては 39％であった。
日本における情報の真偽を見分ける自信は、調査対象国（日、米、英、
仏、独、韓）中最も低い（28.8％）結果となっており、年代別に見ると、
「自信がない」が「自信がある」よりも高くなった年代の方が多く、
「自
信がある」が高くなったのは「10 代」のみであった。
偽情報対策に取り組むべき主体として期待されるのは、「報道機関、
25 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社発表（本研究会（第 36 回）資料１「令和３年度 国
内外における偽情報に関する意識調査－フェイクニュース及び新型コロナウイルス関係の情報流
通調査結果－」
）
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放送局、ジャーナリスト」（48.2％）、「個人（信用性の低い情報を拡散
しないなど、自分自身のリテラシー向上）」（42.8%）、「政府機関」
（42.2％）、「ソーシャルメディアサービスを提供している事業者」
（34.1%）、
「インターネット検索サービス事業者」
（25.6％）、
「わからな
い・誰でもよい」（12.5％）の順に多い結果となった。
新型コロナウイルス感染症に関する情報について、特に信用できる情
報源やメディア・サービスは、「自国の政府機関のウェブサイトや情報
配信」（38％）、「公共放送局（テレビ・ラジオ・ウェブサイトなど）」
（35.7％）、
「民間放送局（テレビ・ラジオ・ウェブサイトなど）」
（31.5％）、
世界保健機関（WHO）や専門機関のウェブサイトや情報発信（22.2％）、
新聞（新聞・ウェブサイトなど）（18.5％）の順に多い結果となった。
②

偽情報に関する流通状況及び接触状況調査の結果

26

上記①とは別の調査結果によると、2020 年には、年間 2,615 件（１日
平均 7.2 件）の疑義言説が拡散しており、主に新型コロナウイルス感染
症関連・米国大統領選挙関連の偽情報が拡散している。
新型コロナウイルス感染症関連 10 件・国内政治関連 10 件の実際の偽
情報に関する調査の結果、特に新型コロナウイルス感染症関連の偽情報
接触率が高い（45.2%）。10 代の接触率が最も高いが、あらゆる年代層で
接触しており、全体で 51.7%の人は 1 つ以上の偽情報に接触している。
偽情報と気づいた割合は、新型コロナウイルス感染症関連が 58.9%だ
が、国内政治関連は 18.8%と、ファクトチェック済みの偽情報でも多く
の人が偽情報と気付けていない。情報リテラシー（読解力・国語力）が
高い人は偽情報に騙されにくい。他方、ソーシャルメディアやメールへ
の信頼度が高いと偽情報に騙されやすい。また、マスメディアへの不満
や自分の生活への不満が高いと偽情報（特に、国内政治関連の偽情報）
に騙されやすい。
偽情報の種類によって有効な行動は大きく異なる。新型コロナウイル
ス感染症関連では「１次ソースを調べる」
「情報発信者の姿勢やトーン、
感情を考える」が有効、国内政治関連では「情報の発信主体を確認する」
「情報が発信された目的を考える」が有効となっている。また、「ネッ

26 山口真一准教授発表（本研究会（第 26 回）資料３「わが国における誹謗中傷・フェイクニュー
スの実態と社会的対処」）
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トで他の情報源を探し、確認する」も全体的に有効となっている。
拡散手段として最も多いのは「家族・友人・知り合いに直接話した」
が 10.3%。次いでメッセージアプリが多く、身近な人への拡散が多い。
Twitter は３位の 4.3%となっている。
大量の人に拡散した「スーパースプレッダー」は全体で１％以下しか
いないが、拡散数では約 95%を占めるなど、ごく一部の拡散者が偽情報
拡散の大部分を広めていた。一方、スーパースプレッダーはソーシャル
メディアからの訂正情報で考えを変えやすい傾向にある。
③

偽情報に関するニュースの生態系に関する分析結果
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有識者による偽情報に関するニュースの生態系に関する分析結果に
よると、偽情報は、マスメディアも含めたインターネットにおけるニュ
ースの生態系（生成・拡散の構造）の問題であり、インターネットのニ
ュースでは、ミドルメディア 28が話題や議論の流れに影響を与えている
との指摘がある 29。
偽情報は、ミドルメディアを中心に、メディア間の相互作用で成長す
る例が見られ、具体的には、①ソーシャルメディアでの話題をニュース
サイト・まとめサイトなどのミドルメディアが編集し、それをマスメデ
ィアが取り上げる、②ミドルメディアが、マスメディアの話題とソーシ
ャルメディアの反応を組み合わせてソーシャルメディアに拡散する、③
記事配信を通して大きな影響力を持つポータルサイトに到達し、ポータ
ルサイトから、ミドルメディアやソーシャルメディアに拡散する（フェ
イクニュース・パイプライン）、といった流れの存在が指摘されている。
また、ミドルメディアの典型的な記事の作り方として、「こたつ記事
（取材が不十分な、こたつでも書ける低品質な記事）」の問題があり、
ネットの反応は多くの場合情報源やデータが提示されておらず、話題の
捏造が可能であるとの指摘がある。
27 藤代裕之准教授発表（本研究会（第 27 回）資料４「フェイクニュース生成・拡散のメカニズ
ム」）
28 マスメディアとパーソナルメディア（ソーシャルメディアを含む）の中間的存在。ネットの話
題や反応を取り上げるニュースサイト、まとめサイト、トレンドブログなどが代表例。
29 2017 年の衆議院選挙の偽情報の分析によると、15 個のうち 10 個が Twitter、５個がミドルメ
ディアが発信源となっていた（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsicr/37/2/37_93/_article/char/ja/）
。
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この点、コンテンツの内容が間違っていてもページビューを稼げば広
告収入で儲かる仕組みにより、正確な記事を書くインセンティブがない
ため、偽情報の方が「得」な状況となってしまっているとの指摘や、ミ
ドルメディアの多くについて、運営元がウェブサイトに表示されておら
ず正体不明であり、運営元を表示しなくても検索結果に表示され、広告
収入が得られるとの指摘もある。
さらに、記事の配信や検索表示によりアクセスが流入することを前提
とした、広告収入がミドルメディアの活動を支えており、偽情報を拡散
する特定のウェブサイトやソーシャルメディアのアカウントへの対応
が不十分で生成・拡散を助長しているといった指摘や、対策が不十分な
ことで、既存メディアの記事や映像は偽情報に使われ、間違ったり、歪
んだりした内容が拡散してしまっているといった指摘もある。
④

SNS における偽情報の拡散状況や人間の認知に関する分析結果

30

偽情報の拡散要因として、①メディアによる拡散、②人間の非合理性
が指摘されている。
偽情報に関する Twitter 上の拡散状況具体的に分析すると、似たよう
な発信・拡散を行う人々の集まり・ネットワーク（クラスター）が複数
存在しており、主に陰謀論を発信するクラスター、偽情報を否定するク
ラスター、面白おかしく反応するクラスターなどが存在している。また、
それぞれのクラスターにおいて、政権支持・政権批判を行う人々が積極
的に拡散しているケースがみられる。偽情報に触れて積極的に拡散して
いるのは一部の人々である可能性が指摘されている。
また、次のとおり、人間の非合理性が、偽情報の拡散に寄与するとの
指摘がある。
確証バイアス：先入観の影響により、自らに都合のいい情報に触れる
と真実だと信じてしまう。
認知的均衡理論：人間には、好きと嫌いとの均衡状態を維持したいと
いう心理があり、好きな人が好きなものを自分が好いている状態が
安定状態、その逆が不安定な状態となる。偽情報に触れた際、真実
性よりも認知的均衡を保つために、好きな人の発言が偽情報であっ
てもそれを信じてしまうことがある。
30 鳥海不二夫教授発表（本研究会（第 26 回）資料２「データから見るフェイクニュース」
）
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ソーシャルポルノ仮説：コンテンツを消費して快感を得ることが目的
であり、ニュース等を見るときに、情報を得ようという観点よりも
楽しもうという観点を重視する態度。この観点により、偽情報が消
費・拡散されることがある 31。
⑤

ディープフェイクの拡散状況
「ディープフェイク」は、
「ディープラーニング」と「フェイク」を組
み合わせた造語である。現在では人工知能を用いて、実際には存在しな
いリアルで高精細な人物の映像・動画を制作する行為や、それらで制作
された映像・動画について指すことが多い。対義語として「チープフェ
イク」 32が存在する。
ディープフェイクは、海外の事案が多いが、我が国の事例としては、
2020 年 10 月にディープフェイクポルノ動画をアップロードしていた 2
人が逮捕された。また、2021 年４月には、加藤官房長官が福島県及び宮
城県を襲った地震に関する記者会見で笑みを浮かべる画像が Twitter
に掲載された 33。
ディープフェイクで作成された動画は増加傾向であり、オランダの情
報セキュリティ調査会社によると、2020 年 12 月には 8.5 万件の動画が
検出された。2018 年以降、６か月ごとに約２倍のペースで検出数が増加
している。国別にみると、米国が 42%と最も高いが、日本は５番目の 5.6%。
分野別に見ると、「エンタテイメント」55.9%、「ファッション」23.9%、
「政治」4.6%となっている 34。

（３）
①

各ステークホルダーの取組状況
多様なステークホルダーによる協力関係の構築
偽情報の問題に対しては、多様なステークホルダーによる多面的な議
論が行われ、プラットフォーム事業者、ファクトチェック機関、メディ

31 調査結果によると、偽情報を拡散した人のうち 32.7%は「情報が興味深かったから」という理
由で拡散している。
32 動画の再生速度を調整したり、画像編集ソフトを用いて画像の必要な部分を切り取る等の簡単
な処理で作成する技術等。
33 のちに削除されたことが確認されている。
34 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社発表（本研究会（第 27 回）資料３－２「ディープフ
ェイクについて」）
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アなど関係者間の協力が進められることが必要である。
この点、産学官民が連携した取組として、偽情報流通の実態を正確に
把握し、その対応について多面的に検討すべく、産学官民の多様なステ
ークホルダーによる協力関係の構築を図り、対話の枠組みを設けること
を目的として、2020 年６月に「Disinformation 対策フォーラム」が設
立された 35。
「Disinformation 対策フォーラム」における議論のスコープについ
ては、インターネット上の SNS 等で個人のユーザが発信する「デマ」の
類を対象とし、①フェイクニュースを巡る実態・最新の研究成果、②事
業者における取組、③関連団体における取組、④今後の取組の方向性を
内容とする中間とりまとめが 2021 年３月に公表された。中間とりまと
めにおける今後の取組の方向性としては、①ファクトチェックの取組に
関する今後の取組、②リテラシー向上の取組に関する今後の取組、③シ
ンポジウム等の公開のイベントの開催を検討する旨が示され、2021 年
６月に「Disinformation 対策フォーラム シンポジウム」が開催された。
その後、ファクトチェック推進のあり方とリテラシー向上のあり方に
関する議論を中心に、民間部門の自主的かつ実効的な取組の方向性や具
体化に向けた取組や方向性について議論を重ね、その結果をとりまとめ
た報告書が 2022 年３月に公表された。
②

ファクトチェックの推進
偽情報の問題に対しては、プラットフォーム事業者の取組だけでなく、
ファクトチェックの活性化のための環境整備が進められることが必要
である。
この点、ファクトチェックの普及活動を行う非営利団体である「ファ
クトチェックイニシアティブ（FIJ）」において、我が国におけるファク
トチェック普及活動が進められている。
2020 年２月に、FIJ の新型コロナウイルス特設ウェブサイトが設置さ
れ、日本で流通する新型コロナウイルス感染症に関連する言説・情報の
うち、これまでにメディアやファクトチェック機関によってファクトチ

35 事務局：一般社団法人セーファーインターネット協会
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ェックや検証が行われた情報の一覧を表示している。
加えて、国外における新型コロナウイルス感染症やウクライナ侵攻に
関するファクトチェック情報を掲載している。これらの情報は、Yahoo!
ニュース、LINE ニュース、グノシーに掲出されている。
また、2020 年４月に、新型コロナウイルス感染症をめぐる日本関連の
ファクトチェック情報を海外向けに発信するため、FIJ が英語版特設ウ
ェブサイトを開設した 36。日本に関連するファクトチェック情報を英語
で公開し、国際ファクトチェック・ネットワークのメンバーに情報提供
を行った。海外の団体への調査協力や、日本国内のメディアパートナー
のファクトチェック活動に対する支援を強化している。
さらに、FIJ において、メディアパートナーによるファクトチェック
の容易化及びファクトチェックの質・量の向上を目的とし、疑義言説集
約システム（FCC）、疑義言説データベース（Claim Monitor）、ウェブア
プリ（FactCheckNavi）等のファクトチェック支援システムを運用して
いる。
Claim Monitor では 2020 年に合計 2,615 件の疑義言説を捕捉した。
FIJ メディアパートナー（毎日新聞、InFact、BuzzFeed 等）のファクト
チェック記事数は、2019 年の計 34 本から 2020 年には計 164 本に増加
した。
また、①多様なステークホルダーによる協力関係の構築における記述
のとおり、
「Disinformation 対策フォーラム」報告書では、ファクトチ
ェックに関してさらなる取組を進めるに当たっての留意点や限られた
リソースを効果的に用いるために踏まえるべき点について整理され、公
表されている。同報告書では、取組を進めるに当たっての留意点として、
ファクトチェックを行う目的の明確化と表現の自由の尊重や、ファクト
チェック結果をいかに拡散するかということや、国際ファクトチェック
ネットワーク（IFCN）との整合性が挙げられている。また限られたリソ
ースを効果的に用いるために踏まえるべき点として、ファクトチェック
の総合的な実施、対象分野・案件の選定、ファクトチェック団体に求め
られる運用とガバナンス（中立性と公平性の担保や定期的な第三者レビ
ュー等）等が挙げられている。

36 COVID-19 Japan-related Fact-checks（https://en.fij.info/covid-19/）
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なお、諸外国においては、ファクトチェック団体について、本章３（４）
において後述するとおり、メディアやプラットフォーム事業者、大学と
の連携のもとで、ファクトチェック推進団体を通じることなどによって、
ファクトチェック団体の活動の支援が行われている。
③

情報発信者側における信頼性確保方策の検討
偽情報の問題に対しては、インターネット上におけるメディア全体の
情報の信頼性の確保方策について、メディアやプラットフォーム事業者
等の関係者間で検討が進められることが望ましい。
この点、
「Disinformation 対策フォーラム」において、一般社団法人
日本新聞協会・日本放送協会・一般社団法人日本民間放送連盟がオブザ
ーバ参加し、プラットフォーム事業者・メディア関係団体・有識者との
対話や情報共有が進められている。
本フォーラムで共有されたメディア関連団体の取組は次のとおり。
新聞社の取組：
全国に取材網や取材拠点を有し、発信前に社内で何重にもチェック
するほか、不確かな情報に対する取材や検証、デマを打ち消す記事
の発信とともに、誤った情報によって引き起こされた差別や偏見に
対しても、対応する記事を発信している。教育界と協力し、NIE
（Newspaper in Education）という、教育現場で新聞を活用して情
報リテラシーの向上を推進する取組を実施している。
放送事業者の取組：
放送法の規律に加え自律的な取組を行っており、日本民間放送連盟
は放送倫理基本綱領（日本放送協会と共同作成）、放送基準、報道指
針等を定めるほか、SNS 上の情報については、投稿者のプロフィー
ルの確認や投稿者へのコンタクト等を通じて、事実か否か確認の上
での報道を行う等の対応を実施している。日本放送協会は SoLT
（Social Listening Team）というチームを立ち上げ、SNS の情報を
リアルタイムで観察し、事件事故の最新の状況や変化をいち早く捉
え、キャッチした一次情報を報道に繋げている。また、
「フェイク・
バスターズ」という番組の放送により、積極的にファクトチェック
情報を発信し、これら取組の方針は、「NHK 放送ガイドライン 2020
（インターネットガイドライン統合版）」において公表している。
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このほか、東京大学鳥海不二夫研究室、TDAI Lab、日本放送協会では、
ネット上の盛り上がりに留意が必要なニュースに注意喚起のマークの
掲出や、意見の分断状況や少数者による拡散状況の可視化などを行う
「公共放送コンテンツのオンライン配信を通じた健全な情報空間の形
成に関する共同研究」を社会実証として実施している 37。
④

ICT リテラシー向上の推進
偽情報の問題に対しては、政府や各ステークホルダーは ICT リテラシ
ー向上の推進に向けた活動を行い、また、既存の ICT リテラシー向上の
取組に係る整理や様々な主体の連携促進が行われることが重要である。
この点、総務省では、偽情報に対抗する ICT リテラシーの向上のため
の様々な啓発活動を実施している。
具体的には、
「インターネットトラブル事例集（2022 年版）」において、
エコーチェンバー・フィルターバブル等の SNS の仕組みや、情報を鵜呑
みにしないための確認方法を記載し、関係省庁・関係団体と連携して全
国の学校等や SNS ユーザ等へ周知するなど、様々なチャネルを活用して
周知を実施している。
また、総務省 HP において、ネットの時代における偽情報に関する特
集ページに、情報を鵜呑みにしないための確認方法や我が国における偽
情報の実態などを周知している。
さらに、「e-ネットキャラバン」の講座内容に、偽情報への対応を追
加した。
これに加え、総務省では、欧州等におけるメディア情報リテラシー向
上施策をはじめとする関係する海外の政策動向の調査及びと有識者・事
業者等へのインタビューを実施するとともに、関連する知見を有する有
識者の参画を得て、偽・誤情報に関する啓発教育教材「インターネット
との向き合い方～ニセ・誤情報に騙されないために～」を開発し、2022
年６月に公表 38した。

37 鳥海不二夫教授及び山本龍彦教授発表（本研究会（第 35 回）資料２「健全な言論プラットフォ
ームに向けて～デジタル・ダイエット宣言～」
）
38 偽・誤情報に関する啓発教育教材「インターネットとの向き合い方～ニセ・誤情報に騙されな
いために～」等の公表（令和 4 年 6 月 17 日 総務省報道発表）
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000340.html
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⑤

研究開発の推進
偽情報の問題に対して、プラットフォーム事業者は、コンテンツモデ
レーションに関して、AI を活用した技術について研究開発を推進して
いくことが望ましく、また、ディープフェイクなどの新たな技術による
偽情報に対抗する技術に関する研究が進められることが望ましい。
この点、諸外国では、ディープフェイクで作成された動画を検出する
技術・ツールの開発が進められている 3940。マカフィーは AI を活用しデ
ィープフェイクの検出を行う「ディープフェイクラボ」を 2020 年 10 月
に設立した。また、Facebook、Microsoft、米国の大学等が設立したディ
ー プ フ ェ イ ク 検 出 技 術 の 公 募 コ ン テ ス ト 「 deepfake detection
challenge」が 2019 年 12 月～2020 年５月に開催された。
我が国では、2020 年に科学技術振興機構（JST）の戦略目標「信頼さ
れる AI」のもとで、
「インフォデミックを克服するソーシャル情報基盤
「AI により生成されたフェイク映像、
技術」が採択された 41。同研究は、
フェイク音声、フェイク文書などの多様なモダリティによるフェイクメ
ディア（FM）を用いた高度な攻撃を検出・防御する一方で、信頼性の高
い多様なメディアを積極的に取り込むことで人間の意思決定や合意形
成を促し、サイバー空間における人間の免疫力を高めるソーシャル情報
基盤技術を確立する。」ことを目的としている。
同研究によると 42、顔を対象としたフェイクメディアの生成には、顔
全体の合成、顔の属性操作、顔映像の表情操作、顔映像の話し方操作、
顔の入れ替えの５つのタイプが存在する。この生成方法を学習すること
で、顔を対象としたフェイクメディアの判別と改ざん領域の推定を行う
手法を開発している。また、ディープフェイク自動検出モデルを利用で
きる API を開発するほか、CREST のサイトでは、プレプリント、プログ
ラム、データセットが公開され、誰でも簡便・迅速にファクトチェック
可能な環境を目指している。解析に当たっての技術的課題としては、SNS
共有時の圧縮による品質劣化や、多種多様なフェイクメディア作成手法
の出現による学習モデルのアップデートの必要性などがある。画像を対

39 例えば、Microsoft の「Video Authenticator」、 Sensity の「DEEPFAKE DETECTION」等が実
用化されている。
40 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社発表（本研究会（第 27 回）資料３－２「ディープフ
ェイクについて」）
41 研究代表者：国立情報学研究所（NII）越前功教授。 2020 年 12 月から 5.5 年間。
42 越前功教授発表（本研究会（第 31 回）資料３「顔を対象としたフェイクメディアの生成と検
出」）

53

象とした自動ファクトチェックを行うことや、将来的に機械学習による
真贋判定とファクトチェックを相補的に活用することが重要であると
の指摘がある。
また、日本国内の民間企業においても、偽情報に関する調査研究が進
められている例がある。株式会社 Spectee では、SNS 等のデータを解析
し、災害発生に係る情報の可視化や予測を行うサービスを官公庁や企業
に提供している。このサービスの提供に当たり、SNS 上のデータについ
て、過去のデマ情報を基に学習した AI を用いて、自然言語解析や画像
解析を実施するとともに、誇張表現や勘違い等のデマ情報のパターン分
けを実施し、偽情報の見極めと拡散状況の把握が行われている 43。
⑥

国際的な対話の深化
偽情報の問題に対して、国際的な対話を深めていくことが望ましい。
この点、前述のとおり、総務省では、偽情報も含めたインターネット
上の違法・有害情報対策に関する国際的な制度枠組みや対応状況を注視
し、対応方針について国際的な調和（ハーモナイゼーション）を図るた
め、国際的な対話を実施している。
具体的には、二国間協議の関係では、日 EU・ICT 政策対話、日 EU・
ICT 戦略ワークショップ、インターネットエコノミーに関する日米政策
協力対話、日独 ICT 政策対話、日仏 ICT 政策協議などにおいて、日本側
からは、
「インターネット上の誹謗中傷（Online Harassment）」及び「フ
ェイクニュース（“Fake news” & disinformation）」に関する政策動
向について意見交換を行った。また 2022 年５月に金子総務大臣が欧州
委員会ヴェステアー上級副委員長及びブルトン委員、英国 DCMS ナディ
ーン・ドリーズ大臣と会談し、デジタル空間における利用者保護につい
て意見交換を行い、協力関係の深化を図る方針を確認した。
また、2022 年５月には、日 EU デジタルパートナーシップが立ち上げ
られ、日 EU のデジタル分野に関連して、違法有害情報対策に関するプ
ラットフォーム事業者の透明性と説明責任の確保に向けて、共通の報告

43 株式会社 Spectee 発表（本研究会（第 31 回）資料４「SNS によるデマ情報拡散のメカニズ
ム」）。なお、同社は SNS のデータにアクセスするに際し、例えば Twitter の情報については、基
本的に Twitter 社から購入している。購入費用は高額なため、災害分野に絞ってキーワードベース
で取得しているが、画像映像情報もあり、テキストに書かれているキーワードだけでの情報抽出
は困難ということであった。ほとんどのプラットフォーム事業者は API を公開しており、キーワ
ードでの絞り込みが多いとされるが、別の情報の取得の仕方をプラットフォーム側もできること
が望ましい。

54

様式の検討などを含め、意見交換等を通じた協力を行うこととされてい
る。
また、多国間協議の関係では、2022 年４月には、
「未来のインターネ
ットに関する宣言」立ち上げイベントが開催され、開かれた、自由で、
グローバルで、相互運用可能で、信頼性のある、安全な、一つのインタ
ーネットへの支持を呼びかけられ、その一環として、違法・有害情報対
策における人権及び基本的自由の保護 44について確認された。
2022 年５月に、Ｇ７デジタル大臣会合において、事業者の違法・有害
情報への対応措置に関する透明性・アカウンタビリティを世界・国・地
域のレベルにおいて、該当するポリシーごとに確保することを含む、
eSafety 等について議論が行われ、その結果は大臣宣言として採択され
た。さらに、同年６月には、Ｇ７において強靱な民主主義宣言が採択さ
れた。同宣言では、民主主義による開かれた議論や独立した多元的なメ
ディア、オンライン・オフラインでの情報の自由な流通を通じて、市民
とその代表に対する正統性、透明性、責任と説明責任の涵養の実現をめ
ざすための原則が述べられている 45。

44 政府、規制当局及びオンラインプラットフォームを含むデジタルサービスにより、オンライン
上の違法・有害なコンテンツや活動を削減するために取られる行動は、検閲、嫌がらせ、または
脅迫の恐れなしに、意見の多様性と多元性を奨励しながら、表現の自由の権利を含む国際人権法
に合致するべきであるという我々のコミットメントを再確認する。
45 オンライン・オフライン双方での表現の自由の確保や、サイバー強靱性の確保、偽情報を含む
複合的な脅威への対抗と、その対抗における協調や正確性ある情報の促進、そうした情報へのア
クセスの確保、プラットフォーム事業者による過激主義への対応に関する透明性の強化等
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２

プラットフォーム事業者等による対応のモニタリング結果

（１）

モニタリングの概要
主要なプラットフォーム事業者に対して、偽情報への対策状況について、

2021 年９月の本研究会の中間とりまとめにおいて記載された今後の取組
に関する１０の方向性の項目に沿って、ヒアリングシートに基づく任意の
回答を求め、モニタリングを行った。

2022 年には、ヒアリングシートに基づき、本研究会において次のとお
りプラットフォーム事業者に対してモニタリングを行い、事業者団体から
も取組状況についてヒアリングを実施した。ヒアリングシートの詳細につ
いては、参考６－２のとおりである。
・2022 年３月 28 日

本研究会（第 34 回）

対象事業者等：ヤフー、Google、LINE、Meta、Twitter、SIA
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（２）
①

モニタリング結果
総論
モニタリングの結果、全体的な傾向として、プラットフォーム事業者
の偽情報への対応及び透明性・アカウンタビリティ確保の取組の進捗は
未だ限定的であった。
他方、多様なステークホルダーによる協力関係の構築、特定のトピッ
クに関する偽情報や誤解を招く情報の流布に関するポリシーの設定、フ
ァクトチェック推進、ICT リテラシー向上に関しては、まだ十分とは言
えないものの、我が国においても取組が進められつつある。

②

各論
主な評価項目に関する各事業者の状況は次のとおり。

また、モニタリングの質問項目について、事業者が「回答を控えた理由」
及び「今後の対応方針」は次のとおり。
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事業者が「回答を控えた理由」及び「今後の対応方針」

出典：事業者の回答をもとに総務省作成

「我が国における実態の把握」関係（２．関係）
我が国において適切に実態把握を行ってその結果を分析・公開している
プラットフォーム事業者は見られなかった。
実態把握に資する取組として、Twitter は研究者に向けて有償・無償の
学術研究用データ提供を実施している。
「多様なステークホルダーによる協力関係の構築」関係（３．関係）
SIA は「Disinformation 対策フォーラム」を主催し、Google、ヤフー、
Meta、Twitter が当該フォーラムに参加している。
Z ホールディングスは「デジタル時代における民主主義を考える有識者
会議」を開催している。
Google は、Google ニュースイニシアチブを通じたジャーナリズム支援
や、国際大学 GLOCOM の研究プロジェクト「Innovation Nippon」の支援な
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どを実施している。
「プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性・アカウンタビリ
ティの確保」関係（４．関係）
いずれの事業者においても、自らのサービス上で生じている我が国にお
ける偽情報の問題について適切に実態把握・公表が行われていない。
一方で、既にプラットフォーム事業者では、偽情報のうち特に不適切な
情報への措置を講じる必要性が認識され、あらかじめ対応方針や基準とな
るポリシーを自主的に設定し、投稿の削除やアカウントの停止等の措置を
行っている。プラットフォーム事業者が自主的に定めている偽情報に関連
するポリシーにおいて禁止する情報や行為の例としては、次のようなもの
がみられた。
・ 明らかな偽情報（特に健康情報に関するファクトチェックの結果、
反事実であることが明らかな情報）
・ 新型コロナウイルス感染症やワクチンに関する健康衛生に関する
誤情報
・ 選挙や市民活動の操作や妨害
・ 武力行使等に関する虚偽の情報
・ 気候変動の存在に関する不確かな情報
・ なりすまし
・ 合成または操作されたコンテンツ（ミスリーディングな改変等）
偽情報は、様々な文脈で触れられ、何が誤情報か判断するのが難しく、
プラットフォーム事業者の中には、誤情報について包括的な禁止事項を定
めるのは困難であると回答する事業者がみられた。また、誤情報全般を画
一的にポリシーで禁止するのではなく、特定のトピック（新型コロナウイ
ルス感染症関連やウクライナ侵攻等）に関するポリシーを設定する例が見
られた。
また、プラットフォーム事業者が定めるポリシーについて、社内外の専
門家による見直しが行われている例が見られたが、どのような基準でポリ
シーが設定されるかは十分明らかではなかった。
全ての事業者において、我が国におけるプラットフォーム事業者による
偽情報への対応及び透明性・アカウンタビリティ確保の取組の進捗は、前
回ヒアリングに引き続いて、限定的であった。
一方で、Google、Meta、Twitter において、新型コロナウイルス感染症
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に関する誤情報に関するポリシーに基づく投稿等の我が国における削除
件数を公表するなど、一部で進展がみられる。
ヤフーは、一般ユーザーが投稿するコメント機能のポリシーにおいて、
新型コロナウイルス感染症に関連する情報を念頭に、ファクトチェックに
より偽情報であることが明らかな偽情報の投稿を禁じるポリシーを定め
た。前回ヒアリングと比較して、明らかな偽情報に関する投稿に関する削
除件数について、新たに公開している。
Google は、新型コロナウイルス感染症関係の偽情報に関するグローバ
ルなポリシーを具体的に設けており、削除等の対応を行っている（新型コ
ロナウイルス感染症関係以外は関連する他のポリシーでの対応）。前回ヒ
アリングと比較して、日本からのスパム、誤解を招くコンテンツ、詐欺の
ポリシーに違反する可能性のあるコンテンツの件数と削除件数について、
新たに公開している。
LINE は、新型コロナウイルス感染症に関連して、ガイドラインにおい
て、健康に深刻な被害をもたらす誤情報や社会的混乱をもたらす情報や、
政府が公式に否定する情報等について削除を実施しており、前回ヒアリン
グと比較して、コロナワクチン接種のデマ情報拡散に関する削除件数につ
いて、新たに公開している。
Meta は、新型コロナウイルス感染症関係や選挙・政治関係等に関して、
グローバルのポリシーを具体的に設けており、削除・警告表示・表示順位
抑制等の対応を行っている。前回ヒアリングと比較して、新型コロナウイ
ルス感染症及びワクチンの誤情報に関するポリシーに違反するとして削
除された件数について、グローバルの件数及び日本における件数を、本年
のヒアリング後に新たに公開している。
Twitter は、新型コロナウイルス感染症関係・選挙関連・ディープフェ
イク等に関して、グローバルのポリシーを具体的に設けており、削除やラ
ベルの付与を実施。前回ヒアリングと比較して、グローバルの削除件数も
具体的に公開しているが、新型コロナウイルス感染症に関する誤解を招く
情報に関するポリシ－について、日本における件数についても、本年のヒ
アリング後に新たに公開している。
「利用者情報を活用した情報配信への対応」関係（５．関係）
広告表示先（配信先）の制限：
いずれの事業者においても、一定の禁止規定や特定の基準に満たない
媒体・ウェブサイトへの広告配信を制限する規定が設けられている。
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広告の出稿内容に関する制限：
いずれの事業者においても、偽情報を内容とする広告について、一定
の禁止規定が設けられている。
政治広告に関する制限：
LINE 及び Twitter では政治広告が禁止されている。Google では、日
本において一般的な政治広告は許可されているが、選挙広告は禁止され
ている。
ターゲティング技術の適用に関する規定：
上記の「広告の出稿内容に関する制限」に該当する偽情報の広告や政
治広告はそもそも配信が禁止されているためターゲティング技術の対
象とならない旨を説明している事業者が多い。なお、ヒアリング結果か
らは、（出稿が許されている）政治広告について、どのようなターゲテ
ィング技術に関する対応が行われているかについては、一部を除き明確
になっていない（ヤフーは政治的意図をもってターゲティングを行うこ
とを禁止する規定を 2022 年１月から適用、Google は広告主に対して政
治所属に基づくターゲティングを禁止）。
出稿者の情報や資金源の公開、透明性レポートの公開等：
全ての事業者において、広告に関する何らかの透明性確保方策が行わ
れている。
各社の具体的な取組は次のとおり。
ヤフーは、広告出稿者の情報を広告サイト内に明示することを広告掲
載基準に規定している。政治広告の資金源公開については、今後必要に
応じて検討予定。また、広告審査等に関する透明性レポートを公開して
いる。
Google は、広告主や所在を公開する広告主認証プログラムを導入し、
2021 年５月に日本でも導入済み。米国等では選挙に関する透明性レポ
ートを公開している（日本では選挙広告は禁止されているため未提供）。
LINE は、ターゲティング広告に使用される「みなし属性」について、
推定のためのアルゴリズムに影響する要素（友だち登録した公式アカウ
ント、購入したスタンプ等）に関する説明をプライバシーポリシー等に
おいて明記している。
Meta は、「広告ライブラリ」において、出資者・金額・リーチした利
用者層などの情報を７年間保存しており、検索可能である。
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Twitter は、現在、政治広告について全面禁止しているが、以前配信
されていた政治広告や論点広告について、広告透明性センターにおいて
2019 年までのアーカイブ情報を提供している。
「ファクトチェックの推進」関係（６．関係）
ヤフーや Google、LINE では、我が国におけるファクトチェック推進団
体やファクトチェッカーとの連携等が進められている。Meta では、我が
国における具体的な取組は行われていないが、諸外国では取組が行われて
いる。
各社の具体的な取組は次のとおり。
ヤフーは、ヤフーニュースにおいて、FIJ と情報共有連携を行い、メデ
ィアや専門家の記事を掲載しているほか、2020 年度に引き続き、2021 年
度も情報連携及び資金面での支援を実施している。FIJ と情報共有や相互
のリンク設置などの連携を行ったほか、メディアや専門家のフェイクニ
ュース関連記事を掲載した。
Google では、Google 検索及び Google ニュースにおいて、一定の基準を
満たす第三者ファクトチェッカーにより作成されたファクトチェックの
ラベルが表示される。グローバルな取組に加えて、我が国においては、FIJ、
InFact 及び BuzzFeed Japan 等に対し、Fact Check Tools の利用方法に
関するワークショップを実施している。この結果、2021 年 3 月、Buzz Feed
Japan が Google Fact Check Tools の使用を開始した。また、APAC Trusted
Media Summit 2021 の一環として、日本で誤報会議「Digital Journalism
Dojo Summit」を開催し、メディア関係者が参加。その他、学生を対象に
したファクトチェック・チャレンジや記者も対象に含めたファクトチェ
ック・ワークショップを実施した。
LINE は、FIJ に参加し活動を支援するとともに、ウクライナ侵攻に係る
報道など特定のニュースについて外部のファクトチェック結果を掲載し
ている。また、LINE Taiwan において、偽情報等を抑制するための官民パ
ートナーシップを 2019 年に締結し、台湾行政院および 4 つのファクトチ
ェック機関と協力し、ニュース配信プラットフォームである LINE TODAY
上に偽情報等のファクトチェック検証の結果を表示する取組を実施して
いる。ユーザ自らが疑わしい投稿等を LINE から送信し、検証結果を得る
ことができるチャットボットを提供している。
Meta は、グローバルな取組として、独立したファクトチェッカーがコ
ンテンツを審査し、ラベル付けを行っている。ラベル付けされたコンテン
ツをシェアしようとする利用者や過去にシェアした利用者に通知してい

62

る。ファクトチェッカーが偽情報と評価したコンテンツは表示順位が低
下するなどの表示抑制を実施している。偽情報を繰り返し配信する違反
者に対して、配信数の抑制や、収益化や広告機能停止などの措置を実施し
ている。国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)に認定された独立し
た第三者ファクトチェッカーと提携を行っているが、我が国では、IFCN 認
定ファクトチェッカーが存在しないため実施していない。
Twitter は、ファクトチェック団体との連携という観点からは特段の取
組を行っていない。一方で、誤解を招くツイートに対してユーザが意見や
文脈を追加できる Birdwatch 機能を米国において実装しており、今後、日
本においても導入予定である。
「ICT リテラシー向上の推進」関係（７．関係）
全ての事業者において、偽情報の問題に対応したリテラシー教育に関す
る取組が行われている。
各社の具体的な取組は次のとおり。
ヤフーは、2021 年６月から教育現場（大学）において情報リテラシー
教育を実施しており、取組を継続予定。また、“フェイクニュース”など
の不確かな情報に惑わされないなどのための「Yahoo!ニュース健診」を提
供した（2022 年５月まで）。
Google は、「Google News Initiative」を筆頭に、数多くのメディア・
リテラシープログラムを立ち上げている。我が国において、ファクトチェ
ックを含む主要なオンラインリテラシーのトピックを扱うオンライン・リ
テラシー・カリキュラムをこれまでに 10 万人以上の中学生・高校生に提
供している。その他、
「Grow with Google」
「ウェブレンジャー」等のプロ
ジェクトを実施している。
LINE は、ワークショップ授業・講演活動等を 2012 年より累計で約 10,000
回以上実施している。LINE みらい財団では、教育工学や授業デザインを
専門とする研究者と共同で、独自の情報モラル教育教材の開発を行い、ウ
ェブサイトで公開している。
Meta は、アジア太平洋地域の専門家と協力して、
「みんなのデジタル教
室」を立ち上げた。日本の中学生・高校生を対象に、偽情報が発信される
動機や、情報を受け取る側の視点を考え、偽情報を見分けるための様々な
ポイントについて、アクティビティを通じて学ぶ授業を展開している。ま
た、新型コロナウイルス感染症に関する誤情報から身を守るために必要な
知識を共有するために、「新型コロナウイルス感染症に関する誤情報に対
処するための 6 つのヒント」を展開。
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Twitter は、公式アカウントやヘルプセンターページでの情報提供を実
施している。その他、UNESCO の「Global Media and Information Literacy
Week 2019」に合わせたハンドブックの公開や、Ads For Good プログラム
を通じてメディアリテラシーに取り組む NGO を支援しているが、我が国
の NGO に向けた支援となっているかは不明である。
「研究開発の推進」関係（８．関係）
Google、Meta、Twitter はそれぞれグローバルな取組としてディープフ
ェイク対策のための研究開発が行われている。他方、ヤフー、LINE では
ディープフェイク対策の研究開発は行われていない。
各社の具体的な取組は次のとおり。
Google は、2019 年、高性能なフェイクオーディオ検出器を開発するた
めの国際的な取組を支援するため、合成された音声に関するデータセット
の公開を発表した。また、Jigsaw と共同で、Google が作成したビジュア
ルディープフェイクの大規模なデータセットを発表した。
Meta は、2019 年 9 月に 100 万ドルの助成金により「Deep Fake Detection
Challenge」を立ち上げ、ディープフェイクを検出するための研究やオー
プンソースツール開発を支援している。
Twitter は、Adobe、ニューヨークタイムズと協力し、ディープフェイク
対策に関して、誰が画像や動画を作成し、どのような変更が加えられたか
を明確にするための取組を実施している。
「情報発信者側における信頼性確保方策の検討」関係（９．関係）
「Disinformation 対策フォーラム」において、既存メディアや有識者
との情報共有や協議が進められている。
いずれの事業者も、政府機関（内閣官房や厚生労働省等）による新型コ
ロナウイルス感染症関係の情報など、公共性の高い情報をサービス内で優
先表示させる仕組み等を積極的に実施している。（ただし、前述の調査結
果によると、取組の認知度は１割程度となっている。）また、ウクライナ
侵攻に関連して、信頼性のあるニュースメディアや国連機関、第三者ファ
クトチェック機関などによる情報の優先順位を上げたり特設ページを開
設したりするなどの取組を実施している。
各ニュースサービスでは、提携媒体の選定基準策定やテクノロジーの活
用等により信頼性の高い情報を掲載している。
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その他、Google では、質の高いジャーナリズムの支援として、2019 年
に、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応し報道機関を支援するため、
ジャーナリズム緊急救援基金を通じ、日本の 28 の報道機関に助成金を提
供している。Google ニュースラボはジャーナリスト及び大学生に対し、
偽情報を認識するスキル等のジャーナリズムにおけるデジタル技術提供
及び活用ワークショップを提供しており、2015 年以来、１万人以上がト
レーニングに参加している。今後、FIJ に対するファクトチェックスキル
や経済的支援などのさらなる提携を検討している。
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３

海外動向

（１）
①

欧州連合（EU）
欧州民主主義行動計画
欧州委員会は、EU 全域でより強靭な民主主義を構築することを目的に、

2020 年 12 月に欧州民主主義行動計画（EDAP）を公表した。EDAP の内容
は、（ア）自由で公正な選挙の促進、（イ）メディアの自由の強化、（ウ）
偽情報への対抗措置の３つの柱により構成される。
（ウ）偽情報への対抗措置に関しては、
・偽情報の発信者に対するコストを科すための取組
・プラットフォーム事業者が署名した「the Code of Practice on
Disinformation（偽情報に関する行動規範）」の見直し、co-regulatory
framework（共同規制）化
・上記に伴い、オンラインプラットフォーマーに向けて、「行動規範を
強化するためのガイダンス（guidance to enhance the Code of
Practice）」を発行（2021 年春）。その後、EU は新たな行動規範の実
施状況をモニタリング
・EU 内外の偽情報へのメディア・リテラシー向上プロジェクトへ支援
と資金提供
等の取組について記載されていた。
プラットフォーム事業者による偽情報への取組は、自主的な取組である
「偽情報に関する行動規範」に加え、前述の Digital Services Act（DSA）
が加わり、2 段構造となる。EDAP は DSA を補完するものであり、DSA に示
された措置を EDAP において具体化したものとされている。
EDAP の 3 つの柱のうち、
「自由で公正な選挙の促進」、
「偽情報への対抗
措置」が DSA と関連している。広告に関して、DSA では全ての広告につい
ての透明性規律等が規定されているが、EDAP では、政治広告について、
政治的文脈におけるスポンサー付コンテンツの分野における透明性の向
上を確保するための法律について提案されている。
EDAP に記載された方向性に沿って、欧州委員会及びプラットフォーム
事業者においてとられた動きは、次のとおりである。
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ア

自由で公正な選挙の促進
2021 年 11 月、政治広告の透明性とターゲティングに関する EU 規

則案が提示された（2023 年 4 月発効予定）。同規則案は、政治的広告
及び関連サービス提供者等を対象として、透明性義務及びターゲティ
ングと増幅（アンプリフィケーション）の厳格な条件などを課してい
る。DSA と比較して、政治広告の文脈で開示されるべき情報のカテゴ
リーと、関連するサービス・プロバイダーの範囲が拡大されている。
DSA がオンラインプラットフォームに透明性要件を課しているのに対
し、本イニシアチブは政治広告の出版社や、政治広告の準備、配置、
宣伝、出版、普及に関与するその他の関連サービスプロバイダー全体
を対象としている。本規則は、改訂が進められている偽情報に関する
行動規範の枠組みの中で実施されることが予定されている。
イ

メディアの自由の強化
欧州メディア自由法案は、欧州域内の各国の規則の違い、規制当局

間の協力体制の不十分さ、メディアへの官民の干渉、メディア多元主
義のセーフガード不足などの課題に取り組むことを目的とする法案
であり、欧州委員会は、2021 年 12 月、欧州メディア自由法案につい
て証拠収集の照会を実施し、2022 年１月にはパブリックコンサルテー
ションを開始した。2022 年第３四半期に委員会で採択予定となってい
る。
ウ

偽情報への対抗措置
2018 年に策定・公表されていた「偽情報に関する行動規範」に関連

して、欧州委員会は「行動規範を強化するためのガイダンス」を 2021
年５月に公表した。本ガイダンスでは、新型コロナウイルス感染症感
染拡大に関する教訓を踏まえることや参加者の拡大、偽情報に対する
広告出稿の抑制、ユーザの啓発（リテラシー向上や偽情報コンテンツ
に触れたユーザへの警告）、ファクトチェックコミュニティの強化と
連携の推進の必要性が述べられていた。
本ガイダンスを受け、行動規範の署名者が 2021 年秋に強化された
行動規範の最初の草案を委員会に提出する予定であったが、署名者の
追加が表明され、更新手続が延長されていた。（当初プラットフォー
ム事業者や業界団体を中心とする 16 社であったが、ガイダンス公表
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以後、広告事業者、ファクトチェック団体、ＮＧＯ等が署名者に加わ
った。）ウクライナ侵攻に際しての教訓を盛り込むために、再度期限
が延長されて いたところ、同年６月に強化された行動規範（The
Strengthened Code of Practice on Disinfromation 2022）の署名に
至った 46。
本強化された行動規範では、規範の参加者の追加や偽アカウント・
ボット・ディープフェイクへの対応、ファクトチェックの拡大、政治
広告の透明性確保、研究者へのデータアクセスの拡大等が盛り込まれ
た。特に VLOP に対しては、本行動規範は、第１章３（１）で述べた
DSA で求められるリスク低減措置義務の違反の有無に際して考慮され
ることとされている 47。
②

海外における偽情報対策教育プログラム
欧州ではメディアリテラシー教育に関するプロジェクトが複数立ち上

がっており、EU による資金援助も活発に行われている。
欧州委員会によるメディアリテラシー向上の取組を支援する目的のプ
ログラムである「Preparatory Action on Media Literacy for All」で
は、偽情報に対する教材やサービスの開発、および攻撃者への認識を高め
る取組を実施。2016 年～2020 年の期間に毎年 50 万ユーロまでの予算を
確保し、各プロジェクトの総費用の 60%を上限に資金援助を実施。2021～
2027 年には、文化・クリエイティブ産業振興策である「Creative Europe」
の枠組みの中で予算を拡大し、新たなメディアリテラシープロジェクト支
援が行われている。
例えば、ベルギーの非営利団体 AISBL では、偽情報とフェイクニュース
に関するワークショップの提供を通じ、若者から祖父母まで幅広い年齢層
のメディアリテラシーの向上を図ることを目的としたプロジェクト「GET
YOUR FACTS STRAIGHT! (GETFACTS)」が実施されている。GETFACTS の主た
るターゲットグループは、若者（14～16 歳）とその親と祖父母、また、偽
情報への取組とメディアリテラシースキルの習得に関心のある人。2 つの
セッションから構成される、合計 10 時間のトレーニングであり、オンラ
インで実施（一部オフライン）されている。

46 欧州委員会「Disinformation: Commission welcomes the new stronger and more comprehensive
Code of Practice on disinformation」
、
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3664（最終アクセス日：2022 年 6
月 30 日）
47 同上
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（２）
①

ファクトチェック団体・ファクトチェック支援団体の動向
海外におけるファクトチェック団体の動向
全世界でファクトチェック団体は 2020 年 10 月時点で 304 団体が活動

しており、1 年前の調査結果と比較して 100 団体増加。2016 年と比較する
とインドネシア、韓国、インド等のアジア地域での増加している。
大きく分けると、自らファクトチェックを行う「ファクトチェック団体」
（Full Fact、FactCheckNI、Poynter Institute、SnopesMedia Group Inc.、
台湾ファクトチェックセンター等）と、ファクトチェック活動の推進等を
行う「ファクトチェック関連団体」（ソウル大学ファクトチェックセンタ
ー等）に分類が可能である。
代表的なファクトチェック団体では、ファクトチェック体制（人数）は
十数名～最大 30 名弱程度。ファクトチェック実績は、年間数十～最大
2,000 件程度。Meta（旧 Facebook）のサードパーティファクトチェックプ
ログラムに加盟するなど、メディアやプラットフォーム事業者との連携が
行われている。
ファクトチェック以外の活動としては、ファクトチェッカー等の人材育
成や、ファクトチェック教育コンテンツの作成・公開、ファクトチェック
に関するワークショップの開催等が行われている。
収入源としては、①寄付や助成金、②IFCN 署名済団体における Meta（旧
Facebook）からのファクトチェック作業委託費（年間数百万～数千万円）、
③ファクトチェックコンテンツの外部販売や広告収入、④研修事業の外部
提供による収入確保、⑤他のファクトチェック団体からの活動支援が挙げ
られる。
ファクトチェック関連団体であるソウル大学ファクトチェックセンタ
ー（SNU）は、メディアと大学が共同で実施する非政治的・非営利型の公
共情報サービスである。SNU では、韓国内の新聞・放送・通信・オンライ
ンメディア(30 社が登録)のファクトチェック結果を集め、大手 SNS 事業
者ネイバーを通じて公表している。メディア各社が同じフォーマットでフ
ァクトチェック結果を登録し、公表されることが特徴であり、ネイバーか
らの資金援助を受けている（年間１億円）。また、新型コロナウイルス感
染症関連のファクトチェック結果については、ソウル特別市のウェブサイ
ト「コロナ 19 報道機関ファクトチェック」に連動して表示されている。
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また、IFCN が署名機関のファクトチェック団体を対象として調査した
結果によると、2021 年度の調査結果のポイントとして、
「営利目的のファ
クトチェック団体が減少したことで、非営利団体が再びファクトチェック
コミュニティの原動力となり、回答者の 50%を占めた」と述べている。ま
た、Meta（旧 Facebook）の「サードパーティファクトチェックプログラ
ム」
（44.2%）が最も主要な収益源となっており、次いで、
「助成金、寄付、
会費」収入（33.7%）であった。
回答団体のファクトチェック活動のための年間予算額（組織全体の予算
額ではない）は「10～50 万ドル」（約 1,200～6,200 万円）規模の団体が
最も多くなった。次に多かったのは、
「0～2 万ドル」
（約 0～250 万円）規
模の団体であった。なお、「10～50 万ドル」の団体は 2019 年以降増加傾
向を示しており、2021 年は 2019 年よりも 16 ポイント増加した。逆に、
2018 年に最も多くを占めた「5～10 万ドル」
（約 600～1,200 万円）規模の
団体は減少傾向が続いている。
②

海外におけるファクトチェック支援団体の動向
IFCN の 2021 年の収益合計は約 2.8 億円であった 48。2021 年に IFCN が

受けた助成金・拠出金プログラムの上位５つをみると、Google、Facebook、
WhatsApp のプラットフォーム事業者が上位を占めていた。他には、非営
利団体である「Institute for War and Peace Reporting」（IWPR）からも
支援を受けている。
IFCN の 2021 年の費用をみると合計で 2.7 億円であった。内訳をみる
と、総人件費（教員や外部プロフェッショナル分を含む）」約 7,600 万円
（28%)、「プログラム運営費及びその他費用合計」約 1.9 億円（72%)であ
った。

48 2021 年 1 月 1 日～11 月 30 日までの収益（1 ドル=123 円で換算（みずほ銀行 TTS レート。
2022 年 3 月 31 日時点）
）
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第３章

今後の取組の方向性

インターネット上の誹謗中傷や偽情報を含む違法・有害情報の問題に対して、
現状と課題、プラットフォーム事業者等による対応のモニタリング結果及び海
外動向を踏まえ、次のとおり今後の取組の方向性を示すこととする。
１

違法・有害情報への対応
インターネット上の誹謗中傷や偽情報といった違法・有害情報の流通に関し

ては、依然として SNS 等のプラットフォームサービスの影響が大きく、プラッ
トフォーム事業者を中心とした対応が求められる。
しかしながら、現在のインターネット環境においては、CDN 事業者によるコン
テンツのキャッシュや、ホスティング事業者によるコンテンツのホストなど、
インターネット環境の担い手が多岐にわたっており、違法・有害情報対策の実
務では、これらのインターネット環境の複雑化に伴う情報の削除や発信者特定
などの実効性の低下等が問題となっている。また、プラットフォームサービス
以外の掲示板や、まとめサイト等のミドルメディアにおける違法・有害情報も
問題となっている。
したがって、プラットフォームサービス以外の、CDN・ホスティング（クラウ
ドサービス）
・アプリマーケット・ミドルメディア等も射程に含め、コンテンツ
流通メカニズム全体を踏まえながら、引き続き違法・有害情報対策に関する検
討を行っていくことが必要である。
さらに、ヘイトスピーチ、部落差別、性被害、自殺誘引等、様々な類型の違
法・有害情報が問題となっていることから、誹謗中傷や偽情報以外も含む違法・
有害情報全般について対策を行っていくことが必要である。
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違法・有害情報対策全般に関する今後の取組の方向性（第二次とりまとめ）

⓪

前提となる実態の継続的な把握
違法・有害情報対策の前提として、インターネット上の誹謗中傷や偽情報と

いった違法・有害情報の流通に関して、実態把握が重要である。プラットフォ
ーム事業者は、自社サービス上でどのような違法・有害情報が流通しているの
か、自ら実態把握とリスク分析・評価 49を行うことが必要である。総務省は、違
法・有害情報の流通について、相談機関等における相談件数や相談内容に関す
る傾向の把握、目撃・被害経験に関するユーザ調査等を通じ、全体的な傾向に
関する実態把握を継続して行うことが必要である。
①

ユーザに対する情報モラル及び ICT リテラシーの向上のための啓発活動
誹謗中傷をはじめとするインターネット上の違法・有害情報の問題に関し

ては、まず、それぞれのユーザが他人を個人として尊重し、SNS をはじめとす
るインターネット上での自らの書き込みに対して他人が傷つく可能性を想像
し、誹謗中傷を行わないよう心がけるなど、ユーザ自身の情報モラルが最も
49 例えば、誹謗中傷以外にも、ヘイトスピーチ、部落差別、性被害、自殺誘引等、様々な類型の
違法・有害情報の流通状況を分析し、それがどのような利用者（例えば青少年、女性、国籍、地
域などの属性）に対してどのような被害を生じさせているのかについて分析を行った上で、対応
策を検討することが考えられる。
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重要である。その際、誰もが誹謗中傷の加害者になり得るし、誰もが偽情報を
拡散する可能性があることを認識することが重要である。
啓発活動の実施に当たっては、実態把握や分析結果 50に基づき、産学官民が
連携し、引き続き ICT リテラシー向上施策が効果的となるよう取り組み、体
系的で多元的なリテラシー啓発を実施することが必要である。
具体的には、青少年だけでなく大人であっても誹謗中傷等のネット炎上に
加担しているという分析結果を踏まえ、総務省は、情報の受信側・発信側の双
方に関する啓発を推進し、これまでの「e-ネットキャラバン」等の青少年向け
の取組に加え、大人も含め幅広い対象に対して ICT リテラシー向上のための
取組を実施することを検討していくことが必要である。
また、様々な主体により行われている既存リテラシー施策について整理し、
様々な主体の連携を促進するとともに、こうした総務省及び各ステークホル
ダーによる取組状況を把握し、ベストプラクティスを共有し、更なる効果的
な啓発活動につなげていくことが必要であると考えられる。
また、啓発活動の実施にあたっては、ユーザにどのような行動変容を促す
のかといった目標の設定と効果分析の仕組みを設けることが重要である。そ
の他、個人が自分自身の触れる情報について自覚的になることへの支援も有
益と考えられる。
②-１ プラットフォーム事業者の自主的取組の支援
前述のとおり、違法・有害情報対策の前提として、まず、プラットフォー
ム事業者が、自身のサービス上でどのような違法・有害情報が流通している
のか、自ら実態把握とリスク分析・評価 51を行うことが必要である。
誹謗中傷や偽情報のみならず、ヘイトスピーチ、部落差別、自殺誘引等も
含めた違法・有害情報全般に対して適切な対応が求められるところ、プラッ
トフォーム事業者をはじめとするウェブサイト運営者は、違法情報につい
50 分析結果の例：ごく少数の者がネット炎上によるネット世論を作る、書き込む動機は正義感、
多くの人は誹謗中傷を書いていると気づいていない、等
51 例えば、誹謗中傷以外にも、ヘイトスピーチ、部落差別、性被害、自殺誘引等、様々な類型の
違法・有害情報の流通状況を分析し、それがどのような利用者（例えば青少年、女性、国籍、地
域などの属性）に対してどのような被害を生じさせているのかについて分析を行った上で、対応
策を検討することが考えられる。
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ては、プロバイダ責任制限法の免責規定や関連ガイドラインを踏まえ、迅速
に削除等の対応を行うことが求められる。
その際、法務省人権擁護機関等の関係機関からの削除要請を受けた場合
には、それらの手続の正当性や専門性も踏まえ、迅速に削除等の対応を行う
ことが求められることから、プラットフォーム事業者は、我が国におけるト
ラステッドフラッガーの仕組みの導入や、適切な報告者の認定について検
討することが望ましい。
この点、プラットフォーム事業者・総務省・法務省による実務者検討会の
継続的な開催等により、削除に関する違法性の判断基準・判断方法や個別の
事業者における削除実績等について関係者間で共有し、行政側・事業者側双
方の削除に関する対応についての透明性を向上させ、円滑な削除対応を促
進することが必要である。その際、
「インターネット上の誹謗中傷をめぐる
法的問題に関する有識者検討会」において公表された報告書（削除要請に関
する違法性の判断基準や判断方法及びプロバイダ等に期待される自主的取
組等についてとりまとめたもの）も参考にされることが望ましい。
また、個別の書き込みが違法な情報か有害な情報かどうかの判断が難し
い場合も多いこと等を前提に、違法ではないが有害な書き込みについては、
プラットフォーム事業者は、自らのポリシーや約款に基づき、過剰削除の懸
念や表現の自由の萎縮を防ぐことに留意した上で、適切に削除等の対応を
行うことが求められる。
加えて、削除以外にも、それぞれのサービスの特性に応じた、アーキテク
チャ上の工夫による違法・有害情報対策を進めることが期待されるところ、
ヒアリング結果を踏まえ、特に一定の短期間の間に大量の誹謗中傷が集ま
った場合に、既存の機能・取組において効果的に対応が可能なのかという点
について、プラットフォーム事業者は自ら検証を行い、仮に効果が見られな
い場合には、更なるアーキテクチャ上の工夫の導入について検討を行うこ
とが望ましい。
②-２

プラットフォーム事業者による取組の透明性・アカウンタビリティの向
上
ア

モニタリング結果
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2022 年実施のヒアリングによると、プラットフォーム事業者の誹謗
中傷への対応に関する透明性・アカウンタビリティ確保状況は、2021 年
実施のヒアリング状況から一部進展がみられるものの、一部項目におい
て、依然、透明性・アカウンタビリティの確保が十分とは言えない状況
であった。
我が国において、コンテンツモデレーションが過不足なく実施されて
いるかに関する透明性・アカウンタビリティ確保が図られていない事業
者に関しては、特に透明性・アカウンタビリティ確保の取組を進めるこ
とが強く求められる。
イ

透明性確保の枠組みの必要性
我が国の利用者が安心してプラットフォームサービスを使えるよう

に、引き続きプラットフォーム事業者の自律的な対応及び透明性・アカ
ウンタビリティ確保に関する自主的な報告を求め、総務省はモニタリン
グと検証評価を継続的に行っていくことが必要である。
行政は、引き続きプラットフォーム事業者等による自主的な削除等の
対応を促進すべきである。ただし、プラットフォーム事業者等に対して
削除義務を課すことや、個別のコンテンツを削除しなかったことに対し
て罰則等を設ける法的規制を導入することは極めて慎重な検討を要す
る。
その上で、後述するとおり、総務省は、プラットフォーム事業者によ
る投稿の削除やアカウントの凍結等の措置が過不足なく行われている
かに関する透明性・アカウンタビリティを確保する観点から、行動規範
の策定及び遵守の求め又は法的枠組みの導入等の行政からの一定の関
与について、速やかに具体化することが必要である。
ウ

共同規制的枠組みの構築
透明性・アカウンタビリティ確保に関して、プラットフォーム事業者

の自律的な対応及び自主的な報告に委ねた際、プラットフォーム事業者
が果たすべき透明性・アカウンタビリティ確保の基準や水準が不明確と
なる可能性があることから、モニタリングの手続及び内容の妥当性を高
め、事業者が行うべき取組や従うべきルールの確実性及び将来にわたる
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予見可能性を高めるという観点から枠組みの検討を行うことも必要で
あると考えられる。
行政からの一定の関与の検討に際しては、①リスクベースアプローチ
に基づく検討 52、②特に、リスクの大きい巨大プラットフォームサービ
スについて、自らのサービスのリスク分析・評価の実施及び結果の公表、
③リスクを低減するための合理的・比例的・効果的な対応の実施とその
結果及び効果の公表、④政府及び外部研究者等による継続的なモニタリ
ング、⑤モニタリングを可能とするデータ提供、といった大枠としての
共同規制的枠組みの構築を前提に検討を進めることが適当であると考
えられる。
具体的なモニタリング事項や枠組みの検討に関しては、既存のヒアリ
ングシートを基本として、海外における制度や検討状況 53も参考にしつ
つ、我が国における有識者との議論を通じて、プラットフォーム事業者
と対話を行いながら検討することが適当である。
また、総務省は、継続的に諸外国の法的規制枠組みの検討状況を把握
し、国際的対話を深めていくことが適当である。具体的には、グローバ
ルにサービスを提供するプラットフォーム事業者における適切な対応
について、諸外国の情報通信担当部局等と連携しながら、実効的な対応
を検討していくことが必要である。この点、Ｇ７における成果文書等も
踏まえ、グローバルにサービスを提供するプラットフォーム事業者の透
明性・アカウンタビリティ確保に関して、海外政府や国際機関における
議論と協調して実施することが重要である。
エ

透明性・アカウンタビリティ確保に関するビジョン
今後のモニタリングの実施や、行政からの一定の関与を検討するに当

たって、我が国において、プラットフォーム事業者に対してどのような
透明性・アカウンタビリティが必要かについて、明確な「ビジョン」が
52 例えば、広く一般のウェブサイト管理者が果たすべき内容と、利用者が多く社会的影響力も大
きい一部の大手プラットフォーム事業者のみが果たすべき内容を区別して検討することが考えら
れる。また、誹謗中傷以外にも、ヘイトスピーチ、部落差別、性被害、自殺誘引等、様々な類型
の違法・有害情報の流通状況を分析し、それがどのような利用者（例えば青少年、女性、国籍、
地域などの属性）に対してどのような被害を生じさせているのかについての分析を踏まえた上
で、プラットフォーム事業者に求められる取組の内容を検討することが考えられる。
53 今回のモニタリング事項と諸外国における透明性・アカウンタビリティ確保に関する法的枠組
みとの比較については参考６を参照。
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示されることが重要である。
この「ビジョン」としては、
「緊急提言」やこれまでの議論を踏まえ、
・ 利用者が安心・信頼してプラットフォームサービスを利用すること
ができるよう、プラットフォーム事業者による自律的な情報の削除等
の対応に加えて、それらの取組が適切に行われていることが利用者や
社会全体に対して明らかにされること
・ 他方で、利用者の表現の自由を確保する観点から、プラットフォー
ム事業者によってそれぞれのサービスの規約やポリシーに照らして
過剰な削除や不当なアカウント停止等の行き過ぎた対応が行われて
いないかという点についても明らかにされること
・ 違法・有害情報に関する利用者や第三者からの削除要請・苦情受付
態勢及び苦情処理プロセスを適切に定め、分かりやすく公開し、適切
に運用を行うこと
などが挙げられる。
また、具体的な方策としては、例えば、
①

違法・有害情報対策として、どのような種類・性質の情報又はアカ
ウントに対して、どのような対応を行うのか、自らが提供するサービ
スの全体的な考え方や具体的な対応に関する規約やポリシーをあら
かじめ明確に定めて分かりやすく公開すること

②

規約やポリシーに基づいて自らが実際に行った削除等の取組、アー
キテクチャ上の工夫、AI を活用した取組等の結果を具体的・定量的な
データにより公開すること

③

削除要請や苦情に関する受付態勢・プロセスを設けるとともに、申
立者及び利用者（発信者）に対して対応の可否に関する通知や適切な
理由説明を行うこと

④

取組の効果について分析を行い、公開すること

⑤

自らのサービスにおける違法・有害情報の流通状況及びリスクにつ
いて分析を行い、公開すること。また、外部の研究者等が調査分析を
行う際に必要な情報を提供すること

などの取組を実施することが望ましい。
さらに、自主的な報告では、特に海外事業者において、グローバルな
取組状況について示されていても、我が国における取組状況が示されて
いない傾向にあることから、諸外国と我が国との間の誹謗中傷の流通状
況、社会状況、法制度等の違いに留意しつつ、我が国における取組状況
が我が国の利用者に対して適切かつ具体的に示されることが必要であ
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る。
具体的には、
①

日本語で我が国の利用者にも分かりやすい形で規約やポリシー、透
明性レポートなどの情報を公開すること

②

我が国に特有の違法・有害情報に関する情報流通の問題にも適切に
対応できる規約やポリシーを策定すること

③

透明性レポートを公開する際には、グローバルな対応件数の総数だ
けではなく、我が国の国内における対応件数についても併せて公開す
ること

④

日本語を正しく理解できるスタッフを十分確保した上で、日本語で
手続可能な適切な削除要請・苦情受付態勢及び苦情処理プロセスを整
備するとともに、国内での迅速かつ適切な救済メカニズムを確保する
こと。その上で、それらの態勢やプロセスについて国内のユーザに分
かりやすく公開すること

などの取組を実施することが望ましい。
オ

その他の観点
プラットフォームサービス以外のサービス（CDN・ホスティング（ク

ラウド）・アプリストア等）における違法・有害情報対策に係る取組に
ついても、必要に応じて今後ヒアリングを行い、透明性・アカウンタビ
リティ確保を求めていくことが望ましい。
また、SNS 等の投稿型のプラットフォームサービス以外においても、
例えば検索サービスにおいては、アルゴリズムによりコンテンツについ
て評価を行った上で表示順位を決定していることから、違法・有害情報
や信頼性の低い情報が表示されにくくする仕組みを引き続き改善して
いくとともに、それらの対応が適切に行われているかどうかについて、
悪用の懸念にも留意しつつ、透明性・アカウンタビリティが確保される
ことが望ましい。
加えて、モニタリング結果によると、AI の活用に関して、各社におい
て深層学習を用いた自然言語処理モデルを活用した違法・有害情報への
対応が既に進められていることから、引き続き、これらの取組を進める
ことが有用であると考えられる。
他方で、AI の活用によるオーバーブロッキング等の懸念もあること
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から、AI の活用に関して具体的に透明性・アカウンタビリティ確保を図
っていくことが望ましい。
具体的なモニタリング事項や法的枠組みの検討に関しては、既存のヒ
アリングシートを基本として、プラットフォーム事業者と対話を行いな
がら検討することが適当である。より適切な指標や項目があると考えら
れる場合には、プラットフォーム事業者は、自らのサービスの特性を踏
まえ、代替案となる指標や取組を積極的に示すことが望ましい。
③

発信者情報開示関係
発信者情報開示関係については、改正プロバイダ責任制限法の 2022 年 10

月１日施行に向け、関係事業者及び総務省の間で、円滑な新制度の施行のた
めの具体的な運用に関する協議を進めることが必要である。
その際、現在のインターネット環境においては、CDN 事業者によるコンテン
ツのキャッシュや、ホスティング事業者によるコンテンツのホストなど、イ
ンターネット環境の担い手が多岐にわたっており、違法・有害情報対策の実
務では、これらのインターネット環境の複雑化に伴う情報の削除や発信者特
定などの実効性の低下等が問題となっていることを踏まえ、プラットフォー
ムサービス以外の、CDN・ホスティング（クラウドサービス）事業者等も加え
て協議を進めていくことが適当である。
また、円滑な発信者情報開示制度の運用に向けた各プラットフォーム事業
者の取組状況を明らかにする観点から、プラットフォーム事業者は、前述の
②-２に記載の透明性・アカウンタビリティ確保の取組の中で、我が国におけ
る発信者情報開示に関する申請や開示件数等について集計・公開することが
望ましい。
総務省は、裁判所等と連携し、行政側でも現行制度及び新制度に関する発
信者情報開示の件数等を把握することが適当である。
④

相談対応の充実
総務省は、相談対応の充実に関して、違法・有害情報相談センターにおい

て、引き続き被害者救済のための円滑な運用を行うとともに、ユーザビリテ
ィに資するシステム更新等を随時検討していくことが望ましい。
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また、違法・有害情報相談センターにおいて、違法・有害情報相談機関連絡
会などを通じた複数の相談機関間における連携強化を一層深めていくことが
適当である。
さらに、相談を必要としている被害者に対して違法・有害情報相談センタ
ー等の必要とされる相談機関の相談窓口に関する情報が届くよう、複数の相
談窓口の案内図について広く周知を行うなど、引き続き、被害者にとって相
談窓口を分かりやすく示すための取組を行うことが必要である。
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２

偽情報への対応
偽情報への対応については、2021 年９月の中間とりまとめに記載の偽情報へ

の対策に関する 10 の方向性について、継続的に議論を深めていくことが適当で
ある。
この際、違法・有害情報対策全般にも共通する点は、本章１の中で透明性・
アカウンタビリティ確保を進め、それ以外の偽情報固有の対応については、次
のとおり取組を進めることが適当である。
偽情報対策に関する今後の取組の方向性（第二次とりまとめ）

①

自主的スキームの尊重

我が国における偽情報への対応の在り方の基本的な方向性としては、引き
続き、まずはプラットフォーム事業者をはじめとする民間部門における関係
者による自主的な取組を基本とした対策を進めていくとともに、プラットフ
ォーム事業者等による自律的な対応及び自主的な報告を求め、総務省はモニ
タリングと検証評価を継続的に行っていくことが必要である。
特に、プラットフォーム事業者等に対して削除義務を課すことや、個別の
コンテンツを削除しなかったことに対して罰則等を設ける法的規制を導入す
ることには、誹謗中傷等の場合と比べても、極めて慎重な検討を要する。
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既にプラットフォーム事業者では、偽情報への措置を講じる必要性が認識
されており、あらかじめ対応方針や基準となるポリシーを自主的に設定し、
投稿の削除やアカウントの停止等のコンテンツモデレーションを行っている。
こうした措置については、措置の対象とされるべき情報に対して措置が確実
に行われることが望ましい一方で、行き過ぎた措置や恣意的な運用によって
ユーザの表現の自由が損なわれることがないよう、過不足なく実施される必
要がある。コンテンツモデレーションが過不足なく実施される状況を確保す
るためには、ユーザやユーザ以外の者からの透明性を確保することが必要で
ある。また、その検証のためには、ポリシーの設定状況やコンテンツモデレー
ションの実施のために投入されるリソース、実施の結果等の情報について、
定量的な数値で説明されることが重要である。
②

我が国における実態の把握
偽情報に関して、研究者による実態把握や分析が進められているものの、

依然として我が国における偽情報の流通状況が明らかになっているとはいえ
ないため、偽情報特有の問題の検討に資するよう、以下の点に着目して、引き
続き偽情報の実態把握を行うことが適当である。
特に、研究者によるサービス上の情報流通についての調査によると、我が
国において偽情報の問題が顕在化しているにもかかわらず、モニタリング結
果では、プラットフォーム事業者は自らのサービス上の偽情報の流通状況に
ついて、我が国における適切な実態把握がなされていない 54。
したがって、プラットフォーム事業者は、自らのサービス上で生じている
我が国における偽情報の問題について適切に実態把握を行うとともに、研究
者が分析を行うために必要な情報についてプラットフォーム事業者から無償
で情報提供が行われることが望ましい。
コンテンツ側の偽情報流通の実態把握・分析に当たっては、プラットフォ
ームサービスのみならず、ミドルメディア等も含めた情報流通環境全体を捉
えた視点により実施されることが望ましい。特に、ミドルメディアを中心と
した偽情報の生成・拡散・流通メカニズムに関して、実態把握と分析を進めて
54 プラットフォーム事業者の中には、実態把握が進まない理由として、日本国内の情報として切
り分けることの難しさや、どの情報を虚偽の情報として取り扱うべきかについての基準の判断が
難しい旨の理由の説明があったことからも、我が国に特有の情報の真偽を検証するファクトチェ
ック団体の設立が期待される。
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いくことが必要であると考えられる。
また、SNS 上の偽情報が偏った複数の集団・ネットワーク（クラスター）に
分かれて拡散しているケースがみられることから、これらの既存の分析をも
とに、引き続き偽情報の拡散状況や特徴について実態把握及び分析を行い、
偽情報の拡散に有効なプラットフォームサービス上のアーキテクチャ上の工
夫や、偽情報に関するリテラシー向上に関する取組など、必要な対応につい
て検討していくことが望ましい。
③

多様なステークホルダーによる協力関係の構築
偽情報への対応に当たっては、多面的な解決策を検討していくことが必要

であり、その際、プラットフォーム事業者のみならず、産学官民の多様なステ
ークホルダーによる協力関係の構築を図り、対話の枠組みを設けることが重
要と考えられる。
ヒアリング結果によると、
「Disinformation 対策フォーラム」や「Innovation
Nippon」などにより、我が国において、産学官民の多様なステークホルダーに
よる協力関係の構築や偽情報への対策の検討が進められている。引き続き、
産学官民の連携の場において、継続的に偽情報への対策に関する議論や研究
が行われることが望ましい。
特に、
「Disinformation 対策フォーラム」においては、このフォーラムにお
ける報告書に記載のとおり、今後、①伝統的なメディア・学術研究機関等と協
力を行いながら、ファクトチェックを持続的かつ総合的に行う主体について
の具体的検討と実現を進めること、②情報リテラシーの向上のため、多様な
主体によるコンテンツの作成や、総務省や関連団体とも協力して総合的な普
及啓発の取組を促進することが期待される。
また、総務省は、多様なステークホルダー間の協力関係の構築を支援する
コーディネーターとしての役割を果たしていくことが適当である。
④

プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性・アカウンタビリテ

ィの確保
モニタリング結果によると、いずれの事業者においても、自らのサービス
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上で生じている我が国における偽情報の問題について適切に実態把握が行わ
れていない。
一方で、前述のとおり、プラットフォーム事業者では、偽情報等の不適切な
情報に対して、ポリシーの設定やそれに基づく投稿の削除やアカウントの停
止といった措置を行っている。
プラットフォーム事業者によるポリシー設定については、明らかな偽情報
や新型コロナウイルス感染症等の健康・衛生関連のポリシー、ウクライナ侵
攻などの武力を伴う混乱に関するポリシーなど、身体・生命に重大な危機を
及ぼし得る事項に関するポリシーが定められていた。また、これらのポリシ
ーについては、適時に社内外の専門家によって見直されている例があった。
こうした措置については、措置の対象とされるべき情報に対して措置が確
実に行われることが望ましい一方で、行き過ぎた措置や恣意的な運用によっ
てユーザの表現の自由を損なうことがないよう、過不足なく実施される必要
がある。
しかしながら、第２章２（２）で述べたとおり、モニタリング結果によると、
プラットフォーム事業者による我が国における偽情報への対応及び透明性・
アカウンタビリティ確保の取組の進捗は限定的であった。
これらの状況を踏まえ、プラットフォーム事業者は、我が国において生じ
ている自らのサービス上の偽情報の問題について適切に実態把握とリスク分
析・評価を行った上で、そのリスクに応じて偽情報への対応を適切に行うこ
とや、具体的にどのような取組が効果的かについて分析を行うことが求めら
れる。
さらに、プラットフォーム事業者は、前述の本章１②-2 及び後述の３の記
載内容と併せて、自らの取組に関する透明性・アカウンタビリティ確保を進
めていくことが求められる。
この点、Ｇ７デジタル大臣会合における成果文書等も踏まえ、グローバル
にサービスを提供するプラットフォーム事業者においては、グローバルのみ
ならず我が国における透明性・アカウンタビリティ確保が行われることが重
要である。
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行政は、引き続きプラットフォーム事業者等による自主的な削除等の対応
を促進することとし、プラットフォーム事業者等に対して削除義務を課すこ
とや、個別のコンテンツを削除しなかったことに対して罰則等を設ける法的
規制を導入することは、誹謗中傷等の場合と比べても、極めて慎重な検討を
要する。
総務省は、違法・有害情報となる偽情報に関するプラットフォーム事業者
の取組状況について、前述の違法・有害情報対策に関する記載内容を踏まえ
て、偽情報への対応に関する透明性・アカウンタビリティの確保に向けて、行
動規範の策定及び遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与
を具体的に検討することが必要である。また、総務省は、これらの取組に関す
るモニタリングと検証評価を継続的に行っていくことが必要である。これに
関連して、偽情報の流通実態やプラットフォーム事業者による対応が適切に
図られているかということや、その対応に関する透明性・アカウンタビリテ
ィが確保されているかを検証評価する上で適切な分析・評価に関する手法や
指標について、引き続き検討が必要である。
⑤

利用者情報を活用した情報配信への対応
ア ターゲティング技術の悪用による問題について
行動ターゲティングの技術の政治広告における悪用事例のように、利
用者の脆弱性につけ込み偽情報を拡散する使い方が可能であるといっ
た指摘がある。
モニタリング結果によると、いずれの事業者においても、偽情報を内
容とする広告や、政治広告の出稿について、一定の制限を設けている。
特に、ヤフーでは政治広告に関し行動ターゲティングを制限しており、
LINE 及び Twitter では政治広告が禁止されており、Google では日本に
おいて選挙広告は禁止されている。この点、複数の事業者が、偽情報を
内容とする広告や政治広告はそもそも配信が禁止されているためター
ゲティング技術の対象とならない旨を説明している。なお、（出稿が許
されている）政治広告について、どのようなターゲティング技術に関す
る対応が行われているかについては明確になっていない。
したがって、行動ターゲティング広告における利用者情報の取扱いに
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ついては、利用者情報 WG においても議論が行われているところ 55、広
告の種類・対応に応じてリスクや問題の差異を分析したうえで、特に、
偽情報を助長し得るターゲティング技術の適用については、そのリスク
を踏まえ、より注意深い対応と、それに伴う透明性・アカウンタビリテ
ィ確保が求められる。
イ

偽情報を掲載しているウェブサイトへの広告配信の問題について
コンテンツの内容が正しくなくてもページビューを稼げば広告収入
で儲かる仕組み（アテンションエコノミー）が偽情報の生成を支えてい
るといった指摘がある。
この点に関して、モニタリング結果によると、複数の事業者において、
偽情報に関連する内容の媒体・ウェブサイトや、特定の信頼性基準に満
たない媒体・ウェブサイトへの広告配信を制限する規定が設けられてい
る。
したがって、広告収益を得させないことにより偽情報を拡散防止する
という観点も踏まえ、これらのポリシーに基づき、アテンションエコノ
ミーの弊害を防止するための実効性のある対応が行われることが求め
られる。
偽情報に関する行動ターゲティング広告についての対応及び偽情報
を掲載しているウェブサイトへの広告配信の問題に関して、引き続き、
我が国における透明性・アカウンタビリティ確保が実質的に図られてい
るか、実態把握を継続する必要がある。

⑥

ファクトチェックの推進
ヒアリングによると、我が国においても、ファクトチェックの取組が徐々

に広がってきているものの、ファクトチェッカーやファクトチェック記事件
数は十分とはいえず、ファクトチェックの担い手や社会的認知度・理解度が
不足しているという課題は依然として残されている。
したがって、引き続き、プラットフォーム事業者、ファクトチェッカー、フ

55 第２部第３章１「①利用者情報を取巻くグローバルな情勢の変化」
、「②利用者情報の適切な取
扱いの確保」を参照。
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ァクトチェック推進団体等が連携し、ファクトチェックの活性化のための環
境整備を推進していくことが望ましい。
プラットフォーム事業者においては、①ファクトチェッカー・ファクトチ
ェック推進団体との連携強化（サービス上の情報へのファクトチェック結果
の紐付け等）、②資金提供等の取組がさらに進められることが期待される。
ファクトチェッカーにおいては、③国際ファクトチェックネットワーク
（IFCN）への加盟、④ファクトチェック態勢等に関する透明性・アカウンタビ
リティ確保が進められることが期待される。
ファクトチェック推進団体においては、⑤人材の育成、⑥市民のリテラシ
ー向上、⑦ファクトチェック支援システム等によるファクトチェックの容易
化、⑧透明性・アカウンタビリティ確保、⑨複数のファクトチェッカーによる
複合的なファクトチェック環境の構築に向けた取組等を推進していくことが
期待される。
その他、今後、我が国におけるファクトチェック結果を積み重ねて分析を
行うことにより、偽情報の傾向分析やそれを踏まえた対策の検討

56

が行われ

ることが望ましい。
加えて、引き続き、プラットフォーム事業者・新聞や放送などの既存メディ
ア・学術研究機関等との間で協力を行いながら、
「Disinformation 対策フォー
ラム」報告書や上記の観点を踏まえ、ファクトチェックを持続的かつ総合的
に行う主体についての具体的検討が進められることが望ましい。
その際、新聞や放送などの既存メディアにおいても、これまでの信頼性の
ある情報発信の取組の一環として自律的なファクトチェックの担い手となる
とともに、ファクトチェッカーやファクトチェック推進団体等に対して、こ
れまで培ってきた知見やノウハウの共有等の支援を行うことなどが期待され
る。
⑦

情報発信者側における信頼性確保方策の検討
プラットフォーム上における偽情報の問題に対抗するためには、前述のフ

56 例えば、更なるファクトチェック支援のための技術導入、プラットフォーム事業者におけるポ
リシー策定や削除等の対応など。
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ァクトチェックの推進とともに、信頼性の高い情報の流通を増やし、利用者
が容易にそれらを参照できるような環境整備が必要である。
この点、我が国においては、全国的に大きな影響力を持つ新聞や放送など
の既存メディアにおいて、自律的なチェック態勢に基づく信頼性のある情報
発信がこれまで行われてきたほか、例えば日本放送協会における「SoLT」のよ
う な SNS 時 代 に 対 応 し た 報 道 態 勢 が 構 築 さ れ つ つ あ る 。 そ の 他 、
「Disinformation 対策フォーラム」におけるプラットフォーム事業者等との
対話も進められている。
これらの状況も踏まえつつ、新聞や放送などの既存メディアにおける情報
の信頼性の確保のための取組やノウハウも参考とし、これをネットメディア
にも広げていくという考え方も取り入れつつ、引き続き、現代のメディア環
境に対応した持続可能性のある情報の信頼性の確保の在り方について、メデ
ィア関係者の知見や経験を活用しつつプラットフォーム事業者との間で検討
を深めていくことが望ましい 57。
プラットフォーム事業者においては、新型コロナウイルス感染症等に関し
て信頼できる政府機関・専門機関・メディア等の情報やそれらへのリンクを
サービスの目立つ場所に掲示するなどの取組が積極的に行われているが、認
知度が低い（１割程度）ことから、これらの取組を引き続き積極的に行うこと
が望ましい。また、前述のとおり、我が国におけるファクトチェック機関等と
の連携により、偽情報に対してファクトチェック結果を紐付けて表示する等
の取組を進めていくことが望ましい。
ニュース配信プラットフォームサービスにおいては、ニュースや情報に関
する選別・編集責任等に関するサービスの性質を踏まえながら、利用者のニ
ーズに応じて信頼性の高い情報配信が行われるよう引き続き努めるとともに、
情報配信に関する透明性やアカウンタビリティの確保方策を適切に実施する
ことが望ましい。

57 例えば、Google では、ジャーナリズムの支援として、2019 年に、新型コロナウイルス感染症の
拡大に対応し報道機関を支援するため、ジャーナリズム緊急救援基金を通じ、日本の 28 の報道機
関に助成金を提供した。その他、ニュースに関するコンテンツ使用料についてプラットフォーム
事業者とニュースメディア間で協議が行われており、一部の諸外国においては、プラットフォー
ム事業者に対して、ニュースメディアへのコンテンツ使用料の支払いや交渉を義務づける動きが
広がっている。
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また、偽情報の拡散要因について、インターネットにおけるニュースの生
態系の問題として、ミドルメディアが大きな影響を与えていることがこれま
での分析により判明しつつある 58。
したがって、インターネット上におけるメディア全体の情報の信頼性をど
のように確保していくかについて、ミドルメディアを中心とした偽情報の生
成・拡散・流通メカニズムに関する実態把握と分析も踏まえ、
「Disinformation
対策フォーラム」等の場も活用しつつ、伝統的なメディア・ネットメディア・
プラットフォーム事業者等の関係者間で、不確かな情報を拡散するようなミ
ドルメディアへの対応も含め、今後検討をさらに深めていくことが望ましい。
⑧

ICT リテラシー向上の推進
モニタリング結果によると、総務省やプラットフォーム事業者においては、

我が国においても偽情報対策に資するリテラシー向上の取組が行われている
が、既存のリテラシー向上に関する取組が偽情報対策に効果的な内容となっ
ているか不透明なものもある。
したがって、違法・有害情報全般に関する ICT リテラシー向上の推進に向
けた取組に加えて、偽情報特有の問題への対応のため、以下の点に着目して、
偽情報に対抗するリテラシー向上の推進に向けた取組が行われることが望ま
しい。
具体的には、偽情報の実態把握や分析結果に基づき、スーパースプレッダ
ーへの効果的な働きかけ、偽情報に対して効果のある「情報リテラシー」の分
析、人間の認知の仕組み、偽情報のジャンル別に異なる有効な情報検証行動、
インターネット上の情報の偏りやメディア環境の分析など、偽情報自体の特
徴や偽情報が拡散する要因等を踏まえながら引き続き ICT リテラシー向上施
策が効果的となるよう取り組み、産学官民が連携し、体系的で多元的なリテ
ラシー啓発を実施することが必要である。
さらに、偽情報は青少年だけでなく大人であっても拡散しているケースが
みられるという分析結果を踏まえ、青少年だけでなく、大人も含め幅広い対
象に対して実施することが必要である。

58 いわゆる「こたつ記事」や「フェイクニュース・パイプライン」に関する問題が指摘されてい
る。
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そこで、総務省は、
「e-ネットキャラバン」や「インターネットトラブル事
例集」等の青少年向けの取組に加え、EU 等で先行する取組も参考にして作成
された「偽・誤情報に関する啓発教育教材「インターネットとの向き合い方～
ニセ・誤情報に騙されないために～」」 59を活用しつつ、推進していくことが
必要である。
プラットフォーム事業者は、日本向けのリテラシー向上のための取組を実
施するとともに、多様な利用者に対して効果的にアプローチするため、行政
機関・関連団体・研究者等と協力し、
「Disinformation 対策フォーラム」等も
活用して、総合的な普及啓発の取組を促進することが望ましい。
⑨

研究開発の推進
モニタリング結果によると、ディープフェイクなどの新たな技術を悪用し

た偽情報が我が国においても出現しており、Google、Meta、Twitter では、デ
ィープフェイク対策の研究開発が行われている。我が国においては、プラッ
トフォーム事業者によるディープフェイク対策の研究開発は現時点で行われ
ていないものの、研究者による偽情報対策の研究開発が行われている。
プラットフォーム事業者は、ディープフェイク対策のための研究開発を引
き続き行うとともに、ディープフェイク等の偽情報に対応したポリシーを設
けて、悪質度合いに応じて削除やラベルの付与等の適切な対応を行うことが
望ましい。この際、日本語への対応や、日本人ユーザに対しても適切な形で対
応可能な技術について研究開発を推進していくことが望ましい。
総務省は、諸外国及び国内での偽情報対策に資する研究開発の状況を継続
的に把握し、関係者に対して情報共有を行うとともに、我が国における研究
者が偽情報への対応に関する研究開発を行う際に必要なデータがプラットフ
ォーム事業者から適切に提供されるよう、プラットフォーム事業者及び研究
者と継続的な協議を行うことが望ましい。
⑩

国際的な対話の深化
違法・有害情報全般に関する政策に加えて、偽情報に関する政策について

59 偽・誤情報に関する啓発教育教材「インターネットとの向き合い方～ニセ・誤情報に騙されな
いために～」等の公表（令和 4 年 6 月 17 日 総務省報道発表）
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000340.html
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も、国際的な対話の深化を深めていくことが望ましい。
引き続き、諸外国における検討状況を把握しつつ、我が国においても、偽情
報に特有の問題や政策的対応について引き続き検討していくことが適当であ
る。同時に、我が国における偽情報の流通状況や、産学官民の検討状況につい
て諸外国に共有を行い、それらの対話を通じて、特にグローバルにサービス
を提供する事業者における適切な対応について、諸外国の情報通信担当部局
や国際機関、Ｇ７等国際会合における議論等と連携しながら、実効的な対応
を検討していくことが適当である。

91

３

透明性・アカウンタビリティ確保の重要性、枠組みの必要性とその方向性等

（１）

透明性・アカウンタビリティ確保の重要性

プラットフォーム事業者のサービス上では、多くのユーザによる自由な情
報の発信・受信を可能としている一方で、誹謗中傷や偽情報といった違法・有
害情報も多く流通している。プラットフォーム事業者は、問題となる投稿の
削除やそのような投稿を行ったアカウントの凍結・停止、投稿に注意喚起を
促すラベルの付与、表示順位の低下等といった、ポリシーにあらかじめ定め
られた違法・有害情報などの流通を抑止するために講じる措置を実施するな
ど、情報流通の適正化について一定の責任を果たすことが期待される。一方
で、プラットフォーム事業者は、ユーザの表現を預かる立場でもあり、ユーザ
の表現の自由の確保について一定の責任を果たすことが期待される。
また、プラットフォーム事業者には、自社サービスの特性にあわせて誹謗
中傷等の情報がユーザやユーザ以外の者に与えるリスクを分析・評価した上
で、文化的、社会的、政治的背景を踏まえた、投稿やアカウントに対する措置
の実施に係るポリシーの設定、その適切な運用、その運用に必要な体制の構
築をはじめとするリソースの確保及び自社サービス上の投稿に係る発信者情
報開示などの法的手続への適切な協力などが期待される。さらに、投稿やア
カウントに対する措置については、削除以外の手法による対応（例：投稿に対
するラベルの付与や表示順位の低下、投稿時の警告表示等）も含め、事業者の
自律的な創意工夫による対応が行われることが望ましい。
当研究会におけるヒアリングを行ったプラットフォーム事業者においては、
誹謗中傷や偽情報を含む違法・有害情報への措置を講じる必要性が認識され
ており、あらかじめ対応方針や基準となるポリシーを自主的に設定し、投稿
やアカウントに対する措置が行われている。こうした措置については、ポリ
シーが適時適切に定められるとともにポリシーに基づく措置の対象となる投
稿やアカウントに対して確実に措置が行われることが望ましい一方で、行き
過ぎた措置や恣意的な措置といった不適切な運用によってユーザの表現の自
由が損なわれることがないよう、過不足なく実施される必要がある。
違法・有害情報への対応が適切に行われるとともにユーザの表現の自由に
対する過度な制約とならないよう、過不足なく行われるためには、ポリシー
の設定状況やその運用状況、対応の結果や異議申立ての機会の確保状況とい
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った項目に関する透明性・アカウンタビリティを確保し、
「言論空間のガバナ
ンスに対するガバナンス」、すなわち、プロセスの透明性を確保することが必
要である。
大規模なプラットフォームサービスの提供者は、そのサービスの提供によ
り情報流通について公共的役割を果たしていると考えられることから、当該
サービスのユーザ及びユーザ以外の者に対して、その透明性・アカウンタビ
リティが確保されることが必要である。
また、プラットフォーム事業者における透明性・アカウンタビリティの確
保に当たっては、サービス上における、例えば、誹謗中傷の発生件数等の流通
実態やその抑制のための対策とその効果に関する総量的な数値等の把握とい
う全体的な傾向に関する観点と、個別具体の誹謗中傷等の違法・有害情報に
対する権利回復のための裁判手続への対応や、申請にもかかわらず十分に措
置が行われないと考えられるケースや自身の投稿について行き過ぎた措置が
行われたと考えられるケースが発生した場合の反論や異議申立ての機会の確
保という個別具体の観点の両面から、ユーザ及びユーザ以外の者からの透明
性・アカウンタビリティの確保が必要である。
こうした、プラットフォーム事業者による投稿の削除やアカウントの停止
等の措置に関する透明性・アカウンタビリティを確保することは、当該サー
ビスのユーザ及びユーザ以外の者による客観的な根拠に基づく批評を可能に
し、こうした批評がプラットフォームサービスの運営にフィードバックされ
ることを通じて、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用の改善につ
ながることが期待される。
さらに、プラットフォーム事業者による、透明性・アカウンタビリティが確
保されることは、より多くのユーザに最新の技術やサービスを柔軟に取り入
れたサービス提供を目指すプラットフォーム事業者にとって、サービスの設
計や運営上の創意工夫に対するユーザからの信頼性の向上につながるものと
考えられ、このことは、プラットフォーム事業者にとっても経済的合理性を
有する取組になるだけでなく、ユーザが最新のサービスの利益を享受しなが
ら、リスクを理解した上で、安全・安心にサービスを利用することが可能な環
境の確保につながると考えられる。
（２）－１

誹謗中傷をはじめとする違法・有害情報への対応に係る透明性・
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アカウンタビリティ確保のための枠組みの必要性
これまで当研究会では、過去３回（2020 年７月、2021 年２月、2022 年３月）
にわたりヒアリングを行ってきたところであり、これらに関する議論の中で
は、誹謗中傷をはじめとする違法有害情報対策について、プラットフォーム
事業者における削除等の自主的な対応の促進とその透明性・アカウンタビリ
ティの確保を促してきたところである。
しかしながら、プラットフォーム事業者に対する誹謗中傷等違法・有害情
報への対応に関する透明性・アカウンタビリティ確保に関する任意での回答
の求めについて、2021 年モニタリングと比較して、プラットフォーム事業者
からの回答状況には、一部で進展がみられるものの、プラットフォーム事業
者によるコンテンツモデレーションが過不足なく行われているかを判断する
という観点からは、透明性・アカウンタビリティの確保について不十分な点
があった。
こうした状況を踏まえ、プラットフォーム事業者には、引き続き自主的に
透明性・アカウンタビリティ確保の取組を進展させることが強く期待される。
また、プラットフォーム事業者側の予見可能性を確保する観点からは、プラ
ットフォーム事業者において透明性が確保されることが望ましい事項につい
て共通認識を得た上でプラットフォーム事業者による透明性・アカウンタビ
リティの確保が継続的に行われることが必要であると考えられる。
一方、行政が、プラットフォーム事業者に対して、対応状況等に係る透明
性・アカウンタビリティ確保や報告を求めるなど、さらなる具体的な作為を
求める場合には、法的枠組みなどの根拠に基づき行われる必要があると考え
られる。
さらに、プラットフォーム事業者による透明性に関する報告等について、
コンテンツモデレーションが過不足なく実施されているかを把握する上で透
明性・アカウンタビリティが十分確保されているか、ユーザやユーザ以外の
者にとって判断可能な内容となっているか、ユーザがリスクを十分に理解・
受容した上でサービスを利用できる環境が整っているか、継続的に把握し、
評価する仕組みが重要である。
以上を踏まえ、問題となる投稿やアカウントに対するポリシーに基づく違
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法・有害情報などの流通を抑止するために講じる措置が過不足なく行われて
いることが、ユーザやユーザ以外の者に対しても明らかになるように、総務
省は、透明性・アカウンタビリティの確保方策に関する行動規範の策定及び
遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与について、速やか
に具体化することが必要である。
この際、行政は、表現の自由や検閲の禁止といった規定に十分に留意する
必要があり、ユーザやプラットフォーム事業者に対して投稿の削除を義務づ
けることについて、過剰削除の懸念や表現の自由の萎縮を防ぐ観点から、引
き続き、極めて慎重な検討を要する。
（２）－２

誹謗中傷をはじめとする違法・有害情報への対応に係る透明性・
アカウンタビリティ確保のための枠組みの方向性

プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションが過不足なく行
われているかの検証可能性を確保するためには、
1. 誹謗中傷等に関するポリシー
2. 一般ユーザからの申告や削除要請に対応する部署・チームや日本国内の
拠点・責任者の有無など、我が国において十分かつ適切なリソース配分
がなされているか
3. 削除等への苦情等に対する苦情受付態勢及び苦情処理プロセス
4. 日本における削除要請件数や削除件数
5. 発信者情報開示の件数
6. 取組の効果分析
7. 透明性レポートの公開
といった要素について、当研究会において実施したヒアリングシートの項目
を中心に、海外における透明性確保に係る議論において対象とされる情報な
どを参考にしつつ、透明性を確保すべき対象情報について、プラットフォー
ム事業者の自主的な取組を尊重しながら、透明性・アカウンタビリティが確
保されるべき最低限の項目が示される必要がある。
透明性を確保すべき情報については、機械可読な形で、標準化され相互運
用性のある形で透明性が報告されることが重要である。
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具体的なモニタリング事項や枠組みの検討に関しては、既存のヒアリング
シートを基本として、海外における制度や検討状況も参考にしつつ、我が国
における産学官民の社会全体での議論を通じて、プラットフォーム事業者と
対話を行いながら検討することが適当である。
プラットフォーム事業者は、G7 における成果文書やサンタクララ原則のよ
うな国際的な議論を参考に、国別の数値やモデレーション実施に関する体制
の確保などについて、透明性を確保することが望ましい。なお、サンタクララ
原則は行政による規律のひな形ではないと言及されていることに留意するべ
きである。
（３）

偽情報への対応に係る透明性・アカウンタビリティの確保について

偽情報対策については、３章２において前述したとおり、偽情報への対策
に関する 10 の方向性について、各ステークホルダーの取組状況やプラットフ
ォーム事業者のモニタリング状況を踏まえ、継続的に議論を深めていくこと
が適当である。
偽情報は、その外延や個別の情報が偽情報であるか、また、その流通による
我が国における影響について、モニタリングからも十分明らかではなく、我
が国における実態が未だ明らかではない。そのため、プラットフォーム事業
者は、引き続き、実態を把握しその結果を公表することが求められるととも
に、プラットフォーム事業者に限らないメディアも含めた産学官民の社会全
体で検討する環境が整備されることが必要である。
一方、既にプラットフォーム事業者では、偽情報等の不適切な情報への措
置を講じる必要性が認識されており、あらかじめ対応方針や基準となるポリ
シーを自主的に設定し、投稿の削除やアカウントの停止等の措置を行ってい
る。こうした措置については、措置の対象とされるべき情報に対して措置が
確実に行われることが望ましい一方で、行き過ぎた措置や恣意的な運用によ
ってユーザの表現の自由を損なうことがないよう、過不足なく実施される必
要がある。そのため、プラットフォーム事業者は、偽情報についても、我が国
において生じている自らのサービス上の偽情報の問題について適切に実態把
握とリスク評価を行った上で、そのリスクに応じて偽情報への対応を行うと
ともに、その透明性の確保を進めていくことが求められる。
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しかしながら、プラットフォーム事業者による我が国における偽情報への
対応及び透明性・アカウンタビリティ確保の取組の進捗は限定的であり、偽
情報に対して適切なリスク評価や低減措置が行われているか十分に明らかで
はなかった。
以上を踏まえ、プラットフォーム事業者において、違法・有害情報となり得
る偽情報への対応については、本章１の違法・有害情報対策の方針も踏まえ
て、透明性・アカウンタビリティが確保されることが必要である。
総務省は、違法・有害情報となる偽情報に関するプラットフォーム事業者
の取組状況について、前述の違法・有害情報対策に関する記載内容を踏まえ
て、偽情報への対応に関する透明性・アカウンタビリティの確保に向けて、行
動規範の策定及び遵守の求めや法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与
を具体的に検討することが必要である。
なお、行政は、引き続きプラットフォーム事業者等による自主的な削除等
の対応を促進することとし、プラットフォーム事業者等に対して削除義務を
課すことや、個別のコンテンツを削除しなかったことに対して罰則等を設け
る法的規制を導入することは、誹謗中傷の場合と比べても、極めて慎重な検
討を要する。
また、総務省は、これらの取組に関するモニタリングと検証評価を継続的
に行っていくことが必要である。この際、プラットフォーム事業者に対して
具体的にどのような対応や情報公開を求めることにより、偽情報への適切な
対応が図られているかどうかを評価することが可能かについて、引き続き検
討が必要である。
（４）

その他プラットフォーム事業者に期待されること

上述の検討のほかに、インターネット上の言論空間には、違法情報でも有
害情報でもない情報であっても、プラットフォーム事業者によるレコメンデ
ーションによってユーザが無意識のうちにフィルターバブルに閉じ込められ
ることやエコーチェンバー効果が発生することで、攻撃的な傾向への誘導や
フェイクニュースの拡散、社会的分断を生じ得るとの指摘 60がある。
60 こうした状況に関連して、食をアナロジーに捉え、自らを律して健康的な食事を実現すること
で長期的な健康維持のために短期的な欲望に勝つように、情報についても、自らが摂取する情報
について長期的な利得のために短期的なアテンションに勝つことで、多様な情報にバランスよく
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これを踏まえ、デジタル・シティズンシップの考え方 61も参考に、ユーザ自
らが望ましいと判断する情報環境を選択するための環境整備、すなわち、個
人がテクノロジーを通じて自身が触れる情報の自律的なコントロールを可能
にするための環境整備が重要である。大規模なプラットフォームサービスが
情報流通について公共的役割を果たしていることからも、ユーザ自身が望ま
しいと判断する情報環境を選択するための環境整備について、利用者とコミ
ュニケーションを図りながら、一定の役割を果たすことが期待される。

触れることで、フェイクニュース等に対して一定の「免疫」
（批判的能力）を獲得している状態を
実現するという「情報的健康」の考え方がある。
（
「情報的健康」の定義は、あくまでも暫定的な
ものであり、今後、学際的・領域横断的な議論を通じて、さらに適切に定義づけていくことが期
待される。）なお、この考え方において、国家は、何が健康な情報かを定義してはならず、多様な
情報へのアクセスの機会を保障することが求められる。
61 自分たちの意思で自律的にデジタル社会と関わっていく考え方。
「情報を効果的に見つけ、アク
セス、利用、作成し、他のユーザーと共に、積極的、批判的、センシティブかつ倫理的な方法で
コンテンツと関わり、自分の権利を意識しながら、安全かつ責任を持ってオンラインや ICT 環境
をナビゲートする能力」UNESCO”A Policy review: building digital citizenship in Asia-Pacific
through safe, effective and responsible use of ICT ”

98

第２部

利用者情報の適切な取扱いの確保について

第１章
１

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

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 の実現が指向されている。
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を大きく変化させ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 62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プラットフォーム事業者の重
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。これらの情報を踏まえ、プロファイリングやその結果を踏ま
えたレコメンデーションが幅広く行われることにより、利用者の利便性が高ま
る一方、知らないうちにその結果に利用者が影響される可能性も高まっている。
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。

62 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。
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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、又は、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 79%が Google であり、約 20%が Yahoo! 63となっている。
また、モバイル OS のシェアは、約 64%が Apple の提供する iOS(iPhone）
であり、約 36%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。

出典：statcounter GlobalStats から総務省作成

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 59%が Apple の提供する Safari、約 35%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 61%が
Google の提供する Chrome、約 21%が Microsoft の提供する Edge、約５%
が Apple の提供する Safari である。

63 Yahoo! Japan は、2010 年から Google の検索技術を利用している。
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なお、利用者が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。インターネット広告は継続して高
い成長をしており 2021 年のインターネット広告媒体費２兆 1,571 億円
（前年比 122.8%）のうち検索連動型広告費が 7,991 億円（前年比 117.7%）、
ビデオ（動画）広告費が 5,128 億円（前年比 132.8%）となっている 64。
また、SNS や動画共有系等のソーシャル広告費が 7,640 億円（前年比
134.3%） 65と大きく伸びている。これらをモバイル経由の広告が牽引し
ていると考えられる。2019 年における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
とされる。

出典：statcounter GlobalStats から総務省作成

64 2021 年の日本の総広告費は６兆 7998 億円（前年比 110.4%）
、そのうちインターネット広告費
は継続して高い成長率を保ち２兆 7,052 億円（前年比 121.4％）とされる（出典：2021 年日本の
広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析（2022 年３月９日）
）
。
65 2021 年のソーシャル広告のうち、SNS 系が 3,168 億円、動画共有系が 2,610 億円とされる（出
典：2021 年日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析（2022 年３月９日）
）
。
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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、Meta 及び Alphabet(Google)はそれぞれ約 98%、約 81%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 62％、
約 41%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、
会社によって割合に差異があるものの、Z ホールディングスが約 59%、
LINE が約 38%、Apple が約 19%、Alphabet(Google)が約 18%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 81％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。
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プラットフォーム事業者のセグメント別売上比率 66

（２）
①

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 67。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 68。

66 Apple、Alphabet、Meta については「How Big Tech Makes Their Billions」から 2021 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 2021 年度のデータにより総務省作成。LINE については Z ホールディングス決算補足説
明資料（IR 情報）から LINE に関する 2021 年度データにより総務省作成（広告・メディア事業以
外の内訳は不明のため、「その他」として計上）
。
67 本研究会（第 21 回）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」P6、利用者情報 WG（第 12 回）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」等
68 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 10 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
づけており、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、提出されたアプリのプライバシー情報は App Store
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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のどの
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 69、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や利用者が各アプリのアクセス可能なデータ
を設定できるダッシュボード機能 70も導入されている。さらに、アプリ
がカメラやマイクを使用した際にステータスバーに表示する機能、位
置情報に関して大まかな位置を提供する機能等

71

やデータ取得の同意

取得時に「今回のみ」許可するオプション等も導入されている。
②

Cookie 72、広告 ID、タグ等に関連する動向
Cookie には、First Party Cookie 73と Third Party Cookie 74があり、

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の同意なく収集するアプリに対する
警告を行っている。さらに、Google は 2022 年 7 月から全てのアプリにプライバシーポリシーを
掲載するとともに、アプリが取得するデータについて提出することを義務づけることを 2021 年 5
月に発表した（本研究会（第 21 回）資料５「スマートフォンプライバシーアウトルックの取り組
み内容の紹介」P７～８、利用者情報ＷＧ（第４回）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」P21、利用者情報 WG（第 12 回）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」P38）。
69 OS により、GPS、携帯電話基地局、Wi-Fi、Bluetooth、ビーコン等から、端末の位置情報を生
成。
70 Apple の提供する iOS の場合には、2012 年からアプリが特定の利用者情報（カメラ、カレンダ
ー、位置情報等）にアクセスする際に個別同意を取得する仕様及び利用者が各アプリのアクセス
可能なデータを設定できるダッシュボード機能が導入されており、2016 年の iOS10 から同意を取
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、2015 年の Android6.0 から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
の同意を取得仕様及び利用者が各アプリのアクセス可能なデータを設定できるダッシュボード機
能が新たに導入された（本研究会（第 21 回）資料５「スマートフォンプライバシーアウトルック
の取り組み内容の紹介」P12～13、利用者情報 WG（第 12 回）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」P39、
「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の現況等に関する報告書～スマートフォンプライバシー
アウトルック～（概要）」P21、
「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
いに係る技術的検証等の諸問題に係る実証調査研究～スマートフォンプライバシーアウトルック
Ⅲ～」P26）
。
71 iOS は iOS14（2020 年 9 月）から、Android は Android12（2021 年 10 月）から導入（利用者
情報 WG（第 12 回）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」P40）
。OS の機能として利用者に利用する位置情報の精度と利用タイミングを
選択する機会を提供。また、アプリの位置情報利用に関して、アプリの事前審査を行うととも
に、アプリ開発者向けの教育コンテンツを提供。
72 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。Cookie の名称、有効期限、送信先のドメインと Value 等の
項目を含み、Value という項目を利用してサイトの訪問端末を識別している。
73 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。
74 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
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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対する情報送信に利用されるものが多
く見られる。また、イメージタグや JavaScript のタグ 75、OS が発行す
る広告 ID 76等による情報収集も多く行われている。
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、クロスサイトやクロスデバイス（以下「クロスサイト等」と
いう。）でトラッキングを行い（以下「クロスサイトトラッキング等」
という。）ウェブサイトの閲覧履歴 77の取得・蓄積・分析等を行った上
で、広告配信等に活用していると考えられる。
行動ターゲティング広告の仕組み

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－１「利用者情報に関する技術動向及び
業界団体による自主ルール等の状況」P24

あるウェブサイト訪問時に、そのウェブサイトに設置された情報収
集モジュールやタグにより、訪問先のウェブサイトとは異なるドメイ
ンへのアクセス（HTTP リクエスト）が発生する場合が多く見られる 78。
一時的に保存される情報を特に Third Party Cookie という。
75 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（本研究会（第 22 回）資料３「利用者情報取扱いの実態」P12～
P14）
。
76 Apple が発行する IDFA、Google が発行する AAID 等
77 利用者情報 WG（第３回）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」P２、利
用者情報ＷＧ（第４回）資料３「利用者端末情報等に関する規制の方向性」P6～P9
78 国内 16 万サイトのクローリング結果を分析した（株）DataSign の調査結果によると、訪問先
とは異なるドメインへの通信を発生させているタグや情報収集モジュールの導入率としては、目
的が「広告」が最も多く導入率約 110％（グーグル合同会社の Display&Video360 及び Google 広
告が計約 44%、Twitter 広告が約 9%、Facebook 広告が約 8%、Yahoo!広告が約 5%等となってい
る）
、次に目的が「アクセス解析」のものが多く導入率約 90％（グーグル合同会社の Google アナ
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ウェブサイト訪問時における HTTP リクエストの発生状況

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－１「利用者情報に関する技術動向及び
業界団体による自主ルール等の状況」P15 を一部修正

一方、このようなタグや情報収集モジュール等による異なるドメイ
ンへのアクセスやそれに伴う情報の外部送信の状況等については、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
めプライバシーポリシーがきちんと書けていない場合

80

79

、そのた

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み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等をブ
ロック又は抑制する方向で様々な検討が行われている。
リティクスが約 83%）とされる。タグや情報収集モジュールの概要を示す一つの情報として参考
10 を参照（利用者情報 WG（第 12 回）資料１－１「利用者情報に関する技術動向及び業界団体に
よる自主ルール」P18～P23）
。
79 タグや情報収集モジュール等の提供者から、ウェブサイト管理者等に外部送信に関する情報の
概要や利用者への説明、オプトアウト等について、日本語で分かりやすく示して説明していくこ
とが、ウェブサイト管理者等の支援にもつながるものと指摘される。
80 ネット通販など消費者向けウェブ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ウェブサイトの約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）
。
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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等が既にブロ
ック 81されている。このような動きは他のブラウザでもみられ、Firefox
は ETP(Enhanced Tacking Protection)が実装されクロスサイトトラッ
キング等による Cookie 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 82）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 関 し て 、 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）。
Google は、2019 年８月に Web 上のプライバシーを強化する一環とし
て、Privacy Sandbox Initiative を発表した 83。ユーザのプライバシ
ー保護を強化しながら、インターネットの情報を無料あるいは低価格
で提供し続けるための事業のサポートする観点から、Google が提案し、
コミュニティの誰もが提案やフィードバックで貢献できる取組とされ
る 84。同 Initiative は、Chrome における Third Party Cookie の廃止
と並行して、フィンガープリントのようなユーザにとって認識しにく
いクロスサイトトラッキング等により、個人の閲覧及びアプリ利用デ
ータを企業等が独自で収集しつなぎ合わせることで個人を特定される
こと等を防ぐとしており、目的にあった API で情報を必要なものに制
限し、集約化や匿名化されたデータ、ローカルデバイスでの情報処理
等を組み合わせプライバシー保護を強化することを目指すとしている。
81 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。
82 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、Privac
y Sandbox のウェブコミュニティ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 Th
ird Party Cookie を廃止する見通しが言及されている（2021 年 6 月 29 日、https://japan.googlebl
og.com/2021/06/cookie.html）
。
83 https://www.blog.google/products/chrome/building-a-more-private-web/（2019 年８月 22 日）
84 https://developer.chrome.com/ja/docs/privacy-sandbox/proposal-lifecycle/
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イ ン タ レ ス トベ ー ス 広 告（ IBA ） を目 的と す る FLoC(Federated
Learning of Cohorts)はブラウザにより同種の興味関心を持つ数千人
のグループ（Cohorts）を作成し IBA の対象とすることを提案し

85

、

86

Chrome において、オリジントライアルを行った 。トライアルの結果、
プライバシーに関する懸念があること、機械学習で分けられた数表示
のコホード ID では企業がテストしたり分析しづらいというフィードバ
ックが多数あり 87、2022 年１月 25 日に Google は FLoC の開発を停止
し、新たな提案である Topics を推進すると発表した。
Topics API は人間によって分類されて認識可能な興味・関心（トピ
ック）に改め、ユーザへの透明性と選択を向上させるとともに、過去に
ユーザ活動を観測した企業のみにトピックを提供したり、一定のノイ
ズを加えたり、センシティブなカテゴリーを避けることなどにより、
プライバシー保護の向上を目指している。
具体的には、ブラウザで保持するトピック数は最大 15 個（各エポッ
ク（現在は１週間と定義）のユーザの閲覧履歴に基づく上位５トピッ
クが、過去３週間分保持）とされる 88。Topics API の呼び出し元（通
常は SSP）は最大で３つのトピックを受け取る。呼び出し元は１週間
（エポック）につき１トピックを３週間分渡される。呼び出し元が過
去３週間に、該当するトピックのサイトにユーザが訪問していること
を観測していることが前提となる。各 API 呼び出し元が複数あるトピ
ックから一つのみ渡される理由は、API 呼び出し元によって違うトピッ
85 Google は Privacy Sandbox Initiative としてオープンスタンダードを開発するとし、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た。FLoC では、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、広告配信主は、Cohorts を配信先として選択できるように提供されるとした。
86 2021 年 3 月から Chrome においてオリジントライアル（Origin Trial）を開始した。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 2021 年１月から Privacy Sandbox について調査を開始し、同年６
月に Google のコミットメントに対するコンサルテーション、同年 11 月に Google による修正コミ
ットメント（セクション D：透明性及び第三者と協議をすること、セクション E：Privacy
Sandbox の提案への CMA の関与（開発とテストに関する透明性のあるプロセス）
、セクション
F：Third Party Cookie を廃止する前に停止期間をおく（懸念事項に対応）
、セクション G：
Google によるデータ利用（Third Party Cookie 廃止後には Chrome のウェブ閲覧履歴、Google
Analytics によるデータを Google の広告システムにおけるトラッキングやターゲティングに用いな
い）
、セクション H：非差別（競争をゆがめない）
、セクション I：レポート及び法令遵守等）のコ
ンサルテーション、同年 12 月に変更後のコミットメントに対する意見の検討が行われた。2022
年２月には CMA は Google のコミットメントを受諾した。
（An update on our Privacy Sandbox
commitments(Google、2021 年 11 月 26 日、https://blog.google/around-the-globe/googleeurope/update-our-privacy-sandbox-commitments/amp/)、Notice of intention to accept modified
commitments offered by Google in relation to its Privacy Sandbox Proposals(CMA、2021 年 11 月
26 日、
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/1036204/211126_FINAL_modification_notice.pdf)）
87 https://developer.chrome.com/ja/docs/privacy-sandbox/feedback/
88 利用者は、割り当てられたトピックを確認・削除したり、Topics の機能のオプトアウトができ
る予定であるとされている。
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クを受け取ることで、API 呼び出し元が同じユーザであることを特定し
づらくするためとされる 89。
トピックの数はオリジントライアル期間中は 350 件だが、最終的な
トピックの数は数百から数千になる可能性があり、将来的にはトピッ
ク分類は信頼された外部組織によって管理されることを目指している。
API 呼び出し元が Topics API を呼び出すとブラウザがその利用者に割
り当てられたトピックを返し、受け取ったトピックを他のシグナルと
合わせてターゲティングに活用できるとしている。現在、Chrome にお
いて、Topics のオリジントライアルを開始している。
また、Google はリマーケティングやウェブサイトによって定義され
たカスタムオーディエンスを目的とする TURTLEDOVE 90でアドサーバで
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た。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は引き続きユーザーのローカルの端
末で行われつつ、一部の追加入札情報を「信頼できるサーバ」で行うと
している 91。Chrome において FLEDGE のオリジントライアルも開始して
いる 92。
また、広告主等のサービス利用者が保有する会員データ等の個人情
報とプラットフォーム事業者等のサービス提供者が保有するデータを
突合して広告の配信や効果検証を行うサービス

93

も行われている。こ

の際、個人データの第三者提供、委託等に該当するか確認した上で、適
切な同意取得や安全管理措置等が求められるとの指摘がある。
③

業界団体等の動向
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等を規制する方向の動きを踏まえ、オンライン

89 例えば、サイト A の API 呼び出し元はあるユーザについて「猫」というトピックを受け取り、
サイト B の別の API 呼び出し元は「自動車」というトピックを受け取るとする。この場合２つの
サイトのユーザが同じであるということを特定するのは難しくなると考えられる。
90 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。
91 GOOGLE ADS 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/2021-01-privacy-sandbox/）
92 FLEDGE については、これまでに 100 以上の組織が W3C での会議に参加し、企業から６つを
超える提案が出され、現行バージョンの改善を支援した。
93 データクリーンルームの提供事例として、Google の Google Ads Datahub、Meta の Advanced
Analytics、電通、NTT ドコモなど５社による docomo data square 等が挙げられる。
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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
する動きがみられる。
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 に改定している。TCF をベースとした、利
用者情報の取扱いに関する同意状況を広告事業者等に送信する同意管
理プラットフォーム（CMP：Consent

Management Platform 94）の導入

の動きが進んでいる。一方、2020 年 11 月に、TCF についてベルギーの
データ保護当局（APD）によるレビューで TCF における IAB

Europe の

役割に関して懸念事項が指摘され、2022 年２月に、GDPR 違反の決定が
行われた 95。この決定は TCF の利用を禁止するものではない 96が、IAB
Europe は 2022 年３月にベルギー市場裁判所（the Belgian Market
Court（Court of Appeal of Brussels の一部））に対して控訴し 97、
2022 年４月に IAB Europe は APD へ 2022 年２月の決定において求めら
れたアクションプランを提出した。2022 年５月、IAB Europe は、本控
訴の際に併せて提出していた APD の決定の執行停止請求を取り下げる
と発表しており、他方、APD は、（ベルギー市場裁判所による控訴審判
決が予定されている）2022 年９月１日より前には本アクションプラン
の有効性に関する決定は下さないとの意向を認めている 98。
業界団体はデジタル広告のアーキテクチャの再構築（re-architect）
が必要であるとして、Project Rearc を立ち上げるとともに、PRAM
94 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（利
用者情報ＷＧ（第３回）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」P6～P7）
。
95 決定は GDPR における協調メカニズムに基づくものであり、CMP を通じてベンダーに配信さ
れる利用者の同意取得状況等の情報（TC Strings）が個人データに該当し、IAB Europe がデー
タ管理者であるが求められる義務を果たしていない、CMP 上で利用者に与えられる情報が十分で
はないとした上で、事業者の正当な利益（legitimate interest）を根拠とした処理の禁止、TCF 参
加企業の GDPR 遵守状況に対する厳格な審査・モニタリングを求め、IAB Europe に制裁金の支
払い（25 万ユーロ）と２ヶ月以内のアクションプラン（是正措置）の立案を求めている（利用者
情報 WG（第 10 回）資料２「利用者情報の取扱いに関する諸外国の法令・自主規制・事例」P50
～P51）
。
96 IAB Europe は、TCF の CMP のポップアップによる同意取得等が違法とされたわけではなく、
継続利用できるとしている（https://iabeurope.eu/wp-content/uploads/2022/04/IAB-EuropeAPD-FAQ_v3.docx-1.pdf、P2-3）
。
97 “IAB Europe Appeals Belgian Data Protection Authority Ruling” （2022 年 3 月 4 日、
https://iabeurope.eu/all-news/iab-europe-appeals-belgian-data-protection-authority-ruling/）
98 “IAB Europe Withdraws Request for Suspension of Execution of the APD Decision on IAB
Europe and the Transparency & Consent Framework (TCF)”（2022 年 5 月 13 日、
https://www.exchangewire.com/blog/2022/05/13/iab-europe-withdraws-request-for-suspensionof-execution-of-the-apd-decision-on-iab-europe-and-the-transparency-consent-framework-tcf/）
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（Partnership for Responsible Addressable Media）としてデジタル
広告に係わる業界団体 99、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についても進めている

100

。代

101

替 ID として Unified ID 2.0 （メールアドレスハッシュ化）を用い
て、利用者の一定の関与の下に

102

クロスサイトラッキング等を実現し

ようとする動きもある。また、フィンガープリントを用いて、クロスサ
イトトラッキング等を行おうとする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 103。
また、パブリッシャーが First 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 104。
このように、利用者情報の取扱いをめぐ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、先にみたような OS やブラウザを提供す
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
99 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）
100 PRAM を構成する４つのワーキンググループのうち、技術基準のワーキンググループにおいて
IAB Tech Lab が主導し Project Rearc での実施作業を継続するとしている。①TCF 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という４つの規格が提案され、2021 年３月
に意見募集草案が発表されている（
（利用者情報 WG（第３回）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」P11、利用者情報 WG（第 12 回）資料１－１「利用者情報に関する技
術動向及び業界団体による自主ルール等の状況」P74、P76、P78～P81）、（“Standards for
Responsible Addressability and Predictable Privacy”、IAB Tech Labo、
https://iabtechlab.com/standards/addressability-accountability-privacy/、2021 年３月）
）。
101 利用者のメールアドレスを暗号化・ハッシュ化することで識別子を作成し共通 ID として利用
する仕組み。識別子は定期的に再作成され、独立した機関が管理する。
（利用者情報 WG（第 12
回）資料１－１「利用者情報に関する技術動向及び業界団体による自主ルール等の状況」P46）
102 利用者の事前同意（オプトイン）が前提とされ、オプトアウトにより全ての利用が停止され
る。
（利用者情報 WG（第 12 回）資料１－１「利用者情報に関する技術動向及び業界団体による
自主ルール等の状況」P46）
103 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 は個々のユーザレベルのトラッキングに賛成していないとされ、Third Party 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（利用者情報 WG（第３
回）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」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。
104 利用者情報 WG（第３回）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」P10 等
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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

105

。

105 利用者情報ＷＧ（第１回）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
する取組について」P27～28
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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等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。2020 年には、個人情報の保護に関する法律等の一部を改
正する法律（令和２年法律第 44 号。以下「令和２年改正法」という。）が
成立し、個人情報の不適正利用の禁止、漏えい等報告及び本人通知の義務
化、個人関連情報の第三者提供規制の追加、保有個人データの開示方法の
見直し、保有個人データの利用停止・消去等の請求権の要件緩和、仮名加
工情報制度の新設、域外適用の範囲の拡大、特定部門を対象とする認定団
体の追加、法人重科の導入等見直しが行われた。また、2021 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。以下「令和３年改正法」という。）が成立した。令和２年改
正法・令和３年改正法（第 50 条の規定に限る）は、2022 年４月に施行さ
れた 106。
電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）に通信の秘密等が規定され
ているところ、2020 年には、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社
等に関する法律の一部を改正する法律（令和２年法律第 30 号）が成立し、
外国法人に対する電気通信事業法の執行の実効性強化等の見直しが行わ
れた。2021 年４月から当該改正法が施行され、我が国の国内の利用者向
けに電気通信役務を提供する国外に拠点を置く事業者に対しても、国内
事業者と同様に電気通信事業法の規律が適用されることが明確になった。
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（以下「電気
通信事業 GL」という。）は、個人情報等の適正な取扱い及び通信の秘密等
に関し、電気通信事業者の遵守すべき事項が規定されている（電気通信事
業 GL は、電気通信事業において取り扱われる個人情報の性質等を踏まえ、
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）についても規定している。）。電気通信事業 GL は、
個人情報保護法改正及び電気通信事業の性質等を踏まえて見直しが行わ
106 「個人情報の保護に関する基本方針」についても 2022 年４月 1 日に改定された。(1)個人情報
等をめぐる状況として、AI、IoT、クラウドサービスや５G 等のデジタル技術の飛躍的な進展や新
しい生活様式の進展により、多種多様かつ膨大なデータの収集・分析等が容易かつ高度化しお
り、イノベーションの創出や利活用が期待される一方、顔識別・認証技術、AI 等の高度なデジタ
ル技術を活用して行われる個人の行動、政治的立場、経済状況、趣味・嗜好などに関する高精度
な推定（いわゆるプロファイリング）
、さらには、大量の個人情報等を取り扱う民間事業者などの
出現等が指摘されている。自分の個人情報等が悪用されるのではないか、これまで以上に十分な
注意を払って取り扱ってほしいなどの個人の不安感が引き続き高まっていることが指摘されてい
る。
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れ、2022 年４月に施行された。
電気通信事業 GL の主な改正内容については、全体の構造としては、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」
（以
下「個人情報保護委員会ガイドライン」という。）において、
「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」、「3-7 個人関連
情報
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の第三者提供の制限等」、「3-10 仮名加工情報取扱事業者等の義

務」の４つの項目が新たに設けられたことに対応し、電気通信事業 GL 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
扱事業者等の義務」が新たに設けられた。
また、電気通信事業 GL の解説においては、利用目的の特定、不適正利
用の禁止、漏えい等報告、外国第三者提供の制限、個人関連情報の第三
者提供の制限、保有個人データに関する事項の公表等、保有個人データ
の開示・訂正等・利用停止等・第三者提供記録の開示、仮名加工情報取
扱事業者等の義務、域外適用について、個人情報保護委員会ガイドライ
ンの事例のほか、電気通信事業の固有の事情等を踏まえた事例が追加さ
れた。
例えば、
「利用目的の特定」については、電気通信事業 GL の解説にお
いて「本人から得た情報から、本人に関する行動、関心等の情報を分析
するいわゆるプロファイリングが行われる場合、電気通信事業者は、ど
のような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用
目的を特定しなければならない。特に、この分析により、2-4「要配慮個
人情報」
（法第２条第３項関係）の項目に相当する情報が生成される場合
には、あらかじめ本人の同意を得ることが望ましい。これら用法につい
て、本人の同意を取得することなく不用意に広告のセグメント情報とし
て広告配信その他の行為に用いないようにすることが望ましい。」と記
載 108されている。

107 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。
108 電気通信事業 GL 解説 3-1-1 利用目的の特定（GL 第４条第１項関係）
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個人情報保護委員会ガイドラインとの関係

個人情報保護法の改正内容と電気通信事業 GL 改正

利用者情報の取扱いに関しては、電気通信事業 GL 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（SPI）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。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
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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（SPI）の考え方などを参照しつつ電気通信事業 GL 等の改正が
行われた。
具体的には、個人情報保護管理者の記述を充実するとともに、個人
データの適切な取扱いを確保する上での考え方や方針としてプライバ
シーポリシーに記載することが望ましい項目についてスマートフォン
プライバシー

イニシアティブ（SPI）を踏まえた８項目及び委託、利

用者の選択の機会（取得・利用の停止）、データポータビリティ等
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を

追記した形で整理して定めた。
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、
利用者にとって分かりやすい通知・公表
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及び選択の機会の提供につ

いて、ベストプラクティスを踏まえた形でまとめて電気通信事業 GL 中
に示し、事業者が利用者情報の取扱いに関する通知・公表や選択の機
会を提供する際に参照できるようにした 111。
さらに、電気通信事業 GL の遵守状況や電気通信事業者による情報の
取扱いについて定期的にモニタリングを行う
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旨を規定し、プライバ

シーポリシーへの掲載状況、利用者にとって分かりやすい示し方の工
夫、利用者の選択の機会の提供状況、アプリに関するプライバシーポ
リシーの有無、アプリ提供サイトにおけるアプリ提供者への情報の取
扱いに関する要請の状況等をモニタリングの具体的な項目等として解
説に記載した。

109 利用者が事業者内に蓄積された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、オプトアウト有無・方法の開示、データポータビリティの有無・方法の開示等を行うこと
は重要である。
110 ダッシュボード等を活用することも期待される。
111 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 ver1.2」（2022 年２
月 18 日、総務省・経済産業省）
、http://www.iotac.jp/wp-content/uploads/2022/03/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 ver1.2.pdf）
112 「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」
「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、取引透明化法におけるパーソ
ナル・データの取扱いに関する開示やモニタリングの対応については、総務省の行うヒアリング
に透明化法のレビュー担当者がオブザーバ参加する形で対応するなど、連携した形で行うことと
されている。
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利用者情報の適正な取扱いの確保に対応した改正項目と対応
改正項目
① 個人情報保護管理者

電気通信事業 GL
旧 GL 第 13 条にある「個人情報保護管理者」の記述を充実。

（改正 GL 第 14 条本文・解説） 漏えい等防止や漏えい等事案に係る被害拡大防止措置の実施や報
告体制について追記。
業務の改善命令の発動に係る指針について追記。
②プライバシーポリシーの策

旧 GL 第 14 条にあるプライバシーポリシー（個人情報保護を推進

定・公表

する上での考え方や方針）を（個人データ等の適切な取扱いを確保

（改正 GL 第 15 条第１項本文・ する上での考え方や方針）に改める。プライバシーポリシーに記載
解説）

することが望ましい項目を GL において定めるとともに、解説に整
理し記載（※）する。
※スマートフォンプライバシーイニシアティブ（SPI）を踏まえた
８項目及び委託、利用者の選択の機会（取得・利用の停止）、デ
ータポータビリティ等について追記。

③利用者にとって分かりやす

プライバシーポリシーを作成・公表する際に、利用者がこれを理解

い通知・公表及び選択の機会

した上で自らの判断により選択の機会を行使することができるよ

の提供

う分かりやすくこれを示すこととする。

（改正 GL 第 15 条第１項解説）
④アプリケーションソフトウ

情報の取扱いについて GL において記載。解説において、記載する

ェアに係るプライバシーポリ

ことが望ましい項目を GL において定め、解説に整理し記載（※）

シー

する。

（改正 GL 第 15 条第２項、第

※委託、利用者の選択の機会（取得・利用の停止）、データポータ

３項

解説）

⑤ 位置情報

ビリティ等について追記。
位置情報は個人データ等と位置づけられる場合は、適切な取扱い

（改正 GL 第 41 条第１項解説） を確保する観点からプライバシーポリシーの策定・公表等を行う
ことが適切であることを記載。
⑥ モニタリングの実施

旧 GL 第 39 条におけるガイドラインの見直しにおいて、第２項と

（改正 GL 第 45 条第２項本文・ してガイドラインの見直しに必要な限度でガイドラインの遵守状
解説）

況や電気通信事業者による情報の取扱いについてモニタリングを
行う旨を規定し、モニタリングの具体的な項目等について解説に
記載。
解説等において、モニタリング項目として、プライバシーポリシー
への改正第 15 条第１項記載事項の掲載状況、利用者にとって分か
りやすい示し方の工夫、利用者の選択の機会の提供状況、アプリに
関するプライバシーポリシーの有無等、アプリ提供サイトにおけ
るアプリ提供者への情報の取扱いに関する要請の状況等を記載。
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プライバシーポリシーの策定・公表

利用者にとって分かりやすい通知・公表及び選択の機会の提供

（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
イバシー

プラ

イニシアティブ（SPI）を 2012 年に公表した。スマートフォン
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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 SPO Ⅸにおいて、人気アプリは Android、iOS と
もにプライバシーポリシー掲載率は初めて 100%に達した。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、新着アプリなどでプライバシーポリシー掲載率や定め
られた項目の記載率は人気アプリよりも低い傾向にある。
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ウェブサイトを運
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）

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（JIAA）のガイドライン
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
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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月に開始された。
（４）

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

が取り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
検討した。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。
電気通信事業 GL 及びその解説において、位置情報プライバシーレポー
トを踏まえた記載
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（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。
位置情報としては端末から直接取得される移動体端末を所持する者の
位置を示す情報だけでなく、他の様々な手段や情報からも位置情報が取
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、キャ
ッシュレス決済履歴、ビーコン等により位置情報を取得することが可能
である。位置情報はある人がどこに所在するかというプライバシーの中
でも特に保護の必要性が高い情報であるという性質は変わらないものの、
通信と密接に関連し電気通信事業者が取得・利用の主体となるものから、
その他の者が取得・利用の主体になるものまで多様化が進んでいる。利用
者のプライバシーを保護し安心できる電気通信サービスの利用環境の実
113 電気通信事業 GL 第 41 条において、
「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、電気通信役務の提供に係る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、
位置情報（移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。
以下同じ。）を取得することができる」
（第 1 項）
、
「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、裁判官の発付した令状に従う場合その他違法性阻却事由がある場合に限り、位
置情報について、他人への提供その他の利用をすることができる。
」
（第２項）
、
「救助を行
う・・・機関からの要請により、救助を要する者の位置情報の取得を求められた場合・・・生命
又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を早期に発見するために当該位置情
報の取得が不可欠であると認められる場合に限り、当該位置情報を取得することができる」
（第５
項）と定められている。また、位置情報が個人データに該当する場合には、個人情報保護管理者
を置くとともに、プライバシーポリシーを定め公表することが適切とされている。

120

現を図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、個人情報保護法上の整理とも整合性がある形でその取扱いの在
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。
（５）

一般社団法人 LBMA Japan のガイドライン
スマートデバイス利用者のプライバシーに配慮し位置情報等の健全で

持続可能なデータの利活用を促進する観点から、
「デバイスロケーション
データ」の利活用に関するガイドライン（Ａ．原則、Ｂ．規程）を作成し
ている。令和２年個人情報保護法改正などを踏まえ、2022 年４月に改正
し、2022 年５月からは一般にも公表している。
（６）

AI 利活用ガイドライン・情報銀行におけるプロファイリングの取扱い
「AI 利活用ガイドライン」（2019 年８月 総務省 AI ネットワーク社会

推進会議）において、AI の利用者が留意すべき 10 の原則を提案した。
「⑥プライバシーの原則」として、AI の利用者における最終利用者及
び第三者プライバシー尊重、パーソナルデータの収集・前処理・提供等に
おけるプライバシーの尊重、自己等のプライバシー侵害への留意及びパ
ーソナルデータ流出の防止が定められている。また、
「⑦尊厳･自律の原則」
の一貫として、人間の尊厳と個人の自律の尊重、AI による意思決定・感
情の操作等への留意、AI を利用したプロファイリングを行う場合におけ
る不利益への配慮等が定められており、この中で「AI サービスプロバイ
ダ及びビジネス利用者は、個人の権利・利益に重要な影響を及ぼす可能性
のある分野において AI を利用したプロファイリングを行う場合には、
対象者に生じうる不利益等に慎重に配慮する」こととし、
「消費者的利用
者は、AI によるプロファイリングが行われている可能性があることを踏
まえ、自らの情報が正しく利用されているかを意識し、必要に応じ、AI サ
ービスプロバイダ及びビジネス利用者に確認することが望ましい」とさ
れている。
なお、
「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」におい
て「情報銀行におけるプロファイリングの取扱いに関する議論の整理
（案）」が検討され、2022 年４月に意見募集が行われた。本整理案におい
ては、プロファイリングを取り扱う上での想定されるリスクの例として、
プライバシー権侵害、不当な差別・選別（ブラックボックス問題、自動バ
イアス、不適切なデータの混入可能性や検証困難性、差別の再生産、バー
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チャルスラム問題）、行動への萎縮、民主主義への影響、自己決定権への
介入等が例示されている。また、本人にとって利益のない情報（犯罪傾向
の予測等）や選挙や民主主義を不当にゆがめる可能性がある政治的信条
の予測等については、要配慮プロファイリングと位置づける検討などが
行われている 。
（７）

デジタル市場競争本部の取組
2021 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、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 GL などの見直しにより対応することが求められた
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。これ

を踏まえ、電気通信事業 GL の見直しが行われ 2022 年４月に施行される
とともに、同 GL に基づき定期的にモニタリングが行われることとされた。
本年５月～６月に、デジタルプラットフォーム取引透明化法の対象に
デジタル広告市場を追加する政令改正案等の意見募集が行われた。デジ
タル広告市場の特定デジタルプラットフォーム提供者として指定される
事業者に対するモニタリング・レビューを行う際に、
「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」の対応部分に
ついては、電気通信事業 GL を踏まえたモニタリングの実施と連携して調
整されることが想定される。
2022 年４月に、モバイルエコシステムに関する競争評価の中間報告（案）
及び新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する協

114 「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、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。
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、クロスサイト等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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奏評価の中間報告（案）が発表され、意見募集が行われた。
（８）

競争政策とデータ保護・消費者保護の関係
公正取引委員会競争政策研究センターは 2020 年 11 月より「データ市

場に係る競争政策に関する検討会」を開催し、2021 年６月に報告書を発
表している。同報告書において、これまでの検討結果等 115も踏まえ、競争
政策の観点から「パーソナルデータが取り扱われるデータ市場に係る議
論を行う際」には、
「Competition（競争）」、
「Data Protection（データ保
護）」及び「Consumer Protection（消費者保護）」の３つについて別個に
議論するのではなく、三位一体での議論を行い、３つのバランスを欠かな
いようにすることが重要である」と指摘 116されている。また、この観点を
踏まえ、パーソナルデータを含めたデータポータビリティの確保や情報
銀行に係る取組等について検討されている。

115 「データと競争政策に関する検討会 報告書」
（2017 年 6 月 6 日、公正取引委員会競争政策研
究センター）、「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引にお
ける優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」
（2019 年 12 月 17 日、公正取引委員会）
、
「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」
（2021 年 2 月 17 日、公正取引委員会）
“Privacy and competitiveness in the age of big data”（2014 年 3 月 26 日、European Data
Protection Supervisor（EDPS）
）等
116 同報告書において、
「競争、データ保護及び消費者保護の３つが対立し得るデータ市場の構造
を見極めながら、当該三位一体のフレームワークを意識して取組を進めていく必要がある」
、
「仕
組み作りに際して、幅広い関係者を交えて丁寧に検討したり、政府等も関与をして検討・・取組
は、安心感・信頼性を高め有効」等と指摘されている。
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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：連邦取引委員会）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・執行して
いる。

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

117

）。CCPA において、個人情報

118

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分かりやす
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

119

し

117 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。
118 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」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。
119 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
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た。CPRA 通知項目としてクロスサイトトラッキング等に関する事項

120

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等に対応した「共有する
な」ボタンの義務化

121

が定められた。さらに、CCPA において、個人情報

に、プロファイルを作成するために識別された情報から引き出された推
定

122

についても含まれることとされており、CPRA においても同様

123

で

ある。更に、CPRA においては、同意について「任意に付与された、特定
の情報に基づいた、明確な消費者の意思表示」という定義規定が新設さ
れ、それにより、消費者またはその法定代理人が、消費者に関連する個
人情報の、限定的に定義された特定の目的のための処理に対する合意を
示すものであると規定している。その際、ダーク・パターン（CPRA にお
いて、「ユーザの自律、意思決定もしくは選択を実質的に妨げるまたは
害する効果を有するように設計または操作されたユーザ・インターフェ
ース）」と定義。）を通じて取得された合意は CPRA 上の同意に該当しな
いものと規定されている。
2021 年７月、カリフォルニア州司法長官が公表した全 27 の CCPA の
執行事例のうち、プライバシーポリシーが CCPA に準拠していないとい
うのが 14 件で最多となっている。カリフォルニア州消費者プライバシ
ー権法（CPRA）の規則案は策定中で、2021 年 11 月にパブリックコメン
トが実施された。
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
7 月以降当局の執行開始予定。
120 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。
121 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「ダークパターン」に
よる同意取得は無効とされている。
122 CCPA 第 1798.140 条(o)「個人情報」の中に「
（K）消費者についての選好、性格、心理的傾
向、性質、行動、態度、インテリジェンス、能力及び素質を反映する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。
」が含まれるとされている。
123 CPRA 第 1798.140 条（v）
「個人情報」の中でも同様である。また、CPRA 第 1798.140（z）
に「プロファイリング」の定義がおかれ、
「自然人の一定の局面の評価、特に、自然人の職場での
成績、経済状況、健康状況、趣味嗜好、興味関心、扶養関係、行動、位置・移動などに関する諸
局面の分析のため・・個人情報について何等かの形で自動化処理をすること」とされている。

125

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
し、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
記載している。プライバシー影響評価についても言及している。
④

個人情報保護関係の法案の検討
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、2021 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

124

Advertisements Act of 2021 ）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。
2022 年１月、米商工会議所を含む 20 団体が、プライバシーに係る連
邦法の成立を求める書簡を連邦議会に対して提出したりするなど、連邦
法制定に向けた動きが活発化している。連邦データプライバシー法案で
は、民主党案である COPRA（Consumer Online Privacy Rights Act）、共
和党案である SDA（SAFE DATA Act）がある。また、2022 年１月には、
タ ー ゲ ッ ト 広 告 の 禁 止 等 を 内 容 と す る 監 視 広 告 禁 止 法 （ Banning
Advertising Act）が連邦議会に提出されている。
⑤

NAI Code of Conduct
NAI（Network Advertising Initiative） 125は、テーラード広告（興味
関心に基づく広告、クロスアプリ広告、リターゲティング）及び広告配
信・レポートに関して、通知とオプトアウトメカニズムの提供等の選択
の提供を求める自主規制原則として NAI Code of Conduct 126を策定して
いる。
透明性と通知については、テーラード広告に関するデータの収集・転
送及び利用方法について、NAI 会員のサイトとともに NAI 会員が契約し
ているテーラード広告を掲載するウェブサイトやアプリにおいて明確

124 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。
125 サードパーティーであるデジタル広告企業で構成される自主規制団体（2000 年設立）
。オンラ
インエコシステムの健全性や消費者による選択の機会を確保する観点から、オンラインやモバイ
ルにおける広告目的のデータ収集・利用、使いやすいオプトアウトの仕組み等に関する自主基準
を策定している。
126 2000 年に初版が発行され、2008 年、2013 年、2015 年、2020 年に大幅に改定されている。

126

かつ目立つように通知を行うべき事項を定めている。
（２）
①

EU
GDPR
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

127

。

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 128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
られた」について、力の不均衡、条件性 129、粒度 130、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
127 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。
128 豪州では、個人情報保護については 1988 年連邦プライバシー法により規制されている一方
で、2017 年に消費者データ権（Consumer Data Right。企業が保有する個人情報へ安全にアクセ
スする権利を消費者に付与するもの。）が導入されている。また、OECD では、競争委員会におい
て、データポータビリティと相互運用方策の実施に関わる調査をするための討議が本年６月に行
われている。
129 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。
130 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。
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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得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され、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 131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。さらに、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。
さらに、
（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、
あらかじ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 132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、そのようなプロセ
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

131 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。
132 撤回のためだけに他のインターフェイ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法であるが、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。

128

133

奨

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 134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得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 135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が参考
になると考えられる。
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、次の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
133 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。
134 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
135 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。
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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。
ICO において推奨される通知・同意取得における工夫

出典：利用者情報 WG（第２回）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」P７

また、GDPR はプロファイリング
思決定

137

136

及び自動化された個人に関する意

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 138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）。
「自動化された個人に対する意思決定とプ
ロファイリングに関するガイドライン」139において詳細が規定されてい
136 プロファイリングは、
「自然人と関連する一定の個人的側面を評価するための、特に、当該自
然人の業務遂行能力、経済状態、健康、個人的嗜好、興味関心、信頼性、行動、位置及び移動に
関する側面を分析又は予測するための、個人データの利用によって構成される、あらゆる形式
の、個人データの自動的な取扱い」と定義されており、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）
）
。
137 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。
138 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。
139 2018 年２月６日採択
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る。
②

e プライバシー指令／e プライバシー規則案

【e プライバシー指令】
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、
拒否権の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づけた。2018 年 GDPR により同意の要件が厳格と
なった 140。
ｅプライバシー指令における、厳密必須 Cookie の該当例として、英
仏データ保護当局は、入力内容の保持、認証、セキュリティ対策、コン
テンツ提供、ネットワーク管理、ユーザの嗜好の保存を示している。他
方、ソーシャルプラグイン、ソーシャルメディアトラッキング、オンラ
イン広告、クロスデバイストラッキングは非該当となるため同意取得が
必要とされている。アクセス解析はイギリスが非該当としているが、フ
ランスはサイト内に閉じた統計化利用であれば該当としている。
同様に、同意取得方法の有効性について、チェックボックス等を操作
することなく、スクロール、別ページへの遷移をもって同意取得するこ
とは有効とは認められない、ブラウザや OS の設定のみに依拠して同意
取得を判断することは、将来的な可能性は認めつつも現状は有効とは認
められない、利用規約に含める形など個別でない形は認められない、同
意ボタンの方が拒否よりも目立つユーザインターフェースは認められ
ない、Cookie 同意をウェブサイトのアクセス条件とするいわゆる Cookie
Wall についてはケースバイケースで判断される、といった見解が示され
ている。
【e プライバシー規則案】
2017 年１月に欧州委員会が e プライバシー規則案を公表し、同年欧州
議会の委員会が議会修正案を可決した。その後 EU 閣僚理事会での議論
が難航したが、2021 年２月に 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、公表された。これを踏まえ、EU 閣僚理事会及び欧州議
会による協議等を通じて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 の特別法であり、電子通信サービス（ECS）

140 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
なし同意が不可となった。
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及び利用者の端末装置の情報の取扱いを規制している。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 Cookie 等規制」）を規定

141

している。Cookie 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 Cookie 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。
③

DSA/DMA（規則案）
【DSA】
2020 年 12 月に欧州委員会により Digital Services Act （DSA）（規
則案）が議会に提出された。2022 年４月 22 日に欧州委員会、欧州議
会、EU 理事会によるトリローグにより三者が DSA に関する暫定的政治
合意に達した

142

。オンライン・プラットフォーム及び超大規模オンラ

イン・プラットフォームに対し、事業者の規模に応じた利用者保護の
ための義務が規定されている。
全ての仲介サービスに対して、コンテンツモデレーション措置を定
めた利用規約の公開と透明性報告義務、ダークパターンの禁止が規定
された。
オンライン・プラットフォームに対しては、オンライン広告の透明
性確保（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
141 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。
142 条文は現時点で未公表であり、今後詳細にわたる調整が見込まれる。今後議会・理事会の正式
承認を経て発効する予定。
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パラメータ等を表示する義務）、ターゲティング広告の説明・同意取得、
拒否・撤回した場合のサービス利用保証、特別カテゴリー情報による
ターゲティング禁止、未成年に対するターゲティング広告禁止等が義
務として規定されている。また、レコメンダー・システムの主要パラメ
ータやサービス受領者が利用可能であるオプションについて、明確、
アクセス可能かつ容易に理解できる方法で明示するというレコメンダ
ー・システムの透明性について規定 143されている。
超大規模オンライン・プラットフォームに対しては、オンライン広
告の透明性の追加の義務（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、レコメンダ
ー・システムを利用する場合は利用規約においてパラメータ等を明確
かつアクセスしやすく理解しやすい方法で明示する義務等）、レコメン
ダー・システムに関する追加の義務（プロファイリングによらないレ
コメンダー・システム提供義務を含む）が規定されている。また、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。また、トリローグの合意により、超大規模オンライン検
索エンジンに対する義務についても規定されることとなった。
欧州委員会は、超大規模オンライン・プラットフォーム等が 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。
【DMA】
2020 年 12 月に欧州委員会により Digital Market Act（DMA）（規則
案）が議会に提出された。2022 年３月 24 日に欧州委員会、欧州議会、
EU 理事会によるトリローグにより三者が DMA に関する暫定的政治合意
に達した

144145

。オンライン仲介サービス、オンライン検索エンジン、

オンラインソーシャルネットワーキングサービス等の「コア・プラッ
トフォームサービス」を提供する、①EU 域内における過去３年間の年
間売上高が 75 億ユーロ以上、もしくは直近年度の平均時価総額が 750
143 DSA 案第 24a 条
144 “Deal on Digital Markets Act: EU rules to ensure fair competition and more choice for users”
（https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digitalmarkets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users、2022 年 3 月 24 日）、
“Digital Markets Act: Commission welcomes political agreement on rules to ensure fair and open
digital markets”（https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1978、2022 年 3
月 25 日）
145 暫定的な条文案は 2022 年 3 月 11 日に公開
（https://www.consilium.europa.eu/media/56086/st08722-xx22.pdf）されたが、最終化と翻訳が
継続中であり、さらに欧州議会と欧州理事会による採択が必要である
（https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/ict/dma_en）。
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億ユーロ以上であり、かつ３つ以上の加盟国において同じコアプラッ
トフォームサービスを提供、②直近の年度において、EU 域内の月間エ
ンドユーザ数が 4,500 万人以上かつ年間ビジネスユーザ数が１万者以
上のコアプラットフォームサービスを提供、③②の基準を過去３年度
において満たす事業者を、ゲートキーパーとして指定して規律を課す
ものである。
当該ゲートキーパーのコア・プラットフォームサービスを利用して
いる第三者サービスのエンドユーザの個人データを、オンライン広告
サービスを提供する目的で取り扱うことの禁止 146（第５条第２項(a)）、
コア・プラットフォームサービスの個人データを、当該ゲートキーパ
ーが提供する他のサービスや第三者サービスの個人データと組み合わ
せることの禁止（同項(b)）、ゲートキーパーが提供されている他のサ
ービスにおいて、コア・プラットフォームサービスの個人データを相
互利用（cross-use）すること（その逆も）の禁止（同項(c)）、個人デ
ータを組み合わせるために当該ゲートキーパーの他のサービスにエン
ドユーザをサインインさせることの禁止（同項(d)）、エンドユーザの
活動を通じて生成されたデータの効果的なポータビリティの提供（第
６条第９項）、ビジネスユーザやそのエンドユーザによるコア・プラッ
トフォームサービスの利用により生成された個人データ等への効果的
なアクセスを、当該ビジネスユーザとその認証した第三者に対して提
供すること（同条第 10 項）、メッセージングサービスの基本機能のイ
ンターオペラビリティの確保（第７条第１項）147、コア・プラットフォ
ームサービス等に適用する消費者のプロファイリングの技術について
独立した監査を受けた説明の欧州委員会への提出（第 15 条第１項）等
の規定が定められている。
④

AI 規則案
2021 年４月に欧州委員会により公開された「人工知能に関する統一の
とれたルールを定めかつ特定の法律を改正するための規則案（AI 規則案）
148

」によれば、AI システムのリスクを４段階に分類し、各段階に応じて

規制を設けることとしている。AI を利用したプロファイリングについて
146 ただし、GDPR の要件を満たす同意がある場合は例外として許される（第５条第２項）
。以
下、同項 (d)についてまで同様。
147 ゲートキーパーは、効果的なインターオペラビリティのために厳格に必要な個人データについ
ては、収集、および、メッセージングサービス事業者との交換を行うものとされ、当該収集と交
換は、GDPR 及び ePrivacy 指令上、完全に適法とされる（第７条第８項）
。
148 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down
harmonized rules on Artificial Intelligence and amending certain Union Legislative Acts
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も、次のように、分類の対象となっているものがある。
・容認できないリスク
：基本的人権を侵害するような AI システムの利用は禁止。
公的機関による一般的な目的のためのソーシャルスコアリング、
法執行を目的とした公共の場のリアルタイム遠隔生体認証、
サブリミナル技術、特定の弱みにつけ込むことで人の行動をゆが
めて身体的・心理的な影響を与える可能性のある AI システム等。
・高リスク
：市民の生活や健康を脅かすおそれがある、また安全性に問題が懸
念されるなどの場合の AI 利用。
人事の採用や信用評価、司法判断に利用されるケースについては、
特定の要件（高品質のデータセットの利用、適切な情報管理、利
用者への情報共有、人間による適切な監視措置等）を満たすこと
が求められ、適合性評価手続を実施し、CE マークを貼付する義務
がある。提供開始後もリスクや品質の管理を行う必要あり。
通行者を確認するための顔認証ツール等の遠隔生体認証。
・限定的リスク
：深刻な危険はない。
利用には透明性に関する要件を満たす必要がある。
・最小のリスク
：リスクを伴わないか、リスクがごくわずかの利用
（３）

149

。

ISO/IEC29184
ISO (the International Organization for Standardization)は、各

国 の 標準 化団 体の 世界 的 な 連 合で ある 。 2020 年 ６月 に出 版 され た
ISO/IEC29184 150（消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・選
択）において、階層的アプローチを推奨している。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 151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
149 信頼できる AI 利用を促進 〜世界に先駆けて提案された EU の規制枠組み〜
（https://eumag.jp/issues/c0821/）
150 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。通知内容として、目的の記述、
PII 管理者、PII の収集、収集方法、PII 収集のタイミングと場所、使用方法、保管 PII の位置情報
及び法的管轄権、第三者への移転、保管期間、PII 主体による関与、同意のために行った選択への
アクセスに関する情報、処理の根拠、リスク等の 16 項目について規定されている。
151 個人識別可能情報（PII：Personal Identifiable Information）
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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。
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第２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、アプリやウェブ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、個人情報保護管理者の設
置状況についてモニタ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ー等への取組状況
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
項目８ 個人情報保護管理者の設置状況

モニタリングにおける主な論点は次のとおり。


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
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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)】



位置情報などプライバシー性の高い情報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。



他アプリやウェブ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】



個人情報保護管理者に相当する役職を設置しているか。設置している場
合、当該役職の業務内容はどのようなものか。【項目８】
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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モニタリング
質問項目

※

電気通信事業者には、取得される位置情報、アプリやウェブ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。

2022 年については、このモニタリングシートに基づき、利用者情報 WG にお
いて次のとおり電気通信事業者及びプラットフォーム事業者に対してモニタ
リングを行った。モニタリングシートの詳細については、参考 11－１及び 11
－２のとおりである。
2022 年 ４月 22 日利用者情報 WG（第 11 回） NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、
楽天モバイル
５月 12 日利用者情報 WG(第 13 回） Apple、ヤフー、LINE
５月 17 日利用者情報 WG(第 14 回） Google、Meta 152

152 Meta は、2022 年５月 26 日（米国時間）に、プライバシーポリシーを改正し、同年７月 26 日
から施行することを発表した。同社へのモニタリングは、改定前のプライバシーポリシーを前提
としている。
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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
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】
① 取得される利用者情報と取得場面
② 取得した情報の加工・分析・利用
③ 利用者情報の第三者提供
④ 広告ビジネスモデルへの利用者情報の活用
⑤ 利用者情報に基づくプロファイリング・セグメント化

①

取得される利用者情報と取得場面
・ アカウント作成時や契約時等に利用者が提供する情報とともに、サー
ビス利用・閲覧を通じて自動的に収集される利用・閲覧履歴やデバイ
スに関する情報、第三者パートナーから受領する情報等が組み合わさ
れて用いられている。
・ 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
アウトの提供等をしている。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

140

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

取得した情報の加工・分析・利用
・ 各事業者により詳細については異なっているが、例えば、
-

サービス提供・維持、サービスのパーソナライズ化及び改善

-

パーソナライズ（最適化）された広告表示

-

新しいサービスやコンテンツの開発・改善、

-

認証・入力補助・セキュリティ・不正利用防止、

-

パフォーマンス測定

-

利用者とのコミュニケーション

-

統計情報の作成

等に、取得した情報が使用されている。
・ 利用者情報に基づき利用者のプロファイリングを行い、その結果も踏
まえてサービスのパーソナライズ（レコメンデーション）やターゲテ
ィング広告等に広く行われている。
③

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したりする
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。

④

広告ビジネスモデルへの利用者情報の活用
・ 広告ビジネス（ターゲティングや効果測定等）に、上記から得られる
登録情報、セグメント情報、利用履歴、コンテクスト情報、これらか
ら推定した利用者の興味・関心（パーソナライズ化・カスタマイズ）
等が用いられる場合がある。
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・ 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。
⑤

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。
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（２）
①

利用規約・プライバシーポリシーについて
利用者情報の取扱いに係るプライバシーポリシー

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。
【項目２(1)】
・ 利用者情報の取扱いに係るプライバシーポリシー
・ サービス開始前の通知公表・同意取得（導線・掲載）
・ プライバシーポリシーの変更に係る周知・同意取得
・ 利用開始後にも定期的に通知を行うなどの工夫


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。



アカウント作成時にプライバシーポリシーを示した上で同意を得よ
うとしている場合もある。この他、個人情報を利用する場合に応じた
個別の確認の機会が設けられている場合もある。



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。



変更の際には、新旧対照表等を用意している事業者もある。
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② 透明性確保のための工夫

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(2)】
・ 透明性確保のための工夫や対処（ユーザテスト実施他）
・ 同意取得や通知に当たっての具体的な工夫（階層的アプローチ、ダッ
シュボード、ジャストインタイム、アイコン等）


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やプライバシーポータル等を
設け、そこから一元的にプライバシー設定等を可能とするなどの工夫
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。
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ヤフー株式会社 「ユーザーの理解を容易にするための工夫」

プライバシーに関連する情報の具体的な取り扱いにつき、動画、
イラスト付きのYahoo! Japanプライバシーセンターで説明している。
（出所）https://privacy.yahoo.co.jp/

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及び
通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P41
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株式会社NTTドコモ 「利用者の選択の機会の内容、データポータビリティに係る事項」、
「ユーザーが同意状況を認識・確認するための工夫」

パーソナルデータダッシュボードを提供している。

（出所）https://datadashboard.front.smt.docomo.ne.jp/

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及び
通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P31

KDDI株式会社
「情報収集モジュールやタグ等の設置有無」

Webサイトの利用を通じて情報収集していることを通知し、
外部送信先ごとにデータ利用を停止する方法を通知している。
（出所）https://www.kddi.com/terms/requirements/

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及び
通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P21
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ソフトバンク株式会社

「プライバシーポリシーの変更を行う場合の手続き」

（出所）https://www.softbank.jp/help/terms/

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプラクティス
及び通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P28

③

オプトアウトやダッシュボードの導入状況

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。（オプトアウトがある場合、利用のしやすさに課題はないか）【項
目２(3)】
・ オプトアウトを設けているか（方法・対象範囲等）
・ オプトアウトをしてもサービス利用継続が可能か
・ ダッシュボード等を設けているか（方法・対象範囲等）
・ オプトアウトに関する通知事項、導線


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。
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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。

グーグル合同会社 「ユーザーが同意状況を認識・確認するための工夫」

履歴（アクティビティ）を管理するダッシュボードを提供している

（出所） https://policies.google.com/privacy#infochoices

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及
び通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P33
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④

データポータビリティ等への取組状況

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。
（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(4)】
・ データポータビリティの取組（方法・対象範囲等）
・ 対象情報、方法、提供フォーマット、提供先、相互運用性等
・ 電磁的開示請求への対応、開示方法、提供フォーマット等


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。なお、電気通信事業者は、具体的な検討を行う状態
に至っていないという見解が示された。
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Facebook Japan株式会社 「通知・公表又は同意取得の方法、利用者関与の方法」、
「利用者の選択の機会の内容、データポータビリティに係る事項」
ユーザー自身で情報の開示ができる機能を提供している。

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及
び通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P17

LINE株式会社 「通知・公表又は同意取得の方法、利用者関与の方法」、
「利用者の選択の機会の内容、データポータビリティに係る事項」
●プライバシーポリシー

●LINE Privacy Center

利用者情報の利用選択方法について記載

利用者情報の利用についての選択とその手段に言及

利用目的の通知やデータ削除はお問合せフォームを案内

実際の画面イメージで理解を促進
（出所）https://line.me/ja/terms/policy/

（出所）https://linecorp.com/ja/privacy/your_choices_your_rights/
Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及
び通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P35
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（３）

他アプリやウェブサイトを経由した情報収集
他アプリやウェブ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】
・ 他アプリやサイトを経由した情報収集の状況
・ 他アプリ提供社やサイト運営者に対する情報提供
・ 情報収集モジュールや JavaScript による外部送信
・ 上記の場合の、他アプリ提供者やサイト運営者に対する情報提供
・ 情報収集モジュールや JavaScript について、送信される情報の内容や
送信先の変更等
・ 複数の他アプリやサイトから収集した情報の管理



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、当該アプリやウェブ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ウェブ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ウェブサイトの提供者に、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 153もある。

153 広告商品利用時等に用いられるタグや情報収集モジュール等の提供者から、アプリ提供者やウ
ェブサイト管理者等に外部送信に関する情報の概要や利用者への説明、オプトアウト等につい
て、日本語で分かりやすく示して説明していくことが、必要とされる同意取得や利用者へのオプ
トアウトの機会等の提供、プライバシーポリシー等における適切な記載等を行う観点からも重要
であると指摘される。また、タグや情報収集モジュール等の提供者は、同意取得、オプトアウト
の機会等の提供やプライバシーポリシー等における適切な記載をアプリ提供者やウェブサイト管
理者等が行っているか確認をしていく必要があるとの指摘があった。
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楽天モバイル株式会社 「情報収集モジュールやタグ等の設置有無」

楽天グループ株式会社が定める「Cookieポリシー」のリンク先において、
Webサイトの利用を通じて情報収集していることにつき説明を行っている。

（出所）https://grp12.ias.rakuten.co.jp/optout/

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及び
通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P22
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（４）

他社へのデータ提供他社との連携の状況
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】
・ 他社に対するデータ提供の状況
・ 他社との連携、留意点（利用者説明、安全管理等）



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）

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】
・サードパーティによる情報取得に関する方針
・クッキーの代替手段の情報取得の動きへの考え方
・Topics の導入目的、設計、説明（※Google）


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
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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

154

が

あった。


様々な形でクロスサイト等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にある。また、広告サ
ービスを利用するウェブ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
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と考えられる。

近年、異なるウェブサイト間で収集されるデータの収集と使用を制限
する方向での動きが多くあるとの指摘がある（例えば、Apple は
Safari における Cookie 利用を制限し、Google も 2023 年に Third
Party Cookie を段階的に廃止する方向である）。

154 例えば、Meta 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。
155 実際にどのような対応が行われているかプラットフォーム事業者において確認していないこと
が問題ではないかとの指摘があった。
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（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】
・ アプリ提供マーケットにおける SPI に関する取組
・ アプリ提供者に対する働きかけ



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）に義務づけを
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
リシーに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、利用目的でデータ
の用途を十分説明すること、ユーザ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。



自社開発アプリについても、社内マニュアル等により SPI への準拠等
の取組みを進めている事例がある。
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（７）

PIA 156・アウトカムについて
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】
・ PIA の導入状況
・ 利用者情報の取扱いに関するアウトカムに係る検討
・ 利用者に PIA の結果やアウトカムを説明しているか



PIA の実施状況については、大半の事業者が何らかの形で行っている
と回答があった。新たな製品・サービス開発時等に社内基準等に基づ
き PIA が行われている場合が多い。



PIA の基準や結果等が公表されていない場合も多く、そのような場合
には具体的にどのようなプライバシーへの影響について考慮された
のか外部からは判断できないとの指摘があった。

156 PIA(Privacy Impact Assessment、個人情報保護評価)：個人情報保護委員会が 2021 年６月 30
日に公表した「PIA の取組の促進について－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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（８）

個人情報保護管理者の設置状況

個人情報保護管理者に相当する役職を設置しているか。設置している
場合、当該役職の業務内容はどのようなものか。【項目８】
・ 設置状況
・ 名称等
・ 業務内容


データ/個人情報保護管理責任者、最高プライバシー/最高情報セキ
ュリティ・責任者等が置かれている場合が多い。
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（９）

全体を通じて
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）。
特に、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。
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得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

157

であると考えられる。

157 モニタリングの際の質問項目等について一定の連続性を維持した上で必要に応じ更新を行い、
これを事業者に予め示しておくことが有用であるとの指摘があった。今後、デジタルプラットフ
ォーム取引透明化法に基づきデジタル広告市場の特定デジタルプラットフォーム提供者として指
定された事業者に対するモニタリング・レビューが行われる際には、P122 にもあるように「課題
➉[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」の対応部分については、電
気通信事業 GL に基づく本モニタリングの実施と連携することが予定される。
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情報収集モジュールの状況

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－１「利用者情報に関する技術動向及び業界団体による自
主ルール等の状況」より総務省作成
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第３章
１

今後の取組の方向性

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みてきたように、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事業 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章でみてきたように、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が含まれる可能性もある。さ
らに、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サイト等で取得・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得る意思決定に
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・アウトカムをあらかじ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。また、このような利用者情報の取扱いが社会へ様々な
影響を与える可能性も指摘される
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。

このような情勢等も踏まえ、各国はクロスサイト等の情報の取扱いに
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
取扱いや本人の合理的な期待を超える取扱い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

158 利用者情報を活用したターゲティング技術の悪用による問題については、P85「⑤利用者情報
を活用した情報配信への対応」を参照。
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ための透明性確保や報告・公表義務を課すこと等の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、
グローバルな規制状況や我が国の国内の利用者向けに電気通信役務を
提供する国外に拠点を置く事業者に対しても、国内事業者と同様に電気
通信事業法の規律が適用されることが明確になったことなども踏まえ
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 Cookie 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。
特に第１章及び第２章でもみたように、異なるアプリやウェブサイト
を通じた横断的な利用者情報の取得・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
ない中での利用者情報の取得・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あると考えられる。また、様々な機会
を通じて取得した利用者情報について、何らかの 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
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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

159

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。
さらに、第１章でも指摘されたようにプロファイリング

160

の有無や情

報利用による利用者へ与え得る影響（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。特に利用者が受け得る
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在り方
第２章でみたように、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章でもみたように、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
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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
159 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。
160 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。
161 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
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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、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 162がある。
【参考：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

163

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：利用者情報 WG（第２回）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」

162 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。
163 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。
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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

出典：利用者情報 WG（第２回）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」P11

上記に挙げられる通知・同意取得に当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、利用者全体の約 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、利用者全体の約 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）は約 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
用者全体の約 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。
さらに、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、利用者全体の約 67%が「利用した
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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。
利用者の理解や安心に資すると思われる事業者の取組の検証結果

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベストプ
ラクティス及び通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」P63

また、①プライバシーポリシーとは別に分かりやすいユーザガイドを
提供、②過去のプライバシーポリシーを確認、③同意状況を一覧化し
必要に応じて撤回するダッシュボードを提供、④ユーザ自身により開示
手続きが取れる機能等は、半分以上の利用者が利用したい・機能等が提
供されることで企業を信用できると回答した。特に自己効力感が高く抵
抗感が強い利用者に高い効果があった。

166

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベ
ストプラクティス及び通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」
より事務局作成

出典：利用者情報 WG（第 12 回）資料１－２「プライバシーポリシー等のベ
ストプラクティス及び通知同意取得方法に関するユーザー調査結果」
より事務局作成

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。
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 164のよう
164 ISO/IEC29184 付属書（第２部第１章３「
（３）ISO/IEC29184」を参照。
）
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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。また、利用者が十分な情報を得た上で意思決定を行うこと
を可能とすることが重要であり、これをゆがめるようないわゆるダーク
パターン

165166

とならないように十分な注意が求められる。

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。

165 DSA においても、ダークパターン規制が欧州議会修正案として追加されている。例えば、い
ずれかの同意の選択肢をより視覚的に目立たせたり、利用者が既に選択した後に変更を促した
り、サービスの終了手続きをサインアップより著しく面倒にすること等が挙げられる。
166 2021 年 10 月、FTC はダークパターンによって、消費者をサブスクリプション契約に留めさ
せる企業に対して警告を行うためのポリシーステートメントを発行している。
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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・電気通信事業 GL 等を踏まえた対応
本研究会において、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得る
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
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。

このような通信サービスの利用に関わる利用者端末情報
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とそれに紐

づく情報の保護については、
「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、情
報通信が我が国の経済・社会活動、国民生活の基盤として重要な役割を果
たすようになりつつあることを踏まえ、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
ー保護を電気通信事業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えられる。
このため、2021 年９月に発表された中間とりまとめにおいて、
「適切な
167 本研究会中間報告書（2019 年 4 月）P27
168 端末に保存された利用者情報（脚注 62 参照）であって、通信サービスの利用に関わるもの。
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、個人情報保護法による第三者提供規制がかかる。
個人データとしての取得が想定される場面以外では同法の規制は適用されないため、そのような
利用者端末情報の取得・提供等については、規制のない状態になっていると指摘される。
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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、同 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。」として電気通信事業 GL の改正の
方向性が示され、利用者情報 WG においてこの方向性を踏まえた電気通信
事業 GL 改正案の検討が進められ、パブリックコメントを経て、2022 年４
月から改正後の電気通信事業 GL が施行されている。その際、個人情報保
護委員会と総務省の共管となった。また、2022 年４月～５月には、第二
章に記載したように改正された電気通信事業 GL を踏まえた最初のモニタ
リングが実施された。
また、中間とりまとめにおいて「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
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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国内外事業者に対
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
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も踏まえ、電気通信事業法等における規律の内容・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 171 172」と記載され、電気通信事業法
等における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位
置づけられた。
2021 年５月から電気通信サービスを提供する者によるデータの取扱い
やサイバーセキュリティ対策に係るガバナンス確保の今後の在り方につ
いて「電気通信事業ガバナンス検討会」において検討が行われていたこと
169 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との指摘があった。
170 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。
171 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。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。ま
た、ゆるやかな法規制をかけ、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。
172 「通信関連プライバシー」は、電気通信事業分野で特に求められるものであり、利用者が最も
コントロールしにくい部分についてルール形成が必要である、利用者保護の観点から立法化につ
いて前向きに取り組むべきではないかとの指摘があった。 e プライバシー規則案を踏まえて制度
化に関する検討を進めるべきではないか、モニタリングをしてから法改正を検討するのでは少し
弱いのではないか等の指摘があった。
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から、この中間とりまとめ（案）の内容について 2021 年８月に同検討会
に報告を行い、また、2021 年 12 月にも利用者情報 WG における検討結果
を同検討会に報告を行った。電気通信事業ガバナンス検討会において、多
数のヒアリング等を行い幅広い関係者から意見を伺いながら検討を進め、
パブリックコメントも経て 2022 年２月に「電気通信事業ガバナンス検討
会報告書」がとりまとめられた。この報告書の内容を踏まえ、2022 年３
月に電気通信事業法の一部を改正する法律案が国会に提出され、2022 年
６月に成立した。
電気通信事業法において新たに規律された電気通信サービスを提供す
る者によるデータの取扱いに関する内容は、特定利用者情報の規律に関
するもの 173と、外部送信規律に関するものである。このうち、外部送信規
律については、電気通信事業者又は第三号事業を営む者が利用者に対し
電気通信役務を提供する際に、利用者の電気通信設備を送信先とする情
報の外部送信を指令する通信を行おうとするときは、当該通信によって
送信されることとなる当該利用者に関する情報を①総務省令で定めると
ころにより当該利用者に通知又は容易に知り得る状態に置く、②同意を
取得、③オプトアウトのいずれかの措置をとることを義務づけるもので
あり、利用者に関する情報の外部送信について、利用者が確認の機会を得
ることを可能とするものである。
利用者に関する情報の外部送信の際に講じるべき措置

173 利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、特定利用
者情報に関する取扱規程の策定、取扱方針の公表、取扱状況の評価、情報統括管理者の選任等を
求めるもの。
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利用者に関する情報の外部送信に係る規律の概要【電気通信事業法第 27 条の 12】

2022 年６月に成立した電気通信事業法の一部を改正する法律（令和４
年法律第 70 号）に基づき、ウェブサイト運営事業者やアプリケーション
提供事業者が利用者の閲覧履歴等の情報を第三者のサーバ等に送信する
プログラム等の送信を行う際に、利用者に確認の機会を付与することを
求める外部送信規律の施行に向けて、官民連携して検討を推進していく
ことが重要である。
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外部送信規律について定めた電気通信事業法第 27 条の 12174において、
総務省令で定めることとされている事項は、次の５点である。これらが施
行に向けて検討が必要とされる５つの論点であると考えられる。
論点１【電気通信事業法第 27 条の 12 柱書き】
内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の影響に及ぼす
影響が少なくない電気通信役務
論点２【電気通信事業法第 27 条の 12 柱書き】
利用者に通知し又は容易に知り得る状態に置く際に満たすべき要件
論点３【電気通信事業法第 27 条の 12 柱書き】
利用者に通知し又は容易に知り得る状態に置くべき事項
論点４【電気通信事業法第 27 条の 12 第４号ロ】
オプトアウト措置の際に利用者が容易に知り得る状態に置く事項
論点５【電気通信事業法第 27 条の 12 第１号】
利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要な情報

174 （情報送信指令通信に係る通知等）
第二十七条の十二 電気通信事業者又は第三号事業を営む者（内容、利用者の範囲及び利用状況を
勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提
供する者に限る。）は、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設
備を送信先とする情報送信指令通信（利用者の電気通信設備が有する情報送信機能（利用者の電
気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信す
る機能をいう。以下この条において同じ。
）を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。以下
この条において同じ。
）を行おうとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当
該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる当該利用者に関する
情報の内容、当該情報の送信先となる電気通信設備その他の総務省令で定める事項を当該利用者
に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。ただし、当該情報が
次に掲げるものである場合は、この限りでない。
一 当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像
面に適正に表示するために必要な情報その他の利用者が電気通信役務を利用する際に送信をする
ことが必要なものとして総務省令で定める情報
二 当該電気通信事業者又は第三号事業を営む者が当該利用者に対し当該電気通信役務を提供し
た際に当該利用者の電気通信設備に送信した識別符号（電気通信事業者又は第三号事業を営む者
が、電気通信役務の提供に際し、利用者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、
記号その他の符号をいう。）であつて、当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により当
該電気通信事業者又は第三号事業を営む者の電気通信設備を送信先として送信されることとなる
もの
三 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信先の電気通信設備に送信される
ことについて当該利用者が同意している情報
四 当該情報送信指令通信が次のいずれにも該当する場合には、当該利用者がイに規定する措置
の適用を求めていない情報
イ 利用者の求めに応じて次のいずれかに掲げる行為を停止する措置を講じていること。
⑴ 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により行われる利用者に関する情報の送信
(2) 当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信された利用者に関する情報の利用
ロ イに規定する措置、当該措置に係る利用者の求めを受け付ける方法その他の総務省令で定める
事項について利用者が容易に知り得る状態に置いていること。
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論点１の「内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益
に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」については、対象となる電気
通信役務の「内容」、電気通信役務の「利用者の範囲」、電気通信役務の
「利用状況」をそれぞれ検討する必要がある。
電気通信役務の「内容」として、例えば次が該当すると考えられる。
・登録・届出対象となる電気通信役務である、固定・携帯電話、イン
ターネット接続サービス、利用者間のメッセージ媒介サービス
・登録・届出対象不要の電気通信役務のうち、オンライン検索サービ
ス、ＳＮＳ・電子掲示板・動画共有サービス、オンラインショッピ
ングモール
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、各種情報のオンライン提供（例：ニュース配信、気

象情報配信、動画配信、地図等）
電気通信役務の「利用者の範囲」としては、現段階においては、ウ
ェブサイトを通じた電気通信役務を利用する利用者やアプリケーシ
ョンを通じた電気通信役務を利用する利用者が想定される。
利用者の利益に及ぼす影響が少ないと認められる利用状況がどの
ようなものであるか、内容、利用者の範囲、利用状況を勘案して今後
適切に判断していく必要がある。この際、利用者の利益に及ぼす影響
について、リスクベース、アウトカムベースで検討
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することが望ま

しいとの意見が多くあった。
論点２の「利用者に通知し又は容易に知り得る状態に置く際に満たす
べき要件」については、「共通的に満たすべきと考えられる要件」、「特
に通知する際に満たすべきと考えられる要件」、
「特に容易に知り得る状
態に置く際に満たすべき要件」をそれぞれ検討する必要がある。
共通的に満たすべきと考えられる要件としては、
・日本語で記載する、専門用語を避ける、平易な表現を用いる。
・階層化等により最初に表示される画面は要点を端的に示すものと
する（原則としてスクロールしない程度の分量、適切な文字サイ
ズ）。
・送信先ごとに送信される情報の内容及び利用目的が分かるように
175 これらに付随した「メッセージ媒介サービス」は届出事業となる。
176 利用者が少ないことが直ちにリスクが少ないことにつながらないのではないか、将来的に成長
が見込まれるサービスは最初からプライバシーにも配慮した説明や設計が求められるのではない
かとの意見があった。
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する。
等が考えられる。
特に、通知する際に満たすべきと考えられる要件としては、
・情報送信指令通信が行われる際に、通知すべき事項又は当該事項を
表示したウェブページの所在に関する情報（URL 等）をポップアッ
プ等により能動的に通知する。
・階層化等により追加的に表示する情報がある場合は、当該情報の表
示を希望する利用者が該当情報が表示された場所に容易にたどり
着くことができるようにする。
・又は、上記と同等以上に利用者が認識し理解しやすい形で、通知す
べき事項を表示する。
等が考えられる。
特に、容易に知り得る状況に置く際に満たすべきと考えられる要件 177
としては、
・ホームページ（トップページ）、情報送信指令通信を行うウェブペー
ジ又はこれらから１回の操作で到達できるウェブページにおいて
容易に知り得る状態に置くべき事項を表示 178する。
・アプリケーションの起動前、当該アプリケーションの起動後最初に
表示される画面又はそこから１回の操作で到達できる場所におい
て、容易に知り得る状態に置くべき事項を表示する。
・階層化等により追加的に表示する情報がある場合は、当該情報の表
示を希望する利用者が該当情報が表示された場所に容易にたどり
着くことができるようにする。
・又は、上記と同等以上に利用者が認識し理解しやすい形で、利用者
が容易に知り得る状態に置くべき事項を表示する。
等が考えられる。
論点３の「利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置く
べき事項」については、利用者に認識させるべき事項について定めるも
のである。法定された「送信されることとなる当該利用者に関する情報
177 Web サイト上のタグや情報収集モジュールによって「閲覧先と異なるアクセス」や「それによ
る情報取得」が起きていることについて認識している者は全体の３割程度であるとの調査結果等
も踏まえると、認識をしていない者でも確認ができるようにポップアップ等のプッシュ型の手法
も活用して利用者が認識できるような工夫を行うことが望ましいとの指摘があった。
178 １回の操作で到達できるウェブページで表示する場合、ホームページ及び情報送信指令通信を
行うウェブページにおいて接続先（アクセス先）を明示することが考えられる。
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の内容」、「当該情報の送信先」の内容を検討するとともに、「その他総
務省令で定める事項」として定めるべきものを検討する必要がある。
送信されることとなる利用者に関する情報の内容としては、送信され
る利用者に関する情報の項目を一覧にして示すことが考えられる。
利用者に関する情報の送信先としては、当該電気通信設備を設置又は
これを用いて利用者情報の送信を受けてこれを取り扱う者（情報の取扱
いの責任主体）の氏名・名称等を示すことが考えられる。
その他総務省令で定める事項としては、送信されることとなる利用者
に関する情報の送信先における利用目的

179

（第三者提供等のその他参

考となる事項を含む。）、オプトアウト措置その他利用者の関与の方法等
が考えられる。
論点４の「オプトアウト措置の際に利用者が容易に知り得る状態に置
く事項」については、オプトアウト措置をとる際に利用者に認識させる
べき事項について定めるものである。
共通的に満たすべきと考えられる要件としては、
・日本語で記載する、専門用語を避ける、平易な表現を用いる。
・利用者が内容を容易に理解し、オプトアウト措置の手続を容易に行
うことができる。
・階層化等を用いる場合を含め、最初に表示される画面は要点を端的
に示すものとし、利用者がオプトアウト措置に関する説明等を容易
に読むことができるようにする。
等が考えられる。
特に、オプトアウト措置を講じていることを示す際に満たすべきと考
えられる要件

180

としては、

・情報送信指令通信が行われる際に、通知すべき事項又は当該事項を
表示したウェブページの所在に関する情報（URL 等）をポップアッ
プ等により能動的に通知する。
・ホームページ（トップページ）、情報送信指令通信を行うウェブペー
ジ又はこれらから１回の操作で到達できるウェブページにおいて

179 原則は送信先における利用目的を記載するものの、情報提供指令通信の送信元が送信先に委託
した場合等は送信元の意図する目的を記載することが適切な場合もあるとの指摘があった。
180 利用者の認知度が低い段階においては、ポップアップ等のプッシュ型の手法も活用して利用者
が認識できるような工夫を行うことが望ましいとの指摘があった。
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容易に知り得る状態に置くべき事項を表示 181する。
・アプリケーションの起動前、当該アプリケーションの起動後最初に
表示される画面又はそこから１回の操作で到達できる場所におい
て、容易に知り得る状態に置くべき事項を表示する。
・又は、上記と同等以上に利用者が認識し理解しやすい形で、利用者
が容易に知り得る状態に置くべき事項を表示する。
等が考えられる。
また、利用者の求めを受け付ける方法としては、メール、専用のフォ
ームへの入力、ダッシュボードによる操作やこれと同等以上に利用者が
認識し理解しやすい形で受け付けることが考えられる。
その他、オプトアウト措置をとる際に利用者に認識させるべきものと
して総務省令で定める事項としては、オプトアウト措置の内容、送信さ
れることとなる利用者に関する情報の項目、利用者に関する情報の送信
先、送信されることとなる利用者に関する情報の送信先における利用目
的等が考えられる。
論点５の「利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必
要な情報」については、措置を取ることを不要とする情報として、利用
者が電気通信役務を利用する際に送信することが必要と位置づけられ
る情報を定めるものである。
法定の「符号、音響又は画像を端末上に適正に表示するために必要な
情報」としては、OS 情報、画面設定情報、言語設定情報等が考えられる。
この他にも、電気通信役務を利用する際に送信することが必要な情報
として措置を取ることを不要とする情報として、入力をした情報の保持
等に必要な情報、認証に必要な情報、セキュリティ対策に必要な情報、
ネットワーク管理に必要な情報等が考えられる 182。
なお、総務省令で定めることとされている事項ではないが、第 27 条
の 12 に基づき行われる「同意取得」が想定されることから、どのよう
な形で同意取得を行うことが適当であるか、要件や望ましい手法等につ

181 １回の操作で到達できるウェブページで表示する場合、ホームページ及び情報送信指令通信を
行うウェブページにおいて接続先（アクセス先）を明示することが考えられる。
182 これらの電気通信役務を利用する際に送信することが必要な情報が、これらの電気通信役務を
利用するために必要とされる目的のために用いられた場合に限られる。同じ情報であっても、電
気通信役務を利用する際に必要とされない別の目的のために用いられる場合は対象とするべきで
はないとの指摘が複数あった。
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いて、電気通信事業 GL 等において示していくことが考えられる 183。

183 望ましい同意取得の要件についても検討を行い電気通信事業 GL 等において示していくべきだ
との意見が複数あった。また、利用者が十分な情報を得た上で意思決定を行うことを可能とする
ことが重要であり、利用者を誘導したり、誤認させたりするいわゆるダークパターンとならない
観点からも注意が必要であるとの指摘があった。
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以上のような方向性を踏まえ、施行準備に向けて、電気通信事業法施
行規則や電気通信事業 GL に関する検討を進めた上で、適切に制度に基
づく対応が行われることが期待される。
なお、今後、満たすべき要件や望ましい方法については電気通信事業
法施行規則や電気通信事業 GL 等において示されることとなるが、その
際に各サービスや利用者の特性に応じて最新の技術や工夫も取り入れ
られるように、利用者がより認識し理解しやすい方法と認められるもの
については柔軟に取り入れられるような仕組みとすることが望ましい。
また、事業者や事業者団体における取組状況や利用者や消費者団体等の
意見も踏まえた上で、具体的な取組事例等について収集し公表していく
ことも検討することが期待される。
（２）

官民連携した取組の推進
外部送信の規律の施行に向けて、関係する事業者・事業者団体や利用

者・消費者団体などの意見をオープンに聞きながら、官民連携して検討を
推進していくことが適当である。
外部送信の規律の対象となる、ウェブページやアプリケーションを通
じた電気通信役務を利用者が安心して使える環境を確保しつつ、電気通
信事業者や第三号事業を営む者によるイノベーションについても促すよ
うに、利用者側及び事業者側の双方の視点を踏まえ、相互に共通認識を得
ていくことが重要である。
特に、この官民連携を通じて、通知又は容易に知り得る状態やオプトア
ウト等のベストプラクティス等について把握し、電気通信事業 GL 及びそ
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の解説からも参照可能とすることが考えられる。また、事業者団体・経済
団体等とも連携しながら、本規律の対象となる者に対応方法を周知する
とともに、規律対象とならない者に対しても利用者に関する情報が外部
送信される際に利用者に確認の機会を付与する方法のベストプラクティ
スについて共有し広めていくことは有用である。
また、利用者側が、外部送信に関する確認の機会について理解しこれを
活用することができるように、利用者・消費者団体と事業者・事業者団体
が対話を重ねるとともに、外部送信の仕組みや確認の方法等についても
情報を発信していくことが期待される。
本規律への施行状況等についてモニタリングを継続した上で、官民連携
しベストプラクティスを把握しこれを幅広く広めるとともに、課題につい
ても把握し、それに対して必要な対応を継続的に検討していくこととする。
（３）

定期的なモニタリングの実施
2022 年４月に施行された電気通信事業 GL 及びその解説に記載された

モニタリング事項を踏まえ、その遵守状況や事業者の自主的な取組の状
況を定期的にモニタリングする。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、その履行状況を政府が定期的にモ
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

184

。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を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や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。
さらに、このような、利用者へ与え得る影響（アウトカム）を検討する
観点からも、PIA やリスク分析・評価を実施することも有用であると考え

184 リスクベースで大規模プラットフォーム事業者や移動通信事業者など利用者への影響が大きい
事業者を重点的にモニタリングすることを検討する。
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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 185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、情報漏えい等の防止のために安全管理措置を取ることが必要不可欠
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。
また、今後の制度見直しなどにも資するように、外部送信の規律の導入
の動向についてもモニタリングを行うことが適当である。さらに、プロフ
ァイリングの状況等についてもモニタリングを行うことを検討していく
ことが適当である。
（４）

専門的な知見の蓄積と発信の重要性
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。
また、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。
本第二次とりまとめにおいて利用者情報 WG の検討結果を踏まえ把握さ
れた事項についてとりまとめた。今後も、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。電気通信
サービスの利用者の位置情報についても、多様な取得方法の動向やその
取扱いの在り方なども含め、継続的に専門的知見を集めていくことが望
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。

185 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）
①

利用者の理解促進・外部レビュー
利用者の理解促進に向けた取組
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とともに利用者の権利を保護するた
めの注意喚起を行う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
全体としての取組が進展することが期待される。
また、利用者側にとっても、個々の情報の取扱いについて通知・公表
や同意を受けるだけではなく、各事業者が利用者情報を適切に取り扱う
観点から企業全体としてどのような考え方によりどこまで取り組んで
いるか、今後どのように取り組んでいく予定であるかといった企業の取
組姿勢について理解できることは、当該企業に対する信頼醸成につなが
るものと考えられる 186。業界としての自主ルール等がある場合には、経
済団体や業界団体等において利用者に向けて分かりやすく説明し理解
を得ていくことも信頼醸成につながるものと考えられる。

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

186 「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 ver1.2」においても、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に対して積極的に説明
責任を果たし、社会からの信頼を獲得することが必要であるとされ、経営者は、プライバシー問
題の向き合い方について、経営戦略と捉えることで、企業価値向上につながると指摘されてい
る。
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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法人、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
有用

188

187

。このような取組が我が国においても行われていくことも

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を促し競争力を向上させ
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

187 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。
188 利用者・消費者の立場に立った外部レビューが推進されることが望ましいと考えられるが、そ
のために消費者団体等により多くの情報や体制が確保されることが重要との指摘があった。
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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
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

189

（第 26 回）(2021 年２

月)及び日 EU・ICT 戦略ワークショップ 190(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）案及びデジタル市場法（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ム事業者への懸念が日 EU
で共有され引き続き意見交換を継続
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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

192

。また、日

EU・ICT 政策対話（第 27 回）
（2022 年２月）及び日 EU・ICT 戦略ワークシ
ョップ（第 12 回）
（2021 年 11 月）及び（第 13 回）
（2022 年４月）の場に
おいて、日本側からは中間とりまとめについて紹介し EU 側からは、
Digital Services Act(DSA: デジタルサービス法)及び Digital Market
Act(DMA: デジタル市場法)の概要や欧州内での議論状況等について紹介
があった。
二国間の間では、日独 ICT 政策対話 193（第５回）
（2021 年３月）におい
て、令和２年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
取組について説明があった。日独 ICT 政策対話（第６回）（2022 年３月）
において、日本側から利用者情報の取扱いに関する政策動向を紹介した。
189 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
190 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
191 「日 EU・ICT 政策対話（第 26 回）の結果」
（2021 年 2 月 26 日総務省報道発表）
192 「日 EU・ICT 戦略ワークショップ（第 11 回）の結果」
（2021 年 4 月 20 日総務省報道発表資
料）
193 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
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また、日仏 ICT 政策協議 194（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。
インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話（政府間会合）
（第 12 回）
（2021 年 11 月）を実施し、日本側からは中間とりまとめにつ
いて紹介し米国側と問題意識を共有し意見交換を行った。
2022 年５月には、金子総務大臣が欧州委員会ヴェステアー上級副委員
長及びブルトン委員、英国 DCMS ナディーン・ドリーズ大臣と会談し、デ
ジタル空間における利用者保護について意見交換を行い、協力関係の深
化を図る方針を確認した。また、2022 年５月には G7 デジタル大臣会合が
開催され、G7 デジタル大臣宣言 195が採択された。
今後、本第二次とりまとめの内容なども踏まえ、このような対話を積み
重ねて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
タリング等の取組を進める

196

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、さらに、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

197

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。

194 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
195 既存の国際的及び多国間フォーラムを通じて、プラットフォーム規制及びその実施に関するも
のを含むデジタル競争に関する問題についての協力を更に深めることが決定されている。また、
「信頼性のある自由なデータ流通」
（DFFT）が、イノベーション、繁栄、民主主義的価値を支え
るものであることを認識し、機会を活用し、特にセキュリティ、プライバシー、データ保護及び
知的財産権の保護に関連して生じる課題に対処するために、引き続き協力するとされている。
196 国際的に技術的な知見やモニタリングのプラクティスの共有等を行うことも有用であると考え
られる。
197 2011 年に国際連合人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則：保護、尊重及び救済の
枠組みにかかる指導原則」が作られ、人権デュー・ディリジェンス（人権への影響の特定、予
防、軽減、対象方法について説明するための、企業による一連の流れ）の実施が原則に掲げられ
ている。
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おわりに
本二次とりまとめ（案）は、誹謗中傷や偽情報を含む違法・有害情報対策に関し
て、緊急提言・政策パッケージ・2021 年９月の本研究会の中間とりまとめを受けて
実施された各ステークホルダーによる対策に関するモニタリング結果を踏まえ、今
後に向けた具体的な方向性を示したものである。
また、利用者情報の適切な取扱いに関しても、2021 年９月の本研究会の中間とり
まとめを踏まえ利用者情報 WG において電気通信事業 GL の改正案の検討、当該 GL
に基づくモニタリングの実施と結果とりまとめ、2022 年６月に成立した改正電気通
信事業法の外部送信規律に係る施行準備に向けた検討等を踏まえ、今後に向けた具
体的な方向性を示したものである。
本第二次とりまとめ（案）において示した提言事項については、プラットフォー
ムサービスの普及・拡大に伴う急速な環境変化に迅速かつ適切に対応する観点から、
産学官民の各ステークホルダーにおいて、速やかに取組を進めていくことが適当で
ある。
特に、プラットフォーム事業者においては、提言内容や利用者からの期待を踏ま
えて、その影響力の大きさに相応した役割を適切に果たすことが期待される。
総務省においては、誹謗中傷及び偽情報を含む違法・有害情報対策及び利用者情
報の適切な取扱いの確保に関して、それぞれのプラットフォーム事業者等の取組に
ついて、継続的なモニタリングを行うことが適当である。
特に、違法有害情報対策については、プラットフォーム事業者による取組に関す
る透明性・アカウンタビリティの確保方策に関する行動規範の策定及び遵守の求め
や法的枠組みの導入等の行政からの一定の関与について、速やかに具体化すること
が必要である。
また、利用者情報の適切な取扱いの確保については、外部送信規律に係る施行準
備に向けた官民連携した検討やモニタリング結果を踏まえ必要とされる制度見直
しを含めた検討について継続的に行っていくことが適当である。
さらに、国家権力によるインターネットの情報流通空間への過度な介入は、情報
の自由な流通と多様性を失わせるものである。こうしたリスクを抑制するためには、
インターネットへのアクセスの確保や信頼性のある自由な情報流通、すなわち、
Data Free Flow with Trust が確保され、利用者がインターネットとそこに流通す
る情報を安心・信頼して受領する環境が不可欠である。表現の自由や通信の秘密が
守られ自由で開かれたインターネットが、グローバルな認識共有が図られながら維
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持されていくことは、事実に基づく状況認識やそれに対する言論、民主主義の基盤
を確保していく観点から極めて重要である。
総務省においては、今後ともプラットフォームサービスを巡る市場動向が電気通
信分野に及ぼす影響や環境変化、さらには国際動向を注視するとともに、必要に応
じて、政策対応の在り方について不断の見直しを行い、利用者が安心・信頼してプ
ラットフォームサービス及び電気通信サービスを利用できるよう努めていくこと
が適当である。
以上
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参考資料集
第１部 誹謗中傷や偽情報を含む違法・有害情報への対応について
参考１

プラットフォームサービスに関する研究会

構成員等名簿

参考２

プラットフォームサービスに関する研究会

開催状況

参考３

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内

参考４

違法・有害情報への取組に関する透明性・アカウンタビリティ確保に係る
各国政策の比較

参考５

コンテンツモデレーションにおける透明性と説明責任に関するサンタクラ
ラ原則

参考６－１

誹謗中傷等への対策状況
ける主な項目の比較

参考６－２

偽情報等への対策状況
ける主な項目の比較

第２部

ヒアリングシート（2022 年３月７日）回答にお

ヒアリングシート（2022 年３月 28 日）回答にお

利用者情報の適切な取扱いの確保について

参考７

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 構成員等名簿

参考８

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 開催状況

参考９

海外動向関連参考資料

参考 10

訪問先とは異なるドメインへの通信を発生させている情報収集モジュール
やタグ検出数 TOP100

参考 11－１

電気通信事業者における利用者情報の取扱い状況
答（2022 年）における項目の比較

参考 11－２

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
シート回答（2022 年）における項目の比較
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モニタリングシート回

モニタリング

第１部

誹謗中傷や偽情報を含む違法・有害情報への対応について
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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

構成員等名簿
（敬称略・五十音順）

【構成員】
生貝

直人

一橋大学大学院

法学研究科

准教授

大谷

和子

株式会社日本総合研究所

木村

たま代

主婦連合会

崎村

夏彦

東京デジタルアイディアーズ

（座長）宍戸

常寿

東京大学大学院

（座長代理）新保

史生

慶應義塾大学

総合政策学部

教授

手塚

悟

慶應義塾大学

環境情報学部

教授

寺田

眞治

一般財団法人日本情報経済社会推進協会

松村

敏弘

東京大学

宮内

宏

宮内・水町 IT 法律事務所

森

亮二

英知法律事務所

弁護士

山口

いつ子

東京大学大学院

情報学環

山本

龍彦

慶應義塾大学大学院

執行役員

法務部長

事務局長
主席研究員

法学政治学研究科

社会科学研究所

教授
弁護士

教授

法務研究科

【オブザーバー】
個人情報保護委員会事務局
法務省人権擁護局
一般財団法人マルチメディア振興センター

190

教授

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
審議経過
会合

開催日

第 19 回

令和２年
７月２日

第 20 回

令和２年
８月３日

第 21 回
第 22 回

令和２年
11 月５日
令和２年
12 月４日

第 23 回

令和２年
２月 25 日

第 24 回

令和３年
３月 17 日

第 25 回

令和３年
３月 30 日

第 26 回

令和３年
４月 12 日

第 27 回

令和３年
５月 13 日

第 28 回

令和３年
６月 10 日

第 29 回

令和３年
７月 14 日

主な内容
（１）開催の経緯（事務局）
（２）事業者団体ヒアリング（セーファーインターネット協会、ソーシャ
ルメディア利用環境整備機構）
（３）誹謗中傷等への対策状況に関する事業者ヒアリング
（ヤフー、Facebook、Google、LINE、Twitter）
（４）インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方について（事務局）
（５）意見交換
（１）意見募集の結果等
（２）緊急提言（案）について
（３）意見交換
（１）今後の検討の進め方
（２）利用者情報の適切な取扱いの確保に向けて
（１）利用者情報の適切な取扱いの確保に向けて
（１）誹謗中傷等への対策状況に関する事業者ヒアリング
（ヤフー、Facebook、Google、LINE、Twitter）
（２）誹謗中傷等への対策状況に関する事業者団体ヒアリング（セーファ
ーインターネット協会、ソーシャルメディア利用環境整備機構）
（３）政策パッケージの進捗状況について
（４）違法・有害情報相談センターに寄せられている相談状況および関連
機関との連携について
（５）法務省の人権擁護機関による削除要請と削除対応率について
（１）インターネット上の違法・有害情報を巡る諸外国の動向について
（２）誹謗中傷等に対する取組の検証・評価について
（１）フェイクニュースや偽情報への対策状況に関する事業者ヒアリング
（ヤフー、Facebook、Google、Twitter）
（２）フェイクニュースや偽情報への対策状況に関する事業者団体ヒアリ
ング（セーファーインターネット協会）
（３）米国大統領選挙でのプラットフォーマーの取組について
（４）フェイクニュースや偽情報等に対する取組についてのフォローアッ
プに関する主な視点
（１）「フェイクニュース」に関するアンケート調査結果について
（２）誹謗中傷やフェイクニュースの拡散メカニズムについて
（１）フェイクニュースや偽情報への対策状況に関する事業者ヒアリング
（LINE）
（２）日本や海外におけるファクトチェックの取組について
（３）諸外国におけるファクトチェックの取組について
（４）フェイクニュース生成・拡散のメカニズム
（１）プラットフォームサービスに係る違法・有害情報（誹謗中傷、偽情
報等）への対策に関する主な論点について
（２）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
論点について
（１）中間とりまとめ（案）について
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第 30 回

第 31 回

第 32 回

第 33 回

第 34 回

第 35 回

第 36 回

令和３年 （１）意見募集の結果等
９月 14 日 （２）中間とりまとめ（案）について
（１）今後の検討の進め方について（案）
令 和 ３ 年 （２）有識者による発表
12 月 23 日
（水谷瑛嗣郎 関西大学社会学部メディア専攻准教授、越前功 国
立情報学研究所教授、（株）Spectee（スペクティ））
（１）誹謗中傷等への対策状況に関する事業者団体ヒアリング
（セーファーインターネット協会（SIA）、ソーシャルメディア利用
環境整備機構）
（２）政策パッケージの進捗状況について（事務局）
（３）違法・有害情報相談センターに寄せられている相談状況および関連
令和４年
機関との連携について （違法・有害情報相談センター）
２月 21 日 （４）法務省の人権擁護機関による削除要請と削除対応率及び「インター
ネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」中間
取りまとめについて（法務省）
（５）インターネット上の違法・有害情報を巡る EU の最新動向について
（（株）三菱総合研究所）
（６）自由討議
（１）事務局説明
令 和 ４ 年 （２）誹謗中傷等への対策状況に関する事業者ヒアリング
３月７日
（ヤフー、Google、LINE、Meta、Twitter）
（３）自由討議
（１）事務局説明
令 和 ４ 年 （２）フェイクニュースや偽情報への対策状況に関する関係者ヒアリング
（ヤフー、Google、LINE、Meta、Twitter、SIA）
３月 28 日
（３）自由討議
（１）SNS 事業者の規律モデルについて
（曽我部真裕 京都大学大学院法学研究科教授）
（２）・健全なプラットフォームに向けて～デジタル・ダイエット宣言～
（鳥海不二夫 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教
授）
令和４年
・情報的健康について
４月 21 日
（山本龍彦 慶応義塾大学大学院法務研究科教授）
（３）クリエイターが受ける誹謗中傷の実態と対策（UUUM（株））
（４）インターネット上の違法・有害情報を巡る諸外国における動向につ
いて（（株）三菱総合研究所）
（５）誹謗中傷への取組の透明性・アカウンタビリティ確保状況について
（事務局説明）
（１）・令和３年度国内外における偽情報に関する意識調査
・諸外国におけるファクトチェック支援団体の状況
・諸外国における偽情報に関する政策動向等
・ウクライナ情勢を巡るプラットフォーマ等の対応状況
令和４年
（みずほリサーチ＆テクノロジーズ（株））
５月 12 日 （２）インターネット上の違法・有害情報に関する流通実態アンケート調
査（（株）三菱総合研究所）
（３）・プラットフォームサービスに係る違法・有害情報（誹謗中傷、偽
情報等）への対策に関する主な論点について
・コンテンツモデレーションにおける透明性と説明責任に関するサ
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第 37 回

令和４年
６月９日

第 38 回

令和４年
６月 30 日

ンタクララ原則（事務局）
（４）質疑応答
（１）プラットフォームサービスに係る違法・有害情報（誹謗中傷、偽情
報）への対策に関する主な論点（案）
（２）質疑応答
（１）第二次とりまとめ（案）について
（２）自由討議
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参考３

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内
インターネットの書き込みにより、誹謗中傷などの被害にあわれた場合

解決策について相談したい

悩みや不安を聞いてほしい
「まもろうよ

こころ」（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro
◎悩みや不安を抱えて困っている方に対して、気軽に相談
できる窓口を紹介しています。電話、メール、チャット、
SNSなど、様々な方法による相談が可能です。

・解決策がわからない
・書き込みを削除したい

書き込んだ人に ・身の危険を感じる
賠償等を求めたい ・犯人を処罰してほしい
弁護士に相談
または 法テラス
https://www.houterasu.or.jp

・まずアドバイスがほしい
・自分で迅速に削除依頼したい
ネットトラブルの
専門家に相談したい

最寄りの警察署や都道府県警察
本部の サイバー犯罪相談窓口
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html

・自分で削除依頼できない
・自分の代わりに削除要請してほしい
国の機関に
相談したい

人権問題の専門機関に
相談したい

民間機関に
相談したい

「違法・有害情報相談センター」

「人権相談」

（総務省）

「誹謗中傷ホットライン」

（法務省）

（セーファーインターネット協会）

https://www.ihaho.jp

https://www.jinken.go.jp
「みんなの人権110番」

0570-003-110

迅速な助言
◎相談者自身で行う削除依頼の方法などを
迅速にアドバイスします。
◎インターネットに関する技術や制度等の
専門知識や経験を有する相談員が対応
◎人権侵害に限らず、様々な事案に対して
幅広なアドバイスが可能

削除要請・助言
◎相談者自身で行う削除依頼の方法など
の助言に加え、法務局が事案に応じて
プロバイダ等に対する削除要請を行い
ます。
◎削除要請は、専門的知見を有する法務
局が違法性を判断した上で行います。

◎インターネットで相談の受付や
相談のやりとりを行います。

◎全国の法務局における面談のほか、
電話やインターネットでも相談を
行います（外国語にも対応）。

※削除要請ではなくアドバイスを行う相談窓口です

※違法性の判断に時間を要する場合があります

※上記のほか、学校や地方公共団体にある相談窓口も活用してください。
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https://www.saferinternet.
or.jp/bullying

プロバイダへの連絡
◎インターネット上の誹謗中傷について、
連絡を受け付け、一定の基準に該当
すると判断したものについては、
国内外のプロバイダに各社の利用規約
等に沿った対応を促す連絡を行います。
◎インターネット企業有志によって運営
されるセーファーインターネット協会
（SIA）が運営しています。
◎インターネットで連絡を受付し、
やりとりはメールで行います。
※プロバイダへの連絡を行わない場合もあります

参考４
違法・有害情報への取組に関する透明性・アカウンタビリティ確保に係る
各国政策の比較
本資料では、日本の「緊急提言」及び事業者ヒアリングシート、EU の「デジタルサービス法案」、英
国の「オンライン安全法案(OSB)」
、ドイツ「ネットワーク執行法(SNS 法)」を対象に、それぞれにおけ
る違法有害情報への取組に関する事業者の義務や透明性確保に関する規定について比較した。※中間と
りまとめ参考資料（第 24 回研究会資料５）から一部更新を行った（2022 年６月 29 日時点）。
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参考５
コンテンツモデレーションにおける透明性と説明責任に関するサンタクララ原則
サンタクララ原則（2.0）について
○ サンタクララ原則は、コンテンツモデレーションにおける透明性及び説明責任に関する原則として、
人権団体や学識経験者から構成されるグループによって2018年に策定、2021年に改訂された。
○ FacebookやGoogle、Twitterなど※12のプラットフォーム企業が支持している。
○ この原則は、コンテンツモデレーションに携わる企業が、有意義な透明性及び説明責任を確保す
るための包括的な推奨事項を示すものであり、５つの「基本原則」と３つの「運用原則」、２つの「政
府及びその他の国家機関のための原則」で構成される。
○ なお、この原則は規制の雛型を意図したものではなく、規制当局が政策形成においてモデレー
ションで考慮すべき事項を知るための「ガイド」であるとされている。
※ Apple, Facebook, GitHub, Google, Instagram, LinkedIn, Medium,

Reddit, Snap, Tumblr, Twitter, YouTubeの12のプラットフォーム
基本原則（Foundational Principles）
① 人権及びデュープロセス（Human Rights and Due Process）
② 理解しやすいルール及びポリシー（Understandable Rules and policies）
③ 文化的能力（Cultural Competence）
④ コンテンツモデレーションへの国家関与（State Involvement in Content Moderation）
⑤ 確実性及び説明可能性（Integrity and Explainability）

運用原則（Operational Principles）
① 数値（Numbers）
② 告知（Notice）
③ 異議申立（Appeal）
政府及びその他の国家機関のための原則（Principles for Governments and other State Actors）
① 企業の透明性に対する障害の排除（Removing Barriers to Company Transparency）
② 政府自身の透明性向上（Promoting Government Transparency）
基本原則

サンタクララ原則（2.0）について

① 人権及びデュープロセス（Human Rights and Due Process）
・ 企業は、コンテンツモデレーションの全ての過程において人権及びデュープロセスを総合的に考慮し、それがどのように行わ
れているか説明する情報を公表すべき。（モデレーションにおける表現の自由等への配慮）
・ 企業は、自動化プロセス（人によるレビューの補完の有無は問わない）が品質及び精度に十分高い信頼性がある場合のみ、
それを使用したコンテンツの識別や削除、アカウント停止の措置をすべき。（自動化されたモデレーションの信頼性）
・ 企業はユーザに対し、コンテンツやアカウントが措置を受けた場合でもサポートを受けられるための明確でアクセス可能な方
法を提供すべき。（異議申立や問い合わせに対する受付態勢）

② 理解しやすいルール及びポリシー（Understandable Rules and policies）
・ 企業は、どのような場合にユーザーのコンテンツやアカウントが措置を受けるかについての明確かつ正確なポリシーを、簡単
にアクセスできる場所で公開する必要がある。（ポリシーとその適用の透明性）

③ 文化的能力（Cultural Competence）
・ モデレーションや異議申立てについて意思決定を行う者が、そのモデレーションを行う投稿についての言語、文化、政治的社
会的背景を理解していることが求められる。（言語、文化、政治、社会的理解）
・ 企業は、ポリシーやその適用において文化の多様性やそのサービスが利用される背景が考慮されるようにし、それらの考慮
事項が全ての運用にかかる原則にどのように統合されたかについての情報を公表すべき。（ポリシーへの反映の透明性）
・ 企業は、通報や異議申立てプロセス等が、ユーザが使用する言語で提供されること、また、コンテンツモデレーションの過程
において、言語、出身国又は宗教を理由に差別されないことを確保すべき。（ユーザへの言語的配慮、差別的取り扱いの禁止）

④ コンテンツモデレーションへの国家関与（State Involvement in Content Moderation）
・ 企業は、コンテンツモデレーションの過程への国家関与（現地法の遵守などを含む）に起因するユーザの権利侵害リスクを認
識すべき。特に、コンテンツ削除又はアカウント停止を求める国家機関の要求が特に懸念される。 （国家関与への配慮）

⑤ 確実性及び説明可能性（Integrity and Explainability）
・ 企業は、コンテンツモデレーションシステム（精度及び差別禁止の追求、定期的評価の提出、報告や異議申立てメカニズムの
公平な提供を含む）が確実かつ有効に機能していることを確認すべき。 （モデレーションの確実性）
・ 企業は、その意思決定の品質を積極的に監視し、高い信頼性レベルを確保すべきであり、システムの精度に関するデータを
公表し、そのプロセス及びアルゴリズムシステムを定期的に外部監査に委ねるべき。（モデレーションの説明可能性）
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運用原則

サンタクララ原則（2.0）について

① 数値（Numbers）
・ データは全て、定期的（四半期ごとが望ましい）に、オープンライセンスに従った機械可読式フォーマットで提示されるべき。
・ 企業は、以下の情報を国又は地域別に（可能な場合はルールに違反したカテゴリー別に）公表すべき。
➢ 措置を行った投稿及び停止されたアカウントの総数
➢
➢
➢
➢

異議申立てが認められた数（又は割合）及び棄却された数（又は割合）
自動検出によりフラグが立てられた投稿の異議申立てが認められた数（又は割合）及び棄却された数（又は割合）
誤った措置であったことを認識した後、主体的（異議申立てによらず）に投稿やアカウントの復元を行った数
ヘイトスピーチのポリシーを実施した数やCOVID-19パンデミック等の危機的時期に発生したコンテンツの削除及び制限に関する数

・ 国家機関が関与した意思決定には、以下の特殊要件が適用される。これは国別に公表すべき。
➢ 国家機関がコンテンツ又はアカウントに対する措置を要求した数、要求主体の具体的名称
➢ コンテンツにフラグを設定したのは裁判所命令もしくは他の国家機関か
➢ 国家機関による措置の要求の数及び措置を行わなかった数
➢ フラグの設定理由、措置を行った理由（ポリシー違反か現地法違反か）

・ 企業は、フラグ設定プロセスの濫用防止のため、以下の情報の収集及び報告を検討すべき。
➢ 一定期間を通じて立てられたフラグの総数
➢ ボットに起因して立てられたフラグの総数
➢ フラグを設定された投稿及びアカウントの総数（違反とされたルールやポリシー別、フラグの申告主体別）

・ 企業は、コンテンツモデレーションに要求される自動機能の利用回数に加え、以下の情報を公表すべき。
➢
➢
➢
➢
➢
➢

自動化プロセスがいつ、どのように使用されるのか
自動化プロセスが使用されるコンテンツのカテゴリー、意思決定に自動化プロセスが使用されるか否かの主な基準
自動化プロセスの信頼性、精度、成功率
自動化プロセスの人による監視が含まれる程度
自動化プロセスによりフラグ設定された場合、その異議申立てが認められた又は棄却された、カテゴリー別の数（又は割合）
業界共通のハッシュ共有データベース等への参加状況及びそれらを通じてフラグ設定されたコンテンツに対する対応

② 告知（Notice）
・ 企業は、ポリシー違反を理由にコンテンツ削除、アカウント停止等の措置が行われるユーザに対し、その理由について告知し
なければならない。（対象となる投稿の明示、違反したとされるポリシーの条項、対象となった経緯、異議申し立ての機会等を含む）

③ 異議申立（Appeal）
・ ユーザに対して利用可能な異議申立てプロセスの情報を提供するサポートチャネルへの十分なアクセス能力を提供すべき。

政府及びその他の国家機関のための原則

サンタクララ原則（2.0）について

① 企業の透明性に対する障害の排除（Removing Barriers to Company Transparency）
・ 政府及びその他の国家機関は、企業が本原則を全面的に遵守するのを妨害する透明性の障害を排除すべき（また、かかる
障害の導入を差し控えるべき）。
・ 政府及びその他の国家機関は、国家機関から発生するコンテンツ又はアカウントへの措置要求を詳しく説明する情報の公開
を企業が禁止されないようにすべき。ただし、かかる禁止に明確な法的根拠があり、それが合法的目的の遂行に必要かつ比例
的な手段である場合を除く。

② 政府自身の透明性向上（Promoting Government Transparency）
・ 政府及びその他の国家機関は、コンテンツ又はアカウントに対する措置要求についての法的根拠別に分類したデータを含め、
コンテンツモデレーションに関する決定への自らの関与を報告すべき。この報告は、全ての国家機関において説明されるべきで
あり、必要に応じて、半国家機関も含むべき。
・ 政府及びその他の国家機関は、規制及び非規制措置を用いる方法を含め、本原則に従って企業による適切かつ有意義な透
明性をどのように奨励すればよいか検討すべき。

※本研究会第 36 回資料７を一部修正。
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䚷䕿䚷䝯䞊䝹䜔䛚䛩䛩䜑䛛䜙ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䛚䜘䜃䜰䜹䜴䞁䝖䛜㝖እ䛥䜜䜎䛩䚹
䚷䕿䚷䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖䜢せㄳ䛧䜎䛩䚹
䕔䚷䛯䛸䛘䜀䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿㐪⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸㐪䛧䛶䛔䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾๐㝖䜢せㄳ䛧䚸䜃䝒䜲䞊䝖䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䜎
䛷䚸୍ᐃᮇ㛫ㄞ䜏ྲྀ䜚ᑓ⏝䝰䞊䝗䛷⏝䛩䜛䜘䛖ồ䜑䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛭䛾ᚋ䛾㐪䛻䛴䛔䛶䛿䚸ㄞ䜏ྲྀ䜚ᑓ⏝
䝰䞊䝗ᮇ㛫䛜ᘏ㛗䛥䜜䚸᭱⤊ⓗ䛻䛿Ọஂ⤖䛥䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䚷䕿䚷䛣䛾䝫䝸䝅䞊䛷ᐃ⩏䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻䚸ᨷᧁⓗ䛺⾜Ⅽ䛻㛵䛧䛯䜚䚸ᙉⅯ䛺㌟యⓗ⬣㏕䜢ඹ᭷䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜
䛺⏝㏵䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛸☜ㄆ䛥䜜䛯䜰䜹䜴䞁䝖䛿⤖䛥䜜䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼍㼎㼡㼟㼕㼢㼑㻙㼎㼑㼔㼍㼢㼕㼛㼞

ಶே䜎䛯䛿≉ᐃ䛾㞟ᅋ䛜῝้䛺ᦆᐖ䜢⿕䜛䛣䛸䜢㢪䛖䚸ᕼᮃ䛩䜛䚸䜎䛯䛿せồ䛩䜛
䖃䚷㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸ಶே䜎䛯䛿≉ᐃ䛾㞟ᅋ䛻ᑐ䛧䛶䚸Ṛஸ䚸῝้䛺㌟యⓗ༴ᐖ䚸㔜䛺ᝈ䜢㢪䛖䚸ᕼᮃ䛩䜛䚸ಁ㐍䛩
䜛䚸ᡪື䛩䜛䚸䜎䛯䛿䛭䛾䜘䛖䛺㢪ᮃ䜢⾲䛩ෆᐜ䜢⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿௨ୗ䛾ෆᐜ䛜ヱᙜ䛧䜎䛩䛜䚸㝈ᐃ䛥䜜
䜎䛫䜣䚹
䚷䕿䚷῝้䛺ᝈ䛻䜘䛳䛶ㄡ䛛䛜Ṛஸ䛩䜛䛣䛸䜢㢪䛖䚹㻦㻌䛂䛜䜣䛻䛺䛳䛶Ṛ䛽䜀䛔䛔䛾䛻䛃
䚷䕿䚷ㄡ䛛䛜῝้䛺ᨾ䛻ᕳ䛝㎸䜎䜜䜛䛣䛸䜢㢪䛖䚹㻦㻌䛂ḟ䛧䜓䜉䛳䛯䜙䚸㌴䛻䜂䛛䜜䛶䛧䜎䛘䛃
䚷䕿䚷≉ᐃ䛾㞟ᅋ䛜῝้䛺㌟యⓗ༴ᐖ䜢⿕䜛䜉䛝䛰䛸ゝ䛖䚹㻦㻌䛂䛣䛾ᢠ㆟ᅋయ䛜㯲䜙䛺䛔䛾䛺䜙䚸ᧁ䛯䜜䜛䜉䛝䛰
䛽䛃
༴ᐖ䜢ᮃ䜐Ⓨゝ䛻ᑐ䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛾እᥐ⨨䛻䛴䛔䛶
䖃䚷㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸㔜䛺ᭀຊ䛻䛴䛔䛶ಙ㢗䛷䛝䜛ᙧ䛷࿌Ⓨ䛥䜜䛯≉ᐃ䛾ಶே䛻㛵䛩䜛ヰ䛜䚸ᛣ䜚䛸䛭䜜䛻క䛳䛶༴
ᐖ䜢ᮃ䜐Ⓨゝ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺㝈䜙䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸䜰䜹䜴䞁
䝖䛾䝨䝘䝹䝔䜱䚸䝇䝖䝷䜲䜽䚸Ọஂ⤖䜢⾜䛖䛣䛸䛺䛟䚸䝴䞊䝄䞊䛻䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖䜢せồ䛧䜎䛩䚹䛸䛧䛶䛿௨ୗ䛾䜘
䛖䛺䜒䛾䛜ᣲ䛢䜙䜜䜎䛩䛜䚸䛣䜜䜙䛻㝈ᐃ䛥䜜䜎䛫䜣䚹
䚷䕿䚷䛂䛩䜉䛶䛾ᙉጮ≢䛿Ṛ䛽䜀䛔䛔䛾䛻䛃
䚷䕿䚷䛂ඣ❺ᚅ⪅䛿⤠㤳ฮ䛻䛩䜉䛝䛷䛩䛃
㐺ษ䛺ᛶⓗㄏ䛔䛛䛡
䖃䚷㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸୍㒊䛾ྜព䛾ୖ䛷䛾〄య䜔ᡂᖺྥ䛡ෆᐜ䛿チྍ䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸ồ䜑䜙䜜䛶䛔䛺䛔ᛶⓗ䛺ㄏ䛔䛛䛡
䜔䚸ྜព䛺䛟ಶே䜢ᛶⓗ䛺ᑐ㇟䛸䛧䛶ぢ䜛ෆᐜ䛿⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿௨ୗ䛾ෆᐜ䛜ヱᙜ䛧䜎䛩䛜䚸㝈ᐃ䛥䜜
䜎䛫䜣䚹
䚷䕿䚷⏬ീ䚸ື⏬䚸㻳㻵㻲䜢ྵ䜐䚸୍᪉ⓗ䛺ᮃ䜎䜜䛶䛔䛺䛔ᡂேྥ䛡ෆᐜ䜢ㄡ䛛䛻㏦䜛
䚷䕿䚷ㄡ䛛䛾య䛻㛵䛩䜛䚸ᮃ䜎䜜䛶䛔䛺䛔ᛶⓗ䛺ヰ䛧ྜ䛔䚸
䚷䕿䚷ᛶⓗ䛺⾜Ⅽ䛾せồ䚸
ே䜢ⱞ䛧䜑䜛䜎䛯䛿䛚䜃䛘䛥䛫䜛┠ⓗ䛷㎯䚸ෑᾨ䚸୰യ䛩䜛
䖃䚷㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸⪅䜢ᶆⓗ䛸䛧䛯㎯䚸ෑᾨ䚸୰യ䛺䛹䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶ᥐ⨨䜢ྲྀ䜚䜎䛩䚹⪅䜈䛾᎘䛜䜙䛫
䜎䛯䛿ጾᅽ䜢ពᅗ䛧䛯㎯䚸୰യ䠄䛣䜜䜙䛻㝈ᐃ䛥䜜䜎䛫䜣䠅䛜䜂䛹䛟⧞䜚㏉䛧⏝䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿
䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖䜢せㄳ䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹⪅䜈䛾᎘䛜䜙䛫䜎䛯䛿ጾᅽ䜢ពᅗ䛧䛯㎯䜔ෑᾨⓗ䛺ෆᐜ䠄䛣䜜䜙䛻
㝈ᐃ䛥䜜䜎䛫䜣䠅䛜୰⛬ᗘ䛾㔜ᗘ䛷䛒䜚䚸㻝ᅇ䛾䜏䛾ሙྜ䛻䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿௨ୗ䛻♧䛩䜘䛖䛻䝒䜲䞊䝖䛾⾲♧䜢ไ
㝈䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹ಶே䛻䜘䛳䛶䛿≉ᐃ䛾ゝⴥ䜢ᨷᧁⓗ䛰䛸ぢ䛺䛩ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿㎯ⓗ䛺ゝⴥ
䛜䜟䜜䛯䛩䜉䛶䛾䛻ᑐᛂ䛩䜛䜟䛡䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
ಶே䜎䛯䛿≉ᐃ䛾㞟ᅋ䛻䛔䜔䛜䜙䛫䜢䛩䜛䜘䛖䛻ே䜢䛭䛭䛾䛛䛩䚸䜎䛯䛿䜃䛛䛡䜛
䖃䚷㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸≉ᐃ䛾ಶே䜎䛯䛿㞟ᅋ䛻䛔䜔䛜䜙䛫䜢䛩䜛䚸䜎䛯䛿ಶே䜔㞟ᅋ䜢ᨷᧁⓗ䛺⾜Ⅽ䛷ᶆⓗ䛻䛩䜛䜘䛖䚸
ே䛻䜃䛛䛡䜛⾜Ⅽ䜢⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜸䞁䝷䜲䞁䛷ᨷᧁⓗ䛺⾜Ⅽ䜎䛯䛿᎘䛜䜙䛫⾜Ⅽ䛷ே䜢ᶆⓗ䛻䛩䜛䜘䛖
䜃䛛䛡䜛䚸㌟యⓗ᎘䛜䜙䛫䛺䛹䛾䜸䝣䝷䜲䞁䛷䛾⾜ື䜢ྲྀ䜛䜘䛖ദಁ䛩䜛⾜Ⅽ䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䛜䚸䛣䜜䛻㝈ᐃ䛥䜜
䜎䛫䜣䚹
ከᩘ䛾Ṛയ⪅䛜Ⓨ⏕䛧䛯௳䛾ྰᐃ
䖃䚷㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸㔞ẅே䛺䛹ከᩘ䛾Ṛയ⪅䜢క䛖௳䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾Ⓨ⏕䛜☜ㄆ䛷䛝䜛ሙྜ䚸䛣䛖䛧䛯௳䛾Ⓨ⏕
䜢ྰᐃ䛩䜛䜘䛖䛺䝁䞁䝔䞁䝒䜢ᨷᧁⓗ䛺ពᅗ䛷ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䜢⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿䚸௳䛜䛂䛷䛳䛱ୖ䛢䛃䛷䛒
䜛䚸䜎䛯䛿⿕ᐖ⪅䛜ഇ⪅䜎䛯䛿䛂ತඃ䛃䛷䛒䜛䛸䜋䛾䜑䛛䛩Ⓨゝ䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿䚸䝩䝻䝁䞊䝇䝖䜔ᰯෆ㖠
ᧁ䚸䝔䝻ᨷᧁ䚸⮬↛⅏ᐖ䛺䛹䛜ヱᙜ䛧䜎䛩䛜䚸䛣䜜䜙䛻㝈ᐃ䛥䜜䜎䛫䜣䚹
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛾㐪䛻䛴䛔䛶ㄪᰝ䜢౫㢗䛷䛝䜛䛾䛿䚸䛣䛖䛔䛳䛯䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᶆⓗ䛻䛺䛳䛯ᙜ⪅䛰䛡䛷䛩䛛䠛
䖃䚷䛔䛔䛘䚸䛭䛾䜘䛖䛺ෆᐜ䛾ᙜ⪅䛸➨୕⪅䚸୧᪉䛾ሗ࿌䜢⪃៖䛧䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿䚸ㄡ䜒䛜ⓙ䛭䜜䛮䜜䛾ពぢ䜔⪃䛘䜢䚸Ᏻᚰ䛧䛶Ⓨಙ䛷䛝䜛䛸ឤ䛨䜙䜜䜛䛿䛪䛷䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿⾲⌧䛾⮬⏤
䜢ᑛ㔜䛧䚸㛤䛛䜜䛯ヰ䛧ྜ䛔䜢⾜䛖䜉䛝䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸䛭䛾䜘䛖䛺⌮ᛕ䜒䚸ே䚻䛜ᜍᛧ䛻䛘䛶䛔䜛䛯䜑
䛻ఱ䜒ゝ䛘䛺䛔䛸䛔䛖≧ἣ䛷䛿ఱ䛾ព䜒ᡂ䛧䜎䛫䜣䚹
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛾䛺ᑐヰ䜢ಁ㐍䛧䚸⏝⪅䛜Ᏻᚰ䛧䛶䛥䜎䛦䜎䛺ពぢ䜔ಙᛕ䜢⾲⌧䛷䛝䜛䜘䛖䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸᎘䛜䜙䛫
䜔⬣䛧䚸䜎䛯䛿ே䜢㎯䜑䛯䜚䚸㎯䛧䛯䜚䛩䜛䛸䛔䛳䛯⾜Ⅽ䜢⚗䛨䛶䛔䜎䛩䚹ே䚻䛾Ᏻᛶ䛻䝸䝇䜽䜢䜒䛯䜙䛩䛰䛡
䛷䛺䛟䚸ᨷᧁⓗ䛺⾜Ⅽ䛿䚸ᙳ㡪䜢ཷ䛡䛯ே䛯䛱䛻䚸≀⌮ⓗ䛚䜘䜃ឤⓗ䛺ⱞቃ䜢䜒䛯䜙䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㐺⏝⠊ᅖ
䖃䚷ಶู䛾䝒䜲䞊䝖䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䜛䛸ᨷᧁⓗ䛻ぢ䛘䛶䜒䚸ヰయ䛾ὶ䜜䛾୰䛷ぢ䜛䛸䛭䛖䛷䛿䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛜䛣䛾✀䛾ෆᐜ䜢ㄪᰝ䛩䜛㝿䚸ಶே䜢ᨷᧁ䛩䜛䜒䛾䛺䛾䛛䚸ྜព䛾ୖ䛷䛾ヰ䛺䛾䛛᫂☜䛷䛺䛔ሙྜ䛜䛒
䜚䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝏䞊䝮䛜ヰ䛾ὶ䜜䜢⌮ゎ䛧䚸ᇳ⾜ᥐ⨨䜢ᐇ䛩䜛๓䛻ᚲせ䛺ሗ䜢☜ᐇ䛻ᚓ䜛䛯䜑䛻䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞
䛿ᶆⓗ䛸䛺䛳䛯ே䛛䜙┤᥋ヰ䜢⪺䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䖃䚷ಶே䜎䛯䛿䜾䝹䞊䝥䜢ᶆⓗ䛸䛩䜛䚸䝒䜲䞊䝖䜎䛯䛿䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䛻䜘䜛䚸௨ୗ䛾䛔䛪䜜䛛䛾⾜Ⅽ䛜ぢ䜙䜜
䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸᳨ウ䛾䛖䛘䛷ᇳ⾜ᥐ⨨䜢ྲྀ䜚䜎䛩䚹䝥䝻䝣䜱䞊䝹ୖ䛷ᨷᧁⓗ䛺⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䜰䜹䜴䞁䝖
䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᨷᧁⓗ䝥䝻䝣䜱䞊䝹ሗ䜢ཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹ே✀䚸Ẹ᪘䚸ᅜ⡠䚸ᛶⓗᣦྥ䚸ᛶู䚸ᛶྠ୍ᛶ䚸ಙ௮䛧䛶
䛔䜛᐀ᩍ䚸ᖺ㱋䚸㌟య㞀☀䚸䜎䛯䛿῝้䛺ᝈ䜢⌮⏤䛸䛧䛶⪅䜢ᶆⓗ䛸䛩䜛⾜Ⅽ䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾ᭀゝ䜔⬣㏕䚸ᕪู
ⓗゝື䛻ᑐ䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᙉⅯ䛺㌟యⓗ⬣㏕
䖃䚷㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸≉ᐃྍ⬟䛺ᶆⓗ䛻ᑐ䛩䜛䚸ᙉⅯ䛺㌟యⓗ⬣㏕䜢క䛖䝁䞁䝔䞁䝒䜢⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᙉⅯ䛺㌟యⓗ⬣
㏕䛸䛿䚸䛂ẅ䛧䛶䜔䜛䛃䛺䛹䛾ゝⴥ䛷䚸ಶே䛻㔜⠜䛛䛴ᣢ⥆ⓗ䛺㌟యⓗ༴ᐖ䜢ຍ䛘䚸Ṛ䛻⮳䜙䛧䜑䜛䛛䚸㔜യ䜢㈇䜟
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せ䛻ᛂ䛨䛶ᑐฎ䛧䜎䛩䚹䛂㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌බㄆሗ࿌⪅䛃䛾㈗㔜䛺ᑓ㛛▱㆑䛿䚸⚾䛯䛱㻌䛾⮬ື᳨ฟ䝅䝇䝔䝮䜢⿵䛩䜛䜒䛾
䛷䛩䚹

㻳㼛㼛㼓㼘㼑ྜྠ♫
䞉ධಙ䝣䜷䞊䝮䜔㒑㏦䛷๐㝖➼䛾౫㢗䛜䛒䛳䛯䜒䛾䛛䜙䚸㡰ḟᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛺䛚䚸ᤚᰝᶵ㛵䛛䜙๐㝖せㄳ䠄ẅᐖ ᘢ♫䛿䚸ୡ⏺䛷㻟㻜൨ே௨ୖ䛾ே䚻䛜ᅜ䜔ᩥ䚸ゝㄒ䜢㉸䛘䛶⮬⏤䛻⮬ᕫ⾲⌧䛷䛝䜛䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ண࿌➼䠅䜔ሗ㛤♧ㄳồ䜢ཷ䛡䛯ሙྜ䚸ᢞ✏グ๐㝖ཬ䜃Ⓨಙ⪅ሗ㛤♧௬ฎศ௧⏦❧᭩䜢ཷ䛡䛯ሙྜ䛻䛿 䛧䛛䛧䚸ே䚻䛜Ᏻᚰ䛧䛶⮬⏤䛻⮬ศ䜢⾲⌧䛷䛝䜛⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾Ᏻᛶ䚸䝥䝷䜲䝞䝅䞊䚸ᑛ
ཝ䚸ಙ㢗ᛶ䜢⥔ᣢ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ඃඛ䛧䛶ᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䞉䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛻䛚䛔䛶䛿䚸䝴䞊䝄䛾䜰䜽䝉䝇䛜ከ䛔䝏䝱䝑䝖䜔䝁䝯䞁䝖ḍ➼䛻䛚䛡䜛ᢞ✏䛛䜙ඃඛⓗ䛻ᑐᛂ䛧䛶䛚䜚䚸
䛭䛾䛯䜑䚸ᘢ♫䛿䝁䝭䝳䝙䝔䜱つᐃ䜢タ䛡䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛿䚸䛹䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢බ㛤䛧䚸䛹䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛩䜛䛛䜢
ᢞ✏ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶䝫䜲䞁䝖䜢䛧䚸䛭䛾㧗䛔䜒䛾䛛䜙㡰䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
Ỵᐃ䛩䜛䛯䜑䛾୍㈏䛧䛯ᯟ⤌䜏䜢ᥦ౪䛩䜛䜒䛾䛷䛩䚹

䝲䝣䞊ᰴᘧ♫

ཎ๎䛸䛧䛶䚸⏦䛧❧䛶㡰䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䚹䜒䛳䛸䜒䚸⏦䛧❧䛶ෆᐜ䛾ᶒᐖ䛾㔜ᛶ䛻㚷䜏䚸⥭ᛴⓗ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛣 䛯䛸䛘䜀㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛷䛿䚸⌧ᐇ♫䛷⏕䛨䛖䜛ᐇᐖ䛜䛝䛔䛸ᐃ䛥䜜䜛䜿䞊䝇䜢ඃඛ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䝫䝸䝅䞊䜢
㐺ษ䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛿䛸䛶䜒㔜せ䛷䚸䛭䜜䜢つᶍ䛻ᐇ⾜ྍ⬟䛸䛩䜛䛯䜑䛻ே㛫䛻䜘䜛ᑂᰝ䛸᭱ඛ➃䛾䝔䜽䝜䝻
䛸䜒䛒䜛䚹
䝆䞊䜢⤌䜏ྜ䜟䛫⏝䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯ྠ䛻䚸⫼ᬒ䜒㔜せ䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹⚾䛯䛱䛿䚸ྛື⏬䛾ᩍ⫱ⓗ䚸䝗
䜻䝳䝯䞁䝍䝸䞊ⓗ䚸⛉Ꮫⓗ䚸ⱁ⾡ⓗ䛺ពᅗ䜢⪃៖䛧䜎䛩䚹⾲㠃ⓗ䛻䛿㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䜘
䛖䛻ぢ䛘䜛ື⏬䛷䜒䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛜ど⫈⪅䛾┠䛻ぢ䛘䜛ᙧ䛷⫼ᬒㄝ᫂䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸ㄝᚓຊ䛾䛒䜛⌮⏤䜢ᥦ♧䛧䛶䛔
䜛ሙྜ䛿䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛷チྍ䛥䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䠏䠉䐠

䠏䠉䐟

㻔㼕㻕ㄦㅫ୰യ➼䛻㛵䛩䜛⏦࿌䜔๐
㝖せㄳ䛻ᑐ䛩䜛๐㝖௳ᩘ
㻔㻝㻕୍⯡䝴䞊䝄䚸㻔㻞㻕ྖἲᶵ㛵䞉⾜ᨻ
ᶵ㛵

䛆䠄㉁ၥ䛻⟅䛘䜙䜜䛺䛔ሙ
ྜ䠅ཧ⪃䛸䛺䜛ᩘ್䛇

䛆䜾䝻䞊䝞䝹䛾ᩘ್䛇

䛆᪥ᮏ䛾ᩘ್䛇

䛆䠄㉁ၥ䛻⟅䛘䜙䜜䛺䛔ሙ
ྜ䠅ཧ⪃䛸䛺䜛ᩘ್䛇

䛆䜾䝻䞊䝞䝹䛾ᩘ್䛇

㻳㼛㼛㼓㼘㼑ྜྠ♫

ᅇ⟅䛺䛧

㼇㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䝬䝑䝥㼉
㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䝬䝑䝥䛷䛿䚸㻞㻜㻞㻝㻌ᖺ㻝㻌᭶䛛䜙㻝㻜㻌᭶䛾㛫䛻䚸ᨻᗓ䛛䜙䛾බᘧ䛺⌧ᆅ䝺䝡䝳䞊䛾๐㝖せㄳ䛜㻝㻌௳䛰䛡䛒䜚䜎䛧
䛯䛜䚸䝦䜲䝖䜔䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛸䛿㛵ಀ䛒䜚䜎䛫䜣䚹

䠄䠎䠅ྖἲᶵ㛵
ุ䛻䛚䛔䛶๐㝖Ỵᐃ㻛ุỴ䛜ୗ䛥䜜䚸⤊⤖䛧䛯ሙྜ䛻䛿㏿䜔䛛䛻๐㝖ᑐᛂ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹

䛂䝴䞊䝄䞊䜴䜵䝤䝣䜷䞊䝮⏦ㄳ䛃
䠄䈜䛣䛱䜙䛻グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛ᩘᏐ䛿䛩䜉䛶ᴫᩘ䛸䛺䜚䜎䛩㻕㻌㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝᭶䛛䜙㻢᭶䛻䛛䛡䛶ἲᚊ䛻ᇶ䛵䛟๐㝖䛻㛵䛩䜛ၥ
㢟䜢ሗ࿌䛩䜛䛯䜑䛾䜴䜵䝤䝣䜷䞊䝮䜢㏻䛨䛶୍⯡䝴䞊䝄䞊䠄䜒䛧䛟䛿䛭䛾ἲⓗ௦⌮ே䠅䛻䜘䜚ྡẋᦆ䜢ሗ࿌䛥䜜䛯
᥎ᐃ㻞㻟㻜㻜௳䛾㼁㻾㻸䛾䛖䛱䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑䛿ἲⓗ⌮⏤䛷⣙㻟㻜㻜௳䛾㼁㻾㻸䜢᳨⣴⤖ᯝ䛛䜙㠀⾲♧䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹㠀⾲♧䛸䛧䛯
䜒䛾䛿ሗ࿌䛥䜜䛯య䛾⣙㻝㻡䠂䛸䛺䜚䜎䛩䚹ሗ࿌䛥䜜䛯㼁㻾㻸䛾䛖䛱䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛜☜ㄆ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䜚䚸䛩䛷䛻㠀⾲♧
䛸䛺䛳䛶䛔䛯䜒䛾䜒ྵ䜑䚸⣙㻟㻠䠂䛜㠀⾲♧䛸䛺䜚䜎䛫䜣䛷䛧䛯䚹ሗ࿌䛥䜜䛯㼁㻾㻸䛾⣙㻡㻝㻑䛿䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑䛛䜙ሗ࿌⪅䛻㏣
ຍሗ䛾ᥦ౪䜢ồ䜑䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛜㏣ຍሗ䜢せồ䛩䜛⌮⏤䛸䛧䛶䛿䚸ᶒ⪅䛜᫂☜䛻≉ᐃ䛥䜜
䛶䛔䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ሙྜ䜔せồ䛾ἲⓗ᰿ᣐ䛜᫂☜䛻≉ᐃ䛥䜜䛶䛔䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ሙྜ䛺䛹䛜ᣲ䛢䜙䜜䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼘㼑㼓㼍㼘㻛㼠㼞㼛㼡㼎㼘㼑㼟㼔㼛㼛㼠㼑㼞㻛㻝㻝㻝㻠㻥㻜㻡
ᅇ⟅䛺䛧

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䝬䝑䝥䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻌䝉䜽䝅䝵䞁㻟㻙㻽㻝㻌䛾ᅇ⟅䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹

䛂ㄦㅫ୰യ䛻㛵㐃䛩䜛ྖἲᶵ㛵䚸⾜ᨻᶵ㛵䛛䜙䛾๐㝖せㄳ䛻ᇶ䛵䛟๐㝖௳ᩘ䛃
㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝᭶䛛䜙㻢᭶䛻䛛䛡䛶䚸᪥ᮏ䛾ᨻᗓ䛛䜙䛾ㄳồ䜔ุᡤ䛾௧䛻ᇶ䛵䛝䚸㻥㻜௳䛾౫㢗㻔䜰䜲䝔䝮ᩘ㻞㻤㻣௳㻕䜢
ཷ䛡䛶䛔䜎䛩䚹䠄䛣䛾ᩘᏐ䛿ྡẋᦆ௨እ䛾ㄳồ䛺䛹䛻㛵䛩䜛䜒䛾䜒ྵ䜏䜎䛩䚹㻕㻌ᨻᗓ䛛䜙䛾䝁䞁䝔䞁䝒๐㝖౫㢗䛻
㛵䛩䜛ሗ䛿䚸䛣䛱䜙䛾㻳㼛㼛㼓㼘㼑䛾㏱᫂ᛶ䝺䝫䞊䝖䛷☜ㄆ䛷䛝䜎䛩䚹

㼇㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䝬䝑䝥㼉
㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝᭶䛛䜙㻝㻜᭶䛾㛫䛻㻟㻞㻘㻝㻥㻜㻌௳䠄䛭䛾䛖䛱䝦䜲䝖䚸㐺ษ䚸䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛺䛹㻦㻌㻟㻘㻢㻠㻤㻌௳䠅䜢䝴䞊䝄䞊䛛䜙䛾ሗ࿌䜢
ཷ䛡䛶๐㝖䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䛂ㄦㅫ୰യ䛻㛵㐃䛩䜛୍⯡䝴䞊䝄䞊➼䛛䜙䛾⏦࿌䜔๐㝖せㄳ䛻ᑐ䛩䜛๐㝖௳ᩘ䛃
㼇㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㼉
㏱᫂ᛶ䝺䝫䞊䝖䛷ᅜู䛻බ㛤䛥䜜䛶䛔䜛㏻䜚䚸㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻜᭶䛛䜙㻝㻞᭶䜎䛷䛾㛫䛻䚸᪥ᮏ䛷䜰䝑䝥䝻䞊䝗䛥䜜䛯ື⏬䛾
ෆ䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜺䜲䝗䝷䜲䞁㐪䠄䝦䜲䝖䝇䝢䞊䝏䚸᎘䛜䜙䛫䜔䝛䝑䝖䛔䛨䜑௨እ䜒ྵ䜐䠅䛷๐㝖䛥䜜䛯ື⏬䛾ᩘ䛿
㻞㻠㻘㻝㻡㻟ᮏ䛷䛩䚹䛣䜜䛿䝴䞊䝄䞊䛛䜙䛾ሗ࿌䜔ᶵᲔ䛻䜘䛳䛶᳨▱䛥䜜䛯䜒䛾䜢ྵ䜐ᩘᏐ䛷䛩䚹䜾䝻䞊䝞䝹䛷䛿䚸๐㝖
䛥䜜䛯⣙㻟㻣㻜ᮏ䛾ື⏬䛾䛖䛱䚸䝝䝷䝇䝯䞁䝖䜔䝛䝑䝖䛔䛨䜑䛜ཎᅉ䛷๐㝖䛥䜜䛯ື⏬䛿䛭䛾䛖䛱䛾⣙㻤㻚㻢䠂䛻ᙜ䛯䜛
㻟㻞㻞㻘㻢㻞㻣㻌௳䛷䛩䚹᪥ᮏ䛷䝦䜲䝖䝇䝢䞊䝏䛜ཎᅉ䛷๐㝖䛥䜜䛯௳ᩘ䛿㻢㻞㻜௳䚸᎘䛜䜙䛫䜔䝛䝑䝖䛔䛨䜑䛜ཎᅉ䛷๐㝖䛥
䜜䛯௳ᩘ䛿㻢㻞㻢௳䛷䛧䛯䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㼞㼑㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼥㼛㼡㼠㼡㼎㼑㻙
㼜㼛㼘㼕㼏㼥㻛㼞㼑㼙㼛㼢㼍㼘㼟㻫㼔㼘㻩㼖㼍㻒㼢㼕㼐㼑㼛㼟㼋㼎㼥㼋㼏㼛㼡㼚㼠㼞㼥㻩㼜㼑㼞㼕㼛㼐㻦㻞㻜㻞㻝㻽㻠㻧㼞㼑㼓㼕㼛㼚㻦㻶㻼㻒㼘㼡㻩㼢㼕㼐㼑㼛㼟㼋㼎㼥㼋㼏㼛㼡㼚㼠㼞㼥

㻹㼑㼠㼍
㻹㼑㼠㼍䛜䝁䞁䝔䞁䝒䛻ᑐ䛧䛶ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛䛸Ỵᐃ䛧䛯Ⅼ䛷䛿䚸䛭䛾ุ᩿䛜ㄗ䛳䛶䛔䜛ሙྜ䜒䛒䜚䜎䛩䚹⮬ศ䛾䜰䜹䜴
䞁䝖䜔䝁䞁䝔䞁䝒䛻ᑐ䛧䛶⾜䜟䜜䛯ᥐ⨨䛻䛴䛔䛶䚸ᘢ♫䛾ุ᩿䛜ㄗ䛳䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜛ሙྜ䚸䜋䛸䜣䛹䛾≧ἣ䛻䛚䛔
䛶䚸␗㆟⏦䛧❧䛶䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
⏝⪅䛜㻹㼑㼠㼍䛻䛚䛡䜛Ỵᐃ䛻␗㆟⏦䛧❧䛶䜢⾜䛖䛻䛿䚸⮬䜙䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛜๐㝖䜎䛯䛿㆙࿌䛝䛷䜌䛛䛧䛜ධ䜜䜙
䜜䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶ᘢ♫䛛䜙䛾㏻▱䜢ཷ䛡䛯ᚋ䚸䛂ᑂᰝ䛾䝸䜽䜶䝇䝖䛃䜢㑅ᢥ䛧䜎䛩䚹
␗㆟⏦䛧❧䛶䛜䛺䛥䜜䛯ሙྜ䚸ᘢ♫䛾ᑓ㛛ᐙ䛷䛒䜛䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞉䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䞉䝏䞊䝮䛜䛭䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢ᗘᑂ
ᰝ䛧䚸ᘢ♫䛾ุ᩿䛜ṇ䛧䛛䛳䛯䛛䛹䛖䛛䜢☜ㄆ䛧䜎䛩䚹
ᘢ♫䛾ุ᩿䛜ㄗ䛳䛶䛔䛯ሙྜ䛻䛿䚸⏝⪅䛻䛭䛾᪨䛚▱䜙䛫䛧䚸ᢞ✏䚸┿䚸䝡䝕䜸䛿ඖ䛥䜜䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ᘢ♫䛜ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛯䝁䞁䝔䞁䝒䛰䛡䛷䛺䛟䚸ሗ࿌䛥䜜䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪ᑐฎ䛥䜜䛺䛛䛳䛯䝁䞁䝔䞁䝒䛻䛴䛔䛶
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䛷ᥦ౪㛤ጞ䛧䛯䛣䛸䜢Ⓨ⾲䛧䜎䛧䛯䚹
䜸䞁䝷䜲䞁ୖ䛾䛔䛨䜑䛿」㞧䛺ၥ㢟䛷䛩䚹䜸䞁䝷䜲䞁ୖ䛷䛔䛨䜑䜢⤒㦂䛩䜛ⱝ䛔ୡ௦䛿䚸⿕ᐖ䜢ሗ࿌䛧䛯䜚┦ᡭ䜢䝤
䝻䝑䜽䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䜢䛯䜑䜙䛖ഴྥ䛜䛒䜛䛣䛸䛜䜟䛛䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛂ไ㝈䛃ᶵ⬟䛿䚸㻵㼚㼟㼠㼍㼓㼞㼍㼙ୖ䛷┦ᡭ䛜䛹䛾䜘䛖䛺ែ
ᗘ䜢䛸䛳䛶䛔䜛䛾䛛ᢕᥱ䛧䛺䛜䜙䜒䚸┦ᡭ䛻▱䜙䜜䜛䛣䛸䛺䛟ᮃ䜎䛺䛔䜔䜚ྲྀ䜚䛛䜙䜰䜹䜴䞁䝖䜢Ᏺ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼍㼎㼛㼡㼠㻚㼒㼎㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼚㼑㼣㼟㻛㻞㻜㻝㻥㻛㻝㻜㻛㼞㼑㼟㼠㼞㼕㼏㼠㻛
䛥䜙䛻䚸㻵㼚㼟㼠㼍㼓㼞㼍㼙䛿㻞㻜㻞㻝ᖺ㻤᭶䚸⏝⪅䜢ㄦㅫ୰യ䛛䜙Ᏺ䜛௨ୗ䛾᪂ᶵ⬟䜢ᑟධ䛩䜛䛣䛸䜢Ⓨ⾲䛧䜎䛧䛯䚹
㻙䝁䝯䞁䝖䜔䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䠄㻰㻹䠅䜢㏦䜛䜰䜹䜴䞁䝖䜢୍ⓗ䛻ไ㝈䛧䚸䛭䜜௨እ䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛛䜙㏦䜙䜜䛯䝯䝑
䝉䞊䝆䜢㠀⾲♧䛻䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᛴ⃭䛻ὀ┠䜢㞟䜑䛯⏝⪅䛜ᮃ䜎䛺䛔䜔䜚䛸䜚䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛂ᢚไ䛃ᶵ⬟
㻙ㄦㅫ୰യ䜢ྵ䜐㻰㻹䜢ศ㢮䛷䛝䜛䛂㠀⾲♧䝽䞊䝗䛃ᶵ⬟䜢ᑟධ

㻳㼛㼛㼓㼘㼑ྜྠ♫

㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛿䚸ㄡ䛷䜒ື⏬䜢䜰䝑䝥䝻䞊䝗䛧䛶ୡ⏺୰䛾ே䛸ඹ᭷䛷䛝䜛䚸䜸䞊䝥䞁䛺ື⏬䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛷䛩䚹䛣䛾
䜸䞊䝥䞁ᛶ䠄㛤䛛䜜䛯ሙ䛷䛒䜛䛣䛸䠅䛻䛿䚸᱆㐪䛔䛾ྍ⬟ᛶ䛸㔜䛺㈐௵䛜క䛔䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛿䚸㐀ⓗ
䛺⾲⌧䛸䚸᭷ᐖ䛺䝁䞁䝔䞁䝒䛛䜙䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜢ಖㆤ䛩䜛㈐௵䛸䛾䝞䝷䞁䝇䜢ྲྀ䜛䜘䛖ᖖ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹⚾䛯䛱
䛾䜰䝥䝻䞊䝏䛿䚸㻠㻌䛴䛾ᰕ䛸䛧䛶䛔䜛㻠㻌䛴䛾䛂㻾䛃㻔㻌㻾䛛䜙ጞ䜎䜛䠐䛴䛾༢ㄒ㻕㻌䛻ἢ䛳䛶䛔䜎䛩䚹㻝㻌䛴┠䛾ᰕ䛿䚸㐪䝁䞁
䝔䞁䝒䜢๐㝖㻔㼞㼑㼙㼛㼢㼑㻕䛩䜛䛣䛸䛷䛩䠄ヲ⣽䛿ୖグ䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䠅䚹
㻞㻌䛴┠䛾ᰕ䛿䚸䝙䝳䞊䝇㏿ሗ䛺䛹䚸䝴䞊䝄䞊䛜䝙䝳䞊䝇䜔ሗ䜢᥈䛧䛶䛔䜛䛸䛝䛻䚸ಙ㢗䛷䛝䜛ሗ䜢ぢ䛴䛡䜔䛩
䛟㻔㼞㼍㼕㼟㼑㻕䛩䜛䛣䛸䛷䛩䚹䛣䜜䛻䛴䛔䛶䛿䚸ㄗሗ䛻䛴䛔䛶䛾ḟᅇ䛾◊✲䝠䜰䝸䞁䜾䛷ヲ䛧䛟ㄝ᫂䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔
䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
㻟㻌䛴┠䛾ᰕ䛿䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻㐪䛩䜛䛛䛹䛖䛛䛜㝿䛹䛔䚸䝪䞊䝎䞊䝷䜲䞁ୖ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᣑᩓ䜢ῶ䜙
䛩㻔㼞㼑㼐㼡㼏㼑㻕䛣䛸䛷䛩䚹㻞㻜㻝㻝㻌ᖺ௨㝆䚸䝉䞁䝉䞊䝅䝵䝘䝹䛺䝁䞁䝔䞁䝒䜔䜽䝸䝑䜽䝞䜲䝖䝁䞁䝔䞁䝒䚸㉁䛾ప䛔䝁䞁䝔䞁䝒䛜
ᗈ䛟㜀ぴ䛥䜜䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䛯䜑䚸䝸䝁䝯䞁䝕䞊䝅䝵䞁䝅䝇䝔䝮䜢ᨵၿ䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛣䛾✀䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᣑᩓ䜢ไ㝈
䛩䜛䛯䜑䚸㻞㻜㻝㻥㻌ᖺ㻝㻌᭶䛻䛿ᙜヱ䝅䝇䝔䝮䛾ኚ᭦䜢Ⓨ⾲䛧䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛻䜘䜚䜋䛸䜣䛹䛾䝴䞊䝄䞊䛿䚸ᙜヱ䝏䝱䞁䝛䝹
䛻Ⓩ㘓䛩䜛䛸䛔䛖✚ᴟⓗ䛺㑅ᢥ䜢䛧䛺䛔㝈䜚䚸䛣䛾䜘䛖䛺䝁䞁䝔䞁䝒䜢┠䛻䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛿䜛䛛䛻ప䛟䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䜰䝹䝂䝸䝈䝮䜢ኚ᭦䛧䛶✌ാ䛥䛫䜛䛻䛿㛫䛜䛛䛛䜚䜎䛩䛜䚸⚾䛯䛱䛾┠ᶆ䛿䚸䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻䛞䜚䛞䜚㐪䛧䛺䛔
䝪䞊䝎䞊䝷䜲䞁ୖ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾䚸䝸䝁䝯䞁䝕䞊䝅䝵䞁䝅䝇䝔䝮䜢㏻䛨䛯ど⫈䠄䝏䝱䞁䝛䝹Ⓩ㘓⪅䜈䛾䛚䛩䛩䜑䛿㝖䛟䠅
䜢㻜㻚㻡䠂㻌ᮍ‶䛻䛩䜛䛣䛸䛷䛩䚹䛣䛾ᩘᏐ䜢䝊䝻䛻䛩䜛䛣䛸䛜┠ᶆ䛷䛩䛜䚸⎍䛺䝅䝇䝔䝮䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䛣䛾ᩘᏐ䜢䛥
䜙䛻పୗ䛥䛫䜛䛯䜑䛾ᑐ⟇䛜ពᅗ䛧䛺䛔ᝏᙳ㡪䜢䜒䛯䜙䛧䚸ṇᙜ䛺⾲⌧䛜䛚䛩䛩䜑䛥䜜䛺䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛖ྍ⬟ᛶ䛜䛒
䜛䛻䜒␃ព䛜ᚲせ䛷䛩䚹
㻠㻌䛴┠䛾ᰕ䛿䚸┈䝥䝻䜾䝷䝮䜢㏻䛨䛶䚸ಙ㢗䛷䛝䜛䜽䝸䜶䜲䝍䞊䛻┈䜢㑏ඖ䛩䜛㻔㼞㼑㼣㼍㼞㼐㻕㻌䛣䛸䛷䛩䚹㻌⚾䛯䛱䛿
㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑䝟䞊䝖䝘䞊㻌䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᑟධ䛧䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛷䛹䛾䜘䛖䛺䝏䝱䞁䝛䝹䛜┈䛷䛝䜛䛛䛸䛔䛖ᇶ‽䜢ཝ᱁䛧
䜎䛧䛯䚹䛣䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛿䚸┈䛿䝁䝭䝳䝙䝔䜱㻌䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛸ᗈ࿌ᥖ㍕䛻㐺䛧䛯䝁䞁䝔䞁䝒䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻ᚑ䛳
䛯ಙ㢗䛷䛝䜛䜽䝸䜶䜲䝍䞊䛾䜏䛜ᑐ㇟䛷䛒䜛䛸᫂☜䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹䝝䝷䝇䝯䞁䝖䜔䝛䝑䝖䛔䛨䜑䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䜈䛾
㐪䜢⧞䜚㏉䛩䝏䝱䞁䝛䝹䛿䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䝟䞊䝖䝘䞊㻌䝥䝻䜾䝷䝮䜈䛾ཧຍ䛜Ṇ䛥䜜䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛷䛾┈䛜↓ຠ
䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺䝏䝱䞁䝛䝹䛿㐪㆙࿌䜢ཷ䛡䛯䜚䠄䝁䞁䝔䞁䝒䛾๐㝖䛻⮳䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䠅䚸䜰䜹䜴䞁䝖䛜
Ṇ䛥䜜䛯䜚䛩䜛ሙྜ䜒䛒䜚䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼥㼛㼡㼠㼡㼎㼑㻛㼍㼚㼟㼣㼑㼞㻛㻣㻞㻤㻡㻝㻫㼔㼘㻩㼖㼍
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼥㼛㼡㼠㼡㼎㼑㻛㼍㼚㼟㼣㼑㼞㻛㻢㻝㻢㻞㻞㻣㻤㻫㼔㼘㻩㼖㼍

㻠㻙䐟
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㻞㻠㛫㻟㻢㻡᪥䚸ᑓ㛛䝏䞊䝮䛻䜘䜛䝟䝖䝻䞊䝹䛾䜋䛛䚸᭱ඛ➃䛾ᢏ⾡䜢㥑䛧䛶㐺ษ䛺ᢞ✏䜈䛾ᑐ⟇䜢⾜䛳䛶䛔
䜛䚹䜎䛯䚸䝴䞊䝄䞊䜘䜚䛂㐪⏦࿌䛃䝪䝍䞁䛛䜙㐪ᢞ✏䛾⏦࿌䜢䛔䛯䛰䛔䛯䜒䛾䛻䛴䛔䛶䚸ᑓ㛛䝏䞊䝮䛜䠍௳䛪䛴☜
ㄆ䛧䚸ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䚹
䕔䝲䝣䞊䝙䝳䞊䝇
䛂㼅㼍㼔㼛㼛㻍䝙䝳䞊䝇䛃䛷䛿䚸௨๓䜘䜚ㄦㅫ୰യ䛺䛹䛾ෆᐜ䜢ྵ䜐ᢞ✏䜢⚗Ṇ䛧䚸䝁䝯䞁䝖䝫䝸䝅䞊䛻㐪ᢞ✏䛾ලయ䜢
䜟䛛䜚䜔䛩䛟᫂♧䛧䛯䛖䛘䛷䚸䝁䝯䞁䝖ᢞ✏䝣䜷䞊䝮䛻䜒グ㍕䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸㻞㻠㛫యไ䛾ᑓ㛛䝏䞊䝮䛻䜘䜛ேⓗ䝟
䝖䝻䞊䝹䛻ຍ䛘䛶䚸⮬♫䛷㛤Ⓨ䛧䛯䛂῝ᒙᏛ⩦䜢⏝䛔䛯⮬↛ゝㄒฎ⌮䝰䝕䝹䠄㻭㻵䠅䛃䜔䚸⊂⮬䛻㛤Ⓨ䛧䛯῝ᒙᏛ⩦≉
ᆺ䝇䞊䝟䞊䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛂㼗㼡㼗㼍㼕䛃䜢ά⏝䛩䜛䛺䛹䚸䝔䜽䝜䝻䝆䞊䜢㥑䛧䛺䛜䜙䚸ㄦㅫ୰യ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛㐪䝁䝯䞁
䝖䜢㻝᪥ᖹᆒ⣙㻞௳๐㝖䛩䜛䛺䛹䛾ᑐ⟇䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ຍ䛘䛶䚸ㄦㅫ୰യ䛺䛹䛾㐪䝁䝯䞁䝖䜢」ᩘ䛻䜟䛯䛳䛶ᢞ✏
䛧䛯䝴䞊䝄䞊䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸䛂ᢞ✏Ṇᥐ⨨䛃䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹୍᪉䛷䚸ሗ䛾ὶ㏻ᇶ┙䛷䛒䜛䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮ᴗ䜢Ⴀ
䜐ᴗ䛸䛧䛶䛿䚸ᢞ✏⪅䛾⾲⌧䛾⮬⏤䛸䛾䝞䝷䞁䝇䜢ៅ㔜䛻ぢᴟ䜑䛺䛜䜙㐺ṇ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䜒㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘
䛶䛔䜛䚹㼅㼍㼔㼛㼛㻍㻌㻶㻭㻼㻭㻺䛷䛿䚸ேᶒᩆ῭䛾ほⅬ䜘䜚ㄦㅫ୰യᢞ✏䛻ᑐ䛧䛶ཝṇ䛻ᑐฎ䛧䛶䛔䛟䛸䛸䜒䛻䚸⾲⌧䛾⮬⏤
䛻䜒㓄៖䛧䛯䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛾ゝㄽ✵㛫య䛾䛻ྥ䛡䛶䚸ㄦㅫ୰യᑐ⟇䛾ᙉ䜔㏱᫂䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛻
ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹䛘䜀䚸୍ᐃ௨ୖ䝁䝯䞁䝖ᩘ䛜䛒䜛グ䛾䝁䝯䞁䝖ḍ䜢ᑐ㇟䛻䚸㻭㻵䛜ุᐃ䛧䛯㐪䝁䝯䞁䝖ᩘ䛺䛹䛾
ᇶ‽䛻ᚑ䛔䚸䝁䝯䞁䝖ḍ䜢⮬ືⓗ䛻㠀⾲♧䛻䛩䜛ᶵ⬟䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹
䈜㼅㼍㼔㼛㼛㻍䝙䝳䞊䝇䚸䝁䝯䞁䝖ḍ䛾䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏䜢ᙉ䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻜᭶㻝㻥᪥䠅
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼍㼎㼛㼡㼠㻚㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼜㼞㻛㼞㼑㼘㼑㼍㼟㼑㻛㻞㻜㻞㻝㻛㻝㻜㻛㻝㻥㼍㻛
䈜㼅㼍㼔㼛㼛㻍䝙䝳䞊䝇䚸䝁䝯䞁䝖ḍ㠀⾲♧ᶵ⬟ᑟධᚋ䛾≧ἣ䜢බ⾲䠄㻞㻜㻞㻞ᖺ㻝᭶㻞㻜᪥䠅
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼍㼎㼛㼡㼠㻚㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼜㼞㻛㼞㼑㼘㼑㼍㼟㼑㻛㻞㻜㻞㻞㻛㻜㻝㻛㻞㻜㼍㻛
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䛭䛾䚸ㄦㅫ୰യ➼ಶே䛾ᶒ 䛆᪥ᮏ䛾ྲྀ⤌䛇
ᐖ䜢㜵Ṇ䞉పῶ䛩䜛䛯䜑䛾䝃䞊
䝡䝇ୖ䛾ᕤኵ䠄≉䛻䚸䛔䜟䜖䜛⅖
ୖ䜈䛾ᑐ⟇䛻㈨䛩䜛䜒䛾䠅
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ㄗゎ䜢ᣍ䛟䜒䛾䚸ブḭ⾜Ⅽ䛿㻌㻡㻘㻞㻤㻡㻌ᮏ䠅䛾ື⏬䜢๐㝖䛧䛶䛔䜎䛩䚹

㼇㏱᫂ᛶ䝺䝫䞊䝖㼉
ᅇ⟅䛺䛧
㻳㼛㼛㼓㼘㼑䛿㻞㻜㻝㻜ᖺ䛻ึ䜑䛶㏱᫂ᛶ䝺䝫䞊䝖䜢බ㛤䛧䜎䛧䛯䚹㻳㼛㼛㼓㼘㼑䛿䚸䝴䞊䝄䞊䛾䝕䞊䝍䛻
ᑐ䛩䜛ᨻᗓ䛛䜙䛾せㄳ䛻㛵䛩䜛ሗ䜢බ㛤䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᨻᗓ䛻䜘䜛䝴䞊䝄䞊ሗ䜈䛾䜰
䜽䝉䝇䛾ヨ䜏䛻ග䜢ᙜ䛶䚸䛣䜜䜙䛾せㄳ䛾㔞䛻㛵䛩䜛ሗ䜔⚾㐩䛜䝴䞊䝄䞊䛾ሗ䜢ಖ
ㆤ䛩䜛䛯䜑䛾᪥䚻䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛻㛵䛧䛶㏱᫂ᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䜢ᮃ䜣䛷䛔䜎䛩䚹䛣䛾䝺䝫䞊
䝖䛷䛿䚸ᅜู䛾ᨻᗓ䛻䜘䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾๐㝖せㄳ䜢ྵ䜐䚸䝁䞁䝔䞁䝒๐㝖䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢
ᥦ౪䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䝁䞁䝔䞁䝒๐㝖せㄳ䛾⌮⏤䜢ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛾䜹䝔䝂
䝸䞊䛻䛿䚸≉䛻ブḭ䚸䛺䜚䛩䜎䛧䚸䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛚䜘䜃䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹㏱᫂ᛶ䝺
䝫䞊䝖䛿᪥ᮏㄒ䛷䛤ぴ䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㼞㼑㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㻫㼔㼘㻩㼖㼍

㻸㻵㻺㻱ᰴᘧ♫

ᅇ⟅䛺䛧

ᅇ⟅䛺䛧

ᅇ⟅䛺䛧

㻹㼑㼠㼍

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㻶㼍㼜㼍㼚ᰴᘧ♫

䛥䜙䛻䛣䛾ᗘ䚸䝧䝷䝹䞊䝅䛻䛒䜛」ᩘ䛾ᨻᗓ⣔䝯䝕䜱䜰䜰䜹䜴䞁䝖䛸䜴䜽䝷䜲䝘䛻䛒䜛㻝䛴䛾
ᨻᗓ⣔䝯䝕䜱䜰䜰䜹䜴䞁䝖䜈䛾䝷䝧䝹䛡䜢㛤ጞ䛧䜎䛧䛯䚹ᡓத䛜䚸䛭䛧䛶䜸䞁䝷䜲䞁䛷䛾
ヰ䛜㐍䜐䛺䛛䛷䚸⏝⪅䛾ⓙᵝ䛻䛿ᩥ⬦䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛧䚸ṇ䛧䛔ሗ䛻ᇶ䛵䛔䛶
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䜢⏝䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹

㻞᭶㻞㻤᪥௨㝆䚸䛣䛾䜹䝔䝂䝸䞊䛻䝷䝧䝹䛡䛥䜜䛯䝒䜲䞊䝖䛿䚸㻢㻝㻘㻜㻜㻜௳௨ୖ䛻㐩䛧䛶䛔䜎
䛩䚹䝷䝧䝹䛡䛾ᇶ‽䛻ᚑ䛔䚸䛭䛾䜘䛖䛺䝒䜲䞊䝖䛿ᣑᩓ䛾ᑐ㇟እ䛸䛥䜜䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝩䞊
䝮䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜔㏻▱䛺䛹䛾⏬㠃䛷䛚䛩䛩䜑䛸䛧䛶⾲♧䛥䜜䜎䛫䜣䚹䛣䜜䜙䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛻
䜘䜚䚸䛣䛾✀䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾䝸䞊䝏䛿㻟㻜㻑ῶᑡ䛧䜎䛧䛯䚹

ᅜᐙᙜᒁ㛵ಀ䝯䝕䜱䜰䛻㛵䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏
ᡓத䜔⣮த䛾䛥䛺䛛䛷䛿䚸ᐇ䛻ᇶ䛵䛔䛯ಙ㢗ᛶ䛾㧗䛔ሗ䛻䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䚸
䛹䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛜ᙜᅜ䛻䜘䛳䛶䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢᫂☜䛻䛩䜛䛣䛸䛜䚸ᴟ䜑䛶㔜
せ䛷䛩䚹
㻌
㻞㻜㻞㻜ᖺ௨㝆䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿୍㒊䛾ᅜ䛾ᅜᐙᙜᒁ㛵ಀ䠄ᨻᗓ⣔䠅䝯䝕䜱䜰䜰䜹䜴䞁䝖䛾᥎ዡ䜔ᣑ
ᩓ䛿⾜䜟䛪䚸䛂䝻䝅䜰ᕞ㛵ಀ䝯䝕䜱䜰䛃䛺䛹䛾䝷䝧䝹䛡䜢⾜䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹ඛ᭶䛻䛿䛣䛾
ྲྀ䜚⤌䜏䜢ᣑ䛧䚸䝻䝅䜰ᨻᗓ⣔䝯䝕䜱䜰䛾䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜈䛾䝸䞁䜽䜢ඹ᭷䛩䜛䝒䜲䞊䝖䛻䜒
䝷䝧䝹䛡䜢㛤ጞ䛧䜎䛧䛯䚹䛣䜜䜙ᨻᗓ⣔䝯䝕䜱䜰䛛䜙䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾ከ䛟䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛜䝷
䝧䝹䛡䛧䛯䜰䜹䜴䞁䝖䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛣䛖䛧䛯䝸䞁䜽䝅䜵䜰䛛䜙䜒Ⓨಙ䛥䜜䛶䛔䛯䛛䜙䛷䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼥㼛㼥㼛㼑㼘㻛㼟㼠㼍㼠㼡㼟㻛㻝㻠㻥㻤㻟㻠㻟㻤㻠㻥㻞㻣㻟㻠㻞㻡㻥㻞㻝㻫㼟㻩㻞㻜㻒㼠㻩㻾㻿㼛㻿㼞㼀㻺㻾㼅㻿㻼㻵㻠㻡㻹㼅
㼝㻢㼏㼃㼁㼣

䈄䚷䜴䜽䝷䜲䝘䛸䝻䝅䜰䛾⏝⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸䝣䜷䝻䞊䛧䛶䛔䛺䛔⏝⪅䛾୍㒊䛾䝒䜲䞊䝖䛜䛚
䛩䛩䜑䛸䛧䛶䝩䞊䝮䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛻⾲♧䛥䜜䛺䛔䜘䛖䛻䛧䚸䛺䝁䞁䝔䞁䝒䛜ᗈ䛜䜛䝸
䝇䜽䜢పῶ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䈄䚷䛥䜙䛻䚸䝖䝢䝑䜽䚸䝸䝇䝖䚸䝇䝨䞊䝇䛺䛹ಙ㢗ᛶ䛜㔜ど䛥䜜䜛ᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䚸Ᏻᛶ䜢㧗
䜑䚸ᝏ⏝䛥䜜䜛䛾䜢㜵䛠ᑐ⟇䜢ᗈ⠊䛻⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹

௨ୗ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛻䜘䜚䚸䝩䞊䝮䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛷䜒᳨⣴⏬㠃䛷䜒ಙ㢗ᛶ䛾㧗䛔᭱᪂ሗ䜢⡆
༢䛻ぢ䛴䛡䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛧䚸Ᏻᛶ䜢ᙉ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㻌
䈄䚷䝰䞊䝯䞁䝖䛷䚸䜴䜽䝷䜲䝘䛷䛾ᡓத䛻㛵䛩䜛䛥䜎䛦䜎䛺ゝㄒ䛾䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛾䝙䝳䞊䝇䜔
䝸䝋䞊䝇䜢䜻䝳䝺䞊䝖䛧䛶Ⓨಙ䛧䛶䛚䜚䚸䛣䜜䜎䛷䛻㻤㻜㻌൨㻌㻤㻜㻜㻜㻌ᅇ௨ୖ㜀ぴ䛥䜜䛶䛔䜎
䛩䚹
䈄䚷ⱥㄒ䚸䜴䜽䝷䜲䝘ㄒ䚸䝻䝅䜰ㄒ䛷᳨⣴⏬㠃䛺䛹䛻䝥䝻䞁䝥䝖䜢⾲♧䛧䚸䝕䝆䝍䝹ୖ䛾Ᏻ
䛸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻㛵䛩䜛㔜せ䛺䝸䝋䞊䝇䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䈄䚷ᑓ⏝䛾䜲䝧䞁䝖䝨䞊䝆䜢㻝㻞䛛ᅜㄒ䚸㻢㻣䛛ᅜ௨ୖ䛷ᥦ౪䛧䛶䛚䜚䚸䛥䜙䛻ᣑ䛩䜛ணᐃ䛷
䛩䚹᪥ᮏㄒ䛿䛣䛱䜙䛷䛩䚹
䈄䚷䝩䞊䝮䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛷ᖖ䛻᭱᪂ሗ䜢ධᡭ䛩䜛䛯䜑䛻ᙺ❧䛴䝖䝢䝑䜽䛸䚸ಙ㢗ᛶ䛾㧗䛔
ሗ※䜢䜎䛸䜑䛯䝸䝇䝖䜢సᡂ䛧䜎䛧䛯䚹᪥ᮏㄒ䛿䛣䛱䜙䛷䛩䚹

䈄䚷䝁䞁䝔䞁䝒䛜㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻㐪䛧䛶䛔䜛ሙྜ䚸䝒䜲䞊䝖䝺䝧䝹䜎䛯䛿䜰䜹䜴䞁䝖䝺䝧䝹
䛷ᑐฎ䛧䜎䛩䠄䝁䞁䝔䞁䝒䛾๐㝖䛺䛹䠅䚹
䈄䚷䝒䜲䞊䝖䛻䜘䜚༶ᗙ䛻༴ᐖ䛜⏕䛨䜛䝸䝇䜽䛿ప䛔䛜䚸ᩥ⬦䜢᫂☜䛻䛧䛺䛡䜜䜀ㄗゎ䛜⏕
䛨䜛ᜍ䜜䛜䛒䜛ሙྜ䚸ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䜢䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛻✚ᴟⓗ䛻ᣑᩓ䛫䛪䚸䝒䜲䞊䝖䜈䛾䝸䞊
䝏䜢ῶ䜙䛩䛣䛸䛻ὀຊ䛧䜎䛩䚹䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᣑᩓ䜢㜵䛔䛷㟢ฟ䜢ῶ䜙䛧䚸䝷䝧䝹䜢䛧䛶
㔜せ䛺ᩥ⬦䜢䛡ຍ䛘䜎䛩䚹

ሗ䛾ಙ㢗ᛶ䛾ྥୖ
䜸䞁䝷䜲䞁䝁䞁䝔䞁䝒䜢᥎ዡ䛧ᣑᩓ䛩䜛ୖ䛷䚸䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛜㔜せ䛺ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛔䜛䛣䛸
䜢⪃៖䛧䚸⚾䛯䛱䛿䛂ṧ䛩䛛ᾘ䛩䛛䛃䛾ᢥ䛻ᅃ䜟䜜䛪䛻䝁䞁䝔䞁䝒䛾┘どᴗົ䜢ᣑ䛩
䜛䜉䛝䛸⪃䛘䜎䛩䚹⌧ᅾ䚸ḟ䛾䜘䛖䛺䜰䝥䝻䞊䝏䜢䛸䛳䛶䛔䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸≉䛻༴ᶵⓗ䛺≧ἣ䛻䛚䛔䛶䛣䛭䚸♫䛻ᑐ䛩䜛㈐௵䜢ᯝ䛯䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎
䛫䜣䚹⚾䛯䛱䛿㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䜢✚ᴟⓗ䛻㐺⏝䛧䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䜈䛾䜰䜽䝉䝇䜢ಖㆤ䛧䚸ಙ㢗ᛶ
䛾㧗䛔ሗ䜢ᥦ౪䛧䚸⏝⪅䛾䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛸Ᏻ䜢☜ಖ䛧䚸㛤䛛䜜䛯ヰ䛾ሙ䜢᧯స
䛧䜘䛖䛸䛩䜛䜏䜢㜼Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䜴䜽䝷䜲䝘ໃ䜢䜑䛠䜛䝒䜲䞊䝖䛻㛵䛧䛶䛿䚸᪥ᮏ䜢ྵ䜐ୡ⏺䛷ᵝ䚻䛺ᑐ⟇䜢⾜䛳䛶䛔
䜎䛩䚹

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼑㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚㻙㼕㼚㼠㼑㼓㼞㼕㼠㼥㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼥

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸ጉᐖ䜔᧯స䜢㜼Ṇ䛧䚸බඹ䛾ヰ䛾Ύᗮᛶ䜢Ᏺ䜛㈐௵䛜䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎
䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛧䛶ᕷẸάື䜢᧯స䛧䛯䜚䚸ጉᐖ䛧
䛯䜚䛩䜛⾜Ⅽ䜢⚗䛨䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿䚸ᕷẸάື䛾ᡭ⥆䛝䜔⎔ቃ䛻㛵䛩䜛ㄗ䛳䛯ሗ
䜔䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䛻䜘䜛ጉᐖ⾜Ⅽ䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䛻䜘䛳䛶䚸ᕷẸάື䛜
┤᥋ⓗ䛻᧯స䛥䜜䛯䜚䚸ጉᐖ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛾䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䛻ΰ
䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛯䜚䛩䜛ሙྜ䛿䚸⫼ᬒሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻䝒䜲䞊䝖䛻䝷䝧䝹䜢䛡䜛ሙ
ྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌㑅ᣲ䛻㛵䛩䜛㔜せ䛺ሗ䛻䛴䛔䛶䛾㔜䛺ΰ䛾䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧䛶䚸䝒
䜲䞊䝖䛻㢼่ⓗ䜎䛯䛿䝴䞊䝰䜰⁄䜜䜛せ⣲䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䠄䜎䛯䛿ྵ䜎䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䠅
ሙྜ䛷䜒䚸䛣䜜䜙䛾ᥐ⨨䜢ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷⏕䜎䜜䜛බඹ䛾ヰ䛿䚸㑅ᣲ䜔䛭䛾䛾ᕷẸ䜲䝧䞁䝖䛾ᮇ㛫୰䛿≉䛻㔜せ䛷
䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䛾Ύᗮᛶ䜢ᦆ䛺䛖䛔䛛䛺䜛⾜Ⅽ䜒䚸⚾䛯䛱䛾ᇶᮏⓗᶒ䛾ᑐᴟ䛻
䛒䜚䚸⾲⌧䛾⮬⏤䛾ᇶᮏཎ๎䛸䛔䛖㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛜ᇶ┙䛸䛧䛶䛔䜛౯್䜢ᦆ䛺䛖䜒䛾䛷䛩䚹
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㻌
䛣䛾ෆᐜ䛿䝻䝅䜰ㄒ䛸䜴䜽䝷䜲䝘ㄒ䛷䜒Ⓨಙ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䛣䜜䜎䛷䜒䚸ᗈ࿌䛻㛵䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹㻞㻜㻝㻣ᖺ௨㝆䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䠄䝻
䝅䜰ᅜႠ䝯䝕䜱䜰䛷䛒䜛䠅䝻䝅䜰䞉䝖䜳䝕䜲䠄㻾㼀㻕䛸䝇䝥䞊䝖䝙䜽䛜ᡤ᭷䛩䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛛䜙
䛾ᗈ࿌䜢⚗Ṇ䛧䚸䝕䝆䝍䝹䝸䝔䝷䝅䞊䛾ྥୖ䚸ഇሗ䛾㜵Ṇ䚸බṇ䛺㑅ᣲ䛾䛯䜑䛾ྲྀ䜚⤌
䜏䜢⾜䛳䛶䛔䜛㻺㻳㻻䛻┈䜢ᐤ䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛥䜙䛻䚸㻞㻜㻝㻥ᖺ䛻䛿䚸ᅜ䛜ᨭ䛩䜛䝙䝳䞊
䝇䝯䝕䜱䜰䛾ᗈ࿌䜔ᨻᗈ࿌䜢㠃⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㻌
⌧ᆅ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜈䛾ᨭ
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸⌧ᆅ䛷άື䛩䜛ே㐨ᨭᅋయ䛸㛵䜟䜚䚸ᨭ䜢ᚋ䜒ᘬ䛝⥆䛝⥅⥆䛧䛶䛔䛝
䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾ᚑᴗဨ䛛䜙䛾ᐤ䛻♫䛜ୖ䛫䛧䚸䜴䜽䝷䜲䝘㞴Ẹ䜢┤᥋ᨭ䛧䛶䛔
䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䛯ᅋయ䚸䝟䞊䝖䝘䞊ᅋయ䜈┤᥋ᐤ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㻌
䜎䛯䚸䛣䜜䜙䛾ᅋయ䛾㔜せ䛺άື䜢ᨭ䛧䚸ᙼ䜙䛾䝯䝑䝉䞊䝆䜢㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛷ᗈ䛟ᒆ䛡䜛䛯
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䞁䛾䜲䞁䝥䝺䝑䝅䝵䞁ᩘ䛿䚸䛩䛷䛻㻝㻝㻣㻘㻠㻢㻟㻘㻜㻜㻜ᅇ䜢㉸䛘䛶䛔䜎䛩䚹

ᡓத䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䛧䛯䜚ྲྀ䜚ୖ䛢䛯䜚䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜔䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻ᇶ䛵䛔䛶ഇ䜎
䛯䛿ㄗゎ䜢ᣍ䛟䛸ぢ䛺䛥䜜䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䜢㏻䛨䛯┈䛾ᑐ㇟䛸䛺䜚䜎䛫䜣䚹䜎
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䛾䚸䛒䜛䛔䛿ㄗゎ䜢ᣍ䛟䚸䜒䛧䛟䛿ṇ☜䛺ᩥ⬦䛷ሗ䜢Ⓨಙ䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾㔞䛜ᖜ
䛻ቑຍ䛧䛶䛔䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿ྜᡂ䜎䛯䛿᧯స䛥䜜䛯䝯䝕䜱䜰䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛻ᇶ䛵䛔
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䝫䝸䝅䞊䛻ᇶ䛵䛟ᙉไⓗᑐᛂ䛾ᣑ
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䝖䠅䚸άືᐙ䚸ᨻᗓᶵ㛵䚸ᨻᗓ㛵ಀ⪅䛺䛹䛾▱ྡᗘ䛾㧗䛔䜰䜹䜴䞁䝖䛷䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸ᶆⓗ
䜢ᐃ䜑䛯䜰䜹䜴䞁䝖䛾䛳ྲྀ䜚䜔᧯స䛻䜘䜛⿕ᐖ䜢㍍ῶ䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䜢㐍䜑䛶䛚䜚䚸ⱥ
ㄒ䚸䜴䜽䝷䜲䝘ㄒ䚸䝻䝅䜰ㄒ䛷䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻㛵䛩䜛䝸䝋䞊䝇䜢බ㛤䛧䜎䛧䛯䚹
䜎䛯䚸㼀㼞㼡㼟㼠㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼍㼒㼑㼠㼥㻌㻯㼛㼡㼚㼏㼕㼘䛾䝯䞁䝞䞊䜢ྵ䜐ୡ⏺୰䛾䝟䞊䝖䝘䞊䛸༠ຊ䛧䛶䚸ᨭ䜢
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ᨻᗓ䜰䜹䜴䞁䝖䝷䝧䝹䛻㛵䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸䝒䜲䞊䝖䛾ᩥ⬦䜢᫂☜䛻䛩䜛䛯䜑䛻䚸ᑐ㇟䛾ᨻᗓ䜰䜹䜴䞁䝖䛻䝷䝧䝹䛡䜢
⾜䛳䛶䛚䜚䚸㐌䜴䜽䝷䜲䝘ᨻᗓ䜰䜹䜴䞁䝖䜈䛾䝷䝧䝹䛡䜢㛤ጞ䛩䜛ணᐃ䛷䛩䚹
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㒊䛾ᨻᗓ⣔䝯䝕䜱䜰䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢ᕪ䛧᥍䛘䜛䛣䛸䛜ἲⓗ䛻ồ䜑䜙䜜䚸ᑐᛂ䜢㐍䜑䛶䛔䜎
䛩䚹㻱㼁ᅪእ䛷䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛷䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛷䛭䛾䜘䛖䛺ᨻᗓ⣔䝯䝕䜱
䜰䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᣑᩓ䜢㜵Ṇ䛧䚸䝷䝧䝹䛡䛻䜘䛳䛶㔜せ䛺ᩥ⬦䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䛻ὀ
ຊ䛧䜎䛩䚹

⏝⪅䛻䛿䚸ᅜᐙ䛸䝯䝕䜱䜰䜰䜹䜴䞁䝖䛜⤖䜃䛴䛔䛶䛔䜛䛣䛸䜢▱䜛ᶒ䛜䛒䜛䛸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿
⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹⚾䛯䛱䛿ᚋ䚸᪤Ꮡ䛾ᑐ㇟ᅜ䛻ຍ䛘䚸ᅜᐙ㛫⣮த䛻㛵䜟䜛ᅜ䚻䛾ᨻᗓ䛸
ᨻᗓ⣔䝯䝕䜱䜰䛻䜒䝷䝧䝹䜢䛧䜎䛩䚹䛣䛾᪉㔪䛻䜘䜚䚸ᅜ㝿⣮த䛻㛵䛩䜛ヰ䛻බᖹ
䛻ᩥ⬦䛜䛡ຍ䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䛣䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢ᣑ䛧䚸ᚎ䚻䛻䝷䝧䝹
䛡䛾ᑐ㇟ᅜ䜢ቑ䜔䛧䛶䛔䛟ணᐃ䛷䛩䚹
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䝲䝣䞊ᰴᘧ♫

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻸㻸㻯

㻸㻵㻺㻱ᰴᘧ♫

㻹㼑㼠㼍

㻨䝸䝔䝷䝅䞊㻪
䠓䛂㻵㻯㼀䝸䝔䝷䝅䞊ྥୖ䛾᥎㐍䛃䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹

㻨䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽㻪
䠒䛂䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽䛾᥎㐍䛃䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹

㻨ᑐヰ㻪
㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛿᭷㆑⪅䛸䛾බᘧ䚸㠀බᘧ䜢ၥ䜟䛪ពぢ䛻✚ᴟⓗ䛻ཧຍ䛧䚸〇ရ䜔䝁䞁䝔䞁
䝒䝰䝕䝺䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛ሗᥦ౪䜢ᐇ䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹┤㏆䛷䛿䚸䝬䝇䝁䝭⌮᠓ㄯ
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䛻᭷ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸ᅜ㝿ᶵ㛵ཬ䜃ྛᅜಖᙜᒁ䛸⥭ᐦ䛻㐃ᦠ䛧䛶䛝䜎䛧
䛯䚹䛣䛖䛧䛯ྲྀ䜚⤌䜏䜢㏻䛨䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛿䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾་Ꮫⓗ䛻ㄗ䛳䛯
ሗ䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䜢⟇ᐃ䛧䜎䛧䛯䚹䛘䜀䚸䛣䛾䝫䝸䝅䞊䛿䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛾Ꮡᅾ
䜢ྰᐃ䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜔䚸་⒪ᶵ㛵䛷⒪䜢ཷ䛡䜛௦䜟䜚䛻ᐙᗞ⒪ἲ䜢䛩䛩䜑䜛䝁䞁䝔䞁
䝒䜢⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䝫䝸䝅䞊䛷䛿䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾ឤᰁ㜵Ṇ䜢┠ⓗ
䛸䛧䛯♫ⓗ㊥㞳䛾☜ಖ䜎䛯䛿⮬ᕫ㝸㞳ᥐ⨨䛻㛵䛩䜛ᆅᇦ䛾බ⾗⾨⏕ᙜᒁ䜔㻌㼃㻴㻻㻌䛾
䜺䜲䝎䞁䝇䛾᭷ຠᛶ䛻␗㆟䜢ၐ䛘䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻞㻜㻞㻜ᖺ㻌㻝㻜㻌᭶䜘䜚䚸䛣䛾
䝫䝸䝅䞊䜢ᣑ䛧䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䝽䜽䝏䞁䜔䝽䜽䝏䞁᥋✀䛻㛵䛩䜛ᙇ䛾䛖䛱䚸ᆅᇦ䛾බ⾗
⾨⏕ᙜᒁ䜔ୡ⏺ಖᶵ㛵䠄㼃㻴㻻䠅䛾ᑓ㛛ᐙ䛾⤫୍ぢゎ䛸▩┪䛩䜛୍㐃䛾ᙇ䜢ྵ䜐䜘䛖
䛻䛧䜎䛧䛯䚹䛘䜀䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䝽䜽䝏䞁䛜Ṛ䜢䜒䛯䜙䛩䛸ᙇ䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛧䛶
䛔䜎䛩䚹㻞㻜㻞㻝㻌ᖺ㻌㻝㻜㻌᭶䛻䛿䚸䜘䜚ᗈ⠊䛺䝽䜽䝏䞁䛻ᑐ䛩䜛ㄗ䛳䛯ሗ䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䜢
බ⾲䛧䚸ᆅᇦ䛾බ⾗⾨⏕ᙜᒁ䜔ୡ⏺ಖᶵ㛵䠄㼃㻴㻻䠅䛻䜘䛳䛶Ᏻᛶ䛸᭷ຠᛶ䛜ᢎㄆ䛚
䜘䜃☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛䚸⌧ᅾᢞ䛥䜜䛶䛔䜛䝽䜽䝏䞁䛻㛵䛩䜛≉ᐃ䛾ᙇ䜢⚗Ṇ䛧䛶䛔䜎
䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼥㼛㼡㼠㼡㼎㼑㻛㼍㼚㼟㼣㼑㼞㻛㻥㻤㻥㻝㻣㻤㻡㻫㼔㼘㻩㼖㼍

ୖグ䜢䛤☜ㄆୗ䛥䛔
䝲䝣䞊䛾䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛥䜜䜛᪉䛩䜉䛶䛻㐺⏝䛥䜜䜛⏝つ⣙䛻䛴䛔䛶
㻔ཧ⪃㻕㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼍㼎㼛㼡㼠㻚㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼏㼛㼙㼙㼛㼚㻛㼠㼑㼞㼙㼟㻛㼏㼔㼍㼜㼠㼑㼞㻝㻛㻏㼏㼒㻝㼟㼠
⏝つ⣙㻌➨㻝⦅㻌ᇶᮏ䜺䜲䝗䝷䜲䞁㻌➨㻝❶㻌⥲๎
㻣᮲㻌䝃䞊䝡䝇⏝䛻䛒䛯䛳䛶䛾㡰Ᏺ㡯
ᙜ♫䛾䝃䞊䝡䝇䛾䛤⏝䛻㝿䛧䛶䛿௨ୗ䛻ᐃ䜑䜛⾜Ⅽ䠄䛭䜜䜙䜢ㄏⓎ䛩䜛⾜Ⅽ䜔‽ഛ⾜
Ⅽ䜒ྵ䜏䜎䛩䠅䜢⚗Ṇ䛔䛯䛧䜎䛩䚹
㻞㻚㻌♫つ⠊䞉බᗎⰋ䛻䛩䜛䜒䛾䜔䚸ே䛾ᶒ䜢ᐖ䛧䚸䜎䛯䛿ே䛾㏞ᝨ䛸䛺䜛䜘
䛖䛺䜒䛾䜢䚸ᢞ✏䚸ᥖ㍕䚸㛤♧䚸ᥦ౪䜎䛯䛿㏦ಙ䠄௨ୗ䛣䜜䜙䜢⥲⛠䛧䛶䛂ᢞ✏䛺䛹䛃䛸䛔䛔
䜎䛩䠅䛧䛯䜚䛩䜛⾜Ⅽ

ᅇ⟅䛺䛧

䛆䐠ᗣ䞉་⒪㛵ಀ ᅇ⟅䛺䛧
䠄䝁䝻䝘㛵ಀ➼䠅䛇

㻹㼑㼠㼍

ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿ୗグ㼁㻾㻸䜢ᚚཧ↷䛟䛰䛥䛔䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㻚㼒㼎㻚㼏㼛㼙㻛㼑㼚㻙㼓㼎㻛㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼏㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼠㼥㻙㼟㼠㼍㼚㼐㼍㼞㼐㼟㻛㼙㼕㼟㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻛

ㄗሗ䛿䚸ໟᣓⓗ䛺⚗Ṇ㡯䜢᫂♧䛩䜛᪉ἲ䛜䛺䛔䛯䜑䚸㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱つᐃ
䛷ྲྀ䜚ᢅ䛖䛾✀㢮䛾Ⓨゝ䛸䛿␗䛺䜚䜎䛩䚹䛘䜀䚸㐣ᗘ䛺ᭀຊᥥ䜔䝦䜲䝖䝇䝢䞊䝏䛻
䛴䛔䛶䛿䚸ᘢ♫䛜⚗䛨䛶䛔䜛Ⓨゝ䛿䝫䝸䝅䞊䛻つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸䛭䛾䝫䝸䝅䞊䛻㈶ᡂ
䛧䛺䛔ே䛷䜒ᚑ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䛧䛛䛧ㄗሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾䜘䛖䛺᪉㔪䜢ᥦ౪䛩䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜎䛫䜣䚹ୡ⏺䛿⤯䛘㛫䛺䛟ኚ䛧⥆䛡䛶䛔䜛䛯䜑䚸䛒䜛Ⅼ䛷䛿┿ᐇ䛷䛒䛳䛶䜒䚸
ḟ䛾▐㛫䛻䛿┿ᐇ䛷䛺䛟䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹䜎䛯ᘢ♫䛿䚸⮬㌟䛾࿘䜚䛾ୡ⏺䛻䛴䛔䛶␗
䛺䜛䝺䝧䝹䛾ሗ䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸┿ᐇ䛷䛺䛔ሗ䜒┿ᐇ䛰䛸ಙ䛨䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛜䛒䜚䜎
䛩䚹䛂ㄗሗ䛃䜢༢⣧䛻⚗Ṇ䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛷䛿䚸ሗ䜈䛾䛺䜰䜽䝉䝇䛜䛷䛝䛺䛔䛯䜑䚸
ᘢ♫䛾䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛩䜛ே䜃䛸䛻ᙺ❧䛴㏻▱䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛪䚸䝫䝸䝅䞊䛻ᙉไ
ຊ䜢ᣢ䛯䛫䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜎䛫䜣䚹
௦䜟䜚䛻䚸ᘢ♫䛾䝫䝸䝅䞊䛷䛿䚸ㄗሗ䛻䛴䛔䛶䛥䜎䛦䜎䛺䜹䝔䝂䝸䞊䜢᫂☜䛻䛧䚸ᑐ㇟䛸
䛺䜛Ⓨゝ䜢ᘢ♫䛜ぢ䛴䛡䛯䛸䛝䛾ᑐฎἲ䜢♧䛧䛯᫂☜䛺䜺䜲䝎䞁䝇䜢タ䛡䜛䜘䛖ດ䜑䛶䛔
䜎䛩䚹䛭䜜䛮䜜䛾䜹䝔䝂䝸䞊䛻䛚䛔䛶䚸ᘢ♫䛾䜰䝥䝻䞊䝏䛻䛿䚸⾲⌧䚸Ᏻ䚸ᑛཝ䚸┿ṇ
ᛶ䚸䝥䝷䜲䝞䝅䞊䛻ᑐ䛩䜛ᘢ♫䛾౯್ほ䛾䝞䝷䞁䝇䜢䛸䜛ヨ䜏䛜ᫎ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

㑅ᣲ䜔ᅜໃㄪᰝ䛾ᛶ䜢ಁ㐍䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛸䛧䛶䚸ᘢ♫䛿䚸䛣䛾䜘䛖䛺䝥䝻䝉䝇䛻ཧຍ
䛩䜛ே䜃䛸䜢ጉᐖ䛩䜛䝸䝇䜽䜢┤᥋ຓ㛗䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔ㄗሗ䜢๐㝖䛧䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿
ḟ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹
㻙䚷ᢞ⚊䜔᭷ᶒ⪅Ⓩ㘓䚸ᅜໃㄪᰝ䜈䛾ཧຍ䛻㛵䛩䜛᪥䚸ሙᡤ䚸㛫䚸᪉ἲ䛻㛵䛩䜛ㄗ
ሗ
㻙䚷ᢞ⚊䛷䛝䜛ே≀䚸ᢞ⚊㈨᱁䚸ᢞ⚊䛾᭷ຠᛶ䚸ᢞ⚊䛩䜛䛯䜑䛻ᥦ౪䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
ሗ䜔᭩㢮䛻㛵䛩䜛ㄗሗ
㻙䚷ೃ⿵⪅䛜❧ೃ⿵䛩䜛䛛ྰ䛛䛻㛵䛩䜛ㄗሗ

ᘢ♫䛷䛿䚸せ䛺ಖᶵ㛵䛻┦ㄯ䛧䚸බ⾗⾨⏕䛚䜘䜃Ᏻ䜈䛾ᕪ䛧㏕䛳䛯༴㝤䜢┤᥋ຓ
㛗䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔ᗣ㛵㐃䛾ㄗሗ䜢≉ᐃ䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᘢ♫䛜๐㝖䛩䜛᭷ᐖ䛺ᗣ
㛵㐃䛾ㄗሗ䛻䛿ḟ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㻙䚷䝽䜽䝏䞁䛻㛵䛩䜛ㄗሗ䚹ᘢ♫䛿䚸䛻䝽䜽䝏䞁䛻㛵䛩䜛ㄗሗ䛻䛴䛔䛶䚸ಖᙜᒁ
䛜䛭䛾ሗ䛿ഇ䛷䛒䜚ᕪ䛧㏕䛳䛯䝽䜽䝏䞁᥋✀䛾ᣄྰ䜢┤᥋ຓ㛗䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛸
ุ᩿䛧䛯ሙྜ䛿䚸䛭䛾ሗ䜢๐㝖䛧䜎䛩䚹
㻙䚷බ⾗⾨⏕ୖ䛾⥭ᛴែ䛾㛫䛾ㄗሗ䚹ㄗሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ಖᙜᒁ䛜䛭䛾ሗ䛿
ഇ䛷䛒䜚ᕪ䛧㏕䛳䛯ᐇ㝿䛾༴ᐖ䛾䝸䝇䜽䜢┤᥋ຓ㛗䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛸ุ᩿䛧䛯ሙྜ䚸
බ⾗⾨⏕ୖ䛾⥭ᛴែ䛾㛫䚸ᘢ♫䛿䛭䛾ሗ䜢๐㝖䛧䜎䛩䚹
㻙䚷ᗣୖ䛾ၥ㢟䛻ᑐ䛩䜛᭷ᐖ䛺䛂ወ㊧ⓗ䛺⒪ἲ䛃䛾ᐉఏ䜎䛯䛿᧦ㆤ䚹䛣䜜䛻䛿䚸᥎ዡ
䛥䜜䜛䛔᪉䛜ᗣୖ䛾ᩥ⬦䛷䛿῝้䛺ᡃ䜔Ṛ䛾䝸䝇䜽䜢┤᥋ຓ㛗䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗
䛔⒪ἲ䚸䛚䜘䜃ṇᙜ䛺ᗣୖ䛾⏝㏵䜢᭷䛧䛺䛔⒪ἲ䠄⁻ⓑ䚸ᾘẘ䚸㯮㌾⭯䚸ⱔ
ᛶ䝋䞊䝎䛺䛹䠅䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㻶㼍㼜㼍㼚ᰴᘧ♫

㑅ᣲ䜔䛭䛾䛾ᕷẸάື䛾᧯స䜔ጉᐖ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛩䜛䛣䛸䜢
⚗䛨䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿䚸ᕷẸάື䜈䛾ཧຍ䜢ᢚᅽ䛩䜛䜘䛖䛺䝁䞁䝔䞁䝒䜔䚸ᕷẸάື䛻㛵䛩
䜛᪥䚸ሙᡤ䚸᪉ἲ䛻䛴䛔䛶ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᢞ✏䜔ඹ᭷䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᕷ
Ẹάື䛻䛴䛔䛶ㄗ䛳䛯ሗ䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䛜ྵ䜎䜜䜛䝒䜲䞊䝖䛻䛿䚸⫼ᬒሗ䜢ᥦ౪
䛩䜛䛯䜑䛻䚸䝷䝧䝹䜢䛡䛯䜚䚸ᣑᩓ䜢ᢚไ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷⏕䜎䜜䜛බඹ䛾ヰ䛿䚸㑅ᣲ䜔䛭䛾䛾ᕷẸ䜲䝧䞁䝖䛾ᮇ㛫୰䛿≉䛻㔜せ䛷
䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䛾Ύᗮᛶ䜢ᦆ䛺䛖䛔䛛䛺䜛⾜Ⅽ䜒䚸⚾䛯䛱䛾ᇶᮏⓗᶒ䛾ᑐᴟ䛻
䛒䜚䚸⾲⌧䛾⮬⏤䛾ᇶᮏཎ๎䛸䛔䛖㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛜ᇶ┙䛸䛧䛶䛔䜛౯್䜢ᦆ䛺䛖䜒䛾䛷䛩䚹
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䚸ጉᐖ䜔᧯స䜢㜼Ṇ䛧䚸බඹ䛾ヰ䛾Ύᗮᛶ䜢Ᏺ䜛㈐௵䛜䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎
䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛧䛶ᕷẸάື䜢᧯స䛧䛯䜚䚸ጉᐖ䛧
䛯䜚䛩䜛⾜Ⅽ䜢⚗䛨䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿䚸ᕷẸάື䛾ᡭ⥆䛝䜔⎔ቃ䛻㛵䛩䜛ㄗ䛳䛯ሗ
䜔䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䛻䜘䜛ጉᐖ⾜Ⅽ䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䛻䜘䛳䛶䚸ᕷẸάື䛜
┤᥋ⓗ䛻᧯స䛥䜜䛯䜚䚸ጉᐖ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛾䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䛻ΰ
䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛯䜚䛩䜛ሙྜ䛿䚸⫼ᬒሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻䝒䜲䞊䝖䛻䝷䝧䝹䜢䛡䜛ሙ
ྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌㑅ᣲ䛻㛵䛩䜛㔜せ䛺ሗ䛻䛴䛔䛶䛾㔜䛺ΰ䛾䝸䝇䜽䜢⪃៖䛧䛶䚸䝒
䜲䞊䝖䛻㢼่ⓗ䜎䛯䛿䝴䞊䝰䜰⁄䜜䜛せ⣲䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䠄䜎䛯䛿ྵ䜎䜜䜘䛖䛸䛧䛶䛔䜛䠅
ሙྜ䛷䜒䚸䛣䜜䜙䛾ᥐ⨨䜢ྲྀ䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼑㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚㻙㼕㼚㼠㼑㼓㼞㼕㼠㼥㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼥
⏝⪅䜢ḭ䛔䛯䜚䚸ΰ䛥䛫䛯䜚䛧䛶䚸ᦆᐖ䜢䜒䛯䜙䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䚸ྜᡂ䜎䛯䛿᧯స䛥
䜜䛯䝯䝕䜱䜰䜔䚸ᩥ⬦䛛䜙ษ䜚㞳䛥䜜䛯䝯䝕䜱䜰䠄䛂ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝯䝕䜱䜰䛃䠅䜢ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛿
⚗Ṇ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛥䜙䛻䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝯䝕䜱䜰䛜ྵ䜎䜜䜛䝒䜲䞊䝖䛻䝷䝧䝹
䛡䜢⾜䛔䚸⏝⪅䛜䝒䜲䞊䝖䛾ಙ䜄䜗䛖ᛶ䜔ᩥ⬦䜢ᢕᥱ䛩䜛䛾䜢ᨭ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎
䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼙㼍㼚㼕㼜㼡㼘㼍㼠㼑㼐㻙㼙㼑㼐㼕㼍

᫂䜙䛛䛻ㄗ䛳䛯䝁䞁䝔䞁䝒䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝁䞁䝔䞁䝒䚸㔜䛺ᦆᐖ䠄䜴䜲䝹䝇䜈䛾ᭀ㟢䜢ቑ䜔
䛩䚸බ⾗⾨⏕䝅䝇䝔䝮䛻ᝏᙳ㡪䜒䛯䜙䛩䚸䛺䛹䠅䜢䜒䛯䜙䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛿
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛷ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛜⚗Ṇ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䜴䜲䝹䝇䛾ᛶ㉁䚸ឤ
ᰁ㜵Ṇ⟇䚸≧䛾⦆䜎䛯䛿⒪䛾᪉ἲ䚸䜎䛯䛿䛭䛾䛾ண㜵ᥐ⨨䛾ຠᯝᛶ䜔Ᏻ
ᛶ䚸ᗣ䛻䛴䛔䛶䛾່࿌䛻క䛖ᨻᗓ䛾つไ䚸ไ㝈䚸㝖እつᐃ䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻㛵㐃䛩䜛䜴䜲
䝹䝇䛾䜎䜣ᘏ䜎䛯䛿ឤᰁ䜔Ṛஸ䛾䝸䝇䜽䛻䛴䛔䛶䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢
ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹

㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾䝟䞁䝕䝭䝑䜽䛻䛴䛔䛶䛾⛉Ꮫⓗ䛺⌮ゎ䛜῝䜎䜚⥆䛡䛶䛔䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸
᰿ᙉ䛔㝜ㅛㄝ䚸ㄪᰝ䜔ಙ㢗䛷䛝䜛ሗ࿌䛻ᇶ䛵䛛䛺䛔ே㦁䛜䛫䛺ゝ䛔ᅇ䛧䚸ᗈ⠊ᅖ䛻ཬ䜆
ഇ䛾ㄯヰ䜔᰿ᣐ䛾䛺䛔䛖䜟䛥䛜ฟ⌧䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸⫼ᬒሗ䛜♧䛥䜜䛺䛔䛸ே䚻䛜⮬
㌟䛾ᗣ䛻䛴䛔䛶ሗ䛻ᇶ䛵䛟Ỵ᩿䜢ୗ䛫䛺䛟䛺䛳䛶䛚䜚䚸ಶே䚸ᐙ᪘䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛜༴
㝤䛻䛥䜙䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䜢䛳䛶䚸ᗣ⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻䛴䛔䛶䛾
ㄗ䛳䛯ሗ䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䜢ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛿⚗Ṇ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
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䝲䝣䞊ᰴᘧ♫

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻸㻸㻯

㻿㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻽㼡㼍㼘㼕㼠㼥㻌㻾㼍㼠㼑㼞㻌㻳㼡㼕㼐㼑㼘㼕㼚㼑䠄᳨⣴ရ㉁ホ౯⪅䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠅䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸ホ౯⪅䛿䚸
䝴䞊䝄䞊䛻䛸䛳䛶᭷ᐖ䚸䜾䝹䞊䝥䛻䛸䛳䛶᭷ᐖ䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟䚸ಙ㢗䛷䛝䛺䛔䚸䝇䝟䝮䛷䛒䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䝨䞊䝆䛻ᑐ䛧䛶᭱పホ౯䜢䛘䜛䜘䛖ᣦ♧䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌⚾䛯䛱䛿䚸᭷ᐖ䛺
ㄗゎ䜢ᣍ䛝䛭䛖䛺䝨䞊䝆䛻᭱ప䛾ホ౯䜢䛘䜛䜘䛖䚸ホ౯⪅䛻ᣦ♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌䛭䛾䜘䛖
䛺䝨䞊䝆䛾䛸䛧䛶䛿䚸༢⣧䛛䛴ᗈ䛟ㄆ䜑䜙䜜䛯ᐇ䛻䜘䛳䛶ᐜ᫆䛻ㄽ䛷䛝䜛䚸᫂䜙䛛
䛻ṇ☜䛺᭷ᐖሗ䚸☜❧䛥䜜䛯ᑓ㛛ᐙ䛾䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛸▩┪䛩䜛᭷ᐖሗ䚸ྜ⌮ⓗ䛺
ᐇ䜔ドᣐ䛻ᇶ䛵䛛䛺䛔䚸᭷ᐖ䛷᰿ᣐ䛾䛺䛔⌮ㄽ䜔ᙇ䛜ྵ䜎䜜䛯䝨䞊䝆䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼠㼍㼠㼕㼏㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㼡㼟㼑㼞㼏㼛㼚㼠㼑㼚㼠㻚㼏㼛㼙㻛㼙㼑㼐㼕㼍㻛㼓㼡㼕㼐㼑㼘㼕㼚㼑㼟㻚㼞㼍㼠㼑㼞㼔㼡㼎㻚㼏㼛㼙㻛㼑㼚㻛㻛㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼝㼡㼍㼘㼕㼠㼥㼑
㼢㼍㼘㼡㼍㼠㼛㼞㼓㼡㼕㼐㼑㼘㼕㼚㼑㼟㻚㼜㼐㼒
䠄୰␎䠅
䝷䞁䜻䞁䜾䛻ຍ䛘䚸᳨⣴ᶵ⬟䠄䝘䝺䝑䝆䝟䝛䝹䚸䜸䞊䝖䝁䞁䝥䝸䞊䝖䚸䜴䜵䝤ᅇ⟅䛺䛹䠅䛻䜒䝁
䞁䝔䞁䝒䝫䝸䝅䞊䛜タᐃ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌䛣䛾䜘䛖䛺ᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䛿䚸ṇ⾜Ⅽ䚸᧯స䛥䜜
䛯䝯䝕䜱䜰䚸䛭䛾䛾㐪䝁䞁䝔䞁䝒䜢⚗Ṇ䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛜ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹

㼇㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌᳨⣴㼉
㻳㼛㼛㼓㼘㼑᳨⣴䛿䚸䛩䜉䛶䛾䝴䞊䝄䞊䛜䜴䜵䝤ୖ䛾ሗ䜢⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸
䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌᳨⣴䛾⤖ᯝ䛛䜙䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛩䜛䛾䛿䚸㠀ᖖ䛻㝈䜙䜜䛯≧ἣ䛻䛚
䛔䛶䛾䜏䜏⾜䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿䚸ἲⓗ䛺๐㝖䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾䜴䜵䝤䝬䝇䝍䞊ྥ䛡䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䜈䛾㐪䚸䜎䛯䛿䛭䛾䝨䞊䝆䜢⟶⌮䛧䛶䛔䜛䜴䜵䝤䝬䝇䝍䞊䛛䜙䛾せồ䛻䜘䜛䜒䛾䚸䛜ྵ
䜎䜜䜎䛩䚹㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌᳨⣴䛻䛿䚸䜸䞊䝖䝁䞁䝥䝸䞊䝖䛺䛹䚸୍⯡ⓗ䛺᳨⣴⤖ᯝ䛸䛿␗䛺䜛ᶵ⬟
䛜䛔䛟䛴䛛䛒䜚䜎䛩䚹㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛜≉䛻䝁䞁䝔䞁䝒䜢ᐉఏ䜎䛯䛿ᙉㄪ䛩䜛ᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䛿䚸
㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾≉ᐃ䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹⚗Ṇ䛥䜜䜛䝁
䞁䝔䞁䝒䜎䛯䛿⾜Ⅽ䛾✀㢮䛻㛵䛩䜛ヲ⣽䛿䚸ୖグ䛾᳨⣴䝫䝸䝅䞊䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹
๐㝖䛿䚸⚾䛯䛱䛜㻳㼛㼛㼓㼘㼑᳨⣴䛻䛚䛡䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾ၥ㢟䛻ᑐฎ䛩䜛၏୍䛾᪉ἲ䛷䛿䛒䜚
䜎䛫䜣䚹⚾䛯䛱䛿䚸ᶒጾ䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢ቑ䜔䛧䚸పရ㉁䛺䝁䞁䝔䞁䝒䜢ῶ䜙䛩⤌䜏䜢
ᣢ䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䠄୰␎䠅

䛧䛛䛧䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛾ၥ㢟䛻ᑐฎ䛩䜛᪉ἲ䛿䚸๐㝖䛰䛡䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹๓㏙䛾䛂㻠㻾䛃䜰䝥
䝻䞊䝏䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸ᶒጾ䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢⫱䛶䚸పရ㉁䛺䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐ῶ䛩䜛䝯䜹䝙䝈
䝮䜒ഛ䛘䛶䛔䜎䛩䚹䝙䝳䞊䝇䜔་⒪ሗ䛺䛹䚸㔜せ䛺ሗ䜢᥈䛧䛶䛔䜛䛸䛝䛻䛿䚸ᶒጾ䛒
䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢⫱䛶䜎䛩䚹䜎䛯䚸᫂䜙䛛䛻䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻㐪䛧䛶䛔䜛䜟䛡䛷䛿
䛺䛔䛜䚸䛾⌮⏤䛷ቃ⏺⥺䛜᫂☜䛷䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸᥎ዡ䜔䝷䞁䜻䞁䜾䜰䝹
䝂䝸䝈䝮䛻ྵ䜎䜜䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐ῶ䛧䜎䛩䚹䝴䞊䝄䞊䛾䝣䜱䞊䝗䛻⾲♧䛥䜜䜛䛭䛾✀䛾䝁
䞁䝔䞁䝒䛾᥎ዡᗘ䜢ୗ䛢䛶䛔䜛䛾䛷䛩䚹

㼇㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㼉
䛘䜀䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑䛷䛿䚸䝫䝸䝅䞊䜢୍㈏䛧䛶ᐇ䛩䜛䛯䜑䛻䚸ゝㄒ䜔䝔䞊䝬䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛
▱㆑䜢ᣢ䛴ᑂᰝ䝏䞊䝮䜢タ⨨䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᶵᲔᏛ⩦䜢ᑟධ䛧䚸ᝏ䜢ᢪ䛟ྍ⬟ᛶ䛾
䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢✚ᴟⓗ䛻᳨▱䛧䛶䚸ே㛫䛻䜘䜛ᑂᰝ䛻ᅇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛯䛸䛘䜀䚸䝝䝑䝅䝳
䠄䜎䛯䛿䛂䝕䝆䝍䝹ᣦ⣠䛃䠅䜢⏝䛧䛶䚸㐪䛜ุ᫂䛧䛶䛔䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾䝁䝢䞊䛜ど⫈ྍ⬟
䛻䛺䜛๓䛻⮬ືⓗ䛻㆑ู䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛾䝅䝇䝔䝮䛿䚸䝫䝸䝅䞊㐪䛾ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔
䝁䞁䝔䞁䝒䛾䜏䜢⮬ືⓗ䛻๐㝖䛧䚸ṧ䜚䛿ே㛫䛻䜘䜛䝺䝡䝳䞊䛾䛯䜑䛻䝣䝷䜾䜢❧䛶䜎䛩䚹
⚾䛯䛱䛿䚸ୡ⏺୰䛾ఱ༓ே䜒䛾ே䚻䛜䚸⚾䛯䛱䛾䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛷⏝䛥䜜䛯䝁䞁䝔䞁䝒
䜢ᑂᰝ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䜎䛯๓㏙䛾㏻䜚䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛷䛿䚸ྛ〇ရ䜔䝃䞊䝡䝇䛷䛹䛾䜘䛖䛺䝁䞁䝔䞁䝒䜔⾜ື䛜チᐜ䛥
䜜䜛䛾䛛䜢ᴫㄝ䛧䛯䛂䝹䞊䝹䛃䜢సᡂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛿୍⯡ⓗ䛺㏻䝹䞊䝹䛾䜘䛖䛺䜒
䛾䛷䛂䝁䞁䝔䞁䝒䝫䝸䝅䞊䛃䜎䛯䛿䛂䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛃䛸ྡ䛡䜙䜜䚸䛩䜉䛶䛾䝴䞊
䝄䞊䜔䚸ື⏬ไస⪅䚸䜴䜵䝤䝬䝇䝍䞊䚸䜰䝥䝸㛤Ⓨ⪅䚸ᗈ࿌䛺䛹䛾䝁䞁䝔䞁䝒ไస⪅䜢ᑐ
㇟䛻⏝ព䛥䜜䛶䛚䜚䚸᫂☜䛛䛴ᐜ᫆䛻䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜛䜘䛖䛻බ㛤䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛾
䛂䝹䞊䝹䛃䛿䚸≉ᐃ䛾〇ရ䜔䝃䞊䝡䝇䛾┠ⓗ䛸⏝᪉ἲ䜢᫂☜䛻䛧䚸䛭䛾〇ရ䜢䝴䝙䞊䜽
䛺䜒䛾䛻䛩䜛䛯䜑䛾㔜せ䛺ᙺ䜢ᢸ䛳䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䛹䛾䜘䛖䛺✀㢮䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜔⾜
ື䛜チྍ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛾䛛䚸䜎䛯䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛜䝃䞊䝡䝇䛛䜙๐㝖䛥䜜䚸䜎䛯䛿䛭䛾ไస
⪅䛜䝃䞊䝡䝇䛾⏝䜢⚗Ṇ䛥䜜䜛䝥䝻䝉䝇䛻䛴䛔䛶䜒ㄝ᫂䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䠄୰␎䠅
ᅇ⟅䛺䛧
䛭䛾䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌〇ရ䛻㛵䛧䛶ᡃ䚻䛜䝫䝸䝅䞊㐪䛾ሙྜ䛻ྲྀ䜛ᥐ⨨䛿䚸䛂ṇ⏝䛻㛵
䛩䜛䝥䝻䜾䝷䝮䝫䝸䝅䞊䛸㐪ᥐ⨨䛃䠄䝸䞁䜽䠅䛻䜎䛸䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼐㼛㼏㼟㻛㼍㼚㼟㼣㼑㼞㻛㻝㻠㻤㻡㻜㻡㻫㼢㼕㼟㼕㼠㼋㼕㼐㻩㻢㻟㻣㻠㻣㻞㻟㻟㻤㻝㻟㻝㻢㻤㻜㻠㻝㻥㻙
㻢㻝㻥㻤㻝㻞㻜㻢㻜㻒㼔㼘㻩㼖㼍㻒㼞㼐㻩㻝

㻸㻵㻺㻱ᰴᘧ♫

㻹㼑㼠㼍
ᘢ♫䛿䚸ᕪ䛧㏕䛳䛯ᐇ㝿䛾༴ᐖ䛾䝸䝇䜽䜢┤᥋ຓ㛗䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔ㄗሗ䜢๐㝖䛧䜎
䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺䜹䝔䝂䝸䞊䛻䛚䛡䜛ㄗሗ䛾せ⣲䜢ุ᩿䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸ᘢ♫䛿䚸▱㆑䛸ᑓ㛛
ᛶ䜢᭷䛩䜛⊂❧䛧䛯ᑓ㛛ᐙ䛸㐃ᦠ䛧䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛾┿ᐇᛶ䜔䚸ᕪ䛧㏕䛳䛯༴ᐖ䛾䝸䝇䜽䜢
┤᥋ຓ㛗䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛛䛹䛖䛛䜢ホ౯䛧䜎䛩䚹䛘䜀䚸ᙜᅜ䛷άື䛩䜛ேᶒᅋయ
䛸㐃ᦠ䛧䛶ෆᡓ䛻㛵䛩䜛შ䛾┿ഇ䜢ุ᩿䛧䛯䜚䚸᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾ୡ⏺ⓗὶ
⾜䛻ಖᶵ㛵䛸㐃ᦠ䛧䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜ᣲ䛢䜙䜜䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㻶㼍㼜㼍㼚ᰴᘧ♫

ᖺ㱋䛻ᛂ䛨䛶䝒䜲䞊䝖䛾⾲♧䜢ไ㝈䛩䜛㻦㻌ᡂேྥ䛡䝁䞁䝔䞁䝒䛺䛹䛾䝉䞁䝅䝔䜱䝤䛺䝯䝕䜱
䜰䛾≉ᐃ䛾䝣䜷䞊䝮䜢䚸㻝㻤ṓᮍ‶䛾㜀ぴ⪅䜎䛯䛿䝥䝻䝣䜱䞊䝹䛻⏕ᖺ᭶᪥䜢Ⓩ㘓䛧䛶䛔
䛺䛔㜀ぴ⪅䛻ᑐ䛧䛶䛿⾲♧䛧䛺䛔䜘䛖䛻䛧䜎䛩䚹ᡂேྥ䛡䝁䞁䝔䞁䝒䛸䛿䚸ྜព䛾䜒䛸䛷〇
స䛥䜜㓄ಙ䛥䜜䛯䚸䝫䝹䝜䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ᛶⓗ⯆ዧ䛾ႏ㉳䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䛒䜙䜖䜛䝯䝕䜱䜰䜢
䛔䛔䜎䛩䚹ᖺ㱋ไ㝈䛾䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾ሙྜ䚸ᡭ๓䛻㆙࿌䝯䝑䝉䞊䝆䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹䛣
䜜䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䛱䜙䛷☜ㄆ䛷䛝䜎䛩䚹

㐪䛷䛿䛺䛔䝁䞁䝔䞁䝒䛻ᑐ䛧䛶⾜䛖䛣䛸䛜䛒䜛ᑐᛂ
䝒䜲䞊䝖䜢㠀⾲♧䛻䛩䜛㻦㻌ᡂேྥ䛡䝁䞁䝔䞁䝒䜔ᐇⓗ䛺ᭀຊᥥ䛺䛹䚸䝉䞁䝅䝔䜱䝤䛺⏬
ീ㻛ື⏬䜢㠀⾲♧䛻䛧䚸䜽䝸䝑䜽䛩䜛䛸䛭䛖䛧䛯⏬ീ㻛ື⏬䛜⾲♧䛥䜜䜛䛣䛸䜢⏝⪅䛻ᛅ࿌
䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛣䛾ᑐᛂ䛻䜘䜚䚸ぢ䛯䛟䛺䛔ே䛜䛔䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䝉䞁䝅䝔䜱䝤䛺䝁䞁
䝔䞁䝒䛜ྵ䜎䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䛜䜟䛛䜚䜎䛩䚹䝉䞁䝅䝔䜱䝤䛺䝯䝕䜱䜰䛾⾲♧䜢⟶⌮䛩
䜛᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䛱䜙䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹

䜰䜹䜴䞁䝖ᡤ᭷ᶒ䜢ㄆド䛩䜛㻦㻌㐪⪅䛜㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾༏ྡᛶ䜢ᝏ⏝䛧䛶䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊
䝮ୖ䛷䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛻ᑐ䛧䛶᎘䛜䜙䛫⾜Ⅽ䜢䛩䜛䛾䜢㜵䛠䛯䜑䚸㟁ヰ␒ྕ䜎䛯䛿䝯䞊䝹
䜰䝗䝺䝇䛻䜘䜛ᡤ᭷ᶒ䛾ㄆド䜢䜰䜹䜴䞁䝖ᡤ᭷⪅䛻せㄳ䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛣䜜䛿䚸ᨷᧁ
┠ⓗ䛷」ᩘ䛾䜰䜹䜴䞁䝖䜢⏝䛧䛶䛔䜛㐪⪅䜢≉ᐃ䛧䚸䛭䛖䛧䛯䜰䜹䜴䞁䝖䛻ᑐᛂ䛩䜛䛾
䛻䜒ᙺ❧䛱䜎䛩䚹䜰䜹䜴䞁䝖䛜䝻䝑䜽䛥䜜䚸␗㆟⏦䛧❧䛶䛜䜎䛰䛧䛶䛔䛺䛔䠄䛯䛸䛘䜀䚸
㟁ヰ␒ྕ䜢ㄆド䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䠅ሙྜ䛿䚸㟁ヰ␒ྕ䜢ㄆド䛩䜛䜎䛷䛭䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛿䝣䜷
䝻䝽䞊ᩘ䚸䝸䝒䜲䞊䝖䚸䛔䛔䛽䛻䜹䜴䞁䝖䛥䜜䜎䛫䜣䚹
Ọஂ⤖䛩䜛㻦㻌䛣䜜䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛻䜘䜛᭱䜒ཝ䛧䛔ᑐᛂ䛷䛩䚹䜰䜹䜴䞁䝖䛜Ọஂ⤖䛥䜜䜛䛸
䜾䝻䞊䝞䝹䛷㜀ぴᑐ㇟䛛䜙๐㝖䛥䜜䚸㐪⪅䛿᪂䛧䛔䜰䜹䜴䞁䝖䜢సᡂ䛷䛝䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䜰䜹䜴䞁䝖䜢Ọஂ⤖䛩䜛ሙྜ䚸ᨷᧁⓗ䛺⾜Ⅽ䛻䜘䜛㐪䛜ぢ䜙䜜䜛䛯䜑䛻䜰
䜹䜴䞁䝖䜢⤖䛧䛯᪨䜢㏻▱䛧䚸䛹䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛯䛛䚸䛹䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛜㐪䛧䛯䛛
䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹
㐪⪅䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾ุ᩿䛜㛫㐪䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛖ሙྜ䛿䚸Ọஂ⤖䛻ᑐ䛧䛶␗㆟䜢⏦䛧❧
䛶䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹␗㆟⏦䛧❧䛶䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛾䜲䞁䝍䞊䝣䜵䞊䝇䜎䛯䛿䛣
䛱䜙䛛䜙⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿␗㆟⏦䛧❧䛶䜢ཷ䛡䛶䜒⤖䛜ጇᙜ䛷䛒䜛䛸ุ᩿
䛧䛯ሙྜ䚸䜰䜹䜴䞁䝖䛜㐪䛧䛶䛔䜛䝫䝸䝅䞊䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚␗㆟䛻ᑐᛂ䛧䜎
䛩䚹

䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛿䚸ㄞ䜏ྲྀ䜚ᑓ⏝䝰䞊䝗䛾䜰䜹䜴䞁䝖䜢ぢ䛯䜚䚸ヰ䛧䛯䜚䛷䛝䜎䛩䚹ㄞ䜏
ྲྀ䜚ᑓ⏝䝰䞊䝗䛜⥅⥆䛩䜛ᮇ㛫䛿䚸㐪䛾ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛶㻝㻞㛫䛛䜙㻣᪥㛫䜎䛷䛾㛫䛷␗
䛺䜚䜎䛩䚹

䝯䝕䜱䜰䜎䛯䛿䝥䝻䝣䜱䞊䝹䛾⦅㞟䜢ồ䜑䜛㻦㻌䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝥䝻䝣䜱䞊䝹䜎䛯䛿䝯䝕䜱䜰䝁䞁
䝔䞁䝒䛜㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝫䝸䝅䞊䛻‽ᣐ䛧䛶䛔䛺䛔ሙྜ䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿ヱᙜ䝥䝻䝣䜱䞊䝹䜎䛯䛿䝯䝕䜱
䜰䜢୍ⓗ䛻㠀බ㛤䛻䛧䛯䛖䛘䛷䚸䝫䝸䝅䞊䛻‽ᣐ䛩䜛䜘䛖䛻䝯䝕䜱䜰䜎䛯䛿䝥䝻䝣䜱䞊䝹
䛾ሗ䜢⦅㞟䛩䜛䜘䛖㐪⪅䛻せㄳ䛧䜎䛩䚹䝥䝻䝣䜱䞊䝹䜎䛯䛿䝯䝕䜱䜰䝁䞁䝔䞁䝒䛜䛹䛾
䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛶䛔䜛䛛䛻䛴䛔䛶䜒ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹
䜰䜹䜴䞁䝖䜢ㄞ䜏ྲྀ䜚ᑓ⏝䝰䞊䝗䛻ษ䜚᭰䛘䜛㻦㻌䛣䜜䜎䛷䛻㐪䛾䛺䛛䛳䛯䜰䜹䜴䞁䝖䛜✺
↛ᨷᧁⓗ䛺⾜Ⅽ䜢䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛿䚸ヱᙜ䜰䜹䜴䞁䝖䜢୍ⓗ䛻ㄞ䜏ྲྀ䜚ᑓ⏝䛻ษ䜚᭰䛘
䛶䚸ⴠ䛱╔䛟䜎䛷䝒䜲䞊䝖䚸䝸䝒䜲䞊䝖䚸䛔䛔䛽䜢䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻ไ㝈䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹ㄞ
䜏ྲྀ䜚ᑓ⏝䝰䞊䝗䛷䛿䚸䝍䜲䝮䝷䜲䞁䜢ぢ䜛䛣䛸䛸䚸䝣䜷䝻䝽䞊䛻䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䜢㏦䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹

䜰䜹䜴䞁䝖䛜㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻ⴭ䛧䛟㐪䛧䛶䛔䜛䚸䜎䛯䛿㏻▱ᚋ䜒㐪䜢⧞䜚㏉䛧䛶䛔䜛䛸
ุ᩿䛧䛯ሙྜ䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿䜰䜹䜴䞁䝖䝺䝧䝹䛷ᑐᛂ䛧䜎䛩䚹

䜰䜹䜴䞁䝖䝺䝧䝹䛾ᑐᛂ

䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䜢㠀⾲♧䛻䛩䜛㻦㻌䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䛻䜘䜛䜾䝹䞊䝥ヰ䛷䛿䚸㐪
䛧䛶䛔䜛䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䛿䚸䜾䝹䞊䝥䛾䝯䞁䝞䞊ဨ䛜ぢ䜙䜜䛺䛔䜘䛖䛻䚸㠀⾲♧䛻
䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹

ሗ࿌䛥䜜䛯㐪⪅䛸ሗ࿌⪅䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛾ヰ䜢Ṇ䛩䜛㻦㻌䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䛻䜘䜛䝥
䝷䜲䝧䞊䝖䛺ヰ䛷䛿䚸ヰ䛾┦ᡭ䛾㐪䜢ሗ࿌䛧䛯ሙྜ䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿㐪⪅䛜ሗ࿌⪅䛻
䝯䝑䝉䞊䝆䜢㏦䜜䛺䛟䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸ሗ࿌⪅䛾ཷಙ⟽䛛䜙ᙜヱヰ䛜๐㝖䛥䜜䜎䛩䚹䛯䛰
䛧䚸ሗ࿌⪅䛜㐪⪅䛻䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䜢㏦䜛䛸䚸ヰ䛜㛤䛥䜜䜎䛩䚹

㏉ಙ䚸䝸䝒䜲䞊䝖䚸䛔䛔䛽䛺䛹䛾䜶䞁䝀䞊䝆䝯䞁䝖䜢↓ຠ䛻䛧䜎䛩䚹ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䜢ヰ㢟䛻䛧
䛯䛔ሙྜ䚸ᘬ⏝䝒䜲䞊䝖䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛩䚹
䝒䜲䞊䝖ୖ䛾䜶䞁䝀䞊䝆䝯䞁䝖ᩘ䜢㠀⾲♧䛻䛧䜎䛩䠄䛔䛔䛽䜔㏉ಙ䛾ᩘ䛺䛹䠅䚹䛯䛰䛧䚸௨๓
䛾䜶䞁䝀䞊䝆䝯䞁䝖䜢ྲྀ䜚ᾘ䛩䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛩䠄䛔䛔䛽䜔䝸䝒䜲䞊䝖䛾ྲྀᾘ䛧䛺䛹䠅䚹
௨๓䛾㏉ಙ䛿䝒䜲䞊䝖䛾ヲ⣽䛻⾲♧䛥䜜䛺䛟䛺䜚䜎䛩䚹
㻌
䛥䜙䛻䚸᭷ᐖ䛰䛸ᛮ䜟䜜䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢᭱ᑠ㝈䛻ᢚ䛘䜛䛯䜑䛻䚸㆙࿌䛝䛾䝒䜲䞊䝖䛿䚸
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾ḟ䛾㡿ᇦ䛻䛚䛔䛶⾲♧䛥䜜䜎䛫䜣䚹
䛂䝖䝑䝥䝒䜲䞊䝖䛃䝩䞊䝮䝍䜲䝮䝷䜲䞁䛻⾲♧䛥䜜䜛䝒䜲䞊䝖
䝉䞊䝣䝃䞊䝏
䝥䝑䝅䝳㏻▱䛸㻌㼇㏻▱㼉㻌䝍䝤䛻⾲♧䛥䜜䜛䛚䛩䛩䜑
䝯䞊䝹䛸䝔䜻䝇䝖䛻䜘䜛䛚䛩䛩䜑
䝸䜰䝹䝍䜲䝮䛾䜲䝧䞁䝖䝍䜲䝮䝷䜲䞁
㼇ヰ㢟䜢᳨⣴㼉㻌䝍䝤
㻌
䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䝺䝧䝹䛾ᑐᛂ

䛣䛖䛧䛯እᥐ⨨䜢ྲྀ䜛ሙྜ䚸䝒䜲䞊䝖䛿㠀⾲♧䛸䛺䜚䚸䛣䜜䛜እ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ㄝ᫂䛩䜛
㆙࿌䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹䛣䛾㆙࿌ୖ䛷䝒䜲䞊䝖䜢⾲♧䛩䜛䛛䛹䛖䛛䜢㑅ᢥ䛷䛝䜎䛩䚹
㻌
㆙࿌䜢⾲♧䛩䜛ሙྜ䛿䚸䛭䛾䝒䜲䞊䝖䛾ᣑᩓ䜢ᢚ䛘䜛䛯䜑䛻䚸௨ୗ䛾ᥐ⨨䜢ྲྀ䜚䜎䛩䚹

䝩䞊䝮䝍䜲䝮䝷䜲䞁䚸㏻▱䚸᳨⣴䛺䛹䚸䝥䝻䝣䜱䞊䝹䛸䝒䜲䞊䝖䛾ヲ⣽䝨䞊䝆௨እ䛾ሙᡤ
㻌
බඹ䛾┈䛻䛛䛺䛖ሙྜ䛾እᥐ⨨㻦㻌㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝹䞊䝹䛻㐪䛩䜛䝒䜲䞊䝖䛾䛖䛱䚸බඹ
䛾┈䛻䛛䛺䛖䜒䛾䛻䛴䛔䛶䛿䚸እⓗ䛻㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛷䛾䜰䜽䝉䝇䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛜䛒
䜚䜎䛩䚹බඹ䛾┈䛻䛛䛺䛖ሙྜ䛾እᥐ⨨䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䛱䜙䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㼒㼛㼞㻌㼕㻻㻿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㼒㼛㼞㻌㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐䚸㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙䛾㐪䝒䜲䞊䝖ヲ⣽䝨䞊䝆
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㼒㼛㼞㻌㼕㻻㻿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㼒㼛㼞㻌㻭㼚㼐㼞㼛㼕㼐䚸㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙䛾㐪䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝥䝻䝣䜱䞊䝹䝨䞊䝆
㻌
䛣䛾㆙࿌䛜⾲♧䛥䜜䛺䛔ሙᡤ㻦

䛣䛾㆙࿌䛜⾲♧䛥䜜䜛ሙᡤ㻦

๐㝖䛥䜜䜛䜎䛷㐪䝒䜲䞊䝖䜢㠀⾲♧䛻䛩䜛㻦㻌㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛜䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖䜢せㄳ䛧䛶䛛䜙ᐇ
㝿䛻๐㝖䛥䜜䜛䜎䛷䛾㛫䚸䝒䜲䞊䝖䛜බ㛤䛥䜜䛺䛔䜘䛖㠀⾲♧䛻䛧䚸ඖ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢䚸
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻㐪䛧䛶䛔䜛䛯䜑䝒䜲䞊䝖䜢⾲♧䛷䛝䛺䛔䛣䛸䜢♧䛩㆙࿌䛻⨨䛝䛘䜎
䛩䚹䛣䛾㆙࿌䛿䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖ᚋ䜒㻝㻠᪥㛫⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹
㻌
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䜢ᣍ䛟ሗ䜔┿ഇ䛜ၥ䜟䜜䛶䛔䜛ሗ䛜ྵ䜎䜜䛶䛚䜚䚸ᐇᐖ䛻䛴䛺䛜䜚䛖䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯
䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖䜢ồ䜑䜛㻦㻌䝒䜲䞊䝖䛜㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻㐪䛧䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛧䛯ሙྜ䚸
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿㐪⪅䛻㐪䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖䜢せㄳ䛧䜎䛩䚹㐪⪅䛿๐㝖䛩䜛䜎䛷᪂䛧䛟䝒䜲䞊
䝖䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹㐪䝒䜲䞊䝖䛸䚸䛹䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛶䛔䜛䛛䜢䝯䞊䝹㏻▱䛷
㐪⪅䛻㐃⤡䛧䜎䛩䚹㐪⪅䛿䚸㐪䝒䜲䞊䝖䜢๐㝖䛩䜛ᡭ㡰䜢ᐇ⾜䛩䜛䛛䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾ุ
᩿䛜㛫㐪䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛖ሙྜ䛿␗㆟䜢⏦䛧❧䛶䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䝒䜲䞊䝖䝺䝧䝹䛷ᑐᛂ䛩䜛㝿䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛻㐪䛜䛺䛟䚸㛫㐪䛘䛶㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻㐪䛧
䛯䜰䜹䜴䞁䝖䛻ᑐ䛧䛶ཝ䛧䛟䛺䜚䛩䛞䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹䝒䜲䞊䝖䝺䝧䝹䛷ᐇ䛥䜜䜛ᑐ
ᛂ䜢䛔䛟䛴䛛௨ୗ䛻⤂䛧䜎䛩䚹

䝒䜲䞊䝖䝺䝧䝹䛾ᑐᛂ

ᙉไⓗᑐᛂ䛿䚸≉ᐃ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䠄ಶே䛾䝒䜲䞊䝖䜔䝎䜲䝺䜽䝖䝯䝑䝉䞊䝆䛺䛹䠅䜎䛯䛿䜰䜹
䜴䞁䝖䛻ᇶ䛵䛔䛶⾜䜟䜜䜎䛩䚹䛔䛟䛴䛛䛾ᑐᛂ䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛ሙྜ䜒䛒䜚䜎䛩䚹䛭䛖䛧䛯
ᑐᛂ䜢⾜䛖䛾䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻㐪䛩䜛⾜Ⅽ䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛷䛩䚹䛻䜒䚸≉ᐃ䛾ᅜ䛻
䛚䛔䛶䚸ᶒ㝈䛾䛒䜛ᶵ㛵䛛䜙㐺ษ䛺㐺⏝⠊ᅖ䜢ᐃ䜑䛯᭷ຠ䛺せㄳ䜢ཷ䛡䛯ሙྜ䛻䚸ᥐ⨨
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䝲䝣䞊ᰴᘧ♫

䝉䜽䝅䝵䞁䠐㻔㻝㻕㻝㻔㼕㼕㻕䜢䛤☜ㄆୗ䛥䛔

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻸㻸㻯

㼇㻸㻵㻺㻱䜸䞊䝥䞁䝏䝱䝑䝖㼉
ྠୖ
᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇㛵㐃䛷䚸௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜿䞊䝇䛜Ⓨ⏕䛧䛯ሙྜ䛿䚸䜺䜲䝗䝷䜲䞁㐪䛸䛧
䛶✚ᴟⓗ䛻๐㝖䜢ᐇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䞉ᗣ䛻῝้䛺⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛩ㄗሗ䜔♫ⓗΰ䛜⏕䛨䜛ᜍ䜜䛾䛒䜛ᢞ✏䜔䝖䞊䜽
䝹䞊䝮
䞉ᨻᗓ䛜බᘧ䛻ྰᐃ䛩䜛ሗ䛾ᢞ✏䚸䛚䜘䜃䛭䛾䜘䛖䛺ᙇ䜢ᒎ㛤䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛
ᢞ✏䜔䝖䞊䜽䝹䞊䝮䠄᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛻㛵䛩䜛ሗ䛻䛴䛔䛶
䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻞᭶㻞㻤᪥䠅䠖㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼛㼜㼑㼚㼏㼔㼍㼠㻙㼖㼜㻚㼘㼕㼚㼑㻚㼙㼑㻛㼛㼠㼔㼑㼞㻛㼏㼛㼢㼕㼐㻙㻝㻥㼋㼍㼚㼚㼛㼡㼚㼏㼑䠅

㻸㻵㻺㻱ᰴᘧ♫

㻹㼑㼠㼍

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㻶㼍㼜㼍㼚ᰴᘧ♫

䈄䚷ឤᰁ䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻ᐇ㊶䛷䛝䜛ண㜵⟇䛻㛵䛩䜛ㄗ䛳䛯ሗ䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䠄䝬䝇䜽
䛜ప㓟⣲䜔⣽⳦ᛶ⫵⅖䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䛸䛩䜛ᙇ䜔䚸䝬䝇䜽䛻䛿ឤᰁ䜢ᢚไ䛧䛯䜚䚸
㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䜢㜵ᚚ䛧䛯䜚䛩䜛ຠᯝ䛿䛺䛔䛸䛩䜛ᙇ䛺䛹䠅䚹
䈄䚷ᢎㄆ䛥䜜䛶䛔䛺䛔ఱ䜙䛛䛾⒪ἲ䛜䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾⒪䛻ຠᯝ䛜䛒䜛䛣䛸䜢♧၀䛩䜛
ㄗ䛳䛯ሗ䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䚹
䈄䚷ᢎㄆ䜎䛯䛿ㄆྍ䛥䜜䛯㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䝽䜽䝏䞁䛾Ᏻᛶ䜔⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䛻㛵䛩䜛䚸௨ୗ䛺䛹
䛾ㄗ䛳䛯ሗ䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䚹
㼛䚷䝽䜽䝏䞁䛾䛫䛔䛷Ẽ䛻䛺䜛䚸䝽䜽䝏䞁䛻䜘䛳䛶䜴䜲䝹䝇䛜ᣑᩓ䛥䜜䜛䚸䜎䛯䛿䝽䜽䝏䞁
䛿㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻ឤᰁ䛩䜛䜘䜚䜒᭷ᐖ䛺ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
㼛䚷㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䝽䜽䝏䞁䛾ᡂศ䜔ྵ᭷≀䛻䛴䛔䛶ᜍᛧᚰ䜢ᡪື䛧䛯䜚䚸ഇ䛾ሗ䜢ఏ䛘
䛯䜚䛩䜛䝒䜲䞊䝖䚹
㼛䚷㼙㻾㻺㻭䠄䝯䝑䝉䞁䝆䝱䞊㻾㻺㻭䠅䝽䜽䝏䞁䛸䛭䛾⤌䜏䛾≉ᚩ䜔⛉Ꮫⓗ▱㆑䛻䛴䛔䛶ㄗ䛳
䛯ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔䜛䝒䜲䞊䝖䚹
㼛䚷䝽䜽䝏䞁䛜㑇ఏሗ䜢᭩䛝䛘䜛䛸ᙇ䛩䜛䝒䜲䞊䝖䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛜䝷䝧䝹䜢㐺⏝䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜛䝒䜲䞊䝖䛾䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹

䜎䛯䚸䠄⛉Ꮫⓗ䚸䜎䛯䛿䛭䛾䛾䠅ᶒጾ➽䛾ぢゎ䛜㛫䛾⤒㐣䛸䛸䜒䛻ኚ䜟䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒
䜛䛛䚸䜎䛯䛿ኚ䜟䜚䛴䛴䛒䜛ሙྜ䜔䚸ᆅᇦ䛾≧ἣ䛜㔜せ䛸䛺䜛ሙྜ䚸䛒䜛䛔䛿┤᥋ⓗ䜎䛯
䛿ᕪ䛧㏕䛳䛯ᗣ⿕ᐖ䛜ཬ䜆ྍ⬟ᛶ䛜ప䛔ሙྜ䛻䛿䚸⫼ᬒሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䛯䜑䛻䝷䝧
䝹䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛩䚹䛥䜙䛻䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛻┤᥋ᢞ✏䛩䜛䛸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛸
ぢ䛺䛥䜜䜛䚸➨୕⪅䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜈䛾䝸䞁䜽䜢ᥖ㍕䛧䛶䛔䜛䝒䜲䞊䝖䛻䛴䛔䛶
䜒䚸䝷䝧䝹䜢㐺⏝䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛣䛖䛧䛯᮲௳䛻ヱᙜ䛩䜛䝒䜲䞊䝖䛻䛿䚸ಙ㢗䛾䛚䛡
䜛ᶒጾ➽䛾ሗ䛜グ㍕䛥䜜䛯䝷䝧䝹䛜㐺⏝䛥䜜䜎䛩䛜䚸௨ୗ䛻ㄝ᫂䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䛂䝇䝖䝷
䜲䜽䝫䝸䝅䞊䛃䛻๎䜚䚸㆙࿌䛿䛘䜙䜜䜎䛫䜣䚹

㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻㛵䛩䜛ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䛜䝒䜲䞊䝖䛻ྵ䜎䜜䛶䛔䜛ሙྜ䚸䛭䛾ᙇ䛻㛵䛩䜛ṇ
䛧䛔ሗ䛜ᥖ㍕䛥䜜䛯䝷䝧䝹䜢ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䛻㐺⏝䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹ㄗゎ䜢ᣍ䛟ᙇ
䛻㛵㐃䛩䜛ᗣ⿕ᐖ䛜㉳䛣䜚ᚓ䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䛾ᣑᩓ䜢㜵Ṇ
䛩䜛䛯䜑䚸䝸䝒䜲䞊䝖䚸ᘬ⏝䝒䜲䞊䝖䚸䜎䛯䛿䛭䛾䛾䜶䞁䝀䞊䝆䝯䞁䝖ᶵ⬟䜢䛾䜰䜹䜴䞁
䝖䛜⏝䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻䛧䜎䛩䚹䛣䛖䛧䛯䝒䜲䞊䝖䛿䚸௨ୗ䛻ㄝ᫂䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䛂䝇䝖䝷䜲䜽
䝫䝸䝅䞊䛃䛻๎䜚䚸㻝㆙࿌䛸䛧䛶ᩘ䛘䜙䜜䜎䛩䚹

䝒䜲䞊䝖䛾䝷䝧䝹

䈄䚷㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻䛴䛔䛶䚸ᝏព䛾䛒䜛ໃຊ䜔ᙉ䛔ᶒຊ䛻䜘䜛ពᅗⓗ䛺㝜ㅛ䜢㉳䛥䛫䜛䚸௨
ୗ䛺䛹䛾ㄗ䛳䛯ሗ
㼛䚷䝟䞁䝕䝭䝑䜽䛿䛷䛳䛱ୖ䛢䛷䛒䜛䚸䜎䛯䛿䝟䞁䝕䝭䝑䜽䛿ேཱྀ䜢ᢚไ䛩䜛ពᅗⓗ䛺⟇
䛾୍㒊䛷䛒䜛䚸䛒䜛䛔䛿㻡㻳↓⥺㏻ಙᢏ⾡䛜㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䜢ᘬ䛝㉳䛣䛧䛶䛔䜛䚹
㼛䚷㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛿ᮏ≀䛾Ẽ䛷䛿䛺䛔䚹
㼛䚷ண㜵᥋✀䛿ᅜ㝿ⓗ┘ど⥙䚸ேཱྀᢚไ䚸䜎䛯䛿ேཱྀῶᑡ䛾䛯䜑䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛾୍⎔䛸䛧
䛶⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹
㼛䚷䠄㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䝽䜽䝏䞁䛻㝈䜙䛪䚸୍⯡ⓗ䛻䠅䝽䜽䝏䞁䛿༴㝤䛷䛒䜚䚸䛭䛾ᛂ䛿ᨻᗓ䜔
་⒪ᴗ⏺䛻䜘䛳䛶㞃ⶸ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㼛䚷♫ⓗᙅ⪅䠄ዷ፬䚸㧗㱋⪅䚸䜎䛯䛿Ꮚ౪䠅䛜⿕㦂⪅䛻䛥䛫䜙䜜䛶䛔䜛䚹
㼛䚷㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䝽䜽䝏䞁䛿䚸᥋✀䛧䛯ே䛻☢Ẽᛂ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩䚹
㼛䚷ಖᶵ㛵䛷ᢎㄆ䛥䜜䛯䝽䜽䝏䞁䠄⡿ᅜ䛷䛿䝣䜯䜲䝄䞊♫䛾䝁䝭䝹䝘䝔䜱䝽䜽䝏䞁䛺䛹䠅
䛿䚸ᐇ㝿䛻䛿䛺ᢎㄆ䞉ㄆྍ䜢ཷ䛡䛶䛚䜙䛪䚸䛭䛾䝽䜽䝏䞁䛿ᮍヨ㦂䛷䛒䜚䚸䛂ᐇ㦂ⓗ䛃
䛷䛒䜚䚸ఱ䜙䛛䛾Ᏻᛶ䜢Ḟ䛔䛶䛔䜛䚹
㻌
䈄䚷≉ᐃ䛾㞟ᅋ䜔ே䚻䠄䜎䛯䛿ேཱྀ⤫ィᏛⓗ䛻㆑ูྍ⬟䛺䛭䛾䛾ᖐᒓᛶ䜢ᣢ䛴ே䚻䠅
䛾᪉䛜ឤᰁ䛧䜔䛩䛔㻛䛧䛻䛟䛔䚸䜎䛯䛿㔜䛧䜔䛩䛔㻛䛧䛻䛟䛔䛸䛔䛳䛯䚸≉ᐃ䛾㞟ᅋ䜈
䛾ᖐᒓᛶ䜢᰿ᣐ䛸䛧䛯ᙇ䚹
䈄䚷ᗣ⿕ᐖ䛻䛴䛺䛜䜚ᚓ䜛䚸ᢎㄆ䛥䜜䛶䛔䛺䛔⒪ἲ䜎䛯䛿ண㜵ἲ䛻㛵䛩䜛ഇ䛾ᙇ
䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟ᙇ䠄㓟ሷ⣲䜔䝫䝡䝗䞁䝶䞊䝗䜢㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾ண㜵䜔⒪䛻⏝䛔䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䛸䛩䜛ᙇ䛺䛹䠅䚹
䈄䚷ᗣ䛻䛴䛔䛶䛾່࿌䛻క䛖ᨻᗓ䛾つไ䚸ไ㝈䚸㝖እつᐃ䛻䛴䛔䛶䛾ㄗ䛳䛯ሗ䜔ㄗゎ
䜢ᣍ䛟ሗ䚹
䈄䚷䝽䜽䝏䞁᥋✀ド᫂᭩䠄䜎䛯䛿䛭䛾䛾䝕䝆䝍䝹グ㘓≀䠅䛺䛹䚸䛔䜟䜖䜛䛂㝸㞳ච㝖᭩䛃䛾
ഇ㐀≀䛾㈍䜢ዡບ䚸ᐉఏ䚸䜋䛖ຓ䛧䛯䜚䚸䛭䛾ഇ㐀᪉ἲ䜢ᣦ༡䛧䛯䜚䛩䜛䛒䜙䜖䜛⾜
Ⅽ䚹
䈄䚷㻼㻯㻾᳨ᰝ䛷䛿䜴䜲䝹䝇䜢᳨ฟ䛷䛝䛺䛔䛸䛩䜛ሗ䛺䛹䚸ᗈ䛟ಙ㢗ᛶ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛᳨
ᰝ᪉ἲ䛻㛵䛩䜛ഇ䛾ሗ䚹
䈄䚷䝽䜽䝏䞁䛻⮴Ṛᡂศ䜔㔜⠜䛺ᗣ⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛩ᡂศ䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䛣䛸䜢♧၀䛩䜛
ഇ䛾ᙇ䚹
䈄䚷ᡤᒓ䛾ブ⛠㻌㻙㻌ᡤᒓ䜢ഇ䛳䛯䜰䜹䜴䞁䝖䜔䚸㛤ᴗ་䚸බ⾗ಖᶵ㛵ᙜᒁ⪅䚸බ⾗⾨⏕ᙜ
ᒁ䚸ㄪᰝᶵ㛵䜈䛾ᡤᒓ䜢ഇ䛳䛶⾲᫂䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛛䚸䜎䛯䛿㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶
䛾ᑓ㛛▱㆑䜢ഇ䛳䛶♧၀䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢ඹ᭷䛩䜛䜰䜹䜴䞁䝖䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿⏝⪅䛻䚸䛣䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䚸῝้䛺ᗣ⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ุ᫂
䛧䛯䝒䜲䞊䝖䜢๐㝖䛩䜛䜘䛖䛻せㄳ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᚋ䝒䜲䞊䝖䜔ሗඹ᭷䛜
䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻䚸䜰䜹䜴䞁䝖䜢୍ⓗ䛻䝻䝑䜽䛩䜛䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛩䚹䛣䛖䛧䛯䝒䜲䞊䝖䛿䚸௨ୗ
䛻ㄝ᫂䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䛂䝇䝖䝷䜲䜽䝫䝸䝅䞊䛃䛻๎䜚䚸㻞㆙࿌䛸䛧䛶ᩘ䛘䜙䜜䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛜
⏝⪅䛻๐㝖䜢せㄳ䛩䜛䝒䜲䞊䝖䛾䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹

䈄䚷᫂☜䛺ゝ䛔ᅇ䛧䜢䛳䛶ᐇ䛷䛒䜛䛸ᙇ䛧䛶䛔䜛䚹
䈄䚷ᗈ⠊䛻ධᡭྍ⬟䛺ಙ㢗䛷䛝䜛ሗ※䛻䜘䜛䛸᫂䜙䛛䛻ㄗ䛳䛶䛔䜛䛛䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛔䛶䛔
䜛䚹
䈄䚷බඹ䛾Ᏻ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䜚䚸῝้䛺ᗣ⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛧䛯䜚䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䚹
䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖

䛣䛾䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛸䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛩䛛䠛
㻌
㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻㛵㐃䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛜䚸䛣䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛥䜜䜛䛯䜑䛾᮲௳
䛿䚸ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹

᫂䜙䛛䛻ㄗ䛳䛯䝁䞁䝔䞁䝒䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝁䞁䝔䞁䝒䚸㔜䛺ᦆᐖ䠄䜴䜲䝹䝇䜈䛾ᭀ㟢䜢ቑ䜔
䛩䚸බ⾗⾨⏕䝅䝇䝔䝮䛻ᝏᙳ㡪䜒䛯䜙䛩䚸䛺䛹䠅䜢䜒䛯䜙䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛿
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛷ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛜⚗Ṇ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛻䛿䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䜴䜲䝹䝇䛾ᛶ㉁䚸ឤ
ᰁ㜵Ṇ⟇䚸≧䛾⦆䜎䛯䛿⒪䛾᪉ἲ䚸䜎䛯䛿䛭䛾䛾ண㜵ᥐ⨨䛾ຠᯝᛶ䜔Ᏻ
ᛶ䚸ᗣ䛻䛴䛔䛶䛾່࿌䛻క䛖ᨻᗓ䛾つไ䚸ไ㝈䚸㝖እつᐃ䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻㛵㐃䛩䜛䜴䜲
䝹䝇䛾䜎䜣ᘏ䜎䛯䛿ឤᰁ䜔Ṛஸ䛾䝸䝇䜽䛻䛴䛔䛶䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢
ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹

㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾䝟䞁䝕䝭䝑䜽䛻䛴䛔䛶䛾⛉Ꮫⓗ䛺⌮ゎ䛜῝䜎䜚⥆䛡䛶䛔䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸
᰿ᙉ䛔㝜ㅛㄝ䚸ㄪᰝ䜔ಙ㢗䛷䛝䜛ሗ࿌䛻ᇶ䛵䛛䛺䛔ே㦁䛜䛫䛺ゝ䛔ᅇ䛧䚸ᗈ⠊ᅖ䛻ཬ䜆
ഇ䛾ㄯヰ䜔᰿ᣐ䛾䛺䛔䛖䜟䛥䛜ฟ⌧䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸⫼ᬒሗ䛜♧䛥䜜䛺䛔䛸ே䚻䛜⮬
㌟䛾ᗣ䛻䛴䛔䛶ሗ䛻ᇶ䛵䛟Ỵ᩿䜢ୗ䛫䛺䛟䛺䛳䛶䛚䜚䚸ಶே䚸ᐙ᪘䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛜༴
㝤䛻䛥䜙䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

≉ᐃ䛾ᅜ䛷䝒䜲䞊䝖䜎䛯䛿䜰䜹䜴䞁䝖䜢⾲♧ไ㝈䛩䜛㻦㻌≉ᐃ䛾ᅜ䛻䛚䛔䛶ᶒ㝈䛾䛒䜛ᶵ㛵
䛛䜙㐺ษ䛺㐺⏝⠊ᅖ䜢ᐃ䜑䛯᭷ຠ䛺ㄳồ䜢ཷ䛡ྲྀ䛳䛯ሙྜ䚸䛭䛾ᅜ䛷≉ᐃ䛾䝁䞁䝔䞁䝒
䜢⾲♧ไ㝈䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹䜎䛯䚸䝁䞁䝔䞁䝒䜢⾲♧ไ㝈䛧䛯ሙྜ䛿䚸ヱᙜ䛩䜛ၟရෆ
䛷⾲♧ไ㝈䛥䜜䛶䛔䜛᪨䜢᫂グ䛧䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼑㼚㼒㼛㼞㼏㼑㼙㼑㼚㼠㻙㼛㼜㼠㼕㼛㼚㼟
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝃䞊䝡䝇䜢䛳䛶䚸ᗣ⿕ᐖ䜢䜒䛯䜙䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻䛴䛔䛶䛾
ㄗ䛳䛯ሗ䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䜢ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛿⚗Ṇ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
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ᅇ⟅䛺䛧

䝲䝣䞊ᰴᘧ♫

䝉䜽䝅䝵䞁䠐㻔㻝㻕㻝㻔㼕㼕㻕䜢䛤☜ㄆୗ䛥䛔

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻸㻸㻯

ᅇ⟅䛺䛧

㻸㻵㻺㻱ᰴᘧ♫

ྠୖ

㻹㼑㼠㼍

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㻶㼍㼜㼍㼚ᰴᘧ♫

䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽䛸Ọஂ⤖
䛣䛾䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛜㔜䛷䛒䛳䛯䜚䚸㐪䛜⧞䜚㏉䛥䜜䛯䜚䛩䜛ሙྜ䚸䜰䜹䜴䞁䝖䜢Ọ
ஂ䛻⤖䛧䜎䛩䚹
䛣䛾䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛜⧞䜚㏉䛥䜜䛯ሙྜ䚸䛭䛾㐪䛻䜘䛳䛶ㄢ䛥䜜䛯⣼✚䝇䝖䝷䜲䜽ᩘ
䛻ᛂ䛨䛯ᙉไⓗᑐᛂ䛜ྲྀ䜙䜜䜎䛩䚹
䈄䚷㻝䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌䜰䜹䜴䞁䝖䝺䝧䝹䛷䛾ᑐᛂ䛺䛧
䈄䚷㻞䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻝㻞㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
䈄䚷㻟䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻝㻞㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
䈄䚷㻠䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻣᪥㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
䈄䚷㻡䝇䝖䝷䜲䜽௨ୖ㻦㻌Ọஂ⤖
㻌
䜰䜹䜴䞁䝖䛜ㄗ䛳䛶䝻䝑䜽䜎䛯䛿⤖䛥䜜䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛ሙྜ䛿䚸␗㆟⏦䛧❧䛶䜢ᥦฟ䛷䛝
䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼑㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚㻙㼕㼚㼠㼑㼓㼞㼕㼠㼥㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼥

䝷䝧䝹䛡
䛣䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛧䛺䛔ሙྜ䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛻⾲♧䛥䜜䛶䛔䜛䝁䞁
䝔䞁䝒䜢ඹ᭷䛩䜛䝒䜲䞊䝖䛻⫼ᬒሗ䜢㏣ຍ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹ලయⓗ䛻䛿䚸௨ୗ䛾ᥐ
⨨䛜ྲྀ䜙䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䈄㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ၟရ䛻⾲♧䛥䜜䜛ᙜヱ䝁䞁䝔䞁䝒䛻䝷䝧䝹䜔㆙࿌䝯䝑䝉䞊䝆䜢㐺⏝䛩䜛
䈄ᙜヱ䝁䞁䝔䞁䝒䛾ඹ᭷䜔䛔䛔䛽䜢⾜䛚䛖䛸䛩䜛䝴䞊䝄䞊䛻㆙࿌䜢⾲♧䛩䜛
䈄㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞⏝⪅䛜ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䛻㏉ಙ䚸䝸䝒䜲䞊䝖䚸䜎䛯䛿䛔䛔䛽䜢⾜䛖ᶵ⬟䜢↓ຠ䛻䛩䜛
䈄ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䛾ᣑᩓ䜢ᢚไ䛧䛯䜚䚸䛚䛩䛩䜑䛛䜙㝖እ䛧䛯䜚䛩䜛
䈄㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝰䞊䝯䞁䝖䜔㛵㐃䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛺䛹䛻䚸⿵㊊ㄝ᫂䛾䛯䜑䛾䝸䞁䜽䜢⾲♧䛩䜛
䈄䛔䛔䛽䚸㏉ಙ䚸䝸䝒䜲䞊䝖䜢↓ຠ䛻䛩䜛
㻌
ከ䛟䛾ሙྜ䚸䝷䝧䝹㐺⏝䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䝒䜲䞊䝖䛻ᑐ䛧䚸ୖグ䛩䜉䛶䛾ᥐ⨨䛜ྲྀ䜙䜜䜎䛩䚹䛥
䜙䛻ᙜヱ䜰䜹䜴䞁䝖䛜䝒䜲䞊䝖䛻㏉ಙ䚸䝸䝒䜲䞊䝖䚸䜎䛯䛿䛔䛔䛽䜢⾜䛖ᶵ⬟䜢↓ຠ䛻䛩䜛
ሙྜ䜒䛒䜚䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛾ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝁䞁䝔䞁䝒䛜䛝䛺ὀ┠䜢㞟䜑䚸බ⾗䛻ΰ䛜⏕
䛨䜛ሙྜ䛻䛿䚸ඃඛⓗ䛻㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝰䞊䝯䞁䝖䜢సᡂ䛧䜎䛩䚹䝒䜲䞊䝖䜈䛾䝷䝧䝹䛾㐺⏝䛿㻝䝇
䝖䝷䜲䜽䛸䛧䛶䜹䜴䞁䝖䛥䜜䜎䛩䚹

䝥䝻䝣䜱䞊䝹䛾ಟṇ
䛣䛾䝫䝸䝅䞊䛾㐪䛜䝥䝻䝣䜱䞊䝹䛾ሗ䠄⮬ᕫ⤂䛺䛹䠅䛻㛵䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛ሙྜ䚸ヱᙜ
䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛩䜛䜘䛖䛻せㄳ䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸䜰䜹䜴䞁䝖䜢୍ⓗ䛻䝻䝑䜽䛧䛶䝒䜲䞊
䝖䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻䛧䜎䛩䚹᭱ึ䛾㆙࿌䜢ཷ䛡䛯ᚋ䛻ᗘ䛣䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛯ሙྜ䚸䜰䜹
䜴䞁䝖䛿Ọஂ䛻⤖䛥䜜䜎䛩䚹

䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖
䠄㻝䠅㑅ᣲ䜔䛭䛾䛾ᕷẸάື䜈䛾ཧຍ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶ㄗゎ䜢ᣍ䛔䛯䜚䚸䠄㻞䠅ཧຍ䛾ᢚᅽ䜔
⬣㏕䜢⾜䛳䛯䜚䛩䜛䛺䛹䚸䛣䛾䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛾⛬ᗘ䛜῝้䛺ሙྜ䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿ヱᙜ䛩
䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛩䜛䜘䛖䛻せㄳ䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸䜰䜹䜴䞁䝖䜢୍ⓗ䛻䝻䝑䜽䛧䛶䝒䜲䞊䝖
䛷䛝䛺䛔䜘䛖䛻䛧䜎䛩䚹䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖䛿㻞㆙࿌䛸䛧䛶ᩘ䛘䜙䜜䜎䛩䚹

㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼙㼑㼐㼕㼏㼍㼘㻙㼙㼕㼟㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼥
ᕷẸ䛾Ύᗮᛶ䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛾㐪䛻ᑐ䛩䜛ᥐ⨨䛿䚸䛭䛾㐪䛾⛬ᗘ䜔✀㢮䚸㐪
⪅䛾㐣ཤ䛾㐪Ṕ䛻䜘䛳䛶Ỵ䜎䜚䜎䛩䚹䛣䛾䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䜢⧞䜚㏉䛩䜰䜹䜴䞁䝖䛻䛴
䛔䛶䛿䛂䝇䝖䝷䜲䜽ไ䛃䜢㐺⏝䛧䛶䚸䛥䜙䛺䜛ᙉไⓗᑐᛂ䜢㐺⏝䛩䜉䛝䛛䛹䛖䛛ุ᩿䛧䜎䛩䚹
䛣䛖䛧䛯ไᗘ䛿䚸≉䛻㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䜈䛾㐪䛾⛬ᗘ䛜῝้䛺ሙྜ䚸ᐇᐖ䛻䛴䛺䛜䛳䛯䜚䚸
ㄗゎ䜢ᣍ䛔䛯䜚䛩䜛䛚䛭䜜䛾䛒䜛ሗ䛾ᣑᩓ䜢ᢚไ䛩䜛䛾䛻ᙺ❧䛴䛸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿⪃䛘䛶䛔
䜎䛩䚹
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛜ྲྀ䜛ᥐ⨨䛸䛧䛶䛿䚸ḟ䛾䜒䛾䛜䛒䜚䜎䛩䚹

㐪⾜Ⅽ䛾⧞䜚㏉䛧㻦㻌ᙜヱ䜰䜹䜴䞁䝖䛜䚸㻟㻜᪥㛫䛻㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾ㄗሗ䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛻
⧞䜚㏉䛧㐪䛧䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯ሙྜ䜔䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻㛵䛩䜛ഇሗ䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟
ሗ䜢䝒䜲䞊䝖䛩䜛䛣䛸䜢᫂☜䛻┠ⓗ䛸䛧䛶ᥖ䛢䚸⏝ព䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯ሙྜ䚹

ᡤᒓ䛾ブ⛠㻦㻌ᙜヱ䜰䜹䜴䞁䝖䛜ᡤᒓ䜢ഇ䛳䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯ሙྜ䜔䚸㛤ᴗ་䚸බ⾗ಖ
ᶵ㛵ᙜᒁ⪅䚸බ⾗⾨⏕ᙜᒁ䚸ㄪᰝᶵ㛵䜈䛾ᡤᒓ䜢ഇ䛳䛶⾲᫂䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛛䚸䜎䛯䛿
㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾ၥ㢟䛻䛴䛔䛶䛾ᑓ㛛▱㆑䜢ഇ䛳䛶♧၀䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢ඹ᭷䛧䛶䛔䜛䛸ุ᩿
䛥䜜䛯ሙྜ䚹

ḟ䛾㐪⾜Ⅽ䛜ぢ䜙䜜䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛿䚸༶䛛䛴Ọஂ䛻⤖䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䈄䚷㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ၟရ䛾≉ᐃ䛾ሙᡤ䠄᳨⣴⤖ᯝ䛾ୖ䛺䛹䠅䛻䚸ᙜヱ䜰䜹䜴䞁䝖䛻䜘䜛䝒䜲䞊䝖䜔䝸
䝒䜲䞊䝖䛜⾲♧䛥䜜䛺䛔䜘䛖䛻䛧䜎䛩
䈄䚷ᙜヱ䜰䜹䜴䞁䝖䛻䜘䜛㏉ಙ䜢䚸ヰ䛾ୗ㒊䛻⾲♧䛧䜎䛩
䈄䚷䝯䞊䝹䜔䛚䛩䛩䜑䛛䜙䚸ᙜヱ䜰䜹䜴䞁䝖䛸䛭䛾䝒䜲䞊䝖䜢㝖እ䛧䜎䛩
䈄䚷Ọஂ⤖

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾ㄗሗ䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛶䛔䜛䛸☜ಙ䜢䜒䛳䛶ุ᩿䛥䜜
䛯䝒䜲䞊䝖䜎䛯䛿䜰䜹䜴䞁䝖䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ᣑᩓ䜢ᢚไ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹䛣䛾ᯟ⤌䜏
䛻ᇶ䛵䛔䛯䝒䜲䞊䝖䜔䜰䜹䜴䞁䝖䛾⾲♧ไ㝈䛿䚸୍ᐃ䛾ᮇ㛫䛜㐣䛞䜛䛸⮬ືⓗ䛻ゎ㝖䛥䜜
䜎䛩䛜䚸ᙜヱ䜰䜹䜴䞁䝖䛜䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䜢⥅⥆䛧䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯ሙྜ䚸⾲♧ไ㝈
䛜ᡭື䜎䛯䛿⮬ື䛷ᗘ㐺⏝䛥䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿䚸௨ୗ䛾᪉ἲ䛻䜘䜚ᣑ
ᩓ䜢ᢚไ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛾ㄗሗ䛻㛵㐃䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᣑᩓ䛾ᢚไ

㻝䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌䜰䜹䜴䞁䝖䝺䝧䝹䛷䛾ᑐᛂ䛺䛧
㻞䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻝㻞㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
㻟䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻝㻞㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
㻠䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻣᪥㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
㻡䝇䝖䝷䜲䜽௨ୖ㻦㻌Ọஂ⤖
䜰䜹䜴䞁䝖䛜ㄗ䛳䛶䝻䝑䜽䜎䛯䛿⤖䛥䜜䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛ሙྜ䛿䚸␗㆟⏦䛧❧䛶䜢ᥦฟ䛷䛝
䜎䛩䚹

㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻䛴䛔䛶ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛻ᑐ䛩䜛ᥐ⨨䛿䚸䛭䛾㐪
䛾⛬ᗘ䜔✀㢮䚸㐪⪅䛾㐣ཤ䛾㐪Ṕ䛻䜘䛳䛶Ỵ䜎䜚䜎䛩䚹䛣䛾䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䜢
⧞䜚㏉䛩䜰䜹䜴䞁䝖䛻䛴䛔䛶䛿䛂䝇䝖䝷䜲䜽ไ䛃䜢㐺⏝䛧䛶䚸䛥䜙䛺䜛ᙉไⓗᑐᛂ䜢㐺⏝䛩䜉
䛝䛛䛹䛖䛛ุ᩿䛧䜎䛩䚹䛣䛖䛧䛯ไᗘ䛿䚸≉䛻㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䜈䛾㐪䛾⛬ᗘ䛜῝้䛺ሙ
ྜ䚸ᦆᐖ䛻䛴䛺䛜䛳䛯䜚䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛔䛯䜚䛩䜛䛚䛭䜜䛾䛒䜛ሗ䛾ᣑᩓ䜢ᢚไ䛩䜛䛾䛻ᙺ
❧䛴䛸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛿⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
䛣䛾䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛜⧞䜚㏉䛥䜜䛯ሙྜ䚸䛭䛾㐪䛻䜘䛳䛶ㄢ䛥䜜䛯⣼✚䝇䝖䝷䜲䜽ᩘ
䛻ᛂ䛨䛯ᙉไⓗᑐᛂ䛜ྲྀ䜙䜜䜎䛩䚹

䝇䝖䝷䜲䜽ไ

㼛䚷බᘧ䛺ሗ࿌䝒䞊䝹䜔⤫ィ䛻䛴䛔䛶䚸ഇ䛾ሗ䜢ఏ䛘䛯䜚䚸ㄗ⏝䛧䛯䜚䛧䛶䛔䜛䝒䜲䞊
䝖䚹
㼛䚷䝽䜽䝏䞁䜢᥋✀䛧䛯ே䛿䚸䝽䜽䝏䞁ᮍ᥋✀䛾ே䛻ᑐ䛧䛶䚸䜴䜲䝹䝇䠄䜎䛯䛿≧䜔ච䠅
䜢ᣑᩓ䜎䛯䛿ఏ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛩䜛䚸ഇ䛾ᙇ䜔ㄗゎ䜢ᣍ䛟ᙇ䚹
䈄䚷ಖᶵ㛵䛾ᙇ䛻ㄽ䛩䜛䛯䜑䚸䝽䜽䝏䞁䛾ண㜵ຠᯝ䜢ṇ☜䛻ఏ䛘䜛ഇ䛾ሗ䜎
䛯䛿ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䚹䛾㔜⠜ᛶ䚸䜴䜲䝹䝇䛾䜎䜣ᘏ䚸䜎䛯䛿᭷ຠᛶ䛜ᗈ䛟ㄆ䜑䜙䜜䛶
䛔䜛ண㜵⟇䚸⒪䚸䝽䜽䝏䞁䛾ຠᯝ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䜎䛯䛿⤫ィⓗ▱ぢ䜢ṇ☜䛻ఏ䛘䜛
ᙇ䚹
㼛䚷䝒䜲䞊䝖䛻䝷䝧䝹䛜㐺⏝䛥䜜䜛䛸䚸㏻ᖖ䛿௨ୗ䛜ᐇ䛥䜜䜎䛩䚹
㼛䚷ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䜈䛾㆙࿌䝯䝑䝉䞊䝆䛾⾲♧䚹
㼛䚷ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䛾ඹ᭷䜔䛔䛔䛽䜢⾜䛚䛖䛸䛩䜛⏝⪅䛻ᑐ䛩䜛䚸䛥䜙䛺䜛㆙࿌䝯䝑䝉䞊䝆
䛾⾲♧䚹
㼛䚷䝒䜲䞊䝖䛾ᣑᩓ䛾ᢚไ䜔䚸䛚䛩䛩䜑䛛䜙䛾㝖እ䚹
㼛䚷䛔䛔䛽䚸㏉ಙ䚸䝸䝒䜲䞊䝖䛾↓ຠ䚹
㼛䚷䜎䛸䜑䜙䜜䛯䝷䞁䝕䜱䞁䜾䝨䞊䝆䜔㛵㐃䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝫䝸䝅䞊䛺䛹䚸⿵㊊ㄝ᫂䛾䝨䞊䝆
䜈䛾䝸䞁䜽䛾⾲♧䚹

㻠㻔㻝㻕㻙䐠 䝫䝸䝅䞊➼䛾ぢ┤䛧≧ἣཬ
䜃እ㒊䝺䝡䝳䞊䛾᭷↓䛸䛭
䛾䝍䜲䝭䞁䜾
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䛆䐢⯡䞉䛭䛾䛇

䝲䝣䞊ᰴᘧ♫

ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸䝫䝸䝅䞊䛾ぢ┤䛧䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸䝫䝸䝅䞊䜢ᨵᐃ䛧䛯ሙྜ䛿䚸䝲䝣䞊䝙䝳䞊
䝇䛾䜸䜴䞁䝗䝯䝕䜱䜰➼䛷࿌▱䛧䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᴗ㡿ᇦ䛤䛸䛾䜲䝅䝳䞊䛻ᛂ䛨䛶䚸ᴗ㒊
䛸ᨻ⟇΅እ㒊㛛䛜㐃ᦠ䛧䛶㐺ᐅ᭷㆑⪅㆟䜢㛤ദ䚸㆟ㄽ䞉ᥦゝ䜢ཷ䛡䛶㐠Ⴀ䛻ᫎ䛩䜛
ሙྜ䜒䛒䜛䚹

㻔㼕㼕㻕㻌㼅㼍㼔㼛㼛㻍䝙䝳䞊䝇
㼅㼍㼔㼛㼛㻍䝙䝳䞊䝇䛷䛿䚸௨ୗ䛾䛸䛚䜚䚸ഇሗ➼䛜ධ䜚㎸䜏䛻䛟䛔యไ䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䜛䚹
䞉ዎ⣙๓䛾ᑂᰝグෆᐜ䜔ไసయไ䛺䛹䛻䛴䛔䛶ᑂᰝ䜢⾜䛳䛯䛖䛘䛷፹య♫䛸ዎ⣙䜢⾜
䛺䛳䛶䛔䜛䠄ᑂᰝ䛾⤖ᯝ䚸ዎ⣙䛻⮳䜙䛺䛔ሙྜ䜒ከ䛔䠅䚹㻌䞉፹య♫䛻䛿䚸ዎ⣙䚸䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䛻ᚑ䛳䛯㓄ಙ䜢䛚㢪䛔䛧䛶䛚䜚䚸ዎ⣙ᚋ䜒㐺ᐅ䚸፹య♫ᵝ䛾ᑂᰝ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹῝้䛺䜺
䜲䝗䝷䜲䞁㐪䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛿䚸ዎ⣙䜢⤊䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛟ሙྜ䛜䛒䜛䚹
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䜎䛯䚸㐪ᢞ✏䛜⧞䜚㏉䛥䜜䚸」ᩘᅇ䛻䜟䛯䜚๐㝖ᥐ⨨䛜䛥䜜䛯䜰䜹䜴䞁䝖䛻䛴䛔䛶䛿䚸
䛭䜜௨㝆䛾ᢞ✏䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜛䜘䛖䛂ᢞ✏Ṇฎ⨨䛃䛜⾜䜟䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜛Ⅼ䛻䛴䛔䛶䜒
つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㻔㼕㼕㼕㻕᳨⣴䝃䞊䝡䝇
䝣䜵䜲䜽䛸䛔䛖ほⅬ䛷䛿䛺䛟䚸ᙜヱሗ䛜䝥䝷䜲䝞䝅䞊ᐖ䜔ᶒᐖ䛻ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻
ᑐ䛧䛶๐㝖䜔㠀⾲♧ᥐ⨨䜢ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹

௨ୗ䚸ಶู䛾䝃䞊䝡䝇䛤䛸䛾䝹䞊䝹䛻䛴䛔䛶
㻔㼕㻕㻌㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄
䝃䞊䝡䝇䛤䛸䛾⏝䝹䞊䝹䛻䛚䛔䛶䚸䜺䜲䝗䝷䜲䞁㐪䛸ุ᩿䛧䛯ሙྜ䛻䛿䚸ᥖ㍕䞉ᢞ✏
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Ṇฎ⨨䛃䛜⾜䜟䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜛Ⅼ䛻䛴䛔䛶䜒つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹

䝲䝣䞊䛾䝃䞊䝡䝇䜢⏝䛥䜜䜛᪉䛩䜉䛶䛻㐺⏝䛥䜜䜛⏝つ⣙䛻䛴䛔䛶
㻔ཧ⪃㻕
㻌㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼍㼎㼛㼡㼠㻚㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼏㼛㼙㼙㼛㼚㻛㼠㼑㼞㼙㼟㻛㼏㼔㼍㼜㼠㼑㼞㻝㻛㻏㼏㼒㻝㼟㼠
⏝つ⣙㻌➨㻝⦅㻌ᇶᮏ䜺䜲䝗䝷䜲䞁㻌➨㻝❶㻌⥲๎
㻝㻞᮲㻌ᢞ✏䛺䛹䛾๐㝖䚸䝃䞊䝡䝇䛾⏝Ṇ䚸㻵㻰๐㝖䛻䛴䛔䛶
ᙜ♫䛿䚸ᥦ౪䛩䜛䝃䞊䝡䝇䜢㐺ṇ䛻㐠Ⴀ䛩䜛䛯䜑䛻䚸௨ୗ䛾ሙྜ䛻䛿䛒䜙䛛䛨䜑㏻▱䛩
䜛䛣䛸䛺䛟䚸䝕䞊䝍䜔䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛧䛯䜚䚸䝃䞊䝡䝇䛾㒊䜎䛯䛿୍㒊䛾⏝䜢䛚᩿䜚
䛧䛯䜚䚸䛚ᐈᵝ䛾㻵㻰䜢๐㝖䛧䛯䜚䛩䜛䛸䛔䛳䛯ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹
䜎䛯䚸䛚ᐈᵝ䛜」ᩘ䛾㻵㻰䜢Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛭䜜䜙䛩䜉䛶䛾㻵㻰䛻ᑐ䛧䛶ᥐ⨨䛜䛸
䜙䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㻝㻚㻌䛚ᐈᵝ䛜ᮏ⏝つ⣙䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛㡯䛻㐪䛧䛯ሙྜ䚸䜒䛧䛟䛿䛭䛾䛚䛭䜜䛜䛒
䜛䛸ᙜ♫䛜ุ᩿䛧䛯ሙྜ
㻔௨ୗ䚸␎㻕

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻸㻸㻯

㻸㻵㻺㻱ᰴᘧ♫

᪂ᆺ䝁䝻䝘䛷䛿䚸㻯㻰㻯㻌䜔㼃㻴㻻㻌䛺䛹䛾ಖᶵ㛵䛾ᑓ㛛ᐙ䛾⤫୍ぢゎ䛻ᇶ䛵䛝䚸⛉Ꮫ䛾Ⓨ
ᒎ䜢㏣㊧䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸ㄗ䛳䛯ሗ䛚䜘䜃ഇሗ䛾᪂䛧䛔ഴྥ䛻ᑐᛂ䛧䚸䜟䛛䜚䜔䛩
䛔ሗ䜢ᥦ౪䛧⥆䛡䛶䛔䜎䛩䚹

䜎䛯䚸᪂䛧䛔䝁䞁䝔䞁䝒䝫䝸䝅䞊䜢⟇ᐃ䛧䛯䜚䚸᪂䛧䛔〇ရᶵ⬟䜢᳨ウ䛩䜛㝿䛻䛿䚸Ꮚ䛹䜒
䛾Ⓨ㐩䚸ሗ䛾㉁䚸䝦䜲䝖䝇䝢䞊䝏䚸ᗣၥ㢟䛺䛹䛾ศ㔝䛾ᑓ㛛ᐙ䛻┦ㄯ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

⚾䛯䛱䛿䚸䝫䝸䝅䞊䜢సᡂ䛩䜛㝿䛻䚸ᴗ䛸䛧䛶䛾౯್ほ䜔ᩥ䛰䛡䛷䛺䛟䚸㐠⏝䚸ᢏ⾡䚸
䝡䝆䝛䝇ୖ䛾᳨ウ㡯䜢⪃៖䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸䜸䞁䝷䜲䞁ୖ䛾ഴྥ䜔័⾜䚸ᴗ⏺䛾つ⠊䚸つ
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㛵䛩䜛䝴䞊䝄䞊䛾ពぢ䜔ᠱᛕ䛻⪥䜢ഴ䛡䛶䛔䜎䛩䚹

㻸㻵㻺㻱⏝つ⣙䛻䛴䛔䛶䛿䚸ἲᨵṇ䛻క䛖ኚ᭦䚸䝃䞊䝡䝇⏝᮲௳䛾᫂☜➼䛾䛯䜑䚸ᐃ
ᮇⓗ䛻ぢ┤䛧䛶㻴㻼䛷䛚▱䜙䛫䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䝁䞁䝔䞁䝒䝰䝕䝺䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛つᐃ䛻
䛴䛔䛶䛿䚸እ㒊᭷㆑⪅䜔➨୕⪅ᶵ㛵䛻䜘䜛䝺䝡䝳䞊䛿ᐇ䛧䛶䛚䜚䜎䛫䜣䛜䚸䝴䞊䝄䛾
⏝≧ἣ➼䜢㋃䜎䛘ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ぢ┤䛧䜢䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹
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䜴䞁䝖䛾Ṇ䜎䛯䛿๐㝖䚸ᮏ䝃䞊䝡䝇䛻㛵䛩䜛䛚ᐈᵝ䛸ᙜ♫䛸䛾㛫䛾ዎ⣙䠄ᮏつ⣙䛻ᇶ
㻱㻥㼢㼘㻤㼗㻛㼑㼐㼕㼠㻫㼞㼑㼟㼛㼡㼞㼏㼑㼗㼑㼥㻩㻜㻙㻱㻹㻸㼙㻡㻺㻭㼘㻞㻱㼖㻴㻣㻝㼅㼘㼗㼒㻵㻶㼅㻭㻏㼔㼑㼍㼐㼕㼚㼓㻩㼔㻚㼓㻜㼞㻝㼏㻡㼐㻠㻞㻤㼕㼍
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䖃㻌䝫䝸䝅䞊㐪䛾ᗈ࿌䜔䝟䝤䝸䝑䝅䝱䞊䜢᳨ฟ䛩䜛䝅䝇䝔䝮䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜎䛩
䛩䜛ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
䖃㻌㐪ᗈ࿌䛿ᗈ࿌㓄ಙ䛜ᢎㄆ䛥䜜䜎䛫䜣
䖃㻌㐪ᗈ࿌䛾䝥䝺䞊䝇䝯䞁䝖䛿ᗈ࿌䛾⾲♧䜢Ṇ䛧䜎䛩
䖃㻌㔜ᗘ䛾㐪䠄⤌⧊ⓗ⾜Ⅽ䛺䛹䠅䛿䚸䜰䜹䜴䞁䝖䝺䝧䝹䛾ᥐ⨨䛜Ⓨື䛥䜜䜎䛩

㻹㼑㼠㼍

䛣䜜䛻ຍ䛘䛶䚸㻞㻜㻞㻜ᖺ䚸ᘢ♫䛜⾜䛖᭱䜒㔜せ䛷ᅔ㞴䛺䝁䞁䝔䞁䝒䛻㛵䛩䜛Ỵᐃ䛻䛴䛔䛶䚸
⊂❧䛧䛯䝏䜵䝑䜽䜢⾜䛖䛯䜑䛻䚸┘╩ጤဨ䛜タ❧䛥䜜䜎䛧䛯䚹┘╩ጤဨ䛿䚸䝁䞁䝔䞁䝒
䛻㛵䛩䜛Ỵᐃ䛜㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䜔㻵㼚㼟㼠㼍㼓㼞㼍㼙䛾䝫䝸䝅䞊䜔౯್ほ䚸䛥䜙䛻䛿ᅜ㝿ⓗ䛺ேᶒつ⠊
䛾ᯟ⤌䜏䛾୰䛷⾲⌧䛾⮬⏤䜢Ᏺ䜛䛸䛔䛖䝁䝭䝑䝖䝯䞁䝖䛸୍⮴䛧䛶䛔䜛䛛䛹䛖䛛䜢ᑂᰝ䛧䜎
䛩䚹䛭䛧䛶䚸┘╩ጤဨ䛿䚸䛣䜜䜙䛾ཎ๎ཬ䜃⏝⪅䛸♫䜈䛾ᙳ㡪䛻ᇶ䛵䛔䛶Ỵᐃ䜢
ୗ䛧䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛾Ỵᐃ䛻䛿ᣊ᮰ຊ䛜䛒䜚䚸┘╩ጤဨ䛾๎䛷䚸ᘢ♫䛿䚸┘╩ጤဨ
䛾Ỵᐃ䛾ᐇ䛜ἲᚊ䛻㐪䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛺䛔㝈䜚䚸ᐇ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛣䛸䛸䛥䜜䛶
䛔䜎䛩䚹䜎䛯ᐇ㝿䛻ᘢ♫䛿䚸┘╩ጤဨ䛾Ỵᐃ䜢䛶䚸䛭䛾බ⾲ᚋ㏿䜔䛛䛻ᐇ䛧䛶䛔
䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㻚㼒㼎㻚㼏㼛㼙㻛㼛㼢㼑㼞㼟㼕㼓㼔㼠㻛

䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸䛾㐃ᦠ䜈䛾ᘢ♫䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛻䛴䛔䛶䛿ୗグ㼁㻾㻸䜢䛤ཧ↷䛟䛰䛥䛔䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㻚㼒㼎㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻙㼖㼜㻛㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼕㼙㼜㼞㼛㼢㼕㼚㼓㻛㼕㼚㼜㼡㼠㻙㼒㼞㼛㼙㻙㼑㼤㼠㼑㼞㼚㼍㼘㻙㼟㼠㼍㼗㼑㼔㼛㼘㼐㼑㼞㼟㻛

䛥䜙䛻䚸ᘢ♫䛾䝫䝸䝅䞊䛜䛘䜛ᙳ㡪䜢῝䛟⌮ゎ䛩䜛䛯䜑䚸㻺㻳㻻䜔Ꮫ⾡ᶵ㛵䛺䛹䛾ᑓ㛛ᐙ
䛸䛾㛵ಀ䜢⠏䛔䛯䜚䚸ୡ⏺୰䛾䛥䜎䛦䜎䛺ᕷẸ♫ᅋయ䛸㐃ᦠ䛧䛯䜚䛧䛶䛔䜎䛩䚹

እ㒊ᑓ㛛ᐙ䛸䛾㐃ᦠ
ᘢ♫䛾䝁䞁䝔䞁䝒䝫䝸䝅䞊㻛䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䜶䞁䝀䞊䝆䝯䞁䝖䝏䞊䝮䛿♫እ䝇䝔䞊䜽䝩䝹
䝎䞊䛸ᐃᮇⓗ䛻㐃ᦠ䛧䚸ᙼ䜙䛾ୡ⏺䜢⥙⨶䛩䜛▱㆑䛸ຓゝ䜢䝫䝸䝅䞊⟇ᐃ䝥䝻䝉䝇䛻ྲྀ䜚
ධ䜜䛶䝫䝸䝅䞊䜢䜘䜚ᙉᅛ䛺䜒䛾䛻䛩䜛䛯䜑䛻ᑾຊ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿ୗグ㼁㻾㻸䜢䛤ཧ↷䛟䛰䛥䛔䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㻚㼒㼎㻚㼏㼛㼙㻛㼑㼚㻙㼓㼎㻛㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼕㼙㼜㼞㼛㼢㼕㼚㼓㻛㼜㼛㼘㼕㼏㼥㻙㼒㼛㼞㼡㼙㻙㼙㼕㼚㼡㼠㼑㼟㻛

㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱つᐃ䛿⏕䛝䛯ᩥ᭩䛷䛒䜚䚸ᘢ♫䛾䝫䝸䝅䞊䜒䜸䞁䝷䜲䞁䛻䛚䛡䜛
ே䚻䛾⾜ື䛾ኚ䛻ྜ䜟䛫䛶㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛘䜀䚸䛛䛴䛶䛿↓ᐖ䛰䛳䛯ゝⴥ䛜ᐖ䛾
䛒䜛ゝⴥ䛻䛺䜛䛣䛸䛿䛒䜚䜎䛩䛧䚸䛭䛾㏫䜒䛒䜚ᚓ䜎䛩䚹䜎䛯䚸≉ᐃ䛾䜾䝹䞊䝥䛜ᛴ䛻ᨷᧁ
䛾ᑐ㇟䛻䛺䜛䛣䛸䜒䛒䜚ᚓ䜎䛩䚹
ᘢ♫䛾䝁䞁䝔䞁䝒䝫䝸䝅䞊䝏䞊䝮䛿䚸䠎㐌㛫ẖ䛻䝫䝸䝅䞊䝣䜷䞊䝷䝮䛸䛔䛖㆟䜢㛤䛝䚸䝁
䝭䝳䝙䝔䜱つᐃཬ䜃ᗈ࿌䝫䝸䝅䞊䛻䛴䛔䛶䚸ㄪᩚ䛾ᚲせ䛜䛺䛔䛛䚸㆟ㄽ䛧䜎䛩䚹㆟ㄽ䛿䚸
䝉䞊䝣䝔䜱䝏䞊䝮䚸䝃䜲䝞䞊䝉䜻䝳䝸䝔䜱䝏䞊䝮䚸䜹䜴䞁䝍䞊䝔䝻䝸䝈䝮䛾ᑓ㛛ᐙ䚸䜾䝻䞊䝞
䝹䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䝏䞊䝮䚸䝥䝻䝎䜽䝖䝬䝛䝆䝱䞊䚸䝸䝃䞊䝏䝱䞊䚸බඹᨻ⟇ᢸᙜ䚸ἲົᢸᙜ䚸
ேᶒ䛸䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱䝏䞊䝮䛺䛹䚸♫ෆ䛾ᖜᗈ䛔ᑓ㛛ᐙ䜢㞟䜑䛶⾜䜟䜜䚸䛻䛿䝆䝱䞊䝘
䝸䝇䝖䜔䜰䜹䝕䝭䜰䛾᪉䛻䜸䝤䝄䞊䝞䞊䛸䛧䛶ཧຍ䛧䛶䛔䛯䛰䛟䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛩䚹

䛭䛾䛾䛩䜉䛶䛾ㄗሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᘢ♫䛿䚸䛭䛾ሗ䛾⾲♧㢖ᗘ䛾ᢚไ䜔䚸⏕⏘ⓗ
䛺ᑐヰ䜢ಁ䛩⎔ቃస䜚䛻ຊ䜢ධ䜜䛶䛔䜎䛩䚹ᘢ♫䛿䚸䛘䜀䚸䛢䛥䛺䛣䛸䜢ゝ䛖䛸䛝㻔㻦
䛂䛣䛾䝏䞊䝮䛾ᡂ⦼䛿䝇䝫䞊䝒ྐୖ᭱ᝏ䛰䟿䛃㻕䜔䚸䝴䞊䝰䜰䜔㢼่䜢ఏ䛘䜛䛸䛝㻔㻦䛂⚾䛾
ኵ䛿䛄䝝䝈䝞䞁䝗䞉䜸䝤䞉䝄䞉䜲䝲䞊䛅䜢ཷ㈹䛧䛯䟿䛃㻕䛻↓ᐖ䛺᪉ἲ䛷ㄗሗ䜢⏝䛩䜛䛣䛸
䛜ከ䚻䛒䜚䜎䛩䚹䜎䛯䚸ṇ☜䛺ሗ䜢ྵ䜣䛰䝇䝖䞊䝸䞊䜢䛘䛶య㦂ㄯ䜢䝅䜵䜰䛩䜛䛣䛸
䜒䛒䜚䜎䛩䚹ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿䚸⮬ศ䛷䛿῝䛟ಙ䛨䛶䛔䛶䜒䚸ே䛻䛸䛳䛶䛿ഇ䛰䛸ᛮ䛘䜛
ពぢ䜔䚸⮬ศ䛷䛿┿ᐇ䛰䛸ಙ䛨䛶䛔䜛䛜䚸ே䛻䛿䛷䛒䛳䛯䜚ㄗゎ䜢䜎䛽䛔䛯䜚䛩
䜛䛸ᤊ䛘䜙䜜䜛ሗ䜢ఏ䛘䜛䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㻶㼍㼜㼍㼚ᰴᘧ♫

䝫䝸䝅䞊䛾ᩥゝ䛾ⲡ䜢䜎䛸䜑䜛㝿䛿䚸♫ෆ䛾䛥䜎䛦䜎䛺䝏䞊䝮䜔㼀㼞㼡㼟㼠㻌㻒㻌㻿㼍㼒㼑㼠㼥㻌㻯㼛㼡㼚㼏㼕㼘
䛛䜙ពぢ䜢ເ䜚䜎䛩䚹䛣䛾సᴗ䛿䚸䛥䜎䛦䜎䛺ᩥ䜔♫⎔ቃ䛻䛚䛡䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛾
㐺⏝䜔ゎ㔘䛾᪉ἲ䜢䛿䛨䜑䚸⛣䜚ኚ䜟䜛䜸䞁䝷䜲䞁䛷䛾Ⓨゝ䛾ᛶ㉁䛻ᑐ䛩䜛ୡ⏺ྛᆅ䛾
ぢゎ䜢⪃៖䛩䜛䛖䛘䛷ྍḞ䛷䛩䚹᭱ᚋ䛻䚸ୡ⏺ྛᆅ䛾ㄪᰝ䝏䞊䝮䛾䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢ᐇ
䛧䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䜢᭦᪂䛧䛶䚸᪂䛧䛔䝫䝸䝅䞊䛾㐺⏝䜢㛤ጞ䛧䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼑㼚㼒㼛㼞㼏㼑㼙㼑㼚㼠㻙㼜㼔㼕㼘㼛㼟㼛㼜㼔㼥

䜰䜹䜴䞁䝖䛜ㄗ䛳䛶䝻䝑䜽䜎䛯䛿⤖䛥䜜䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛ሙྜ䛿䚸␗㆟⏦䛧❧䛶䜢ᥦฟ䛷䛝
䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼔㼑㼘㼜㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻛㼞㼡㼘㼑㼟㻙㼍㼚㼐㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼙㼍㼚㼕㼜㼡㼘㼍㼠㼑㼐㻙㼙㼑㼐㼕㼍
䝫䝸䝅䞊䛾᪂つ⟇ᐃ䜔ኚ᭦䜢⾜䛖ሙྜ䚸䜸䞁䝷䜲䞁䛷䛾ゝື䛾ഴྥ䜢⥥ᐦ䛻ㄪ䜉䜛䛣䛸䚸
チྍ䛥䜜䜛⾜Ⅽ䜢䜟䛛䜚䜔䛩䛔᫂☜䛺ゝⴥ䛷⾲⌧䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䚸⭾䛺ᩘ䛾䝒
䜲䞊䝖䛻㐺⏝䛷䛝䜛ㄪᰝᢸᙜ⪅ྥ䛡䛾ᑐᛂ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䜢సᡂ䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛻䛺䜚䜎䛩䚹

䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
≉ᐃ䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛜䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟᭷ᐖ䛺ㄝ᫂䜢ὶᕸ䛧䛶䛚䜚䚸䛭䜜䛜㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾ྜᡂ䜎䛯䛿
᧯స䛥䜜䛯䝯䝕䜱䜰䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯ሙྜ䚸䛭䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛿
୍ⓗ䛻䝻䝑䜽䜎䛯䛿⤖䛥䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

ከ䛟䛾ሙྜ䚸䝷䝧䝹㐺⏝䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䝒䜲䞊䝖䛻ᑐ䛧䚸ୖグ䛾ᥐ⨨䛾䛔䛟䛴䛛䛜⤌䜏ྜ䜟
䛥䜜䛶ᇳ⾜䛥䜜䜎䛩䚹㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛾ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝁䞁䝔䞁䝒䛜䛝䛺ὀ┠䜢㞟䜑䚸බ⾗䛻ΰ
䛜⏕䛨䜛ሙྜ䛻䛿䚸ඃඛⓗ䛻㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝰䞊䝯䞁䝖䜢సᡂ䛧䜎䛩䚹

䈄䚷ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䛻䝷䝧䝹䜔㆙࿌䝯䝑䝉䞊䝆䜢㐺⏝䛩䜛
䈄䚷ᙜヱ䝒䜲䞊䝖䛾ඹ᭷䜔䛔䛔䛽䜢⾜䛚䛖䛸䛩䜛䝴䞊䝄䞊䛻㆙࿌䜢⾲♧䛩䜛
䈄䚷䝒䜲䞊䝖䛾ᣑᩓ䜢ᢚไ䛧䛯䜚䚸䛚䛩䛩䜑䛛䜙㝖እ䛧䛯䜚䛩䜛
䈄䚷䛔䛔䛽䚸㏉ಙ䚸䝸䝒䜲䞊䝖䜢↓ຠ䛻䛩䜛
䈄䚷䜎䛸䜑䜙䜜䛯䝷䞁䝕䜱䞁䜾䝨䞊䝆䠄㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝰䞊䝯䞁䝖䠅䜔㛵㐃䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝫䝸䝅䞊䛺䛹
䛻䚸⿵㊊ㄝ᫂䛾䛯䜑䛾䝸䞁䜽䜢⾲♧䛩䜛

䝷䝧䝹䛡
ᙜ䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛧䛺䛔ሙྜ䛿䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ୖ䛻⾲♧䛥䜜䛶䛔䜛ㄗゎ䜢
ᣍ䛟䝯䝕䜱䜰䜢ඹ᭷䛩䜛䝒䜲䞊䝖䛻⫼ᬒሗ䜢㏣ຍ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹ලయⓗ䛻䛿䚸௨ୗ
䛾ᥐ⨨䛜ྲྀ䜙䜜䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䝒䜲䞊䝖䛾๐㝖
ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝯䝕䜱䜰䛻䚸ಶே䜔䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛻ᦆᐖ䜢䜒䛯䜙䛩῝้䛺༴㝤ᛶ䛜䛒䜛ሙྜ䛺
䛹䚸ᙜ䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛾⛬ᗘ䛜῝้䛺ሙྜ䚸ᙜヱ䝁䞁䝔䞁䝒䛾๐㝖䜢せㄳ䛧䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾ྜᡂ䜎䛯䛿᧯స䛥䜜䛯䝯䝕䜱䜰䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛾㐪䛻ᑐ䛩䜛ฎศ䛿䚸䛭䛾
㐪䛾㔜䛥䛻䜘䛳䛶␗䛺䜚䜎䛩䚹

䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䚸㡑ᅜ䚸⡿ᅜ䛻䛚䛔䛶䚸⏝⪅䛜ㄗゎ䜢ᣍ䛟䛸ᛮ䜟䜜䜛䝒䜲䞊䝖䜢ሗ࿌䛷䛝
䜛᪂䛧䛔ሗ࿌ᶵ⬟䛾䝔䝇䝖䜢㛤ጞ䛧䜎䛧䛯䚹䛣䛾ᐇ㦂㻛᳨ド䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸㼇ၥ㢟䜢ሗ࿌䛩
䜛㼉㻌䜢㑅ᢥ䛩䜛䛸䚸䛂㻵㼠䇻㼟㻌㼙㼕㼟㼘㼑㼍㼐㼕㼚㼓䠄ㄗゎ䜢ᣍ䛔䛶䛔䜎䛩䠅䛃䛸䛔䛖ᩥゝ䛜䜸䝥䝅䝵䞁䛻⾲♧
䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛩䚹

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿䚸ಙ㢗䛷䛝䜛䝟䞊䝖䝘䞊䠄㻭㻼䛚䜘䜃䝻䜲䝍䞊䛸䛾䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䚸䛭䛾䛾ሗ
㐨ᶵ㛵䚸බඹಖᶵ㛵䚸ᨻᗓ䛺䛹䠅䛸ᐦ᥋䛻㐃ᦠ䛧䛶ᙜ䝫䝸䝅䞊䜢㐺⏝䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝏䞊䝮䛿䚸䛥䜎䛦䜎䛺䝟䞊䝖䝘䞊䛸䜸䞊䝥䞁䛺ᑐヰ䜢⾜䛔䚸ຓゝ䜢ồ䜑䛯䜚䚸䛥䜎
䛦䜎䛺䝯䝕䜱䜰䜔ᙇ䜢᳨ド䛧䛶䜒䜙䛳䛯䜚䛧䛶䛔䜎䛩䚹

⏝⪅䜢ḭ䛔䛯䜚䚸ΰ䛥䛫䛯䜚䛧䛶䚸ᦆᐖ䜢䜒䛯䜙䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䚸ྜᡂ䜎䛯䛿᧯స䛥
䜜䛯䝯䝕䜱䜰䜔䚸ᩥ⬦䛛䜙ษ䜚㞳䛥䜜䛯䝯䝕䜱䜰䠄䛂ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝯䝕䜱䜰䛃䠅䜢ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛿
⚗Ṇ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛥䜙䛻䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛷䛿ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝯䝕䜱䜰䛜ྵ䜎䜜䜛䝒䜲䞊䝖䛻䝷䝧䝹
䛡䜢⾜䛔䚸⏝⪅䛜䝒䜲䞊䝖䛾ಙ䜄䜗䛖ᛶ䜔ᩥ⬦䜢ᢕᥱ䛩䜛䛾䜢ᨭ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎
䛩䚹

♫ྡ

㻔㼕㼕㻕㻌㼅㼍㼔㼛㼛㻍䝙䝳䞊䝇
㻞㻜㻞㻞ᖺ㻟᭶䛻㼅㼍㼔㼛㼛㻍䝙䝳䞊䝇㻌䝁䝯䞁䝖䝫䝸䝅䞊䜢ᨵᐃ䛧䛯䜀䛛䜚䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸௳ᩘ➼ᐃ
㔞䝕䞊䝍㞟୰䛾䛯䜑䚸௨ୗ䛾䐟䡚䐣䛻䛴䛔䛶ᅇ⟅䛿᥍䛘䜛䚹᮶ᖺᗘ௨㝆䚸ᅇ⟅‽ഛ䜢
㐍䜑䛶䛔䛟ணᐃ䚹
䝁䝯䞁䝖䝫䝸䝅䞊
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼚㼑㼣㼟㻚㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼕㼚㼒㼛㻛㼏㼛㼙㼙㼑㼚㼠㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼥
䝁䝯䞁䝖䝫䝸䝅䞊䛾ᨵᐃ
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼚㼑㼣㼟㻚㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼚㼑㼣㼟㼔㼍㼏㼗㻛㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻛㼏㼛㼙㼙㼑㼚㼠㼋㼜㼛㼘㼕㼏㼥㼋㻞㻜㻞㻞㻜㻟㻞㻞㻚
㼔㼠㼙㼘㻫㼙㼟㼏㼘㼗㼕㼐㻩㻠㻠㻟㼍㻥㻥㼒㻤㼍㻥㼎㼒㻝㻝㼑㼏㻥㼍㻞㼒㻜㻤㼐㻢㼐㻝㼍㻝㻜㻥㼑㼏

䛆䜾䝻䞊䝞䝹䛾ᩘ
್䛇

㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄䛾⏝䝹䞊䝹䠄㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼏㼔㼕㼑㼎㼡㼗㼡㼞㼛㻚㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼜㼕㼏㻛㼓㼡㼕㼐㼑㻛㼞㼡㼘㼑㻛䠅䛻䛂⚗Ṇ
㡯㻝㻝䠖᫂䜙䛛䛺ഇሗ䛻㛵䛩䜛ᢞ✏䛃㏣ຍᚋ㻟䛛᭶㛫䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻞᭶㻞᪥䡚㻞㻜㻞㻞ᖺ㻟᭶㻝
᪥䠅䛾๐㝖ᩘ䠖⣙㻢㻜௳

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌㻸㻸㻯

㻭㼐㼟㻌㻿㼍㼒㼑㼠㼥㻌㻾㼑㼜㼛㼞㼠㻌㻔ᗈ࿌䛾Ᏻᛶ䝺䝫䞊䝖䠅
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼑㼞㼢㼕㼏㼑㼟㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼒㼔㻛㼒㼕㼘㼑㼟㻛㼙㼕㼟㼏㻛㼍㼐㼟㼋㼟㼍㼒㼑㼠㼥㼋㼞㼑㼜㼛㼞㼠㼋㻞㻜㻞㻜㻚㼜㼐㼒

㼇㻸㻵㻺㻱㻌㻸㻵㼂㻱㼉㻌㻜௳
㼇㻸㻵㻺㻱㻌㻮㻸㻻㻳㼉㻌㻜௳
㼇㼘㼕㼢㼑㼐㼛㼛㼞㻌㻮㼘㼛㼓㼉㻌㻜௳

㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻜᭶䛛䜙㻝㻞᭶䛻䛛䛡䛶䚸᪥ᮏᅜෆ䛾㻵㻼䜰䝗䝺䝇䛛䜙䜰䝑䝥䝻䞊䝗䛥䜜䛯ྜィ㻞㻠㻘㻝㻡㻟 ヱᙜ䛺䛧䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ䠅
ᮏ䛾ື⏬䜢㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑䛛䜙๐㝖䛧䜎䛧䛯䚹䛭䛾䛖䛱㻠㻘㻟㻜㻞ᮏ䛿䝴䞊䝄䞊䛻䜘䜛᭱ึ䛾䝣䝷䜾❧
䛶䚸䛥䜙䛻㻝㻘㻞㻞㻡ᮏ䛿බㄆሗ࿌⪅䠄㼀㼞㼡㼟㼠㼑㼐㻌㻲㼘㼍㼓㼓㼑㼞㻌㼛㼞㼓㼟䛺䛹䠅䛻䜘䜛᭱ึ䛾䝣䝷䜾❧䛶䛷䛧
䛯䚹᪥ᮏᅜෆ䛷๐㝖䛥䜜䛯䝡䝕䜸䛾䛖䛱䚸㻡㻘㻞㻤㻡ᮏ䛿䚸䝇䝟䝮䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝁䞁䝔䞁䝒䚸ブḭ
䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛯䛯䜑䛻๐㝖䛥䜜䜎䛧䛯䚹
㏱᫂ᛶ䝺䝫䞊䝖
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㼞㼑㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㻫㼔㼘㻩㼖㼍

᪥ᮏ䛷䛿䚸㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻜᭶䛛䜙㻝㻞᭶䛻䛛䛡䛶䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑ୖ䛾㻠㻢㻟㻘㻝㻟㻡ᮏ䛾ື⏬䛜䚸᪥ᮏ䛾
ヱᙜ䛺䛧䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ䠅
䝴䞊䝄䞊䛻䜘䛳䛶䚸䝇䝟䝮䚸ㄗゎ䜢ᣍ䛟䝁䞁䝔䞁䝒䚸ブḭ䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒
䜛䛸䛧䛶䝣䝷䜾䜢❧䛶䜙䜜䜎䛧䛯䚹

㻸㻵㻺㻱ᰴᘧ♫

㻔㼕㻕㻌㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄
䝟䝖䝻䞊䝹㒊㝲䛜ே䛾┠䛻䜘䛳䛶☜ㄆ䜢⾜䛔䚸ᑓ㛛㒊⨫䛸㐃ᦠ䛧䛺䛜䜙๐㝖䜢⾜䛖䚹

㻔㼕㻕㻌㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄
㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄䛻᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇㛵㐃䛾ᢞ✏䛜䛺䛥䜜䛯㝿䛻䚸ᙜヱᢞ✏䛾䝨䞊䝆ୖ㒊
䛻䛂᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇䛻㛵ಀ䛩䜛ෆᐜ䛾ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛グ䛷䛩䚹䛃➼䛾ᩥゝ䜢ᥖฟ䛧䚸
ཌ⏕ປാ┬➼䛾බⓗᶵ㛵䛾㻴㻼䜢ෆ䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛳䛯䚹

㻠㻔㻞㻕㻙䐢 䐡䛻䛴䛔䛶䛾๐㝖䛾᪉ἲ䞉
⤌䜏䠄㻭㻵䜢⏝䛔䛯⮬ື᳨
▱ᶵ⬟䛾ά⏝➼䠅

㻠㻔㻞㻕㻙䐣 ๐㝖௨እ䛾ྲྀ⤌
㻔㼕㻕㆙࿌⾲♧

䛆䠄㉁ၥ䛻⟅䛘䜙䜜
䛺䛔ሙྜ䠅ཧ⪃䛸䛺
䜛ᩘ್䛇

䛆䜾䝻䞊䝞䝹䛾ᩘ
್䛇

䛘䜀㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑䛷䛿䚸ㄗ䛳䛯ሗ䛜Ⓨ⏕䛧䜔䛩䛔䝖䝢䝑䜽䜔䝙䝳䞊䝇䛻㛵㐃䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒
䜈䛾䝁䞁䝔䜽䝇䝖䜢ᥦ౪䛩䜛ᵝ䚻䛺ሗ䝟䝛䝹䛸䚸䝟䝤䝸䝑䝅䝱䞊⮬㌟䜢⤂䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䛘䜀䚸Ẽೃኚື䛻㛵䛩䜛ື⏬䜢ど⫈䛧䛶䛔䜛䝴䞊䝄䞊䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸䛭䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾ど
Ⅼ䛻㛵䜟䜙䛪䚸Ẽೃኚື䛻㛵䛩䜛ヲ⣽䛺ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛ሗ䝟䝛䝹䛜⾲♧䛥䜜䚸㛵㐃䛩
䜛➨୕⪅䛾グ䜈䛾䝸䞁䜽䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹
䠄୰␎䠅

䛣䛾㒊ศ䛿䛂䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽䛾⤖ᯝ䛃䜢㝖እ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛻␃ព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䛂㻠㻾䛃䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛩䜛䜋䛛䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛾䜺䜲䝗䝷
䜲䞁䛻㐪䛩䜛䛛䛹䛖䛛䛜㝿䛹䛔䚸䝪䞊䝎䞊䝷䜲䞁ୖ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᣑᩓ䜢ῶ䜙䛧䚸ಙ㢗䛷
䛝䜛䝙䝳䞊䝇䜔ሗ䜢ぢ䛴䛡䜔䛩䛟㻔㼞㼍㼕㼟㼑㻕䛩䜛䚸ಙ㢗䛷䛝䜛䜽䝸䜶䜲䝍䞊䛻┈䜢㑏ඖ䛩䜛
䛯䜑䛾⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜎䛩䚹

䛘䜀㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛷䛿䚸ẖศ㻡㻜㻜㻌㛫䜒䛾ື⏬䛜᪂䛯䛻ᢞ✏䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑
㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛷䛿䚸ே㛫䛸ᶵᲔᏛ⩦䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ၥ㢟䛾䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢つᶍ䛻᳨ฟ䛧
䛶䛔䜎䛩䚹ᶵᲔᏛ⩦䛿䝟䝍䞊䞁䛾᳨ฟ䛻ྥ䛔䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸௨๓๐㝖䛧䛯䝁䞁䝔䞁
䝒䛻ఝ䛯䝁䞁䝔䞁䝒䜢ど⫈䛥䜜䜛๓䛻ぢ䛴䛡ฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹㻞㻜㻞㻝㻌ᖺ㻝㻜㻌᭶䛛䜙㻝㻞㻌᭶
䛻䛛䛡䛶䚸㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛿䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻㐪䛩䜛䛸䛧䛶䚸ୡ⏺䛷㻟㻣㻌൨㻡㻠㻞㻝㻌
ᮏ௨ୖ䛾ື⏬䜢๐㝖䛧䜎䛧䛯䚹䛣䜜䜙䛾ື⏬䛾㻥㻝㻑㻌䛿䚸ே㛫䛷䛿䛺䛟ᶵᲔ䛻䜘䛳䛶᭱ึ䛻
㏻▱䛥䜜䜎䛧䛯䚹ᶵᲔ䛻䜘䛳䛶᳨ฟ䛥䜜䛯䜒䛾䛾䛖䛱䚸㻟㻝㻚㻣㻑㻌䛿㻝㻌ᗘ䜒ど⫈䛥䜜䛪䚸㻟㻤㻑㻌䛿㻝
ࠥ㻌㻝㻜㻌ᅇ䛰䛡ど⫈䛥䜜䜎䛧䛯䚹

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛷䛿䚸䝔䜽䝜䝻䝆䞊䜢⏝䛧䛶䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮ୖ䛻䝩䝇䝖䛥䜜䛶䛔䜛ၥ㢟䛾䛒䜛䝁
䞁䝔䞁䝒䜢᳨ฟ䛧䛶䛔䜎䛩䚹௨๓䛿䚸䝴䞊䝄䞊䛜䝁䞁䝔䞁䝒䛻䝣䝷䜾䜢❧䛶䜛ᡭἲ䛻㢗䛳䛶
䛔䜎䛧䛯䛜䚸⌧ᅾ䛷䛿㻳㼛㼛㼓㼘㼑〇ရୖ䛷๐㝖䛥䜜䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾㒊ศ䛿䚸䝔䜽䝜䝻䝆䞊䛻
䜘䛳䛶⮬ືⓗ䛻㆑ู䛥䜜䜎䛩䚹

㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑䛷䛿䚸㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻜᭶䛛䜙㻝㻞᭶䛻䛛䛡䛶䚸᪥ᮏ䛷䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜺䜲䝗䝷䜲䞁㐪䛷๐㝖
䛧䛯ྜィ㻞㻠㻘㻝㻡㻟ᮏ䛾ື⏬䛾䛖䛱㻝㻤㻘㻢㻞㻢ᮏ䛿䚸᭱ึ䛻ᶵᲔ䛻䜘䛳䛶䝣䝷䜾䛜❧䛶䜙䜜䛯䜒䛾
䛷䛧䛯䚹
㻨ᗈ࿌㻪
㻞㻜㻞㻜㻌ᖺ䛻䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛿᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ㛵ಀ䛾ᗈ࿌䜢㻞㻌൨㻣㻡㻜㻜㻌௳௨ୖ䝤䝻䝑
䜽ཪ䛿๐㝖䛧䜎䛧䛯䚹㻭㼐㼟㻌㻿㼍㼒㼑㼠㼥㻌㻾㼑㼜㼛㼞㼠㻌䛷䛿䚸ከ䛟䛾㛵㐃䛩䜛䝕䞊䝍䜢㛤♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼎㼘㼛㼓㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻛㼜㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼟㻛㼍㼐㼟㻙㼏㼛㼙㼙㼑㼞㼏㼑㻛㼍㼐㼟㻙㼟㼍㼒㼑㼠㼥㻙㼞㼑㼜㼛㼞㼠㻙㻞㻜㻞㻜㻛

㻨㻳㼛㼛㼓㼘㼑ᗈ࿌㻪
䖃㻌㻞㻜㻞㻜ᖺ䛻䛿䚸䜾䝻䞊䝞䝹䛷㻞൨㻣㻘㻡㻜㻜௳௨ୖ䛾᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ㛵㐃䛾ᗈ
࿌䜢๐㝖䛧䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸᪥ᮏ䜢ᣐⅬ䛸䛩䜛ᗈ࿌䜔䝞䜲䝲䞊䛛䜙㻟㻡㻜௳௨ୖ䛾᪂ᆺ䝁
䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ㛵㐃䛾ᗈ࿌䠄䝅䝵䝑䝢䞁䜾ᗈ࿌䜢ྵ䜐䠅䜢䝤䝻䝑䜽䜎䛯䛿๐㝖䛧䛶䛔䜎
䛩䚹⚾䛯䛱䛿ᗈ࿌䝫䝸䝅䞊䜢⾜䛧䚸౯᱁䛾䛴䜚ୖ䛢䚸ᅜ㝿ⓗ䛺་⒪≀㈨䛾㊊䜈䛾౽
䚸⒪ἲ䛻㛵䛩䜛ㄗゎ䜢ᣍ䛟䜘䛖䛺ᙇ䚸䛭䛧䛶᭱㏆䛷䛿ഇ䝽䜽䝏䞁䛾ᢞ䛺䛹䛾䝫䝸
䝅䞊㐪䛾ᗈ࿌䜢๐㝖䛧䛶䛔䜎䛩䚹

᪥䠅䛻䛚䛔䛶䚸㐪⏦࿌䜔せㄳ௨እ䛷䛾⮬ⓗ䛻䝟䝖䝻䞊䝹䛻䜘䜚๐㝖䛧䛯௳ᩘ䠖⣙㻡㻜௳ 䛜䛒䜚䜎䛩䚹

㼇㻸㻵㻺㻱䜸䞊䝥䞁䝏䝱䝑䝖㼉
ሗ䛾ᣑᩓ䛻䛴䛺䛜䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䜸䞊䝥䞁䝏䝱䝑䝖䜢䜻䞊䝽䞊䝗༢䛷䝢䝑䜽䜰䝑䝥䛧䚸
䜸䞊䝥䞁䝏䝱䝑䝖ෆ䛻䝫䝑䝥䜰䝑䝥䛷㆙࿌䜢ฟ䛩ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䠅᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛻㛵䛩䜛ὀពႏ㉳䛾䛯䜑䛾≉タ䝨䞊䝆䜢㻸㻼䛸䛩䜛䝫䝑䝥
䜰䝑䝥䠄㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼛㼜㼑㼚㼏㼔㼍㼠㻙㼖㼜㻚㼘㼕㼚㼑㻚㼙㼑㻛㼛㼠㼔㼑㼞㻛㼏㼛㼢㼕㼐㻙㻝㻥㼋㼍㼚㼚㼛㼡㼚㼏㼑䠅
㼇㻸㻵㻺㻱㻌㻮㻸㻻㻳㼉㻌㼇㼘㼕㼢㼑㼐㼛㼛㼞㻌㻮㼘㼛㼓㼉
ഇሗ➼䛻㝈䜙䛪䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᇶ‽䛻ἢ䛳䛶㆙࿌䜢㏦ಙ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

㼇㻸㻵㻺㻱㻌㼂㻻㻻㻹㼉
ഇሗ➼䛻㝈䜙䛪䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᇶ‽䛻ἢ䛳䛶㠀⾲♧ᑐᛂ䜢⾜䛺䛳䛯ሙྜ䚸ᢞ✏⪅䛾䝫䝇䝖
୍ぴ䛻䛂㻸㻵㻺㻱䛾⏝つ⣙䛻㐪䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䛯䛯䜑䛻๐㝖
䛧䛯䛃᪨䛾䝯䝑䝉䞊䝆䛜⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹

䛆᪥ᮏ䛾ᩘ್䛇
䞉ഇሗ➼䛻㛵䛩䜛๐㝖䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻭㻵䛾ά⏝䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛫䜣䚹
䞉䛺䛚䚸ඣ❺䝫䝹䝜䜔䝇䝟䝮⾜Ⅽ䛸䛔䛳䛯㐪ἲ䞉᭷ᐖ䝁䞁䝔䞁䝒䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸㻭㻵䜢⏝䛔䛯⮬
ື᳨▱ᶵ⬟䜢ά⏝䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䛆䠄㉁ၥ䛻⟅䛘䜙䜜
䛺䛔ሙྜ䠅ཧ⪃䛸䛺
䜛ᩘ್䛇
㻔㼕㻕㻌㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄
๓㏙䛾㏻䜚䚸⚾䛯䛱䛿〇ရ䜔䝃䞊䝡䝇䛾ሗရ㉁䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛䛯䜑䛻䚸㐪䝁䞁䝔䞁䝒 䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ䠅
㻠㻔㻞㻕㻙䐡 ഇሗ➼䛻㛵䛩䜛యⓗ 䛆᪥ᮏ䛾ᩘ್䛇
㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄䛾⏝䝹䞊䝹䠄㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼏㼔㼕㼑㼎㼡㼗㼡㼞㼛㻚㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜㻛㼠㼛㼜㼕㼏㻛㼓㼡㼕㼐㼑㻛㼞㼡㼘㼑㻛䠅䛻䛂⚗Ṇ 䛾๐㝖䜢୍䛴䛾ᡭẁ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹䝁䞁䝔䞁䝒䛿䚸ἲᚊ䛻㐪䛧䛶䛔䜛ሙྜ䜔䚸䛭䛾〇ရ 㼇㻸㻵㻺㻱㻌㼂㻻㻻㻹㼉㻌㻜௳
䛺๐㝖௳ᩘ䠄㻭㻵䜢⏝䛔䛯⮬
㡯㻝㻝䠖᫂䜙䛛䛺ഇሗ䛻㛵䛩䜛ᢞ✏䛃㏣ຍᚋ㻟䛛᭶㛫䠄㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝㻞᭶㻞᪥䡚㻞㻜㻞㻞ᖺ㻟᭶㻝
䜔䝃䞊䝡䝇䛻タᐃ䛥䜜䛯䛂㏻䝹䞊䝹䛃䛻㐪䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛻䚸⮬ⓗ䛻๐㝖䛥䜜䜛䛣䛸 㼇㻸㻵㻺㻱䜸䞊䝥䞁䝏䝱䝑䝖㼉㻌㻟㻠௳㻔䝁䝻䝘䝽䜽䝏䞁᥋✀䛾䝕䝬ሗᣑᩓ㻕
ື᳨▱ᶵ⬟䛾ά⏝➼䠅

㻠㻔㻞㻕㻙䐠 㻔㼕㻕ഇሗ➼䛻㛵䛩䜛⏦࿌
䜔๐㝖せㄳ䛻ᑐ䛩䜛๐㝖
௳ᩘ

䝲䝣䞊ᰴᘧ♫

㻔㼕㻕㻌㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄
䛂ഇሗ䛃䛸䛔䛖ษ䜚ཱྀ䛷⏦࿌ᩘ䜢ィୖ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䛯䜑䚸ᅇ⟅䛿᥍䛘䜛䚹

䛆䜾䝻䞊䝞䝹䛾ᩘ
್䛇
䛆䠄㉁ၥ䛻⟅䛘䜙䜜
䛺䛔ሙྜ䠅ཧ⪃䛸䛺
䜛ᩘ್䛇
㻔㼕㻕㻌㼅㼍㼔㼛㼛㻍▱ᜨ⿄
䛆᪥ᮏ䛾ᩘ್䛇

䠄䠏䠅๐㝖➼䛾ᑐᛂ
㻠㻔㻞㻕㻙䐟 ഇሗ➼䛻㛵䛩䜛⏦࿌䜔 䛆᪥ᮏ䛾ᩘ್䛇
๐㝖せㄳ䛾௳ᩘ
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㻹㼑㼠㼍

㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻌㻶㼍㼜㼍㼚ᰴᘧ♫

ᅇ⟅䛺䛧

㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝᭶ࠥ㻢᭶䚷ἲⓗせㄳ䛻䜘䜛๐㝖せㄳ௳ᩘ䛿㻠㻟㻘㻟㻤㻣
㻌䈜ㄗሗ䛻㝈䜙䛺䛔

㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝᭶ࠥ㻢᭶䚷ἲⓗせㄳ䛻䜘䜛๐㝖せㄳ௳ᩘ䛿㻝㻤㻘㻡㻝㻤
㻌䈜ㄗሗ䛻㝈䜙䛺䛔

ᅇ⟅䛺䛧

㐪䝁䞁䝔䞁䝒䛻ᑐ䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛻⤊䜟䜚䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹ᘢ♫䛾䝔䜽䝜䝻䝆䞊䛻䜘䜛┘ど
䛾┠䜢ᕦጁ䛻㏨䜜䜘䛖䛸䛩䜛⾜Ⅽ䛿ᑾ䛝䜛䛣䛸䛜䛺䛔䛯䜑䚸ᘢ♫䛿⤯䛘㛫䛺䛟䝔䜽䝜䝻䝆䞊
䜢ᨵⰋ䛧⥆䛡䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䝔䜽䝜䝻䝆䞊䛻䜘䜛㐪᳨ฟ䛾䛧䛟䜏➼䛻䛴䛔䛶䛾ヲ⣽䛿ୗグ㼁㻾㻸䜢䛤ཧ↷䛟䛰䛥䛔䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㻚㼒㼎㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻙㼖㼜㻛㼑㼚㼒㼛㼞㼏㼑㼙㼑㼚㼠㻛
ୗグཧ↷

㻹㼑㼠㼍䛷䛿⊂⮬䛾䝔䜽䝜䝻䝆䞊䜢⏝䛧䛶㐪䝁䞁䝔䞁䝒䜢✚ᴟⓗ䛻᳨ฟ䛧䚸⏝⪅䛻䜘䛳
䛶ሗ࿌䛥䜜䜛๓䛻䛭䛾༙䜢๐㝖䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜶䞁䝆䝙䜰䚸䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝔䜱䝇䝖䚸ᑂᰝ
䝏䞊䝮䛿䛣䛾䝔䜽䝜䝻䝆䞊䜢᭦᪂䛧䛶䛥䜙䛻Ὑ⦎䛥䜜䛯䜒䛾䛻䛩䜛䛯䜑䛻༠ຊ䛧䛶ྲྀ䜚⤌
䜣䛷䛔䜎䛩䚹䛣䛖䛧䛯୰䚸ᑂᰝ䝏䞊䝮䛿䛣䛾䝔䜽䝜䝻䝆䞊䜢ά⏝䛧䛶䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛾ᑂᰝඃ
ඛ㡰䛾Ỵᐃ䛻䜒ᙺ❧䛶䛶䛔䜎䛩䚹
ᘢ♫䛜㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䛸㻵㼚㼟㼠㼍㼓㼞㼍㼙䛷๐㝖䛧䛶䛔䜛㐪ᢞ✏䞉㐪䜰䜹䜴䞁䝖䛾ᩘ䛿㻝᪥䛒䛯䜚ᩘ
ⓒ௳䛻㐩䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜙䛾༙䛿䚸⫼ᚋ䛻䛒䜛䝔䜽䝜䝻䝆䞊䛻䜘䜚⮬ືⓗ䛻ᐇ⾜䛥
䜜䚸䛧䛛䜒䛭䛾䜋䛸䜣䛹䛜⏝⪅䛻⾲♧䛥䜜䜛๓䛻ฎ⌮䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛸䛝䛻䛿䚸㐪䛾
ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛜᳨ฟ䛥䜜䛯ᚋ䚸☜ㄆ䛸ᥐ⨨䛾ᐇ䛾䛯䜑䛻ᑂᰝ䝏䞊䝮䛻㌿㏦
䛥䜜䜛䛣䛸䜒䛒䜚䜎䛩䚹

䝇䝖䝷䜲䜽ไ䛾ᑟධ䛻䜘䜚䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛜䝹䞊䝹㐪䛸䛥䜜䜛⌮⏤䛻䛴䛔䛶ே䚻䛾⌮ゎ䛜
῝䜎䜚䚸⏝⪅䛜⮬䜙䛾⾜ື䛸䜸䞊䝥䞁䛺ヰ䛻䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛ᶵ䛜䜒䛯䜙
䛥䜜䜛䛣䛸䛜ᮇᚅ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾䝇䝖䝷䜲䜽ไ䛿䚸ඛ᪥᭦᪂䛥䜜䛯ᕷẸάື䛾㜼ᐖ䛻㛵
䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䝇䝖䝷䜲䜽ไ䛸㢮ఝ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛩䚹䝷䝧䝹㐺⏝䜎䛯䛿䝒
䜲䞊䝖๐㝖せồ䛜䜰䜹䜴䞁䝖䝺䝧䝹䛷䛾㏣ຍᥐ⨨䛻Ⓨᒎ䛧䛯ሙྜ䚸⏝⪅䛻┤᥋㏻▱䛥
䜜䜎䛩䚹㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䜈䛾㐪䛜⧞䜚㏉䛥䜜䛯ሙྜ䚸䛭䛾㐪䛻䜘䛳䛶ㄢ
䛥䜜䛯⣼✚䝇䝖䝷䜲䜽ᩘ䛻ᛂ䛨䛯ᙉไⓗᑐᛂ䛜ྲྀ䜙䜜䜎䛩䚹
㻝䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌䜰䜹䜴䞁䝖䝺䝧䝹䛷䛾ᑐᛂ䛺䛧
㻞䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻝㻞㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
㻟䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻝㻞㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
㻠䝇䝖䝷䜲䜽㻦㻌㻣᪥㛫䛻䜟䛯䜛䜰䜹䜴䞁䝖䛾䝻䝑䜽
㻡䝇䝖䝷䜲䜽௨ୖ㻦㻌Ọஂ⤖
䛣䜜䜎䛷䛸ྠᵝ䚸䜰䜹䜴䞁䝖䛜ㄗ䛳䛶䝻䝑䜽䜎䛯䛿⤖䛥䜜䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛ሙྜ䛿䚸␗㆟⏦䛧
❧䛶䜢ᥦฟ䛷䛝䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼎㼘㼛㼓㻚㼠㼣㼕㼠㼠㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㼋㼖㼜㻛㼠㼛㼜㼕㼏㼟㻛㼏㼛㼙㼜㼍㼚㼥㻛㻞㻜㻞㻝㻛㼡㼜㼐㼍㼠㼑㼟㻙㼠㼛㻙㼛㼡㼞㻙㼣㼛㼞㼗㻙㼛㼚㻙㼏㼛㼢㼕㼐㻙
㻝㻥㻙㼢㼍㼏㼏㼕㼚㼑㻙㼙㼕㼟㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚

䝷䝧䝹䛿䚸タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛⾲♧ゝㄒ䛷⾲♧䛥䜜䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝰䞊䝯䞁䝖䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛸᪉㔪䜔
ṇᘧ䛺බ⾗⾨⏕䜎䛯䛿㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻䝸䞁䜽䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾ᶵ⬟䛿䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䛻㛵
䛩䜛㏣ຍ䛾⫼ᬒሗ䜔ṇᘧ䛺ሗ䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䛭䛧䛶⮬ື䝺䝡䝳䞊䛸ே㛫䛾┠ど䜘䜛䝺䝡䝳䞊䛾୧᪉䜢㥑䛧䛶䚸㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䝽䜽䝏䞁䛻㛵
䛩䜛ㄗ䛳䛯ሗ䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䛯㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝹䞊䝹䛻㐪䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛻ᑐฎ䛩䜛䛣䛸䜢᭱
⤊┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᶵᲔᏛ⩦䛸⮬ືゝㄒฎ⌮䛾ຠᯝ䛜䛒䜙䜟䜜䜛䜎䛷䛻䛿㛫䛜䛛䛛
䜚䜎䛩䚹䛭䛾䛯䜑䚸䜎䛪䛿ⱥㄒ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢ᑐ㇟䛸䛧䚸ᚎ䚻䛻䛾ゝㄒ䜔ᩥⓗᩥ⬦䛻
ᑐ䛧䛶ྠ䛨䝥䝻䝉䝇䜢㐺⏝䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

䝁䞁䝔䞁䝒䛜㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛶䛔䜛䛛䛹䛖䛛䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝏䞊䝮䛜☜ㄆ䛧䚸㐪
䛧䛶䛔䜛䛸ุ᩿䛥䜜䛯ሙྜ䛻䝷䝧䝹ᥦ♧䛜㐺⏝䛥䜜䜎䛩䚹䛣䛾ホ౯䛿⮬ື᳨▱䝒䞊䝹䛻
ඹ᭷䛥䜜䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞ෆ䛷ྠᵝ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䜢≉ᐃ䛧䝷䝧䝹䜢ᥖ♧䛩䜛୍㐃䛾䝥䝻䝉䝇䜢䜘䜚
⬟ືⓗ䜢⾜䛖䛯䜑䛻⏝䛥䜜䜎䛩䚹

䝫䝸䝅䞊㐪⾜Ⅽ䜢᳨▱䛩䜛䛯䜑䛾䝅䝇䝔䝮䜈䛾ᢞ㈨䛿䚸⥅⥆ⓗ䛻⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯
බṇ䛥䜔୍㈏ᛶ䜢䜒䛳䛶䝹䞊䝹䜢㐺⏝䛩䜛䛯䜑䚸ᢸᙜ䝏䞊䝮䛜⏝⪅䛛䜙䛾ሗ࿌䜢ཷ䛡
䛯㝿䚸༑ศ䛺‽ഛ䜢ᩚ䛘䛯ୖ䛷ᑐᛂ䛷䛝䜛䜘䛖䚸㛗ᮇ㛫䛻䜟䛯䜛ᚭᗏ䛧䛯䝖䝺䞊䝙䞁䜾䝥
䝻䜾䝷䝮䜢☜❧䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䝏䞊䝮䛿⏝⪅䛛䜙䛾ሗ࿌䜢ཷ䛡䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᨷᧁⓗ䛺⾜Ⅽ䜢䜘䜚ຠ⋡ⓗ䛻᳨ฟ䛩䜛
䛯䜑䛾ᢏ⾡ⓗ䛻ඃ䜜䛯䝒䞊䝹䜒ά⏝䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸⌧ᅾ䛷䛿䚸⏝⪅䛛䜙䛾ሗ
࿌䛜䛺䛟䛸䜒䚸䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛻ᢞ✏䛥䜜䜛ᨷᧁⓗ䛺䝁䞁䝔䞁䝒䛾㻢㻡䠂௨ୖ䛜䚸䝇䝨䝅䝱
䝹䝏䞊䝮䛻䜘䜛┠ど☜ㄆ䛜ᚲせ䛸䛧䛶䚸䝅䝇䝔䝮䛻᳨▱䛥䜜䜛䜎䛷䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹

䛆᪥ᮏ䛾ᩘ್䛇
䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛩䜉䛶䛾䜰䜹䜴䞁䝖䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸᪥ᮏㄒ䜢ྵ䜐ୡ⏺
䛾ゝㄒ䛷㻞㻠㛫㻟㻢㻡᪥䚸䜾䝻䞊䝞䝹䛻ᑐᛂ䛩䜛ᑓ௵䛾䝇䝨䝅䝱䝸䝇䝖䝏䞊䝮䛜䚸䝫䝸䝅䞊
䛻๎䜚䚸๐㝖䜒ྵ䜑䛯䛥䜎䛦䜎䛺ᙉไⓗᑐᛂ䜢⏝䛔䛶බṇ䛛䛴බᖹ䛻䝹䞊䝹䜢ᇳ⾜䛧䛶
䛔䜎䛩䚹

ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛯㐪䝁䞁䝔䞁䝒䛾䛖䛱䚸⏝⪅䛾ሗ࿌䜢ཷ䛡䜛๓䛻ᘢ♫䛜᳨ฟ䛧䛯䝁䞁䝔䞁 ᅇ⟅䛺䛧
䝒䛾ᩘ䛿䚸ୖグ㻯㻿㻱㻾䛾୰䛻䛚䛔䛶䛂๓ᑐᛂ⋡䛃䛸䛧䛶ሗ࿌䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䝟䞁䝕䝭䝑䜽Ⓨ⏕௨᮶䚸ᘢ♫䛿᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜱䝹䝇ឤᰁ䛸䝽䜽䝏䞁䛾ㄗሗ䛻㛵䛩䜛䝫 ᅇ⟅䛺䛧
䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢ୡ⏺䛷㻞㻠㻜㻜௳௨ୖ๐㝖䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸ྠ䝫䝸䝅䞊
䛻⧞䜚㏉䛧㐪䛧䛯䜰䜹䜴䞁䝖䚸䝨䞊䝆䚸䜾䝹䞊䝥䜢㻟㻘㻜㻜㻜௨ୖ๐㝖䛧䜎䛧䛯䚹

ᅇ⟅䛺䛧

ᘢ♫䛿ᅄ༙ᮇ䛤䛸䛻䝁䝭䝳䝙䝔䜱つᐃ⾜䝺䝫䞊䝖㻔㻯㻿㻱㻾㻕䜢Ⓨ⾜䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䛾䝺䝫䞊䝖 㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝᭶ࠥ㻢᭶
䛻䛿䚸ᙜ♫䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾㜵Ṇ䛸ᑐ⟇䛾ヲ⣽䛜グ㍕䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹 㻯㻻㼂㻵㻰㻙㻝㻥䜢ᕠ䜛ㄗゎ䜢ᣍ䛟ሗ䠄ᑐᛂ䛧䛯䜰䜹䜴䞁䝖䠅䠖㻞㻣㻘㻥㻟㻡
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䜎䛯䚸㼀㼞㼡㼟㼠㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼍㼒㼑㼠㼥㻌㻯㼛㼡㼚㼏㼕㼘䛾䝯䞁䝞䞊䜢ྵ䜐ୡ⏺୰䛾䝟䞊䝖䝘䞊䛸༠ຊ䛧䛶䚸ᨭ䜢
ᚲせ䛸䛧䛶䛔䜛䝆䝱䞊䝘䝸䝇䝖䜔άືᐙ䛺䛹䛛䜙䛾⥭ᛴ䛾ᨭせㄳ䜢≉ᐃ䛧䚸ẁ㝵ⓗ䛻ᣑ
䛧䛶ᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛿䚸䝥䝷䝑䝖䝣䜷䞊䝮䛛䜙᭷ᐖ䝁䞁䝔䞁䝒䜢๐㝖䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂㈐௵ 䚷⌧≧䚸ഇሗ➼䛻ヱᙜ䛧䛶㠀⾲♧㻔๐㝖㻕䛧䛯௳䛭䛾䜒䛾䛜䜋䜌䛺䛟䚸ຠᯝ䛻䛴䛔䛶ศ ᅇ⟅䛺䛧
䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䚸䛂㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛾㐺⏝䛻䛴䛔䛶䛃䛸䛔䛖䝺䝫䞊䝖䜢Ⓨ⾲䛧 ᯒ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛫䜣䚹
䜎䛧䛯䚹䛣䛾䝺䝫䞊䝖䛷䛿䚸ᙜ♫䛾䝫䝸䝅䞊䛻㐪䛧䛯ື⏬䜔䝏䝱䞁䝛䝹䚸䝁䝯䞁䝖䛾䜾䝻䞊
䝞䝹య䛾๐㝖䚸ᑂᰝㄳồ䛸䛭䜜䛻䜘䛳䛶ඖ䛻ᡠ䛥䜜䛯ື⏬䚸ே㛫䛸ᶵᲔ䛻䜘䜛ሗ
࿌䚸䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䝝䝷䝇䝯䞁䝖䜔䝛䝑䝖䛔䛨䜑䚸ᭀຊⓗ㐣⃭
⩏䚸䝦䜲䝖䝇䝢䞊䝏䛸䛔䛳䛯せ䛺䝁䞁䝔䞁䝒䝫䝸䝅䞊㡿ᇦ䛻䛴䛔䛶ヲ⣽䛺ศᯒ䜒ᥦ౪䛧䛶
䛔䜎䛩䚹䛯䛸䛘䜀䚸ᙜ♫䛾㏱᫂ᛶ䝺䝫䞊䝖䛷䛿䚸ḟ䛾䜘䛖䛺ෆᐜ䜢ሗ࿌䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㼞㼑㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼥㼛㼡㼠㼡㼎㼑㻙㼜㼛㼘㼕㼏㼥㻛㼞㼑㼙㼛㼢㼍㼘㼟㻫㼔㼘㻩㼖㼍

ഇ䛾ሗ䛾㓄ಙ䛾ᢚไ
䖃䚷䝣䜱䞊䝗䛷䛾ㄗሗ䛾⾲♧㡰䜢ୗ䛢䜛㻦㻌䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛜グ䜢ㄗሗ䛸ホ౯
䛩䜛䛸䚸䝣䜱䞊䝗ୖ䛷ヱᙜ䛩䜛┿䚸ື⏬䚸䝔䜻䝇䝖䚸䝸䞁䜽䛾⾲♧㡰䛜ୗ䛜䜚䜎䛩䚹䛣䜜
䛻䜘䜚䚸䝣䜵䜲䜽䝙䝳䞊䝇䜢ぢ䜛⏝⪅䛾ᩘ䜢ᖜ䛻ᢚไ䛷䛝䜎䛩䚹
䖃䚷⧞䜚㏉䛧ഇ䛾ሗ䜢㓄ಙ䛩䜛㐪⪅䛻ᑐ䛩䜛䜰䜽䝅䝵䞁㻦㻌⧞䜚㏉䛧ഇ䛾ሗ䜢㓄
ಙ䛩䜛䝨䞊䝆䜔䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸㓄ಙ㔞䛾ᢚไ䜔ᗈ࿌ᶵ⬟䛾Ṇ䛾ᥐ⨨䜢䛸䜚䜎
䛩䚹
䖃䚷ഇ䛾ሗ䛾䝁䝢䞊䜢ぢ䛴䛡䜛䝔䜽䝜䝻䝆䞊䜢⏝䛩䜛㻦㻌㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗ୖ䛻䛿ሗ䛾䝁
䝢䞊䛜ఱ༓䜒Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䚸䛭䜜䜙䛿┿䛾䝖䝸䝭䞁䜾䛺䛹䚸ⱝᖸ䛾㐪䛔䛜
䛒䜛ሙྜ䜒䛒䜚䜎䛩䚹㻹㼑㼠㼍䛷䛿䚸ᶵᲔᏛ⩦䝔䜽䝜䝻䝆䞊䜢⏝䛧䛶䛣䛾䜘䛖䛺䝁䝢䞊䜢᳨ฟ
䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛜᪂䛧䛔ሗ䛻㞟୰䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ഇ䛾ሗ䛻㛵䛩䜛㏣ຍሗ䛾ᥦ౪
䖃䚷ഇ䛾ሗ䛻㛵䛩䜛⿵㊊ሗ䛾ᥦ౪㻦㻌䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛜⿵㊊グ䜢సᡂ䛧䛯ሙ
ྜ䚸⾲♧䛥䜜䛯㏻▱䜢䜽䝸䝑䜽䛧䛶⌮⏤䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
䖃䚷䝣䜵䜲䜽䝙䝳䞊䝇䜢䝅䜵䜰䛧䛯⏝⪅䜈䛾㏻▱㻦㻌ഇ䛾ሗ䜢ྵ䜐ᢞ✏䜢䝅䜵䜰䛧䜘䛖
䛸䛧䛯ሙྜ䜔䚸㐣ཤ䛻䝅䜵䜰䛧䛯䛣䛸䛜䛒䜛ሙྜ䚸㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䛛䜙㏻▱䛜㏦䛥䜜䜎䛩䚹
ഇ䛾ሗ䜢ྵ䜐ᢞ✏䜢䝅䜵䜰䛧䛯䝨䞊䝆䛾⟶⌮⪅䛻䜒㏻▱䛜㏦䛥䜜䜎䛩䚹
䖃䚷䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛻䜘䜛ホ౯䛾✀㢮㻦㻌⊂❧䛧䛯➨୕⪅䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛻䜘䜛ホ
౯䛾✀㢮䛻䛴䛔䛶䚸ヲ䛧䛟䛿䛣䛱䜙䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹ྛホ౯䛻ヱᙜ䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾䜺䜲䝗䝷
䜲䞁䛸䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛣䛱䜙䛷䛤☜ㄆ䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹
ഇ䛾ሗ䜢㆑ู䛧䚸䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛩䜛ᡭẁ䛾ᥦ౪
䖃䚷ഇ䛾ሗ䛾≉ᐃ᪉ἲ䜢☜ㄆ䛩䜛䚹ఱ䛻ὀព䛩䜉䛝䛛䜢⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛹䜣䛺グ
䜢ㄞ䜏䚸ಙ㢗䛧䚸䝅䜵䜰䛩䜛䜉䛝䛛䜢ᐇ䛻ᇶ䛵䛔䛶ุ᩿䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䖃䚷䝣䜵䜲䜽䝙䝳䞊䝇䛰䛸ᛮ䛖ᢞ✏䛻䛴䛔䛶䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䜢䛚ᐤ䛫䛟䛰䛥䛔䚹ഇ䛸ᛮ䜟䜜
䜛ᢞ✏䛜䛒䜜䜀䛚▱䜙䛫䛟䛰䛥䛔䚹ഇ䛾ሗ䜢㆑ู䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ‽䛾㻝䛴䛸䛧䛶⏝䛥
䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹
䖃䚷䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛻䜘䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛾ホ౯䛻␗㆟䜢⏦䛧❧䛶䜛㻦㻌ホ౯ᚋ䛻䝁䞁䝔䞁䝒
䜢ಟṇ䛧䛯ሙྜ䜔䚸䝁䞁䝔䞁䝒䛾䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽䛻ၥ㢟䛜䛒䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛ሙྜ䛿䚸䝣䜯䜽䝖
䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛻䛚▱䜙䛫䛟䛰䛥䛔䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼒㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗㻚㼏㼛㼙㻛㼔㼑㼘㼜㻛㻝㻥㻡㻞㻟㻜㻣㻝㻡㻤㻝㻟㻝㻡㻟㻢
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼠㼞㼍㼚㼟㼜㼍㼞㼑㼚㼏㼥㻚㼒㼎㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼍㻙㼖㼜㻛㼒㼑㼍㼠㼡㼞㼑㼟㻛㼍㼜㼜㼞㼛㼍㼏㼔㻙㼠㼛㻙㼙㼕㼟㼕㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚㻛

ᘢ♫䛷䛿ഇ䛾ሗ䛾ᣑᩓᢚไ䛻ຊ䛷ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹୍㒊䛾ᅜ䛷䛿䚸ഇ䛾 䛔䛔䛽䚸㏉ಙ䚸䝸䝒䜲䞊䝖䜢↓ຠ䛻䛩䜛䚸䜎䛸䜑䜙䜜䛯䝷䞁䝕䜱䞁䜾䝨䞊䝆䠄㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䝰䞊䝯䞁
ሗ䜢㆑ู䛧䛶ᑂᰝ䛩䜛䛯䜑䛻䚸ᅜ㝿䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠄㻵㻲㻯㻺䠅䛜ㄆド䛧䛯⊂❧䛧 䝖䠅䜔㛵㐃䛩䜛㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䛾䝫䝸䝅䞊䛺䛹䛻䚸⿵㊊ㄝ᫂䛾䛯䜑䛾䝸䞁䜽䜢⾲♧䛩䜛䚹
䛯➨୕⪅䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛸㐃ᦠ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䝣䜯䜽䝖䝏䜵䝑䜽ᅋయ䛿ᐇ☜ㄆ䜢⾜䛔䚸
ሗ䛾ṇ☜ᛶ䜢ホ౯䛧䜎䛩䚹

㼇㻸㻵㻺㻱䜸䞊䝥䞁䝏䝱䝑䝖㼉
ୗグཧ↷
ഇሗ䛾ᣑᩓ䛻䛴䛺䛜䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䝖䞊䜽䝹䞊䝮䛻䛴䛔䛶䛿䚸䝯䜲䞁⏬㠃䠄䜸䞊䝥䞁
䝏䝱䝑䝖䝃䞊䝡䝇䛾බᘧ⏬㠃䠅䜔䛭䛾᳨⣴⤖ᯝ䛻⾲♧䛥䜜䛺䛔䜘䛖䚸䜎䛯䝩䞊䝮䝍䝤䛾䛂䛚
䛩䛩䜑䛃䜶䝸䜰䛺䛹䝃䞊䝡䝇ୖ䛷᥎⸀䛥䜜䛺䛔䜘䛖⾲♧ไᚚ䜢ᐇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㼇㻸㻵㻺㻱㻌㻮㻸㻻㻳㼉㻌㼇㼘㼕㼢㼑㼐㼛㼛㼞㻌㻮㼘㼛㼓㼉
ഇሗ➼䛻㝈䜙䛪䝰䝙䝍䝸䞁䜾ᇶ‽䛻ἢ䛳䛶⾲♧㡰䜢పୗ䛥䛫䛶䛔䜎䛩䚹

䛶䛾䝇䝟䝮䛜ഇሗ䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛜䚸ഇሗ䜢ᣑᩓ䛧䜘䛖䛸䛩䜛ከ䛟䛾ᝏ
ព䛾䛒䜛⪅䛿䚸ఱ䜙䛛䛾ᙧ䛾䝇䝟䝮䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾ᡓ␎䛿䛾䝇䝟䝮䜢⾜䛖⪅䛸
㢮ఝ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛭䜜䜖䛘䚸䝇䝟䝮䛻ᑐ䛩䜛㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾ᑐᛂ䛿䚸ഇሗ䛻ᑐ䛩䜛㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾
ᑐᛂ䛸ᐦ᥋䛻㛵㐃䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛿䝇䝟䝮䛾༙䜢Ⓨぢ䛧䚸⮬ື䛷
㝆᱁ཪ䛿๐㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹ṧ䜚䛾䝇䝟䝮䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾䝇䝟䝮๐㝖䝏䞊
䝮䛜ᡭື䛷ᑐᛂ䛧䜎䛩䚹ከ䛟䛾ሙྜ䝴䞊䝄䞊䛾ሗ࿌䛻ᇶ䛵䛝䝨䞊䝆䜢䝺䝡䝳䞊䛧䚸䜴䜵䝤
䝬䝇䝍䞊䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻㐪䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛿䚸䝣䝷䜾䜢❧䛶䜎䛩䚹
ヲ⣽䛿䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌᳨⣴䛾⤌䜏䜔㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾ഇሗ䛸䛾ᡓ䛔䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔
䠄୰␎䠅
㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑䛾䛚䛩䛩䜑ᶵ⬟䛿䚸䝴䞊䝄䞊䛜⮬ศ䛾ዲ䛝䛺ື⏬䜢䜘䜚ከ䛟Ⓨぢ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩 ≉䛻䛺䛧
䜛䜒䛾䛷䛩䚹䝁䝭䝳䝙䝔䜱㻌䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻㐪䛧䛭䛖䛺䚸䛒䜛䛔䛿㐪䛧䛭䛖䛻䛺䛔䝁䞁䝔䞁
䝒䚸䛔䜟䜖䜛䛂䝪䞊䝎䞊䝷䜲䞁㻌䝁䞁䝔䞁䝒䛃䛿䚸⡿ᅜ䛷㻌㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛜ど⫈䛧䛶䛔䜛䝁䞁䝔䞁䝒
䛾㻌㻝㻑㻌䛻䜒‶䛯䛺䛔ᩘ䛷䛩䚹䛧䛛䛧䚸䛯䛸䛘㻜㻚ᩘ䝟䞊䝉䞁䝖䛷䜒ከ䛩䛞䜛䛯䜑䚸⚾䛯䛱䛿䚸
䝪䞊䝎䞊䝷䜲䞁㻌䝁䞁䝔䞁䝒䜔䚸᭷ᐖ䛺᪉ἲ䛷䝴䞊䝄䞊䛻ㄗゎ䜢䛘䜛ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛ື⏬
䛾䝺䝁䝯䞁䝕䞊䝅䝵䞁䜢ῶ䜙䛩䜘䛖ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛝䜎䛧䛯䚹䛭䛾䛯䜑䛻䚸ୡ⏺ྛᆅ䛻䛔䜛እ㒊
䛾ホ౯⪅䛻䚸ື⏬䛾ရ㉁䛻㛵䛩䜛㔜せ䛺ሗ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜎䛩䚹

䞉ሗ䛿䚸䝷䞁䜽䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻䜘䜚ᩚ⌮䛥䜜䜎䛩䚹
䞉䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛿䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾䝃䞊䝡䝇䛾᭷⏝ᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻タィ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛭䛾᭷
⏝ᛶ䛿䚸䜰䝹䝂䝸䝈䝮䜢సᡂ䛧䛯䜚┘ᰝ䛧䛯䜚䛩䜛ಶே䛾䜲䝕䜸䝻䜼䞊䜔ぢゎ䛷䛿䛺䛟䚸
䝴䞊䝄䞊䝔䝇䝖䛻䜘䛳䛶ィ 䛥䜜䜎䛩䚹

㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌᳨⣴䛷䛿䚸⭾䛺ᩘ䛾䜴䜵䝤䝨䞊䝆䜢ศ㢮䛧䚸䝴䞊䝄䞊䛜᥈䛧䛶䛔䜛ሗ䜢ᥦ౪
䛩䜛䜘䛖タィ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹≉䛻䚸შ䜔ㄗ䛳䛯ሗ䛾ᣑᩓ䛜⏕䛨䜔䛩䛔ᩥ⬦䠄䛘䜀䚸
䝙䝳䞊䝇㏿ሗ➼䠅䛻䛚䛔䛶䜒䚸ရ㉁䜔ಙ㢗ᛶ䛾㧗䛔ሗ䜈䛾䜰䜽䝉䝇䜢ព䛧䜎䛩䚹䛭䜜
䛮䜜䛾䝥䝻䝎䜽䝖䜔䝃䞊䝡䝇䛿䛭䜜䛮䜜␗䛺䛳䛯㐠⏝䜢䛧䜎䛩䛜䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮
䛿䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜢බᖹ䛻ྲྀ䜚ᢅ䛖䛣䛸䜢☜ಖ䛩䜛䛸䛔䛖㔜せ䛺ཎ๎䜢ඹ᭷䛧䛶䛔䜎䛩䚹

♫ྡ

䝲䝣䞊ᰴᘧ♫

ᗈ࿌ฟ✏ไ㝈

䝍䞊䝀䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡䛾㐺⏝
䛻㛵䛩䜛つᐃ

ᗈ࿌䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻㛵䛩
䜛㏱᫂ᛶ䞉䜰䜹䜴䞁䝍䝡䝸
䝔䜱☜ಖ᪉⟇

㻡㻙䐡

㻡㻙䐢

㻡㻙䐠

㻸㻵㻺㻱ᰴᘧ♫

ഇ䜔䝣䜵䜲䜽ᗈ࿌䛻䛴䛔䛶䛿⚗Ṇ㡯䛸䛧䛶䜺䜲䝗䝷䜲䞁䛻ᥖ㍕䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸㐪
䛜ぢ䜙䜜䛯ሙྜ䛿⏝つ⣙䛻䛶䚸ᗈ࿌䛾୍㒊䚸䛒䜛䛔䛿䝃䞊䝡䝇䛾⏝Ṇ䠄㻸㻵㻺㻱ᗈ࿌
⏝つ⣙➨㻝㻟᮲㻝㻜ྕ䛂ഇཪ䛿ᤐ㐀䛧䛯ሗ䜢ྵ䜐ሗ䜢㓄ಙ䛧䛯䛸䛝䛃䠅䜢ᥖ䛢䛶䛔䜎
䛩䚹
㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙
㻸㻵㻺㻱㻌ᗈ࿌ᑂᰝ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠚㻸㻵㻺㻱㻌ᗈ࿌䛾⚗Ṇ㡯
䈜ពᅗⓗ䛻ഇ䛾ሗ䜢ὶᕸ䛥䛫䜛⾜Ⅽ䜎䛯䛿䛚⏦㎸䛥䜜䛯ᴗ✀䛾㐠Ⴀ䞉⥔ᣢ䛸䛿䛺䜣
䜎䛯䚸㻳㼛㼛㼓㼘㼑䛿䚸㑅ᣲ㐠ື䛾୍⎔䛷䛒䜛䝃䜲䝖䜢ᐉఏ䛩䜛ᗈ࿌䜢᪥ᮏ䛷䛿⾲♧䛧䛺䛔䜘䛖 䜙㛵ಀ䛾䛺䛔ෆᐜ
䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙
䕰㻸㻵㻺㻱㻌ᗈ࿌ᑂᰝ䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䜎䛯䚸Ẽೃኚື䛻㛵䛩䜛ṇ☜䛺ᙇ䜒䚸⚾䛯䛱䛜㠀ᖖ䛻㔜ど䛩䜛ศ㔝䛾୍䛴䛷䛩䚹䛣 㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼘㼕㼚㼑㼎㼕㼦㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼜㻛㼟㼑㼞㼢㼕㼏㼑㻛㼘㼕㼚㼑㻙㼍㼐㼟㻛㼓㼡㼕㼐㼑㼘㼕㼚㼑㻛
䛾䝫䝸䝅䞊䛿䚸Ẽೃኚື䛾Ꮡᅾ䛸䛭䛾ཎᅉ䛻㛵䛩䜛ᶒጾ䛒䜛⛉Ꮫⓗ䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛸▩┪ 䕰㻸㻵㻺㻱㻌ᗈ࿌⏝つ⣙
䛩䜛ෆᐜ䛻䚸≉䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛶䛔䜎䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼘㼕㼚㼑㼎㼕㼦㻚㼏㼛㼙㻛㼟㼕㼠㼑㼟㻛㼐㼑㼒㼍㼡㼘㼠㻛㼒㼕㼘㼑㼟㻛㼙㼑㼐㼕㼍㻛㼖㼜㻛㼠㼑㼞㼙㼟㻙㼍㼚㼐㻙
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻙㼍㼐㼟㻛㼍㼚㼟㼣㼑㼞㻛㻝㻝㻞㻞㻝㻟㻞㻝
㼜㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻛㼜㼐㼒㻛㼘㼕㼚㼑㼍㼐㼟㻛㻸㻵㻺㻱㻑㻞㻜㻭㼐㼟㼋㼀㼑㼞㼙㼟㻭㼚㼐㻼㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㼋㻜㻚㼜㼐㼒
ᨻᗈ࿌䛻䛴䛔䛶䛿䚸⌧≧㻸㻵㻺㻱ᗈ࿌䛷䛿ᨻඪ䛾ᗈ࿌ฟ✏䜢⚗Ṇ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᨻ
䕿㻌Ẽೃኚື䛾Ꮡᅾ䛻㛵䛩䜛⛉Ꮫⓗ䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛸▩┪䛩䜛ෆᐜ䛻䛿䚸Ẽೃኚື䛿䝕䝬 ᗈ࿌䛻㛵䛧䛶䛿䚸㻸㻵㻺㻱䛸䛧䛶୰❧ᛶ䛜ಖ䛶䛺䛟䛺䜛䠄୍᪉䛾ពぢ䛾ᥖ㍕䛸䛺䜛䜘䛖䛺䠅ព
䛷䛒䜛䚸Ẽೃ䛿 ᬮ䛧䛶䛔䛺䛔䚸Ẽೃኚື䛻㛵䛩䜛᫂☜䛺⛉Ꮫⓗ䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛜Ꮡᅾ ぢᗈ࿌䛾䜘䛖䛺ᨻᗈ࿌䜒ฟ✏ྍ䛾ุ᩿䛸䛺䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䛧䛺䛔䚸䛸䛔䛳䛯ᙇ䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹
䕰㻸㻵㻺㻱㻌ᗈ࿌ᑂᰝ䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠚ฟ✏䛷䛝䛺䛔ᴗ✀䞉䝃䞊䝡䝇
䕿㻌Ẽೃኚື䛾ཎᅉ䛻㛵䛩䜛⛉Ꮫⓗ䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛸▩┪䛩䜛ෆᐜ䛻䛿䚸㻯㻻㻞ฟ䜔ே㛫 㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼘㼕㼚㼑㼎㼕㼦㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼜㻛㼟㼑㼞㼢㼕㼏㼑㻛㼘㼕㼚㼑㻙㼍㼐㼟㻛㼓㼡㼕㼐㼑㼘㼕㼚㼑㻛
άື䛜Ẽೃኚື㻛ᆅ⌫ ᬮ䛻ᐤ䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖ドᣐ䛜䛺䛔䛸䛩䜛ᙇ䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹
䕿㻌䛣䛾᪂䛧䛔ഇሗ䝫䝸䝅䞊䛻↷䜙䛧䛶䝁䞁䝔䞁䝒䜢ホ౯䛩䜛ሙྜ䚸ഇ䛾ᙇ䜢ᐇ䛸
䛧䛶㏙䜉䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛸䚸䛭䛾ᙇ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䜎䛯䛿㆟ㄽ䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢༊ู䛧䚸ᙇ
䛜䛹䛾䜘䛖䛺ᩥ⬦䛷䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢ៅ㔜䛻᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䕿㻌䜎䛯䚸Ẽೃᨻ⟇䛻㛵䛩䜛බ㛤ウㄽ䚸Ẽೃኚື䛾䛥䜎䛦䜎䛺ᙳ㡪䚸᪂䛧䛔◊✲䛺䛹䚸䛭
䛾䛾Ẽೃ㛵㐃䝖䝢䝑䜽䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᘬ䛝⥆䛝ᗈ࿌䜔┈䜢チྍ䛧䛶䛔䛟ணᐃ䛷䛩䚹

䕿㻌Ẽೃኚື䛾Ꮡᅾ䛻㛵䛩䜛⛉Ꮫⓗ䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛸▩┪䛩䜛ෆᐜ䛻䛿䚸Ẽೃኚື䛿䝕䝬
䛷䛒
䜛䚸Ẽೃ䛿 ᬮ䛧䛶䛔䛺䛔䚸Ẽೃኚື䛻㛵䛩䜛᫂☜䛺⛉Ꮫⓗ䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛜Ꮡᅾ䛧䛺
䛔䚸䛸䛔䛳䛯ᙇ䛜ྵ䜎䜜䜎䛩䚹
䕿㻌Ẽೃኚື䛾ཎᅉ䛻㛵䛩䜛⛉Ꮫⓗ䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛸▩┪䛩䜛ෆᐜ䛻䛿䚸㻯㻻㻞ฟ䜔ே㛫
άື䛜Ẽೃኚື䜎䛯䛿ᆅ⌫ ᬮ䛻ᐤ䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖ドᣐ䛜䛺䛔䚸䛸䛩䜛ᙇ䛜ྵ䜎
䜜䜎
䛩䚹
䕿㻌䛣䛾᪂䛧䛔ഇሗ䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛻↷䜙䛧䛶䝁䞁䝔䞁䝒䜢ホ౯䛩䜛ሙྜ䚸ഇ䛾ᙇ
䜢
ᐇ䛸䛧䛶㏙䜉䜛䝁䞁䝔䞁䝒䛸䚸䛭䛾ᙇ䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䜎䛯䛿㆟ㄽ䛩䜛䝁䞁䝔䞁䝒䜢༊ู
䛧䚸ᙇ䛜䛹䛾䜘䛖䛺ᩥ⬦䛷䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢ៅ㔜䛻᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹
䕿㻌䜎䛯䚸Ẽೃᨻ⟇䛻㛵䛩䜛බ㛤ウㄽ䚸Ẽೃኚື䛾䛥䜎䛦䜎䛺ᙳ㡪䚸᪂䛧䛔◊✲䛺䛹䚸䛭
䛾
䛾Ẽೃ㛵㐃䝖䝢䝑䜽䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᘬ䛝⥆䛝ᗈ࿌䜔┈䜢チྍ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
⚾䛯䛱䛿䚸༴㝤䛺ෆᐜ䜔㍍ⓗ䛺ෆᐜ䛾ᗈ࿌䚸㑅ᣲ䜔Ẹ⩏䛾䝥䝻䝉䝇䛻㛵䛩䜛ㄗ
ゎ䜢ᣍ䛟ෆᐜ䚸༴㝤䛺〇ရ䜔䝃䞊䝡䝇䛾ᐉఏ䚸ᕷẸⓗ⥭ᛴែ䚸⮬↛⅏ᐖ䚸බ⾗⾨⏕ୖ
䛾⥭ᛴែ䚸䝔䝻䛚䜘䜃㛵㐃άື䚸⣮த䚸㞟ᅋᭀຊ⾜Ⅽ䛺䛹䚸♫䚸ᩥ䚸ᨻ䛻䛝䛺
ᙳ㡪䜢䛘䜛ᩄឤ䛺ฟ᮶䛛䜙┈䜢ᚓ䛯䜚䚸⏝䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ᗈ࿌䜢⚗Ṇ䛩䜛䝫
䝸䝅䞊䜢ྵ䜑䚸ᙜ♫䛾䝃䞊䝡䝇䛷䛾㈐௵䛒䜛ᗈ࿌䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻㐃ᦠ䛧䛯୍㐃䛾ᙉᅛ
䛺䝫䝸䝅䞊䜢タ䛡䛶䛔䜎䛩䚹

䖃㻌Ẽೃኚືྰᐃ䛻㛵䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛿䚸Ẽೃኚື䛾Ꮡᅾ䛸䛭䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛ཎᅉ䛻㛵䛩䜛
ᶒጾ䛒䜛⛉Ꮫⓗ䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛻䛩䜛ෆᐜ䛻䚸≉䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯䜒䛾䛷䛩䚹
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼍㼐㼟㼑㼚㼟㼑㻛㼍㼚㼟㼣㼑㼞㻛㻝㻝㻞㻝㻠㻝㻜㻢

䖃㻌᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜱䝹䝇ឤᰁ䛻㛵䛩䜛᭷ᐖ䛺ᗣୖ䛾ᙇ
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼍㼐㼟㼑㼚㼟㼑㻛㼍㼚㼟㼣㼑㼞㻛㻝㻝㻜㻟㻡㻢㻡㻤

㻳㼛㼛㼓㼘㼑䛷䛿䚸ྛ䝥䝻䝎䜽䝖䛤䛸䛻䝟䝤䝸䝑䝅䝱䞊䝫䝸䝅䞊䜢タ䛡䛶䛔䜎䛩䚹䛘䜀䚸䛂༴㝤䜎
䛯䛿୰യⓗ䛺䝁䞁䝔䞁䝒䛃䚸䛂ഇ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛃䛸䛔䛖䝫䝸䝅䞊䛾䜒䛸䚸䝟䝤䝸䝑䝅䝱䞊䛿ḟ
䛾䝖䝢䝑䜽䜢┈䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛫䜣䚹䛻䜒䚸㛵㐃䛩䜛䝫䝸䝅䞊䛸䛧䛶䛿௨ୗ䛾䜒䛾
䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䖃㻌㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䝟䝤䝸䝑䝅䝱䞊㻌䝫䝸䝅䞊䛻䛚䛡䜛ᙜ⾲♧䝁䞁䝔䞁䝒䛾䝫䝸䝅䞊
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼟㼡㼜㼜㼛㼞㼠㻚㼓㼛㼛㼓㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛㼍㼐㼟㼑㼚㼟㼑㻛㼍㼚㼟㼣㼑㼞㻛㻝㻜㻡㻜㻞㻥㻟㻤

ᗈ࿌䛾䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾ヲ⣽䛿㛤♧䛧䛶䛔䛺䛔䛜䚸ᨻᗈ࿌➼䛻㝈䜙䛪䝍䞊䝀䝔䜱䞁䜾ᗈ 䖃㻌㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛿䚸ᗈ࿌ᨻඪ䛻ᇶ䛵䛟䝍䞊䝀䝔䜱䞁䜾䜢⾜䛖䛣䛸䜢チྍ䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹
࿌䛜⾲♧䛥䜜䛯⌮⏤䜢䚸ᗈ࿌䛻ᖏ䛧䛶䛔䜛㼕䜰䜲䝁䞁䛛䜙䛾䝸䞁䜽ඛ䛾䝨䞊䝆䛷⾲♧䛧䛶 䖃㻌㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䛾ᗈ࿌䝫䝸䝅䞊䛿䚸᪥ᮏ䛷䛿୍⯡ⓗ䛺ᨻᗈ࿌䜢チྍ䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸᪥ᮏ䛷
䛔䜛䚹
䛿㑅ᣲᗈ࿌䜢チྍ䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹

ഇሗ➼䛻㛵䛩䜛ᗈ࿌䛿ᥖ㍕䜢ㄆ䜑䛶䛔䛺䛔䛾䛷䚸䝍䞊䝀䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡䛾㐺⏝䛻㛵䛩䜛
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㔜せ䛛䛴᭷⏝䛺䝙䝳䞊䝇䜢ᒆ䛡䜎䛩䚹㻳㼛㼛㼓㼘㼑㻌䝙䝳䞊䝇䜔㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑㻌䛷ᥦ♧䛥䜜䜛䝙䝳䞊䝇䝁䞁䝔䞁䝒
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第２部

利用者情報の適切な取扱いの確保について
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参考７
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

構成員等名簿

（敬称略・五十音順）
【構成員】
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

（主査）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 主席研究員

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

グループマネージャー

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

弁護士
法務研究科
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教授

教授

主席研究員

【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
伊藤

直之

一般社団法人 MyDataJapan 常務理事

奥田

真滝

一般社団法人電気通信事業者協会

岸原

孝昌

一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム

仲上

竜太

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会

長田

三紀

情報通信消費者ネットワーク

野口

尚志

平野

祐子

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 理事
法律部会長
主婦連合会 副会長

柳田

桂子

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会

若目田

光生

業務部長
専務理事
技術部会長

兼

行政

事務局長

一般社団法人日本経済団体連合会 デジタルエコノミー推進委員会企
画部会データ戦略ワーキング・グループ 主査
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参考８
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】
・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」
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第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第 10 回

令和３年
６月４日

【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
「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
「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
７月９日
中間とりまとめ（案）
」
【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における利用者情報の取扱いに関する動向お
よび今後の取り組みについて」
【事業者ヒアリング】
・株式会社インティメート・マージャー
「インティメート・マージャーの取り組みについて」
令和３年
・LiveRamp Japan 株式会社
11 月２日
「より高いユーザーエクスペリエンスを提供する世界最高水準のセ
キュリティ/プライバシー対応した人ベースの ID ソリューション」
【その他】
・事務局
「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
骨子（案）」
【事業者団体ヒアリング】
・一般社団法人 LBMA Japan
「位置情報データのマーケティング・サービス活用」
【事業者ヒアリング】
・トレジャーデータ株式会社
「トレジャーデータ CDP とプライバシー保護に向けた取り組み」
令和３年
【その他】
12 月１日
・事務局
「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
（案）
」
「利用者情報の適切な取扱いの確保に向けた今後の取組の方向性に
ついて」
【その他】
・事務局
令和４年
「今後の検討の進め方について（案）」
１月 24 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案
の概要」
令 和 ４ 年 【事業者発表】
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３月 16 日

第 11 回

令和４年
４月 22 日

第 12 回

令和４年
４月 27 日

第 13 回

令和４年
５月 12 日

第 14 回

令和４年
５月 17 日

第 15 回

令和４年
６月 17 日

第 16 回

令和４年
６月 22 日

・株式会社野村総合研究所
「利用者情報の取扱いに関する諸外国の法令・自主規制・事例」
【その他】
・事務局
「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及びそ
の解説の改正案に対する意見募集結果」
「利用者に関する情報の外部送信の際の措置について」
「今後の検討の進め方について（案）」
【事業者モニタリング】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
【その他】
・事務局
「利用者情報の取扱いに係るモニタリングについて」
【事業者発表】
・株式会社野村総合研究所
「利用者情報に関する技術動向及び業界団体による自主ルール等の
状況」
「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及び通知同意取得
方法に関するユーザー調査結果」
・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」
【事業者モニタリング】利用者情報の取扱いについて
・Apple Inc.
・ヤフー株式会社
・LINE 株式会社
【事業者モニタリング】利用者情報の取扱いについて
・Google 合同会社
・Facebook Japan 株式会社
【事業者ヒアリング】外部送信規律について
・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム
・一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
・主婦連合会
【その他】
・事務局
「今後の検討の進め方（案）」
「利用者に関する情報の外部送信の際の措置について」
【事業者ヒアリング】外部送信規律について
・一般社団法人日本経済団体連合会
・一般社団法人新経済連盟
・一般社団法人日本インタラクティブ広告協会
・一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会
・一般社団法人 MyDataJapan
・一般社団法人電気通信事業者協会
【その他】
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第 17 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】
・事務局
令和４年
「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
６月 27 日
第二次とりまとめ（案）」
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参考９
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 CPRA（カリフォルニア州プライバシー権法）による主な修正・拡張事項
③ 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）案
④ デジタル・マーケット・アクト（DMA）案
⑤ AI 規則案

【ISO/IEC】
・ ISO/IEC 29184
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CCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）関係
CCPA執行開始
2020年７月

2020年１月

CPRA施行予定
2023年１月

2020年11月

住民投票で改正法案であるカリフォルニア州プライバシー権法案可決
(CPRA: California Privacy Rights Act)→さらなるプライバシー保護強化へ

カリフォルニア州消費者プライバシー法 施行
(CCPA: California Consumer Privacy Act)

CCPA概要
○ カリフォルニア州居住者の個人情報を収集等する一定の事業者（州内拠点は不要）に適用されるプライバシー保護法。
○ 「個人情報」は、特定の消費者又は世帯を識別等できる情報とされ、オンライン識別子も含まれる。
○ 改正法案であるCPRAにより、監督当局であるCCPAの設立、オプトアウト権の拡張（販売に加えて共有が追加）、センシティブ個
人情報の新設、訂正権の新設等、プライバシー保護がさらに強化された。

CCPA及びCCPA規則に基づくプライバシーポリシー・通知に関する義務
○ 一般的なルールとして、簡潔でわかりやすい表現を用いること、読みやすく、目立つ形式を使用することなどが定められている。
プライバシーポリシー

通知

記載内容
①

②
③
④
⑤
⑥

記載内容、通知方法等

収集、開示、又は販売される個人情報につい
て知る権利

・消費者が、収集、利用、及び開示される個人情報に
ついて事業者に開示を求める権利を有すること
・直近12か月に当該事業者が収集した個人情報の
類型 など

削除請求権
販売からのオプトアウト権
消費者プライバシー権を行使したことにより差別
されない権利
代理人による権利行使方法
プライバシーポリシーの最終改定日 など

プライバシーポリシー

個人情報の
収集時

・収集する個人情報の類型 ・利用目的
の該当箇所への
・”Do Not Sell My Personal Information”リンク
リンクの記載をもって
代えることも可能
・プライバシーポリシーへのリンク/URL
・消費者が想定しない目的で消費者のデバイスから個人情報を収集しようとすると
きはジャストインタイム通知（例：ポップアップ）を行う など

販売からの
オプトアウト権

消費者が、ホームページやモバイルアプリのダウンロード/ランディングページ上の”Do
Not Sell My Personal Information”リンクをクリックして飛ぶウェブページ等
に、個人情報の販売からのオプトアウト権の説明やリクエストフォームを記載するなど

金銭的
インセンティブ

事業者が個人情報の収集等について金銭的インセンティブを提供している場合には、
消費者がオプトインする前に金銭的インセンティブの概要、関連する個人情報の類
型等を通知するなど

CPRA（カリフォルニア州プライバシー権法）による主な修正・拡張事項
CPRA可決

CPRA規則成立期限

2020年11月

CPRA施行予定
2023年１月

2022年７月

CPRA執行開始予定
2023年７月

１．定期監査とリスク評価の実施義務

６．「共有」という概念の新設

 消費者のプライバシーまたはセキュリティーに重大なリスクを生じさせる
処理を行う事業者に対して、以下の義務が規定される。
• 1年ごとのサイバーセキュリティ監査
• 定期的なリスク評価のプライバシー保護局への提出

 CCPAにおける｢売却｣に加え、｢共有｣についても、消費者がオプトアウト
権を有するなど、多くの場面で｢売却｣と同様の規制が課せられる。
→事業者は、“Do Not Sell or Share My Personal Information”と
いうはっきりと目立つリンクをHP上に設置しなければならない
 「共有」とは、事業者が第三者に対し、クロスコンテクスト行動広告のた
めに、消費者の個人情報を伝えること。
 「クロスコンテクスト行動広告」とは、消費者が自らの意思でやり取りして
いるサイト等以外のサイト等における行動から得られた個人情報に基づき
行われるターゲティング広告。

２．プロファイリング、自動意思決定技術
 「プロファイリング」を、個人データの自動処理によって職場での成績、経
済状況、健康状況、趣味嗜好、興味、扶養関係、行動、位置・移動
などを予想することと定義。
 消費者についての選好、性格、心理的傾向、性質、行動、態度、インテ
リジェンス、能力及び素質を反映する消費者のプロファイルを作成するた
めに個人情報から引き出された推定も個人情報の定義に追加。
 プロファイリングを含む、事業者による自動意思決定技術の利用について
のアクセス権・オプトアウト権を規定
３．カリフォルニア州プライバシー保護局の創設

 新たに創設されるプライバシー保護局は、CPRAの執行権、規則の制定
権、対象事業者の調査権および監査権等を有する

７．センシティブ情報
 「センシティブ情報」というカテゴリが新設され、当該情報の利用を、一定
の場面に制限することを求める権利が消費者に認められる。
 消費者が上記の権利を行使するため、事業者はホームページ上に｢Limit
the Use of My Sensitive Personal Information｣という明確かつ目
立つリンクを提供することが義務付けられる。

４．訂正する権利

８．開示請求

 消費者の権利として、新たに訂正請求権が追加される。

 2022年1月1日以降に収集されたパーソナルデータに関して、事業者が
不可能または不均衡な努力を要することを証明しない限り、過去12ヶ月
より前のパーソナルデータも開示対象となる。

５．「同意」の定義を新設、ダークパターンの禁止
 「同意」の定義を新設：自由に与えられた、特定（個別）の、必要な
情報を提供された上での、明確な意思表示
 ダークパターンによる合意は、同意に該当しない旨明記
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NIST Privacy Framework、NIST SP800-53 Revision 5関係
概要
○ 米国国立標準技術研究所（NIST：National Institute of Standards and Technology）が2020年１
月に、企業のリスクマネージメントを通じたプライバシー改善ツールとして、「NIST Privacy Framework」を公表（そ
の前に公表された「NIST Cyber Security Framework」の姉妹編の位置付け。）。法的効果や強制力を持つも
のではない。
○ NISTは、 「NIST Privacy Framework」と 「NIST Cyber Security Framework」をシームレスに統合した文
書として、「NIST Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations
（SP800-53 Rev5）」を2020年９月に公表し、同意取得や通知を行う際の留意事項を提示。
SP800-53 Revision5

Privacy Framework
以下５つの機能ごとに、カテゴリー・サブカテゴリーを設けて細分化。
Identify-P（特定）
Core
（機能）

Govern-P（統治）
Control-P（制御）
Communicate-P（消費者やステークホルダーとの対話体制の
整備）
Protect-P（保護）

Profiles
Implement
ation Tier
（Coreに
対する
評価基準）

Current state（現在の姿：CoreとTierで具現化）と
Desired target state（めざすべき姿）のギャップを明確化
Tier1：Partial（部分的に対応できている）
Tier2：Risk Informed（リスクが認識できている）
Tier3：Repeatable（対応に再現性がある）
Tier4：Adaptive（変化に適応できる）

○ 同意取得の管理（個人のインフォームド・ディシ
ジョン促進のために、個人情報収集前に、個人が
処理に同意するためのツールまたはメカニズムを実
装）を強化する手法として、Tailored Consent、
ジャストインタイムの同意、撤回を提示。
○ 通知の管理（組織が定義した頻度での通知、
平易な言語で明確かつ分かりやすい表現、処理を
許可する権限の識別、処理目的の特定等）を強
化する手法として、ジャストインタイムの通知等を提
示。
○ リスク評価の管理として、システム、プログラム又
はその他の活動について、事前にプライバシー影響
評価を実施するとしている。

有効な同意について（GDPR４条関連）
GDPRにおける有効な同意
○ GDPR第４条により、有効な同意といえるには、①自由に与えられ、②特定され、③説明を受けた上での、④不明瞭ではない積極
的な意思表示であるという４つの要素を充足しなければならないと定められている。
○ Guidelines on Consent under Regulation 2016/679（最終改定（Ver1.1採択）2020年5月4日）により、４要素の
詳細・具体例が示されている。
①「自由に与えられる」（任意）

②「特定されている」

○ データ主体に選択権・支配権があること
•
強制されたと感じない
•
同意しなくてもネガティブな結果に直面すると感じない
•
同意が契約条件の交渉できない部分として
まとめられて（抱き合わせになって）いない
○ Ver1.1で、同意がサービス提供の条件になってはいけないことが明記
された。
• ユーザーが同意しなければ当該サービスを使えず、他社の同等
のサービスを探すことになる場合は、任意の同意とはいえない
• Cookieウォール（同意を求めるポップアップに同意しないと、
ウェブサイトが利用できない）による同意は任意とはいえない

○ 特定の目的に対し、同意するか否かをデータ主体が選択できる
•
同意の目的は明確に記述する
•
同意取得に関係した情報は、他の情報から明確に分離する
•
別目的に使う場合は同じデータでも追加の同意が必要である
○ 特定の目的に対し、特定の同意を与えられるよう、管理者は個別のオ
プトインを提供すべきである

③「説明を受けている」

④「不明瞭ではない積極的な意思表示」

○ 同意を取得する前に、データ主体に情報提供することが必要不可欠
である
○ 最小限の内容として、管理者の身元、同意が求められる各取扱業務
の目的、収集・利用されるデータ（そのタイプ）、同意を撤回する権利
の存在等が挙げられている。
※本要素については、次ページのICOからの推奨事項も参照されたい。

○ 同意は、データ主体が積極的に行動・宣言して与えられるべきである

契約書への合意やサービス条件の承諾だけでは、積極的な
同意とはみなされない
•
あらかじめチェックの入ったオプトインのチェックボックスやオプトア
ウトの仕組みも無効（承諾「しない」ことに行動が必要）
○ Ver1.1で、ウェブページのスクロールやスワイプ等は、明確で積極的
な意思表示とはいえないことが明記された。
•
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透明性確保について（GDPR12条関連）
GDPRにおける透明性確保
○ GDPR第12条では、「データ主体への情報提供」「権利行使に関するデータ主体との連絡」「データ侵害に関する連絡」について、透
明性確保に関する一般ルールを定めている。
①
②
③
④
⑤
⑥

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方式でなければならず
明瞭かつ平易な文言が使われなければならず
子どもに情報を提供する際は、明瞭かつ平易な文言という要件が特に重要であり
書面で、又は適切であるときは電子的な手段を含め、その他の方法によらなければならず
データ主体によって要求された場合は、口頭で提供することができ
一般に無償で提供されなければならない

○ Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679（最終改定2018年4月11日）により、透明性確保のため
に推奨される通知方法・工夫の例示が示されている。
具体的な意味合い

推奨される通知方法・工夫の例

簡潔で
ある

主体に情報疲労をさせない為に、情報管理者が情報／
通知を効率的かつ簡潔に提示する

階層的なプライバシーステートメント／プライバシー通知により、大量のテキストスクロールを
不要とする

透明性
がある

• データ主体が使われ方を事前に知らなければならない
• リスクを事前に評価し、正しくデータ主体に伝える

事前にリスクの有無を丁寧に評価する

理解し
やすい

• ごく普通の人でも理解できるようにすることが必要である
• 可能ならば対象者に理解してもらいやすい説明を行う
べき

理解のしやすさや有効性が分からないときは、公開討論やテストで試行する

容易に
アクセス
できる

必要な情報がどうすれば確認できるかが
一目瞭然である

• サイト上に、明瞭に視認できる形でプライバシーステートメント／プライバシーノーティスを
公表する
• アプリの場合は、ダウンロード前のオンラインストアや、アプリ内から情報に容易に（2タップ
以内で）アクセスできるようにする
• 個人データを収集する時点で、プライバシーステートメント／プライバシーノーティスへのリンク、
又は個人データを収集するのと同じページにその情報を表示する

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
ICOが推奨する通知・同意取得における工夫
○ 英国のデータ保護機関であるThe Information Commissioner’s Office（ICO）は、GDPR第４条の有効
な同意の４要素のうち③「説明を受けている」について、公式サイト（※）で、スマートフォンに表示すると良い画面等
の例を示しつつ、望ましい情報提供の在り方を解説している。
１
２
３
４

階層的アプローチ

重要な通知内容を含む短い通知文に、より詳細な情報を追加する層

（Layered Approach）

を設ける。

ダッシュボード

管理ツールで、データの使用方法を通知し、データの使用状況を管理で

（Dashboards）

きるようにする。

ジャストインタイム通知

個々の情報を収集するとき等に、情報をどのように利用するか簡単な表

（Just-in-time-notices）

示を行う。

アイコン

特定の種類のデータ処理の存在を示す、意味のある小さなシンボル。

（Icons）
５

モバイル及びスマートデバイスの機能性

ポップアップ、音声アラート、モバイルデバイスのジェスチャーなど。

（Mobile and smart device functionalities）

※ICOウェブサイト ”What methods can we use to provide privacy information?”
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/the-right-to-be-informed/whatmethods-can-we-use-to-provide-privacy-information/
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eプライバシー規則制定に向けた動き
EUでは、オンラインサービス利用者の端末装置でのデータ処理に対する規制（クッキー規制）が行われている。
2017 年以来、EU 域内規制を統一するためePrivacy規則案がドラフトされていたが、
2021年2月10月、欧州連合理事会（閣僚理事会）が、加盟国がePrivacy規則案に合意したことを発表。

2002年

ePrivacy指令施行。クッキー設定について、
(1)情報提供、(2)拒否権（オプトアウト権）提供を義務づけ

2009年

ePrivacy指令改正。クッキー設定について、 同意取得を義務づけ。
同意有効要件は1995年旧EUデータ保護指令を引用：(1)任意、(2)対象特定、(3)情報提供

2018年

GDPR施行、同意有効要件が厳格化された。
(1)任意、(2)対象特定、(3)情報提供、(4)曖昧ではない陳述、または明確で肯定的な意思表示。

ePrivacy指令の問題点
○
○

オプトアウト、暗黙の同意、みなし同意が許されなくなった。

ePrivacy 指令を施行する EU 加盟国の国内法による規制内容は、国ごとにばらつきがある。
プライバシー侵襲の程度が低い類型のクッキーを同意なく利用できる範囲を明らかにする必要。

ePrivacy規則制定への動き

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
欧州司法裁判所(CJEU)の裁判例により、同意有効要件、クッキー設定に複数主体が関与する場合
の責任範囲等に関する判例法が確立されつつある。
クッキーを設定する第三者の責任（Fashion ID判決）

あらかじめチェックされたチェックボックスによ
る同意取得の有効性（Planet49判決）

広告最適化の目的でサードパーティークッキーをウェブ
サイトに設置するなど、第三者による端末装置における
データの読み書きを許容するウェブサイト管理者は、
クッキー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等とともに 、GDPR 上の共
同管理者の立場に立ち、端末識別子、閲覧・行動履歴な
ど取得される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。

GDPR が規定する同意は、能動的な意思表示でな
ければならない。
あらかじめチェックが入れら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にはこの
チェックを外さなければならない状況では、有効
な同意は取得し得ない。

2019年11月以来、閣僚理事会輪番議長国がePrivacy規則案のドラフトを提出。端末装置におけるデータ処理に
関する適法根拠として、サービス提供に必須な場合（必須クッキー）の他、何を含めるかが論点となった。
・広範
・GDPR第6条1(f)の
適法根拠を採用

利用者の権利・利益に優越する
サービス提供者の「正当な利益」
利用者への情報提供、オプトアウト提供
などの条件の下での、セキュリティ維持
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限定的

eプライバシー規則の動向（閣僚理事会案）
閣僚理事会案 2021/2/10
 クッキー規制：端末装置におけるデータ処理は、以下の場合等に許される。
• 電子通信サービス提供のために必要な場合
• 利用者の同意がある場合
• 利用者が個別に求めるサービスの提供に必須の場合
• サービス提供者がもっぱらオーディエンス測定のために必要とする場合
• オンラインサービスのセキュリティ維持等のために必要な場合
• セキュリティのためのソフトウェアアップデートに 必要な場合
• 緊急通報
• 他目的への二次利用は、以下の判断要素に照らして当該他目的が当初の処理目的と
相容れるものである(compatible)場合のみ許される。
 当初の目的と当該他目的との関係
 当該他目的処理を行うに至った状況
 対象データがセンシティブなデータを含むものかどうかなど処理の性質
 当該多目的処理が利用者に及ぼす影響
 暗号化・仮名化などの安全措置の有無
 クッキー利用の同意をサービスの提供条件とするには、当該事業者が、同意を提供条件
としない同等のサービスを提供している（利用者から選択権を奪わない）ことが必要。
 利用者氏名等不詳でも、端末識別子による特定によりクッキー同意証明を認める。
 毎年１回以上、同意撤回権があることを通知する義務
 域外適用：利用者がEU内に所在する場合、域外事業者にも適用。
EU代理人の選任が必要となる。
 規則違反に私的訴権、非営利団体による代理訴訟、非金銭的損害の賠償を認める。
 電子通信データの違法利用について、 €20M または世界売上 4% の行政制裁金



適法根拠に「正当な利益」は
採用せず、限定列挙のみ



従来からの判例の蓄積などを取
り込んだ内容



オーディエンス測定、
compatibleな場合の二次利用等、
今後解釈の検討が必要な
適法要件もある

閣僚理事会・欧州議会に
よる正式な立法手続へ
※今後、内容の修正もあり得る

同意の有効用件（eプライバシー規則（案）4a条関連）
EUでは、オンラインサービス利用者の端末装置でのデータ処理に対する規制（クッキー等規制）が行われている。2021年2月10月、欧
州連合理事会（閣僚理事会）が、EU 域内規制を統一するためのePrivacy規則案に加盟国が合意したことを発表した。

同意の有効要件等（4a条、前文）
○ ePrivacy規則における同意の定義は、GDPRによる同意の定義に従う。
→①自由に与えられたこと、②特定されていること、③事前に説明を受けたこと、④不明瞭ではない積極的な意思
表示であることが必要（オプトアウト、暗黙の同意、みなし同意は不可）。
○ 端末装置の処理・蓄積機能を利用する者、又は端末装置からデータを収集する者が同意を取得する責任を負う
が、同意取得を第三者に代行させることも可能。
○ ブラウザ／アプリのソフトウェア設定によるクッキー設定等への同意も、有効な同意と認められる。
※ただし、同意の対象は特定されていなければならないので（GDPRの同意有効要件）、ブラウザ／アプリの仕様が、広告・アクセス解析等の目的ごとの
同意管理に対応する必要がある。

○ ユーザーが直接表明した同意の意思表示（※）は、上記のソフトウェア設定に優先する。
※例えば、クッキーバナーに表示されるボタンのクリック等。

○ サービス提供者がデータ主体を（氏名などにより）特定できない場合、当該端末装置から同意が与えられたことを
示す技術プロトコロルをもって、クッキー設定等に関する同意を取得することができる。
○ 同意したユーザーに対しては、12か月を超えない間隔で定期的に、当該同意を撤回できることをリマインドしなけ
ればならない。ただし、当該ユーザーがこのようなリマインドの受領を受け取らないことを希望する場合は、この限りでは
ない。
○ クッキー設定等に対する同意をサービス提供の条件としても、①クッキー設定等の目的に関する明瞭で正確な理解
しやすい情報提供がされ、かつ②同じサービス提供者による同等のサービスでクッキー設定等に対する同意をサービ
ス提供の条件としないものを利用者が選べる場合には、利用者から選択権が奪われたとはみなされない（＝同意
の任意性がある）。
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クッキー等規制（eプライバシー規則（案）８条関連）
クッキー等規制（8条）
○ 端末装置の処理・蓄積機能の利用、端末装置からの情報の取得（クッキーの利用等）は一般的に禁止され、以
下の場合に限り許される。
許される場合

想定される適用例

もっぱら電子通信サービス提供に必要な場合

メッセージサービスのHTTPセッション維持

利用者が同意した場合

ターゲティング広告、コンテンツのパーソナライズ

利用者が個別に求めるサービスの提供に必須な（strictly
necessary）場合

ユーザー入力、ログイン認証状態、表示言語の記憶

もっぱらオーディエンス測定に必要な場合

閲覧者のWebページ滞在時間等の解析

オンラインサービス、端末装置のセキュリティ維持・復旧、不正
利用防止、障害検知・防止に必要な場合

当該ユーザーが通常利用しているブラウザとは別のブラウザから
のログイン試行の検知、これに対する警告

ソフトウェア・アップデートに必要な場合

ブラウザが最新のセキュリティアップデートをインストールしている
か否かの確認

緊急通報において端末装置の位置を特定するために必要な
場合

同左

同意又は一定の公益保護を目的とする法令上の根拠がある
場合、及び二次利用の目的が当初の処理目的と相容れる
(compatible)場合は、二次利用が可能

不正ログイン検知情報を捜査協力目的で捜査機関に提供

ただし以下の３つの条件を満たす必要がある。
① セキュリティ上の必要によるものであり、ユーザーの選択したプライバ
シー設定を変更しないこと
② 個別アップデートごとに事前にユーザーに情報提供すること
③ 利用者が自動アップデートを延期又は中止できること

デジタルサービスアクト （DSA） 案の経緯と今後の予定
 EUにおいては、仲介サービス提供者（特にSNS、マーケットプレイスなどのオンラインプラット
フォーム）の説明責任を明確にすることにより、安全で信頼できるオンライン環境を確保し、利用者
の基本権の保護を向上させることを目的としたデジタルサービスアクト（DSA)案を検討中。
 2020年12月に欧州委員会が提案したDSA案について、2021年11月25日にEU理事会が、2022年
1月20日に欧州議会が、それぞれ修正案を採択したところ、2022年４月22日に欧州委員会、欧州議
会、EU理事会による協議（トリローグ）にて暫定的政治合意に達した。
DSA案に関する経緯・今後の予定

E Uにおける立法過程

① 欧州委員会による法
案提出

欧州委員会がEU理事会と
欧州議会に法案を提出する

② 欧州議会・EU理事会
それぞれによる審
議・暫定立場採択

欧州議会・EU理事会それぞ
れで、協議に向けた暫定的
な立場・修正案が採択される

2020年12月15日

欧州委員会がデジタルサービスアクト（DSA)
案を提出
2021年11月25日

EU理事会にて修正案を採択
2022年1月20日

欧州議会にて修正案を採択
③ 欧州議会・EU理事
会・欧州委員会によ
る修正案への合意

②を受け、３者による非公式協
議（トリローグ）を行い，最終的
な修正案を決定
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2022年４月22日
トリローグ（欧州委員会、欧州議会、EU理事会による
協議）にて暫定的政治合意。
今後、欧州議会・EU理事会の正式承認を経て
発効予定（早ければ年内）。

EUにおけるデジタルサービスアクト （DSA）案の概要①
 全ての仲介サービス提供者 (プラットフォーム事業者等) に対して、違法コンテンツの流通に関す
る責任を規定するとともに、事業者の規模、影響力に応じたユーザ保護のための義務を規定。
１．対象事業者
情報社会サービス

①仲介サービス

仲介サービス

ネットワークインフラを提供する仲介サービス。インターネットアクセスプロバイダ（ISP)、
ドメイン名レジストラ等（以下の②～④を含む）

ホスティングサービス

②ホスティングサービス

オンライン・
プラットフォーム
超大規模
オンライン・
プラットフォーム
（＋超大規模
オンライン
検索エンジン）

【第2条(f)】

【第2条(f) 】

クラウドやウェブホスティングなどのホスティングサービス（以下の③～④を含む）

③オンラインプ・ラットフォーム

【第2条(h)】

SNS、マーケットプレイス、アプリストアなど、売り手と消費者を結びつけるオンライン・
プラットフォーム

④超大規模オンライン・プラットフォーム（VLOP）

【第25条】

オンライン・プラットフォームのうち、欧州の4億5000万人の消費者のうち10％以上の
消費者にリーチするプラットフォーム。違法コンテンツの流布等において特にリスク
があるため特定のルールを適用。
※5/18時点においては、トリローグの合意により、超大規模オンライン検索エンジン
（VLOSE）に関する義務も規定されたが条文が未公表のため、VLOPと同じ義務が課される
かは不明。

２．仲介サービス提供者の違法コンテンツに対する責任 【第Ⅱ章】
• 「単なる導管」、「キャッシング」、「ホスティング」の3類型に分けて違法コンテンツに対する免責条件を規定。
• 一般的モニタリング等の義務を課さない、匿名でのサービス利用・支払いの保証 等

EUにおけるデジタルサービスアクト （DSA） 案の概要②
３．透明、アクセシブルで安全なオンライン環境のための義務 【第Ⅲ章】
①全ての仲介サービス提供者の義務
• コンテンツモデレーション措置を定めた利用規約の公開、ダークパターンの禁止、連絡窓口・国内法定代理人の設置
• 透明性報告義務（違法コンテンツの通知件数・削除件数、加盟国・公式言語ごとのコンテンツモデレータ数、
コンテンツモデレーションの方法と対応に関する苦情件数、自動化ツールの使用有無及び使用方法 等）

②ホスティングサービス提供者の義務
• 違法コンテンツの通知受付体制整備、対応理由の通知、刑事犯罪コンテンツの司法当局等への通知・無効化又は削除

③オンライン・プラットフォームの義務
• 違法コンテンツ対応への苦情受付体制整備、不正使用に対する対策、信頼された旗手からの通知への対応
• 透明性報告義務の対象事項の追加（受領した苦情の件数、苦情に対して行われた決定、決定に要した平均時間 等）
• オンライン広告やレコメンダー・システムの透明性、同意拒否・撤回時のサービス利用権確保、未成年者保護

④超大規模オンライン・プラットフォーム（VLOP）の義務
•
•
•
•

サービスのリスク評価・リスク軽減措置の実施、独立した外部監査の実施、規制当局及び研究者のデータアクセス
コンプライアンス・オフィサーの設置、行動規範の作成、危機対応への協力
透明性報告義務の対象事項の追加（ リスク評価結果、リスク軽減措置、監査結果 ※６ヶ月毎に公表）
オンライン広告の透明性追加（広告内容、主なパラメータ等をデータベース化し、一般利用可能とする）、
プロファイリングによらないレコメンダー・システム提供、ディープフェイク対応

４．モニタリング及びエンフォースメント 【第Ⅳ章】
• 各加盟国はDSAの執行責任者であり調査権限等を持つデジタルサービス調整官を設置。
• 欧州委員会は超大規模オンライン・プラットフォームをモニタリング。
義務違反の場合、前年度の総売上高の最大6％の罰金等を科すことが可能。
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デジタル市場アクト （DMA） 案の概要①
 EUにおいては、ゲートキーパーに該当する、コアプラットプラットフォームサービス（オンライン仲
介サービス、オンライン検索エンジン、SNS、広告サービス等）を提供する事業者に対し、データの
利用やデータのアクセスをはじめとした規律を課す、デジタル市場アクト（DMA）案を検討中。
 2020年12月に欧州委員会が提案したDMA案について、2021年11月25日にEU理事会が、2021年
12月15日に欧州議会が、それぞれ修正案を採択したところ、2022年３月24日に欧州委員会、欧州
議会、EU理事会による協議（トリローグ）にて暫定的政治合意に達した。
１．対象事業者
ゲートキーパー【第２条（１）】：
コアプラットフォームサービス【第２条（２）】を提供する事業者で、以下を満たす事業者を指定【第３条】
①EU域内における過去３年間の年間売上高が75億ユーロ以上、もしくは直近年度の平均時価
総額が750億ユーロ以上であり、かつ３つ以上の加盟国において同じコアプラットフォーム
サービスを提供
②直近の年度において、EU域内の月間エンドユーザー数が4,500万人以上かつ年間ビジネス
ユーザー数が１万者以上のコアプラットフォームサービスを提供
③②の基準を過去３年度において満たす
２．対象サービス
コアプラットフォームサービス【第２条（２）】：
オンライン仲介サービス、オンライン検索エンジン、SNS、オンライン広告サービス 等

デジタル市場アクト（DMA) 案の概要②
３．主な規律内容
①ゲートキーパーのコアプラットフォームサービスを利用している第三者サービスのエンドユーザ
の個人データを、オンライン広告サービス提供の目的で取り扱うこと【第５条第２個（a）】
②コアプラットフォームサービスの個人データを他のコアプラットフォームサービスあるいは当該
ゲートキーパーの他のいかなるサービスの個人データ、あるいは第三者サービスの個人データ
と組み合わせることの禁止【第５条２．（b）】
③ゲートキーパーが提供する他のサービスにおいて、コアプラットフォームサービスの個人データ
の相互利用（その逆も）の禁止【第５条２．（c）】
④個人データを組み合わせるために、当該ゲートキーパーの他のサービスにエンドユーザをサイ
ンインさせること【第５条２．（d）】
⑤エンドユーザの活動を通じて生成されたデータの効果的なポータビリティの提供【第６条第９項】
⑥コアプラットフォームサービスを通じてビジネスユーザによって提供されるサービスの、エンドユー
ザによる利用に直結している場合のみ、ビジネスユーザに対して、個人データへのアクセスを提
供すること（エンドユーザがオプトインで共有に同意を与えた場合に限る。）。【第６条第10項】
⑦メッセージングサービスの基本機能のインターオペラビリティの確保【第７条第１項】
⑧コアプラットフォームサービス等に適用する消費者のプロファイリングの技術について、独立した
監査の説明の欧州委員会への提出【第15条第１項】
４．執行
・義務違反の場合、当該ゲートキーパーのグローバルでの年間売上高の10%の罰金【第30条第１項】や日
次平均売上高の５％の定期的な支払い【第31条第１項】が課される可能性がある。
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AI規則案
 欧州委員会は、2021年４月にAI規則案を公表。現在第一読会のステータスにあり、欧州議会と
EU閣僚理事会において議論が行われている。
 AIシステムのリスクレベルを分類した上で、各リスクに応じて規制。
リスクレベルの分類

対象のAIシステム

規制内容

容認できないリスク
（Unacceptable risk）

・サブリミナル技術を利用したAIシステム
・特定の集団の脆弱性を利用するAIシステム
・公的機関による一般的な目的のためのソーシャルスコアリング
・法執行を目的とした公共の場のリアルタイム遠隔生体認証

利用禁止

ハイリスク（High risk）

・製品のセーフティコンポーネントとして、EU法令に基づき第三者適
合性評価が求められるAIシステム
・次の分野におけるAIシステム
 自然人の生体認証及びカテゴリー化
 重要インフラの管理・運用
 教育及び職業訓練
 雇用、労働者管理及び自営業へのアクセス
 基本的な民間サービス及び公的サービス並びに便益へのアク
セスと享受
 法執行
 移民、亡命、及び国境管理
 司法及び民主的プロセスの管理

＜要件＞
・リスク管理体制の構築
・データ及びデータガバナンス
・技術文書の作成
・記録管理
・透明性及び利用者への情報提供
・人間による監督
・正確性・堅牢性・サイバーセキュリティ
＜プロバイダの義務＞
・品質管理システムの導入
・技術文書の作成
・自動的に生成されるログの保存
・適合性評価手続き
・EUデータベースシステムへの登録
・CEマークの貼付 等

特定の操作のリスク
（specific risks of
manipulation）

・感情認識システム
・生物分類システム（合法のもの以外）
・ディープフェイク（ディープラーニング技術を利用して合成したフェ
イク画像や動画） 等

透明性の確保

ローリスク（Low risk）/
最低限のリスク
（Minimal risk）

ハイリスクのAIシステム以外のAIシステム

新たな義務はなし。
ただし、ハイリスクAIシステムに求められる要件等の自主的な適
用の促進を目的とした行動規範の策定が推奨されている。

ISO/IEC 29184
概要
○ 国際標準化機構（ISO：International Organization for Standardization）が「Information
technology – Online privacy notices and consent（消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・
選択）」と題する規格を、2020年６月に出版。
○ 通知及び同意について、組織の義務として、次の点が記載されている。
通知

同意

通知の義務

通知が必要な状況を特定し、必要な場合はいつでも本人
に通知。

同意の適切さ
の識別

同意または明示的な同意が適切な状況かを特定した
上で同意を求める。

適切な表現

本人に対し、明確かつわかりやすい方法で通知。

フリー/イン
フォームドコン
セント

本人が強制や強要を受けず、意図的な行為（チェック
ボックスのクリック、ボタン押下、スライドバーのスライド
等）で得られた同意であること。
十分な情報が提供され、変更や撤回が簡単に行うこと
ができること。

多言語

本人が使用すると想定される言語で通知。

適切なタイミング

本人に通知する適切なタイミングを決め、文書化。

適切な場所

オンラインの場合も含め、本人が簡単に見つけてアクセスで
きるようにする。

対象アカウント
の明示

アカウントに紐付いた同意収集の場合、どのアカウントか
明示。

適切な形態

どのように通知を提供し、アクセスできるようにするかを決める。

他の同意から
の独立性

プライバシーに関する同意は、他の事項に関する同意と
明確に区別して取得。

継続的な参照

同意した際の通知の最新版などを本人が容易に参照でき
るよう、保管。

必須/任意の
個別同意

必須要素と任意要素のそれぞれについて、本人が個別
に同意を提供できる仕組みとする。

アクセシビリティ

オンラインサービスの技術に適した、本人がアクセス可能な
方法で通知を提供。

頻度

適切な間隔を置いて、既存の同意の確認、あるいは新
規の同意取得を行う。

適時性

適切なタイミングで同意を取得。

○ 他、Annexとして、PCやスマホで同意を取得する際のユーザーインターフェース例、同意の証跡例が添付されている。
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参考 10
訪問先とは異なるドメインへの通信を発生させている
情報収集モジュールやタグ検出数 TOP100
No

サービス名

カテゴリ

URL

1

Google アナリティクス

アクセス解析

https://analytics.google.com/

2

Google Fonts

ウェブフォント

https://fonts.google.com/

3

Google マップ

地図

https://www.google.com/maps

4

Display & Video 360

広告

https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/

5

Google Developers

ウェブツール

https://developers.google.com/

6

Google アナリティクス(gtag)

アクセス解析

https://analytics.google.com/

7

Google Cloud CDN

CDN

https://cloud.google.com/cdn/

8

Facebook for Developers

ソーシャルプラグイン

https://developers.facebook.com/

9

Google 広告

広告

https://ads.google.com/

10

YouTube

動画再生

https://www.youtube.com/

11

Google タグマネージャ

タグマネージャ

https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/

12

Twitter 広告

広告

https://ads.twitter.com/

13

Twitter Platform

ソーシャルプラグイン

https://developer.twitter.com/

14

Facebook 広告

広告

https://www.facebook.com/business/ads

15

BootstrapCDN

CDN

https://www.bootstrapcdn.com/

16

Font Awesome

ウェブフォント

https://fontawesome.com/

17

jQuery

JavaScript ライブラリ

https://jquery.com/

18

reCAPTCHA

セキュリティ

https://www.google.com/recaptcha/about/

19

Yahoo! 広告

広告

https://promotionalads.yahoo.co.jp/

20

Google カスタム検索エンジン

サイト内検索

https://cse.google.com/cse/

21

WordPress.com

CMS

https://wordpress.com/
https://github.com/

22

GitHub

ホスティング

23

Google+

ソーシャルプラグイン

https://plus.google.com/

24

Adobe Typekit

ウェブフォント

https://fonts.adobe.com/typekit

25

Yahoo! タグマネージャー

タグマネージャ

https://marketing.yahoo.co.jp/service/tagmanager/

26

Intimate Merger

DMP

https://corp.intimatemerger.com/

27

Xandr

広告

https://www.xandr.com/

28

Scale Out

広告

https://supership.jp/business/scaleout/

29

The Trade Desk

広告

https://www.thetradedesk.com/

30

トレジャーデータ

DMP

https://www.treasuredata.com/

31

Amazon S3

ホスティング

https://aws.amazon.com/s3/

32

Twitter アナリティクス

アクセス解析

https://analytics.twitter.com/

33

Instagram

ソーシャルプラグイン

https://www.instagram.com/

34

Google 翻訳

多言語化

https://translate.google.com/

35

マイクロアド

広告

https://www.microad.co.jp/services/adplatform/

36

PubMatic

広告

https://www.pubmatic.co.jp/

37

OpenX

広告

https://www.openx.com/

38

Rubicon Project Exchange

広告

http://rubiconproject.com/

39

FONTPLUS

ウェブフォント

https://fontplus.jp/

40

TypeSquare

ウェブフォント

https://typesquare.com/

41

ユーザーヒート

ヒートマップ

https://userheat.com/

42

はてなブックマークボタン

ソーシャルプラグイン

https://b.hatena.ne.jp/guide/bbutton

43

マイナビ新卒採用ロゴ

人材系ツール

ー

44

Google Ad Manager

広告

https://admanager.google.com/home/

45

Yahoo Analytics

アクセス解析

ー

46

UNPKG

CDN

https://unpkg.com/

47

Criteo

広告

https://www.criteo.com/products/

48

LINE Ads Platform

広告

https://www.linebiz.com/jp/service/line-ads/

49

YubinBango

ウェブツール

https://yubinbango.github.io/

50

Xaxis

広告

https://www.xaxis.com/
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No

サービス名

カテゴリ

URL

51

TAPAD

広告

52

GlobalSign

SSL 証明書

https://www.tapad.com/
https://www.globalsign.com/

53

ONE BY AOL

広告

https://www.onebyaol.com/
https://bindup.jp/

54

BiNDup

CMS

55

LINE ソーシャルプラグイン

ソーシャルプラグイン

https://social-plugins.line.me/

56

Adobe Audience Manager

DMP

https://www.adobe.com/analytics/audience-manager.html

57

BidSwitch

広告

https://www.bidswitch.com/

58

logly lift

広告

https://lift.logly.co.jp/

59

Pardot

マーケティングオート
メーション

https://www.pardot.com/

60

Google カレンダー

ウェブツール

ー

61

AudienceOne

DMP

https://solutions.dac.co.jp/audienceone

62

fluct

広告

https://corp.fluct.jp/service/publisher/ssp/

63

i-mobile

広告

https://adpf-info.i-mobile.co.jp/

64

DMP DC Catalyzer

DMP

https://www.data-chemistry.co.jp/dmpdccatalyzer/

65

Juicer

DMP

https://juicer.cc/

66

Ptengine

アクセス解析

https://www.ptengine.jp/

67

DataCurrent Tag Manager

タグマネージャ

ー

68

SiteGraphics

データ収集

https://www.videor.co.jp/service/communication/sitegraphics.html

69

User Insight

アクセス解析

https://ui.userlocal.jp/

70

Amazon API Gateway

ウェブツール

https://aws.amazon.com/api-gateway/

71

Logicad

広告

https://www.logicad.com/

72

FreakOut

広告

https://www.fout.co.jp/

73

AdStir

広告

https://ja.ad-stir.com/

74

Gravatar

ソーシャルプラグイン

https://www.gravatar.com/

75

BowNow

マーケティングオート
メーション

https://bow-now.jp/

76

LINE で送るボタン

ソーシャルプラグイン

https://social-plugins.line.me/ja/how_to_install#lineitbutton

77

Amazon Cloud Front

CDN

https://aws.amazon.com/cloudfront/

78

New Relic Browser

アクセス解析

https://newrelic.com/products/browser-monitoring

79

Wix

CMS

https://www.wix.com/

80

Amazon Cognito

ウェブツール

https://aws.amazon.com/cognito/

81

LINE 公式アカウント

ソーシャルプラグイン

https://www.linebiz.com/jp/service/line-official-account/

82

Taboola

広告

https://www.taboola.com/

83

GMO SSP

広告

https://gmossp.jp/

84

ミエルカヒートマップ

ヒートマップ

https://mieru-ca.com/heatmap/

85

SpotX

広告

https://www.spotx.tv/

86

MediaMath

広告

https://www.mediamath.com/

87

LiveRamp

データ収集

https://liveramp.com/

88

DMP

https://business.linkedin.com/marketing-solutions

89

LinkedIn マーケティングソリ
シ ン
Outbrain

広告

https://www.outbrain.com/

90

YIELD ONE

広告

https://yieldone.com/

91

AddToAny

ソーシャルプラグイン

https://www.addtoany.com/

92

TubeMogul

広告

https://www.tubemogul.com/

93

AD EBiS

アクセス解析

https://www.ebis.ne.jp/

94

E-IR

IR 系ツール

http://www.pronexus.co.jp/solution/listed_company/ir_sol/e-ir/

95

ウェブフォント

https://www.xserver.ne.jp/functions/service_webfont.php

96

エックスサーバー Web フォン
ト
Facebook ログイン

ソーシャルプラグイン

https://developers.facebook.com/docs/facebook-login

97

Polyfill

JavaScript ライブラリ

https://polyfill.io/

98

popin

広告

https://www.popin.cc/home/

99

CA ProFit-X

広告

https://caprofitx.jp/

アフィリエイト

https://www.a8.net/

100

a8.net

出典：DataSign「DataSign Web サービス調査レポート 2021.7」
（2021 年７月 31 日）
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࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅➼

⨨ሗྲྀᚓࡢሙ㠃࣭ྲྀᚓࡍࡿ
⨨ሗࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾሗྲྀᚓ➼ࢆᐇࠋ
ሗࡢෆᐜ
࠙ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜࠚ
࣭ࣉࣜࡼࡿ➃ᮎୖࡢ⨨ሗࡢࢡࢭࢫࢆチྍタᐃࡋࡓ➃ᮎࡽྲྀᚓࡍࡿ *36 
⨨ሗ
࣭➃ᮎࡢᅾᅪሗ㸦ᇶᆅᒁ⨨ሗ㸧ࠊ:L)L⨨ሗ㸦ࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ㛵ࡍࡿ
ሗ㸧➼

࠙ྠពྲྀᚓࡢሙ㠃ࠚ
࣭㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨຍධ
࣭ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ⏝㛤ጞ

࠙ྲྀᚓࡢሙ㠃ࠚ
࣭➃ᮎࡢᅾᅪⓏ㘓ࠊG:L)L ࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ㏻ಙࠊᙜ♫ࢧ࣮ࣅࢫ⏝➼

.''', ᰴᘧ♫

ྲྀᚓࡋࡓሗࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫẖ⏝ᐇែࡢศᯒࡸࣞࢥ࣓ࣥࢹ࣮ࢩࣙࣥ⏝ࡍࡿࠊ
ᙜ♫ࡀࡋࡓ㆑ูᏊ㸦DX,' ➼㸧ࢆ࣮࢟ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ྲྀᚓࡋࡓ⏝⪅ሗࢆ
㞟⣙ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᶓ᩿࡛ࡢ⏝ᐇែࡢศᯒࢆᐇࡋࠊ⮬♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢάື
ࢆ┠ⓗࢧ࣮ࣅࢫ⏝⪅ࡢࣉࣟࣇࣜࣥࢢࡸࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌⏝ࠋ

ᗈ࿌ ,'ࠊ➃ᮎ,3ࢻࣞࢫࠊ*36⦋ᗘ⤒ᗘሗ࡞ࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡈᚲせ࡞
ሗࢆྲྀᚓࠋ
ヲ⣽ࡣྛࣉࣜࡢࣉࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮つᐃࠋ

ᘢ♫ᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࢆᚚ⏝࠸ࡓࡔࡃࡇక࠺ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ሗ➼ࢆྲྀᚓࠋ

DX ࣮࢝ࢼࣅ࣭0\DX࣭DX3$< ➼ࡢࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡚ࣙࣥ *36 ⨨ሗࢆྲྀᚓࠋࡲࡓࠊ
ࣉࣜ⏝ྲྀᚓࡍࡿ *36 ⨨ሗ௨እࠊᇶᆅᒁഃ࡛ྲྀᚓࡍࡿ⨨Ⓩ㘓ሗࡶྲྀ
ᚓࠋ

 :HE ࢧ࣮ࣅࢫࡸࣉࣜࡢ⏝ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᒚṔࡸⓏ㘓࠸ࡓࡔ࠸ࡓሗࢆ
⏝⪅ሗࡋ࡚ྲྀᚓࠋ⏝ᒚṔࡣ㜀ぴᒚṔ࣭Ỵ῭ᒚṔ࣭㉎㈙ᒚṔ➼ࡀྵࡲࢀࡿࠋ



࠙⏝࣭ศᯒ≧ἣࠚ
ྲྀᚓࡢ⏝┠ⓗࡢ⠊ᅖ࡛ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡸ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ࡞ࡢࡓࡵ⏝ࠋࡲࡓࠊ
ၟရ㛤Ⓨ࡞ࢆ┠ⓗࡋࡓ⤒Ⴀศᯒ࡞⏝ࠋ
⏝ࡢ┠ⓗࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆᚚཧ↷࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸦KWWSV
ZZZVRIWEDQNMSSULYDF\FRQWDFWVESROLF\㸧ࠋ

࠙༏ྡຍᕤሗࡢຍᕤࠚ
ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫࢆ┠ⓗࡋࠊಶேሗಖㆤἲ๎ࡾࠊ༏ྡຍᕤሗࡋ࡚ +3 බ⾲ࡢୖࠊ
ຍᕤࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ヲ⣽ࡣࠊࠕࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡢࢹ࣮ࢱྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᪉㔪ࠖࢆᚚཧ↷࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸦KWWS
VZZZVRIWEDQNMSSULYDF\SHUVRQDOGDWDXWLOL]DWLRQGDWDDQRQ\PL]DWLRQ㸧ࠋ

࠙⤫ィሗࡢຍᕤࠚ
බඹィ⏬࡞ࢆ┠ⓗࡋࠊ༏ྡࠊ⛎༏ࠊ⤫ィฎ⌮ࡢຍᕤࢆ⾜࠸ࠊ⤫ィࢹ࣮ࢱࡋ࡚
⏝ࠋ
ヲ⣽ࡣࠊࠕࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡢࢹ࣮ࢱྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᪉㔪ࠖࢆᚚཧ↷࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸦KWWS
VZZZVRIWEDQNMSSULYDF\SHUVRQDOGDWDXWLOL]DWLRQGDWDDQRQ\PL]DWLRQ㸧ࠋ

࠙*36ࠊ⨨ࢭࣥࢧ࣮➼ࡢྲྀᚓሗࠚ
᪥ࠊ,')$ ࡶࡋࡃࡣ $GYHUWLVLQJ,'ࠊ➃ᮎ ,3 ࢻࣞࢫࠊ*36 ⦋ᗘ⤒ᗘሗ࡞ࠊࣉ
ࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ౫Ꮡࡍࡿࠋ

࠙ྲྀᚓࡢሙ㠃ࠚ
ᚚዎ⣙ࡢ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࡢ⣙Ḱ➼ࡼࡾࠊྠពࢆྲྀᚓࡋࠊ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ᚲせ࡞
⠊ᅖ࡛ྲྀᚓࠋ
࣭ᇶᆅᒁಀࡿ⨨ሗ㸨㸸
㟁※ࢆ 21 ࡋࡓࢱ࣑ࣥࢢࡸಶࠎࡢ㏻ಙ௨እ⛣ືయ➃ᮎࡢᡤᣢ⪅ࡀ࢚ࣜࢆ⛣
ືࡍࡿࢱ࣑ࣥࢢ࡞
㸦㸨⨨Ⓩ㘓ሗ㸸㏻ヰࡸ࣓࣮ࣝ➼ࡢ㏻ಙࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ๓ᥦࡋ࡚ྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ
ሗ㸧
࣭:L)L ⨨ሗ㸨㸸
➃ᮎࡀࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ᥋⥆ࡋࠊእ㒊㏻ಙࢆ⾜࠺๓ᥦࡋ࡚ࠊ➃ᮎࡀ 0$& ࢻࣞ
ࢫ➼ࢆࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ㏦ಙࡍࡿࢱ࣑ࣥࢢ࡞
㸨:L)L ࡢࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺ⛣ືయ➃ᮎ㛫ࡢ㏻ಙࢆ⨨ሗࡢ ᛂ⏝ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚ࠊ⏝⪅ࡼࡿࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ࡢ๓ᚋࢆၥࢃࡎྲྀᚓࡉࢀࡿ⨨ሗ㸧

࠙ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜࠚ
࣭ᇶᆅᒁಀࡿ⨨ሗ㸸
ᇶᆅᒁࡢ㆑ู␒ྕࠊ➃ᮎࡢ㆑ู␒ྕࠊྲྀᚓ᪥࡞
࣭:L)L ⨨ሗ㸸
᪥ࠊ➃ᮎ 0$& ࢻࣞࢫ࡞
࠙ྲྀᚓࡢ≧ἣࠚ
ࢧ࣮ࣅࢫࡈࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࠊྲྀᚓࠋ
࠼ࡤࠊᘢ♫ :HE ࢧࢺ࡛ࡣ *RRJOH $QDO\WLFV ࢆ⏝ࡋ࡚ࢧࢺゼၥ⪅ࡢ⾜ືᒚṔ
㸦࣮࣌ࢪ㑄⛣ࠊ㞳⬺➼㸧ࢆྲྀᚓࠋ
࣭ࢧࢺ࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZVRIWEDQNMSKHOSVLWHSROLF\㸧

࠙ᚋࡢணᐃࠚ
࠾ᐈࡉࡲࡢㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࡼࡾ୍ᒙศࡾࡸࡍࡃࡍࡿྲྀ⤌ࢆ᳨ウࠋ

࠙ྲྀᚓࡢሙ㠃ࠚ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠾⏦㎸ࠊᚚ⏝ࠊ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ➼࠾࠸࡚ྲྀᚓࠋ࡞࠾ࠊྲྀᚓࡢ
ྠពࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࡢᅇ⟅ࢆᚚཧ↷࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

࠙ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜࠚ
Ặྡࠊఫᡤࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊᛶูࠊ㟁ヰ␒ྕࠊ⫋ᴗࠊົඛࠊ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ࡞

࡞࠾ྲྀᚓࡍࡿ࡞ሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮࡚බ⾲ࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡣ㸦KWWSVZZZVRIWEDQNMSSULYDF\S
HUVRQDOGDWDDERXW㸧

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫

㟁Ẽ㏻ಙᴗ⪅࠾ࡅࡿ⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸≧ἣ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺᅇ⟅㸦 ᖺ㸧࠾ࡅࡿ㡯┠ࡢẚ㍑
ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫

࠙ᵓᡂဨ㝈ࡾࠚ

➃ᮎ㆑ู ,' ,0(, ࠊ➃ᮎᶵ✀ྡࠊ26 ሗࠊ➃ᮎ⣣࡙ࡃᗈ࿌ ,'㸦,')$ࠊ$GYHUWLVLQJ
,'㸧ࠊ⨨ሗ :L)L%OXHWRRWK ࢆྲྀᚓ

5DNXWHQ /LQNࠊ0\ ᴦኳࣔࣂࣝ࡞ࣉࣜࡼࡿྲྀᚓ࠶ࡾࠋᚋࡶࣉࣜࡸࣈࣛ࢘ࢨ
ࡼࡿྲྀᚓࡢணᐃ࠶ࡾࠋ

࠙ྲྀᚓࡢሙ㠃ࠚ
࣭༏ྡࡋࡓ⨨ሗ➼㸸
ᅇ⥺ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪క࠺ྲྀᚓ
࣭*36 ⨨ሗ㸸
ࣉࣜ➼࡛ *36 ྲྀᚓࢆチྍࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡢྲྀᚓ

࠙ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜࠚ
࣭༏ྡࡋࡓ⨨ሗ➼
࣭*36 ⨨ሗ

࠙ྲྀᚓࡢሙ㠃ࠚ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᅇ⥺ࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥࠊࡑࡢᴦኳࣔࣂࣝࡽᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣜ➼ࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫ㸧⏝

࠙ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜࠚ
࣭⏝⪅ࡢẶྡࠊᖺ㱋ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ➼ࡢሗ

ཧ⪃ 㸫㸯
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ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ⏝
⪅ሗࡢά⏝≧ἣ

⏝⪅ࡢࣉࣟࣇࣜࣥࢢ࣭ࢭ
ࢢ࣓ࣥࢺ≧ἣ

⏝⪅ሗࠊ⨨ሗྲྀᚓࡢ
㛵ಀ࡛ࡢ␃ព㡯ࠊཧ↷ࡋ࡚࠸
ࡿ */ ➼







ኚ᭦㝿ࡋ࡚ࡢ㏻▱ྠពྲྀᚓ
ࡢ᪉ἲ

⏝㛤ጞᚋ㸦᭱ึࡢྠព࣭㏻▱
ᚋ㸧࠾ࡅࡿࠊᐃᮇⓗ࡞㏻▱➼
ࡢᕤኵ





ྠពྲྀᚓ㏻▱㝿ࡋ࡚ࡢࠊ
⏝つ⣙ࡸࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ
࣮ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ
ᕤኵ
㸦㝵ᒙⓗࣉ࣮ࣟࢳࠊࢲࢵࢩࣗ
࣮࣎ࢻࠊࢪࣕࢫࢺࣥࢱ࣒ࠊ
ࢥࣥࠊࣔࣂࣝཬࡧࢫ࣐࣮
ࢺࢹࣂࢫࡢ≉ᚩࡢ⏝➼㸧

࢜ࣉࢺ࢘ࢺ

⏝⪅ሗࡢᥦ౪ࢆᕼᮃࡋ࡞
࠸ពᛮࢆ♧ࡍ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢ
タ⨨≧ἣ㸦᪉ἲࠊᑐ㇟⠊ᅖ➼ྵ
ࡴ㸧



㏱᫂ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤኵ

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࢆศࡾ
ࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ⪃࠼᪉ࠊᕤኵ
ࡸᑐฎ㸦⏝⪅ࡢാࡁࡅࡸ
ሗᥦ౪ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢸࢫࢺࡢᐇ
➼㸧

ࢧ࣮ࣅࢫ⏝㛤ጞ๓ࡢ⏝⪅
ࡢ♧ࡋ᪉ࠊ㏻▱ྠពྲྀᚓࡢ
᪉ἲ㸦ᑟ⥺➼㸧



㸰㸬⏝つ⣙࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮➼

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ಀࡿࣉ
ࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆᐜࠊᥖ
㍕ሙᡤ

⏝⪅ሗࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࡢ≧
ἣ



♫ ྡ


⨨ሗ⨨ሗ௨እࡢ
ሗ㸦ຍධ⪅ሗ➼㸧ࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࡓศᯒ࣭⏝≧ἣ



ᰴᘧ♫ 177 ࢻࢥࣔ


⏝⪅ࡀ⮬㌟ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ពᛮ⾲♧࡛ࡁࡿ㡯┠ࡣࠊཎ๎࡚
ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡽ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࡘ࠸࡚ࡣࠊᥦ౪ሗ㸦ᇶᮏሗ㸭⏝ሗ㸭⨨ሗ㸭་
⒪ᗣሗ㸧ᥦ౪ඛ㸦ࢻࢥࣔࢢ࣮ࣝࣉ㸭G ࣏ࣥࢺຍ┕ᗑ㸭ࡑࡢᥦᦠඛ㸧ࡈṆ

⏝⪅ࡀྠព㡯ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡸࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮
ࢱࡢά⏝ࢆ♧ࡍࡿࠕ▱ࡗ࡚ࢼࢵࢺࢡ㸟ࢻࢥࣔࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά⏝ࠖࢆබ⾲ࠋ
ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦௨ୗࠕ$33ࠖ࠸࠺ࠋ㸧࡛ࡣࠊ⏝⪅ࡗ࡚
ศࡾࡸࡍ࠸⾲♧᪉ἲࡋ࡚ࠊᴫせ∧ࡢ⾲♧ཬࡧヲ⣽∧㜀ぴ⏝ࡢࣜࣥࢡࢆタࡅ࡚࠸ࡿ
ࠊ㡯┠ࡈ㛤㛢ྍ⬟࡞㝵ᒙᆺ࡛సᡂࡍࡿ㐠⏝ࠋ

ࠕ177 ࢻࢥࣔ ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖཬࡧ㛵㐃ࢥࣥࢸࣥࢶࠕ▱ࡗ࡚ࢼࢵࢺࢡ㸟ࢻࢥࣔ
ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά⏝ࠖࠊ
ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠊ
⏝⪅ࡢㄆ▱ᗘ࣭‶㊊ᗘ➼ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ⥅⥆ⓗࢥࣥࢸࣥࢶࢆᣑࠋ

 ᖺ  ᭶ࡢࠕ177 ࢻࢥࣔ ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖ⦅ࡢ㝿ࠊ㸱᭶௨ୖࡢ࿘▱
ᮇ㛫ࢆタࡅࠊG ࣏ࣥࢺࢡࣛࣈဨྥࡅ 606 ࡸ࣓࣮ࣝ➼ࡼࡿࣉࢵࢩࣗ㏻▱ࠊ㒑㏦➼
ࡼࡿ࿘▱ࢆᚭᗏࠋ
 ᖺ㸲᭶㸯᪥⾜ࡉࢀࡓಶேሗಖㆤἲࡢᨵṇక࠸ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆ
ᐜࢆࡼࡾศࡾࡸࡍࡃ࠾ఏ࠼ࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺ㸱᭶  ᪥ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢧࢺࠕࢻࢥ
ࣔࡽࡢ࠾▱ࡽࡏ࡚ࠖࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᨵᐃࡘ࠸࡚࿘▱ࠋ
ᐃᮇⓗ࡞㏻▱ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⏝⪅ࡀྠពࡋࡓෆᐜࡘ࠸࡚ᐜ᫆☜ㄆྍ⬟ࡍࡿ
ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡢ⤌ࡳࢆ⏝ពࠋ

ࠕ177 ࢻࢥࣔ ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࡣࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢧࢺࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡽ 
ࢡࣜࢵࢡ࡛㎺ࡾ╔ࡅࡿሙᡤ㓄⨨ࠋ
ಶูࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝⏦㎸ࡳࡢ㝿ࡣࠊ⏝つ⣙➼ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸
࡚ࠕ177 ࢻࢥࣔ ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡚ࠖබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࢆつᐃࠋ

ࠕ177 ࢻࢥࣔ ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࡣࠊࠕ177 ࢻࢥࣔࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱ᠇❶ࠖᇶ
࡙ࡁࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ᪉㔪ࡋ࡚ࠕᙜ♫ࡀࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ
࠺ྲྀᢅࡗ࡚࠸ࡿࡢࠖࠕ࠾ᐈࡉࡲࡀ⮬ศࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺⟶⌮ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢࠖ࡞ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠊ⏝┠ⓗࠊᏳ⟶⌮ཬࡧ࠾ᐈᵝၥ࠸ྜࢃࡏ❆ཱྀ
➼ࢆබ⾲㸦KWWSVZZZGRFRPRQHMSXWLOLW\SULYDF\㸧ࠋ
࠶ࢃࡏ࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡀྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡉࢀࡿ㝿ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ➨୕⪅ᥦ౪
ࡘ࠸࡚ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿྠព㡯ࠖࡋ࡚බ⾲㸦KWWSVZZZGRFRP
RQHMSXWLOLW\SHUVRQDOBGDWDFRQVHQWBPDWWHUV㸧ࠋ

FRRNLH ࡢྲྀᚓࡸ⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ព㡯ࡋ࡚ࠊ:HE ࢧࢺ➼ࡢ⏝⪅ࡢᑟ⥺ୖ
࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿእ㒊ࢧ࣮ࣅࢫ㸦UG ࣃ࣮ࢸࡢሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝ
➼㸧ࢆ⮬ື᳨ฟࡋ㏻▱㸦KWWSVZZZQWWGRFRPRFRMSXWLOLW\WHUP㸧ࠋ
⏝⪅ሗࠊ⨨ሗࡢྲྀᚓཬࡧ⏝࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㟁Ẽ㏻ಙᴗ࠾ࡅࡿಶேሗಖ
ㆤ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖࠊ
ࠕ⨨ሗࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࣞࢺࠖࠊ
ࠕࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ ࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ ࢽࢩࢸࣈࠖࢆ㑂Ᏺࠋ

ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫ࠾࠸࡚ FRRNLH ࡸ⨨ሗ➼ࢆ⏝࠸ࡓࣉࣟࣇࣜࣥࢢ࣭ࢭࢢ࣓ࣥࢺ
ࢆ⾜࠺➼ࡢྲྀ⤌ࡳࢆᐇࠋ

G ࣓ࢽ࣮ࣗࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ㹑ࡸ࣐࣐࢞ࢪࣥ➼ࡢᗈ࿌፹యࡢᗈ࿌ฟ✏ཬࡧຠᯝ ᐃ➼ࡢ
ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢࡸ⤫ィゎᯒࡢࡓࡵ FRRNLH ࡸ⨨ሗ
ࢆά⏝ࠋ

ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ༠ᴗᚲせࡍࡿྠពࡢ⠊ᅖෆ࡛ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗᥦ౪ࠋ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆ࠾ᐈᵝࡢྠពᇶ࡙ࡁࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦ࢻࢥࣔࢢ࣮ࣝࣉࠊG ࣏ࣥࢺຍ
┕ᗑࠊࡑࡢᥦᦠඛ㸧ᥦ౪ࡍࡿ㝿ࡣࠊẶྡࠊ㟁ヰ␒ྕࠊ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࢆ๐㝖ࠋ

➃ᮎࡢᅾᅪሗ㸦ᇶᆅᒁ⨨ሗ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ㠀㆑ูฎ⌮࣭㞟ィฎ⌮࣭⛎༏ฎ⌮ࡼ
ࡿಶே㆑ูᛶࡢ㝖ཤ➼ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ேཱྀ⤫ィሗࡋࠊࠕࣔࣂࣝ✵㛫⤫ィࠖࡋ࡚ࢧ
࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࠋ

.'', ᰴᘧ♫

⨨ሗࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⏝ࡸ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⏝┠ⓗ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢ➨୕
⪅ᥦ౪➼ࡢྠព㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛྠពࡢྲྀᚓཬࡧ DX,' ࡢ࢝࢘ࣥࢺ⟶⌮⏬㠃࡚ࠊ
࠾ᐈᵝࡀ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ*36 ሗࡢྲྀᚓࡘ࠸࡚ࡶࠊྛྲྀᚓࣉ࡛ࣜྲྀᚓࡢṆࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺

እ㒊᭷㆑⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࠊࡑࡇ࡛ࡢᚚពぢ࣭㆟ㄽࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊᖺ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇࠋ
ձࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᨵᐃ
グ㍕ෆᐜࡢࢩࣥࣉࣝࠊ❶ᘓ࡚ࡢぢ┤ࡋ➼
ղࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝࡢᨵಟ
ሗࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿࣛࢫࢺ➼࡛ࡢゎㄝࡢ㏣ຍ
ճDX,' సᡂ࣭ࣟࢢࣥ⾲♧ࡍࡿྠព⏬㠃ࡢᨵၿ
㝵ᒙ➼ࡢ 8, ࡢぢ┤ࡋ
ࡲࡓࠊᚋࡶ࠾ᐈᵝࡢពぢࡸ➨୕⪅ࡢホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽ⥅⥆ⓗᨵၿࢆᐇࡍࡿ
ணᐃࠋ

ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡸྛ✀⏝つ⣙ࡢ୰࡛ㄝ᫂ࡋࡁࢀ࡞࠸ヲ⣽࡞ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࣉ
ࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝ
㸦KWWSVZZZNGGLFRPFRUSRUDWHNGGLSXEOLFSULYDF\SRUWDO㸧࡚⿵㊊ㄝ᫂ࢆࡍ
ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⨨ሗࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⏝➼ࠊ≉ᐃࡢྠព㡯㛵ࡋ࡚ࡣ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᶵ⬟
ࢆᥦ౪ࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝࡽ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᶵ⬟ࣜࣥࢡࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢ
ࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࢃࡿሗࢆࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝ㞟⣙ࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝࡢไస࠶ࡓࡗ࡚ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࢸࢫࢺࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࡶ࠾
ᐈᵝࡢᚚពぢࡸ➨୕⪅ࡢホ౯ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࢵࣉࢹ࣮ࢺࢆ⥅⥆ⓗᐇࠋ

ྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝つ⣙➼࡛ሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡶつᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏝┠ⓗ➼ࢆኚ᭦
ࡋࡓ㝿ࡣ㒔ᗘྠពࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ .'', ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱
᪂∧ࢆᘢ♫ +3 ୖ࡚බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠊ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࢆྵࡴྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢዎ⣙ࢱ࣑
ࣥࢢ࡛᭱᪂∧ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆཧ↷ࡋྠពࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊDX,' ࡢ᪂つసᡂ࣭ࣟࢢࣥࡶࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆࡣࡌࡵࡋࡓつ
⣙ࡸྠព㡯➼ࢆ⾲♧ࡋࠊࡼࡾከࡃࡢ࠾ᐈᵝᚚ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆᐇࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢࠊྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝つ⣙࠾ࡼࡧྛࣉࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏
ࣜࢩ࣮㛵ࡋ࡚ࡣࠊᘢ♫ +3 ୖ࡛᭱᪂∧ཬࡧ㐣ཤ∧ࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠊ≉ᐃࡢࢧ࣮ࣅࢫ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢ DX ,' ࢝࢘ࣥࢺ⟶⌮⏬㠃ୖ࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡀྠពࡋࡓつ⣙ࣂ࣮ࢪࣙ
ࣥࡢෆᐜ᭱᪂ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐃᮇⓗ࡞㏻▱ࡣࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡀࠊᨵᐃࡢෆᐜࡼࡾࠊᘢ♫ +3 ࡢ࠾▱ࡽࡏḍࡸࢧ࣮ࣅࢫ⏝➼࡛ࡢ⾲♧࡞ࡢ
ᑐᛂࢆᐇࠋ

ྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢዎ⣙࣭⏦㎸ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆᥖ♧ࠋලయⓗࡣࠊ:(% ⏬㠃
࡛ࡣ⏦ࡋ㎸ࡳື⥺ࡢ୰࡛⾲♧ࠋᑐ㠃࡛ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡢ㝿ࡣࠊ㔜せ㡯ㄝ᫂᭩⏝┠ⓗࢆ
᫂♧ࡋࠊཱྀ㢌࡛ᚚෆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡢᅇ⟅࡛グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ࢞ࢻࣛࣥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⏝ࡍࡿሗࡸ┠ⓗࠊࡑࡢᚲ
せ㡯ࢆᘢ♫᪉㔪ࡋ࡚グ㍕ࡋࡓࠕ.'', ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࢆไᐃ࣭බ㛤ࠋ
ࠕ.'', ࣉ
ࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗ +3 ࡸせ࡞ :(% ࣮࣌ࢪࡢࣇࢵࢱ࣮ࣜࣥࢡࢆタ
⨨ࡋࠊ ࢡࣜࢵࢡ࡛ࢡࢭࢫࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣜࡈࠕࣉࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࢆไᐃࡋࠊࣉࣜ≉᭷ࡢ⏝┠ⓗ
➼ࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ཧ⪃㸼
࣭.'', ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ KWWSVZZZNGGLFRPFRUSRUDWHNGGLSXEOLFSULYDF\
 
࣭ࣉࣜࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦㸸0\DX ࣉࣜ࠙L26ࠚ㸧 KWWSVZZZNGGLFRPDSS
SROLF\LRVDSSSROLF\0\DXKWPO 

࠾ᐈᵝᑐࡋ࡚ྲྀᚓࢹ࣮ࢱ࣭⏝┠ⓗࢆ᫂☜ᥦ♧ࡋࠊᚲせ᭱ప㝈ࡘලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ
ࡢྲྀᚓ࣭┠ⓗࢆᥦ♧ࡋ࡚ྠពࢆྲྀᚓࠋ
ࡲࡓࠊ⨨ሗࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ⏝࣭ࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ┠ⓗ࡛ࡢ➨୕
⪅ᥦ౪ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠពࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᚋࡶ᧔ᅇ࡛ࡁࡿ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᶵ⬟ࢆᥦ౪ࠋ
ཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿ࢞ࢻࣛࣥࡣࠊࠕ㟁Ẽ㏻ಙᴗ࠾ࡅࡿಶேሗಖㆤ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛ
ࣥࠖࢆࡣࡌࡵࡋࡓ≉ᐃศ㔝࢞ࢻࣛࣥࠊࠕࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ ࣉࣛࣂࢩ࣮ ࢽࢩ
ࢸࣈࠖࠊ
ࠕ⨨ሗࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࣞࢺࠖ➼ࡢᨻᗓᩥ᭩ࡸㄆᐃಶேሗಖㆤᅋయࡢᣦ
㔪➼࡛࠶ࡿࠋ

࠾ᐈᵝᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸ࡓᒓᛶሗ㸦ᛶู࣭ᖺ㱋࣭ᐙ᪘ᵓᡂ࡞㸧ࢆࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢࢭࢢ
࣓ࣥࢺࡋ࡚⏝࠸ࡿࠊྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㢖ᗘࡸྛ✀⏝ሗࢆศᯒࡋࠊ⏝ࠋ

ᗈ࿌ࡋ࡚ࠊFRRNLH ➼ࢆ⏝ࡋࠊᗈ࿌㓄ಙᴗ⪅ࢆࡋ࡚ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢᵝࠎ
࡞ࢧࢺࡸࣉࣜ࠾࠸࡚ࠊᘢ♫ࡢᗈ࿌ࢆᥖ㍕ࠋ
ࡲࡓࠊ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊู㏵ྠពࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࠾ᐈᵝࡢሗࡘ࠸࡚ᘢ♫ࢢ࣮ࣝࣉ
♫ࢆࡋࠊ:(% ᗈ࿌➼ࢆᥦ౪ࠋ

ྛࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ᚲせ࡞⠊ᅖ࡛⏝⪅ሗࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࢆᐇࠋ
࠼ࡤࠊᘢ♫ࢢ࣮ࣝࣉ♫㐃ᦠࡋࡓᘬࡸ≉ࡢ➼ࡢࡓࡵ⏝⪅ሗࢆᥦ౪
ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

ྛࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࡢศᯒ➼ࡢࠊ⨨ሗᛶู࣭ᖺ௦ࡢᒓᛶሗࢆࡋ࡚࢚ࣜ
ࡢேཱྀືែࡀศᯒ࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᐁබᗇࡸ⮬యࠊࡑࡢẸ㛫ᴗᑐࡋᥦ౪㸦KWWSV
NORFDWLRQDQDO\]HUFRP㸧ࠋ

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫

ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࡢྲྀ⤌࠾࠸࡚ࠊබᘧࣉࣜࡸ 0\6RIW%DQN㸦࠾ᐈࡉࡲྥࡅࡢዎ⣙➼
ࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿࢧࢺ㸧࡞࡛ࠊ⤫ィࢧ࣮ࣅࢫࠊ᥎ዡᆺᗈ࿌ࠊ'0 ㏦ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⏝
ពࡋࠊ࠾ᐈࡉࡲ⮬ࡽࡀࡇࢀࡽࢆ⏝Ṇ࡛ࡁࡿᡭẁࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ

࠙⪃࠼᪉ࠚ
⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࢆศࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࠊୡ⏺ほࢆࡶࡗ࡚ࠊྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣭㔜せ࡞࣏ࣥࢺࢆศࡾࡸࡍࡃࠊ:HE ➼࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡛
࣭ᡭ⥆ࡁࡢ㈇ᢸឤࡸศࡾࡃࡉࢆゎᾘࡋ
࣭࠾ᐈࡉࡲࡀࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ☜ㄆࡋ࡚Ᏻᚰ࡛ࡁ
࣭ࡑࡢࡑࡢ࡛ࠊពᛮࢆ࣭ᫎኚ᭦ࠊ㛤♧ㄳồࡶ࡛ࡁࡿ

࠙⏝⪅ࡢാࡁࡅ➼ࠚ
⌧ᅾࠊࡉࡽ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿලయⓗ࡞ᕤኵࡸᑐฎࢆ᳨ウ୰ࠋ
࠾ᐈࡉࡲࡀࠊ⏝つ⣙ࡸࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺ㸱᭶
 ᪥ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㛤タࡋࠊࣛࢫࢺࡸ㝵ᒙⓗࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࠊᖹ᫆࡞ゝ
ⴥ࡛ㄝ᫂ࡍࡿ࣮࣌ࢪࢆ᪂タࠋ
࣭ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸᪉ἲ࡞ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿ࢙࢘ࣈࢧࢺࠕࣉࣛࣂࢩ
࣮ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ㛤タ㹼࠾ᐈࡉࡲࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ㓄៖ࢆ୍ᒙᙉ㹼㸦KWWSVZZZVRI
WEDQNMSFRUSQHZVLQIRB㸧

⌧ᅾࠊ⏝㛤ጞᚋࡢᐃᮇⓗ࡞㏻▱ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊᘢ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊྛࢧ࣮ࣅࢫ⣙
Ḱ࣭⏝つ⣙ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ᘢ♫ +3 ➼බ⾲ࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZVRIWEDQNMSSULYDF\FRQWDFWVESROLF\㸧

࠾ᐈࡉࡲࡀࢧ࣮ࣅࢫࢆ࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡉࢀࡿ㝿ࡣࠊྛࢧ࣮ࣅࢫ⣙Ḱ࣭⏝つ⣙ཬࡧࣉࣛ
ࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆ㏻▱ࡋࠊྠពࢆྲྀᚓࠋ
ࡋ࡚ࠊᦠᖏ㟁ヰࡢዎ⣙⥾⤖ࡣࠊࢩࣙࢵࣉ࡞࡛࠾ᐈࡉࡲ⏝つ⣙ࡢㄝ᫂ࢆ
⾜࠸ࠊྠពࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㍍ᚤ࡞ಟṇࡢሙྜ㸨ࡣࠊ+3 ࡛࠾▱ࡽࡏࢆᐇࠋ
㸨ኚ᭦๓ࡢ⏝┠ⓗ㛵㐃ᛶࢆ᭷ࡍࡿྜ⌮ⓗㄆࡵࡽࢀࡿ⠊ᅖ
㔜せ࡞ኚ᭦ࡢሙྜࡣࠊ୍ᩧ࣓࣮ࣝ㏦ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏝➼ྠពྲྀᚓࢆணᐃࠋ

ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠊಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠾ᐈࡉࡲࡢᚚㄝ᫂ࡀᚲせ࡞
ሙྜࡣࠊྛࢧ࣮ࣅࢫ⣙Ḱ࣭⏝つ⣙➼グ㍕ࠋࡲࡓࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸⯡ࢆࣉ
ࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡋࠊᘢ♫ +3 බ㛤ࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZVRIWEDQNMSSULYDF\FRQWDFWVESROLF\㸧

࠙␃ព㡯ࠚ
ἲ௧ࡸ࢞ࢻࣛࣥࡢ㑂Ᏺຍ࠼ࠊ㸦タၥ㸴ࡢ 3,$ 㛵㐃ࡋ㸧⏝⪅ሗࡸ⨨ሗࡢ
ά⏝௳ࡈࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆࠊ♫ෆࡢᑓ㛛⤌⧊ࡀホ౯ࡍࡿࡶࠊᚲせ
ᛂࡌ࡚ࠊ♫እ᭷㆑⪅ࡢ☜ㄆࢆᐇࠋ
3,$ ࡛ࡣࠊࣜࢫࢡࡢホ౯⤖ᯝᛂࡌ࡚ࠊࣜࢫࢡపῶࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓࠊ࠾ᐈࡉࡲᑐࡋ࡚ࡣࠊ
ศࡾࡸࡍࡉヲ⣽ࡉࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃៖ࡋࡓㄝ᫂ࢆ⾜࠺➼ࡢྲྀ⤌ࢆᐇࠋ

࠙ཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿ */ ➼ࠚ
࣭ಶேሗಖㆤἲ㛵㐃ࡢྛ✀࢞ࢻࣛࣥࠊ㟁Ẽ㏻ಙᴗἲ㛵㐃ࡢ࢞ࢻࣛࣥࠊࠕ⨨
ሗࣉࣛࣂࢩ࣮࣏࣮ࣞࢺࠖࠊ
ࠕࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ ࣉࣛࣂࢩ࣮ ࢽࢩࢸࣈࠖࠊ
ࠕ࣓࢝
ࣛ⏬ീά⏝࢞ࢻࣈࢵࢡࠖࠊࠕ$,࣭ࢹ࣮ࢱࡢ⏝㛵ࡍࡿዎ⣙࢞ࢻࣛࣥࠖࠊࠕ'; ௦
ࡢᴗࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࢞ࣂࢼࣥࢫ࢞ࢻࣈࢵࢡࠖ➼ࠊᨻᗓࡢᩥ᭩ࠋ
࣭ㄆᐃಶேሗಖㆤᅋయࡢᣦ㔪ࡸྛ✀ᴗ⏺ᅋయ➼ࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡཬࡧ♫ෆつᐃ㢮ࠋ

ᖺ㱋ࠊᛶูࠊ⨨ሗᇶ࡙࠸ࡓࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆసᡂࡋࠊᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫά⏝ࠋ
ಶேࡢ≉ᐃࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ࣉࣟࣇࣜࣥࢢࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ヲ⣽ࡣࠊࠕࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌ࡸศᯒᶵ⬟࡞ࡢ⏝㛵ࡍࡿ᪉㔪ࠖࢆᚚཧ↷࠸ࡓࡔࡁ
ࡓ࠸㸦KWWSVZZZVRIWEDQNMSSULYDF\SHUVRQDOGDWDXWLOL]DWLRQDGV㸧ࠋ

ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫࠊ⏝⪅ሗࢆ⏝ࠋ
ヲ⣽ࡣࠊࠕࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌ࡸศᯒᶵ⬟࡞ࡢ⏝㛵ࡍࡿ᪉㔪ࠖࢆᚚཧ↷࠸ࡓࡔࡁ
ࡓ࠸㸦KWWSVZZZVRIWEDQNMSSULYDF\SHUVRQDOGDWDXWLOL]DWLRQDGV㸧ࠋ

ಶேࢹ࣮ࢱࡢ➨୕⪅ᥦ౪ࡣࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢྠពᇶ࡙ࡁࠊᐇࠋ
࠾ᐈࡉࡲࡢྠពᇶ࡙ࡁࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞㐃ᦠࡢࠊ࠾ᐈࡉࡲࡼ
ࡾⰋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊࡋ࡚ࠊ࠾ᐈࡉࡲࡦࡾ୍ேࡢ⯆࣭㛵ᚰࡢ࠶ࡿᗈ
࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࡓࡵ㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ヲ⣽ࡣࠊࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠࠖࢆᚚཧ↷࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸦KWWSVZZZVRIWEDQNM
SSULYDF\SHUVRQDOGDWDGDWDWUDQVIHUV㸧ࠋ

⨨ሗ⨨ሗ௨እࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓศᯒ࣭⏝ࢆᐇࠋ
ࡋ࡚ࠊ⨨ሗࢆ⤫ィࡋࡓࢹ࣮ࢱᖺ௦࡞ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊᆅᇦࡈࡢ
ᖺ௦ูࡢேὶࡢኚࢆศᯒࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐ⟇᳨ウࡸࠊ⅏ᐖࡢ㑊
㞴≧ἣࡢᢕᥱ࡞⏝ࠋ
ヲ⣽ࡣࠊࠕࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡢࢹ࣮ࢱྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᪉㔪ࠖࢆᚚཧ↷࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸦KWWS
VZZZVRIWEDQNMSSULYDF\SHUVRQDOGDWDXWLOL]DWLRQGDWDDQRQ\PL]DWLRQ㸧ࠋ

ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫

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

 ࡢᅇ⟅グ㍕ࡢ࣮࣌ࢪࡢ࠾ࡾࠊಶูࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮௨እࣛࢫࢺࢆ⏝
࠸ࡓయࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᴫせࢆタࡅࠊࡑࡢୗಶูࡢᴗ࣭ࣉࣜᛂࡌࡓࣉ
ࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆタࡅࡿ㝵ᒙⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣜ㛵ࡋ࡚
ࡣࠊࣉࣜࡽࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࣜࣥࢡྍ⬟࡞≧ែࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ḟࡢ࣮࣌ࢪࡢࡼ࠺࡞ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ᴫせㄝ᫂ࡍࡿ➼ࡢ᪉ἲࡼࡿሗᥦ౪㸦KWWSVF
RUSPRELOHUDNXWHQFRMSJXLGHSULYDF\㸧ࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾᙜ♫ :HE ࢧࢺୖᥖ㍕ࡋࠊ࠸ࡘ࡛ࡶㄡ࡛ࡶ㜀ぴྍ⬟࡞≧ែࡋ࡚
࠸ࡿࠋࣉࣜ㛵ࡋ࡚ࡣࣉࣜࡽࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࣜࣥࢡྍ⬟࡞≧ែࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊኚ᭦ࡀ⏕ࡌࡿሙྜࡣࠊ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ㛤ࠋࣉࣜ㛵
ࡋ࡚ࡣᗘࣟࢢࣥࡍࡿሙྜ➼ྠពࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾᙜ♫ :HE ࢧࢺୖᥖ㍕ࡋࠊ࠸ࡘ࡛ࡶㄡ࡛ࡶ㜀ぴྍ⬟࡞≧ែࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣜ㛵ࡋ࡚ࡣࣉࣜࡽࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࣜࣥࢡྍ⬟࡞≧ែ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᅇ⥺ዎ⣙ࡸࣉࣜ⏝㛤ጞࣜࣥࢡࢆᥖ㍕ࡋྠពࡋࡓୖ࡛ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿࠋ
⨨ሗ➼㛵ࡍࡿሗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊዎ⣙ࡢ⏦㎸ࡳࡸࣉࣜ⏝㛤ጞูࡢ⏝ࡢ
ྠព㛵ࡍࡿᩥゝࢆಶู᫂☜⾲♧ࡋࡓୖ࡛ᢎㅙࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᢎㅙࢆࡋ࡞࠸ࡇ
ࡶྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊྠពࡋ࡚࠸ࡿ࣮ࣘࢨࡶᚋ࢜ࣉࢺ࢘ࢺྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࠋ
┠ⓗࡢ⠊ᅖෆࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ㛤ࠋ
┠ⓗࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣ⌧≧ᐇ⦼࡞ࡋࠋ

ḟࡢ࣮࣌ࢪ㞟⣙㸦KWWSVFRUSPRELOHUDNXWHQFRMSJXLGHSULYDF\㸧ࠋ

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

࣭≉࡞ࡋࠋ

⏝⪅ሗࢆ⏝ࡋࡓᙜヱࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿᗈ࿌ࡢᥦ౪ࠋ

࣭ᴦኳࢢ࣮ࣝࣉࡢඹ᭷㸦࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ࣏ࣥࢺࠊᗈ࿌㸧ࠋ
࣭බⓗᶵ㛵➼ࡼࡿ㛤♧௧ࡢᑐᛂࠋ

࠙ᵓᡂဨ㝈ࡾࠚ

245

⏝⪅ሗࡢᥦ౪ࡘ࠸࡚ಶ
ู㑅ᢥ࡛ࡁࡿࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎
ࢻ➼ࡢタ⨨≧ἣ㸦᪉ἲࠊᑐ㇟⠊
ᅖ➼ྵࡴ㸧

࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㛵ࡍࡿ㏻▱
㡯ࠊᑟ⥺
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⌧Ⅼ࡛ࡣࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࡛ࡁࡿ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⏝ពࠋ
⨨ሗࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢻࢥࣔࡀ⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ពᛮ⾲♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿタ
ᐃኚ᭦⏬㠃ࢆ⏝ពࠋ
⏝⪅ࡀ⮬㌟ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ពᛮ⾲♧࡛ࡁࡿ㡯┠ࡣࠊཎ๎࡚
ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡽ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏝⪅ࡣ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏝⪅ࡀ⮬㌟ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ពᛮ⾲♧࡛ࡁࡿ㡯┠ࡣࠊཎ๎࡚
ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࠖࡽ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻ࡛ࠖࡣࠊࠕ➨୕⪅ᥦ౪ࡢ⟶⌮ࠖࠊࠕ⨨ሗ⏝ࡢ⟶
⌮ࠖࠊࠕಶே㛵㐃ሗࡢಶேࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࡢྲྀᚓ࣭⏝ࡢ⟶⌮ࠖ
ࠊࠕ࠾▱ࡽࡏ㓄ಙࡢタᐃࠖࠊ
ࠕG ࢝࢘ࣥࢺ㐃ᦠࢧ࣮ࣅࢫࡢኚ᭦ࠖࡀྍ⬟ࠋ
ࠕ177 ࢻࢥࣔ ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡛ࠖබ⾲ࠋ
࢜ࣉࢺ࢘ࢺᑟ⥺ࡘ࠸࡚ࠊ㹢࣏ࣥࢺࢡࣛࣈࣉ࣭ࣜࢧࢺࡢࠕタᐃ࣭☜ㄆࠖࡢࠕ
ဨሗࡢ☜ㄆ࣭ኚ᭦࣓ࠖࢽ࣮ࣗࡽ㸰ࢡࣜࢵࢡ࡛฿㐩ྍ⬟ࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢࠕ࠾ᐈࡉࡲࡼࡿࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮ࠖࡽ  ࢡ
ࣜࢵࢡ࡛㎺ࡾ╔ࡅࡿሙᡤ㓄⨨㸦KWWSVZZZGRFRPRQHMSXWLOLW\SULYDF\㸧ࠋ

ሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡸ -DYD6FU
LSW ࡘ࠸࡚ࠊ㏦ಙࡉࢀࡿሗ
ࡢෆᐜࡸ㏦ಙඛ➼ࡢኚ᭦➼



ሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡸ -DYD6FULSW ࡢᥦ౪ඛᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠊᑟධ࠸ࡓࡔࡃ㝿つ⣙ࢆ
ྠព࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋつ⣙ෆ࡚ࠊࣉࣜࡸࢧࢺࢆᚚ⏝ࡉࢀࡿ࠾ᐈᵝᑐࡋ࡚ࣔࢪ࣮ࣗ
ࣝ➼ࡢㄝ᫂ࢆồࡵࡿࡇࢆつᐃࠋ
ࡲࡓࠊᙜ♫ +3 ࡚ྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿሗࡸ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ᪉ἲࢆබ⾲㸦KWWSVZZZQWWGRF
RPRFRMSXWLOLW\WHUPKDQGOLQJBLQIRUPDWLRQKWPO㸧ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᙜ♫ࡀᥦ౪ࡍࡿሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡸ -DYD6FULSWࡘ࠸࡚ࠊ㏦ಙࡉࢀࡿ
ሗࡢෆᐜࠊ㏦ಙඛ➼ࢆኚ᭦ࡋࡓࡇࡣ࡞࠸ࠋ
ᚋࠊኚ᭦ࡢᚲせ࠶ࡿሙྜࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࡣࠊᥦᦠࢧࢺ࣭ࣉࣜᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡢㄝ᫂
ཬࡧࣉࣜࡸࢧࢺࢆᚚ⏝ࡉࢀࡿ࠾ᐈᵝᑐࡍࡿ㐺ษ࡞࿘▱ἲ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚ཧࡿࠋ
」ᩘࡢࢧࢺࡽ㞟ࡋࡓሗࡘ࠸࡚ࠊG ࢝࢘ࣥࢺ࡛ㄆドࡉࢀࡓ࣮ࣘࢨࡢࢹ࣮ࢱࢆ
⤫ྜ⟶⌮ࠋ

:HE ࢧࢺ㐠Ⴀ⪅ࡀࢻࢥࣔࡢሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆᑟධࡍࡿ㝿ࡢዎ⣙࠾࠸࡚ࠊᡤᐃࡢ
:HE ࣮࣌ࢪࡢࣜࣥࢡࢆ⾲♧ࡍࡿ➼ࠊ:HE ࢧࢺゼၥ⪅ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇࢆつᐃ㸦KWWS
VZZZQWWGRFRPRFRMSXWLOLW\WHUPKDQGOLQJBLQIRUPDWLRQKWPO㸧ࠋ
ᙜ♫ࡢᗈ࿌ࢆᥖ㍕ࡍࡿᥦᦠࢧࢺ࣭ࣉࣜᑐࡋ࡚ሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡸ -DYD6FULSW
ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊFRRNLH ➼ࢆྲྀᚓࡋᗈ࿌ά⏝ࠋ

⏝⪅ሗ࣭⨨ሗࡢྲྀᚓ࣭
ά⏝㛵ࡍࡿࠊ♫ࡢ㐃ᦠ≧
ἣࠊ㐃ᦠ㛵ࡍࡿ␃ពⅬ㸦࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢㄝ᫂ࠊ♫ࡢ┘╩ࠊᏳ
⟶⌮➼㸧
㸳㸬ࣉࣜᥦ౪࣐࣮ࢣࢵࢺ

63, 㛵ࡍࡿྲྀ⤌≧ἣ



.'', ᰴᘧ♫

♫ෆつ⛬ࢆసᡂࡋࠊᘢ♫ࡢ࠾ᐈᵝྥࡅᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣜࡘ࠸࡚ࡣࣉࣜࣉࣛࣂ

ᙜ♫ࡀ㛤Ⓨࡍࡿࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࣉࣛࣂࢩ࣮ࢽࢩ

ࣉ࣐࣮ࣜࢣࢵࢺࡢ㐠Ⴀࡣ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥᥦ౪⪅ࡢ❧ሙࡢࡳࠋ

࠙࠾ᐈࡉࡲࡢㄝ᫂ࠚ
♫ࡢᥦ౪ࡣࠊಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ⣙Ḱ࣭⏝つ⣙➼ཬࡧࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠊ➨୕
⪅ᥦ౪ࢆ᫂グࡢୖࠊ࠾ᐈࡉࡲ㏻▱ࡋࠊྠពࢆྲྀᚓࠋ
ࡲࡓࠊᥦ౪ࢆᮃࡲ࡞࠸࠾ᐈࡉࡲྥࡅ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⏝ពࠋ
࣭ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠ㸦KWWSVZZZVRIWEDQNMSSULYDF\SHUVRQDOGDWDGDWDWUD
QVIHUV㸧

࠙♫ࡢ┘╩࣭Ᏻ⟶⌮ࠚ
࣭ጤクඛ㸸
ዎ⣙ࠊᏳ⟶⌮ᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡢዎ⣙᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡶࠊ⥾⤖ᚋࡶࢹ࣮ࢱྲྀᢅ
࠸ࡢᐇᆅ┘ᰝ࡞ࠊ㐺ษ࡞Ᏻ⟶⌮ᥐ⨨ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊ┘╩ࢆᐇࠋ
࣭➨୕⪅ᥦ౪ඛ㸸
ዎ⣙ࠊᥦ౪ࠊὴ⏕ࢹ࣮ࢱࡢసᡂࠊබ⾲ࠊ⏝⤊ᚋࡢ๐㝖࡞ࡢ⚗Ṇཪࡣሗ࿌⩏
ົ࡞ࢆྲྀࡾỴࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏝⤊ᚋࡢ๐㝖࡞ࡢ☜ㄆࠊᏳ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝๓ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⣙Ḱ࣭⏝つ⣙➼࡛ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊἲ௧ࡢᚲせᛂࡌ
ࡓྠពࢆྲྀᚓࠋ
࡞࠾ࠊ⨨ሗࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮࡛ㄝ᫂ࠋ
࣭ࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡢࢹ࣮ࢱྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ᪉㔪㸦⨨ሗࡢྲྀᢅ࠸㸧㸦KWWSVZZZVRIW
EDQNMSSULYDF\SHUVRQDOGDWDXWLOL]DWLRQGDWDDQRQ\PL]DWLRQ㸧

࠾ᐈᵝࡽ➨୕⪅ᥦ౪ࡢྠពࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⠊ᅖෆࡢࢹ࣮ࢱ࣭⏝┠ⓗ࡛♫ᑐࡋ࡚
ࢹ࣮ࢱᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
⏝⪅ሗࠊ⨨ሗࡢᥦ౪㝿ࡋ࡚ࡣࠊ┠ⓗᛂࡌ࡚㞟ィ࣭ࢭࢢ࣓ࣥࢺ➼ࢆ⾜࠸ࠊ
ᚲせ᭱ప㝈ࡢሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡼ࠺␃ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨୕⪅ᥦ౪ඛᑐࡋ࡚ࡣࠊグ㘓⩏ົ➼ࡢἲᚊ࡛ồࡵࡽࢀࡿ㡯ࡢࠊ♫㛫࡛ࡢዎ⣙ࢆ
⥾⤖ࡋࠊ┠ⓗእ⏝ࢆ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᘢ♫ࡽࡢ➨୕⪅ᥦ౪ඛࡢ༙ࢆ༨ࡵࡿࢢࣝ
࣮ࣉ♫ᑐࡋ࡚ࡣࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ➼ࡢほⅬ࡛࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᚭᗏ
ࡋࠊ࠾ᐈᵝࢹ࣮ࢱࢆ㐺ṇྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ➨୕⪅ᥦ౪㝿ࡋ࡚ࠊDX,' ࢝࢘ࣥࢺ⟶⌮⏬㠃ෆ࡛ྠពࡢ᧔ᅇ㸦࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㸧
ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊጤクక࠸ಶேࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࡣࠊጤクඛࡢ┘╩➼ᙜ♫ࡀᐃࡵࡿᏳ⟶⌮
ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ

ࢢ࣮ࣝࣉ♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡸྛ✀≉࣭ᘬࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪➼ࡢࡓࡵሗࡢ㐃ᦠ
ࢆ⾜ࡗ࡚ࠋᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ពⅬࡣ  ࡢᅇ⟅グ㍕ࡢෆᐜྠᵝࠋࡲࡓࠊ࠾ᐈᵝࡢ
᭱㐺࡞ሗᥦ౪ࡢࡓࡵࡶ㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊDX,' ࢝࢘ࣥࢺ⟶⌮⏬㠃ෆ࡛ྠពࡢ᧔
ᅇ㸦࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㸧ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸫

㏦ಙࡉࢀࡿሗࡢෆᐜࡸ㏦ಙඛࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

 ྠពࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓ⏝ࡀࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ≉ᐃࡢタഛෆ㛢ࡌ࡚⟶⌮ࠋ

 ㏦ಙࡉࢀࡿෆᐜࡸ㏦ಙඛࡢኚ᭦ࡣཎ๎⾜࠺ணᐃࡣ࡞࠸ࡀࠊ௬ኚ᭦ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࢧ
ࢺ㐠Ⴀ⪅➼࿘▱ࢆᐇࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

ࢧࢺ➼࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢゼၥ࣭㜀ぴᒚṔ➼ࡢሗࡘ࠸࡚ࠊᘢ♫ࡀ┤᥋ྲྀᚓࡍ
ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

ᘢ♫ࢢ࣮ࣝࣉ♫࡛ࢹࢪࢱࣝᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࠕ6XSHUVKLS ᰴᘧ♫ࠖࡢࣔࢪ࣮ࣗࣝᑐ
ᛂࡋࡓࣉ࣭ࣜ:(% ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌ᚲせ࡞ᒓᛶሗࡢᥦ౪ࡢࡓࡵࠊᗈ࿌
㓄ಙ㆑ูᏊཬࡧ ,3 ࢻࣞࢫࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ྲྀᚓ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡽಶูྠពࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢື
⥺ࡶタ⨨ࡋࠊබ⾲ࠋ

ሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡸ -DYD6FULSW ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡿ⏝⪅ሗࡢ㏦ಙ➼ࡣࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺཬࡧࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱグ㍕ࡢ 6XSHUVKLS ♫ࡢྲྀ⤌௨እࡣᐇ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊࣟࣖࣜࢸ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ♫ࡣࠊู㏵ಶู➨୕⪅ᥦ౪ࡢྠពࢆྲྀᚓࡋࠊ࣏
ࣥࢺࡢࡸ࠾▱ࡽࡏࡢ㓄ಙ➼ࢆ┠ⓗࡋࠊಶேࢹ࣮ࢱࢆ┦ᥦ౪ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⧞ࡾ
㏉ࡋ࡞ࡿࡀࠊሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝ➼ࢆ⏝࠸ࡓ㏦ಙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫㛫࡛ࢹ࣮ࢱࢆ㏦ཷಙࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊPHGLED ♫ࡣࠊᗈ࿌㓄ಙᴗࡸ࣓ࢹᴗࡢ୍㒊ࢆጤクࡋ࡚࠾ࡾࠊಶேሗ
ಖㆤἲࡢጤクࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊྠ♫ಶேࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࢆᐇࠋ
ᡤᐃࡢㄝ᫂ࡸ㏻▱࣭බ⾲ࢆᐇࡍࡿࡇࢆෆࡍࡿࡶࠊᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀࡓ㝿ࡢ L
࣐࣮ࢡ➼ࡽ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢ᪉ἲࡀ⾲♧ࡍࡿࡼ࠺࿘▱ࠋ

ࢧࢺ➼㐠Ⴀࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ྥࡅ᭩㠃ࠊ┦ᡭ᪉ࡢዎ⣙᭩࠾࠸࡚ࠊࢧࢺ➼࠾ࡅ
ࡿࠕ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㏻▱ࠖࡸࠕ࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆせࡍࡿሙྜࡢྠពྲྀᚓࠖࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࠕಶேሗᑓ⏝❆ཱྀࠖࢆタࡅࠊᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇࡀಶேሗ㈐௵㒊⨫ࡸ㛵
ಀ㒊㛛㐃ᦠࡋࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢ㛤♧➼ㄳồᑐᛂࢆᐇࠋ
ᥦ౪ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡣࠊ࠾ᐈࡉࡲࡢồࡵᛂࡌࠊᩥ᭩ཪࡣ㟁☢ⓗ࡞グ㘓㸦3') ᩥ᭩㸧ࡢ㟁
Ꮚ࣓࣮࡛ࣝᐇ㸦 ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡢᨵṇಶேሗಖㆤἲᨵṇࢆཷࡅࠊᥦ౪ᙧែࢆ㏣ຍࠋ㸧ࠋ

࣭ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱ࠾ᐈࡉࡲ┦ㄯ❆ཱྀ㸦KWWSVZZZVRIWEDQNMSSULYDF\PDQDJHPHQW
SURFHGXUH㸧

㸫

⌧ᅾࡣᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡍࡁᑐ㇟ࡼࡗ࡚ࠊ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ⏬㠃ࡸ❆ཱྀࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ᪉ἲࢆᚚෆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࡣࠊ
࣭ࣉࣜࡢሙྜࡣྛࣉࣜࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ⏬㠃➼
࣭ࢧࢺࡢሙྜࡣࢧࢺ࣏ࣜࢩ࣮ࡽ࢜ࣉࢺ࢘ࢺෆ➼
࣭ᘢ♫㐠Ⴀࢹ࣮ࢱࡢሙྜ 0\6RIW%DQN ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ⏬㠃➼
ሗࡀ㞟࣭⏝ࡉࢀࡿ࣓ࢹୖ࡛࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆࡑࢀࡒࢀᚚᥦ౪ࠋ

⌧ᅾࠊಶู㑅ᢥ࡛ࡁࡿࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻ➼ࢆ᳨ウ୰ࠋ

⏝⥅⥆ࡣྍ⬟ࠋ

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫

⏦ㄳ᭩ࢆ᭩㠃࡚㏦࠸ࡓࡔࡃᙧ࡛ཷࡅࡅࠊ㟁☢ⓗ㛤♧㸦86% ࣓ࣔࣜ㸧ࠊ᭩㠃࡚㛤
♧ࠋ

㸫

⌧Ⅼ࡛ࡣᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ࣮ࣘࢨࢽ࣮ࢬࡸᴗศ㔝ࡈࡢᚲせᛶᛂࡌ࡚ᐇࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ

 ࡢᅇ⟅グ㍕ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡸ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢṆ➼ࡢᡭ⥆ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝື⥺ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠊDX ,' సᡂ࣭ࣟࢢࣥྠពࢆ࠸ࡓࡔࡃ㝿
ࠊᙜヱ⏬㠃࠾࠸࡚࠶ࢃࡏ࡚࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢ᪉ἲࢆ࠾▱ࡽࡏࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡢᅇ⟅グ㍕ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡸ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢṆ➼ࡢᡭ⥆ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏࣮ࢱࣝື⥺ࢆタ⨨ࠋ

ࡢᅇ⟅グ㍕ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⾜ࡗࡓሙྜ࡛ࡶࠊྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ࡣ⥅⥆ྍ⬟ࠋ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

,' 㐃ᦠࠊ࣏ࣥࢺ㐃ᦠࠊỴ῭㐃ᦠࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢඹྠ㛤Ⓨࠊࡑࡢຍ౯್ฟࢆᐇࠋ
♫ࡢ㐃ᦠ࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀࡀ⊂❧ࡋࡓྲྀᢅ࠸యࡋ࡚⏝⪅ࡢㄝ᫂㈐௵ࢆ
ᯝࡓࡋࠊᥦ౪ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢ┠ⓗእ⏝ࡢ⚗Ṇ➼ࢆ᫂☜ࠋ

」ᩘࡢࣉࣜࡸࢧࢺࡽ
⏝⪅ሗࢆ㞟ࡋ࡚࠸ࡿሙ
ྜࡢࠊሗ⟶⌮≧ἣ
㸲㸬♫ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪ࠊ♫ࡢ㐃ᦠࡢ≧ἣ

♫ᑐࡍࡿࠊྲྀᚓࡋࡓ⏝⪅
ࠕᇶᮏሗࠖࠊࠕ⏝ሗࠖࠊࠕ⨨ሗࠖࠊࠕ་⒪ᗣሗࠖࡘ࠸࡚ྠពࢆᚓࡓࡶࡢ࡛ࠊ
ሗ࣭⨨ሗᇶ࡙ࡃࢹ࣮ࢱ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ༠ᴗ➼ࡢࡓࡵᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢࢹ࣮ࢱࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࠋ
ᥦ౪ࡢෆᐜࠊᥦ౪㛵ࡍࡿ␃ព
➨୕⪅ᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᥦ౪ሗࠊᥦ౪ඛࠊᥦ౪ඛࡢ⏝┠ⓗࢆᐃࡵࡓୖ࡛⏝⪅ࡢ
Ⅼ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡢㄝ᫂ࠊ♫ࡢ
ྠពࢆᚓࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
┘╩ࠊᏳ⟶⌮࡞㸧
ᥦ౪ඛ࠾ࡅࡿ⏝┠ⓗࡣࠊ⏝⪅ࡽྠពࢆᚓࡓ⠊ᅖࡽ㐓⬺ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᥦ౪ඛ
ࡢ⪅㛫ࡢዎ⣙➼࠾࠸࡚ࡶつᐃࠋ
ᴗົጤクక࠺ᥦ౪࠾࠸࡚ࡣࠊಶேࢹ࣮ࢱࡢᏳ⟶⌮ࡘ࠸࡚ጤクඛࡢ┘╩ࢆᐇࠋ







ࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧࢺ㐠Ⴀ
⪅ᑐࡋࠊࡢࡼ࠺࡞ྠពྲྀᚓ
ࡸ㏻▱ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ
ሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡸ -DYD6FU
LSW ࡢࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧࢺ
㐠Ⴀ⪅ࡢᥦ౪ࡼࡿ⏝⪅
ሗࡢእ㒊㏦ಙࡢ≧ἣ
 ヱᙜࡍࡿሙྜࡢࠊࣉ
ࣜᥦ౪⪅ࡸࢧࢺ㐠Ⴀ⪅ࡢ
ሗᥦ౪≧ἣ



㛤♧ㄳồ᪉ἲࡣࠊࠕಶேሗ㛤♧⏦ㄳ᭩ࠖᮏே☜ㄆ᭩㢮ࢆᘢ♫ᐄ㒑㏦࠸ࡓࡔࡁࠊዎ
⣙⪅ᮏேᐄᅇ⟅ࢆ㏦ࠋ
᭩㠃ཪࡣእ㒊グ㘓፹య࡚㛤♧ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⏦ㄳᅇ⟅᪉ἲࢆ㑅ᢥ࠸ࡓࡔࡃࠋ
㛤♧ㄳồᡭ⥆᪉ἲࡣࠊ
ࠕ177 ࢻࢥࣔ ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡚ࠖබ⾲㸦KWWSVZZZQ
WWGRFRPRFRMSXWLOLW\SHUVRQDOBGDWDUHTXHVW"LFLG &53B87,BSULYDF\BWRB&53B87,BS
HUVRQDOBGDWDBUHTXHVW㸧ࠋ
㸱㸬ࣉࣜࡸࢧࢺࢆ⤒⏤ࡋࡓሗ㞟ࡢ≧ἣ

ࣉࣜࡸࢧࢺࢆ⤒⏤ࡋࡓ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ :HE ࢧࢺ࡛ࠊࢻࢥࣔࡢሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡼࡾ FRRNLH ➼ࡢሗࢆྲྀ
ሗ㞟ࡢ≧ἣ
ᚓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ㛵ࡍ
ࡿྲྀ⤌㸦ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢸࣅࣜࢸ
࣮ࢆồࡵࡿ᪉ἲࠊᑐ㇟⠊ᅖ㸧

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿሙྜ
࣭ᥦ౪ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢࣇ࢛࣮࣐
ࢵࢺ
࣭ᥦ౪ඛࡢせ௳
࣭ࣥࢱ࣮࢜࣌ࣛࣅࣜࢸ☜ಖ
㛵ࡍࡿ⪃៖≧ἣ

ಶேሗಖㆤἲᇶ࡙ࡃ㛤♧
ㄳồࡢᑐᛂ≧ἣ㸦㟁☢ⓗ࡞㛤
♧ࡢᐇ≧ἣࠊ㛤♧ㄳồࡢ᪉
ἲࠊᥦ౪ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ➼㸧

࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆࡋࡓሙྜࡢࢧ
࣮ࣅࢫ⏝⥅⥆ࡢྍྰ



♫ ྡ


ᙜ♫ࡣࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥᥦ౪ࢧࢺࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᥦ౪

ᴦኳࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢᥦ౪ࠋࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࠾࠸࡚ㄝ᫂ࠋ࢞ࢻࣛࣥᚑࡗࡓ
Ᏻ⟶⌮ࢆᐇࠋ

ᴦኳࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪࠶ࡾࠋࠊ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ᴫせ
ㄝ᫂ࡍࡿ➼ࡢ᪉ἲࡼࡿศࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࢆᐇࠋ➨୕⪅ᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࢞ࢻࣛ
ࣥᚑࡗࡓᏳ⟶⌮ࢆᐇࠋ

  ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

  ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

  ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

  ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

  ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

ࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡶྵࡵ♫ࡢࣉࣜࡸࢧࢺୖ࡛ࠊᙜ♫ࡢࡓࡵ㞟ࡋ࡚࠸ࡿሗࡣ࡞
ࡋ㸦ᙜ♫ࡀ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᙜ♫ࡢ㐠Ⴀࡍࡿࣉࣜࡸࢧࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉ
♫ࡢሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࠋ㸧ࠋ

ḟࡢ࣮࣌ࢪࡢ࠾ࡾ㸦KWWSVFRUSPRELOHUDNXWHQFRMSJXLGHSULYDF\UHTXHVWL
QGH[KWPO㸧ࠋ

㸫

 ࡞ࡋࠋ

ಶேࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ⏝Ṇᡭ⥆ࡁࡣḟࡢ࣮࣌ࢪグ㍕㸦KWWSVFRUSPRELOHUDNXW
HQFRMSJXLGHSULYDF\UHTXHVWLQGH[KWPO㸧ࠋ
㏻ಙࣟࢢ➼ࡢྲྀᚓಶูྠពࡢ᧔ᅇࡘ࠸࡚ࡣḟࡢ࣮࣌ࢪグ㍕㸦KWWSVFRUSPRELO
HUDNXWHQFRMSJXLGHSULYDF\XWLOL]DWLRQLQGH[KWPO㸧ࠋ
5DNXWHQ/LQN ㏻ヰࣉࣜ ࡘ࠸࡚ࡣࣉࣜෆ࡚タᐃᶵ⬟ࢆᥦ౪ࠋ

⏝⪅ሗ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥅⥆ࡋࡓࡲࡲ࢜ࣉࢺ࢘ࢺ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡣࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡛ㄆࡵࡽࢀࡓ⠊ᅖࡢࡳࠋ
⨨ሗ➼㛵ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࡣ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡋࡓࡲࡲ࡛ࢧ࣮ࣅࢫ⏝⥅⥆ྍ⬟ࠋ
㸫ࠊ㸫 ࡢᅇ⟅グ㍕ࡢࡶࡢࡢ࠾ࡾࠋ

ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫
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⏝⪅ᑐࡍࡿࠊ3,$ ࡢ⤖ᯝࡸ
࢘ࢺ࣒࢝ࡢㄝ᫂ࡢྲྀ⤌≧ἣ



ྡ⛠➼

ᴗົෆᐜ





㸵㸬ಶேሗಖㆤ⟶⌮⪅ࡢタ⨨≧ἣ

タ⨨≧ἣ

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ
࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ≧
ἣ㸦᳨ウࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡢࡼ
࠺࡞⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡁุ᩿ࡋ࡚
࠸ࡿ㸧



ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛࣂࢩ
࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢసᡂࡸ⏝⪅
ሗྲྀᢅ࠸ࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖࡢほⅬ
ࡽࡢࣉࣜᥦ౪⪅ᑐࡍࡿ
ാࡁࡅࡸሗᥦ౪
㸴㸬3,$࣭࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉

3,$ ࡢᑟධ≧ἣ
㸦*'35 ࡢ '3,$ ࡢලయⓗ࡞ᐇ
᪉ἲࡸࠊࡑࡢࡢᐇ㸧



♫ ྡ


ಶேሗಖㆤ㛵ࡍࡿᴗົ࠾࠸࡚ࠊࠕ㟁Ẽ㏻ಙᴗ࠾ࡅࡿಶேሗಖㆤ㛵ࡍࡿ࢞
ࢻࣛࣥࠖࡢ㑂Ᏺࡍࡿࡓࡵࡢෆ㒊つᐃࡢ⟇ᐃࠊ┘ᰝయไࡢᩚഛཬࡧ㟁Ẽ㏻ಙᴗ⪅ࡢಶ
ேࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡢ┘╩ࢆྵࡴሗ⟶⌮⯡ࡢ㈐௵⪅࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ಶேሗಖㆤࢆྵࡴሗ⟶⌮⯡ࡢ㈐௵⪅ࡋ࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮㈐௵⪅㸦&,6
2㸧ࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࡀሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮㈐௵⪅㸦&,62㸧ཬࡧಶே
ሗಖㆤ⟶⌮⪅㸦&32㸧ࢆවົࡋ࡚࠸ࡿࠋሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮㈐௵⪅㸦&,62㸧ࡢ㓄⨨
ࡘ࠸࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜࢩ࣮࡚බ⾲㸦KWWSVZZZGRFRPRQHMSXWLOLW\SHUV
RQDOBGDWDVHFXULW\㸧ࠋ
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ⟶⌮㈐௵⪅㸦&,62㸧ࠊಶேሗಖㆤ⟶⌮⪅㸦&32㸧
 ᖺ㸲᭶⌧ᅾ࡛ࡣࠊ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ᒣㄔࡀ &,62 ཬࡧ &32 ࢆົࡵ࡚࠸ࡿ㸦K
WWSVZZZGRFRPRQHMSLQIRQHZVBUHOHDVHBKWPO㸧ࠋ

3,$ ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ⌧≧࠾ᐈᵝㄝ᫂ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊᙜ♫ࡋ࡚ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡗ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊᴗ⪅ࡀࡢࡼ࠺ࣉࣛࣂࢩ࣮
ᙳ㡪ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿ࠕࡢࡼ࠺࡞ሗࡀࡢࡼ࠺࡞┠ⓗ࡛⏝ࡉࢀࡿ
ࡢࠖࠊ
ࠕࡢࡼ࠺࡞࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡢࠖࠊ
ࠕྲྀᚓ࣭⏝➼ࢆṆ࣭ᣄྰࡍࡿᡭẁࡣ࠶ࡿࡢ
ࠖ࠸࠺Ⅼࡔ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢෆᐜࢆྵࡴ⟇࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᴫせࡘ࠸࡚ࠊ
⟇࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼ಀࡿሗ㐨Ⓨ⾲ࡸ +3ࠊྠពྲྀᚓࡢㄝ࣮᫂࣌ࢪ࡞࠾࠸࡚ᚚෆࢆࡍ
ࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

᪂つࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤ጞ๓ࡸ᪂ࡓ࡞ሗ⏝ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺㝿ࠊ3,$ ࢆᐇࡍࡿయไࢆᩚഛ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
*'35 ࡢつไᑐ㇟ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡣᐇࡢయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾᢅ࠸࠾ࡅࡿ⌮ᛕࢆ᫂☜ࡋࠊ⮬ࡽࢆつᚊࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ
ࠕ1
77 ࢻࢥࣔ ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱ᠇❶ࠖࢆไᐃࠋ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡍࡿ㝿᠇❶ἢࡗࡓᐇ⾜ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊࣉࣛࣂࢩ
࣮ᙳ㡪ホ౯ไᗘ㸦௨ୗࠕ3,$ ไᗘࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᑟධࠋ
3,$ ไᗘࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ⟇࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡍ
ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᚲࡎࢹ࣮ࢱά⏝㒊㛛⮬ࡽࡀࣉࣛࣂࢩ࣮ほⅬ࡛ࡢᠱᛕⅬࡢ᭷↓࡞
ࡘ࠸࡚⮬ᕫホ౯ࡋࠊᚲせ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࠊホ౯⤖ᯝᇶ࡙ࡁ
⟇࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ㠀ࢆุ᩿ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ୍ᐃࡢᇶ‽ヱᙜࡍࡿࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫ෆࡢ 3,$ ㆟
࡛ࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆホ౯ ヲ⣽ࡣ  ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ ࠋ
♫ෆࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯㛵ࡍࡿㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡿ 3,$ ㆟ࢆタ⨨ࡋࠊά⏝ࡍࡿࣃ
࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢᛶ㉁ࡸ⏝ែᵝᛂࡌࡓ㆟ᇶ‽ࢆタࡅࠊ୍ᐃࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱά
⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱά⏝㒊㛛ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ຍ࠼ࠊ3,$ ㆟࠾࠸࡚ከゅⓗ࡞ど
Ⅼࡽࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿ⤌ࡳࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
⮬ᕫホ౯ࡢࡳࡢሙྜࡶ 3,$ ㆟࡛㆟ㄽࡍࡿሙྜࡶࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱ᠇❶ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠊ࠾ᐈᵝࡸ♫ࡽཷᐜࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ࠺࠸࠺ほⅬ࡛ࠊࣜࢫࢡホ౯ࢆᐇ
ࠋ

࠙ᵓᡂဨ㝈ࡾࠚ

࠙ᵓᡂဨ㝈ࡾࠚ

タ⨨῭ࡳ

3,$ ࡢ⤖ᯝࡑࡢࡶࡢࡢබ⾲ࡣࡢࡇࢁணᐃࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ3,$ ᇶ࡙ࡁࠊ࠾ᐈᵝ
ᑐࡋ࡚ࠊ≉㓄៖ࡀᚲせ࡞㡯ࡸศࡾࡃ࠸ᛮࢃࢀࡿ㡯ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ࡢ᪉ἲࡸෆ
ᐜࢆᕤኵࡍࡿ➼ࡢྲྀ⤌ࢆᐇࠋ

ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࢆᡤᤸࡍࡿᑓ㛛⤌⧊࡛࠶ࡿࢹ࣮ࢱ࢞ࣂࢼࣥࢫᐊࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊᙜ♫
ࡀᐃࡵࡓࣇ࣮࣭ࣟᇶ‽࡚ 3,$ ࢆᐇࠋ୍ᐃࡢホ౯㡯┠ࢆ⏝࠸ࠊ࠾ᐈᵝᑐࡋࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮ୖࡢࣜࢫࢡࡀ࡞࠸ࠊࣜࢫࢡࡢᅇ㑊⟇ࡀ༑ศࢆ᳨ドࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤ጞ๓㐺ษ࡞
ᑐฎࡀᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ3,$ 㝿ࡋ࡚ࡣእ㒊ࡢ᭷㆑⪅ࡢពぢࡶ⫈ྲྀࡋࠊᐈほⓗ࡞どⅬ࡛ࡢホ౯ࡶྲྀࡾධࢀ
࡚࠸ࡿࠋ

ᘢ♫ࣉࣜᥦ౪ 3) ୖ࡛ᥦ౪ࡍࡿࣉࣜᑐࡋ࡚ࠊ63, ᥦၐ㡯┠‽ᣐࡋࡓࣉࣜࣉࣛ
ࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㛤♧ࢆᚲ㡲ࡋࠊ⏝⪅ሗࡢ㏦ಙ㛵ࡍࡿ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖດࡵ࡚
࠸ࡿࠋ

ᙜ♫ࡀ㛤Ⓨࡍࡿࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊ63, ࢆཧ↷ࡋ࡚♫ෆ࣐ࢽࣗࣝࢆᩚഛ
ࡋࠊࣉࣜᥦ౪⟶㒊㛛ࡣ࣐ࢽࣗࣝ⟇ᐃ㒊㛛ࡢ↷ࢆᚲ㡲ࡍࡿ㐠⏝ࣇ࣮ࣟࢆᐇࠋ
ྠព⏬㠃ࡣࠊ⏝⪅ࡗ࡚ศࡾࡸࡍ࠸⾲♧᪉ἲࡋ࡚ࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᴫせ∧ࡢ⾲♧ཬࡧヲ⣽∧㜀ぴ⏝ࡢࣜࣥࢡࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠊ㡯┠ࡈ㛤
㛢ྍ⬟࡞㝵ᒙᆺ࡛సᡂࡍࡿ㐠⏝ࠋ

.'', ᰴᘧ♫
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮సᡂࡢ⩏ົຍ࠼ࠊ63, ϩ࡛᥎ዡࡉࢀࡿ┘ᰝࡲ࡛ᐇࠋࡲࡓࠊ.'', ࡀᥦ
౪ࡍࡿ࠾ᐈᵝྥࡅࣉࣜࡍ࡚࠾࠸࡚ࠊ♫࢞ࢻࣛࣥࢆࡶࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮༶ࡋࡓᣲື࡞ࡗ࡚࠸ࡿᑂᰝࢆᐇࠋ

ᰴᘧ♫ 177 ࢻࢥࣔ


ࢸࣈ㸦௨ୗࠕ63,ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆཧ↷ࡋࠊ$33 ࡢᴫせ∧࣭ヲ⣽∧࡚つᐃࡍࡁ㡯┠ࠊ⏬
㠃ࢹࢨࣥࡸ⏬㠃㑄⛣➼㛵ࡍࡿ♫ෆ࣐ࢽࣗࣝࢆ⟇ᐃࡋࠊ࣐ࢽࣗࣝ⟇ᐃ㒊㛛ࡸ㛵㐃
㒊㛛ࡢ↷ࢆ⤒࡚ $33 ࢆ⟇ᐃࡋࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ⤌ࡳ㎸ࡴ㐠⏝ࠋ

ࢯࣇࢺࣂࣥࢡᰴᘧ♫

࠙ᙜヱᙺ⫋ࡢྡ⛠ࠚ
ಶேሗಖㆤ⟶⌮⪅

࠙ᙜヱᙺ⫋ᑵ௵ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡢẶྡࠚ
ᖖົᇳ⾜ᙺဨ 
᭱㧗ࢹ࣮ࢱ㈐௵⪅ &KLHI'DWD2IILFHU&'2 
బࠎᮌ୍ᾈ

࠙වົࡢሙྜࡢࡢᙺ⫋ࠚ
ࢥࣥࢩ࣮࣐ࣗᴗ⤫ᣓ⤫ᣓᢸᙜ
㢳ᐈᇶ┙᥎㐍ᮏ㒊㛗
ࢹ࣮ࢱά⏝ࡢ࣮ࣝࣝసᡂࠊุ᩿ࠋ

 ᘢ♫ಶேሗಖㆤつᐃ࡛ࠊಶேሗಖㆤ⟶⌮⪅ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

3,$ ࠊ࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸᳨࡚ウࠋ
ุ᩿࠙࠶ࡓࡗ࡚ࡢ⪃࠼᪉ࠚ
ᵝࠎ࡞㛵ಀ⪅ࡗ࡚ࠊ┈࣭౽┈࠸࠺ࣉࣛࢫࡢഃ㠃ࠊ┈ࡸẼᣢࡕᝏࡉ࡞ࢿ
࢞ࢸࣈ࡞ഃ㠃ࠊ᪉ࡽ☜ㄆࠋ
ලయⓗࡣࠊ
࣭࠾ᐈࡉࡲࡗ࡚㸸
౽┈ࡘ࡞ࡀࡿ⏝㸽ࠊ┈ࡣ⏕ࡌ࡞࠸㸽ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᐖ࠶ࡓࡽ࡞࠸
㸽ࠊẼᣢࡕᝏࡉࡣ࡞࠸㸽࡞
࣭ᴗ⪅ࡗ࡚㸸
⏝┠ⓗࡢ⠊ᅖ㸽ࠊᚲせ࡞⏝㸽ࠊ౯್ࢆ⏕ࡴ⏝㸽ࠊ⏝⎔ቃࠊ⏝⪅ࠊᗫᲠ
࡞Ᏻ⟶⌮ၥ㢟ࡣ࡞࠸㸽࡞
࣭♫ࡗ࡚㸸
♫ⓗ౯್࠶ࡿ⏝㸽ࠊ₃࠼࠸ࡋࡓሙྜࡢࣜࢫࢡࡢ⛬ᗘࡣࡁ࠸㸽࡞
ࢧ࣮ࣅࢫࡢෆࡸࠊᚚ⏝㛤ጞ๓ࠊ≉࠾ᐈࡉࡲࡀẼࡉࢀࡿࡔࢁ࠺࣏ࣥࢺ␃
ពࡋ࡚ㄝ᫂ࠋ
࡞࠾ࠊࡑࡢㄝ᫂ࡢ⛬ᗘࡣࠊศࡾࡸࡍࡉ㏱᫂ᛶࡢࣂࣛࣥࢫࢆࡣࡿࡓࡵࠊ3,$ ࡢ⤖ᯝ
ࡸ࢘ࢺ࣒࢝ᛂࡌ࡚ࠊㄝ᫂ࡢヲࡋࡉࢆኚ࠼ࡿྲྀ⤌ࢆᐇࠋ

&'2㸦&KLHI 'DWD 2IILFHU ࢆ㈐௵⪅ࡋࠊ♫㛗ࢆ࣏࣮ࣞࢺࣛࣥࡍࡿ♫ᶓ᩿ࡢᑓ
㛛⤌⧊࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣂ࣭ࢹࢨࣥࡢ⪃࠼᪉࡛ࠊࢹ࣮ࢱά⏝๓௳ࡈ㸨ࡢ
3,$㸦ࣜࢫࢡࡢホ౯㸧ࢆᐇࠋ
㸨㏻ಙࡢ⛎ᐦࠊಶேሗࠊࡑࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ሗࢆᢅ࠺௳ࡣ௳☜ㄆࢆᐇࠋ

ࣉ࣐࣮ࣜࢣࢵࢺࡢ㐠Ⴀࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࣉࣜࡼࡿሗ㞟ࡣࠊࣉࣜ⤌ࡳ㎸ࡴ 6'. ࢆྵࡵࠊࣉࣜẖ㞟ࡍࡿሗᥦ
౪ඛࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋࡓୖ࡛ࠊࣉࣜ⏝⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᅾࡾ᪉ࢆᣦᑟࠋ

ᴦኳࣔࣂࣝᰴᘧ♫

ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⟇ᐃࠊ♫ෆ࡛ࡢࢹ࣮ࢱά⏝㛵ࡍࡿ┦ㄯࠊᢎㄆᑐᛂࠊࣥࢩ
ࢹࣥࢺⓎ⏕ࡢᑐᛂ➼ࢆ⾜࠺⤌⧊ࡢ㈐௵⪅

 ࣉࣛࣂࢩ࣮࢜ࣇࢧ࣮ࠊబ⸨බྖ㸦ᴦኳࣔࣂࣝἲົࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㒊 㒊㛗㸦㈐
௵⪅㸧㸧

タ⨨῭ࡳ㸦 ᖺࡼࡾ㸧

࠙ᵓᡂဨ㝈ࡾࠚ

࠙ᵓᡂဨ㝈ࡾࠚ

࠙ᵓᡂဨ㝈ࡾࠚ

⪅࠸࠺❧ࡕ⨨࡞ࡿࠋ
ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡈࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆసᡂࠊබ⾲㸦ࣉࣜෆ࠾ࡼࡧබᘧࢧ
ࢺ࡛ࡢබ㛤ࠊྛࣉࣜࢫࢺࣜࣥࢡᥖ㍕㸧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ63, ࡚ᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸶ࡘࡢ㡯
┠ࢆ⥙⨶ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୍㒊ࠊၥ࠸ྜࢃࡏ❆ཱྀࡸ㛤♧ㄳồࡢᡭ㡰➼ࡣඹ㏻ࡢ࣏ࣜࢩ
࣮ࡋ࡚࢙࢘ࣈࢧࢺࡲࡵ࡚ᥖ㍕ࡍࡿᙧࢆࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࠋ
ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ༢࡛ሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢሗࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑐ㇟ࣔࢪ࣮ࣗࣝ
ࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡢࣜࣥࢡࡢࠊྲྀᚓࡉࢀࡿලయⓗ࡞㡯┠ࡘ࠸࡚ࡶࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ
࣮ෆグ㍕ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟࡢ࣮࣌ࢪࡢࡼ࠺࡞ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸ᴫせㄝ᫂ࡍࡿ➼ࡢ᪉ἲࡼࡿሗᥦ౪㸦KWWSVF
RUSPRELOHUDNXWHQFRMSJXLGHSULYDF\㸧
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ྲྀᚓሗࡢຍᕤ࣭ศᯒ࣭⏝
≧ἣ

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࡢ≧ἣ

⏝⪅ሗྲྀᚓࡢሙ㠃࣭ྲྀᚓ
ࡍࡿሗࡢෆᐜ

᭱᪂ࡢሗ

ᴗ㡿ᇦ


$S
SSOH,QF

࣭ἲ௧㑂Ᏺ㸸㐺⏝ἲ௧ࡢ㑂Ᏺࡢࡓࡵࡢ⏝

࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࠾ࡼࡧṇ㜵Ṇ㸸ᦆኻ㜵Ṇࠊṇ㜵Ṇࠋඣ❺࣏ࣝࣀ
㝖ࡢࡓࡵࡢ๓ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࣭ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࢆྵࡴࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸸ྲྀᘬࡸ࢝࢘ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡢ㐃
⤡ࠊ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࡢࡓࡵࡢ㛵㐃ሗࡢᥦ౪➼ࠋ

࣭ྲྀᘬࡢฎ⌮㸸࣮ࣘࢨ࣮ࡢྲྀᘬࡢฎ⌮

㸸࣮ࣘࢨ࣮ࡀ $SSOH0XVLFࡢࢧࣈࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥࢆ⏝ࡋ࡚᭤
ࢡࢭࢫࡍࡿሙྜࠊ$SSOH ࡣࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࡉࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡢ
ᥦ౪ࣟࣖࣝࢸࡢ⟬ฟࡢࡓࡵࠊ⏕ࡉࢀࡓ᭤㛵ࡍࡿࢹ
࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿࠋ

࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᙉ㸸〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ࣭ᨵၿࠋࡲࡓࠊ
┘ᰝࡸࢹ࣮ࢱศᯒࠊࢺࣛࣈࣝࢩ࣮ࣗࢸࣥࢢ࡞ࠋ

࠙ྲྀᚓሗࡢ⏝┠ⓗࠚ

࠙ྲྀᚓࡢሙ㠃ࠚ
࣭$SSOH,'ࡢసᡂ
࣭ࢹࣂࢫࡢ㉎ධࠊࢡࢸ࣮࣋ࢩࣙࣥ
࣭ࢯࣇࢺ࢙࢘ࢵࣉࢹ࣮ࢺ
࣭$SSOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ᥋⥆➼
࠙ྲྀᚓࡍࡿሗࡢෆᐜࠚ
࣭࢝࢘ࣥࢺሗ㸸( ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࠊⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹࣂࢫࠊ࢝
࢘ࣥࢺࡢࢫࢸ࣮ࢱࢫࠊᖺ㱋࡞ࠊ$SSOH,'࡞
࣭ࢹࣂࢫሗ㸸ࢹࣂࢫࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ㸦ࢹࣂࢫࡢࢩࣜࣝ␒
ྕ࡞㸧ࠊࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ㸦ࣈࣛ࢘ࢨࡢࢱࣉ࡞㸧
࣭㐃⤡ඛሗ㸸ྡ๓ࠊ( ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ࡞
࣭ᨭᡶ࠸ሗ㸸㖟⾜ཱྀᗙࡢヲ⣽ࠊㄳồඛఫᡤࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻሗ࡞
ࡢᨭᡶ࠸᪉ἲ࡞
࣭ྲྀᘬሗ㸸$SSOH ࡢ〇ရࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉎ධ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࠊ$SSOH ࡢ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛ࡢ㉎ධ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡞
࣭ṇ㜵Ṇሗ㸸ࢹࣂࢫࢺࣛࢫࢺࢫࢥ㸦ͤ㸧࡞
࣭⏝≧ἣࢹ࣮ࢱ㸸$SSOH ࡢ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ᐃࡀྍ
⬟ࠋ
࣭ᗣ㛵ࡍࡿሗ㸸ಶேࡢᗣ≧ែ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ
࣭ࣇࢵࢺࢿࢫሗ㸸࣮ࣘࢨ࣮ࡀඹ᭷ࡍࡿࡇࢆ㑅ᢥࡋࡓࣇࢵࢺࢿࢫ
࢚ࢡࢧࢧࢬࡢሗ
࣭㈈ົሗ㸸⤥ࠊᡤᚓࠊ㈨⏘ࡘ࠸࡚㞟ࡉࢀࡓሗࠊ$SSOH ࡢࣈࣛ
ࣥࢻࡢ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡍࡿሗ
࣭ᨻᗓⓎ⾜ࡢ ,' ࢹ࣮ࢱ㸸≉ᐃࡢᆅᇦ࡛ࠊ࣡ࣖࣞࢫ࢝࢘ࣥࢺࡢタᐃ
ࡸࢹࣂࢫࡢࢡࢸ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡍࡿሙྜ࡞㝈ࡽࢀࡓ≧ἣ࠾
࠸࡚ࠊᨻᗓⓎ⾜ࡢ ,' ࢆせồ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡽᥦ౪ࡉࢀࡿࡑࡢࡢሗ㸸࢝ࢫࢱ࣐࣮ࢧ࣏࣮ࢺࡢࡸࡾ
ྲྀࡾ➼ࠊ$SSOH ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜ࡞ࡢヲ⣽

㸦$SSOH ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYD
F\MS㸧㸧

㸦ͤ㸧
ࠕブḭ⾜ⅭࡢⓎぢ㜵Ṇᙺ❧࡚ࡿࡓࡵࠊ㉎ධࠊࢹࣂࢫࡢ
⏝≧ἣ㛵ࡍࡿሗ㸦㏻ヰࡸ࣓࣮ࣝ㏦ཷಙࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢᅇᩘ
࡞㸧ᇶ࡙࠸࡚ࠊࢹࣂࢫࡢࢺࣛࢫࢺࢫࢥࡀィ⟬ࡉࢀࡲࡍࠋ
㏦ಙࢹ࣮ࢱࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢࢹࣂࢫࡢᐇ㝿ࡢ್ࡀ$SSOHࡣศ
ࡽ࡞࠸ࡼ࠺タィࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫࢥࡣ୍ᐃࡢᮇ㛫ࠊ$SSOHࡢ
ࢧ࣮ࣂಖᏑࡉࢀࡲࡍࠋࠖ
㸦ࠕL7XQHV6WRUHࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖ
㸦KW
WSVVXSSRUWDSSOHFRPMDMS+7㸧㸧

KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\

,7 ᶵჾࡢ〇㐀࣭㈍ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘ࠊྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪

*R
RRJOH//&

*RRJOHࡣࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ㏻ࡋ࡚࠾㡸ࡾࡋࡓሗࢆḟࡢ┠
ⓗ⏝ࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪
࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࢆࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ⏝ࠋ࠼ࡤࠊ᳨
⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࢆฎ⌮ࡋ࡚⤖ᯝࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㐃⤡ඛ
ࡽඹ᭷┦ᡭࡢೃ⿵ࢆ⾲♧ࡋ࡚ࢥࣥࢸࣥࢶࢆඹ᭷ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡞
⏝ࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⥔ᣢࠊྥୖ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࢆࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆពᅗࡋࡓ࠾ࡾ✌ືࡉࡏࡿࡓࡵ
⏝ࠋ࠼ࡤࠊ㞀ᐖࢆ㏣㊧ࡍࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣሗ࿌ࢆ࠸ࡓࡔ
࠸ࡓၥ㢟ࡢゎỴྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ࡞⏝ࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗ
ࢆࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ⏝ࠋ࠼ࡤࠊ≉ࢫ࣌
࣑ࣝࢫࡢከ࠸᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࢆᢕᥱࡋࠊྛ✀ࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡢࢫ࣌ࣝࢳ
࢙ࢵࢡᶵ⬟ࡢྥୖᙺ❧࡚ࡿࠋ
࣭᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨ
᪤Ꮡࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛㞟ࡋࡓሗࢆࠊ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨᙺ❧
࡚ࡿࠋ࠼ࡤࠊ3LFDVD㸦*RRJOHࡢ᭱ึࡢ┿ࣉࣜ㸧࡛࣮ࣘࢨ࣮ࡀ
ࡢࡼ࠺┿ࢆᩚ⌮ࡍࡿࢆᢕᥱࡋࡓࡇࡀࠊ*RRJOHࣇ࢛ࢺࡢタ
ィࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞᙺ❧ࡗࡓࠋ
࣭ࢥࣥࢸࣥࢶࡸᗈ࿌࡞ࠊ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪
*RRJOHࡣࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆಶࠎࡢ࣮ࣘࢨ࣮ྜࢃࡏ࡚࢝ࢫ
ࢱ࣐ࢬࡍࡿࡓࡵࠊ㞟ࡋࡓሗࢆ⏝ࠋ࠼ࡤࠊ࠾ࡍࡍࡵሗ
ࢆ⾲♧ࡍࡿࠊ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋࡓࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⾲♧ࡍࡿࠊ࢝ࢫࢱ࣐
ࢬࡋࡓ᳨⣴⤖ᯝࢆ⾲♧ࡍࡿ࡞ࡢ┠ⓗ࡛⏝ࠋ
࣭ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ ᐃ
*RRJOHࡣࠊ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀࡢࡼ࠺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊศᯒࡸ ᐃࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࠋ࠼ࡤࠊ*RR

࣭*RRJOHࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝*RRJOHࡀ㞟ࡍࡿሗ
*RRJOHࡣࠊࡍ࡚ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾⰋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
ሗࢆ㞟ࡍࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⏝ゝㄒ࠸ࡗࡓᇶᮏⓗ࡞㡯ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇࡸࠊ࠾ᐈᵝࡗ࡚᭱ࡶᙺ❧ࡘᗈ࿌ࡣࡢᗈ࿌ࠊ࠾ࡍࡍ
ࡵࡢ<RX7XEHື⏬ࡣࢀࠊ࡞ࡢ」㞧࡞㡯ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇࡀྵ
ࡲࢀࡿࠋ*RRJOHࡀࡢሗࢆ㞟ࡍࡿࠊࡑࡢሗࡀࡢࡼ࠺
⏝ࡉࢀࡿࡣࠊ࠾ᐈᵝࡀࡢࡼ࠺ *RRJOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡉࢀ
ࡿࠊࡲࡓࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࢆࡢࡼ࠺⟶⌮ࡍࡿࡼࡗ࡚ኚࢃ
ࡿࠋ*RRJOHࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡀసᡂࡋࠊᥦ౪ࡍࡿሗ㸦࠼ࡤ*RRJOH
࢝࢘ࣥࢺ㸧ࠊ*RRJOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵ⏝ࡍࡿࣉ
ࣜࡸࣈࣛ࢘ࢨཬࡧࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟ࡋࠊ࠾ࡍࡍࡵࡢ<RX7
XEH ື⏬ࢆᥦ♧ࡍࡿ࡞࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡾᙺ❧ࡘሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
ά⏝ࠋࡲࡓࠊ*RRJOHࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢ⨨ሗࡶ㞟ࡍࡿࡀࠊࣘ
࣮ࢨ࣮ࡣ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺࢡࢭࢫࡋ࡚ࠊ*RRJOHඹ᭷ࡍࡿ
ሗࡸ⨨ሗࡢࡼ࠺࡞ሗࢆ࠸ࡘ๐㝖ࡍࡿࢆ☜ㄆࠊ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ
ྍ⬟ࠋ*RRJOHࡣࠊໟᣓⓗ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVSROLFL
HVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDLQIRFKRLFHV㸧ࡼࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ
ࡢࡼ࠺⮬ࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿࡢࢆศࡾࡸࡍࡃ♧ࡍດຊࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MD
᳨⣴࢚ࣥࢪࣥᥦ౪ࠊᗈ࿌ᴗ➼


/,,1( ᰴᘧ♫

ྲྀᚓࡋࡓሗࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ຍᕤ࣭ศᯒࡋࡓୖࠊḟࡢࡼ࠺࡞┠ⓗ
࡛⏝ࠋ
ձࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࣭⥔ᣢ
 ࣭ࣟࢢࣥࡢㄆド
 ࣭࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ㏦ಙ
 ࣭࠾ᐈᵝࡢࡈ㐃⤡ ➼
ղᘢ♫ࢧ࣮ࣅࢫࡸࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵၿ
 ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ⏝㛵ࡍࡿ⤫ィࡢసᡂ
 ࣭࠾ᐈᵝࡢ㉎ධᒚṔࡽࢺࣞࣥࢻࢆᢕᥱࡋ࡚᪂つࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨࢆ
⾜࠺
 ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝≧ἣࢆᇶ⏬㠃ࢹࢨࣥࡢᨵၿࢆ⾜࠺ ➼
ճࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭ṇ⏝ࡢ㜵Ṇ
 ࣭⏝つ⣙㐪ࠊṇࢡࢭࢫ࡞ࠊṇ⏝ࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆ
 ࣭ṇ⏝ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢ࠾ᐈᵝࡢᚚ㐃⤡ ➼
մ࠾ᐈᵝ᭱㐺ࡉࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡢᥦ౪
 ࣭࠾ᐈᵝࡀ㉎ධࡉࢀࡓࢫࢱࣥࣉ㛵㐃ࡍࡿࡢࢫࢱࣥࣉࢆ᥎⸀ࡍࡿ
 ࣭࠾ᐈᵝࡢࢧ࣮ࣅࢫ⏝≧ἣ➼ࢆᇶᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿ ➼

ྲྀᚓሗࡢ⏝≧ἣࡢヲ⣽ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡋࠊබ
⾲㸦KWWSVOLQHPHMDWHUPVSROLF\㸧ࠋ

࠾ᐈᵝࡢ࢝࢘ࣥࢺࡢ㛤タࡸࢧ࣮ࣅࢫ⏝ࡢሙ㠃࠾࠸࡚ࠊ㟁ヰ
␒ྕࠊࣉࣟࣇ࣮ࣝࢿ࣮࣒ࠊࣉࣟࣇ࣮ࣝ⏬ീࠊẶྡࠊఫᡤࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊ
࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᒚṔ➼ࡢሗࢆྲྀᚓࠋ

⏝⪅ሗྲྀᚓࡢሙ㠃ཬࡧྲྀᚓࡍࡿሗࡢヲ⣽ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮グ㍕ࡋࠊබ⾲㸦KWWSVOLQHPHMDWHUPVSROLF\㸧ࠋ

KWWSVOLQHPHMDWHUPVSROLF\
616 ࢧ࣮ࣅࢫࠊᗈ࿌ᴗࠊࢥࣥࢸࣥࢶ㈍➼



ᘢ♫ࡣࠊಶேࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡋ⏝ࡍࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅᫂☜࡛
᭷ព⩏ࡘᐜ᫆ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿሗࢆᥦ౪ࠋࡲࡓࠊᘢ♫ࡣࠊព⩏࠶ࡿ
㏱᫂ᛶࡢಁ㐍ດࡵ࡚࠾ࡾࠊྍ⬟࡞㝈ࡾከࡃࡢேࠎࡀሗࢡࢭࢫ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊᖹ᫆࡞ゝⴥ㐵࠸ࠊࣞ࢘ࢺࠊⰍㄪཬࡧࢥࣥࢆ⏝
ࡍࡿࢹࢨࣥ᪉㔪ࢆ᥇⏝ࠋ

࣭ಶேࢹ࣮ࢱࡢ㞟
ேࠎࡣࠊேࡸᐙ᪘ࡘ࡞ࡀࡾࢆಖࡕ⥆ࡅࡿࡓࡵࠊୡ⏺࡛㉳ࡁ࡚
࠸ࡿࡇࢆ▱ࡿࡓࡵࠊࡲࡓࠊ⏝⪅ࡗ࡚㔜せ࡞ࡇࢆඹ᭷࣭⾲
⌧ࡍࡿࡓࡵࠊᘢ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࠋᘢ♫ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ⏝⪅ࡢ⯆
࣭㛵ᚰྜࢃࡏࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊಶேࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᘢ♫ࡣࠊ)DFHERRNࠊ,QVWDJUDP ཬࡧ 0HVVHQJHU ࡢྛࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪
ࡍࡿ㝿ࠊ L ⏝⪅➼ࡀᐇ⾜࠾ࡼࡧᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ㸦ㄡ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ
ࢆྵࡴࠋ㸧ࠊ LL ⏝⪅ࡀᘢ♫ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚⏝ࡍ
ࡿࢹࣂࢫࡢሗࠊཬࡧ LLL ᗈ࿌ࠊࣃࣈࣜࢵࢩ࣮ࣕࠊᗈ࿌࢚࣮ࢪ
࢙ࣥࢩ࣮࡞ࠊ➨୕⪅ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽཷ㡿ࡍࡿሗࠊ࠸࠺  ࡘࡢᇶ
ᮏ࢝ࢸࢦࣜࡢ⏝⪅㛵ࡍࡿሗࢆཷ㡿ࠋࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ࠊ)DFHER
RN ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠊ,QVWDJUDP ཬࡧ 0HVVHQJHU 㐺⏝ࡉࢀࡿᘢ♫ࡢࢹ࣮ࢱ
㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ᴫㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏝⪅ࡣࠊ)DFHERRN ཪࡣ ,QVW
DJUDP ࡢ࢝࢘ࣥࢺࢆ᭱ึసᡂࡍࡿ㝿ࠊࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮
ྠព࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᘢ♫ࡀᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㝿ࡋ࡚⏝⪅ࡀᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀ
ࡿሗࡣࠊẶྡࠊ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫཪࡣ㟁ヰ␒ྕࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࡢࡳ
࡛࠶ࡿࠋ,QVWDJUDP ࡢ⏝㝿ࡋ࡚ᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀࡿሗࡣࠊ࣓࣮ࣝ
ࢻࣞࢫཪࡣ㟁ヰ␒ྕࠊཬࡧ⏕ᖺ᭶᪥ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏝⪅ࡣࠊ
⮬ࡽࡢ㑅ᢥࡼࡾࠊ⮬㌟ࡢఫᡤࠊゝㄒࠊᏛṔࠊࠊ㊃ཬࡧዲࡁ࡞
ᫎ⏬ࡸᮏࠊ㡢ᴦ㛵ࡍࡿሗ➼ࠊࣉࣟࣇ࣮ࣝࡢ㏣ຍሗࢆᘢ♫ᥦ
౪ࡍࡿࡇࡶྍ⬟ࠋࡉࡽࠊ⏝⪅ࡢᘢ♫ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓
ࣥࢺ㛵ࡍࡿሗࡶ㞟ࠋࡇࡢ⏝⪅ࡢ࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿ
ሗࡣࠊ࠼ࡤࠊ⏝⪅ࡀ㺀࠸࠸ࡡ㸟㺁࣎ࢱࣥࢆᢲࡋࡓ )DFHERRN ࣮࣌
ࢪࠊ⏝⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ )DFHERRN ࢢ࣮ࣝࣉࠊ⏝⪅ࡀ⏝ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࢝࢘ࣥࢺࠊ⏝⪅ࡀ㜀ぴࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶࠊࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒
ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶ㸦ᢞ✏ࠊ┿ࠊື⏬ࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜ➼㸧
ཬࡧ௵ព࡛⾜࠺ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦ᗈ࿌ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࡇཪࡣ⯆ࡀ
࡞࠸ࡇ➼㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ᘢ♫ࡣࠊ⏝⪅ࡀᘢ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࡢ⏝ࡍࡿࢹࣂࢫ
ࡽࡢሗཬࡧᙜヱࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟ࠋᘢ♫ࡢࢹ࣮ࢱ㛵
ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮࡛ㄝ᫂ࡍࡿ࠾ࡾࠊᘢ♫ࡀ㞟ࡍࡿࢹࣂࢫሗࡣࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ࢹࣂࢫࡢ≉㉁
࣮࢜࣌ࣞࢸࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࠊࣁ࣮ࢻ࢙࢘ࢯࣇࢺ࢙࢘ࡢࣂ࣮
ࢪࣙࣥࠊ㟁ụࣞ࣋ࣝࠊಙྕᙉᗘࠊࢫࢺ࣮ࣞࢪࡢ✵ࡁᐜ㔞ࠊࣈࣛ࢘ࢨ
࣮ࡢ✀㢮ࠊࣉࣜࣇࣝࡢྡ⛠✀㢮ࠊࣉࣛࢢࣥ࡞ࡢሗࠋ

࣭ࢹࣂࢫࡢಙྕ
%OXHWRRWK ࢩࢢࢼࣝཬࡧ㏆ࡃࡢ :L)L ࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺࠊࣅ࣮ࢥࣥࠊ
ࢭࣝࢱ࣮࣡㛵ࡍࡿሗࠋ
࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾ࡼࡧ᥋⥆ᦠᖏ㟁ヰ♫ྡࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢧ࣮ࣅ
ࢫࣉࣟࣂࢲ࣮ྡࠊゝㄒࠊࢱ࣒ࢰ࣮ࣥࠊᦠᖏ㟁ヰ␒ྕࠊ,3 ࢻࣞ
ࢫࠊ᥋⥆㏿ᗘࠊሙྜࡼࡗ࡚ࡣ㏆ࡃ࠶ࡿཪࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࠶
ࡿࡢࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿሗ࡞ࠊᘢ♫ࡀ⏝⪅ࡢ⏝ࢆᡭຓࡅࡍ
ࡿࡓࡵࡢሗ ື⏬ࢆᦠᖏ㟁ヰࡽࢸࣞࣅࢫࢺ࣮࣑ࣜࣥࢢࡍࡿ࡞
 ࠋ

➨㸱⪅ࡽཷ㡿ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊࡢ⏝⪅ࡽඹ᭷ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ
㸦࠼ࡤࠊ⏝⪅ࡀࡢ⏝⪅ࡢ┿ࢆඹ᭷ࡋࡓሙྜ㸧ࠊᗈ࿌ࠊࣉ
ࣜ㛤Ⓨᴗ♫ࠊࣃࣈࣜࢵࢩ࣮ࣕࡽࡢሗ㸦࠼ࡤࠊᗈ࿌ࡀࣁࢵࢩࣗ
ࡉࢀࡓ࢝ࢫࢱ࣐࣮ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ᗈ࿌ࡢ࣮࢜ࢹ࢚ࣥࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿሙ
ྜ࡞㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
࣭ಶேࢹ࣮ࢱࡢ⏝
ᘢ♫ࡢࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ⏝⪅ࡼࡿ㑅ᢥ᭹ࡍࡿࡇ
ࢆ᮲௳ࡋ࡚ࠊᘢ♫ࡀᘢ♫ࡢ᭷ࡍࡿሗࢆࡢࡼ࠺⏝ࡍࡿࡢ
ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊᘢ♫ࡣࠊḟࡢ┠ⓗࡢࡓࡵཷ㡿ࡋࡓࢹ࣮
ࢱࢆ⏝ࠋ

࣭⏝⪅ࡢࡓࡵࡢᘢ♫ࡢ〇ရཬࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ
ཬࡧᨵၿ㸸
ᘢ♫ࡣࠊ㸦L㸧ᶵ⬟ཬࡧࢥࣥࢸࣥࢶ㸦ࣇ࣮ࢻཬࡧᗈ࿌࡞㸧ࡢࣃ
࣮ࢯࢼࣛࢬ୪ࡧࠊ⏝⪅ྜࢃࡏࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡢ᥎ዡࠊ㸦L
L㸧ࡼࡾࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࠊᗈ࿌ᨭࢧ࣮ࣅࢫ㸦)DFHERRN ࡢࢧ
࣮ࣅࢫࠊ,QVWDJUDP ཬࡧ 0HVVHQJHU ࢆྵࡴࠋ㸧࠾࠸࡚ᩚྜⓗ࡞య
㦂ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵሗࡢ㐃⤖ࠊ㸦LLL㸧ࡑࢀࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨࠊ
᳨ドཬࡧᨵၿࠊ࠸ࡗࡓᘢ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ཬࡧᨵၿࡍࡿࡓࡵ
ཷ㡿ࡋࡓሗࢆ⏝ࠋ
࣭ ᐃࠊศᯒཬࡧࡑࡢࡢࣅࢪࢿࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪㸸
ᘢ♫ࡣࠊಖ᭷ࡍࡿሗ ゼၥࡋࡓ࢙࢘ࣈࢧࢺࡸ㜀ぴࡋࡓᗈ࿌࡞
ࠊ⏝⪅ࡢᘢ♫〇ရእ࠾ࡅࡿࢡࢸࣅࢸࢆྵࡴࠋ ࢆࠊᗈ࿌
࡞ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᗈ࿌ຠᯝࡸࢧ࣮ࣅࢫ⏝≧ἣࢆ ᐃࡋࠊࡑࡢ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࠊࣉࣜࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆࡢࡼ࠺࡞ࢱࣉ
ࡢேࠎࡀ⏝ࡋࠊࡢࡼ࠺ᛂࡋ࡚࠸ࡿࢆศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍ
ࡿ┠ⓗ࡛⏝ࠋࡇࢀࡼࡾࠊᗈ࿌ࡣࠊ㧗ᗘ࡞㏱᫂ᛶཬࡧ ᐃ
ࡿ▱ぢࢆᚓࡽࢀࡿࡶࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᗈ࿌ண⟬ࡢά⏝᪉ἲ
㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ሗᇶ࡙ࡃពᛮỴᐃࡀྍ⬟ࠋ
࣭Ᏻᛶࠊᛶཬࡧࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢಁ㐍㸸
ᘢ♫ࡣࠊಖ᭷ࡍࡿሗࢆࠊ࢝࢘ࣥࢺࢡࢸࣅࢸࡢㄆドࠊ
ᝏ㉁࡞⾜Ⅽࡢᑐฎࠊࢫࣃ࣒࡞ࡢၥ㢟ࡢ᳨▱㜵Ṇࠊᘢ♫〇ရࡢ

KWWSVMDMSIDFHERRNFRPSROLF\SKS
࣭࢜ࣥࣛࣥࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭࢙࢘ࣈࢧࢺཬࡧࡇࢀ
㛵㐃ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼

0HHWD

ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᴗ⪅࠾ࡅࡿ⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸≧ἣ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩ࣮ࢺᅇ⟅㸦 ᖺ㸧࠾ࡅࡿ㡯┠ࡢẚ㍑
ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

<DKRR-$3$1 ࡣࠊྲྀᚓࡋࡓࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼㸦ͤ㸧
ࡢᥦ౪ࠊᨵၿࡸ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝≧ἣ࡞
ࡢㄪᰝࠊศᯒ⏝ࠋලయⓗ࡞ά⏝ࡣḟࡢ࠾ࡾࠋ
ձㄆド
ࣟࢢࣥࡢ㝿ࠊྠࡌ࠾ᐈᵝࡽࡢࣟࢢࣥ࠺ࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵࠊ<DKRR-$3$1,'ࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻࡑࡢࡢ࠾ᐈᵝࡢⓏ㘓ሗࢆ
⏝ࠋ
ࡲࡓࠊࣟࢢࣥ᪉ἲࡢタᐃࡢ㝿ࡣࠊୖ㏙ࡢⓏ㘓ሗ➼ຍ࠼
࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢࣟࢢࣥࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝ᒚṔࢆ⏝ࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ղࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ
ಶࠎࡢ࠾ᐈᵝ᭱㐺࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊ<DKRR-$3$
1 ⊂⮬ࡢᇶ‽࡛᥎ᐃࡋࡓ࠾ᐈᵝࡢ⯆㛵ᚰ㛵ࡍࡿሗࢆ⏝ࠋ
ලయⓗࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢᒃఫᆅᇦࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶࡞ࡢሗࡸࠊ࠾
ᐈᵝࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝ᒚṔ㸦᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡉࢀࡓ࢙࢘
ࣈ࣮࣌ࢪࠊᚚ⏝࡞ࡗࡓࣉࣜࠊ㉎ධࡉࢀࡓၟရ࡞㸧ࢆศᯒࡋ
࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢ⯆㛵ᚰ㛵ࡍࡿሗࢆ᥎ᐃࡋࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡸࢧ࣮ࣅ
ࢫ➼ࢆಶࠎࡢ࠾ᐈᵝྜࢃࡏ࡚᭱㐺ࠋ
࠼ࡤࠊ<DKRRࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣ㐣ཤ㜀ぴࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫグ࡞ࢆ
ศᯒࡋ࡚㛵ᚰࡀ㧗࠸᥎ᐃࡉࢀࡿグࢆ⾲♧ࡋࠊ<DKRRࢩࣙࢵࣆࣥ
ࢢ࡛ࡣၟရࡢ㜀ぴᒚṔࡸ㉎㈙ᒚṔ࡞ࢆศᯒࡋ࡚࠾ࡍࡍࡵၟရሗ
ࢆ⾲♧ࠋ
ճࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᨵၿ࣭᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウ
࠾ᐈᵝࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࢆศᯒࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᨵ
ၿࡸ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウࢆࡍࡿࡓࡵࠊ࠾ᐈᵝࡢᒃఫᆅᇦࠊᛶ
ูࠊ⏕ᖺ᭶࡞ࡢሗࡸࠊ࠾ᐈᵝࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝ᒚṔ㸦᳨⣴

<DKRR -$3$1 ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᚑࡗ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ሙྜ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࠋ
ձ➃ᮎ᧯సࢆ㏻ࡌ࡚࠾ᐈᵝᚚධຊ࠸ࡓࡔࡃሙྜ
௦⾲㸸
࣭<DKRR-$3$1,' ࢆྲྀᚓࡍࡿ㝿ࠊⓏ㘓ሗࢆධຊࡋࠊ㏦ಙࡋ࡚࠸
ࡓࡔࡃሙྜ
࣭ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡃሙྜ
ղ࠾ᐈᵝࡽ┤᥋ࡲࡓࡣ᭩㠃࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ᚚᥦ౪࠸ࡓࡔࡃሙྜ
௦⾲㸸
࣭࠾ᐈᵝࡽᮏே☜ㄆ᭩㢮ࢆᚚ㏦࠸ࡓࡔࡃሙྜ
ճ࠾ᐈᵝࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝࣭㜀ぴకࡗ࡚⮬ືⓗ㏦ಙࡉࢀࡿሙ
ྜ
௦⾲㸸
࣭<DKRR-$3$1 ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢࢡࢭࢫకࡗ࡚㏦ಙࡉࢀࡓࠕ,
3 ࢻࣞࢫࠖࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜ
࣭<DKRR-$3$1 ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢ㜀ぴᒚṔࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜ
࣭<DKRR -$3$1 ࡢ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ⏝ࡍࡿ㝿ධຊࡉࢀࡓ᳨⣴࣮࣮࢟࣡
ࢻࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜ
࣭<DKRR -$3$1 ࡢࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡢ㉎㈙ᒚṔࢆྲྀᚓࡍࡿሙ
ྜ
࣭ࠕ<DKRR㜵⅏㏿ሗࠖࠕ<DKRRኳẼࠖࠕ<DKRR 0$3ࠖ࡞ࢆࣥࢫࢺ࣮
ࣝࡉࢀ࡚࠸ࡿ➃ᮎᑐࡋ࡚ࠊᡤᅾᆅᛂࡌࡓ⅏ᐖሗ࡞ࢆ࠾▱ࡽ
ࡏࡍࡿࡓࡵࠊ➃ᮎࡢ⨨ሗࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜ㸦࠾ᐈᵝࡀᚚ⏝ࡢ
➃ᮎࡢタᐃ࡛ࠊ<DKRR -$3$1 ⨨ሗࢆ㏦ಙࡍࡿࡓࡵࡢタᐃࡀ
᭷ຠ࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ㝈ࡿ㸧
࣭<DKRR -$3$1 ࡢᗈ࿌ࡸᗈ࿌㓄ಙඛ࡞ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸࣉࣜ
ࢆ⏝ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸࣉࣜ <DK
RR-$3$1 ࡢࠕ࢙࢘ࣈࣅ࣮ࢥࣥࠖ࡞ࢆタ⨨ࡋ࡚ࠕࢡࢵ࣮࢟ࠖࡸ➃
ᮎሗࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡀᚚ⏝ࡢ➃ᮎࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢ
ሗࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜ
մ➨୕⪅ࡽሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿሙྜ
<DKRR-$3$1 ௨እࡢ➨୕⪅ࡀྲྀᚓࡋࡓሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇ࡛ࠊ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡋ࡚ྲྀᚓࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡣᙜ♫ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮㸦KWWSVSULYDF\\DKR
RFRMS㸧ࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠖ
㸦KWWSVSULYDF\\DKRRFR
MSDFTXLVLWLRQ㸧࠾࠸࡚࠾ᐈᵝᑐࡋ࡚ヲ⣽ࢆㄝ᫂ࠋ

KWWSVSULYDF\\DKRRFRMS
᳨⣴࢚ࣥࢪࣥᥦ౪ࠊᗈ࿌ᴗ㸦࣓ࢹᴗ㸧ࠊ((& ᴗ➼
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࣭ࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ㸸ࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲࡋ࡚≉ᐃࡢࢱࢫࢡ㸦〇ရ
ࡢ㢳ᐈࡢ㓄㐩࡞㸧ࢆ⾜࠺ዎ⣙ࢆ⤖ࢇࡔ➨୕⪅ࠋᮏࣉࣛࣂࢩ࣮࣏
ࣜࢩ࣮‽ᣐࡋࠊ$SSOH ࡢᣦ♧ᚑࡗ࡚ಶேࢹ࣮ࢱࢆྲྀᢅ࠺⩏ົࢆ㈇
࠺ࠋ$SSOH ࡀᥦ౪ࡍࡿಶேࢹ࣮ࢱࢆ⮬ࡽࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ⏝ࡍࡿࡇ
ࡣ࡛ࡁࡎࠊ$SSOH ࡢせㄳᐇ⾜ᚋࡣಶேࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ཪࡣ㏉༷ࡍࡿࠋ
࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸸ࢧ࣮ࣅࢫ࣭〇ရࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃ᦠඛࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶ
ேࢹ࣮ࢱࢆಖㆤࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ
㸸$SSOH&DUG ࡸ $SSOH&DVK ࡞ࡢ $SSOH ࡢ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅ
ࡿ㐃ᦠඛ
࣭ࣇ࢚ࣜࢺ㸸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ &RRNLH ࡀࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣇ࢚ࣜ
ࢺࢧࢺࡽ $SSOH ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࢡࢭࢫࡋࠊ〇ရࢆ㉎ධࡋࡓ
ࡾࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋࡓࡇࢆࠊࡑࡢヲ⣽ྵࡵࣇ࢚ࣜࢺ▱ࡽࡏ
ࡿࠋಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿሗࡣ㞟ࡏࡎࠊ㞟ࡋࡓሗࡣ㞟ィࡍࡿࡓࡵࠊ
༏ྡᛶࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡑࡢ㸸࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜ࡞
㸦$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULY
DF\MS㸧ࠊ$SSOHࡼࡿ&RRNLHࡢ⏝ࡘ࠸࡚㸦KWWSVZZZDSS
OHFRPMSOHJDOSULYDF\MSFRRNLHV㸧㸧

*RRJOH ࡣࠊ௨ୗࡢሙྜࢆ㝖࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேሗࢆ *RRJOH ௨እ
ࡢᴗࠊ⤌⧊ࠊಶேඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆᚓࡓሙྜ
*RRJOHࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆᚓࡓሙྜࠊ*RRJOH௨እࡢ⪅ಶேሗ
ࢆඹ᭷ࡋࡲࡍࠋᶵᐦᛶࡢ㧗࠸ಶேሗ㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRP
SULYDF\"KO MDIRRWQRWHVHQVLWLYHLQIR㸧ࢆඹ᭷ࡍࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣘࢨ
࣮᫂♧ⓗ࡞ྠពࢆồࡵࡲࡍࠋ

እ㒊ฎ⌮ࡢሙྜ
*RRJOHࡣࠊ*RRJOHࡢ㛵㐃♫࠾ࡼࡧࡑࡢࡢಙ㢗࡛ࡁࡿᴗࡲࡓࡣಶ
ேᑐࡋࠊಶேሗࢆ*RRJOHࡢࡓࡵฎ⌮ࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ᙜヱಶேሗ
ࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋࡑࡢሙྜࠊᙜヱ㛵㐃♫ࠊᴗࠊࡲࡓࡣಶேࡣࠊ*RRJOH
ࡢᣦ♧ᇶ࡙ࡁ *RRJOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡞ࡽࡧࡑࡢࡢ
㐺ษ࡞ᶵᐦಖᣢ࠾ࡼࡧࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ᪉⟇ᚑࡗ࡚ᙜヱฎ⌮ࢆ⾜࠸ࡲ
ࡍࠋࡓ࠼ࡤࠊ*RRJOH ࡛ࡣ࢝ࢫࢱ࣐࣮ࢧ࣏࣮ࢺࡢᥦ౪ࢆࢧ࣮ࣅࢫࣉ
ࣟࣂࢲ࣮ጤクࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ἲᚊୖࡢ⌮⏤ࡢሙྜ
*RRJOH ࡣࠊಶேሗࡢࢡࢭࢫࠊ⏝ࠊಖᏑࠊࡲࡓࡣ㛤♧ࡀ௨ୗࡢ
⌮⏤࡛ྜ⌮ⓗᚲせࡔㄔᐇุ᩿ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢሗࢆ*RRJOH௨እ
ࡢ⪅ඹ᭷ࡋࡲࡍࠋ
࣭㐺⏝ࡉࢀࡿἲᚊࠊつไࠊἲⓗᡭ⥆ࡁࡲࡓࡣᙉไຊࡢ࠶ࡿᨻᗓᶵ㛵ࡢせ
ㄳ㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHOHJDO㸧
ᛂࡌࡿࡓࡵࠋᨻᗓࡽཷࡅࡓせㄳࡢᩘ✀㢮ࡘ࠸࡚ࡢሗࡣࠊ*RRJOH
ࡢ㏱᫂ᛶ࣏࣮ࣞࢺ㸦KWWSVWUDQVSDUHQF\UHSRUWJRRJOHFRPXVHUG

࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ*RRJOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡉࢀࡿࡁࠊḟࡢෆᐜࡀ᫂
グࡉࢀࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ྠពࡢୖ࡛ࠊ⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋḟࡢࣉ
ࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ヱᙜ⟠ᡤࢆᚚཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


*RRJOH//&
JOHࡢࢧࢺࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢡࢭࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋ࡚ࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫࢹࢨࣥࡢ᭱㐺࡞ᙺ❧࡚ࡿࠋࡲࡓࠊᗈ࿌ࡀᗈ࿌࢟
࣮ࣕࣥ࣌ࣥࡢຠᯝࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ᧯
సࡋࡓᗈ࿌㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
*RRJOHࡣࠊ㞟ࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ࡞ࡢሗࢆࠊ┤
᥋࣮ࣘࢨ࣮ᚚ㐃⤡ࢆᕪࡋୖࡆࡿࡓࡵ⏝ࠋ
࣭*RRJOHࠊ*RRJOHࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࠊ୍⯡ࡢேࠎࡢಖㆤ
*RRJOHࡣࠊ㞟ࡋࡓሗࢆ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢᏳᛶಙ㢗ᛶ
ࢆྥୖࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳ⏝ࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡣࠊ*RRJOHࠊ*RRJOH
ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࠊࡶࡋࡃࡣ୍⯡ࡢேࠎᐖࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿṇ⾜
Ⅽࠊṇ⏝ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࣜࢫࢡࠊཪࡣᢏ⾡ⓗ࡞ၥ㢟ࡢ᳨▱ࠊ㜵
Ṇࠊᑐᛂ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ

$SSOH,QF


㸦$SSOHࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYD
F\MS㸧㸧

࠾ᐈᵝࡽྠពࢆྲྀᚓࡋ࡚⏝⪅ሗࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ♫ࡢࣉ࡛ࣜ࠾ᐈᵝࡀ /,1( ࣉࣜෆ࡛タᐃࡉࢀࡓࣉࣟࣇ
࣮ࣝሗࢆ⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࠊ࠾ᐈᵝࡢྠពࢆྲྀᚓࡋࡓୖࠊᙜ
ヱሗࢆᥦ౪ࠋ



/,1( ᰴᘧ♫

0HWD

ᘢ♫ࡣࠊᘢ♫〇ရࡢᥦ౪ᨵၿࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ཪࡣ )DFHERRN ࡢࣅࢪࢿࢫࢶ࣮ࣝࢆࡗ࡚⮬♫ࣅࢪࢿࢫࢆᣑࡍࡿ
ࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࣃ࣮ࢺࢼ࣮㐃ᦠࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᘢ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ
㐠Ⴀࡋୡ⏺୰ࡢேࠎ↓ᩱ࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋᘢ♫ࡣࠊ⏝⪅
ࡢሗࢆ⪅㈍ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊᚋࡶỴࡋ࡚ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ᑐࡋ࡚ࡣࠊᘢ♫ࡀᥦ౪ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ⏝㛤♧᪉ἲࡘ࠸࡚ཝࡋ
࠸ไ⣙ࢆㄢࡋ࡚࠸ࡿࠋሗࢆඹ᭷ࡍࡿእ㒊ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ✀㢮ࡣḟࡢ࠾
ࡾࠋ

࣭ᘢ♫ࡢศᯒࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ᘢ♫ࡣࠊಶேཪࡣᴗ⪅ࡀ⮬㌟ࡢᢞ✏ࠊࣜࢫࢸࣥࢢࠊ࣮࣌ࢪࠊື
⏬ࠊࡑࡢ )DFHERRN 〇ရෆእࡢࢥࣥࢸࣥࢶᑐࡍࡿேࠎࡢᛂࢆᢕ
ᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㞟⣙ࡋࡓ⤫ィࡸࣥࢧࢺࢆᥦ౪ࠋ
࣭ᗈ࿌
ᘢ♫ࡣࠊᗈ࿌ࢆぢࡓேࡢࢱࣉࡸᗈ࿌ࡢຠᯝࡘ࠸࡚ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆ
ᗈ࿌ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏝⪅ࡀチྍࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊ⏝⪅ࢆ≉
ᐃࡍࡿሗ ⏝⪅ࡢ㐃⤡ࡸ≉ᐃࡘ࡞ࡀࡿ⏝⪅ྡࡸ࣓࣮ࣝࢻ
ࣞࢫ࡞ ࡣඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊ⏝⪅ࡢࢹࣔࢢࣛࣇࢵࢡሗࡸ
㊃࣭㛵ᚰ㛵ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ሗ ࠼ࡤࠊᗈ࿌ࢆぢࡓ⏝⪅ࡣࠊ࣐
ࢻࣜࢵࢻఫࢇ࡛࠸ࡿ 㹼 ṓࡢዪᛶ࡛ࠊࢯࣇࢺ࢙࢚࢘ࣥࢪࢽ
ࣜࣥࢢ㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࠸ࡗࡓሗ ࢆࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺᒙࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ
ᙺ❧ࡓࡏࡿ┠ⓗ࡛ᗈ࿌ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡢ )DFHERRN ᗈ
࿌ࡀ㉎ධࡸࢡࢩࣙࣥࡘ࡞ࡀࡗࡓࢆ☜ㄆࡋࠊᗈ࿌▱ࡽࡏࡿࠋ
࣭ຠᯝ ᐃࢆ⾜࠺ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗ
ᘢ♫ࡣࠊ⏝⪅㛵ࡍࡿሗࢆࠊᘢ♫ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ศᯒࡸ ᐃࡢ
࣏࣮ࣞࢺࢆᥦ౪ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊࢹ࣮ࢱ㞟ィࢆ⾜࠺ᴗඹ᭷ࠋ
࣭ᘢ♫〇ရ࡛ၟရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࢆ㈍ࡍࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮
⏝⪅ࡀ᭷ᩱࢥࣥࢸࣥࢶࡢཷಙࢆ⏦ࡋ㎸ࡴࠊᘢ♫〇ရෆ࡛㈍ࡉ
ࢀࡿࡶࡢࢆ㉎ධࡍࡿሙྜࠊᙜヱࢥࣥࢸࣥࢶࡢࢡ࢚ࣜࢱ࣮ࡸ㈍⪅
ࡣࠊ⏝⪅ࡢබ㛤ሗࡸࡢඹ᭷ሗཬࡧྲྀᘬᚲせ࡞ሗ 㓄

ಖ⥔ᣢࠊᘢ♫〇ရࡢෆእ࠾ࡅࡿᏳࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ᥎㐍ࡢࡓ
ࡵ⏝ࠋ
࣭බ┈┠ⓗࡢࡓࡵࡢ◊✲ཬࡧࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸸
ᘢ♫ࡣࠊ୍⯡♫⚟♴ࠊᢏ⾡㐍Ṍࠊබඹࡢ┈ཬࡧᗣ⚟♴
࠸ࡗࡓࢺࣆࢵࢡ㛵ࡍࡿ◊✲ཬࡧࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᐇཬࡧᨭࢆ
┠ⓗࡋ࡚ࠊཷ㡿ࡋࡓሗ㸦ᘢ♫༠ാࡍࡿ㑅ࡧᢤࢀࡓ◊✲ࣃ࣮
ࢺࢼ࣮ࡽࡢሗ࡞㸧ࢆ⏝ࠋ࠼ࡤࠊᘢ♫ࡣᩆຓάືࢆᨭࡍ
ࡿࡓࡵࠊ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ㑊㞴⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ㛵ࡍࡿሗࢆศᯒࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡉࢀࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࠊࡈ⏝࡞ࡗࡓࣉࣜࠊ㉎
ධࡉࢀࡓၟရ࡞㸧ࢆ⏝ࠋ
մᗈ࿌ࡢ⾲♧
ಶࠎࡢ࠾ᐈᵝࡢࢽ࣮ࢬ༶ࡋࡓࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡼ
࠺ࠊ࠾ᐈᵝࡢᒃఫᆅᇦࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶➼ࡢሗࢆ⏝ࡋࠊࡲࡓࠊ
࠾ᐈᵝࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝ᒚṔ㸦᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡉࢀࡓ࢘
࢙ࣈ࣮࣌ࢪࠊᚚ⏝࡞ࡗࡓࣉࣜࠊ㉎ධࡉࢀࡓၟရࠊ⨨ሗ
➼㸧ࡸᥦ౪ࢆཷࡅࡓሗࢆศᯒࡋ࡚ <DKRR-$3$1 ⊂⮬ࡢᇶ‽࡛᥎ᐃ
ࡋࡓ࠾ᐈᵝࡢ⯆㛵ᚰ㛵ࡍࡿሗࢆ⏝ࠋ
ͤ」ᩘࡢ⎔ቃ㸦➃ᮎࠊࣉࣜࠊࣈࣛ࢘ࢨ࣮➼㸧ࡢሗࢆ⏝ࡍࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋ
յධຊ⿵ຓ➼
ၟရࢆ㉎ධࡉࢀࡿ㝿➼ᚲせ࡞࠾ᐈᵝࡢሗࡢධຊࠊ㏦ಙࢆ⡆༢
⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ࠊ⮬ືⓗධຊ⏬㠃⾲♧ࡉࡏࡓࡾࠊ㏦
ಙ⏝ࡢሗࢆ⏕ᡂࡋࡓࡾࠊ࠾ᐈᵝࡀࡈ⏝࡞ࢁ࠺ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ
➼ࡢᥦ౪⪅㌿㏦ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋࡓࡾࡍࡿሙྜࠊ࠾ᐈᵝࡢⓏ㘓ሗࢆ
⏝ࠋ
նᮏே☜ㄆ
ᮏே☜ㄆࡀᚲせ࡞୍㒊ࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᚚ⏝࠸ࡓࡔࡃሙྜࡸࠊ࠾
ᐈᵝࡽࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࢆཷࡅ࠾ᐈᵝࡢᮏே☜ㄆࢆ⾜࠺ሙྜࠊẶ
ྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕࠊ㖟⾜ཱྀᗙ␒ྕࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻ
␒ྕࠊ㐠㌿චチド␒ྕࠊ㓄㐩ド᫂ࡁ㒑౽ࡢ฿㐩⤖ᯝ➼ࡢሗࢆ
⏝ࠋ
շ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂ
࠾ᐈᵝࡽࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏᑐᛂࡍࡿሙྜࠊ࠾ᐈᵝࡘ࠸࡚ࡢ
ሗࡸࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝≧ἣ࡞ࢆ⏝ࠋ
ո௦㔠ㄳồ
᭷ᩱࢧ࣮ࣅࢫࢆᚚ⏝ࡢ࠾ᐈᵝ௦㔠ࢆㄳồࡍࡿሙྜࠊ㉎ධࡉ
ࢀࡓၟရྡࡸᩘ㔞ࠊ⏝ࡉࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢ✀㢮ࡸᮇ㛫ࠊᅇᩘࠊࡈ
⏝㔠㢠ࡸࠊẶྡࠊఫᡤࠊ㖟⾜ཱྀᗙ␒ྕࡸࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻ␒ྕ࡞
ࡢሗ㸦Ⓩ㘓ሗࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࢆ⏝ࠋ
չ࠾▱ࡽࡏ➼ࡢᚚ㐃⤡ࡸ㏦
࠾ᐈᵝ࠾▱ࡽࡏࡸ㐃⤡㸦<DKRR-$3$1 ࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢᥦ౪ࡍࡿ
ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢࡈෆࢆྵࡳࡲࡍ㸧ࢆࡋࡓࡾࠊၟရ࡞ࢆ㏦ࡋࡓࡾ
ࡍࡿሙྜࠊ࠾ᐈᵝࡢẶྡࠊఫᡤࠊ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ࡞ࡢ㐃⤡ඛ
ሗࢆ⏝ࠋ
պ⨨ሗ㐃ືࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪
࠾ᐈᵝࡀࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᚚ⏝࡞ࡿ➃ᮎࡢ⨨ሗࢆྲྀᚓࡋࠊࢧ
࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪࠶ࡓࡗ࡚⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
<DKRR࣮࢝ࢼࣅ࡛࣮ࣝࢺෆࢆࡋࡓࡾࠊ<DKRR0$3 ࡛࠾ᐈᵝࡢ⌧
ᅾᆅࢆ⾲♧ࡋࡓࡾࡍࡿሙྜࠊ࠾ᐈᵝࡢ➃ᮎࡢ⨨ሗࢆ⏝ࠋࡲ
ࡓࠊ࠾ᐈᵝࡀ⌧ᅾ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿᆅᇦࡢ⅏ᐖ㛵ࡍࡿሗࢆࢱ࣒ࣜ
࣮ᥦ౪ࡍࡿ➼ࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ྍḞ࡞ሙྜࡢࠊ࠾ᐈᵝ
ࡼࡾ୍ᒙᛌ㐺ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᚚ⏝࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ⏝ࠋ
ջ࣓࣮ࣝࡢゎᯒࡼࡿ౽ᶵ⬟ࡢᥦ౪ࠊᗈ࿌ࡢ᭱㐺
<DKRR࣓࣮࡛ࣝࡣࠊ<DKRR࣓࣮࡛ࣝ㏦ཷಙࡉࢀࡿ࣓࣮ࣝࢆᶵᲔⓗ
ゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆ⏝ࡋࠊ࠾ᐈᵝࡼࡾ౽ <DKRR࣓࣮ࣝࢆ࠾
࠸࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࠊ࠾ᐈᵝࡢ㛵ᚰ㛵㐃ᛶࡀ㧗࠸
ุᐃࡉࢀࡓᗈ࿌ࡸ࠾▱ࡽࡏࢆ㓄ಙࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ռ㏞ᝨ⾜Ⅽ࣭ṇ⏝ࡢᑐ⟇
⏝つ⣙㐪ࡸブḭࠊṇࢡࢭࢫ࡞ࡢ≢⨥⾜Ⅽࠊṇ࣭ᙜ
࡞┠ⓗ࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝ࢆ㜵Ṇࠊ᳨ฟࠊㄪᰝࡍࡿሙྜࠊ࠾ᐈ
ᵝࡢⓏ㘓ሗࡸ࠾ᐈᵝࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝ᒚṔ࡞ࢆ⏝ࠋ
սᴗࡸ⮬య࡛ࡢ⤫ィࢹ࣮ࢱࡢά⏝
<DKRR-$3$1 ࡢࢹ࣮ࢱࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥᴗ࠾࠸࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢࢹ
࣮ࢱࢆඖసᡂࡋࡓࠕㄡࡢሗࠖࡣゝ࠼࡞࠸≧ែ࡞ࡗࡓ⤫ィ
ࢹ࣮ࢱࢆࠊᴗࡸ⮬యࡀά⏝ࠋ
վ㏻ಙ⎔ቃᨵၿ
㏻ಙ⎔ቃࡢᨵၿࡸࡑࡢබ⾲ྥࡅࡓཧ⪃㈨ᩱࡍࡿࡓࡵࠊ࠾ᐈ
ᵝࡢᚚ⏝⎔ቃሗࢆࠊᦠᖏ㟁ヰᴗ⪅ᥦ౪ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
տ⏝≧ἣ➼ࡢㄪᰝ࣭ศᯒ
ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ⏝⪅ᩘࡸ <DKRR-$3$1 ࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ㓄ಙࡍࡿᗈ
࿌ࡢ㜀ぴᩘࠊࢡࣜࢵࢡᩘ࡞ࢆㄪᰝ࣭ศᯒࡍࡿࡓࡵࠊ࠾ᐈᵝࡼ
ࡿࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝ᒚṔࢆ⏝ࠋ
࠾ᐈᵝࡢಶேሗࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊ࠾ᐈᵝࡢྠពࢆᚓ࡚ᥦ౪
ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᐃࡵࡿ⠊ᅖ㝈ᐃࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ
࣮ࢱࢆ➨୕⪅ᥦ౪ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊ࠾ᐈᵝࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ
Ặྡࡸఫᡤ࡞┤᥋≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሗࢆ㝖እ
ࡋࡓୖ࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᐃࡵࡿ┠ⓗࡢࡓࡵᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢࢹ
࣮ࢱࡢࡳࢆ㐃ᦠࠋ
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⏝⪅ࡢࣉࣟࣇࣜࣥࢢ࣭
ࢭࢢ࣓ࣥࢺ≧ἣ

ᗈ࿌ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ
⏝⪅ሗࡢά⏝≧ἣ

⏝つ⣙࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮➼

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ಀࡿ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆ
ᐜࠊᥖ㍕ሙᡤ





♫ྡ


࣭$SSOH ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF
\MS㸧
 㝵ᒙᵓ㐀
 3') ∧ࡶ࠶ࡾ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\SGIVDSSOH
SULYDF\SROLF\MSSGI㸧
࣭'DWD 3ULYDF\ KWWSVZZZDSSOHFRPMSOHJDOSULYDF\GDWD 
 ಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ྲྀࡾᢅ࠺ಶேࢹ࣮ࢱࡢㄝ᫂
 ୖ㏙ࡢࠕ$SSOH ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠖࡢࠕ$SSOH ࡀ࠾ᐈᵝࡽ㞟
ࡍࡿಶேࢹ࣮ࢱ࡛ࠖᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ᴫせ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\㸧
 ࣮ࣘࢨ࣮ྥࡅࡢ⡆␎∧ࠋࢥࣥࢆ⏝ࡋ࡚ศࡾࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ᶵ⬟㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\IHDWXUHV㸧
 6DIDUL ࡸ࣐ࢵࣉ➼ࡢ $SSOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀഛ࠼࡚࠸ࡿࠊࣉࣛࣂࢩ࣮
ಖㆤᶵ⬟ࢆㄝ᫂ࠋ

࣭$SSOH ࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࢆ㏣㊧ࡋ࡞࠸ࠋ
࣭$SSOH ࡢ $SS ࡽ㞟ࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆࠊ♫〇 $
SS ࡽ㞟ࡉࢀࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫࡢࢹ࣮ࢱ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࢱ࣮
ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌ཪࡣᗈ࿌ ᐃࡢࡓࡵ⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
࣭$SSOH ࡢ $SS ࡽ㞟ࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆࢹ࣮ࢱࣈࣟ
࣮࣮࢝ඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ
࣭ࢥࣥࢸࢡࢫࢺሗ㸸ᗈ࿌ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺሗ
ࢆ⏝ࡍࡿࠋᗈ࿌ࡣࠊ」ᩘࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡽ㞟⣙ࡋ࡚సᡂࡍࡿࢭࢢ࣓ࣥ
ࢺሗᇶ࡙ࡁᥦ౪ࡋࠊಶேࢆ≉ᐃࡋ࡚ᥦ౪ࡋ࡞࠸ࠋ
 ࢹࣂࢫࡢሗ
 ࢹࣂࢫࡢሙᡤ
 $SS6WRUH ࡛ࡢ᳨⣴
 $SSOH1HZV ᰴ౯͇
࣭$SSOH ࡣࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿሗࡣ♫ඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋ$SSOH ࡣࠊ$SS
OH 㐃ᦠࡋ࡚ $SSOH ࡢ〇ရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࠊ࣐࣮ࢣࢸ
ࣥࢢ༠ຊࡋࡓࡾࠊ$SSOH ࡢ௦ࢃࡾᗈ࿌ࢆ㈍ࡋࡓࡾࡍࡿᡓ␎ⓗ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࠊಶேࢆ≉ᐃࡋ࡞࠸ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭$SSOH3D\ ࡢྲྀᘬࡸࠕ࣊ࣝࢫࢣࠖ$SS ࡢࢹ࣮ࢱࠊ$SSOH ࡢᗈ࿌ࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡀࢡࢭࢫࡋࡓࡾᗈ࿌┠ⓗ⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣ࡞
࠸ࠋ
࣭$SSOH ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᛶⓗᣦྥࠊ᐀ᩍⓗಙ᮲ࠊཪࡣᨭᣢᨻඪ㛵ࡍࡿ
ሗࡣ㛵▱ࡏࡎࠊᗈ࿌ࡶᥦ౪ࡋ࡞࠸ࠋ
࣭$SS 6WRUH ཪࡣ $SSOH 1HZV ࢹࣂࢫࡢ⨨ሗࡢࢡࢭࢫࢆチ
ྍࡋࡓሙྜࠊ$SSOH ࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣࠊ$SS6WRUH  $SSOH
1HZV ࡛ᆅ⌮ⓗࢱ࣮ࢤࢵࢺࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵࢹࣂࢫࡢ
⌧ᅾᆅࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ࣮ͤࣘࢨ࣮ࡣ⨨ሗࡢᥦ౪ࢆᣄྰタ
ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
࣭$SSOH ࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣࠊಶேሗࢆ⏝ࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛ
ࢬࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࠋ࣮ͤࣘࢨ࣮ࡣࠕࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓᗈ
࿌ࠖࢆ࢜ࣇࡋ࡚ࠊ$SSOH ಶேሗࢆᗈ࿌ࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢ⏝ࡉ
ࡏ࡞࠸ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦$SSOH ࡢᗈ࿌ࣉࣛࣂࢩ࣮㸦KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMDMS+7
㸧
࣭ఝࡓࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡘ࣮ࣘࢨ࣮ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡲࡵ࡚ࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆ
సᡂࡋࠊࡇࢀࡽࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⏝ࡋ࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࠋࣘ
࣮ࢨ࣮ࡢ⏝⪅ሗࡣࠊࡾᙜ࡚ࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺཬࡧ㓄ಙࡍࡿᗈ࿌ࢆỴ
ᐃࡍࡿࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊ
ࢱ࣮ࢤࢵࢺᗈ࿌ࡣ  ே௨ୖࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࢱ࣮ࢤࢵࢺᇶ‽ヱᙜ
ࡍࡿሙྜࡢࡳ㓄ಙࡉࢀࡿࠋࢭࢢ࣓ࣥࢺࡾᙜ࡚ࡿࡓࡵࠊḟࡢࡼ࠺
࡞ሗࡀ⏝ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
 ࢝࢘ࣥࢺࡢሗ㸸$SSOH,' ࢝࢘ࣥࢺⓏ㘓ࡉࢀࡓྡ๓ࠊఫᡤࠊ
ᖺ㱋ࠊᛶูࠊࢹࣂࢫࠋྡ๓㸦ྡ㸧ࡸᩗ⛠࡞ࡢሗࡣࠊᛶูࢆ᥎
ࡍࡿࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
 ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻཪࡣ㉎ධࡋࡓ㡯┠ࢧࣈࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥ㸸ࢲ࣮࢘ࣥࣟ
ࢻࡋࡓ㡢ᴦࠊᫎ⏬ࠊࣈࢵࢡࠊࢸࣞࣅ␒⤌ࠊ$SS ࠊ$SS ෆࡢㄢ㔠ཬࡧ
ࢧࣈࢫࢡࣜࣉࢩࣙࣥࠋ$SS 6WRUH ࡽ≉ᐃࡢ $SS ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ
ࡓࡇࡸࠊ$SS 6WRUH ࡽࡢ≉ᐃࡢ $SS ෆ࡛ࡢㄢ㔠㸦ࢧࣈࢫࢡࣜࣉ
ࢩࣙࣥࢆྵࡴࠋ㸧ᇶ࡙ࡃࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢࡣࠊᙜヱ $SS ࡢࢹ࣋ࣟࢵࣃ
ࡼࡿሙྜࡢࡳチྍࡉࢀࡿࠋ
 $SSOH1HZV ͆ᰴ౯͇㸸㜀ぴࡋࡓグࡢࢺࣆࢵࢡࡸ࢝ࢸࢦࣜࡢࠊ
ࣇ࢛࣮ࣟࠊⓏ㘓ࠊཪࡣ㏻▱ࡍࡿࡼ࠺タᐃࡋ࡚࠸ࡿฟ∧≀ࠋ
 ᗈ࿌㸸$SSOH ࡢᗈ࿌ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡼࡗ࡚㓄ಙࡉࢀࡓᗈ࿌ᑐ
ࡍࡿ᧯సࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ⮬㌟ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺሗࢆ☜ㄆྍ⬟㸦$SSOH ࡢᗈ࿌ࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㸦KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMDMS+7㸧ࠋ

$SSOH,QF


*RRJOH ࡣࠊໃࡢேࠎࡀ᪥ᖖⓗ᪂ࡋ࠸᪉ἲ࡛ୡ⏺ࡘ࠸࡚▱ࡾࠊୡ
⏺ࡢேࠎࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿࡇࢆᨭࡍࡿᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ㛤Ⓨࠋ*RRJOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅศࡾ
ࡸࡍࡃ࠾ఏ࠼࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊලయࠊㄝ᫂ື⏬ࠊ࡞⏝ㄒࡢᐃ⩏ࢆᥦ♧ࠋ
ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࣜࣥࢡࡼࡾ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\ZK\
FROOHFW㸧

*RRJOH ࡣ㞟ࡋࡓሗࢆࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌ྠពࡍࡿ࣮ࣘࢨ
࣮࠾࠸࡚ࠊ࠾ࡍࡍࡵࡢᥦ౪ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࠊ᳨⣴⤖
ᯝࡢ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢆྵࡵࡓ *RRJOH ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࡓࡵࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ࢝ࢫ
ࢱ࣐ࢬࡍࡿࡓࡵ⏝ࠋࢭ࢟ࣗࣜࢸデ᩿ࡢࢶ࣮࡛ࣝࡣࠊ⏝ࡍࡿ *
RRJOHࡢ〇ရࡈࢭ࢟ࣗࣜࢸタᐃࡢࣄࣥࢺࢆᥦ౪ࠋ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢタᐃࡼࡗ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ㛵ᚰᇶ࡙࠸ࡓࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ
ࢻᗈ࿌ࢆ┠ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ㺀࣐࢘ࣥࢸࣥࣂࢡ㺁᳨⣴ࡍࡿ
ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ *RRJOH ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ♧ࡍࢧࢺࢆぢࡿࢫ࣏
࣮ࢶ⏝ရࡢᗈ࿌ࢆ┠ࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣᗈ࿌タᐃࡼࡾ⟶⌮
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᗈ࿌タᐃࡢ࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣḟࡢⅬࡀ
㏻▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㺀ᗈ࿌ࡣࠊ*RRJOH࢝࢘ࣥࢺ㏣ຍࡉࢀࡓಶேሗࠊ
*RRJOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᗈ࿌ࡽᥦ౪ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࠊ*RRJ
OHࡀ᥎ᐃࡋࡓ⯆㛵ᚰᇶ࡙࠸࡚⾲♧ࡉࢀࡲࡍࠋ㺁
࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊே✀ࠊ᐀ᩍࠊᛶⓗᣦྥࠊᗣࡢࡼ࠺࡞ࢭࣥࢩࢸࣈ࡞
ሗᇶ࡙࠸࡚ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྡ
๓ࡸ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࡢࡼ࠺࡞࣮ࣘࢨ࣮ࢆಶேⓗ≉ᐃࡍࡿሗࢆ࣮ࣘ
ࢨ࣮ᚚᮏேࡢồࡵࡀ࡞࠸㝈ࡾᗈ࿌ඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠋヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ
ࡢࣜࣥࢡࡼࡾ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\ZK\FR
OOHFW㸧
ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌㸦KWWSVVXSSRUWJRRJOHFRPDGVSROLF\DQVZ
HU"S SULYSROBSQDG YLVLWBLG 
 UG 㸧

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࢆᐃࡵࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊྲྀᚓࡍࡿሗࠊ⏝┠ⓗࠊሗࢆ➨୕⪅
ᥦ౪ࡍࡿሙ㠃ཬࡧ࠾ᐈᵝࡢᶒ➼ࢆつᐃ㸦KWWSVOLQHPHMDWHUPV
SROLF\㸧ࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆᐜ࡞ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ㛤タ࣭බ⾲㸦KWWSVOLQHFRUSFRPMD
SULYDF\㸧ࠋ
ᘢ♫ :HE ࢧࢺཪࡣ /,1( ࣉࣜෆࡽ /,1( ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
ࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
ಶูࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᶵ⬟➼࠾࠸ู࡚㏵ࡢ࣏ࣜࢩ࣮࣭つ⣙ࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࡋ
࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

࠾ᐈᵝࡢᚚⓏ㘓ሗࡸࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᒚṔ➼ࡢሗࢆᇶࠊ࠾ᐈᵝࡢ⯆
㛵ᚰࡸᒓᛶࢆ᥎ᐃ࣭ศ㢮ࡋࡓୖࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢ᥎⸀ࡸᗈ࿌㓄ಙ⏝ࠋ


࠼ࡤࠊ࠾ᐈᵝࡢࢫࢱࣥࣉ➼ࡢ㉎ධᒚṔࠊࡼࡃᚚ⏝ࡉࢀࡿᘢ♫ࢧ࣮
ࣅࢫࠊ᳨⣴ᒚṔ➼ࡢሗࢆ⏝ࡋ࡚ᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

࠾ᐈᵝࡼࡾ᭱㐺ࡋࡓᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡍࡿࡓࡵ⏝⪅ሗࢆ⏝ࠋ

ᘢ♫ࡢࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮࠾࠸࡚ࠊᘢ♫〇ရ㸦)DFHERRNࠊ,QVWDJUDPࠊ0
HVVHQJHU ࡑࡢ㸧ࢆ㐠Ⴀࡍࡿᙜࡓࡗ࡚⏝ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕᘢ♫
ࡀྲྀᚓࡍࡿሗࡢ✀㢮ࠖࠊ
ࠕᘢ♫ࡀྲྀᚓࡋࡓሗࡢ⏝┠ⓗࠖ
ࠊ
ࠕሗࡢඹ
᭷᪉ἲࠖࠊࠕ࣏ࣜࢩ࣮ኚ᭦ࡢ㝿ࡢ㏻▱᪉ἲࠖ➼ࡢ㡯┠ࡼࡾㄝ᫂ࠋ
ヲࡋࡃࡣࠊḟࡢࣜࣥࢡࢆᚚぴ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸦KWWSVZZZIDFHERRN
FRPSULYDF\H[SODQDWLRQ㸧

ᘢ♫ࡣಖ᭷ࡍࡿሗࢆࠊᶵ⬟ࢥࣥࢸࣥࢶࡢࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࠊᘢ♫〇
ရࡢෆእ࠾ࡅࡿ⏝⪅ࡢ࠾ࡍࡍࡵࡢ⾲♧ࢆྵࡵࠊᘢ♫〇ရࢆᥦ౪ࡍ
ࡿࡓࡵ⏝ࠋ
ᘢ♫ࡣࠊ⏝⪅ྜࢃࡏ࡚㛵㐃ᛶࡢ㧗࠸ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬ〇ရࢆసᡂࡍ
ࡿࡓࡵࠊ⏝⪅࡞ࡽྲྀᚓཬࡧㄆ㆑ࡋࡓࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃ⏝⪅ࡢࡘ
࡞ࡀࡾࠊႴዲࠊ㛵ᚰཬࡧࢡࢸࣅࢸࢆ⏝ࠋࡲࡓࠊ⏝⪅ࡢᘢ♫〇
ရࡢ⏝≧ἣ୪ࡧᘢ♫〇ရᑐࡍࡿᛂཬࡧ⏝⪅ࡀᘢ♫〇ရࡢෆ
እ࡛ࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡕ㛵ᚰࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿேࠊሙᡤࠊ≀ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ
⏝ࠋ

ᘢ♫ࡣࠊᗈ࿌ࡸࢡ࣮࣏ࣥ࡞ࡢ⏝⪅⾲♧ࡍࡿࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࢥࣥࢸࣥ
ࢶࢆ㑅ᐃཬࡧࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ⏝⪅㛵ࡋ࡚ᘢ♫ࡀಖ᭷ࡍ
ࡿࠊ⏝⪅ࡢ㊃࣭㛵ᚰࠊࢡࢩࣙࣥࠊࡘ࡞ࡀࡾ࡞ࡢሗࢆ⏝ࠋ
ᘢ♫ࡀ⏝⪅ࡢಶேࢹ࣮ࢱࢆᗈ࿌㈍ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
⏝⪅ࡢ᫂☜࡞チྍࢆᚓࡎࠊ⏝⪅ࢆ┤᥋≉ᐃ࡛ࡁࡿሗ Ặྡࠊ࣓࣮
ࣝࢻࣞࢫࡲࡓࡣࡢ㐃⤡ඛሗ࡞ ࢆᗈ࿌ඹ᭷ࡍࡿࡇࡶ࡞
࠸ࠋ
ࡑࡢ௦ࢃࡾࠊᗈ࿌ࡣ⮬♫ࡢᗈ࿌ࡢ㓄ಙࢆᕼᮃࡍࡿ࣮࢜ࢹ࢚ࣥࢫࡢ
㢮ᆺ࡞ࢆᘢ♫▱ࡽࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᘢ♫ࡣ⯆ࢆᣢࡕࡑ࠺࡞ேࡑ
ࡢᗈ࿌ࢆ㓄ಙࠋ



0HWD

*RRJOHࡣ࣮ࣘࢨ࣮ࡽඹ᭷ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶ*RRJOHࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᥦ౪ࠊ⥔ᣢࠊᨵၿࡋࠊ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࠋ࣮ࣘࢨ࣮ᚚ⮬㌟ࡼ
ࡿࣉࣛࣂࢩ࣮⟶⌮ࡼࡗ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓࢥࣥࢸࣥࢶࠊᗈ࿌
ࢆྵࡵࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ*RRJOH
࢝࢘ࣥࢺࢧࣥࣥࡋࠊࢡࢸࣅࢸ⟶⌮ࡢ࣮࣌ࢪࡽࠊ࢙࢘ࣈ
ࣉࣜࡢࢡࢸࣅࢸࢆ࢜ࣥࡍࡿࠊ*RRJOH ࡣ࣮ࣘࢨ࣮ᑐࡋ
ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㛵ᚰᇶ࡙ࡁ♧ࡍࡇࡀ࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ㺀࣐࢘ࣥࢸࣥࣂࢡ㺁᳨⣴ࡍࡿࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ*RRJOHࡽᥦ
౪ࡉࢀࡓᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿࢧࢺࢆぢࡿࢫ࣏࣮ࢶ⏝ရࡢᗈ࿌ࢆ┠ࡍ
ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ*RRJOH ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ᗈ࿌ࢆฟࡍࡓࡵ⏝ࡍࡿሗ
ࡣࠊᗈ࿌タᐃ㸦KWWSVDGVVHWWLQJVJRRJOHFRPDXWKHQWLFDWHG㸧ࡽ
࣮ࣘࢨ࣮ᚚ⮬㌟࡛⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣᗈ࿌ࡽ
ࡢሗᇶ࡙࠸࡚ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬᗈ࿌ࢆ┠ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊᗈ࿌ࡢࢧࢺ࡛ၟရࢆ㉎ධࡋࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᗈ࿌ࡣ
ࢧࢺࢆゼၥࡋࡓሗࢆ⏝ࡋᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
ࢹ࣮ࢱࡀᗈ࿌࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺㞟ࠊ⏝ࡉࢀࡿࡢࡘ࠸࡚ࡣḟ
ࡢࣜࣥࢡࡼࡾ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MD
ZK\FROOHFW㸧
ࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࢻᗈ࿌㸦KWWSVVXSSRUWJRRJOHFRPDGVSROLF\DQVZ
HU"S SULYSROBSQDG YLVLWBLG 
 UG 㸧
ᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ⌮⏤㸦KWWSVVXSSRUWJRRJOHFRPDGVDQVZHU
"S SULYSROBZK\DG KO MD YLVLWBLG 
 UG 㸧

/,1( ᰴᘧ♫
㏦ඛࡸ㐃⤡ඛሗ࡞ ࢆཷಙࠋ
࣭࣋ࣥࢲ࣮ࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ࣮
ᘢ♫ࡣࠊᢏ⾡ࣥࣇࣛࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊᘢ♫〇ရࡢ⏝≧ἣࡢศᯒࠊ
࢝ࢫࢱ࣐࣮ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࠊỴ῭ࡢ௦⾜ࠊࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ࡞ࡼ
ࡾᘢ♫ࡢᴗࢆ⿵ຓࡍࡿ࣋ࣥࢲ࣮ࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ࣮ࠊሗ
ࢥࣥࢸࣥࢶࢆᥦ౪ࠋ
࣭◊✲ᶵ㛵ࡸᩍ⫱ᶵ㛵
ᘢ♫ࡣࠊ⮬♫ࡢᴗࡸ࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿᏛၥࡸࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ
᥎㐍ࡋࠊᗈࡃ♫ࡢ⚟♴ࠊᢏ⾡ࡢⓎᒎཬࡧබඹࡢ┈ࠊᗣࠊ⚟
㛵ࡍࡿⓎぢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㈨ࡍࡿㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊㄪᰝࣃ
࣮ࢺࢼ࣮࠾ࡼࡧᏛ⾡ᶵ㛵ሗࢥࣥࢸࣥࢶࢆᥦ౪ࠋ
࣭ἲᇳ⾜ᶵ㛵ࡸἲⓗせㄳ
ᘢ♫ࡣࠊ୍ᐃࡢ≧ἣ࠾࠸࡚ࠊἲᇳ⾜ᶵ㛵ᑐࡋࠊཪࡣᤚᰝ௧≧ࠊ
ุᡤࡼࡿ௧ࠊྊႏ≧࠸ࡗࡓἲⓗせㄳᛂ࠼࡚ࠊ㐺⏝ἲ௧㑂
Ᏺࡍࡿࡃሗࢆඹ᭷ࠋ

*RRJOH//&
DWDRYHUYLHZ"KO MD㸧࡛㛤♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭㐪ࡢྍ⬟ᛶࡢㄪᰝ࡞ࠊ㐺⏝ࡉࢀࡿ⏝つ⣙ࡢ㑂Ᏺᚭᗏࢆᅗࡿࡓ
ࡵࠋ
࣭ṇ⾜Ⅽࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࡸᢏ⾡ୖࡢၥ㢟ࡘ࠸᳨࡚▱ࠊ㜵Ṇࡲࡓࡣࡑ
ࡢࡢᑐฎࢆ⾜࠺ࡓࡵࠋ
࣭ἲᚊୖࡢ⩏ົᛂࡌ࡚ࠊࡲࡓࡣἲᚊୖㄆࡵࡽࢀࡿ⠊ᅖෆ࡛ࠊ*RRJOHࠊ
*RRJOH ࣮ࣘࢨ࣮ࠊࡲࡓࡣ୍⯡ࡢேࠎࡢᶒࠊ㈈⏘ࠊࡲࡓࡣᏳᐖࡀ
ཬࡪࡇࢆ㜵ࡄࡓࡵࠋ
 *RRJOH ࡣࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ሗ㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFR
PSULYDF\"KO MDIRRWQRWHLQIR㸧ࢆබ㛤ࡍࡿࠊࡲࡓࡣ*RRJOHࡢࣃ࣮
ࢺࢼ࣮㸦ࢧࢺ㐠Ⴀ⪅ࠊᗈ࿌ࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࠊᶒ⪅࡞㸧ඹ᭷ࡍ
ࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡓ࠼ࡤࠊ*RRJOH ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍⯡ⓗ࡞⏝ഴྥࡀࢃ
ࡿ㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHWUHQG
V㸧ሗࢆබ㛤ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ≉ᐃࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦KWWSVSROLFLHVJR
RJOHFRPSULYDF\"KO MDIRRWQRWHVSHFLILFSDUWQHUV㸧ࠊᗈ࿌࠾ࡼ
ࡧ ᐃࡢ┠ⓗ࡛ࣃ࣮ࢺࢼ࣮⮬㌟ࡢ &RRNLH ࡸ㢮ఝࡢᢏ⾡ࢆ⏝ࡋ࡚ࣘ
࣮ࢨ࣮ࡢࣈࣛ࢘ࢨࡲࡓࡣࢹࣂࢫࡽሗࢆ㞟ࡍࡿࡇࢆチྍࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
 *RRJOHࡀྜేࠊ㈙ࠊࡲࡓࡣ㈨⏘ㆡΏࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓሙྜࠊ*RRJO
H ࡣᘬࡁ⥆ࡁ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேሗࡢᶵᐦᛶࡀಖᣢࡉࢀࡿࡼ࠺ྲྀࡾィࡽ
࠸ࠊಶேሗࡀㆡΏࡉࢀࡿ๓ࠊࡲࡓࡣูࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㐺⏝
ࢆཷࡅࡿࡼ࠺࡞ࡿ๓ࠊᑐ㇟ࡢ࣮ࣘࢨ࣮㏻▱ࡋࡲࡍࠋ

ᘢ♫࠾࠸࡚ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡢዎ⣙ࡢලయⓗෆᐜ࡞ࡿᩥ᭩࡛࠶ࡿ⏝
つ⣙ࡢ୰࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆつᐃ㸦KWWSVDERXW\DKRRFR
MSFRPPRQWHUPVFKDSWHUFIQG㸧ࠋࡇࢀࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡀ
࠾ᐈᵝࡢ⣙᮰࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆᐜࡀᘢ♫ࡢമົ࡞ࡿࡢ⨨࡙ࡅࢆ᫂
☜ࡍࡿࡶࡢࠋෆᐜࡣḟࡢ࠾ࡾࠋ
ͤ࡞࠾ࠊࡇࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡗ࡚ࡼࡾศ
ࡾࡸࡍࡃሗᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᘢ♫࡛ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ
࣮࠸࠺࣮࣌ࢪࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࠊྠࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮
ࢱࡢྲྀᚓࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࠊ࠾ࡼࡧࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠ
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀヲ⣽ࢆㄝ᫂㸦KWWSVSULYDF\\DKRRFRMS㸧ࠋࡲࡓࠊ
㐣ཤࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᮎᑿࡢᨵᐃᒚṔ
ࡽ㜀ぴࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

ಶࠎࡢ࠾ᐈᵝ᭱㐺࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊ<DKRR -$3$1
⊂⮬ࡢᇶ‽࡛᥎ᐃࡋࡓ࠾ᐈᵝࡢ⯆㛵ᚰ㛵ࡍࡿሗࢆ⏝ࠋ
࠾ᐈᵝࡢᒃఫᆅᇦࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶࡞ࡢሗࡸࠊ࠾ᐈᵝࡢࢧ࣮ࣅࢫ➼
ࡢᚚ⏝ᒚṔ㸦᳨⣴࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ㜀ぴࡉࢀࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࠊᚚ⏝࡞
ࡗࡓࣉࣜࠊ㉎ධࡉࢀࡓၟရ࡞㸧ࢆศᯒࡋ࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢ⯆㛵ᚰ㛵
ࡍࡿሗࢆ᥎ᐃࡋࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡸࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆಶࠎࡢ࠾ᐈᵝྜࢃࡏ࡚
᭱㐺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ<DKRRࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣ㐣ཤ㜀ぴࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫ
グ࡞ࢆศᯒࡋ࡚㛵ᚰࡀ㧗࠸᥎ᐃࡉࢀࡿグࢆ⾲♧ࡋࠊ<DKRRࢩࣙ
ࢵࣆࣥࢢ࡛ࡣၟရࡢ㜀ぴᒚṔࡸ㉎㈙ᒚṔ࡞ࢆศᯒࡋ࡚࠾ࡍࡍࡵၟရ
ሗࢆ⾲♧ࠋ

<DKRR -$3$1 ࡣࠊ࠾ᐈᵝࡼࡾ㐺ษ࡞ᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵࠊ࠾ᐈ
ᵝࡽྲྀᚓࡋࡓḟࡢࡼ࠺࡞ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚ᗈ࿌࡞ࢆ㓄
ಙࠋ
࣭<DKRR-$3$1,' ࡢⓏ㘓ሗ㸦⏕ᖺ᭶ࠊᛶู࡞㸧
࣭ᗈ࿌㓄ಙྲྀᚓࡍࡿሗ㸦㛫ᖏࠊ࠾࠾ࡲ࡞⌧ᅾᆅࠊᗈ࿌ࡀ⾲♧
ࡉࢀࡿ࣮࣌ࢪࠊᗈ࿌⾲♧᳨⣴ࡋ࡚࠸ࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡞㸧
࣭ᗈ࿌㓄ಙ๓ྲྀᚓࡋࡓ㐣ཤࡢᒚṔ㸦ͤ㸧
ձ<DKRR -$3$1 ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝ᒚṔ㸦㐣ཤ᳨⣴ࡋࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࠊ
㜀ぴࡋࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸᗈ࿌ࠊ⏝ࡋࡓࣉࣜࠊ㉎ධࡋࡓၟရࠊ
⏝㛫ᖏࠊᆅᇦࠊࢹࣂࢫ࡞㸧
ղᗈ࿌ࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢧࢺࡢ⏝ᒚṔ
ͤἲ௧ᇶ࡙ࡃሙྜࢆ㝖ࡁࠊᒚṔࢆ✚ࡍࡿᮇ㛫ࡣḟࡢ࠾ࡾࠋ
࣭ศᯒࡋࠊ⊂⮬ࡢᇶ‽࡛⯆㛵ᚰูศ㢮ࡍࡿ┠ⓗࡢࡓࡵ✚ࡍ
ࡿྛ✀ᒚṔ㸸᭱  ᪥㛫
࣭࠾ᐈᵝࡀ≉ᐃࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆゼၥࡉࢀࡓᒚṔᇶ࡙࠸࡚ᗈ࿌
ࢆ㓄ಙࡍࡿ┠ⓗࡢࡓࡵ✚ࡍࡿ࣮࣌ࢪ㜀ぴᒚṔ㸸᭱  ᖺ
ࡲࡓࠊே✀ࠊ᐀ᩍࠊᛶⓗᣦྥࠊᗣ≧ែ࡞ࠊៅ㔜ᢅ࠺ࡁಶே
㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣ⏝ࡋ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊ࠾ᐈᵝࡣᗈ࿌タᐃ࡛ࠊᗈ࿌㓄ಙ๓ྲྀᚓࡋࡓ㐣ཤࡢᒚṔࢆ⏝
ࡋࠊ࠾ᐈᵝࡢ⯆࣭㛵ᚰࢆศᯒࠊ᥎▱ࡋ࡚㓄ಙࡍࡿࠕ⾜ືࢱ࣮ࢤࢸࣥ
ࢢᗈ࿌ࠖࡢ᭷ຠ↓ຠࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

250

ኚ᭦㝿ࡋ࡚ࡢ㏻▱ྠពྲྀ
ᚓࡢ᪉ἲ

⏝㛤ጞᚋ㸦᭱ึࡢྠព࣭㏻
▱ᚋ㸧࠾ࡅࡿࠊᐃᮇⓗ࡞㏻
▱➼ࡢᕤኵ





㏱᫂ᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢᕤኵ

⏝⪅ሗࡢྲྀᢅ࠸ࢆศ
ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ⪃࠼᪉ࠊ
ᕤኵࡸᑐฎ㸦⏝⪅ࡢാࡁ
ࡅࡸሗᥦ౪ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢸ
ࢫࢺࡢᐇ➼㸧

ࢧ࣮ࣅࢫ⏝㛤ጞ๓ࡢ⏝
⪅ࡢ♧ࡋ᪉ࠊ㏻▱ྠពྲྀ
ᚓࡢ᪉ἲ㸦ᑟ⥺➼㸧



♫ྡ


$SSOH,QF


࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ$SSOH ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ຍ࠼࡚ࠊ
ࠕࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ᴫせࠖ
ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ᶵ⬟ࠖ
ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖ➼
ࢆᥖ㍕ࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢࢥࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࢆཧ↷ࠋ

࣭ヱᙜࡢᶵ⬟ࢆ᭷ຠࡍࡿ๓ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ〇ရᅛ᭷ࡢሗࢆ☜ㄆࡍࡿ
ᶵࡀタࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢሗࡣࠊヱᙜࡢᶵ⬟㛵㐃ࡍࡿࠕタ
ᐃࠖࡸࠊ࢜ࣥࣛࣥ KWWSVZZZDSSOHFRPMSOHJDOSULYDF\ ࡛
࠸ࡘ࡛ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

࣭㔜࡞ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊኚ᭦ࡢᑡ࡞ࡃࡶ  㐌㛫๓ࡲ࡛ࣉࣛ
ࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧࢺ㏻▱ࢆබ㛤ࡋࠊ࣮ࣘࢨ࣮
ࡢࢹ࣮ࢱࢆ $SSOH ࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣኚ᭦ࡘ࠸࡚┤᥋㐃⤡ࡍࡿ
㸦$SSOH ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZDSSOHFRPOHJDOSU
LYDF\MS㸧ࡢࠕࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿࡈ㉁ၥࠖ㸧ࠋ

࣭ヱᙜࡢᶵ⬟ࢆ᭷ຠࡍࡿ๓ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ〇ရᅛ᭷ࡢሗࢆ☜ㄆࡍ
ࡿᶵࡀタࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢሗࡣࠊヱᙜࡢᶵ⬟㛵㐃ࡍࡿ
ࠕタᐃࠖࡸࠊ࢜ࣥࣛࣥ KWWSVZZZDSSOHFRPMSOHJDOSULYDF\
 ࡛࠸ࡘ࡛ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\FR
QWURO㸧
 ࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂ࠋ࡞࠾ࠊᥖ㍕ሙᡤࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࡢ
ᅇ⟅ࡶཧ↷ࠋ
࣭ᮏࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ຍ࠼࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡢಶேሗࡢ⏝ࢆᚲせ
ࡍࡿ〇ရཬࡧ≉ᐃࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ሗ
ࢆᇙࡵ㎸ࡴᙧ࡛ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ〇ရᅛ᭷ࡢሗࡣࠊࢹ࣮ࢱࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࡢࢥ୍ࣥ⥴⾲♧ࡉࢀࡿࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ⌮ゎࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ*RRJOHࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡛ࡣࠊ
⏬ീࡸࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥື⏬ཬࡧせ࡞ࢥࣥࢭࣉࢺࢆศࡾࡸࡍࡃࣁ
ࣛࢺࡋࡓㄝ᫂ࢆᐇࠋ
࣭*RRJOH ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢタᐃࢆ☜ㄆཬࡧㄪᩚࡋࠊ⮬
ື๐㝖࡞ࡢࢶ࣮ࣝࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡞ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ᚚ⮬㌟ࡀ *RRJOH
࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿሗࢆ⟶⌮ࡉࢀࡿࡇࢆ᥎ዡࠋ
࣭*RRJOH ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ᑐࡋ࡚࣊ࣝࣉ࣮࣌ࢪࡸࢭ࣮ࣇ࣮ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺࢹ࣮࡞ྜࢃࡏࡓྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆ࠾ఏ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡀ *RRJOH ࢝࢘ࣥࢺࢆసᡂࡍࡿ㝿ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
ࡢࣜࣥࢡࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ཬࡧ࢝࢘ࣥࢺసᡂࡢὶ
ࢀ⮬య㛵ࡍࡿ᫂☜࡞ㄝ᫂ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ࢝࢘ࣥࢺసᡂ
ᚋ࠸ࡘ࡛ࡶࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢡࢭࢫࡋࡓࡾࠊタᐃࢆኚ᭦ࡍ
ࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
࣭࢝࢘ࣥࢺタᐃࡢὶࢀࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᴫせࡶྵࡲࢀ
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞࢝࢘ࣥࢺࢆసᡂࡍࡿࡍ࡚ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢᴫせࢆ㜀ぴࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࡣࠊ
ࣉࣛࣂࢩ࣮┘どᶵ㛵㸦,&2㸧ࢆྵࡴࢹ࣮ࢱಖㆤᙜᒁࡢ༠㆟ࢆ⤒࡚
᥇⏝ࠋ
࣭࢝࢘ࣥࢺసᡂࡢὶࢀࡢ᭱ᚋࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ⏝つ⣙ࡢྠពࢆ
♧ࡍ࣎ࢵࢡࢫࡣูࡢࠊ㺀ୖ㏙ࡢ>ࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ㑅ᢥࡋࡓタ
ᐃࡼࡿ@࣮ࣘࢨ࣮ሗࡢฎ⌮㺁ᑐࡍࡿྠពࢆ♧ࡍࢳ࢙ࢵࢡ࣎ࢵࢡ
ࢫࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇࢆồࡵࡽࢀࠊ࢝࢘ࣥࢺసᡂࣉࣟࢭࢫ⤊๓
ࡉࡽࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢㄝ᫂ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ
࣭࢝࢘ࣥࢺసᡂࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮࠸ࡃࡘࡢࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡀ
ᥦ♧ࡉࢀࠊ≉ᐃࡢฎ⌮ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡶࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛ
ࢬࢻᗈ࿌ࡢྠព࡞ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ㑅ᢥࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᶵࡀᥦ౪ࡉࢀ
ࡿࠋ
*RRJOH ࡛ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊ࣮ࣘࢨ
࣮ࡢኚ᭦㏻▱ࢆ≧ἣᛂࡌ࡚ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛ᐇࠋ*RRJOH ࡣࠊ᭱⤊᭦
᪂᪥ࢆᖖ⾲♧ࡋࠊᪧࣂ࣮ࢪࣙࣥࡶ࣮ࣘࢨ࣮ࡀཧ↷࡛ࡁࡿࡼ࠺
࣮࢝ࣈಖᏑࠋ୍㒊ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣ࣓࣮࡛ࣝ࠾▱ࡽࡏࡍࡿ࡞
ࠊ㔜せ࡞ኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡾ᫂☜࡞᪉ἲ࡛࿌▱ࠋ*RRJOHࡣࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇࢆ㔜ࡃᤊ࠼ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡼࡿ᫂♧ⓗ࡞ྠ
ព࡞ࡃ࣏ࣜࢩ࣮ᇶ࡙ࡃ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᶒࢆ⦰ᑠࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
*RRJOH ࡣࠊ*RRJOH ࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀࡿሗࢆ⟶⌮ࡋࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢタᐃࢆぢ┤ࡋࠊࡘࠊ⮬㌟ࡢពྥྜࢃࡏ࡚ㄪᩚ
ࡍࡿࡇࢆࠊ࣮ࣘࢨ࣮᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢝࢘ࣥࢺࡢసᡂࡢ᭱ᚋࡢẁ㝵
࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢺࡢ࢝ࢫࢱ࣒タᐃ㛵ࡍࡿ㏻▱ࢆཷࡅ
ྲྀࡾࡓ࠸࠺㛵ࡋ࡚ࠊࢳ࢙ࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ࡛㑅ᢥࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
ࡲࡓࠊ*RRJOH ࡣࠊ࣊ࣝࣉ࣮࣌ࢪࡸࠊࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ᭶㛫ࡸࢭ࣮ࣇ
࣮ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢹ࣮➼ྜࢃࡏࡓྲྀ⤌࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ
࿘▱ࢆᐇࠋ

*RRJOH//&

࠾ᐈᵝᑐࡋ࡚ࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࢆᐇࡋࡓୖࠊ⏝⪅
ሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡢᠱᛕࢆᢕᥱࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆㄞࡳ࡙
ࡽ࠸ឤࡌࡿ⌮⏤➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡛ࠊࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓຠᯝⓗ࡞ᑐ⟇
ࢆᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ㔜せ࡞ኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ࠾ᐈᵝศࡾࡸ
ࡍ࠸᪉ἲ࡛ࡢ࿘▱ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋࡶࡼࡾ࠾ᐈᵝศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ኚ᭦ࢆ࠾▱ࡽࡏ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດ
ࡵ࡚ࡲ࠸ࡿࠋ

㔜せ࡞ኚ᭦ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࣉࣜෆࡢࣂࢼ࣮⾲♧ࡸࣉࣜෆࡢ㏻▱
ᶵ⬟ࠊ616 ࢆ⏝ࡍࡿ➼ࡋ࡚࿘▱ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚲせᛂࡌ࡚ࣉࣜ㉳ື࣏ࢵࣉࢵࣉ⾲♧ࢆࡋ࡚࠾ᐈᵝ
ࡽኚ᭦ࡋࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢྠពࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

/,1( ࢝࢘ࣥࢺ㛤タ⏝つ⣙ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆᥖ㍕
ࡋࠊ࠾ᐈᵝྠព࠸ࡓࡔ࠸ࡓୖࠊ࢝࢘ࣥࢺࢆ㛤タࡍࡿࡇࡋ࡚࠸
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࡛ ,' Ⓩ㘓࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
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ྠពྲྀᚓ㏻▱㝿ࡋ࡚ࡢࠊ
⏝つ⣙ࡸࣉࣛࣂࢩ࣮࣏
ࣜࢩ࣮ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡍࡿ
ࡓࡵࡢᕤኵ
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࣮ࣗ࣎ࢻࠊࢪࣕࢫࢺࣥࢱ
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ࢫ࣐࣮ࢺࢹࣂࢫࡢ≉ᚩࡢ
⏝➼㸧

࢜ࣉࢺ࢘ࢺ

⏝⪅ሗࡢᥦ౪ࢆᕼᮃࡋ
࡞࠸ពᛮࢆ♧ࡍ࢜ࣉࢺ࢘
ࢺࡢタ⨨≧ἣ㸦᪉ἲࠊᑐ㇟⠊



♫ྡ


࣭ࠊ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ⨨ሗࡢᥦ౪ࢆᣄྰタᐃࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓᗈ࿌ࡢಶே

࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ$SSOH ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࡛㝵ᒙⓗࣉ࣮ࣟ
ࢳࠊ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢࢥࣥࢆ᥇⏝ࠋ
࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ
ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࠖࣉࣛࣂࢩ࣮タ
ᐃࡢ᪉ἲࢆㄝ᫂ࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ࣮࣌ࢪ㸦KWWSVSULYDF\DSSOHFRP㸧ࢆ⏝
ព㸦ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠖࡢ࣮࣌ࢪࡶࣜࣥࢡ࠶ࡾ㸧ࠋḟࡢࡇ
ࡀྍ⬟ࠋ
 $SSOH,' ⣣ࡅ࡚ $SSOH ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࡢྲྀᚓ
 ࣮ࣘࢨ࣮⮬㌟ࡢ $SSOH,' ࢆ୍ⓗ↓ຠࡍࡿࠋ
 ࣮ࣘࢨ࣮⮬㌟ࡢ $SSOH ,' ࢆ๐㝖ࡋࠊᙜヱ ,' 㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡍࡿࠋ
 ಶேࢹ࣮ࢱࡢゞṇࢆ⏦ㄳࡍࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ
ࠕL3KRQH ゎᯒࢆඹ᭷ࠖࡍࡿྰࢆ㑅ࡿࠋ21 ࡍࡿࠊ
ẖ᪥⮬ືⓗ㏦ಙࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿ㸦$SSOHಖ⟶ࡍࡿಶேሗࡢᢕᥱ
⟶⌮ KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMDMS+7㸧㸦ࢹࣂࢫゎ
ᯒࣉࣛࣂࢩ࣮KWWSVVXSSRUWDSSOHFRPMDMS+7㸧ࠋ

$SSOH,QF


࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ*RRJOH ࢝࢘ࣥࢺࢆసᡂࡍࡿ㝿ࠊ*RRJOH ඹ᭷ࡍࡿ
ሗࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋྠࠊ࢝࢘ࣥࢺࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࠊࢭ࢟
ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿ࠸ࡃࡘࡢ㔜せ࡞タᐃ⟶⌮㡯┠ࡀᥦ♧ࠋ࢝࢘ࣥࢺస

*RRJOH ࡣࠊ᭷㆑⪅ࡸつไᙜᒁᑐࡋ *RRJOH ࡢㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ
ࠊ*RRJOH ࡢࢹ࣮ࢱ័⾜ࢆໟᣓⓗࡘṇ☜グ㍕ࡍࡿᚲせᛶࡢࣂࣛ
ࣥࢫࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㛵ᚰࢆ᭱㝈㧗ࡵࡿࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮ࡢసᡂከ࡞㈨※ࢆᢞධࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ*RRJOH ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ
࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⠊ᅖእ࡛ࡶࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⮬ศࡢ㑅ᢥࡀࣉࣛࣂࢩ࣮࠼
ࡿᙳ㡪ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ*RRJOH 〇ရୖ࡛┤᥋タᐃࡍࡿᶵ⬟ࢆ㏣ຍ
ࡍࡿࡇ࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲࢆᶍ⣴
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ *RRJOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮
࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㡯┠ࡢ࠺ࡕࠊ ᖺࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ᭱᪂∧ࢆタ
ィࡍࡿ㝿 *RRJOH ࡀ⪃៖ࡋࡓせ⣲ࡣḟࡢ࠾ࡾࠋ
࣭ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࡢࡋࡸࡍࡉ㸸
*RRJOH ࡣࠊ᫂☜࡞ぢฟࡋࠊ⡆༢࡞ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࠊ࣮࢜ࣂ࣮ࣞ࡞
ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ᥈ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆぢࡘࡅࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆタィ࣭⦅ᡂࡋࡓࠋ
࣭ศࡾࡸࡍࡉ㸸
*RRJOH ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࠊࡼࡾ᫂☜࡞⾲⌧ヲ⣽࡞ㄝ
᫂ࢆᑟධࠋࡲࡓࠊㄝ᫂⏝ࡢື⏬ࡸᅗࢆ㏣ຍࡋࠊᩥᏐࡼࡿㄝ᫂ຍ࠼
࡚ࠊࡼࡾࢃࡾࡸࡍ࠸どぬⓗ࡞ሗࢆᥦ౪ࠋ
࣭㏱᫂ᛶ⟶⌮㸸*RRJOH ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆㄞࢇࡔ
㝿ࠊࡍࡄ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࢆኚ᭦࡛ࡁࡿࡼ࠺タᐃ┤
᥋ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࣜࣥࢡࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊタᐃኚ᭦ࢆᐜ᫆ࡋࡓࠋ

*RRJOH//&

⏝⪅ሗࡢ➨୕⪅ᥦ౪㸦㐃ᦠ㸧ࡸ⨨ሗࡢྲྀᚓ➼ࡘ࠸࡚࢜ࣉࢺ
࢘ࢺࡢᶵ⬟ࢆ⏝ពࡋࠊ࠾ᐈᵝࡀ㐃ᦠࡸሗᥦ౪ࢆṆ࡛ࡁࡿᡭẁࢆᥦ
౪ࠋ

ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢෆᐜ࡞ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢࠕࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ㛤タ࣭බ⾲ࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾྛ㡯┠ࡢෑ㢌
ᙜヱ㡯┠ࡢᴫせࢆグ㍕ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜ
ࢩ࣮ࡢࠕྲྀᚓࡍࡿࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࠖࡸࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ⏝┠ⓗࠖ
ࡢෑ㢌ᙜヱ㡯┠ࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡋࡓᚋࠊヲ⣽ෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊಶูᶵ⬟࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࠾࠸ู࡚㏵࣏ࢵࣉࢵࣉ࡛ㄝ᫂➼ࢆ⾜࠺
ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

/,1( ᰴᘧ♫

ᘢ♫ࡀᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㝿ࡋ࡚⏝⪅ࡀᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀࡿ
ሗࡣࠊẶྡࠊ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫཪࡣ㟁ヰ␒ྕࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࡢࡳ࡛࠶
ࡿࠋ,QVWDJUDP ࡢ⏝㝿ࡋ࡚⏝⪅ࡀᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀࡿሗࡣࠊ࣓࣮

<DKRR-$3$1,' ࡢࠕⓏ㘓ሗࠖ࠾࠸࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣭࣓࣮ࣝ㓄
ಙタᐃ⏬㠃ࢆタ⨨ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕྛࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡢࢹ࣮ࢱ⏝࠾࠸࡚ࠊእ㒊ࣉ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮࠾࠸࡚࠾ᐈᵝᘢ♫ࡢ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡢࡍ࡚ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡍࡿ
ࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅗ⾲➼ࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢヲ⣽ࢆศࡾࡸࡍࡃㄝ
᫂ࡋࡓࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆ⏝ពࡋࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠊ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ
ヲ⣽ࢆㄝ᫂ࠋ
 ᖺ  ᭶ࡣࡇࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࢆࣜࢽ࣮ࣗࣝࡋ㸦KWWS
VDERXW\DKRRFRMSSUUHOHDVHE㸧ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾㄝ᫂ࢆ
ẁ㝵ⓗ⾲♧ࡍࡿࡇ୍࡛ᗘ⾲♧ࡍࡿᩥ㔞ࢆῶࡽࡋࠊࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ
ࡶ࠼࡚ㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࠊࢡࢭࢩࣅࣜࢸࢆྥୖࡋࠊ୍ᒙศࡾࡸࡍࡃࠊ
┠ࢆ㏻ࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞࣮࣌ࢪ࡞ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮࣭
ࡲࡓࠊ࠾ᐈᵝࡢሗ㛵ࡍࡿタᐃࢆ୍ࣨᡤ㞟⣙ࡋࠊ
࣓࣮ࣝ㓄ಙタᐃࠖࡋ࡚ᥦ౪ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊྠពྲྀᚓࡸ㔜せ࡞㏻▱㝿ࡋ࡚ࡣ࣏ࢵࣉࢵࣉࢆ⏝ࡍࡿ࡞
ࡋ࡚࠾ᐈᵝࡀᚲࡎ┠ࡍࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
ࡸࠊྠពྲྀᚓ࠶ࡓࡗ࡚ࡢ࠾ᐈᵝࡢሗᥦ౪ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ
ົ㒊㛛ࡀᴗ㒊㛛ㄪᩚࡢୖุ᩿ࡋࠊ࠾ᐈᵝࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࠼ᚓࡿ
ᙳ㡪➼ᛂࡌ࡚ࠊࡉࡽࢹ࣮ࢱ࣭ࢹࣞࢡࢱ࣮㸦''㸧᳨࡛ウࡋࡓୖ࡛ࠊ
ࢳ࣮ࣇ࣭ࢹ࣮ࢱ࣭࢜ࣇࢧ࣮㸦&'2㸧ࡀ㈐௵⪅ࡋ࡚Ỵࡍࡿ⤌ࡳࢆ
ᑟධࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡽࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♫
ෆࡢࢹ࣮ࢱ⏝➼㏻ࡌࡓ⪅ࡀྠᵝ➨୕⪅ⓗ࡞❧ሙࡽ┘ど࣭ホ౯ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢸࢡࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇࢧ࣮㸦'32㸧ࢆ
タ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊୖ㏙ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍࡿࡇࢆᢸಖࡍࡿࡓ
ࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯㸦3,$㸧ࡢヨ㦂㐠⏝ࢆጞࡵ࡚࠾
ࡾࠊᮏ᱁㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ➨୕⪅ࡽ┘ど࣭ホ౯ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊぶ♫
࡛࠶ࡿ = ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫࠾࠸࡚እ㒊ࡢከᵝ࡞ᑓ㛛ᐙࡼ
ࡾᵓᡂࡉࢀࡿࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢺ㸦࣮ࣘࢨ࣮┠⥺ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣉࣛࣂ
ࢩ࣮㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅㆟㸧ࢆ⤌⧊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

0HWD
࠺⌮ゎࡋࠊ␗࡞ࡿࢱࣉࡢࣉࣛࣂࢩ࣮㏻▱ࡢࡼ࠺㛵ࢃࡾྜ࠸
ࢆᣢࡗ࡚⾜ࡃࡢࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿຠ
ᯝⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࢹࢪࢱࣝࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿேࠎࡢከ
ᵝᛶࡸࠊࢥࢿࢡࢸࢵࢻࢹࣂࢫࡸேᕤ▱⬟࡞ࡢ㐍ࡍࡿࢸࢡࣀࣟࢪ࣮
ࢆேࠎࡀࡢࡼ࠺⌮ゎࡋࠊࡢࡼ࠺స⏝ࡍࡿࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࢀྜ
ࢃࡏ࡚タィࡍࡿࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠕேࠖࢆ୰ᚰᤣ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࡢࡳࠊ
⏝⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢࡼࡾⰋ࠸ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㛤Ⓨࡍ
ࡿࡇࡀྍ⬟ࠋせࡍࡿࠊࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ㏻▱ࢆࢹࢨࣥࡋࡓࡾࠊ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ࡘ࠸࡚⏝⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿࡢࠊ⏬୍ⓗ
࡞ࣉ࣮ࣟࢳࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡴࡋࢁࠊᵝࠎ࡞ࢥࣥࢸࢡࢫࢺࠊ
⏝⪅ࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ᭱㐺࡞ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆᥦ౪ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
ᘢ♫ࡣࠊ ᖺ  ᭶࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࠕ&RPPXQLFDWLQJ$ERXW3UL
YDF\ࠖࢆⓎ⾲ࡋ࡚௨᮶ࠊᾘ㈝⪅ࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿሗࢆᥦ♧ࡍࡿ
ࡓࡵࡢࡼࡾⰋ࠸ࣉ࣮ࣟࢳࢆᶍ⣴ࡍࡿࡓࡵࠊୡ⏺୰ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ
࣮༠㆟ࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢㄢ㢟ࢆ῝ࡃ㏣ồࡋ࡚ࡁࡓࠋ࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ
࣮࡛ࡣࠊ⮬ศࡢሗࡀࡢࡼ࠺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆேࠎ▱ࡽࡏࡿࡓ
ࡵࡢࠊ᭱Ⰻᛮࢃࢀࡿࢹࢨࣥᡭἲࢆᖜᗈࡃ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛᫂
ࡽ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡍ࡚ࡢᾘ㈝⪅ࡗ࡚᭷ຠ࡞ࠊ၏୍ࡢࠕṇࡋ࠸ࠖ
ࣉࣛࣂࢩ࣮㏻▱ࡢ᪉ἲࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿ㸦KWWSVDERXWIE
FRPZSFRQWHQWXSORDGV3ULYDF\7UDQVSDUHQF\:KLWH3DSH
USGI㸧ࠋ

ࡢከࡃࡢᴗ⪅ྠᵝࠊᘢ♫ࡶࡍ࡛ࠊᾘ㈝⪅ࡀࡼࡾヲ⣽࡞ሗ
ࢆぢࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࣜࣥࢡࢆ㈞ࡗࡓࡾࠊ㝵ᒙ≧ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮㏻▱ࢆ
᥇⏝ࠋࡋࡋࠊ㝵ᒙࡉࢀࡓ㏻▱ࢆࢼࣅࢤ࣮ࢺࡍࡿࡇࡣ」㞧࡛࠶ࡿ
ᢈุࡍࡿኌࡶ࠶ࡿࠋᴗ⪅ࡣࠊᥦ౪ࡍࡿሗࡀከࡍࡂࡿᢈุࡉࢀࡿ୍
᪉࡛ࠊᑡ࡞ࡍࡂࡿࡶᢈุࡉࢀࠊᯈᣳࡳ࠶ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊఱࡽ
ࡢつᚊࡼࡗ࡚ࠊ㏻▱ࡢᇶ‽ࡸࢹࢨࣥࢆ୍ࡘつᐃࡋࡼ࠺ࡍࡿࡇ
ࡢ㝈⏺ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ἲⓗᯟ⤌ࡳࡣࠊᵝࠎ࡞≧ἣ࡛㐺ษ࡞ࢹࢨࣥࢆྍ⬟ࡋࠊᐇ㝿ࡑࢀ
ࢆዡບࡍࡿࡓࡵࡢ༑ศ࡞ᰂ㌾ᛶࢆᥦ౪ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡚ࡢᴗ⪅
ཬࡧ⏝⪅ࡗ࡚၏୍ࡢゎỴ⟇ࡀ࡞࠸ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊつไࡢㄢ㢟
ࡣࠊ ࡘࡢࣉ࣮ࣟࢳࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿࡇ࡞ࡃࠊࡲࡓ⏝⪅ࡀㄞࡳࡑ࠺ࡶ
࡞࠸㛗ࡃ࡚ෆᐜࡀจ⦰ࡋࡓ๓㏻▱ࢆዡບࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊࡢࡼ࠺ࡋ
࡚ᴗ㧗࠸ᇶ‽ࡢせồࢆㄢࡍ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋᘢ♫ࡣࠊ᳨ウࡢᣦ
㔪࡞ࡿ㔜せ࡞ཎ๎ࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᴗࡣࠊ㛗ࠎࡋࡓ๓㏻▱ࢆ♧ࡍࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊ
ᾘ㈝⪅ᴗࡢ㛵ಀࡀ㛤ጞࡍࡿ₯ᅾⓗ㛵㐃ࡍࡿሗࡢࡍ࡚
ࡀࠊ୍ᗘࡍ࡚ᾘ㈝⪅ᥦ౪ࡉࢀࡿᚲせࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉ࣮ࣟ
ࢳࡣࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣᾘ㈝⪅㛵ಀࡢ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿከࡃࡢሗࢆᾘ㈝
⪅㐣ᥦ౪ࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㛗࠸㏻▱ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡀ⮬ศࡢࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ࡘ࠸࡚⇍៖ࡋ࡚Ỵᐃࡍࡿࡢᙺ❧ࡓ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊᾘ㈝⪅
ᴗ⪅ࡢ㛵ಀࡢ୰࡛ࠊᩥ⬦ࡢ୰࡛ࠊࡲࡓ㛫ࢆࡅ࡚ࣉࣛࣂࢩ࣮ሗ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮࡛ࡣࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸㏻▱ࡢ㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡓ
ࡵࠊᴗ⏺つไᙜᒁࡀ༠ຊࡋ࡚㏻▱ࡢᇶ‽ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇࡸࠊㄝ᫂㈐
௵ࡢᡭẁࢆタィࡋ࡚ࠊ༢⤖ᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐺ษ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮タ
ィࣉࣟࢭࢫࡢ㑂Ᏺࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡢᥦࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᘢ♫ࡣࠊࡇࡢ
ศ㔝࡛ࡢඛ㐍ⓗ࡞⪃࠼᪉㈉⊩ࡍࡿᙺࢆᯝࡓࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᘢ♫࡛ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࡢྲྀ⤌ࢆヲ⣽ㄝ᫂ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣏ࣜ
ࢩ࣮ࡸࠊ ࡢᅇ⟅࡛㏙ࡓࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆேࠎ
ఏ࠼ࡿ᪉ἲࢆᩘከࡃ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢽ࣮ࣗࢫ࣮࣒ࣝࡢࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿࢭࢡࢩ࡛ࣙࣥࠊࣉࣛࣂࢩ࣮
ࡢࡼ࠺ᑐฎࡋࡓࡘ࠸࡚ࠊ≉ᐃࡢᶵ⬟ࡲࡓࡣㄽⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ୖ࡛ࠊࡼࡾヲ⣽࡞ሗࢆᥦ౪ࡋࠊேࠎࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊᘢ♫ࡢࢹ࣮ࢱฎ⌮άືࡸࠊ⏝⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾⰋࡃ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊࣉࣟࢲࢡࢺෆ࡛
ࡢ㏻▱ࡸᩥ⬦ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿ࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᘢ♫ࡢࣉࣛ
ࣂࢩ࣮⟶⌮㛵ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
࣭ࡉࡽࠊ࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮ཬࡧࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮㸦 ࡢᅇ⟅ࢆཧ
↷㸧ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊᘢ♫ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮័⾜㛵ࡋ࡚⏝⪅ࡀᢪࡃྍ⬟
ᛶࡢ࠶ࡿ㉁ၥᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆᥦ౪ࠋ
࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮ࡸಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ⏝⪅ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏ
ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᑓ㛛ࢳ࣮࣒ࢆタ⨨ࠋ
ᘢ♫ࡣ᪥ࠎ᪂ࡋ࠸ࣉࣛࣂࢩ࣮⟶⌮ᶵ⬟ࡢ㛤Ⓨࡸࠊ⏝⪅ศࡾࡸ
ࡍ࠸タィྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢ◊✲ὀຊࡋࠊ♫እࡢࢹࢨࢼ
࣮ࠊ㛤Ⓨ⪅ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᑓ㛛ᐙࠊつไᙜᒁ࡞ࡶ༠ຊࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠊ ᖺ  ᭶ࠊᘢ♫ࡣࠊᴗ⪅ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮タィࡢỴ
ᐃ࠾࠸࡚ࠕேࠖࢆ୰ᚰᤣ࠼ࡿࡇ࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ሗࢆࡼࡾࡼࡃ
ఏ࠼ࡿᚲせᛶࢆᙉㄪࡋࡓ࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮㸦ྠୖ㸧ࢆⓎ⾲ࠋ࠺ࡲࡃ࠸ࡅ
ࡤࠊࣜࢸࣛࢩ࣮ࣞ࣋ࣝࡸࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ⢭㏻ᗘࢃࡽࡎࠊࡍ࡚
ࡢேࡀࠊ⮬ศࡢࢹ࣮ࢱࢆ࠸ࡘࠊࡢࡼ࠺ඹ᭷ࡍࡿࡘ࠸࡚ࠊ༑ศ࡞
ሗࢆᚓࡓୖ࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋࡋࡋࠊࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮
㛵ࡍࡿ㑅ᢥࢆேࠎ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠸࠺ㄢ㢟ࡣࠊಶࠎࡢᴗ⪅ࡔࡅ
ࡼࡗ࡚ࡶࠊ୍᪉࡛ࠊᨻᗓࡔࡅ࡛ࡶࡲࡓࠊゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊ࣍࣡ࢺ࣮࣌ࣃ࣮࡛ࡣࠊᴗ⪅ࠊᨻ⟇❧⪅ࠊࡑࡢࡢᑓ㛛ᐙ
ࡀ༠ຊࡋྜ࠺ࡇࡢ㔜せᛶࡶᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᘢ♫ࡀタ❧ࡋᨭࡍࡿᴗ⏺ᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀ⤌࡛࠶ࡿ 77& ࣛ࣎ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⚾
ࡓࡕࡣᵝࠎ࡞ᑓ㛛ᐙࡸᴗ༠ຊࡋࠊࢹ࣮ࢱࡸࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ㑅ᢥࡘ
࠸࡚ேࠎࡼࡾⰋࡃ▱ࡽࡏࡿࡓࡵࡢࢡ࢚ࣜࢸࣈ࡞ࢹࢨࣥࢯࣜࣗ
࣮ࢩࣙࣥࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ㸦KWWSVZZZWWFODEVQHW㸧

ᘢ♫ࡣ㛗ᖺࢃࡓࡾࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ሗࢆ⏝⪅ඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢ᪂
ࡋ࠸᪉ἲࢆᖖᶍ⣴ࡋ࡚ࡁࡓࠋ࠼ࡤࠊࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ࡢࢹࢨࣥࢆኚ
᭦ࡋࠊࡼࡾㄞࡳࡸࡍࡃࠊ㏱᫂ᛶ㧗ࡃࠊ㐺ษ࡞ࡶࡢࡋࡓࡾࠊࠕࣉࣛࣂ
ࢩ࣮タᐃࡢ☜ㄆࠖࡢࡼ࠺࡞〇ရෆࣉࣟࣥࣉࢺࡢ㏣ຍࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊࡉࡽ
ࡣࠕࡇࡢᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࠖࡸࠕ)DFHERRN እࡢࢡࢸࣅࢸ
ࠖ࡞ࡢᶵ⬟ࢆᒎ㛤ࠋ
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࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㛵ࡍࡿ㏻▱
㡯ࠊᑟ⥺

⏝⪅ሗࡢᥦ౪ࡘ࠸࡚
ಶู㑅ᢥ࡛ࡁࡿࢲࢵࢩࣗ
࣮࣎ࢻ➼ࡢタ⨨≧ἣ㸦᪉ἲࠊ
ᑐ㇟⠊ᅖ➼ྵࡴ㸧





࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆࡋࡓሙྜࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫ⏝⥅⥆ࡢྍྰ



ᅖ➼ྵࡴ㸧

$SSOH,QF


࣭ࠥ ࡢᅇ⟅ཧ↷

࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ࣮࣌ࢪࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆࠊL3KRQH ࡸ 0DF ࡞ࢹࣂࢫࡽタᐃྍ
⬟ࠋ
 L3KRQH ➼㸸ࠕタᐃࠖ㸼ࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖ
 0DF㸸
ࠕࢩࢫࢸ࣒⎔ቃタᐃࠖ㸼ࠕࢭ࢟ࣗࣜࢸࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖ㸼ࠕࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࠖ

࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࢧ࣮ࣅࢫ⏝⥅⥆ྍࠋ

ሗࡢ⏝ࡘ࠸࡚ᣄྰタᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊL3KRQH ゎᯒሗ㸦ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࠾ࡼࡧ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᵝ㛵ࡍࡿヲ⣽ࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ⤫ィሗࠊ࠾ࡼࡧྛࢹ
ࣂࢫ $SS ࡢ⏝≧ἣ㸦ಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸧㸧ࡢ
ᥦ౪ࢆᣄྰタᐃ࡛ࡁࡿ㸦ࢹࣂࢫゎᯒࣉࣛࣂࢩ࣮ KWWSVVXS
SRUWDSSOHFRPMDMS+7㸧ࠋ

*RRJOH//&

*RRJOH ࡛ࡣࠊヲ⣽࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆసᡂ࣭බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣘ
࣮ࢨ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸᪉ἲࡸࠊ*RRJOH ࡢࣉࣟࢲࢡࢺཬࡧࢧ࣮ࣅࢫ
࠾࠸࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ *RRJOH ࡀㅮ
ࡌ࡚࠸ࡿᑐ⟇ࢆ࣮ࣘࢨ࣮࠾▱ࡽࡏࡋ࡚࠸ࡿࠋ

*RRJOH ࡣࠊ*RRJOH ࡀ㞟ࡍࡿሗࡢ✀㢮ࠊࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿ⌮⏤ࠊ
࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⮬㌟ࡢሗࢆ᭦᪂ࠊ⟶⌮ࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻཬࡧ๐㝖࡛ࡁࡿ᪉ἲ
ࢆ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ⏝ࡋࡸࡍ࠸࢜ࣥࣛࣥࡢࣜࢯ࣮
ࢫࠊㄝ᫂ᡭẁࠊཬࡧື⏬ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ*RRJOH ࡀࠊVDIHW\JRRJOHS
ULYDF\GDWD ➼ࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆ㛤Ⓨࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࡣಖㆤࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ࣮ࣘࢨ࣮ᚚ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅศࡾࡸࡍࡃ࠾ఏ࠼࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊල
యࠊㄝ᫂ື⏬ཬࡧ࡞⏝ㄒࡢᐃ⩏ࡶ㏣ຍࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ *RRJOH ࡢ
ሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿࣉࣛࢡࢸࢫࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

*RRJOH ࡛ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱࡢ㜀ぴ࣭๐㝖ࢆᐜ᫆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࣘࢨ࣮ࡀࠊࡢࢹ࣮ࢱࢆಖᏑࡋࠊඹ᭷ࡋࠊཪࡣ๐㝖ࡍࡿࡘ࠸࡚ࠊ
ሗࢆᚓࡓୖ࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ*RRJOH ࡀ㞟ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮ཬ
ࡧࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿ⌮⏤ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡣࠊ⮬㌟ࡢ *RRJOH ࢝࢘ࣥࢺࡢࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢺࢡࢭࢫࡋ࡚ࠊ
⏝ࡋ࡚࠸ࡿ *RRJOH ࡢࣉࣟࢲࢡࢺཬࡧಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢᴫせࢆぢ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㺀࣐ࢡࢸࣅࢸ㺁ࢆ࠼ࡤࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ
⮬㌟ࡢ *RRJOH ࢝࢘ࣥࢺࡽ┤᥋ࢹ࣮ࢱࢆぢࡓࡾ๐㝖ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ
ࡀᐜ᫆⾜࠼ࡿࠋ≉᳨⣴ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ᑐࡋ࡚ࠊ᳨⣴ᒚṔࢆ
㜀ぴཪࡣ๐㝖࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

*RRJOH ࡣࠊ&KURPH ࡢ ,QFRJQLWR ࣮ࣔࢻࠊ᳨⣴ࠊ<RX7XEHࠊ࣐ࢵࣉ➼ࡢ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤᶵ⬟ຍ࠼࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮デ᩿ࢶ࣮ࣝࡶ㛤Ⓨࡋ࡚ࠊ
࣮ࣘࢨ࣮ࡀ *RRJOH ࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮ࢆࢃࡎ࡞
㛫࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊࡇࢀࡽࡢタᐃࢆᕼᮃࡍࡿࡔࡅ
ఱᗘ࡛ࡶኚ᭦ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶࠊ*RRJOH ࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢᴫせ
ࢆ⾲♧㸦KWWSVP\DFFRXQWJRRJOHFRPGDVKERDUG㸧ࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆࢲ
࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
࣭*RRJOH ࢝࢘ࣥࢺ୍ᐃᮇ㛫ಖᏑࡉࢀࡓࢡࢸࣅࢸࢆ⮬ືⓗ
๐㝖㸦KWWSVVXSSRUWJRRJOHFRPDFFRXQWVDQVZHUDXWRGHO
HWH㸧ࡍࡿࡼ࠺㑅ᢥྍ⬟ࠋࡲࡓࠊ࠸ࡘ࡛ࡶᡭື࡛ࢡࢸࣅࢸࢆ
๐㝖㸦KWWSVVXSSRUWJRRJOHFRPDFFRXQWVDQVZHU㸧ྍ⬟ࠋ

ᡂᚋࡶࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊKWWSVP\DFFRXQWJRRJOHFRP࠶ࡿ*RRJOH
࢝࢘ࣥࢺࡢ୍ᣓ⟶⌮⏝ࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ *RRJOH
࢝࢘ࣥࢺタᐃࢆ☜ㄆࡋኚ᭦ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋࡇࡢࢶ࣮ࣝࡣࠊࢹࢫࢡࢺ
ࢵࣉཬࡧࣔࣂࣝࡢࢹࣂࢫୖࡢ࠶ࡽࡺࡿࣈࣛ࢘ࢨࢆ㏻ࡌ࡚⏝࡛ࡁ
ࡿࠋ

*RRJOHࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ࢝࢘ࣥࢺࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࢡࢭࢫࡋ࡚ࠊ≉
ᐃࡢタᐃ࣎ࢱࣥࢆ21 ཪࡣ 2)) ࡍࡿࡇࡀྍ⬟㸦࢜ࣉࢺ࢘ࢺ࢜ࣉ
ࢺࣥ㸧ࠋ࠼ࡤࠊࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥᒚṔࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࢧࣥࣥࡋࡓࢹ
ࣂࢫࢆᣢࡗ࡚ゼࢀࡓሙᡤ㛵ࡍࡿሗࢆ *RRJOH ࢝࢘ࣥࢺୖಖ
Ꮡࠋࡇࢀࡣࠊ⨨ሗࢆ㞟ࡋಖᏑࡍࡿ≉ᐃࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊ⨨ሗࡣࠊ
*RRJOH ࣐ࢵࣉࠊࣇ࢛ࢺࠊ᳨⣴ࢆྵࡴࠊ*RRJOHࡢ〇ရࢧ࣮ࣅࢫࢆ࠺
࠶ࡓࡗ࡚࣮ࣘࢨ࣮ᵝࠎ࡞Ⅼࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ࠸ࡘ࡛ࡶ↓ຠ࡛ࡁ㸦࢜ࣉࢺ࢘ࢺ㸧ࠊ↓ຠ
ࡋࡓᚋࡶࠊ*RRJOH࣐ࢵࣉࠊࣇ࢛ࢺࠊ᳨⣴ࢆྵࡴ *RRJOH ࡢ〇ရࡸࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆ࠸⥆ࡅࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

ࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍ
ࡿ࣮࣌ࢪࢆ⏝ពࡋࠊᙜヱ࣮࣌ࢪࡢグ㍕ෆᐜἢࡗ࡚࠾ᐈᵝࡀ࢜ࣉࢺ࢘
ࢺࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ/,1( ࣉࣜࡢࠕタᐃࠖෆ⏝⪅ሗࡢ➨୕⪅ᥦ౪㸦㐃ᦠ㸧ࡸ
⨨ሗࡢྲྀᚓ㛵ࡍࡿ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢᶵ⬟ㄝ࣮᫂࣌ࢪ➼ࢆ⏝ពࡋࠊ
࠾ᐈᵝࡀ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ/,1( ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿ࠾ᐈ
ᵝࡢ㑅ᢥ⫥ࠖ࠾࠸࡚ࠊ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢᶵ⬟ࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊࡑ
ࡢලయࢆグ㍕ࠋ

࠾ᐈᵝࡀ /,1( ࣉࣜ࠾ࡅࡿ⏝⪅ሗࢆ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ♫ࡢࣉ
ࣜࡘ࠸࡚ࡣࠊ/,1( ࣉࣜෆ࡛㐃ᦠ୰ࡢ♫ࣉࣜࡀ୍ぴ⾲♧ࡉࢀࡿ
⏬㠃ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ⏬㠃ෆࡽ㐃ᦠゎ㝖ࡀྍ⬟ࠋ

࠾ᐈᵝࡀ♫ࡢࣉࣜࡢ㐃ᦠࢆゎ㝖ࡋࡓሙྜࡸ⨨ሗࡢྲྀᚓࢆ
࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ /,1( ࣉࣜࡢ⏝ࡣ⥅⥆ྍ⬟ࠋ

/,1( ᰴᘧ♫

0HWD

ᘢ♫ࡣࠊ⏝⪅ࡀᘢ♫ࡢᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡢయ㦂ࢆ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋ
࡚⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢ୍㐃ࡢࢶ࣮ࣝࡸᶵ⬟ࢆᥦ౪ࠋ
ࠕࡇࡢᗈ࿌ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ⌮⏤ࠖࢶ࣮ࣝࡼࡾࠊ⏝⪅ࡣᗈ࿌ࡢࣃ࣮
ࢯࢼࣛࢬ࣐ࢵࢳࡋࡓせ⣲ࢆ⌮ゎࡋࠊᚋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡀࡢࡼ࠺
⏝ࡉࢀࡿࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋࡇࡢࢶ࣮ࣝࡣࠊ࠼ࡤࠊ)DFHERRN ୖ
ࡢࡢᗈ࿌ࡽ࡛ࡶࠊྑୖࡢ  ࡘࡢⅬࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࡇ࡛ࢡࢭࢫ࡛
ࡁࠊࡇࢀࡲ࡛ᩘⓒேࡢ᪥ᮏே⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࠕࡇࡢᗈ࿌ࡀ⾲♧
ࡉࢀࡿ⌮⏤ࠖࡽࠊ⏝⪅ࡣ⡆༢ᗈ࿌タᐃࢡࢭࢫࡋࠊㄪᩚࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟㸦 ࡢᅇ⟅ཧ↷㸧ࠋ
ᗈ࿌ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢶ࣮ࣝࡣࠊᗈ࿌ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥ≉ᐃࡢ
✀㢮ࡢࢹ࣮ࢱࡀ⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿ࡞ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬᗈ࿌ࡢ㓄
ಙ≉ᐃࡢ✀㢮ࡢࢹ࣮ࢱࡀࡢࡼ࠺⏝ࡉࢀࡿࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ࡀ
ලయⓗࡘ⣽࡞ㄪᩚࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ᖺࠊᘢ♫ࡣࠕ)DFHERRN እࡢࢡࢸࣅࢸࠖᶵ⬟࠸࠺ࠊࡘ
࡚࡞ࡗࡓᶵ⬟ࢆᑟධࠋࡇࡢᶵ⬟ࡼࡾࠊ⏝⪅ࡣᴗ⪅ࡸ⤌⧊ࡀ⮬♫
ࣉࣜཪࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢゼၥࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㜀ぴࠊཬࡧࢩࣙࢵࣆࣥࢢ
࣮࢝ࢺࡢࢸ࣒ࡢ㏣ຍ࡞ࡢ⏝⪅ࡢࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ㛵ࡋ࡚
ᘢ♫ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࢡࢸࣅࢸࡢᴫせࡢ☜ㄆࡸࠊྛ⮬ࡢ )DFHERRN
ࡢ࢝࢘ࣥࢺᙜヱࢡࢸࣅࢸࡢ㛵㐃࡙ࡅࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀྍ
⬟ࠋ
 ࡢᅇ⟅ཧ↷ࠋ
⏝⪅ࡣࠊ
ࠕタᐃࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖࡽࠊࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࠊࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸཬࡧࣟࢢࣥಀࡿሗࠊᗈ࿌ࡢ⾲♧ࡢタᐃࠊࡑࡢࡢタᐃࢡ
ࢭࢫࡋࠊኚ᭦ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋࡲࡓࠊ࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ
࣮タᐃࡸࢶ࣮ࣝࡘ࠸࡚ࡢศࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂ࡸࠊࡼࡃ࠶ࡿ㉁ၥᑐࡍࡿ
ᅇ⟅࡞ࢆᥦ౪ࠋ

ࣝࢻࣞࢫཪࡣ㟁ヰ␒ྕࠊཬࡧ⏕ᖺ᭶᪥ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏝⪅ࡣࠊ
⮬ࡽࡢ㑅ᢥࡼࡾࠊ⮬㌟ࡢఫᡤࠊゝㄒࠊᏛṔࠊࠊ㊃ཬࡧዲࡁ࡞ᫎ
⏬ࡸᮏࠊ㡢ᴦ㛵ࡍࡿሗ➼ࠊࣉࣟࣇ࣮ࣝࡢ㏣ຍሗࢆᘢ♫ᥦ౪ࡍ
ࡿࡇࡶྍ⬟ࠋࡇࡢ㏣ຍሗࡢᥦ౪ࡣ⏝⪅ࡢ௵ព࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ
㏣ຍሗࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡃ࡚⏝⪅ࡣᘢ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡋ⥆ࡅࡿࡇ
ࡀྍ⬟ࠋ
⏝⪅ࡀࡼࡾ⮬㌟ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᘢ
♫ࡣ᪤Ꮡࡢ⟶⌮᪉ἲࢆᨵၿࡋࠊ᪂ࡋ࠸⟶⌮᪉ἲࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
タᐃࡸ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࣌ࢪࢆぢࡘࡅࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊࠕタᐃ࣓ࠖ
ࢽ࣮ࣗࢆタィࡋࡓࠋࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⏝⪅ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮
タᐃࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࣟࢢࣥሗࠊᗈ࿌タᐃࠊࡑࡢࡢタᐃࢡࢭ
ࢫࡋࠊኚ᭦ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
)DFHERRN እࡢࢡࢸࣅࢸ࡛ࡣࠊ⏝⪅ࡀ࢙࢘ࣈࢧࢺࡸࣉࣜ
ࢆ⏝ࡋࡓ㝿ᘢ♫ࡀཷࡅྲྀࡗࡓሗࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢሗࢆ࢝࢘ࣥࢺ
ࡽᾘཤࡋࡓࡾࠊᚋᘢ♫ࡀ࢝࢘ࣥࢺ㛵㐃ࡅࡓሗࢆಖᏑࡍࡿᶵ
⬟ࢆ࢜ࣇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࡶ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᗈ࿌⾲♧ࡢタᐃ࡛ࠖࡣࠊᗈ࿌ࡢ⤌ࡳࡸᗈ࿌㛵ࡍࡿࡍ࡚ࡢタᐃ
ࢆࡲࡵ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊᗈ࿌ࢥࣥࢸࣥࢶࢆࡼࡾㄪᩚࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊ$G7RSLFV 
,QWHUHVW &DWHJRULHV ࢆ $G7RSLFV&RQWURO ⤫ྜࡋࠊ ࡘࡢࢧ࣮ࣇ࢙
ࢫ࡛ᗈ࿌ࢥࣥࢸࣥࢶࢆㄪᩚ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ⤫ྜࡉࢀࡓ$G7RSLF
V&RQWUROࡣࠊࡼࡾᗈ⠊࡞ᗈ࿌ࢺࣆࢵࢡࢆ࢝ࣂ࣮ࡋࠊࢺࣆࢵࢡࡢ㏱᫂ᛶ
ไᚚᶵ⬟ࢆᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᗈ࿌ࢺࣆࢵࢡࢆ⟶⌮࡛ࠖࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ
⏝⪅㑅ᢥࡋࡓࢺࣆࢵࢡಀࡿᗈ࿌ࡢ⾲♧ࢆῶࡽࡍᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡋࠊ
⏝⪅ࡀ㛵㐃ࡅࡽࢀࡓሙྜࠊᑐᛂࡍࡿࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢࢭࢢ࣓ࣥࢺࡽ๐
㝖ࡋࠊᗈ࿌㓄ಙ࠾࠸࡚㑅ᢥࡋࡓࢺࣆࢵࢡ㛵㐃ࡍࡿᗈ࿌ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ
ࣇࣝࢱࣜࣥࢢࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᶵ⬟ࡼࡾࠊ⏝
⪅ࡣᗈ࿌య㦂ᑐࡍࡿయᛶࢆᣢࡘࡇࡀྍ⬟ࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏࢆྵࡵࠊᐃᮇⓗ⏝⪅ࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢぢ┤ࡋࢆಁ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡢᅇ⟅ཧ↷ࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

<DKRR-$3$1,' ࡢࠕⓏ㘓ሗࠖ࠾࠸࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣭࣓࣮ࣝ㓄
ಙタᐃ⏬㠃ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠾ᐈᵝࡣ࠸ࡘ࡛ࡶタᐃኚ᭦ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢺࢵࣉ⏬㠃ࡽࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢタ
ᐃࠖ㑄⛣ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

࠾ᐈᵝࡀ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶྛࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⥅⥆ࡣ
ྍ⬟ࠋ
ࡲࡓࠊ⾜ືࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌ࢆᣄྰࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊᗈ࿌ࡢ⢭ᗘࡀ
ᝏࡃ࡞ࡿ௨እ࠾ᐈᵝ┈ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ<DKRR-$3$1,' ࡢࠕⓏ㘓ሗࠖ࠾࠸࡚ࠊࣉ
ࣛࣂࢩ࣮࣭࣓࣮ࣝ㓄ಙタᐃ⏬㠃ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠾ᐈᵝࡣ࠸ࡘ࡛ࡶタ
ᐃኚ᭦ࡀྍ⬟ࠋ

ࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢹ࣮ࢱ⏝ࡘ࠸࡚ࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉᴗࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠタ
ᐃࠖ࠾࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉᴗࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࠊࠕእ㒊ᴗࡢ
ࢹ࣮ࢱᥦ౪タᐃࠖ࠾࠸࡚ࠊಶูࡢእ㒊ᴗࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡀྍ⬟ࠋ
ୖ㏙ࡢタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࠖ
࠾࠸࡚ࡶᚚෆ

253

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿሙྜ
࣭ᥦ౪ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢࣇ࢛࣮
࣐ࢵࢺ
࣭ᥦ౪ඛࡢせ௳
࣭ࣥࢱ࣮࢜࣌ࣛࣅࣜࢸ☜
ಖ㛵ࡍࡿ⪃៖≧ἣ

࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡣᚚ⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆࢲ࢘ࣥ
࣮ࣟࢻࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣḟࡀྵࡲࢀࡿ㸸
 -621ࠊ&69ࠊ;0/ ཪࡣ 3') ᙧᘧࡢࢫࣉࣞࢵࢻࢩ࣮ࢺཪࡣࣇ࡛ࣝࡢ
$SS ⏝ࡸࢡࢸࣅࢸሗ
 ࡑࢀࡒࢀࡢཎࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡼࡿᩥ᭩ࠊ┿ཬࡧࣅࢹ࢜
 9&)ࠊ,&6 ཬࡧ +70/ ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡼࡿ㐃⤡ඛࠊ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࠊࣈࢵࢡ
࣐࣮ࢡ

࣭ࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ࣮࣌ࢪ࡛ࠊࠕࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࠖ
ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࠊᙜヱ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ $SSOH ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢࢥ
ࣆ࣮ࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ

ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ㛵
ࡍࡿྲྀ⤌㸦ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢸࣅࣜ
ࢸ࣮ࢆồࡵࡿ᪉ἲࠊᑐ㇟⠊
ᅖ㸧



$SSOH,QF


♫ྡ


*RRJOH//&

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ〇ရࠊࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮ࠊ⏝㏵ᛂࡌ࡚㑅ᢥ࡛ࡁࡿᵝࠎ࡞ᴗ
⏺ᇶ‽ࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡛ࠊ⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱࢆ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺྍ⬟ࠋ࠼ࡤ
*RRJOH ࢻࣛࣈࡽࠊ*RRJOH ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࡢᩥ᭩ࢆ GRF[ ࣇ
ࣝࡋ࡚࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺࡋࠊ0LFURVRIW 2IILFH ࡛⡆༢࠺ࡇࡀྍ
⬟ࠋࢹ࣮ࢱࢆ」ᩘࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ
࡛ࠊࣇࣞ࢟ࢩࣅࣜࢸࢆ᭱ࡋࠊ⏝⪅⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱά⏝᪉ἲࡢ
㑅ᢥ⫥ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ
࣭'DWD7UDQVIHU3URMHFW㸦'73㸧ࡣࠊ*RRJOH ࡀ  ᖺࠊୡ⏺୰ࡢ
ேࠎࡀ⡆༢⏝࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡢᥦ౪ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ♫
㐃ᦠࡋ࡚࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡃ❧ࡕୖࡆࡓࠋࣉࣟࣂࢲ࣮
㛫࠾ࡅࡿ┤᥋ࡢࢹ࣮ࢱ㌿㏦ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ┤᥋㌿㏦ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࠊ⏝⪅ࡀࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆ᪂ࡓ࡞ࣉࣟࣂࢲ࣮⛣⾜ࡋࡓ࠸
ሙྜࠊࢹ࣮ࢱࢆಶே⏝ࢹࣂࢫ୍᪦ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓᚋࠊ᪂ࡋ࠸ࣉࣟ
ࣂࢲ࣮ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋୡ⏺୰ࡢᾘ㈝⪅ࡣࠊಖ
Ꮡᐜ㔞ࡀ㝈ࡽࢀࡓಶே⏝ࢹࣂࢫࡸࠊ㧗㢠࡞ࢹ࣮ࢱᅇ⥺⏝ᩱ࠸ࡗࡓ
ࢹ࣮ࢱ⛣⾜ࢆᅔ㞴ࡋࡡ࡞࠸ࣥࣇࣛ㠃࡛ࡢไ㝈┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣘ
࣮ࢨ࣮ࡢ⟶⌮ᶒ㝈㑅ᢥᶒࢆ᭱ࡍࡿࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ
ࡣࠊࡼࡾໟᦤⓗ࡛ᰂ㌾ࡘ㛤ࢀࡓࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ*RRJOH
ࡣࠊ࡚ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࠊ␗࡞ࡿࣉࣟࣂࢲ࣮㛫࡛┤᥋ࠊࢹ࣮ࢱࢆࢩ࣮࣒
ࣞࢫࡘᏳ⛣⾜࡛ࡁࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ'73 ࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣏
࣮ࢱࣅࣜࢸࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢡࢭࢫࢆᣑࡍࡿࡓࡵࠊᴗ⏺ࡢࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮༠ຊࡋ❧ࡕୖࡆࡓࢽࢩࢳࣈ࡛ࠊࡢᴗࡶᏳ࡛ᣑᙇᛶࡢ࠶
ࡿ┤᥋ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ┤᥋ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⮬ศࡢࢹ
࣮ࢱࢆಶேࡢࢹࣂࢫࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ࠶ࡿࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟ
ࣂࢲ࣮ࡽูࡢࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ࣮┤᥋㌿㏦ࡍࡿࡇࢆᣦࡍࠋࡇ
ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ㸰ࡘࡢ〇ရࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ㛫࡛ࠊࢹ࣮ࢱࢆ┤᥋
࣏࣮ࣥࢺཬࡧ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺࡍࡿ᥋⥆ࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ'37 
ࡼࡾపᖏᇦᖜ࡛ࢹ࣮ࢱࡢࢵࣉ࣮ࣟࢻࡸࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢆ⾜࠺ࡇࡼ
ࡿከ㢠ࡢಶேᨭฟࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇࡣࠊ᪂⯆ᅜࡢேࠎ
ࡸప㏿ࠊᚑ㔞ไࡢ᥋⥆⎔ቃ࠶ࡿேࡗ࡚ࠊ≉㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࣭*RRJOH 7DNHRXW ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ㛵ࡍࡿ⟶⌮
ᶒ㝈ࢆᥦ౪ࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊ*RRJOH ಖᏑࡋࡓ⮬㌟ࡢࢹ࣮ࢱࡢ᭱᪂∧ࢥ
ࣆ࣮ࢆ⮬㌟ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓࡾࠊࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ
ࡢࣉࣟࣂࢲ࣮ࡢࢧࢺ┤᥋࣏࣮ࢸࣥࢢࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
࣭*RRJOH ࡣ  ᖺ௨ୖ๓ࡽࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡘ࠸࡚‽ഛࡋࠊ
 ᖺࡽ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ〇ရࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡓࠋ*RRJOH ࡣࡇࡢㄢ㢟
ࡘ࠸࡚ࠊᖖඛྲྀࡾࡋ࡚ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚ࡁࡓࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡣ」ᩘࡢࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ୰ࡽ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆヨࡋ᭱ࡶẼධࡗࡓ〇ရࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊࢧ࣮ࣅࢫ㛫ࡢ➇தࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࠋ

࣭*RRJOH ࡀ⏝ࡍࡿ༏ྡᡭἲ㸦KWWSVSROLFLHVJRRJOHFRPWHFKQ
RORJLHVDQRQ\PL]DWLRQ㸧ࡼࡾࠊಶே㛵㐃࡙ࡅࡽࢀ࡞࠸ࢹ࣮ࢱࡀ
సᡂࡉࢀࡿࠋ
᭱ᚋࠊ*RRJOH ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡋ࡚࠸࡞࠸┠ⓗࡢࡓ
ࡵ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊ๓࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆồࡵ
ࡿࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ

࠸ࢃࡺࡿࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡣᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠕࢺ࣮ࢡᒚṔ
ࡢ㏦ಙࠖᶵ⬟ࢆ⏝ࡋ࡚ 7H[W ࣇ࡛ࣝࢺ࣮ࢡᒚṔࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࣭
㏦ಙࡍࡿࡇࡣྍ⬟ࠋ
ࡲࡓࠊ࠾ᐈᵝࡽࡢྠពࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊ/,1( ࣉ࡛ࣜ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠾ᐈᵝ㛵ࡍࡿሗ㸦ࣉࣟࣇ࣮ࣝ➼㸧ࢆ♫ࣉࣜ㐃ᦠࡍࡿᶵ⬟ࡣ
⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ

/,1( ᰴᘧ♫

ᘢ♫ࡣࠊ࠶ࡿࢧ࣮ࣅࢫࢹ࣮ࢱࢆඹ᭷ࡍࡿሙྜࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆูࡢࢧ
࣮ࣅࢫ⛣ື࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡁ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱࡢ࣏࣮ࢱ
ࣅࣜࢸࡣࠊ⏝⪅⟶⌮ᶒ㝈㑅ᢥ⫥ࢆ࠼ࡿࡶࠊࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿࠋᘢ♫ࡣࠊ ᖺ )DFHERRN ࡢࠕ'RZQORDG<RXU,Q
IRUPDWLRQࠖࢶ࣮ࣝࢆ࣮ࣜࣜࢫࡍࡿ࡞ࠊࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ㛗࠸Ṕྐࡀ࠶ࡿࠋ ᖺ௨㝆ࠊᘢ♫ࡣࠊ⏝⪅ࡀࢧ࣮ࣅࢫ㛫ࢆ
ᐜ᫆⛣ື࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊ⏝⪅㑅ᢥ⫥ࢆ࠼ࠊ㛤Ⓨ⪅ࡀࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋ➇த࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡋ࠸ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜ
ࢸࢶ࣮ࣝᢞ㈨ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ ᖺ௨㝆ࠊᘢ♫ࡢᴗ⪅ව &(2 ࡢ
࣐࣮ࢡ࣭ࢨࢵ࣮࢝ࣂ࣮ࢢࡣࠊつไࡣࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡢཎ๎ࢆಖ
ドࡍࡁࠊࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ㛵ࡍࡿつไࢆ⧞ࡾ㏉ࡋồࡵ࡚࠸
ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸᑐࡍࡿᘢ♫ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡣࠊ*'35 ࡞
ࡢࢹ࣮ࢱಖㆤἲ࡛ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡀἲⓗせ௳࡞ࡿࡎࡗ௨
๓ࡽࠊᵝࠎ࡞ࢶ࣮ࣝࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡛ࡶド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᘢ♫ࡢ
࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࢶ࣮ࣝࡼࡗ࡚ࠊ⏝⪅ࡣᘢ♫ࡢࣉ࡛ࣜඹ᭷ࡋࡓࢹ࣮
ࢱࢆ⡆༢㜀ぴࡋࡓࡾࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋᘢ♫ࡀᥦ౪
ࡍࡿ࡞࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࢶ࣮ࣝࡣࠊࠕ'RZQORDG <RXU ,QIRUPDWLRQ㸦'
<,㸧ࠖࠕ7UDQVIHU<RXU,QIRUPDWLRQ㸦7<,㸧ࠖࡢ  ࡘࡀ࠶ࡿࠋ
)DFHERRN  ,QVWDJUDP ࠾࠸࡚⏝ྍ⬟࡞ࠕ'RZQORDG<RXU,QIRUPD
WLRQࠖࢶ࣮ࣝࡣࠊ ࡘࡢሗࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࣉࣟࣇ࣮ࣝሗࠊ
ᢞ✏ࠊ
ࠕ࠸࠸ࡡ㸟ࠖࠊࢥ࣓ࣥࢺ࡞ࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿ⏝⪅ࡀ )DFHERRN ୖ
࡛ධຊࠊࢵࣉ࣮ࣟࢻࠊඹ᭷ࡋࡓሗࠊ㸧ࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿ⏝⪅ࡢ )D
FHERRN ࢝࢘ࣥࢺ㛵㐃ࡍࡿሗ㸦)DFHERRN ࡢࣟࢢࣥࠊ⏝ࢹࣂ
ࢫࠊࣇ࣮ࢻࠊ࢛࢘ࢵࢳࠊࢽ࣮ࣗࢫࡢ᥎ዡ⏝ࡍࡿሗ࡞㸧࡛࠶
ࡿࠋ⏝⪅ࡣࠊ
ࠕタᐃࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖෆࡢࠕタᐃࠖୗࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓࡢሗࠖ
࠾ࡅࡿࠕಶேࢹ࣮ࢱࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡛ࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺ
ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋࡑࡢ࣮࣌ࢪࡽࠊ⏝⪅ࡣࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࡢࢹ࣮
ࢱࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ㏣ຍࡸ๐㝖ࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࣜࢡ࢚ࢫࢺࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ
ࡢ㑅ᢥࠊ┿ࠊࣅࢹ࢜ࠊࡑࡢࡢ࣓ࢹࡢ⏬㉁ࡢㄪᩚࠊሗࡢ≉ᐃࡢ
᪥⠊ᅖࡢᣦᐃࡀྍ⬟ࠋ⏝⪅ࡀ )DFHERRN ཧຍࡋࡓᮇࡼࡗ࡚ࡣࠊ
 ௨ୖࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡽࢹ࣮ࢱࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ,QVWDJUD
P ࡢ⏝⪅ࡶྠᵝࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢሗࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
,QVWDJUDP ࡢ⏝⪅ࡣࠊ⮬ศࡢࣉࣟࣇ࣮ࣝࢡࢭࢫࡋࠊ
ࠕ୕ࠖࢆࢡࣜ
ࢵࢡࡋࠊࠕࢡࢸࣅࢸࠖୗࡢࠕಶேࢹ࣮ࢱࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࠖࢆ㑅ᢥ
ࡍࡿࡇ࡛ࠊ,QVWDJUDP ࡢࢹ࣮ࢱࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࣜࢡ࢚ࢫࢺࢆ㛤ጞ
ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

 ᖺࠊᘢ♫ࡣࠊ)DFHERRN ⏝⪅ࡀ )DFHERRN ࡢ┿ࡸࣅࢹ࢜ࢆ %DF
N%OD]Hࠊ'URSER[ࠊ.RRIUࠊ*RRJOH ࣇ࢛ࢺ┤᥋㌿㏦࡛ࡁࡿࠕ7UDQVIHU
<RXU,QIRUPDWLRQࠖࢶ࣮ࣝࢆ㛤ጞࠋࡲࡓࠊࡑࢀ௨㝆ࡶࠊ᪂ࡋ࠸ࢹ࣮ࢱࢱ
ࣉ㸦ࣀ࣮ࢺࠊᢞ✏ࠊ࣋ࣥࢺ࡞㸧᪂ࡋ࠸㌿㏦ඛ㸦3KRWREXFNHWࠊ*
RRJOH ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࠊ*RRJOH ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࠊ%ORJJHUࠊ:RUG3UHVV ࡞㸧ࢆ
㏣ຍࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⏝⪅ࡣࠊタᐃࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖෆࡢࠕタᐃࠖୗࠊ
ࠕ࠶࡞ࡓࡢሗࠖ࠾ࡅࡿࠕಶேࢹ࣮ࢱࢆ㌿㏦ࠖࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࠊ┿ࡸࣅ
ࢹ࢜ࡢ㌿㏦せồࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋࡑࡇࡽࠊ⏝⪅ࡣ㌿㏦ඛࢆ㑅
ᢥࡋࠊࡑࡢ㌿㏦ඛ㐺ࡋࡓࢹ࣮ࢱ㸦㸸ᢞ✏᪥ࡢ⠊ᅖࡸ≉ᐃࡢࣇ࢛ࢺ
ࣝࣂ࣒㸧ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋᚋࠊ᪂ࡋ࠸ࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮ࡸ㌿㏦ඛࢆ
㏣ຍࡋ࡚࠸ࡃணᐃࠋ
ࠕ'<,ࠖࢶ࣮ࣝࢆࡗ࡚ࠊ⏝⪅ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶࢹ࣮ࢱࣇࣝࢆࣜࢡ࢚
ࢫࢺ࡛ࡁࠊ+70/ ࣇࣝࡲࡓࡣᶵᲔㄞࡳྲྀࡾྍ⬟࡞ -621 ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ
࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇࢆ㑅ᢥྍ⬟ࠋ+70/ ࡣࠊ)DFHERRN ୍࡛⯡ⓗ
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊぢࡸࡍ࠸ࢹ࣮ࢱᙧᘧ࡛ࡍࠋࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍ
ࡿࠊ⏝⪅ࡣ=,3 ࣇࣝࡢࣜࣥࢡࢆཷࡅྲྀࡿࠋࡇࡢࣇࣝࢆࢲ
࣮࢘ࣥࣟࢻࡋ࡚ྲྀࡾฟࡍࠊ
ࠕLQGH[ࠖ࠸࠺ྡ๓ࡢ+70/ ࣇࣝࡀྵ
ࡲࢀࠊ࢙࢘ࣈࣈࣛ࢘ࢨ࡛࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢࡼ࠺㛤ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞ࡿࠋ=,3 ࣇࣝࡣࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺࡉࢀࡓ⏬ീࡸື⏬ࢆྵࡴࣇࣝ
ࡢධࡗࡓࣇ࢛ࣝࢲࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ-621 ࡣᶵᲔࡀㄞࡵࡿࢹ࣮ࢱᙧᘧ࡞
ࡢ࡛ࠊ-621 ࢹ࣮ࢱࡢ࣏࣮ࣥࢺࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡢࢧ࣮ࣅࢫࢹ࣮ࢱ
ࢆࢵࣉ࣮ࣟࢻࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᘢ♫ࡣࠊ⏝⪅ࡀሗࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢆせồࡋࡓࡁࠊ࢝࢘ࣥࢺ
ࢆᏳಖࡕࠊሗࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊከࡃࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇࠋ
ሗࡢࢥࣆ࣮ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢆ㛤ጞࡍࡿ๓ࠊࡲࡎࠊࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢධ
ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢆ㛤ጞࡍࡿ๓ࠊ㏣ຍࡢㄆド
ࢫࢸࢵࣉࢆࡍࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ࢝࢘ࣥࢺಖㆤࡢࡓ
ࡵࠊࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺࡣᩘ᪥ᚋᮇ㝈ษࢀ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ⏝
⪅ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ᪂ࡋ࠸ࣜࢡ࢚ࢫࢺࢆࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
ࡲࡓࠊ
ࠕ7<,ࠖࢶ࣮ࣝࢆࡗ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ㛫࡛┤᥋ࢹ࣮ࢱࡢ㌿㏦ࢆࣜࢡ
࢚ࢫࢺࡍࡿࡇࡶྍ⬟ࠋࡇࡢࢶ࣮ࣝࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡢࠕ'DWD7UDQV
IHU3URMHFWࠖࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᘢ♫ࡣ  ᖺ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࡢ '73
㸦'DWD7UDQVIHU3URMHFW㸧ཧຍࡋࠊᴗ⏺ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮༠ຊࡋ࡚ࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ㛫ࡢ┤᥋㌿㏦ࢆྍ⬟ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࢆᵓ⠏ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ'73 ࡣࠊ௵ពࡢ  ࡘࡢ࢜ࣥࣛࣥࢧ࣮ࣅࢫࢆ᥋⥆࡛ࡁࡿ࣮࢜ࣉࣥ
ࢯ࣮ࢫࢥ࣮ࢻࡼࡿඹ㏻ࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢᵓ⠏ྲྀࡾ⤌ࡴ⤌⧊㸦⌧ᅾ
ࡣ 0HWDࠊ$SSOHࠊ*RRJOHࠊ0LFURVRIWࠊ7ZLWWHUࠊ6PXJPXJ㸧ࡢ༠ຊࡼࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⏝⪅ࡢᑟ࡛ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㛫ࡢࢹ࣮ࢱࢆྜἲⓗࡘ
Ᏻ࡛ಙ㢗࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡛ࢩ࣮࣒ࣞࢫ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࢜ࣉࣥࢯ࣮ࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢືᶵࡣࠊྛ
ᴗࡀ⊂⮬ࡢࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࢩࢫࢸ࣒ࢆ୍ࡽᵓ⠏ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࢲࣉࢱ࣮ࡸࢹ࣮ࢱࣔࢹࣝࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾከࡃࡢᴗࡀࢹ
࣮ࢱࡢ࣏࣮ࣥࢺࡸ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺࢆᐜ᫆⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇ࡛࠶
ࡿࠋ
'73 ࡣࠊ࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡽูࡢࢩࢫࢸ࣒ࢩ࣮࣒ࣞࢫࢹ࣮ࢱࢆ⛣ື
ࡉࡏࡿࡓࡵࠊࡉࡲࡊࡲ࡞┦㐠⏝ྍ⬟࡞ࢧ࣮ࣅࢫ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ'73 ࡣ 2$XWK ࡤࢀࡿ࣮࢜ࣉࣥࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢㄆドࢩࢫࢸ࣒ࢆ
⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㌿㏦ඖ㌿㏦ඛࡀ࠸㏻ಙࡋࠊ㌿㏦ࡀチྍࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋྠᵝࠊ⏝⪅ࡀ㌿㏦ࢆᢎㄆࡍࡿࠊ'73

0HWD

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ<DKRR-$3$1,' ࡢࠕⓏ㘓ሗࠖ࠾࠸࡚ࠊࣃ
࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮⏬㠃ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠾ᐈᵝࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ <DKRR
-$3$1 ࡢྛᒚṔ㸦ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᒚṔࠊ⨨ሗࡢᒚṔࠊࢡࢭࢫᒚṔ㸧
ࡸⓏ㘓ሗࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢹ࣮ࢱࡢసᡂ࣭ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ㸦ᘢ♫ᣦᐃࡢࣇ
࢛࣮࣐ࢵࢺࡼࡿ㸧ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࢹ࣮ࢱᥦ౪ඛࡢᣦᐃࡘ࠸࡚ࡣ⌧Ⅼ
࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

<DKRR-$3$1,' ࡢࠕⓏ㘓ሗࠖ࠾࠸࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮
⏬㠃ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠾ᐈᵝࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ <DKRR -$3$1 ࡢྛᒚṔ㸦ࢧ࣮
ࣅࢫ⏝ᒚṔࠊ⨨ሗࡢᒚṔࠊࢡࢭࢫᒚṔ㸧ࡸⓏ㘓ሗࡢࢲ࢘ࣥࣟ
࣮ࢻࢹ࣮ࢱࡢసᡂ࣭ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ㸦ᘢ♫ᣦᐃࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡼࡾࡲࡍ㸧
ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࢹ࣮ࢱᥦ౪ඛࡢᣦᐃࡘ࠸࡚ࡣ⌧Ⅼ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
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ಶேሗಖㆤἲᇶ࡙ࡃ㛤
♧ㄳồࡢᑐᛂ≧ἣ㸦㟁☢ⓗ
࡞㛤♧ࡢᐇ≧ἣࠊ㛤♧ㄳồ
ࡢ᪉ἲࠊᥦ౪ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ
➼㸧

࣭㟁☢ⓗ࡞㛤♧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ࡢᅇ⟅ࡢࢹ࣮ࢱࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ࣌
࣮ࢪ࡛ࠊࠕࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࠖࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࠊᙜヱࣘ
࣮ࢨ࣮ࡀ $SSOH ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺࡍࡿ࣌
࣮ࢪ⾜ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

$SSOH,QF


ࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧࢺ㐠
Ⴀ⪅ᑐࡋࠊࡢࡼ࠺࡞ྠព
ྲྀᚓࡸ㏻▱ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ

ሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡸ -DYD6
FULSW ࡢࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧ
ࢺ㐠Ⴀ⪅ࡢᥦ౪ࡼࡿ
⏝⪅ሗࡢእ㒊㏦ಙࡢ≧
ἣ





㸫

㸦ཧ⪃㸯㸧6DIDUL ࡣ㏣㊧⪅ࡽ࠶࡞ࡓࢆᏲࡿࠋࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺ࣭ࢺࣛ
ࢵ࢟ࣥࢢ㜵Ṇᶵ⬟ࡀࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᗈ࿌ࡽ㏣࠸ࡅࡽࢀ
࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢ୰ࡣࠊࢧࢺࢆ㜀ぴࡍࡿ
࠶࡞ࡓࡢ⾜ືࢆఱⓒࡶࡢࢹ࣮ࢱ㞟♫┘どࡉࡏࠊ࠶࡞ࡓ
ࡢࣉࣟࣇࣝࢆసᡂࡋ࡚ᗈ࿌ࢆ⾲♧ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ6DID
UL ࡢࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺ࣭ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ㜵Ṇᶵ⬟ࡣࢹࣂࢫୖ
ࡢᶵᲔᏛ⩦ࢆࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ㏣㊧ᆺᗈ࿌ࢆࣈࣟࢵࢡ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࡍࡿ㸦ࣉࣛࣂࢩ࣮ᴫせ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMS
SULYDF\㸧㸧ࠋ
㸦ཧ⪃㸰㸧L26   L3DG26  ࡽࡣࠊࣉࣜࡀ♫ࡢᡤ᭷ࡍࡿ

࣭ ࡢᅇ⟅ཧ↷

ࣉࣜࡸࢧࢺࢆ⤒⏤ࡋࡓሗ㞟ࡢ≧ἣ

ࣉࣜࡸࢧࢺࢆ⤒⏤ࡋ
࠙$SSOH ࡀࡢࢯ࣮ࢫࡽཷࡅྲྀࡿಶேࢹ࣮ࢱࠚ
ࡓሗ㞟ࡢ≧ἣ
࣭ಶே㸸ࡢಶேࡽࡢ࣮ࣘࢨ࣮㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿࡇࡀ࠶
ࡿ㸦㸸ࡢಶேࡽ࣮ࣘࢨ࣮〇ရࡸࢠࣇࢺ࣮࢝ࢻࢆ㏦ࠊ$SSOH
ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡸࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢཧຍࡢᣍᚅ➼㸧ࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡿሙྜ㸸
 ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࠊࣔࣂࣝ㏻ಙᴗ⪅ᑐࡋࠊ࢝࢘ࣥࢺࡢࢡࢸ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㏻ಙᴗ⪅࢝࢘ࣥࢺ㛵ࡍࡿࢹ࣮
ࢱࢆ $SSOH ඹ᭷ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡍࡿሙྜ
 $SSOH ࡛ࡢ㉎ධᑐࡍࡿ࣮ࣜ࣡ࢻࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࣟࣖࣝࢸ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍ㛵ࡍࡿሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡼ࠺࣮ࣘࢨ࣮ࡀᣦ
♧ࡋࡓࡾࡍࡿሙྜ࡞
࣭$SSOH ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸸ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࠾ࡼࡧṇ㜵Ṇࡢ┠ⓗ࡛ࠊ࣮ࣘࢨ
࣮ࡀ $SSOH ,' ࡢసᡂᥦ౪ࡍࡿሗࢆ➨୕⪅ࡽࡢሗࢆ⏝ࡋ
᳨࡚ドࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿ㸦$SSOH ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㸦KWWSVZZZ
DSSOHFRPOHJDOSULYDF\MS㸧ࠋ



♫ྡ


ᮏ㉁ၥࡣ*RRJOH ࡀࢹ࣮ࢱ㛵ࡋ࡚ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢࡼ࠺ࡸࡾྲྀࡾࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠸࠺㉁ၥ࡛࠶ࡿ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ*RRJOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮
࣏ࣜࢩ࣮つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᮏ㉁ၥࡣࠊࡢ➨୕⪅ᴗࡽሗࢆᥦ౪ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ≧ἣ
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌮ゎࡋࠊḟࡢ࠾ࡾᅇ⟅ࡍࡿࠋ

*RRJOH ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀྠពࡋࡓሙྜࠊ*RRJOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢࢡࢭ
ࢫ⏝ࡋࡓࣉࣜࠊࣈࣛ࢘ࢨࠊ࠾ࡼࡧࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟ࠋ
*RRJOH ࡀ㞟ࡍࡿሗࡣࠊᅛ᭷ ,'ࠊࣈࣛ࢘ࢨࡢ✀㢮࠾ࡼࡧタᐃࠊࢹ
ࣂࢫࡢ✀㢮ཬࡧタᐃࠊ࣮࢜࣌ࣞࢸࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࠊࣔࣂࣝࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ㛵ࡍࡿሗ㸦ᦠᖏ㏻ಙᴗ⪅ྡࡸ㟁ヰ␒ྕ࡞㸧ࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ␒ྕ࡞ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊ*RRJOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢࣉࣜࠊࣈࣛ࢘ࢨཬࡧࢹࣂࢫࡢ㛫ࡢ㏻ಙࡘ࠸࡚ࡢሗࡶ
㞟ࠋ࠼ࡤࠊ,3 ࢻࣞࢫࠊ㞀ᐖ࣏࣮ࣞࢺࠊࢩࢫࢸ࣒ࢡࢸࣅࢸࠊࣜ
ࢡ࢚ࢫࢺࡢ᪥ཧ↷ 85/ ࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊಙ㢗࡛ࡁࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽ࣮ࣘࢨ࣮㛵ࡍࡿሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅ
ࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽ*RRJOH ࡢࣅࢪ
ࢿࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࢧࢺ㛵ࡍࡿሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡾࠊ
ࢭ࢟ࣗࣜࢸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡽṇ⏝㜵Ṇࡢࡓࡵࡢሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅ
ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᗈ࿌ࡽࠊᗈ࿌ࡸࣜࢧ࣮ࢳࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆࡑࡢᗈ
࿌ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࡍ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮᫂グࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࠼ࡤ*RRJOH3OD\࡛ࡣࠊࣉࣜࢤ࣮࣒ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹࣂࢫୖ࡛
ࢡࢭࢫࡋࡼ࠺ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ༑ศ࡞ሗࢆᚓࡓୖ
ุ࡛᩿࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ௨๓ࡽࠊࢹ࣋ࣟࢵ
ࣃ࣮ࠊ *RRJOH 3OD\ ࢫࢺࡢࣉ୍ࣜぴ࡛ࠊࡢࡼ࠺ಶேሗࢆ
㞟ࡋ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢆ㛤♧ࡍࡿࡇࢆ⩏ົ࡙ࡅ࡚ࡁࡓࠋ ᖺ $Q
GURLG0DUVKPDOORZ ࢆබ㛤ࡋࡓࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶࠊ⮬㌟ࡢࢹ
ࣂࢫ࡛ࡇࡲࡵチྍࢆ☜ㄆࠊࠊᣄྰ࡛ࡁࡿࣛࣥࢱ࣒ᶒ㝈ࢆᑟධ
ࡋࡓࠋ

*RRJOH ࡣᚑ๓ࡼࡾࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ⮬㌟ࡢሗࢡࢭࢫࡋࡓࡾ๐㝖ࡍ
ࡿࡓࡵࡢሀ∼࡛࠸ࡸࡍ࠸ࢶ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝࢆࠊ
ࡉࡽሀ∼ࡘ┤ほⓗ⏝࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆᘬࡁ⥆ࡁᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
*RRJOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃ⟶⌮ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ *RRJOH ࢝࢘ࣥࢺ
ࡣࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ *RRJOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠊ࣓࣮ࣝࡸ┿࡞ࡢಖᏑࢹ࣮ࢱ
ࡢᴫせࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ*RRJOH ࢝࢘ࣥࢺ
ࡣࠊ*RRJOH ࡢࢧ࣮ࣅࢫ⯡ࢆ㏻ࡌ᳨࡚⣴ࠊ㜀ぴࠊど⫈ࡍࡿ࡞ࡢࢡࢸ
ࣅࢸࡽ㞟ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ⡆༢☜ㄆࡋࠊ๐㝖࡛ࡁࡿࢶ࣮࡛ࣝ࠶
ࡿ࣐ࢡࢸࣅࢸࡶᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㐣ཤࡢ࢜ࣥࣛࣥୖࡢࢡࢸࣅࢸࢆ⡆༢ࡾ㏉ࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊࢺࣆࢵࢡࠊ᪥ࠊࢧ࣮ࣅࢫ᳨࡛⣴࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࡀ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࠊ
࣮ࣘࢨ࣮ࡣ㺀ࢹ࣮ࢱࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ㺁ࡽ࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀࡓࢹ࣮
ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢡࢭࢫࡍࡿࠊࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿࢺࣛࣈࣝࢩ࣮ࣗࢸ
ࣥࢢཪࡣ *RRJOH ࣉࣛࣂࢩ࣮࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮ࡽࢡࢭࢫྍ⬟࡞
㺀ࢹ࣮ࢱࡢࢡࢭࢫᶒࢆࣜࢡ࢚ࢫࢺ㺁ࡢࣇ࢛࣮࣒ࢆ㏦ಙࡍࡿࡇࡀྍ
⬟ࠋ
ࡲࡓࠊ*RRJOH ࡣࠊಶேሗಖㆤἲᇶ࡙ࡃ࣮ࣘࢨ࣮ࡽࡢせồᑐᛂ
ࡍࡿࡓࡵࠊ࣓࣮࢚ࣝࣜࢫ㸦DSSLLQTXLULHVH[WHUQDO#JRRJOHFR
P㸧ࢆタᐃࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮㛵ࡍࡿ᪥ᮏࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢἲᐃ
㛤♧㡯࠾࠸࡚ࡇࢀࢆබ⾲ࠋ

*RRJOH//&

ᘢ♫ࡢᥦᦠᴗ⪅ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࣉࣜࡸ :HE ࢧࢺᘢ♫ࡢ 6'. ࡸ
ࢱࢢࡀタ⨨ࡉࢀࡓሙྜࠊᙜヱࣉ࣭ࣜࢧࢺࢆゼၥࡉࢀࡓ࠾ᐈᵝ㛵ࡍ
ࡿሗࡀᘢ♫㏦ಙࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

ࣉࣜࡸ :HE ࢧࢺ࠾࠸࡚ࠊᘢ♫ࡀ &RRNLH ➼ࡼࡾゼၥᒚṔ➼
ࡢᗈ࿌㛵㐃ሗࢆ㞟ࡋࠊᗈ࿌ࡢຠᯝ ᐃ➼⏝ࡍࡿࡇཬࡧ࢜ࣉࢺ
࢘ࢺࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚㏻▱ࢆ⾜࠺ࡶ࠾ᐈᵝࡽᚲせ࡞ྠពࢆྲྀ
ᚓࡍࡿࡇࢆつ⣙࡛⩏ົ࡙ࡅࡿ➼ࡢᑐᛂࢆᐇࠋ

ᘢ♫ࡢᥦᦠᴗ⪅ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࣉࣜࡸ :HE ࢧࢺᘢ♫ࡢᗈ࿌㓄
ಙ➼ࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡀタ⨨ࡉࢀࡓሙྜࠊᙜヱࣉ࣭ࣜࢧࢺࢆゼၥࡉࢀ
ࡓ࠾ᐈᵝ㛵ࡍࡿሗࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

ۑ㛤♧ㄳồࡢ᪉ἲ
ᘢ♫ :HE ࢧࢺෆࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࣇ࢛࣮࣒ཪࡣ㒑㏦࡚㛤♧ㄳồࢆ
ཷࡅࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ۑ㛤♧᪉ἲ
ᇶᮏⓗࡣ࠾ᐈᵝ 3') ࢆ㏦ಙࡍࡿ᪉ἲ࡛㛤♧ࠋ
࠾ᐈᵝࡀᕼᮃࡉࢀࡓሙྜࡣ㒑㏦࡛ࡢ㛤♧ࡶᐇࠋ

/,1( ᰴᘧ♫

ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊᘢ♫ࡢࣅࢪࢿࢫࢶ࣮ࣝࠊ⤫ྜࠊ࠾ࡼࡧ 0HWD$XGLHQFH1
HWZRUN ࡢᢏ⾡ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊᘢ♫ሗࢆඹ᭷ࡋࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊ⏝⪅ࡀࢧࢺࡸࣉࣜࢆゼၥࡋࡓࡾࠊࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆ⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ㝿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ༠ຊࡍࡿࡢᴗࡸ
⤌⧊ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⏝⪅ࡢሗࢆ㞟ࡋࡲࡍࠋ0HWD ࡢ 3L[HO ࡣࠊ-DYD6F
ULSW ࢆ⏝ࡋࡓࣅࢪࢿࢫࢶ࣮࡛ࣝࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࢙࢘ࣈ
ࢧࢺゼၥ⪅ࡸ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛⾜ࡗࡓ⾜ື㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆඹ᭷࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋᘢ♫ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ⏝⪅ࡢሗࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ๓ࠊࡑࡢሗࢆ㞟ࠊ⏝ࠊඹ᭷ࡍࡿᶒࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆᙜヱ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮せồࡋࡲࡍࠋ

 ཧ↷
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊ⏝⪅ࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆゼၥࠊ⏝ࡋࡓሙྜࠊ
ࡲࡓࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ㐃ᦠࡍࡿእ㒊ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏝⪅ࡢࢹ࣮ࢱ
ࢆཷࡅྲྀࡾࡲࡍࠋᘢ♫ࡣࠊࡇࢀࡽࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀᘢ♫ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ๓ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ⏝⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࠊ⏝ࠊඹ᭷ࡍࡿṇᙜ࡞ᶒ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᙜヱࣃ࣮ࢺࢼ࣮せồࡋࡲࡍࠋ

ᗈ࿌ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࠊࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ➼࠾ࡅࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢゼ
ၥ࣭⾜ືᒚṔሗࢆ⏝ࡍࡿᗈ࿌ၟရᚚ⏝ࡢ㑂Ᏺ㡯ࡋ࡚ࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡢゼၥ࣭⾜ືᒚṔሗࢆྲྀᚓࡉࡏࡿ⮬㌟ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࠊࣉࣜࢣ
࣮ࢩࣙࣥ➼࠾࠸࡚ࠊグ㍕ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ㡯┠ࢆᐃࡵࠊࡇࡢグ㍕ࡣࠊᑐ㇟
࢙࢘ࣈࢧࢺ➼ࡢࢺࢵࣉ⏬㠃ࡽ 㹼 ᅇࡢ᧯స࡛฿㐩࡛ࡁࡿሙᡤグ
㍕ࡍࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊグ㍕ࢆồࡵࡿ㡯ࡢヲ⣽ࡣḟࡢ࠾ࡾࠋ
㸦㸧ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫ࢆጞࡵࡍࡿ➨୕⪅ࡢᥦ౪ࡍࡿᗈ࿌㓄ಙࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ⏝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊ&RRNLH ➼ࡼࡗ࡚ᙜヱ➨
୕⪅ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᑐ㇟࢙࢘ࣈࢧࢺ➼ࡢゼၥ࣭⾜ືᒚṔሗࢆྲྀᚓࠊ
⏝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ᪨
㸦㸧ᗈ࿌㓄ಙࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ➨୕⪅ࡼࡗ࡚㞟ࡉࢀࡓᑐ㇟࢙࢘
ࣈࢧࢺ➼࠾ࡅࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢゼၥ࣭⾜ືᒚṔሗࡀࠊᙜヱ➨୕⪅ࡢ
ࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ᚑࡗ࡚⏝ࡉࢀࡿ᪨
㸦㸧ᗈ࿌㓄ಙࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ➨୕⪅ࡢᥦ౪ࡍࡿ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᡭẁ
ࡼࡾࠊᙜヱ➨୕⪅ࡼࡿᑐ㇟࢙࢘ࣈࢧࢺ➼࠾࠸࡚㞟ࡉࢀࡓࣘ
࣮ࢨ࣮ࡢゼၥ࣭⾜ືᒚṔሗࡢᗈ࿌㓄ಙࡢ⏝ࢆṆࡉࡏࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿ᪨
㸦㸧࣮ࣘࢨ࣮ࡀ &RRNLH ➼ࡢタᐃࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊゼၥ࣭⾜ືᒚṔ
ሗࡀ㞟ࡉࢀࡿࡇࡢྍྰࢆᐃࡵࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ᪨
࠾ᐈᵝࡀ <DKRR -$3$1 ࡢᙜヱᗈ࿌ࡸᗈ࿌㓄ಙඛ࡞ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌
ࢪࡸࣉࣜࢆ⏝ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸࣉࣜ
 <DKRR-$3$1 ࡢࠕ࢙࢘ࣈࣅ࣮ࢥࣥࠖ࡞ࢆタ⨨ࡋ࡚ &RRNLH ࡸ➃ᮎ
ሗࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡀᚚ⏝ࡢ➃ᮎࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢሗࢆྲྀ
ᚓࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

<DKRR -$3$1 ࡢᗈ࿌ࡸᗈ࿌㓄ಙඛ➼ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸࣉࣜࢆ
⏝ࡋࡓሙྜࠊᙜヱࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸࣉࣜ <DKRR-$3$
1 ࡢࠕ࢙࢘ࣈࣅ࣮ࢥࣥࠖ➼ࢆタ⨨ࡋ࡚ &RROLH ࡸ➃ᮎሗࢆཧ↷ࡍࡿࡇ
࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡀᚚ⏝ࡢ➃ᮎࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢሗ➼ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡀ
࠶ࡿࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ<DKRR-$3$1,' ࡢࠕⓏ㘓ሗࠖ࠾࠸࡚ࠊࣃ
࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮⏬㠃ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠾ᐈᵝࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ <DKRR
-$3$1 ࡢྛᒚṔ㸦ࢧ࣮ࣅࢫ⏝ᒚṔࠊ⨨ሗࡢᒚṔࠊࢡࢭࢫᒚṔ㸧
ࡸⓏ㘓ሗࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࢹ࣮ࢱࡢసᡂ࣭ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡀྍ⬟ࠋ

ᘢ♫ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦ᘢ♫ࡢࣉࣟࢲࢡࢺࢆ⏝ࡋ࡚⮬♫ࡢ〇ရࡸࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢᗈ࿌ࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠺ᴗࡸேࠎ㸧ࠊ ᐃ࣋ࣥࢲ
࣮㸦ᘢ♫ࡸࡑࡢᗈ࿌࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ㛵㐃ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠺ᴗ㸧ࠊ
➨୕⪅㸦ᘢ♫ሗࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀᘢ♫ࡢ〇ရࢆ⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸⤌⧊
ࡸᅋయ㸧ࡽࠊᘢ♫ࡢࣉࣟࢲࢡࢺୖ࠾ࡼࡧࣉࣟࢲࢡࢺእࡢ⏝⪅ࡢάື
㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ሗࢆ㞟࠾ࡼࡧཷ㡿ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᘢ♫ࡀཷࡅྲྀࡿሗ
ࡢࡋ࡚ࡣࠊࢹࣂࢫሗࠊ⏝⪅ࡀゼၥࡋࡓ࢙࢘ࣈࢧࢺࢡࢵ࢟
࣮ࢹ࣮ࢱࠊ⏝⪅ࡀ⾜ࡗࡓ㉎ධࠊ⏝⪅ࡀぢࡓᗈ࿌ࠊ⏝⪅ࡀࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࡢ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆࡢࡼ࠺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊ⏝⪅ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫࠊࢡࢵ࣮࢟ࠊᗈ࿌ࢹࣂࢫ
,' ࡞ࡢሗࢆᘢ♫ඹ᭷ࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ⏝⪅ࡀ࢝࢘ࣥࢺࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࡢάື࢝࢘ࣥࢺࢆ࣐ࢵࢳࡉࡏࡿࡢᙺ❧ࡕࡲࡍࠋᘢ
♫ࡣࠊ⏝⪅ࡀᘢ♫ࡢࣉࣟࢲࢡࢺࣟࢢࣥࡋ࡚࠸ࡿࠊ࢝࢘ࣥࢺࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࢃࡽࡎࠊࡇࡢሗࢆཷࡅྲྀࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⟶⌮ᨭ࡞ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ
౪ࡍࡿࡼ࠺ᘢ♫ᣦ♧ࡋࡓሙྜࠊ⏝⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᘢ♫
ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

0HWD
ࡣࠊ␗࡞ࡿࢩࢫࢸ࣒㛫࡛ࢹ࣮ࢱࡀࢩ࣮࣒ࣞࢫ⛣ື࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊඹ㏻
ࡢࢹ࣮ࢱᆺࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ㠀ᖖ␗࡞ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ┦㐠⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿ
ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆᥦ౪ࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡣ᭱ඃඛ㡯࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⏝⪅
ࡀࢹ࣮ࢱࡢࢥࣆ࣮ࢆ㌿㏦ࡍࡿࡼ࠺せồࡋࡓሙྜࠊ࢝࢘ࣥࢺࡢᏳࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆከᩘᐇࠋࡍ࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡣ㌿㏦୰
ᬯྕࡉࢀࠊ㌿㏦ࢆ㛤ጞࡍࡿ๓ࣃࢫ࣮࣡ࢻࡢධຊࡀồࡵࡽࢀࠊ㌿㏦
ࡀࡍࡿࢡࢭࢫࢺ࣮ࢡࣥࡀ๐㝖ࡉࢀࡿࠋ
⌧ᅾࡢࢧ࣮ࣅࢫ㛫ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࡢࢯ࣮ࣜࣗࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ㌿㏦
ࢆ⾜࠺ࡓࡵ  ࡘࡢ␗࡞ࡿࢧ࣮ࣅࢫ㛫ࢆ┤㏻ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ7<, ࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿ '73 ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡣࠊᴗࡀ࣏࣮ࢱࣅࣜࢸࢶ࣮ࣝࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࡓࡧ୍ࡽసࡾ┤ࡍᚲせࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࢧ࣮ࣅࢫ㛫ࡢ┤᥋࣏࣮ࢱࣅࣜ
ࢸࢆᐜ᫆ᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋࡢࡼ࠺࡞ᴗ࡛ࡶࠊ࣮࢜ࣉࣥࢯ
࣮ࢫࡢ '73 ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆ⏝ࡋ࡚⤫ྜࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟ࠋ7<, ࢶ࣮ࣝࡣࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࣞࣅ࣮ࣗࢆཷࡅࠊ㌿㏦ࡉࢀࡿࢹ
࣮ࢱࢆ㐺ษಖㆤࡍࡿࡇࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿ≉ᐃࡢᴗ⏺ᶆ‽ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ
せ௳ྠពࡋࡓ㌿㏦ඛࡢ㌿㏦ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽከࡃࡢ
ᴗࡀ '73 ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆ᥇⏝ࡋࠊᘢ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝⪅ࡉࡽ࡞ࡿ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࠋ
ᘢ♫ࡣࠊಶேሗࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵࡢ࠸ࡸࡍ࠸ࢭࣝࣇ࣊ࣝࣉࢶ࣮
ࣝࢆ⏝⪅ᥦ౪ࠋࠕ'<,ࠖࠕ7<,ࠖࢶ࣮ࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊ ཬࡧ  ࡢ
ᅇ⟅ࢆᚚぴ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᘢ♫ࡣࠊᾘ㈝⪅ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ㉁ၥཪࡣᘢ♫ࡢࣉࣛ
ࣂࢩ࣮័⾜㛵ࡍࡿ㉁ၥࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ᵝࠎ࡞㐃⤡❆ཱྀࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ)DFHERRN ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏝⪅ཬࡧ⏝⪅௨እࡢ
᪉ࠎࡶᑓ⏝ࡢၥ࠸ྜࢃࡏ⏝ࣇ࢛࣮࣒㸦KWWSVZZZIDFHERRNFRPKHOS
FRQWDFW㸧ࢆ⏝ࡋ࡚ )DFHERRN ࡢࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏
ࣜࢩ࣮ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࠊ⏝⪅ࡢሗ㛵ࡍࡿ㉁ၥࠊⱞࠊࣜࢡ࢚ࢫࢺ
ࢆᘢ♫ࡲ࡛ၥ࠸ྜࢃࡏࡿࡇࡀྍ⬟ࠋࡲࡓࠊᘢ♫ࡢࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜ
ࢩ࣮ࡢᮎᑿ࠶ࡿ 75867H㸦እ㒊ࡢ➨୕⪅⣮தゎỴࣉࣟࣂࢲ࣮㸧ࡢ࢙࢘
ࣈࢧࢺࡢࣜࣥࢡࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྠ♫㐃ᦠࡍࡿࡇࡶྍ⬟ࠋ
ᘢ♫ࡢࢹ࣮ࢱ㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊᘢ♫㒑㏦ࡢ࣓࣮࡛ࣝ㐃⤡ࡍࡿ
ࡇࢆᕼᮃࡍࡿ⏝⪅ྥࡅࡢᐄྡཬࡧఫᡤࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࡸಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ⏝⪅ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏᑐ
ᛂࡍࡿࡓࡵࡢᑓ㛛ࢳ࣮࣒ࢆタ⨨ࠋ⏝⪅ࡣࠊᘢ♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫᢞ✏ࡉࢀ
ࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡘ࠸࡚⫝̸ീಀࡿࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿⱞࢆ⏦ࡋ❧
࡚ࡿࡇࡶྍ⬟ࠋᘢ♫ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ㐠Ⴀࡢᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒ࡼ
ࡗ࡚ཷ㡿ࡉࢀࡓ㉁ၥᑐࡋ࡚ࡣࠊ㏿ࡸᅇ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᘢ♫ࡣࠊᘢ♫ࡢ࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃ
ࢶ࣮ࣝ㛵ࡍࡿศࡾ᫆࠸ㄝ᫂ࠊၥ࠸ྜࢃࡏ⏝ࣇ࢛࣮࣒ࡢࣜࣥࢡࠊཬ
ࡧࡼࡃ࠶ࡿᚚ㉁ၥࡢᅇ⟅ࢆᥦ౪ࠋ
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ሗ㞟ࣔࢪ࣮ࣗࣝࡸ -DYD6
FULSW ࡘ࠸࡚ࠊ㏦ಙࡉࢀࡿ
ሗࡢෆᐜࡸ㏦ಙඛ➼ࡢኚ
᭦➼

」ᩘࡢࣉࣜࡸࢧࢺ
ࡽ⏝⪅ሗࢆ㞟ࡋ࡚࠸
ࡿሙྜࡢࠊሗ⟶⌮≧ἣ





㸫

㸫
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⏝⪅ሗ࣭⨨ሗࡢྲྀ
ᚓ࣭ά⏝㛵ࡍࡿࠊ♫ࡢ
㐃ᦠ≧ἣࠊ㐃ᦠ㛵ࡍࡿ␃ព
Ⅼ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡢㄝ᫂ࠊ♫
ࡢ┘╩ࠊᏳ⟶⌮➼㸧

$SSOH,QF


ࣉࣜࡸ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆᶓ᩿ࡋ࡚࠶࡞ࡓࡢ⾜ືࢆ㏣㊧ࡍࡿሙ
ྜࠊ࠶࡞ࡓࡢチྍࢆᚓࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡓ㸦ࣉࣛࣂࢩ
࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸦KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\FRQWU
RO㸧ࠋ

࣭ ࡢᅇ⟅ཧ↷

♫ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪ࠊ♫ࡢ㐃ᦠࡢ≧ἣ

♫ᑐࡍࡿࠊྲྀᚓࡋࡓ⏝
࣭ ࡢᅇ⟅ཧ↷
⪅ሗ࣭⨨ሗᇶ࡙ࡃࢹ
࣮ࢱᥦ౪ࡢෆᐜࠊᥦ౪㛵ࡍ
ࡿ␃ពⅬ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡢㄝ
᫂ࠊ♫ࡢ┘╩ࠊᏳ⟶⌮࡞
㸧

 ヱᙜࡍࡿሙྜࡢࠊ
ࣉࣜᥦ౪⪅ࡸࢧࢺ㐠Ⴀ⪅
ࡢሗᥦ౪≧ἣ



♫ྡ


*RRJOH ௨እࡢ⪅ࡢಶேሗඹ᭷㛵ࡍࡿ *RRJOH ࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ*R
RJOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㺀ࡈ⮬ศࡢሗࡢඹ᭷㺁ࡢ㡯グ㍕ࠋ*RR
JOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢಶேሗ୪ࡧ➨୕
⪅ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐺⏝ࡉࢀࡲࡍࠋ

*RRJOHࡣࠊḟࡢሙྜࢆ㝖࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேሗࢆ *RRJOH ௨እࡢ
ᴗࠊ⤌⧊ࠊಶேඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆᚓࡓሙྜ
*RRJOHࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢྠពࢆᚓࡓሙྜࠊ*RRJOH௨እࡢ⪅ಶே
ሗࢆඹ᭷ࡋࡲࡍࠋࡓ࠼ࡤࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ*RRJOH+RPHࡽண⣙ࢧ
࣮ࣅࢫ࡛ࣞࢫࢺࣛࣥࢆண⣙ࡋࡓሙྜࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢチྍࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ࣘ
࣮ࢨ࣮ࡢ࠾ྡ๓ࡸ㟁ヰ␒ྕࢆࣞࢫࢺࣛࣥඹ᭷ࡋࡲࡍࠋᶵᐦᛶࡢ㧗࠸
ಶேሗࢆඹ᭷ࡍࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮᫂♧ⓗ࡞ྠពࢆồࡵࡲࡍࠋ

࣭ࢻ࣓ࣥ⟶⌮⪅ࡢሙྜ
*RRJOHࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝ࡍࡿ⤌⧊ࡢᚑᴗဨࡲࡓࡣᏛ⏕ࡢሙྜࠊ࠾
࠸ࡢ *RRJOH ࢝࢘ࣥࢺࡣࠊ࢝࢘ࣥࢺࢆ⟶⌮ࡍࡿࢻ࣓ࣥ⟶⌮
⪅࠾ࡼࡧ㈍ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࢻ࣓ࣥ⟶⌮⪅࠾ࡼࡧᙜヱ㈍ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣḟࡢࡇࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀࡓሗ㸦࣓࣮ࣝ࡞㸧ࢡࢭࢫ
ࡋࠊࡑࡢሗࢆಖᣢࡍࡿࡇࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺ㛵ࡍࡿ⤫ィሗ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡀࣥࢫࢺ࣮
ࣝࡋࡓࣉࣜࡢᩘ࡞㸧ࢆ⾲♧ࡍࡿࡇࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺࡢࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࠋ
࣭࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺࡢࢡࢭࢫᶒࢆ୍ṆࡲࡓࡣṆࡍࡿࡇ
ࠋ
࣭㐺⏝ࡉࢀࡿἲᚊࠊつไࠊἲⓗᡭ⥆ࡁࠊࡲࡓࡣᙉไຊࡢ࠶ࡿᨻᗓᶵ㛵
ࡢせㄳᛂࡌࡿࡓࡵࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ࢝࢘ࣥࢺሗࢆཷࡅྲྀࡿࡇ
ࠋ
࣭ࡈ⮬ศࡢሗࡲࡓࡣࣉࣛࣂࢩ࣮タᐃࡢ๐㝖ࡸ⦅㞟ࢆ⾜࠺࣮ࣘࢨ
࣮ࡢᶒ㝈ࢆไ㝈ࡍࡿࡇࠋ

࣭እ㒊ฎ⌮ࡢሙྜ
*RRJOH ࡣࠊ*RRJOH ࡢ㛵㐃♫ཬࡧࡑࡢࡢಙ㢗࡛ࡁࡿᴗཪࡣಶ
ேᑐࡋࠊಶேሗࢆ *RRJOH ࡢࡓࡵฎ⌮ࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ᙜヱಶே
ሗࢆᥦ౪ࠋࡑࡢሙྜࠊᙜヱ㛵㐃♫ࠊᴗཪࡣಶேࡣࠊ*RRJOH ࡢᣦ♧
ᇶ࡙ࡁ *RRJOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮୪ࡧࡑࡢࡢ㐺ษ࡞ᶵᐦ
ಖᣢཬࡧࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ᪉⟇ᚑࡗ࡚ᙜヱฎ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ࠼ࡤࠊ*RR
JOH ࡛ࡣ࢝ࢫࢱ࣐࣮ࢧ࣏࣮ࢺࡢᥦ౪ࢆࢧ࣮ࣅࢫࣉࣟࣂࢲ࣮ጤク
ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ
*RRJOH ࡣࠊಶேሗࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᢸᙜ⪅ࢆࠊࡑࡢሗࡢฎ⌮
ࡢࡓࡵࡑࡢሗࢆᚲせࡍࡿ *RRJOH ࡢ♫ဨࠊㄳ㈇ᴗ⪅ཪࡣᴗົጤ
クඛཬࡧ௦⌮ே㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋෆ㒊ࢶ࣮ࣝࡢࢡࢭࢫࡣཝ㔜⟶
⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢᝏ⏝ᑐࡋ࡚ࡣࢮ࣭ࣟࢺࣞࣛࣥࢫ࣭࣏ࣜࢩ
࣮ࢆ᥇⏝ࠋᚑᴗဨ࡛࠶ࡿྰࢆၥࢃࡎࠊᙜヱᢸᙜ⪅ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊཝ
᱁࡞ዎ⣙ୖࡢᏲ⛎⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ⩏ົࢆᒚ⾜ࡋ࡞ࡗࡓሙྜ
ࡣᠬᡄฎศཪࡣዎ⣙ゎ㝖ࡢᑐ㇟࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ


*RRJOH ࡣ㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࠊࢹ࣮ࢱࡢෆᐜࠊࢹ࣮ࢱࡢ⏝㏵ࠊ࣮ࣘࢨ࣮
ࡢタᐃෆᐜᛂࡌ࡚ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ୍ᐃᮇ㛫ಖᣢࠋ
࣭*RRJOH ࡀ㞟ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ๐㝖࡛ࡁࡿࡶࡢ
㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡀసᡂཪࡣࢵࣉ࣮ࣟࢻࡋࡓࢥࣥࢸࣥࢶ࡞㸧ࡀ࠶ࡿࠋࣘ
࣮ࢨ࣮ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢺಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࢡࢸࣅࢸሗࡶ๐㝖ྍ
⬟ࠋࡲࡓࠊ୍ᐃᮇ㛫ᚋ⮬ືⓗ๐㝖ࡉࢀࡿࡼ࠺タᐃࡍࡿࡇࡶྍ⬟ࠋ

࣭ࡑࡢࡢࢹ࣮ࢱ㸦ࢧ࣮ࣂ࣮ࣟࢢෆࡢᗈ࿌ࢹ࣮ࢱ࡞㸧ࡣࠊ୍ᐃᮇ㛫ᚋ
⮬ືⓗ๐㝖ࡉࢀࡿࠊ༏ྡࡉࢀࡿࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝㢖ᗘ㛵ࡍࡿሗ࡞୍㒊ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ *
RRJOH ࢝࢘ࣥࢺࢆ๐㝖ࡍࡿࡲ࡛ *RRJOH ࡀಖᣢࠋ
࣭ࡲࡓࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊブḭ࠾ࡼࡧ℃⏝ࡢ㜵Ṇࠊྲྀᘬグ㘓ࡢಖᣢ࡞ࠊ
ṇᙜ࡞ᴗົୖཪࡣἲᚊୖࡢ┠ⓗࡢࡓࡵᚲせᛂࡌ࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡼࡾ
ࡶ㛗ᮇ㛫ಖᣢࡍࡿࢹ࣮ࢱࡶ࠶ࡿࠋ

*RRJOH//&

ࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢ㛫࡛ࠊ࠾ᐈᵝࡼࡾⰋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
ྲྀᚓࡋࡓ⏝⪅ሗࢆ㐃ᦠࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
⏝⪅ሗࢆ㐃ᦠࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢ⠊ᅖࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮
グ㍕ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚࠾ᐈᵝㄝ᫂ࠋ

♫⏝⪅ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊᥦ౪ࡍࡿሗࢆศࡾࡸࡍࡃ⾲♧
ࡋࡓୖࠊ࠾ᐈᵝࡽྠពࢆྲྀᚓࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ♫࠾ᐈᵝࡢ㆑ูᏊࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊᏳ⟶⌮ࡢほⅬࡽࠊ
ᥦ౪ඛࡢᴗࡈ␗࡞ࡿ㆑ูᏊࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

♫⏝⪅ሗࢆᥦ౪ࡍࡿሙྜࠊᘢ♫♫ࡢ㛫࡛ࠊ⏝⪅ሗ
ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊ⏝⪅ሗࡀᏳ⟶⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺ດ
ࡵࡿࡶࠊ࠾ᐈᵝᑐࡋ࡚ᚋࡢ࢜ࣉࢺ࢘ࢺᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡍࡿ➼ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

ᘢ♫ࡀࡋࡓ࠾ᐈᵝࡢෆ㒊㆑ูᏊ㛵㐃࡙ࡅ࡚⟶⌮ࡍࡿሙྜࡀ࠶
ࡿࠋ

㏦ಙࡉࢀࡿሗࡢෆᐜࡸ㏦ಙඛࡀኚ᭦࡞ࡿሙྜࡣࠊᙜヱኚ᭦
㛵ࡋ࡚ᥦᦠᴗ⪅ࡢෆࡲࡓࡣᘢ♫ :HE ࢧࢺୖ࡛ࡢබ⾲ࢆ㐺ᐅᐇ
ࠋ

࢞ࢻࣛࣥࡸ፹య㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ᥦᦠᴗ⪅ෆࡍࡿ㐠⏝ࠋ

/,1( ᰴᘧ♫

ࡇࡇᩘᖺ㛫ࠊᘢ♫ࡣࢹ࣮ࢱࡢᢅ࠸᪉ࢆኚ᭦ࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢࢡࢭࢫࢹ
࣮ࢱࡢ⟶⌮㛵ࡍࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ㈐௵ࡢᣢࡕ᪉ࢆኚ࠼࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ$3,
ࡢࢡࢭࢫࢆไ㝈ࡋࠊࣉࣜࣞࣅ࣮ࣗࢆᣑᙇࡋࠊࣉࣜ㛤Ⓨ⪅ࡢㄪᰝ
ࢆ㛤ጞࡋࡲࡋࡓࠋ㛤Ⓨ⪅ࡀ )DFHERRN ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ㈐௵ࢆᣢࡗ
࡚⏝ࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵᚲせ࡞ࢶ࣮ࣝሗࢆ☜ᐇᣢ࡚ࡿࡼ࠺ࡍࡿ
ࡓࡵࠊᘢ♫ࡣḟࡢ  ࡘࡢศ㔝࡛ᨵၿࢆᅗࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
࣭ 㛤Ⓨ⪅ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࢩ࢙㛵ࡍࡿࡉࡽ᫂☜࡞ࡗࡓ࢞
ࢲࣥࢫࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ
࣭ 㛤Ⓨ⪅㈐௵ࢆᣢࡓࡏࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ࢶ࣮ࣝࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆࣅ
ࣝࢻࡍࡿࠋࡑࡢ୰ࡣࠊᖺࡈࡢࢹ࣮ࢱࡢ⏝≧ἣࡢ☜ㄆࣉࣟࢭࢫࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊ㛤Ⓨ⪅ࡣ )DFHERRN ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ $3,
⤒⏤࡛⮬ศࡓࡕࡀࢡࢭࢫࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢࢱࣉࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢ
⏝᪉ἲࡀ )DFHERRN ࡢつ⣙࣏ࣜࢩ࣮‽ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡲࡍࠋ
࣭ 㛤Ⓨ⪅ࡢ࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࢆᨵၿࡍࡿࠋ㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫࣉࣜࣞࣅ
࣮ࣗࣉࣟࢭࢫࢆ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋ࡚ከ✀ከᵝ࡞㛤Ⓨ⪅ࢆࡼࡾⰋࡃࢧ࣏࣮
ࢺ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊࣉࣜࢲࢵࢩ࣮ࣗ࣎ࢻࢆ᭦᪂ࡋ࡚ᚲせ࡞ࡍ࡚ࡢ
ࢡࢩࣙࣥࢆࡉࡽᐜ᫆☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
࣭ ⏝⪅ࡢ࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࢆᨵၿࡍࡿࠋࣉ࡛ࣜ⏝⪅࣏ࢪࢸ
ࣈ࡞࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢ㏣ຍࡢ࣏ࣜࢩ࣮࢞ࢲࣥࢫࢆ
ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
᭱ึࡢศ㔝࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᘢ♫ࡣ㸰㸮㸰㸮ᖺ  ᭶ࠊᘢ♫ࡢ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢶ࣮ࣝࢆ⏝ࡍࡿ㝿ࠊࢹ࣮ࢱࢆಖㆤࡋࠊ⏝⪅ࡢࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࢆᑛ㔜ࡍࡿ࠸࠺㈐௵ࢆҮᴗ⪅㛤Ⓨ⪅ࡀ᫂☜⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊ᪂ࡋ࠸ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒つ⣙㛤Ⓨ⪅࣏ࣜࢩ࣮ࢆᑟධࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
᪂ࡓ࡞ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒つ⣙㛤Ⓨ⪅࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ )DFHERRN ࣉ
ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࣏ࣜࢩ࣮ 0HVVHQJHU ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆྵࡴ ࠊ,QVWDJ
UDP ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࣏ࣜࢩ࣮ࠊᣑᙇࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒〇ရ㛵ࡍࡿ⿵
㊊つ⣙ࠊᢏ⾡ᥦ౪⪅ಟṇ᮲㡯ࢆ⡆⣲ࡋ⨨ࡁ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒つ⣙ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒つ⣙ࡣ᭦᪂ࡉࢀࠊࢹ࣮ࢱ⏝
ࡢไ㝈ࠊࢹ࣮ࢱࢭ࢟ࣗࣜࢸせ௳ࠊつᐃࡢᐇࠊ⏝つ⣙ಖド ▱ⓗ
㈈⏘ᶒ࡞ ↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣࠊ)DFHERRN ࣉࣛࢵࢺࣇ
࢛࣮࣒࡛〇ရࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢆࣅࣝࢻࡍࡿ㝿ࡢࠊ㛤Ⓨ⪅ࡢᶒ㈐௵
ࢆࡼࡾⰋࡃᴫㄝࡍࡿࡢᙺ❧ࡕࡲࡍࠋ
࣭ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࢩ࢙᭦᪂ࡉࢀࡓࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮
࣒つ⣙࡛ࡣࠊ)DFHERRN ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡽ㛤Ⓨ⪅ࡀཷࡅྲྀࡿࢹ࣮

 ཧ↷

ࣅࢪࢿࢫࢶ࣮ࣝ⏝つ⣙ࡣࠊᗈ࿌ࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢࠊ ᐃࠊศᯒ㛵㐃ࡋ࡚ࠊ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ )DFHERRN ᗈ࿌〇ရࢆ⏝ࡋࡓ⤖ᯝࠊᘢ♫ࡀཷࡅྲྀࡗࡓࢹ
࣮ࢱࡢ⏝ࡘ࠸࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᘢ♫ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞࣐࣮࢜ࣥࣛࣥࢣࢸࣥࢢ࠾ࡼࡧ㛤Ⓨ⪅ࣜࢯ࣮ࢫࠊ
ᘢ♫ࡢᢸᙜ⪅ᗈ࿌௦⌮ᗑࡢႠᴗ࠾ࡼࡧ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࡢࡸࡾྲྀ
ࡾࠊ〇ရ࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱฎ⌮つ⣙㸦)DFHERRN ࣅࢪࢿࢫࢶ࣮ࣝ⏝つ⣙࠾ࡼ
ࡧ )DFHERRN ࢹ࣮ࢱฎ⌮つ⣙࡞㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ࣅࢪࢿࢫࢶ࣮ࣝ㸦-DYD6FUL
SW ࣮࣋ࢫࡢ 3L[HO ࢆྵࡴ㸧㛵ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ
࢜ࣥࣛࣥࣜࢯ࣮ࢫࡢࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡀᣲࡆࡽࢀࡲࡍࠋ

㢳ᐈࡢ࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࣜࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢࡢ᪉
ἲ㹺0HWD IRU%XVLQHVVKWWSVZZZIDFHERRNFRPEXVLQHVVJRDOVU
HHQJDJHFXVWRPHUV

)DFHERRN ࣆࢡࢭࣝࡢタᐃࣥࢫࢺ࣮ࣝ᪉ἲ㹺0HWD%X
VLQHVV ࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮ KWWSVZZZIDFHERRNFRPEXVLQHVVKHOS
"LG  UHI IEEBUHWDUJHWLQJ

0HWD ࣆࢡࢭࣝ KWWSVGHYHORSHUVIDFHERRNFRPGRF
VPHWDSL[HO

ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢹ࣮ࢱ⏝㛵ࡍࡿࣅࢪࢿࢫࣁࣈ KWWS
VZZZIDFHERRNFRPEXVLQHVVPSULYDF\DQGGDWD
-DYDVFULSW ࣆࢡࢭࣝࢆ⏝ࡋ࡚ඹ᭷ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊࣅࢪࢿࢫࢶ࣮
ࣝつ⣙ᚑ࠸ࠊࠕࣅࢪࢿࢫࢶ࣮ࣝࢹ࣮ࢱࠖࡋ࡚ᢅࢃࢀࡲࡍࠋࣅࢪࢿࢫ
ࢶ࣮ࣝ⏝つ⣙ࡢࢭࢡࢩࣙࣥ E つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊᘢ♫ࡣࠊ
⏝⪅ࡀᘢ♫ᥦ౪ࡋࡓࣅࢪࢿࢫࢶ࣮ࣝࢹ࣮ࢱࢆ➨୕⪅ ᗈ࿌ࢆྵࡴ
ඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸦ࡓࡔࡋࠊᘢ♫ࡀࡿᥦ౪ࢆㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡇࢆ⏝⪅ࡀᘢ♫㏻▱ࡋࡓሙྜࠊࡲࡓࡣࡿᥦ౪ࡀἲᚊࡼ
ࡾ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㸧ࠋ
➨୕⪅ࡢࣉࣜࡸ࢙࢘ࣈࢧࢺࡽ㞟ࡋࡓሗࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࠊᘢ
♫ࡢࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ᇶ࡙࠸࡚⟶⌮㸭ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᘢ♫ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡢ㐠⏝⛣㌿᪉ἲ
ᘢ♫࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉᴗෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᘢ♫ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡸ⏝⪅ࡀୡ
⏺୰࡛ࡘ࡞ࡀࡿඹ᭷⪅࡞ࡢእ㒊⪅ࡶࠊᮏ࣏ࣜࢩ࣮ᚑࡗ࡚ሗࢆୡ
⏺つᶍ࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⏝⪅ࡢሗࡣࠊᮏ࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡉࢀࡿ┠
ⓗ࡛ࠊ⡿ᅜࡸࡑࡢ⏝⪅ࡢᒃఫᆅ௨እࡢᅜ⛣㌿ࠊ㌿㏦ࠊಖᏑࠊฎ⌮
ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡢ⛣㌿ࡣࠊ)DFHERRN ⏝つ
⣙࠾ࡼࡧ ,QVWDJUDP ⏝つ⣙᫂グࡉࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡸࠊᘢ♫〇ရ
ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㐠⏝⏝⪅ࡢᥦ౪ࡢࡓࡵᚲせ࡛ࡍࠋᘢ♫ࡣࠊᶆ‽
ዎ⣙᮲㡯ࢆά⏝ࡍࡿࠊヱᙜࡍࡿሙྜࡣ≉ᐃᅜ㛵ࡍࡿḢᕞጤဨ
ࡢ༑ศᛶㄆᐃ౫ᣐࡋࠊ⡿ᅜࡸ⡿ᅜ௨እࡢᅜࡢࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡢ⛣
㌿ࡘ࠸࡚⏝⪅ࡢྠពࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

0HWD

࠾ᐈᵝྠព࠸ࡓࡔ࠸ࡓሙྜ㝈ࡾࠊ࠾ᐈᵝࡼࡾⰋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ
౪ࡍࡿࡓࡵࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࢢ࣮ࣝࣉᴗࠊࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ᴗࡢࢹ࣮ࢱ㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇࡘ࠸࡚ࠊ㐃ᦠࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ⠊ᅖࠊ
㐃ᦠඛ⠊ᅖ➼ࡘ࠸࡚ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢ
㐃ᦠࠖࡢ㡯┠࡛ㄝ᫂ࠋࡲࡓࠊᘢ♫ࡣࠊᘢ♫ࡀᐃࡵࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᏳ⟶
⌮ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿ➨୕⪅ࡢࡳࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࠋ
࡞࠾ࠊ⨨ሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕ⨨ሗࡢ
⏝ࡘ࠸࡚ࠖࡢ㡯┠࡛ࠊྲྀᚓࡋࡓ࠾ᐈᵝࡢ⨨ሗ㸦➃ᮎࡽྲྀᚓྍ⬟
࡞ *36 ⨨ሗࠊ:L)L ሗࠊ%OXHWRRWK ሗ➼㸧ࢆࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪
㸦࠾ᐈᵝࡽࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡢᑐᛂࠊ࠾ᐈᵝࡢ࠾▱ࡽࡏࠊ㐺ษࡘ
Ᏻ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ࡢࡓࡵࡢṇᑐ⟇ࢆྵࡴࠋ㸧ࠊᨵၿࡸ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮
ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝≧ἣ➼ࡢㄪᰝࠊศᯒ⏝ࡉࡏ࡚࠸
ࡓࡔࡃ᪨ࢆㄝ᫂ࠋ
 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊྠពྲྀᚓ࠶ࡓࡗ࡚ࡢ࠾ᐈᵝࡢሗᥦ౪ࡢᅾ
ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲົ㒊㛛ࡀᴗ㒊㛛ㄪᩚࡢୖุ᩿ࡋࠊ࠾ᐈᵝࡢࣉࣛ
ࣂࢩ࣮࠼ᚓࡿᙳ㡪➼ᛂࡌ࡚ࠊࡉࡽࢹ࣮ࢱ࣭ࢹࣞࢡࢱ࣮㸦'
'㸧᳨࡛ウࡋࡓୖ࡛ࠊࢳ࣮ࣇ࣭ࢹ࣮ࢱ࣭࢜ࣇࢧ࣮㸦&'2㸧ࡀ㈐௵⪅
ࡋ࡚Ỵࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟධࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡽࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ➨
୕⪅ࡽ┘ど࣭ホ౯ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ♫ෆࡢࢹ࣮ࢱ⏝➼
㏻ࡌࡓ⪅ࡀྠᵝ➨୕⪅ⓗ࡞❧ሙࡽ┘ど࣭ホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳ
ࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢸࢡࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇࢧ࣮㸦'32㸧ࢆタ⨨ࠋ
ࡲࡓࠊᘢ♫ࡣࠊᘢ♫ࡀᐃࡵࡿᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᏳ⟶⌮ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿ
➨୕⪅ࡢࡳࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࠋ
࡞࠾ࠊ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊ⨨ሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢࠕ⨨ሗࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࠖࡢ㡯┠࡛ࠊྲྀᚓࡋࡓ࠾ᐈᵝࡢ⨨
ሗ㸦➃ᮎࡽྲྀᚓྍ⬟࡞ *36 ⨨ሗࠊ:L)L ሗࠊ%OXHWRRWK ሗ➼㸧
ࢆࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪㸦࠾ᐈᵝࡽࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡢᑐᛂࠊ࠾ᐈᵝࡢ
࠾▱ࡽࡏࠊ㐺ษࡘᏳ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ࡢࡓࡵࡢṇᑐ⟇ࢆྵ
ࡴࠋ㸧ࠊᨵၿࡸ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᳨ウࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᚚ⏝≧ἣ➼ࡢㄪ
ᰝࠊศᯒ⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ᪨ࢆㄝ᫂ࠋ

ᙜ♫ࡀྲྀࡾᢅ࠺࠾ᐈᵝ➼ࡢ <DKRR-$3$1,'ࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ ,'ࠊᗈ࿌
,'㸦$GYHUWLVLQJ,GHQWLILHU ,')$ ཬࡧ *RRJOH$GYHUWLVLQJ,GHQWLIL
HU $$,' ࢆྵࡴࡀࠊࡇࢀ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ㸧ࠊ&RRNLH ࡑࡢࡢྛ✀㆑ูᏊࢆ⣣
࡙ࡅ࡚⟶⌮ࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮グ㍕ࡢ⏝┠ⓗ⏝ࡍࡿሙྜࡀ
࠶ࡿࠋ

ᙜ♫ࡀᗈ࿌ࢡࣛࣥࢺᵝ↓᩿࡛ࠊ㏦ಙࡉࢀࡿሗࡢෆᐜࡸ㏦ಙ
ඛࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

ᘢ♫ࡀᗈ࿌ࢡࣛࣥࢺᵝ↓᩿࡛እ㒊㏦ಙࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫

256

$SSOH,QF


ࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࡼࡿሗྲྀᚓࡢᑐᛂ᪉㔪

࢙࢘ࣈࣈࣛ࢘ࢨࡸࣉࣜ⤒
୍࣭㒊ࡢ :HE ࢧࢺ࡛ࡣࠊ➨୕⪅ࢥࣥࢸࣥࢶᥦ౪⪅ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨
⏤➼࡛ࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࡀ
୕⪅ࢥࣥࢸࣥࢶᥦ౪⪅ࡣࠊ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᗈ࿌ࢆฟࡍࡓࡵ :HE ࢧ
ሗྲྀᚓࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢ
ࢺ㛫࡛࣮ࣘࢨࢆࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ6DIDUL ࡛ࡣࠊ
ࠕࢧ
᪉㔪
ࢺ㉺࠼ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࢆ㜵ࡄࠖࡢタᐃࢆ᭷ຠࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣮ࣘࢨࡀ
➨୕⪅ࢥࣥࢸࣥࢶᥦ౪⪅ࡢ :HE ࢧࢺࢆ㜀ぴࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊࢺࣛࢵ࢟ࣥ
㸦7KLUG 3DUW\ &RRNLH ࡸᗈ
࿌ ,' ➼ࡢྲྀᢅ࠸㸧
ࢢࢹ࣮ࢱࡣᐃᮇⓗ๐㝖ࡉࢀࡿ㸦6DIDUL ࣉࣛࣂࢩ࣮KWWSV
VXSSRUWDSSOHFRPMDMS+7 ࠋ
࢙࢘ࣈࣉ࡛ࣜ᪉㔪ࡣྠ
ࡌ␗࡞ࡿࠋ
࣭&RRNLH ࡣࠊࢧࢺഃࡀྠࡌேࡀゼࡋ࡚ࡁࡓࡁศࡿࡼ࠺ࠊ
ゼၥ⪅ࡢࢹࣂࢫṧࡋ࡚࠸ࡃࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋ6DIDUL ࡛ࠕࡍ࡚ࡢ
&RRNLH ࢆࣈࣟࢵࢡࠖࡢタᐃࡀ࡛ࡁࡿ L3KRQHࠊL3DGࠊL3RGWRXFK࡛
6DIDULࡽ㜀ぴᒚṔ&RRNLHࢆᾘཤࡍࡿKWWSVVXSSRUWDSSO
HFRPMDMS+7 ࠋ
$SS ࡛㞟ࡋࡓሗࢆࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ࣮ඹ᭷ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊ$
SS6WRUH5HYLHZ ࢞ࢻࣛࣥ㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMS
DSSVWRUHUHYLHZJXLGHOLQHVOHJDO㸧
ࠕࢹ࣮ࢱࡢ⏝ඹ
᭷ࠖつᐃࡍࡿࡶࠊ$SS6WRUH ࡛ࡣࠊࡍ࡚ࡢ $SSOH ࣉࣛࢵ
ࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᑐ㇟ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ $SS ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿ๓ $SS
ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮᪉㔪ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸦KWWSVGHYHORS
HUDSSOHFRPMSDSSVWRUHDSSSULYDF\GHWDLOV㸧ࠋ$SS ࡢ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࢹ࣮ࢱࢆࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸඹ᭷ࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ
ࡀ $SS ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡸ $SS6WRUH5HYLHZ ࢞ࢻࣛ
࡛ࣥồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢྠ➼ࡢ 'DWD SURWHFWLRQ ࢆ࣮ࣘࢨ࣮
ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ἲᚊ࡛チྍࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊ๓࣮ࣘࢨ࣮ࡢチྍࢆྲྀ
ࡽࡎࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢಶேࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࠊ㏦ಙࠊඹ᭷ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ
 $SS ࡛㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ$SS ࡢᨵၿࡸᗈ࿌ࡢᥦ♧࠸ࡗࡓ┠ⓗ࡛
ࡢࡳࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣮ࣘࢨࢡࢸࣅࢸࢆࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢ㸦ͤ㸧ࡍࡿࡣࠊ$SS7UDFN
LQJ 7UDQVSDUHQF\ $3, ࢆࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ᫂♧ⓗ࡞チྍࢆᚓࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࡘ࠸࡚ヲࡋࡃࡣࠕ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣛࣂ
ࢩ࣮ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࠖ㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSDSSVWR
UHXVHUSULYDF\DQGGDWDXVH㸧グ㍕ࠋ ͤ ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࡣࠊ
ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ⮬㌟ࡢ $SS ࡛㞟ࡋࡓ࣮ࣘࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫ㛵ࡍ
ࡿࢹ࣮ࢱࢆࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺᗈ࿌ࡸᗈ࿌ຠᯝ ᐃࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ♫ࡢ
$SSࠊ:HE ࢧࢺࠊࡲࡓࡣ࢜ࣇࣛࣥࡢࣉࣟࣃࢸࡽ㞟ཪࡣ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ⣣ࡅࡿ⾜Ⅽࢆᣦࡍࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡸࢹࣂࢫ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆࢹ࣮ࢱࣈ࣮࣮ࣟ࢝ඹ᭷ࡍࡿࡇ
ࡶࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢヱᙜࡍࡿࠋ

ࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺࠊ8QLILH
࣭ ࡢᅇ⟅ࡢࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ᶵ⬟ࠖࡢࠕ
ࠗࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺ࠘సᡂ
G ,'  ➼ࡢࢡࢵ࣮࢟ࡢ௦
ࡢ㜵Ṇࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊ6DIDUL ࡣࠊᗈ࿌ࡸ࢙࢘ࣈࢧࢺࡀಶࠎࡢࢹ
᭰ᡭẁ࡛ࡢሗྲྀᚓࡢືࡁ
ࣂࢫࡀᣢࡘ≉ᛶࡢࣘࢽ࣮ࢡ࡞⤌ࡳྜࢃࡏࢆࡗ࡚ࠕࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜ
ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉
ࣥࢺࠖࢆసᡂࡋࠊ࠶࡞ࡓࢆ㏣㊧ࡍࡿࡢࢆ㜵ࡄࠋ⡆␎ࡉࢀࡓࢩࢫࢸ࣒
ᵓᡂࢆᥦ♧ࡋࠊࢺࣛࢵ࣮࢝ࡢ┠ከᩘࡢࢹࣂࢫࡀྠ୍ぢ࠼ࡿࡼ࠺
ࡍࡿࡇ࡛ࠊྛ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹࣂࢫࢆ≉ᐃࡋࡃࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

♫ྡ


*RRJOH//&

ࡍ࡚ࡢே㛤ࢀࡓ࢙࢘ࣈࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊᗈ࿌ࡣྍḞ࡞せ⣲
࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊኚࡍࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࡢᮇᚅᛂ࠼
ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᏑ⥆ࡣᮃࡵ࡞࠸ࠋከࡃࡢேࠎࡣ࢙࢘
ࣈࢆ㜀ぴࡍࡿ㝿㌟ඖࡸሗࡀᏳಖࡓࢀࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡓࡵࠊ&KURPH ࢳ࣮࣒࡛ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮ࢧࣥࢻ࣎ࢵࢡࢫࢆ⤂ࡋࡓࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢧࣥࢻ࣎ࢵࢡࢫࡢ㔜せ࡞┠ⓗࡣࠊಶู࣮ࣘࢨ࣮㛵ࡍࡿ
ࢹ࣮ࢱࢆඹ᭷ࡋࡓࡾ⛎ᐦ㏣㊧ࡋࡓࡾࡍࡿࠊ㏱᫂ⱝࡋࡃࡣ࣮ࣘࢨ࣮
ࡽぢ࠼࡞࠸ᢏ⾡ࡽࠊேࠎࢆಖㆤࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸦ࡇ
ࢀࡣࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺࡋ࡚ᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࠋ
୍ࡋ࡚ࡣࠊ➃ᮎࡢ ,3 ࢻࣞࢫࢆᝏ⏝ࡋ࡚ࠊ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢ▱㆑
ࡀ࡞࠸⏝⪅ࡸ࢜ࣉࢺ࢘ࢺࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࡞࠸⏝⪅ࢆ≉ᐃࡋࡼ࠺ࡍ
ࡿ࠸ࡗࡓᡭἲࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ&KURPH ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢ㏻ᖖࡢືసࢆ
ጉࡆࡿࡇ࡞ࡃ⏝⪅ࡢࢹࣥࢸࢸࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊ,3 ࢻ
ࣞࢫࢆ࣐ࢫࢡࡍࡿ᪉ἲࡢ᪂ࡓ࡞ᵝᥦࡋ࡚ *QDWFDWFKHU㸦KWWSV
JLWKXEFRPEVODVVH\LSEOLQGQHVV㸧ࢆබ㛤ࠋࡢᥦᵝྠᵝࠊ
࢙࢘ࣈࢥ࣑ࣗࢽࢸࡽࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡᇶ࡙ࡁᚋࡶᨵⰋࢆ⥆ࡅ
࡚ࡲ࠸ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ㛵ࡍࡿ *RRJOH ࡢ⪃࠼㛵ࡍࡿヲ⣽ࡣࡇࡕࡽ㸦KWWSVMDSDQ
JRRJOHEORJFRPSULYDF\VDQGER[KWPO㸧ࡼࡾ☜ㄆྍ⬟ࠋ

࣭➨୕⪅ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗඹ᭷㛵ࡍࡿ *RRJOH ࡢ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊ*RRJ
OH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㺀ࡈ⮬ศࡢሗࡢඹ᭷㺁つᐃࠋ*RRJOH
ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣࡍ࡚ࡢ࣮ࣘࢨࢹ࣮ࢱཬࡧ➨୕⪅ࡘ࠸
࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋヲ⣽ࡣ  ࡢᅇ⟅ࢆᚚཧ↷࠸
ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࣭*RRJOH ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࢆ༏ྡࠊ⤫ィࡋಶேࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸
ᙧ࡛➨୕⪅ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ἲᚊୖࡢ⌮⏤ࡢሙྜ
*RRJOHࡣࠊಶேሗࡢࢡࢭࢫࠊ⏝ࠊಖᏑཪࡣ㛤♧ࡀࠊḟࡢ
⌮⏤࡛ྜ⌮ⓗᚲせࡔㄔᐇุ᩿ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢሗࢆ *RRJOH ௨
እࡢ⪅ඹ᭷ࠋ
࣭㐺⏝ࡉࢀࡿἲᚊࠊつไࠊἲⓗᡭ⥆ཪࡣᙉไຊࡢ࠶ࡿᨻᗓᶵ㛵ࡢせㄳ
ᛂࡌࡿࡓࡵࠋᨻᗓࡽཷࡅࡓせㄳࡢᩘ✀㢮ࡘ࠸࡚ࡢሗࡣࠊ
*RRJOH ࡢ㏱᫂ᛶ࣏࣮ࣞࢺ࡛㛤♧ࠋ
࣭㐪ࡢྍ⬟ᛶࡢㄪᰝ࡞ࠊ㐺⏝ࡉࢀࡿ⏝つ⣙ࡢ㑂Ᏺᚭᗏࢆᅗࡿࡓ
ࡵࠋ
࣭ṇ⾜Ⅽࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࡸᢏ⾡ୖࡢၥ㢟ࡘ࠸᳨࡚▱ࠊ㜵Ṇཪࡣࡑ
ࡢࡢᑐฎࢆ⾜࠺ࡓࡵࠋ
࣭ἲᚊୖࡢ⩏ົᛂࡌ࡚ཪࡣἲᚊୖㄆࡵࡽࢀࡿ⠊ᅖෆ࡛ࠊ*RRJOHࠊ*RRJ
OH ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ཪࡣ୍⯡ࡢேࠎࡢࠊᶒࠊ㈈⏘ཪࡣᏳᐖࡀཬࡪࡇࢆ
㜵ࡄࡓࡵࠋ

ᘢ♫ࡢᗈ࿌ᴗ࡛ࡣࠊࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢺࠊ8QLILHG ,'  ࠸ࡗ
ࡓ &RRNLH ࡢ௦᭰ᡭẁࢆ⌧Ⅼ࡛ࡣᑟධࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ&RRNLH ࡢ௦᭰ᡭ
ẁࡢ᳨ウཬࡧ◊✲ࡣᐇࠋ

/,1( ࣉࣜࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸࡀሗࢆྲྀᚓࡍࡿࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆタ⨨ࡍ
ࡿሙྜࠊሗࢆྲྀᚓࡍࡿᴗ⪅ࡢྡ⛠ࠊྲྀᚓࡉࢀࡿሗࡢ㡯┠ࠊ⏝┠
ⓗ➼ࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᐈᵝሗᥦ౪ࢆᐇࠋ

/,1( ᰴᘧ♫

0HWD

࢜ࣥࣛࣥᗈ࿌ᴗ⏺࡛ࡣࠊ௨๓ࡽࠊ␗࡞ࡿ࢙࢘ࣈࢧࢺ㛫࡛㞟ࡉࢀ
ࡿࢹ࣮ࢱࡢ㞟⏝ࢆไ㝈ࡍࡿ᪉ྥ࡛ື࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ$SSOH ࡣᩘᖺ๓
ࡽ 6DIDUL ࣈࣛ࢘ࢨ࡛ࢡࢵ࣮࢟ࢆ⏝ࡍࡿᶵ⬟ࢆไ㝈ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ*R
RJOH ࡶ  ᖺᚋ༙ࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ〇ࢡࢵ࣮࢟ࢆẁ㝵ⓗᗫṆࡍࡿண
ᐃ࡛ࡍࠋ
ᘢ♫ࡢࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆಖㆤࡋ࡞ࡀࡽࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀ
ࡓᗈ࿌ࢆྍ⬟ࡍࡿࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢆᵓ⠏ࡍࡿྠࠊ⮬⏤࡛࣮࢜ࣉࣥ
࡞࢙࢘ࣈࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ
ᘢ♫ࡣᚋࡶࣉࣛࣂࢩ࣮ಀࡿ㏱᫂ᛶ⏝⪅ࡼࡿ⟶⌮ࢆ☜ಖࡍ
ࡿࡃᢞ㈨ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊᴗ⏺࠾ࡅࡿࡢᴗ⪅ࡶࡇ࠺ࡋࡓཎ
๎ࢆࣉࣛࣂࢩ࣮ᑐࡍࡿࣉ࣮ࣟࢳࡢᇶ♏ᤣ࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡋࠊࡲࡓ
ࡑ࠺ࡍࡁࡔ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡋࠊࡲࡔࡲࡔࡸࡿࡁࡇࡀ࠶ࡿࡇ
ࡶㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡇᩘᖺࠊ⚾ࡓࡕࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ᪉ἲࡢࡦࡘ࡛࠶ࡾࠊᚋࡶඃඛⓗ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡶࡢࡀࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤᢏ⾡㸦3(7V㸧ࡢᢞ㈨࡛ࡍࠋ
ࡇࢀࡣࠊฎ⌮ࡍࡿಶேሗࢆ᭱ᑠ㝈ࡋ࡞ࡀࡽࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓᗈ
࿌ࢆᥦ౪ࡋࠊಶேሗࡢಖㆤ㈉⊩ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ3(7V
ࡣࠊᬯྕᢏ⾡ࡸ⤫ィᏛ࡞ࡢ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆ㥑ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢᢏ
⾡ࡣࠊᗈ࿌ࡢ ᐃࡸࣃ࣮ࢯࢼࣛࢮ࣮ࢩࣙࣥ࡞ࡢ㔜せ࡞ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ
࡞ࡀࡽࠊฎ⌮ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ᭱ᑠ㝈ࡍࡿࡢᙺ❧ࡕࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊ㉎ධ
ࡋࡓၟရࡸ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ࡞ࡢಶேሗࢆ㐲㝸ᆅࡢࢧ࣮ࣂ࣮ࡸࢡࣛ
࢘ࢻ㏦ಙࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ⏝⪅ࡢࢹࣂࢫṧࡗ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࢆࡗ
࡚ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆᏛ⩦ࡍࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࠼ࡤࠊ03&
㸦6HFXUH0XOWL3DUW\&RPSXWDWLRQ㸧ࡣࠊ ࡘ௨ୖࡢ⤌⧊ࡀࠊ࠸
ሗࢆ▱ࡿࡇࢆ࡛ࡁ࡞ࡃࡋ࡞ࡀࡽࡶ༠ྠࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ࡼ࠺ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮㓄៖ࡋࡓᗈ࿌ ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥࡅࡓᴗ⏺
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ:RUOG)HGHUDWLRQRI$GYHUWLVHUV㸦ୡ⏺ᗈ࿌㐃┕㸧ࡢࢡࣟࢫ
࣓ࢹ ᐃࢽࢩࢳࣈ࡞ࠊᴗ⏺ࡢࢽࢩࢳࣈཧຍࡋࠊ㧗ᗘ࡞
ᗈ࿌࣮ࣘࢫࢣ࣮ࢫࢆྍ⬟ࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮㔜どࡢ ᐃࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ
⠏ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࡣࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࡢ୍㒊࡛ࡍࡀࠊྠࠊࢹ࣮ࢱࡢ᭱ᑠ
࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ཎ๎ࢆᏲࡾ࡞ࡀࡽࠊᙜ♫ࡢ〇ရࡀࢹ
࣮ࢱࢆ㞟࣭⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡋ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊேࠎ
ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆᑛ㔜ࡋࡘࡘࠊࣃ࣮ࢯࢼࣛࢬࡉࢀࡓᗈ࿌ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ

ᘢ♫ࡣࠊேࠎࡢබ㛤ࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿࡓࡵ
タィࡉࢀࡓ⮬ືࡉࢀࡓࢡࢸࣅࢸࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿ࢙࢘ࣈࢧࢺࡸࢧ
࣮ࣅࢫࢆᶆⓗࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢫࢡࣞࣃ࣮㸦ᝏ
ពࡢ࠶ࡿࣉࣜࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺࠊࢫࢡࣜࣉࢺ㸧ࡣࠊᘢ♫ࡀᵓ⠏ࡋࠊࡑࡋ
࡚ᨵၿࡍࡿ㜵ᚚᑐᛂࡋ࡚ࠊ᳨ฟࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ⤯࠼ࡎᡓ⾡ࢆ㐺ᛂࡉ
ࡏ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖᩛᑐⓗ࡞㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡇࡶᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᨷᧁ⪅ࡗ࡚ࢫࢡࣞࣆࣥࢢࢆࡼࡾ㞴ࡋࡃࠊࡼࡾ㧗࠸௦ൾࢆᚲせࡍ
ࡿࡓࡵࡢつᶍ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸᡓ␎ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᘢ♫ࡣ  ᖺࡽ
ࣂࢢⓎぢሗዡ㔠ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊእ㒊
ࡢ◊✲⪅ࡀ₯ᅾⓗ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸ⬤ᙅᛶࢆሗ࿌ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᘢ♫
ࡢ〇ရࢩࢫࢸ࣒ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢྥୖ㈉⊩ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆࡼࡾⰋࡃಖㆤࡍࡿࡓࡵၥ
㢟ࢆࡼࡾ᪩ࡃ᳨ฟ࣭ಟṇࡍࡿࡢᙺ❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ㈨᱁ࡢ࠶ࡿཧຍ
⪅ሗ㓘ࢆᤵࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ࢭ࢟ࣗࣜࢸ◊✲ࡀಁ
㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ ᖺࡔࡅ࡛ࡶࠊ ࢝ᅜ௨ୖࡢ◊✲⪅  ⡿ࢻ
ࣝ௨ୖࢆᤵࡋࠊྜィ࡛⣙  ௳ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࠊ ௳௨ୖᑐࡋ
࡚ሗዡ㔠ࢆᤵࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᖺ  ᭶ࡣࠊᘢ♫ࡣࣂࢢⓎぢሗዡ㔠ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᣑࢆⓎ⾲ࡋࡲ
ࡋࡓࠋᣑࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᘢ♫ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ሗ㓘ࢆᥦ౪ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ

ಶேሗࡲࡓࡣᶵᐦሗ㸦㸸㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࠊ㟁ヰ␒ྕࠊ
ఫᡤࠊ᐀ᩍࡲࡓࡣᨻⓗᡤᒓ㸧ࢆྵࡴࠊᑡ࡞ࡃࡶ  ௳ࡢࣘࢽ࣮ࢡ
࡞ )DFHERRN ⏝⪅ࣞࢥ࣮ࢻࢆྵࡴಖㆤࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡲࡓࡣබ㛤ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㛵ࡍࡿሗ࿌

ᘢ♫ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࠾ࡅࡿࢫࢡࣞࣆࣥࢢࣂࢢ
㛵ࡍࡿ᭷ຠ࡞ሗ࿌

ࢱࡢᒙᵓ㐀ࢆᐃ⩏ࡋࠊྛᒙࡢࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺⏝ࡋࢩ࢙ࡍࡿ
㛵ࡍࡿ᫂☜࡞࢞ࢲࣥࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢹ࣮
ࢱไ㝈ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢹ࣮ࢱ࠸࠺ࡇࡢ᪂ࡋ࠸༊ศࡣࠊሗ㛤Ⓨ⪅
ࡀ⏝⪅ࡢ᫂♧ⓗ࡞ྠព࡞ࡋ➨୕⪅ࢩ࢙࡛ࡁࡿࡶࡢࢆไ㝈ࡋࠊ
⏝⪅ࢹ࣮ࢱࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸಖㆤࢆᙉࡋࡲࡍࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱࡢ๐㝖ࢹ࣮ࢱ๐㝖㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡢせ௳ࡶ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ㛤Ⓨ⪅ࡣࠊṇᙜ࡞ࣅࢪࢿࢫୖࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ⏝ࡢᚲせࡀ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓሙྜࠊ㛤Ⓨ⪅ࡀ〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠Ⴀࢆ୰Ṇࡋࡓሙྜࠊᘢ♫ )
DFHERRN ♫ࡀ๐㝖ࢆせㄳࡋࡓሙྜࠊࡲࡓࡣ㛤Ⓨ⪅ࡀࢹ࣮ࢱࢆ㛫㐪ࡗ࡚ཷ
ࡅྲྀࡗࡓሙྜࠊ㛤Ⓨ⪅ࡣࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
࣭ ⾜ ┘╩᭦᪂ࡉࢀࡓつ⣙࡛ࡣࠊ㛤Ⓨ⪅ᑐࡍࡿᘢ♫ࡢࢹ࣮ࢱࢭ࢟
ࣗࣜࢸせ௳ࡢつᐃࡀᙉࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࢹ࣮ࢱ₃࠼࠸ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
ࡣࠊᘢ♫㏻▱ࡋࠊࡍࡄၥ㢟ࡢಟࢆጞࡵࠊጇᙜ࡞⠊ᅖ࡛ᘢ♫༠
ാࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ┘ᰝࠊṆࠊ⾜㛵ࡍࡿᘢ♫
ࡢつᐃࡶ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭ 㛤Ⓨ⪅࣏ࣜࢩ࣮⤫ྜࠊရ㉁ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࠊ࣮ࣘࢨ࣮࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜ
ࣥࢫࠊࢥࣥࢸࣥࢶࠊ⨾ⓗࠊᶵ⬟㛵ࡍࡿせ௳ࢆࡑࢀࡒࢀศࡅࠊ㛤Ⓨ⪅࣏
ࣜࢩ࣮࠸࠺༢୍ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࡲࡵࡲࡋࡓࠋ
 ཬࡧ  ཧ↷

ᗈ࿌ᴗ࠾࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ UG3DUW\&RRNLH ࡼࡿሙྜࡼࡾࡶ࠾ᐈ
ᵝࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ಖㆤࢆᢸಖ࡛ࡁࡿ௦᭰ᡭẁࡀ࠶ࢀࡤᑟධࢆ᳨ウࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ

<DKRR-$3$1 ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗᑐࡋ࡚ࠊࠕ&RRNLHࠖࡸࠕࣉࣜ㛤
Ⓨ࢟ࢵࢺࠖ࡞ࢆ⏝࠸ࡓࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶
ࡾࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ㸼➨୕⪅ࡼࡿ
ሗࡢྲྀᚓࠖ࠾࠸࡚ࡇࢀࡽࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶྲྀᚓඛࢆබ⾲ࠋ
௦⾲㸸
࣭<DKRR-$3$1 ᑐࡋ࡚ᗈ࿌ࢆฟ✏࣭㓄ಙࡋࡓࡾࠊࢥࣥࢸࣥࢶࢆᥦ౪ࡋ
ࡓࡾࡍࡿᗈ࿌ࠊᗈ࿌௦⌮ᗑࠊᗈ࿌㓄ಙ♫ࡸࢥࣥࢸࣥࢶࣉࣟࣂࢲ
࣮࡞ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗࡀࠊ<DKRR -$3$1 ୖᥖ㍕ࡉࢀࡓᗈ࿌ࡸࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢຠᯝࢆ ᐃࡋࡓࡾࠊ<DKRR -$3$1 ࡢ࠾ᐈᵝྥࡅ࡚⾜ື
ࢱ࣮ࢤࢸࣥࢢᗈ࿌ࢆ㓄ಙࡋࡓࡾࡍࡿሙྜ㸦<DKRR -$3$1 ࡣࠊ࠾ᐈ
ᵝ࠶ࡗࡓ <DKRR -$3$1 ࡲࡓࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡸᗈ࿌
ࡢᥦ౪ࡢࡓࡵࠊ࠾ᐈᵝࡀࡈ⏝ࡢ➃ᮎᑐࡋ࡚㏦ಙ࣭ಖᏑࡍࡿ୧⪅ࡢ
&RRNLH ࢆ㛵㐃࡙ࡅࡿࡇࡀ࠶ࡿ㸧
࣭ࡇࢀࡽࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗ࠾ࡼࡧᕷሙㄪᰝ♫ࡀࠊ⮬ࡽࡲࡓࡣ <DKR
R-$3$1 ࡸ <DKRR-$3$1 ࡢᥦᦠඛᴗ⪅ࡢ౫㢗ࢆཷࡅ࡚ࠊ<DKRR-$3
$1 ୖࡢ࠾ᐈᵝࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ⏝≧ἣ➼ࢆㄪᰝࡍࡿሙྜ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
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7RSLFV ࡢᑟධ┠ⓗࠊタィෆᐜ

ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࣉࣛࣂ
ࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢసᡂࡸ⏝
⪅ሗྲྀᢅ࠸ࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖ
ࡢほⅬࡽࡢࣉࣜᥦ౪⪅
ᑐࡍࡿാࡁࡅࡸሗᥦ
౪

3,$࣭࢘ࢺ࣒࢝ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉

3,$ ࡢᑟධ≧ἣ
㸦*'35 ࡢ '3,$ ࡢලయⓗ࡞ᐇ
᪉ἲࡸࠊࡑࡢࡢᐇ
㸧
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࣭*'35 ཬࡧேᶒάືࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ࡞〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚3,$
ࢆ⾜࠺ࡶࠊ᪂ࡓ࡞〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ 3,$
ࢆ⤫ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊࣝࢦࣜࢬ࣒ࢩࢫࢸ࣒౫ᣐࡋࡓពᛮ
Ỵᐃࡀ࠶ࡿྰࠊᙜヱពᛮỴᐃࡼࡿಶேࡸேᶒࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡍ
ࡿࡇࢆྵࡴࠋࣜࢫࢡࣞ࣋ࣝࡀࠊ㆑ูࡉࢀࡓࣜࢫࢡࡼࡗ࡚㸯ᖺࡽ

࣭$SS ࡢࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ᑐࡋࠊ$SS6WRUH5HYLHZ ࢞ࢻࣛࣥ㸦KWWSV
GHYHORSHUDSSOHFRPMSDSSVWRUHUHYLHZJXLGHOLQHVOHJDO㸧
ࠕࠕ ࣉࣛࣂࢩ࣮ࠖࠊ$SS 6WRUH ࡛ࡢ $SS ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮
㛵ࡍࡿヲ⣽ሗࡢ⾲♧㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSDSSVW
RUHDSSSULYDF\GHWDLOV㸧࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢグ㍕ࠊ⏝
⪅ሗࡢྲྀᢅ➼ࡘ࠸࡚ヲ⣽つᐃࠋ࠼ࡤࠊ
 ࡍ࡚ࡢ $SS ࡣࠊ$SS 6WRUH &RQQHFW ࡢ࣓ࢱࢹ࣮ࢱࣇ࣮ࣝࢻ
ྛ $SS ෆࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡢࣜࣥ
ࢡࢆᚲࡎྵࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࡣศࡾࡸࡍࡃ
᫂☜࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣮ࣘࢨ࣮ࡸ⏝≧ἣ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿ $SS ࡛ࡣࠊ㞟ࡍࡿ
ࢹ࣮ࢱࡀ㞟ࡢⅬࡲࡓࡣࡑࡢ┤ᚋࡢⅬ࡛༏ྡ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿሙྜ࡛ࡶࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱ㞟㛵ࡋ࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡽྠពࢆᚓࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
᭷ᩱࡢᶵ⬟ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢹ࣮ࢱࡢࢡࢭࢫࢆ࣮ࣘࢨ࣮ࡀチྍࡍࡿ
ࡇࢆ᮲௳ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
$SS ࡛ࡣࠊ⡆༢ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࢃࡾࡸࡍ࠸᪉ἲ࡛࣮ࣘࢨ࣮ࡀྠ
ពࢆ᧔ᅇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᚲࡎࠊ
ࠕ┠ⓗ࡛ࠖࢹ࣮ࢱࡢ⏝㏵ࢆ᫂☜ࡘ༑ศㄝ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

$SS ࡛ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢡࢭࢫチྍタᐃࢆᑛ㔜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋせ
࡞ࢹ࣮ࢱࢡࢭࢫྠពࡍࡿࡼ࠺࣮ࣘࢨ࣮ࢆㄏᑟࡋࡓࡾࠊࡔࡲࡋࡓ
ࡾࠊᙉไࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊࢡࢭࢫ
ྠពࡋ࡞࠸࣮ࣘࢨ࣮ྥࡅูࡢ᪉ἲࢆ⏝ពࡋ࡚ࡍࡿࡇࡀ᥎ዡࡉ
ࢀࡿ㸦࠼ࡤࠊ⨨ሗࡢඹ᭷ྠពࡋ࡞࠸࣮ࣘࢨ࣮ࡣࠊఫᡤࢆ
ᡭື࡛ධຊ࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆ⏝ពࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡞㸧ࠋ
࣮ࣘࢨ࣮ሗࢆどぬⓗᥦ♧ࡍࡿ㝿ࡣࠊᚲࡎ 6DIDUL9LHZ&RQWUROO
HU ࢆ⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ6DIDUL9LHZ&RQWUROOHU ࢆ㠀⾲♧ࡋࡓ
ࡾࠊูࡢࣅ࣮ࣗࡸ࣮࡛ࣞࣖ㞃ࡋࡓࡾࡍࡿࡇࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
6DIDUL9LHZ&RQWUROOHU ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢㄆ▱ࡸྠព࡞ࡋ $
SS ࡛࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋ
࣭$SS6WRUH ࡛ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ $SS ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿ๓ $SS ࡢࣉࣛ
ࣂࢩ࣮᪉㔪ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋಶࠎࡢ $SS ࡢࣉࣟࢲࢡࢺ࣮࣌ࢪ࡛ࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡣࡑࡢ $SS ࡀ㞟ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ✀㢮ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠊࡑࡢሗ
ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࡲࡓࡣಶேࡸࢹࣂࢫࡢ⣣ࡅࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣛࣂࢩ
࣮ࢹ࣮ࢱࡢ⏝㸦KWWSVGHYHORSHUDSSOHFRPMSDSSVWRUHXV
HUSULYDF\DQGGDWDXVH㸧ࠋ
࣭ࣉࣜࡢࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࡢ㏱᫂ᛶ㸸L26   L3DG26  ࡽࡣࠊ
ࣉࣜࡀ♫ࡢᡤ᭷ࡍࡿࣉࣜࡸ࢙࢘ࣈࢧࢺࢆᶓ᩿ࡋ࡚࠶࡞ࡓࡢ
⾜ືࢆ㏣㊧ࡍࡿሙྜࠊ࠶࡞ࡓࡢチྍࢆᚓࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡓ ࣉ
ࣛࣂࢩ࣮ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ KWWSVZZZDSSOHFRPMSSULYDF\FRQW
URO ࠋ

࣭63, ࡀཧ↷ࡍࡁᨻᗓ࢞ࢻࣛࣥࡢ㸯ࡘࡋ࡚ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕࢻ
࣓࢟ࣗࣥࢺ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆಖㆤࡍࡿࠖ㸦KWWSVGHYHORS
HUDSSOHFRPMSGRFXPHQWDWLRQXLNLWSURWHFWLQJBWKHBXVHUBVBSUL
YDF\㸧㸧ࠋ



$SSOH,QF


ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐࡍࡿ *RRJOH ࡢᢞ㈨ࡣࠊࡍ࡚ࡢࣉ
ࣟࢲࢡࢺ࠾࠸୍࡚㈏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ*RRJOH ࡢ〇ရࡸᶵ⬟ࡣࠊ*RRJOH ♫ෆ
యࡽࡢពぢຍ࠼࡚ࠊୡ⏺୰ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡸᑓ㛛ᐙࡽᐃᮇⓗពぢ
ࢆເࡿ *RRJOH ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢹ࣮ࢱಖㆤ࢜ࣇࢫࡢᑓ㛛ᐙࡢᢎㅙࢆ
ᚓࡿࡲ࡛ᥦ౪ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ

*RRJOH3OD\ ࡣࠊࣉࣜࡸࢤ࣮࣒ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹࣂࢫୖ࡛ࢡࢭࢫ
ࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ༑ศ࡞ሗࢆᚓࡓୖ࡛ࠊ
ุ᩿࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᨭດࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢྲྀ⤌ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ*RRJOH3
OD\ ࢫࢺࡢࣉࣜࡢᥖ㍕ሗಶேሗࡢ㞟⏝ࡢ᪉ἲࢆ㛤♧ࡍ
ࡿࡼ࠺ࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡢⓙᵝ⩏ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㺀+RZ3OD\ZRUNV㺁ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺ㸦KWWSVSOD\
JRRJOHFRPLQWOMDBMSDERXWKRZSOD\ZRUNV㸧ࢆᚚぴ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
*RRJOH ࡣࢭ࢟ࣗࣜࢸᢞ㈨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡼࡿᝏ⏝ࡸ
ṇࢆ᳨ฟࡍࡿࠊ࠸ࡃࡘࡶࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࠋ࠼ࡤࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮
ࡼࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢሗࡢࢡࢭࢫࡘ࠸࡚ᐃࡵࡓ *RRJOH $3, ⏝つ⣙
ࡣࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ㞟ࠊ⏝ࠊ⪅ඹ᭷ࡍࡿ⏝⪅ሗࡘ࠸࡚᫂
☜ࡘṇ☜ᐃࡵࡓࣉࣛࣂࢩ࣮࣏ࣜࢩ࣮ࢆᥦ౪ࡋ㑂Ᏺࡍࡿࡇࢆ⩏
ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡀ᫂♧ⓗ࡞㺀࢜ࣉࢺࣥ㺁ࡢྠព࡞ࡃࠊ
⏝⪅ࡢ㠀බ㛤ࢹ࣮ࢱࢆࡢ⏝⪅ࡸࢧ࣮ࢻࣃ࣮ࢸ㛤♧ࡍࡿࡇ
ࡸࠊࢫࢡࣞࣆࣥࢢࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࠊࡑࡢ⏝⪅ࢹ࣮ࢱࡢᜏஂⓗ
ࢥࣆ࣮ࢆసᡂࡍࡿࡇࡶ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ*RRJOH ࡢ $3, ࢧ࣮ࣅࢫ⏝⪅ࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ࡣࠊࢹ࣋ࣟࢵ
ࣃ࣮ࡀ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ*RRJOH ࢝࢘ࣥࢺࢹ࣮ࢱࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵࡢチྍ
ࢆồࡵࡿࡇࢆ⩏ົ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢࢡࢭࢫチྍࡢせồࡣࠊ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡗ࡚ྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࣉࣜᐇᚲせ࡞ሗ
㝈ᐃࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮ࡣࠊࣉࣜࡢ᪤Ꮡᶵ⬟ࡸࢧ࣮ࣅ
ࢫᐇᚲせ࡞ *RRJOH ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࢡࢭࢫ
ࢆồࡵࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
*RRJOH3OD\ ࡛ࡣࠊࣉࣜࢤ࣮࣒ࡀࢹࣂࢫෆࡢࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱ
ࢡࢭࢫࢆồࡵࡿࡘ࠸࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡀ༑ศ࡞ሗࢆᚓࡓୖุ࡛᩿
࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྲྀ⤌ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ௨๓ࡽࠊࢹ࣋ࣟࢵ
ࣃ࣮ࡀ *RRJOH 3OD\ ࢫࢺࡢࣉࣜࣜࢫࢺ࡛ࠊࡢࡼ࠺࣮ࣘࢨ࣮ࡢ
ሗࢆ㞟ࡋ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢆ㛤♧ࡍࡿࡇࢆ⩏ົ࡙ࡅ࡚ࡁࡓࠋ ᖺ
 $QGURLG0DUVKPDOORZ ࢆⓎࡋࡓࡣࠊ⏝⪅ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶࠊ⮬㌟ࡢ
ࢹࣂࢫ࡛ࡇࡲࡵチྍࢆ☜ㄆࠊࠊᣄྰ࡛ࡁࡿࣛࣥࢱ࣒ᶒ㝈ࢆᑟ
ධࠋ

*RRJOH ࡣࠊ࢙࢘ࣈ࠾ࡅࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆᨵၿࡋࡘࡘࠊࣃ
ࣈࣜࢵࢩ࣮ࣕࠊࢡ࢚࣮ࣜࢱ࣮ࡸ㛤Ⓨ⪅ࡀ㝯┒ࡍࡿࣅࢪࢿࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓ
ࡵࡢࢶ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡋࠊࡍ࡚ࡢேࡗ࡚Ᏻ࡛࡞࢙࢘ࣈࢆᏲࡿࡓ
ࡵࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢧࣥࢻ࣎ࢵࢡࢫ࠸࠺ࢽࢩࢳࣈࢆጞࡵࡓࠋ*RRJ
OH ࡣࠊᗈ࿌ࡀከࡃࡢᴗࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ࢜ࣥࣛࣥࡢ↓ᩱ
ࢥࣥࢸࣥࢶࡢࢡࢭࢫࢆᨭ࠼ࡿྍḞ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࡇࡶ⌮ゎࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
*RRJOH ࡣࠊLQWHUHVWEDVHGDGYHUWLVLQJ㸦⯆㛵ᚰᇶ࡙ࡃᗈ࿌㸧
࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢧࣥࢻ࣎ࢵࢡࢫࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡿ 7RSLFV ࢆ 
᭶Ⓨ⾲ࠋ7RSLFV ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ )/R&㸦KWWSVSULYDF\VDQGER[FRP
SURSRVDOVIORF㸧ࡢ㛤Ⓨࡽᚓࡓ▱ぢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࡽᐤࡏࡽࢀ
ࡓࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊ)/R& ௦ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
7RSLFV ࡣࠊࣈࣛ࢘ࢨࡀࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㜀ぴᒚṔᇶ࡙࠸࡚ࠊ࠼ࡤ㺀ࣇ
ࢵࢺࢿࢫ㺁ࡸ㺀᪑⾜㺁࡞࠸ࡗࡓࡑࡢ㐌㛵ᚰࡢ㧗࠸㡯┠㸦ࢺࣆࢵࢡ㸧
ࢆᑡᩘ㑅ࡪࠋࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࡣࠊ 㐌㛫ࡔࡅಖᏑࡉࢀࠊྂ࠸㡯┠ࡣ๐㝖ࡉ
ࢀࡿࠋ㡯┠ࡢ㑅ᐃࡣࠊ*RRJOH ࡸࡢእ㒊ࢧ࣮ࣂ࣮ࡣ୍ษࡉࡎࠊ
࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢹࣂࢫୖࡔࡅ࡛ᐇ⾜ࡉࢀࡿࠋ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ 7RSLFV ཧຍࡍ
ࡿࢧࢺࢡࢭࢫࡍࡿࠊ㐣ཤ  㐌㛫ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㐌ࡽ㡯┠ࢆ  ࡘ
ࡎࡘࠊィ  ࡘ㑅ࡧࠊࡑࡢࢧࢺཬࡧᗈ࿌ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ඹ᭷ࡉࢀࡿࠋ7RSL
FV ࡣࠊࣈࣛ࢘ࢨࡀࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿ㔜せ࡞㏱᫂ᛶ⟶⌮ࢆ࠼
ࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ&KURPH ࠾࠸࡚ࡣࠊ㡯┠ࡢ⾲♧ࠊせ࡞ࢹ
࣮ࢱࡢ๐㝖ࠊᶵ⬟ࡢ↓ຠࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ㔜せ࡞Ⅼࡋ࡚ࠊ㡯┠ࡣៅ㔜㑅ูࡉࢀࡿࡓࡵࠊᛶูࡸே✀࡞
࠸ࡗࡓࢭࣥࢩࢸࣈ࡞࢝ࢸࢦࣜࡣྵࡲࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ7RSLFV ࡣࣈࣛ࢘
ࢨ࡛ືసࡍࡿࡢ࡛ࠊ7KLUG 3DUW\ &RRNLH ࡞ࡢࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢᡭἲẚ
ࠊ⮬ศࡢࢹ࣮ࢱࡀࡢࡼ࠺ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡋࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝࡍࡿࡓࡵࡢࡼࡾศࡾࡸࡍ࠸᪉ἲࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ㛵ᚰ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㡯┠ࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࢜ࣥࣛࣥᴗ⪅
ࡀࣇ࣮ࣥ࢞ࣉࣜࣥࢸࣥࢢࡢࡼ࠺࡞㞃ᐦᛶࡢ㧗࠸ࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢᢏ⾡
ࢆ࠺ࡇ࡞ࡃࠊ㐺ษ࡞ᗈ࿌ࡢ㓄ಙࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ

*RRJOH//&

ᘢ♫࡛ࡣࠊ3,$ ࢆᑟධࠋලయⓗࡣࠊ᪂つࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᶵ⬟ࡢ࣮ࣜࣜࢫ
➼ 3,$ ࢆᐇࡋࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᘢ♫ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣞࣅ࣮࣭ࣗࣉࣟࢭࢫ㸦௨ୗࠕࣉࣛࣂࢩ࣮࣭
ࣞࣅ࣮ࣗࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆᑟධࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊேࠎࡢሗࡢ㞟ࠊ
⏝ࠊཪࡣඹ᭷ཬࡧࠊᘢ♫ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ཬࡧࢭ࢟ࣗࣜࢸ័⾜㛵ࡍࡿ
እ㒊ࡢㄝ᫂ಀࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆホ౯ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊᘢ♫ࡀ≉ᐃࡋࡓࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆ㆑ูࡋࠊ㍍





⥔ᣢ࡛ࡁࡿಙࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᴗ⏺ࡸࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗࠊᨻ⟇❧⪅࡞༠ຊࡋ࡚ࠊேࠎࡢࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ⮬⏤࡛࣮࢜ࣉࣥ࡞ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࢧ࣏࣮ࢺ
ࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿつᶍࡢᴗࡀᗈ࿌ࢆ㏻ࡌ࡚㢳ᐈ࣮ࣜࢳ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ
᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿࡇࡶὀຊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᙜ♫ࡣࠊ&RRNLH ࡸࢹ࣮ࢱ㞟
㛵ࡍࡿ࣏ࣜࢩ࣮ࡸ័⾜ࡢኚྜࢃࡏ࡚ࠊࡇࡢάືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡁࡲ
ࡍࠋ


 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊᘢ♫ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍࡿࡇ
ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯㸦3,$㸧ࡢヨ㦂
㐠⏝ࢆጞࡵ࡚࠾ࡾࠊᚋࠊぶ♫࡛࠶ࡿ = ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫᰴᘧ♫ࡢ
ࢹ࣮ࢱ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ᪉㔪ἢࡗ࡚ᮏ᱁㐠⏝ྥࡅ࡚ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿணᐃࠋ
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ᴗົෆᐜ



࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾ

࣭ ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾ

ྡ⛠➼



࣭ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡘ࠸࡚ḟࡢࣜࣥࢡࢆཧ↷㸦KWWSVZZ
ZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\HQZZJRYHUQDQFH㸧ࠋ

࣭ ࡢᅇ⟅ཧ↷

࣭ࢹ࣮ࢱಖㆤ㈐௵⪅

⏝⪅ᑐࡍࡿࠊ3,$ ࡢ⤖ᯝ
ࡸ࢘ࢺ࣒࢝ࡢㄝ᫂ࡢྲྀ⤌
≧ἣ



$SSOH,QF


㸰ᖺࢃࡓࡿホ౯ᮇ㛫ࡶ࡚ࡢࢹ࣮ࢱ⏝ࡾᙜ࡚ࡽࢀ
ࡿࠋࡶࡋࡶࣝࢦࣜࢬ࣒ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨಶேࢹ࣮ࢱࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿሙྜࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࡓࡵࠊ$SSOHࡢᴗ⏺ࢆ≌ᘬࡍࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟ
ࣝྜࢃࡏ࡚ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࡑࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱ⏝ྠពࡋࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
ࡍࡿᡭẁࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⚾ࡓࡕࡢ3,$ࣉࣟࢭࢫࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ
࡚ࡢᴗ㈙࡛ࣉࣛࣂࢩ࣮័⾜ࢆ༑ศホ౯ࡍࡿࡇࡶࡋ࡚࠸
ࡿࠋ3,$࡛ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀࣅࢪࢿࢫࢆ⾜࠺㛵㐃ἲᇦ࠾࠸࡚ἲᚊࡀࡢ
ࡼ࠺ࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ࢆ࠼ࠊ㛵㐃ࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆ
ࡢࡼ࠺ホ౯ࡍࡿࡢࢆ⪃៖ࡍࡿ㸦ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ㸦KWWS
VZZZDSSOHFRPOHJDOSULYDF\HQZZJRYHUQDQFH㸧㸧ࠋ

ಶேሗಖㆤ⟶⌮⪅ࡢタ⨨≧ἣ

タ⨨≧ἣ

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



♫ྡ


*RRJOH ࡛ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡸࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊேဨయไ
ྵࡵከࡃࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆᢞࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊୡ⏺ࡢᵝࠎ࡞ᣐⅬ࡛ᢸᙜ⪅ࡀ
ᚑࡋ࡚࠾ࡾࠊࣉࣟࢲࢡࢺࡸࢧ࣮ࣅࢫẖᢸᙜࡀ␗࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
ྛᴗ࠾࠸࡚ࠊ᭱㐺࡞⟶⌮⪅ࡀ㑅௵ࡉࢀࡿࡓࡵࡣࠊࡑࡢせ௳ࡣᐇ
ຠⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞ほⅬࡽุ᩿ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊ㸦≉ᐃࡢ⫪᭩ࡸ≀⌮
ⓗ࡞ᡤᅾࢆせồࡍࡿ➼ࡢ㸧つ⠊ⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡾࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡁ
⪃࠼ࡿࠋ

*RRJOH//&

  ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

ᘢ♫࡛ࡣࠊಶேሗಖㆤ⟶⌮⪅㸸&32㸦&KLHI3ULYDF\2IILFHU㸧ࢆタ
⨨ࠋ
&32 ࡣࠊᘢ♫ࡢಶேሗಖㆤ㛵ࡍࡿ᪉㔪ࢆỴᐃࡋࠊࡑࢀࡽࢆ࿘▱࣭
ᐇ⾜ࡍࡿᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠋ

3,$ ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᶵ⬟ࡢᐇࡢ㝿ㄝ᫂ࡸࢳ࣮ࣗࢺ
ࣜࣝࢆ㏣ຍࡍࡿ➼ࡢᑐᛂࢆᐇࠋ

3,$ ࢆᐇࡍࡿ㝿ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢほⅬ࠾ࡅࡿᙳ㡪ࡢ᭷↓࣭⛬ᗘࠊ
⏝⪅ࡢ┈ࡢ᭷↓ࠊ⏝⪅ࡢணࡋ࡚ሗࡀእ㒊බ㛤ࡉࢀ
࡞࠸ࠊ⏝⪅ࡀẼᣢࡕᝏ࠸ឤࡌ࡞࠸➼࠸ࡗࡓⅬࢆ⪃៖ࠋ
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〇ရᢸᙜ &32 ࡢ 0LFKHO3URWWL ࡀ⋡࠸ࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࢳ࣮࣒ࡣࠊᢏ⾡
㒊㛛㠀ᢏ⾡㒊㛛ࡢከᩘࡢࢳ࣮࣒ࡽᡂࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ⤒㦂㇏ᐩ࡞࣮ࣜ
ࢲ࣮ࡢୗ࡛ࣉࣛࣂࢩ࣮㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢳ࣮࣒ࡣࠊໟᣓⓗ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏࠶
ࡓࡗ࡚୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࢳ࣮࣒ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥࡣࠕ0HWD ࡢ࠶
ࡽࡺࡿάື࠾࠸࡚⏝⪅ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇ
ࢀࡀྲྀ⤌ࡢᣦ㔪࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ࢳ࣮࣒ࡣࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿ㈐௵ࢆᢸ࠺ᩘከࡃࡢ⤌
⧊ࡢ୍ࡘ㐣ࡂ࡞࠸ࠋ0HWD ࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞⤌⧊࡛ᵝࠎ࡞ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ
ఱ༓ேࡶࡢ♫ဨࡀࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣏ࣜࢩ࣮ࡸࣉࣛࣂࢩ࣮ᡓ␎ࠊἲົ࠸
ࡗࡓࣅࢪࢿࢫࡢ࠶ࡽࡺࡿഃ㠃ࣉࣛࣂࢩ࣮ࡢ㓄៖ࢆᾐ㏱ࡉࡏࡿࡓ
ࡵດຊࡋ࡚࠸ࡿࠋࣉࣛࣂࢩ࣮ࢆ㐺ษྲྀࡾᢅ࠺ࡣࠊ㒊㛛ࢆ㉺࠼ࡓ
῝࠸࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣࠊ0HWD ࡢ♫ဨࡀࡑࡢ㈐௵
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࣂࢫࣉࣞࢪࢹࣥࢺව࣏ࣜࢩ࣮ᢸᙜ &32 ࡢ (ULQ (JDQ ࡀ⋡࠸ࡿࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㛵㐃බඹᨻ⟇ࢳ࣮࣒ࡣࠊ᪂ࡋ࠸つไࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡞ࠊࣉ
ࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㆟ㄽ 0HWD ࡀཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᣦࢆ
ᇳࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊୡ⏺ྛᅜࡢᨻᗓࡸᑓ㛛ᐙࡽཷࡅࡓᣦࡀࠊ0HWD ࡢ
〇ရࢹࢨࣥࡸࢹ࣮ࢱࡢ⏝᪉ἲᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆࠊࣉࣛࣂࢩ
࣮ᑂᰝࣉࣟࢭࢫ࡞࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ጤဨࡣࠊ0HWD ࡢྲྀ⥾ᙺࡽ⊂❧ࡋࡓጤဨ࡛࠶ࡿࠋ
ᅄ༙ᮇࡈྜࢆ㛤ࡁࠊࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆᐇ
ࠋ㢮ఝศ㔝ࡢ┘╩⫋ࡢ⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡞♫እྲྀ⥾ᙺ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ጤဨ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ0HWD ࡢࣉࣛࣂࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⌧≧ࡸࠊ)7& 
௧ࡢ㑂Ᏺ≧ἣ㛵ࡋ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᑂᰝሗ࿌

〇ရᢸᙜ &320LFKHO3URWWL
ࣂࢫࣉࣞࢪࢹࣥࢺව࣏ࣜࢩ࣮ᢸᙜ &32(ULQ(JDQ

〇ရᢸᙜࡢ &32 ᭱㧗ࣉࣛࣂࢩ࣮㈐௵⪅ ࣏ࣜࢩ࣮ᢸᙜ &32 ࢆ௵
ࠋ

ῶࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࣉࣟࢲࢡࢺࡸᶵ⬟ࡢ㛤Ⓨࠊ᪂つཪࡣኚ᭦ࡉࢀࡓ័⾜ࡢぢ┤ࡋࡣࠊࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿḟࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽᐇࠋ

࣭┠ⓗࡢ㝈ᐃ㸸
ேࠎ౯್ࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ㝈ᐃࡉࢀࡓ᫂☜࡞┠ⓗࡢࡓࡵࡢࡳࢹ࣮ࢱࢆ
ฎ⌮ࡍࡿࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱࡢ᭱ᑠ㸸
᫂☜࡞┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞᭱ᑠ㝈ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㞟࣭సᡂࡍ
ࡿࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱࡢಖᣢ㸸
᫂☜♧ࡉࢀࡓ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵᐇ㝿ᚲせࡉࢀࡿᮇ㛫ࡢࡳࠊ
ࢹ࣮ࢱࢆಖᣢࡍࡿࠋ
࣭እ㒊ࡼࡿࢹ࣮ࢱㄗ⏝㸸
ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࠊഅⓎⓗ࡞ᦆኻཬࡧᶒ㝈ࡢ࡞࠸➨୕⪅ࡼࡿࢡࢭࢫ
ࡽࢹ࣮ࢱࢆಖㆤࡍࡿࠋ
࣭㏱᫂ᛶ⟶⌮㸸
ࣉࣟࢲࢡࢺࡢືసࡸࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠊ✚ᴟⓗࠊ᫂☜ࠊṇ
┤ఏ࠼ࡿࠋྍ⬟࡞㝈ࡾࠊࡲࡓ㐺ษ࡞ሙྜࡣࠊேࠎࡀ⟶⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠋ
࣭ࢹ࣮ࢱࡢࢡࢭࢫ⟶⌮㸸
ᘢ♫ࡀ㞟ཪࡣసᡂࡋࡓࢹ࣮ࢱேࠎࡀࢡࢭࢫࡋࠊ⟶⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࠋ
࣭බṇࡉ㸸
ᙅ࠸❧ሙ࠶ࡿேࠎࡢࣜࢫࢡࢆ≉ᐃࡋ࡚㍍ῶࡋࠊேࠎࡢࡓࡵ౯್ࡀ
㐀ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࣉࣟࢲࢡࢺࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
࣭ㄝ᫂㈐௵㸸
ᘢ♫ࡢពᛮỴᐃࠊࣉࣟࢲࢡࢺࠊᴗົ㛵ࢃࡿෆ㒊ࣉࣟࢭࢫ࠾ࡼࡧᢏ⾡
ⓗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋ

ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊᘢ♫ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ⩏ົࢆホ౯ࡋ࡚
㑂Ᏺࡋࠊἲⓗせ௳ࢆ㉸࠼ࡓᗈ⠊࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆ≉ᐃࡋ࡚㍍ῶࡍ
ࡿࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿࠊ῝ࡃ༠ຊⓗ࡛㒊㛛ᶓ᩿ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࣉࣟࢭࢫࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࢳ࣮࣒ࡀᑟࡋࠊࣉࣟࢲࢡࢺࠊ࢚ࣥࢪࢽࣜ
ࣥࢢࠊἲⓗつไࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࠊ࣏ࣜࢩ࣮࡞ࡢࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆᣢ
ࡘࠊἲົࠊ࣏ࣜࢩ࣮ࠊࡑࡢࢆྵࡵࡓᶓ᩿ⓗ࡞ࢳ࣮࣒ᡤᒓࡍࡿ♫ෆࡢ
ࣉࣛࣂࢩ࣮ᑓ㛛ᐙࡢᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡀᐇࠋࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊࣉࣛ
ࣂࢩ࣮ᑂᰝࡢỴᐃᥦࢆ⾜࠺ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᶓ᩿ⓗ࡞ࢳ࣮࣒ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵
㐃ࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆホ౯ࡋࠊࡑࢀࡽࡢࣜࢫࢡࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍ
ࡿࡓࡵⓎ๓⾜࠺ᚲせࡢ࠶ࡿኚ᭦ࡀ࠶ࡿ࠺ࢆุ᩿ࡍࡿࠋᶓ᩿
ⓗ࡞ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮㛫࡛ఱࢆࡍࡁࡢྜពࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࠊࢳ࣮
࣒ࡣࡼࡾୖᒙࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉㅎࡾࠊゎỴࡢࡓࡵᚲせ࡛࠶ࢀࡤࡉࡽ
 &(2 ㅎࡿࠋ
ᘢ♫ࡣࠊ♫ⓗ࡞ࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆ≉ᐃࠊホ౯ࠊᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ
ᖺḟホ౯ࢆ⾜࠺ࡶࠊᨾⓎ⏕ᚋࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡࢆホ౯ࡍࡿ
ࣉࣟࢭࢫࢆᐇࡍࡿࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡホ౯ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆタィࠋᚋࠊ
㛫ࢆࡅ࡚ホ౯ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࣜࢫࢡホ౯ࣉࣟࢭࢫࢆ㐍࣭
ᡂ⇍ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ
ࡉࡽࠊ᪂ࡋ࠸ࣉࣟࢲࢡࢺࡸᶵ⬟ࣉࣛࣂࢩ࣮࣭ࣂ࣭ࢹࢨࣥࢆ
☜ᐇ⤌ࡳ㎸ࡴࡓࡵࡢㄝ᫂㈐௵ࣉࣟࢭࢫࠊࢭ࣮ࣇ࣮࢞ࢻࠊᢏ⾡ⓗ࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ⚾ࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃୡ⏺༶ᗙᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ୰
࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓࣉࣟࢭࢫࡼࡾࠊ᪂ࡋ࠸ࣉࣟࢲࢡࢺࡸᶵ⬟࠾ࡅࡿࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㠃࡛ࡢ㓄៖ࢆᨵၿࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࠋ
ࣉࣛࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿỴᐃࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀ⏝⪅ࡢࡼ࠺ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡿ࠸࠺ '1$ ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢽ࣮ࣗࢫ࣮࣒ࣝࡢᢞ✏㸦ࠕࢹ࣮ࢱࢆᏳ㌿㏦ࡍࡿࡓࡵࡢᡭ㡰ࠖ࡞㸧
ࠊ
ࢹ࣮ࢱ࣏ࣜࢩ࣮ࠊ㏱᫂ᛶ࣏࣮ࣞࢺࠊ⏝⪅ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㏻▱᭦᪂ࠊ
)DFHERRN ࣊ࣝࣉࢭࣥࢱ࣮㸦⏝⪅ࡀࣉࣛࣂࢩ࣮ࡸඹ᭷ࡢタᐃࢆ⾜࠺
㝿⏝࡛ࡁࡿࠕࣉࣛࣂࢩ࣮ࢳ࢙ࢵࢡࢵࣉࠖ࡞㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣉࣛ
ࣂࢩ࣮㛵ࡍࡿỴᐃ㡯ࢆ᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ

&,62㸦᭱㧗ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅㸧
&'2㸦᭱㧗ࢹ࣮ࢱ㈐௵⪅㸧
'32㸦ࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢸࢡࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇࢧ࣮㸧
&ۑ,62㸦᭱㧗ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅㸧
ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ&,62 ྛ⤌⧊ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸ㈐௵⪅ࢆタ⨨ࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿࢩ࣮࡛ࣥ࠾ᐈᵝࡢࢹ࣮ࢱࢆᏲࡿࡓࡵ
⤌⧊ⓗ࡞ᑐ⟇ࢆᚭᗏࠋ
'&ۑ2㸦᭱㧗ࢹ࣮ࢱ㈐௵⪅㸧
ἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡋࣉࣛࣂࢩ࣮㓄៖ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࠊ ᖺᗘࡽ &'2 ࢧ࣮ࣅࢫࡈࡢࢹ࣮ࢱ㈐௵⪅ࢆタ⨨ࠋ
'ۑ32㸦ࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢸࢡࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇࢧ࣮㸧
 ᖺ  ᭶ࠊࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫ࡀྲྀࡾᢅ࠺࠾ᐈᵝࡢࢹ࣮ࢱࡢಖㆤ
ࡘ࠸࡚ࠊᐈほⓗ࣭୰❧ⓗ࡞❧ሙࡽࡢຓゝࡸࠊά⏝᪉ἲࡢ┘ど࡞
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㐺ษ࡞ࢹ࣮ࢱά⏝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ⓗࠊ'32 ࢆ᪂タࠋ

࠾ᐈᵝࡀᏳᚰࡋ࡚ᛌ㐺ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮ࢆ
ᚭᗏࠋ

࠾ᐈᵝࡢࢹ࣮ࢱࢆᏲࡿࡓࡵࠊ&,62㸦᭱㧗ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅㸧
࣭
&'2㸦᭱㧗ࢹ࣮ࢱ㈐௵⪅㸧
࣭'32㸦ࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢸࢡࢩ࣭ࣙࣥ࢜ࣇࢧ࣮㸧
ࢆタ⨨ࠋ

3,$ ࡢᮏ᱁㐠⏝࠶ࡓࡗ᳨࡚ウணᐃࠋ

 ࡢᅇ⟅ࡢ࠾ࡾࠊᘢ♫ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢩࢫࢸ࣒ࡀ㐺ษᶵ⬟ࡍࡿࡇ
ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ᙳ㡪ホ౯㸦3,$㸧ࡢヨ㦂
㐠⏝ࢆጞࡵ࡚࠾ࡾࠊᮏ᱁㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ୰࡛
࠾ᐈᵝᥦ౪ࡍࡿ౽┈ࢹ࣮ࢱࡢ⏝ࡼࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢᙳ㡪ࡢࣂࣛ
ࣥࢫࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡿ⪃៖ࡉࢀࡿணᐃࠋ

ࣖࣇ࣮ᰴᘧ♫
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0HWD
ࢆ⫋ົࡍࡿ♫እࡢホ౯⪅ࡽᐃᮇⓗሗ࿌ࢆཷࡅࡿࠋ
ෆ㒊┘ᰝࢳ࣮࣒ࡣࠊࣉࣛࣂࢩ࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢయⓗ࡞ᛶࢆࠊ⊂❧ࡋࡓ❧ሙࡽಖドࡍࡿࠋ
㸦KWWSVDERXWIDFHERRNFRPMDDFWLRQVSURWHFWLQJSULYDF\DQG
VHFXULW\SULYDF\SURJUHVV㸧
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