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本発行登録追補目論見書に係る売出しがなされるソシエテ・ジェネラル 2021 年 12 月
21 日満期 トルコ・リラ建社債（以下「本社債」といいます。）はトルコ・リラ貨をもっ
て表示されておりますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。

（注）

発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出す
ることがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは
別に作成および交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しており
ます。

（この書面は、エイチ・エス証券株式会社が作成したものであり、発行会社であるソシエテ・
ジェネラルは、この書面の正確性および完全性について、いかなる責任も負いません。）

外貨建て債券の契約締結前交付書面
（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。
）

この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が
記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前に
ご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の
方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格
が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入す
る場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為
替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるお
それがあります
 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動し
ます。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程で
は債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する
場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。
また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却
することができない可能性があります。
 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準（例えば、
既に発行されている債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利等の変化に対応
して変動します。
 外貨建て債券は、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、
為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆
に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することにな
ります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替
差損が生ずるおそれがあります。
 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金
ができない場合があります。

債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などに
よって損失が生ずるおそれがあります
 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の
信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ず
る場合があります。
 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の
信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生
又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある
場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督
官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われ
る可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により
異なり、また今後変更される可能性があります。
 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格
付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、
元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと
言えます。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変
化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります
 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、ま
たは取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・
規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て
債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限
される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅
な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそ
れがあります。
 一般に、新興国については、先進国に比べて上記のリスクの程度はより高いと
言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用
はありません。

〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ（http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html）
に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券につい
ては、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券（一部を除く。
）の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子（為替損益がある場合は為替損益を含みます。
）については、利子
所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉
税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により
外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益（それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みま
す。）は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益
等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けるこ
とができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益（それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含み
ます。）については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客
様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時
に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券（一部を除く。
）の利子に現地源泉税が課税された場合
には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額
控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債（我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。）
である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はで
きません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲
渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく第一種金
融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下
によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要
となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座
又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又
は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたし
ます。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文
に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示し
ていただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場
合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
（郵送又は電磁的方法による場合を含みます。）
。

当社の概要
商 号

等

エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 35 号

本店所在地

〒163-6027 東京都新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階

加入協会

日本証券業協会

指定紛争解決機関

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

資 本

30 億円

金

主な事業

金融商品取引業

設立年月

2006 年 9 月

連 絡

03-4560-0233（コンプライアンス統括部）
又はお取引のある支店にご連絡ください。

先

以上

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住

所：〒163-6027 東京都新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階

電 話 番 号：03-4560-0233（コンプライアンス統括部）
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く） 8 時 20 分～17 時 20 分

金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法
で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上
の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
（FINMAC）」を利用することができます。
住

所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館

電話番号：0120-64-5005
（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。
）
受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く） ９時００分～１７時００分

（この書面は、エイチ・エス証券株式会社が作成したものであり、発行会社であるソシエテ・ジェネラルは、
この書面の正確性および完全性について、いかなる責任も負いません。）

無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制
が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品
取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の
整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の
公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を
受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

＜ムーディーズ・インベスターズ・サービス＞
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号）

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ
（https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx）の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）
にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。

○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下、
「ムーディーズ」という。
）の信用格付は、事業体、与信契
約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リ
スクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込
まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及び
その他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成す
るものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかな
る形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及
び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っており
ます。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できる
と考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査
を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできま
せん。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完
全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご
覧ください。
以
上

＜Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング＞
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社（金融
庁長官（格付）第５号）

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）
の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）
に掲載されております。

○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点に
おける意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証
するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の
市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化な
ど、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析
を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられ
る場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の
第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、ま
た、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証す
るものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であること
に起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・
完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式
会社のホームページをご覧ください。
以

上

＜フィッチ・レーティングス＞
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」と称します。）
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
（金融庁長官（格付）第７号）

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（https://www.fitchratings.co.jp/web/）の
「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。

○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正
確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象
証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価
であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない
場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を
予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠
しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用で
きる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使
用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含む
ことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検
証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及
びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完
全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以

上

【表紙】
【発行登録追補書類番号】

30－外２－２

【提出書類】

発行登録追補書類

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

平成 30 年 11 月 28 日

【会社名】

ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)

【代表者の役職氏名】

最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA：Chief Executive Officer)

【本店の所在の場所】

フランス共和国 パリ市９区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann 75009 Paris, France)

【代理人の氏名又は名称】

弁護士

【代理人の住所又は所在地】

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】

03-6889-7000

【事務連絡者氏名】

弁護士

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】

03-6889-7000

【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】

社債

【今回の売出金額】

9,000,000 トルコ・リラ（円貨換算額 194,670,000 円）

新 木

新 木

伸 一
ＪＰタワー

伸 一
ＪＰタワー

（上記の円貨換算額は１トルコ・リラ＝21.63 円の換算率（2018
年 11 月 27 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行により発表されたトル
コ・リラ／円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相
場の仲値）による。）
【発行登録書の内容】
提出日

平成 30 年 10 月 19 日

効力発生日

平成 30 年 10 月 29 日

有効期限

平成 32 年 10 月 28 日

発行登録番号

30－外２

発行予定額又は発行残高の上限

発行予定額

5,000 億円

【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号

提出年月日

30－外２－１

平成30年11月21日

減額による

売出金額

訂正年月日

1,300,000,000円

実績合計額

1,300,000,000円

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）

減額金額

該当事項なし
減額総額

０円

498,700,000,000 円

（発行残高の上限を記載した場合）
番号

提出年月日

売出金額

償還年月日

償還金額

減額による
訂正年月日

減額金額

該当事項なし

減額総額

該当事項なし

該当事項なし
実績合計額

該当事項なし

償還総額

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）

該当事項なし

【安定操作に関する事項】

該当事項なし

【縦覧に供する場所】

該当事項なし
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
該当事項なし。

第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】

銘柄
ソシエテ・ジェネラル
2021年12月21日満期 トル
コ・リラ建社債（以下「本
社債」という。）

売出券面額の総額または
売出振替社債の総額

売出価額の総額

9,000,000ト ル コ ・ リ ラ
(注１)

9,000,000 ト ル コ ・ リ ラ
(注１)

売出しに係る社債の
所有者の住所および
氏名または名称
エイチ・エス証券株式会社
東京都新宿区西新宿六丁目
８番１号 住友不動産新宿
オークタワー27階
（以下「売出人」とい
う。）

本社債は、無記名式であり、各社債の金額（以下「額面金額」という。）は１万トルコ・リラである。
本社債の利率は年率15.90％であり、2018年12月21日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から満
期日（同日を含まない。）までの期間について利息が付される。本社債の利息の計算の詳細については下記「３
売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項の概要、(1) 利息」を参照のこと。
本社債に係る利息の支払いは以下のとおりである。
利息は利息起算日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの期間について、上記利率を付し、
2019年６月21日を初回として、満期日（同日を含む。）までの期間、毎年６月21日および12月21日（以下「利払
日」という。）に、利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前の利払日（同日を含む。）から当該
利払日（同日を含まない。）までの期間（以下「利息計算期間」という。）について後払いする。
本社債の満期日は2021年12月21日であり、修正翌営業日規定（以下に定義する。）により調整される。(注２)
「修正翌営業日規定」とは、当該日が営業日でない場合には、当該日を翌営業日（ただし、翌営業日が翌暦月
になる場合には、直前の営業日）とする調整方法をいう。
「営業日」とは、東京、ロンドン、ニューヨークおよびイスタンブールにおいて、商業銀行および外国為替市
場が支払いの決済を行い、一般的な営業（外国為替および外貨預金の業務を含む。）を行っており、かつTARGET2
営業日（以下に定義する。）である日をいう。
「TARGET2営業日」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム（Trans-European Automated Real-Time Gross
Settlement Express Transfer (TARGET2) System）が営業を行っている日をいう。
本社債は、2018年12月20日（以下「発行日」という。）に、ソシエテ・ジェネラル（以下「発行会社」または
「ソシエテ・ジェネラル」という。）の債務証券発行プログラム（以下「本プログラム」という。）に関し、発
行会社および財務代理人たるソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト（以下「財務代理人」とい
う。）その他の当事者により締結された2016年７月29日付変更改定済代理契約（以下「代理契約」という。）に
基づき、ユーロ市場で発行される。本社債は、本社債が大券によって表章され、ユーロクリア・バンク・エス・
エー／エヌ・ヴィ（以下「ユーロクリア」という。）および／または（場合により）クリアストリーム・バンキ
ング・エスエー（以下「クリアストリーム」という。）によって保管されている間は、発行会社その他の当事者
によって署名された2016年７月29日付約款（以下「約款」という。）の利益を享受する。本社債は、いずれの証
券取引所（有価証券の売買を行う金融商品市場を開設する金融商品取引所または外国金融商品市場を開設する者
をいう。以下同じ。）にも上場されない予定である。
(注１) 上記の売出券面額の総額および売出価額の総額は、本社債のユーロ市場における発行額面金額の総額と
同額である。
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(注２)

本社債の償還は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、満期日に、満期償還額
（下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項の概要、(2) 償還および買入れ、(A) 満
期における償還」に定義する。）の支払いによりなされる。ただし、本社債は、満期日よりも前に償還
される場合がある。期限前の償還については、下記「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の
要項の概要、(2) 償還および買入れ」の「(B) 税制上の理由による期限前償還」、「(C) 特別税制償
還」、「(D) 規制上の理由による期限前償還」および「(E) 不可抗力事由による期限前償還」ならびに
「３ 売出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項の概要、(5) 債務不履行事由」を参照のこと。
(注３) 本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者
から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供される予定の信用格付はない。
発行会社は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下「ムーディーズ」という。）からA1の長
期発行体格付を、S&Pグローバル・レーティング（以下「S&P」という。）からAの長期発行体格付を、ま
たフィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」という。）からAの長期発行体格付を各々取得している。
これらの格付は、いずれも発行会社が発行する個別の社債に対する信用格付ではない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、金融商品取引法第66条の27に基づ
く信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受け
る情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲
げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に
基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２
号）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）およ
びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第７号）が登録され
ており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジ
ャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp））の
「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載され
ている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホーム
ページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されている「格付けの前提･意義･限界」
お よ び フ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.fitchratings.com/site/japan）の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」セ
クションにある「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
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２ 【売出しの条件】

売出価格

申込期間

申込単位

額 面 金 額 2018年11月 額面
の100％
29日から同 １万トル
年12月19日 コ・リラ
単位
まで

申込
証拠金
なし

受渡期日

申込受付場所

2018 年 12 月
21日（日本
時間）

売出人の日本に
おける本店およ
び各支店 (注１)

(注１)

売出しの委託
を受けた者の
住所および
氏名または名称
該当事項なし

売出しの委託
契約の内容
該当事項なし

本社債の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に
従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同口座約款の交付を受け、同口座約款に基づき外国
証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わ
ない。
券面に関する事項については、下記「３ 売出社債のその他の主要な事項」を参照のこと。
(注２) 本社債は、アメリカ合衆国1933年証券法（その後の改正を含む。）（以下「証券法」という。）に基づ
き、またはアメリカ合衆国の州その他の法域の証券規制当局に登録されておらず、今後登録される予定
もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内におい
て、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために（証券法に基づくレギュレーションＳにより定
義された意味を有する。）、本社債の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行うこと
はできない。
(注３) 本社債は、欧州経済領域（以下「EEA」という。）におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、
またはその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、
またはその他の方法により入手可能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)指令
2014／65／EU（その後の改正を含み、以下「第２次金融商品市場指令」という。）第４(1)条第11号にお
いて定義されるリテール顧客、(ⅱ)指令2002／92／EC（その後の改正を含む。）にいう顧客であって、
第２次金融商品市場指令第４(1)条第10号において定義される専門家顧客の資格を有していないものまた
は(ⅲ)指令2003／71／EC（その後の改正を含む。）において定義される適格投資家ではない者のいずれ
か（またはこれらの複数）に該当する者をいう。そのため、EEAにおけるリテール投資家に対して本社債
を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることに関して、規則（EU）1286／2014号
（その後の改正を含み、以下「PRIIPs規則」という。）によって要求される重要情報書面は作成されて
おらず、したがってEEAにおけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、またはその他の方法
により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
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３ 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅰ 本社債についてのリスク要因
本社債への投資は、為替リスク、信用リスク等の一定のリスクを伴う。したがって、為替リスクを
伴う取引についての知識または経験を有する投資家のみが、本社債への投資に適している。本社債へ
の投資を検討する投資家は、以下のリスク要因を理解し、自己の財務状況、本書に記載される情報お
よび本社債に関する情報に照らし、必要に応じて本社債が投資に相応しいか否かを自己のアドバイザ
ーと慎重に検討した後に投資判断を行うべきである。なお、以下に記載するリスク要因は、本社債へ
の投資に関する主要なリスク要因を記載したものであり、すべてのリスク要因を網羅したものではな
い。

為替変動による損失のリスク（元本リスク）
本社債の元利金はトルコ・リラで支払われる。したがって、投資家は円換算した利息額が変動す
るリスク、円換算した償還額または中途売却価格が投資元本を割り込むリスクを承知する必要があ
る。

金利変動リスク
本社債の元利金はトルコ・リラで支払われる。したがって、償還前の本社債の価値はトルコ・リ
ラの金利の変動の影響を受ける。通常の状況のもとでは、本社債のトルコ・リラ建ての価値は、ト
ルコ・リラの金利が低下する場合には上昇し、逆の場合には下落することが予想される。

カントリー・リスク
本社債には、トルコ共和国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、規制の変更等に起因する
通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性等、先進国の通貨建ての社債に比
べて相対的に大きなカントリー・リスクが内在する。したがって、市場の流動性が極端に低下して
いる場合には、本社債の売却等にあたり円貨での対応ができない可能性がある。

信用リスク
本社債は、発行会社の非劣後かつ無担保の債務であり、発行会社が倒産等の事態に陥った場合、
本社債に関する支払いの一部または全部が行われない可能性がある。また、発行会社の財政状態も
しくは経営成績の悪化またはこれに伴う外部評価の変化が、満期日前における本社債の価値に悪影
響を及ぼす場合がある。

不確実な流通市場（流動性リスク）
本社債の流通市場は確立されていない。発行会社および日本における売出しに関連する売出人は、
本社債を買い取る義務を負わない。このため、本社債の所持人（以下「本社債権者」という。）は、
本社債を償還前に売却できない場合がありうる。また、本社債を売却できたとしても、本社債は、
非流動的であるため、満期日前の本社債の売買価格は、外国為替市場、金利市場、発行会社の財政
状態、一般市場状況その他の要因により、当初の投資額を著しく下回る可能性がある。
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潜在的利益相反
本社債については、発行会社が計算代理人（下記「Ⅱ 本社債の要項の概要、(2) 償還および買入
れ、(B) 税制上の理由による期限前償還」に定義する。）を務める。場合によっては、発行会社と
しての立場と、本社債の計算代理人としての立場の利害が相反することがありうる。発行会社は、
計算代理人としての職務を誠実に遂行する義務を負っている。

税金
日本の税務当局は、本社債についての日本の課税上の取扱いについて必ずしも明確にしていない。
下記「Ⅱ 本社債の要項の概要、(7) 租税上の取扱い、日本国の租税」の項を参照のこと。また、将
来において、本社債についての課税上の取扱いが変更される可能性がある。本社債に投資しようと
する投資家は、各自の状況に応じて、本社債の会計・税務上の取扱い、本社債に投資することによ
るリスク、本社債に投資することが適当か否か等について各自の会計・税務顧問に相談する必要が
ある。

Ⅱ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、上記「１ 売出有価証券－売出社債（短期社債を除く。）」に記載の利率で、2018
年12月21日（利息起算日）（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの期間につい
て、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日よりも前に償還または買入
消却されない限り、2019年６月21日を初回として、毎年６月21日および12月21日（利払日）に、
利息起算日（同日を含む。）または（場合により）直前の利払日（同日を含む。）から当該利払
日（同日を含まない。）までの期間（利息計算期間）について後払いされる。各利払日に支払わ
れる利息額は、額面金額１万トルコ・リラの各本社債につき795.00トルコ・リラである。
利払日が営業日ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。ただし、翌営業日が
翌暦月になる場合には、その利払日の直前の営業日とする。かかる延期により支払われる利息額
の調整は行われない。
(B) 利息の発生
各本社債について、その償還を行うべき日以降、利息は発生しない。ただし、元金の支払いが
不適切に留保または拒絶された場合、利息は下記のいずれか早い方の日まで継続して発生する。
(ⅰ) 本社債に関して支払うべき金額の全額が支払われた日
(ⅱ) 本社債に関して支払うべき金額の全額を財務代理人が受領し、その旨の通知が下記「(9) 通
知」に従って本社債権者に対してなされた日の５日後の日

(2) 償還および買入れ
(A) 満期における償還
本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、発行会社により、
満期日に、額面金額の100％（以下「満期償還額」という。）で償還される。
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(B) 税制上の理由による期限前償還
発行会社は、以下の場合、財務代理人および下記「(9) 通知」に従って本社債権者に対して、
30日以上45日以内の事前の通知を行うことにより、いつでも本社債の全部（一部は不可。）をそ
の期限前償還額（以下に定義する。）で償還することができる。
(ⅰ) 租税法域（以下に定義する。）の法令の改正、またはかかる法令の適用もしくは公権的解釈
の変更（発行日以降に有効となるものに限る。）の結果、発行会社が下記「(7) 租税上の取扱
い、フランスの租税」に記載の追加額の支払義務を課されたか、将来課されることになる場合
であり、かつ、
(ⅱ) 発行会社が、利用可能な合理的手段を用いてもかかる義務を回避できない場合
「租税法域」とは、フランスもしくはその行政上の下位区分またはそれらの課税当局をいう。
「期限前償還額」とは、計算代理人としてのソシエテ・ジェネラル（以下「計算代理人」とい
う。）が決定する本社債の償還の期日における公正市場価額に相当する金額をいい、（本社債権
者に公正な市場価値を償還するために回避することのできない費用を考慮した後）かかる期限前
償還がなければ当該期限前償還日よりも後に支払期限が到来していたはずの本社債に関する発行
会社の支払義務と経済的に同等の価値を本社債権者に対して保障する効果を有する。疑義を避け
るために、債務不履行事由（下記「(5) 債務不履行事由」に定義する。）の発生後における期限
前償還額の算定のみにおいては、発行会社の信用力は考慮に加えないことを明記する（この場合、
発行会社は本社債に関する債務を完全に履行することができるとみなされる。）。計算代理人が
上記に従って決定する期限前償還額は、当該期限前償還日（同日を含まない。）までの一切の経
過利息を含むものとし、発行会社は、かかる償還に関し、期限前償還額に含まれる利息のほかに
は、いかなる利息（経過利息であれ何であれ）またはその他何らの金額も支払うことはない。か
かる計算が１年に満たない期間について行われる場合には、かかる計算は、日数調整係数（以下
に定義する。）に基づいて行われる。
「日数調整係数」とは、直前の利払日または（先行する利払日が存在しない場合には）利息起
算日（同日を含む。）から当該支払いの期日（同日を含まない。）までの期間の日数（かかる日
数は、１年が30日を１ヶ月とする12ヶ月により構成される360日であるとして計算される。）を
360で除した数をいう。
計算代理人の計算および決定は、明白な誤謬がない限り、最終的なものであり、発行会社およ
び本社債権者に対して拘束力を有する。計算代理人において一切の計算、決定、調整または行為
を行うことが必要とされる場合（本社債の要項に別段の定めのある場合を除く。）、計算代理人
はこれらを誠実かつ商業上合理的な方法により行う。計算代理人が重要であると判断する調整を
生じさせる事由が生じた場合、計算代理人は発行会社に対して、計算代理人が行った関連する調
整または決定について通知し、発行会社はそれを下記「(9) 通知」に従って財務代理人および本
社債権者に通知する。本社債権者は、計算代理人の所定の住所において、かかる調整または決定
の詳細に関する情報を請求により入手することができる。
(C) 特別税制償還
発行会社が、下記「(7) 租税上の取扱い、フランスの租税」に記載の追加額の支払いに関する
取決めにもかかわらず、租税法域の法令に基づき本社債の元利金の次回の支払いの際に、期限が
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到来した金額の全額を本社債権者または利札の所持人に支払うことを禁止される場合、発行会社
は、直ちに財務代理人に対しかかる事実を通知し、下記「(9) 通知」に従って本社債権者に対し
７日以上45日以内の事前の通知を行うことにより、本社債の全部（一部は不可。）を期限前償還
額で発行会社が本社債に関してその時点において期限の到来した金額の全額につき支払いを行う
ことが実務的に可能な最終の利払日に償還する（ただし、かかる利払日は、発行会社が、本社債
に関し、その時点で期限が到来している全額の支払いを行うことが実務的に可能な最終日より前
であってはならず、または、かかる日が既に経過している場合は、その後実務的に可能な限り早
い日とする。）。
(D) 規制上の理由による期限前償還
本項に基づいて規制事由（以下に定義する。）が発生した場合、発行会社は、本社債を償還す
ることができる。
規制事由が発生した場合、発行会社は、財務代理人および（下記「(9) 通知」に従って）本社
債権者に対し30日以上45日以内の事前の通知（かかる通知は取り消すことができない。）を行う
ことにより、本社債の全部（一部は不可。）を期限前償還額で償還する。
「規制事由」とは、発行会社および／もしくはその他の立場（本社債のマーケット・メーカー
としての立場を含むが、これに限られない。）におけるソシエテ・ジェネラルまたは本社債の発
行に関与するその関連会社（以下「規制事由関連会社」といい、発行会社、ソシエテ・ジェネラ
ルおよび規制事由関連会社のそれぞれを「規制事由関係者」という。）のいずれかに関する法令
変更（以下に定義する。）が発生した後、発行日後に、以下のいずれかの事由が生じることをい
う。
(ⅰ) いずれかの規制事由関係者が、本社債に基づく当該規制事由関係者の義務を履行するために
負担することとなる租税公課、責任、罰金、費用、手数料もしくは規制上の資本費用（名称の
如何にかかわらない。）の金額または担保提供義務が（当該事由が発生する前の状況と比較し
て）著しく増加すること（本社債の発行に関して行われた取引の決済に係る決済条件またはか
かる決済が行われないことに起因する場合を含むが、これに限られない。）。
(ⅱ) 規制事由関係者が(a)本社債を保有、取得、発行、再発行、代替、維持もしくは償還するた
め、(b)当該規制事由関係者が本社債の発行に関して利用することができるその他の取引に係る
資産（もしくはかかる資産に対する持分）について取得、保有、資金提供もしくは処分を行う
ため、(c)本社債もしくは発行会社およびソシエテ・ジェネラルもしくはいずれかの規制事由関
係者の間で締結された契約に関する義務を履行するため、もしくは(d)当該規制事由関係者が発
行会社もしくは規制事由関係者のいずれかに対して保有する直接的もしくは間接的な持分の全
部もしくは実質的な部分について保有、取得、維持、増額、代替もしくは償還を行うため、も
しくは発行会社もしくは規制事由関係者のいずれかに対して直接的もしくは間接的な資金提供
を行うために、発行日時点で保有していない免許、承認、許可もしくは登録を政府、政府間も
しくは国際的な機関、組織、省庁もしくは部局から取得しなければならなくなり、もしくは新
たな規制を遵守するために定款を変更しなければならなくなること。
(ⅲ) 本社債の発行に関していずれかの規制事由関係者に重大な悪影響が及び、または及ぶ可能性
があること。
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「法令変更」とは、(ⅰ)発行日後に、関連する新たな法令もしくは規則（関連する租税に係る
法令もしくは規則を含むが、これに限られない。）が採択、施行、公布、実行もしくは批准され
ること、(ⅱ)発行日時点ですでに効力を生じていたが、発行日時点ではその施行もしくは適用の
方法が不明もしくは不明確であった関連する新たな法令もしくは規則（関連する租税に係る法令
もしくは規則を含むが、これに限られない。）が施行もしくは適用されること、または(ⅲ)発行
日時点で存在していた関連する法令もしくは規則が改正され、もしくは発行日時点での関連する
法令もしくは規則に関する管轄権を有する裁判所、裁決機関、規制当局その他の執行、立法、司
法、課税、規制もしくは行政に関する権限もしくは機能を有する政府機関もしくは政府関係機関
（発行日時点で存在したものに追加され、もしくはこれに代わる裁判所、裁決機関、当局もしく
は機関を含む。）による解釈、適用もしくは取扱いが変更されることをいう。
(E) 不可抗力事由による期限前償還
不可抗力事由（以下に定義する。）が発生した場合、発行会社は、財務代理人および（下記
「(9) 通知」に従って）本社債権者に対し30日以上45日以内の事前の通知（かかる通知は取り消
すことができない。）を行うことにより、本社債の全部（一部は不可。）を期限前償還額で償還
する。
「不可抗力事由」とは、発行日以後、規制事由関係者の責めに帰すべからざる事由または国家
行為が発生したことを理由に、規制事由関係者が本社債に基づくその義務を履行することが不可
能となり、その結果本社債の継続が確定的に不可能となることをいう。
(F) 引受けおよび買入れ
発行会社は、適用法令に従って公開市場において、またはその他の方法によりいかなる価額に
おいても本社債を（ただし、確定社債券の場合はすべての期限未到来の付属利札も当該本社債と
ともに）引き受け、かつ／または買い入れる権利を有する。発行会社により引き受けられ、また
は買い入れられた本社債はすべて、フランス通貨金融法典第L.213-0-1条および第D.213-0-1条に
従って引き受け、または買い入れ、かつ保有することができる。
(G) 消却
発行会社により、または発行会社のために消却のために買い入れられた本社債は、すべて直ち
に（確定社債券の場合には、当該本社債に付属し、または当該本社債とともに引き渡される期限
未到来の利札すべてとともに）消却される。買入消却された本社債はすべて、（確定社債券の場
合には、本社債とともに消却された期限未到来の利札すべてとともに）財務代理人に引き渡され、
再発行または再売却することはできず、当該本社債に係る発行会社の義務は免除される。

(3) 支払い
(A) 支払いの方法
本社債に係る支払いは、イスタンブルール所在の銀行に保有する被支払人のトルコ・リラ建て
口座への振込みまたは被支払人の選択に従いかかる銀行宛のトルコ・リラ建て小切手により行わ
れる。
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(B) 本社債および利札の呈示
本社債に係る確定社債券に関する元金の支払いは（下記の規定に従い）上記(A)に規定する方法
により当該確定社債券の呈示および引渡し（または支払うべき金額の一部支払いの場合であれば
裏書）と引換えによってのみ行われ、確定社債券に関する利息の支払いは（下記の規定に従い）
同様に利札の呈示および引渡し（または支払うべき金額の一部支払いの場合であれば裏書）と引
換えによってのみ行われる。当該各支払いは、合衆国（アメリカ合衆国（その州、コロンビア特
別区およびその属領を含む。以下同じ。））外の支払代理人の指定事務所においてなされる。上
記(A)に基づく支払いが、本社債権者または利札の所持人の選択により小切手により行われる場合、
かかる支払いは、当該本社債権者または利札の所持人が指定する合衆国外の住所へ郵送または送
付することにより行われる。振込みによる支払いは、適用ある法令に従って、直ちに使用可能な
資金により、被支払人が保有する合衆国外に所在する銀行の口座に対して行われる。下記の規定
に従い、確定社債券である本社債または利札に係る支払いは、合衆国内における発行会社または
支払代理人の事務所または代理店における当該本社債または利札の呈示によっては行われず、ま
たかかる支払いは合衆国内の口座への振込みまたは合衆国内の住所への郵送によっても行われな
い。
本社債に係る確定社債券は、当該社債券に係るすべての期限未到来の利札とともに支払いのた
めに呈示されなければならない。これがなされなかった場合には、欠缼している期限未到来の利
札の金額（一部支払いの場合には、かかる欠缼利札の金額に、かかる一部支払いの金額の支払わ
れるべき金額に対する割合を乗じたもの）が支払われる金額から控除される。そのようにして控
除された元金の各金額は、（当該利札が下記「(13) その他、(B) 消滅時効」に基づいて無効とな
っているか否かを問わず）当該元金に係る関連日（下記「(13) その他、(B) 消滅時効」に定義す
る。）から10年間が経過するまでの間、または（それよりも遅い場合には）当該利札の支払期日
が到来した日から５年間が経過するまでの間いつでも、関連する欠缼利札の引渡しと引換えに上
記の方法で支払われる。ただし、かかる期間の経過後は、かかる支払いは行われない。
本社債に係る確定社債券の償還の期日が利払日ではない場合は、かかる本社債に関し直前の利
払日または（場合により）利息起算日（同日を含む。）より発生した利息は関連する確定社債券
の引渡しと引換えによってのみ支払われる。
(C) 大券に関する支払い
大券により表章される本社債に関する元利金の支払いは、確定社債券に関する上記の規定また
は関連する大券に規定された方法によりかかる大券の呈示または（場合により）引渡しと引換え
に（下記の規定に従い）合衆国外の支払代理人の指定事務所において行われる。各支払いの記録
は、元金および利息の支払いを区別した上で、当該支払代理人によりかかる大券上に、または
（必要に応じて）ユーロクリアおよびクリアストリームの記録上になされる。
(D) 支払いに適用される一般条項
本社債の大券の所持人は、かかる大券により表章される本社債に関する支払いを受領する権限
を有する唯一の者とする。発行会社の支払義務は、かかる大券の所持人に対して、またはかかる
所持人の指示により支払われた各金額に関して免除される。ユーロクリアまたはクリアストリー
ムの記録上、大券により表章される本社債の一定の額面金額につき実質所持人として記載されて
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いる者は、ユーロクリアまたはクリアストリームに対してのみ、発行会社によってかかる大券の
所持人に対して、またはかかる所持人の指示により行われた支払いにおけるかかる者の持分につ
き請求することができる。大券の所持人以外の者は、大券に基づく支払いに関し、発行会社に対
して請求権を有しない。
(E) 会計等に関する法令の遵守
(ⅰ)すべての支払いは、あらゆる法域の会計その他の事項に関する法令および指令（法の適用
によるものであるか、発行会社またはその代理人の契約によるものであるかを問わない。）を遵
守して行われ、発行会社は、かかる法令、指令または契約により課されるいかなる性質の公租公
課についても責任を負わず（ただし、下記「(7) 租税上の取扱い」の規定の適用を妨げない。）、
また、(ⅱ)すべての支払いは、アメリカ合衆国内国歳入法（以下「内国歳入法」という。）第
1471条(b)に規定される契約に基づいて要求される源泉徴収または控除その他の内国歳入法第1471
条ないし第1474条、同条に基づく規則もしくは契約、同条の公式解釈または同条に係る政府間の
取組みを施行するための法律に基づいて行われる源泉徴収または控除の対象となり、また、
（ⅲ）すべての支払いは、内国歳入法第871条(m)に基づいて要求される源泉徴収または控除の対
象となる。かかる支払いに関して、本社債権者または利札の所持人に対して何らの手数料または
費用も課されない。
(F) 支払営業日
本社債または利札に関する支払期日が支払営業日（以下に定義する。）でない場合、かかる本
社債または利札の所持人は、代わりに、当該地域における翌支払営業日（ただし、翌支払営業日
が翌暦月になる場合は、当該地域における直前の支払営業日とする。）に支払いを受領すること
ができる。支払期日についてかかる調整がなされた場合であっても、本社債または利札に関する
支払額は、かかる調整による影響を受けない。
「支払営業日」とは、東京、ロンドン、ニューヨークおよびイスタンブールならびに（確定社
債券の場合には）関連する呈示の場所において、商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を
行い、一般的な営業（外国為替および外貨預金の業務を含む。）を行っており、かつTARGET2営業
日である日をいう。ただし、代理契約の規定に従う。
(G) 元金および利息の解釈
本社債の元金という表現には、必要に応じ、(ⅰ)本社債の満期償還額、(ⅱ)本社債の期限前償
還額、(ⅲ)下記「(7) 租税上の取扱い、フランスの租税」に基づいて元金に関して支払われるべ
き追加額および(ⅳ)本社債に基づき、または本社債に関して発行会社により支払われるべきプレ
ミアムその他の金額（利息を除く。）を含む。
本社債の利息という表現には、必要に応じ、下記「(7) 租税上の取扱い、フランスの租税」に
基づいて利息に関して支払われるべき追加額を含む。
本社債の経過利息という表現には、「(1) 利息、(B) 利息の発生」に規定されるように支払い
が停止されている遅滞分の利息を含む。
(H) 通貨が取得不可能な場合
発行会社が、為替管理の導入、通貨の交換または使用停止その他の発行会社のコントロールが
及ばない理由によりトルコ・リラを取得できなくなった場合、発行会社は本社債または利札の支
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払義務を、支払期日の４営業日前の日の正午（パリ時間）における適当な銀行間市場のトルコ・
リラによるユーロまたは（場合により）米ドルの買値のスポット為替レート（かかるスポット為
替レートが当該日に取得できない場合は、取得可能な直前の日におけるスポット為替レート）に
より換算したユーロ建てまたは米ドル建ての金額を支払うことにより履行することができる。本
項に従ってユーロまたは（場合により）米ドルによって行われた支払いは、債務不履行事由を構
成しない。
(I) 財務代理人および支払代理人
当初の財務代理人およびその他の支払代理人の名称および当初の指定事務所の住所は、以下の
とおりである。
発行会社は、支払代理人を変更もしくは解任し、追加の、もしくはその他の支払代理人を任命
し、または支払代理人が業務を行う指定事務所の変更を承認することができる。ただし、
(ⅰ) 本社債が証券取引所に上場している、またはその他の関係当局により取引もしくは上場が許
可されている限り、常に、関連する証券取引所の規則によって要求される地域に事務所を有す
る支払代理人（財務代理人がなることができる。）が存在しなければならない。
(ⅱ) 常に欧州の都市に指定事務所を有する支払代理人（財務代理人がなることができる。）が存
在しなければならない。
(ⅲ) 計算代理人が存在しなければならない。
(ⅳ) 常に財務代理人が存在しなければならない。
本社債に関する支払代理人（「支払代理人」）
名称

住所

ソシエテ・ジェネラル・バンク・アンド・トラスト
（Société Générale Bank & Trust）
（財務代理人）

ルクセンブルグ ルクセンブルグ市
エミル ロイター アベニュー 11
（11, avenue Emile Reuter 2420
Luxembourg, Luxembourg）

2420

ソシエテ・ジェネラル
（Société Générale）

フランス共和国 パリ市９区 ブルバール
オスマン 29
（29, boulevard Haussmann 75009
Paris, France）

いかなる変更、解任、選任または交代も、（支払不能の場合を除き、かかる場合には直ちに効
力を生じる。）「(9) 通知」に従って本社債権者に30日以上45日以内の事前の通知を行った後に
のみ効力を生じる。
代理契約に基づく行為に関しては、支払代理人は発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債
権者または利札の所持人に対してはいかなる義務も負わず、また代理または信託の関係を生じな
い。代理契約には、支払代理人と合併し、または支払代理人からすべてもしくは実質的にすべて
の資産の譲渡を受けた者が後任の支払代理人となることを認める規定が置かれている。

(4) 本社債の地位
本社債は、フランス通貨金融法典第L.613-30-3条第I-3°項に定める上位優先債務としての順位を
有する、発行会社の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務を構成する。
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本社債は、その相互間において何らの優先もなく同等かつ比例的な順位を有し、また、(ⅰ) フラ
ンス法第2016-1691号の施行日である2016年12月11日現在の発行会社のその他すべての未償還の直接、
無条件、無担保かつ非劣後の債務と同順位であり、(ⅱ)フランス法第2016-1691号の施行日である
2016年12月11日後に発行された発行会社の現在または将来のその他すべての直接、無条件、無担保
かつ上位優先の債務（通貨金融法典第第L.613-30-3条第I-3°項に定める。）と同順位であり、(ⅲ)
法定の優先例外規定の対象となる発行会社の現在または将来のすべての請求に劣後し、また (ⅳ)発
行会社の現在および将来のすべての上位非優先債務（通貨金融法典第L.613-30-3条第I-4°項に定め
る。）に優先する。

(5) 債務不履行事由
以下のいずれかの事由（それぞれを以下「債務不履行事由」という。）が発生した場合、本社債
権者は、発行会社に対して、本社債が期限の利益を喪失し、直ちに期限前償還額により償還される
べき旨の書面による通知を行うことができ、これにより本社債は、期限の利益を喪失し、直ちに期
限前償還額により償還される。
(ⅰ) 本プログラムに基づいて発行された社債（本社債を含む。）のいずれかに係る元金または利息
の支払いについて発行会社による債務不履行が発生し、かかる不履行が30日間継続すること。
(ⅱ) 発行会社が本プログラムに基づいて発行された社債（本社債を含む。）に基づく、またはこれ
に関するその他の義務を履行せず、かかる不履行の治癒を求める通知が発行会社に到達した後60
日間かかる不履行が継続すること（ただし、かかる不履行が発行会社によって治癒することがで
きないものである場合には、かかる不履行の継続は要件とならない。）。
(ⅲ) 発行会社が支払不能もしくは破産の宣告もしくは何らかの破産法、支払不能法その他債権者の
権利に影響を与える類似の法律に基づくその他の救済措置を求める手続を開始し、発行会社の設
立地もしくは本店所在地において発行会社に対して支払不能、再生手続もしくは規制に関する主
たる権限を保有する規制当局、監督当局その他これに類似の職務を有する者によって発行会社に
対してかかる手続が開始され、発行会社がかかる手続に同意し、または発行会社が、自らもしく
は上記の規制当局、監督当局もしくは類似の職務を有する者による解散もしくは清算の申立てに
同意すること。ただし、債権者により開始された手続または債権者により行われた申立てであっ
て、発行会社が同意していないものは債務不履行事由を構成しない。

(6) 社債権者集会および修正
代理契約は、本社債、利札または代理契約の一定の条項の変更に関する特別決議（以下「特別決
議」という。）による承認を含む本社債権者の利益に影響を及ぼす事項を決議する社債権者集会の
招集に係る規定を定めている。かかる集会は、いつでも、発行会社または未償還額面総額の10％以
上を保有する本社債権者により招集される。かかる社債権者集会における特別決議を行う定足数は、
未償還額面総額の50％以上を有する本社債権者またはその代理人、延期集会においては、額面金額
を問わず本社債を有する本社債権者またはその代理人とする。ただし、本社債および利札に関する
一定の条項の変更（本社債の満期日の変更、本社債に係る元金もしくは利息の減額もしくは免除、
本社債の支払通貨の変更、特別決議を行うための要件の変更または発行会社の株式、社債その他の
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債務および／もしくは有価証券を対価とする本社債の交換もしくは売却もしくはそれらへの本社債
の転換もしくはこれらを対価とする本社債の消却を含むが、これに限られない（代理契約により詳
細な規定がなされる。）。）を議事とする社債権者集会について特別決議を行うために必要な定足
数は、未償還額面総額の３分の２以上を有する本社債権者またはその代理人とし、かかる集会の延
期集会においては未償還額面総額の３分の１以上を有する本社債権者またはその代理人とする。社
債権者集会の特別決議は、その出席の有無を問わず、本社債権者および利札の所持人のすべてを拘
束する。
財務代理人および発行会社は、本社債権者および利札の所持人の同意なくして、本社債、利札ま
たは代理契約の変更のうち、(ⅰ)本社債、利札もしくは代理契約に含まれる曖昧な点もしくは瑕
疵のある規定もしくは矛盾する規定を是正もしくは訂正するためのもの、もしくは形式的、軽微
もしくは技術的なもの、(ⅱ)本社債権者および／もしくは利札の所持人の利益を著しく害しない
もの（ただし、当該変更を検討する目的で本社債権者の社債権者集会が開催された場合に特別決
議を要する事項に関するものでないことを条件とする。）、(ⅲ)明らかな誤謬もしくは証明され
た誤謬を是正するもの、または(ⅳ)法律上の強行法規を遵守するためのものに合意することがで
きる。かかる変更は本社債権者および利札の所持人を拘束し、またかかる変更は下記「(9) 通知」
に従い通知される。

(7) 租税上の取扱い
フランスの租税
以下は、日本国の税法上ならびに1995年３月３日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」および2007年１月11日
付の改正議定書（以下「租税条約」と総称する。）上の日本国居住者であり、租税条約の利益を享
受する権利を有する者であって、本社債との関係で日本国外の恒久的施設または固定的拠点を通じ
て行為を行っていない者による本社債の取得、保有および処分に関するフランスの租税上の重要な
結果の要約である。
以下の記述は一般的な概要であり、特定の状況にある本社債権者に関連しうるフランスの税法お
よび租税条約の全体像を示すことを意図したものではない。以下の記述は、本書提出日現在におい
て、源泉徴収の対象となる本社債からの所得に課される税に関する情報について記載したものであ
る。かかる情報は、本社債に関連して生じる可能性のある税制上の諸問題について、網羅的に説明
することを意図したものではない。したがって、本社債への投資を検討する投資家は、本社債の購
入、所有または処分に関する関連する各法域における当該投資家に対する課税関係について独自の
税制上の助言を受けるべきである。
本社債について発行会社によってなされた利息その他の収益の支払いには、当該支払いがフラン
ス国外のフランス一般租税法第238-0条Aに定められた非協調国または地域（ Etat ou territoire

non coopératif）（以下「非協調国」という。）においてなされた場合を除き、フランス一般租税
法第125条AⅢに定められる源泉徴収税が課されない。本社債に基づく支払いがフランス国外の非協
調国においてなされる場合、フランス一般租税法第125条AⅢに基づいて75％の源泉徴収税が適用さ
れる（ただし、一定の例外および適用される二重課税条約のより有利な条項の対象となる。）。非
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協調国のリストは、行政庁による命令により公表され、毎年更新される。2018年３月28日にフラン
ス政府により公表された法草案が現状の内容で採択された場合、(ⅰ) 2017年12月５日に欧州連合理
事会が採択した結論（その後の更新を含む。）の別紙Ⅰ記載のリスト（以下「EUリスト」とい
う。）に掲げる法域がフランス一般租税法第238-0条Aに定める非協調国のリストに追加され、その
結果、(ⅱ) 上述の源泉徴収税制度がEUリストに含まれる一定の法域にも拡大される。
さらに、フランス一般租税法第238条Aに従い、当該本社債の利息その他の収益は、それらが非協
調国に居住する者もしくは非協調国において設立された者に対して支払われ、もしくは生じた場合、
または非協調国において設立された金融機関の帳簿上に開設された口座に対して支払われた場合、
発行会社の課税収益の控除対象とはならない（以下「控除除外」という。）。この制度は、2018年
３月28日にフランス政府により公表された前述の法草案が現状の内容で採択された場合、EUリスト
に含まれる法域にも拡大される。一定の条件の下では、かかる控除対象とならない利息その他の収
益は、フランス一般租税法第109条以下に基づいてみなし配当とされる場合がある。その場合、かか
る控除対象とならない利息その他の収益には、フランス一般租税法第119条第２項に基づいて定めら
れる源泉徴収税が (ⅰ) 税法上のフランス居住者でない個人が享受する支払いに対しては12.8％、
(ⅱ) 税法上のフランス居住者でない法人が享受する支払いに対しては30％（フランス一般租税法第
219-I条に定める、2020年１月１日以後に開始する事業年度に係る標準的な法人税率と同率）、また
は (ⅲ) フランス国外の非協調国でなされた支払いに対しては75％の税率で課される場合がある
（ただし、一定の例外および適用される二重課税条約のより有利な条項の対象となる。）。
上記にかかわらず、本社債の発行の主要な目的および効果が、非協調国における利息その他の収
益の支払いを認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、本社債の発行にはフ
ランス一般租税法第125条AⅢに基づいて定められる75％の源泉徴収税および控除除外のいずれも適
用 さ れ ない （以 下 「本 例外 」 と いう 。） 。 フラ ンス の 公 共財 政公 報 ‐税 務BOI-INT-DG-20-5020140211第550号および第990号、BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211第70号および第80号ならびに
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60-20150320第10号に基づき、本社債が下記のいずれかに該当する場合、本
社債の発行は、発行会社がかかる本社債の発行の目的および効果を証明することなく、本例外の対
象となる。
(ⅰ) フランス通貨金融法典第L.411-1条に定められる公募または非協調国以外の国における公募に
相当するものによって勧誘される場合。ここに「公募に相当するもの」とは、外国の証券市場当
局への勧誘書類の登録または提出が必要となる勧誘をいう。
(ⅱ) フランスもしくは外国の規制市場または多国間証券取引システムにおける取引が承認されてお
り（ただし、かかる市場またはシステムが非協調国に所在していない場合に限る。）、かかる市
場の運営が取引業者または投資サービス業者その他これに類似する外国の事業体によって行われ
ている場合（ただし、かかる取引業者、投資サービス業者または事業体が非協調国に所在しない
場合に限る。）。
(ⅲ) その発行時において、フランス通貨金融法典第L.561-2条に定められる中央預託機関もしくは
証券の受渡しおよび支払いのためのシステムの運営機関またはこれに類似する外国の預託機関も
しくは運営機関の業務における取扱いが認められている場合（ただし、かかる預託機関または運
営機関が非協調国に所在しない場合に限る。）。
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本社債または利札に係る一切の支払いは、租税法域により、または租税法域のために課され、ま
たは徴収されることのある現在または将来の一切の公租公課、賦課または政府課徴金（性質の如何
を問わない。）を源泉徴収または控除することなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除
が法律上必要とされる場合はこの限りではない。
本社債および利札に係る支払いが租税法域の法令に基づいて現在または将来の公租公課、賦課ま
たは政府課徴金（性質の如何を問わない。）に係る源泉徴収または控除の対象となる場合、発行会
社は、法律により許容される限度で、かかる源泉徴収または控除の後、各本社債権者または各利札
の所持人が、当該時点で支払期限の到来した全額を受領するために必要な追加額を支払う。ただし、
次の場合には、本社債または利札に関し、かかる追加額は支払われない。
(a) 単なる本社債または利札の所持による以外にフランスと関係を有していることを理由として、
本社債または利札に関するかかる公租公課、賦課または政府課徴金に対する責任を負担している
者が所持人である場合。
(b) 関連日（下記「(13) その他、(B) 消滅時効」に定義する。）から30日を超える期間が経過した
後に支払いのための呈示がなされた場合。ただし、かかる30日目の日が支払営業日であったと仮
定して所持人がかかる日に支払いのために本社債または利札を呈示していたならばかかる追加額
を受領する権利を有していた場合を除く。
本社債の要項のその他の規定にかかわらず、発行会社は、いかなる場合にも、(ⅰ)内国歳入法第
1471条(b)に規定される契約に基づいて要求され、もしくはその他内国歳入法第1471条ないし第1474
条、これらに基づく規則もしくは契約、これらの公式解釈もしくはこれらに係る政府間の取組みを
施行するための法律に基づいて行われ、または(ⅱ)第871条(m)規則（以下に定義する。）に従って
行われる源泉徴収または控除について、本社債または利札に関し、いかなる追加額の支払いを行う
義務も負わない。また、発行会社は、第871条(m)に基づく源泉徴収額の決定に際し、一切の「配当
同等物」（内国歳入法第871条(m)において定義される。）について、その支払いに適用されうる最
も高い税率を適用して源泉徴収を行う権利を有する（適用法令に基づき当該源泉徴収について利用
可能な一切の免除措置または減額措置を考慮しない。）。
「第871条(m)規則」とは、内国歳入法第871条(m)に基づき発行される米国財務省規則をいう。

日本国の租税
（a）はじめに
日本国の租税に関する以下の記載は、本書提出日現在施行されている日本国の所得に係る租税
に関する法令（以下「日本の税法」という。）に基づくものである。
下記（b）では、日本国の居住者である個人の本社債に関する課税上の取扱いの概略について、
また下記（c）では、内国法人についての本社債に関する課税上の取扱いの概略について、それぞ
れ述べる。ただし、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、
また、以下の記載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、
全ての課税上の取扱いを網羅的に述べるものではなく、かつ、例外規定の適用によって記載され
ている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本社債に投資しようと
する投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資す
ることが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
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（b）日本国の居住者である個人
日本国の居住者である個人が支払いを受けるべき本社債の利息は、それが国内における支払の
取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315％（15％の所得税、復興特別所得税
（所得税額の2.1％）および５％の地方税の合計）の源泉徴収税が課される。日本国の居住者であ
る個人が保有する本社債の利息に係る利子所得は、原則として、20.315％（15％の所得税、復興
特別所得税（所得税額の2.1％）および５％の地方税の合計）の申告分離課税の対象となり、上記
で述べた支払の取扱者を通じて本社債の利息の交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額が
ある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除される。ただし、一回に支払いを受けるべき
利息の金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、その場合には上
記の源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができる。
日 本 国 の居 住 者で あ る個人 が 本 社債 を 譲渡 し た場合 の 譲 渡損 益 は、 譲 渡所得 等 と して 、
20.315％（15％の所得税、復興特別所得税（所得税額の2.1％）および５％の地方税の合計）の申
告分離課税の対象となる。
日本国の居住者である個人が本社債の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益は、
譲渡所得等とみなされ、20.315％（15％の所得税、復興特別所得税（所得税額の2.1％）および
５％の地方税の合計）の申告分離課税の対象となる。
申告分離課税の対象となる、本社債の利息、譲渡損益、および償還差損益については、一定の
条件および限度で、他の上場株式等（特定公社債を含む。）の利子所得、配当所得、および譲渡
所得等との間で損益通算を行うことができ、かかる損益通算においてなお控除しきれない部分の
上場株式等の譲渡損失（償還差損を含む。）については、一定の条件および限度で、翌年以後３
年間にわたって、上場株式等（特定公社債を含む。）に係る利子所得、配当所得および譲渡所得
等からの繰越控除を行うことができる。
なお、本社債は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、
その場合には、上記と異なる手続および取扱いとなる点があるため、注意されたい。
（c）内国法人
内国法人が支払いを受けるべき本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支
払われる場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除き、日本の税法上、15.315％（15％
の所得税および復興特別所得税（所得税額の2.1％）の合計）の源泉徴収税が課される。当該利息
は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。なお、本社債の利息の交
付を支払の取扱者を通じて受ける場合には、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の
下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
内国法人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は損
金の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
内国法人が本社債の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額
として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。

- 16 -

(8) 準拠法および管轄裁判所
(A) 準拠法
代理契約、約款、本社債および利札ならびにそれらに起因または関連する契約外の義務は、英
国法に準拠し、同法に基づき解釈される。
(B) 管轄裁判所
発行会社は、英国の裁判所が本社債および／または利札に起因または関連して生じうる紛争を
解決する管轄権を有することに取消不能の形で合意し、それに伴って英国の裁判所の管轄権に服
する。
発行会社は、英国の裁判所が不都合な裁判地であること、または管轄違いであることを理由と
して英国の裁判所に対して異議を申し立てる権利を放棄する。法律により認められる範囲で、本
社債権者および利札の所持人は、本社債および利札ならびに本社債および利札に起因または関連
して生じる発行会社に対する訴訟、法的措置または手続（以下「関連手続」と総称する。）につ
いて、管轄権を有するその他の裁判所に提起し、または申し立てることができ、複数の法域にお
いて同時に関連手続の提起または申立てを行うことができる。
発行会社は現在EC3N 4SG ロンドン、タワーヒル41 SGハウスに所在するソシエテ・ジェネラ
ル・ロンドン支店（以下「SGLB」という。）を訴状送達代理人として任命している。SGLBが訴状
送達代理人を辞任した場合または英国での登録を取り消された場合、発行会社は他の者を英国に
おける訴状送達代理人に任命することに合意している。本項の記載は、法律で認められるその他
の方法によって訴状を送達する権利に影響を及ぼさない。
発行会社は、代理契約および約款において、上記とほぼ同様の条項により、英国の裁判所の管
轄に服することに合意し、訴状送達代理人を任命している。

(9) 通

知

本社債に関するすべての通知は、ヨーロッパで一般に頒布されている主要な英字の一般日刊紙
（「フィナンシャル・タイムズ」が予定されている。）に掲載された場合に有効になされたものと
みなされる。
確定社債券が発行されるまでは、本社債を表章する大券がすべてユーロクリアおよび／またはク
リアストリームのために保有されている限り、ユーロクリアおよび／またはクリアストリームによ
る本社債権者への伝達を目的として、それらの機関に対して関連する通知を交付することにより、
かかる新聞への掲載に代えることができる。
かかる通知は、ユーロクリアおよび／またはクリアストリームに対して当該通知がなされた日に
おいて本社債権者に対してなされたものとみなされる。
本社債権者が行う通知は、書面によりなされ、（確定社債券の場合には）当該本社債とともに財
務代理人に提出することによりなされなければならない。本社債が大券により表章されている場合
は、かかる通知は、財務代理人およびユーロクリアおよび／または（場合により）クリアストリー
ムが当該目的のために同意する方法で、本社債権者によりユーロクリアおよび／または（場合によ
り）クリアストリームを通じて財務代理人に対して行うことができる。
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(10) 英国1999年契約（第三者権利）法
本社債は、本社債のいずれかの条項を強制する英国1999年契約（第三者権利）法に基づく権利を
付与するものではない。ただし、このことは、同法とは別に存在し、または実行することができる
第三者の権利または救済策に影響を及ぼさない。

(11) 相殺権の放棄
本社債または利札の所持人は、いかなる場合でも、発行会社が当該所持人に対して直接的または
間接的に有し、または取得した権利、請求権または責任（発生理由の如何を問わない。また、疑義
を避けるために、本社債または利札に関するものであるか否かを問わず、あらゆる契約その他の文
書に基づいて、もしくはこれらに関して生じた権利、請求権および責任または契約外の義務を含む
ことを明記する。）に対して放棄対象相殺権（以下に定義する。）を行使し、または主張すること
はできず、かかる各所持人は、かかる現実の、または潜在的な権利、請求権および責任に関して、
適用ある法令によって認められる限りで放棄対象相殺権のすべてを放棄したとみなされる。
疑義を避けるため、本「(11) 相殺権の放棄」の規定は、何らかの減殺、相殺、ネッティング、損
害賠償、留保または反対請求の権利を付与したものではなく、かかる権利を認めたものと解釈され
るべきものでもなく、また、本「(11) 相殺権の放棄」がなければ本社債または利札の所持人のいず
れかにかかる権利が認められ、またはその可能性がある旨を定めたものではないことを明記する。
本「(11) 相殺権の放棄」において「放棄対象相殺権」とは、本社債もしくは利札に基づいて、ま
たはこれらに関して、直接的または間接的に減殺、相殺、ネッティング、損害賠償、留保または反
対請求を行う本社債または利札の所持人の一切の権利または請求権をいう。

(12) ベイルインおよび減額または転換権の承認
各本社債権者（本項において、本社債の現在または将来の実質持分の保有者を含む。）は、本社
債を取得することにより、下記の内容を承認、承諾、同意および合意する。
(イ) 関連破綻処理当局（以下に定義する。）または規制当局（以下に定義する。）によるベイルイ
ン権限（以下に定義する。）の行使の効果（以下のいずれかまたはそれらの組み合わせを含み、
またそのような結果となる可能性がある。）に拘束されること。
(ⅰ)

本支払金額（以下に定義する。）の全部または一部の恒久的な減額

(ⅱ)

本社債の要項の改定、修正または変更によるものを含む、本支払金額の全部または一部
の発行会社その他の者の株式その他の有価証券またはその他の債務への転換（および当
該株式、有価証券または債務の本社債権者に対する発行）（この場合、本社債権者は、
本社債に基づく権利の代わりに、発行会社その他の者の当該株式その他の有価証券また
はその他の債務を受領することに同意する。）

(ⅲ)

本社債の消却

(ⅳ)

本社債の満期の改定もしくは変更、または本社債に関して支払われるべき利息額もしく
は利息の支払期限の改定（一時的な支払いの停止を含む。）

(ロ) 本社債の要項は、関連破綻処理当局または規制当局によるベイルイン権限の行使に服し、かか
る権限の行使を有効にするために必要な場合、本社債の要項が変更されることがあること。
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本項において、「本支払金額」とは、本社債の当該時点における未償還残高および本社債に係る
未払いの経過利息（ただし、その時点までに消却その他の方法によりすでに支払義務を負わなくな
っている場合を除く。）をいう。
本項において、｢ベイルイン権限｣とは、信用機関および投資会社の再建および破綻処理に関する
枠組を設定する2014年５月15日付の欧州議会および欧州連合理事会指令2014／59／EU（その随時の
改正を含み、以下「BRRD」という。）もしくは単一破綻処理メカニズムおよび単一破綻処理基金の
枠組内で金融機関および特定の投資会社の破綻につき、一律の規則および一律の手続を策定すると
ともに規則（EU）1093／2010号を改正する欧州議会および欧州連合理事会の2014年７月15日付規則
（EU）806／2014号（その随時の改正を含み、以下「単一破綻処理メカニズム規則」という。）の国
内 法 化 （ フ ラ ン ス の 2015 年 ８ 月 20 日 付 政 令 第 2015-1024 号 （ Ordonnance portant diverses
dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière
financière）（その随時の改正を含み、以下「2015年８月20日付政令」という。）に基づくものを
含むが、これらに限られない。）に関連するフランスの有効な法令、規則もしくは要件に基づいて
当該時点において存在する権限その他フランス法（および各場合においてそれらに基づいて設けら
れた指令、規則および基準）に基づいて生じる権限であって、それらに基づいて規制対象会社（も
しくは当該規制対象会社の関連会社）の債務（の一部もしくは全部）の減額、消却、停止、譲渡、
変更その他の何らかの修正、または規制対象会社（もしくは当該規制対象会社の関連会社）の有価
証券の当該規制対象会社その他の者の株式その他の有価証券もしくはその他の債務への転換が行わ
れうるもの（破綻処理措置の実施等の後に適用されるベイルイン・ツール（下記「募集又は売出し
に関する特別記載事項」に定義する。）に関連するものであるか否かを問わない。）をいう。
「規制対象会社」とは、2015年８月20日付政令により改正されたフランスの通貨金融法典第
L.613-34条第Ⅰ項に規定される会社をいい、一定の金融機関、投資会社およびフランスで設立され
たそれらの親会社または持株会社の一部を含む。
「 関 連 破 綻 処 理 当 局 」 と は 、 フ ラ ン ス 健 全 性 監 督 ・ 破 綻 処 理 当 局 （ Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution）（ACPR）、単一破綻処理メカニズム規則に基づき設立された単一破
綻処理委員会その他の当該時点におけるベイルイン権限の行使またはベイルイン権限の行使への参
加を行う権限を有する当局（単一破綻処理メカニズム規則第18条に基づき行為する欧州連合理事会
および欧州委員会を含む。）をいう。
「規制当局」とは、欧州中央銀行およびその承継機関または代替機関その他の発行会社の健全性
の監視および監督について第一次的な責任を負う当局をいう。
本支払金額の返済または支払いの期限の到来がそれぞれ予定された時点で、発行会社またはその
グループのその他の構成員に適用される有効なフランスおよび欧州連合の法令に基づき発行会社が
当該返済または支払いを行うことが認められる場合を除き、いかなる本支払金額の返済または支払
いについても、関連破綻処理当局または規制当局による発行会社に関するベイルイン権限の行使後
は、支払期限が到来せず、支払いが行われない。
本社債に関して関連破綻処理当局または規制当局によりベイルイン権限が行使された場合、発行
会社は、かかるベイルイン権限の行使について本社債権者に対して上記「(9) 通知」に従って実務
上可能な限り速やかに書面による通知を行う。また、発行会社は、かかる通知の写しを情報提供の
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ため財務代理人に交付するが、財務代理人は、かかる通知を本社債権者に送付する義務を負わない。
発行会社が通知を遅滞した場合、または通知を怠った場合であっても、かかる遅滞または懈怠は、
ベイルイン権限の有効性および執行可能性に影響を及ぼさず、また上記の本社債に対する効果に影
響を及ぼさない。
発行会社に関する関連破綻処理当局または規制当局によるベイルイン権限の行使の結果による本
社債の消却、本支払金額の一部または全部の減額、本社債の発行会社その他の者の他の有価証券ま
たは債務への転換、および本社債に関する関連破綻処理当局または規制当局によるベイルイン権限
の行使は、債務不履行事由に該当せず、その他の契約上の義務の不履行を構成しないものとし、本
社債権者に対して救済（衡平法上の救済を含む。）を受ける権利を付与するものではなく、かかる
権利は本項により明示的に放棄される。
本項に基づき、関連破綻処理当局または規制当局によりベイルイン権限が行使された場合、発行
会社および各本社債権者（本社債の実質持分の保有者を含む。）は、関連破綻処理当局または規制
当局によるベイルイン権限の行使に関連して(a)財務代理人が本社債権者からいかなる指示も受ける
義務を負わないこと、および(b)財務代理人は英国法代理契約に基づきいかなる義務も課されないこ
とに同意する。
上記にかかわらず、関連破綻処理当局または規制当局によるベイルイン権限の行使の完了後に未
償還の本社債が残存する場合（例えば、ベイルイン権限の行使の結果、本社債の元金が部分的に減
額されるのみとなる場合）、英国法代理契約に基づく財務代理人の義務は、発行会社および財務代
理人が英国法代理契約の改定契約に従って合意する範囲内において、当該完了後の本社債について
継続して適用される。
関連破綻処理当局または規制当局によるベイルイン権限が本支払金額の総額未満の金額に関して
行使された場合、財務代理人が、発行会社または関連破綻処理当局もしくは規制当局から異なる指
示を受けた場合を除き、ベイルイン権限に基づく本社債に関する消却、減額または転換は、按分計
算により行われる。
本項に規定される事項は、上記の事項に関するすべてを網羅したものであり、発行会社と各本社
債権者との間のその他の契約、取決めまたは合意を排除する。
本社債権者は、本項に基づく手続において必要な費用（発行会社および財務代理人が負担するも
のを含むが、これらに限られない。）の一切を負担する義務を負わない。

(13) その他
(A) 代わり社債
本社債または利札が紛失し、盗取され、切断され、汚損し、または毀損した場合、財務代理人
の指定事務所において、関連する証券取引所の要件およびすべての適用ある法令に基づき、申請
者によるそれに関して発生した費用の支払いおよび発行会社が合理的に要求する証拠、担保、補
償等を提供することにより、取り替えることができる。汚損または毀損した本社債または利札は
代替物が発行されるまでに引き渡されなければならない。紛失または盗取の場合の本社債および
利札の取替えは、ルクセンブルグの無記名式有価証券の非任意的な占有喪失に関する1996年９月
３日付の法律（その後の改正を含む。以下「1996年非任意占有喪失法」という。）の手続に服す
る。
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(B) 消滅時効
関連日の後、元金については10年間、利息については５年間、元金および／または利息に関す
る請求を行わない場合、本社債（および関連する利札）は無効となる。
1996年非任意占有喪失法により、(ⅰ)本社債または利札について異議が申し立てられ、かつ
(ⅱ)本社債が失権（1996年非任意占有喪失法に定義される。）する前に本社債の期限が到来した
場合、本社債または利札に基づいて支払われるべき（しかし、いまだ当該本社債または利札の所
持人に支払われていない）金額の支払いは、異議が取り下げられ、または本社債の失権がなされ
るまでの間は、ルクセンブルグの委託基金（Caisse des consignations）に対して行わなければ
ならない。
「関連日」とは、関連する支払いに関する期限が最初に到来する日をいう。ただし、財務代理
人がかかる期日以前に支払われるべき金員の全額を受領していなかった場合には、かかる金員を
全額受領し、かつ上記「(9) 通知」に従いその旨の通知が本社債権者に対して適法になされた日
をいう。
(C) 追加発行
発行会社は随時本社債権者または利札の所持人の同意なくして本社債とすべての点で同順位か
つ同様の要項（発行日、利息起算日、発行価格ならびに／または初回利払いの金額および日付を
除く。）で社債を追加発行でき、かかる追加発行された社債は発行済の本社債と統合され、単一
のシリーズをなす。
(D) 本社債の様式
(イ) 大券
本社債は、仮大券の様式により発行され、発行日以前にユーロクリアおよびクリアストリー
ムの共通預託機関に交付される。本社債に係る大券は、当該時点におけるユーロクリアまたは
（場合により）クリアストリームの規則および手続に従ってのみ譲渡することができる。
本社債が仮大券によって表章されている間は、本社債に関して交換日（以下に定義する。）
よりも前に支払期限を迎える元金、利息その他の金額の支払いは、本社債の持分の実質所有者
が米国人または米国人に再販売するために購入した者ではない旨の証明書（米国財務省規則に
より要求されるもの。様式が提供される。以下「非米国証明書」という。）をユーロクリアお
よび／またはクリアストリームが受領し、ユーロクリアおよび／または（場合により）クリア
ストリームが類似の証明書（当該機関が受領した非米国証明書に基づくもの）を財務代理人に
対して交付している場合に限り、行われる。
交換日以降、本社債に係る仮大券の持分は、当該仮大券の要項に従い、米国財務省規則の要
求に基づいて、上記の実質所有に係る非米国証明書と引換えに（ただし、かかる非米国証明書
が上記の規定に従ってすでに交付されている場合を除く。）請求により（無料で）恒久大券の
持分に交換することができる。本社債に係る仮大券の恒久大券の持分への交換は、本社債に係
る確定社債券がいまだ発行されていない場合にのみ行われる。本社債に係る確定社債券がすで
に発行されている場合には、本社債に係る仮大券は、その要項に従って確定社債券にのみ交換
することができる。本社債に係る仮大券の保有者は、適正に非米国証明書を提出したにもかか
わらず仮大券の恒久大券の持分または確定社債券への交換が不適切に留保または拒絶された場

- 21 -

合を除き、交換日以降に支払期限を迎える利息、元金その他の金額の支払いを受ける権利を有
しない。
本社債に係る恒久大券に係る元金、利息その他の金額の支払いは、ユーロクリアおよび／ま
たは（場合により）クリアストリームを通じて、その保有者に対して、またはその保有者の指
図により（当該恒久大券の呈示または（場合により）引渡しと引換えに）支払われる。ただし、
非米国証明書の提出は要求されない。
下記(ⅰ)ないし(ⅲ)に定める事由（以下、それぞれ「交換事由」という。）のいずれかが発
生した場合、恒久大券の全部（一部は不可。）が、（無料で）利札が付された確定社債券に交
換されるものとし、また、下記(ⅲ)に定める事由が発生した場合は、発行会社が当該交換を行
うものとする。
(ⅰ) 債務不履行事由が発生し、継続していること。
(ⅱ) ユーロクリアおよびクリアストリームがともに連続する14日以上営業を停止し（休日、
法律上の理由等による場合を除く。）、または営業を恒久的に停止する意思を公表し、
もしくは実際に営業を恒久的に停止し、かつ後継の決済機関が利用できない旨の通知を
発行会社が受けること。
(ⅲ) 発行会社が、本社債に係る次回の支払いの際に、上記「(7) 租税上の取扱い、フランス
の租税」に記載の追加額を支払うことが要求されるが、本社債が確定社債券であればか
かる支払いが不要であること。
交換事由が発生した場合、発行会社は、上記「(9) 通知」に従い直ちに本社債権者に通知を
行う。交換事由が発生した場合、（当該大券に対する持分の保有者の指示に従い行為する）ユ
ーロクリアおよび／またはユーロクリア・ルクセンブルグは、財務代理人に交換を求める通知
を行うことができる。かかる一切の交換は、財務代理人が最初の関連ある通知を受領した日か
ら10日以内に行われるものとする。
「交換日」とは、(ⅰ)本社債に係る仮大券の発行後40日を経過した時点および(ⅱ)本プログ
ラムに係るディーラーが本社債の販売が完了したと証明した後40日が経過した時点のいずれか
遅い方の直後の日をいう。
(ロ) 約款
本社債を表章し、ユーロクリアおよび／またはクリアストリームのために保有されている大
券（またはその一部）の支払期限がその要項に従って到来した場合、または満期日が到来した
場合であって、本社債の要項に従った全額の支払いが持参人に対して行われていないときには、
当該大券は、その日の午後８時（ロンドン時間）に無効となる。それと同時に、ユーロクリア
および／またはクリアストリームの口座において当該本社債（確定社債券を除く。）の口座記
録が行われている口座保有者は、約款の規定に基づき、ユーロクリアおよび／またはクリアス
トリームが提供する口座証明書を根拠として、発行会社に対して直接訴求する権利を取得する。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】
ベイルイン規制
BRRDが、2014年７月２日に施行された。BRRDは、指令であるため、フランス国内では直接適用さ
れず、国内法化されなければならなかった。フランスの2015年８月20日付政令第2015-1024号により、
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BRRDはフランス法として国内法化され、それに伴いフランスの通貨金融法典も改正された。かかる
フランスの政令は、BRRDの施行を明確化する規定も組み込んだ2016年12月９日付の法律第2016-1691
号により承認された。
BRRDならびに欧州議会および欧州連合理事会の2014年７月15日付規則（EU）806／2014号（以下
「SRM規則」という。）は、信用機関、投資会社、一定の金融機関および一定の持株会社（各々を以
下「関連法人」という。）の再建および破綻処理に関する欧州連合全域にわたる枠組を設定するこ
とを目的に掲げている。BRRDが規定する制度は、特に、関連法人の破綻が経済および金融のシステ
ムに与える影響（納税者の損失に対するエクスポージャーを含む。）を最小化しつつ、経営難に陥
った、または破綻した関連法人に十分早期に、かつ迅速に介入することによって、かかる関連法人
の重要な金融および経済に係る機能の継続性を維持するための信頼性のある措置を実施する権限を
各EU加盟国が指定する当局（以下「破綻処理当局」という。）に与えるために必要であるとされて
いる。
SRM規則により、破綻処理の権限は一元化され、単一破綻処理理事会（以下「SRB」という。）お
よび各国の破綻処理当局に付与される。
BRRDおよびSRM規則により破綻処理当局に付与される権限には、資本性証券（劣後負債性証券を含
む。）および適格債務（低順位の証券だけではすべての損失を吸収することができないことが判明
した場合は、本社債等の高順位の負債性証券を含む。）に、一定の優先順位に基づいて、破綻処理
の対象となる発行者である関連法人の損失を吸収させる減額または転換を行う権限（以下「ベイル
イン・ツール」という。）が含まれている。
BRRDを法制化するフランスの通貨金融法典によると、（ⅰ）関連法人が破綻しているか、または
破綻する可能性が高いと破綻処理当局または関連する監督官庁が判断し、（ⅱ）破綻処理措置以外
の措置では合理的な期間内に破綻を回避することができる合理的な見込みがなく、かつ（ⅲ）破綻
処理の目的（特に、重要な機能の継続性を維持すること、金融システムに対する重大な悪影響を回
避すること、特別な公的財政支援への依存を最小化することにより公的資金を保護することならび
に顧客の資金および資産を保護すること）を達成するために破綻処理措置が必要であり、かかる関
連法人を通常の倒産手続で清算したのでは同程度にその破綻処理の目的を実現することができない
場合、破綻処理の条件が成就したとみなされる。
破綻処理当局は、減額もしくは転換が行われない限り関連法人もしくはそのグループが存続し得
ないと判断したとき、または関連法人が特別な公的財政支援を必要としているとき（フランスの通
貨金融法典第L.613-48 Ⅲ第３条に規定される方法で特別な公的財政支援が提供された場合を除
く。）、（破綻の要件が充足された場合の）破綻処理措置とは別に、またはこれとあわせて、資本
性証券（劣後負債性証券を含む。）を減額し、または株式に転換することができる。本社債の要項
には、ベイルイン・ツールの実行に関する規定が含まれている。
ベイルイン・ツールまたは破綻処理当局による資本性証券（劣後負債性証券を含む。）の減額も
しくは転換の権限の行使により、本社債は、完全に（つまりゼロまで）、もしくは部分的に減額さ
れ、もしくは普通株式その他の証券に転換され、または本社債の条件が変更される可能性がある
（例えば、満期日および／もしくは利息が変更され、かつ／または一時的な支払いの停止が命じら
れる可能性がある。）。特別な公的財政支援は、ベイルイン・ツールを含む破綻処理措置を可能な
限り最大限に検討し、適用した後の最後の手段としてのみ行われるべきである。
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BRRDは、破綻処理当局に対し、ベイルイン・ツールに加えて、破綻処理の条件を満たした関連法
人についてその他の破綻処理措置を実施するより広い権限を与えており、かかる権限には、関連法
人の事業の売却、承継機関の創設、資産の分離、負債性証券の債務者としての金融機関の地位の交
代または代替、負債性証券の要項の変更（満期日および／もしくは利息額の変更ならびに／または
一時的な支払いの停止を含む。）、経営陣の解任、暫定的な管理人の選任ならびに金融商品の上場
および取引許可の停止が含まれるが、これらに限定されない。
破綻処理当局は、破綻処理措置を実施する前、または関連する資本性証券の減額もしくは転換を
行う権限を行使する前に、金融機関の資産および負債の公正、慎重かつ現実的な評価が、公的機関
から独立した者により行われるようにしなければならない。
2016年１月１日以降、フランスの信用機関（発行会社を含む。）は、フランスの通貨金融法典第
L.613-44条に従って、自己資本および適格債務の最低基準（以下「MREL」という。）を常に満たす
必要がある。MRELは、金融機関の全債務および自己資本に対する割合として表示されるものであり、
金融機関がベイルイン・ツールの実効性を妨げるような態様で負債を構成することを防止すること
を目的としている。2019年１月以降、発行会社を含むグローバルなシステム上重要な銀行（G-SIB）
は、総損失吸収力（TLAC）の要件も遵守しなければならない。
SRM規則の規定に従い、適用ある場合、SRBは、意思決定過程に関連するすべての点において、
BRRDに基づき指定された国内の破綻処理当局を承継し、BRRDに基づき指定された国内の破綻処理当
局は、SRBにより採択された破綻処理スキームの実施に関連する業務を継続する。銀行の破綻処理計
画の準備に関連するSRBと国内の破綻処理当局の間の連携に関する規定は、2015年１月１日から適用
が開始され、2016年１月１日以降、SRMは全面的に運用されている。
フランスのBRRDを実施する規定に基づく破綻処理措置が発行会社もしくは発行会社のグループに
適用され、またはかかる適用が示唆された場合、本社債の保有者の権利、本社債への投資の価格も
しくは価値、および／または本社債に基づく債務を履行する発行会社の能力に重大な悪影響を及ぼ
す可能性があり、その結果、投資家はその投資全額を失う可能性がある。
また、発行会社の財政状況が悪化した場合、ベイルイン・ツールが存在すること、または破綻処
理当局が当該金融機関もしくはそのグループが存続不能であると判断したときに、資本性証券（劣
後負債性証券を含む。）に係る破綻処理措置とは別に、もしくは破綻処理措置とともに減額もしく
は転換を行う権限を行使することにより、本社債の市場価格または価値が、かかる権限が存在しな
かった場合よりも急激に低下する可能性がある。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。

第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
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第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下
に掲げる書類を参照すること。

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
(

事業年度
(2017年度)

自
至

平成29年１月１日
)
平成29年12月31日

平成30年６月５日
関東財務局長に提出。

２ 【四半期報告書又は半期報告書】
(

事業年度
(2018年度中)

自
至

平成30年１月１日
)
平成30年６月30日

平成30年９月21日
関東財務局長に提出。

３ 【臨時報告書】
(1) １の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第１項および第２項第６号の規定に基づく臨時報告書を平成30年６月５日
に関東財務局長に提出。
(2) １の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第１項および第２項第６号の規定に基づく臨時報告書を平成30年11月21日
に関東財務局長に提出。

４ 【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。

５ 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。

６ 【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。

７ 【訂正報告書】
該当事項なし。

第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称
する。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出
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日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、
有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判
断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。

第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし。

- 27 -

発行登録書の提出者が金融商品取引法第５条第４項各号に
掲げる要件を満たしていることを示す書面

会社名

ソシエテ・ジェネラル

代表者の役職氏名

最高経営責任者

フレデリック・ウデア

１

当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。

２

当社の発行済株券は、指定外国金融商品取引所に上場しており、かつ、算定基準日（平成 30 年９
月 18 日）における当該株券の基準時時価総額が 1,000 億円以上であります。
3,833,847,272,090 円

（注）算定基準日における主要な一指定外国金融商品取引所であるユーロネクスト・パリの市場相場に
よる株券の最終価格により算出しております。日本円への換算は、１ユーロ＝130.51 円の換算
率（平成 30 年９月 18 日の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相
場の仲値）により行っており、１円未満は切り捨てております。
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  ᖺᗘࡢᩘ್ࡣ ,)56 ➨  ྕᇶ‽ࠊࡲࡓࠊ ᖺᗘࡢᩘ್ࡣ ,$6 ➨  ྕᇶ‽‽ࡌ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢺࣛࣥࢨࢡ
ࢩࣙࣥ㸤࣓࣌ࣥࢺ࣭ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛ࡽࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ
࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ㒊㛛ࡢ⛣⟶క࠺ಟṇ⾲♧ᚋ
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ࢽ࡛ࡢᘬᙜ㔠ࡢᡠࡋධࢀࡼࡾࠊES㸦๓ᖺྠᮇ㸸ES㸧ࡢపỈ‽ࡲࡗࡓࠋ

-

౫↛ࡋ࡚పỈ‽ࡢῶᦆࡸඃⰋമᶒࡢศ㢮࡞ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ⎔ቃ࠾࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ㒊㛛ࡢࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡ࡣ ES㸦๓ᖺྠᮇ㸸
ES㸧࡞ࡗࡓࠋ


 ᖺᗘࡢࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡ࡢ┠ᶆࡣ 㹼ES ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶ᮎⅬࡢ⥲㈚ಽᠱᛕമᶒẚ⋡ࡣ 㸣㸦 ᖺ  ᭶ᮎ㸸㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶
ᮎⅬࡢ⥲㈚ಽᠱᛕമᶒᘬᙜ⋡ࡣ 㸣  ࡛࠶ࡗࡓ㸦 ᖺ  ᭶ᮎẚ࡛Ᏻᐃ㸧ࠋ

Ⴀᴗ┈㸸 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟ㸦๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸧ࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡣ
 ൨  ࣮ࣘࣟ㸦๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸧
ᇶ♏࡞ࡿႠᴗ┈ࡣࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡣ⥲㢠  ൨  ࣮ࣘࣟ㸦๓ᖺྠᮇ㸸 ൨  
࣮ࣘࣟ㸧ࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟ㸦๓ᖺྠᮇ㸸 ൨  ࣮ࣘࣟ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᙜᮇ⣧┈
 ᖺ
 ᖺ
➨  ᅄ༙ᮇ ➨  ᅄ༙ᮇ

㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧

 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

ィୖࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈



















 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

ᇶ♏࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ 


 ᖺ
 ᖺ
➨  ᅄ༙ᮇ ➨  ᅄ༙ᮇ

㸦༢㸸㸣㸧
527(㸦ィୖ㸧









ᇶ♏࡞ࡿ 527(  










 ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢ  ᰴᙜࡓࡾ┈ࡣ  ࣮ࣘࣟ㸦๓ᖺྠᮇ㸸 ࣮ࣘࣟ  㸧࡞ࡗࡓࠋ ᖺ
㹼 ᭶ᮇࡢ  ᰴᙜࡓࡾ㓄ᙜ㔠ᘬᙜ㔠ࡣ  ࣮ࣘࣟ࡞ࡾࠊࡇࢀࡣ 㸣ࡢ㓄ᙜᛶྥ┦ᙜࡍࡿࠋ










 ㈚ಽᠱᛕമᶒᘬᙜ㔠㈚ಽᠱᛕമᶒࡢẚ⋡
 ⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠㸦 ᖺᗘ㸧ࠊ≉ู㡯┠ࠊ,)5,& ➨  ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧࡢಟṇ⾲♧ᚋ
 ⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠ࡢ᥍㝖ᚋ㸦 ᖺ 㹼 ᭶ᮇ㸸 ࣮ࣘࣟࡢ  ᰴᙜࡓࡾ⥲┈㸧
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 ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㈈ົᵓ㐀
 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢᰴ
ᰴ㈨ᮏࡣ⥲㢠  ൨࣮ࣘࣟ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸸
൨࣮ࣘࣟࠊ ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸸 ൨࣮ࣘࣟ  㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ ᰴ࠶ࡓࡾ⣧㈨⏘౯್ࡣ  ࣮ࣘࣟࠊ
 ᰴᙜࡓࡾ᭷ᙧ⣧㈨⏘౯್ࡣ  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢ㐃
㐃⤖ࣂࣛࣥࢫࢩ࣮ࢺࡣ⥲㢠    ൨࣮ࣘࣟ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸸
  ൨࣮ࣘࣟ  ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸸   ൨࣮ࣘࣟ㸧ࠋ ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢ㢳ᐈ
㈚ฟṧ㧗㸦࣮ࣜࢫࣇࢼࣥࢫࢆྵࡴࡀ⌧ඛྲྀᘬᇶ࡙ࡁ༷ࡋࡓ㈨⏘࠾ࡼࡧ᭷౯ドๆࢆ㝖ࡃ㸧ࡣ
 ൨࣮ࣘࣟ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸸 ൨࣮ࣘࣟࠊ ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸸 ൨࣮ࣘࣟ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋྠࠊ ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢ㢳ᐈ㡸㔠ṧ㧗㸦⌧ඛྲྀᘬᇶ࡙ࡁ༷ࡋࡓ㈨⏘࠾ࡼࡧ᭷
౯ドๆࢆ㝖ࡃ㸧ࡣ  ൨࣮ࣘࣟ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࠾ࡼࡧ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸸 ൨࣮ࣘࣟ㸧
࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛ࠊぶ♫ࡣ⥲㢠  ൨࣮ࣘࣟࡢ୰㛗ᮇമࢆⓎ⾜ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᖹᆒ‶ᮇࡣ
 ᖺࠊᖹᆒࢫࣉࣞࢵࢻࡣ ES ࡛࠶ࡗࡓ㸦 ࢝᭶࣑ࢵࢻࢫ࣡ࢵࣉ࣮ࣞࢺᑐẚࠊຎᚋമࢆ㝖ࡃ㸧ࠋᏊ
♫ࡣ  ൨࣮ࣘࣟࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛ࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡣ⥲㢠  ൨࣮ࣘࣟࡢ୰㛗ᮇമ
ࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ᮎⅬࡢὶືᛶ࢝ࣂࣞࢵࢪẚ⋡㸦/&5㸧ࡣ 㸣㸦 ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸸㸣㸧
ࠊつไୖࡢせ௳ࢆඃୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋྠࠊ ᖺ  ᭶ᮎⅬࡢᏳᐃㄪ㐩ẚ⋡㸦16)5㸧ࡣ 㸣
ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࣜࢫࢡຍ㔜㈨⏘㸦5:$㸧㸦⮬ᕫ㈨ᮏつไ➨  ḟ⮬ᕫ㈨ᮏᣦ௧
 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢࣜ
㸦&55&5'㸧ࢆᇶ‽⟬ฟ㸧ࡣ  ൨࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡗࡓ㸦 ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸸 ൨࣮ࣘࣟ㸧ࠋ
ಙ⏝ࣜࢫࢡಀࡿࣜࢫࢡຍ㔜㈨⏘ࡣ  ൨࣮ࣘࣟయࡢ 㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ ᖺ  ᭶ 
᪥ⅬࡢỈ‽ࢆ 㸣ୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢ㠃㐺⏝࣮࣋ࢫࡢᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢᬑ㏻ᰴᘧ➼ 7LHU㸦&(7㸧ẚ⋡ࡣ 㸣 
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ㸸㸣ࠊ ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸸㸣㸧  ᖺ  ᭶  ᪥ⅬࡢỈ‽ࢆ
ES ୖᅇࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶ᮎⅬࡢ 7LHU ẚ⋡ࡣ 㸣ࠊ⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶ᮎⅬࡢ⥲ᦆኻ྾ຊ㸦7/$&㸧ẚ⋡ࡢ㐺᱁㡯┠ࡀ༨ࡵࡿྜࡣࠊ5:$ ࡢ 㸣࠾ࡼࡧࣞ
ࣂࣞࢵࢪẚ⋡࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ 㸣ࠊ᪤  ᖺࡢ㔠⼥Ᏻᐃ⌮㸦)6%㸧ࡢせ௳㸦ࡑࢀࡒࢀ
㸣ࠊ㸣㸧ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㐺᱁മົ᭱పᇶ‽㸦05(/㸧ẚ⋡ࡢ㐺᱁㡯┠ࡶࠊ⥲㈇മ࠾ࡼࡧ
⮬ᕫ㈨ᮏ㸦7/2)㸧  ࡢ 㸣࠸࠺༢୍◚⥢ฎ⌮ጤဨ㸦65%㸧ࡀ㏻▱ࡍࡿ᭱పỈ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
7/2) ࡢ 㸣࠸࠺Ỉ‽ࡣࠊ ᖺ  ᭶ᮎⅬ࡛ࡣ 5:$ ࡢ 㸣┦ᙜࡋࠊࡇࢀࡣ 65% ࡼࡿ㍑ṇ
ࡢ㝿ཧ↷ࡉࢀࡓࠋ
ࣞࣂࣞࢵࢪẚ⋡ࡣ 㸣㸦 ᖺ  ᭶ᮎⅬ㸸㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢࣞ




  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢṧ㧗ࠊಖ㝤ࢭࢡࢱ࣮ࡢᏊ♫ࢆ㝖ࡁࠊ,)56 ➨  ྕᇶ‽ࡢᑟධᚋ
 ᙜィᖺᗘࡢ┈ࢆྵࡴẁ㝵ⓗ㐺⏝ࡢẚ⋡ࡣ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ࡛ 㸣ࠊ ᖺ  ᭶ᮎⅬ࡛ 㸣ࠊ ᖺ  ᭶ᮎ
Ⅼ࡛ 㸣࡛࠶ࡗࡓ
 7/2)7RWDO/LDELOLWLHVDQG2ZQ)XQGV
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 ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛

 ᖺ
➨ 
ᅄ༙ᮇ


 ᖺ
➨ 
ᅄ༙ᮇ






















Ⴀᴗ㈝⏝

 

 



 

 



Ⴀᴗ⥲┈

























ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠

 

 



 

 



Ⴀᴗ┈

















㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧
ᴗົ⢒┈

ᴗົ⢒┈㸸3(/&(/ 㛵㐃ࢆ᥍㝖

Ⴀᴗ⥲┈㸸3(/&(/ 㛵㐃ࢆ᥍㝖

ィୖࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈
521(

ᇶ♏࡞ࡿ 521(  


ᇶ♏࡞ࡿ⤒㈝⋡ 

ቑῶ

 ᖺ
 ᖺ
 ᭶ᮇ  ᭶ᮇ

































ቑῶ


 ,)5,& ➨  ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧࠊ3(/&(/ ᘬᙜ㔠ࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇ࠾ࡼࡧ  ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢ࣊ࢵࢪ㈝⏝ࡢㄪᩚ
ࡢಟṇ⾲♧ᚋ


 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛ࡣࠊ㛗ᘬࡃప㔠⎔ቃࣇࣛࣥࢫᅜෆ
ᴗ⥙ࡢኚ㠉ࡶࢃࡽࡎᗏሀ࠸ᴗ⦼࡞ࡗࡓࠋ
ᴗάືᴗົ⢒┈
ᙜ㒊㛛ചୗࡢ⾜㸦ࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࠊࢡࣞࢹࢹࣗࣀ࣮ࣝࠊࣈࣝࢯ࣐ࣛ㸧ࡣᖺ➨ᅄ༙
ᮇࠊሀᐇ࡞ᴗࡢቑໃࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࣈࣝࢯ࣐ࣛࡣࠊᖺ᭶ᮎࡢ㢳ᐈᩘࡀ௳㏆࡙ࡁࠊࣇࣛࣥࢫᅜෆࢺࢵࣉࡢ࢜ࣥࣛࣥࣂࣥࢡ
ࡋ࡚ࡢᆅࢆࡉࡽᅛࡵࡓࠋ
ࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࢡࣞࢹࢹࣗࣀ࣮ࣝࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ㢳ᐈࡢᴗᇶ┙ࢆᙉࡋ
ࡓࠋ
⾗ᐩ⿱ᒙ㸦࣐ࢫ࣭ࣇ࢚ࣝࣥࢺ㸧ᐩ⿱ᒙࡢ㢳ᐈࡢሙྜࠊᙜ㒊㛛ࡣሀᐇ࡞ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࣂࣥ࢟ࣥ
ࢢ࣭ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᨭ࠼ࡽࢀࠊ㢳ᐈᩘࡀᖺ᭶ᮎ㸣ቑຍࡋࡓ㸦ᖺ᭶ᮎẚ㸧ࠋࣇࣛ
ࣥࢫᅜෆࡢࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࡣࠊᖺ㹼᭶ᮇṇཷධ㢠ࡀ൨࣮ࣘࣟࢆグ㘓ࡋࠊṧ㧗ࡣ
ᖺ➨ᅄ༙ᮇ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑࡢ൨࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓ㸦ࢡࣞࢹࢹࣗࣀ࣮ࣝࡢṧ㧗ࢆྵ
ࡴ㸧ࠋ
ࣂࣥ࢝ࢩࣗࣛࣥࢫ㸦ಖ㝤❆㈍㸧ࡣዲㄪ᥎⛣ࡋࠊṇཷධ㢠ࡣ൨࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋṧ㧗
ࡣ㸣ቑࡢ൨࣮ࣘࣟ࡞ࡾࠊࣘࢽࢵࢺࣜࣥࢡၟရࡢࢩ࢙ࡀ㸣ࢆ༨ࡵࡓࠋ
ἲே㢳ᐈࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡛ࡣࠊ㢳ᐈ㈨ࡍࡿࡓࡵ᭶ᮎ࢝ᡤࡢᆅᇦࣅࢪࢿࢫࢭࣥࢱ࣮ࢆ㛤タࡋࠊ㒊
㛛ࡋ࡚ᘬࡁ⥆ࡁᑓ㛛ᛶࢆᣑࡋࡓࠋᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢἲே㢳ᐈᩘࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑຍࡋࡓࠋ
ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㢳ᐈࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡛ࡣࠊࣉࣟ㢳ᐈࡼࡾ㌟㏆࡛ࡼࡾ῝࠸ᑓ㛛▱㆑ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࣔࢹࣝࢆᘬࡁ⥆ࡁᙉࡋࠊᖺ➨ᅄ༙ᮇ᪂ࡓࣉࣟ㢳ᐈᑓ㛛ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ࢝ᡤ㛤タࡋࡓࠋᙜ㒊
㛛ࡢᙜᅄ༙ᮇࡢࣉࣟ㢳ᐈᩘࡣ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑຍࡋࡓࠋ
ప㔠⎔ቃࡢ࡞ࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡣ᪂つዎ⣙ࢆ㑅ูࡍࡿᡓ␎ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢఫᏯ࣮ࣟࣥዎ⣙ࡣ൨࣮࡛ࣘࣟࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ῶᑡࡋࡓࡀࠊ๓ᮇẚ࡛ࡣ
㸣ቑຍࡋࡓࠋᙜᅄ༙ᮇࡣᾘ㈝⪅࣮ࣟࣥዎ⣙ࡀᘬࡁ⥆ࡁάⓎ࡛ࠊ๓ᖺྠᮇẚ࡛ࡣ㸣ࠊྠ㹼᭶
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ᮇ࡛ࡣ㸣ቑຍࡋࡓࠋ
ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢಶேྥࡅ㈚ฟṧ㧗ࡣ൨࣮࡛ࣘࣟࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑຍࡋࡓࠋ
ᴗࡢᢞ㈨࣮ࣟࣥዎ⣙ࡣᖺ➨ᅄ༙ᮇ≉άⓎ࡛ࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑࡢ൨࣮ࣘࣟ࡞ࡗ
ࡓࠋᢞ㈨࣮ࣟࣥࡢᖹᆒṧ㧗ࡣ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑຍࡋࡓࠋ
యࡋ࡚ࠊᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢᖹᆒ㈚ฟṧ㧗ࡣ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑࡢ൨࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋᖹ
ᆒ㡸㔠ṧ㧗ࡣ൨࣮࡛ࣘࣟࠊせồᡶ࠸㡸㔠ࡢఙࡧ㸦㸣ቑ㸧ᨭ࠼ࡽࢀࠊ๓ᖺྠᮇࡽ㸣ቑ
ຍࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢᖹᆒ㡸㈚⋡ࡣ㸣࡞ࡗࡓ㸦ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡣ㸣㸧ࠋ
ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛ࡢᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢᴗົ⢒┈㸦3(/&(/㛵㐃ࡢᙳ㡪ㄪᩚᚋ㸧
ࡣ൨࣮ࣘࣟࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑຍࡋࡓࠋᖺ㹼᭶ᮇ࡛ࡣࠊᴗົ⢒┈ࡣ㸣ῶᑡ
ࡋࡓࠋබ⾲ᴗົ⢒┈㸦3(/&(/㛵㐃ࡢᙳ㡪ㄪᩚᚋ㸧ࡣᖺࠊᖺᐇ⦼㸦൨࣮ࣘࣟ㸧
ࡼࡾᑠᖜῶᑡࡍࡿぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿ㸦㹼㸣ῶ㸧ࠋ
࣊ ࢵ ࢪ ㈝ ⏝ 㸦  ᖺ ➨  ᅄ ༙ ᮇ    ࣘ ࣮ ࣟ 㸧 ㄪ ᩚ ࡢ ᙳ 㡪 ࢆ ಟ ṇ  ⾲ ♧ ᚋ ࡢ ᴗ ົ ⢒  ┈
㸦3(/&(/㛵㐃ࡢᙳ㡪ㄪᩚᚋ㸧ࡣࠊᖺ➨ᅄ༙ᮇ㸣ࠊྠ㹼᭶ᮇ㸣ࡑࢀࡒࢀῶᑡࡋࡓࠋ
ࡇࡢഴྥࡢ⫼ᬒࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᡭᩘᩱࡢᴗ⦼ዲㄪࠊ≉ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢಖ㝤ࡢ㔠⼥ᡭ
ᩘᩱࡢㄪࡼࡿዲㄪ࡞ᡭᩘᩱධࡀ࠶ࡿ㸦ᖺ➨ᅄ༙ᮇẚ㸣ቑࠊྠ㹼᭶ᮇẚ㸣ቑ㸧ࠋ
ࡓࡔࠊࡇ࠺ࡋࡓ࡞ໃ࠸ࡣࠊ3(/&(/ᘬᙜ㔠ࢆ㝖ࡃṇཷྲྀᜥࡢప㔠⎔ቃࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚┦
ẅࡉࢀࡓᙧ࡛࠶ࡿ㸦ᖺ➨ᅄ༙ᮇẚ㸣ቑࠊྠ㹼᭶ᮇẚ㸣ῶࠋᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢ࣊ࢵࢪ㈝
⏝ࡢㄪᩚࡢᙳ㡪ࢆಟṇ⾲♧ᚋ࡛ࡣᖺ➨ᅄ༙ᮇ㸣ࠊྠ㹼᭶ᮇ㸣ࡑࢀࡒࢀῶᑡ㸧ࠋ
Ⴀᴗ㈝⏝
ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛ࡢᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢႠᴗ㈝⏝ࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑࡢ൨
࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋ
ᖺ㹼᭶ᮇ࡛ࡣࠊႠᴗ㈝⏝ࡣ㸣ቑຍࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᖺᗘᐃࡋ࡚࠸ࡿᇶ♏࡞ࡿႠᴗ㈝
⏝ࡢቑຍᖜ㸣ᮍ‶ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡾࠊࢹࢪࢱࣝኚ㠉ࣉࣟࢭࢫᡂ㛗ᴗࡢ㛤Ⓨࡢᢞ㈨ຍ㏿ࢆᫎࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ኚ㠉ࣉࣛࣥࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ≉ࡇࡢ࢝᭶㛫࡛ᨭᗑࢆ㛢㙐ࡋࡓࠋྠ⥅⥆୰ࡢ
ၟရࡢ㟁Ꮚࢆྵࡵࠊᘬࡁ⥆ࡁࣂࣥ࢟ࣥࢢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢹࢪࢱࣝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢ⤒㈝⋡ࡣࠊ,)5,&➨ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧಀࡿ㈝⏝ᚋ࡛㸣࡞ࡗࡓ
㸦ᖺ㹼᭶ᮇࡣ㸣㸧ࠋ
Ⴀᴗ┈
ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡣ๓ᖺྠᮇẚ࡛㸣ቑຍࡋࠊࣜࢫࢡᘬᙜ⋡ࡣESᘬࡁ⥆ࡁ
పỈ‽ࡔࡗࡓࠋᙜᅄ༙ᮇࡢႠᴗ┈ࡣ൨࣮ࣘࣟ㸦๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑ㸧ࠊᖺ㹼᭶ᮇ࡛
ࡣ൨࣮ࣘࣟࡔࡗࡓ㸦ᖺ㹼᭶ᮇࡣ൨࣮ࣘࣟ㸧ࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤ
ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛ࡢᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣࠊ൨
࣮ࣘࣟࡔࡗࡓ㸦ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡶ൨࣮ࣘࣟ㸧ࠋ,)5,&➨ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧ
ಀࡿ㈝⏝࠾ࡼࡧ3(/&(/ᘬᙜ㔠ࡢᙳ㡪ࡢಟṇ⾲♧ᚋࡢᇶ♏࡞ࡿ521(ࡣࠊ㸣ࡔࡗࡓ㸦࣊ࢵ
ࢪ㈝⏝ࡢㄪᩚࡢಟṇ⾲♧ᚋ࡛ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡣ㸣㸧ࠋᙜ㒊㛛ࡢᖺ㹼᭶ᮇࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜ
ᮇ⣧┈ࡢᐤࡣࠊ൨࣮ࣘࣟࡔࡗࡓ㸦ᖺ㹼᭶ᮇࡣ൨࣮ࣘࣟ㸧ࠋ
ᖺ㹼᭶ᮇࡢᇶ♏࡞ࡿ521(ࡣ㸣࡞ࡗࡓࠋ

- 34 -




 ᅜ㝿ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛
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521(


ᇶ♏࡞ࡿ 521( 


ᇶ♏࡞ࡿ⤒㈝⋡ 

QV

[

  


 ,)5,& ➨  ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧࡢಟṇ⾲♧ᚋ


 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋࡍ࡚ࡢ
ᆅᇦᴗ㒊㛛࡛᪲┒࡞ᴗࡢໃ࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋᙜᅄ༙ᮇࡢႠᴗ㈝⏝ࡣ 㸣ቑຍࡋࡓࡀࠊ┈ࡀ⤒
㈝ࢆୖᅇࡗ࡚ቑຍࡋࡓࠋᙜᅄ༙ᮇࡢႠᴗ⥲┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟࡔࡗࡓ㸦๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸧ࠋ
ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡣ  ࣮ࣘࣟቑຍࡋࡓࡶࡢࡢࠊయ࡛ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟࡢపỈ‽ࡲࡗ
ࡓࠋ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᙜ㒊㛛ࡼࡿࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨
 ࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋ
 ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢ┈ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ
 ࣮ࣘࣟࡢᴗ⦅ᘬᙜ㔠ࡢᡠධ㢠ࢆྵࡴႠᴗ㈝⏝ࡣࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇẚ࡛ 㸣ቑຍࡋࡓࠋ
Ⴀᴗ⥲┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟࡔࡗࡓ㸦๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸧ࠋᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡣ  ᖺ 㹼 ᭶
ᮇࡽᑠᖜቑຍࡋ㸦㸣ቑ㸧ࠊࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓ㸦๓ᖺྠ
ᮇẚ 㸣ቑ㸧ࠋᇶ♏࡞ࡿ 521( ࡣ 㸣ࡔࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡣࠊ࣮ࣘࣟࣂࣥࢡ㸦࣏࣮ࣛࣥࢻ㸧ࢆࣂࣥࢡ࣭࣑ࣞࢽ࣒
༷ࡍࡿዎ⣙ㄪ༳ࡋࡓࠋዎ⣙ࡣ㛵ಀ㖟⾜࣭➇தᡤ⟶ᙜᒁࡢᢎㄆࢆᚓࡓ࠺࠼ࠊᩘ࢝᭶࡛ᐇࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢዎ⣙ࡣ &(7 ẚ⋡ ES ๓ᚋࡢᙳ㡪ࢆࡶࡘぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࠋ

ᅜ㝿ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢᴗ
 ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾࠊᅜ㝿ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢᴗࡢ㈚ฟṧ㧗㡸㔠ṧ㧗ࡣྠࡌ࣮࣌ࢫ࡛ᣑࡋ࡚࠾
ࡾࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡣࡑࢀࡒࢀ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࠊ㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨࣮ࣘࣟࠊ
൨࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ
࡞ᴗࡢໃ࠸ࡣࡍ࡚ࡢᆅᇦ࡛ࠊ≉ಶே㢳ᐈࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡛ぢࡽࢀࠊ┈ዲㄪ⤖ࡧࡘ࠸ࡓࠋ
ᙜᴗࡢ┈ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡋࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣ  ൨
 ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ
ྠႠᴗ㈝⏝ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟᘬࡁ⥆ࡁᢚไࡉࢀࠊ๓ᖺྠᮇẚࡢఙࡧࡣ 㸣ቑ㸦㸣ቑ
㸧⦆ࡸࡔࡗࡓࠋࡇࡢ  ࡘࡢせᅉࡼࡾࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢႠᴗ⥲┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟ
ࠊ๓ᖺྠᮇࡽᖜቑຍࡋࡓ㸦㸣ቑࠊ㸣ቑ 㸧ࠋࡇࢀక࠸ࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᙜ
ᴗࡼࡿࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟቑຍࡋࡓ㸦๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸧ࠋ
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 ᖺ 㹼 ᭶ᮇ࡛ࡣࠊᙜᴗࡢᴗົ⢒┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟࠊࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤ
ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࠊ㸣ቑ࡞ࡗࡓࠋ
 すḢ࡛ࡣࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ㈚ฟṧ㧗ࡀ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ⮬ື㌴
㛵㐃ᴗࡢዲㄪ᭷࡞⤒῭⎔ቃࡀዌຌࡋࡓࠋ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟࠊႠᴗ
⥲┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡾࠊࡶ๓ᖺྠᮇẚ࡛ᖜቑຍࡋࡓ㸦㸣ቑࠊ㸣ቑ㸧ࠋ
ᙜᅄ༙ᮇࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋ
 ࢳ࢙ࢥඹᅜ࡛ࡣࠊಶே㢳ᐈࢭࢢ࣓ࣥࢺࢆ୰ᚰ㈚ฟṧ㧗㸦๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࠊ㸣ቑ 㸧ࠊ㡸
㔠ṧ㧗㸦๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࠊ㸣ቑ 㸧ࡶቑຍࡋࡓࠋࡇࡢᩘ㔞ຠᯝ㔠ୖ᪼ࡀ㔜࡞ࡾࠊᴗົ⢒
┈ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋࢥࢫࢺᢚไࡀຠ࠸࡚ᙜᅄ༙
ᮇࡢႠᴗ㈝⏝ࡀ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟࡲࡗࡓࡓࡵࠊႠᴗ⥲
┈ࡢఙࡧࡀᢲࡋୖࡆࡽࢀࠊ๓ᖺྠᮇࡽᖜቑ㸦㸣ቑࠊ㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞
ࡗࡓࠋ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᙜᴗࡣࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈╔ᐇᐤࡋࠊᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡢ 
࣮ࣘࣟࡢᡠࡋධࢀࢆྵࡵࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ
 ࣮࣐ࣝࢽ࡛ࡣࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ㈚ฟṧ㧗ࡣ  ൨࣮࡛ࣘࣟࠊᐇໃⅭ᭰┦ሙ࡛ࡣᶓࡤ࠸ࠊⅭ᭰
┦ሙࡢኚືࢆ㝖ࡃᑠᖜቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡋࡓࠋ㡸㔠ṧ㧗ࡣࠊ⯡ⓗ࡞㈤㔠ୖ᪼ࢆ⫼ᬒ๓ᖺྠᮇ
ẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋ㔠ୖ᪼ࢆ⫼ᬒࠊᙜᅄ༙ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣ๓ᖺྠᮇ
ẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᙜᅄ༙ᮇࡢႠᴗ㈝⏝ࡣ 㸣ቑ
㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢႠᴗᐇ⦼ࡣ  ࣮ࣘࣟࠊ
๓ᖺྠᮇẚ࡛ᖜቑຍࡋࡓ㸦㸣ቑࠊ㸣ቑ 㸧ࠋᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡣ๓ᖺྠᮇẚᶓࡤ࠸࡛ࠊࣜ
ࢫࢡࡣᘬࡁ⥆ࡁᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᙜᴗࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣ๓ᖺྠ
ᮇࡽ 㸣ᨵၿࡋࠊ ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢࡢḢᕞㅖᅜ࡛ࡣࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ㈚ฟṧ㧗ࡀ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡋࠊ
㡸㔠ṧ㧗ࡶ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡋࡓࠋᙜᅄ༙ᮇࡢ┈ࡣࠊ≉ࢭࣝࣅ࡛ࡢࡍ࡚
ࡢ㢳ᐈࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢᴗ⦼ዲㄪࢆ⫼ᬒ 㸣ቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡋ࡚  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓ
୍᪉ࠊႠᴗ㈝⏝ࡣ 㸣ቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡋࡓࠋᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡣࡍ࡚ࡢᅜ࡛ᘬࡁ⥆ࡁᢚไࡉࢀࠊ
㸣㸦㸣 㸧ࡢᖜῶᑡ࡞ࡗࡓࠋᙜᆅᇦࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣ  ࣮ࣘࣟࠊ
๓ᖺྠᮇẚ࡛ᖜቑຍ㸦㸣ቑ㸧ࡋࡓࠋ
 ࣟࢩ࡛ࡣࠊ㏻㈌࣮ࣝࣈࣝࡢୗⴠࡶࢃࡽࡎࠊಶே㢳ᐈࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢႠᴗᣑᇶㄪࡀࡉࡽᅛ
ࡲࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㈚ฟṧ㧗ࡣቑຍᇶㄪࡀ⥆࠸ࡓ㸦Ⅽ᭰┦ሙࡢᙳ㡪ࢆ㝖࠸ࡓ࣮࣋ࢫ࡛ 㸣ቑ ࠊᐇ
ໃⅭ᭰┦ሙ࡛ࡣ 㸣ቑ㸧ࠋ㡸㔠ࡢ᪂つ㡸ධࡣࠊᕷሙ࡛ࡢవὶືᛶࢆ⫼ᬒಶேࠊἲே㢳ᐈࢭࢢ࣓
ࣥࢺࡀࡶࡅࢇᘬࡋࠊࡁࢃࡵ࡚ዲㄪ㸦㸣ቑ ࠊ㸣ቑ㸧ࡔࡗࡓࠋ6* ࣟࢩᴗ  ࡢ  ᖺ➨
 ᅄ༙ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟࡔࡗࡓ㸦ᐇໃⅭ᭰┦ሙ࡛ࡣ 㸣
ቑ㸧ࠋᙜᅄ༙ᮇࡢႠᴗ㈝⏝ࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ 㸦ᐇໃⅭ᭰┦ሙ࡛ࡣ 㸣ῶ㸧ࡢ  ൨  ࣘ
࣮ࣟࡔࡗࡓࠋᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡣ  ࣮ࣘࣟ ቑຍࡋࠊᙜᅄ༙ᮇࡣ⯡  ࣮ࣘࣟࡢపỈ‽
ࡲࡗࡓࠋ6* ࣟࢩࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡀ  ࣮ࣘࣟࡢࣉࣛࢫ࡞ࡗࡓ㸦Ⅽ᭰
┦ሙࡢᙳ㡪ࢆ㝖ࡃ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ ࠊᐇໃⅭ᭰┦ሙ࡛ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ῶ㸧ࠋ
 ࢢ࣮ࣝࣉࡀᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࣇࣜ࢝ࠊᆅ୰ᾏἢᓊ࠾ࡼࡧࣇࣛࣥࢫᾏእ㡿ᅵ࡛ࡣࠊࡍ࡚ࡢᆅᇦ࡛
Ⴀᴗάືࡀ⯡ࡔࡗࡓࠋ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ㈚ฟṧ㧗ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ
 ൨࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓ୍᪉ࠊ㡸㔠ṧ㧗ࡣ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋᙜᅄ༙ᮇࡢᴗ
ົ⢒┈ࡣ  ൨  ࣮࡛ࣘࣟࠊ࣋ࢽࣥࢳࣕࢻ࡛ࡢ࣐ࢡࣟ⤒῭ࡀࡸࡸ㡪ࡁࠊ๓ᖺྠᮇẚ࡛
㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡔࡗࡓࠋ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᙜᆅᇦࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣࠊႠᴗ㈝
⏝ࡢᏘ⠇ኚື㸦㸣ቑࠊ㸣ቑ 㸧࠾ࡼࡧᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡢ 㸣ቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡢᙳ㡪
ࡼࡾࠊ ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓ㸦๓ᖺྠᮇࡣ  ࣮ࣘࣟ㸧ࠋ


 6* ࣟࢩࡣࣟࢫࣂࣥࢡࠊࢹࣝࢱࢡࣞࢪࢵࢺ࣭ࣂࣥࢡࠊࣛࢫࣇࢼࣥࢫ࣭ࣂࣥࢡࠊࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿ࣭ࣛࣝࣥࢩࣗࣛ
ࣥࢫࠊ$/' ࣮࢜ࢺ࣮ࣔࢸࣈ࠾ࡼࡧࡇࢀࡽࡢ㐃⤖Ꮚ♫ࢆྵࡴ

- 36 -

ಖ㝤ᴗ
  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ⏕ಖ㝤ᴗࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣 ࡢṧ㧗ቑຍ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏᴗࡣࣘࢽ
ࢵࢺࣜࣥࢡၟရࡢⰋዲ࡞㊅ໃࡀ㏣࠸㢼࡞ࡾࠊዎ⣙ṧ㧗༨ࡵࡿࣘࢽࢵࢺࣜࣥࢡၟရࡢࢩ࢙ࡣ๓ᖺ
ྠᮇẚ  ࣏ࣥࢺቑࡢ 㸣ఙ㛗ࡋࡓࠋ
 ಶேಖㆤಖ㝤㒊㛛ࡘ࠸࡚ࡣ᭦࡞ࡿᡂ㛗ࢆ♧ࡋࡓ㸦ཷྲྀಖ㝤ᩱධࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ 㸧ࠋྠᵝ
ࠊᦆᐖಖ㝤㒊㛛ࡶᾏእᴗࢆ୰ᚰᘬࡁ⥆ࡁຊᙉࡃᡂ㛗ࡋࡓ㸦ཷྲྀಖ㝤ᩱධࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣
ቑ 㸧ࠋ
  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢಖ㝤ᴗࡢᴗົ⢒┈ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ᡂኚ᭦࠾ࡼࡧⅭ᭰┦
ሙࡢኚືࡼࡿᙳ㡪ࢆㄪᩚࡍࡿ 㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋႠᴗ㈝⏝ࡣࠊᮏᴗࡢ
つᶍࡢᣑつไࡢኚ᭦ಀࡿᢞ㈨ࡢቑຍࢆᫎࡋࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧࡞ࡗࡓࠋ⤒
㈝⋡㸦 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡣ 㸣㸧ࡣ౫↛ࡋ࡚పỈ‽ࡲࡗࡓࠋᮏᴗࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧
┈ࡢᐤࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ࣮ࣘࣟᣑࡋࡓࠋ
  ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟࠊࢢࣝ
࣮ࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨  ࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡗࡓࠋ
ἲேྥࡅ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗ
  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢἲேྥࡅ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢᴗ⦼ࡣዲㄪࡉࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋ
 ㌴୧࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࢼ࣮ࣝࣜࢫ࣭㌴୧⟶⌮ᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ⟶⌮㌴୧ྎᩘࡣࠊὶ
㏻ࢳࣕࢿࣝࡢከᵝᡓ␎ࡀዌຌࡋࠊᖜ࡞ఙ㛗㸦๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸧࡞ࡿ  ൨  ྎ㐩ࡋ
ࡓࠋ
  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢタഛࣇࢼࣥࢫᴗࡢ㈚ฟṧ㧗㸦ࣇࢡࢱࣜࣥࢢࢆ㝖ࡃ㸧ࡣࠊࢫ࢝ࣥࢪ
ࢼࣅ࠾ࡅࡿዲㄪ࡞ᴗ⦼ࡀࡅࢇᘬᙺ࡞ࡾࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨࣮ࣘࣟᣑ
ࡋࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ⫼ᬒࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢἲேྥࡅ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢᴗົ⢒┈ࡣࠊ๓ᖺྠᮇ
ẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟୖࡗࡓࠋႠᴗ㈝⏝ࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ
㸧ࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟ⭾ࡽࢇࡔࠋᘬᙜ㔠⣧ᡠධ㢠ࡣ๓ᖺྠᮇẚ  ࣮ࣘࣟቑࡢ  ࣮ࣘ
ࣟ࡞ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣ๓ᖺྠᮇẚᶓࡤ࠸ࡢ  ൨  ࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡗࡓࠋ
  ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢἲேྥࡅ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢᴗົ⢒┈ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨  
࣮ࣘࣟୖࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣࠊᰴᘧᕷሙ࠾ࡅࡿᰴᘧฟࡋ࡛⣙ 㸣పୗ
ࡋࡓ $/' ࡢ㐃⤖⠊ᅖࢆᫎࡋࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟᑐࡋ 㸣ῶࡢ  ൨ 
࣮ࣘࣟࡲࡗࡓࠋ
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 ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ㒊㛛
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QV

QV



 ,)5,& ➨  ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧࡢಟṇ⾲♧ᚋ


ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ㒊㛛ࡢ┈ࡣ൨
࣮ࣘࣟ࡞ࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣐࣮ࣝࢣࢵࢶᴗࡢㄪࣇࢼࣥࢫ ࢻࣂࢨ࣮ࣜᴗࡢ᪲┒࡞ໃ
࠸ࢆ⫼ᬒࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡋࡓࠋ
 ᖺ 㹼 ᭶ᮇ࡛ࡣࠊᙜ㒊㛛ࡢᴗົ⢒┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣐࣮ࣝࢣࢵࢶᴗࡢ
ୖ༙ᮇࡢⴠࡕ㎸ࡳࢆཷࡅ࡚๓ᖺྠᮇẚ 㸣ῶᑡࡋࡓࠋ

ࢢ࣮ࣟࣂ࣐࣮ࣝࢣࢵࢶ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫᴗ
ࢢ࣮ࣟࣂ࣐࣮ࣝࢣࢵࢶ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣ൨
࣮ࣘࣟ࡞ࡾࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑຍ㸦㸣ቑຍ 㸧ࡋࡓࠋḢᕞࡢࢡࣞࢪࢵࢺᕷሙឤࡀぢ࠼ࡓ
ࡶࡢࡢࠊ࢚ࢡࢸᴗົࡢᅇ㔠࠾ࡼࡧࢥࣔࢹࢸᴗົࡢዲㄪࡀࡇࢀࢆ⿵ࡗࡓࠋ㐣ཤᩘᅄ༙ᮇ
ࡢὶࢀࢆཷࡅࠊ⡿ᅜࢪࡣᙜᅄ༙ᮇࡶࡁࢃࡵ࡚Ⰻዲ࡞ᴗ⦼࡞ࡾࠊᰴᘧࢹࣜࣂࢸࣈࡢዲㄪ
ࢆ⫼ᬒ๓ᖺྠᮇẚ࡛ᨵၿࡋࡓࠋᙜ㒊㛛ࡢᖺ㹼᭶ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣ൨࣮ࣘࣟࠊ๓
ᖺྠᮇẚ㸣ῶᑡ㸦㸣ῶᑡ 㸧ࡋࡓࠋ
࢚ࢡࢸᴗົࣉ࣒ࣛࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢ┈ࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑࡢ൨
࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ⌧≀ᰴᘧᴗົࡢపㄪࢆࠊ⡿ᅜ࠾ࡼࡧࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕࢻၟရࡢዲㄪ࡞ᴗ
⦼ࡀ⿵ࡗࡓࠋᖺ㹼᭶ᮇࡢ┈ࡣ൨࣮ࣘࣟ࡞ࡾࠊ๓ᖺྠᮇẚ࡛ࡣ㸣ῶᑡࡋࡓࠋ
മๆ࣭Ⅽ࣭᭰ࢥࣔࢹࢸᴗົࡢᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢ┈ࡣ൨࣮࡛ࣘࣟࠊ๓ᖺྠᮇẚ࡛ᶓ
ࡤ࠸࡞ࡗࡓࠋ㔠ᴗົࡣࠊ㢳ᐈࡽࡢ㟂せቑࢆ⫼ᬒᙜᅄ༙ᮇࡣㄪࡋࡓࡀࠊኟሙࡢḢᕞࢡࣞࢪࢵ
ࢺᕷሙ࡛ࡢὶືᛶࡢపࡉࡀ࣐ࢼࢫ㡪࠸ࡓࠋᖺ㹼᭶ᮇࡢ┈ࡣ൨࣮ࣘࣟࠊ๓ᖺྠ
ᮇẚ㸣ῶᑡࡋࡓࠋ
 ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣮ࢬࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ㡸ࡾ㈨⏘ࡣࠊᖺ᭶ᮎ⌧ᅾ࡛൨࣮ࣘࣟࠊ๓ᖺ᭶ᮎ
ࡽ㸣ቑຍࡋࡓࠋྠᮇ㛫ࡢ⟶⌮㈨⏘ࡣ㸣ῶࡢ൨࣮ࣘࣟࡔࡗࡓࠋᙜᴗࡢᖺ➨ᅄ༙ᮇ
ࡢ┈ࡣ൨࣮ࣘࣟࠊ㧗Ỉ‽ࡢᡭᩘᩱධࡀཷྲྀᜥࡢῶᑡࢆ┦ẅࡍࡿᙧ࡛๓ᖺྠᮇẚࡰ
ᶓࡤ࠸㸦㸣ῶ㸧ࡔࡗࡓࠋᖺ㹼᭶ᮇ࡛ࡣࠊ┈ࡣ๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑࡢ൨࣮ࣘࣟࡔࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣ࡞ᴗືྥࢆᫎࡋࠊᖜ࡞ቑ࡞ࡗࡓࠋ
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ࣇࢼࣥࢫ㸤ࢻࣂࢨ࣮ࣜᴗ
ࣇࢼࣥࢫ㸤ࢻࣂࢨ࣮ࣜᴗࡢᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣ൨࣮ࣘࣟࠊ๓ᖺ
ྠᮇẚ㸣ቑຍࡋࠊᖺ௨᮶ࡢ᭱㧗Ỉ‽࡞ࡗࡓࠋᖺ㹼᭶ᮇࡢᴗົ⢒┈ࡣ൨ࣘ
࣮ࣟࡔࡗࡓ㸦๓ᖺྠᮇẚ㸣ቑ㸧ࠋ
ࡍ࡚ࡢࣇࢼࣥࢫᴗࡀሀㄪ࡞᪂つዎ⣙ࡢ㏣࠸㢼ࢆཷࡅࠊ┈ࢆቑࡸࡋࡓࠋࢭࢵࢺࣇࢼ
ࣥࢫ㸦⯟✵ᶵࠊᾏ㐠ࠊື⏘㸧ࡣᖺࡢỈ‽ࢆୖᅇࡿ᪂つࣅࢪࢿࢫࢆ⋓ᚓࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁᡂ㛗ࡋࡓࠋ
㈨⏘ᢸಖၟရᴗົࡣࠊࢪࢆ୰ᚰᣑࡀ⥆࠸ࡓࠋࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢺࣛࣥࢨࢡࢩ࣭ࣙࣥࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ
ᙜᅄ༙ᮇࡢ┈ࡣࠊ≉࢟ࣕࢵࢩ࣐ࣗࢿࢪ࣓ࣥࢺࢥࣝࣞࢫ㖟⾜ᴗົࡢ┈ᣑࡼࡾቑຍࡋࡓࠋ
ࢭࢵࢺ㸤࢙࢘ࣝࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᴗ
 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ
ࢭࢵࢺ㸤࢙࢘ࣝࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᴗࡢᴗົ⢒┈ࡣࠊ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ
 ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡾࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇ࡛ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ῶࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶ᮎࡢࣉ
ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢᴗࡢ㐠⏝㈨⏘ṧ㧗ࡣ  ൨࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡗࡓࠋࣇࣛࣥࢫ
࠾ࡅࡿ㡸ධࡢᣑࢆ㏣࠸㢼ࠊ ᖺ  ᭶ᮎẚ 㸣ࡢቑຍ࡞ࡗࡓࠋ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢࣉࣛ
࣮࣋ࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢᴗࡢ┈ࡶࡲࡓࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡢዲㄪࡉࢆ⫼ᬒ๓ᖺྠᮇࢆୖᅇࡿ㸦㸣ቑ㸧 ൨
 ࣮ࣘࣟᣑࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢ┈ࡣࠊྠᮇ㛫୰ࡢᾏእᴗࡢప㏞ࡼࡾࠊ
๓ᖺྠᮇẚ 㸣ῶࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟࡲࡗࡓࠋ
ࣜࢡࢯ࣮ࡢ㐠⏝㈨⏘ࡣࠊ๓ᅄ༙ᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨࣮ࣘࣟᣑࡋࡓࠋࣜࢡ
 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢࣜ
ࢯ࣮ࡢ┈ࡣ๓ᖺྠᮇࡢ┈ࡰྠỈ‽ࡢ  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋࢡࢸࣈ㐠⏝㒊ศ࠾ࡅࡿ
ዲㄪ࡞㈨㔠ὶධࡀ (7) ᴗࡢ࣐࣮ࢪࣥࡿᅽຊࢆ┦ẅࡋࡓࠋ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢ┈ࡣ๓ᖺྠᮇ
ẚ 㸣ቑࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟୖࡗࡓࠋ
Ⴀᴗ㈝⏝
 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ㒊㛛ࡢႠᴗ㈝⏝ࡣࠊ
┈ࡢఙࡧ⋡ࡀ⤒㈝ࡢఙࡧ⋡ࢆୖᅇࡾࠊእⓗ࡞పỈ‽ࢆグ㘓ࡋࡓ๓ᖺྠᮇࢆ 㸣ୖᅇࡗࡓࠋ ᖺ
㹼 ᭶ᮇࡢႠᴗ㈝⏝ࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑ㸦㸣ቑ 㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ

Ⴀᴗ┈
Ⴀᴗ⥲┈ࡣࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡀ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇ
ࡀ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ῶࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡣ  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢᘬᙜ㔠ࡣࠊᮏ
ᴗࡢⰋዲ࡞ࣜࢫࢡ⟶⌮ࢆᫎࡋࠊ ࣮ࣘࣟࡢ⣧ᡠࡋධࢀ࡞ࡗࡓ㸦๓ᖺྠᮇࡣ  ࣮ࣘࣟ
ࡢ⣧⧞ࡾධࢀ㸧ࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ㒊㛛ࡢႠᴗ┈ࡣࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡀ๓
ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡀ 㸣ῶࡢ  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗ
ࡓࠋ
ᙜᮇ⣧┈
 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᙜ㒊㛛ࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ᑐࡍࡿᐤࡣ๓ᖺྠᮇẚ 㸣ቑࡢ  ൨ 
࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡗࡓࠋ
 ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢᇶ♏࡞ࡿ 521( ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
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 ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢭࣥࢱ࣮

 ᖺ
➨ 
ᅄ༙ᮇ

 ᖺ
➨ 
ᅄ༙ᮇ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
 ᭶ᮇ







 







 

 



 

 





 

 

Ⴀᴗ⥲┈ 





 

 

ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠

 

 

 

 

ࡑࡢ㈨⏘ࡼࡿ⣧┈ࡲࡓࡣ⣧ᦆኻ





 



ィୖࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈



 

 

 



 

 

 

㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧
ᴗົ⢒┈


ᴗົ⢒┈ 
Ⴀᴗ㈝⏝
Ⴀᴗ⥲┈


ࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈  





ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣ௨ୗࡢ㡯┠ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
-

ࢢ࣮ࣝࣉᮏ♫ࡢື⏘⟶⌮
ࢢ࣮ࣝࣉࡢᰴᘧ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㈈ົᶵ⬟
㒊㛛ᶓ᩿ⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵㐃ࡍࡿ≉ᐃࡢ㈝⏝࠾ࡼࡧᴗࣜࣥ࣎ࢫࡉࢀ࡞࠸ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢ≉ᐃ㈝⏝

  ᖺ  ᭶  ᪥࡛㐺⏝࡞ࡗࡓ ,)56 ➨  ྕࡢᑟධࡼࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ㔠⼥㈇മࡢホ౯㢠ࡣᦆ
┈ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒῭άືࡣ㛵ಀ࡞࠸㡯┠㛵ࡍࡿ┈ࡢಟṇ⾲♧
ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ
  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົ⢒┈ࡣࠊ ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢ  ࣮ࣘࣟ

ᑐࡋࠊ ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ୰ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟ┦ᙜࡍࡿ࣮ࣘࣟࢡࣜࡢ
ドๆࡢホ౯㢠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 Ⴀᴗ㈝⏝ࡣࠊ ൨  ࣮ࣘࣟ┦ᙜࡍࡿ⣮தᘬᙜ㔠ࡢ㓄ศࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ ᖺ  ᭶ᮎࡢ⣮
தᘬᙜ㔠ࡣ⥲㢠  ൨  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ⡿ᅜࡢ⤒῭ไ㛵㐃ࡢッゴಀࡿᑗ᮶ⓗ࡞ྜព࡛Ⓨ
⏕ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㈈ົ㈝⏝ࡣ⣮தᘬᙜ㔠ࡢ୰࡛ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓᘬᙜ㔠ࡼࡾ༑ศ✰ᇙࡵࡉࢀࡿࠋ
  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢႠᴗ⥲┈ࡣࠊ๓ᖺྠᮇࡢ  ࣮ࣘࣟ  ᑐࡋ࡚  ൨  ࣮ࣘࣟࡔࡗ
ࡓࠋ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡢ≉ู㡯┠ࡼࡿᙳ㡪ࢆ㝖࠸ࡓႠᴗ⥲┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟࠊ࣮ࣘࣟࢡࣜ
ࡢドๆホ౯㢠ࢆ㝖࠸࡚ಟṇ⾲♧ࡍࡿ  ࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡗࡓࠋ
  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠ࡣࠊ⣮தᘬᙜ㔠ࡢ㏣ຍ㓄ศ┦ᙜࡍࡿ  ൨࣮ࣘࣟࡀྵࡲࢀࡿ
๓ᖺྠᮇࡢ  ൨࣮ࣘࣟᑐࡋ  ࣮ࣘࣟ࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ➨ᅄ༙ᮇࡢࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢᐤࡣ࣮ࣘࣟ㸦๓ᖺྠ
ᮇ㸸࣐ࢼࢫ൨࣮ࣘࣟ  㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ



  ᖺᐇ⦼ࡢ⤒῭άືࡣ㛵ಀ࡞࠸㡯┠ࡼࡿᙳ㡪ࢆ㝖ࡃ
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 ⤖ㄽ
ࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢ  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡣ  ൨  ࣮ࣘࣟࠊᇶ♏
࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡣ  ൨  ࣮࡛ࣘࣟ࠶ࡗࡓࠋᇶ♏࡞ࡿ 527( ࡣ 㸣࡞ࡗࡓࠋ
 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡢࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡣୗグࡢ  ᮏࡢ㔜せ࡞ᰕࢆ୰ᚰࡍࡿᴗᡓ␎ィ⏬ࢆᘬ
ࡁ⥆ࡁᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡂ
ᡂ㛗ᡓ␎㸸 ᖺ➨  ᅄ༙ᮇࡣᇶ♏࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ┈ࡀ 㸣ቑ㸦࣮ࣘࣟࢡࣜドๆホ౯㢠
ࢆ㝖ࡃ 㸣ቑ㸧ࠋ᰿ᙉ࠸ప㔠⎔ቃࡢ୰ࠊࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛ࡢ┈ࡣᗏ
ሀࡉࢆᐇドࡋࡓࠋᅜ㝿ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛ࡣ࡚ࡢᴗᆅᇦ࡛ᘬࡁ⥆ࡁ
ᡂ㛗ࡋࡓࠋᕷሙྲྀᘬࡢᅇዲㄪ࡞ࣇࢼࣥࢫ㸤ࢻࣂࢨ࣮ࣜᴗࡼࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ
࢟ࣥࢢ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ㒊㛛ࡣⰋዲ࡞ᴗ⦼ࠋ
ኚ
ኚ㠉㸸ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿኚ㠉ࢢ࣮ࣝࣉࡢࣜࢫࢡ≉ᛶࡢᙉ
ࠋ
⤒㈝⟶⌮㸸ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛ࡢ  ᖺ┠ᶆぢྜ࠺⤒㈝ࢆᐇ⌧ࡋࠊᅜ㝿ࣜ
⤒
ࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙ
ࣥࢬ㒊㛛࠾ࡅࡿ⤒㈝ࡢఙࡧࢆୖᅇࡿ┈ࡢఙࡧࢆ㐩ᡂࠋ

㸸࣮ࣘࣟࣂࣥࢡ㸦࣏࣮ࣛࣥࢻ㸧༷ྜព᭩ࡢ⥾⤖ࡢⓎ⾲ࠊᚋᩘᅄ༙ᮇணᐃࡉࢀࡿᩘ௳ࡢ
༷௳ࡢබ⾲ࢆࡶࡗ࡚ࠊ㔜Ⅼศ㔝ࡢぢ┤ࡋࢆࠋ
ᚭᗏ㸸≉ッゴၥ㢟ࡢゎỴࢆ୍ẁ㐍ᒎࡉࡏࠊኚ㠉ࡢ㐣⛬ࢢ࣮ࣝࣉࡀ῝ࡃ㛵ࡍࡿࡇ࡛ࠊࢢ
ᚭ
࣮ࣝࣉࡑࡢᴗάືࡢᇦࢃࡓࡗ࡚ࠊ࡚ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ㈐௵ࡢᩥࢆᚭᗏࠋ
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 ୰᰾ᴗ㒊㛛ࡢᴗົ⢒┈ࠊႠᴗ㈝⏝ࠊ,)5,& ➨  ྕᇶ‽క࠺ㄪᩚࠊ㸦ᴗ㸧ࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡㸦ES㸧ࠊ52(
㸦ᰴ㈨ᮏ┈⋡㸧ࠊ527(㸦᭷ᙧ㈨ᮏ┈⋡㸧ࠊ521(㸦ᶆ‽ⓗᰴ㈨ᮏ┈⋡㸧ࠊ⣧㈨⏘ࠊ᭷ᙧ⣧㈨⏘ࠊ␗࡞ࡿ
ಟṇ⾲♧ࡢ᰿ᣐ࡞ࡿ㔠㢠㸦≉බ⾲ࡋࡓᩘ್ࡢᇶ♏࡞ࡿᩘ್ࡢ↷ྜ㸧ࡢᴫᛕ࡞ࡢ௦᭰ⓗᴗ⦼ᣦᶆ
㸦$OWHUQDWLYH3HUIRUPDQFH0HDVXUHV㸧ࡣ㈈ົሗࡢᇶ‽࡞ࡿ㡯ࠊࣉࣝࢹࣥࢩࣕࣝẚ⋡ࢆබ⾲ࡍࡿ㝿ࡢཎ
๎ඹグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏᩥ᭩ࡣࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿ࣭ࣛࣝࢢ࣮ࣝࣉࡢ┠ᶆ࣭ᡓ␎㛵㐃ࡋࡓᑗ᮶ࡢぢ㏻ࡋ㛵ࡍࡿኌ᫂ࡀྵࡲࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡽࡢኌ᫂ࡣࠊ୍⯡㡯≉ู㡯ࠊ≉Ḣᕞ㐃ྜࡀ᥇ᢥࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿㈈ົሗ࿌ᇶ‽㸦,)56㸧‽ᣐࡋࡓ
ィཎ๎࣭᪉ἲࡢ㐺⏝ࠊ࠾ࡼࡧ᪤Ꮡࡢࣉࣝࢹࣥࢩࣕࣝつไࡢ㐺⏝ࡢ୧᪉ࢆྵࡴࠊ୍㐃ࡢ๓ᥦᇶ࡙࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢኌ᫂ࡣࠊ≉ᐃࡢ➇த࣭つไ⎔ቃୗ࠾ࡅࡿ」ᩘࡢ⤒῭๓ᥦᇶ࡙ࡃࢩࢼࣜ࢜๎ࡋ࡚సᡂࡉࢀ
ࡲࡋࡓࠋᙜࢢ࣮ࣝࣉࡣ௨ୗࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ࡚ࡢࣜࢫࢡࠊ㏱᫂せᅉࡲࡓࡣࡑࡢせᅉࢆண
࠾ࡼࡧࡑࢀࡽࡀ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿࡇࠋ
ࣜࢫࢡࡲࡓࡣ」ྜࣜࢫࢡࡼࡾࠊᐇ㝿ࡢᴗ⦼ࡀᮏᩥ᭩࠾ࡼࡧ㛵㐃㈨ᩱグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿண
ࢆุ᩿ࡍࡿࡇࠋ

ࡍࡿࡇࠊ

ࡢ⛬ᗘ␗࡞ࡿ

 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡣࡇࢀࡽࡢኌ᫂ࡣྜ⌮ⓗ࡞௬ᐃᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ࡿኌ᫂ࡣࠊᙜ♫ࡢ⤒Ⴀ㝕ࡀㄆ▱ࡋ࡚࠸࡞࠸㇟ࡲࡓࡣ⌧≧࡛ᠱᛕᮦᩱࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㇟ࢆྵࡴࠊᩘࠎࡢࣜ
ࢫࢡ㏱᫂せᅉࡉࡽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊணࡋ࡚࠸ࡓែࡀⓎ⏕ࡍࡿࠊࡲࡓࡣタᐃࡋ࡚࠸ࡓ┠ᶆࡀᐇ㝿㐩ᡂࡉࢀ
ࡿ࠸࠺☜ドࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᐇ⦼ࢆࠊᑗ᮶ࡢぢ㏻ࡋ㛵ࡍࡿኌ࡛᫂ணࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗ⦼ࡣࡁࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ
ࡋ࠺ࡿ㔜せ࡞せᅉࡣࠊࡾࢃࡅࠊ୍⯡ⓗ⤒῭άືࠊࡼࡾලయⓗࡣࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢᕷሙ࠾ࡅࡿయ
ⓗ࡞ഴྥࠊつไࡸᛶ㛵ࡍࡿኚࠊ࡞ࡽࡧࠊᙜ♫ࡢᡓ␎ⓗ࡞ࠊ⤒Ⴀ࠾ࡼࡧ㈈ᨻ㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢᡂຌࡀ
ྵࡲࢀࡲࡍࠋ
 ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗ⦼ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ₯ᅾⓗࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ࡢࡼࡾヲ⣽࡞ሗࡣࠊࣇࣛࣥࢫ㔠⼥┘
╩ᗇᥦฟࡉࢀࡓࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ᢞ㈨ᐙࡢⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊᮏኌ᫂ྵࡲࢀࡿሗࢆࡈཧ⪃ࡉࢀࡿ㝿ࡣࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗ⦼ᙳ㡪ࢆ
ࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㏱᫂せᅉࡸࣜࢫࢡせᅉࢆ⪃៖ࡉࢀࡿࡼ࠺࠾່ࡵࡋࡲࡍࠋ㐺⏝ࡉࢀࡿἲᚊ࡛⩏ົࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡣࠊᑗ᮶ࡢぢ㏻ࡋ㛵ࡍࡿሗࡲࡓࡣኌ᫂ࡢෆᐜࢆ᭦᪂ࡲࡓࡣᨵṇࡍ
ࡿ࠸࡞ࡿ⩏ົࡶ㈇࠸ࡲࡏࢇࠋ≉᫂グࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊᴗࣛࣥ࢟ࣥࢢ࠾ࡼࡧᕷሙ࣏ࢪࢩࣙࣥࡣෆ㒊㈨ᩱࡼࡿࡶ
ࡢ࡛ࡍࠋ
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 ᒓ᭩㢮 㸸ࢢ࣮ࣝࣉࡢせᣦᶆ

ࢢ࣮ࣝࣉຊᴗ㒊㛛ู⛯ᘬᚋ⣧┈


㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧

 ᖺ
 ᖺ
➨  ᅄ༙ᮇ ➨  ᅄ༙ᮇ

ቑῶ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

ቑῶ

ࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ













ᅜ㝿ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ
㸤㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ













ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ
㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮
ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ



























 

QV

 

 















ຊᴗ㒊㛛
ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢭࣥࢱ࣮
ࢢ࣮ࣝࣉ
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㐃⤖㈚ᑐ↷⾲


 ᖺ
 ᭶  ᪥

㈨⏘ࡢ㒊㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧
୰ኸ㖟⾜
ᦆ┈຺ᐃࢆ㏻ࡌ࡚බṇ౯᱁࡛

ᐃࡉࢀࡓ㔠⼥㈨⏘

࣊ࢵࢪ┠ⓗࢹࣜࣂࢸࣈ
ࡑࡢࡢໟᣓ┈ࢆ㏻ࡌ࡚බṇ౯᱁࡛
ൾ༷ཎ౯࡛

ᐃࡉࢀࡓ᭷౯ドๆ

ൾ༷ཎ౯࡛

ᐃࡉࢀࡓ㖟⾜㡸㔠

ൾ༷ཎ౯࡛

ᐃࡉࢀࡓ㢳ᐈ㈚ฟ㔠

ᐃࡉࢀࡓ㔠⼥㈨⏘



㔠ࣜࢫࢡࢆ࣊ࢵࢪࡋࡓ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢホ౯ᕪ㢠
ಖ㝤ᴗົࡢᢞ㈨
⛯㔠㈨⏘
ࡑࡢ㈨⏘
༷┠ⓗಖ᭷㠀ὶື㈨⏘
ᣢศἲ㐺⏝ᢞ㈨
᭷ᙧ࠾ࡼࡧ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘
ࡢࢀࢇ
㈨⏘ࡢ㒊ྜィ

 ᖺ
 ᭶  ᪥











































 ᖺ
 ᭶  ᪥

㈇മࡢ㒊㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧

 ᖺ
 ᭶  ᪥





















ᙜᮇ⣧┈









ᑠィ





ᮍᐇ⌧ࡲࡓࡣ⧞ᘏ࢟ࣕࣆࢱࣝࢤࣥ࠾ࡼࡧࣟࢫ

 




 








୰ኸ㖟⾜
ᦆ┈຺ᐃࢆ㏻ࡌ࡚බṇ౯᱁࡛

ᐃࡉࢀࡓ㔠⼥㈇മ

࣊ࢵࢪ┠ⓗࢹࣜࣂࢸࣈ
ドๆᙧែࡢമົ
㖟⾜㡸㔠
㢳ᐈ㡸㔠




㔠ࣜࢫࢡࢆ࣊ࢵࢪࡋࡓ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢホ౯ᕪ㢠
⛯㔠㈇മ
ࡑࡢ㈇മ
༷┠ⓗಖ᭷㠀ὶື㈇മ
ಖ㝤ዎ⣙㛵ࡍࡿ㈇മ
ᘬᙜ㔠
ຎᚋമົ
㈇മࡢ㒊ྜィ











ᰴ㈨ᮏ
ࢢ࣮ࣝࣉᰴᘧࡢᰴ㈨ᮏ
Ⓨ⾜῭ᬑ㏻ᰴᘧᣢศ㔠⼥ၟရ࠾ࡼࡧ㈨ᮏ‽ഛ㔠
ෆ㒊␃ಖ

ࢢ࣮ࣝࣉᰴᘧࡢᰴ㈨ᮏࡢᑠィ
㠀ᨭ㓄ᣢศ
ᰴ㈨ᮏࡢྜィ
ྜィ
ὀ㢳ᐈ㈚ฟ㔠ࡣ࣮ࣜࢫࣇࢼࣥࢫࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
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 ᖺ  ᭶  ᪥ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡣ࣮ࣘࣟࣂࣥࢡࢆ༷ࡍࡿዎ⣙ࢆ⥾⤖ࠋᙜᴗయࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࣂࣛࣥࢫࢩ࣮ࢺࡢᐤࡣ
ࠊ ൨  ࣮ࣘࣟࡢ㢳ᐈ㈚ฟࠊ ൨  ࣮ࣘࣟࡢ㖟⾜㡸㔠ࠊ ൨  ࣮ࣘࣟࡢ㢳ᐈ㡸㔠ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢᦆ┈ィ⟬᭩ࡣᮍᐇ⌧ᦆኻࡢᘬᙜ㔠ࡣィୖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛ࡣࠊᙜᴗయࡀᚋ  ࢝᭶௨ෆ༷ࡉࢀࡿ↛ᛶࡢ㧗࠸ฟ᮶ࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ
ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼࡢ㐃⤖ࣂࣛࣥࢫࢩ࣮ࢺࡣࠊᙜᴗయࡢ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡣᘬࡁ⥆ࡁᙜึࡢ㡯┠࡚ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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 ᒓ᭩㢮 㸸㈈ົሗࡢᇶ‽࡞ࡿ㡯
̽
 ᖺ  ᭶  ᪥⤊ࡋࡓᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐃⤖Ỵ⟬ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ྲྀ⥾ᙺ࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥⤊ࡋࡓ  ᖺ➨  ᅄ༙ᮇ࠾ࡼࡧ  ᖺ 㹼 ᭶ᮇ㛵ࡍࡿ㈈ົሗࡣࠊࡇࡢ᪥࠾࠸
࡚㐺⏝ࡉࢀࠊḢᕞ㐃ྜࡀ᥇ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠊᅜ㝿㈈ົሗ࿌ᇶ‽㸦,)56㸧‽ᣐࡋࡓ᪉ἲࡼࡾసᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮍࡔ
┘ᰝࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋ
̽ᴗົ⢒┈

୰᰾㒊㛛ࡢᴗ
ᴗົ⢒┈ࡣࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢ  ᖺᗘࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺḟ
ሗ࿌᭩㸧ࠖࡢ  ࣮࣌ࢪᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ┈ࠖࡲࡓࡣࠕᴗົ⢒┈ࠖࡣྠ⩏ㄒࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡣࠊྛᴗᑐࡍࡿᶆ‽ⓗ㈨ᮏ㓄ศࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࡢࠊྛ୰᰾ᴗ㒊㛛ࡢᴗົ⢒┈ࡢṇつࡋࡓᩘ್ࢆᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

̽Ⴀᴗ㈝⏝

Ⴀᴗ㈝⏝ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐃⤖㈈ົㅖ⾲㸦ࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢ  ᖺᗘ
ࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖࡢ  ࣮࣌ࢪ௨ୗ࠾ࡼࡧ  ࣮࣌ࢪཧ↷㸧ࡢὀグ 
࠾ࡼࡧ  グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕႠᴗ㈝⏝ࠖࢆᣦࡍࠋࡲࡓࠊႠᴗ㈝⏝ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ㝿ࠊࠕ㈝⏝ࠖ࠸࠺⏝ㄒࡶ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⤒㈝⋡ࡣࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢ  ᖺᗘࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖࡢ 
࣮࣌ࢪᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

̽,)5,& ➨  ྕᇶ‽ࡢㄪᩚ

,)5,& ➨  ྕᇶ‽ࡢㄪᩚࡼࡾࠊഅⓎⓗ㇟ࡀ⏕ࡌࡓ㝿㢠ࡀィୖㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈿ㄢ㔠ࢆࠊᙜᅄ༙ᮇ
ಀࡿ୍㒊㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㢠ࡢ  ศࡢ 㸧ࡢࡳࢆㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺ಟṇ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㊃᪨ࡣࠊศᯒᑐ㇟ᮇ㛫
Ⓨ⏕ࡋࡓ㇟㉳ᅉࡋ࡚⏕ࡌࡓᐇ㝿ࡢ㈝⏝ࡢࡼࡾ⤒῭ⓗ࡞ᴫᛕࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊᴗᖺᗘࢆ㏻ࡋ࡚㈝⏝ࡀㄆ㆑
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

̽ᙜᮇࡢಟṇ⾲♧ࡑࡢ㔜せ࡞㡯̿ィୖࡢᩘ್ࡢᇶ♏࡞ࡿᩘ್ࡢ↷ྜ

⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠ࡣࠊ㔠⼥㈇മࡢホ౯࠾ࡼࡧࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢ㈇മホ౯ㄪᩚ㸦'9$㸧ࡢࡇࢆ
ᣦࡍࠋࡇࢀࡽࡢ  ࡘࡢせᅉࡀࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤖ᯝศᯒ࠾࠸࡚ಟṇ⾲♧ࡉࢀࡓ⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠ࢆᵓᡂࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢢ࣮ࣝࣉ㛵㐃ࡍࡿ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣃ࣮ࢸ࣭ࣜࢫࢡᑐࡍࡿᕷሙホ౯ࢆᫎࡋࡓෆ㒊┈ࡀㄆ
㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣝࢹࣥࢩࣕࣝẚ⋡ࢆ⟬ฟࡍࡿ㝿ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ┈ࡶಟṇ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ,)56 ➨  ྕ
ᇶ‽ᚑ࠸ࠊᙜᮇ㛫㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢ㔠⼥㈇മࡢホ౯ࡼࡿᙳ㡪ࡣᦆ┈࡛ࡣ࡞ࡃࠊᰴ㈨ᮏㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡣ⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠ࡢಟṇ⾲♧ᚋࡢሗࡣⓎ⾲ࡋ࡞࠸ࠋ

ࡉࡽࠊࢢ࣮ࣝࣉࡣࣇࣛࣥࢫᅜෆࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ㒊㛛ࡢ┈࠾ࡼࡧᴗ⦼ࢆࠊ3
3(/&(/ ᘬᙜ㔠ࡢ✚ࡳቑࡋࡲ
ࡓࡣᡠࡋධࢀࡼࡾಟṇ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜヱㄪᩚࡼࡾࠊつไୖࡢ✚❧㔠≉᭷ࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㛵㐃ࡍࡿኚ
ືせᅉࡀ᥍㝖ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊ୰᰾ᴗ㒊㛛ࡢάື㛵㐃ࡍࡿ┈࠾ࡼࡧᴗ⦼ࡢ≉ᐃࡀᐜ᫆࡞ࡿࠋ

ࡇࢀࡽࡢ㡯┠࠾ࡼࡧࡑࡢ୍ᗘ㝈ࡾࡢࡲࡓࡣ⤒ᖖⓗ࡞ಟṇ⾲♧ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ㡯┠㸦≉ู㡯┠㸧ࡢヲ⣽ࡣ௨ୗ
ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋణࡋࠊ௨ୗࡢ⾲࠾࠸࡚ࡣࠊࢫࢱࣜࢫࢡ  ಶ㸦 㸧ࢆࡋࡓ㡯┠ࡣ⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠
࡛࠶ࡾࠊࢫࢱࣜࢫࢡ  ಶ㸦 㸧ࢆࡋࡓ㡯┠ࡣ≉ู㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
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ィୖࡢᩘ್ࢆᇶ♏࡞ࡿᩘ್↷ྜࡍࡿࡓࡵ⾜ࡗࡓㄪᩚࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ 
ᴗົ⢒┈

 ᖺ
 ᖺ
➨  ᅄ༙ᮇ ➨  ᅄ༙ᮇ

ቑῶ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

ቑῶ







 









㔠⼥㈇മࡢホ౯ 











'9$ 











 



࣊ࢵࢪ࣭ࢥࢫࢺࡢㄪᩚ 



 







 



ࣜࣅᢞ㈨ᗇ㸦/,$㸧ࡢゎ 









 









ᇶ♏࡞ࡿᴗົ⢒┈













Ⴀᴗ㈝⏝

 

 



,)5,& ➨  ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧ

 

 









ッゴၥ㢟ᘬᙜ㔠 

 



 





ᇶ♏࡞ࡿႠᴗ㈝⏝


    

 


 


 

 



 

 



ッゴၥ㢟ᘬᙜ㔠 



 





 



ࣜࣅᢞ㈨ᗇ㸦/,$㸧ࡢゎ 













 

 

 

 



ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠

ᇶ♏࡞ࡿᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠


    








 

















ࡑࡢ㈨⏘ࡼࡿ⣧┈ࡲࡓࡣ⣧ᦆኻ





QV

 



QV





 






























 


QV



 





QV














 

 

 

 













࢚ࢡࢫࣉࣞࢫ࣭ࣂࣥࢡ࠾ࡼࡧࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙
ࢿ࣭ࣛࣝࣝࣂࢽࡢ༷ 
ࣥࢱࣜ࢘ࢫࡢ㐃⤖ἲࡢኚ᭦ 



6*)RUWXQH ࡢ༷ 
ᇶ♏࡞ࡿࡑࡢ㈨⏘ࡼࡿ⣧┈ࡲࡓࡣ⣧
ᦆኻ

ࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈

ୖグࡢಟṇ⾲♧ࡀࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈
࠼ࡿᙳ㡪
ᇶ♏࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈






 ⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠
≉ู㡯┠


̽ࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡㸦ES㸧ࠊ㈚ಽᠱᛕമᶒᘬᙜẚ⋡
ࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡ࡲࡓࡣᴗࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡ࡣࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢ  ᖺᗘࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇ
ࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖࡢ  ࣮࣌ࢪ࠾ࡼࡧ  ࣮࣌ࢪᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜヱᣦᶆࡼࡾࠊྛᴗ㒊㛛
ࡢࣜࢫࢡỈ‽ࢆࠊ㈚ᑐ↷⾲ୖࡢ࣮࣭ࣟࣥࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸦࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࢼ࣮ࣝࣜࢫࢆྵࡴ㸧ࡢࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ
ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
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㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧



 ᖺ
 ᖺ
➨  ᅄ༙ᮇ ➨  ᅄ༙ᮇ

ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠
ࣇࣛࣥࢫᅜෆ
ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ

ᅜ㝿ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ
㸤㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ
㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮
ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ

ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢭࣥࢱ࣮

 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

















ࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡
㸦ES㸧









ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠

















ࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡
㸦ES㸧









ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠



 

 



⡙౯⥲㢠
ࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡
㸦ES㸧
ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠











 



























 

























⡙౯⥲㢠

⡙౯⥲㢠

⡙౯⥲㢠
ࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡
㸦ES㸧
ᘬᙜ㔠⣧⧞ධ㢠

ࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿ࣭ࣛࣝ ⡙౯⥲㢠
ࢢ࣮ࣝࣉ
ࣜࢫࢡᘬᙜẚ⋡
㸦ES㸧


 
⥲㈚ಽᠱᛕമᶒᘬᙜẚ⋡ࡣࠊつไୖࡢമົᒚ⾜ࡢᐃ⩏ࡢᑐ㇟࡞ࡿ⥲ṧ㧗ᑐࡍࡿಙ⏝ࣜࢫࢡ㛵ࡋ࡚ㄆ㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᘬᙜ㔠ࡢẚ⋡ࡋ࡚⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᥦ౪ࡉࢀࡓಖドࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᙜヱ
ᘬᙜẚ⋡ࡼࡾࠊമົᒚ⾜㸦㈚ಽᠱᛕ㸧ṧ㧗㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ᭱ṧవࣜࢫࢡࢆ ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

̽52(㸦ᰴ㈨ᮏ┈⋡㸧ࠊ527(㸦᭷ᙧ㈨ᮏ┈⋡㸧ࠊ521(㸦ᶆ‽ⓗᰴ㈨ᮏ┈⋡㸧
52(㸦ᰴ㈨ᮏ┈⋡㸧࠾ࡼࡧ 527(㸦᭷ᙧ㈨ᮏ┈⋡㸧ࡢᴫᛕ࠾ࡼࡧࡑࡢ⟬ฟ᪉ἲࡣࠊࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝ
ࡢ  ᖺᗘࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖࡢ  ࣮࣌ࢪグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜヱ
ᩘ್ࡼࡾࠊࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢᰴ㈨ᮏ┈⋡࠾ࡼࡧ᭷ᙧ㈨ᮏ┈⋡ࢆホ౯ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
521(㸦ᶆ‽ⓗᰴ㈨ᮏ┈⋡㸧ࡣࠊࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺ
ḟሗ࿌᭩㸧ࠖࡢ  ࣮࣌ࢪグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿཎ๎ᇶ࡙ࡁࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗ㓄ศࡉࢀࡿᖹᆒᇶ‽㈨ᮏࡢ┈
⋡ࢆ≉ᐃࡍࡿࠋ
ẚ⋡ࡢศᏊࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡣࠊࠕ㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿ⛯ᘬᚋᨭᡶᜥࠊ㉸
ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿᨭᡶᜥࠊⓎ⾜ࣉ࣑࣒ࣞࡢൾ༷㢠ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㌿‽ഛ㔠ࢆ㝖ࡃࠊᰴ㈨ᮏࡋ
࡚ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿᮍᐇ⌧ᦆ┈ࠖࡢㄪᩚಟṇᚋࡢᖒ⡙ୖࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈࡛࠶ࡿ㸦㈈ົሗࡢᇶ‽࡞ࡿ㡯
ࡢ➨  㡯ཧ↷㸧ࠋ527( 㛵ࡋ࡚ࡣࠊධࡣࡢࢀࢇࡢῶᦆࢆಟṇ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ᙜᮇ࠾ࡅࡿ 52( ࠾ࡼࡧ 527( ࢆ⟬ฟࡍࡿࡓࡵ⾜ࡗࡓᰴᘧࡢ⡙౯ࡢㄪᩚࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


 ᖺ
 ᖺ
➨  ᅄ༙ᮇ ➨  ᅄ༙ᮇ

ᮇᮎ㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧

 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

ࢢ࣮ࣝࣉᰴᘧࡢᰴ㈨ᮏ









㉸ຎᚋമ

 

 

 

 

Ọஂຎᚋമ

 

 

 

 

㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿ⛯ᘬᚋᨭᡶ
ᜥࠊ㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿᨭᡶ
ᜥࠊⓎ⾜ࣉ࣑࣒ࣞࡢൾ༷㢠

 

 

 

 

㌿‽ഛ㔠ࢆ㝖ࡃࡑࡢࡢໟᣓ┈

 

 

 

 

㓄ᙜ㔠ᘬᙜ㔠

 

 

 

 

52( ㈨ᮏ









ᖹᆒ 52( ㈨ᮏ









ᖹᆒࡢࢀࢇ

 

 

 

 

ᖹᆒ↓ᙧ㈨⏘

 

 

 

 

ᖹᆒ 527( ㈨ᮏ













ࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ D 
ᇶ♏࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ E 
㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿ⛯ᘬᚋᨭᡶ
ᜥ F 
ࡢࢀࢇࡢῶᦆࡢྲྀᾘ G 
ಟṇᚋࡢࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ H  
D  F  G 
ಟṇᚋࡢᇶ♏࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈
I
E  F 















 

 

 

 

















































ᖹᆒ 527( ㈨ᮏ㸦ᇶ♏㸧 K 
ᇶ♏࡞ࡿ 527(
>ᅄ༙ᮇ㸸  I Kࠊ㹼 ᭶ᮇ㸸  IK @








ᖹᆒ 527( ㈨ᮏ J 
527(>ᅄ༙ᮇ㸸  H Jࠊ㹼 ᭶ᮇ㸸
 HJ @


























521( ࡢ⟬ฟ㸸ຊᴗ㓄ศࡉࢀࡓᖹᆒᰴ㈨ᮏ㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧
 ᖺ
➨ 
ᅄ༙ᮇ

ࣇࣛࣥࢫᅜෆ
ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ
ᅜ㝿ࣜࢸ࣮ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ
㸤㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ
㸤ࣥ࣋ࢫࢱ࣮ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ
ຊᴗ㒊㛛
ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࢭࣥࢱ࣮
ࢢ࣮ࣝࣉ

 ᖺ
➨ 
ᅄ༙ᮇ



ቑῶ

 ᖺ  ᖺ
 ᭶ᮇ  ᭶ᮇ

ቑῶ
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̽⣧㈨⏘࠾ࡼࡧ᭷ᙧ⣧㈨⏘ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢ  ᖺᗘࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿ
ᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖࡢ  ࣮࣌ࢪࡢ㈈ົሗࡢᇶ‽࡞ࡿ㡯ࡢグ㍕࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⟬ฟ
ࡍࡿࡓࡵ⏝ࡋࡓ㡯┠ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ


 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
ୖ༙ᮇ

 ᖺ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

ࢢ࣮ࣝࣉᰴᘧࡢᰴ㈨ᮏ









㉸ຎᚋമ

 

 

 

 

Ọஂຎᚋമ

 

 

 

 

㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿ⛯ᘬᚋᨭᡶ
ᜥࠊ㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿᨭᡶ
ᜥࠊⓎ⾜ࣉ࣑࣒ࣞࡢൾ༷㢠

 

 

 

 

ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┠ⓗ࡛ಖ᭷ࡍࡿ⮬ᕫᰴᘧࡢ⡙
౯









⣧㈨⏘౯್









ࡢࢀࢇ

 

 

 

 

↓ᙧ㈨⏘

 

 

 

 

᭷ᙧ⣧㈨⏘౯್

















1$36㸦༢㸸࣮ࣘࣟ㸧









 ᰴᙜࡓࡾ᭷ᙧ⣧㈨⏘㢠㸦༢㸸࣮ࣘࣟ㸧









ᮇᮎ
㸦༢㸸ⓒ࣮ࣘࣟ㸧

1$36㸦 ᰴᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠㸧
ࡽࢀࡿᰴᩘ㸦༢㸸༓ᰴ㸧

ࡢ⟬ฟ⏝࠸



⪃៖ࡉࢀࡓᰴᘧᩘࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛Ⓨ⾜῭ࡢᬑ㏻ᰴᘧ㸦ణࡋࠊ⮬ᕫᰴᘧ࠾ࡼࡧ㈙࠸ᡠࡋࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㝖
ࡃࡀࠊࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┠ⓗ࡛ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡀಖ᭷ࡍࡿᰴᘧࢆྵࡴ㸧ࡢᩘ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ㝿ィᇶ‽㸦,$6㸧➨  ྕᚑ࠸ࠊඃඛᘬཷᶒࡢⴠࡕ᪥๓ࡢ  ᰴᙜࡓࡾࡢ㐣ཤࡢᩘ್ࡣࠊ⛣⾜క࠺ㄪᩚಀᩘࡼࡾಟṇ
⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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̽ ᰴᙜࡓࡾ┈㸦(36㸧ࡢ⟬ฟ
ࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡀⓎ⾲ࡍࡿ  ᰴᙜࡓࡾ┈ࡣࠊᅜ㝿ィᇶ‽㸦,$6㸧➨  ྕᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿつᐃᚑࡗ
࡚⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢ  ᖺᗘࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺḟሗ࿌
᭩㸧ࠖࡢ  ࣮࣌ࢪࢆཧ↷㸧ࠋ ᰴᙜࡓࡾ┈ࢆ⟬ฟࡍࡿ㝿⾜ࡗࡓࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈ࡢಟṇࡣࠊ52( ࢆ⟬ฟࡍ
ࡿ㝿⾜ࡗࡓಟṇ⾲♧ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿࣛࣝࡢ  ᖺᗘࠕ5HJLVWUDWLRQ'RFXPHQW
㸦ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿᖺḟሗ࿌᭩㸧ࠖࡢ  ࣮࣌ࢪグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡣ㈈ົሗࡢᇶ‽࡞ࡿ
㡯ࡢ➨  㡯㸦ᇶ♏࡞ࡿ  ᰴᙜࡓࡾ┈㸧グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠ࠊ≉ู㡯┠ࠊ,)5,&
➨  ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧࡼࡿᙳ㡪ࡢ᥍㝖ᚋࡢ  ᰴᙜࡓࡾ┈ࡶⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⟬ฟࡢ㝿⏝ࡋࡓᰴᘧᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


ᖹᆒᰴᘧᩘ㸦༓ᰴ㸧

 ᖺ
 ᭶ᮇ

 ᖺ
ୖ༙ᮇ

 ᖺ

 ᖺ
 ᭶ᮇ

Ⓨ⾜῭ᰴᘧᩘ

















































 

 

 

 









ㄪᩚᚋࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈
㸦ⓒ࣮ࣘࣟ㸧









 ᰴᙜࡓࡾ┈㸦࣮ࣘࣟ㸧









ᇶ♏࡞ࡿ  ᰴᙜࡓࡾ┈ 㸦࣮ࣘࣟ㸧









᥍㝖
ࢫࢺࢵࢡ࢜ࣉࢩࣙࣥࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡓࡵࡢᰴᘧ
࠾ࡼࡧᚑᴗဨሗዡࡉࢀࡿ↓ൾᰴᘧ

ࡑࡢ⮬ᕫᰴᘧ࠾ࡼࡧ㔠ᗜᰴ

 ᰴᙜࡓࡾ┈ࢆ⟬ฟࡍࡿ㝿ࡢᰴᘧᩘ



ࢢ࣮ࣝࣉᙜᮇ⣧┈㸦ⓒ࣮ࣘࣟ㸧
㉸ຎᚋമ࠾ࡼࡧỌஂຎᚋമಀࡿ⛯ᘬᚋᨭᡶ
ᜥ㸦ⓒ࣮ࣘࣟ㸧
㒊ศⓗ㈙࠸ᡠࡋక࠺⛯ᘬᚋ࢟ࣕࣆࢱࣝࢤ
ࣥ㸦ⓒ࣮ࣘࣟ㸧



㸦 ᖺ 㹼 ᭶ᮇࠊ ᖺୖ༙ᮇࠊ ᖺ 㹼 ᭶ᮇࡘ࠸࡚㸧⤒῭άື㛵ಀࡢ࡞࠸㡯┠࠾ࡼࡧ≉ู㡯┠ࡢ᥍㝖ᚋࠊ
,)5,& ➨  ྕᇶ‽ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⥺ᙧࢆྵࡴ
⪃៖ࡉࢀࡓᰴᘧᩘࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛Ⓨ⾜῭ࡢᬑ㏻ᰴᘧ㸦ణࡋࠊ⮬ᕫᰴᘧ࠾ࡼࡧ㈙࠸ᡠࡋࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ㝖
ࡃࡀࠊࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┠ⓗ࡛ᙜࢢ࣮ࣝࣉࡀಖ᭷ࡍࡿᰴᘧࢆྵࡴ㸧ࡢᩘ࡛࠶ࡿ


̽̽ࢯࢩ࢚ࢸ࣭ࢪ࢙ࢿ࣭ࣛࣝࢢ࣮ࣝࣉࡢᬑ
ᬑ㏻ᰴᘧ➼ 7LHU ㈨ᮏࡣࠊ㐺⏝ࡢ࠶ࡿ⮬ᕫ㈨ᮏつไ➨  ḟ⮬ᕫ㈨ᮏᣦ
௧㸦&55&5'㸧ࡢつ๎ᚑ࠸⟬ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇࡢ⮬
⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡ࡣࠊ≉᫂グࡋ࡞࠸㝈ࡾᙜィᖺᗘ࠾
ࡅࡿ┈࠾ࡼࡧ㓄ᙜ⣧㢠ᑐࡍࡿヨ⟬࣮࣋ࢫࡢ್࡛࠶ࡿࠋẁ㝵ⓗ࡞ẚ⋡ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ≉᫂
グࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊᙜィᖺᗘ࠾ࡅࡿ┈ࢆྵࡲ࡞࠸ࠋࣞࣂࣞࢵࢪẚ⋡ࡣࠊ ᖺ  ᭶ࡢጤ௵ἲ௧ࡢつᐃࢆྵࡴࠊ
㐺⏝ࡢ࠶ࡿ⮬ᕫ㈨ᮏつไ➨  ḟ⮬ᕫ㈨ᮏᣦ௧㸦&55&5'㸧ࡢつ๎ᚑ࠸ィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ὀ⾲࠾ࡼࡧศᯒྵࡲࢀࡿᩘ್ࡢྜィࡣࠊᅄᤞධࡢㄗᕪࡼࡾࠊබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘ್ഹ␗࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍ
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
１．事業内容の概要
(1) 会社の目的
当行の定款第３条に当行の目的が記載されている。ソシエテ・ジェネラルは、金融機関に適用
される法令の規定に定められる条件に基づき、フランス国内外において、個人および法人と以下
の業務を行うことを会社の目的とする。
■

あらゆる銀行取引

■

銀行業務に関連するあらゆる取引（フランス通貨金融法典第L.321-1条および第L.321-2条
に基づく投資サービスおよび提携サービスを含む。
）

■

他の会社のあらゆる持分の取得

ソシエテ・ジェネラルは、フランス銀行・金融規制委員会（Comité de la réglementation bancaire

et financière）に定められた条件に定義されている通り、上記以外のあらゆる取引（特に保険代
理業務）を日常的に行うことができる。
一般に、ソシエテ・ジェネラルは、自己のため、第三者の代理として、または共同して、直接
または間接に上記の業務に関連して、または遂行を容易にする目的で、あらゆる金融・商業・工
業・農業・証券・不動産の取引業務を行うことができる。

(2) 事業の内容
ソシエテ・ジェネラルは、欧州において有数の金融サービスを行うグループの１つである。多
様かつ総合的なバンキング モデルに基づき、当グループは、社会と経済の建設的な変革に貢献す
る顧客にとって信頼あるパートナーとなることを目標とし、財政力および実績のある革新につい
ての専門知識を持続的な成長戦略と結びつける。
150年超にわたり実体経済で活動し、欧州における確固たるポジションおよび世界のその他の地
域とのつながりを有し、ソシエテ・ジェネラルは67ヶ国に147,000人を超える従業員(*)を擁し、幅
広いアドバイザリー サービスおよび個々に合わせた財務ソリューションを提供することにより、
世界中で31百万人の個人顧客、企業および機関投資家(１)を日々支援している。当グループは、３
つの補完関係にある主要事業で構成されている。
■

ソシエテ・ジェネラル、クレディ デュ ノールおよびブルソラマのブランドを含む、フラ
ンス国内リテール バンキング部門。各ブランドは、あらゆる種類の金融サービスを、オム
ニチャネル商品と共にデジタル イノベーションの最前線で提供する。

■

アフリカ、ロシア、中欧および東欧におけるネットワークならびに各市場を先導する専門
事業を有する国際リテール バンキング部門、保険事業および法人向け金融サービス部門。

■

広く認められている専門知識、重要な国際拠点および総合的なソリューションを提供する
グローバル バンキング＆インベスター ソリューションズ部門。

革新およびシナジーを促進し、また顧客の新たな要求および行動に一層応えるため、2017年、
当グループは、17の事業ユニット（事業部門、地域）および10のサービス ユニット（サポートお
よび統制機能）に基づくより機動的な組織を整備した。11月に戦略計画である「成長への変革」
を公表し、ソシエテ・ジェネラルは、今後３年間における５つの戦略上および事業上の優先事項
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を設定した。すなわち、成長、とりわけデジタル面での事業変革の加速、厳格なコスト管理の継
続、当グループの再焦点化の完了および会社のあらゆるレベルにおける責任の文化の育成である。
急激に業界が変化している欧州の銀行部門において、当グループは発展および変革の新たな段階
へ向かおうとしている。
(*) 臨時雇用者を除く、期末現在の従業員数である。
(１) 保険契約者を除く。
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２．主要な経営指標等の推移
(1) 最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移
（単位：百万ユーロ）

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

年度末財政状態
株式資本
（単位：百万ユーロ）(１)
発行済株式数(２)

1,010

1,010

1,008

1,007

998

807,917,739 807,713,534

806,239,713

805,207,646

798,716,162

業績（単位：百万ユーロ）
税金を除く収益(３)

27,207

27,174

28,365

25,119

25,887

1,678

5,884

5,809

2,823

3,901

従業員賞与

11

13

15

12

10

法人所得税

(109)

246

(214)

99

(221)

税、減価償却費、償却費、引
当金、従業員賞与および
一般積立金控除前利益

純利益

800

4,223

1,065

996

2,714

1,777

1,777

1,612

966

799

2.20

6.96

7.45

3.37

5.15

純利益

0.99

5.23

1.32

1.24

3.40

１株当たり支払配当金

2.20

2.20

2.00

1.20

1.00

46,804

46,445

46,390

45,450

45,606

3,560

3,696

3,653

3,472

3,459

1,475

1,468

1,452

1,423

1,407

支払配当金合計
１株当たり利益
（単位：ユーロ）
税引後、減価償却費、
償却費および引当金
控除前利益

従業員
従業員数
給与総額
（単位：百万ユーロ）
従業員福利厚生費
（社会保険その他）
（単位：百万ユーロ）
(１)

ソシエテ・ジェネラルは、2017年、取締役会により従業員に付与されたオプションの行使による8.16百
万ユーロの資本剰余金を伴う合計0.26百万ユーロの増資を行った。
(２) 2017年12月31日現在のソシエテ・ジェネラルの1,009,897,173.75ユーロの払込済資本金は、額面1.25ユ
ーロの株式807,917,739株から構成されている。
(３) 収入は、受取利息、受取配当金、受取手数料、金融取引利益およびその他の営業利益から構成されてい
る。
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(2) 最近５連結事業年度に係る主要な経営指標等の推移
2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

業績
（単位：百万ユーロ）
銀行業務純利益

23,954

25,298

25,639

23,561

22,831

8,131

8,403

8,550

8,275

8,235

8,070

7,572

7,329

7,456

8,012

8,887

9,309

9,442

8,726

8,710

14

318

6,116

8,481

8,746

7,545

6,432

74.3％

65.6％

67.7％

67.7％

67.4％

営業利益

4,767

6,390

5,681

4,578

2,380

グループ当期純利益

2,806

3,874

4,001

2,692

2,175

グループ株主資本

59.4

62.0

59.0

55.2

51.0

総連結資本

64.0

66.0

62.7

58.8

54.1

税引後ROE

4.9％

7.3％

7.9％

5.3％

4.4％

17.0％

17.9％

16.3％

14.3％

13.4％

顧客貸出金

374

373

358

330

314

顧客預金

394

397

360

328

320

うちフランス国内リテール
バンキング部門
うち国際リテール バンキン
グ＆金融サービス部門
うちグローバル バンキン
グ＆インベスター
ソリューションズ部門
うち企業部門
売上総利益
経費率（当行の金融負債の
再評価およびDVAを除く。
）

(1,134)

(896)

(2,126)

株主資本
（単位：十億ユーロ）

自己資本比率(１)
貸出および預金
（単位：十億ユーロ）

(１) 2014年から2017年はCRR／CRD４規制、2013年はバーゼル３に基づくプロフォーマ。
(注) それぞれの事業年度において公表された値である。定義および潜在的な調整については、2017年12月31
日に終了した事業年度に係る有価証券報告書の「第３ 事業の状況、１ 業績等の概要―定義および手法、
代替的業績指標」に示されている。
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