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うえ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体または外貨建て債券の償還金及び利
子の支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じる
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売買する場合は、その対
価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。
・ 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。
金利、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じるおそれが
あります
＜市場価格が変動するリスク＞
・ 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。利子
の適用利率が固定利率の場合、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、売却損が生じる場合があります。利子の適用利率が変
動利率の場合には、利子が変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に
対応して変動するわけではありません。
・ 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。
＜為替相場に関するリスク＞
・ 外貨建て債券の円換算した価値は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変動することにより、
為替相場が円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程で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じるおそれがありま
す。

・ 外貨建て債券の売買や償還金及び利子の決済に際して、日本円等の建て通貨以外の通貨で
の決済が予め取り決められている場合、売却時あるいは償還時等の為替相場の状況によっては
為替差損が生じ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には、償還金及びその利子のその他の通貨への交換や
送金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の
業務、または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
＜発行体等の信用状況の変化に関するリスク＞
・ 外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及び利子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、外貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損
が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者
の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または
特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失っ
たり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあ
ります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場
合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあり
ます。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後の利子の支払いは切り下げられた
額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していた利子の支払いを受けられ
ない場合があります。
・ 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等には、外貨建
て債券の発行体または償還金及び利子の支払いを保証している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、債権順位に従って額面の切下げ、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、適用される制度は外貨建て
債券の発行体または償還金及び利子の支払いを保証している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。
・ 主要な格付会社により｢投機的要素が強い｣とされる格付がなされている債券については、当
該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等
により、償還金や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを
付与された債券と比べより高いと言えます。
＜償還金及び利子の支払いが他の債務に劣後するリスク＞
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した

場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及び利子の
支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生
手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手
続きが取られた場合となります。
その他のリスク
＜適用利率が変動するリスク＞
外貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指
標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、利子の適用利率は、各利率基
準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
＜流動性に関するリスク＞
・ 新興国通貨は、米国市場若しくは欧州市場等の特定の市場が取引の中心となっています。
そのため、当社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債
券に比べて流動性は低くなっています。
・ 外貨建て債券は、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、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
企業内容等の開示について
外貨建ての債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく
企業内容等の開示が行われておりません。
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。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明
書」をご覧ください。
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または私募の取扱い
・ 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、取次ぎまたは代理

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、当
社では原則として、その利子支払日の前営業日または利子支払日を受渡日とするお取引はできません。なお、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。
・ 外貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 4 営業日前までのお取引が可能です。

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、保護預り口座また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または有価証券の全部または一
部(前受金等)をお預けいただいたうえで、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、ご注文に係る代金または有価証券
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(郵送または電磁的方法に
よる場合を含みます。)。

○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/shijyo/foreign/meigara.html）に掲載してい
る外国の発行体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。

当社の概要
商

号

等

株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号

本 店 所 在 地

〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1

加

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、

入

協

会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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

金

48,323,132,501 円(2019 年 9 月 30 日現在)

本

主

な

事

業

金融商品取引業

設

立

年

月

1944 年 3 月

先

「インターネットコース」でお取引されているお客さま：SBI 証券 カスタマーサービスセンター

連

絡

電話番号：0120-104-214（携帯電話・PHS からは、0570-550-104（有料））
受付時間：平日 8 時 00 分～18 時 00 分（年末年始を除く）
SBI マネープラザのお客さま：SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター
電話番号：0120-142-892
受付時間：平日 8 時 00 分～18 時 00 分（年末年始を除く）
IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客さま：IFA サポート
電話番号：0120-581-861
受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く）
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
SBI 証券に対するご意見・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：〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1

連 絡 先：「インターネットコース」でお取引されているお客さま：SBI 証券 カスタマーサービスセンター
電話番号：0120-104-214（携帯電話・PHS からは、0570-550-104（有料））
受付時間：平日 8 時 00 分～18 時 00 分（年末年始を除く）
SBI マネープラザのお客さま：SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター
電話番号：0120-142-892
受付時間：平日 8 時 00 分～18 時 00 分（年末年始を除く）
IFA コース、IFA コース（プラン A）のお客さま：IFA サポート

電話番号：0120-581-861
受付時間：平日 8 時 00 分～17 時 00 分（年末年始を除く）
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。

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 9 時 00 分～17 時 00 分（祝日を除く）
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モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー
（Morgan Stanley Finance LLC）
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ファイル名

更新日

１．モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエ
ルシー 2025年４月２日満期 南アフリカランド建社債（「本社債」）は、1933
年米国証券法（「証券法」）に基づき登録されておらず、今後もその予定はあ
りません。いかなるときにおいても米国内で、または米国人に対し、米国人の
計算でもしくは米国人のために本社債の募集、売出しまたは売付けをすること
はできません。本段落で用いる用語は、証券法に基づくレギュレーションＳに
おいて定義された意味を有します。
２．本社債は南アフリカランド建てであり、元利金は南アフリカランドで支払われ
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。

ファイル名

更新日

【表紙】
【発行登録追補書類番号】

１－外１－27

【提出書類】

発行登録追補書類

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

令和２年３月６日

【会社名】

モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー
(Morgan Stanley Finance LLC)

【代表者の役職氏名】

秘書役
(Secretary)
アーロン・ペイジ
(Aaron Page)

【本店の所在の場所】

アメリカ合衆国 10036 ニューヨーク州
ニューヨーク、ブロードウェイ1585
(1585 Broadway, New York, New York
10036, U.S.A.)

【代理人の氏名又は名称】

弁

【代理人の住所又は所在地】

東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】

(03)6775-1000

【事務連絡者氏名】

弁

【連絡場所】

東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】

(03)6775-1000

【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】

25,000,000南アフリカランド（円貨額176,000,000円）
（円貨額は、2020年３月５日現在の株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値である１南アフリカラ
ンド＝7.04円を換算レートとして計算されている。）
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【発行登録書の内容】
提出日

令和元年６月28日

効力発生日

令和元年７月６日

有効期限

令和３年７月５日

野

見
田
林
髙
見

議

隆

竜 一
智 己
憲 一
英太朗
暖

ファイル名

更新日

発行登録番号

１－外１

発行予定額又は発行残高の上限

発行予定額

7,800億円

【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

１-外１-１

令和元年７月30日

289,000,000円

１-外１-２

令和元年７月30日

677,000,000円

１-外１-３

令和元年８月20日

2,138,000,000円

１-外１-４

令和元年８月21日

179,750,000円

１-外１-５

令和元年８月22日

2,996,000,000円

１-外１-６

令和元年８月28日

682,000,000円

１-外１-７

令和元年８月28日

275,000,000円

１-外１-８

令和元年９月12日

3,809,000,000円

１-外１-９

令和元年９月13日

1,359,000,000円

１-外１-10

令和元年９月13日

2,651,000,000円

１-外１-11

令和元年11月18日

5,613,000,000円

１-外１-12

令和元年11月18日

16,070,000,000円

１-外１-13

令和元年11月18日

13,838,000,000円

１-外１-14

令和元年11月26日

451,000,000円

１-外１-15

令和元年12月16日

2,924,000,000円

１-外１-16

令和元年12月16日

15,886,000,000円

１-外１-17

令和元年12月16日

1,844,569,500円

１-外１-18

令和２年１月７日

500,000,000円

１-外１-19

令和２年２月６日

300,000,000円

１-外１-20

令和２年２月14日

1,406,000,000円

１-外１-21

令和２年２月17日

4,554,000,000円

１-外１-22

令和２年２月17日

4,118,000,000円

１-外１-23

令和２年２月18日

9,317,000,000円

１-外１-24

令和２年２月18日

8,336,000,000円

実績合計額

売出金額

減額による訂正年月日

減額金額

該当事項なし

該当事項なし

減額総額

０円

100,213,319,500円

【残額】(発行予定額－実績合計額－減額総額)

679,786,680,500円

（注１） モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーは「モルガン・スタンレー保証付 モル
ガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2030年３月26日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社
債」（売出総額10,875,000トルコ・リラ（円貨額199,121,250円））の売出しを行うために、令和２年２
月21日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 １-外１-25）を関東財務局長に提出したが、令和
２年３月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了していないた
め、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の［残額］から控除することはしていない。
（注２） モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーは「モルガン・スタンレー保証付 モル
ガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 2021年９月13日満期 早期償還条項付／他社株式株価

ファイル名

更新日

連動 円建社債（株式会社キーエンス）」（売出総額300,000,000円）の売出しを行うために、令和２年
２月21日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 １-外１-26）を関東財務局長に提出したが、令
和２年３月13日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了していないた
め、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の［残額］から控除することはしていない。
（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】

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】
(注)
１

本書において、文脈上別意に解すべき場合を除き、「当社」とはモルガン・スタンレー・ファイ
ナンス・エルエルシーを意味する。

２

本書中に別段の表示がある場合を除き、「南アフリカランド」はすべて南アフリカ共和国の法定
通貨を、「米ドル」および「米セント」はアメリカ合衆国の法定通貨を指す。

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】
（１）【売出社債（短期社債を除く。）】

モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エル
銘

柄

エルシー 2025年４月２日満期 南アフリカランド建社債（別段の記載があ
る場合を除き、以下「本社債」という。）

売出券面額の総額
又は売出振替社債
の総額
売出しに係る社債の
所有者の住所及び氏
名又は名称

25,000,000南アフリカラン
ド

利

年率6.20％

払

日

満

期

日

ンド

株式会社SBI証券（以下「売出人」という。）

記名式

利

25,000,000 南 ア フ リ カ ラ

東京都港区六本木１－６－１

記名・無記名の別

率

売出価額の総額

各社債の金額

5,000南アフリカランド

2020年10月２日以降予定満期日（同日を含む。）までの各年の４月２日および10
月２日とし、修正翌営業日規則に従う。（注）
2025年４月２日とし、修正翌営業日規則に従う。（注）

摘要
（ １ ） 本 社 債 は 、 2019 年 ６ 月 28 日 付 で 策 定 さ れ た オ フ ァ リ ン グ ・ サ ー キ ュ ラ ー （ Offering
Circular）（以下「オファリング・サーキュラー」という。）に規定される社債（シリーズＡ
およびシリーズＢ）、ワラントおよび券面発行レギュレーションSプログラム（「本プログラ
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ム」）に基づきユーロ市場で発行され、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インタ
ーナショナル・ピーエルシーがこれを引き受ける。本社債は上場されない。
（２）本社債に係るモルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーの支払債務は、2019年７
月３日付の保証契約（その後随時の補足および／または修正および／または改訂および／また
は差替を含み、以下「保証契約」という。）の条件に基づくモルガン・スタンレー（保証会社
としての資格における同社を以下「保証会社」という。）の保証の対象となる。当該保証の内
容および条件等については、下記「２ 売出しの条件」を参照のこと。
（３）本社債について、発行会社の依頼により、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けは
ない。本発行登録追補書類の日付現在、発行会社の長期債務は、S&Pグローバル・レーティン
グ（「S&P」）からＢＢＢ＋格およびムーディーズ・インベスターズ・サービス（「ムーディ
ーズ」）からＡ３格の格付を付与されている。ただし、ムーディーズから、当該格付を引き上
げ方向で見直し中である旨が2020年２月21日付けで公表されている。
S&Pおよびムーディーズは金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者ではないが、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、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）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.com/ja_JP/web/guest/home）の「ライブラリ・規制関連」の
「
無
登
録
格
付
け
情
報
」
（ http://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered ） に 掲 載 さ
れている「格付の前提・意義・限界」およびムーディーズ・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」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」において、それぞれ公表されている。
（４）本社債は預金または貯蓄口座ではなく、米国連邦預金保険公社または他の政府機関もしくは
預金保護制度（国を問わない。）による保険を受けておらず、また、本社債は銀行の債務では
なく、銀行による保証は付されていない。
（注）「修正翌営業日規則」とは、該当の日が営業日でない場合、翌営業日とする（翌営業日が翌暦
月となる場合は前営業日とする）ことを意味し、また「営業日」とは、土曜日および日曜日を除く日
のうち、法定休日または東京、ニューヨーク市、ロンドンもしくはヨハネスブルグにおいて金融機関
が法令上休業を認められるかもしくは要求される日に該当しない日をいう。

２【売出しの条件】
売

出

価

格

額面の100.00％

申

込

期

間

2020年３月６日より2020年４月１日まで

申

込

単

位

額面5,000南アフリカランド以上、額面5,000南アフリカランド単位

申 込 証 拠 金

該当事項なし

申 込 受 付場 所

売出人の本店および日本国内の各支店

売出しの委託を受
けた者の住所及び

該当事項なし

氏名又は名称
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売出しの委託契約
の内容

該当事項なし

摘要
（１）本社債は2020年４月１日にユーロ市場で発行され、2020年４月２日に日本で受渡しが行われ
る。
（２）本社債の申込および払込みは、本社債の申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用
される外国証券取引口座約款に従って行われる。売出人に外国証券取引口座を開設していない
申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売
出人から直接または登録金融機関を通じて申込人に対し外国証券取引口座約款が交付される。
申込人が外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、外国証券取引口座約款に従い本社
債の券面は交付されない。
（３）本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含み、「証券法」）または米国の州証券法に
基づき登録されておらず、今後もその予定はない。いかなるときにおいても米国（米国の領土、
属領および米国の管轄に服するその他一切の地域を含む。）内で、または米国人に対し、米国
人の計算でもしくは米国人のために、直接・間接に、本社債の募集、売出し、売買または売付
けをすることはできない。本段落で用いる用語は、証券法に基づくレギュレーションS（「レ
ギュレーションS」）において定義された意味を有する。
売出社債のその他の主要な要項

本社債は、発行兼支払代理人契約（下記において定義する。）に従いモルガン・スタンレー・ファ
イナンス・エルエルシー（「発行会社」）が発行する社債の１シリーズである。
発行会社が本プログラムおよび発行兼支払代理人契約（下記において定義する。）に基づき発行す
る本社債に係る発行会社の支払債務は、2019年７月３日付の保証契約（その後随時の補足および／ま
たは変更および／または改訂および／または差替を含み、以下「保証契約」という。）に基づくモル
ガン・スタンレー（保証会社としての資格における同社を以下「保証会社」という。）の保証の対象
となる。
本社債は、モルガン・スタンレー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショ
ナル・ピーエルシー（「MSIピーエルシー」）、モルガン・スタンレー・ビー・ヴィー（「MSBV」）、
発行会社、登録機関としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エイ／エヌ・ヴィー
（ルクセンブルク支店）（以下「登録機関」といい、これには本社債に関し随時任命される承継登録
機関を含む。）、契約中に記載される各名義書換代理人（登録機関と総称して以下「名義書換代理
人」といい、これには本社債に関し随時任命される承継名義書換代理人および追加名義書換代理人を
含む。）および財務代理人としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（JPモルガン・チェー
ス・バンク・エヌ・エイ、ロンドン支店の承継人である）（以下「財務代理人」といい、これには本
社債に関し随時任命される承継財務代理人を含み、契約に従い任命された追加の支払代理人と総称し
て「支払代理人」といい、これには本社債に関し随時任命される承継支払代理人を含む。）の間で
2019年７月３日付で締結された発行兼支払代理人契約（その後随時の修正、改訂および／または差替
えを含み、以下「発行兼支払代理人契約」という。）に従っている。財務代理人は、当初計算代理人
も兼任する。以下、「代理人」とは、支払代理人および名義書換代理人を意味する。発行会社は、
2016年４月29日付加入契約に従い、発行兼支払代理人契約に加入した。
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発行兼支払代理人契約および保証契約の写しは、各支払代理人の指定事務所において通常の営業時
間内に社債権者の閲覧に供される。

以下に本社債の要項（「社債要項」）を記載する。
１．様式、単位および権利
1.1
様式
発行会社は、本社債を記名式で発行する。
本社債は、包括社債券の様式で発行され、包括社債券に記載される一定の状況において個別社
債券に交換可能である。
本社債は額面5,000南アフリカランド（「額面金額」）で発行される。
1.2

権利
本社債の所有権は、発行兼支払代理人契約の規定に従って登録機関が管理する社債登録簿

（「社債登録簿」）に登録することにより移転する。社債の券面（個別に「本個別社債券」）は、
本社債の各保有者に対し、その登録された保有に関して発行される。各本個別社債券には券面番
号が付され、社債登録簿に記録される。「保有者」とは、当該時点において社債登録簿上に登録
されている本社債の名義人（共同保有の場合には、社債登録簿上最初に氏名が記載されている
者）をいい、「社債権者」も同様に解釈される。
1.3

保有
本社債の保有者は（法により別段求められる場合を除き）、（該当の本社債の期日が経過して

いるか否かを問わず、またこれに対する所有権、信託その他の利害の通知、その券面上の記述も
しくは本社債に関する本個別社債券上の記述（裏書方式の譲渡を除く）または従前における喪失
もしくは盗失の通知にもかかわらず）あらゆる目的においてその絶対的な所有者とみなされ、い
かなる者も当該保有者をそのようにみなすことにつき、責任を負うものではない。
1.4

譲渡
下記第1.7項（登録停止期間）および第1.8項（譲渡および登録に関する規則）に従うことを条

件として、本社債は、登録機関または譲渡代理人の指定事務所において、必要事項を記載した裏
書形式による譲渡証書が付された該当の本個別社債券を、当該登録機関または（場合により）当
該譲渡代理人が譲渡人の所有権および譲渡証書に署名した個人の権限を証明するために合理的に
要求する証拠を添えて引き渡すことにより譲渡することができる。ただし、本社債は、譲渡され
る本社債の元本金額および（保有者の保有する本社債の全部が譲渡されない場合は）譲渡されな
い本社債の残高に係る元本金額が指定券面額でない場合は譲渡することができない。引き渡され
た本個別社債券の表章する本社債全部について譲渡対象とされていない場合、譲渡人に対して、
本社債の残高につき新規の本個別社債券が発行される。
1.5

登録および交付
登録機関は、上記第1.4項（譲渡）に基づく本個別社債券の引渡しから５営業日以内に当該譲渡

を登録し、その指定事務所もしくは（場合により）譲渡代理人の指定事務所において、または
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（当該保有者の請求により、その危険負担において）当該保有者が特定した住所宛の無保険の第
１種郵便（海外宛ての場合は航空便）による郵送で、譲渡された本社債と同額の元本金額を記載
した新規の本個別社債券を、関連する各保有者に対して交付する。本第1.5項にいう「営業日」と
は、登録機関または（場合により）譲渡代理人が指定事務所を置く都市において商業銀行が営業
（外貨取引を含む。）を行う日をいう。
1.6

費用
本社債の譲渡は、発行会社もしくは登録機関または譲渡代理人、あるいはそれらを代理する者

が費用を負担することなく行われるが、当該譲渡との関連で賦課または課税されるあらゆる性質
の公租公課は、登録機関または（場合により）当該譲渡代理人の請求により補償される。
1.7

登録停止期間
本社債の保有者は、当該本社債の元利金の支払期日前15日間において譲渡の登録を要求するこ

とができない。
1.8

譲渡および登録に関する規則
本社債の一切の譲渡および社債登録簿への記入にあたっては、発行兼支払代理人契約に別紙と

して添付される本社債の譲渡に関する細則に従う。この規則は、登録機関の事前の書面による承
認を得て、発行会社によって変更される場合がある。現行規則の写しは、これを書面で請求した
本社債の保有者に対し、登録機関から（無料で）郵送される。発行会社は、米国内で、または米
国人（レギュレーションSにおいて定義される。）に対する本社債の譲渡の承諾を拒否する権利を
有する。
２．地位
2.1
本社債の地位
本社債は発行会社の直接かつ一般的な義務を構成し、本社債間では他の本社債と同順位である。
2.2

保証契約の地位
発行会社が発行する本社債に係る保証会社の債務は、保証会社の直接、無条件かつ無担保の債

務を構成し、かかる債務の間に優劣はなく、保証会社が現在または将来において負担する他のあ
らゆる未払の無担保非劣後債務と同順位である。ただし、倒産等の場合には、債権者の権利に影
響を及ぼす法律により許容される範囲に限られるものとする。
３．利息
3.1

利息の発生
本社債は、2020年４月２日（「利息開始日」）以降年率6.20％で利息を生じ、当該利息は社債

要項第５項（支払）の定めに従い、2020年10月２日以降予定された満期日（同日を含む。）まで
の各年の４月２日および10月２日（「利払日」）において後払で支払われる。
本社債はいずれも、最終償還期日以降は利息を生じない。ただし、かかる期日において償還金
の支払が不適切に留保または拒絶された場合は、本第３項に従い、(i)当該本社債につき支払期の
到来した金員の全額が該当する社債権者により、または社債権者のために受領された日、および
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(ii)当該本社債につき支払期の到来した金員の全額を受領した旨財務代理人が社債権者に通知し
た日から７営業日後の日（その後支払に不履行が生じた場合を除く。）のうちいずれか早期まで、
（判決後においても判決前と同様に）引き続き利息を生ずる。

3.2

固定利息額

各本社債につき支払われる利息額は以下のとおりとする。
2020年４月２日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息期間において、
各利払日に支払われる利息は155南アフリカランドとする。
固定利息額の支払は南アフリカランドによってなされる。
「利息期間」とは、利息開始日またはいずれかの利払日（修正翌営業日規則による修正を行わな
い場合のもの。）（いずれも同日を含む。）から次の利払日（同日を含まない。）までの期間を
いう。

3.3

通常利息期間でない場合の利息額
前項にかかわらず、通常利息期間以外の各期間に関して各本社債につき支払われる利息額は、

5,000 南 ア フ リ カ ラ ン ド ご と に 、 5,000 南 ア フ リ カ ラ ン ド と 適 用 利 率 の 積 に 、 日 数 計 算 式
（30/360）の結果を乗じ、得られた値を社債要項第16項に従って四捨五入して計算する。
通常利息期間以外の各期間に適用する日数計算式（30/360）は、当該期間の日数（１年を１ヶ
月30日の12ヶ月で構成される360日とし、１ヶ月未満の日数については実経過日数を基礎に算定す
る。）を360で除した日数となる。
本項において「通常利払日」とは、利払日に該当する月日（年は考慮しない）をいう。
「通常利息期間」とは、ある年の通常利払日（同日を含む。）から翌通常利払日（同日を含ま
ない。）までの期間をいう。
「日数計算式(30/360)」とは、一定の期間（「計算期間」）を対象とする金額の計算に関し、
計算期間の日数を360で除して得られる数を意味し、その際の計算式は次のとおりとする。

日数計算式(30/360)＝

[360x(Y2-Y1)]+[30x(M2-M1)]+(D2-D1)
360

「Y1」は、計算期間の初日が属する年を示す数値を意味する。
「Y2」は、計算期間末日の翌日が属する年を示す数値を意味する。
「M1」は、計算期間の初日が属する暦月を示す数値を意味する。
「M2」は、計算期間末日の翌日が属する暦月を示す数値を意味する。
「D1」は、計算期間に属する最初の暦日を示す数値を意味する。ただし、その数
値が31である場合には、D1は30とする。
「D2」は、計算期間末日の翌暦日を示す数値を意味する。ただし、その数値が31
であり、かつD1が29より大きな数値である場合には、D2は30とする。
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ただし、計算期間の日数の算出に際しては、その計算期間の初日を含み、最終日を含まない
ものとする。
４．償還および買入れ
4.1

約定償還
本社債は、従前に償還、買入れまたは消却が行われていない限り、社債要項第５項（支払）の

定めに従い2025年４月２日（「満期日」）に額面で償還される。

4.2

課税事由による償還
本社債は、
(i) 米国、または米国のもしくは米国内の行政上の下部組織もしくは課税当局の法律または法
律に基づき制定された規則もしくは命令において、課税に影響を及ぼす変更または修正が
なされ、または、
(ii) 上述の法律、規則または命令の適用または解釈に関し公式見解に変更が生じ、
かかる変更または修正が本社債の発行に関するプライシングサプリメントの日付またはプライシ
ングサプリメントに特定されるその他の日付以降に効力を生じた結果、発行会社が、その合理的
な裁量において、本社債に関して社債要項第６項（課税）に記載される追加額を支払う義務を発
行会社または保証会社（該当する場合）が負っているかまたは負うことになると判断した場合、
発行会社の選択により、本社債が償還される日の10営業日前までに下記に記載する償還通知を付
与することで、満期前に一括で償還（一部償還は認められない。）することができる。償還価格
は、決定代理人がその合理的な裁量で選択する日（ただし、本社債の償還日前15日以内の日とす
る。）における本社債の公正市場価額から、関連ヘッジ取引の解約に際して発行会社および／も
しくは関連会社が負担した合理的な経費または発行会社および／もしくは関連会社が認識した損
失（すべて決定代理人がその合理的な裁量で決定した額とする。）のうち、本社債に帰せられる
部分を差し引いた額とする。発行会社は、課税事由による償還が生じた場合にはこれを通知する。
発行会社は、上記に基づき償還通知を付与する前に財務代理人に以下を交付する。
(i) 発行会社が償還を行う権利を有している旨およびかかる償還を行う権利の前提条件が充足
されていることを示す事実の記述が記載された証明書（財務代理人に対する当該証明書の
交付日を「償還決定日」）、および、
(ii) 定評ある独立の法律顧問が上記の事実の記述に基づき作成した意見書
償還通知は償還予定日の10営業日前までに付与される。日付および適用償還価格は通知にお
いて特定される。

4.3

買入れ
発行会社、保証会社またはそれらの関連会社は、本社債を何時でも公開市場その他を通じて任

意の価格で買い入れることができる。

- 7 -

4.4

消却
償還された本社債の全部は消却され、また、発行会社、保証会社またはそれらの子会社のいず

れかが買い入れた本社債の全部は、かかる買入を行った者の合理的な裁量により消却することが
できる。償還または買入消却された本社債については、いずれもこれを再発行または再販売する
ことはできない。

4.5

証券法令の遵守
本社債の保有者が、米国人（レギュレーションＳにおいて定義される。）であると判断された

場合、発行会社は、(i)米国人（レギュレーションＳにおいて定義される。）以外の者に対して、
当該保有者が有する当該本社債に係る持分を売却させるか、もしくは当該保有者を代理してかか
る持分を売却する権利、または(ii)当該本社債を終了および消却する権利を有する。上記に従い
本社債が終了および消却された場合でも、当該社債権者には何らの金員も支払われず、発行会社
は、当該本社債について以後何らの義務も負わないものとする。

５．支払
5.1

元本
元本の支払は、南アフリカランド建てで振り出された小切手により、または財務代理人の指定

事務所に対して当該支払の期日の15日前までに本社債の保有者が申請した場合には、支払受領者
がヨハネスブルグの銀行において維持する南アフリカランド建て口座に振り込むことにより、ま
たは（償還の場合）支払代理人の指定事務所における当該本個別社債券の引渡し（一部のみの支
払の場合、裏書き）により、行われる。

5.2

利息
利息の支払は、南アフリカランド建てで振り出された小切手により、または財務代理人の指定

事務所に対して当該支払の期日の15日前までに本社債の保有者が申請した場合には、支払受領者
がヨハネスブルグの銀行において維持する南アフリカランド建ての口座に振り込むことにより、
または（償還時に支払う利息の場合）支払代理人の指定事務所における当該本個別社債券の引渡
し（一部のみの支払の場合は、裏書き）により、行われる。

5.3

会計関連法令に基づく支払
本社債に関する一切の支払は、いずれの場合も、(i)適用される会計その他の法令及び(ii)1986

年米国内国歳入法第1471条(b)に定める合意に基づき要求される源泉徴収または控除あるいは同法
第1471条ないし第1474条、同法に基づく規則もしくは合意、同法の公式解釈または同法に関する
政府間対応を実施する法律に基づき課される源泉徴収または控除に従って（ただし、社債要項第
６項（課税）の規定を損なうことなく）行われる。かかる支払に関して、社債権者にはいかなる
手数料または費用も請求されない。

5.4

支払営業日における支払
支払が口座送金によって行われる場合、（支払期日付け、または支払期日が支払営業日（下記

において定義する。）に該当しない場合は翌支払営業日付けで）支払指図が行われ、また支払が
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小切手によって行われる場合、小切手は、(i)（償還時に支払われる元利金の支払の場合）支払期
日と、支払代理人の指定事務所における当該本個別社債券の引渡し（または、一部のみの支払の
場合、裏書き）の日のうちいずれか後に到来する日、および(ii)（償還時以外に支払われる元利
金の支払の場合）支払期日に郵送される。本社債券の保有者は、(A)支払期日が支払営業日に該当
しないこと、または(B)社債要項第５項に従って郵送された小切手が支払期日後に到着したか、ま
たは郵送中に紛失したことに起因する支払の遅延に関して、利息その他の支払を受領することは
できない。
本項において「支払営業日」とは、東京、ニューヨーク市、ロンドン、およびヨハネスブルク
において外貨取引が行われる日をいう。

5.5

一部支払
発行会社は、支払代理人が本社債に関し一部のみを支払った場合、発行会社は、かかる支払の

金額および日付を社債登録簿に記載し、また本個別社債券の呈示に対して一部の支払が行われた
場合、かかる支払の金額および日付の明細をかかる本個別社債券に裏書きすることをあっせんす
る。

5.6

基準日
本社債に関する各支払は、かかる支払の期日の15日前（「基準日」）において、登録機関の指

定事務所所在地における営業終了の時点で、社債登録簿に保有者として記載されている者に対し
て行われる。本社債に関する支払が小切手で行われる場合、当該基準日の営業終了の時点で、社
債登録簿に保有者の住所として記載される住所宛に当該小切手を郵送する。

5.7

転換不能事由
本社債の期間中のある時点において、決定代理人が、転換不能事由が発生したと誠実かつ商業

上合理的な方法で判断した場合、決定代理人は、発行会社に対してかかる事由を通知する。転換不
能事由が発生した旨の決定後、発行会社は、その合理的な裁量において、以下のいずれかを実行す
ること（またはいかなる行為も起こさないこと）を選択することができる。
(i) 本社債に基づく一切の支払を満期日まで継続すること。この場合、本社債に基づき支払わ
れるべき金額は、決定代理人がその合理的な裁量で決定する代替適用直物為替レートを使
用して、関連通貨から転換不能事由指定通貨に転換される。または、
(ii) 発行会社が保有者に通知する所定の日（「転換不能事由早期償還日」)に本社債を早期に償
還すること。この場合、本社債は、かかる転換不能事由早期償還日に、転換不能事由早期
償還金額（以下に定義される。）にて早期に償還される。本社債に基づく発行会社の債務
は、当該金額の支払をもって全額充足される。
発行会社は、かかる転換不能事由が発生したと判断し、上記に従い選択した実行する行為を決
定した場合、これを保有者に通知する。ただし、かかる通知を交付せずまたは名宛人がこれを受
領しなかった場合であっても、その判断や発行会社の選択の有効性及び自己の選択に従い支払を
行う発行会社の権利に影響を及ぼすものではない。
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本第5.7項において、「代替適用直物為替レート」とは、ある支払日に関して、南アフリカラン
ドの原市場においてディーラーが提示する南アフリカランドの対米ドルの直物オファー・レート
であって、当該支払日またはその前後の決済につき、１米ドル当たりの南アフリカランド額とし
て表示されるものをいい、決定代理人が、関連性を認めた情報を考慮したうえで、かかる日また
はその前後に、その単独かつ絶対的な裁量に基づき決定する。
「転換不能事由早期償還金額」とは、決定代理人が合理的な裁量で選択する日（ただし、転換
不能事由早期償還日前15日以内の日とする。）における本社債の公正市場価額から、関連ヘッジ
契約の解約に際して発行会社および／もしくは関連会社が負担した合理的な経費または発行会社
および／もしくは関連会社が認識した損失あるいは当該本社債の早期償還に伴う発行会社の定期
資金調達に係るブレークファンディングコスト（すべて決定代理人がその合理的な裁量で決定し
た額とする。）のうち、本社債に帰せられる部分を差し引いた転換不能事由指定通貨建ての額を
いう。
「転換不能事由」は、取引日（以下に定義される。）（同日を含む。）から満期日（同日を含
む。）までの期間において、決定代理人の合理的な裁量において、発行会社、決定代理人または
これらの関連会社のいずれかが、その合理的な統制を超える何らかの事由により、(i)通常の適法
な手段を通じて関連通貨建ての金額を転換不能事由指定通貨に、または転換不能事由指定通貨建
ての金額を関連通貨に（直接にまたはクロスレートにより）転換すること、(ii)転換不能事由指
定通貨の関連通貨への転換または関連通貨の転換不能事由指定通貨への転換に係る為替レートを
決定すること、(iii)関連通貨建ての金額を、関連法域から、関連法域に対して、または関連法域
内外において送金し、支払い、または引き渡すこと（(i)、(ii)または(iii)いずれも、額面総額
または該当する利払額を上限とする金額について適用される。）、(iv)関連通貨建ての金額を適
法に米ドルに転換することができるレートを決定すること、(v)関連通貨建ての金額を米ドルに転
換すること、(vi)関連連動先またはその各構成銘柄が発行される法域外で資金の転換または本国
送金を行うこと、または(vii)発行会社もしくはその関連会社のいずれかが、関連ヘッジ取引を行
うために、または発行会社もしくは本社債に係る発行会社の債務のために、発行会社もしくはそ
の関連会社のいずれかが本社債その他の財産を保有、売買その他により取引することを一般的に
不可能、違法または実行不能とする事由または状況が生じた場合に発生したものとみなされる。
「取引日」とは2020年２月27日をいう。
「転換不能事由指定通貨」とは、米ドルをいう。
「関連通貨」とは、南アフリカランドをいう。
「関連法域」とは、南アフリカ共和国をいう。
「決定代理人」とは、モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社およびその承継人をいう。
決定代理人が行う一切の判断、考慮および決定は、明白な誤り、故意の不履行または背信がな
い限り、最終的かつ終局的なものとなり、決定代理人は、自己の故意の不履行または背信の場合
を除き、かかる判断に関して何らの責任も負わない。
上記の規定は、指定通貨がユーロに代替されたために利用不能となった場合には適用されない。
ユーロが指定通貨を代替した場合、社債要項5.8条の最後から二番目の段落の規定が適用される。
「指定通貨」とは、南アフリカ共和国の法定通貨である南アフリカランドをいう。

- 10 -

5.8

通貨の利用不能
発行会社が、本社債の元本ならびに割増金、利息および／または追加額（もしあれば）の支払に

当たって指定通貨を利用できない場合（為替管理の発動その他発行会社の制御を超える状況による
か、または指定通貨の発行国政府が当該通貨の使用を中止し、もしくは国際的な銀行業界における
公共の機関が取引の決済にこれを用いなくなったことによるかを問わない。）（かかる場合、当該
本社債について「通貨の利用不能事由」が発生したものとみなされる。）、発行会社は、支払日に
おいて、当該支払日または直近の実施可能な日付の実勢為替相場に基づき米ドル建てで支払を行う
ことにより、社債権者に対する義務を充足することができる。この相場は、当該支払日の２営業日
前のニューヨーク市時間午前11時頃に、相場提示ディーラーが、
(i)

支払日における決済のため、指定通貨を米ドルで、

(ii)

かかる本社債の保有者または実質所有者に支払うべき指定通貨の金額の合計において、か
つ、

(iii) 該当のディーラーが契約履行を約する条件で
購入するために、為替相場決定代理人が公認の外国為替ディーラー３社から受領する、ニューヨー
ク市における買い気配値の最高値を基礎とする。
かかる買い気配値が入手できない場合、為替相場決定代理人は、その合理的な裁量により、市場
為替相場を決定することができる。為替相場決定代理人による一切の決定は、明白な誤りのない限
り、あらゆる目的において確定的であり、発行会社、保証会社および社債権者に対して拘束力を有
する。プライシングサプリメントに別段注記される場合を除き、モルガン・スタンレー・アンド・
カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーが為替相場決定代理人を務める。為替相場決定代
理人がモルガン・スタンレーの関連会社でない場合は、相場提示ディーラーの１社がこれを務める
場合がある。
なお、必要な支払が利用不能な指定通貨建てである場合、実勢為替相場に基づき米ドル建てで支
払が行われても、期限の利益喪失事由とはならない。
上記の規定は、指定通貨がユーロに代替されたために利用不能となった場合には適用されない。
ユーロが指定通貨を代替した場合、発行会社は、その影響を受ける本社債の保有者の同意を得るこ
となく、欧州共同体設立条約に従って、またはこれを理由として講じられる法的に適用される手段
に適合した方法で、指定通貨建ての本社債の元本、割増金（もしあれば）または利息（もしあれ
ば）を、指定通貨に代えてユーロで支払うことができる（または、適用法により求められる場合は
ユーロで支払う。）。必要な支払が利用不能な指定通貨建てである場合、上述した米ドルまたはユ
ーロ建てで支払が行われても、期限の利益喪失事由とはならない。
なお、本第5.8項は、社債要項第5.7項が適用される場合には適用されない。
６．課税
6.1

金融取引税の導入
金融取引税の導入が発生した場合、発行会社は、(a)その合理的な裁量により、即時効力を生じ

るものとして、金融取引税の導入により本社債に関連して発行会社およびその関連会社に生じる
経済的影響を相殺するために、支払われるべき金額および／もしくはその他の価額または社債要
項の条件を下方調整することにより、本社債の要項を変更することができ、また、(b)その後のい
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ずれかの時点において、金融取引税の導入により上記(a)に基づく調整によって相殺されなかった
追加的な損失（かかる金額を「追加税」という。）を発行会社（関連会社を含む。）が被ったと、
発行会社が誠実かつ商業上合理的に判断した場合、発行会社は、次回の支払日（およびその後の
各支払日）に本社債について本来支払われるべき金額を、追加税の金額を上限とする金額分減額
することができる。かかる調整については、合理的に可能な限り速やかに社債権者に通知する。
本来であれば法の変更またはヘッジ費用の増加（該当する場合）に該当するはずの事由または状
況が、同時に金融取引税の導入にも該当する場合、かかる事由または状況は、金融取引税の導入
とみなされる。
「金融取引税の導入」とは、本社債の取引日以降に、適用ある法律または規制（欧州連合を含む
各法域において、金融商品の譲渡、発行、変更または償還について支払われるべき税に関する金
融取引税制度の導入に係る法律または規制を含むが、これに限定されない。）の採択または改正
により、発行会社が、(A)本社債もしくはその一部を締結、変更もしくは解約し、本社債に基づく
自己の義務を履行（疑義を避けるために付言すると、株式その他の資産を交付する義務もしくは
権利の行使を含む。）するうえで、または、(B)本社債に関する自己の義務を引き受け、また、履
行するリスクをヘッジするために必要とみなした取引もしくは資産を取得、設定、再設定、代替、
維持、解消もしくは処分するうえで、または、(C)当該取引もしくは資産の換価処分、手取金の回
収もしくは送金を行ううえで、発行会社または関連会社が税、譲渡税、関税、印紙税、印紙税準
備税、経費または手数料（委託手数料を除く。）の金額の著しい増加を被るまたは被ったと、誠
実かつ商業上合理的に判断した場合をいう。ただし、発行会社が、法律または規制の採択または
改正が、当該法域において類似の取引またはヘッジを行った場合に投資家一般に適用されるよう
な内容のものであると判断することを条件とする。
「ヘッジ費用の増加」とは、発行会社が、(A)優先株式に関する自己の義務を引き受け、また、
履行するリスクをヘッジするために必要とみなした取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代
替、維持、解消もしくは処分、または(B)当該取引もしくは資産の換価処分、手取金の回収もしく
は送金に関する公租公課、費用または手数料（委託手数料を除く。）の金額の（取引日に存在す
る状況と比較して）著しい増加を被ることをいう。ただし、発行会社の信用悪化のみを要因とし
て被った当該金額の著しい増加は、ヘッジ費用増加とはみなされない。

6.2

米国の租税
本社債に係る支払は、米国もしくはその行政上の下部組織またはこれらの課税当局もしくは課

税機関によってまたはこれを代理して課される現在または将来の公租公課、賦課金または政府課
徴金（「公租公課」）のためのまたはこれを理由とする源泉徴収または控除なく行われる。ただ
し、法律に基づき公租公課の源泉徴収または控除が求められる場合はこの限りではない。発行会
社による本社債に係る支払の場合は、米国人以外の本社債の実質所有者（または米国人以外の実
質所有者に代わって本社債を保有する金融機関）は、現行の適用法により、通常、実質所有者が
偽証した場合は罪に問われることを了解したうえで自らが米国人でないことを証する、適切なIRS
様式W-8BENまたはW-8BEN-Eを提出することを要求される。
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6.3

日本国の租税
以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、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。
日本国の租税に関する現行法令（以下「日本の税法」という。）上、本社債は公社債として取
り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法
上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課
税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
さらに、日本の税法上、本社債のような支払が不確定である社債に関して、その取扱いを明確
に規定したものはない。将来、日本の税務当局が支払が不確定である社債に関する取扱いを新た
に取り決め、あるいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をした場合、本社債に対
して投資した者の課税上の取扱いが、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。
（ⅰ）本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
（ⅱ）本社債の利息は、一般的に課税対象の利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の
居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、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％（15％の国税と５％の地方税）の源泉所得税
が課される（2037年12月31日までの期間については、税率は20.315％（15.315％の国税と
５％の地方税）、内国法人に対する支払については、15.315％の国税のみ）。さらに、日本
国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選
択した場合、20％（15％の国税と５％の地方税）（2037年12月31日までの期間については、
20.315％（15.315％の国税と５％の地方税））の税率が適用される。内国法人においては、
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。ただし、当
該法人は当該源泉所得税額を、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。
（ⅲ）本社債の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差
益は、20％（15％の国税と５％の地方税）（2037年12月31日までの期間については、税率は
20.315％（15.315％の国税と５％の地方税））の税率による申告分離課税の対象となる。た
だし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択し
たもの（源泉徴収選択口座）における本社債の譲渡または償還による所得は、確定申告を不
要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。
また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のその事業年度の日本国の
租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
（ⅳ）日本国の居住者である個人に関し、本社債の利息、譲渡損益および償還差損益については、
一定の条件で、他の債券や上場株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算およ
び繰越控除を行うことができる。
（ⅴ）外国の発行会社により発行された社債に係る利息および償還差益は、日本国の国内源泉所得
として取扱われない。したがって、本社債に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施
設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、原則として日本国の所得
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に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で日本国に恒久的施設
を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税
は課されない。
７．期限の利益喪失事由
7.1

期限の利益喪失事由
下記事由（それぞれ「期限の利益喪失事由」）のいずれかが発生し継続している場合、すなわ

ち、
(a) 不払
本社債の元本をその支払期日から30日以内に支払わない場合、または本社債の利息をその支払
期日から30日以内に支払わない場合
(b) 倒産等
(i)発行会社が倒産しまたは債務をその履行期に支払うことができなくなった場合、(ii)発行
会社またはその事業、資産もしくは収益の全部もしくは大部分に関して管理人または清算人が任
命された場合（合併、組織再編または倒産時の再建を目的としまたはこれに従って行われる場合
を除く。）、(iii)発行会社が債権者一般との間でまたはその利益のために和解手続を講ずる場
合、または(iv)発行会社の閉鎖、清算または解散が命令されたかこれに関して有効な決議が可決
され（合併、組織再編または倒産時の再建を目的としまたはこれに従って行われる場合を除
く。）、かつかかる命令または有効な決議がなされてから60日を経過してもかかる命令または有
効な決議が効力を有し、撤回、取消しまたは破棄されていない場合、
本社債の元本総額の25％以上を有する社債権者は、発行会社に対する（かつ発行会社または財
務代理人の指定事務所に交付される）書面通知をもって、本社債の期限の利益喪失を宣言するこ
とができ、これにより本社債は、何ら追加的な行為または手続も要することなく、その期限前償
還金額で支払われるべきこととなる。かかる宣言の通知は、社債権者に対しても速やかに（当該
宣言が行われてから10日以内に）行われる。
「期限前償還金額」とは、本社債の元本金額および発生済で未払いの利息（もしあれば）をい
う。
本書のいかなる規定も、保証会社が倒産したこと、保証会社について合衆国法典第11編に基づ
く手続が開始されたこと、2010年ドッド＝フランク・ウォール街改革・消費者保護法第２編に基
づき保証会社について財産保全管理人が選任されたこと、もしくは連邦もしくは州の倒産、支払
不能、破綻処理等に関するその他の適用法の適用が開始されたことのみを受けてもしくはこれに
直接・間接に関係することを理由として、または、保証会社もしくはその財産について財産保全
管理人、破産・更生手続における譲受人・管財人、清算人、仮差押人もしくはこれらに類する者
が選任されたこともしくはかかる者が保証会社もしくはその財産の占有を取得したことのみを受
けてもしくはこれに直接・間接に関係することを理由として、または、保証会社もしくは保証会
社の債権者もしくは財産についてその他同様の司法もしくは規制上の手続が開始されたことのみ
を受けてもしくはこれに直接・間接に関係することを理由として、発行会社または保証会社に対
して救済手段を行使する権利を社債権者に付与するものとはみなされない。上記にかかわらず、
社債権者は、本項(b)に定める期限の利益喪失事由が発生した場合、発行会社に対して救済手段を
行使することができる。
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7.2

期限の利益喪失の取消しおよび債務不履行の放棄
一定の状況において、期限の利益喪失事由の一部または全部（期限の利益喪失により支払期の

到来した本社債の元本の不払を除く。）が治癒、放棄またはその他の方法で是正された場合、本
社債の元本金額の過半数に係る保有者（一体となって議決権を行使する。）は、本社債に関する
従前の期限の利益喪失の宣言を取り消し、または従前の不履行を放棄することができる。ただし、
当該本社債につき、元本または割増金もしくは利息の支払に関して不履行が継続している場合、
その支払を放棄することはできない。

８．違法性および規制上の事由
発行会社は、適用される現在または将来の政府、行政、立法または司法当局の法律、規則、規
制、判決、命令または指令を発行会社または（場合により）保証会社が誠実に遵守した結果、本
社債に基づく発行会社による履行または保証契約に基づく保証会社の義務の保証会社による履行
の全部または一部が違法となったか、または違法となる旨を、発行会社が判断した場合には
（「違法事由」）、本社債を、（決定代理人の合理的な裁量により決められた、以下の段落に定
める金額で）期限前償還する権利を有する。
発行会社が前段落に従い本社債を期限前償還することを決定したときには、発行会社は、社債
権者に対して５営業日以上前の通知を行い、違法事由が発生したことを受けて、当該通知に定め
る償還日に本社債を期限前償還する旨を知らせなければならない。かかる状況において、発行会
社は、適用法により許容される場合および許容される範囲で、当該償還（上述した違法事由を考
慮しない。）直前における本社債の公正市場価額であると決定代理人が合理的な裁量で判断した
金額から、関連ヘッジ取引の解約に際して発行会社（もしくは関連会社）が負担した経費または
発行会社（もしくは関連会社）が実現した損失（当該経費または損失の額は、決定代理人が合理
的な裁量で決定する。）を差し引いた金額を、各本社債について各社債権者に支払う。本社債に
基づく発行会社の義務は、プライシングサプリメントにおいて行った選択に基づき、上記規定に
従い支払われるべきであると決定代理人が決定した金額を各本社債について支払った時点で完全
に履行されたこととなる。
発行会社はまた、かかる状況において合理的に可能な限り速やかに、違法事由の発生について
財務代理人および決定代理人に通知するものとする。
９．時効
本社債の元利金に係る請求権は、かかる当該個別社債券が該当の関連日から10年以内に支払の
ために引き渡されなければ無効となる。
本項において「関連日」とは、いずれかの支払に関して、(a)当該支払の期限が初めて到来する
日、または(b)当該期日までに財務代理人が支払われるべき金額の全額をヨハネスブルグにおいて
受領していない場合において、全額が受領されたことが社債権者に通知された日のうち、いずれ
か遅い方の日を意味する。
10．本社債の代り券
本社債または本個別社債券が紛失、盗失、毀損、汚損または破損した場合には、適用される一
切の法律に従って、登録機関（また、本社債が、当該時点において、特定の場所において支払代
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理人または名義書換代理人を任命することを要求する上場機関、証券取引所および／または価格
決定システムにより上場、売買および／または気配表示を許可されている場合は、当該上場機関、
証券取引所および／または価格決定システムの要求する場所に指定事務所を置く支払代理人また
は名義書換代理人）の指定事務所で、通常の営業時間内に、その代り券の発行に関して発生する
費用を請求者が支払った上で、また発行会社が合理的に要求する証拠、担保、補償その他の条件
に従って、代り券が発行される。毀損または汚損した本社債または本個別社債券は、代り券が発
行されるよりも前に引き渡されなければならない。
11．代理人
各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社
の代理人としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人
もしくは信託の関係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機
能は、すべて当該代理人が決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社
債に関して付与、表明、実施または入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断
は、すべて（明白な誤りまたは故意の不正行為がない限り）発行会社および社債権者を拘束し、
かつ（上記に従うことを条件として）代理人または発行会社のいずれかが、本社債に関する権限、
義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者（またはそのいずれか）
に対していかなる責任も負わない。決定代理人は、専門家として行為するのであって、発行会社
または社債権者の代理人として行為するのではない。決定代理人による一切の決定、検討および
判断は、明白な誤り、故意の不履行または悪意のない限り、確定的であり、拘束力を有するもの
とし、決定代理人は、自らの故意の不履行または悪意ある場合を除き、かかる決定について何ら
の責任も負わない。
当初代理人およびその当初指定事務所は、下記のとおりである。

名称

ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

住所

E14 5AL ロンドン市、ワン・カナダ・スクエア

当初計算代理人は財務代理人である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財
務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する
権利を留保する。ただし、次の条件に従う。
(i) 本社債に関して、常に財務代理人が任命されていること
(ii) 発行会社が常に計算代理人を維持していること、および、
(iii)本社債が、特定の場所において支払代理人および／または名義書換代理人を任命すること
を要求する上場機関、証券取引所および／または価格決定システムにより上場、売買およ
び／または気配表示を許可されている限り、発行会社が、当該上場機関、証券取引所およ
び／または価格決定システムの要求する場所に指定事務所（発行兼支払代理人契約に定義
される。）を置く支払代理人および／または名義書換代理人を維持していること
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支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第14項に従い社債権者に
対して速やかに、かつ、いかなる場合もかかる変更が確認されてから15営業日以内に、これを通
知する。

12．社債権者集会および修正
12.1

社債権者集会
発行兼支払代理人契約には、本社債に関する事項（社債要項の規定の修正を含み、かかる修正

は特別決議で承認された場合に行うことができる。）について検討する社債権者集会の招集に関
する規定が含まれている。当該集会は発行会社がこれを招集することができ、また発行済本社債
の額面金額の10％以上を有する社債権者が書面により請求した場合には、発行会社はこれを招集
しなければならない。招集された集会において特別決議につき議決権行使するための定足数は、
発行済本社債の元本総額の過半数を保有または表章する２名以上の者とし、また延会においては、
保有または表章される本社債の元本金額にかかわらず、社債権者もしくはその代理人である２名
以上とする。ただし、留保事項については、発行済本社債の元本総額の４分の３以上（延会の場
合は４分の１以上）を保有または表章する２名以上の者によって定足数が構成される社債権者集
会で可決された特別決議によってのみこれを承認することができる。当該集会で正当に可決され
た特別決議は、出席の有無にかかわらずすべての社債権者を拘束する。また、社債権者集会の通
知を当該時点において受領する権利を有する全社債権者により、またはこれを代理して署名され
た書面決議は、特別決議効力を有するものとみなされる。かかる書面決議は、１通の書面または
同一様式の複数の書面に記載することができ、そのいずれも、１名以上の社債権者により、また
はこれを代理して署名される。
本項において、「特別決議」とは、投票された議決権の４分の３以上の多数により正当に招
集・開催された集会で可決された決議をいう。
「留保事項」とは、本社債の元利金の支払予定日の変更、本社債につきいずれかの日付で支払
われる元利金の減額、本社債に関する支払額の計算方法もしくは支払日の変更、本社債に基づく
支払に係る通貨の変更または社債権者集会に係る定足数の要件もしくは特別決議の可決に必要な
多数要件の変更に関する提案をいう。

12.2

修正
本社債、社債要項、保証契約および捺印証書は、明白な誤りの是正、または形式的、軽微もし

くは技術的な性質の修正あるいは社債権者の利益を重大に損なわないと発行会社が合理的に判断
する修正については、社債権者の同意なく修正することができる。発行兼支払代理人契約の当事
者は、その規定の修正に合意することができるが、発行会社は、かかる修正が形式的、軽微もし
くは技術的な性質の修正であるか、明白な誤りの是正のために行われるものであるか、または社
債権者の利益を重大に損なわないと発行会社が判断する修正でない限り、社債権者の同意なくか
かる修正に合意してはならない。

12.3

社債権者の利益
社債要項に関して、発行会社および財務代理人は、社債権者一体としての利益を考慮しなけれ

ばならない。また特に、発行会社および財務代理人は、個々の社債権者に関して、これらが目的
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の如何を問わずある特定の地域に所在もしくは居住し、またはその他当該地域と関係性を有する
かその管轄に服していることにより、かかる社債権者に生ずる影響（ただしこれらに限定されな
い。）については考慮しない。

12.4

可分性
社債要項の規定のいずれかが無効であるか無効となった場合にも、その他の規定の有効性に何

ら影響を及ぼすものではない。
13．追加発行
発行会社は、社債権者の同意を得ることなく、あらゆる点について（または初回の利払を除く
あらゆる点について）本社債と同一の条件を有する追加の社債を、本社債と同一のシリーズを構
成するように随時追加的に設定し発行することができる。
14．通知
確定様式による本社債の保有者に対する通知は、社債登録簿に記載される当該保有者の各住所
宛に、第１種郵便（またはそれと同等のもの）または（海外の住所に宛てた場合）航空便により
送付され、包括様式による本社債の保有者に対する通知は、ユーロクリアおよび／もしくはクリ
アストリーム・ルクセンブルグならびに／またはその他の関連決済機関による当該本社債の保有
者への連絡のために、上記機関に該当の通知を交付することにより送付される。当該本社債がユ
ーロネクスト・ダブリンの公式上場リストへの登録および同証券取引所のグローバル・エクスチ
ェンジ・マーケットでの売買を許可される限りにおいては、保有者に対する通知は、ユーロネク
スト・ダブリンの規則に従って公告される。かかる通知はいずれも、郵送の日から４日後に受領
されたものとみなされる。
非上場の本社債の社債権者に対する通知は、プライシングサプリメントに指定されるとおり、
新聞、ウェブサイトその他において公表される場合がある。
社債要項の他の条項にかかわらず、発行会社、計算代理人、決定代理人またはその他の当事者
が社債権者に対し社債要項に従って通知期限までに通知を行わないことそれ自体は、当該通知が
関係する決定、調整、事象又は他の事項の有効性に影響を与えない。
15．損害
発行会社または代理人は、本社債に関して期日に支払われなかった金員または期日に引き渡さ
れなかった資産の支払日までの利息を除き、いかなる場合も間接的、偶発的、派生的その他の損
害に対し（かかる損害の可能性を通知されていたか否かにかかわらず）責任を負わない。社債権
者は、損害賠償を受ける権利のみを有しており、本社債の特定の履行に関する救済を受ける権利
を有しない。
16．端数処理
社債要項に記載される計算について（当該社債要項に別段特定される場合を除き）、(a)かかる
計算の結果得られた百分率についてはすべて、必要があれば小数点以下第５位まで四捨五入し
（すなわち0.000005％は0.00001％となる。）、(b)かかる計算において用いられるかまたはその
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結果得られた米ドル額はすべて、１米セント未満を四捨五入し（すなわち0.5米セントは１米セン
トに切り上げられる。）、また(c)かかる計算において用いられるかまたはその結果得られた南ア
フリカランド額はすべて、その小数点以下第２位まで四捨五入される（すなわち0.005南アフリカ
ランドは0.01南アフリカランドに切り上げられる。）。
17．発行会社の代替

17.1

モルガン・スタンレー・グループ法人による発行会社の代替
発行会社は、本第17項に定める条件に従い、ただし社債権者の同意を得ることなく、本社債
の主債務者としての発行会社の地位を、モルガン・スタンレーまたはモルガン・スタンレーの
子会社に代替させることができる。ただし、モルガン・スタンレーが代替発行会社となる場合
を除き、かかる代替が行われる本社債の元本、プレミアム、利息および補足支払金（もしあれ
ば）ならびに当該本社債に係る追加額が、満期その他により支払期日が到来した時点で支払わ
れることについて、モルガン・スタンレーによる保証に基づき全額無条件かつ取消不能で保証
されることを条件とする。さらに、社債権者が、保証の条件に基づき、（保証会社としての）
モルガン・スタンレーに対して直接訴訟を提起する前に、代替法人に対して求償権を行使する
ことを要求されないことを条件とする。

17.2

モルガン・スタンレー・グループ法人以外の法人による発行会社の代替
発行会社または保証会社は、本第17項に定める条件（第17.6項に基づく社債権者の権利を含
む。）に従い、ただし社債権者の同意を得ることなく、発行会社または（場合により）保証会
社が、発行会社または（場合により）保証会社について、支払不能、財産保全管理人の選任も
しくは発行会社もしくは（場合により）保証会社の法域における同等の事由、規制上の理由に
より強制される投資の引揚げ、規制上の免許要件を充足するために必要とされる行為、または
支配権の変更のうちいずれかの事由（以下「代替事由」という。）が発生したと判断した場合、
自己の地位を、モルガン・スタンレー・グループ法人以外の法人に代替させることができる。
ただし、かかる法人が、該当する代替事由の発生の直前において、少なくとも１社以上の国際
資本市場において標準的に採用される格付機関（S&P、ムーディーズおよびフィッチを含むがこ
れらに限定されない。）から代替される発行会社または（場合により）保証会社と同等以上の
長期信用格付けを取得していることを条件とする。

17.3

代替の条件
前第17.1項または第17.2項に定める他の法人（「代替法人」）による発行会社または保証会
社の代替は、以下の条件に従うものとする。
(a) 代替法人が、発行会社または（場合により）保証会社に代わって、当初から当事者である
かのように発行兼支払代理人契約（代替に伴う適切な変更を含む。）の当事者となること。
(b) 代替法人が、その設立地の法律に基づき有効に存続し、本社債、受領金、利息および保証
契約（該当するもの）に基づく一切の権利、義務および債務を引き受ける能力を有し、か
つ、本社債または保証契約（該当するもの）に基づくかかる一切の権利、義務および債務
を引き受けるために必要な一切の法人としての授権を得ていること。
(c) 代替法人が、本社債または保証契約（該当するもの）に関連する自己の義務の履行に必要
な一切の政府機関または規制機関による承認および同意を取得しており、かつ、かかる承
認および同意がいずれも完全な効力を有し、さらに、代替法人および本社債が証券法に基
づき適用あるすべての要件を満たしていること。
(d) 以下の条件は、前第17.2項に基づく発行会社または保証会社の代替の場合に限り適用され
る。
（ⅰ）代替法人および発行会社が、(a)代替法人の設立国および英国において定評ある独立の
法律顧問から、発行会社の代替の場合、本社債および関連する捺印証書に基づく、また
は、ニューヨークにおける保証会社の代替の場合、保証証書に基づく代替法人の義務は、
代替法人の適法、有効かつ拘束力を有する義務である旨の法律意見書、また、(b)ニュ

- 19 -

ーヨークの定評ある独立法律顧問から、保証証書が、代替前に発行会社に適用された場
合と同様に代替法人にも準用され、代替法人に係る保証会社の適法、有効かつ拘束力を
有する義務を構成する旨の法律意見書を取得していること（ただし、代替法人が本社債
に係る保証会社である場合は、本(d)に定める法律意見書を要しない。）。
（ⅱ）該当する本社債が当該時点において格付けされている場合、代替法人が、代替により
本社債の全部または一部について格付けの取消し、格付けの引下げまたはクレジット・
ウォッチもしくはネガティブ見通しの指定を受けることにはならない旨の確認を代替日
までに該当する格付機関から取得していること。
(e) 財務代理人が発行会社または（場合により）保証会社に対して、予定代替法人について該
当する「身元確認」手続を完了した旨確認していること。
(f) かかる代替が、本社債が上場されている証券取引所の規則により許容され、かつ、当該各
証券取引所が、予定された代替法人による代替後も本社債の当該取引所における上場が維
持される旨確認すること。
(g) 本社債、受領金および利息に係る支払いのうち、当該時点において期日を経過したものは
存在しないこと。
(h) かかる代替の時点において、代替法人が本社債に起因または関連して生じる一切の支払債
務を、公租公課の源泉徴収を行うことなく、自由に交換および譲渡可能な適法な金員をも
って履行し、かつ、かかる目的のために必要とされる一切の金員を何らの制約も受けるこ
となく財務代理人に譲渡することができる状態にあること。
(i) 適切な場合、代替法人が英国において本社債に起因または関連して発生した訴訟または手
続に関して自己の代わりに訴状の送達を受けるための代理人として訴状送達代理人を任命
していること。
(j) 保証契約の適用を受ける本社債の場合は、当該本社債が、本第17項に基づく発行会社およ
び／または（場合により）保証会社の代替後も引き続き保証契約の適用を受けること。
17.4

社債要項における発行会社または保証会社への言及
本第17項に従い代替が行われた場合、社債要項において発行会社または（場合により）保証
会社という場合、代替法人を指すものと解釈される。

17.5

社債権者に対する通知
発行会社は、合理的に可能な限り速やかに、かつ、いかなる場合も第17.1項に基づく代替が
行われた日から15営業日以内に、社債要項第14項（通知）に従い、社債権者に代替について通
知する。

17.6

モルガン・スタンレー・グループ法人以外の法人による代替時の償還請求権
(a) 第17.2項に定める代替権に関し、発行会社は、第14項（通知）に従い、第17.2項に基づく
代替について60暦日前の通知を社債権者に対して行うものとする。代替に同意しない社債
権者は、権利を行使する旨の意思表示の通知を本第17.6項に定める方法により行うことに
より、本第17.6項の規定に従い決定される価格で当該社債権者が保有する本社債を償還す
るよう発行会社に求める権利（「償還請求権」）を有する。
(b) 社債権者が償還請求権を行使した本社債の償還は、該当する代替の効力が生じる日の10営
業日前（「代替時償還日」）に行われる。発行会社は、償還請求権が行使された本社債を、
本第17.6項の規定に従い、該当する償還請求権行使通知が預託された日における、決定代
理人がその合理的な裁量において決定した当該本社債の公正市場価値に、当該日までに生
じた利息（もしあれば）を添えて償還する。
(c) 本社債の保有者が本第17.6項に定める選択権を行使するためには、代替の効力が生じる予
定の日（「代替日」）の15営業日前までに、本社債および支払代理人から入手可能な様式
による必要事項を記載した償還請求権行使通知を（本社債に係る満期未到来のすべての利
札とともに）登録機関に預託しなければならない。本社債の預託を受けた支払代理人は、
必要事項を記載した償還請求権行使通知受領証を預託社債権者に交付する。本第17.6項に
従い、必要事項を記載した償還請求権行使通知とともに預託された本社債は、いずれも引
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き出すことはできない。ただし、該当する代替時償還日よりも前に当該本社債が期限の利
益を喪失した場合、または、該当する代替時償還日に当該本社債が適式に呈示されたにも
かかわらず、償還金の支払が不当に留保もしくは拒絶された場合、支払代理人は、その旨
の通知を、該当する償還請求権行使通知において当該社債権者が指定した住所を宛先とし
て預託社債権者に送付し、預託社債権者が該当する償還請求権行使通知受領証の引渡しと
引き換えに回収できるよう指定事務所において当該本社債を保有する。本第17.6項に従い
支払代理人が未償還の本社債を保有している場合でも、支払代理人ではなく、当該本社債
の預託者があらゆる目的において当該本社債の保有者とみなされる。
(d)本第17.6項に基づく社債権者に対する支払は、第５項（支払）に従ってなされるものとする。
18．社債権者の表明および承認
各社債権者は、本社債の取得に際して、発行会社に対し次の事項を表明し承認したものとみな
される。
(i) 発行会社もしくは関連会社、またはこれらの代理人のいずれも、社債権者の受託者として行
為しておらず、または本社債に関して投資、税務、会計、法律その他に係る助言を行ってお
らず、かつ、社債権者およびその顧問は、発行会社または関連会社の連絡（書面によるか口
頭によるかを問わず、社外の顧問による意見を含むがこれに限定されない。）につき、(a)
法律、規制、税務、事業、投資、財務、会計その他に係る助言、(b)本社債に対する投資の
推奨、または(c)本社債に対する投資結果の予想に関する確約または保証（本社債の条件に
関する情報および説明は、上記の助言、推奨、確約または保証とはみなされず、かかる投資
を行う前に、受領者およびその顧問がこれを独自に確認しなければならない旨了解されてい
る。）として依拠していないこと。
(ii) 当該社債権者が、(a)必要とみなした範囲で、自己の任用した法律、規制、税務、事業、投
資、財務および会計顧問に助言を求めており、発行会社もしくは関連会社またはそれらの代
理人の見解に拠らずに、自己の判断および必要とみなした顧問の助言に基づき独自に投資、
ヘッジおよび取引の判断を行っていること、および(b)その条件およびリスクを完全に理解
したうえで本社債を取得しており、かかるリスクを引き受ける能力および意思があること。
および、
(iii)発行会社および／または関連会社は、本社債が関連性を有する有価証券の発行体との間で
銀行取引その他の商業的関係を有している場合があり、本社債が関連性を有する有価証券、
指数、先物取引、商品、ファンド持分その他の財産、またはこれらに関連したオプション、
先物、デリバティブその他の金融商品の自己勘定取引（発行会社および／または関連会社が
合理的な裁量において、本社債ならびにその他の発行会社および／または関連会社と第三者
の間の取引に係る市場リスクをヘッジするために適切であるとみなす取引を含む。）を行う
場合があること、ならびにかかる取引がその価格または水準、また結果的に本社債に基づく
支払額に影響を及ぼす場合があること。
19．準拠法および裁判管轄への付託
19.1

準拠法
本社債およびこれに起因しまたは関連して生じた一切の契約外の義務は、英国法に準拠し、こ

れに従って解釈される。
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保証契約は、抵触法の原則にかかわらず、ニューヨーク州法に準拠し、これに従って解釈され
る。
19.2

裁判管轄
発行会社および保証会社はいずれも、社債権者のために、本社債に起因または関連して生じる

訴え、訴訟または手続（「法的手続」）に関する審理および判断、ならびに紛争（「紛争」）の
解決に係る裁判管轄は、英国の裁判所がこれを有することに同意し、またかかる目的上、同裁判
所の裁判管轄に取消不能の形で服する。

19.3

法廷の適切性
発行会社および保証会社はいずれも、法的手続の審議および決定ならびに紛争の解決を行う法

廷として英国の裁判所を指定することに関し、現在または今後有する可能性のある異議を取消不
能の形で放棄し、かつ、当該裁判所が利便性のあるまたは適切な法廷ではないとの主張を申し立
てないことに合意する。

19.4

送達代理人
発行会社および保証会社は、英国において法的手続を開始する訴状が、(i)保証会社の場合、

E14 4QA、ロンドン市カナリー・ウォーフ、キャボット・スクエア25所在のモルガン・スタンレ
ー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー、またはこれと異なる場合は、当
該時点における同社の登録上の事務所宛、また、(ii)発行会社の場合、E14 4QA、ロンドン市カナ
リー・ウォーフ、キャボット・スクエア25所在のモルガン・スタンレー（UK）リミテッド、また
はこれと異なる場合は、当該時点における同社の登録上の事務所宛、(iii)もしくは英国2006年会
社法第34編に従って訴状が送達される発行会社の英国内の住所宛に交付されることにより、発行
会社または保証会社に対する送達とすることに同意する。発行会社に代わって訴状の送達を受け
る代理人が有効に任命されていないか、または有効な任命が終了した場合、発行会社は、社債権
者が発行会社の住所を宛先とし、発行会社または財務代理人の指定事務所に対して交付した書面
請求に基づき、英国内で発行会社に代わって訴状の送達を受ける別の者を指定するものとし、か
かる指定を15日以内に行わない場合、社債権者は、発行会社の住所を宛先とし、発行会社または
財務代理人の指定事務所に対して交付した書面請求により、これを指定することができる。本要
項の規定は、社債権者が法により許容される他の方法をもって訴状を送達する権利には何ら影響
を及ぼすものではない。
20．第三者の権利
いかなる者も、1999年（第三者の権利）契約法に基づき、本社債の条件を実行する権利はない。
21．保証の条件
保証会社は、保証契約に基づき、本社債の条件に基づく発行会社の支払債務を無条件かつ取消
不能の形で保証する。
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本社債がユーロクリア・システムの運営会社としてのユーロクリア・バンク・エス・エイ／エ
ヌ・ヴィー（「ユーロクリア運営会社」）、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニ
ム（「クリアストリーム」）またはその他の決済機関の共同預託機関（またはその代理人として
指名された者）（それぞれの承継人および譲受人を含む。）により保管される場合、保証会社は、
当該時点において本社債の元本額の保有者として関連決済機関または登録機関の記録に記載され
ているそれぞれの者（「口座名義人」）に対し、保証会社が保証契約に基づく支払を行う旨およ
び口座名義人が保証会社に対して保証契約を直接的に執行する手続を行うことができることを了
知している旨を誓約する。
保証会社は、保証契約を執行する条件として、発行会社を相手取った訴訟が先に提起され、ま
たは発行会社に対する権利もしくは救済が先に行使される必要はないことに同意する。厳密に言
うと、保証契約に基づく保証会社の債務は、一次的、直接的、かつあらゆる点において無条件の
債務であるという了解および合意がなされている。保証契約に基づく保証会社の債務は、保証会
社の直接、無条件かつ無担保の債務を構成し、かかる債務の間に優劣はなく、上記に従うことを
条件として、保証会社が現在または将来において負担する他のあらゆる未払の無担保非劣後債務
と同順位である。ただし、倒産等の場合には、債権者の権利に影響を及ぼす法律により許容され
る範囲に限られるものとする。
保証会社は、発行会社に猶予が付与されているか、本社債に基づく発行会社の債務が破産、会
社更生その他同様の事由により消滅しているか、発行会社が解散、清算もしくは統合を行い、ま
たはそのコーポレート・アイデンティティーを変更もしくは喪失しているか、およびその他によ
りコモンローまたは衡平法に基づく保証会社の免責またはこれに対する抗弁を構成しうるその他
の事情が発生しているか否かを問わず、本社債に基づく主たる債務者同然に完全な責任を負う。
保証会社は、保証契約に基づき保証会社が金銭を支払うこととなった場合でも、保証契約に基
づき保証会社が支払う金額につきかかる金銭が未払である限りは、発行会社に関する権利もしく
は代位権または当該支払に関しもしくは当該支払により生じうるその他の権利もしくは救済を行
使しない。
保証会社による本社債に関する保証は、発行会社が保証会社に吸収合併された場合には終了す
る。
保証契約に基づく一切の支払は、法律により求められる場合を除き、アメリカ合衆国またはそ
の行政上の下部組織もしくは課税当局によって課税、徴税、徴収、源泉徴収または賦課されるあ
らゆる種類の公租公課、賦課金または政府課徴金を源泉徴収または控除することなく行われる。
保証会社は、かかる源泉徴収または控除を理由に追加の支払を行うことを要求されない（ただし、
発行会社が本プログラムに基づき行わなければならない追加の支払については、この限りではな
い。）。いかなる時においても保証会社がアメリカ合衆国以外の租税法域の対象となった場合、
保証契約においてアメリカ合衆国に言及している箇所は、当該他の法域を指すものと解釈される。
保証会社による本社債の保証は、本社債に関して支払われるべき金額が全額支払われた時点で
終了し、失効する。

第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
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第４【その他の記載事項】
該当事項なし。

第二部【公開買付けに関する情報】
第１【公開買付けの概要】
該当事項なし。

第２【統合財務情報】
該当事項なし。

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
該当事項なし。

第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。）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 2018年度（自2018年１月１日
令和元年６月28日関東財務局長に提出

至2018年12月31日）

２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 2019年中（自2019年１月１日
令和元年９月30日関東財務局長に提出

至2019年６月30日）

３【臨時報告書】
該当事項なし。

４【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
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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」とい
う。）に記載の「事業等のリスク」については、発行登録書（訂正を含む。）の「参照書類の補完情
報」に記載された事項を除き、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（令
和２年３月６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、当該有価証券報告書等および発行登録書（訂正を含む。）には将来に関する事項が記載され
ているが、当該事項は本発行登録追補書類提出日（令和２年３月６日）現在においてもその判断に重
要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

以下の情報は、上記有価証券報告書の第一部

第３「事業の状況」２「事業等のリスク」に関する

追加情報である。

本社債に関するリスク要因

本社債の価値または利回りは、為替相場および為替管理の影響を受けるおそれがある。
一般的な為替相場および為替管理リスク
本社債が投資家の自国通貨以外の通貨建てである場合、または本社債の支払が当該通貨の価
値に連動して行われる場合、本社債に対する投資には重大なリスクを伴う。かかるリスクには、
自国通貨と換算対象通貨の間の為替相場に重大な変動が生ずる可能性や、関係政府機関の為替
管理が強制または修正される可能性を含む。これらのリスクは一般的に発行会社が制御できな
い経済上および政治上の事象に左右される。投資家は、本社債が、その居住しまたは事業を営
む国の通貨（自国通貨）以外の通貨建てであるか、自国通貨以外で支払われる場合、または本
社債の支払が当該通貨の価値に連動して行われる場合の本社債への投資に伴う固有のリスクに
つき、財務および法務顧問に相談するべきである。これに該当する本社債への投資は、外貨建
取引に精通していない投資家には適切でない。転換不能事由が発生した場合、上述したリスク
は、適用通貨と転換不能事由指定通貨との関係および転換不能事由指定通貨と投資家の自国通
貨との関係にも当てはまる可能性がある。
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投資家の投資に対する為替相場の影響
近年、一部通貨間の為替相場は非常に変動的となっており、この変動性は今後も継続するお
それがある。過去における特定の為替相場の変動が、本社債の期間に生ずる変動を示唆すると
は限らない。投資家の自国通貨または本社債の支払通貨に対する相場の下落に伴い、本社債の
実効利回りがその表面利率を下回り、投資家の自国通貨を基準とした場合、全体として投資家
に損失が生じる可能性がある。また、為替に連動する社債またはワラントもしくは券面の特定
の要項次第では、関連通貨の為替相場が変動することにより、その実効利回りが低下したり、
該当する本社債の価値の全部または重要な部分を投資家が喪失したりする結果となることがあ
る。

投資家と決定代理人との間に利益相反が生じるおそれがある。
投資家と、発行会社および（該当する場合）保証会社の関係会社である決定代理人との間に
は利益相反が生じるおそれがある。転換不能事由が発生した場合は、決定代理人がその単独の
裁量により為替レートを算出する。

一部通貨の利用不能性
各国政府は、その時々において、関連する通貨の利用可能性に影響するような為替管理を強
制してきており、今後もそのおそれがある。また実際の為替管理が行われていない場合でも、
ある有価証券の支払期が到来した時点で、その適用通貨が利用可能でない場合もある。

本社債の流通市場での取引は制限されるおそれがある。
投資予定者は、本社債を満期まで保有する意思を有するべきである。本社債の流通市場の性
質および範囲は予測不能であり、本社債については、流通市場がごく少数であるかまたは存在
しない場合がある。そのため、本社債を保有しようとする者は、本社債の流動性をリスクとし
て考慮すべきである。本社債が証券取引所または価格決定システムにおいて上場または気配表
示されている場合であっても、かかる事実は同等の本社債が上場または気配表示されていない
場合よりも流動性が高くなるまたは低くなることを意味するものではなく、発行会社は上場ま
たは気配表示が恒久的に維持されることを保証することはできない。本社債が上場または気配
表示されていない場合、本社債の売買にはより大きな困難が伴い、価格情報の透明性にも欠け
るおそれがある。
さらに、発行会社は、本社債の一部の発行に関してユーロネクスト・ダブリンの公式上場リ
ストへの登録および同証券取引所のグローバル・エクスチェンジ・マーケットでの売買の許可、
スイス証券取引所への上場およびスイス証券取引所のメイン・セグメントでの売買の許可、ル
クセンブルグ証券取引所への上場およびルクセンブルグ証券取引所のユーロMTF市場での売買
の許可、ジブラルタル証券取引所のグローバル・マーケットへの上場または他の上場機関、証
券取引所および／もしくは価格決定システムにおける上場、売買および／もしくは気配表示の
許可を申請することがあるが、上場の許可を得るには関連する上場要件が充足されなければな
らない。また流通市場が存在したとしても、投資家が本社債を容易に売却または取引するだけ
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の十分な流動性を欠くおそれもある。モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インター
ナショナル・ピーエルシーおよびモルガン・スタンレーの他の子会社は、随時本社債のマーケ
ットメイクを行いうるが、いずれもこれを要求されるものではない。いずれかの時点でモルガ
ン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーおよび発行会社の
他の子会社がマーケットメイクを行わなくなった場合、本社債に関して流通市場がごく少数と
なるかまたは存在しなくなるおそれがある。

投資家は株主としての権利を有していない。
投資家は、本社債の所有者として、議決権もしくは配当、利息その他の分配の受領権（適用
ある場合）、またはその他の裏付となる有価証券、ETFその他のファンド、指数もしくは先物
取引に関する権利を何ら有していない。

為替相場が判決価額に影響を及ぼすおそれがある。
本社債およびこれに起因しまたは関連して生じた一切の契約外の義務は、英国法に準拠する。
英国の裁判所は本社債の表示通貨で判決を行う権能を有するが、その裁量によりこれを拒否す
ることがある。本社債の表示通貨ではない通貨で判決が行われた場合、投資家はこれに関連し
て為替リスクを負うことになる。

本社債は最終償還日前に償還されるおそれがある。
本社債の特定のトランシェにつきプライシングサプリメントにおいて別段の記載がない限り、
現在もしくは将来管轄当局によりもしくはこれを代理して課税、課金、徴収、源泉徴収もしく
は賦課されるあらゆる種類の税金、租税、賦課金もしくは公租公課について源泉徴収もしくは
控除が行われたことにより、または、管理者／ベンチマーク事由もしくは本社債に係る関連す
る調整事由の発生に伴う一定の状況において、発行会社または保証会社が本社債について負う
支払債務の金額が増加することとなった場合、発行会社は社債要項に従い、当該プライシング
サプリメントに明記される償還価格にて、発行済未償還である本社債の全部を償還する場合が
ある。
加えて、本社債の特定のトランシェにつき、本社債が他の一定の状況において発行会社の任
意で償還可能であるとプライシングサプリメントに定められる場合、発行会社は、実勢金利が
比較的低率となっている時期に本社債の償還を選択することがある。かかる場合、投資家は償
還による手取金を、該当の本社債の実効金利と同程度に高い料率で同様の有価証券に再投資で
きないことがある。
また、本社債の特定のトランシェにつき、任意償還条項を伴うことによりその市場価額が制
限されるおそれがある。発行会社が本社債の償還を選択できる時期において、当該本社債の一
般的な市場価額は償還可能価格を大幅に上回ることはない。これは償還期間より前についても
同様の場合がある。
一定の本社債について何らかの理由により期限前に償還される場合、発行会社が支払う金額
は、本社債が満期償還された場合に支払われる金額を下回る場合がある。
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また、発行会社に債務不履行事由があり、本社債の期限の利益を喪失した状況において、投
資家は発行会社または（場合により）保証会社に対し、当該本社債の期限前償還金額について
無担保の請求権を有することになる。

包括様式による本社債
包括記名証券（下記において定義する。）はユーロクリア・バンク・エス・エー／エヌ・ヴ
ィー（「ユーロクリア」）およびクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム（「ク
リアストリーム・ルクセンブルグ」）ならびに／または適用されるプライシングサプリメント
に特定されるその他の決済機関（かかる機関を、以下「関連決済機関」という。）により、ま
たはこれを代理して保有される場合があるため、投資家は、譲渡、支払および発行会社との連
絡についてはこれらの機関の手続に依拠しなければならない。
記名式で発行された本社債は、恒久包括記名証券（それぞれ「包括記名証券」）に対する持
分によって表章されることがある。この包括記名証券は、ユーロクリアおよびクリアストリー
ム・ルクセンブルグのノミニー名義で登録され、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルク
センブルグを代理して共同預託機関に預託される。
包括記名証券に対する持分は、（場合により）ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルク
センブルグの預託機関を含む、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグおよび
その直接・間接の参加者が維持する記録に表示され、その譲渡は、かかる記録を通じてのみ有
効となる。
本社債が一または複数の包括記名証券により表章されている間、発行会社は関連決済機関に
よる口座保有者への分配を通じて支払を行うことにより本社債に基づく支払義務を履行する。
包括記名証券に対する持分の保有者は、関連する本社債に基づく支払の受領に関して、関連決
済機関の手続に依拠しなければならない。発行会社および保証会社のいずれも、包括記名証券
の受益権に関連する記録の維持、またはかかる受益権との関係で行われた支払につき、一切の
責任または義務を負わない。
包括記名証券に対する受益権の保有者は、関連する本社債につき議決権を行使する直接的な
権利を有しない。当該保有者は上記に代えて、関連決済機関により、適切な代理人を任命し得
るという範囲でのみ、権利行使することが認められている。

信用リスク
本社債の保有者は、発行会社および／または保証会社の信用リスクを負う。かかる信用リス
クとは、本社債が資本／元本保証付きであると謳われているかにかかわらず、または本社債の
元本、利息その他の支払いの計算方法にかかわらず、発行会社および／または保証会社が、か
かる本社債に基づく義務を充足できないリスクである。

修正および放棄
本社債の社債要項には、社債権者の一般的な利益に影響を及ぼす事項について検討するため
の社債権者集会の招集に係る規定が含まれている。同規定により、所定の多数は、当該集会に
出席せず議決権を行使しなかった保有者およびかかる多数意見と反対の議決権行使をした保有
者を含む該当する本社債の全保有者を拘束することが許容される。
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法改正
本社債の社債要項は、募集目論見書（Offering Circular）の日付現在の英国法またはニュ
ーヨーク州法（場合による。）に準拠している。募集目論見書の日付以降生ずるおそれのある
司法判断または英国法もしくはニューヨーク州法の改正または英国もしくはニューヨーク州の
行政実務上の変更による影響については何らの保証も与えることができない。

税務上考慮すべき事項
一定の投資家について、特別な税務上の考慮が必要な場合がある。投資を行おうとする者は、
この投資が税務上意味するところを判断するため、自身の税務顧問に相談するよう推奨される。
非米国人保有者は、社債の実質的所有者が必要書類を源泉徴収代理人に提出する場合を除き、
米国の源泉徴収課税を課される。法律上租税の源泉徴収または控除が求められる場合、社債に
関する支払は適用される源泉徴収税の差引後の純額で行われ、かつ当社は非米国人保有者に対
し源泉徴収額に関して追加的な支払を行うことを求められない。

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】
第１【保証会社情報】
１【保証の対象となっている社債】
社債の名称：

モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエル
シー 2025年４月２日満期 南アフリカランド建社債

発行年月：2020年４月１日
券面総額又は振替社債の総額：25,000,000南アフリカランド（円貨額176,000,000円）
償還額：該当なし
提出会社の最近事業年度末日の未償還額：該当なし
上場金融商品取引所または登録認可金融商品取引業協会名：該当なし

２【継続開示会社たる保証会社に関する事項】
（１）【保証会社が提出した書類】
①【有価証券報告書及びその添付書類】
(自

平成30年１月１日 至

平成30年12月31日)

令和元年６月28日関東財務局長に提出
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②【四半期報告書又は半期報告書】
（自

平成31年１月１日 至

令和元年６月30日）

令和元年９月30日関東財務局長に提出

③【臨時報告書】
上記②の半期報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（令和２年３月６日）までに、企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき臨時報告書を令和元年12月12日
に関東財務局長に提出

④【訂正報告書】
該当事項なし

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし

３【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】
該当事項なし
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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に記載された事項
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ファイル名

更新日

金融商品取引法第５条第４項に掲げる要件を
満たしていることを示す書面

会社名

: モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー
(Morgan Stanley Finance LLC)

代表者の氏名および役職

: 秘書役 アーロン・ペイジ
(Aaron Page, Secretary)

1. モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー（「当社」）は１年間継続して有価証券報告書を提出
している。

2. 当社は、本邦において本発行登録書の提出日（令和元年６月28日）以前５年間にその募集又は売出しに係る
有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は
振替社債の総額が100億円以上である。

（参考）

（平成29年６月19日の売出し）
券面総額又は振替社債の総額

： 111億8,700万円
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ファイル名

更新日

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
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 ༢㸸ู㏵グ㍕ࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁ༓ࢻࣝ 




ᖺ᭶᪥⌧ᅾṧ㧗



 

⣧ᦆኻ





ࡑࡢࡢໟᣓᦆኻ⣼ィ㢠ࡢ⣧ኚື㢠ࠊ༓ࢻࣝࡢ⛯㔠ࢆ᥍㝖ᚋ





ᖺ᭶᪥⌧ᅾṧ㧗





⣧┈



 

ࡑࡢࡢໟᣓ┈⣼ィ㢠ࡢ⣧ኚື㢠ࠊ༓ࢻࣝࡢ⛯㔠ࢆ᥍㝖ᚋ



 

ᖺ᭶᪥⌧ᅾṧ㧗



 



㈈ົㅖ⾲ࡢὀグࢆཧ↷ࠋ






㈨ᮏ Ḟᦆ㔠 ྜィ
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࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢫࢱ࣮࣭ࣥࣞࣇࢼࣥࢫ࣭࢚࢚ࣝࣝࢩ࣮
㈈ົㅖ⾲ࡢὀグ
ᖺ᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚⤊ࡋࡓᴗᖺᗘ
༢㸸ู㏵グ㍕ࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁ༓ࢻࣝ 

㸯ᴫㄝ࠾ࡼࡧ⾲♧ࡢᇶ♏
ᙜ♫
࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢫࢱ࣮࣭ࣥࣞࣇࢼࣥࢫ࣭࢚࢚ࣝࣝࢩ࣮㸦௨ୗࠕᙜ♫ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡣࠊ♫ဨࢆ㸯ேࡍࡿ᭷㝈
㈐௵♫࡛࠶ࡾࠊ࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢫࢱ࣮ࣥࣞ㸦௨ୗࠕぶ♫ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᏊ♫࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢫࢱ࣮࣭ࣥࣞࣇࢼࣥࢫ࣭࢚࢚ࣝࣝࢩ࣮ࡣࠊドๆྲྀᘬጤဨ㸦௨ୗࠕ6(&ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧つ๎6;
ᐃ⩏ࡉࢀࡿぶ♫ࡢࠕ㔠⼥Ꮚ♫࡛ࠖ࠶ࡿࠋᙜ♫ࡣᕷሙ࠾࠸࡚ࠊぶ♫ࡼࡗ࡚㢠↓᮲௳ಖドࡀࡉ
ࢀࡓ⤌മࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋⓎ⾜ࡼࡿㄪ㐩㢠ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ♫㛫ࡢᡭᙧࡢᙧែࡼࡾぶ♫㈚ࡋࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺࠊᙜ♫ࡣࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࣭ࣥࢻ࣭ࣉ࣮ࢬࡽ%%%ࡢ᱁ࢆࡉࢀࡓࠋ

㈈ົሗࡢᇶ♏
┘ᰝ῭㈈ົㅖ⾲ࡣ⡿ᅜ࠾࠸୍࡚⯡බṇጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿィཎ๎㸦௨ୗࠕ⡿ᅜ*$$3ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ᚑࡗ
࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᙜ♫ࡣࠊ≉ᐃࡢ㔠⼥ၟရࡢホ౯ࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࠊッゴ࠾ࡼࡧ⛯㔠ၥ㢟ࡢᖐ⤖
࡞ࡽࡧࡑࡢ㈈ົㅖ⾲࠾ࡼࡧ㛵㐃ࡍࡿ㛤♧ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ㡯㛵ࡍࡿぢ✚ࡾࢆ⾜࠸ࠊ௬ᐃࢆタࡅࡿࡇ
ࢆせồࡉࢀࡿࠋᙜ♫ࡣࠊ㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂ㝿ࡋ࡚⏝ࡉࢀࡓぢ✚ࡾࡣࠊៅ㔜ࡘྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊᐇ㝿ࡢ⤖ᯝࡣぢ✚ࡾࡁࡃ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

㸰㔜せ࡞ィ᪉㔪
┈ㄆ㆑
ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ
 ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈ࡢㄆ㆑㛵ࡍࡿヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࠕ㔠⼥ၟရࡢබṇ౯್ࠖࢆཧ↷ࠋ

ཷྲྀᜥ࠾ࡼࡧᨭᡶᜥ
ཷྲྀᜥ࠾ࡼࡧᨭᡶᜥࡣࠊ㈨⏘࠾ࡼࡧ᭷Ꮚ㈇മ㸦ぶ♫ᑐࡍࡿཷྲྀᡭᙧࠊཷྲྀമᶒ࠾ࡼࡧᨭᡶ
മົࠊ࠾ࡼࡧධമົࢆྵࡴࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ィୖࡉࢀࡿࠋ
ཷྲྀᜥ࠾ࡼࡧᨭᡶᜥࡣࠊ㔠⼥ၟရࡢᛶ㉁࠾ࡼࡧ㛵㐃ࡍࡿᕷሙ័⾜ᛂࡌ࡚ᙜ♫ࡢໟᣓ┈ ᦆኻ ィ⟬
᭩ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᜥࡀ㔠⼥ၟရࡢබṇ౯್ࡢᵓᡂせ⣲࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᜥࡣࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ
┈ྵࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡢሙྜࡣࠊᜥࡣཷྲྀᜥࡲࡓࡣᨭᡶᜥྵࡵࡽࢀࡿࠋ

㔠⼥ၟရࡢබṇ౯್
ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘࠾ࡼࡧࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മෆࡢၟရࡣࠊィᣦ㔪ᚑࡗ࡚ࠊබṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀ࡚࠸

ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㔠⼥ၟရࡣࠊᙜ♫ࡀධമົࢆ⤒῭ⓗ࣊ࢵࢪࡍࡿࡓࡵぶ♫ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡍࡿࢹࣜࣂࢸ
ࣈࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⤌മ࡛࠶ࡿࠋධമົࡣࠊබṇ౯್࢜ࣉࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚බṇ౯್࡛
࠸ࡿࠋ
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ᐃࡉࢀ࡚

බṇ౯್࡛ィୖࡉࢀࡿၟရಀࡿ┈࠾ࡼࡧᦆኻࡣࠊᙜ♫ࡢໟᣓ┈ ᦆኻ ィ⟬᭩ࡢࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈
ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㔠⼥ၟရ࠾ࡼࡧࢥࣔࢹࢸ㛵㐃ࡍࡿࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ࢆྵࡴᗑ㢌࡛ྲྀᘬࡉࢀࡿ㔠⼥ၟရࡢබṇ౯್ࡣࠊ
ῧࡢ㈚ᑐ↷⾲ୖࠊ㐺ᙜ࡞ሙྜࡣྲྀᘬ┦ᡭඛࡈࡢ⣧㢠࡛⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

බṇ౯್࢜ࣉࢩࣙࣥ
ᙜ♫ࡣࠊ㑅ᢥࡉࢀࡓၟရࡑࢀ㛵㐃ࡍࡿࣜࢫࢡ⟶⌮ྲྀᘬࡢ㛫ࡢ

ᐃᇶ‽ࡢᕪ␗ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿᦆ┈ィ

⟬᭩ࡢ࣎ࣛࢸࣜࢸࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡓࡣ୍ᐃࡢィࣔࢹࣝࡢ㐺⏝ࡢ」㞧ᛶࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵࠊබṇ౯
್ᇶ‽࡛ࣜࢫࢡ⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ୍ᐃࡢධമົ㸦⤌മ㸧ᑐࡋ࡚බṇ౯್࢜ࣉࢩࣙࣥࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋ

බṇ౯್

ᐃ㸫ᐃ⩏࠾ࡼࡧ㝵ᒙ

බṇ౯್ࡣࠊ

ᐃ᪥⌧ᅾࡢᕷሙཧຍ⪅㛫ࡢ⛛ᗎ࠶ࡿྲྀᘬ࠾࠸࡚ࠊ㈨⏘ࡢ༷ࡼࡾཷࡅྲྀࡾࠊࡲࡓࡣ㈇

മࡢ⛣㌿ࡼࡾᨭᡶ࠺࡛࠶ࢁ࠺౯᱁㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠕฟཱྀ౯᱁ࠖ㸧ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
බṇ౯್ࡣࠊᴗయᅛ᭷ࡢᑻᗘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷሙཧຍ⪅ࡢどⅬࡽ᳨ウࡉࢀࡓᕷሙᇶ࡙ࡃᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᕷሙࡢ௬ᐃࡀᐜ᫆ධᡭ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ௬ᐃࡣࠊ

ᐃ᪥⌧ᅾ࠾࠸࡚ᕷሙཧຍ⪅ࡀ㈨⏘ࡲࡓ

ࡣ㈇മࡢ౯᱁Ỵᐃ⏝ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᙜ♫ࡀ⪃࠼ࡿ௬ᐃࢆᫎࡋ࡚タᐃࡉࢀࡿࠋᙜ♫ࡀᕷሙࣜࢫࢡࡲࡓࡣ
ಙ⏝ࣜࢫࢡᑐࡍࡿṇ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕᇶ࡙ࡁ㔠⼥㈨⏘࠾ࡼࡧ㔠⼥㈇മࢢ࣮ࣝࣉࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊ
ᙜ♫ࡣࠊᕷሙཧຍ⪅ࡀ

ᐃ᪥⌧ᅾ࠾࠸࡚ṇࡢࣜࢫࢡ࣭࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ౯᱁ࢆỴᐃࡍࡿ᪉ἲᩚྜࡍ

ࡿࡼ࠺㔠⼥ၟရࢢ࣮ࣝࣉࡢබṇ౯್ࢆ

ᐃࡍࡿࠋ

බṇ౯್ࢆỴᐃࡍࡿ㝿ࠊᙜ♫ࡣᵝࠎ࡞ホ౯᪉ἲࢆ⏝ࡋࠊබṇ౯್

ᐃ⏝ࡉࢀࡿࣥࣉࢵࢺ㛵ࡍ

ࡿ㝵ᒙࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ㝵ᒙࡣࠊ᭱ࡶほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࡀධᡭྍ⬟࡛࠶ࡿሙྜࡑࡢ⏝ࢆồࡵ࡚
࠸ࡿࠋ
ほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࡣࠊᙜ♫ࡽ⊂❧ࡋࡓሗ※ࡽᚓࡽࢀࡓᕷሙࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡁ⟬ฟࡉࢀࡓࠊᕷሙཧ
ຍ⪅ࡀ㈨⏘ࡲࡓࡣ㈇മࡢ౯᱁Ỵᐃ⏝ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࣥࣉࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࡣࠊ⌧≧
࡛⏝ྍ⬟࡞᭱Ⰻࡢሗᇶ࡙ࡁ⟬ฟࡉࢀࡿࠊࡢᕷሙཧຍ⪅ࡀ㈨⏘ࡲࡓࡣ㈇മࡢ౯᱁Ỵᐃ⏝ࡍࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ᙜ♫ࡀ⪃࠼ࡿ௬ᐃࢆᫎࡋࡓࣥࣉࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢබṇ౯್ࡢ㝵ᒙࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ࣥࣉࢵࢺࡢ
ほᐹྍ⬟ᛶᇶ࡙ࡁ㸱ࡘࡢࣞ࣋ࣝศ㢮ࡉࢀࠊࣞ࣋ࣝ㸯ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃࠊࣞ࣋ࣝ㸱ࡀ᭱ࡶప࠸㝵ᒙࡉࢀࡿࠋ
࣭ࣞ࣋ࣝ㸯㸫ྠ୍ࡢ㈨⏘ࡲࡓࡣ㈇മࡘ࠸࡚ᙜ♫ࡀཧຍࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿάⓎ࡞ᕷሙ࠾ࡅࡿ┦ሙ
౯᱁ᇶ࡙ࡃホ౯㢠ࠋホ౯㢠ࡢㄪᩚ࠾ࡼࡧ㔞ಖ᭷ࡼࡿࢹࢫ࢝࢘ࣥࢺࡣࣞ࣋ࣝ㸯ࡢၟရࡣ㐺⏝
ࡉࢀ࡞࠸ࠋᙜヱホ౯ࡣࠊάⓎ࡞ᕷሙ࠾࠸࡚ᐜ᫆ࡘᐃᮇⓗධᡭ࡛ࡁࡿ┦ሙ౯᱁ᇶ࡙ࡃࡓࡵࠊ
ࡇࢀࡽࡢၟရࡢホ౯ࡣ㔜せ࡞ุ᩿ࢆᚲせࡋ࡞࠸ࠋ
࣭ࣞ࣋ࣝ㸰㸫άⓎ࡛࡞࠸ᕷሙ࠾ࡅࡿ୍ࡘ௨ୖࡢ┦ሙ౯᱁ᇶ࡙ࡃホ౯㢠ࡲࡓࡣࡍ࡚ࡢ㔜せ࡞ࣥࣉ
ࢵࢺࡀ┤᥋ࡲࡓࡣ㛫᥋ⓗほᐹྍ⬟࡛࠶ࡿホ౯㢠ࠋ
࣭ࣞ࣋ࣝ㸱㸫ほᐹྍ⬟࡛࠶ࡾࠊබṇ౯್ ᐃࡢయᑐࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࣥࣉࢵࢺᇶ࡙ࡃホ౯㢠ࠋ

ほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࡢධᡭྍ⬟ᛶࡣࠊၟရࡼࡗ࡚␗࡞ࡾࠊከᵝ࡞せᅉ㸦࠼ࡤၟရࡢ✀㢮ࠊࡲࡔᕷሙ
ᐃ╔ࡋ࡚࠸࡞࠸᪂ၟရ࡛࠶ࡿࠊᕷሙࡢὶືᛶࠊၟရᅛ᭷ࡢࡑࡢࡢ≉ᚩ㸧ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋホ
౯ࡀᕷሙ࠾ࡅࡿほᐹྍ⬟ᛶࡀప࠸ほᐹྍ⬟࡞ࣔࢹࣝࡲࡓࡣࣥࣉࢵࢺᇶ࡙ࡃ㝈ࡾࠊබṇ౯್ࡢỴᐃ
ࡣࡼࡾከࡃࡢุ᩿ࡀせồࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊබṇ౯್ࡢỴᐃ࠾࠸࡚ᙜ♫ࡀ⾜࠺ุ᩿ࡢᗘྜ࠸ࡣࠊබṇ
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౯್ࡢ㝵ᒙࡢࣞ࣋ࣝ㸱ศ㢮ࡉࢀࡿၟရಀࡿࡶࡢࡀ᭱ࡶࡁ࠸ࠋ
ᙜ♫ࡣࠊᕷሙࡀΰࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫ࢆྵࡵࠊ

ᐃ᪥⌧ᅾࡢ᭱᪂ࡢ౯᱁࠾ࡼࡧࣥࣉࢵࢺࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷ

ሙࡀΰࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫࠾࠸࡚ࡣࠊ౯᱁࠾ࡼࡧࣥࣉࢵࢺࡢほᐹྍ⬟ᛶࡀከࡃࡢၟရࡘ࠸࡚ῶᑡࡍࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠾࠸࡚ࡣࠊබṇ౯್ࡢ㝵ᒙࡢࣞ࣋ࣝ㸯ࡽࣞ࣋ࣝ㸰ࡲࡓࡣࣞ࣋ࣝ㸰ࡽࣞ࣋ࣝ㸱
ၟရࢆศ㢮ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊὀグ㸲ࢆཧ↷ࠋ
୍ᐃࡢሙྜࠊබṇ౯್

ᐃ⏝ࡉࢀࡿࣥࣉࢵࢺࡣࠊ␗࡞ࡿࣞ࣋ࣝࡢබṇ౯್ࡢ㝵ᒙศ㢮ࡉࢀᚓࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊබṇ౯್ࡢ⥲㢠ࡣࠊ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡢබṇ౯್ࡢ⥲㢠ࡗ࡚㔜せ࡞ࣥࣉࢵࢺࡢ࠺ࡕࠊ
᭱ࡶప࠸ࣞ࣋ࣝヱᙜࡍࡿࣞ࣋ࣝ㛤♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ホ౯ᡭἲ
ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ࡣࠊᕷሙ࠾࠸࡚ほᐹྍ⬟࡞㈙್࠾ࡼࡧ್ࡀ࠶ࡿࠋ㈙್ࡣࠊᙜ⪅ࡀ㈨
⏘㛵ࡋ࡚ᨭᡶ࠺ពᛮࡢ࠶ࡿ᭱ࡶ㧗࠸್ẁࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ್ࡣࠊᙜ⪅ࡀ㈨⏘㛵ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡿពᛮ
ࡢ࠶ࡿ᭱ࡶᏳ࠸್ẁࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ♫ࡣࠊᙜ♫ࡼࡿබṇ౯್ࡢ᭱ၿࡢぢ✚ࡾぢྜ࠺㈙್್
ࡢ⠊ᅖෆࡢⅬ࡛࣏ࢪࢩࣙࣥࢆィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ୍ࡢ㔠⼥ၟရ࠾ࡅࡿ┦ẅ࣏ࢪࢩࣙࣥ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㈙࠸࠾ࡼ
ࡧࡾࡢ୧᪉ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆ

ᐃࡍࡿࡓࡵ㈙್ࡢࢫࣉࣞࢵࢻෆࡢྠࡌ౯᱁ࡀ⏝ࡉࢀࡿࠋ

ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ࡢබṇ౯್ࡣࠊ౯᱁Ỵᐃࣔࢹࣝࢆ⏝ࡋ࡚ᑟฟࡉࢀࡿࠋ౯᱁Ỵᐃࣔࢹࣝࡣࠊዎ⣙᮲
௳ࠊ࡞ࡽࡧᚲせᛂࡌ࡚ࢥࣔࢹࢸ౯᱁ࠊᰴ౯ࠊ㔠࣮ࣝࢻ࣭࣮࢝ࣈࠊ┦㛵㛵ಀࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢ࣎ࣛ
ࢸࣜࢸ࠾ࡼࡧⅭ࣮᭰ࣞࢺࢆྵࡴ」ᩘࡢࣥࣉࢵࢺࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᚲせᛂࡌ࡚ࠊὶືᛶࣜࢫࢡ㸦㈙್ࡢㄪᩚ㸧
ࠊಙ⏝ᗘࠊࣔࢹࣝࡢ☜ᐇᛶ࠾ࡼࡧ㞟୰ࣜࢫࢡ➼ࡢᵝࠎ࡞
せᅉࡘ࠸࡚ィฎ⌮ࡍࡿࡓࡵホ౯ㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋὶືᛶࣜࢫࢡ㛵ࡍࡿㄪᩚࡣࠊࣔࢹࣝࡽᑟฟࡉࢀ
ࡿࣞ࣋ࣝ㸰࠾ࡼࡧࣞ࣋ࣝ㸱ࡢ㔠⼥ၟရࡢ௰್Ỉ‽ࢆࠊࣜࢫࢡ࣭࣏ࢪࢩࣙࣥࡢฟཱྀ౯᱁ࢆ㐺ษᫎࡍࡿࡓࡵ
ᚲせࡉࢀࡿ㈙್௰್ࡲࡓࡣ௰್್ࡢࢫࣉࣞࢵࢻ㛵ࡋ࡚ㄪᩚࡍࡿࠋ㈙್௰್࠾ࡼࡧ௰್
್ࡢࢫࣉࣞࢵࢻࡣࠊࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢᴗົࠊࣈ࣮࣮ࣟ࢝┦ሙࡲࡓࡣࡑࡢࡢእ㒊ࡢ➨୕⪅ࡢࢹ࣮ࢱ࠾
࠸࡚ほᐹࡉࢀࡓỈ‽࡛ホ౯ࡉࢀࡿࠋၥ㢟࡞ࡿ≉ᐃࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ㛵ࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢࢫࣉࣞࢵࢻࡀほᐹྍ⬟
࡛࠶ࡿሙྜࠊࢫࣉࣞࢵࢻࡣほᐹྍ⬟࡞Ỉ‽ࡢ㢮ఝ࣏ࢪࢩࣙࣥࡽᑟฟࡉࢀࡿࠋ
ᙜ♫ࡣࠊබṇ౯್࢜ࣉࢩࣙࣥࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓධമົ ⤌മ ᑐࡋࠊಙ⏝㛵㐃ࡋࡓホ౯ㄪᩚࢆ㐺⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᙜ♫ࡣࠊධമົࡢබṇ౯್ࢆ

ᐃࡍࡿ㝿ࠊമๆࡢὶ㏻ᕷሙ࠾ࡅࡿࢫࣉࣞࢵࢻࡢほᐹᇶ࡙ࡁࠊ

ᙜ♫⮬㌟ࡢಙ⏝ࢫࣉࣞࢵࢻࡢኚືࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋಙ⏝ࣜࢫࢡࡣฟཱྀ౯᱁ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ࡇࢀࡽࡢಙ⏝ࣜࢫࢡࡢ⪃៖ࡣぶ♫ࡢࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬࡢホ౯ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࠋ
ᇶ♏࡞ࡿࣔࢹࣝࡀ┤᥋ⓗࡶ㛫᥋ⓗࡶほᐹྍ⬟࡛࠶ࡿ㔜せ࡞ࣥࣉࢵࢺ౫ᣐࡍࡿ࣏ࢪࢩࣙࣥ㛵
ࡋ࡚ࡣࠊࣔࢹࣝࡢ☜ᐇᛶ㛵ࡍࡿㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊࡑࡢᑟฟᙜࡓࡗ࡚ࡣ☜❧ࡉࢀࡓ⌮ㄽⓗᴫᛕࡢ
౫ᣐࡀᚲせࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄪᩚࡣࠊ⤫ィⓗࣉ࣮ࣟࢳ࠾ࡼࡧᕷሙᇶ࡙ࡃሗ㸦⏝ྍ⬟࡞ሙྜ㸧ࢆ
⏝ࡋ࡚ࠊணࡉࢀࡿኚືᛶࡢ⛬ᗘࢆホ౯ࡍࡿࡇࡼࡾᑟฟࡉࢀࡿࠋ
බṇ౯್࡛ ᐃࡉࢀࡿ㔠⼥ၟရࡢせ࡞ศ㢮㐺⏝ࡉࢀࡿホ౯ᡭἲࡢヲ⣽㛵ࡋ࡚ࡣࠊὀグ㸲ࢆཧ↷ࠋ

ࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢ┦ẅ
ᙜ♫ࡣࠊぶ♫ࡢࢹࣜࣂࢸࣈᴗົ㛵㐃ࡋ࡚ࠊぶ♫࣐ࢫࢱ࣮ࢿࢵࢸࣥࢢዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢዎ⣙ࡼࡾࠊᙜ♫ࡣࠊぶ♫ࡢമົᒚ⾜ࡢሙྜ࠾࠸࡚ᙜヱዎ⣙ᇶ࡙ࡃぶ♫ࡢᶒ⩏ົࢆ
┦ẅࡋࠊぶ♫ࡢṇമົ㢠ᑐࡋ࡚Ύ⟬ࡍࡿᶒࢆ࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ࢹࣜࣂࢸࣈࡢ┦ẅ㛵ࡍࡿヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊὀグ㸳ࢆཧ↷ࠋ

ἲேᡤᚓ⛯
⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘࠾ࡼࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡣࠊ㈚ᑐ↷⾲ୖࡢ㈨⏘࣭㈇മ⛯ἲୖࡢ㈨⏘࣭㈇മࡢ㛫ࡢ୍ᕪ␗
ᇶ࡙ࡁࠊᙜヱᕪ␗ࡢゎᾘࡀぢ㎸ࡲࢀࡿᖺᗘ⾜ࡉࢀࡿ⛯⋡ࡋ࡚⌧ᅾไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ⏝ࡋ࡚ィ
ୖࡉࢀࡿࠋ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘࠾ࡼࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മಀࡿ⛯⋡ኚ᭦ࡢᙳ㡪ࡣࠊไᐃ᪥ࢆྵࡴᮇ㛫ࡢἲேᡤᚓ⛯㈝⏝
࣋ࢿࣇࢵࢺ ㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᙳ㡪ࡣࠊ⧞ᘏ⛯㔠ࡀᙜึ࠸ࡎࢀࡢ⛉┠ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃ
ࡽࡎࠊἲேᡤᚓ⛯㈝⏝ ࣋ࢿࣇࢵࢺ ィୖࡉࢀࡿࠋ
ᙜ♫ࡣࠊᐇ⌧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㸣ࢆ㉸࠼ࡿุ᩿ࡍࡿ⠊ᅖ࡛⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘⣧㢠ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ุ᩿ࢆ⾜࠺㝿ࠊᙜ♫ࡣࠊ᪤Ꮡࡢᑗ᮶ຍ⟬୍ᕪ␗ࡢᑗ᮶࠾ࡅࡿゎᾘࠊண

ࡉࢀࡿᑗ᮶ࡢㄢ⛯ᡤᚓࠊࢱࢵ

ࢡࢫ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢᡓ␎࠾ࡼࡧ᭱㏆ࡢ⤒Ⴀᡂ⦼ࢆྵࡴධᡭྍ⬟࡞ࡍ࡚ࡢ⫯ᐃⓗ࠾ࡼࡧྰᐃⓗドᣐࢆ᳨ウࡍ
ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓホ౯ࢆ⾜࠺ሙྜࠊᇶ♏࡞ࡿ୍ᕪ␗ࡢⓎ⏕ཎᅉࢃࡽࡎࠊᙜ♫ࡣࡍ࡚ࡢ✀㢮ࡢ⧞ᘏ⛯
㔠㈨⏘ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓୖ᳨࡛ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࡀᐇ⌧ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸Ỵᐃࡉࢀࡓሙྜࡣࠊホ
౯ᛶᘬᙜ㔠ࡀタᐃࡉࢀࡿࠋᙜ♫ࡀࡑࡢᚋࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࢆṇィୖ㔠㢠ࢆ㉸࠼࡚ᐇ⌧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿุ
᩿ࡋࡓሙྜࡣࠊᙜ♫ࡣ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࡢホ౯ᛶᘬᙜ㔠ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡾࠊࡇࢀࡼࡾἲேᡤᚓ⛯㈝⏝
ࢆῶ㢠ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ぶ♫ࡢ⛒⛯ศᢸዎ⣙ࡢ᮲௳ᚑ࠸ࠊᐇ㉁ⓗࡍ࡚ࡢᙜᮇ⛯㔠࠾ࡼࡧ⧞ᘏ⛯㔠㸦㐃㑥⛯ࠊྜ⟬࣭ࣘࢽ
ࢱ࣮ࣜㄢ⛯ࡼࡿᕞ⛯㸧ࡣࠊぶ♫ࡢ㛫࡛ᐃᮇⓗỴ῭ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
☜ᐇ࡞⛯ົ࣏ࢪࢩࣙࣥࡣࠊ㸰ẁ㝵ࡢࣉࣟࢭࢫᇶ࡙ࡁィୖࡉࢀࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡼࡾࠊ  ᙜ♫ࡣ⛯ົ
࣏ࢪࢩࣙࣥࡢᢏ⾡ⓗⅬᇶ࡙ࡁࠊᙜヱ࣏ࢪࢩࣙࣥࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㸣ࢆ㉸࠼ࡿྰࢆุ᩿ࡋࠊ 
ࡇࡢ㜈್ࢆ‶ࡓࡍ⛯ົ࣏ࢪࢩࣙࣥ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙜ♫ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ⛯ົᙜᒁࡢ㛫ࡢ᭱⤊ⓗ࡞ゎỴᐇ⌧ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ㸣ࢆ㉸࠼ࡿ⛯㔠࣋ࢿࣇࢵࢺࡢ᭱㔠㢠ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋᮍㄆ㆑ࡢ⛯㔠࣋ࢿࣇࢵࢺ㛵㐃ࡍࡿ
ᜥ࠾ࡼࡧຍ⟬⛯ࡣἲேᡤᚓ⛯㈝⏝ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ

ཷྲྀമᶒ࠾ࡼࡧᨭᡶമົ㸫ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛ
ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛᑐࡍࡿཷྲྀമᶒ࠾ࡼࡧᨭᡶമົࡣࠊᮍỴ῭ࡢྲྀᘬ㛵㐃ࡍࡿ㔠㢠ࠊ࡞ࡽࡧ
Ỵ῭᪥ࡲ࡛ᙜ♫ࡼࡿ㈙ᡭࡢᘬΏࡋࡀᮍ࡛࠶ࡿ᭷౯ドๆಀࡿᮍ㔠㢠ࠊ࠾ࡼࡧỴ῭᪥ࡲ࡛ᙜ♫
ࡼࡿᡭࡽࡢཷྲྀࡾࡀᮍ࡛࠶ࡿ᭷౯ドๆಀࡿᨭᡶമົࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ

እ㈌
እ㈌ᘓྲྀᘬࡢ

ᐃࡼࡾ⏕ࡌࡓᦆ┈ࡣࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈ྵࡵࡽࢀࠊໟᣓ┈ ᦆኻ ィ⟬᭩ㄆ㆑ࡉ

ࢀࡿ㔠㢠ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ㔠㢠ࡢྛㄆ㆑᪥ࡢⅭ࣮᭰ࣞࢺ࡛⟬ࡉࢀࡿࠋ

㐺⏝ࡉࢀࡓィᇶ‽᭦᪂᭩
௨ୗࡢィᇶ‽᭦᪂᭩ࡣࠊᖺ㸯᭶㸯᪥࡛㐺⏝ࡉࢀࡓࠋ


୍ᐃࡢ⛯ຠᯝࡢࡑࡢࡢໟᣓ┈⣼ィ㢠㸦௨ୗࠕ$2&,ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡽࡢ㈨ᮏෆࡢ⤌᭰ ᮏィᇶ‽᭦᪂᭩
ࡣࠊᴗᑐࡋࠊᖺ᭶᪥࠾ࡅࡿῶ⛯࠾ࡼࡧ㞠⏝ἲ ௨ୗࠕ⛯ἲࠖ࠸࠺ࠋ ࡢไᐃక࠺ṧᏑ⛯
ຠᯝࢆ$2&,ࡽ┈వ㔠ࡾ᭰࠼ࡿ㑅ᢥ⫥ࢆㄆࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜ♫ࡣᮏィᇶ‽᭦᪂᭩ࢆᖺ㸯
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᭶㸯᪥࡛᪩ᮇ㐺⏝ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋᙜヱṧᏑ⛯ຠᯝࡣࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡢ

ᐃ࠾ࡼࡧࡑ

ࡢࡢಟṇࡼࡿᙳ㡪㢠ࡢྜィ㢠ࢆࠊ⧞ᘏ⛯㔠ࡀᙜึ$2&,ィୖࡉࢀࡓ࠺ࢃࡽࡎࠊᖺᗘ
ࡢ⣧┈ ᦆኻ ᫎࡍࡿせồ㡯㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⛯⋡ࡢኚ᭦క࠺⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘࠾ࡼ
ࡧ㈇മࡢホ౯㉳ᅉࡋ࡚ࠊᚑ๓$2&,ィୖࡋ࡚࠸ࡓᙜヱṧᏑ⛯ຠᯝ༓ࢻࣝࡢ᭰ࡼࡾࠊᙜ♫
ࡣᖺ㸯᭶㸯᪥࡛┈వ㔠ࡢ⣧ቑຍࢆィୖࡋࡓࠋ
 ୖグࡢ⛯ἲ㛵㐃ࡋࡓฎ⌮ࢆ㝖ࡁࠊᙜ♫ࡣࠊࡇࢀࡽࡢṧᏑ⛯ຠᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ㛵㐃ࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢၟ
ရࡲࡓࡣྲྀᘬࡀᏑᅾࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓⅬ࡛ࠊᙜヱṧᏑ⛯ຠᯝࢆ$2&,ࡽ┈ࡾ᭰࠼ࡿࠋࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓ
⛯ຠᯝࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈈ົㅖ⾲ࡢὀグ㸶ࢆཧ↷ࠋ

㸱㛵㐃ᙜ⪅ࡢྲྀᘬ
ཷྲྀᡭᙧࡣࠊධമົ ⤌മ ࡽࡢㄪ㐩㢠࡛ࠊぶ♫࠾ࡼࡧࡑࡢ㐃⤖Ꮚ♫㸦௨ୗࠕᙜࢢ࣮ࣝࣉࠖ࠸
࠺ࠋ㸧ࡢ㈈ົ㒊ࡼࡗ࡚タᐃࡉࢀࡓ⋡ࡼࡾぶ♫㈚ࡋࡅࡓ㔠㢠ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊせồᡶ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢ⋡ࡣᐃᮇⓗホ౯ࡉࢀࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡀᴗ㈨㔠ࡢㄪ㐩క࠸㈇ᢸࡍࡿᕷሙ㔠㏆ఝࡍࡿࡇࡀពᅗࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ぶ♫ࡽࡢཷྲྀമᶒ࠾ࡼࡧぶ♫ࡢᨭᡶമົࡣࠊධമົ ⤌മ ࠾ࡼࡧὀグ㸷ヲ㏙ࡍࡿぶ♫
ࡢ⛒⛯ศᢸዎ⣙㛵㐃ࡋࡓᮍỴ῭ࡢ㔠㢠ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢཷྲྀമᶒ࠾ࡼࡧᨭᡶമົࡣ↓ಖドࡘせồ
ᡶ࡛࠶ࡾࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢ㈈ົ㒊ࡼࡗ࡚タᐃࡉࢀࠊᙜࢢ࣮ࣝࣉࡀᴗ㈨㔠ࡢㄪ㐩క࠸㈇ᢸࡍࡿᕷሙ㔠
㏆ఝࡍࡿ⋡㸦ᐃᮇⓗぢ┤ࡉࢀࡿ㸧ࡼࡾᜥࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ
ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮࡛ࣛ࠶ࡿ㛵㐃♫ࡽࡢཷྲྀമᶒ࠾ࡼࡧࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮࡛ࣛ࠶ࡿ㛵㐃♫
ࡢᨭᡶമົࡣࠊධമົ ⤌മ 㛵㐃ࡋࡓᮍỴ῭ࡢ㔠㢠ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢཷྲྀമᶒ࠾ࡼࡧᨭᡶമົ
ࡣ↓ಖドࡘせồᡶ࡛࠶ࡿࠋ
ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘ࠊࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മࠊ࠾ࡼࡧ㛵㐃ࡍࡿࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈ࡣࠊᙜ♫ࡀධമົ 
⤌മ ࠾ࡼࡧᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬࡢᕷሙ౯᱁ࡢኚືࢆ⤒῭ⓗ࣊ࢵࢪࡍࡿࡓࡵぶ♫ࡢ㛫࡛⥾⤖ࡍࡿ
ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཷྲྀᜥ࠾ࡼࡧᨭᡶᜥࡣࠊཷྲྀᡭᙧࠊぶ♫ࡢཷྲྀമᶒ࠾ࡼࡧぶ♫ࡢᨭᡶമົࡢṧ㧗ᇶ࡙ࡁ᪥
࡛ィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ♫ࡢᴗົࡣࠊ㛵㐃♫ࡢ㔜せ࡞ྲྀᘬࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊᙜ♫ࡀ㠀㛵㐃♫ࡋ࡚ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓሙ
ྜࡢ㈈ᨻ≧ែࡲࡓࡣ⤒Ⴀᡂ⦼ࢆᚲࡎࡋࡶ♧ࡉ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
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༢㸸༓ࢻࣝ 






















㛵ಀ♫ࡽࡢ㈨⏘࠾ࡼࡧཷྲྀമᶒࡢෆヂ㸸

ᖺ᭶᪥⌧ᅾ  ᖺ᭶᪥⌧ᅾ

ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘



 



ཷྲྀമᶒ㸫ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛ



 



ཷྲྀമᶒ㸫ཷྲྀᡭᙧ㸦ぶ♫㸧



 



ཷྲྀമᶒ㸫ࢢ࣮ࣝࣉ♫㛫㸦ぶ♫㸧



 





 





 



ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മ



 



ᨭᡶമົ㸫ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛ



 



ᨭᡶമົ㸫ࢢ࣮ࣝࣉ♫㛫㸦ぶ♫㸧



 




㛵ಀ♫ᑐࡍࡿ㈇മ࠾ࡼࡧᨭᡶമົࡢෆヂ㸸


 ༢㸸༓ࢻࣝ 







㛵ಀ♫ྲྀᘬ┈ࡢෆヂ㸸



ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ



   



ཷྲྀᜥ



 





 





 





 













ᨭᡶᜥ





ᖺᗘ

 

㛵ಀ♫ྲྀᘬ㈝⏝ࡢෆヂ㸸











ᖺᗘ
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㸲බṇ౯್ࡢ㛤♧
බṇ౯್

ᐃ

 ⤒ᖖⓗබṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀࡿᙜ♫ࡢ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡢせ࡞ศ㢮㐺⏝ࡉࢀࡿホ౯ᡭἲࡢヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ

㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മ㸭ホ౯ᡭἲ

ホ౯ࡢ㝵ᒙ༊ศ

ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙



࣭ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ࡣࠊ㔠ࠊእᅜ㏻㈌ࠊᰴ౯ࡲࡓࡣࢥࣔࢹࢸ౯᱁㛵㐃ࡍࡿ
ඛΏࠊࢫ࣡ࢵࣉ࠾ࡼࡧ࢜ࣉࢩࣙࣥዎ⣙ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ

࣭㏻ᖖࡣࣞ࣋ࣝ㸰

࣭ၟရ࠾ࡼࡧྲྀᘬ᮲௳ᛂࡌ࡚ࠊᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢබṇ౯್ࡣࠊほᐹ࡛ࡁࡿࠊ ࣭ࣞ࣋ࣝ㸱ほᐹྍ⬟࡞
ࣥࣉࢵࢺࡀ㔜せ࡛࠶
ࣈࣛࢵࢡ㸫ࢩ࣮ࣙࣝࢬ࣭࢜ࣉࢩࣙࣥ౯᱁Ỵᐃࣔࢹࣝࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝࡲࡓ
ࡿุ᩿ࡉࢀࡿሙྜ
ࡣࡑࢀࡽࡢ⤌ྜࡏ࠸ࡗࡓ㛢ᙧᘧࡢゎᯒᘧࢆྵࡴࠊ୍㐃ࡢᡭἲࢆ⏝ࡋ࡚ࣔࢹࣝࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋከࡃࡢ౯᱁Ỵᐃࣔࢹࣝࡣࠊ⏝ࡉࢀࡿᡭἲ࠾࠸࡚㔜せ࡞ุ᩿ࢆᚲ
せࡏࡎࠊࡲࡓࠊ୍⯡ⓗ࡞㔠ࢫ࣡ࢵࣉ࠾ࡼࡧከࡃࡢᰴᘧࠊࢥࣔࢹࢸ࠾ࡼࡧእᅜ
㏻㈌࢜ࣉࢩࣙࣥዎ⣙ࡢሙྜࡢࡼ࠺ࠊࣔࢹࣝࡢࣥࣉࢵࢺࡣάⓎ࡞ྲྀᘬᕷሙ࡛ほᐹࡉ
ࢀࡿࡓࡵࠊⴭࡋࡃほⓗ࡞ࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ☜❧ࡉࢀࡓࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡘ࠸࡚ࠊ
ᙜ♫ࡀ⏝ࡍࡿ౯᱁Ỵᐃࣔࢹࣝࡣࠊ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⏺࠾࠸࡚ᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭ࡼࡾ」㞧࡞ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡣࠊ┤᥋ⓗ࡞ྲྀᘬάືࡲࡓࡣ┦ሙࡀほᐹྍ⬟࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊ㏻ᖖࡣὶືᛶࡀపࡃࠊホ౯ᡭἲࡢᑟධ࠾࠸࡚ࡣࡼࡾከࡃࡢุ᩿ࡀᚲせ࡞
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࣎ࣛࢸࣜࢸ࠾ࡼࡧ┦㛵࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆక࠺୍ᐃࡢ✀㢮ࡢ㔠
ࢹࣜࣂࢸࣈࠊᮇ㛫ࡀ㛗ᮇ࡛࠶ࡿ」ᩘࡢཎ㈨⏘ᑐࡍࡿ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆྵࡴᰴ
ᘧ࠾ࡼࡧࢥࣔࢹࢸࡲࡓࡣእᅜ㏻㈌ࢹࣜࣂࢸࣈࡀྵࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣥࣉࢵࢺ
ࡀほᐹྍ⬟࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ㐣ཤࡢほᐹ࠾ࡼࡧ㸭ࡲࡓࡣ㢮᥎ࡉࢀࡓほᐹᇶ࡙ࡁࠊ
ほᐹྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱ࣭࣏ࣥࢺࡢ㛵ಀࡀࠊࣔࢹࣝࡢࣥࣉࢵࢺ್ࢆぢ✚ࡿᡭἲࡋ࡚
㐺⏝ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢホ౯ᡭἲࡢヲ⣽㛵ࡋ࡚ࡣࠊὀグ㸰ࢆཧ↷ࠋ
ࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢヲ⣽㛵ࡋ࡚ࡣࠊὀグ㸳ࢆཧ↷ࠋ



ධമົ㸫⤌മ

࣭ᙜ♫ࡣࠊࠊᨭᡶ㢠࠾ࡼࡧൾ㑏౯㢠ࡀ≉ᐃࡢᣦᩘࠊ≉ᐃࡢᣢศドๆࠊࢥࣔࢹࢸࠊ ࣭㏻ᖖࡣࣞ࣋ࣝ㸰
ಙ⏝࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢᐇ⦼㐃ືࡍࡿ㔠⼥ၟရࠊ࡞ࡽࡧࢫࢸࢵࣉࢵࣉࠊࢫࢸࢵ
ࣉࢲ࢘ࣥ࠾ࡼࡧࢮࣟࢡ࣮࣏ࣥࢆྵࡴᵝࠎ࡞㔠㛵㐃ࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ㔠⼥ၟရ࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿ⤌മࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⤌മࡢබṇ౯್ࡣࠊᙜヱ⤌മࡢࢹࣜࣂࢸࣈ㒊ศ࠾ࡼࡧമๆ㒊ศ㛵ࡍࡿホ౯ࣔ
ࢹࣝࢆ⏝ࡋ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣔࢹࣝࡣࠊ⤌മࡢ㐃ືࡍࡿ౯᱁ࠊ㔠࣮ࣝ
ࢻ࣭࣮࢝ࣈࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢ࣎ࣛࢸࣜࢸࠊⅭ࣮᭰ࣞࢺࠊ࠾ࡼࡧࢥࣔࢹࢸ౯᱁ࡲ
ࡓࡣᰴ౯ࢆྵࡴྠ୍ࡲࡓࡣ㢮ఝドๆࢆཧ↷ࡍࡿほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛
࠸ࡿࠋ
࣭ᙜヱമๆ㛵ࡍࡿ⊂❧ࡋࡓእ㒊ࡢྲྀᘬ౯᱁ࡶ⪃៖ࡉࢀࡿࠋᙜ♫⮬㌟ࡢಙ⏝ࡢᙳ㡪ࡶࡲ
ࡓࠊほᐹࡉࢀࡓὶ㏻മๆᕷሙࡢࢫࣉࣞࢵࢻᇶ࡙ࡁ⧊ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࣭ࣞ࣋ࣝ㸱ほᐹྍ⬟࡞
ࣥࣉࢵࢺࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿุ᩿ࡉࢀࡿሙྜ

⤒ᖖⓗබṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀࡿ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മ
༢㸸༓ࢻࣝ 









ᖺ᭶᪥⌧ᅾ
ࣞ࣋ࣝ㸯



ࣞ࣋ࣝ㸰



ࣞ࣋ࣝ㸱



ྜィ

㈨⏘㸦බṇ౯್㸧



 

 

 



ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘㸸



 

 

 



ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙㸸



 

 

 



ᰴᘧዎ⣙



 

 

 



㔠ዎ⣙



 

 

 



Ⅽ᭰ዎ⣙





 

 



ࢥࣔࢹࢸዎ⣙





 

 



┦ẅ  



 

 

 

ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ྜィ



 

ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘ྜィ



 

 

 



㈨⏘㸦බṇ౯್㸧ྜィ



 

 

 













㈇മ㸦බṇ౯್㸧











ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മ㸸











ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙㸸











ᰴᘧዎ⣙



 

 

 



㔠ዎ⣙



 

 

 



Ⅽ᭰ዎ⣙



 

 

 



ࢥࣔࢹࢸዎ⣙



 

 

 



┦ẅ  



 



ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ྜィ



 

ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മྜィ



ධമົ㸫⤌മ
㈇മ㸦බṇ౯್㸧ྜィ














 

 



 

 

 





 

 

 





 

 

 




 ྠ୍ࣞ࣋ࣝࡢබṇ౯್ࡢ㝵ᒙෆศ㢮ࡉࢀࡓྠ୍ྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ㛫ࡢ┦ẅࡣࡑࡢྠ୍ࣞ࣋ࣝ
ෆ࡛┦ẅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ᭶᪥⌧ᅾࠊබṇ౯್ࡢ」ᩘࡢ㝵ᒙࣞ࣋ࣝࢃࡓࡿྠ୍ྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ
࣏ࢪࢩࣙࣥࡣ࡞ࡗࡓࠋࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢヲ⣽㛵ࡋ࡚ࡣࠊὀグ㸳ࢆཧ↷ࠋ
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༢㸸༓ࢻࣝ 




ᖺ᭶᪥⌧ᅾ



 ࣞ࣋ࣝ㸯 

ࣞ࣋ࣝ㸰



ࣞ࣋ࣝ㸱



┦ẅ  



ྜィ

㈨⏘㸦බṇ౯್㸧



 

 

 

 



ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘㸸



 

 

 

 



ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙㸸



 

 

 

 



ᰴᘧዎ⣙

  

 



㔠ዎ⣙



 

 



 



Ⅽ᭰ዎ⣙



 

 



 



ࢥࣔࢹࢸዎ⣙



 

 



 



┦ẅ  



 



ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ྜィ



 

 



 



ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘ྜィ



 

 



 



㈨⏘㸦බṇ౯್㸧ྜィ

  

 















㈇മ㸦බṇ౯್㸧













ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മ㸸













ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙㸸













ᰴᘧዎ⣙

  

 



㔠ዎ⣙



 

 



 



Ⅽ᭰ዎ⣙



 

 



 



ࢥࣔࢹࢸዎ⣙



 

 



 



┦ẅ  



 

ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ྜィ



 

 



 



ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മྜィ



 

 



 



ධമົ㸫⤌മ



 

 



 



㈇മ㸦බṇ౯್㸧ྜィ

  

 















  







   

  







   


 බṇ౯್ࡢ」ᩘࡢ㝵ᒙࣞ࣋ࣝࢃࡓࡿྠ୍ྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥಀࡿྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ┦ẅࡣࠊ
ࠕ┦ẅࠖ
ࡢิྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ୍ࣞ࣋ࣝෆศ㢮ࡉࢀࡓྠ୍ྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥ㛫ࡢ┦ẅࡣࡑࡢྠ୍ࣞ
࣋ࣝෆ࡛┦ẅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢヲ⣽㛵ࡋ࡚ࡣࠊὀグ㸳ࢆཧ↷ࠋ
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⤒ᖖⓗබṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀࡿࣞ࣋ࣝ㸱ࡢ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡢኚື


⤒ᖖⓗබṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀࡿࣞ࣋ࣝ㸱ࡢ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡢᖺᗘࡢ࣮ࣟࣝࣇ࢛࣮࣮࣡ࢻ
༢㸸༓ࢻࣝ 



ᐇ⌧
࠾ࡼࡧ
ᮍᐇ⌧
ᖺ
᭶᪥
┈
⌧ᅾ
ᦆኻ 
ᮇ㤳ṧ㧗  ྜィ 

㈇മ බṇ౯್ 



ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ
⣙ࠊ⣧㢠  㸸



ᰴᘧዎ⣙





༷࣭
Ⓨ⾜ 























㉎ධ




ᖺ
᭶᪥
ᮍᐇ⌧
⌧ᅾࡢ
┈
ᮇᮎṧ㧗  ᦆኻ 





Ỵ῭



ṇ᭰
 

           

㔠ዎ⣙



 







 





Ⅽ᭰ዎ⣙



 















 

 











ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ
⣙ ⣧㢠 ྜィ
ධമົ㸫⤌മ

㈇മ බṇ౯್ ྜィ   

   

 

  



           


 ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊᙜ♫ࡣࠊ࣎ࣛࢸࣜࢸ㛵㐃ࡋࡓほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࡢ㔜せᛶࡢῶᑡ㉳ᅉ
ࡋ࡚ࠊධമົ ⤌മ ༓ࢻࣝࢆࣞ࣋ࣝ㸱ࡽࣞ࣋ࣝ㸰ࡾ᭰࠼ࡓࠋ
 ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ࠊ⣧㢠ࡣࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മ㸦ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘᥍㝖ᚋ㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔠㢠
ࡣࠊྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ┦ẅ๓࡛⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⤒ᖖⓗබṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀࡿࣞ࣋ࣝ㸱ࡢ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡢᖺᗘࡢ࣮ࣟࣝࣇ࢛࣮࣮࣡ࢻ
༢㸸༓ࢻࣝ 
ᐇ⌧ 
࠾ࡼࡧ
ᖺ ᮍᐇ⌧
᭶᪥ ┈
⌧ᅾࡢ
ᦆኻ 
ᮇ㤳ṧ㧗 ྜィ


㈇മ බṇ౯್ 
ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ
⣙ࠊ⣧㢠  㸸
ᰴᘧዎ⣙
㔠ዎ⣙

 
 



㉎ධ 

 









༷࣭
Ⓨ⾜





Ỵ῭



ṇ᭰

 

 

 

 

ᖺ
᭶᪥
ᮍᐇ⌧
⌧ᅾࡢ
┈
ᮇᮎṧ㧗  ᦆኻ 
 



 



              






 







ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈ
ዎ⣙ ⣧㢠 ྜィ



 

 

 

 





ධമົ㸫⤌മ









 

  



㈇മ බṇ౯್ ྜィ             


 ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ࠊ⣧㢠ࡣࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മ㸦ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘᥍㝖ᚋ㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔠㢠
ࡣࠊྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ┦ẅ๓࡛⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࣞ࣋ࣝ㸱ࡢ༊ศෆࡢ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മಀࡿᙜᮇ୰ࡢᮍᐇ⌧┈ ᦆኻ ࡣࠊほᐹྍ⬟࠾ࡼࡧほᐹྍ⬟࡞
ࣥࣉࢵࢺࡢ୧᪉㉳ᅉࡍࡿබṇ౯್ࡢኚືࢆྵࡴሙྜࡀ࠶ࡿࠋᐇ⌧࠾ࡼࡧᮍᐇ⌧┈ ᦆኻ ࡢྜィ㢠ࡣࠊ
ໟᣓ┈ ᦆኻ ィ⟬᭩ࡢࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⤒ᖖⓗ࡞ࣞ࣋ࣝ㸱ࡢබṇ౯್

ᐃ⏝ࡉࢀࡓ㔜せ࡞ほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺ

௨ୗࡢ㛤♧ࡣࠊ⤒ᖖⓗබṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀࠊ㔜せ࡞ࣞ࣋ࣝ㸱ࡢṧ㧗ࡀ࠶ࡿ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡢ࡞✀㢮ࡈ

ࡢホ౯ᡭἲࠊ㔜せ࡞ほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺ࡞ࡽࡧࡑࢀࡽࡢ⠊ᅖ࠾ࡼࡧᖹᆒ㛵ࡍࡿሗ࡛࠶ࡿࠋ㞟⣙
ࡢࣞ࣋ࣝ࠾ࡼࡧၟရࡢᖜࡼࡗ࡚ࠊಖ᭷ၟရయࢃࡓࡾࣥࣉࢵࢺࡢ⠊ᅖࡣᗈࡀࡾࠊᆒ୍ศᩓࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢಖ᭷ၟရྵࡲࢀࡿၟရࡢ✀㢮ࡣከᒱࢃࡓࡿࡓࡵࠊほᐹྍ⬟࡞
ࣥࣉࢵࢺࡢ⠊ᅖࡣ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⏺ࡢᴗࡈ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ㛤♧ࡣࡲࡓࠊ㔜せ࡞ほᐹ
ྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࡢኚືᑐࡍࡿබṇ౯್

ᐃࡢឤᛂᗘ㛵ࡍࡿᐃᛶⓗሗࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉ᐃࡢホ౯ᡭἲ

㉳ᅉࡍࡿ」ᩘࡢ㔜せ࡞ほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺ㛫ࡣண

ྍ⬟࡞┦㛵㛵ಀࡣ࡞࠸ࠋ᭱ᑠ್ࠊ್᭱࠾ࡼࡧ

ᖹᆒ್ࡢ㛫㔜せ࡞ᕪ␗ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ༢୍ࡢ㔠㢠ࡀ㛤♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ





ṧ㧗㸭⠊ᅖ㸦ᖹᆒ್㸧  





㈇മ㸦බṇ౯್㸧



 



ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ࠊ⣧㢠㸸



 



ᰴᘧዎ⣙  



 



 ࢜ࣉࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ㸸



ᖺᗘ







ᖺᗘ



ࢵࢺ࣭ࢨ࣭࣐ࢿ࣮ࡢ࣎ࣛࢸࣜࢸ



㸣㹼㸣 㸣  

㸣㹼㸣 㸣 

࣎ࣛࢸࣜࢸ࣭ࢫ࣮࢟ࣗ



㸣㹼㸣 㸣  

㸣㹼㸣 㸣 

ᰴᘧ㸫ᰴᘧࡢ┦㛵



㸣㹼㸣 㸣  

㸣㹼㸣 㸣 

ᰴᘧ㸫Ⅽ᭰ࡢ┦㛵



㸣㹼㸣 㸣  

㸣㹼㸣 㸣 

㔠ዎ⣙



 ࢜ࣉࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ㸸







 



ᰴᘧࡢ࣎ࣛࢸࣜࢸᘬ



㸣㹼㸣 㸣 

㸣㹼㸣 㸣㸣 

㔠㸫࣮࢝ࣈ㛫ࡢ┦㛵

 㸣㹼㸣 㸣㸣 

10  

ධമົ㸫⤌മ
࢜ࣉࢩ࣭ࣙࣥࣔࢹࣝ㸸



 





 



ࢵࢺ࣭ࢨ࣭࣐ࢿ࣮ࡢ࣎ࣛࢸࣜࢸ



㸣㹼㸣 㸣  

࣎ࣛࢸࣜࢸ࣭ࢫ࣮࢟ࣗ



㸣㹼㸣 㸣 

㸣㹼㸣 㸣 

ᰴᘧ㸫ᰴᘧࡢ┦㛵



㸣㹼㸣 㸣 

㸣㹼㸣 㸣 

ᰴᘧ㸫Ⅽ᭰ࡢ┦㛵



㸣㹼㸣 㸣 

㸣㹼㸣 㸣 

㸣㹼㸣 㸣 



 ࣥࣉࢵࢺࡢ༢⣧ᖹᆒ್࠾ࡼࡧ୰ኸ್ࡢ᪉ࡀ㐺ྜࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊ㔠㢠ࡣຍ㔜ᖹᆒ್ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 」ྜࣜࢫࢡࡢ࠶ࡿᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊࣁࣈࣜࢵࢻၟရ㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 10㸫ഹᑡ࡞ᩘ್

㔜せ࡞ほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺ㸫ㄝ᫂࠾ࡼࡧឤᛂᗘ
௨ୗࡢࣥࣉࢵࢺࡢୖ᪼ పୗ ࡣࠊ㏻ᖖࡣබṇ౯್ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡀࠊᙳ㡪ࡢつᶍ࠾ࡼࡧ᪉ྥࡣࠊᙜ♫ࡀ
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ࣟࣥࢢࡲࡓࡣࢩ࣮ࣙࢺࡢ࠸ࡎࢀࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᕥྑࡉࢀࡿࠋ
y

┦㛵㸸」ᩘࡢ₯ᅾࣜࢫࢡࡼࡾᨭᡶ㢠ࡀỴᐃࡉࢀࡿሙྜࡢࠊ౯᱁Ỵᐃࡢࡓࡵࡢࣥࣉࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋ┦㛵
ࡣ㸰ࡘࡢኚᩘࡢኚື࠾ࡅࡿ㛵ಀ㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㸯ࡘࡢኚᩘࡢኚືࡀ᪉ࡢኚᩘࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼
ࡿ㸧ࡢ

y

ᐃᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ

࣎ࣛࢸࣜࢸ㸸࠶ࡿၟရࡢ౯್ࡀ㛫ࡶኚືࡍࡿ⛬ᗘࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜ࠾ࡅࡿࠊᙜヱၟရࡢண
ࣜࢱ࣮ࣥࡢኚືᛶࡢ

ᐃᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ࣎ࣛࢸࣜࢸࡣ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢ౯᱁Ỵᐃࡢࡓࡵࡢࣥࣉࢵࢺ࡛

࠶ࡾࠊ㏻ᖖࡣ࣎ࣛࢸࣜࢸࡀపࡃ࡞ࡿ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢࣜࢫࢡࡶపࡃ࡞ࡿࠋ≉ᐃࡢ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢホ౯
⏝ࡉࢀࡿ࣎ࣛࢸࣜࢸࡢỈ‽ࡣࠊᙜヱ࢜ࣉࢩࣙࣥෆᅾࡍࡿࣜࢫࢡࡢᛶ㉁ࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢṧᏑᮇ
㛫࠾ࡼࡧ⾜౯᱁ࢆྵࡴᵝࠎ࡞せᅉᕥྑࡉࢀࡿࠋ
y

࣎ࣛࢸࣜࢸ࣭ࢫ࣮࢟ࣗ㸸ཎ㈨⏘࠾ࡼࡧ‶ᮇࡣྠ୍࡛࠶ࡿࡀ⾜౯᱁ࡀ␗࡞ࡿ」ᩘࡢ࢜ࣉࢩࣙࣥࡢ
ࣥࣉࣛࢻ࣭࣎ࣛࢸࣜࢸࡢᕪ␗ࡢ

ᐃᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ


බṇ౯್࢜ࣉࢩࣙࣥ
ᙜ♫ࡣࠊ㑅ᢥࡉࢀࡓၟရࡑࢀ㛵㐃ࡍࡿࣜࢫࢡ⟶⌮ྲྀᘬࡢ㛫ࡢ

ᐃᇶ‽ࡢᕪ␗ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿᦆ┈ィ

⟬᭩ࡢ࣎ࣛࢸࣜࢸࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡓࡣ୍ᐃࡢィࣔࢹࣝࡢ㐺⏝ࡢ」㞧ᛶࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵࠊබṇ౯
್ᇶ‽࡛ࣜࢫࢡ⟶⌮ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿධമົ ⤌മ ᑐࡋ࡚බṇ౯್࢜ࣉࢩࣙࣥࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ

බṇ౯್࢜ࣉࢩࣙࣥᇶ࡙ࡃၟရࡢ┈ಀࡿᙳ㡪
༢㸸༓ࢻࣝ 




ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈



ᨭᡶᜥ



⣧┈

ᖺ



 

 

ධമົ  



 

  



ᖺ









ධമົ  



 

 



 


 മົホ౯ㄪᩚ㢠 ௨ୗࠕ'9$ࠖ࠸࠺ࠋ ࡢᮍᐇ⌧┈ ᦆኻ ࡣ2&,ィୖࡉࢀࠊᐇ⌧ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ
┈ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊὀグ㸰࠾ࡼࡧ㸶ࢆཧ↷ࠋ

┈ ᦆኻ ࡣࠊⅭ࣮᭰ࣞࢺࡶࡋࡃࡣ㔠ࡢኚືࡲࡓࡣཧ↷౯᱁ࡶࡋࡃࡣᣦᩘࡢኚື㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ୖ⾲ࡢ㔠㢠ࡣࠊ⣧┈ྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ㛵㐃ࡍࡿ࣊ࢵࢪᡭẁಀࡿ┈ࡲࡓࡣᦆኻࢆᫎࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ၟရ≉᭷ࡢಙ⏝ࣜࢫࢡࡢኚືࡼࡿ┈ ᦆኻ 
༢㸸༓ࢻࣝ 



ᖺ



 

ධമົ  



  



ᖺ







ධമົ  



 







ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈  ࡑࡢࡢໟᣓ┈ ᦆኻ 
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 '9$ࡢᮍᐇ⌧┈ ᦆኻ ࡣ2&,ィୖࡉࢀࠊᐇ⌧ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡘ࠸
࡚ࡣࠊὀグ㸰࠾ࡼࡧ㸶ࢆཧ↷ࠋ

⤒ᖖⓗබṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀࡿධമົ
༢㸸༓ࢻࣝ 




ࣜࢫࢡ⟶⌮㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࣅࢪࢿࢫ࣭ࣘࢽࢵࢺ

ᖺ᭶᪥⌧ᅾ  ᖺ᭶᪥⌧ᅾ









ᰴᘧ



 



㔠



 



Ⅽ᭰



 



ࢥࣔࢹࢸ



 



ྜィ



 




බṇ౯್ᑐࡍࡿዎ⣙ୖࡢඖᮏࡢ㉸㐣㢠
༢㸸༓ࢻࣝ 



ධമົ  

ᖺ᭶᪥⌧ᅾ  ᖺ᭶᪥⌧ᅾ
 






 ୖ⾲ࡢධമົࡣࠊᙜึࡢඖᮏ㔠㢠ࡢ㏉῭㢠ࡀཧ↷౯᱁ࡲࡓࡣᣦᩘᇶ࡙ࡁኚືࡍࡿ⤌മࡣྵࡲࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ

බṇ౯್࡛

ᐃࡉࢀ࡞࠸㔠⼥ၟရ
༢㸸༓ࢻࣝ 


ᖺ᭶᪥⌧ᅾ









ᖒ⡙౯㢠



㔠⼥㈨⏘㸸

බṇ౯್ࣞ࣋ࣝ
ࣞ࣋ࣝ㸯






ཷྲྀമᶒ㸸
ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛ



ྜィ










 

 

 

 



   

  











ᨭᡶമົ  㸸











        
 

ධമົ

 


 ᖒ⡙౯㢠ࡀබṇ౯್㏆ఝࡍࡿᮍᡶᜥࡣ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ





㔠⼥㈇മ㸸

ࢢ࣮ࣝࣉ♫㛫 ぶ♫ 





ࣞ࣋ࣝ㸱



 

ཷྲྀᡭᙧ ぶ♫ 





        

⌧㔠




ࣞ࣋ࣝ㸰
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 ༢㸸༓ࢻࣝ 


ᖺ᭶᪥⌧ᅾ









ᖒ⡙౯㢠



㔠⼥㈨⏘㸸

බṇ౯್ࣞ࣋ࣝ
ࣞ࣋ࣝ㸯



ཷྲྀമᶒ㸸

ࣞ࣋ࣝ㸰



 

⌧㔠





ࣞ࣋ࣝ㸱



ྜィ







      











 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



㔠⼥㈇മ㸸











ᨭᡶമົ  㸸











ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛ
ཷྲྀᡭᙧ ぶ♫ 
ࢢ࣮ࣝࣉ♫㛫 ぶ♫ 

ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛ

 

      

 

ධമົ

 

 

 




 ᖒ⡙౯㢠ࡀබṇ౯್㏆ఝࡍࡿᮍᡶᜥࡣ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸳ࢹࣜࣂࢸࣈၟရ
ᙜ♫ࡣࠊᗑ㢌ࢫ࣡ࢵࣉࠊඛΏࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧࡑࡢࡢࢹࣜࣂࢸࣈ࡛ࠊ㔠ࠊ㏻㈌࠾ࡼࡧᰴᘧ➼ࢆཧ
↷ࡍࡿࡶࡢࢆࠊ⤌മ㛵ࡍࡿ࣊ࢵࢪᡓ␎ࡢ୍⎔ࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ♫ࡣ࣊ࢵࢪィࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢබṇ౯್࠾ࡼࡧᐃඖᮏ
ୗ⾲ࡣᖺ᭶᪥࠾ࡼࡧᖺ᭶᪥⌧ᅾࡢࢹࣜࣂࢸࣈၟရࡢබṇ౯್ࢆࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ࡢ✀
㢮ู⥲㢠࣮࣋ࢫ࡛せ⣙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
༢㸸༓ࢻࣝ 


⪅㛫ࡢᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈ㸫ᖺ᭶᪥⌧ᅾ



㈨⏘



බṇ౯್
ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙㸸







ᐃඖᮏ





㈇മ
බṇ౯್









ᰴᘧዎ⣙

 

 

 



㔠ዎ⣙

 

 

 



Ⅽ᭰ዎ⣙

 

 

 



ࢥࣔࢹࢸዎ⣙

 

 

 



 

 

 



 

 

 



ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ྜィ
┦ẅ㔠㢠
ྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ┦ẅ㢠

 

ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈇മྜィ

 


 





 











ᐃඖᮏ
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༢㸸༓ࢻࣝ 


⪅㛫ࡢᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈ㸫ᖺ᭶᪥⌧ᅾ



㈨⏘



බṇ౯್
ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙㸸






ᐃඖᮏ







㈇മ
බṇ౯್







ᐃඖᮏ





ᰴᘧዎ⣙

 

 

 



㔠ዎ⣙

 

 

 



Ⅽ᭰ዎ⣙

 

 

 



ࢥࣔࢹࢸዎ⣙

 

 

 



 

 

 



 

 

 



ᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸࣈዎ⣙ྜィ
┦ẅ㔠㢠
ྲྀᘬ┦ᡭඛࡢ┦ẅ㢠

 

ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ㈨⏘ྜィ



 

 





 




ୗ⾲ࡣࠊໟᣓ┈ ᦆኻ ィ⟬᭩ࡢࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈ྵࡲࢀࡿࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢᴗົࡢ┈ ᦆኻ ࡢせ⣙
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᴗົࡣࠊࢹࣜࣂࢸࣈ࠾ࡼࡧࢹࣜࣂࢸࣈ௨እࡢ㔠⼥ၟရ㛵㐃ࡍࡿ┈ࡀྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࠋᙜ♫ࡣࠊࣜࢫࢡ⟶⌮ᡓ␎㛵㐃ࡋ࡚ࠊබṇ౯್࡛ಖ᭷ࡍࡿධമົ ⤌മ ࡢ࣊ࢵࢪࢹࣜࣂࢸࣈࢆ
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ၟရࡢ✀㢮ูࡢࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈ㄆ㆑ࡉࢀࡓ┈ ᦆኻ 
༢㸸༓ࢻࣝ 








ᖺᗘ



ᰴᘧዎ⣙



 



㔠ዎ⣙









Ⅽ᭰ዎ⣙







ࢥࣔࢹࢸዎ⣙









ྜィ



 



 




ᖺᗘ
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㸴ධമົ
ᖺ᭶᪥⌧ᅾࡢධമົࡢ‶ᮇ࠾ࡼࡧ㔠᮲௳
༢㸸༓ࢻࣝ 




ᅛᐃ㔠



ኚື㔠  





ྜィ

ᙜึ‶ᮇ㸯ᖺ௨ෆ㸸







⩣᭶௨ෆ‶ᮇ



 

 



ᙜึ‶ᮇ㸯ᖺ㉸㸸









ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ࡑࢀ௨㝆



 

 



ྜィ



 

 



ධമົྜィ



 

 



ᮇᮎຍ㔜ᖹᆒ⾲㠃⋡  



㸣 

10 




ᖺ᭶᪥⌧ᅾࡢධമົࡢ‶ᮇ࠾ࡼࡧ㔠᮲௳
༢㸸༓ࢻࣝ 




ᅛᐃ㔠




ኚື㔠  



ྜィ

ᙜึ‶ᮇ㸯ᖺ௨ෆ㸸







⩣᭶௨ෆ‶ᮇ



 

 



ᙜึ‶ᮇ㸯ᖺ㉸㸸









ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ᖺᗘ‶ᮇ



 

 



ࡑࢀ௨㝆



 

 



ྜィ



 

 



ධമົྜィ



 

 



ᮇᮎຍ㔜ᖹᆒ⾲㠃⋡  



㸣 

10 




 ኚື㔠ධമົࡢ㔠ࡣࠊ/,%25ࡸࣇ࢙ࢹ࣭ࣛࣝࣇࣥࢻ㔠࡞ࡢྛ✀ࡢᣦᶆᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ㔠㢠
ࡣࠊ≉ᐃࡢᣦᩘࠊ≉ᐃࡢᣢศドๆࠊࢥࣔࢹࢸࠊಙ⏝࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢᐇ⦼㐃ືࡍࡿമົࠊ࡞
ࡽࡧࢫࢸࢵࣉࢵࣉࠊࢫࢸࢵࣉࢲ࢘ࣥ࠾ࡼࡧࢮࣟࢡ࣮࣏ࣥࢆྵࡴᵝࠎ࡞㔠㛵㐃ࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ㔠⼥
ၟရࢆྵࡴࠊᵝࠎ࡞ᨭᡶ᮲㡯ࡀࡉࢀࡓබṇ౯್࡛ィୖࡉࢀࡿമົࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᙜึ‶ᮇ㸯ᖺ㉸ࡢධമົࡢࡳࢆྵࡴࠋຍ㔜ᖹᆒ⾲㠃⋡ࡣࠊ⡿ࢻࣝ࠾ࡼࡧ⡿ࢻࣝ௨እࡢ㏻㈌ࡢ㔠
ᇶ࡙࠸࡚⟬ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊබṇ౯್࢜ࣉࢩࣙࣥࡀ㑅ᢥࡉࢀࡓ㔠⼥ၟရࡣ㝖እࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ♫ࡀⓎ⾜ࡋࡓ




- 54 -

ᐇ㉁ⓗࡍ࡚ࡢኚືമࡣබṇ౯್࡛ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊຍ㔜ᖹᆒ⾲㠃⋡ࡣ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

 ᙜ♫ࡢධമົࡣࡍ࡚ඃඛമヱᙜࡍࡿࠋᖺ᭶᪥࠾ࡼࡧᖺ᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚⤊ࡋࡓᖺᗘ
࠾࠸࡚ࠊᙜ♫ࡣ⣙༓ࢻࣝ࠾ࡼࡧ⣙༓ࢻࣝࡢබṇ౯್ࡢ⤌മࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋ
≉ᐃࡢඃඛമࡣࠊ⡿ࢻࣝ௨እࡢྛ✀㏻㈌ᘓ࡚࡛ࠊᰴᘧࠊಙ⏝ࠊࢥࣔࢹࢸࡲࡓࡣࡑࡢࡢᣦᩘ㸦
࠼ࡤࠊᾘ㈝⪅≀౯ᣦᩘ㸧㐃ືࡋࡓ┈ࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺⤌ᡂࡉࢀࡿࠋඃඛമࡣࡲࡓࠊᙜ♫ࡼࡿᮇ㝈๓ൾ
㑏ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࡣඃඛമࡢಖ᭷⪅ࡢ㑅ᢥࡼࡾ‶ᮇࢆᘏ㛗࡛ࡁࡿࡼ࠺⤌ᡂࡉࢀ࠺ࡿࠋ

ඃඛമ㸫ධമົ㸦⤌മ㸧
ᙜ♫ࡢධമົࡣࠊබṇ౯್ᇶ࡙ࡁィୖࡉࢀࠊ㐠⏝ࡉࢀࡿമๆࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜヱമๆࡣࠊ
ࡑࡢᨭᡶ㢠ࡸൾ㑏౯㢠ࡀ≉ᐃࡢᣦᩘࠊ≉ᐃࡢᣢศドๆࠊࢥࣔࢹࢸࠊಙ⏝࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢᐇ⦼㐃ື
ࡍࡿ㔠⼥ၟရࠊ࡞ࡽࡧࢫࢸࢵࣉࢵࣉࠊࢫࢸࢵࣉࢲ࢘ࣥ࠾ࡼࡧࢮࣟࢡ࣮࣏ࣥࢆྵࡴᵝࠎ࡞㔠㛵㐃ࡢ≉ᚩ
ࢆ᭷ࡍࡿ㔠⼥ၟရࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢၟရࡽࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆ᭱ᑠࡍࡿࡓࡵࠊᙜ♫ࡣࠊ
ධࢥࢫࢺࢆᐇ㉁ⓗኚື㔠ኚࡍࡿࡼ࠺࡞ᵝࠎ࡞ࢫ࣡ࢵࣉዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊ࢜ࣉࢩࣙࣥࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ♫ࡣ㏻ᖖࠊࡇࢀࡽࡢධമົ㸦⤌മ㸧ࡢࡍ࡚ࢆබṇ౯್࡛ィୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ≉ᚩࢆ⤒῭ⓗ
࣊ࢵࢪࡍࡿࡓࡵ⏝࠸ࡽࢀࡿࢫ࣡ࢵࣉ࠾ࡼࡧ㉎ධ࢜ࣉࢩࣙࣥࡶࢹࣜࣂࢸࣈ࡛࠶ࡾࠊබṇ౯್࡛ィୖࡉࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢධമົ㸦⤌മ㸧㛵㐃ࡍࡿබṇ౯್ࡢኚື㢠࠾ࡼࡧ⤒῭ⓗ࣊ࢵࢪࡣࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢ┈
ィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋධമົ㸦⤌മ㸧ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊὀグ㸰࠾ࡼࡧ㸲ࢆཧ↷ࠋ

㸵ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠊಖド࠾ࡼࡧഅⓎമົ
ッゴ
ᙜ♫ࡣ㝶ࠊ㏻ᖖࡢႠᴗ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡋ࡚ࡢάື㛵㐃ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ
௰ࠊ㞟ᅋッゴ࠾ࡼࡧࡑࡢࡢッゴࢆྵࡴࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ἲⓗᥐ⨨࠾࠸࡚⿕࿌࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿
ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠊࡲࡓࡣᥦ㉳ࡉࢀࡿᜍࢀࡢ࠶ࡿ୍㒊ࡢἲⓗᥐ⨨ࡣࠊከ㢠ࡢ⿵ൾⓗ࣭ᠬ⨩ⓗᦆᐖ㈺ൾࡢㄳồࡸ
≉ᐃ㢠ࡢᦆᐖ㈺ൾࡢㄳồࡶྵࡲࢀࡿࠋッゴࡼࡗ࡚ࡣࠊᙜヱッゴ࡛ࡓࡿ⿕࿌ࡢ❧ሙ࠶ࡗࡓࡣࡎࡢᴗ
యࡀ◚⥢ࡶࡋࡃࡣ㈈ᨻ㞴㝗ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ᙜ♫ࡣ㝶ࠊᙜ♫ࡢᴗࠊ≉ࢭ࣮ࣝࢫ࣭ࢺ࣮ࣞࢹࣥࢢᴗົࠊィ࠾ࡼࡧႠᴗୖࡢ㡯㛵ࡍࡿ
ᨻᗓ࠾ࡼࡧ⮬つไᶵ㛵ࡀ⾜࠺ࡢබᘧ࣭㠀බᘧࡢ⢭ᰝࠊㄪᰝ࠾ࡼࡧᡭ⥆㛵ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡀ
࡞Ỵᐃࠊゎࠊ⨩㔠ࠊ๎㔠ࠊᕪṆࡵࡑࡢࡼࡿฎศࡢ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ᙜ♫ࡣಀᒓ୰ࡢྛ࠾࠸࡚ࠊሙྜᛂࡌ࡚㈐௵࠾ࡼࡧ㸭ࡲࡓࡣᦆᐖ㈺ൾ㔠㢠ࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚
࡚࠸ࡿࠋධᡭྍ⬟࡞ሗࡼࡾ㈈ົㅖ⾲᪥⌧ᅾ࡛㈇മࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇࡀ♧ࡉࢀࠊࡘᙜヱ
ᦆኻ㔠㢠ࢆᙜ♫ࡀྜ⌮ⓗぢ✚ࡶࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊᙜ♫ࡣᦆኻぢ✚㢠ࢆᦆ┈ィ⟬᭩㈝⏝ィୖࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽከࡃࡢᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊᦆኻⓎ⏕ࡢ↛ᛶࡀ㧗࠸࠺ࡣࡶࡼࡾྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ࠺ࡢุ᩿ࡸᦆኻ㢠ࡢぢ✚ࡶࡾࡣࠊᮏ᮶ⓗᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᦆኻࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡋ࡚ࡶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᦆኻ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡀᚑ๓ㄆ㆑ࡋࡓഅⓎᦆኻᑐࡍࡿィୖ῭ࡳ㈇മࢆ㉸㐣ࡍࡿࡋ
࡚ࡶࠊぢ㎸ࡲࢀࡿᦆኻつᶍࡲࡓࡣᦆኻ⠊ᅖࢆྜ⌮ⓗぢ✚ࡶࡿࡇࡣᚲࡎࡋࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
୍㒊ࡢἲⓗᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧㄪᰝࠊ≉ᐇࡢグ㘓ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ␗㆟⏦❧ࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᡭ⥆ࡁ࠾
ࡼࡧㄪᰝࡢሙྜࡸཎ࿌ࡲࡓࡣᨻᗓ⣔ᴗࡀከ㢠ࡲࡓࡣ≉ᐃ㔠㢠ࡢᦆᐖ㈺ൾࠊཎ≧ᅇࠊᙜᚓ㏉㑏ࡲࡓ
ࡣไ㔠ࢆㄳồࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᙜ♫ࡣᙜヱᦆኻࢆྜ⌮ⓗぢ✚ࡶࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋἲⓗᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧ
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ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡢᦆኻࡶࡋࡃࡣ㏣ຍⓗᦆኻࡲࡓࡣࡇࢀࡽࡢᦆኻࡢ⠊ᅖࡶࡋࡃࡣ㏣ຍⓗᦆኻࡢ⠊ᅖࢆྜ⌮ⓗぢ
✚ࡶࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࡓࡵࡣࠊࡑࢀඛ❧ࡗ࡚ࠊ㛗ᮇཬࡪྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㔜せᐇࡢドᣐ㛤♧ᡭ⥆ࡁ࠾
ࡼࡧỴᐃࠊࢡࣛࢫࡢㄆᐃୖࡢதⅬࡢ☜ᐃࠊ࠾ࡼࡧᦆᐖ㈺ൾ㔠ࡲࡓࡣࡑࡢࡢᩆ῭ࡢ⟬ᐃ࡞ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒
࡚ࠊࡲࡓᙜヱᡭ⥆ࡁࡲࡓࡣㄪᰝ㛵㐃ࡍࡿ᪂つࡶࡋࡃࡣᮍゎỴࡢἲᚊၥ㢟ࡢᑐᛂ࡞ࡼࡾࠊከࡃࡢၥ㢟
ࢆゎỴࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡢ୍㒊ἲⓗᡭ⥆ࡁ࠾ࡼࡧㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊᙜ♫ࡣྜ⌮ⓗⓎ⏕ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᦆኻࠊ㏣ຍⓗᦆኻࠊᦆኻ
ࡢ⠊ᅖࡲࡓࡣィୖ῭㔠㢠ࢆ㉸㐣ࡍࡿ㏣ຍⓗᦆኻࡢ⠊ᅖࢆぢ✚ࡶࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊἲᚊ㢳ၥ༠㆟ࡢୖࠊ
⌧Ⅼ࡛▱ࡿ㝈ࡾ࠾࠸࡚ࠊᙜヱᦆኻࡣࠊᙜ♫ࡢ㈈ົㅖ⾲యᑐࡋ࡚㔜せ࡞ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡣ࡞࠸
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸶ࡑࡢࡢໟᣓ┈ ᦆኻ ⣼ィ㢠
$2&,ࡢኚື
༢㸸༓ࢻࣝ 




മົホ౯㢠



 

ィฎ⌮ࡢኚ᭦ ィᇶ‽᭦᪂᭩ ࡼࡿ⣼✚ⓗಟṇ㢠





'9$ࡢ⣧㢠ࡢቑῶ  





ᖺ᭶᪥⌧ᅾṧ㧗









ᖺ᭶᪥⌧ᅾṧ㧗



 

'9$ࡢ⣧㢠ࡢቑῶ  





ᖺ᭶᪥⌧ᅾṧ㧗



 

ᖺ᭶᪥⌧ᅾṧ㧗


 '9$ࡣࠊබṇ౯್࡛ィୖࡍࡿ㈇മ㛵㐃ࡍࡿᙜ♫ࡢಙ⏝ࢫࣉࣞࢵࢻ࠾ࡼࡧࡑࡢࡢಙ⏝せᅉࡢኚື㉳ᅉ
ࡋࡓබṇ౯್ࡢቑῶࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ᭶᪥࠾ࡼࡧᖺ᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚⤊ࡋࡓᖺᗘࡢ㔠㢠
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ༓ࢻࣝ࠾ࡼࡧ  ༓ࢻࣝࡢἲேᡤᚓ⛯㈝⏝ ࣋ࢿࣇࢵࢺ ࢆ᥍㝖ᚋ࡛࠶ࡿࠋヲ
⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊὀグ㸰ࢆཧ↷ࠋ


㸷ἲேᡤᚓ⛯
ᙜ♫ࡣࠊ♫ဨࢆ㸯ேࡍࡿ᭷㝈㈐௵♫࡛࠶ࡾࠊ⡿ᅜ㐃㑥ᡤᚓ⛯ୖࡣูಶࡢᴗࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᙜ♫ࡣࠊぶ♫ࡀᥦฟࡍࡿ⡿ᅜ㐃㑥ᡤᚓ⛯ࡢ㐃⤖⣡⛯⏦࿌ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐃㑥ἲேᡤᚓ⛯ࡣࠊ㏻ᖖࠊぶ
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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。
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。
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の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」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。
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。）
● 格付会社グループの呼称等について
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、令和元年 10 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。 詳しくは上記格付会社のホームページをご覧ください。
以上
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