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AIGグループは、世界の保険業界のリーダーであり、100以上の国や
地域でお客様にサービスを提供しています。AIG グループ各社は、
世界最大級のネットワークを通して、個人・法人のお客様に損害保険
商品・サービスを提供しています。また、米国では生命保険事業、リタ
イヤメント・サービス事業におけるリーディングカンパニーです。

財務ハイライト１
12月31日に終了した事業年度

2014

2013

2012

$ 64,406
7,529
6,630

$ 68,874
9,085
6,650

$ 71,214
3,438
6,542

5.27

6.16

2.04

（単位: 百万ドル、
ただし1株当たりの情報を除く）

業績：
総収入
AIGに帰属する純利益
AIGに帰属する税引き後営業利益

普通株式１株当たり利益（EPS）
：
基本
AIGに帰属する純利益
希薄化後
AIGに帰属する純利益
AIGに帰属する税引き後営業利益

$

5.20
4.58

6.13
4.49

$

$

2.04
3.88

貸借対照表（期末）
：
総資産
AIG株主資本合計

$ 515,581
$106,898

$ 541,329
$ 100,470

$548,633
98,002

$ 77.69
$ 58.23
7.1%
8.4%

$ 68.62
$ 52.12
9.2 %
9.3 %

$
$

主要な経営指標：
1株当たりブック・バリュー
その他の包括利益累計額およびDTAを除く1株当たりブック・バリュー
株主資本利益率（ROE）
ROE−その他の包括利益累計額およびDTAを除く税引き後営業利益

66.38
45.30
3.4 %
9.0 %

コマーシャル・インシュアランス：
企業向け損害保険コンバインド・レシオ
企業向け損害保険事故年度調整済みコンバインド・レシオ2

100.2
94.2

101.6
95.1

110.9
99.3

99.9
99.5
$ 24,023
$ 4,806

101.5
102.1
$ 23,729
$ 4,862

102.1
99.3
$ 16,048
$ 4,864

コンシューマー・インシュアランス：
個人向け保険コンバインド・レシオ
個人向け保険事故年度調整済みコンバインド・レシオ2
リタイヤメント収入保険料および預かり資産
生命保険収入保険料および預かり資産
１

本資料で示されている非GAAP型の財務数値は、他の企業が公表している同様の名称の数値と比較することはできません。2014年12月31日に終了した年度に関する

フォーム10-KによるAIG年次報告書（本資料に含まれる）
またはAIGのウェブサイト
（www.aig.com）
の投資家向けセクションで閲覧可能な2014年第4四半期補足財務
情報には、非GAAP 型の財務数値から規定G に基づく最もGAAP に類似した数値への調整が示されています。
２

コンバインド・レシオは、異常災害損失、関連する復活保険料、
前年の動向、保険料調整の控除、準備金の割引による影響を除外しています。

ピーター・D・ハンコック
社長兼CEO

CEOから株主の皆様へ
2014年は移行と変革の年でした。

価値の最大化

2015年と、
その先の未来を見据えたテーマは、価値の向
上と持続可能性の実現です。

CEOとして初めての株主の皆様へのレターとなりますの
で、昨年9月にAIGを率いる機会をいただいてからの進展
を振り返り、
それを基盤とした今後の計画についてお話し
したいと思います。

AIGは、お客様、投資家、社員、そして社会全体にとって、
世界で最も価値のある保険会社になることを目指してい
ます。
これは長期的な視点に立って、
ビジネスの持続可能
性と短期的な業績の大幅な改善とのバランスをとりなが
ら、両者を追求していくということです。
私たちが今取り組んでいる、組織や考え方における変化
の実現が、
それを可能にするはずです。
ロバート・ベンモシェ前CEOの功績を偲んで
2014年のAIGを振り返ろうとする時、
まず2014年9月
にAIGの社長兼CEOを退任し、2015年2月に逝去した
ロバート・ベンモシェ氏への深い感謝の意を表さずには
いられません。
ベンモシェ氏は、AIGが、そしてグローバル経済が最も激
しく揺れ動いた時期にAIGを率いました。AIGが今、未来
を見据えることができるのは、ベンモシェ氏のビジョンと
忍耐があったからです。彼のリーダーシップの下で、AIG
は1,820億ドルを超える金融支援に対し、米国に約230
億ドルの利益をもたらす形で全額を返済しました。
また、
ベンモシェ氏および取締役会が、AIGの根幹となる保険
ビジネスに改めて焦点を合わせ、将来の課題に取り組め
る体制をつくることによって、AIGの継続的な実行性を
確かなものにしたことも同様に重要な点です。
私たちはベンモシェ氏の勇 気や誠 実さ、献身によって
鼓舞されました。彼によって、AIGは、歴史的な強みと
前例のない難局を乗り越えて培われた知恵とが結びつい
た、
より強力で賢明な、そしてより焦点の絞られた会社に
なりました。ベンモシェ氏は、お客様、社員、そして株主で
ある皆様に、今後幾年にもわたり保険業界を牽引する力
を備えた会社を残してくれたのです。私たちの感謝は尽き
ることがありません。

AIGの歴史から得られる不変の教訓の一つは、会社の
本質的な価値を最大化するために、成長、収益性および
リスクのバランスをとることがいかに重要かということ
です。企業が短期的に大きな利益を上げ高い市場価値を
実現することは様々な方法で可能です。
しかし、長期的
な観点から見れば、過剰なリスクを取り、必要性の高い
投資を先送りすることによって、企業は往々にして持続
的な成長力を損なう可能性があるということを、私たち
は経験から学びました。市場価値は過大にも過少にも
評価されることがあることから、私たちは本質的価値を
示すものを基準として用いています。
AIGは、次の二つの実現に取り組むことによって、最も優
れた成果を上げることができると私たちは考えています。
一つは、お客様との約束を尊重すること、もう一つは、適
切なリスク水準の下でどの程度の収益性を伴う成長を実
現することができるかを分析することにより、株主資本の
管理者としての責任を果たすことです。
そこで、成長、収益性およびリスクのバランスの実現に
注力するため、2017年までの三つの財務目標を次のよ
うに発表しました。
•包括利益累計額
（AOCI）
ならびに繰越税金資産
（DTA）
を
除く普通株式1株当たりブック・バリューを少なくとも年率
10％拡大する。
•正味一般営業費（GOE）
を年間3～5％削減する。
•AOCIおよびDTAを除く正規化株主資本利益率を年間最
低50ベーシス・ポイント引き上げる。

これらの目標を掲げることにより、私たちは、収益性の
向上と維持、
リスク管理ならびに資本を上回るリターン
の実現を目指すことになります。
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昨年、
これらの財務目標に対して進展を重ね、通期では、
以下の達成に至りました。

•AOCIおよびDTAを除く1株当たりブック・バリューが
12％拡大。

•規律あるコスト管理により、正味GOEが3.5％減少。
•株主資本が6.4％増加し、1,069億ドルに増加。
•中核保険事業において税引き前営業利益が約5％増加

し、資本効率が改善したことを反映して、AOCIおよび
DTAを除く標準化ROE 7.4％を実現。

2014年、私たちは流動性および資本リスクを慎重に

管理しながら、引き続き資本を有効に活用し、長期的リ

ターンを向上させましたが、
このために次のことを実行

しました。

•49億ドルの自社株買いを実施。
•保険子会社から104億ドルの配当を受け、親会社である
AIGの財務の柔軟性を強化。

•負債総額を約105億ドル削減。

持続的な本質的価値の最大化を可能にする経営におい

•戦略的、補完的買収機会の追求。

い求めることなく、
マーケットリーダーとなっている分野

負債管理政策を継続しながら、機会を活用して、
コストが

スを成長させなければなりません。
これは、四半期ごとに

低利回り負債に替えました。2012年初め以降、AIGの

ては、市場シェアや売り上げの向上のみをいたずらに追

あるいはその可能性のある分野で、最も質の高いビジネ

高く流動性に欠ける負債を買戻し、新しい流動性に富む

変動する1株当たりの利益にとらわれず、1株当たりブッ

リスク・プロファイルが改善したという投資業界の認識を

意味しています。
この規律を堅持することを通して、お客

縮小しています。格付け会社も私たちの事業再編および

ク・バリューを拡大させることに辛抱強く取り組むことを

様や株主の皆様に継続的に価値を提供することができ

るのです。

そのための計画の核となる要素は次の通りです。
•株主へのリターンを最大化しながら、
リスクを限定する
方法で資本を管理する。

•お客様にとっての最高の成果を出し続けながら、最も
賢明な引受判断ができる体制を構築できるよう、人
的および技 術 的 資 源の有 効 活用を可 能とする運 営

モデルの改善を行う。

•技 術および市 場の変 革が常に続く業 界で競 争力を
維持するためのインフラ投資を行う。
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賢明な資本運用

反映して、
クレジット・スプレッドは数百ベーシス・ポイント
債務削減の取り組みを認めています。
ムーディーズおよび

S&Pは格付けアウトルックを安定的としており、
フィッチ

は資本状況および債務返済能力に改善が見られるとし

て、最近アウトルックを安定的からポジティブに引き上
げました。

本質的価値に基づく企業の運営は、事業における負債の
値付け方法から、保険料で生み出される手持ち資金の運

用方法まで広く含みます。
そのため、私たちは、
もっぱら正

味投資収益に注力するよりは、むしろ一般勘定における

投資のトータル・リターンを高めることを評価しています。

どのようにして皆様の資本を最も効率的に活用するかを
決定するうえで自律的成長に重点を置く一方、私たちの
戦略的な方向性と一致し、
ビジネスにおける優先事項の
支援や魅力的な財務リターンの拡充につながる買収機会

についての検討も世界中で継続して行っています。

私たちは、お客様に対する価値の提供に注力すること

業（DIB）のポートフォリオやランオフとなる保険ライン

が、中核事業の収益性を伸ばす機会につながると考え

の計画的な整理などが例としてあげられます。

エンジニアに投資をし、お客様のニーズがある一方で、

部分の総和に勝る価値の創造

ています。例えば、
コマーシャル・インシュアランスでは、
競合企業があまり持たない専門知識を活かしてマー

ケットにおける成長を実現しています。サイバーリスク
保険から危機管理および環境コンサルティングに至る

複雑さが説明責任をあいまいにする一方で、
コストやリ

スクを増大させ、決定と実行までに必要な時間を増幅す

まで、ロスコントロールのサービスにおいて革新的な商

ることで、長期的な株主価値を危険に晒すということを、

され、お客様との関係を築く新たな道を開いています。

は、AIGの事業および経営モデルを更に簡素化し、説明

げるために、多国間サービス・プラットフォームの改善

います。

品を提供し投資を行うことによって、AIGは一層差別化

また、マルチナショナル・ビジネスにおける優位性を広

とコンサルティング・ツールの改良に投資しています。

自律的成長を目指すためにはいくつかの道があります。

私たちは最近の経験から学びました。そのため私たち
責任が明確になる組織を構築することを計画の要にして

既に述べたように、インフラ投資を遅らせることは、長期

的な株主価値と両立可能な、持続性のある選択肢では

現在「フォーチュン500」の99.6％の企業の保険を引き

ありません。投 資をしなければ 、適 切なリスク測 定を

いる企業の構成比を増やす機会があると見ています。

においてお客様に最高レベルのサービスを提供する時

受けており、
この中で私たちが主要な保険会社となって

コンシューマー・インシュアランスでは、生きている間に
貯蓄が底をつくという、高齢化が進む経済大国に特有の

行い、
ビジネスチャンスを見極め、競争が激化する市場

に必要となる手段を、社員から奪うことになります。その

ため、私たちは継続的にITインフラ、
サイエンスおよびコン

不安を解消することにも取り組んでいます。
インドや中国

プライアンス部門に投資をしています。
こうした投資は

のパートナーであるタタ・グループおよび中国人民保険

入れられています。

における保険の需要には期待できると考えており、長年
公司との連携にも自信を持っています。

GOEを毎年3～5％削減するという財務目標にも組み

主に縦割りで運営されるコングロマリット事業から、
リー

また、
コンシューマー・インシュアランスでは、ロンドンを

ダーシップチームが中心となって運営する保険事業の

たことにより、英国での存在感が高まると考えられま

を大幅に簡素化し、
リスクを軽減してきました。9月に

拠点とするアジアス・プロテクト・リミテッドを買収し

す。2015年に、アイルランドで医療保険第2位の大手

であるラヤ・ヘルスケアの買収も発表しており、
これによ

り、約50万のお客様を新たに得ると同時に、世界中で機

会を見いだしている医療保険分野での新たな可能性が

もたらされることになります。

成長は価値創造型経営の一つの側面です。
この原則に
従ってAIGの経営をするということは、現在の商品、
サー

ビスおよび提案が、私たちの戦略的目標および財務目標

に貢献していない場合、資本の再配分または皆様への
返還も検討することを意味します。
これには、直接投資事

中核グループへと、AIGは過去数年間にわたって組織

CEOに就任してから、私はAIGの事業を改めて見直し、
私たちが提供する商品ではなく、私たちが商品やサー

ビスを提供するお客様に重点を置いて、
コマーシャルと

コンシューマーの二つによる構成としました。

また、AIGの比類ない戦略的データ資産の活用による
十 分な情 報に基づいた判 断と、お客 様および株 主の

利益の向上に向けた社員のより迅速な対応を通して、
AIGにおける意思決定プロセスをいかに強化するかに

ついて、全体的な見直しを行いました。
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その結果、
より戦略的かつ誠実にお客様にお応えし、お
客様に最大の価値をもたらすことのできるサービスを、
最も迅速かつ効率的に提供することに注力できるように
なりました。

産を利用できる可能性が大きく低下するため、かなりの
経済的メリットを失うことになります。

スケールや多様性による、AIGの差別化につながるメ
リットは、簡素化したビジネス・モデルにおいても維持さ
れており、以下のようなことを通じて、適切なリスク水準
で持続的な価値を株主に提供できるようにしています。

私は2015年以降に向けて野心的な計画を立てていま
す。常に変化し、常に挑戦が求められる市場において競争
力を維持するために、
この計画には、規律、集中、
そして業
務への取組み方の継続的な見直しと改善が必要です。

•商品、地域、お客様によるリスクのバランスを取り、全
体的な信用力を向上させる。

65,000人のAIG社員は、職務に全力で取り組んでいま
す。前例のない困難を乗り越えてきたAIGのプロフェッ
ショナルたちは、業界をリードするサービスをお客様に
提供し続けています。また、新たにAIGに加わった社員
は、事業の発展を促す新たな視点や経験をAIGにもたら
してくれています。

•一時的費用を最小化し、資本のよりダイナミックな配
分を図る。
•コンプライアンス、
リスク管理、テクノロジーに対する
投資のコスト増大を適切に吸収できるようにする。
•純営業損失および繰越税額控除の160億ドルで、将来
の課税所得および税金負債を相殺できるようにする。
AIGの未来を築くために、私たちは次のような取組みを
実施します。
•サイエンスを活用し、高度なデータ、分析および客観的
根拠に基づく意思決定を通して、価格設定の改善と適
切なリスク選択を行い、優れたリスク調整済みリターン
を実現する。
•新たなグローバルの損害サービス体制および保険引受
プラットフォーム、
グローバル・コールセンターの改善、
エクスポージャー分析リソースなど必要なIT投資を
行い、
最高レベルのサービスの提供と損害率の引き下げ
に取り組む。
•日本における事業の統合と代理店ネットワークに向け
た新たな販売プラットフォームの構築により、
コストの
引き下げおよび資本のより効率的な活用を図る。
•中核事業とのシナジーがない、もしくは将来的にシナ
ジーの実現可能性に欠ける事業について分離または
売却を実施する。
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AIGの多角性によって、生命保険および損害保険会社
として課税されることから、純営業損失および繰越税額
控除で、将来の課税所得および税金負債が相殺されま
す。AIGの多角的企業形態が変われば、評価性の税金資

AIGの社員：すべきことに全力を尽くす

これから絆が深められようとしている新たなつながりに
おいても、長年にわたり築いてきた関係においても、お客
様の信頼を得ることの根本にあるのは、社員の存在です。
AIGの社員はお客様との深い信頼関係を礎として、
より
包括的で優れた顧客体験を提供しています。
保険業界において、AIGは人材がもたらす価値によって
差別化され、AIGの社員は世界中で業界のリーダーと
して認められています。私たちは今 後も一 人ひとりの
社員に対する投資を続けながら、規模を活かし、幅広い
スキルやお客様に対する多様な視点をもたらすことの
できるチームを作り上げていきます。
AIGにとっての新たな一ページが開かれます。
ここに掲
げた目標について、私は皆様に対し責任を負うことになり
ます。保険業界における最高のチームと共に、
この目標
を達成し、更にそれを超える成果を上げることができる
と確信しています。

Bring on tomorrow.（明日に挑む）

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
社長兼CEO
ピーター・D・ハンコック

ロバート・S・ミラー
非常勤会長

会長から株主の皆様へ
2014年もAIGにとって大きな進歩を遂げた年となり
ました。決定と行動の年であり、私たちは屈することなく
前進を続け、株主の皆様に対する持続可能な価値の創造
に取り組みました。
2 0 1 4 年における最も重 要 な 決 定 は、A I Gの社 長 兼
C E Oとしてロバート・ベンモシェの後を引き継ぐリー
ダーの選 任でした。ステークホルダーにとって最 高の
リーダーとなる人 物を選ぶための包 括 的なプロセス
を経て、取締役会は6月に確信を持ってピーター・ハン
コックをAIGの新社長兼CEOに選任しました。ハンコッ
クは、9月1日付で着任しています。
ベンモシェ氏は2015年2月に逝去しました。私たちは
深い悲しみと喪失感を覚えると同時に、彼の生涯とその
中で彼が遺してくれたものに対して深い感謝とともに最
大の賞賛の念を抱いています。それは勇気ある行動で
あり、同時に議論を呼んだ行動でもありましたが、ベン
モシェ氏は、AIGの社員を率いて、米国のビジネス史上
恐らく最大の復活を果たすという想像を超える偉業を
成し遂げました。取締役会は、
「 自由に行動することを
認められた人々は、責任を持って振る舞い、素晴らしい
成果を上げることができる」
という彼の信念が結実する
のを目の当りにしました。取締役会およびその他の多く
の関係者を代表して、ベンモシェ氏に対する変わること
のない感謝の意を表したいと思います。

2 0 1 4 年も、A I G 取 締 役 会と規 制当局の間で、進 化を
続ける世界的な規制環境について理解を深め、
よりよい
形にしていくために引き続き意見交換が行われました。
私たちの主な方針は変わりません。世界中に多くのお
客様を有するグローバル企業として、多くの規制当局に各
国の枠を越えた一貫した規則と要件を設定していただ
きたいと考えています。
また保険会社として、保険会社と
銀行の根本的な違いを考慮し、それに応じた各業界に
対する枠組みを構築することを提唱しています。適切な
規制監督は、世界経済における保険業界の重要な役割
を妨げるどころか、その役割を果たすことを促進する力
になると私たちは考えています。
AIGももちろん変化に無縁の存在ではなく、新たなリー
ダーシップと新たな組織が生まれた2014年もその例
外ではありませんでした。重要なことは、変化によって
私たちは前進し、正しい方向に向かうことができるという
ことです。2015年がもたらす変化に期待を寄せるととも
に、お客様および株主の皆様に価値を提供することが
できるより多くの機会を心待ちにしています。
アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
非常勤会長
ロバート・S・ミラー

ハンコックは、会 社のリスク軽 減のために活かされる
金融業界における豊富な経験や、世界各地で暮らしビジ
ネスをリードしてきた幅 広い国 際 経 験を持つなど、お
客様にとって世界で最も価値がある保険会社になると
いうビジョンの実現に向けてAIGを率いるにふさわしい
人物です。9月の正式就任後まもなく、彼は商品ライン
別ではなく顧客セグメントに基づいてAIGの組織を改め
ました。この結果、AIGの力が結集し、私たちはお客様
により近い存在である組織となりました。
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2014年のボランティア週間に、
世界中のAIG社員が

20,000時間を超える

ボランティア活動に参加しました。

6

真のグローバル企業としての視点と知見とが、AIGを差別化しています。65,000人の
AIG社員が100以上の国や地域でお客様にサービスを提供しています。この点で、AIG
と同様の存在は限られています。
お客様に独創的なソリューションを提供するための全社的な取組みの一つに、イノベー
ション・ブートキャンプがあります。引受担当者、損害サービス担当者、アクチュアリー、
サイエンスの専門家など、様々な分野の社員を集めてチームを作り、それぞれのチーム
が新しい商品やサービスを発案し、
マーケットでの展開に関する計画を構築して、AIGの
シニアマネジメントで構成される委員会への提案を行います。イノベーション・ブート
キャンプは2013年後半にコマーシャル・インシュアランスで導入され、その後コンシュー
マー・インシュアランスにも拡がりました。
また、マッチング・ギフト・プログラムやボランティア休暇制度を通して、社員が関心を
寄せる様々な慈善活動への参加や寄付を支援しています。AIGのグローバル・ボラン
ティア週間には、より良い地域コミュニティの構築を目指して、45ヵ国から、昨年より
76％増となる社員が参加しました。
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私たちはリスクに関して単に受け身の姿勢でいるわけではありません。積極的に

お客様に関わり、お客様にとって何が最も重要な問題なのかを見極め、リスクに
関する専門性を活かして問題の解決をお手伝いします。

私たちはお客様の過去のデータの分析によって、お客様の損失の低減と、AIGへの

保険金請求の低減に向けて努力しています。私たちはお客様における事業継続性の
改善のため、リスク・エンジニアリングの向上を目的とする大きな投 資を行いま

した。300名を超える専門スタッフの増員や、予防的なリスク軽減ツールの導入
により、お客様の損失を未然に防ぐことができるよう支援しています。

「共に学ぶ」ということは、お客様にとって何が最も重要かを知ることから始まり
ます。コンシューマー・インシュアランスのリーダーで構成されたチームは、リタイヤ

メントおよび生命保険の商品を扱う上位40社の販売パートナーを第4四半期に訪

問した時にそれを始めました。彼らは共に2014年を振り返り、お互いの優先項目に
基づいて2015年にはどのように取り組んでいくかについて協力して見直しました。

AIGが9千万以上のお客様にサービスを提供し、毎週何百万ドルもの保険金の支払い
を行っていること、またリスクに対する理解を深めるため何十年にもわたり蓄積した
膨大なデータの分析を通して得た知見も、この対話を通じて共有されました。

昨年は、
マーケットにおける課題やトレンドを伝えるグローバル・パースペクティブ・

シリーズの一環として、西アフリカのエボラ熱流行をテーマに、グローバル・トラ

ベル・チームによるウェブキャストを実施し、900のお客 様や保険ブローカーに
参加していただきました。

AIGのAGアセット・プロテクターは、
保険契約者が生存中に死亡給付金を
受け取ることを可能にし、新たな所得
の確保の道を拓きました。
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昨年、AIGのチームはブラジルのお客様
と連携し、ブラジルの主要港が大型船に
対応して収容能力を拡大できるように、
複数の補償を集約して提供しました。

AIGは北米の鉄道業界に対し、保険会社
単独では最大規模のエクセス賠償責任
保険の補償を提供しています。
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私たちは、お客様から頼るべき存在として、信頼していただいています。それは、
最も必要とされる時にお客様のそばに寄り添い、お客様を支える存在だという
信頼です。事業の拡大を考える時も、家族が教育費について考える時も、いつも
お客様が自信を持って未来へ投資できるようお手伝いしています。

また、持続可能な価値をもたらすという株主に対する約束を果たすことが、AIGの
信念です。私たちは単に短期的な収益を追求するのではなく、長期的な価値の観
点から正しく行動することを重視しています。

更に広い範囲の活動として、AIGは交通安全の取組みをはじめ様々な分野で、社会

が安心の上に前進できるように支援しています。私たちは世界中で1,000万台以上
の車両の保険を扱っており、交通事故がなぜ起こるのかについて人々が理解を深め
るための支援をすることができます。世界中の人々の安全に関わるこの大きな問題

に取り組むために、AIGは昨年、世界から様々な業界のリーダーが参加する共同
プロジェクトである「Together for Safety Roads」の創設メンバー兼共同チェ
アになりました。

1日に百万件以上のサイバー攻撃にさら
されている今日の世界で、AIGのCyberEdge®は、機密データ侵害、コンピュー
タのハッキング、社員の過失などによる
リスクからお客様を守っています。
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ニューヨークとヒューストンにあるグロー
バル・セキュリティ・オペレーション・セン
ターでは、AIGの世界中のお客様や社員の
ために、24時間体制で、リアルタイムでの
危機管理、トラベル・サポートおよびリスク
軽減のための措置といったサポートを提供
しています。

AIGのキャタストロフィー・アドバンテー
ジ・プログラムSM（CAP）は、最先端の
暴風雨モデリング・テクノロジーをAIGの
膨大な保険契約および保険金請求データ
と連動させ、暴風雨が発生する前に、お客
様にとって極めて重要となる情報を特定
することができます。
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取締役

左から

アーサー・C・マルチネス
Arthur C. Martinez

ロバート・S・ミラー
Robert S. Miller

ジョン・H・フィッツパトリック
John H. Fitzpatrick

シアーズローバック
元取締役会会長、
プレジデント兼CEO

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
非常勤会長
ホーカー・ビーチクラフト・インク 元CEO
デルファイ・コーポレーション 元常勤会長

ジュネーブ協会 元事務局長
スイス・リー 元CFO、生命保険及びヘルス・
リインシュアランス部門ヘッド、
金融サービス
部門ヘッド

ピーター・D・ハンコック
Peter D. Hancock

ダグラス・M・スティーンランド
Douglas M. Steenland

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
社長兼CEO

ノースウェスト・エアラインズ・コーポレーション
元プレジデント兼CEO

ヘンリー・S・ミラー
Henry S. Miller

テレサ・M・ストーン
Theresa M. Stone

マーブルゲート・アセット・マネジメント・
エルエルシー 会長
ミラー・バックファイアー・アンド・コー・
エルエルシー
元会長兼マネージング・ディレクター

マサチューセッツ工科大学
元エグゼクティブ・バイスプレジデント兼
財務担当役員
ジェファーソン・パイロット・コーポレーション
元エグゼクティブ・バイスプレジデント兼CFO
チャブ・ライフ・インシュアランス・カンパニー
元社長

W・ドン・コーンウェル
W. Don Cornwell
グラント・ブロードキャスティング・
コーポレーション
元取締役会長、CEO

ピーター・R・フィッシャー
Peter R. Fisher
ダートマス大学
グローバル・ビジネス・アンド・ガバメント・
センター シニアフェロー、
タックビジネススクール 上級講師
ブラックロック・インク
前ヘッド・オブ・フィクストインカム・ポート
フォリオ・マネジメント

ウィリアム・G・ジャーゲンセン
William G. Jurgensen
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ジョージ・L・マイルズ・ジュニア
George L. Miles, Jr.

ネーションワイドインシュアランス 元CEO

チェスター・グループ・インク 名誉会長
WQEDマルチメディア 元プレジデント兼CEO

スザンヌ・ノラ・ジョンソン
Suzanne Nora Johnson

クリストファー・S・リンチ
Christopher S. Lynch

ゴールドマンサックス・グループ 元副会長

KPLG LLP
元金融サービス担当 ナショナル・パートナー

ロナルド・A・リッテンマイヤー
Ronald A. Rittenmeyer
エキスパート・グローバル・ソリューションズ・
インク 元会長、社長兼CEO
エレクトロニック・データ・システムズ・
コーポレーション
元会長、CEO兼プレジデント

（2015年4月16日に、2015年7月1日付でダグラス・M・スティーンランドが非常勤取締役会長に就任することが発表されました。）
（AIG取締役会は2015年7月15日にリンダ・A・ミルズを新たに取締役として選任しました。）

௨ୗࡣእᅜ♫ሗ࿌᭩グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯ࡢ࠺ࡕࠊබ┈ཪࡣᢞ㈨⪅ಖㆤࡢࡓࡵᚲせࡘ㐺ᙜ࡞
ࡶࡢࡋ࡚ෆ㛶ᗓ௧࡛ᐃࡵࡿࡶࡢ㸦㛤♧ᗓ௧➨᮲ࡢ㸱➨㸰㡯㸧ࡢせ⣙ࡢ᪥ᮏㄒࡼࡿ⩻ヂᩥ࡛ࡍࠋ
(ὀ) 㸯ࠉᮏ᭩࠾࠸࡚ࠊูẁࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊࠕᙜ♫ࠖࡲࡓࡣࠕ$,*ࠖࡣ࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙ
ࢼ࣭ࣝࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࣥࢡࢆᣦࡍࡀࠊᩥ⬦ࡼࡗ࡚ࡣ࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࣥ
ࢡࡑࡢ㐃⤖Ꮚ♫ࢆᣦࡍࡇࡶ࠶ࡿࠋ
㸰ࠉูẁࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᮏ᭩グ㍕ࡢࠕࢻࣝࠖࡣ⡿ࢻࣝࢆᣦࡍࠋ
㸱ࠉᮏ᭩୰ࡢ⾲࡛ィᩘࡀᅄᤞධࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊྜィࡣィᩘࡢ⥲ᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋ
㸲ࠉᮏ᭩ࡣࠊᖺ㸰᭶᪥⡿ᅜドๆྲྀᘬጤဨᥦฟࡉࢀࡓᵝᘧ.ࡢグ㍕ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊᮏ᭩࠾ࡅࡿᑗ᮶ࡢぢ㏻ࡋ࠾ࡼࡧண ࡞㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࠊᖺ㸰᭶᪥௨㝆ᮏ᭩ᥦฟ᪥ࡲ
࡛⏕ࡌࡓ㇟ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ␃ពࡉࢀࡓ࠸ࠋ

➨୍㒊ࠉせ࡞⤒Ⴀᣦᶆ➼ࡢ᥎⛣
ୗ⾲ࡣࠊ᭱㏆㸳ᴗᖺᗘ୰ࡢせ࡞⤒Ⴀᣦᶆ➼ࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ  ࠋ
㐃⤖࣮࣋ࢫ
᭶᪥⤊ࡍࡿᴗᖺᗘ

ᖺ

ᖺ

ᖺ



ἲேᡤᚓ⛯㈝⏝㸦┈㸧⪃៖๓ࠊ⥅
⥆ᴗࡽࡢ┈ ᦆኻ ⓒࢻࣝ 









































⥲㈨⏘ ⓒࢻࣝ











⥲㈨ᮏ 











ᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾᮇᮎ⌧ᅾࡢ⥲㈨
ᮏ  ࢻࣝ 











ᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾࡢ$,*ᖐᒓࡍ
ࡿ⣧┈ ᦆኻ 㸦ᇶᮏ㸧 ࢻࣝ











ᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾࡢ$,*ᖐᒓࡍ
ࡿ⣧┈ ᦆኻ 㸦ᕼⷧᚋ㸧 ࢻࣝ











ⓒ

ᬑ㏻ᰴᘧ ⓒࢻࣝ
Ⓨ⾜῭ᬑ㏻ᰴᘧ⥲ᩘ

ⓒࢻࣝ

ᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾࡘࡁᐉゝࡉࢀ
ࡓ㓄ᙜ㔠 ࢻࣝ





➨㸯ᅄ༙ᮇࠉ

➨㸯ᅄ༙ᮇࠉ

➨㸰ᅄ༙ᮇࠉ

➨㸰ᅄ༙ᮇࠉ

➨㸱ᅄ༙ᮇࠉ

➨㸱ᅄ༙ᮇࠉ

➨㸲ᅄ༙ᮇࠉ

➨㸲ᅄ༙ᮇࠉ

ᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾࡘࡁᨭᡶࢃࢀ
ࡓ㓄ᙜ㔠㸦ࢻࣝ㸧



㓄ᙜᛶྥ 

ෆᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾᅄ༙ᮇ
㓄ᙜ㔠 ࢻࣝ



ᬑ㏻ᰴᣢศẚ⋡ 
⮬ᕫ㈨ᮏ┈⋡ 
ᰴ౯┈⋡ 






 

ᖺ

⥲ධ ⓒࢻࣝ

$,*ᖐᒓࡍࡿ⣧┈ ᦆኻ
ࢻࣝ

 

ᖺ



 



 

























































13

⌧㔠ࡢᮇᮎṧ㧗 ⓒࢻࣝ
ᚑᴗဨᩘ㸦༓ே㸧





















 ᮏ㡯ࡢグ㍕ࡣࠊእᅜ♫ሗ࿌᭩グ㍕ࡢ࠶ࡿ㡯࠾ࡼࡧグ㍕ࡢ࡞࠸㡯ࢆేࡏ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⥲㈨⏘ࡽ⥲㈇മࠊൾ㑏ྍ⬟㠀ᨭ㓄ᣢศ⥲㢠࠾ࡼࡧൾ㑏⬟㠀ᨭ㓄ᣢศ⥲㢠ࢆῶࡌࡓᩘ್㸦$,*⥲㈨ᮏ┦
ᙜ㸧ࠋ
 ⥲㈨ᮏࢆⓎ⾜῭ᬑ㏻ᰴᘧ⥲ᩘ࡛㝖ࡋࡓᩘ್ࠋ
ᮏィ⟬ࢆ⾜࠺ୖ࡛⏝ࡋࡓྛᖺᗘࡢⓎ⾜῭ᬑ㏻ᰴᘧ⥲ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ྛᖺᗘࡢィ⟬ࡢᇶ‽᪥






Ⓨ⾜῭ᰴᘧ⥲ᩘ

⮬ᕫᰴᘧ

ᖺ᭶᪥







ᖺ᭶᪥







ᖺ᭶᪥







ᖺ᭶᪥







ᖺ᭶᪥







ᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾࡘࡁᨭᡶࢃࢀࡓ㓄ᙜ㔠ࢆᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾ⣧┈㸦ᇶᮏ㸧࡛㝖ࡋࡓᩘ್ࠋ
⥲㈨ᮏࢆ⥲㈨⏘࡛㝖ࡋࡓᩘ್ࠋ
$,*ᖐᒓࡍࡿ⣧┈ࢆ⥲㈨ᮏ࡛㝖ࡋࡓᩘ್ࠋ
ᮇᮎ⌧ᅾࡢᰴ౯ࢆᬑ㏻ᰴᘧ㸯ᰴᙜࡓࡾ⣧┈㸦ᇶᮏ㸧࡛㝖ࡋࡓᩘ್ࠋ
ᮏィ⟬ࢆ⾜࠺ୖ࡛⏝ࡋࡓྛᮇᮎ⌧ᅾࡢᰴ౯ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺᗘ

ྛᖺᗘᮎ⌧ᅾࡢࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡドๆྲྀᘬᡤ࠾ࡅࡿ
ᙜ♫ᰴ౯ࡢ⤊್



ࠉࢻࣝ ᖺ᭶᪥



ࠉࢻࣝ ᖺ᭶᪥



ࠉࢻࣝ ᖺ᭶᪥



ࠉࢻࣝ ᖺ᭶᪥



ࠉࢻࣝ ᖺ᭶᪥

 ᙜᮇࡢ⾲♧ྜࢃࡏࡿࡓࡵࠊ㐣ཤࡢᮇ㛫ಀࡿ୍㒊⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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Ⓨ⾜῭ᬑ㏻ᰴᘧ⥲ᩘ

➨㒊ࠉᴗࡢෆᐜ
 ♫ࡢ┠ⓗ
ᙜ♫ࡢಟṇ⾲♧ᇶᮏᐃḰつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᙜ♫ࡢᴗࡢෆᐜࡲࡓࡣ┠ⓗࡣࠊಖ㝤௦⌮ᗑࠊಖ㝤
ࣈ࣮࣮ࣟ࢝࠾ࡼࡧᦆᐖㄪᰝᴗົࢆྵࡴࡀࡇࢀࡽ㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊࢹ࢙ࣛ࢘ᕞ୍⯡♫ἲ
ᇶ࡙ࡁタ❧ࡉࢀࡓ♫ࡀ࡞ࡋ࠺ࡿ࠶ࡽࡺࡿྜἲⓗ࡞ᴗ࠾ࡼࡧάືࢆ⾜࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
 ᴗࡢෆᐜ
࣓࣭ࣜ࢝ࣥࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࣥࢡ㸦ࠕ$,*ࠖ㸧ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࡘࢺࢵࣉࢡࣛ
ࢫࡢಖ㝤⤌⧊࡛࠶ࡿࠋᖺタ❧ᚋࠊ᪥࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊ$,*ࡣࠊ௨ୖࡢᅜ࠾ࡼࡧᆅᇦࡢ㢳
ᐈᖜᗈ࠸ᦆᐖಖ㝤ࠊ⏕ಖ㝤ࠊࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺၟရࠊ࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤࠾ࡼࡧࡑࡢࡢ㔠⼥
ၟရࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ$,*ࡢᥦ౪ࡍࡿၟရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊᴗ࠾ࡼࡧಶேྥࡅࠊ㈨⏘ಖ
ㆤࠊࣜࢫࢡ⟶⌮࠾ࡼࡧ㏥⫋ᚋࡢ⏕άಖ㞀ࢆᨭࡍࡿከᵝ࡞ၟရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࡀྵࡲࢀࡿࠋ$,*ᬑ
㏻ᰴᘧࡣࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡドๆྲྀᘬᡤ࠾ࡼࡧᮾிドๆྲྀᘬᡤୖሙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
$,*ࡢ࡞ᙉࡳࡣḟࡀྵࡲࢀࡿࠋ
㸫ྛಖ㝤ศ㔝ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡾࠊᴗ⦼ࢆఙࡤࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࣮࣡ࣝࢻࢡࣛࢫࡢಖ㝤ࣇࣛࣥࢳࣕࢬ
㸫Ṥࡢᅜ㝿ᕷሙᏑᅾឤࡢ࠶ࡿከᵝ࡞ࣅࢪࢿࢫ࣭࣑ࢵࢡࢫ
㸫㧗ᗘࡉࢀࡓࣜࢫࢡ⟶⌮ᨭ࠼ࡽࢀࡓࠊಖ㝤♫ࡋ࡚ࡢୡ⏺᭱つᶍࡢᰴ㈨ᮏ ࢆ᭷ࡍࡿ$,*
ࡢ㈨ᮏࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝
㸫┈ᛶࢆ㧗ࡵࠊ㐠⏝㈨⏘ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢࠊຍ౯್ࡢ㧗࠸ᴗࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ
࡞ࡢᡓ␎ⓗ┠ᶆࡢᐇ⾜
㸫ࣇ࢛࣮ࢳ࣭ࣗࣥࢢ࣮ࣟࣂࣝධࡿᴗࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࠸࠺ࠊ㢳ᐈࡢᖜᗈࡉ
㸫ᙜ♫ࡢ୰᰾ಖ㝤ᴗࡢᖺᗘࡢ⛯ᘬ๓Ⴀᴗ┈ᑐࡍࡿᖺᗘࡢ⛯ᘬ๓Ⴀᴗ┈ࡢቑຍ
ぢࡽࢀࡿ┈ᛶࡢᨵၿ

ѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸѸ
ѽ
ධᡭࡋ࠼ࡓ≉ᐃࡢእᅜಖ㝤♫ࡢ᭱᪂ࡢሗ࡛࠶ࡿᖺ㸴᭶᪥⌧ᅾࡢሗᇶ࡙ࡃࠋ
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$,*ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝಖ㝤ᴗ
ᴗົ㐠Ⴀ
ᖺ㸷᭶᪥ࠊᙜ♫ࡀᚑ๓㛤♧ࡋࡓᘬ⥅࠾ࡾࠊࣆ࣮ࢱ࣮࣭'࣭ࣁࣥࢥࢵࢡẶࡀ$,*ࡢࣉࣞࢪ
ࢹࣥࢺව᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅ᑵ௵ࡋࠊ$,*ࡢྲྀ⥾ᙺຍࢃࡗࡓࠋ๓ࣉࣞࢪࢹࣥࢺව᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅
ࡢࣟࣂ࣮ࢺ࣭+࣭࣋ࣥࣔࢩ࢙Ặࡣࠊྲྀ⥾ᙺࢆ㏥௵ࡋࠊ⌧ᅾࡣ$,*ࡢ㢳ၥࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢே␗ືࢆ⤒࡚ࠊࣁࣥࢥࢵࢡẶࡣࠊ♫ࢆࡲࡵࠊ$,*ࡀࠊୡ⏺୰ࡢ⣙ⓒ௳ࡢ㢳ᐈᑐࡋ
࡚2QH$,*ࡋ࡚ຊࢆὀࡄࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆྖࡿࢳ࣮࣒యไࡢ
ᵓ⠏ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋᙜ♫ࡣࠊ㢳ᐈ᭱㧗ࡢ౯್ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ㏣ồࡍࡿࡇࡼࡾࠊᙜ♫ࡢႠᴗ
࠾ࡼࡧ㈈ົᡂ⦼ࢆྥୖࡉࡏࠊᣢ⥆ྍ⬟࡛┈ࢆ⏕ࡳฟࡍᡂ㛗ࢆࡶࡓࡽࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿಙࡌ࡚࠸
ࡿࠋᙜ♫ࡢᡓ␎ࡣࠊᙜ♫ࡢಖ㝤ᴗࡢ౯್࠾ࡼࡧ➇தୖࡢᆅࢆ㧗ࡵࠊ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢὶືᛶ㈨
㔠ࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡀࡽࠊࣜࢫࢡࡀㄪᩚࡉࢀࡓ㨩ຊⓗ࡞ࣜࢱ࣮ࣥࡀᚓࡽࢀࡿᑐ㇟ᙜ♫ࡢ㈨ᮏࢆᢞ㈨ࡍ
ࡿࡇὀຊࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺ➨㸲ᅄ༙ᮇ୰ࠊᙜ♫ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᴗయไࢆᫎࡍࡿࡓࡵࠊᴗ⦼ࡢⓎ⾲᪉ἲࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ
᪂ࡓ࡞ᴗయไ࠾࠸࡚ࠊࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࠾ࡼࡧࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗ
ࣛࣥࢫ࡞ࡽࡧࡑࡢᢞ㈨άື➼ࡢࠊ㸰ࡘࡢሗ࿌㒊㛛ࡀຍࢃࡗࡓࠋࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛ
ࣥࢫࡣࠊᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤ࠊ࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤࠾ࡼࡧᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙࡢ㸱ࡘࡢᴗ㒊㛛ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡶࠊࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺࠊ⏕ಖ㝤࠾ࡼࡧಶேྥࡅಖ
㝤ࡢ㸱ࡘࡢ㒊㛛ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᢞ㈨άື➼ࡣࠊᙜ♫ࡢሗ࿌㒊㛛ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸
࡞࠸ᴗ࠾ࡼࡧ㡯┠ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ➨㸲ᅄ༙ᮇ௨๓ࡣࠊ$,*ࡣࠊ$,*ࣉࣟࣃࢸ࣭࢝
ࢪࣗࣜࢸ࡞ࡽࡧ$,*ࣛࣇ࣭ࣥࢻ࣭ࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺࡢ㸰ࡘࡢ㒊㛛ࢆ㏻ࡌ࡚ᴗ⦼ࢆሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ
ᢞ㈨㢳ၥᴗࠊᴗࣜࢫࢡ⟶⌮ࠊὶືᛶ⟶⌮࠾ࡼࡧ㈨㔠⟶⌮ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᙜ♫ࡢ≉ᐃࡢ㈨⏘㐠⏝ᴗ
ົ࡞ࡽࡧࣂࣛࣥࢫ࣭ࢩ࣮ࢺሗ࿌ࡣࠊἲே༢࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ♫ࡣࠊಖ㝤㛵㐃ἲேࢆ㠀⏕
ಖ㝤♫⏕ಖ㝤♫ࡢ㸰ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㠀⏕ಖ㝤♫ࡣࠊࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣘࢽ࣭࢜ࣥࣇ࣮࣭ࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮࣭
࢜ࣈ࣭ࣆࢵࢶࣂ࣮ࢢ࣭ࣆ࣮࣭࢚࣮㸦ࠕࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣘࢽ࢜ࣥࠖ㸧ࠊ࣓࣭࣮࣒࣭ࣜ࢝ࣥ࣍ࢩ
ࣗࣛࣥࢫ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮㸦ࠕ࣓࣭࣮࣒ࣜ࢝ࣥ࣍ࠖ㸧ࠊࣞ࢟ࢩࣥࢺ࣭ࣥࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭࢝ࣥ
ࣃࢽ࣮㸦ࠕࣞ࢟ࢩࣥࢺࣥࠖ㸧ࠊᐩኈⅆ⅏ᾏୖಖ㝤ᰴᘧ♫㸦ࠕᐩኈⅆ⅏ࠖ㸧ࠊ࣓࣮ࣜ࢝ࣥ࣍
࣒་⒪࣭ᦆᐖಖ㝤ᰴᘧ♫㸦ࠕ࣓࣮࣒࣭ࣜ࢝ࣥ࣍ࢪࣕࣃࣥࠖ㸧ࠊ࢚ࢪ࣮࣭ࢪ࣭ࣃࢩ
ࣇࢵࢡ࣭ࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࣭࣑ࣜࢸࢵࢻࠊ࢚ࢪ࣮࣭࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭࣑ࣜࢸ
ࢵࢻ࠾ࡼࡧࣘࢼࢸࢵࢻ࣭ࢠࣕࣛࣥࢸ࣮࣭ࣞࢪࢹࣥࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮㸦
ࠕ8*5,&ࠖ㸧ࡢ࡞ᦆᐖಖ㝤࠾ࡼࡧ࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤♫ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
⏕ಖ㝤♫ࡣࠊ࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢪ࢙ࢿ࣭ࣛࣝࣛࣇ࣭ࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮㸦ࠕ࣓
࣭ࣜ࢝ࣥࢪ࢙ࢿࣛࣝࠖ㸧ࠊࢨ࣭ࣂࣜࣈ࣭ࣝࢽࣗࢸ࣮࣭ࣛࣇ࣭ࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭࢝ࣥ
ࣃࢽ࣮㸦ࠕ9$/,&ࠖ㸧ࠊࢨ࣭ࣘࢼࢸࢵࢻ࣭ࢫࢸ࣮ࢶ࣭ࣛࣇ࣭ࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮࣭
࣭ࣥࢨ࣭ࢩࢸ࣮࣭࢜ࣈ࣭ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㸦ࠕ86ࣛࣇࠖ㸧࠾ࡼࡧ$,*ᐩኈ⏕ಖ㝤ᰴᘧ♫㸦
ࠕᐩኈ⏕ࠖ㸧ࡢ࡞ಖ㝤ᴗ♫ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
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ᖺ࠾ࡼࡧᖺࡢ㔜せ࡞ᡂᯝ
㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ㡯

୰᰾ᴗࡢ
Ⓨᒎ

ᐇ⾜ࡋࡓᥐ⨨

⤖ᯝ

ەಖ㝤ᴗࡢ⛯ᘬ๓Ⴀᴗ┈ࢆᨵၿࡋࡓ㸦D㸧

ᖺ൨ࢻࣝ
ᖺ൨ࢻࣝ

ەṇධಖ㝤ᩱࢆఙࡤࡋࡓ
㸦እᅜⅭ᭰ࡢᙳ㡪ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧

ᴗ࣏࣮ࢺ
ࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ
㞟⣙

ᖺ㸣
ᖺ㸣

࣭ᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤
࣭ಶேྥࡅಖ㝤
ەಖ㝤ᩱ࠾ࡼࡧ㡸ࡾ㈨⏘ࢆఙࡤࡋࡓ

ᖺ㸣

ەᇶ‽ࢫࣉࣞࢵࢻࡢᨵၿ㸸

࣭ᐃ㢠ᖺ㔠ၟရࣛࣥࡢᇶ‽ࢫࣉࣞࢵࢻ
࣭ᅋయࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺၟရࣛࣥࡢᇶ‽ࢫࣉࣞࢵࢻ
ࢪ࣮ࢤ࣮ࣔەಖドಖ㝤ࡢ᪂つ࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓ㏉῭⣡௳ᩘࡢῶᑡ

ࢆࢻࢵࢸ࣑࣭ࣜࢺࢡࢸࣟࣉ࣭ࢫࢪࡽࣉ࣮ࣝࢢ࣭ࢫࢪە㈙

ᖺ㸣
ᖺ㸣
ᖺ㸣
ᖺ㸣
ᖺᮎ௳
ᖺᮎ௳
ᖺⓒࢻࣝ

ࡋࡓ
ە୰ᅜேẸ㈈⏘ಖ㝤⫤௷᭷㝈බྖ
㸦3,&&3

&㸧ࡢࣛࢶ࣭࢜ࣇࣜࣥ

ࢢཧຍࡋࡓ

ᖺⓒࢻࣝ
ᖺⓒࢻࣝ

⏕ەಖ㝤ᴗࡢ࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࣟࢫ⧞㉺᥍㝖ࢆά⏝ࡋࡓ

⣼✚ά⏝ࡣ㸣

㠀୰᰾
㈨⏘ࡢ
༷

ࣥࣙࢩ࣮࣏࣮ࣞࢥ࣭ࢫࣥࢼࣇ࣭ࢫ࣮࣭ࣜࣝࢼࣙࢩࢼ࣮ࢱࣥ ە

ᖺ൨ࢻࣝ E

ὶືᛶ
࠾ࡼࡧ
㈨ᮏᇶ┙ࡢ
ᙉ

ەಖ㝤Ꮚ♫ࡽࡢ⌧㔠࠾ࡼࡧ‶ᮇᅛᐃドๆࡢᙧᘧ࡚ࠊ
㓄ᙜ㔠࠾

㸦ࠕ,/)&ࠖ㸧ࡢ࢚࢟ࣕࢵࣉ࣭࣮࣍ࣝࢹࣥࢢࢫ࣭࢚ࢾࣦ࣮ࡢ
Ꮚ♫࡛࠶ࡿ࢚࢟ࣕࢵࣉ࣭ࣝࣛࣥࢻ࣭࣑ࣜࢸࢵࢻ㸦ࠕ࢚
࢟ࣕࢵࣉࠖ
㸧
ࡢ༷ࢆࡋࡓ

ࡼࡧ㈚㔠ࡢ㏉῭ࢆཷࡅࡓ
ە㸯ᰴᙜࡓࡾࡢᖒ⡙౯㢠ࡀቑຍࡋࡓ
㸦ࡑࡢࡢໟᣓ┈㸦ᦆኻ㸧⣼ィ
㸦D㸧
㢠
㸦
ࠕ$2&,ࠖ
㸧
ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧

✚ᴟⓗ࡞
㈨ᮏࡢ⟶⌮

ᖺ൨ࢻࣝ
ᖺ൨ࢻࣝ
ᖺࢻࣝ
ᖺࢻࣝ

ە㈇മṧ㧗ࡀῶᑡࡋࡓࠋ

ᖺᮎ൨ࢻࣝ
ᖺᮎ൨ࢻࣝ

ە$,*ᬑ㏻ᰴᘧࢆ㈙࠸ᡠࡋࡓ

ᖺ൨ࢻࣝ
ᖺⓒࢻࣝ

ەᰴ⌧㔠㓄ᙜࢆ⾜ࡗࡓ

ᖺⓒࢻࣝ
ᖺⓒࢻࣝ

㈈ົⓗ
ᰂ㌾ᛶࡢ
ቑຍ

D ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࠾ࡼࡧࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢ⛯ᘬ๓Ⴀᴗ┈ࡽ࡞ࡿࠋ⛯ᘬ๓
Ⴀᴗ┈࠾ࡼࡧᰴᙜࡓࡾᖒ⡙౯᱁
㸦$2&,ࢆ㝖ࡃ㸧ࡣࠊ
ࠕ㠀*$$3㈈ົ ᐃ್࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
E ᑐ౯ࡢ⥲㢠ࡣ⣙൨ࢻ࡛ࣝ࠶ࡾࠊࡇࡢᑐ౯ࡣࠊ⌧㔠൨ࢻࣝ࠾ࡼࡧ᪂ࡓⓎ⾜ࡉࢀࡓ࢚࢟ࣕࢵࣉᬑ㏻ᰴᘧ
ⓒࢻࣝࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ,/)&ࡢ࢚࢟ࣕࢵࣉࡢ༷ࡀࡋࡓ᪥࡛࠶ࡿᖺ᭶᪥⌧ᅾࡢ
࢚࢟ࣕࢵࣉࡢᰴᙜࡓࡾ⤊್ࢻ୍ࣝ㒊ᇶ࡙ࡃࠋ
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ᙜ♫ࡀࡢࡼ࠺ධࢆఙࡤࡋࠊ┈ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡢ
ᙜ♫ࡢ࡞ධ※ࡣࠊಖ㝤ᩱࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ⏕ಖ㝤ࡢಖ㝤ドๆ࠾ࡼࡧᢞ㈨ၟရࡢⓎ⾜ᡭᩘᩱࠊ
ᢞ㈨┈࡞ࡽࡧຓゝሗ㓘࡛࠶ࡿࠋ
ᙜ♫ࡢᴗ㈝⏝ࡢ㡯┠ࡣࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ᨭᡶ࠺ಖ㝤⤥㔠࠾ࡼࡧⓎ⏕ࡋࡓಖ㝤㔠ㄳồࡼࡿᦆ
ኻࠊಖ㝤ዎ⣙⪅ᨭᡶ࠺ᜥࠊᙜ♫ࡢၟရࢆ㈍ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿୖ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿᡭᩘᩱ࠾
ࡼࡧࡑࡢࡢࢥࢫࢺࠊ࡞ࡽࡧᴗࢆႠࡴୖ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞⤒㈝࡛࠶ࡿࠋ
ᙜ♫ࡢ┈ᛶࡣࠊၟရࢆ㐺ษ್ࡅࡋࠊಖ㝤࠾ࡼࡧᖺ㔠ၟရࡿࣜࢫࢡࢆ⟶⌮ࡋࠊᙜ♫ࡢ
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆຠᯝⓗ⟶⌮ࡋࠊ㈝⏝⟶⌮ࢆ㏻ࡌࡓࢥࢫࢺ⟶⌮ࢆ⾜࠺⬟ຊࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᙜ♫ࡢಖ㝤ᴗᢞ㈨άື
㠀⏕ಖ㝤♫࠾ࡼࡧ⏕ಖ㝤♫ࡣࠊ୍⯡ⓗಖ㝤
ᩱ࠾ࡼࡧ㡸ࡾ㈨⏘ࢆಖ㝤㔠ㄳồࡲࡓࡣ⤥㔠ࡢᨭᡶ
࠸ࡼࡾ࡞ࡾ๓ಽࡋཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛫࠾࠸
࡚ࠊᙜ♫ࡣࠊࡿಖ㝤ᩱ࠾ࡼࡧ㡸ࡾ㈨⏘ࢆࠊಖ㝤
㔠ㄳồࡲࡓࡣ⤥㔠ࡢᨭᡶ࠸ᢞ㈨㈨⏘ేࡏ࡚⏝
࡛ࡁࡿṇᢞ㈨┈ࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵᢞ㈨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᙜ♫ࡣࠊධࡢ㒊ศࢆࠊಖ㝤ᴗࡢᢞ㈨
άືࡽ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᙜ♫ࡣࠊಖ㝤ᴗ࠾ࡅࡿධࡢ
㒊ศࢆࠊᢞ㈨άືࡽ⏕ࡳฟࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

ᙜ♫ࡣୡ⏺ྛᅜ࠾ࡅࡿಖ㝤ᴗࡢᢞ㈨᪉㔪ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢࡍ࡚ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜♫മࠊᆅ᪉മ࠾ࡼ
ࡧᅜമࢆ㔜Ⅼⓗ⤌ࡳධࢀࠊḟ㧗ᅇࡾമࠊᬑ㏻ᰴ
ᘧࠊື⏘ࠊ࣊ࢵࢪ࣭ࣇࣥࢻࡑࡢࡢ࢜ࣝࢱࢼࢸ
ࣈᢞ㈨ᑐࡍࡿᢞ㈨㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ

$,*࠾࠸࡚ࠊᙜ♫ࡢಖ㝤㈇മࢆᢸಖࡍࡿ㈨⏘ࡢ༙ࡣࠊ୰ᮇ࠾ࡼࡧ㛗ᮇⓗ࡞‶ᮇᅛᐃドๆ࡛ᵓᡂ
ࡉࢀࡿࠋ

㠀⏕ಖ㝤♫̿㠀⏕ಖ㝤♫ࡢ⡿ᅜෆᴗྵࡲࢀࡿಖ㝤♫ࡀಖ᭷ࡍࡿ‶ᮇᅛᐃドๆࡣࠊ
ᚑ᮶ࡽࠊ♫മࠊᆅ᪉മ࠾ࡼࡧᅜമࡽᵓᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢᢞ㈨ࡣࠊ㨩ຊⓗ࡞┈ࢆ
ࡶࡓࡽࡋࠊಙ⏝ࣜࢫࢡࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᙜ♫ࡢ⡿ᅜෆᴗࡢ⌧ᅾࡢࣜࢫࢡ࣭ࣜࢱ࣮ࣥ᪉
㔪࠾ࡼࡧᴗ᪉㔪ྜ⮴ࡉࡏࡿࡓࡵࠊᙜ♫ࡢ⡿ᅜෆࡢ㠀⏕ಖ㝤♫ࡣࠊᢞ㈨㓄ศࢆࠊドๆ
ドๆࠊ࣮ࣔࢤ࣮ࢪ࣭࣮ࣟࣥࠊ࢚ࢡࢸ㛵㐃ࡢᢞ㈨ᶵ࡞ࡽࡧࡑࡢ㨩ຊⓗࣜࢫࢡㄪᩚࡀ࡞
ࡉࢀࡓࣜࢱ࣮ࣥࢆࡶࡓࡽࡍࡑࡢࡢᢞ㈨ᑐ㇟ࢆྵࡴࠊᗈ⠊ᅖࡢᢞ㈨㌿ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ♫ࡢ‶ᮇ
ᅛᐃドๆࡶࠊὶືᛶࠊࢹ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࠾ࡼࡧရ㉁┠ᶆࡢࠊ⌧ᅾࡢ㈨ᮏ᪉㔪ࠊࣜࢫࢡ࣭ࣜࢱ࣮
ࣥ᪉㔪࠾ࡼࡧႠᴗ᪉㔪ྜ⮴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㠀⏕ಖ㝤♫ࡢᅜ㝿ᴗࢭࢢ࣓ࣥࢺࡀಖ᭷
ࡍࡿ‶ᮇᅛᐃドๆࡣࠊࠊᴗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿᕷሙࢆࡋࡓ୰ᮇⓗ㧗᱁ドๆ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㠀⏕ಖ㝤♫ࡣࠊᴗୖࡢࢽ࣮ࢬࢆ㉸࠼ࡓ⌧㔠ࢆࠊୖグࡢ㈨⏘✀ูྜ⮴ࡋࡓᢞ
㈨㌿ࡋࡓࠋ
⏕ಖ㝤♫̿⏕ಖ㝤♫ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᢞ㈨ᡓ␎ࡣࠊᴫࡋ࡚ࠊᙜ♫ࡢ㈇മࡢࢹ࣮ࣗࣞࢩ
ࣙࣥࢆ㢮ఝࡢࢹ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆᣢࡘ㈨⏘ྍ⬟࡞㝈ࡾ୍⮴ࡉࡏࡿࡼ࠺⾜࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ⏕
ಖ㝤♫ࡣࠊࠊ♫മ࠾ࡼࡧドๆドๆࢆྵࡴ‶ᮇᅛᐃドๆࡢከᵝ࡞࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ᢞ㈨ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆศᩓࡍࡿࡓࡵࠊࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࣭࢚ࢡࢸ࣭ࣇࣥࢻࠊ࣊ࢵ
ࢪ࣭ࣇࣥࢻ࠾ࡼࡧప౯᱁ࡢఫᏯࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆྵࡴ࢜ࣝࢱࢼࢸࣈᢞ㈨ࡶᢞ㈨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ࢜ࣝࢱࢼࢸࣈᢞ㈨ࡣࠊධࡢᐃᮇⓗ࡞ኚືࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇࡣ࠶ࡿࡀࠊᖺ᭶
᪥⤊ࡋࡓྛ㸱ᖺ㛫࠾࠸࡚ࠊ⏕ಖ㝤♫ࡢ‶ᮇᅛᐃドๆࡢ┈ࢆୖᅇࡿ⥲ධࢆ㐩ᡂࡋ
ࡓࠋ
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ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫ
ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊἲே࠾ࡼࡧᶵ㛵ಖ㝤࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿᡭ
࡛࠶ࡿࠋࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊୡ⏺᭱⣭ࡢᦆᐖಖ㝤ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ᭷ࡋࠊ࣮ࣔ
ࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᡭ࡛࠶ࡾࠊᶵ㛵ྥࡅࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺ࠾ࡼࡧ㈓ᴗࡶ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊከᵝ࡞࣐ࣝࢳ࣭ࢳࣕࣥࢿࣝ㈍⥙ࢆ㏻ࡌ࡚ᗈ⠊ᅖࡢၟ
ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊࡑࡢᙉຊ࡞㈨ᮏᇶ┙ࠊᗈ⠊
ᅖࡢࣜࢫࢡ⟶⌮࠾ࡼࡧಖ㝤㔠ࡢᨭᡶ࠸ᐇ⦼ࠊ࡞ࡽࡧ㔜せ࡞ಖ㝤ᴗࡢᕷሙࡢᡭ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊ㢳ᐈࡽಙ⏝ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫ
ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊ」ᩘࡢ㈍⥙ࢆ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀࡿࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺࠊ⏕
ಖ㝤࠾ࡼࡧᦆᐖಖ㝤ၟရࡽ࡞ࡿᗈ⠊࡞࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆࡲࡵࡓࣘࢽ࣮ࢡ࡞ࣇࣛࣥࢳࣕࢬ࡛
࠶ࡿࠋࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊࡑࡢከࡃࡢ⡿ᅜෆ࡛㈍ࡋ࡚࠸ࡿၟရࣛࣥ࠾
࠸࡚ᕷሙ࡛ᡭࡢᆅࢆ㛗ᮇரࡗ࡚☜❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࢢ࣮ࣟࣂ࡛ࣝᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࡇ
ࡽࠊ㨩ຊⓗ࡞ᕷሙࡀᏑᅾࡍࡿᅜ࠾࠸࡚ࠊᅜ㝿ⓗⓎᒎࡀ᭷ᮃどࡉࢀࡿᶵⓗࢆ⤠ࡗ࡚ᴗ
ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᙉຊ࡞㈨ᮏᇶ┙ࠊ㢳ᐈ㔜どࡢࢧ࣮ࣅࢫࠊ᪂࡞ၟရ㛤Ⓨ⬟ຊࠊ࠾ࡼࡧ」ᩘ
ࡢࢳࣕࢿࣝࢆ㏻ࡌ࡚ᙉຊ࡞㈍㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇࡢ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗ
ࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊ㢳ᐈࡀᥦ౪ࢆᕼᮃࡍࡿࢳࣕࢿࣝࢆ㏻ࡌ࡚ၟရࢆ㢳ᐈᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿ᭷࡞ᆅ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᢞ㈨άື➼
ࡑࡢᢞ㈨άື➼ࡣࠊ┤᥋ᢞ㈨ᴗࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࢟ࣕࣆࢱ࣭࣐࣮ࣝࢣࢵࢶࠊ$,*ぶ♫࠾ࡼࡧ
ࡑࡢࡢᴗ࡞ࡽࡧࣛࣥ࢜ࣇಖ㝤ᴗࡀྵࡲࢀࡿࠋ
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ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᴗᒎ㛤
ᙜ♫ࡢ㠀⏕ಖ㝤♫ࡢᖺࡢṇධಖ㝤ᩱ൨ࢻࣝࡣࠊᙜ♫ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᴗࡢ࠸࡞
ࡿⓎᒎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺࡢṇධಖ㝤ᩱ࡛ࡣࠊᙜ♫ࡣࠊ⡿ᅜ᭱ࡢᴗྥࡅಖ㝤♫࡛࠶
ࡾࠊ⡿ᅜࢆᮏᣐᆅࡍࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃ࠾ࡅࡿ᭱ࡢᦆᐖಖ㝤♫࡛࠶ࡾࠊ୰ᅜ࠾ࡅࡿ᭱ࡢእ
㈨⣔ᦆᐖಖ㝤♫࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ$,*ࡣࠊከࡃࡢⓎᒎ㏵ୖᅜ➨୍ே⪅ࡋ࡚ཧධࡋ࡚࠾ࡾࠊࣈࣛࢪ
ࣝࠊ୰ᅜ࠾࠸࡚ࡣ୰ᅜேẸಖ㝤㞟ᅋ⫤௷᭷㝈බྖ㸦ࠕ3,&&ࢢ࣮ࣝࣉࠖ㸧ࠊࡲࡓࣥࢻ࠾࠸
࡚ࡣࢱࢱ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢᡓ␎ⓗ࡞㛵ಀࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃୖ࡛᭷࡞❧ሙ࠶ࡿࠋ
ᙜ♫ࡢ⏕ಖ㝤♫ࡢᖺࡢಖ㝤ᩱ࠾ࡼࡧ㡸ࡾ㈨⏘൨ࢻࣝࡣࠊᙜ♫ࡀ⡿ᅜࡁ࡞ࣉࣞࢮ
ࣥࢫࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏᕷሙࡢ᭷ព⩏࡞ࢩ࢙ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ㝤ᩱ࠾ࡼࡧ㡸ࡾ㈨
⏘ࡣࠊ㠀*$$3㈈ົ ᐃ್࡛࠶ࡾࠊಖ㝤ᩱࡣࠊᚑ᮶ࡢ⏕ಖ㝤ࠊᅋయ⤥㔠ไᗘ࠾ࡼࡧഅⓎ⤥
ᖺ㔠ࡽ┤᥋ࡲࡓࡣ௬ᐃⓗཷ㡿ࡉࢀࡓ㔠㢠ࡢࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ⏕ಖ㝤ࠊᢞ㈨ᆺᖺ㔠ዎ⣙࠾ࡼ
ࡧ࣑࣮ࣗࢳ࣭ࣗࣝࣇࣥࢻࡢ㡸ク㔠ࡶྵࡲࢀࡿࠋ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᴗᒎ㛤
(0($
࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ୰ᮾࠊࣇࣜ࢝

ṇධಖ㝤ᩱ൨ࢻࣝ 

࣓ࣜ࢝
⡿ᅜࠊ࢝ࢼࢲࠊ୰༡⡿࠾ࡼࡧ࢝ࣜࣈᾏ

ṇධಖ㝤ᩱ൨ࢻࣝ 
ಖ㝤ᩱ࠾ࡼࡧ㡸ࡾ㈨⏘൨ࢻࣝ


ࢪ࣭ࣃࢩࣇࢵࢡ
᪥ᮏ
ࡑࡢࢪኴᖹὒᅜ

ṇධಖ㝤ᩱ൨ࢻࣝ 
ಖ㝤ᩱ࠾ࡼࡧ㡸ࡾ㈨⏘ⓒࢻࣝ
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ᙜ♫ࡣࠊ≉ࢪ࣭ࣃࢩࣇࢵࢡࠊ୰ኸ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ୰ᮾࠊࣇࣜ࢝࠾ࡼࡧ୰༡⡿ࡢඛ㐍ᅜ࠾
ࡼࡧ⤒῭᪂⯆ᅜࡢ୧᪉࠾࠸࡚ࠊᅜ㝿ⓗࡁ࡞Ꮡᅾឤࢆᣢࡕࠊ㸱ࡘࡢせ࡞ᆅᇦ࠾࠸࡚
ၟရࢆ㈍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࣓ࣜ࢝㸸⡿ᅜࠊ࢝ࢼࢲࠊ୰༡⡿ࠊ࢝ࣜࣈᾏ࠾ࡼࡧࣂ࣮࣑࣮ࣗࢲࢆྵࡴࠋ
࣭ࢪ࣭ࣃࢩࣇࢵࢡ㸸᪥ᮏࠊ୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࢱࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࠊࣥࢻࢿࢩ࠾ࡼࡧࡑࡢࡢࢪኴᖹὒᅜࢆྵࡴࠋ
࣭(0($㸦࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ୰ᮾ࠾ࡼࡧࣇࣜ࢝㸧㸸ⱥᅜࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ㝣ࠊࣟࢩ㐃㑥ࠊࣥࢻࠊ୰
ᮾ࠾ࡼࡧࣇࣜ࢝ࢆྵࡴࠋ
ᖺᗘࡢᙜ♫ࡢᦆᐖಖ㝤ࡢඖཷධಖ㝤ᩱࡢ࠺ࡕࠊࣃ࣮ࢭࣥࢺࡣ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽᕞࠊࣃ
࣮ࢭࣥࢺࡣ᪥ᮏࠊࣃ࣮ࢭࣥࢺࡣⱥᅜ࡛ࡑࢀࡒࢀᘬࡁཷࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡢᕞࡲࡓࡣ
⡿ᅜእᆅᇦ࡛ᘬࡁཷࡅࡽࢀࡓಖ㝤ᩱࡢྜࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㸳ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ㉸࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ
ከᵝࡋࡓࣅࢪࢿࢫ࣭࣑ࢵࢡࢫ
㸦༢㸸ⓒࢻࣝ㸧

機関投資家市場
$2,576

22％
コマーシャル・
インシュアランス
$28,801

2％

17％

50％

4％
モーゲージ保証保険
$1,042

リタイヤメント
$9,784

コンシューマー・
インシュアランス
$28,469

11％

生命保険
$6,321

個人向け保険
$12,364

50％
企業向け損害保険
$25,183

44％

ಖ㝤ᴗࡽࡢධࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤ࠊ࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤࠾ࡼࡧಶேྥࡅಖ㝤ࡢධࡣࠊṇ
᪤⤒㐣ಖ㝤ᩱ࠾ࡼࡧṇᢞ㈨┈ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙࠊࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺ࠾ࡼࡧ⏕ಖ㝤ࡢධࡣࠊ
ಖ㝤ᩱࠊಖ㝤ド᭩Ⓨ⾜ᡭᩘᩱࠊṇᢞ㈨┈࠾ࡼࡧຓゝሗ㓘ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫ
ᴗᡓ␎
㢳ᐈ㸸㠉᪂ⓗ࡞ၟရࠊඃࢀࡓࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡼࡧᗈ⠊ᅖࡢୡ⏺ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢡࢭࢫࡢᥦ౪
ࡼࡾࠊᙜ♫ࡢ㢳ᐈ᭱ࡶホ౯ࡉࢀࡿಖ㝤♫࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ᡓ␎ⓗᡂ㛗㸸ኚᙧຊࡢ࠶ࡿᶵᢞ㈨ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᙜ♫ࡢࡼࡾຍ౯್ࡢ㧗࠸ᴗࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
᭱㐺࡞ಖ㝤ᘬཷయไࡢᵓ⠏㸸ඃࢀࡓࣜࢫࢡㄪᩚࣜࢱ࣮ࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊࡼࡾⰋ࠸್ࡅ࠾ࡼ
ࡧࣜࢫࢡ㑅ᐃࢆ㏻ࡌ࡚ᙜ♫ࡢᴗ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆᨵⰋࡍࡿࠋ
᭱㐺࡞ಖ㝤㔠ㄳồࡢᵓ⠏㸸ඃࢀࡓ㢳ᐈࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ⌧ࡋࠊᙜ♫ࡢᦆᐖ⋡ࢆୗࡆࡿࡓࡵࠊಖ㝤㔠
ㄳồࣉࣟࢭࢫࠊศᯒ᪉ἲ࠾ࡼࡧࢶ࣮ࣝࢆᨵⰋࡍࡿࠋ
ᴗࡢ᭷ຠᛶ㸸ᙜ♫ࡢᢏ⾡࠾ࡼࡧࣥࣇࣛࢆ㏆௦ࡍࡿࢽࢩࢸࣈࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࠊࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢࢫࣆ࣮ࢻရ㉁ࢆᨵⰋࡍࡿࡓࡵ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࢆᐇࡍࡿࠋ
㈨ᮏࡢຠ⋡ᛶ㸸㈨ᮏࡢὶ⏝ྍ⬟ᛶศᩓࢆྥୖࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢἲⓗ࡞ᴗᵓ㐀ࢆྜ⌮ࡋࠊ
ಖ㝤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᭱㐺ࡋࠊ⛯㔠ࡢ↓㥏ࢆ┬␎ࡍࡿࠋ
ᢞ㈨ᡓ␎㸸ᙜ♫ࡢ㈨ᮏࠊὶືᛶࠊࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧࣜࢱ࣮ࣥ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᢞ㈨㈨⏘ࡢศᩓ
ࢆྥୖࡋࠊᅇࡾࡢྥୖࢆ⏝ࡍࡿࠋ

ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢᴗ㒊㛛
ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫᴗ㒊㛛ࡣࠊᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤ࠊ࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤࠾ࡼࡧᶵ
㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤ၟရࣛࣥ㸸
㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ၟရࡣࠊᦆᐖಖ㝤ࠊᴗྥࡅ⮬ື㌴ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ࠊປാ⪅⅏ᐖಖ㝤ࠊ࢚ࢡࢭࢫ
㈺ൾ㈐௵ಖ㝤࠾ࡼࡧ༴ᶵ⟶⌮ಖ㝤ၟရࢆྵࡴࠋࡉࡽࠊ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ࡣࠊᴗࡢ㢳ᐈ࠾ࡼࡧከ
ᅜ⡠ᴗࡢࡓࡵࡢࣜࢫࢡ⟶⌮࠾ࡼࡧࡑࡢࡢ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬྜࢃࡏ࡚タィࡍࡿ㸦࣮࢜ࢲ࣮࣓ࢻ
ᆺ㸧ಖ㝤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶྵࡴࠋ
㈈≀ಖ㝤㸸ၟရࡣࠊᴗࡢ୰᩿ࢆྵࡴࠊேⅭⓗ࡞⿕ᐖࡲࡓࡣ⮬↛⅏ᐖࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆ⿵ൾ
ࡍࡿᴗྥࡅࠊ⏘ᴗ࠾ࡼࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃ᦆᐖಖ㝤ၟရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࢆྵࡴࠋ
≉Ṧಖ㝤㸸ၟရࡣࠊ⯟✵Ᏹᐂಖ㝤ࠊ⎔ቃಖ㝤ࠊ࣏ࣜࢸ࢝ࣝࣜࢫࢡಖ㝤ࠊྲྀᘬಙ⏝ಖ㝤ࠊಖドಖ
㝤ࠊᾏୖಖ㝤ၟရ࠾ࡼࡧᵝࠎ࡞୰ᑠᴗྥࡅࡢಖ㝤ࣛࣥࢆྵࡴࠋ
ࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࣛࣥ㸸ၟရࡣࠊ♫ᙺဨ㈺ൾ㈐௵㸦ࠕ' 2ࠖ㸧ࠊ㌟ඖಙ⏝ಖ㝤ࠊ㞠⏝័⾜㈺
ൾ㈐௵ಖ㝤ࠊཷク⪅㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ࠊࢧࣂ࣮ಖ㝤ࠊᾏእ≉Ṧ༴㝤ಖ㝤࡞ࡽࡧᴗົ㐣ㄗ㈺ൾ㈐௵
ಖ㝤㸦ࠕ( 2ࠖ㸧ࢆྵࡴᖜᗈ࠸ᴗ࡞ࡽࡧࣜࢫࢡྥࡅࡢᑓ㛛⫋ᴗ㈺ൾಖ㝤ࢆྵࡴࠋ
࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤ၟရࣛࣥ㸸
࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤㸸࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤㸦ࠕ0,ࠖ㸧ࡣࠊ㧗࠸⼥㈨ẚ⋡㸦ࠕ/79ࠖ㸧ࡢ࣮ࣔࢤ࣮ࢪ
ಀࡿࡾᡭࡢമົᒚ⾜ࣜࢫࢡࡢቑࡽࠊ࣮ࣔࢤ࣮ࢪᢞ㈨ᐙࢆಖㆤࡍࡿࠋ
ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙࡢၟရࣛࣥ㸸
ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙ㸸ၟရࡣࠊࠊᏳᐃⓗ࡞ࣂ࣮࣭ࣜࣗࣛࢵࣉၟရࠊ⤌ᆺಖ㝤ࠊ୍ᣓ⤥ᖺ
㔠ࠊᐩ⿱ᒙྥࡅၟရࠊἲேᡤ᭷࠾ࡼࡧ㖟⾜ᡤ᭷⏕ಖ㝤࡞ࡽࡧ*,&Vࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢᴫほ
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ᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤ࡣࠊࠊࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣘࢽ࢜ࣥࠊ࣓࣭࣮࣒ࣜ࢝ࣥ࣍ࠊࣞ࢟ࢩࣥࢺࣥࠊᐩኈ
ⅆ⅏ࠊ࣓࣮࣒࣭ࣜ࢝ࣥ࣍ࢪࣕࣃࣥࠊ࢚ࢪ࣮࣭ࢪ࣭ࣃࢩࣇࢵࢡ࣭ࣥࢩࣗࣛࣥ
ࢫ࣭ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࣭࣑ࣜࢸࢵࢻ࠾ࡼࡧ࢚ࢪ࣮࣭࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭࣑ࣜࢸࢵࢻࢆྵࡴᙜ♫ࡢ㠀⏕
ಖ㝤♫ࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤ࡣࠊ8*5,&ࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙࡣࠊࠊ࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢪ࢙ࢿ࣭ࣛࣝࣛࣇࠊ9$/,&࠾ࡼࡧ࣮࣭࢚ࣘࢫ࣭ࣛࣇࢆ
ྵࡴᙜ♫ࡢ⏕ಖ㝤♫ࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢ㈍⥙
ᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤
ᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤ၟရࡣࠊ⊂❧ࡋࡓࣜࢸ࣮ࣝ࠾ࡼࡧ㈍ࣈ࣮࣮ࣟ࢝ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡຍ࠼ࠊ
⊂❧ࡋࡓ௦⌮ᗑ⥙ࢆ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤
࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤ࡢၟရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࢼࢩࣙࢼ࣭࣮ࣝࣔࢤ࣮ࢪࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮࠾ࡼࡧ
࣐ࢿ࣮࣭ࢭࣥࢱ࣮࣭ࣂࣥࢡࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞⠊ᅖࡢ࣮ࣔࢤ࣮ࢪ࣭࢜ࣜࢪࢿ࣮ࢱࡢࠊࣅࣝࢲ࣮࢜
࢘ࣥࢻ࣭࣮ࣔࢤ࣮ࢪ࣭ࣞࣥࢲ࣮ࠊ࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭࣮ࣝࣔࢤ࣮ࢪ࣭ࣞࣥࢲ࣮࠾ࡼࡧࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭
ࢯ࣮ࢫࢻ࣭ࣞࣥࢲ࣮࡞ࡽࡧࢡࣞࢪࢵࢺ࣭ࣘࢽ࢜ࣥࢆ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙ
ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙࡢၟရࡣࠊᑓ㛛ࡢ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ࠾ࡼࡧࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ♫࡞ࡽࡧ⤌
ᆺಖ㝤ࣈ࣮࣮ࣟ࢝ࢆ㏻ࡋ࡚㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢ➇ྜ⎔ቃ
ಖ㝤ᴗ⏺ࡢ➇தࡣ㠀ᖖ⇚Ⅿ࡛࠶ࡿࠋᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤ࡣࠊ⡿ᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊᩘⓒࡢࡰࡿࡢ
ᰴᘧ♫ࠊᑓ㛛ಖ㝤ᅋయࠊ┦♫࠾ࡼࡧࡑࡢࡢಖ㝤ᘬཷᅋయ➇ྜ㛵ಀ࠶ࡿࠋᅜ㝿ᕷሙ
࠾࠸࡚ࡣࠊᴗྥࡅᦆᐖಖ㝤ࡣ≉ᐃࡢᕷሙศ㔝࠾ࡼࡧၟရ࠾࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᡭಖ㝤ᴗ⪅
࠾ࡼࡧ⌧ᆅἲேࡀᙜᆅ࡛⾜࠺ಖ㝤ᴗ➇ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤ࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢᡭ
࠾ࡼࡧᴗ⏺᪂つཧධ୧᪉ࡢ࣮ࣔࢤ࣮ࢪಖドಖ㝤ࡢẸ㛫ᥦ౪ᴗ⪅ࠊ࡞ࡽࡧ⡿ᅜ᭱ࡢ࣮ࣔࢤ࣮ࢪ
ಖドಖ㝤ᥦ౪ᴗ⪅࡛࠶ࡿࢨ࣭ࣇ࢙ࢹ࣭ࣛࣝࣁ࢘ࢪࣥࢢ࣭ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ➇ྜࡋ࡚࠸
ࡿࠋᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᕷሙࡣࠊᡭᅜෆ⏕ಖ㝤㸦ᰴᘧ࠾ࡼࡧ┦㸧♫࠾ࡼࡧᅜ㝿ⓗ࡞⏕ಖ㝤♫
➇ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ಖ㝤♫ࡣࠊࣜࢫࢡᘬཷᇶ‽ࠊၟရ౯᱁ࠊࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡼࡧಖ㝤⣙Ḱࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠾࠸࡚➇ྜࡋ
࡚࠸ࡿࠋࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊࡑࡢ☜❧ࡉࢀࡓࣈࣛࣥࢻࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࣇࣛࣥ
ࢳࣕࢬࠊ㈈ົຊ࠾ࡼࡧ㈨ᮏຊࠊ㠉᪂ⓗ࡞ၟရࠊ≉Ṧ⿵ൾࢆᥦ౪ࡍࡿୖ࡛ࡢᑓ㛛ᛶ࡞ࡽࡧ㢳ᐈ
ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡢⅬ࠾࠸࡚ࠊಖ㝤ᴗ⏺࡛ࡣࠊᢤࡁࢇฟࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋ
ᙜ♫ࡣࠊ᭱ᡭࡢከᅜ⡠ᴗࡽ⌧ᆅࡢᴗ࠾ࡼࡧಶே⮳ࡿࡲ࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞つᶍ࡛ᴗ࠾
ࡼࡧಶே㢳ᐈᑐࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ$,*ࡢ㢳ᐈࡣࠊ$,*ࡢ⇍⦎ࡋࡓᘬཷࡅࡢᑓ㛛ᛶ࡞
ࡽࡧࡑࡢᕷሙᑐࡍࡿ㛗ᮇࡢࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡽ┈ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢥ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢ➇தຊ࠾ࡅࡿᙉࡳ࠾ࡼࡧㄢ㢟
ᙜ♫ࡢ➇தຊ࠾ࡅࡿᙉࡳࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㈈ົຊ࠾ࡼࡧᕷሙ࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸸ᙜ♫ࡀ≉ᐃࡢᴗࣛࣥ࠾࠸࡚ᕷሙࡢ࣮ࣜࢲ࣮
࡞ࡿ⛬㢳ᐈ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ⮬ᕫ㈨ᮏࡀඃⰋ࡛ᙉຊ࡞ࣂࣛࣥࢫ࣭ࢩ࣮ࢺࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

ಖ㝤ᘬཷ࠾ࡼࡧಖ㝤㔠ㄳồࡢᑓ㛛ᛶ㸸ホ౯ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭷⬟࡛ࠊࡘ⇍⦎ࡋࡓࢳ࣮࣒
ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣇࣛࣥࢳࣕࢬ㸸ᴗ⏺᭱つᶍࡢ⤒Ⴀ㌶㊧ࠊඛ㐍ᅜ࠾ࡼࡧ᪂⯆ᅜᕷሙ࠾ࡅࡿዟ
῝࠸Ṕྐ
つᶍ㸸㈨ᮏ┈⋡ࢆ᭱㐺ࡍࡿࡓࡵࠊᴗࡢつᶍ⠊ᅖࡼࡾࣜࢫࢡࢆศᩓࡉࡏࡿࡇࡀᐜ᫆
࡛࠶ࡿࡇ
ከᵝᛶ㸸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㢳ᐈࠊᘬࡁཷࡅࡓၟရ࠾ࡼࡧ㈍⥙ࡀᗈ⠊࡛࠶ࡿࡇ
㠉᪂ᛶ㸸ࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢᑓ㛛▱㆑ࡼࡿ㠉᪂ࡢᩥ࠾ࡼࡧ㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬ㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡇ
ࢧ࣮ࣅࢫ㸸ᙜ♫ࡢ㢳ᐈ᭱ࡶホ౯ࡉࢀࡿಖ㝤♫ࢆ┠ᣦࡋࡓᩥ
ሗ࠾ࡼࡧ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ⬟ຊ㸸㢳ᐈࡢ‶㊊య㦂ࢆᨵၿࡍࡿ▱㆑࠾ࡼࡧሗ
ᙜ♫ࡢㄢ㢟ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
≉ᐃࡢᴗࣛࣥ࠾ࡅࡿᐜ㔞㉸㐣ࡼࡾࠊᕷሙ౯᱁ୗྥࡁࡢᅽຊࢆࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
≉ᐃࡢἲᇦ࠾ࡼࡧᴗࣛࣥ࠾ࡅࡿἲ⾜Ⅽ⎔ቃࡼࡿᏳᐃࡉ
㏆ᖺ࠾ࡅࡿಖ㝤࠾ࡼࡧ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⏺ࡢつไୖࡢ┘ど࠾ࡼࡧ┘╩ࡢ㧗ࡲࡾࡼࡾ㔞࠾ࡼࡧ」
㞧ࡉࡀቑࡋ࡚࠸ࡿつไୖࡢせ௳
⡿ᅜఫᏯ࠾ࡼࡧ࣮ࣔࢤ࣮ࢪᕷሙ࠾ࡅࡿࠊࡲࡓࠊ⮬↛࠾ࡼࡧேⅭⓗ⅏ᐖࡼࡿᏳᐃࡉ
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ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫ
ᴗᡓ␎
㢳ᐈ㸸ᙜ♫ࡢ㢳ᐈ᭱ࡶホ౯ࡉࢀࡿಖ㝤♫࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋከᵝ࡞㈍⥙ࢆ㏻ࡌ࡚ᥦ౪ࡉ
ࢀࡿࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺࠊ⏕ಖ㝤࠾ࡼࡧಶேྥࡅಖ㝤ၟရࡢᖜᗈ࠸࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ⤖㞟ࡋࡓᙜ♫
ࡢ≉Ṧ࡞ࣇࣛࣥࢳࣕࢬࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊ㢳ᐈࡀᚲせ࡞ၟရࢆ
ዲࡳࡢࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ሗᡓ␎㸸㢳ᐈ⋓ᚓࠊၟရࡢ┈ᛶࠊၟရ࣑ࢵࢡࢫࠊࢳࣕࣥࢿࣝᴗ⦼࠾ࡼࡧࣜࢫࢡ⟶⌮ᶵ⬟ࢆ
᭱㐺ࡍࡿࡓࡵࠊ㢳ᐈࡢぢゎࠊศᯒ࠾ࡼࡧ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢᛂ⏝ࢆ⏝ࡍࡿࠋ
㞟୰ⓗ࡞ᡂ㛗㸸ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡀ᭷ຠࡘᣢ⥆ⓗᡂ㛗࡛ࡁࡿ㡿ᇦᢞ㈨ࡍ
ࡿࠋཝ㑅ࡉࢀࡓᕷሙ࠾ࡅࡿᕷሙつᶍࠊᡂ㛗ྍ⬟ᛶࠊᕷሙࡢᡂ⇍ᗘ࠾ࡼࡧ㢳ᐈᒙᛂࡌࡓᡂ㛗ࢆ
┠ᶆࡍࡿࠋ
⤒Ⴀຠ⋡㸸➇தຊࢆ㧗ࡵࠊࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡼࡧၟရࡢ⬟ຊࢆᨵၿࡋࠊࡘᙜ♫ࡢᑐ㇟㢳ᐈᑐࡍࡿ‶
㊊య㦂ࡢᥦ౪ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊከᵝ࡞ᴗ㒊㛛࠾࠸࡚ࠊฎ⌮ࢆ⡆⣲ࡋࠊ⤒Ⴀ⎔ቃࢆྥୖࡉ
ࡏࠊࡘ᭱ၿࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࠾ࡼࡧࢶ࣮ࣝࢆά⏝ࡍࡿࠋ
ᢞ㈨ᡓ␎㸸㛵㐃ࡍࡿಖ㝤മົࡢࢹ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢᛶ㉁ࡢ㒊ศࡀࠊྠ➼ࡢࢹ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ㈨⏘
㐺ྜࡍࡿࠊᕪูࡉࢀࡓ㧗ရ㉁࡞‶ᮇᅛᐃドๆࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆ⥔ᣢࡋࠊᙜ
♫ࡢὶືᛶࠊࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧࣜࢱ࣮ࣥ┠ᶆࢆ‶ࡓࡋࡓᅇࡾྥୖࡢᶵࢆ㏣ồࡍࡿࠋ
┈ᛶ࠾ࡼࡧ㈨ᮏ⟶⌮㸸⤫ไࡢࢀࡓ್ࡅࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ಖ㝤ᘬཷࡢᨵၿ࠾ࡼࡧࣜࢫࢡࡢከᵝ
ࢆ㏻ࡋ࡚ሀᐇ࡞┈ࢆᐇ⌧ࡋࠊ⮬ᕫ㈨ᮏ┈⋡ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊಖ㝤ᴗయ࠾ࡅࡿ㈨ᮏຠ⋡
ࢆ㧗ࡵࡿࠋ

ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢᴗ㒊㛛
ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢᴗ㒊㛛ࡣࠊࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺࠊ⏕ಖ㝤࠾ࡼࡧಶேྥࡅಖ
㝤ࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺၟရࣛࣥ㸸
ᐃ㢠ᖺ㔠㸸
ၟရࡣࠊಖ㝤ᩱ୍ᡶ࠸࠾ࡼࡧ⮬ᅾᆺಖ㝤ᩱࡢᐃ㢠ᖺ㔠࡞ࡽࡧಖ㝤ᩱ୍ᡶ࠸ࡢ༶㛤ጞᖺ
㔠࠾ࡼࡧᤣ⨨ᨭ⤥ᆺᖺ㔠ࡀྵࡲࢀࡿࠋᐃ㢠ᖺ㔠ၟရࣛࣥࡣࠊ㖟⾜ඹྠ࡛ၟရࢆタィࡋࠊຠ⋡
ⓗ࡛ᰂ㌾࡞⟶⌮ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⡿ᅜࡢ㖟⾜ᑐࡍࡿ㈍ࢳࣕࣥࢿࣝ
࠾࠸࡚ᴗ⏺ࢺࢵࣉࡢᆅࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏥⫋ᖺ㔠ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ㸸
࡞ၟရࡣࠊ㈨⏘ࡢ✚❧࡚࠾ࡼࡧ⏕ᾭᖺ㔠⤥ࢆᥦ౪ࡍࡿࠊኚ㢠࠾ࡼࡧᐃ㢠ࣥࢹࢵࢡࢫᖺ㔠
ࡢࠊᢞ㈨㞟୰ኚ㢠ᖺ㔠ࡀྵࡲࢀࡿࠋኚ㢠ᖺ㔠ࡣࠊ㖟⾜ࠊドๆ♫࡞ࡽࡧᆅᇦ࠾ࡼࡧ⊂❧ࡢ
ࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛᅋయࢆ㏻ࡋ࡚㈍ࡉࢀࡿࠋᐃ㢠ࣥࢹࢵࢡࢫᖺ㔠ࡣࠊ㖟⾜ࠊࣈ࣮ࣟ࢝
࣮࣭ࢹ࣮࣮ࣛࠊ⊂❧ࡋࡓ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᶵ㛵ࠊᑓᒓಖ㝤௦⌮ᗑ࠾ࡼࡧ⊂❧ಖ㝤௦⌮ᗑࢆ㏻ࡌ࡚
㈍ࡉࢀࡿࠋ
ᅋయࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺ㸸
9$/,&ࡢࣈࣛࣥࢻྡ࡛ၟရࡀ㈍ࡉࢀࠊᐃ㢠࠾ࡼࡧኚ㢠ᅋయᖺ㔠ࠊ࣑࣮ࣗࢳ࣭ࣗࣝࣇࣥࢻࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ⟶⌮ࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡼࡧᅋయࢥࣥࣉࣛࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ9$/,&ᑓᒓ㔠
⼥ࢻࣂࢨ࣮࠾ࡼࡧ⊂❧㔠⼥ࢻࣂࢨ࣮ࡣࠊ㏥⫋㔠ไᗘࡢຍධ⪅ᑐࡋࠊຍධຓ࠾ࡼࡧໟ
ᣓⓗ࡞㈈ົィ⏬ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
ࣜࢸ࣮࣭࣑࣮ࣝࣗࢳ࣭ࣗࣝࣇࣥࢻ࠾ࡼࡧࢻࣂࢨ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉ㸸ᙜ♫ࡢ࣑࣮ࣗࢳࣗ
࣭ࣝࣇࣥࢻ࠾ࡼࡧ㛵㐃ࡍࡿ⟶⌮࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢࠊ⡿ᅜෆ᭱つᶍࡢ⊂❧㔠⼥ࢻࣂ
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ࢨ࣮ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠊࢻࣂࢨ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢᴗࡀྵࡲࢀࡿࠋࣈࣛࣥࢻ
ࡣࠊ࣭ࣟࣖࣝࣛࣥࢫࠊࢭ࣮ࢪ࣏ࣥࢺ࣭ࣇࢼࣥࢩࣕࣝࠊ)6&ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣮ࢬ࠾ࡼ
ࡧ࢘ࢵࢻ࣮࣭࣋ࣜࣇࢼࣥࢩࣕࣝࡀྵࡲࢀࡿࠋ
⏕ಖ㝤ၟရࣛࣥ㸸
⡿ᅜ࠾ࡅࡿ࡞ၟရࡣࠊᐃᮇ⏕ಖ㝤࠾ࡼࡧࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ⏕ಖ㝤ࡀྵࡲࢀࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡞ၟ
ရࡣࠊᐃᮇ࠾ࡼࡧ⤊㌟⏕ಖ㝤ࠊ⿵ⓗ་⒪ಖ㝤ࠊࡀࢇಖ㝤࡞ࡽࡧ㔜ಖ㝤ࡀྵࡲࢀࡿࠋ⏕
ಖ㝤ၟရࡣࠊࠊ⊂❧ࡋࡓ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᶵ㛵ࠊ⊂❧ಖ㝤௦⌮ᗑࠊᑓᒓ௦⌮ᗑ࠾ࡼࡧ㔠⼥
ࢻࣂࢨ࣮࡞ࡽࡧ┤㈍ࢆ㏻ࡋ࡚㈍ࡉࢀࡿࠋ⏕ಖ㝤ᴗ㒊㛛ࡣࠊᇶᮏⓗ࠾ࡼࡧ⿵ⓗ࡞ᐃᮇ
⏕ಖ㝤ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ⏕ಖ㝤࠾ࡼࡧ㌟య㞀ᐖಖ㝤ࡢせၟရຍ࠼ࠊᚑᴗဨ㸦௵ព࠾ࡼࡧࢫ
࣏ࣥࢧ࣮㈇ᢸࡢ୧᪉㸧࠾ࡼࡧࢫ࣏ࣥࢧ࣮⤌⧊ࢆ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀࡿᅋయၟရࡶᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ಶேྥࡅಖ㝤ࡢၟရࣛࣥ㸸
യᐖ࠾ࡼࡧ་⒪ಖ㝤㸸ၟရࡣࠊಶேࠊᚑᴗဨࠊ⤌ྜ࠾ࡼࡧࡑࡢࡢᅋయࡢ௵ព࠾ࡼࡧࢫ࣏ࣥࢧ
࣮㈇ᢸࡢಶேࡢᨾ࠾ࡼࡧ⿵་⒪ಖ㝤ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣞࢪ࣮ࣕ࠾ࡼࡧࣅࢪࢿࢫ᪑⾜⪅ࡢࡓ
ࡵࡢᗈ⠊ᅖ࡞᪑⾜ಖ㝤ၟရࡶྵࡴࠋയᐖ࠾ࡼࡧ་⒪ಖ㝤ၟရࡣࠊ௦⌮ᗑࠊࣈ࣮࣮ࣟ࢝ࠊࣇࢽ
ࢸ࣮࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࠊ⯟✵♫࠾ࡼࡧ᪑⾜௦⌮ᗑࢆྵࡴᵝࠎ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀࡿࠋ
ಶேྥࡅಖ㝤㸸ၟရࡣࠊ⮬ື㌴ಖ㝤ࠊఫᏯᡤ᭷⪅ಖ㝤࠾ࡼࡧᘏ㛗ಖドಖ㝤ࠊ࡞ࡽࡧ࡞ࡾࡍࡲ
ࡋ≢⨥࠾ࡼࡧࢡࣞࢪࢵࢺ࣭࣮࢝ࢻಖㆤ࡞ࡢᾘ㈝⪅ྥࡅ≉Ṧၟရࡀྵࡲࢀࡿࠋၟရࡣࠊ௦⌮ᗑࠊ
ࣈ࣮࣮ࣟ࢝࠾ࡼࡧ┤㈍ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀࡿࠋಶேྥࡅಖ㝤ࡣࠊ$,*ಶே
ྥࡅ㢳ᐈࢢ࣮ࣝࣉࢆ㏻ࡌ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿಶேᐩ⿱ᒙࡢࡓࡵࡢಖ㝤㸦⮬ື㌴ಖ㝤ࠊఫᏯᡤ᭷⪅ಖ㝤ࠊ
ໟᣓಖ㝤ࠊࣚࢵࢺࠊ⨾⾡ရ࠾ࡼࡧ㞟ရಖ㝤ࢆྵࡴࠋ㸧ࡀྵࡲࢀࡿࠋ

ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢᴫほ
ࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺ࠾ࡼࡧ⏕ಖ㝤ࡢᴗ㒊㛛ࡣࠊࠊ࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢪ࢙ࢿ࣭ࣛࣝࣛࣇࠊ9$/,&ࠊ
࣮࣭࢚ࣘࢫ࣭ࣛࣇ࠾ࡼࡧᐩኈ⏕ࢆྵࡴᙜ♫ࡢ⏕ಖ㝤♫ࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ಶேྥࡅಖ㝤ࡢᴗ㒊㛛ࡣࠊࠊᐩኈⅆ⅏ࠊ࢚࣮࣮࣭ࣘࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮࣭
࣑ࣜࢸࢵࢻࠊ࣓࣭࣮࣒ࣜ࢝ࣥ࣍ࠊࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣘࢽ࢜ࣥࠊࣞ࢟ࢩࣥࢺࣥࠊ࣓࣮࣒࣭ࣜ࢝ࣥ࣍
ࢪࣕࣃࣥࠊ࢚ࢪ࣮࣭ࢪ࣭ࣃࢩࣇࢵࢡ࣭ࣥࢩࣗࣛࣥࢫ࣭ࣉ࣮ࣛ࣋ࢺ࣭࣑ࣜࢸࢵ
ࢻ࠾ࡼࡧ࢚ࢪ࣮࣭࣮ࣚࣟࢵࣃ࣭࣑ࣜࢸࢵࢻࢆྵࡴᙜ♫ࡢ㠀⏕ಖ㝤♫ࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢ㈍⥙
ࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺ
ࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺၟရࡣࠊࢆ㉸࠼ࡿ9$/,&ᑓᒓ㔠⼥ࢻࣂࢨ࣮࠾ࡼࡧ$,*ࢻࣂࢨ࣮࣭
ࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿࢆ㉸࠼ࡿ᭷㈨᱁ࡢ㔠⼥ࢻࣂࢨ࣮ࢆྵࡴ㛵㐃ࢳࣕࣥࢿࣝࠊ࡞ࡽࡧ㖟
⾜ࠊドๆ♫ࠊᆅᇦ࠾ࡼࡧ⊂❧ࡢࣈ࣮࣮࣭ࣟ࢝ࢹ࣮࣮ࣛࠊ⊂❧㈍⤌⧊࠾ࡼࡧ⊂❧ಖ㝤௦⌮ᗑ
ࢆྵࡴ㠀㛵㐃ࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⏕ಖ㝤
⏕ಖ㝤ၟရࡣࠊ⡿ᅜ࠾࠸࡚ࠊࢆ㉸࠼ࡿ⊂❧ಖ㝤௦⌮ᗑ࠾ࡼࡧ$,*ࡢ㔠⼥ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࠾ࡅࡿ㔠⼥ࢻࣂࢨ࣮࡞ࡽࡧ┤㈍ࢆྵࡴ㛵㐃ࢳࣕࣥࢿࣝ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜ࠾ࡅ
ࡿ㠀㛵㐃ࢳࣕࣥࢿࣝࡣࠊ⊂❧㈍⤌⧊ࠊ⊂❧ಖ㝤௦⌮ᗑ࠾ࡼࡧ࣋ࢿࣇࢵࢺ࣭ࣈ࣮࣮ࣟ࢝ࡀྵ
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ࡲࢀࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡞⏕ಖ㝤ၟရࡣࠊ㠀㛵㐃⊂❧ಖ㝤௦⌮ᗑ࠾ࡼࡧ┤㈍ࢆ㏻ࡌ࡚㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ಶேྥࡅಖ㝤
ಶேྥࡅಖ㝤ࡢၟရ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ⊂❧ಖ㝤௦⌮ᗑࠊᑓᒓಖ㝤௦⌮ᗑࠊࣈ࣮࣮ࣟ࢝ࠊࣇ
ࢽࢸ࣮࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࠊ⯟✵♫࠾ࡼࡧ᪑⾜௦⌮ᗑ࡞ࡽࡧ┤㈍ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌ
࡚㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢ➇ྜ⎔ቃ
ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊ⡿ᅜ࠾ࡼࡧ≉ᐃࡢᅜ㝿ᕷሙ࠾࠸࡚➇தࡢ⃭ࡋ࠸ಖ㝤࠾
ࡼࡧ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⏺࠾࠸࡚άືࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣑࣮ࣗࢳ࣭ࣗࣝࣇࣥࢻࠊ㖟⾜࡞ࡽࡧࡑࡢ
ࡢ⏕࠾ࡼࡧᦆᐖಖ㝤♫ࢆྵࡴᵝࠎ࡞㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ♫➇ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ➇தࡣࠊࠊၟရ
౯᱁࠾ࡼࡧタィࠊ㈍ࠊ㈈ົຊࠊ㢳ᐈࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࡽࡧᴗࡢ⾜࠸ࡸࡍࡉᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡣࠊᕷሙ࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ࡢ㛗ᖺࡢᆅࠊ㠉᪂ⓗ࡞ၟ
ရࠊከᵝ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝ㛫ࡢᙉຊ࡞㈍㛵ಀࠊ㢳ᐈ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡼࡧᙉຊ࡞㔠⼥᱁
ࡅᇶ࡙ࡁ➇ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢥࣥࢩ࣮࣐࣮࣭ࣗࣥࢩࣗࣛࣥࢫࡢ➇தຊ࠾ࡅࡿᙉࡳ࠾ࡼࡧㄢ㢟
ᙜ♫ࡢ➇தຊ࠾ࡅࡿᙉࡳࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
≉Ṧ࡞ࣇࣛࣥࢳࣕࢬ㸸ከᵝ࡞㈍⥙ࢆ㏻ࡌ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿࣜࢱ࣓ࣖࣥࢺࠊ⏕ಖ㝤࠾ࡼࡧಶே
ྥࡅಖ㝤ၟရࡢᖜᗈ࠸࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
ᕷሙࡢ࣮ࣜࢲ࣮㸸ᙜ♫ࡢၟရࣛࣥ࠾ࡼࡧ㔜せ࡞㈍ࢳࣕࣥࢿࣝࡢከࡃ࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚
ࡢ㛗ᖺࡢᆅ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㌶㊧㸸㨩ຊⓗ࡞ᕷሙࢆ᭷ࡍࡿᅜࠎ࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ࡞ᡂ㛗ᶵࢆ㑅ᢥⓗ㏣ồࡍࡿ⬟
ຊ
ከࡃࡢࢳࣕࣥࢿࣝࢃࡓࡿᙉຊ࡞㈍㛵ಀ㸸ከᵝ࡞㈍ၟရࢆຠ⋡ⓗ㈍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵ಀࢆ῝
ࡵࡿᶵ
ሗ࠾ࡼࡧ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ⬟ຊ㸸ពᛮỴᐃࢶ࣮ࣝࡢᵓ⠏ࠊࣉࣟࢭࢫ㌿࠾ࡼࡧᴗ⦼ࡢ᭱㐺⏝
㢳ᐈ㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫ㸸ᢏ⾡࠾ࡼࡧ⤒Ⴀࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᢞ㈨ࡼࡾࠊᙜ♫ࡢᑐ㇟㢳
ᐈࡢ‶㊊య㦂ࢆᥦ౪ࡍࡿᇶ┙ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ
ࣜࢫࢡࡢศᩓ࠾ࡼࡧつᶍ㸸ᖜᗈ࠸㈍ၟရ࠾ࡼࡧ㔜せ࡞ၟရࣛࣥ࠾ࡅࡿつᶍࡢඃ
㈨ᮏຊ㸸㨩ຊⓗ࡞ᕷሙ࠾ࡼࡧၟရࣛࣥ࠾ࡅࡿᡂ㛗ࢆಁ㐍ࡍࡿ⬟ຊ
ᙜ♫ࡢㄢ㢟ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ၟရࡀ౯᱁ࠊ᮲௳ࠊ㢳ᐈࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡼࡧྲྀᘬࡢᐜ᫆ࡉࡼࡾᕪูࡉࢀࡿࠊ⃭ࡋ࠸➇த⎔ቃ࡞ࡽ
ࡧཧධ㞀ቨࡀࠊ≉ᐃࡢᕷሙ࠾࠸࡚㔜࡛࠶ࡿࡇ
㏆ᖺ࠾ࡅࡿつไୖࡢせ௳ࡼࡾࠊಖ㝤࠾ࡼࡧ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗ⏺ࡢつไୖࡢ┘ど࠾ࡼࡧ┘╩ࡢ㧗
ࡲࡾࡼࡾ㔞࠾ࡼࡧ」㞧ࡉࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ప㔠⎔ቃࡼࡾࠊᅇࡾಖドၟရࡢ➇தຊࡢ࠶ࡿ౯᱁ࢆࡘࡅࡿࡇࡀࡼࡾᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ప㔠⎔ቃ࠾ࡅࡿᢞ㈨ࡢㄢ㢟ࡼࡾࠊ᪤Ꮡࡢၟရࡢ࣐࣮ࢪࣥᅽຊࢆࡅ࡚࠸ࡿࡇ
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ࡑࡢᢞ㈨άື➼ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

┤᥋ᢞ㈨ᴗ㸦ࠕ',%ࠖ㸧ࡣࠊᑐᛂᢞ㈨ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࠕ0,3ࠖ㸧࠾࠸࡚ࠊ$,*ぶ♫ࡼࡾ┤᥋
ಖ᭷ࡉࢀࡿ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇മࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡞ࡽࡧ$,*ࣇࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࣉࣟࢲࢡࢶ࣭ࢥ࣮
ࣉ࠾ࡼࡧࡇࢀࡽࡢᏊ♫㸦௨ୗࠕ$,*)3ࠖ⥲⛠ࡍࡿࠋ㸧ࡢ≉ᐃࡢ㠀ࢹࣜࣂࢸࣈ㈨⏘࠾ࡼࡧ㈇
മ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ',%࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣࠊ⦰ᑠࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢫࢺࣞࢫ࣭ࢩࢼࣜ࢜࠾࠸࡚ࡶ
ᮇ㝈ࡀ฿᮶ࡍࡿࡍ࡚ࡢമົࢆ㏉῭ࡋࠊᙜ♫ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢ᪉㔪୍⮴ࡋࡓ┈ࢆ᭱ࡍࡿࡓ
ࡵࠊᙜ♫ࡀᚲせ⪃࠼ࡿὶືᛶࢆᖖ⥔ᣢࡍࡿࡇࢆಖドࡍࡿࡇࢆ┠ᶆ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࢟ࣕࣆࢱ࣭࣐࣮ࣝࢣࢵࢶ㸦ࠕ*&0ࠖ㸧ࡣࠊ$,*࣐࣮ࢣࢵࢶ࣭ࣥࢡ㸦ࠕ$,*࣐࣮ࢣࢵ
ࢶࠖ㸧ࡢᴗ࡞ࡽࡧ$,*)3ࡢṧᏑࢹࣜࣂࢸࣈ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣜ࢜ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ$,*࣐࣮ࢣ
ࢵࢶࡣࠊᙜ♫ࡢᏊ♫࠾ࡼࡧ➨୕⪅ࡢ㛫ࡢࢹࣜࣂࢸࣈࡢ௰ேࡋ࡚ࡢᙺࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣊
ࢵࢪ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ$,*)3ࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ⦰ᑠࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊᙜ♫ࡢࣜࢫࢡ⟶
⌮ࡢ᪉㔪ྜࢃࡏ࡚⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ぶ♫࡛࠶ࡿ$,*࠾ࡼࡧࡑࡢᴗࡣࠊᜥ㈝⏝ࠊ㐃⤖࠾ࡼࡧ㝖እࠊ≉ᐃࡢ㒊㛛ᒓࡉ࡞࠸
ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭ࢫࢱࢵࣇࡢே௳㈝ࠊෆ㒊⤫ไ࡞ࡽࡧ㔠⼥ୖ࠾ࡼࡧႠᴗୖࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒
㛵ࡍࡿ≉ᐃࡢ㈝⏝ࠊᴗࢽࢩࢸࣈࠊ≉ᐃࡢሗ㓘ไᗘ㛵ࡍࡿ㈝⏝ࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭ࣞ࣋ࣝ
ࡢṇᐇ⌧࢟ࣕࣆࢱ࣭ࣝࢤࣥ࠾ࡼࡧࣟࢫࠊ≉ᐃࡢッゴ㛵㐃㈝⏝࠾ࡼࡧമᶒࠊ㠀⥅⥆ᴗࡋ࡚
ࡢィฎ⌮ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ༷ࡉࢀࡓᴗࡢṇࢤࣥ㸦ࣟࢫ㸧ࠊ࡞ࡽࡧ࢚࢟ࣕࢵࣉࡢ
┈࠾ࡅࡿᣢศ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ẁ㝵ⓗᗫṆࡉࢀࡿಖ㝤ᴗࡣࠊẁ㝵ⓗᗫṆࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗ㸦࢚ࢡࢭࢫປ⅏ಖ㝤ࠊࢫ࣋
ࢫࢺ࠾ࡼࡧ⎔ቃởᰁമົ㸦ᖺ௨๓㸧ࢆྵࡴࠋ㸧ࠊ᪥ᮏ⡿ᅜ࠾ࡅࡿᖺࡼࡾࡶ๓
ᘬࡁཷࡅࡽࢀࡓ≉ᐃࡢ⎔ቃởᰁമົᴗ࠾ࡼࡧ≉ᐃࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᴗ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᴗࡣࠊ⏕ಖ㝤㈙ྲྀᑐࡍࡿᢞ㈨ࠊື⏘ᢞ㈨ᴗࠊ⤌⧊ࡉࢀࡓ㈨⏘㐠⏝ᴗࠊタ
ഛ⏝ࡢࣇࢼࣥࢫᴗ࠾ࡼࡧᙜ♫ࡢṧᏑᾘ㈝⪅㔠⼥ᴗࢆྵࡴࠋ
⯟✵ᶵ࣮ࣜࢫࡣࠊ,/)&࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ㸳᭶᪥ࠊᙜ♫ࡣࠊ࢚࢟ࣕࢵࣉࡢᏊ♫
࡛࠶ࡿ࢚࢟ࣕࢵࣉ࣭ࣝࣛࣥࢻ࣭࣑ࣜࢸࢵࢻᑐࡍࡿࠊ⌧㔠࠾ࡼࡧ࢚࢟ࣕࢵࣉࡢ᪂つⓎ⾜
ᬑ㏻ᰴᘧⓒᰴࢆྵࡴ⥲㢠⣙൨⡿ࢻࣝࢆᑐ౯ࡍࡿ,/)&ࡢᬑ㏻ᰴᘧࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ༷
ࢆࡋࡓ㸦ࡿྲྀᘬࢆࠊࠕ࢚࢟ࣕࢵࣉྲྀᘬࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࠋ࢚࢟ࣕࢵࣉྲྀᘬࡢ⤖ᯝࠊᙜ♫
ࡣ࢚࢟ࣕࢵࣉࡢⓎ⾜῭ᬑ㏻ᰴᘧࡢ⣙㸣ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ♫ࡣࠊ࢚ࢡࢸ᪉ᘧࡢィฎ⌮
ᇶ࡙ࡁࠊ࢚࢟ࣕࢵࣉ࠾ࡅࡿᙜ♫ࡢᣢศࢆホ౯ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
␃ಖᶒ┈ࡣࠊ L ᖺ࠾ࡅࡿ$,$ࡢ,32ᚋಖᣢࡉࢀࡓ$,$ᬑ㏻ᰴᘧ࠾ࡼࡧ LL ᖺ࠾ࡅࡿ
Ύ⟬௨๓ࡢ࣓ࢹ࣭࣮ࣥࣞࣥ,,,࢚࢚ࣝࣝࢩ࣮㸦ࠕ0/,,,ࠖ㸧㈨⏘ࡢබṇ౯್ᦆ┈ࢆྵࡴࠋ

ಖ㝤άື
ಖ㝤ࡣࠊࠊయⓗ࡞㐺ṇ㈨ᮏࢆ⟶⌮ࡋࠊ⮬↛࠾ࡼࡧேⅭⓗ⅏ᐖ࡞ࡢ≉ᐃࡢ㇟㛵ࡍࡿ
ಖ㝤ᦆኻ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿࠋ
ᙜ♫ࡢᏊ♫ࡣࠊ⥲㢠ࢆ࣮࣋ࢫࡋ࡚ࠊ⮬ᕫ຺ᐃ࡛ࣜࢫࢡࢆᘬࡁཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢࣜࢫ
ࢡࡀᮃࡲࡋ࠸ࣜࢫࢡಖ᭷㧗ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ㉸࠼ࡿ㝈ᗘ࠾࠸࡚ࠊಶูࡢࣜࢫࢡࡲࡓࡣྜ⟬
࣮࣋ࢫ࡛࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ୍㒊ࡢಖ㝤ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊୡ⏺୰࡛ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ୍㒊ࡢ┤᥋ᘬཷྲྀᘬࡢ᮲௳ࡋ࡚ࠊᙜ♫ࡣࠊ㢳ᐈࠊ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡲࡓࡣつไࡼࡾࠊ࢟ࣕࣉ
ࢸࣈࠊࡑࡢࡢಖ㝤♫ࠊᆅᇦࡢಖ㝤♫࠾ࡼࡧᙉไඹྠᢞ㈨ᇶ㔠ࢆྵࡴ≉ᐃࡢಖ㝤♫
ᑐࡋ࡚ࣜࢫࢡࡢࡍ࡚ࡲࡓࡣ୍㒊ࢆㆡΏࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㐣ཤᩘᖺࢃࡓࡾࠊ㠀⏕ಖ㝤♫ࡣࠊ㈨ᮏ⟶⌮ࢆᨵၿࡋࠊᙜ♫ࡢୡ⏺ⓗ࡞ၟရࣛࣥࡢࣜࢫࢡ
࠾ࡼࡧ┈ᛶࡢ┠ᶆࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊㆡΏࡉࢀࡓಖ㝤ࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡼࡧᡓ␎ࢆಟṇࡋࡓࠋಟṇࡉ
ࢀࡓᯟ⤌ࡳ࠾ࡼࡧᡓ␎ࢆ᥇⏝ࡋࡓ⤖ᯝࡋ࡚ࠊከࡃࡢಶูࡢಖ㝤ዎ⣙ࡀࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡛ୡ⏺ⓗ
࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤫ྜࡉࢀࠊᖺ㏻ᖺ࡛ࡣࠊᖺẚࠊࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧ㈨ᮏ⟶⌮ࡢ᪉㔪ᨭ࠼
ࡽࢀ࡚➨୕⪅ㆡΏࡉࢀࡓಖ㝤ࡀῶᑡࡋࡓࠋᙜ♫ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᙜ♫ࡢࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧ┈ᛶࡢ
┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿ␗࡞ࡿᙧᘧࡢಖ㝤ዎ⣙࠾ࡼࡧ␗࡞ࡿᕷሙࡢ┦ᑐⓗ࡞㨩ຊࢆホ
౯ࡍࡿࠋ
ಖ㝤ᕷሙࡣࠊ௨ୗࡀྵࡲࢀࡿࠋ
࣭ಖ㝤௰ᴗ⪅ࢆ㏻ࡋ࡚ࡲࡓࡣ┤᥋ⓗࢡࢭࢫࡉࢀࡿࠊ⡿ᅜࠊࣂ࣮࣑࣮ࣗࢲࠊࣟࣥࢻࣥ࠾ࡼ
ࡧ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆྵࡴࠊᚑ᮶ࡢᆅᇦ࠾ࡼࡧࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ಖ㝤ᕷሙ
࣭⅏ᐖമࠊࢧࢻ࣮࢝࠾ࡼࡧ㢮ఝࡢᴗయ࡞ࡢࠊಖ㝤ࣜࣥࢡドๆ࠾ࡼࡧᢸಖಖ㝤ྲྀᘬࢆ㏻
ࡋࡓ㈨ᮏᕷሙ
࣭┤᥋࠾ࡼࡧᘬཷಖ㝤ࡢ୧᪉ᚑࡍࡿࡑࡢࡢಖ㝤♫
ᙜ♫ࡀࡑࡢࠎ࠾࠸࡚㑅ᢥࡍࡿಖ㝤ࡢᙧᘧࡣࠊ୍⯡ⓗࠊᙜ♫ࡀ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࢆᕼᮃࡍࡿ
ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀࡿࠋ
୍࣭ᐃࡢྜࡢಖ㝤ᩱ࠾ࡼࡧᦆኻࢆಖ㝤♫ㆡΏࡍࡿẚᘧಖ㝤
࣭ᙜ♫ࡀ୍ᐃࡢ㔠㢠ࢆ㉸࠼ࡓࡍ࡚ࡲࡓࡣ୍ᐃࡢྜࡢᦆኻࢆࠊࣜࢫࢡࠊⓎ⏕㸦⅏ᐖࡢಖ㝤ࢆ
ྵࡴ㸧ࡶࡋࡃࡣ⥲㢠࣮࣋ࢫ࡛ㆡΏࡍࡿ㠀ẚᘧಖ㝤ࡶࡋࡃࡣ㉸㐣ᦆᐖಖ㝤
࣭ಶูࡢಖ㝤ዎ⣙ࢆಖ㝤ࡍࡿ௵ពࡢዎ⣙
ಖ㝤ዎ⣙ࡣࠊᙜ♫ࡢᏊ♫ࡢಖ㝤ዎ⣙⪅ᑐࡍࡿ┤᥋ⓗ࡞മົࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ
ࡋࠊຠᯝⓗ࡞ಖ㝤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᐇ㉁ⓗࠊᙜ♫ࡢ㔜࡞₯ᅾⓗᦆኻᑐࡍࡿ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪࣕ
࣮ࢆ㍍ῶࡍࡿࠋ
୍㒊ࡢᕷሙ࠾࠸࡚ࠊᙜ♫ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᕷሙ࠾ࡅࡿᙜ♫ࡢ┤᥋ᘬཷࡢ┦ᑐⓗ࡞ࢩ࢙ᇶ࡙
ࡁࠊẚᘧ࣮࣋ࢫࡼࡿಖ㝤ࣉ࣮ࣝࡢཧຍࢆồࡵࡽࢀࡿࠋࡿᙉไಖ㝤ࡣࠊ㏻ᖖࠊ⮬ື
㌴࠾ࡼࡧᆅ㟈ࡢࢧࣥࢻ࣭ࣜࢫࢡ࡞ࡢࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ᾘ㈝⪅࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢࠊປ⅏⿵
ൾ࡞ࡢ୍㒊ࡢၟᴗ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆᑐ㇟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊᙜ♫ࡣࠊᚑ᮶ࡢಖ㝤ᕷሙ㈨ᮏᕷሙࡢ㛫ࡢ౯᱁ࡢᕪࢆ⏝ࡍࡿᡓ␎ࢆ
⥅⥆ࡋࡓࠋᖺ᭶ࠊᙜ♫ࡣࠊࢺ࣮ࣞࢻ࢘ࣥࢻ࣭࣭࣑ࣜࣜࢸࢵࢻࠊᖺ㸯᭶㸯᪥ࢆⓎ
ຠ᪥ࡍࡿ㈨ᮏᕷሙಖ㝤ྲྀᘬࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋࡇࡢྲྀᘬࡼࡾࠊ⡿ᅜࠊ࢝ࣜࣈᾏࠊ࢝ࢼࢲࠊ࣓࢟
ࢩࢥ࠾ࡼࡧ࣓࢟ࢩࢥ‴ࡢ≉ᐃࡢᔒ࡞ࡽࡧ⡿ᅜࠊ࢝ࣜࣈᾏࠊ࣓࢟ࢩࢥ࠾ࡼࡧ࢝ࢼࢲࡢᆅ㟈ᑐࡋ
࡚ࠊⓒࢻࣝࡢ⿵ൾಖ㝤ࡼࡿಖㆤࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠋ$,*ᑐࡍࡿ₯ᅾⓗ࡞മົࡘ࠸࡚㈨
㔠ࢆㄪ㐩ࡍࡿࡓࡵࠊࢺ࣮ࣞࢻ࢘ࣥࢻ࣭࣭࣑ࣜࣜࢸࢵࢻࡣࠊᮇ㛫ࡀ㸯ᖺ㛫ࡢࡶࡢ㸯ࡘ㸱ᖺ㛫
ࡢࡶࡢ㸰ࡘࡢࠊ㸱ࡘࡢമๆࢺࣛࣥࢩ࢙ࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋࡇࡢྲྀᘬࡣࠊୖグࡢ㇟ࡼࡿᦆኻࢆࠊ
ᖺ᭶㸦㸯ᖺ㛫ࢺࣛࣥࢩ࢙㸧࠾ࡼࡧᖺ᭶㸦㸱ᖺ㛫ࢺࣛࣥࢩ࢙㸧ࡅ࡚ࠊⓎ⏕ࡢ㒔ᗘ
ಖドࡍࡿ⿵ൾ⠊ᅖࢆᥦ౪ࡍࡿࠋᖺ㸯᭶⌧ᅾࠊᙜ♫ࡢⓎ⾜῭⅏ᐖമࡢⓎ⾜ࡼࡾࠊᙜ♫ࡣࠊ
㈨ᮏᕷሙ࠾࠸࡚ࠊⓒ⡿ࢻࣝࡢ⿵ൾಖ㝤ࡼࡿಖㆤࡢᮍಖ㝤ᩱࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࡞࠾ࠊᙜ♫ࡣࠊ᭷౯ドๆࡢྲྀᘬ➼ࡢつไ㛵ࡍࡿෆ㛶ᗓ௧➨᮲➨㸰㡯つᐃࡍࡿ≉ᐃୖሙ♫
➼ヱᙜࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡼࡾࠊࣥࢧࢲ࣮ྲྀᘬつไࡢ㔜せᐇࡢ㍍ᚤᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡣ㐃⤖࣋
࣮ࢫࡢᩘ್ᇶ࡙࠸ุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
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➨୕㒊ࠉᴗ➼ࡢࣜࢫࢡ
$,*ࡢᴗᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉ
$,*ᢞ㈨ࡍࡿࡇࡣࣜࢫࢡࢆక࠺ࠋ$,*ᢞ㈨ࡍࡿྰࢆุ᩿ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊୗグࡢࣜࢫࢡせ
ᅉࢆៅ㔜᳨ウࡉࢀࡓ࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࣜࢫࢡせᅉࡣᙜ♫ࡢᴗࠊᴗ⦼ࠊ㈈ົ≧ἣࡲࡓࡣὶືᛶ㔜
ࡘ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࡉࡽࠊᙜ♫ࡢᰴᘧࡢྲྀᘬ౯᱁㔜࡞ኚື
࠾ࡼࡧᏳᐃࡉࢆࡶࡓࡽࡍࡇࡶ࠶ࡿࠋ௨ୗࡢグ㏙ࡣ$,*ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࣜࢫࢡせᅉࢆ⥙⨶ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢせᅉࡣࠊᮏሗ࿌᭩࠾ࡼࡧ⡿ᅜドๆྲྀᘬጤဨ㸦ࠕ6(&ࠖ㸧ᥦฟࡉࢀࡿ
ࡑࡢࡢሗ࿌᭩ࡸ㈨ᩱグ㍕ࡉࢀࡿࡑࡢࡢሗඹ᳨ウࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊࡇࢀࡽ
ࡢࣜࢫࢡࡢከࡃࡣ┦㛵㐃ᛶࢆᣢࡕࠊྠᵝࡢᴗ࠾ࡼࡧ⤒῭≧ἣࡢࡶ࠾࠸࡚ࡶⓎ⏕ࡋᚓࠊ
࠶ࡿࣜࢫࢡせᅉࡢⓎ⏕ࡼࡾࠊࡢせᅉࡢⓎ⏕ࡀಁࡉࢀࡓࡾࠊࡑࡢᙳ㡪ຊࡀቑᖜࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡇ
ࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࣜࢫࢡせᅉࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡿࡇࡼࡾࠊ$,*ࡢᴗࠊᴗ⦼ࠊ㈈ົ≧ἣ࠾ࡼࡧ
ὶືᛶཬࡪࡇࢀࡽࡢࣜࢫࢡࡢᙳ㡪ࡢ῝้ࡉࡀᖜቑࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ᕷἣ
ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝᕷሙ࠾ࡼࡧ⤒῭࠾ࡅࡿᅔ㞴࡞≧ἣࡣࠊ$,*ࡢᴗࠊᴗ⦼ࠊ㈈ົ≧ἣ࠾
ࡼࡧὶືᛶ㔜ࡘ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ᣢ⥆ࡍࡿప㔠ࡣࠊ$,*ࡢ┈ᛶ㔜ࡘ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ᢞ㈨࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡞ࡽࡧᢞ㈨ࠊಖ㝤࠾ࡼࡧࡑࡢࡢ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢ㞟୰
$,*ࡢᢞ㈨࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᴗ⦼࠾ࡼࡧ౯್ࡣࠊ㔠ࡢኚືࢆྵࡴࠊከࡃࡢࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧ☜ᐃ
せ⣲ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋ
$,*ࡢᢞ㈨࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ≉ᐃࡢ⤒῭ศ㔝㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
$,*ࡢಖ㝤࠾ࡼࡧࡑࡢࡢࣜࢫࢡ࣭࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࢆ㞟୰ࡉࡏࡿࡇࡣᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ
$,*ࡢᢞ㈨ドๆࡢホ౯ࡣࠊ␗࡞ࡿゎ㔘࡞ࡾᚓࡿ᪉ἲࠊ᥎ ࠾ࡼࡧ௬ᐃࢆྵࡴྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࠊ$,*ࡢᴗ⦼ࠊ㈈ົ≧ἣ࠾ࡼࡧὶືᛶ㔜ࡘ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᢞ㈨ホ౯ࡢኚ᭦ࢆࡶࡓࡽ
ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
‽ഛ㔠࠾ࡼࡧ࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕ
ᙜ♫ࡢ㐃⤖ᴗ⦼ࠊὶືᛶࠊ㈈ົ≧ἣ࠾ࡼࡧ᱁ࡣࠊ⮬↛⅏ᐖ࠾ࡼࡧே⅏ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋ
ಖ㝤㔠ᨭᡶമົࢆண ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊᦆኻ࠾ࡼࡧᦆᐖ㈝⏝ಀࡿ‽ഛ㔠ࢆ㉸࠼ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ
ಖ㝤ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓࡣಖ㝤ࢥࢫࢺࡀ㧗㢠࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊಖ㝤ࡣ$,*ࢆᦆኻࡽ
ಖㆤࡍࡿࡓࡵ㐺ษ࡛࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ὶືᛶࠊ㈨ᮏ࠾ࡼࡧಙ⏝
ぶ♫࡛࠶ࡿ$,*ࡀᏊ♫ࡽ㈨㔠ࢆㄪ㐩ࡍࡿ⬟ຊࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
$,*ࡢෆ㒊ࡢὶືᛶࡢࢯ࣮ࢫࡀࠊ㟂せࢆ‶ࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ぶ♫࡛࠶ࡿ$,*ࡀᏊ♫ࢆᨭࡍࡿ⬟ຊࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ♫ࡢᏊ♫ࡣࠊᏊ♫ࡢ࠸ࡃࡘࡢ㠀ὶືⓗ࡞ᢞ㈨ࡼࡾࠊ㟂せࢆ‶ࡓࡍࡓࡵᚲせ࡞⌧㔠ࢆ
⏕ࡳฟࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
$,*ࡢಖ㝤♫ࡢಖ㝤㈈ົຊ᱁࠾ࡅࡿ᱁ୗࡆࡼࡾࠊࡑࢀࡽࡢ♫ࡣࠊ᪂つᴗࡢᘬཷࡅࠊ
࡞ࡽࡧ㢳ᐈ࠾ࡼࡧᴗࡢಖᣢࡀጉࡆࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
$,*ࡢಙ⏝᱁ࡢ᱁ୗࡆࡼࡾࠊᙜ♫ࡣࠊࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬ࠾࠸࡚㏣ຍᢸಖࡢᕪධࢀࢆせồࡉ
ࢀࠊྠྲྀᘬࡀ⤊ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
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ᴗ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀ
㔠ࡢኚືࠊゎ⣙ࡢቑຍࠊᢞ㈨ࣜࢱ࣮ࣥࡢῶᑡࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢࡢ㇟ࡼࡾࠊ$,*ࡢᏊ♫ࡣ⧞
ᘏಖ㝤⋓ᚓ㈝⏝㸦ࠕ'$&ࠖ㸧ࡢ᪩ᮇൾ༷࠾ࡼࡧ㏣ຍⓗ࡞ᑗ᮶ಖ㝤⤥മົࡢィୖࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
$,*ࡢ≉ᐃࡢၟရࡀ᭷ࡍࡿಖドࡣࠊ$,*ࡢᴗ⦼ࢆࡁࡃᕥྑࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
༷ࡋࡓᴗ㛵ࡋࠊ$,*ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀ࡞ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
$,*ࡢ⡿ᅜእᴗࡼࡾࠊ$,*ࡣࠊ$,*ࡢᴗᙳ㡪ࢆཬࡰࡋᚓࡿࣜࢫࢡࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
$,*ࡣࠊ⌧ᅾ࠾ࡼࡧᑗ᮶ࡢ㈍ࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌࡓ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ࠾ࡼࡧၟရࡢ㈍࠾࠸࡚ࠊ
ᅔ㞴┤㠃ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࢚࢟ࣕࢵࣉࡘ࠸࡚$,*ࡀಖ᭷ࡍࡿ㔜࡞㔞ࡢᰴᘧ࠾ࡼࡧ$,*ࡢ࢚࢟ࣕࢵࣉᑐࡍࡿമົࡼ
ࡾࠊ$,*ࡣࣜࢫࢡࡉࡽࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㔜せ࡞ἲⓗᡭ⥆ࡣࠊ$,*ࡢᴗ⦼ࡲࡓࡣ㈈ົ≧ἣᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
$,*ࡢ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢩࢫࢸ࣒㞀ᐖࡀ㉳ࡁࠊࢹ࣮ࢱࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆಖㆤ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ$,*ࡀ
ᴗࢆ⾜࠺⬟ຊࡣ༴㝤ࡉࡽࡉࢀࠊ$,*ࡢ㐃⤖㈈ົ≧ἣ࠾ࡼࡧᴗ⦼࡞ᙳ㡪ࡀཬࡪྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ
$,*ࡀ㝶ྲྀᚓࡍࡿ♫ࡢ⤫ྜࡣࠊ$,*ࡢண㏻ࡾᡂຌࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
つไ
$,*ࡢᴗࡣཝࡋࡃつไࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡿつไࡢኚ᭦ࡣ$,*ࡢᴗᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊᙜ♫ࡢಖ㝤
Ꮚ♫ࡢ㈨㔠㟂せࢆቑຍࡉࡏࠊࡲࡓࡣ┈ᛶࢆῶᑡࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
$,*ࡀ㠀㖟⾜⣔ࡢࢩࢫࢸ࣒ୖ㔜せ࡞㔠⼥ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡇຍ࠼ࠊ࠾ࡼࡧࢻࢵࢻ࣭ࣇࣛࣥࢡἲ
㸦'RGG)UDQN:DOO6WUHHW5HIRUPDQG&RQVXPHU3URWHFWLRQ$FW㸧ࡀᡂ❧ࡋࡓࡇࡼࡾࠊ$,*
ࡣࡉࡽᖜ࡞㐃㑥つไࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ$,*ࡢᴗࠊᴗ⦼࠾ࡼࡧ࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࣇࣟ
࣮㔜ࡘ࡞ᙳ㡪ࡀཬࡪྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
እᅜᨻᗓ࠾ࡼࡧつไᙜᒁࡼࡿỴ㆟ࡼࡾ$,*㔜࡞㏣ຍࡢつไࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
⡿ᅜឡᅜ⪅ἲࠊእᅜ㈨⏘⟶⌮ᒁࡢせồ࠾ࡼࡧ$,*㐺⏝ࡢ࠶ࡿྠᵝࡢἲᚊࡼࡾࠊ$,*ࡣ㔜࡞⨩
㔠ࢆㄢࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࢺࣜࣉࣝ;つไ 5HJXODWLRQ;;; ࠾ࡼࡧࢡࢳ࣭ࣗࣜࣝ࢞ࢻࣛࣥ$;;; $FWXDULDO*XLGHOLQH
$;;; ࡢᙳ㡪ࢆຠ⋡ⓗ⟶⌮ࡍࡿヨࡳࡣࡍ࡚ࡲࡓࡣ୍㒊ኻᩋࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ$,*ࡢ㈈
ົ≧ἣ࠾ࡼࡧᴗ⦼ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㝶බᕸࡉࢀࡿ᪂ࡓ࡞つไࡣࠊ$,*ࡢᴗࠊᴗ⦼ࠊ㈈ົ≧ἣ࠾ࡼࡧຠᯝⓗ➇தࡍࡿ⬟ຊᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕᨭ㓄ᶒࡢኚ᭦ࠖࡣࠊ$,*ࡢࠊᑗ᮶ࡢㄢ⛯ᡤᚓࢆ┦ẅࡍࡿࡓࡵḞᦆ㔠ࡢ⧞㉺ࡸ⛯᥍㝖ࡢ⧞㉺ࢆ
ά⏝ࡍࡿᶒࢆไ㝈ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
⛯ἲࡢኚ᭦ࡣἲே⛯ࢆቑຍࡉࡏࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࢆῶᑡࡉࡏࠊࡲࡓࡣᾘ㈝⪅ᑐࡍࡿ$,*ࡢၟရࡢ
㨩ຊࢆపୗࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
➇த࠾ࡼࡧᚑᴗဨ
$,*ࡣࠊྛᴗ㒊㛛࠾࠸࡚ࠊ⃭ࡋ࠸➇தࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
$,*ࡢᴗ⏺࠾ࡅࡿᚑᴗဨࡢ⋓ᚓ➇தࡣ⃭ࡋࡃࠊ$,*ࡢᴗࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵᚲせ࡞㧗࠸ࢫ࢟ࣝࢆᣢ
ࡗࡓ⪅ࢆࡦࡁࡘࡅࠊ⥔ᣢࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
せ࡞ᚑᴗဨࡢᘬ⥅ࡂ࠾ࡼࡧ⥔ᣢࡢ⟶⌮ࡣࠊ$,*ࡢᡂຌྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ᚑᴗဨࡢ㐣ኻ࠾ࡼࡧ⚈ࢆᐹ▱ࡋ࡚㜵ࡄࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡼࡾ㔜࡞ᦆኻࡀⓎ⏕ࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ぢ✚ࡾ࠾ࡼࡧ௬ᐃ
$,*ࡢᴗࡢᵝࠎ࡞ศ㔝࠾࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡢ⤖ᯝ㈈ົ᭩㢮ࢆసᡂࡍࡿୖ࡛⏝ࡋࡓぢ✚ࡾ࠾ࡼࡧ
ࣔࢹࣝࡉࢀࡓ⤖ᯝࡀࡁࡃ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ィཎ๎࠾ࡼࡧ㈈ົሗ࿌ᇶ‽ࡢኚ᭦ࡣࠊ$,*ࡢሗ࿌῭ࡳࡢᴗ⦼࠾ࡼࡧሗ࿌῭ࡳࡢ㈈ົ࣏ࢪࢩࣙࣥ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
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$,*ࡢᖺ㔠࠾ࡼࡧࡑࡢࡢ㏥⫋ᚋ⤥ࣉࣛࣥᑐࡍࡿᘬ⋡ࠊᮇᚅ┈⋡࠾ࡼࡧᮇᚅሗ㓘ᑐࡍ
ࡿண ࡢኚ᭦ࡀ㈝⏝ࡢቑຍࢆࡶࡓࡽࡋࠊ$,*ࡢ┈ᛶࢆపୗࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
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株主の皆様のための情報
本社所在地
American International Group, Inc.
175 Water Street
New York, NY 10038
(212) 770-7000
株式上場及び宣誓
株式上場
A I Gの普 通 株 式は、ニューヨーク、東 京の証 券
取引所に上場されています。
ニューヨーク証 券 取引所におけるティッカー・
シンボル：AIG
財務報告書の正確性に関する宣誓
米国企業改革法の第302条が求めているAIGの
最高経営責任者および最高財務責任者による
宣誓は、Form 10-K（米国証券取引委員会に
提出する財務報告書）に添付されています。
AIGの最高経営責任者は2014年6月、コーポ
レートガバナンスに関するニューヨーク証券取
引所の上 場 基 準 への準 拠について、同 証 券 取
引所に非公式の宣誓を行っています。

株主の皆様へのアシスタンス・サービス
AIGのホームページをご活用ください。
AIG本社ホームページ（英語）
www.aig.com
AIG日本語ホームページ
www.aig.co.jp

Investor Relations
American International Group, Inc.
175 Water Street
New York, NY 10038
(212) 770 – 6293

Transfer Agent and Registrar
Wells Fargo Bank, N.A.
Shareowner Services
PO Box 64854
St. Paul, MN 55164-0854
(888) 899-8293
shareowneronline.com
Courier Service Address :
Wells Fargo Bank, N.A.
Shareowner Services
1110 Centre Pointe Curve, Suite 101
Mendota Heights, MN 55120-4100

本書は、AIG, Inc. の英文による 2014年度アニュアルレポート
（ 2014 Annual Report 」）及びAIG, Inc .が
日本において 2015年 4月30 日に関東財 務局 に提出した外国会社報告 書の 記載 の一 部をそれぞれ 抜粋
2014 Annual Repor tの抜粋箇所 については日本語に翻訳）の上、一部和訳表現 を変更し統合して作成
たものです。
そのため、本書は、2014 Annual Repor tの全訳ではありません。
して
なお、上記外国会社報告 書は、AIG, Inc.が米国において2015年 2月20日に米国証券取引委員会に提出した
Form 10-Kによる年次報告書の内容に基づいて作成されております。

175 Water Street
New York, NY 10038
www.aig.com
GK100-014

