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多数の観点が両審議会において検討されていること、ならびに、IASB および FASB の暫定的結論を明確化すること

がしばしば難しいことより、これらの議事録は、FASB の ACTION ALERTおよび IASB の OBSERVER NOTEにおいて公表さ

れる決定とは異なる可能性がある。加えて、暫定的結論は、将来の両審議会における議論により変更される可能性があ

る。IASB および FASB の決定は、最終基準書を公表するための公式投票の完了においてのみ最終化される。

要約

スタッフは、両審議会が現在、どのように基礎となる項目が測定されるかを反映するため、基礎となる項目に影響を受
ける有配当性を伴う契約の測定を調整することに暫定的に合意していると述べた。両審議会は、有配当性を伴う保険契
約に関する債務は、金額が特定の保険契約者に未だ配分されていない場合であっても、グループとしての保険契約者
に支払うべき金額を含むべきであると合意した。これに加え、両審議会は、保険契約に組み込まれたオプションおよび保
証は、現在の市場と整合した期待価値アプローチを使用して測定されるべきことに同意した。

両審議会は、保険料配分アプローチにおいて割引の影響が大きい場合には、発生保険金は割引かれるべきであると
合意した。しかし、両審議会はまた、保険金が 12 ヶ月以内に支払われるのであれば、割引を求めないとする実務的な対
応にも同意した。

両審議会は、測定の計算単位について議論を行ったが、多くの項目について結論が出ず、今後の審議会への持ち
越しとなった。しかし、保険契約ポートフォリオの定義の修正に関しては同意が得られた。また、多数の審議会のメンバー
は、リスク調整の計算に関する計算単位について規定しないというスタッフの提案に同意した。

同様に、両審議会は不利な契約について審議を行ったが、複数の論点は今後の審議会で取り上げられることとなった。
しかし、不利な契約の定義および範囲に関しては合意に至った。

契約者への有配当性を伴う保険契約の測定

スタッフは、契約者への有配当性を伴う保険契約の測定に関して、（11 月 30 日の FASB ミーティングにおける合意を
含む）両審議会における過去の仮決定事項を説明した。スタッフは、両審議会に対し、これらの保険契約に関してどのよ
うに会計上のミスマッチが生じるかを説明した。それは、第一に、ビルディング・ブロック・アプローチと公正価値測定の原
則の差異、そして第二にタイミングの差異、例えば、基礎をなす資産が公正価値で測定され、契約者に対する実績に対
応した支払いを実現損益にのみ基づいて（法定もしくは原価ベースで）行う場合である。

スタッフは、文言は異なるが、IASB および FASB は、基礎となる項目がどのように測定されるかを反映する次のいず
れかの方法により、基礎となる項目に依存する債務の測定を調整することに暫定的に合意しているとの理解を述べた。

 基礎となる項目の測定において反映されていない価値の変動をビルディング・ブロック・アプローチから控除する。
もしくは、

 基礎となる項目の測定において反映されている価値の変動を法定の負債に含める。

IASB のメンバーの一名は、基準上の提案された用語は、今後の意思決定を容易にするために統一すべきであると要
求した。スタッフは、基準書作成のための統一した用語を検討することに同意した。しかし、スタッフは、ガイダンスおよび
結論の根拠は異なるようであると指摘した。

現在および将来の契約者への支払い

次にスタッフは、稼得した実績の一部に対する権利を保険契約者がグループとして有しているが、特定の保険契約者
には未だ配分されていない有配当契約について議論を行った。スタッフは、ビルディング・ブロック・アプローチにおける
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キャッシュ・フローは、現在もしくは将来の契約者に対して支払われるかに関係なく、現在の保険契約からもたらされる支
払いを含むべきか尋ねた。

これらの保険契約においては、ポートフォリオの実績の配賦は、実績を稼得した期間と異なる可能性がある。それゆえ、
実績が分配される時点で比較すると、実績を稼得したと時点とは異なる保険契約者が契約主体である契約が存在する
可能性がある。余剰が分配される前に保険契約者であることを辞めることにより、個々の保険契約者は、グループとして
保険契約者に分配されることが可能である金額の一部について、受け取りを諦めることになる。保険者は、分配が宣言さ
れた時点で、残存する保険契約者（「最後に残った人」）すべてに対し、この部分の金額を分配することがしばしば求めら
れる。それゆえ、株主は、ポートフォリオの実績という要素からの便益を享受しない。

実績を分配するためのこれらの債務は、現在もしくは将来の保険契約者に対して支払われるかによらず、概念的枠組
みにおける負債の定義に該当し、それゆえ、関連するキャッシュ・フローは保険契約の測定において含まれるべきである。
IASB のメンバー数名は、株主がこれらの分配から利益を得ることはないか（そして、それゆえ、これらは負債として、もし
くは資本として表示するか）、また、どのように取り扱われるか尋ねた。スタッフは、例えば、残存する保険契約者が存在し
ないランオフ状態のポートフォリオのように、監督者や政府がどのようにして金額を分配するかを決定する必要が出てくる
場合もあるであろうと回答した。スタッフは関連する開示について検討することに同意した。IASB のメンバーの大多数と
FASB のメンバーの全員がスタッフの提案に同意した。

保険契約に組込まれたオプションおよび保証の測定

スタッフは、組込デリバティブとして区分処理されない保険契約に組込まれたオプションおよび保証について説明し、
これらは現在の市場に整合的な期待価値アプローチを使用して測定されるべきことを提案した。

IASB のメンバーの一名は、保険契約者が最低限保証されたリターンを上回るリターン、もしくは、資産の運用実績に
連動した有配当性からのリターンを受け取る場合の契約タイプについて説明を行った。彼は、このような契約は、資産の
公正価値とともに、資産のプット・オプションの価値を含めたインプットを使用して測定されるべきであると考えている（事
実上、資産の運用実績の有配当性と最低保証のリターンとを交換する保険契約者の権利がプットである）。彼は、この方
法はビルディング・ブロック・アプローチにおいて取り扱われているポートフォリオの複製に類似していると考えている。彼
の最大の懸念は、保険者がプット・オプションを伴う有配当性に基づく資産の測定を行うのではなく、保険負債のキャッ
シュ・フローを測定した場合、適切な割引率を適用できるのかという点であった。これについて彼は、有配当性の資産の
運用実績からのリターンが著しく最低保証の金額を上回った場合を例に挙げ、その場合、保証は無価値であり、資産の
運用実績を反映した利率が使用されるべきであると説明した。もし資産の運用実績が悪ければ、割引率は保証された最
低のリターンに基づくべきである。

スタッフは、概念的には、このアプローチは単純な状況においては機能すると述べた。しかし、通常、資産プールの運
用実績もしくは保険者全体の運用実績に関連した特性を有しているプット・オプションを評価することは大変難しいと彼ら
は述べた。IASB のメンバーの他の一名は、保証に関するこのような無価値は、保険負債が一つの資産から形成される
極端なケースにおいてのみ生じると述べた。

しかし、これは有配当契約の典型的な性質ではなく、概念的に、ポートフォリオから予想される運用実績に関する固有
の利率は、負債計算の一部とされるべきであることを意図している。全ての IASB および FASB のメンバーは、スタッフの
提案に同意した。

審議会の議長は、以下のとおり、スタッフペーパーからの主要な原則を強調した。

「・・・最低保証が影響するこれらのシナリオにおいては、負債の測定に使用されるキャッシュ・フローは、最低保証によ
るものであり、基礎となる資産によるものではない」

保険料配分アプローチ- 発生保険金に関する負債の割引

IASB および FASB の議長は、Hub Global Insurance Group から受け取ったメモに言及し、割引の議論を開始した。
このメモは、デュープロセスに対する懸念のため、現在の審議会において割引に関する議論は行うべきではないことを
提案していた。両議長は、スタッフは詳しい情報に基づく見解を得るために、十分な分析およびアウトリーチ活動を行っ
ており、それゆえ、この論点について議論することは適切であると考えていた。しかし、両審議会のメンバーは、必要であ
れば、さらなる背景に関する情報を依頼するよう提案され、そして、さらなる利害関係者からのフィードバックも歓迎された。

IASB および FASB の議長は、個別にこのメモに回答すると述べた。スタッフは、割引の影響が重要であると見なされ
る場合、発生保険金は割引かれるべきであり、そして、割引の影響が重要でないかどうかを判断するための追加的なガ
イダンスは提供されるべきではないと提案した。これに加え、スタッフは、保険金発生日より 12 ヶ月以内に支払うことが予



本冊子は英語の原文を翻訳したものです。したがって、あくまでも便宜的なものとして利用し、必要に応じて原文を参照頂くようお願い致します。

PwC Page 3 of 8

想される発生保険金に対しては割引くべきではないとする実務的な対応を提案した。スタッフは、両審議会に対して、発
生保険金の主な種類について説明した。

 発生日後１２ヶ月以内に支払われるショートテールの保険金

 予想される支払いのパターンが、ポートフォリオレベルにおいて合理的に決定することができるロングテールの保
険金

 存在、金額および支払い時期が不明確であるロングテールの保険金

スタッフは、彼らの分析の一環として、米国における法定提出書類に基づく影響分析を行ったと述べた。これによれば、
合算されたレベルでは割引は重要となる。その一方で、スタッフは、特に米国における利用者の間で、割引に関する反
対論があることを理解している。両審議会は、割引の影響が重要な場合、発生保険金に関する負債には割引を求めると
する彼らの従前の決定を再確認することが求められた。

IASB のメンバーの一名は、保険金の支払いの時期に関する相当な不確実性が存在する場合、保険者は割引が求め
られるか質問した。これは、例えばツインタワーから生じるエクスポージャーのような、一度限りの事象に関する例外であ
る。仮に、極めてまれなシナリオに対する保険金であり、それゆえ、平均や前例として使用するデータが無い場合、保険
金支払いまでの合理的な期間は何になるのか尋ねた。IASB のメンバーの他の一名は彼の主張に同意した。

スタッフは、過去が将来を予測できないとするシナリオが存在するかもしれないが、しかし、この線引きをするのは非常
に難しいと述べた。

IASB のメンバーの他の一名は反対し、そして、割引を行わないことはビジネスを忠実に表わさないと述べた。これに
対し、IASB のメンバーの他の一名は、保険者が投資による利息の付与があれば、これが一度限りの保険金の助けにな
り、保険金を割引かないことは、会計上の非対称性をもたらすと述べた。これを基礎とすれば、彼は、この種類の保険金
を割引かないことに関して強く反対した。

投資家からのフィードバックを受けて、IASB のメンバーの一名は、保険金を割引後の金額で表示することは、情報の
欠落をもたらすかもしれないと懸念した。スタッフは、開示における情報は割引前の金額で表され、そして貸借対照表上
の金額に調整されることを明確にした。イールドカーブについても開示され、それゆえ、情報の欠落とはならない。

大多数の FASB および IASB のメンバーは、影響が重要であると見なされる場合において割引を要求することに同意
した。

スタッフは、割引の影響が重要でない場合に関する追加的なガイダンスは作成すべきではなく、その代わりに、実務
的な対応を開発すべきであると提案した。これは、重要性に関する一般的なガイダンスはあるが、特定の論点に関する
重要性ついての詳細なガイダンスがない、IFRS および米国の財務会計基準における現在の規定に一致している。

両審議会は、重要性に関するガイダンスを設定しないとするこの提案を支持したが、重要性に関しては継続的に再評
価することを求めた。スタッフはこの意見を受け入れたが、保険者が割引を行ったり、行わなかったりを繰り返すことは避
けたいと強調した。

公開草案（以下「ED」とする）およびディスカッションペーパー（以下「DP」とする）は、発生保険金に関する負債の測定
に関していかなる簡便法も提供していなかった。これまでの仮決定事項でも、この点に関し変更はない。しかし、スタッフ
は、発生保険金に関する割引の要件を削除することは、複雑性を低減させ、そして保険料配分アプローチを適用する際
のコストを削減すると述べた。スタッフはまた、彼らの見解として、実行可能な唯一の実務的な対応は時間を基礎とする
方法であったことを述べた。

両審議会は、保険料配分アプローチを適用して測定される保険契約に関しては、保険金発生日より 12 ヶ月以内に支
払うことが予想される発生保険金に対しては割引を求めないことを全員一致で同意した。両審議会は、また、保険金発
生日より 12 ヶ月を超過して支払われることが予想され、割引の影響が大きい場合には、保険者は発生保険金を割引く
べきであることに合意した。この予想は、負債が存在する期間にわたり再評価されるべきである。

スタッフは、あるポートフォリオの 10％の保険金が 12 ヶ月後に支払われると予想され、そして潜在的な割引の効果が
重要である場合には、その保険金の 10％は割引かれるべきであるが、残りの 90%は割引かれないということを審議の途
中において明確化のために追加した。
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計算の単位

両審議会は、以下の項目を含め、計算の単位に関する多様な疑問点について審議を行った。

 保険契約のポートフォリオの定義

 異なる適用に関する計算の単位

 リスク調整に関する計算の単位

スタッフは、（現時点までの仮決定に基づき）保険契約の測定に関する個別ステップを表したフローチャートを示した
上で、それぞれの段階における計算の単位についてスタッフの提案を説明した。

ステップ １： キャッシュ・フローの現在価値の測定（ポートフォリオレベルでの測定）

ステップ ２： リスク調整の測定（計算単位の規定なし。事業体固有の補償が考慮される。）

ステップ ３： リスク調整のポートフォリオへの配分（リスク調整をポートフォリオレベルへ分割）

ステップ ４： 残余マージン/単一マージンの決定（ポートフォリオレベルの測定）

ステップ ５： 残余マージン/単一マージンのサブ・ポートフォリオへの分割（残余マージン/単一マージンが正の数字
の場合）

ステップ ６： サブ・ポートフォリオレベルにおける残余マージン/単一マージンの解放（当初認識において残余マー
ジン/単一マージンが正の数字の場合）

保険契約のポートフォリオの定義および計算の単位の異なる取り扱い

ED および DP は保険契約のポートフォリオを「おおむね類似したリスクに晒され、単一のプールとして一括して管理さ
れる保険契約」と定義することを提案した。ED への回答者は、提案された定義についていくつかの懸念を表明した。数
名の回答者からは、より規範的な米国の財務会計基準の定義のほうが解釈しやすいとのコメントも上がった。

これらコメントへの対応として、修正された保険契約のポートフォリオの定義がスタッフより以下のとおり提案された。

 「類似したリスク」と「単一のプールとして一括して管理される」という表現を維持し、

 「同様な収益性の予想」という表現を追加し

 「おおむね」という用語を削除するために改訂する。

スタッフは、契約が類似したリスクの影響下にあり、同様な収益性の予想を有しており、かつ、単一のプールとして一括
管理されるかどうかを詳細に説明するために適用ガイダンスを提供すべきであると提案した。

保険契約のポートフォリオの定義は、どの計算の単位が以下の状況において適用されるべきか決定するとともに検討
された。

 残余マージンおよび単一マージンの当初認識の決定

 当初認識後の残余マージンの決定（IASB のみ）

 残余マージンおよび単一マージンの損益への配分

 カバレッジ開始前の期間と保険料配分アプローチの双方における不利な契約テストの実施

スタッフは、一定の状況（グループ化に関係なく、同じ測定結果が生じる際）において、計算の単位は測定の目的にお
ける問題点ではないことを理解しているが、（例えば、不利な契約の測定時など）他の状況では差異が生じる。

スタッフは、計算の単位には二つの目的があることを強調した。

 プーリングを反映すること。例えば、仮にグループが過度に広範囲であるため、損失をもたらす契約が利益をもた
らす契約とともにグループ化されることより、情報が省かれてしまう。しかし、仮にグループが過度に狭ければ、保
険の経済性が反映されない。

 契約の期間にわたり、全ての利益を認識すること。
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スタッフは、これらの二つの論点（ポートフォリオの定義と計算の単位）はとても密接に相互に関係していると考えてい
る。IASB のメンバー数名は、定義に同様の収益性の予想という表現を追加することに懸念を示した。彼らは、「単一のプ
ールとして一括して管理される」という特徴がすでにその性質をとらえており、そして、同様の収益性を求めることは保険
の性質（リスクのプーリング）に反すると考えていた。他の審議会のメンバーは、「収益性」という表現でスタッフが何を意
味したいのか、利益を生む契約か損失をもたらす契約かを単に区分したいだけなのか、もしくは、同様の利益水準につ
いて言及したいのか、明確ではなかった。

スタッフは、収益性を有するサブ・ポートフォリと相殺することで損失をもたらすサブ・ポートフォリオを隠すことを避ける
ために、単純に利益の上がる契約と利益が上がらない契約とを区分する目的で「収益性」という用語を使用したと回答し
た。

審議会のメンバーの一名は、ポートフォリオに関する提案された用語は「同様な収益性の予想」という表現を使用して
いるが、利益のある契約と利益のない契約は収益性が異なるため同じポートフォリオに区分することができない、従って、
この概念は定義の循環をもたらすと指摘した。審議会のメンバーには、循環を避けるため保険金と保険料の比率という
表現へ用語を変更することを提案する者もいた。

スタッフは、定義がポートフォリオの決定と整合する結果をもたらすのか質問され、提案した定義は ED で使用された
定義よりも狭義となっていると回答した。しかし、スタッフは適用ガイダンスを追加することを望んだ。

審議会メンバーの一名は、厳密なポートフォリオの定義は必要であると主張したが、その定義が本当にリスクを区別し
ているのか要件をレビューすべきであると述べた。

全体として、いつ保険契約のポートフォリオが計算の単位として使用され、そのゆえ測定に差異が生じるのかという疑
問があった。IASB のメンバーの一名は、この疑問は、「ロック・イン」の環境を想定して回答されるべきであると述べた。彼
は、「ロック・イン」の環境においては、定義が直接的に関連するのは保険料配分アプローチに関する不利な契約テスト
だけであると付け加えた。

数名のメンバー（FASB からのメンバーを含む）はこれらの疑問に同意したが、両審議会はすべてのステップにおいて
計算の単位を決定する必要があると結論づけた。

特定のステップに関する計算の単位の決定についても提案がなされ、審議会のメンバーの一名は、不利な契約のテ
ストは、ポートフォリオレベルではなくサブ・ポートフォリオレベルで行われるべきとの提案を行った。スタッフは、これは選
択肢の一つであると回答した。

審議会のメンバーは、さらに、サブ・ポートフォリオの変更はトラッキングやオペレーション上の問題を引き起こすので
はないかと尋ねた。しかし、審議会の他のメンバーは、会計上の目的は設定すべきであり、そして保険業界はその目的
を機能させるべきであると述べた。

スタッフは、どのように残余マージンをポートフォリオからサブ・ポートフォリオに配分するのか質問を受けた。スタッフは、
これは判断の必要な決定であると主張したが、必要ならばガイダンスを追加すると述べた。

両審議会の多数は、計算の単位に関してガイダンスが必要であることに同意した。両審議会は保険契約のポートフォ
リオが以下を含むことに同意した。

 類似したリスクの影響下にあり、

 類似したリスクからの解放のパターンの見積りを有する。

上記に設定した異なるステップに関する計算単位の選択に関し、なんら決定事項はなかった。しかし、スタッフは保険
契約のポートフォリオの定義を修正した上で、この論点について後の審議会に提案するであろう。

リスク調整の計算単位

合同の審議会にて審議されたが、この論点は IASB のみに関連する論点である。スタッフは、リスク調整を計算する際
の計算単位は、リスク調整の計算方法がリスク調整の全体的な目的を達成する限り、規定するべきではないと提案した。
このアプローチが保険の経済性、つまり、プーリングの概念と、保険者が異なる方法で行っているリスク軽減の概念と最も
整合している。ED においては、類似してないリスクの緩和から生じる分散効果は考慮せず、（ポートフォリオレベルで計
算の単位を設定することにより）類似したリスクの緩和から生じる分散効果のみを考慮した。これは、ED の回答者から大
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きな非難を浴びた。審議会メンバーおよびスタッフは、計算方法および計算の単位について審議を行った。どのように計
算を実行するかを規定するには、以下の二つのモデルの選択肢がある。

 キャッシュ・フローを合算し、リスク調整を事業体全体で計算する。この方法では、ポーフォリオレベルへの配分が
必要となる。

 ポートフォリオレベルでリスク調整を直接計算し、そして最終的な合算数値を得るために、個別かつ透明な調整
を行う。

FASB のメンバー一名は、分散効果の存在を実証するのが難しいこと、そして、提案されたようなリスク調整の計算方
法では経営者に極端な自由を与えることになるであろうと述べた。IASB のメンバーの数名は、彼の主張に理解を示した。
IASB のメンバーの多数が、リスク調整および計算方法を開示すべきであることに同意していたが、分散効果が有益な開
示であるかについては懐疑的であった。全体的な開示に関しては、今後の審議会で議論されることが同意された。

審議会のメンバーの一名は、ポートフォリオレベルの計算では他のポートフォリオの存在を考慮しているかもしれない
が、（ポートフォリオレベルで計算されたリスク調整の合計に追加される）企業レベルでの分散に関する調整は、既にポー
トフォリオレベルで考慮された効果を二重にカウントしてしまう可能性があるのではないかと懸念を示した。これを理由に、
この審議会のメンバーは、ポートフォリオを計算の単位として維持することを支持していた。スタッフは、潜在的な二重カ
ウントを避けるために定義を変更することに同意した。

審議会メンバーの大多数は、リスク調整の計算に関する計算単位を規定しないというスタッフの提案に同意した。

不利な契約

スタッフは、以下に関する不利な契約の定義、認識および測定について審議を行った。

 カバレッジ開始前の期間におけるすべての保険契約、および

 保険料配分アプローチが適用される契約において残存するカバレッジ期間の負債

スタッフは、不利な契約テストは保険負債の測定に保険料配分アプローチを使用している場合にのみ必要となると説
明した。（カバレッジ開始前の期間後に）ビルディング・ブロック・アプローチを適用している場合には、現在価値に基づき
測定されるため、自動的に予想負債が全額認識されることとなる。

スタッフは、以下の定義を提案した。

将来キャッシュ・アウト・フローの予想現在価値（IASB においてはリスク調整を含む）が以下を上回った場合、その保
険契約は不利な契約である：

 将来キャッシュ・イン・フローの予想現在価値（カバレッジ開始前の期間）

 残存期間に関する負債の帳簿価額（保険料配分アプローチ）

この提案は両審議会に受け入れられたが、投資収入はすべての契約から控除されるべきとする追加的なガイダンスを
付すよう求められた。しかし、保険料配分アプローチにおける潜在的な将来の保険料は、将来キャッシュ・フローの予想
現在価値に含まれるべきである。両審議会は、事実および状況から保険契約が不利な状況にあることが判明した場合、
保険者は不利な契約テストを実施すべきであるというスタッフの提案を受け入れたが、適用ガイダンスに特定の事実およ
び状況を追加すべきことを依頼した。

スタッフは、不利な契約は、カバレッジ期間の開始時点で負債を認識した方法と同じ方法で測定されるべきであり、予
想される投資利益は控除し、割引の効果は含むべきであると提案した。これは、保険料配分アプローチを適用する際に
おいては、カバレッジ開始前の期間およびカバレッジ期間双方への提案である。IASB のメンバーの一名は、不利な契
約テストにおいて割引を求めることが提案されているが、保険料配分アプローチにおける保険金負債に関する実務的な
取り扱いにおいて、保険金に関する負債が割り引かれていない場合、不利な契約テストとはどのような相互関係となるの
か尋ねた。IASB のメンバーの他の一名およびスタッフは、もし割引かれた金額が利用可能であるならば、このケースの
場合には実務的な対応方法を適用する理由がないため、企業は割引を適用すべきであると提案した。

反対者は一名であったが、両審議会のメンバーはスタッフの提案を了承した。実務的な取り扱いを使用した負債の測
定は、さらなる審議会のために今後の審議会において再度取り上げられる。不利な契約の測定を更新する頻度および
IASB の考え方において不利な契約にリスク調整を含めるか含めないかについても、今後の審議会で検討される。
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IFRS 第９号に関する議論

１２月１３日に IASB は IFRS 第９号の限定的な改善に関する潜在的な論点について議論を行った。スタッフおよび審
議会は、IFRS 第９号はおおむね理にかなっているが、以下の点を含み、ターゲットを絞った改善が必要であることに同
意した。

 （金融商品の性質のテストなど）既に IFRS 第９号を適用している者から提起された特定の実務上の問題点を検
討する。

 金融資産の区分処理を考慮する。

 保険契約プロジェクトと保険契約の裏付けとなる金融資産の会計との間の相互関係を取り扱う負債性商品に対し
OCI もしくは第三のビジネスモデルの使用を考慮する。

 現行の、資本性金融商品に関する OCI 適用の例外（保険者を含み複数の関係者は、これら金融商品の認識の
中止に伴いリサイクリングを許容することを審議会に求めている）について修正を検討する。

審議会は、最初の３つの論点に関して今後に審議会において議論を行うことを決定したが、最後に一つについては
棄却した。
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