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Ⅰ はじめに

���	
��に�まれた�����の

なかで�����び�����の��のため

の���１����� !"#$%�����	
���

�����&にて'(����� )*+,-��!

"����� あるいは����という&が

.�の���/01の)2に3して4たした

56�78や�9:の;<=>�を?�とし

た@AのBCについては�DにひろくEられ

ている+

!"����の���のFGHIを@Jす

る���$KL��,-�����$KL�とい

う&２ は����$KL����� '(����� 

)*&によってM��に@Jされた;NOK

を�9:のPQ�=RのSTのUVとWXY

Z[\の]^Vを?_して@Jする`Lとし

て����� ５a��bにcdefされた+

このおよそg	hのi�$KLの'(jに

よりkCな9:@Jをlてきた!"����

であるが����$KLによるm\no=pq

にrするs�tのuvは����� の��'(

,wxめてのことである+s�tの6yは�

zをOKし�その{|にはどのような}~が

�じうるのか+��では�WXYZの��p

qへの*��なスクリーニングHo��の�

�から����$KLによりsたに�り�まれ

た�m\no=pq３s�t���な����

をとりあげ�その����と`�の��を�

じ���s�tの{|に�して�えられうる

}~４を�らかにしていきたい+

���
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Ⅱ ��������	
�な���

の��

１��14�����の��５と�な����

 

������により�それまでの���	


�び����のふたつの����を���

��� ��������	 
���������	

���������������という�に�

��し��� !の"#�が$られたものの�

��%�
は�&なる'(��)*の+,を

-�なくされた.しかしこれは������に

よる+,が/0であったことを12するので

はなく�345�67の'(89に:う;�

<=の���>の?@AB8のCDであると

Eわれている.６

��%�
FG�	
�
����������

��	�������７ は����H��Iと����H��IにJ

EをKLし�それをMけて���NO�	


�������	�
��������������	�������


���８ が������のPQRSにとりか

かった.��NO�	
は���TUメカニ

ズムのV�に�するPQグループ��������

���	������	������	�������	������

���	 ������ ���������	 �����	����


�������������PQグループ�と

いう�をWXしてQYRZにあたらせた.�

�NO�	
は���� H４Iに�[E�９ と

してまとめたQYたたき\をFG�	
に]

して[^した.FG�	
の1_をMけてさ

らに`aRSがbめられ���� H��I��N

O�	
は�3cdefg���� をFG�	


にhiした.

この�3cdefg��に]し�����H２

Iに������はjらの1k4[Yをl

す�1k����をRZし�mnAなopをq

て���NO�	
はFG�	
に�����

�QY�びrsfg�Y��tをuむ�mnd

efg��� をvwした�����H４I�が�

M!xyz{|}と�~の����の２�

については�その��で�だ'�テキストの

�1には�っていなかった.�� FG�	
は

������QYを��%�
�	
��!に�

り�その�1k�を�めた.�	
�は����

H４I�"�に�1k��#をKLし�それをM

けて����の��が�*して��されたが�

M!xyz{|}については�ベルギーがm

�まで�1しなかった.ベルギーは�H５I

���のFG�
�において�{M!xyz|

}の���QYからの��を�めて����

を�めたが��され����] !ヶ7���

５ヶ7.��1kはベルギーのみ������

��は�{M!xyz|}をuむかたちでK

Lされ��５I� �から 7に¡¢�£され

た.

������による��¤Xにかかる¥な'

(+¦�は�§¨©�~によるM!xyz

ª«�¬M!xyz{|}�®な¯°±�

の²8�³よく´=されたµ¶の¨·¸¹

によるº��~による»�	
での¼½ª

«)*�いわゆる�パイロット���の¾

¿�ÀnC�の¯ÁÂ´ÃÄÅÆÇの{W

のÈ�である.�$Éに§から³については�

ÊR¹AにN¹されることがË�されてい

る.
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２��������	
��な�����

をめぐる����

� ��	��の��

������で��された��	な
��を

っているか���������	�
��������	�	�


�����������という��については�

�����に��された������の����に

おいてすでにその�����を�ることがで

きる 

������の!"においては�その�#に

あたった$%&'()が�*+,-.��に

/0を�えるつもりはないことを12したが�

�34に56
78��9:���9３;�な<

=てか>かを?@するABに��<=が2め

られる�CDの�E�Fみ���������	�
�

�����
���	��
���		����を�えるかどう

かが��された ��しかしこれについては�

���������������GはHIにJわらず��

をKりFむことにつながるというLMN�や�

OPの*+,-.��よりもQRSTにとっ

ては*+,-な9�がUくなるというVWか

ら�XYされなかった ��������におけ

るST<=は�あくまでTZ[QのQを\

えるSTの��に]するべきものという�S

T^_`aとしてbcづけられていたのであ

る 

de���������のfghは�����

��ではijしきれなかった`kのlmnに

あり�opよくqrなs�tをu+するev

をwることがxrのy�であったため�z{

よりもハードルのUい|}ABが~�とされ

たのである 

x��な��は��ABがSTの<=Zの

��につながるのではないかというVWであっ

た これについてはTZ��'()のx��

������にも��ABの��への��が�

されている 

��� TZ��'()は�s�を��G�な

��をせずに��できるような��らかの�

��な���cを�?�に�えるべきか>か

を��した 1かに�?�は��の*+,-

.ABのi�を�じて�ある��の�#op

n を¡みている�¢�が��£のs�¤¥

�tの¦�からすると78ではない �¢�

�たなZ�を�?�に�えることは�TZ�

�'()としては��?�に�えられる��

が§くなりすぎて��?�が¨いたいs�だ

けをNのままに|ぶことを,-にしてしまう

と©える それはSTの<=て�のª�な�

:を«くことにもなる�¢� 

�� �¢�この*+,-.�ABを¬Yす

るという��は�ST<=Zを�:するため

のものではjしてなく�{に®けて�その

Z�を¯°に±²することをN³している 

いかなるSTも´µに�?�に<し=てるこ

とが,-であり�その<=が*+,-かどう

かを?@するのも¶きkき�?�である た

しかにこの��により��£は*+,-だと

されるs�のうちいくつかは�{�には*

+されないということになるであろう CD

には�その·¸において�¹���による�

G�なj�をºられる,-.がいくぶんか»

じられるというs¼が½じるであろう 

�� �¢�¾¿�あるいは¾D�`kきを

ÀÁTZ9:における*+,-.�AB��	な
���のÂÃとTZ�?�Ä-のgÅ ÆÆÇ



�わず�������	の
��には��

�	がある���の�������に�らの

��はない�それらは�����に��されたも

のであり���の�たな��に�じて !し

てはならない�"は�もないのである�#$%

�� #$%���は�その&'()*は+

なくとも��'(には,-システムの./に

とって0�1な23となる���が4く�5

6されるべきである�むしろ����によっ

て#0��とされる%78をうける9:の;

<は�=>?が���を�@やかにかABに

か�どのようにCDするかにかかっている�

#$%E#FGHIはJKLパラMN%

� ��の����

ここでは�,OPQRSのTUをたどり�

���にVみWまれたXYをZる[\かりと

したい�

�]�������	グループ��������	�


�メカニズム���リスト�び����

^��T_LPQ�`は�まずPQグループ

#�		
��	%をabとしてcめられた�

PQグループdef�リスト��では3g�の

fhはされていないものの���なijkd

eのリストとして�l�,-のdmをnわず

にできる&'(deEとl�,-dmをop

とするdeEのふたつにqけ�rsのtの

#uv !をnわない%wxシステムyで�

�なz{9|として�lフィルタリング}�

の~�Eがあげられている�

そのr��６�の��JKL��では�l�,

-dmをopとするdeEについて�

l１���の�あるいはリフォームした�

����p:を56することにより����

��の��をあげることで���を��する

ためのより�い����=�が�=>?に�

えられるべきEとの�Kがhされており�こ

の�Kが���(な���������jに

�けた��の�れをつくったと�えられる�

���������������グループ��

�����は������２�に�
�����

アイスランド������������ ¡=>?

��������¢9£¤�の３ を¥�T�と

する ¡=>?¦§グループ#� ����!�"�

��"�#"�!�����"#����"��!"$
����

���!%%を�jし�¨のPQグループf

�をもとに�より©ªな�Kをとりまとめる

よう«hした�¦§グループは������９�

に�����にf¬したJKLのtで���

�����にして®のようにf¯している�

lwxの�������をd_するという

°±もあるが�²qではないだろう�³めら

れているのは��´のµWみがない��だけ

でなく�¶ªなそれほど·p�のない�¸を

fPしているような��を¹ºする[»であ

る�そんなことをすれば¼われない½¾sが

でるという¿ÀXµにÀし�¦§グルÁプと

しては�,-��をÂÃするÄÅ(ÆÇは�

ÈÉのÉy=>?およびÊËにあることをÌ

ÍÎしたい�E��

�Ï�������	グループ��� ���


�����５�のPQグループdepÐ

É Ñ Ò Ó U Ô ^�&Õ ^１NÖ×Ø



������������では��������	
�

��の���な����の�の３つのオプ

ションが��されている�

�������２�������� 
�にサ

ブパラ	として��	
��!の"#�な$

%を�&していないもの������������

���������������	������������������

���������������を'(する

)�������*+の,-�に�,-される

�.として�/��!の"#�な$%を�

&していないもの0の1.を2える

34+した�5/678は��!の"#�$

%を�&していない*+の9:を;<する

ことができる������������������

����������������������������������

��	������������� ����� ��� �������

����
�0の=2

これら>つのオプションに?し��  �@５

ABCDEFは�	
��9:におけるG

HIのJ�にKL�なMNを�し�OPQR

DEFにSして�TO*+PへのUVをWX

しながら����な	
��GHIの5Y

をZ[するよう\�したのである�Z]は!

^�_を`aにbめられることとなった�

�c�����������	
������

そのdの&eグループでのfgにおいて�

GHIは�hパッケージの�iであるという

jklと�GHIのm�はTO*+Pをn�

するものであるというokpSl�フィンラ

ンド�ハンガリー�オーストリア��など�

!"#もq7�にrsがわかれた�

ドイツとスイスは�それまでの_5では6

78の6tがuりにvくなりすぎるとして�

wx_を�_し��$ それがわずかにy�され

たのち��  �@OPQRDEF�_��z�%

にp{された�|��の_5�&�������

'
(�は�のとおりであった�

/)��������
�

	
����������������������������

��������������������������������

������������������������*�������

������������������������������������

���������������������������������

�������+��������������������������

����������
0

�  �@OPQRDEF�_は��*+Oは

/}~な���0を�っていない�)*+�

.には���や��zの�����に?する

��な$%が�まれていない�3*+�.は

���な�1についても�ら�&していな

い�という３つの1.に�K�に��������

�������~する�.は�	
となるという

����� をとっていた�

_5Z[Z]の��は�TO*+PへのU

Vをめぐって�(�[lとpSlの�で��

�をたどり�����z��の�  (@４A�

�になっても��  �@��zからの5Yにo

しy�が2えられた�,のみで��rへのb 

はなかった�

�Mをs¡っていたOP678も�  �@の

OPQRDEF��zにSする¢らのwx�

_を�£した�678�_には�*+が¤に

���の¥Nで¦§されないよう������

¨©OP��における	
��GHI/}~な���0のªmとOP678«�の¬  ®



�１����にならったセーフガード��が

��されていた�

���������	
�

�����������������������������

����������������������������������

��������������������������	
����


������� ����������� �� ������������

���� ����������������������������

���� ������������������ ���������

����� �� ��� ��������� �� ���

�������������������������
������

����	�����
�
����	���	�����	�

��	���	 �	� ��� ��������
 �������

���
	�����������������	����	��

�����������	���������������������

��������������������������������

�����������������������
	�
��

���

���������	���	�
����
������


�����	�����������

�����により���を��することは

��され� !!��� !"#$%�� !!��

&'(�の)�が*+#$%で,-に.され

た�/0で12が34� されたが�56は*

+789%:に;ちこされることとなった�

そこでは�<セーフガード��の=>�?@�

AびBCDEFGのHIルールのJKについ

てLMNOで:PにQった�

<セーフガード��

 !!��� !"#$%�にRえ�SにTU

レベルでFVなWXがYわれなかったZ[が

\]されことを^ぐために��������������

�������������"�����������������

��������������������������������

����������������	という?@が_Rされ

た�これは���`aのbc�deはfg�

Tにあるべきという�hijklへのmnで

あったともいえる�

BFGのHIルール

op&'qrs#$%�tのもとで�CD

Eを!Gしていくには�'uv����������

をwxする��がyzであろうとの{|しか

ら�２��は&'(の}v~rsv~でのみ

FGすることが�められた��#��I�� !

�２���

���
���

LM�に34された�#��I��# �は�

����	���8��jDE�３�について�

��の�Iを�
として�き�え�C�_RD

Eを�
として��した���

���������	

�
���������������������������

������������������������������������

��� �������������� �������������

����$

� �����３��

! ��������	���
	��
�������

�
��	�����	���
����	������	��

���


����������	�����
�
����	���	

��� ��	��	���	 �	� ��� ��������


������� �������
 �	 �����	����	 ��

��� ��������	 �	 ��� �����
 �	�

T � � � � � �#%� �１����



���������	
����
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�����������

�� �	������� �	��	 	
�������

���������������
�������������


����������	
�

Ⅲ ���な�����	
�の�

１�セーフガード��の
����

�����により��された������

�����������の��は�ある��が�

����び���により��された� の

!"のために#$��の%&の'(が)めら

れる*+�,-./01により�#に'(さ

れなかった23である*+には�たとえ��

�が4#な567を8っていない*+であっ

ても�567が9:であるという;<で5=

;とはされない�という>?となっている@

�ABにCするDEのFGであったH��

� I�のJKは�こうしたセーフガード�

Lにより�MNのOPがQられたようにもR

える@しかしJKの%SはそれほどTUとも

Vえない@

��のWをたどれば�DXYな��&

Z[\の２�３]^で�それまでおよそ３_

^Wされてきたセーフガード�Lは�`a

bcだけにとどまらず�その.dもEきくe

fされた@

�のセーフガードは�� /01のg&に

より���������のhi�１Lj�をモ

デルにしたものである@� /01は���

����を�kきにしたドイツlスイスg&の

`aでは�H���の=;mnoABとして

はハードルがpすぎるというqR��をもって

いた@また����������のhi�１L

j�はMrY67にsわるものであり�0

t��でuされた１L�������LのvY67をw

xるMrY67�yzから{り|されている

}~23のOP���-の�Iや��にかか

る>?Y����の��など�のO�ABを�

=;mno�ABにもN�できると��して

いる@�	

����の��みにおいて��%&'(が)

められる*+�とはどのように�えたらよい

のであろうか@�����l�����パラ


�では��%&'(を��とする23には�

とりわけ�その9:なoSにもかかわらず�

��の��もしくはO�に��を�ぼす"E

なJKまたは-.�にsする"�JKをg�

する23を�む�������と�べている@

��は���の��lO�wの"�なJKが�

��が�える567の9:さにかかわらず%

&での'(がなされるということである@ま

た�-.�にsする"�JK�がセーフガー

ドに�まれると�����が�べたことは�

�される@��� での�MrY"�o

������������������というa¡は¢を

£し�むしろ-.�wの"�JKが�%&'

(のC¤であることを¥¦Yにuしたことに

なる@これは�� /01は��-の-.§

¨の©ªl0«を!"するというyzのq¬

での�®o¯;�からは°れていくmno

をu±している@

また,のセーフガードは�-.²³の´µ

oに¶·が�かれており�tえば�-./0

1で#$��にCする�¸な'(がなされて

¹º� ��における=;mno�AB�4#な567�の»¼と� /01½nの¾¿ ÀÁÂ



いれば�����か�かの��は�	
の�

�の��にかかることを��する����

�が��できるものであれば�クリアすべき

�������が�き�げられ����	


 にとっては!"#$へのハードルが%くな

るのである�それは�&'�にとっては� 

()�*の��にしたがって+'の��,-

.に/しむ01,な234け56ともなる�

２�����の���と	
�

789な��:�����������	���	
���

����;<とは=を��するのか�>�?@A

のBCDEAは�FGHIにJえられたKL

�についてこうMべている�

7�� このFG:89な��;は�HI

にNかれたものである:これもOPされたK

L�のQRである;�:S;それは� ()�

*の�TUのVW,XYをZじて[\,��

を]
するHIを��にし�かつ�それを^

QとするU,FGである�<ここに_�され

ているのは�まさしく`aなFGのb@であっ

ても�それを-cにdefHIするのはgな

らぬ)�*であり�)�*にはKLなHI(

がJえられ�それをZじて�Tをhiするj

kがあるということである�もちろんlmn

�において������������が=を��するの

か�また	
 にとっての	���	
������を

どうopするのかについて�?qがされなかっ

たrではない���

さらにs�tいのが�7��)�*でu9

に#$された:	��������	���	���	��

��������������;<というQvのHIである�

BCDEAでは�このFGのwxを7 ()

�*は�yvが��)�*でu9に#�され

なかったz{には�	
をその|}な�~の

ゆえに��することはできない�この+�は�

�����の��であるが��しい����

���のde��すべてのyvが���,レ

ベルまたは��レベルで�U#$を�けるこ

とを]�するものである<��とBCしている�

�Mのとおり�この+�はlm����で�

Pされ�&'�の+'��の234けQRと

なっている�

しかし-cに�����#$の��で�こ

のQvをどうHIすればよいのであろうか�

この+�のFGは�-�b@の>�+:��

,��;�� や��の�������のひとつ

である��,������:+'>��+１

���;との��を��する^Qがある�

+'>�+は�7�
�����������������

��	����	������������������������


���������
������	�������
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