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容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書（案）に対する 

パブリックコメントへの意見提案の呼びかけ 

 

皆さまにはますますご活躍のことと、お喜び申し上げます。 

2011年 8月の国会請願の採択を受け、2013年 9月に始まった「産業構造審議会の廃棄物・リサイクル

小委員会-容器包装リサイクルＷＧ」と「中央環境審議会の容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会の合同

会合」は、2014 年 9 月（第 15 回）からストップしていましたが、2016 年 1 月より再開され、残された課題に

ついての論議が進められてきました。 

しかしながら、再開した合同会合での発言時間は一人 90 秒しかなく、しかも 1 日に 2 回しか発言機会

がないという、まったく論議が進展しないアリバイ的な会合に留まり、他の委員からも議論が不十分である

ことへの批判が出されていました。 

こうした中、2016 年 3 月に省庁主導による「報告書（案）」が取りまとめられ、4 月 4 日からパブリックコメ

ントに付されることになりました。その内容は、事業者が主張する“現状を変える必要はない”ことや“事業

者利益の優先”が色濃く反映されており、残念ながら、私たちが国会請願署名で提案してきた拡大生産

者責任の強化は盛り込まれませんでした。しかしながら、私たちは将来世代の生存可能性を奪わないた

めに、一歩でも二歩でもリデュース、リユースが進むような見直しを実現したいと働きかけ、いくつかの項

目については、次につながるよう検討や実証を盛り込むことができました。 

これらを踏まえ、３Ｒ全国ネットワークとしてのパブコメ案をつくりましたので参考にしていただき、以下の

とおり、皆々様からの意見提案を検討して、実行していただけますよう、お願いいたします。 

2016 年 4 月 12 日 

容器包装の３Ｒを進める全国ネットワーク 

 運営委員長 須田春海 

副運営委員長 中井八千代 

記 

1. 別紙の3Ｒ全国ネット案を参考にして、5項目以上をピックアップし、適宜、皆様の団体の判断で意見や根

拠を追加して、5 月 6 日までに提出してください。 

2. 提案する「意見」は、3Ｒ全国ネット案をそのままコピペするのではなく、必ず、文言や表現を見直して、ま

ったく同じ文章（意見）の提出にならないように注意してください。 

3. 皆様の判断で、3Ｒ全国ネット案にない意見を出すことは全く問題ありませんので、ぜひ実施ください。 

4. パブコメは、団体だけでなく個人でも出せますので、個人情報（氏名・住所・電話番号）を提出することに留

意して、可能な範囲で、団体内に取組みを呼び掛けてください。 

5. 提出は、e-Gov やメール、ＦＡＸかは問いませんので、皆様が取り組みしやすいように実施してください。 

以上 

【参考】 
●環境省の WEB サイト 
http://www.env.go.jp/press/102363.html 
 
●経産省の WEB サイトからは、e-Gov に。 
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195160001&Mode=0 
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■容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書（案）に対する意見の

募集について 

団体 容器包装の３Ｒを進める全国ネットワーク 運営委員長 須田春海 
住所〒102-0082東京都千代田区一番町 9-7一番町村上ビル 6F市民運動全国センター内 

Tel：03-3234-3844 Email：reuse@citizens-i.org 
案 頁 行 意見の概要（８０字） 意見の内容（８００字以内）  

① 1 4 法律の略称として「容

器包装リサイクル法」

が使われていますが、

上位法である循環型

社会形成推進基本法

を踏まえ、「容器包装

3R 法」と呼称すべきで

す。 

（71 字） 

法律の略称として、「容器包装リサイクル法」が使われています

が、「報告書（案）」の具体的な内容は、リサイクルだけでなく、リデュ

ースやリユースについても記載されています。容リ法の上位法である

循環型社会形成推進基本法でも、リデュース、リユース、リサイクル

の優先順位が明記されています。しかも、2013 年 5 月に閣議決定さ

れた第三次循環型社会形成推進基本計画ではリデュース・リユース

（2R）の取り組み強化が謳われています。 

これらを踏まえて、2R の重要性を世論喚起するためにも、法律の

略称は「容器包装 3R 法」とすべきです。 

法律の名称も、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律」を、「容器包装の発生抑制、再使用、再生利用の促

進等に関する法律」に改定することが本筋といえます。 

② 13 13

～

14 

プラスチック製容器包

装の分別収集は、完

全実施している自治体

の割合は 65％に留ま

るため、プラ容器の役

割分担には課題があ

ることを明記すべきで

す。 

（70 字）  

プラスチック製容器包装の分別収集を実施している自治体の割合

が 75％とありますが、実際には“トレー”しか回収していない自治体も

多くあり、完全に実施している市町村は 65％に留まっています。 

「報告書（案）」のｐ12 の 19 行にも、分別収集を止める自治体が出

てきていることが明記されていますが、これは重大な問題の記載事

項です。容リの制度では、自治体の分別収集・選別保管に2500億円

もの税金がかかっているため、市区町村の財政を圧迫していること

が大きな原因です。 

これらのことを踏まえ、プラスチック製容器包装の分別収集・選別

保管の役割分担には課題があることを明記すべきです。 

今後、制度から離脱する自治体が増え、リサイクルされないプラス

チックが焼却されることになれば CO2 排出が増加し、世界が合意し

たパリ協定の趣旨に反することになります。 

③ 14 12 海ごみには、海洋漂流

ごみだけでなく、海岸

漂着・海底ごみも含ま

れるので、文言を修正

すべきであり、更に標

題の対応にも「海ごみ

対策」を明記すべきで

す。 

（72 字） 

「海ごみ」には、海洋漂流・海岸漂着・海底ごみが含まれるのであ

り、社会問題化しているのは「海洋漂着ごみ」だけではありません。

文言を「海ごみ」に修正すべきです。 

更に、2015年のG7エルマウサミットで、各国首脳が「海ごみ」問題

が重要な問題であると認識した重要性に鑑み、本文だけでなく、標題

にも明記すべきであり、「（６）地球温暖化問題や海ごみ問題等への

対策」とすべきです。 

④ 14 12

～

16 

海ごみ対策や散乱ご

み対策の重要性に鑑

み、飲料容器の回収

について、日本の現状

にあわせたデポジット

制度の導入を検討す

べきです。 

現在の市町村回収は、消費者がペットボトルやプラスチック製容器

包装をごみ袋などに入れて排出していますが、風の強い日など袋ご

と散乱している光景がよく見られます。カラスよけネットをかけたり、コ

ンテナなどに入れていても、風でめくれたり、コンテナからこぼれ落ち

たりして散乱しており、それらも海ごみの原因の１つになっていると考

えられます。 

また、多くの飲料容器は小型化が進み、持ち運びやすくなったた
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（61 字） め、使用後にポイ捨てされやすくなりました。この対策としてはデポジ

ット制度による回収が有効です。デポジット制度が散乱ごみ対策にな

ることは既に多くの国々で確認できています。オーストラリアのニュー

サウスウェールズ州では散乱ごみの 42％が飲料容器であるため、そ

れらを無くそうと飲料容器のデポジット制度が開始される計画です。 

デポジット制度の運営方法は、導入している国や州により大きく異

なっています。日本では小売店で回収する方法がよく紹介されます

が、他国では小売店回収を禁止している地域もあります。また、デポ

ジット制度を行政回収と並行させたり、既存の回収事業者の施設や

酒屋を回収施設として利用することも可能です。 

日本でも散乱ごみの多くが飲料容器であることは確認されており、

日本の現状にあわせた社会全体のコスト低減につながるデポジット

制度の導入を至急、検討すべきです。 

⑤ 

 

 

 

14 22 消費者の分別意識向

上のためには、容器包

装の材質や特筆を熟

知している事業者から

の情報開示と啓発活

動が、より重要である

ことを明記すべきで

す。 

（68 字） 

消費者の分別意識向上のためには、消費者・自治体・事業者の連

携が必要ではありますが、それだけでは十分ではなく、容器包装の

材質や特筆を熟知している事業者からの消費者への情報開示と啓

発活動が、より重要です。また、よりいっそう CO2 排出や環境負荷の

削減を進めるため、容器包装ごとのライフサイクルアセスメントなども

検討して実施すべきです。 

さらには、今日的課題として、散乱した PET ボトルやレジ袋が最終

的に海ごみにつながっていることの問題が指摘されています。ポイ捨

てする消費者にも責任がありますが、そのような容器包装を販売して

いる事業者にも責任があります。 

従って、このような容器包装を製造＆販売する事業者と利用する

消費者には、散乱ごみ防止のための責務があることを明記すべきで

す。 

⑥ 16 3 

 

「リデュ－スの推進」の

ための施策として、マ

イボトル・マイカップの

推進を盛り込み、おし

ゃれな冷水器の導入

などを検討すべきで

す。 

（62 字） 

製造段階や小売段階での取り組みだけでなく、そもそも使い捨て

の容器包装を使用しないためのマイボトル・マイカップの普及を推進

し、リデュースを進めるべきです。 

そのための具体策として、駅やキャンパス、スタジアムなどの人が

集まる場所や人通りの多い場所に「おしゃれな冷水器」を設置すべき

です。日本の安全でおいしい水の提供であり、夏場には不可欠で

す。 

例えば、設置費用を企業から募り、企業の広告入りとすることも考

えられ、コンソーシアム等でそのような検討も進めるべきです。 

⑦ 16 25 「環境配慮設計に関す

る手引き等の活用や

優良事例の共有」に賛

成します。積極的に公

開の場ですすめてくだ

さい。 

（52 字） 

容器包装の発生抑制のためには「環境配慮設計」がもっとも重要

であり、拡大生産者責任（EPR：Extended Producer Responsibility）の

考え方の根本でもあります。ぜひ、積極的に公開の場ですすめてくだ

さい。 

既に、先進的な事業者の取組みは始まっています。たとえば、これ

まで店頭の陳列のために無駄な容器包装（例えば、中トレーなど）が

使われることが多かったですが、エコロジーのために中トレーを廃止

したメーカーがあります。このような情報を消費者や事業者で、積極

的に共有すべきです。 

⑧ 17 23 レジ袋は、わずか数分

程度の存在役割しか

なく、かつ代替は容易

であり、過度に消費者

子供から大人まで、誰でも取り組める発生抑制が「マイバックの持

参」であり、レジ袋の有料化は過度に消費者に負担を求めるもので

はありません。多くの自治体で行われている「ごみ収集有料化」のほ

うが、代替性がなく、消費者には負担のはずです。 
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に負担を求めるもので

はありません。 

（56 字） 

レジ袋はすぐごみになる一方で、他のプラスチックとともに海を汚

染し、海洋生物へ深刻な影響を与えていることから、世界では国単

位での規制が大勢となっています。レジ袋有料化を日本だけが選択

しない理由はあり得ません。 

「レジ袋がごみ出しの小袋になり便利だ」との意見が聞かれること

がありますが、CO2 排出削減のためには、可能な限り焼却ごみを減

らすことが必要であり、ましてやプラスチックを焼却処理することは論

外と言わざるを得ません。 

海外の規制状況は、おおむね以下のとおりです。 【欧州】スウェー

デン（有料化）、フィンランド（有料化）、デンマーク（課税）、フランス（禁止予

定）、オランダ（有料化）、ベルギー（有料化）、ルクセンブルグ（有料化）、ドイ

ツ（有料化）、オーストリア（有料化）、イタリア（禁止）、スペイン（有料化）、イ

ギリス（有料化）、アイルランド（課税）、アイスランド（有料化＋課税）、【アフリ

カ】カメルーン（禁止）、エリトリア（禁止）、ソマリランド（禁止）、ケニア（課税）、

ルワンダ（禁止）、ボツワナ（有料化）、南アフリカ（有料化）、【アジア】韓国

（有料化）、中国（有料化）、香港（有料化）、台湾（有料化）、ブータン（禁止）、

バングラデシュ（禁止）、【アメリカ】ハワイ州（有料化）、多くの市・郡でも規制

を実施。 

⑨ 17 36 レジ袋使用規制に関

する地域での自主的

取り組みは行き詰まっ

ているため、国がレジ

袋有料化を法律で定

めるべきです。 

（54 字） 

【A 案】 前回（2006 年）の容リ法改正で、容器包装利用量が年間 50

トン以上の小売事業者に対し、レジ袋削減の取り組みの定期報告が

義務付けられました。これをきっかけに、2007 年から 2009 年にかけ

て、自治体等との連携により、スーパーを中心にレジ袋無料配布中

止の導入が相次ぎました。が、小売店間の競争が激しい首都圏と近

畿圏の 2 大都市圏では進展しておらず、実施している業態もスーパ

ーに限られ、コンビニでの実施はほとんどありません。 

また、いったんは県単位での自主的取り組みの合意が形成しかけ

たにもかかわらず、1 スーパーの反対で頓挫したというような事例も

あります。2010 年以降は、このような動きもあまり進んでおらず、自

主的取り組みの限界が明らかになっています。 

レジ袋は、すぐごみになる一方で、他のプラスチックとともに海を汚

染し、海洋生物へ深刻な影響を与えているため、世界各国で規制が

進められています。日本も、早期にレジ袋の使用規制を制度化すべ

きです。 

【B 案】 レジ袋使用規制に関する地域での自主的取り組みは行き詰

まっているため、国がレジ袋有料化を法律で定めるべきです。 

2013年5月に閣議決定された第三次循環型社会形成推進基本計

画で、「リサイクルより優先順位の高い２Ｒ（リデュース・リユース）の

取組がより進む社会経済システムの構築を目指して」、6 つの取組み

が明記されています。 

そのなかの第一番目、「①社会経済システムとして２Ｒを推進すべ

く、国民・事業者が行うべき具体的な２Ｒの取組を制度的に位置付

け」る代表事例として、国が法律で有料化を定めるべきです。 

⑩ 19 3

～

15 

リサイクルよりも優先

すべきリデュースやリ

ユースについての記

載が少なく、検討不十

分と言わざるを得ませ

ん。継続課題としてフ

リサイクルよりも優先すべき、リデュースやリユースの施策につい

ての記載が少なく、合同会合での検討が不十分であると言わざるを

得ません。 

そのことを明示していることとして、「報告書（案）」第３章の具体的

な施策案については、全体で14ページありますが、そのうちの2Rは

4 ページに過ぎず、リユースおいては僅か 1 ページに留まっているこ
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ォローアップすることを

明記すべきです。 

（78 字） 

とがあります。 

引き続き、CO2 排出を削減する 2R 推進のため、継続してフォロー

アップすることを明記すべきです。 

⑪ 19 17 リユースを推進するた

めの「考えられる施策

の例」に、自治体の分

別収集の区分に新た

に「リユースびん」の区

分を盛り込むべきで

す。 

（61 字） 

リユースびんを回収するコストは、リユースびんを使用する事業者

が負担していますが、リサイクルびんの分別収集コストは自治体が

負担しているため、リユースびんを取り扱う事業者にとって、不公平

な制度となっています。 

また、自治体がリユースびんを回収する場合には、リサイクルびん

と一緒に回収されることが多いので、混在したリユースびんの強度が

低下し、その多くが割られてしましまっているのが実態です。 

このままでは、「国の制度に基づくリサイクル」が「事業者の自主的

なリユース」を駆逐しかねません。 

よいいっそうの CO2 排出削減を進めるためにも、多くの先進的な

自治体で行われているように、「リユースびん」を「リサイクルびん」と

は区別して収集するように見直すべきです。 

⑫ 19 17 「考えられる施策の

例」に、リユースびん

入りの商品を販売しな

がら、リユースの空び

んを引き取らない店舗

に対して、なんらかの

規制を課すことを明記

すべきです。 

（75 字） 

近年、リユースびんを購入した店舗に返却しようとしても、引き取っ

てもらえない、あるいは返却することがウエルカムになっていない（店

舗側に歓迎されていないと消費者が感じる）ことが問題になっていま

す。 

空きびんを引き取らない店舗は、リユースびん入りの商品を販売

する資格はないと言わざるを得ません。そのような店舗にはデポジッ

ト制度を義務化するなど、なんらかの規制的手法を適用すべきです。

また、地域の情報を地域住民に提供する自治体が、リユースびん

取扱い店舗マップを作成して、広報することも検討すべき課題といえ

ます。 

⑬ 19 17 「考えられる施策の

例」に、一升瓶の約 8

割を使用している料飲

店のリユースが維持・

継続できるようなイン

センティブを付与する

ことを盛り込むべきで

す。 

（71 字） 

リユースびんの代表選手であった一升瓶が激減していることが、

今日の日本におけるリユース容器減少の大きな原因となっていま

す。現在では、一升瓶の約8割は料飲店で使用さているため、リユー

スびん普及のためには料飲店がリユースを維持・継続するようなイン

センティブの付与が重要であると考えられます。 

例えば、参考事例として、食糧自給率を向上するために「国産原

材料を 50％以上使っているお店」に「緑提灯」が掲げられて応援され

ているという事例があります。 

これを真似て、リユースびんを普及するため、「一升瓶入りの商品

を提供し、空びんの回収と再使用をすすめている料飲店」に、例えば

“一生びん!”というような提灯を掲げて、消費者も応援できるような「し

かけ」を検討して、広めてゆくべきです。 

⑭ 19 21 リユースびんの効率を

高め、社会普及につな

げるためにも規格統一

は重要です。国が率

先して、事業者の規格

統一の取組みを促す

べきです。 

（63 字） 

リユースびんの回収・選別・再使用の効率を高めるためにも、びん

の規格統一は重要な課題です。これにより、よりいっそう環境負荷を

減らせるようになります。 

リユースびんを社会普及させるためにも、国が優先課題として取り

組み、事業者の規格統一の取組みを促すべきです。 

とりわけ、ライフサイクルアセスメントにより、CO2 の排出削減が明

白な場合には事業者にメリットとなるインセンティブを与えるなど、事

業者の自主的な取組みを促進できるようにすべきです。 

⑮ 20 16 容リ法に一部盛り込ま

れた拡大生産者責任

は極めて脆弱なため、

廃棄物の発生抑制を促進し、処理にかかる環境負荷を低減する

ためには、使用後の処理にも生産者に責任を課す拡大生産者責任

（EPR：Extended Producer Responsibility）の確立が欠かせません。
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商品を製造・販売した

事業者の責任を明確

にし、拡大生産者責任

を強化すべきです。 

（67 字） 

欧州では、包装指令 36ヶ国のうち30ヶ国が EPR制度を導入してお

り、多くの国では事業者団体が自ら回収するか、回収している自治体

に回収費用を支払っています。 

容リ制度では、自治体の分別収集・選別保管に 2500 億円の税金

が使われていますが、再商品化は 400 億円程度の負担であり、EPR

が極めて脆弱であると言わざるを得ません。 

EPRの本質は、廃棄物のリサイクル費用を製品価格に内部化する

ことにより、生産者に発生抑制を促すと共に、より環境負荷の少ない

リサイクルがし易くなるような環境配慮設計を促すことにあります。容

リ法の EPR は欧州各国に比べ全く不十分であり、拡大生産者責任を

強化すべきです。 

⑯ 20 32 自治体や事業者の負

担を軽減し、社会全体

のコストを合理化する

ため、市町村が回収

後に行う分別と再商品

化事業者が引取り後

に行う分別を一体化す

る実証事業に賛成しま

す。 

（79 字） 

「自治体や特定事業者の負担を軽減し、社会全体のコストを合理

化するため、市町村が回収後に行う分別と再商品化事業者が引取り

後に行う分別を一体化する実証事業を行うこと」に賛成します。 

容リ制度における役割分担では、特定事業者の負担 380 億円に

対し、自治体の負担が 2500 億円と、自治体に重い負担となってお

り、その他プラの収集を止める自治体が出ているとの報告には、リサ

イクルが後退するだけでなく、今後、CO2 排出を大きく増大させること

が危惧されます。従って、早期にリサイクルのトータルコストを縮減

し、かつ再商品化される原材料の高度化をはかることが求められて

います。 

そのための第一歩として、市町村と再商品化事業者が別に行って

いる選別を一体化するべきです。容器包装の３Ｒを進める全国ネット

ワークの試算では、約 2～4 割のコストダウンが可能とシミュレーショ

ンしています。 

⑰ 21 2 国全体としての目標を

設定することに賛成し

ます。一日も早く国際

比較でき、消費者や自

治体、事業者が連携し

て目指せるような目標

数値を掲げてくださ

い。 

（71 字） 

いま事業者団体から公表されている容器包装のリサイクル実績

は、事業者団体ごとに数値の分子や分母の定義が異なるので、とて

もわかり難い指標となっています｡これを消費者にわかりやすくなるよ

うに定義を統一して、業界を横断して統一された実績数値として開示

すべきです。 

この実績数値を踏まえて、各容器包装のめざすべき数値目標を掲

げ、消費者や自治体、事業者が協力して目標実現のために取り組む

行動計画を立案するべきです。その上で、国内における容器包装の

資源循環の高度化を図り、国際的にも評価しうるようなリサイクル率

の数値目標を設定すべきです。 

⑱ 24 15 市町村や特定事業者

による情報提供の促

進を行うことに賛成し

ます。ぜひとも、プラス

チック製容器包装が何

にリサイクルされたか

の情報を消費者に提

供してください。 

（76 字） 

「分別排出を行う消費者の理解を得るための分かりやすい分別排

出に資する市町村や特定事業者によるより一層の情報提供の促進

を行うべきである」に賛成します。 

とくに、プラスチック製容器包装の分別に苦労している消費者の参

加意欲を高めるためにも、プラスチック製容器包装が何にリサイクル

されたのかの情報が確実に消費者に提供されるようにすべきです。 

 

⑲ 29 15 今の合同会合は委員

数が多すぎるため、今

後のフォローアップで

は、テーマごとにワー

【A案】 合同会合は、途中で１年半もの中断があったことなどもあり、

議論は十分ではなかったと考えられます。継続すべき課題について

は次の５年後の見直しではなく、継続的にフォローアップしてゆくべき

です。その場合には今のメンバーで検討するのではなく、テーマごと
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キングチームを立ち上

げて、参加するメンバ

ーを選りすぐって論議

するべきです。 

（76 字） 

にワーキングチーム（WT）を立上げ、メンバーを厳選して、テーマごと

のフォローアップができるようにすべきです。 

1）例えば、「レジ袋」は、ほとんどの特定事業者は直接の関係はない

のでメンバーから除外し、多様や流通事業者をはじめとして消費者

や自治体、学識者らで構成し、さらには消費主体として重要な大学生

らを加える。 

2）「選別の一体化」は、プラを使う特定事業者と消費者、自治体、再

商品化事業者や自動車メーカーなどの再商品化製品の利用者らで

構成する。 

このようなＷＴであれば、十分かつ効率的な論議が可能と考えら

れますので、今後の議論においては検討テーブルを小さくして、メン

バーを選りすぐり、深まった議論が進展するように要望します。 

【B 案】 今の合同会合は委員数が多すぎるため、今後のフォローア

ップでは、テーマごとにワーキングチームを立ち上げて、参加するメ

ンバーを選りすぐって論議するべきです。容器包装は、すべての国民

がかかわり、日本文化を象徴するもので、多種多様な素材が使わ

れ、リサイクル工程でも多数の当事者の連携が必要です。このため、

現状をレベルアップするための合意成に時間がかかることは理解し

ますが、今般の見直し論議は 2005 年度の改正論議と比べてまったく

不十分と言わざるを得ません。 

このため、「評価報告書」をまとめた後でも、役割分担の在り方や

自治体の負担軽減策について、拡大生産者責任の観点から、持続

可能な制度となるよう、議論を深めていくべきであり、課題ごとに関係

者を限定してワーキングチームを立ち上げ、フォローアップを継続す

るべきです。 

⑳ 30 

31 

 容リ制度は役割分担

する３者の連携が必要

であるので、審議会の

委員は学識者等を除

いて、事業者関係と自

治体関係、消費者関

係とで同数とするべき

です。 

（70 字） 

経済産業省の産構審は事業者関係 15 人・消費者関係 3 人・自治

体関係 1 人で、環境省の中環審は事業者関係 10 人・消費者関係 4

人・自治体関係5人です。このような事業者関係に偏った合同会合で

は、その答申の内容も事業者サイドに偏ったものにならざるを得ませ

ん。 

役割分担する 3 者が連携して進めるのですから、仮に学識者等を

除いて十分な論議ができる人数を15名とした場合に公平な議論を行

うとしたら、事業者関係 5 人・消費者関係 5 人・自治体関係 5 人で論

議すべきことになります。 

今後の継続的なフォローアップや５年後の見直しにおいては、役

割分担する３者からの審議会委員を同数とすべきです。 

＊【Ａ案】、【Ｂ案】とあるのは、どちらをたたき台にしていただいてもＯＫです。 


