
A1 ＮＨＫ 1月 
9日 

東京五輪公式記録映画の監督を務める河瀬直美さんに密着取材、昨年 12月
に放送したＢＳ１スペシャル「河瀬直美が見つめた東京五輪」で、五輪反
対デモの参加者という人物について、金をもらい動員されたと不確かな字
幕説明を付けていたと発表。制作した大阪放送局はデモ参加を確認できず、
担当者の思い込みによるものと 9 日夜の放送で経緯説明、謝罪した。担当
ディレクターら 6人を公共放送への信頼を傷つけたとして懲戒処分。 

A2 日能研（横浜市） 1月
29日 

ホームページに昨年 12月上旬、不正アクセスがあり、中学受験のため通っ
たり、テストを申し込んだりした子どもの保護者らのメールアドレス最大
28 万 106件が、外部に流出した可能性と発表。他の個人情報は含まれない
が、フィッシング詐欺などに使われる恐れがあるとして対象アドレスにメ
ールで通知した。 

A3 トヨタ自動車 1月
31日 

2010年にトヨタ自動車の男性社員＝当時（40）＝がうつ病を発症して自殺
したのは上司のパワーハラスメントや過重労働が原因として、妻（50）ら
が同社に約１億 2300 万円の損害賠償を求めた訴訟は、裁判外で 27 日和解
が成立。遺族側は名古屋市での会見で、豊田社長が昨年 10月に謝罪し「事
件発生以来 11年間、放置されたのは社内の隠蔽体質による。その体質を一
掃する」と述べた、と説明した。 

A4 熊本県産アサリ 2月 
1日 

農林水産省は外国産のアサリが熊本県産と偽装されて流通しているとし
て、熊本県が県産アサリの出荷停止を県漁業協同組合連合会に要請した問
題で全国のスーパーで販売状況を実態調査した結果、同県の 2020年の漁獲
量 21 トンを大幅に超える 2485 トンが熊本県産として販売されていたと発
表。食品表示法違反などの疑いで業者への立ち入り検査を進める。国内全
体でも年間漁獲量は 4400トンで、中国や韓国からの輸入が 3万 5千トンと
大半を占めている。 

A5 アルフレッサ 
東邦薬品（東京） 
スズケン（愛知） 

2月 
6日 

独立行政法人が発注する医薬品の入札を巡る談合事件で、公正取引委員会
が医薬品卸売大手の３社に対し、独禁法違反（不当な取引制限）で排除措
置命令や課徴金納付命令を出す方針を固めた。課徴金の総額は３社合わせ
約４億２千万円で、公取委は既に処分案を各社に通知済み。 

A6 綜合警備保障 
ＡＬＳＯＫ 
（東京都港区） 

2月
9日 

   

顧客から預かった現金を着服、愛知県警に業務上横領容疑で元社員（34）
が逮捕された。約 10カ月にわたって着服を繰り返し、被害総額が５億円を
超えていた。パチンコ店などから回収して社内で保管されていた現金約
2900 万円を着服し、ギャンブルなどに注ぎ込んでいたという。現金の管理
を担当していた。 

A7 東洋紙業（大阪） 
ナカバヤシ（同） 
共同印刷（東京） 
北越パッケージ
(同）ほか 22 社 

3月 
3日 

日本年金機構（東京）が年金加入者に送る「ねんきん定期便」などの入札
をめぐる談合事件で、公正取引委員会は大手印刷業者など 26社の独占禁止
法違反（不当な取引制限）を認定し、25 社に排除措置命令、24 社に計 17
億 4161万円の課徴金納付命令を出したと発表した。談合は発注規模が大き
い「複数社落札入札」が中心。東洋紙業やナカバヤシなどが幹事となり、
各社の希望を集約して調整、入札額を決めていたという。 

A8 ＴＯＨＯシネマズ 
(東京) 

3月 
4日  

映画配給会社に不当な圧力をかけた疑いがあるとして、公正取引委員会が
独禁法違反の疑いで調査していることが分かった。「私的独占」や「拘束条
件付き取引」に当たる可能性があるという。映画配給会社に対して、他の
映画館運営会社より優先して作品を配給することや、他社の映画館に配給
しないことを求め、応じなければ取引に応じない可能性を示唆した疑いが
持たれている。 

A9 
 

ＳＭＢＣ日興(東
京千代田区） 

 3月
4日 

株価を維持する目的で不正な取引を繰り返したとして、東京地検特捜部は
専務執行役員でエクイティ本部の本部長（51）ら４人を金融商品取引法違
反（相場操縦）容疑で逮捕し、発表した。本社に家宅捜索も入った。大手
証券が同容疑で刑事責任を問われるのは極めて異例。2019 年 12 月～20 年
11 月、東証１部上場の５銘柄について、市場が閉まる直前に指し値で買い
注文を大量に入れるなどして、終値が前日よりも大幅に下落しないよう安
定させる操作をした疑い。銘柄は「ブロックオファー」取引の対象だった。 

A10 
 

名古屋大学 3月
16日 

研究チームが 2019年６月に科学誌ネイチャーで発表し、翌 20年 11月に撤
回された論文と関連論文の計 3 本についてデータの捏造（ねつぞう）など
の研究不正があったと発表した。責任著者からの申し立てを受け、大学の
公正研究委員会が調査していた。３論文はすでに撤回された。将来の半導
体材料などとして期待される炭素素材「グラフェンナノリボン」に関する
もので、合成した物質の分子量や構造などを示す実験データの使い回しな
ど、３論文に載った 27の図の計 54カ所で捏造や改ざんがあったという。 
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B1 真興運輸 
(埼玉県新座
市） 

4月
13日   

 

運送業の免許がない個人運転手に自社の名義を利用させて有償で荷物を運送させ、貨
物自動車運送事業法違反の疑いで神奈川県警に同社長と取締役が書類送検された。20
人に対し売り上げの 10％を会社の取り分とし、2013 年から 21 年３月までの８年間に
約 28億円分もの名義貸し。 

B2 牛丼チェーン 
吉野家 

4月
16日 

5月 
6日 

常務取締役企画本部長(49)が早稲田大学での社会人向け講座で、若年層にサービスを継
続利用してもらう戦略を言い表すのに「田舎から出て来た右も左も分からない女の子
を無垢・生娘のうちに牛丼中毒にする」といった趣旨の発言。不適切、人権やジェン
ダー問題も指摘され、解任・退職処分に。一方、会社は翌月の採用説明会に予約した
大学生に対し、外国籍であると判断し「ビザの取得が非常に困難」を理由に参加を拒
否していたことを公表した。 

B3 
 

三菱電機 4月
21日 

製品の原子力や火力発電所などに利用される大型変圧器で、完成前の試験では規定よ
り高い温度になったのに成績書には限度内となる虚偽の数値を記していた。ほかにも
規格を満たさない条件で設計、検査するといった不正を３月まで、40 年間にわたって
行っていた。問題の変圧器は国外も含め出荷された約４割に当たる計 3384台。不自然
にならないように架空データを自動作成する「専用プログラム」まで作っていたこと
が昨年相次いで露見した。一連の問題を受けて昨年社長、会長が引責辞任している。 

B4 
 

知床観光船 
(北海道斜里
町） 

4月
23日 

観光シーズン初日の強風下、ウトロ漁港を出て知床半島西側のオホーツク海を航行中
だった観光船「ＫＡＺＵ 1」（19㌧）が浸水連絡後、乗客乗員 26人とも行方不明に。
翌日、半島突端周辺で 11 人を発見救助したが、いずれも死亡。その後、6月下旬まで
に 3 人の男女遺体が北方領土の国後島、ロシア領のサハリン島で見つけられているも
のの依然、船長を含め 12 人が行方不明。観光船は連絡を絶った付近の 100㍍海底で発
見され、サルベージ船により発生から 1 カ月を経て引き上げられた。観光船会社の社
長が会見したのは発生から 5日目。前年に２回の座礁衝突事故、出港判断の記録不備、
事故 3 日前の船舶検査で陸上との通信手段として衛星電話から航路の大半がエリア外
とのなる携帯電話への変更、運行管理者の社長は事故当日、事務所に不在だったこと、
国の救難体制に大幅な遅れが出てしまったことなど、重層的な不祥事で同社は事業許
可を取り消された。 

B5 
 

山口県阿武町 5月
12日 

住民税非課税の 463世帯を対象とした新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金 4630
万円を、誤って１世帯に振り込んで回収できなくなった問題で、全額の返還を求めて
提訴する議案を町議会に提出し、本会議は全会一致で可決、世帯主の男性（24）を相
手取り、山口地裁萩支部に提訴した。男性の代理人弁護士は 17日、振り込まれた金に
ついて男性が当初「海外の複数のカジノサイトで全額使った」としていたが、男性が
県警に逮捕されるに及んで出金先決済代行会社から約９割が振り込まれ回収された。 

B6 
 

医療機器販売
スター・ジャ
パン 
全国５病院の
医師５人 

5月
18日 

医師５人が白内障の手術動画などを患者や勤務先に無断で提供していた。医療機関は
個人情報保護法に基づき、患者の特定につながる情報を適切に管理することが求めら
れている。国の個人情報保護委員会が事実関係の調査を始めている。同社は動画につ
いて、眼内レンズの使用に関する教材を作成していた、とする説明文書を公表した。
動画を提供していたのは、北海道や大阪、北陸、広島などの病院の５人。同社から提
供を頼まれ、2019、20 年の２年間で約 200 例の手術動画を提供したという。動画には
患者の氏名や住所など本人が特定できる情報は含まれていないと説明している。 

B7 
 

長崎市 5月
30日 

2007年７月に平和祈念式典に関する取材中に市の男性部長（故人）から性暴力を受け、
その後の市の対応も不適切だったとして、報道機関の女性記者が市に約 7477 万円の損
害賠償などを求めた訴訟の判決が長崎地裁であった。判決では、性暴力が「職務関連
性を有する」とし、組織としての市の責任を認定。休業損害や慰謝料など約 1975万円
の支払いを命じた。また、ほかの市職員が週刊誌に虚偽の話をして記事になり二次被
害を受けたことに対しても、市が指導・注意をせず注意義務違反とした。 

B8 独立行政法人
日本学生支援
機構（JASSO：
本部・横浜市） 

6月 
2日 

奨学金の返済を巡り、保証人などになった北海道の男女２人が過払い分の返還などを
求めた訴訟で、機構は計約 220 万円の支払いを命じた札幌高裁判決に上告しないと発
表。高裁は５月 19 日、機構の「不当利得」を認めた一審札幌地裁判決を支持し、機構
側の控訴を棄却していた。判決を受け機構は３日、原告以外にも過払いがある保証人
約２千人に計約 10億円を返還すると明らかにした。 

B9 一橋大学 
(東京都国立
市） 

6月 
9日 

今年１月に行われた大学の外国人留学生向け入学試験で、数学の試験中に問題用紙の
画像を外部に流出させたとして、警視庁はいずれも中国籍の男２人を偽計業務妨害容
疑で逮捕、発表した。別の受験生がＳＮＳ上で「午後４時から４時半の間に高校の文
系数学を解いてくれる人を募集」という趣旨の書き込みを見つけ、同大に連絡してい
た。 

B 
10 

兵庫県尼崎市 
BIPROGY(
旧日本ユニシ
ス、東京都) 

 6月
23日 
 

全市民約 46 万人の個人情報が入った USB メモリーを紛失したと発表した。新型コロ
ナウイルス対策の臨時特別給付金支給事務の協力会社の委託先担当の社員が 21 日、居
酒屋で食事後の帰宅時に路上で寝込むなどして USB メモリーが入ったかばんごと紛
失したが、翌日スマホの位置情報を頼りに同社員が吹田市内で発見、データのパスワ
ードが変更された形跡はなく、暗号化処理された状態だった。業者がデータを外部に
移す際に管理者の許可を得ておらず、市のガバナンス（管理・統治）も機能していな
かった。 

企業不祥事などのコンプライアンス動向（2022 年４月～６月） ＡＣＢＥＥ編集部まとめ 



C1 日本生命 7月 
1日 

今年３月までの５年間で、15 人の営業社員が顧客からお金をだまし取った不正事案が
16件あったと公表。顧客 24人が総額約１億 3800 万円の被害に遭った。顧客が払った
保険料を横領したり、保険を担保に生保会社がお金を貸す「契約者貸付制度」を悪用
したり。都内勤務の女性社員は顧客６人から計 5750 万円をだまし取っていた。 

C2 安倍晋三元首
相 
 

7月 
8日 

 

8日午前 11時半ごろ、奈良市西大寺東町 2丁目の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院
選で街頭演説中の安倍晋三元首相（67）が背後から近づいた男(41)に銃で撃たれ、ド
クターヘリで奈良県橿原市の県立医科大学付属病院に搬送されたが、同日午後 5 時 3
分に死亡が確認された。殺人容疑で逮捕、送検された男は市内に住み、「家族が離散し
たのは母親が多額の献金をした宗教法人『世界平和統一家庭連合』（旧・世界基督統一
神霊教会）のせいだ」と供述。連合（旧統一教会）は 11日、東京都内で同連合会長が
記者会見を開き、同容疑者の母親が信者だと認めた上で、「（母親が）どのような家庭
事情で破産に至ったのかは掌握し切れていない」とした。 

C3 全日本私立幼
稚園連合会
（東京都千代
田区） 

7月 
13日 

連合会の口座から資金を出金、着服していた元会長(70)と元事務局長（49）が業務上
横領と私文書偽造の疑いで警視庁に逮捕された。不正な出金は約 6億円に上るとされ、
連合会が 2021 年 3 月に警視庁に告訴していた。捜査関係者によると、2 人は 2020 年
までの約 4 年間で、銀座の高級クラブや高級ホテルのフィットネスクラブの私的な支
払いに充てるため、連合会名義の銀行口座から支払先の店の口座に計約 700 万円を送
金、着服し連合会の監査に備え、通帳の記載内容や残高証明書を改ざんして残高が実
際より多いように装った疑いた疑いがある。 

C4 東電の旧経営
陣元会長・社
長・副社長ら
５人 

7月 
14日 

2011年３月の東京電力福島第一原発事故で東電に巨額の損害を与えたとして、同社の
個人株主 48人が元会長(82)ら旧経営陣５人に対し、22兆円を東電に支払うよう求めた
株主代表訴訟で、東京地裁は元会長ら４人の賠償責任を認め、計 13 兆 3210 億円の支
払いを命じる判決を言い渡した。 
最高裁は６月、事故避難者らが国に賠償を求めた訴訟の判決で「津波の規模が想定よ
り大きく、事故は防げなかった」と判断していたが、地裁裁判長は「巨大津波の襲来
は予見でき、対策を講じるよう指示すれば事故を防げたのに怠った」と述べた。賠償
額は国内の裁判で過去最高とみられ、この事故で東電元役員個人の法的責任が認めら
れたのは初めて。 

C5 横浜市 
 

7月 
25日 

横浜市救急医療センターの救急電話相談業務を巡り、便宜を図った見返りに受託業者
から現金など計約１９０万円分の利益供与を受けたとして、兵庫と神奈川両県警の合
同捜査本部は収賄の疑いで、市医療局の救急医療技官で市立大助教の男（50）と贈賄
容疑で大阪市の人材派遣会社社長(48)を逮捕した。センターがスタートした 2019年５
月ごろから 11 月ごろまでの間、同社に便宜を図った謝礼として、３回にわたり、横浜
市内で現金約 142 万円などを受け取った。 

C6 ＫＤＤＩ 
(ａｕ) 

7月 
28日 

２日未明から４日午後まで、延べ約 61時間にわたり起こした大規模な通信障害を巡り、
総務省に報告書を提出。この障害で音声通話やデータ通信が利用しづらい状況が続き、
回線を利用している約 3100万人が影響を受けた。８月 24日夜に 45分間、北海道を含
む東日本の 16 都道府県で障害を起こし、最大８万人を超える利用者に影響、さらに９
月にも同地域で２分間の通信障害を起こした。7月の大規模な障害のおわびとして、利
用者 3589 万人に一律 200 円を返金すると発表。９月以降の請求額から差し引かれ、総
額は 73 億円になる。 

C7 国土交通省 8月 
5日 

国の基幹統計「建設工事受注動態統計」の不正をめぐり、2013～20 年度の同統計が計
34．5兆円過大になっていたと公表した。過大額は最大で年間 5．2兆円（全体の 6.5％）
となり、同省は同日、統計を訂正。内閣府は国交省が公表した修正額に基づいて、国
内総生産（ＧＤＰ）を計算し直すと発表した。不正によってＧＤＰが修正されるのは
極めて異例。 

Ｃ8 東京五輪・パ
ラリンピック
組織委員会 

8月 
17日 

元理事（78）の会社が大会スポンサーで紳士服大手のＡＯＫＩホールディングス側か
ら多額の資金を受領した事件で、東京地検特捜部は受託収賄の疑いで電通元専務だっ
た元理事を逮捕。容疑はＡＯＫＩホールディングス側から大会スポンサー契約などで
便宜を受けたいとの請託を受け、5100 万円の賄賂を受け取った疑いで、同社前会長(83)
ら３人も贈賄の疑いで逮捕。９月 14 日には、約 6900 万円の賄賂を渡した同容疑で出
版大手「KADOKAWA」会長(79)を逮捕した。さらに、公式マスコット縫いぐるみな
どを製造販売の「サン・アロー」（東京）と運営側としてスポンサー獲得を狙った広告
大手「大広」（大阪市）にも特捜部の捜査が及んだ。 

C9 日野自動車 
 

9月 
9日 

エンジンの排出ガスや燃費試験のデータ改ざん問題を巡り、新たに小型エンジンで不
正があり、小型トラック「日野デュトロ」の出荷を止めたと発表した。７月末時点の
対象台数は累計で７万 6694台。排出ガスに関する試験の際、国が定めた測定回数を満
たしていなかったことが国土交通省の立ち入り検査で発覚した。現場の関連法規の理
解不足で、不正に気付かなかったとしている。不正は現在生産する全自社エンジンに
及び、国内向け車種の大半が出荷停止となって経営へのさらなる打撃は避けられない。
対象車種の累計台数は、これまでの 56 万台超から約 64 万台に増加。親会社のトヨタ
自動車は監督責任が問われそうだ 

企業不祥事などのコンプライアンス動向（2022 年７月～９月） ＡＣＢＥＥ編集部まとめ 
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防衛省・自衛
隊 

9月
29日 

元陸上自衛官だった女性(23)が、所属の中隊で日常的に性的な発言や身体接触などのセ
クハラがあり、2020年秋から昨年８月にかけ、演習場の宿舎施設で押し倒される被害
があったことを内部調査により事実確認、陸自トップの幕僚長が謝罪した。女性は今
年６月に退官後、インターネットで被害を公表し署名活動、防衛省で政務官に提出し
た。性被害を訴えた問題で福島県の郡山検察審査会が強制わいせつ容疑で書類送検さ
れ、不起訴となった男性隊員３人について「不起訴不当」と議決され、検察が再捜査
へ。 

 
 
 
 

D1 
 

かっぱ寿司 10月
2日   

 
 

競合する回転ずしチェーンの営業秘密を不正取得したとして「かっぱ寿司」を運営す
る「カッパ・クリエイト」（横浜市）の社長（46）らが逮捕された不正競争防止法違反
事件で、警視庁生活経済課は同法の両罰規定を適用し、社長と法人としてのカッパ社
を書類送検した。東証プライム上場企業の立件は異例。社長が前に働いていたはま寿
司と自社の商品の原価を比較する資料を作成するなど、組織的にデータを利用した疑
いがある 

D2 
 

国立がん研究
センター中央
病院（東京） 

10月
5日 

 

医療機器の調達を巡り、業者からタブレット端末など（計約 97万円相当）を受け取っ
たとして、神奈川県警が収賄の疑いで同病院放射線技術部長（56）と贈賄容疑で医療
システム開発会社「メディカルクリエイト」前社長（65）を逮捕した。同病院の職員
は「みなし公務員」に当たる。部長は放射線医療機器の調達に関し、同社の保守管理
システムがこの医療機器に採用されるよう便宜を図ったとみられる。 

D3 
 

滋賀銀行（大
津市） 

10月
19日 

30代の男性行員=懲戒解雇=が９月、顧客をだまして現金 8555 万円を着服していた。
犯行が明らかになった４日後、全行員に借金の状況を自己申告するよう、行員だけが
見られる行内向けのウェブサイトに「金銭状況等調査を実施する」との文章を載せた。
①借金と返済の状況②職員間のお金の貸し借り③投機的な投資取引についての３点
で、管理職が調査票を配り、本人が同意した上で提出するよう求めているが、「実質的
な強要」「プライバシーの侵害」と反発する声も出ている。 

D4 
 

楽天モバイル 10月
20日 

勤務先だった携帯電話大手ソフトバンクから高速大容量の第５世代（５Ｇ）移動通信
システムに関する営業秘密を持ち出したとして、不正競争防止法違反（営業秘密領得）
の罪に問われた楽天モバイル元社員合場邦章被告（46）に対する論告求刑公判が東京
地裁で開かれた。弁護側は持ち出した情報が営業秘密に当たらないなどと無罪を主張
し結審したが、12 月９日の判決公判で懲役２年、執行猶予４年、罰金 100万円（求刑
懲役２年、罰金 100万円）の判決が言い渡された。 

D5 
 

15家庭裁判所 
最高裁判所 

10月
25日 

神戸市須磨区で 1997年、小学生５人が襲われ２人が殺害された連続児童殺傷事件で、
当時 14 歳で逮捕された「少年Ａ」の少年審判の処分決定書や捜査書類など、全ての事
件記録を神戸家裁が廃棄していたほか、大分県で 2000 年、一家６人が殺傷された事
件により殺人容疑などで逮捕された当時 15 歳の少年の事件と岡山県で起きた金属バ
ット殴打事件でも当時 17 歳の少年に関する事件記録について廃棄が判明した。最高裁
の内規では、一般的な少年事件の捜査書類や審判記録は少年が 26歳になるまでの保存
を規定。だが史料的価値の高い記録は期間満了後も保存しなければならず 26歳以降も
事実上永久保存する「特別保存」を定めている。 

D6 
 

電通など９社
１共同企業体 

11月 
21日 

東京五輪・パラリンピックの大会組織委員会が発注した、各競技のテスト大会をめぐ
る業務の入札で、談合による受注調整が行われた疑いがあることがわかった。東京地
検特捜部は、独占禁止法違反（不当な取引制限）にあたる可能性があるとみて、公正
取引委員会と連携して調べている。組織委は、各競技の進行や警備態勢を、実際の競
技場で確認するテスト大会について、実施計画の立案などを委託する業務を発注。
2018年 5～8 月に、1～2 の会場ずつ計 26 件の入札を行った。 

D7 日本食品加工 
（富士本社） 

11月
24日 

約 10年間にわたり総額３億円超を着服したとして９月、経理部門の管理職に当たる社
員を懲戒解雇していた。社員は会社の金庫に保管されていた現金を持ち出した上、管
理していた小切手やキャッシュカードを使って会社の口座から現金を引き出し、会社
の資金３億８００万円を着服。不正の発覚を免れようと、会計システムに原材料費や
経費などと架空の費用を入力していて、着服した金のほぼ全額を私的に使い込んでい
た。 

D8 宇宙航空研究
開発機構 
（ＪＡＸＡ） 

11月
25日 

飛行士（58）が総括責任者を務めた実験で、参加した研究者がデータを捏造、改ざん
する不正行為があったと発表。不正があったのは、茨城県つくば市にある宇宙基地を
想定した閉鎖環境施設で１６～１７年に実施した実験。計４０人の成人を約２週間滞
在させ、精神的なストレスなどを評価したが、いないはずの研究者が参加したように
記録するなどしていた。 

D9 関西電力 
中国電力 
中部電力 
九州電力 

12月
2日 

大手電力４社が互いに顧客獲得を制限したとされるカルテル疑惑で、公正取引委員会
から総額１千億円超となる課徴金納付命令の処分案の通知を受けた。３社は、それぞ
れ関西電力との間でカルテルを合意、４社で 18年秋ごろから、オフィスビルや大規模
工場向けの「特別高圧電力」、中小ビルや中規模工場向けの「高圧電力」の販売に関し、
互いに顧客獲得を制限した独禁法違反（不当な取引制限）の疑いが持たれている。 

企業不祥事などのコンプライアンス動向（2022 年１０月～１２月） ＡＣＢＥＥ編集部まとめ 
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愛知県警岡崎
署 
 

12月
9日 

留置場で勾留中に死亡した無職男性（43）について、保護室に 140時間も隔離した上
で身体を拘束する「戒具」を使用、持病があったが、薬を与えられていなかった。複
数の署員が自由に動けない男性を足で蹴るなどした疑いも出たほか、男性は３日以上
にわたり食事を取っておらず、署は食事に代わる医療措置を講じていなかったことが
明らかになった。 

 


