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（傍線部分は修正部分）

総則（第一条・第二条）
特定秘密の指定等（第三条―第五条）
特定秘密の提供（第六条―第十条）
特定秘密の取扱者の制限（第十一条）
適性評価（第十二条―第十七条）
雑則（第十八条―第二十一条）
罰則（第二十二条―第二十六条）

（特定秘密の指定）

第一章 総則
第一章 総則
（目的）
（目的）
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確
保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク 保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク
社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全 社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全
保障（国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全 保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、
を保障することをいう。以下同じ。）に関する情報のうち特に秘匿する これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用す
ことが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した ることが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指
上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該 定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏え
情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事 いの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目
項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国 的とする。
民の安全の確保に資することを目的とする。
（特定秘密の指定）

- 1 -

第三条 行政機関の長（当該行政機関が合議制の機関である場合にあって 第三条 行政機関の長（当該行政機関が合議制の機関である場合にあって
は当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関（合 は当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関（合
議制の機関を除く。）にあってはその機関ごとに政令で定める者をい
議制の機関を除く。）にあってはその機関ごとに政令で定める者をい
う。第十一条第一号を除き、以下同じ。）は、当該行政機関の所掌事務 う。第十一条第一号を除き、以下同じ。）は、当該行政機関の所掌事務
に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもの に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもの
のうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれが のうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれが
あるため、特に秘匿することが必要であるもの（日米相互防衛援助協定 あるため、特に秘匿することが必要であるもの（日米相互防衛援助協定
等に伴う秘密保護法（昭和二十九年法律第百六十六号）第一条第三項に 等に伴う秘密保護法（昭和二十九年法律第百六十六号）第一条第三項に
規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。）を特定秘密として指定 規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。）を特定秘密として指定
するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者 するものとする。
の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでな
い。
２ 行政機関の長は、前項の規定による指定（附則第五条を除き、以下単 ２ 行政機関の長は、前項の規定による指定（附則第四条を除き、以下単
に「指定」という。）をしたときは、政令で定めるところにより指定に に「指定」という。）をしたときは、政令で定めるところにより指定に
関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明ら 関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明ら
かにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲 かにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲
げる措置を講ずるものとする。
げる措置を講ずるものとする。
一・二 （略）
一・二 （略）
３ （略）
３ （略）
（指定の有効期間及び解除）
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して
五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
２ 行政機関の長は、指定の有効期間（この項の規定により延長した有効
期間を含む。）が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一
項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を
超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
３ 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

（指定の有効期間及び解除）
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して
五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
２ 行政機関の長は、指定の有効期間（この項の規定により延長した有効
期間を含む。）が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一
項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を
超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
３ 行政機関（会計検査院を除く。）の長は、前項の規定により指定の有
効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間
が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を
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国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情
報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむ
を得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得
なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定
に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じ
た上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
４ 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する （新設）
責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないこと
が現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものである
ことについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合（行政機関が
会計検査院であるときを除く。）は、行政機関の長は、当該指定の有効
期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各
号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年
を超えることができない。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物（船舶を含む。別
表第一号において同じ。）
二 現に行われている外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下
同じ。）の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある
情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件
に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要
な情報
５ 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、 （新設）
当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措
置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
６ 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文 （新設）
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書等の管理に関する法律（平成二十一年法律第六十六号）第八条第一項
の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイ
ル等（同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。）の保
存期間の満了とともに、これを国立公文書館等（同法第二条第三項に規
定する国立公文書館等をいう。）に移管しなければならない。
７ （略）
４ （略）

第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に
掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外 掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外
国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該 国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）の政府又は国際
特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講 機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護す
じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特 るために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当
定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について 該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する
指定をしているとき（当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該 行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしていると
保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。）は、当 き（当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関
該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
の長から提供されたものである場合を除く。）は、当該指定をしている
行政機関の長の同意を得なければならない。

（その他公益上の必要による特定秘密の提供）
（その他公益上の必要による特定秘密の提供）
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規 第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか
定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密 、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することが
を提供するものとする。
できる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要が 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要が
あると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用す
あると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用す
る場合（次号から第四号までに掲げる場合を除く。）であって、当該
る場合（次号から第四号までに掲げる場合を除く。）であって、当該
特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外
特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外
に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密
に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密
を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イ
を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令
に掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定
で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす
める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を
おそれがないと認めたとき。
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（新設）

第六章 雑則
（特定秘密の指定等の運用基準）
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に
関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
２ 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我
が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開
、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければ
ならない。
（新設）

講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと
認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法（昭
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法（昭
和二十二年法律第七十九号）第百四条第一項（同法第五十四条の四
和二十二年法律第七十九号）第百四条第一項（同法第五十四条の四
第一項において準用する場合を含む。）又は議院における証人の宣
第一項において準用する場合を含む。）又は議院における証人の宣
誓及び証言等に関する法律（昭和二十二年法律第二百二十五号）第
誓及び証言等に関する法律（昭和二十二年法律第二百二十五号）第
一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第
一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第
二項（同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。）
二項（同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。）
又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法（昭和二十
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法（昭和二十
三年法律第百三十一号）第三百十六条の二十七第一項（同条第三項
三年法律第百三十一号）第三百十六条の二十七第一項（同条第三項
及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含
及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含
む。）の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公
む。）の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公
訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供
訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供
することがないと認められるもの
することがないと認められるもの
二～四 （略）
二～四 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）
第六章 雑則
（特定秘密の指定等の運用基準等）
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に
関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
２ 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとすると
きは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情
報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴い
た上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
３ 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びそ
の解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その
意見を聴かなければならない。
４ 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施
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の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内
閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、
内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が
当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認め
るときは、行政機関の長（会計検査院を除く。）に対し、特定秘密であ
る情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びそ
の解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることが
できる。

第十九条～第二十一条 （略）

（国会への報告等）
第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及 （新設）
びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するととも
に、公表するものとする。
第二十条～第二十二条 （略）

第七章 罰則
第七章 罰則
第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得
した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状によ した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状によ
り十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの り十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの
業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
２ 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により ２ 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘
提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特 密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した
定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、 者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五
又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十 年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに
条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について 規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提
、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とす
示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
る。
３～５ （略）
３～５ （略）
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第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為によ
安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、 り、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財 、不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十
物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アク 一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をい
セス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第 う。）その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定
百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）その 秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下
他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得 の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び
千万円以下の罰金に処する。
２・３ （略）
２・３ （略）

第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共
せん
せん
謀し、教唆し、又は 煽 動した者は、五年以下の懲役に処する。
謀し、教唆し、又は 煽 動した者は、五年以下の懲役に処する。
２ 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動 ２ 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動
した者は、三年以下の懲役に処する。
した者は、三年以下の懲役に処する。

第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者 第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者
又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しく 又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しく
は第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したと は第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したと
きは、その刑を減軽し、又は免除する。
きは、その刑を減軽し、又は免除する。

附 則

第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者に 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者に
も適用する。
も適用する。
２ 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。
２ 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
附 則

（施行期日）
（施行期日）
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい
て政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項
て政令で定める日から施行する。
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（変更に係る部分を除く。）並びに附則第九条及び第十条の規定は、公
布の日から施行する。

第三条 （略）

（施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関）
第三条 この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して五 （新設）
年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同
条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関（この法律の施行の日以
後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定によ
り指定された特定秘密（附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密と
して指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下こ
の条において単に「特定秘密」という。）を保有したことがない機関と
して政令で定めるもの（その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第
二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新
たに生じた機関として政令で定めるものを除く。）を除く。）」とす
る。
第四条 （略）

（自衛隊法の一部改正に伴う経過措置）
（自衛隊法の一部改正に伴う経過措置）
第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規 第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日（以下この
定による改正前の自衛隊法（以下この条及び次条において「旧自衛隊法 条及び次条において「施行日」という。）の前日において前条の規定に
」という。）第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密と よる改正前の自衛隊法（以下この条及び次条において「旧自衛隊法」と
して指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防 いう。）第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として
衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該 指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大
防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第 臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛
二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通 秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項
知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第 第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は
一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみな 、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号
す。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定 の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。
の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とす
この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日
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る。
第六条・第七条 （略）

」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
第五条・第六条 （略）

（政令への委任）
（政令への委任）
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、 第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
（指定及び解除の適正の確保）
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関す （新設）
る基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な
立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その
他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策に
ついて検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

別表（第三条、第五条―第九条関係）

（国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り
方）
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の （新設）
最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する
規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国
会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提
供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会におい
て、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別表（第三条、第五条―第九条関係）
一 防衛に関する事項
イ～ニ （略）
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量

一 防衛に関する事項
イ～ニ （略）
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物（船舶を含む。
チ及びリにおいて同じ。）の種類又は数量
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二 外交に関する事項
イ・ロ （略）
ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全
若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他
の国際約束に基づき保護することが必要な情報（第一号ロ、第三号
ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。）
ニ・ホ （略）

三 特定有害活動の防止に関する事項
イ （略）
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関から
の情報その他の重要な情報
ハ・ニ （略）

二 外交に関する事項
イ・ロ （略）
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護する
ことが必要な情報その他の重要な情報（第一号ロ、第三号ロ又は第
四号ロに掲げるものを除く。）
ニ・ホ （略）

ヘ～ヌ （略）

三 特定有害活動の防止に関する事項
イ （略）
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に
関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ・ニ （略）

四 テロリズムの防止に関する事項
イ （略）
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの
情報その他の重要な情報
ハ・ニ （略）

ヘ～ヌ （略）

四 テロリズムの防止に関する事項
イ （略）
ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関
する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ・ニ （略）
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