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実習① 台湾の諸制度を調べる
本日の内容

1 事前課題へのアプローチ方法の検討 （50分）

1-1 情報交換 （10分）＋グループ発表 （15分）

1-2 調査に使える基本的なツールの解説 （20分）

2 調査と解説 （65分）

2-1 事前課題の再調査 （20分）＋グループ発表 （15分）

2-2 調査の進め方（5分）

2-3 調査例の解説 （30分）
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1-1. 情報交換＋グループ発表
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事前課題：

①台湾の2017年10月現在の最低賃金について調査してください。

※どの法令で、どのように定められているか、を調べてください。

② ①について調べた際に、どのような資料・情報を使用したかを
教えてください。

・使用した言語（日本語のみ、英語のみ、中国語のみ、組み合わせ）

・使用した資料・情報の種別（図書、雑誌記事、データベース等）、名称、
具体的な参照箇所

・なぜ、その資料・情報が良いと思いましたか。



1-2. 調査に使える基本的なツール

 全体像→別紙参照

 範囲：基本的な情報・最新情報の入手や調査に使えるもの

 言語：日本語・中国語

 種類：図書・雑誌・新聞などの紙媒体＋インターネット情報

 ここではポイントを絞って、

①日本語の図書・雑誌記事の検索

②インターネットサイトなどのリンク集

③その他ウェブ検索時のコツなど

を紹介
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1-2. 調査に使える基本的なツール
①日本語の図書・雑誌記事の検索

 NDL-OPAC（http://ndlopac.ndl.go.jp/）

 国立国会図書館（NDL）の蔵書や雑誌記事の検索

 デジタル化された資料は本文が見られる
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http://ndlopac.ndl.go.jp/


1-2. 調査に使える基本的なツール
①日本語の図書・雑誌記事の検索

 国立国会図書館サーチ（http://iss.ndl.go.jp/）

 NDLや公立図書館等の蔵書やデジタル情報の横断検索が可能

 中国語・韓国語の翻訳検索・翻訳表示が可能
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http://iss.ndl.go.jp/


1-2. 調査に使える基本的なツール
①日本語の図書・雑誌記事の検索

 CiNii Articles（http://ci.nii.ac.jp/ja）

 NDL雑誌記事索引データは全て
収録

 一部は記事本文へのアクセスも

 CiNii Books（http://ci.nii.ac.jp/books/）

 大学図書館などの蔵書の横断検
索が可能
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http://ci.nii.ac.jp/ja
http://ci.nii.ac.jp/books/


1-2. 調査に使える基本的なツール
②インターネットサイトなどのリンク集

 AsiaLinks-アジア関係リンク集-
（http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php）

 NDLが編集・公開

 公的機関や有用なサイトへの
リンク集

 国別・カテゴリ別に探せる

 正確な名称が分からないときに便利

 機関名の英語名称も併記

 サイトの使用言語を明示

 検索エンジンでは中の情報を拾えない
データベースなども含まれる
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http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php


1-2. 調査に使える基本的なツール
②インターネットサイトなどのリンク集

 開発途上国関連リンク集
（JETRO)＞台湾
（http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Regi
on/Asia/Taiwan/links.html）

 分野別に関連ウェブサイトを紹介

 台湾関係のリンクを一覧できる
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http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Asia/Taiwan/links.html


1-2. 調査に使える基本的なツール
②インターネットサイトなどのリンク集

 アジア情報の調べ方案内（国立国
会図書館リサーチ・ナビ）
（http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/research-guide-
asia.php）

 テーマごとに、調査の参考になる
サイトや参考図書等を紹介
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http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/research-guide-asia.php


1-2. 調査に使える基本的なツール
③その他ウェブ検索時のコツなど

 ドメイン指定検索

 検索エンジンでキーワードに続けて「 site:（ドメイン）」と入力して検索
⇒そのドメインを持つサイトのみがヒット

 例： 「site:go.jp」 ⇒日本の公的機関等のサイト

「site:ac.jp」 ⇒日本の大学等研究機関のサイト

「site:gov.tw」 ⇒台湾の公的機関等のサイト

 ⇒信頼性が高いと思われるサイトに限定することが可能
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1-2. 調査に使える基本的なツール
③その他ウェブ検索時のコツなど

 漢字ピンインハングル読み変換
（http://www.lib.hit-u.ac.jp/retrieval/holding/han2pin.html）

 日本漢字⇔繁体字（台湾の漢字）の変換が可能

 （参考）AsiaLinks＞言語・辞書 : 中国・香港・台湾
（http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/dic-chn.php）
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http://www.lib.hit-u.ac.jp/retrieval/holding/han2pin.html
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/dic-chn.php


1-2. 調査に使える基本的なツール
③その他ウェブ検索時のコツなど

 ページ機械翻訳

 ブラウザ「Google Chrome」に付属する機能
（https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja）

 上部のバーに現れる「翻訳」をクリックするか、
ページ内を右クリック⇒「日本語に翻訳」を選択

 中国語の場合、あまり精度は高くない

13

https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=ja


2-1. 事前課題の再調査＋グループ発表
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事前課題：

①台湾の2017年10月現在の最低賃金について調査してください。

※どの法令で、どのように定められているか、を調べてください。

② ①について調べた際に、どのような資料・情報を使用したかを
教えてください。

・使用した言語（日本語のみ、英語のみ、中国語のみ、組み合わせ）

・使用した資料・情報の種別（図書、雑誌記事、データベース等）、名称、
具体的な参照箇所

・なぜ、その資料・情報が良いと思いましたか。



2-2. 調査の進め方

 台湾の最低賃金

⇒統計ではなく、法令やそれに基づく行政規則等で
規定されている

⇒政府機関の情報を調べる

 基本的な調査方法：2つのステップを踏んで調べる

ステップ① 日本語資料・情報の調査

ステップ② 中国語資料・情報の調査

※統計情報は明日の実習で扱います
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2-2. 調査の進め方

 日本語資料・情報だけ調べれば十分では？

 確かに、日本語で相当確度が高いと思われる情報（法令の全訳、
制度の詳細な解説など）が得られることがある

 しかし、法令や組織は頻繁に改正される可能性がある

⇒ いくら日本語で詳しい情報があっても、安心できない

 中国語資料・情報だけ調べれば十分では？

 中国語に自信のある人は、初めから中国語で調査してよい

 しかし、基礎知識がないと、調査が非効率・不十分になる可能性がある

⇒ いきなり「中国語の海に飛び込む」のは、リスクもある
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2-2. 調査の進め方
ステップ①日本語資料・情報の調査

 まずインターネットや図書館資料の検索システム（OPAC）等を検索

 法制度や組織などを解説している日本語情報を探す

 内容が分かりやすく、法令、条文、関連組織名や
情報源の出典が明記してある資料・情報がよい

 公的機関やシンクタンクのウェブサイトや刊行物は比較的信頼できる

 概要把握だけでなく、中国語の一次情報を調べる手がかりをさがす

 中国語情報の検索に必要な法令名や、関連機関名を特定できる場合も

※中国語ができない場合は、信頼性の高い日本語の情報を調査することが重要！
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2-2. 調査の進め方
ステップ②中国語資料・情報の調査

 中国語の法令原文や政府サイトを探す

 「アジア諸国の情報をさがす」のAsiaLinksなどからたどる

 複数のアプローチを試みる

 政府情報であっても、掲載が遅れる場合等があることを考慮する

 民間のサイトの方が分かりやすいヒントを得られる場合もある

 当該制度を説明している部分を、原文で確認する

 法令、行政規則、各種基準、政府機関の組織・任務など

 正確に翻訳できなくても、利用者への案内や、後日調査の際に役立つ
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2-2. 調査の進め方

 英語版がある場合は、中国語とあわせて参照可能

 ただし、内容が少ない・古い場合がある

 なお、日本語版サイトはあまりない

 法令を読んでも十分に制度の詳細が分からない場合は
さらに、台湾の文献（法令の逐条解説書など）を参照する
※今回は取りあげません
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ステップ1
日本語

• 参考情報を探す

• 関連法令や機関等の名称等を特定する

ステップ2
中国語

• 検索キーワードを中国語に置き換える

• 根拠法令等を入手し、条文を確認する

まとめ
• 解答・まとめ



2-3. 調査例の解説
ステップ① 日本語資料・情報の調査
参考情報を探す・関連法令や機関等の名称等を特定する

 検索サイトで「台湾 最低賃金」で検索

 2017年、台湾の最低賃金がさらに上がりますよ
（http://taiwanramen.info/salary/）

21

正社員の最低賃金が2017年から最低21,009元
アルバイトは二段階で上がり、2017年には133元になります。

http://taiwanramen.info/salary/


 検索サイトで「台湾 最低賃金 法律」で検索

 台湾の労働基準法における基本賃金について
（http://www.kuroda-law.gr.jp/ja/column/taiwan/taiwanlaw-info/taiwanlawinfo-1010.html）
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台湾の労働基準法第２１条第１項は、「賃金は、労働者と使用者の双方で

これを決定する。ただし、基本賃金より下回ってはならない。」と規定している。
また、同条第２項は、「前項の基本賃金については、中央主管機関(注1参照)
の基本賃金審議委員会がこれについて検討し審議した後、行政院が審査し
確定する。」と規定している。…
(注1)中央主管機関は、台湾の行政院労工委員会を指す。

2-3. 調査例の解説
ステップ① 日本語資料・情報の調査
参考情報を探す・関連法令や機関等の名称等を特定する

http://www.kuroda-law.gr.jp/ja/column/taiwan/taiwanlaw-info/taiwanlawinfo-1010.html


 検索エンジンで「台湾 労働基準法」で検索しなおしてみる

 「労働基準法（中華民国 105 年（西暦 2016 年）11 月 16 日改正）」
（http://www.jilaf.or.jp/asia_laborlaw/data/taiwan001.pdf）
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第 21 条 （賃金の決定と基本賃金）
（第 1 項）賃金は労使双方が協議した上で定める。ただし、基本賃金の額を
下回ってはならない。
（第 2 項）前項の基本賃金は、中央主務機関が設置する基本賃金審議委員
会によって策定された後に、行政に報告してこれを決定する。
（第 3 項）前項の基本賃金審議委員会の組織および審議手続等の事項に
ついては、中央主務機関が別途規定を定める。

2-3. 調査例の解説
ステップ① 日本語資料・情報の調査
参考情報を探す・関連法令や機関等の名称等を特定する

http://www.jilaf.or.jp/asia_laborlaw/data/taiwan001.pdf


 NDL-OPAC、CiNii Articles等で検索
（キーワード：「台湾 最低賃金」など）

⇒関連しそうな情報は見当たらない
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2-3. 調査例の解説
ステップ① 日本語資料・情報の調査
参考情報を探す・関連法令や機関等の名称等を特定する



 日本語の情報源から得られた情報

 最新の最低賃金額：21,009元、133元

 関連法令： 労働基準法とその下位規定

 関連する機関など：行政院、行政院労工委員会、
基本賃金審議委員会
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2-3. 調査例の解説
ステップ① 日本語資料・情報の調査
参考情報を探す・関連法令や機関等の名称等を特定する
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ステップ1
日本語

• 参考情報を探す

• 関連法令や機関の名称等を特定する

ステップ2
中国語

• 検索キーワードを中国語に置き換える

• 根拠法令等を入手し、条文を確認する

まとめ
• 解答・まとめ



2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 検索キーワードを中国語に置き換える

 検索キーワードを「労働基準法」に

 「漢字ピンインハングル読み変換」
（ http://www.lib.hit-u.ac.jp/retrieval/holding/han2pin.html）
で、日本漢字⇔繁体字の異同をチェック

⇒繁体字では「勞動基準法」
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http://www.lib.hit-u.ac.jp/retrieval/holding/han2pin.html


2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の法令データベース

 AsiaLinks＞
法律 : 中国・香港・マカオ・台湾
（http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/law-chn.php）

 台湾の法令に関しては5つの
データベースを紹介
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http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/law-chn.php


2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の法令データベース

データベース名 言語 本文
閲覧

備考

全國法規資料庫 中・英 無料 収録範囲が比較的広く、細則や下位の規定も検索可能。判
例等との横断検索も可能。公的機関が運営し、繋がりにくい
こともない⇒無料で使う場合は一番使い勝手が良い

立法院法律系統 中 無料 収録範囲は「全國法規資料庫」ほど広くないが、法令の過去
の改正状況等について確認しやすい

法學資料檢索 中・英 無料 司法関係には強い

植根法源網 中・英 一部
有料

中央と地方の法規、行政規則や通達を含む法令全文や分類
検索のサービスを提供。他のデータベースが提供していない
行政規則・行政通達、地方法規の検索に便利。比較的多くの
本文が、無料で見られる

法源法律網 中・英 一部
有料

全國法規資料庫、立法院法律系統、法學資料檢索系統より
も収録範囲（下位規定など）は広い。無料で検索および一部
法令等の本文閲覧が可能
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※URLはAsiaLinks（ http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/law-chn.php ）を参照

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/law-chn.php


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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中央法規
・法規の名称
・条文の内容

実質法規命令
・情報の概要

最新情報
・情報の概要

http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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全条文 編章節 条項番号の検索 全文検索 沿革 立法過程

名称

修正年月日

効力の発生状態

分類

「英」をクリックすると
英文に飛べる

http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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労働基準法 第21条
（第 1 項）工資（賃金）は労使双方が協議した上で定める。ただし、基本工資（最低賃金）の
額を下回ってはならない。
（第 2 項）前項の基本工資（最低賃金）は、中央主務機関が設置する基本工資（最低賃金）
審議委員会によって策定された後に、行政に報告してこれを決定する。
（第 3 項）前項の基本工資（最低賃金）審議委員会の組織および審議手続等の事項につい
ては、中央主務機関が別途規定を定める。

（参考：国際労働財団の日本語訳）

http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の法源について

 法源：裁判の根拠となるもの

 制度上の法源：5つ
①憲法及び司法院大法官解釈
②条約
③法律及び法規命令
④判例及び司法院解釈
⑤地方自治立法

 事実上の法源
判決、公務員懲戒委員会決議、学説…

39

参考：蔡秀卿, 王泰升 編著『台湾法入門』法律文化社, 2016.10.【当館請求記号：AC8-121-L1】



2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の法源について

40

 定義

 法律：最高機関である立法院が制定するもの

 法規命令：
行政機関が法律に基づいて一般的な事項を定め、
対外的に法律効果を有するもの

 （参考）行政規則：

上級機関が下位機関等に対し、内部の秩序または
運用を規律するもの。対外的な法律効果を有さないものと
定義されるが、法規命令との区別は曖昧

参考：蔡秀卿, 王泰升 編著『台湾法入門』法律文化社, 2016.10.【当館請求記号：AC8-121-L1】



2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の法源について

 名称

 法律：「法」「律」「条例」「通則」のいずれか
（どれも効力は同等）
実際は、「法」→一般事項・基本事項、

「条例」→限定的または特殊な事項

 法規命令：「規定」「規則」「細則」「辨法」
「綱要」「標準」または「準則」
実際は、それ以外に「要点」「注意事項」「方針」
「方案」など

41

• ○○法、○○条例

法律

• 規定、規則、細則、
辨法…

法規命令

参考：蔡秀卿, 王泰升 編著『台湾法入門』法律文化社, 2016.10.【当館請求記号：AC8-121-L1】



2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）

 次に、「基本工資」を決定している法規を調べるため、
「基本工資」をキーワードとして検索

42

http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）

43

http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）
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基本工資審議辦法（最低賃金審議辨法） 第5条
（第 1 項）基本工資（最低賃金）審議委員会は原則として毎年第2四半期に審議を行う
（第 2 項）基本工資（最低賃金）は、最低賃金審議委員会の審議で調整が必要とされた場合、
労働部が行政院に報告し、行政院の承認を得たのちに公告して実施する

http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 全國法規資料庫 （http://law.moj.gov.tw/）

45

労働部公告

http://law.moj.gov.tw/


2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

46

 106-09-06をクリック

時間額の最低賃金を140元、月額の最低賃金22,000元に修正する。
2018年1月1日から実施する。



2-3. 調査例の解説
ステップ② 中国語資料・情報の調査 根拠法令等を入手し、条文を確認する

 105-09-19をクリック

47

1. 時間額の最低賃金を、2016年10月1日から126元、2017年1月1日か
ら133元とする
2. 月額の最低賃金を2017年1月1日から21,009元とする



2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の政府公報の調査

 AsiaLinks＞
政府刊行物 : 中国・香港・

マカオ・台湾
（http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/go
v-pub-chn.php）

 立法・行政機関などの公報
検索システムを紹介

 収録範囲が一番広いのは
「政府公報資訊網」

48

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/gov-pub-chn.php


2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の政府公報の調査

 政府公報資訊網（http://gaz.ncl.edu.tw/）

 台湾国家図書館が運営

 總統府・行政院・立法院・司法院・考試院・監察院の公報
および各地方政府の公報の検索・全文閲覧が可能

49

http://gaz.ncl.edu.tw/


2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の政府公報の調査

 政府公報資訊網（http://gaz.ncl.edu.tw/）

50

http://gaz.ncl.edu.tw/


2-3. 調査例の解説 （参考）台湾の政府公報の調査

 政府公報資訊網（http://gaz.ncl.edu.tw/）
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http://gaz.ncl.edu.tw/


2-3. 調査例の解説 （参考）その他の調査方法

 検索サイトで「基本工資審議委員會」で検索
⇒「中華民國勞動部- 基本工資審議委員會」がヒット
（https://www.mol.gov.tw/topic/3067/5990/6000/）

52

https://www.mol.gov.tw/topic/3067/5990/6000/


2-3. 調査例の解説 （参考）その他の調査方法

 中華民國勞動部- 基本工資審議委員會
（https://www.mol.gov.tw/topic/3067/5990/6000/）
「基本工資」＞「歷年基本工資調整」

53

https://www.mol.gov.tw/topic/3067/5990/6000/


 基本工資之制訂與調整經過（最低賃金の制定・改訂と調整経過）
（https://www.mol.gov.tw/topic/3067/5990/13171/19154/）

2-3. 調査例の解説 （参考）その他の調査方法

54

2016年9月19日発布：2017年1月1日から、月ごとの最低賃金を21,009元、時間ごとの
最低賃金を133元に調整する。
2017年9月6日発布：2018年1月1日から、月ごとの最低賃金を22,000元、時間ごとの
最低賃金を140元に調整する。

https://www.mol.gov.tw/topic/3067/5990/13171/19154/


2-3. 調査例の解説 （参考）その他の調査方法

55

労働部の紹介 重大政策 ニュース・公告 所管分野 サービス 統計 関連リンク
統計

ニュース
人気ワード

業務
サービス
リンク

Web2.0

サイトマップ RSS 意見箱 英文版 労働法令 FAQ
 労働部のサイトで得られる情報



2-3. 調査例の解説 （参考）その他の調査方法

 「業務專區」＞「勞動基準法簡介」
（https://www.mol.gov.tw/topic/3066/5837/19493/）

56

https://www.mol.gov.tw/topic/3066/5837/19493/


2-3. 調査例の解説 （参考）その他の調査方法

 勞動基準法權益簡介（労働基準法の概要）
（https://www.mol.gov.tw/topic/3066/5837/19493/）

57

賃金は労使双方が協議した上で定めるが、基本工資（最低賃金）を下回ってはならない。基本工
資（最低賃金）は月額20,008元、時間額126元とする。（2017年1月1日から、月ごとの最低賃金
を21,009元、時間ごとの最低賃金を133元に調整する）

https://www.mol.gov.tw/topic/3066/5837/19493/
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ステップ1
日本語

• 参考情報を探す

• 関連法令や機関の名称等を特定する

ステップ2
中国語

• 検索キーワードを中国語に置き換える

• 根拠法令等を入手し、条文を確認する

まとめ
• 解答・まとめ



2-3. 解答・まとめ

 台湾の2017年10月現在の最低賃金は、月額21,009元（日本円
換算約77,733円）、時間額133元（約492円）である。（2016年9月
19日労働部公告）

 ただし、2018年1月1日からは、月額22,000元（約81,400円）、時
間額140元（約518円）となる。 （2017年9月6日労働部公告）

 なお、最低賃金は、労働部が設ける基本工資審議委員会（最低
賃金審議委員会）が毎年第2四半期に審議し、変更する場合は、

労働部が行政院の承認を受けたのち、公告して実施する。（労働
基準法第21条、基本工資審議弁法第5条）

59



60

実習①のまとめ（調査のポイント）

日本語資料・情報の調査

 法令・機関の名称などがわかる参考情報をさがす

 広く関心を集めるテーマであれば、日本語の参考情報からでも
ある程度の正確で詳細な情報を得られる場合がある

中国語資料・情報の調査

 法令を検索し、全文を閲覧する

 さらに詳しい情報を得るために下位の法令なども調べる

「調べ方案内」や「AsiaLinks」の活用

 信頼できる情報を得るための参考に

 有用なデータベースを活用（“ググって”も、データベースの中の
情報までは拾えない場合が多い）

ステップ①

ステップ②

調査のヒント
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