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外部評価結果の総括について

標記のことについて、独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程（平成
１６年２月２０日規程第４号）第２条第２項の規定に基づき、報告します。
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外部評価結果の総括
【序文】
本委員会は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）の令和元年度に
おける業務実績の全体について、振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、
効率及び効果の両面から評価を行った。
振興会は、平成 30 年 4 月 1 日より開始した第４期中期目標期間において、①世界レベ
ルの多様な知の創造、②知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成、③大学等の強みを生
かした教育研究機能の強化、④強固な国際研究基盤の構築、⑤総合的な学術情報分析基盤
の構築の 5 本の柱を基盤に、各事業を推進している。本委員会は、これら 5 本の柱を含む
第４期中期目標で定められた項目ごとに、その達成状況等について評価した。
なお、本委員会では、令和元年度の業務実績に対する評価にとどまらず、振興会の事業
全般に関する今後の課題についても指摘した。その中には、早期に改善することが困難な
課題、政府レベルで検討・実施すべき課題、あるいは振興会の業務の範囲を超える課題等
に対する意見も含まれている。
本委員会による評価が振興会の業務のさらなる改善に活用され、振興会の事業がより優
れた成果を挙げるとともに、日本の学術が一層振興されることを期待して、次のとおり総
括する。
１．法人の業務運営
振興会は、学術研究の助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、大学改革や
大学のグローバル化の支援等多岐にわたる事業を実施することにより、我が国の学術振興
の中核を担っており、研究者コミュニティをはじめ各界の様々な観点からの意見を取り入
れた業務運営が適切に行われていることに敬意を表したい。
学術振興策や学術動向に関する調査・研究、科学研究費助成事業（以下「科研費」とい
う。）や特別研究員事業等における審査・評価業務、業務全般に対する提案・助言等を行
う学術システム研究センターは、振興会の業務運営に当たって極めて重要な組織である。
副所長 3 名が女性研究者であり、分野のバランスもとれていることは高く評価でき、ま
た、研究員の選考については公正性・透明性が保たれ、適切な研究員が配置されているこ
とも、同センターのプレゼンスを高めている。一方で、現在の研究員には民間の研究機関
に所属する者が見られないが、研究員の所属機関の多様性の確保に一層留意してほしい。
また、女性研究員の比率が増加していることは望ましいが、女性の更なる参画拡大に努め
てほしい。研究員は、公正性・透明性を確保することが求められる職務であることに留意
しながら、引き続き、研究員選考及び同センターの運営を適切に行ってもらいたい。
学術研究の多様性の確保の観点からは、女性の登用策も引き続き重要である。女性の審
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査委員の比率が低いのは母集団の少なさゆえであるとしても、できるだけ多くの女性研究
者に審査委員を依頼していくという意識を継続してもらいたい。
振興会では、比較的少数の職員により多岐にわたる事業が効率的に運営されていること
は評価できる。その一方で、近年は事業の変革に重点が置かれているが、その変革の実施
状況や成果、問題点等の検証も丁寧に行っていく必要があると考える。また、個々の事業
は非常に堅実に実施されており、いずれも高く評価するが、事業間で連携することにより、
さらに事業が加速したり、相乗効果が得られたりする場合もあると考えられる。どのよう
な事業間で連携が可能か、それによりどのようなメリットが得られるか、ケーススタディ
をしてみることを提案したい。
令和元年度末には、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、様々な活動が制限される
中、振興会の諸事業においては柔軟かつ迅速な対応がとられ、影響を最小限に抑えること
ができたことは高く評価できる。令和２年度は、パンデミックの影響が本格化することが
予想されるため、引き続き、諸事業において事情に応じた柔軟な対応をとるとともに、審
査等の方法について十分に検討してほしい。また、今般の新型コロナウイルス感染症対策
を契機として、リモート会議やテレワークが広がったが、振興会の業務においても、IT を
活用して効率化できる業務と、対面で行うことが必要な業務とを区別して、大きな業務改
革に結びつけてほしい。加えて、研究者の国際的な移動が制限される状況が長期化すれば、
研究者育成や研究活動の在り方にも大きな影響が及びかねないが、パンデミックの状況下
での研究活動の在り方や、新たな様式での海外との連携の在り方等について検討すること
を期待したい。
２．世界レベルの多様な知の創造
科研費については、膨大な審査・評価業務を計画通り実施したことは高く評価でき、加
えて、審査システムの大改革から 3 年目を迎え、現状の分析や検証、研究者の期待に沿っ
た様々な制度改善や変更がなされたことは注目に値する。特に、若手研究者の大型研究種
目への挑戦を促す観点からの重複応募制限の緩和や研究計画調書に係る変更の趣旨の明
確な周知がなされたことは、重要な改善であると評価する。科研費の制度設計に当たって
学術システム研究センターの役割は重要であり、科研費の改革に活発に取り組んでいるこ
とを評価したい。また、審査に関しては、中堅・若手研究者の審査委員への登用を進めて
おり、今後の科研費の審査をより充実させる極めて適切な措置であると考える。引き続き、
学術システム研究センターにおける審査結果のきめ細かな検証を実施し、公正かつ透明な
審査システムを構築してほしい。
我が国の学術研究の発展における科研費の役割は極めて重要であり、確固たる学術基盤
に基づいた、挑戦的で独自性のある研究の芽が生まれる環境を醸成してほしい。また、研
究の応用志向を強調しすぎず、一見地味であっても革新的で高度な基礎研究が奨励される
ことが強く望まれる。科研費の制度改善が行われる際には、こうした科研費の基本的考え
方を維持するとともに、制度改善によって審査委員の負担や振興会業務が増大する可能性
にも留意しながら業務の質を維持することが重要である。研究者、特に若手研究者が挑戦
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的な研究に専念できるような科研費制度であってほしい。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う科研費の弾力的運用が行われたことは、研究者
の意向に沿った措置であると高く評価する。研究者は、振興会の意図を理解し、これまで
以上に適切な研究費使用に意を払うべきである。
国際的な共同研究等の推進については、大学コンソーシアム等の組織的な取組を支援す
るという新たな交流の形態により、更なる二国間の連携強化を図ったことは高く評価され
る。国際共同研究プロジェクトについては、人的交流と研究活動の双方に財政支援が必要
な場合があり、振興会の部署間の緊密な連携を期待したい。
人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業については、人文学、社
会科学それぞれの研究者の意見を踏まえながら、着実に事業を遂行してほしい。
３．知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成
特別研究員事業や海外特別研究員事業をはじめとする研究者の養成に関する諸事業は、
研究支援事業と並んで振興会の重要な事業である。特別研究員事業に関しては、申請者が
多数にのぼるにも関わらず、募集・審査・採用を短期間のうちに円滑に実施したことは高
く評価でき、また採用終了後の進路状況調査等がきめ細かく行われていることも評価でき
る。
我が国では、大学院博士後期課程進学者の減少が続いているが、これは将来の学問の衰
退につながる憂慮すべき事態であり、抜本的な対策を講じることが求められる。博士課程
進学者が減少している要因の一つには、経済的に博士課程進学が難しい学生がいるという
ことが考えられる。実際に、博士課程進学者が減少する一方で特別研究員 DC1、DC2 への
申請者は増加傾向にあり、支援のニーズが高まっている。特別研究員事業は、自由な発想
の下に主体的に研究課題等を選びながら研究に専念できる機会を与え、我が国の将来の学
術研究を担う若手研究者を育成する基盤となる重要な事業であり、優秀な若手研究者が研
究に集中できるよう、現行の支援内容を少なくとも維持した上で、特別研究員の採用人数
を増やすことが望まれる。特別研究員 PD も採用率が低いままであり、改善を期待したい。
なお、特別研究員 PD への申請者は減少しており、その背景の検証が望まれる。
国においては多くの若手研究者支援施策が実施されているが、それぞれの施策の効果が
最大限発揮されるよう、全体を俯瞰し、バランスの取れた支援策を推進することが必要と
考える。国の調査等により報告される研究者の生の声も参考にしながら、効果的な若手研
究者支援が行われるよう、国とともに横断的な議論がなされることを期待する。
卓越研究員事業に関しては、開始されてから年数が浅い事業であり、今後の取組状況に
期待したい。卓越研究員の雇用機関の多くがアカデミアであるため、民間企業とのマッチ
ングの改善を図る必要があると考えられる。そのため、引き続き、博士号取得者の進路の
多様化とその能力の活用を図るべく、より効果的なキャリアパスの提示となるよう、国と
連携して仕組みを作り上げてほしい。
４．大学等の強みを生かした教育研究機能の強化
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振興会が、学術振興に資するという観点から、世界トップレベル研究拠点プログラム
（WPI）や、様々な大学教育改革・大学のグローバル化の支援に係る事業の審査・評価を
実施していることは意味のあることだと考える。いずれの事業においても、審査に加え、
中間評価・フォローアップ・事後評価というきめの細かい評価が行われていることは評価
できる。
WPI については、WPI 拠点に蓄積された経験・ノウハウの共有・展開が積極的に進めら
れていることは高く評価できる。一方で、優れた研究環境の下で卓越した研究成果が生ま
れ、世界的な拠点に育ちながらも支援が終了するのは、せっかくの成果が失われかねない
と危惧する声がある。また、大学教育改革等を支援する事業についても、支援期間が終了
する事業が増えてきているが、年限の決められたプロジェクト的なものとなる懸念がぬぐ
えない。
これらの事業の審査・評価を担う振興会においては、個々の事業を超えて、日本全体の
研究力向上という、より高い次元で事業の成果を生かすことを国に求めることを期待した
い。また、例えば、WPI の最終評価で高評価を受けた拠点については、振興会で積極的に
広報し、それらの拠点が次の資金を得やすいようにサポートすることも考えられないか。
５．強固な国際研究基盤の構築
振興会の学術国際交流事業は多岐にわたり、かつ柔軟に運営されており、我が国の学術
研究の海外展開と国際連携を支えている。学術国際交流事業は科研費と共に、振興会の研
究支援業務の核となる事業であり、新規事業の開拓や多様な海外学術振興機関との連携を
積極的に進め、協力関係を一層深めることが必要である。我が国の学術研究の国際展開を
先導できるよう、引き続き予算の獲得に努めてほしい。
我が国の学術の国際戦略と立ち位置を明確にし、いかに国際社会の発展に貢献するかを
海外に示すことは、国際事業にとって重要である。振興会においては、今期の国際統括本
部の活動を踏まえつつ、国際戦略を改訂する際には我が国の国際貢献という視点からも全
体ビジョンを打ち出すことを期待する。国際統括本部においては、海外研究連絡センター
とも連携しつつ、国際活動に関する高い見識と経験を積んだ幅広い学識経験者から助言を
受けるとともに、諸外国の国際共同研究プログラムや研究支援制度に係る情報収集を行う
体制を構築してほしい。
６．総合的な学術情報分析基盤の構築
情報の一元的な集積・管理や振興会事業の動向等の分析、学術動向に関する調査等、学
術情報分析基盤の構築に向けて、着実に業務が行われている。特に、学術情報分析センタ
ーは、振興会が有する膨大な諸データの活用を図るうえで重要であり、人員を含めて今後
一層の充実を期待したい。
振興会が実施するピアレビュー型の競争的研究費の配分は、大きな効果を上げていると
思われる。その有効性を客観的エビデンスに基づいて示すことが、今後の我が国の研究費
配分に重要な視点を与えると考えられ、学術情報分析センターの今後の活動に期待する。
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例えば、振興会の競争的研究費の採択によって、研究グループの創出、学際領域研究の活
性化、世界的拠点や国際的研究者の創出など、どのような効果をもたらしたかといった分
析がなされることが望まれる。
７．横断的事項
情報発信や研究公正の推進等、振興会の各種事業に横断的に関わる取組についても着実
に実施されている。電子申請システムについては極めて有効に機能しており、審査委員の
負担軽減が図られている。当該システムは、課題の公募、審査、採択等の面で、他の多数
の機関でも有効と思われるため、他機関で同様の仕組みを導入する際には、振興会の適切
なサポートを期待したい。
研究不正防止に対する取組も地道かつ着実に行われており高く評価できる。「科学の健
全な発展のために-誠実な科学者の心得-」はすべての研究者のバイブルになってほしい。
振興会の事業実施に当たり、全ての研究者に研究倫理教育プログラムの履修を義務づけて
いることは重要であり、e-learning 教材の内容の充実を今後も図ってほしい。
８．その他
外部評価委員からは、評価項目に関連する上記の意見に加え、日本の学術の振興を図る
上で重要と考えられる以下のような意見も出されたので、ここに記す。
・

振興会は、比較的小規模の組織でありながら、扱う事業は多岐にわたっており、そ
の一つ一つが我が国の学術振興にとって重要な地位を占めている。各事業については、
常に見直し・改善のサイクルが回っており評価できる。このような日常の地道な業務
が日本の学術の進展を支えている。こうした振興会の機能にふさわしい予算措置を期
待してやまない。

・

科研費においては、創発的な研究を支援してきており、多くの成果が得られている。
我が国に今必要なのは、学術研究による創発的な研究成果を戦略的な研究につなげる
仕組みと、創発的な研究成果と戦略的なイノベーションの両方を理解する人材であり、
そうした部分を強化する取組が求められる。

【まとめ】
第 4 期中期目標期間の 2 年目にあたる令和元年度の振興会の業務運営については、①
世界レベルの多様な知の創造、②知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成、③大学等の
強みを生かした教育研究機能の強化、④強固な国際研究基盤の構築、⑤総合的な学術情報
分析基盤の構築の 5 本の柱を中心とするすべての評価項目において、中期計画通り、中期
目標に向かって順調に実績を上げていると言える。限られた予算の中で、極めて質の高い
諸事業を展開していることを評価したい。
科研費制度の着実な運用とその改善に向けての絶えざる努力、さらに様々なプログラム
の実施によって、振興会が日本の学術研究の基盤を支えるのに大きく貢献していることは
高く評価できる。しかし、論文の量と質の両面から見た日本の科学技術の基盤的な力の国
5
7

際的な低下傾向が続いており、今後も決して楽観できない。こうした現状に対して、研究
支援の立場から何ができるのか、振興会に蓄積された知見や経験、研究現場とのつながり
を生かして内外の議論を喚起し、今後の方策を提言する役割を期待したい。とりわけ、国
際的に見て依然低い水準にとどまっている女性研究者数、また博士課程への進学者の減少
といった課題は、社会的な背景もあって簡単ではないが、日本の将来のために極めて重要
であり、大きな視野で、より一層の取組を求めたい。

6
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令和 2 年 6 月 29 日

独立行政法人日本学術振興会
理事長

里

見

進

殿

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会
委員長

巽

和

行

令和元事業年度業務実績に関する外部評価報告書について

標記のことについて、独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程（平成
１６年２月２０日規程第４号）第２条第２項の規定に基づき、報告します。
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ィ⏬㏻ࡾࠊ୍㒊ࡘ࠸࡚ࡣ୰

୰ᚰࡍࡿᖜᗈ࠸㛵ಀ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰

⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡿ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

ᮇ┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼

ࡶࠊ◊✲⪅ࡢ⮬⏤

ࢆ % ࡍࡿࠋ

ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇ

࡞Ⓨ◊✲ࡢከᵝᛶࠊ

࣭ホ㆟ဨࡢ㛤ദ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ◊

ࡽࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

㛗ᮇⓗどⅬࠊ⥅⥆ᛶ➼ࡢ

✲⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠

࣭≉ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶᇶ࡙

Ⴀࡀᅗࡽࢀࡓࠋ

ࣥࢱ࣮ࡢάືࡣኚ‶㊊ࡋ

ࡁࠊᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛

࡚࠾ࡾࠊࣉࣟࢭࢫࡋ࡚ࡣ㐺

ྜᛶཬࡧᅜ㝿ᛶࡢほⅬ

ࡣࠊ࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ

ษάືࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀࢆ

ࡓ࠺࠼࡛ࠊ⏨ዪẚࡢࣂࣛࣥࢫࠊᡤ

ࡿࠋᚋࡣࠊࡑࢀࡽࡢດຊࡢຠ

⾜࠺ࠋ

ᒓᶵ㛵ࡢᙧែࠊᆅᇦⓗ࡞ࣂࣛࣥ

ᯝࢆ᫂♧ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࢀ



ࢫ➼ࠊከᵝᛶࡢ☜ಖ㓄៖ࡋ࡞

ࡿࠋ



ࡀࡽ➨୍⥺࡛ά㌍୰ࡢ◊✲⪅ࢆ



ᖜᗈࡃ㑅௵ࡋࠊᴗᨵၿࡢᥦ࣭ 㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
ຓゝࡸᴗົ㐠Ⴀࢆ㐺ษ⾜ࡗ࡚

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

࠸ࡿࠋ

̿

ࡲࡓࠊ≉㞟୰ⓗᑂ㆟ࡀᚲ
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せ࡞㔜せ࡞ㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚࣮࣡

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ➼ࢆ㛤ദࡋࠊ◊

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

✲⪅ࡢどⅬ❧ࡕ✚ᴟⓗ᳨ウ

ࡢᗈࡀࡾࡣᵝࠎ࡞㠃࡛ᚋࡢ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ୡ⏺ࡢᏛ⾡◊✲ከ࡞ᙳ㡪

࣭Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖࡸࠊᏛ

ࢆ࠼ࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋ

⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ

ᖜᗈࡃ◊✲⌧ሙࡽࡢពぢࢆ

ᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜࠺࠸࠺┠ᶆ㐩ᡂ

ྲྀࡾධࢀࠊᒁⓗ࡞ほⅬࡶྵ

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ╔ᐇ⾜ࢃࢀ࡚

ࡵ࡚ᚋࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸

࠸ࡿࠋ

ࡃ࠺࠼࡛ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

࣭⯆ࡢㅖᴗ࠾ࡅࡿ⏨ዪ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺࡣ࠸ࡗࡑ࠺㔜

ඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ

せ࡞ࡿ㐪࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ

╔ᐇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡛ࡢᐇ⦼ࢆࡶࠊࡉࡽ࡞ࡿ



Ⓨᒎࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



࣭௧ඖᖺᗘࡣ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᐇ



ࡋ࡚࠾ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁホ㆟ဨ



ࡢ㛤ദ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡢព



ぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀࢆᅗ



ࡿࠋ



࣭ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ



࣮ࣝࣉࡸࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆᚲせ



ᛂࡌ࡚㛤ദࡋࠊ⛉◊㈝ࡸࡑࡢ



ࡢᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊබᖹᛶࡢ☜



ಖ㈉⊩ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼ࡢ



ᰂ㌾࡞ᑐᛂດࡵࡿࠋ



࣭ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆



ࡢᴗಀࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍



ᇶᮏᣦ㔪ࠖᇶ࡙ࡁྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ



ࡿࡶࠊྲྀ⤌≧ἣࡢࣇ࢛ࣟ



࣮ࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ














㸦㸯㸧◊✲⪅➼ࡢពぢࢆ

㸦㸯㸧◊✲⪅➼ࡢពぢࢆ

㸦㸯㸧◊✲⪅➼ࡢពぢࢆ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

࠙ホ㆟ဨࠚ

㸦㸯㸧◊✲⪅➼ࡢពぢࢆྲྀࡾධ

㸦㸯㸧◊✲⪅➼ࡢពぢࢆྲྀࡾ

ྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀ

ྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀ

ྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀ

㸯㸫㸯◊✲⪅➼ࡢពぢ

࣭ホ㆟ဨࡣࠊ⌮㛗ࡢㅎၥᛂࡌࠊᏛ⾡⏺ࠊ⏘ᴗ⏺ࠊ

ࢀࡓᴗົ㐠Ⴀ

ධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀ

⫈ྲྀ≧ἣ㸦ホ㆟ဨࡢ㛤

Ꮫ➼ࢆ௦⾲ࡍࡿᏛ㆑⤒㦂⪅࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡◊✲ ⿵ຓホᐃ㸸E

Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆ┠ⓗ

◊✲⪅ࡢ⮬⏤࡞Ⓨ

Ꮫ⾡◊✲ࢆᐇ㝿⾜

ࡍࡿ⯆ࡢᴗࡢ≉

ᇶ࡙ࡃᏛ⾡◊✲ࡢᡂ

࠺◊✲⪅ࢆྵࡵࡓྛ⏺

ദᐇ⦼➼ࢆཧ⪃ุ᩿㸧 ᨭ㛵ࡍࡿᨻ⟇ࡶ㏻ࡌࡓ࣓ࣥࣂ࣮ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ᛶ㓄៖ࡋࠊホ㆟ဨࡸ

ᯝࡣࠊே㢮♫ඹ㏻ࡢ▱

ࡢᏛ㆑⤒㦂⪅ࡽᡂࡿ



࣭ホ㆟ဨࡣ௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡋࡓࠋ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

Ꮫ⾡◊✲ᑐࡍࡿ㧗࠸

ⓗ㈨⏘ࡋ࡚ᩥⓗ౯

ホ㆟ဨࢆᖹᡂ  ᖺᗘ



࣭ホ㆟ဨ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿᴗົࡢᐇ⦼㛵ࡍ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

㆑ぢࢆᣢࡘᏛ㆑⤒㦂⪅

್ࢆᙧᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶

㸦 ᖺᗘ㸧୰㸰ᅇ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡿホ౯ࠊ௧  ᖺᗘᴫ⟬せồࡢᴫせࠊྛᴗ㒊࠾ࡅࡿ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࡢពぢࢆᫎࡉࡏࡿ

ࡾࠊᏛၥ㡿ᇦࢆ㝈ᐃࡏ

㛤ദࡍࡿࠋホ㆟ဨ࡛

㸯㸫㸯◊✲⪅➼ࡢពぢ

᭱㏆ࡢ࡞ືࡁ➼ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡋࡓࠋ

ࡶࠊᏛ⾡◊✲ࢆᐇ㝿

ࡎࠊศ㔝ࡢᛶ᱁ᛂࡌࡓ

ࡣࠊᖺᗘィ⏬ࠊண⟬➼

ࢆྲྀࡾධࢀࡿᶵࢆ☜

࣭ホ㆟ဨ࡛ࡢពぢࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊᏛ⾡ᅜ㝿άື㛵ࡍ ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⿵ຓ



⾜࠺◊✲⪅ࡢពぢࢆ

㐺ษ࡞ᨭ᪉ἲࡼࡾࠊ ࡢ㔜せ㡯ࡸྛᴗࡢ

ಖࡋࠊᴗົ㐠Ⴀ㐺ษ

ࡿᇶᮏ᪉㔪㸦-636 ᅜ㝿ᡓ␎㸧ࢆ⯆ࡢᴗࢃࡓࡿ ホᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᐇ≧ἣࢆᑂ㆟ࡍࡿࡇ

ᫎࡉࢀࡓࠊホ㆟ဨ

ᡓ␎࡞ࡿࡼ࠺ᨵṇࡋࡓࠊ≉ู◊✲ဨᴗࡢ⏦ㄳ᭩ ࣭௨ୗࡢホ౯ᣦᶆᑐࡍࡿ⮬ᕫ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ

࡚⯆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ ࡼࡾࠊᏛ⾡◊✲ࡢ≉

ࡢ㛤ദᐇ⦼ࡸᏛ㆑⤒㦂

ࡘ࠸࡚ࠕ◊✲ᡂᯝࠖࡢ㡯┠ࢆࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲άືࢆ㋃ࡲ ホ౯グ㍕ࡢ࠾ࡾࠊホ㆟ဨ

࣭ዪᛶࡢホ㆟ဨࢆࡶ࠺ᑡࡋቑ

ಙ㢗ࢆᚓࡘࡘࠊຠᯝⓗ࡞

≉ࠊ㛗ᮇࢃࡓࡿヨ⾜

ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲⪅ࡢព

⪅ࡽࡢពぢ⫈ྲྀᐇ⦼

࠼࡚⏦ㄳ⪅⮬㌟ࡢ◊✲㐙⾜⬟ຊࢆ㏙ࡿᙧᨵṇࡍࡿ ࡢ㛤ദཬࡧᏛ⾡㢳ၥࡢពぢ

ࡸࡍࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ

㘒ㄗࢆᚲせࡍࡿ▱ⓗ

ぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠

ཬࡧࡑࢀࡽពぢࢆ㋃ࡲ

➼ࠊᴗົ㐠Ⴀࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ

ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡢពぢࢆྲྀ

㐀άືࡋ࡚ࡢᇶ♏

Ⴀࢆᅗࡿࠋ

࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࢆཧ

࣭ホ㆟ဨࡢ㆟せ㘓ࡣእ㒊 +3 ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀࡀᅗࡽࢀࠊィ

⪃ุ᩿ࡍࡿࠋ

࣭௧ඖᖺᗘᴗ㛵ࡍࡿࠕᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ➼ ⏬㏻ࡾᐇࡉࢀࡓࠋ



ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࡢሗ࿌ࠖࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺ  

ྲྀࡾධࢀࡿࡇࡼࡾࠊ ᖜᗈࡃࣂࣛࣥࢫࢆࡗ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

◊✲ࡢᨭࡸࠊᑗ᮶ࡢ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍ

Ꮫ⾡◊✲ࢆᢸ࠺ඃ⚽࡞

ࡿ≉㧗࠸ぢ㆑ࢆ᭷ࡍ

◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࡘ࠸࡚

ࡿᏛ㆑⤒㦂⪅ࢆᏛ⾡㢳

᭶  ᪥㛤ദࡍࡿホ㆟ဨ࠾࠸࡚ពぢࢆ⫈ྲྀࡋࠊᴗ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

༑ศ㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶

ၥጤკࡋࠊ⯆ࡢᴗ

ົ㐠Ⴀᫎࡍࡿࠋ

࣭௧ඖᖺᗘࡣ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᐇ

ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᏛ⾡◊✲

ົ㛵ࡍࡿ≉ᐃࡢ㡯



ࡋ࡚࠾ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁホ㆟ဨ

ࢆᐇ㝿⾜࠺◊✲⪅ࡢ

ࡘ࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝ

ە௧ඖᖺᗘホ㆟ဨ㸦➨  ᮇࠋ௵ᮇࡣ௧  ᖺ  ᭶  ᪥

ࡢ㛤ദ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡢព

ពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ

ࢆồࡵࡿࠋ

ࡲ࡛㸧

ぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀࢆᅗ

㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ
ᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜
せ㡯ࢆㅎၥࡍࡿࡓࡵ

▼ᕝ ᮌ
㔝 ⱥ⏨

3

ி㒔ᏛᏛ㝔⏕⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍ

ࡿࠋ

ᤵࠊ᪥ᮏᏛ⾡㆟➨㒊㛗



ᮾᏛ ⥲㛗ࠊ᪥ᮏᏛ⾡㆟➨୕



⿵ຓホᐃ㸸E

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

17
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ࡢホ㆟ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ྛ⏺࣭ྛᒙࡽࡢᏛ㆑⤒

⚄ ┿

㦂⪅࡛ᵓᡂࡋࠊᐃᮇⓗ

ᑠᯘ ႐ග

㛤ദࡍࡿࠋᴗᐇᙜ

㸦5 ඖ ࡲ࡛㸧


ࡓࡗ࡚ࡣࠊホ㆟ဨ➼࡛

Ḉ⏣ ㅬᝅ

ࡢᖜᗈࡃ㧗࠸㆑ぢᇶ

㸦5 ඖ㹼㸧

࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧពぢࢆཧ

బ⸨ ᒾኵ

⪃ࡋࠊຠᯝⓗᡂᯝࡀ

㸦5 ඖ ࡲ

㒊㛗

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ᮾிᏛ ⥲㛗

౯㸧
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸯㸫㸯ࡘ࠸

⤒῭ྠ௦⾲ᖿ

࡚ࡣࠊᏛ⾡◊✲ࢆ⾜࠺◊✲⪅ࢆ
ྵࡵࡓホ㆟ဨࢆ㛤ദࡍࡿ

⤒῭ྠ ௦⾲ᖿ

ࡶࠊᙺဨࡀᏛ⾡㢳ၥពぢ
ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ◊✲⪅➼

ᮾிᏛ♫⛉Ꮫ◊✲ᡤᩍᤵࠊ᪥ᮏ
Ꮫ⾡㆟➨୍㒊㛗

ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡿᶵࢆ☜ಖ
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊホ㆟ဨ࡛ࡢពぢࢆ

ୖࡀࡿࡼ࠺ᴗົ㐠Ⴀ

࡛㸧

ᫎࡉࡏࡿࠋ

Ọ⏣ ᜤ

⟃ἼᏛ Ꮫ㛗

ཧ⪃ࡋ࡚ᴗ㐠Ⴀࡢᨵၿࢆ⾜

୰す ᏹ᫂

᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ 㛗

࠺࡞ࠊ◊✲⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධ

ཎᒣ ඃᏊ
᪥ẚ㇂ ₶Ꮚ
ᖹ㔝 ┾୍
⏫ᮧ ᩗᚿ

๓⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
㆟㆟ဨࠊᮾᏛྡᩍᤵ
ᅜ㝿ᇶ╩ᩍᏛᏛ㛗
ୖᾏ㏻Ꮫㅮᖍᩍᤵࠊᖹ㔝ᮦᩱ
᪂◊✲ᡤᡤ㛗
୍ᶫᏛ♫Ꮫ◊✲⛉ ᩍᤵࠊ᪥ᮏ

㸦5 ඖ㹼㸧 Ꮫ⾡㆟➨୍㒊㛗
ᐑᾆ ༓㔛

ᮾி㎰ᕤᏛ Ꮫ㛗

ᮧ⏣ 

㛵すᏛ㝔Ꮫ Ꮫ㛗

ᐊఅ ࡁࡳᏊ

࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ Ꮫ㛗

᳃ 㔜ᩥ

ி㒔Ꮫ㧗➼◊✲㝔㝔㛗

ᒣᴟ ኖ୍

ி㒔Ꮫ⥲㛗ࠊ᪥ᮏᏛ⾡㆟㛗



࠙Ꮫ⾡㢳ၥࠚ
࣭Ꮫ⾡ࡢ⯆ಀࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⌮㛗ࢆࡣࡌࡵᙺ
ဨࡸᴗᢸᙜࡀᚲせᛂࡌ࡚ྛᏛ⾡㢳ၥಶูពぢ
ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⾡◊✲≉㧗࠸㆑ぢࢆᣢࡘ❧ሙࡽࡢ
ᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝࢆ⫈ྲྀࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊᏛ⾡◊✲ᨭࡢ࠶ࡾ
᪉ࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡢຓゝࢆ࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࠋ


ە௧ඖᖺᗘᏛ⾡㢳ၥ
ྜྷᕝ ᘯஅ
బ⸨ ⚞୍
ὸᓥ  ㄔ
㣤㔝 ṇᏊ
㝮 Ⰻ

4

㸦Ꮫ⾡᭱㧗㢳ၥ㸧⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵ
ᵓ≉ู㢳ၥ
㸦Ꮫ⾡≉ู㢳ၥ㸧ඖࣘࢿࢫࢥ᪥
ᮏᨻᗓ௦⾲㒊≉ᶒ
ᖇிᏛ≉௵ᩍᤵ
ὠ⏣ሿᏛྡᩍᤵ
ᮾிᕤᴗᏛᰤᩍᤵ

ࢀࡓᴗົ㐠Ⴀࡀᅗࡽࢀࡓゝ࠼
ࡿࡇࡽࠊィ⏬㏻ࡾᐇࡉ
ࢀࡓุ᩿ࡍࡿࠋ




㒓 ㏻Ꮚ

ᑠᯘ  ㄔ
బࠎᮌ Ẏ
㔝౫ Ⰻ
ᮏᗢ భ

ྡྂᒇᏛ⌮
㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮ຍ㏿ჾ◊✲ᶵᵓ
≉ูᰤᩍᤵ
ᅜᅵ⥳᥎㐍ᶵᵓ⌮㛗
⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ◊✲㛤Ⓨᡓ␎
ࢭࣥࢱ࣮㛗
ி㒔Ꮫ㧗➼◊✲㝔㝔㛗ࠊ≉ู
ᩍᤵ

 


㸦㸰㸧➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅

㸦㸰㸧➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅

㸦㸰㸧➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

࠙Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠚ

㸦㸰㸧➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡢ㓄⨨

㸦㸰㸧➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡢ㓄

ࡢ㓄⨨ࡼࡿᑂᰝ࣭ホ౯

ࡢ㓄⨨ࡼࡿᑂᰝ࣭ホ౯

ࡢ㓄⨨ࡼࡿᑂᰝ࣭ホ౯

㸯㸫㸰Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

ڦᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢయไ

ࡼࡿᑂᰝ࣭ホ౯ᶵ⬟ࡢᙉ

⨨ࡼࡿᑂᰝ࣭ホ౯ᶵ⬟ࡢᙉ

ᶵ⬟ࡢᙉ

ᶵ⬟ࡢᙉ

ᶵ⬟ࡢᙉ

✲ࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿྛ✀

࣭ ࡘࡢᑓ㛛ㄪᰝ⌜㸦ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࠊᩘ≀⣔⛉Ꮫࠊ ⿵ຓホᐃ㸸D


⿵ຓホᐃ㸸D

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ᴗࡢᥦ࣭ຓゝࡢ≧

ᏛࠊᕤᏛ⣔⛉ᏛࠊሗᏛࠊ⏕≀⣔⛉Ꮫࠊ㎰Ꮫ࣭⎔ቃᏛࠊ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࣥࢱ࣮➨୍⥺⣭ࡢ◊

ࣥࢱ࣮➨୍⥺⣭ࡢ◊

ࣥࢱ࣮➨୍⥺⣭ࡢ◊

ἣ㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ

་ṑ⸆Ꮫ㸧ࢆ⨨ࡃࡇࡼࡾࠊ࡚ࡢ◊✲ศ㔝◊✲ဨ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

✲⪅ࢆ㓄⨨ࡋࠊᴗࡢᐇ

✲⪅ࢆ㓄⨨ࡋࠊᏛၥ㡿ᇦ

✲⪅ࢆᡤ㛗ࠊᡤ㛗ࠊ

࠼ุ᩿㸧

ࢆ㓄⨨ࡋࠊ࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ᚲせ࡞ㄪᰝ࣭◊✲ᶵ

ࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙

௵◊✲ဨཬࡧᑓ㛛◊✲



◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲேࡸẸ㛫ࡢ◊ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

⬟ࡸᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົಀ

ࡁࠊᏛ⾡⯆⟇ࡸᏛ⾡ື

ဨࡋ࡚㓄⨨ࡍࡿࡇ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

✲ᶵ㛵ࢆྵࡴࠊ⛉◊㈝ᛂເྍ⬟࡞◊✲ᶵ㛵ࡢ㛗᥎⸀ ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

ࡿᶵ⬟ࢆᐇ࣭ᙉࡍ

ྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊✲ࠊ ࡼࡾࠊேᩥᏛࠊ♫⛉

㸯㸫㸰➨୍⥺⣭ࡢ◊✲

ࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㑅⪃ࡢ㝿ࡣ๓௵⪅ྠ୍ࡢᶵ㛵ࡽ ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿ

ࡓࡵࠋ

ࡿࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟

ᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯

Ꮫࡽ⮬↛⛉Ꮫ⮳ࡿ

⪅ࡢ▱ぢࢆ⏕ࡋࡓࠊྛ

 ࣭≉ࠕⱝᡭ◊✲⪅ࡢᆺ✀
ࡢ㑅௵ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡶࠊᅜ࣭බ࣭⚾❧ ࡇࡽࠊ⿵ຓホᐃࢆ D ࡍࡿࠋ

ࡢᥦ࣭ຓゝࢆᶵືⓗ࡞

ᴗົࠊᴗົ⯡ᑐࡍࡿ

࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ

✀ᴗࡢᥦ࣭ຓゝࡀ

ᏛཬࡧᏛඹྠ⏝ᶵ㛵➼ࠊ⤌⧊ᙧែࡢࣂࣛࣥࢫࠊᆅᇦ ࣭࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋࡓ

┠ࡢᛂເಁ㐍ࠖࡢሗ࿌࡞

㐠Ⴀయไࡢୗ࡛⾜࠺ࠋ

ᥦ࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࠋ≉

࣮ࡍࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࠋ ⾜ࢃࢀࡓࠊ᭷㆑⪅ࡢព

ⓗࣂࣛࣥࢫࠊ⏨ዪẚࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㑅

࠺࠼࡛ࠊከᵝ࡞どⅬࡽࡢពぢ

᪂ࡓ࡞᪉ྥᛶᑐᛂ࡛ࡁࡿ⌧

ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᥦ

ࡑࡢୖ࡛ࠊᏛ⾡⯆⟇ࡸ

⪃㐣⛬࠾࠸࡚እ㒊ࡢᏛ㆑⤒㦂⪅ពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇ

ࢆάࡍࡓࡵࠊ⏨ዪẚࡢࣂࣛࣥ

ᐇⓗ࡞᪉ἲࢆ⦅ࡳฟࡋࡓ࡚࠸

࣭ຓゝࢆᶵືⓗ࡞㐠Ⴀ

Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭ 

ࡼࡾ➨୍⥺࡛ά㌍୰ࡢ◊✲⪅ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢫࠊᡤᒓᶵ㛵ࡢᙧែࠊᆅᇦⓗ࡞ࣂ

ࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

యไࡢୗ࡛⾜࠺ࡼ࠺ດ

◊✲ࠊᴗ࠾ࡅࡿᑂ



ࣛࣥࢫ➼ࠊከᵝᛶࡢ☜ಖ㓄៖

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᶵ⬟ࡢᙉࡣィ

ࡵࡿࠋ

ᰝ࣭ホ౯ᴗົࠊᴗົ⯡



ࡋ࡞ࡀࡽ➨୍⥺࡛ά㌍୰ࡢ◊✲

⏬௨ୖ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᑐࡍࡿᥦ࣭ຓゝ➼ࢆ

ᡤ㛗㸦 ே㸧 బ⸨ ᙪ
ᡤ㛗㸦 ே㸧
 すᮧ ࠸ࡃࡇ
Ọཎ ⿱Ꮚ
ᓊᮏ ⨾⥴
࣭௵◊✲ဨ  ே
࣭ᑓ㛛◊✲ဨ  ே
ィ  ே㸦࠺ࡕࠊ⊂ἲ➼㸸 ྡ㸧

⪅ࢆᖜᗈࡃ㑅௵ࡋࠊᴗᨵၿࡢ



ᥦ㺃ຓゝࡸᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

࠸ࡿࠋ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊㐠
Ⴀᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤ

⾜࠺ࠋ

ဨ࠾ࡅࡿ㧗࠸㆑ぢ

㔜せ࡛ࡘ⥅⥆ⓗ

ᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧពぢ

ᑂ㆟ࡀᚲせ࡞ㄢ㢟ᑐ

ࢆཧ⪃ࡋࠊࡑࡢ㝿ࠊྛ

ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚࣮࣡࢟

✀ᴗࡢᥦ࣭ຓゝࡀ

ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡸࢱࢫࢡ

㐺ษ⾜ࢃࢀࡓࡘ

ࣇ࢛࣮ࢫࢆタ⨨ࡋࠊᶵື

࠸࡚ࡶࠊྠጤဨ࠾࠸

ⓗᑐᛂࡍࡿࠋ≉ࠊ᪂

࡚ពぢࢆᚓࡿࠋ

ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᥦ࣭ຓゝ

ぢࢆ㋃ࡲ࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ


࣭௧ඖᖺᗘᑵ௵ࡋࡓ᪂つ◊✲ဨ  ྡࡣࠊᡤᒓᶵ㛵ࡢ
ᙧែࡸᆅᇦⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡋࡘࡘࠊ≉⏨ዪẚࡢࣂ
ࣛࣥࢫࢆ຺ࡋࠊዪᛶ◊✲ဨ  ྡࠊ◊✲ဨయ࡛ 㸣

≉ࠊ
ᡤ㛗  ேဨࡀዪᛶ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

࡞ࡾࠊࡲࡓዪᛶ◊✲ဨࡢྜࡀ

ࡢᡤ㛗㸱ேࡀࡍ࡚ዪᛶ

๓ᖺᗘࡼࡾࡶྥୖࡋࡓࡇࡣ≉

࡞ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

➹್ࡍࡿࠋ

ࡿࠋ㸱ᖺ๓ึࡵ࡚ዪᛶᡤ

ࡉࡽ◊✲ဨࡢ㑅⪃ᇶ‽ࡘ

㛗ࡀ㸰ேㄌ⏕ࡋࠊࡉࡽᖺ

࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ࡛ࡢ᳨ウᚋ

ࡽ  ேࡀຍࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ᫂

බ㛤ࡍࡿ࡞ࠊ㏱᫂ᛶࡢᙉ

☜࡞᪉㔪ࡸពᅗࡢࡶ࡛ࡢດ

ດࡵ࡞ࡀࡽయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ

ຊࡀ࠶ࡗࡓീࡉࢀࡿࠋዪ

ࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᛶࡢⓏ⏝ࢆᅗࡿ࠺࠼࡛ࡢ♧၀

ࡉࡽࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ࢆᶵືⓗ࡞㐠Ⴀయไࡢ

ᴗົෆᐜࡢ㏱᫂ᛶࡢྥ

ୗ࡛⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿ

ୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊྠࢭ

ࡶࠊྛ✀ᴗࡢᥦ

ࣥࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸࡚

࣭ຓゝࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ

࣭ᐃᮇⓗ㛤ദࡉࢀࡿ௵◊✲

ࡀ࠶ࢀࡤࠊࡐࡦඹ᭷ࡋ࡚ᗈࡆ

ศࡾࡸࡍࡃ✚ᴟⓗ࡞

ࡓࡘ࠸࡚ࠊ㐠Ⴀጤဨ

ဨ㆟ࡸᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟ࡢ

࡚࠸ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ⯆య

ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

࠾࠸࡚ពぢࢆᚓࡿࠋ

ࠊ≉㞟୰ⓗᑂ㆟ࡀᚲせ࡞

࡛ዪᛶࡢⓏ⏝ࢆࡉࡽ㐍ࡵࡿ

ࡉࡽࠊᴗ࠾ࡅࡿᑂ

㔜せ࡞ㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺

࠺࠼࡛ࡢࠊ࠸ࢃࡤ㉳⇿ࡋ

ᰝ࣭ホ౯➼ࡢࣉࣟࢭࢫ➼

ࡓࡵࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊

࡚ࡢᙺࡶᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

࡞ࡾࠊ๓ᖺᗘࡼࡾዪᛶ◊✲ဨ  ྡቑ࡞ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ 
ᖺᗘࡣࠊዪᛶ◊✲ဨ  ྡࠊ◊✲ဨయ࡛ 㸣㸧
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20
ࢆྵࡵࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢά

㈝㸧ཬࡧ≉ู◊✲ဨᴗ࡛࣮࣡

ືࡘ࠸࡚ศࡾࡸࡍ

࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࢆ㛤ദࡍࡿ

ࡃ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ

ࡶࠊ▷ᮇⓗ࣭㞟୰ⓗᑂ㆟ࡀᚲ
せ࡞≉ᐃࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ពぢࢆ

⾜࠺ࠋ













ڦ㆟㛤ദᐇ⦼

ࡾࡲࡵࠊᥦゝࡍࡿࡓࡵࡢࢱ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮௨ୗࡢ㆟➼ࢆタ⨨ࡋࠊ ࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆᖺ㛫  ᅇ㛤ദ
ࡇࢀࡽࡢ㆟ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ◊ ࡋࠊ◊✲⪅ࡢどⅬ❧ࡕࠊ௨ୗ
✲⪅㣴ᡂᴗࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗࡢྛᴗࡘ࠸࡚ᥦ

㏙ࡿࡼ࠺࡞᳨ウࢆᴟࡵ࡚✚ᴟ

࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊྛᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ ⓗ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⛉◊㈝ࡸࡑ
ᑓ㛛ⓗ࡞ぢᆅࡽ㛵ࡋࡓࠋ

ࡢࡢᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊබᖹᛶࡢ

࣭ࡲࡓࠊ༢࡞ࡿᥦ࣭ຓゝࡲࡽࡎࠊྛᴗࡢᐇ ☜ಖࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪂
ࡢ≧ἣࡽࠊྛ✀㆟࠾࠸࡚ᗘ᳨ドࢆ⾜࠸᭦࡞ࡿ ࡓ࡞ㄢ㢟➼ᰂ㌾ᑐᛂࡋࠊ➨
ᴗᨵၿ⧅ࡆࡿ 3'&$ ࢧࢡࣝࢆ⤯࠼ࡎᅇࡋࠊࡼࡾࡼ ୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡀᏛ⾡◊✲ᑐ
࠸ᑂᰝ࣭ホ౯ไᗘ⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ࡍࡿ┿ᦸ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺Ꮫ⾡ࢩࢫ



ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡶ
㸼௵◊✲ဨ㆟㸸 ᅇ㸦ཎ๎᭶  ᅇ㸧

ࡢࡋ࡚ࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

㸼ᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟㸸 ᅇ㸦᭶  ᅇ࣭ ᑓ㛛ㄪᰝ⌜ࠊ ࡿࠋ
⌜ࡀࡑࢀࡒࢀᐇ㸧

⛉◊㈝ࡢࡼࡾつᶍ࡞◊✲

㸼⛉Ꮫ◊✲㈝ᴗᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡼࡿᣮᡓಁ㐍ࡢ
㸦௨ୗࠕ⛉◊㈝ :*ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
㸸 ᅇ

ࡓࡵࡢ㔜」ཷ⤥ไ㝈ࡢ⦆ࠊࡼ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡉࢀࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⛉Ꮫ ࡾᖜᗈ࠸◊✲⪅ᒙࡢᣮᡓࡢಁ㐍
ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉◊✲㈝㒊⛉◊㈝ᨵ㠉 ࡢࡓࡵࡢ㔜」ᛂເࠊ㔜」ไ㝈ࡢ
㛵ࡍࡿసᴗ㒊ࡽࡢせㄳࢆཷࡅࠊ௨ୗࡢ㡯 ⦆  ࡞   ಀ ࡿ ࡁ ࡵ ⣽  ࠸ ᳨
ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ௧ඖᖺ  ᭶  ᪥ࡢྠ㒊 ウࠊ≉ู◊✲ဨไᗘ࠾ࡅࡿไ
ሗ࿌ࡋࠊ௧  ᖺᗘබເࡽࡢไᗘᨵၿ㡯ࡋ ᗘࡸ⏦ㄳ᭩ࡢᨵၿᑐࡍࡿ㐺ษ
࡚᥇⏝ࡉࢀࡓࠋ
࠙࡞᳨ウ㡯ࠚ
࣭ࡼࡾつᶍ࡞◊✲ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡼࡿᣮᡓࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕⱝᡭ◊✲㸦 ᅇ┠㸧
ࠖࠕᇶ┙◊
ࠖࡢ㔜」ᛂເไ㝈ࢆ⦆ࡍࡿ
✲㸦6࣭$࣭%㸧
ࡶࠊ
ࠕ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࠖ◊✲✀┠ࡢ
㔜」ཷ⤥ไ㝈ࢆ⦆

࣭ࡼࡾᖜᗈ࠸◊✲⪅ᒙࡢᣮᡓࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕᣮ
ᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ㸧
ࠖࠕᇶ┙◊✲㸦%㸧
ࠖࡢ㔜」ᛂ
ເࠊཷ⤥ไ㝈ࢆ⦆


࡞ຓゝࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯
࡛ࡁࡿࠋ
㏆ᖺࡢ⛉◊㈝ࡢ≉ู᥎㐍◊✲
ཬࡧᇶ┙◊✲ 6  ᛂເᩘቑ
క࠺ᑂᰝពぢ᭩సᡂ⪅㑅⪃ࡘ
࠸࡚ࠊ◊✲ဨࡢ㈇ᢸࡢ㍍ῶᴗ
ົࡢ㉁ࡢᢸಖࡢ᪉ࡢㄢ㢟ᑐ
ࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ᶵ⬟ࡢຠ⋡㉁
ࡢྥୖ㈉⊩ࡋࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ୖ༙ᮇࡣࠊ⛉◊㈝ࡢྛ✀┠ࡢ

࣭௧ඖ㸦㸧ᖺᗘබເࡽ◊✲ィ⏬ㄪ᭩࠾
ࡅࡿࠕ◊✲ᴗ⦼ࠖḍࢆࠕᛂເ⪅ࡢ◊✲㐙⾜⬟ຊཬ
ࡧ◊✲⎔ቃࠖḍኚ᭦ࡋࡓࡇࡘ࠸࡚ࠊኚ᭦ࡢ
㊃᪨➼ࡀᚲࡎࡋࡶ༑ศᾐ㏱ࡋ࡞ࡗࡓࡇࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕᛂເ⪅ࡢ◊✲㐙⾜⬟ຊཬࡧ◊✲⎔ቃࠖḍ

6

ຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ຓᡂࡘ࠸࡚ࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑂ㆟ࡢ㛵㐃㒊
➼ࡽࡢ」ᩘࡢせㄳᑐࡋࠊไ
ᗘ⢭㏻ࡋࡓ◊✲ဨࡀ▷ᮇ㛫࡛



࠾࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞◊✲ᴗ⦼ࢆᛂເ⪅ࡀ㑅ᢥࡋグ㍕

⌧ᐇⓗ࡞᳨ウࢆ㔜ࡡࠊຠᯝࡢ࠶

ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡞ࠊኚ᭦➼ࡢ㊃᪨ࢆ

ࡿሗ࿌ࢆࡲࡵࠊ௧ 㸦㸧

ᨵࡵ࡚᫂☜ࡋࡓ

ᖺᗘබເศࡢເ㞟࡛ᫎࡁࡓ



ࡇࡣࠊ㠀ᖖ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ


㸼≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥ

 ࡲࡓࠊୗ༙ᮇࡣ⛉◊㈝ᑂᰝࢩ

ࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸸 ᅇ
࠙࡞᳨ウ㡯ࠚ
࣭≉ู◊✲ဨᴗࡢᑂᰝ᪉㔪ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ
ኚ᭦ෆᐜࢆ௧  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศࡢເ
㞟せ㡯ᫎࡋࡓࠋ


ࢫࢸ࣒ᨵ㠉  ࡢᨵ㠉ࡢ୰ᚰ࡛
࠶ࡗࡓࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖࡢぢ┤ࡋ
ྲྀࡾࡾࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑂ㆟
ࡢ㛵㐃㒊➼ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓ
ࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭㐠Ⴀጤဨ࠾ࡅࡿࠊእ㒊᭷㆑



㸼ᑂᰝጤဨ➼㑅⪃ᨭࢩࢫࢸ࣒ྜྠࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ⪅ࡋ࡚ࡢጤဨࡢពぢࢆᴗົᨵ
ၿ⧅ࡆࡿయไࡢᙉྲྀࡾ⤌
 ᅇ
㏆ᖺࡼࡾቑࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ဨࡢᴗົ㔞ࢆ㍍ῶࡍ ࢇ ࡛ ࠸ ࡿ ࡇ  ࡣ 㧗 ࡃ ホ ౯ ࡛ ࡁ
ࡃࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮Ꮫ⾡ሗศᯒࢭ ࡿࠋ
ࠊࢭࣥࢱ࣮
ࣥࢱ࣮᪉ࡢ◊✲ဨࡽ࡞ࡿྜྠࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ ࣭᥎⸀ㄝ᫂㸦 ᅇ㸧
ࢆ௧ඖᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁタ⨨ࡋࡓࠋ◊✲ဨࡢ࡞ᴗ ࡢάື㛵ࡍࡿᴗㄝ᫂➼㸦
ົࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ≉ู᥎㐍◊✲ཬࡧᇶ┙◊✲ 6 ಀ ᅇ㸧ࡶ╔ᐇ⾜ࢃࢀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ
ࡿᑂᰝጤဨೃ⿵⪅➼㑅⪃ࡢ㝿ࠊ◊✲ဨࡢุ᩿ࢆᨭ ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪࡛ㄝ᫂
ࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒㸦ᑂᰝពぢ᭩సᡂೃ⿵⪅㑅⪃ ࢆ୰Ṇࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㝿
ᨭࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ௧ඖᖺᗘࡣ๓ᖺᗘ

ࡶࠊࡼࡾࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸᪉ἲ

⏝ࡋࡓ◊✲ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺࢆඖᨵ

ษࡾ᭰࠼ࡿ࡞ࠊᰂ㌾ᑐᛂ

ၿࢆຍ࠼ࡓࠋ

ࡋ࡞ࡀࡽ╔ᐇᴗົྲྀࡾ⤌ࢇ


㸼⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ
⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆ๓ᖺᗘᘬࡁ⥆

࡛࠸ࡿࠋ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢࣉࣟࢭࢫ➼ࠊ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸࡚ࠊᅗࢆ

ࡁタ⨨ࡋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ᳨ウせㄳ㡯ࡢ᳨ウࢆ୰ ⏝࠸ࡿ➼ศࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙ
ດࡵ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵ
ᚰ࡞ࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋ
࣭⛉◊㈝ :* グ㍕ࡋࡓ㡯ࡣࠊࡲࡎࠊᮏࢱࢫࢡࣇ࢛ ࢺ◊✲ဨࡢయ㦂ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ
ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡢ㏱᫂ᛶ
࣮ࢫࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࣭⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉  ࡼࡗ࡚ࠊᖹᡂ 
  ᖺᗘຓᡂಀࡿᑂᰝࡽ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⛉Ꮫ◊✲
  ㈝ຓᡂᴗࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺᗘຓ
  ᡂࢆ┠ฎࡋ࡚୰㛫ⓗ࡞᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚ᚲせ࡞ぢ┤
ࡋࢆᅗࡿࡇࡀ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉⛉
Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊ࡽせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
   ࡑࡇ࡛ࠊᮏࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ࡛ࡣࠊᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ
  㠉ࡽ  ᅇࡢබເࠊᅇࡢᑂᰝࢆ⾜ࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࢹ

ཬࡧಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࣭ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ
࣮ࣝࣉࡸࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆᚲせ
ᛂࡌ࡚㛤ദࡋࠊ⛉◊㈝ࡸࡑࡢ
ࡢᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊබᖹᛶࡢ☜

ಖ㈉⊩ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼ࡢ
  ࣮ࢱࡽࠊ⌧⾜ࡢࠕᑂᰝ༊ศ⾲࡛ࠖබṇ࡞ᑂᰝࡀ⾜ ᰂ㌾࡞ᑐᛂດࡵࡿࠋ
  ࠼࡚࠸ࡿ࠸࠺ほⅬ᳨࡛ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢ᳨
7
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22
  ド⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ௧ඖᖺ  ᭶ࡽ௧  ᖺ  
᭶ࡲ᳨࡛ウࢆ⾜࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ⛉Ꮫ◊✲ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
  ㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖࡢぢ┤ ౯㸧
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸯㸫㸰ࡘ࠸
  ࡋᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉ྥᛶࡢሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊᢎ
࡚ࡣࠊ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡽᵓ
  ࡉࢀࡓࠋ
ᡂࡉࢀࡿࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡼࡿ











ڦ㐠Ⴀጤဨࡢᐇ
࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀཬࡧᴗົᐇ㛵ࡍࡿ᪉㔪➼ࢆ⟇ᐃࡍ
ࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊከᵝ࡞どⅬࡽࡢពぢࢆ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺
ᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓ㸦௧ඖᖺᗘࡣ  ᅇ㛤ദ㸧ࠋ㐠Ⴀጤဨ࡛
ࡣࠊᡤ㛗ཬࡧᡤ㛗ࡢேࠊᏛ⾡ືྥㄪᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡉ
ࡽࡣࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢ㏱᫂ᛶࠊࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿྛ✀ᴗ
ࡢᥦ࣭ຓゝࡢ㐺ษᛶࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᑂ
㆟⤖ᯝࢆࡶࠊᴗົࡢᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ◊✲
ဨࡢ㑅⪃ࢆྵࡴࢭࣥࢱ࣮యࡢయไᩚഛࡶᫎࡉࡏ
ࡿ࡞ࠊእ㒊᭷㆑⪅ࡼࡿ㐺ษ࡞ពぢࢆཧ⪃ࡍࡿయไ
ࢆᩚഛࡋࡓࠋ௧ඖᖺᗘࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡢ㛵
㐃ጤဨ࡞ࡢ⌧ሙどⅬࡽࡢពぢ⾲᫂࡞㐺ษ
⾜࠺ࡼ࠺ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀ㐺ษ࡞ᥦ࣭ຓゝࠊᴗົ㐠Ⴀ

௵◊✲ဨ㆟ࠊᑓ㛛◊✲⌜



㆟ࠊྛ✀࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠊཬ
ࡧྛ✀ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ࠾ࡅࡿ
᳨ウ࣭㆟ㄽࢆ⤒࡚ྛ✀ᴗᑐ
ࡍࡿᥦ࣭ຓゝࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢᥦ࣭ຓゝᑐࡋࠊ᭷㆑⪅
ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㐠Ⴀጤဨ࠸
࡚ࠊᥦ࣭ຓゝࡢ㐺ษᛶࢆホ౯ࡍ
ࡿពぢࢆᚓ࡚࠾ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ




ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪨ࠊ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆᚓࡓࠋ

ە㐠Ⴀጤဨྡ⡙㸦௧ ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
ᕝᮧ ග
ᰩཎ ᯞ

㜰ᏛᏛ㝔⌮Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ
ᮾᏛᮍ᮶⛉Ꮫᢏ⾡ඹྠ◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮ᩍᤵ

⏣ ୍㑻

ᰴᘧ♫ᮾⰪ ඖྲྀ⥾ᙺ࣭௦⾲ᇳ
⾜ᙺ

℧⃝ ⨾ዉᏊ
⏣௦ ⏕
Ọ⏣ ᜤ
ඵ⏣ ⱥ
㸦ጤဨ㛗㸧
ᐑᔲ ⏨
ᒣᮏ ṇᖾ
㸦ጤဨ㛗௦⌮㸧
ྜྷ㔝 ᙲ

⛉Ꮫࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ
᠕⩏ሿᏛྡᩍᤵ
⟃ἼᏛᏛ㛗
Ꮫᰯἲேྠᚿ♫⥲㛗࣭⌮㛗
㔠ἑᕤᴗᏛ⏘Ꮫ㐃ᦠᐊᩍᤵ
ᮾிᏛྡᩍᤵࠊ⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵ
ᵓᇶ♏⏕≀Ꮫ◊✲ᡤྡᩍᤵ
᪫ᡂᰴᘧ♫ྡࣇ࢙࣮ࣟ

 










ڦᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢࣉࣟࢭࢫ➼ࡢ࢙࢘ࣈࢧ 
ࢺࡼࡿሗⓎಙ
࣭ࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ࢙࢘ࣈࢧࢺ
࠾࠸࡚ᅗ⾲ࢆ⏝࠸࡚බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊᴗົࡢෆᐜࡈ
㸦ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᴗົࡸᑂᰝࡢ᳨ドᴗົ➼㸧ᩚ⌮ࡋࠊ
ࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUJ\RXPXBM\RVHLKWPO 
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ᑂᰝࡢ᳨ドᴗົ㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
⛉◊㈝ᑂᰝࡢ᳨ド

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊᑂᰝࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ
ࡿࡓࡵࠊᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⩣
ᖺᗘࡢᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃㐺ษᫎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ලయⓗ࡞సᴗෆᐜ

ᑂᰝ༊ศࡈࠊ」ᩘࡢ◊✲ဨࢆࡾᙜ࡚ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅ
ࡽࠊᑂᰝෆᐜ୍ࡘ୍ࡘࡘ࠸࡚ୗグࡢࡼ࠺᳨ドࢆ⾜
࠸ࡲࡍࠋ
 ᑂᰝ⤖ᯝࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࠊホⅬࡸᑂᰝពぢࡀᮍグධ࡞
ࡢഛࡀ࡞࠸ࠊ┈ㄏᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ
ࠕᑂᰝ
ࡢᡭᘬࡁ࡛ࠖ♧ࡋࡓᇶ‽࣭᪉ἲ➼ᇶ࡙࠸ࡓᑂᰝࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠊࡢᑂᰝጤဨࡢุ᩿ᙺ❧ࡕᑂᰝࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ➼ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠺ࠋ
 ྛᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟࠾࠸࡚ࠊ᳨ド⤖ᯝࢆྜ㆟ࡍࡿࠋ
 ྛᑓ㛛ㄪᰝ⌜࡛ࡢ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ௵◊✲ဨ㆟
࠾࠸᳨࡚ウࠊᑐᛂ➼ࢆỴᐃࡍࡿࠋ












ڦㄝ᫂ࡢᐇ
࣭௧  ᖺ  ᭶ᑵ௵ࡢ◊✲ဨಀࡿೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࢆᏛ
➼ࡢ㛵ಀྛ◊✲ᶵ㛵౫㢗ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᮾி࠾࠸࡚
ㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭௧  ᖺᗘ  ᭶ᑵ௵ࡢ◊✲ဨಀࡿೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ
㛤ദᮇ㛫୰ࡢᴗົࣇ࣮ࣟࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊᖺࡼࡾࡶ  ࣨ
᭶᥎⸀ཷࢆ᪩ࡵࡓࠋ᥎⸀౫㢗㛤ጞࢆ᪩ࡵࡓࡇࡼ
ࡾࠊᅜ❧Ꮫ༠ྛᆅ༊ᨭ㒊㆟ࠊබ❧Ꮫ༠⥲ࠊ
⚾❧Ꮫ㐃┕ࠊᏛඹྠ⏝ᶵ㛵ᶵᵓ㛗ྜࠊ58 ྜ
࠾࠸࡚ࠊྜィ  ᅇࡢ᥎⸀ㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ
࠾࠸࡚ࡶ  ᭶᥎⸀ㄝ᫂ࢆ  ᅇᐇࡍࡿࡇࢆணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࡢᙳ㡪
ࡼࡾࠊㄝ᫂ࡢ㛤ദࢆྲྀࡾࡸࡵࠊࡑࡢ௦᭰ࡋ࡚ࢫࣛ
ࢻཬࡧ㡢ኌࢆ࢙࢘ࣈࢵࣉ࣮ࣟࢻࡍࡿࡇࡼࡿㄝ
᫂ࢆࡣࡌࡵ࡚⾜ࡗࡓࠋ
࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅➼
ࡽࡢ୍ᒙࡢ⌮ゎ༠ຊࢆᚓࡿࡓࡵᏛࡸᏛ➼࡛
ᴗㄝ࣭᫂ពぢࢆᐇࡋࡓ㸦௧ඖᖺᗘ  ᅇ㸧ࠋࡲ
ࡓࠊࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡣᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ࡸࠊᡤᒓᏛ
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23

24
➼࡛ಶูㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡼ࠺౫㢗ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάື
ᑐࡍࡿ⌮ゎࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ≉ู◊
✲ဨᴗ࡞ࡢ⯆ᴗࡘ࠸࡚ࡶᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿ
ࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ











ࡢࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜڦ㓄





࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ㛵ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ➼ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆ
࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ゝⴥࡸどぬッ࠼⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᅗ࡛
♧ࡍࡶࠊ௵࣭ᑓ㛛◊✲ဨ⤒㦂⪅ࡽ◊✲ဨࡋ
࡚ࡢ⌧ሙࡢయ㦂ࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆᥖ㍕ࡍࡿ࡞ࠊά
ືෆᐜࢆศࡾࡸࡍࡃࡋࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ㓄ࡋࡓࠋ


















㸦㸱㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

࠙Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ➼ࠚ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜

ࡢ☜ಖ➼

ࡢ☜ಖ➼

ࡢ☜ಖ➼

㸯㸫㸱Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝ

࣭୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖࡸࠊ ➼

ಖ➼
⿵ຓホᐃ㸸E

ྛᴗ࠾࠸࡚ከᵝ

ᛶࡢ☜ಖ⌧௦ⓗせㄳ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳ࡛࠶ࡿᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶཬ ⿵ຓホᐃ㸸E

㛵ࢃࡽࡎ◊✲⪅

ศ㔝ࠊᶵ㛵ࢃࡽࡎ

࡞ศ㔝ࠊ◊✲ᶵ㛵➼ࢆᨭ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧

ࡧᅜ㝿ᛶࡢほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀࡢ≧ἣࡘ࠸࡚᫂

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡀ⮬ࡽࡢ⬟ຊࢆⓎ࡛

⮬ࡽࡢ⬟ຊࢆⓎࡍࡿ

ᑐ㇟ࡍࡿࡇࢆເ

ἣ㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ

ࡽࡍࡿࡓࡵࠊࠕᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ➼ࢆ㋃ࡲ࠼

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡁࡿࡼ࠺ከᵝᛶࢆ☜ಖ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᴗ

㞟ࡢẁ㝵ࡽ࿘▱ࡍࡿ

㋃ࡲ࠼ุ᩿㸧

ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࡢሗ࿌ࠖࢆᖹᡂ  ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊ௧

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࡍࡿࡶࠊ◊✲ࡢ㛗

ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ

ࡶከᵝ࡞ᑂᰝጤ



ඖᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶྲྀࡾࡲࡵࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡢホ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ᮇⓗどⅬࠊ⥅⥆ᛶ➼ࢆ㋃

ᖺ㱋ࡸᛶูࠊศ㔝ࠊᶵ

◊✲⪅ࡀࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊ

⾡◊✲ࡢከᵝᛶࢆ☜ಖ

ဨࢆ☜ಖࡋࠊᏛ⾡◊✲ࡢ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

㆟ဨ࠾࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋᮏሗ࿌᭩ࡣࠊ௧ඖᖺᗘࢆྵ ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⿵ຓ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡲ࠼࡚ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ ࡍࡿࡶࠊᏛ⾡◊✲

⌧௦ⓗせㄳ࡛࠶ࡿᣮᡓ

㸯㸫㸱Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝ

ࡴ᭱㏆  ᖺ㛫ࢆ୰ᚰࡋ࡚⯆ࡢㅖᴗࡢᐇ≧ἣࢆ ホᐃࢆ E ࡍࡿࠋ



ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗ

ࡀ↓㝈ࡢⓎᒎྍ⬟ᛶࢆ

ᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶཬࡧ

ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊ ྲྀࡾࡲࡵࡓࡶࡢ࡛ࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖಀࡿᴗ ࣭ᕥグࡢ㏻ࡾࠊホ㆟ဨ࠾࠸

せㄳ࡛࠶ࡿᣮᡓᛶࠊ⥲ྜ

᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ

ᅜ㝿ᛶࡢほⅬࢆ㋃ࡲ࠼

ᖜᗈ࠸ศ㔝➼ࡢᨭ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ົ㐠Ⴀ≧ἣࡋ࡚ࠊᴗཧ⏬ࡍࡿ⪅➼ࡢከᵝᛶಀࡿ ࡚ࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖࡸࠊ 㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ᛶࠊ⼥ྜᛶཬࡧᅜ㝿ᛶࡢ

࠼ࠊ㛗ᮇⓗどⅬࢆຍ࠼ࡓ

ࡓᨭࢆ⾜࠺ࡶࠊ ࡸዪᛶ◊✲⪅ࡢཧ⏬ࢆ

≧ἣࢆᛶูࠊᖺ㱋ࠊ◊✲ศ㔝ࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᅜ㝿ᛶࡢほⅬ Ꮫ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼

Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖྥ

ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠

⥅⥆ⓗࡘ╔ᐇ࡞ᨭ

ᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯࠼ࡉ

ಁ㐍ࡍࡿࡶࠊᏛ⾡

ࡽ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗ ࡓᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜࠺࠸࠺┠ᶆ㐩

ࡅ࡚ࠊ╔ᐇྲྀ⤌ࡀ㐍ࢇ࡛࠸

Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ

ດࡵࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⾡◊

ࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫၥศ

◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃

ົ㐠Ⴀ≧ἣࡋ࡚ࠊᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶཬࡧᅜ㝿ᛶ ᡂྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ

ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋࡔࡀࠊࡑࡢ㔜

✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳ࡛࠶ࡿ

㔝ࡢ⥅ᢎ㓄៖ࡍࡿࠋᖹ

ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀࡀ⾜ࢃ

ࡢྛほⅬࡽࠊྲྀ⤌ᐇ⦼➼ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ

ᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶ

ᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧 ࢀ࡚࠸ࡿࠊ᭷㆑⪅ࡢព

࣭ホ㆟ဨ࡛ࡣࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖಀࡿᴗົ㐠 ࣭ฟ⏘࣭⫱ඣ➼ࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺ

࠺ࡢດຊࢆồࡵࡓ࠸ࠋࡃ

ཬࡧᅜ㝿ᛶࡢほⅬࢆ㋃

୰㛤ദࡍࡿホ㆟ဨ

Ⴀ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᴫࡡⰋዲุ᩿࡛ࡁࡿࡢពぢࢆᚓ

ࢆ⤒㦂ࡋࡓ◊✲⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧

ዪᛶࡢཧ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ᐇ

ࡲ࠼ࡓᨭࢆ⾜࠺

࠾࠸࡚ࠊྛᴗࡢᐇ

ࡓࠋᴗཧ⏬ࡍࡿ⪅ࡢከᵝᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᛶูࠊᖺ㱋ࠊ ἣࡢᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢࣥࢣ࣮ࢺ

ⓗࡣẕ㞟ᅋࡢྜࢆ㋃ࡲ࠼

ࡶࠊᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯

≧ἣࢆᑂ㆟ࡋࠊᏛ⾡◊✲

◊✲ศ㔝ࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᅜ㝿ᛶࡢྛほⅬࡽ╔ᐇ㐍ᤖࡋ ࡢᐇࡸࠊ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ

ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡣᐇࡔ

࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ

ࡢከᵝᛶࡸᣮᡓᛶ➼ࡀ

࡚࠸ࡿホ౯ࡉࢀࠊᚋࡶⱝᡭ◊✲⪅ࡢᨭࡢᐇࡸ ⾡⯆ࡢᴗಀࡿ⏨ዪඹྠ

ࡀࠊẕ㞟ᅋࡀᑠࡉ࠸ࠊࡘࡲࡾඛ

ၥศ㔝ࡢ⥅ᢎ࡞㓄

☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ☜ㄆ

ከᵝ࡞◊✲⪅ࡀᛂເࡋࡸࡍ࠸ᴗ㐠Ⴀࡢᕤኵ➼ࡼࡾࠊ ཧ⏬᥎㐍ᇶᮏᣦ㔪ࠖࡢ⟇ᐃ➼ࠊ

㐍ㅖᅜࡢ୰࡛᪥ᮏࡢዪᛶ◊✲

៖ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

⯆ࡀᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇ

⯆ࡢㅖᴗ࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠ

⪅ẚ⋡ࡣࡁࢃࡔࡗ࡚పࡃࠊఙ

ࡢᮇᚅࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᑂᰝጤဨ➼ࡢከᵝᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ཧ⏬ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ╔ᐇ

ࡧ⋡ࡶᑠࡉ࠸࠸࠺⌧ᐇ⏑

ぢࢆ㋃ࡲ࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

せᛶࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊࡼࡾ࠸ࡗࡑ

ᖜᗈ࠸ศ㔝➼ࡢᨭ

ຍ࠼࡚ࠊ⯆ࡢㅖ

ࡸዪᛶ◊✲⪅ࡢཧ⏬

ᴗ࠾ࡅࡿዪᛶ◊✲⪅

༑ศ࡞㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯ࡉࢀࠊ≉ẕ㞟ᅋࡢ ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ

ࢇࡌࡿࡇ࡞ࡃ㐍ࡵ࡚ࡋ

ಁ㐍ࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗ

ࡢཧ⏬ࡸᨭࡢ≧ἣ

ྜࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽዪᛶࡢཧ⏬ດࡵࡿࡇࡸࠊᑂᰝ࣭ホ 

࠸ࠋศ㔝ูዪᛶẚ⋡ࡢࢹ࣮

せㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠

ࡘ࠸࡚ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎

౯ࡢ㉁ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࢆ☜ಖࡋࡘࡘእᅜேࡢཧ⏬ᘬࡁ⥆ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࢱࢆ♧ࡋࠊᕤᏛ࡞ࡃᑡ

Ⴀࡀ㐺ษ࡞ࡉࢀ࡚࠸

㐍ጤဨ࠾࠸᳨࡚ド

ࡁດຊࡍࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿ᪨ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

࣭ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆

࡞࠸ศ㔝ࡘ࠸࡚ࡣ࣮ࣟࣝࣔ

ࡿࠊホ㆟ဨ࠾࠸࡚

ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿ᪉⟇ྥ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࡘ࠸

ࡢᴗಀࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍

ࢹࣝࡋ࡚ぢ࠼ࡿࡼ࠺ࡍ

ពぢࢆᚓࡿࠋ

ࡅࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢほⅬ࠾࠸࡚ࡶྲྀ⤌ࡀᡂᯝࢆୖࡆࡘࡘ࠶ ᇶᮏᣦ㔪ࠖᇶ࡙ࡁྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ

ࡿࠊ࠸ࡗࡓᕤኵࡶ࡛ࡁࡿࡢ

10

ࡿホ౯ࡉࢀࠊᘬࡁ⥆ࡁ✀ࠎࡢྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡁ ࡿࡶࠊྲྀ⤌≧ἣࡢࣇ࢛ࣟ

ࡲࡓࠊ⯆ࡢㅖᴗ
࠾ࡅࡿዪᛶ◊✲⪅ࡢ

ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛࡞࠸Ꮫ⾡㡿ᇦࢆฟࡍࡿࡓ ࣮ࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ཧ⏬ࡸᨭࡢ≧ἣࡘ

ࡵࠊᚋࡶࠊඃࢀࡓ◊✲ࢆぢฟࡋࠊᚋᢲࡋࡍࡿᴗົ㐠 

࠸࡚ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍




ጤဨ࠾࠸᳨࡚ドࡋࠊ 



Ⴀࡢ⥅⥆ࢆᮃࡴ᪨ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

࠙⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࠚ

౯㸧

ᚲせ࡞ᨵၿ᪉⟇ࢆ᳨ウ

࣭⯆ᴗ࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸯㸫㸱ࡘ࠸

ࡍࡿࠋ

࡚ࡢ᳨ウ࠶ࡓࡾࠊ≉ฟ⏘࣭⫱ඣ➼ࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺ ࡚ࡣࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࡽᵓᡂࡉࢀ
ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᮏ ࡿホ㆟ဨ࠾࠸࡚ࠊ┠ᶆ㐩ᡂ
ᴗࡢ᳨ド࣭ᨵၿ᪉⟇ࡢ᳨ウ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊฟ⏘࣭⫱ඣ➼ ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺࢆ⤒㦂ࡋࡓⱝᡭ◊✲⪅➼ᑐࡋ࡚ୗ

ࡢពぢࢆᚓࡓࠋ

⾲ࡢ㏻ࡾࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ







ەฟ⏘࣭⫱ඣ➼ࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺ◊✲άື㛵ࡍࡿ 


ࣥࢣ࣮ࢺ
ᐇᮇ㛫
ᑐ㇟⪅

௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼௧ 



ᖺ  ᭶  ᪥㸦 ᪥㛫㸧



≉ู◊✲ဨ53' ཬࡧ≉ู◊
✲ဨ53' ⤒㦂⪅
ᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ ཬࡧᾏ
እ≉ู◊✲ဨ55$ ⤒㦂⪅

ᅇ⟅᪉ἲ

:HE ࢧࢺୖ࡛ᅇ⟅

ᅇ⟅ᩘ

 ௳㸦 ௳㸧

㸦ࣥࢣ࣮ࢺ㏦ᩘ㸧
ᅇ⟅⋡




࣭Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆ┠ⓗࡍࡿ⯆ࡋ࡚ࠊᏛ⾡ศ㔝࠾
ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ࢆ㔜せㄢ㢟⨨ࡅࠊ
◊✲⪅ࡢάືࢆᏳᐃⓗ࣭⥅⥆ⓗᨭࡍࡿ࠸࠺ᙺࢆ
୍ᒙᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ➨  ᅇ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍సᴗ㒊
㸦௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠊ➨  ᅇ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ጤဨ
㸦௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡛ࡢᑂ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲ
ே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢᴗಀࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ᇶᮏ
ᣦ㔪ࠖࢆྲྀࡾࡲࡵࠊ⯆࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMJHQGHUBHTXDOLW\GDWDUGDQMRBVKLVKLQSGI 


࣭◊✲ࣛࣇ࣋ࣥࢺࡢ୧❧ಀࡿྛ✀ሗࢆᗈࡃⓎ
ಙࡍࡿࡓࡵࠊ⯆࢙࢘ࣈࢧࢺࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢྲྀ
⤌࣮ࠖ࣌ࢪࢆ㛤タࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMJHQGHUBHTXDOLW\LQGH[KWPO
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࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



25

26















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰

㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ᥎㐍
㸦㸰㸧◊✲ࡢᅜ㝿ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢ᥎㐍
㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲➼ࡢᐇ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿᨻ 
⟇࣭⟇

ᙜヱᴗᐇಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ➨  ྕࠊ➨  ྕࠊ
➨  ᮲

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ ࠙㔜せᗘ㸸㧗ࠚ࠙㞴᫆ᗘ㸸㧗ࠚ
㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭⾜ᨻᴗࣞ 
ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀ࢆ┠ⓗࡋࡓ◊✲ᨭᴗົࡣࠊᏛ⾡ࡢ⯆ࢆ┠ⓗࡍࡿ㈨㔠㓄ศᶵ㛵 ࣅ࣮ࣗ
㞴᫆ᗘ
ࡋ࡚ࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࡀᅜෆእ࡛Ꮫ⾡◊✲ࢆඛᑟࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚



ᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⭾࡞◊✲ㄢ㢟ࡢ୰ࡽᴟࡵ࡚ຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ
࡞ᡭἲࡼࡾࠊ▷ᮇ㛫࡛බṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡓᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇࡸࠊ
๓ࡢ࡞࠸ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞ᨭᯟ⤌ࡳࡢᑟධ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ┦ᡭᅜࡢ㛫࡛ࠊ␗࡞ࡿㅖไᗘࡢ
ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊ◊✲⪅ࡗ࡚࠸ࡸࡍ࠸⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡽ㞴᫆ᗘࡣ㧗࠸ࠋ

ཧ⪃㹓㹐㹊

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGLQGH[KWPO
ᅜ㛫ὶᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMELODWELODWKWPO
᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMMJBH[WHUQVKLSLQGH[KWPO
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMERWWRPLQGH[KWPO 
◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMFFLQGH[KWPO ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSNDGDLLQGH[KWPO  
ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMGLLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫ᐇ⦼➼

㸱㸮ᖺᗘ

㸯ᖺᗘ

㸰ᖺᗘ

㸱ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧


㸱㸮ᖺᗘ
㸯ᖺᗘ
㸰ᖺᗘ
㸱ᖺᗘ


㸲ᖺᗘ

㛵㐃ᣦᶆ

㸲ᖺᗘ

   ண⟬㢠㸦༓㸧

 







  Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

 







 















 













⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣಀࡿ

⤒ᖖ㈝⏝㸦༓㸧

⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝ㸦ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡
ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧࠾ࡅࡿ

㸫













⤒ᖖ┈㸦༓㸧
 

⛉◊㈝㛵ࡍࡿㄪᰝ

⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫᐇࢥࢫ
ࢺ㸦༓㸧

㸦ͤ㸧⤖ᯝ

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧
ᚋホ౯ࢆ⾜࠺⛉◊㈝

㸫

㸣

㸣

㸣
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27

28


ࡢ◊✲✀┠࠾࠸࡚ࠊ
ᮇᚅ࠾ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ



ࡑࢀ௨ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆ
ࡓㄢ㢟ࡢྜ

ᅜ㛫ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑



ࢼ࣮ࡢ࠺ࡕࠊḟࡢࢫࢸ



࣮ࢪ࡞ࡿඹྠ◊✲

㸫

⤖ࡧ࠸ࡓⓎᒎⓗ࡞ᡂ

㸣









ᯝࢆฟࡋࡓ◊✲⪅⮬



 





㌟ࡀホ౯ࡍࡿඹྠ◊✲

 
 





ཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮ࡢྜ

 ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ᅜ㝿ⓗ



࡞ඹྠ◊✲➼ࢆᨭࡍ
ࡿᴗ࠾࠸࡚ࠊᐃ

㸫

࠾ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ

㸣

㸣

㸣





 

௨ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓㄢ
㢟ࡢྜ
㸦ͤ㸧
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣࠊ◊✲⪅ࡀ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࢆ✚ᴟⓗ᥈⣴ࡋࠊᣮᡓࡍࡿࡇ༑ศᐤࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠖ࠸࠺㉁
ၥ

ὀ㸯㸧ண⟬㢠ࠊỴ⟬㢠ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻⤒㈝㒊ศࢆ㝖ࡁྛᴗົ㓄㈿ࡋࡓᚋࡢ㔠
㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯





୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

$

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯
ホᐃ

$

ᡃࡀᅜࡀୡ⏺ࡢᏛ⾡

Ꮫ⾡◊✲ࢆᨭࡍࡿ



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

◊✲ࢆඛᑟࡋ࡚࠸ࡃࡓ

ᡃࡀᅜ၏୍ࡢ㈨㔠㓄ศ





㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡵࠊ◊✲⪅ࡢ⮬⏤࡞Ⓨ

ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡀୡ





௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬

ᇶ࡙ࡃ⊂ⓗ࣭ඛ㥑ⓗ

⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࢆ





ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグ

࡞◊✲ࢆᨭࡍࡿࡇ

㐀࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆฟ



⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

ࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

ࡼࡾࠊ◊✲⪅ࡀୡ⏺ࣞ

ࡍࡿࡓࡵࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓ



ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌

ᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖ

࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࢆ㐀

ᡂᴗࢆ☜ᐇᐇࡍ



ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿ

ᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸

࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆฟࡍࡿࠋ ࡿࡶࠊ◊✲ࡢᅜ㝿



ࡇࡽホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ $

ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲

࣭⛉◊㈝ࡢᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࡍࡿࠋ

➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᇶᮏⓗ⪃࠼

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾࠸

᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁ╔ᐇᐇ

࡚ࡣࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࠊබເ࣭

ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡘࠊ㏆ᖺᛂເ௳

ᴗົࠊᗈሗᴗົࡑࢀࡒࢀ

ᩘࡀቑࡋࠊ⭾࡞ᛂເ◊✲ㄢ

ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᐃࡵࡿᇶᮏ

㢟ࢆཷࡅࡅ࡚࠸ࡿ୰࠾࠸࡚

ⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁ

ࡶࠊ◊✲⪅ࡀ◊✲ࢆ᪩ᮇ㛤ጞ

╔ᐇᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ

ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ෆᐃ

≉㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿᐇ⦼

ࢆⓎฟࡍࡿࡓࡵࠊィ⏬㏻ࡾᑂ

ࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

15

ᰝࢆᐇࡋࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

⣙  ௳ࡢ᪂つᛂເㄢ㢟

ࡿࠋࡲࡓࠊබṇࡘ㐺ษ࡞ᑂᰝไ

ࡘࡁࠊ㎿㏿ࡘཝṇ࡞ᑂᰝ

ᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ⛉Ꮫ◊

ࢆᐇࡋࠊࡑࡢ༙ࡢㄢ㢟ࡢ

✲㈝ጤဨ⨨ࢀࡓྛ㒊

᥇ྰࢆྛ◊✲ᶵ㛵㸲᭶ᙜึ

࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲✀┠ࡢ

㏻▱࡛ࡁࡿࡼ࠺㐺ษᡭ⥆

┠ⓗ࣭ᛶ᱁ᛂࡌࠊཝṇᐇࡋ

ࡁࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᖺᗘ⤊๓

࡚࠸ࡿࠋ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

ࡲࡓࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ὶ⾜క࠺ົᙧែࡢኚᐜࡸ

ࢱ࣮㐃ᦠࡋࠊ✚ᴟⓗไᗘᨵ

ᵝࠎ࡞⾜ື⮬⢔ࡢ୰࡛ࠊᖺ

ၿࢆᅗࡿ࡞ࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢ

㏻ࡾࡢᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊ

ᐇࠊເ㞟ᴗົ࣭ᴗົࡢ

≉➹್ࡍࡿࠋ

࡞ᐇࡘ࠸࡚ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᴗົ

 ᣑࡍࡿ୍᪉ࡢ㏻ᖖࡢ⛉◊

ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠾ࡾࠊ᭦࡞ࡿไᗘ

㈝ᴗົຍ࠼࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ

ᨵၿࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡓࡶࡢࡋ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋ࡚ࠊ

࡚ࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⛉◊㈝ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ㠉ᑐࡍ

࣭ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࢆ᥎㐍ࡍ

ࡿ᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸

ࡿࡓࡵࠊᅜ㛫ὶᴗ࠾࠸

ࡿࠋ௧ඖᖺᗘࡣᑂᰝጤဨ

࡚ࡣ᪂ࡓ࡞ὶࡢᙧែ࡛࠶ࡿ࢜

 ṓ௨ୗࡢⱝᡭ࣭୰ሀ◊✲⪅

࣮ࣉࣥࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢭ࣑ࢼ

ࡢ✚ᴟⓗ࡞Ⓩ⏝ࠊⱝᡭ◊✲㸦

࣮㸦Ꮫ㛫㐃ᦠ㸧ࢆ᪂タࡋເ㞟ࢆ

ᅇ┠㸧ࡢᛂເ⪅ᑐࡋ࡚ᇶ┙

⾜࠺➼ࠊ◊✲⪅ࡸᏛ➼ࡢࢽ࣮

◊✲㸦%㸧➼ࡢ◊✲✀┠ࡢ㔜

29

30
ࢬᑐᛂࡍࡿᙧ࡛ከᵝ࡞ᅜࡢ

」ᛂເไ㝈ᗫṆ࡞ࡢᨵၿࢆ

ඹྠ◊✲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡍࡿ

⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ

ࡶࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ

ࡉࡽࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

࠾࠸࡚ࡣࠊ┦ᡭᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ឤᰁࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪క

㛵ᑗ᮶ࡢ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ

࠺⧞㉺⏦ㄳᮇ㝈ࢆᘏ㛗ࡋࡓࡇ

࣮᪉ᘧᑟධࢆぢᤣ࠼ࠊᑂᰝࢆྜ

ࠊࡲࡓࠊ
ࠕㄪᩚ㔠ࠖᯟࢆ⏝࠸

ྠ࡛ᐇࡋࠊ᪂つㄢ㢟ࢆ㐜࡞

࡚⧞㉺⏤ヱᙜࡋ࡞࠸◊✲

ࡃ᥇ᢥ࡛ࡁࡓࡇࡼࡾࠊ୧ᶵ

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡶḟᖺᗘ⏝ࢆ

㛵ࡢ┦⌮ゎ༠ຊ㛵ಀࡀ୍ᒙ

ྍ⬟ࡍࡿ࡞ไᗘᨵ㠉ࢆᐃ

ᙉᅛ࡞ࡿ࡞ࠊィ⏬ࢆୖᅇࡿ

╔ࡉࡏࡓࡇࡣࠊ◊✲㈝ࡢᙎ

ᐇ⦼ࢆୖࡆࡓࠋ

ຊⓗ⏝ࢆ᥎㐍ࡋࠊ⛉◊㈝

◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ࠾࠸࡚

ࡼࡿ◊✲ࡢ㉁ࡢྥୖᐤࡍ

ࡣࠊከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳࡼࡿ

ࡿᴗົᐇ⦼࡛࠶ࡿ㧗ࡃホ౯

◊✲ὶᣐⅬࡢᵓ⠏ࡸⱝᡭ◊✲

ࡋࡓ࠸ࠋ

⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ࡞ࠊᴗົࢆ╔

࣭◊✲ࡢᅜ㝿ࡢ᥎㐍㛵ࡍ

ᐇᐇࡋࡓࠋ

ࡿྲྀ⤌࠾࠸࡚ࡣࠊᅜ㛫

௨ୖࡢ࠾ࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ

ὶᴗࠊ◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ➼

◊✲➼ࢆ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᐇ

ࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡋࡓࠋᅜ㛫

ࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ὶᴗ࡛ࡣ༠ᐃ⥾⤖ᅜ௨እࡢ


㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ᅜࡸᆅᇦࡢ㛫࡛ࠊ࣮࢜ࣉࣥࣃ
࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸦Ꮫ㛫㐃ᦠ㸧

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊ ࢆ᪂タࡋࠊເ㞟ࢆ㛤ጞࡍࡿ➼
Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼࡾ

ከᵝ࡞ᅜࡢ㛫࡛ඹྠ◊✲ࡸ

ຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ຓᡂไᗘ࡞

ࢭ࣑ࢼ࣮ࡀᐇࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ

ࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᩿ࡢぢ┤ࡋ

ᑂᰝᙧែ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥ

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ࢩ࣮᪉ᘧࡢᑟධࢆぢᤣ࠼ࡓྜ
ྠᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ┦ᡭᅜࡢ⯆
ᶵ㛵ࡢ㛫࡛ࡢ┦⌮ゎࡀ㐍
ࢇࡔࠋࡇࢀࡣ⯆ࡢᅜ㝿
ࡶ㈨ࡍࡿᐇ⦼࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
࣭௧ඖᖺᗘ⤊┤๓᪂ᆺ
ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢὶ⾜
క࠺ົᙧែࡢኚᐜ➼ࡢண
ᮇࡏࡠฟ᮶ࡀ࠶ࡗࡓࡶ
ࢃࡽࡎࠊᖺ㏻ࡾࡢෆ
ᐃࢆᐇ⌧࡛ࡁࡓࡇࡣ≉➹ࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊ௧  ᖺᗘึ
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㢌ࡉࡽண

ࡉࢀࡿ➨

Ἴഛ࠼࡚ࠊ௧  ᖺᗘࡢ
ᖺᗘィ⏬ࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࢆྲྀ
ࡾධࢀࠊᖺ㏻ࡾࡢᴗົᐇ⦼
ࢆಖ࡚ࡿࡼ࠺࡞᪉⟇ࢆྲྀࡾධ
ࢀࡿࡇࢆᮃࡳࡓ࠸ࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼
̿



㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ 㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢ

㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢ

ᴗࡢᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿ

ᴗࡢᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿ

ᴗࡢᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿ

㸰㸫㸯⛉◊㈝ࡢᑂᰝ࣭

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁࠊ ᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

ᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ᥎

ྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

ྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

ྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

ホ౯ࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶ

௨ୗࡢ࠾ࡾࡾ࡞ࡃ☜ᐇᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ ⿵ຓホᐃ㸸V

㐍

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ

┬ࡀබເ࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⿵ຓホᐃ㸸V

㸦⛉◊㈝ᴗ㸧ࡼࡾࠊ 㸦⛉◊㈝ᴗ㸧ࡘ࠸࡚

㸦⛉◊㈝ᴗ㸧ࡘ࠸࡚

࠼ุ᩿㸧

ࢆぢ┤ࡋ࡚タࡉࢀࡓᏛ⾡ኚ㠉㡿ᇦ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࠊ⮬↛

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠



Ꮫ⾡⯆ᑐࡋࢫ࣒࣮ࢬ⛣⟶ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺ᩥ㒊⛉

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

⛉ᏛࡢྛᏛၥศ㔝ࡢ⊂

ᴗཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ

ᴗཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ

㸰㸫㸰⛉◊㈝ࡢฎ

Ꮫ┬㐃ᦠࡢୖࠊ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ㉁ⓗୖ

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ㔞

ⓗ࣭ඛ㥑ⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲

㔠ᴗࡼࡾᐇࡍࡿࠋ 㔠ᴗࡼࡾᐇࡍࡿࠋ ⌮≧ἣ㸦㹀Ỉ‽㸸ࣄࣜ



ᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇ

ⓗཬࡧ㉁ⓗୖᅇࡿᴗົࡢ㐍

ᑐࡍࡿᖜᗈ࠸ຓᡂࢆ

ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚

ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚

ࣥࢢᑂᰝ➼ࡢᚲせ࡞◊

࣭⛉◊㈝ᨵ㠉ࡣࠊձᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࠊղ◊✲✀┠࣭ ࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ㉁ⓗ㢧

ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

⾜࠸ࠊ㐀ⓗ࡛ඃࢀࡓᏛ

ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿ

ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿ

✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡁ㸲᭶ୖ᪪

ᯟ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋࠊճᰂ㌾ࡘ㐺ṇ࡞◊✲㈝⏝ࡢಁ㐍ࡢ ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼

࣭ᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ

⾡◊✲ࡢⓎᒎᐤࡍ

ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸ

ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸ

ෆᐃࢆ㏻▱㸧

୕ࡘࡢྲྀ⤌ࢆᰕࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘຓᡂ ࡿࡇࡽホᐃࢆ V ࡍࡿࠋ

ィ⏬グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯

ࡿࠋ⛉◊㈝ᴗࡣࠊ⛉Ꮫ

ᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡼࡾࠊ ᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡼࡾࠊ 

㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶බເ㸧ࡽᑟධࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࠕᑂᰝ༊ศ ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧 㸦⛉◊㈝ጤဨࡢ㛤ദࠊᑂᰝ

◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗཬࡧ

ࡾ࡞ࡃ☜ᐇᐇࡍ

ࡾ࡞ࡃ☜ᐇᐇࡍ



⾲ࠖࢆ㐺⏝ࡍࡿࡶࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂ ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇィ⏬グ

ࡢ㉁ⓗᐇࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂ

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ᴗ

ࡿࠋ

ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

ᰝྜ㆟ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠕ⥲ྜᑂᰝࠖ᪉ᘧཬࡧྠ୍ࡢᑂ ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯㸦⛉◊㈝ጤဨ

ᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ◊✲

㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀ㈈ົ

࣭⛉◊㈝ᴗࡢ㓄ศᑂ

┤᥋ᑂᰝಀࡿᴗົࢆ

㸰㸫㸿⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣ

ᰝጤဨࡀ  ẁ㝵ࢃࡓࡾ᭩㠃ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠕ ẁ㝵᭩ ࡢ㛤ദࡸ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭

㈝ࡢ࡞➼㸧ࡀ╔ᐇ

⮧༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿ

ᰝࠊ◊✲ホ౯➼ࢆ⾜࠺ࡓ

⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ

ಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝ

㠃ᑂᰝࠖ᪉ᘧࡼࡾᑂᰝࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࠋ

ᐇࡉࢀࡓ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ

ᇶ㔠㐠⏝᪉㔪つᐃࡍ

ࡵࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ

◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ

㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭ ௧ඖᖺᗘࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕ⛉◊㈝ᨵ㠉㛵ࡍࡿసᴗ 㸧ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡢࡳ࡞

ࡿᴗ㸧ࡼࡾᐇࡍ

㧗࠸㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛

┬ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊ⯆

Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧࠾ࡅ

㒊ࠖ࠾ࡅࡿᑂ㆟㝿ࡋࠊḟࡢⅬࡘ࠸࡚Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ ࡽࡎࠊ୪⾜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ไᗘタィ

 ⣙  ௳ࡢ⭾࡞ᛂເㄢ

ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᅜࡢᴗ

ᵓᡂࡍࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤ

ࡢ୍ඖࢆ⾜࠺ࡓࡵ

ࡿ⛉◊㈝㛵ࡍࡿㄪᰝ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰ᳨ウࡋࡓୖ࡛ᥦ࣭ሗ࿌➼ࢆ⾜ ࢆ⾜࠺࡞⛉◊㈝ไᗘࡢ᩿ࡢ

㢟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ⣙  ࣨ᭶ࡢ▷

ࡢయไࡢᩚഛྥࡅࡓ

㸦ͤ㸧⤖ᯝ

ࡗࡓࠋ

᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

㸦ͤ㸧
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ࡋ࡚ࡢ୍యᛶࢆ☜ಖࡋࠊ ဨࢆ⨨ࡃࠋ

ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ◊✲㈝ࡢ

ぢ┤ࡋ࣭ᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿࠋ

ᮇ㛫࡛ィ⏬㏻ࡾබṇ࡛ཝ᱁

ࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲✀┠

࣭⛉◊㈝ᴗࡢ➼

≉ࠊ
ࠕ⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱࢫࢡ

࡞ᑂᰝࢆ㎿㏿ᐇࡋࠊ༙

ᛂࡌ࡚㛗ᮇⓗほⅬࡸᅜ

ࡢᡭ⥆ࡁ㛵ࡍࡿᴗົ

ᴗࡣࠊ◊✲⪅ࡀ᪂ࡓ࡞

ࠕⱝᡭ◊✲ࠖぢ┤ࡋᚋࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢᛂເືྥ➼ࡽ ࣇ࢛࣮ࢫࠖࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⌧

ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ ᭶

㝿ⓗ࡞ほⅬࡶ⪃៖ࡋ࡚

ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓ

ㄢ㢟ࢆ✚ᴟⓗ᥈⣴ࡋࠊ

ࡣࠊⱝᡭ◊✲ࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕᇶ┙◊✲ࠖࡢ

≧ࡢศᯒࠊ᳨ドࠊᨵၿࢆ⾜࠸ࠊⱝ

ෆᐃࡲࡓࡣ᥇ᢥࡀุ᫂ࡍ

ᣮᡓࡍࡿࡇ༑ศ

࡞⛣⾜ࠊ≉ࠕࡼࡾࡁ࡞つᶍࡢ◊✲✀┠ࡢᣮᡓࠖ ᡭ◊✲⪅ࡢᣮᡓᶵࡢᣑ➼ࢆ

ࡿࡼ࠺㏻▱ࢆⓎฟࡍࡿࡇ

ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆ㐺ษࠊ つ⛬ࠊ㏻▱ᚑࡗ࡚⾜

࣭
ࠕⱝᡭ◊✲⪅ࡢᆺ✀┠ࡢᛂເಁ㐍ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ

බṇ⾜࠺ࡶࠊ◊

࠺ࠋ

ᐤࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲ

࠸࠺㒊ศㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡇࢆཷࡅࠊࠕⱝᡭ◊✲ࠖ

ᅗࡗࡓࠊ᳨ド⤖ᯝࢆᩥ㒊⛉

࡛ࠊᖺᗘᙜึࡽࡢ◊✲ᨭ

✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌࡓ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ࡍࠖ࠸࠺㉁ၥ

ࡢ㊃᪨ࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢไᗘࡢኚ㑄➼ࢆ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࢆ

Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡

㞀ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࡓࡇࡣ≉

ᰂ㌾࡞㐠⏝ࢆ☜ಖࡋࡘ

࠾࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗࡢẖ



⾜ࡗࡓࠋ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ᑐࡋ࡚ࠊࡼ

ศ⛉◊✲㈝㒊➼ᑐࡋሗ࿌

➹ࡉࢀࡿࠋ≉ࠊᖺᗘ⤊ࢃࡾ

ࡘ᪩ᮇࡢດࡵࡿࠋ ᖺᗘࡢᑂᰝ᪉㔪➼ࢆࠊᩥ

㸰㸫㹀ᚋホ౯ࢆ⾜࠺

ࡾつᶍ࡞◊✲ࡢᣮᡓࢆಁࡍࡓࡵࠊ
ࠕⱝᡭ◊✲㸦 ᅇ

ࡍࡿࡇ࡛ࠊᚋࡢ⛉◊㈝ไᗘ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

⛉◊㈝ࡢබເ࣭ᑂᰝࡢ

㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡

⛉◊㈝ࡢ◊✲✀┠࠾

┠㸧
ࠖࡢᛂເせ௳ࢆ‶ࡓࡍ⪅ࡀࠊᇶ┙◊✲㸦6࣭$࣭%㸧 ᨵ㠉ࡢ㐍ࡵ᪉ࡢ᳨ウࢆ✚ᴟⓗ

ὶ⾜క࠺ົᙧែࡢኚࡸ

ᅾࡾ᪉ࢆᢤᮏⓗぢ┤

ᑂ㆟ࡀ♧ࡍᑂᰝࡢᇶ

࠸࡚ࠊᮇᚅ࠾ࡾࠊ࠶ࡿ

ᛂເࡍࡿሙྜࡣࠊ
ࠕⱝᡭ◊✲㸦 ᅇ┠㸧
ࠖࡢ㔜」ᛂ

⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ⛉◊㈝ไᗘ

ᵝࠎ࡞⮬⢔ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺

ࡋࡓ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ

ᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼࡚

࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢᡂᯝࢆ

ເࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

ࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ኚ㔜せ࡞

࡞ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊ

17

31

32
࣒ᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅

ୖࡆࡓㄢ㢟ࡢྜ

Ỵᐃࡍࡿࠋ

࣭
ࠕᣮᡓⓗ࡞◊✲ࡢಁ㐍ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤

ࡇ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᖺ㏻ࡾࡢෆᐃࡘ࡞ࡆࡓ

ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࠾ࡅࡿ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ┤᥋ᴗ



ᣅ㸧ࠖࡢ㔜」ᛂເ࣭㔜」ཷ⤥ࡀᆺ✀┠ࡢࡳྍ⬟

࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇࠚ

ࡇࡣࠊᮇᚅ௨ୖࡢᡂᯝ㧗

᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡



࡞ࡗ࡚࠾ࡾᛂເ◊✲⪅ᒙ೫ࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇࡽࠊࡼ

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᇶᮏⓗ⪃

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⌮ゎྥୖ㈨ࡍࡿྲྀ⤌

㡿ᇦ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡾᖜᗈ࠸ᒙࡽࡢᛂເࢆྍ⬟ࡋࠊ᪂⯆࣭⼥ྜ㡿ᇦࡢ ࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺ษ࡞ᑂᰝ᪉㔪

ᑂᰝጤဨ  ṓ௨ୗࡢⱝᡭ࣭

ࢆ⾜࠸ࡑࡢᐃ╔ࢆᅗࡾ

⛉Ꮫ┬ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊ

㸰㸫㸯㈨㔠㓄ศᶵ㛵

㛤ᣅࢆ୍ᒙᙉࡍࡿほⅬࡽࠊ
ࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ㸧
ࠖ ➼ࢆỴᐃࡋࠊᖺᗘィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ

୰ሀ◊✲⪅ࢆ✚ᴟⓗⓏ⏝

ࡘࡘࠊㄢ㢟➼ࡢᢕᥱດ

⯆ࡢ୍ඖࢆ⾜࠺

ࡋ࡚බṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜

ࠕᇶ┙◊✲㸦%㸧
ࠖࡢ㔜」ᛂເ࣭㔜」ཷ⤥ࢆྍ⬟ࡍ

ᑂᰝࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛉◊

ࡋࠊ
๓ᖺẚ 㸣ቑࡋࡓࡇ

ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ

ࡓࡵࡢయไࡢᩚഛࢆᅗ

ಖࡋࡓ㐺ษ࡞ᑂᰝ➼ࡀ

ࡿࡇࡋࡓࠋ

㈝ࡢᑂᰝࡣࠊ⣙  ௳ࡢ⭾࡞

ࡣࠊ⤒㦂㇏ᐩ࡞ᑂᰝጤဨࡢ㈇

㛫୰᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫ

ࡿࠋ

⾜ࢃࢀࡓࠊ᭷㆑⪅ࡢព

ᛂເ◊✲ㄢ㢟ࢆཷࡅࡅࠊᛂເ

ᢸ㍍ῶ㈨ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ

ࢸ࣒ࡢホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ



ぢࢆ㋃ࡲ࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

ࡢྲྀᢅ࠸ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເࡽ◊✲ィ ௳ ᩘ ࡀ ቑ ຍ ࡋ ⥆ ࡅ ࡚ ࠸ ࡿ ୰ ࡛

ᚋࡢᑂᰝࡢ㉁ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖ

⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᚲせ࡞

ձ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ



⏬ㄪ᭩࠾ࡅࡿࠕ◊✲ᴗ⦼ḍࠖࢆࠕᛂເ⪅ࡢ◊✲㐙⾜

ࡶࠊᛂເࡀ⥾ࡵษࡽࢀࡓ  ᭶

ࡢࡓࡵᴟࡵ࡚㐺ษ࡛ඃࢀࡓ

㸰㸫㸰ฎ⌮ࡢ㎿㏿

⬟ຊཬࡧ◊✲⎔ቃࠖḍኚ᭦ࡋࡓࡇࡘ࠸࡚ࠊኚ᭦

ࡽ  ᭶ࡢ⣙  ࣨ᭶࠸࠺▷ᮇ㛫

ᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

࣭
ࠕᑂᰝጤဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡸ㐺ษ࡞ุ᩿㈨ࡍࡿᑂᰝሗ

ᐇ⦼࡛࠶ࡿホ౯ࡍࡿࠋ

⛉◊㈝ᴗࡢ࠺ࡕࠊᩥ

ࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝

ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊ

ࡢ㊃᪨ࡀᛂເ⪅ࠊᑂᰝጤဨ᪉༑ศᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞ ࡛⣙  ྡࡶཬࡪᑂᰝጤဨ

㒊⛉Ꮫ┬ࡀ┤᥋ᴗົࢆ

ࡋࠊබṇ࡞ᑂᰝጤဨࡢ㑅

ࣄࣜࣥࢢᑂᰝ➼ࡢᚲ

ࡗࡓࡇࡽࠊ
ࠕᛂເ⪅ࡢ◊✲㐙⾜⬟ຊཬࡧ◊✲⎔

ࡀࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡾඃࢀࡓ◊

ᑂᰝࠊホ౯ࠊࢆࡾ࡞ࡃ㐍

⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ

⪃ࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭

せ࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡁ㸲

ቃࠖḍ࠾࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞◊✲ᴗ⦼ࢆᛂເ⪅ࡀ㑅ᢥࡋグ

✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ⭾࡞

ࡵࡓࡇຍ࠼ࠊᏛ⾡◊✲ࡢ

◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᴗົ

ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ

᭶ୖ᪪ෆᐃࢆ㏻

㍕ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡸㄽᩥ➼ࢆグ㍕ࡍࡿ㝿

௳ᩘࡢ୰ࡽඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ

ࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎࢆᅗࡿࡃ⛉◊

ࡢຠ⋡◊✲⪅ࡢ

⾜࠺ࠋ

▱ࡍࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽

ࡢ᭩ࡁ᪉ࡢ࡞ࠊኚ᭦ࡢ㊃᪨ࢆᨵࡵ࡚᫂☜ࡍࡿࡇ ㎿㏿㑅ᐃࡋࠊ◊✲⪅ࡀ◊✲ࢆ

㈝ไᗘࡢ᩿ࡢぢ┤ࡋྲྀࡾ

ࡍࡿࠋ

ࡋࡓࠋ

⤌ࡳࠊ௨ୗࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࡇ

⥅⥆ⓗࡘ᪩ᮇ㛤ጞࡍࡿࡇ

࣭ୖグࡢࡼ࠺⭾࡞௳ᩘࡢ

౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬ

බເᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉

ࡽࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰

Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸



ࡇࢀࡽࡢᨵၿᥦࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉ ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ෆᐃ㏻▱ࢆⓎ

ࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ

⯆ࡢᴗົࡢ୍ඖ

࡚Ỵᐃࡋࡓᑂᰝ᪉㔪➼

㸰㸫㸿༟㉺ࡋࡓ◊✲ᡂ

◊✲㈝㒊࡛ࡢᑂ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ௧  ᖺᗘࡢྛ◊✲✀┠ࡢ ฟࡍࡿࡓࡵࠊ╔ᐇᑂᰝࢆᐇ

㸯㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡼࡾࡁ࡞

ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢయไࢆ

ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅➼ࡀᛂ

ᯝࡀᣢ⥆ⓗ⏕ࡳฟࡉ

බເෆᐜᫎࡉࢀࡓࠋ

つᶍࡢ◊✲✀┠ࡢ✚ᴟⓗ࡞

ᩚഛࡍࡿࠋ

ເ๓☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺

ࢀࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࡢᩚഛ

ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘຓᡂࡿᑂᰝࡼࡾ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ ࡿࠋ

ᣮᡓࢆಁࡍࡓࡵࠊⱝᡭ◊✲

ᗈࡃබ⾲ࡍࡿࠋ

≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜ

ࡿࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺᗘຓᡂࢆ┠ฎ ≉ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠

ࡢᛂເ⪅ࡢᇶ┙◊✲
㸦 ᅇ┠㸧

ᑂᰝ࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚

ヱᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ

ࡋ࡚୰㛫ⓗ࡞᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆᅗࡿࡇ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂᰝホᐃࢆぢ┤ࡋࡓ

㸦%㸧➼ࡢ㔜」ᛂເไ㝈ࢆ⦆

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊᖹ

࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓࠊ⛉ ࡇ࡛ࠊ◊✲✀┠ࡢ┠ⓗ࣭ᛶ᱁

ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤

⨨ࢀࡓྛ㒊࠾࠸

ᡂ  ᖺᗘㄪᰝ࠾ࡅ

◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡ሗศᯒࢭ ᛂࡌࡓᑂᰝࢆࡼࡾຠᯝⓗ⾜࠺

ᣅ㸧ᇶ┙◊✲㸦%㸧ࡢ㔜」ᛂ

࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲✀┠

ࡿᐇ⦼㸦ᣦᩘ 㸦ͤ㸧
㸧 ࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࠊබṇ࡞ᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ほ ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ

ເࠊ㔜」ཷ⤥ࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ

ࡢ┠ⓗ࣭ᛶ᱁ᛂࡌࠊཝ

ࢆᇶ‽ࡋࡓ≧ἣኚ

Ⅼࡽࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ㐺⏝ᚋࡢᛂເࢹ࣮ࢱ➼ࢆศᯒ

࣭ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡾࠊ௧

㸰㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢ᳨ド

ṇᐇࡍࡿࠋ

ࢆホ౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍ

ࡋࠊ
ࠕぢ┤ࡋࡢᇶᮏ᪉㔪ࠖࢆᐃࡵࠊලయⓗ࡞᳨ウ╔ᡭࡋ ඖᖺᗘࡽࠕⱝᡭ◊✲ࠖࠕⱝᡭ◊

࠾ࡼࡧ⛉◊㈝ไᗘࡢࡉࡽ࡞ࡿ

ࡿࠋ

ࡓࠋ

✲㸦%㸧ࠖࡢ᥇ᢥ⤒㦂⪅ࡘ࠸࡚

ᨵၿྥࡅ⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱ

⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



ᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞

ձᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ

㸦ͤ㸧ᣦᩘ ௨ୖ࡛ࠊ ࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇࠚ

ࡶᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ

ࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆ❧ࡕୖࡆ᳨࡚



ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎྥ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

᭱ࡶ㧗࠸Ỉ‽࡛࠶ࡿࠕ≧

ڦᑂᰝᴗົ

ࡢⓏ㘓ࢆ㛤ጞࡋࠊጤဨೃ⿵⪅

ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊᑂᰝጤဨ

ࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ

ἣၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡉࢀ

㸦ᑂᰝᴗົ㸧

ࡢ᪂つⓏ㘓⪅ᩘࢆ╔ᐇᐇ

㸱㸧ᾏእΏ⯟࠾ࡅࡿ⛉◊

➼◊✲⪅ྥࡅࡓㄝ᫂

࡚௨ୗࡢᴗົࢆᐇࡋࠊ ࡿࠋ

࣭ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

㸦Ⓩ㘓⪅⥲ᩘ  ᑐ๓ᖺᗘ ㈝ࡢ୰᩿࣭㛤ไᗘࡢᑟධࡸࠊ

➼ࠊᬑཬάືࢆᐇࡍ

⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾



ࢆ㛤ദࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕ⊂

ቑ 㸧ࡉࡏࡿࡶࠊ㑅

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁᣑ

ࡿࠋࡲࡓࠊᑂᰝ➼ࢆ㏻ࡌ

࠸࡚ࠊࡑࡢබṇᛶࠊ㏱᫂

㸰㸫㹀⊂ⓗ࣭ඛ㥑ⓗ

❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡀ⾜࠺⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

⪃㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ࡼࡿ⧞㉺⏦ㄳᮇ㝈ࢆᘏ㛗

࡚᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

ᛶࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆᚓ

࡞Ꮫ⾡◊✲ࡢᨭ≧

ࡢᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖᇶ࡙ࡁࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡢཧ⏬ࢆᚓ

ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕㄪᩚ㔠ࠖᯟࢆ㐺

ࡢㄢ㢟➼ࢆᢕᥱࡋࠊ୰ᮇ

ࡿࠋ

ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱ

࠾ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯㛵ࡍࡿつ⛬ࠖࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡋ

࡚ࠊ⣙  ௳ࡶཬࡪ๓ᖺᗘࡢ

⏝ࡋ࡚⧞㉺⏦ㄳ⏤ヱᙜࡋ

┠ᶆᮇ㛫୰᪂ࡓ࡞ᑂ



ᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ☜

ࡓࠋࡇࡢࡇࡼࡾࠊ◊✲✀┠ࡢ≉ᛶᛂࡌࠊ㐺ษᑂ ᑂᰝᑐࡍࡿ᳨ドࢆᐇࡋࠊᙜ

࡞࠸◊✲ㄢ㢟࠾࠸࡚ࡶḟᖺ

ᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯ࢆ⾜

㸦ϸ㸧ᑂᰝᴗົ

ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓୰

ᰝࢆ⾜࠺⤌ࡳࢆᩚഛࡋࡓࠋ

ヱ᳨ド⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㐺ษ࡞

ᗘ⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿ࡞ࡢไ

ࡗࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭ ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ

࣭௧ඖᖺᗘࡢ᪂つᛂເ◊✲ㄢ㢟⣙  ௳ࡢ࠺ࡕࠊ⣙ 

ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡋ࡚࠾ࡾࠊබṇ

ᗘᨵ㠉ࡀᐃ╔ࡋࠊ◊✲⪅ࡢ◊

ࡲ࠼ࡓᚲせ࡞ᨵၿྲྀ

Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕᑂᰝ

⦼㸦ᖹᡂ 㹼ᖺᗘࡢ

  ༓௳ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧ඖᖺ  ᭶ࡢᛂເ⥾ษᚋࠊ௧

࡞ᑂᰝไᗘࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶

✲ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ࡚

18

ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖࢆ㋃ࡲ

ホ౯࠾࠸࡚ࠊᮇᚅ࠾

ඖᖺ  ᭶ୖ᪪ࡽ௧  ᖺ  ᭶୰᪪ࡅ࡚ᑂᰝࢆ⾜ ࢃࡏ࡚ࠊᖺ㱋ᒙࡀẚ㍑ⓗప࠸㸦

ᙎຊⓗ࡞◊✲㈝ࡢ⏝ᑐᛂ

ᑂᰝ࣭ホ౯ࡘ࠸࡚

࠼ࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ㧗

ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ

࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡍࡿࡇ࡛ ṓ௨ୗ㸧◊✲⪅ࡢᑂᰝጤဨࡢ

ࡋࡓࠋ

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

࠸㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ᵓ

ᡂᯝࢆୖࡆࡓホ౯ࡉ

 ᭶ᙜึࡽ◊✲ࢆ㛤ጞ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㎿㏿ᑂᰝࢆᐇ ✚ᴟⓗⓏ⏝ࢆ㐍ࡵࠊᑂᰝጤဨ



࠾࠸࡚ࠊࡑࡢබṇᛶࠊ㏱

ᡂࡍࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ࢀࡓㄢ㢟ࡢྜ㸸㸣㸧 ࡋࡓࠋᇶ┙◊✲ % ࠊ & ࠊⱝᡭ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ୍ࡢ ༨ࡵࡿ  ṓ௨ୗࡢྜࡢቑࢆ╔

᫂ᛶࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆ

࠾࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗ

ࢆᇶ‽ࡋࡓ≧ἣኚ

ᚓࡿࠋ

ࡾ⤌ࡴࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᑂᰝጤဨࡀ㸰ẁ㝵ࢃࡓࡾࠊ᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜࠸᥇ྰࢆỴᐃ ᐇᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡢᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴᐃࡋࠊ ࢆホ౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍ

ࡍࡿᑂᰝ᪉ᘧࠕ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࠖࢆᐇࡋ㸦ᑂᰝጤဨ⣙ ࡲࡓࠊ ᭶ཬࡧ  ᭶㛤ദࡉࢀࡓ

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠᥇ᢥ

ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ

 ྡ㸧
ࠊᇶ┙◊✲ $ ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ௧

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

࣭ᑂᰝጤဨࡘ࠸࡚ࡣࠊ 

ᑂᰝ ᑂᰝጤဨ⣙  ྡ ࢆྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀ⾜࠸ࠊᑂᰝ ඖᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡢ⥲ᣓࢆ

ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࡢᙳ

ᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࠊࡼࡾ㐺

ጤဨ┦ࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚᥇ᢥೃ⿵◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿ

ࡿࠋ

ィ⏬㏻ࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࡚

㡪ࢆཷࡅࠊᴗࡢᐇᨭ㞀

ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡍ

ᑂᰝ᪉ᘧࠕ⥲ྜᑂᰝ࡛ࠖ㓄ศᑂᰝࡢࡓࡵࡢᑠጤဨࢆᘏ ࡢᑂᰝጤဨࡢ௵ᮇࡀ‶ࡋࡓ✀

ࡀฟࡿ㸦ᖐᅜࢆవ࡞ࡃࡉࢀ

ࡿࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

  ᅇᐇࡋࡓࠋ

┠ࡘ࠸࡚㏿ࡸᑂᰝጤဨྡ

ࡿࠊฟᙇࡀไ㝈ࡉࢀࡿ➼㸧ሙྜ

✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧ඖᖺᗘຓᡂศ ⡙ࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗

ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᴗࡢᐇ

⏝ࡋ࡚㑅⪃ࢆ⾜࠺ࠋࡲ

ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡘ࠸ ࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆᅗࡗ࡚

࠶ࡓࡾᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆࡽ

ࡓࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᙜ

࡚ࡶᇶ┙◊✲➼ྠᵝࡢࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝࠊබເࢆᐇ

ࢀࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

ࡓࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ศ㔝ࡢ

ࡋࠊࡼࡾࡁ࠸༊ศ࡛ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇࡽࠊᑂᰝពぢ᭩ ࣭ᑂᰝ࡛ࡣࠊᑂᰝጤဨᛂເ⪅ࡀ

ࡶ⪃៖ධࢀࡘࡘࠊⱝ

ࢆά⏝ࡋࠊᑓ㛛ᛶࡶ㓄៖ࡋࡘࡘࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝ ᑂᰝ⮫ࡴᙜࡓࡗ࡚ࡢጼໃࢆ

ᡭ࣭୰ሀᒙ㸦 ṓ௨ୗ㸧

ࢆྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀ⾜࠸ࠊ ௳ࢆ᥇ᢥࡋࠊ௧  ᖺ  ᭶ ♧ࡋࡓࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉

ࡢ◊✲⪅ࢆᇶ┙◊✲

 ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ ◊㈝㸧ࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࠖࢆᡭᘬཬ

㸦%㸧ࠊ
㸦&㸧ཬࡧⱝᡭ◊✲

㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦$㸧㸧ࡘ࠸࡚ࠊ௧ඖᖺᗘ ࡧᑂᰝࢩࢫࢸ࣒⏬㠃♧ࡍࡇ

࠸ࡗࡓ◊✲✀┠ࡢᑂ

ࡢ᪂つᛂເ◊✲ㄢ㢟  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ௧ඖᖺ  ᭶ୖ

ᰝጤဨࡋ࡚✚ᴟⓗ

᪪ࡽ௧  ᖺ  ᭶ୖ᪪ࡅ࡚ྠࡌᑂᰝጤဨࡼࡿ᭩ ◊㈝ࡢᑂᰝࡀࡼࡾᶵ⬟ࡍ

Ⓩ⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ

㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝ㸦ᑂᰝጤဨ⣙  ྡࠋᑠጤဨࢆ 

ᑂᰝ⤊ᚋ᳨ドࢆ⾜

ᅇ㛤ദ㸧ࢆᐇࡋࠊ ௳ࡢ᥇ᢥࢆ⾜࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶ ࣝ࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ⓗ࡞ព⩏

࠸ࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡸᑂ

 ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋࡲࡓᑂᰝ᪉ᘧࡘ࠸

ᰝయไࡢᨵၿࡘ࡞ࡆ

࡚ࠊᮏ✀┠ࡣᇶ┙◊✲➼ࡣ␗࡞ࡿ㊃᪨࣭ᑐ㇟ࡀタᐃ ࠺ࠊᑂᰝጤဨࡢ࿘▱ࢆᚭᗏࡍ

ࡿࠋ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡀ✀┠ࡢ㊃᪨࣭ ࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

࣭᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

ᑐ㇟ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࠊホᐃせ⣲  ᑐ ࡍ ࡿ ⌮ ゎ ྥ ୖ ࢆ ᅗ ࡗ ࡚ ࠸

ࡘ࠸࡚ࠊᖿㄝ᫂ࡸ

ࢆࠕ㸿㸬✀┠ࡢ㊃᪨࣭ᑐ㇟◊✲ィ⏬ࡢྜ⮴ᛶࠖࠕ㹀㸬 ࡿࠋ௨ୖࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊබṇ࡛㏱

ᑂᰝࡢᡭᘬ➼ࢆ㏻ࡌ࡚

◊✲ィ⏬ࡢෆᐜ㛵ࡍࡿホᐃせ⣲ࠖᩚ⌮ࡋࠊホᐃせ⣲ ᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝไᗘࢆ╔ᐇᩚ

ᑂᰝጤဨࡢ⌮ゎྥୖࢆ

ࡢෆᐜࢆぢ┤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ✀┠ࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼㐺ษ࡞⤒ ഛࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ᅗࡿࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ

㈝ࡀィୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࢆホ౯ࡍࡿほⅬࢆຍ࠼ࡓࠋ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵ

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦%㸧
㸧ࡘ࠸ ࣭⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ᚋࠊᨵ

ၿࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᑂᰝጤဨ

࡚ࠊ௧ඖᖺᗘࡼࡾ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖ 㠉ࡢᐇຠᛶ࣭᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍࡿ

ᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࡸ

ࡢࠕ୰༊ศࠖࢆά⏝ࡋࡓࠕ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ࡛ࠖᑂᰝࢆ⾜ ࡓࡵࠊᑂᰝ࡛ࡢពぢࡸᏛ

ᑂᰝ࡛ࡢពぢ➼

࠺ࡇࡋࠊ᪂つᛂເ◊✲ㄢ㢟  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ௧ ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ

ࢆ㏻ࡌ࡚ㄢ㢟➼ࡢᢕᥱ

ඖᖺ  ᭶୰᪪ࡽ௧ඖᖺ  ᭶ୗ᪪ࡅ࡚ᑂᰝ㸦ᑂᰝ ࡢ᳨ドࠊࡲࡓ௧ඖᖺᗘᐇ



࠸ࡿࠋ

ࡼࡾࠊࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡿ⛉
ࡿࡼ࠺ᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊᑂᰝ࣐ࢽࣗ
ᇶ࡙࠸࡚ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡼ

ࡿࠋ

ດࡵࡿࡶࠊᑂᰝ

ጤဨ⣙  ྡ㸧ࢆᐇࡋࠊ ௳ࡢ᥇ᢥࢆ⾜࠸ࠊ௧ඖ ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞

ጤဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶྥࡅ

ᖺ  ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏ✀┠ࡶ

ࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦$㸧㸧ྠᵝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࡶ᭷ຠᶵ⬟ࡋ



ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ⥲ྜᑂᰝࠊ

ᇶ┙◊✲➼ࡣ␗࡞ࡿ㊃᪨࣭ᑐ㇟ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡢ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡀ✀┠ࡢ㊃᪨࣭ᑐ㇟ྜ⮴ࡋ࡚ ᑂᰝጤဨࡢホ౯⤖ᯝࢆཧ⪃
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33

34
࠸ࡿ࠺ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࠊホᐃせ⣲ࡢෆᐜࢆኚ᭦

ホ౯ࡍࡿ⤌ࡳࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ

ࡋࠊࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡋ࡚ࡢලయᛶࡸᐇ⾜ྍ⬟ᛶࢆ ࡇࡽࡶࠊᏛ⾡ⓗ౯್ࡢ㧗࠸
ホ౯ࡍࡿほⅬࡶຍ࠼ࡓࠋ

◊✲ㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡍࡿ⤌ࡳࡀᶵ

࡞࠾ࠊࡇࢀࡲ࡛ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ ⬟ࡋࠊᑂᰝࡢ㉁ࡢྥୖࡀᅗࡽࢀ
㸦$㸧ཬࡧ㸦%㸧
㸧ࡢ㓄ศᑂᰝࡸᑂᰝ➼ࡢᨵၿಀࡿ᳨ウ ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡣࠊᇶ┙◊✲➼ࡢ㓄ศᑂᰝ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤ ࣭ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࠊࠕᇶ┙◊✲
ဨࡣูᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆタ⨨ࡋ⾜ࡗ࡚ࡁ

㸦6㸧ࠖࡢ◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ◊✲

ࡓࡀࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡋ୍࡚యⓗᑂ㆟ࢆ⾜࠼ࡿ ᡂ ᯝ ࡢ ᳨ ド ୪ ࡧ  ࠕ ᇶ ┙ ◊ ✲
ࡼ࠺ࠊᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ௧ 㸦6㸧
㸦
ࠖᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆᥇ᢥࡉ
ඖᖺ  ᭶ࡼࡾ⤫ྜࡋࡓࠋ

ࢀࡓ◊✲ㄢ㢟㸧ཬࡧࠕ◊✲ᡂᯝබ

ࠖ
࣭≉ู᥎㐍◊✲ཬࡧᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⥲ྜᑂᰝࠖ 㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧
࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᨭつᶍ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡼࡾ⥲ྜ ࡢ୰㛫ホ౯ࡘ࠸࡚ࡣ㐺ษᐇ
ⓗ࡞ほⅬࡽࡢᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃ᑂᰝᚋࠊࣄ ࡋࠊホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣ࣮࣍
ࣜࣥࢢᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊྜ㆟ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑓ㛛

࣒࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿ

ᛶࡶ㓄៖ࡋࠊᑂᰝពぢ᭩㸦≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࡣᾏእ ࡞ࠊᖺᗘィ⏬㏻ࡾ╔ᐇホ౯
ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡶྵࡴ㸧ࢆά⏝ࡋࡓࠋ

ᴗົࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥲ྜᑂᰝࢆᘬ ࠙ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇࠚ
ࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᛂເ௳ᩘࡀከ࠸ሙྜࡣࣉࣞࢫ ࣭᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ຍ࠼ࠊ
ࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸦๓ࡢ㑅⪃㸧ࢆᐇࡋࡓࠋ

ⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡶసᡂࡋබ

࣭ⱝᡭ◊✲࠾ࡅࡿ⊂❧ᇶ┙ᙧᡂᨭ㸦ヨ⾜㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢ◊✲ᶵ㛵
ᚑ๓ࠊタഛ➼㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡓᑐ㇟⤒㈝ࢆࠊ◊✲ㄢ㢟ࡢ㐙 ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿእᅜே◊✲⪅ࡀᛂ
⾜ᚲせ࡞◊✲ᇶ┙ᩚഛᖜᗈࡃᨭฟྍ⬟ࡍࡿ㏵

ເࡍࡿ㝿ࡢ౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡗ

ࡢᰂ㌾ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥බເせ㡿ࢆබ㛤ࡋࠊ ᭶

࡚࠾ࡾ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸

 ᪥ࡢ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚  ௳ࡢ᥇ᢥࢆ⾜࠸ࠊ

ࡿࠋࡲࡓࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ㛤

 ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ

ദࡋࠊᑂᰝ᪉㔪ࢆỴᐃᚋࠊ◊✲⪅

࣭ዡບ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂᰝ༊ศẖྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀ ➼ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᛂເཷᮇ
᭩㠃ᑂᰝࢆ㸰ᅇ⾜࠸᥇ྰࢆỴᐃࡍࡿࠕ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࠖ 㝈๓බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅ࡢ
ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ

⏦ㄳ‽ഛࡢ౽ᐅࡢྥୖࡸࠊ㏱᫂

࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠጤဨ࠾࠸࡚ࠊ ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ
᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡼࡿྜ㆟ᑂᰝ ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࢆ  ᅇᐇࡋࠊ᥇ᢥࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭Ꮫ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵➼ᑐࡋ࡚



ᅜ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝ࡢ

㸦ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃㸧

ᴗㄝ᫂㸦 ᅇᐇ㸧࠾࠸࡚ࠊ

࣭ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

᪂ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍ

ࣥࢱ࣮◊✲ဨࡀᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦௧ඖ

ࡿࡶࠊබເせ㡿➼ࡢㄝ᫂

ᖺᗘ࠾࠸࡚⣙ྡࡢ᪂つⓏ㘓⪅ࢆຍ࠼ࠊⓏ㘓⪅

ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊไᗘࡢṇࡋ

ᩘࡣྡ௨ୖᐇ㸧ࢆά⏝ࡋࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ

࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ✚ᴟⓗᅗࡗ࡚

㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ

࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㛤ദᆅᇦࢆቑࡸࡍࡇ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡼࡗ࡚ࠊᑂᰝၥ㢟ࡀ࠶ࡗ

࡛ࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ➼

ࡓᑂᰝጤဨࡸ᭷ព⩏࡞ᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡓᑂᰝጤဨ

ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏺࣭◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵ

ࡢ≉ᐃ࡞ࠊ๓ᖺᗘࡢᑂᰝࢆ᳨ド㸦ͤ㸧ࡋࡓୖ࡛㑅⪃

ࡋࡓከࡃࡢ᪉ࠎࡢ⌮ゎࡢಁ㐍
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ࡋࡓࠋࡇࡢࠊḟୡ௦ࡢᑂᰝጤဨࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡞ࡢほ

ࢆ✚ᴟⓗᅗࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ

Ⅼࡽࠊ௧ඖᖺᗘᐇࡍࡿᑂᰝࡽࡣࠊࠕⱝᡭ◊

౯࡛ࡁࡿࠋ

✲ࠖࠕⱝᡭ◊✲㸦%㸧ࠖࡢ᥇ᢥ⤒㦂⪅ࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ

࠙ᴗົࠚ

Ⓩ㘓ࡋᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢᣑࢆᅗࡿࡶࠊ◊✲

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࡢᑂᰝ⤖ᯝ

ศ㔝ࡢࡶ⪃៖ධࢀࡘࡘࠊᖺ㱋ᒙࡀẚ㍑ⓗప࠸

ᇶ࡙ࡁࠊ㒊ศࡢ◊✲✀┠

㸦ṓ௨ୗ㸧◊✲⪅ࢆࠕᇶ┙◊✲㸦%㸧ࠖࠕᇶ┙◊✲

ࡘ࠸࡚ࠊᖺᗘᙜึࡢ  ᭶  ᪥

㸦&㸧ࠖࠕⱝᡭ◊✲ࠖࡢᑂᰝጤဨ✚ᴟⓗⓏ⏝ࡋࡓࠋ

࡛ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋ࡚࠾

ࡇࢀࡼࡾࠊᙜヱ◊✲✀┠ࡢᑂᰝጤဨ༨ࡵࡿṓ௨

ࡾࠊ᭩㠃ᑂᰝࡔࡅ࡛࡞ࡃࣄࣜ

ୗࡢྜࢆ๓ᖺᗘẚ㸣ቑ㸦ᵓᡂẚ㸣㸧ࡋࡓࠋ

ࣥࢢᑂᰝࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲✀┠



ࡘ࠸࡚ࡶࠊ◊✲ࢆ᪩ᮇ㛤ጞ

ͤ௧ඖᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡢ᳨ド

࡛ࡁࡿࡼ࠺ᴗົࢆ㎿㏿⾜

ᐇᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼௧ඖᖺ  ᭶

ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇ௳ᩘ㸸⣙  ௳

࣭⛉◊㈝㸦⿵ຓ㔠ศ㸧ࡢ⧞㉺ࡸㄪ
ᩚ㔠ࡼࡿ๓ಽࡋ⏝࣭ḟᖺᗘ



࣭ᑂᰝᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ᪉ᘧࠊ⥲ྜᑂᰝ᪉ ⏝ࠊ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢ๓ಽࡋ
ᘧࢆᑟධࡍࡿࡇࡼࡾࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀ㸰ᅇࢃࡓ ⏝࣭ḟᖺᗘ⏝ࡀቑຍࡍࡿ୰ࠊ
ࡗ࡚ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࡢᑂᰝጤဨࡢពぢࡶ㋃ࡲ࠼࡞ ௧ඖᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥ
ࡀࡽ⮬㌟ࡢホ౯ࡢ᳨ウࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊྛ ࣟ ࢼ ࢘  ࣝ ࢫ ࡢ ឤ ᰁ ᣑ   క
ᑂᰝጤဨࡀ⾜ࡗࡓᑂᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡶࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒ ࠸ࠊࡑࢀ㛵㐃ࡍࡿ⧞㉺࣭ᘏ㛗
◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯つ⛬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᇶ‽࣭ ⏤࡛࠶ࡿ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᪉ἲ࡛ᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓྰࡢ᳨ドࢆ⾜࠺࡞ࠊᑂ ⏦ㄳᮇ㝈ࢆᘏ㛗ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⧞㉺
ᘏ㛗௳ᩘࡣ๓ᖺᗘࡼࡾᖜቑ

ᰝࡢබṇᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࡞࠾ࠊ ᭶ཬࡧ  ᭶㛤ദࡉࢀࡓ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ ຍࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࡶ
࠾࠸࡚௧ඖᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡢ⥲ᣓࢆ⾜࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ ฎ⌮ࡋࠊ◊✲⪅ࡢ◊✲ィ⏬➼
┬ࡢᑂ㆟࠾࠸࡚ࡶሗ࿌ࡋࡓᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ࡚ᙎຊⓗ◊
✲㈝ࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑐᛂࡋࡓ

ࡋࡓࠋ

ࡇࡣࠊᖺᗘィ⏬ࢆୖᅇࡿᡂᯝ

ࠕەᑂᰝಀࡿ⥲ᣓࠖ

 ࡛࠶ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᐇ

KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBVHLGRBVKLQVDGDWDK5BVKLQVDBVRXNDWVXSGI


⦼ሗ࿌᭩ཬࡧᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡢ

ࡲࡓࠊᑂᰝጤဨྡ⡙ࡘ࠸࡚ࡶࠊᑂᰝ⤊ᚋ࣮࣒࣍ ᥦ ฟ ௳ ᩘ ࡀ ᖺ ࠎ ቑ ຍ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
࣮࣌ࢪୖ࡛බ⾲ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡚ࡢᑂᰝጤဨࡢ ୰ࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ᇶ࡙ࡃ㢠ࡢ☜
௵ᮇࡀ‶ࡋࡓ◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ྡ⡙ࢆබ⾲ࡋࠊ㏱᫂ᛶ ᐃฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆᅗࡗࡓࠋ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣࠊࡇࢀࡲ

ەᑂᰝጤဨྡ⡙

࡛ࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ୍㒊✀┠

KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNRXKRPHLERKWPO  ᇶ㔠ࢆᑟධࡍࡿ࡞ࠊᖖ


ࡢ➇தⓗ㈨㔠ไᗘඛࡀࡅ࡚

㸦᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎྥୖ㸧

ไᗘᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ௧ඖ

࣭ᑂᰝࢆᢸᙜࡍࡿᑂᰝጤဨࡢබᖹࡘබṇ࡞ᑂᰝ㈨ࡍ ᖺᗘࡽࡣᾏእΏ⯟࠾ࡅࡿ
ࡿࡓࡵࠊᑂᰝࡢᡭᘬࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝጤဨᛂເ ⛉◊㈝ࡢ୰᩿࣭㛤ไᗘࢆᑟධ
⪅ࡀᑂᰝ⮫ࡴᙜࡓࡗ࡚ࡢጼໃࢆ♧ࡋࡓࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ ࡋࠊࡲࡓࠊᇶ㔠ᑐ㇟ㄢ㢟ࡢᣑ
ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࠖࢆᡭᘬཬࡧᑂᰝࢩ క࠺‽ഛ➼ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿ࡞
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35

36
ࢫࢸ࣒⏬㠃♧ࡍࡇࡼࡾࠊࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡿ⛉◊ ࠊከࡃࡢ◊✲άືࡢάᛶࡸ
㈝ࡢᑂᰝࡀࡼࡾᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ᅗࡗࡓࠊᑂᰝࡢ ◊✲㈝ࡢຠ⋡ࠊ◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ
ᡭᘬ୪ࡧᖿㄝ᫂࠾࠸࡚ᑂᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡢጼໃ

㍍ῶࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛉◊㈝ࡣࠊ

ࢆㄝ᫂ࡋࠊ⛉◊㈝ࡢᑂᰝ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝጤဨࡢ࿘ ⌧Ⅼ࠾࠸࡚ࡶࠊᏛ⾡◊✲ࡢ
▱ࢆᚭᗏࡋࡓࠋ

≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠊ㠀ᖖຠ⋡ⓗ࣭



ຠᯝⓗ࡞ຓᡂไᗘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ

㸦᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿ㸧

ࡀࠊᏛ⾡◊✲ࡢ᭦࡞ࡿⓎᒎࢆᅗ

࣭⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢ᳨ドࡸᨵၿࡢࡓࡵࠊᑂᰝ ࡿࡃ᩿ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜ࡗ࡚
࡛ࡢពぢࡸᑂᰝጤဨᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ

࠸ࡿࡇࡣࠊ᭦࡞ࡿไᗘᨵၿࢆ

ࡼࡾࠊᑂᰝጤဨࡽࡢ᪂ࡓ࡞⛉◊㈝ࡢᑂᰝ᪉ᘧ➼ᑐࡍ ╔ᐇ㐍ࡵࡓࡶࡢࡋ࡚ࠊ㧗ࡃ
ࡿពぢࢆᢕᥱࡋࡓࠋࡲࡓࠊᨵ㠉௨๓ࡢᑂᰝ᪉ᘧ᪂ࡓ࡞ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ᑂᰝ᪉ᘧࡢ୧᪉ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇࡢ࠶ࡿᑂᰝጤဨࢆᑐ㇟

࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽ  ᭶ࡅ࡚ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ Ᏻ  ᛶ ࡢ ☜ ಖ ࢆ ᭱ ඃ ඛ  ࡋ ࡘ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⥲ྜᑂᰝ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡣࠊᪧᑂᰝ᪉ᘧẚࠊ ࡘࠊ㐠⏝ᮇ㛫ࠊ㐠⏝㢠ཬࡧ㔠⼥ၟ
ྜ㆟ᑂᰝࡀᐇࡋᑂᰝࡀ῝ࡲࡗࡓࠕᛮ࠺ࠖ
ࠕࡸࡸᛮ࠺ࠖ ရࢆタᐃࡋ࡚ὶືᛶࢆ☜ಖࡍࡿ
ᅇ⟅ࡋࡓᑂᰝጤဨࡀ 㸣௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ ࡶࠊ」ᩘࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࡽ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᪧᑂᰝ᪉ᘧẚࠊᛂເㄢ㢟ࡢ⌮ゎࢆ῝ ᘬࡁྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊ┈ᛶࡢྥୖ
ࡵࡓୖ࡛ᑂᰝࡀ࡛ࡁࡓࠕᛮ࠺ࠖ
ࠕࡸࡸᛮ࠺ࠖᅇ⟅ࡋࡓ ␃ពࡋࠊ╔ᐇ࡞⟶⌮ཬࡧ㐠⏝
ᑂᰝጤဨࡀ 㸣௨ୖ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸ᑂᰝ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡣ࠾࠾ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡴࡡዲពⓗ࡞⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡣࠊ ࠙◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱࠚ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ◊✲㈝㒊࠾࠸࡚ࡶሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏᏛ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ
⾡⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ᥖ㍕ࡋ 㢟ࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊ








ࡓࠋ

ᅜẸ◊✲ᡂᯝࢆ㑏ඖࡍࡿ࠸



࠺ほⅬࡽࠊሗ࿌ࡀྍ⬟࡞࡚

㸦Ϲ㸧ホ౯ᴗົ



ڦホ౯ᴗົ

ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᥦฟࡉࡏ࡚



࣭≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸



㸦◊✲㐍ᤖホ౯ࡢᐇ㸧

࠾ࡾࠊ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ



࡚ࡣ◊✲㐍ᤖホ౯ࠊᇶ┙

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖཬࡧࠕᇶ ࡲࡓࠊ.$.(1 ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ᡂᯝ

◊✲㸦6㸧ࡘ࠸࡚ࡣ◊

┙◊✲㸦6㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࠊ◊✲⤌ ሗ࿌᭩ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘࡢᖜ

✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ୰㛫ホ

⧊ࡢ㐺ษᛶࠊ◊✲㈝ࡢ⏝ࠊ◊✲┠ⓗࡢ㐩ᡂぢ㎸ࡳ࠸ ࡞ቑຍࡣ .$.(1 ࢆ㏻ࡌࡓ◊✲ᡂ

౯ࠊ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝

ࡗࡓᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱ◊✲ ᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ➼ࡀ╔ᐇ

㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧

ࡢᚋࡢⓎᒎ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ⌧ᆅㄪᰝ࣭ࣄࣜࣥࢢ࣭᭩ ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ࡣ୰㛫ホ౯ࢆᐇ

㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿ◊✲㐍ᤖホ౯㸦 ௳㸧
ࠊཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢ ࡉࡽࠊᅜẸࡀ⛉◊㈝࠾࠸࡚

ࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡢホ౯⤖

᳨ド㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ

ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࣒࣍࣌

࡞࠾ࠊ◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚ ࠊࡲࡓࠊ◊✲ᡂᯝࡀ⏕ࡳฟࡉࢀ

࣮ࢪ࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤

ࡣࠊ௧ඖᖺ  ᭶  ᪥࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᗈࡃබ㛤ࡍࡿ ࡓࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ

ࡍࡿࠋ

ࡶࠊ◊✲㐍ᤖホ౯⤖ᯝࢆ௧  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢ㓄ศ ศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࡢሗᥦ౪ࢆ



ᑂᰝά⏝ࡋࡓࠋ

⾜࠸ࠊ᪂ࡓᇶ┙◊✲ $ ࡢ᥇ᢥ





ㄢ㢟ࡢᡤぢࢆබ㛤ࡍࡿ࡞ࠊ





ᵝࠎ࡞ሗࢆᗈࡃබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ



✲◊ە㐍ᤖホ౯ࡢᐇ≧ἣ



㒊ྡ
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◊✲✀┠

◊✲㐍ᤖホ౯

Ⅼࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ጤဨ

ᐇㄢ

࣭
ࠕ⛉◊㈝◊✲ᡂᯝࢺࣆࢵࢡࢫࠖ

ࡢෆᐜ




ᑂᰝ࣭ホ
౯➨୍
㒊



≉ู᥎㐍
◊✲

◊✲㐍ᤖホ౯
㸦⌧ᆅㄪᰝ㸧
◊✲㐍ᤖホ౯
◊✲㐍ᤖホ౯
㸦᳨ド㸧

ᑂᰝ࣭ホ
౯➨
㒊

ᇶ┙◊✲
㸦6㸧



◊✲㐍ᤖホ౯
◊✲㐍ᤖホ౯
㸦᳨ド㸧


㛤ദ
ᐇ⦼
5 ᖺ
 ᭶
5 ᖺ
㹼 ᭶
5 ᖺ
㹼 ᭶
5 ᖺ
㹼 ᭶
5 ᖺ
㹼 ᭶


㢟ᩘ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ✏ࡢᵝᘧࢆ⤫୍
ࡋグධせ㡿ࢆᥦ♧ࡋࡓࡇࡼ

 ௳
 ௳
 ௳

ࡗ࡚ࠊ୍⯡ࡢ᪉ࡶㄞࡳࡸࡍࡃ
⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ෆᐜ࡞ࡾࠊከࡃ
ࡢᅜẸ⛉◊㈝ࡸࡑࡢ◊✲ᡂᯝ
ࢆࢃࡾࡸࡍࡃ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ௳

ࡲࡓࠊ౫㢗ࡢ᪉➼ࢆᕤኵࡋࡓ

 ௳

ࡇ࡛ࠊ◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲⪅ࠊ⯆


ィ  ௳

ࡢᴗົ㈇ᢸࡸ㈝⏝㈇ᢸࡢ㍍ῶ
ࢆᐇ⌧ࡋࠊᩘከࡃࡢඃࢀࡓ⛉◊

࣭≉ู᥎㐍◊✲

㈝ࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBWRNXVXLK\RXNDBKWPO  ࡉࡽࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃⤡ඛᥖ㍕
࣭ᇶ┙◊✲㸦6㸧
ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾ࡅࡿබ㛤᪉
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNLEDQFJBK\RXNDBU ἲࢆᕤኵࡍࡿࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

ᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦.$.(1㸧ࡢ
㸦୰㛫ホ౯ࡢᐇ㸧

ࣜࣥࢡࢆタࡅࡿ࡞ࠊ⛉◊㈝

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᇶ┙◊✲㸦6㸧ࠖ
㸦ᖹᡂ 

㛵ࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࡸᗈሗ
ᖺᗘ௨㝆᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ㄢ㢟㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜึணぢ ᬑཬάື╔ᐇྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸
ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓᒎ㛤ࢆྵࡴࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡢ㐍ᒎ≧ἣ ࡿࠋ
ࡸ◊✲ᡂᯝࠊ◊✲⤌⧊ࡢ㐺ษᛶࠊ◊✲㈝ࡢ⏝࠸ࡗࡓ 
ᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ୰㛫ᖺᗘ࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
ᥱࡋࠊᙜヱ◊✲ࡢᚋࡢⓎᒎ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃࣭ྜ㆟

࣭Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼࡾ
ࡼࡿ୰㛫ホ౯㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝ ຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ຓᡂไᗘ࡞
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧ඖᖺ  ᭶  ᪥࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᗈࡃබ ࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᩿ࡢぢ┤ࡋ
㛤ࡋࡓࠋ

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊✲⪅ࡢ౽ᛶྥୖ
ᑐ㇟࡞ࡿᡂᯝබ㛤ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱᡂᯝබ㛤 ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ࡞ເ㞟࣭
ࡢࡑࡢᚋࡢྲྀ⤌㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺ㛫ࡢෆ⣙ࢆ⾜ࡗࡓ⥅ ᴗົ➼ࢆᐇࡍࡿࡶࠊࢃ
⥆ᴗㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࣄࣜࣥࢢ➼ ࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡼࡿホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊホ౯⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࡃࠋ
࠾࠸࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ୰㛫ホ౯ࢆཷࡅࡓㄢ㢟 
ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ࠊຓᡂᮇ㛫᭱⤊ᖺᗘ࠾࠸࡚௧  㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
ᖺᗘ⛉◊㈝ᛂເࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝࢆ⛉ ౯㸧
◊㈝ࡢ㓄ศᑂᰝά⏝ࡋࡓࠋ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㸯ࡘ࠸



࡚ࡣࠊእ㒊᭷㆑⪅࡛ᵓᡂࡍࡿ⛉

ە௧ඖᖺᗘ୰㛫ホ౯ᐇ௳ᩘ㸸

Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚௧ඖ

࣭ᇶ┙◊✲㸦6㸧
㸸 ௳

ᖺᗘࡢᛂເ࣭᥇ᢥ௳ᩘࠊᑂᰝࡢ⤌
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNLEDQFJBK\RXNDBU ⧊ࠊ᪉ἲࠊ⤒㐣➼ࡘ࠸࡚⥲ᣓࢆ
࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧 ௳
⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇᛶ࣭㏱᫂
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBVHLNDLQGH[KWPO
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ᛶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ

37

38




ղ ຓᡂᴗົࡢ࡞

ղຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇ



࠙ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇࠚ

ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊྛᖺᗘࡢᑂᰝ⤊





ᐇ





ڦເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧

ᚋ⾜࠺ᑂᰝࡢ᳨ド࠾࠸࡚



㸦ϸ㸧ເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧

࣭௧  ᖺᗘබເ㛵ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࠊ ᭶సᡂࡢ᪥ ࡶࠊᑂᰝࡢ୰࡛ᐖ㛵ಀࡸ┈

ᴗཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ

࣭බເᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉

ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ຍ࠼ࠊⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡶసᡂ ㄏᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸➼ࢆ☜

㔠ᴗࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋ

Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸

ࡋࠊేࡏ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ◊✲ィ ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛ᑂᰝ࣭ホ

ࡘࡘࠊ◊✲㈝ࡀ᭷ຠά

࡚ Ỵᐃࡋࡓᑂᰝ᪉㔪

⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ࡞ࡢሗࢆ◊✲⪅➼ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁ

⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺᪩ᮇ

➼ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅➼ࡀ

ࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊእᅜே◊✲⪅ࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿ ࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ㧗

ດࡵࡿࠋ≉ࠊ᥇ྰ

ᛂເ๓☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ

ࡓࡵࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧࠊグධせ㡿ࠊ㔜」ไ㝈୍ぴ⾲ ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㛵ࡍࡿ㏻▱ࡣࠊࣄࣜࣥ

࠺ᗈࡃබ⾲࣭ㄝ᫂➼ࢆ⾜

࠸ࡗࡓ≉㔜せ࡞㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㸰ࡘ࠸

ࢢᑂᰝ➼ࡢᐇࡀᚲせ

࠸ࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ

㡿ྠ᪥ⱥㄒ∧ࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡑࡢࡢ㒊ศࢆྵࡴබເ ࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ

࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡁࠊ㸲᭶

ࡸබເせ㡿ࢆ◊✲⪅➼

せ㡿యࡢⱥㄒ∧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᖺࡼࡾ  㐌㛫⛬ᗘ᪩ࡃࠊ ‽࡚ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡣ

ୖ᪪ࡲ࡛㎿㏿ࡘ☜

ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ

 ᭶  ᪥බ⾲ࡋࡓࠋ

ᐇ⾜࠺ࠋ

࠺ࡍࡿ㸦እᅜே◊✲⪅

࣭ ᭶ୖ᪪ࡢᇶ┙◊✲➼ࡢᛂເཷᮇ㝈๓◊✲⪅➼ࡀ ࡢ᪂つᛂເㄢ㢟ࢆฎ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ

 ◊✲㈝ࡢᙜࡓ

ࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿࡓ

ᑂᰝ᪉㔪➼ࡢෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺  ᭶  ᪥⛉Ꮫ◊ ࡇࡸẖᖺࡢᛂເࠊᑂᰝࠊᴗ

ࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ

ࡵࡢⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿

✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚࡞ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴᐃᚋࠊ ᭶  ᪥ ົࢆ⾜࠺ഐࡽࠊ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࢩ

ᛂࡌ࡚๓ಽࡋ࡚⏝

➼ࡢసᡂࢆྵࡴ㸧ࠋ

බ⾲ࡋࡓࠋ

ࡍࡿࡇࡸḟᖺᗘ௨㝆

࣭◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃ

࣭◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ ၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛

⏝ࡍࡿࡇ➼ࢆྍ

ᛂࡌ࡚ࠊᅜྛᆅ࡛ㄝ

ࡼࡾබເࢆ㛤ጞࡋࠊⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࢆ  ᭶  ᪥ ࡁࡿࠋ

⬟ࡍࡿ࡞ࠊᙎຊⓗ

᫂ࢆ⾜࠸ࠊไᗘࡢᨵၿ

ᥦ౪㛤ጞࡋࡓࠋ



㐠⏝ࡍࡿࠋ

➼ಀࡿṇࡋ࠸⌮ゎࡢ



࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㸿ࡘ࠸

ಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ

࣭ㄝ᫂ࡢᐇ

࡚ࡣࠊ௧ඖᖺᗘࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ

⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠

౯ࡢබᖹᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁ

࡞ࡃࠊ㎿㏿ࡘṇ☜⣙  ௳

ࢫࢸ࣒ಀࡿ᩿ࡢぢ┤ࡋࡸᨵ

ᖺࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗබເせ㡿➼ㄝ᫂ࠖࡋ࡚㛤 ≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝᣦᩘ
ࠕࡰၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖ
ദࡋ࡚ࡁࡓㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࠊ௧ඖᖺᗘࡼࡾࠕ⛉Ꮫ◊✲ ࡣ  ࡛࠶ࡾࠊ
㈝ຓᡂᴗㄝ᫂ࠖྡ⛠ࢆኚ᭦ࡋࠊ᭱㏆ࡢ⛉◊㈝ไᗘ ࡢホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓ㊃᪨ࡸ┠ⓗࠊ⛉◊㈝ไᗘ࠾ࡅࡿ㛵ಀ⪅ࡢ ࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㹀ࡘ࠸
ᙺࡸ◊✲⪅ࡢ㈐ົ➼ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ ࡚ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᚋࡶ᥎⛣
࠺ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࡓࠋㄝ࡛᫂ࡣ⛉◊ ࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊ◊✲ᡂᯝࡀ୍ᒙ
㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨ࠊ௧  ᖺᗘࡢᴫ⟬せồࠊබເෆᐜࡢኚ᭦ ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁไ
Ⅼ➼ࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄝ᫂⤊ᚋࠊಶูࡢ ᗘ ᨵ ၿ ࢆ ⾜ ࡗ ࡚ ࠸ ࡃ ࡇ   ࡍ
㉁ࣈ࣮ࢫࢆタࡅࠊࡼࡾከࡃࡢ㛵ಀ⪅⛉◊㈝ไᗘࡢࡼ ࡿࠋ
ࡾ῝࠸⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ᕤኵࡋࡓࠋࡉࡽࠊ㛤ദ⟠ᡤ
ࢆᖺᗘࡢ  ⟠ᡤࡽ  ⟠ᡤቑࡸࡋࡓࠋຍ࠼࡚ࠊไᗘ
ࡢᨵၿࡸබເࡢෆᐜ➼ಀࡿṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊᶵ㛵➼ࡽࡢせᮃᛂࡌ࡚ᅜྛᆅ࡛ಶูㄝ᫂
ࠋ
ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦 ᅇ㸧
ͤ⛉◊㈝ㄝ᫂ཧຍேᩘᐇ⦼
ᖹᡂ  ᖺᗘ⣙  ே
௧ඖᖺᗘ⣙  ே








㸦Ϲ㸧ᴗົ



ڦᴗົ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࡢ



࣭௧ඖᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝
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ᑂᰝ⤖ᯝཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ

ጤဨ➼ࡢᑂᰝ⤖ᯝཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ㏻▱ᇶ࡙

┬ࡽࡢ㏻▱ᇶ࡙ࡁࠊ

ࡁࠊୗグࡢ࠾ࡾ◊✲✀┠ࡢᴗົࢆ㎿㏿⾜ࡗࡓࠋ

◊✲㈝ࡀ᭷ຠά⏝ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦 ᖺᗘ㸧ㄢ㢟ಀ
ࡿᴗົࢆ㎿㏿⾜
࠺ࠋ
࣭᥇ྰ㛵ࡍࡿ㏻▱ࡣࠊ
ࣄࣜࣥࢢᑂᰝ➼ࡢᐇ
ࡀᚲせ࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ
㝖ࡁࠊ㸲᭶ୖ᪪ࡲ࡛⾜
࠺ࠋ
࣭◊✲㈝ࡢᙜࡓ
ࡗ࡚ࡣࠊ◊✲㈝ࡢ๓ಽࡋ
⏝ࡸḟᖺᗘ⏝ࢆά
⏝ࡋࠊ◊✲ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ
≧ἣᛂࡌࡓᙎຊⓗ࡞
㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ຓ
ᴗᮇ㛫ࡀ⤊ࡍࡿㄢ㢟
ಀࡿ㢠ࡢ☜ᐃࠊ୪ࡧ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦 ᖺᗘ㸧
⥅⥆ࡍࡿᇶ㔠ᴗࡢ
ㄢ㢟ಀࡿ≧ἣࡢ☜ㄆ
ཬࡧᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽ
ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿ≉ู᥎
㐍◊✲ࡢㄢ㢟ಀࡿ㢠
ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ⱝᡭ◊✲⪅➼ࡀᾏእ
Ώ⯟ࡼࡗ࡚◊✲ࢆ᩿
ᛕࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊᖐᅜᚋ
ࡢ◊✲㈝ࢆಖ㞀࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ᾏእΏ⯟࠾ࡅ
ࡿ⛉◊㈝ࡢ୰᩿࣭㛤ไ
ᗘࢆᑟධࡍࡿࠋ
࣭◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭ
ࡢᇶ㔠క࠺ᡭ⥆
ࡁࡢኚ᭦Ⅼࡘ࠸࡚◊
✲⪅࿘▱ࡍࡿࡶ
ࠊ◊✲ࢆ㛤ጞ࡛


ەෆᐃ㏻▱ࡢ᪥⛬
◊✲✀┠
࣭ᇶ┙◊✲㸦$࣭%࣭&㸧
ࠊⱝᡭ◊✲ࡢ᪂つ◊✲
ㄢ㢟ཬࡧ⥅⥆◊✲ㄢ㢟ࠊ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢ⥅
⥆ࡢ◊✲㡿ᇦಀࡿ᪂つ◊✲ㄢ㢟ཬࡧ⥅⥆
◊✲ㄢ㢟

ෆᐃ᪥
 ᭶  ᪥

࣭≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲㸦6㸧
ࠊᣮᡓⓗ◊✲
㸦㛤ᣅ㸧ࠊ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࠊ≉ᐃዡບ
㈝ཬࡧ≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ⥅⥆◊✲ㄢ㢟
࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤Ⓨ⾲ࠊ
ᅜ㝿ሗⓎಙᙉࠊᏛ⾡ᅗ᭩ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧
ࡢ᪂つᴗㄢ㢟ཬࡧ⥅⥆ᴗㄢ㢟
࣭ዡບ◊✲ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
≉ู᥎㐍◊✲ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤Ⓨ⾲㸦%㸧

㸦ࡦࡽࡵࡁࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ㹼ࡼ࠺ࡇ
ࡑᏛࡢ◊✲ᐊ㹼㹉㸿㹉㹃㹌㹆㹇㸧
㸧
ᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢ᪂つࡢ◊✲㡿ᇦ
ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
ᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧ࠕ≉タศ㔝◊✲ࠖࡢ᪂つ◊
✲ㄢ㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
ⱝᡭ⊂❧ᇶ┙ᙧᡂᨭ㸦ヨ⾜㸧ࡢ᪂つ◊✲ㄢ
㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟ཬࡧ㈨᱁
ኚ᭦ࡋࡓ≉ู◊✲ဨ &3' ࡢ㏣ຍ
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ
㸦㹀㸧
㸧
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ
㸦㸿㸧
㸧
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧






 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥

 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥

ͤ ᭶ୖ᪪ࡼࡾᚋෆᐃ㏻▱ࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿ✀┠ࡣࠕࣄࣜࣥ
ࢢᑂᰝ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕබເࡸᛂເࡢᮇࡀ␗࡞ࡿࠖ࡞ࡢ✀┠
࡛࠶ࡿࠋ

࣭ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡍࡿ࡞◊✲✀┠ࡩࡉࢃࡋ࠸ᑂᰝ
ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ≉ู᥎㐍◊✲ࡸᇶ┙◊✲㸦6㸧
ࠊ๓ࡢ㑅
⪃ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡸᇶ┙◊✲㸦%࣭
㸦≉タศ㔝◊✲㸧ࠊබເ࣭ᑂᰝࡢᮇࢆู㏵タᐃࡋ࡚࠸
&㸧
ࡿ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭ➼ࢆ㝖ࡁࠊᇶ┙◊✲ࠊⱝᡭ◊✲
ࡢ᥇ᢥ࡞ࡗࡓᛂເ⪅ࡢ࠺ࡕᕼᮃ⪅ᑐࡋࠊ࠾࠾ࡼࡑ
ࡢ㡰ࠊホᐃせ⣲ẖࡢᖹᆒⅬࠊ༑ศホ౯ࡉࢀࡓ㡯┠
࡞᭩㠃ᑂᰝ➼ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ࡁࡿࡼ࠺ᴗົࢆ㎿
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39

40
㏿⾜࠺ࠋ

㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚㛤♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦ไᗘᨵၿࡼࡿᙎຊⓗ࡞㐠⏝㸧
࣭⛉◊㈝㸦⿵ຓ㔠ศ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ๓㏻ࡾ⧞㉺ᡭ⥆
ࡼࡾḟᖺᗘ◊✲㈝ࢆ⧞㉺ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௧  ᖺᗘ⧞㉺
ࡍ◊✲ㄢ㢟ࡣ⣙  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
ࣝࢫࡢឤᰁᣑక࠸ࠊࡑࢀ㛵㐃ࡍࡿ⧞㉺⏤࡛࠶
ࡿ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱⤊⏦ㄳᮇ㝈ࢆ  ᭶  ᪥ࡽ 
᭶  ᪥ࡲ࡛ᘏ㛗ࡍࡿࡇࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ
ࢫಀࡿ⧞㉺⏦ㄳ௳ᩘࡣ⣙  ௳࡛࠶ࡾࠊ⧞㉺⏦ㄳ௳
ᩘࡣ๓ᖺᗘࡼࡾ  ಸᖜቑຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⛉◊㈝
㸦ᇶ㔠㸧ศࡢ⿵ຓᴗᮇ㛫ᘏ㛗ᢎㄆ⏦ㄳ᭩ࡘ࠸࡚ࠊ⧞
㉺ᡭ⥆ྠᵝࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫಀࡿ⿵ຓᴗᮇ
㛫ࡢᘏ㛗⏦ㄳࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱⤊⏦ㄳᮇ㝈ࢆ  ᭶  ᪥ࡽ
 ᭶  ᪥ࡲ࡛ᘏ㛗ࡍࡿࡇࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
ࣝࢫಀࡿᘏ㛗⏦ㄳ௳ᩘࡣ⣙  ௳࡛࠶ࡾࠊᘏ㛗⏦ㄳ
௳ᩘࡣ๓ᖺᗘࡼࡾ  ಸቑຍࡋࡓࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࠕㄪᩚ㔠ࠖࡢᯟࢆ
タࡅࠊ⿵ຓ㔠ศࡢᑐ㇟◊✲✀┠࠾࠸࡚๓ಽࡋ⏝ࡸ⧞
㉺⏤ヱᙜࡋ࡞࠸◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ḟᖺᗘ⏝ࢆྍ
⬟ࡍࡿไᗘᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࠊ௧ඖᖺᗘࡣࡢ  ௳ࡢ◊
✲ㄢ㢟ࡢ๓ಽࡋ⏝ࠊ ௳ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢḟᖺᗘ⏝ࡢ
ᢎㄆࢆ⾜࠺࡞ࠊ◊✲➼ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ࡚ᙎຊⓗ⤒
㈝ࡢᇳ⾜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ
࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡼࡾࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ๓ಽࡋ⏝㸦௧ඖᖺᗘ⏦ㄳᐇ⦼⣙  ௳㸧
ࡸḟᖺᗘ⏝㸦௧ඖᖺᗘḟᖺᗘ⏝ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡣ
⣙  ௳㸧➼ࡢᖺᗘࡽࢃࢀ࡞࠸ᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
ͤᖹᡂ  ᖺᗘࢆᇶ‽ࡋࡓቑຍ⋡ 
⧞㉺㸸⣙  ಸ
ㄪᩚ㔠㸦ḟᖺᗘ⏝㸧
㸸⣙  ಸࠊ
ㄪᩚ㔠㸦๓ಽࡋ⏝㸧㸸⣙  ಸࠊ
⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧๓ಽࡋ⏝㸸⣙  ಸࠊ
⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ḟᖺᗘ⏝㸸⣙  ಸ

࣭ⱝᡭ◊✲⪅➼ࡀᾏእΏ⯟ࡼࡗ࡚⛉◊㈝࡛ࡢ◊✲ࢆ᩿
ᛕࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊᖐᅜᚋࡢ◊✲㈝ࢆಖ㞀࡛ࡁࡿࡼ࠺ᾏእ
Ώ⯟࠾ࡅࡿ⛉◊㈝ࡢ୰᩿࣭㛤ไᗘࢆ௧ඖᖺᗘࡼ
ࡾᑟධࡋࠊ ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷ⌮ࡋࡓࠋ
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ࡲࡓࠊ௧ඖᖺᗘࡽࡣ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࡀᇶ㔠
ࡉࢀࠊᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ௧  ᖺᗘࡽ
ࡣᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ㸧ࡀᇶ㔠ࡉࢀࡿࡇక࠸ࠊ㟁Ꮚ
⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟ࡞ࢫ࣒࣮ࢬ࡞⛣⾜ྥࡅ࡚ࡢ‽
ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭⛉◊㈝⏝࣮ࣝࣝࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅ࡢ◊✲ィ⏬ࡢ㐍ᤖ
≧ἣ➼ᛂࡌ࡚ࠊᰂ㌾◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
௨ୗࡢኚ᭦ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊձ◊✲
㈝ࡢຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞⏝ࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ௧ 
ᖺᗘࡽྜ⟬⏝ࡢไ㝈ࢆ⦆ࡋࠊ୍ᐃせ௳ࡢୗ࡛⛉◊
㈝ࡢ」ᩘࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢ┤᥋⤒㈝ྠኈࢆྜ⟬ࡋ࡚⏝ࡍ
ࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࠊղ⛉◊㈝࡛㉎ධࡋࡓᅗ᭩ࡢᐤ
ࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺᗘ௨㝆ࡣ㔠㢠ᣐࡽࡎࠊ◊✲ୖࡢ
ᨭ㞀ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡁࡲ࡛ᐤࡢ␃ಖࢆྍ⬟࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࡍࡿࡇࠊճ␗ືᚋࡢ◊✲⎔ቃࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ
◊✲ࢆ୍ᒙຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ⛉◊㈝࡛㉎ධࡋࡓタഛ➼ࡢ
ᡤᒓ◊✲ᶵ㛵ࡢ␗ືక࠺⛣タࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᮇ㛫ෆຍ࠼࡚ࠊ◊✲ᮇ㛫⤊ᚋ  ᖺ㛫ࡣ
᭱ప㝈ࠊ◊✲⪅㸦⿵ຓᴗ⪅㸧ࡢᕼᮃᛂࡌ࡚⛉◊㈝࡛
㉎ධࡋࡓタഛ➼ࢆ㏉㑏ࠊ⛣タࡉࡏࡿࡇࡍࡿࡇࡘ
࠸࡚ࠊ࣮ࣝࣝኚ᭦ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࡽࡢኚ᭦Ⅼࡘ࠸
࡚ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥◊✲⪅ཬࡧ◊✲ᶵ㛵ྥࡅ
࡚࿘▱ࡋࡓࠋ

㸦㢠ࡢ☜ᐃཬࡧ≧ἣࡢ☜ㄆ㸧
࣭௧ඖᖺᗘᥦฟࡉࢀࡓ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗಀࡿᐇ
⦼ሗ࿌᭩㸦⣙  ௳㸦࠺ࡕᇶ㔠ศ⣙  ௳㸧
㸧ࢆ 
᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࢆཷࡅࠊ ᭶  ᪥㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
࣭௧ඖᖺᗘ⥅⥆ࡋࡓ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢㄢ㢟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛ᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅࠊ⣙
 ௳ࡘ࠸࡚≧ἣࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽࡀᑟධࡉࢀࡓ≉ู᥎㐍◊✲ࡢ௧ඖ
ᖺᗘ⥅⥆ࡍࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛ᐇ⦼ሗ
࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅࠊ㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ








㸦Ϻ㸧Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠



࠙Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࠚ





ࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝



࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡

࣭ᇶ㔠⟶⌮ጤဨ࠾

⯆࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅ

࠸࡚ᐃࡵࡓ㐠⏝᪉ᘧ

せ㡯ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘไᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᏳᛶࡢ☜ಖࢆ᭱
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41

42
ᇶ࡙ࡁࠊὶືᛶࡢ☜ಖ

ඃඛࡋࡘࡘࠊὶືᛶࡢ☜ಖࡸ┈ᛶࡢྥୖ␃ពࡋࡓ

┈ࡢྥୖດࡵࡘࡘࠊ

⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᏳࡘᏳᐃⓗ࡞ᇶ㔠

ලయⓗࡣࠊຓᡂ㔠ࡢᮇཬࡧ㢠ࢆ⪃៖ࡋࡓ

ࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ

ୖ࡛ࠊ㐠⏝ᮇ㛫ࠊ㐠⏝㢠ཬࡧ㔠⼥ၟရࢆタᐃࡋ࡚ὶືᛶ



ࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊ㔠⼥ᗇࡢᣦᐃࡍࡿ᱁ࡅᶵ㛵ࡢ࠺



ࡕࠊ ♫௨ୖࡽ㧗࠸᱁ࡅࢆཷࡅࡓ㔠⼥ᶵ㛵ࢆ㑅ᐃࡍ



ࡿࡇࡼࡾࠊᏳᛶࢆ☜ಖࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽ」ᩘࡢ



㔠⼥ᶵ㛵ࡽᘬྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊ㐠⏝ᅇࡾࡢࡼࡾ㧗࠸㔠⼥



ၟရࢆ㑅ࡪࡇࡼࡾࠊ➇தᛶࡢ☜ಖཬࡧ㐠⏝┈ࡢྥ



ୖດࡵࡓࠋ








ճ ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞

ճ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕ

ᢕᥱ

ᥱ

⛉◊㈝ᴗࡢ◊✲ㄢ
㢟ࡢ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚



࠙◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱࠚ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

ඖᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ.$.(1 ࠾࠸࡚ 3') ࣇ࡛ࣝබ㛤

ࠊ⏘ᴗ⏺ࡸࡢ◊✲ᶵ

ᗘ㸧ཷ⌮ࡋࡓ◊✲ᐇ

ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘࡣࠊ๓ᖺᗘẚ

㛵➼࠾࠸࡚ά⏝࡛ࡁ

≧ἣሗ࿌᭩ࠊ◊✲ᐇ⦼ሗ

࡛ࠊ⣙  ಸࡢ⣙  ᅇᖜቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿࡼ࠺࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼

࿌᭩ࡢ◊✲ᐇ⦼ࡢᴫせ

ࡲࡓࠊ⛉◊㈝ࡢ◊✲㛤ጞ࠾ࡅࡿබ㛤ሗࡢᐇࡢ

࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ ➼ࠊཬࡧ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩

ࡓࡵࠊ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ◊✲ᴫせࢆࠊ⛉◊㈝ࡢ◊✲⤊

ࢆ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ᚋ࠾ࡅࡿබ㛤ሗࡢᐇࡢࡓࡵࠊ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩᪂

ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦.$.(1㸧

ࡓࠕ◊✲ᡂᯝࡢᏛ⾡ⓗព⩏ࡸ♫ⓗព⩏ࠖḍࢆタࡅࠊ

㏿ࡸබ㛤ࡋࠊᏛ⾡

◊✲ᡂᯝࡀࡼࡾศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡉࢀࡓᡂᯝሗ࿌᭩ࢆࠊ

ⓗ࣭♫ⓗព⩏ࡘ࠸࡚

ࡑࢀࡒࢀ .$.(1 බ㛤ࡋࡓࠋ᭦ࠊᇶ┙◊✲ $ ࡢᑂᰝ⤖

ᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ

ᯝࡢᡤぢࡘ࠸࡚ࡶࠊ௧ඖᖺᗘࡼࡾබ㛤ࡋࡓࠋ







ࡲࡓࠊබ㛤ሗࡢᐇࡢ

࣭
ࠕ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙࠖ㛵ࡋࠊ⌧ᅾࠊᏛ⾡㞧ㄅ➼࡛ࡣࠊ㏆

ࡓࡵࠊ᥇ᢥㄢ㢟࠾ࡅࡿ

ᖺࡢ ,&7㸦ሗ㏻ಙᢏ⾡㸧ࡢⓎᒎక࠸ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵ

ᑂᰝ⤖ᯝࡢᡤぢࡢබ㛤

ࢺࢆ㏻ࡌ࡚↓ᩱ࡛⮬⏤ㄽᩥࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࠕ࣮࢜ࣉ

ᑐ㇟ㄢ㢟ࢆᗈࡆࠊ⛉Ꮫ◊

ࣥࢡࢭࢫࠖࡢὶࢀࡀୡ⏺ⓗᣑࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃

✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮ࢱ࣋

ࡲ࠼ࠊබເせ㡿࡛࿘▱ࡍࡿࡶࠊ
ࠕᐇ⦼ሗ࿌᭩㸦◊✲

࣮ࢫ㸦.$.(1㸧࡚බ㛤

ᐇ⦼ሗ࿌᭩㸧
࡛ࠖሗ࿌ࡍࡿ⛉◊㈝ㄽᩥࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࢜ࣉ

ࡍࡿࡶࠊ◊✲ࡢᴫ

ࣥࢡࢭࢫࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡶేࡏ࡚ሗ࿌ࢆཷࡅࡓࠋ

せࡘ࠸࡚ࡶබ⾲ࡋࠊᘬ

ͤ◊✲ᐇ⦼㸦ᐇ≧ἣ㸧ሗ࿌᭩࡛௧ඖᖺᗘ୰ሗ࿌ࡉ

ࡁ⥆ࡁ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

ࢀࡓ⛉◊㈝ㄽᩥᩘ༨ࡵࡿ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࡋࡓ

ᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ


㸦ணᐃྵࡴ㸧ㄽᩥᩘࡢྜ ⣙ 㸦⣙    ༓௳㸧

㸦Ϲ㸧ᗈሗㄅ➼



ࡧ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊ.$.(1 ࡼࡾබ㛤ࡋࡓࠋ௧

බ⾲

㐺ษᢕᥱࡍࡿࡶ




㸦.$.(1㸧ࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ




ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᐇ⦼ࡢᴫせཬ

㸦ϸ㸧◊✲ᡂᯝࡢᢕᥱ࣭

࡛ࡢሗᥦ౪ດࡵࡿࠋ





✲◊ڦᡂᯝࡢᢕᥱ࣭බ⾲



ڦᗈሗㄅ➼

⛉◊㈝ࡼࡿ◊✲ᡂ

࣭ࡼࡾከࡃࡢ⛉◊㈝ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࢆ୍⯡ࡢ᪉ࠎࢃ
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ඹྠ◊✲࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮

⏦ㄳ௳ᩘ

᥇ᢥᩘ

᥇ᢥ⋡

࣒ࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࡢᒎ

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ࡛ࡣࠊ᥇ᢥㄢ

㛤ࡀ࠸ᮇᚅࡉࢀࡿࠊ

㢟ࡢ◊✲ࡀᐇࡉࢀࡿࡼ

ࢫࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦616)㸧ᑗ᮶

࠺ࡾ࡞ࡃᨭࡍࡿࡶࠊ

ࡢ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧ

ㅖㄢ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿ୰

᪥⊂ࡢᏛࡀᏛ㝔

࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

᰾ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬࡢ

࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲ࢆඹྠ



ᙧᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

࡛⾜࠺᪥⊂ඹྠᏛ㝔

㸰㸫㹁ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊

ୖグ᥇ᢥᩘࡢ࠺ࡕࠊ௧ඖᖺᗘᐇࡋࡓ༠ᐃ➼ࢆ⥾ ୰ ᅜ ᅜ ᐙ ⮬ ↛ ⛉ Ꮫ ᇶ 㔠 ጤ ဨ 

ᑟධࢆぢᤣ࠼ࡓྜྠᑂᰝࢆᐇ

࣭⛉◊㈝ᴗࡢ࠺ࡕᅜ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡍࡿࠋ ✲ࡢಁ㐍ᅜࢆ㉺࠼ࡓ

⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜࡢὶࡣ  ᅜ࣭ ௳㸦ୗ⾲ཧ↷㸧 㸦16)&㸧ࡢ᪂ࡓ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ࡋࠊ᪂つㄢ㢟ࢆ㐜࡞ࡃ᥇

㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠

ඃࢀࡓᏛ⾡◊✲ࡢᨭ

࡛࠶ࡾࠊ◊✲⌧ሙࡽࡢከᵝ࡞ᅜࡢὶࢽ࣮ࢬᖜᗈ ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢫࢫ⛉Ꮫ㈈

ᢥࡋࡓࡇࡼࡾࠊ୧ᶵ㛵ࡢ

࠾࠸࡚ࠊᅜࢆ㉺࠼ࡓᏛ⾡

≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ ࡃᑐᛂ࡛ࡁࡓࠋ

◊✲ࢆᨭࡍࡿࠋ

ᙜヱᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࢆᨭ

 ௳

 ௳

㸣

ᅋ㸦616)㸧ᑗ᮶ࡢ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ

┦⌮ゎ༠ຊ㛵ಀࡀ୍ᒙᙉ

ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࣥࣉ࣮࢜ە௧ඖᖺᗘ᥇ᢥෆヂ㸦ὶ ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧᑟධࢆぢᤣ࠼ࡓྜ

ᅛ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊྠᴗࡢ

ྠᑂᰝࢆᐇࡋࠊ᪂つㄢ㢟ࢆ㐜

᥎㐍ᐤࡍࡿࡶࠊ

࡞ࡃ᥇ᢥ࡛ࡁࡓࡇࡼࡾࠊ

⯆ࡢᅜ㝿ᐤࡋ࡚࠸ࡿ

࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡢ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࡞ᐇྥࡅ࡚ࠊ୧ᶵ㛵ࡢ┦

࣭◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ࠾࠸

⌮ゎ༠ຊ㛵ಀࡀ୍ᒙᙉᅛ

࡚ࠊከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳࡼ

࡞ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿ◊✲ὶᣐⅬࡢᵓ⠏ࡢࡳ࡞

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸

ࡽࡎࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡶ㐍

࡚ࡣࠊホᐃせ⣲ࡢෆᐜ➼ࢆኚ᭦

ࡵ࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇᴗົࢆᐇ

ࡋࡓࡇ࡛ࠊ◊✲✀┠ࡢ┠ⓗ࣭ᛶ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ୰㛫ホ౯ࠊ

᱁ᛂࡌࡓᑂᰝࢆࡼࡾຠᯝⓗ

ᚋホ౯ࢆ㐺ษ⾜࠸ࠊ㐍ᤖ≧

⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ

ἣࢆᢕᥱࡍࡿホ౯⤖ᯝࢆ

ᗘ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ ┦ᡭᅜ࣭ᆅᇦ㸧

ࡍࡿᴗ࠾࠸࡚ࠊ◊✲

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅ

ࡢᅜ㝿ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ

ࡿᴗᐇᚋࡢࣥࢣ

ࡢྲྀ⤌ࢆ᳨ウࡋࠊᐇࡍ

࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᖹᡂ 

ࡿࠋ

㹼ᖺᗘࡢㄪᰝ࠾࠸

ࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇ

࡚ࠊ◊✲ᡂᯝࡢⓎᒎண

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜ㝿ᴗ

ᐃࠊูᴗࡢ⏦ㄳண

ጤဨ➼࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ

ᐃࠊ┦ᡭᅜഃࡢࢿࢵࢺ

ࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖ

࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ࣭ᣑࠊ◊

ࡋࠊཝṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ

✲⪅ࡢ⫱ᡂ➼ࡢⅬ࡛㐍

ࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲࠾

ᒎࡀ࠶ࡿホ౯ࡉࢀࡓ

ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࡘ

ඹྠ◊✲ཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮

࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑟධࡼࡿ

ࡢྜ㸸㸣㸧ࢆᇶ‽

⏦ㄳ࣭ᑂᰝ㐣⛬ࡢຠ⋡

ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ౯

࣭ᅜ㝿ࡀᅗࡽࢀࡓ

࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆᚓࡿࠋ


㸰㸫㹂ᅜࢆ㉺࠼ࡓඃࢀ
ࡓᏛ⾡◊✲ࡢᨭ≧
ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱ


༠ᐃ➼ࢆ⥾⤖
ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜ
ඹྠ◊✲
ᅜ࣭ ௳ࠊ
ࢭ࣑ࢼ࣮
ᅜ࣭ ௳㸧

༠ᐃ➼ࢆ⥾⤖
ࡋ࡚࠸ࡿᅜ
ඹྠ◊✲
ᅜ࣭ ௳ࠊࢭ
࣑ࢼ࣮㸸 
ᅜ࣭ ௳㸧

ඹྠ◊✲
࢝ࣥ࣎ࢪࠊ࣐࣮ࣞࢩ
ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࠊྎ‴ࠊ
࣮࢞ࢼࠊ࣓࣮࢝ࣝࣥࠊࢱ
ࣥࢨࢽࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊࢫࢫࠊ
ࢫ࣌ࣥࠊࢭࣝࣅࠊࢹ
࣐࣮ࣥࢡࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࠊ
࣏ࣝࢺ࢞ࣝࠊ࢚ࢡࢻ
ࣝࠊ࣎ࣜࣅࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊ
࢝ࢼࢲࠊ⡿ᅜ
ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࠊ࣋ࢺࢼ
࣒ࠊࢱࣜࠊࢫࣟ࣋ࢽ
ࠊⱥᅜ

ࢭ࣑ࢼ࣮
࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜࠊࢫ
ࢫࠊⱥ
ᅜࠊ⡿ᅜ

୰ᅜ


ڦ᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࣭௧ඖᖺᗘᐇ௳ᩘ㸸 ௳
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡢ⤊ࢆཷࡅ࡚ࠊᚋホ౯ࢆᐇ
ࡋࡓࠋ
ەᚋホ౯ࡢᐇ㺃බ⾲ᐇ⦼
ᐇㄢ㢟ᩘ


ᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ☜
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ホ౯⤖ᯝ
$ព⩏ࡀ࠶ࡗࡓ㸭 ㄢ㢟

ࡲࡓࠊᾏእㄪᰝࠊࣥࢣ࣮ࢺࢆ

බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊᴗࡢ

ᐇࡋࡓࡇ࡛ࠊ⌧≧ࡸᚋࡢ

㏱᫂ࠊᐇ㉁㈉⊩ࡋ࡚࠸

ㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᇶ

ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

┙◊✲✀┠ࡣูᮏ◊✲✀┠



ࢆタࡅࡿព⩏࣭ᚲせᛶࡘ࠸࡚

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡶ☜ㄆࡉࢀࠊᅜ㝿ᛶࡢྥୖᐤ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࣭௧ඖᖺᗘࡼࡾ᭦ᑐ㇟⪅ࢆ

ࡢὶ⾜క࠺ᾏእΏ⯟ࡢ⮬

ᗈࡆࠊ-636/($'61(7㸦㺶㺎㺛㺼㺦㺍㺢㸧 ⢔ࠊධᅜไ㝈ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ

ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓୰

ᴗ◊✲ὶࢆ㛤ദࡋࠊᅜ㝿

᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ࠺ࡕィ⏬㏻

ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ

ⓗ࡞◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ

ࡾࡢᐇࡀᅔ㞴࡞ࡿࡶࡢࡶ

⦼㸦ᖹᡂ 㹼ᖺᗘࡢ

ࣀ࢘ࣁ࢘➼ࢆඹ᭷ࡋࡓࡇࡣࠊ

ฟ࡚ࡃࡿᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋィ⏬ࡢ

ホ౯࠾࠸࡚ࠊᐃ࠾

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᙉ㈨ࡍࡿྲྀ

ኚ᭦࠶ࡿ࠸ࡣᘏᮇ࡞ࡢせᮃ

ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ

⤌ࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡣᰂ㌾ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ

ᡂᯝࢆୖࡆࡓホ౯ࡉ

࠙◊✲ὶᣐⅬࡢᙧᡂᨭࠚ

ࡓ࠸ࠋ

ࢀࡓㄢ㢟ࡢྜ㸸㸣㸧

࣭◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ࠾࠸࡚ࠊᅜ

ࢆᇶ‽ࡋࡓ≧ἣኚ

㝿ⓗ➇தࡢ⃭ࡋ࠸ඛ➃◊✲ศ

ࢆホ౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍ

㔝ཬࡧᆅᇦඹ㏻ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨

ࡿࠋ

ࡍࡿ◊✲ศ㔝࠾࠸࡚ከᅜ㛫








ղᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ
᥎㐍
ᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵
ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊᡃࡀᅜࡢ



ὶࡢᯟ⤌ࡳࡼࡿ◊✲ὶᣐⅬ
࠙ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࠚ

ࡢᵓ⠏ࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆ㐍

ڦḢᕞࡢ♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ

ࡵ࡚࠾ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ

࣒ࣛ㸦25$ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧

ᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁ

࣭Ḣᕞ  ᅜࡢせ࡞Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠊࣇࣛࣥࢫᅜ ࡿࠋ

Ꮫ➼ࡢඃࢀࡓ◊✲⪅

ࠊⱥᅜ♫
❧◊✲ᶵᵓ㸦$15㸧
ࠊࢻࢶ◊✲⯆༠㸦')*㸧



ࡀᾏእࡢ◊✲⪅༠ຊ

⛉Ꮫ◊✲㆟㸦(65&㸧
ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ㸦1:2㸧

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲

ࡀඹྠ࡛ᐇࡍࡿࠊ♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿከᅜ㛫ᅜ㝿ඹ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ᴗࢆᐇࡍࡿࠋᖹᡂ

ྠ◊✲ᴗࢆᐇࡋࡓ
㸦௧ඖᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸⥅⥆  ௳㸧ࠋ 㛵ࡢ༠ຊࡢୗࠊᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ

 ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧ࡣࠊ

㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸♫⛉Ꮫ ◊✲࡞ᅜࢆ㉸࠼ࡓඃࢀࡓᏛ⾡

ࢫࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦616)㸧

⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸 ௳

ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊᑗ᮶ࡢ

ࡑࡢࠊ௧  ᖺᗘ᥇ᢥศࡢເ㞟㸦࢜ࣛࣥࢲ⛉Ꮫ◊✲ 

࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮

ᶵᵓ㸦1:2㸧௦࠼࡚ࠊ࢝ࢼࢲ♫࣭ேᩥ⛉Ꮫ◊✲㆟

᪉ᘧᑟධࢆど㔝ධࢀ

㸦66+5&㸧ࡀཧ⏬㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

౯㸧

ࡓᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠊ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡢ⤊ࢆཷࡅ࡚ࠊᚋホ౯ࢆᐇ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㸱ࡘ࠸

᪂ࡓ୰ᅜᅜᐙ⮬↛⛉

ࡋࡓࠋ

࡚ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ࡛ࠊ┦ᡭᅜ

Ꮫᇶ㔠ጤဨ㸦16)&㸧

ەᚋホ౯ࡢᐇ㺃බ⾲ᐇ⦼
ᐇㄢ㢟ᩘ


ᴗࡢᐇྥࡅࡓ༠
㆟ࢆ⾜࠺ࠋ
⛉◊㈝ᴗࡢ࠺ࡕᅜ
㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠
࠾࠸࡚ࡣࠊࡢ⛉◊㈝ྠ
ᵝᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵ
ࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࣭ศᢸ
ᇶ࡙ࡁࠊᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫ⾡◊
✲ࢆᨭࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀ┿
ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢࡘ
࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ά㌍࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚿࢆྠࡌࡃࡋ
ࡓ◊✲⪅ࡢὶࡸ┦

ホ౯⤖ᯝ
$ព⩏ࡀ࠶ࡗࡓ㸭 ㄢ㢟


ڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ᩍ⫱ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦3,5(
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
࣭⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ 16) 㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲
ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦௧ඖᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸⥅⥆  ௳㸧
㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸ேᩥᏛࠊ♫
⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࢃࡓࡿศ㔝 ⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇
ᢥ௳ᩘ㸸 ௳

ࡢࢫࢫڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V㸧
࣭ࢫࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦616)㸧㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲
ᴗࢆᐇࡋࡓࠊᑗ᮶ࡢ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧ
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◊✲ࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ᑗ᮶ࡢ࣮ࣜࢻ
࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧᑟධࢆぢᤣ
࠼ྜྠ࡛ྜ㆟ᑂᰝࢆ╔ᐇᐇ
ࡋࠊ᪂つㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡋࡓࡇࡣ
㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭㛵㐃ᣦᶆ㸰㸫㹁ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᮇ
୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆୖᅇࡿ 㸣ࡢㄢ
㢟࡛Ⓨᒎⓗ࡞ᡂᯝࢆฟࡋࡓ◊
✲⪅⮬㌟ࡀホ౯ࡋࡓࡇࡣホ౯
࡛ࡁࡿࠋ
࣭㛵㐃ᣦᶆ㸰㸫㹂ࡘ࠸࡚ࠊ๓୰
ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆୖᅇࡿ 㸣ࡢㄢ
㢟࡛ᐃ࠾ࡾ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨
ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗



45

46
㐃ᦠࡢᙉࢆᅗࡿᶵ
  ࡋ ࡚

-636

ࡢᑟධࡶぢᤣ࠼ࡘࡘ 616) ྜྠ࡛ྜ㆟ᑂᰝࢆᐇࡋࠊ

/($'61(7㸦࣮ࣜࢬࢿࢵ

᪂つ  ௳ࠊ⥅⥆  ௳㸧

ࢺ㸧ᴗ◊✲ὶࢆ㛤

㸦ཧ⪃㸧᪂つศ ௧ඖᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸ᩘ≀

ദࡍࡿࠋ

⣔⛉ᏛࠊᏛࠊᕤᏛ⣔⛉ᏛࠊሗᏛࠊ㎰Ꮫ࣭⎔ቃᏛ⏦ㄳ



ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸦௧ඖᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸 
 ௳ࡢᛂເࡽ  ௳ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ

௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸 ௳
⥅⥆ศ ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸ேᩥᏛࠊ♫
⛉Ꮫࠊ⏕≀Ꮫࠊ་ṑ⸆Ꮫ ⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸
 ௳

࣭࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡼࡿᑂᰝࢆᑟධࡋࡓ᪂ࡓ
࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࡢᐇྥࡅ༠㆟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

ࡢࢶࢻڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V/($'ZLWK
')*㸧
࣭')* 㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦௧
ඖᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸⥅⥆  ௳㸧
㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸ᆅ⌫⛉Ꮫ ⏦
ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸 ௳

ⱥڦᅜࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V/($' ZLWK
8.5,㸧
࣭8. ࣜࢧ࣮ࢳ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦8.5,㸧㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦௧ඖᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸⥅
⥆  ௳㸧
㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸⏕⛉Ꮫࠊ⎔
ቃ⛉Ꮫ ⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸 ௳

ڦ୰ᅜࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53ZLWK16)&㸧
࣭୰ᅜᅜᐙ⮬↛⛉Ꮫᇶ㔠ጤဨ㸦16)&㸧㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࡢබເ㸦ᑐ㇟ศ㔝㸸ࢧࢫࢸࢼࣈ࣭ࣝ
࣓ࣞࢹ࢚࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆ᪂ࡓ⾜࠸ࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟
ᑂᰝࢆᐇࡋࠊ16)& ࡢ༠㆟ࡼࡾ  ௳ࡢᛂເࡽ 
௳᥇ᢥࡋࡓࠋ


ڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠
࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ
⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡀ
⾜࠺⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖᇶ࡙
ࡁࠊࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯㛵ࡍ
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ࡿつ⛬ࠖࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡋࡓࠊホᐃせ⣲ࡢෆᐜ➼ࢆኚ
᭦ࡍࡿ࡞ࠊ◊✲✀┠ࡢ≉ᛶᛂࡌࠊ㐺ษᑂᰝࢆ⾜࠺
⤌ࡳࢆᩚഛࡋࡓࠋ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ➼ࡢᑂᰝ⤖ᯝᇶ
࡙ࡁࠊୗグࡢ࠾ࡾᴗົࢆ㎿㏿⾜ࡗࡓࠋ

◊✲✀┠
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ
㸦㹀㸧
㸧
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ
㸦㸿㸧
㸧
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧

ෆᐃ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥


ࡲࡓࠊᐇ㝿ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᦠࢃࡿ◊✲⪅ࡢኌࢆᚋࡢ
ไᗘᨵၿᙺ❧࡚ࡿࡇࢆ┠ⓗࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ
㸦$㸧ࡼࡾᾏእΏ⯟ࡋඹྠ◊✲ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ◊✲
⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺཬࡧពぢࢆ௨ୗࡢ࠾ࡾᐇࡋ
ࡓࠋ
ձ ࢠࣜࢫࠊࢻࢶ
ࣥࢣ࣮ࢺᐇᮇ㛫㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
ពぢᐇ᪥ࠊᐇሙᡤ㸸 ᭶  ᪥㸦࣎ࣥ◊✲㐃⤡ࢭ
ࣥࢱ࣮㸧ࠊ ᭶  ᪥㸦ࣟࣥࢻࣥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㸧
ղ ࣓ࣜ࢝㸦すᾏᓊ㸧
ࣥࢣ࣮ࢺᐇᮇ㛫㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
ពぢᐇ᪥ࠊᐇሙᡤ㸸 ᭶  ᪥㸦ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫ
ࢥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㸧
ճ ࣓ࣜ࢝㸦ᮾᾏᓊ㸧
ࣥࢣ࣮ࢺᐇᮇ㛫㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
ពぢᐇ᪥ࠊᐇሙᡤ㸸 ᭶  ᪥ࠊ ᪥㸦࣡ࢩࣥࢺ
ࣥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㸧
ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧពぢࡼࡾࠕᙜヱ✀┠ࡀ࠶ࡿ㸦᥇ᢥ
ࡉࢀࡓ㸧ࡇ࡛ᾏእ㛗ᮇ㛫Ώ⯟ࡋ࡚ඹྠ◊✲ࢆ⾜࠺ࢳ
ࣕࣥࢫࡀᚓࡽࢀࡓࠖ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ᵝࠎ࡞ㄢ㢟
ࡀ࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࠊᚋࡢᛂເ㈨᱁ࡸබເྥࡅࡓᨵ
ၿⅬ➼ࡢ᳨ウࡢ㝿ཧ⪃ࡋࡓࠋ

ڦ-636/($'61(7㸦㺶㺎㺛㺼㺦㺍㺢㸧ࡢ㛤ദ
-636/($'61(7㸦㺶㺎㺛㺼㺦㺍㺢㸧ࡘ࠸࡚ࠊ௧ඖᖺᗘࡽ᪂
ࡓタࡉࢀࡓ≉ู◊✲ဨ&3'㸦ᅜ㝿➇தຊᙉ◊✲
ဨ㸧ࡲ࡛ᑐ㇟ࢆᣑࡋࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥ -636
/($'61(7㸦㺶㺎㺛㺼㺦㺍㺢㸧ᴗ◊✲ὶࢆ㛤ദࡋࡓࠋ◊✲
ὶ࡛ࡣࠊᅜ㝿ⓗά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲⪅ࡼࡿㅮ₇ࡸࠊ
ཧຍ⪅ࡢΏ⯟ᆅᇦู࣭ᑓ㛛ศ㔝ู࡛ࡢ⮬⏤࡞ὶࢆ⾜ࡗ
ࡓࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲άື㛵ࡍࡿᅄࡘࡢࢸ࣮࣐࡛ࢢࣝ
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࣮ࣉࢭࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋᅜ㝿ⓗ࡞◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿ
ୖ࡛ᚲせ࡞ࡿࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿ➼ࠊ┿ᅜ㝿ⓗ
࡞ど㔝ࢆᣢࡘ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚿࢆྠࡌ
ࡃࡋࡓ◊✲⪅ࡢὶࡸ┦㐃ᦠࡢᙉࢆᅗࡿᶵࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡶࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉➼ࡘ࠸࡚
ሗࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ







ճ◊✲ὶᣐⅬࡢᙧᡂ
ᨭ



࠙◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭࠚ



✲◊ڦᣐⅬᙧᡂᴗ



㸦$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂᆺ㸧



ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍࡿ◊

࣭ඛ➃ⓗࡘᅜ㝿ⓗ㔜せ࡞◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿ⱥ⊂



✲ศ㔝࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ⓗ

➼ࡢ  ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛  ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆᐇࡋࠊ 

Ỉ‽ཪࡣᆅᇦ࠾ࡅࡿ

᪥ᮏ」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹ



୰᰾ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬ

ྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿ◊✲ᣐⅬ

࣭ࡲࡓࠊྛㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊᏛ㝔⏕ࢆྵࡴⱝᡭ◊✲⪅ࡢ 

ᙧᡂᴗࢆᐇࡍࡿࠋࡲ

ᾏእ࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆࡣࡌࡵࡍࡿྲྀ⤌ࢆᐇ



ࡓࠊ᪥୰㡑ࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡋࡓࠋ



㛵ࡢ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡁࠊ

࣭᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ᑐࡍࡿ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ 

ࢪ࠾ࡅࡿୡ⏺ⓗ

ᨭᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ᑐࡋࠊᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ 

Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐⅬࡢᵓ⠏

ە୰㛫ホ౯ࡢᐇ㺃බ⾲ᐇ⦼

ඛ➃ⓗཪࡣᆅᇦඹ㏻


୰㛫ホ౯

ࢆᅗࡿ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧ
ࢺᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ᐇㄢ㢟ᩘ


ࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇ
ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜ㝿ᴗ
ጤဨ➼࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ
ࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖ
ࡋࠊཝṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ



ホ౯⤖ᯝ
$㸸ᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆ
࠶ࡆࡘࡘ࠶ࡾࠊᙜึࡢ
┠ᶆࡢ㐩ᡂࡀ࠸
ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸭 ㄢ㢟

%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝ
ࢆ࠶ࡆࡘࡘ࠶ࡾࠊ⌧⾜
ࡢດຊࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ
ࡼࡗ࡚┠ᶆࡢ㐩
ᡂࡀᴫࡡᮇᚅ࡛ࡁࡿ
㸭 ㄢ㢟



୰㛫ホ౯⤖ᯝ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMFFK\RXNDBDKWPO


















ەᚋホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼

ᚋホ౯

ᐇㄢ㢟ᩘ


ホ౯⤖ᯝ
$㸸ᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ
࡚࠾ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩
ᡂࡉࢀࡓ㸭 ㄢ㢟

%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶
ࡆ࡚࠾ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ
㐩ᡂࡉࢀࡓ㸭 ㄢ㢟








ᚋホ౯⤖ᯝ㸸



KWWSVZZZMVSVJRMSMFFK\RXNDBDKWPO
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ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ᅜ㸦ᖹᡂ ᖺᗘ㸸 ᅜ㸧
ࣝࢮࣥࢳࣥࠊࢱࣜࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊⱥ
ᅜࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊ࢝ࢼࢲࠊ㡑ᅜࠊࢩࣥ
࣏࣮࢞ࣝࠊࢫࢫࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊࢫ࣌ࣥࠊࢱࠊ
ྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࢳࣜࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊࢻࢶࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮
ࣛࣥࢻࠊࣁ࣮ࣥ࢞ࣜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣇࣥࣛࣥࢻࠊࣈ
ࣛࢪࣝࠊࣇࣛࣥࢫࠊ⡿ᅜࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣋ࣝࢠ࣮ࠊ࣏࣮
ࣛࣥࢻࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࣟࢩ

⏦ەㄳ᥇ᢥ≧ἣ㸦௧  ᖺᗘເ㞟ศ㸧
ᴗࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸୰ࠊᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸࡚ࠊㄢ㢟
ࡢඛ➃ᛶ࣭㔜せᛶࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏➼ከゅⓗ࡞どⅬ
ࡽ㑅⪃ࢆᐇࡋࡓࠋ


⏦ㄳ
௳ᩘ

◊✲ᣐⅬᙧ
ᡂᴗ
㸦$ ඛ➃ᣐ
Ⅼᙧᡂᆺ㸧

 ௳

᥇ᢥᩘ

௳

᥇ᢥ⋡

㸣


㸦%ࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᆺ㸧
࣭ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟
ࡘ࠸࡚ࠊ ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛  ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆᐇ
ࡋࠊ᪥ᮏ」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛
ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ᮏᴗ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ὶㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣᨭᮇ㛫
⤊ᚋࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝࠊᣐⅬᶵ㛵ࡽࠊ⏦
ㄳࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࠊᚋࡶ┦ᡭᅜ◊✲⪅ࡢὶࢆ
⥅⥆࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡢᅇ⟅ࢆᚓࡿ➼ࠊᡃࡀᅜཬࡧ┦ᡭᅜ
ࡢᣐⅬᙧᡂᐤࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ᅜ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᅜ㸧
ࣝࢪ࢙ࣜࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ࢘࢞ࣥࢲࠊ࢘
ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊ࢚ࢳ࢜ࣆࠊ࣮࢞ࢼࠊ㡑ᅜࠊ
࢝ࣥ࣎ࢪࠊࢣࢽࠊࢥࣥࢦẸඹᅜࠊࢨࣥࣅࠊ
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢫ࣮ࢲࣥࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊࢱࠊྎ‴ࠊ
ࢱࣥࢨࢽࠊ୰ᅜࠊࢼࢪ࢙ࣜࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࣂࣥࢢ
ࣛࢹࢩࣗࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣈ࣮ࢱࣥࠊࣈࣝࢿࠊࣈࣝࣥ
ࢪࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣎ࢶ࣡ࢼࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊ༡ࣇࣜ࢝ࠊ
࣑࣐࣮ࣕࣥࠊࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࠊࣔࣥࢦࣝࠊࣛ࢜ࢫࠊࣝ࣡
ࣥࢲ
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49

50
⏦ەㄳ᥇ᢥ≧ἣ㸦௧  ᖺᗘເ㞟ศ㸧
ᴗࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸୰ࠊᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸࡚ㄢ㢟ࡢ
㔜せᛶ࣭ᚲせᛶࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏➼ከゅⓗ࡞どⅬ
ࡽ㑅⪃ࢆᐇࡋࡓࠋ


⏦ㄳ
௳ᩘ

◊✲ᣐⅬᙧᡂ
ᴗ
㸦% ࢪ࣭
ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡
ᇶ┙ᙧᡂᆺ㸧

 ௳

᥇ᢥᩘ

 ௳

᥇ᢥ⋡

㸣













࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࠚ
㸦ᑂᰝᴗົ㸧
࣭බເᴗࡣᅜ㝿ᴗጤဨ➼࠾࠸࡚ᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀ
ᢅ࠸ཝṇࢆᮇࡋࡘࡘࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝ㸦ࣄࣜ
ࣥࢢᑂᰝࢆྵࡴ㸧ࢆ➇தⓗ࡞⎔ቃࡢୗ࡛⾜ࡗࡓࠋ
㸼ᑂᰝጤဨᑂᰝࡢᡭᘬ➼ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᑂᰝᇶ‽ཬࡧ
ホ౯᪉ἲ➼ࢆ᫂☜♧ࡋࠊేࡏ࡚ᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀࡾ
ᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡶ࿘▱ࡋࠊබᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝయไࢆ⥔
ᣢࡋࡓࠋ
㸼᭩㠃ᑂᰝဨࡢྡ⡙ࡣ௵ᮇ⤊ᚋࠊྜ㆟ᑂᰝࢆ⾜࠺
ᅜ㝿ᴗጤဨጤဨࡢྡ⡙ࡣᖺᗘ⤊ᚋ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡶࠊᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࡶ
බ㛤ࡋࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖດࡵࡓࠋ
㸼ᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾
࠸࡚ᑂᰝពぢࡢ㐺ษᛶ➼ࡘ࠸࡚ศᯒ᳨࣭ド㸦ᑂᰝ
ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓᑂᰝဨࡸ᭷ព⩏࡞ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓᑂ
ᰝဨࡢ≉ᐃ࡞㸧ࢆ⾜࠸ࠊ⩣ᖺᗘࡢᑂᰝဨೃ⿵⪅ࢆ
㑅⪃ࡋࡓࠋ

㸦ホ౯ᴗົ㸧
࣭ୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠊࠕ◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ㸦$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂ
ᆺ㸧
ࠖ
ࠊ
ࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖ
ࠊ
ࠕḢᕞࡢ♫⛉Ꮫศ
㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦25$ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
ࠖࠊ
ࠕ᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ  ᴗ࠾࠸࡚ࠊᴗ
ࡢᡂᯝཬࡧຠᯝࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ᥇ᢥࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟
ᑐࡍࡿᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠊ
ࠕ◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ㸦$
ඛ➃ᣐⅬᙧᡂᆺ㸧ࠖཬࡧࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖ࠾
࠸࡚ࡣ᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆ
☜ㄆࡋࠊ㐺ษ࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࡶࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆ⥅⥆ࡍ
ࡁ࠺ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋᚋ
36





ホ౯ࠊ୰㛫ホ౯࠸ࡎࢀࡢ⤖ᯝࡶሗ࿌᭩ࡶ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪබ㛤ࡋࡓࠋ




㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

࠙ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊

ࡿ◊✲➼ࡢᐇ

ࡿ◊✲➼ࡢᐇ

ࡿ◊✲➼ࡢᐇ

㸰㸫㸲Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵

ᴗࠚ

➼ࡢᐇ

✲➼ࡢᐇ

ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭♫ⓗ

ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟ

ࡍࡿ◊✲࠾ࡅࡿ㐺ษ

௨ୗࡢ  ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

せㄳᛂ࠼ࡿࡶࠊ せㄳᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊᅜ

ⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲

࡞ㄢ㢟タᐃྥࡅࡓྲྀ

ڦᐇ♫ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ  ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺࠊᖹᡂ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡ཬࡧ♫

ࡢᑂ㆟➼ࡼࡿሗ࿌

᥎㐍ᴗ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ

⤌≧ἣ㸦᭷㆑⪅ࡽ

 ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺࠊᖹᡂ  ᖺ㹼௧  ᖺ㸦 ᖺ㸧
㸧

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡉࢀࡓ㏻

ࡢⓎᒎࡸ♫ⓗၥ㢟ࡢ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᏛ⾡ࡢ

 ᖺ㸵᭶ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ࡢពぢ⫈ྲྀᐇ⦼➼ࢆཧ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋࠊ᪤㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ  ௳ࡢ◊✲ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᴫࡡ╔ᐇ

ゎỴࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞

Ⓨᒎࡸ♫ၥ㢟ࡢゎỴ

⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ

⪃ุ᩿㸧

ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡼࡾ◊✲ࡢ㐍 ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴗົࡀᐇࡉࢀࡓㄆࡵࡽࢀ

Ꮫ⾡◊✲➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⾡

⾡ศ⛉ሗ࿌ࠕࣜࢫࢡ♫



ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶᖺḟᨭฟሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ࡿࡓࡵࠋ

◊✲➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡢඞ᭹▱ⓗ♫ࡢ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡅࠊ㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥ



ᡂ⇍ྥࡅࡓேᩥᏛཬ

㸰㸫㸲ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭

㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

ࢆ E ࡍࡿࠋ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ࡛

࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟ

ࡧ♫⛉Ꮫࡢ⯆ࡘ

♫ⓗせㄳᛂ࠼ࡓㄢ

࣭ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘጤクዎ⣙ࡀ⤊ࡋࡓ  ࡘࡢ◊✲ ࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭ ࡣࠊィ⏬࠾ࡾ  ࣉࣟࢢࣛ

ⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲

࠸࡚ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕ㡿ᇦ

㢟タᐃྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ

ᶵ㛵ࡢ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ

♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ࡛ࡣࠊ௧

࣒ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺

᥎㐍ᴗ

㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࠊ
ࠕᐇ♫

⾜ࢃࢀࡓࠊ᭷㆑⪅ࡽ

ࣝࣂ࣮ࣟࢢڦᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ  ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺࠊ ඖᖺᗘࡣ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣇ࢛

ࡶࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ᪂つ᥇

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭ ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖཬࡧ

ࡢពぢ⫈ྲྀᐇ⦼ࡸሗ

ᖹᡂ  ᖺ㹼௧ඖᖺ㸦 ᖺ㸧
ࠊ௧ඖᖺ㸦 ᖺ㸧㹼

࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࡶࠊ
ࠕࢢ

ᢥ࠾ࡼࡧᘏ㛗ᑂᰝࡀᐇࡉ

Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉

ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟ

㞟ࡢྲྀ⤌➼ࢆཧ⪃

௧  ᖺ㸦 ᖺ㸧
㸧

࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠾

ࢀࠊ࡞㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡲ

ࠕࣜࢫࢡ♫ࡢඞ᭹

ࢢ࣒ࣛࠖࡼࡿඹྠ◊✲

ุ᩿ࡍࡿࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋࠊ᪤㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ  ௳ࡢ◊✲ ࠸࡚ࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ᪂つ᥇ᢥᑂ

ࡓࠊேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢ≉ᛶࢆ

▱ⓗ♫ࡢᡂ⇍ྥࡅ

ࢆ᥎㐍ࡋࠊඛᑟⓗ࡞ேᩥ

ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡼࡾ◊✲ࡢ㐍 ᰝຍ࠼ࠊᘏ㛗ᑂᰝࢆ╔ᐇᐇ

㋃ࡲ࠼ࡓ◊✲ホ౯ࡢᅾࡾ᪉

ࡓேᩥᏛཬࡧ♫⛉Ꮫ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࢆ᥎㐍

ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶᖺḟᨭฟሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷ ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴗࡢຠᯝⓗ

ࡘ࠸࡚ពぢࡢᩚ⌮㞟⣙ࡀ⾜ࢃ

ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭♫ⓗ

ࡢ⯆ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ ࡍࡿࠋ

ࡅࠊ㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡞ᡂᯝᬑཬࣉࣞࢮࣥࢫྥୖࡢ

ࢀࠊ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓࠋ


ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊඛᑟⓗ࡞ேᩥ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

㸫◊✲ࢸ࣮࣐タᐃᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

ࡓࡵࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ୰ᮇィ

࣭ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࢆ᥎㐍

ᗘ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ

㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

⏬㏻ࡾ㛤ദࡋࠊཧຍ⪅ࡽ㧗

ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎

࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ㡿ᇦ㛤

࣭ୖグ  ௳ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ᮇ㛫ࡀ᭱⤊ᖺᗘࡢࡓࡵࠊ ホ౯ࢆᚓࡽࢀࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁ

㐍ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ

ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࠊ
ࠕᐇ♫

◊✲ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ◊✲ᡂᯝࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᴗጤ ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ◊✲ホ౯ࡢᅾࡾ᪉

ேᩥᏛศ㔝ࡢᣐⅬᶵ㛵ࢆ㑅ᐃ

࡚ࡣࠊጤဨࢆタࡅ࡚ㄢ

ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖཬࡧ

ဨཬࡧ㒊࠾࠸࡚᭷㆑⪅ࡼࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ ௳୰ࠊ ࡘ࠸࡚ࠊᴗጤဨཬࡧࢩࣥ

ࡍࡿࡶࠊ⯆࣭ᣐⅬᶵ

࣏ࢪ࣒࡛࢘ࡢពぢࢆ⾜࠸ࠊ

㛵࣭ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ୕⪅

ࡍࡿࠋ

㢟ࢆタᐃࡍࡿࡶࠊ ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟ

$ ࡀ  ௳ࠊ% ࡀ  ௳ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ

◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡘ

ࢢ࣒ࣛࠖࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ

࣭ୖグ  ௳୰ࠊ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ  ௳ࡘ࠸ ྲྀࡾࡲࡵྥࡅ࡚ពぢࢆᩚ⌮

࡛⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࠊேᩥᏛ࣭

࠸࡚ホ౯ࡍࡿࠋᵝࠎ࡞Ꮫ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋ

࡚ࠊ᪂つබເ୪⾜ࡋ࡚ᘏ㛗ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ༑ศ࡞ᡂᯝࡀ 㞟⣙ࡋࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᴗ

♫⛉Ꮫศ㔝ࡢࢹ࣮ࢱࣥࣇ

⾡ⓗ࣭♫ⓗせㄳᛂ࠼

ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇

࠶ࡾࡘ◊✲ࢆ⥅⥆ࡍࡿ౯್ࡀ࠶ࡿ࠺ᑂᰝࡋࡓ ົ ࢆ ᐇ  ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ  ホ ౯ ࡛ ࡁ

ࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍

ࡿㄢ㢟タᐃྥࡅࡓྲྀ

ᢥࡉࢀࡓࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ

⤖ᯝࠊᘏ㛗᥇ᢥࡣࡏࡎ᪂つ࡛ࡢ᥇ᢥࢆඃඛࡋࡓࠋ

⤌ࡋ࡚ࠊ᭷㆑⪅ࡽព

㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ◊✲ホ

࣭ࡲࡓࠊ௧ඖᖺᗘ୰ጤクዎ⣙ࡀ⤊ࡋࡓ  ࡘࡢ◊✲ ࣭ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇ

ぢ⫈ྲྀࡸሗ㞟➼ࢆ

౯ࢆ⾜࠺ࡶࠊேᩥ

ᶵ㛵ࡢ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ࣮࣒࣮࣍࣌

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫࡢ≉ᛶࢆ㋃

࣭௧ඖᖺᗘ᪂つ᥇ᢥࡘ࠸࡚ࡣࠊእ㒊᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ ࡛ࡣࠊேᩥᏛศ㔝ࡢᣐⅬᶵ㛵ࢆ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࢪࡢᥖ㍕ࡸࢭ࣑ࢼ࣮࣭ ࡲ࠼ࡓホ౯ࡢᅾࡾ᪉

㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ ࡘ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡍࡿୡ⏺ 㑅ᐃࡍࡿࡶࠊ⯆࣭ᣐⅬ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ➼

ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋࣉࣟ

࠾ࡅࡿ♫ⓗศ᩿ࡢ◊✲ࠊሗࡸ $, ࡞ࡢᢏ⾡㠉 ᶵ㛵࣭ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ୕⪅

̿

ࡼࡾࠊᗈࡃ◊✲ᡂᯝࢆ

ࢢ࣒ࣛࡢᐇᙜࡓࡗ

᪂࠾ࡼࡧ⎔ቃၥ㢟࡞┤㠃ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ேᩥᏛ࣭♫⛉ ࡛⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࠊᴗࢆ

Ⓨಙࡍࡿࠋ

࡚ࡣࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ

Ꮫࡢᒎ㛤ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ௦࠾ࡅࡿᅜቃࢆ㉺࠼ࡓ⛛ᗎࡢ ࡘ╔ᐇ᥎㐍ࡋࡓࠋ

☜ಖཬࡧ㐺ษࡘ

ᙧᡂᅜᐙࠊே㢮ࡢᩥ㑇⏘⥅ᢎࡢࡓࡵࡢᅜ㝿ඹྠ◊ 

ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢࢹ
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ࡿࠋ
ࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍ᴗ

ྥࡅ࡚╔ᐇ࡞㐍ᤖ㈉⊩ࡋࡓ
ࡇࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋ


51

52
࣮ࢱࡢඹ᭷ࠊά⏝ࢆಁ

࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡶࠊ

✲㸧ࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚◊ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

㐍ࡍࡿ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥ

ሗࡢබ㛤ດࡵࡿࠋࡉ

✲ࢸ࣮࣐ࢆබເࡋࠊᑂᰝせ㡯ᇶ࡙ࡁእ㒊᭷㆑⪅ࡼࡿ 㸫

ࡢᇶ┙ࡢᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡍ

ࡽࠊ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚

බṇ࡞ᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊ ௳୰  ௳ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ᥇ᢥࡋᨭ 

ࡿࠋ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ➼

ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ࡼࡾሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

౯㸧

ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮

ڦ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ  ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺࠊᖹᡂ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ 㸫 ࡘ࠸࡚

ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ

 ᖺ㹼௧  ᖺ㸦 ᖺ㸧ࠊ௧  ᖺ㸦 ᖺ㸧㹼௧

ࡣࠊ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊタᐃ

࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍ᴗࡢᐇ

 ᖺ㸦 ᖺ㸧
㸧

ࡉࢀࡓㄢ㢟ᑐࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋࠊ᪤㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ  ௳ཬࡧᖹ

◊✲ࢸ࣮࣐ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ

ࢆタ⨨ࡋᴗࡢ㐺ษ

ᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ  ௳ࡢ

⾜࠺ࡶࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤

ࡘ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡾࠊే

◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡼࡾ◊✲ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠾࠸࡚ࠊタᐃࡉࢀ

ࡏ࡚㐃⤡༠㆟ࢆ㛤ദ

ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶᖺḟᨭฟሗ࿌᭩ࡢᥦฟ ࡓㄢ㢟ᑐࡍࡿ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ᪂

ࡋࠊ⯆ࠊᣐⅬᶵ㛵ཬ

ࢆཷࡅࠊ㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

つ᥇ᢥᑂᰝຍ࠼ࠊᘏ㛗ᑂᰝࢆ

ࡧᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ

㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

⾜࠺ࡇ࡛╔ᐇᐇࡋ࡚࠸

୕⪅㛫ࡢ㐃ᦠ༠㆟ࢆ

࣭௧  ᖺᗘබເྥࡅ࡚ࠊᴗጤဨ࠾࠸࡚Ꮫ⾡ⓗ࣭ ࡿࠋ

ᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊேᩥᏛ

♫ⓗせㄳᛂ࠼ࡓㄢ㢟ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࡓࠋ

ศ㔝ࡢࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛ



ࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎

ࡲࡓࠊ ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛඹ㏻ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ

㐍ྥࡅ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ

ࡓࠋ

ࡇࢀࡽࡢᐇࡼࡾࠊࢹ

࣭ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿබṇ

࣮ࢱά⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢ

࡞ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵᴗጤဨཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛẖ

ᵓ⠏ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

㒊ࢆタ⨨ࡋࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ☜ಖཬࡧ㐺ษࡘ



࡞㐠Ⴀࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭බເせ㡿➼ࡢᑂᰝಀࡿᇶᮏⓗ࡞ሗࡢࠊྛࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ᥇ᢥ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ᴫせཬࡧᴫせᅗࡘ࠸࡚
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ሗࢆබ㛤ࡋࡓࠋ
࣭࡞ᴗᐇࡢほⅬࡽࠊ」ᩘᖺࡢጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖
ࡋࠊ◊✲㈝ࡢᖺᗘ㛫⧞㉺ࢆㄆࡵࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ
࡚◊✲㈝ࢆᇳ⾜࡛ࡁࡿᙎຊⓗ࡞⤒㈝ᇳ⾜ࡢಁ㐍ດࡵ
ࡓࠋ
࣭ᮏᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᡂᯝࡢ࿘▱ᬑཬ࣭ࣉࣞࢮࣥࢫྥୖࡢ
ࡓࡵࠊ ᭶ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㡿ᇦ㛤
ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘᐇ♫ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝሗ࿌ࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵ
ࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ㸣ࡢ⪅ࡽ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘‶㊊ࡋࡓࡢ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋࡲࡓࠊࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤ദᴫせཬࡧࣃࢿࣝࢹ
ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥⓎゝ㘓ࢆᥖ㍕ࡋࠊᗈࡃᡂᯝࢆⓎಙࡋࡓࠋ

࣭ᴗࡋ࡚ࡢேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓホ౯
ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᴗጤဨࡽࡢពぢࢆࡶసᡂ
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ࡋࡓㄽⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩ
ࣙࣥ࠾࠸࡚ࠊ⮬↛⛉Ꮫศ㔝ࡢ◊✲⪅ࢆ࠼ࡓពぢ
ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࡢྲྀࡾࡲࡵྥࡅ࡚ពぢࢆ
ᩚ⌮㞟⣙ࡋࡓࠋ

࠙ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏
᥎㐍ᴗࠚ
࣭㐠Ⴀጤဨࢆタ⨨ࡋࠊᴗࡢ㐺ษࡘ࡞㐠Ⴀࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
࣭♫⛉Ꮫ⣔ࡢᣐⅬᶵ㛵ᑐࡋጤクᴗົࡢ㐍ᤖ☜ㄆ➼ࢆ
⾜࠺ࡶࠊேᩥᏛ⣔ࢹ࣮ࢱࡢ࣮࢝ࣈ➼ࢆᢸ࠺
ᣐⅬᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᏛ➼ࡢ◊✲ᡤ➼ࢆᑐ㇟බເࢆ⾜
࠸ࠊ ᶵ㛵ࢆ㑅ᐃࡋᴗࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ
࣭ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࢝ࢱࣟࢢࡢసᡂཬࡧ࢜ࣥࣛࣥศ
ᯒࡢ㛤Ⓨྥࡅ࡚ࠊඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿእᅜࡢ࣮࢝ࣈᶵ㛵
ࡢ➼ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ
㐃ᦠࢆᐦࡍࡿࡶࠊ⯆࣭ᣐⅬᶵ㛵࣭ᅜ❧ሗ
Ꮫ◊✲ᡤࡢ୕⪅࡛㐃⤡༠㆟➼ࢆ㛤ദࡋࠊࢹ࣮ࢱࣥࣇ
ࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏ࡢྲྀ⤌≧ἣࡢඹ᭷ࡸࢹ࣮ࢱ࢝ࢱ
ࣟࢢࡢసᡂ➼ᚲせ࡞ᢏ⾡ⓗ㡯┠ࡢ᳨ウࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭సᴗ㒊ࢆタ⨨ࡋࠊ◊✲ࢹ࣮ࢱࡢࢹ࣮ࢱ࣭࣮࢝ࣈ
ࡢᐤクࡢಁ㐍㈨ࡍࡿ♫⛉Ꮫศ㔝ࢆᑐ㇟ࡋࡓඹ
㏻࢞ࢻࣛࣥ㸦ᡭᘬࡁ㸧ࡢ⟇ᐃࢆ㐍ࡵࡓࠋ
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㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
ۑ᪥ᮏࡢㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽᩥࡢ≧ἣ


㸦 ᖺ ᖺ㸧

᪥ᮏࡢㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽ ᩥ
㸦:RV.$.(1 ㄽᩥ㸧ࡢ௳ᩘ
᪥ᮏࡢ 723㸣⿵ṇㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵
ࡍࡿㄽᩥ㸦:RV.$.(1 ㄽᩥ㸧ࡢ௳ᩘ

㸦 ᖺ ᖺ㸧

㸦 ᖺ ᖺ㸧

㸦 ᖺ ᖺ㸧




















㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

᪥ᮏࡢㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽ ᩥ
㸦:RV.$.(1 ㄽᩥ㸧ࡢྜ
᪥ᮏࡢ 723㸣⿵ṇㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵
ࡍࡿㄽᩥ㸦:RV.$.(1 ㄽᩥ㸧ࡢྜ

㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

㸦 ᖺ ᖺ㸧

㸣

㸣

㸣



㸣

㸣

㸣



ͤฟ㸸ࠕㄽᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦:HERI6FLHQFH㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦.$.(1㸧ࡢ㐃⤖ࡼࡿᡃࡀᅜࡢㄽᩥ⏘ฟᵓ㐀ࡢศᯒࠖ㏣ຍ㈨ᩱ
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸱

㸱 ▱ࡢ㛤ᣅᣮᡓࡍࡿḟୡ௦ࡢ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ
㸦㸯㸧⮬❧ࡋ࡚◊✲ᑓᛕ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ☜ಖ
㸦㸰㸧ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ
㸦㸱㸧◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ࣭◊ࡉࢇᶵࡢᥦ౪
㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢᥦ♧

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿᨻ 

ᙜヱᴗᐇ

⟇࣭⟇

ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ➨  ྕ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ ࠙㔜せᗘ㸸㧗ࠚ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭⾜ᨻᴗࣞ 

㞴᫆ᗘ

ࣅ࣮ࣗ

ḟୡ௦ࡢ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂಀࡿᴗົࡣࠊᏛ⾡ࡢ⯆ࢆ┠ⓗࡍࡿ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ◊✲ᨭᴗົ
୪ࢇ࡛᰿ᖿࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ࢃࡓࡾᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢỈ‽ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢྲྀ⤌
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ᮇ㸧Ꮫ⏕ཪࡣ༤ኈࡢᏛ

ᮇ㸧Ꮫ⏕ཪࡣ༤ኈࡢᏛ

ࡢᨭᑐࡍࡿホ౯

✲◊ู≉ڦဨᴗ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

◊✲ㄢ㢟➼ࢆ㑅ࡧ࡞

ࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼࡛ඃࢀࡓ

ࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼࡛ඃࢀࡓ

㸦㹀Ỉ‽㸸ࣥࢣ࣮ࢺㄪ

࣭᥇⏝ィ⏬ᇶ࡙ࡁୗ⾲ࡢ࠾ࡾ≉ู◊✲ဨࢆ᥇⏝ࡋࠊ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡀࡽ◊✲ᑓᛕࡍࡿᶵ

◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡋࠊᡃࡀᅜ

◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡋࠊᡃࡀᅜ

ᰝࡼࡾ⫯ᐃⓗホ౯ࢆ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࣭ᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊฟ⏘࣭⫱ඣ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

ࢆ࠼ࡿࡓࡵࠊ┠ⓗࡸ

ࡢᏛࡑࡢࡢ◊✲ᶵ

ࡢᏛࡑࡢࡢ◊✲ᶵ

ᚓࡓྜࡀ 㸣⛬ᗘ㸧 ࡼࡾ◊✲ࢆ୰᩿ࡋࡓ◊✲⪅ᑐࡋ࡚ࠊ◊✲ᖐࢆᨭࡍ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

ᑐ㇟⪅ᛂࡌࡓከᵝ࡞

㛵࡛◊✲ᑓᛕࡍࡿⱝ

㛵࡛◊✲ᑓᛕࡍࡿⱝ



ࡿࡓࡵࠊ53' ࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡋࡓࠋ

᪉ἲࡼࡾࠊ◊✲ࢆዡບ

ᡭ◊✲⪅ࢆࠕ≉ู◊✲

ᡭ◊✲⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨ

㸱㸫㸰≉ู◊✲ဨཬࡧ

࣭≉ู◊✲ဨ&3'㸦ᅜ㝿➇தຊᙉ◊✲ဨ㸧ࢆタࡋࠊ ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿ

࣭≉ู◊✲ဨᴗࡢ➨㸯ḟෆ

ࡍࡿࡓࡵࡢ㈨㔠ࢆᨭ⤥

ဨࠖࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲

'&ࠖ
ࠕ≉ู◊✲ဨ3'ࠖ

ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢཷධ

௧ඖᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ㞟ࠊ⏦ㄳཷࠊᑂᰝࠊ᥇⏝ࢆ⾜࠸ࠊ ࡇࡽࠊホᐃࢆ D ࡍࡿࠋ

ᐃ⪅ࡢⓎ⾲ࢆᖺࡼࡾ᪩ࡵࡓ

ࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ

ඛࡢホ౯㸦㹀Ỉ‽㸸ࣥ

◊✲ዡບ㔠➼ࢆᨭ⤥ࡋࡓࠋ

ࡍࡿࠕ≉ู◊✲ဨᴗࠖ ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ

ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌

ࡓࡵࠋ

࣭≉ู◊✲ဨᴗࡢເ㞟ࠊᑂᰝࠊ ࡇࡣࠊෆᐃ⪅ࡗ࡚ࡣḟ

ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᐇ

༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ

㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋࡲࡓࠊୡ

ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡾ⫯ᐃ

࣭≉ู◊✲ဨ&3'㸦ᅜ㝿➇தຊᙉ◊✲ဨ㸧௧  ᖺᗘ ᥇ ⏝  ಀ ࡿ ୍ 㐃 ࡢ ⭾  ࡞ ᴗ ົ

ᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ

ࡍࡿࠋᴗࡢᐇᙜࡓ

⪅࡛≉ඃࢀࡓ◊✲⬟

⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲⬟ຊ

ⓗホ౯ࢆᚓࡓྜࡀ

᥇⏝ศࡢເ㞟せ㡯ࢆࠊ๓ᖺᗘࡼࡾ  ࣨ᭶᪩࠸௧  ᖺ 

ࢆࠊ㝈ࡽࢀࡓࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ୰

ୖ࡛ኚ᭷࡞ࡇ࡛࠶ࡾࠊ

ࡗ࡚ࡣࠊᅜෆእࡢ㛵㐃

ຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡘ࠸࡚

ࢆ᭷ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࢆ

㸣⛬ᗘ㸧

᭶  ᪥බ㛤ࡋࡓࠋ

࡛᥇⏝ィ⏬ᇶ࡙ࡁᐇ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᴗࡶ␃ពࡋࠊᴗಀ

ࡣࠊୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢά㌍

㣴ᡂ࣭☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ3'





ࡋࡓࠋ≉ࠊ3'࣭'& ࡢ⏦ㄳཷ

࣭≉ู◊✲ဨࡀ◊✲ᑓᛕ⩏ົ

ࡿ⏦ㄳ࣭᥇⏝ືྥࡸ᥇⏝

ࢆᮇᚅࡋ࡚ࠊ⬟ຊᛂࡌ

᥇⏝⪅ࡢ࠺ࡕࠊ≉ඃࢀ



✲◊ู≉ەဨࡢ᥇⏝≧ἣ

㸦 ᭶㸧ࡽ➨  ḟ᥇⏝ෆᐃ⪅ࡢ

ෆ࡛ࠊẸ㛫ዡᏛ㔠➼ࢆཷ⤥ࡍ

⪅ࢆᕠࡿ⎔ቃࡢኚ➼

ࡓฎ㐝ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ࡓ⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨ

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

㸦༢㸸ே㸧 Ỵᐃࡲ࡛ࡢᴗົࢆ⣙  ࣨ᭶㛫

ࡿࡇࢆㄆࡵࡓࡇࡣࠊ≉ู

44

᥇⏝ᮇ
ᖹᡂᖺ ௧ඖᖺ
୰㏵㎡㏥
㛫‶
ᗘࡽࡢ ᗘ᪂つ᥇
⪅ᩘ
⪅ᩘ
⏝⪅ᩘ
⥅⥆⪅ᩘ





















ḟᖺᗘ
ࡢ⥅
⥆⪅ᩘ
 ͤ 
 ͤ 




࠸࠺▷ᮇ㛫࡛㎿㏿㐙⾜ࡋࠊᚑ

◊✲ဨࡢฎ㐝ᨵၿࡋ࡚ㄆࡵ

᮶ࡼࡾ᪤ຠ⋡ⓗ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ

ࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᑂᰝ᪥⛬࣭సᴗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝጤဨࡢ༠ຊࢆᚓ࡞

ࡢᣑࡢᑐᛂࡋ࡚ࠊ㐍㊰

ࡀࡽ᭦࡞ࡿぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ๓ᖺ

ኚ᭦ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓ≉ู◊

ᗘࡼࡾࡶ⣙  㐌㛫᪩࠸  ᭶୰

✲ဨ᥇⏝㎡㏥⪅ࡽྲྀᾘせㄳ



➨  ḟ᥇⏝ෆᐃࡢ㏻▱ࢆ⾜ࡗࡓ

ࡀ࠶ࡗࡓ㝿㎿㏿ᛂࡌࡓࡇ

ࡇࡣࠊෆᐃ⪅ࡢ㐍㊰Ỵᐃࢆ᪩

ࡀᣲࡆࡽࢀࠊⓗ☜࡞ᑐᛂ

ࡵࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ☜ಖ

ࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㈨ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



ࡿࠋࡇࡢࠊฟ⏘࣭⫱ඣక࠺

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

᥇⏝ᮇ㛫ࡢ୰᩿࣭ᘏ㛗ࡸ◊✲

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

㛤‽ഛᨭ࡞ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡢ᥎㐍ࢆぢᤣ࠼ࡓ᥇⏝ᚋࡢᨭ

ࡢᙳ㡪࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㞀ᐖࡀ

ࡶ╔ᐇ⾜ࡗࡓࠋ

௧  ᖺᗘࡣணࡉࢀࡿࠋࡇ

ࢆ㝶ᢕᥱࡍࡿࡶ

ᑐ㇟⪅ᛂࡌࡓከᵝ

63'ࠖࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊

㸱㸫㸿≉ู◊✲ဨᴗ

ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊ᥇⏝

࡞᥇⏝༊ศࢆタࡅࠊ᥇⏝

✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋຍ

ཬࡧᾏእ≉ู◊✲ဨ

⪅ࡢฎ㐝ᨵၿࡸไᗘᨵ

ィ⏬ࢆẖᖺᗘᩚഛࡋࠊᖜ

࠼࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࡢ◊

ᴗ࠾ࡅࡿ᥇⏝⤊ᚋ

ၿ➼ࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋ

ᗈ࠸◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ

✲ࢆᢸ࠺ඃࢀࡓⱝᡭ◊

ࡢᑵ⫋≧ἣ

ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆィ

✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿほⅬ



⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗ᥇⏝ࡍ

ࡽࠊ3' ࡲࡓࡣ 63' ᥇⏝

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡿࠋ

⪅ࡢ࠺ࡕᅜ㝿ࢥ࣑ࣗࢽ

㸱㸫㸯≉ู◊✲ဨᴗ

ྜィ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝

ࢸࡢ୰᰾⨨ࡍࡿ

ཬࡧᾏእ≉ู◊✲ဨ

ͤ63' ཬࡧ 3' ࡢࠕḟᖺᗘࡢ⥅⥆⪅ᩘࠖࡣࠊ≉ู◊✲ဨ
&3' ᥇⏝ࡉࢀࡓ⪅ 63' ྡࠊ3' ྡ ࢆ㝖ࡃேᩘࠋ

࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ

Ꮫࡑࡢࡢ◊✲ᶵ㛵

ᴗࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡢࢽ

㐍ࡵࡿࡓࡵࠊฟ⏘࣭⫱ඣ

࡛◊✲ᑓᛕࡍࡿ⪅ࢆ

࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡉࡽ࡞

㓄៖ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍

ࠕ≉ู◊✲ဨ&3'㸦ᅜ㝿

ࡿไᗘᨵၿࢆᅗࡿほⅬ

ࡍࡿࠋ

➇தຊᙉ◊✲ဨ㸧ࠖ

ࡽࠊ⌧≧ࡢᨭ㛵ࡍ

᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ

ࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ

⤥ࡍࡿࠋ

ࡋࠊ㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗ

Ꮫ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅ

㈨᱁
63'
3'
'&
'&
53'

Ỉ‽ࡍࡿࠋ

ࡍࡿほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࠊฟ



⏘࣭⫱ඣࡼࡾ◊✲ࢆ୰

㸱㸫㸰≉ู◊✲ဨཬࡧ

᩿ࡋࠊ◊✲⌧ሙᖐࢆᕼ

ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢཷධ

ᮃࡍࡿඃࢀࡓⱝᡭ◊✲

ඛᑐࡋࠊ≉ู◊✲ဨཬ









㈨᱁

&3'

ᖹᡂ
ᖺᗘ
ࡽࡢ⥅
⥆⪅ᩘ
̺

௧ඖ
ᖺᗘ᪂
つ᥇⏝
⪅ᩘ

୰㏵㎡
㏥⪅ᩘ



᥇⏝
ᮇ㛫
‶
⪅ᩘ





ḟᖺ
ᗘ
ࡢ⥅
⥆⪅
ᩘ



㸫63'㸸3' ⏦ㄳ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ≉ඃࢀࡓ⪅
㸫3'㸸༤ኈࡢᏛྲྀᚓ⪅➼
㸫'&㸸༤ኈㄢ⛬㸦ᚋᮇ㸧➨  ᖺḟᅾ⡠ࡍࡿ⪅➼
㸫'&㸸༤ኈㄢ⛬㸦ᚋᮇ㸧➨  ᖺḟ௨ୖᅾ⡠ࡍࡿ⪅➼
㸫53'㸸ฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡾ◊✲άືࢆ୰᩿ࡋࡓ⪅
㸫&3'㸸3' ཪࡣ 63' ࡢ᪂つ᥇⏝⪅
㸫ᑂᰝࢆཷࡅࡓ㝿ࡢ㈨᱁ࡼࡾ㞟ィ
㸫᪂つ᥇⏝⪅ᩘࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾࡢᩘ
㸦53' ࡣ᥇⏝ணᐃ⪅ࢆྵࡴ㸧
㸫୰㏵㎡㏥⪅ᩘࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾࡢᩘ
㸦୰㏵㎡㏥⪅ᩘࡢ⣙  ࡀᑵ⫋ࢆ⌮⏤㎡㏥㸧
㸫⫱ᚿ㈹ཷ㈹ࡼࡿ᥇⏝⪅ࢆྵࡴ

ホ౯ࢆᚓࡿࡇࢆ㐩ᡂ

ࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍



⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨ53'ࠖ ࡧᾏእ≉ู◊✲ဨࡢά

ຍ࠼࡚ࠊᑂᰝ᪉㔪ࡢ᩿ࡢぢ

ࢀࢆ୍ࡘࡢᶵᤊ࠼ࠊࡁ

┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊ≉ู

࡞ᨵၿࢆ⾜࠺ෆᐜࡑࡢࡲࡲ

◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿࡢほⅬ

ᐇ࡛ࡁࡿෆᐜࢆᩚ⌮ࡋᑐ⟇

ࡽ㑂Ᏺ㡯ࢆぢ┤ࡋࠊ◊✲ᑓ

ࢆㅮࡌ࡚ࡋ࠸ࠋ

ᛕ⩏ົࡢ⠊ᅖෆ࡛Ẹ㛫ዡᏛ㔠➼

࣭ᮏᴗࡢ᥇⏝ᚋࡢᖖ⫋

ࡢే⤥ࢆㄆࡵࡿไᗘᨵၿࢆ⾜ࡗ

ࡢᑵ⫋≧ἣࡣ㧗࠸ࡀࠊᡃࡀᅜ

ࡓࡇࡣࠊ᭦࡞ࡿไᗘᨵၿࢆ╔

యࡋ࡚ᖖ⫋ᑵࡃࡇ

ࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ

ື≧ἣ㛵ࡍࡿࣥࢣ

㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ≉ู◊✲

࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ㸣



ᐇ㐍ࡵࡓࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯

ࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅

ဨࡢฟ⏘࣭⫱ඣక࠺᥇

⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓ

✲◊ู≉ەဨࡢ௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ⏦ㄳ⪅ᩘ

࡛ࡁࡿࠋ

ࡢ㐨➽ࡀぢ㏻ࡏ࡞࠸≧ἣ

⏝ࡢ୰᩿ཬࡧᘏ㛗ࡢྲྀ

ࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍ

࣭௧ඖᖺᗘࡽເ㞟ࢆ㛤ጞࡋ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᴗࡣⱝᡭ◊

ࡓࠕ≉ู◊✲ဨ㸫&3'㸦ᅜ㝿➇த

✲⪅ࡢ⥔ᣢᣑࡢࡓࡵࡢᇶ┙

ຊᙉ◊✲ဨ㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࠊ௧

࡞ࡿኚ㔜せ࡞ᴗ࡛࠶ࡿ

㸦༢㸸ே㸧

⏦ㄳ⪅ᩘ

ᢅ࠸ࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ ࡿࠋ

3'


'&


'&


53'


ྜィ


ฟ⏘⫱ඣࡼࡿ୰᩿ᮇ





㛫୰ࡶ▷㛫ࡢ◊✲ࢆ

㸱㸫㸿ᴗࡼࡿᨭ

⾜࠺ࡇ࡛ࠊ୰᩿ᚋࡢ◊

ࡢ⤖ᯝࠊඃ⚽࡞Ꮫ⾡ࡢ◊

✲◊ู≉ەဨ&3'㸦ᅜ㝿➇தຊᙉ◊✲ဨ㸧௧ඖᖺᗘ ඖᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ㞟ࠊ⏦ㄳཷࠊ ࡓࡵࠊ᥇⏝ேᩘࡢᣑࡸฎ㐝
ᑂᰝࠊ
᥇⏝ෆᐃࡲ࡛ࡢᴗົࢆ  ࣨ ᨵၿࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయ⟇
 ᖺᗘ ᥇⏝ศ⏦ㄳ⪅ᩘ㸦༢㸸ே㸧

✲ࡢ㛤ࡀᅗࢀ

✲⪅ࡢ㣴ᡂᐤࡋࡓ



ࡿࡼ࠺ࠊ୰᩿ᮇ㛫୰◊

ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱ

✲ዡບ㔠ࡢ༙㢠ࢆᨭ⤥

ᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ☜

ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࢆᐇࡍࡿࠋ ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊᖹᡂ


ᖺᗘࡢ≧ἣ㸦㸳ᖺ⤒
㐣ᚋ≉ู◊✲ဨ3' ࡣ
㸣ࠊ㸳ᖺ⤒㐣ᚋᾏእ
≉ู◊✲ဨࡣ 㸣ࠊ
ᖺ⤒㐣ᚋ≉ู◊✲ဨ
'& ࡣ 㸣㸧ࢆᇶ‽
ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ౯


⏦ㄳ⪅ᩘ

&3'


㸫&3'㸸3' ཪࡣ 63' ࡢ᪂つ᥇⏝⪅


㸦⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌㸧
࣭≉ู◊✲ဨᴗ࠾࠸࡚ࠊฟ⏘࣭⫱ඣࡢ㝿᥇⏝ࢆ୰
᩿ࡋࡑࡢᮇ㛫ศᘏ㛗࡛ࡁࡿไᗘࡸࠊ◊✲㛤‽ഛᨭ
ࡋ࡚᥇⏝୰᩿ᮇ㛫୰▷㛫ࡢ◊✲ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
◊✲ዡບ㔠ࡢ༙㢠ࢆᨭ⤥ࡍࡿไᗘࢆᐇࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
ྲྀ⤌ࡼࡾࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢά㌍ಁ㐍ࢆᅗࡗࡓࠋ
ەฟ⏘࣭⫱ඣక࠺୰᩿ཬࡧᘏ㛗ࡢྲྀᢅᩘ
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᭶ࡢ▷ᮇ㛫࡛㐙⾜ࡋࡓࡇࠊ௧

ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬

  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ㞟せ㡯ࡘ

ࡶ༠ຊࡋ࡚ண⟬ࡢ⋓ᚓດࡵ

࠸࡚ࡣ௧ඖᖺᗘศࡼࡾࡶ⣙ 

࡚ࡋ࠸ࠋ

ࣨ᭶බ㛤ࢆ᪩ࡵࡓࡇࡣࠊඃࢀ

࣭ᑂᰝጤဨࡢዪᛶẚ⋡ࡀ௨๓

ࡓⱝᡭ◊✲⪅ୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢ

ࡼࡾప࠸ࠋᘬࡁ⥆ࡁዪᛶẚ⋡

ά㌍ࢆಁࡍࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞⟇ࢆ

㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚

ᴗ㛤ጞึᖺᗘࡽ㐙⾜

ࡋ࠸ࠋ

ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࣭ᑂᰝᇶ‽➼ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ

ࡿࠋ

ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

࡚༑ศ࡞࿘▱ࢆࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ᣑࡼࡾ㐍㊰ኚ᭦ࢆవ࡞ࡃ
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㸦༢㸸ே㸧 ࡉࢀࡓ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡽࡢ

࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ
㈨᱁➼

୰᩿࣭ᘏ㛗⪅ᩘ

63'3''&

53'

ྜィ

ͤ୰᩿ᮇ㛫୰◊✲ዡບ㔠ࡢ༙㢠ࢆᨭ⤥

࠺ࡕ◊✲㛤‽ഛᨭ
ྲྀᚓ⪅ᩘ㸦ͤ㸧




᥇⏝୰㏵㎡㏥ྲྀᾘせㄳ㎿㏿
ᛂࡌࡓࡇࡣࠊໃኚࡢᰂ
㌾ࡘⓗ☜࡞ᑐᛂࡋ࡚ホ౯࡛
ࡁࡿࠋ
࣭ࡓࡿホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿࠕ≉ู◊



࣭௧ඖᖺᗘ᥇⏝ศࢆྵࡴ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢ≉ู◊✲ဨࡢ⏦ ✲ဨ᥇⏝⪅ࡢᨭᑐࡍࡿホ
ㄳ࣭᥇⏝≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ⏨ዪูࡢேᩘࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ ౯ࠖཬࡧࠕ≉ู◊✲ဨࡢཷධඛࡢ
බ⾲ࡋࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ⏦ㄳ࣭᥇⏝ᐇ⦼ࢆ㡿ᇦู᫂☜ ホ౯࡛ࠖࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ୰ᮇ┠ᶆ
♧ࡍࡇࡼࡾࠊዪᛶ◊✲⪅ࡀ✚ᴟⓗ⏦ㄳ࡛ࡁࡿࡼ࠺ ᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽ࢆࡁࡃୖᅇࡿ
ࡋࡓࠋ

ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠾ࡾࠊ≉ู◊✲ဨ

࣭ዪᛶ◊✲⪅ࡢẚ⋡ࢆᑗ᮶ⓗ㧗ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊເ㞟せ

ᴗࡀ᥇⏝⪅ཬࡧཷධඛࡢ᪉

㡯ㄝ᫂➼࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ ࡽᴟࡵ࡚㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿ
⏬ࢆ㐍ࡵࡿほⅬࡽࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ⏦ㄳࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿ ࡇࡀศࡿࠋ
᪨ࢆㄝ᫂ࡋࠊ53' ࡢ㊃᪨ࡸᐇ≧ἣࢆ࿘▱ࡍࡿࡶࠊ 
㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

3'ࠊ'& ࡶྵࡴྛ㈨᱁࣭㡿ᇦูࡢዪᛶ◊✲⪅ࡢ⏦ㄳ࣭᥇⏝

≧ἣࠊ≉ู◊✲ဨ᥇⏝୰ࡢฟ⏘㺃⫱ඣక࠺୰᩿㺃ᘏ㛗ࡢ ࣭≉ู◊✲ဨᴗࡢເ㞟ࠊᑂᰝࠊ
᥇⏝ಀࡿ୍㐃ࡢᴗົࢆ
ྲྀᢅ➼ࡘ࠸࡚⤂ࡋࡓࠋ
࣭≉ู◊✲ဨ53' ◊✲ὶࡘ࠸࡚ࠊศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓ◊ ᐇࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁᡃࡀᅜࡢඃ⚽
✲ὶ࣭ሗࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ 53' ᥇⏝⪅ ࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ㈉⊩ࡋ࡚
ࢆᑐ㇟᫂グᛕ㤋࡛㛤ദࡋࡓ㸦㛤ദ᪥㸸௧ඖᖺ  ᭶ ࠸ࡃࠋ
 ᪥㸧
ࠋ㛤ദ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛅⠛ᐑድẊୗࡢᚚ⮫ᖍࢆ㈷ࡿ ࡲࡓࠊ◊✲⪅ࢆ┠ᣦࡍ⪅ࡗ
ࡶࠊ
ᖖࡢ◊✲⪅࡞ࡗࡓ 53' ⤒㦂⪅➼ࡶཧຍࡋࠊ ࡚ ࡼ ࡾ 㨩 ຊ ࠶ ࡿ  ᴗ  ࡞ ࡿ ࡼ
ཧຍ⪅ဨࡀࠕࡢ 53' ពぢ࡛ࡁࡓࡇࡀ᭷ຠ࡛ ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᥇⏝ேᩘࡢᣑࡸ
࠶ࡗࡓࠖࣥࢣ࣮ࢺ࡛ᅇ⟅ࡋࡓࠋ

᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿ➼ࡢไᗘᨵၿ
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ձᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ
≉ู◊✲ဨࡢ㑅⪃

ձᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ
ᑂᰝࡢ⊂❧ᛶࢆ☜ಖ

یᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ
࣭௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศࡢ≉ู◊✲ဨ➼ࡢ㑅⪃

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ➨

ࡍࡿほⅬࡽࠊᡃࡀᅜࡢ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ᳨ウࢆ⤒࡚ᖹ

୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝጤ

➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝ

ᡂ  ᖺ  ᭶ᐃࡵࡓᑂᰝ༊ศࢆ⏝࠸ࠊᑂᰝ᪉㔪ᇶ࡙

ဨࡍࡿ≉ู◊✲ဨ➼

ጤဨࡍࡿࠕ≉ู◊✲ဨ

࠸࡚᭩㠃ᑂᰝࠊྜ㆟ᑂᰝཬࡧ㠃᥋ᑂᰝࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ

ᑂᰝࢆタ⨨ࡋࠊᑂᰝࡢ

➼ᑂᰝࠖࢆタ⨨ࡋࠊᑂ

࡚㐺ษ࡞ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

⊂❧ᛶࠊබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶ

ᰝ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ᭩㠃ᑂ

ලయⓗࡣࠊ   ༓ேࢆ㉸࠼ࡿ⏦ㄳ⪅ࡘ࠸࡚ࠊ ࡢ

౯㸧
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸯ࡘ࠸
࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽
㸦  㸣 ⛬ ᗘ 㸧 ࢆ  ࡁ ࡃ ୖ ᅇ ࡿ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸰ࡘ࠸
࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽
㸦  㸣 ⛬ ᗘ 㸧 ࢆ  ࡁ ࡃ ୖ ᅇ ࡿ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫$ ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㸳ᖺ⤒㐣ᚋ≉ู◊✲ဨ3' ࡢ
ᑵ⫋≧ἣࡣ 㸣ࠊ ᖺ⤒㐣ᚋ
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ࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊཝṇᑂ

ᰝຍ࠼㠃᥋ᑂᰝࢆຠ

ᑂᰝࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᘏ⣙  ྡࡢᑂᰝဨ㸧ࡼࡿ᭩㠃ᑂ ≉ ู ◊ ✲ ဨ '& ࡢ ᑵ ⫋ ≧ ἣ ࡣ

ᰝࢆᐇࡍࡿࠋ

ᯝⓗά⏝ࡋ࡚ᑂᰝࢆ

ᰝࢆ⾜ࡗࡓୖࠊ
ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࢆ  ᅇ㸦ィ  ᪥ 㸣࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣮᡓᛶ࣭ ᐇࡍࡿࠋ

㛫㸧㛤ദࡋᘏ  ࡢ༊ศู㒊ࡼࡿྜ㆟ᑂᰝࠊᘏ  ࡢᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿᖹᡂ  ᖺ

㐀ᛶᐩࢇࡔ◊✲ࢆ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣮᡓᛶ࣭

ࡢ༊ศู㒊ࡼࡿ㠃᥋ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ
௧ඖᖺ  ᭶  ᪥ ᗘࡢ≧ἣ㸦㸳ᖺ⤒㐣ᚋ≉ู◊✲

ಁࡍࡼ࠺ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

㐀ᛶᐩࢇࡔ◊✲ࢆ

 3' ཬࡧ '& ࡢ➨  ḟ᥇⏝ෆᐃ㸦ᑂᰝࡣᚑ᮶ࡽຠ⋡ⓗ ဨ3'ࡣ 㸣ࠊᖺ⤒㐣ᚋ≉

ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศࢆ

ಁࡍࡼ࠺ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

㸧ᴫࡡ
࡞᪥⛬࡛ᐇࡋ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ⏦ㄳ⪅ࡀᑡࡋ࡛ ู◊✲ဨ'&ࡣ 㸣㸧

ᑟධࡋ࡚ᑂᰝࢆᐇࡍ

ࡼࡾᑟධࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᑂ

ࡶ᪩ࡃᏳᚰࡋ࡚◊✲⪅ࡢ㐍㊰ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᭩㠃 ྠỈ‽࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࡿࠋⱝᡭ◊✲⪅ࡢయᛶ

ᰝ༊ศࡢୗࠊⱝᡭ◊✲⪅

ᑂᰝጤဨᑂᰝᮇ㝈ࡢཝᏲࢆ࠾㢪࠸ࡋࡘࡘࠊᑂᰝ᪥ 

ࢆ㔜どࡋࠊ┠ⓗࡸᑐ㇟⪅

ࡢయᛶࢆ㔜どࡋࠊ┠ⓗ

⛬࣭సᴗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ๓ 

ᒙᛂࡌࡓᑂᰝ᪉㔪ࢆ

ࡸᑐ㇟⪅ᒙᛂࡌࡓᑂ

ᖺᗘࡼࡾࡶ⣙  㐌㛫᪩ᮇࢆᐇ⌧㸧
ࠊ
௧ඖᖺ  ᭶  ᪥ 

ᩚഛࡍࡿࡶࠊᑂᰝ

ᰝ᪉㔪➼ࢆᩚഛࡍࡿ

 3' ཬࡧ '& ࡢ➨  ḟ᥇⏝ෆᐃ 63' ࡢ᥇⏝ෆᐃࢆヱᙜ 

᪉㔪➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ࡶࠊᑂᰝᇶ‽ཬࡧホ

⪅ᑐࡋ࡚㏻▱ࡋࡓࠋ
㸦53' ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡼࡾ᪩ࡃ௧ 

➼࡛බ㛤ࡍࡿࠋ

౯᪉ἲࡢᑂᰝጤဨࡢ

ඖᖺ  ᭶  ᪥᥇⏝ෆᐃࢆ㏻▱ࡋࡓࠋ
㸧



ᑂᰝጤဨࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫ

࿘▱ࠊ㠃᥋ᑂᰝ࠾ࡅࡿ

࣭≉ู◊✲ဨ&3'㸦ᅜ㝿➇தຊᙉ◊✲ဨ㸧௧ඖᖺᗘ 

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽ

」ᩘࡢᑂᰝጤဨࡼࡿ

᥇⏝ศࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࠊເ㞟ࠊ⏦ㄳཷࠊᑂᰝࠊ᥇⏝ࡲ 

ࡢ᥎⸀ᇶ࡙ࡁࠊ⌮㛗

ྜ㆟➼ࡼࡾࠊබṇࡘ

࡛ࡢᴗົࢆ⣙  ࣨ᭶ࡢ▷ᮇ㛫࡛㎿㏿㐙⾜ࡋࡓࠋ

ࡀ㑅⪃ࡍࡿࠋ

⢭ᗘࡢ㧗࠸ᑂᰝࢆᐇ

ලయⓗࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 3' ཬࡧ 63' ࡢ᪂つ᥇

ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑂᰝࡢ㏱᫂

⏝⪅ࢆເ㞟ᑐ㇟ࡋ࡚ເ㞟せ㡯ࢆබ㛤ࡋࠊ ᭶  ᪥⏦

ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊ

ㄳࢆ⥾ࡵษࡗࡓᚋࠊເ㞟๓ࡢணࢆୖᅇࡿ  ேࡢ⏦ㄳ

ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆ࣮࣒࣍࣌

⪅ᑐࡋ࡚≉ู◊✲ဨᴗඹ㏻ࡢᑂᰝ༊ศࡼࡾ᭩

࣮ࢪ➼࡛බ㛤ࡍࡿࠋ

㠃ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓୖࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝጤဨ㛗ࡼࡿ᥇

ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡘ

ྰࡢุᐃࢆ⤒࡚  ྡࡢ᥇⏝ෆᐃ⪅ࢆỴᐃࡋࠊ ᭶  ᪥

࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࠊ

ᑐ㇟⪅㏻▱ࡋࡓ㸦᥇⏝㛤ጞ᪥ࡣ  ᭶  ᪥ࠋ㸧

ࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ

࡞࠾ࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ≉ู◊✲ဨ&3' ࡢເ㞟せ㡯ࡘ

㑅⪃ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫ

࠸࡚ࡣ௧ඖᖺᗘศࡼࡾࡶ⣙  ࣨ᭶᪩ࡃࠊ௧  ᖺ  ᭶

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀೃ

 ᪥බ㛤ࡋࡓࠋ

⿵⪅ྡ⡙ࢆసᡂࡍࡿࠋ



᭩㠃ᑂᰝࡢ᥇ᢥ⪅

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢࣝ

ᑐࡋࠊࡑࡢヲ⣽࡞ホ౯

࣮ࣉ࠾ࡅࡿᑂ㆟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᴗࡢᑐ㇟⪅ᒙᑐᛂࡋ

⤖ᯝࢆ㛤♧ࡍࡿࠋ

ࡓᑂᰝ࠾ࡅࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡼࡾ᫂☜ࡋ࡚ศࡾ



ࡸࡍࡃᑂᰝࡢᡭᘬグ㏙ࡋࡓࠋ



࣭ᑂᰝጤဨᑐࡋ࡚ࠊᑂᰝࡢᡭᘬ➼ࢆ㓄ᕸࡋ࡚᭩㠃ᑂᰝ



ࡢᇶ‽ࡸᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚᫂グࡋ࡚࿘▱ࡋ



ࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲ᶵ㛵⛣ືせ௳㸦ᚋ㏙㸧ಀࡿᑂᰝ᪉ἲࢆ



᫂☜ࡋศࡾࡸࡍࡃᑂᰝࡢᡭᘬグ㏙ࡋࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸



ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ



࣭௧  ᖺ  ᖺᗘ ᗘ᥇⏝ศ 3' ࡢ㑅⪃㝿ࡋ࡚ࡣࠊ



◊✲⪅ࡢὶືᛶࡢྥୖࡢࡓࡵࠊ᥇⏝ᚋࡢᡤᒓ◊✲ᶵ㛵ࡣ



༤ኈㄢ⛬ᅾᏛࡽ⛣ືࡍࡿࡇࢆ⏦ㄳ㈨᱁㸦≉ᥐ⨨



᭷ࡾ㸧ࡋࠊᑂᰝጤဨࡣࠊ≉ᥐ⨨ᕼᮃ⌮⏤ࡢጇᙜᛶ



ࡢ☜ㄆࢆៅ㔜⾜࠺ࡼ࠺࿘▱ࡋࠊ㈨᱁ᑂᰝࢆᐇࡋ
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61

62


ࡓࠋ




ە༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓ◊✲ᶵ㛵௨እࡢሙ࡛◊✲ࡍࡿ
⪅㸦௧ඖᖺᗘ᥇⏝ศ㸧
㈨᱁

᪂つ᥇⏝⪅ᩘ㸦⫱ᚿ㈹ཷ
㈹క࠺᥇⏝⪅ࢆ㝖ࡃ㸧

63'
3'
ྜィ

 ே
 ே
 ே

༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓ◊✲ᶵ
㛵௨እࡢሙ࡛◊✲ࡍࡿ⪅ࡢᩘ

 ே
 ே
 ே

ྜ
㸣
㸣
㸣

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢࣝ
࣮ࣉ࠾࠸࡚ࠊ≉ู◊✲ဨࡢເ㞟せ㡯ࡸᑂᰝ᪉㔪➼ࡘ
࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࠊ᭩㠃ᑂ
ᰝࢭࢵࢺ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBVLQVDVHWKWPO
࣭ᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࠊᑂᰝ
ࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ㑅⪃⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨୍ḟ
㑅⪃㸦᭩㢮㑅⪃㸧ࡢ᥇ᢥ⪅ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ
࠾ࡅࡿྛᑂᰝ㡯┠ࡢホ౯ཬࡧᙜヱ༊ศ࠾ࡅࡿ࠾࠾ࡼ
ࡑࡢ㡰ࢆ㏻▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣ⯆
ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛Ặྡࠊ◊✲ㄢ㢟ྡࠊཷධ◊✲ᶵ㛵
➼ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBKRXKRXKWPO
ࠊᑓ㛛ጤဨ㸦⣙
࣭
ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࡢጤဨ㸦 ྡ㸧
 ྡ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲
ဨࡀᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡋ࡚ೃ⿵⪅ྡ
⡙ࢆసᡂࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ᥎⸀ࡢẁ㝵ࡽࠊ㑅⪃ᇶ‽࠶ࡿ࠾
ࡾࠊ㑅⪃ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࡣࠊྛศ㔝ࡢ⏦ㄳ≧ἣࡸೃ⿵⪅
ࡢᡤᒓᶵ㛵ࡢࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡋࠊ㐺ษ࡞ேᮦࢆ㑅ᐃࡍࡿ
ࡇ➼ࢆ๓ᥦࡋ࡞ࡀࡽࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢⓏ⏝ࡶ㓄៖ࡋ
ࡓࠋ
㸦௧ඖᖺᗘᑂᰝጤဨዪᛶẚ⋡㸸㸧
࣭➨㸯ḟ㑅⪃㸦᭩㢮㑅⪃㸧࡛᥇ᢥ࡞ࡗࡓ⏦ㄳ⪅ᑐ
ࡋ࡚ࠊಶูᑂᰝ㡯┠ࡢホ౯ࠊ⥲ྜホ౯ࡢ 7 ࢫࢥࡸ᥇
⏝⪅ࡢ୰ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰ࢆ㛤♧ࡋࡓࠋ







ղᴗࡢホ౯ᨵၿ

ղᴗࡢホ౯ᨵၿ



یᴗࡢホ౯ᨵၿ







㸦㐍㊰≧ἣㄪᰝ➼㸧





᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢᑵ

≉ู◊✲ဨ᥇⏝ᮇ㛫

⫋≧ἣㄪᰝࡸࠊ᥇⏝⪅

⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣ➼ࡢ

࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣㄪᰝࢆᐇࡋࠊᖖࡢ◊✲ 

ࡢᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ᥇

ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ዡບ㔠

⫋ࡢᑵ⫋≧ἣࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ 

⏝⪅ཷධඛࡢ◊✲ά

ᨭ⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸࡚

㐍㊰≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛ࠕᑵ⫋≧ἣㄪ 

ື㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ

☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖

ᰝࠖࡋ࡚ᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ
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ࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛

KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBV\XV\RNXKWPO



ࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝

ᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ





ࡋࡘࡘࠊᴗࡢᐇ≧ἣ

࡛බ⾲ࡍࡿࠋ

ە3'ࠊ'& ࡢᖖࡢ◊✲⫋ࡢᑵ⫋≧ἣ




ࡸᨭ⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸

≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ

࡚ホ౯᳨࣭ドࢆ⾜࠺ࠋࡑ

ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ

ࡢ㝿ࠊ᥇⏝⪅ࡢᨭ

⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ

㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ᥇⏝⪅

࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘ

ࡢཷධඛࡢ◊✲άື

᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝጤဨࡢ

⤊  ᖺᚋ



࣏ࢫࢻࢡࣇ࢙࣮ࣟ































Ꮫ⏕











↓⫋➼











㠀◊✲⫋

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᮏே㏻

ࡸேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ





ၿᫎࡉࡏࡿࠋ

ἣ➼ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜



⤊  ᖺᚋ



㑅⪃ࡸᑂᰝయไ➼ࡢᨵ

᳨ド⤖ᯝࢆάࡋࠊᏛ⾡

⤊  ᖺᚋ



ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 㸣⛬ᗘ

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢホ౯࣭ ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧

⤊  ᖺᚋ



㛵ࡍࡿㄪᰝࡘ࠸࡚

ࠕ≉ู◊✲ဨ63'ࠖ

3'

ᖖࡢ◊✲⫋

㠀ᖖࡢ◊✲⫋

ࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ



'&
ᖹᡂ  ᖺᗘ




'&

3'



௧ඖᖺᗘ
⤊  ᖺᚋ

▱ࡍࡿࠋ

⤊  ᖺᚋ

⤊  ᖺᚋ

⤊  ᖺᚋ



ᴗ㊃᪨␃ពࡋ࡞

ᖖࡢ◊✲⫋











ᴗ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ ࡀࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᐇែ

࣏ࢫࢻࢡࣇ࢙࣮ࣟ











ᚲせᛂࡌࠊ㐠⏝ୖཪࡣ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᚲせ

㠀ᖖࡢ◊✲⫋











ไᗘୖࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ

ᛂࡌ࡚ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭









Ꮫ⏕









↓⫋➼









➼࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋᨵၿ࣭ぢ
┤ࡋෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ༑
ศ࡞࿘▱ᮇ㛫ࠊ⤒㐣ᥐ⨨
ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ࠊເ㞟せ㡯
➼ᫎࡉࡏࠊ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪࡢᥖ㍕ࠊㄝ᫂ࡢ
㛤ദ➼ࢆ⾜࠸ࠊᗈࡃ࿘▱
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᥇⏝⪅ࡢ

㠀◊✲⫋

㈹ࡢྡ⛠

⪅ཷධඛࡢ◊✲άື
ࡑࢀࡒࢀ 㸣⛬ᗘࡢ⫯
ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ








࣭௧ඖᖺᗘ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧࠾ࡅࡿⱝᡭ◊✲⪅ࢆᑐ㇟

ࡋࡓ㈹࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅

ࡀཷ㈹ࡋࡓࠋ

✲◊ู≉ەဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢཷ㈹ᐇ⦼

㸦༢㸸ே㸧

ᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ᥇⏝
㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇࡋࠊ



ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧⾲ᙲ
ⱝᡭ⛉Ꮫ⪅㈹
➨  ᅇ᪥ᮏᏛኈ㝔Ꮫ⾡ዡບ㈹
➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹
➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹

≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢ
ཷ㈹⪅ᩘ㸦ཷ㈹⪅ᩘ㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧


㸦ᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ド㸧
࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ
࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ᑂᰝពぢࡢ㐺ษᛶ➼ࡘ࠸࡚
ศᯒ᳨࣭ドࠊྜ㆟ࢆ⾜࠸ࠊၥ㢟ࡢ࠶ࡗࡓᑂᰝጤဨࡣ⩣ᖺ
ᗘ⥅⥆ࡋ࡚ጤკࡋ࡞࠸➼ࠊ⩣ᖺᗘࡢᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢ
㑅⪃ᫎࡉࡏࡓࠋ
ࡲࡓࠊᑂᰝ༊ศẖࡢ⏦ㄳ⪅ᩘࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊᑂᰝࢢ
࣮ࣝࣉᩘࡢㄪᩚࢆ⾜࠺➼ࠊᑂᰝయไࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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63

64

㸦≉ู◊✲ဨ 63' ࡢホ౯㸧
࣭≉ู◊✲ဨ63'ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ
࣮࠾࠸࡚ࠊ୰㛫ホ౯㸦ᖺ┠⤊ᚋ㸸◊✲Ⓨ⾲ࢆ㛤
ദࡋࠊホ౯ࢆᢸᙜࡍࡿࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡢ㉁ᛂ⟅ࢆ㋃
ࡲ࠼࡚◊✲≧ἣ➼ࢆ᳨ドࠊᖺ┠⤊ᚋ㸸63'ᮏேࡢ⮬
ᕫホ౯ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓホ౯᭩ࢆᇶ◊✲≧
ἣ➼ࢆ᳨ド㸧
ࠊᚋホ౯㸦᥇⏝⤊ᚋ㸸63'ᮏேࡢ⮬ᕫホ
౯ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓホ౯᭩ࢆᇶ᥇⏝ᮇ㛫
యࡢ◊✲≧ἣ➼ࢆ᳨ド㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ
ᮏேᑐࡋ࡚㏻▱ࡋࡓࠋ

㸦ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋ㸧
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ࠾࠸࡚సᡂࡉࢀ
ࡓࠕ≉ู◊✲ဨᴗ㛵ࡍࡿ᳨ウࡢࡲࡵࠖࡽࡢᥦゝ
➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲⪅ࢆ┠ᣦࡍඃ⚽࡞⏦ㄳ⪅ࡀ᪩ᮇ㐍㊰
ࢆỴᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㑅⪃ࡽ᥇⏝ෆᐃࡲ࡛ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗ
ࣝࢆぢ┤ࡍࡇ࡛ 3' ཬࡧ '& ࡢ➨  ḟ᥇⏝ෆᐃࢆ๓ᖺᗘ
ࡼࡾࡶ⣙  㐌㛫᪩ᮇࡋࠊ ᭶  ᪥ᑐ㇟⪅㏻▱ࡋ
ࡓࠋ
࣭≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿࡢほⅬࡽ◊✲ዡບ㔠ཬ
ࡧ≉ู◊✲ဨዡບ㈝௨እࡢ㈨㔠ຓಀࡿ㑂Ᏺ㡯ࢆ
ぢ┤ࡋࠊ௧  ᖺᗘࡽࡣᅜ㈝ࢆཎ㈨ࡋ࡞࠸ዡᏛ㔠➼
ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲ᑓᛕ⩏ົࡢ⠊ᅖෆ࡛ཷ⤥ࢆྍ⬟ࡍࡿ
ไᗘᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭௧  ᖺ  ᭶௨㝆ࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ
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ࢸ࣮ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእ

ཷࡅධࢀࡓ◊✲ᶵ㛵

ࡢᣑక࠸ࠊྛᅜࡀධᅜไ㝈ࢆᙉࡋࠊྛᶵ㛵ࡀ◊ ࢫឤᰁಀࡿᑐᛂࡣࠊ๓

ࢆ⾜ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

☜ಖࡋࡘࡘࠊཝṇᐇ

ᅜே◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍ

࠾ࡅࡿ◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿

✲⎔ቃࡢᑒ㙐࡞ࢆᐇࡋࡓࡇࡼࡾࠊΏ⯟ࡸ⌧ᆅ࡛ ࡞ ࠸  ែ ࡛ ࠶ ࡿ  ࡶ   ࢃ ࡽ

࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨ࣭≉ู◊✲

ࡍࡿࠋ

ࡿࠋ

≧ἣ㸦㹀Ỉ‽㸸ཷධ◊

ࡢ◊✲ࡢᐇࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓ᥇⏝⪅ᑐࡋࠊಶࠎࡢ≧ἣ ࡎࠊ᥇⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㐺ษᤸ

ဨ㸫&3'㸦ᅜ㝿➇தຊᙉ◊✲

ࡲࡓࠊᅜෆࡢᏛ➼◊

ᴗಀࡿ⏦ㄳ࣭᥇⏝ື

⪃ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼

✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲⎔

㸣⛬ᗘ㸧

ྥࡸ᥇⏝⪅ࢆᕠࡿ⎔ቃ

ᑂᰝཪࡣᅜ㝿ᴗጤ

ቃࡢᅜ㝿ࢆᨭࡍࡿ



ࡢኚ➼ࢆ㝶ᢕᥱࡍ

ဨ࠾࠸࡚ࠊᑂᰝࡢ⊂

ࡓࡵࠊᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫ

ࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ

❧ᛶࠊබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ

࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿࡸ
ไᗘᨵၿ➼ࡢᑐᛂࢆ⾜
࠺ࠋࡲࡓࠊ┠ⓗࡸ࢟ࣕࣜ

ྛ✀ᴗ࠾ࡅࡿ㑅

✲⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊΏ⯟ᘏᮇࡸ୍ᖐᅜ࡞ࡢྲྀᢅࡘ࠸࡚ᰂ㌾ ᥱࡋࠊಶࠎࡢ≧ἣᛂࡌࡓᰂ㌾

ဨ㸧ࡸⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉ

ࢫࢸ࣮ࢪᛂࡌࡓඃ

⪃ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼

ᰝࡼࡾ⫯ᐃⓗホ౯ࢆ

࡞ᑐᛂࢆᐇࡋࡓࠋࡉࡽࠊ ᭶୰᪪㡭ࡽᐤࡏࡽࢀࡓࠊ ࡞ᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ≉➹್

ࣟࢢ࣒࣭ࣛእᅜே◊✲⪅ᣍ

ࢀࡓእᅜே◊✲⪅ࡢᣍ

ᑂᰝ➼࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ

ᚓࡓྜࡀ 㸣⛬ᗘ㸧 ࡢධ※ࡀ࡞ࡃΏ⯟ᘏᮇࢆࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸」ᩘࡢ᥇

࠸ࡸ◊✲⪅ࡢὶࢆ

ࡢ⊂❧ᛶࠊබṇᛶࠊ㏱᫂



⏝⪅ࡽࡢᩆ῭ᨭࢆồࡵࡿせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᛴ㑉≉ᥐ ࣭ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢࣛ

ὶ㛵ಀࡢᴗࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ

⾜࠸ࠊᅜ㝿ⓗ࡞㢌⬻ᚠ⎔

ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊཝṇ

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

⨨ࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋࠊ ᭶ᮎⅬ࡛  ྡࡢ᥇⏝⪅㐺⏝ࡍ

ᛂເ⪅ࡗ࡚ࢃࡾࡸࡍࡃ

ࡢ୰࡛ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊

ᐇࡍࡿࠋ

㸱㸫㸿≉ู◊✲ဨᴗ

ࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ ࡸࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࢆᑟධ࠸

࡞ࡿࡼ࠺ດࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ

ཬࡧᾏእ≉ู◊✲ဨ

ᙳ㡪ࡼࡾ᥇⏝ෆᐃྲྀࡾᾘࡋࢆྲྀࡾᾘࡋࡓ࠸࠸࠺せ

ࡗࡓྲྀ⤌ࡣࠊ⏦ㄳ࣭᥇⏝ືྥ➼ࡢ



ᴗ࠾ࡅࡿ᥇⏝⤊ᚋ

ᮃࡶᰂ㌾ᑐᛂࡋࡓࠋ

ኚᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ไᗘᨵၿࢆ



ࡢᑵ⫋≧ἣ



⾜ࡗࡓࡶࡢゝ࠼ࡿࠋ
࣭እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ࡢྲྀ⤌

✲⎔ቃࡢᅜ㝿ࢆᅗࡿࠋ



⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋ

ྛ✀ᴗ࠾ࡅࡿ㑅





ࡍࡿࠋ
࣒࠾ࡅࡿᖺ  ᅇࡢເ㞟ࡢᐃᖖ

ձ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእ

ձⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ



㸦ᑂᰝᴗົ㸧

ὴ㐵

㐵

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ㸦ጤဨ  ྡࠊᑓ㛛ጤဨ⣙  ྡ㸧 ࠾࠸࡚ࡶࠊண⟬ࡢຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝

ᡃࡀᅜࡢᏛ➼Ꮫ⾡

㸦ϸ㸧ᾏእ≉ู◊✲ဨ

㸱㸫㸯≉ู◊✲ဨᴗ

ࢆタࡅࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ᭩㠃ᑂᰝࠊྜ㆟ᑂᰝཬࡧ㠃᥋ᑂ ດࡵࡘࡘࠊ┠ⓗࡸ࢟ࣕࣜࢫ

◊✲ᶵ㛵ᡤᒓࡍࡿᖖ

ᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ

ཬࡧᾏእ≉ู◊✲ဨ

ᰝࡼࡾ㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢸ࣮ࢪᛂࡌࡓᵝࠎ࡞ࣉࣟࢢࣛ

ࡢ◊✲⪅ࡸ༤ኈࡢᏛ

㛵ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅

ᴗࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡢࢽ



࣒ࢆᐇࡋࠊ◊✲⪅ࡸཷධ◊✲

ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ୰ࡽ

ࢆὴ㐵ࡍࡿᾏእ≉ู◊

࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡉࡽ࡞

࣭ᑂᰝࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᑂᰝጤဨࡢ ᶵ㛵ࡀᴗࢆ᭷ຠࡘ㐺ษᐇ

ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆࠕᾏ

✲ဨᴗಀࡿເ㞟࣭ᑂ

ࡿไᗘᨵၿࢆᅗࡿほⅬ

㑅⪃ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀసᡂࡍࡿ ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࠊ

እ≉ู◊✲ဨࠖࡋ࡚᥇

ᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆᐇ

ࡽࠊ⌧≧ࡢᨭ㛵ࡍ

ᑂᰝဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊྛศ㔝ࡢ⏦ㄳ ᅜෆࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ

⏝ࡋࠊᾏእࡢ≉ᐃࡢᏛ

ࡍࡿࠋ

ࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ

≧ἣࠊೃ⿵⪅ࡢᡤᒓᶵ㛵ࡢࣂࣛࣥࢫཬࡧዪᛶ◊✲⪅ࡢⓏ ◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿ᨭࢆ୰ᮇィ

➼◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚㛗

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝

ࡋࠊ㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗ

⏝➼㓄៖ࡋࡘࡘ㐺ษ⾜ࡗࡓ㸦௧ඖᖺᗘᑂᰝጤဨዪ ⏬㏻ࡾ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿホ

ᮇ㛫◊✲ᑓᛕࡉࡏࡿ

࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ

ホ౯ࢆᚓࡿࡇࢆ㐩ᡂ

ᛶẚ⋡㸸㸧
ࠋ

ࡓࡵࠊᅾ㈝➼ࢆᨭ⤥ࡍ

᥎㐍ࡍࡿほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ Ỉ‽ࡍࡿࠋ

ࡿࠋࡲࡓࠊ᥇⏝ᮇ㛫⤊

⤖፧࣭ฟ⏘࣭⫱ඣ࣭┳ㆤ࣭ 

ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝࡸࠊ᥇

ㆤࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺ

㸱㸫㸰≉ู◊✲ဨཬࡧ

⏝⪅ࡢᨭ㛵ࡍࡿ

ࡼࡿ◊✲୰᩿➼ࢆ⤒

ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢཷධ

ㄪᰝࠊ᥇⏝⪅ཷධඛࡢ

ࡓඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆ

ඛᑐࡋࠊ≉ู◊✲ဨཬ

ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊເ㞟せ㡯ࡸ᭩㠃ࠊྜ㆟ࠊ ◊✲⪅ᣍ࠸ࡢྛ✀ᴗ࠾࠸

◊✲άື㛵ࡍࡿㄪᰝ

ᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵

ࡧᾏእ≉ู◊✲ဨࡢά

㠃᥋ࡢྛẁ㝵࡛ࡢᑂᰝ᪉ἲࡢぢ┤ࡋ➼ࢆᅗࡿࡇࡼ

ࢆᐇࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ὴ㐵ࡍࡿᾏእ≉ู◊

ື≧ἣ㛵ࡍࡿࣥࢣ

ࡾࠊබṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸㑅⪃࣭ᑂᰝయไࡢᩚഛ⥅⥆ⓗ ࣮ࢬ➼ࢆ㋃ࡲ࠼╔ᐇᐇࡋ࡚

◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟

✲ဨ55$ ᴗಀࡿເ

࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ㸣

ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᴗࡢᐇ

㞟࣭ᑂᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆ

⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓ

≧ἣࡸᨭ⤥ࡢຠᯝ➼

ᐇࡍࡿࠋ

ࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍ

◊✲ဨ➼ᑂᰝ࠾ࡅࡿྛᑂᰝ㡯┠ࡢホ౯ཬࡧᙜヱ㡿

ࡿࠋ

ᇦ࠾ࡅࡿ࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰ࢆ㏻▱ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅ 

౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡲࡓࠊ᭩㠃ᑂᰝࠊ㠃᥋ᑂᰝ࠾ࡅࡿᑂᰝࡢᇶ‽ࡸࠊ 
ᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚᫂グࡋࡓᡭᘬࢆጤဨᑐࡋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࡚㓄ᕸࡋࠊᑂᰝཝ᱁ࢆᮇࡋࡓࠋ

࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࠊⱝᡭ◊✲

࡞࠾ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡉࢀࡓ࣮࣡࢟ ⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊእᅜே
࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡸཷධ◊✲ᶵ㛵ࡢࢽ
࠸ࡃࡶࠊྛ✀ᴗࡢ࿘▱

㑅⪃⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨୍ḟ㑅⪃ࡢ᥇⏝⪅ࠊ≉ู ྥࡅࠊຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ

ࡘ࠸࡚ᚲせᛂࡌ࡚

୧ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ᥇

ホ౯᳨࣭ドࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ

⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢᑵ⫋≧



ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⯆ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛Ặྡ➼ࢆබ㛤ࡋ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

㝿ࠊ᥇⏝⪅ࡢᨭ㛵

ἣㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊㄪᰝ⤖ᯝ

㸱㸫㸱ᅜ㝿ⓗ࡞㢌⬻ᚠ

ࡓࠋ

౯㸧
53

࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࠊከᩘࡢᅜ㝿




67

68
ࡍࡿㄪᰝཬࡧ᥇⏝⪅ࡢ

ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛ᅜ

⎔ࡢ୰࡛ࠊእᅜே◊✲⪅

᥇⏝⪅୍ぴ㸸

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸯ࡘ࠸

ཷධඛࡢ◊✲άື

Ẹศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛

ࡢཷධࢀࡼࡗ࡚ཷධ

KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBOLVWKWPO

࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽

㛵ࡍࡿㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊ බ⾲ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᥇⏝⪅

ᶵ㛵ࡢ◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿



㸦  㸣 ⛬ ᗘ 㸧 ࢆ  ࡁ ࡃ ୖ ᅇ ࡿ

ࡑࢀࡒࢀ 㸣⛬ᗘࡢ⫯

ࡢᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ๓୰

࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊ ᥇⏝⪅ཷධඛࡢ◊✲

ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡀศᯒ᳨࣭ドࢆ⾜࠸ࠊ⩣ᖺᗘࡢ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸰ࡘ࠸

ࡇࢀࡽࡢホ౯᳨࣭ド⤖ᯝ

άື㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ

ᴗᐇᚋࡢࣥࢣ࣮ࢺ

ᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ᫎࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊ᭩㠃ྜ㆟ᑂ ࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽

ࢆάࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ 㸣⛬

ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᡂ 㹼

ᰝᙺ❧ࡘᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࡢࢆ᭩㠃ᑂᰝࡢᡭᘬᥖ㍕ 㸦  㸣 ⛬ ᗘ 㸧 ࢆ  ࡁ ࡃ ୖ ᅇ ࡿ

◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸேᮦ⫱

ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ ᖺᗘᐇ⦼㸸㸣㸧


ࡋࠊ᭩㠃ᑂᰝጤဨࡢ౽ᐅࢆ౪ࡋࡓࠋ

㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㸣⛬ᗘࡢ⫯



࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸱ࡘ࠸

ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡢ㊃᪨

ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࡇࢆ



࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽

␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊᚲせ

㐩ᡂỈ‽ࡍࡿࠋ

㸦ເ㞟ᴗົ㸧

㸦㸣⛬ᗘ㸧ࢆୖᅇࡿ 㸣࡛

ᛂࡌࠊ㐠⏝ୖཪࡣไᗘୖ



࣭௧ඖᖺᗘࡣࠊ௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศᾏእ≉ ࠶ࡗࡓࠋ

ࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ

㸱㸫㸿ᴗࡼࡿᨭ

ู◊✲ဨࡢເ㞟ేࡏ࡚ࠊ௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ 

ᡂ⏬ጤဨ➼࡛ࡢ㆟

ᡃࡀᅜࡢᏛ㝔ᅾ

ࡢ⤖ᯝࠊඃ⚽࡞Ꮫ⾡ࡢ◊

ᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ ᴗࡢເ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫$ ࡘ࠸࡚

⡠ࡍࡿ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ

✲⪅ࡢ㣴ᡂᐤࡋࡓ



ࡣࠊ ᖺ⤒㐣ᚋᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ

⏕ࡢ୰ࡽᾏእᣮᡓ

ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱ

࣭௧  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศເ㞟ࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛⏦ ᑵ⫋≧ἣࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ୰ᮇ

ࡍࡿඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅

ᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ☜

ㄳᶵ㛵⣬፹య࡛ࡢᥦฟࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠕ⏦ㄳ௳ᩘ୍ぴࠖ ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓᇶ‽㸦ᖹᡂ 

ࢆ᥇⏝ࡋࠊᾏእࡢ◊✲⪅

ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊᖹᡂ

ࡘ࠸࡚ࠊ⣬፹య࡛ࡢᥦฟࢆồࡵ࡞࠸ࡼ࠺ኚ᭦ࡋࠊ⏦ㄳ ᖺᗘࡢ≧ἣ㸦 ᖺ⤒㐣ᚋᾏእ≉ู

ඹྠࡋ࡚◊✲ᚑ

ᖺᗘࡢ≧ἣ㸦 ᖺ⤒ ᶵ㛵ࡢ౽ᐅࢆᅗࡗࡓࠋ

◊✲ဨࡣ 㸣㸧
㸧ࡽࢃࡎ

ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡓ

㐣ᚋ≉ู◊✲ဨ3' ࡣ



ῶᑡࡋࡓࠋ

ࡵࠊᅾ㈝➼ࢆᨭ⤥ࡍ

㸣ࠊ ᖺ⤒㐣ᚋᾏእ

࣭ເ㞟せ㡯ࠊ⏦ㄳ᭩ࠊᑂᰝ᪉㔪ࠊ᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺࠊ⏦ㄳ࣭ 

ࡿࠋ

≉ู◊✲ဨࡣ 㸣ࠊ

᥇⏝≧ἣࠊ᥇⏝⪅୍ぴཬࡧ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝጤဨࡢẶ 

㢌⬻ᚠ⎔ࡼࡾඃࢀ

ᖺ⤒㐣ᚋ≉ู◊✲ဨ

ྡ࣭ᡤᒓ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⯆࢙࢘ࣈࢧࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈ 

ࡓ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ

'& ࡣ 㸣㸧ࢆᇶ‽

ࡃ୍⯡බ㛤ࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ 

ࡓࡵࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿◊

ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ౯

ࡓࠋ

✲ᡓ␎ἢࡗ࡚ࠊⱝᡭ◊

࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ



✲⪅ࢆᾏእὴ㐵ࡋࠊὴ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⏦ㄳ᭩ࡢసᡂࡽᥦฟࡲ࡛⤖ࡉࡏࡿ

㐵ඛࡢ◊✲ᶵ㛵⾜࠺

㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐠⏝⛣ࡋࠊ௧ඖᖺᗘ࠾࠸࡚

ୡ⏺Ỉ‽ࡢᅜ㝿ඹྠ◊

ࡣࠊࡉࡽࠊ⏦ㄳ⪅ཬࡧົᢸᙜ⪅ࡢ౽ᛶࢆ⪃៖ࡋࠊ

✲ᦠࢃࡾࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟

࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᣮᡓࡍࡿᶵࢆᥦ౪



ࡍࡿᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ

࣭ేࡏ࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢయ㦂∧ࡸ⡆᫆∧᧯సᡭᘬ

ᨭ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠊᑓ⏝ࡢࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࢆᘬࡁ⥆ࡁ
タ⨨ࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ⏦ㄳ࡛ࡁࡿࡼ࠺౽ᐅࢆᅗࡗࡓࠋ
ເ㞟せ㡯㸦ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ㸧㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVLQKWPO
ເ㞟せ㡯㸦ᾏእ≉ู◊✲ဨ㸫55$ ᴗ㸧
㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDEUUDBVLQKWPO
㑅⪃᪉ἲ㸦ᑂᰝ᪉㔪➼㸧
࣭ᑂᰝጤဨࡢẶྡ➼㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBKRXKRXKWPO
⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ㸸
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KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVKLQVHLKWPO
᥇⏝⪅୍ぴ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBOLVWKWPO
᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVLQVDVHWKWPO

࣭≉ู◊✲ဨᴗేࡏ࡚ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡢไᗘ
ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࡸ௧  ᖺᗘ  ᖺ
ᗘ ᥇⏝ศࡢເ㞟ಀࡿ⏦ㄳ᭩సᡂࡘ࠸࡚ྛᶵ㛵ࡢ
ົᢸᙜ⪅ὀពⅬࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࢆᐇ
ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊㄝ᫂࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ
⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊✲
⪅ࡀ⤖፧࣭ฟ⏘࣭⫱ඣ࣭┳ㆤ࣭ㆤࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺ
ࡼࡿ◊✲୰᩿➼ࡢᚋࠊᾏእࡢ≉ᐃࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵
࠾࠸࡚㛗ᮇ㛫◊✲ᑓᛕ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࠊᾏእ≉ู
◊✲ဨ55$ ࡢ࿘▱ດࡵࡓࠋ


✲◊ู≉ەဨᴗ➼ㄝ᫂ᐇ⦼㸸 ᅇ㸦௧ඖᖺᗘ㸧
㛤ദᏛ➼
௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ
ヱᙜ࡞ࡋ
௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ
ᮾὒᏛࠊୖᬛᏛ



㸦ᑵ⫋≧ἣㄪᰝ㸧
࣭௧ඖᖺᗘᾏእ≉ู◊✲ဨ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝⪅㸧ࡢ
᥇⏝⤊ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖ᯝ
ࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ⾲ࡍࡿ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ەᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝⪅ࡢ᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢᑵ⫋≧ἣ

༊ศ
ᖖࡢ◊✲⫋㸦ᅜෆ㸧
ᖖࡢ◊✲⫋㸦ᾏእ㸧
㠀ᖖࡢ◊✲⫋
࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮㸦ᅜෆ㸧

࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮㸦ᾏእ㸧

㠀◊✲⫋
ィ

ேᩘ

81 ே
12 ே
9 ே
14 ே
60 ே
14 ே
190 ே

ྜ

43㸣
6㸣
5㸣
7㸣
32㸣
7㸣
㸫



࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋ  ᖺࠊ ᖺཬࡧ  ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⪅ࢆᑐ㇟
ࡋࡓᑵ⫋≧ἣ➼ࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆᐇࡋࠊᴗࡢຠᯝࢆ᳨
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69

70
ドࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺୖ࡛බ⾲ࡍࡿ‽
ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ەᾏእ≉ู◊✲ဨࡢᖖࡢ◊✲⫋ࡢᑵ⫋≧ἣ
༊ศ
 ᖺ⤒㐣ᚋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝⪅㸧

ྜ

㸣























㸦Ϲ㸧ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮ



ⱝڦᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ





㸦ᑂᰝᴗົ࣭ເ㞟ᴗົ㸧



ᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ᾏእ࠸࠺᪂ࡓ࡞⎔

࣭༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࡀ✚ᴟⓗᾏእ࡛ࡢ◊✲ᚑ࡛ࡁ 

ቃᣮᡓࡍࡿඃ⚽࡞༤

ࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘタࡋࡓࠕⱝᡭ◊✲



ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆᾏእ

⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ເ㞟



ࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ὴ

ࢆ㛤ጞࡋࡓ௧ඖᖺᗘ᥇⏝ศ㸦➨  ᅇ㸧ࡢᑂᰝᴗົࢆ  

㐵ࡍࡿࠕⱝᡭ◊✲⪅ᾏእ

㹼 ᭶ࡢ㝈ࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ㎿㏿ࡘ㐺ษ⾜࠸ࠊ ᭶



ᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖಀࡿ

ࡣ᥇⏝⤖ᯝࢆ㛤♧ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ



ເ㞟࣭ᑂᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆ

㞟ಀࡿせ㡯ࢆసᡂࡋࠊ௧ඖᖺ  ᭶බ㛤ࡋࡓࠋᙜヱ



ᐇࡍࡿࠋ

ເ㞟せ㡯ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᖺ  ᅇࡢເ㞟ࢆ⾜࠺ࡇ 

ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠊ⏦

ࢆ᫂グࡋ࡚⏦ㄳᕼᮃ⪅ࡢ౽ᛶࢆ☜ಖࡋࡓࠊ ẁ㝵᭩ 

ㄳᕼᮃ⪅ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮

㠃ᑂᰝࢆᑟධࡋ࡚ᑂᰝࡢྜ⌮࣭㎿㏿ࢆᅗࡗࡓࠋ



ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵᖺ  ᅇ





ࡢເ㞟ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠾ࡾࠊ





ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧

㸦᥇⏝ᡭ⥆㸧



࠾࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆ࡁᖺ

࣭௧ඖᖺᗘ᥇⏝ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ᥇⏝ᚋࡢᡭ⥆ࢆ⡆₩ 

 ᅇࡢເ㞟ࢆ╔ᐇᐇ

グࡋࡓᡭᘬࢆ᪂ࡓ‽ഛࡍࡿྠࠊྛ✀ᡭ⥆ࡁᵝᘧ 

ࡍࡿࠋ

୍ᘧࢆ‽ഛࡋࡓࠋᡭᘬཬࡧᵝᘧࢆ‽ഛࡍࡿᙜࡓࡗ࡚



ࡲࡓࠊເ㞟ಀࡿᗈሗ

ࡣࠊ᥇⏝⪅ࡢ㈇ᢸࢆྍ⬟࡞㝈ࡾῶࡽࡍࡓࡵࠊ⡆᫆࡞ᡭ⥆ 

άືࢆ✚ᴟⓗᐇࡍ

᪉ἲ࡞ࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ 

ࡿࠋ

๓ᖺᗘ᥇⏝ศ࡛ၥྜࡏࡀ࠶ࡗࡓ㒊ศࡸศࡾࡃ࠸⾲



⌧ࢆ㐺ᐅᨵࡵࠊ⯡ⓗᡭᘬཬࡧᵝᘧࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓ 
ୖ࡛ࠊ᥇⏝ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᡭᘬཬࡧᵝᘧࡣ⯆ 
࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤ࡋࠊᐜ᫆ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵດ 
ࡵࡓࠋ







㸦ᇳ⾜ᴗົ㸧



࣭௧ඖᖺᗘࡣࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢ㑅⪃࣭ᑂᰝᴗົࢆ
⾜࠺୍᪉ࠊ௧ඖᖺᗘ᥇⏝ศྜィ  ྡᑐࡍࡿ㈨㔠ᨭ
⤥ᴗົࢆ㐺ษࡘຠ⋡ⓗᐇࡋࡓࠋ

࣭≉ࠊ㢮ఝࡢࡢ࡞࠸࣋ࣥࢳࣇ࣮ࡢᨭᡶ࠸ᙜࡓࡗ
࡚ࡣࠊཷධᶵ㛵ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿㄳồෆᐜࢆᑀ☜ㄆ
ࡋࠊ㐺ษ࡞ᨭ⤥ྰࢆぢᴟࡵࡓୖ࡛ࠊࢆ㞟࣭ศ
56

ᯒࡋࡘࡘ㐺ษ࡞ᇳ⾜ດࡵࡓࠋ

࣭ࡲࡓࠊ௧ඖᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
ࡢᣑక࠸ࠊྛᅜࡀධᅜไ㝈ࢆᙉࡋࠊྛᶵ㛵ࡀ◊
✲⎔ቃࡢᑒ㙐࡞ࢆᐇࡋࡓࡇࡼࡾࠊΏ⯟ࡸ⌧ᆅ࡛
ࡢ◊✲ࡢᐇࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓ᥇⏝⪅ᑐࡋࠊಶࠎࡢ≧ἣ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊΏ⯟ᘏᮇࡸ୍ᖐᅜ࡞ࡢྲྀᢅࡘ࠸࡚ᰂ㌾
࡞ᑐᛂࢆᐇࡋࡓࠋ

ڦᾏእΏ⯟ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌
࣭≉ู◊✲ဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࢫࢫཬࡧࣥࢻࡢᏛ➼◊
✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⪅ඹྠ◊✲ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠕⱝᡭ◊
✲⪅ὶᴗࠖࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ௧ඖᖺᗘࡣᅜ㝿
ᴗጤဨࡼࡿ㑅⪃ࢆ⤒࡚ࠊ ྡࡢ≉ู◊✲ဨࡀࢫ
ࢫΏ⯟ࡋࡓࠋ
࣭(5&㸦(XURSHDQ5HVHDUFK&RXQFLO㸦Ḣᕞ◊✲㆟㸧
㸧
༠ຊࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁࠕ(5&ࡢ༠ຊࡼࡿ≉ู◊✲ဨࡢᾏ
እΏ⯟ᨭᴗࠖࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭௧  ᖺᗘศࡢເ㞟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶≉ู
◊✲ဨࡢཷධࢀࢆᕼᮃࡍࡿ (5& ◊✲㈝ᨭࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿ◊✲⪅ࡢሗࢆ≉ู◊✲ဨᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ࢜ࣥ
ࣛࣥࢩࢫࢸ࣒࡚⏦㎸ཷࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊΏ⯟ᕼ
ᮃ⪅ࡀཷධ◊✲⪅㐃⤡ࡀྲྀࡾྜ࠼ࡿࡼ࠺ࠊ⯆
ࡽཷධ◊✲⪅ᐄᴗ㊃᪨ࡸ≉ู◊✲ဨᴗࡢㄝ
᫂ࢆグ㍕ࡋࡓⱥᩥࣞࢱ࣮ࢆ‽ഛࡋࠊ⯆࢙࢘ࣈࢧࢺ
࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ







㸦Ϻ㸧ᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀᮇ



࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ᾏእὴ㐵㸦⤌⧊ᨭ㸧ࠚ



ᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ

ڦᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂᴗ



ᴗ

㸦ᴗົ㸧



㢌⬻ᚠ⎔ࡼࡾඃࢀ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿ 

ࡓ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ

ࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡋ࡚᥇ᢥࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ 

ࡓࡵࠊ
ࠕᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀ

ࡽࠕᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂᴗࠖ 

ᮇᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ⫱

ࡋ࡚⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ  ᴗࡘ࠸࡚ࠊᴗࡢᐇᚲせ 

ᡂᴗࠖ࠾࠸࡚ࠊ◊✲

࡞⿵ຓ㔠ࢆࡋࡓࠋ

ᶵ㛵ࡢᅜ㝿◊✲ᡓ␎

࣭ᴗᐇᶵ㛵ࡽࡢၥྜࡏᑐࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢᅇ⟅≧ 

ἢࡗ࡚ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏ

ἣࢆ⥙⨶ⓗ☜ㄆࡋࡘࡘࠊᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ࿘㎶⎔ቃࢆ⪃ 

እὴ㐵ཬࡧ◊✲⪅ࡢᣍ

៖ࡋࡓୖ࡛᭱㐺࡞ᅇ⟅ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᴗᐇᶵ㛵 

࠸ࢆᐇࡋࠊὴ㐵ඛࡢ

ࡽ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓᴗィ⏬ࡢኚ᭦ᢎㄆᡭ⥆ࡘ࠸࡚ࠊ

◊✲ᶵ㛵⾜࠺ୡ⏺Ỉ

ᴗࡀᐇࡉࢀࡿࡼ࠺㎿㏿ࡘⓗ☜ฎ⌮ࡋࡓࠋ

‽ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ᦠ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ᴗ
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72
ࢃࡾࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ᣮᡓ

ࡋࡓᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ຓ㔠ࡘ࠸࡚ࠊᴗᐇᶵ㛵

ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿ

ࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࡢ᭩㢮ࡢᑂᰝཬࡧᚲせᛂ

Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢᨭ➼

ࡌ࡚ᴗᐇᶵ㛵ࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᴗせࡍࡿ⤒

ࢆ⾜࠺ࠋ⤊ࡋࡓᴗ

㈝ྰཝ᱁⢭ᰝࡋࡓୖ࡛ࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡢ㢠ࡢ☜

ࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆ⾜࠺

ᐃࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡶࠊ๓ᖺᗘ



ࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡘ࠸࡚ࠊ⿵

㸦ホ౯ᴗົ㸧

ຓᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿ

ࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆࡸࠊ

ࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡋ࡚᥇ᢥࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ᚲせᛂࡌ࡚⾜࠺⌧ᆅ

ࡽࠕᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂᴗࠖ

ㄪᰝ➼ࡼࡾࠊ㢠ࡢ☜ᐃ

ࡋ࡚⥅⥆ࡋࠊྠᖺᗘࢆࡶࡗ࡚ᴗᐇᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓ 

ࢆ⾜࠺ࠋ

ᴗࡢ࠺ࡕ  ᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿ᴗጤဨཬࡧᙜヱ



ጤဨࡢୗタ⨨ࡉࢀࡓศ㔝ูࡢᑂᰝ࣭ホ౯㒊㸦ே♫

බເ㛵ࡍࡿሗࡸ

⣔ࠊ⌮ᕤ⣔ࠊ⏕≀⣔ࠊ⥲ྜ⣔ࡢ  㒊ࠋィ  ྡࡢጤဨ࡛

ሗ࿌᭩➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣍

ᵓᡂ㸧࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ホ౯ཬࡧྜ㆟ホ౯ࡼࡿᚋホ౯

࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ᗈ

ࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡃබ㛤ࡍࡿࠋ

࣭௧ඖᖺᗘࡽࠕᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ
⫱ᡂᴗࠖࡋ࡚ᚋホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊᖹᡂ 
ᖺᗘࡲ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡓࠕ㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿
◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢᚋホ౯ࡽࠊホ
౯㡯┠ࡸᚋホ౯㈨ᩱ➼ࢆぢ┤ࡍࡶࠊ᭩㠃ホ౯ࡢ
ᢸᙜጤဨࢆ㸰ྡࡽ㸱ྡቑဨࡋࠊࡼࡾᖜᗈ࠸どⅬࡽ
ᴗ㊃᪨ἢࡗࡓホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ ᴗࡘ࠸
࡚ࡣࠊᴗᐇᶵ㛵ࡢࡼࡾᖺᗘᐇࡍࡿᚋホ
౯ࡢᑐ㇟ࡽእࡋࡓࠋ
࣭ᚋホ౯ࡢ⤖ᯝࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀὴ㐵ඛࡢᾏእ◊✲ᶵ㛵
ࡢඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚㢧ⴭ࡞ᡂᯝࢆୖࡆࡿࡶࠊᅜ
㝿ⓗ࡞◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏㈉⊩ࡋࠊᅜ㝿ⓗά㌍
࡛ࡁࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡀ㡰ㄪ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡞ࠊ ẁ
㸦㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿ㸧ࠊ
㝵ホ౯ࡢ⥲ྜⓗホ౯࡛  ᴗࡀࠕࠖ
 ᴗࡀࠕࠖ
㸦ᴫࡡ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿ㸧
ࠊ ᴗࡀࠕࠖ㸦࠶
ࡿ⛬ᗘホ౯࡛ࡁࡿ㸧ࡢホ౯ࢆᚓࡓࠋᚋホ౯⤖ᯝࡘ࠸
࡚ࡣࠊᴗᐇᶵ㛵㏿ࡸ㏻▱ࡍࡿࡶࠊᑂᰝ࣭
ホ౯㒊ࡢጤဨྡ⡙ేࡏ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ






ղ እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ

ղ እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ

࠸ 

࠸

ڦእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ㸦እᅜே≉ู◊✲ဨࠊእᅜே 

㸦ϸ㸧እᅜே◊✲⪅ᣍ

ᣍ࠸◊✲⪅㸧



࠸ᴗ

㸦ເ㞟ᴗົ➼㸧



ෆእࡢ◊✲⪅ࡀᡃࡀ
ᅜࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵࡛



࠙ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࠚ



ษ☩⌶☻ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞

ᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ

࣭ᣍ࠸ࡢ┠ⓗࡸእᅜே◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮ࢪྜ 

◊✲⎔ቃࢆฟࡋࠊⱝᡭ

࣮ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእᅜ

ࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ」ᩘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡾᴗ 
58



◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ➼㈨ࡍ

ே◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍࡿ

ࢆᵓᡂࡋࠊᅜෆබເᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡽࡢ᥎⸀ࡼࡾ⏦ 

ࡿࡓࡵࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲

ࡓࡵࡢᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ㄳࢆཷࡅࡅࡓࠋ

⪅ࡸୡ⏺ⓗ◊✲ᴗ⦼ࢆ

ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨࠖ



࣭࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸦ᩥཬࡧⱥᩥ㸧ࢆసᡂࡋࠊ࢙࢘ࣈࢧ 

᭷ࡍࡿⴭྡ◊✲⪅➼ࠊ

࡛ࡣࠊከᵝ࡞ᅜࡽࡢⱝ

ࢺ࡛ࡢᥖ㍕ཬࡧᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᾏእᑐᛂᶵ

ᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮

ᡭ◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆ╔

㛵ࢆ㏻ࡋࡓ㓄ᕸࡼࡗ࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ 

ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእᅜே

ᐇᅗࡿࠋࡾࢃࡅࠊᾏ

࣭እᅜே◊✲⪅ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀィ⏬ࢆ༑ศ᳨ウ࡛ࡁ

◊✲⪅ᣍ࠸ࡢࡓࡵࡢ

እᑐᛂᶵ㛵ࡢ㐃ᦠཬ

ࡿࡼ࠺ࠊເ㞟せ㡯㸦ᩥཬࡧⱥᩥ㸧ࢆ᮶᪥ᮇࡢ  ᖺ๓

ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋࠊᡃࡀᅜࡢ

ࡧᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ

సᡂࠊබ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞ィ⏬ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ

◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⎔ቃࡢ

࣮ࢆ㏻ࡌࡓ✚ᴟⓗ࡞ᗈ

ᖺ」ᩘᅇศࡅ࡚ເ㞟ࡋࡓࠋ

ᅜ㝿ࡘ࠸࡚ࠊ㸣⛬

ሗάື➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊඃ⚽

࣭
ࠕእᅜேᣍ࠸◊✲⪅ࠖࡘ࠸࡚ࠊ
㸦▷ᮇ㸧ࡢせ௳ࢆぢ

ᗘࡢཷධ◊✲⪅ࡽࡢ

࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ☜ಖ

┤ࡋࠊ
㸦㛗ᮇ㸧ྠᵝࠊࡼࡾᖜᗈ࠸ᒙࡢᛂເࢆྍ⬟ࡋ

⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋࡲ

ດࡵࡿࠋ

ࡓࠋࡲࡓࠊᴗࡢぢ┤ࡋࡼࡾࠊ
㸦▷ᮇ 6㸧ࡢເ㞟ࢆṆ
ࡍࡿ࡞ࠊண⟬ࡢຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝ດࡵࡓࠋ

ࡓࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸

ࠕእᅜேᣍ࠸◊✲

ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗࡢ

⪅࡛ࠖࡣࠊඃࢀࡓ◊✲ᴗ

࣭
ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦Ḣ⡿▷ᮇ㸧ࠖࡘ࠸࡚ࠊ༤ኈ࣭ಟ

㉁ࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿほⅬ

⦼ࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲

ኈ୍㈏ࢥ࣮ࢫࡢᅾ⡠⪅ࡶ⏦ㄳྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺Ḣ⡿ㅖ

ࡽࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ

⪅ࢆᣍ࠸ࡋࠊඹྠ◊

ᅜࡢᏛࡢᐇែྜࢃࡏ࡚せ௳ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ຍ࠼࡚ࠊᣍ࠸ࡋࡓእ

✲ࠊウ㆟ࡸពぢࠊㅮ



ᅜே◊✲⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ

₇➼ࡢᶵࢆ࠼ࡿࠋ

㸦⏦ㄳཷ࣭᥇⏝ᴗົ㸧

࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺

࣭ເ㞟せ㡯࠾࠸࡚◊✲㈝ࡢṇ⏝ࡸᏳಖ㞀㈠᫆⟶

㧗ᰯ⏕⛉Ꮫࡸᅜ㝿♫

⌮ࡘ࠸࡚ࡢグ㍕ࢆᐇࡉࡏࠊ⏦ㄳⅬ࡛ࡢㄆ㆑ඹ᭷

ࡢ㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿᶵ

ὀពႏ㉳ࢆᅗࡗࡓࠋ

ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

࣭⏦ㄳᡭ⥆ࡁࢆࡍ࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࡛⾜࠼ࡿࡼ࠺
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⏦ㄳཷࡢຠ⋡ཬࡧཷධ◊✲ᶵ㛵ࡢ
㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭ເ㞟せ㡯ࡶᑂᰝ༊ศ⾲➼ࢆసᡂࠊබ㛤ࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊ⏦ㄳ⪅ᑐࡍࡿ㑅⪃᪉ἲࡢ㏱᫂ᛶࢆ㧗ࡵࡿ
ࡶࠊᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢᑂᰝဨࡼࡿࣆࣞࣅ࣮ࣗࢆ㐺ษ
ᶵ⬟ࡉࡏࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡋࡓࠋ
࣭(8 ࡢ୍⯡ࢹ࣮ࢱಖㆤつ๎㸦*'35㸧ᑐᛂࡍࡿ࡞ࠊಶ
ேሗࡢࡼࡾཝ᱁࡞ྲྀᢅ࠸ດࡵࡓࠋ
࣭ᅜෆබເศࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࠕእᅜே≉ู◊✲ဨ
㸦୍⯡㸧ࠖཬࡧࠕእᅜேᣍ࠸◊✲⪅㸦㛗ᮇ࣭▷ᮇ㸧
࡛ࠖ
ࡣࠊྛ◊✲ศ㔝ࡽ㧗࠸ぢ㆑ࢆࡶࡘ◊✲⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ
≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ᭩㠃ᑂᰝ
ཬࡧྜ㆟ᑂᰝࡼࡿẁ㝵ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕእᅜே
≉ู◊✲ဨ㸦Ḣ⡿▷ᮇ㸧
࡛ࠖࡣࠊᖺ  ᅇࡢ⏦ㄳᶵᶵື
ⓗᑐᛂࡍࡿࡓࡵᅜ㝿ᴗጤဨ࡚᥇⏝⪅ࢆỴᐃࡋ
ࡓࠋ
࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࠾ࡅࡿྜ㆟ᑂᰝ࡛ࡣࠊᑂᰝ㈨ᩱ
ࡢᵝᘧࢆᴗ⤫୍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᑂᰝဨࡢ㈇ᢸ㍍
ῶࢆᅗࡗࡓࠋ
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73

74
࣭ᑂᰝဨᑐࡋࠊᑂᰝᇶ‽ࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࡢࠊᐖ㛵ಀ
⪅ࡢ㝖ࠊ⛎ᐦಖᣢ◊✲⪅⌮ࡢ㑂Ᏺ➼ࡘ࠸࡚᫂グ
ࡋࡓᑂᰝᡭᘬ➼ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᭩㠃ᑂᰝ࡛ホᐃࡀศ
ࢀࡓ⏦ㄳࡘ࠸࡚ࡣࠊྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚᭩㠃ᑂᰝࡢጇ
ᙜᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇࢆྜ㆟ᑂᰝࡢᣦ㔪ྲྀࡾධ
ࢀࡓࠋ
࣭
ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸧ࠖཬࡧࠕእᅜேᣍ࠸◊✲
⪅㸦㛗ᮇ࣭▷ᮇ㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝ࡢ⏦ㄳ࠾ࡅࡿ࠾࠾
ࡼࡑࡢ⨨࡙ࡅࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ㛤♧ࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊሗබ㛤ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
࣭ᑂᰝᇶ‽ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝጤဨཬࡧ௵ᮇࢆ⤊ࡋ
ࡓᑓ㛛ጤဨྡ⡙ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMLSSDQVHQNRKWPO
KWWSVZZZMVSVJRMSMRXEHLVVHQNRKWPO
KWWSVZZZMVSVJRMSMLQYVHQNRKWPO
KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBKRXKRXKWPO
࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅୍ぴࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMIHOORZVDL\RLQGH[KWPO
KWWSVZZZMVSVJRMSMLQYDGRSWOLVWKWPO

㸦᥇⏝ᮇ㛫୰ࡢ㐠Ⴀᴗົ㸧
࣭እᅜே◊✲⪅⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆᨵಟࡋࠊಶࠎࡢᣍ࠸ィ
⏬ᛂࡌࡓຠ⋡ⓗࡘ㎿㏿࡞ᅾ㈝ᨭ⤥➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭᥇⏝ᮇ㛫୰ࡢᡭ⥆ࡁಀࡿᡭᘬࡁ࣭ᵝᘧཬࡧ )$4㸦
ᩥཬࡧⱥᩥ㸧ࡢ᭦᪂ࢆ⾜࠸ࠊᚑ᮶ၥ࠸ྜࢃࡏࡢከࡗࡓ
㡯➼ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡛ࠊእᅜே◊✲⪅ࠊཷධ◊✲⪅ཬ
ࡧཷධ◊✲ᶵ㛵ࡀᴗࢆ᭷ຠά⏝ࡋࠊ⤒㈝ࢆ㐺ษᇳ⾜
ࡍࡿ⎔ቃᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭እᅜே◊✲⪅ࡀ᮶᪥࣭㞳᪥ࡍࡿ㝿ࡢᅜ㝿⯟✵ๆᡭ㓄ᴗ
⪅ࢆධᮐ࡛㑅ᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊᴗົࡢ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍ
ࡿࡶࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖດࡵࡓࠋ
࣭እᅜே≉ู◊✲ဨࡀฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡿ┈ࢆ⿕ࡿࡇ
ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᥇⏝ᮇ㛫ࡢ୰᩿ࡢᑐᛂ➼ࠊ୍ᐃࡢ㓄៖
ࢆࡋࡘࡘࠊᴗࢆ㐠Ⴀࡋࡓࠋ

㸦ᴗࡢホ౯㸧
࣭ᴗࡢᨵၿࢆ┠ⓗࡋࠊᴗ⤊ᚋࠊእᅜே◊✲⪅ཬ
ࡧ᪥ᮏഃཷධ◊✲⪅ᑐࡋ࡚ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᅇ⟅
ࡸሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆồࡵࡿࡇࡼࡾᐇ⦼➼ࡢᢕᥱດ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௧ඖᖺᗘ୰᥇⏝ᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓእᅜே≉
ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸧ࡢ᪥ᮏഃཷධ◊✲⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪ
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ᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊ㸣ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᚋࡢᴗ㐠Ⴀࡢཧ⪃ࡍࡿࡓࡵࠊእᅜே≉ู◊✲
ဨཬࡧཷධ◊✲⪅ࡢ◊✲ᴗ⦼ࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࠊ᥇⏝ᚋ
ࡢά㌍≧ἣࡸᴗࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࢆᐇࡋࡓࠋ

ە௧ඖᖺᗘࣉࣟࢢู࣒ࣛཷධᐇ⦼㸦༢㸸ே㸧
⏦ㄳ࣭᥇⏝ᐇ⦼
ᅜෆබເ



እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦୍⯡㸧

⏦ㄳ
ᩘ

᥇⏝
ᩘ



᥇⏝
⋡

 

እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦ᐃ╔ಁ
㐍㸧



እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦Ḣ⡿▷
ᮇ㸧



እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦ᡓ␎ⓗ
㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯㸧





እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦㺙㺭㺎㺃㺪㺽
㺹㺖㺼㺵㺯㸧







 











 





























 



እᅜேᣍ࠸
◊✲⪅㸦㛗ᮇ㸧




 

እᅜேᣍ࠸
◊✲⪅㸦▷ᮇ㸧




 



 

እᅜேᣍ࠸
◊✲⪅㸦▷ᮇ
6㸧

ཷධᐇ⦼
᪂つ
⥲
ᾏእ
᮶᪥
ᅾ⪅
᥎⸀
⪅ᐇ
ᩘ 

ᩘ







ᘏ⣙  ࡢᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡽࡢ᥎⸀ࠋ
⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ


ە௧ඖᖺᗘᆅᇦูཷධᐇ⦼㸦༢㸸ே㸧
ཷධᐇ⦼
ྜ
㸦⥲ᅾ⪅ᩘ 㸧
ࢪ


࢜ࢭࢽ


ࣇࣜ࢝


࣮ࣚࣟࢵࣃ


⡿


୰༡⡿


୰ᮾ


ྜィ


⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ
ᆅᇦ


㸦እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸭ᐃ╔ಁ㐍㸭Ḣ⡿▷ᮇ㸭ᡓ␎
ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸭ࢧ࣐࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
㸧
࣭ィ  ࡢᅜ࣭ᆅᇦ
ࡽィ  ྡࢆᣍ࠸ࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅᪥ᮏഃཷධ◊
✲⪅ࡢᣦᑟࡢࡶඹྠࡋ࡚◊✲ᚑࡍࡿᶵࢆᥦ
౪ࡋࡓࠋ
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࣭እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ᡓ␎ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡛ࡣࠊᾏእᑐ
ᛂᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊᡓ␎ⓗ㔜せ࡞≉ᐃࡢḢ⡿ㅖᅜ
ࡽඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ
࣭༤ኈྕྲྀᚓ๓ᚋࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆኟᏘ  ᭶ᣍ࠸ࡍࡿ
እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ࢧ࣐࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡛ࡣࠊᾏእ◊
✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋ࡚᮶᪥๓࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᥎⸀ࢆ⾜࠺ᾏእᑐᛂᶵ㛵⥥ᐦ
ㄪᩚࡋࠊ᥇ྰ⤖ᯝࡢ㏻▱ࢆ๓ಽࡋࡋࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ᥇⏝ࡋࡓእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸧
 ྡ୰  ྡ  ࡀ᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡶᡃࡀᅜࡢᏛ
➼◊✲ᶵ㛵࡛◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦እᅜேᣍ࠸◊✲⪅㸦㛗ᮇ㸭▷ᮇ㸭▷ᮇ 6㸧㸧
࣭ィ  ࡢᅜ࣭ᆅᇦࡽィ  ྡࢆᣍ࠸ࡋࠊᡃࡀᅜࡢ
Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ᑐࡋࠊඹྠ◊✲ࠊウ㆟ࠊពぢࠊㅮ₇
➼ࡢᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
࣭᪥ᮏഃཷධ◊✲⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺࡼࢀࡤࠊᅜ㝿ඹⴭㄽ
ᩥ➼ࡀᇳ➹ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢ㐍ᒎ⤖ࡧ
ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ







㸦Ϲ㸧ㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼ



ڦㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ࡢᨭᴗ





࣭ᑐ㇟ᅜࢆ 2'$ ࡢ⿕ᨭᅜ㝈ᐃࡍࡿ࡞ไᗘࢆぢ┤ࡋ 

ᮃ⪅ࡢᨭᴗ
ㄽᩥᥦฟࡼࡾᡃࡀ

ࡓୖ࡛ࠊࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ➼ࡢㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ

ᅜࡢ༤ኈྕྲྀᚓࢆᕼᮃ

⪅  ேᑐࡋ࡚Ꮫྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ◊✲ᚲせ࡞ᨭࢆ

ࡍࡿࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖ

ᐇࡋࡓࠋ

ᅜ➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆᨭ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ᥇⏝ࡉࢀࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊࡀᖹᡂ 

ࡍࡿᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ᖺᗘࡲ࡛༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ



ە௧ඖᖺᗘᨭ≧ἣ
⏦ㄳ⪅ᩘ
 ே

᥇⏝⪅ᩘ
 ே

⥅⥆⪅ᩘ
⥲⿕ᨭ⪅ᩘ
 ே
 ே

᥇⏝⪅  ྡ୰  ྡࡀ㎡㏥







㸦Ϻ㸧ᣍ࠸◊✲⪅ࡢ
ὶᨭ



ڦእᅜே◊✲⪅ࡢὶᨭࠊ⏕άᨭ



࣭᮶᪥┤ᚋࡢእᅜே≉ู◊✲ဨᑐࡋࠊᖺ  ᅇࢃࡓࡾ 

㛗ᮇ᮶᪥ࡍࡿ◊✲

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇࡋࠊ◊✲⪅ྠኈࡢὶࡸ᥇⏝ 

ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊᡃࡀᅜ࡛

⤒㦂⪅ࡢὶᶵࢆタࡅࡿࡶࠊ᪥ᮏㄒཬࡧ᪥ᮏ 

ࡢ◊✲⏕άࢆ㛤

ᩥ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ጞࡍࡿࡓࡵࡢ࢚࢜ࣜࣥ

࣭᪥ᖖ⏕ά࡛ᚲせ࡞ࡿሗࡸᏛ⾡㛵㐃ሗࢆグ㍕ࡋࡓ

ࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ᮶᪥┤ᚋ

⏕άࣁࣥࢻࣈࢵࢡࢆ᭦᪂ࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ࡞◊✲⏕άࢆ

ᐇࡋࠊ᪥ᮏㄒ◊ಟᨭ

ᨭࡋࡓࠋ
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➼ࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᖖ⏕ά㠃

ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ەᐇ᪥ཧຍேᩘᐇ⦼
ᐇ᪥
௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
ᘏཧຍ⪅ᩘ

࠾࠸࡚ࡶᨭࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆ
ᢸ࠺㧗ᰯ⏕➼ࢆᑐ㇟ࠊ
⛉Ꮫࡸᅜ㝿♫ࡢ㛵

ཧຍேᩘ
 ྡ
 ྡ
 ྡ
 ྡ
 ே

ᚰࢆ῝ࡵࡉࡏࡿࡇࢆ



┠ⓗࡋࠊእᅜே◊✲⪅



ࡀ㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ࠊ

ࢢࣟࢲ࣭ࢫ࢚ࣥࢧڦᴗ

⮬㌟ࡢ◊✲άືࡸẕᅜ

࣭ᣍ࠸ࡋࡓእᅜே≉ู◊✲ဨࡀࠊ㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ࠊ

ࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ⩏ࢆ

◊✲άືࡸẕᅜࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭

⾜࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲ

ࢲࣟࢢࢆᘏ  ᅇᐇࡋࠊ ྡࡢ⏕ᚐࡀཧຍ

ࣟࢢᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ࡋࡓࠋ



࣭ከࡃࡢᵝࠎ࡞㧗ᰯ⏕➼ࡀཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

ሗάືࢆ⾜࠸ࠊึࡵ࡚ᐇࡍࡿᏛᰯࡣ  ᰯୖࡗࡓࠋ

ᗘ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊእᅜே
◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࡀᡃ
ࡀᅜࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲
⎔ቃࡢᅜ㝿ࡢ⛬
ᗘ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ
㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯
ࢆᚓࡿࡶࠊࡼࡾ
ᴗࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ
᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ
᳨ウࡍࡿࠋ



㸦㸱㸧◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ࣭◊

㸦㸱㸧◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ࣭◊

㸦㸱㸧◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ࣭◊

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸱㸧◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ࣭◊ࡉࢇᶵ

㸦㸱㸧◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ࣭◊ࡉࢇᶵ

ࡉࢇᶵࡢᥦ౪

ࡉࢇᶵࡢᥦ౪

ࡉࢇᶵࡢᥦ౪

㸱㸫㸲ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

࠙ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲࠚ

ࡢᥦ౪

ࡢᥦ౪

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

◊✲⪅ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕ

 ඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷

ඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷

ᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇᶵࡢ

ڦ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹

ࣜࢫࢸ࣮ࢪᛂࡌࠊඃ

ࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡍࡿ㢧

ࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡍࡿ㢧

ᥦ౪ಀࡿྲྀ⤌≧ἣ㸦㹀

࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ

ᙲࡸࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇࢆ

ᙲࡸࠊⱝᡭ◊✲⪅ᑐࡍ

Ỉ‽㸸⯆ࡀᐇࡍࡿ

ṓᮍ‶࡛༤ኈཪࡣ༤ኈྠ➼௨ୖࡢᏛ⾡◊✲⬟ຊࢆ᭷

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

◊✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍࡿࡇ

✚ࡴᶵࡢᥦ౪࡞ࡢ

ࡿᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇࢆ✚

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ཧຍ⪅

ࡍࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࠊㄽᩥ➼ࡢ◊✲ᴗ⦼ࡼࡾᏛ⾡ୖ≉ඃࢀ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࡼࡾࠊ◊✲⪅ࡢ◊✲ព

ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡴᶵࡢᥦ౪࡞ࡢྲྀ

ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

ࡓᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ◊✲⪅ࢆᑐ㇟➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡼࡾ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡓ

⯆㈹ཷ㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ᶵ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ྜࡀ 㸣⛬ᗘ㸧

㛵ཬࡧᏛ༠ᑐࡋ౫㢗ࡋࡓࠋ



࣭⿕᥎⸀⪅ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅ ࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

㸦ϸ㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ ࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ḧࢆ㧗ࡵࠊ◊✲ࡢⓎᒎࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊඃࢀࡓ


ⱝᡭ◊✲⪅ᑐࡋࠊࢩࣥ


ձ ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ

ձ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



࣏ࢪ࣒࢘ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ

ࡿ  ࣨ᭶ཬࡪ⥥ᐦ࡞ᰝㄞࢆ⤒࡚ࠊ௧ඖᖺ  ᭶  ᪥ ࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ᪥ᮏᏛ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

㛤ദ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ㝿ⓗ

Ⓨᒎࡢᐤࡀᮇᚅࡉ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ

㸱㸫㸲ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᏛ

㛤ദࡢᮏ㈹ᑂᰝ㸦ጤဨ㛗㸸ᑠᯘㄔ 㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮ຍ㏿ ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࡢເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࡞◊ࡉࢇࡢᶵࢆᥦ౪

ࢀࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ㈨

Ỉ‽ࢆୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣞ

⾡ⓗ࣭ᅜ㝿ⓗど㔝ࢆᗈࡆ

ჾ◊✲ᶵᵓ≉ูᰤᩍᤵࠊ  ྡ࡛ᵓᡂ㸧࠾ࡅࡿ㑅⪃ ㈹ಀࡿᴗົࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㐀ᛶ

ࡢᙳ㡪࡛ᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࢩ

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⾡

ࡍࡿࡓࡵࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊

࣋ࣝⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊ ࡿほⅬࡽࠊ⯆ࡀᐇ

ᐩࡳඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ

࣏ࣥࢪ࣒࢘㛵ࡋ࡚ࠊ௧ 

ⓗ࣭ᅜ㝿ⓗど㔝ࢆᗈࡆࠊ ✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍࡿࠕ᪥ᮏᏛ

㐀ᛶ㇏࡞ඃࢀࡓ◊

ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼

⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊཷ㈹⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋ

࣭ᤵ㈹ᘧࡣࠊ⛅⠛ᐑⓚႹྠድ୧Ẋୗᚚ⮫ᖍࢆ㈷ࡾࠊ௧ ࢆࡘ╔ᐇᐇࡋࡓࠋ
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ᖺᗘࡣྠᵝࡢࡀቑ࠼ࡿ

77

78
࣮ࣜࢲ࣮࡞ࡿேᮦࡢ

⾡⯆㈹ࠖཬࡧᏛ㝔

✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿⱝᡭ◊

ཧຍࡋࡓࡇࡼࡿ

  ᖺ  ᭶  ᪥᪥ᮏᏛኈ㝔࠾࠸࡚ᣲ⾜ࡋࡓࠋ

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀࡿົࢆ

ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛ᴗ㊃᪨ࡸᑐᛂ

⫱ᡂࢆᅗࡿࠋ

༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧ᙲࡍ

✲⪅ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ᪩࠸ẁ

ຠᯝࡘ࠸࡚ࣥࢣ࣮

  ➨ەᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ࡢ᥎⸀࣭ཷ㈹≧ἣ

ࡘ╔ᐇᐇࡋࡓࠋ

ᶵ㛵ࡢពྥ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ

࣭ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗࠊࣜ

ᚲせᛂࡌ࡚࢙࢘ࣈ㆟ࢩࢫ

ࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟

ࢸ࣒ࡢά⏝➼ࠊ᪂ࡋ࠸ᵝᘧ࡛

ࡢὴ㐵ࡸࠊࣥࢻ⛉Ꮫᢏ⾡ᗇ

ࡢ㛤ദ➼ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࡢඹദࡼࡿࢭ࣑ࢼ࣮ࢆィ⏬



࠾ࡾᐇࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ᅜ



᥎⸀せ㡯Ⓨ㏦ᩘ
 ᶵ㛵

ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ๓୰ᮇ

ೃ⿵⪅ᩘ
 ே

ཷ㈹⪅ᩘ
 ே

ྜ
㸣

ࡿࠕ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ

㝵ࡽ㢧ᙲࡋ࡚ࡑࡢ◊

㈹ࠖࢆᐇࡍࡿࠋ

✲ពḧࢆ㧗ࡵࠊ⊂ⓗࠊ ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿࣥ

ࡲࡓࠊᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ

ඛ㥑ⓗ࡞◊✲ࢆᨭࡍ

ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᡂ

ࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀࡿ⏕

ࡿ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ࡢ

㹼ᖺᗘᐇ⦼㸸㹼

≀Ꮫ◊✲㢧ⴭ࡞ᴗ⦼

ເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿ

㸣㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛࢩ

ࢆᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲ

ᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࠾࠸࡚

ࡍࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀ

㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯

ࡿົࠊ㔝ཱྀⱥୡ༤ኈࡢ

ࢆᚓࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽

࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢྥ

ຌ⦼ᅉࡳࠊࣇࣜ࢝ࡢ

ࡍࡿࠋ

ࡅ࡚╔ᐇ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

་Ꮫ◊✲࣭་⒪άືศ㔝



࠾࠸࡚༟㉺ࡋࡓᴗ⦼

㸦Ϲ㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱

ࢆᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲ

ᚿ㈹

ࡍࡿ㈹㸦㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ

࢝㈹㸧ࡢ࠺ࡕ་Ꮫ◊✲ศ

Ⓨᒎࡢᐤࡀᮇᚅࡉ




࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹࢙࢘ࣈࢧࢺࡢࣜࢽ࣮ࣗࣝࢆ⾜࠺
ࡶࠊ
Ṕ௦ཷ㈹⪅ࡢሗࡘ࠸࡚ 85/ ࢆࡾࡲࡵࠊ
ཷ㈹⪅ࢆ୍ぴࡋ࡚බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMVSVSUL]HGDWDLFKLUDQ-636SUL]HBOLVWBDOOBBMSSGI

㝿ⓗ࡞◊㛑ࡢᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ
௧  ᖺᗘᐇࡍࡿࣀ࣮


ڦ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ

㸫

ṓᮍ‶࡛Ꮫ㝔࠾ࡅࡿᏛᴗᡂ⦼ࡀඃ⚽࡛࠶ࡾࠊ㇏࡞ 
ே㛫ᛶࢆഛ࠼ࠊពḧⓗࡘయⓗຮᏛཬࡧ◊✲άື 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

㔝ࡢᑂᰝᴗົࢆᢸᙜࡋࠊ ࢀࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ

ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᏛ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟➨ 

╔ᐇᐇࡍࡿࠋ

㈨ࡍࡿࡓࡵࠊඃ⚽࡞

ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸲ࡘ࠸



Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧

ࡢᏛཬࡧᏛ༠ᑐࡋೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ



ᙲࡍࡿ⫱ᚿ㈹ࡢເ㞟ࠊ㑅

࣭⿕᥎⸀⪅ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅ ᣑࡢࣜࢫࢡࢆ㚷ࡳࠊᐇ࡛ࡁ

⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿᴗົࢆ

ࡿ㠃᥋㑅⪃ࢆྵࡴ⣙  ࣨ᭶ཬࡪணഛ㑅⪃ࢆ⤒࡚ࠊ௧ ࡞ࡗࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡀ࠶ࡿ

ᐇࡍࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡢᮏ㈹㑅⪃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ΎỈᏕ㞝 ୰ ࠊ ඛ ➃ ⛉ Ꮫ ࢩ ࣥ ࣏ ࢪ ࢘ ࣒ ࡣ



౯㸧
࡚ࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ᅜ❧ᅜ㝿་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛗ࠊ  ྡ࡛ᵓ ࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓ
ᡂ㸧࠾ࡅࡿ㑅⪃⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊཷ㈹⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋ

Ỉ‽㸦㸣㸧ྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ

࣭ᤵ㈹ᘧࡣࠊ⛅⠛ᐑⓚႹྠድ୧Ẋୗᚚ⮫ᖍࢆ㈷ࡾࠊ௧ ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
  ᖺ  ᭶  ᪥᪥ᮏᏛኈ㝔࠾࠸࡚ᣲ⾜ࡍࡿணᐃ࡛࠶ 
ࡗࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ୰Ṇ 
ࡋࡓࠋ

  ➨ەᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࡢ᥎⸀࣭ཷ㈹≧ἣ
᥎⸀せ㡯Ⓨ㏦ᩘ
 ᶵ㛵

ೃ⿵⪅ᩘ
 ே

ཷ㈹⪅ᩘ
 ே

ྜ
㸣


࣭⫱ᚿ㈹ཷ㈹⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠊᤵ㈹ᘧྠ᪥ྠሙ࡚ࠊ⫱ᚿ㈹◊✲Ⓨ⾲ࢆ㛤
ദࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ
㡪ࡼࡾ୰Ṇࡋࡓࠋ
࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹࢙࢘ࣈࢧࢺࡢࣜࢽ࣮ࣗࣝࢆ
⾜࠺ࡶࠊṔ௦ཷ㈹⪅ࡢሗࡘ࠸࡚ 85/ ࢆࡾࡲ
ࡵࠊཷ㈹⪅ࢆ୍ぴࡋ࡚බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMLNXVKLSUL]HGDWDLFKLUDQ,NXVKLBOLVWBDOOBBMSSGI
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㸦Ϻ㸧ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹



࠙ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀࡿົࠚ



ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨࡣࠊᤵ㈹ᑐ㇟ศ㔝࡛ⴭྡ࡞እᅜே 

ࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀࠊ⏕≀

◊✲⪅ࢆྵࡴᑂᰝጤဨࢆ⤌⧊ࡋࠊィ  ᅇࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ 

Ꮫ◊✲㢧ⴭ࡞ᴗ⦼ࢆ

➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࢆࠊ ௳ࡢ᥎⸀ࡽࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ

ᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍ

Ꮫࡢࢼ࣑࣭࢚࣭࢜ࣞࣥࣆࢫ༤ኈᤵࡍࡿࡇࢆỴᐃ

ࡿࡇࡼࡾᅜ㝿ⓗ

ࡋࡓࠋ

ࡶ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸

࣭ᤵ㈹ᘧࡣࠊ௧ඖᖺ  ᭶  ᪥᪥ᮏᏛኈ㝔࠾࠸࡚

ࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢ➨

⛅⠛ᐑⓚႹྠድ୧Ẋୗࡢᚚ⮫ᖍࢆ㈷ࡾᣲ⾜ࡋࡓࠋ

ᅇ㢧ᙲಀࡿົࢆ⾜

࣭ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࡣࠊᮏᅜ❧⛉Ꮫ༤≀㤋

࠺ࡶࠊ➨ᅇ㢧

ࡢඹദࡼࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹グᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊ

ᙲྥࡅࡓ‽ഛࡢົ

ࡑࡢ୰࡛ཷ㈹⪅ࡼࡿ≉ูㅮ₇ࢆᐇࡋࠊ⣙  ྡࡀ

ࢆ✚ᴟⓗᐇࡍࡿࠋ

ཧຍࡋࡓࠋ

ࡲࡓࠊᅜෆእྥࡅ࡚

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ ௳ࢆ㉸࠼

ᮏ㈹ࡢព⩏ࡸෆᐜࡢ࿘

ࡿ㛵ಀᶵ㛵ࠊ◊✲⪅㓄ᕸࡋᗈሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ

▱άືດࡵࡿࠋ

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᇶ㔠ࡢເ㔠㊃ព᭩ࢆసᡂࡋࠊᐤ㔠ࡢᣑ



ດࡵࠊ 㸦 ௳㸧ࡢᐤࢆཷࡅධࢀࡓࠋ



࣭ᇶ㔠ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᬑ㏻㡸㔠ࡢࠊ⤌
㡸㔠㸦 ൨㸧ࡼࡾ㐺ษ㐠⏝ࡋࡓࠋ
࣭➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢᑂ㆟ࡣࠊ௧ඖᖺ  ᭶  ᪥
㸦ᤵ
ᇶᮏ᪉㔪ࢆỴᐃࡋࠊ
ྠ᪥➨  ᅇࡢᑂᰝጤဨࢆ㛤ദ
㈹ᘧࡣ௧  ᖺ 㹼 ᭶㡭ᐇணᐃ㸧ࡋࡓࠋ

  ➨ەᅇཬࡧ  ᅇ㢧ᙲಀࡿົ
㛤ദ᪥
௧ඖᖺ
 ᭶  ᪥
௧ඖᖺ
 ᭶  ᪥
௧ඖᖺ
 ᭶  ᪥
௧ඖᖺ
 ᭶  ᪥
௧ඖᖺ
 ᭶  ᪥

ෆᐜ
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨  ᅇ
㆟㸧㸦ཷ㈹ೃ⿵⪅ࢆ  ྡ⛬ᗘ⤠㎸㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨  ᅇ
㆟㸧㸦ཷ㈹ೃ⿵⪅ࡢ㑅ᐃ㸧
➨  ᅇᤵ㈹ศ㔝㛵ࡍࡿ㆟

➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ㸦➨  ᅇᅜ
㝿⏕≀Ꮫ㈹ཷ㈹⪅ࡢỴᐃ㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ㸦ᑂᰝጤဨ㛗࣭
ᖿ࣭ᑓ㛛ጤဨࡢ㑅ฟ➼㸧ཬࡧ➨  ᅇᅜ
㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨  ᅇ㆟㸧
㸦ᑓ
㛛ጤဨ㑅⪃➼㸧
௧ඖᖺ ➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨  ᅇ
 ᭶  ㆟㸧
㸦ᑂᰝጤဨࡢ᪥⛬ࠊᑂᰝᡭ㡰ࡢ☜
᪥
ㄆࠊཷ㈹ೃ⿵⪅᥎⸀౫㢗≧➼㸧
௧ඖᖺ ➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᤵ㈹ᘧ
 ᭶ 
᪥






ղ ᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇᶵ

ղᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇᶵ

ࡢᥦ౪

ࡢᥦ౪



࠙ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᑐヰࡢሙࡢᥦ౪ࠚ 
ڦ+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ

 ᡃࡀᅜඛ㐍ㅖᅜࡸ

ᅜ㝿⯙ྎ࡛ࢢ࣮ࣟࣂ

࣭➨  ᅇ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࡣࠊ≀⌮ᏛࠊᏛࠊ⏕⌮Ꮫ࣭

ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ➼

ࣝά㌍࡛ࡁࡿᡃࡀᅜ

་Ꮫཬࡧ㛵㐃ศ㔝ࢆᑐ㇟ศ㔝㛤ദ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋᲚ⏣
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79

80
ࡢᖜᗈ࠸ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍ

㝯❶㐠Ⴀጤဨ㛗㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧ࢆጞࡵࡍ

⫱ᡂཬࡧ┦ࡢࢿࢵࢺ

ࡿࡶࠊᡃࡀᅜඛ

ࡿ  ྡࡢࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ཬࡧ  ྡࡢཧຍ⪅ࡢฟᖍ

࣮࣡ࢡᙧᡂࢆಁࡍࡓࡵࠊ 㐍ㅖᅜࡸࢪ࣭ࣇࣜ

ࡼࡾࠊㅮ₇࣭ウ㆟ࠊཧຍ⪅ࡼࡿ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡸࢳ࣮࣒

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㞟୰ⓗ࡞

࢝ㅖᅜ➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅

ࡈࡢⓎ⾲ࠊබ㛤ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ➼ࢆணᐃࡋ࡚

ウ㆟ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿ

ࡢ┦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

࠸ࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢࣜࢫࢡࢆ㚷

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ࢭ࣑ࢼ࣮

ᙧᡂࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ

ࡳࠊ㛤ദࢆ୰Ṇࡋࡓࠋ

➼ࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋࡑ

+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࠊඛ

࣭᪥ᮏഃཧຍ⪅ࡣබເࡢ࠺࠼ࠊ+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ㐠Ⴀጤ

ࡢ㝿ࠊ⯆ࡀᐇࡍࡿ

➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࣜ

ဨ࠾ࡅࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࡼࡗ࡚᭱⤊ⓗ࡞

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ཧຍ

ࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹

ཧຍ⪅  ྡࢆỴᐃࡋࡓࠋ

ࡋࡓࡇࡼࡿຠᯝ

⪅㆟➼ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࢩ



ࡘ࠸࡚ࠊ㸣⛬ᗘࡢཧຍ

࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ࢭ࣑ࢼ࣮➼

  ➨ەᅇ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ㸦ᙜึணᐃ㸧

⪅ࡽ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓ

ࡢཧຍࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ⓗ

ࡿࠋ

࡞◊ࡉࢇࢆ✚ࡴᶵࢆ

ᮇ㛫
㛤ദሙᡤ

ᥦ౪ࡍࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ
ᗘ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ⯆
ࡀᐇࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࢘

ㅮ₇⪅

࣒➼ཧຍࡋࡓࡇ
ࡼࡿຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡓ
ࡵࠊྛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼
࠾࠸࡚ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆᐇࡋࠊ㸣⛬ᗘࡢ⫯
ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ
ཧຍᅜ࣭ᆅ
ᇦᩘ





௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
ࡘࡃࡤᅜ㝿㆟ሙ
࣭ࣂ࣮࣭ࣜ&࣭ࣂࣜࢵࢩࣗ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧
࣭Ლ⏣㝯❶㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧
࣭-࣭ࢤ࢜ࣝࢢ࣭࣋ࢻࣀࣝࢶ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧
࣭ࢢࣞࢦ࣮࣭ࣜ࢘ࣥࢱ࣮
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝᏛ㈹㸧
࣭ࣚࣁ࣭ࣥࢲࢮ࣮ࣥ࣍ࣇ࣮
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝᏛ㈹㸧
࣭ࣛࣥࢹ࣭:࣭ࢩ࢙ࢡ࣐ࣥ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ⏕⌮Ꮫ࣭་Ꮫ㈹㸧
࣭ࢸ࣒࣭ࣁࣥࢺ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ⏕⌮Ꮫ࣭་Ꮫ㈹㸧
᪥ᮏࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࠊ୰ᅜࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊ
ࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊࢫ࢚ࣛࣝࠊ
ࢣࢽࠊ㡑ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣔࣥࢦࣝࠊ࣑
࣐࣮ࣕࣥࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࠊ
ࣇࣜࣆࣥࠊࢭࢿ࢞ࣝࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ༡
ࣇࣜ࢝ࠊྎ‴ࠊࢱࠊࢺࣝࢥࠊ࣋ࢺࢼ࣒
㸦ᅜ࣭ᆅᇦྡ㸧














ࢢࣟࢲ࣭ࢬࣛࣉ࣭࣮ࣝ࣋ࣀڦ



࣭ࣀ࣮࣭࣓࣋ࣝࢹ㸦ࣀ࣮࣋ࣝ㈈ᅋᗈሗ㒊㛛㸧㐃ᦠ 
ࡋࠊྠᅋయࡀ  ᖺࡼࡾࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࠾࠸࡚ẖᖺࣀ
࣮࣋ࣝ㈹ᤵ㈹ᘧࡢᮇ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ୍⯡ྥࡅබ㛤ࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘ 1REHO :HHN 'LDORJXH ࢆࠊ ᖺ  ᭶ࢫ
࢙࣮࢘ࢹࣥᅜእࡋ࡚ࡣୡ⏺࡛ึࡵ࡚㛤ദࡋࡓ➨  ᅇࠊ
 ᖺ  ᭶ࠊ ᖺ  ᭶ࠊ ᖺ  ᭶ᘬࡁ⥆ࡁࠊ➨
 ᅇ┠࡞ࡿࠕࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢᮾி ࠖ
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദணᐃ㸧ಀࡿ༠ᐃ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࠊ
㛤ദ‽ഛࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡓࠋ
࣭ࢸ࣮࣐ࡣࠊ1REHO:HHN'LDORJXH ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
ࡓࠕ:DWHU0DWWHUVࠖࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋ
࣭ࡲࡓࠊ㛤ദྥࡅ࡚ᗈ࿌༠㈶࣭ᐤ㝃㛵ࡍࡿ࠾㢪࠸
ࡘ࠸࡚࿘▱ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
66













࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞◊㛑ᶵࡢᥦ౪ࠚ



ڦඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗ 





࣭⮬↛⛉ᏛࡽேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢃࡓࡿ␗ศ㔝㛫࡛ඛ 
➃⛉Ꮫࡘ࠸࡚ウ㆟ࢆ⾜࠺ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᐇ



ࡋࡓࠋ
࣭᪥⡿⊂ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ⡿ᅜ⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑
࣮ཬࡧࣇࣥ࣎ࣝࢺ㈈ᅋ㸦ࢻࢶ㸧ࡢඹദࡼࡾ㛤ദࡋࠊ
᪥ᮏഃࡽࡣィ  ྡࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪥
ⱥඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊⱥᅜ⋤❧༠ࡢඹദ
ࡼࡾ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏഃࡽࡣィ  ྡࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀཧຍ
ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᪥ຍඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ࢝ࢼࢲ⋤
❧༠ཬࡧ࢝ࢼࢲඛ➃◊✲ᶵᵓࡢඹദࡼࡾ㛤ദࡋࠊ
᪥ᮏഃࡽࡣィ  ྡࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀཧຍࡍࡿணᐃ࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢࣜࢫࢡ㚷
ࡳࠊ㛤ദࢆぢ㏦ࡗࡓࠋ
࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ࠶ࡓࡾࠊࢭࢵࢩࣙࣥࢺࣆࢵࢡࡸࢫ
ࣆ࣮࣮࢝➼ࡢ㑅ᐃࢆྵࡴࢭࢵࢩࣙࣥࡢᵓᡂࢆཧຍ⪅࡛
࠶ࡿ⏬ጤဨ㸦3*0㸧ࡀ⮬ࡽ⏬ࡍࡿ࡞ࠊయⓗ㐠Ⴀ
ᦠࢃࡗࡓࠋ
࣭ࣇࣛࣥࢫᅜ❧⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢඹദࡼࡾࠊᖹᡂ
 ᖺᗘ௨᮶ࡢ㛤ദ࡞ࡿ᪥ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ
௧  ᖺᗘ௨㝆ࠊ⥅⥆ⓗ㛤ദࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊぬ᭩
ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ
࣭௧  ᖺᗘᐇࡍࡿ᪥⡿⊂ཬࡧ᪥ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࠊ┦ᡭᅜ 3*0 ࡶࢺࣆࢵࢡࡢ㑅ᐃࢆ
⾜࠺ 3*0 ㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ㻌
௧ඖᖺᗘཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᢤ⢋㸧
Ꮫ⾡ⓗ࡞ど㔝ࡀᗈࡀࡗࡓ
ྠ✀ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶ࠺୍ᗘཧຍࡋࡓ࠸

ᅇ⟅⋡




  ➨ۑᅇ᪥⡿⊂ඛ➃⛉Ꮫ㸦-$*)26㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
᪥⛬㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸᪥ᮏ࣭ி㒔ᕷ
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊ⡿ᅜ  ྡࠊࢻࢶ  ྡ㸦ィ
 ྡ㸧
  ➨ۑᅇ᪥ⱥඛ➃⛉Ꮫ㸦8.-DSDQ)R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
᪥⛬㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸᪥ᮏ࣭ᾆᏳᕷ
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊⱥᅜ  ྡ㸦ィ  ྡ㸧
  ➨ۑᅇ᪥ຍඛ➃⛉Ꮫ㸦-&)R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ᙜึ
ணᐃ㸧
᪥⛬㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸࢝ࢼࢲ࣭ࣂࣥࣇ
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊ࢝ࢼࢲ  ྡ㸦ィ  ྡ㸧












ڦᅜ㝿ⓗ࡞㆟➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢཧຍᨭ 



ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗ
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81

82
࣭᪥ᮏேཧຍ⪅ೃ⿵ࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿ᴗጤဨ
࡛ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪥ᮏேⱝᡭ◊✲⪅  ྡ㸦≀⌮Ꮫศ㔝㸧
ᑐࡋࠊྠ㆟ཧຍࡍࡿ⤒㈝ᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋ㆟ᚋ
⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊཧຍ⪅  ྡဨࡀࠕཧຍࡣ᭷┈
ࡔࡗࡓࠖࠕࡢ᪥ᮏேⱝᡭ◊✲⪅ࡶᮏᴗࡢཧຍࢆ
່ࡵࡓ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓࠋ
࣭ࡇࢀࡲ࡛ -636 ᥎⸀ࡼࡿࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹
⪅㆟ࡢ᪥ᮏࡽࡢཧຍ⪅ࡣィ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ
㹼௧ඖᖺᗘ㸧ࡢࡰࡿࠋὴ㐵ࡉࢀࡓཧຍ⪅ࡽࡣࠊ
ࠕୡ
⏺ྛᅜࡢⴭྡ࡞ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡸྠୡ௦ࡢពḧⓗ࡞
◊✲⪅㐩ࡢὶࢆ㏻ࡌࠊ⮬ศࡢ◊✲ࢆᐈほⓗᤊ࠼ࠊ
⛉Ꮫⓗ⣲㣴ࢆ㌟ࡅࡓே㛫ࡋ࡚ࡑࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆ
ࡢࡼ࠺♫㑏ඖࡋ࡚࠸ࡃࡁࢆࠊ᫂☜⪃࠼ࡿ
ࡁࡗࡅࢆᚓࡽࢀࡓࠖ࠸ࡗࡓኌࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࣝ࣋ࣀ࣭࢘ࢲࣥࣜۑ㈹ཷ㈹⪅㆟㸦➨  ᅇ≀⌮Ꮫ㸧
㛤ദᮇ㛫㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥










ڦᅜ㝿ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ 





࣭ࣥࢻ⛉Ꮫᢏ⾡ᗇࡢඹദࡼࡾࠊ
ࠕࢪᏛ⾡ࢭ࣑ࢼ 
࣮㸸㔞Ꮚィ⟬࣭㔞Ꮚሗࡢࡓࡵࡢᩘ⌮⛉Ꮫࠖࢆࣥࢻ࣭
ࢥࣝ࢝ࢱ࡛ᐇࡋࠊ ྡࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀཧຍࡋ◊✲
ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࡣࠊᐇᶵ㛵ࡀᖜᗈࡃ࿘▱࣭㑅⪃ࡋࠊ㉁ࡢ
☜ಖດࡵࡓࠋ





㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜ

㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜ

ࣃࢫࡢᥦ♧

ࣃࢫࡢᥦ♧



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢ

㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫ

࠙༟㉺◊✲ဨᴗࠚ

ᥦ♧

ࡢᥦ♧

ᅜࡢᏛ➼ࡢ◊✲

᪂ࡓ࡞◊✲㡿ᇦᣮ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶◊✲⪅  ྡࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࠊᡃ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ᶵ㛵ࢆࣇ࣮ࣝࢻࡋ

ᡓࡍࡿࡼ࠺࡞ⱝᡭ◊✲

ࡀᅜࡢ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅➼ࡽ࡞ࡿ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

࡚ά㌍ࡋᚓࡿⱝᡭ◊✲

⪅ࡀࠊᏛ➼࠾࠸࡚Ᏻ

㑅⪃ጤဨࢆタ⨨ࡋࡓୖ࡛ࠊྠጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝࢆ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

⪅ࡢ᪂ࡓ࡞࢟ࣕࣜࣃ

ᐃࡘ⮬❧ࡋ࡚◊✲ࢆ

ᐇࡋࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓ㸦ྠ┬࠾࠸ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࢫࢆᥦ♧ࡍࡿ༟㉺◊✲

᥎㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃ

࡚᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅ࢆ  ྡỴ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ဨᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢ᪉

ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊ

ᐃ㸧
ࠋ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝཬࡧ

ᅜࡢᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ



ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ༟㉺◊✲

ࢆࣇ࣮ࣝࢻࡋ࡚ά

ࢪୖ࡛බ㛤ࡍࡿࡶࠊᑂᰝ⤊ᚋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ ࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ဨೃ⿵⪅ࡢᑂᰝ㛵ࡋ

㌍ࡋᚓࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

㏻ࡌ࡚ࠊ௵ᮇࢆ⤊ࡋࡓᑂᰝဨࡢྡ⡙ࢆබ⾲ࡍࡿ࡞ࠊ ࣭ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

࡚ࡣࠊᑂᰝࡢබṇᛶࠊ㏱

᪂ࡓ࡞࢟ࣕࣜࣃࢫࢆ

ᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ

ᐙࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝయไࢆᩚഛ

࣭༟㉺◊✲ဨᴗࡘ࠸࡚ࠊ

᫂ᛶࢆ☜ಖࡋᐇࡍࡿࠋ ᥦ♧ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ

࣭ᑂᰝဨᑐࡋ࡚ࠊᑂᰝࡢᡭᘬࡁ➼ࢆ㓄ࡋ࡚᭩㠃ᑂᰝ ࡋࠊᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜ಖ

≉Ẹ㛫ᴗࡀᥦ♧ࡋࡓ࣏ࢫ

ࡋࡓᅜࡢᴗ࡛࠶ࡿࠕ༟

ࡢᇶ‽ࡸᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚࿘▱ࡋࠊ⢭ᗘࡢ㧗 ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᐃࡵࡓ

ࢺⱝᡭ◊✲⪅ࡀࠊࡼࡾከࡃ

㉺◊✲ဨᴗࠖࡘ࠸

࠸ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ᑂᰝせ㡿ᚑࡗ࡚ᑂᰝᴗົࢆ╔

࣐ࢵࢳࣥࢢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ

࡚ࠊᑂᰝཬࡧᴗົࢆ

࣭࣏ࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓ◊✲ᶵ㛵༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅ࡢᙜ ᐇᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲ᶵ㛵

⥆ࡁᩥ㒊⛉Ꮫ┬༠ຊࡋ࡞ࡀ

⾜࠺ࠋ

⪅㛫΅ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊೃ⿵⪅㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࢆ⾜ ࡢࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡽሗⓎಙࡸไᗘࡢ᳨ド࣭ᨵ
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ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

ࡗࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᙜ⪅㛫΅ࡀࡋࡓೃ⿵⪅  ྡࡘ

࣭ ᶵ㛵ᑐࡋ࡚⿵ຓ㔠

ᗘ㸧ࡣࠊ༟㉺◊✲ဨೃ⿵

࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ༟㉺◊✲ဨỴᐃ㸧
ࠋ

ࢆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ᶵ㛵ᑐ

⪅㑅⪃ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ

࣭༟㉺◊✲ဨࢆ᥇⏝ࡋࡓ◊✲ᶵ㛵㸦᪂つศࠊ⥅⥆ศࡢィ ࡋ࡚㢠ࡢ☜ᐃㄪᰝࢆ㐺ษᐇ

᪂ࡓබເࡍࡿ༟㉺◊

 ᶵ㛵㸧ᑐࡋ࡚ࠊ⿵ຓ㔠ࢆࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹ ࡋࡓࠋ

✲ဨࡢᑂᰝࢆ⾜࠺

ᡂ  ᖺᗘ⿵ຓ㔠ࢆࡋࡓ◊✲ᶵ㛵㸦 ᶵ㛵㸧ᑐ

ࡶࠊ◊✲ᶵ㛵ᑐࡍࡿ

ࡋ࡚ࠊ㢠ࡢ☜ᐃㄪᰝࢆ㐺ษᐇࡋࡓୖ࡛ࠊ㢠ࡢ☜ᐃ㏻ ࣮ࢺࢆᐇࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⤖

ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

▱᭩ࢆ㏦ࡋࡓࠋ



ၿࢆᅗࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

࣭ᙜ⪅㛫΅ᐇᚋࣥࢣ
ᯝࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊᚋ

࣭௧  ᖺᗘࡢබເྥࡅࠊ⏦ㄳࡸ୍ぴබ㛤➼ࡢࡓࡵ ࡢᮏᴗࡢຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀ㈨ࡍ
ࡢ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊ⏦ㄳ᪉ἲࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࡿࡶࡢホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ୖ࡛බ㛤ࡋࠊ ◊✲ᶵ㛵ࡽ  ௳ࡢ࣏ࢫࢺࡢ⏦ㄳࢆཷ



ࡅࡅࠊ⏦ㄳ⤖ᯝࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊ࣏ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
ࢫࢺሗࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ୍࡛ぴࡋබ㛤ࡋࡓ㸦௧  ᖺ ࣭බṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡓᑂ
 ᭶ᮎⅬࠋ࣏ࢫࢺ⏦ㄳࡣ௧  ᖺ  ᭶ࡲ࡛ྍ⬟㸧
ࠋ

ᰝࠊ࡞ࢆ╔ᐇᐇࡋ

࣭௧  ᖺᗘࡢᮏᴗࡢ⌮ゎಁ㐍ࡢࡓࡵࠊ௧  ᖺ  ࡚࠸ࡃࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᮏ
᭶◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓබເㄝ᫂ࢆᮾிࠊ㜰ࡢሙ ᴗࡢ࿘▱ࡢࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞ሗ
࡛㛤ദணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ Ⓨಙࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࠋ
㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ㛤ദ᪉ἲࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㈨ᩱཬࡧㄝ᫂ື 
⏬ࢆᥖ㍕ࡍࡿ࢙࢘ࣈ㛤ദኚ᭦ࡋᐇࡋࡓࠋ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᮏᴗࡢຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀ㈨ࡍࡿࡼ
࠺ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ࣏ࢫࢺᥦ♧◊✲ᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࠊࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ༟㉺◊✲ဨᑐࡋ࡚ࠊ◊✲
άື≧ἣࡘ࠸࡚㏣㊧ㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡉࡽࠊ㢠ࡢ☜
ᐃㄪᰝࡢ㝿༟㉺◊✲ဨࡽពぢ⫈ྲྀࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ
ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ༟㉺◊✲ဨࢆ㞠⏝ࡋࡓ◊✲ᶵ㛵ᑐࡋ
࡚ࠊ༟㉺◊✲ဨࡢ◊✲άືሗ➼㛵ࡍࡿᡂᯝሗ࿌᭩ࡢ
ᥦฟࢆồࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓࠋ
࣭ᮏᴗࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࠊබເ㛵ࡍࡿሗࢆ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࠊሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏᴗࡢ
ᴫせࡸ༟㉺◊✲ဨࡢኌ➼ࢆࡲࡵࡓ◊✲ᶵ㛵⏝ࣃࣥࣇ
ࣞࢵࢺࠊ◊✲⪅⏝࣮ࣜࣇࣞࢵࢺཬࡧ࣏ࢫࢱ࣮ࠊබເㄝ᫂
㛤ദෆࢳࣛࢩࢆసᡂࡋ㓄ᕸࡋࡓࠋేࡏ࡚ࠊྛ✀ࣃࣥ
ࣇࣞࢵࢺ➼ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMOHLQGH[KWPO

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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83

84

㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸲

㸲Ꮫ➼ࡢᙉࡳࢆ⏕ࡋࡓᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢᙉ
㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍
㸦㸰㸧Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ
㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿᨻ 
⟇࣭⟇

ᙜヱᴗᐇಀࡿ᰿ᣐ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 
㞴᫆ᗘ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ 

ཧ⪃㹓㹐㹊

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMWRSOHYHOLQGH[KWPO 
༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMKDNDVHNDWHLLQGH[KWPO 
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXSURLQGH[KWPO
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMDSLQGH[KWPO 
ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFLQGH[KWPO 
Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLQGH[KWPO 
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMVJXLQGH[KWPO 
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㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫ᐇ⦼➼

㸱㸮ᖺᗘ

㸯ᖺᗘ

㸰ᖺᗘ

㸱ᖺᗘ





㸲ᖺᗘ

ホ౯ᣦᶆ

 ᅇ

 ᅇ









Ỵ⟬㢠㸦༓㸧











⤒ᖖ㈝⏝㸦༓㸧











⤒ᖖ┈㸦༓㸧

































 

⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫᐇࢥࢫ

ἣ㸦ጤဨࡢ㛤ദᐇ⦼

ࢺ㸦༓㸧

➼ࢆཧ⪃ุ᩿㸧

  ᚑேဨᩘ㸦ே㸧












㸲ᖺᗘ



ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ≧

㛵㐃ᣦᶆ

㸱ᖺᗘ



ࣝࡢᨭ࠾ࡅࡿ
㹼 ᅇ

㸰ᖺᗘ



ཬࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂ
㸫

㸯ᖺᗘ

   ண⟬㢠㸦༓㸧

Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ

ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ

㸱㸮ᖺᗘ

  


ୡ⏺ࢺࢵࣉ
ࣞ࣋ࣝ◊✲
ᣐⅬࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࠾࠸
࡚ࠊ◊✲Ỉ

Ꮫ➼
࠾ࡅࡿᩍ
⫱◊✲ᣐ
Ⅼࡢᙧᡂ
ࡸࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝࡢ
ྲྀ⤌➼ࢆ
ᨭࡍࡿ
ᴗ࠾
ࡅࡿ᥇ᢥ
ᶵ㛵ࡢྲྀ
⤌≧ἣ

㸫

‽ཬࡧ㐠Ⴀ

㸣

㸫

㸣



ࡢ࠸ࡎࢀࡶ
ୡ⏺᭱㧗Ỉ
‽࡛࠶ࡿ
ㄆᐃࡉࢀࡓ
ྜ



Ꮫᩍ⫱ᨵ









㠉ࡢᨭཬ
ࡧᏛࡢࢢ
࣮ࣟࣂࣝ
ࡢᨭ࠾
࠸࡚ࠊᐃ

㸫

࠾ࡾࠊ࠶

㸣

㸣

㸣



ࡿ࠸ࡣࡑࢀ
௨ୖࡢᡂᯝ
ࢆୖࡆࡓ
ࡍࡿᴗࡢ
ྜ
ὀ㸯㸧ண⟬㢠ࠊỴ⟬㢠ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻⤒㈝㒊ศࢆ㝖ࡁྛᴗົ㓄㈿ࡋࡓᚋࡢ㔠
㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸲Ꮫ➼ࡢᙉࡳࢆ⏕ࡋࡓᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢᙉࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯



୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

༟㉺ࡋࡓ▱ࢆ⏕ࡳฟ

ᖺᗘィ⏬

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

$

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯
ホᐃ

$

Ꮫ➼ࡢᩍ⫱◊✲ᶵ



ࡍ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊ ⬟ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᏛ



Ꮫ⾡⯆ࡢほⅬࡽࠊ

➼࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲ᣐ



Ꮫ➼࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲

Ⅼࡢᙧᡂࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ



ᣐⅬࡢᙧᡂࡸࢢ࣮ࣟࣂ

㛵ࢃࡿᅜࡢຓᡂ



ࣝࡢྲྀ⤌➼ࢆᨭࡍ

ᴗࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯



ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌

ᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖ

ࡿࡇࡼࡾࠊᏛ➼ࡢ

➼ᴗົࢆᐇࡍࡿࠋࡲ



ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿ

ᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸

ᙉࡳࢆ⏕ࡋࡓᩍ⫱◊

ࡓࠊᴗࡼࡿᡂᯝ➼

ࡇࡽホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ $

✲ᶵ⬟ࡢᙉࢆ⾜࠺ࠋ

ࡘ࠸࡚ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ྛᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝࠊࣇ࢛࣮ࣟ

ࡍࡿࠋ



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼





㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

ࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

ࢵࣉࠊホ౯➼ࠊィ⏬ࢆ╔ᐇᐇ

࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ࡋࠊࡑࡢୖ࡛᭦࡞ࡿᑂᰝ࣭ホ౯

ྛ✀ጤဨእᅜேጤဨࡀྵ

➼ᴗົࡢᨵၿࡶ✚ᴟⓗྲྀࡾ

ࡲࢀࠊᅜ㝿ⓗどⅬࡽࡢ㆟ㄽ

⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ༟㉺Ꮫ㝔

ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊᴗ㊃᪨

ⱥㄒࡼࡿ㈨ᩱసᡂࡸ㐠Ⴀࢆ

ࢆⓗ☜ᤊ࠼ࡓᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗ

⯆ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࠊ◊

ົࢆ╔ᐇᐇࡋࡘࡘࠊ๓ᖺᗘ

✲Ỉ‽ཬࡧ㐠Ⴀࡢ࠸ࡎࢀࡶୡ

ࡢᑂᰝ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

⏺᭱㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿㄆᐃࡉࢀ

ࢆᐇࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᑐࡋ࡚

ࡓྜࡀࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽ

ḟᖺᗘࡢබເ㛵ࡍࡿᨵၿⅬࡢ

ࢀࡓྜ㸦㸣㸧ࢆ㐩ᡂࡋ࡚

ᥦࢆ⾜࠺࡞ࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ

࠸ࡿࠋཝ᱁࡞ᘏ㛗ᑂᰝࡸࣇ࢛

యࡋ࡚ไᗘయࡢ㐠Ⴀᨵ

࣮ࣟࢵࣉࡀ㐺ษ࡞ࡉࢀࠊ

ၿ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᡂᯝࡢ᭱ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ᑂᰝཬ

ᡂᯝࡢබ㛤ࡲࡽࡎࠊᣐ

ࡧホ౯ࡢ⤖ᯝࢆ㛵ಀ㈨ᩱࡶ

Ⅼࡢ▱ぢࢆ୍⯡ࡸⱝ࠸ᒙྥ

බ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝཬࡧホ

ࡅ࡚ᗈࡆࡿάືࡶ✚ᴟⓗ⾜

౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡍࡿࡶ

ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊἼཬຠᯝࡶࡁ

ࠊྛᏛཧ⪃࡞ࡾ࠺ࡿ

࠸ࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᗈሗ

ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ

ࡢពḧⓗ࡞ྲྀ⤌ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉ

ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ࢀࡿࠋᡂᯝࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤ࡶᐇ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ࠾࠸࡚

⦼ࢆ✚ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ࡣࠊከᩘࡢᏛࡽࡢ⏦ㄳཬࡧ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ࠾࠸

ከᩘࡢጤဨࡢ㐃⤡ㄪᩚࡘ࠸

࡚ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈ⯆

࡚▷ᮇ㛫࡛ࡢᑐᛂࢆồࡵࡽࢀࡿ

࡛ᐃࡵࡓつᐃᇶ࡙ࡁࠊᚲ

ᑂᰝᴗົຍ࠼ࠊᚋホ౯ཬࡧ

せ࡞ጤဨ➼ࡀ⤌⧊ࡉࢀࠊᑂ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢࡓࡵࡢ⌧ᆅど

ᰝ࣭ホ౯ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀ㐺

ᐹࠊ
⌧ᆅゼၥࢆᘏ  ᅇᐇࡋࠊ ษ⾜ࢃࢀࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

72

㝈ࡽࢀࡓேဨ࡛ᢸᙜጤဨࠊࣉࣟ

ᡂᯝࡢ᭱㈉⊩ࡋ࡚࠸

ࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ཬࡧᏛࡢ

ࡿࠋ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥ

73

㐃⤡ㄪᩚࠊ⌧ᆅࡢྠ⾜ࠊ㈨ᩱస

ࢢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᇵࢃࢀࡓᑂ

ᡂࠊಶูࡢ๓ᡴࡕྜࢃࡏࠊグ

ᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢ▱ぢ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘

㘓ࠊ㈨ᩱᩚ⌮➼ࢆࠊᑂᰝᴗົే

ࡀྛᴗἼཬࠊᙺ❧࡚ࡽࢀ

⾜ࡋ࡚ࡾ࡞ࡃ☜ᐇ⾜ࡗࡓࡇ

࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ⯆࡛ࡢᨭ

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉ࠊ༟㉺

ᴗົࡢ㧗ᗘࠊຠ⋡ࡘ

Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᴗᐇ

࡞ࡀࡿࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛

య࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⥥

ࡁࡿࠋ

ᐦ࡞㐃⤡ㄪᩚࡼࡾࠊከᩘࡢ

࣭༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾

Ꮫࡽࡢ⏦ㄳཬࡧከᩘࡢጤဨ࣭

࠸࡚ࡣࠊ௧ඖᖺᗘࡢᑂᰝ㒊

ᑂᰝពぢ᭩సᡂ⪅ࡢ㐃⤡ㄪᩚ

ጤဨࠊᑂᰝពぢ᭩సᡂ⪅

ࡘ࠸࡚▷ᮇ㛫࡛ࡢᑐᛂࢆồࡵ

ᑐࡍࡿつᶍࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

ࡽࢀࡿᑂᰝᴗົࢆ╔ᐇᐇࡋ

ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝࣉࣟࢭࢫࡢぢ┤

ࡘࡘࠊ௧ඖᖺᗘࡽ᪂ࡓᮏ

ࡋࢆᅗࡿࡶࠊㄪ᭩ᵝᘧ

ᴗࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ༶ࡋࡓྲྀ⤌

ࡢᨵၿ➼ᴗᐇయ࡛࠶ࡿ

ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࣇ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᑐࡋ࡚ḟᖺᗘࡢ

࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ

බເ㛵ࡍࡿᨵၿⅬࡢᥦࢆ

࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽຍ࠼࡚ࠊ๓ᖺᗘ

⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࡢᑂᰝ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

ࡿࠋ

ࢆᐇࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᑐࡋ࡚

࣭༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢ

ḟᖺᗘࡢබເ㛵ࡍࡿᨵၿⅬࡢ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࡣࠊᗈሗ

ᥦࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛

⏝ᡂᯝሗ࿌᭩➼ࢆ⤒ᅋ㐃ဨ

ࡁࡿࠋ

ᴗ  ♫㓄ᕸࡋ࡚ᐇ⦼

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

ࢆ⏘ᴗ⏺ᗈࡃ࿘▱ࡋࡓࡇ

࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ࡛

ࡣࠊ⏘ᏛᐁẸ࠾ࡅࡿ༤ኈྕ

ࡣࠊ᪂つබເศࡢⱥㄒࡼࡿᑂ

ྲྀᚓ⪅ࡢά㌍ࡢಁ㐍ᐤࡍ

ᰝࢆᴗࡋ࡚ึࡵ࡚ᾏእࡢ┦

ࡿࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ᡭഃᶵ㛵࡛࠶ࡿḢᕞጤဨඹ

ࡿࠋ

ྠ࡛ᐇࡍࡿࡶࠊᑂᰝ᪥

࣭Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ

⛬ࡀᖺࡢẚ㍑࡛  ᭶⛬ᗘ

࠾࠸࡚ࡣࠊඹྠබເ࣭ᑂᰝᶵ

᪩ࡲࡗࡓࡇక࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ

㛵࡛࠶ࡿḢᕞጤဨࡢྜྠ

┬ࡢ㐃ᦠࡼࡾḢᕞጤဨ

ᑂᰝ㒊࠾࠸࡚ࠊᴗࡋ

ࡢ㛫࡛⥥ᐦ࡞㐃⤡ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇ

࡚ึࡵ࡚ⱥㄒ࡛ࡢ᭩㠃࣭ྜ㆟

࡛ࠊᑂᰝࡢ࡞ᐇດࡵ

ࡼࡿᐈほⓗࡘබᖹࠊබṇ

ࡓࡇࡣᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࡞ᑂᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋḢᕞ

ࡿࠋ

ጤဨࡢྜྠᑂᰝ㛵ࡋ

࣭Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

࡚ࡣࠊጤဨᙜ᪥ࡢᐇົࡢࡳ

ཬࡧᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ

࡞ࡽࡎࠊ⩦័ࡢ␗࡞ࡿḢᕞྛ

᪉⏕᥎㐍ᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊḟ

ᅜࡢㄪᩚ➼⯆ࡀᢸࡗࡓ

ᖺᗘࡽࡢᚋホ౯ࡢ╔ᐇ࡞ᐇ

࡛࠶ࢁ࠺ධᛕ࡞‽ഛ࡞ࡃࡋ࡚

ྥࡅ࡚ࠊ⿵ຓᮇ㛫⤊ᚋࡢ

ࡣࠊ࡞ᐇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗ

ᴗ⥅⥆ࢆ㔜Ⅼⓗ☜ㄆࡍࡿ࡞

ࡓࡇࡣᐜ᫆⌮ゎ࡛ࡁࠊ≉

87

88
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᐇດࡵ

㧗ࡃホ౯ࡋࡓ࠸ࠋ⯆ࡢ

ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᅜ㝿ࡶ࠸ᐤࡋࡓ

࣭௧ඖᖺᗘ࡛ᅜࡼࡿ⿵ຓᮇ

⪃࠼ࡿࠋ

㛫ࡀ⤊ࡍࡿ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜ



ࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᡃࡀ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᅜయࡢᏛ㝔ࡢἼཬࢆぢᤣ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

࠼ࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢ

࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᗈሗࢆ

⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞

✚ᴟⓗ⾜࠺ࡶࠊྛࣉࣟ

ᨭᮇ㛫ࡀ⤊ࡍࡿᴗ࠶

ࢢ࣒ࣛࡢᏛ⏕ࡸಟ⏕ࡼࡿ࣡

ࡿ࠸ࡣ᥇ᢥᶵ㛵ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚

࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࡶ㛤ദࡉࢀࡿࡓ

࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

ࡵࠊጤဨࡸ 32 ࡶෆࡍࡿࡇ

ከࡃࡣᮇᚅ௨ୖࡢᡂᯝࢆ⏕ࡳ

࡛ከ㠃ⓗ࡞ᚋホ౯ࡸࣇ࢛࣮ࣟ

ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊഔฟࡋࡓᡂᯝࢆ

ࢵࣉࡘ࡞ࡆࡓࡇࡣ㧗ࡃホ

⏕ࢇࡔ㐠Ⴀୖࡢ▱ぢࢆྍ⬟࡞

౯࡛ࡁࡿࠋ

㝈ࡾᚋ⏕ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸᴗࡢ┿౯ࡣࡑ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࡇࡲ࡛ྵࡵ࡚ၥࢃࢀࡿࡇ

࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊᣐⅬࡢᑂᰝ࣭ホ౯࣭ ࡞ࡿࠋ
⟶⌮ᴗົࢆ╔ᐇᐇࡍࡿ

࣭༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢ

ࡶࠊᵝࠎ࡞፹యࢆ㏻ࡌࡓሗ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂᯝ

Ⓨಙࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ሗ࿌᭩ࡀ⤒ᅋ㐃ࡢဨᴗ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ཬࡧᏛࡢࢢࣟ

 ♫㓄ᕸࡉࢀࡓࡇࡶ

࣮ࣂࣝࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂ

⌮ゎࢆᗈࡆࡿ࠺࠼࡛ᙺ❧ࡗࡓ

ᴗ࠾࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁබṇࡘ

ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ༤ኈྕྲྀᚓ⪅

㎿㏿࣭㐺ษ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᐇࡋ

ࡢά㌍ࡢሙࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃ࠺࠼

࡚࠸ࡃࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㈉⊩ࡣ࠺ࡔ

╔ᐇ࡞ᐇྥࡅ࡚ࣇ࢛࣮ࣟ

ࡗࡓࠊᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾

ࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉࢆᅗࡾࡘ

࠸᳨࡚ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ

ࡘࠊྛᏛࡢཧ⪃࡞ࡾ࠺ࡿ

ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ

ሗࡢ✚ᴟⓗ࡞Ⓨಙࡶດࡵ࡚࠸

ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞ᚲせ࡞༠

ࡃࠋ

ຊࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ







㸺ࡑࡢ㡯㸼
̿




㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊

㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊

㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍

✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍

✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍

㸲㸫㸯ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ

࣭⯆࠾࠸࡚ᐃࡵࡓࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉ ࡢᙧᡂಁ㐍

Ⅼࡢᙧᡂಁ㐍

ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜ

㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐⅬ

㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐ

ᅜෆእࡢ➨୍⥺ࡢ◊

㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅

◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ᣦ

ࣟࢢ࣒ࣛጤဨつ⛬ࠖᇶ࡙ࡁࠊᅜෆእࡢᏛ⾡◊✲ᶵ㛵 ⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

㝿ⓗ࡞యไࡢୗ࡛ᑂᰝ࣭ ✲⪅ࢆᘬࡁࡘࡅࡿඃࢀ

ࢆ୰᰾ࡋࡓ◊✲ᣐⅬ

ࡍᴗಀࡿᅜ㝿ⓗ࡞

ࡢ㛗࣭ᩍဨཬࡧᏛ㆑⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼ࡽ࡞ࡿࣉࣟࢢࣛ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ホ౯➼ࢆ⾜࠸ࠊᅜෆእࡢ

ࡓ◊✲⎔ቃ㧗࠸◊✲

ᵓࢆ㞟୰ⓗᨭࡋࠊ ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ≧ἣ

࣒ጤဨ➼ࢆ⤌⧊ࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯࣭⟶⌮ᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ
 ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᘬࡁ

Ỉ‽ࢆࡿ◊✲ᣐⅬࡢ

ඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ㧗࠸

࣭ᴗົࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇィ⏬

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

㸦ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ⾜࠺ጤ

74

ࡘࡅࡿඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ

ᙧᡂࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢ

◊✲Ỉ‽ࢆࡿࠕ┠ぢ

ဨࡢయไᩚഛ≧ἣ➼

ࡲ࠼ࠊࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮㸦3'㸧
ࠊࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹ ㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆࡿ

ຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢ

࠼ࡿ◊✲ᣐⅬࠖࡢᙧᡂࢆ

ࢆཧ⪃ุ᩿㸧

ࣞࢡࢱ࣮௦⌮㸦'3'㸧ཬࡧᣐⅬࡈࡢࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛ࢜ࣇ ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࡸࠊࡑࡢ

ᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ

┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂ



ࢧ࣮㸦32㸧ࢆ㓄⨨ࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬࡽࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ ࡽࠊホᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᛶ᱁ࡽࠊࣉ

ᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓ

࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົࢆ

ᴗ࡛࠶ࡿࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

㐍ᤖ≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿయไࢆᩚഛࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ࣭ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ

ࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡢࡳ࡞ࡽࡎྛ

ྲྀ⤌ࢆ⥲ྜⓗᨭࡍ

⾜࠺ࡶࠊᙜヱᴗ

࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢࣛ

㸲㸫㸿Ꮫ➼࠾ࡅࡿ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀタࡅࡓ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ࡘ࠸࡚ࠊ:3, 

࠼ࠊ3'࣭32 యไࢆᵓ⠏ࡍࡿ

ᣐⅬసᴗ㒊ࡶᅜ㝿ᛶࢆ㔜ど

ࡿࠋ

࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢ᭱

࣒㸦:3,㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࠊᅜ

ᩍ⫱◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࡸ

࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢࡓࡵࠊ࢝ࢹ࣑࣮࣭ࢹ ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡸᣐⅬ

ࡋᅜ㝿ⓗほⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊྛ

ྥࡅࡓάືࡢᨭ

ࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢྲྀ⤌➼

ࣞࢡࢱ࣮㸦$'㸧ཬࡧᣐⅬࡈࡢ࢝ࢹ࣑࣮࣭࢜ࣇࢧ సᴗ㒊࠾࠸࡚እᅜே◊✲⪅

ᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀ㐺ษ

ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

࠸ࠊᑂᰝཬࡧホ౯࣭㐍ᤖ

ࢆᨭࡍࡿᴗ࠾ࡅ

࣮㸦$2㸧ࢆ㓄⨨ࡋࠊࡑࡢ㐠Ⴀ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡶཧ⏬ࡋࡓయไࢆᩚഛࡍࡿࡇ

⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱⤊ホ౯࣭ᘏ

ࡼࡾࠊᑂᰝ࣭ホ౯࣭㐍ᤖ⟶⌮ᴗ

㛗ᑂᰝ㛵ࡋ࡚ࠊᘏ㛗ࡢ⏦ㄳ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ

⟶⌮ᴗົࢆ⾜࠺ࡶ

ࡿ᥇ᢥᶵ㛵ࡢྲྀ⤌≧ἣ

࣭ྛᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧᣐ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣ௨ୗࡢྲྀ⤌

ࠊᙜヱᴗ࡛ᚓࡽࢀࡓ



Ⅼసᴗ㒊࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶእᅜேጤဨࢆྵࡴ࣓ࣥࣂ ົࢆᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࡛╔ᐇᐇ

ࡀ࠶ࡗࡓ  ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣୡ

ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢ

ᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

࣮㸦ጤဨ  ྡ୰እᅜே  ྡࠊ㸣㸧ࡼࡾࠊᅜ㝿ⓗ ࡋࡓࠋ

⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ᣐⅬࡢ

බṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍ

άືࡢᨭᴗົࢆ⾜

㸲㸫㸯ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ

࡞ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ᐇࡋࡓࠋ

࣭3' ཬࡧ 32 ࢆ୰ᚰࡋࡓᣐⅬస

Ỉ‽࠶ࡿ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡞

ࡿࡶࠊᑂᰝ࣭ホ౯

࠺ࠋ

◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ᣦ



ᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅどᐹཬࡧࣉࣟ

ࡀࡽࡶᘏ㛗ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗ

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨྡ⡙

ࢢ࣒ࣛጤဨࡼࡿࣄࣜࣥࢢ

ࡓ࡞ࠊᴟࡵ࡚ཝ᱁⾜ࢃࢀ

㸦௧ඖᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧  㸦どᐹ࣭ࣄࣜࣥࢢ࠸ࡎࢀࡶᾏ

࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

➼ࢆ⾜࠺ጤဨ࠾ࡅ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

ࡍᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ

ࡿᅜ㝿ⓗ࡞యไࢆᩚഛ

ᗘ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

⾜࠺ጤဨ࠾࠸࡚ࠊᅜ

ࡍࡿࠋ

᥇ᢥࡉࢀࡓ㸯ᣐⅬࡘ

ࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜ㝿ⓗ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤ

࠸࡚ࡣ᭱⤊ホ౯ࠊᖹᡂ

࡞ほⅬࡽᴗཬࡧ◊

ဨࡢタ⨨

 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸱

✲ᣐⅬࡢᙧᡂ᭷┈࡞

࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢ

ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣᘏ㛗ᑂ

ᣦࢆᚓࡿࡓࡵࡢᑂᰝ࣭

බ⾲

ᰝཪࡣᖺḟホ౯ࠊࡑࡢ

ホ౯➼ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ

࣭┈┦㓄៖ࡋࡓ

ࡢ㸳ᣐⅬ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ

ࡓࠊጤဨ࠾ࡅࡿእ

ᑂᰝࡢᐇ

᥇ᢥࡉࢀࡓ㸯ᣐⅬࠊᖹ

ᅜேጤဨཧ⏬ྜࠊⱥㄒ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢ

ᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ

ࡼࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ⾜

ጤဨྡࡢබ⾲

㸰ᣐⅬࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

࠺యไᩚഛࡢ≧ἣ➼ࢆ

࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲

᥇ᢥࡉࢀࡓ㸰ᣐⅬ㸧ࡘ

ཧ⪃ุ᩿ࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊᙜヱᴗ࡛ᚓࡽ

ᕝྜ┾⣖
㯮ᕝ Ύ
ᑠᯘ ㄔ
㕥ᮌ ẚྂ
Ọ Ⰻ୕
୰ᮧ 㐨
㔝౫ Ⰻ
㸦ጤဨ㛗㸧
ℊཱྀ 㐨ᡂ
ᯇᮏ ⣫

࠸࡚ࡣᖺḟホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ 

ࢀࡓᡂᯝࡢ᭱ྥ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ

㸲㸫㸿⯆ࡢ㛵ࢆ

ࡅࡓάືࡢᨭᴗົ

ᙜࡓࡗ࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼

㏻ࡌࠊᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼

ࡋ࡚ࠊᙜヱᴗయ

ࢆ⾜࠺ጤဨ࠾ࡅࡿ

ࡓྲྀ⤌ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ

ࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢻࢆ⥔ᣢ࣭ ᅜ㝿ⓗ࡞యไࢆᩚഛࡍ

ࡓࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ

ྥୖࡉࡏࡿάືࢆ⾜࠺

ࡿࡶࠊබṇ࡞ᑂ

ᴗ᥇ᢥᶵ㛵࠾ࡅࡿྲྀ

ࡶࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽

ᰝ࣭ホ౯➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ

⤌≧ἣࡘ࠸࡚ᚋホ

ࡢ◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂಀ

࠺┈┦ࡢ㓄៖ࢆ

౯➼ࢆ㏻ࡌ࡚ẖᖺᗘ☜

ࡿሗ㞟࣭ศᯒࡸ⤒

⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ㏱᫂ᛶࢆᢸ

ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓୰

㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷࣭ᒎ

ಖࡍࡿࡓࡵࠊᑂᰝ࣭ホ౯

ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ

㛤ࢆ⾜࠺ࠋ

➼ࡢ⤊ᚋࡣࡑࡢ⤖

⦼㸦ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲

ࣁ࢚ࣜࢵࢺ࣭࢘࢜
ࣝࣂ࣮ࢢ
ࢡࣛ࢘ࢫ࣭ࣇ࢛
࣭ࣥࢡࣜࢵࢶࣥ
ࢢ
ࣜࢱ࣭ࢥ࣮࢙࢘ࣝ
ࣅࢡࢱ࣮࣭ࣚࢭ
ࣇ࣭ࢨ࢘
ࢪ࣭ࣕࣥࢪࣥ㸫ࢪ
ࣗࢫࢱࣥ
ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢲࢵ
ࢩ࣮ࣕ
࣒࣭ࣜࢳ࣭ࣗࣥ
࣏࣮

Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே⮬↛⛉Ꮫ◊
✲ᶵᵓศᏊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㛗
ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫྡᩍᤵ
Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே㧗࢚ࢿࣝࢠ
࣮ຍ㏿ჾ◊✲ᶵᵓ≉ูᰤᩍᤵ
බ❧Ꮫἲேᅜ㝿ᩍ㣴Ꮫ⌮
㛗࣭Ꮫ㛗
⮬་⛉ᏛᏛ㛗
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵ
ᵓ㢳ၥ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵ
ᵓ◊✲㛤Ⓨᡓ␎ࢭࣥࢱ࣮㛗
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵ
ᵓ⌮㛗
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⌮Ꮫ◊✲ᡤ
⌮㛗
࢝ࣟࣜࣥࢫ࢝་⛉Ꮫᩍᤵ
࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣉࣛࣥࢡ◊✲ᡤ㒊ᒁ㛗

࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᏛྡᩍᤵ
⡿ᅜ་Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮㛗
ࣇࣛࣥࢫᏱᐂᇶ♏⛉Ꮫ◊✲ᡤᏛ
⾡㢳ၥ
ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻᏛ⡿ᅜ࣭ࢪ
ᢏ⾡⤒Ⴀ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㣗ရᗇ㛗ᐁ

እጤဨࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆ⤒࡚㐍ᤖ≧ἣ

ࡿࠋ

➼ࢆࡁࡵ⣽ࡃᢕᥱࡋࠊྛᣐⅬ

࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ♫ࡽ

ࡢᨵၿࡍࡁⅬ➼ࢆࡾࡲࡵ

ࠕぢ࠼ࡿࠖᏑᅾ࡞ࡿࡇࢆ

࡚ᥦ♧ࡍࡿ࡞ࠊ᭱⤊ホ౯ᘏ

┠ᣦࡋࠊᅜෆእࡢᖜᗈ࠸ᒙ

㛗ᑂᰝࢆྵࡴ⿵ຓ㔠ᨭᣐⅬ

ྥࡅࡓከᵝ࡞࢘ࢺ࣮ࣜࢳά

ಀࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ㐺ษࡘ

ືࡸࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢάື

╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ:3, ࢝ࢹ

ᨭࠊᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢಁ㐍

࣑࣮ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡶࠊᡤᐃࡢᡭ

ࡘ࡞ࡀࡿάືࡢᨭ࡞ࢆࠊ

⥆ࡁ๎ࡗࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ

✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊࣥࢣ࣮ࢺ➼

⾜࠺ඹࠊᣐⅬ㛗௦ಀࡿ

ࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢຠᯝࢆᢕᥱࡍࡿ

ᑂ㆟ࢆ㐺ษᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ

࡞ࠊᚋ᪉ᨭᴗົࡀᐇࡋ

ࡓࠊ
௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿእ㒊ホ౯

࡚࠸ࡿࡇࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ

ྥࡅࡓయไᩚഛࡶ╔ᐇ㐍ࡵ

࣭:3, ྛᣐⅬࡢົᢸᙜ⪅ࡀ

࡚࠸ࡿࠋ

㞟࠺ᶵࢆタᐃࡋࡓࡇࡣࠊ

࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝࡢ᭱

ᣐⅬ㛫࡛ࡢ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ

ྥࡅࡓάືࡢᨭᴗົࡘ

ඹ᭷ࢆಁ㐍ࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

࠸࡚ࠊᴗົ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣥࢣ

ࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ᡂᯝ㐩ᡂ㈉⊩

࣮ࢺ⤖ᯝࠊྛᣐⅬࡽࡢせᮃࠊ

ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿホ౯࡛ࡁ

ᖺᗘࡢྲྀ⤌ࡢຠᯝ➼ࢆཧ⪃᳨

ࡿࠋ

ドࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊ:3, ᣐⅬࡸᩥ㒊⛉



Ꮫ┬㊊୪ࡳࢆᥞ࠼࡞ࡀࡽ㐺ษ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᯝࢆጤဨྡࡶ࣍

ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨྡ⡙ཬࡧྛᣐⅬసᴗ㒊ጤဨྡ⡙ࡘ

⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

࣮࣒࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚බ

ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲Ỉ‽

࠸࡚ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᅜෆእࡢᖜᗈ࠸ᒙྥࡅࡓከ

:3, ᣐⅬ✚ࡉࢀࡓ⤒㦂࣭ࣀ

⾲ࡍࡿࠋࡉࡽࠊホ౯࣭ ཬࡧ㐠Ⴀࡢ࠸ࡎࢀࡶୡ



ᵝ࡞࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࡸࣇࣥ

࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤ࡀ✚ᴟⓗ

㐍ᤖ⟶⌮ᴗົࢆᑓ㛛ⓗ

⏺᭱㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿㄆ

㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃ

࡞ほⅬࡽ⾜࠺ࡓࡵࠊࣉ

ᐃࡉࢀࡓྜࡀ 㸣

ڦᑂᰝ࣭ホ౯࣭㐍ᤖ⟶⌮ᴗົຍ࠼ࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ ࢻࣞࢪࣥࢢάືᨭࠊᅜ㝿㢌
ᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓάືᨭࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊୡ⏺ࢺࢵࣉ ⬻ᚠ⎔ࡢಁ㐍⧅ࡀࡿάືࡢᨭ
75

ホ౯࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊ ᖺࡢᨭ

89

90
ࣟࢢ࣒ࣛࢆᢸᙜࡍࡿࣉ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㸧
ࠊ

ࣞ࣋ࣝᣐⅬᙧᡂ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕ:3, ࢭࣥࢱ࣮ࠖ ࡞ࠊᑐ㇟࣭ෆᐜࡀ␗࡞ࡿከᒱ

ᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࠊཝ᱁࡞᭱⤊

ࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮

Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭཬ

࠸࠺ࠋ㸧ࡢࢭࣥࢱ࣮㛗 :3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ῝࠸▱ぢࢆ᭷ ரࡿྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇࡋࠊࡑ

ᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊᨭᮇ㛫ࡢᘏ㛗

ཬࡧᣐⅬࡈࡢࣉࣟࢢ

ࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ࡍࡿ 3' ࢆጤკࡋࠊᴗົࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢࡢ ࡢຠᯝࢆࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡸ㞟

ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓᶵ㛵ࡀ࠶

࣒࣭ࣛ࢜ࣇࢧ࣮➼ࢆ㓄

ࡢᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ

యไࢆᩜ࠸࡚࠸ࡿࠋ

ྍ⬟࡞ᩘ್࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿࡇࡣࠊ⥅⥆ⓗୡ⏺ࢆࣜ

⨨ࡍࡿࠋ

࠾ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨



࣭ᡂᯝᶓᒎ㛤ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮

࣮ࢻࡍࡿ࠸࠺ :3, ࣉࣟࢢࣛ

:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂ

ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࡍ

ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇڦ

࣒  ࡞ ࡿ ࢘ ࢙ ࣈ ࢧ  ࢺ ࠕ :3, ࣒ࡢᮏ᮶ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ࠺ࡿ

ᯝࡢ᭱ྥࡅࡓά

ࡿ  ᴗ ࡢ  ྜ ࡀ  㸣

ᣐⅬᵓࡢ㐍ᤖ≧ἣཬࡧᣐⅬࡢ㐠Ⴀ≧ἣࡢᢕᥱ⟶⌮ )RUXPࠖࡢᐇࠊ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ

ࡢၥࡀṧࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ືࡢᨭᴗົࡋ࡚ࠊ 㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ

ࢆࠊྛጤဨࡢ┈┦㓄៖ࡋࡘࡘࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ㐺ษ ࣮ࢩ࣒㸦58&㸧ࡢඹദࢩ࣏ࣥ

ࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࣉࣟࢢ

㧗ᰯ⏕ࢆጞࡵࡋࡓ♫

࠾ࡅࡿ୰㛫ホ౯ཬࡧ

ᐇࡋࡓࠋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ ࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡞ࠊ:3, ᣐⅬ

࣒ࣛࡢᡂᯝࢆࡉࡽఙࡤࡋ࡚

ࡢከᵝ࡞ᒙࡽ :3,

ᚋホ౯ࡢᐇ⦼㸧
㸧ࢆᇶ

ࡍࡿࡶࠊᴗ࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚බ㛤ࡋࡓࠋ

✚ࡉࢀࡓ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷࣭ ᪥ᮏయࡢᗏୖࡆࡶࡘ࡞ࡀ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡀࠕぢ࠼

‽ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ



ᒎ㛤ࡶ✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑ

ࡿࠖᏑᅾ࡞ࡿࡇࢆ┠

౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ

⿵ڧຓ㔠ᨭᮇ㛫࠶ࡿ  ᣐⅬ㸦ᖹᡂ ࣭࣭࣭࣭ ࡢຠᯝࡶ╔ᐇୖࡆ࡚࠸ࡿホ

ᣦࡋࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛཬ

 ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ3' ཬࡧᣐⅬᢸᙜࡢ 32 ࢆ୰ ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡧᣐⅬࡢάື࣭ᡂᯝࢆⓎ

ᚰࡋࡓᣐⅬసᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠺ࡶࠊ 

ಙࡍࡿࡓࡵࡢᗈሗ࣭࢘

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࣄࣜࣥࢢࢆᐇ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࢺ࣮ࣜࢳάືࡸࠊᅜ㝿㢌

ࡋࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᣐⅬࡢᨵၿࡍࡁⅬ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊᣐⅬࡢᑂᰝ࣭ホ౯࣭

⬻ᚠ⎔ࡢຍ㏿࣭ᣑ㈨

➼ࢆࡾࡲࡵࡓࠋ

⟶⌮ᴗົࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࠋ≉

ࡍࡿྲྀ⤌➼ࢆᐇࡍࡿࠋ

 ᣐⅬࡢ࠺ࡕࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ᣐⅬᖹᡂ  ᖺᗘ

ࠊ
௧  ᖺᗘึࡵ࡚ணᐃࡉࢀ

ࡲࡓࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

᥇ᢥࡢ  ᣐⅬࡣࠊ௧ඖᖺᗘࡀࡑࢀࡒࢀᨭᮇ㛫᭱⤊ᖺ ࡚࠸ࡿ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡢእ

యࡢ㐠Ⴀᡓ␎ࡢ᳨ウ

㸭ᴗ᥇ᢥࡽ  ᖺᗘ┠࠶ࡓࡿࡇࡽࠊ᭱⤊ホ౯㸭 㒊ホ౯ྥࡅࠊ᭦࡞ࡿయไᩚഛ

㈨ࡍࡿࡃࠊ:3, ᣐⅬཬ

ᨭᮇ㛫ࡢᘏ㛗ಀࡿᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ ດࡵࡿࠋ

ࡧྛᣐⅬࡢ࣋ࣥࢳ࣐࣮

ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱⤊ホ౯ࡢ⤖ᯝࠊᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁᵝࠎ࡞፹యࢆ㏻ࡌࡓ

ࢡᶵ㛵ಀࡿ◊✲ㄽᩥ

ࡓ͆ZRUOGSUHPLHU͇VWDWXV ࠶ࡿࡢㄆᐃࢆཷࡅࡓࠋ ሗⓎಙࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ࡢศᯒᣦᶆࢹ࣮ࢱࢆ

ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶୡ⏺ࢺࢵࣉ 

㞟࣭ศᯒࡍࡿࠋࡉࡽࠊ

ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ᣐⅬࡢỈ‽࠶ࡿ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓࡀࠊᨭ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ

ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

ࡼࡾᚓࡽࢀࡓᅜ㝿◊

ڧ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡢ࠺ࡕࠊ⿵ຓ㔠ᨭᣐⅬࢆ㝖ࡃ  ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸯ࡘ࠸

✲ᣐⅬᙧᡂಀࡿ⤒㦂࣭

ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺᗘᐇࡋࡓ $'࣭$2 ࡼࡿᣐⅬゼၥ ࡚ࡣࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆྵࡴ

ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤ࢆ

ࡢ⤖ᯝࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨሗ࿌ࡋࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧᣐⅬసᴗ

⾜࠺ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ࡘࡢ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡽ⏦ࡋฟࡢ 㒊ࡢ࠸ࡎࢀࡶእᅜேࢆྵࡴጤ

㛤タࡋࡓ࢙࢘ࣈࢧ

࠶ࡗࡓᣐⅬ㛗௦ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᐃࡵࡓᡭ⥆ࡁ๎ࡾ ဨᵓᡂࡍࡿࡶࠊⱥㄒ

ࢺࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ࡽ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨᅜෆጤဨ࠾࠸࡚ᑂ㆟࣭ᢎㄆࡋࡓࠋ ࡼࡿ㈨ᩱࡢసᡂཬࡧ㆟ࡢ㐠

ࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ➼ࢆ

ࡉࡽ௧  ᖺ  ᭶⾜ࢃࢀࡓᅜෆጤဨ࠾࠸࡚ࠊ᭱ Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖺ࠾ࡾࡢ

㋃ࡲ࠼ࡓᨵၿࢆ⾜࠸ࢥ

⤊ホ౯࡛͆ZRUOGSUHPLHU͇VWDWXV ㄆᐃࢆཷࡅࡓᖹᡂ

Ỉ‽࡛㐩ᡂࡉࢀࡓࠋ

ࣥࢸࣥࢶࡢᐇࢆᅗ

 ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬࡽࡢ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡢ⏦ㄳࡘ࠸



ࡿࠋ

࡚ᑂ㆟࣭ᢎㄆࡋࡓࠊ௧  ᖺᗘᐇணᐃࡢእ㒊ホ ࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸿ࡘ࠸



౯ྥࡅࠊ3'ࠊ$'ࠊ'3' ཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬➼༠㆟ࡋࡘࡘ ࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓ

౯㸧

ࡑࡢᯟ⤌ࡳࢆ⟇ᐃࡋࠊᢎㄆࢆᚓࡓࠋ

ྜ㸦㸣㸧ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ





ڦ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓάືࡢᨭ
ᴗົࡢᐇ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳᢸᙜ⪅ࡼࡿ
76

ࡿࡼ࠺ࠊᚋࡢྲྀ⤌ᮇᚅࡋ
ࡓ࠸ࠋ

㆟ࢆ㏻ࡌࠊ:3, ᣐⅬࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢሗ࣭᪉ྥᛶࡢඹ
᭷ࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓᐇࡋࡓྲྀ⤌ࡣࠊࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡸྲྀ
⤌ࡢຠᯝࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳᢸᙜ⪅㆟࡛ࡢྛᢸᙜ⪅ࡽࡢ
ពぢ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⯆⌮ࠊ3'ࠊ'3'ࠊ$' ➼࡛ᵓᡂࡉࢀ
ࡿ :3, ࢭࣥࢱ࣮㆟࠾࠸࡚ࠊᖜᗈ࠸ᑐ㇟ࢆ㐺ษ࢝ࣂ
࣮࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊㄆ▱࣭⌮ゎࡢྥୖ⧅ࡀࡿ✀ࢆࢀࡔ
ࡅࡲ࠸ࡓࠊ┠ⓗ๎ࡋࡓྲྀ⤌࡛࠶ࡗࡓ➼ࡢほⅬࡽ
ホ౯ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆḟࡢྲྀ⤌ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ

➼ࢳ࣮ࣜࢺ࢘ڧ
:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡀ♫ࡽࠕぢ࠼ࡿࠖᏑᅾ࡞ࡿࡇ
ࢆ┠ᣦࡋࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢳ࣮ࣜࢺ࢘ە
࣭ᅜෆእྥࡅࡓሗⓎಙ፹యࡋ࡚ࠊᴗཬࡧྛᣐⅬ
ࡢᴫせᡂᯝࢆ♧ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦᪥ⱥేグ㸧ࢆసᡂ࣭
㓄ᕸࡋࡓࠊ⯆࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚ࡶ᪥ⱥࡰ
ྠෆᐜࡢሗࢆ㐺ᐅⓎಙࡋࡓࠋࡉࡽࠊྛᣐⅬࡽࡢせ
ᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ࡓసᡂࡋࡓ :3, ᴗࢆ⤂ࡍࡿ࣮ࣜࣇ
ࣞࢵࢺࡣࠊᦠᖏᛶඃࢀ࡚࠸ࡿࡽ㓄ᕸᶵࡢቑຍ
⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᅜෆྥࡅࡓྲྀ⤌ࡋ࡚ࡣࠊ୍⯡ᒙࢆᑐ㇟ࡋࡓࢧ
࢚ࣥࢫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊ⣙  ྡࡢཧຍ⪅ᩘᏛ
ࡀ᭱ඛ➃◊✲ࡢせࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆ :3, ᣐⅬࡢ
ྲྀ⤌ࢆ㏻ࡋ࡚⤂ࡋࡓࠋࣥࢣ࣮ࢺ࠾࠸࡚ࡣࠊᅇ⟅⪅
ࡢ⣙ 㸣ࡽ :3, ࡢ◊✲άື⯆ࢆᣢࡗࡓࡢᅇ⟅
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣭⛉Ꮫ⯆ࡀ࠶ࡿ୍⯡ᒙྥࡅ࡚ࢃࡾࡸࡍࡃⓎಙࡍ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊㅮㄯ♫ࣈ࣮ࣝࣂࢵࢡࢫබᘧࢧࢺ
ୖ :3, ᣐⅬࡢ◊✲ᡂᯝࢆグࡋ࡚ᥖ㍕ࡋࠊᥖ㍕ᚋ 
᭶㛫࡛ྜィ⣙  ௳ࡢ㜀ぴᩘࢆᚓࡓࠋ
࣭ⱝ࠸ᒙࡢ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡋ࡚ࡣࠊ:3, ᣐⅬ༠ാࡋࠊ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢚ࣥࢫࣁࢫࢡ࣮ࣝ㸦66+㸧⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲
ࡢࣈ࣮ࢫฟᒎࢆ⾜࠸ᖺᗘẚ 㸣ቑࡢ⣙  ྡࡢ⏕ᚐ
➼ಶูᴗㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇࡀฟ᮶ࡓࠋ
࣭ᴗ㛵ಀ⪅ࡢ㛵ᚰ࣭⌮ゎࢆᚓࡿࡃࠊ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃
ྜࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊࡑࡢ㒊࣓ࣥࣂ࣮ :3, ᣐⅬദ
࣋ࣥࢺ➼ࡢሗࡢ࿘▱ࢆ⾜ࡗࡓࠊ᪂ࡓ /,1.-㸦୍⯡
♫ᅋἲேࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࣭ࢪࣕࣃࣥ㸧ࡢඹദࡼࡾࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ㛵
ࢃࡿ  ᣐⅬࡢ᭱᪂ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᴗ㛵ಀ⪅⤂ࡍࡿࢿ
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91

92
ࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢼࢺࢆ㛤ദࡋࡓ㸦ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅
ࡢ‶㊊ᗘ 㸣㸧ࠋ
࣭ᾏእྥࡅࡓྲྀ⤌ࡋ࡚ࡣࠊ⯆ࡢᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ
ࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀᅾእබ㤋➼ඹദࡍࡿࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘࠾࠸࡚ :3, ᣐⅬࡢ◊✲⪅ࡀ :3, ࡸࡑࡢᡂᯝࢆ
⤂ࡍࡿᶵࢆタࡅࡓ㸦ࡓࡔࡋࠊ௧ඖᖺᗘࡣኳ⅏➼ࡢ
ᙳ㡪ࡼࡾ◊✲⪅ࡢὴ㐵࣭࣋ࣥࢺࡑࡢࡶࡢࡀ୰Ṇ࡞
ࡗࡓ㸧
ࠋ
࣭)DFHERRN ࢆྛᣐⅬࡢ◊✲ᡂᯝࡸ࣋ࣥࢺ➼ࡢ࿘▱ࠊ
ࠕ:3,)RUXPࠖࢆ᭦᪂ሗࡢⓎಙࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡋ࡚ά
⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ ᪥ 㹼 ௳ࢆୖ㝈ࡋ࡚Ⓨಙࢆᜏᖖⓗ
⥆ࡅࡓ⤖ᯝࠊᖺᗘẚ 㸣ቑࡢࣇ࢛࣮ࣟ࣡⋓ᚓ⧅ࡀࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

ࢢࣥࢪࣞࢻࣥࣇەάືࡢᨭ
࣭ࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢಀࡿᇶ♏▱㆑࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ཬࡧᖹ
ᡂ  ᖺᗘ㛤ദࡋࡓࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢ◊ಟࡢ㈨ᩱ୍
ᘧࠊྛᣐⅬࡢྲྀ⤌ࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺࠕ:3,)RUXPࠖࡢ㛵
ಀ⪅㝈ᐃ࣮࣌ࢪᥖ㍕ࡋࡓࠊࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢά
ືࡢయ㦂ࣥࢱࣅ࣮ࣗグࢆྠ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡚ᗈࡃ
බ㛤ࡋࡓࠋ
࣭:3, ᣐⅬཬࡧࡑࡢᡤᒓᶵ㛵㛵ಀ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓࣇࣥ
ࢻࣞࢪࣥࢢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ  ᭶㛤ദணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪂
ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᙳ㡪ࡼࡾ௧  ᖺᗘᘏᮇࡋࡓࠋ

ەᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢಁ㐍⧅ࡀࡿάືࡢᨭ
࣭᪥ᮏࡢᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢຍ㏿࣭ᣑ㈨ࡍࡿࡃࠊ:3, 
࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬᴗົጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࡢ㛤ദࡸ◊✲⪅ࡢᣍ࠸࣭ὴ㐵࡞ࡢάືࢆᨭࡋ
ࡓࠋ

ڧሗ㞟࣭ศᯒ
࣭ᘏ㛗ᑂᰝࠊ᭱⤊ホ౯ࡢࡓࡵࠊࡲࡓ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟
ᇶ♏◊✲⯆㒊࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓ :3, ᡂᯝ᳨ドࡢࡓࡵ
ᖹᡂ  ᖺᗘᣐⅬࡲ࡛ࡢ  ᣐⅬࡘ࠸࡚タ❧ᙜึࡽࡢ
ㄽᩥࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ

ڧᡂᯝࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤
࣭:3, ᣐⅬࡢ▱ぢࢆᅜෆࡢᏛ➼ඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛࠶ࡿ࢙࢘ࣈࢧࢺࠕ:3,)RUXPࠖࠊᏛ
➼㛵ಀ⪅ࡽࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᣐⅬ࠾ࡅࡿእᅜே◊
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✲⪅ࡢཷࡅධࢀᢸᙜ⪅ࡸࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢ⤒㦂⪅
ࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗグࢆᥖ㍕ࡍࡿ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶࡢᐇ
ࢆᅗࡾࠊᖺᗘẚ  ಸ௨ୖࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ
࣭ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦58&㸧
ࡢඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ⼥ྜ◊✲ࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ᐇࡋ
ࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ⣙  ᶵ㛵ࡽ  ྡ௨ୖࡢཧຍ
ࡀ࠶ࡾࠊࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣᅇ⟅⪅ࡢ⣙ 㸣ࡽࠕཧຍࡋ࡚
Ⰻࡗࡓࠖࡢ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆᚓࡽࢀࡓࠋ
࣭ୖグຍ࠼ࠊ:3, ᣐⅬ㛫࡛ࡢ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ඹ᭷ࢆಁ
㐍ࡍࡿሙ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᣐⅬࡢົᢸᙜ⪅ࡀ㞟࠺ᶵࢆタ
ࡅࠊཧຍ⪅ࡢ⣙ 㸣ࡽ᭷┈ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ




㸦㸰㸧Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ

㸦㸰㸧Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ

㸦㸰㸧Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼







㸦㸰㸧Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ

㸦㸰㸧Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ

㸲㸫㸰Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ

࣭ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂ ⿵ຓホᐃ㸸D

⿵ຓホᐃ㸸D

Ꮫࡀ⮬ࡽࡢᙉࡳࡸ

ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔

ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔

ᨭཬࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟ

ᴗࡘ࠸࡚ࠊᴗࡈ⯆࠾࠸࡚ᐃࡵࡓጤဨつ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

≉Ⰽࢆ⏕ࡋᏛ㒊ࡸ

ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿ

ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿ

ࣂࣝࡢᨭ࠾ࡅࡿ

⛬ᇶ࡙ࡁࠊᏛࡢᏛ㛗࣭ᩍဨ୪ࡧᏛ㆑⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ྲྀࡾ

௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᅜࡢຓᡂ

ᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊ ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑂ

⪅➼ࡽ࡞ࡿጤဨ➼ࢆ⤌⧊ࡋᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆᐇࠋ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

⤌ࡴࡇ࡛ࠊᡃࡀᅜࡢ

ᴗࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ

ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ

ەጤဨ➼㛤ദᐇ⦼

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌

ࡓࡵࠋ

ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡽ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ㛵ࡋ

ホᐃࢆ D ࡍࡿࠋ

࡚ࡣࠊ⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ

࣭ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ

౯ᴗົ㛵ࡍࡿ⤒㦂▱㆑ࡀ

㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂᴗࡘ

༑ศ⏕ࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣉ

࠸࡚ࠊᴗࡈጤဨࡸ㒊

ࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ጤဨ

ᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ≧ἣ

Ꮫᩍ⫱ࢆ≌ᘬࡍࡿࡇ

౯➼ᐇᶵ㛵ࡢබເࡀ

㋃ࡲ࠼ࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿබ

ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᅜࡢ᪉㔪

⾜ࢃࢀࠊ⯆ࡢ᭷ࡍࡿ

ṇ࡞ホ౯యไࢆᩚഛࡋࠊ ࢆཧ⪃ุ᩿㸧

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑂᰝ࣭ホ౯➼

ᑂᰝ࣭ホ౯➼㛵ࡍࡿ▱

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࠊ⥅⥆ᛶ



ࢆ⾜࠺ࠋ

ぢࡀά⏝࡛ࡁࡿሙྜ

ࢆ☜ಖࡋࠊ㐺ษࡘ

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

ࡣࠊᙜヱᴗࡢᛂເཬ

࡞㐠Ⴀࢆᅗࡾࡘࡘࠊሗ

㸲㸫㸿Ꮫ➼࠾ࡅࡿ

ࡧᐇᶵ㛵ࡋ࡚㑅ᐃ

බ㛤ດࡵࡿࠋ

ᩍ⫱◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࡸ

ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࠊᑂᰝ࣭

㸦ጤဨࡢ㛤ദᐇ⦼➼

༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ྠ 㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊
 ྠ 32 ㆟
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
 ྠ ᑂᰝ࣭ホ౯㒊
 ྠ 32 ㆟
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ
ጤဨ

 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢྲྀ⤌➼

࣭ୖグᑂᰝ࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪

➼ࢆྜィ  ᅇ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ

ࡸᑓ㛛㒊ࡢタ⨨ࠊ㐠Ⴀࡀ

ホ౯➼ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ᗘ㸧ࡣࠊ௨ୗࡢᴗಀ

ࢆᨭࡍࡿᴗ࠾ࡅ

࡞ࡉࢀࠊᴗࡢ࡞᥎㐍

࣭ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿᩍ

ࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ⾜࠺ࠋ ࡿ᥇ᢥᶵ㛵ࡢྲྀ⤌≧ἣ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡈᑓ㛛ᐙࡼࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ ౯ᴗົᚑࡋ࡚࠸ࡿࠋᴗࡢ
ᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᴗࡈ
➼ࡢබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯యไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⥅⥆ⓗࡘຠᯝⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡿࡼ࠺⿵ຓᮇ㛫 ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪➼ࢆ㋃ࡲ
⤊ᚋࡢ⥅⥆ᛶࡸⓎᒎᛶࡘ࠸࡚ࡢホ౯㡯┠ࢆタࡅࡓ ࠼ࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ

࣭༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢ

㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭ



࣭ᆅᇦ⏕࣭άᛶࡢᣐ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

Ⅼࡋ࡚ࡢᏛࡢྲྀ⤌

㸲㸫㸰ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ

ࡢᨭ

࠼ࡓᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡀ㐺ษ

࣭㠉᪂ⓗ࣭ඛᑟⓗᩍ⫱◊

⾜ࢃࢀࡓࠊጤဨ➼
㛤ദᐇ⦼ࡸᑂᰝ࣭ホ౯➼

ᐇࡉࡏࡿࡇࡼࡿศᯒ࣭ά⏝ࡢᙉࢆᅗࡿ࡞ࠊඃ ࡲࡓࠊᑂᰝ࣭ホ౯⤖ᯝࡢ࣮࣒࣍࣌
ࢀࡓྲྀ⤌ࡸඹ㏻ࡍࡿၥ㢟Ⅼࡢඹ᭷࡞ࡼࡾࠊࡼࡾ᭷ຠ ࣮ࢪࡢᥖ㍕ࠊᚑ᮶ࡢ᪥ᮏㄒ∧

⏘ᴗ⏺ࡼࡾᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡓ

✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ
ࡍࡿពḧⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ

ᐇ௳ᩘ➼ࢆཧ⪃ุ

࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠊᑂᰝ࣭ホ౯⤖ᯝࡢ࣮࣒࣍࣌

ࣃࣥࣇࣞࢵࢺຍ࠼᪂ࡓⱥㄒ

ἣ➼ࢆࡲࡵࡓᗈሗ⏝ᡂᯝሗ

ᨭ

᩿ࡍࡿࠋ

࣮ࢪᥖ㍕ࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦᪥ᮏㄒ∧ཬࡧⱥㄒ∧㸧➼ࢆస ∧ࢆసᡂࡋ㛵ಀᶵ㛵㓄ᕸࡍࡿ
ᡂࡋ㛵ಀᶵ㛵㏦ࡍࡿ࡞ࠊᗈሗᡓ␎ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚ ➼ࠊᗈሗᡓ␎ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜

࿌᭩ࢆ⤒ᅋ㐃ࡢဨᴗ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ



ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᅜࡼࡿ⿵

ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆࡍࡿࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ጤ ౯యไࢆᩚഛࡋࠊᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊ ຓᮇ㛫ࡢ⤊ᙜࡓࡾࠊᮏ
ဨࡢ㐃ᦠࡢᙉࡸࠊᏛ➼ᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺෆᐜࢆ ಙ㢗ᛶࠊ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᴗࡢྲྀ⤌ཬࡧಟ⪅ࡢᐇ⦼ࢆ
ࡵࠊಟ⪅ࡢྛ⏺࡛ࡢά㌍≧

 ♫㓄ᕸࡋࡓࡇࡣࠊྛ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓ

㸲㸫㸿⯆ࡢ㛵ࢆ

✚ᴟⓗ࡞ሗබ㛤ດࡵࡓࠋ

࠸ࠊሗබ㛤ࢆ✚ᴟⓗᐇࡋ

⏺࠾ࡅࡿ༤ኈྕྲྀᚓ⪅ࡢά

ไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺ࡶ

㏻ࡌࠊᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼

⏝ࢆಁࡍࡓࡵ㔜せ࡞ྲྀ⤌࡛

ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊ

ࡓྲྀ⤌ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ

࣭༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ  ௳ࡘ ࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࠸࡚᭩㠃ᑂᰝ㸦 ௳ࡢᑂᰝពぢ᭩ࡢసᡂࡶྵࡴ㸧ཬࡧ ࣭ᴗᐇయ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢබṇᛶࠊ

ࡓࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ

┬ࡢ⥥ᐦ࡞㐃⤡ㄪᩚࡼࡾࠊ

࣭༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ
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㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ᴗ᥇ᢥᶵ㛵࠾ࡅࡿྲྀ

㠃᥋ᑂᰝࡽ࡞ࡿᑂᰝᴗົࢆࠊ࿘฿࡞‽ഛࡼࡾ▷ᮇ㛫 ᴗ㊃᪨ࢆⓗ☜ᤊ࠼ࡓᑂᰝ࣭

ࡣࠊከᩘࡢ⏦ㄳᑐࡋᑂᰝᴗ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤ

⤌≧ἣࡘ࠸࡚ᚋホ

࡛☜ᐇᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ๓ᖺᗘࡼࡾ  ᭶๓ಽࡋࡋ࡚ ホ౯ࡸ㒊㐠Ⴀ➼ࢆ⾜ࡗ

ົࢆ࿘฿࡞‽ഛࡼࡾ▷ᮇ㛫

ဨࡢタ⨨

౯➼ࢆ㏻ࡌ࡚ẖᖺᗘ☜

ᑂᰝ⤖ᯝࢆ㏻▱ࡋࡓࡇຍ࠼ࠊᖺᗘࡽࡣ᥇ᢥࣉࣟ ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢ

ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓୰

ࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿ⌧ᆅど

࣭ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊࡑࡢ

᭶๓ಽࡋࡋ࡚ᑂᰝ⤖ᯝࢆ㏻

බ⾲

ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ

ᐹ࡞ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㛵ࡍࡿᴗົࡢᐇດࡵࡓࠋ ᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡢබ

▱࡛ࡁࡓࡇࡣࠊ᥇ᢥᶵ㛵࡛

࣭┈┦㓄៖ࡋࡓ

⦼㸦ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲

ࡲࡎࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᐇ㝿ࡋ࡚ࡣࠊጤဨ࡛ࡢ㆟ ເྥࡅ࡚ᑂᰝࣉࣟࢭࢫࡘ࠸

ࡣᐇྥࡅ࡚ࡢຓ㉮ᮇ㛫ࢆ

ᑂᰝࡢᐇ

ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ

ㄽࢆ㋃ࡲ࠼㒊ࢆ㛤ദࡋ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡢ ࡚᩿ࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡾࠊᩥ㒊⛉

༑ศྲྀࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ㧗

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢ

ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲Ỉ‽

ព㆑ඹ᭷ࢆᅗࡾࠊ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡌࡓᏛ㝔ᩍ⫱ࢩ Ꮫ┬ᑐࡋබເ㛵ࡍࡿᨵၿⅬ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᮏᴗࡢ

ጤဨྡࡢබ⾲

ཬࡧ㐠Ⴀࡢ࠸ࡎࢀࡶୡ

ࢫࢸ࣒యࡢᨵ㠉≧ἣࡸ༟㉺ᛶ࣭ඃᛶࢆ᭷ࡋᅜ㝿ⓗ ࡢᥦࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊィ⏬௨

㊃᪨࣭┠ⓗ༶ࡋࡓྲྀ⤌ࡀ⾜

࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲

⏺᭱㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿㄆ

㏻⏝ࡍࡿ  ᖺ୍㈏ࡢ༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ᮏᴗࡢ㊃ ୖࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࣇ࢛

ࡲࡓࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧ

ᐃࡉࢀࡓྜࡀ 㸣

᪨࣭┠ⓗ༶ࡋࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࣇ࢛ ࡿࠋ

࣮ࣟࢵࣉࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗⓎಙ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㸧
ࠊ

࣮ࣟࢵࣉࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ࣭༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊከ

ࡓࡇࡣࠊᮏᴗࡢ᭷ຠ࡞᥎

ࡍࡿࡶࠊᙜヱሗ

Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭཬ
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㐍ᐤࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾホ౯

ࡀᴗࡢᨵၿࡸᅜ࠾

ࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ
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࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱

ࡅࡿ⟇ࡢ᳨ウά⏝

ࡢᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ
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࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⤒

ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ

࠾ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨

⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛዲホ࡛࠶ࡗࡓᏛ⏕ ࢆồࡵࡽࢀࡿᑂᰝᴗົຍ࠼ࠊ

㦂ࢆᴗࡢホ౯࣭㐠Ⴀ⏕

ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࡍ

ࡢពぢࡢᑟධࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ࡶ❧ࡕ࠺ࡇ ௧ඖᖺᗘࡽ᪂ࡓᮏᴗࡢ

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ⯆࡛ࡢࣀ

ࡿ  ᴗ ࡢ  ྜ ࡀ  㸣

ࡼࡿᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࡢሗඹ᭷ࡸ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ ㊃᪨࣭┠ⓗ༶ࡋࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃ

࢘ࣁ࢘ࡢ✚ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚

㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ

࡛ࠊ᥇ᢥ  ᖺᗘ┠ࡢホ౯ࢆぢᤣ࠼ࡓⓗ☜࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ ࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟ

࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࠾ࡅࡿ୰㛫ホ౯ཬࡧ

ࢆ⾜࠸ࠊᏛ㝔ᩍ⫱యࡢᨵ㠉ࡢྲྀ⤌࡞ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸ  ࢵ ࣉ ࡢ  ⤌ ࡳ ࢆ ᵓ ⠏ ࡋ ࡓ ୖ

ࡿࠋ

ᚋホ౯ࡢᐇ⦼㸧
㸧ࢆᇶ

ᨵၿࢆせࡍࡿⅬࢆࡲࡵࡓ⌧ᆅどᐹሗ࿌᭩➼ࢆබ⾲ࡋ ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

࣭Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢࣛ

‽ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ

ࡓࠋ

௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࣇ࢛ࣟ

࣒࠾࠸࡚ࡣࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵ

౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ

࣭ḟᖺᗘࡽࡢᚋホ౯ࡢ╔ᐇ࡞ᐇྥࡅ࡚ࠊᏛᩍ ࣮ࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿᐇࡋ

ࣉࡢホ౯㡯┠ࡢ⢭ᰝࢆ⾜࠸ࠊ

⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ⿵ຓᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ ࡓ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ

ሗ࿌᭩ࡢᵝᘧࡢ㏣ຍ➼ࡼ

▱ぢࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࠊᙜึணᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓᏛෆ࣭Ꮫእ ᥇ᢥ  ᖺᗘ┠ࡢホ౯ࢆぢᤣ࠼ࡓ

ࡾࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡳ࡞ࡽࡎ

࡛╔ᐇᐇࡋࠊ
๓ᖺᗘࡼࡾ 

ⓗ☜࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ࢆ⾜࠸ࠊᏛ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇక࠺⤌⧊

ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎ 㝔ᩍ⫱యࡢᨵ㠉ࡢྲྀ⤌࡞ࡢ

ࡢኚࡸᏛయࡢἼཬຠ

㐍ᴗ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧ௧ඖᖺᗘࡢ  ᖺ㛫࡛ 㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆࡲࡵࡓ⌧ᆅどᐹ

ᯝࡶᢕᥱࡋࠊ᭷ຠ࡞ᨭࡘ

 ௳ࡘ࠸࡚ጤဨࡼࡿ⌧ᆅㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ⌧ᆅどᐹ ሗ࿌᭩ࢆබ⾲ࡋࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃ

࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛

࡛ࡣࠊᏛࡔࡅ࡛࡞ࡃཧຍᏛ⏕ࡸᴗ༠ാᶵ㛵࡛࠶ࡿ⮬ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡢ㐍ᤖ≧ἣㄢ㢟ࡀ࠶ࡿྲྀ⤌

య࣭ᴗࡽࡶࣄࣜࣥࢢࢆ⾜࠺࡞ࠊ㐍ᤖ≧ἣࢆࡁ ࣭Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ᑐࡋ࡚ࠊጤဨࡼࡿࣄ

ࡵ⣽ࡃ☜ㄆࡋࡓࠋ≉ࠊ୧ᴗࡣ⿵ຓᮇ㛫᭱⤊ᖺᗘ࡛ ཬࡧᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ

ࣜࣥࢢࡢ⤌ࡳࢆ᪂ࡓᐇ

࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࡢᴗ⥅⥆ಀࡿయไᩚഛࡸண ᪉⏕᥎㐍ᴗ࠾࠸࡚ࠊḟᖺ

ࡋከ㠃ⓗ࡞ຓゝࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ

⟬☜ಖࡢぢ㏻ࡋ➼╔┠ࡋࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋ

ᗘࡽࡢᚋホ౯ࡢ╔ᐇ࡞ᐇ

ࡣࠊጤဨయ࡛ࣉࣟࢢࣛ

ࡓࠋ

ྥࡅ࡚ࠊ⿵ຓᮇ㛫⤊ᚋࡢ

࣒㈐௵ࢆᣢࡕࠊࡼࡾ᭷ຠ࡞

࣭༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ௧ඖᖺ ᴗ⥅⥆ࢆ㔜Ⅼⓗ☜ㄆࡍࡿ࡞

ᴗࡢ᥎㐍ྥࡅ࡚ࡢពḧⓗ

ᗘ࡛ᅜࡼࡿ⿵ຓᮇ㛫ࡀ⤊ࡍࡿࡇࡽࠊᴗ⤂ࣃ ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᐇດࡵࡓ

࡞ᨵၿ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࡢἼཬຠᯝ➼ࡘ࠸࡚ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

ࣥࣇࣞࢵࢺཬࡧಟ⪅ࡢྛ⏺࡛ࡢά㌍≧ἣࢆࡲࡵࡓ

ࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿࠋ

ᗈሗ⏝ᡂᯝሗ࿌᭩ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඹྠ࡛⤒ᅋ㐃ࡢဨ

࣭ᚋホ౯ཬࡧࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

࣭ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ

ᴗ  ♫㓄ᕸࡍࡿࡇ࡛ࠊᮏᴗࡢྲྀ⤌ཬࡧಟ ࡢࡓࡵࡢ⌧ᆅどᐹࠊ⌧ᆅゼၥࢆ

᪉⏕᥎㐍ᴗ࠾࠸࡚ࡶࠊ

⪅ࡢᐇ⦼ࢆ⏘ᴗ⏺ࡼࡾᗈࡃ࿘▱ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅜ   ᘏ  ᅇᐇࡋࠊ㝈ࡽࢀࡓேဨ

ḟᖺᗘࡽࡢᚋホ౯ྥࡅ
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࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᐇ

ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᗈሗࢆ -636 ࢧ࣮ཬࡧᏛࡢ㐃⤡ㄪᩚࠊ⌧

ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊᙜึᥖࡆࡽ

0RQWKO\ ࢆ㏻ࡌ࡚✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛵ಀ⪅ ᆅࡢྠ⾜ࠊ㈨ᩱసᡂࠊಶูࡢ

ࢀࡓᩘ್┠ᶆᑐࡋࠊ༢㐩

௨እࡢᏛ㛵ಀ⪅ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀ⤌ ๓ᡴࡕྜࢃࡏࠊグ㘓ࠊ㈨ᩱᩚ⌮➼

ᡂ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡔࡅ࡛࡞

ࢆᡃࡀᅜయࡢᏛ㝔ࡢἼཬດࡵࡿࡶࠊྛࣉ ࢆࠊᑂᰝᴗົే⾜ࡋ࡚ࡾ࡞

ࡃࠊᙜヱᆅᇦࡢ⫼ᬒࡸ⤒῭ື

ࡃ☜ᐇ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯

ྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡓศᯒ࣭ホ౯≧ἣ

ࣟࢢ࣒ࣛࡢᏛ⏕ࡸಟ⏕ࡼࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡶ㛤ദ

ࡉࢀࡿࡓࡵࠊጤဨࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ࡶཧຍࡋ࡚ ࡛ࡁࡿࠋ

ࡢሗ࿌ࢆồࡵࡿ࡞ࠊࡁࡵࡢ

࠸ࡓࡔࡃࡇࡼࡾࠊከ㠃ⓗ࡞ᚋホ౯ࡸࣇ࢛࣮ࣟࢵ ࣭༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉ

⣽࠸㓄៖ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࣉࡘ࡞ࡆࡓࠋ







ձ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ
ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ಠ▔ຊ⊂ຊࢆഛ



ࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊࣃࣥࣇࣞࢵ

ࡿࠋ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯⤖ᯝຍ࠼ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥥ᐦ࡞㐃⤡ㄪᩚ ࢺཬࡧᡂᯝሗ࿌᭩ࢆ⤒ᅋ㐃㛵㐃



ࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢ⥲ᣓࡋ࡚ᴗయࡢ⥲ ᴗ  ♫㓄ᕸࡋ࡚ᮏᴗ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᣓࡶ⾜࠸ྠ┬㏻▱ࡋࠊᚋࡢ⟇᳨ウࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ ࡢྲྀ⤌ཬࡧಟ⪅ࡢᐇ⦼ࢆ⏘ᴗ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

࠺ດࡵࡓࠋࡲࡓࠊ༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ ⏺ࡼࡾᗈࡃ࿘▱ࡋࡓࡇຍ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿ

ᴗົ࠾࠸࡚ࠊᮏᴗࡢ 32 ไᗘ࡞ࡢ⤌ࡳࡀά⏝ࡉ ࠼ࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢ

ᴗࡣࠊἲேక࠺㐠Ⴀ㈝

ࢀࡿ࡞ࠊ ᖺ㛫ࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢ࣭ࣀ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᗈሗࢆ

㔠ࡢ๐ῶࢆ⿵࠸ࠊᏛᩍ⫱

࢘ࣁ࢘➼ࡀࠊࡢᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົἼཬࡋ࡚࠸ ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊᡃࡀᅜయࡢ

ࡢ㉁ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ㔜せ࡞

ࡿࠋ

Ꮫ㝔ࡢἼཬດࡵࡿࡶ

ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊᏛᩍ⫱࣭Ꮫ



ࠊጤဨࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ

㝔ᩍ⫱ࡣᖺ㝈ࡢỴࡵࡽࢀࡓࣉ

࠙༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ

࣮ࡶෆࡍࡿࡇ࡛ከ㠃ⓗ࡞

ࣟࢪ࢙ࢡࢺⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢࣛ ᚋホ౯ࡸࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡘ

ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚ

࣒ጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓ ࡞ࡆࡓࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥥ᐦ

ಟࡋࡓᏛ⏕ࡶᒚಟࡋ࡞ࡗࡓ

࠼ࠊᗈࡃ⏘Ꮫᐁࢃࡓࡾ

ホ౯せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢ

࡞㐃⤡ㄪᩚࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊᴗ

Ꮫ⏕ࡶ➼ࡋࡃᏛࡢ᭷ࡍࡿ᭱

ࢢ࣮ࣟࣂࣝά㌍ࡍࡿ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

యࡢ⥲ᣓࢆ⾜࠸ࠊྠ┬㏻▱ࡍ

㝈ࡢᩍ⫱㈨※ࢆாཷ࡛ࡁ࡞

࣮ࣜࢲ࣮ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓ

࣭㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊㸦௨ୗࠕ㒊ࠖ࠸࠺㸧ࢆィ 

ࡿࡶࠊ ᖺ㛫ࡢᑂᰝ࣭ホ౯

ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ࡵࠊᅜෆእࡢ➨୍⣭ࡢᩍ

ᅇᐇࡋࠊ  ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚᭩㠃ホ౯ࠊ⌧ᆅ ➼ᴗົ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘

ಟ⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺࠊࣇ࢛ࣟ

ဨ࣭Ꮫ⏕ࢆ⤖㞟ࡋࠊ⏘Ꮫ

ࠊࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊ ➼ࡀࠊࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົἼ
ㄪᰝ㸦ᚲせุ᩿ࡉࢀࡓ  ௳㸧

࣮ࢵࣉࡣ࠶ࡿࡀࠊᒚಟࡋ࡞

ᐁࡢཧ⏬ࢆᚓࡘࡘࠊᑓ㛛

ᚋホ౯⤖ᯝࢆࡾࡲࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊ᭩㠃ホ౯ࡢཧ⪃ ཬࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࡗࡓ⪅ࡢẚ㍑㸦ᩍ⫱ࡢ㉁

ศ㔝ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚༤ኈ

ࡍࡿࡓࡵࠊᑐ㇟ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಟ⪅  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ

ࡿࠋ

ᕪࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ

ㄢ⛬๓ᮇ࣭ᚋᮇ୍㈏ࡋࡓ

ᗘᮎࡲ࡛ಟࡋࡓᏛ⏕㸧
ࠊᏛ⏕  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ

࠙༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉ

ఱࡽࡢᕪࡀ࡞ࡅࢀࡤᴗࡢ

Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏࣭

ᮎࡲ࡛ධᏛࡋࠊ௧ඖᖺᗘ⌧ᅾᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕㸧ཬ ࣟࢢ࣒ࣛࠚ

ពࡀ࡞࠸㸧ࡸᏛ࠾ࡅࡿ

ᒎ㛤ࡍࡿᏛ㝔ᩍ⫱ࡢ

ࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ⪅  ྡ㸦↓సⅭᢳฟࡋࡓ⣙  ࡢ ࣭ጤဨࡀỴᐃࡋࡓホ౯せ㡯

ᩍ⫱⌮ᛕࡢᩚྜᛶ࡞ከ㠃

ᢤᮏⓗᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿ

ᢸᙜ⪅㸧ᑐࡋ࡚࢙࢘ࣈࢧࢺࡼࡾࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ ᇶ࡙ࡁࠊ㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊

ⓗ࡞ホ౯ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ࡇࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢ

ᐇࡋࡓࠊྛ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣉࣟ ࠾࠸࡚බṇ࡞ホ౯ࠊࡑࡢᚋࡢጤ

࣭㔜せ࡞ࡇࡣࠊ┿ࡢព࡛

ຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕ༤ኈㄢ

ࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㸦32㸧ࡀࠊ⌧ᆅゼၥࡢ㝿ホ౯㡯┠ࢆ ဨ࠾ࡅࡿỴᐃ࡞ࠊ㎿㏿

Ꮫᩍ⫱ࡢྥୖࡘ࡞ࡆࡿࡇ

⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉ

㋃ࡲ࠼࡚☜ㄆࡋࡓྲྀ⤌≧ἣࢆྛ㒊ሗ࿌ࡋࡓࠋ㒊ࡣ ࡘ㐺ษ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ

࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࡛ࡣಶࠎ

ࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊጤ

ࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࡸሗ࿌ࢆホ౯ά⏝ࡋࡓࠋ

ࡓࠊಟ⪅࣭Ꮫ⏕࣭ࣉࣟࢢࣛ

ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᡂᯝࢆୖࡆࡿ

ဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗົ

࣭ࡾࡲࡵࡓᚋホ౯⤖ᯝࡣ௧  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ ࣒ᢸᙜ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮

ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᯟ

ࢆ⾜࠺ࠋ

࠾࠸࡚ሗ࿌ࡉࢀࠊᚋホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋホ౯⤖ᯝ ࢺࢆᐇࡋホ౯ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ

ࢆ㉺࠼ࠊࡑࡇ࡛ࡢ⤒㦂ࡸ▱ぢ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

㸦ィ⏬ࢆ ࡇࡣከᵝ࡞どⅬࡽࡢホ౯ࢆ
ࡣࠊ ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ

ࡀ㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇ᗈࡃ⏕ࡉ

ᗘ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊඃࢀࡓᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ ྍ⬟ࡋࠊᴗࡢࣇ࣮ࢻࣂ

ࢀࡿࡼ࠺ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᐇ

᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗ

ࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ༑ศ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ㸧ࠊ ࢵࢡά⏝࡛ࡁࡿྲྀ⤌ࡋ࡚㧗

ࡍࡿ❧ሙࡽࠊᴗయ࡛࠶

81

95

96
ࡢᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

 ௳ࡀࠕ$ࠖ
㸦ィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᡂᯝࡀᚓࡽࢀ ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊホ౯⤊

ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ㐃ᦠࢆᙉ

࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁ ᚋࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ᚋ

ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

㸦ᴫࡡィ⏬ἢࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊ୍㒊 ホ౯⤖ᯝࡸࠊඃࢀࡓྲྀ⤌ࡸㄢ㢟
ࡿࠋ
㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ%ࠖ



࡛༑ศ࡞ᡂᯝࡀࡲࡔᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏᴗ ➼ࡢࠊ㛵ಀሗࡢᥦ౪ࡘ࠸࡚



ࡢ┠ⓗࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ㸧࡛࠶ࡗ

✚ᴟⓗᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯ࡢ

ࡓࠋ

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆࡵࡽ

࣭㸣ࡀ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢホ౯⤖ᯝ ࢀࡿࠋ
࡞ࡿ୍᪉ࠊ㸣ࡀ୍㒊࡛༑ศ࡞ᡂᯝࡀࡲࡔᚓࡽࢀ࡚࠸ ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ╔ᐇ࡞ᐇྥ
࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿ࠸࠺ホ౯⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊᚋホ౯࠾ࡅࡿ ࡅ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬࡽࣉࣟࢢࣛ
⤖ᯝ㸦ᡂᯝࡸ༑ศ࡞Ⅼ㸧ࡘ࠸࡚ࡢᨵၿ࣭ᐇࡢ᪉⟇ ࣒ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡋ࡚ࠊホ౯⤖ᯝලయⓗồࡵࡽࢀࡿ༑ศ࡞Ⅼࢆグ ᘏ  ᅇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ
ࡋࠊᨭᮇ㛫⤊ᚋࡢᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ╔➼ࡢᏛ㝔 ࣮ࡼࡿ⌧ᆅゼၥࢆ╔ᐇᐇ
ᩍ⫱ࡢỈ‽ྥୖࢆಁࡍࡶࠊ⏘ᏛᐁẸ࠾ࡅࡿ༤ኈ ࡋࡓࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ
ྕྲྀᚓ⪅ࡢά㌍ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝ

࣮ࡢ✚ᴟⓗ࡞ሗᥦ౪࡞ࠊ

➼ࢆ᫂ࡽࡋࠊ♫බ⾲ࡋࡓࠋ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉ

࣭ᚋホ౯⤖ᯝࡣࠊᚋࡢᏛ㝔ᩍ⫱⯆⟇㈨ࡍࡿ ດࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࡼ࠺ᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࢆసᡂࡍࡿࡶࠊ࣍

ࡿࠋ

࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせࠊᚋホ౯⤖ᯝࠊ ࣭ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀ⤌ࢆᡃࡀᅜ
ඃࢀࡓྲྀ⤌ࡸㄢ㢟ࡢᴫせࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࠊ  య ࡢ  Ꮫ 㝔  ࡢ Ἴ ཬ ࢆ ぢ ᤣ
ጤဨྡ⡙ࠊᴗయࢆ⥲ᣓࡋࡓぢゎ➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞ ࠼ࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢ
㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᗈሗࢆ

KWWSVZZZMVSVJRMSMKDNDVHNDWHLMLJRBNHNNDKWPO 

✚ᴟⓗ⾜࠺ࡶࠊྠࣇ࢛

࣭༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ௧ඖᖺᗘ ࣮࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛ᅜࡼࡿ⿵ຓᮇ㛫ࡀ⤊ࡍࡿࡇࡽࠊᚋホ౯ࢆ╔ ࡢᏛ⏕ࡸಟ⏕ࡼࡿ࣮࣡ࢡࢩ
ᐇᐇࡍࡿࡶࠊྛᏛࡢྲྀ⤌ᡂᯝࡢᐃ╔ࠊⓎᒎ ࣙࢵࣉࡶ㛤ദࡉࢀࠊጤဨࡸ 32 
ཬࡧᡃࡀᅜయࡢᏛ㝔ࡢἼཬࡶぢᤣ࠼ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࡶෆࡍࡿࡇ࡛ከ㠃ⓗ࡞ᚋ
⥥ᐦ࡞㐃⤡ㄪᩚࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸ ホ౯ࡸࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡘ࡞ࡆ
࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢ⥲ᣓࡋ࡚ࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗయࡢ⥲ᣓࢆ⾜࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࠙༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ
㏻▱ࡋࡓࠋ

࣭ᮏᴗ࠾ࡅࡿ  ᗘ┠ࡢᑂᰝ

࣭ ᖺ㛫ࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘➼ ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊᴗᐇ
ࡸᮏᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡸㄢ㢟ࡀࠊ య࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⥥ᐦ
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࡣࡌࡵࡋࡓࡢᴗࡢᑂᰝ࣭ ࡞㐃⤡ㄪᩚᑂᰝࣉࣟࢭࢫࡢぢ
ホ౯➼ᴗົἼཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ

┤ࡋࡼࡿ࡞㒊㐠Ⴀࡼ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ィ  ྡ

ࡾࠊᴗ㊃᪨ࢆࡼࡾⓗ☜ᤊ࠼

ࡢ 32 ࡼࡿ⌧ᆅゼၥࡢᐇࡼࡾ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣇ ࡓᑂᰝࢆᐇࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ
࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᘏ  ᅇᐇࡋࡓࠋ

౯࡛ࡁࡿࠋ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣྛ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐍ᤖ≧

࣭⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ῝ࡃ㛵ಀࡍ

ἣཬࡧᑂᰝពぢ࣭୰㛫ホ౯ពぢࡋ࡚ࡋࡓ␃ព㡯➼ ࡿศ㔝ࡿᏛ㆑⤒㦂⪅ࡢព
ࡢᑐᛂ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࠊ㒊࠾࠸࡚ 32 ࣇ

ぢࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛༟㉺ᛶࢆ㋃ࡲ࠼

࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩ࢆỴᐃࡋࠊྛᏛ㏻▱ࡍࡿࡇ ࡓࡼࡾ⢭⦓࡞ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇ
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ࡼࡾࠊྠሗ࿌᭩グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᨵၿࢆせࡍࡿⅬ➼ࡢ ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡼࡾ㐺
ᑐᛂࢆồࡵࡓࠋ

ṇ࡞ᑂᰝ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊᑂᰝព

࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡽᥦฟࡉࢀࡓ ぢ ᭩ ࡢ ホ ౯ 㡯 ┠ ࡢ ぢ ┤ ࡋ ࢆ ⾜
ᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ

࠸ࠊ㒊ࡼࡿᑂᰝᚲせ࡞ᑂ

KWWSVZZZMVSVJRMSM

ᰝពぢ᭩ࢆ㏿ࡸᩚ࠼ࡓࡇ

KDNDVHNDWHLIROORZXSKWPO

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭௧  ᖺ  ᭶ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㆟㸦32 ㆟㸧 ࣭ᘬࡁ⥆ࡁ㉁ࡢ㧗࠸ᑂᰝࢆ⾜࠺
ࢆ㛤ദࡋࠊጤဨࡽࡢሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡶࠊ⿵ຓ ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍ
ᮇ㛫⤊ᖺᗘ࡞ࡿࡓࡵࠊᮏᴗ࡛᥇⏝ࡉࢀࡓ 32 ไᗘ

ࡿࡓࡵࠊ㒊ጤဨཬࡧᑂᰝពぢ

㛵ࡍࡿពぢࡢ⫈ྲྀࢆ⾜ࡗࡓࠋ

᭩సᡂ⪅ࡽࡢពぢ⫈ྲྀࡀᚲせ

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᚋࡢ⟇ࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺ࠊྛ ࡛࠶ࡿᤊ࠼ࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
㒊࠾ࡅࡿᴗ⯡ಀࡿពぢࡸᚋホ౯ࣥࢣ࣮

ࢆᐇࡋࠊࡑࡢᅇ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟ

ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࢆྠ┬ᥦ౪ࡋࡓࠋࡉࡽࠊጤဨ࣭ ᖺᗘ௨㝆ࡢබເྥࡅ࡚ᑂᰝࣉ
㒊࠾࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡶ࠼࡚ᴗయࡘ࠸

ࣟࢭࢫࡘ࠸࡚᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ

࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᅗࡾࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᑐࡋබເ

࣭ᮏᴗࡢྲྀ⤌ཬࡧಟ⪅ࡢᐇ⦼ࢆ⏘ᴗ⏺ࡼࡾᗈࡃ࿘ 㛵ࡍࡿᨵၿⅬࡢᥦࢆ⾜ࡗࡓࡇ
▱ࡍࡿࡓࡵࠊᴗ⤂ࣃࣥࣇࣞࢵࢺཬࡧಟ⪅ࡢྛ⏺࡛ ࡣࠊィ⏬௨ୖࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊ㧗
ࡢά㌍≧ἣࢆࡲࡵࡓᗈሗ⏝ᡂᯝሗ࿌᭩ࢆࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ඹྠ࡛ࠊ⤒ᅋ㐃ࡢဨᴗ  ♫㓄ᕸࡋࡓࠋ

࣭ຠᯝⓗ࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀ⾜

࣭ᅜ  Ꮫ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ಀ⪅ࡀཧຍࡋ࡚ᐇࡉࢀ ࠼ࡿࡼ࠺ࠊ㒊ࢆ㛤ദࡋព㆑ඹ
ࡓ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࣇ࢛࣮࣒ࣛ

᭷ࢆᅗࡿࡶࠊ᥇ᢥࣉࣟࢢ

ࡘ࠸࡚ࠊ-6360RQWKO\ ࢆ㏻ࡌ࡚ᗈሗࢆ⾜࠸ࠊᮏࣉࣟࢢࣛ ࣒ࣛࢆ㏻ࡌࡓᏛ㝔ᩍ⫱ࢩࢫࢸ
࣒ࡢ㛵ಀ⪅௨እࡢᏛ㛵ಀ⪅ࡢཧຍࢆಁࡋࠊᮏࣉࣟࢢࣛ ࣒యࡢᨵ㠉≧ἣࡸ༟㉺ᛶ࣭ඃ
࣒ࡢྲྀ⤌ࢆᡃࡀᅜయࡢᏛ㝔ࡢἼཬດࡵࡿ

ᛶࢆ᭷ࡋᅜ㝿ⓗ㏻⏝ࡍࡿ 

ࡶࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᏛ⏕ࡸಟ⏕ࡼࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ ᖺ୍㈏ࡢ༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞
ࣉࡶ㛤ദࡉࢀࡿࡓࡵࠊጤဨࡸ 32 ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ ᮏᴗࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ༶ࡋࡓ
ࡇࡼࡾࠊከ㠃ⓗ࡞ᚋホ౯ࡸࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡘ࡞ ྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍ







ղ༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢࣛ
࣒



ࡆࡓࠋ

ࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ⤌ࡳࢆᵓ



⠏ࡋࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ

࠙༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ

ࡉࢀࡓ  ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗ ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡼ

ྛᏛࡢᣢࡘᏛ⾡◊

ࠕጤဨࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆࡼࡾ୍ᒙ ࡿ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ

✲࣭Ꮫ㝔ᩍ⫱࠾ࡅࡿ

㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑂᰝせ㡯➼ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ ᭶ ᥇ᢥ  ᖺᗘ┠ࡢホ౯ࢆぢᤣ࠼ࡓ

ᙉࡳࢆ᰾ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ

  Ꮫࡽ  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࡓࠋࡑࡢᚋᑂᰝ࣭ ⓗ☜࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ࢆ⾜࠸ࠊᏛ

࡛ࡢᏛ㝔ᨵ㠉ࡢᡂᯝ

ホ౯㒊㸦௨ୗࠕ㒊ࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃࣭㠃᥋࣭ 㝔ᩍ⫱యࡢᨵ㠉ࡢྲྀ⤌࡞ࡢ

ࢆ⏕ࡋࠊᅜෆእࡢ

ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ ᭶㛤ദࡢጤ 㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆࡲࡵࡓ⌧ᆅどᐹ

Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࣭Ẹ㛫ᴗ

ဨ࠾࠸࡚᥇ᢥೃ⿵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊ ሗ࿌᭩ࢆබ⾲ࡋࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃ

➼⤌⧊ⓗ࡞㐃ᦠࢆ⾜

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ᥇ᢥࢆỴᐃ㸧ࠋᴗయ࡛࠶ࡿᩥ㒊

࠸ࡘࡘࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ

⛉Ꮫ┬⥥ᐦ㐃⤡ㄪᩚࡍࡿࡶࠊ࿘฿࡞‽ഛࡼ ࣭ጤဨ⌧ᆅどᐹ 32 ࡀ❧ࡕྜ࠺

ᩍ⫱ຊ࣭◊✲ຊࢆ⤖㞟ࡋ

ࡾ▷ᮇ㛫࡛☜ᐇᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ๓ᖺᗘࡼࡾ  ࡇ࡛ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࡢຓゝ

ࡓ㸳ᖺ୍㈏ࡢ༤ኈㄢ⛬

᭶๓ಽࡋࡋ࡚ᑂᰝ⤖ᯝࢆ㏻▱ࡋࡓࠋ
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ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾ᭷┈࡛



97

98
Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏

࣭ᑂᰝࡣࠊ㒊ጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧ㠃᥋ᑂᰝࡢ  ẁ ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸ

ࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿࢭࢡࢱ࣮ࢆ

㝵ᑂᰝຍ࠼ࠊᮏᴗ࡛ࡣࡉࡽࠊ⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ῝ ᙜጤဨ 32 ࡀ⌧ᆅ࡛ሗඹ᭷ࡸ

≌ᘬࡍࡿ༟㉺ࡋࡓ༤ኈ

ࡃ㛵ಀࡍࡿศ㔝࠾ࡅࡿ༟㉺ᛶࠊ≉ୡ⏺ⓗỈ‽ࡽぢ ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᚋࡢ 32 
ࡼࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᨵၿࡘ

ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆ

ࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ༟㉺ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡼࡾ⢭⦓࡞ᑂᰝ

┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂ


ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵㐃ࡍࡿศ㔝ࡢᏛ㆑⤒㦂 ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᴗ࡛࠶ࡿࠕ༟㉺Ꮫ㝔ࣉ

⪅ࡀࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ❧⬮ࡍࡿ࠶ࡿ࠸ࡣᐦ᥋㛵㐃ࡍࡿᏛ ࣭᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⏦ㄳࡢィ

ࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊጤ

ၥศ㔝࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࣭Ꮫၥⓗ▱ぢࢆά⏝ࡋ࡚ࠕᏛ⾡ά ⏬ἢࡗ࡚╔ᐇྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿ

ဨࢆ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ

ືࡢỈ‽➼ࡢ༟㉺ᛶࠖ
ࠕᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࡢ༟㉺ᛶࠖ ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ௧ඖᖺᗘ

౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ࡘ࠸࡚  ௳ࡢᑂᰝពぢ᭩ࢆసᡂࡋࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢཧ⪃ ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ 32 ࢆ㏿ࡸ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

㈨ᩱࡋࡓࠋᑂᰝពぢ᭩ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㐺ṇ࡞ᑂ 㓄⨨ࡋࡓୖ࡛ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ 32

ᗘ㸧ࡣࠊ᪂ࡓබເࡍࡿ

ᰝ㈨ࡍࡿࡼ࠺ᑂᰝពぢ᭩ࡢホ౯㡯┠ࢆぢ┤ࡋࡓୖ࡛ࠊ ⌧ᆅゼၥࢆᐇࡍࡿࡓࡵ 32 

ᴗࡢᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲ

⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ῝ࡃ㛵ಀࡍࡿศ㔝ἢࡗ࡚ࠊົᒁ࡛ ㆟ࢆ㛤ദࡋ࡚ሗඹ᭷ࢆᅗࡿ࡞

ࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ

 ௳ᙜࡓࡾ」ᩘྡࡢᑂᰝពぢ᭩సᡂ⪅ࡢೃ⿵⪅ࢆᣲࡆࠊ ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᩚഛ࣭

ࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡢࣇ

ᡤᒓᶵ㛵ࢆ㏻ࡌ࡚ᑂᰝពぢ᭩సᡂࡢ౫㢗ࢆ⾜࠸ࠊసᡂࡉ ᐇດࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛

࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋ

ࢀࡓᑂᰝពぢ᭩ࢆ㏿ࡸᩚ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡑࢀࡽࡢ ࡁࡿࠋ



ᑂᰝពぢ᭩ࢆཧ⪃ࡋ࡚㒊ጤဨࡀ᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ ࣭ᾏእࡢᗈሗࡶᚲせ࡛࠶ࡿ
࡞࠾ࠊ㒊ጤဨࡽࡣࠊᑂᰝᙜࡓࡾᑓ㛛ⓗ▱ぢࡽᙜ ᤊ࠼ࠊ௧ඖᖺᗘࡣᚑ᮶ࡢ᪥ᮏ
ヱศ㔝࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ᭱᪂ືྥࡸୡ⏺ⓗỈ‽ࡽぢࡓ

ㄒ∧ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺຍ࠼ࠊ᪂

⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ༟㉺ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡇᑂᰝពぢ᭩

ࡓⱥㄒ∧ࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡶస

ࡀኚཧ⪃࡞ࡗࡓࡢホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ

ᡂࡋࠊ㛵ಀྛᡤ㓄ᕸࡍࡿࡇ

࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᑂᰝ⤖ᯝࡸㄪ᭩ ࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗດࡵࡓࡇ
➼ࢆྵࡵ㛵ಀ㈨ᩱࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄 ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
៖ࡋࡓࠋ

࠙Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢࣛ

KWWSVZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXSURVDLWDNXVDLWDNXBUKWPO

࣒ࠚ

࣭ḟᖺᗘ௨㝆ࡢᑂᰝྥࡅࠊᘬࡁ⥆ࡁ㉁ࡢ㧗࠸ᑂᰝࢆ⾜ ࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡍࡿ
࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊㄢ㢟ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡛බເཬࡧᑂ ᙜࡓࡾࠊጤဨ࡛ࡢࣇ࢛࣮ࣟ
ᰝࡢᅾࡾ᪉ࢆࡉࡽ᳨ウࡋࠊᑂᰝࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚᩿ ࢵࣉせ㡯ࡢỴᐃ➼㎿㏿ᐇయ
ࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡿࡓࡵ௧ඖᖺᗘࡢᑂᰝ㛵ࢃࡗࡓ㒊 ไࢆᩚ࠼ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ጤဨཬࡧᑂᰝពぢ᭩సᡂ⪅ࠕ༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ ࡿࠋࡲࡓࠊ ௳ཬࡪࣇ࢛࣮ࣟ
ࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ᅇ⟅⋡⣙ 㸣㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ࢵࣉಀࡿᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡢ
ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆࡶࠊᑂᰝࣉࣟࢭࢫࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡿ ☜ㄆཬࡧࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩
ࡶࠊ⏦ㄳ⪅ࡢᴗࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡋࠊࡼࡾᐇຠⓗ࡞ ࡢ㛤♧ࠊࡑࡢᚋࡢጤဨ࠾ࡅ
ᑂᰝ㈨ࡍࡿࡃࠊㄪ᭩ᵝᘧ➼ࢆᨵၿࡍࡿ࡞ࠊᩥ㒊⛉ ࡿ⌧ᆅどᐹᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ㎿
Ꮫ┬ᑐࡋබເ㛵ࡍࡿᨵၿⅬࡢᥦࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㏿ົయไࢆᩚ࠼ࡿࡶ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸ ࠊ㐺ษ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ
࡚ࠊึᮇẁ㝵࠾ࡅࡿᴗ㊃᪨ἢࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠 㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
Ⴀࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿጤဨ

࣭௧ඖᖺᗘࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

⌧ᆅどᐹࢆᐇࡋࡓࠋጤဨ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼㒊ࢆ㛤 ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓጤဨࡼ
ദࡋ࡚ࠊ᥇ᢥ  ᖺᗘ┠ࡢホ౯ࢆぢᤣ࠼ࡓຠᯝⓗ࡞ጤဨ⌧ ࡿࣄࣜࣥࢢࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ
ᆅどᐹࡢᐇྥࡅ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡢព㆑

࡚࠸ࡿࠋ௧ඖᖺᗘࡀ⿵ຓᮇ㛫

ඹ᭷ࢆᅗࡾࠊᴗࡢ㊃᪨࡛࠶ࡿᏛ㝔యࡢᨵ㠉ࢆᐇ⌧ ⤊ᖺᗘ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᖹᡂ
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ࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡌࡓᏛ㝔ᩍ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㐍ᤖ≧ἣㄢ㢟➼
⫱ࢩࢫࢸ࣒యࡢᨵ㠉≧ἣࡸ༟㉺ᛶ࣭ඃᛶࢆ᭷ࡋᅜ㝿 ࡀ࠶ࡿࡉࢀࡓᏛࡘ࠸࡚ࣄ
ⓗ㏻⏝ࡍࡿ  ᖺ୍㈏ࡢ༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ᮏᴗ ࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊィ⏬ࡋࡓ
ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ༶ࡋࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿ ᴗ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ከゅⓗ࡞
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྛࣉࣟࢢࣛ ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ
࣒ࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡋಶูᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠺࡞ࡼࡾࠊ 㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈࡢၥ㢟Ⅼࢆඹ᭷ࡋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜ

࣭ጤဨ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗ

ጤဨࡀⓗ☜࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ

ࡢ⌧ᆅどᐹࡘ࠸࡚ࠊᙜึィ⏬

࣭ጤဨ⌧ᆅどᐹ 32 ࡀ❧ࡕ࠺ࡇ࡛ࠊ32 ⌧ᆅゼၥࡢ

ࡋ࡚࠸ࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡿᴗຍ

ሗඹ᭷ࡸᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࡢຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟

࠼ࠊዲ࡞ࡿᴗࡘ࠸࡚

࡞ࡾࠊጤဨ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡍࡿୖ࡛᭷┈࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ࡶ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨ 32 ࡀ⌧ᆅ࡛ሗඹ᭷ࡸ㆟ㄽ ࠶ࡿᤊ࠼ࠊ௧ඖᖺᗘࡶᘬࡁ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᚋࡢ 32 ࡼࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᨵၿ

⥆ࡁዲ࡞ࡿᴗࡘ࠸࡚

ࡘ࡞ࡆࡓࠋ

⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠸ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵ

࣭༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛዲホ࡛࠶ࡗࡓ ࣉ⤖ᯝࡢᴫせ➼ࡋ࡚ࡾࡲ
Ꮫ⏕ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⏕ᑐࡋ ࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿᨵၿⅬࡸ༟㉺ᛶࢆࡢࡼ࠺ᤊ

࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝ➼ࢆ࣮࣍

࠼࡚࠸ࡿ࡞ࡢ㉁ၥࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ᭷┈࡞ᅇ⟅ࢆᚓࡿ ࣒ ࣌ ࣮ ࢪ ࡛ බ 㛤 ࡍ ࡿ ࡇ   ࡼ
ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᏛ⏕ࡢどⅬࡶྵࡵࡓᏛࡢຓゝ ࡾࠊྛᏛཧ⪃࡞ࡾ࠺ࡿ
ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ

࣭ጤဨ⌧ᆅどᐹ⤊ᚋࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡀᏛ ດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ
㝔ᩍ⫱యࡢᨵ㠉ࡢྲྀ⤌࡞ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸᨵၿࢆせࡍ

㢗ᛶࡢ☜ಖࡀᅗࡽࢀࡓㄆࡵࡽ

ࡿⅬࢆࡲࡵࡓ⌧ᆅどᐹሗ࿌᭩Ꮫࡀసᡂࡋࡓᖹᡂ

ࢀࡿࠋ

 ᖺᗘࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻

࠙ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉

ࡌ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ

⏕᥎㐍ᴗࠚ

KWWSVZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXSURIROORZXSBKKWPO

࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡍࡿ

࣭௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⏦ㄳ ᙜࡓࡾࠊጤဨ࡛ࡢࣇ࢛࣮ࣟ
ࡢィ⏬ἢࡗ࡚╔ᐇྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ ࢵࣉせ㡯ࡢỴᐃ➼㎿㏿ᐇయ
ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢸ࣮࣐༶ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮

ไࢆᩚ࠼ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

㸦32㸧ࢆ㏿ࡸ㓄⨨ࡋࡓࠋ32 ⌧ᆅゼၥᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ ࡿࠋࡲࡓࠊ ௳ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵ
≉᪂ࡓ㓄⨨ࡋࡓ 32 ࡀⓗ☜┦ㄯࠊຓゝ➼ࢆ⾜࠼ࡿ ࣉಀࡿᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆ
ࡼ࠺ࠊ๓㛤ദࡋࡓ 32 ㆟࠾࠸࡚ᴗ㊃᪨ࡸ 32 ࡢ

ཬࡧࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩ࡢ㛤

ᙺࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࠊ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉ ♧ࠊࡑࡢᚋࡢጤဨ࠾ࡅࡿ 
ࣟࢢ࣒ࣛ࠾ࡅࡿ 32 ไᗘ࡛✚ࡉࢀࡓ▱㆑ࡸ⤒㦂ࠊᖹ ௳ཬࡪ⌧ᆅどᐹᑐᛂࡍࡿࡓ
ᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ≉Ⰽ࠶ࡿྲྀ⤌ࡸㄢ ࡵࠊ㎿㏿ົయไࢆᩚ࠼ࡿ
㢟ࡢሗඹ᭷ࢆᅗࡗࡓ㸦ணᐃࡋ࡚࠸ࡓ 32 ⌧ᆅゼၥࡣࠊ᪂

ࡶࠊ㐺ษ࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵ௧  ᖺ  ᭶௨ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ ࡇ  ࡶ 㧗 ࡃ ホ ౯ ࡛ ࡁ
㝆ᘏᮇࡋࡓ㸧
ࠋ

ࡿࠋ

࣭᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛከᩘࡢ␃Ꮫ⏕ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ ࣭ጤဨ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௧
㚷ࡳࠊ᪥ᮏே௨እࡢᗈሗࡶᚲせ࡛࠶ࡿᤊ࠼ࠊྛ᥇ᢥ ඖᖺᗘࡣᖹᡂ  ᖺᗘ⌧ᆅどᐹ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせࢆࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡓ᪥ᮏㄒ∧ࡢ
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ࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓᏛ➼㸦 ௳㸧

99

100

ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊࡉࡽⱥㄒ∧ࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡍࡿ ࢆ⌧ᆅどᐹࡢᑐ㇟ࡋࡓࠋ
ࡶᅜࡢᏛᗈࡃ㓄ᕸࡍࡿࡇ࡛ᴗࡢ✚ᴟ

ᴗࡢ༙ᩘ㉸࡛࠶ࡿ  ௳ࡢ⌧ᆅど

ⓗ࡞ᗈሗດࡵࠊ㛤ጞ  ᖺᗘ┠࡛࠶ࡿᮏᴗࡢ▱ྡᗘྥ ᐹࢆᐇࡋࠊᏛࡔࡅ࡛࡞ࡃ







ୖᐤࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ᴗ༠ാᶵ㛵࡛࠶ࡿ⮬యࡸᴗ



ࡽࡶࣄࣜࣥࢢࢆ⾜࠺࡞ࠊ
㐍ᤖ≧ἣࢆࡁࡵ⣽ࡃ☜ㄆࡋࡓ

ճᏛᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉ



࠙Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ

ࣟࢢ࣒ࣛ



࣭Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ ࡇࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㧗➼Ꮫᰯࡸ♫ࡢ

࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉせ㡯➼ᇶ ࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝ➼ࢆ࣮࣍

࡞᥋⥆ࡢࡶࠊධཱྀ

࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ࣒ ࣌ ࣮ ࢪ ࡛ බ 㛤 ࡍ ࡿ ࡇ   ࡼ

ࡽฟཱྀࡲ࡛㉁ಖドࡢ

᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢ ࡾࠊྛᏛཧ⪃࡞ࡾ࠺ࡿ

కࡗࡓᏛᩍ⫱ࢆᐇ⌧

ᴗࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡍࡿࡓࡵࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌

࣭ḟᖺᗘࡽࡢᚋホ౯ྥࡅ࡚ࠊྛྲྀ⤌ࡢࣇ࢛࣮ࣟ ດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ

ࢆᐇࡍࡿᏛ➼㸦▷

ࢵࣉࢆ㐺ษ⾜࠺ࡓࡵࠊ≉ࠊᏛⓗ࡞యไᩚഛࡀ࡞ 㢗ᛶࡢ☜ಖࡀᅗࡽࢀࡓㄆࡵࡽ

ࠊ㧗ᑓࢆྵࡴ㸧ࢆᨭ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊᏛࡢᶍ⠊࡞ࡾᬑཬྍ⬟࡞ྲྀ⤌࡞ ࢀࡿࠋ

ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ

ࡗ࡚࠸ࡿࠊ⿵ຓᮇ㛫⤊ᚋࡢྲྀ⤌ࡢ⥅⥆ᛶཬࡧࡑࢀ 

ᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕ

క࠺㈨㔠☜ಖࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓⅬ╔┠ࡋࡓࠋ

Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ

࣭ࡲࡓࠊ㐍ᤖ≧ἣࢆࡼࡾලయⓗᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᐇ≧ ࣭ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ

࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨ

ἣሗ࿌᭩ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓᡂᯝࡔࡅ࡛ࡣ 㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂᴗ࠾

ࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗົࢆ⾜

࡞ࡃࠊ⿵ຓᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࠊᙜึ ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁබṇࡘ㎿㏿࣭㐺

࠺ࠋ

ணᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓᏛෆ࣭ᏛእࡢἼཬຠᯝ➼ࡘ࠸࡚ ษ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃ

ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

ࡶሗ࿌ࢆồࡵࡿ࡞ᵝᘧࡢ㏣ຍࡶ⾜ࡗࡓࠋᵝᘧࡢぢ┤ࡋ ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ╔ᐇ࡞

ᗘ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ࡼࡾࠊᮏᴗ᥇ᢥࡉࢀᴗࢆ᥎㐍ࡋࡓࡇࡼࡿ⤌ ᐇྥࡅ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయ

᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊᖹᡂ

⧊ࡢኚࡸࠊᏛయࡢἼཬຠᯝ➼ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡓࠋࡲ ไࡢᐇ࣭ᙉࢆᅗࡾࡘࡘࠊྛ

 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

ࡓࠊ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣほⅬูグ㍕ࡍࡿ࡞ࠊࡼࡾಶ Ꮫࡢཧ⪃࡞ࡾ࠺ࡿሗࡢ✚ᴟ

௳ཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇

ูලయⓗ࡞≧ἣᢕᥱࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ

ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡢ

࿌᭩ࢆᏛ➼㛤♧ࡍࡿࡇ࡛ࠊྛᏛ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡢ 

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋ

᭦࡞ࡿᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ

ⓗ࡞Ⓨಙࡶດࡵ࡚࠸ࡃࠋ
㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

࣭௧ඖᖺᗘࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ౯㸧
ࡲ࡛ࡢ㐍ᤖ≧ἣㄢ㢟ࡀ࠶ࡿྲྀ⤌ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ࣇ࢛

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ᪂ࡓጤဨࡼࡿࣄࣜࣥࢢ グ㍕
ࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࠊᐇࡋࡓࠋጤဨࡼࡿࣄࣜࣥࢢ 
ࢆᐇࡋࡓࡇ࡛ࠊ㐍ᤖ≧ἣㄢ㢟ࡢ࠶ࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ 
ጤဨయ࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊྲྀ⤌ࡢᨵၿྥࡅ
࡚ࠊᢸᙜጤဨࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ」ᩘࡢጤဨࡽከ㠃ⓗ࡞ຓゝ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨጤဨࡼࡿᐇ
≧ἣሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆཬࡧࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩ࡢ㛤♧ࢆ
⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡍࡿᏛ㸦 ௳㸧ࢆỴᐃࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩ࡢసᡂᙜࡓࡾࠊᖹᡂ
 ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㐍ᤖ≧ἣㄢ㢟➼ࡀ࠶ࡿࡉࢀࡓྲྀ⤌ࡢ
࠺ࡕࠊጤဨࡋ࡚ᐇࡍࡁุ᩿ࡋࡓᏛ㸦 ௳㸧
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ࡘ࠸࡚ࠊጤဨࡼࡿࣄࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧ᆅどᐹ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡣㄢ㢟ࡀ࠶ࡿྲྀ⤌ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ጤဨ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ᖹᡂ  ᖺᗘዲࡢࡓࡵ⌧
ᆅࢆどᐹࡍࡁጤဨࡀุ᩿ࡋࡓሙྜࡶᐇࡍࡿ
ࡇࡋࠊ௧ඖᖺᗘࡘ࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆ࡁዲࡢᏛ
ࡢ⌧ᆅどᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧ᆅどᐹ࡛ࡣ୰㛫ホ౯ࡉࢀ
ࡓ␃ព㡯ཬࡧཧ⪃ពぢࠊ㛤♧ࡋࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌
᭩ࡢㄢ㢟ࡢᑐᛂࢆ୰ᚰࠊྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊ
⿵ຓᮇ㛫⤊ᖺᗘ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせ࡞ᣦᑟࠊຓ
ゝ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࣇ࢛ࣟ
࣮ࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせ➼ࢆྵࡵ㛵ಀ㈨ᩱࢆබ⾲ࡍࡿࡇ
࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせ㸸
K W W S V    Z Z Z  M V S V  J R  M S  M  D S  I R O O R Z X S B N H N N D B U   K W P O
ጤဨྡ⡙㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDSLLQNDLKWPO
࣭ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ࣭ᡂᯝࢆࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡓࣃ
ࣥࣇࣞࢵࢺࢆᗈࡃ㓄ᕸࡋࠊᴗࡢᗈሗດࡵࡓࠋ







մᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛ



࠙ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗࠚ

ࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍

࣭ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗጤဨ㸦௨

ᴗ

ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵ

ᆅ᪉බඹᅋయࡸᴗ

ࣉせ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢ

➼༠ാࡋ࡚ࠊᏛ⏕

ᴗࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿᑵ⫋ඛࡢ

࣭ḟᖺᗘࡽࡢᚋホ౯ྥࡅ࡚ࠊྛྲྀ⤌ࡢࣇ࢛࣮ࣟ

ฟࢆࡍࡿࡶࠊࡑ

ࢵࣉࢆ㐺ษ⾜࠺ࡓࡵᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜

ࡢᆅᇦࡀồࡵࡿேᮦࢆ

ࡗࡓࠋྛᴗ࡛ᥖࡆ࡚࠸ࡿᩘ್┠ᶆࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ⦼್

㣴ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞

ࡢᢕᥱࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙜヱᆅᇦࡢ⫼ᬒཬࡧ⤒῭ືྥࢆ㋃

ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵ

ࡲ࠼ࡓศᯒ࣭ホ౯≧ἣࡢሗ࿌ࢆồࡵࡿ࡞ࠊ㐍ᤖ≧ἣࢆ

㠉ࢆ᩿⾜ࡍࡿᏛࡢྲྀ

ࡼࡾලయⓗᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨵၿࡍࡿࡶࠊ⿵ຓᮇ

⤌ࢆᨭࡍࡿࡇࢆ┠

㛫᭱⤊ᖺᗘ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࡢᴗ⥅⥆ಀࡿ

ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ

యไᩚഛࡸண⟬☜ಖࡢぢ㏻ࡋ➼╔┠ࡋࡓࣇ࢛࣮ࣟ

࡛࠶ࡿࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ

ࢵࣉࢆᐇࡋࡓࠋ

Ꮫࡼࡿᆅ᪉⏕᥎

࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨጤဨࡼࡿᐇ

ࠖࡘ࠸
㐍ᴗ㸦&2&㸩㸧

≧ἣሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆཬࡧࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩ࡢ㛤♧ࢆ

࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ

⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊጤဨ࠾࠸࡚⌧ᆅどᐹࢆᐇࡍࡿᏛࢆ

౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

Ỵᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⌧ᆅどᐹࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

௧ඖᖺᗘࡢ  ᖺ㛫࡛  ௳ࡢ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ

ᗘ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

 ᖺᗘ᪤⌧ᆅどᐹࢆ⾜ࡗࡓ  ௳ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௧ඖ

᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗ

ᖺᗘᥦฟࡢᐇ≧ἣሗ࿌᭩࠾࠸࡚⌧ᆅ࡛☜ㄆࡍࡁ
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101

102

ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜

࡛࠶ࡿጤဨࡀุ᩿ࡋࡓࡇࡽᨵࡵ࡚⌧ᆅどᐹࢆ

࠺ࠋ

⾜ࡗࡓࠋ⌧ᆅどᐹ࡛ࡣ୰㛫ホ౯ࡉࢀࡓ␃ព㡯ཬࡧ
ཧ⪃ពぢࠊ㛤♧ࡋࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩ࡢㄢ㢟ࡢᑐ
ᛂ≧ἣࡢ☜ㄆຍ࠼ࠊᏛࡔࡅ࡛࡞ࡃᴗ༠ാᶵ㛵࡛࠶
ࡿ⮬యࡸᴗࡢᢸᙜ⪅ࡽࡶࣄࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᴗ
ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆࡁࡵ⣽ࡃ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊཧຍᏛ⏕ࡽ
ࣄࣜࣥࢢࢆ⾜࠺㛫ࢆタࡅࠊᴗࡢᨵၿⅬ࡞ࡢ㉁ၥ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ᭷┈࡞ᅇ⟅ࢆᏛ⏕ࡽᚓࡿࡇࡀྍ⬟
࡞ࡾࠊࡼࡾᐇែ༶ࡋࡓ≧ἣᢕᥱࡀ࡛ࡁࡓࠋ⿵ຓᮇ㛫⤊
ᖺᗘ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࡢᴗ⥅⥆ಀࡿయไ
ᩚഛࡸண⟬☜ಖࡢぢ㏻ࡋ➼ࢆ୰ᚰᚲせ࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࣇ࢛ࣟ
࣮ࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせ➼ࢆྵࡵ㛵ಀ㈨ᩱࢆබ⾲ࡍࡿࡇ
࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFIROORZXSBNHNNDBUKWPO
ጤဨྡ⡙㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFLLQNDLKWPO




㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࡢᨭ

ࡢᨭ

ࡢᨭ

㸲㸫㸰Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭࡍࡿᅜࡢ  ࡘࡢຓᡂᴗ 

ᨭ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ

ᡃࡀᅜࡢᏛᩍ⫱ࡢ

Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ᨭཬࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟ

ࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ ⿵ຓホᐃ㸸D

⿵ຓホᐃ㸸D

ᅜ㝿➇தຊࡢྥୖཬࡧ

ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂ

ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂ

ࣂࣝࡢᨭ࠾ࡅࡿ

➼࡛ᵓᡂࡍࡿጤဨ➼ࢆ⤌⧊ࡋࡓୖ࡛ࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂ

ᴗࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯

ᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢᐃࡵࡓ

ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑂ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅜࡢ᪉㔪ࢆ

➼ᐇᶵ㛵ࡢබເࡀ⾜

ไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ

ᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ≧ἣ

ەጤဨ➼㛤ദᐇ⦼

㋃ࡲ࠼ࡓᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ

ࢃࢀࠊ⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂ

㛛ᐙࡼࡿබṇ࡞ホ౯

㸦ጤဨࡢ㛤ദᐇ⦼➼

⾜࠺ࠋ

ᰝ࣭ホ౯➼㛵ࡍࡿ▱ぢ

యไࢆᩚഛࡋࠊ㏱᫂ᛶࠊ ࢆཧ⪃ุ᩿㸧

ࡀά⏝࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊ ಙ㢗ᛶࠊ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖ



ᙜヱᴗࡢᛂເཬࡧ

ࡋࠊ㐺ษࡘ࡞㐠Ⴀ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ᐇᶵ㛵ࡋ࡚㑅ᐃࡉ

ࢆᅗࡾࡘࡘࠊሗබ㛤

㸲㸫㸰ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ

ࢀࡿࡼ࠺ດࡵࠊᑂᰝ࣭ホ

ດࡵࡿࠋ

࠼ࡓᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡀ㐺ษ

౯➼ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ྠ ᑂᰝ㒊
ྠ ୰㛫ホ౯㒊
ྠ ᚋホ౯㒊
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ጤဨ

 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

ᒚ⾜ࡋ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ

ࡓࡵࠋ

࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡽホ

࣭Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ

ᐃࢆ D ࡍࡿࠋ

࠾࠸࡚ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈ

࣭ࡇࡢ࠺ࡕࠊᏛࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ࡛ࡣࠊ௧ඖᖺ ࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭࡍ
ᗘࡢᮏᴗࡢ┦ᡭഃᶵ㛵ࡋ࡚࢚ࣛࢫ࣒ࢫࣉࣛࢫࣉࣟ ࡿᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢ

㐺ษ࡞ጤဨࡸ㒊ࡀタ⨨
ࢀࡿࡶࠊᡂᯝࡢ㏿ࡸ

ࡉࢀࠊබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࡀ⾜ࢃ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

⾜ࢃࢀࡓࠊጤဨ➼

ᗘ㸧ࡣࠊ௨ୗࡢᴗಀ

㛤ദᐇ⦼ࡸᑂᰝ࣭ホ౯➼

ࢢ࣒ࣛࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ඹྠබເࢆ⾜࠺Ḣᕞጤဨࠊ ᐃࡵࡓ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ᑓ㛛ᐙࡼ
ᴗࡋ࡚ึࡵ࡚ྜྠ࡛ⱥㄒ࡛ࡢ᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿᑂᰝࢆ ࡿබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯యไ㛵ಀ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓ

ࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ⾜࠺ࠋ ᐇ௳ᩘ➼ࢆཧ⪃ุ

⾜ࡗࡓࠋ

せ㡯➼ࢆᩚഛࡋࡓୖ࡛ࠊᴗࡈ

ไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺ࡶ



࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢ⤊ᚋࡣྛ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ ጤဨࡸ㒊ࢆྜィ  ᅇ㛤
㍕ࡍࡿࡇࡼࡾሗࡢ㎿㏿ࡘ✚ᴟⓗ࡞බ㛤ດࡵ ദࡋࠊᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࠊ⥅

࣭Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ

ࡿࡶࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡛ࠊྠ┬ࡼࡿ ⥆ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᴗົᡂᯝࡢ
ᚋࡢ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࠋ ㏿ࡸ࡞ሗබ㛤ࢆ╔ᐇᐇ

ࢫ࣒ࢫࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᯟ⤌ࡳࡢ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ

ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊ
ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢබṇᛶࠊ
㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤ

᩿ࡍࡿࠋ
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࡞ሗබ㛤ࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᮇᚅ௨ୖ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠾࠸࡚ࡣࠊ(8 ࠾ࡅࡿ࢚ࣛ
୰࡛ࠊḢᕞጤဨඹྠබເ

ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢆ⾜࠸ࠊᴗࡋ࡚ⱥㄒࡼ

࠙Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࠚ

ࡿྜྠᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ᭱⤊ⓗ





࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢ

࣭Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ

  ௳ࡢ᥇ᢥ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

බ⾲

࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂つබເศࡢⱥㄒ

⯆࠾ࡅࡿ⥥ᐦ࡞‽ഛస

࣭┈┦㓄៖ࡋࡓ

ࡼࡿᑂᰝࢆࠊᴗࡢᐇయ࡛

ᴗࡼࡾ࡞㆟㐍⾜ࡀᐇ

ᑂᰝࡢᐇ

࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ຍ࠼ࠊඹྠබ

⌧ࡋࡓᐜ᫆ീࡀࡘࡁࠊ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢ

ເ࣭ᑂᰝᶵ㛵࡛࠶ࡿḢᕞጤဨ

㧗ࡃホ౯ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ୰㛫ホ

ጤဨྡࡢබ⾲

ࡢ㛫࡛ࠊᴗࡋ࡚ึࡵ࡚ඹ

౯ࡉࢀࡿ⏦ㄳࡘࡁࠊⓗ

࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲

ྠ࡛ᐇࡍࡿࡶᴗࡋ

☜࡞ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀࠊᚲせ࡞ᨵ

ࡲࡓࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧ

࡚๓ࡢ࡞࠸ᴗົᐇୖཬࡧ

ၿࢆಁࡍ࡞ྛᶵ㛵ᚋࡢ

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗⓎಙ

ᴗ㐠Ⴀୖࡢᵝࠎ࡞㝼㊰ࢆඞ᭹ࡍ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ᙺ❧ࡘሗ࿌

ࡍࡿࡶࠊᙜヱሗ

ࡃࠊⱥㄒࡼࡿ⥥ᐦ࡞㐃⤡ㄪ

ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡀᴗࡢᨵၿࡸᅜ࠾

ᩚࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡛ࠊᴗ㊃᪨ࢆ

࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ

ࡅࡿ⟇ࡢ᳨ウά⏝

ⓗ☜ᤊ࠼ࡓጤဨ㐠Ⴀ➼ࢆ

ᡂᨭᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊᖺ

ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ

⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ᗘࡢⓎᒎⓗぢ┤ࡋᇶ࡙ࡃ୰



ࡿࠋ

㛫ホ౯せ㡯➼ࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓ

ձᏛࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ
ᴗ
Ꮫᩍ⫱ࡢࢢ࣮ࣟࣂ



࠙Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࠚ

㸧  ࡲࡓࠊᑂᰝ᪥⛬ࡀᖺࡢẚ
࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ

ࠊᴗᐇయࡢᩥ㒊⛉

࠾࠸࡚ᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊ ᭶  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷ ㍑࡛  ࣨ᭶⛬ᗘ᪩ࡲࡗࡓࡇ

Ꮫ┬⥥ᐦ࡞㐃⤡ㄪᩚࢆ⾜

క࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ㐃ᦠࡼ

࠸ࠊᴗࡢ࡞᥎㐍㈉⊩

ࣝᒎ㛤ຊࡢᙉࢆᅗࡿ

ࡅࡅࠊ௧ඖᖺᗘࡢ᪥(8 ᡓ␎ⓗ㧗➼ᩍ⫱㐃ᦠᨭࡢ

ࡓࡵࠊᡃࡀᅜࡗ࡚ᡓ

ඹྠබເ࣭ᑂᰝᶵ㛵࡛࠶ࡿḢᕞጤဨࡢྜྠᑂᰝ㒊 ࡾḢᕞጤဨࡢ㛫࡛⥥ᐦ࡞㐃

ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

␎ⓗ㔜せ࡞ᅜ࣭ᆅᇦ

࠾࠸࡚ࠊᴗࡋ࡚ึࡵ࡚ⱥㄒ࡛ࡢ᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿ ⤡ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝࡢ࡞ᐇ



ࡢ㛫࡛ࠊ㉁ಖドࢆకࡗࡓ

ᐈほⓗࡘබᖹࠊබṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ ᭶ࡢጤဨ࠾ ດࡵࡓࡇࡣᴟࡵ࡚㧗ࡃホ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

Ꮫ⏕ὶࡢᐇ➼ࢆ᥎

࠸࡚᥇ᢥೃ⿵ࢆᢎㄆࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ ౯࡛ࡁࡿࠋ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

㐍ࡍࡿᅜ㝿ᩍ⫱㐃ᦠࡸ

᥇ᢥࢆỴᐃ㸧
ࠋ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡢ

࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ィ⏬ㄪ᭩ࡸ㒊ጤ ᨭᴗࠚ

ࡢᣑక࠸ࠊ㑥ேᏛ⏕ࡢ␃

ྲྀ⤌ࡢᨭࢆ┠ⓗࡋ

ဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂ

Ꮫࡸ␃Ꮫ⏕ࡢ᪥࣭᮶᪥

ࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿ

㓄៖ࡋࡓࠋ

ᨭᴗࡋ࡚  ᅇ┠࡞ࡿ୰

ᵝࠎ࡞ᨭ㞀ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ

ࠕᏛࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺ  ᭶ࡢጤဨ 㛫ホ౯ࢆḟᖺᗘᐇࡍࡿᙜ

ᚋᙜึィ⏬ࡢᩘ್┠ᶆ࡞

ᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨ

࠾࠸࡚୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊࠾࠸ ࡓࡾࠊᴗᐇయ࡛࠶ࡿᩥ㒊

ࡢ㐩ᡂࡀᅔ㞴࡞ࡿࡇࡶᠱ

ࢆ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯

࡚᭩㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබᖹࠊබṇ࡞ホ౯ ⛉Ꮫ┬ࡢ㛫࡛ࠊ㐠Ⴀୖࡢᵝࠎ

ᛕࡉࢀࡿࡀࠊ௧  ᖺᗘࡢᙜ

ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ࢆ⾜࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚ホ౯ࢆỴᐃࡋࡓࠋ ࡞ㄢ㢟ࡢ㐩ᡂྥࡅࡓ⥥ᐦ࡞㐃

ヱጤဨ࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ἣࢆ
㚷ࡳࡓホ౯ᇶ‽ࢆ㐺⏝ࡋ࡚

࠙ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

⤖ᯝࡣࠊ ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
ࠊ ௳ࡀᶆ‽ࡢ

⤡ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊᴗ

ᗘ㸧ࡣࠊ᪂ࡓබເࡍࡿ

ࠕ$ࠖ
ࠊ ௳ࡀࠕ%࡛ࠖ࠶ࡾࠊከࡃࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚㉁

㊃᪨ࢆⓗ☜ᤊ࠼ࡓጤဨ㐠Ⴀ

ࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊࡑ࠺ࡋࡓᏛ⏕ࡸ◊

ᴗࡢᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲ

ࡢಖドࢆక࠺ຍ౯್ࡢ㧗࠸㨩ຊⓗ࡞ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࡀᐇ

➼ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ

✲⪅ࡀᅜ㝿ⓗ⛣ືࡋࡃ࠸

ࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ

ࡉࢀࠊᙜึࡢィ⏬࠾ࡾ㡰ㄪ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆ ౯࡛ࡁࡿࠋ

≧ἣࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡣࠊ
ࠕ

ࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡢ୰

ࡋࡓࠋྛࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚ࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ 

Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࠖࢆ᰿ᮏ

㛫ホ౯ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ᚋᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆేࡏ࡚グࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

❧ࡕ㏉ࡾࠊ࡛ࡁࡿࡇࠊࡍࡁ

᥇ᢥࡉࢀࡓ㸷௳ࡢᴗ

ࢆಁࡋࡓࠋ

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭࡍ

ࡇࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺ࠊᑂᰝ࣭ホ౯

ࡢᚋホ౯ࢆ⾜࠺

࣭ホ౯⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢ ࡿᅜࡢຓᡂᴗ࠾࠸࡚ࠊᘬࡁ

ࢆᐇࡍࡿ❧ሙࡽᩥ㒊⛉Ꮫ

ࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇

ᴫせࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊ ⥆ࡁබṇࡘ㎿㏿࣭㐺ษ࡞ᑂᰝ࣭ ┬ാࡁࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊᖹᡂ 

ホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

ホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ

ᚋࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆᢸ࠺

ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺ  ᭶ࡢጤဨ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ╔ᐇ࡞ᐇྥࡅ

ᴗ࠾࠸࡚ᾏእᶵ㛵ࡢඹྠ

ཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ

࠾࠸࡚ᚋホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊࠾࠸ ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᐇ࣭

ᑂᰝࡢᶵࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ

89

103

104

ࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡢࣇ

࡚᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබᖹࠊබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ ᙉࢆᅗࡾࡘࡘࠊྛᏛࡢཧ⪃

Ḣᕞጤဨࡢඹྠᑂᰝࡢ⤒

࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋ

௧  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚ホ౯ࢆỴᐃࡋࡓࠋ
⤖ᯝࡣࠊ ࡞ࡾ࠺ࡿሗࡢ✚ᴟⓗ࡞Ⓨಙ

㦂ࢆ⏕ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

 ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
ࠊ ௳ࡀᶆ‽ࡢࠕ$࡛ࠖ࠶ ࡶດࡵ࡚࠸ࡃࠋ



ࡾࠊಶࠎࡢᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ຊࡢᙉᑐᛂࡋࡓࡁ 



ࡵ⣽ࡸ࡞యไᇶ┙ࡢ☜❧ࠊࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗᒎ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
㛤ࡼࡗ࡚ᚓࡓᐇ⦼ࡸ⤒㦂ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡇ࡛ᙜึࡢ

౯㸧

ィ⏬ἢࡗ࡚┠ⓗࢆᴫࡡᐇ⌧ࡋࠊᮇᚅࡉࢀࡓᡂᯝࢆᣲࡆ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸰ࡘ࠸
ࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

࡚ࡣ  ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭ホ౯⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ྲྀ⤌ࡢᐇ⦼ࡢᴫせ  
ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ ࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸿ࡘ࠸
ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ

࣭୰㛫࣭ᚋホ౯ࡢᐇᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ

‽㸦㸣㸧ࢆୖᅇࡿ 㸣࡛࠶ࡗ

  ௳ࠊ ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ௳ཬࡧ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ࡓࠋ
௳ࡢྛྲྀ⤌ෆᐜࡸ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅࡓ㐍ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆ



ࡍࡃࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋࡾࡲࡵࡓ⤖ᯝࡣጤ
ဨሗ࿌ࡍࡿࡶࠊᡃࡀᅜࡢᏛࡗ࡚ࡢࢢࣟ
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ࡍࡿࠋ
ࡍࡿࠋ

ᙉࡍࡿ࡞ࠊィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ⤌࡛࠶ࡿࠋ
ᙉࡍࡿ࡞ࠊィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ
⤌࡛࠶ࡿࠋ
ᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 

࣭ྠ❆ࡢ᪂つタ❧➼ࡼࡾእ㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
࣭ྠ❆ࡢ᪂つタ❧➼ࡼࡾእ
㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
ᅜே◊✲⪅᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
ᅜே◊✲⪅᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࢆᅗࡗࡓࡇ୍࣭ࡘ୍ࡘࡢᴗࢆᑀ㐍
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࢆᅗࡗࡓࡇ
୍࣭ࡘ୍ࡘࡢᴗࢆᑀ㐍
ࡣࠊィ⏬ࢆୖᅇࡿᐇ⦼ࢆୖࡆࡵࡿࡇࡼࡾࠊ⭾࡞ᡂᯝ
ࡣࠊィ⏬ࢆୖᅇࡿᐇ⦼ࢆୖࡆ
ࡵࡿࡇࡼࡾࠊ⭾࡞ᡂᯝ
ࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ」
ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ」

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸ᩘࡢᴗయࢆಠ▔ࡋ࡚ࠊᡓ
࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸
ᩘࡢᴗయࢆಠ▔ࡋ࡚ࠊᡓ
࡚╔ᐇᾏእሗࡢ㞟ࡸⓎಙ␎ࡢ㱈㱒ࡀ࠶ࡿ࠺ࠊ
࡚╔ᐇᾏእሗࡢ㞟ࡸⓎಙ
␎ࡢ㱈㱒ࡀ࠶ࡿ࠺ࠊ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᴗ㛫࡛ࡶࡗ㐃ᦠຍ㏿࡛ࡁ
ᴗ㛫࡛ࡶࡗ㐃ᦠຍ㏿࡛ࡁ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᏛࡿࡇࡣ࡞࠸➼ࡘ࠸᳨࡚
࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᏛ
ࡿࡇࡣ࡞࠸➼ࡘ࠸᳨࡚
⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࢆྵࡴ㛵ಀドࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࢆྵࡴ㛵ಀ
ドࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
ྛᡤࠊྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ཬࡧ࣭≉ࠊᾏእࡢὴ㐵ࡸཷධ
ྛᡤࠊྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ཬࡧ
࣭≉ࠊᾏእࡢὴ㐵ࡸཷධ
◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡពぢ࣭ࢆ⾜࠺ᴗࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡពぢ࣭
ࢆ⾜࠺ᴗࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
ሗࢆ⾜࠸ࠊィ⏬㏻ࡾ㡰ㄪࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆࡁࡃ
ሗࢆ⾜࠸ࠊィ⏬㏻ࡾ㡰ㄪ
ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆࡁࡃ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿◊✲ᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡋ࡚ཷࡅࡿࡓࡵࠊ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿◊✲ᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡋ࡚
ཷࡅࡿࡓࡵࠊ
▷ᮇ࣭㛗ᮇ࡛㐍ࡵ
▷ᮇ࣭㛗ᮇ࡛㐍ࡵ
࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

᪉ࡢᨵၿࢆ᳨ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
᪉ࡢᨵၿࢆ᳨ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

 

 

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

 

࣭ㅖእᅜࡢᙉᅛࡘ᪉ྥࡢ㸺ࡑࡢ㡯㸼
࣭ㅖእᅜࡢᙉᅛࡘ᪉ྥࡢ
㸺ࡑࡢ㡯㸼
ᅜ㝿◊✲ᇶ┙ࢆᵓ⠏࣭Ⓨᒎࡉࡏ̿̿
ᅜ㝿◊✲ᇶ┙ࢆᵓ⠏࣭Ⓨᒎࡉࡏ
ࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚ᅜ 
ࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚ᅜ
ෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚ 
ෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚
࠸ࡃࠋ
࠸ࡃࠋ
 
93 93

107

108

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
㸦㸯㸧
ᴗࡢᅜ㝿ᡓ࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
㸦㸯㸧
ᴗࡢᅜ㝿ᡓ㸦㸯㸧
㸦㸯㸧
ᴗࡢᅜ㝿ᡓ㸦㸯㸧
ᴗࡢᅜ㝿ᡓ
ᴗࡢᅜ㝿ᡓ
 㸦㸯㸧
ᴗࡢᅜ㝿ᡓ
␎ⓗᒎ㛤
␎ⓗᒎ㛤

␎ⓗᒎ㛤
␎ⓗᒎ㛤

␎ⓗᒎ㛤
␎ⓗᒎ㛤

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼
㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

࠙ᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ಀࡿᇶᮏⓗ࡞ᡓ␎ࠚ
㸳㸫㸯๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠙ᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ಀࡿᇶᮏⓗ࡞ᡓ␎ࠚ
㸳㸫㸯๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

㸦㸯㸧ᴗࡢᅜ㝿ᡓ␎ⓗ
㸦㸯㸧ᴗࡢᅜ㝿ᡓ␎ⓗᒎ㸦㸯㸧ᴗࡢᅜ㝿ᡓ␎ⓗ
㸦㸯㸧ᴗࡢᅜ㝿ᡓ␎ⓗᒎ
㛤㛤

୰
ࠕᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿ࣭ᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊࠾࠸࡚ࠊྛ✀ᴗࡢᅜ㝿ⓗ࡞άືࡸᾏ
࣭ᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊࠾࠸࡚ࠊྛ✀ᴗࡢᅜ㝿ⓗ࡞άືࡸᾏ⿵ຓホᐃ㸸E
ᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚୰
ࠕᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿ
 ᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚ ᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚
ᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚ ᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚
⿵ຓホᐃ㸸E
ᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖ
ࡋእ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢືྥ࣭⌧≧ࢆඹ᭷ࡍࡿᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊㆟
እ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢືྥ࣭⌧≧ࢆඹ᭷ࡍࡿᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊㆟㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
ᅜෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖ
ࡋ
ᅜෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗᅜෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗ
ᅜෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗᅜෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗ
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
ᅜෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗ

ᒎ㛤
ᒎ㛤
⿵ຓホᐃ㸸E
⿵ຓホᐃ㸸E
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

࡚ᐇࡋࡓᴗົࡢẚཬࡧ㐃⤡ࢆ㛤ദࡋࠊ᭱᪂ࡢሗࢆᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ
ཬࡧ㐃⤡ࢆ㛤ദࡋࠊ᭱᪂ࡢሗࢆᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ࡚ᐇࡋࡓᴗົࡢẚ
௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛
ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
㍑ࡼࡿᨵၿ
࣭ᙉ≧ἣ࣮ཬࡧᏛ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࢆྵࡴ㛵ಀྛᡤ㝶ඹ
࣮ཬࡧᏛ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࢆྵࡴ㛵ಀྛᡤ㝶ඹᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮
┠ᣦࡋࠊ
ᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊㍑ࡼࡿᨵၿ
࣭ᙉ≧ἣ
┠ᣦࡋࠊ
ྛ✀ᴗࢆ㏻ࡌ┠ᣦࡋࠊ
ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ
┠ᣦࡋࠊ
᪂ࡓタ⨨ࡍࡿ┠ᣦࡋࠊ
ᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊
♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ
᪂ࡓタ⨨ࡍࡿ
┠ᣦࡋࠊ
ྛ✀ᴗࢆ㏻ࡌ
㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ᭷ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ពぢࡋࡓࠋ
᭷ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ពぢࡋࡓࠋ
࠾࠸࡚ࠊ
ྛ✀ᴗࢆ㏻ࡌ㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ
ᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊࠾࠸࡚ࠊ
ࡓᅜ㝿ⓗ࡞άືࡢືྥᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊࠾࠸࡚ࠊ
࠾࠸࡚ࠊ
ྛ✀ᴗࢆ㏻ࡌ
ࡓᅜ㝿ⓗ࡞άືࡢືྥ
࠼ุ᩿㸧
ࡓᅜ㝿ⓗ࡞άືࡢືྥ࠼ุ᩿㸧
ྛ✀ᴗࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿ࡓᅜ㝿ⓗ࡞άືࡢືྥ
ࡸᾏእ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢືྛ✀ᴗࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿
ࡸᾏእ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢື
ࡸࠊ
ᾏእ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢື 
ⓗ࡞άືࡢືྥࡸࠊ
ᾏእࡸࠊ
ࡁ࡞ࢆᐃᮇⓗ㞟⣙࣭
ᾏእ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢື
ⓗ࡞άືࡢືྥࡸࠊ
ᾏእ
ࡁ࡞ࢆᐃᮇⓗ㞟⣙࣭

⏤ࡼࡾࠊ
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ
୰ᮇ┠ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
⏤ࡼࡾࠊ
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ
୰ᮇ┠

ࡲࡓࠊ⯆ホ㆟ဨ➼ࡢእ㒊᭷㆑⪅ࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢពᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ
ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ
ࡲࡓࠊ⯆ホ㆟ဨ➼ࡢእ㒊᭷㆑⪅ࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢព
ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ
ぢࡶ⫈ྲྀࡋࠊ௧ඖᖺ㸦
ᖺ㸧㸳᭶ࠕ᪥ᮏᏛ⾡⯆࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ
࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ 
ぢࡶ⫈ྲྀࡋࠊ௧ඖᖺ㸦
ᖺ㸧㸳᭶ࠕ᪥ᮏᏛ⾡⯆

㸳㸫㸰ᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ➨㸲ᮇ୰ᮇィ⏬ಀࡿᅜ㝿ᡓ␎ࠖࢆ⟇ᐃࡋ࣮࣒࣮࣍࣌
ྥ➼ࢆ㞟⣙
࣭ඹ᭷ࡍࡿ㸳㸫㸰ᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ
➨㸲ᮇ୰ᮇィ⏬ಀࡿᅜ㝿ᡓ␎ࠖࢆ⟇ᐃࡋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢆ Eࢆࡍࡿࠋ
㛵ಀᶵ㛵➼ࡢືྥ➼ࢆྥ➼ࢆ㞟⣙
ඹ᭷ࡍࡿࡶࠊ
ᡓ␎㛵ಀᶵ㛵➼ࡢືྥ➼ࢆ
࣭ඹ᭷ࡍࡿ
E ࡍࡿࠋ
ඹ᭷ࡍࡿࡶࠊ
ᡓ␎

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ෆᐜ㛵ࡍࡿⓎಙ≧ἣࢪୖබ㛤ࡋࡓࠋ
ྜࢆᐃᮇⓗ㛤ദࡍࡿࠋ
ࢪୖබ㛤ࡋࡓࠋ
ෆᐜ㛵ࡍࡿⓎಙ≧ἣ
㞟⣙
࣭ඹ᭷ࡍࡿྜࢆᐃྜࢆᐃᮇⓗ㛤ദࡍࡿࠋ
ⓗࡘᶵືⓗᅜ㝿ⓗ㞟⣙
࣭ඹ᭷ࡍࡿྜࢆᐃ
ⓗࡘᶵືⓗᅜ㝿ⓗ

࣭ᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊㆟ཬࡧ㐃⤡㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
࣭ᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊㆟ཬࡧ㐃⤡

㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ-636
ࡲࡓࠊ
ᡓ␎ⓗࡘᶵືⓗ㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ
-636
ᅜ㝿ᡓ␎㸸
ᮇⓗ㛤ദࡍࡿࡶࡲࡓࠊ
ᡓ␎ⓗࡘᶵືⓗ
࡞ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿయᮇⓗ㛤ദࡍࡿࡶ
ᅜ㝿ᡓ␎㸸
࡞ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿయ

࣭Ꮫࡸ◊✲ᶵ㛵ᑐࡍࡿㄝ
ࡅ
࠾ࡿ
ࡅ㛵
ࡿಀ
㛵ྛ
ಀᡤ
ྛ
ᡤࡢ

ࡢሗ
ඹ
ሗ ඹ࣭Ꮫࡸ◊✲ᶵ㛵ᑐࡍࡿㄝ
࠾

࠼ุ᩿㸧
ᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤࠼ุ᩿㸧
ࠊ
ᡓ␎ⓗࡘᶵືⓗᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤
ไࢆᩚഛࡋࠊ
✚ᴟⓗࠊ
ᡓ␎ⓗࡘᶵືⓗ
ไࢆᩚഛࡋࠊ
✚ᴟⓗ

᫂ࡸពぢ
࣭ሗࡣࠊ
ඛ᪉
KWWSVZZZMVSVJRMSMNRNXVDLGDWD-636BNRNXVDLVHQU\DNXSGI
᭷࣭ពぢཬࡧᅜ㝿ᡓ␎ࡢ⟇᫂ࡸពぢ
࣭ሗࡣࠊ
ඛ᪉
KWWSVZZZMVSVJRMSMNRNXVDLGDWD-636BNRNXVDLVHQU\DNXSGI
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ᡓ ᡓࠕᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵ

Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵㛵ಀ⪅ࡽዲホࢆᚓࡓࠋ
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ຠᯝⓗ
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ࡅࡓ༠㆟ࢆ⾜࠺ࠋ
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ࡢ㐠Ⴀࡢᅾࡾ᪉➼ࡘࡾ᪉ࡸእᅜே◊✲⪅ࡢ
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᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ

࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
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᭷ ᭷
ࡉࡽࠊ
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✚ᴟⓗ࡞ሗ᩿ࡍࡿࠋ
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⯆㆟ᐊ
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㒊ྥࡅ◊ಟ

ᶵ㛵➼ࡢពぢ࣭ሗࢆ⾜ 
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ࡗࡓࡇࡣࠊ⯆ࡢྲྀ⤌ࡢㄆ
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ࡿᅜ㝿ඹⴭㄽᩥᩘࡘ
ࡲ࠼ᅜ㝿ᡓ␎ࢆ⟇ᐃࡋࡓࡇࡣ
㛵ࡽࡢ㠃せᮃᛂ࠼ࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗࡢไᗘࡸເࡲ࠼ᅜ㝿ᡓ␎ࢆ⟇ᐃࡋࡓࡇࡣ
࠸࡚ẖᖺᗘ☜ㄆࢆ⾜࠺㞟ࡢෆᐜ➼ಀࡿㄆ▱ᗘࡢྥୖ⌮ゎࡢಁ㐍ດࡵࡿ
࠸࡚ẖᖺᗘ☜ㄆࢆ⾜࠺
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㞟ࡢෆᐜ➼ಀࡿㄆ▱ᗘࡢྥୖ⌮ゎࡢಁ㐍ດࡵࡿ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࡚ࡣ㡰ḟ╔ᡭྍ⬟࡞ࡶ
࡚ࡣ㡰ḟ╔ᡭྍ⬟࡞ࡶ

 ࡲࡓࠊ
⯆ࡢᴗົ
 ࡲࡓࠊ
⯆ࡢᴗົ
ಀࡿᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆయ
ಀࡿᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆయ
⣔ⓗᩚ⌮ࡋࠊ
◊✲⪅ࡸ
⣔ⓗᩚ⌮ࡋࠊ
◊✲⪅ࡸ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸯ࡘ࠸
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸯ࡘ࠸
࡚ࠊ
ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᨵၿ࣭ᙉ
࡚ࠊ
ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᨵၿ࣭ᙉ

ࡶࠊ
ࡑࡢ≧ἣኚࡶࠊ୧ᅜࡢ◊✲⪅ὶࡢⓎᒎ➼ࢆ┠ⓗࡋࡓព
ࡶࠊ
ࡑࡢ≧ἣኚ
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸰ࡘ࠸
ࡶࠊ୧ᅜࡢ◊✲⪅ὶࡢⓎᒎ➼ࢆ┠ⓗࡋࡓព࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸰ࡘ࠸
ࢆホ౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍ
ࢆホ౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍ
࡚ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ಀࡿᴗ
࡚ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ಀࡿᴗ
94 94

ᅜẸࡗ࡚ศࡾࡸ
ᅜẸࡗ࡚ศࡾࡸ

ࡿࠋ
ࡿࠋ

ࡍ࠸ሗⓎಙࡢᅾࡾ᪉
ࡍ࠸ሗⓎಙࡢᅾࡾ᪉

ぢ࣭ሗࢆ⾜࠸ࠊ
ྛᅜࡢᏛ⾡ືྥࡢ᭱᪂ሗࢆᚓࡓࠋ
 ࢆ┠ⓗูᩚ⌮ࡋࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵ
ぢ࣭ሗࢆ⾜࠸ࠊ
ྛᅜࡢᏛ⾡ືྥࡢ᭱᪂ሗࢆᚓࡓࠋ
 ࢆ┠ⓗูᩚ⌮ࡋࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵ
ۑ௧ඖᖺᗘ
ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵➼࡞㠃ᐇ⦼
ۑ௧ඖᖺᗘ
ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵➼࡞㠃ᐇ⦼

ࢆ᳨ウ
࣭ᐇࡍࡿࡶ
ࢆ᳨ウ
࣭ᐇࡍࡿࡶ

㠃⪅ᡤᒓᶵ㛵
㠃⪅ᡤᒓᶵ㛵

㠃᭶
㠃᭶

ࢺࢆసᡂࡋࡓࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶ
ࢺࢆసᡂࡋࡓࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶ
ᴗ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ✚ᴟⓗ⾜
ᴗ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ✚ᴟⓗ⾜

ࠊ
ㄝ᫂ࡢ㛤ദ➼ࠊ
ࠊ
ㄝ᫂ࡢ㛤ദ➼ࠊ
✚ ✚

ࣝࣛࣥࢻᩍ⫱ᢏ⬟┬
ࣝࣛࣥࢻᩍ⫱ᢏ⬟┬

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

࠸ࠊ
◊✲⪅ࡸ
➼Ꮫ࣭◊✲ᶵ
࠸ࠊ
◊✲⪅ࡸ
85$85$
➼Ꮫ࣭◊✲ᶵ

ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
 

ࢫ࢙࣮࢘ࢹ࣭ࣥ࢘ࣉࢧࣛᏛ ௧ඖᖺ
௧ඖᖺ
 ᭶
ࢫ࢙࣮࢘ࢹ࣭ࣥ࢘ࣉࢧࣛᏛ
 ᭶

㛵㛵ಀ⪅ࡽዲホࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊ
㛵㛵ಀ⪅ࡽዲホࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊ

 ࡉࡽࠊ
ᴗࡢᅾࡾ᪉
 ࡉࡽࠊ
ᴗࡢᅾࡾ᪉

ࢿࣃ࣮ࣝ⛉Ꮫᢏ⾡࢝ࢹ࣑࣮ ௧ඖᖺ
௧ඖᖺ
 ᭶
ࢿࣃ࣮ࣝ⛉Ꮫᢏ⾡࢝ࢹ࣑࣮
 ᭶

ィ⏬㏻ࡾࡢỈ‽࡛࠶ࡿࠋ
ィ⏬㏻ࡾࡢỈ‽࡛࠶ࡿࠋ

ಀࡿ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ಀࡿ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
 

ࢻࢶ◊✲⯆༠
ࢻࢶ◊✲⯆༠

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

 

ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᨵၿ
࣭ᙉ
ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᨵၿ
࣭ᙉ

࢝ࢼࢲ࣭࢜ࢱ࣡Ꮫ
࢝ࢼࢲ࣭࢜ࢱ࣡Ꮫ

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸿ࡘ࠸
࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸿ࡘ࠸

ࡸ࿘▱ࡀ⾜ࢃࢀࡓ
ࡸ࿘▱ࡀ⾜ࢃࢀࡓ

ࢫࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ
ࢫࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

࡚ࡣ
௳࡛࠶ࡾࠊ
๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
࡚ࡣ

௳࡛࠶ࡾࠊ
๓୰ᮇ┠ᶆᮇ

ࡘ࠸࡚ࠊ
᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ
ࡘ࠸࡚ࠊ
᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ

ⱥᅜࣂ࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭⏕≀௧ඖᖺ
௧ඖᖺ
 ᭶
ⱥᅜࣂ࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭⏕≀
 ᭶

㛫ᐇ⦼➼㸦ᖺ㛫
㹼
௳㸧
㛫ᐇ⦼➼㸦ᖺ㛫
㹼
௳㸧

ᚓࡿࠋ
ᚓࡿࠋ

⛉Ꮫ◊✲㆟
⛉Ꮫ◊✲㆟

ྠỈ‽࡛࠶ࡿࠋ
ྠỈ‽࡛࠶ࡿࠋ
௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

 

ࢳࣗࢽࢪ㧗➼ᩍ⫱࣭⛉Ꮫ◊✲௧ඖᖺ
௧ඖᖺ
 ᭶
ࢳࣗࢽࢪ㧗➼ᩍ⫱࣭⛉Ꮫ◊✲
 ᭶

 

┬┬

 

༡ࣇࣜ࢝Ꮫ㐃ྜ
༡ࣇࣜ࢝Ꮫ㐃ྜ

ࣇࣛࣥࢫ࣭ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣇࣟࣥ௧ඖᖺ
௧ඖᖺ
 ᭶
 ᭶
ࣇࣛࣥࢫ࣭ࣄ࣮࣐࣭ࣗࣥࣇࣟࣥ

 

ࢸ࣭ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࣉࣟࢢࣛ
ࢸ࣭ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࣉࣟࢢࣛ
࣒࣒
୰ᅜᅜᐙ⮬↛⛉Ꮫᇶ㔠ጤဨ ௧ඖᖺ
௧ඖᖺ
 ᭶
୰ᅜᅜᐙ⮬↛⛉Ꮫᇶ㔠ጤဨ
 ᭶
ࢳ࢙ࢥ⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮
ࢳ࢙ࢥ⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

ࣜࢧ࣮ࢳࣥࢢࣛࣥࢻ
ࣜࢧ࣮ࢳࣥࢢࣛࣥࢻ
 

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ◊✲࣭㧗➼ᩍ⫱ᅜ௧ඖᖺ
௧ඖᖺ
 ᭶
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ◊✲࣭㧗➼ᩍ⫱ᅜ
 ᭶
㝿༠ຊ㈈ᅋ
㝿༠ຊ㈈ᅋ
⡿ᅜ
༠
⡿ᅜ
670670
༠

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

ࢻࢶ࣭ࣇࣥ࣎ࣝࢺ㈈ᅋ
ࢻࢶ࣭ࣇࣥ࣎ࣝࢺ㈈ᅋ

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

ࣇࢪ࣮㤋
ࣇࢪ࣮㤋

௧ඖᖺ
 ᭶
௧ඖᖺ
 ᭶

ࢻࢶ◊✲⯆༠
ࢻࢶ◊✲⯆༠

௧
 ᭶
௧
 ᖺᖺ᭶

⡿ᅜ♫⛉Ꮫ◊✲㆟
⡿ᅜ♫⛉Ꮫ◊✲㆟

௧
 ᭶
௧
 ᖺᖺ᭶

 
ࡢࡑڦࡢሗⓎಙ
ࡢࡑڦࡢሗⓎಙ
࣭ᅜෆእࡢ◊✲⪅ࡸࠊᅜẸࡗ࡚ࢃࡾࡸࡍ࠸ሗⓎ
࣭ᅜෆእࡢ◊✲⪅ࡸࠊᅜẸࡗ࡚ࢃࡾࡸࡍ࠸ሗⓎ
ಙࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗಀࡿ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
ಙࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗಀࡿ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
㸦᪥ᮏㄒ∧࣭ⱥㄒ∧㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ
㸦᪥ᮏㄒ∧࣭ⱥㄒ∧㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ
 
㸦㸰㸧
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆㸦㸰㸧
㸦㸰㸧
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
㸦㸰㸧
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆㸦㸰㸧
 㸦㸰㸧
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆
ᶵ㛵ࡢ༠ാ
ᶵ㛵ࡢ༠ാ

ᶵ㛵ࡢ༠ാ
ᶵ㛵ࡢ༠ാ

ᶵ㛵ࡢ༠ാ
ᶵ㛵ࡢ༠ാ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼
㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸳㸫㸱ㅖእᅜࡢᏛ⾡࠙ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠚ
࠙ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠚ
㸳㸫㸱ㅖእᅜࡢᏛ⾡

㸦㸰㸧ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵
㸦㸰㸧ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㸦㸰㸧ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵
㸦㸰㸧ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵
ࡢ༠ാ
ࡢ༠ാ

5HVHDUFK
ᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࡸୡ⏺ ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ⯆ᶵ㛵➼ࡢὶࡢぢ
⯆ᶵ㛵➼ࡢὶࡢぢࣝࢩࣥ࢘࢝ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢڦ㸦*OREDO
ᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࡸୡ⏺ ᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࡸୡ⏺
ࣝࢩࣥ࢘࢝ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢڦ㸦*OREDO
⿵ຓホᐃ㸸E
5HVHDUFK
ᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࡸୡ⏺
⿵ຓホᐃ㸸E
&RXQFLO*5&㸧
┤ࡋ➼ࡢ≧ἣ
㸦᭷㆑⪅ࡢ &RXQFLO*5&㸧
ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ୖࡢඹ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ
㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ┤ࡋ➼ࡢ≧ἣ
ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ୖࡢඹྛᅜࡢᏛ⾡⯆ୖࡢඹ
㸦᭷㆑⪅ࡢ
ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ୖࡢඹ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡢ༠ാ
ࡢ༠ാ
⿵ຓホᐃ㸸E
⿵ຓホᐃ㸸E
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛
ពぢࢆ㋃ࡲ࠼ุ᩿㸧 ௧ඖᖺ
௧ඖᖺ
᭶ 㹼
᪥ࢧࣥࣃ࢘ࣟ◊✲㈈ᅋ
㸦)$3(63㸧
ᙉ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡃࠊ
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛
㏻ࡢㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅᙉ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡃࠊ
㏻ࡢㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅ㏻ࡢㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅ
ពぢࢆ㋃ࡲ࠼ุ᩿㸧
 ᭶ 㹼
᪥ࢧࣥࣃ࢘ࣟ◊✲㈈ᅋ
㸦)$3(63㸧
 ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ
㏻ࡢㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅ
ୡ⏺ྛᅜࡢせ࡞Ꮫ⾡ 
࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᏛୡ⏺ྛᅜࡢせ࡞Ꮫ⾡
ࡓከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᏛ
ࡓከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ
ദࠊࢻࢶ◊✲⯆༠㸦')*㸧
ࠊࣝࢮࣥࢳࣥᅜᐙ⛉Ꮫᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮
♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ
ദࠊࢻࢶ◊✲⯆༠㸦')*㸧
ࠊࣝࢮࣥࢳࣥᅜᐙ⛉Ꮫ

⏤ࡼࡾࠊ
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ
୰ᮇ┠ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡸࠊ
࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚᢏ⾡◊✲㆟
ᢏ⾡◊✲㆟
㸦&21,&(7㸧
ࡢඹദࡼࡾ➨
ᅇ *5&
ᖺḟ⏤ࡼࡾࠊ
⯆ᶵ㛵ࡢ㛗ࡼࡿࢢ࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ
ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾࠸⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡸࠊ
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ
୰ᮇ┠
ከ ከ⯆ᶵ㛵ࡢ㛗ࡼࡿࢢ
㸦&21,&(7㸧
ࡢඹദࡼࡾ➨
 ᅇ *5&
ᖺḟ
㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾࠸
95 95

109

110

㸳㸫㸱㉁ࡢ㧗࠸ᅜ㝿ⓗྜࡀࣈࣛࢪࣝ㸦ࢧࣥࣃ࢘ࣟ㸧࡛㛤ദࡉࢀࠊ⯆ࡽࡣ
ྜࡀࣈࣛࢪࣝ㸦ࢧࣥࣃ࢘ࣟ㸧࡛㛤ദࡉࢀࠊ⯆ࡽࡣᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ
࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘㸳㸫㸱㉁ࡢ㧗࠸ᅜ㝿ⓗ
࡚ᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓ
࡚ᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࢿ
ᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࢿ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘
ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ
ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ
࡞ඹྠ◊✲ࡸᏛ⾡ὶ⌮㛗ࡀฟᖍࡋࡓࠋ
⌮㛗ࡀฟᖍࡋࡓࠋ
ࣥࢩࣝ㸦*5&㸧ᘬࡁ⥆࡞ඹྠ◊✲ࡸᏛ⾡ὶ
ࡍࡶࠊ
ྛᅜᏛ⾡ࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾࠸࡚✚
ࡍࡶࠊ
ྛᅜᏛ⾡
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾࠸࡚✚ࣥࢩࣝ㸦*5&㸧ᘬࡁ⥆

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ
࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ 

ྛᅜ
ࡁ✚ᴟⓗཧ⏬ࡋࠊ
ྛᅜࢆ᥎㐍ࡍࡿᇶ┙ࢆᵓ⠏
ࡲ ࡲࡁ✚ᴟⓗཧ⏬ࡋࠊ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿᇶ┙ࢆᵓ⠏ࠕ♫ⓗ࣭⤒῭ⓗຠᯝࡢᮇᚅᛂ࠼ࡿࡓࡵࡢཎ๎㛵
ࠕ♫ⓗ࣭⤒῭ⓗຠᯝࡢᮇᚅᛂ࠼ࡿࡓࡵࡢཎ๎㛵ࢆ Eࢆࡍࡿࠋ
⯆ᶵ㛵ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮
⯆ᶵ㛵ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴟⓗᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
ᴟⓗᙺࢆᯝࡓࡍࠋ
E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡍࡿほⅬࡽࠊ
ྛᅜࡢᏛࡍࡿᐉゝࠖ
ඹ㏻ࡢㄢ㢟ಀࡿㄆ㆑ࡍࡿほⅬࡽࠊ
ྛᅜࡢᏛ
ྛᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵
ࢩࢵࣉࢆᙧᡂࡋࠊ
㉁ࡢ㧗
ࢩࢵࣉࢆᙧᡂࡋࠊ
ࡍࡿᐉゝࠖ
࠸࠺㆟㢟ἢࡗ࡚ࠊ
 ᅜࡽ㞟ࡲࡗࡓ
㉁ࡢ㧗ࡓࠊ
࠸࠺㆟㢟ἢࡗ࡚ࠊ
 ᅜࡽ㞟ࡲࡗࡓ
ࡓࠊ
ྛᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ඹ㏻ࡢㄢ㢟ಀࡿㄆ㆑
 ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩ
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
ࡑ ࡑ⾡⯆ᶵ㛵ࡢὶ≧
⾡⯆ᶵ㛵ࡢὶ≧ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗➼ࡀࠊ◊✲ᨭࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟ࢆඹ᭷
࠸ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡸ
ࢆඹ᭷ࡍࡿࡶࠊ
࠸ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡸࡢὶ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃ
ࡢὶ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃࢆඹ᭷ࡍࡿࡶࠊ
ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗➼ࡀࠊ◊✲ᨭࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟ࢆඹ᭷ࣝཬࡧ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗
࣭୰ᅜࡢᅽಽⓗ࡞ㄽᩥᩘᑐ
ࣝཬࡧ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗࣭୰ᅜࡢᅽಽⓗ࡞ㄽᩥᩘᑐ
ἣᛂࡌ࡚㐺ษ༠ᐃࡋࠊᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡀᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡁᙺࡘ࠸࡚㆟ㄽ
Ꮫ⾡ὶࢆ᥎㐍ࡍࡿᇶ
ࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓྲྀἣᛂࡌ࡚㐺ษ༠ᐃ
Ꮫ⾡ὶࢆ᥎㐍ࡍࡿᇶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᙧ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᙧࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓྲྀ
ࡋࠊᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡀᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡁᙺࡘ࠸࡚㆟ㄽ㆟✚ᴟⓗཧ⏬ࡍࡿࡇ࡛ᾏ
ࡋ࡚ࠊ◊✲Ỉ‽ࡀࡢ⛬ᗘ࡛
㆟✚ᴟⓗཧ⏬ࡍࡿࡇ࡛ᾏࡋ࡚ࠊ◊✲Ỉ‽ࡀࡢ⛬ᗘ࡛
ὶ༠ᐃࡘ࠸
┙ࢆᵓ⠏࣭ᙉࡍࡿࠋ
ᡂࡍࡿࠋ
ὶ༠ᐃࡘ࠸⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
┙ࢆᵓ⠏࣭ᙉࡍࡿࠋᡂࡍࡿࠋ

ࡢᗫṆ࣭ᨵゞࡸࠊ
᪂つ❧ࢆࢃࡋࡓࠋ㆟ㄽࡢᡂᯝࡋ࡚ࠕ♫ⓗ࣭⤒῭ⓗຠᯝ
ࡢᗫṆ࣭ᨵゞࡸࠊ
᪂つ❧
ࢆࢃࡋࡓࠋ㆟ㄽࡢᡂᯝࡋ࡚ࠕ♫ⓗ࣭⤒῭ⓗຠᯝእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࣃ࣮ࢺࢼ
࠶ࡿࡣࠊ୍ࡘ୍ࡘࡢᴗࡢ
እࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࠶ࡿࡣࠊ୍ࡘ୍ࡘࡢᴗࡢ

᪥୰㡑ࡼࡿࣁ
ࡕୖࡆࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢᮇᚅᛂ࠼ࡿࡓࡵࡢཎ๎㛵ࡍࡿᐉゝࠖ㢟ࡍࡿᡂᯝ
࡚ࡣࠊ
ᡓ␎ⓗ㔜せ࡞ㅖ
ࡲࡓࠊ
᪥୰㡑ࡼࡿࣁࡕୖࡆࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
࡚ࡣࠊ
ᡓ␎ⓗ㔜せ࡞ㅖ ࡲࡓࠊ
ࡢᮇᚅᛂ࠼ࡿࡓࡵࡢཎ๎㛵ࡍࡿᐉゝࠖ㢟ࡍࡿᡂᯝ࣮ࢩࢵࣉࢆᙉࡋࠊྛᅜඹ㏻ࡢ
୰࡛ⓗ☜ぢᴟࡵࡿࡇࡀ㔜
࣮ࢩࢵࣉࢆᙉࡋࠊྛᅜඹ㏻ࡢ୰࡛ⓗ☜ぢᴟࡵࡿࡇࡀ㔜
ࣞ࣋ࣝ࡞◊✲άືಁ
ࠊ
᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲᩥ᭩ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ
እᅜࡢὶࢆ᥎㐍ࡋࠊ
ࣞ࣋ࣝ࡞◊✲άືಁࠊ
እᅜࡢὶࢆ᥎㐍ࡋࠊ
ᩥ᭩ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ

せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ᮏᙜ
ㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚╔ᐇάືࢆ
ㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚╔ᐇάືࢆせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ᮏᙜ

࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ
ᚲせᛶཬࡧண⟬≧ἣ
ᚲせᛶཬࡧண⟬≧ἣ㐍ྥࡅࡓ㆟ㄽࢆ⾜࠺
㐍ྥࡅࡓ㆟ㄽࢆ⾜࠺࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

 

⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ᛂࡌ࡚ᗫṆࠊ
ᨵゞཪࡣ᪂
ᛂࡌ࡚ᗫṆࠊ
ᨵゞཪࡣ᪂᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗
᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗 

㸦ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦྜ㸧
㸦ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦྜ㸧

ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡢ
࣭᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡢㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

つ❧ࡕୖࡆࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢ
つ❧ࡕୖࡆࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢ㆟㸦$+25&V㸧✚ᴟ
㆟㸦$+25&V㸧✚ᴟ 

/,3,
/,3, ྜពᇶ࡙࠸ࡓ◊✲ᨭᴗ
௧ඖᖺ
 㹼
᭶ 㹼
᪥ࣥࢻࢿࢩ⛉Ꮫ㝔
௧ඖᖺ
 ᭶
᪥ࣥࢻࢿࢩ⛉Ꮫ㝔
ྜពᇶ࡙࠸ࡓ◊✲ᨭᴗ 

㛵ಀᶵ㛵
㝿ࠊ
ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵
㝿ࠊ
ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ⓗཧ⏬ࡋࠊ
ⓗཧ⏬ࡋࠊ
㛵ಀᶵ㛵

ദࠊ
ദࠊ
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ◊✲㈈ᅋ
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ◊✲㈈ᅋ
㸦15)㸧
㸦15)㸧
ඹദ࡛ࠊ
ඹദ࡛ࠊ
*5&*5&
ࢪ࣭
ࢪ࣭
ࡘ࠸࡚ࡶࠊィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᴗົ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᴗົ 

➼ࡢὶ≧ἣᛂࡌ
➼ࡢὶ≧ἣᛂࡌࡢ༠ຊࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡢ༠ຊࢆ᥎㐍ࡍࡿ

ኴᖹὒᆅᇦྜࡀࣥࢻࢿࢩ㸦ࢪࣕ࢝ࣝࢱ㸧࡛㛤ദࡉ
ኴᖹὒᆅᇦྜࡀࣥࢻࢿࢩ㸦ࢪࣕ࢝ࣝࢱ㸧࡛㛤ദࡉࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢྜព
ࡓ㐺ษ࡞༠ᐃࡢぢ┤ࡋ
ࡢྜព
ࡓ㐺ษ࡞༠ᐃࡢぢ┤ࡋࡶࠊ$+25&V
ࡶࠊ$+25&V

ࢀࠊ⯆ࢆྵࡴ
ࢀࠊ⯆ࢆྵࡴ
 
ᅜ
ᅜ

ᶵ㛵ࡀཧຍࡋࠊ
ᶵ㛵ࡀཧຍࡋࠊ
ࠕ3XEOLF
ࠕ3XEOLF
 

➼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ᇶ࡙ࡁᮾࢪࢩࣥ
➼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᇶ࡙ࡁᮾࢪࢩࣥ

(QJDJHPHQWࠖ
(QJDJHPHQWࠖ
ࠊ
ࠕ0LVVLRQRULHQWHG5HVHDUFKࠖ
ࠊ
ࠕ0LVVLRQRULHQWHG5HVHDUFKࠖ
ཬࡧ
ཬࡧ
ࠕ'RLQJ
ࠕ'RLQJ
㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࡘ࠸࡚ࠊ
᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ
ࡘ࠸࡚ࠊ
᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ࣏ࢪ࣒࢘ཬࡧ᪥୰㡑ࣇ
࣏ࢪ࣒࢘ཬࡧ᪥୰㡑ࣇ

࣭ᚋࡶᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡸࠊ
DQG)XQGLQJ5HVHDUFKLQDQGIRU5HPRWH$UHDVࠖࢆࢸ
DQG)XQGLQJ5HVHDUFKLQDQGIRU5HPRWH$UHDVࠖࢆࢸ࣭ᚋࡶᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡸࠊ

ᚓࡿࠋ
ᚓࡿࠋ

࢛࣮ࢧࢺᴗࢆ╔ᐇ
࢛࣮ࢧࢺᴗࢆ╔ᐇ

ከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣡
ከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣡
࣮࣐㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ⯆ࡣྜ㛤ദᚋࠊ
࣮࣐㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ⯆ࡣྜ㛤ദᚋࠊ
ࠕ3XEOLF
ࠕ3XEOLF

ᐇࡍࡿࠋ
ᐇࡍࡿࠋ

࣮ࢡ࠾࠸࡚ᯝࡓࡍࡁᙺࢆ
(QJDJHPHQWࠖ㛵ࡍࡿࢆ」ᩘሗ࿌ࡋࠊḟᖺᗘࡾࡲ
(QJDJHPHQWࠖ㛵ࡍࡿࢆ」ᩘሗ࿌ࡋࠊḟᖺᗘࡾࡲ࣮ࢡ࠾࠸࡚ᯝࡓࡍࡁᙺࢆ

 

ຍ࠼࡚ࠊ
ྛᅜᏛ⾡⯆
ຍ࠼࡚ࠊ
ྛᅜᏛ⾡⯆

㐃ᦠࡍࡿࡁ㡿ᇦࡣఱࡢ㆟
㐃ᦠࡍࡿࡁ㡿ᇦࡣఱࡢ㆟

ࡵணᐃࡢᏊసᡂ㈉⊩ࡋࡓࠋ
ࡵணᐃࡢᏊసᡂ㈉⊩ࡋࡓࠋ

✚ᴟⓗᢸ࠺ࡶࠊᡓ␎ⓗ
✚ᴟⓗᢸ࠺ࡶࠊᡓ␎ⓗ

ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼
ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼

 

㔜せ࡞ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵
㔜せ࡞ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ᇶ࡙ࡃࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵ
ᇶ࡙ࡃࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵ

ڦ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦$+25&V㸧
ڦ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦$+25&V㸧

ࡢ
ࣃ
ࡢ࣮
ࣃࢺ
࣮ࢼ
ࢺ࣮
ࢼࢩ
࣮ࢵ
ࢩࣉ
ࢵࢆ
ࣉᙉ
ࢆ
ᙉ

ࣉࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
ὶ༠ᐃ
ࣉࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
ὶ༠ᐃ

ࡋࠊྛᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅ
࣭௧ඖᖺᗘࡣࠊ୰ᅜ
࣭௧ඖᖺᗘࡣࠊ୰ᅜ
16)&
16)&
ࡢദࡼࡾࠊ➨
ࡢദࡼࡾࠊ➨
 ᅇ
 $
ᅇ $ࡋࠊྛᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᡓ␎ⓗ㔜
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᡓ␎ⓗ㔜

⯆ࡽࡣ
⯆ࡽࡣ
⌮㛗ࡀ
⌮㛗ࡀ࡚╔ᐇάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࠋ
࡚╔ᐇάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࠋ
+25&V
+25&V
ࡀ୰ᅜ㸦ி㸧࡛㛤ദࡉࢀࠊ
ࡀ୰ᅜ㸦ி㸧࡛㛤ദࡉࢀࠊ

せ࡞ㅖእᅜࡢὶࢆ
せ࡞ㅖእᅜࡢὶࢆ

 
WRWR
,PSURYH
,PSURYH
WKHWKH
&XUUHQW
&XUUHQW
ฟᖍ
ฟࡋ
ᖍࡓ
ࡋࠋ
ࡓࠕࠋ$SSURDFKHV
ࠕ $SSURDFKHV

᥎㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊ
ᘬࡁ
᥎㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊ
ᘬࡁ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
(YDOXDWLRQ0HFKDQLVP
(YDOXDWLRQ0HFKDQLVP
ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࠊࣉࣞࢮࣥࠊ㉁ᛂ
ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࠊࣉࣞࢮࣥࠊ㉁ᛂ㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

⥆ࡁὶ≧ἣࢆ᳨ドࡋࠊ
⥆ࡁὶ≧ἣࢆ᳨ドࡋࠊ

⟅ཬࡧពぢࢆ⾜࠸ࠊ᪥୰㡑
⟅ཬࡧពぢࢆ⾜࠸ࠊ᪥୰㡑
 ࢝ᅜࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊᙉ
 ࢝ᅜࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊᙉ౯㸧
౯㸧

ᚲせᛶཬࡧண⟬≧ἣ
ᚲせᛶཬࡧண⟬≧ἣ

ດࡵࡓࠋ
ດࡵࡓࠋ
 

ᛂࡌ࡚ᗫṆࠊ
ᨵゞཪࡣ᪂
ᛂࡌ࡚ᗫṆࠊ
ᨵゞཪࡣ᪂

࣭$+25&V
࣭$+25&V
࠾࠸࡚㔜せࡉࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁࠊ
࠾࠸࡚㔜せࡉࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁࠊ࡚ࠊྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗➼
࡚ࠊྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗➼

つ❧ࡕୖࡆࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
つ❧ࡕୖࡆࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 

⩣ᖺࡣᙜヱࢸ࣮࣐࠾ࡅࡿ᪥୰㡑ࡢ◊✲⪅ࡀ୍ྠ
⩣ᖺࡣᙜヱࢸ࣮࣐࠾ࡅࡿ᪥୰㡑ࡢ◊✲⪅ࡀ୍ྠୡ⏺ࡢ᭱᪂ࡢᏛ⾡ὶ≧ἣࢆඹ
ୡ⏺ࡢ᭱᪂ࡢᏛ⾡ὶ≧ἣࢆඹ

 

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸱ࡘ࠸
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸱ࡘ࠸

ࡋࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲㛤ጞࡘ࡞ࡀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆ
ࡋࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲㛤ጞࡘ࡞ࡀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆ᭷ࡋࠊ୍㒊ࡢᴗࡣᶵ㛵㛗㆟
᭷ࡋࠊ୍㒊ࡢᴗࡣᶵ㛵㛗㆟
┠ⓗࡍࡿࠕᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࢆ㛤ദࡍࡿ
┠ⓗࡍࡿࠕᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࢆ㛤ദࡍࡿ࡛㔜せࡉࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ᇶ
࡛㔜せࡉࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ᇶ
ࡶࠊࡑࡢࡉࡽ⩣ᖺࡣࠊᙜヱࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁࠊ᪥୰
ࡶࠊࡑࡢࡉࡽ⩣ᖺࡣࠊᙜヱࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁࠊ᪥୰࡙ࡁ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠊ
࡙ࡁ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠊ
㡑 㡑࢝ᅜࢆ୰᰾ࡋࡓࢪᆅᇦ࠾ࡅࡿୡ⏺ⓗỈ‽ࡢ
 ࢝ᅜࢆ୰᰾ࡋࡓࢪᆅᇦ࠾ࡅࡿୡ⏺ⓗỈ‽ࡢὶ≧ἣᛂࡌ࡚ྛᅜᏛ⾡⯆
ὶ≧ἣᛂࡌ࡚ྛᅜᏛ⾡⯆
◊✲ᣐⅬᵓ⠏➼ࢆᨭࡍࡿࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖ
◊✲ᣐⅬᵓ⠏➼ࢆᨭࡍࡿࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼ࢆ㐺ษぢ
ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼ࢆ㐺ษぢ
ࢆᐇࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ$+25&V
ࢆᐇࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ$+25&V
࠾࠸࡚᪥୰㡑
࠾࠸࡚᪥୰㡑
 ࢝ᅜ
 ࢝ᅜ┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡗ࡚㔜せࡉࢀࡓࢸ࣮࣐ࢆࠊ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ
ࡗ࡚㔜せࡉࢀࡓࢸ࣮࣐ࢆࠊ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ 
⠏ཬࡧࡑࡢᚋࡢᅜ㝿ὶ᥎㐍ࡼࡿ◊✲Ỉ‽ࡢᵓ⠏
⠏ཬࡧࡑࡢᚋࡢᅜ㝿ὶ᥎㐍ࡼࡿ◊✲Ỉ‽ࡢᵓ⠏ 
ࡘ࡞ࡆࡿ࡞ࠊᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡢỴᐃෆᐜࢆ◊✲⪅
ࡘ࡞ࡆࡿ࡞ࠊᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡢỴᐃෆᐜࢆ◊✲⪅ 
ࡢྲྀ⤌ᫎࡉࡏࡿ⤌ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢྲྀ⤌ᫎࡉࡏࡿ⤌ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭$+25&V
࣭$+25&V
࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓㄢ㢟㛵ࡋ࡚㛤ദ
࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓㄢ㢟㛵ࡋ࡚㛤ദ
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ࡍࡿᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧ඖᖺ
ࡍࡿᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧ඖᖺ
 ᭶ ᭶
 ᪥㹼
᪥୰ᅜ㸦ி㸧࠾࠸࡚➨
 ᅇࢩ࣏ࣥࢪ࢘
 ᪥㹼
᪥୰ᅜ㸦ி㸧࠾࠸࡚➨
 ᅇࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࢆ㛤ദࡋࠊ
ࠕ▱⬟
,R7㸦,R7ZLWK,QWHOOLJHQFH㸧
ࠖࢆ
࣒ࢆ㛤ദࡋࠊ
ࠕ▱⬟
,R7㸦,R7ZLWK,QWHOOLJHQFH㸧
ࠖࢆ
ࢸ࣮࣐
 ᅜࡽ
 ྡ௨ୖࡢ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࠊࢿࢵ
ࢸ࣮࣐
 ᅜࡽ
 ྡ௨ୖࡢ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࠊࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ
 
ڦ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗ
ڦ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗ
࣭$+25&V
࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓศ㔝࠾࠸࡚බເ
࣭$+25&V
࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓศ㔝࠾࠸࡚බເ
ࢆ⾜࠸ࠊ᪂つ᥇ᢥ
 ௳ࢆྵࡴ
 ᶵ㛵
 ㄢ㢟ࢆᐇࡋࠊ
ࢆ⾜࠸ࠊ᪂つ᥇ᢥ
 ௳ࢆྵࡴ
 ᶵ㛵
 ㄢ㢟ࢆᐇࡋࠊ
᪥୰㡑ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜
᪥୰㡑ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
ࡗࡓࠋ
࣭᥇ᢥ
 ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
࣭᥇ᢥ
 ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
 ᖺ㛫ࡢᨭᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇ
 ᖺ㛫ࡢᨭᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇ
ࡋࡓࠋ
ࡋࡓࠋ
ە୰㛫࣭ᚋホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼
ە୰㛫࣭ᚋホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼
 

ᐇㄢ㢟ᩘ
ホ౯⤖ᯝ
ᐇㄢ㢟ᩘ
ホ౯⤖ᯝ
%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶
%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶
ࡆࡘࡘ࠶ࡾࠊ
⌧⾜ࡢດຊࢆ
ࡆࡘࡘ࠶ࡾࠊ
⌧⾜ࡢດຊࢆ
⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚┠
⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚┠
ᶆࡢ㐩ᡂࡀᴫࡡᮇᚅ࡛ࡁ
ᶆࡢ㐩ᡂࡀᴫࡡᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿ㸭
ㄢ㢟
ࡿ㸭
ㄢ㢟
୰㛫ホ౯
୰㛫ホ౯
 
 
 ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ
࠶ࡿ⛬ᗘࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ
&&
ࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓ
ࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ
┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓ
ࡵࡣ୍ᒙࡢດຊࡀᚲせ
ࡵࡣ୍ᒙࡢດຊࡀᚲせ
࡛࠶ࡿ㸭
ㄢ㢟
࡛࠶ࡿ㸭
ㄢ㢟
%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶
%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶
ᚋホ౯
ࡆ࡚࠾ࡾࠊ
ᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩
ᚋホ౯
  ࡆ࡚࠾ࡾࠊ
ᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩
ᡂࡉࢀࡓ㸭
ㄢ㢟
ᡂࡉࢀࡓ㸭
ㄢ㢟
ͤホ౯ࡣ
$㹼'
 ẁ㝵࡛ᐇ
ͤホ౯ࡣ
$㹼'
ࡢ ࡢẁ㝵࡛ᐇ

ホ౯⤖ᯝ㸸
ホ౯⤖ᯝ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMIRUHVLJKWBK\RXNDKWPO
KWWSVZZZMVSVJRMSMIRUHVLJKWBK\RXNDKWPO
 
ྛڦᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃࣃ࣮ࢺࢼ
ྛڦᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢩࢵࣉࡘ࠸࡚
࣮ࢩࢵࣉࡘ࠸࡚
࣭ྛ✀Ꮫ⾡ὶᴗ࠾࠸࡚ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ὶ
࣭ྛ✀Ꮫ⾡ὶᴗ࠾࠸࡚ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ὶ
༠ᐃ➼ࢆ⥾⤖ࡋࠊᙉᅛ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᣢ⥆ⓗᙧ
༠ᐃ➼ࢆ⥾⤖ࡋࠊᙉᅛ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᣢ⥆ⓗᙧ
ᡂࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊὶ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࡑࡢぢ┤ࡋ
ᡂࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊὶ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࡑࡢぢ┤ࡋ
ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௧ඖᖺᗘࡣࠊᑐᛂᶵ㛵ࡢ㛫ࡢ⤒㈝㈇
ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௧ඖᖺᗘࡣࠊᑐᛂᶵ㛵ࡢ㛫ࡢ⤒㈝㈇
ᢸ➼ࡢᨵၿࢆᅗࡿᨵゞࡸḟᖺᗘ௨㝆⥅⥆ⓗඹദࢩࣥ
ᢸ➼ࡢᨵၿࢆᅗࡿᨵゞࡸḟᖺᗘ௨㝆⥅⥆ⓗඹദࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࡓࡵࡢぬ᭩⥾⤖➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣏ࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࡓࡵࡢぬ᭩⥾⤖➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 
㸦㸱㸧
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ㸦㸱㸧
㸦㸱㸧
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
㸦㸱㸧
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ㸦㸱㸧
࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
 㸦㸱㸧
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼
㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ
ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ
ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ 㸳㸫㸲ྠ❆ࡢάື≧
㸳㸫㸲ྠ❆ࡢάື≧࠙◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࠚ
࠙◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࠚ
ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ

㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࡢᙧᡂ༠ാ
ࡢᙧᡂ༠ാ

⯆ࡢᴗࢆ⤒㦂 ⯆ࡢᴗࡼࡾ
⯆ࡢᴗࡼࡾ ⯆ᴗࢆ⤊࠼࡚
⯆ᴗࢆ⤊࠼࡚ἣཬࡧᅾእ᪥ᮏே◊✲
ἣཬࡧᅾእ᪥ᮏே◊✲࣭⯆ᴗ⤒㦂⪅ࡼࡿ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸦-636
࣭⯆ᴗ⤒㦂⪅ࡼࡿ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸦-636
⿵ຓホᐃ㸸D
⯆ࡢᴗࢆ⤒㦂
ྠ ྠ⿵ຓホᐃ㸸D
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ࡢᙧᡂ༠ാ
ࡢᙧᡂ༠ാ
⿵ຓホᐃ㸸D
⿵ຓホᐃ㸸D

111

112

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ㐃❆㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ཬࡧ࣐࣮ࣞࢩࡼࡾྠ❆
❆㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ཬࡧ࣐࣮ࣞࢩࡼࡾྠ❆㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
ᖐᅜࡋࡓ◊✲⪅ࡢࢿࢵ⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ㐃
ࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࡸᅾ
ࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࡸᅾᡃࡀᅜ࡛ࡢ◊✲ᅾࢆ
ᡃࡀᅜ࡛ࡢ◊✲ᅾࢆᖐᅜࡋࡓ◊✲⪅ࡢࢿࢵ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛
㸦ྠ❆࣋ࣥࢺ
ᦠ≧ἣ
㸦ྠ❆࣋ࣥࢺࢆタ❧ࡋࡓ࠸ࡢせᮃࢆཷࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀ⪅㐃
ࢆタ❧ࡋࡓ࠸ࡢせᮃࢆཷࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀ⪅㐃௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛
ࢺ࣮࣡ࢡᙉࢆᅗࡿࡓᦠ≧ἣ
እ᪥ᮏே◊✲⪅ࡼࡿ
እ᪥ᮏே◊✲⪅ࡼࡿ⤊࠼࡚ẕᅜᖐᅜࡋࡓ
⤊࠼࡚ẕᅜᖐᅜࡋࡓࢺ࣮࣡ࢡᙉࢆᅗࡿࡓ
ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ
➼ࡢ㛤ദᐇ⦼➼ࢆཧ⪃⤡ࢆᐦྲྀࡾࠊタ❧ྥࡅࡓྛ✀ࡢሗᥦ౪ࠊࡢྠ❆
⤡ࢆᐦྲྀࡾࠊタ❧ྥࡅࡓྛ✀ࡢሗᥦ౪ࠊࡢྠ❆ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮
ᅾእ᪥
 ᅜ࠾࠸
♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ
እᅜே◊✲⪅ࡸࠊ
ᅾእ᪥ࡵࠊୡ⏺
ࡵࠊୡ⏺
 ᅜ࠾࠸➼ࡢ㛤ദᐇ⦼➼ࢆཧ⪃
ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࡸ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࡸእᅜே◊✲⪅ࡸࠊ
ุ᩿㸧
࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ◊✲⪅ࢥุ᩿㸧
ᮏே◊✲⪅ࡼࡿࢥ࣑࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ◊✲⪅ࢥ
ࡑࡢάືᨭࢆ⾜࠺ࡇ
ࡑࡢάືᨭࢆ⾜࠺ࡇᮏே◊✲⪅ࡼࡿࢥ࣑

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ
ࡢ࡞ࢆཧ⪃ࡋࡓࢻࣂࢫࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚
ࡢ࡞ࢆཧ⪃ࡋࡓࢻࣂࢫࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚
ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

㸦ྠ❆㸧
  
ࡼࡾࠊ
ᡃࡀᅜㅖእ
ࡼࡾࠊ
ᡃࡀᅜㅖእࣗࢽࢸࡢᙧᡂࡸࡑࡢ
࣑ࣗࢽࢸ
㸦ྠ❆㸧
ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࡸࡑࡢ࣑ࣗࢽࢸ

ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࡓࡵࠋ
ࡁࡓ⤖ᯝࠊᖺᗘෆ୧ᅜࡀ᪂つྠ❆ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࠊ
ࡁࡓ⤖ᯝࠊᖺᗘෆ୧ᅜࡀ᪂つྠ❆ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࠊᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌
ࡓࡵࠋ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚィ 
ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿ
ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿ࣭᪂つྠ❆ࢆタ❧ࡋࡓ࠸
ィ ᅜࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ⾜࠺ㅖάື㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘
 ᅜࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ⾜࠺ㅖάື㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘
ᅜࡢᏛ⾡ὶࢆᣢ⥆άືࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ᅜࡢᏛ⾡ὶࢆᣢ⥆
ࡼࡿάືࢆᨭࡍࡿ࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ
࣭᪂つྠ❆ࢆタ❧ࡋࡓ࠸
άືࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋ ࡼࡿάືࢆᨭࡍࡿ
ⓗⓎᒎࡉࡏࡿࠋ
ⓗⓎᒎࡉࡏࡿࠋ

㸳㸫㸲ྠ❆యࡢάᖺḟ⥲ࡢ㛤ദࠊ:HE
D ࡍࡿࠋ
ࡇࡽࠊホᐃࢆ
D ࡍࡿࠋ せᮃࡢ࠶ࡿྛᅜࡢ㛵ಀ⪅ࢆ
ࡸࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࢆ㏻ࡌࡓᗈሗ࡞
ᖺḟ⥲ࡢ㛤ദࠊ:HE
ࡸࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࢆ㏻ࡌࡓᗈሗ࡞ࡇࡽࠊホᐃࢆ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ
ࡶࠊ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ㸳㸫㸲ྠ❆యࡢά
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽ
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࡶࠊ
せᮃࡢ࠶ࡿྛᅜࡢ㛵ಀ⪅ࢆ
࣭᪂つྠ❆ࢆタ❧ࡋࡓ࠸せ⯆ࡀ✚ᴟⓗᨭࡋࡓࡇ
ືࡀάⓎ⾜ࢃࢀࡓࠊ
㸧ࡢᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢪࠊࣇࣜ࢝ࠊḢᕞࠊ
㸧ࡢᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢪࠊࣇࣜ࢝ࠊḢᕞࠊ࣭᪂つྠ❆ࢆタ❧ࡋࡓ࠸せ
ࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ືࡀάⓎ⾜ࢃࢀࡓࠊ
ࢸࡢάືࡢᨭ࠾
ࢸࡢάືࡢᨭ࠾ࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞
⯆ࡀ✚ᴟⓗᨭࡋࡓࡇ
ᮃࡢ࠶ࡗࡓྛᅜࡢ㛵ಀ⪅ࢆ⯆ࡼࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࢪ
ࡲࡓእᅜே◊✲⪅ᅾ୰༡⡿࠸ࡗࡓᖜᗈ࠸ᆅᇦࡽ᪂つྠ❆タ❧㛵ࡍ
᪂ࡓయไࡀᩚࡗ
ࡀࡽࠊ
᪂ࡓయไࡀᩚࡗࡲࡓእᅜே◊✲⪅ᅾ
୰༡⡿࠸ࡗࡓᖜᗈ࠸ᆅᇦࡽ᪂つྠ❆タ❧㛵ࡍᮃࡢ࠶ࡗࡓྛᅜࡢ㛵ಀ⪅ࢆ⯆
࠸࡚ࡣࠊ
ᡃࡀᅜㅖእᅜ
࠸࡚ࡣࠊ
ᡃࡀᅜㅖእᅜࡀࡽࠊ
ࡼࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࢪ
ࡀ✚ᴟⓗᨭࡋ⥆ࡅࠊάືࡑࢀࡒࢀ୍ࡘࡎࡘྠ❆ࢆ
እ᪥ᮏே◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࡿၥ࠸ྜࢃࡏࡶᩘከࡃᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ❆ဨᩘࡣ
ࡓ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸእ᪥ᮏே◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ
ࡢᏛ⾡ὶࡀᣢ⥆ⓗ
ࡢᏛ⾡ὶࡀᣢ⥆ⓗࡓ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
ࡿၥ࠸ྜࢃࡏࡶᩘከࡃᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ❆ဨᩘࡣࡀ✚ᴟⓗᨭࡋ⥆ࡅࠊάື
ࡑࢀࡒࢀ୍ࡘࡎࡘྠ❆ࢆ
ࢆ㌶㐨ࡏࡓ⤖ᯝࠊḢ᪂タࡋࠊከᵝ࡞ᆅᇦ࡛◊✲⪅
ࢽࢸ➼ࡀ㐃ᦠࡍࡿᶵ௧
ࡢάືࢆᨭ
㸦ྠ❆㸧
ࡢάືࢆᨭࢽࢸ➼ࡀ㐃ᦠࡍࡿᶵ
 ᖺ ᖺ᭶ᮎ⌧ᅾ࡛

ྡ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦๓ᖺᗘ
 ࢆ㌶㐨ࡏࡓ⤖ᯝࠊḢ
Ⓨᒎࡍࡿࡼ࠺␃ពࡍ
Ⓨᒎࡍࡿࡼ࠺␃ពࡍ㸦ྠ❆㸧
௧
 ᭶ᮎ⌧ᅾ࡛

ྡ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦๓ᖺᗘ
᪂タࡋࠊከᵝ࡞ᆅᇦ࡛◊✲⪅
ࡿࠋ
ࡿࠋ

ࡍࡿࠋ
ࡍࡿࠋ

ࠊဨᑐࡋ࡚ࡣ⾜ணᐃ➼ࢆ࣓࣮࡛ࣝ㏦
ࠊဨᑐࡋ࡚ࡣ⾜ணᐃ➼ࢆ࣓࣮࡛ࣝ㏦ࢪྛ୍ࡘࡎࡘྠ❆ࢆ᪂タࡍ
ࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࠊ
ྠ❆
ࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࠊ
ྠ❆᭶ᮎ
ࢪྛ୍ࡘࡎࡘྠ❆ࢆ᪂タࡍࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉࡋࡓࡇ
㸧
᭶ᮎ
㸧
ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉࡋࡓࡇ

࣋ࣥࢺ➼ࡢ㛤ദᐇࡍࡿ࡞ࡋ࡚ሗᥦ౪ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍࡿ࡞ࡋ࡚ሗᥦ౪ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
ᅾእ᪥ᮏே◊✲
ࡲࡓࠊ
ᅾእ᪥ᮏே◊✲࣋ࣥࢺ➼ࡢ㛤ദᐇ

ࡿࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊ
ࢫ࢝ࣥ
ࡿࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊ
ࢫ࢝ࣥࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ဨᩘ➼ࢆཧ⪃ุ
ࢪࢼࣅᇦ࡛⯆ࡢ◊✲⪅࣭㐣ཤ᮶᪥ࡋࡓ◊✲⪅᪥
⦼ࠊ
ဨᩘ➼ࢆཧ⪃ุ ࡲࡓࠊྠ❆ࡣദ⾜ࡋ࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸᏛ⾡ࢭ
ࡲࡓࠊྠ❆ࡣദ⾜ࡋ࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸᏛ⾡ࢭࢪࢼࣅᇦ࡛⯆ࡢ◊✲⪅
࣭㐣ཤ᮶᪥ࡋࡓ◊✲⪅᪥
⪅ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿ
⪅ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿ⦼ࠊ
᩿ࡍࡿࠋ
ࡶࠊ
᪥ᮏࡢᅾ
ࡶࠊ
᪥ᮏࡢᅾ᩿ࡍࡿࠋ

࣑ࢼ࣮➼ࢆ⌧ᆅ࡛㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡽᇶㄪㅮ₇⪅ࢆᣍࡁ᪥
ࢿࢺ
ࢵ࣡
ࢺ࣮
࣡ࢡ
࣮ࡀ
ࢡ࡛
ࡀࡁ
࡛ࡓ
ࡁ
ࡓ
ࡶ
 ࡶᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀ
࣑ࢼ࣮➼ࢆ⌧ᆅ࡛㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡽᇶㄪㅮ₇⪅ࢆᣍࡁ᪥ࢿ ࢵ
ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀ

⤒㦂ࢆᣢࡘㅖእᅜࡢ◊
⤒㦂ࢆᣢࡘㅖእᅜࡢ◊ 

࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿࡓࡵࡢ
ᮏࡢᏛ⾡ὶࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠊ⯆ᴗㄝ᫂ࡶ
ࢆᙧᡂ
࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿࡓࡵࡢ
ࠊᮾ༡ࢪࡢせᅜ࡛࠶ࡿࢆᙧᡂ
ᮏࡢᏛ⾡ὶࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠊ⯆ᴗㄝ᫂ࡶࠊᮾ༡ࢪࡢせᅜ࡛࠶ࡿ

✲⪅ࡸࠊ
ㅖእᅜࡢ◊✲
✲⪅ࡸࠊ
ㅖእᅜࡢ◊✲ 

ྠ㛤ദࡋࠊ✚ᴟⓗ⯆ᴗࡢᗈሗάືࢆ⾜ࡗ࡚
እே
ᅜ◊
ே✲
◊⪅
✲
⪅ᣍ

ᣍ࠸

࠸ᴗ
ᴗ
࣐࣮ࣞࢩࡶᅜ㛫◊✲⪅እ ᅜ
ྠ㛤ദࡋࠊ✚ᴟⓗ⯆ᴗࡢᗈሗάືࢆ⾜ࡗ࡚࣐࣮ࣞࢩࡶᅜ㛫◊✲⪅

༠ຊ㛵ᚰࢆᣢࡘᅾእ
༠ຊ㛵ᚰࢆᣢࡘᅾእ 

࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ௧ඖᖺ
 ᭶ࢹ࣮࡛ࣜ㛤ദࡉࢀࡓࣥ
ࢆࠊ╔ᐇᐇࡍࡿࡔࡅ࡛࡞
ὶࡢᣐⅬࢆᙧᡂ࣭ᙉ࡛ࡁࡓࡇࢆࠊ╔ᐇᐇࡍࡿࡔࡅ࡛࡞
࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ௧ඖᖺ
 ᭶ࢹ࣮࡛ࣜ㛤ദࡉࢀࡓࣥὶࡢᣐⅬࢆᙧᡂ࣭ᙉ࡛ࡁࡓࡇ

᪥ᮏேࢆྵࡴ᪥ᮏே◊
᪥ᮏேࢆྵࡴ᪥ᮏே◊ 

ࢻྠ❆ࡢ
 ࿘ᖺグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ
Ꮫ⏕ࠊ
◊✲⪅
ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࢻྠ❆ࡢ
 ࿘ᖺグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ
Ꮫ⏕ࠊ
◊✲⪅ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

✲⪅➼ྥࡅࡓሗⓎ
✲⪅➼ྥࡅࡓሗⓎ

࣭㐣ཤ᮶᪥ࡋࡓ◊✲⪅᪥ᮏࡇ࡛ຠ⋡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
➼ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚

ྡ௨ୖࡢฟᖍࡀ࠶ࡾࠊ᪥༳ࡢᏛ⾡
ࡇ࡛ຠ⋡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
➼ࢆࡣࡌࡵࡋ࡚
ྡ௨ୖࡢฟᖍࡀ࠶ࡾࠊ᪥༳ࡢᏛ⾡࣭㐣ཤ᮶᪥ࡋࡓ◊✲⪅᪥ᮏ

ಙཬࡧⓏ㘓⪅㛫ࡢࢿࢵ
ಙཬࡧⓏ㘓⪅㛫ࡢࢿࢵ

ὶࡢ᥎㐍ດࡵࡓࠋ
ὶࡢ᥎㐍ດࡵࡓࠋ

ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏
࣭ᙉࢆᅗ
ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏
࣭ᙉࢆᅗ

ᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿࡓࡵࡢእᅜே┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊホ౯࡛
࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊྛᅜࡢ◊
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊホ౯࡛
࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊྛᅜࡢ◊ᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿࡓࡵࡢእᅜே

ࡿࡓࡵ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡿࡓࡵ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ

◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ࡛ࡣࠊᴗࡁࡿࠋ
✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊᗘ᮶᪥ࡋ
ࡁࡿࠋ
✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊᗘ᮶᪥ࡋ◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ࡛ࡣࠊᴗ

ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡

ࡢ╔ᐇ࡞ᐇࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᮶᪥ 
࡚᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍ
࡚᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡢ╔ᐇ࡞ᐇࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᮶᪥

ࢡ࣭ࢡ
ࢧ࣮ࣅࢫ
㸦-6361HW㸧
࣭ࢧ࣮ࣅࢫ
㸦-6361HW㸧

◊✲⪅ࡢከࡃࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
ࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸
ࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸◊✲⪅ࡢከࡃࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗ

ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ
ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ࢆ㏻ࡋࠊᴗࡢຠ⋡ࢆ✚ᴟⓗ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
ᴗ㸦%5,'*(
)HOORZVKLS
3URJUDP㸧ࢆᐇࡋࠊ
ྡࡢ
ᴗ㸦%5,'*(
)HOORZVKLS
3URJUDP㸧ࢆᐇࡋࠊ
ྡࡢࢆ㏻ࡋࠊᴗࡢຠ⋡ࢆ✚ᴟⓗ

 

ࡃከࡃࡢᣍ࠸ᯟࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡃከࡃࡢᣍ࠸ᯟࢆ☜ಖࡍࡿ

ே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆᙧ
ே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆᙧᙉࡼࡿᏛ⾡ὶࡢⓎᒎࢆ
ᙉࡼࡿᏛ⾡ὶࡢⓎᒎࢆ

⾜࠸ࠊ᪂ࡓከࡃࡢᣍ࠸ᯟ̿̿
◊✲⪅ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟ
◊✲⪅ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟ⾜࠸ࠊ᪂ࡓከࡃࡢᣍ࠸ᯟ
ࢆ☜ಖࡍࡿ➼ࠊࡉࡽ࡞ࡿࢿࢵࢺ
ࢵࣉࡶවࡡ࡚ࠊ᮶᪥ࡋࡓࣇ࢙࣮ࣟࡸ࣍ࢫࢺ◊✲⪅ࡢ
ࢵࣉࡶවࡡ࡚ࠊ᮶᪥ࡋࡓࣇ࢙࣮ࣟࡸ࣍ࢫࢺ◊✲⪅ࡢࢆ☜ಖࡍࡿ➼ࠊࡉࡽ࡞ࡿࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡᙉࡼࡿᏛ⾡ὶࡢⓎ
ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ⯆ᴗࢆ⤊࠼࡚ᖐᅜ
ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ⯆ᴗࢆ⤊࠼࡚ᖐᅜ࣮࣡ࢡᙉࡼࡿᏛ⾡ὶࡢⓎ
ᒎࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ㧗ࡃ
ࡋࡓ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᨵࡵ࡚⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿࡇࡀ
ࡋࡓ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᨵࡵ࡚⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿࡇࡀᒎࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ㧗ࡃ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᖺᗘࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᖺᗘࡢࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
 
ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
᥇⏝ᮇ㛫
㸦
᪥Ѝ
᪥㸧
ཬࡧᨭ༢౯
㸦㸪
ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
᥇⏝ᮇ㛫
㸦
᪥Ѝ
᪥㸧
ཬࡧᨭ༢౯
㸦㸪

Ѝ㸪
㸧➼ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾከࡃࡢᣍ
Ѝ㸪
㸧➼ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾከࡃࡢᣍ㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࠸ᯟࢆ☜ಖࡋࠊᴗࡢࡉࡽ࡞ࡿຠ⋡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉ
࠸ᯟࢆ☜ಖࡋࠊᴗࡢࡉࡽ࡞ࡿຠ⋡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉ࣭௧ඖᖺᗘ᪂ࡓタ❧ࡉࢀࡓ
 
࣭௧ඖᖺᗘ᪂ࡓタ❧ࡉࢀࡓ
ࡼࡿᏛ⾡ὶࡢⓎᒎ࠸࠺Ἴཬຠᯝࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸
ࡼࡿᏛ⾡ὶࡢⓎᒎ࠸࠺Ἴཬຠᯝࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡘࡢྠ❆ࢆྵࡵࠊྠ❆ࡢά
ࡘࡢྠ❆ࢆྵࡵࠊྠ❆ࡢά
ࡿࠋ
ࡿࠋ

ືࢆ╔ᐇᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ືࢆ╔ᐇᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ

࣭ᖹᡂ
 ᖺᗘࡼࡾࠊ-636
ᴗ⤒㦂⪅ࢆ୰ᚰࡍࡿ◊✲
࣭ᖹᡂ
 ᖺᗘࡼࡾࠊ-636
ᴗ⤒㦂⪅ࢆ୰ᚰࡍࡿ◊✲ 
⪅ྥࡅࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦-6361HW㸧
⪅ྥࡅࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦-6361HW㸧
㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
-6361HW
ࡣᅜቃࢆ㉺࠼࡚ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
-6361HW
ࡣᅜቃࢆ㉺࠼࡚ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅౯㸧
౯㸧
➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࢆᨭࡍ
➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࢆᨭࡍ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸲ࡘ࠸
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸲ࡘ࠸
ࡿࡓࡵࡢ୍ຓࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ
-6361HW
ࡣ
ࡿࡓࡵࡢ୍ຓࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ
-6361HW
ࡣ࡚ࡣࠊྠ❆࣋ࣥࢺ➼ࡢ㛤ദ
࡚ࡣࠊྠ❆࣋ࣥࢺ➼ࡢ㛤ദ
98 98


ྡ㸦௧
 ᭶ᮎ⌧ᅾ㸧ࡢⓏ㘓ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋⓏᐇ⦼ࡣ
ᐇ⦼ࡣ
 ௳㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

ྡ㸦௧
 ᖺ ᖺ᭶ᮎ⌧ᅾ㸧ࡢⓏ㘓ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋⓏ
 ௳㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ
㘓⪅ᑐࡋ࡚ࠊဨ㛫ࡢ᳨⣴ᶵ⬟ࡸࢢ࣮ࣝࣉసᡂᶵ⬟ࢆࢫឤᰁᣑࡢࣜࢫࢡ㚷ࡳࠊ
ࢫឤᰁᣑࡢࣜࢫࢡ㚷ࡳࠊ
㘓⪅ᑐࡋ࡚ࠊဨ㛫ࡢ᳨⣴ᶵ⬟ࡸࢢ࣮ࣝࣉసᡂᶵ⬟ࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ
-636
ࡢබເᴗࡢෆ➼ࡢሗᥦ౪ᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࣋ࣥࢺࢆ㝖
ᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࣋ࣥࢺࢆ㝖
ᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ
-636
ࡢබເᴗࡢෆ➼ࡢሗᥦ౪
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽࠊᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅ࡀ⮬ࡽࡃᖺ㏻ࡾࡢỈ‽㸧࡛࠶ࡗࡓ
ࡃᖺ㏻ࡾࡢỈ‽㸧࡛࠶ࡗࡓ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽࠊᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅ࡀ⮬ࡽ
ࡢ◊✲⏕άࡘ࠸࡚ㄒࡿࠕ0\5HVHDUFK
/LIHࠖᶵ⬟ࡸࠊ
ࠊ
ྠ❆ဨᩘࡀ

ࡢ◊✲⏕άࡘ࠸࡚ㄒࡿࠕ0\5HVHDUFK
/LIHࠖᶵ⬟ࡸࠊ
ࠊ
ྠ❆ဨᩘࡀ

ྡ ྡ
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢཷධࢆᕼᮃࡍࡿ◊✲⪅ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ๓ᖺᗘࡽቑຍࡋࡓࡇ➼ࠊ
๓ᖺᗘࡽቑຍࡋࡓࡇ➼ࠊ
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢཷධࢆᕼᮃࡍࡿ◊✲⪅ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ
࣐ࢵࢳࣥࢢࢆࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉௧ඖ㧗࠸Ỉ‽࠶ࡿࠋ
㧗࠸Ỉ‽࠶ࡿࠋ
࣐ࢵࢳࣥࢢࢆࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉௧ඖ
ᖺᗘࡣࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ࡛᮶᪥ࡋࡓࣇ࢙࣮ࣟ 
ᖺᗘࡣࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ࡛᮶᪥ࡋࡓࣇ࢙࣮ࣟ
 ௳ࡢᢞ✏ࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏ࡛ 
ࡽࠕ0\5HVHDUFK/LIHࠖ
 ௳ࡢᢞ✏ࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏ࡛
ࡽࠕ0\5HVHDUFK/LIHࠖ
ࡢ◊✲ᅾ㛵ᚰࢆᣢࡘⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡼ࠸่⃭࡞
ࡢ◊✲ᅾ㛵ᚰࢆᣢࡘⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡼ࠸่⃭࡞
ࡗࡓࠋ
ࡗࡓࠋ
 
 
࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
㸦㸲㸧
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
㸦㸲㸧
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ㸦㸲㸧
㸦㸲㸧
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ㸦㸲㸧
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ
 㸦㸲㸧
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ
ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤
ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤

ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤
ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤

ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤
ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼
㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸳㸫㸳ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ࠙ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ᒎ㛤ࠚ
࠙ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ᒎ㛤ࠚ
㸳㸫㸳ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮
㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮
㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼
ࡢᒎ㛤
ࡢᒎ㛤

ࣥࢱ࣮➼࠾ࡅࡿάື࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸෆእࡢᏛ➼ࡢඹദ࡛ᖺ㛫
⿵ຓホᐃ㸸E
࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸෆእࡢᏛ➼ࡢඹദ࡛ᖺ㛫⿵ຓホᐃ㸸E
ᡃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࡸࣥࢱ࣮➼࠾ࡅࡿάື
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ ᡃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࡸ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ
≧ἣ
㸦㹀Ỉ‽㸸࣮࣒࣍࣌ࢆ㏻ࡌ࡚
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
ࢆ㏻ࡌ࡚
ᅇࡢᏛ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡢ㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿ⓗ≧ἣ
࣮➼ࡀࠊ
ᡤᅾᆅᇦࡢᏛ⾡࣮ཬࡧᾏእࢻࣂࢨ
࣮ཬࡧᾏእࢻࣂࢨᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿ⓗ
㸦㹀Ỉ‽㸸࣮࣒࣍࣌

ᅇࡢᏛ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡢ
࣮➼ࡀࠊ
ᡤᅾᆅᇦࡢᏛ⾡

➼ࡢᒎ㛤
➼ࡢᒎ㛤
⿵ຓホᐃ㸸E
⿵ຓホᐃ㸸E
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛
௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛
࣮ࢪࡼࡿሗⓎಙᩘඃࢀࡓ◊✲⪅ࡼࡿ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ᡂᯝ➼ࢆୡ⏺ྥࡅ
ඃࢀࡓ◊✲⪅ࡼࡿ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ᡂᯝ➼ࢆୡ⏺ྥࡅ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ
࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆ࣮ࢪࡼࡿሗⓎಙᩘ
࣮ࡣࠊ
ᡤᅾࡍࡿᆅᇦࡢᏛ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆ
⯆ᶵ㛵ࠊ
ᅾእබ㤋ࠊ
ᡤᅾࡍࡿᆅᇦࡢᏛ
⯆ᶵ㛵ࠊ
ᅾእබ㤋ࠊ
ࡑ ࡑ࣮ࡣࠊ
♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ
௳⛬ᗘ㸧 ࡚Ⓨಙࡋࡓࠋᖹᡂ
ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ
ࡀᖺ㛫
࡚Ⓨಙࡋࡓࠋᖹᡂ
ᖺᗘࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿୡ⏺ࢺᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮
ᨭࡍࡿᣐⅬࡋ࡚ࡢࡀᖺ㛫
⾡⯆ᶵ㛵ࠊᅾእබ㤋ࠊ
ࡢࡢᾏእᣐⅬ➼㐃⾡⯆ᶵ㛵ࠊᅾእබ㤋ࠊ
௳⛬ᗘ㸧
 
ᖺᗘࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿୡ⏺ࢺ
ᨭࡍࡿᣐⅬࡋ࡚ࡢ
ࡢࡢᾏእᣐⅬ➼㐃
ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬࡽࠊ
ࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢᾏᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬࡽࠊ
ᦠࡋሗࡢ㞟Ⓨಙࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢᾏ
 
ᦠࡋሗࡢ㞟Ⓨಙ

⏤ࡼࡾࠊ
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ
୰ᮇ┠ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
ࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦:3,㸧
⥲ྜᨭᴗࡢ⏤ࡼࡾࠊ
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ
୰ᮇ┠
ࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦:3,㸧
⥲ྜᨭᴗࡢ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ
࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ㐃ᦠࡶ╔ᐇ⥅⥆ࡋࠊ:3,
Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀ࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ
㐃ᦠࡶ╔ᐇ⥅⥆ࡋࠊ:3,
ᣐⅬ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡘ࠸ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ
እᣐⅬ➼㐃ᦠࡋࠊ
ᙜヱᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀ
ດࡵࠊ
ᡃࡀᅜࡢᏛ➼እᣐⅬ➼㐃ᦠࡋࠊ
ᣐⅬ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡘ࠸
ᙜヱ
ດࡵࠊ
ᡃࡀᅜࡢᏛ➼
࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ 
㸳㸫㸳⌧ᆅࡢົᡤࢆ࡚ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㏻ࡌ࡚ᾏ
ᵓ⠏ࠊ
ࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥ㸳㸫㸳⌧ᆅࡢົᡤࢆ
ᆅᇦࡢᏛ⾡ືྥ➼ಀᵓ⠏ࠊ
࡚ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㏻ࡌ࡚ᾏ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ
ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭᆅᇦࡢᏛ⾡ືྥ➼ಀ
ࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥ
ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭ
E ࡍࡿࠋ
⏝ࡋࡓຠᯝⓗ࡞ሗእⓎಙࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓάືࡼࡾࠊ⌧ᆅ࠾
ࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࠊ
ᡃࡀᅜࡢ⏝ࡋࡓຠᯝⓗ࡞ሗ
ࡿሗࡢ㞟ཬࡧⓎಙࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࠊ
እⓎಙࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓάືࡼࡾࠊ⌧ᆅ࠾ࢆ Eࢆࡍࡿࠋ
ࡍࡿࡶࠊ
ᡃࡀᅜࡢࡿሗࡢ㞟ཬࡧⓎಙ
ᡃࡀᅜࡢ
ࡍࡿࡶࠊ
ᡃࡀᅜࡢ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
㞟
࣭ሗⓎಙࢆᐇࡍ࠸࡚㛵ಀᶵ㛵ࡢᙉᅛ࡞༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘ✚ᴟⓗ
Ꮫࡢᾏእᒎ㛤ࡢᨭ㞟
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ
ࢭࣥᏛࡢᾏእᒎ㛤ࡢᨭ
࠸࡚㛵ಀᶵ㛵ࡢᙉᅛ࡞༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘ✚ᴟⓗ࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸
Ꮫ⾡◊✲ࡢࣉࣞࢮࣥࢫࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ሗⓎಙࢆᐇࡍ
ࡑࡢ㝿ࠊ
ࢭࣥ
Ꮫ⾡◊✲ࡢࣉࣞࢮࣥࢫ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ
ࡿほⅬࡽࠊ
๓୰ᮇ┠ᶆ࡞ᗈሗດࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࣋ࣥࢺࡣᘏ
࡚⌧ᆅࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸᏛ➼࣭:3,
ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ
ᾏእ◊✲ࡿほⅬࡽࠊ
࣭:3,
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ
ࢱ࣮ࡽࡢሗࢆ㞟⣙ࢆ⾜࠺ࠋ
࡞ᗈሗດࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࣋ࣥࢺࡣᘏ
࡚⌧ᆅࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸᏛ➼
ࡢྥୖᐤࡍࡿࠋ ࢱ࣮ࡽࡢሗࢆ㞟⣙
๓୰ᮇ┠ᶆ
ࡲࡓࠊ
ᾏእ◊✲

ࡢྥୖᐤࡍࡿࠋ
ᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ⦼
㸦ᖹᡂྡࢆ㞟ࡵࡓࠋ
㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᅜᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ⦼
ࡋࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᅜ
ྡࢆ㞟ࡵࡓࠋ
㸦ᖹᡂ
ࡋࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸

࣮ࡢ㐃ᦠࡣࠊᴗ㛫㐃ᦠࡢ
ඹദ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ╔ᐇ࣮ࡢ㐃ᦠࡣࠊᴗ㛫㐃ᦠࡢ
ඹദ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ╔ᐇ

㹼ᖺᗘᐇ⦼㸸ᖺ㛫 
Ώ⯟୰ࡢ≉ู◊✲ဨ
࡚ࠊ
ྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫
࣭ᾏ࣭ᾏ㹼ᖺᗘᐇ⦼㸸ᖺ㛫
࡚ࠊ
ྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫

௳ ௳Ώ⯟୰ࡢ≉ู◊✲ဨ

Ⰻ࠸ࠋ
άືࡢ⤖ᯝࠊ
ඹྠ◊
㛤ദࡋࠊ᪂ࡓ࡞◊✲⪅ࢿࢵࢺⰋ࠸ࠋ
άືࡢ⤖ᯝࠊ
ඹྠ◊
㛤ദࡋࠊ᪂ࡓ࡞◊✲⪅ࢿࢵࢺ

✲ࡸேᮦὶࡘ࡞ࡀࡿ
እ≉ู◊✲ဨᑐࡋࠊ
㹼௳㸧ࢆ㋃ࡲ࣭ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ
࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ✲ࡸேᮦὶࡘ࡞ࡀࡿ
⛬ᗘ
㸦๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ᐇእ≉ู◊✲ဨᑐࡋࠊ
⌧ ⌧㹼௳㸧ࢆ㋃ࡲ
࣭ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ
௧ඖᖺ
 ᭶࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⛬ᗘ
㸦๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ᐇ
௧ඖᖺ
 ᭶
ࡶከ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊᑀࣇ
࣭Ꮫ➼ᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭࡶከ࠸ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊᑀࣇ
࠼ࠊ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣍ࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡢྜྷ㔝ᙲ᪫ᡂᰴᘧ♫ྡࣇ࢙
ᆅ࡛ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ࠼ࠊ
㸸ᖺ㛫
㹼
௳㸧
ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣍
ᆅ࡛ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ
ࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡢྜྷ㔝ᙲ᪫ᡂᰴᘧ♫ྡࣇ࢙࣭Ꮫ➼ᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭ
⦼㸸⦼
ᖺ㛫
㹼
௳㸧
࢛࣮ࣟࢵࣉࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
ᴗࡋ࡚ࠊ
 ࡢᏛ➼
࣮࣌ࢪ࡛ᖺ㛫

௳⛬࣮ࣟࢆࡣࡌࡵࡍࡿᅜෆእࡢ◊✲⪅➼ࡢཧຍࢆᚓ࡚ࠊࢫ
⠏㈨ࡍࡿሗࢆᥦ౪࣮࣌ࢪ࡛ᖺ㛫
ࡢሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ ⠏㈨ࡍࡿሗࢆᥦ౪
ィ ィࡢᏛ➼
 ⟠ ⟠࢛࣮ࣟࢵࣉࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

௳⛬
࣮ࣟࢆࡣࡌࡵࡍࡿᅜෆእࡢ◊✲⪅➼ࡢཧຍࢆᚓ࡚ࠊࢫᴗࡋ࡚ࠊ
ࡢሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ 
ᗘࡢሗⓎಙࡀ⾜ࢃࢀ࢙࣮࢘ࢹࣥ⋤❧ᕤᏛ࢝ࢹ࣑࣮㸦,9$㸧
ࡍࡿࠋ
ᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸᗘࡢሗⓎಙࡀ⾜ࢃࢀ
ࡲࡓࠊ
Ꮫ⾡◊✲ࢿࢵࢺࡍࡿࠋ
ࠊ ࠊ
ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ
࢙࣮࢘ࢹࣥ⋤❧ᕤᏛ࢝ࢹ࣑࣮㸦,9$㸧
ࠊ⍞᪥ᇶ㔠㸦6-)㸧
ࡲࡓࠊ
Ꮫ⾡◊✲ࢿࢵࢺ
ࠊ⍞᪥ᇶ㔠㸦6-)㸧
ᅾࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ᪥ᮏᅜ㤋ࡢඹദ࡛ࠊ
,9$-636
ࢭ࣑⏝ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊᏛ
⏝ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊᏛ
ࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍᅾࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ᪥ᮏᅜ㤋ࡢඹദ࡛ࠊ
㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿሗࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍ
࣮࣡ࢡᙧᡂᨭࡸᡃࡀ㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿሗ
,9$-636
ࢭ࣑
࣮࣡ࢡᙧᡂᨭࡸᡃࡀ
ࡿࠋ
㞟࣭ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᅜࡢᏛ➼ࡢࢢ࣮ࣟࣂ㞟࣭ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡿࠋ
ᅜࡢᏛ➼ࡢࢢ࣮ࣟࣂ

ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ

ࡢᾏእᒎ㛤ࢆᨭࡋࠊࡉࡽྛ
ࡢᾏእᒎ㛤ࢆᨭࡋࠊࡉࡽྛ

య⣔ⓗ࡞ሗ㞟ཬࡧ
ࣝᨭࡢᣐⅬࡋ࡚య⣔ⓗ࡞ሗ㞟ཬࡧ
ࣝᨭࡢᣐⅬࡋ࡚

 

ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ⱝᡭᏛ➼⫋
ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ⱝᡭᏛ➼⫋

ᅜෆࡢሗⓎಙࡢ
ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬᅜෆࡢሗⓎಙࡢ
ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬ

ဨࡢᐇົ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡛Ꮫ
࣭ࣂࣥࢥࢡ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ-636
ࢱྠ❆ဨࡢᐇົ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡛Ꮫ
࣭ࣂࣥࢥࢡ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ-636
ࢱྠ❆

 ᖺᗘ
ᐇࢆᅗࡾࠊᖹᡂ
ࡽࠊ
ୡ⏺ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ᐇࢆᅗࡾࠊᖹᡂ
 ᖺᗘ
ࡽࠊ
ୡ⏺ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ࡢᅜ㝿ࢆᨭࡍࡿ࡞ࠊィ⏬
㸦-$$7㸧
ࠊ15&7
ඹദ࡛ࠊ௧
 ᭶
-636
ࣂࣥࢥࢡࡢᅜ㝿ࢆᨭࡍࡿ࡞ࠊィ⏬
㸦-$$7㸧
ࠊ15&7
ඹദ࡛ࠊ௧
 ᖺ ᖺ᭶
-636
ࣂࣥࢥࢡ

ᖺᗘ㸧ࡣࢭࣥ
㸦
ࡢ㛵ಀᵓ⠏ࠊ
Ꮫࡢᾏ㸦
ᖺᗘ㸧ࡣࢭࣥ
ࡢ㛵ಀᵓ⠏ࠊ
Ꮫࡢᾏ

ࢭ࣑㏻ ࡾ
㏻╔
ࡾᐇ
╔
ᐇᴗ
ົ
ᴗࢆ
ົᐇ
ࢆ
ᐇࡋ
࡚
ࡋ࠸
࡚࠸
◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮タ❧
 ࿘ᖺグᛕ
15&7-636-$$7
ࢭ࣑
◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮タ❧
 ࿘ᖺグᛕ
15&7-636-$$7

ࢱ࣮ࡽࡢሗࢆ㞟⣙
እᒎ㛤ࡢᨭࠊࢭ࣑ࢼࢱ࣮ࡽࡢሗࢆ㞟⣙
እᒎ㛤ࡢᨭࠊࢭ࣑ࢼ

ࢼ࣮
ࠕ᪥ࢱ࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆࠖ
ࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡿࠋ
ࢼ࣮
ࠕ᪥ࢱ࠾ࡅࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ┠ᶆࠖ
ࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡿࠋ

ࡋࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸
࣮ࠊ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࡋࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸
࣮ࠊ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡼࡿᙳ
Ἀᖿ
ᮾிᏛ⥲㛗≉ูཧࢆࡣࡌࡵࠊ᪥ࢱ᪉ࡢ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡼࡿᙳ
Ἀᖿ
ᮾிᏛ⥲㛗≉ูཧࢆࡣࡌࡵࠊ᪥ࢱ᪉ࡢ

࡚ࠊ
ྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫
࡚ࠊ
ྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫

௳ ௳

㡪࡛࣋ࣥࢺࡢ୰Ṇ࣭ᘏᮇࡢ
ᑓ㛛ᐙࢆㅮᖌᣍࡁࠊ⥲ᣓⓗ࡞ᇶㄪㅮ₇࠾ࡼࡧࠕ⎔ቃ࣭㡪࡛࣋ࣥࢺࡢ୰Ṇ࣭ᘏᮇࡢ
ᑓ㛛ᐙࢆㅮᖌᣍࡁࠊ⥲ᣓⓗ࡞ᇶㄪㅮ₇࠾ࡼࡧࠕ⎔ቃ࣭

⛬ᗘࡢሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
⛬ᗘࡢሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
 

ࠊࢭࣥࢱ࣮㉱௵⪅ࡢ⥭ᛴᖐᅜ࣭
ࠖ
ࠊ
ࠕᩍ⫱㸦(6'㸧
ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓㅮࠊࢭࣥࢱ࣮㉱௵⪅ࡢ⥭ᛴᖐᅜ࣭
࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦*RDO㸧
ࠖ
ࠊ
ࠕᩍ⫱㸦(6'㸧
ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓㅮ
࢚ࢿࣝࢠ࣮㸦*RDO㸧

ᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢࢢ
ᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢࢢ

Ώ⯟ᘏᮇᑐᛂ㏣ࢃࢀࡓࡀࠊ⮫
₇ࠊࣃࢿࣝࢭࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿᶵΏ⯟ᘏᮇᑐᛂ㏣ࢃࢀࡓࡀࠊ⮫
₇ࠊࣃࢿࣝࢭࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿᶵ

➼ࢆᐇࡍࡿࠋ
➼ࢆᐇࡍࡿࠋ

99 99

113

114

࣮ࣟࣂࣝᨭ࠾࠸
࣮ࣟࣂࣝᨭ࠾࠸

ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ௧ඖᖺࡣࣂࣥࢥࢡ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮タ
ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ௧ඖᖺࡣࣂࣥࢥࢡ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮タᶵᛂኚᑐᛂ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇ
ᶵᛂኚᑐᛂ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇ

࡚ࡣࠊ
ᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ
࡚ࡣࠊ
ᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ

❧❧
 
࿘ᖺ࠸࠺⠇┠ࡢᖺ࡛࠶ࡾࠊグᛕᘧࡶేࡏ࡚㛤
࿘ᖺ࠸࠺⠇┠ࡢᖺ࡛࠶ࡾࠊグᛕᘧࡶేࡏ࡚㛤ᴗົࢆᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᴗົࢆᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㧗➼ᩍ⫱ಀࡿሗࢆ
㧗➼ᩍ⫱ಀࡿሗࢆ

ദࡋࡓࠋ
ദࡋࡓࠋ

 

Ꮫ㛵ಀ⪅ᥦ౪ࡍࡿ
Ꮫ㛵ಀ⪅ᥦ౪ࡍࡿ

 

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࡇຍ࠼ࠊ
ᑗ᮶ⓗ࡞
ࡇຍ࠼ࠊ
ᑗ᮶ⓗ࡞

࣭ྛᅜ࠾࠸࡚⌧ᆅᅾఫࡢ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢྜ࣭ຮᙉ
࣭ྛᅜ࠾࠸࡚⌧ᆅᅾఫࡢ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢྜ࣭ຮᙉ࣭ྛᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀᵓ
࣭ྛᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀᵓ

Ꮫࡢᅜ㝿ὶࢆᢸᙜࡍ
Ꮫࡢᅜ㝿ὶࢆᢸᙜࡍ

ࡢ㛤ദࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ࡞ࠊᾏእ࡛ࡢ◊✲⪅ࢿࢵ
ࡢ㛤ദࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ࡞ࠊᾏእ࡛ࡢ◊✲⪅ࢿࢵ⠏➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲
⠏➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲

ࡿ⫋ဨࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ
ࡿ⫋ဨࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ

ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢάືࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋࡓࠋ࠼
ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢάືࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋࡓࠋ࠼ࢿ ࢵ
ࢿࢺ
ࢵ࣡
ࢺ࣮
࣡ࢡ
࣮ࡢ
ࢡᙧ
ࡢᡂ
ᙧࢆ
ᡂᨭ
ࢆ
ᨭࡍ
ࡍ

ࡋ࡚ⱝᡭ⫋ဨࢆᑐ㇟
ࡋ࡚ⱝᡭ⫋ဨࢆᑐ㇟

ࡤࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥཬࡧࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮
ࡤࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥཬࡧࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡿࠋ
ࡿࠋ

ࠕᅜ㝿༠ຊဨࠖ
ࡋ࡚ᾏ
ࠕᅜ㝿༠ຊဨࠖ
ࡋ࡚ᾏ

ࡀඹྠࡋࠊ⡿ᅜΏ⯟୰ࡢ≉ู◊✲ဨ࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨ➼
ࡀඹྠࡋࠊ⡿ᅜΏ⯟୰ࡢ≉ู◊✲ဨ࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨ➼ 
㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
᪥ᮏே◊✲⪅ᑐࡋࠊ௧ඖᖺ
 ᭶௧
 ᖺ ᖺ᭶
᪥ᮏே◊✲⪅ᑐࡋࠊ௧ඖᖺ
 ᭶௧
 ᭶㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
౯㸧
౯㸧
࣋ࣥࢺࢆᐇࡋࡓࠋ⌧ᆅ࡛ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏㈨ࡍࡿ
࣋ࣥࢺࢆᐇࡋࡓࠋ⌧ᆅ࡛ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏㈨ࡍࡿ
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸳ࡘ࠸
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸳ࡘ࠸
ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡶ⌧ᆅ࡛ά㌍ࡍࡿ᪥ᮏே◊✲⪅
ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡶ⌧ᆅ࡛ά㌍ࡍࡿ᪥ᮏே◊✲⪅࡚ࡣ
௳࡛࠶ࡾࠊ
๓୰ᮇ┠ᶆ
௳࡛࠶ࡾࠊ
๓୰ᮇ┠ᶆ
࡚ࡣ


➼ㅮ₇ࢆ౫㢗ࡋ࡚࠾ࡾࠊཧຍ⪅ࡽዲホࢆᚓࡓࠋ
➼ㅮ₇ࢆ౫㢗ࡋ࡚࠾ࡾࠊཧຍ⪅ࡽዲホࢆᚓࡓࠋ ᮇ㛫ᐇ⦼ྠỈ‽࡛࠶ࡿࠋ
ᮇ㛫ᐇ⦼ྠỈ‽࡛࠶ࡿࠋ

እᐇᆅ◊ಟࢆ⾜࠺ᶵ
እᐇᆅ◊ಟࢆ⾜࠺ᶵ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

 

 

࣭Ꮫ➼ࡢᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭᴗࡋ࡚ࠊ
Ꮫ
࣭Ꮫ➼ࡢᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭᴗࡋ࡚ࠊ
Ꮫ
➼ࡀ
 ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㸦ࣟࣥࢻࣥࠊிࠊ࢝ࣟཬࡧ
➼ࡀ
 ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㸦ࣟࣥࢻࣥࠊிࠊ࢝ࣟཬࡧ
ࢼࣟࣅ㸧ࢆᾏእົᡤࡋ࡚⏝ࡋᾏእᣐⅬάືࢆᒎ
ࢼࣟࣅ㸧ࢆᾏእົᡤࡋ࡚⏝ࡋᾏእᣐⅬάືࢆᒎ
㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ
 Ꮫࡽ௧
 ᖺᗘࡽࢫࢺࢵ
㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ
 Ꮫࡽ௧
 ᖺᗘࡽࢫࢺࢵ
ࢡ࣒࣍ࣝ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⏝ࡍࡿ⏦㎸ࡳࢆཷࡅ
ࢡ࣒࣍ࣝ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⏝ࡍࡿ⏦㎸ࡳࢆཷࡅ
ࡅࠊዎ⣙ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡅࠊዎ⣙ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ྛᅜ࠾࠸࡚ࠊ⯆ᴗㄝ᫂ࢆ
 
ᅇ㛤ദࡍࡿ࡞
࣭ྛᅜ࠾࠸࡚ࠊ⯆ᴗㄝ᫂ࢆ
ᅇ㛤ദࡍࡿ࡞
ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືດࡵࡓࠋ
ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືດࡵࡓࠋ
ࠕᾏእᏛ⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝ
ࠕᾏእᏛ⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝ
࣭ᖹᡂ
 ᖺ
࣭ᖹᡂ
 ᖺ᭶᪂タࡉࢀࡓࠊ
 ᭶᪂タࡉࢀࡓࠊ
ࢧࢺࠖ࠾࠸࡚ࠊྛᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᾏእ
ࢧࢺࠖ࠾࠸࡚ࠊྛᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᾏእ
ࢻࣂࢨ࣮ࡀ㞟ࡋࡓሗࢆᘬࡁ⥆ࡁᅜෆࡢᏛ㛵ಀ
ࢻࣂࢨ࣮ࡀ㞟ࡋࡓሗࢆᘬࡁ⥆ࡁᅜෆࡢᏛ㛵ಀ
⪅➼ᗈࡃሗᥦ౪ࡋࡓࠋ
⪅➼ᗈࡃሗᥦ౪ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS
KWWSVZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS
࣭
ࠕᅜ㝿Ꮫ⾡ὶ◊ಟࠖ
ࡋ࡚ࠊ
⯆ᮏ㒊࡛ࡢ
 ᖺ㛫ࡢ
࣭
ࠕᅜ㝿Ꮫ⾡ὶ◊ಟࠖ
ࡋ࡚ࠊ
⯆ᮏ㒊࡛ࡢ
 ᖺ㛫ࡢ
◊ಟࢆ⤒ࡓᅜබ⚾❧Ꮫࡢ⫋ဨ
ྡࢆᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ
◊ಟࢆ⤒ࡓᅜබ⚾❧Ꮫࡢ⫋ဨ
 
ྡࢆᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ
ࣥࢱ࣮࡛ཷࡅධࢀࠊࢭࣥࢱ࣮ᴗົᚑࡉࡏࡿࡇࡼ
ࣥࢱ࣮࡛ཷࡅධࢀࠊࢭࣥࢱ࣮ᴗົᚑࡉࡏࡿࡇࡼ
ࡾࠊᅜ㝿ὶ㛵ࡍࡿᖜᗈ࠸ぢ㆑㧗ᗘ࡞ᐇົ⬟ຊࢆ᭷
ࡾࠊᅜ㝿ὶ㛵ࡍࡿᖜᗈ࠸ぢ㆑㧗ᗘ࡞ᐇົ⬟ຊࢆ᭷
ࡍࡿົ⣔⫋ဨࡢ㣴ᡂࢆᅗࡗࡓࠋ
ࡍࡿົ⣔⫋ဨࡢ㣴ᡂࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛⏝ࡍࡿ࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣂࡘ࠸
࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛⏝ࡍࡿ࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣂࡘ࠸
࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ಶࠎࡢࢭࣥࢱ࣮ẖㄪ㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢭ
࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ಶࠎࡢࢭࣥࢱ࣮ẖㄪ㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢭ
࢟ࣗࣜࢸྥୖࡢほⅬࡽࠊᮏ㒊࡛ࡢ࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣂ୍ᣓ
࢟ࣗࣜࢸྥୖࡢほⅬࡽࠊᮏ㒊࡛ࡢ࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣂ୍ᣓ
⟶⌮⛣⾜ࡍࡃࠊ௧
 ᭶ࢡࣛ࢘ࢻ࣓࣮ࣝࡢㄪ
⟶⌮⛣⾜ࡍࡃࠊ௧
 ᖺ ᖺ᭶ࢡࣛ࢘ࢻ࣓࣮ࣝࡢㄪ
㐩ࢆ⾜࠸ࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ඹ㏻ࡢࢡࣛ࢘ࢻ࣓࣮ࣝ
㐩ࢆ⾜࠸ࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ඹ㏻ࡢࢡࣛ࢘ࢻ࣓࣮ࣝ
ࡢึᮇᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᮏ㒊࠾࠸࡚࣓࣮ࣝ
ࡢึᮇᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᮏ㒊࠾࠸࡚࣓࣮ࣝ
ࢧ࣮ࣂࢆ୍ᣓ⟶⌮ࡍࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ࣓࣮ࣝᶵ⬟ࡘ࠸
ࢧ࣮ࣂࢆ୍ᣓ⟶⌮ࡍࡿࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ࣓࣮ࣝᶵ⬟ࡘ࠸
࡚ࡶㄗ㏦ಙᑐ⟇ࡸ࢘ࣝࢫᑐ⟇ࢆᙉࡋࡓࠋ
࡚ࡶㄗ㏦ಙᑐ⟇ࡸ࢘ࣝࢫᑐ⟇ࢆᙉࡋࡓࠋ
࣭௧
 ᭶ୗ᪪㢧ᅾࡋࡓ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ
࣭௧
 ᖺ ᖺ᭶ୗ᪪㢧ᅾࡋࡓ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ
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ᰁᣑక࠸ࠊྛࢭࣥࢱ࣮㉱௵⪅ࡢᏳ☜ಖࢆ➨୍
ᰁᣑక࠸ࠊྛࢭࣥࢱ࣮㉱௵⪅ࡢᏳ☜ಖࢆ➨୍
ࠊ⥭ᛴᖐᅜࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠊ௧
 ᪥
ࠊ⥭ᛴᖐᅜࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠊ௧
 ᖺ ᖺ᭶ ᭶᪥
Ώ⯟ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࢭࣥࢱ࣮㉱௵⪅ࡢΏ⯟ᘏᮇࢆ㎿㏿
Ώ⯟ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࢭࣥࢱ࣮㉱௵⪅ࡢΏ⯟ᘏᮇࢆ㎿㏿
ุ᩿ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ㝶ࡍࡿእⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚
ุ᩿ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ㝶ࡍࡿእⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚
ࡶ⮫ᶵᛂኚᑐᛂࡋࡓࠋ
ࡶ⮫ᶵᛂኚᑐᛂࡋࡓࠋ
  

 

 

 

 

 

 
 
 

㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
≉࡞ࡋ

 

101101

 

115

116

㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸴

㸴⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗศᯒᇶ┙ࡢᵓ⠏
㸦㸯㸧ሗࡢ୍ඖⓗ࡞㞟✚࣭⟶⌮యไࡢᵓ⠏
㸦㸰㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗศᯒࡢ᥎㐍
㸦㸱㸧Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿᨻ 
⟇࣭⟇

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 
㞴᫆ᗘ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ



ཧ⪃㹓㹐㹊

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦ㄪᰝሗ࿌➼㸧 KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUFKRXVDBKRXNRNXKWPO 
Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ KWWSVZZZMVSVJRMSMFVLDLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫ᐇ⦼➼

㸱㸮ᖺᗘ

㸯ᖺᗘ

㸰ᖺᗘ

㸱ᖺᗘ

㸲ᖺᗘ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ
ሗࡢศᯒࡸㄪᰝ◊✲
ࡢᡂᯝࡢⓎಙ≧ἣ㸦㹀

㛫୰ 

㸫

௳⛬ᗘ

 ௳⛬ᗘ㸧
Ꮫ⾡ືྥㄪᰝࡢᐇ௳

୰ᮇ┠ᶆᮇ

ᩘ㸦㹀Ỉ‽㸸୰ᮇ┠ᶆᮇ

㛫୰ 

㛫୰ ௳⛬ᗘ㸧

௳⛬ᗘ

㸦㐺ࡢᡂ
ᯝࡢබ⾲ࢆ

 ௳















  Ỵ⟬㢠㸦༓㸧











⤒ᖖ㈝⏝㸦༓㸧











⤒ᖖ┈㸦༓㸧

































 

ྵࡴ㸧

 ௳

 ௳

 ௳





㸲ᖺᗘ

   ண⟬㢠㸦༓㸧
 ௳

୰ᮇ┠ᶆᮇ

Ỉ‽㸸୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧


㸱㸮ᖺᗘ
㸯ᖺᗘ
㸰ᖺᗘ
㸱ᖺᗘ






 ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫᐇࢥࢫ
ࢺ㸦༓㸧

  ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

ὀ㸯㸧ண⟬㢠ࠊỴ⟬㢠ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻⤒㈝㒊ศࢆ㝖ࡁྛᴗົ㓄㈿ࡋࡓᚋࡢ㔠
㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸴⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗศᯒᇶ┙ࡢᵓ⠏ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ
㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬

ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓ⥲

⯆ࡢㅖᴗ➼



ྜⓗど㔝ࡽ◊✲⪅ࡢ

㛵ࡍࡿሗࢆ⥲ྜⓗ



άື➼ࢆᨭ࠼ࡿࡇࡀ

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ


ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

%

ホᐃ

%



㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ά⏝ࡍࡿᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡋࠊ



௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⯆ࡢ

ᴗࡢᡂᯝࡢᢕᥱࠊศᯒ



ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ

ㅖᴗ➼㛵ࡍࡿሗ

ࢆ⾜࠺ࡶࠊᴗࡢ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆ

ィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ

ࢆ⥲ྜⓗศᯒ࣭ά⏝ࡍ

ᨵၿࡸ㧗ᗘྥࡅࡓ

ྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚

࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ

ࡿᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ

ྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ

࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃࢆ %

ゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃࢆ % 

ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

࣭௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ⥲ྜⓗ࡞

࣭≉Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮

Ꮫ⾡ሗศᯒᇶ┙ࡢᵓ⠏ࡘ࠸

ࡢάືࡣᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࡚ࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ࡚ࠊሗࢭ



࢟ࣗࣜࢸ᪉⟇ࡸࢩࢫࢸ࣒ࡢ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᵝࡘ࠸࡚ㄪ㐩ᡭ⥆ࡁࢆ㛤ጞࡍ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡿࡶࠊᏛ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ

࣭ಶேሗࡸሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

࣮ཬࡧᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ

ࡣ༑ศὀពࢆᡶ࠸࡞ࡀࡽ

࣮࠾࠸࡚┦㐃ᦠ༠ຊࡋ࡞

ᘬࡁ⥆ࡁࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗ

ࡀࡽ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ ศᯒᇶ┙ࡢᵓ⠏ດࡵ࡚ࡋ


࠸ࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



࣭ሗࡢ୍ඖⓗ࡞⟶⌮ྥࡅࡓ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ྲྀ⤌ࢆᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ㐍ࡵ࡚࠸

㸫

ࡃࠋ








㸦㸯㸧ሗࡢ୍ඖⓗ࡞㞟

㸦㸯㸧ሗࡢ୍ඖⓗ࡞㞟

㸦㸯㸧ሗࡢ୍ඖⓗ࡞㞟

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸯㸧ሗࡢ୍ඖⓗ࡞㞟✚࣭⟶⌮ 㸦㸯㸧ሗࡢ୍ඖⓗ࡞㞟✚࣭

✚࣭⟶⌮

✚࣭⟶⌮

✚࣭⟶⌮యไࡢᵓ⠏

㸴㸫㸯ሗࡢ୍ඖⓗ࡞

࠙ሗࡢ୍ඖⓗ࡞㞟✚࣭⟶⌮ࠚ

⿵ຓホᐃ㸸E

⟶⌮

ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼࡚

 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ

ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼࡚

⟶⌮ࡢ≧ἣ㸦ྲྀ⤌ᐇ⦼ࢆ

࣭ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ሗࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡍࡿࡓࡵᚲせ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⿵ຓホᐃ㸸E

ሗࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡍࡿ

☜ಖࡸಶேሗࡢಖㆤ

ሗࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡍࡿ

ཧ⪃ุ᩿㸧

ࡍࡿሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ᪉⟇ࠊࢩࢫࢸ࣒ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊሗ

ࢆᚭᗏࡋࡓୖ࡛ࠊ⯆

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⯆



ᐇ㛵ࡍࡿᵝࡘ࠸࡚ᴗ⪅ࡢࣄࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡸಶே

ࡢㅖᴗಀࡿሗࢆ

ࡢㅖᴗಀࡿࢹ࣮

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡓࠋᙜヱࣄࣜࣥࢢࢆᇶᵝ᭩ཎࢆసᡂࡋࠊㄪ㐩ᡭ ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆ

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ሗಖㆤࢆᚭᗏࡋࡓୖ࡛ࠊ ୍ඖⓗ㞟✚࣭⟶⌮ࡍࡿ

ࢱࡘ࠸࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗ

㸴㸫㸯ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼

⥆ࡁࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

ྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

⯆ࡢㅖᴗಀࡿ

యไࢆᩚഛࡍࡿࡶ

ࣜࢸࡢ☜ಖࡸಶே

ࡓά⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿ



࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⿵ຓホᐃ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ሗࢆ୍ඖⓗ㞟✚࣭⟶

ࠊᴗᶓ᩿ⓗ࡞ศᯒࢆ

ሗࡢಖㆤࢆᚭᗏࡋࡓୖ

ሗᇶ┙ࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸

࣭ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࡀྍ⬟࡞⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍ ࢆ E ࡍࡿࠋ

⌮ࡍࡿࠋ

ྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡢሗ

࡛ࠊᴗົࡢ≧ἣࢆ຺ࡋ

ࡿࠊሗࡢ୍ඖⓗ࡞⟶

ࡿ࠶ࡓࡾࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅ࠸ࡸᴗົࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ྛ

ࡢᩚ⌮ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ࡘࡘ㞟⣙࣭ඹ᭷ཬࡧ୍ඖ

⌮ಀࡿྲྀ⤌ᐇ⦼ࢆཧ

㒊⨫ࡢㄪᩚࡀྍḞ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࣄࣜࣥࢢ➼ࢆᖹᡂ ⓗά⏝ࡍࡿࡓࡵᚲせࡍࡿ

ⓗ࡞⟶⌮ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

⪃ุ᩿ࡍࡿࠋ

 ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁ㐍ࡵࡓࠋ



࣭ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ሗࢆ⥲ྜ


㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ᪉⟇ࡸࢩࢫࢸ

㸫



࣒ࡢᵝࡘ࠸࡚ㄪ㐩ᡭ⥆ࡁࢆ





㛤ጞࡍࡿࡶࠊᴗࡢᯟࢆ㉸
࠼ࡓࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࡀྍ⬟࡞ࡿ


103

117

118

ࡼ࠺ࣄࣜࣥࢢ➼ᐇࡍࡿ࡞ࠊ
ィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᴗࡀᐇࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࣭ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼ࡓࢹ࣮ࢱࡢά
⏝ࡀྍ⬟࡞⎔ቃࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࠊ
ྛ㒊⨫ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᢅࡸᴗົࣉ
ࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ㄪᩚࡍࡿ࡞ࠊᚲ
せ࡞ྲྀ⤌ࢆᘬࡁ⥆ࡁ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
౯㸧
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸴㸫㸯ࡘ࠸
࡚ࡣࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ
㛵ࡍࡿ᪉⟇ࡸࢩࢫࢸ࣒ᐇ㛵
ࡍࡿᵝࡘ࠸࡚ࡢᴗ⪅ࡢࣄ
ࣜࣥࢢࢆᇶㄪ㐩ᡭ⥆ࡁࢆ㛤
ጞࡋࠊᚋࡢ୍ඖⓗ࡞⟶⌮ྥࡅ
࡚㡰ㄪ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ



㸦㸰㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗ

㸦㸰㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗ

㸦㸰㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸰㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗศᯒࡢ᥎

㸦㸰㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗศᯒ



ศᯒࡢ᥎㐍

ศᯒࡢ᥎㐍

ศᯒࡢ᥎㐍

㸴㸫㸰ሗࡢศᯒࡸㄪ

࠙Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࠚ

㐍

ࡢ᥎㐍

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

⯆ࡢㅖᴗࡢື

 Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ

Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ

ᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡢⓎಙ≧

࣭Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨

ྥࡸᡂᯝࢆ⥲ྜⓗࠊ㛗ᮇ

࣮࠾࠸࡚ࠊ⯆ࡢㅖ

࣮࠾࠸࡚ࠊ⯆ࡢㅖ

ἣ㸦㹀Ỉ‽㸸୰ᮇ┠ᶆᮇ

 Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎࡲ࡛タ⨨ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ⓗᢕᥱ࣭ศᯒࡍࡿ

ᴗಀࡿሗࢆᶓ᩿

ᴗಀࡿሗࢆᶓ᩿

㛫୰ ௳⛬ᗘ㸧

ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵ⤌ࡋࠊᖹᡂ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡶࠊㅖᴗࡢᨵၿ࣭㧗

ⓗά⏝ࡋࠊྛ✀ᴗࡢ

ⓗά⏝ࡋࠊྛ✀ᴗࡢ



 ᖺ  ᭶タ⨨ࡋࡓࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ᗘྥࡅࡓㄪᰝ◊✲

ືྥࡸᡂᯝࢆ⥲ྜⓗࠊ㛗

ືྥࡸᡂᯝࢆ⥲ྜⓗࠊ㛗

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

 ྠࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᡤ㛗ࡢୗࠊศᯒ◊✲ဨཬࡧศᯒㄪᰝဨ ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ⥲ྜ

ᮇⓗᢕᥱ࣭ศᯒࡍࡿ

ᮇⓗᢕᥱ࣭ศᯒࡍࡿ

㸴㸫㸰⯆ࡢㅖᴗ

ࡼࡾᵓᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊศᯒ◊✲ဨ  ྡ㸦Ꮫ➼ࡢᏛ⾡◊ ྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ⓗどⅬ❧ࡗࡓ⏬࣭❧

ࡶࠊㅖᴗࡢᨵၿ࣭ ࡶࠊㅖᴗࡢᨵၿ࣭ ಀࡿሗࢆᶓ᩿ⓗ

✲ᶵ㛵࠾࠸࡚ᩍᤵࡲࡓࡣᩍᤵࡢ⫋࠶ࡿ⪅ࡀවົࠋ ࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⿵ຓホᐃ

࣭Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢά
ືࡣ࠸ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᴗᨵၿ㈨ࡍࡿࠋ 㧗ᗘྥࡅࡓㄪᰝ◊

㧗ᗘྥࡅࡓㄪᰝ◊

ά⏝ࡋࠊྛ✀ᴗࡢືྥ

࠺ࡕ  ྡࡣᡤ㛗㸧ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐ಀࡿㄪᰝศ ࢆ E ࡍࡿࠋ



✲ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊ㛵ಀ

✲ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊ㛵ಀ

ࡸᡂᯝࢆ⥲ྜⓗࠊ㛗ᮇⓗ

ᯒࢆ⥲ᣓࡍࡿࡶࠊ⯆ࡢㅖᴗಀࡿㄪᰝศᯒ ࣭⛉◊㈝ᴗࠊ◊✲⪅㣴ᡂᴗࠊ ࣭ᑂᰝពぢ᭩సᡂೃ⿵⪅㑅⪃

ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆ㐍

ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆ㐍

ᢕᥱ࣭ศᯒࡍࡿほⅬ

㛵ࡋຓゝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊศᯒㄪᰝဨ㸦ᖖ㸧ࡘ࠸ ᅜ㝿ὶᴗ࠸ࡗࡓ⯆ࡢ

ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤ⓎࡣࠊᏛ⾡

ࡵࡿࠋ

ࡵࡿࠋ

ࡽࠊ௳⛬ᗘࡢࢸ࣮࣐

࡚ࡣ  ྡቑဨࡋ  ྡయไࡋࠊศᯒ◊✲ဨࡢᣦᑟࡢୗࠊ ᗈ⠊࡞ㅖᴗࢆᑐ㇟ࠊືྥࡸᡂ

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃

 ศᯒࡸㄪᰝ◊✲ࡢᡂ

ศᯒࡸㄪᰝ◊✲ࡢᡂ

ࢆタᐃࡋࠊศᯒࡸㄪᰝ◊

ᙜヱࢸ࣮࣐ಀࡿㄪᰝศᯒࡢᴗົࢆᢸ࠺ࡶࠊᴗ ᯝࢆ᪂ࡓ࡞ほⅬࡸᡭἲࡼࡾᶓ

ᦠ༠ຊ㛵ಀࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ

ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫ

ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫ

✲ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᡂᯝࡘ

ືྥ࡞ົⓗ࡞ㄪᰝศᯒᴗົࢆฎ⌮ࡋࡓࠋ

᩿ⓗᢕᥱ࣭ศᯒࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾ

ࡶࡢ࡛ࠊᙜヱࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸㅖ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸㅖ

࠸࡚Ⓨಙࡍࡿࡇࢆ㐩



㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝศᯒ

ࡿ㑅⪃ࡢ㝿ኚ᭷⏝࡛࠶ࡿ

࣭㐃⤡㆟ࡢタ⨨

ࡢᡂᯝࡣෆࡢ㛵㐃㒊⨫ᥦ౪

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᴗࡢᢸᙜ㒊⨫ᥦ౪࣭ ᴗࡢᢸᙜ㒊⨫ᥦ౪࣭ ᡂỈ‽ࡍࡿࠋ
ᥦࡍࡿࡶࠊᚲせ

ᥦࡍࡿࡶࠊ࣮࣍

ᛂࡌ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼

࣒࣮࣌ࢪ➼࠾࠸࡚

ࡵࠊᏛ⾡ሗࡢศᯒಀࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡑࡢࡢ᭷㆑⪅ࡢጤ ༠ຊࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ༑ศ୰ᮇィ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

࠾࠸࡚ሗⓎಙࢆ⾜

ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋሗⓎಙ

ဨࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿ㐃⤡㆟ࢆタ⨨ࡋࠊ㆟ࢆ㛤ദࡍࡿ ⏬㏻ࡾࡢᡂᯝࢆୖࡆࡿࡇࡀฟ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼



Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࡢ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿࡓ ࡍࡿࡶࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡶ㐃ᦠ
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࠺ࠋศᯒࡸㄪᰝ◊✲ࡢᡂ

ࡘ࠸࡚ࡣ㸰௳ࡢሗ࿌

ࡶࠊ㐺Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢάືᑐࡍࡿ ᮶ࡓࠋ

࣭≉ࣆࣞࣅ࣮ࣗᆺࡢ➇த

ᯝࡢⓎಙࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰

᭩ࡢࠊ㐺ᡂᯝࡢබ

ຓゝࢆᚓࡓࠋ

ⓗ㍍㈝࡛࠶ࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ࡢඃ

ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰  ௳⛬

⾲ࢆ⾜࠺ࠋ



-636&6,$5(3257 ࢆ  ௳ห⾜ࡋࠊ ᛶࡣࠊᐃᛶⓗࡣ⌮ゎ࡛ࡁ

ᗘࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ᐇ



࣭ㄪᰝศᯒࡢࡓࡵࡢሗᇶ┙ࡢᵓ⠏

୰ᮇィ⏬㏻ࡾࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࠋ

ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᐈほⓗぢࡿ

ࡍࡿࠋ



 ⛉◊㈝ࡢᛂເࠊᑂᰝࠊ᥇ᢥㄢ㢟ࠊ◊✲ᡂᯝ㛵ࡍࡿㅖ ࣭㐃⤡㆟ࡣࠊ⯆ࡢᏛ⾡

ࡓࡵࡣࠊᏛ⾡ሗศᯒࢭࣥ

ࢹ࣮ࢱࠊ᪂ࡓ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍ㞟ࡍࡿࡶࠊࢹ࣮ ሗࡢศᯒಀࡿᶵ㛵ࡢ㛫࡛

ࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊලయⓗ࢚ࣅࢹ

ࢱࡢ⢭ᗘࡢྥୖࠊ≉ู◊✲ဨ⤒㦂⪅➼◊✲⪅␒ྕࡀྠᐃ ┦ሗࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆඹ᭷ࡍ

ࣥࢫࢆᇶ♧ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

 ࡞࠾ࠊሗⓎಙࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸◊✲⪅ࡢ⣣ࡅࠊ(OVHYLHU ♫ࡀᥦ౪ࡍࡿ ࡿࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡋ࡚
ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 6FRSXV ࡢⴭ⪅ ,' ࡢ⣣ࡅࢆᐇࡍ ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡑࡢព࡛ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㝕
ᐜࡣึᮇࡋ࡚ࡣ⮴ࡋ᪉࡞࠸

࣭⛉◊㈝ࡢᑂᰝពぢ᭩సᡂೃ⿵

ࡀࠊࡼࡾከࡃࡢ㝕ᐜࡢᇶά

 ࡲࡓࠊ6FRSXV ࢝ࢫࢱ࣒ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࠊ᭩ㄅィ㔞Ꮫⓗ ⪅㑅⪃ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤ⓎࡣࠊᏛ

㌍ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊᏛ⾡

⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃

ࡿࡇࡼࡾࠊศᯒࡢᇶ┙ࢆྥୖࡉࡏࡓࠋ
ศᯒࢆᐇฟ᮶ࡿయไࢆᩚഛࡋࡓࠋ

ࡉࡽ⯆ᴗయࡿࠕᇶ♏ࢹ࣮ࢱ㞟ࠖࢆస ࡢᴗົࡢᨭࡁࡃᙺ❧ࡗࡓࠋ ᦠࡶᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
ᡂࡋࠊ⯆ࡢㅖᴗࡘ࠸࡚ᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭ ࣭ㄪᰝศᯒࡢࡓࡵࡢሗᇶ┙ࡣࠊ 
✚ࢆ⾜࠺ࡶࠊ⯆ෆ࡛ሗࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ

๓ᖺᗘẚࡁࡃᨵၿࡉࢀࡓࠋ 





࣭ᑂᰝពぢ᭩సᡂೃ⿵⪅㑅⪃ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ➼

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

☜⋡ⓗ₯ᅾពゎᯒ㸦/'$㸧ࡢྲྀ⤌ࡢᡂᯝᇶ࡙ࡁࠊ๓ᖺ

࣭⯆ㅖᴗࡢᨵၿ࣭㧗ᗘ

ᗘᐇࡋࡓᑂᰝពぢ᭩సᡂೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ࢆᨭࡍࡿ ྥࡅࡓ᳨ウ㈨ࡍࡿศᯒ⤖ᯝࢆ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵⰋࢆ㐍ࡵࡓࠋලయⓗࡣࠊ⛉◊㈝ࡢ≉ู᥎ ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲ 6 ࡢᛂເ᭩㢮ࡢ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡢグ㍕

࣭⛉◊㈝ࡢ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊

ෆᐜࢆศᯒࡋࠊࡑࡢᑂᰝࡢ㝿ཧ⪃ࡉࢀࡿᑂᰝពぢ᭩ ✲ 6 ࡢ◊✲✀┠ࢆᑐ㇟㛤Ⓨࡋ
ࢆసᡂࡍࡿೃ⿵⪅ࡢࣜࢫࢺࢆฟຊࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ ࡓᑂᰝពぢ᭩సᡂೃ⿵⪅㑅⪃ᨭ
ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡀ⾜࠺㑅⪃ࡢཧ⪃ᥦ౪ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡢ◊✲✀
ࡢ⢭ᗘ౽ᛶࢆྥୖࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ ┠ࢆᑐ㇟ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝጤဨ
┙◊✲ 6 ௨እࡢ⛉◊㈝ࡢ✀┠ࢆᑐ㇟ࡋࡓᑂᰝጤဨࡢ

㑅⪃ᨭࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ

㑅⪃ࢆᨭࡍࡿ᪂ࡓ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ╔ᡭࡋࡓࠋ

ࡿࠋ





࣭⯆ࡢㅖᴗ㛵ࡍࡿㄪᰝศᯒ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

̺⛉◊㈝ᴗ㛵㐃ࡋࡓㄪᰝศᯒ

౯㸧

㸺◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ㸼

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸴㸫㸰ࡘ࠸

๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊ⛉◊㈝ࡢ⏦ㄳ➼ࡢࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃ ࡚ࡣࠊ-636&6,$ 5(3257 ࢆ  ௳
◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓ◊✲ ห⾜ࡋࠊᖺᗘィ⏬ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ
⪅ࡢ༠ຊ㛵ಀ➼ࡢどぬࡢ⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࡓࠋ

ࡓࠋ

㸺ᡂᯝㄽᩥࡢศᯒࡢࡓࡵࡢㅖྲྀ⤌㸼



 ⛉◊㈝ᴗ➼ࡢᨭࡢᡂᯝࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ6FRSXV ࢹ
࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊ  ㄽᩥ
ࡉࢀࡿᅛ᭷ࡢ㆑ูᏊ '2, ࢆ⏝࠸ࡓ⿕ᘬ⏝ᗘࠊඹⴭ➼ࡢศ
ᯒࠊ  ㄽᩥグࡉࢀࡓㅰ㎡ሗࢆ⏝ࡋࡓ㈨㔠㓄ศ⪅
ࡢྠᐃࠊ  ⿕ᘬ⏝ᗘࡸඹⴭ௨እࡢᣦᶆࡼࡿ⛉◊㈝ᡂ
ᯝㄽᩥࡢศᯒᡭἲࡢ᳨ウࠊࡢㅖྲྀ⤌ࢆᐇࡋࡓࠋ
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̺◊✲⪅㣴ᡂᴗ㛵㐃ࡋࡓㄪᰝศᯒ
㸺≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡢάື≧ἣ㛵ࡍࡿศᯒ㸼
 㐣ཤ≉ู◊✲ဨ 3'ࠊ63' ᥇⏝ࡉࢀࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢᚋࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࠊ⛉◊㈝ࡢ⋓ᚓࠊㄽᩥࡼࡿ◊✲
ᴗ⦼ࡘ࠸࡚ศᯒࢆᐇࡋࡓࠋࡇࡢᡂᯝࡣሗ࿌᭩ྲྀࡾ
ࡲࡵࠊ⯆ෆࡢ㛵ಀ㒊⨫ᥦ౪ࡋࡓࠋ

̺ᅜ㝿ὶᴗ㛵㐃ࡋࡓㄪᰝศᯒ
㸺⯆ㅖᴗࡼࡿᅜ㝿ⓗ࡞άືࡢศᯒ㸼
 ⯆ࡀ⾜࠺ᅜ㝿ὶᴗຍ࠼ࠊ⛉◊㈝ᴗࡸேᮦ
⫱ᡂᴗ➼ࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞άື
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲࡵࠊࢹ࣮ࢱࢆ⯆ෆࡢ㛵ಀ㒊⨫ᥦ౪
ࡍࡿࡶࠊ-636&6,$5(3257 ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ
㸺እᅜே≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅㛵ࡍࡿศᯒ㸼
 㹼 ᖺᗘ᥇⏝ࡉࢀࡓእᅜே◊✲ဨࢆᑐ㇟ࠊ
6FRSXV ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊ᭱㏆ࡲ࡛ࡢⓎ⾲ᩥ⊩ࡢ⿕ᘬ⏝ᗘࡸ
ඹⴭ㛵ࡍࡿศᯒࢆ⾜࠺ࡶࠊඹⴭศᯒࡢ⤖ᯝࢆࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡᅗࢆసᡂࡍࡿࡇࡼࡾどぬࡋࡓࠋࡇࡢᡂ
ᯝࡣሗ࿌᭩ྲྀࡾࡲࡵ⯆ෆࡢ㛵ಀ㒊⨫ᥦ౪ࡋ
ࡓࠋ
㸺ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗᐇࡢᨭ㸼
 ⯆ࡀⱥᅜࠊࢻࢶࠊࢫࢫࡢ㛫࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ࠾࠸࡚┦ᡭᅜࡢ༠㆟ࡢཧ⪃ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ㈨ᩱࡋ࡚ࠊࠕᩥ⊩ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᪥ᮏⱥ⊂
⍞ࡢ㛫ࡢ◊✲༠ຊ≧ἣࠖሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࠊ⯆ෆࡢ
㛵ಀ㒊⨫ᥦ౪ࡋࡓࠋ

࣭ᾏእࡢᏛ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ
㸺Ꮫ㝿◊✲ࡢ᥎㐍᪉⟇㛵ࡍࡿㄪᰝ㸼
ࠕ≉ࠊ
 ᖹᡂ  ᖺᗘᴗົᐇ⦼ಀࡿእ㒊ホ౯࠾࠸࡚ࠊ
Ꮫ㝿ⓗ◊✲ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࡣࡼࡃㄪᰝࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠖࡢ
ホ౯ពぢᑐᛂࡋࠊᾏእࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ
࣮ࡢᏛ㝿ⓗ◊✲ࡢ᥎㐍᪉⟇㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋㄪ
ᰝࡢᡂᯝᇶ࡙ࡁሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋ⯆ෆ࡛ඹ᭷ࡍࡿ
ࡶࠊᡂᯝࡢ୍㒊ࢆ -636&6,$ 5(3257 ྲྀࡾࡲ
ࡵබ⾲ࡋࡓࠋ

࣭ㄪᰝศᯒࡢᡂᯝࡢ⯆ෆࡢ㛵㐃㒊⨫ࡢᥦ౪
 ୖグࡢㄪᰝศᯒࡢᡂᯝᇶ࡙ࡁࠊᚋࠊ⯆ㅖᴗ
ࡢᨵၿ࣭㧗ᗘྥࡅࡓ᳨ウ㈨ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚
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௨ୗࡢሗ࿌᭩➼ࢆసᡂࡋࠊ㛵㐃㒊⨫ᥦ౪ࡋࡓࠋ
㏻␒
ྡ⛠

ᇶ♏ࢹ࣮ࢱ㞟

≉ู◊✲ဨ⤒㦂⪅ࡢ◊✲άືࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿศ
ᯒ

ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝࠸ࡓእᅜே≉ู◊✲ဨ⤒
㦂⪅ࡢ◊✲άືࡢศᯒ

ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᪥ᮏⱥ⊂⍞ࡢ㛫ࡢ◊✲
༠ຊ≧ἣ

ᾏእࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ࡢᏛ㝿ⓗ
◊✲ࡢ᥎㐍᪉⟇㛵ࡍࡿㄪᰝ


࣭ㄪᰝศᯒࡢᡂᯝࡢሗⓎಙ
 ㄪᰝศᯒࡢᡂᯝࢆࠊ-636&6,$5(3257㸦&6,$ ࡣࠊᏛ⾡
ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢⱥᩥྡ⛠ࠕ&HQWHU IRU 6FLHQFH
,QIRUPDWLRQ$QDO\VLVࠖࡢ␎㸧ࡋ࡚  ௳ห⾜ࡋࡓࠋ
ྕ



බ⾲ᮇ
ྡ⛠
௧  ᖺ  ᭶ ᪥ᮏᏛ⾡⯆ㅖᴗࡼࡿ
ᅜ㝿ⓗ࡞άືࡢᒎ㛤
௧  ᖺ  ᭶ せᅜࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮
ࢪ࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᏛ㝿ⓗ◊
✲ࡢ᥎㐍᪉⟇


࣭◊✲ホ౯㛵ࡍࡿ * ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢཧຍ
௧ඖᖺ  ᭶࡛࣋ࣝࣜࣥ㛤ദࡉࢀࡓࠕ◊✲ホ౯㛵ࡍ
ࡿ * ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉྜࠖཧຍࡋࠊᏛ⾡ሗศᯒ
ࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀ⤌ࢆⓎ⾲ࡍࡿࡶࠊྛᅜࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ
ㄪᰝศᯒάື≧ἣࡘ࠸࡚ሗࢆධᡭࡋࡓࠋ



㸦㸱㸧Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ

ㄪᰝ◊✲ࡢ᥎㐍

ㄪᰝ◊✲

ㄪᰝ◊✲

ࡢ᥎㐍

◊✲ࡢ᥎㐍

㸴㸫㸱Ꮫ⾡ືྥㄪᰝࡢ

࠙Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠚ

⯆ࡢㅖᴗࢆ㛗

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ᐇ௳ᩘ㸦㹀Ỉ‽㸸୰ᮇ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀྲྀࡾࡲࡵࡓᾏእࡢᏛ⾡ືྥ ⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ᮇⓗほⅬ❧ࡗ࡚ຠᯝ

ࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᏛၥ㡿

ࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᅜෆእ

┠ᶆᮇ㛫୰  ௳⛬

➼ࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡶሗᥦ౪ࡋࠊ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ⓗᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊᅜෆ

ᇦࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ

࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆⟇

ᗘ㸧

ᅜෆእࡢᏛ⾡ືྥࡸ◊✲⪅ືྥ➼ࡢㄪᰝ㺃◊✲ά⏝ࡋ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

እ࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆

࡙ࡁࠊᅜෆእ࠾ࡅࡿᏛ

ࡢ⌧≧ࡸᏛ⾡◊✲ࡢື



ࡓࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

⟇ࡢ⌧≧ࡸᏛ⾡◊✲ࡢ

⾡⯆⟇ࡢ⌧≧ࡸᏛ

ྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊✲

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

K W W S V    Z Z Z  R Y H U V H D V  Q H Z V  M V S V  J R  M S 

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ືྥ➼ࡢㄪᰝ◊✲ࢆ⾜

⾡◊✲ࡢືྥ➼ࠊ⯆

ࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀ

㸴㸫㸱Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆᅗ



ྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

࠺ࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ

ࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲ

ࡾࡲࡵࠊ⯆ᴗࡢ

ࡿࡓࡵࡢㅖᴗࢆ㛗ᮇ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࢆ◊✲ᢸᙜ⪅ࡋ࡚ ࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⿵ຓホᐃ

᪂ࡓ࡞ᴗࡢ⏬࣭❧

せ࡞ㄪᰝ࣭◊✲ࢆᐇࡍ

⏬࣭❧➼ά⏝ࡍ

ⓗほⅬ❧ࡗ࡚ຠᯝⓗ

⯆◊✲ဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵
㸦௧ඖᖺᗘࡣ  ◊

➼ά⏝ࡍࡿࠋ

ࡿࠋ

ࡿࠋ

ᒎ㛤ࡍࡿほⅬࡽࠊᅜ

✲ᶵ㛵㸦 ㄢ㢟㸧
㸧ࡀጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊྛศ㔝➼࠾ ࣭ᅜෆእ࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆⟇

ࢆ E ࡍࡿࠋ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ࡀ◊✲⪅ࡢどⅬ❧ࡗ࡚άື
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ᅜෆእ࠾ࡅࡿᏛ⾡

ᅜෆእ࠾ࡅࡿᏛ⾡

ෆእ࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆

ࡅࡿᏛ⾡ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ

ࡿࠋ

⯆⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ

⯆⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ

⟇ࡢ⌧≧ࡸᏛ⾡◊✲

࣭Ꮫ⾡ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣࠊᦂ⡛ᮇ࠶ࡿᏛ⾡ศ

࣮᪥ᖖⓗ㐃ᦠࡋ࡚ሗ㞟



⾡⯆㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ

⾡⯆㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ

ࡢືྥ➼ࡢㄪᰝ◊✲

㔝ࡲࡓࡣᶓ᩿ⓗᏛၥศ㔝➼ࡢὴ⏕ࡋࡓศ㔝➼ࡢ᭱᪂ື

ࢆ⾜࠺➼ࠊຠ⋡ⓗᴗົࢆᐇࡋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᨻ⟇ࠊ◊✲ຓᡂࢩࢫࢸ

ᨻ⟇ࠊ◊✲ຓᡂࢩࢫࢸ

ࡘ࠸࡚ࠊ๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

ྥࠊࡉࡽࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⾡ศ㔝ࡢືྥ㸦ࡑࡢศ㔝ࡀᢪ ࡚࠸ࡿࠋ

࣒ࠊ◊✲⪅㣴ᡂᑐࡍࡿ

࣒ࠊ◊✲⪅㣴ᡂᑐࡍࡿ

࠾ࡅࡿᐇ⦼㸦௳㸧 ࠼ࡿㄢ㢟㸧ࡶྵࡴᏛၥ⯡ಀࡿᏛ⾡ࡢືྥㄪᰝ࡛࠶

࣭Ꮫ⾡◊✲ࡢືྥࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡

࣭✀ࠎࡢㄪᰝศᯒࡣᏛ⾡ࡢⓎ

⪃࠼᪉ࠊᅜ㝿ὶࡢᡓ␎

⪃࠼᪉ࠊᅜ㝿ὶࡢᡓ␎

ྠ⛬ᗘᐇࡍࡿࡇ

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨ

ᒎࡢࡓࡵኚ᭷ព⩏࡞ࡶࡢ

ࡾࠊୗグࡢࡼ࠺࡞⯆ࡢᑂᰝ㺃ホ౯ᴗົࡢྥୖࡸࠊᴗ
107

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

121

122

ࡼࡿ㛵㐃◊✲⪅ࡢពぢ

ࡔᛮ࠺ࠋㄪᰝศᯒࡢ㝿ࡣࠊ

➼ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ

➼ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸᩥ⊩ࠊ⌧

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸᩥ⊩ࠊ⌧

㸼⛉◊㈝࠾ࡅࡿᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᴗົᨵၿ㸸Ꮫ⾡ືྥࢆ ➼ࡼࡾࠊᑓ㛛㡿ᇦࡲࡽ࡞

ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ཬࡧሗ

ᆅㄪᰝࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

ᆅㄪᰝࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃᪉ἲࡸබເせ㡿ࠊᑂᰝ

࠸ࠊ⯡ⓗ࡞Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆぢᤣ࠼

ࢭ࢟ࣗࣜࢸ༑ศὀពࡋ࡞

ࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ㞟

ࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ㞟

ࡢᡭᘬࡁ➼ࡢぢ┤ࡋࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡓᏛ⾡ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲

ࡀࡽᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋ࡚࠸ࡓࡔ

ሗ࡞ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ㐺

ሗ࡞ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ㐺

ࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍࡿࠋ

⯡ᑐࡍࡿᥦ࣭ຓゝ➼ά⏝ࡋࡓࠋ

㸼≉ู◊✲ဨᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᴗົ㸸Ꮫ⾡ື ࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᡂᯝ
ྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃᪉ἲࡸศ㔝ẖࡢ᭩ ࡣࠊᑂᰝဨ㑅⪃᪉ἲࡸᑂᰝ≧ἣࡢ

ᐅᐇࡋࠊሗࡢ㞟ࠊ ᐅᐇࡋࠊሗࡢ㞟ࠊ
ศᯒࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࠋ

㠃ᑂᰝࢭࢵࢺࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡶࠊᑂᰝࡢᡭ ᳨ドࢆࡣࡌࡵࡍࡿᑂᰝࢩࢫࢸ

ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ

࣒ࠊホᐃᇶ‽࣭ホ౯᪉ἲ࡞ࡢ

Ꮫ⾡◊✲ࡢືྥࡘ

Ꮫ⾡◊✲ࡢືྥࡘ

࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢືྥࢆ

࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢືྥࢆ

ྵࡵࠊྛ✀ሗ࿌᭩ࠊᏛ⾡

ྵࡵࠊྛ✀ሗ࿌᭩ࠊᏛ⾡

ࢪ࣮ࣕࢼࣝࠊᅜෆእࡢࢩ

ࢪ࣮ࣕࢼࣝࠊᅜෆእࡢࢩ

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢฟᖍࠊ㛵

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢฟᖍࠊ㛵

㐃◊✲⪅ࡢពぢ

㐃◊✲⪅ࡢពぢ

➼ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ㐺ᐅᐇ

➼ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ㐺ᐅᐇ

ಀࡢ࠶ࡿㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ༠ຊᴗ➼ࡢ

᭷ᶒࡸಶேሗࡢၥ㢟㓄៖ࡋ

ࡋࠊሗࡢ㞟ࠊศᯒ

ࡋࠊሗࡢ㞟ࠊศᯒ

ᘬࠊເ㞟せ㡯ࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸼⛉◊㈝࣭≉ู◊✲ဨᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝጤဨ➼ࡢೃ⿵ ᵝࠎ࡞㠃࡛ࡢᴗົࡢᨵၿ➼ά
⪅ࡢసᡂཬࡧᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ド

⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅ࡢどⅬ❧

㸼᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ࡢᰝㄞཬࡧ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ ࡗࡓไᗘ㐠Ⴀࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚✚
㈹ࡢணഛ㑅⪃

ᴟⓗάືࡋ࡚࠾ࡾ㧗ࡃホ౯࡛

 㸼Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶᴗಀࡿಶูࡢຓゝ➼㸸⯆㛵 ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᡂᯝࡣࠊ▱ⓗᡤ
ᐇᙜࡓࡗ࡚ࠊᏛ⾡ືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ௨ୗࡢᑐ

࡞ࡀࡽࠊ✚ᴟⓗබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࠋ≉ࠊ ࢆ⾜࠺ࠋ≉ࠊᏛ⾡ࢩࢫ

ᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭⛉◊㈝≉タศ㔝ཬࡧ≉タᑂᰝ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊

㸯㸧ࣇࣜࢵࣉ࣭ࣇࣛࣥࢶ࣭ࢪ࣮࣎ࣝࢺ㈹㸦ࢻࢶ㸧 㡿ᇦ◊✲௦⾲⪅ὶࡢᐇࡣࠊ

ࢱ࣮ࡢ◊✲ဨဨᑓ

✲ဨࡀᑓ㛛ศ㔝ಀࡿ

ࡢೃ⿵⪅࡞ࡿ◊✲⪅ࡘ࠸࡚ࡢຓゝ

ㄢ㢟ࡢᯟ⤌ࡳࢆࡘࡃࡿࡔࡅ࡛࡞

㛛ศ㔝ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⾡

Ꮫ⾡ືྥ◊✲ࢆᖺ㛫

㸰㸧ᅜ㝿ᴗጤဨጤဨೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚ࡢຓゝ

ࡃࠊ◊✲௦⾲⪅㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ືྥ◊✲ࢆ౫㢗ࡋࠊẖᖺ

 ௳⛬ᗘᐇࡋࠊࡑࡢ

㸱㸧ᖺ  ᅇ㛤ദࡉࢀࡿᅜ㝿ᴗጤဨࡢ  ᅇࡢ㝙

ᵓ⠏ࢆಁࡍࡇ࡛ࠊᡃࡀᅜࡀᚋ

ᗘሗ࿌ࢆཷࡅࡿࡶ

ᡂᯝࢆࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂᰝ

ᖍࡼࡿࠊ⯆ࡢᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗࡢᑂᰝࠊホ౯

ᅜ㝿ⓗඛᑟࡋ࡚࠸ࡃࡁ◊✲

ࡢ㐺ษᛶࡢ☜ㄆ

ࢆⓎ᥀ࡋࠊ⫱࡚࡚࠸ࡃ࠸࠺᪂ࡓ

ࠊ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࠊ ጤဨࡢ㑅⪃ࡸホ౯ࢩࢫ
ᴗࡢ⏬࣭❧ά

ࢸ࣒ࡢᩚഛ➼ᫎࡉ

࣭Ꮫ⾡ືྥㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇィ⏬ࡸண⟬ࡢᑂ㆟ཬࡧ ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡿⅬ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡍࠋ

ࡏࠊ⯆ࡀ⾜࠺ᑂᰝ࣭

๓ᖺᗘࡢሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆࢆእ㒊᭷㆑⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㐠Ⴀ

࣭◊✲Ⓨ⾲ࡣࠊ◊✲ဨ࠺ࡋࡀ

ホ౯ᴗົ➼ࡢྥୖᙺ

ጤဨ࡛ࡶ⾜࠺➼ࠊ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࡢ◊✲㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ

❧࡚ࡿࠋ



ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ≉␗ศ㔝ࡢ◊✲⪅

ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ࣭◊✲
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫ࡢᐇ⦼ྠ⛬ᗘࡢ௳

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᡂᯝ



ࡀ㞟ࡲࡿሙ㸦㸸௵◊✲ဨ㆟㸧

ᩘࢆᐇࡍࡿ㸦๓୰ᮇ┠

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚



࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡣࠊ␗ศ㔝⼥ྜࠊቃ

ᶆᮇ㛫ᐇ⦼㸸 ௳㸧
ࠋࡲ

ሗ࿌᭩➼ྲྀࡾࡲࡵࠊ

࣭⛉◊㈝≉タศ㔝◊✲ཬࡧ≉タᑂᰝ㡿ᇦ௦⾲⪅ὶࡢ ⏺㡿ᇦࡸᦂ⡛ᮇࡢ◊✲㈉⊩ࡍ

ࡓࠊࡑࡢᡂᯝࡘ࠸࡚

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࠾࠸

ᐇ

ࡿࡶࡢࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡣࠊᚲせᛂࡌሗ࿌᭩➼

࡚බ⾲ࡍࡿࠋ

≉タศ㔝◊✲ཪࡣ≉タᑂᰝ㡿ᇦ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲௦⾲



ྲྀࡾࡲࡵ࣮࣒࣍࣌

⪅ࡀࠊ࠸ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ▱ࡿࡇ࡛ࠊ᪤Ꮡࡢศ㔝ࢆ㉸࠼ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࣮ࢪ➼࠾࠸࡚බ⾲ࡍ

ࡓ᪂ࡓ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫ⾡ࡢⱆࡀ⏕ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁᏛ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪ

ࡿࠋ

ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒ ᰝ◊✲ࢆᐇࡋࠊ⯆ᴗࡢ
◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᖹᡂ ࣭ ᖺᗘタᐃࡉࢀࡓ௨ୗࡢ ⏬࣭❧ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 
㸱ศ㔝࣭㸰㡿ᇦ࠾࠸࡚ࠊ◊✲௦⾲⪅ὶࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ࠕ࢜ࣛࣜࢸ♫ࠖ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

㸦㛤ദ᪥㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧

౯㸧

ࠕḟୡ௦ࡢ㎰㈨※⏝ࠖ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸴㸫㸱ࡘ࠸

㸦㛤ദ᪥㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥ ྡ㸧

࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽

ࠕሗ♫࠾ࡅࡿࢺࣛࢫࢺࠖ

㸦୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰  ௳㸧࡛ᐇ

108

ࡁࡓ࠸ࠋ


㸦㛤ദ᪥㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ㧗ᗘ⛉Ꮫᢏ⾡♫ࡢ᪂ᒁ㠃ࠖ



㸦㛤ദ᪥㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧
ࠕ㉸㧗㱋♫◊✲ࠖ
㸦㛤ദ᪥㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧

࣭◊✲Ⓨ⾲➼ࡢᐇ
௵◊✲ဨ㆟࣭ᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡◊✲ࡢ
⌧ሙࡢどⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົᨵၿᙺ❧࡚ࡿほⅬࡽࠊᏛ
⾡ືྥㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊྛ◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿṔ
ྐⓗⓎᒎࡸ᭱᪂◊✲ືྥࠊᇶ♏◊✲ࡢ⌧≧ࡸேᮦ⫱ᡂࡢ
≧ἣ➼ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࢆᐇࡋࠊሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ


࣭◊✲ᡂᯝࡢබ㛤
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡃㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡋ࡚ᥦ
ฟࡉࢀࡓࠗㄪᰝ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࢆྲྀࡾࡲࡵࠊ࢙࢘ࣈ
ࢧࢺ࡛බ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᮍⓎ⾲ࡢ◊✲ሗࡸಶே
ሗࡀྵࡲࢀࡿሙྜࡣࠊබ㛤ࡢྍྰࡘ࠸࡚ಶ᳨ู
ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUFKRXVDBKRXNRNXKWPO 


㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ



109

123

124


㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸵

㸵ᶓ᩿ⓗ㡯
㸦㸯㸧㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡢ᥎㐍
㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ
㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍
㸦㸲㸧◊✲බṇࡢ᥎㐍
㸦㸳㸧ᴗົࡢⅬ᳨࣭ホ౯ࡢ᥎㐍

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿᨻ 
⟇࣭⟇

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ➨  ྕࠊ➨  ྕ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 
㞴᫆ᗘ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭⾜ᨻᴗ
ࣞࣅ࣮ࣗ



ཧ⪃㹓㹐㹊

⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ➨  ᮲

⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 㸸KWWSVZZZMVSVJRMSLQGH[KWPOࠊⱥ㸸KWWSVZZZMVSVJRMSHQJOLVKLQGH[KWPO 
࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ㸦ࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮㸧 KWWSVZZZMVSVJRMSMPDLOPDJD]LQHEDFNQXPEHUKWPO 
ࡦࡽࡵࡁ ࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼKWWSVZZZMVSVJRMSKLUDPHNLLQGH[KWPO 
༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXLQGH[KWPO 
Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[KWPO 
ṇ⏝࣭ṇ⾜Ⅽཷ❆ཱྀ KWWSVZZZMVSVJRMSMNRXVHLPDGRJXFKLKWPO
◊✲බṇ᥎㐍ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMNRXVHLLQGH[KWPO



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

๓୰ᮇ┠ᶆ
㐩ᡂ┠ᶆ
ᮇ㛫ᐇ⦼➼

㸱㸮ᖺᗘ

㸯ᖺᗘ

㸰ᖺᗘ

㸱ᖺᗘ

㸲ᖺᗘ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧


㸱㸮ᖺᗘ
㸯ᖺᗘ
㸰ᖺᗘ
㸱ᖺᗘ

   ண⟬㢠㸦༓㸧











Ỵ⟬㢠㸦༓㸧











⤒ᖖ㈝⏝㸦༓㸧











   ⤒ᖖ┈㸦༓㸧































⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
ࡢࢡࢭࢫ≧ἣ㸦ࢡ
ࢭࢫᩘ➼ࢆཧ⪃ุ

㸫

 ௳

 ௳


௳





㸲ᖺᗘ

⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫᐇࢥࢫ

᩿㸧

ࢺ㸦༓㸧
ᚑேဨᩘ㸦ே㸧


Ꮫ⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲⪅
➼ࡼࡿሗࡢሙ
ࡋ࡚᪂ࡓタ⨨ࡋࡓ
ጤဨ࣭◊✲ᩘ㸦㹀Ỉ

㸶௳⛬ᗘ

 ௳

㸲௳

㸯௳





‽㸸୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰
㸶௳⛬ᗘ㸧

110

 





◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ㧗ᗘ



ಀࡿᨭ≧ἣ㸦㹀Ỉ



‽㸸◊✲ศ㔝ᶓ᩿ⓗཪ
ࡣ◊✲ศ㔝ࡢ≉ᛶᛂ

ẖᖺᗘ㸰ᅇ

ࡌࡓࢭ࣑ࢼ࣮ⱝࡋࡃࡣ

⛬ᗘ

㸴ᅇ

㸰ᅇ

㸰ᅇ








㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋࡓࢩ



࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆẖᖺᗘ㸰





ᅇ⛬ᗘ㛤ദ㸧
ὀ㸯㸧ண⟬㢠ࠊỴ⟬㢠ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻⤒㈝㒊ศࢆ㝖ࡁྛᴗົ㓄㈿ࡋࡓᚋࡢ㔠
㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸵ᶓ᩿ⓗ㡯ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ
㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ




111

125

126

㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯



୰ᮇ┠ᶆ
⯆ࡢᴗࡀࠊ◊✲

୰ᮇィ⏬


ᖺᗘィ⏬


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ


ᴗົᐇ⦼
㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

%

ホᐃ

%

⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ♫ࡽ



㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡶࡼࡾ㧗࠸ᨭᣢࠊಙ㢗ࢆ



௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬

ᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᶓ᩿ⓗ࡞



ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ

ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ



⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ



ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

ゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃࢆ % 

ࢆ % ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

࣭ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊබເᴗ➼



࠾ࡅࡿ㟁Ꮚࢆ╔ᐇᐇ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

 㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
ࡋࠊ౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

㸫

㛵㐃ࡍࡿᑐᛂ➼ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



ࡼࡿ㎿㏿࡞ሗᥦ౪ࡸࠊ࣮࣍

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࣒࣮࣌ࢪཬྛ✀ᴗࣃࣥࣇࣞࢵ

㸫

ࢺ࡛ࢃࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙ➼ࠊ



ᗈሗάືࢆ╔ᐇ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࡦࡽࡵࡁ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ
ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົຠ⋡ࢆᅗ
ࡾ࡞ࡀࡽ╔ᐇᴗࡀࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡢබ⾲➼ࠊᚓࡽࢀ
ࡓᡂᯝ➼ࡢ♫ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᥦ
౪ࡸ༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗࢆ╔
ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍
ࡘ࠸࡚ࠊᴗࡢၥ㢟ⅬࢆὙ࠸
ฟࡋࠊぢ┤ࡋࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ
࡞ᴗ᪉㔪ࡢసᡂࡸබເࢆᐇ
ࡋࡓࠊ
⏘Ꮫ :HE ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟ
ධࡋᴗົࡢຠ⋡ࡍࡿ࡞ࠊ✚
ᴟⓗᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡋࡓⅬࡣ㧗ࡃ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭◊✲බṇࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊
✲ṇ㜵Ṇࡢྲྀ⤌ࡸࠊ◊✲⌮
ᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ᥦ౪ࠊ◊✲⌮
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇ
112

ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ౯ࢆᐇ
ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ᴗົࡢᨵ
ၿࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ 3'&$ ࢧ
ࢡࣝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࣭ሗⓎಙࡘ࠸࡚ࠊ࢙࢘ࣈࢡ
ࢭࢩࣅࣜࢸᑐᛂࢆྵࡴ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪࡢࣜࢽ࣮ࣗࣝྥࡅࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ



㸦㸯㸧㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡢ᥎㐍 㸦㸯㸧㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡢ᥎㐍 㸦㸯㸧㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡢ᥎㐍 ࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸯㸧㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡢ᥎㐍

㸦㸯㸧㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡢ᥎㐍

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

◊✲⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫ

㸵㸫㸯㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡢ᥎

࠙බເᴗ࠾ࡅࡿ㟁Ꮚࡢ᥎㐍ࠚ

ᴗົຠ⋡ࡢほⅬࡽࠊ ◊✲⪅ࠊᑂᰝጤဨཬࡧ

ྥୖ➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊເ㞟

㐍≧ἣ㸦ᛂເᡭ⥆ࡸᑂᰝ

࣭ເ㞟せ㡯࣭ᛂເᵝᘧ➼ࡢ᭩㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡚ࡢබເ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ㈇ᢸࢆ

せ㡯࣭ᛂເᵝᘧ➼ࡢ᭩㢮

ᴗົ➼ࡢ㟁Ꮚᐇ⦼➼

ᴗ࠾࠸࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽධᡭྍ⬟࡞≧ែࡋࡓࠋ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡍࡿࠋ ㍍ῶࡋࠊᴗົࢆຠ⋡ⓗ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚࡚ࡢබ

ࢆཧ⪃ุ᩿㸧



ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ᐇࡍࡿࡓࡵࠊሗࢩࢫ

ເᴗ࠾࠸࡚࣮࣒࣍



࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧ඖᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࠋࡑࡢ

࣮࣌ࢪࡽධᡭྍ⬟࡞



ྛᴗࡢᛂເ㸦⏦ㄳ㸧ཷࠊᑂᰝᴗົࠊᴗົࢆᐇ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

㝿ࠊᛂເࡸᑂᰝಀࡿᶵ

≧ែࡍࡿࠋ

◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡸ
㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ᚲせ࡞


බເᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲⪅ࡸົᢸᙜ⪅ࡢពぢ➼ᇶ࡙ࡁࠊ ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ



ᐦᛶࡢ㧗࠸ሗࢆಖㆤ

◊✲⪅ࡽࡢ⏦ㄳ᭩

㸵㸫㸯◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ㍍

౽ᛶࡢྥୖ➼ࢆᅗࡿࡶࠊ㐺ᐅ㟁Ꮚࡢᣑࠊไᗘ ࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡍࡿࡓࡵࠊሗࢭ࢟ࣗࣜ

㢮ࢆ㟁Ꮚⓗཷࡅࡅ

ῶࡸᴗົຠ⋡ࢆᅗࡿ

ᨵၿ➼క࠺ᨵಟࢆᐇࡋࡓࠋ

࣭ເ㞟せ㡯࣭ᛂເᵝᘧ➼ࡢ᭩㢮ࢆ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࢸࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ࡿࠕ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࠖ ࡓࡵࡢሗࢩࢫࢸ࣒ࡀ



࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽධᡭྍ⬟࡞≧

࣭࡛࡛࢜ࣥࣛࣥࡁࡿࡇࡣ

බເᴗࡢᛂເᡭ⥆

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ᱁㐠⏝ࢆ

ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊᛂເ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ H

ែࡋࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼ

࡛࢜ࣥࣛࣥࠊ࠸࠺ືࡁࡀ

ࡁཬࡧᑂᰝᴗົࡘ࠸

㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿබເᴗ

ᡭ⥆ࡸᑂᰝᴗົ➼ࡢ㟁

5DG ࡢ᪉ྥ㐃ᦠࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊH5DG ࡢ㐃ᦠά⏝ࢆ

ࡿྛᴗࡢᛂເ㸦⏦ㄳ㸧ཷࠊᑂ

ຍ㏿ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡣ

࡚ࡣࠊ
ࠕ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ

ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ

Ꮚࡢᐇ⦼ཬࡧไᗘᨵ

᥎㐍ࡋࡓࠋ

ᰝᴗົࠊᴗົࡢᐇࡸࠊH

ࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ࡢ᥎㐍ࡀᮃࡲࢀ

࣒ࠖࢆᩚഛࡋࠊ㈝⏝ᑐຠ

࡞࠾ࠊᐇᙜࡓࡗ࡚

ၿࡸ◊✲⪅➼ࡢពぢࢆ



5DG ࡢ㐃ᦠά⏝ࡢ᥎㐍ࠊ㐺ษ࡞

ࡿࠋᖺᗘࡽࡣᢲ༳ࡋࡓබ

ᯝࢆ຺ࡋࡘࡘࠊ㟁Ꮚ

ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㛤Ⓨ࣭ ㋃ࡲ࠼ࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ

࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࣭㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᐇ➼ࠊ

ᩥ᭩ࡼࡿ㏻▱ࡢ௦ࢃࡾ㟁

ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㟁Ꮚᙜ

㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᗓ┬

ಟᐇ⦼➼ࢆཧ⪃ุ᩿

ࣜࢸ࣭࣏ࣜࢩ࣮ཬࡧࠕᨻᗓᶵ㛵➼ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ ィ⏬ᇶ࡙ࡁ╔ᐇᴗົࢆᐇ

Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࡛㏻▱ࡀ⾜ࢃ

ࡓࡗ࡚ࡣࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲

ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫ

ࡍࡿࠋ

ᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ⤫୍ᇶ‽⩌ࠖࢆྵࡴᨻᗓᶵ㛵࠾ࡅࡿ୍㐃 ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᘬࡁ

㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ࢸ࣒㸦H5DG㸧ࡢ㐃ᦠά



ࡢᑐ⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇࡋࠊྍ⬟ ࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ◊

⥆ࡁ㟁Ꮚࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡋ

㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ✚ᴟⓗ

⏝ࢆ᥎㐍ࡋࠊᰂ㌾ᑐᛂ



࡞㝈ࡾ⬤ᙅᛶࢆಖ᭷ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ດࡵࡓࠋࡲࡓࠊ㟁Ꮚ⏦ ✲⪅ࡸົᢸᙜ⪅ࡢពぢ➼ᇶ

࡚ࡋ࠸ࠋ

᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᖿ㒊ศ࠾࠸࡚ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢵࣉࢢ ࡙ࡁࠊ౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿ



࡞࠾ࠊ୧ࢩࢫࢸ࣒ඹ

࣮ࣞࢻࢆ⾜࠸ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆ☜ಖࡋࡓࠋ

ࡶࠊ
ࠕࡦࡽࡵࡁࢧࡁࡵࡁۼ

㏻ࡍࡿᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ィ࣭㛤Ⓨᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ



࢚ࣥࢫࠖࡢᛂເཷ࣭ᑂᰝᴗົ

ᴗົຠ⋡ࡢほⅬࡽ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭࣏ࣜ

࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᨵඖᑐᛂࡋࡓᨵಟࢆ

ࡢ㟁Ꮚࡢᣑࠊ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ

༑ศ࡞᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㔜」

ࢩ࣮ཬࡧࠕᨻᗓᶵ㛵ࡢ

⾜ࡗࡓࠋ

࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧᑟධ➼ࡢไᗘᨵၿ

㛤Ⓨࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢ

క࠺ᨵಟࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸

ㄪᩚࢆᅗࡿࠋ

ࡓࡵࡢ⤫୍ᇶ‽ࠖࢆྵࡴ

ࡿࠋ

ᨻᗓᶵ㛵࠾ࡅࡿ୍㐃



ࡢᑐ⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓሗ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࡲࡓࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢタ

113

127

128

ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇ

࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᘬ

ࡍࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᖿ

ࡁ⥆ࡁ㈝⏝ᑐຠᯝ➼ࢆ຺ࡋࡘ

㒊ศ࠾࠸࡚ᚲせᛂ

ࡘᚲせᛂࡌ࡚ᨵಟࢆ᳨ウࡋ࡚

ࡌ࡚ࢵࣉࢢ࣮ࣞࢻࢆ

࠸ࡃࠋ

⾜࠸ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆ☜



ಖࡍࡿࠋ






㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
౯㸧

㸦ϸ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

⛉ڦᏛ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ᴗ

࣭௧ඖᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢ࠺ࡕ᪤ ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸵㸫㸯ࡘ࠸࡚

ᛂເᡭ⥆࣭ᑂᰝᴗົ࣭

㟁Ꮚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᛂເཷ࣭ ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡸᴗົຠ

ᴗົࡘ࠸࡚㟁Ꮚ

ᑂᰝᴗົ࣭ᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ ⋡ࢆᅗࡿࡓࡵࡢሗࢩࢫࢸ࣒

⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍ



ᩚഛࠊᛂເᡭ⥆ࡸᑂᰝᴗົ➼ࡢ

ࡿࡶࠊไᗘᨵၿ

࣭
ࠕࡦࡽࡵࡁࡢࠖࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼᛂເཷ࣭ᑂᰝᴗ

㟁Ꮚཬࡧไᗘᨵၿࡸ◊✲⪅➼

క࠺㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒

ົࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚ᐇࡋ ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ

ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ◊✲

ࡓࠋࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘࡼࡾᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ ಟ ➼ ࢆ ௧  ඖ ᖺ ᗘ ࡶ 㐍 ࡵ ࡚ ࠾

⪅࣭◊✲ᶵ㛵ࡢ౽ᛶྥ

ࡼࡾ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟ࡞ࡢ‽ഛ ࡾࠊ┠ᶆỈ‽㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ୖࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ◊✲ᐇ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



⦼ ሗ ࿌ ᭩ ➼ ࡢ





UHVHDUFKPDS  ࡢ 㐃 ᦠ

࣭ᾏእ࠾ࡅࡿ◊✲ᅾ➼క࠺␃ಖ࣭୰᩿ᡭ⥆ࡘ࠸

ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿ࡞ࠊไᗘᨵၿక࠺



㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋ




࣭௧ඖᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊᑂᰝጤဨࡀᑂᰝࡢ㝿ࠊᑂᰝࢩ
ࢫࢸ࣒ୖࡢࣜࣥࢡࡽ UHVHDUFKPDS ཬࡧ .$.(1 ࢡࢭ
ࢫࡋࠊࡑࡢᥖ㍕ሗࢆᚲせᛂࡌ࡚ཧ↷࡛ࡁࡿࡇࡋ
ࡓࠋ

࣭UHVHDUFKPDS9 ࡢ㛤Ⓨ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ-67 ☜ㄆࢆྲྀ
ࡾ࡞ࡀࡽࠊ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࡢ UHVHDUFKPDS ࡢ㐃ᦠࢆ
᳨ウࡋࡓࠋ

࣭ᚑ᮶ࠊ⛉◊㈝ࡢෆᐃ㏻▱ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢲ༳ࡋࡓබ
ᩥ᭩ࡸྛ✀ཧ⪃㈨ᩱࢆྵࡴ㏻▱యࡘ࠸࡚ྛ◊✲ᶵ
㛵ᑐࡋ࡚᭩㠃ࡼࡿ㏻▱ࢆ⾜࠺ࡶࠊෆᐃ㏻▱᪥
௨㝆ࡣࠊෆᐃ୍ぴ➼ࡢ୍㒊ሗࡘ࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ
ࢫࢸ࣒ࡼࡿ☜ㄆࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௧  ᖺᗘࡽ
ࡣࠊ᭩㠃ࡼࡿ㏻▱௦࠼࡚ࠊ࡚ࡢෆᐜࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ
ࢫࢸ࣒ࡼࡾ㏻▱ࡍࡿࡇࡋࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ
ಟ࡞ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ








㸦Ϲ㸧≉ู◊✲ဨᴗࠊ

✲◊ู≉ڦဨᴗࠊᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ





ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ

࣭௧ඖᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ≉ู◊✲ဨᴗࠊᾏእ≉ู◊ 
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ᛂເᡭ⥆ࠊᑂᰝᴗົ

✲ဨᴗࡢ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼ

ࡘ࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ

ࡾ⾜ࡗࡓࠋ

࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡶࠊ



ไᗘᨵၿ➼క࠸㟁Ꮚ

࣭ࡉࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢẁ㝵᭩㠃

⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋ

ᑂᰝ᪉ᘧࡢᑟධక࠺ᨵಟࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝࣉࣟࢭࢫࡢྜ⌮

ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ㝶㛤

ࢆᅗࡗࡓࠋ

Ⓨࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ⏦



ㄳ⪅ࠊᑂᰝጤဨࡢ౽ᛶ
ྥୖࢆᅗࡿࠋ







㸦Ϻ㸧Ꮫ⾡ࡢᅜ㝿ὶ

ڦᏛ⾡ࡢᅜ㝿ὶᴗ

ᴗ

࣭௧ඖᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗࡢ࠺ࡕ᪤ 

᪤㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ





㟁Ꮚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝᴗ

࣒ࢆ⏝࠸࡚ᛂເᡭ⥆࣭ᑂ

ົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ

ᰝᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ



ᴗࡣࠊᙜヱࢩࢫࢸ࣒ࢆά

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࡢ࠺ࡕࠊ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧ

⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ

ࡼࡿᛂເ࣭ᑂᰝᴗົࢆᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊ㟁

◊✲ᴗࡢ࠺ࡕࠊ࣮ࣜࢻ

Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟ╔ᡭࡋࡓࠋ

࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧ



ࡼࡿᛂເ࣭ᑂᰝᴗົࢆᚲ

࣭༙ᖺẖࠊྛᴗࡢᢸᙜࡽ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟ

せࡍࡿᴗࡘ࠸࡚ࠊ

ᕼᮃࢆ⫈ྲྀࡋ࡚ྲྀࡾ⧳ࡵࠊࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᴗ⪅ࡽぢ✚ࢆ

㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝

ᚩྲྀࡋࡓୖ࡛ࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗయࡋ࡚ࡢ㈝⏝ᑐຠ

࠸ࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウ

ᯝࢆ຺ࡋࠊᚲせ㒊ศࡘ࠸࡚ࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡍࡿࠋ



ࡓࡔࡋࠊ᥎⸀᭩➼ࡢ➨
୕⪅ࡼࡿㄆドࡀᚲせ
࡞ㄪ᭩ࡢᥦฟࢆక࠺
ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪ᭩ࡢᥦ
ฟ௨እࡢ⏦ㄳᡭ⥆࠾
࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒
ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
᪂ࡓᛂເ࣭ᑂᰝᴗົ
ࡢ㟁Ꮚࢆ᳨ウࡍࡿ㝿
ࡣࠊ⏦ㄳᩘࡸබເࢆ⾜
࠺ᅇᩘ➼ࢩࢫࢸ࣒㛤
Ⓨせࡍࡿ㈝⏝ࢆẚ㍑
ࡋࠊ㟁Ꮚࡍࡿࡇࡢຠ
⋡ᛶࡶ຺ࡋ࡚ᑟධࡢ
㠀ࢆุ᩿ࡍࡿࠋ



㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ

㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ

㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼
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㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ

㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ

129

130

⯆ࡢάືཬࡧࡑ
ࡢᡂᯝࢆ⥲ྜⓗ࣭ຠᯝⓗ

ձ ᗈሗሗⓎಙࡢ

ձᗈሗሗⓎಙࡢᙉ

㸵㸫㸰⯆࣮࣒࣍࣌

࠙ᗈሗሗⓎಙࡢᙉࠚ

ᙉ



࣮ࢪࡢࢡࢭࢫ≧ἣ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶タ⨨ࡋࡓᗈሗ⏬ᐊ࠾࠸࡚ࠊእ㒊 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⿵ຓホᐃ㸸E
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸦ࢡࢭࢫᩘ➼ࢆཧ⪃

᭷㆑⪅➼ࡢពぢࡶཧ⪃ຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙࡘ࠸᳨࡚

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

ࡢᡂᯝಀࡿ୍ᒙຠᯝ

ุ᩿㸧

ウࡋࡓࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ⓗ࡞ሗⓎಙࡢᅾࡾ᪉



⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᗈሗάື

ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁእ㒊

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

࣭௧ඖᖺᗘࡣࡦࡽࡵࡁ࠸࠾ࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚ᴟⓗ࡞

ಀࡿయไࢆᩚഛࡍࡿ

᭷㆑⪅ࡢពぢࡶ⫈ྲྀࡋ

㸵㸫㸰⯆ࡢάືཬ

࡚ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡸᩍဨ✚ᴟⓗ◊✲ࡢ㨩ຊࡸ⯆ࡢ ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

ሗⓎಙྲྀࡾ⤌ࡴ

ࡶࠊ◊✲⪅ࠊ㛵ಀᶵ

ࡓୖ᳨࡛ウࢆ⾜࠸ࠊຠᯝ

ࡧࡑࡢᡂᯝࡢ⥲ྜⓗ

ᙺࢆ⤂ࡋࡓࠋ

ࡶࠊሗⓎಙࡢᅾࡾ᪉

㛵ࠊᅜẸ➼ࡢཷࡅᡭࡢࢽ

ⓗ࡞ሗⓎಙྲྀࡾ⤌

ࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿ᳨ウࢆ

࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚ᴟⓗ

ࡴࡶⓎಙෆᐜࡢ

㐍ࡵࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ᪩

࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

ᐇࢆᅗࡿࠋ

ሗⓎಙࡍࡿࡇࡀ

⯆ࡢάືཬࡧࡑ

⯆ࡢάືཬࡧࡑ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᗈሗάື

ࡢᡂᯝࢆ⥲ྜⓗ࣭ຠᯝⓗ

ಀࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࠋࡑ

ሗⓎಙࡍࡿࡇࡀ

ࡢୖ࡛ࠊཷࡅᡭࡢࢽ࣮ࢬ




㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡘຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙࡀ

࠙ᗈሗሗⓎಙࡢᙉࠚ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊ࣮࣒࣍

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࣭ከࡃࡢ㒊ᩘࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ

࣮࣌ࢪࡢࢡࢭࢫ௳

㛵㐃ࡍࡿᑐᛂ➼ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ࢆⓎ⾜ࡋ࡚ࠊᗈሗάືά⏝

ࡲࡓࠊྛᴗࡢᐇ≧

ᩘ㸦ᖹᡂ 㹼ᖺᗘࡢ

ࡼࡿ㎿㏿࡞ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ

ࡍࡿࡇࡣࠊࡼ࠸ྲྀ⤌࡛࠶ࡿ

ᗈሗㄅ➼ฟ∧≀ࠊ࣓࣮ࣝ

ἣ➼ࠊᏛ⾡◊✲㛵ࢃࡿ

ྛᖺᗘᖹᆒᐇ⦼㸸

ࡓࠋࡲࡓࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪཬࡧࣈࣟ

ࡀࠊẁ㝵ⓗ㟁Ꮚ፹యࡢ⛣

࣐࢞ࢪࣥࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ሗࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ᪉

௳㸧
ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡈࡢ

࣮ࢩ࣮ࣕࢆࡣࡌࡵࡋࡓྛ✀

⾜ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ᪉ࡀࡼࡾຠ⋡

➼ࡢෆᐜᐇࡸぢࡸࡍ

ἲࡼࡾබ㛤ࡋࠊ✚ᴟⓗ

ࢡࢭࢫືྥ➼ࢆཧ⪃

ᴗࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡛ࢃࡾࡸࡍ

ࡀ࠶ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡉ࣭ศࡾࡸࡍࡉࡢ☜ಖ

࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

ุ᩿ࡍࡿࠋ

࠸ሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊຠᯝ

࣭ேࡢືࡁࡀไ㝈ࡉࢀࡿ୰ࠊ



ⓗ࡞ሗⓎಙࡀ╔ᐇᐇࡉࢀ

㟁Ꮚ፹యࡼࡿሗᥦ౪ࡀ㔜

࣮ࢪࡢࢡࢭࢫືྥ

࡚࠸ࡿࠋ

せᛶࢆቑࡋ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽᙉ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᭱᪂ሗࢆ

࣭࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡸࢯ࣮ࢩࣕࣝ

ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ≉ᾏእྥࡅ

ከᵝ࡞፹యࢆά⏝ࡋ࡞

࣓ࢹ➼ࠊ፹యࡢ≉ᛶࢆά

ࡣࠊ᪥ᮏࡢ◊✲ࡢᏑᅾឤࢆ

ࡀࡽ㎿㏿ࡘຠᯝⓗ

ࡋࡓᗈሗάືࢆ╔ᐇ⾜ࡗࡓࠋ

㧗ࡵࡿࡃࠊ࠸ࡗࡑ࠺ࡢᐇ

ᥦ౪ࡍࡿࠋ

≉࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡘ࠸࡚ࡣ

ࢆᅗࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

Ⓩ㘓⪅ᩘࡀ╔ᐇఙࡧ࡚࠸ࡿࠋ



ሗⓎಙ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ

ດࡵࡿࠊ࣮࣒࣍࣌

ࡲࡓࠊ⯆ࡢάືཬ
ࡧࡑࡢᡂᯝಀࡿ୍ᒙ

࠙ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ࣭ά⏝ࠚ


ຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙࡢᅾ

࣭ࡦࡽࡵࡁ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ

ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ᭦࡞ࡿ᳨

ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊຠᯝⓗ࡞ᗈሗࡸ

ウࢆ㐍ࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ሗⓎಙࡼࡾᛂເ௳ᩘࡀ╔ᐇ

୰ࢆ┠㏵୍ᐃࡢ⤖ㄽ

ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⛉Ꮫ◊✲

ࢆᚓࡿࠋ

㈝ຓᡂᴗࡋ࡚ᐇࡍࡿࡇ



࡛ᴗົຠ⋡ࡀᅗࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ



ᨵၿࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ╔ᐇᴗࡀ




⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࢆ E ࡍࡿࠋ

ᮇ୍ᐃࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ



⿵ຓホᐃ㸸E



ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸦ϸ㸧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢά
⏝
බເሗࢆ୰ᚰࡋ



ࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ڦά⏝

࣭ಶேሗ➼㓄៖ࡋࡘࡘࠊᏛ⾡

࣭⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢡࢭࢫᩘࡣࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ⛣ ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄪᰝ◊
⾜➼క࠸㞟ィ᪉ἲኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓࠋ௧ඖᖺᗘࡢࢡ ✲ᡂᯝࡢබ⾲ࡸࠊᾏእᏛ⾡ືྥ

࡚ࠊ⯆ࡢᴗົෆᐜ

ࢭࢫᩘࡣ  ௳࡞ࡗࡓࠋ

࣏࣮ࢱࣝࢧࢺ࠾࠸࡚ᾏእࡢ

㛵ࡍࡿ᭱᪂ሗࢆ࣮࣍

ゼၥᩘ㸸 ௳

ሗⓎಙ➼ࢆ⾜࠸ࠊᚓࡽࢀࡓᡂ

࣒࣮࣌ࢪ࡛㎿㏿ᥦ౪

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳㸧

ᯝ➼ࢆ✚ᴟⓗ♫ᥦ౪ࡋ࡚

ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢥࣥࢸࣥࢶ



࠸ࡿࠋ

ࡈࡢࢡࢭࢫືྥ➼

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛵㐃ࡍࡿᑐᛂࡋ࡚ᥦฟ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୍⯡ᅜẸࡸ◊

᭩㢮ࡢᮇ㝈ᘏ㛗ࡸ࣋ࣥࢺࡢ୰Ṇ➼㛵ࡍࡿሗࢆࡲ ࣥࢱ࣮ࡢᏛ⾡◊✲ືྥㄪᰝࡢᡂ
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ຍ࠼࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ



✲⪅ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ

ࡵ࡚⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊศ ᯝࡣࠊᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࠊホᐃᇶ‽࣭

ⓗ☜ࡘぢࡸࡍ࠸ሗ

ࡾࡸࡍ࠸ሗᥦ౪ດࡵࡓࠋ

ホ౯᪉ἲ࡞ࡢᴗົࡢᨵၿ➼

ᥦ౪ດࡵࡿࠋࡲࡓࠊ࢘



ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࢙ࣈࢡࢭࢩࣅࣜࢸ

࣭බເሗࢆ୰ᚰࠊ᭱᪂ࡢሗࢆ㏿ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ ࣭༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗ࠾࠸

ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡶࠊ࣍

ࢪ࡚࿌▱ࡋࠊෆእࡢ◊✲⪅ࡸ୍⯡ྥࡅᗈࡃ㎿㏿࡞ ࡚ࠊཧ⏬ᶵ㛵ࡢ᪂ࡓ࡞ࢹ࣮ࢱ࣋

࣮࣒࣮࣌ࢪࡢࣜࢽ࣮ࣗ

ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣮ࢫࡢⓏ㘓࣭බ㛤ࢆ⾜࠺࡞╔

ࣝྥࡅࡓ᳨ウࢆ㛤



ᐇᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ጞࡍࡿࠋ

࣭᪤Ꮡࡢᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊබເࡀ⤊ࡋࡓᚋࡢ᥇ᢥ㛵 



ࡍࡿሗࡸᴗሗ࿌ࡘ࠸࡚ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢබ㛤

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊᗈࡃᅜẸ➼ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭ᾏእࡢሗⓎಙࢆྵࡵࠊຠᯝ



ⓗ࡞ሗⓎಙ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᚋ

࣭࢙࢘ࣈࢡࢭࢩࣅࣜࢸᑐᛂࢆྵࡴ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࣜ ࡶ᪉⟇ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ







㸦Ϲ㸧ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕ➼ࡢ
Ⓨ⾜
⯆ࡢᴗෆᐜཬ



ࢽ࣮ࣗࣝྥࡅࡓ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

࣭࢙࢘ࣈࢡࢭࢩࣅࣜࢸᑐᛂ



ࢆྵࡴ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࣜࢽ࣮ࣗ

ࡢ➼࣮ࣕࢩ࣮ࣟࣈڦⓎ⾜

ࣝྥࡅࡓ᳨ウࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ

࣭⯆ࡢᴗෆᐜཬࡧᡂᯝࡘ࠸࡚⦅㞟ࡋࡓࣈ࣮ࣟࢩ ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣮ࣕ㸦ἲேᴫせ㸧ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙ㈨ 

ࡧᡂᯝࡘ࠸࡚ศࡾ

ࡍࡿࡓࡵࠊ๓ᖺࡼࡾ  ᭶᪩ࡃⓎ⾜ࡋࠊᅜࡢᅜබ⚾❧ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ࡸࡍࡃ⦅㞟ࡋࡓࣈ࣮ࣟ

Ꮫ➼ࡢ㓄ᕸ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ ౯㸧

ࢩ࣮ࣕࢆసᡂࡋࠊ㟁Ꮚ∧

ᴗࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗ➼ࡢᴗࡈࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ ࣭ホ౯ᣦᶆ㸵㸫㸰ࡘ࠸࡚ࠊ⯆

࡚ᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࠊ

ࢆศࡾࡸࡍࡃసᡂ࣭⦅㞟ࡋᅜෆእࡢ㛵ಀ⪅ᗈࡃ࿘▱ ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢡࢭࢫ≧

ᚲせᛂࡌ࡚ᴗࡈ

ࡋࡓࠋసᡂࡋࡓࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡣ௨ୗࡢ ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ⛣⾜

࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ➼ࢆⓎ

⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛㟁Ꮚ፹య࡛ࡶබ㛤ࡋࡓࠋ

⾜࣭㓄ᕸࡍࡿࠋࡲࡓࠊຠ

ࡲࡓࠊᾏእࡢሗⓎಙ㈨ࡍࡿᗈሗㄅࡢⓎ⾜ྥࡅࠊ ࡗࡓࡀࠊࢡࢭࢫᩘ 

ᯝⓗ࡞ᾏእࡢሗⓎ

㛵ಀ⪅ࡽࣄࣜࣥࢢࢆ⾜࠺࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

௳ࠊ୰ᮇ┠ᶆグ㍕ࡉࢀࡓᖹ

ಙࡘ࠸᳨࡚ドࡋࠊ᳨ド



ᡂ 㹼 ᖺᗘࡢྛᖺᗘᖹᆒᐇ⦼

⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊⱥㄒ∧ࢽ

᪥ᮏㄒ∧㸸

㸦 ௳㸧ẚ࡚ቑຍࡋ

࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࡢぢ┤ࡋ

KWWSVZZZMVSVJRMSSXEOLFDWLRQVLQGH[KWPO

࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ࢆ⾜࠺ࠋ

ⱥㄒ∧㸸

ࡼࡿሗᥦ౪ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗

KWWSVZZZMVSVJRMSHQJOLVKSXEOLFDWLRQVLQGH[KWPO 

ࡃࠊࡑࢀᛂ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢホ



౯࡛ࡁࡿࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㸸



➼క࠸ࠊ㞟ィ᪉ἲኚ᭦ࡀ࠶

 ௳㸧

➼ࢺࢵࣞࣇࣥࣃەసᡂᐇ⦼
ᶆ㢟ཪࡣෆᐜ
-636㸦᪥ᮏㄒ∧ࣈ࣮ࣟࢩࣕ

Ⓨ⾜ᮇ

Ⓨ⾜㒊ᩘ 



௧ඖᖺ
 㒊

࣮㸧

 ᭶



௧  ᖺ 
-636㸦ⱥㄒ∧ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕ㸧


᭶

⛉◊㈝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ 㸦ᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

⛉◊㈝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ 㸦ⱥᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊
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131

132

ࡦࡽࡵࡁࣇ࣮ࣜࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ
5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

:3, ࿘ᖺグᛕㄅ㸦ⱥㄒ∧㸧ቑๅ

5 ᖺ  ᭶

 㒊

:3, ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

➨  ᅇ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢᗈሗࢳࣛࢩ 5 ᖺ  ᭶

 㒊

ࣞࢵࢺ㸦$ ∧㸧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➨  ∧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➨  ∧ቑๅ

ࢫ࣮ࣃ࣮࣭ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࣁࢫࢡ࣮ࣝ⏕
ᚐ◊✲Ⓨ⾲  ฟᒎ⏝ :3, ࡕࡽࡋ
➨  ᅇ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘㓄ᕸ⏝ :3, ࡕࡽࡋ
➨  ᅇ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ண✏㞟

௧   ᖺᗘ㛤ദศ᪥⡿⊂࣭᪥
ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཧຍ◊✲⪅ເ㞟

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

-6366XPPHU3URJUDP

5 ᖺ  ᭶

 㒊

6FLHQFH'LDORJXH 㸦ᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

6FLHQFH'LDORJXH 㸦ⱥᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ࡕࡽࡋ
-636 ,QWHUQDWLRQDO )HOORZVKLSV IRU
5HVHDUFKLQ-DSDQ ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
㸦ᩥ㸧
-636 ,QWHUQDWLRQDO )HOORZVKLSV IRU
5HVHDUFKLQ-DSDQ ࣮ࣜࣇࣞࢵ
ࢺ㸦ⱥᩥ㸧

௧  ᖺᗘᾏእ≉ู◊✲ဨ࣭ᾏእ≉ู
◊✲ဨ̿55$ ᛂເࢳࣛࢩ
௧  ᖺᗘ➨  ᅇⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛᛂເࢳࣛࢩ
௧  ᖺᗘ➨  ᅇⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓ
5 ᖺ  ᭶  㒊
ࣉࣟࢢ࣒ࣛᛂເࢳࣛࢩ
௧ඖᖺᗘ≉ู◊✲ဨ53' ◊✲ὶ
5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
➨  ᅇ㸦௧ඖᖺᗘ㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆
㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
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➨  ᅇ㸦௧ඖᖺᗘ㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆
5 ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

 㒊

➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᤵ㈹ᘧグ㘓

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ⱥᩥ㸧

⫱ᚿ㈹࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ᩥ㸧
༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ⱥᩥ㸧
༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ᡂᯝሗ࿌᭩㸦ቑๅ㸧
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
㸦ᩥ㸧
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
㸦ⱥᩥ㸧
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦$3㸧ࣃࣥ
ࣇࣞࢵࢺ㸦ቑๅ㸧
௧  ᖺᗘ༟㉺◊✲ဨᴗࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺ࠙◊✲ᶵ㛵⏝ࠚ
௧  ᖺᗘ༟㉺◊✲ဨᴗ࣮ࣜࣇࣞࢵ
ࢺ࠙◊✲⪅⏝ࠚ
௧  ᖺᗘ༟㉺◊✲ဨᴗබເㄝ᫂
㛤ദෆࢳࣛࢩ
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᤵ㈹ᘧࣃࣥࣇࣞࢵ
ࢺ

5 ᖺ  ᭶

 㒊

Ꮫ⾡ࡢᅜ㝿ὶ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸦ᩥ㸧 5 ᖺ  ᭶

 㒊

Ꮫ⾡ࡢᅜ㝿ὶ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸦ⱥᩥ㸧 5 ᖺ  ᭶

 㒊

5HYLVLWLQJ WKH  <HDUV RI WKH
5 ᖺ  ᭶

 㒊

-DSDQ,QGLD6FLHQFH&RXQFLO㸦ⱥᩥ㸧
㏻ᖺ㸦
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ

ࢭࣥࢱ࣮

࣮

➼ྜィ 

㸫ͤ
ྕ㸧
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ

࣋ࣥࢺ

࣋ࣥࢺ

㸦ⱥㄒ➼㸧

ẖⓎ⾜

ẖⓎ⾜

ͤ 㟁Ꮚ፹య࡚సᡂ࣭㓄ᕸ


࣮ࢱࢫ࣏ەసᡂᐇ⦼
ᶆ㢟ཪࡣෆᐜ
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సᡂᮇ

సᡂ㒊ᩘ

133

134

ࡦࡽࡵࡁࢫ࣏ࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ
5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

ࢱ࣮
➨  ᅇ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ࣏ࢫࢱ࣮
ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ
㐵ᴗ࣏ࢫࢱ࣮
➨  ᅇ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࡢ࣏ࢫࢱ࣮㸦$㸧
➨  ᅇ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࡢࢳࣛࢩ㸦$㸧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢࣛ
࣒  ᣐⅬ࣏ࢫࢱ࣮㸦᪂ᣐⅬࣟࢦ㏣ຍ㸧

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢࣛ
࣒  ᣐⅬ࣏ࢫࢱ࣮㸦 ᣐⅬࡢᣐⅬ㛗
᭰㸧
௧   ᖺᗘ㛤ദศ᪥⡿⊂࣭᪥
ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཧຍ◊✲⪅
ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
-636 ,QWHUQDWLRQDO )HOORZVKLSV
IRU5HVHDUFKLQ-DSDQ ࣏ࢫࢱ
࣮
௧  ᖺᗘศᾏእ≉ู◊✲ဨເ㞟࣏
ࢫࢱ࣮ 
௧  ᖺᗘศᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ ເ
㞟࣏ࢫࢱ࣮
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ ࢩ࣏ࣥࢪ࢘

࣋ࣥࢺ

࣋ࣥࢺ

࣒࣏ࢫࢱ࣮

ẖⓎ⾜

ẖⓎ⾜

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

௧  ᖺᗘ➨  ᅇⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮ
ᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟࣏ࢫࢱ࣮㸦$ ุ㸧
௧  ᖺᗘ➨  ᅇⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮ
ᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟࣏ࢫࢱ࣮㸦% ุ㸧
௧  ᖺᗘ➨  ᅇⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮ
ᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟࣏ࢫࢱ࣮㸦$ ุ㸧
௧  ᖺᗘ➨  ᅇⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮ
ᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟࣏ࢫࢱ࣮㸦% ุ㸧
➨  ᅇ㸦௧   ᖺᗘ㸧ࠕ᪥ᮏ
Ꮫ⾡⯆㈹ࠖཷ㈹ೃ⿵⪅᥎⸀ເ㞟
࣏ࢫࢱ࣮
➨  ᅇ㸦௧   ᖺᗘ㸧ࠕ᪥ᮏ
Ꮫ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࠖཷ㈹ೃ⿵⪅᥎⸀
ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
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௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ≉ู◊
5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

✲ဨເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ≉ู◊
✲ဨ53' ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
௧  ᖺᗘ༟㉺◊✲ဨᴗ࣏ࢫࢱ࣮
࠙◊✲⪅⏝ࠚ
ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫
⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ࣏
ࢫࢱ࣮㸦$㸧
ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫
⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢳ
ࣛࢩ㸦$㸧
ͤ ᖹᡂ  ᖺᗘศເ㞟ࡼࡾྛᶵ㛵ࡢ࣏ࢫࢱ࣮㒑㏦ࡣᗫṆࡋࠊస
ᡂࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺᥖ㍕ࠋ
ͤ 㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࠋ








㸦Ϻ㸧࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢ



ࡢࣥࢪ࣐࣮࣓࢞ࣝڦⓎಙ



Ⓨಙ



࣭ẖ᭶࠾ࡼࡑ  ྡࡢⓏ㘓⪅࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࠕᏛ



ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά

౽ࡾ㸦-6360RQWKO\㸧
ࠖࢆ㓄ಙࡋࡓࠋබເሗࡸ⾜ணᐃ

⏝ࡋࡓ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ

ࡢ⤂ຍ࠼ࠊ⛉◊㈝㛵㐃ࢽ࣮ࣗࢫ➼ࠊᴗෆᐜࡸබເ࣭

ࡼࡾࠊබເෆࡸ⾜

࣋ࣥࢺሗࡢ࿘▱ດࡵࠊሗⓎಙࡢᙉࢆᅗࡗࡓࠋ

ணᐃ➼ࡢሗᥦ౪ࢆ⾜

බເሗࡘ࠸࡚ࡣࠊཷࡅᡭࢃࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ┠ⓗ

࠺ࠋ

ูᩚ⌮ࡋ࡚Ⓨಙࡋࡓࠋ







࣭࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢⓏ㘓⪅ᩘ㸦ᖺᗘᮎ㸧ࡀ  ௳๓



ᖺᗘẚ⣙  ௳ቑຍࡋࡓࠋ



 ᖺᗘᮎⓏ㘓⪅ᩘ㸸 ௳



 㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ௳㸧







ە᭶ูⓏ㘓௳ᩘᐇ⦼
 ᭶

௳
 ᭶

௳






 ᭶

௳
 ᭶

௳







ە᭶ูグᩘ






᭶
 ᭶
 ᭶
 ᭶
 ᭶
 ᭶

㺢㺩㺽㺍
㺖㺛
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 ᭶

௳
 ᭶

௳

බເ
ෆ






 ᭶

௳
 ᭶

௳

⛉◊㈝
㛵㐃㺤㺋㺎㺛






 ᭶

௳
 ᭶

௳

ᾏእ
ືྥ






⾜
ணᐃ






 ᭶

௳
 ᭶

௳

࠾▱
ࡽࡏ








135

136

 ᭶
 ᭶
 ᭶
 ᭶
 ᭶
 ᭶
 ᭶

























































㸦ϻ㸧ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ



ࡢࢹ࣓ࣝࣕࢩ࣮ࢯڦά⏝





ࡢά⏝



࣭:3, ࡸ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢᴗࠊඛ➃⛉Ꮫ㸦)R6㸧ࢩࣥ



ከᵝ࡞፹యࡼࡿ㎿

࣏ࢪ࣒࢘ᴗ࡛ࡣࠊබເࡸ࣋ࣥࢺࡢሗࢆ୍ඖⓗࡘ

㏿࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࡓ

㎿㏿Ⓨಙࡍࡿࡓࡵࠊࣇ࢙ࢫࣈࢵࢡ➼ࢆά⏝ࡋ࡚࠸

ࡵࠊබເࡸ࣋ࣥࢺࡢ

ࡿࠋ

ሗ➼ࡘ࠸࡚ࠊᚲせᛂ

KWWSVMDMSIDFHERRNFRPZSLMDSDQ

ࡌ࡚ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ

KWWSVZZZIDFHERRNFRPMVSVNHQN\R

࣮࣡࢟ࣥࢢ㺃ࢧ࣮ࣅࢫࢆ

KWWSVZZZIDFHERRNFRPMVSVKRSH



ά⏝ࡍࡿࠋ






ղ ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑ

ղᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑ



࠙ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ࣭ά⏝ࠚ





ཬ࣭ά⏝

ཬ࣭ά⏝



ࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼࡁࡵࡽࡦڦ



㸦ϸ㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

㸦ϸ㸧ࡦࡽࡵࡁࡵࡁۼ

࣭ࠕࡦࡽࡵࡁࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ㹼ࡼ࠺ࡇࡑᏛࡢ◊



ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲

ࡁࢧ࢚ࣥࢫ

✲ᐊ㹼.$.(1+,ࠖࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊᅜྛᆅࡢ  ᶵ㛵

ࡢᡂᯝࠊᏛ⾡ሗศᯒࢭ

ᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺

ࣥࢱ࣮ࡢศᯒ⤖ᯝࠊᾏእ

ඣ❺࣭⏕ᚐࢆ࡞ᑐ㇟

ᖺᗘẚ㍑ࡋ࡚ࠊ ௳ቑຍࡋࡓࠋ
㸦௧ඖᖺᗘ㸸 ௳

◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡀ⛉◊㈝

㸦 ᶵ㛵㸧
㸧

㞟ሗࠊཬࡧ⛉◊㈝ᴗ

ࡼࡿ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ



ࢆࡣࡌࡵ⯆ࡀᐇ

୰ྵࡲࢀࡿ⛉Ꮫࡢ⯆

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡣጤクᴗࡼࡾᐇࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௧

ࡍࡿྛᴗ࠾࠸࡚ᨭ

῝ࡉࡸ㠃ⓑࡉࢆศ

ඖᖺᗘࡽࡣጤクᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ᑐ㇟⪅ࡽᥦฟࡉࢀ

ࡾࡸࡍࡃⓎಙࡍࡿࠕࡦࡽ

ࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋ

ࡓᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࡘ࠸

ࡵࡁ࢚ࢧࡁࡵࡁۼ



࡚ࡣࠊ▱ⓗᡤ᭷ᶒ➼㓄

ࣥࢫ㹼ࡼ࠺ࡇࡑᏛࡢ

࣭ᛂເཷ࣭ᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ

៖ࡋࡓୖ࡛ࠊᴗࡢ⏬

◊✲ᐊ㹼.$.(1+,ࠖࡢ

࣒ࢆά⏝ࡋ࡚ᐇࡋࠊࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘࡼࡾᴗົࢆ

❧➼ά⏝ࡍࡿ

ྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࠋ

㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒

ࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ



࠾ࡅࡿ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇࢆᨭࡋࡓࠋᛂເ௳ᩘࡣ



ࡢᨵಟ࡞ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᥖ㸧

ᥖ㍕ࡸฟ∧➼ࡼࡾࠊ◊



✲⪅ࢆࡣࡌࡵ♫✚
ᴟⓗᥦ౪ࡋࠊᗈࡃ♫
㑏ඖࢆ┠ᣦࡍࡶ
ᬑཬࢆᅗࡿࠋ











ڦᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄪᰝ࣭◊✲



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡃㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡋ࡚ 
ྛ◊✲ဨࡽᥦฟࡉࢀࡓࠗㄪᰝ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࢆྲྀࡾ
ࡲࡵࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᮍⓎ⾲ࡢ◊✲
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ሗࡸಶேሗࡀྵࡲࢀࡿሙྜࡣࠊබ㛤ࡢྍྰࡘ࠸
࡚ಶ᳨ูウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUFKRXVDBKRXNRNXKWPO





ڦᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㞟ሗ
࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㞟ࡋࡓᾏእࡢᏛ⾡࣭㧗➼ᩍ
⫱ືྥ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟⣙ࡋࡓࠕᾏእᏛ⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝ
ࢧࢺࠖ࠾࠸࡚ࠊ᭱᪂ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡸ࣏࣮ࣞࢺࢆⓎಙࡋ
ࡓࠋ
KWWSVZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS




㸦Ϲ㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢ㐍ᒎ

㸦Ϲ㸧༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤



ڦ༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗ



ࡼࡾ⏕ࡌࡓ༟㉺ࡋࡓ◊

ᴗ



࣭ᮏᴗཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᏛ༠ࡢ◊✲ᡂᯝࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ 

✲ᡂᯝࢆᗈࡃ୍⯡බ

Ꮫ⾡ࡢ㐍ᒎࡼࡾ⏕

㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⾡

ࡌࡓ༟㉺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝ

◊✲ࡢᡂᯝ࣭ᬑཬཬࡧࡑ

ࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡼࡾ

ࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࡢ⌮

ᗈࡃ୍⯡බ㛤ࡍࡿࡇ





ࢫⓏ㘓㸦⣼ィࢹ࣮ࢱⓏ㘓௳ᩘ㸸 ௳㸧ࡍࡿࡶ 
ࠊ᪂ࡓ  ௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ

ゎಁ㐍ດࡵࡿࠋࡲࡓࠊ ࢆ┠ⓗࡍࡿࠕ༟㉺◊
Ꮫ⾡᪥ᖖ⏕άࡢ㛵

✲ᡂᯝබ㛤ᴗࠖࢆᐇ

ࢃࡾࡸᏛ⾡ࡀࡶࡘព

ࡍࡿࠋ

ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ



ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ



㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃



ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃
ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊ

ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍

㸵㸫㸱Ꮫ⏘ᴗ⏺ࡢ

࠙Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍ࠚ

᥎㐍

ࡢ᥎㐍

ڦᴗࡢព⩏࣭┠ⓗࡢᩚ⌮ࠊ᪂ࡓ࡞ᴗ᪉㔪ࡢỴᐃ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

Ꮫ⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲

Ꮫ➼ࡢ◊✲ࡢࢩ࣮

Ꮫ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ➨୍

◊✲⪅➼ࡼࡿሗ

⪅➼ࡼࡿሗ➼

ࢬཬࡧ⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲ࡢ

⥺ࡢ◊✲⪅➼ࡽࡢ࣎

ࡢሙࡋ࡚᪂ࡓタ

ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ ࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓሗ

ࢺ࣒ࢵࣉࡼࡿⓎព

⨨ࡋࡓጤဨ࣭◊✲ᩘ

ᮏᴗࡢព⩏࣭┠ⓗࢆᨵࡵ࡚ᩚ⌮ࡋࠊᙺဨ࡛ࡢỴ㆟ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

┦ࡢࣥࢱ࣮ࣇ࢙

ࠊὶಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ

ᇶ࡙ࡁࠊ⮬⏤࡞◊✲Ⓨ

㸦㹀Ỉ‽㸸୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

ࢆ⤒࡚ࠊྛጤဨ㏻▱ࡋࡓࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࢫᶵ⬟ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ࡢሙࠊࡲࡓᏛ⏺⏘ᴗ⏺

⾲ࠊሗࢆ⾜࠺ሙࢆ

୰㸶௳⛬ᗘ㸧

ࡲࡓࠊᣢ⥆ྍ⬟࡛Ᏻᐃࡋࡓᴗ㐠ႠࡢほⅬࡽࠊྛᖺ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ



ࡢ㐃ᦠࡼࡿⱝᡭ◊✲

ᥦ౪ࡋࠊ⏘Ꮫ༠ຊࡢᶫΏ



ᗘ㑅ᐃࡍࡿጤဨᩘࢆ㸴⛬ᗘࡵࠊάືࢆ⾜࠺ጤဨ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡢሙࡋ

ࡋࢆ⾜࠺ࠋ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࢆ⣙㸱㸮ࡍࡿࡇࢆᙺဨ࡛Ỵᐃࡋࠊྛጤဨ㏻ ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ



ᮏᴗࡢၥ㢟ⅬࢆὙ࠸ฟࡋࠊぢ┤ࡋࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

࡚ࡢ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺ

㸵㸫㸱㐺㐺ษ࡞◊✲

▱ࡋࡓࠋ

ࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

➼ࢆࠊ◊✲⪅ࡢⓎព

ᗘ㸧ࡣࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜

ࢸ࣮࣐ࡢタᐃࡼࡾࠊᏛ



࠙Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ᇶ࡙࠸࡚タ⨨ࡍࡿࠋࡑࡢ

࠸ࠊᏛ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭ ⏺⏘ᴗ⏺ࡢὶ࣭㐃ᦠ

⏘ڦᏛ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ࡢ㛤ദ

㐍ࠚ

㸫

㝿ࠊᏛ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲

༠ຊࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊᖹ

⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ࢆ  ᅇ㛤ദࡋࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ ࣭⌧≧⥔ᣢࡸ๓㋃くࡍࡿࡇ

⪅➼ࡀ༠ຊࡋࠊᖹᡂ 

࣭⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲

ᡂ  ᖺᗘ୰άືࡋ

᪂ࡓ࡞ᴗ᪉㔪ᇶ࡙ࡃጤဨࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡞ࡃࠊᴗࡢၥ㢟ⅬࢆὙ࠸ฟࡋࠊ

ᖺᗘ୰άືࡋ࡚࠸ࡿ

㐃⤡㆟ࢆ㛤ദࡋࠊᏛ⏺

࡚࠸ࡿ◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤ

ձ බເࡢᐇ

ぢ┤ࡋࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ࡞
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137

138

◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ

⏘ᴗ⏺ࡢᏛ⾡ࡢ♫

ဨඛᑟⓗ◊✲㛤Ⓨ

ඛᑟⓗ◊✲㛤Ⓨጤဨ

ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍᪉

ጤဨࡢྜィ㸶ጤဨ

ࡢྜィ㸶ጤဨ࡚ࢆ

⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

࡚ࢆ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰

ᮏᴗ࡛ึࡵ࡚බເせ㡿ࢆᩚഛࡋࠊබເࢆᐇࡋࡓࠋ ᴗ᪉㔪ࡢసᡂࡸᮏᴗ࡛ึࡵ࡚
ղ ཝ᱁࡞ᑂᰝࡢᐇཬࡧ᪂ࡓ࡞ጤဨࡢタᐃ

ࡢබເࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ✚ᴟⓗ

᪂ࡓᑂᰝせ㡯➼ࢆᩚഛࡋ࡚ཝ᱁࡞ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ㸴ጤ ᨵ㠉ࢆᐇ⾜ࡋࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯
ဨࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ

ๅ᪂ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ࢸ࣮࣐ࢆ

࣭⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ

タᐃࡋࡓጤဨ࣭◊✲

ࡘ࠸࡚ࠊ㐠Ⴀᙧែࡢ

Ỉ‽ࡍࡿࠋ

ࢆ㸶௳⛬ᗘタ⨨ࡍࡿࠋጤ

ぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡍࡿඹ



࠼ࠊ᮶ᖺᗘࡽ⏘Ꮫ༠ຊጤဨࡋ࡚タᐃࡍࡿ㸴ጤဨ ဨᑐᛂᴗົࡢຠ⋡ࡀᅗࡽࢀ

ဨ➼ࡢタ⨨ᙜࡓࡗ

ࠊ㟁Ꮚࡢ᥎㐍ࢆྵࡴ



ࢆỴᐃࡋࡓࠋ

ࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊጤဨࡢ⮬ⓗ࣭

࡚ࡣࠊᏛ⾡ࡢ♫ⓗ㐃

ጤဨᑐᛂᴗົࡢຠ⋡



⮬ᚊⓗ࡞⟶⌮㐠Ⴀࢆಁࡋࡘࡘࠊ

ᦠ࣭༠ຊࡢ❧ሙࡽࠊᏛ

ࢆᅗࡿࠋ

ڦጤဨᑐᛂᴗົࡢຠ⋡

ሗࡢ㞟࣭⟶⌮ࡢ⢭ᗘࡀ㧗ࡵ

ᴗົᨭࢩࢫࢸ࣒㸦⏘Ꮫ :HE ࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆᑟධࡋࠊဨ

ࡽࢀࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ๅ᪂ࡍࡿࡇࢆ㐩ᡂ

ࡲࡓࠊ⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ࡢ㑅ᐃ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ

࡛ࡁࡿࠋ
࣭⏘Ꮫ :HE ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࡣࠊጤ

⏺⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠ

࣭⏘Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢせ

ࡼࡗ࡚Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀ

ㄳࡸ◊✲ືྥ㛵ࡋ⮬

ࡢಶேሗࡢ㞟࣭⟶⌮ࢆ⯆ࡢㅖつ⛬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓỈ ࣭㔜せࡘ┠ⓗࡸຠᯝࡀ᫂☜࡞

ࡿ◊✲ࡢࢩ࣮ࢬࡸศ㔝

⏤ሗ࣭ពぢࢆ⾜

‽㧗ࡵࡿࡶࠊಶேሗࡢ㞟࣭⟶⌮㛵ࡍࡿᑐ ࢸ࣮࣐ࢆᢅ࠺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᨭ

ཬࡧࡑࡢ᥎㐍ࡢ᪉ἲ࣭య

࠺ࡓࡵࡢጤဨάືࢆ

ᛂᴗົࡢ๐ῶࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢆᐇࡋࡓࠊ  ࡢ⏘Ꮫ

ไ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ

ᨭࡍࡿࠋ



༠ຊ◊✲ጤဨࡀ⢭ຊⓗάື

⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡





ࡋࠊ◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ࠾࠸

㆟ࢆ㛤ദࡋࠊᑂ㆟⤖ᯝ



ڦᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࡢᨭ

࡚ࡣᚋࡢⓎᒎࢆಁࡍࡁ㐺ษ

ࢆ✚ᴟⓗእ㒊ሗ

⏘Ꮫ༠ຊ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊࢸ࣮࣐ࡢ㔜せᛶࠊᴗィ⏬ࡢ ࡞◊✲ㄢ㢟ࡸࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾࡀ

Ⓨಙࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜෆእ

ጇᙜᛶࠊᡂᯝࡢⓎಙᏛ⾡ࡢᅜ㝿ὶࡢಁ㐍ࠊຓࡢᚲ ணࡉࢀࡿඛᑟⓗ࡞◊✲ㄢ㢟

ࡢ◊✲⪅ࢆ㞟ࡵ࡚ࡢࢭ

せᛶ࠸ࡗࡓほⅬ࡛ࠊ௨ୗࡢ  ௳ࡢ⏘Ꮫ༠ຊࡼࡿࢩࣥ ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ㄪᰝᑂ㆟ࢆ⾜࠺

࣑ࢼ࣮ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ

࣏ࢪ࣒࢘ࢆᨭࡋࡓࠋ

࡞ࠊ╔ᐇᴗࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸

㛤ദࡍࡿࡶ◊✲

࣭6'*V ࡢ㈉⊩ࡘ࡞ࡀࡿ⪏⇕㔠ᒓᮦᩱศ㔝ࡢᅜ㝿㆟

ࡿࠋࡲࡓࠊᴗ㛵ࡍࡿሗࢆ㝶

ᡂᯝࡢห⾜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇ

࣭ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦࡢⓎᒎᖐࡍࡿ࣡ࢻࢠࣕࢵࣉ༙ ᭦᪂ࡋࠊ✚ᴟⓗⓎಙࡋ࡚࠸

ࢀࡽ◊✲ጤဨࡢ◊✲
ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࠋ

ᑟయᮦᩱศ㔝ࡢᅜ㝿㆟

ࡿࠋ

࣭᪥ᮏ㛤ദࡀึ࡞ࡿࢩࣥࢳ࣮ࣞࢱࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿୡ⏺ ࠙Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദಀࡿ

Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ࡢ

᭱ࡢᅜ㝿㆟

ເ㔠ົࠚ

㛤ദࡢࡓࡵࠊච⛯ᥐ⨨ࢆ



࣭Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദಀࡿ

ཷࡅࡽࢀ࡞࠸ദ⪅



ເ㔠ົࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸

௦ࢃࡾࠊ≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲ

⏘ڦᏛ༠ຊ◊✲ጤဨࡢάື

ேࡋ࡚ࡢເ㔠ࡢົ
ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡿࠋ

Ꮫࠊᴗ➼ࡢ◊✲⪅࣭ᢏ⾡⪅ࡀᏛ⏺࣭⏘ᴗ⏺ࡢࡑࢀ 
ࡒࢀࡢせㄳࡸ◊✲ືྥࡘ࠸࡚ሗ➼ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⾡ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿሙࢆタࡅࡿ࡞ࠊ⏘Ꮫ 㸫
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⌮ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡍࡿࡶ

࣏ࢪ࣒࢘ࢆẖᖺᗘ㸰ᅇ

ࡘ࠸࡚ࠊ⏝⪅ࢆᑐ㇟



ࠊࡢ◊✲㈨㔠㓄ศᶵ㛵ඹ

⛬ᗘ㛤ദࡍࡿࠋ

ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࡽᢳ

ࡢࡑڦ

ദࡋ࡚◊✲බṇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ

ฟࡋࡓࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

࣭⯆ࡀᐇࡍࡿᴗಀࡿ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ 㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊබṇ࡞◊✲

ᨵಟࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ◊

◊✲㈝ࡢṇ⏝ࡢ࿌Ⓨ➼ཷ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ᭷ຠࡘ

✲ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ࢭ࣑ࢼ



㐺ษ࡞ྲྀ⤌࡞ࡗ࡚࠸ࡿホ౯

࣮ࡋ࡚ࠊୖグ H ࣮ࣛࢽ

࠙◊✲බṇ᥎㐍ᴗࠚ

࡛ࡁࡿࠋ

ࣥࢢಟ⪅ࢆᑐ㇟ࡍ

✲◊ڦ⌮ᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵಟ



ࡿ㌿Ꮫ⩦◊ಟࢆ⾜

࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࡽ⮬↛⛉Ꮫࡲ࡛ࡢ࡚ࡢศ㔝ඹ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࠺ࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲ

㏻ࡍࡿᶆ‽ⓗ࡞◊✲⌮㛵ࡍࡿᩍ⫱ᩍᮦࡋ࡚㛤Ⓨ

ே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓࡸ

ࡋࡓᅗ᭩ᩍᮦࠗ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ ࡓྲྀ⤌ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ྥࡅ HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢ㛤Ⓨࠊࢧ

࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊✲ṇ㜵Ṇྥࡅ

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏ

⪅ࡢᚰᚓ㸫࠘
㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ 

་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㐃

ࠖ⦅㞟ጤဨ⦅㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⾜㸧
㸧ࢆࡶ

ᦠࡋࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤

ࡋࡓ◊✲⪅ྥࡅ HOHDUQLQJ ᩍᮦࠗH/&R5(࠘
㸦᪥ᮏㄒ∧࣭ ౯㸧

ദࡍࡿࠋ

ⱥㄒ∧㸧ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡍࡿࡶࠊ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸵㸫㸲ࡘ࠸

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ᖹᡂ  ᖺᗘᨵಟࢆ⾜ࡗࡓ᪥ᮏㄒ∧Ꮫ⩦ࢥࣥࢸࣥࢶ ࡚ࡣࠊ௧ඖᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣ୰
ᇶ࡙ࡁࠊⱥㄒ∧Ꮫ⩦ࢥࣥࢸࣥࢶࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽㸦ẖᖺ



ᗘ㸰ᅇ⛬ᗘ㛤ദ㸧ྠ⛬ᗘࢭ

࣭◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿᏛ㝔⏕ྥࡅ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢࢽ࣮ࢬ ࣑ࢼ࣮ཬࡧࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ
ㄪᰝᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓᏛ㝔⏕ྥ ࡋࠊ㡰ㄪᐇ⦼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡅ HOHDUQLQJ ᩍᮦࠗH/&R5(࠘
㸦᪥ᮏㄒ∧㸧ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ
౪ࢆ௧ඖᖺ  ᭶ࡽᐇࡍࡿࡶࠊⱥㄒ∧ࡢ㛤Ⓨ
ࢆ⾜࠸ࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ௧  ᖺ  ᭶ࡽᐇࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMNRXVHLULQULKWPO
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࣭ୖグ HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢ᭦࡞ࡿά⏝ࡢࡓࡵࠊ◊✲⪅ྥࡅ
HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢᒚಟ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊✲⌮ࢭ࣑ࢼ
࣮ࠕ◊✲⪅⌮ᩍ⫱ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆᑟධࡍࡿࠖࢆᮾ
ி࡛㛤ദࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ㌿Ꮫ⩦ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡
ࢡࢆᑟධࡍࡿ㝿ࡢ࣏ࣥࢺࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㐺ࡋࡓ
ࡢసᡂ᪉ἲࢆゎㄝࡍࡿࡶࠊᶍᨃࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡
ࢡࡢయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

✲◊ڦᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ㧗ᗘಀࡿᨭ
࣭ୖグ HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢ᭦࡞ࡿά⏝ࡢࡓࡵࠊ◊✲⪅ྥࡅ
HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢᒚಟ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊✲⌮ࢭ࣑ࢼ
࣮ࠕ◊✲⪅⌮ᩍ⫱ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆᑟධࡍࡿࠖࢆᮾ
ி࡛㛤ദࡋࠊ㌿Ꮫ⩦ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆᑟධࡍࡿ
㝿ࡢ࣏ࣥࢺࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㐺ࡋࡓࡢసᡂ᪉
ἲࢆゎㄝࡍࡿࡶࠊᶍᨃࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢయ㦂ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
㸦ᥖ㸧

࣭⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓཬࡧ᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢඹദ
࡛ࠊ◊✲බṇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ◊✲ṇ̿㉳ࡇࡉࡏ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊ㉳ࡇࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡽࠖࢆᮾி࡛㛤ദࡋࡓࠋࡑࡢ୰
࡛ࠊ◊✲ṇࡢ㜵Ṇࡸ◊✲ṇࡢㄪᰝࢆ⾜࠺࠶ࡓ
ࡗ࡚◊✲ᶵ㛵ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡘ࠸࡚ᥦࡸ
㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ



㸦㸳㸧ᴗົࡢⅬ᳨࣭ホ౯

㸦㸳㸧ᴗົࡢⅬ᳨࣭ホ౯

㸦㸳㸧ᴗົࡢⅬ᳨࣭ホ౯

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸳㸧ᴗົࡢⅬ᳨࣭ホ౯ࡢ᥎㐍

㸦㸳㸧ᴗົࡢⅬ᳨࣭ホ౯ࡢ᥎㐍

ࡢ᥎㐍

ࡢ᥎㐍

ࡢ᥎㐍

㸵㸫㸳ᴗົࡢⅬ᳨࣭ホ

࠙⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࠚ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

౯ࡢᐇ≧ἣ㸦㹀Ỉ‽㸸 ڦィ⏬࣭ホ౯ጤဨ㛤ദᐇ⦼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࡸእ㒊

ẖᖺᗘࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ

ホ౯ࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ

ࢆᐇࡍࡿࡶࠊᏛ

➨୕༑᮲ࡢつᐃᇶ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊

㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᴗົ㐠Ⴀࡢ

⏺ࡸ⏘ᴗ⏺࡞ࢆ௦⾲

࡙ࡁࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࢆᐇ

ホ౯ࢆẖᖺᗘᐇ㸧

ྛ㒊ࡢ㛗࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿᴗົᐇ⦼ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ᨵၿࢆᅗࡿࠋ

ࡍࡿ᭷㆑⪅ࡼࡿእ㒊

ࡍࡿࡶࠊᏛ⏺ཬ



㛵ࡍࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯㈨ᩱࢆసᡂᚋࠊィ⏬࣭ホ౯ጤဨ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ホ౯యไࢆᩚഛࡋࠊ⟶⌮

ࡧ⏘ᴗ⏺ࢆ௦⾲ࡍࡿ᭷

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ᥦฟࡋࡓࠋ

㐠Ⴀࡸྛᴗࡢᐇ≧

㆑⪅ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿ

㸵㸫㸳⥅⥆ⓗ࡞ᴗົ㐠

ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊຠ⋡ཬࡧ

እ㒊ホ౯ጤဨࢆ㛤ദ

ႠࡢᨵၿࢆᅗࡿほⅬ

ศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢᡤ㛗࣭ᡤ㛗ࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝᣐⅬᙧ ࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ຠᯝࡢ୧㠃ࡽホ౯ࢆ

ࡋࠊ⟶⌮㐠Ⴀࡸྛᴗࡢ

ࡽࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ

ᡂ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛࢫ ࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ࢆ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

⾜࠺ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⤖ᯝ

ᐇ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚እ

㒊ホ౯ࢆẖᖺᗘᐇࡍ

ࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㛗ࡶጤဨࡋ࡚ཧ⏬ࡋ ࡑࢀࡒࢀ㐺ษᐇࡋࠊホ౯⤖

㸫

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົ㐠Ⴀࡢᨵ

㒊ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍ

࡚࠸ࡿィ⏬࣭ホ౯ጤဨ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢホ౯㈨ᩱࢆᇶ ᯝࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛㐺ษබ⾲



ࡿࠋ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࢆᐇࡋࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ሗ࿌᭩ࢆࡲࡵ࡚ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ

ၿᫎࡍࡿࠋ

ホ౯ࡢ⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣍

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᡤ㛗࣭ᡤ㛗ࠊᏛ⾡ሗ ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

࣮࣌ࢪ➼࠾࠸࡚බ⾲

እ㒊ホ౯ጤဨᥦฟࡋࡓࠋ

㒊ホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᴗົࡢ⌧≧࣭ㄢ

ࡍࡿࡶᴗົ㐠Ⴀ



㢟ࡢᢕᥱ࣭ศᯒࢆ⾜࠸ࠊᴗົࡢᨵ

ࡢᨵၿᙺ❧࡚ࡿࠋ

࠙እ㒊ホ౯ࠚ

ၿࡸぢ┤ࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞ᐇᙺ
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ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ


141

142

ڦእ㒊ホ౯ጤဨ㛤ദᐇ⦼

❧࡚࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ 3'&$ ࢧࢡ

➨  ᅇ㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥

ࣝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➨  ᅇ㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥



እ㒊ホ౯ጤဨࡣࠊᏛࡸ⏘ᴗ⏺ࢆ௦⾲ࡍࡿ  ྡࡢ᭷ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
㆑⪅ࡀᑵ௵ࡋࡓࠋ

࣭ᴗົࡢᨵၿ➼ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࠊ

እ㒊ホ౯ጤဨ࡛ࡣࠊィ⏬࣭ホ౯ጤဨࡽᥦฟࡉࢀ ᘬࡁ⥆ࡁ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊
ࡓ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ሗ࿌᭩ࢆᇶ⟶⌮㐠Ⴀࡸྛᴗࡢᐇ ホ౯ࢆ㏻ࡌ࡚ᴗົࡢ⌧≧࣭ㄢ㢟
≧ἣࡘ࠸࡚⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡢᢕᥱ࣭ศᯒດࡵࡿࠋ




⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊつ⛬ࡸ⮬ᕫ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
Ⅼ᳨せ㡿ࠊホ౯ᡭἲࠊእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙➼ඹ࣮࣒࣍ ౯㸧
࣮࣌ࢪୖබ㛤ࡋࡓࠋ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸵㸫㸳ࡘ࠸



࡚ࡣࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ

࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ౯⤖ᯝࡢබ⾲

౯ࢆ௧ඖᖺᗘࡶᐇࡋ࡚࠾

KWWSVZZZMVSVJRMSMRXWOLQHGDWDWHQNHQBBSGI ࡾࠊ┠ᶆỈ‽㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ەእ㒊ホ౯ጤဨ
ᑕሙ ⱥ⣖
∦ᒸ ᖿ㞝
ᕴ ⾜
㎷ ⠜Ꮚ
ྂ℩ ዉὠᏊ
ほᒣ ṇぢ


ࢺࣚࢱ⮬ື㌴㸦ᰴ㸧㟁ụᮦᩱᢏ⾡࣭◊
✲㒊㛗
ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫྡᩍᤵ
ྡྂᒇᏛྡᩍᤵ
ྡྂᒇᏛ≉௵ᩍᤵ
࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛᇶᖿ◊✲㝔ᩍᤵ
ᗈᓥᏛ⥲ྜᡓ␎ᐊ≉௵ᩍᤵ






















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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ᴗົ㐠Ⴀࡢຠ⋡㛵ࡍࡿ㡯ࠊ㈈ົෆᐜࡢᨵၿ㛵ࡍࡿ㡯ཬࡧࡑࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ㡯
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
ϩ

ᴗົ㐠Ⴀࡢຠ⋡㛵ࡍࡿ㡯
㸯 ⤌⧊ࡢ⦅ᡂཬࡧᴗົ㐠Ⴀ
㸰 ୍⯡⟶⌮㈝➼ࡢຠ⋡
㸱 ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮
㸲 ᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢྜ⌮࣭ຠ⋡

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ



౯࣭
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ


㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ


ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿᣦᶆ

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸱㸮ᖺᗘ

㸯ᖺᗘ
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ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀࡢ㏣ồ

ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀࡢ㏣ồ

ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀࡢ㏣ồ

㐠Ⴀ㈝㔠ࢆᙜࡋ࡚⾜࠺ᴗࡘ࠸࡚௧ඖᖺᗘ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ཬࡧᴗົ࣭⤒㈝ࡢྜ⌮

ཬࡧᴗົ࣭⤒㈝ࡢྜ⌮

ཬࡧᴗົ࣭⤒㈝ࡢྜ⌮

࠾࠸࡚ࡣࠊ୍⯡⟶⌮㈝㸦ே௳㈝ࠊබ⛒࣭බㄢࠊཬࡧ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ດࡵࠊ㐠Ⴀ㈝

ດࡵࠊ㐠Ⴀ㈝

ດࡵࠊ㐠Ⴀ㈝

ᮏ㒊ᘓ≀ᩱࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡣᖹᡂ  ᖺᗘண⟬ᑐࡋ࡚

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

㔠ࢆᙜࡋ࡚⾜࠺ᴗ

㔠ࢆᙜࡋ࡚⾜࠺ᴗ

㔠ࢆᙜࡋ࡚⾜࠺ᴗ

㸣ࡢ๐ῶࡋࡓࠊࡑࡢࡢᴗ㈝㸦ே௳㈝ࢆ㝖

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࡣࠊ᪂つ㏣ຍࡉࢀࡿ

ࡣࠊ᪂つ㏣ຍࡉࢀࡿ

ࡣࠊ᪂つ㏣ຍࡉࢀࡿ

ࡃࠋ㸧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘண⟬ᑐࡋ࡚ 㸣๐ῶࡋࡓࠋ

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡶࡢࠊᣑศࡣ㝖እࡋ

ࡶࡢࠊᣑศࡣ㝖እࡋ

ࡶࡢࠊᣑศࡣ㝖እࡋ

ࡢࡑࠊ㈝⌮⟶⯡୍ەᴗ㈝ࡢ๐ῶ≧ἣ

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ



ࡓୖ࡛ࠊ୍⯡⟶⌮㈝

ࡓୖ࡛ࠊ୍⯡⟶⌮㈝

ࡓୖ࡛ࠊ୍⯡⟶⌮㈝

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

㸦ே௳㈝ࠊබ⛒බㄢࠊ

㸦ே௳㈝ࠊබ⛒බㄢࠊ

㸦ே௳㈝ࠊබ⛒බㄢࠊ



ᮏ㒊ᘓ≀ᩱཬࡧ≉Ṧ

ᮏ㒊ᘓ≀ᩱཬࡧ≉Ṧ

ᮏ㒊ᘓ≀ᩱཬࡧ≉Ṧ

୍⯡⟶⌮㈝

⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧㛵ࡋ

⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧㛵ࡋ

⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧㛵ࡋ

㸦๐ῶ┠ᶆ㸸㸣௨ୖ㸧

࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

㸦༢㸸༓ࠊ㸣㸧
 ᖺᗘண⟬

ඖᖺᗘᐇ⦼ ๐ῶྜ



㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

̿







࣭㐠Ⴀ㈝㔠ࢆᙜࡋ࡚⾜࠺



㸪

ڸ

ᴗ࠾࠸୍࡚⯡⟶⌮㈝㸦ே௳
㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑐ๓
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୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓

୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓

୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓

ࡑࡢᴗ㈝

ᖺᗘẚ㸱㸣௨ୖࠊࡑࡢ

ᖺᗘẚ㸱㸣௨ୖࠊࡑࡢ

ᖺᗘẚ㸱㸣௨ୖࠊࡑࡢ

㸦๐ῶ┠ᶆ㸸㸣௨ୖ㸧

ࡢᴗ㈝㸦ே௳㈝ࠊ

ࡢᴗ㈝㸦ே௳㈝ࠊ

ࡢᴗ㈝㸦ே௳㈝ࠊ

ͤே௳㈝ࠊබ⛒࣭බㄢࠊཬࡧᮏ㒊ᘓ≀ᩱࢆ㝖ࡃࠋ

㸦ே௳㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸࡚

ᮏ㒊ᘓ≀ᩱཬࡧ≉Ṧ

ᮏ㒊ᘓ≀ᩱཬࡧ≉Ṧ

ᮏ㒊ᘓ≀ᩱཬࡧ≉Ṧ

ͤᖹᡂ  ᖺᗘண⟬ࡣࠊ௧ඖᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ࠾ࡅࡿ

ࡶࠊᑐ๓ᖺᗘẚ 㸣௨ୖ࠶ࡓ

⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸

⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸

⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸

࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓





 



ڸ

ᖺᗘẚ 㸣௨ୖ࠶ࡓࡿ 㸣
ࡢ๐ῶࢆ㐩ᡂࡋࠊࡑࡢᴗ㈝

ண⟬ࡢ⤌᭰࠼➼ࢆᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿ 㸣ࡢ๐ῶࢆ㐩ᡂࡋࠊ୰ᮇ

࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

ͤỴ⟬సᴗ୰ࡢࡓࡵࠊᩘ್ࡣᬻᐃ್ࠋ

ィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚

୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓

୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓

࠙ே௳㈝ࡢຠ⋡ࠚ

࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᖺᗘẚ㸯㸣௨ୖࡢᴗົ

ᖺᗘẚ㸯㸣௨ୖࡢᴗົ

ᖺᗘẚ㸯㸣௨ୖࡢᴗົ

࣭⯆ࡣࠊձᏛ⾡◊✲ࡢຓᡂࠊղ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࠊճ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ⤥Ỉ‽ࡘ

ࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࠋ

ࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࠋ

ࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࠋ

Ꮫ⾡㛵ࡍࡿᅜ㝿ὶࡢ᥎㐍ࠊմᏛᨵ㠉ࡢᨭࡢࡓ

࠸࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ

࡞࠾ࠊ᪂つ㏣ຍࡉ

࡞࠾ࠊ᪂つ㏣ຍࡉࢀ

࡞࠾ࠊ᪂つ㏣ຍࡉ

ࡵࡢᴗࢆ⾜࠺ᡃࡀᅜ၏୍ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊࡇ

⯆ࡢᴗࢆ㐺ษᐇࡍࡿ

ࢀࡿࡶࡢࡸᣑศࡣ⩣

ࡿࡶࡢࡸᣑศࡣ⩣ᖺ

ࢀࡿࡶࡢࡸᣑศࡣ⩣

ࢀࡽࡢᴗࢆ㐺ษࡘ╔ᐇᐇࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㧗ᗘ

ࡓࡵࡣࠊ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶࡀồࡵ

ᖺᗘࡽຠ⋡ࢆᅗࡿ

ᗘࡽຠ⋡ࢆᅗࡿࡶ

ᖺᗘࡽຠ⋡ࢆᅗࡿ

࡞ᑓ㛛ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤ㧗࠸ゝㄒ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ

ࡽࢀࠊඃ⚽࡞ேᮦࢆ☜ಖࡍࡿᚲ

ࡶࡢࡍࡿࠋ

ࡢࡍࡿࠋ

ࡶࡢࡍࡿࠋ

⫋ဨࡸ◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᴗົ㧗ᗘ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿ༤

せࡀ࠶ࡿࡇ࡞ࡽࠊᅜẚ

ࡲࡓࠊ⤥Ỉ‽ࡘ

ࡉࡽࠊẖᖺࡢ㐠Ⴀ

ࡉࡽࠊẖᖺࡢ㐠Ⴀ

ኈㄢ⛬ಟ⪅ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡞ඃ⚽࡞ேᮦࢆ☜ಖࡋ࡚࠸

࡚ࠊࡸࡸ㧗࠸⤥Ỉ‽࡞ࡗ

࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ

㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥ

㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥ

ࡿࡇࡽࠊᏛṔ຺࡛ࡣࠊᅜẚ࡚ࡸࡸ㧗࠸⤥

࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦᕪࢆṇࡋࡓ⤥

㋃ࡲ࠼ࠊᅜᐙබົဨࡢ

ࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠

ࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠

Ỉ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Ỉ‽ࡢẚ㍑࡛ࡣᅜᐙබົဨࡢ

⤥Ỉ‽ࢆ⪃៖ࡋ࡚ཝ

മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣ

മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢே௳㈝๐ῶࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸ⤥Ỉ‽ࡢᅾ

Ỉ‽ᮍ‶࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ࡋࡃ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇ

ࡶ␃ពࡍࡿࠋ

ࡶ␃ពࡍࡿࠋ

ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ົ⮧ࡢ᳨ドࢆཷࡅࡓ⤖ᯝࠊ㐍ᤖ≧ἣ

ࡽࠊ⤥Ỉ‽ࡣ㐺ṇ࡛࠶ࡿホ

ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ

ࡲࡓࠊ⤥Ỉ‽ࡘ

ࡲࡓࠊ⤥Ỉ‽ࡘ

ࡣ㐺ṇ࡛࠶ࡾࠊ㐺ṇ࡞Ỉ‽ぢ┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪨ࡢពぢ

౯ࡍࡿࠋ

ࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸྲྀ

࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ

࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ

ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ᳨ド⤖ᯝࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ



⤌≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ

㋃ࡲ࠼ࠊᅜᐙබົဨࡢ

㋃ࡲ࠼ࠊᅜᐙබົဨࡢ

㸦௧ඖᖺᗘᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



⤥Ỉ‽ࢆ⪃៖ࡋ࡚ཝ

⤥Ỉ‽ࢆ⪃៖ࡋ࡚ཝ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ணᐃࠋ㸧

࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊᅜᐙබົဨࡢ⤥

ࡋࡃ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇ

ࡋࡃ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇ

ࢫࣞࣃࢫࣛەᣦᩘ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㸧

ᨵၿ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺

ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ

ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ

ᑐᅜᐙබົဨᣦᩘ 

ṇ࡞Ỉ‽ࡢ⥔ᣢດࡵ࡚࠸ࡃࡇ

ࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸྲྀ

ࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸྲྀ

㸦ཧ⪃㸧ᆅᇦ຺ 

ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

⤌≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ

⤌≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ

ᏛṔ຺ 



ᆅᇦ࣭ᏛṔ຺ 



 㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮



㸱㸬ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮

㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮

㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮



 ㄪ㐩௳ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎୍⯡➇தࡼࡾ⾜࠸ࠊ㝶ព

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ཎ๎୍⯡➇தࡼࡿࡶ

ዎ⣙ࡢᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛⌮⏤➼ࢆ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡢࡋࠊ㝶ពዎ⣙ࡼ

බ⾲ࡋࡓࠋ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ࡢྲྀ⤌ࡢ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࡵࡿࡓࡵࡑࡢ⌮⏤➼ࢆ

᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⥲ົ⮧Ỵᐃ㸧

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

බ⾲ࡍࡿࠋ

ᇶ࡙ࡁࠊࠕ௧ඖᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊ௧ඖᖺ  ᭶  ᪥ࡅ

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

࣭≉ዎ⣙┘どጤဨࡀ㐺ษ

ே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ⌮

࡛බ⾲ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⟇ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊዎ⣙┘どጤဨ

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

㛤ദࡉࢀࠊጤဨࡢᣦ

ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ࠸

ࢆ㛤ദࡋࠊእ㒊ጤဨࡢពぢࢆࡶᙺဨ࠾࠸࡚

࣭ㄪ㐩௳ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎୍⯡

ᑐࡋ࡚ⓗ☜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ศ㔝ࡢタᐃࠊㄪ㐩㛵

࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶

Ỵᐃࡋࡓࠋ

➇தࡼࡾ⾜࠸ࠊ㝶ពዎ⣙ࡢᐇ



ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᚭᗏ

 ᪥⥲ົ⮧Ỵᐃ㸧

㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮

㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮

ᘬࡁ⥆ࡁࠕ⊂❧⾜ᨻ

ᘬࡁ⥆ࡁࠕ⊂❧⾜ᨻ

ㄪ㐩௳ࡘ࠸࡚ࡣ

ἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ

ἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ

⌮ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ

⌮ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ

࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ㸳

࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶

ࡿሙྜࡣࠊ㏱᫂ᛶࢆ㧗

᭶ ᪥⥲ົ⮧Ỵ

 ᪥⥲ົ⮧Ỵᐃ㸧

ᐃ㸧ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࢆ╔

ᇶ࡙ࡁࠊẖᖺᗘㄪ㐩➼

ᐇᐇࡋࠊእ㒊᭷㆑

ྜ⌮ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊ

ࡲࡓࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲ

⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘どጤ

ㄪ㐩ࡢ⌧≧せᅉࡢศ

ဨࢆ㛤ദࡍࡿࡇ

ᯒࠊ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴ

ࡼࡾዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨ࢆ
ᚭᗏࡍࡿࠋ

⦼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ࣮࣒࣮࣍࣌
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➼ࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇ

ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊዎ⣙

㸦 ᖺᗘ㸧ㄪ㐩➼ྜ

ࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜

ࢪ࡛⌮⏤➼ࢆබ⾲ࡋࠊィ⏬ᇶ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

㛤ദࡋࠊ๓ᖺᗘࡢዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨ࢆ⾜࠺ࡶࠊ௧

࡙ࡁ╔ᐇᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

⌮ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊㄪ

ඖᖺᗘㄪ㐩ྜ⌮ィ⏬㸦㸧ࡢᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௧

࣭ࠕ௧ඖᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே᪥

̿

ಖࡍࡿࡶࠊእ㒊

㐩ࡢ⌧≧せᅉࡢศ

ඖᖺᗘࡢዎ⣙┘どጤဨࡢ㛤ദᐇ⦼ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶

ᮏᏛ⾡⯆ㄪ㐩➼ྜ⌮ィ

᭷㆑⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘

ᯒࠊ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴ

ࡿࠋ㆟ᴫせࡣᮏ +3 ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ

⏬ࠖࡢ⟇ᐃࡸࠊዎ⣙┘どጤဨ

どጤဨࢆ㛤ദࡍࡿࡇ

ศ㔝ࡢタᐃࠊㄪ㐩㛵

࣭➨  ᅇዎ⣙┘どጤဨ㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥

࠾ࡅࡿዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨ࢆ⾜࠸

ࡼࡾዎ⣙≧ἣࡢⅬ

ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᚭᗏ

࣭➨  ᅇዎ⣙┘どጤဨ㸸௧ඖᖺ  ᭶  ᪥

⮬ᚊⓗࡘ⥅⥆ⓗㄪ㐩➼ࡢྜ

᳨ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ

➼ࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇ

 ࠕ௧ඖᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ㄪ㐩➼ྜ

⌮ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓዎ



ࡍࡿࡇࡼࡾࠊබṇ

⌮ィ⏬ࠖᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡋࡓࠋ

⣙┘どጤဨࡢᑂ㆟ᴫせࡘ࠸

ᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡘ

㸯㸬㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴศ㔝

࡚ࡶィ⏬㏻ࡾ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ

ࡘࠊ⮬ᚊⓗࡘ⥅⥆ⓗ

㸦㸯㸧୍⪅ᛂᮐ࣭ᛂເᨵၿಀࡿྲྀ⤌

⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮ྲྀ

ەᐇࡋࡓྲྀ⤌ෆᐜཬࡧຠᯝ

࣭ࠕ௧ඖᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே᪥

ࡾ⤌ࡴࠋ࡞࠾ࠊㄪ㐩➼

䐟 ᛂᮐ⪅ࡀ୍⪅࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊබ࿌ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࠊᵝ

ᮏᏛ⾡⯆ㄪ㐩➼ྜ⌮ィ

ྜ⌮ィ⏬ࡢ⟇ᐃཬࡧ

᭩ࡢぢ┤ࡋ➼ࡼࡿㄪ㐩ࡢࡸࡾ┤ࡋࢆࡍࡿࡇࡀ࠶

⏬ࠖᇶ࡙ࡁࠊ୍⪅ᛂᮐ࣭ᛂເ

⮬ᕫホ౯⤖ᯝ➼ࡘ࠸

ࡿ᪨ࢆධᮐㄝ᫂᭩᫂グࡋࡓࠋ୍⪅ᛂᮐࡢྍ⬟ᛶࡶ

ᨵၿࠊዎ⣙᪉ἲ➼ࡢぢ┤ࡋࡼ

࡚ࡣࠊ┘ཬࡧእ㒊᭷

ࡋࡃࡣᛂᮐ⪅࡞ࡋࡀぢ㎸ࡲࢀࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕ  ௳ࡘ

ࡿ⤒㈝⠇ῶཬࡧᴗົࡢຠ⋡ࡢ

㆑⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘ど

࠸࡚ࡣࠊᛂᮐࡋ࡞ࡗࡓ⪅ࡢࣄࣜࣥࢢ➼ࢆ㋃ࡲ

᥎㐍ࠊ㝶ពዎ⣙㛵ࡍࡿෆ㒊⤫

ጤဨࢆ㛤ദࡍࡿࡇ

࠼࡚ᵝ᭩ࢆ୍㒊ゞṇࡋࡓࡾࠊබ࿌ᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡍࡿ

ไࡢ☜❧ࠊ⚈ࡢⓎ⏕ࡢᮍ↛

ࡼࡾዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨

➼ࠊゞṇබ࿌ࢆබ♧ࡍࡿࡇࡼࡾࠊㄪ㐩ࡢࡸࡾ┤ࡋ

㜵Ṇࠊ㐺ษ࡞ணᐃ౯᱁ࡢタᐃ

ࢆᚭᗏࡍࡿࡶࠊ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ ௳䛻䛴䛔䛶䛿」ᩘ⪅䛾ᛂᮐ䚸

㛵ࡋ࡚ࠊ╔ᐇྲྀ⤌ࢆᐇࡋ

ࡑࡢᑂ㆟ᴫせࢆ࣮࣒࣍

㻝 ௳䛻䛴䛔䛶䛿」ᩘ⪅䛾ᥦ䠄ᥦ䛧䛯 㻝 ⪅䛜ᢏ⾡ᑂ

ࡓࠋ

࣮࣌ࢪබ㛤ࡍࡿࠋ

ᰝ䛷ྜ᱁䛧䛺䛛䛳䛯䛯䜑ᛂᮐ⪅䛿 㻝 ⪅䛸䛺䛳䛯䠅䜢ᚓ



䛯䚹㻌

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

┘ཬࡧእ㒊᭷㆑⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘どጤဨࢆ  ᅇ



ղ ⤖ᯝⓗ୍⪅ᛂᮐ࡞ࡗࡓ௳ᩘ  ௳㸦㝶ዎ๓☜ㄆ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ
බເࢆᐇࡋࡓ  ௳ࢆ㝖࠸ࡓ௳ᩘ㸧ࡘ࠸࡚ࠊྍ⬟

☜ಖࡋࡘࡘࠊ⮬❧ⓗࡘ⥅⥆ⓗ

࡞⠊ᅖ࡛ᛂᮐࡋ࡞ࡗࡓ⪅⌮⏤➼ࢆ⫈ྲྀࡍࡿ

ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮ດࡵ࡚࠸ࡃ

ࡶࠊᖺᗘㄪ㐩ࢆ㛤ጞࡋࡓ௳ࡘ࠸࡚ࡣ௳ᢸ

ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ᙜㄢࡢࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࡓࠋࣄࣜࣥࢢࢆ㏻ࡌ
࡚ࠊᛂᮐࡢ㞀ቨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿせᅉ➼ࢆᢸᙜㄢ
ሗඹ᭷ࡍࡿࡇࡼࡾࠊㄪ㐩ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢぢ┤ࡋ
ࡸࠊᵝせ௳ࡢ⦆➼ࠊḟᅇ௨㝆ࡢㄪ㐩࠾ࡅࡿᨵၿ
Ⅼ➼ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ճ ࡑࡢࠊᖺᗘ௨๓ࡽࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ࡚ࡢධᮐබ
࿌ᮇ㛫ࢆ  ᪥௨ୖ࡛㐠⏝ࠊ࡚ࡢධᮐබ࿌ࡘ࠸࡚
ᮏ +3 ᥖ㍕ࡍࡿࡶᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ㐠Ⴀࡍࡿㄪ
㐩ሗࢧࢺᥖ㍕ࠊ࡚ࡢධᮐ࠾࠸࡚㟁Ꮚ࣓࣮
ࣝㄳồᇶ࡙ࡃධᮐㄝ᫂᭩㸦ᵝ᭩㸧ࡢ㟁Ꮚ㓄ಙࢆᘬ
ࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ

ۑ௧ඖᖺᗘࡢ⯆ࡢ୍⪅ᛂᮐ࣭ᛂເ≧ἣ
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䛆୍⪅ᛂᮐᩘ௳ᩘ䛇
䛖䛱୍⯡➇தධᮐ䛾㻌
⤖ᯝ୍⪅ᛂᮐ

ᖹᡂ 㻟㻜㻌

௧ඖ㻌

㻌 㻔㻞㻜㻝㻤㻕㻌 ᖺᗘ

㻔㻞㻜㻝㻥㻕ᖺᗘ

㻝㻡 ௳䠄㻟㻣㻚㻡䠂䠅

㻤 ௳䠄㻞㻚㻡㻢 ൨䠅

䛖䛱⏬➇த 㻝 ௳䠄㻜㻚㻜㻥 ൨䠅
䛖䛱㝶ዎ☜ㄆබເ 㻢 ௳䠄㻜㻚㻟㻡 ൨䠅㻌
䛆➇தධᮐ⥲ᩘ䛇

㻠㻜 ௳㻌

㻞㻢 ௳
䠄㻡㻤㻚㻡䠂䠅
㻝㻠 ௳㻌
䠄㻟㻚㻤 ൨䠅
㻜 ௳䠄㻜 䠅
㻝㻞 ௳㻌
䠄㻝㻢㻚㻡 ൨䠅㻌
㻠㻟 ௳㻌

㻌
㸦㸰㸧ዎ⣙᪉ἲ➼ࡢぢ┤ࡋࡼࡿ⤒㈝⠇ῶཬࡧᴗົࡢ
ຠ⋡ࡢ᥎㐍
ەᐇࡋࡓྲྀ⤌ෆᐜཬࡧຠᯝ
ձ ᶵᐦᩥ᭩⁐ゎᴗົࡘ࠸࡚ໟᣓዎ⣙ࡢᐇࢆ᳨ウ
ࡋࠊ௧  ᖺᗘࡼࡾẖ᭶  ᅇᐃᮇⓗᶵᐦᩥ᭩ࡢᅇ
ࢆᐇࡍࡿᵝࡼࡾධᮐࢆᐇࡋࡓࠋ୍⪅ᛂᮐ
ࡀぢ㎸ࡲࢀࡓࡓࡵࠊᵝࡢෆᐜㄪ㐩᪥⛬ࢆኚ᭦ࡍ
ࡿゞṇබ࿌ࢆᐇࡋࡓࡀࠊᥦ⪅ࡣ୍⪅ࡢࡳ࡞ࡾࠊ
ᵝࡢ୍㒊ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡗࡓࡇࡽᢏ⾡ᑂᰝ࡛
ྜ᱁࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ௧  ᖺᗘᙜึࡽࡢᐃᮇ
ᅇࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ௧  ᖺᗘෆ
ᗘධᮐࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢᵝෆᐜࡢᨵၿⅬ➼ࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ղ ㆟ᐊࡢ↓⥺ࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺࡢቑタࡸ᭷⥺ /$1 ቑ
タ➼ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛㛤ദࡍࡿ
௵◊✲ጤဨ㆟ཬࡧྛᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟ࡘ࠸࡚࣌
࣮ࣃ࣮ࣞࢫࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑗ᮶ᴗ࡛ࡶ࣮࣌
ࣃ࣮ࣞࢫ㆟ࢆᐇࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ㆟
ᐊࣇࣟࡢࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺࡢቑタࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮࣌
ࣃ࣮௦ࠊࢥࣆ࣮௦ࡢ⤒㈝๐ῶࡶࠊ༳ๅಀࡿᴗ
ົ㔞ࡢῶࡸ㆟┤๓ࡲ࡛㈨ᩱࡢಟṇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ
➼ࠊྛㄢࡢᴗົຠ⋡㈉⊩ࡋࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ⣬ࡢ㈨ᩱ
ࢆᗫṆࡋࡓࡇక࠸ࠊࢭࣥࢱ࣮ྛ◊✲ဨࡀಖ⟶ࡍ
ࡿ⣬ࡢ㈨ᩱࡢಖ⟶ሙᡤࡶせ࡞ࡗࡓࡇࡼࡾࢫ
࣮࣌ࢫࡢ᭷ຠά⏝ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ௧  ᖺᗘணᐃ
ࡉࢀࡿᮏົᐊ➼ࡢࣞ࢘ࢺኚ᭦࠾࠸࡚ࡣࠊ
⣬㈨ᩱࡢಖ⟶ሙᡤࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡓᲴࡢ᧔ཤ➼
ࡼࡾࠊ◊✲ဨࡢᖜቑဨక࠺ᮘࡢ㓄⨨ሙᡤࢆࠊ⌧ࣇ
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ࣟࡢ୰࡛☜ಖ࡛ࡁࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᏛ⾡ࢩࢫ
ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢྛ✀㆟࡛⠇ῶࡉࢀࡓぢ㎸ࡲ
ࢀࡿ࣮࣌ࣃ࣮௦ࠊࢥࣆ࣮௦ࡢ㔠㢠ࡣࠊ⣙  㸦ඹ
᭷ࢻࣛࣈಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ௧ඖᖺᗘࡢ௵◊✲
ဨ㆟ࠊᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟㈨ᩱࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕࠊࣃࢫ࣮࣡
ࢻ➼࡛ಖㆤࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㈨ᩱࡢࡳࡢᯛᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺ
ࡋࠊᖺᗘࡲ࡛ࡢ༳ๅ㒊ᩘࢆᐃࡋ࡚⟬ฟ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦:3,㸧
➼ᴗ࠾࠸࡚ࡶࠊ㆟㈨ᩱࡢ୍㒊࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫ
ࢆᐇࡋࡓࠋ
ճ ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢ㐠⏝࣭᭦᪂ࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⟶⌮ᴗົ
ࡘ࠸࡚ࠊጤクᴗົࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ᮶ᖺᗘධᮐࢆ
ᐇࡍࡿ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓࠋぢ┤ࡋࡼࡾࠊᴗົࡢ㛩ᩓ
ᮇ࣭⦾ᛁᮇྜࢃࡏ࡚ࠊ⦾ᛁᮇࡣ」ᩘேᩘࡢసᴗ
⪅ࢆᮏᖖ㥔ࡉࡏࠊ㛩ᩓᮇࡣ  ྡࡢࡳࢆᖖ㥔ࡉࡏ
ࡿ➼ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢ㐠
⏝࣭᭦᪂ࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⟶⌮ᴗົࢆᏳᐃⓗ㐠⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ௵ᮇ
‶ᚋࡢὴ㐵⫋ဨࢆ⿵ࡋ࡞࠸ࡇ➼ࡼࡿᑗ᮶ⓗ
࡞ே௳㈝ࡢ⠇ῶࠊ⦾ᛁᮇసᴗ⪅ࢆᰂ㌾ቑဨ࡛
ࡁࡿࡇࡼࡿᴗົࡢຠ⋡ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
մ ࡑࡢࠊ⨨ࡁ⸆ࡢዎ⣙ࢆᗫṆࡍࡿࡇࡼࡿ⣙ 
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㢠㸧ࡢ⤒㈝⠇ῶࡸࠊᙺ⫋ဨ
ࡢฟᙇࡸ㆟➼⏝ࡍࡿࡓࡵෆ࡛㈚ฟࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿᦠᖏ㟁ヰࡢᩱ㔠ࣉࣛࣥኚ᭦ࡼࡿ᭶㢠ᇶᮏ
ᩱ㔠  ࡢ⠇ῶࢆᐇࡋࡓࠋ

㸰㸬ㄪ㐩㛵ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᚭᗏ
㸦㸯㸧㝶ពዎ⣙㛵ࡍࡿෆ㒊⤫ไࡢ☜❧
ەᐇࡋࡓྲྀ⤌ෆᐜ࣭ຠᯝ
ձ ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ➇தᛶࡢ࡞࠸㝶ពዎ⣙ࡢ௳ᩘࡣ
 ௳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ௧ඖᖺᗘ࠾࠸࡚᪂ࡓ⥾
⤖ࡋࡓ㝶ពዎ⣙ࡣ  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋᙜヱ  ௳ࡢ⥾⤖
࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊㄪ㐩➼ྜ⌮᳨ド᳨࣭ウࢳ࣮࣒ࡼࡾ
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࣭⯆ෆ࡛⫋ဨࡀඹ᭷ࡍࡁሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࢢ





࣮ࣝࣉ࢙࢘ෆࡢᥖ♧ᯈཬࡧ࣏࣮ࢱ࣮ࣝ࣌ࢪࢆά⏝



ሗඹ᭷ࢆࡼࡾ୍ᒙ᥎㐍

ࡋࠊᚲせ࡞ሗࢆ⯆య࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋ



ࡍࡿࡓࡵࠊࢢ࣮ࣝࣉ࢘





࢙ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍ

࣭እ㒊ࡢ㆟➼࡛ :(% ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡍ

ࡿࠋࡲࡓࠊ⯆እࡢ

ࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘᩚഛࡋࡓ⏝⎔ቃࡢᐇ㐠⏝ࢆ㛤

㛵ಀ⪅ࡢሗඹ᭷

ጞࡋࡓࠋ

ಀࡿ㛫ࡸࢥࢫࢺࢆ๐



㸦Ϻ㸧ሗඹ᭷ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᩚഛ
⯆ᴗ⯡ࡢ




ῶࡍࡿࡓࡵࠊ:(% ㆟
ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࢆ᥎㐍
ࡍࡿࠋ
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㸦㸰㸧ᴗົ㐠Ⴀࡢ㓄៖



ڦᴗົ㐠Ⴀࡢ㓄៖㡯









㡯



࣭ຠ⋡ࢆ㐍ࡵࡘࡘࢧ࣮ࣅࢫపୗࢆᣍ࡞࠸ࡓࡵࡢ㓄





ᴗົࡢຠ⋡ࠊே௳
㈝ࡢຠ⋡➼ࡢྍ⬟ᛶ

៖ࡋ࡚ࠊ」ᩘࡢㄢ࡛ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓᾏእࡢ㈨㔠㓄ศᶵ
㛵ࡢඹྠᴗࡘ࠸࡚ᢸᙜ㒊⨫ࢆ୍ඖࡋࡓࠋ

ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ◊✲⪅
➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗ
ࢆᣍ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍ
ࡿࠋ




㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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153

154



㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϫ

㈈ົෆᐜࡢᨵၿ㛵ࡍࡿ㡯

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ



౯࣭
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ


㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ


ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿᣦᶆ

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸱㸮ᖺᗘ

㸯ᖺᗘ

㸰ᖺᗘ

㸱ᖺᗘ

㸦ཧ⪃ሗ㸧

㸲ᖺᗘ

⣼✚್➼ࠊᚲせ࡞ሗ















 















 



㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯



୰ᮇ┠ᶆ


୰ᮇィ⏬


ᖺᗘィ⏬


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯









㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

%

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ホᐃ

%





௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬



ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ



⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ



┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆ

࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ



ୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ

ゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃࢆ % 

ホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

࣭௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿᙜᮇ⥲



┈ࡢⓎ⏕せᅉࡣࠊࡸࡴࢆᚓࡎ⏕

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡌࡓᮍᇳ⾜㢠➼ࠋ┈వ㔠

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎ⏕せᅉࢆⓗ☜ᢕ

̿

ᥱࠋᐇ≀㈨⏘ࡢಖ᭷ࡘ࠸࡚



ࡣࠊᚲせ᭱ప㝈ࠋ㔠⼥㈨⏘ࡘ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࠸࡚ࡣࠊ⟶⌮≧ἣࠊ㈨⏘つᶍ

̿

ࡶ㐺ษ࡛࠶ࡾࠊಖ᭷┠ⓗࡣ᫂



☜ࠋ௨ୖࡽࠊィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ
ᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊຠ⋡ⓗ࡞ᴗົ㐠
Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
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࣭ᘬࡁ⥆ࡁண⟬ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᇳ⾜
ດࡵࠊ㐺ษ࡞Ỵ⟬ฎ⌮ᡭ⥆ࡁ
ࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋ





ᐤ㝃㔠➼ࡢእ㒊㈨㔠

Ϫ ண⟬㸦ே௳㈝ࡢぢ

Ϫ ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬ



ࡸ⮬ᕫධࡢ☜ಖࠊண

✚ࡾྵࡴࠋ㸧ࠊᨭィ

ࡧ㈨㔠ィ⏬

⟬ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᇳ⾜ດ

⏬ཬࡧ㈨㔠ィ⏬



ࡵࠊᴗࡈ㐺ṇ࡞





㸦༢㸸ⓒ㸧


ᖹᡂ  ᖺᗘ ௧ඖᖺᗘ

㸯 ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠ィ

㸯 ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠

⏬

ィ⏬
⿵ຓホᐃ㸸E

⤒ᖖ㈝⏝

㸪

㸪

⿵ຓホᐃ㸸E

⤒ᖖ┈

㸪

㸪

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㈈ົ⟶⌮ࡢᐇ⌧ࢆᅗ

⮫ᦆኻ





௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡿࠋࡲࡓࠊẖᖺࡢ㐠Ⴀ

⮫┈





ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ



⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥ

ἲே⛯ࠊఫẸ



ࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠

⛯ཬࡧᴗ⛯

മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣ

ᙜᮇ⣧┈





ୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ



ࡶ␃ពࡍࡿࠋ

ᙜᮇ⥲┈





ホᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

࣭௧ඖᖺᗘࡢᙜᮇ⥲┈ࡢⓎ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

⏕せᅉࡣࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᇳ⾜ṧ

㸫




௧  ᖺᗘ

௧  ᖺᗘ

⤒ᖖ㈝⏝

㸫

㸫

⤒ᖖ┈

㸫

㸫

⮫ᦆኻ

㸫

㸫

⮫┈

㸫

㸫

ἲே⛯ࠊఫẸ

㸫

㸫

ࡾࠊỴ⟬ฎ⌮ᡭ⥆ࡁ࠾࠸࡚
┈ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋࡇࡢࡓ
ࡵἲே㐠Ⴀ࠾࠸࡚ᴗࡢᐇ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ㄆ㆑ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ

⛯ཬࡧᴗ⛯
ᙜᮇ⣧┈

㸫

㸫

ᙜᮇ⥲┈

㸫

㸫




ࡸ㐣ᖺᗘᴗࡢ㏉㑏㔠➼࡛࠶

௧  ᖺᗘ

⤒ᖖ㈝⏝

㸫

⤒ᖖ┈

㸫

⮫ᦆኻ

㸫

⮫┈

㸫

ἲே⛯ࠊఫẸ

㸫

⛯ཬࡧᴗ⛯

࣭┈వ㔠ࡘ࠸࡚ࡶࠊⓎ⏕
せᅉࢆⓗ☜ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᐇ≀㈨⏘ࡢಖ᭷ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᚲせ᭱ప㝈࡛࠶ࡿࠋ
࣭㔠⼥㈨⏘ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⟶⌮≧
ἣࠊ㈨⏘つᶍࡶ㐺ษ࡛࠶
ࡾࠊಖ᭷┠ⓗࡶ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࣭ᘬࡁ⥆ࡁண⟬ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᇳ⾜
ດࡵࠊ㐺ษ࡞Ỵ⟬ฎ⌮ᡭ⥆ࡁ

ᙜᮇ⣧┈

㸫

ᙜᮇ⥲┈

㸫

ࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋ





 













࠙㈈ົ≧ἣࠚ





ڦᙜᮇ⥲┈
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155
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࣭௧ඖᖺᗘࡣ  ⓒ

ڦᙜᮇ⥲┈ࡢⓎ⏕せᅉ
࣭ᙜᮇ⥲┈ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡸࡴࢆᚓࡎᇳ⾜࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓ㢠➼࡛࠶ࡾࠊ⤒Ⴀດຊࡼࡿ┈࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ┠
ⓗ✚❧㔠ࡢ⏦ㄳࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ


ڦ┈వ㔠
࣭௧ඖᖺᗘᮎ┈వ㔠ࡣ  ⓒ࡛࠶ࡿࠋ
⧞ڦ㉺Ḟᦆ㔠
࣭ヱᙜ࡞ࡋࠋ

ࡾࡲ⁀ڦ㔠
࣭⢭ᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊヱᙜ࡞ࡋࠋ


 













࠙ᐇ≀㈨⏘ࠚ



ڦಖ᭷≧ἣ




ᐇ≀㈨⏘ࡢྡ⛠ෆᐜࠊつᶍ
㌴୧㸸ィ  ྎ㸦 ࢝ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡚ಖ
᭷㸧
ͤ⯆ᮏ㒊ࡀᡤ᭷ࡍࡿ㌴୧㸦බ⏝㌴㸧ࡣ࡞࠸ࠋ


 













࠙㔠⼥㈨⏘ࠚ
ڦಖ᭷≧ἣ
ձ㔠⼥㈨⏘ࡢྡ⛠ෆᐜࠊつᶍ
࣭⌧㔠ཬࡧ㡸㔠ࡋ࡚ࠊ ൨ࠊ᭷౯ドๆ㸦ᐃᮇ㡸
㔠㸧ࡋ࡚ࠊ ൨࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡣࠊ㛗ᮇᅜമ㸦 ൨㸧ࢆಖᣢࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊᑗ᮶ⓗ࡞ᅇࡾࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ༷ࡍࡿࡇ
࡞ࡾࠊ༷ࡋࡓ  ൨ࡣᐃᮇ㡸㔠ࡋ࡚ಖᣢࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ༷┈ࡣ  ⓒ࡛࠶ࡿࠋ
ղಖ᭷ࡢᚲせᛶ㸦ᴗ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿᡭẁࡋ࡚ࡢ᭷
⏝ᛶ࣭᭷ຠᛶ㸧
㸦୍⯡຺ᐃ㸧
࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹せࡍࡿ⤒㈝ࡣࠊᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᇶ㔠ࡢ
㐠⏝┈➼ࢆࡶࡗ࡚ࡲ࡞࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᏳ
ࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝ࡢほⅬࡽᐃᮇ㡸㔠ࡋ࡚ಖ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
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㸦Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ㸧
࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡽࡍࡿຓᡂ㔠ࡢᨭᡶィ⏬ࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊᨭᡶ࠸ᮇࡀ฿᮶ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫㈨㔠ࢆ㐠⏝
ࡋࠊ⏕ࡌࡓᏊ㸦௧ඖᖺᗘᜥࡢཷྲྀ㢠㸸 ༓
㸧ࢆᇶ㔠࡚ࡿࡇࡼࡾࠊ᭷ຠ⟶⌮ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭㈨㔠ࡢಖ᭷᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨༑
ඵ᮲➨  㡯ࠊࡢᇶ㔠࠶ࡗ࡚ࡣྠἲ㝃๎➨᮲ࡢ
➨  㡯ᇶ࡙ࡁࠊ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ➨ᅄ༑᮲つ
ᐃࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㡸㔠ࡼࡾಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⟶
⌮ࡣ㐺ษ࡛࠶ࡿࠋ

ڦ㈨㔠ࡢ㐠⏝యไࡢᩚഛ≧ἣ
࣭ᇶ㔠ࡢ㐠⏝㈐௵⪅ࡣ⌮㛗࡛࠶ࡾࠊ㐠⏝ᴗົࡣ⥲ົ
㒊㛗ࡀ⾜࠸ࠊ㐠⏝ᴗົಀࡿົࡣィㄢ㛗ࡀ⾜࠺ࡇ
ࡀᇶ㔠⟶⌮ጤဨつ⛬➼࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ࡞
㐠⏝యไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭┘ཬࡧእ㒊┘ᰝேࡼࡿ┘ᰝࢆཷࡅ㐺ᛶ࡛࠶ࡿ᪨
ࡢሗ࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ڦ㈨㔠ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿἲேࡢ㈐௵ࡢศᯒ≧ἣ
࣭ୖグ㐠⏝యไࡽࠊ㈐௵ࡣ᫂☜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ڦ㈚㔠࣭ᮍ㔠➼ࡢമᶒᅇࡢᐇ⦼
࣭ᮍ㔠ࡢ࡞ࡶࡢࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠➼ࡢ⧞㉺ࡋ
క࠺ᅜᗜ㏉⣡ࡢࡓࡵࠊ௧ඖᖺᗘ⿵ຓ㔠➼ࡢ
ࢆཷࡅࡓᏛ➼ᑐࡋᮇ㝈ࢆᐃࡵ㏉㑏ࢆồࡵࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛㢠ࡢᅇࢆ
⤊ࡋࡓࠋ

ڦᅇィ⏬ࡢ᭷↓ࡑࡢෆᐜ㸦↓࠸ሙྜࡣࠊࡑࡢ⌮
⏤㸧
࣭⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠➼ࡢ⧞㉺ಀࡿࠊᏛ➼ࡽ⯆
ࡢ㏉㑏㢠ࡢᅇࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏉㑏ࡢᮇ㝈ࢆᐃࡵࡿ
࡞ィ⏬ⓗᐇࡋࡓࠋ



 





 







࠙▱ⓗ㈈⏘➼ࠚ





ڦಖ᭷ࡢ᭷↓ཬࡧࡑࡢಖ᭷ࡢᚲせᛶࡢ᳨ウ≧ἣ





࣭ヱᙜ࡞ࡋ
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▱ڦⓗ㈈⏘ࡢᩚ⌮➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑ
ࡢἲேࡢྲྀ⤌≧ἣ㸭㐍ᤖ≧ἣ
࣭ヱᙜ࡞ࡋ

ڦฟ㢪㛵ࡍࡿ᪉㔪ࡢ᭷↓
࣭ヱᙜ࡞ࡋ

ڦฟ㢪ࡢ㠀ࢆᑂᰝࡍࡿయไᩚഛ≧ἣ
࣭ヱᙜ࡞ࡋ

ڦά⏝㛵ࡍࡿ᪉㔪࣭┠ᶆࡢ᭷↓
࣭ヱᙜ࡞ࡋ

▱ڦⓗ㈈⏘ࡢά⏝࣭⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊యไࡢᩚഛ≧ἣ
࣭ヱᙜ࡞ࡋ

ڦᐇチㅙ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸▱ⓗ㈈⏘ࡘ࠸࡚ࠊ
ձཎᅉ࣭⌮⏤ࠊղᐇチㅙࡢྍ⬟ᛶࠊ
ճ⥔ᣢ⤒㈝➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓಖ᭷ࡢᚲせᛶࠊ
մಖ᭷ࡢぢ┤ࡋࡢ᳨ウ࣭ྲྀ⤌≧ἣࠊ
յά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌
࣭ヱᙜ࡞ࡋ

 

ϫ ▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ

ϫ ▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ

㢠

㢠

▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠

▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠

ࡣ  ൨ࡍࡿࠋ▷ᮇ

ࡣ  ൨ࡍࡿࠋ▷ᮇ

ධࡀᐃࡉࢀࡿែ

ධࡀᐃࡉࢀࡿែ

ࡋ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝

ࡋ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝

㔠ࡢཷධࢀ㐜ᘏࡀ⏕

㔠ࡢཷධࢀ㐜ᘏࡀ⏕

ࡌࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ

ࡌࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ

Ϭ 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ

Ϭ 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ

➼㛵ࡍࡿィ⏬

➼㛵ࡍࡿィ⏬



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸰 ▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠

㸰 ▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠

௧ඖᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ㐠Ⴀ㈝㔠ࡢཷධ㐜ᘏࡣ⏕

⿵ຓホᐃ㸸㸫

⿵ຓホᐃ㸸㸫

ࡌࡎࠊ▷ᮇධ㔠ࡢᐇ⦼ࡣ࡞࠸ࠋ





㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸱 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵ࡍ

㸱 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵

௧ඖᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡞㈈⏘ࢆฎศࡍࡿィ⏬ࡣ࡞

ࡿィ⏬

ࡍࡿィ⏬

ࡃࠊᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࡶヱᙜ࡞ࡋࠋ

⿵ຓホᐃ㸸㸫

⿵ຓホᐃ㸸㸫

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸲 వ㔠ࡢ㏵

㸲 వ㔠ࡢ㏵

࣭ᐇ⦼࡞ࡋࠋ

⿵ຓホᐃ㸸㸫

⿵ຓホᐃ㸸㸫



 

㔜せ࡞㈈⏘ࢆㆡΏࠊ

㔜せ࡞㈈⏘➼ࢆㆡ

ฎศࡍࡿィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ

Ώࠊฎศࡍࡿィ⏬ࡣ࡞



࠸ࠋ


 

ϭ వ㔠ࡢ㏵

ϭ వ㔠ࡢ㏵
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⯆ࡢỴ⟬࠾࠸

⯆ࡢỴ⟬࠾࠸

࡚వ㔠ࡀⓎ⏕ࡋࡓ

࡚వ㔠ࡀⓎ⏕ࡋࡓ

ࡣࠊᗈሗ࣭ሗᥦ౪ࡢ

ࡁࡣࠊᗈሗ࣭ሗᥦ౪

ᐇࠊㄪᰝ࣭◊✲ࡢ

ࡢᐇࠊㄪᰝ࣭◊✲ࡢ

ᐇࠊሗࡢಁ㐍

ᐇࠊሗࡢಁ㐍

࡚ࡿࠋ

࡚ࡿࠋ




㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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159

160



㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
ϫ

ࡑࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ㡯





㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ






㸯ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉ
㸰ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ
㸱タ࣭タഛ
㸲ே
㸳୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿമົ㈇ᢸ
㸴✚❧㔠ࡢ㏵



౯࣭
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ


㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ


ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿᣦᶆ

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸱㸮ᖺᗘ

㸯ᖺᗘ

㸰ᖺᗘ

㸱ᖺᗘ

㸦ཧ⪃ሗ㸧

㸲ᖺᗘ

⣼✚್➼ࠊᚲせ࡞ሗ















 















 



㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯



୰ᮇ┠ᶆ


୰ᮇィ⏬


ᖺᗘィ⏬


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ


ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯



ホᐃ



%

ホᐃ

%

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

ゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃࢆ % 

ᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

࣭ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉࠊሗ



ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖࠊேࠊ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

✚❧㔠ࡢ㏵ࡢ࠸ࡎࢀࡢ㡯

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡘ࠸࡚ࡶࠊィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᐇ

̿

ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࡀ࡞



ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼



̿

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

146

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

࣭ᮏᖺᗘࡣ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᐇࡋ
࡚࠾ࡾࠊᚋࡶෆ㒊⤫ไࡢ
ᐇ࣭ᙉࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ
☜ಖࠊ⫋ဨࡢ⫱ᡂ࣭ᐇດ
ࡵࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡋ࡚㐺ษ
࡞ᴗົ㐠Ⴀࢆ☜ಖࡍࡿࠋ




㸯ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉ

㸯 ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭

㸯ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉ



ᙉ



⌮㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ

ἲ௧➼ࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏࡋ

ࣉࡢୗ࡛㐺ษ࡞ᴗົ㐠

ࡘࡘᴗົࢆ⾜࠸ࠊ

Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࠊつ⛬ࡢ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸯 ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉ

㸯 ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉ

࠙⤫ไ⎔ቃࠚ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

࣭㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࠊෆ㒊⤫ไ㛵ࡍࡿつ⛬

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡍࡿ⫋ဨࡢ⌮ゎቑ㐍ࡢ

ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࠗࠕ⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗ

ࡓࡵࠊึ௵⪅ᑐࡍࡿ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ึ௵⪅◊ಟࡢ୰࡛ෆ㒊⤫ไ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ᩚഛຍ࠼ࠊ⌮㛗ࡢ

ົࡢ㐺ṇࢆ☜ಖࡍࡿࡓ

◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋࡲ

㛵ࡍࡿ◊ಟࢆᐇࡋࡓࠋ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ᣦ♧ࡀᙺ⫋ဨఏ㐩

ࡵࡢయไ➼ࡢᩚഛࠖ

ࡓࠊ⌮㛗ࡢᣦ♧ࡀ

࣭௧  ᖺ  ᭶  ᪥ᖿ㒊⫋ဨ➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓࣁࣛࢫ

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡉࢀࡿ⤌ࡳࢆᩚഛ࣭

ࡘ࠸࡚࠘㸦ᖹᡂ  ᖺ

ᙺ⫋ဨఏ㐩ࡉࢀࡿ

࣓ࣥࢺ◊ಟࢆᐇࡍࡿࡶࠊᙺ⫋ဨ⌮つ⛬ࠊ⊂

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ



㐠⏝ࡍࡿࡶࠊἲ

 ᭶  ᪥⥲ົ┬⾜ᨻ

⤌ࡳࡸࠊ⫋ဨࡽᙺဨ

❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆⾜ືつ⠊ࢆෆ㒊 +3 ᥖ㍕

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

௧㑂Ᏺ㸦ࢥࣥࣉࣛ

⟶⌮ᒁ㛗㏻▱㸧ᇶ࡙

ᚲせ࡞ሗࡀఏ㐩ࡉ

ࡋࠊᙺ⫋ဨ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚ෆ㒊⤫ไ㛵ࡍ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࣥࢫ㸧ࢆᚭᗏࡍࡿࠋࡲ

ࡁࠊᴗົ᪉ἲ᭩ᐃࡵ

ࢀࡿ⤌ࡳࢆᩚഛ࣭㐠

࣭ᙺ⫋ဨࡢἲ௧➼㐪⾜Ⅽ㛵ࡍࡿෆ㒊㏻ሗ❆ཱྀࠊእ

ࡿ⫋ဨࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶ

̿

ࡓࠊෆ㒊⤫ไࡀ㐺ษ

ࡓ㡯ࢆ╔ᐇ㐠⏝ࡍ

⏝ࡋࠊෆ㒊⤫ไࡢ

㒊㏻ሗ❆ཱྀࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋእ㒊㏻ሗ❆ཱྀࡘ࠸࡚ࡣእ

ࠊෆ㒊㏻ሗ❆ཱྀࠊእ㒊㏻ሗ❆

ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ⥅⥆ⓗ

ࡿࡶࠊ⌮㛗ࡢ

ᐇ࣭ᙉࢆᅗࡿࠋ

㒊 +3 ࡛࿘▱ࡍࡿ࡞ࠊἲ௧➼㐪⾜Ⅽࢆ᪩ᮇⓎぢ࣭

ཱྀࡢタ⨨ࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

Ⅼ᳨᳨࣭ドࡋࠊᚲせ

࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ࡛

⫋ဨࡢἲ௧㑂Ᏺ㸦ࢥ

ᑐᛂࡍࡿయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ጤဨࡢ㛤ദࠊෆ㒊⤫ไ⥲ᣓ㈐

ᛂࡌ࡚つ⛬ཬࡧయไ

㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࢆᅗࡿ

ࣥࣉࣛࣥࢫ㸧ᑐ



௵⪅㒊㛗ࡼࡿ㐃⤡㆟ࡢ㛤

ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ

ࡓࡵࡢつ⛬ࢆᩚഛࡍ

ࡍࡿព㆑ྥୖࢆᅗࡿࡓ

࠙ࣜࢫࢡࡢホ౯ᑐᛂࠚ

ദ➼ࡼࡾࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢࣜࢫ

ࡿࠋࡲࡓࠊෆ㒊┘ᰝ➼

ࡵࠊ◊ಟ➼ࡼࡾᙺ⫋

࣭௧  ᖺ  ᭶  ᪥  ᭶  ᪥ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

ࢡࡢᢕᥱᑐᛂࢆ㎿㏿⾜࠺య

ࡼࡾෆ㒊⤫ไࡀ㐺ษ

ဨ⌮つᐃ⫋ဨ⾜ື

ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ᪂ࡓ࡞ࣜࢫࢡࡢホ౯ཬ

ไࢆᩚഛࠊ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥅

つ⠊ࡘ࠸࡚ᙺ⫋ဨ

ࡧᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭ᙺဨࠊ᭶᭙➼ࡢᶵࢆ㏻

⥆ⓗⅬ᳨᳨࣭ドࡋࠊ

࿘▱ࡍࡿࠋ

࣭㤳㒔┤ୗᆅ㟈ᑐᛂᴗົ⥅⥆ィ⏬ཬࡧ㜵⅏࣐ࢽࣗࣝ

ࡋ࡚⌮㛗ࡢᣦ♧ࡀᙺ⫋ဨ

ᇶ࡙ࡁࠊᙺ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ㜵⅏カ⦎ࢆ௧  ᖺ 

ఏ㐩ࡉࢀࡿయไࡀᩚഛࡉࢀࠊຠ

┘┘ᰝཬࡧィ┘ᰝ

᭶  ᪥ᐇࡋࠊㄢ㢟ࡢὙ࠸ฟࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⋡ⓗ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ேࡼࡿἲᐃ┘ᰝࢆᐇ

࣭┘ཬࡧእ㒊᭷㆑⪅ࡽᡂࡿዎ⣙┘どጤဨࢆ௧

࣭ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ◊ಟࡢᐇຍ

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊෆ

ඖᖺ  ᭶  ᪥  ᭶  ᪥㛤ദࡋࡓࠋ

࠼ࠊᙺ⫋ဨ⌮つ⛬⾜ືつ⠊

㒊⤫ไࡢ⤌ࡳࡀ㐺ษ



ࢆᙺ⫋ဨ࿘▱ࡋࠊἲ௧㑂Ᏺ

㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ

࠙⤫ไάືࠚ

ᑐࡍࡿព㆑ྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ

᳨᳨࣭ドࢆ⾜࠸ࠊᚲせ

࣭ෆ㒊⤫ไ⥲ᣓ㈐௵⪅࡛࠶ࡿ⌮㒊㛗ࡼࡿ㐃⤡

࣭ෆ㒊┘ᰝࠊ┘┘ᰝࠊィ┘

ᛂࡌ࡚ᨵၿࡍࡿࠋ

㆟ࢆ௧ඖᖺᗘࡣ  ᅇ㛤ദࡋࠊྛ㒊ᡤᤸᴗົ࠾ࡅࡿ

ᰝேࡼࡿἲᐃ┘ᰝࢆᐇࡋࠊ

୰ᮇ┠ᶆ࣭ィ⏬ࡢ㐩ᡂ≧ἣࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࠊࣜࢫ

ෆ㒊⤫ไࡢ⤌ࡳࡀ㐺ษ㐠⏝

ࢡ⏕㉳ࡢྍ⬟ᛶࡸࡑࡢ㜵Ṇྥࡅࡓྲྀ⤌➼ࡘ࠸࡚☜

ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ᳨᳨࣭ドࢆ⾜ࡗ

ㄆࡋࡓࠋ

ࡓࡇࡽࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ

࣭ෆ㒊⤫ไ᥎㐍㒊㛛ࡢ㛗࡛࠶ࡿ⥲ົㄢ㛗ࡀྛㄢ㛗ࡢ

ᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㠃ㄯࡼࡾྛㄢ࠾ࡅࡿᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࣜࢫࢡࡢᢕᥱ



ෆ㒊⤫ไࡢ᥎㐍㛵

ᚲせᛂࡌ࡚ᨵၿࡍ
ࡿࠋ

 





ࡉࡽࠊෆ㒊┘ᰝࠊ
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独立行政法人日本学術振興会中期計画等の策定及び評価等に関する規程

平成２８年３月２２日
規程第１３号

改正 平成２９年 ４月２８日 規程第２１号
改正 平成３０年 ３月３１日 規程第１２号
改正 平成３０年１１月１２日 規程第７１号

（目的）
第１条 この規程は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が、国民の負
託に応え、研究者の自由な発意に基づく学術研究を振興するという使命を確実に果たしてい
くため、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」という。
）第３
０条及び第３１条により規定される中期計画及び年度計画（以下「中期計画等」という。
）
の策定及びその実績に関する評価等に関し必要な事項を定めることにより、適正かつ効率的
な業務の運営に資することを目的とする。

（定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 自己点検 振興会の業務に関して、振興会の役員及び職員により振興会が自ら行う点検
をいう。
二 外部評価 前号の自己点検に対して、振興会の役員及び職員でない外部有識者により行
われる評価をいう。
三 独立行政法人評価 通則法第３２条第１項に基づき文部科学大臣が行う評価をいう。

（中期計画の策定）

第３条 振興会が通則法第２９条第１項の中期目標の指示を受けたときは、理事長は、こ
れを達成するための中期計画案の作成を、各部の長（国際統括本部については国際統括
本部長、監査・研究公正室においては監査・研究公正室長、学術システム研究センター、
学術情報分析センター及び世界トップレベル拠点形成推進センターについては経営企
画部長、人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進センターについては
研究事業部長）に指示する。
２

理事長は、前項の指示に当たって、当該中期計画の作成において踏まえるべき基本方
針を定めるものとする。

３

前項の基本方針を定めるに際し、理事長は、振興会の業務について高い学識経験を有
する者から意見を聴くことができる。
2
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４

当該中期計画には、第１０条第１項第１号に掲げる中期目標の期間の終了時に見込ま
れる中期目標期間における業務の実績に関する外部評価及び独立行政法人評価の結果
を反映させるものとする。

５

中期計画には、独立行政法人日本学術振興会業務方法書（平成１５年規程第１号）第
４条から第１２条までに規定する業務の区分ごとに、標準となる業務の手順を定めるも
のとする。

６

中期計画は、役員会及び評議員会の審議を経て、理事長が決定する。

（年度計画の策定）
第４条 理事長は、当該事業年度の開始前に、中期計画が求める目標の達成に必要な当該
事業年度の措置について、その事業年度の年度計画案を策定する。
２

当該年度計画には、当該事業年度の直前の事業年度における業務の実績に関する外部評

価及び独立行政法人評価の結果を反映させるものとする。

３

年度計画は、役員会の審議を経て、理事長が決定する。

（計画・評価委員会）
第５条 中期計画等の策定に係る調整及び自己点検の実施に当たり、作業を円滑に進める
ため、振興会に計画・評価委員会を置く。
２

計画・評価委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一

理事長

二

理事

三

国際統括本部長

四

審議役

五

各部の長及び参事

六

学術システム研究センターの所長及び副所長

七

学術情報分析センターの所長及び副所長

八

世界トップレベル拠点形成推進センターのセンター長

九

人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進センターのセンター長

十

監査・研究公正室長

（計画・評価委員会の運営）
第６条 計画・評価委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
２

委員長は、会務を総理し、計画・評価委員会を代表する。

３

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代行する。

４

前各項に掲げる事項の他、計画・評価委員会の運営に必要な事項は別に定める。

（外部評価委員会）
3
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第７条

第１１条第１項第２号に規定する外部有識者による外部評価を実施するため、振興会

に外部評価委員会を置く。
２ 外部評価委員会は、学術振興に識見を有する外部有識者６名以内で構成する。

（外部評価委員会の運営）
第８条

外部評価委員会に委員長を置く。

２ 委員長は、委員の互選により定める。
３ 委員長は、会務を総理し、外部評価委員会を代表する。
４

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。

５ 前各号に掲げる事項の他、外部評価委員会の運営に必要な事項は、委員会で定める。

（監事の出席等）
第９条 監事は、第５条に規定する計画・評価委員会及び前条に規定する外部評価委員会
に出席し、意見を述べることができる。

（自己点検及び外部評価の実施等）
第１０条 自己点検及び外部評価は、毎事業年度終了後３ヵ月以内に、当該事業年度が次の各
号に掲げる事業年度のいずれかに該当するかに応じ当該各号に定める事項について行うも
のとする。
一 中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績
及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の
期間における業務の実績
三 前各号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
２

前項の評価は、通則法第３０条第１項に基づき振興会が作成する中期計画及び通則法第３
１条第１項に基づき振興会が定める年度計画の各事項について行うものとする。

（自己点検及び外部評価の進め方）
第１１条 前条の自己点検及び外部評価は、次の各号に定める進め方により行う。
一 理事長は、前条の報告や改善状況を踏まえ、毎事業年度終了後に、振興会の業務全般に
係る自己点検を実施する。
二 前号の自己点検に対し、外部有識者による外部評価を実施する。

（独立行政法人評価のために行う評価の実施等）
第１２条 理事長は、毎事業年度終了後３ヵ月以内に、自己点検及び外部評価の結果に基づき、
通則法第３２条第２項に規定する自ら行う評価を実施し、これに関する報告書を作成するも
のとする。
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（中期計画等の公表）
第１３条 第３条に規定する中期計画、第４条に規定する年度計画及び前条に規定する評価に
関する報告書は、広く周知を図ることができる方法による公表するものとする。

（改善の指示等）
第１４条 理事長は、第１０条第１項第１号から第３号までの評価の結果に基づき、改善が必
要と認められる事項について、当該事務を所掌する各部の長に改善措置の検討を指示するも
のとする。
２ 前項の指示を受けた各部の長は、すみやかに改善措置を作成し、その結果を理事長に報告
しなければならない。
３ 理事長は、前項の改善措置の実施状況を検証し、十分な改善が認められない場合は、各部
の長に改めて改善を指示するものとする。

（評価結果の反映）
第１５条 理事長は、第１０条第１項第１号から第３号までに規定する評価の結果及び前条の
改善措置の状況を、第３条第５項の業務の区分ごとの事業予算の配分額に適切に反映させる
ものとする。

（関係者の責務）
第１６条 自己点検及び外部評価の実施に関係する者は、職員の人事に関する記録その他職務
上知り得た秘密を漏らしてはならない。

（その他）
第１７条 この規程に定める事項の他、この規程の執行に関し必要な事項については、理事長
が別に定めることができるものとする。

附 則（平成２８年規程第１３号）
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年規程第２１号）
この規程は、平成２９年５月１日から施行する。

附 則（平成３０年規程第１２号）
この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年規程第７１号）
この規程は、平成３０年１１月１５日から施行する。
5
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独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程
平成１６年２月２０日
規 程 第 ４ 号
改正 平成２１年３月２５日 規程第４号
改正 平成２５年４月１日 規程第１７号
改正 平成２６年４月９日 規程第１５号
改正 平成２８年３月３１日 規程第４８号
改正 平成３０年３月３１日 規程第１４号
（設 置）
第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）に、独立行政法人日本学術振興
会外部評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。
（委員会）
第２条 委員会は、文部科学大臣から示された中期目標を達成するための計画（平成 25 年 3 月 29
日文部科学大臣認可）に記載された外部評価を行うことを目的とする。
２ 委員会は、振興会の業務運営について評価を行い、その結果を理事長に報告する。
３ 委員会は外部評価委員（以下「委員」という。）６名以内で組織する。
（委員の任命）
第３条 委員は、学界及び産業界を代表する有識者のうちから理事長が委嘱する。
（委員の任期等）
第４条 委員の任期は２年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
２ 委員は、再任されることができる。
３ 委員は、非常勤とする。
（委員長）
第５条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
（議事）
第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
２ 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによる。
３ 委員会に出席することのできない委員は、書面をもって票決をなし、又は他の委員に票決を委
任することができるものとし、この場合には出席したものとみなす。
（資料の提出等の要求）
第７条 委員会は、必要があると認めるときは、振興会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その
他必要な協力を求めることができる。
（庶務）
第８条 委員会の庶務は、経営企画部経営企画課において処理する。
（雑則）
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第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ
て定める。
附 則
１ この規程は、平成 16 年 2 月 17 日から施行する。
２ この規程の最初に任命される委員の任期は第４条第１項の規定にかかわらず、平成 18 年 6
月 30 日までとする。
附 則
この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
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独立行政法人日本学術振興会外部評価委員名簿

い

ば

射場

ひ で き

英紀

トヨタ自動車(株)
CPE（チーフプロフェッショナルエンジニア）

かたおか

片岡

たつみ

巽

つじ

辻

ふ る せ

み き お

幹雄

奈良先端科学技術大学院大学名誉教授

かずゆき

和行

名古屋大学名誉教授

あ つ こ

篤子

な

つ

中部大学特任教授

こ

古瀬

奈津子

み や ま

しょうけん

観山

正見

お茶の水女子大学名誉教授

広島大学特任教授

※敬称略
任期：令和元年 5 月 1 日～令和 3 年 4 月 30 日
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独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日
外 部 評 価 委 員 会 決 定
１．評価の区分
１）事業年度評価【各事業年度終了時の評価】
年度計画の実施状況を調査・分析し、各事業年度における業務の実績全体について総合的な評価を
行い、以降の業務運営の改善に資する。
２）中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価）【中期目標期間終了時に見込まれる業務の実績の評
価、中期目標期間終了時の評価】
中期目標期間に係る業務の実績（見込評価においては、中期目標期間終了時に見込まれる業務の実
績）を調査・分析し、中期目標期間における中期目標の達成状況等の全体について総合的な評価を行
い、業務運営の改善（見込評価においては、業務継続の必要性、組織の在り方その他業務及び組織の
全般にわたる検討）に資する。

２．事業年度評価
事業年度評価においては、中期目標及び中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況につい
て、下記の通り実施する。
１）評価項目
中期目標で定められた項目を評価の単位とし、評価項目ごとに事業が中期目標及び中期計画に従っ
て適切に実施されているかどうかを評価する。その際、業務実績、中期目標・中期計画の達成状況及
び法人内のマネジメントの状況等についてより的確な評価を実施するため、必要に応じて、評価項目
の下に補助評価項目を設定する。
２）評価基準
各評価項目の評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評点を付すことにより行うこととし、Ｂを標
準とする。補助評価項目における評点は s、a、b、c、d とし、評価項目と同様の評価基準とする。
Ｓ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ
ていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１２０％以
上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。
Ａ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定
量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１２０％以上とする）。
Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画
値（又は対年度計画値）の１００％以上１２０％未満）。
Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計
画値（又は対年度計画値）の８０％以上１００％未満）。
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Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定
量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％未満、又は主務大臣が業務運
営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。

３）評価方法
振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に照らし、概ね以下
の手順に沿って評価をとりまとめる。
① 振興会から、自己点検評価報告書等によりヒアリングを実施
② 各委員による評価案の作成
③ 委員会の合議による項目評価の実施
④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施

３．中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価）
１）項目別評価
中期目標で定められた項目を評価の単位として、その達成状況等についての評価を行う。
２）評価基準
各評価項目の評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評点を付すことにより行うこととし、Ｂを標
準とする。補助評価項目における評点は s、a、b、c、d とし、評価項目と同様の評価基準とする。
Ｓ：法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ
ていると認められる（定量的指標においては対中期計画値の１２０％以上で、かつ質的に顕著
な成果が得られていると認められる場合）。
Ａ：法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定
量的指標においては対中期計画値の１２０％以上）。
Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画
値の１００％以上１２０％未満）。
Ｃ：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計
画値の８０％以上１００％未満）。
Ｄ：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定
量的指標においては対中期計画値の８０％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要
な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。
３）評価方法
振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に照らし、概ね以下
の手順に沿って評価をとりまとめる。
① 振興会から、自己点検評価報告書等によりヒアリングを実施
② 各委員による評価案の作成
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③ 委員会の合議による項目評価の実施
④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施
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独立行政法人日本学術振興会計画・評価委員会規程
平成２８年３月２２日
規 程 第 １ ４ 号
改正 平成２９年 ４月２８日 規程第２２号
改正 平成３０年 ３月３１日 規程第１３号
改正 平成３０年１１月１２日 規程第７２号

（設置）
第１条 独立行政法人日本学術振興会に、計画・評価委員会（以下「委員会」という。）を置
く。
（任務）
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
一 中期計画及び年度計画の作成に関すること
二 自己点検に関すること
三 その他計画・評価に関する重要事項
（組織）
第３条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 理事長
二 理事
三 国際統括本部長
四 審議役
五 各部の長及び参事
六 学術システム研究センターの所長及び副所長
七 学術情報分析センターの所長及び副所長
八 世界トップレベル拠点形成推進センターのセンター長
九 人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進センターのセンター長
十 監査・研究公正室長
（委員長）
第４条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代行する。
（委員以外の者の出席）
第５条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明または意見
を聴くことができる。
（作業部会）
第６条 委員会に、必要に応じて作業部会を置くことができる。
２ 作業部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
（庶務）
第７条 委員会の庶務は、経営企画部経営企画課において処理する。
（雑則）
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第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に
諮って定める。
附 則 （平成２８年規程第１４号）
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。
独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程（平成１６年規程第５号）は廃止す
る。

１
２

附 則（平成２９年規程第２２号）
１ この規程は、平成２９年５月１日から施行する。
附 則（平成３０年規程第１３号）
１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。
附 則（平成３０年規程第７２号）
１ この規程は、平成３０年１１月１５日から施行する。
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独立行政法人日本学術振興会令和２年度自己点検評価実施要領
令和２年２月２８日
理
事
長
裁
定

１．目的
この要領は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が自己点検評価を
実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
２．対象
自己点検評価は、振興会の令和元事業年度における業務実績を対象とし、第４期中期目
標における次の項目ごとに実施する。
Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
１ 総合的事項
２ 世界レベルの多様な知の創造
３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成
４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化
５ 強固な国際研究基盤の構築
６ 総合的な学術情報分析基盤の構築
７ 横断的事項
Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項
Ⅴ 財務内容の改善に関する事項
Ⅵ その他業務運営に関する重要事項
３．計画・評価委員会
自己点検評価は、振興会に置かれた計画・評価委員会（以下「委員会」という。
）が行う。
４．自己点検評価の手法
振興会は、自己点検評価における基本的な考え方を示した「独立行政法人日本学術振興会
令和元事業年度における業務実績に関する評価手法について」（以下「評価手法」という。）
を作成する。
５．自己点検評価報告書の作成
（１）各部等の長は、各部における業務の実施状況等に関する資料として、別紙の様式に基
づき以下の各調書を作成し、委員会に報告する。
① 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
事項）
② 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及
びその他業務運営に関する重要事項）
（２）委員会は、各部等の長からの報告に基づき自己点検評価を行い、前項の項目別評定調
書に基づき自己点検評価報告書を作成し、理事長に提出する。
６．自己点検評価報告書の外部評価委員会への提出
理事長は、自己点検評価報告書の内容が適正であると判断した場合、外部評価委員会に
提出する。
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令和元事業年度における業務実績に関する評価手法について
I．序文
独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、中期計画において自己点検評価・
外部評価を実施することを定めている。この自己点検評価・外部評価は、独立行政法人通則法（平成
11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）が示すように、独立行政法人として、適正かつ効率的
に業務が実施できるよう自ら点検するとともに、外部有識者の評価を受けることによって、その結果
を業務運営の改善に反映させようとするものである。
本「評価手法について」は、令和元事業年度における業務実績に関する自己点検評価・外部評価を
実施するに当たり、その基本的な考え方と具体的な実施手法をまとめたものである。
Ⅱ．背景
通則法は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）」に基
づき、平成 26 年 6 月 13 日にその一部が改正された。通則法においては、独立行政法人の事務・事業
の特性に応じ、法人を「中期目標管理法人」、「国立研究開発法人」及び「行政執行法人」の 3 つに
分類した。振興会は、同「基本的な方針」を踏まえ、通則法及び独立行政法人日本学術振興会法の規
定に基づき、公共上の事務・事業を国が定める中期的な目標を達成するための計画に基づき行うこと
により、多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする「中期
目標管理法人」として位置づけられた。中期目標管理法人の業務運営に当たっては、主務大臣が 3~5
年の期間において法人が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、法人はこれを達成す
るための計画（中期計画・年度計画）を作成することとされた。なお、独立行政法人の目標設定と評
価に関しては、平成 26 年 9 月 2 日に総務大臣が新たにそれぞれ指針を策定し、評価に関しては平成
26 年度事業の評価から、当該指針に基づいて実施することとなった。
改正通則法では、法人の業務実績について、第 32 条及び 35 条の規定に基づき、①毎事業年度終了
後（②及び③の場合を除く）、②中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度終了後、③中期目
標期間の最後の事業年度終了後に、主務大臣が評価を実施し、必要に応じて当該法人に業務運営の改
善その他の必要な措置を命ずることができるとされ、従来各府省で評価を行ってきた「独立行政法人
評価委員会」は廃止された。
全府省共通の新たな評価の指針では、評語（S, A, B, C, D とし、B が標準）、評価基準、評価様式
が統一されたほか、目標の設定単位毎にアウトプット情報（事業実施状況等）とインプット情報（予
算の投入状況等）を対比した評価書を作成すること、また、評価に応じて予算配分や組織・業務の見
直しを命じるなど主務大臣のとるべき措置が明確化された。
Ⅲ．評価のあり方
振興会が実施する学術振興に係る業務の実績に対する評価は、研究者の自由な発想と研究の多様性、
長期的視点、継続性等の学術研究の特性に十分に配慮したものでなければならない。
評価を実施する際には、研究者の発意に対して適切な審査・評価、支援などが行われているか、ま
た、長い時間をかけて成果が現れる研究に対して適切に支援を行う体制となっているか、などの観点
から評価を行うことが重要である。
このような特性を踏まえた上で、以下に掲げる「評価指針」、「評価結果」、「指摘事項」の 3 点
1
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に留意する必要がある。
＜評価指針＞
1. 「独立行政法人の評価に関する指針」（別紙１-１及び別紙１-２）
総務大臣は平成 26 年 9 月 2 日に「独立行政法人の評価に関する指針」（以下「評価の指針」
と言う。）を策定し、平成 27 年 5 月 25 日及び平成 31 年 3 月 12 日にその一部を改定した（評
定基準については次期目標期間の開始時から適用）。
独立行政法人制度が平成 13 年に導入されて以来、府省独立行政法人評価委員会（以下「府省
評価委」という。）、政策評価・独立行政法人評価委員会（以下「政独委」という。）による階
層的な評価結果等を踏まえた不断の見直しが行われ，着実に法人の業務改善がなされてきた。一
方、従来府省評価委が行う評価は各府省評価委の定める独自の評価基準に基づき行っていたこと
から政府全体としての評価の統一性を欠く、中期目標期間を総括した評価が次期中期目標策定に
活かされていない、との指摘があった。
このような指摘に対し、平成 26 年 6 月 13 日に通則法の一部改正が行われ、法人の政策実施機
能の最大化を図る観点から、主務大臣の下での PDCA サイクルを十分に機能させるため、主務
大臣が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、国の政策へ
の反映に活用するという、より効果的かつ効率的な目標の仕組みに改められたとともに、総務大
臣が目標の策定及び業務の実績評価に関する政府統一的な指針を定めることとされた。
評価の指針は、上記のような経緯を踏まえ、主務大臣が評価を実施するに当たり指針とすべき
事項を取りまとめたものであり、振興会の自己点検評価・外部評価を実施する際もこれに沿って
実施する必要がある。
＜評価結果＞
1．独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会による評価結果に即した評価（別紙 2）
独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、令和元年 6 月 28 日に平成 30 年度事業にお
ける業務実績に関する外部評価報告書を取りまとめ、振興会理事長に報告した。本報告書には、
効率及び効果の両面から、管理運営の実施状況、各事業の達成状況等について検証を行った結
果がとりまとめられている。
外部評価において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行
われたか等を検証し、令和元事業年度における業務実績に係る評価にその結果を反映すること
が必要である。
2．文部科学大臣による評価結果に即した評価（別紙 3）
文部科学大臣は、通則法第 32 条第 4 項の規定に基づき、令和元年 8 月 28 日に平成 30 年度に
おける業務の実績に関する評価の結果について、振興会に通知した。
文部科学大臣による評価において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ
必要な改善が行われたか等を検証し、令和元事業年度における業務実績に係る評価にその結果
を反映することが必要である。
3．総務省独立行政法人評価制度委員会の点検結果を踏まえた評価（別紙 4）
2
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総務省の独立行政法人評価制度委員会は、令和元年 11 月 21 日に「平成 30 年度における独立
行政法人の業務の実績に係る評価等の結果についての点検結果」を取りまとめた。本結果にお
いては、「評価の実施が著しく適正を欠く」と認められるものはなかったとされている。
＜指摘事項＞
1.「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）による指摘を
踏まえた評価（別紙 5）
平成 25 年 12 月 24 日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」では、
各独立行政法人等について講ずべき措置を定めるとともに、法人の事務・事業の特性に応じて
ガバナンスの高度化等の取り組みを行うこととされており、これらの指摘を踏まえた業務運営
がなされているか、評価の際に留意する必要がある。
Ⅳ．評価実施方法
1．評価の方針
評価は、評価対象年度以降の業務運営の改善に資することを目的とし、各事業年度における
業務の実績について、中期計画の実施状況等に留意しつつ、振興会の業務の実施状況を調査・
分析し、その結果を考慮して各事業年度の業務の実績の全体について総合的な評定を行うもの
とする。
自己点検評価報告書の作成に当たっては、以下に記載する「2．評価の単位」により、「3．
自己点検評価報告書の記載事項」に沿って、振興会の有効なマネジメントに資するよう、業務
運営の状況について、十分な資料に基づき客観的かつ具体的に記述する。
2．評価の単位
中期目標で定められた項目を評価単位とする。その際、業務実施、目標、計画の達成状況及
び、法人内のマネジメントの状況等について十分に説明し得るよう、必要に応じて、中期目標
で定められた項目の下に、補助評価単位を設定する。
3．自己点検評価報告書の記載事項
(1) 当事務及び事業に関する基本情報
中期目標を設定した項目ごとの評価単位、当該事業実施に係る根拠等を記載する。
(2) 主要な経年データ
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報
② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
(3) 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価
① 中期目標、中期計画、年度計画
② 主な評価指標（評価指標、関連指標、目標水準の考え方）
中期目標で定められた評価指標、関連指標、目標水準の考え方
③ 法人の業務実績
上記②を踏まえ、当該年度の事務・事業の実施状況について、その概要を簡潔に記載
する。
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④ 自己点検評価（評定及び課題と対応）
令和元年度における事務・事業の実施状況に対する総合的な分析・評価を行うととも
に、上記②の中期目標で定められた指標について目標・計画と実績を比較した評価を
行う。その際、目標・計画（予算）と実績（決算）の差異について要因分析を実施す
るとともに、業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明
らかにする。また、今後の業務実施に当たって留意すべき点、今後の改善方策や方向
性等も併せて記載する。
4．評価の基準
自己点検評価における各評価項目の評定は、「評価の指針」に基づき、S、A、B、C、D の
5 段階の評語を付すことにより行うこととし、B を標準とする。補助評価項目における評点は
s、a、b、c、d とし、評価項目と同様の評価基準とする。
S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が
得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）
の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。
A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認めら
れる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする）。
B：【標準】中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標におい
ては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。
C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対
中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。
D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求め
る（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大
臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場
合）。
なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、
内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を
満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定しがたい場合には、以下の要
領で上記の評定に当てはめることも可能とする。この場合も B を標準とし、補助評価項目も
同様とする。
S：－
A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。
B：【標準】目標の水準を満たしている（「A」に該当する事項を除く。）。
C：目標の水準を満たしていない（「D」に該当する事項を除く。）。
D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずる
ことを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。
5．評価の留意事項
(1) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったかの根拠を合理的かつ明確に記述する。
4
196

(2) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮す
る。ただし、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠につい
て、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。
(3) 最上級の評定「S」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠に
ついて、量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、量的な面として、
・ 法人の自主的な取組による創意工夫
・ 目標策提示に想定した以上の政策実現に対する寄与
・ 重要かつ難易度の高い目標の達成
等について具体的かつ明確に説明するものとする。
(4) 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。
(5) 目標策定の妥当性に留意し、目標水準の変更が必要な事項が検出された場合にはその旨記
載する。
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（別紙１-１）
独立行政法人の評価に関する指針（平成 31 年３月 12 日改定）
（抜粋）
平成 26 年 9 月 2 日策定
平成 27 年 5 月 25 日改定
平成 31 年 3 月 12 日改定
総 務 大 臣 決 定
Ⅰ 本指針について
１ 本指針の位置付け
(1) 本指針は、通則法第 28 条の２第１項規定の「第 32 条第１項、第 35 条の６第１項及び第
２項並びに第 35 条の 11 第１項及び第２項の評価」に関する指針である。
主務大臣は本指針に基づき所管する法人の評価を実施する必要がある。
(2) 主務大臣は本指針に基づいた評価を実施するため、評価の基準を個別具体的に作成し、それに基
づいて評価を実施するものとする。
２ 評価の指針を策定する目的及び評価の指針の策定の基本的考え方
本指針は以下の考え方の下に策定されたものであり、主務大臣はこれに基づき評価を実施しな
ければならない。
(1) 法律、閣議決定及びその他政府の種々の方針において、当該法人が取り組むべきとされた事
項に関する実施状況について評価を行うとともに、当該法人の業務等に係る国会審議、会計
検査、予算執行調査等の指摘事項への取組状況についても評価を行う。
(2) 主務大臣の下でのＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるという、通則法の改正により平成 27
年４月に実施された制度改正の趣旨を踏まえ、当該法人の業務実績評価（独立行政法人評価
制度委員会や政独委が指摘した事項を含む。）に加え、関連する国の政策評価、行政事業レ
ビュー及び行政評価・監視の結果を活用して評価する。
(3) 評価は、評価単位（※）に合わせて行う項目別評定（以下「項目別評定」という。）と、項
目別評定を基礎とし法人全体を評価する総合評定によって行う。
※「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの３（３）、Ⅲの４（３）及びⅣの２
（３）の評価単位を示す。
(4) 評価は、目標及び計画で掲げる指標を基準とする絶対評価によって行うものとする。なお、
研究開発に係る事務及び事業については、研究開発業務の特性等を踏まえ、適切な評価軸に
基づき評価を行う。
(5) 評価に当たっては、各法人の事務及び事業の特性に十分に配慮し、なぜその実績に至ったか
について外部要因の影響やマネジメントの課題等を含む要因分析を行い、業務の改善につな
がるような実効性のある評価を実施する。
また、その際、政府の政策実現への寄与など、当該法人の目的やその業務の質の向上の観
点に留意するとともに、社会経済情勢の変化や技術の進歩等を踏まえたものとする。
(6) 評価に当たっては、独立行政法人制度創設の趣旨を踏まえ各法人の事務及び事業の特性に十
分に配慮し、業務が効果的かつ効率的に実施されているかどうかの視点を常に持ち、その業
務がどれほどの投入資源を費やしているかについて業務の成果・効果と対比して評価する。
(7) 評価に当たっては、早急な財務内容の改善など、法人個々に対する社会的要請をも踏まえる
ものとする。
(8) 評価に当たっては、当該法人が通則法第 32 条第２項、第 35 条の６第３ 項及び第４項、第
35 条の 11 第３項及び第４項に基づき作成する、自ら評価を行った結果を明らかにした報告
書（以下「自己評価書」という。） を活用して評価するものとする。
(9) 主務大臣による評価は、当該法人の業務運営の改善のほか、組織及び業務の全般にわたる検
討、新中期目標の策定に活用されることが求められていることから、極めて重要である。簡
素・効率的で実効性の高い目標管理・評価の仕組みの下、法人の評価が適正かつ厳正に行わ
れ、評価結果に基づき業務の改善が促されることにより、評価の実効性が確保される。
評価結果に基づく業務の改善とは、具体的には、
1
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・目標の達成状況が悪い部門の改善（資源の再配分を含む）
・目標の達成状況が良い部門の更なる向上（資源の更なる重点投下を含む）
・業績向上努力（例えば、業務改善により、「Ｃ」以下の評定だった項目を翌年度「Ｂ」
以上の評定にするなど）の評価を通じた更なる改善努力の促進
といったものが考えられる。
(10) 従来、府省評価委が各自で設定していた評定区分、総合評定の方法、評価の結果の様式等を
標準化し統一性を向上させることにより、他法人や過年度実績との比較可能性を高めるとと
もに、目標・計画の実施状況、進捗状況及び達成の状況を標準化された評価書で明らかにす
ることにより、国民にとって分かりやすい評価を実現し、透明性の確保・国民への説明責任
の徹底（見える化）が図られるものとする。
(11) 通則法第 32 条第４項、第 35 条の６第７項及び第 35 条の 11 第６項の評価の結果（以下
「評価書」という。）は、目標の達成状況及び計画の実施状況とそれに対する評価を分かり
やすく記載し、公表するものとする。
３ 本指針の適用範囲
本指針の適用範囲は次のとおりである。
(1) 中期目標管理法人
① 通則法第 32 条第１項第１号に定める、各事業年度の終了後に実施される、業務の実績
の評価（年度評価）
② 中期目標期間における業務の実績の評価（中期目標期間評価）
i. 通則法第 32 条第１項第２号に定める、中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年
度の終了後に実施される、中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における
業務の実績の評価（見込評価）
ii. 通則法第 32 条第１項第３号に定める、中期目標期間の最後の事業年度の終了後に実施
される、中期目標の期間における業務の実績に関する評価（期間実績評価）

（注）日本私立学校振興・共済事業団法第 26 条第１項により準用される通則法第 32 条第１項に
基づく同事業団の助成業務の実績の評価については、「Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事
項」の規定を適用する。
（2） 略
（3） 略

Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事項
１ 総論
中期目標管理法人は、国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的としていること
から、業務の質の向上と業務運営の効率化の両立を促す評価が重要である。
そのため、評価においては、中期計画の実施状況について、中期目標の達成及び達成見込みに
ついても留意しつつ評価を行う。
また、業務運営上の課題についても留意し、当該課題を検出した場合には、改善方策について
も提示する。また、過去の評価において示した改善方策の対応状況についても適正に評価する。
中期目標管理法人の実施する研究開発に係る事務及び事業の目標策定において、「独立行政法
人の目標の策定に関する指針」Ⅱの４（５）に基づき国立研究開発法人の研究開発の成果の最大
化に関する事項の規定を準用した場合には、国立研究開発法人の評価に関する事項の規定を準用
して項目別評定を行う（研究開発に関する審議会に係る事項を除く）。その際、「国立研究開発
法人」を「法人」に、「中長期目標」及び「中長期計画」を「中期目標」及び「中期計画」に読
み替えるものとする。ただし、その場合においても総合評定については中期目標管理法人の規定
に基づくものとする。
２ 評価体制
政策実施機関としての法人の業務の実績の評価に当たっては、政策に関する責任の一貫性及び
評価の的確性を確保するため、当該法人を所管する部局が中心となって評価を実施する。
また、評価の客観性を担保するため、政策評価担当部局など主務大臣による評価結果を取りま
とめる部局等で評価結果を点検する。
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３ 各評価の目的・趣旨・基本方針
主務大臣が行う各評価は、以下の目的・趣旨・基本方針に基づき行うものとする。
(1) 年度評価
① 年度評価は、評価対象年度以降の業務運営の改善に資することを目的とする。
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意する。
② 中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価）は、評価の結果を中期 目標期間終了時の
法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討、新
中期目標の策定等に活用することを目的とすることから、目標期間における業務の実績を最
終的に判定し、当該法人の政策実施機能の担い手としての有効性を判断する必要がある。そ
のため、当該目標期間中に達成すべきとされた目標の達成状況を目標項目ごとに的確に把握
できることが重要である。
一方、年度評価は、「目標期間中の業務運営は、法人の自主性・自律性に委ねる」という
中期目標管理法人の特性に鑑みれば、中期目標期間評価とは異なり、当該目標期間中の各年
度において、中期目標の着実な達成を確保する上で支障となると考えられるものなどの業務
運営上の課題を的確に抽出できることが重要である（特に、当該目標期間終了時における目
標の達成が危ぶまれる場合には、その理由を分析し、指導や業務改善命令により是正する必
要があるほか、分析結果によっては、中期計画の変更を求める必要があり、そうした課題の
有無の把握は重要である。）。
そのため、年度評価については、業務運営上の課題の抽出に特化させるようなメリハリを
つけることによって、より一層、効率的にその効果を発揮させることができると考えられる
ことから、事務・事業の特性や目標の内容、目標の重要性等、目標・計画の達成状況などに
応じて、例えば
ⅰ）中期目標期間終了時における着実な目標の達成を確保する上で支障となると考えられる
当該法人の業
務運営上の課題、他の部門における業務運営改善の検討に資するような事例、他の部門へ
の資源の再配
分の可能性や必要性の検討に資するような事例等の抽出
ⅱ）中期目標の策定過程において、中期目標期間終了時に達成されるべき成果やその水準を
具体化でき
ず、中期目標期間中に結論を得るような目標を定めている場合の進捗状況や成果の把握
といったものに重点化して評価を行うことが考えられる。
一方、中期目標策定の際に重要度又は困難度が高いと設定した目標については、それ以外
の目標に比べ、その達成状況や達成に向けた業務運営状況に、より一層注意を払う必要があ
ると考えられることから、必ず重点化の対象項目とする。
上記の「重点化」とは、目標期間終了時における目標達成の上で重要なもののみ従来の単
位・精度で評価を行うこととする一方、それ以外の項目については、簡素・効率的な評価と
なるような工夫を促すことにより、評価にメリハリをつけようとするものである。そのた
め、重点化の対象としない項目について、評価書においては、全ての目標項目について目標
項目単位の評定とその根拠が明示されることを前提に、実績の分析や項目別評定の評価書の
作成単位については、目標の内容等に応じて、簡素・効率的な評価となるよう工夫する。
（例：評価書は主務大臣や法人のマネジメントに資する括りで記載する、評価書には必要な
情報に限って記載するなど）
上記の措置により、法人における自己評価と業務管理の単位を近づけることができれば、
自己評価を法人自身による業務の改善により活用しやすくなることが期待できる。こうした
ことを踏まえ、重点化の対象としない項目の実績の分析等の単位を設定する際には、法人と
の十分な意思疎通を図り、法人における日常の業務管理の実態をできる限り尊重するものと
する。
③ 年度評価は、各事業年度における業務の実績について、当該法人による自己評価の結果
を踏まえ、中期計画の実施状況等に留意しつつ、当該法人の業務の実施状況を調査・分析
し、その結果を考慮して各事業年度の業務の実績の全体について総合的な評定を行うものと
する。
④ 年度評価は、目標・計画の達成状況にかかわらず、当該法人全体の信用を失墜させる不
祥事が発生した場合は、当該評価項目だけでなく当該法人全体の評定に反映させるなど、当
3
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該年度における当該法人のマネジメントの状況にも留意するものとする。
⑤ 予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して当該法人
が自主的な努力を行っていた場合には、評定において考慮するものとする。
(2) 中期目標期間評価（見込み評価、期間実績評価）
① 見込評価
i. 見込評価は、評価の結果を中期目標期間終了時の法人の業務の継続又は組織の存続の必
要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討及び新中期目標の策定に活用すること
を目的とする。
ii. 見込評価は、中期目標期間終了時の直前の年度までの業務の実績 及び中期目標期間終
了時に見込まれる業務の実績に係る自己評価の結果を踏まえ、当該法人の中期目標期間
の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績を調査・分析し、中期目標の
達成状況等の全体について総合的な評定を行うものとする。
iii. 評価の結果を踏まえ業務及び組織全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の
廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講じ、新中期目標が適切に策定
されるよう留意する。
iv. 「３（１）年度評価」の④及び⑤については、見込評価においても準用する。その際、
「年度」を「中期目標期間」と読み替えるものとする。
② 期間実績評価
i. 期間実績評価は、中期目標の変更を含めた、業務運営の改善等に資することを目的とす
る。
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意する。
ii. 中期目標期間終了時において、中期目標期間全体の業務の実績に係る自己評価の結果を
踏まえ、当該法人の中期目標期間に係る業務の実績を調査・分析し、中期目標期間にお
ける中期目標の達成状況の全体について総合的な評定を行うものとする。
iii. 見込評価時に使用した中期目標期間終了時の実績見込みと実績とに大幅な乖離がある場
合には、期間実績評価時にその原因を分析するとともに、中期目標等の変更の必要性に
ついて検討する。
なお、見込評価時に使用した中期目標期間終了時の実績見込みと実績との間に大幅
な乖離がなく、かつ考慮が必要な状況変化もない場合には、数値の更新等必要な修正
を行った上で、見込評価を活用することができる。
iv. 「３（１）年度評価」の④及び⑤については、期間実績評価においても準用する。その
際、「年度」を「中期目標期間」と読み替えるものとする。
４ 自己評価結果の活用等
(1) 通則法第 32 条第２項に基づき作成する自己評価書は、国民に対する説明責任の履行及び当該
法人の自律的な業務運営の改善への活用等を目的とする。
あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。
(2) 主務大臣は、当該法人に対して、主務大臣の評価に必要なデータやその分析結果を明らかに
した客観性のある自己評価書の作成を求める。
なお、「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」（平成 30 年９月３日独立行政法
人評価制度委員会会計基準等部会、財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会）に
より、業績評価については、自己評価書において詳細情報が提供され、事業報告書において
その概要情報が提供されると整理されている。
(3) 主務大臣は、年度評価及び中期目標期間評価において、客観性を考慮しつつ自己評価書を十
分に活用し、効果的かつ効率的な評価を行う。当該法人から質の高い自己評価書が提出さ
れ、かつ、それについて十分な説明責任が果たされている場合は、自己評価書を最大限活用
し、当該自己評価書の正当性の観点から確認すること等を通じて、適切かつ合理的に評価を
行う。
特に、年度評価については、３（１）の②の重点化の趣旨を踏まえ、自己評価が「Ｂ」で
あって、かつ主務大臣による評価に基づく評語も同一となる場合には、主務大臣による評価
においては、目標が達成できた状態であること及び「Ｂ」であるとする自己評価における分
析が妥当であることが明らかであればよいことから、主務大臣が作成する評価書の「主務大
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臣による評価」欄の「評定に至った理由」の記載は、「自己評価書の「Ｂ」との評価結果が
妥当であると確認できた」旨の記載で足りることとする。
ただし、この場合であっても、例えば、「Ｂ」という評定に至った分析が自己評価と一部
でも異なる場合（この場合、自己評価と異なる内容の記載が必要。）、自己評価に記載され
ていない指摘をする必要がある場合（この場合、当該指摘事項の記載が必要。）等が想定さ
れる。このように、主務大臣と当該法人とで、評定に至る分析や判断の内容が異なる場合に
は、評価書の「主務大臣による評価」欄に「評定に至った理由」等の必要な情報を記載する
必要がある。
(4) 主務大臣は、当該法人の業務実績及び目標・計画の達成状況について自己評価書等により把
握・分析し、法人業務の政策・施策への適合性、法人の長のマネジメントの妥当性など、政
策責任者としての視点を持ちながら評価を行う。
(5) 法人は、上記の主務大臣の評価の円滑化に資するよう、自己評価書の作成に当たって、以下
の点に努める。
① 本指針の（Ⅱの３）「各評価の目的・趣旨・基本方針」、（Ⅱの５）「評価の単位の設
定」及び（Ⅱの６）「評価の方法等」（当該法人として実施可能なものに限る）を踏ま
え、中期目標、中期計画及び年度計画で定められた指標について目標・計画と実績を比
較した評価を行う。
② 当該法人の有効なマネジメントに資するよう、業務運営の状況について、十分な資料に
基づき客観的かつ具体的に記述する。
③ 業務実績、目標・計画の達成状況及び当該法人内のマネジメントの状況等について、評
価において十分に説明し得るよう、事務・事業の特性に応じて適切な単位で評価を行
う。その際、自己評価書の作成が当該法人の過度な負担とならないよう配慮しつつ、主
務大臣が行う評価にも活用できるよう留意する。
なお、主務大臣は、年度評価の重点化に伴い、重点化の対象としない項目の実績の分
析や項目別評定の評価書の作成の単位の設定に当たっては、法人における日常の業務管
理の実態をできる限り尊重するとともに、自己評価書の作成が当該法人の過度な負担と
ならないよう配慮することとする。これにより、目標単位ごとの評定とその根拠につい
ては、各目標項目と自己評価書における評定等との関係を整理したものを求めるにとど
めるよう考慮することとする。
④ 自己評価において業務運営上の課題を検出した場合には、具体的な改善方策などについ
ても記入する。
⑤ 自己評価及び主務大臣による評価において検出された業務運営上の課題に関する改善方
策が示されているものについては、次年度以降の自己評価書においてその実施状況を記
入する。
５

評価単位の設定
項目別評定は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原則、中期目標を定め
た項目を評価単位として評価を行う。
なお、中期目標期間における実績評価（見込評価）の結果、当該期間に設定した目標の項目に
ついて改善が必要とされた場合は、当該評価結果を次期中期目標期間における目標の項目の設定
に適切に反映させる。
また、年度評価については、重点化するに当たり、重点化の対象としない項目について、評価
書においては、全ての目標項目について目標項目単位の評定とその根拠が明示されることを前提
に、実績の分析や項目別評定の評価書の作成単位については、目標の内容等に応じて、簡素・効
率的な評価単位となるよう工夫する。（例：評価書は主務大臣や法人のマネジメントに資する括
りで記載する、評価書には必要な情報に限って記載するなど）
上記の措置により、法人における自己評価と業務管理の単位を近づけることができれば、自己
評価を法人自身による業務の改善により活用しやすくなることが期待できる。こうしたことを踏
まえ、重点化の対象としない項目の実績の分析等の単位を設定する際には、法人との十分な意思
疎通を図り、法人における日常の業務管理の実態をできる限り尊重するものとする。
６

評価の方法等
主務大臣は、目標・計画と実績の比較により、目標・計画の達成及び進捗状況を的確に把握す
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るとともに、業務運営上の課題を的確に把握し対応を促す観点から、以下の方法等により評価を
行い、評価の実効性を確保するものとする。
(1) 評価の手順及び手法
原則、以下の手法による。
① 当該法人に対し、評価において必要かつ十分な資料の提出を求める。
② 評価に当たって当該法人の長からのヒアリングを実施するほか、監事等からも意見を聴
取するなど、役員等から必要な情報を収集し、当該法人の実情を踏まえた的確な評価を
実施する。
③ 目標・計画（予算）と実績（決算）の差異についての要因分析を実施する。
④ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連性等を明らかにした上で
評価する。
⑤ 定量的な成果実績（アウトプット指標）と資源投入量（インプット指標）の対比によ
り、成果実績１単位を生み出すためにどれだけの資源投入が必要とされたか（アウトプ
ット単位当たりのインプット）を把握し、効率性の観点からも評価する。その際、でき
るだけ事業等のまとまりごとの財務情報等を活用する。
⑥ 過去の関連する政策評価、行政評価・監視及び行政事業レビューの結果を活用する。
⑦ 業務の特性に応じ、企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務
分析を行う。
⑧ 同一法人の過去の実績との比較・分析を行う。
⑨ 複数の施設・事務所で同種の業務を行っており、全体の評価を行うだけでは業務運営上
の課題を把握しがたい場合には、施設・事務所ごとの業務実績を把握し、計画に対する
比較・分析を行う。
⑩ 上記のほか、必要に応じて以下に掲げる事項その他評価の実効性を確保するための手法
を適用する。
i.
外部有識者の知見の活用（ただし、利害関係者を排除するなど手続の妥当性に留意する
ものとする。）
ii.
当該法人に対する現地調査
iii.
同業種の民間企業との比較・分析
(2) 評価の視点
別途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等を参考にし、業務の
質の向上、業務の効率化、財務内容の改善等の観点から、それぞれの業務の特性に応じた評
価の視点を設定し、当該法人に対して業務運営の改善等を促すような評価を行う。
その際、次のような目標については、その内容に応じた適切な方法による評価を行う。
① 目標策定時点において最終的に達成すべき目標の具体的な内容とその水準、達成すべき
時期を明らかにすることが、国の政策や当該法人の役割（ミッション）等に照らして必
ずしも適切ではない又は明らかにできないような目標については、
ⅰ）中期目標において、当該中期目標期間中に取り組む内容とその水準、期限及びそれらの
設定の考え方が明らかにされている場合は、その内容に従って適切に評価を行う。
ⅱ）中期目標において、上記ⅰ）の記述ができていない場合、最終的な目標の達成に向けた
マネジメントの取組やその方向性が定められている場合は、それ以降の期間において、達
成されるべき成果やその水準について検討し、明確化を図るとともに、最終的な目標の達
成に至る当該法人の長によるマネジメントの具体的な取組内容が最終的な目標の達成に資
するものとなっているかどうかとの観点から評価を行う。
ⅲ）上記ⅰ）及びⅱ）により難い場合は、年度評価又は見込評価の時点等具体的な評価の視
点や方法を定めることが可能になった時点で、それらを具体的に定めることも考えられる
（その場合、それまでの間の年度評価においては、成果の把握等可能な範囲で目標達成に
向けた状況を把握すること。）。
② 当該法人がその強みをいかして関係機関・団体を支援する役割を積極的に担うことや当
該法人単独での事務・事業の実施に限ることなく、関係機関・団体との役割分担を明確
にしつつ、専門人材の交流を含めて、それらとの協働体制を確立・強化することに関す
る目標については、具体的な取組内容が支援や協働体制の確立・強化の実施を求めた趣
旨に沿ったものであるかどうかとの観点からも適切に評価を行う。
③ 当該法人やその事務・事業の特性等に応じた人材確保・育成に関する目標については、
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人材確保・育成方針を策定しているかどうか、また、当該方針の内容やそれに基づく具
体的な取組は、専門性、ノウハウ、技術、知見等といった当該法人の強みの維持・向上
に資するものとなっているかどうかとの観点から適切に評価を行う。
④ 法人の長のトップマネジメントについての取組を促す目標については、具体的な取組内
容に応じて適切に評価を行う。
また、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月 25
日総務大臣決定）において、「各法人がＰＤＣＡサイクルにより、透明性及び外部性を確保
しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組むとともに、主務大臣がこれをチェッ
クする枠組みを整備し、政府全体として調達等の合理化を推進することとする。」とされて
おり、同決定を踏まえた目標の取組状況についても合理的な調達の観点から適正に評価を行
う。
７

項目別評定及び総合評定の方法、評定区分 （略）

８

評価書の作成
（１）評価書の様式
評価書は、別途総務省行政管理局長が定める様式に基づき作成するものとする。
（２）記載すべき事項
評価書は、以下の事項を記載するものとする。
① 評価の概要
ⅰ 評価対象に関する事項
ア 法人名
イ 対象年度（年度評価）
ウ 対象期間（中期目標期間評価）
ⅱ 評価の実施者に関する事項
ア 共管法人の場合には評価の分担の概要
イ 評価を担当した部局、作成者（課長名）
ウ 評価を点検した部局、作成者（課長名）
ⅲ 評価の実施に関する事項
ア 理事長ヒアリングなど、評価に際し実施した手続
イ 外部有識者の知見を活用した場合にはその概要
（構成員、
意見聴取等の活動実績等）
ⅳ その他評価に関する重要事項
② 総合評定
ⅰ 評語による評定
ⅱ 記述による全体評定
ⅲ 当該法人が実施した事項のうち、中期目標・中期計画・年度計画
に記載のない事項で、
全体評定において考慮すべき事項
ⅳ 見込評価においては、業務及び組織の全般的な見直し並びに次期中期目標策定に関
して取るべき方策
ⅴ 次期中期目標期間に係る予算要求について検討すべき事項
ⅵ 中期計画の変更が必要な場合には当該事項
ⅶ 中期目標期間評価において、次期中期目標の変更が必要な場合には当該事項
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ⅷ 外部有識者の知見を活用した場合には外部有識者の意見
③ 項目別評定の総括表
ⅰ 項目別評定で付された評語の経年による一覧表示
ⅱ 各項目に付された重要度・困難度が分かるように記載
ⅲ 評価対象年度において該当する事象がなかった場合には「-」とし、総合評定に反映しない。
④ 項目別評定
ⅰ 当該事務及び事業に関する基本情報
ア 当該事務・事業の実施の根拠（関連する政策・施策、個別法の条文番号など）
イ 政策評価における事前分析表等との関連（事前分析表番号、行政事業レビューのレビュー
シートの番号を記載し、対応する達成手段を明らかにする。）
ウ 当該項目の重要度、困難度（目標策定の際に定めたものを記載）
ⅱ 主要な経年データ
ア アウトプット及び（又は）アウトカム情報
イ インプット情報（予算額、決算額、経常費用、行政コスト、人員数など）
ⅲ 目標、計画、評価に関する事項
ア 対応する中期目標・中期計画・年度計画
イ 業務実績、自己評価
ウ 用いた評価指標、評価の視点
エ 評定及びその根拠
オ 業務運営上の課題及び改善方策
カ 目標水準の変更が必要な場合にはその概要
キ 外部有識者の知見を活用した場合には外部有識者の意見
ⅳ その他参考情報（必要に応じ実施する予算差異分析、財務分析など）
（３）記載における留意点
①評価書は国民に対し当該法人の業務の実績とその評価を説明する重要な書類であることを踏ま
え、曖昧又は冗長な表現は排除し、簡潔かつ明瞭な分かりやすいものとする。
②経年比較等のデータ比較・分析情報を表形式で記載するなど、一覧性や分かりやすさに留意す
る。
③見込評価と中期目標期間実績評価の項目別評定は、それぞれ並列して表記し、見込みと実績の差
異を分かりやすく示すよう努める。
④記入すべき情報の分量が多く統一性・一覧性が損なわれるおそれがある場合は、別紙に記入するなど
適宜工夫するものとする。
Ⅴ その他留意すべき事項
１ 評価結果の活用等に関する事項
（１）法人は、評価結果を、評語及び記述による評定を踏まえ、現行の中（長）期計画、年度計画又は事
業計画の見直し、次期以降の中（長）期計画、年度計画又は事業計画の策定、当該法人内部の組織体
制の見直し、人事計画、当該法人内部の予算配分、業務手法の見直し、役職員の処遇等に活用するも
のとする。
（２）主務大臣は、評価結果を、評語及び記述による評定に応じて、現行の中（長）期目標、中（長）期計
画、年度目標又は事業計画の見直し、事業の改廃を含む事務及び事業の見直し、新中期目標の策定、
国の政策評価、政策等に反映させるほか、運営費交付金の算定を含む予算要求等に適切に反映させる。
特に、「Ｓ」評定を付した場合は、予算要求において当該法人の業務経費に重点的に配分する等、法
人のインセンティブを高めるよう努めるものとする。
（３）主務大臣は、項目別評定で「Ｄ」評定を付した場合、業務の廃止を含めた抜本的な見直しを命ず
るものとする。
また、総合評定で「Ｄ」評定を付した場合においては、組織又は業務の廃止を含めた抜本的な改
善その他の必要な措置を命ずるものとする。
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（４）主務大臣は、通則法第 35 条第１項及び第 35 条の７第１項に定める、中（長）期目標期間終了時の法
人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討をするときは、
見込評価の結果を十分に活用し、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を的確
に講じるものとする。
例えば、評価において組織ぐるみの談合の発生など内部統制の不全、ガバナンスの欠如が明ら
かになり、引き続き当該法人に事務及び事業を行わせたとしても効率的な業務運営や中（長）期目
標の達成が期待できない場合、当該法人の存続の必要性が立証できない場合などには、当該法人は
組織の抜本的な改廃がなされる必要がある。
また、中期目標若しくは年度目標において策定した「国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上」又は中長期目標において策定した「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向
上」に関する目標が達成できなかった場合、その原因分析の結果、当初見込んだ需要がなかった場
合や他の主体により業務を実施することが適切であったことなどが判明した場合には、当該業務は
廃止される必要がある。
（５）評価の過程で特に対応が必要な業務運営上の課題が検出された場合には、翌年度以降、当該課題
への当該法人の対応状況について適正に評価する。

２ 評価結果等の公表に関する事項
（１）評価結果は下記３のスケジュールに従い遅滞なく公表するものとする。
（２）評価結果の他、評価に活用したデータ等についても、経年で並べるなど外部での活用のしやすさ
や、検証可能性の確保に留意した上で、積極的な公表に努める。
（３）通則法第 28 条の４に定める、法人による評価結果の業務運営の改善等への反映の取組の公表の状
況について、以下の点に留意してチェックする。
① 過去の事業年度、中（長）期目標期間に係る評価結果を踏まえ、中（長）期計画、年度計画、事
業計画への反映、事務及び事業の改廃、予算要求への反映、組織及び人事その他業務改善への反
映等、事業年度内に実施した措置状況を具体的に記載する。
② 評価結果との対応関係を、いつの事業年度の業務実績評価に係るものかも含め明らかにする。
③ 将来に措置することが予定されている事項についても記載する。
（４）評価書等は、広く国民に周知できる方法で公表するものとする。
（５）独立行政法人評価制度委員会による評価の実効性を確保するため、法律により委員会に対し通知
が求められている見込評価及び効率化評価に係る評価書のほか、年度評価及び期間実績評価の評価
書についても参考として委員会に通知する。
（６）法人は、評価結果の業務運営の改善等への反映の取組について、翌事業年度に行う主務大臣の評
価の中で記載内容をチェックできるよう、自己評価書の提出時期に合わせて取りまとめて公表する
とともに、主務大臣に提出する。

３ 評価のスケジュールに関する事項
評価結果を予算や業務運営の改善等に適切に反映できるよう、概算要求時を目途に各評価を完了させ
るよう努めるものとする。
具体的には、以下のようなスケジュールが想定される。
（１）自己評価
６月末までに提出、速やかに公表
（２）主務大臣による評価等
① 年度評価（全法人共通）
８月上旬を目途に評価を完了し、当該法人に通知、公表する。
なお、見込評価を行う際には、７月末を目途に評価を完了し、当該法人に通知、公表する。
② 見込評価及び業務全般の見直し（中期目標管理法人、国立研究開発法人）
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見込評価については８月上旬を目途に完了、業務全般の見直し結果の作成は８月中旬に完了し、
当該法人及び委員会に通知、公表する。
③ 期間実績評価（中期目標管理法人、国立研究開発法人）
８月中旬を目途に評価を完了し、当該法人に通知、公表する。
④ 効率化評価（行政執行法人）
８月中旬を目途に評価を完了し、当該法人及び委員会に通知、公表する。
（３）評価結果等の中期目標等への反映
① 新中（長）期目標案の作成（中期目標管理法人、国立研究開発法人）
１月上旬を目途に作成、委員会に通知
② 新中（長）期目標、年度目標（行政執行法人）の作成２月下旬を目途に決
定、当該法人に指示
③ 新中（長）期計画（案）、事業計画（案）の作成、認可３月末までに主務大
臣の認可を得る。

４ 共管法人の取扱いに関する事項
複数の主務大臣が所管する法人の評価については、各主務大臣が所管する業務に関する評価はそれぞれ
の主務大臣が分担し、評価全体に関する事項及び共通して所管する事項の評価については主務大臣間で協
議するなど、各主務大臣が連携して評価を行うものとする。
その際、評価手続の重複を排除するなど、効率的な評価に努めるものとする。
原則として、法人の年度評価、見込評価、期間実績評価などの各評価について一つの評価書を作成す
るものとする。

５ 本指針の見直しについて
総務大臣は、評価の実効性や法人に関する種々の政府方針等を踏まえ、主務大臣の下でのＰＤＣＡサイク
ルの実効性をより高める観点や法人の実効性のあるマネジメントをより向上させる観点から、適時に本指針
の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
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（別紙1-2）
（別紙）

改定後の「独立行政法人の目標の策定に関する指針」及び
「独立行政法人の評価に関する指針」の適用について

改定後の
「独立行政法人の目標の策定に関する指針」
（平成 26 年９月２日総務大臣決定。
以下「目標策定指針」という。
）及び「独立行政法人の評価に関する指針」
（平成 26 年９月
２日総務大臣決定。以下「評価指針」という。
）の適用は、下記のとおりとする。
記
１．目標策定指針の適用時期
基本的には、指針の改定後、直近の新目標策定時から適用する。
→ ① 中期目標管理法人及び国立研究開発法人については、平成 31 年度以降に新目
標の策定作業が行われる法人（2020 年度から新目標期間が始まる法人）から順次
適用
② 行政執行法人については、平成 31 年度策定作業から一斉適用
２．評価指針の適用時期
（１）見直し後の評定基準（
「Ｓ」
「Ａ」
「Ｂ」
「Ｃ」
「Ｄ」への当てはめ基準）の適用時期
① 中期目標管理法人及び国立研究開発法人
指針の改定後、直近の新目標期間の開始時から適用する。
→ 直近での適用は、2020 年度から新目標期間が始まる法人の 2021 年度実施の年
度評価（2020 年度実績に対する年度評価）から
＜理由＞
・ 改定後の目標策定指針に基づき、合理的な「困難度」の設定がなされるのが、
最速で 2020 年度から目標期間が始まる目標であるため（現行指針による目標
。
下では、改定案にしたがって評価すると評価が緩むおそれがある。
）
・ 同一の目標期間中に、異なる基準による評定が混在することによる支障・不
都合を避けるため。
② 行政執行法人
2021 年度実施の評価（2020 年度実績に対する評価）から一斉適用
＜理由＞
・ 改定後の目標策定指針に基づき、合理的な「困難度」の設定がなされるのが、
最速で 2020 年度の年度目標であるため（現行指針による目標下では、改定案に
。
したがって評価すると評価が緩むおそれがある。
）
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（２）見直し後の評定基準以外の事項の適用時期
基本的には、指針の改定と同時に適用する。
→ 実務的には、平成 31 年度実施の評価（平成 30 年度実績に対する評価）から一斉
適用
＜理由＞
・ 「見直し後の評定基準以外の事項」とは、
ⅰ）年度評価の重点化（中期目標管理法人及び国立研究開発法人）
ⅱ）年度評価における重点化対象事項以外の事項の評価単位の柔軟化
（中期目標管理法人の主務大臣評価及び自己評価並びに国立研究開発法人の主
務大臣評価及び自己評価）
ⅲ）見込評価の活用による期間実績評価の効率化（中期目標管理法人及び国立研
究開発法人）
ⅳ）年度評価における自己評価、主務大臣評価がいずれも「Ｂ」である場合の評
定理由の記載の簡略化（中期目標管理法人及び国立研究開発法人）
ⅴ）評価の活用方法の明示
であり、いずれの事項も、改定前の目標策定指針に基づく目標に対する評価に適
用すること及び同一の目標期間中に取扱が変わることについて、特段の支障はな
いと考えられるため。
・ 関係組織・団体への支援・協働体制の確立・強化や人材育成等、新たな視点に
よる目標に対する評価の視点の適用については、当該目標が設定された年度の実
績に対する評価から適用
３．目標期間中に目標変更等の機会がある法人については、上記にかかわらず、主務大臣
において、目標変更等の機会を捉えて、今回の指針改定の趣旨の目標への反映を積極的
に検討されたい。なお、その場合であっても、改定後の評定基準の適用は、指針の改定
後、直近の新目標期間の開始時からとする。

以上
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（別紙１-３）
独立行政法人の評価に関する指針（平成 27 年５月 25 日改定）
（抜粋）
平成 26 年 9 月 2 日策定
平成 27 年 5 月 25 日改定
総 務 大 臣 決 定
Ⅰ 本指針について （略）
Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事項
１～６ （略）
７ 項目別評定及び総合評定の方法、評定区分
(1) 年度評価
① 項目別評定
i.
評定区分
(ア) 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。
(イ) 「Ｂ」を標準とする。

各評価項目の業務実績と評定区分の関係は以下のとおりとする。
S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果
が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画
値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。
A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認め
られる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とす
る。
B：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対
中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。
C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては
対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。
D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求
める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主
務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認め
た場合）。

なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のう
ち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定
の条件を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合に
は、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。
S：－
A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。
B：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。
C：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）
D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講
ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要
ii. 項目別評定の留意事項
(ア) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのかの根拠を合理的かつ明確に記述する。
(イ) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮する。
ただし、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的
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及び質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。
(ウ) 最上級の評定「Ｓ」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠につ
いて、量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、質的な面として、

法人の自主的な取組による創意工夫

目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与

重要かつ難易度の高い目標の達成
等について具体的かつ明瞭に説明するものとする。
(エ) 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。
(オ) 目標策定の妥当性に留意し、目標水準の変更が必要な事項が検出された場合にはその旨記載す
る。
(カ) 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行うため具体的な目安を示す場合
には、「B」が標準となるよう設定するものとする。
② 総合評定
総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づ
き、評語による評定を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与え
る事象等を加味して評価を行う。
なぜその評定に至ったのかについての過程が明らかになるよう、項目別評定に基づき総合評定を
付すまでの過程を、各府省の作成する評価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。
その際、各項目について設定された重要度を考慮するものとする。
i. 記述による全体評定
記述による全体評定は、項目別評定を踏まえ、総合的な視点から以下の事項を記述する。
(ア) 項目別評定の総括

項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要

評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの

事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策
特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨を具体的かつ明確に記述する。

目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等
(イ) 全体評定に影響を与える事象

法人全体の信用を失墜させる事象など、法人全体の評定に影響を与える事象

「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの１（２）の「法人全体を総括する章」に
おいて記載される法人のミッション、役割の達成について特に考慮すべき事項

中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績（災害

対応など）
(ウ) その他特記事項
ii. 評語による評定
(ア) 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。
(イ) 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。
(ウ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。
S：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕
著な成果が得られていると認められる。
A：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られてい
ると認められる
B：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
C：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。
D：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的
な改善を求める。
iii. 総合評定の留意事項
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(ア) あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するもの
とする。
(イ) 法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とした
場合の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善を求
める場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の
評定を行うことは不可とする。
(ウ) なお、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に属する項目
で重要度を高く設定した業務について組織全体のマネジメントの不備を原因として「Ｃ」以下
の評定を行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行うことは不可と
する。
(2) 中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価）
① 項目別評定
i. 評定区分
(ア) 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。
(イ) 「Ｂ」を標準とする。
(ウ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。
S：法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が
得られていると認められる（定量的指標においては対中期目標値の 120％以上で、かつ質
的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。
A：法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認めら
れる（定量的指標においては対中期目標値の 120％以上）。
B：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中
期目標値の 100％以上 120％未満）。
C：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対
中期目標値の 80％以上 100％未満）。
D：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求
める（定量的指標においては対中期目標値の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善
その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。
(エ) なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、
内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件
を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の
要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。
S：－
A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たして
いる。
B：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。
C：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。
D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずる
ことを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要
ii. 項目別評定の留意事項
(ア) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのか根拠を明確に記載する。
(イ) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮す
る。ただし、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠につい
て、量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。
(ウ) 最上級の評定「Ｓ」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠に
ついて、量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、質的な面として、

法人の自主的な取組による創意工夫

目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与

重要かつ難易度の高い目標の達成
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等について具体的かつ明確に説明するものとする。
(エ) 「Ｃ」及び「Ｄ」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。
(オ) 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行うため具体的な目安を示す場
合には、「Ｂ」が標準となるよう設定するものとする。
(カ) 期間実績評価時においては、見込評価時に見込んだ中期目標期間終了時の業務実績の見込み
と中期目標期間実績評価時の実際の業務実績とに大幅な乖離がある場合には、その理由を明
確かつ具体的に記載する。
(キ) 評定にあわせ、次期中期目標期間の業務実施に当たっての留意すべき点等についての意見を
記述する。
② 総合評定
総合評定は、記述による全体評定を行うともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づき、
法人全体の業務実績に対し評語を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与え
る事象等を加味して評価を行う。
総合評定の過程が明らかになるよう、項目別評定に基づき総合評定を付すまでの過程を、各府省
の作成する評価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。
i. 記述による全体評定
記述による全体評定は、項目別評定の総括とともに、総合的な視点から以下の事項を記述する。
(ア) 項目別評定の総括

項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要

評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの

事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策。
特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨明記する。

目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等
(イ) 全体評定に影響を与える事象

法人全体の信用を失墜させる事象など、法人全体の評定に影響を与える事象

「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの１（２）の「法人全体を総括する章」
において記載される法人のミッション、役割の達成の状況

中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績（災害対応など）
(ウ) その他特記事項
ii. 評語による評定
(ア) 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。
(イ) 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。
(ウ) 評語による評定を行う際には、各項目の重要度を考慮する。
(エ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。
S：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕
著な成果が得られていると認められる。
A：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られてい
ると認められる。
B：全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められている。
C：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する。
D：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な
改善を求める。
iii. 総合評定の留意事項
(ア) 見込評価においては、評定の他、以下の事項を記載する。

業務及び組織の全般にわたる検討並びに次期中期目標策定に関して取るべき方策

次期中期目標期間に係る予算要求について検討すべき事項
(イ) 期間実績評価においては、評定のほか、以下の事項を記載する。

見込評価時に予期しなかった事項で次期中期目標の変更等の対応が必要な事項
16

216

(ウ) あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するも
のとする。
(エ) 法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とし
た場合の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善
を求める場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」
以上の評定を行うことは不可とする。
(オ) なお、中期目標の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」
に属する項目で重要度を高く設定した業務について組織全体のマネジメントの不備を原因と
して「Ｃ」以下の評定を行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を
行うことは不可とする。
(カ) 見込評価においては、評価単位の設定、評価指標、総合評定の方法等について改善が必要か
どうかについて検討を行うものとする。
８ 評価書の作成 （略）
Ⅴ その他留意すべき事項 （略）
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（別紙２）
平成 30 年度事業の自己点検評価・外部評価報告書
（抜粋）
令 和 元 年 6 月 28 日
独立行政法人日本学術振興会
外 部 評 価 委 員 会
【序文】
本委員会は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）の平成 30 年度における業務実績の
全体について、振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、効率及び効果の両面から評価を行っ
た。
振興会は、
平成 30 年 4 月 1 日より開始した第４期中期目標期間において、
①世界レベルの多様な知の創造、
②知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成、③大学等の強みを生かした教育研究機能の強化、④強固な国際
研究基盤の構築、⑤総合的な学術情報分析基盤の構築の 5 本の柱を基盤に、各事業を推進している。本委員会
は、これら 5 本の柱を含む第４期中期目標で定められた項目ごとに、その達成状況等について評価した。
なお、本委員会では、平成 30 年度の業務実績に対する評価にとどまらず、振興会の事業全般に関する今後
の課題についても指摘した。その中には、早期に改善することが困難な課題、政府レベルで検討・実施すべき
課題、あるいは振興会の業務の範囲を超える課題等に対する意見も含まれている。
本委員会による評価が振興会の業務のさらなる改善に活用され、振興会の事業がより優れた成果を挙げる
とともに、我が国の学術が一層振興されることを期待して、次のとおり総括する。
１．法人の業務運営
振興会の業務運営については、多岐にわたる事業を比較的少数の職員により極めて効率的に遂行し、優れた
成果をあげていると評価する。とりわけ、振興会事業の全般にわたって重要な位置を占める審査・評価業務に
ついては、公正かつ適切な審査・評価制度を構築し、かつ膨大な件数にもかかわらず短期間で滞りなく業務を
実施していることは特筆すべきであり、高く評価したい。
一方で、審査・評価においては、それぞれの審査委員の質の確保、向上が極めて重要な課題である。学術シ
ステム研究センター研究員により、相応の審査委員候補者が選任されていると考えるが、科研費だけでも
7,000 名にものぼる審査委員の質を保証するためには、学術システム研究センターでの検証も極めて重要であ
る。また、審査委員としての資質を向上させるために、すべての研究者が科研費を受給するだけではなく、科
研費等審査を行うことを通して日本の学術の発展に寄与するという理解を共有すべきであり、振興会はこの
ような理解を進める方策を考えてほしい。
また、比較的少数の職員により効率的に業務が遂行されていることは評価できる一方で、職員の業務が増加
していることにも目を向ける必要がある。膨大な審査・評価業務を計画通りに行うのみならず、審査委員に対
してきめの細かい対応を行うなど、職員の献身的努力を忘れてはならない。振興会事業の質の維持及び改善・
見直しなど不断の検証が実現されるためには、担当職員に過度な負担が生じないような適切な措置も考慮す
る必要がある。
学術研究の多様性を確保することは大変重要であり、学際領域の状況や男女比といった観点で継続的に点
検・評価する必要があるが、グローバル化の進展を背景として、外国人からの申請に対応することも重要な課
題である。同時に、新たな学際領域の創設は、我が国の研究において大きな課題である。振興会の様々な事業
においても、学際的研究を促進する取組が実施されているが、一層の充実を期待したい。また、振興会では女
性審査委員の登用に配慮がなされているが、特別研究員事業では女性の審査委員比率の低下が見られている
こともあり、多様性を確保する観点から、振興会事業において女性の審査委員を積極的に登用する努力を継続
していただきたい。
２．世界レベルの多様な知の創造
振興会は、長年にわたり我が国の学術研究を支える科研費の実施業務を担うだけでなく、科研費改革にも鋭
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意取り組んでおり、その努力と成果は高く評価できる。応募件数が増大しているにもかかわらず、膨大な審
査・評価業務を計画通り実施していることに加えて、審査システム改革に伴う不断の見直しを行っていること
は特筆すべきである。我が国の学術研究が発展するためには、科研費の充実が特に重要であり、学術システム
研究センターの機能を十分に活用しながら、より優れた科研費制度を目指して今後とも改革に取り組んでい
ただきたい。また、他の競争的研究資金制度と科研費制度との本質的役割分担を踏まえて、科研費制度におい
ては短期的な出口志向・応用志向に流れることなく、一見地味であっても新しい学術基盤となる革新的研究や
夢のある挑戦的課題をしっかりと支援することが強く望まれる。若手研究者が挑戦的で独自性のある新しい
研究を生み出せる支援体制を構築するとともに、若手研究者への支援の効果について既存の調査を活用する
等して定量的にフォローアップすることも重要である。このほか、科研費で得られた成果がデータベースで一
元的に管理されていることは極めて有用であり、他の資金配分機関や民間企業等における当該データベース
の活用状況などを解析することは、さらにその利用価値を高めることにつながると思われる。
国際的な共同研究等の推進については、事業を着実に実施しており、特にリードエージェンシー方式による
審査を試行的に導入し、採択を行ったことは高く評価できる。今後も国際共同研究等の一層の充実が望まれ
る。国際共同研究プロジェクトについては、人事交流と研究活動の双方に財政支援が必要な場合があり、振興
会の部署間の緊密な連携が求められるが、後述の国際統括本部の役割には大いに期待したい。
３．知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成
振興会では、特別研究員や海外特別研究員、若手研究者海外挑戦プログラム等の若手研究者を育成するため
の種々の事業が行われており、事業内容や制度の改善を行いながら着実に業務を遂行している点は評価でき
る。特に、若手研究者育成の中核となる事業である特別研究員事業については、膨大な業務を計画通りに円滑
に進めただけでなく、「特別研究員-CPD」の創設を目指した取組や、事業内容の検討・見直しがなされた点は
高く評価することができる。
しかしながら、特別研究員事業については、PD の採用率が低迷している。PD は研究職に就くためのひとつ
の重要なステップであり、PD 採用者の減少は､学問の未来に深刻な影響をもたらすと考えられる。採用人数確
保のため、引き続き予算の獲得に努めていただきたい。また、PD への応募者が減少しており、その背景を分
析することが望まれる。卓越大学院プログラムとの関係にも留意しながら、今後とも、現場の意見も踏まえた
事業運営を期待したい。
また、海外特別研究員や若手研究者海外挑戦プログラムについては、若手研究者にとって研究力を向上させ
る大きな機会であり、派遣終了者が派遣期間中にどの程度レベルアップしたかを引き続き評価することは、今
後の事業改善にとって有効であると考える。
４．大学等の強みを生かした教育研究機能の強化
WPI、大学教育改革の支援、大学のグローバル化の支援のいずれにおいても、適切な審査・評価を着実に行
い、各事業の透明性、信頼性、継続性を確保していること、また事業の広報にも意欲的に取り組んでいること
は高く評価できる。特に、大学教育改革等の支援においては、フォローアップや事後評価、進行中のプログラ
ムの発展的見直しの実施、好事例事業の水平展開など、多様な評価を実現していることは評価できる。
一方で、評価の在り方については、大学等の多様性を維持し、良い点をできるだけ評価する仕組みを確保し
ていただきたい。また、教育の成果が短期間では現れるものではないことを踏まえた評価の仕組みも考えてい
ただきたい。
また、真に「大学等の教育研究機能の強化」につながるよう、各事業の在り方も含めた提案をより積極的に
行うことが望まれる。
５．強固な国際研究基盤の構築
振興会は伝統的に強い国際研究基盤を有しており、各国学術振興機関と強い連携関係を確保している。海外
機関との連携が順調になされ、我が国の学術研究の海外展開と国際連携を支える重要な役割を担っていると
評価できる。また、振興会内の国際的な取組を俯瞰する仕組みとして新たに国際統括本部が設置され、国際戦
略を検討する体制が整備されたことは高く評価できる。諸外国の国際共同研究プログラムや研究支援制度は
多様かつ流動的であるため、確固たる国際戦略を設定することが重要であり、今後、新規事業の開拓や多様な
海外学術振興機関との一層の連携など、具体的な方策に結びつけていただきたい。
また、国際戦略に総合的な視点から取り組むに当たり、シンクタンク的支援組織がないことに不安を感じ
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る。国際統括本部が必要に応じて高い見識を持った有識者の意見を聴取しながら進めるとともに、諸外国の学
術情報を収集する体制を構築することが望まれる。
なお、本項目に関しては、振興会自身の国際化、振興会が運営する事業の国際化、振興会事業に支援された
研究者の国際化と 3 つの異なる国際化が混在しており、これらを識別した自己点検・評価を期待したい。
６．総合的な学術情報分析基盤の構築
情報の一元的な集積・管理や振興会事業の動向等の分析、学術動向に関する調査等、学術情報分析基盤の構
築に向けて、着実に業務が行われている。特に、学術情報分析センターを設置し、振興会の諸事業の成果等に
ついて情報収集、把握、分析を行っていることは高く評価できる。
振興会は、研究助成に関して膨大なデータを有しており、その活用は、今後の我が国の研究を更に推進する
上で大きな原動力となり得る。
これらの情報が、
有意義な学術振興策へと展開されることが望まれる。
同時に、
振興会としての資源配分の有効性について明らかにする手法や指標を開発することが望まれる。学術情報分
析センターの今後の活動に期待する。
７．横断的事項
情報発信や研究公正の推進等、振興会の各種事業に横断的に関わる取組についても着実に実施されている。
これらの取組の中で特に、電子申請システムは極めて有効に働いていると考える。当該システムによって審査
委員の負担軽減が図られているが、新たな課題が生じないか、慎重に見極めて対処されたい。一方で、当該シ
ステムは、課題の公募、審査、採択等の面で、他の多数の機関でも有効と思われるため、例えば他機関で同様
の仕組みを導入する際に適切なサポートをすることも考えられないか。
また、情報発信に関しては、振興会事業への理解を深める取組の検討を期待したい。
８．その他
外部評価委員からは、評価項目に関連する上記の意見に加え、我が国の学術の振興を図る上で重要と考えら
れる以下のような意見も出されたので、ここに記す。
・ 研究によって、研究期間中における各年度の所要経費のバランスは異なっており、その意味で科研費の一
部種目の基金化は重要な改革であったが、比較的小型の研究にとどまっている。特別推進研究などの大型
研究こそ基金化を実現すべきであると考える。今後も科研費の基金化は要求し続けていただきたい。
・ 毎年一律に一般管理費の削減を行っているが、それにも限界がある。職員の献身的努力だけに頼った事業
運営は、破綻を来す恐れがある。振興会には、我が国のプレゼンスを高め、グローバル社会において学術
研究を先導する研究者の活動を支援する役割がある。それにふさわしい予算措置に向けて、理解を広げて
いただきたい。
【まとめ】
第 4 期中期目標期間の初年度である平成 30 年度の振興会の業務運営については、①世界レベルの多様な知
の創造、②知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成、③大学等の強みを生かした教育研究機能の強化、④強
固な国際研究基盤の構築、⑤総合的な学術情報分析基盤の構築の 5 本の柱を中心とするすべての評価項目に
おいて、中期計画通り、中期目標に向かって順調に実績を上げていると言える。限られた予算の中で、極めて
質の高い諸事業を展開していることを評価したい。
一方で、我が国からの学術論文の量と質の両面での減少傾向には依然として歯止めがかかっておらず、ま
た、博士課程への進学者も減り続けており、我が国の研究活動が総体として退潮にあることが種々の統計デー
タ等によって示され、科学技術白書等でも警鐘が鳴らされているところである。振興会としてもこの問題を正
面から受け止め、研究支援の大きな枠組みから考え直すことが、我が国全体の研究力の向上のためにも必要で
はないか。振興会には何より、これまでに蓄積してきた研究に関わる膨大なデータと研究現場に根ざした経験
や知見がある。様々なセクターの研究現場の声を踏まえながら現状分析を行い、それに基づいた議論を提起
し、提言を行う役割も期待したい。厳しい財政事情のもとで最大の効果をあげるためには、他の研究助成機関
と密に連携することも必要だろう。今後とも、我が国の学術の新たな未来を切り開く上で、振興会が一層役割
を果たすことを期待したい。
（https://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_30_3.pdf
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参照）

（別紙３）
独立行政法人日本学術振興会の平成 30 年度に係る業務の実績に関する
評価の結果について（抜粋）
令和元年８月２８日
文 部 科 学 大 臣
２．法人全体に対する評価
法人全体の評価
○日本学術振興会は、長い歴史の中で構築した数多くの研究機関及び研究者とのネットワークを活用しつつ、
効果的かつ効率的な業務運営を行っており、研究者の知的探求心や自由な発想を源泉とする「学術研究」の
振興を目的とし、学術研究における多様な特性・ニーズに応じた支援を行う我が国唯一のファンディングエ
ージェンシーとしての役割を十分に果たしている。
○科学研究費助成事業（科研費）においては応募研究課題数が年々増加している中、計画通りのスケジュール
で交付内定通知を出しており、極めて迅速かつ円滑・適切に審査業務が実施されたと認められる。また、審
査員 1 人当たりの審査件数の上限を低減するなどの審査員の負担を軽減する取組や、研究者が海外渡航に
より研究を断念することがないよう、海外渡航時における科研費の中断・再開を認めるなどの研究者の立場
に立った改善策を積極的に講じられていることも高く評価できる。
○特別研究員事業において、限られたスケジュールの中で業務を着実に実施しつつ、PD 申請時における研究
機関移動要件の簡素化、採用見込証明書発行時期の早期化等を実現し、優秀な若手研究者の確保に資する改
善を実施したことは評価できる。
○国際共同研究事業において、日本学術振興会として初となるリードエージェンシー方式による審査を試行
的に導入し、特に、英国との国際研究共同プログラムでは、当初の想定を大幅に超えた申請があったが、英
国側に柔軟に協力して無事に審査を終えるよう努力し、期日までに審査を完了したことは高く評価できる。
○大学教育改革の支援では、国の定めた制度・方針を踏まえ、迅速に事務体制を整えながら、事業ごとに専門
家による委員会等を設置し、各事業における審査・評価業務をすべて滞りなく実施したことは評価できる。
また、卓越大学院プログラムについては、審査・評価の着実な実施に留まらず、委員へのアンケート等によ
り課題を抽出するなど、今後の高等教育政策も見据えた事業の改善に積極的に貢献したことも高く評価で
きる。
○特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な業務運営が行われていることが認め
られる。
全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
法人全体の信用を失墜させる事象や外部要因など、法人全体の評定に特に大きな影響を与える特段の事業は
なし。
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など
項目別評定で指摘した課題、改善事項
○平成 30 年度科研費（平成 29 年 9 月公募）から適用した新たな審査システムについて、すでに検証作業に
着手し更なる改善に努めるなど、科研費改革の着実な実施に向けた取組が認められる。引き続き、審査に係
る負担軽減を図るとともに、質的発展を目指して不断の見直しを継続することを期待する。(P20)
○引き続き、学術システム研究センターや外部有識者による会議、日本学術振興会のＨＰの問合せフォームに
寄せられる提案等を活用して、より一層研究者の知見を取り入れるとともに、学術情報分析センターによる
エビデンスに基づく分析も活用し、各事業についての検証を行い改善に努めることを期待する。
(P7,P49,P108)
（https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2019/09/12/1421008_09.pdf 参照）
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（別紙４）
平成 30 年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価等の結果についての点検結果
令 和 元 年 11 月 21 日
独立行政法人評価制度委員会

１ 主務大臣による平成 30 年度における独立行政法人（以下「法人」という。）の業務の実績に係る評価
（年度評価）、30 年度に中（長）期目標期間を終了した法人の中（長）期目標期間における業務の実績
に係る評価（期間実績評価）及び国立研究開発法人の中間期間終了時までの中長期目標期間における業務
の実績に係る評価（中長期目標期間中間評価）について、
・ Ａ以上の評定の場合、所期の目標を上回る成果が得られていると認められること、又は難易度を高く
設定した目標の水準を満たしていることが具体的根拠として説明されているか
・ Ｃ以下の評定の場合、評価書において、改善に向けた取組方針又は具体的な改善方策（以下「改善方
策等」という。）が記載されているか
等の観点から点検したところ、著しく適正を欠く評価の実施と考えられるものはなかった。
２ 点検においては、
・ Ａ以上の評定について、ほぼ全ての評価項目において、評定に至った根拠の合理的かつ明確な記述が
確認できた。中には、評定に至った根拠の記述が十分でない項目が見られたが、所管府省への確認の結
果、評定に至った根拠に一定の合理性を見いだすことができた。
・ Ｃ以下の評定について、ほぼ全ての評価項目において、改善方策等に係る記述が確認できた。中に
は、記述が十分でない項目が見られたが、所管府省への確認の結果、改善方策等の具体的な内容を把握
することができた。
３ なお、情報セキュリティ対策に関する取組及び調達等合理化に関する取組に係る年度評価の状況を見
ると、
・ 情報セキュリティ対策について、いずれの法人も評価が実施されており、情報セキュリティに関する
事項を理由にＣ以下の評定が付されている２法人については、改善方策等が記述されていた。
・ 調達等合理化について、いずれの法人も評価が実施されており、調達等に関する事項を理由にＣ以下
の評定が付されている２法人については、改善方策等が記述されていた。
４ 委員会としては、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄといった評定の結果自体に重きを置いているのではなく、評定
を付すに至った根拠が合理的かつ明確に記述され、主務大臣において、評価結果によって判明した法人の
業務運営上の課題や、法人を取り巻く社会経済情勢の変化などを踏まえた業務及び組織の見直し等の対応
が行われることが重要と考えている。
評価を実施したことのみに満足することなく、評価結果に基づいて、法人の良い取組については継続
し、又は更に高い目標を目指し、改善すべき事項が確認された場合には、目標達成に向けたより優れた取
組や工夫を行うなどの見直し方策を講ずるといったように、ＰＤＣＡサイクルを回す中でより高みを目指
していく、いわば螺旋状に改善する形で評価を適切に機能させることを目指すべきである。
主務大臣におかれては、今回の点検結果を踏まえて、来年度以降の評価を適切に実施されたい。
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（別紙５）
独立行政法人改革等に関する基本的な方針（抜粋）
平成 25 年 12 月 24 日
閣
議
決
定
Ⅰ 独立行政法人改革等の基本的な方向性
○ 独立行政法人制度は、平成13年1月の中央省庁等改革の一環として、行政における企画立案部門と実施部
門を分離し、企画立案部門の能力を向上させる一方で、実施部門に法人格を与え、運営裁量を与えること
により、政策実施のパフォーマンスを向上させることを目的として導入された。
○ 独立行政法人は国の政策を実現するための実施機関として、これまで各方面で成果をあげている一方、
様々な問題点が指摘されたことから、第１次安倍内閣において、全ての独立行政法人を対象とした制度・
組織全般にわたる改革に着手した。それ以降、様々な議論・検討が行われ、制度全般の改革に係る法案も
２回国会に提出されたが、審議未了のまま廃案となるなど、独立行政法人改革には今日に至る長い検討経
緯がある。このため、今回の改革は、今までの改革の集大成として実現を図る必要がある。
○ 今回の改革の目的は、独立行政法人制度を導入した本来の趣旨に則り、大臣から与えられた明確なミッシ
ョンの下で、法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な運営、適切なガバナンスにより、国民
に対する説明責任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとともに、官民の役割分担の明確
化、民間能力の活用などにより官の肥大化防止・スリム化を図ることである。
このため、
・ 組織・運営における自主性・自律性やインセンティブを最大限機能させ、国民に対する法令遵
守を的確に果たさせる
・ 制度本来の趣旨から逸脱した一律・硬直的な運用は見直し、多種多様な各法人の特性を踏まえ
た制度・運用とする
・ 数合わせのための組織いじりではなく、真に政策実施機能の強化に資する統廃合のみを実施す
るとともに、きめ細やかに事務・事業を見直す
・ 各法人の業務類型（金融、公共事業執行等）の特性を踏まえたガバナンスを整備する
との観点から、運用を含めた制度及び組織の見直しについて、講ずべき措置を取りまとめた。
○ また、国が自ら事業を実施している特別会計・勘定について、国が実施主体となることが必要不可欠か否
かを検証し、国の事業を独立行政法人に移管した上で特別会計を廃止するなど、講ずべき措置を取りまと
めた。
○ 今後、この改革に必要な措置を速やかに講じ、新たな制度・組織の下で、法人の有する政策実施機能が十
全に発揮され、各法人の職員が誇りを持って職務を遂行し、経済成長や国民生活の向上に最大限貢献する
ことにより、これまでの集大成としての改革が実現するよう、政府が一体となって取り組んでいくことと
する。
Ⅱ 独立行政法人制度の見直し
Ⅰの基本的な方向性を踏まえ、運用を含めた制度の見直しについて、以下の措置を講ずる。
１．法人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類
独立行政法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるが、現行制度では法人分類を設けておら
ず、多くのルールが全法人一律に適用されている。今後は、法人の政策実施機能の強化を図り、適切なガバ
ナンスを構築していくため、法人の事務・事業の特性に応じ、法人を分類することが必要である。
具体的には、業務に係る成果の最大化や質の向上に必要な目標管理の仕組みの在り方、業務運営における
法人の裁量と国の関与の程度、業務の停滞が国民生活や社会経済に与える影響の度合い等を基に、法人を以
下の３つに分類し、各分類に即したガバナンスを構築する。
① 中期目標管理により事務・事業を行う法人
国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的とし、中期目標管理により高い自主性・自
律性を発揮しつつ事務・事業を行う法人（以下「中期目標管理型の法人」という。）
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② 中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人
「研究開発成果の最大化」を目的とし、研究開発業務の長期性、専門性等に対応した特有の中長期
的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を主要な業務として行う法人（以下「研究開発型の
法人」という。）
③ 単年度の目標管理により事務・事業を行う法人
国の相当な関与の下に国の行政事務と密接に関連した事務・事業を確実・正確に執行することを目
的とし、役職員に国家公務員の身分を付与した上で、国の単年度予算管理と合わせた単年度の目標
管理により事務・事業を行う法人（以下「単年度管理型の法人」という。）
法人の役職員の身分については、法人に高い自主性・自律性を発揮させた業務運営を行わせることにより
国民向けサービスの質の向上、業務の成果の最大化を実現するため、財務・会計面における運用と同様、人
事・給与面での柔軟かつ弾力的な運用ができるよう、非公務員とする。
ただし、単年度管理型の法人は、その行う事務・事業が国の行政事務と一体的な進行管理により確実・正
確な執行が求められ、その業務の停滞は、国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすこと
から、争議行為の禁止など国家公務員と同様の厳しい服務を適用するため、その役職員は国家公務員とす
る。
中期目標管理型の法人、単年度管理型の法人のガバナンスは以下の２．から４．に記載するとおりであ
り、評価主体の変更や内部ガバナンスの強化などの事項は研究開発型の法人にも適用するが、研究開発業務
に特有の目標管理の仕組みの導入など研究開発型の法人に固有の事項は、５．で後述する。
２．PDCA サイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築
法人が政策実施機能を発揮する上で、主務大臣の下での政策のPDCA サイクルが十分に機能することが必
要である。このPDCA サイクルを強化する観点から、主務大臣自らが業績評価を行うこととする。その際、
主務大臣による評価等の客観性や政府全体としての整合性を確保するなどのため、外部から点検する仕組み
を導入する。
(1) 効率的かつ実効性のある評価体制の構築
○ 主務大臣が法人の業績評価を実施する仕組みとする。これにより、主務大臣の下での政策のPDCA サ
イクルを強化するとともに、評価手続の効率化を図る。
○ 主務大臣は、業績評価の結果、成果が不十分、事務・事業が非効率であることにより目標が達成できな
いおそれがある場合には、法人に対して業務運営の改善を命令することができるようにする。
○ 主務大臣は、政策の実施部門である法人の業績評価結果を政策の企画立案部門である国の政策評価及び
政策への反映に活用する。また、政策評価の結果を当該政策体系下の実施部門である法人の業績評価及
び法人の組織や事業の見直しに活用する。
(2) 目標設定及び業績評価の在り方
○ 総務大臣は、法人の業務の特性や類型を踏まえて、目標設定及び業績評価に関する政府統一的な指針
（基準や評語等）を策定する。
主務大臣は、法律や総務大臣が策定する指針に基づき目標設定を具体的に行うとともに、毎年度、
評価事務の効率化にも配慮しつつ、適正かつ厳正に業績評価を実施する。また、主務大臣は、目標案又
はその変更案を作成する際には、法人と十分に意思疎通を図るものとする。
○ 法人は、業績評価結果を活用し、主務大臣から指示された目標の達成に向け、計画の見直しなど必要な
業務運営の改善を図るとともに、業績評価結果の反映状況を毎年度公表する。主務大臣は、業績評価結
果を、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し、次期中期目標期間における目標
設定や予算要求などの際に活用する。
(3) 法人分類に応じた評価手続の整備
① 中期目標管理型の法人における評価手続
○ 中期目標期間に係る業績評価の時期を早めることとし、最終年度において、前年度までの業績及び最終
年度の業績の見込みを対象に評価を行う仕組みとする。
○ 主務大臣は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しの際には、業務継続の必要
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性の検討にとどまらず、組織自体の存続の必要性を含め組織の在り方についても必ず検討を行い、所要
の措置を講ずるとともに、検討結果及び講ずる措置内容を公表する。
② 単年度管理型の法人における評価手続
○ 主務大臣が毎年度、法人に対して目標を指示するとともに業績評価を実施するという単年度の目標管理
の仕組みを基本とする。
○ 主務大臣は、業務運営の効率化に関する事項については、毎年度の業績評価に加え、中期的にも評価を
実施する。
(4) 第三者機関による業績評価結果等の点検、勧告等
○ 第三者機関は、主務大臣の中期目標案及び中期目標期間に係る業績評価結果（単年度管理型の法人にあ
っては、一定期間ごとに主務大臣が実施する業務運営の効率化に関する評価結果）を点検し、必要と認
める場合には、主務大臣に対して意見を述べることができることとする。
○ さらに、第三者機関は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し結果及び講ずる
措置内容を点検し、主要な事務・事業の改廃の勧告や、内閣総理大臣に対する勧告事項についての意見
具申ができることとする。また、法人の見直しが実効性あるものとなるよう、政府の行政改革関係部門
は適切に連携を図るものとする。
○ 第三者機関は、総務大臣の指針並びに評価の制度及び実施に関する重要事項を調査審議し、総務大臣又
は主務大臣に対して意見を述べることができることとする。
○ 総務省の行政評価・監視の調査対象に法人を追加する。また、第三者機関が点検等の業務を行う場合に
は、総務省の調査結果や行政事業レビューによる点検結果を活用する。
３．法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入
法人の長の下での自律的なPDCA サイクルを機能させるため、役員の責任の明確化や監事の機能強化、再
就職規制の導入等により内部ガバナンスの強化を図る。
また、主務大臣の関与が限定されたものにとどまっている現行制度を見直し、法人の自主性・自律性に配
慮しつつ、事後的に適正な関与を及ぼすことができることとする。
(1) 監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化
③ 監事・会計監査人の調査権限を明確化するとともに、役員の不正行為等についての主務大臣等への報告
及び監査報告の作成を義務付ける。また、これに併せ、監事監査の指針や会計監査の指針を見直すほ
か、監事向けの研修・啓発の実施、主務大臣と監事との定期的な意見交換の実施、監事と会計監査人・
第三者機関等との連携強化、監事を補佐する体制の整備など、監事の機能の実効性を向上させるための
運用面での取組についても充実させることにより、監査の質の向上を図る。
④ 法人は、法令等を遵守しつつ業務の適正を確保するための体制を整備する。
⑤ 役員に職務忠実義務及び任務懈怠に対する損害賠償責任を課し、業務運営上の義務と責任を明確化す
る。
⑥ 中期目標の達成に責任を持たせるため、法人の長の任期を中期目標期間に対応させるとともに、監事の
地位や職務遂行の安定性を強化しつつ決算関連業務を考慮するため、監事の任期を中期目標期間の最終
年度の財務諸表承認日までとする。また、財務諸表の早期確定及び監事の任期の安定性を確保する観点
から、主務大臣は、法人からの財務諸表提出後、速やかに財務諸表をチェックし、特段の事情がない限
り、遅くとも８月末までには承認するよう努める。
⑦ 会計監査人については、適格性を主務大臣がチェックした上で、監事の同意を得て継続して同一の会計
監査人を選任し、法人が複数年度にわたって同一の会計監査人と契約することも可能である。主務大臣
は、当該法人に対する監査のノウハウ継続による監査の質の向上を図る必要がある場合には、こうした
手法を活用する。
⑧ 役員の任命については、法人が適切に政策実施機能を発揮できる体制とするよう、説明責任を果たしつ
つ、適材適所の人材登用の徹底を図る。
(2) 法人の役職員への再就職あっせん等に関する規制の導入
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⑨ 役職員が非公務員である法人の役職員に対し、再就職あっせん等に関する規制を導入する。
(3) 主務大臣による事後的な是正措置
⑩ 法人及び役職員の違法行為や不正行為、法人の著しく不適正な業務運営に対し、主務大臣が違法・不正
行為の是正、業務運営の改善の命令をそれぞれ行えるようにする。
４．財政規律、報酬・給与等の見直し、調達の合理化及び情報公開の充実
独立行政法人が、法人の長のリーダーシップの下で自主的・戦略的な業務運営を行い最大限の成果を上
げていくためには、国から使途が特定されず弾力的かつ効率的な執行が可能な運営費交付金のメリットを
維持する必要がある。一方、運営費交付金は国民から徴収された税金を財源にしていることから、予算の
見積りと執行実績を明らかにするなど財務運営の透明性と説明責任を向上させる必要がある。また、法人
の主体的な経営努力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善する。
各法人の給与水準について、その事務・事業の特性等を踏まえた水準とすることができるよう、法人ご
とに柔軟な取扱いを可能とする一方、法人及び主務大臣の説明責任を強化する。
法人が行う調達について、各法人の事務・事業の特性を踏まえた合理的なものとなるよう、随意契約に
よることができる場合を明確化するなどの見直しを行う。さらに、これまでの一律的で過度に厳格な運用
を見直し、弾力化することと併せて、法人の業務運営や財務状況等の透明性を向上させるため、国民に分
かりやすい形での情報公開の充実、すなわち「見える化」を推進する。
(1) 財務運営の適正化、説明責任・透明性の向上、経営努力の促進
⑪ 法人への運営費交付金が国民から徴収された税金を財源にしていることを踏まえ、法人に対し運営費交
付金を適切かつ効率的に使用する責務を課す。一方、制度の運用に当たり、独立行政法人の多種多様な
事務・事業の特性や業務運営における自主性に十分配慮することを明確化する。
⑫ 国から事前に使途が特定されない運営費交付金の根幹を維持しつつも、各法人の事業等のまとまりごと
に予算の見積り及び執行実績を明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明させることとす
る。ただし、予算の硬直化につながらないよう運用において十分に留意する。
⑬ 中期目標において主務大臣が指示する効率化目標については、各法人の事務・事業の実態やこれまでの
効率化努力等を踏まえ、画一的で硬直的な目標ではなく、法人ごとに適切な目標を設定するよう努め
る。
⑭ 法人の増収意欲を増加させるため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、
自己収入の増加見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該
経費に充てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。
また、法人の事務・事業や収入の特性に応じ、臨時に発生する寄附金や受託収入などの自己収入であ
ってその額が予見できない性質のものについては、運営費交付金の算定において控除対象外とする。
これらの取組のほか、事務・事業の特性や業績評価結果等も踏まえ、メリハリのある資源配分を行
う。
○ 毎年度の剰余金の処理に当たり、法人の業務と運営費交付金の対応関係を明らかにした上で、運営費交
付金で賄う経費の節減により生じた利益の一定割合（原則として５割）を経営努力として認めるほか、
恒常的な業務であっても新たなテーマや工夫による取組について新規の利益と認め、前年度実績ではな
く過去の平均実績の利益を上回れば足りることとするなど、認定基準の要件を改善することとする。ま
た、速やかに認定手続を行うこととし、中期計画に定めた範囲で様々な使途に迅速に活用できることと
する。
○ 法人の積立金の処分については、中期目標期間をまたいで円滑に事務・事業を執行させるとともに、中
期目標期間の最終年度においても経営努力を促すため、繰越事由を拡大することとし、中期目標期間終
了時の積立金のうち、
・資材調達業者の倒産や震災の影響、共同研究の相手先の研究遅延など自己の責任でない事由により中
期目標期間内に使用できなかった場合
・中期目標期間の最終年度に経営努力認定に相当する事由がある場合に該当するものについては、中期
目標期間を超える繰越しを認めることとする。
○ 法人の業務上の余裕金は、独立行政法人通則法（平成11 年法律第103 号）により、預金や国債のほ
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か、主務大臣が指定する有価証券等に限定して運用することとされている。しかし、資産運用を行うこ
とを本来の業務としている法人や個別法で例外規定を設けている法人を除けば、そもそも投機的な金融
取引を行ってまで収益を獲得することが求められているものではないため、主務大臣は、安全資産であ
ることを十分に確認して有価証券を指定するものとする。
○ 法人の会計基準について、損益均衡の仕組みを維持しつつ、事業等のまとまりごとに区分された情報を
充実するとともに、原則として業務達成基準を採用するなどの見直しを行う。また、法人における管理
会計の活用等により自律的マネジメントの実現を図る。
○ 単年度管理型の法人の運営費交付金については、毎年度、見積りに基づき交付することとし、その上で
合理的な理由がある場合には繰越しを認めることとする。また、単年度の財政措置とすることに伴い、
運営費交付金の会計上の取扱い等について、会計基準を見直す。
(2) 報酬・給与等の適正化、説明責任・透明性の向上
○ 独立行政法人の役職員の報酬・給与・退職手当は、人件費総額について国が中期計画の認可を通して関
与するものの、支給基準は主務大臣に届け出れば足り、職員数は法人の独自の判断で定めることができ
るなど、法人の自律的な運営が可能となっている。現行制度下においても、各法人の判断で、年俸制を
含めた業績給など、事務・事業の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入が可能である。
しかしながら、現実には柔軟な報酬・給与制度の導入が進んでいないため、各法人において業績給等
の実施状況を公表させ、その導入を促進する。また、職員表彰や賞与の一部を活用した報奨金制度の導
入、成績不良者に対する厳正な対応の実施など、信賞必罰の考え方の下、業績評価を反映する取組を実
施することにより、業績の向上や業務の効率化を促進する。
○ 法人の長の報酬については、法人の事務・事業の特性を踏まえ当該人物が長に就任することにより法人
の事務・事業がより一層効果的かつ効率的に実施されると見込まれ、かつ、当該人物の能力・経歴・実
績等にふさわしい水準の報酬を設定する必要がある場合には、事務次官の給与より高い水準の報酬を設
定することも可能とする。ただし、主務大臣による長の任命に際して報酬水準の妥当性を十分に検証す
るものとする。また、毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業績評価を十分に勘案する
ものとする。
○ 各法人は、長の報酬水準が妥当であると判断する理由について、職務内容の特性、参考となる他法人の
事例等を用いて公表する。また、「お手盛り」とならないよう、監事等によるチェックを行うものとす
る。その上で、主務大臣は法人の説明を検証し、その結果を公表するとともに、国民の納得が得られな
いと認められる場合には、報酬額の見直しなど適切に対応するよう、法人に要請する。
○ 法人の役職員の報酬・給与の支給基準の設定に当たり、役職員が非公務員である法人の役職員について
は職務の特性や国家公務員・民間企業の役員・従業員の報酬・給与等を勘案し、役職員が公務員である
法人の役職員については国家公務員の給与を参酌するなど、設定の考え方を具体的に明記する。
○ 法人の給与水準については、法人の事務・事業の特性等を踏まえ当該事務・事業がより効果的かつ効率
的に実施されると見込まれる場合には、国家公務員より高い水準を設定することも可能とする。このよ
うな柔軟な取扱いにより、給与の水準や体系について法人の自由度を高める一方、透明性向上や説明責
任の一層の確保が重要であることに鑑み、法人は、総務大臣が定める様式により、給与水準を毎年度公
表するものとする。その際、法人の分類に応じ、
① 役職員が非公務員である法人については、国家公務員との比較に加え、当該法人と就職希望者
が競合する業種に属する民間事業者等の給与水準との比較など、当該法人が必要な人材を確保する
ために当該給与水準とすることが必要である旨を、その職務の特性を踏まえながら説明するものと
する。このうち、特に国家公務員と比べて法人全体の職員の給与水準が高い法人は、高い水準であ
ることの合理性・妥当性について、国民に対して納得が得られる説明を行うものとする。
② 役職員が公務員である法人については、国家公務員の給与を参酌して当該水準が妥当であると
考える理由を説明するものとする。監事による監査においても、給与水準を厳格にチェックするも
のとする。
○ 主務大臣は、法人の説明を検証し、その給与水準の妥当性について、判断理由とともに公表する。ま
た、国民の納得が得られないと認められる場合には、給与水準そのものの見直しなど適切に対応するよ
う、法人に要請する。総務省は、主務省から報告を受けて公表する。
○ また、役員の退職手当への業績反映について、現在、各府省評価委員会が認定するなどの仕組みとなっ
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ているところ、この改革により各府省評価委員会が廃止されることから、今後は、主務大臣の責任の
下、今般の報酬・給与の弾力化の趣旨も踏まえ、透明性や説明責任を果たしつつ、業績を的確に反映す
ることができるような弾力的な仕組みとする。
(3) 調達の合理化
○ 各法人は、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原則としつつも、事務・
事業の特性を踏まえ、随意契約によることができる事由を会計規程等において明確化し、公正性・透明
性を確保しつつ合理的な調達を実施することとする。
総務省は、各法人において会計規程等の見直しを行うに当たり、特殊で専門的な機器の調達であり相
手方が特定される場合など、随意契約によることができる具体的なケースを各法人に示して、調達の合
理化の取組を促進するとともに、現行の随意契約見直し計画の枠組みや契約実績の公表について見直し
を行い、調達に関する新たなルールを策定する。
(4) 情報公開の充実
○ 各法人の事業等のまとまりごとに、予算の見積りを年度計画に、執行実績を事業報告書に添付・公表す
ることとし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明する。
○ 各法人において、職務段階、年齢、家族構成等について一定の仮定を置いて算出したモデル給与、業績
給導入実績の推移や業績給導入による給与実態等を公表する。
○ 法人は、業績評価結果の業務運営や予算等への反映状況について、毎年度公表する。
５．研究開発型の法人への対応 （略）
Ⅲ 独立行政法人の組織等の見直し
１．組織等の見直しの基本的考え方
○ 国の政策の実施機関として各法人の担う政策実施機能を最大限向上させるとともに、適切なガバナンス
の下で、業務の質と効率性を向上させることを目的とする。
○ 「民でできることは民で」という原則に則り、官民の役割分担の明確化、民間能力の活用等により官の
肥大化防止・スリム化を図る。
○ 民に委ねられる事務・事業については積極的に民間開放、廃止を行う。それに伴い、組織を存続する必
要がない法人は廃止・民営化を行う。また、国、地方公共団体など公的主体間での適切な役割分担の観
点から必要な見直しを行う。
○ 類似の業務や互いに密接に連関する業務を実施している法人について、これらの法人を統合することに
より政策実施機能の向上や業務の効率性と質の向上が図られる場合には、統合する。その際、マネジメ
ントが確実に行われ、ガバナンスが的確に発揮される法人規模という点にも留意する。
○ 独立の組織とするに足るだけの業務量のまとまりがない法人については、他の法人との統合を検討す
る。
○ 法人間における業務実施の連携強化について積極的に取り組むほか、外部委託の活用の実態等を踏まえ
ながら、事務・事業のスリム化、効率化を一層推進する。
２．各独立行政法人等について講ずべき措置
各法人等について講ずべき措置は、別紙のとおりとする。
３．法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し
○ 法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるため、各法人が行う事務・事業の特性に着目し、
これに応じてガバナンスを高度化するなど、制度・運用の見直しを行うことにより、各法人が期待され
る政策実施機能を的確に発揮できるようにするとともに、その効率性を確保することが必要である。
○ このため、法人が行う以下の６つの業務について、以下の方針でガバナンスの高度化等の取組を行う。
（略）
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⑥ 助成・給付業務
法人が運営費交付金等を用いて、個人、団体等に対して資金の助成、給付（研究開発等の資金配分を含
む。）を行う事務・事業
【制度・運用の見直し事項】
○ 不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵守体制の
確保のためガバナンス強化の支援に努める。
○ 不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図る。
○ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30 年法律第179 号。以下「補助金等適正化
法」という。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金等の交付を受
け、又は他の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰
が課されること
を補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知する。
⑦ その他横断的見直し事項
○ 補助金等適正化法等に基づくチェック事項に関する評価の簡素化
・法令や補助金等交付要綱への適合性や金額の妥当性については、補助金等適正化法等に基づき主務大
臣が毎年度チェックしていることから、中期目標管理においては、これらを除いた業務・財務の改善目
標に重点を置きつつ、業務の実施方法の妥当性や効率性について主務大臣による評価を実施する。
上記の事務・事業の特性に応じた制度・運用の見直しのうち、各法人等について特に講ずべき措置は、別
紙記載のとおりとする。
IV その他新たな独立行政法人制度及び組織への移行に当たっての措置等 （略）
各法人等について講ずべき措置（別紙）
文部科学省所管
【日本学術振興会】
○ 中期目標管理型の法人とする。
○ 科学技術振興機構との連携を強化する。
○ ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの補助金等を用いて行う資金の助成・給付業務に
ついて、不正防止策を強化するとともに、受給団体のガバナンス強化に対する支援を行う。

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf 参照）
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独立行政法人日本学術振興会が達成すべき
業務運営に関する目標
（中期目標）

平成３０年３月１日

文部科学省
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次

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規定により、独立行政法人
日本学術振興会が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定める。
Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割
独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術の振興を図ることを目
的とする我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、学
術研究の助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、大学改革や大学のグローバル
化の支援、学術の応用に関する研究とともに、国内外の学術研究動向や諸外国の学術振興方
策に関する調査・研究などを総合的に行うことにより、広く我が国の学術の振興を担ってい
る。
人類社会の持続的発展とともに国の国際競争力の強化に貢献する卓越した知は、研究者一
人ひとりの自由で柔軟な思考と斬新な独創的発想に基づく果敢な挑戦によって生み出され
るものであり、研究者の自由な発想を源泉として新たな知を生み出す学術研究の役割は極め
て大きい。平成 28 年１月 22 日に閣議決定された「科学技術基本計画」においては、学術研
究の推進を初めて盛り込み、
「イノベーションの源泉」として、
「挑戦性、総合性、融合性及
び国際性の観点から改革と強化」を進めるべきものと位置付けており、振興会は、文部科学
省の政策目標の達成に向けて必要不可欠なものとして、研究者の活動を安定的・継続的に支
援する役割が求められる。
一方、情報通信技術の急速な進化やグローバル化は学術研究に大きな構造変化をもたら
し、世界レベルでの学術研究の競争も激しさを増す中、研究者が国内外の垣根なく協働して
いく時代にある。このような変化の中、振興会には、我が国の研究者が学術研究を先導して
いくことができる国際的な研究基盤を構築するとともに、事業の枠を超えた総合的視野から
研究者の活動等を支える業務基盤を確立し、国や分野の枠にとらわれず知の開拓に挑戦する
研究者を支えることが一層求められる。
このような役割を果たすため、振興会の中期目標は、以下のとおりとする。
（別紙）政策体系図
Ⅱ 中期目標の期間
振興会が実施する学術振興事業は、研究助成や研究者養成、学術の国際交流など長期的な
視点に立って推進すべきものが多いことから、中期目標の期間は、平成 30 年４月１日から
平成 35 年３月 31 日までの５年間とする。
Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
１ 総合的事項
我が国の学術振興の中核機関として、研究者の活動を安定的・継続的に支援する役割を
十分に果たすため、研究者を中心とする幅広い関係者の意見を取り入れるとともに、研究
者の自由な発想と研究の多様性、長期的視点、継続性等の学術研究の特性に基づき、挑戦
性、総合性、融合性及び国際性の観点を踏まえた業務運営を行う。
- 1 233

（１）研究者等の意見を取り入れた業務運営
学術の振興を目的とする振興会の事業の特性に配慮し、評議員会や学術研究に対する高
い識見を持つ学識経験者の意見を反映させるとともに、学術研究を実際に行う研究者の意
見を取り入れることにより、研究者コミュニティの信頼を得つつ、効果的な業務運営を行
う。
（２）第一線級の研究者の配置による審査・評価機能の強化
学術システム研究センターに第一線級の研究者を配置し、事業の実施に必要な調査・研
究機能や審査・評価業務に係る機能を充実・強化する。また、新たな課題への提案・助言
を機動的な運営体制の下で行う。
（３）学術研究の多様性の確保等
年齢や性別、分野、機関にかかわらず研究者が自らの能力を発揮できるよう多様性を確
保するとともに、研究の長期的視点、継続性等を踏まえて事業を推進する。また、学術研
究の現代的要請である挑戦性、総合性、融合性及び国際性の観点を踏まえた業務運営を行
う。
【評価指標】
１－１ 研究者等の意見聴取状況（評議員会の開催実績等を参考に判断）
１－２ 学術システム研究センターによる各種事業への提案・助言の状況（有識者の意見
を踏まえ判断）
１－３ 学術研究の多様性の確保と現代的要請を踏まえた業務運営状況（有識者の意見を
踏まえ判断）
【目標水準の考え方】
１－１ 研究者等の意見を取り入れる機会を確保し、業務運営に適切に反映されたか、評
議員会の開催実績や学識経験者からの意見聴取実績及びそれら意見を踏まえた
業務運営状況を参考に判断する。
１－２ 第一線級の研究者の知見を生かした、各種事業への提案・助言が行われたか、有
識者の意見を踏まえ判断する。
１－３ 学術研究の多様性を確保する観点から、幅広い分野等への支援や女性研究者の参
画を促進するとともに、学術研究の現代的要請を踏まえた業務運営が行われてい
るか、有識者の意見を踏まえ判断する。
２ 世界レベルの多様な知の創造
我が国が世界の学術研究を先導していくため、研究者の自由な発想に基づく独創的・先
駆的な研究を支援することにより、研究者が世界レベルの多様な知を創造できる環境を創
出する。
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（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資する取組の推進
科学研究費助成事業（科研費事業）により、人文学、社会科学、自然科学の各学問分野
の独創的・先駆的な学術研究に対する幅広い助成を行い、創造的で優れた学術研究の発展
に寄与する。科研費事業は、科学研究費補助金事業及び学術研究助成基金事業（文部科学
大臣が財務大臣と協議して定める基金運用方針に規定する事業）により実施する。その際、
国の事業としての一体性を確保し、それぞれの研究種目に応じて長期的観点や国際的な観
点も考慮して審査・評価業務を適切、公正に行うとともに、研究の進捗状況に応じた柔軟
な運用を確保しつつ早期の交付に努める。
科研費の公募・審査の在り方を抜本的に見直した科研費審査システム改革について、研
究者コミュニティにおける新たな審査システムの理解向上に資する取組を行いその定着
を図りつつ、課題等の把握に努める。また、中期目標期間中に新たな審査システムの評価
を行い、その結果を踏まえて必要な改善に取り組む。
科研費事業のうち、文部科学省が直接業務を行っている新学術領域研究について、業務
の効率化と研究者の利便性の向上を図る観点から、中期目標期間中に振興会への業務の一
元化を行うための体制を整備する。
（２）研究の国際化と国際的な共同研究等の推進
国を越えた学術研究を振興する観点から、学術研究を支援する事業における国際性を高
めるとともに、国際的な共同研究等を支援する。
特に、諸外国の学術振興機関とのマッチングファンドによる国際共同研究については、
世界レベルの研究を円滑・確実に支援する新たな枠組みを検討・調整し、中期目標期間の
早期に導入する。
（３）学術の応用に関する研究等の実施
様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会的問
題の解決につながるような学術研究等を行う。
【重要度：高】【難易度：高】
世界レベルの多様な知の創造を目的とした研究支援業務は、学術の振興を目的とする
資金配分機関としての根幹をなすものであり、我が国の研究者が国内外で学術研究を先
導していくための取組として極めて重要である。また、その実施に当たっては、膨大な
研究課題の中から極めて効果的かつ効率的な手法により、短期間で公正性、透明性を確
保した審査を行い、優れた研究課題を選定することや、前例のない国際共同研究への新
たな支援枠組みの導入に際しては、相手国との間で、異なる諸制度の調整を行い、研究
者にとって使いやすい仕組みを構築する必要があることから難易度は高い。
【評価指標】
２－１ 科研費の審査・評価の公正性、透明性（有識者の意見を踏まえ判断）
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２－２ 科研費の交付処理状況（Ｂ水準：ヒアリング審査等の必要な研究課題を除き４月
上旬に交付内定を通知）
２－３ 国際共同研究における新たな枠組みの導入による申請・審査過程の効率化・国際
化（有識者の意見を踏まえ判断）
２－４ 学術の応用に関する研究における適切な課題設定に向けた取組状況（有識者から
の意見聴取実績等を参考に判断）
【関連指標】
２－Ａ 科学技術の状況に係る総合的意識調査（文部科学省科学技術・学術政策研究所）
における科研費に関する調査（※）結果
（※）
「科学研究費助成事業は、研究者が新たな課題を積極的に探索し、挑戦することに
十分に寄与していると思いますか」という質問

２－Ｂ 事後評価を行う科研費の研究種目において、期待どおり、あるいはそれ以上の成
果を上げた課題の割合
２－Ｃ 二国間共同研究・セミナーのうち、次のステージとなる共同研究に結び付いた発
展的な成果を出したと研究者自身が評価する共同研究及びセミナーの割合
２－Ｄ 事後評価を行う国際的な共同研究等を支援する事業において、想定どおり、ある
いはそれ以上の成果を上げた課題の割合
【目標水準の考え方】
２－１ 資金配分機関として公正性、透明性を確保した適切な審査等が行われたか、有識
者の意見を踏まえ判断する。
２－２ 交付処理の迅速性を確保する観点から、ヒアリング審査等の必要な研究課題を除
き４月上旬に交付内定を通知することを達成水準とする。
２－３ 英語での申請に加え、相手国対応機関と審査を分担することにより、審査過程の
効率化・国際化が図られたか、有識者の意見を踏まえ判断する。
２－４ 様々な学術的・社会的要請に応えた課題設定に向けた取組が行われたか、有識者
からの意見聴取実績や情報収集の取組等を参考に判断する。
２－Ａ

卓越した研究成果が持続的に生み出されるための環境の整備状況を把握するた
め、当該指標について毎年度確認を行うとともに、平成 28 年度調査における実
績（指数 5.6（※））を基準とした状況変化を評価において考慮する。
（※）指数 5.5 以上で、最も高い水準である「状況に問題はない」とされる。

２－Ｂ 独創的・先駆的な学術研究への支援状況を把握するため、当該指標について毎年
度確認を行うとともに、前中期目標期間における実績（平成 25～28 年度の評価
において、期待どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたと評価された課題の割
合：73％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。
２－Ｃ

国際的な共同研究の促進と国を越えた優れた学術研究への支援状況を把握する
ため、当該指標について毎年度確認を行うとともに、前中期目標期間における事
業実施後のアンケート調査結果（平成 25～28 年度の調査において、研究成果の
- 4 -

236

発展予定、別事業への申請予定、相手国側とのネットワークの形成・拡大、研究
者の育成等の点で進展があると評価された共同研究及びセミナーの割合：75％）
を基準とした状況変化を評価において考慮する。
２－Ｄ 国を越えた優れた学術研究への支援状況を把握するため、当該指標について毎年
度確認を行うとともに、前中期目標期間における実績（平成 25～28 年度の評価
において、想定どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたと評価された課題の割
合：84％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。
３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成
将来にわたり我が国の学術研究の水準を高めていくため、国際的な頭脳循環を踏まえな
がら、若手研究者が自立して研究に専念できるよう支援を充実するとともに、優れた研究
者の顕彰や国際的な研さんの機会を提供すること等により、国や分野にとらわれず知の開
拓に挑戦する研究者を養成する。
（１）自立して研究に専念できる環境の確保
若手研究者に対し、自由な発想の下に主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する
機会を与えるため、目的や対象者に応じた多様な方法により、研究を奨励するための資金
を支給する「特別研究員事業」を計画的・継続的に実施する。事業の実施に当たっては、
国内外の関連事業にも留意し、事業に係る申請・採用動向や採用者を巡る環境の変化等を
随時把握するとともに、必要に応じて、採用者の処遇改善や制度改善等の対応を行う。
（２）国際舞台で活躍する研究者の養成
国際舞台で活躍する世界レベルの研究者を養成するため、目的や対象者に応じた多様な
方法により、「海外特別研究員事業」等、優れた若手研究者を海外に派遣する取組を計画
的・継続的に実施する。事業の実施に当たっては、国内外の関連事業にも留意し、事業に
係る申請・採用動向や採用者を巡る環境の変化等を随時把握するとともに、必要に応じて、
採用者の処遇改善や制度改善等の対応を行う。
また、目的やキャリアステージに応じた優れた外国人研究者の招へいや研究者の交流を
行い、国際的な頭脳循環の中で若手研究者の研究環境の国際化を図る。
（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供
研究者としてのキャリアステージに応じ、優れた研究能力を有する研究者を顕彰するこ
とにより、研究者の研究意欲を高め、研究の発展を促進する。また、優れた若手研究者に
対し、シンポジウムやセミナーの開催等を通じて国際的な研さんの機会を提供することに
より、学術的・国際的視野を広げ、リーダーとなる人材の育成を図る。
【重要度：高】
次世代の研究者の養成に係る業務は、学術の振興を目的とする資金配分機関として、研
究支援業務と並んで根幹をなすものであり、将来にわたり我が国の学術研究の水準を高め
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ていくための取組として重要であるため。
【評価指標】
３－１ 特別研究員及び海外特別研究員採用者への支援に対する評価（Ｂ水準：アンケー
ト調査により肯定的評価を得た割合が 80％程度）
３－２ 特別研究員及び海外特別研究員の受入先の評価（Ｂ水準：アンケート調査により
肯定的評価を得た割合が 80％程度）
３－３ 外国人研究者を受け入れた研究機関における研究環境の国際化状況（Ｂ水準：受
入研究者へのアンケート調査により肯定的評価を得た割合が 75％程度）
３－４ 若手研究者への国際的な研さん機会の提供に係る取組状況（Ｂ水準：振興会が実
施するシンポジウム等参加者へのアンケート調査により肯定的評価を得た割合
が 95％程度）
【関連指標】
３－Ａ 特別研究員事業及び海外特別研究員事業における採用終了後の就職状況
【目標水準の考え方】
３－１ 特別研究員事業及び海外特別研究員事業について、採用者のニーズを踏まえてさ
らなる制度改善を図る観点から、現状の支援に関するアンケート調査を実施し、
80％程度の肯定的評価を得ることを達成水準とする。
３－２ 特別研究員及び海外特別研究員の受入先に対し、特別研究員及び海外特別研究員
の活動状況に関するアンケート調査を実施し、80％程度の肯定的評価を得ること
を達成水準とする。
３－３ 国際的な頭脳循環の中で、外国人研究者の受入れによって受入機関の研究環境の
国際化を図る観点から、前中期目標期間における事業実施後のアンケート調査の
結果（平成 25～28 年度実績：76.8％）を踏まえ、75％程度の肯定的評価を得る
ことを達成水準とする。
３－４ 若手研究者の学術的・国際的視野を広げる観点から、振興会が実施するシンポジ
ウム等へ参加したことによる効果についてアンケート調査を実施し、前中期目標
期間におけるアンケート調査の結果（平成 25～28 年度実績：91～100％）を踏ま
え、各シンポジウム等において 95％程度の肯定的評価を得ることを達成水準とす
る。
３－Ａ

事業による支援の結果、優秀な学術の研究者の養成に寄与したかを把握するた
め、当該指標について毎年度確認を行うとともに、平成 28 年度の状況（５年経
過後特別研究員-PD は 91.6％、５年経過後海外特別研究員は 94.2％、10 年経過
後特別研究員-DC は 88.5％）を基準とした状況変化を評価において考慮する。

４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化
卓越した知を生み出す環境を整備するため、学術振興の観点から、大学等における教育
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研究拠点の形成やグローバル化の取組等を支援することにより、大学等の強みを生かした
教育研究機能の強化を行う。
（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進
国の方針を踏まえ、国際的な体制の下で審査・評価等を行い、国内外の第一線の研究者
を引きつける優れた研究環境と高い研究水準を誇る研究拠点の形成や、その成果の最大化
に向けた取組を総合的に支援する。
（２）大学教育改革の支援
大学が自らの強みや特色を生かし学部や大学院の教育改革に取り組むことで、我が国の
大学教育を牽引することができるよう、国の方針を踏まえた審査・評価等を行う。
（３）大学のグローバル化の支援
我が国の大学教育の国際競争力の向上及びグローバル人材の育成を図るため、国の方針
を踏まえた審査・評価等を行う。
【評価指標】
４－１ 世界最高水準の研究拠点の形成を目指す事業に係る国際的な審査・評価等の実施
状況（審査・評価等を行う委員会の体制整備状況等を参考に判断）
４－２

大学教育改革の支援及び大学のグローバル化の支援における国の方針を踏まえ
た審査・評価等の実施状況（委員会の開催実績等を参考に判断）

【関連指標】
４－Ａ

大学等における教育研究拠点の形成やグローバル化の取組等を支援する事業に
おける採択機関の取組状況

【目標水準の考え方】
４－１ 世界最高水準の研究拠点の形成を目指す事業の審査・評価等を行う委員会におい
て、国の方針を踏まえ、国際的な観点から事業及び研究拠点の形成に有益な指摘
を得るための審査・評価等が適切に行われたか、委員会における外国人委員参画
割合、英語による審査・評価等を行う体制整備の状況等を参考に判断する。
４－２

国の方針を踏まえた審査・評価等が適切に行われたか、委員会等開催実績や審
査・評価等実施件数等を参考に判断する。

４－Ａ 振興会の関与を通じ、国の方針を踏まえた取組が適切に行われたかを把握するた
め、事業採択機関における取組状況について事後評価等を通じて毎年度確認を行
うとともに、前中期目標期間における実績（世界最高水準の研究拠点の形成を目
指す事業については、研究水準及び運営のいずれも世界最高水準であると認定さ
れた割合が 100％（平成 28 年度実績）
、大学教育改革の支援及び大学のグローバ
ル化の支援については、想定どおり、あるいはそれ以上の成果を上げたとする事
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業の割合が 75％（平成 25～28 年度における中間評価及び事後評価の実績）
）を基
準とした状況変化を評価において考慮する。
５ 強固な国際研究基盤の構築
国際的な競争が激しさを増す中で、我が国の研究者が学術研究を先導し、そのプレゼン
スを高めていくことができるよう、諸外国の学術振興機関、海外拠点、在外研究者等との
協働により、強固な国際研究基盤を構築する。
（１）事業の国際化と戦略的展開
国際的視点に立って国内外の垣根なく事業を推進していくことを目指し、各種事業を通
じた国際的な活動の動向や海外関係機関等の動きなどを定期的に集約・共有するととも
に、戦略的かつ機動的に国際的な取組を展開できる体制を整備し、積極的に事業の国際化
に取り組む。
また、前中期目標期間中に「強固な国際協働ネットワークの構築」として実施した業務
の実績を総括するとともに、戦略的な国際共同研究の在り方や外国人研究者の招へいと定
着促進策、海外研究連絡センターの運営の在り方等について検討し、中期目標期間の早期
に一定の結論を得て、必要な改善・強化を行う。
さらに、中期目標期間の早期に、国際的な取組の種別や内容が研究者にとってより分か
りやすくなるよう体系的に整理し、発信する。
（２）諸外国の学術振興機関との協働
地球規模課題や世界各国の学術振興上の共通の課題の解決に向けた多国間の学術振興
機関ネットワークにおいて主導的な役割を果たすとともに、各国学術振興機関とのパート
ナーシップを形成し、質の高い国際的な共同研究や学術交流を推進する基盤を構築・強化
する。
（３）在外研究者コミュニティの形成と協働
振興会の事業を経験した外国人研究者や在外日本人研究者によるコミュニティの形成
やその活動支援を行うことにより、我が国と諸外国との学術交流を持続的に発展させる。
（４）海外研究連絡センター等の展開
海外研究連絡センター等が、所在地域の学術振興機関、在外公館、その他の海外拠点等
と連携し情報の収集と発信に努め、我が国の大学等のグローバル化を支援するとともに、
我が国の学術研究のプレゼンスの向上に寄与する。
【難易度：高】
強固な国際研究基盤の構築に当たっては、振興会の業務全般を横断する基盤的機能を有
する組織の整備という初めての取組を行うこととしており、また、これまで長期的に実施
してきた事業の在り方を検討する際には、多様な関係者の理解を得ながら実施するプロセ
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スが不可欠であることから、難易度は高い。
【評価指標】
５－１ 前中期目標期間中に「強固な国際協働ネットワークの構築」として実施した業務
との比較による改善・強化状況（有識者の意見を踏まえ判断）
５－２ 国際的な取組の内容に関する発信状況（有識者の意見を踏まえ判断）
５－３

諸外国の学術振興機関等との交流の見直し等の状況（有識者の意見を踏まえ判
断）

５－４ 同窓会の活動状況及び在外日本人研究者コミュニティとの連携状況（同窓会イベ
ント等の開催実績等を参考に判断）
５－５ 海外研究連絡センター等における活動状況（Ｂ水準：ホームページによる情報発
信数が年間 840 件程度）
【関連指標】
５－Ａ 国際交流事業の採用者による国際共著論文数
【目標水準の考え方】
５－１ 事業の在り方に係る検討を経て、効果的な改善・強化が行われたか、有識者の意
見を踏まえ判断する。
５－２ 国際的な取組を体系的に整理し、効果的な周知がなされたか、有識者の意見を踏
まえ判断する。
５－３ 質の高い国際的な共同研究や学術交流を推進する基盤を構築する観点から、各国
の学術振興機関との交流状況に応じて適切に協定の廃止・改訂や、新規立ち上げ
が行われているか、有識者の意見を踏まえ判断する。
５－４ 同窓会主体の活動が活発に行われたか、また外国人研究者と在外日本人研究者コ
ミュニティ等が連携する機会が提供されたか、同窓会イベント等の開催実績、会
員数等を参考に判断する。
５－５ 現地の事務所を利用した効果的な情報収集・情報発信を実施する観点から、前中
期目標期間における実績（平成 25～28 年度実績：年間 652～1,181 件）を踏まえ、
全センターのホームページで年間 840 件程度の情報発信が行われることを達成水
準とする。
５－Ａ

学術の国際的な競争・協働の中で我が国のプレゼンス向上の状況を把握するた
め、国際交流事業の採用者による国際共著論文数について毎年度確認を行うとと
もに、その状況変化を評価において考慮する。

６ 総合的な学術情報分析基盤の構築
事業の枠を超えた総合的視野から研究者の活動等を支えることができるよう、振興会の
諸事業等に関する情報を総合的に分析・活用する基盤を構築する。
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（１）情報の一元的な集積・管理
事業の枠を超えて情報を総合的に活用することができるよう、情報セキュリティや個人
情報保護を徹底した上で、振興会の諸事業に係る情報を一元的に集積・管理する。
（２）総合的な学術情報分析の推進
振興会の諸事業の動向や成果を総合的、長期的に把握・分析するとともに、諸事業の改
善・高度化に向けた調査研究を行うことにより、総合的視点に立った企画・立案と事業改
善に資する。
（３）学術動向に関する調査研究の推進
振興会の諸事業を長期的観点に立って効果的に展開するため、国内外における学術振興
施策の現状や学術研究の動向等の調査研究を行うとともに、その結果を新たな事業の企
画・立案等に活用する。
【評価指標】
６－１ 情報の一元的な管理の状況（取組実績を参考に判断）
６－２ 情報の分析や調査研究の成果の発信状況（Ｂ水準：中期目標期間中に 10 件程度）
６－３ 学術動向調査の実施件数（Ｂ水準：中期目標期間中に 614 件程度）
【目標水準の考え方】
６－１ 事業の枠を超えた活用を可能とする情報基盤が構築されているか、情報の一元的
な管理に係る取組実績を参考に判断する。
６－２ 振興会の諸事業に係る情報を横断的に活用し、各種事業の動向や成果を総合的、
長期的に把握・分析する観点から、10 件程度のテーマを設定し、分析や調査研究
を行い、その成果について発信することを達成水準とする。
６－３

学術の振興を図るための諸事業を長期的観点に立って効果的に展開する観点か
ら、国内外における学術振興施策の現状や学術研究の動向等の調査研究につい
て、前中期目標期間における実績（614 件）と同程度実施することを達成水準と
する。

７ 横断的事項
振興会の事業が、研究者のみならず社会からもより高い支持、信頼を得られるよう、横
断的な取組を行う。
（１）電子申請等の推進
研究者の負担軽減や業務効率化の観点から、電子申請等に必要な情報システムを整備す
る。
（２）情報発信の充実
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振興会の活動及びその成果を総合的・効果的に情報発信することができるよう、広報活
動に係る体制を整備する。その上で、受け手のニーズを踏まえた積極的な情報発信に取り
組むとともに、情報発信の在り方について更なる検討を進め、中期目標期間の早期に一定
の結論を得る。
（３）学術の社会的連携・協力の推進
大学と産業界の研究者等による情報交換等を促進することにより、相互のインターフェ
イス機能の充実を図る。
（４）研究公正の推進
助成・支援事業の実施に当たり、研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除並びに研
究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策を徹底するとともに、研究者
の所属機関に対し、研究費の適切な管理・執行を促す。
（５）業務の点検・評価の推進
自己点検評価や外部評価を実施し、その結果を踏まえて業務運営の改善を図る。
【評価指標】
７－１ 電子申請等の推進状況（応募手続や審査業務等の電子化実績等を参考に判断）
７－２ 振興会ホームページへのアクセス状況（アクセス数等を参考に判断）
７－３ 大学と産業界の研究者等による情報交換の場として新たに設置した委員会・研究
会数（Ｂ水準：中期目標期間中に８件程度）
７－４ 研究倫理教育の高度化に係る支援状況（Ｂ水準：研究分野横断的又は研究分野の
特性に応じたセミナー若しくは関係機関と連携したシンポジウムを毎年度２回
程度開催）
７－５ 業務の点検・評価の実施状況（Ｂ水準：自己点検評価及び外部評価を毎年度実施）
【目標水準の考え方】
７－１ 研究者の負担軽減や業務効率化を図るための情報システムが整備されているか、
応募手続や審査業務等の電子化の実績及び制度改善や研究者等の意見を踏まえ
たシステムの改修実績等を参考に判断する。
７－２ 振興会の活動及びその成果の総合的かつ効果的な情報発信が行われているか、ホ
ームページへのアクセス件数（平成 26～28 年度の各年度平均実績：478 万件）
、
コンテンツごとのアクセス動向等を参考に判断する。
７－３ 適時適切な研究テーマの設定により、学界と産業界の交流・連携を促進する観点
から、平成 29 年度中に活動している研究開発専門委員会と先導的研究開発委員
会の合計８委員会全てを中期目標期間中に刷新することを達成水準とする。
７－４ 研究機関における研究倫理教育の高度化を効果的に支援する観点から、研究分野
横断的又は研究分野の特性に応じたセミナー若しくは関係機関と連携したシン
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ポジウムを毎年度２回程度開催することを達成水準とする。
７－５ 継続的な業務運営の改善を図る観点から、自己点検評価及び外部評価を毎年度実
施することを達成水準とする。
Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項
１ 組織の編成及び業務運営
国の定めた法令等を遵守し、事業に対する研究者及び国民の信頼性を維持しつつ、機能
的・効率的な体制整備や業務運営の見直しを図り、経費の効率的執行を推進する。
効果的かつ効率的な業務運営を実現するため、複数の部署にまたがる共通的な業務につ
いて、一元的な運営が可能な組織体制を整備する。
また、法人の行う業務については、既存事業の見直し等により、効率化を進める。なお、
効率化に際しては、長期的視点に立って推進すべき学術研究を担う振興会の事業の特性に
鑑み事業の継続性に十分留意する。
さらに、他のファンディングエージェンシーや大学等の幅広い関係機関との適切な連
携・協力関係を構築する。
２ 一般管理費等の効率化
効率的な運営の追求及び業務・経費の合理化に努め、運営費交付金を充当して行う事業
は、新規に追加されるもの、拡充分は除外した上で、一般管理費（人件費、公租公課、本
部建物借料及び特殊経費を除く。）に関しては、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度
比３％以上、その他の事業費（人件費、本部建物借料及び特殊経費を除く。
）については、
中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。
なお、新規に追加されるものや拡充分は翌年度から効率化を図るものとする。
また、給与水準については、政府の方針を踏まえ、国家公務員の給与水準を考慮して厳
しく検証を行い、適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。
３ 調達等の合理化
引き続き「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
（平成 27 年５月
25 日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、外部有識者からなる契約監視委員会を
開催することにより契約状況の点検を徹底する。
４ 業務システムの合理化・効率化
ICT 等を活用した業務システム整備に取り組む。
Ⅴ 財務内容の改善に関する事項
寄附金等の外部資金や自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、事業ごとに適正な財
務管理の実現を図る。また、毎年の運営費交付金額の算定に向けては、運営費交付金債務残
高の発生状況にも留意する。
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Ⅵ その他業務運営に関する重要事項
１ 内部統制の充実・強化
理事長のリーダーシップの下で適切な業務運営を図るため、規程の整備に加え、理事長
の指示が全役職員に伝達される仕組みを整備・運用するとともに、法令遵守（コンプライ
アンス）を徹底する。また、内部統制が適切に機能しているか継続的に点検・検証し、必
要に応じて規程及び体制の見直しを行う。
２ 情報セキュリティへの対応
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」を踏まえ、情報セキュリテ
ィ・ポリシーを適時見直すとともに、情報セキュリティ対策を推進する。また、サイバー
セキュリティ戦略本部が実施する監査において特定される課題を解決する。
３ 施設・設備
施設・設備の整備については、長期的視点に立って推進する。
４ 人事
職員の能力と実績を適正かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させるとともに、適
材適所の人事配置を行うなど、職員の能力の向上を図る。また、振興会の業務を継続的か
つ発展的に遂行するため、中長期的な視点で、振興会の核となる職員の育成・充実を図る。
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政策目標８ 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化
－ 施策目標８－１ 科学技術イノベーションを担う人材力の強化
－ 施策目標８－２ イノベーションの源泉としての学術研究と基礎
研究の推進

政策目標７ イノベーション創出に向けたシステム改革
－ 施策目標７－２ 科学技術の国際活動の戦略的推進

政策目標４ 個性が輝く高等教育の振興
－ 施策目標４－１ 大学などにおける教育研究の質の向上

～ 「文部科学省政策評価基本計画」（平成25年3月29日 文部科学大臣決定）
における「文部科学省の使命と政策目標」より抜粋 ～

文部科学省の政策目標における位置づけ

振興会の諸事業等に関する情報を総合的に分析・活用する
基盤を構築

諸外国の学術振興機関、海外拠点、在外研究者等との協働
により、強固な国際研究基盤を構築

大学等における教育研究拠点の形成やグローバル化の取
組等を支援することにより、大学等の強みを生かした教育
研究機能を強化

総合的な学術情報分析基盤の構築

若手研究者が自立して研究に専念できるよう支援を充実す
ること等により、国や分野にとらわれず知の開拓に挑戦す
る研究者を養成

研究者の自由な発想に基づく独創的・先駆的な研究を支援
することにより、研究者が世界レベルの多様な知を創造で
きる環境を創出

大学等の強みを生かした教育研究機能の強化

強固な国際研究基盤の構築

知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成

世界レベルの多様な知の創造

学術の振興を目的とする我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、研究者の活動を安定的・継続的に支援

日本学術振興会が果たすべき役割

（振興会の目的）
第三条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術
の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的とする。

独立行政法人日本学術振興会法

■教育振興基本計画（平成25年6月14日 閣議決定）
・博士課程を中心とする大学院教育の抜本的な改革・強化を図る
・各大学等の強みを生かした教育研究拠点の形成を促進 等

■科学技術イノベーション総合戦略2017（平成29年6月2日 閣議決定）
・博士課程学生への経済的支援を充実
・若手研究者等が独立して研究可能な競争的資金による独創的な研究を促進
・大学等研究機関における、高いポテンシャルを有する海外研究機関との研究者の派遣・受入れ
・相手国・地域のポテンシャル・分野と協力フェーズに応じた多様な国際共同研究及び研究交流
を促進 等

■第５期科学技術基本計画（平成28年1月22日 閣議決定）
・若手研究者の育成・活躍促進
・大学院教育改革の推進
・国際的な研究ネットワーク構築の強化
・学術研究の推進に向けた改革と強化
・国際共同研究の推進と世界トップレベルの研究拠点の形成 等

主な政府方針

別紙
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ϫ ▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
Ϭ 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵ࡍࡿィ⏬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
ϭ వ㔠ࡢ㏵࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
Ϯ ࡑࡢົ┬௧࡛ᐃࡵࡿᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
ู⣬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  
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⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ㸦ᖹᡂ༑୍ᖺἲᚊ➨ⓒ୕ྕ㸧➨୕༑᮲ࡢつᐃࡼࡾࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥
ᮏᏛ⾡⯆㸦௨ୗࠕ⯆ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸲᭶㸯᪥ࡽᖹᡂ㸱㸳ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ
࡛ࡢ㸳ᖺ㛫࠾ࡅࡿ୰ᮇ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ୰ᮇィ⏬ࢆḟࡢ࠾ࡾᐃࡵࡿࠋ

Ϩ ᅜẸᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡢᴗົࡢ㉁ࡢྥୖ㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ
ࡿࡁᥐ⨨
㸯 ⥲ྜⓗ㡯
㸦㸯㸧◊✲⪅➼ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀ
◊✲⪅ࡢ⮬⏤࡞Ⓨᇶ࡙ࡃᏛ⾡◊✲ࡢᡂᯝࡣࠊே㢮♫ඹ㏻ࡢ▱ⓗ㈨⏘ࡋ࡚ᩥ
ⓗ౯್ࢆᙧᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛၥ㡿ᇦࢆ㝈ᐃࡏࡎࠊศ㔝ࡢᛶ᱁ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ᨭ᪉
ἲࡼࡾࠊᖜᗈࡃࣂࣛࣥࢫࢆࡗ࡚⯆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉ࠊ㛗ᮇࢃࡓࡿヨ⾜㘒ㄗ
ࢆᚲせࡍࡿ▱ⓗ㐀άືࡋ࡚ࡢᇶ♏◊✲ࡢᨭࡸࠊᑗ᮶ࡢᏛ⾡◊✲ࢆᢸ࠺ඃ⚽࡞
◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࡘ࠸࡚༑ศ㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᏛ⾡◊✲ࢆᐇ㝿⾜࠺◊✲
⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ
ᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ㡯ࢆㅎၥࡍࡿࡓࡵࡢホ㆟ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ⏺࣭ྛᒙࡽࡢ
Ꮫ㆑⤒㦂⪅࡛ᵓᡂࡋࠊᐃᮇⓗ㛤ദࡍࡿࠋᴗᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊホ㆟ဨ➼࡛ࡢᖜᗈ
ࡃ㧗࠸㆑ぢᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧពぢࢆཧ⪃ࡋࠊຠᯝⓗᡂᯝࡀୖࡀࡿࡼ࠺ᴗົ㐠Ⴀ
ᫎࡉࡏࡿࠋ

㸦㸰㸧➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡢ㓄⨨ࡼࡿᑂᰝ࣭ホ౯ᶵ⬟ࡢᙉ
Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࢆ㓄⨨ࡋࠊᏛၥ㡿ᇦࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢ
ᇶ࡙ࡁࠊᏛ⾡⯆⟇ࡸᏛ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊✲ࠊᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࠊᴗ
ົ⯡ᑐࡍࡿᥦ࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࠋ≉ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᥦ࣭ຓゝࢆᶵືⓗ࡞㐠Ⴀ
యไࡢୗ࡛⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࠋ
ྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊㐠Ⴀᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ࠾ࡅࡿ㧗࠸㆑ぢᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧ
ពぢࢆཧ⪃ࡋࠊࡑࡢ㝿ࠊྛ✀ᴗࡢᥦ࣭ຓゝࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡓࡘ࠸࡚ࡶࠊྠ
ጤဨ࠾࠸࡚ពぢࢆᚓࡿࠋ
ࡉࡽࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົෆᐜࡢ㏱᫂ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢάື
ࡘ࠸࡚ศࡾࡸࡍࡃ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ➼
◊✲⪅ࡀࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊศ㔝ࠊᶵ㛵ࢃࡽࡎ⮬ࡽࡢ⬟ຊࢆⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊᴗࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊᏛ⾡◊✲ࡀ↓
㝈ࡢⓎᒎྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㛗ᮇⓗどⅬࢆຍ࠼ࡓ⥅⥆ⓗࡘ╔ᐇ࡞ᨭ
ດࡵࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳ࡛࠶ࡿᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶཬࡧᅜ㝿ᛶࡢほ
Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨭࢆ⾜࠺ࡶࠊᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫၥศ㔝ࡢ⥅
ᢎ࡞㓄៖ࡍࡿࠋ
ᖜᗈ࠸ศ㔝➼ࡢᨭࡸዪᛶ◊✲⪅ࡢཧ⏬ಁ㐍ࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗ
ົ㐠Ⴀࡀ㐺ษ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊホ㆟ဨ࠾࠸࡚ពぢࢆᚓࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⯆ࡢㅖᴗ࠾ࡅࡿዪᛶ◊✲⪅ࡢཧ⏬ࡸᨭࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ⏨ዪඹྠཧ
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⏬᥎㐍ጤဨ࠾࠸᳨࡚ドࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
Ꮫ⾡◊✲ࢆᨭࡍࡿᡃࡀᅜ၏୍ࡢ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡀୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞
▱ࢆ㐀࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆฟࡍࡿࡓࡵࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࢆ☜ᐇᐇࡍࡿࡶࠊ
◊✲ࡢᅜ㝿ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ᥎㐍
⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝ᴗ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗཬࡧᏛ⾡◊✲
ຓᡂᇶ㔠ᴗࡼࡾᐇࡍࡿࠋᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᇶᮏⓗ⪃
࠼᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡼࡾࠊࡾ࡞ࡃ☜ᐇᐇࡍࡿࠋ
࣭⛉◊㈝ᴗࡢ㓄ศᑂᰝࠊ◊✲ホ౯➼ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ㧗࠸㆑ぢࢆ᭷
ࡍࡿ⪅࡛ᵓᡂࡍࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ⨨ࡃࠋ
࣭⛉◊㈝ᴗࡢ➼ࡢᡭ⥆ࡁ㛵ࡍࡿᴗົࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓつ⛬ࠊ㏻▱ᚑ
ࡗ࡚⾜࠺ࠋ
࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗࡢẖᖺᗘࡢᑂᰝ᪉㔪➼ࢆࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ
ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ┤᥋ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ㐃ᦠࡢ
ୗࠊ⯆ࡢ୍ඖࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢయไࡢᩚഛࢆᅗࡿࠋ

ձ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ
Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࠊබṇ࡞ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗
࠸ᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࠋ
බເᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓᑂᰝ᪉㔪➼ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲
⪅➼ࡀᛂເ๓☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᗈࡃබ⾲ࡍࡿࠋ
ᑂᰝ࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ⨨ࢀࡓྛ㒊࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ◊✲✀┠ࡢ┠ⓗ࣭ᛶ᱁ᛂࡌࠊཝṇᐇࡍࡿࠋ
⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ᑂᰝጤဨ➼◊✲⪅ྥࡅࡓㄝ᫂➼ࠊᬑཬάືࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑂᰝ➼ࢆ㏻ࡌ࡚᪂
ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢㄢ㢟➼ࢆᢕᥱࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯ࢆ
⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᚲせ࡞ᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ᑂᰝ࣭ホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࡘ࠸࡚
ࡢពぢࢆᚓࡿࠋ

ղ ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ᴗࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࡘࡘࠊ◊✲㈝ࡀ᭷
ຠά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺᪩ᮇດࡵࡿࠋ≉ࠊ᥇ྰ㛵ࡍࡿ㏻▱ࡣࠊࣄࣜࣥࢢᑂᰝ
➼ࡢᐇࡀᚲせ࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡁࠊ㸲᭶ୖ᪪ࡲ࡛㎿㏿ࡘ☜ᐇ⾜࠺ࠋ
 ◊✲㈝ࡢᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ࡚๓ಽࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇࡸḟᖺ
ᗘ௨㝆⏝ࡍࡿࡇ➼ࢆྍ⬟ࡍࡿ࡞ࠊᙎຊⓗ㐠⏝ࡍࡿࠋ
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ճ ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱ
⛉◊㈝ᴗࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚㐺ษᢕᥱࡍࡿࡶࠊ⏘ᴗ⏺ࡸࡢ
◊✲ᶵ㛵➼࠾࠸࡚ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧◊✲ࡢᅜ㝿ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢ᥎㐍
ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࡢྥୖࡸᅜ㝿➇தຊࡢᙉࢆ୍ᒙ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊ
ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࢆ⥲ྜⓗ᥎㐍ࡍࡿࠋ
   ࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡁࠊཪࡣ᪂⯆ᅜ➼ࡢ᪂ࡓ࡞ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࠊ
ᅜ㛫ࡢඹྠ◊✲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࢆᨭࡍࡿࠋ
   ࣭ᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢඃࢀࡓ◊✲⪅ࡀᾏእࡢ◊✲⪅
༠ຊࡋ࡚⾜࠺ඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ┦ᡭᅜᑐᛂᶵ㛵ᑂᰝࢆศᢸࡋࠊᑂ
ᰝࢆ୍᪉ࡢᶵ㛵࡛⾜࠺࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡼࡿ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ᳨ウࡋࠊᖹ
ᡂᖺᗘ୰ᑟධࡍࡿࠋ
࣭ඛ➃◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿୡ⏺ⓗỈ‽ࡢ◊✲ὶᣐⅬࡢᙧᡂࡸࢪ࣭ࣇࣜ࢝ᆅᇦ
࠾ࡅࡿㅖㄢ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿ୰᰾ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬࡢᙧᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
   ࣭⛉◊㈝ᴗࡢ࠺ࡕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠࠾࠸࡚ࠊᅜࢆ㉺࠼ࡓᏛ⾡◊✲ࢆᨭࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࢆᨭࡍࡿᴗ࠾࠸࡚ࠊ◊✲ࡢᅜ㝿ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ᳨ウࡋࠊ
ᐇࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜ㝿ᴗጤဨ➼࠾࠸࡚ࠊᑂᰝࡢබṇᛶ࣭㏱᫂
ᛶࢆ☜ಖࡋࠊཝṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡑࡢᑟධࡼࡿ⏦ㄳ࣭ᑂᰝ㐣⛬ࡢຠ⋡࣭ᅜ㝿ࡀᅗࡽࢀࡓࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆᚓࡿࠋ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲➼ࡢᐇ
ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭♫ⓗせㄳᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊᅜࡢᑂ㆟➼ࡼࡿሗ࿌➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ
Ꮫ⾡ࡢⓎᒎࡸ♫ၥ㢟ࡢゎỴࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⾡◊✲➼ࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉ࠕࣜࢫࢡ♫ࡢඞ᭹▱ⓗ♫ࡢᡂ⇍
ྥࡅࡓேᩥᏛཬࡧ♫⛉Ꮫࡢ⯆ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊඛᑟⓗ࡞ேᩥᏛ࣭
♫⛉Ꮫ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨࢆタࡅ࡚ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࡶࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧
ἣ➼ࡘ࠸࡚ホ౯ࡍࡿࠋᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭♫ⓗせㄳᛂ࠼ࡿㄢ㢟タᐃྥࡅࡓྲྀ⤌
ࡋ࡚ࠊ᭷㆑⪅ࡽពぢ⫈ྲྀࡸሗ㞟➼ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᥖ㍕ࡸࢭ࣑
ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ➼ࡼࡾࠊᗈࡃ◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࠋ
ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷ࠊά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥࡢᇶ┙ࡢᵓ⠏
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸱 ▱ࡢ㛤ᣅᣮᡓࡍࡿḟୡ௦ࡢ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ
ᅜࡸศ㔝ࡽࢃࢀࡎ▱ࡢ㛤ᣅᣮᡓࡍࡿ◊✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅
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ᑐࡍࡿ⤒῭ⓗᨭࡸᾏእ࡛◊ࡉࢇࢆ✚ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᩚഛ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ᴗࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ➨୍⥺࡛ά㌍ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡶྵࡴேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ
ࢆ⨨ࡁࠊேᮦ⫱ᡂಀࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸯㸧⮬❧ࡋ࡚◊✲ᑓᛕ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ☜ಖ
Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬㸦ᚋᮇ㸧Ꮫ⏕ཪࡣ༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼࡛ඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡋࠊ
ᡃࡀᅜࡢᏛࡑࡢࡢ◊✲ᶵ㛵࡛◊✲ᑓᛕࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨࠖࡋ࡚᥇
⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛≉ඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢ
ά㌍ࢆᮇᚅࡋ࡚ࠊ⬟ຊᛂࡌࡓฎ㐝ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ᑐ㇟⪅ᛂࡌࡓከᵝ࡞᥇⏝༊ศࢆタࡅࠊ᥇⏝ィ⏬ࢆẖᖺᗘᩚഛࡋࠊᖜᗈ࠸◊✲ศ㔝
࠾ࡅࡿඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗ᥇⏝ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊฟ⏘࣭⫱ඣ㓄៖ࡋࡓྲྀ⤌
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ձ ᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ
≉ู◊✲ဨࡢ㑅⪃ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝጤဨࡍࡿ≉
ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࢆタ⨨ࡋࠊᑂᰝࡢ⊂❧ᛶࠊබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊཝṇ
ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠋ
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣮᡓᛶ࣭㐀ᛶᐩࢇࡔ◊✲ࢆಁࡍࡼ࠺ࠊᖹᡂᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓ࡞
ᑂᰝ༊ศࢆᑟධࡋ࡚ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠋⱝᡭ◊✲⪅ࡢయᛶࢆ㔜どࡋࠊ┠ⓗࡸᑐ㇟
⪅ᒙᛂࡌࡓᑂᰝ᪉㔪ࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛බ㛤
ࡍࡿࠋ
ᑂᰝጤဨࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢ᥎⸀ᇶ࡙ࡁࠊ⌮㛗ࡀ㑅⪃ࡍ
ࡿࠋ

ղᴗࡢホ౯ᨵၿ
᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝࡸࠊ᥇⏝⪅ࡢᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ᥇⏝⪅ཷධ
ඛࡢ◊✲άື㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά
⏝ࡋࡘࡘࠊᴗࡢᐇ≧ἣࡸᨭ⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸࡚ホ౯᳨࣭ドࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊ
᥇⏝⪅ࡢᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ᥇⏝⪅ࡢཷධඛࡢ◊✲άື㛵ࡍࡿㄪᰝࡘ
࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢホ౯᳨࣭ド⤖ᯝࢆάࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸேᮦ⫱
ᡂ⏬ጤဨ➼࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊᚲせᛂࡌࠊ㐠⏝
ୖཪࡣไᗘୖࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ

ճເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ࡞ᐇ
◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠ࡢ㔜」ᨭ⤥
ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᘬࡁ⥆ࡁ⾜࠺ࠋ
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㸦㸰㸧ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ
ⱝᡭ◊✲⪅ࢆᾏእὴ㐵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜ
ࢫࢸ࣮ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእᅜே◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍࡿྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࡇࡼࡾࠊᅜෆࡢ
Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿ࢆᨭࡍࡿࠋ
ྛ✀ᴗ࠾ࡅࡿ㑅⪃ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝཪࡣᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸࡚ࠊᑂ
ᰝࡢ⊂❧ᛶࠊබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊཝṇᐇࡍࡿࠋ

ձ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵
ᡃࡀᅜࡢᏛ➼Ꮫ⾡◊✲ᶵ㛵ᡤᒓࡍࡿᖖࡢ◊✲⪅ࡸ༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ୰
ࡽඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆࠕᾏእ≉ู◊✲ဨࠖࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊᾏእࡢ≉ᐃࡢᏛ➼◊✲
ᶵ㛵࠾࠸࡚㛗ᮇ㛫◊✲ᑓᛕࡉࡏࡿࡓࡵࠊᅾ㈝➼ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᥇⏝ᮇ㛫⤊
ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝࡸࠊ᥇⏝⪅ࡢᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ᥇⏝⪅ཷධඛࡢ◊✲άື
㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᴗࡢᐇ
≧ἣࡸᨭ⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸࡚ᚲせᛂࡌ࡚ホ౯᳨࣭ドࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊ᥇⏝⪅ࡢᨭ
㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ᥇⏝⪅ࡢཷධඛࡢ◊✲άື㛵ࡍࡿㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ
㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢホ౯᳨࣭ド⤖ᯝࢆάࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ
࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ➼࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡢ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊᚲせᛂࡌࠊ㐠⏝ୖཪࡣไᗘୖࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ
ᡃࡀᅜࡢᏛ㝔ᅾ⡠ࡍࡿ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࡢ୰ࡽᾏእᣮᡓࡍࡿඃࢀࡓⱝᡭ◊
✲⪅ࢆ᥇⏝ࡋࠊᾏእࡢ◊✲⪅ඹྠࡋ࡚◊✲ᚑࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊᅾ㈝
➼ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
㢌⬻ᚠ⎔ࡼࡾඃࢀࡓ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿◊✲ᡓ␎ἢࡗ࡚ࠊ
ⱝᡭ◊✲⪅ࢆᾏእὴ㐵ࡋࠊὴ㐵ඛࡢ◊✲ᶵ㛵⾜࠺ୡ⏺Ỉ‽ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ᦠࢃ
ࡾࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ᣮᡓࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢᨭ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ղ እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ 
ෆእࡢ◊✲⪅ࡀᡃࡀᅜࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵࡛ษ☩⌶☻ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⎔ቃࢆฟࡋࠊ
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ➼㈨ࡍࡿࡓࡵࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡸୡ⏺ⓗ◊✲ᴗ⦼ࢆ᭷ࡍࡿⴭྡ
◊✲⪅➼ࠊᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ
᥎㐍ࡋࠊᡃࡀᅜࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿ࡘ࠸࡚ࠊ75㸣⛬ᗘࡢཷධ◊✲⪅ࡽ
ࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗࡢ㉁ࢆࡼࡾ㧗
ࡵࡿほⅬࡽࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᣍ࠸ࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺㧗ᰯ⏕⛉Ꮫ
ࡸᅜ㝿♫ࡢ㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ࣭◊ࡉࢇᶵࡢᥦ౪
  ඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡍࡿ㢧ᙲࡸࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇࢆ✚ࡴᶵࡢᥦ౪࡞
ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

ձ ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ
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ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎࡢᐤࡀᮇᚅࡉࢀࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊඃࢀࡓ
ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍࡿࠕ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ࠖཬࡧᏛ㝔༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧ᙲࡍࡿࠕ᪥
ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࠖࢆᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀࡿ⏕≀Ꮫ◊✲㢧ⴭ࡞ᴗ⦼ࢆᣲࡆࡓ◊✲
⪅ࢆ㢧ᙲࡍࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀࡿົࠊ㔝ཱྀⱥୡ༤ኈࡢຌ⦼ᅉࡳࠊࣇࣜ࢝ࡢ་Ꮫ
◊✲࣭་⒪άືศ㔝࠾࠸࡚༟㉺ࡋࡓᴗ⦼ࢆᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍࡿ㈹㸦㔝ཱྀⱥୡ
ࣇࣜ࢝㈹㸧ࡢ࠺ࡕ་Ꮫ◊✲ศ㔝ࡢᑂᰝᴗົࢆᢸᙜࡋࠊ╔ᐇᐇࡍࡿࠋ

ղ ᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇᶵࡢᥦ౪
 ᡃࡀᅜඛ㐍ㅖᅜࡸࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ➼ࡢᖜᗈ࠸ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂཬࡧ┦ࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆಁࡍࡓࡵࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㞟୰ⓗ࡞ウ㆟ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࣭࢘ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⯆ࡀᐇࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ཧ
ຍࡋࡓࡇࡼࡿຠᯝࡘ࠸࡚ࠊ㸣⛬ᗘࡢཧຍ⪅ࡽ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ

㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢᥦ♧
ᅜࡢᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵ࢆࣇ࣮ࣝࢻࡋ࡚ά㌍ࡋᚓࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ᪂ࡓ࡞࢟ࣕࣜ
ࣃࢫࢆᥦ♧ࡍࡿ༟㉺◊✲ဨᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝཬࡧᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅ࡢᑂᰝ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᑂᰝࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋᐇࡍࡿࠋ

㸲 Ꮫ➼ࡢᙉࡳࢆ⏕ࡋࡓᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢᙉ
Ꮫ➼ࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᏛ➼࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࡸࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ㛵ࢃࡿᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᴗࡼࡿᡂ
ᯝ➼ࡘ࠸࡚ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍
ᅜෆእࡢ➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᘬࡁࡘࡅࡿඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆࡿ◊✲ᣐⅬࡢ
ᙧᡂࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗ
ົࢆ⾜࠺ࡶࠊᙜヱᴗ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓάືࡢᨭᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ
☜ಖࡍࡿࡶࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ⾜࠺ጤဨ࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ࡞యไࢆᩚഛࡍࡿࠋ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤဨࡢタ⨨
࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢබ⾲
࣭┈┦㓄៖ࡋࡓᑂᰝࡢᐇ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢጤဨྡࡢබ⾲
࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲
ࡲࡓࠊᙜヱᴗ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓάືࡢᨭᴗົࡋ࡚ࠊᙜヱᴗ
యࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢻࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖࡉࡏࡿάືࢆ⾜࠺ࡶࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐ
Ⅼࡢᙧᡂಀࡿሗ㞟࣭ศᯒࡸ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤ࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸰㸧Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ
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ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᑂ
ᰝ࣭ホ౯➼ᐇᶵ㛵ࡢබເࡀ⾜ࢃࢀࠊ⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼㛵ࡍࡿ▱ぢࡀά⏝
࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊᙜヱᴗࡢᛂເཬࡧᐇᶵ㛵ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࠊᑂᰝ࣭ホ
౯➼ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭ
࣭ᆅᇦ⏕࣭άᛶࡢᣐⅬࡋ࡚ࡢᏛࡢྲྀ⤌ࡢᨭ
࣭㠉᪂ⓗ࣭ඛᑟⓗᩍ⫱◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇࡍࡿពḧⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᨭ
ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺ࡶࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌
ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤဨࡢタ⨨
࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢබ⾲
࣭┈┦㓄៖ࡋࡓᑂᰝࡢᐇ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢጤဨྡࡢබ⾲
࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲
ࡲࡓࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗⓎಙࡍࡿࡶࠊᙜヱሗࡀᴗࡢᨵၿࡸ
ᅜ࠾ࡅࡿ⟇ࡢ᳨ウά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ
Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ᐇᶵ㛵ࡢබເ
ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼㛵ࡍࡿ▱ぢࡀά⏝࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊᙜヱᴗ
ࡢᛂເཬࡧᐇᶵ㛵ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺ࡶࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌
ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤဨࡢタ⨨
࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢබ⾲
࣭┈┦㓄៖ࡋࡓᑂᰝࡢᐇ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢጤဨྡࡢබ⾲
࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲
ࡲࡓࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗⓎಙࡍࡿࡶࠊᙜヱሗࡀᴗࡢᨵၿࡸ
ᅜ࠾ࡅࡿ⟇ࡢ᳨ウά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ

㸳 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿◊✲ᇶ┙ࡢᵓ⠏
ㅖእᅜࡢᙉᅛࡘ᪉ྥࡢᅜ㝿◊✲ᇶ┙ࢆᵓ⠏࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊᡃࡀᅜࢆ௦⾲ࡍࡿ
㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᡓ␎ⓗ࣭ᶵືⓗᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡍࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊ
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࠊᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ➼༠ാࡍࡿྲྀ
⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧ᴗࡢᅜ㝿ᡓ␎ⓗᒎ㛤
  ᅜ㝿ⓗどⅬ❧ࡗ࡚ᅜෆእࡢᇉ᰿࡞ࡃᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ᪂ࡓタ⨨
ࡍࡿᅜ㝿⤫ᣓᮏ㒊࠾࠸࡚ࠊྛ✀ᴗࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿ⓗ࡞άືࡢືྥࡸࠊᾏእ㛵ಀᶵ㛵➼
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ࡢືྥ➼ࢆ㞟⣙࣭ඹ᭷ࡍࡿྜࢆᐃᮇⓗ㛤ദࡍࡿࡶࠊᡓ␎ⓗࡘᶵືⓗᅜ㝿
ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡍࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࠊ✚ᴟⓗᴗࡢᅜ㝿ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
  ๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࠕᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡋ࡚ᐇࡋࡓᴗົࡢᐇ
⦼ࢆ⥲ᣓࡍࡿࡶࠊᡓ␎ⓗ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᅾࡾ᪉ࡸእᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ᐃ╔
ಁ㐍⟇ࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࠊᚲせᛂࡌ࡚እ㒊᭷㆑⪅ࡢ
ពぢࡶ⫈ྲྀࡋࡓୖ᳨࡛ウࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ୰ࢆ┠㏵ᇶᮏⓗ࡞ᡓ␎ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡑࡢᡓ␎
ᇶ࡙ࡁࠊᴗࡢぢ┤ࡋࢆせࡍࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣ㡰ḟ╔ᡭྍ⬟࡞ࡶࡢࡽ╔ᡭࡋࠊ୰ᮇ
┠ᶆᮇ㛫୰ᚲせ࡞ᨵၿ࣭ᙉࢆ⾜࠺ࠋ
  ࡲࡓࠊ⯆ࡢᴗົಀࡿᅜ㝿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆయ⣔ⓗᩚ⌮ࡋࠊ◊✲⪅ࡸᅜẸࡗ࡚ศ
ࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウ࣭ᐇࡍࡿࡶࠊㄝ᫂ࡢ㛤ദ➼ࠊ✚ᴟⓗ࡞
ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
  ࡉࡽࠊᴗࡢᅾࡾ᪉ಀࡿ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᨵၿ࣭ᙉࡸ࿘▱ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓࡘ࠸࡚ࠊ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆᚓࡿࠋ

㸦㸰㸧ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ༠ാ
ᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࡸୡ⏺ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ୖࡢඹ㏻ࡢㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅ࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ
Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡸࠊከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾࠸࡚✚ᴟⓗᙺࢆᯝ
ࡓࡍࠋࡲࡓࠊྛᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
ὶ༠ᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊᡓ␎ⓗ㔜せ࡞ㅖእᅜࡢὶࢆ᥎㐍ࡋࠊᚲせᛶཬࡧண⟬≧ἣ
ᛂࡌ࡚ᗫṆࠊᨵゞཪࡣ᪂つ❧ࡕୖࡆࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵➼ࡢὶ≧
ἣᛂࡌࡓ㐺ษ࡞༠ᐃࡢぢ┤ࡋ➼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࠊ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆᚓࡿࠋ

㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ
⯆ࡢᴗࡼࡾᡃࡀᅜ࡛ࡢ◊✲ᅾࢆ⤊࠼࡚ẕᅜᖐᅜࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࡸࠊᅾ
እ᪥ᮏே◊✲⪅ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࡸࡑࡢάືࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢάືࡢᨭ࠾࠸࡚ࡣࠊᡃࡀᅜㅖእᅜࡢᏛ⾡ὶࡀᣢ
⥆ⓗⓎᒎࡍࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࠋ

㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᾏእࢻࣂࢨ࣮ࡣࠊᡤᅾࡍࡿᆅᇦࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࠊᅾእ
බ㤋ࠊࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢᾏእᣐⅬ➼㐃ᦠࡋࠊᙜヱᆅᇦࡢᏛ⾡ືྥ➼ಀࡿሗࡢ
㞟ཬࡧⓎಙࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢሗࢆ㞟⣙ࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚ࠊ
ྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫  ௳⛬ᗘ㸦๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ᐇ⦼㸸ᖺ㛫 㹼 ௳㸧ࡢሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂᨭࡸᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᨭࡢᣐⅬ
ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬࡽࠊୡ⏺ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀᵓ⠏ࠊᏛࡢᾏእᒎ㛤ࡢᨭ
ࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ➼ࢆᐇࡍࡿࠋ

㸴 ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗศᯒᇶ┙ࡢᵓ⠏
⯆ࡢㅖᴗ➼㛵ࡍࡿሗࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡍࡿᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡋࠊᴗࡢᡂᯝࡢᢕᥱࠊ
ศᯒࢆ⾜࠺ࡶࠊᴗࡢᨵၿࡸ㧗ᗘྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ
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㸦㸯㸧ሗࡢ୍ඖⓗ࡞㞟✚࣭⟶⌮
  ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖࡸಶேሗࡢಖㆤࢆᚭᗏࡋࡓୖ࡛ࠊ⯆ࡢㅖᴗಀࡿሗ
ࢆ୍ඖⓗ㞟✚࣭⟶⌮ࡍࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊᴗᶓ᩿ⓗ࡞ศᯒࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵ
ࡢሗࡢᩚ⌮ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

㸦㸰㸧⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗศᯒࡢ᥎㐍
 Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊ⯆ࡢㅖᴗಀࡿሗࢆᶓ᩿ⓗά⏝ࡋࠊྛ✀
ᴗࡢືྥࡸᡂᯝࢆ⥲ྜⓗࠊ㛗ᮇⓗᢕᥱ࣭ศᯒࡍࡿࡶࠊㅖᴗࡢᨵၿ࣭㧗ᗘ
ྥࡅࡓㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ศᯒࡸㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸㅖᴗࡢᢸᙜ㒊⨫
ᥦ౪࣭ᥦࡍࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࠾࠸࡚ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋศᯒࡸ
ㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡢⓎಙࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰  ௳⛬ᗘࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ᐇࡍ
ࡿࠋ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᏛၥ㡿ᇦࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙ࡁࠊᅜෆእ࠾
ࡅࡿᏛ⾡⯆⟇ࡢ⌧≧ࡸᏛ⾡◊✲ࡢືྥ➼ࠊ⯆ࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞ㄪᰝ࣭
◊✲ࢆᐇࡍࡿࠋ
ᅜෆእ࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡⯆㛵ࡍࡿᇶᮏⓗᨻ⟇ࠊ◊✲ຓᡂࢩ
ࢫࢸ࣒ࠊ◊✲⪅㣴ᡂᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࠊᅜ㝿ὶࡢᡓ␎➼ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪࡸᩥ⊩ࠊ⌧ᆅㄪᰝࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ㞟ሗ࡞ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ㐺
ᐅᐇࡋࠊሗࡢ㞟ࠊศᯒࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࠋ
Ꮫ⾡◊✲ࡢືྥࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢືྥࢆྵࡵࠊྛ✀ሗ࿌᭩ࠊᏛ⾡ࢪ࣮ࣕࢼࣝࠊᅜ
ෆእࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢฟᖍࠊ㛵㐃◊✲⪅ࡢពぢ➼ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ㐺ᐅᐇࡋࠊ
ሗࡢ㞟ࠊศᯒࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࠋ≉ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨဨᑓ
㛛ศ㔝ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⾡ືྥ◊✲ࢆ౫㢗ࡋࠊẖᖺᗘሗ࿌ࢆཷࡅࡿࡶࠊ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࠊᴗࡢ⏬࣭❧άࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢᐇ⦼ྠ⛬ᗘࡢ௳ᩘࢆᐇࡍࡿ㸦๓
୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ᐇ⦼㸸 ௳㸧ࠋࡲࡓࠊࡑࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲせᛂࡌሗ࿌᭩➼ྲྀࡾࡲ
ࡵ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࠾࠸࡚බ⾲ࡍࡿࠋ

㸵 ᶓ᩿ⓗ㡯
㸦㸯㸧㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ࡢ᥎㐍
බເᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࠊᑂᰝጤဨཬࡧᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡋࠊᴗົࢆ
ຠ⋡ⓗᐇࡍࡿࡓࡵࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᛂເࡸᑂᰝಀࡿᶵᐦᛶࡢ
㧗࠸ሗࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
බເᴗࡢᛂເᡭ⥆ࡁཬࡧᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᩚഛࡋࠊ㈝
⏝ᑐຠᯝࢆ຺ࡋࡘࡘࠊ㟁Ꮚࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㟁Ꮚᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶
⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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࡞࠾ࠊ୧ࢩࢫࢸ࣒ඹ㏻ࡍࡿᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົຠ⋡ࡢほⅬࡽ༑ศ࡞᳨ドࢆ⾜
࠸ࠊ㔜」㛤Ⓨࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ㄪᩚࢆᅗࡿࠋ

㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ
ձ ᗈሗሗⓎಙࡢᙉ
⯆ࡢάືཬࡧࡑࡢᡂᯝࢆ⥲ྜⓗ࣭ຠᯝⓗሗⓎಙࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᗈ
ሗάືಀࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊ◊✲⪅ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࠊᅜẸ➼ࡢཷࡅᡭࡢࢽ࣮ࢬ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
ሗⓎಙ㝿ࡋ࡚ࡣࠊᗈሗㄅ➼ฟ∧≀ࠊ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࡢෆᐜ
ᐇࡸぢࡸࡍࡉ࣭ศࡾࡸࡍࡉࡢ☜ಖດࡵࡿࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢡࢭࢫືྥ➼
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᭱᪂ሗࢆከᵝ࡞፹యࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㎿㏿ࡘຠᯝⓗᥦ౪ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⯆ࡢάືཬࡧࡑࡢᡂᯝಀࡿ୍ᒙຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ
᭦࡞ࡿ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᖹᡂᖺᗘ୰ࢆ┠㏵୍ᐃࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ղ ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ࣭ά⏝
㸦ϸ㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡢᡂᯝࠊᏛ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢศᯒ
⤖ᯝࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㞟ሗࠊཬࡧ⛉◊㈝ᴗࢆࡣࡌࡵ⯆ࡀᐇࡍ
ࡿྛᴗ࠾࠸࡚ᨭᑐ㇟⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ▱ⓗᡤ᭷ᶒ
➼㓄៖ࡋࡓୖ࡛ࠊᴗࡢ⏬❧➼ά⏝ࡍࡿࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᥖ㍕
ࡸฟ∧➼ࡼࡾࠊ◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵ♫✚ᴟⓗᥦ౪ࡋࠊᗈࡃ♫㑏ඖࢆ┠ᣦࡍ
ࡶᬑཬࢆᅗࡿࠋ
㸦Ϲ㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢ㐍ᒎࡼࡾ⏕ࡌࡓ༟㉺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࢆᗈࡃ୍⯡බ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
Ꮫ⾡◊✲ࡢᡂᯝ࣭ᬑཬཬࡧࡑࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎಁ㐍ດࡵࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⾡
᪥ᖖ⏕άࡢ㛵ࢃࡾࡸᏛ⾡ࡀࡶࡘពᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍
Ꮫ➼ࡢ◊✲ࡢࢩ࣮ࢬཬࡧ⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲ࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓሗࠊὶಁ㐍ࢆᅗࡿ
ࡓࡵࡢሙࠊࡲࡓᏛ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࡼࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡢሙࡋ࡚ࡢ⏘Ꮫ༠ຊ
◊✲ጤဨ➼ࢆࠊ◊✲⪅ࡢⓎពᇶ࡙࠸࡚タ⨨ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᏛ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲⪅➼
ࡀ༠ຊࡋࠊᖹᡂᖺᗘ୰άືࡋ࡚࠸ࡿ◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨඛᑟⓗ◊✲㛤Ⓨጤဨࡢ
ྜィ㸶ጤဨ࡚ࢆๅ᪂ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࡓጤဨ࣭◊✲ࢆ㸶௳⛬ᗘタ⨨ࡍ
ࡿࠋጤဨ➼ࡢタ⨨ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ❧ሙࡽࠊᏛ⏺⏘ᴗ⏺
ࡢ㐃ᦠࡼࡗ࡚Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿ◊✲ࡢࢩ࣮ࢬࡸศ㔝ཬࡧࡑࡢ᥎㐍ࡢ᪉ἲ࣭యไ➼
ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ࢆ㛤ദࡋࠊᑂ㆟⤖ᯝࢆ✚ᴟⓗእ㒊ሗⓎ
ಙࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜෆእࡢ◊✲⪅ࢆ㞟ࡵ࡚ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࡶ
◊✲ᡂᯝࡢห⾜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡽ◊✲ጤဨࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࠋ
Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ࡢ㛤ദࡢࡓࡵࠊච⛯ᥐ⨨ࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸ദ⪅௦ࢃࡾࠊ≉ᐃබ┈
ቑ㐍ἲேࡋ࡚ࡢເ㔠ࡢົࢆ⾜࠺ࠋ

㸦㸲㸧◊✲බṇࡢ᥎㐍
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ຓᡂ࣭ᨭᴗࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖୪
ࡧṇ⏝ཬࡧṇཷ⤥ࡢ㜵Ṇ⟇ࢆᙉࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᨻᗓ➼ࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆ㝖ࡍࡿ
ࡓࡵࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡶࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡌࠊᑂᰝ⤖
ᯝࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵ᑐࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝ࠊṇཷ⤥ཬࡧ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࡢ㐺ษ࡞ᙺศᢸࡢୗࠊྛ◊✲ᶵ㛵ࡢṇ㜵Ṇᑐࡍࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊᚲせᛂ
ࡌࠊᴗࡈ㐺ษ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ
ࡉࡽࠊ◊✲ᶵ㛵ࢆᑐ㇟ࡍࡿㄪᰝࡸ⏝⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࡽᢳฟࡋࡓࢽ
࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲⌮ᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵಟࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲
⌮ᩍ⫱ࡢ㧗ᗘࢆᨭࡍࡿほⅬࡽࠊ◊✲ศ㔝ᶓ᩿ⓗཪࡣ◊✲ศ㔝ࡢ≉ᛶᛂࡌࡓࢭ
࣑ࢼ࣮ⱝࡋࡃࡣ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆẖᖺᗘ㸰ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡍࡿࠋ

㸦㸳㸧ᴗົࡢⅬ᳨࣭ホ౯ࡢ᥎㐍
ẖᖺᗘࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ࢆᐇࡍࡿࡶࠊᏛ⏺ࡸ⏘ᴗ⏺࡞ࢆ௦⾲ࡍࡿ᭷㆑⪅ࡼ
ࡿእ㒊ホ౯యไࢆᩚഛࡋࠊ⟶⌮㐠Ⴀࡸྛᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊຠ⋡ཬࡧຠᯝࡢ୧
㠃ࡽホ౯ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົ㐠Ⴀࡢᨵၿᫎࡍࡿࠋ

ϩ ᴗົ㐠Ⴀࡢຠ⋡㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡿࡁᥐ⨨

㸯 ⤌⧊ࡢ⦅ᡂཬࡧᴗົ㐠Ⴀ
⌮㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡼࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ⤌⧊⦅ᡂ㈨※㓄ศࡘ࠸
࡚ᶵືⓗ࣭ᙎຊⓗ㐠Ⴀࢆ⾜࠸ࠊᴗົࡢຠ⋡ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞
ᴗົ㐠Ⴀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ」ᩘࡢ㒊⨫ࡲࡓࡀࡿඹ㏻ⓗ࡞ᴗົࡘ࠸࡚ࠊ୍ඖⓗ࡞㐠Ⴀࡀ
ྍ⬟࡞⤌⧊యไࢆᩚഛࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᴗົࡢ㐠Ⴀᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡢ㐺ษ࡞㐃ᦠ࣭༠
ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ

㸰 ୍⯡⟶⌮㈝➼ࡢຠ⋡
ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀࡢ㏣ồཬࡧᴗົ࣭⤒㈝ࡢྜ⌮ດࡵࠊ㐠Ⴀ㈝㔠ࢆᙜࡋ࡚⾜࠺ᴗࡣࠊ
᪂つ㏣ຍࡉࢀࡿࡶࡢࠊᣑศࡣ㝖እࡋࡓୖ࡛ࠊ୍⯡⟶⌮㈝㸦ே௳㈝ࠊබ⛒බㄢࠊᮏ㒊ᘓ
≀ᩱཬࡧ≉Ṧ⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓ᖺᗘẚ㸱㸣
௨ୖࠊࡑࡢࡢᴗ㈝㸦ே௳㈝ࠊᮏ㒊ᘓ≀ᩱཬࡧ≉Ṧ⤒㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ
┠ᶆᮇ㛫୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓ᖺᗘẚ㸯㸣௨ୖࡢᴗົࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࠋ
࡞࠾ࠊ᪂つ㏣ຍࡉࢀࡿࡶࡢࡸᣑศࡣ⩣ᖺᗘࡽຠ⋡ࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊẖᖺࡢ㐠Ⴀ㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣ
ࡶ␃ពࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⤥Ỉ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜᐙබົဨࡢ⤥Ỉ‽ࢆ⪃៖ࡋ࡚ཝ
ࡋࡃ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸྲྀ⤌≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ
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㸱 ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮
ᘬࡁ⥆ࡁࠕ⊂❧⾜ᨻἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ⌮ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂᖺ㸳᭶
᪥⥲ົ⮧Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊẖᖺᗘㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊㄪ㐩ࡢ⌧≧せᅉࡢศ
ᯒࠊ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴศ㔝ࡢタᐃࠊㄪ㐩㛵ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᚭᗏ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇ
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊዎ⣙ࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊእ㒊᭷㆑⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘
どጤဨࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡼࡾዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ

㸲 ᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢྜ⌮࣭ຠ⋡
ሗ⤫ᣓ㈐௵⪅㸦&,2㸧ࡢᣦࡢୗࠊᴗົࣉࣟࢭࢫ⯡ࡘ࠸࡚᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ
ᴗົ࣭ࢩࢫࢸ࣒ಀࡿ᭱㐺ࡢ᥎㐍ࠊㄪ㐩ࡘ࠸࡚ࡢ⢭ᰝࢆ⾜࠺ࠋ
ຠ⋡ⓗ࡞ᴗົ㐠Ⴀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ,&7➼ࢆά⏝ࡋࡓᴗົࢩࢫࢸ࣒ᩚഛྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࡞࠾ࠊᴗົࡢຠ⋡ࠊே௳㈝ࡢຠ⋡➼ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ◊✲⪅➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ
పୗࢆᣍ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋ

Ϫ ண⟬㸦ே௳㈝ࡢぢ✚ࡾࢆྵࡴࠋ㸧ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠ィ⏬

㸯 ண⟬㸦୰ᮇィ⏬ࡢண⟬㸧
 ู⣬㸯㸫㸯㹼㸯㸫㸱ࡢ࠾ࡾ

㸰 ᨭィ⏬
 ู⣬㸰㸫㸯㹼㸰㸫㸱ࡢ࠾ࡾ

㸱 ㈨㔠ィ⏬
 ู⣬㸱㸫㸯㹼㸱㸫㸱ࡢ࠾ࡾ

ϫ ▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠
▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠ࡣ൨ࡍࡿࠋ▷ᮇධࡀᐃࡉࢀࡿែࡋ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝
㔠ࡢཷධࢀ㐜ᘏࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ

Ϭ 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵ࡍࡿィ⏬
㔜せ࡞㈈⏘ࢆㆡΏࠊฎศࡍࡿィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ

ϭ వ㔠ࡢ㏵
⯆ࡢỴ⟬࠾࠸࡚వ㔠ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡣࠊᗈሗ࣭ሗᥦ౪ࡢᐇࠊㄪᰝ࣭◊✲ࡢ
ᐇࠊሗࡢಁ㐍࡚ࡿࠋ

Ϯ ࡑࡢົ┬௧࡛ᐃࡵࡿᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯

㸯 ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉ
ἲ௧➼ࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏࡋࡘࡘᴗົࢆ⾜࠸ࠊࠗࠕ⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗົࡢ㐺ṇࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ
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ࡢయไ➼ࡢᩚഛࠖࡘ࠸࡚࠘㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥⥲ົ┬⾜ᨻ⟶⌮ᒁ㛗㏻▱㸧ᇶ࡙ࡁࠊᴗ
ົ᪉ἲ᭩ᐃࡵࡓ㡯ࢆ╔ᐇ㐠⏝ࡍࡿࡶࠊ⌮㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ࡛㐺ษ࡞
ᴗົ㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࡢつ⛬ࢆᩚഛࡍࡿࠋࡲࡓࠊෆ㒊┘ᰝ➼ࡼࡾෆ㒊⤫ไࡀ㐺ษ㐠⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ⥅⥆ⓗⅬ᳨᳨࣭ドࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ᨵၿࡍࡿࠋ

㸰 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ
  ࠕᨻᗓᶵ㛵➼ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ⤫୍ᇶ‽⩌ࠖࡸࠊࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ
ᡓ␎ᮏ㒊ࡀᐇࡍࡿ┘ᰝ࠾࠸࡚≉ᐃࡉࢀࡿㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⯆ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭
࣏ࣜࢩ࣮ࢆ㐺ぢ┤ࡍࡶࠊ◊ಟࡢᐇࡸࢩࢫࢸ࣒┘ᰝࡢᐇ➼ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ
ᑐ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸱 タ࣭タഛ㛵ࡍࡿィ⏬
タ࣭タഛ㛵ࡍࡿィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ

㸲 ே㛵ࡍࡿィ⏬
⯆ࡢᴗົࢆ⥅⥆ⓗࡘⓎᒎⓗ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࡛ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇ
ࡍࡿࡇࡼࡾ⯆ࡢ᰾࡞ࡿ⫋ဨࡢ⫱ᡂ࣭ᐇࢆᅗࡿࠋ
ձ ⫋ဨࡢᴗ⦼➼ࡢேホ౯ࢆᐃᮇⓗᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆฎ㐝ࠊே㓄⨨➼㐺ษࡘ
ලయⓗᫎࡍࡿࡇ࡛ࠊேᮦࡢຠᯝⓗά⏝ࡸ⫋ဨࡢ⫋ົ㐙⾜⬟ຊ࣭᪉ἲࡢྥୖࢆᅗࡿࠋ
ղ ᏛࢆࡣࡌࡵᏛ⾡⯆㛵㐃ࡍࡿᶵ㛵ࡢேὶࢆಁ㐍ࡋ࡚ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ேᮦࡢ☜
ಖ࣭⫱ᡂࢆᅗࡾࠊ⫋ဨࡢព㆑ࡸ⬟ຊᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ே㓄⨨ࢆ⾜࠺ࠋ
ճ 㝈ࡽࢀࡓேဨ࡛ࡢຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ᴗົࡢ㐙⾜ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊᅜෆཬࡧᅜእ◊ಟ➼
ࢆᐇࡋࠊ⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡶࠊព㆑ྥୖࢆᅗࡿࠋ

㸳 ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿമົ㈇ᢸ
୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿമົ㈇ᢸࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗࢆຠ⋡ⓗᐇࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱᮇ㛫ࡀ
୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿሙྜ࡛ࠊᙜヱമົ㈇ᢸ⾜Ⅽࡢᚲせᛶཬࡧ㈨㔠ィ⏬ࡢᙳ㡪ࢆ຺ࡋ
ྜ⌮ⓗุ᩿ࡉࢀࡿࡶࡢࡘ࠸࡚⾜࠺ࠋ

㸴 ✚❧㔠ࡢ㏵
๓ᮇ୰ᮇ┠ᶆࡢᮇ㛫ࡢ᭱⤊ᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿ✚❧㔠ṧ㧗ࡢ࠺ࡕࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᢎㄆࢆ
ཷࡅࡓ㔠㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲᐃࡵࡿᴗົࡢ㈈※࡚ࡿࠋ
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㻝㻞㻘㻠㻤㻝
㻝㻘㻝㻠㻞㻘㻞㻠㻝
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻤㻤
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻝㻡㻠㻘㻤㻝㻜
㻞㻘㻡㻠㻡
㻠㻤㻡
㻞㻘㻜㻢㻜
㻝㻞㻘㻠㻥㻞
㻣㻟㻟
㻝㻝㻘㻣㻡㻥
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻝㻡㻣㻘㻡㻞㻞

㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻡㻝㻜
㻝㻠㻣
㻝㻘㻟㻢㻟
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻡㻝㻜

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻡㻝㻝

⥲ྜⓗ㡯

ධ
㐠Ⴀ㈝㔠
ᅜᗜ⿵ຓ㔠ධ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠
ᴗධ
ᐤ㝃㔠ᴗධ
⏘Ꮫ༠ຊᴗධ
ཷクᴗධ
ィ
ᨭฟ
୍⯡⟶⌮㈝
䛖䛱 ே௳㈝
≀௳㈝
ᴗ㈝
䛖䛱 ே௳㈝
≀௳㈝
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓᴗ㈝
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓᴗ㈝
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝
ᐤ㝃㔠ᴗ㈝
⏘Ꮫ༠ຊᴗ㈝
ཷクᴗ㈝
ィ
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹

༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

㻜
㻜
㻜
㻝㻜㻥㻘㻡㻝㻟
㻥㻜㻠
㻝㻜㻤㻘㻢㻜㻥
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻜
㻥㻝
㻜
㻞㻠
㻝㻞㻝㻘㻣㻥㻞

㻝㻜㻥㻘㻠㻠㻢
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻜
㻢㻢
㻞㻟
㻜
㻞㻠
㻝㻞㻝㻘㻣㻞㻟

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

㻜
㻜
㻜
㻝㻜㻝
㻝㻜㻝
㻜
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻘㻝㻠㻥

㻝㻜㻝
㻟㻘㻜㻠㻤
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻘㻝㻠㻥

Ꮫ➼䛾ᙉ䜏䜢
⏕䛛䛧䛯ᩍ⫱◊✲
ᶵ⬟䛾ᙉ

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ண⟬䠄⥲ᣓ⾲䠅

㻜
㻜
㻜
㻞㻘㻝㻜㻞
㻟㻥㻡
㻝㻘㻣㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠
㻞㻘㻝㻟㻢

㻞㻘㻜㻜㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻥㻢
㻜
㻜
㻟㻠
㻞㻘㻝㻟㻢

ᙉᅛ䛺ᅜ㝿◊✲
ᇶ┙䛾ᵓ⠏

㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻢㻟㻡
㻣㻠
㻝㻘㻡㻢㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻢㻟㻡

㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻢㻟㻢

⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⾡ሗ
ศᯒᇶ┙䛾ᵓ⠏

㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻠㻜㻠
㻝㻣㻢
㻝㻘㻞㻞㻤
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻝㻟
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻟㻘㻟㻝㻝

㻝㻘㻠㻜㻡
㻡㻝㻜
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞㻡
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻟㻘㻞㻞㻠

ᶓ᩿ⓗ㡯

㻝㻘㻤㻤㻝
㻝㻘㻝㻞㻠
㻣㻡㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝

㻝㻘㻤㻣㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝

ἲேඹ㏻

㻠㻘㻠㻞㻢
㻝㻘㻢㻜㻥
㻞㻘㻤㻝㻣
㻝㻞㻤㻘㻣㻡㻣
㻞㻘㻡㻟㻝
㻝㻞㻢㻘㻞㻞㻤
㻣㻜㻤㻘㻟㻠㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻝㻘㻢㻜㻜
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻞㻜㻠
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻝㻘㻞㻥㻞㻘㻥㻟㻣

㻝㻟㻜㻘㻠㻡㻞
㻝㻘㻝㻡㻣㻘㻥㻢㻟
㻣㻜㻤㻘㻟㻠㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻝㻘㻢㻜㻜
㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻞㻢㻡
㻠㻤
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻝㻘㻞㻥㻜㻘㻜㻢㻥

㔠䚷䚷䚷㢠

䠄༢䠖ⓒ䠅

䠄ู⣬䠍䠉䠍䠅

㹙ே௳㈝ぢ✚ࡾ㹛
୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ᨭฟࡍࡿே௳㈝ࡢぢ✚ࡾࡣࠊ ⓒ࡛࠶ࡿࠋ

㹙㐠Ⴀ㈝㔠ࡢ⟬ᐃ࣮ࣝࣝ㹛
ẖᴗᖺᗘࡍࡿ㐠Ⴀ㈝㔠 㸿 ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢᩘᘧࡼࡾỴᐃࡍࡿࠋ
㸿 \ 㐠Ⴀ㈝㔠 㸻㹀 \ ୍⯡⟶⌮㈝ 㸩㹁 \
㹀 \

୍⯡⟶⌮㈝ 㸻㹹㹀 \

ᴗ㈝ 㸫㹂 \

ᴗධ 

๓ᖺᗘ୍⯡⟶⌮㈝ 㸫㹃 \

๓ᖺᗘ୍⯡⟶⌮㈝ࡢே௳㈝

๓ᖺᗘබ⛒බㄢ 㸫ȡ \

๓ᖺᗘ୍⯡⟶⌮㈝ᮏ㒊ᘓ≀

㸫㹄 \

ᩱ 㹻ș ᾘ㈝⪅≀౯ᣦᩘ Ș ୍⯡⟶⌮㈝ຠ⋡ಀᩘ 㸩㹃 \ 
୍⯡⟶⌮㈝ࡢே௳㈝ 㸩㹄 \
⟶⌮⤒㈝ 㸩ȡ \

බ⛒බㄢ 㸩Ƞ ᪂つ㏣ຍ࣭ᣑ୍⯡

୍⯡⟶⌮㈝ᮏ㒊ᘓ≀ᩱ 㸩ȝ ᙜヱᖺᗘ≉Ṧ

⤒㈝ 
㹁 \ ᴗ㈝ 㸻㹹㹁 \

๓ᖺᗘᴗ㈝ 㸫㹅 \ ๓ᖺᗘᴗ㈝ࡢே௳㈝ 㸫ȡ \ 

๓ᖺᗘᴗ㈝ᮏ㒊ᘓ≀ᩱ 㹻ș ᾘ㈝⪅≀౯ᣦᩘ Ț ᴗົᨻ⟇ಀ
ᩘ Ș ᴗ㈝ຠ⋡ಀᩘ 㸩㹅 \
ᣑᴗ⤒㈝ 㸩ȡ \
㹂 \

ᴗ㈝ࡢே௳㈝ 㸩Ƞ ᪂つ㏣ຍ࣭

ᴗ㈝ᮏ㒊ᘓ≀ᩱ 㸩ȝ ᙜヱᖺᗘ≉Ṧ⤒㈝ 

ᴗධ 㸻㹂 \ ๓ᖺᗘᴗධ Ȟ ᴗධᨻ⟇ಀᩘ ȟ ධㄪᩚಀᩘ 


ྛ⤒㈝ཬࡧྛಀᩘ್ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
㸿 \ 㸸㐠Ⴀ㈝㔠
㹀 \ 㸸㐠Ⴀ㈝㔠㢠ࡢ୍⯡⟶⌮㈝
㹁 \ 㸸㐠Ⴀ㈝㔠㢠ࡢᴗ㈝
㹂 \ 㸸ᴗධ
㹃 \ 㸸୍⯡⟶⌮㈝ࡢே௳㈝㸦㏥⫋ᡭᙜࢆྵࡴ㸧㸻㹃 \

๓ᖺᗘ୍⯡⟶⌮㈝ࡢே௳㈝ 

ț ே௳㈝ㄪᩚಀᩘ 
㹄 \ 㸸බ⛒බㄢ
㹅 \ 㸸ᴗ㈝ࡢே௳㈝㸦㏥⫋ᡭᙜࢆྵࡴ㸧㸻㹅 \

๓ᖺᗘᴗ㈝ࡢே௳㈝ ț ே௳㈝

ㄪᩚಀᩘ 
ȡ \ 㸸ᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿ୍⯡⟶⌮㈝ィୖࡍࡿᮏ㒊ᘓ≀ᩱࠋ
ȡ \ 㸸ᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿᴗ㈝ィୖࡍࡿᮏ㒊ᘓ≀ᩱࠋ
Ș㸸୍⯡⟶⌮㈝ຠ⋡ಀᩘࠋ୰ᮇ┠ᶆグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍⯡⟶⌮㈝㛵ࡍࡿ๐ῶ┠ᶆࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ಀᩘ್ࢆ
Ỵᐃࠋ
Ș㸸ᴗ㈝ຠ⋡ಀᩘࠋ୰ᮇ┠ᶆグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ๐ῶ┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᴗᖺᗘࡢண⟬
⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ಀᩘ್ࢆỴᐃࠋ
ș㸸ᾘ㈝⪅≀౯ᣦᩘࠋྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞
ಀᩘ್ࢆỴᐃࠋ
Ț㸸ᴗົᨻ⟇ಀᩘࠋྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞
ಀᩘ್ࢆỴᐃࠋ
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ț㸸ே௳㈝ㄪᩚಀᩘࠋྛᴗᖺᗘண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚⤥᪼⤥⋡➼ࢆ຺ࡋࠊᙜヱᴗ
ᖺᗘ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ಀᩘ್ࢆỴᐃࠋ
ȝ㸸ᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿ୍⯡⟶⌮㈝ィୖࡍࡿ≉Ṧ⤒㈝ࠋᨾࡢⓎ⏕ࠊ㏥⫋⪅ࡢேᩘࡢ
ቑῶࠊἲ௧ᨵṇ➼క࠸ᚲせ࡞ࡿᥐ⨨➼ࡢ⏤ࡼࡾᙜヱᖺᗘ㝈ࡾ㝈ⓗⓎ⏕
ࡍࡿ⤒㈝࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㐠Ⴀ㈝㔠⟬ᐃ࣮ࣝࣝᙳ㡪ࢆ࠼࠺ࡿつᶍࡢ⤒㈝ࠋࡇࢀࡽ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ලయⓗỴᐃࠋ
ȝ㸸ᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿᴗ㈝ィୖࡍࡿ≉Ṧ⤒㈝ࠋᨾࡢⓎ⏕ࠊ㏥⫋⪅ࡢேᩘࡢቑῶࠊ
ἲ௧ᨵṇ➼క࠸ᚲせ࡞ࡿᥐ⨨➼ࡢ⏤ࡼࡾᙜヱᖺᗘ㝈ࡾ㝈ⓗⓎ⏕ࡍࡿ⤒
㈝࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㐠Ⴀ㈝㔠⟬ᐃ࣮ࣝࣝᙳ㡪ࢆ࠼࠺ࡿつᶍࡢ⤒㈝ࠋࡇࢀࡽࡘ࠸࡚
ࡣࠊྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ලయⓗỴᐃࠋ
Ȟ㸸ᴗධᨻ⟇ಀᩘࠋ㐣ཤࡢᐇ⦼ࢆ຺ࡋࠊྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᙜヱ
ᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ಀᩘ್ࢆỴᐃࠋ
ȟ㸸ධㄪᩚಀᩘࠋ㐣ཤࡢᐇ⦼࠾ࡅࡿᴗධᑐࡍࡿ┈ࡢྜࢆ຺ࡋࠊྛᴗᖺ
ᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᙜヱᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ಀᩘ್ࢆỴᐃࠋ
Ƞ㸸᪂つ㏣ຍ࣭ᣑ୍⯡⟶⌮㈝ࠋ᪂つ㏣ຍࡉࢀࡿࡶࡢࠊᣑศ࡞ࠊ♫ⓗ࣭ᨻ⟇ⓗ㟂
せࢆཷࡅ࡚ᐇࡍࡿᴗక࠸ቑຍࡍࡿ୍⯡⟶⌮㈝ࠋྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾
࠸࡚ලయⓗỴᐃࠋ
Ƞ㸸᪂つ㏣ຍ࣭ᣑᴗ㈝ࠋ᪂つ㏣ຍࡉࢀࡿࡶࡢࠊᣑศ࡞ࠊ♫ⓗ࣭ᨻ⟇ⓗ㟂せࢆ
ཷࡅ࡚ᐇࡍࡿᴗࡢࡓࡵቑຍࡍࡿᴗ㈝ࠋྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ලయ
ⓗỴᐃࠋ

>୰ᮇィ⏬ண⟬ࡢぢ✚ࡾ㝿ࡋ⏝ࡋࡓලయⓗಀᩘཬࡧࡑࡢタᐃ᰿ᣐ➼@
ୖグ⟬ᐃ࣮ࣝࣝ➼ᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡢ௬ᐃࡢୗヨ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㐠Ⴀ㈝㔠ࡢぢ✚ࡾࡘ࠸࡚ࠊබ⛒බㄢࠊ᪂つ㏣ຍ࣭ᣑᴗ⤒㈝ࠊᮏ㒊ᘓ≀ᩱཬ
ࡧ≉Ṧ⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣྛᴗᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ㐣⛬࠾࠸࡚ලయⓗỴᐃࡍࡿࡀࠊࡇࡇ࡛
ࡣࠊྛᴗᖺᗘ࠾࠸࡚౽ᐅⓗᖹᡂ  ᴗᖺᗘࡢ್ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓȘ㸦୍⯡⟶
⌮ຠ⋡ಀᩘ㸧ࢆྛᴗᖺᗘ 㸣ࡢ⦰ῶࠊȘ㸦ᴗຠ⋡ಀᩘ㸧ࢆྛᴗᖺᗘ 㸣
ࡢ⦰ῶࡋࠊȟ㸦ධㄪᩚಀᩘ㸧ࡣ୍ᚊ  ࡋ࡚ヨ⟬ࠋ
࣭≀௳㈝ࡢぢ✚ࡾࡘ࠸࡚ࠊș㸦ᾘ㈝⪅≀౯ᣦᩘ㸧ࡣኚືࡀ࡞࠸ࡶࡢ㸦s㸧ࡋࠊȚ㸦ᴗ
ົᨻ⟇ಀᩘ㸧ࡣ୍ᚊ  ࡋ࡚ヨ⟬ࠋ
࣭ே௳㈝ࡢぢ✚ࡾࡘ࠸࡚ࠊț㸦ே௳㈝ㄪᩚಀᩘ㸧ࡣኚືࡀ࡞࠸ࡶࡢ㸦s㸧ࡋࠊ㏥⫋
⪅ࡢேᩘࡢቑῶ➼ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡋ࡚ヨ⟬ࠋ
࣭ᴗධࡢぢ✚ࡶࡾࡘ࠸࡚ࡣࠊȞ㸦ᴗධᨻ⟇ಀᩘ㸧ࡣᤣ࠼⨨ࡁ㸦s㸧ࡋ࡚ヨ
⟬ࠋ
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㻝㻞㻘㻠㻤㻝
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻝
㻜
㻜
㻜
㻣㻞㻜㻘㻟㻞㻟
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻠㻥㻞
㻣㻟㻟
㻝㻝㻘㻣㻡㻥
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻣㻞㻜㻘㻟㻞㻟

㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻡㻝㻝
㻝㻠㻣
㻝㻘㻟㻢㻟
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻡㻝㻝

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻡㻝㻝

⥲ྜⓗ㡯

ධ
㐠Ⴀ㈝㔠
ᅜᗜ⿵ຓ㔠ධ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠
ᴗධ
ᐤ㝃㔠ᴗධ
⏘Ꮫ༠ຊᴗධ
ཷクᴗධ
ィ
ᨭฟ
୍⯡⟶⌮㈝
䛖䛱 ே௳㈝
≀௳㈝
ᴗ㈝
䛖䛱 ே௳㈝
≀௳㈝
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓᴗ㈝
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓᴗ㈝
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᐤ㝃㔠ᴗ㈝
⏘Ꮫ༠ຊᴗ㈝
ཷクᴗ㈝
ィ
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹

༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

㻜
㻜
㻜
㻝㻜㻥㻘㻡㻝㻞
㻥㻜㻠
㻝㻜㻤㻘㻢㻜㻥
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻥㻝
㻜
㻞㻠
㻝㻞㻝㻘㻣㻥㻞

㻝㻜㻥㻘㻠㻠㻢
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻢㻢
㻞㻟
㻜
㻞㻠
㻝㻞㻝㻘㻣㻞㻟

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

㻜
㻜
㻜
㻝㻜㻝
㻝㻜㻝
㻜
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻘㻝㻡㻜

㻝㻜㻝
㻟㻘㻜㻠㻥
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻘㻝㻡㻜

Ꮫ➼䛾ᙉ䜏䜢
⏕䛛䛧䛯ᩍ⫱◊✲
ᶵ⬟䛾ᙉ

㻜
㻜
㻜
㻞㻘㻝㻜㻞
㻟㻥㻡
㻝㻘㻣㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠
㻞㻘㻝㻟㻢

㻞㻘㻜㻜㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻥㻢
㻜
㻜
㻟㻠
㻞㻘㻝㻟㻢

ᙉᅛ䛺ᅜ㝿◊✲
ᇶ┙䛾ᵓ⠏

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ண⟬䠄୍⯡຺ᐃ䠅

㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻢㻟㻢
㻣㻠
㻝㻘㻡㻢㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻢㻟㻢

㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻢㻟㻢

⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⾡ሗ
ศᯒᇶ┙䛾ᵓ⠏

㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻠㻜㻡
㻝㻣㻢
㻝㻘㻞㻞㻤
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻝㻟
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻟㻘㻟㻝㻝

㻝㻘㻠㻜㻡
㻡㻝㻜
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞㻡
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻟㻘㻞㻞㻟

ᶓ᩿ⓗ㡯

㻝㻘㻤㻤㻝
㻝㻘㻝㻞㻠
㻣㻡㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝

㻝㻘㻤㻣㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝

ἲேඹ㏻

㻝㻘㻤㻤㻝
㻝㻘㻝㻞㻠
㻣㻡㻣
㻝㻞㻤㻘㻣㻡㻥
㻞㻘㻡㻟㻝
㻝㻞㻢㻘㻞㻞㻤
㻣㻜㻤㻘㻟㻠㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻝㻘㻢㻜㻜
㻞㻜㻠
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻤㻡㻡㻘㻣㻟㻥

㻝㻟㻜㻘㻠㻡㻞
㻣㻞㻟㻘㻡㻡㻟
㻣㻜㻤㻘㻟㻠㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻝㻘㻢㻜㻜
㻝㻤㻤
㻠㻤
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻤㻡㻡㻘㻡㻤㻞

㔠䚷䚷䚷㢠

䠄༢䠖ⓒ䠅

䠄ู⣬䠍䠉䠎䠅
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⥲ྜⓗ㡯

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

Ꮫ➼䛾ᙉ䜏䜢
⏕䛛䛧䛯ᩍ⫱◊✲
ᶵ⬟䛾ᙉ
ᙉᅛ䛺ᅜ㝿◊✲
ᇶ┙䛾ᵓ⠏

⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⾡ሗ
ศᯒᇶ┙䛾ᵓ⠏

ධ
ᅜᗜ⿵ຓ㔠ධ
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠
㻜
㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
ᴗධ
㻜
㻣㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
ィ
㻜
㻠㻟㻠㻘㻠㻤㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
ᨭฟ
୍⯡⟶⌮㈝
㻜
㻞㻘㻡㻠㻡
㻜
㻜
㻜
㻜
䛖䛱 ே௳㈝
㻜
㻠㻤㻡
㻜
㻜
㻜
㻜
≀௳㈝
㻜
㻞㻘㻜㻢㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝
㻜
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻜
㻜
㻜
㻜
ィ
㻜
㻠㻟㻣㻘㻝㻥㻥
㻜
㻜
㻜
㻜
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹
䚷䈜ᇶ㔠⿵ຓ㔠䛿⩣୰ᮇィ⏬ᮇ㛫ศ䛾ᨭฟศ䜢ྵ䜑䛯㔠㢠䜢୍ᣓ䛷ධ㢠䛻ィୖ䛧䚸ᴗ㈝䛿๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫䛾ධศ䜢ྵ䜑䛯㔠㢠䜢୍ᣓ䛷ᨭฟ㢠䛻ィୖ䛧䛶䛔䜛䛯䜑ᨭ䛜୍⮴䛧䛺䛔䚹

༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ண⟬䠄Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ䠅

ᶓ᩿ⓗ㡯

㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜

ἲேඹ㏻

㻞㻘㻡㻠㻡
㻠㻤㻡
㻞㻘㻜㻢㻜
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻠㻟㻣㻘㻝㻥㻥

㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻣㻣
㻠㻟㻠㻘㻠㻤㻣

㔠䚷䚷䚷㢠

䠄༢䠖ⓒ䠅

䠄ู⣬䠍䠉䠏䠅
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㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜

⣧ᦆኻ
๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫⧞㉺✚❧㔠ྲྀᔂ㢠
⥲┈
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹

㻝㻘㻝㻡㻤㻘㻜㻠㻞
㻝㻞㻘㻠㻤㻝
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠㻟㻣㻘㻝㻞㻞
㻤㻤
㻜
㻜
㻜
㻡㻞㻜

㻝㻘㻡㻝㻞
㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠
㻜
㻜
㻜
㻝

┈䛾㒊
⤒ᖖ┈
㐠Ⴀ㈝㔠┈
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠┈
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠┈
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠┈
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠┈
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠┈
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠┈
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠┈
ᴗົ┈
ᐤ㝃㔠ᴗ┈
⏘Ꮫ༠ຊᴗ┈
ཷクᴗ┈
㈨⏘ぢ㏉㈇മᡠධ

㻝㻘㻝㻡㻤㻘㻜㻠㻞
㻝㻞㻘㻠㻥㻞
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻜
㻜
㻜
㻞㻘㻡㻠㻡
㻡㻞㻜

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

㻝㻘㻡㻝㻞
㻝㻘㻡㻝㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝

⥲ྜⓗ㡯

㈝⏝䛾㒊
⤒ᖖ㈝⏝
ᴗົ⤒㈝
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓᴗ㈝
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓᴗ㈝
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝
ᐤ㝃㔠ᴗ㈝
⏘Ꮫ༠ຊᴗ㈝
ཷクᴗ㈝
୍⯡⟶⌮㈝
ῶ౯ൾ༷㈝

༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

㻜
㻜
㻜

㻝㻞㻝㻘㻥㻟㻣
㻝㻜㻥㻘㻠㻠㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻜
㻢㻢
㻥㻝
㻜
㻞㻠
㻝㻠㻢

㻝㻞㻝㻘㻥㻟㻣
㻝㻜㻥㻘㻡㻝㻞
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻜
㻥㻝
㻜
㻞㻠
㻜
㻝㻠㻢

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

㻜
㻜
㻜

㻟㻘㻝㻠㻥
㻝㻜㻝
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜

㻟㻘㻝㻠㻥
㻝㻜㻝
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜

Ꮫ➼䛾ᙉ䜏䜢
⏕䛛䛧䛯ᩍ⫱◊✲
ᶵ⬟䛾ᙉ

㻟㻝
㻟㻝
㻜

㻞㻘㻝㻡㻜
㻞㻘㻜㻜㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻥㻢
㻜
㻜
㻟㻠
㻝㻠

㻞㻘㻝㻤㻝
㻞㻘㻝㻟㻟
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠
㻜
㻝㻠

ᙉᅛ䛺ᅜ㝿◊✲
ᇶ┙䛾ᵓ⠏

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ᨭィ⏬䠄⥲ᣓ⾲䠅

㻜
㻜
㻜

㻝㻘㻢㻟㻤
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞

㻝㻘㻢㻟㻤
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞

⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⾡ሗ
ศᯒᇶ┙䛾ᵓ⠏

㻜
㻜
㻜

㻟㻘㻟㻞㻝
㻝㻘㻠㻜㻡
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻝㻟
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻥

㻟㻘㻟㻞㻝
㻝㻘㻠㻜㻡
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻝㻟
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻜
㻥

ᶓ᩿ⓗ㡯

㻜
㻜
㻜

㻝㻘㻥㻠㻢
㻝㻘㻤㻣㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻢㻡

㻝㻘㻥㻠㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝
㻢㻡

ἲேඹ㏻

㻟㻝
㻟㻝
㻜

㻝㻘㻞㻥㻟㻘㻢㻥㻡
㻝㻟㻜㻘㻠㻡㻞
㻣㻜㻤㻘㻟㻠㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻝㻘㻢㻜㻜
㻠㻟㻣㻘㻝㻞㻞
㻞㻢㻡
㻞㻜㻠
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻣㻡㻣

㻝㻘㻞㻥㻟㻘㻣㻞㻢
㻝㻞㻤㻘㻣㻤㻤
㻣㻜㻤㻘㻟㻠㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻝㻘㻢㻜㻜
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻞㻜㻠
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻠㻘㻠㻞㻢
㻣㻡㻣

㔠䚷䚷䚷㢠

䠄༢䠖ⓒ䠅

䠄ู⣬䠎䠉䠍䠅
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- 20 㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

⥲┈
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹

⣧ᦆኻ
๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫⧞㉺✚❧㔠ྲྀᔂ㢠

㻣㻞㻜㻘㻢㻢㻢
㻝㻞㻘㻠㻤㻝
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻝
㻜
㻜
㻜
㻟㻠㻟

㻝㻘㻡㻝㻞
㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠
㻜
㻜
㻜
㻝

┈䛾㒊
⤒ᖖ┈
㐠Ⴀ㈝㔠┈
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠┈
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠┈
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠┈
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠┈
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠┈
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠┈
ᴗົ┈
ᐤ㝃㔠ᴗ┈
⏘Ꮫ༠ຊᴗ┈
ཷクᴗ┈
㈨⏘ぢ㏉㈇മᡠධ

㻣㻞㻜㻘㻢㻢㻢
㻝㻞㻘㻠㻥㻞
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠㻟

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

㻝㻘㻡㻝㻞
㻝㻘㻡㻝㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝

⥲ྜⓗ㡯

㈝⏝䛾㒊
⤒ᖖ㈝⏝
ᴗົ⤒㈝
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓᴗ㈝
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓᴗ㈝
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᐤ㝃㔠ᴗ㈝
⏘Ꮫ༠ຊᴗ㈝
ཷクᴗ㈝
୍⯡⟶⌮㈝
ῶ౯ൾ༷㈝

༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

㻜
㻜
㻜
㻜

㻝㻞㻝㻘㻥㻟㻤
㻝㻜㻥㻘㻠㻠㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻢㻢
㻥㻝
㻜
㻞㻠
㻝㻠㻢

㻝㻞㻝㻘㻥㻟㻤
㻝㻜㻥㻘㻡㻝㻞
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻥㻝
㻜
㻞㻠
㻜
㻝㻠㻢

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

㻜
㻜
㻜
㻜

㻟㻘㻝㻡㻜
㻝㻜㻝
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜

㻟㻘㻝㻡㻜
㻝㻜㻝
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜

Ꮫ➼䛾ᙉ䜏䜢
⏕䛛䛧䛯ᩍ⫱◊✲
ᶵ⬟䛾ᙉ

㻟㻝
㻟㻝
㻜
㻜

㻞㻘㻝㻡㻜
㻞㻘㻜㻜㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻥㻢
㻜
㻜
㻟㻠
㻝㻠

㻞㻘㻝㻤㻝
㻞㻘㻝㻟㻟
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠
㻜
㻝㻠

ᙉᅛ䛺ᅜ㝿◊✲
ᇶ┙䛾ᵓ⠏

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ᨭィ⏬䠄୍⯡຺ᐃ䠅

㻜
㻜
㻜
㻜

㻝㻘㻢㻟㻤
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞

㻝㻘㻢㻟㻤
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞

⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⾡ሗ
ศᯒᇶ┙䛾ᵓ⠏

㻜
㻜
㻜
㻜

㻟㻘㻟㻞㻜
㻝㻘㻠㻜㻡
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻝㻟
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻥

㻟㻘㻟㻞㻜
㻝㻘㻠㻜㻡
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻝㻟
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻜
㻥

ᶓ᩿ⓗ㡯

㻜
㻜
㻜
㻜

㻝㻘㻥㻠㻢
㻝㻘㻤㻣㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻢㻡

㻝㻘㻥㻠㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝
㻢㻡

ἲேඹ㏻

㻟㻝
㻟㻝
㻜
㻜

㻤㻡㻢㻘㻟㻝㻥
㻝㻟㻜㻘㻠㻡㻞
㻣㻜㻤㻘㻟㻠㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻝㻘㻢㻜㻜
㻝㻤㻤
㻞㻜㻠
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻡㻤㻜

㻤㻡㻢㻘㻟㻡㻜
㻝㻞㻤㻘㻣㻥㻜
㻣㻜㻤㻘㻟㻠㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻝㻘㻢㻜㻜
㻞㻜㻠
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻝㻘㻤㻤㻝
㻡㻤㻜

㔠䚷䚷䚷㢠

䠄༢䠖ⓒ䠅

䠄ู⣬䠎䠉䠎䠅

- 21 -

271

㻜
㻜

㻜
㻜

⣧┈
⥲┈
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹

㻠㻟㻣㻘㻟㻣㻡
㻠㻟㻣㻘㻝㻞㻞
㻣㻣
㻝㻣㻣

㻜
㻜
㻜
㻜

┈䛾㒊
⤒ᖖ┈
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠┈
ᴗົ┈
㈨⏘ぢ㏉㈇മᡠධ

㻠㻟㻣㻘㻟㻣㻡
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻞㻘㻡㻠㻡
㻝㻣㻣

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

㻜
㻜
㻜
㻜

⥲ྜⓗ㡯

㈝⏝䛾㒊
⤒ᖖ㈝⏝
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝
୍⯡⟶⌮㈝
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275

目

Ⅰ

次

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する
目標を達成するためとるべき措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

総合的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２

世界レベルの多様な知の創造

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

３

知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

４

大学等の強みを生かした教育研究機能の強化

５

強固な国際研究基盤の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１

６

総合的な学術情報分析基盤の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２

７

横断的事項

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３

Ⅱ

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 ・・・・・・・・・・ １５

Ⅲ

予算、収支計画及び資金計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

Ⅳ

短期借入金の限度額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

Ⅴ

重要な財産の処分等に関する計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

Ⅵ

剰余金の使途 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

Ⅶ

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

別紙

276

１

・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第三十一条の規定により、平成３０
年３月３０日付け２９文科政第９７号で認可を受けた独立行政法人日本学術振興会の中期
目標を達成するための計画（中期計画）に基づき、平成３１年度（２０１９年度）の業務
運営に関する計画を次のとおり定める。
Ⅰ

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた
めとるべき措置

１

総合的事項

（１）研究者等の意見を取り入れた業務運営
学術研究を実際に行う研究者を含めた各界の学識経験者から成る評議員会を平成
31 年度（2019 年度）中に２回開催する。評議員会では、年度計画、予算案等の重要
事項や各事業の実施状況を審議することにより、学術研究の特性を踏まえ、研究者の
意見を取り入れた業務運営を図る。
また、学術研究に対する特に高い見識を有する学識経験者を学術顧問に委嘱し、振
興会の業務に関する特定の事項について、専門的な助言を求める。
（２）第一線級の研究者の配置による審査・評価機能の強化
学術システム研究センターに第一線級の研究者を所長、副所長、主任研究員及び専
門研究員として配置することにより、人文学、社会科学から自然科学に至る全ての学
問領域をカバーする体制を整備する。その上で、学術振興策や学術動向に関する調査・
研究、事業における審査・評価業務、業務全般に対する提案・助言等を行う。
重要でかつ継続的に審議が必要な課題に対し、必要に応じてワーキンググループや
タスクフォースを設置し、機動的に対応する。特に、新たな課題への提案・助言を機
動的な運営体制の下で行うよう努めるとともに、各種事業への提案・助言が適切に行
われたかについて、運営委員会において意見を得る。
さらに、事業における審査・評価等のプロセス等を含め、同センターの活動につい
て分かりやすく積極的な情報発信を行う。
（３）学術研究の多様性の確保等
各事業において多様な分野、研究機関等を支援対象とすることを募集の段階から周知
するとともに多様な審査委員を確保し、学術研究の現代的要請である挑戦性、総合性、
融合性及び国際性の観点を踏まえた支援を行うとともに、我が国として途絶えさせては
ならない学問分野の継承に配慮する。平成 31 年度（2019 年度）中に開催する評議員
会において、各事業の実施状況を審議し、学術研究の多様性や挑戦性等が確保されてい
るか確認する。
加えて、振興会の諸事業における女性研究者の参画や支援の状況について、男女共同
参画推進委員会において検証し、必要な改善方策に向けた検討を行う。
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２

世界レベルの多様な知の創造

（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資する取組の推進
科学研究費助成事業（科研費事業）については、科学研究費補助金事業及び学術研
究助成基金事業により実施する。事業の実施に当たっては、文部科学省が定める基本
的考え方・役割分担に基づき、以下により、滞りなく確実に実施する。また、文部科
学省が直接審査に係る業務を行っている新学術領域研究について、文部科学省との連
携の下、振興会への一元化を行うための体制の整備へ向けた検討を行う。
①

審査・評価の充実
学術システム研究センター等の機能を活用して以下の業務を実施し、科学研究
費委員会において、その公正性、透明性についての意見を得る。

（ⅰ）審査業務
・文部科学省科学技術・学術審議会が示す「審査の基本的考え方」を踏まえ、学
術研究に対する高い識見を有する者で構成する科学研究費委員会において、科
研費事業の審査方針等を決定し、審査を行う。
・審査委員については、専門的見地から、より適切な審査委員を選考するため、
学術システム研究センターの機能を活用して選考を行う。また、審査委員の選
考に当たっては、研究分野の事情も考慮に入れつつ、若手・中堅層（49 歳以下）
の研究者を基盤研究（B）、（C）及び若手研究といった研究種目の審査委員とし
て積極的に登用していくとともに、審査終了後に検証を行い、審査委員の選考
や審査体制の改善につなげる。
・新たな審査システムについて、幹事説明会や審査の手引等を通じて審査委員の
理解向上を図る。また、新たな審査システムのさらなる改善を行うため、審査
委員に対するアンケートや審査会での意見交換等を通じて課題等の把握に努め
るとともに、審査委員の負担軽減に向けた検討を行う。
（ⅱ）評価業務
・特別推進研究については研究進捗評価、基盤研究（S）については研究進捗評
価及び中間評価、研究成果公開促進費（国際情報発信強化）については中間評
価を実施する。またその評価結果については、ホームページにおいて広く公開
する。
②

助成業務の円滑な実施

（ⅰ）募集業務（公募）
・公募に当たっては、科学研究費委員会において

決定した審査方針等について、

研究者等が応募前に確認できるよう広く公表・説明等を行い、研究計画調書の
様式や公募要領を研究者等が迅速に入手できるようにする（外国人研究者の利
便性向上を図るための英語版の公募要領等の作成を含む）。
・研究機関からの要望に応じて、全国各地で説明会を行い、制度の改善等に係る
正しい理解の促進を図る。
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（ⅱ）交付業務
・科学研究費委員会の審査結果及び文部科学省からの通知に基づき、研究費が有
効に活用されるよう平成 31 年度（2019 年度）課題に係る交付業務を迅速に行
う。
・採否に関する通知は、ヒアリング審査等の実施が必要な研究課題を除き、４月
上旬までに行う。
・研究費の交付に当たっては、研究費の前倒し使用や次年度使用を活用し、研究
計画等の進捗状況に応じた弾力的な運用を行う。
・平成 30 年度に補助事業期間が終了する課題に係る額の確定、並びに平成 31 年
度（2019 年度）に継続する基金事業の課題に係る状況の確認及び国庫債務負担
行為を適用している特別推進研究の課題に係る額の確認を行う。
・若手研究者等が海外渡航によって研究を断念することなく、帰国後の研究費を
保障できるよう海外渡航時における科研費の中断・再開制度を導入する。
・研究活動スタート支援の基金化に伴う手続きの変更点について研究者に周知す
るとともに、円滑に研究を開始できるよう交付業務を迅速に行う。
（ⅲ）学術研究助成基金の管理及び運用
・基金管理委員会において定めた運用方式に基づき、流動性の確保と収益の向上
に努めつつ、安全かつ安定的な基金の運用を行う。
③

研究成果の適切な把握

（ⅰ）研究成果の把握・公表
平成 31 年度（2019 年度）に受理した研究実施状況報告書、研究実績報告書の
研究実績の概要等、及び研究成果報告書を科学研究費助成事業データベース
（KAKEN）に速やかに公開し、学術的・社会的意義について国民に分かりやすい
形での情報提供に努める。また、公開情報の充実のため、採択課題における審査
結果の所見の公開対象課題を広げ、科学研究費助成事業データベース（KAKEN）
にて公開するとともに、研究の概要についても公表し、引き続き科学研究費助成
事業データベース（KAKEN）の改善を図る。
（ⅱ）広報誌等
科研費による研究成果の事例や、研究費の規模が大きい研究課題の概要を記し
た「我が国における学術研究課題の最前線」等、最近の科研費による成果等をホ
ームページに掲載し、科研費の情報発信・広報普及活動を行う。
（２）研究の国際化と国際的な共同研究等の推進
我が国の研究水準の向上や国際競争力の強化を一層進めるため、以下の取組を行い、
国際的な共同研究等を総合的に推進する。
① 諸外国との二国間交流の支援
諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究やセミナーの開催、研究者
交流を支援する。加えて、多様な国との交流ニーズに応えるため、国交のある全て
の国・地域を対象としたオープンパートナーシップ共同研究・セミナーを着実に実
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施する。その際、各国の研究水準・研究ニーズや外交的観点等、学術に関する国際
交流の必要性に配慮しつつ、円滑に実施する。
また、大学院教育の国際化及び博士課程における若手研究者の育成のため、ドイ
ツ研究振興協会（DFG）と協力し、日独の大学が大学院における教育研究を共同で
行う日独共同大学院プログラムを実施する。
②

国際的な共同研究の推進
海外の学術振興機関との連携の下、我が国の大学等の優れた研究者が海外の研究
者と協力して行う国際共同研究事業を実施する。平成 31 年度（2019 年度）は、ス
イス科学財団（SNSF）との連携により、将来のリードエージェンシー方式導入を
視野に入れた審査を実施するほか、新たに中国国家自然科学基金委員会（NSFC）
と事業の実施に向けた協議を行う。
科研費事業のうち国際共同研究加速基金においては、他の科研費同様に文部科学
省が定める基本的考え方・分担に基づき、国際的な学術研究を支援する。
また、若手研究者が真に国際的な視野を持つリーダーとして活躍できるよう、志
を 同 じ く し た 研 究 者 と の 交 流 や 相 互 連 携 の 強 化 を 図 る 機 会 と し て JSPSLEADSNET（リーズネット）事業研究交流会を開催する。

③

研究交流拠点の形成支援
先端的又は地域共通課題の解決に資する研究分野において、世界的水準又は地域
における中核的な研究交流拠点の構築を図る研究拠点形成事業を実施する。また、
日中韓の学術振興機関との協定等に基づき、アジアにおける世界的水準の研究拠点
の構築を図る日中韓フォーサイト事業を実施する。
これらの事業の実施に当たっては、国際事業委員会等において、審査の公正性・透

明性を確保し、厳正な審査を行う。
（３）学術の応用に関する研究等の実施
課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業において、平成 24 年７月の
文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会報告「リスク社会の克服と知的社会の成
熟に向けた人文学及び社会科学の振興について」を踏まえ、「領域開拓プログラム」、
「実社会対応プログラム」及び「グローバル展開プログラム」による共同研究を推進
し、先導的な人文学・社会科学研究を推進する。
平成 31 年度（2019 年度）は、平成 30 年度までに採択された「領域開拓プログラ
ム」、
「実社会対応プログラム」及び「グローバル展開プログラム」の研究テーマのフ
ォローアップを行う。また、平成 28 年度に採択された「グローバル展開プログラム」
の研究評価を行うとともに、人文学・社会科学の特性を踏まえた評価の在り方につい
て検討を行う。プログラムの実施に当たっては、透明性・信頼性の確保及び適切かつ
円滑な運営を図るとともに、情報の公開に努める。さらに、研究成果についてシンポ
ジウムの開催等により情報発信を行う。
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人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業の実施に当たっては、
委員会を設置し事業の適切かつ円滑な運営を図り、併せて連絡協議会を開催し、振興
会、拠点機関及び国立情報学研究所の三者間の連携と協議を実施する。また、人文学
分野のデータインフラストラクチャー構築推進に向けて検討を行う。これらの実施に
より、データ利活用システムの構築に向けて取り組む。
３

知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成

（１）自立して研究に専念できる環境の確保
大学院博士課程（後期）学生又は博士の学位を有する者等で優れた研究能力を有
し、我が国の大学その他の研究機関で研究に専念する若手研究者を「特別研究員-DC」
「特別研究員-PD」として採用し、研究奨励金を支給する。また、世界最高水準の研
究能力を有する若手研究者を養成・確保するため、PD 採用者のうち、特に優れた者
を「特別研究員-SPD」として採用し、研究奨励金を支給する。加えて、我が国の将来
の研究を担う優れた若手研究者を養成する観点から、PD または SPD 採用者のうち国
際コミュニティの中核に位置する大学その他の研究機関で研究に専念する者を「特別
研究員-CPD（国際競争力強化研究員）」に採用し、研究奨励金を支給する。
学術研究分野における男女共同参画を推進する観点も踏まえ、出産・育児により研
究を中断し、研究現場復帰を希望する優れた若手研究者を「特別研究員-RPD」として
採用し、研究奨励金を支給する。特別研究員の出産・育児に伴う採用の中断及び延長
の取扱いを実施する。また、出産育児による中断期間中も短時間の研究を行うことで、
中断後の研究の再開が円滑に図れるよう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する
取扱いを実施する。
①

審査の適切な実施
審査の独立性を確保する観点から、我が国の第一線の研究者を審査委員とする「特
別研究員等審査会」を設置し、審査方針に基づき、書面審査に加え面接審査を効果
的に活用して審査を実施する。
若手研究者の挑戦性・創造性に富んだ研究を促すよう、平成 30 年度より導入し
た新たな審査区分の下、若手研究者の主体性を重視し、目的や対象者層に応じた審
査方針等を整備するとともに、審査基準及び評価方法の審査委員への周知、面接審
査における複数の審査委員による合議等により、公正かつ精度の高い審査を実施す
る。また、審査の透明性を確保する観点から、審査方針等をホームページ等で公開
する。
審査委員の選考について、専門的見地から、より適切な審査委員を選考するため、
学術システム研究センターが候補者名簿案を作成する。
書面審査の不採択者に対し、その詳細な評価結果を開示する。

②

事業の評価と改善
特別研究員採用期間終了後の進路状況等の調査を行い、研究奨励金支給の効果等
について確認する。また、調査結果をホームページ等で国民に分かりやすい形で公
表する。
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特別研究員等審査会の審査結果について、学術システム研究センターの機能を活
用しつつ検証を行い、審査委員の選考や審査体制等の改善に反映させる。
「特別研究員-SPD」については、研究の進捗状況等について評価を行い、その結
果を本人に通知する。
事業趣旨に留意しながら、若手研究者の実態等を踏まえつつ、必要に応じて事業
内容の検討・見直しを行う。改善・見直し内容については十分な周知期間、経過措
置を講じた上で、募集要項等に反映させ、ホームページへの掲載、説明会の開催等
を行い、広く周知する。また、採用者への支援に関する調査、採用者受入先への研
究活動に関する調査を実施し、それぞれ 80％程度の肯定的評価を得る。
③

募集・採用業務の円滑な実施
研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を
防止するため、募集要項等に重複受給を禁ずる旨を掲載するとともに、採用内定者
情報を同機構に提供し、重複チェック等を行う。
特別研究員事業等についての説明会を開催し、事業内容等の周知を図る。

（２）国際舞台で活躍する研究者の養成
国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、若手研究者個人の海外
派遣とともに、研究機関の国際研究戦略に沿った組織的な研究者海外派遣など、若手
研究者を海外に派遣する取組を計画的・継続的に実施する。
また、国内の大学等研究機関における研究環境の国際化を支援するため、様々なキ
ャリアステージにある優れた外国人研究者を招へいする。
各種事業における選考審査は、特別研究員等審査会等において、審査の独立性、公
正性、透明性を確保しつつ、厳正に実施する。
①

若手研究者の海外派遣

（ⅰ）海外特別研究員
海外の大学等研究機関に優れた若手研究者を派遣する海外特別研究員事業に係
る募集・審査・採用業務を円滑に実施する。
また、学術研究分野における男女共同参画を推進する観点を踏まえ、結婚・出
産・育児・看護・介護のライフイベントによる研究中断等を経た優れた若手研究
者を海外の大学等研究機関に派遣する海外特別研究員-RRA 事業に係る募集・審
査・採用業務を円滑に実施する。
両事業については、採用期間終了後の就職状況調査を行い、調査結果をホーム
ページ等で国民に分かりやすい形で公表する。また、採用者への支援に関する調
査、採用者受入先への研究活動に関する調査を実施し、それぞれ 80％程度の肯定
的評価を得る。
（ⅱ）若手研究者海外挑戦プログラム
海外という新たな環境へ挑戦する優秀な博士後期課程学生を海外の大学等研究
機関に派遣する「若手研究者海外挑戦プログラム」に係る募集・審査・採用業務
を円滑に実施する。
6
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平成 30 年度より、申請希望者の多様なニーズに応えるため年 2 回の募集を開
始しており、平成 31 年度（2019 年度）においても引き続き年 2 回の募集を着実
に実施する。
また、募集に係る広報活動を積極的に実施する。
（ⅲ）国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業
頭脳循環により優れた研究者の育成を図るため、
「国際的な活躍が期待できる研
究者の育成事業」において、研究機関の国際研究戦略に沿って、若手研究者の海
外派遣及び研究者の招へいを実施し、派遣先の研究機関と行う世界水準の国際共
同研究に携わり、様々な課題に挑戦する機会を提供する大学等研究機関の支援等
を行う。終了した事業について事後評価を行うとともに、前年度に交付した補助
金について、補助事業者から提出される実績報告書の確認や、必要に応じて行う
現地調査等により、額の確定を行う。
公募に関する情報や報告書等については、ホームページを通じて広く公開する。
②

外国人研究者の招へい

（ⅰ）外国人研究者招へい事業
様々なキャリアステージにある優れた外国人研究者を招へいするための事業を
実施する。
「外国人特別研究員」では、多様な国からの若手研究者の招へいを着実に図る。
とりわけ、海外対応機関との連携及び海外研究連絡センターを通じた積極的な広
報活動等を通じて、優秀な若手研究者の確保に努める。
「外国人招へい研究者」では、優れた研究業績を有する外国人研究者を招へい
し、共同研究、討議や意見交換、講演等の機会を与える。
（ⅱ）論文博士号取得希望者への支援事業
論文提出により我が国の博士号取得を希望するアジア・アフリカ諸国等の若手
研究者を支援する事業を実施する。
（ⅲ）招へい研究者への交流支援
長期に来日する研究員に対しては、我が国での研究生活を円滑に開始するため
のオリエンテーションを来日直後に実施し、日本語研修支援等を行い、日常生活
面においても支援する。
さらに、我が国の将来を担う高校生等を対象に、科学や国際社会への関心を深
めさせることを目的とし、外国人研究者が高等学校等において、自身の研究活動
や母国について英語で講義を行うサイエンス・ダイアログ事業を実施する。
平成 31 年度（2019 年度）においては、外国人研究者招へい事業が我が国の研究
機関の研究環境の国際化にどの程度貢献しているかアンケート調査を実施し、75％
程度の肯定的評価を得るとともに、より事業の質を高めるための方策について、引
き続き検討する。
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（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供
優れた研究能力を有する研究者に対する顕彰や、若手研究者に対する国際的な研さ
んを積む機会の提供などの取組を行う。
①

研究者の顕彰

（ⅰ）日本学術振興会賞
我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルに発展させるため、創造性豊か
な優れた研究を進めている若手研究者を見いだし、早い段階から顕彰してその研
究意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援する日本学術振興会賞の募集、選考、
授賞に係る業務を円滑に実施する。
（ⅱ）日本学術振興会育志賞
我が国の学術研究の発展への寄与が期待される若手研究者の養成に資するため、
優秀な大学院博士課程学生を顕彰する育志賞の募集、選考、授賞に係る業務を円
滑に実施する。
（ⅲ）国際生物学賞
国際生物学賞委員会により運営され、生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者
を顕彰することにより国際的にも高い評価を受けている国際生物学賞の第 35 回
顕彰に係る事務を行うとともに、第 36 回顕彰に向けた準備の事務を積極的に実
施する。また、国内外に向けて本賞の意義や内容の周知活動に努める。
②

国際的な研さん機会の提供
国際舞台でグローバルに活躍できる我が国の若手研究者を育成するとともに、我が

国と先進諸国やアジア・アフリカ諸国等の若手研究者との相互ネットワーク形成を促
していくため、HOPE ミーティング、先端科学シンポジウム、リンダウ・ノーベル
賞受賞者会議等の国際的なシンポジウム・セミナー等の参加を通して、国際的な研さ
んを積む機会を提供する。
平成 31 年度（2019 年度）においては、振興会が実施するシンポジウム等に参加し
たことによる効果を確認するため、各シンポジウム等においてアンケート調査を実施
し、95％程度の肯定的評価を得る。
（４）研究者のキャリアパスの提示
新たな研究領域に挑戦するような若手研究者が、大学等において安定かつ自立して
研究を推進できるような環境を実現するとともに、全国の大学等の研究機関をフィー
ルドとして活躍し得る若手研究者の新たなキャリアパスを提示することを目的とした
国の事業である「卓越研究員事業」について、審査及び交付業務を行う。
平成 31 年度（2019 年度）は、卓越研究員候補者選考委員会において、新たに公募
する卓越研究員の審査を行うとともに、研究機関に対する交付業務を行う。
４

大学等の強みを生かした教育研究機能の強化

（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進
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高いレベルの研究者を中核とした研究拠点構想を集中的に支援し、優れた研究環境と
高い研究水準を誇る「目に見える研究拠点」の形成を目的とした国の助成事業である「世
界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」について、国の定めた制度・方針に従い、
審査及び評価・進捗管理業務を行うとともに、当該事業で得られた成果の最大化に向け
た活動への支援業務を行う。
平成 31 年度（2019 年度）は、平成 22 年度に採択された１拠点については最終評価、
平成 24 年度に採択された３拠点については延長審査又は年次評価、その他の５拠点（平
成 19 年度に採択された１拠点、平成 29 年度に採択された２拠点、平成 30 年度に採択
された２拠点）については年次評価を行う。
審査・評価等の実施に当たって、審査・評価等を行う委員会における国際的な体制を
整備するとともに、公正な審査・評価等が行われるよう利益相反への配慮を行う。また、
透明性を担保するため、審査・評価等の終了後にはその結果を委員名とともにホームペ
ージにおいて公表する。さらに、評価・進捗管理業務を専門的な観点から行うため、プ
ログラムを担当するプログラム・ディレクター及び拠点ごとのプログラム・オフィサー
等を配置する。
WPI プログラムの成果の最大化に向けた活動への支援業務として、高校生を始めとし
た社会の多様な層から WPI プログラム全体が「見える」存在となることを目指し、WPI
プログラム及び拠点の活動・成果を発信するための広報・アウトリーチ活動や、国際頭
脳循環の加速・拡大に資する取組等を実施する。また、WPI プログラム全体の運営戦略
の検討に資するべく、WPI 拠点及び各拠点のベンチマーク機関に係る研究論文の分析指
標データを収集・分析する。さらに、WPI プログラムの実施により得られた国際研究拠
点形成に係る経験・ノウハウの共有・展開を行うため、平成 30 年度に開設したウェブ
サイトについて、利用者からのフィードバック等を踏まえた改善を行いコンテンツの充
実化を図る。
（２）大学教育改革の支援
大学の学部や大学院の教育改革を支援する国の助成事業について、国の定めた制度・
方針を踏まえ、専門家による公正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保
し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。
平成31年度（2019年度）は、以下の事業に係る審査・評価等を行う。
①

博士課程教育リーディングプログラム
俯瞰力と独創力を備え、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養成す

るため、国内外の第一級の教員・学生を結集し、産学官の参画を得つつ、専門分野の枠
を超えて博士課程前期・後期一貫した学位プログラムを構築・展開する大学院教育の抜
本的改革を支援することを目的とした国の助成事業である「博士課程教育リーディング
プログラム」について、委員会を開催し、評価業務を行う。
平成31年度（2019年度）は、平成25年度に採択された18件の事業の事後評価を行う。
②

卓越大学院プログラム
各大学の持つ学術研究・大学院教育における強みを核として、これまでの大学院改革
9
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の成果を生かし、国内外の大学・研究機関・民間企業等と組織的な連携を行いつつ、世
界最高水準の教育力・研究力を結集した５年一貫の博士課程学位プログラムを構築し、
あらゆるセクターを牽引する卓越した博士人材を育成することを目的とした国の助成事
業である「卓越大学院プログラム」について、委員会を開催し、審査・評価業務を行う。
平成31年度（2019年度）は、新たに公募する事業の審査を行う。また、平成30年度に
採択された15件の事業のフォローアップを行う。
③

大学教育再生加速プログラム
高等学校や社会との円滑な接続のもと、入口から出口まで質保証の伴った大学教育を

実現するため、先進的な取組を実施する大学等（短大、高専を含む）を支援することを
目的とした国の助成事業である「大学教育再生加速プログラム」について、委員会を開
催し、評価業務を行う。
平成31年度（2019年度）は、平成26年度に採択された46件、平成27年度に採択され
た12件及び平成28年度に採択された19件の事業のフォローアップを行う。
④

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先の創出をするととも

に、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する
大学の取組を支援することを目的とした国の助成事業である「地（知）の拠点大学によ
る地方創生推進事業（COC＋）」について、委員会を開催し、評価業務を行う。
平成31年度（2019年度）は、平成27年度に採択された42件の事業のフォローアップを
行う。
（３）大学のグローバル化の支援
大学のグローバル化を支援する国の助成事業について、国の定めた制度・方針を踏ま
え、専門家による公正な評価体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切か
つ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。
平成31年度（2019年度）は、以下の事業に係る審査・評価等を行う。
①

大学の世界展開力強化事業
大学教育のグローバル展開力の強化を図るため、我が国にとって戦略的に重要な

国・地域との間で、質保証を伴った学生交流の実施等を推進する国際教育連携やネッ
トワークの形成の取組の支援を目的とした国の助成事業である「大学の世界展開力強
化事業」について、委員会を開催し、審査・評価業務を行う。
平成31年度（2019年度）は、新たに公募する事業の審査を行う。また、平成29年度
に採択された11件の事業の中間評価、平成26年度に採択された９件の事業の事後評価
を行うとともに、平成27年度に採択された11件、平成28年度に採択された25件及び平
成30年度に採択された10件の事業のフォローアップを行う。
②

スーパーグローバル大学創成支援事業
世界トップレベルの大学との交流・連携を実現、加速するための人事・教務システ
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ムの改革など国際化を徹底して進める大学や、学生のグローバル対応力育成のための
体制強化を進める大学を支援し、我が国の高等教育の国際競争力の向上及びグローバ
ル人材の育成を目的とした国の助成事業である「スーパーグローバル大学創成支援事
業」について、委員会を開催し、評価業務を行う。
平成 31 年度（2019 年度）は、平成 26 年度に採択された 37 件の事業のフォローア
ップ等を行う。
５

強固な国際研究基盤の構築

（１）事業の国際化と戦略的展開
国際的視点に立って国内外の垣根なく事業を推進していくことを目指し、国際統括
本部において、各種事業を通じた国際的な活動の動向や、海外関係機関等の動向等を
集約・共有する会合を定期的に開催する。また、戦略的かつ機動的に国際的な取組を
展開する仕組みを構築し、積極的に事業の国際化に取り組む。
平成 31 年度（2019 年度）は、国際的な活動に関する基本的な戦略に基づき、着実
に事業を実施していくとともに、必要に応じ、相手国対応機関と、事業の見直しに向
けた協議を行う。
また、振興会の業務に係る国際的な取組について、ホームページ上で研究者や国民
にとって分かりやすい情報発信を行うとともに、説明会の開催等、積極的な情報発信
を行う。
（２）諸外国の学術振興機関との協働
諸外国の学術振興機関とのネットワークを強化・発展させるべく、世界各国の主要
な学術振興機関の長によるグローバルリサーチカウンシル（GRC）に引き続き積極的
に参画し、各国共通の課題に係る認識を共有するとともに、その課題解決に向けた取
組を進める。
また、日中韓によるハイレベルな研究活動促進に向けた議論を行う日中韓学術振興
機関長会議（A-HORCs）に積極的に参画し、関係機関との協力を推進するとともに、
A-HORCs の合意に基づき北東アジアシンポジウム及び日中韓フォーサイト事業を着
実に実施する。
加えて、各国学術振興機関との交流協定等に基づくパートナーシップを形成する。
交流協定については、戦略的に重要な諸外国との交流を推進する観点から、引き続き
交流状況を検証し、必要性及び予算状況に応じて廃止、改訂又は新規立ち上げを検討
する。
（３）在外研究者コミュニティの形成と協働
振興会事業を終えて帰国した研究者のネットワーク強化を図るため、世界 18 か国に
おいて形成された研究者コミュニティ（同窓会）による活動を支援するとともに、海
外研究連絡センター等の協力を得ながら、新たに体制が整った研究者コミュニティ（同
窓会）の活動を支援する。
また、在外日本人研究者との連携を強化するとともに、日本への滞在経験を持つ諸
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287

外国の研究者や、諸外国との研究協力に関心を持つ在外日本人を含む日本人研究者等
に向けた情報発信及び登録者間のネットワーク構築・強化を図るために運用している
ソーシャル・ネットワーク・サービス（JSPS-Net）の充実を図る。
（４）海外研究連絡センター等の展開
我が国の研究者や大学等研究機関の国際的なネットワーク形成を支援する拠点とし
ての機能を果たす観点から、学術振興機関との関係構築、セミナー・シンポジウムの
開催、我が国の大学の海外展開の支援を行う。また、海外研究連絡センター所在国に
渡航中の特別研究員・海外特別研究員に対し、現地でのネットワーク構築に資する情
報を提供する。海外の学術動向や高等教育に関する情報収集・調査については、体系
的な情報収集及び国内への情報発信の充実を図り、平成 31 年度（2019 年度）は全セ
ンターからの情報を集約し、ホームページにおいて、合わせて年間 840 件程度の情報
発信を行う。
我が国の大学等のグローバル化支援においては、海外の学術動向や高等教育に係る
情報を大学関係者に提供することに加え、将来的な大学の国際交流を担当する職員の
育成を目的として若手職員を対象に「国際協力員」として海外実地研修を行う機会を
提供する。
６

総合的な学術情報分析基盤の構築

（１）情報の一元的な集積・管理体制の構築
事業の枠を超えて情報を総合的に活用することができるよう、振興会の諸事業に係
るデータについて、情報セキュリティの確保や個人情報の保護を徹底した上で、業務
の状況を勘案しつつ集約・共有及び一元的な管理を進める。
（２）総合的な学術情報分析の推進
学術情報分析センターにおいて、振興会の諸事業に係る情報を横断的に活用し、各
種事業の動向や成果を総合的、長期的に把握・分析するとともに、諸事業の改善・高
度化に向けた調査研究を行う。その際、関係機関との連携協力を進める。
分析や調査研究の成果については、学術システム研究センターや諸事業の担当部署
に提供・提案するとともに、ホームページ等において情報発信を行う。情報発信につ
いては２件の報告書の他、適時に成果の公表を行う。
（３）学術動向に関する調査研究
学術システム研究センターにおいて、国内外における学術振興施策の現状や学術研
究の動向等に関する調査・研究を実施し、その結果を取りまとめ、振興会事業の企画・
立案等に活用する。
国内外における学術振興施策については、学術振興に関する基本的政策、研究助成
システム、研究者養成に対する考え方、国際交流の戦略等について、関係機関のホー
ムページや文献、現地調査、海外研究連絡センターにおける収集情報などにより、調
査を適宜実施し、情報の収集、分析を行う。
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学術研究の動向については、研究者の動向を含め、各種報告書、学術ジャーナル、
国内外のシンポジウムへの出席、関連研究者との意見交換等により、調査を適宜実施
し、情報の収集、分析を行う。特に、学術システム研究センターの研究員が専門分野
に係る学術動向研究を年間 125 件程度実施し、その成果をより適切な審査委員の選考
や評価システムの整備等に反映させ、振興会が行う審査・評価業務等の向上に役立て
る。
また、これらの成果については、必要に応じて報告書等に取りまとめ、ホームペー
ジ等において公表する。
７

横断的事項

（１）電子申請等の推進
研究者へのサービス向上等を図るため、募集要項・応募様式等の書類は、原則とし
て全ての公募事業においてホームページから入手可能な状態とする。
研究者からの申請書類を電子的に受け付ける「電子申請システム」については、本
格運用を開始している公募事業を継続して実施する。
なお、実施に当たっては、文部科学省が開発・運用を行っている府省共通研究開発
管理システム（e-Rad）の連携活用を推進し、柔軟に対応する。
また、システムの設計・開発に当たっては、情報セキュリティ・ポリシー及び「政
府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を含む政府機関における一連の対
策を踏まえた情報セキュリティ対策を実施する。システムの基幹部分において必要に
応じてアップグレードを行い、セキュリティを確保する。
（ⅰ）科学研究費助成事業
応募手続・審査業務・交付業務について電子申請システムを活用するとともに、制
度改善に伴う電子申請システムの見直しを行い、研究者・研究機関の利便性向上を図
る。また、研究実績報告書等の researchmap との連携について、検討を行う。
（ⅱ）特別研究員事業、海外特別研究員事業
応募手続、審査業務について電子申請システムを活用するとともに、制度改善
等に伴い電子申請システムの見直しが必要な場合は、随時開発を行うことにより、
申請者、審査委員の利便性向上を図る。
（ⅲ）学術の国際交流事業
既に電子申請システムを用いて応募手続・審査業務を行っている事業は、当該
システムを活用する。また、国際共同研究事業のうち、リードエージェンシー方
式による応募・審査業務を必要とする事業について、電子申請システムを用いる
ための方策を検討する。
ただし、推薦書等の第三者による認証が必要な調書の提出を伴う事業について
は、調書の提出以外の申請手続において電子申請システムを活用することとする。
新たに応募・審査業務の電子化を検討する際には、申請数や公募を行う回数等
とシステム開発に要する費用を比較し、電子化することの効率性も勘案して導入
の是非を判断する。
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（２）情報発信の充実
①

広報と情報発信の強化
振興会の活動及びその成果に係る一層効果的な情報発信の在り方について、引き
続き外部有識者の意見も聴取した上で検討を行い、効果的な情報発信に取り組むと
ともに発信内容の充実を図る。
また、各事業の実施状況等、学術研究に関わる情報について、以下の方法により
公開し、積極的な情報発信を行う。

（ⅰ）ホームページの活用
公募情報を中心として、振興会の業務内容に関する最新情報をホームページ
で迅速に提供する。また、コンテンツごとのアクセス動向等を踏まえ、一般国
民や研究者のニーズに応える的確かつ見やすい情報提供に努める。また、ウェ
ブアクセシビリティ対応を行うとともに、ホームページのリニューアルに向け
た検討を開始する。
（ⅱ）ブローシャー等の発行
振興会の事業内容及び成果について分かりやすく編集したブローシャーを作
成し、電子版にて広く周知するほか、必要に応じて事業ごとにリーフレット等
を発行・配布する。また、効果的な海外への情報発信について検証し、検証結
果に基づき、英語版ニューズレターの見直しを行う。
（ⅲ）メールマガジンの発信
インターネットを活用したメールマガジンにより、公募案内や行事予定等の
情報提供を行う。
（ⅳ）ソーシャルメディアの活用
多様な媒体による迅速な情報発信を行うため、公募やイベントの情報等につ
いて、必要に応じてソーシャル・ネットワーキング･サービスを活用する。
②

成果の社会還元・普及・活用

（ⅰ）ひらめき☆ときめきサイエンス
我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科研費による研
究について、その中に含まれる科学の興味深さや面白さを分かりやすく発信す
る「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI」
の取組を支援する。
（ⅱ）卓越研究成果公開事業
学術の進展により生じた卓越した研究成果をデータベースにより広く一般に
公開することを目的とする「卓越研究成果公開事業」を実施する。
（３）学術の社会的連携・協力の推進
学界と産業界の第一線の研究者等からのボトムアップによる発意に基づき、自由な
研究発表、情報交換を行う場を提供し、産学協力の橋渡しを行う。
平成31年度（2019年度）は、以下の取組を行い、学術の社会的連携・協力を推進す
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る。
・産学協力総合研究連絡会議を開催し、学界と産業界との学術の社会的連携・協力の
推進方策を検討する。
・産学協力研究委員会について、運営形態の見直しを検討すると共に、電子化の推進
を含む委員会対応業務の効率化を図る。
・産学の研究者の要請や研究動向に関し自由に情報・意見交換を行うための委員会活
動を支援する
また、学術関係国際会議の開催のため、指定寄附金による募金、並びに特定公益増
進法人としての募金の事務を行う。
（４）研究公正の推進
研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、各事業の特性に応じ、府省
共通研究開発管理システム（e-Rad）を活用するとともに、同システムを通じ、審査
結果を他の競争的資金の配分機関に対して迅速に提供する。
研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為を防止するため、必要に応じ、
事業毎に各研究機関における不正防止に対する取組の状況等を把握し、指導を行う。
また、各事業に参画する全ての研究者に対して、事業説明会や公募要領への記載等の
方法により、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為については厳格に
対応する旨周知するともに、研究倫理教育に関するプログラムの履修を徹底させる。
公正な研究活動を推進するため、研究機関を対象とする調査の結果を踏まえた学生
向け研究倫理教育教材を開発するとともに、既に e ラーニングとしてサービス提供済
みの研究者向け研究倫理教育教材について、利用者を対象とするアンケートから抽出
したニーズを踏まえ、改修を進める。また、研究分野横断的なセミナーとして、上記
e ラーニング修了者を対象とする反転学習研修会を行うほか、国立研究開発法人科学
技術振興機構や国立研究開発法人日本医療研究開発機構と連携し、シンポジウムを開
催する。
（５）業務の点検・評価の推進
独立行政法人通則法第三十二条の規定に基づき、自己点検評価を実施するとともに、
学界及び産業界を代表する有識者により構成される外部評価委員会を開催し、管理運
営や各事業の実施状況等について外部評価を行う。
評価の結果は、ホームページ等において公表するとともに業務運営の改善に役立て
る。
Ⅱ

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１

組織の編成及び業務運営
理事長のリーダーシップにより、組織編成と資源配分について機動的・弾力的に運営

を行い、業務の効率化を推進する。
従来、各事業の担当課で個別に対応していた業務のうち、一元的な運営により効率化
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できる業務について組織編成の検討を行う
業務の運営に当たっては、日本学術会議や国立研究開発法人科学技術振興機構、国立
研究開発法人日本医療研究開発機構、独立行政法人日本学生支援機構、大学等との連携・
協力関係を構築する。
一般管理費等の効率化

２

効率的な運営の追求及び業務・経費の合理化に努め、運営費交付金を充当して行う事
業は、新規に追加されるもの、拡充分は除外した上で、一般管理費（人件費、公租公課、
本部建物借料及び特殊経費を除く。）に関しては、中期目標期間中、毎事業年度、対前年
度比３％以上、その他の事業費（人件費、本部建物借料及び特殊経費を除く。）について
は、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。
なお、新規に追加されるものや拡充分は翌年度から効率化を図るものとする。
さらに、毎年の運営費交付金額の算定に向けては、運営費交付金債務残高の発生状況
にも留意する。
また、給与水準については、政府の方針を踏まえ、国家公務員の給与水準を考慮して
厳しく検証を行い、適正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。
３

調達等の合理化
調達案件については原則一般競争によるものとし、随意契約による場合は、透明性を
高めるためその理由等を公表する。
また、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年５月
25 日総務大臣決定）に基づき、平成 31 年度（2019 年度）調達等合理化計画を策定し、
調達の現状と要因の分析、重点的に取り組む分野の設定、調達に関するガバナンスの徹
底等の取組を着実に実施することにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継
続的に調達等の合理化に取り組む。なお、調達等合理化計画の策定及び自己評価結果等
については、監事及び外部有識者からなる契約監視委員会を開催することにより契約状
況の点検を徹底するとともに、その審議概要をホームページに公開する。

４

業務・システムの合理化・効率化

（１）情報インフラの整備
（ⅰ）業務システムの開発・改善
業務基盤システムと電子申請システムを含めた振興会ネットワーク内の通信
について包括的に監視する仕組みを構築し、セキュリティの強化を図る。
（ⅱ）情報管理システムの活用推進
振興会内に存在する電子データを管理・監視する方法について、業務への影
響なども考慮しながら検討を進める。
（ⅲ）情報共有化システムの整備
振興会事業全般の情報共有をより一層推進するため、グループウェアを積極
的に活用する。また、振興会外の関係者との情報共有に係る時間やコストを削
減するため、WEB 会議システムの活用を推進する。
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（２）業務運営の配慮事項
業務の効率化、人件費の効率化等の可能性を検討する際、研究者等へのサービスの
低下を招かないよう配慮する。
Ⅲ

予算、収支計画及び資金計画

１

予算
別紙１－１～１－３のとおり

２

収支計画
別紙２－１～２－３のとおり
資金計画

３

別紙３－１～３－３のとおり
Ⅳ

短期借入金の限度額
短期借入金の限度額は 78 億円とする。短期借入が想定される事態としては、運営費
交付金の受入れに遅延が生じた場合である。

Ⅴ

重要な財産の処分等に関する計画
重要な財産等を譲渡、処分する計画はない。

Ⅵ

剰余金の使途
振興会の決算において剰余金が発生したときは、広報・情報提供の充実、調査・研究
の充実、情報化の促進に充てる。

Ⅶ

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１

内部統制の充実・強化
内部統制の推進に関する職員の理解増進のため、初任者に対する研修を実施する。ま

た、理事長の指示が全役職員に伝達される仕組みや、職員から役員に必要な情報が伝達
される仕組みを整備・運用し、内部統制の充実・強化を図る。
職員の法令遵守（コンプライアンス）に対する意識向上を図るため、研修等により役
職員倫理規定と職員行動規範について役職員に周知する。
さらに、内部監査、監事監査及び会計監査人による法定監査を実施することにより、
内部統制の仕組みが適切に運用されているか点検・検証を行い、必要に応じて改善する。
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２

情報セキュリティの確保
政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、PDCA サイクルの構築及び定着

を図るため、情報セキュリティ・ポリシーの遵守状況についての評価を行うとともに、
その結果を踏まえ、必要に応じた改善を行う。職員等に対して情報セキュリティに関す
る意識を高めるために、情報セキュリティ研修、自己点検及び標的型メール攻撃訓練を
実施する。
さらに、高度化する情報セキュリティ対策に対応するため、外部の専門家に委託して
いる最高情報セキュリティ責任者（CISO）補佐官の助言を活用しながら業務を進める。
災害・事故等の非常時に、情報システムの停止を原因として業務の遂行ができなくな
ることを避けるため、情報システムを早期に復旧させ、継続して利用することを目的と
した、情報システム運用継続計画に基づき運用する。また、情報システム運用継続計画
について、更に実効性の高いものにするための改善を行う。
振興会の保有する個人情報及び特定個人情報等については、日常の取扱いや監査、及
び漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応に関する保護管理体制を整備
し、実施する。
３

施設・設備に関する計画
施設・設備に関する計画はない。

４

人事に関する計画

（１）人事評定
職員の業務等の勤務評定を実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的
に反映することで、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。
（２）人事交流
国立大学法人等との人事交流を行い、質の高い人材の確保・育成を図り、適切な人
事配置を行う。
（３）職員の研修計画
職員の専門性及び意識の向上を図るため、研修を実施する。また、資質の向上を図
るため、外部で実施される研修に職員を参加させる。
主な研修：
①

新任職員語学研修

②

海外の機関での研修

③

情報セキュリティ研修

④

コンプライアンス研修

⑤

スキルアップ研修

⑥

放送大学科目の履修

⑦

会計研修
18
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５

中期目標期間を超える債務負担
中期目標期間中の事業を効率的に実施するために、次期中期目標期間にわたって債務
負担を行うことがある。
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20

分

総合的事項

収入
運営費交付金
312
国庫補助金収入
0
科学研究費補助金
0
研究拠点形成費等補助金
0
大学改革推進等補助金
0
国際化拠点整備事業費補助金
0
科学技術人材育成費補助金
0
国際研究拠点形成促進事業費補助金
0
学術研究助成基金補助金
0
事業収入
0
寄附金事業収入
0
産学協力事業収入
0
0
受託事業収入
計
312
支出
一般管理費
0
うち 人件費
0
物件費
0
事業費
312
うち 人件費
34
物件費
278
科学研究費補助事業費
0
研究拠点形成費等補助事業費
0
大学改革推進等補助事業費
0
国際化拠点整備事業費補助事業費
0
科学技術人材育成費補助事業費
0
国際研究拠点形成促進事業費補助事業費
0
学術研究助成事業費
0
寄附金事業費
0
産学協力事業費
0
0
受託事業費
計
312
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

区

予算（総括表）

21,986
2,125
0
0
0
0
2,125
0
0
17
18
0
0
24,146
0
0
0
22,003
161
21,842
0
0
0
0
2,125
0
0
18
0
0
24,146

2,580
237,071
139,861
0
0
0
0
0
97,210
30
0
0
0
239,682
509
97
412
2,596
107
2,489
139,861
0
0
0
0
0
97,001
0
0
0
239,967

0
0
0
23
23
0
0
174
55
61
0
350
0
0
0
0
663

23
640
0
174
55
61
0
350
0
0
0
0
0
663
0
0
0
436
86
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
444

436
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
444
0
0
0
345
35
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345

341
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
345

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

0
0
0
526
67
460
79
0
0
0
0
0
0
27
227
0
859

526
79
79
0
0
0
0
0
0
0
18
227
0
851

法人共通

393
231
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393

393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393

合

902
328
574
26,241
512
25,729
139,940
174
55
61
2,125
350
97,001
45
227
8
267,129

26,596
239,915
139,940
174
55
61
2,125
350
97,210
53
36
227
8
266,836

計

（単位：百万円）

（別紙１－１）

21

297

分

総合的事項

収入
運営費交付金
312
国庫補助金収入
0
科学研究費補助金
0
研究拠点形成費等補助金
0
大学改革推進等補助金
0
国際化拠点整備事業費補助金
0
科学技術人材育成費補助金
0
国際研究拠点形成促進事業費補助金
0
事業収入
0
寄附金事業収入
0
0
産学協力事業収入
0
受託事業収入
計
312
支出
0
一般管理費
0
うち 人件費
0
物件費
事業費
312
うち 人件費
34
物件費
278
科学研究費補助事業費
0
研究拠点形成費等補助事業費
0
大学改革推進等補助事業費
0
国際化拠点整備事業費補助事業費
0
科学技術人材育成費補助事業費
0
国際研究拠点形成促進事業費補助事業費
0
寄附金事業費
0
産学協力事業費
0
0
受託事業費
計
312
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

区

予算（一般勘定）

21,986
2,125
0
0
0
0
2,125
0
17
18
0
0
24,146
0
0
0
22,003
161
21,842
0
0
0
0
2,125
0
18
0
0
24,146

2,580
139,861
139,861
0
0
0
0
0
15
0
0
0
142,457
0
0
0
2,596
107
2,489
139,861
0
0
0
0
0
0
0
0
142,457

0
0
0
23
23
0
0
174
55
61
0
350
0
0
0
663

23
640
0
174
55
61
0
350
0
0
0
0
663
0
0
0
436
86
350
0
0
0
0
0
0
0
0
8
444

436
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
444
0
0
0
345
35
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345

341
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
345

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

0
0
0
526
67
460
79
0
0
0
0
0
27
227
0
859

526
79
79
0
0
0
0
0
0
18
227
0
851

法人共通

393
231
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393

393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393

合

393
231
162
26,241
512
25,729
139,940
174
55
61
2,125
350
45
227
8
169,619

26,596
142,705
139,940
174
55
61
2,125
350
38
36
227
8
169,611

計

（単位：百万円）

（別紙１－２）

298

22

分

総合的事項

収入
国庫補助金収入
学術研究助成基金補助金
0
97,210
事業収入
0
15
計
0
97,225
支出
一般管理費
0
509
うち 人件費
0
97
物件費
0
412
学術研究助成事業費
0
97,001
計
0
97,510
※１ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
※２ 基金補助金収入に対する支出は、複数年度に渡り行われるため、年度予算の収支は一致しない。

区

予算（学術研究助成業務勘定）

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

0
0
0
0
0

0
0
0

法人共通

0
0
0
0
0

0
0
0

合

509
97
412
97,001
97,510

97,210
15
97,225

計

（単位：百万円）

（別紙１－３）

23

299

純利益
0
総利益
0
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

312
312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

総合的事項

収益の部
経常収益
運営費交付金収益
科学研究費補助金収益
研究拠点形成費等補助金収益
大学改革推進等補助金収益
国際化拠点整備事業費補助金収益
科学技術人材育成費補助金収益
国際研究拠点形成促進事業費補助金収益
学術研究助成基金補助金収益
業務収益
寄附金事業収益
産学協力事業収益
受託事業収益
資産見返負債戻入

分

312
312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

区

費用の部
経常費用
業務経費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
大学改革推進等補助事業費
国際化拠点整備事業費補助事業費
科学技術人材育成費補助事業費
国際研究拠点形成促進事業費補助事業費
学術研究助成事業費
寄附金事業費
産学協力事業費
受託事業費
一般管理費
減価償却費

収支計画（総括表）

0
0

240,265
2,580
139,861
0
0
0
0
0
97,495
30
0
0
0
298

240,265
2,596
139,861
0
0
0
0
0
97,001
0
0
0
509
298

12
12

24,219
21,986
0
0
0
0
2,125
0
0
17
18
0
0
73

24,231
22,003
0
0
0
0
2,125
0
0
18
0
0
0
85

0
0

663
23
0
174
55
61
0
350
0
0
0
0
0
0

663
23
0
174
55
61
0
350
0
0
0
0
0
0

0
0

448
436
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
3

448
436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
3

0
0

346
341
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1

346
345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

71
71

864
526
79
0
0
0
0
0
0
0
27
227
0
5

935
526
79
0
0
0
0
0
0
27
227
0
0
76

法人共通

0
0

407
393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393
14

合

83
83

267,523
26,596
139,940
174
55
61
2,125
350
97,495
53
45
227
8
394

267,606
26,241
139,940
174
55
61
2,125
350
97,001
45
227
8
902
477

計

（単位：百万円）

（別紙２－１）

300

24

純利益
0
総利益
0
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

312
312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

総合的事項

収益の部
経常収益
運営費交付金収益
科学研究費補助金収益
研究拠点形成費等補助金収益
大学改革推進等補助金収益
国際化拠点整備事業費補助金収益
科学技術人材育成費補助金収益
国際研究拠点形成促進事業費補助金収益
業務収益
寄附金事業収益
産学協力事業収益
受託事業収益
資産見返負債戻入

分

312
312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

区

費用の部
経常費用
業務経費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
大学改革推進等補助事業費
国際化拠点整備事業費補助事業費
科学技術人材育成費補助事業費
国際研究拠点形成促進事業費補助事業費
寄附金事業費
産学協力事業費
受託事業費
一般管理費
減価償却費

収支計画（一般勘定）

0
0

142,682
2,580
139,861
0
0
0
0
0
15
0
0
0
225

142,682
2,596
139,861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225

12
12

24,219
21,986
0
0
0
0
2,125
0
17
18
0
0
73

24,231
22,003
0
0
0
0
2,125
0
18
0
0
0
85

0
0

663
23
0
174
55
61
0
350
0
0
0
0
0

663
23
0
174
55
61
0
350
0
0
0
0
0

0
0

448
436
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
3

448
436
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
3

0
0

346
341
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
1

346
345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

71
71

864
526
79
0
0
0
0
0
0
27
227
0
5

935
526
79
0
0
0
0
0
27
227
0
0
76

法人共通

0
0

407
393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393
14

合

83
83

169,940
26,596
139,940
174
55
61
2,125
350
38
45
227
8
321

170,023
26,241
139,940
174
55
61
2,125
350
45
227
8
393
404

計

（単位：百万円）

（別紙２－２）

25

301

純利益
0
総利益
0
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

0
0
0
0

総合的事項

収益の部
経常収益
学術研究助成基金補助金収益
業務収益
資産見返負債戻入

分

0
0
0
0

区

費用の部
経常費用
学術研究助成事業費
一般管理費
減価償却費

収支計画（学術研究助成業務勘定）

0
0

97,583
97,495
15
73

97,583
97,001
509
73

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

法人共通

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

合

0
0

97,583
97,495
15
73

97,583
97,001
509
73

計

（単位：百万円）

（別紙２－３）

302

26

区

分

総合的事項

312
3

312
312
0
0
0
0
0
国際研究拠点形成促進事業費補助金による収入
0
学術研究助成基金補助金による収入
0
寄附金事業による収入
0
0
産学協力事業による収入
受託事業による収入
0
その他の収入
1
前期繰越金
3
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
科学研究費補助金による収入
研究拠点形成費等補助金による収入
大学改革推進等補助金による収入
国際化拠点整備事業費補助金による収入
科学技術人材育成費補助金による収入

資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

資金計画（総括表）

239,892
2,580
139,861
0
0
0
0
0
97,210
0
0
0
240
86,212

240,474
85,630

24,174
21,986
0
0
0
0
2,125
0
0
18
0
0
46
446

24,174
446

666
23
0
174
55
61
0
350
0
0
0
0
3
47

666
47

446
436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
6

446
6

346
341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3

346
3

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

852
526
79
0
0
0
0
0
0
18
227
0
1
165

860
156

法人共通

398
393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4

398
4

合

267,086
26,596
139,940
174
55
61
2,125
350
97,210
36
227
8
303
86,886

267,677
86,296

計

（単位：百万円）

（別紙３－１）

27

303

区

分

総合的事項

312
3

312
312
0
0
0
0
0
国際研究拠点形成促進事業費補助金による収入
0
寄附金事業による収入
0
0
産学協力事業による収入
受託事業による収入
0
その他の収入
1
前期繰越金
3
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
科学研究費補助金による収入
研究拠点形成費等補助金による収入
大学改革推進等補助金による収入
国際化拠点整備事業費補助金による収入
科学技術人材育成費補助金による収入

資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

資金計画（一般勘定）

142,666
2,580
139,861
0
0
0
0
0
0
0
0
224
1,006

142,961
711

24,174
21,986
0
0
0
0
2,125
0
18
0
0
46
446

24,174
446

666
23
0
174
55
61
0
350
0
0
0
3
47

666
47

446
436
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
6

446
6

346
341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3

346
3

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

852
526
79
0
0
0
0
0
18
227
0
1
165

860
156

法人共通

398
393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4

398
4

合

169,860
26,596
139,940
174
55
61
2,125
350
36
227
8
287
1,680

170,164
1,377

計

（単位：百万円）

（別紙３－２）

304

28

区

分

総合的事項

0
0

資金収入
業務活動による収入
0
学術研究助成基金補助金による収入
0
その他の収入
0
前期繰越金
0
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

資金計画（学術研究助成業務勘定）

97,226
97,210
16
85,206

97,513
84,919

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

知の開拓に挑戦する 大学等の強みを生か
強固な国際研究基盤の 総合的な学術情報分析
世界レベルの多様な
次世代の研究者の養 した教育研究機能の
構築
基盤の構築
知の創造
強化
成

平成３１年度

横断的事項

0
0
0
0

0
0

法人共通

0
0
0
0

0
0

合

97,226
97,210
16
85,206

97,513
84,919

計

（単位：百万円）

（別紙３－３）

令和元事業年度業務実績に関する自己点検評価・外部評価の実施経緯

令和 2 年 2 月 28 日
独立行政法人日本学術振興会令和 2 年度自己点検評価実施要領の制定
「独立行政法人日本学術振興会令和元事業年度における業務実績に関する評価手法につ
いて」の決定

令和 2 年 4 月 23 日
独立行政法人日本学術振興会計画・評価委員会を開催（メール会議）
議題 １） 令和元年度における業務実績に関する自己点検評価について

令和 2 年 5 月 11 日
独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第 1 回）を開催（メール会議）
議題 １） 令和元事業年度業務実績に関する外部評価担当項目について
議題 ２） 令和元事業年度業務実績に関する評価について
議題 ３） その他

令和 2 年 6 月 10 日
独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第 2 回）を開催（Web 会議）
議題 １） 決算等の状況について
議題 ２） 令和元事業年度業務実績に関する外部評価コメント及び評定について
議題 ３） その他

令和 2 年 6 月 23 日
独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第 3 回）を開催（Web 会議）
議題 １） 令和元事業年度業務実績に関する外部評価結果について
議題 ２） 外部評価結果の総括（案）について

令和 2 年 6 月 29 日
外部評価委員会から独立行政法人日本学術振興会理事長に対する外部評価結果の報告
文部科学大臣へ「令和元事業年度業務実績に関する自己点検評価・外部評価報告書」を提
出

令和 2 年 7 月 8 日
外部評価委員会から独立行政法人日本学術振興会理事長に対する外部評価結果の総括の
報告
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