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令和 3 年 6 月 25 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２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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外部評価の総括

【はじめに】
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２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、
評価を行った。
振興会は、平成  年  月  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  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  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。
評価に当たっては予測し難い外部要因により業務が計画通りに実施できなかった場合
や、当該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、業務実績等を
総合的に勘案し、評定において考慮するものとしている。令和２年度においては、前年度
より急速に広がった新型コロナウイルス感染症により、我が国は社会的、経済的に大きな
影響を受けており、それは学術研究の現場も例外ではない。この感染症の影響下でも、法
人が、その使命を着実に果たしていくために工夫を凝らした、又はポストコロナに向けた
積極的な対応を行った、といった場合には、職員のモチベーション向上の観点からも的確
に評価することが重要であると考え、そのような取組についても丁寧に把握し、評定にお
いて考慮することとした。
なお、本委員会では、令和２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．新型コロナウイルス感染症への対応
振興会は、我が国の学術振興を支える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、大学教育改革の支援、国際学術交流の促進等多岐にわたる事業の
審査・評価を含む様々な支援を行っている。
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により振興会においても、職員の勤務形態の変
容や活動制限が課せられ、研究支援事業に多大な影響を与えた。しかしながら、職員の多
大な努力によって、新型コロナウイルス感染症の影響によって生じるさまざまな事態に柔
軟かつきめ細かに対応することで、学術研究の停滞等の影響を最小限にとどめつつ、例年
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通りに様々な事業の円滑かつ遅滞ない実施、支援がなされた。このことにまず敬意を表し
たい。各種特例措置等については、今後の感染状況を注視しつつ、特例措置の期限の設定
や利用条件の見直し等についても今後適切に対応頂きたい。また、ポストコロナ時代を見
据え、新型コロナウイルス感染症により生じた課題及びそれらに対する振興会の対応を丁
寧にフォローアップし、今後も業務改革の一環として継続するか、さらなる改善が必要か、
あるいは、従前の方法の方がメリットが大きいのか、層別して今後の対応を考える必要が
ある。情報セキュリティや機密保持の面での検証も必要だろう。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世界的にオンライン化や '; に向けての
流れを加速させ、振興会でも、審査、評価、検証等の機能を担う様々な委員会の運営等、
さまざまな業務のオンライン化が大きく進んだ。また、ウェブ会議による視察を組み合わ
せたハイブリッド型の現地視察など、ポストコロナも見据えた特徴ある取組も意義深い。
個々の取組について、事業間で課題や利点を共有し、より優れた方式を模索してほしい。
オンライン化は地理的な制約を超え、かつてない規模や範囲で交流できるメリットがあ
る一方、真の交流や忌憚のない意見交換のためには対面がやはり重要であるなど、メリッ
トとデメリットの両面も明らかになった。こうした流れがさらに加速していくポストコロ
ナの時代に向けて、オンラインとオフラインのそれぞれのメリットを生かして、どのよう
に進めることが振興会のミッションを達成するために有効か、これまでの経験や諸外国の
動向なども踏まえ、今後の展開を考えることが重要である。特に、学術システム研究セン
ターなど、参加者の間の相互理解や信頼感に基づく議論が欠かせない組織や活動では、定
期的な対面での会議が重要である。参加者の安全を確保しつつ、対面での会議を行うため
の条件や基準を明確にしてほしい。
他方、研究現場に配慮して対応した申請書類等の締め切り延長に伴い、振興会職員は例
年よりも短い期間で膨大な書類の確認、検証を行うこととなった。過重な負担とならない
ように努めるとともに、「振興会側の平時の業務が非効率であった」との誤解から、今後
も締め切りは遅らせるべきであるといった意見が頻出しないように最大の配慮をお願い
したい。

２－１．法人の業務運営
振興会の業務運営に当たっては、評議員会、学術顧問等、各界の有識者による様々な観
点からの意見が取り入れられてきた。
評議員会や学術顧問と並び、振興会の運営に極めて重要な組織が学術システム研究セン
ターである。学術システム研究センターにおける科研費や特別研究員選考に当たる審査委
員候補者の選考及び審査における妥当性の検証により、科研費や特別研究員事業の公正性
や信頼性が維持されているものと考える。
また、新型コロナウイルス感染症の広がりの中でも、業務の不断の見直しや改革が行わ
れ、一般管理費等の効率化、業務の効率化も達成された。執行部並びに職員の献身的努力
に敬意を表したい。将来的な異常事態の発生に備え、危機管理に関して一層の整備が進む
ことを期待している。
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２－２．世界レベルの多様な知の創造
研究者の自由な発想に基づく研究提案を支援する科研費は、日本の学術を振興する上で
最も重要で根幹をなす助成資金であり、応用研究志向が垣間見られる昨今の状況を鑑みる
と、その重要度は一層増大していると思われる。
科研費の公正性、透明性はその厳格で公正な審査制度によって維持されている。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への支援が特に必要であり、そのための
審査体制の構築と審査基準の改善、さらには審査員の質の向上が欠かせない。
その点、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、科研費の審査をより良いもの
にするための不断の検討が学術システム研究センターを中心に行われており、評価したい。
その成果の一端が、若手研究者の審査員への登用であり、その比率が増加していることは、
日本の将来の学術振興にも資するものと考える。一方、優秀な若手研究者がじっくりと独
創的研究に専念できる環境を醸成することも重要であり、審査員登用を進めることで過度
な負担がかからないよう配慮を求めたい。さらに、博士課程への進学者の減少が日本の研
究の将来に暗い影を投げかけている中、若手に挑戦の機会を与えるためには、若手研究者
向けの研究費の採択率の抜本的な向上が必要と考える。 
また、科研費の交付内定の早期化が打ち出され、外国からの資金受給状況の把握などの
対応も求められるようになってきたが、科研費への期待が高いことの表れであると受け止
めつつ、あくまでも学術的妥当性、新規性及び挑戦性等から、適切かつ無理のない審査が
担保されるように、対応を検討頂きたい。
 今般の新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックへの対応は分野を超えて取り
組むべき課題である。この点、課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業の領
域開拓プログラムにおいて、外部有識者の意見を踏まえ、公募型研究テーマの一つに“パ
ンデミックなど世界規模の災禍への人間社会の対応と課題”が取り上げられたことは、ス
ピード感があり時宜を得た設定であった。また、科研費においても、従前より交付申請書
に記載の目的の範囲内であれば、改めて申請等を行うことなく研究計画を変更し、新型コ
ロナウイルスの関連研究を含めることを可能とする運用となっている。このことについて
も、幅広く周知してほしい。振興会は、どのような状況にあっても研究者の独創的発想に
よる優れた研究を支援するという矜持と共に、人類共通の難題に果敢に挑戦する研究も支
援するという気概を今後も持ち続けてほしい。
国際共同研究事業については、引き続きリードエージェンシー方式を積極的に導入して
推進してほしい。
また、人文学・社会科学分野のデータインフラストラクチャーの構築は極めて重要な課
題であり今後もさらなる推進を期待したい。

２－３．知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成
 特別研究員事業等について、新型コロナウイルスへの柔軟な対応と併行して、様々な制
度改善を行ったことは評価したい。例えば、特別研究員の研究専念義務は「特別研究員の
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研究活動」以外の様々な活動を一律に制限するものではないこと等を明文化したこと及び
報酬受給制限を緩和したことは、特別研究員の研究専念義務が硬直化したものではなく、
自発的な研究教育活動が保証されていることを示した重要な措置である。さらに、これま
で認められていたジョイントデグリープログラムに加え、ダブルデグリープログラム等を
利用して留学し、連携大学院の学籍を持つことを認めたことも、評価すべき改革であると
考える。自身のキャリアアップや資質向上機会ととらえ、これらを活用する特別研究員が
増加することを望みたい。
 また、令和  年度採用分から特別研究員の審査システムが書面審査と合議審査に変更さ
れ、一部に行われていた面接審査は廃止されるが、申請者個人の資質、研究能力等が正当
に評価されるシステムに成長していくことを強く望みたい。
 学術振興会賞、育志賞等、振興会の若手研究者の顕彰事業は、若手研究者の登竜門とし
て、優れた事業に育っており、今後も質の維持に努めていただきたい。育志賞は上皇陛下
（当時天皇陛下）の“社会的に厳しい経済環境の中で、勉学や研究に励んでいる若手研究
者を支援・奨励する”という崇高なお気持ちのもとに開始された賞であり、そのことを広
く関係者で共有しながら、事業を進めていただきたい。
 
２－４．大学等の強みを生かした教育研究機能の強化
振興会が、国の様々な大学教育改革助成事業の支援機関に選ばれていることは、振興会
の有する審査・評価の豊富な知見とメソッドに期待されてのことであろう。実際、各事業
においては、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、大学に配慮した柔軟な措置
を執りつつ、選考審査に始まり、中間評価、フォローアップ、事後評価ときめの細かい実
質的な評価業務がなされており、振興会がこれら事業の執行を担うことの意義を物語って
いる。
一方で、大学教育改革事業に採択されている大学側は、報告書や調書の他、中期計画の
年次報告など様々な報告書が求められており、これらの作成が事務職員及び大学教員の負
担となっている状況がある。学術振興の観点から、大学教員にはできるだけ研究と教育に
専念する時間を確保することが重要であり、調書・報告書の簡略化、オンライン化を進め
てほしい。

２－５．強固な国際研究基盤の構築
振興会の中期目標の一つに、“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”とあるように、新型コロナウイルス感染症の影響があ
る中においても、振興会が各国の学術振興機関と密接な連携、協同を図り、相互理解を深
めていることは評価できる。培われた各国との信頼感の中で、国際共同研究事業で、リー
ドエージェンシー方式による審査の試験的導入や、同方式を導入した事業公募が開始され
るなど、国際化の成果が上がっていることは特記したい。
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国際事業は研究助成事業と並んで振興会事業の両輪であると考えられる。国際事業は多
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。新規国際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強く望まれているが、その重要性に比して予算措置は脆弱であり、
我が国の学術の国際展開を先導する力強さが不足しているのは残念である。
そのような観点から、国際事業部および振興会に理事長直属の組織として設置された
「国際統括本部」の活動に期待したい。振興会は、我が国の学術振興を担う中核的機関と
して学術研究の国際戦略を明確に示し、国際事業を一層充実させるとともに、我が国が今
後重点的に取り組むべき課題を担う新規国際事業を積極的に開拓することが必要である。
国際事業で重要な視点の一つは、日本の学術の国際戦略と我が国の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意思表示することである。海外研究連絡セン
ターと連携しつつ、我が国の国際戦略を国内外に発信し、我が国の国際貢献に対する姿勢
と覚悟を発信してほしい。その方法として、世界の研究支援機関の代表が集まるグローバ
ルリサーチカウンシルを積極的に活用することがまず考えられる。学術振興会として、政
府の協力を得ながら、グローバルリサーチカウンシルの場で、他国を巻き込んだ包括的な
研究支援の枠組みを検討するなど、国際協力に積極的に取り組むことを期待したい。
また、国際的な学術研究の場で活躍できる若手研究者を育成することは、喫緊の課題で
ある。振興会の取組を通じて、日本の学術研究の国際化と国際的な学術研究の発展に貢献
できる人材の育成が進むことを期待したい。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、国際的な共同事業の推進は困難であっ
たと思われるが、このように世界中がコロナウイルス感染で困難に直面し、各国の知恵を
集約して乗り越えなければならない局面こそ、研究支援機関間の国際的な人的つながりが
威力を発揮する場面である。そのような観点から、海外の研究支援機関との連携を強化す
るためにも、海外研究連絡センターの存在意義・価値はより一層大きくなったと考える。
国際事業プログラムとして、国際事業部に国際共同研究事業、研究拠点形成事業、二国
間などがある一方で、研究事業部に科研費（国際共同研究加速基金）がある。これら個
別に属する国際プログラムを、両事業部で緊密に連携して、より大きくかつ有効な新プロ
グラムを作り上げるよう努力してほしい。

２－６．総合的な学術情報分析基盤の構築
学術振興会の活動は、我が国の研究者のボトムアップの研究助成の仕組みであり、研究
者の自由な発想に基づいた研究計画の策定や、適切な研究者による厳格なピアレビューな
どによって、我が国の学術の発展に大きな寄与を果たしてきたことは言うまでもない。
画期的な研究成果を生み出すためには、トップダウン・ボトムアップの適切なバランス
により、国の学術政策が進められることが肝要と思われる。まずは、振興会の研究助成の
あり方の重要性については、客観的なデータに基づくエビデンスをしっかり調査して公表
することが必要である。そのために科学技術・学術政策研究所（1,67(3）などの外部機関
とも協力し、振興会において推進する学術研究の重要性を調査・研究・分析して公表して
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欲しい。
特に科研費の膨大なデータを分析解析することは、非常に意義の大きいことである。文
部科学省からの要請に応じて、結果を報告した事例は大変多く、その結果どのようなアク
ションにつながったかを明確にすることはさらに価値を高めることになる。また科研費が
どれだけ我が国の研究基盤の構築に有用であるかを示すために、社会実装につながった大
きい研究成果や有力研究者と科研費との関係を解析してみることも有効であろう。ビッグ
データの解析を行って、成功確率は低くても、将来大きな研究成果につながるという大き
な絵柄が示せるとよいと思う。
また、新型コロナウイルス感染症の影響下において、機械学習を活用した研究データの
整理や実験作業の自動化など、研究の進め方にも変革が進んでいる。このような研究動向
の変化は、学術システム研究センター研究員の学術動向調査や科研費の成果報告などの場
面で情報収集し、良い事例を広めていくことを期待したい。

【おわりに】
振興会は、我が国の根幹ともいえる学術振興を担う機関としての責務を遅滞なく遂行す
ることが求められている。なかでも、科研費は研究者個人の自由な発想にもとづく基礎研
究を支えるうえで重要な役割を果たしている。長年の地道な基礎研究が社会にインパクト
を与える大きな成果をもたらすことも多く、我が国全体として基礎研究を支えていくこと
が重要である。一方、1,67(3 が今春発表した第５期科学技術基本計画中の基礎研究に関
する定点調査報告によれば、基盤的経費、研究時間など基礎研究をめぐる状況は十分とは
いえず、発表論文数も減少傾向にある。このように、低落傾向が懸念される日本の研究力
を下支えしているのが科研費や若手研究者の育成をはじめとする振興会の各事業である
といって過言ではない。日本の学術のさらなる発展のため、振興会は学術振興をリードす
る存在として、他のファンディングエージェンシーとの情報交換や連携をより深めながら、
自らが果たしている役割を広く社会に向けて発信し、いっそうの充実を図ってほしい。
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୰ᮇ┠ᶆ



ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡⯆ࡢ
୰᰾ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅

୰ᮇィ⏬


ᖺᗘィ⏬


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ


ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ




እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

%

ホᐃ

%

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



ࡢάືࢆᏳᐃⓗ࣭⥅⥆ⓗ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬



ᨭࡍࡿᙺࢆ༑ศ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ

ᯝࡓࡍࡓࡵࠊ◊✲⪅ࢆ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ

୰ᚰࡍࡿᖜᗈ࠸㛵ಀ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ

⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡿ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

ゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃࢆ % 

ࡶࠊ◊✲⪅ࡢ⮬⏤

ࢆ % ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

࡞Ⓨ◊✲ࡢከᵝᛶࠊ

࣭ホ㆟ဨࡢ㛤ദ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ◊

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

㛗ᮇⓗどⅬࠊ⥅⥆ᛶ➼ࡢ

✲⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠

ࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶࠊ୰ᮇィ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶᇶ࡙

Ⴀࡀᅗࡽࢀࡓࠋ

⏬㏻ࡾᴗົࢆᐇࡋࡓࡇ

ࡁࠊᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ྜᛶཬࡧᅜ㝿ᛶࡢほⅬ

ࡣࠊ࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ



ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀࢆ

ࡓ࠺࠼࡛ࠊ⏨ዪẚࡢࣂࣛࣥࢫࠊᡤ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

⾜࠺ࠋ

ᒓᶵ㛵ࡢᙧែࠊᆅᇦⓗ࡞ࣂࣛࣥ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼



ࢫ➼ࠊከᵝᛶࡢ☜ಖ㓄៖ࡋ࡞

࣭ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡀ࣮ࣜࣔࢺ

ࡀࡽ➨୍⥺࡛ά㌍୰ࡢ◊✲⪅ࢆ

࡛ᴗົࢆᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞



ᖜᗈࡃ㑅௵ࡋࠊᴗᨵၿࡢᥦ࣭ ࡗ ࡓ ࡇ  ࡣ  ࡁ ࡞ ᨵ 㠉 ࡛ ࠶
ຓゝࡸᴗົ㐠Ⴀࢆ㐺ษ⾜ࡗ࡚

ࡿࠋ◊✲⪅ࡢ㛫ࡢ᭷ຠά⏝

࠸ࡿࠋ

ᑐࡍࡿຠᯝࡶࡁ࠸ࡢ࡛ࠊ

ࡲࡓࠊ≉㞟୰ⓗᑂ㆟ࡀᚲ

ᶵᐦࡢ㓄៖ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ

せ࡞㔜せ࡞ㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚࣮࣡

࣏ࢫࢺࢥࣟࢼ௨㝆ࡶ⥅⥆ࡋ࡚

࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ➼ࢆ㛤ദࡋࠊ◊

ࡋ࠸ࠋ

✲⪅ࡢどⅬ❧ࡕ▷ᮇⓗ࣭㞟୰



ⓗ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊ 㸫
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ␃ព
ࡋࡘࡘࠊᅜྛᆅࡢ◊✲ဨࡀࣜ
࣮ࣔࢺ࡛ᴗົࢆᐇ࡛ࡁࡿయไ
ࢆᩚഛࡋࡓࡇࡼࡾࠊ᪂ᆺࢥ
ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ
࠾࠸࡚ࡶ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᴗົࢆ
ᐇࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ
࣭Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖࡸࠊᏛ
⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜࠺࠸࠺┠ᶆ㐩ᡂ
ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ╔ᐇ⾜ࢃࢀ࡚
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࠸ࡿࠋ
࣭⯆ࡢㅖᴗ࠾ࡅࡿ⏨ዪ
ඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ
╔ᐇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࣭௧㸰ᖺᗘࡣ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᴗ
ົࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊
✲⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠
Ⴀࢆᅗࡿࠋ
࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛
ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢࣝ
࣮ࣉࡸࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆᚲせ
ᛂࡌ࡚㛤ദࡋࠊ⛉◊㈝ࡸࡑࡢ
ࡢᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊබᖹᛶࡢ☜ಖ
㈉⊩ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼ࡢᰂ
㌾࡞ᑐᛂດࡵࡿࠋ
࣭ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆
ࡢᴗಀࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍
ᇶᮏᣦ㔪ࠖᇶ࡙ࡁྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ
ࡿࡶࠊྲྀ⤌≧ἣࡢࣇ࢛ࣟ
࣮ࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
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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
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ࢀࡓᴗົ㐠Ⴀ

ධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀ
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Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆ┠ⓗ
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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
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௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

Ꮫ⾡◊✲ᑐࡍࡿ㧗࠸

ⓗ㈨⏘ࡋ࡚ᩥⓗ౯

ホ㆟ဨࢆ௧㸰



᪥㛤ദࡋࡓࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

㆑ぢࢆᣢࡘᏛ㆑⤒㦂⪅

್ࢆᙧᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶

㸦㸧ᖺᗘ୰㸰ᅇ㛤

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ
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ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࡢពぢࢆᫎࡉࡏࡿ

ࡾࠊᏛၥ㡿ᇦࢆ㝈ᐃࡏ

ദࡍࡿࠋホ㆟ဨ࡛ࡣࠊ 㸯㸫㸯◊✲⪅➼ࡢពぢ
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ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡶࠊᏛ⾡◊✲ࢆᐇ㝿

ࡎࠊศ㔝ࡢᛶ᱁ᛂࡌࡓ

ᖺᗘィ⏬ࠊண⟬➼ࡢ㔜

ࢆྲྀࡾධࢀࡿᶵࢆ☜

ࡋࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࡢ≧ἣୗ࠾ ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

⾜࠺◊✲⪅ࡢពぢࢆ

㐺ษ࡞ᨭ᪉ἲࡼࡾࠊ せ㡯ࡸྛᴗࡢᐇ

ಖࡋࠊᴗົ㐠Ⴀ㐺ษ

࠸࡚ࡶࠊ◊✲⪅➼ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࠊ◊✲⪅➼ࡀ◊✲ά

≧ἣࢆᑂ㆟ࡍࡿࡇ

ᫎࡉࢀࡓࠊホ㆟ဨ

ືࢆ㐙⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺㐺ษ࡞ᑐᛂ࣭ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ ࣭௨ୗࡢホ౯ᣦᶆᑐࡍࡿ⮬ᕫ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ

࡚⯆ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ ࡼࡾࠊᏛ⾡◊✲ࡢ≉ᛶࢆ

ࡢ㛤ദᐇ⦼ࡸᏛ㆑⤒㦂
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㸫

ಙ㢗ࢆᚓࡘࡘࠊຠᯝⓗ࡞

≉ࠊ㛗ᮇࢃࡓࡿヨ⾜

㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲⪅ࡢពぢࢆ

⪅ࡽࡢពぢ⫈ྲྀᐇ⦼
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ᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ

㘒ㄗࢆᚲせࡍࡿ▱ⓗ

ྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀࢆ

ཬࡧࡑࢀࡽពぢࢆ㋃ࡲ

࠸ࡃࠋ

ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡢពぢࢆྲྀ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

㐀άືࡋ࡚ࡢᇶ♏

ᅗࡿࠋ

࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࢆཧ

࣭ホ㆟ဨࡢ㆟せ㘓ࡣእ㒊 +3 ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡾධࢀࡓᴗົ㐠Ⴀࡀᅗࡽࢀࠊィ

㸫

⪃ุ᩿ࡍࡿࠋ



⏬㏻ࡾᐇࡉࢀࡓࠋ







ྲྀࡾධࢀࡿࡇࡼࡾࠊ ᖜᗈࡃࣂࣛࣥࢫࢆࡗ

◊✲ࡢᨭࡸࠊᑗ᮶ࡢ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍ

Ꮫ⾡◊✲ࢆᢸ࠺ඃ⚽࡞

ࡿ≉㧗࠸ぢ㆑ࢆ᭷ࡍ
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㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
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◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࡘ࠸࡚

ࡿᏛ㆑⤒㦂⪅ࢆᏛ⾡㢳

༑ศ㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶

ၥጤკࡋࠊ⯆ࡢᴗ

ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᏛ⾡◊✲

ົ㛵ࡍࡿ≉ᐃࡢ㡯

ࢆᐇ㝿⾜࠺◊✲⪅ࡢ

ࡘ࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗ࡞ຓゝ

ពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ

ࢆồࡵࡿࠋ

㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ

ەホ㆟ဨྡ⡙

࣭௧㸰ᖺᗘࡣ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᴗ

ᤵ

ົࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᘬࡁ⥆ࡁ◊

㔝 ⱥ⏨

ᮾᏛ ⥲㛗

✲⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ㐠

ຍⓏ⏣ Ꮚ

ᒣཱྀ┴❧Ꮫ Ꮫ㛗

Ⴀࢆᅗࡿࠋ

⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓศᏊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ
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ᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜
せ㡯ࢆㅎၥࡍࡿࡓࡵ

ᑠ㇂ ඖᏊ

ࡢホ㆟ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
ி㒔ᏛᏛ㝔⏕⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍ

ᡤ㛗



ᮾᏛ ᮦᩱ⛉Ꮫ㧗➼◊✲ᡤ 

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

௵◊✲⪅ࠊᩍᤵ

౯㸧

ྛ⏺࣭ྛᒙࡽࡢᏛ㆑⤒

⚄ ┿

ᮾிᏛ ⥲㛗

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸯㸫㸯ࡘ࠸

㦂⪅࡛ᵓᡂࡋࠊᐃᮇⓗ

Ḉ⏣ ㅬᝅ

⤒῭ྠ ௦⾲ᖿ

࡚ࡣࠊᏛ⾡◊✲ࢆ⾜࠺◊✲⪅ࢆ

Ọ⏣ ᜤ

⟃ἼᏛ Ꮫ㛗

୰す ᏹ᫂

᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ 㛗

⏫ᮧ ᩗᚿ

୍ᶫᏛ♫Ꮫ◊✲⛉ ≉௵ᩍᤵ

ᐑᾆ ༓㔛

ᮾி㎰ᕤᏛ Ꮫ㛗

ᮧ⏣ 

㛵すᏛ㝔Ꮫ Ꮫ㛗

ᐊఅ ࡁࡳᏊ

࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ Ꮫ㛗

ᒣᴟ ኖ୍

๓ ி㒔Ꮫ⥲㛗

㛤ദࡍࡿࠋᴗᐇᙜ
ࡓࡗ࡚ࡣࠊホ㆟ဨ➼࡛
ࡢᖜᗈࡃ㧗࠸㆑ぢᇶ
࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧពぢࢆཧ
⪃ࡋࠊຠᯝⓗᡂᯝࡀ
ୖࡀࡿࡼ࠺ᴗົ㐠Ⴀ
ᫎࡉࡏࡿࠋ


ྵࡵࡓホ㆟ဨࢆ㛤ദࡍࡿ
ࡶࠊᙺဨࡀᏛ⾡㢳ၥពぢ
ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ◊✲⪅➼
ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡿᶵࢆ☜ಖ
ࡋࠊᴗ㐠Ⴀࡢᨵၿࢆ⾜࠺࡞ࠊ
◊✲⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᴗົ
㐠Ⴀࡀᅗࡽࢀࡓゝ࠼ࡿࡇ
ࡽࠊィ⏬㏻ࡾᐇࡉࢀࡓุ
᩿ࡍࡿࠋ





࠙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

ەᏛ⾡㢳ၥྡ⡙
ྜྷᕝ ᘯஅ
బ⸨ ⚞୍
ὸᓥ  ㄔ
㣤㔝 ṇᏊ
㒓 ㏻Ꮚ


ᑠᯘ  ㄔ
బࠎᮌ Ẏ
㔝౫ Ⰻ
ᮏᗢ భ

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
㛗ࣂ࢜Ꮫ≉ูᐈဨᩍᤵࠊ
୰㒊ᏛⓎᏛ⾡㝔ᐈဨᩍᤵࠊ
ྡྂᒇᏛྡᩍᤵࠊ࠾ⲔࡢỈ
ዪᏊᏛྡᩍᤵ
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E



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

⿵ຓホᐃ㸸E

ࣥࢱ࣮➨୍⥺⣭ࡢ◊

ࣥࢱ࣮➨୍⥺⣭ࡢ◊

ࣥࢱ࣮➨୍⥺⣭ࡢ◊

ἣ㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ

་ṑ⸆Ꮫ㸧◊✲ဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࡚ࡢᏛၥ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

✲⪅ࢆ㓄⨨ࡋࠊᴗࡢᐇ

✲⪅ࢆ㓄⨨ࡋࠊᏛၥ㡿ᇦ

✲⪅ࢆᡤ㛗ࠊᡤ㛗ࠊ

࠼ุ᩿㸧

㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ᚲせ࡞ㄪᰝ࣭◊✲ᶵ

ࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙

௵◊✲ဨཬࡧᑓ㛛◊✲



◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲேࡸẸ㛫ࡢ◊✲ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

⬟ࡸᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົಀ

ࡁࠊᏛ⾡⯆⟇ࡸᏛ⾡ື

ဨࡋ࡚㓄⨨ࡍࡿࡇ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ᶵ㛵ࢆྵࡴࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᛂເྍ⬟

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡿᶵ⬟ࢆᐇ࣭ᙉࡍ

ྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊✲ࠊ ࡼࡾࠊேᩥᏛࠊ♫⛉

㸯㸫㸰➨୍⥺⣭ࡢ◊✲

࡞◊✲ᶵ㛵ࡢ㛗ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㑅⪃ࡢ ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ࡿࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟

ᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯

Ꮫࡽ⮬↛⛉Ꮫ⮳ࡿ

⪅ࡢ▱ぢࢆ⏕ࡋࡓࠊྛ

㝿ࡣ๓௵⪅ྠ୍ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡽࡢ㑅௵ࢆ⾜ࢃ࡞࠸

ࡢ◊✲ဨࡣࠊࡍ࡚ࡢᏛၥ㡿

ࡢᥦ࣭ຓゝࢆᶵືⓗ࡞

ᴗົࠊᴗົ⯡ᑐࡍࡿ

࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ

✀ᴗࡢᥦ࣭ຓゝࡀ

ࡼ࠺ࡍࡿࡶࠊᅜ࣭බ࣭⚾❧ᏛཬࡧᏛඹྠ ࣭࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋࡓ

ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡶࠊዪ

㐠Ⴀయไࡢୗ࡛⾜࠺ࠋ

ᥦ࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࠋ≉

࣮ࡍࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࠋ ⾜ࢃࢀࡓࠊ᭷㆑⪅ࡢព

⏝ᶵ㛵➼ࠊ⤌⧊ᙧែࡢࣂࣛࣥࢫࠊᆅᇦⓗࣂࣛࣥࢫࠊ⏨ዪ

࠺࠼࡛ࠊከᵝ࡞どⅬࡽࡢពぢ

ᛶ◊✲ဨࡀ╔ᐇቑ࠼ࠊࡲࡓ

ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᥦ

ࡑࡢୖ࡛ࠊᏛ⾡⯆⟇ࡸ

ẚࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㑅⪃㐣⛬࠾࠸࡚⛉ ࢆάࡍࡓࡵࠊ⏨ዪẚࡢࣂࣛࣥ

ᆅᇦ࡞ࡢࣂࣛࣥࢫࡶ㓄៖ࡉ

࣭ຓゝࢆᶵືⓗ࡞㐠Ⴀ

Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭ 

◊㈝➼ࡢ᥇ᢥᐇ⦼ࡸᑂᰝጤဨṔࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➨୍⥺࡛ά㌍ ࢫࠊᡤᒓᶵ㛵ࡢᙧែࠊᆅᇦⓗ࡞ࣂ

ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

యไࡢୗ࡛⾜࠺ࡼ࠺ດ

◊✲ࠊᴗ࠾ࡅࡿᑂ

ࣛࣥࢫ➼ࠊከᵝᛶࡢ☜ಖ㓄៖



ࡵࡿࠋ

ᰝ࣭ホ౯ᴗົࠊᴗົ⯡

୰ࡢ◊✲⪅ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᡤ㛗㸦 ே㸧 㔝 ᘯᖾ
ᡤ㛗㸦 ே㸧
 すᮧ ࠸ࡃࡇ
Ọཎ ⿱Ꮚ
ᓊᮏ ⨾⥴
࣭௵◊✲ဨ  ே
࣭ᑓ㛛◊✲ဨ  ே
ィ  ே㸦࠺ࡕࠊᏛ௨እ㸸 ே㸧

ࡋ࡞ࡀࡽ➨୍⥺࡛ά㌍୰ࡢ◊✲

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊㐠
Ⴀᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤ

ぢࢆ㋃ࡲ࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

ᑐࡍࡿᥦ࣭ຓゝ➼ࢆ
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

ࡉࡽࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ࢆᶵືⓗ࡞㐠Ⴀయไࡢ

ᴗົෆᐜࡢ㏱᫂ᛶࡢྥ

ୗ࡛⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿ

ୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊྠࢭ

ࡶࠊྛ✀ᴗࡢᥦ

ࣥࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸࡚

࣭ຓゝࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ

ศࡾࡸࡍࡃ✚ᴟⓗ࡞

ࡓࡘ࠸࡚ࠊ㐠Ⴀጤဨ

ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

࠾࠸࡚ពぢࢆᚓࡿࠋ


࣭⏨ዪẚࣂࣛࣥࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺᗘᑵ௵ࡋࡓ᪂
つ◊✲ဨ  ேࡢ࠺ࡕዪᛶ◊✲ဨࡣ  ே࡛࠶ࡾࠊ◊✲ဨ
ࡢయ࡛ࡣዪᛶ◊✲ဨ  ே㸦㸣㸧࡞ࡾࠊ๓ᖺᗘࡼࡾ
ዪᛶ◊✲ဨ  ேྡቑ࡞ࡗࡓࠋ
㸦௧ඖᖺᗘࡣࠊ◊✲ဨ
యࡢ࠺ࡕዪᛶ◊✲ဨ  ே㸦㸣㸧
ࠋ
㸧
࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢᐃ㆟ࡸᑂᰝጤဨೃ⿵⪅㑅⪃➼ࡢࡍ࡚
ࡢᴗົࡣࠊᚑ᮶ࠊ◊✲ဨࡀ᪥ᮏᏛ⾡⯆᮶ࡋ࡚⾜
ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ␃ពࡋ࡚࣮ࣜࣔ
ࢺ࡛ᴗົࢆᐇࡍࡿయไࢆᩚഛࡋࡓࡇࡼࡾࠊ◊✲ဨ
ࡀ᮶࡛ࡁ࡞࠸᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ

ࡉࡽࠊᴗ࠾ࡅࡿ

࠾࠸࡚ࡶࡁ࡞㐜ࢀ࡞ࡃࢭࣥࢱ࣮ᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢࣉࣟࢭࢫ





ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

⪅ࢆᖜᗈࡃ㑅௵ࡋࠊᴗᨵၿࡢ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ᥦ㺃ຓゝࡸᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚

㸫

࠸ࡿࠋ



ዪᛶ◊✲ဨࡢྜࡀ๓ᖺᗘࡼ

㸫

ࡁࡿࠋ



࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ␃
ពࡋࡘࡘࠊᅜྛᆅࡢ◊✲ဨࡀ
࣮ࣜࣔࢺ࡛ᴗົࢆᐇ࡛ࡁࡿయ
ไࢆᩚഛࡋࡓࡇࡼࡾࠊ᪂ᆺ
ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ
࠾࠸࡚ࡶ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᴗົ
ࢆᐇࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ
࣭㞟୰ⓗᑂ㆟ࡀᚲせ࡞㔜せ࡞
ㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ
⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ཬ



ࡧ≉ู◊✲ဨᴗ࡛࣮࣡࢟ࣥࢢ

άືࡘ࠸࡚ศࡾࡸ

ࢢ࣮ࣝࣉࢆ㛤ദࡍࡿࡶࠊ

ࡍࡃ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ

㸰ࡘࡢࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆタ⨨



㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡾࡶྥୖࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛

➼ࢆྵࡵࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ࡋࠊᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛

ࢆ⾜࠺ࠋ


ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖ



ڦ㆟㛤ദᐇ⦼

ࡁࡿࠋ≉≉ู◊✲ဨᴗࡢᑂ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮௨ୗࡢ㆟➼ࢆタ⨨ࡋࠊ ᰝ᪉ἲࡘ࠸࡚◊✲⪅ࡢどⅬ
ࡇࢀࡽࡢ㆟࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ ࡽᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊ➨୍⥺
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18
◊✲⪅㣴ᡂᴗࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗࡢྛᴗࡘ࠸࡚ᥦ ⣭ࡢ◊✲⪅ࡀᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ
࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊྛᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ ┿ᦸ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒
ᑓ㛛ⓗ࡞ぢᆅࡽ㛵ࡋࡓࠋ

◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡶࡢ

࣭ࡲࡓࠊ༢࡞ࡿᥦ࣭ຓゝࡲࡽࡎࠊྛᴗࡢᐇ ࡋ࡚ࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡢ≧ἣࡽࠊྛ✀㆟࠾࠸࡚ᗘ᳨ドࢆ⾜࠸᭦࡞ࡿ 
ᴗᨵၿ⧅ࡆࡿ 3'&$ ࢧࢡࣝࢆ⤯࠼ࡎᅇࡋࠊࡼࡾࡼ ࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢぢ┤ࡋࡸㄝ᫂
࠸ᑂᰝ࣭ホ౯ไᗘ⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

➼ࡢ㛤ദࡼࡾࠊศࡾࡸࡍ



࠸ሗⓎಙດࡵࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ
㸼௵◊✲ဨ㆟㸸 ᅇ㸦ཎ๎᭶  ᅇ㸧

╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸼ᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟㸸 ᅇ㸦ཎ๎ᑓ㛛ㄪᰝ⌜ࡈ᭶  
ᅇࠊ ⌜ࡀࡑࢀࡒࢀᐇ㸧
㸼⛉Ꮫ◊✲㈝ᴗᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
㸦௨ୗࠕ⛉◊㈝ :*ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧㸸 ᅇ





࠙࡞᳨ウ㡯ࠚ



࣭ᇶ┙◊✲㸦$࣭%࣭&㸧
ࠊⱝᡭ◊✲ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡢࠕᑂᰝࡢᡭᘬࡁࠖࡢ

࣭ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ

௧  ᖺᗘᑂᰝᫎࡋࡓࠋ

ᨵၿࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ

࣮ࣝࣉࡸࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆᚲせ



ᛂࡌ࡚㛤ദࡋࠊ⛉◊㈝ࡸࡑࡢ

㸼≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥ

ࡢᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊබᖹᛶࡢ☜

ࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸸 ᅇ
  ≉ู◊✲ဨᴗࡢᑂᰝ᪉ἲࡢᨵၿࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡋࠊ᳨ウࡢ⤖ᯝࡣ௧  ᖺᗘศເ㞟ᫎࡋࡓࠋ

ಖ㈉⊩ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼ࡢ
ᰂ㌾࡞ᑐᛂດࡵࡿࠋ
࣭ᘬࡁ⥆ࡁ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

࠙࡞᳨ウ㡯ࠚ

ཬࡧ♫ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ

࣭࡚ࡢ⏦ㄳ⪅ࢆྠࡌ᮲௳ࡢࡶ࡛බṇࡘຠᯝ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࡘ࠸࡚

ⓗᑂᰝࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ 3' ཬࡧ '& ࡢ➨

ศࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙດࡵ

ḟ㑅⪃࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠕ㠃᥋ᑂᰝࠖ௦ࢃࡾࠕ᭩㠃

ࡿࠋ

ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࠖࢆᑟධࠋ㠃᥋ᑂᰝ࡛☜ㄆࡋ࡚



࠸ࡓほⅬࡣࠊ⏦ㄳ᭩ᵝᘧࡸホ౯㡯┠ࡢᨵၿ࣭ᐇ



ᫎࠋ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

࣭◊✲⪅ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡸᑗ᮶ᛶࡘ࠸࡚ࡼࡾ㔜Ⅼ

౯㸧

ࢆ⨨࠸࡚ホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺⏦ㄳ᭩ᵝᘧࢆᨵၿࡍࡿ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸯㸫㸰ࡘ࠸

ࡶࠊᑂᰝጤဨࡢࠕᑂᰝࡢᡭᘬࠖ࠾࠸࡚

࡚ࡣࠊ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡽᵓ

ࡶࠊࡑࡢ᪨ࢆศࡾࡸࡍࡃ᫂グࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

ᡂࡉࢀࡿࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡼࡿ



௵◊✲ဨ㆟ࠊᑓ㛛ㄪᰝ⌜



㆟ࠊྛ✀࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠊཬ

㸼⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ
⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆ๓ᖺᗘᘬࡁ⥆
ࡁタ⨨ࡋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ᳨ウせㄳ㡯ࡢ᳨ウࢆ୰
ᚰ࡞ࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋᶵືⓗ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ㆟
㛤ദ௨እࡶ㝶࣓࣮࡛ࣝពぢࢆ⾜࠸ࠊ᳨ウࢆ
㐍ࡵࡓࠋ
6

ࡧྛ✀ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ࠾ࡅࡿ
᳨ウ࣭㆟ㄽࢆ⤒࡚ྛ✀ᴗᑐ
ࡍࡿᥦ࣭ຓゝࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ
ᑐࡋࠊ᭷㆑⪅ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ
㐠Ⴀጤဨ࠾࠸࡚ࠊᥦ࣭ຓゝ

⌧⾜ࡢࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺᗘຓᡂ ࡢ㐺ษᛶࢆホ౯ࡍࡿពぢࢆᚓ࡚
ࢆ┠ฎࡋ࡚୰㛫ⓗ࡞᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ

࠾ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᐇ

ᅗࡿࡇࡀ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉⛉Ꮫ◊

ࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊ࡽせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௧ඖᖺ



ᗘࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖࡢぢ┤ࡋᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞



᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ࠖࢆ᳨ウࡋࠊᑂᰝ㒊ሗ࿌ࠊᢎ



ࡉࢀࡓࠋ௧  ᖺᗘࡣࡇࡢࠕᇶᮏⓗ࡞᪉ྥᛶࠖᇶ



࡙࠸࡚ࠊࡼࡾබṇ࡞ᑂᰝ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞
᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡎᮏࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡀ୰ᚰ࡞ࡗ᳨࡚ウࢆ⾜
࠸ࠊࡑࡢᚋࠊ௵◊✲ဨ㆟ࡸྛᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟࡛
᳨ウࢆ㔜ࡡࡓࠋ
 
 㸼Ꮫ⾡ኚ㠉㡿ᇦ◊✲ࡢ⛣⟶ཬࡧ⛉◊㈝ᆺ◊✲✀┠
ࡢබເ๓ಽࡋక࠺Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊
✲ဨࡢቑဨ㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ
   ⛉◊㈝ࡢᏛ⾡ኚ㠉㡿ᇦ◊✲ࡢᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ⛣⟶ཬࡧ⛉◊㈝ᆺ◊✲✀┠ࡢබ
ເ๓ಽࡋࡀணᐃࡉࢀࠊࡇࢀకࡗ࡚Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊
✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົቑຍࡀᐃࡉࢀࡿࡇࡽࠊᴗົ
ቑຍᚋࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐺ษ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ
ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆタ⨨ࡋࠊ◊✲ဨࡢቑဨࡸᴗົศᢸ
➼ࡢ᳨ウ╔ᡭࡋࡓࠋ











ڦ㐠Ⴀጤဨࡢᐇ
࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀཬࡧᴗົᐇ㛵ࡍࡿ᪉㔪➼ࡘ࠸
࡚ࠊከᵝ࡞どⅬࡽࡢពぢࢆ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺㐠Ⴀጤဨ
࡛ᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓ㸦௧  ᖺᗘࡣ  ᅇ㛤ദ㸧
ࠋ㐠Ⴀጤဨ
࡛ࡣࠊᡤ㛗ࡢேࠊᏛ⾡◊✲ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
ࡢᐇࠊࡉࡽࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ
࠾ࡅࡿࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢ㐠Ⴀ≧ἣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿྛ✀
ᴗࡢᥦ࣭ຓゝࡢ㐺ษᛶࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㐠Ⴀ
ጤဨ࡛ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸
࡚ࡶࠊ࣮ࣜࣔࢺ࡛ࢭࣥࢱ࣮ᴗົࢆ⾜࠺యไࢆᩚഛࡋࡓࡇ
ࡼࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀྛ✀ᴗࡢᑂᰝጤဨೃ⿵⪅㑅⪃ࠊ
ᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ド➼ࡢᴗົࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡶࠊ⛉
◊㈝ࡸ≉ู◊✲ဨᴗ➼ࡢᑂᰝ᪉ἲࡢᨵၿࡘ࠸࡚࣡
࣮࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ➼࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⤒࡚㐺ษ࡞ᥦ࣭ຓゝࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊࡢពぢࢆᚓࡓࠋ

ە㐠Ⴀጤဨྡ⡙㸦௧ ᖺᗘ㸧
7



19

20
ᕝᮧ ග
ᰩཎ ᯞ

㇏⏣⌮Ꮫ◊✲ᡤࣇ࢙࣮ࣟ
ᮾᏛᮍ᮶⛉Ꮫᢏ⾡ඹྠ◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮ᩍᤵ

⏣ ୍㑻

ᰴᘧ♫ᮾⰪ ඖྲྀ⥾ᙺ࣭௦⾲ᇳ

℧⃝ ⨾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

⾜ᙺ

㔠ἑᕤᴗᏛ⏘Ꮫ㐃ᦠᐊᩍᤵ
ᮾிᏛྡᩍᤵࠊ⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵ
ᵓᇶ♏⏕≀Ꮫ◊✲ᡤྡᩍᤵ
᪫ᡂᰴᘧ♫ྡࣇ࢙࣮ࣟ

 










ڦᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢࣉࣟࢭࢫ➼ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ 



ࢪࡼࡿሗⓎಙ
࣭ࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡸάືࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࢃ
ࡾࡸࡍࡃⓎಙࡍࡿࡓࡵࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᵓᡂࢆぢ┤ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࡇࢀࡲ࡛⣬፹యࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡛࿘▱ࢆᅗ
ࡗ࡚ࡁࡓෆᐜࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺኚ᭦ࡋࠊຠᯝⓗ࡞ሗⓎ
ಙດࡵࡓࠋࡲࡓࠊ⛉◊㈝㛵ࡍࡿᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮ࡢᙺࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯
ࡢࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUJ\RXPXBM\RVHLKWPO 











ڦㄝ᫂➼ࡢᐇ









࣭௧  ᖺᗘ᪂つᑵ௵ࡍࡿ◊✲ဨࡢೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࢆ◊
✲ᶵ㛵౫㢗ࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡛࢜ࣥࣛࣥࡢ
ㄝ᫂ཬࡧಶู┦ㄯࢆᐇࡋࠊࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡢᴗົ
➼ࡘ࠸࡚࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ
ㄝ᫂㸦௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ཧຍ  ᶵ㛵

ಶู┦ㄯ㸦௧  ᖺ  ᭶ ࠊ ᪥㸧
 ཧຍ  ᶵ㛵

࣭ᅜ❧Ꮫ༠ࡢ⥲ཬࡧྛᆅ༊ᨭ㒊㆟ࠊබ❧Ꮫ༠
ࠊ⚾❧Ꮫ㐃┕⌮ࠊᏛඹྠ⏝ᶵ㛵ᶵᵓ㛗࣭Ꮫ
㛗࣑࣮ࢸࣥࢢࠊ58 ◊✲ᢸᙜ⌮࣭Ꮫ㛗᠓ㄯ࠾
࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊᏛ㛗➼ᑐࡋ࡚ࡶࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢ㔜せ
ᛶࡘ࠸࡚࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ࡸᏛ➼࡛ㄝ᫂
ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάືᑐࡍࡿ⌮ゎࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ≉ู◊✲ဨᴗ࡞ࡢ⯆
ᴗࡘ࠸࡚ࡶᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
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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

ࡢ☜ಖ➼

ࡢ☜ಖ➼

ࡢ☜ಖ➼

㸯㸫㸱Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝ

࣭୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖࡸࠊ ➼

ಖ➼

ྛᴗ࠾࠸࡚ከᵝ

ᛶࡢ☜ಖ⌧௦ⓗせㄳ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳ࡛࠶ࡿᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶཬ ⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ᖺ㱋ࡸᛶูࠊศ㔝ࠊᶵ

◊✲⪅ࡀࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜

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࠸࡚᫂

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡀ⮬ࡽࡢ⬟ຊࢆⓎ࡛

⮬ࡽࡢ⬟ຊࢆⓎࡍࡿ

ᑐ㇟ࡍࡿࡇࢆເ

ἣ㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ

ࡽࡍࡿࡓࡵࠊࠕᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ➼ࢆ㋃ࡲ࠼

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࡁࡿࡼ࠺ከᵝᛶࢆ☜ಖ

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᴗ

㞟ࡢẁ㝵ࡽ࿘▱ࡍࡿ

㋃ࡲ࠼ุ᩿㸧

ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࡢሗ࿌ࠖࢆ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡢホ㆟ဨ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࡍࡿࡶࠊ◊✲ࡢ㛗

ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ

ࡶከᵝ࡞ᑂᰝጤ



࠾࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋᮏሗ࿌᭩ࡣࠊ⯆ࡢㅖᴗࡢᐇ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ᮇⓗどⅬࠊ⥅⥆ᛶ➼ࢆ㋃

⾡◊✲ࡢከᵝᛶࢆ☜ಖ

ဨࢆ☜ಖࡋࠊᏛ⾡◊✲ࡢ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

≧ἣࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࡶࡢ࡛ࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖ



ࡲ࠼࡚ᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ ࡍࡿࡶࠊᏛ⾡◊✲

⌧௦ⓗせㄳ࡛࠶ࡿᣮᡓ

㸯㸫㸱Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝ

ಀࡿᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࡋ࡚ࠊᴗཧ⏬ࡍࡿ⪅➼ࡢከᵝ ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗ

ࡀ↓㝈ࡢⓎᒎྍ⬟ᛶࢆ

ᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶཬࡧ

ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊ ᛶಀࡿ≧ἣࢆᛶูࠊᖺ㱋ࠊ◊✲ศ㔝ࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᅜ㝿

せㄳ࡛࠶ࡿᣮᡓᛶࠊ⥲ྜ

᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ

ᅜ㝿ᛶࡢほⅬࢆ㋃ࡲ࠼

ᖜᗈ࠸ศ㔝➼ࡢᨭ

ᛶࠊ⼥ྜᛶཬࡧᅜ㝿ᛶࡢ

࠼ࠊ㛗ᮇⓗどⅬࢆຍ࠼ࡓ

ࡓᨭࢆ⾜࠺ࡶࠊ ࡸዪᛶ◊✲⪅ࡢཧ⏬ࢆ

ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࡋ࡚ࠊᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶཬ ࡚ࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖࡸࠊ ⤌ࡣホ౯࡛ࡁࡿࡀࠊࡾࢃࡅ

ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠

⥅⥆ⓗࡘ╔ᐇ࡞ᨭ

ᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯࠼ࡉ

ಁ㐍ࡍࡿࡶࠊᏛ⾡

ࡧᅜ㝿ᛶࡢྛほⅬࡽࠊྲྀ⤌ᐇ⦼➼ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼

ዪᛶࡢཧ⏬ࢆቑࡸࡍࡇࡣᚅ

Ⴀࢆ⾜࠺ࠋ

ດࡵࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⾡◊

ࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫၥศ

◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃

࣭ホ㆟ဨ࡛ࡣࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖಀࡿᴗົ㐠 ࡓᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜࠺࠸࠺┠ᶆ㐩

ࡗࡓ࡞ࡋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ

✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳ࡛࠶ࡿ

㔝ࡢ⥅ᢎ㓄៖ࡍࡿࠋ௧

ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀࡀ⾜ࢃ

Ⴀ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᴫࡡⰋዲุ᩿࡛ࡁࡿࡢពぢࢆᚓ

࡞ࡿດຊࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ᣮᡓᛶࠊ⥲ྜᛶࠊ⼥ྜᛶ

㸰㸦㸧ᖺᗘ୰㛤

ࢀ࡚࠸ࡿࠊ᭷㆑⪅ࡢព

ࡓࠋᴗཧ⏬ࡍࡿ⪅ࡢከᵝᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᛶูࠊᖺ㱋ࠊ ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ



ཬࡧᅜ㝿ᛶࡢほⅬࢆ㋃

ദࡍࡿホ㆟ဨ࠾࠸

ぢࢆ㋃ࡲ࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

◊✲ศ㔝ࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᅜ㝿ᛶࡢྛほⅬࡽ╔ᐇ㐍ᤖࡋ ࣭ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡲ࠼ࡓᨭࢆ⾜࠺

࡚ࠊྛᴗࡢᐇ≧ἣࢆ

࡚࠸ࡿホ౯ࡉࢀࠊᚋࡶⱝᡭ◊✲⪅ࡢᨭࡢᐇࡸ ࡢᴗಀࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍

㸫

ࡶࠊᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯

ᑂ㆟ࡋࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝ

ከᵝ࡞◊✲⪅ࡀᛂເࡋࡸࡍ࠸ᴗ㐠Ⴀࡢᕤኵ➼ࡼࡾࠊ ᇶᮏᣦ㔪ࠖᇶ࡙ࡁࠊሗⓎಙࢆ



࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ

ᛶࡸᣮᡓᛶ➼ࡀ☜ಖࡉ

⯆ࡀᏛ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡇ

ၥศ㔝ࡢ⥅ᢎ࡞㓄

ࢀ࡚࠸ࡿ☜ㄆࡍࡿࠋ

ࡢᮇᚅࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᑂᰝጤဨ➼ࡢከᵝᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ᵓ⠏సᴗࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࠊ⯆

៖ࡍࡿࠋ

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

ᛶࡢほⅬࡽ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ ࣭ᕥグࡢ㏻ࡾࠊホ㆟ဨ࠾࠸

ᡂྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ

༑ศ࡞㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯ࡉࢀࠊ≉ẕ㞟ᅋࡢ ࡢㅖᴗ࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬
ྜࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽዪᛶࡢཧ⏬ດࡵࡿࡇࡸࠊᑂᰝ࣭ホ ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ╔ᐇ⾜

ࡸዪᛶ◊✲⪅ࡢཧ⏬

ࡢཧ⏬ࡸᨭࡘ࠸࡚ࠊ

౯ࡢ㉁ࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࢆ☜ಖࡋࡘࡘእᅜேࡢཧ⏬ᘬࡁ⥆ ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ಁ㐍ࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗ

ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ

ࡁດຊࡍࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿ᪨ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ



せㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠

⾡⯆ࡢᴗಀࡿ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ⌧௦ⓗせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࡘ࠸

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

Ⴀࡀ㐺ษ࡞ࡉࢀ࡚࠸

⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ᇶᮏ

࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢほⅬ࠾࠸࡚ࡶྲྀ⤌ࡀᡂᯝࢆୖࡆࡘࡘ࠶ ࣭ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆

ࡿࠊホ㆟ဨ࠾࠸࡚

ᣦ㔪ࠖᇶ࡙ࡁࠊᚲせ࡞

ࡿホ౯ࡉࢀࠊᘬࡁ⥆ࡁ✀ࠎࡢྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡁ ࡢᴗಀࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍

ពぢࢆᚓࡿࠋ

ᨵၿ᪉⟇ࢆ᳨ウ࣭ᐇࡍ

ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛࡞࠸Ꮫ⾡㡿ᇦࢆฟࡍࡿࡓ ᇶᮏᣦ㔪ࠖᇶ࡙ࡁᘬࡁ⥆ࡁྲྀ

ࡲࡓࠊ⯆ࡢㅖᴗ

ࡿࡶࠊࡑࡢ㐍ᤖ≧

ࡵࠊᚋࡶࠊඃࢀࡓ◊✲ࢆぢฟࡋࠊᚋᢲࡋࡍࡿᴗົ㐠 ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊྲྀ⤌≧ἣ

࠾ࡅࡿዪᛶ◊✲⪅ࡢ

ἣࡘ࠸࡚⏨ዪඹྠཧ

Ⴀࡢ⥅⥆ࢆᮃࡴ᪨ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

ཧ⏬ࡸᨭࡢ≧ἣࡘ

⏬᥎㐍ጤဨ࠾࠸࡚

ࡃࠋ

࠸࡚ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍

☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ





ᚲせ࡞ᨵၿ᪉⟇ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࠋ



㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
࣭ከᵝᛶࡢ☜ಖྥࡅ࡚ࡢྲྀ

ᙉࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ

ຍ࠼࡚ࠊ⯆ࡢㅖ

ጤဨ࠾࠸᳨࡚ドࡋࠊ


⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴗ࠾ࡅࡿዪᛶ◊✲⪅

ᖜᗈ࠸ศ㔝➼ࡢᨭ



㸦㸱㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢከᵝᛶࡢ☜ಖ

ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ࡗ࡚࠸

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ


࠙⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࠚ

౯㸧

࣭⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ጤဨ㸦௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸧࠾࠸ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸯㸫㸱ࡘ࠸
࡚ࠊᏛ⾡ࡢ⯆ࢆ┠ⓗࡍࡿ⯆ࡋ࡚ࠊᏛ⾡ศ㔝 ࡚ࡣࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࡽᵓᡂࡉࢀ
࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ࢆ㔜せㄢ㢟⨨

ࡿホ㆟ဨ࠾࠸࡚ࠊ┠ᶆ㐩ᡂ

ࡅࠊ◊✲⪅ࡢάືࢆᏳᐃⓗ࣭⥅⥆ⓗᨭࡍࡿ࠸࠺ᙺ ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࢆ୍ᒙᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ௧  ᖺ  ᭶⟇ᐃࡋࡓࠕ⊂ ࡢពぢࢆᚓࡓࠋ
❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢᴗಀࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬
9





21

22
᥎㐍ᇶᮏᣦ㔪ࠖࡢྲྀ⤌≧ἣࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭௧  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ 
ࡿࢆ☜ㄆࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁୖグᣦ㔪ᇶ࡙࠸࡚⏨ዪඹྠཧ 
⏬ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡋࡓࠋ



࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡸ≉ู◊✲ဨᴗ➼࠾࠸࡚ࠊ 
◊✲ࣛࣇ࣋ࣥࢺࡢ୧❧ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵ
ࡢྛ✀ྲྀ⤌ࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࡶࠊ◊✲⪅
ෆࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⯆ෆࡢྛ✀ጤဨࡢጤဨࡸᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮◊✲ဨࡸᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࠊዪᛶࡢ
☜ಖດࡵ࡚࠸ࡿ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ㜵Ṇࡶ㋃ࡲ
࣭
࠼ࠊ࢙࢘ࣈ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
◊✲ࣛࣇ࣋ࣥࢺࡢ୧❧㛵ࡍࡿሗⓎಙ➼
ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᵓ⠏సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ















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➼

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
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















⤒ᖖ┈㸦༓㸧





 
⾜ᨻࢥࢫࢺ㸦༓㸧

⛉◊㈝㛵ࡍࡿㄪᰝ
㸦ͤ㸧⤖ᯝ

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧
ᚋホ౯ࢆ⾜࠺⛉◊㈝

㸫

㸣

㸣

㸣
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23

24


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㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀ࠖ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





௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾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ⓗ⪃࠼

࣭͆ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ

᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁ╔ᐇᐇ

㐀͇㛵ಀࡍࡿ  㡯┠ࡍ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑂᰝ࣭ホ౯ࢆබṇ

࡚ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡀ࠶ࡿࠋ᪂

13

ᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆᣢࡗ࡚⾜࠺ࡶ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ

ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

㡪ࡼࡾࠊඛࡀぢ㏻ࡏ࡞࠸୰

ᣑࡢᙳ㡪ࢆ຺ࡋࠊ◊✲㐙⾜

࡛ࠊ㞟ྜᙧᘧ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓᑂ

ࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓ◊✲⪅ࡸ◊✲ᶵ

ᰝ࣭ホ౯ᴗົࡀᚑ๓ࡢᙧᘧ࡛

㛵ྥࡅ࡚ࠊྛ✀⏦ㄳᮇ㝈ࡢᘏ

ᐇ⌧࡛ࡁࡿࡢࠊ࢜ࣥࣛࣥ

ఙࡸ≉ࡢタᐃࠊᡭ⥆ࡁࡢ⡆⣲

ᙧᘧࢆྲྀࡾධࢀࡿࡢ㞴ࡋ࠸

➼ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸

ุ᩿ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ㞟ྜᙧᘧ

ࡿࠋ≉㞟ྜᙧᘧࡢᑂᰝࡀᐇ

࡛⾜࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊឤᰁ㜵Ṇ

࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ≧ἣ࠾࠸

ࡢほⅬࡽࡢሙタႠ➼㐠Ⴀ

࡚ࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢᑂᰝ➼

᪉ἲࡢ᳨ウࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ

ࡼࡾ⣙  ௳ࡶࡢ⭾࡞ᛂເ

࡛࠶ࢀࡤ୍㒊ࢆ㝖ࡁึࡵ࡚ࡢ

ㄢ㢟ࡢ୰ࡽඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ

⤒㦂࡛࠶ࡾࠊᚑ᮶ྠᵝࡢࡁ

㑅ᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ◊✲⪅ࡀ◊✲

ࡵࡢ⣽࠸㉁ࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ホ

ࢆ᪩ᮇ㛤ጞࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ

౯ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࡢὙ

ࡼ࠺ࡋࡓⅬࡣᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯

࠸ฟࡋࡑࡢᑐᛂ࡞ࠊ㏻ᖖ

࡛ࡁࡿࠋ

௨ୖࡢᴗົࡢ㉁࣭㔞ࡢ㈇Ⲵ

ࡲࡓࠊ⾜ᨻᡭ⥆࠾ࡅࡿᢲ༳

࡞ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀ

ࡢぢ┤ࡋࡀᨻᗓࡽせㄳࡉࢀࡓ

ࡽࢆົᙧែࡢኚᐜࡸ⾜ື⮬

ࡇࢆཷࡅࠊᴗඛ㥑ࡅ࡚

⢔➼ࡢไ⣙ࢆཷࡅࡓ୰࡛ࠊ㐜

⛉◊㈝ಀࡿ࡚ࡢᥦฟ᭩㢮

࡞ࡃ㏻ᖖࡢ㉁ࢆಖࡗࡓᑂ

ࡘ࠸࡚ᢲ༳ࢆᗫṆࡍࡿࡶ

ᰝ࣭ホ౯ᴗົࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ

ࠊ⣬፹య࡛ࡢᥦฟࢆồࡵ࡞࠸

ࡣࠊ᱁ẁ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࡀ㢧ⴭ㐍ᤖࡋ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾࠸

ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࡚ࡣࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࠊබເ࣭

࣭ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࢆ᥎㐍ࡍ

ᴗົࠊᗈሗᴗົࡑࢀࡒࢀ

ࡿࡓࡵࠊᅜ㛫ὶᴗࢆ╔ᐇ

ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᐃࡵࡿᇶᮏ

25

26
ᐇ⾜ࡋࠊ◊✲⪅ࡸᏛ➼ࡢࢽ

ⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁ

࣮ࢬᑐᛂࡍࡿᙧ࡛ከᵝ࡞ᅜ

╔ᐇᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ

ࡢඹྠ◊✲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᨭࡍ

≉㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿᐇ⦼

ࡿࡶࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ

ࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

࠾࠸࡚ࡣࠊ」ᩘࡢ┦ᡭᅜᏛ⾡

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

⯆ᶵ㛵࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ

ࡢᣑక࠸ົᙧែࡢኚᐜ

࣮᪉ᘧࢆᑟධࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

ࡸ⾜ື⮬⢔➼ࡢไ⣙ࢆཷࡅࡓ

ᐇྥࡅ༠㆟ࡋࠊ୧ᶵ㛵ࡢ┦

୰ࠊࡉࡽඛࡀぢ㏻ࡏ࡞࠸≧

⌮ゎ༠ຊ㛵ಀࢆ୍ᒙᙉᅛ࡞

ἣ࡛ࠊ
 ௳ཬࡪ᪂つ⏦ㄳ

ࡶࡢࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୧ᴗࡶ

ᑐࡋࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢྜ㆟

ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ᑂᰝࢆྵࡵ㐺ษᑂᰝࢆ⾜

ࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊጤクᮇ㛫ࡢᘏ

࠸ࠊ≉ู᥎㐍◊✲➼୍㒊ᆺ

㛗➼ࡢᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆᐇࡋࡘ

✀┠ࢆ㝖ࡁࠊࢇࡢ⏦ㄳ

ࡘࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ᑐࡋᖺ㏻ࡾ௧  ᖺ  ᭶

ࡢᙳ㡪ࡀⴭࡋ࠸ᆅᇦࡢ┦ᡭᅜᶵ

ୖ᪪ෆᐃ࠶ࡿ࠸ࡣ᥇

㛵ࡢ༠㆟ࡶ㐍ࡴࡼ࠺ດ

ᢥࡢ㏻▱ࢆⓎฟ࡛ࡁࡓࡇࡣ

ࡵࠊ᪂つㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡍࡿ࡞ࠊィ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ௧ 

⏬ࢆୖᅇࡿᐇ⦼ࢆୖࡆࡓࠋ

ᖺ  ᭶  ᪥௨㝆ணᐃࡉࢀ࡚

◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ࠾࠸࡚

࠸ࡓ≉ู᥎㐍◊✲ࡸᇶ┙◊✲

ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

㸦6㸧ࡢᆺ✀┠ࡢᑂᰝࡘ࠸

ࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊጤクᮇ㛫ࡢᘏ

࡚ࡣࠊ⥭ᛴែᐉゝⓎ௧ୗ

㛗➼ࡢᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆᐇࡋࡘ

࠸࠺␗ᖖែࡢ୰࡛ࠊ㏻ᖖࡣ

ࡘࠊከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳࡼࡿ

㞟ྜᙧᘧ࡛⾜࠺ࣄࣜࣥࢢࢆ

◊✲ὶᣐⅬࡢᵓ⠏ࡸⱝᡭ◊✲

ྵࡴྜ㆟ᑂᰝࢆ࢜ࣥࣛࣥᙧ

⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ࡞ࠊᴗົࢆ╔

ᘧ࡛⾜࠺ࡇࢆỴᐃࡋ╔ᐇ

ᐇᐇࡋࡓࠋ

ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠊ✀┠

௨ୖࡢ࠾ࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ

࠾࠸࡚ࡶࠊ㏻ಙ⎔ቃࡢᩚഛ

◊✲➼ࢆ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᐇ

ࢆࡣࡌࡵࠊ ྡࢆ㉸࠼ࡿᑂ

ࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᰝဨᑐࡋ๓ࡢ࢜ࣥࣛࣥ

࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭ ᥋⥆ࢸࢫࢺࢆᐇࡍࡿ➼ࠊ
♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ࡛ࡣࠊᘬ

࡞ᑂᰝࢆᐇ⌧ࡋࠊィ⏬㏻

ࡁ⥆ࡁ  ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿ

ࡾ᥇ྰࢆỴᐃࡋ㏻▱ࡋࡓࡇ

ඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

᮶ᖺᗘࡽ⾜࠺᪂ࡓ࡞ࣉࣟࢢࣛ

14

ࡲࡓࠊྛ✀⏦ㄳᮇ㝈ࡢᘏఙࠊ

࣒ࡢ᳨ウ➼ࢆ⾜࠸ࠊ୰ᮇィ⏬

≉ࡢタᐃࠊᡭ⥆ࡁࡢ⡆⣲

ἢࡗ࡚╔ᐇᴗࢆᐇࡋ࡚࠸

➼ࡼࡾ◊✲⪅ࡸ◊✲ᶵ㛵

ࡿࠋ

㓄៖ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࡶࠊィ⏬

ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥ

㐜࡞ࡃࡍ࡚ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⤊

ࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍

࠼ࡓࡇࡣࠊ⯆ഃࡢᴗົ

ᴗ࡛ࡣࠊᣐⅬᶵ㛵ࡢ୰㛫ホ౯ࢆ

ࡢ㔞ⓗ㉁ⓗ࡞㈇ᢸቑࢆពࡋ

ᐇࡍࡿࡶࠊ⯆࣭ᣐⅬ

࡚࠾ࡾࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯ࡍ

ᶵ㛵࣭ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ୕⪅

ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⛉◊㈝ಀࡿ

࡛⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࠊᴗࢆ

࡚ࡢᥦฟ᭩㢮ࡘ࠸࡚ᢲ༳

ࡘ╔ᐇ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿホ

ࢆᗫṆࡋࠊ⣬፹య࡛ࡢᥦฟࢆ

౯࡛ࡁࡿࠋ

ồࡵ࡞࠸࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࢆᐇ



⌧ࡋࡓࡇࡣࠊᴗࡢᶍ⠊

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࡞ࡿᐇ⦼࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ௨

࣭⛉◊㈝ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡◊✲ࡢ≉

ୗࡢไᗘᨵ㠉ࢆᐃ╔ࡉࡏࡓࡇ

ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ

ࡣࠊ◊✲㈝ࡢᙎຊⓗ⏝ࢆ

࡞ຓᡂไᗘ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆

᥎㐍ࡋࠊ◊✲ࡢ㉁ྥୖᐤ

ࡁ᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ࡍࡿᐇ⦼࡛࠶ࡿホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ
D

ቑࡍࡿ㏻ᖖࡢ⛉◊㈝ᴗ
ົຍ࠼࡚ࠊᑂᰝጤဨ
 ṓ௨ୗࡢⱝᡭ࣭୰ሀ◊
✲⪅ࡢ✚ᴟⓗ࡞Ⓩ⏝ࢆࡋ
ࡓࡇࠊ
ᖐᅜⓎᒎ◊✲ࡘ
࠸࡚ࠕ࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮࡛ࠖ
࠶ࡗ࡚ࡶ✀┠ࡢ㊃᪨ྜ
⮴ࡍࡿሙྜࡣᛂເྍ⬟
ࡋࡓࠋ

E

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ
㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦$㸧㸧࡛ࡣ
ᛂເ㈨᱁ࡢᖺ㱋ไ㝈ࢆࠕ
ṓ௨ୖ  ṓ௨ୗࠖࡽ
ࠕ
ṓ௨ୗࠖ
ᨵࡵᖺ㱋ࡢୗ㝈
ࢆ᧔ᗫࡋࡓࡇ࡞ࠊⱝᡭ
◊✲⪅㓄៖ࡋࡓไᗘᨵ
㠉ࢆᐃ╔ࡉࡏࡓࡇࡣ᪥
ᮏࡢᏛ⾡ࡢᑗ᮶ࢆぢ㉺ࡋ
ࡓ⛉◊㈝ࡼࡿ◊✲ࡢ㉁
ࡢྥୖᐤࡍࡿᴗົᐇ
⦼࡛࠶ࡿ≉ẁホ౯ࡋ
ࡓ࠸ࠋ

࣭◊✲ࡢᅜ㝿ࡢ᥎㐍㛵ࡍ
ࡿྲྀ⤌࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟ
ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡼࡿΏ⯟
ไ㝈➼ࡢᙳ㡪ࡀ≉㢧ⴭ࡛࠶
ࡿணࡉࢀࠊጤクዎ⣙ᮇ㛫
ࡢᘏ㛗➼ࡢᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ⾜
࠺ࡇ࡛ࠊᅜ㛫ὶᴗࠊ◊
✲ᣐⅬᙧᡂᴗ➼ࢆ╔ᐇ᥎
15

27

28
㐍ࡋࡓࠋᅜ㛫ὶᴗࡢ࠺
ࡕࢭ࣑ࢼ࣮㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪂ᆺ
ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁୗࡢΏ
⯟ไ㝈࣭⮬⢔ࡢ୰ࠊ࢜ࣥࣛࣥ
ᙧᘧ࡛ࡢ㛤ദࡸᘏ㛗ࡢᢎㄆࢆ
⾜࠺࡞ࠊ᪥ᮏ㛵ಀㅖᅜࡢ
◊✲⪅㓄៖ࡋࡓᑐᛂࢆ⾜ࡗ
ࡓࡇࡣ㐺ษ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ
౯ࡋࡓ࠸ࠋ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
ࡢᙳ㡪ୗ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀ
ࡲ࡛㏻ࡾㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ
㛵ࡢ༠㆟ࢆ⥅⥆ⓗᐇࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊ┦ᡭᅜᶵ㛵ࡢ㛫
࡛ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆ☜❧ྥୖࡉࡏ
ࡓࡇࡶព⩏῝࠸ࠋ≉ࠊⱥᅜ
◊✲࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᶵᵓ
㸦8.5,㸧࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥ
ࢩ࣮᪉ᘧࢆᑟධࡋࡓࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᐇྥࡅ༠㆟ࡋࠊເ㞟
せ㡯ࡢྜព⮳ࡗࡓࡇࡣࠊ
୧ᶵ㛵ࡢ┦⌮ゎ༠ຊ㛵ಀ
ࢆ୍ᒙᙉᅛ࡞ࡶࡢࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡣ⯆ࡢᅜ㝿ࡢ୍⎔
ࡋ࡚ࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
࣭௧  ᖺᗘ⥭ᛴྲྀࡾධ
ࢀࡓ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢᑂᰝ࣭
ホ౯ࡘ࠸࡚㐠Ⴀ᪉ἲࠊᑂᰝ
ࡢ㉁ࠊᑂᰝဨཬࡧᛂເ⪅᪉
ࡢឤཬࡧせᮃࡢ⫈ྲྀ࡞ከ
㠃ⓗ࡞᳨ドࢆຍ࠼ࠊ㞟ྜᙧᘧ
ࡢᑂᰝ࣭ホ౯ඹࠊ࣏ࢫࢺࢥ
ࣟࢼ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯ࡢ᪂
ࡋ࠸ᙧࢆᥦࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ
࠸ࠋࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ
ឤᰁࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࡢ
ᑐᛂ࡛ᚓࡓ▱ぢࢆάࡋࠊ
ᐃእࡢែࡀⓎ⏕ࡋࡓࡢ༴
16

ᶵ⟶⌮ࠊᑐᛂ᪉⟇ࡘ࠸࡚ᩚ
ഛࡍࡿࡇࡶᮃࡳࡓ࠸ࠋ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
ࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࡢᑐᛂࡀ
㐺ษ࡞ࡉࢀࡓࡇࡀホ౯ࡉ
ࢀࡿࠋࡾࢃࡅࠊᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ
ᴗࡢ᥎㐍ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ
ീࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ୡ⏺
୰ࡀ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
࡛ᅔ㞴┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿᮇ
ࡇࡑࠊᾏእࡢ◊✲ᨭᶵ㛵
ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞
ேⓗࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉࡵࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿዲᶵ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ᪥ᮏᏛ
⾡⯆ࡢάືࡢࡉࡽ࡞ࡿᅜ
㝿ྥࡅ࡚ዧ㜚ࢆᮇᚅࡋࡓ
࠸ࠋ



㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

࣭⛉◊㈝ࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᇶᮏ

㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢ

㸦㸯㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢ

ᴗࡢᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿ

ᴗࡢᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿ

ᴗࡢᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿ

㸰㸫㸯⛉◊㈝ࡢᑂᰝ࣭

ⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࡾ࡞ࡃ☜

ᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

ᐇ࣭ᙉ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ᥎

ྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

ྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

ྲྀ⤌ࡢ᥎㐍

ホ౯ࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶ

ᐇᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀබເ࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗ

⿵ຓホᐃ㸸V

㐍

㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ

ົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࢆぢ┤ࡋ࡚タࡉࢀࡓ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⿵ຓホᐃ㸸V

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

㸦⛉◊㈝ᴗ㸧ࡼࡾࠊ 㸦⛉◊㈝ᴗ㸧ࡘ࠸࡚

㸦⛉◊㈝ᴗ㸧ࡘ࠸࡚

࠼ุ᩿㸧

Ꮫ⾡ኚ㠉㡿ᇦ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊ⯆ᑐࡋࢫ࣒࣮ࢬ⛣ ௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࠊ⮬↛

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠



⟶ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㐃ᦠࡢୖࠊ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

⛉ᏛࡢྛᏛၥศ㔝ࡢ⊂

ᴗཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ

ᴗཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ

㸰㸫㸰⛉◊㈝ࡢฎ



⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ㉁ⓗୖ

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ㔞

ⓗ࣭ඛ㥑ⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲

㔠ᴗࡼࡾᐇࡍࡿࠋ 㔠ᴗࡼࡾᐇࡍࡿࠋ ⌮≧ἣ㸦㹀Ỉ‽㸸ࣄࣜ

࣭⛉◊㈝ᨵ㠉ࡣࠊձᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࠊղ◊✲✀┠࣭ ᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇ

ⓗཬࡧ㉁ⓗୖᅇࡿᴗົࡢ㐍

ᑐࡍࡿᖜᗈ࠸ຓᡂࢆ

ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚

ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚

ࣥࢢᑂᰝ➼ࡢᚲせ࡞◊

ᯟ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋࠊճᰂ㌾ࡘ㐺ṇ࡞◊✲㈝⏝ࡢಁ㐍ࡢ ࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ㉁ⓗ㢧

ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

⾜࠸ࠊ㐀ⓗ࡛ඃࢀࡓᏛ

ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿ

ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿ

✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡁ㸲᭶ୖ᪪

୕ࡘࡢྲྀ⤌ࢆᰕࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘຓᡂ ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼

࣭ᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ

⾡◊✲ࡢⓎᒎᐤࡍ

ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸ

ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸ

ෆᐃࢆ㏻▱㸧

㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶බເ㸧ࡽᑟධࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࠕᑂᰝ༊ศ ࡿࡇࡽホᐃࢆ V ࡍࡿࠋ

ィ⏬グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯

ࡿࠋ⛉◊㈝ᴗࡣࠊ⛉Ꮫ

ᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡼࡾࠊ ᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡼࡾࠊ 

⾲ࠖࢆ㐺⏝ࡍࡿࡶࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂ

࣭⛉◊㈝ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇィ

㸦⛉◊㈝ጤဨࡢ㛤ദࠊᑂᰝ

◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗཬࡧ

ࡾ࡞ࡃ☜ᐇᐇࡍ

ࡾ࡞ࡃ☜ᐇᐇࡍ



ᰝྜ㆟ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠕ⥲ྜᑂᰝࠖ᪉ᘧཬࡧྠ୍ࡢᑂ ⏬グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯㸦⛉◊

ࡢ㉁ⓗᐇࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂ

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ᴗ

ࡿࠋ

ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

ᰝጤဨࡀ  ẁ㝵ࢃࡓࡾ᭩㠃ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠕ ẁ㝵᭩ ㈝ጤဨࡢ㛤ദࡸ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸

ᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ◊✲

㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀ㈈ົ

࣭⛉◊㈝ᴗࡢ㓄ศᑂ

බເ࣭ᑂᰝᴗົࢆ⾜ࡗ࡚

㸰㸫㸿⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣ

㠃ᑂᰝࠖ᪉ᘧࡼࡾᑂᰝࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࠋ

ᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ◊✲

㈝ࡢ࡞➼㸧ࡀ╔ᐇ

⮧༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿ

ᰝࠊ◊✲ホ౯➼ࢆ⾜࠺ࡓ

࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࢆ

ಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝ

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ㈝ࡢ㸧ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡢ

ᐇࡉࢀࡓ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ

ᇶ㔠㐠⏝᪉㔪つᐃࡍ

ࡵࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ

ぢ┤ࡋ࡚タࡉࢀࡓᏛ

㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭ ᚑ᮶ࠊᛂເ㈨᱁ࢆࠕᛂເⅬ࠾࠸࡚᪥ᮏᅜእࡢ◊✲ᶵ ࡳ࡞ࡽࡎࠊ୪⾜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ไᗘ

ࡿࠋ๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ

ࡿᴗ㸧ࡼࡾᐇࡍ

㧗࠸㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛

⾡ኚ㠉㡿ᇦ◊✲ࡘ࠸

Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧࠾ࡅ

㛵ᩍᤵࠊᩍᤵཪࡣࡑࢀ‽ࡎࡿ㌟ศ㸦࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ

タィࢆ⾜࠺࡞⛉◊㈝ไᗘࡢ

࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪࡛ࠊᮏ

ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᅜࡢᴗ

ᵓᡂࡍࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤ

࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ㐃ᦠ

ࡿ⛉◊㈝㛵ࡍࡿㄪᰝ

࣮ࢆ㝖ࡃ㸧
ࠖࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࠕ࣏ࢫࢺࢻ

᩿ࡢぢ┤ࡋ࣭ᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮶ྜ㆟ไ࡛⾜࠺ᑂᰝࡢᐇ

ࡋ࡚ࡢ୍యᛶࢆ☜ಖࡋࠊ ဨࢆ⨨ࡃࠋ

ࡢୗࠊබເ࣭ᑂᰝᴗົࡢ

㸦ͤ㸧⤖ᯝ

ࢡࢱ࣮ࠖࡢ୰ࡣ⮬ࡽࡢ㈐௵࡛⮬⏤⏝࡛ࡁࡿ◊✲㈝

≉ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ

ᙧែࢆࡂࡾࡂࡾࡢⅬࡲ᳨࡛

ࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲✀┠

࣭⛉◊㈝ᴗࡢ➼

⯆ࡢ⛣⟶ྥࡅ

㸦ͤ㸧
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

ࢆ⋓ᚓࡍࡿ࡞⊂❧ࡋࡓ◊✲⪅ࡋ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿ⪅

ᰁᣑࡢᙳ㡪ࢆ຺ࡋࠊ◊✲

ウࡋࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢ᥇⏝

ᛂࡌ࡚㛗ᮇⓗほⅬࡸᅜ

ࡢᡭ⥆ࡁ㛵ࡍࡿᴗົ

ࡓయไᩚഛࢆ㡰ḟ⾜࠺ࠋ ᴗࡣࠊ◊✲⪅ࡀ᪂ࡓ࡞

㝿ⓗ࡞ほⅬࡶ⪃៖ࡋ࡚

ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓ

ࡉࡽࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ

ࡶ࠸ࡿࡇࡽࠊ௧  ᖺᗘබເࡼࡾࠕ࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮ࠖ 㐙 ⾜ ࡀ ᅔ 㞴  ࡞ ࡗ ࡓ ◊ ✲ ⪅ ࡸ క࠺ㄢ㢟ࡢ⪃ᐹᐇࠊ≉

ㄢ㢟ࢆ✚ᴟⓗ᥈⣴ࡋࠊ ࠸࠺㌟ศ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᮏ✀┠ࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡍࡿሙྜ
17

◊✲ᶵ㛵ྥࡅ࡚ࠊྛ✀⏦ㄳᮇ

  ྡࢆ㉸࠼ࡿᑂᰝဨ

29

30
ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆ㐺ษࠊ つ⛬ࠊ㏻▱ᚑࡗ࡚⾜

ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ

ᣮᡓࡍࡿࡇ༑ศ

ࡣᛂເྍ⬟ࡋࡓࠋ

㝈ࡢᘏఙࡸ≉ࡢタᐃࠊᡭ⥆ࡁ

ᑐࡍࡿ᥋⥆ࢸࢫࢺ࡛ࢆᮇ

බṇ⾜࠺ࡶࠊ◊

࠺ࠋ

⛉◊✲㈝㒊➼࠾

ᐤࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲ

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦$㸧
㸧ࡘ

ࡢ⡆⣲➼ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ⥭ᛴ

ࡋࡓࡇ࡞ࠊᖺቑࡋ࡚

✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌࡓ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ࡅࡿᑂ㆟≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼

ࡍࠖ࠸࠺㉁ၥ

࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺᗘබເࡼࡾࠊᛂເ㈨᱁ࡢᖺ㱋ไ㝈ࡘ ែᐉゝୗ࠾࠸࡚ࡶ⾜ࡗࡓࡇ

㔞ⓗ㉁ⓗᑂᰝᴗົࡢ㐙⾜

ᰂ㌾࡞㐠⏝ࢆ☜ಖࡋࡘ

࠾࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗࡢẖ

ࡘࡘࠊ⛉◊㈝ไᗘࡢᨵ



࠸࡚ᚑ᮶ࡢࠕ ṓ௨ୖ  ṓ௨ୗࡢ⪅ࠖࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᑾຊࡉࢀࡓࡇࢆ㧗ࡃホ౯࡛

ࡘ᪩ᮇࡢດࡵࡿࠋ ᖺᗘࡢᑂᰝ᪉㔪➼ࢆࠊᩥ

ၿ࣭ᐇࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊

㸰㸫㹀ᚋホ౯ࢆ⾜࠺

ࢆᨵࡵࠕ ṓ௨ୗࡢ⪅ࠖࡋࡓࠋ

ࡁࡿࠋ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

⛉◊㈝ࡢබເ࣭ᑂᰝࡢ

㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡

⛉Ꮫ┬ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊᚲ

⛉◊㈝ࡢ◊✲✀┠࠾

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘຓᡂࡿᑂᰝࡼࡾ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᑂ ࠾࠸࡚ࠊ⌧≧ࡢศᯒࠊ᳨ドࠊᨵၿ

 ࡾࢃࡅࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ᅾࡾ᪉ࢆᢤᮏⓗぢ┤

ᑂ㆟ࡀ♧ࡍᑂᰝࡢᇶ

せ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

࠸࡚ࠊᮇᚅ࠾ࡾࠊ࠶ࡿ

ᰝ༊ศ⾲ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺᗘຓᡂࢆ┠ฎࡋ࡚୰ ࢆ⾜࠸ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣮᡓᶵ

ࣝࢫឤᰁࡀᣑࡍࡿᅔ㞴࡞

ࡋࡓ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ

ᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼࡚

࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢᡂᯝࢆ

㛫ⓗ࡞᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆᅗࡿࡇ࡞ࡗ࡚

ࡢᣑ➼ࢆᅗࡗࡓࠊ୍⯡

≧ἣୗࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢᑂ

࣒ᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅

Ỵᐃࡍࡿࠋ

ୖࡆࡓㄢ㢟ࡢྜ

࠸ࡿࠋᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓࠊ⛉◊㈝ᨵ ࡽᖜᗈࡃពぢࢆồࡵࡘࡘ㛗ᮇⓗ

ᰝࢆ㛤ദࡍࡿ࡞ᰂ㌾ᑐ

ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࠾ࡅࡿ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ┤᥋ᴗ



㠉᥎㐍ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ ࡞どⅬ࡛ᑂᰝ༊ศ⾲ࡢぢ┤ࡋࡢ

ᛂࡋࡓࡇࡀ≉➹ࡉࢀࡿࠋࡑ

᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡



㐃ᦠࡋࠊබṇ࡞ᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ほⅬ

᳨ウࢆ⢭ຊⓗ㐍ࡵࡿ࡞ࠊ

ࡢ⤖ᯝࠊ⣙  ௳ࡢ⭾࡞ᛂ

⌮ゎྥୖ㈨ࡍࡿྲྀ⤌

㡿ᇦ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡽࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ㐺⏝ᚋࡢᛂເࢹ࣮ࢱ➼ࢆศᯒࡋࠊ
ࠕぢ

ᚋࡢ⛉◊㈝ไᗘᨵ㠉ࡢ᳨ウࢆ✚

ເㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ⣙  ࣨ᭶ࡢ

ࢆ⾜࠸ࡑࡢᐃ╔ࢆᅗࡾ

⛉Ꮫ┬ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊ

㸰㸫㸯㈨㔠㓄ศᶵ㛵

┤ࡋࡢᇶᮏ᪉㔪ࠖࢆᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊ௧  ᖺᗘࡣࠊᏛ⾡ࢩ

ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ⛉◊

▷ᮇ㛫࡛ィ⏬ἢࡗ࡚බṇ࡛

ࡘࡘࠊㄢ㢟➼ࡢᢕᥱດ

⯆ࡢ୍ඖࢆ⾜࠺

ࡋ࡚බṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜

ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰࠊࡼࡾබṇ࡞ᑂᰝ᪉ἲࡸྛ ㈝ไᗘࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ኚ

ཝ᱁࡞ᑂᰝࢆᖺ㏻ࡾ╔ᐇ

ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ

ࡓࡵࡢయไࡢᩚഛࢆᅗ

ಖࡋࡓ㐺ษ࡞ᑂᰝ➼ࡀ

ᑠ༊ศ㸦 ༊ศ㸧ࡢෆᐜࡢ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ࡚ 㔜せ࡞ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ᐇࡋࠊ༙ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ

㛫୰᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫ

ࡿࠋ

⾜ࢃࢀࡓࠊ᭷㆑⪅ࡢព

࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣ⌧⾜ࡢࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖ

࠸࡚ᖺ㏻ࡾ ᭶ෆᐃ

ࢸ࣒ࡢホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ



ぢࢆ㋃ࡲ࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ୍࡛⯡ࡽࡢពぢබເࢆ⾜࠸ࠊ ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᇶᮏⓗ⪃

ࡲࡓࡣ᥇ᢥࡀุ᫂ࡍࡿࡼ࠺

⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᚲせ࡞

ձ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ



ᐤࡏࡽࢀࡓ  ௳ࡢᚚពぢࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㝿ࡢཧ⪃ ࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺ษ࡞ᑂᰝ᪉㔪

㏻▱ࢆⓎฟࡋࠊᖺᗘᙜึࡽ

㸰㸫㸰ฎ⌮ࡢ㎿㏿

ࡋࡓࠋ

➼ࢆỴᐃࡋࠊᖺᗘィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ

ࡢ◊✲ᨭ㞀ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ

ᑂᰝࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛉◊

ࡓࡇࡣ≉➹ࡉࢀࡿࠋ

ᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇࠚ

⛉◊㈝ᴗࡢ࠺ࡕࠊᩥ

ࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝

ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ⌧≧ࡢศᯒࠊ᳨ド

㒊⛉Ꮫ┬ࡀ┤᥋ᴗົࢆ

ࡋࠊබṇ࡞ᑂᰝጤဨࡢ㑅

ࣄࣜࣥࢢᑂᰝ➼ࡢᚲ

⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ᑐࡋ࡚ࡼࡾつᶍ࡞ ㈝ࡢᑂᰝࡣࠊ
⣙  ௳ࡢ⭾࡞ᛂ

⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ

⪃ࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭

せ࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡁ㸲

◊✲ࡢᣮᡓࢆಁࡍࡓࡵࠊⱝᡭ◊✲  ᅇ┠ᛂເࡍࡿ ເ◊✲ㄢ㢟ࢆཷࡅࡅࠊᛂເࡀ

ဨ  ṓ௨ୗࡢⱝᡭ࣭୰ሀ◊

◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᴗົ

ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ

᭶ୖ᪪ෆᐃࢆ㏻

ሙྜࡣᇶ┙◊✲㸦6㸧
ࠊ
㸦$㸧
ࠊ
㸦%㸧ࡢ㔜」ᛂເࢆྍ⬟ࡋࠊ ⥾ࡵษࡽࢀࡓ  ᭶ࡽ  ᭶ࡢ⣙

✲⪅ࢆ✚ᴟⓗⓏ⏝ࡋࡓࠋ๓

ࡢຠ⋡◊✲⪅ࡢ

⾜࠺ࠋ

▱ࡍࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽

 ྡࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀࡼࡾつᶍࡢࡁ࡞◊✲✀┠ᣮᡓ  ࣨ᭶࠸࠺▷ᮇ㛫࡛⣙  ྡ

ᖺ ᗘ ẚ  㸣 ቑ ࡢ ᵓ ᡂ ẚ

ࡍࡿࠋ

ࡋ  ྡࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ

ࡶཬࡪᑂᰝጤဨࡀࣆࣞࣅࣗ

㸣ࢆ㐩ᡂࡋࡓࡋࡓࡇ

࣭๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊᑂᰝጤ

౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬ

බເᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉

ࡽࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰

Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸





࣮ࡼࡾඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃ

ࡣࠊⱝᡭ✲⪅ࡶᑂᰝᴗົᦠ

⯆ࡢᴗົࡢ୍ඖ

࡚Ỵᐃࡋࡓᑂᰝ᪉㔪➼

㸰㸫㸿༟㉺ࡋࡓ◊✲ᡂ

ࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆཷࡅࠊ◊✲⪅

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞟ྜᙧᘧࡢᑂᰝࡀ

ࢃࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᚋࡢᑂ

ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢయไࢆ

ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅➼ࡀᛂ

ᯝࡀᣢ⥆ⓗ⏕ࡳฟࡉ

ཬࡧ◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬㐃ᦠࡋ ᐇ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ≧ἣ࠾࠸

ᰝࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵ㐺ษ࡞ྲྀ

ᩚഛࡍࡿࠋ

ເ๓☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺

ࢀࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࡢᩚഛ

ࡘࡘࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ

⤌࡛࠶ࡾࠊ⛉◊㈝ࡢࡳ࡞ࡽࡎ

ᗈࡃබ⾲ࡍࡿࠋ

≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜ

࣭⥭ᛴែᐉゝⓎฟ୰࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛⮫ࡢၥ࠸ྜ ✚ࡀࡃ࡞࠸࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ

᪥ᮏࡢ⛉Ꮫࡢᑗ᮶ࢆぢ㉺ࡋࡓ

ᑂᰝ࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚

ヱᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ

ࢃࡏࣇ࢛࣮࣒ࢆ㛤タࡋࠊ◊✲⪅ཬࡧ◊✲ᶵ㛵ᢸᙜ⪅ࡀ㟁 ࡢᑂᰝ➼ࡼࡾ⣙  ௳ࡶࡢ

ᴟࡵ࡚㐺ษ࡛ඃࢀࡓᐇ⦼࡛࠶

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊᖹ

ヰࢆࢃ࡞ࡃ࡚ࡶᐜ᫆ၥ࠸ྜࢃࡏࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ

⭾࡞ᛂເㄢ㢟ࡢ୰ࡽඃࢀࡓ

ࡿホ౯ࡍࡿࠋ

⨨ࢀࡓྛ㒊࠾࠸

ᡂ  ᖺᗘㄪᰝ࠾ࡅ

ࡓࠋ

◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊ◊

࣭ホ౯ᴗົ㛵ࡋ࡚ࡶ࢜ࣥࣛ

࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲✀┠

ࡿᐇ⦼㸦ᣦᩘ 㸦ͤ㸧㸧 ࣭௧  ᖺ  ᭶ࡽࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁ ✲⪅ࡀ◊✲ࢆ᪩ᮇ㛤ጞࡍࡿࡇ

ࣥᙧᘧࢆ᥇⏝ࡋࠊ◊✲ࡢ㐍

ࡢ┠ⓗ࣭ᛶ᱁ᛂࡌࠊཝ

ࢆᇶ‽ࡋࡓ≧ἣኚ

ᣑకࡗ࡚ᐤࡏࡽࢀࡓၥ࠸ྜࢃࡏࡢᅇ⟅ࢆᥖ㍕ࡋࠊ ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࡇࡣ㧗

ᤖ≧ἣᢕᥱ࡞ࠊィ⏬㏻ࡾ㐙

ṇᐇࡍࡿࠋ

ࢆホ౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍ

㝶᭦᪂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾜ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࡿࠋ

࣭タ❧ࡕධࢀ࡞࠸࡞ᴗ⥅⥆ᅔ㞴ࢆࡁࡓࡍ◊✲ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿࠋ

ᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞

㸦ͤ㸧ᣦᩘ ௨ୖ࡛ࠊ ᶵ㛵ࡸ◊✲⪅ࡢᐇែࢆ຺ࡋࠊྛ✀ᥦฟ᭩㢮ࡘ࠸࡚ࠊ ᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ ᭶  ᪥

࣭ୖグࡢࡼ࠺⭾࡞௳ᩘࡢ

ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎྥ

᭱ࡶ㧗࠸Ỉ‽࡛࠶ࡿࠕ≧

⥾ษࡢᘏ㛗ࡸࠊ⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡢ⡆⣲࡞≉ⓗ࡞ᑐᛂࢆ ௨㝆ணᐃࡋ࡚࠸ࡓ≉ู᥎㐍◊

ᑂᰝࠊホ౯ࠊࢆࡾ࡞ࡃ㐍

ୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊᑂᰝጤဨ

ἣၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡉࢀ

⾜ࡗࡓࠋ

✲ཬࡧᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡢྜ㆟ᑂᰝ

ࡵࡓࡇຍ࠼ࠊᏛ⾡◊✲ࡢ

➼◊✲⪅ྥࡅࡓㄝ᫂

ࡿࠋ

㸯㸬ᛂເ᭩㢮ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢᘏ㛗

ࡢ୰᩿ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓࡀࠊ㞟

ࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎࢆᅗࡿࡃ⛉◊

18

➼ࠊᬑཬάືࢆᐇࡍ



◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭ  ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥

ྜ㆟ᙧᘧࡼࡿྜ㆟ᑂᰝ௦

㈝ไᗘࡢ᩿ࡢぢ┤ࡋྲྀࡾ

ࡿࠋࡲࡓࠊᑂᰝ➼ࢆ㏻ࡌ

㸰㸫㹀⊂ⓗ࣭ඛ㥑ⓗ

 ௳୰  ௳㸦㸣㸧ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ

࠼ࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡼࡾᑂᰝ

⤌ࡳࠊ௨ୗࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࡇ

࡚᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

࡞Ꮫ⾡◊✲ࡢᨭ≧

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦㹀㸧
㸧

ࢆ㛤ࡋࡓࠋ㎿㏿ࡘ⮫ᶵᛂኚ

ࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ

ࡢㄢ㢟➼ࢆᢕᥱࡋࠊ୰ᮇ

ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱ

 ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥  ௳୰  ௳㸦㸣㸧 ᑂᰝ᪉ᘧࢆኚ᭦ࡋࠊ⤒㦂࣭ࣀ࢘

㸯㸧⛉◊㈝ಀࡿ࡚ࡢᥦฟ

┠ᶆᮇ㛫୰᪂ࡓ࡞ᑂ

ᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ☜

ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ

ࣁ࢘ࡀ࡞࠸୰࡛╔ᐇᑂᰝࢆᐇ

᭩㢮ࡘ࠸࡚ᢲ༳ࢆᗫṆࡋࠊ

ᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯ࢆ⾜

ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓୰

ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⣬፹య࡛ࡢᥦฟࢆồࡵ࡞࠸࣌

ࡗࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃

ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ

⏦ㄳ᭩࠾ࡼࡧ㸦ᨭᡶ㸧ㄳồ᭩

࣭
ࠕᣮᡓⓗ◊✲ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᣮ

࣮ࣃ࣮ࣞࢫࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋࡇ

ࡲ࠼ࡓᚲせ࡞ᨵၿྲྀ

⦼㸦ᖹᡂ 㹼ᖺᗘࡢ

 ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥ ͤᘏ㛗ᚋࡢᮇ㝈ࡲ࡛ᥦฟࡍ ᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ㸧
࡛ࠖ᪂つᛂເ௳

ࢀࡣࠊᴗඛ㥑ࡅࡓຌ⦼

ࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡶࠊᰂ㌾ᑐᛂ

ᩘࡀ㸰ಸ௨ୖ࡞ࡿ୰ࠊ᪂ᆺࢥ

࡛࠶ࡾࠊᶍ⠊࡞ࡿࡋ

ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆཷ

࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡾ⤌ࡴࠋ

ホ౯࠾࠸࡚ࠊᮇᚅ࠾

㸰㸬ෆᐃᚋࡢᡭ⥆ࡁࡿᥦฟᮇ㝈ࡢᘏ㛗

ᑂᰝ࣭ホ౯ࡘ࠸࡚

ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ᡂᯝࢆୖࡆࡓホ౯ࡉ

◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ࡦࡽࡵࡁࠊࡅ ࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ㞟ྜᙧᘧࡢྜ㆟ᑂᰝࡽ

㸰㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢ᳨ド

࠾࠸࡚ࠊࡑࡢබṇᛶࠊ㏱

ࢀࡓㄢ㢟ࡢྜ㸸㸣㸧

ࢆ㝖ࡃ㸧  ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥

ࡃᐃࡋ࡚࠸࡞࠸୰࡛㸰ẁ㝵ࡢ

࠾ࡼࡧ⛉◊㈝ไᗘࡢࡉࡽ࡞ࡿ

᫂ᛶࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆ

ࢆᇶ‽ࡋࡓ≧ἣኚ

᭩㠃ᑂᰝ㎿㏿ࡘ⮫ᶵᛂኚ

ᨵၿྥࡅ⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱ

ᚓࡿࠋ

ࢆホ౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍ

ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦㸿㸧
㸧
ࠖ ᑂᰝ᪉ᘧࢆኚ᭦ࡋࠊ╔ᐇᑂ

ࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡼࡾ᳨ウࢆ⥅

ࡿࠋ

㸦௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ㄢ㢟㸧⏦ㄳ᭩ࡢᥦ ᰝࢆᐇࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛

⥆ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ฟᮇ㝈ࡢᘏ㛗

ࡁࡿࠋ

㸱㸧᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ



௧  ᖺ  ᭶  ᪥Ѝ௧  ᖺ  ᭶  ᪥

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸

ࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ

࡚ࡣࠊᑂᰝホᐃࢆぢ┤ࡋࡓࡇ

◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲⪅ࡢᐇែࢆ຺

࡛ࠊ◊✲✀┠ࡢ┠ⓗ࣭ᛶ᱁ᛂࡌ

ࡋࠊྛ✀ᥦฟ᭩㢮ࡘ࠸࡚

◊✲ㄢ㢟ࡢ⧞㉺⏦ㄳ  ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥

ࡓᑂᰝࢆࡼࡾຠᯝⓗ⾜࠺ࡇ

⥾ษࡢᘏ㛗ࡸࠊ⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡢ

ͤ ᭶  ᪥௨㝆ࡶᰂ㌾ᑐᛂ ᡭ⥆᭩㢮ࡢᙜึ㏦ಙᮇ㝈

ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ

⡆⣲࡞≉ⓗ࡞ᰂ㌾࡞ᑐ

ࡣ  ᭶  ᪥ 

࣭ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡾࠊ௧

ᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥾ษࡢᘏ㛗࡛ࡶ

ඖᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠕⱝᡭ◊✲ࠖ

ᴗࡢィ⏬ࡢ㐜ᘏࡣㄆࡵࡽࢀ

ࠕⱝᡭ◊✲㸦%㸧ࠖ᥇ᢥ⤒㦂⪅

ࡎࠊࡑࡢࡇࡣ⯆ࡀົ

ࡘ࠸࡚ࡶᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ

ᙧែࡢኚᐜ➼ࢆồࡵࡽࢀ࡞ࡀ

࣮࣋ࢫⓏ㘓ࡋࠊጤဨೃ⿵⪅ࡢ

ࡽࡶࠊ▷ࡃ࡞ࡗࡓᮇ㛫࡛ࡑࡢ

 ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥ ᐇ⦼ሗ࿌᭩ཬࡧᐇ≧ἣሗ࿌ ᪂つⓏ㘓⪅ᩘࢆ╔ᐇᐇ㸦Ⓩ

㉁ࢆⴠࡍࡇ࡞ࡃ᳨ドࠊྲྀ

 ௳୰  ௳㸦㸣㸧ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ

 ௳୰  ௳㸦㸣㸧ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ

㸱㸬௧  ᖺᗘࡢ⧞㉺ཬࡧ⿵ຓᴗᮇ㛫ᘏ㛗ᢎㄆ⏦ㄳ
ࡢᘏ㛗

  ௳୰  ௳㸦㸣㸧ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ
⿵ຓᴗᮇ㛫ᘏ㛗ᢎㄆ⏦ㄳ᭩  ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥
  ௳୰  ௳㸦㸣㸧ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ
⧞㉺ᢎㄆ⏦ㄳక࠺⤒㈝ࡢ㏉⣡ᮇ㝈ࡢᘏ㛗
᭩  ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥

㘓 ⪅ ⥲ ᩘ  ᑐ ๓ ᖺ ᗘ ࡾࡲࡵᙜࡓࡗࡓࡇࠊࡍ
ቑ 㸧ࡉࡏࡿࡶࠊ㑅⪃

࡞ࢃࡕ㐣ᗘ࡞㈇ᢸࢆ㈇ࡗࡓࡇ

 ௳୰  ௳㸦㸣㸧ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ

㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

ࢆពࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉グࡍ

◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩  ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥

✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡢཧ⏬ࢆᚓ

ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

 ௳୰  ௳㸦㸣㸧ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ

࡚ࠊ⣙  ௳ࡶཬࡪ๓ᖺᗘࡢ

㸲㸧ᖐᅜⓎᒎ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊ✀

◊✲ᡂᯝබ㛤Ⓨ⾲㸸௧ඖ  ᖺᗘ⿵ຓᴗࡢ ᑂᰝᑐࡍࡿ᳨ドࢆᐇࡋࠊᙜ

┠ࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡍࡿሙྜࡣ

ᚋ  ᪥௨ෆЍ௧ඖ  ᖺᗘ⿵ຓᴗࡢᚋ 

ヱ᳨ド⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㐺ษ࡞

ࠕ࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮ࠖ࠸࠺㌟

᪥௨ෆ ͤᘏ㛗ᚋࡢᮇ㝈௨㝆ࡶᰂ㌾ᑐᛂ

ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡋ࡚࠾ࡾࠊබṇ

ศ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᛂເྍ⬟ࡋࠊ

 ௳୰  ௳㸦㸣㸧ࡀᘏ㛗ᮇ㛫ᥦฟ

࡞ᑂᰝไᗘࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶

ไᗘࡢᙎຊⓗ㐠⏝ࢆィࡗࡓࠋ

ࢃࡏ࡚ࠊᖺ㱋ᒙࡀẚ㍑ⓗప࠸㸦

㸳㸧ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ

◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤Ⓨ⾲㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ṓ௨ୗ㸧◊✲⪅ࡢᑂᰝጤဨࡢ

㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦$㸧㸧ࡘ࠸

㸲㸬ᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢᘏᮇ

㸳㸬⏦ㄳࡢ␃ಖ

✚ᴟⓗⓏ⏝ࢆ㐍ࡵࠊᑂᰝጤဨ

࡚ࠊᛂເ㈨᱁ࡢᖺ㱋ไ㝈ࢆࠕ

ࡣࠊ⏦ㄳࢆ␃ಖ࡛ࡁࡿࡇࡋࠊࡑࡢሙྜࡢ ༨ࡵࡿ  ṓ௨ୗࡢྜࡢቑࢆ╔

ṓ௨ୖ  ṓ௨ୗࠖࡽࠕ ṓ

⏦ㄳࢆ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᘏ㛗ྍ⬟ࡋࡓࠋ

௨ୗࠖᨵࡵࠊᖺ㱋ࡢୗ㝈ࢆ᧔

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢ‽ഛࡸ㛤ദ᪥ࡢ᳨ウࡀᅔ㞴࡞ሙྜ
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㸴㸬᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࢆ⏤ࡍࡿ ࡲࡓࠊ ᭶㛤ദࡉࢀࡓ⛉Ꮫ◊

ᗫࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᅜ㝿◊✲

◊✲ㄢ㢟ࡢ௧  ᖺᗘࡢ⧞㉺⏦ㄳ᭩ࡢᵝᘧࢆ⡆␎

✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ
௧  ᖺᗘ

άືࡢᨭࢆィࡗࡓࠋ

ࠊ⿵ຓᴗᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆㄆࡵࡓࠋ

⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡢ⥲ᣓࢆィ⏬㏻ࡾ



  ⧞㉺⏦ㄳ㸸 ௳ ๓ᖺᗘ㸦 ௳㸧ẚ㍑ࡋ࡚ ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࡚ࡢᑂᰝጤ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

  ቑ

ဨࡢ௵ᮇࡀ‶ࡋࡓ✀┠ࡘ࠸

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

  ⿵ຓᴗᮇ㛫ᘏ㛗ᢎㄆ⏦ㄳ㸸⣙  ௳

࡚㏿ࡸᑂᰝጤဨྡ⡙ࢆබ⾲

࣭࢜ࣥࣛࣥࡼࡿ㠃᥋ᑂ

ࡍࡿࡇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩ

ᰝࠊྜ㆟ᑂᰝࡢ㉁ࡢ᳨ドࢆ⥅

 ๓ᖺᗘẚ⣙  ಸ

  ࠺ࡕࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࢆ⏤ ࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍࡿ⏦ㄳᩘ

⥆ࡋࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼ࠾ࡅࡿ

࣭ᑂᰝ࡛ࡣࠊᑂᰝጤဨᛂເ⪅ࡀ

ࡼࡾඃࢀࡓᑂᰝࡢᙧែࡢᥦ

ᑂᰝ⮫ࡴᙜࡓࡗ࡚ࡢጼໃࢆ

ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ

 ⿵ຓᴗᮇ㛫ࡢᘏ㛗⏦ㄳ㸸⣙  ௳

♧ࡋࡓࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

 ๓ᖺᗘᘏ㛗ࡋࡓㄢ㢟ࡢ⣙  

◊㈝㸧ࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࠖࢆᡭᘬཬ

ࡼࡿົᙧែࡢኚᐜᇶ࡙

ࡧᑂᰝࢩࢫࢸ࣒⏬㠃♧ࡍࡇ

ࡃ◊✲ࡢࡸእᅜΏ⯟ไ㝈

◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭཬࡧᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ ࡼࡾࠊࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡿ⛉

ࡼࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢ➼

㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦㹀㸧
㸧ࡿᑂᰝጤဨࡢጤკ౫㢗ࡢ ◊㈝ࡢᑂᰝࡀࡼࡾᶵ⬟ࡍ

ᑐࡋࠊ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡸ◊

ࡿࡼ࠺ᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊᑂᰝ࣐ࢽࣗ

✲㈝ࡢḟᖺᗘ⧞㉺ᡭ⥆ࡁࡢ⡆

ࣝ࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ⓗ࡞ព⩏

⣲࡞ࡢ㓄៖ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸

ᇶ࡙࠸࡚ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡼ

ࡿࠋࡇࢀࡣ࠸ࢃࡤ㈇ࡢഃ㠃

࣭⾜ᨻᡭ⥆࠾ࡅࡿᢲ༳ࡢぢ┤ࡋࡀᨻᗓࡽせㄳࡉࢀࡓ ࠺ࠊᑂᰝጤဨࡢ࿘▱ࢆᚭᗏࡍ

ᑐࡍࡿ㓄៖࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ◊

  ⧞㉺⏦ㄳ㸸⣙  ௳

㸵㸬ࡑࡢ

ᅇ⟅ᮇ㝈ࢆᘏ㛗㸦 ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥㸧
࣭ᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ☜ㄆ࣭᭦᪂ᮇ㝈ࢆᘏ㛗
㸦 ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥㸧

ࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

✲⪅ࡢ⮬⏤࡞Ⓨࡢࡶ࡛ࠊ

࣮࣒ࢆ⥭ᛴᵓ⠏ࡋࡓୖ࡛ࠊᴗඛ㥑ࡅ࡚௧  ᖺ   ᑐ ࡍ ࡿ ⌮ ゎ ྥ ୖ ࢆ ᅗ ࡗ ࡚ ࠸

◊✲ィ⏬᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

᭶ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ಀࡿྛ✀᭩㢮ࡢ

ࡿࠋ௨ୖࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊබṇ࡛㏱

ࢫ㛵ಀࡢ◊✲ࢆᛴ㑉ྵࡵࡓ࠸

ᢲ༳ࡢᗫṆᥦฟ᪉ἲࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ົ㐃⤡㸧ࢆⓎ

᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝไᗘࢆ╔ᐇᩚ

࠸ࡗࡓࢣ࣮ࢫᑐࡋ࡚ࡶᰂ

ࡇࢆཷࡅࠊᙳ㡪⠊ᅖࡢ᳨ウ㸦  ᵝᘧ㸧ࡸᥦฟࣇ࢛

ฟࡋࠊ⛉◊㈝ࡿᥦฟ᭩㢮࡚ࡘ࠸࡚ᢲ༳ࢆ㏿ࡸ ഛࡋࡓࠋ

㌾࡞㓄៖ࢆᮃࡴࠋ⏕≀⣔⛉Ꮫࠊ

ᗫṆࡍࡿࡶࠊ⣬፹య࡛ࡢᥦฟࡶồࡵ࡞࠸ࡇ ࣭⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ᚋࠊᨵ

་ṑ⸆ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊேᩥ♫

ࡋࡓࠋ

㠉ࡢᐇຠᛶ࣭᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍࡿ

⛉Ꮫ⣔࡛ࡶ⌮ᕤ⣔࡛ࡶᵝࠎ࡞



ࡓࡵࠊᑂᰝ࡛ࡢពぢࡸᏛ

ㄢ㢟ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



ձᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ

࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇࠚ

⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ

࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࡢάᛶࠊᅜ㝿



Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ڦᑂᰝᴗົ

ࡼࡿ᳨ドࠊࡲࡓ௧ඖᖺᗘ

ࢆࡉࡽ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚ࠊᡃࡀ

ࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ

㸦ᑂᰝᴗົ㸧

ᐇࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾࠊ᪂

ᅜࡢ◊✲άືࡢⓎᒎࢆィࡗ࡚

࡚௨ୗࡢᴗົࢆᐇࡋࠊ

࣭ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ⥲ྜᑂ

ࡋ࠸ࠋ

⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾

ࢆᚑ᮶ࡢ㞟ྜᙧᘧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ࡛㛤ദࡋࠊ ᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࡶ᭷ຠᶵ

࠸࡚ࠊࡑࡢබṇᛶࠊ㏱᫂

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕ⊂❧⾜ᨻἲே

⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

ᛶࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆᚓ

᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡀ⾜࠺⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᑂᰝࡢᇶ

ࡢᑂᰝጤဨࡢホ౯⤖ᯝࢆཧ⪃

ࡿࠋ

ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾ࡅࡿᑂ ホ౯ࡍࡿ⤌ࡳࡀᶵ⬟ࡋ࡚
ᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖᇶ࡙ࡁࠊ



ᰝཬࡧホ౯㛵ࡍࡿつ⛬ࠖࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡋࡓࠋࡇࡢࡇ ࠸ࡿࡇࡽࡶࠊᏛ⾡ⓗ౯್ࡢ

㸦ϸ㸧ᑂᰝᴗົ

ࡼࡾࠊ◊✲✀┠ࡢ≉ᛶᛂࡌࠊ㐺ษᑂᰝࢆ⾜࠺⤌

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭

ࡳࢆᩚഛࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࡘ࠸࡚ࡣ࣓࣮ ࡀᶵ⬟ࡋࠊᑂᰝࡢ㉁ࡢྥୖࡀᅗ

㧗࠸◊✲ㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡍࡿ⤌ࡳ

Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕᑂᰝ

ࣝᑂ㆟ᙧᘧࡶే⏝ࡍࡿࡇࡋ㸦௧  ᖺᗘࡣ  ᅇᐇ ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖࢆ㋃ࡲ

㸧ࠊ㆟ㄽࡢᶵࢆቑࡸࡍࡶጤဨࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡋ

࣭ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࠊࠕᇶ┙◊✲

࠼ࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ㧗

ࡓࠋ

㸦6㸧ࠖࡢ◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ◊✲
20

࠸㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ᵓ

࣭≉ู᥎㐍◊✲ཬࡧᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⥲ྜᑂᰝࠖ ᡂᯝࡢ᳨ド୪ࡧࠕ≉ู᥎㐍◊

ᡂࡍࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᨭつᶍ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡼࡾ⥲ྜ ✲ࠖࠊ
ࠕᇶ┙◊✲㸦6㸧ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ

࠾࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗ

ⓗ࡞ほⅬࡽࡢᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃ᑂᰝᚋࠊࣄ

ࡢᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴᐃࡋࠊ

ࣜࣥࢢᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊྜ㆟ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑓ㛛

ཬࡧࠕ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿

ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ

ᛶࡶ㓄៖ࡋࠊᑂᰝពぢ᭩㸦≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࡣᾏእ

ሗⓎಙᙉ㸧
ࠖࡢ୰㛫ホ౯ࡘ

࣭ᑂᰝጤဨࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡶྵࡴ㸧ࢆά⏝ࡋࡓࠋ

࠸࡚ࡣ㐺ษᐇࡋࠊホ౯⤖ᯝ

ᗘ௨㝆᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ㄢ㢟㸧

ᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࠊࡼࡾ㐺

࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡼ ࡘ࠸࡚ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸

ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡍ

ࡾࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥௨㝆ணᐃࡋ࡚࠸ࡓ≉ู᥎㐍◊ ࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿ࡞ࠊᖺᗘィ⏬

ࡿࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

✲ཬࡧᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡢྜ㆟ᑂᰝࡢ୰᩿ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓ ㏻ࡾ╔ᐇホ౯ᴗົࡀ⾜ࢃࢀ࡚

✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά

ࡀࠊᑂᰝ㛤ྥࡅࡓ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊᚑ᮶ࡢ㞟ྜᙧᘧ௦

⏝ࡋ࡚㑅⪃ࢆ⾜࠺ࠋࡲ

࠼ࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡼࡾᑂᰝࢆ㛤ࡋࡓࠋ≉ู᥎㐍◊ ࠙ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇࠚ

࠸ࡿࠋ
࣭⛉◊㈝ಀࡿᥦฟ᭩㢮࡚

ࡓࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᙜ

✲࡛ࡣᙜヱ࢜ࣥࣛࣥ㆟ᙧᘧࡼࡾ➨  ᅇྜ㆟ᑂᰝ

ࡓࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ศ㔝ࡢ

㸦ࣄࣜࣥࢢࡢᐇࠊྜ㆟ࡼࡿ᥇ᢥೃ⿵◊✲ㄢ㢟ࡢ㑅 ࡘ ࠸ ࡚ ᢲ ༳ ࢆ ᗫ Ṇ ࡍ ࡿ   ࡶ

ࡶ⪃៖ධࢀࡘࡘࠊⱝ

ᐃ㸧ࢆ  ࡘࡢᑠጤဨ࡛ᐇࡋࠊᇶ┙◊✲㸦6㸧࡛ࡣ➨ 

ࠊ⣬፹య࡛ࡢᥦฟࡶồࡵ࡞࠸

ᡭ࣭୰ሀᒙ㸦 ṓ௨ୗ㸧

ᅇྜ㆟ᑂᰝ㸦ࣄࣜࣥࢢ◊✲ㄢ㢟ࡢ㑅ᐃ㸧ࢆ  ࡘࡢᑠጤ

ࡇࡋࡓࠋᨻᗓࡽࡢせㄳࢆ

ࡢ◊✲⪅ࢆᇶ┙◊✲

ဨ࡛ࠊ⥆ࡃ➨  ᅇྜ㆟ᑂᰝ㸦ࣄࣜࣥࢢࡢᐇࠊྜ㆟

㋃ࡲ࠼㎿㏿ᑐᛂࡋࡓ⤖ᯝࡋ

㸦%㸧
ࠊ
㸦&㸧ཬࡧⱝᡭ◊✲

ࡼࡿ᥇ᢥೃ⿵◊✲ㄢ㢟ࡢ㑅ᐃ㸧ࢆ  ࡢᑠጤဨ࡛ᐇ ࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࠸ࡗࡓ◊✲✀┠ࡢᑂ

ࡋࠊ࢜ࣥࣛࣥ㆟ᙧᘧࡼࡿᑂᰝࡢ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫ

ᰝጤဨࡋ࡚✚ᴟⓗ

ࡀࡃ࡞࠸୰࡛ࡶ☜ᐇᑂᰝࢆࡉࡏࡓࠋ

ࡀ㢧ⴭ㐍ࢇࡔࡇࡣ◊✲⪅࠾

Ⓩ⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ

࣭ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ᭶  ᪥㹼 ᭶ ࡼࡧ◊✲ᶵ㛵ࡢົ㈇ᢸ㍍ῶ

ᑂᰝ⤊ᚋ᳨ドࢆ⾜

 ᪥ࡅ࡚ࣉࣞࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸦๓ࡢ㑅⪃㸧ࢆࠊ

࠸ࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡸᑂ

᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥ࡅ࡚᭩㠃ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ 㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᰝయไࡢᨵၿࡘ࡞ࡆ

ᚋࠊ ᭶  ᪥⥭ᛴែᐉゝࡢᑐ㇟ࡀᅜᣑࡉࢀࡓ ࣭࢜ࣥࣛࣥࡼࡿ㆟ࡢᐇ

ࡿࠋ

ࡇࡼࡾࠊ㞟ྜᙧᘧ࡛ࡢྜ㆟ᑂᰝ௦࠼ࠊබṇ࣭බᖹ

࣭᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

࡞ᑂᰝࢆ㎿㏿ᐇᆅࡋࠊ㏿ࡸᴗົࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ ࡸ ,7 ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ୍ᐃᇶ‽௨ୖ

ࡘ࠸࡚ࠊᖿㄝ᫂ࡸ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ཬࡧ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡢ༠㆟ࡼࡾ

᭷ࡍࡿࡇࡀᚲせࡉࢀࡿ୰࡛

ᑂᰝࡢᡭᘬ➼ࢆ㏻ࡌ࡚

ࠕᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧
ࠖ➼ࡢᑂᰝ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠕẁ㝵᭩㠃ᑂ

ᛴ㑉ᑐᛂࡋࠊᴗ㐙⾜ࡁ࡞

ᑂᰝጤဨࡢ⌮ゎྥୖࢆ

ᰝࠖࡢ⤌ࡳࢆά⏝ࡋࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤဨ┦ࡢホⅬ࣭ ᙳ㡪ࢆ࠼࡞ࡗࡓࡇࡣ≉➹

ᅗࡿࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ

ࢥ࣓ࣥࢺࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ᗘホ౯ࡍࡿ㸰ẁ㝵ࡢ᭩㠃ᑂ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵ

ᰝࡼࡗ࡚᥇ᢥೃ⿵◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡋࠊ ᭶  ᪥ෆᐃ ❧ࡕᙜ᪥ࡢ࡞㐍⾜ࢆ☜ಖࡍ

࡞ࡾࠊィ⏬ࢆୖᅇࡿᡂᯝࡋ࡚

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㏻ಙ⎔ቃࡢᩚഛ

್ࡍࡿࠋ≉ྛྜ㆟ᑂᰝඛ

ၿࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᑂᰝጤဨ

㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ
ࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ㸧
࡛ࠖࡣࠕᇶ┙◊✲

ᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࡸ

ࠖࡢ㔜」ไ㝈⦆ࡼࡾ᪂つᛂເ௳ᩘࡀ  ௳ ဨᑐࡋ࡚๓ࡢ᥋⥆ࢸࢫࢺࢆ
㸦%㸧

ᑂᰝ࡛ࡢពぢ➼

๓ᖺᗘ㸦 ௳㸧ࡼࡾᖜቑຍࡍࡿ࡞ࠊྜ㆟ࢆᚲ ᐇࡋࠊࡁ࡞᥋⥆ࢺࣛࣈࣝࢆ

ࢆ㏻ࡌ࡚ㄢ㢟➼ࡢᢕᥱ

せࡍࡿ◊✲✀┠࠾࠸࡚᭱ከ࡛࠶ࡿ  ேࡢᑂᰝጤဨ ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡞ࡃ࡚ࡢᑂᰝ

ດࡵࡿࡶࠊᑂᰝ

ࡢ㛫࡛ᑂᰝ᪉ᘧࡢኚ᭦࡞ᖺ௨ୖࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆᐇ ࢆ㐙ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝጤဨࡢ

ጤဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶྥࡅ

ࡋࡓࠋ

᪑㈝ࡸ᪥ᙜࡀせ࡞ࡿࡇ

ࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺᗘຓᡂศ

ࡽࠊᖜ࡞ࢥࢫࢺ๐ῶࡘ࡞ࡀ



ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦$㸧
㸧 ࡗࡓࠋ

ࡿࡓࡵ  ྡࢆ㉸࠼ࡿᑂᰝጤ

ࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺᗘࡢ᪂つᛂເ◊✲ㄢ㢟  ௳ࡘ࠸ ࣭᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ຍ࠼ࠊ
࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶ୖ᪪ࡽ௧  ᖺ  ᭶ୖ᪪ࡅ࡚

ⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡶసᡂࡋබ

ྠࡌᑂᰝጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧ࢜ࣥࣛࣥ㆟ᙧᘧ

⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢ◊✲ᶵ㛵

21

33

34
ࡢྜ㆟ᑂᰝ㸦ᑂᰝጤဨ⣙  ྡࠋᑠጤဨࢆ  ᅇ㛤ദ㸧 ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿእᅜே◊✲⪅ࡀᛂ
ࢆᐇࡋࠊ ௳ࡢ᥇ᢥࢆ⾜࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ ເࡍࡿ㝿ࡢ౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡗ
ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ

࡚࠾ࡾ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦%㸧
㸧ࡘ࠸

ࡿࠋࡲࡓࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ㛤

࡚ࠊ᪂つᛂເ◊✲ㄢ㢟  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶

ദࡋࠊᑂᰝ᪉㔪ࢆỴᐃᚋࠊ◊✲⪅

ୖ᪪ࡽ௧  ᖺ  ᭶୰᪪ࡅ࡚⛉◊㈝
ࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖ ➼ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᛂເཷᮇ
㸦ᑂᰝጤဨ⣙
ࡢࠕ୰༊ศࠖࢆά⏝ࡋࡓࠕ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࠖ

㝈๓බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅ࡢ

 ྡ㸧ࢆᐇࡋࠊ ௳ࡢ᥇ᢥࢆ⾜࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶ ⏦ㄳ‽ഛࡢ౽ᐅࡢྥୖࡸࠊ㏱᫂
 ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ

ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ౯࡛ࡁࡿࠋ
௧  ᖺᗘࡢ᪂つᛂເㄢ㢟  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺ 



᭶୰᪪ࡽ௧  ᖺ  ᭶୰᪪ࡅ࡚ྠࡌᑂᰝጤဨࡼ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ
ࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࢆᐇࡋࠊ ௳ࢆ᥇ᢥࡋࠊ௧

ᣑࢆཷࡅࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛

 ᖺ  ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᅜ㝿ඹ

ᴗ᪨ࡸබເෆᐜࡢኚ᭦Ⅼ➼

ྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡢᑂᰝࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᑂ

ࢆ࿘▱ࡍࡿࡶࠊ㉁ᛂ⟅

ᰝ࣭ホ౯➨୍㒊࠾࠸࡚ᐇࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊᅜ㝿ඹྠ◊

ࡢ௦᭰ᡭẁࡋ࡚ )$4 ࢆᐇࡉ

✲ᙉ㸦$㸧ྠࡌᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝㒊࠾࠸࡚ᑂᰝࢆ⾜ ࡏࡿࡇ࡛ᚑ᮶ࡢ㞟ྜᙧᘧ࠶
࠺ࡇࡋࠊࡉࡽᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡀ✀┠ࡢ㊃᪨࣭ᑐ㇟

ࡗࡓ࣓ࣜࢵࢺࢆ⿵ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ

ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࠊホᐃせ⣲ࢆࠕ㸿㸬 ◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃᛂࡌ࡚ࠊ
ᖐᅜⓎᒎ◊✲ࡋ࡚ࡢጇᙜᛶࠖࠕ㹀㸬◊✲ィ⏬ࡢෆᐜ ᅜྛᆅ࡛ㄝ᫂ࢆ⾜࠸ࠊබເ
㛵ࡍࡿホᐃせ⣲ࠖᩚ⌮ࡋࠊホᐃせ⣲ࡢෆᐜࢆぢ┤ࡋ

ෆᐜࡸไᗘࡢᨵၿ➼ಀࡿṇࡋ

ࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࢆྵࡴᑂᰝ㈨ᩱࡣ⣬፹య࡛ࡢ㏦ ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ✚ᴟⓗᅗࡗ࡚
ࢆ⾜ࢃࡎࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢࡳ࡛᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇ ࠸ࡿࠋ
࡛ࠊ ᭶ࡢබເ⥾ษᚋࠊ㏿ࡸ᭩㠃ᑂᰝࢆ㛤ጞࡍࡿ

࠙ᴗົࠚ

ࡶࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢࡳ࡛᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇ ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࡢᑂᰝ⤖ᯝ
࡞ࡘ࠸࡚ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᇶ࡙ࡁࠊ㒊ศࡢ◊✲✀┠

࣭ᇶ┙◊✲㸦$㸧
ࠊ
㸦%㸧ࠊ
㸦&㸧ཬࡧⱝᡭ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧

ࡘ࠸࡚ࠊᖺᗘᙜึࡢ  ᭶  ᪥

  ᖺᗘࡢ᪂つᛂເ◊✲ㄢ㢟⣙  ௳ࡢ࠺ࡕࠊ⣙   

࡛ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋ࡚࠾

༓௳ࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶ࡢᛂເ⥾ษᚋࠊ௧  ᖺ

ࡾࠊ᭩㠃ᑂᰝࡔࡅ࡛࡞ࡃࣄࣜ

 ᭶ୖ᪪ࡽ௧  ᖺ  ᭶୰᪪ࡅ࡚ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ௧

ࣥࢢᑂᰝࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲✀┠

  ᖺ  ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡍࡿࡇ࡛  ᭶ᙜ ࡘ࠸࡚ࡶࠊ◊✲ࢆ᪩ᮇ㛤ጞ
ึࡽ◊✲ࢆ㛤ጞ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㎿㏿ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᴗົࢆ㎿㏿⾜
ᇶ┙◊✲ % ࠊ & ࠊⱝᡭ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ဨࡀ㸰ẁ㝵ࢃࡓࡾࠊ᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜࠸᥇ྰࢆỴᐃࡍࡿᑂ 
ᰝ᪉ᘧࠕ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࠖࢆᐇࡋ㸦ᑂᰝጤဨ⣙ 

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ

ྡ㸧
ࠊᇶ┙◊✲ $ ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝ ᑂ

ࢆ⧞㉺⏤ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟ࡢ

ᰝጤဨ⣙  ྡ ࢆྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀ⾜࠸ࠊᑂᰝጤဨ┦ ⧞㉺⏦ㄳ᭩ᵝᘧࡢ⡆␎ࡸࠊ⿵
ࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚᥇ᢥೃ⿵◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿᑂᰝ᪉

ຓᴗᮇ㛫ࡢᘏ㛗⏦ㄳࢆㄆࡵ

ᘧࠕ⥲ྜᑂᰝ࡛ࠖ㓄ศᑂᰝࡢࡓࡵࡢᑠጤဨࢆᚑ᮶ࡢ㞟 ࡿ➼ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡶ
ྜᙧᘧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ࡛ᘏ  ᅇᐇࡋࡓࠋ ࠊᖜቑຍࡋࡓ⏦ㄳࢆᖺ
࡞࠾ࠊᇶ┙◊✲㸦$㸧➼ࡢ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢྜ㆟ᑂᰝඛ ࡞࠸▷ᮇ㛫࡛ฎ⌮ࡋࠊ◊✲⪅
22

❧ࡕᙜ᪥ࡢ࡞㐍⾜ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ  ྡࢆ㉸࠼ࡿ ࡢ◊✲ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ
ᑂᰝጤဨᑐࡋ࡚๓ࡢ᥋⥆ࢸࢫࢺࢆᐇࡋࡓࠋ

࡚ᙎຊⓗ◊✲㈝ࢆ⏝࡛ࡁࡿ

࣭ⱝᡭ◊✲࠾ࡅࡿ⊂❧ᇶ┙ᙧᡂᨭ㸦ヨ⾜㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ࡼ࠺ᑐᛂࡋࡓࡇࡣࠊᖺᗘィ⏬
ᨭᑐ㇟ࡢ◊✲✀┠ࢆᚑ᮶ࡢࠕⱝᡭ◊✲ࠖࡽࠕᇶ┙◊ ࢆୖᅇࡿᡂᯝ࡛࠶ࡾ㧗ࡃホ౯࡛
✲㸦㹁㸧
ࠖࡶᣑࡋࡓ⤖ᯝࠊᛂເ௳ᩘࡣ  ௳ࠊ๓ᖺ

ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ཬࡧᐇ

ᗘࡢ  ௳ࡽ⣙  ಸ࡞ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥බເせ㡿ࢆ

≧ἣሗ࿌᭩ࡢᥦฟ௳ᩘࡀᖺࠎቑ

බ㛤ࡋࠊ ᭶  ᪥ࡢ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚  ௳ࡢ

ຍࡋ࡚࠸ࡿ୰ࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ᇶ

᥇ᢥࢆ⾜࠸ࠊ ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ

࡙ࡃ㢠ࡢ☜ᐃฎ⌮ࢆ⾜ࡗ

࣭ዡບ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂᰝ༊ศẖྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀ ࡚࠸ࡿࠋ
᭩㠃ᑂᰝࢆ㸰ᅇ⾜࠸᥇ྰࢆỴᐃࡍࡿࠕ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࠖ ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣࠊࡇࢀࡲ
ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ

࡛ࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ୍㒊✀┠

࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠጤဨ࠾࠸࡚᭩

ᇶ㔠ࢆᑟධࡍࡿ࡞ࠊᖖ

㠃ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡼࡿ࢜ࣥࣛࣥ ࡢ➇தⓗ㈨㔠ไᗘඛࡀࡅ࡚
㆟ᙧᘧ࡛ྜ㆟ᑂᰝࢆ  ᅇᐇࡋࠊ᥇ᢥࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ไᗘᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ௧ඖ



ᖺᗘࡽࡣᾏእΏ⯟࠾ࡅࡿ

㸦ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃㸧

⛉◊㈝ࡢ୰᩿࣭㛤ไᗘࢆᑟධ

࣭ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ࡋࠊࡲࡓࠊᇶ㔠ᑐ㇟ㄢ㢟ࡢᣑ

ࢱ࣮◊✲ဨࡀᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦௧ᖺᗘ

క࠺‽ഛ➼ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿ࡞

࠾࠸࡚⣙ྡࡢ᪂つⓏ㘓⪅ࢆຍ࠼ࠊⓏ㘓⪅ᩘࡣ

ࠊከࡃࡢ◊✲άືࡢάᛶࡸ

ྡ௨ୖᐇ㸧ࢆά⏝ࡋࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ㐺ษ࡞ ◊✲㈝ࡢຠ⋡ࠊ◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ
ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

㍍ῶࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⛉◊㈝ࡣࠊ

ࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡼࡗ࡚ࠊᑂᰝၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓᑂᰝጤဨ ⌧Ⅼ࠾࠸࡚ࡶࠊᏛ⾡◊✲ࡢ
ࡸ᭷ព⩏࡞ᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡓᑂᰝጤဨࡢ≉ᐃ࡞ࠊ ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠊ㠀ᖖຠ⋡ⓗ࣭
๓ᖺᗘࡢᑂᰝࢆ᳨ド㸦ͤ㸧ࡋࡓୖ࡛㑅⪃ࡋࡓࠋࡇࡢࠊ ຠᯝⓗ࡞ຓᡂไᗘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ḟୡ௦ࡢᑂᰝጤဨࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡞ࡢほⅬࡽࠊ௧ඖᖺ ࡀࠊᏛ⾡◊✲ࡢ᭦࡞ࡿⓎᒎࢆᅗ
ᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊࠕⱝᡭ◊✲ࠖࠕⱝᡭ◊✲㸦%㸧ࠖࡢ᥇ᢥ

ࡿࡃ᩿ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜ࡗ࡚

⤒㦂⪅ࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫⓏ㘓ࡋᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢᣑ

࠸ࡿࡇࡣࠊ᭦࡞ࡿไᗘᨵၿࢆ

ࢆᅗࡿࡶࠊ◊✲ศ㔝ࡢࡶ⪃៖ධࢀࡘࡘࠊᖺ

╔ᐇ㐍ࡵࡓࡶࡢࡋ࡚ࠊ㧗ࡃ

㱋ᒙࡀẚ㍑ⓗప࠸㸦ṓ௨ୗ㸧◊✲⪅ࢆࠕᇶ┙◊✲㸦%㸧ࠖ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࠕᇶ┙◊✲㸦&㸧ࠖࠕⱝᡭ◊✲ࠖࡢᑂᰝጤဨ✚ᴟⓗⓏ ࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⏝ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᙜヱ◊✲✀┠ࡢᑂᰝጤဨ༨ࡵࡿ Ᏻ  ᛶ ࡢ ☜ ಖ ࢆ ᭱ ඃ ඛ  ࡋ ࡘ
ṓ௨ୗࡢྜࢆ๓ᖺᗘẚ㸣ቑ㸦ᵓᡂẚ㸣㸧ࡋ

ࡘࠊ㐠⏝ᮇ㛫ࠊ㐠⏝㢠ཬࡧ㔠⼥ၟ

ࡓࠋ

ရࢆタᐃࡋ࡚ὶືᛶࢆ☜ಖࡍࡿ



ࡶࠊ」ᩘࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࡽ

ͤ௧  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡢ᳨ド

ᘬࡁྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊ┈ᛶࡢྥୖ

ᐇᮇ㸸௧  ᖺ  ᭶㹼௧  ᖺ  ᭶

␃ពࡋࠊ╔ᐇ࡞⟶⌮ཬࡧ㐠⏝

ᐇ௳ᩘ㸸⣙  ௳

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



࠙◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱࠚ

࣭ᑂᰝᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ᪉ᘧࠊ⥲ྜᑂᰝ᪉ ࣭௧ඖᖺᗘ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ
ᘧࢆᑟධࡍࡿࡇࡼࡾࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀ㸰ᅇࢃࡓ 㢟ࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡗ࡚ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊࡢᑂᰝጤဨࡢពぢࡶ㋃ࡲ࠼࡞ ᅜẸ◊✲ᡂᯝࢆ㑏ඖࡍࡿ࠸
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35

36
ࡀࡽ⮬㌟ࡢホ౯ࡢ᳨ウࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊྛ

࠺ほⅬࡽࠊሗ࿌ࡀྍ⬟࡞࡚

ᑂᰝጤဨࡀ⾜ࡗࡓᑂᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡶࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒ ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᥦฟࡉࡏ࡚
◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯つ⛬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᇶ‽࣭ ࠾ࡾࠊ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ
᪉ἲ࡛ᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓྰࡢ᳨ドࢆ⾜࠺࡞ࠊᑂ ࡲࡓࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮
ᰝࡢබṇᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢱ࣮࣋ࢫ㸦.$.(1㸧ࡘ࠸࡚ࠊ◊

࡞࠾ࠊ ᭶㛤ദࡉࢀࡓ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚௧ ✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘ
  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡢ⥲ᣓࢆ⾜࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑂ㆟ ࡢᖜ࡞ቑຍࡣ .$.(1 ࢆ㏻ࡌࡓ
࠾࠸࡚ࡶሗ࿌ࡋࡓᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ

◊✲ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ➼ࡀ

ࠕەᑂᰝಀࡿ⥲ᣓࠖ

╔ᐇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀ

KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBVHLGRBVKLQVDGDWDU5BVKLQVDBVRXNDWVXSGI

ࡲࡓࠊᑂᰝጤဨྡ⡙ࡘ࠸࡚ࡶࠊᑂᰝ⤊ᚋ࣮࣒࣍

ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᅜẸࡀ⛉◊㈝࠾࠸

࣮࣌ࢪୖ࡛බ⾲ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡚ࡢᑂᰝጤဨࡢ ࡚ࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
௵ᮇࡀ‶ࡋࡓ◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ྡ⡙ࢆබ⾲ࡋࠊ㏱᫂ᛶ ࡿࠊࡲࡓࠊ◊✲ᡂᯝࡀ⏕ࡳฟࡉ
ࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆᅗࡗࡓࠋ

ࢀࡓࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ

ەᑂᰝጤဨྡ⡙

࠺ࠊศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࡢሗᥦ

KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNRXKRGDWDLQGH[KKBPHLERB ౪ࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓᇶ┙◊✲ $ ࡢ


᥇ᢥㄢ㢟ࡢᡤぢࢆබ㛤ࡍࡿ࡞

㸦᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎྥୖ㸧

ࠊᵝࠎ࡞ሗࢆᗈࡃබ㛤ࡋ࡚

࣭ᑂᰝࢆᢸᙜࡍࡿᑂᰝጤဨࡢබᖹࡘබṇ࡞ᑂᰝ㈨ࡍ ࠸ࡿࠋ
ࡿࡓࡵࠊᑂᰝࡢᡭᘬࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝጤဨᛂເ

ࠕ⛉◊㈝◊✲ᡂᯝࢺࣆࢵࢡࢫࠖ
࣭

⪅ࡀᑂᰝ⮫ࡴᙜࡓࡗ࡚ࡢጼໃࢆ♧ࡋࡓࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ✏ࡢᵝᘧࢆ⤫୍
ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࠖࢆᡭᘬཬࡧᑂᰝࢩ

ࡋグධせ㡿ࢆᥦ♧ࡋࡓࡇࡼ

ࢫࢸ࣒⏬㠃♧ࡍࡇࡼࡾࠊࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡿ⛉◊ ࡗ࡚ࠊ◊✲ᡂᯝࡀఏࢃࡾࡸࡍ࠸
㈝ࡢᑂᰝࡀࡼࡾᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ᅗࡗࡓࠊᑂᰝࡢ ሗⓎಙࢆྍ⬟ࡋࡓࠊ୍
ᡭᘬ୪ࡧᖿㄝ᫂࠾࠸࡚ᑂᰝ࠶ࡓࡗ࡚ࡢጼໃ

⯡ࡢ᪉ࡶㄞࡳࡸࡍࡃ⌮ゎࡋࡸ

ࢆㄝ᫂ࡋࠊ⛉◊㈝ࡢᑂᰝ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝጤဨࡢ࿘

ࡍ࠸ෆᐜ࡞ࡾࠊከࡃࡢᅜẸ

▱ࢆᚭᗏࡋࡓࠋ

⛉◊㈝ࡸࡑࡢ◊✲ᡂᯝࢆࢃࡾ

࣭ᚑ๓ࡢྲྀ⤌ຍ࠼ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢ ࡸࡍࡃ⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ౫㢗
ᥦᇶ࡙࠸࡚ࠊᑂᰝጤဨࡀᑂᰝඛ❧ࡗ࡚ࠊᨵ㠉ࡢ㊃

ࡢ᪉➼ࢆᕤኵࡋࡓࡇ࡛ࠊ◊

᪨ࡸ⫼ᬒࠊព⩏➼ࡘ࠸࡚ࡉࡽ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ㔜 ✲ᶵ㛵ࡸ◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆᐇ
せࡢ⪃࠼ࡢࡶࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㆟ㄽ ⌧ࡋࠊ◊✲ࡢ⌧ሙ㏆࠸ほⅬ࡛
ࢆ⤒࡚㈨ᩱࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉  ࡢ㊃᪨➼ 㑅ᐃࡋࡓᩘከࡃࡢඃࢀࡓ⛉◊㈝
ࡘ࠸࡚ࠖࡼࡾᑂᰝጤဨ๓࿘▱ࡋࡓࠋ

ࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉ



ࡽࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃⤡ඛᥖ㍕ࡸ

㸦᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿ㸧

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾ࡅࡿබ㛤᪉ἲ

࣭⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢ᳨ドࡸᨵၿࡢࡓࡵࠊᑂᰝ

ࢆᕤኵࡍࡿࠊ.$.(1 ࡢࣜࣥࢡࢆ

࡛ࡢពぢࡸᑂᰝጤဨᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ

タࡅࡿ࡞ࠊ⛉◊㈝㛵ࡍࡿ✚

ࡼࡾࠊᑂᰝጤဨࡽࡢ᪂ࡓ࡞⛉◊㈝ࡢᑂᰝ᪉ᘧ➼ᑐࡍ ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࡸᗈሗᬑཬάື
ࡿពぢࢆᢕᥱࡋࡓࠋ
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╔ᐇྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ








㸦Ϲ㸧ホ౯ᴗົ



ڦホ౯ᴗົ





࣭≉ู᥎㐍◊✲ཬࡧᇶ



㸦◊✲㐍ᤖホ౯ࡢᐇ㸧

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



┙◊✲㸦6㸧ࡘ࠸࡚ࡣ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖཬࡧࠕᇶ

࣭ᚋࡶឤᰁᑐ⟇࣮࣌ࣃ࣮ࣞ

◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ୰㛫

┙◊✲㸦6㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࠊ◊✲⤌ ࢫࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡽࠊ࢜

ホ౯ࠊ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍

⧊ࡢ㐺ษᛶࠊ◊✲㈝ࡢ⏝ࠊ◊✲┠ⓗࡢ㐩ᡂぢ㎸ࡳ࠸

㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧

ࡗࡓᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱ◊✲ ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋᑂ

ࡘ࠸࡚ࡣ୰㛫ホ౯ࢆ

ࡢᚋࡢⓎᒎ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊࣄࣜࣥࢢ࣭᭩㠃࣭ྜ㆟ ᰝጤဨࡽ⫈ྲྀࡋࡓពぢ➼ࢆཧ

ᐇࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡢホ౯

ࠊཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢ᳨ド㸦 ௳㸧 ⪃ࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼࡢᑂᰝࡢ
ࡼࡿ◊✲㐍ᤖホ౯㸦 ௳㸧

⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࣒࣍

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡛ࣥࣛࣥࡢ㆟ࡀຠ⋡ⓗ㐠

࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡼ ࣭Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼࡾ

࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚ᗈࡃබ
㛤ࡍࡿࠋ

ࡾࠊᑂᰝᴗົྠᵝࠊᑂᰝጤဨࡀᮏ୍ᇽࡋ࡚⾜࠺ ຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ຓᡂไᗘ࡞



ᚑ᮶ࡢ㞟ྜᙧᘧࡼࡿྜ㆟ᑂᰝ௦࠼ࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ ࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᩿ࡢぢ┤ࡋ



ࡼࡗ࡚ࠊ≉ู᥎㐍◊✲࡛ࡣ➨  ᅇྜ㆟ᑂᰝࢆ  ࡘࡢᑠ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ



ጤဨࡢࡍ࡚࠾࠸࡚ࠊᇶ┙◊✲㸦6㸧࠾࠸࡚ࡶ➨  ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊✲⪅ࡢ౽ᛶྥୖ



ᅇྜ㆟ᑂᰝࢆ  ࡢᑠጤဨ࡛ࡑࢀࡒࢀᐇࡋࠊ☜ᐇ ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ࡞ເ㞟࣭



ホ౯ࢆࡉࡏࡓࠋ



ᴗົ➼ࢆᐇࡍࡿࡶࠊࢃ

ࡲࡓࠊ◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚ ࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸



ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᗈࡃබ㛤ࡍࡿ ࡃࠋ



ࡶࠊ◊✲㐍ᤖホ౯⤖ᯝࢆ௧  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢ㓄ศ 
ᑂᰝά⏝ࡋࡓࠋ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ



౯㸧



࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㸯ࡘ࠸

✲◊ە㐍ᤖホ౯ࡢᐇ≧ἣ
㒊ྡ

◊✲✀┠

ᑂᰝ࣭ホ
౯➨୍
㒊

≉ู᥎㐍
◊✲

ᑂᰝ࣭ホ
౯➨
㒊

◊✲㐍ᤖホ౯
ࡢෆᐜ
◊✲㐍ᤖホ౯

5 ᖺ
㹼 ᭶

◊✲㐍ᤖホ౯
㸦᳨ド㸧
ᇶ┙◊✲
㸦6㸧

࡚ࡣࠊእ㒊᭷㆑⪅࡛ᵓᡂࡍࡿ⛉
ጤဨ
㛤ദ
ᐇ⦼

◊✲㐍ᤖホ౯
◊✲㐍ᤖホ౯
㸦᳨ド㸧

5 ᖺ
㹼 ᭶
5 ᖺ
㹼 ᭶
5 ᖺ
㹼 ᭶

ᐇㄢ
㢟ᩘ
 ௳

ᖺᗘࡢᛂເ࣭᥇ᢥ௳ᩘࠊᑂᰝࡢ⤌
⧊ࠊ᪉ἲࠊ⤒㐣➼ࡘ࠸࡚⥲ᣓࢆ
⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇᛶ࣭㏱᫂

 ௳

ᛶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ

 ௳

ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊྛᖺᗘࡢᑂᰝ⤊

 ௳
ィ  ௳

࣭≉ู᥎㐍◊✲
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBWRNXVXLK\RXNDBKWPO
࣭ᇶ┙◊✲㸦6㸧
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNLEDQFJBK\RXNDBUKWPO 
㸦୰㛫ホ౯ࡢᐇ㸧
࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖཬࡧࠕᇶ
┙◊✲㸦6㸧
ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ㄢ㢟㸧
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜึணぢࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓᒎ㛤ࢆྵࡴࡇࢀࡲ
࡛ࡢ◊✲ࡢ㐍ᒎ≧ἣࡸ◊✲ᡂᯝࠊ◊✲⤌⧊ࡢ㐺ษᛶࠊ◊
25

Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚௧ඖ

ᚋ⾜࠺ᑂᰝࡢ᳨ド࠾࠸࡚
ࡶࠊᑂᰝࡢ୰࡛ᐖ㛵ಀࡸ┈
ㄏᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸➼ࢆ☜
ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛ᑂᰝ࣭ホ
౯ࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ㧗
ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㸰ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ
‽࡚ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ
㎿㏿ࡘṇ☜⣙  ௳ࡢ

37

38
✲㈝ࡢ⏝࠸ࡗࡓᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ୰㛫ᖺᗘ࠾ࡅࡿ

᪂つᛂເㄢ㢟ࢆฎ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱ◊✲ࡢᚋࡢⓎᒎ㈨ࡍ ࡸẖᖺࡢᛂເࠊᑂᰝࠊᴗົ
ࡿࡓࡵࠊࣄࣜࣥࢢ࣭᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿ୰㛫ホ౯㸦 ௳㸧 ࢆ⾜࠺ഐࡽࠊ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࢩࢫ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢸ࣒ಀࡿ᩿ࡢぢ┤ࡋࡸᨵၿ

࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡼ ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࡾࠊ◊✲㐍ᤖホ౯ྠᵝࠊ࢜ࣥࣛࣥୖࡢ㆟ࢩࢫࢸ࣒

ࡿࠋ

ࢆά⏝ࡋࡓ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡼࡾ➨  ᅇྜ㆟ᑂᰝࢆᐇ 
ࡋࠊホ౯ࢆ☜ᐇࡉࡏࡓࠋ

࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㸿ࡘ࠸

ࡲࡓࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ ࡚ࡣࠊ௧㸰ᖺᗘࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᗈࡃබ㛤ࡋࡓࠋ

≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝᣦᩘ

࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ࡣ  ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕࡰၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖ
ᑐ㇟࡞ࡿᡂᯝබ㛤ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱᡂᯝබ㛤 ࡢホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢࡑࡢᚋࡢྲྀ⤌㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺ㛫ࡢෆ⣙ࢆ⾜ࡗࡓ⥅ ࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㹀ࡘ࠸
⥆ᴗㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࣄࣜࣥࢢ➼ ࡚ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᚋࡶ᥎⛣
ࡼࡿホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊホ౯⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊ◊✲ᡂᯝࡀ୍ᒙ

࠾࠸࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ୰㛫ホ౯ࢆཷࡅࡓㄢ㢟

⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁไ

ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ࠊຓᡂᮇ㛫᭱⤊ᖺᗘ࠾࠸࡚௧  ᗘ ᨵ ၿ ࢆ ⾜ ࡗ ࡚ ࠸ ࡃ ࡇ   ࡍ
ᖺᗘ⛉◊㈝ᛂເࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝࢆ⛉ ࡿࠋ
◊㈝ࡢ㓄ศᑂᰝά⏝ࡋࡓࠋ

ە௧  ᖺᗘ୰㛫ホ౯ᐇ௳ᩘ㸸
࣭≉ู᥎㐍◊✲㸸 ௳
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBWRNXVXLK\RXNDBKWPO
࣭ᇶ┙◊✲㸦6㸧
㸸 ௳
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNLEDQFJBK\RXNDBUKWPO 
࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧 ௳
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBVHLNDLQGH[KWPO





ղ ຓᡂᴗົࡢ࡞

ղຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇ



࠙ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇࠚ





ᐇ





ڦເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧



⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠

㸦ϸ㸧ເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧

࣭௧  ᖺᗘබເ㛵ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࠊ ᭶సᡂࡢ᪥

ᴗཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ

࣭බເᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉

ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ຍ࠼ࠊⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡶసᡂ

㔠ᴗࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋ

Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸

ࡋࠊేࡏ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ◊✲ィ

ࡘࡘࠊ◊✲㈝ࡀ᭷ຠά

࡚ Ỵᐃࡋࡓᑂᰝ᪉㔪

⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ࡞ࡢሗࢆ◊✲⪅➼ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁ

⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺᪩ᮇ

➼ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅➼ࡀ

ࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊእᅜே◊✲⪅ࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿ

ດࡵࡿࠋ≉ࠊ᥇ྰ

ᛂເ๓☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ

ࡓࡵࠊ௧  ᖺᗘබເ࠾ࡅࡿ࡞ኚ᭦Ⅼ➼ࠊ◊✲ィ⏬

㛵ࡍࡿ㏻▱ࡣࠊࣄࣜࣥ

࠺ᗈࡃබ⾲࣭ㄝ᫂➼ࢆ⾜

ㄪ᭩ࡢᵝᘧࠊグධせ㡿ࠊ㔜」ไ㝈୍ぴ⾲࠸ࡗࡓ≉㔜

ࢢᑂᰝ➼ࡢᐇࡀᚲせ

࠸ࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ

せ࡞㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿ྠ᪥ⱥㄒ

࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡁࠊ㸲᭶

ࡸබເせ㡿ࢆ◊✲⪅➼

∧ࢆබ⾲ࡋࡓࠋ◊✲ᶵ㛵ᢸᙜ⪅ྥࡅࡢෆᐜ➼ࠊࡑࡢࡢ

ୖ᪪ࡲ࡛㎿㏿ࡘ☜

ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ

㒊ศࢆྵࡴබເせ㡿యࡢⱥㄒ∧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᭶  ᪥

ᐇ⾜࠺ࠋ

࠺ࡍࡿ㸦እᅜே◊✲⪅

බ⾲ࡋࡓࠋ
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 ◊✲㈝ࡢᙜࡓ

ࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿࡓ

࣭ ᭶ୖ᪪ࡢᇶ┙◊✲➼ࡢᛂເཷᮇ㝈๓◊✲⪅➼ࡀ

ࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ

ࡵࡢⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿

ᑂᰝ᪉㔪➼ࡢෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺  ᭶  ᪥⛉Ꮫ◊

ᛂࡌ࡚๓ಽࡋ࡚⏝

➼ࡢసᡂࢆྵࡴ㸧
ࠋ

✲㈝ጤဨ㸦࣓࣮ࣝᑂ㆟㸧࠾࠸࡚࡞ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴ

ࡍࡿࡇࡸḟᖺᗘ௨㝆

࣭◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃ

ᐃᚋࠊ ᭶  ᪥බ⾲ࡋࡓࠋ

⏝ࡍࡿࡇ➼ࢆྍ

ᛂࡌ࡚ࠊᅜྛᆅ࡛ㄝ

࣭◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥

⬟ࡍࡿ࡞ࠊᙎຊⓗ

᫂ࢆ⾜࠸ࠊไᗘࡢᨵၿ

ࡼࡾබເࢆ㛤ጞࡋࠊⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࢆ  ᭶  ᪥ᥦ

㐠⏝ࡍࡿࠋ

➼ಀࡿṇࡋ࠸⌮ゎࡢ

౪㛤ጞࡋࡓࠋ

ಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ


࣭ㄝ᫂ࡢᐇ
ᖺࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗබເせ㡿➼ㄝ᫂ࠖࡋ࡚㛤
ദࡋ࡚ࡁࡓㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࠊ௧ඖᖺᗘࡼࡾࠕ⛉Ꮫ◊✲
㈝ຓᡂᴗㄝ᫂ࠖྡ⛠ࢆኚ᭦ࡋࠊ᭱㏆ࡢ⛉◊㈝ไᗘ
ኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓ㊃᪨ࡸ┠ⓗࠊ⛉◊㈝ไᗘ࠾ࡅࡿ㛵ಀ⪅ࡢ
ᙺࡸ◊✲⪅ࡢ㈐ົ➼ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࡓࡇࢁࡔࡀࠊ᪂ᆺ
ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆཷࡅࠊᚑ᮶ࡢ㞟ྜᙧᘧ
௦࠼ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ⛉◊㈝ไᗘࡢᴫ
せࡸ௧  ᖺᗘࡢබເෆᐜࡢኚ᭦Ⅼ➼ࡢㄝ᫂㈨ᩱࢆᥖ㍕
ࡋࡓࠋ㈨ᩱ࡛ࡣබເ࠾ࡅࡿ࡞ኚ᭦Ⅼࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ
㊃᪨ࠊ௧  ᖺᗘࡢᴫ⟬せồࠊබເෆᐜࡢኚ᭦Ⅼ➼ࡘ
࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡶࠊ㉁ᛂ⟅ࡢ௦᭰ᡭẁࡋ࡚ )$4
ࢆᐇࡉࡏࠊ㉁ၥෆᐜྜࢃࡏ࡚㝶᭦᪂㸦ィ  ᅇ㸧ࡋ
ࡓࠋຍ࠼࡚ࠊไᗘࡢᨵၿࡸබເࡢෆᐜ➼ಀࡿṇࡋ࠸⌮
ゎࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᶵ㛵➼ࡽࡢせᮃᛂࡌ࡚ᅜྛ
ᆅ࡛ಶูㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦 ᅇ㸧
ࠋ










㸦Ϲ㸧ᴗົ



ڦᴗົ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࡢ



࣭௧  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ➼ࡢᑂ



ᑂᰝ⤖ᯝཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ

ᰝ⤖ᯝཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ㏻▱ᇶ࡙ࡁࠊୗグࡢ࠾

┬ࡽࡢ㏻▱ᇶ࡙ࡁࠊ

ࡾ◊✲✀┠ࡢᴗົࢆ㎿㏿⾜ࡗࡓࠋ

◊✲㈝ࡀ᭷ຠά⏝ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺௧㸰㸦㸧
ᖺᗘㄢ㢟ಀࡿᴗ
ົࢆ㎿㏿⾜࠺ࠋ
࣭᥇ྰ㛵ࡍࡿ㏻▱ࡣࠊ
ࣄࣜࣥࢢᑂᰝ➼ࡢᐇ
ࡀᚲせ࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ
㝖ࡁࠊ㸲᭶ୖ᪪ࡲ࡛⾜
࠺ࠋ
࣭◊✲㈝ࡢᙜࡓ


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
࣭≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲㸦6㸧
ࠊᣮᡓⓗ◊✲
㸦㛤ᣅ㸧ࠊ≉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

27

ෆᐃ᪥
 ᭶  ᪥








39

40
࣭ዡບ◊✲ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
≉ู᥎㐍◊✲ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
ᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝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
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟ཬࡧ㈨᱁
ኚ᭦ࡋࡓ≉ู◊✲ဨ &3' ࡢ㏣ຍ
Ꮫ⾡ኚ㠉㡿ᇦ◊✲㸦㹀㸧
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ
㸦㹀㸧
㸧
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
Ꮫ⾡ኚ㠉㡿ᇦ◊✲㸦㸿㸧
≉ู◊✲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

ࡗ࡚ࡣࠊ◊✲㈝ࡢ๓ಽࡋ
⏝ࡸḟᖺᗘ⏝ࢆά
⏝ࡋࠊ◊✲ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ
≧ἣᛂࡌࡓᙎຊⓗ࡞
㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭௧ඖ㸦㸧ᖺᗘ
⿵ຓᴗᮇ㛫ࡀ⤊ࡍ
ࡿㄢ㢟ಀࡿ㢠ࡢ☜ᐃࠊ
୪ࡧ௧㸰㸦㸧ᖺ
ᗘ⥅⥆ࡍࡿᇶ㔠ᴗ
ࡢㄢ㢟ಀࡿ≧ἣࡢ☜
ㄆཬࡧᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜
Ⅽࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿ≉ู
᥎㐍◊✲ࡢㄢ㢟ಀࡿ
㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ㸧ࡢ


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

ᇶ㔠క࠺ᡭ⥆ࡁࡢ

ͤ ᭶ୖ᪪ࡼࡾᚋෆᐃ㏻▱ࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿ✀┠ࡣࠕࣄࣜࣥ

ኚ᭦Ⅼࡘ࠸࡚◊✲⪅

ࢢᑂᰝ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕබເࡸᛂເࡢᮇࡀ␗࡞ࡿࠖ࡞ࡢ✀┠

࿘▱ࡍࡿࡶࠊ

࡛࠶ࡿࠋ

◊✲ࢆ㛤ጞ࡛ࡁࡿ

࣭ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡍࡿ࡞◊✲✀┠ࡩࡉࢃࡋ࠸ᑂᰝ

ࡼ࠺ᴗົࢆ㎿㏿

ࠊ๓ࡢ㑅
ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ≉ู᥎㐍◊✲ࡸᇶ┙◊✲㸦6㸧

⾜࠺ࠋ

⪃ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧
ࠊබເ࣭ᑂᰝࡢ
ᮇࢆู㏵タᐃࡋ࡚࠸ࡿ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭ➼ࢆ㝖
ࡁࠊᇶ┙◊✲ࠊⱝᡭ◊✲ࡢ᥇ᢥ࡞ࡗࡓᛂເ⪅ࡢ࠺ࡕ
ᕼᮃ⪅ᑐࡋࠊ࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰ࠊホᐃせ⣲ẖࡢᖹᆒⅬࠊ
༑ศホ౯ࡉࢀࡓ㡯┠࡞᭩㠃ᑂᰝ➼ࡢ⤖ᯝࡘ࠸
࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥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ࡣ௧ඖᖺᗘ㸦 ௳㸧ẚ㍑ࡋ࡚ ቑ
࡞ࡿ⣙  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ
ឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡿ⧞㉺ࡢሙྜ㝈ࡾࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᵝᘧࢆ
⡆␎ࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿ⧞㉺
⏦ㄳ௳ᩘࡣ⣙  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠㸧
ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿵ຓᴗᮇ㛫ࢆ௧  ᖺᗘᘏ㛗ࡍࡿ◊
✲ㄢ㢟ࡣ  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᖺᗘᘏ㛗ࢆࡋࡓ
ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼ
ࡿᘏ㛗ࡢ⏦ㄳࢆㄆࡵࡿࡇࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪂⏦ㄳࡣ
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 ௳ࡢࡰࡾࠊ௧ඖᖺᗘᘏ㛗ࡋࡓㄢ㢟ࡢ⣙  
࡞ࡗࡓࠋ

࣭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࠸ࠊ௧  ᖺᗘࡣࡢ  ௳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௧  ᖺᗘ⏦ㄳᐇ⦼  ௳㸧ࡸḟ
ᖺᗘ⏝㸦௧  ᖺᗘḟᖺᗘ⏝ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡣ⣙
 ௳㸧➼ࡢᖺᗘࡽࢃࢀ࡞࠸ᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
ͤ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⯟ࡼࡿ⛉◊㈝࡛ࡢ◊✲ࢆ᩿ᛕ
ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊᖐᅜᚋࡢ◊✲㈝ࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࡼ࠺ᾏእΏ
⯟࠾ࡅࡿ⛉◊㈝ࡢ୰᩿࣭㛤ไᗘࢆ௧ඖᖺᗘࡼࡾ
ᑟධࡋࠊ௧  ᖺᗘࡣ  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷ⌮ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘࡽࡣᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ㸧ࡀᇶ㔠ࡉ
ࢀࠊᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭⛉◊㈝⏝࣮ࣝࣝࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅ࡢ◊✲ィ⏬ࡢ㐍ᤖ
≧ἣ➼ᛂࡌ࡚ࠊᰂ㌾◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ኚ᭦ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊձ◊✲㈝ࡢຠ
ᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞⏝ࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ௧  ᖺᗘ
ࡽྜ⟬⏝ࡢไ㝈ࢆ⦆ࡋࠊ୍ᐃせ௳ࡢୗ࡛⛉◊㈝ࡢ」
ᩘࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢ┤᥋⤒㈝ྠኈࢆྜ⟬ࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇ
ࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࠊղ⛉◊㈝࡛㉎ධࡋࡓᅗ᭩ࡢᐤࡘ
࠸࡚ࠊ௧  ᖺᗘ௨㝆ࡣ㔠㢠ᣐࡽࡎࠊ◊✲ୖࡢᨭ㞀ࡀ
࡞ࡃ࡞ࡿࡁࡲ࡛ᐤࡢ␃ಖࢆྍ⬟࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍ
ࡿࡇࠊճ␗ືᚋࡢ◊✲⎔ቃࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ◊✲ࢆ
୍ᒙຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࠊ⛉◊㈝࡛㉎ධࡋࡓタഛ➼ࡢᡤᒓ◊
✲ᶵ㛵ࡢ␗ືక࠺⛣タࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢ◊✲ᮇ㛫ෆຍ࠼࡚ࠊ
◊✲ᮇ㛫⤊ᚋ  ᖺ㛫ࡣ᭱ప㝈ࠊ
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41

42
◊✲⪅㸦⿵ຓᴗ⪅㸧ࡢᕼᮃᛂࡌ࡚⛉◊㈝࡛㉎ධࡋࡓ
タഛ➼ࢆ㏉㑏ࠊ⛣タࡉࡏࡿࡇࡋࡓࠋ

㸦㢠ࡢ☜ᐃཬࡧ≧ἣࡢ☜ㄆ㸧
࣭௧  ᖺᗘᥦฟࡉࢀࡓ⛉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◊✲ࡢ௧㸰
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

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☜ಖࡋࡓࠋ









ճ ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞

ճ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕ

ᢕᥱ

ᥱ

⛉◊㈝ᴗࡢ◊✲ㄢ
㢟ࡢ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚

㸦ϸ㸧◊✲ᡂᯝࡢᢕᥱ࣭
බ⾲



࠙◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱࠚ
✲◊ڦᡂᯝࡢᢕᥱ࣭බ⾲
ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᐇ⦼ࡢᴫせཬ
ࡧ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊ.$.(1 ࡼࡾබ㛤ࡋࡓࠋ௧

㐺ษᢕᥱࡍࡿࡶ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘ

  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ.$.(1 ࠾࠸࡚ 3') ࣇ࡛ࣝබ㛤

ࠊ⏘ᴗ⏺ࡸࡢ◊✲ᶵ

ཷ⌮ࡋࡓ◊✲ᐇ≧ἣ

ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘࡣࠊ๓ᖺᗘẚ

㛵➼࠾࠸࡚ά⏝࡛ࡁ

ሗ࿌᭩ࠊ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩

࡛ࠊ⣙  ಸࡢ⣙  ᅇᖜቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿࡼ࠺࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼

ࡢ◊✲ᐇ⦼ࡢᴫせ➼ࠊཬ

ࡲࡓࠊ⛉◊㈝ࡢ◊✲㛤ጞ࠾ࡅࡿබ㛤ሗࡢᐇࡢ

࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ ࡧ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࢆ⛉

ࡓࡵࠊ᥇ᢥࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ◊✲ᴫせࢆࠊ⛉◊㈝ࡢ◊✲⤊

Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮

ᚋ࠾ࡅࡿබ㛤ሗࡢᐇࡢࡓࡵࠊ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩᪂
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ࢱ࣮࣋ࢫ㸦.$.(1㸧㏿

ࡓࠕ◊✲ᡂᯝࡢᏛ⾡ⓗព⩏ࡸ♫ⓗព⩏ࠖḍࢆタࡅࠊ

ࡸබ㛤ࡋࠊᏛ⾡ⓗ࣭

◊✲ᡂᯝࡀࡼࡾศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡉࢀࡓᡂᯝሗ࿌᭩ࢆࠊ

♫ⓗព⩏ࡘ࠸࡚ᅜ

ࡑࢀࡒࢀ .$.(1 බ㛤ࡋࡓࠋᇶ┙◊✲ $ ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢ

Ẹศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛

ᡤぢࡘ࠸࡚ࡶࠊ௧ඖᖺᗘࡼࡾබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ࡢሗᥦ౪ດࡵࡿࠋࡲ
ࡓࠊබ㛤ሗࡢᐇࡢࡓ

ࠕ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙࠖ㛵ࡋࠊ⌧ᅾࠊᏛ⾡㞧ㄅ➼࡛ࡣࠊ㏆
࣭

ࡵࠊ᥇ᢥㄢ㢟࠾ࡅࡿ◊

ᖺࡢሗ㏻ಙᢏ⾡㸦,&7㸧ࡢⓎᒎక࠸ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ

✲ࡢᴫせຍ࠼ࠊ୍㒊ࡢ

ࢆ㏻ࡌ࡚↓ᩱ࡛⮬⏤ㄽᩥࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࠕ࣮࢜ࣉࣥ

◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ࡣᑂ

ࢡࢭࢫࠖࡢὶࢀࡀୡ⏺ⓗᣑࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ

ᰝ⤖ᯝࡢᡤぢࢆබ㛤ࡍ

࠼ࠊ⛉◊㈝ࡢຓᡂࢆཷࡅ࡚ᇳ➹ࡋࡓㄽᩥࡢ࣮࢜ࣉࣥࢡ

ࡿ࡞ࠊᘬࡁ⥆ࡁ⛉Ꮫ◊

ࢭࢫࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚බເせ㡿࡛࿘▱ࡍࡿࡶࠊ

✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮ࢱ࣋

ࠕᐇ⦼ሗ࿌᭩㸦◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩㸧
࡛ࠖሗ࿌ࡍࡿ⛉◊㈝ㄽᩥ

࣮ࢫ㸦.$.(1㸧ࡢ㐠⏝ࢆ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡶేࡏ

⾜࠺ࠋ

࡚ሗ࿌ࢆཷࡅࡓࠋ
ͤ◊✲ᐇ⦼㸦ᐇ≧ἣ㸧ሗ࿌᭩࡛௧ඖᖺᗘ୰ሗ࿌ࡉ
ࢀࡓ⛉◊㈝ㄽᩥᩘ༨ࡵࡿ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࡋࡓ
㸦ணᐃྵࡴ㸧ㄽᩥᩘࡢྜ ⣙ 㸦⣙    ༓௳㸧









㸦Ϲ㸧ᗈሗㄅ➼



ڦᗈሗㄅ➼

⛉◊㈝ࡼࡿ◊✲ᡂ

࣭⛉◊㈝ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࢆ୍⯡ࡢ᪉ࠎࢃࡾࡸࡍࡃ⤂

ᯝࢆ⤂ࡋࡓࠕ⛉◊㈝

ࡍࡿࠕ⛉◊㈝◊✲ᡂᯝࢺࣆࢵࢡࢫࠖࡘ࠸࡚ࠊཎ✏ࡢ

◊✲ᡂᯝࢺࣆࢵࢡࢫࠖࠊ

ᵝᘧグධせ㡿ࢆᥦ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊ㑅⪃࣭సᡂ࣭ᰯ㜀ࢆ◊

◊✲㈝ࡢつᶍࡀࡁ࠸

✲ᶵ㛵ࡢ㔞ጤࡡࡿࡇ࡛ࠊ◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲⪅ࠊ⯆

◊✲ㄢ㢟ࡢᴫせࢆグࡋ

ࡢᴗົ㈇ᢸཬࡧ㈝⏝㈇ᢸࡢ㍍ῶດࡵࡓࠋ௧ඖᖺᗘ

ࡓࠕᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡

ᘬࡁ⥆ࡁࠊ௧  ᖺᗘࡶヨ⾜ⓗ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ࡢ

◊✲ㄢ㢟ࡢ᭱๓⥺ࠖ➼ࠊ

ཎ✏ࡢᥦฟࢆ◊✲ᶵ㛵౫㢗ࡋࡓࠋ ᶵ㛵ࡽ  ௳ࡢ

᭱㏆ࡢ⛉◊㈝ࡼࡿ◊

ཎ✏ࡢᥦฟࢆཷࡅࠊ⛉◊㈝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෆᥖ㍕ࡋࡓࠋ

✲ᡂᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

㸦௧ඖᖺᗘ㸸 ᶵ㛵ࠊ ௳㸧⛉◊㈝ཬࡧࡑࡢ◊✲ᡂ

➼බ㛤ࡋࠊ⛉◊㈝ࡢ

ᯝࡢⓎಙࢆᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠊᥖ㍕ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉Ꮫ◊

ሗⓎಙ࣭ᗈሗᬑཬάືࢆ

✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦.$.(1㸧ࡢྛ◊✲⪅ࡸྛ◊✲

✚ᴟⓗ⾜࠺ࠋ

ㄢ㢟ࡢ࣮࣌ࢪࡢࣜࣥࢡࢆタࡅࡓࠋࡲࡓࠊᥖ㍕ࡋࡓ◊✲
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㸦㸰㸧◊✲ࡢᅜ㝿ᅜ

㸦㸰㸧◊✲ࡢᅜ㝿ᅜ

㸦㸰㸧◊✲ࡢᅜ㝿ᅜ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

࠙ㅖእᅜࡢᅜ㛫ὶࡢᨭࠚ

㸦㸰㸧◊✲ࡢᅜ㝿ᅜ㝿ⓗ࡞

㸦㸰㸧◊✲ࡢᅜ㝿ᅜ㝿ⓗ

㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢ᥎

㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢ᥎

㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢ᥎

㸰㸫㸱ᅜ㝿ඹྠ◊✲

ڦᅜ㛫ὶᴗ

ඹྠ◊✲➼ࡢ᥎㐍

࡞ඹྠ◊✲➼ࡢ᥎㐍

㐍

㐍

㐍

࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࡢ
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ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࡢ

ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࡢ

ᑟධࡼࡿ⏦ㄳ࣭ᑂᰝ㐣
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㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࢆ⯆ࡍࡿほⅬࡽࠊᏛ

ྥୖࡸᅜ㝿➇தຊࡢᙉ

ྥୖࡸᅜ㝿➇தຊࡢᙉ

⛬ࡢຠ⋡࣭ᅜ㝿

ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓඹྠ◊✲ࡢᐇࠊ࢙࢘ࣈ㆟ࢩࢫࢸ ௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

୰ᮇィ⏬ࢆ㔞ⓗཬࡧ㉁ⓗୖ

⾡◊✲ࢆᨭࡍࡿᴗ

ࢆ୍ᒙ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ௨

ࢆ୍ᒙ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ௨

㸦᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ

࣒ࢆ⏝ࡋࡓࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ࡞ࡼࡾࠊὶࢆ᥎㐍ࡋ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

࠾ࡅࡿᅜ㝿ᛶࢆ㧗ࡵ

ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊᅜ㝿ⓗ

ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊᅜ㝿ⓗ

࠼ุ᩿㸧

ࡓࠋΏ⯟ࢆせࡍࡿィ⏬ࢆྵࡴㄢ㢟ࡣࠊᚋ㏙ࡢ≉ᥐ⨨

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

ࡓࡵࠋ 

ࡿࡶࠊᅜ㝿ⓗ࡞ඹ

࡞ඹྠ◊✲➼ࢆ⥲ྜⓗ

࡞ඹྠ◊✲➼ࢆ⥲ྜⓗ



ࢆ⏝ࡋࠊጤクᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋࡓࠋ

ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ྠ◊✲➼ࢆᨭࡍࡿࠋ

᥎㐍ࡍࡿࠋ

᥎㐍ࡍࡿࠋ
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ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿ

ࡢᣑక࠸ࠊእᅜΏ⯟ࡢไ

࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ձㅖእᅜࡢᅜ㛫

㸰㸫㹁ᅜ㛫ඹྠ◊

ە༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶ
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㝈ࠊົᙧែࡢኚᐜ࡞ࠊᅜ㝿

≉ࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡
⯆ᶵ㛵ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ

㛵ࡢ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡁࠊ ὶࡢᨭ

✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ࠺ࡕࠊḟ

࣭ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࡢྥୖࠊᅜ㝿➇தຊࡢᙉࢆ୍ᒙ㐍

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

ඹྠ◊✲ࡢᐇࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ

ࣇࣥࢻࡼࡿᅜ㝿ඹ

ཪࡣ᪂⯆ᅜ➼ࡢ᪂ࡓ࡞

ࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡞ࡿඹྠ
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㛤ദࡣࡁ࡞ไ⣙ࡀㄢࡏࡽ

ྠ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊୡ⏺

ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࠊᅜ㛫

㛵ࡢ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡁࠊ ◊✲⤖ࡧ࠸ࡓⓎᒎ

ࡉࢀࡿᅜ㛫ὶᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ ᅜࠊ ᶵ㛵 ᐇࡋࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶࡀࡋ

ࢀࡿ୰ࠊᨭᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡸ⤒

ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ࢆ࣭☜

ࡢඹྠ◊✲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮࣭ ඹྠ◊✲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ

ⓗ࡞ᡂᯝࢆฟࡋࡓ◊

࡞࠸ࡼ࠺◊✲⪅ࡢࢽ࣮ࢬ㓄៖

㈝ࡢᙎຊⓗ㐠⏝ࡢᐜㄆ➼ࠊ◊

ᐇᨭࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᯟ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࢆ

㛤ദࠊ◊✲⪅ὶࢆᨭ

✲⪅⮬㌟ࡀホ౯ࡍࡿඹ

ࡋࡓᨭࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ╔ᐇ

✲⪅㓄៖ࡋࡓ⟇ࢆྲྀࡾධ

⤌ࡳࢆ᳨ウ࣭ㄪᩚࡋࠊ୰

ᨭࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊከᵝ࡞ᅜ

ྠ◊✲ཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ

ὴ㐵ὶ⥲ᩘ㸸

ᴗົࢆᐇࡋࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢀࡓ࠺࠼ࠊィ⏬㏻ࡾࡢከᵝ࡞

ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ᪩ᮇᑟ

࣭ᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ࡢὶࢽ࣮ࢬᛂ࠼

ྜ

ཷධὶ⥲ேᩘ㸸

࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ༠

ᨭࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࢆ㧗ࡃホ

ධࡍࡿࠋ

ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊᡃࡀᅜࡢ

ࡿࡓࡵࠊᅜࡢ࠶ࡿ࡚



㸼◊✲⪅ὶ㸸 ே ὴ㐵㸸 ேࠊཷධ㸸 ே 

ᐃ➼ᇶ࡙ࡁᐇࡍࡿᴗࡘ

౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ

Ꮫ➼ࡢඃࢀࡓ◊✲⪅

ࡢᅜ࣭ᆅᇦࢆᑐ㇟ࡋࡓ

㸰㸫㹂ᚋホ౯ࢆ⾜࠺

㸼⏦ㄳ࣭᥇ᢥᐇ⦼㸦௧  ᖺᗘᐇศ㸧

࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ

ࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࡼࡾ᪂ᆺࢥࣟ

ࡀᾏእࡢ◊✲⪅༠ຊ

࣮࢜ࣉࣥࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ

ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࢆ



ᰁࡢᙳ㡪ࡀⴭࡋ࠸ᆅᇦࡢ┦ᡭ

ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡀⴭ

ࡋ࡚⾜࠺ඹྠ◊✲ࢆ᥎

ࢵࣉඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮

ᨭࡍࡿᴗ࠾࠸࡚ࠊ

ᅜᶵ㛵ࡢ༠㆟ࡀ㐍ࡴࡼ

ࡋ࠸ᆅᇦࡢ┦ᡭᅜᶵ㛵ࢆྵࡵ

㐍ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ┦ᡭᅜ

ࢆᨭࡍࡿࠋ௧㸰

ᐃ࠾ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ

ඹྠ◊✲࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮
◊✲⪅ὶὴ㐵

࠺ດࡵࠊࡾࢃࡅᅜ㝿ඹྠ◊✲

ࡓ༠㆟ࢆᐇࡋࠊᖺ㏻ࡾ᪂

ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ

つ᥇ᢥㄢ㢟ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡶ

࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡼࡿᑂᰝࢆᑟධ

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇྥࡅ༠

࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ

㆟ࢆᐇࡋࠊເ㞟せ㡯ࡢྜព

༠ᐃᇶ࡙ࡃᅜ㛫ὶᴗ



ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ᑐᛂᶵ㛵ᑂᰝࢆศᢸ

㸦㸧ᖺᗘࡽࡣ࣮࢜

ࢀ௨ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓ

ࡋࠊᑂᰝࢆ୍᪉ࡢᶵ㛵࡛

ࣉࣥࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ

ㄢ㢟ࡢྜ

⾜࠺࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥ

ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕᏛ㛫㐃ᦠ



ࢩ࣮᪉ᘧࡼࡿ᪂ࡓ࡞

ᯟࠖࢆタࡅࠊᏛࢥࣥࢯ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ᯟ⤌ࡳࢆ᳨ウࡋࠊᖹᡂ

࣮ࢩ࣒➼ࡼࡿ⤌⧊

㸰㸫㸱ⱥㄒ࡛ࡢ⏦ㄳ
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ຍ࠼ࠊ┦ᡭᅜᑐᛂᶵ㛵

࣭ඛ➃◊✲ศ㔝࠾ࡅ

ࢀࡽࡘ࠸࡚ࠊྛᅜࡢ◊

ᑂᰝࢆศᢸࡍࡿࡇ

ࡿୡ⏺ⓗỈ‽ࡢ◊✲

✲Ỉ‽࣭◊✲ࢽ࣮ࢬࡸእ

ࡼࡾࠊᑂᰝ㐣⛬ࡢຠ⋡

ὶᣐⅬࡢᙧᡂࡸࢪ࣭ ⓗほⅬ➼ࠊᏛ⾡㛵ࡍ

࣭ᅜ㝿ࡀᅗࡽࢀࡓ

ࣇࣜ࢝ᆅᇦ࠾ࡅࡿ

ࡿᅜ㝿ὶࡢᚲせᛶ

ࠊ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ

ㅖㄢ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿ୰
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࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

᰾ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬࡢ
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ࡲࡓࠊᏛ㝔ᩍ⫱ࡢᅜ

㸰㸫㹁ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊

࣭⛉◊㈝ᴗࡢ࠺ࡕᅜ

㝿ཬࡧ༤ኈㄢ⛬࠾

✲ࡢಁ㐍ᅜࢆ㉺࠼ࡓ

㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠

ࡅࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ

ඃࢀࡓᏛ⾡◊✲ࡢᨭ

࠾࠸࡚ࠊᅜࢆ㉺࠼ࡓᏛ⾡

ࡢࡓࡵࠊࢻࢶ◊✲⯆

≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ

◊✲ࢆᨭࡍࡿࠋ

༠㸦')*㸧༠ຊࡋࠊ

ᙜヱᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺ

ᙧᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࢆᨭ

᪥⊂ࡢᏛࡀᏛ㝔

ᗘ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ

ࡍࡿᴗ࠾࠸࡚ࠊ◊✲

࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲ࢆඹྠ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅ

ࡢᅜ㝿ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ

࡛⾜࠺᪥⊂ඹྠᏛ㝔

ࡿᴗᐇᚋࡢࣥࢣ

ࡢྲྀ⤌ࢆ᳨ウࡋࠊᐇࡍ
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ཷධὶ⥲ேᩘ㸸
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ᗘᐇศ㸧

ඹྠ◊✲࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮㸦Ꮫ
㛫㐃ᦠ㸧

32

⏦ㄳ௳ᩘ
 ௳

᥇ᢥᩘ
 ௳

᥇ᢥ⋡
㸣

⮳ࡗࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
 ࡋ࡚ࠊ ᅜ  ᶵ㛵ࡢ


㛫࡛ඹྠ◊✲㸦 ௳㸧ࠊࢭ࣑

࠙ㅖእᅜࡢᅜ㛫ὶࡢᨭ

ࢼ࣮㸦 ௳㸧ࢆᨭࡋࠊࡉࡽ

ࠚ

༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸࡞࠸ᅜࡢ

࣭ᅜ㛫ὶᴗ࡛ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ

ὶࢆಁ㐍ࡍࡿࡃࠊ࣮࢜ࣉ

ࢽ࣮ࢬࡸㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ࣥࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉඹྠ◊

ࡢ㛵ಀ㓄៖ࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ࡞

✲ࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡋ࡚ከᩘᨭ

ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ୰ᮇィ⏬㏻

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ

ࡾ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ

࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࡛ࡶ

࠙ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࠚ

ྍ⬟࡞㝈ࡾᅜ㝿ὶࢆ᥎㐍

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ࡛ࡣࠊ᥇ᢥㄢ

ࡋࠊᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࡢྥୖࠊ

㢟ࡢ◊✲ࡀᐇࡉࢀࡿࡼ

ᅜ㝿➇தຊࡢᙉ㈨ࡍࡿࡶ

࠺ࡾ࡞ࡃᨭࡍࡿࡶࠊ

ࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ᪂

Ḣᕞࡢ♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦25$ ࣉ

㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊ࢜ࣥ

ࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡘ࠸࡚㐜࡞ࡃ᪂

ࣛࣥ㆟᪉ᘧࢆά⏝ࡍࡿ࡞

つㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢫࢫ

ࡋ࡚ࠊඹྠ◊✲ࡢᐇࠊ◊✲

⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦616)㸧
ࠊࢻࢶ◊✲

Ⓨ⾲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ࡞

ࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇ

࡚ࠊ◊✲ᡂᯝࡢⓎᒎண

࣭ୖグ᥇ᢥᩘࡢ࠺ࡕࠊ௧  ᖺᗘᨭࡋࡓ༠ᐃ➼ࢆ⥾ ⯆༠㸦')*㸧ཬࡧⱥᅜ◊✲࣭

ࡼࡗ࡚◊✲ὶࡀ᥎㐍ࡉࢀࡓ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜ㝿ᴗ

ᐃࠊูᴗࡢ⏦ㄳண

⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜࡢὶࡣ  ᅜ࣭ ௳㸦ୗ⾲ཧ↷㸧 ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᶵᵓ㸦8.5,㸧ࡢ  

ࡇࡶホ౯ࡉࢀࡿࠋ

ጤဨ➼࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ

ᐃࠊ┦ᡭᅜഃࡢࢿࢵࢺ

࡛࠶ࡾࠊ◊✲⌧ሙࡽࡢከᵝ࡞ᅜࡢὶࢽ࣮ࢬᖜᗈ ᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡑࢀࡒࢀࣜ

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ࡛ࡣࠊḢ

ࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖ

࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ࣭ᣑࠊ◊

ࡃᑐᛂ࡛ࡁࡓࠋ

ᕞࡢ♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿ

ࡋࠊཝṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ

✲⪅ࡢ⫱ᡂ➼ࡢⅬ࡛㐍

ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࣥࣉ࣮࢜ە௧  ᖺᗘ᥇ᢥෆヂ㸦ὶ ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇྥࡅ༠

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦25$

ࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲࠾

ᒎࡀ࠶ࡿホ౯ࡉࢀࡓ

┦ᡭᅜ࣭ᆅᇦ㸧

㆟ࡋࠊ≉ⱥᅜ 8.5, ࡢࣉࣟࢢ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡘ࠸࡚㐜࡞

ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࡘ

ඹྠ◊✲ཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮

࣒ࣛ࠾࠸࡚ເ㞟せ㡯ࡢྜព

ࡃ᪂つㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᑟධࡼࡿ

ࡢྜ㸸㸣㸧ࢆᇶ‽

⮳ࡗࡓࡇࡣࠊ୧ᶵ㛵ࡢ┦⌮

୍ᖺᗘࢫࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ

ゎ༠ຊ㛵ಀࢆ୍ᒙᙉᅛ࡞ࡶࡢ

㸦616)㸧ᑗ᮶ࡢ࣮ࣜࢻ࢚࣮

ࡋࡓ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧᑟධࢆぢᤣ࠼

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸

ࡓྜྠᑂᰝࢆᐇࡋࡓࡀࠊⱥ

࡚ࡣࠊホᐃせ⣲ࡢෆᐜ➼ࢆኚ᭦

ᅜ◊✲࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᶵᵓ

ࡋࡓࡇ࡛ࠊ◊✲✀┠ࡢ┠ⓗ࣭ᛶ

㸦8.5,㸧࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥ

᱁ᛂࡌࡓᑂᰝࢆࡼࡾຠᯝⓗ

ࢩ࣮᪉ᘧࢆᑟධࡋࡓࣉࣟࢢࣛ

⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ

࣒ࡢᐇྥࡅ༠㆟ࡋࠊເ㞟

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

せ㡯ࡢྜព⮳ࡗࡓࡇࡣࠊ

ᣑࢆཷࡅࠊὶࡢ௦᭰ᡭẁ

8.5, ࢆྵࡵࡓ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢࣜ

ࡋ࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛㐣ཤ

࣮ࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧ㛵

㛤ദࡢពぢࡢෆᐜ➼ࢆ⤂

ࡍࡿ༠㆟ࠊヨ㦂ⓗ㐠⏝ࡢᡂᯝ

⏦ㄳ࣭ᑂᰝ㐣⛬ࡢຠ⋡

ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ౯

࣭ᅜ㝿ࡀᅗࡽࢀࡓ

࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆᚓࡿࠋ





ࡓᏛ⾡◊✲ࡢᨭ≧
ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱ
ᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ☜
ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓୰
ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ
⦼㸦ᖹᡂ 㹼ᖺᗘࡢ

༠ᐃ➼ࢆ
⥾⤖ࡋ࡚
࠸ࡿᅜ ඹ
ྠ◊✲
ᅜ࣭
௳ࠊࢭ࣑ࢼ
࣮㸦Ꮫ㛫
㐃 ᦠ 㸧㸸 
ᅜ࣭
௳㸧

ホ౯࠾࠸࡚ࠊᐃ࠾
ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢ

ࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊ࣐ࣞ
࣮ࢩࠊ࣑࣐ࣕࣥ
࣮ࠊࣔࣥࢦࣝࠊྎ
‴ࠊࢨࣥࣅࠊ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜࠊ
ࢫࣛࣥࢻࠊ࢘ࢡࣛ
ࢼࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊ࢟
ࣝࢠࢫࠊࢫ࢙࣮࢘
ࢹࣥࠊࢫ࣌ࣥࠊࢹ
࣐࣮ࣥࢡࠊࣀࣝ࢘
࢙࣮ࠊࣇࣥࣛࣥ
ࢻࠊ࣮࣐ࣝࢽࠊࢥ
ࣟࣥࣅࠊࢳࣜࠊ࣓
࢟ࢩࢥࠊ࢝ࢼࢲࠊ⡿
ᅜ
ࣥࢻࠊࣥࢻࢿ
ࢩࠊ୰ᅜࠊࣇࣛࣥ
ࢫࠊⱥᅜ

ࢭ࣑ࢼ࣮

ࢫࣟ࣋ࢽ
ࠊࣀࣝ࢘
࢙࣮ࠊ࢝ࢼ
ࢲࠊ⡿ᅜ



ࢭ࣑ࢼ࣮
㸦Ꮫ㛫
㐃ᦠ㸧
ྎ‴ࠊࢫ
ࢫࠊࢫ࢙࢘
࣮ࢹࣥ

୰ᅜࠊࣇࣛ
ࣥࢫ

 ࡍ ࡿ   ࡶ  ࠊࠕ -636 ࡀάࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
-636

ᚋࡢᒎ㛤ࡀ࠸ᮇᚅࡉࢀ

1HW ࠖࡢⓏ㘓ࢆಁࡍࡇࡼ

ࡿ ࠋ 8.5, ࡢ   ࠊ ࢫ  ࢫ

ࡾࠊᚿࢆྠࡌࡃࡋࡓ◊✲⪅ࡢ

㸦616)㸧
ࠊࢻࢶ㸦')*㸧ࡢ㛫࡛

ὶࡸ┦㐃ᦠࡢᙉࢆ✚ᴟⓗ

ࡶ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧ

ᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢᑟධ㛵ࡍࡿ༠㆟ࡀ㐍ࢇ࡛



࠙◊✲ὶᣐⅬࡢᙧᡂᨭࠚ

࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣྠᴗࡢ

㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺ᙎຊⓗ࡞㐠

࣭◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ࠾࠸࡚ࠊᅜ

ᚋࡢᒎ㛤ࡀᮇᚅࡉࢀࠊ⯆

⏝㸧

㝿ⓗ➇தࡢ⃭ࡋ࠸ඛ➃◊✲ศ

ᡂᯝࢆୖࡆࡓホ౯ࡉ
ࢀࡓㄢ㢟ࡢྜ㸸㸣㸧
ࢆᇶ‽ࡋࡓ≧ἣኚ
ࢆホ౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍ
ࡿࠋ


ඹྠ◊✲

༠ᐃ➼ࢆ
⥾⤖ࡋ࡚
࠸࡞࠸ᅜ
ඹྠ◊
✲  
ᅜ࣭ ௳ࠊ
ࢭ ࣑ ࢼ
࣮  
ᅜ࣭ ௳ࠊ
ࢭ࣑ࢼ࣮
㸦Ꮫ㛫
㐃 ᦠ 㸧㸸 
ᅜ࣭
௳㸧

㸰㸫㹂ᅜࢆ㉺࠼ࡓඃࢀ

࣮ࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࢆᑟධ

5HVHDUFKHUV 1HWZRUN

ࡢᅜ㝿ᐤࡍࡿᡂᯝࡋ

࣭௧ඖᖺᗘᐇணᐃ࡛࠶ࡗࡓࢭ࣑ࢼ࣮ ௳ࡘ࠸࡚ࠊ 㔝ཬࡧᆅᇦඹ㏻ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨
ጤクᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋ࡚௧  ᖺᗘࡶᨭࡋࡓࠋ
ࡍࡿ◊✲ศ㔝࠾࠸࡚ከᅜ㛫

࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭࢜ࣥࣛࣥ➼ࢆࡋࡓὶ➼ࡢᐇᚲせ࡞タഛ࣭ഛ

ὶࡢᯟ⤌ࡳࡼࡿ◊✲ὶᣐⅬ
ရಀࡿ⤒㈝ࢆᨭฟྍ⬟ࡍࡿࡶࠊጤク㈝ࡢ 㸣 ࡢᵓ⠏ࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆ㐍
௨ୖࢆ᪑㈝⏝ࡍࡿ࠸࠺᮲௳ࢆච㝖ࡋࡓࠋ
ࡵ࡚࠾ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ

࡚ࠊከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳࡼ

࣭ᙎຊⓗ࡞⤒㈝ᇳ⾜ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ๓ࡢ⏦ㄳࡼࡾ

ᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁ

ࡵࡿࡃࠊ╔ᐇᴗົࢆᐇ

௧  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ࢆ௧  ᖺᗘᘏ㛗ྍ⬟ࡋࡓࠋ ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᴗ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊
㸦⏦ㄳ௳ᩘ㸸ඹྠ◊✲  ௳ ࢭ࣑ࢼ࣮ ௳ ィ  ௳㸧 ✲ὶㄢ㢟ᑐࡋᨭᮇ㛫⤊

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊᖺᗘࡣ᪂ᆺ

࣭ᴗ⤊ᚋࡢሗ࿌᭩㢮ࡢᥦฟᮇ㝈ࢆࠊ ᭶ᮎ᪥ࡽ 

ᚋࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓ⤖
᭶  ᪥ᘏ㛗ࡍࡿࡶࠊᢲ༳ࡀᚲせ࡞᭩㢮ࡘ࠸ ᯝࠊᣐⅬᶵ㛵ࡽࠊ⏦ㄳࡢ┠ᶆ
࡚ࡣ  ᭶ᮎ᪥ࡲ࡛᭦ᘏ㛗ࡋࡓࠋ
ࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࠊᚋࡶ┦ᡭᅜ◊✲

ࡾ࡞ࡀࡽࠊᚲせᛂࡌ࡚࢜ࣥ



⪅ࡢὶࢆ⥅⥆࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿ

⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮

ڦ᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡾࠊᮏᴗᐇ

ࡢ㛤ദ࡞ࡼࡾ◊✲ὶࢆ

33

࣭◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ࠾࠸
ࡿ◊✲ὶᣐⅬࡢᵓ⠏ࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡶ㐍

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ⚝࠶
ࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓඹྠ◊✲ࡢ
ᐇࠊ࢙࢘ࣈ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ

45

46
࣭௧  ᖺᗘᐇ௳ᩘ㸸 ௳

ࡼࡾࠊᡃࡀᅜཬࡧ┦ᡭᅜࡢᣐⅬ

╔ᐇ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗



ᙧᡂᐤࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㐺ษ࡞୰

㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺ᙎຊⓗ࡞㐠

ࡿࠋ

㛫ホ౯ࠊᚋホ౯ࡼࡾ㐍ᤖ

⏝㸧



≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊホ౯⤖ᯝࢆබ

࣭ᙎຊⓗ࡞⤒㈝ᇳ⾜ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ๓ࡢ⏦ㄳࡼࡾ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊᴗࡢ㏱

௧  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ࢆ௧  ᖺᗘᘏ㛗ྍ⬟ࡋࡓࠋ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ
㛵ࡢ༠ຊࡢୗࠊᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



◊✲࡞ᅜࢆ㉸࠼ࡓඃࢀࡓᏛ⾡











ղᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ
᥎㐍



᫂ࠊᐇ㉁㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ

㸦⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳㸧

◊✲ࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ





㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

౯㸧

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸰㸫㸱ࡘ࠸

ࡢᙳ㡪ࡼࡾᾏእΏ⯟ࡀไ㝈

࡚ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ࡛ࠊ」ᩘࡢ

ࡉࢀࡿ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࠊࢭ

┦ᡭᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵࣮ࣜࢻ࢚

࣑ࢼ࣮ࡢᐇᵝࠎ࡞ไ㝈ࡀ

࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࢆᑟධࡋࡓࣉ

ㄢࡏࡽࢀࡿ୰ࠊ᥇ᢥㄢ㢟ࡢᮇ

ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇྥࡅ༠㆟ࡋࠊ

㛫ᘏ㛗ࡸᾏእΏ⯟㈝㛵ࡍࡿ

ࡾࢃࡅⱥᅜ 8.5, ࡢࣉࣟࢢࣛ

ไ㝈ࡢṆ➼ᙎຊⓗ࡞ᥐ⨨ࡀ

࣒࠾࠸࡚ເ㞟せ㡯ࡢྜព⮳

ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊឤᰁࡢᙳ

ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㡪ࡀ࠸ࡘࡲ࡛⥅⥆ࡍࡿண



ࡀᅔ㞴࡞୰࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᥐ

࣭㛵㐃ᣦᶆ㸰㸫㹁ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᮇ

⨨ࢆྲྀࡾ⥆ࡅࡿࡇࡣᚋᖺᗘ

୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆୖᅇࡿ 㸣ࡢㄢ

᥇ᢥࡢᝏᙳ㡪ࡀཬࡪࡢ࡛ࡣ

㢟࡛Ⓨᒎⓗ࡞ᡂᯝࢆฟࡋࡓ◊

࡞࠸ᠱᛕࡉࢀࡿࠋ࢜ࣥࣛ

✲⪅⮬㌟ࡀホ౯ࡋࡓࡇࡣ╔ᐇ

ࣥࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᙧࡢࢭ

ᴗົࢆᐇࡋࡓホ౯࡛ࡁ

࣑ࢼ࣮ࡸඹྠ◊✲ࢆồࡵࡿ࡞

ࡿࠋ

ࠊ᥇ᢥ◊✲⪅ࡶᕤኵࢆಁ

࣭㛵㐃ᣦᶆ㸰㸫㹂ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ᆺ

ࡋࡓ࠸ࠋ

࠙ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࠚ

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪



ڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ

ࡼࡾࠊᚋホ౯ࢆᐇ࡛ࡁ࡞࠸

ᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺Ώ⯟ไ㝈ᥐ⨨ ㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ㸣ࡢㄢ㢟

ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊᡃࡀᅜࡢ

➼ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊྛㄢ㢟࡛ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚࢜ ࡛ᐃ࠾ࡾ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖ

Ꮫ➼ࡢඃࢀࡓ◊✲⪅

ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓඹྠ◊✲ࡢᐇࠊ࢙࢘ࣈ㆟ࢩࢫࢸ ࡢᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡣ╔ᐇ

ࡀᾏእࡢ◊✲⪅༠ຊ

࣒ࢆ⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲࡞ࡼࡾࠊ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋΏ

ࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲

⯟ࢆせࡍࡿィ⏬ࢆྵࡴㄢ㢟ࡣࠊᚋ㏙ࡢ≉ᥐ⨨ࢆ⏝ ࡿࠋ

ᴗࢆᐇࡍࡿࠋ௧㸰

ࡋࠊጤクᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋࡓࠋ

㸦㸧ᖺᗘࡣࠊḢᕞ➼



㸲ᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ەḢᕞࡢ♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ

ࡢ㐃ᦠࡼࡾ♫⛉

࣒ࣛ㸦25$ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧

Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿ඹ

࣭Ḣᕞ➼  ᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㸦ࣇࣛࣥࢫᅜ❧◊✲ᶵᵓ

ྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑂ

㸦$15㸧
ࠊࢻࢶ◊✲⯆༠㸦')*㸧
ࠊⱥᅜ♫⛉Ꮫ◊✲
34

ᴗົࢆᐇࡋࡓホ౯࡛ࡁ


ᰝࢆᐇࡍࡿࠊࢫ

㆟㸦(65&㸧
ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ㸦1:2㸧
㸧ࡢ㐃ᦠ

ࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦616)㸧ࣜ

ࡼࡾࠊ♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿከᅜ㛫ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࢆ

࣮ࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉

ᐇࡋࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡀⴭࡋ

ᘧࡢᑟධྥࡅࡓ༠㆟

࠸ᆅᇦࡢ┦ᡭᅜᶵ㛵ࡢ༠㆟ࡀ㐍ࡴࡼ࠺ດࡵࠊ㐜

ࢆ⾜࠺ࠋ

࡞ࡃ௧  ᖺᗘ᥇ᢥศ㸦1:2 ௦࠼࡚ࠊ࢝ࢼࢲ♫࣭

⛉◊㈝ᴗࡢ࠺ࡕᅜ

ேᩥ⛉Ꮫ◊✲㆟㸦66+5&㸧ࡀཧ⏬㸧ࡢ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟

㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠

ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ ௳ࡢᛂເࡽ  ௳ࢆ᥇ᢥࡋࡓࠋ
㸦௧  ᖺ

࠾࠸࡚ࡣࠊࡢ⛉◊㈝ྠ

ᗘᨭ௳ᩘ㸸᪂つ  ௳ࠊ⥅⥆  ௳㸧

ᵝᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵ

㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸♫⛉Ꮫ

ࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࣭ศᢸ

⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸 ௳

ᇶ࡙ࡁࠊᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫ⾡◊



✲ࢆᨭࡍࡿࠋ

ەᅜ㝿ඹྠ◊✲ᩍ⫱ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦3,5(

ⱝᡭ◊✲⪅ࡀ┿ᅜ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧

㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢࡘ࣮ࣜ

࣭⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ 16) 㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲

ࢲ࣮ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿ

ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦௧  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸⥅⥆  ௳㸧

ࡼ࠺ࠊᚿࢆྠࡌࡃࡋࡓ◊

㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸ேᩥᏛࠊ♫

✲⪅ࡢὶࡸ┦㐃

⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࢃࡓࡿศ㔝 ⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇

ᦠࡢᙉࢆᅗࡿᶵ

ᢥ௳ᩘ㸸 ௳

ࡋ࡚ -636/($'61(7
㸦ࣜ



࣮ࢬࢿࢵࢺ㸧ᴗ◊✲

ࡢࢫࢫەᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V㸧

ὶࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

࣭ࢫࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦616)㸧㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲



ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ㸦௧  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸⥅⥆  ௳㸧
㸦ཧ⪃㸧௧ඖᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸ᩘ≀⣔⛉Ꮫࠊ
ᏛࠊᕤᏛ⣔⛉ᏛࠊሗᏛࠊ㎰Ꮫ࣭⎔ቃᏛ⏦ㄳ௳ᩘ㸸
௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸 ௳
࣭࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡼࡿᑂᰝࢆᑟධࡋࡓ᪂ࡓ
࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࡢᐇྥࡅ༠㆟ࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡢ⤊ࢆཷࡅ࡚ࠊᚋホ౯ࢆᐇ
ࡋࡓࠋ
㸺ᚋホ౯ࡢᐇ㺃බ⾲ᐇ⦼㸼
ᐇㄢ㢟ᩘ


ホ౯⤖ᯝ
$ព⩏ࡀ࠶ࡗࡓ㸭 ㄢ㢟

%㸸࠶ࡿ⛬ᗘព⩏ࡀ࠶ࡗࡓ㸭 ㄢ㢟

 ͤホ౯ࡣ 6㹼& ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ
ᚋホ౯⤖ᯝ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMERWWRPBJBMLJRK\RXNDK
WPO

ࡢࢶࢻەᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V/($'ZLWK
')*㸧
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47

48
࣭')* 㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦௧
  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸⥅⥆  ௳㸧
㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸ᆅ⌫⛉Ꮫ ⏦
ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸 ௳
࣭࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡼࡿᑂᰝࢆᑟධࡋࡓᅜ㝿
ඹྠ◊✲ᴗࡢᐇྥࡅ༠㆟ࢆᐇࡋࡓࠋ
ⱥەᅜࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V/($' ZLWK
8.5,㸧
࣭ⱥᅜ◊✲࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᶵᵓ㸦8.5,㸧㐃ᦠࡋ࡚⾜
࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦௧  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸
⥅⥆  ௳㸧
㸦ཧ⪃㸧ᖹᡂ  ᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸⏕⛉Ꮫࠊ⎔
ቃ⛉Ꮫ ⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸 ௳
࣭࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡼࡿᑂᰝࢆᑟධࡋࡓᅜ㝿
ඹྠ◊✲ᴗࡢ௧  ᖺᗘࡢᐇྥࡅ༠㆟ࢆᐇࡋࠊ
ເ㞟せ㡯ࡘ࠸࡚ྜព⮳ࡗࡓࠋ

ە୰ᅜࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53ZLWK16)&㸧
࣭୰ᅜᅜᐙ⮬↛⛉Ꮫᇶ㔠ጤဨ㸦16)&㸧㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦௧  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸⥅
⥆  ௳㸧
㸦ཧ⪃㸧௧ඖᖺᗘබເᐇ ᑐ㇟ศ㔝㸸ࢧࢫࢸࢼࣈ
࣭࣓ࣝࣞࢹ࢚࣮ࢩࣙࣥ ⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳ ᥇ᢥ௳ᩘ㸸
 ௳

㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺ᙎຊⓗ࡞㐠
⏝㸧
࣭ᙎຊⓗ࡞⤒㈝ᇳ⾜ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ๓ࡢ⏦ㄳࡼࡾ
௧  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ࢆ௧  ᖺᗘᘏ㛗ྍ⬟ࡋࡓࠋ
㸦⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳㸧
࣭ᴗ⤊ᚋࡢሗ࿌᭩㢮ࡢᥦฟᮇ㝈ࡘ࠸࡚ࠊ ᭶ᮎ᪥
࡛࠶ࡗࡓࡇࢁࠊཷクᶵ㛵ࡽࡢ⏦ࡋฟࡼࡾࠊ ࣨ᭶
⛬ᗘᘏ㛗ࡋࡓࠋ

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
ࡿつ⛬ࠖࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡋࡓࠊホᐃせ⣲ࡢෆᐜ➼ࢆኚ
᭦ࡍࡿ࡞ࠊ◊✲✀┠ࡢ≉ᛶᛂࡌࠊ㐺ษᑂᰝࢆ⾜࠺
36

⤌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᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥
 ᭶  ᪥


ڦ-636/($'61(7㸦࣮ࣜࢬࢿࢵࢺ㸧ᴗ
-636/($'61(7㸦࣮ࣜࢬࢿࢵࢺ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ
࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆཷࡅࠊ㞟ྜᙧᘧࡼࡿ◊✲ὶ
ࡢ㛤ദ௦࠼࡚ࠊ㐣ཤࡢ㛤ദᴫせཬࡧ⌧ᅾ࡛ࡶཧ⪃
࡞ࡿពぢࡢෆᐜ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛⤂ࡍࡿ
ࡶࠊ㐣ཤࡢཧຍ⪅௧  ᖺᗘࡢཧຍᑐ㇟࡞ࡿணᐃ
࡛࠶ࡗࡓ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢ㈨ࡍࡿࡃࠊ
ࠕ-636 5HVHDUFKHUV 1HWZRUN -6361HW ࠖࡢⓏ㘓ࢆ
ಁࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞ࡿࣀ࢘
ࣁ࢘➼ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿ➼ࠊ┿ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢࡘ࣮ࣜࢲ
࣮ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚿࢆྠࡌࡃࡋࡓ◊✲⪅ࡢ
ὶࡸ┦㐃ᦠࡢᙉࢆᅗࡿᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ






ճ◊✲ὶᣐⅬࡢᙧᡂ
ᨭ
ඛ➃ⓗཪࡣᆅᇦඹ㏻



࠙◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭࠚ



✲◊ڦᣐⅬᙧᡂᴗ



㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺ᙎຊⓗ࡞㐠



ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍࡿ◊

⏝㸧



✲ศ㔝࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ⓗ

ձ ௧ඖᖺᗘᐇࡋ࡚࠸ࡓㄢ㢟ࡢෆࠊ๓ࡢ⏦ㄳ



Ỉ‽ཪࡣᆅᇦ࠾ࡅࡿ

ࡼࡾ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤクᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋ࡚௧  ᖺᗘ 

୰᰾ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬ

ࡶᨭࡋࡓࠋ

ࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿ◊✲ᣐⅬ

ղ ◊✲ὶ⤒㈝⥲㢠ࡢ 㸣௨ୖࢆ᪑㈝ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ

ᙧᡂᴗࢆᐇࡍࡿࠋࡲ
ࡓࠊ᪥୰㡑ࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ࡍࡿไ㝈ࢆච㝖ࡋࡓࠋ





ճ ᙎຊⓗ࡞⤒㈝ᇳ⾜ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ๓ࡢ⏦ㄳࡼ



㛵ࡢ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡁࠊ

ࡾ௧  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ࢆ௧  ᖺᗘᘏ㛗ྍ⬟



ࢪ࠾ࡅࡿୡ⏺ⓗ

ࡋࡓࠋ
㸦⏦ㄳ௳ᩘ㸸$ ᆺ  ௳ࠊ% ᆺ  ௳㸧



Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐⅬࡢᵓ⠏

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺Ώ⯟ไ㝈ᥐ⨨ 

ࢆᅗࡿ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧ

➼ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊྛㄢ㢟࡛ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚࢜ 

ࢺᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓඹྠ◊✲ࡢᐇࠊ࢙࢘ࣈ㆟ࢩࢫࢸ 



࣒ࢆ⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ࡞ࡼࡾࠊ◊ 

ࡇࢀࡽࡢᴗࡢᐇ

✲ὶࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋΏ⯟ࢆせࡍࡿィ⏬ࢆྵࡴㄢ㢟ࡣࠊ 

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜ㝿ᴗ

๓㏙ࡢ≉ᥐ⨨ࢆ⏝ࡋࠊᴗィ⏬ࡢᐇᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋ 

ጤဨ➼࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ

ࡓࠋ



ࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖ
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49

50
ࡋࠊཝṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ


㸦$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂᆺ㸧



࣭ඛ➃ⓗࡘᅜ㝿ⓗ㔜せ࡞◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿ⱥ⊂



➼ࡢ  ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛  ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆࠊ᪥ᮏ



」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ᐇࡋ



ࡓࠋ







ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ᅜ㸦௧ඖᖺᗘ㸸 ᅜ㸧



ࣝࢮࣥࢳࣥࠊࢱࣜࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊⱥ 
ᅜࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊ࢝ࢼࢲࠊ㡑ᅜࠊࢩࣥ 
࣏࣮࢞ࣝࠊࢫࢫࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊࢫ࣌ࣥࠊࢱࠊ 
ྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࢳࣜࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊࢻࢶࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ 
ࣛࣥࢻࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࠊࣁ࣮ࣥ࢞ࣜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣇ 
ࣥࣛࣥࢻࠊࣈࣛࢪࣝࠊࣇࣛࣥࢫࠊ⡿ᅜࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣋ 
ࣝࢠ࣮ࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࣝࢡࢭ 
ࣥࣈࣝࢡࠊࣟࢩ

࣭᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ᑐࡍࡿ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ᨭᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ᑐࡋࠊᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾᴗィ⏬ࡢᐇ
ᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋࡓㄢ㢟ࡢ୰㛫ホ౯ࠊᚋホ౯ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᘏ㛗ᮇ㛫⤊ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ

ە୰㛫ホ౯ࡢᐇ㺃බ⾲ᐇ⦼

୰㛫ホ౯

ᐇㄢ㢟ᩘ
ホ౯⤖ᯝ

$㸸ᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ
ࡘࡘ࠶ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡢ㐩
ᡂࡀ࠸ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸭
ㄢ㢟

%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶
ࡆࡘࡘ࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢດຊࢆ
⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚┠
ᶆࡢ㐩ᡂࡀᴫࡡᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿ㸭 ㄢ㢟

ͤホ౯ࡣ $㹼' ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ

୰㛫ホ౯⤖ᯝ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMFFK\RXNDBDKWPO

ەᚋホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼

ᚋホ౯

ᐇㄢ㢟ᩘ
ホ౯⤖ᯝ

%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶
ࡆ࡚࠾ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩
ᡂࡉࢀࡓ㸭 ㄢ㢟

 ͤホ౯ࡣ $㹼' ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ
ᚋホ౯⤖ᯝ㸸
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KWWSVZZZMVSVJRMSMFFK\RXNDBDKWPO

⏦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⪃ࢆᐇࡋࡓࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁ
ᣑ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣄࣜࣥࢢᑂᰝࡣ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ࡛
ᐇࡋࡓࠋ


⏦ㄳ௳ᩘ

◊✲ᣐⅬᙧᡂ
ᴗ㸦$ඛ➃ᣐⅬ
ᙧᡂᆺ㸧

 ௳

᥇ᢥᩘ
௳

᥇ᢥ⋡
㸣


㸦%ࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᆺ㸧
࣭ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟
ࡘ࠸࡚ࠊ ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛  ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆࠊ᪥ᮏ
」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ᐇࡋ
ࡓࠋ

ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ᅜ㸦௧ඖᖺᗘ㸸 ᅜ㸧
ࣝࢪ࢙ࣜࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ࢘࢞ࣥࢲࠊ࢘
ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊ࣮࢞ࢼࠊ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥࠊ㡑
ᅜࠊ࢝ࣥ࣎ࢪࠊࢣࢽࠊࢨࣥࣅࠊࢪࣉࢳࠊࢩࣥ࢞
࣏࣮ࣝࠊࢫ࣮ࢲࣥࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊࢭࢿ࢞ࣝࠊࢱࠊྎ
‴ࠊࢱࣥࢨࢽࠊ୰ᅜࠊࢼࢪ࢙ࣜࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࣂ
ࣥࢢࣛࢹࢩࣗࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣈ࣮ࢱࣥࠊࣈࣝ࢟ࢼࣇ
ࢯࠊࣈࣝࢿࠊࣈࣝࣥࢪࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣋ࢼࣥࠊ࣎ࢶ࣡
ࢼࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊ༡ࣇࣜ࢝ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࠊࣔࢨࣥࣅ
࣮ࢡࠊࣔࣥࢦࣝࠊࣛ࢜ࢫ

࣭ᮏᴗ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ὶㄢ㢟ᑐࡋᨭᮇ㛫⤊
ᚋࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝࠊᣐⅬᶵ㛵ࡽࠊ⏦ㄳ
ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࠊᚋࡶ┦ᡭᅜ◊✲⪅ࡢὶࢆ⥅
⥆࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡢᅇ⟅ࢆᚓࡿ➼ࠊᡃࡀᅜཬࡧ┦ᡭᅜࡢ
ᣐⅬᙧᡂᐤࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

⏦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௳ᩘ ᥇ᢥᩘ

39

᥇ᢥ⋡

51

52
◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ㸦%
ࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡
ᇶ┙ᙧᡂᆺ㸧

 ௳

 ௳

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࡞࠾ࠊ 
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྜ 
㆟ᑂᰝ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࢆᑟධࡋࠊᑂᰝᴗົࢆࡾ࡞ࡃ 



ᐇࡋࡓࠋ
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$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂ
ᆺ㸧
ࠖ
ࠊ
ࠕࢫࢫࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V㸧
ࠖࠊࡢ
 ᴗ࠾࠸࡚ࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧຠᯝࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ
᥇ᢥࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ᑐࡍࡿᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠊ
ࠕ◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ㸦$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂᆺ㸧ࠖཬࡧࠕ᪥୰㡑
ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖ࠾࠸࡚ࡣ᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ᑐࡋ
࡚ࠊᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ㐺ษ࡞ຓゝࢆ⾜࠺
ࡶࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆ⥅⥆ࡍࡁ࠺ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ୰
㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋᚋホ౯ࠊ୰㛫ホ౯࠸ࡎࢀࡢ⤖ᯝࡶ
ሗ࿌᭩ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ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ⓗ࣭♫ⓗ

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
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ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡ཬࡧ♫

ࡢᑂ㆟➼ࡼࡿሗ࿌

᥎㐍ᴗ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ

⤌≧ἣ㸦᭷㆑⪅ࡽ

 ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺࠊᖹᡂ  ᖺ㹼௧  ᖺ㸦 ᖺ㸧
㸧

௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖ

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⌮

ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

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┠

࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥ

Ꮫ⾡◊✲➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⾡

⾡ศ⛉ሗ࿌ࠕࣜࢫࢡ♫



ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶᖺḟᨭฟሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ࡛

◊✲➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡢඞ᭹▱ⓗ♫ࡢ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡅࠊ㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

ࡣࠊᐇ♫ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࢢ



ᡂ⇍ྥࡅࡓேᩥᏛཬ

㸰㸫㸲ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭

㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

ࢆ E ࡍࡿࠋ

࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ㡿

࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟ

ࡧ♫⛉Ꮫࡢ⯆ࡘ

♫ⓗせㄳᛂ࠼ࡓㄢ

ࣝࣂ࣮ࣟࢢڦᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ  ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺࠊ ࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭ ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ  ࣉࣟࢢ

ⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲

ࠕ㡿ᇦ
࠸࡚ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

㢟タᐃྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ

ࠊ௧ඖᖺ㸦 ᖺ㸧㹼
ᖹᡂ  ᖺ㹼௧ඖᖺ㸦 ᖺ㸧

♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ࡛ࡣࠊ௧

࣒ࣛࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ࣉࣟ

᥎㐍ᴗ

㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࠊ
ࠕᐇ♫

⾜ࢃࢀࡓࠊ᭷㆑⪅ࡽ

㸧
௧  ᖺ㸦 ᖺ㸧

  ᖺᗘࡣ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣇ࢛

ࢢ࣒ࣛඹ㏻ࡋ࡚ᴗጤဨ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭ ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖཬࡧ

ࡢពぢ⫈ྲྀᐇ⦼ࡸሗ

࣭௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࡋࠊ᪤㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ  ௳ࡢ◊✲ࢸ ࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࡶࠊ
ࠕ㡿

ࡸ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄢ

Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉

ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟ

㞟ࡢྲྀ⤌➼ࢆཧ⪃

࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡼࡾ◊✲ࡢ㐍ᤖ ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠾࠸࡚ࠊ◊

㢟ࡢ᥇ᢥࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀ

ࠕࣜࢫࢡ♫ࡢඞ᭹

ࢢ࣒ࣛࠖࡼࡿඹྠ◊✲

ุ᩿ࡍࡿࠋ

≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶᖺḟᨭฟሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅࠊ ✲ ࢸ ࣮ ࣐ ࡢ ᪂ つ ᥇ ᢥ ᑂ ᰝ  ຍ

࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡍ࡚᪂ᆺ

▱ⓗ♫ࡢᡂ⇍ྥࡅ

ࢆ᥎㐍ࡋࠊඛᑟⓗ࡞ேᩥ

㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠼ࠊᘏ㛗ᑂᰝࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ

ࡓேᩥᏛཬࡧ♫⛉Ꮫ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࢆ᥎㐍

㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᡂᯝ

➼ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊᚑ᮶ࡢᑐ

ࡢ⯆ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ ࡍࡿࠋ

࣭ࡲࡓࠊ௧ඖᖺᗘጤクዎ⣙ࡀ⤊ࡋࡓ  ࡘࡢ◊✲ᶵ ᬑ ཬ  ࣉ ࣞ ࢮ ࣥ ࢫ ྥ ୖ ࡢ ࡓ ࡵ

㠃ᙧᘧ࡛ࡢ㆟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣓

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊඛᑟⓗ࡞ேᩥ

㛵ࡢ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࣮ࣝᙧᘧࡸ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࢆ᥎㐍

௧ඖ㸦㸧ᖺᗘࡲ࡛

ڦ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ  ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺࠊᖹᡂ

ࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡿ୰ࠊ㛤ദ

ࡼࡿ㆟ࢆᐇࡋࡓࠋࡇࢀ

ࡍࡿࠋ

᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ㡿ᇦ㛤ᣅ

 ᖺ㹼௧  ᖺ㸦 ᖺ㸧ࠊ௧  ᖺ㸦 ᖺ㸧㹼௧

ᙧᘧࢆ࢜ࣥࣛࣥኚ᭦ࡋࠊࢩ

ࡼࡾࠊጤဨࡸ㛵ಀ⪅ࡢᏳࢆ

ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࠊ
ࠕᐇ♫ᑐ

 ᖺ㸦 ᖺ㸧
㸧

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ㛤

☜ಖࡋࡘࡘࠊィ⏬࠾ࡾ 

࡚ࡣࠊጤဨࢆタࡅ࡚ㄢ

ᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖཬࡧࠕࢢ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋࠊ᪤㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ  ௳ཬࡧᖹ

ദࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ࠶ࢃ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

㢟ࢆタᐃࡍࡿࡶࠊ ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟࢢࣛ

ᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ  ௳ࡢ

ࡏ࡚ࠊ◊✲ホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸

ࢆ⾜࠺ࡶࠊ◊✲ࢸ࣮࣐

◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡘ

࣒ࠖࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢࣇ࢛

◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡼࡾ◊✲ ࡚ࠊᖺᗘ⾜ࡗࡓࢩ࣏ࣥࢪ࢘

ࡢ᪂つ᥇ᢥ࠾ࡼࡧᘏ㛗ᑂᰝࡀ

࠸࡚ホ౯ࡍࡿࠋᵝࠎ࡞Ꮫ

࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋࡲ

ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶᖺḟᨭฟሗ࿌᭩ࡢᥦฟ

࣒ࡢࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥ

ᐇࡉࢀࠊ࡞㐠Ⴀࡀ࡞ࡉ

⾡ⓗ࣭♫ⓗせㄳᛂ࠼

ࡓࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ

ࢆཷࡅࠊ㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡢពぢࡸᴗጤဨ࡛ࡢ㆟

ࢀࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿㄢ㢟タᐃྥࡅࡓྲྀ

᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ㡿ᇦ㛤ᣅ

㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲ホ౯ᣦᶆࡢ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

⤌ࡋ࡚ࠊ᭷㆑⪅ࡽព

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ◊✲ホ౯

࣭ୖグ  ௳ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ᮇ㛫ࡀ᭱⤊ᖺᗘࡢࡓࡵࠊ ࢆసᡂࡋࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍ

ࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡿ୰ࠊ

ぢ⫈ྲྀࡸሗ㞟➼ࢆ

ࢆ⾜࠸ࠊホ౯⤖ᯝᇶ࡙

◊✲ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ◊✲ᡂᯝࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ㒊

ࡿࡓࡵࠊᖺᗘ⾜ࡗࡓ㡿ᇦ㛤

ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᡂᯝᬑཬࣉࣞ

⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ࣮࣒࣮࣍࣌

ࡁ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡢྍ

࠾࠸࡚᭷㆑⪅ࡼࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ ௳୰ࠊ6 ࡀ  ௳ࠊ$ ࡀ ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ࡢ㝿ヨ⾜

ࢮࣥࢫྥୖࡢࡓࡵࠊᖹᡂ 

ࢪࡢᥖ㍕ࡸࢭ࣑ࢼ࣮࣭ ྰࢆỴᐃࡍࡿࡶࠊ

 ௳ࠊ% ࡀ  ௳ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ
㸦ホ౯ࡣ 6ࠊ$ࠊ%ࠊ& ࡢ  ẁ ⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀ

ᖺᗘࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟࢢࣛ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ➼

ྠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂つㄢ

㝵࡛ᐇ㸧

ࡾࡲࡵࡓࠋࡉࡽࠊ௧  ᖺࡢ

࣒᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ

ࡼࡾࠊᗈࡃ◊✲ᡂᯝࢆ

㢟ࡢタᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

࣭ୖグ  ௳୰ࠊ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ  ௳ࡘ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢሗ࿌᭩ࢆ㋃ࡲ࠼᪂

ᡂᯝሗ࿌ࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝

Ⓨಙࡍࡿࠋ

ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭♫ⓗせ

࠸࡚ࠊ᪂つබເ୪⾜ࡋ࡚ᘏ㛗ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ༑ศ࡞ᡂᯝ

ࡓ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ウཬࡧ᮶ᖺ

ࢵࢩࣙࣥࢆ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ࡛

ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢࢹ

ㄳᛂ࠼ࡿㄢ㢟ࢆタᐃ

ࡀ࠶ࡾࡘ◊✲ࢆ⥅⥆ࡍࡿ౯್ࡀ࠶ࡿ࠺ᑂᰝࡋ

ᗘࡢබເྥࡅࡓ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓ

ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡋ࡚⾜ࡗࡓ

࣮ࢱࡢඹ᭷ࠊά⏝ࢆಁ

ࡍࡿࡓࡵࠊ᭷㆑⪅ࡽ

ࡓ⤖ᯝࠊ ௳ࡢ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ

ࡇࡸࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ

ࡀࠊ๓ᖺᗘ㸦 ྡ㸧ࢆୖᅇࡿ

㐍ࡍࡿ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥ

ࡢពぢ⫈ྲྀ➼ࢆ⾜࠺ࠋຍ

࣭ࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘ୰ጤクዎ⣙ࡀ⤊ࡋࡓ  ࡘࡢ◊✲ ᰁࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ

ཧຍ⪅㸦 ྡ㸧ࢆ㞟ࡵࡓࡇ

ࡢᇶ┙ࡢᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡍ

࠼࡚ࠊேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ

ᶵ㛵ࡢ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᚑ᮶ࡢᑐ㠃ᙧᘧ࡛ࡢ㆟࡛ࡣ࡞

ࡣࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢ࣓ࣜࢵ

ࡿࠋ

ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᮏ

࣭௧  ᖺᗘ᪂つ᥇ᢥࡘ࠸࡚ࡣࠊእ㒊᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ

ࡃࠊ࣓࣮ࣝᙧᘧࡸ࢜ࣥࣛࣥᙧ

ࢺࡀάࡏࡓᡂᯝ࡛࠶ࡾࠊ

ᴗ࠾ࡅࡿホ౯ࡢᅾࡾ

㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ  ࡘ㸦ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ࠾

ᘧࡼࡿ㆟ࢆᐇࡍࡿࡇ

ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᡂᯝᬑཬࣉࣞ

᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡢୖࠊྲྀ

ࡅࡿ᪉ἲㄽࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧ᪂ࡓ࡞ฟࡢヨࡳࠊேᕤ▱⬟࡞ ࡛ࠊጤဨࡸ㛵ಀ⪅ࡢᏳࢆ☜ಖ

ࢮࣥࢫྥୖ㈨ࡍࡿࡶࡢࡋ

ࡾࡲࡵࢆ⾜࠺ࠋࣉࣟࢢ

㧗ᗘࡍࡿሗᢏ⾡♫࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣝබඹᛶࡢ

࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣒ࣛࡢᐇᙜࡓࡗ࡚

ၥ㢟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫࠾ࡅࡿ᱁ᕪᶵࡢᖹ➼ࡘ ࡣࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᴗົࢆ
41

ࡋࡘࡘᴗ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗࡓࡇ

࣭㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ◊✲

53

54
ࡣࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ☜

࠸࡚ࡢ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ◊✲ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࠕே㛫ࠖࡢ㛵ಀᛶ

ಖཬࡧ㐺ษࡘ࡞

㛵ࡍࡿ◊✲ࠊࣃࣥࢹ࣑ࢵࢡ࡞ୡ⏺つᶍࡢ⅏⚝ࡢே ࣭ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇ

ᐇࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢸ࣮࣐බເᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂
つ᥇ᢥ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢㄢ㢟

㐠Ⴀࢆᅗࡿࡶࠊ

㛫♫ࡢᑐᛂㄢ㢟㸧ࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽ

ࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍ᴗ

ࡢ୍ࡘ͆ࣃࣥࢹ࣑ࢵࢡ࡞

ሗࡢබ㛤ດࡵࡿࠋࡉࡽ

ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚◊✲ࢸ࣮࣐ࢆබເࡋࠊᑂᰝせ㡯ᇶ࡙ࡁ ࡛ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ୡ⏺つᶍࡢ⅏⚝ࡢே㛫♫

ࠊ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ࢩ

እ㒊᭷㆑⪅ࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊ ௳୰  ௳ࡢ◊ ࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡶ⪃៖ࡋࠊᚑ

ࡢᑐᛂㄢ㢟͇ࡀタᐃࡉࢀࡓ

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ➼

✲ࢸ࣮࣐ࢆ᥇ᢥࡋᨭࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

᮶ࡢᑐ㠃ᙧᘧ࡛ࡢ㆟࡛ࡣ࡞

ࡇࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

ࡼࡾሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

ࡃࠊ࣓࣮ࣝᙧᘧࡸ࢜ࣥࣛࣥᙧ

ឤᰁࡀୡ⏺ᙳ㡪ࢆཬࡰ



ᘧࡼࡿ㆟ࢆᐇࡍࡿࡇ

ࡍ୰ࠊᴟࡵ࡚ᐅࢆᚓࡓㄢ㢟

ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ

ࡲࡓࠊ ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛඹ㏻ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ ࡛ࠊጤဨࡸ㛵ಀ⪅ࡢᏳࢆ☜ಖ

タᐃ࡛࠶ࡿ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍ᴗࡢᐇ

ࡓࠋ

ࡋࡘࡘࠊᣐⅬᶵ㛵ࡢ୰㛫ホ౯ࢆ

ࡿࠋ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨ

࣭ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿබṇ

ᐇࡍࡿࡶࠊ⯆࣭ᣐⅬ

࣭ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢ≉ᛶࢆ

ࢆタ⨨ࡋᴗࡢ㐺ษ

࡞ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵᴗጤဨཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛẖ

ᶵ㛵࣭ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ୕⪅

㋃ࡲ࠼ࡓホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸

ࡘ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡾࠊే

㒊ࢆタ⨨ࡋࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ☜ಖཬࡧ㐺ษࡘ ࡛⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡾࠊᴗࢆ

࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢពぢࡸ

ࡏ࡚㐃⤡༠㆟ࢆ㛤ദ

࡞㐠Ⴀࢆᅗࡗࡓࠋ

ࡘ╔ᐇ᥎㐍ࡋࡓࠋ

ᴗጤဨ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

ࡋࠊ⯆ࠊᣐⅬᶵ㛵ཬ

࣭බເせ㡿➼ࡢᑂᰝಀࡿᇶᮏⓗ࡞ሗࡢࠊྛࣉࣟࢢ



◊✲ホ౯ᣦᶆࡢࢆసᡂࡋࠊ

ࡧᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ

࣒ࣛࡢ᥇ᢥ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ᴫせཬࡧᴫせᅗࡘ࠸࡚

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ᖺᗘ⾜ࡗࡓ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟ

୕⪅㛫ࡢ㐃ᦠ༠㆟ࢆ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ሗࢆබ㛤ࡋࡓࠋ

࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭ ࢢ࣒ࣛࡢホ౯ࡢ㝿ヨ⾜ⓗ࡞

ᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⥲ྜࢹ

࣭࡞ᴗᐇࡢほⅬࡽࠊ」ᩘᖺࡢጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖

♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ࠾࠸

ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨

࣮ࢱ࢝ࢱࣟࢢࡢヨ㦂㐠

ࡋࠊ◊✲㈝ࡢᖺᗘ㛫⧞㉺ࢆㄆࡵࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ

࡚ࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁ  ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ㐺ษ࡞

⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࡶࠊ

࡚◊✲㈝ࢆᇳ⾜࡛ࡁࡿᙎຊⓗ࡞⤒㈝ᇳ⾜ࡢಁ㐍ດࡵ

ࡼࡿඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶ

㐍ᤖ࡛࠶ࡿࠋ

࢜ࣥࣛࣥศᯒࢩࢫࢸ

ࡓࠋ

ࠊ᮶ᖺᗘࡽ⾜࠺᪂ࡓ࡞ࣉࣟ

࣭ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱ

࣒ࡢ㛤Ⓨྥࡅࡓྲྀ⤌

࣭ᮏᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᡂᯝࡢ࿘▱ᬑཬ࣭ࣉࣞࢮࣥࢫྥୖࡢ

ࢢ࣒ࣛࡼࡿඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍

ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎

ࢆ㐍ࡵࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࢹ

ࡓࡵࠊ ᭶᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪 ࡋࠊඛᑟⓗ࡞ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊

㐍ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

࣮ࢱᐤクࢆ᥎㐍

ࡶ⪃៖ࡋࠊ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ

ࡍࡿࡓࡵ♫⛉Ꮫศ

ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥇ᢥࡉࢀ ࣭ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇ

ᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡶ⪃៖ࡋࠊ࣓࣮

㔝ࢆᑐ㇟ࡋࡓඹ㏻࢞

ࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢᡂᯝሗ࿌ࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ ࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏᥎㐍ᴗ

ࣝᙧᘧࡸ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧࡢ

ࢻࣛࣥ㸦ᡭᘬࡁ㸧ࢆ

⾜࠸ࠊ ྡ㸦๓ᖺᗘ  ྡ㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢩ࣏ࣥ

࠾࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ⯆ࠊᣐⅬ

㆟ࡼࡾࠊᣐⅬᶵ㛵ࡢ୰㛫ホ

⟇ᐃࡍࡿࡶࠊேᩥ

ࢪ࣒࢘⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤ദᴫせཬࡧࣃࢿࣝࢹ ᶵ㛵ཬࡧᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ୕

౯ࢆᐇࡍࡿࡶࠊ⯆

Ꮫศ㔝ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ඹ

ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥⓎゝ㘓ࢆᥖ㍕ࡋࠊᗈࡃᡂᯝࢆⓎಙࡋࡓࠋ

⪅㛫ࡢ㐃ᦠࢆᐦࡋࠊࢹ࣮ࢱ

࣭ᣐⅬᶵ㛵࣭ᅜ❧ሗᏛ◊✲

㏻࢞ࢻࣛࣥ㸦ᡭᘬ



ά⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡋ࡚

ᡤࡢ୕⪅࡛⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡽ

ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮

✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

ࡁ㸧ࡢ⟇ᐃྥࡅࡓྲྀ⤌

࣭ᴗࡋ࡚ࡢேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓホ౯ ࠸ࡃࠋ

ࢀࠊᴗ┠ⓗἢࡗ࡚╔ᐇ࡞

ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇࢀࡽࡢᐇ

ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᖺᗘ⾜ࡗࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࣃࢿ 

㐍ᤖ㈉⊩ࡋࡓࡇࡀホ౯ࡉ

ࡼࡾࠊࢹ࣮ࢱά⏝ࢩ

ࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡢពぢࡸᴗጤဨ࡛ࡢ㆟

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ࢀࡿࠋ

ࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚

ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲ホ౯ᣦᶆࡢࢆసᡂࡋࠊࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ

౯㸧



ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊᖺᗘ⾜ࡗࡓ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ 㸫 ࡘ࠸࡚



౯ࡢ㝿ヨ⾜ⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ᳨ドࡢୖࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀࡾ ࡣࠊ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࠊタᐃ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡲࡵࡓࠋ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼



ࡉࢀࡓㄢ㢟ᑐࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡶ⪃៖ࡋࠊ ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ

࣭ேᩥ⛉Ꮫ⣔Ꮫ㒊ࡢ⦅ᅽຊ

ࠕ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ
ᚑ᮶ࡢᑐ㠃ᙧᘧ࡛ࡢ㆟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣓࣮ࣝᙧᘧࡸ࢜ࣥࣛ ⾜࠺ࡶࠊ

➼ேᩥ⛉Ꮫᑐࡍࡿ㍍どࡢ㢼

ࣥᙧᘧࡼࡿ㆟ࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊጤဨࡸ㛵ಀ⪅ࡢ ࣒ࣛࠖ࠾࠸࡚ࠊタᐃࡉࢀࡓㄢ㢟

₻ࡀ↓ど࡛ࡁ࡞࠸⌧≧ᑐࡍ

Ᏻࢆ☜ಖࡋࡘࡘ╔ᐇ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
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ᑐࡍࡿ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ᪂つ᥇ᢥ

ࡿ ㆙ 㚝 ࢆ 㬆 ࡽ ࡍ ព  ࡛ ࡶ ࠊ

ڦ᪂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ウ

ᑂᰝຍ࠼ࠊᘏ㛗ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇ

ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢ≉ᛶࢆ㋃

௧  ᖺ  ᭶ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ ࡛╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡲ࠼ࡓホ౯ࡢほⅬࡘ࠸࡚ࠊ

⛉ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ≉ูጤဨሗ࿌ࠕேᩥᏛ࣭♫⛉

ᙜヱᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃᥦࡋ

Ꮫࢆ㍈ࡋࡓᏛ⾡▱ඹࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ᑂ㆟ࡢࡲࡵ㸧
ࠖ

࡚࠸ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ࡓ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ᮶ᖺᗘࡢබ
ເྥࡅ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠙ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏
᥎㐍ᴗࠚ
࣭㐠Ⴀጤဨ࠾࠸࡚ࠊᴗࡢ㐺ษࡘ࡞㐠Ⴀࢆ⾜
࠺ࡶࠊᣐⅬᶵ㛵ᑐࡋ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࠊ ᶵ㛵
୰  ᶵ㛵ࡀ 6ࠊ ᶵ㛵ࡀ $ ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ
㸦ホ౯ࡣ 6ࠊ$ࠊ
%ࠊ&ࠊ' ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ㸧
࣭♫⛉Ꮫ⣔ࡢᣐⅬᶵ㛵ࢆᶓ᩿ⓗ᳨⣴ྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱ࢝
ࢱࣟࢢࢆᵓ⠏ࡋࠊヨ㦂㐠⏝ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢜ࣥࣛ
ࣥศᯒࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࠊᏛࡢㅮ⩏ࡢሙࢆά⏝ࡋ࡚ヨ㦂㐠
⏝ࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ㐃ᦠࢆᐦࡍࡿࡶࠊ⯆
࣭ᣐⅬᶵ㛵࣭ᅜ❧ሗᏛ◊✲ᡤࡢ୕⪅࡛㐃⤡༠㆟➼
ࢆ㛤ദࡋࠊࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏ࡢྲྀ⤌≧
ἣࡢඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭సᴗ㒊࠾࠸࡚ࠊ◊✲ࢹ࣮ࢱࡢࢹ࣮ࢱ࣭࣮࢝ࣈ
ࡢᐤクࡢಁ㐍㈨ࡍࡿேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫศ㔝ࢆᑐ㇟
ࡋࡓඹ㏻࢞ࢻࣛࣥ㸦ᡭᘬࡁ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ୧ศ㔝࡛ඹ
᭷࡛ࡁࡿ㡯┠ࡀከࡃࠊࡲࡵ࡚⟇ᐃࡍࡿࡇ࡛◊✲⪅ࡢ
౽ᛶࡀྥୖࡍࡿࡇࡽࠊศ㔝ẖ⟇ᐃࡍࡿィ⏬
ࡽࠊ୍ࡢඹ㏻࢞ࢻࣛࣥ㸦ᡭᘬࡁ㸧ࡍࡿࡇษ
ࡾ᭰࠼ࠊඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡓ♫⛉Ꮫศ㔝ࢆ⟇ᐃࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ
ᚋⓎࡢேᩥᏛศ㔝ࡢ⟇ᐃࢆ㐍ࡵࡓࠋ
࣭ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏
᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿእᅜࡢ࣮࢝ࣈ
ᶵ㛵ࡢ➼ࡢㄪᰝࢆᐇࡋࠊࢹ࣮ࢱ࢝ࢱࣟࢢࡢᵓ⠏➼
ᚲせ࡞ᢏ⾡ⓗ㡯┠ࡢ⟇ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ➼ࡢᙳ㡪ࡶ⪃៖ࡋࠊ
ᚑ᮶ࡢᑐ㠃ᙧᘧ࡛ࡢ㆟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣓࣮ࣝᙧᘧࡸ࢜ࣥࣛ
ࣥᙧᘧࡼࡿ㆟ࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊጤဨࡸ㛵ಀ⪅ࡢ
Ᏻࢆ☜ಖࡋࡘࡘ╔ᐇ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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55

56
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
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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

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ ࠙㔜せᗘ㸸㧗ࠚ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭⾜ᨻᴗࣞ 

㞴᫆ᗘ

ࣅ࣮ࣗ
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୪ࢇ࡛᰿ᖿࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ࢃࡓࡾᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢỈ‽ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢྲྀ⤌
ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡓࡵࠋ

ཧ⪃㹓㹐㹊

≉ู◊✲ဨᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMSGLQGH[KWPO

᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ KWWSVZZZMVSVJRMSMVSVSUL]HLQGH[KWPO 

ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMDELQGH[KWPO 

᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ KWWSVZZZMVSVJRMSMLNXVKLSUL]HLQGH[KWPO 

ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMDEFLQGH[KWPO

ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ KWWSVZZZMVSVJRMSMELROLQGH[KWPO

ᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMNRNXVDLNDWVX\DNXLQGH[

㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹ KWWSVZZZMVSVJRMSMQRJXFKLDIULFDLQGH[KWPO

KWPO

+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ KWWSVZZZMVSVJRMSKRSHLQGH[KWPO

㢌⬻ ᚠ⎔ࢆຍ㏿ ࡍࡿᡓ␎ⓗ ᅜ㝿◊✲ࢿ ࢵࢺ࣮࣡ࢡ ᥎㐍ࣉࣟࢢ ࣒ࣛ  KWWSVZZZMVSVJRMSM

ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ KWWSVZZZMVSVJRMSMQREHOBSUL]HBGLDORJXHLQGH[KWPO

]XQRXMXQNDQLQGH[KWPO 

ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ KWWSVZZZMVSVJRMSMELODWIRVLQGH[KWPO

እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ㸦እᅜே≉ู◊✲ဨ㸧 KWWSVZZZMVSVJRMSMIHOORZLQGH[KWPO 

ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMOLQGDXLQGH[KWPO

እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ㸦እᅜேᣍ࠸◊✲⪅㸧 KWWSVZZZMVSVJRMSMLQYLQGH[KWPO 

༟㉺◊✲ဨᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMOHLQGH[KWPO 

ㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ᑐࡍࡿᨭᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMURQSDNXLQGH[KWPO 
ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲࣟࢢ KWWSVZZZMVSVJRMSMVGLDORJXHLQGH[KWPO 
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ᶆ
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㸲ᖺᗘ
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◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲⎔ቃ
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◊✲⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

㸣⛬ᗘ

㸣

ࡼࡾ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡓ
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ࡢᅜ㝿ⓗ

ࣥࢢ

࡞◊ࡉࢇᶵ
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㸫

㸫
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୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

ᑗ᮶ࢃࡓࡾᡃࡀᅜ

ᅜࡸศ㔝ࡽࢃࢀ

ࡢᏛ⾡◊✲ࡢỈ‽ࢆ㧗

ࡎ▱ࡢ㛤ᣅᣮᡓࡍࡿ



ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᅜ㝿ⓗ࡞



ᖺᗘィ⏬


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

◊✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ

௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬

㢌⬻ᚠ⎔ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀ

ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ᑐ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグ

ࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀ⮬❧ࡋ

ࡍࡿ⤒῭ⓗᨭࡸᾏእ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚
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࡚◊✲ᑓᛕ࡛ࡁࡿࡼ

࡛◊ࡉࢇࢆ✚ࡴࡇࡀ

ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌
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ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
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ᴗࢆᐇࡍࡿᙜ



ࡍࡿࠋ
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࣭≉ู◊✲ဨᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ
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㞟ࠊᑂᰝࠊ᥇⏝ಀࡿ୍㐃ࡢ⭾

ࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁᣑࡼ

ㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜

࡞ᴗົࢆ᥇⏝ィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊ

ࡿᙳ㡪ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊເ㞟࣭

࠺ࠋ

ࡾ࡞ࡃᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᑂᰝࠊ᥇⏝ᡭ⥆ཬࡧ᥇⏝ᚋࡢ

ලయⓗࡣࠊᏛ➼◊✲ᶵ㛵

ᡭ⥆ಀࡿྛ✀ᴗົࡘ࠸

ࡢ❧ධつไ➼ࡀ⏦ㄳ⪅ཬࡰࡍ

࡚ࠊไᗘ⏝⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗ

ᙳ㡪ࢆ㚷ࡳࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈

ࡓከᵝ࡞≉ᥐ⨨ࢆᰂ㌾タ

ࢆᘏ㛗ࡍࡿࡶࠊᑂᰝ᪉ἲ

ᐃࡋࡘࡘᐇࡋ࡚࠾

࠾࠸࡚ࡶ≉ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇ

ࡾࠊᖺᗘィ⏬ࢆࡁࡃୖᅇࡿ

࡛᥇⏝ෆᐃ⪅ࡢỴᐃ࣭ᮏே

ᐇ⦼ࡀぢࡽࢀࡿࠋ≉௨ୗ

ࡢ㏻▱ࢆ㐜࡞ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᥖࡆࡿᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࡣ㧗ࡃホ

ࡲࡓࠊ᥇⏝⪅➼ᑐࡋ࡚ࠊྛ✀

౯࡛ࡁࡿࠋ
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᭩㢮ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢᘏ㛗ࡢࠊ
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ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ᥐ⨨ࢆㅮࡌࠊ᥇⏝ෆᐃ⪅ࡢ
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Ỵᐃ࣭㏻▱ࢆ㐜࡞ࡃ⾜ࡗࡓ

✲άືᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓⱝᡭ◊✲
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⪅Ᏻᚰࢆ࠼ࠊࡑࡢ◊✲⥅⥆

ᾏእ≉ู◊✲ဨ࠾࠸࡚ࡣࠊ
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௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ㞟࣭ᑂ
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ᰝྥࡅ࡚ࡣⱝᡭ◊✲⪅㣴ᡂ

ࡉࡽࠊ≉ู◊✲ဨไᗘࡢ㊃

ࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ⏦ㄳᵝᘧ

᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ◊✲⪅ࡢࡋ

ࡸ㑅⪃᪉ἲࡢᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋ

࡚ࡢ㈨㉁ࡸᑗ᮶ᛶࡼࡾ㔜Ⅼࢆ
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ྥࡅ࡚⏦ㄳᵝᘧࠊ㑅⪃᪉ἲࡢᢤ
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➼ࡢಖ㝤㸦യᐖ⿵ൾ➼㸧ࡢ୍ᣓ

ࡧᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ◊✲άື

ຍධࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼࡶぢᤣ࠼ࡓ

ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆᢕᥱࡋ࡞ࡀ

᥇⏝ᚋᡭ⥆ࡢ㟁Ꮚ➼ࡢྲྀ⤌

ࡽࠊ᥇⏝⪅ࡀ⨨ࢀࡓ≧ἣ

ࡘ࠸࡚ࡶࠊᖺᗘィ⏬ࢆࡁࡃୖ

ᛂࡌࡓከᵝ࡞≉ᥐ⨨ࢆタᐃ

ᅇࡿෆᐜ࡛ไᗘᨵၿࢆ㐍ࡵࡓࡶ

ࡋࠊࡇࢀࡽ≉ᥐ⨨ࢆ࢙࢘ࣈ

ࡢࡋ࡚ࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢧࢺᩚ⌮ࡋ࡚ᥖ♧ࡋࡓࡇ

࣭ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡀ✚ᴟⓗ

ࡣࠊไᗘ⏝⪅ࡢ❧ሙ❧

ᾏእ࡛◊ࡉࢇࡍࡿᶵࢆ᥎㐍ࡍ

ࡗࡓᰂ㌾ࡘᑀ࡞ᑐᛂࡋ

ࡿྲྀ⤌ࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ࡢ

࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶

ྲྀ⤌࠾࠸࡚ࡶࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ࡿࠋ

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ

ࡉࡽࠊ≉ู◊✲ဨไᗘࡢ

⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࢆᘏ㛗ࡍࡿ

㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ◊✲ᑓᛕ

ࡶࠊᑂᰝ᪉ἲ࠾࠸࡚ࡶ≉

⩏ົࡢ㊃᪨ࡢ᫂☜ඹሗ

ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇ࡛᥇⏝ෆᐃ

㓘ཷ⤥ไ㝈ࡢ⦆ࢆ⾜ࡗࡓࡇ

⪅ࡢỴᐃ࣭㏻▱ࢆ㐜࡞ࡃ⾜ࡗ

ࡸࠊ'& ࡢࠕࢲࣈࣝࢹࢢࣜ

࡚࠸ࡿࠋ

࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡼࡿ␃Ꮫࢆ

ࡇࡢࠊ᭩㢮ᥦฟᮇ㝈ࡢᘏ
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ㄆࡵࡿไᗘኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓࡇ

㛗ࢆࡣࡌࡵࠊ᥇⏝ᮇ㛫ࡢ୰᩿࣭ᘏ

ࠊ3' ➼ࡢಖ㝤㸦യᐖ⿵ൾ➼㸧

㛗ࡸ᥇⏝㛤ጞᮇࡢᘏᮇ࡞ࠊ

ࡢ୍ᣓຍධ࡞ࠊไᗘᨵၿ

ไᗘ⏝⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓከᵝ

ಀࡿ᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓ

࡞≉ᥐ⨨ࢆ㎿㏿タᐃࡋࠊᰂ

ྲྀ⤌ࡣࠊ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡀ

㌾࡞ไᗘ㐠⏝ࡼࡾඃࢀࡓⱝᡭ

⮬ࡽࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵά㌍ࡍࡿᶵ

◊✲⪅ࡢ◊✲⥅⥆ࢆ╔ᐇᨭ

ࡢᣑ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶

ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾏእ≉ู◊✲ဨ

ࡾࠊ㧗ࡃホ౯ࡋࡓ࠸ࠋ

ᴗ࠾࠸࡚ࡶ◊✲ᑓᛕ⩏ົࡢ

࣭◊✲⪅ࡢ㢧ᙲࡸࠊ◊✲⪅ࡢ

᫂☜ሗ㓘ཷ⤥ไ㝈ࡢ⦆ࢆ

◊㛑ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿᴗ࠾

⾜ࡗࡓࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢ

࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

ເ㞟࣭ᑂᰝྥࡅ࡚⏦ㄳᵝᘧ

ឤᰁࡢᙳ㡪࡛㞟ྜ㆟ࡢ㛤

㑅⪃᪉ἲࡢᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜

ദࡀᅔ㞴࡞ࡿ୰ࠊ࢜ࣥࣛ

ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡣࠊᖺᗘ

ࣥᙧᘧࡼࡿᑂᰝࢆᐇࡋࡓ

ィ⏬ࢆࡁࡃୖᅇࡿᴗᨵၿࡢ

ࠊᘏᮇࡉࢀࡓ࣋ࣥࢺ

ྲྀ⤌ࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿ

࣭◊✲⪅ࡢ㢧ᙲཬࡧ◊ࡉࢇᶵ

බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᐇ࠸

ࡢᥦ౪ಀࡿᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ࡗࡓ㛤ྥࡅࡓ‽ഛᴗົࢆ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ

⾜࠺ࡇ➼ࡼࡾࠊ㝈ࡽࢀࡓ

㡪ࡼࡾ㞟ྜ㆟ࡢ㛤ദࡀᅔ㞴

⎔ቃୗ࠾࠸࡚ࡶ㐺ษᴗົ

࡞ࡿ୰࡛ࡶ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ

ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡼࡿᑂᰝࡸබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

࣭༟㉺◊✲ဨᴗ࠾࠸࡚

ࡢ㛤ദࢆᐇࡍࡿ➼ࠊ୰ᮇィ⏬

ࡶࠊ୰ᮇィ⏬ἢࡗࡓ╔ᐇ࡞

ἢࡗ࡚㐺ษᴗࢆᐇࡋ࡚

ᴗົࡢ㐙⾜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ

࠸ࡿࠋ



࣭◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢᥦ♧

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ಀࡿᴗ࠾࠸࡚ࡶࠊ୰ᮇィ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

⏬ἢࡗ࡚╔ᐇᴗࢆᐇࡋ

㸫

࡚࠸ࡿࠋ





㸺ࡑࡢ㡯㸼

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࣭ᅇࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

࣭≉ู◊✲ဨᴗࡢເ㞟ࠊᑂᰝࠊ ឤᰁࡢᙳ㡪ࡣⱝᡭ◊✲⪅ࡢ
᥇⏝ಀࡿ୍㐃ࡢ⭾࡞ᴗົࢆ

㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡗ࡚ࡣ

ᐇࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁᡃࡀᅜ

ࡁ࡞ヨ⦎࡛࠶ࡿࡇࡣ㛫㐪࠸

ࡢඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ࣭☜

࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ⯆ࡢ㐺ษ

ಖ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

࡞ุ᩿ࠊᯝᩒ࡞ᑐᛂ࡛࡞ࢇ

ࡲࡓࠊ◊✲⪅ࢆ┠ᣦࡍ⪅ࡗ

ࡾษࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼

࡚ࡼࡾ㨩ຊ࠶ࡿᴗ࡞ࡿࡼ

ࡿࠋ㠀㏣㊧ㄪᰝࢆᐇࡋ

࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿ

࡚ࠊࡇࡢᗘࡢၥ㢟ࡢᙳ㡪ࢆᢕ

ࡸᨭࡢᐇ➼ࡢไᗘᨵၿດ

ᥱࡋ࡚ࠊᚋࡢࡇࡢࡼ࠺࡞≉

ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

Ṧၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢᑐᛂ

࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࠊⱝᡭ◊✲

ࡢཧ⪃ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊእᅜே



◊✲⪅ᣍ࠸ࡢྛ✀ᴗ࠾࠸
࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡸཷධ◊✲ᶵ㛵ࡢࢽ
࣮ࢬ➼ࢆ㋃ࡲ࠼╔ᐇᐇࡋ࡚
࠸ࡃࡶࠊྛ✀ᴗࡢ࿘▱
ྥࡅࠊຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ



㸦㸯㸧⮬❧ࡋ࡚◊✲ᑓ

㸦㸯㸧⮬❧ࡋ࡚◊✲ᑓ

㸦㸯㸧⮬❧ࡋ࡚◊✲ᑓ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᛕ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ☜ಖ

ᛕ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ☜ಖ

ᛕ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢ☜ಖ

㸱㸫㸯≉ู◊✲ဨཬࡧ

࠙Ꮫ㝔༤ኈ㸦ᚋᮇ㸧ㄢ⛬Ꮫ⏕ࡸ༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅ ࡿ⎔ቃࡢ☜ಖ

㸦㸯㸧⮬❧ࡋ࡚◊✲ᑓᛕ࡛ࡁ

㸦㸯㸧⮬❧ࡋ࡚◊✲ᑓᛕ࡛
ࡁࡿ⎔ቃࡢ☜ಖ

ⱝᡭ◊✲⪅ᑐࡋࠊ⮬

Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬㸦ᚋ

Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬㸦ᚋ

ᾏእ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅

➼ࡢᨭࠚ

⿵ຓホᐃ㸸V

⿵ຓホᐃ㸸V

⏤࡞Ⓨࡢୗయⓗ

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

✲◊ู≉ەဨࡢ᥇⏝ཬࡧᨭ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ

ࡀࡽ◊✲ᑓᛕࡍࡿᶵ

◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡋࠊᡃࡀᅜ

◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡋࠊᡃࡀᅜ

ᰝࡼࡾ⫯ᐃⓗホ౯ࢆ

࣭᥇⏝ィ⏬ᇶ࡙ࡁୗ⾲ࡢ࠾ࡾ≉ู◊✲ဨ63'ࠊ3'ࠊ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

࡛♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ

ࢆ࠼ࡿࡓࡵࠊ┠ⓗࡸ

ࡢᏛࡑࡢࡢ◊✲ᶵ

ࡢᏛࡑࡢࡢ◊✲ᶵ

ᚓࡓྜࡀ 㸣⛬ᗘ㸧 '&㸦௨ୗࡑࢀࡒࢀࠕ63'ࠖ
ࠊ
ࠕ3'ࠖ
ࠊࠕ'&ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࢆ᥇⏝ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ㔞ⓗཬࡧ

㔞ⓗཬࡧ㉁ⓗୖᅇࡿᴗົࡢ

ᑐ㇟⪅ᛂࡌࡓከᵝ࡞

㛵࡛◊✲ᑓᛕࡍࡿⱝ

㛵࡛◊✲ᑓᛕࡍࡿⱝ



ࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࣭ᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋ

᪉ἲࡼࡾࠊ◊✲ࢆዡບ

ᡭ◊✲⪅ࢆࠕ≉ู◊✲

ᡭ◊✲⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨ

㸱㸫㸰≉ู◊✲ဨཬࡧ

ࡲࡓࠊฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡾ◊✲ࢆ୰᩿ࡋࡓ◊✲⪅ࡢ◊✲ ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡍࡿࡓࡵࡢ㈨㔠ࢆᨭ⤥

ဨࠖࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲

'&ࠖ
ࠕ≉ู◊✲ဨ3'ࠖ

ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢཷධ

ᖐࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ≉ู◊✲ဨ53'㸦௨ୗࠕ53'ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧 ㉁ⓗ㢧ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸

ࡢᣑ࠸࠺ᐃࢆ㉸࠼ࡓ

ࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ

ඛࡢホ౯㸦㹀Ỉ‽㸸ࣥ

ࢆ᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡋࡓࠋ

ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ
ホᐃࢆ V 

㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ୰ࠊ≉ู◊✲ဨ

ࡍࡿࠕ≉ู◊✲ဨᴗࠖ ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
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㉁ⓗୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠

㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

61

62
ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᐇ

༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ

㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋࡲࡓࠊୡ

ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡾ⫯ᐃ

ࡉࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵࡛㛗ᮇ㛫◊✲ᑓ ࡍࡿࠋ

᥇⏝⪅ཬࡧ⏦ㄳ⪅ࡢ⨨ࢀࡓ

ࡍࡿࠋᴗࡢᐇᙜࡓ

⪅࡛≉ඃࢀࡓ◊✲⬟

⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲⬟ຊ

ⓗホ౯ࢆᚓࡓྜࡀ

ᛕࡍࡿࡶࠊᾏእ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿ 

≧ἣᐤࡾῧ࠸✀ࠎࡢ≉ᥐ

ࡗ࡚ࡣࠊᅜෆእࡢ㛵㐃

ຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡘ࠸࡚

ࢆ᭷ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࢆ

㸣⛬ᗘ㸧

ࡇࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ≉ู◊✲ဨ&3'㸦ᅜ㝿➇தຊᙉ

࣭௧  ᖺᗘࡢ≉ู◊✲ဨᴗ

⨨ࢆᰂ㌾タᐃࡋࠊ᥇⏝⪅ࡢ

ᴗࡶ␃ពࡋࠊᴗಀ

ࡣࠊୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢά㌍

㣴ᡂ࣭☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ3'



◊✲ဨ㸧
㸦௨ୗࠕ&3'ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠➼

࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

◊✲⥅⥆ࢆᨭࡍࡿࡶ

ࡿ⏦ㄳ࣭᥇⏝ືྥࡸ᥇⏝

ࢆᮇᚅࡋ࡚ࠊ⬟ຊᛂࡌ

᥇⏝⪅ࡢ࠺ࡕࠊ≉ඃࢀ



ࢆᨭ⤥ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ&3' ࡢࠕ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศເ㞟せ㡯ࠖ ࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩘࠎ

ࠊ᥇⏝ෆᐃ⪅ࡢỴᐃࡶ㐜

⪅ࢆᕠࡿ⎔ቃࡢኚ➼

ࡓฎ㐝ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ࡓ⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨ

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

ࡢసᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㛗ᮇࡢᾏእΏ⯟ࢆィ⏬ࡍࡿ⏦ㄳண ࡢ≉ᥐ⨨ࡢタᐃ࡞ไᗘ⏝

࡞ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊ

ࢆ㝶ᢕᥱࡍࡿࡶ

ᑐ㇟⪅ᛂࡌࡓከᵝ
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ဨࡢ⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ⏨ዪูࡢேᩘࢆ࣮࣒࣍࣌ ࡶ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣮ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ⏦ㄳ࣭᥇⏝ᐇ⦼ࢆᑂᰝ༊ศ 

㸫

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࣭௧ඖᖺᗘタࡋࡓ &3' 

ู᫂☜♧ࡋࡓࠋ

௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ
࣭ዪᛶ◊✲⪅ࡢẚ⋡ࢆᑗ᮶ⓗ㧗ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ≉ู◊ ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
✲ဨࡢເ㞟㛵ࡍࡿㄝ᫂㈨ᩱ࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝 㞟࠾࠸࡚ࠊເ㞟ᮇ㛫ࢆ๓ᖺᗘ
࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ㐍ࡵࡿほⅬࡽඃࢀࡓⱝᡭ◊✲

ࡼࡾࡶ⣙  ࣨ᭶㛗ࡃ☜ಖࡍࡿ୍

⪅ࡀฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡿ◊✲୰᩿ᚋ◊✲⌧ሙ ᪉ࠊ⏦ㄳཷࠊᑂᰝࠊ᥇⏝ෆᐃࡲ
ᖐࡍࡿࡇࢆᨭࡍࡿ 53' ࡢ㊃᪨ࡸ⏦ㄳ㈨᱁➼ࢆヲࡋࡃ ࡛ࡢᴗົࢆ  ࣨ᭶ᙅ࠸࠺▷ᮇ
㛫࡛㎿㏿㐙⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊไᗘ

ㄝ᫂ࡋࡓࠋ

࣭௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ≉ู◊✲ဨࡢເ㞟ಀࡿ⏦ㄳ᭩ᵝᘧ ⏝⪅࡛࠶ࡿ &3' ⏦ㄳࡋࡓ 3'
ࡢ᳨ウ࠶ࡓࡾࠊ◊✲୰᩿ࡢࡓࡵ⏕ࡌࡓ◊✲ࡢᙳ㡪 ࡸ 63' ᥇⏝⪅ࡢάື➼⿻┈ࡋ
ࢆ⏦ㄳ᭩グ㍕࡛ࡁࡿࡼ࠺ኚ᭦ࢆ⾜࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶ ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ
ᵝᘧࢆබ㛤ࡋࡓࠋ
㞟せ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊබ㛤ᮇࢆ



ࠕ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ⏦ㄳ⪅ᩘ࣭᥇⏝⪅ᩘ༨ࡵࡿዪᛶẚ ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡼࡾ᭦  ࣨ
᭶᪩ᮇࡋ࡚࠾ࡾࠊᾏእ࡛㛗ᮇ
⋡ࠖ
㈨᱁
3'㸦63' ࢆྵࡴ㸧

'&
'&
53'
&3'

⏦ㄳ⪅
㸣
㸣
㸣
㸣
㸣

᥇⏝⪅
㸣
㸣
㸣
㸣
㸣

 





ձᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ

ձᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ

یᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ

≉ู◊✲ဨࡢ㑅⪃

ᑂᰝࡢ⊂❧ᛶࢆ☜ಖ

࣭௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศࡢ≉ู◊✲ဨ➼ࡢ㑅⪃

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ➨

ࡍࡿほⅬࡽࠊᡃࡀᅜࡢ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾ
51

ࡢ◊✲άືࢆィ⏬ࡍࡿ⏦ㄳணᐃ
⪅ࡢ⏦ㄳ‽ഛࡁࡃᐤࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡣࠊᾏእ
ࡢேⓗὶࡀࡋ࡚࠸ࡿ᪂ᆺ
ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ㻌 㻌
ࡢ≧ἣ࠾࠸࡚ࡶࠊඃࢀࡓⱝᡭ
◊✲⪅ୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢά㌍ࢆ
ᨭࡍࡿ⟇ࢆᏳᐃⓗࡘ╔ᐇ



63

64
୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝጤ

➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝ

Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ❧ධつไࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ⏦ㄳ⪅ࡸࠊ㏻ᖖ ᐇࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯

ဨࡍࡿ≉ู◊✲ဨ➼

ጤဨࡍࡿࠕ≉ู◊✲ဨ

ࡢᴗົయไࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓᏛ➼◊✲

ᑂᰝࢆタ⨨ࡋࠊᑂᰝࡢ

➼ᑂᰝࠖࢆタ⨨ࡋࠊᑂ

ᶵ㛵ࡢົᢸᙜ⪅ࡽࡢ┦ㄯࠊせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝࢫࢣ 

⊂❧ᛶࠊබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶ

ᰝ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ᭩㠃ᑂ

ࢪ࣮ࣗࣝࡸᑂᰝ⤖ᯝ㛤♧ᮇࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿ

ࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊཝṇᑂ

ᰝຍ࠼㠃᥋ᑂᰝࢆຠ

ࡶࠊ୍㒊ࡢᑂᰝጤဨࡣጤკᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞ ⪅➼⏕ࡌࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ᰝࢆᐇࡍࡿࠋ

ᯝⓗά⏝ࡋ࡚ᑂᰝࢆ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣮᡓᛶ࣭ ᐇࡍࡿࠋ

࡛ࡁࡿࠋ
࣭≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡸ⏦ㄳᕼᮃ

ࡢㄪᩚࡶᅗࡾࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࢆᘏᮇ㸦3'࣭'&㸸 ᭶ ࣝࢫឤᰁࡢᣑࡼࡿᵝࠎ࡞
 ᪥Ѝ ᭶  ᪥ࠊ53'㸸 ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥㸧ࡋࡓࠋ

ᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ᭩㢮ࡢᥦฟᮇ㝈

㐀ᛶᐩࢇࡔ◊✲ࢆ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣮᡓᛶ࣭

ࡑࡢୖ࡛ࠊ⏦ㄳ⪅ࡢ㐍㊰Ỵᐃᮇࡢᙳ㡪ࢆ㚷ࡳࠊ᪂

ࡢᘏ㛗ࢆࡣࡌࡵࠊ᥇⏝ᮇ㛫ࡢ୰

ಁࡍࡼ࠺ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

㐀ᛶᐩࢇࡔ◊✲ࢆ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆ㜵Ṇࡋࡘࡘࠊඛ⾜ࡁ

᩿ࠊᘏ㛗ࡸࠊ᥇⏝㛤ጞᮇࡢᘏᮇ

ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศࢆ

ಁ ࡍ ࡼ ࠺ ࠊ ᖹ ᡂ 

㏱᫂࡞᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚

ࢆྍ⬟ࡍࡿྲྀᢅ࠸࡞ࠊไᗘ

ᑟධࡋ࡚ᑂᰝࢆᐇࡍ

㸦㸧ᖺᗘࡼࡾᑟධࡋ

ࡶ㔞ࡢᑂᰝࢆࡾ࡞ࡃ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ௧

⏝⪅ࡢ❧ሙ❧ࡗࡓከᵝ࡞≉

ࡿࠋⱝᡭ◊✲⪅ࡢయᛶ

ࡓᑂᰝ༊ศࡢୗࠊⱝᡭ◊

  ᖺᗘࡢᑂᰝ࠾࠸࡚ࡣ≉ࡋ࡚㠃᥋ᑂᰝࢆᐇ

ᥐ⨨ࢆ᩿タᐃ࣭ᐇࡋ࡚

ࢆ㔜どࡋࠊ┠ⓗࡸᑐ㇟⪅

✲⪅ࡢయᛶࢆ㔜どࡋࠊ

ࡏࡎࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࡼࡾ㑅⪃ࢆ⾜࠺ࡇࢆ

࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡣࠊᑗ᮶ࡢᏛ

ᒙᛂࡌࡓᑂᰝ᪉㔪ࢆ

┠ⓗࡸᑐ㇟⪅ᒙᛂࡌ

≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࡛Ỵᐃࡋࠊ ᭶  ᪥⏦ㄳ⪅࣭

⾡◊✲ࢆᢸ࠺ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅

ᩚഛࡍࡿࡶࠊᑂᰝ

ࡓᑂᰝ᪉㔪➼ࢆᩚഛࡍ

⏦ㄳᶵ㛵࿘▱ࡋࡓࠋ

Ᏻᚰࢆ࠼ࠊࡑࡢ◊✲⥅⥆ࢆ

᪉㔪➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ࡿࡶࠊᑂᰝᇶ‽ཬ

ලయⓗࡣࠊ   ༓ேࢆ㉸࠼ࡿ⏦ㄳ⪅ࡘ࠸࡚ࠊ ࡢ ᰂ㌾ᨭࡋࡓࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃ

➼࡛බ㛤ࡍࡿࠋ

ࡧホ౯᪉ἲࡢᑂᰝጤဨ

ᑂᰝࢢ࣮ࣝࣉ㸦ᘏ⣙  ྡࡢᑂᰝဨ㸧ࡼࡿ᭩㠃ᑂ

ᑂᰝጤဨࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫ

ࡢ࿘▱ࠊ㠃᥋ᑂᰝ࠾

ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠊ
ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࢆ࣓࣮ࣝᑂ㆟᪉ ࡲࡓࠊከᩘࡢ≉ᥐ⨨ࢆ᪂ᆺࢥ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽ

ࡅࡿ」ᩘࡢᑂᰝጤဨ

ᘧࡼࡾᘏ  ᅇ㸦⥲  ᅇࠊ༊ศู㒊  ᅇ㸧㛤ദ ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క

ࡢ᥎⸀ᇶ࡙ࡁࠊ⌮㛗

ࡼࡿྜ㆟➼ࡼࡾࠊබṇ

ࡋࠊᖺࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡽ㐜ᘏࡍࡿࡇ࡞ࡃ௧  ᖺ ࠺㇟㸦ࢣ࣮ࢫ㸧ẖศ㢮࣭ᩚ⌮

ࡀ㑅⪃ࡍࡿࠋ

ࡘ⢭ᗘࡢ㧗࠸ᑂᰝࢆ

 ᭶  ᪥ 3' ཬࡧ '& ࡢ➨  ḟ᥇⏝ෆᐃࢆࠊ ᭶  ᪥

ᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑂᰝࡢ

 3' ཬࡧ '& ࡢ➨  ḟ᥇⏝ෆᐃࢆヱᙜ⪅ᑐࡋ࡚㏻▱ࡋ ⤌ࡶࠊไᗘ⏝⪅ࡗ࡚ࡢ

㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬ

ࡓࠋ
㸦53' ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡼࡾ᪩࠸௧  ᖺ  ᭶  ᪥ ౽ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓྲྀ⤌ࡋ࡚㧗ࡃ

ࡽࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࢆ࣮࣍

᥇⏝ෆᐃࢆヱᙜ⪅ᑐࡋ࡚㏻▱ࡋࡓࠋ
㸧

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣒࣮࣌ࢪ➼࡛බ㛤ࡍࡿࠋ





࣭௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ &3' ࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࡣࠊເ㞟ࠊ⏦ㄳ

࣭≉ู◊✲ဨࡢࠕ◊✲ᑓᛕ⩏ົࠖ

࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࠊ

ཷࠊᑂᰝࠊ᥇⏝ࡲ࡛ࡢᴗົࢆ㎿㏿㐙⾜ࡋࡓࠋ

ࡢ㊃᪨ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ≉ู◊✲ဨ

ࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ

ලయⓗࡣࠊ
๓ᖺᗘࡼࡾ⣙  ࣨ᭶᪩࠸௧  ᖺ  ᭶  ᪥

ࡋ࡚ࡢ◊✲άືࠖ௨እࡢᵝࠎ࡞

㑅⪃ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫ

ࠊ3' ཬࡧ 63' ࡢ᪂つ᥇⏝⪅ࢆເ㞟ᑐ㇟ࡋ࡚ເ㞟せ㡯 άືࢆ୍ᚊไ㝈ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀೃ

ࢆබ㛤ࡋࠊ ᭶  ᪥⏦ㄳࢆ⥾ࡵษࡗࡓᚋࠊ ேࡢ⏦ㄳ ࡞࠸ࡇࠊཬࡧࠕ≉ู◊✲ဨࡋ

⿵⪅ྡ⡙ࢆసᡂࡍࡿࠋ

⪅ᑐࡋ࡚≉ู◊✲ဨᴗඹ㏻ࡢᑂᰝ༊ศࡼࡾ᭩

ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡘ

᭩㠃ᑂᰝࡢ᥇ᢥ⪅

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡋ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛⤂ࡍࡿྲྀ

࡚ࡢ◊✲άືࠖࢆ⮬ࡽࡢࡓࡿ

㠃ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝጤဨ㛗ཬࡧ άືࡋ࡚ࡑࡢ㐙⾜ᨭ㞀ࡀ⏕

ᑐࡋࠊࡑࡢヲ⣽࡞ホ౯

ጤဨ㛗ࡼࡿ᥇ྰࡢุᐃࢆ⤒࡚  ྡࡢ᥇⏝ෆᐃ⪅ࢆỴ ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㐺ษ⮬ᕫ⟶⌮ࡍࡿ

⤖ᯝࢆ㛤♧ࡍࡿࠋ

ᐃࠊ ᭶  ᪥ヱᙜ⪅㏻▱ࡋࡓ㸦᥇⏝㛤ጞ᪥ࡣ  ᭶ ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊ᥇⏝⪅ྥࡅ



 ᪥㸧
ࠋ



࡞࠾ࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ &3' ࡢເ㞟せ㡯ࡢసᡂ࠶ࡓࡗ ᫂グࡋࠊ
ࠕ◊✲ᑓᛕ⩏ົࠖࡢࡼࡾ



࡚ࡣࠊᾏእ࡛ࡢ㛗ᮇࡢ◊✲άືࢆィ⏬ࡍࡿ⏦ㄳணᐃ⪅ࡢ ศࡾࡸࡍ࠸࿘▱ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲ



⏦ㄳ‽ഛ㈨ࡍࡿࡼ࠺㎿㏿సᴗࢆ㐍ࡵࠊ௧  ᖺᗘ᥇ ࡓేࡏ࡚ࠊ≉ู◊✲ဨࡽࡢせ



⏝ศࡼࡾ᭦⣙  ࣨ᭶᪩࠸௧  ᖺ  ᭶  ᪥ເ㞟せ ᮃ ࡸ ࡑ ࡢ ྲྀ ࡾ ᕳ ࡃ ≧ ἣ ࢆ ㋃ ࡲ

ࡢࠕ௧  ᖺᗘ∧ᡭᘬࠖ࠾࠸࡚



㡯ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ

࠼ࠊ௧  ᖺᗘࡽ୍ᐃࡢせ௳ࡢ





ࡶ࡛ሗ㓘ཷ⤥ࢆక࠺άືࡢ⫋
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࣭᭩㠃ᑂᰝᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑂᰝጤဨࡢ㐺ษ࡞ᑂᰝࡢᐇࠊ ✀ไ㝈ࡢぢ┤ࡋࢆỴᐃࡋࠊ≉ู



㈇ᢸ㍍ῶ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᑂᰝࡢᇶ‽ࡸᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ ◊✲ဨࡢ⬟ຊࢆάࡋࡓከᵝ࡞



࠸ࢆศࡾࡸࡍࡃヲࡋࡃグ㍕ࡋࡓᡭᘬࡁࢆసᡂࡋࠊᑂᰝ άື➼ࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ



ጤဨ㓄ᕸࡋ࡚࿘▱ࡋࡓࠋ

ࠊྠࡌࡃ௧  ᖺᗘࡼࡾ '& ࡀ





ཷධ◊✲ᶵ㛵ࡢࠕࢲࣈࣝࢹࢢ



࣭3' ࡣࠊ᥇⏝ᚋࡢཷධ◊✲ᶵ㛵ࢆ༤ኈㄢ⛬ᅾᏛࡣู ࣮࣭ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆ⏝ࡋ࡚␃
ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡍࡿࡇࢆ⏦ㄳ㈨᱁ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㑅⪃ ᏛࡍࡿࡇࢆㄆࡵࡿỴᐃࢆࡋࠊ
࠶ࡓࡾࠊ≉ᥐ⨨ࡢ㐺⏝ࢆཷࡅ࡚༤ኈㄢ⛬ᅾᏛࡢ◊ '& ᥇⏝⪅ࡀᅜ㝿ⓗ࡞⎔ቃࡢୗ࡛
✲ᶵ㛵ࢆཷධ◊✲ᶵ㛵ࡍࡿࡇࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡘ࠸

ᖜᗈ࠸▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆᚓࡿᶵࢆ

࡚ࡣࠊ≉ᥐ⨨ᕼᮃ⌮⏤ࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࡼ࠺ᑂᰝጤ ᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ဨ࿘▱ࡋࠊ㈨᱁ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ࿘▱࠶ࡓࡗ࡚ࡣᑂ ࡇ࠺ࡋࡓࠊไᗘࡢᇶᮏタィࢆᢸ
ᰝ᪉ἲࢆ᫂☜ࡘ⡆₩ᑂᰝࡢᡭᘬ➼グ㏙ࡋࠊ⢭ᗘࡢ ಖࡋ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛✚ᴟⓗ
㧗࠸ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡘ㐺ษไᗘᨵၿࢆ⾜ࡗࡓྲྀ



⤌ࡣࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢྍ⬟ᛶࢆᗈ

ࠕ༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓ◊✲ᶵ㛵௨እࡢሙ࡛◊✲ࡍࡿ

ࡆࠊ᭦࡞ࡿᖜᗈ࠸ά㌍ࢆᨭࡍ

⪅㸦௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ㸧
ࠖ

ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ


㈨᱁

᪂つ᥇⏝⪅ᩘ㸦⫱ᚿ㈹ཷ
㈹క࠺᥇⏝⪅ࢆ㝖ࡃ㸧

63'
3'
ྜィ

 ே
 ே
 ே

༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓ◊✲ᶵ
㛵௨እࡢሙ࡛◊✲ࡍࡿ⪅ࡢᩘ

 ே
 ே
 ே

ྜ
㸣
㸣
㸣


࣭ᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲ➼ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࠊᑂ
ᰝࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html
ࡲࡓࠊ㑅⪃⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ᥇⏝⪅ᑐࡋ࡚ྛᑂᰝ㡯
┠ࡢホ౯ࠊ⥲ྜホ౯ཬࡧ᥇⏝⪅ࡢ୰࡛ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰
ࢆ㛤♧ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣ⯆ࡢ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪୖ࡛Ặྡࠊ◊✲ㄢ㢟ྡࠊཷධ◊✲ᶵ㛵➼ࢆබ㛤ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_saiyoichiran.html

࣭
ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࡢጤဨ㸦 ྡ㸧
ࠊᑓ㛛ጤဨ㸦⣙
 ྡ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲
ဨࡀᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡋ࡚ೃ⿵⪅ྡ
⡙ࢆసᡂࡋࡓࠋྠࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃
㐣⛬࠾࠸࡚ࡣࠊྛศ㔝ࡢ⏦ㄳ≧ἣࡸೃ⿵⪅ࡢᡤᒓᶵ㛵
ࡢࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡋࠊ㐺ษ࡞ேᮦࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ➼ࢆ๓
ᥦࡋ࡞ࡀࡽࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ✚ᴟⓗ࡞㑅⪃ࡶ㓄៖ࡋ
ࡓࠋ
㸦௧  ᖺᗘᑂᰝጤဨዪᛶẚ⋡㸸㸧࡞࠾ࠊ௧
 ᖺᗘ⾜ࡗࡓ௧  ᖺᗘᑂᰝጤဨ㑅⪃࠾࠸࡚ࡣࠊᑂ
ᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢዪᛶẚ⋡ࡀ ᭦ྥୖࡋࡓࠋ
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࣭௧  ᖺᗘࡼࡾ 3' ➼ࢆᑐ㇟
ࡋ࡚ಖ㝤㸦യᐖ⿵ൾ➼㸧୍
ᣓຍධࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࠊ◊✲
άື➼࡛ࡢᨾࡼࡿධ㝔ࠊ㏻
㝔㈝⏝➼ࡀಖドࡉࢀࡿࡼ࠺ไᗘ
ᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊ༤ኈㄢ⛬
ࢆಟࡋࡓ≉ู◊✲ဨᏳᚰࢆ
࠼ࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖ◊✲ᑓ
ᛕ࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛࢆࡁࡃ๓㐍
ࡉࡏࡓࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ᪂
ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪
ୗࡢ⤒㦂ࢆάࡋࠊ≉ᐃឤᰁ
⨯ᝈࡋࡓሙྜࡶᑐᛂࡍࡿไ
ᗘࡋࡓࡇࡣࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼ
࠾࠸࡚ࡶⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊✲⎔
ቃࡢᐇ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭≉ู◊✲ဨ᥇⏝ᚋᡭ⥆ࡢ㟁Ꮚ
ࡣࠊ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ཬࡧཷ
ධ◊✲ᶵ㛵ࡢົ㈇ᢸࢆᖜ
㍍ῶࡍࡿࡶࠊ⏦ㄳ≧ἣࡢ
㐺ṇ࡞⟶⌮ࠊྛ✀⏦ㄳᑐࡍࡿ
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ղᴗࡢホ౯ᨵၿ

ղᴗࡢホ౯ᨵၿ



ヲ⣽࡞ศᯒࢆྍ⬟ࡍࡿ࡞ࠊ



یᴗࡢホ౯ᨵၿ

౽ᛶ࣭᭷ຠᛶࢆࡁࡃྥୖࡉ





㸦㐍㊰≧ἣㄪᰝ➼㸧

ࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀ



᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢᑵ

≉ู◊✲ဨ᥇⏝ᮇ㛫

⫋≧ἣㄪᰝࡸࠊ᥇⏝⪅

⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣ➼ࡢ

࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣㄪᰝࢆᐇࡋࠊᖖࡢ◊✲ ࡼࡾࠊ⮬Ꮿ➼࠸࡞ࡀࡽྛ✀ᡭ

ࡢᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ᥇

ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ዡບ㔠

⫋ࡢᑵ⫋≧ἣࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀ ⥆ࡀ⤖࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇ

⏝⪅ཷධඛࡢ◊✲ά

ᨭ⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸࡚

ࡼࡾࠊ3'㸦᥇⏝⤊  ᖺᚋ㸧
ࠊ'&㸦᥇⏝⤊  ᖺᚋ㸧ඹ

ື㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ

☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖

  ㏆ࡃࡀᖖࡢ◊✲⫋ᑵ࠸࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏ ࣮ࢺ࣮࣡ࢡࡢ᥎㐍ࡶࡁࡃᐤ

ࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛

ᴗࡀ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡢࡓࡵ᭷ຠᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௧  ᖺᗘ

ࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝

ᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ

ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

୰ࡢ㐠⏝㛤ጞྥࡅ࡚ᵓ⠏╔

ࡋࡘࡘࠊᴗࡢᐇ≧ἣ

࡛බ⾲ࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊ㐍㊰≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛ࠕᑵ⫋

ᡭࡋࡓᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟ

≧ἣㄪᰝࠖࡋ࡚ᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ

ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗࡀ㐣

࡛ࠊ᪂ࡋ࠸⏕άᵝᘧ࡛࠶ࡿࣜࣔ

ࡸᨭ⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸

≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ

࡚ホ౯᳨࣭ドࢆ⾜࠺ࠋࡑ

ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ

KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBV\XV\RNXKWPO

ࡂ࡚ࡶ⥅⥆ⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡶ

ࡢ㝿ࠊ᥇⏝⪅ࡢᨭ

⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ



ࡢ࡛࠶ࡾࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼࡶぢᤣ

㛵ࡍࡿㄪᰝཬࡧ᥇⏝⪅

࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘ
᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝጤဨࡢ

ࠕ3'ࠊ'& ࡢᖖࡢ◊✲⫋ࡢᑵ⫋≧ἣࠖ


࠼ࡓไᗘࡢຠ⋡ⓗࡘຠᯝⓗ࡞

ࡢཷධඛࡢ◊✲άື
㛵ࡍࡿㄪᰝࡘ࠸࡚

㑅⪃ࡸᑂᰝయไ➼ࡢᨵ

ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 㸣⛬ᗘ

ၿᫎࡉࡏࡿࠋ

ࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ

ࠕ≉ู◊✲ဨ63'ࠖ

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢホ౯࣭ ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧

㐠Ⴀࡢࡁ࡞๓㐍ࡋ࡚ࠊ㧗ࡃ

'&

3'

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᖹᡂ  ᖺᗘ
⤊  ᖺᚋ

⤊  ᖺᚋ

⤊  ᖺᚋ

⤊  ᖺᚋ



ᖖࡢ◊✲⫋









࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛

࣏ࢫࢻࢡࣇ࢙࣮ࣟ









ࡢ㞟୰ⓗ࡞㆟ㄽࢆ⤒࡚ࠊ
௧  ᖺ









ᗘ᥇⏝ศ 3' ཬࡧ '& ࡢᑂᰝ᪉ἲ









ࢆぢ┤ࡍࡶࠊ◊✲⪅ࡋ

᳨ド⤖ᯝࢆάࡋࠊᏛ⾡

ἣ➼ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜

㠀ᖖࡢ◊✲⫋

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᮏே㏻

㠀◊✲⫋

ࡸேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ

▱ࡍࡿࠋ

Ꮫ⏕









࡚ࡢ㈨㉁ࡸᑗ᮶ᛶࡢホ౯ࡼࡾ

↓⫋➼









㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ≉ู◊✲ဨࡢᑂᰝไ

➼࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

ᴗ㊃᪨␃ពࡋ࡞

ᴗ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ ࡀࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᐇែ
ᚲせᛂࡌࠊ㐠⏝ୖཪࡣ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᚲせ

ไᗘୖࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ

ᛂࡌ࡚ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭



ᗘࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࢀᑐᛂ
'&

3'

ࡋࡓ⏦ㄳ᭩ᵝᘧࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵၿ

௧㸰ᖺᗘ
⤊  ᖺᚋ

⤊  ᖺᚋ

⤊  ᖺᚋ

⤊  ᖺᚋ

ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊไᗘࡢࡼࡾຠ

ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋᨵၿ࣭ぢ

ᖖࡢ◊✲⫋









ᯝⓗ࡞㐠Ⴀ㈨ࡍࡿᑂᰝࡢᐇ⌧

┤ࡋෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ༑

࣏ࢫࢻࢡࣇ࢙࣮ࣟ









ࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ


ศ࡞࿘▱ᮇ㛫ࠊ⤒㐣ᥐ⨨

㠀ᖖࡢ◊✲⫋



















Ꮫ⏕









↓⫋➼









ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ࠊເ㞟せ㡯
➼ᫎࡉࡏࠊ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪࡢᥖ㍕ࠊㄝ᫂ࡢ
㛤ദ➼ࢆ⾜࠸ࠊᗈࡃ࿘▱
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᥇⏝⪅ࡢ
ᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ᥇⏝
⪅ཷධඛࡢ◊✲άື
㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇࡋࠊ
ࡑࢀࡒࢀ 㸣⛬ᗘࡢ⫯
ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ


㠀◊✲⫋

࣭ࡓࡿホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿࠕ≉ู◊
✲ဨ᥇⏝⪅ࡢᨭᑐࡍࡿホ
౯ࠖࠊࠕ≉ู◊✲ဨࡢཷධඛࡢホ

౯࡛ࠖࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓ

Ỉ‽ࢆࡁࡃୖᅇࡿᐇ⦼ࢆୖࡆ
࣭௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿⱝᡭ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ㈹ࡘ࠸
࡚࠾ࡾࠊ≉ู◊✲ဨᴗࡀ᥇⏝
࡚ࠊ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢཷ㈹≧ἣࢆㄪᰝࡋࠊ௨ୗࡢ
⪅ཬࡧཷධඛࡢ᪉ࡽ㧗࠸ホ
࠾ࡾࠊᮏᴗ⤒㦂⪅ࡢྜࡀ⥅⥆ⓗ㧗࠸ࡇࡀ☜ㄆ
౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋ
ࡉࢀࡓࠋ

ࠕ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢཷ㈹ᐇ⦼ࠖ
㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
㸦༢㸸ே㸧
࣭≉ู◊✲ဨᴗࡢເ㞟ࠊᑂᰝࠊ
≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢ
㈹ࡢྡ⛠
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ཷ㈹⪅ᩘ㸦ཷ㈹⪅ᩘ㸧

᥇⏝ಀࡿ୍㐃ࡢᴗົࢆ

௧  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧⾲ᙲⱝ
ᡭ⛉Ꮫ⪅㈹
➨  ᅇ᪥ᮏᏛኈ㝔Ꮫ⾡ዡບ㈹
➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹
➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹

㸦㸧

ᐇࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁᡃࡀᅜࡢᏛ⾡

㸦㸧
㸦㸧
㸦㸧

◊✲ࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺ඃ⚽࡞ⱝᡭ◊


㸦ᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ド㸧
࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ
࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ᑂᰝពぢࡢ㐺ษᛶ➼ࡘ࠸࡚
ศᯒ᳨࣭ドࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⩣ᖺᗘࡢᑂᰝጤဨೃ⿵⪅
ࡢ㑅⪃ᫎࡉࡏࡓࠋ
ࡲࡓࠊᑂᰝ༊ศẖࡢ⏦ㄳ⪅ᩘࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊᑂᰝࢢ
࣮ࣝࣉᩘࡢㄪᩚࢆ⾜࠺࡞ࠊᑂᰝయไࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ

✲⪅ࡢ㣴ᡂ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࡲࡓࠊ◊✲⪅ࢆ┠ᣦࡍ⪅ࡗ
࡚ࡼࡾ㨩ຊ࠶ࡿᴗ࡞ࡿࡼ
࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿ
ࡸᨭࡢᐇ➼ࡢไᗘᨵၿດ
ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
౯㸧


㸦63' ࡢホ౯㸧
࣭63'ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊ
୰㛫ホ౯㸦 ᖺ┠⤊ᚋཬࡧ  ᖺ┠⤊ᚋ㸸63' ᮏேࡢ
⮬ᕫホ౯ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓホ౯᭩ࢆᇶ◊✲
ࠊᚋホ౯㸦᥇⏝⤊ᚋ㸸63'ᮏே
ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆ᳨ド㸧
ࡢ⮬ᕫホ౯ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓホ౯᭩ࢆᇶ᥇
⏝ᮇ㛫యࡢ◊✲≧ἣ➼ࢆ᳨ド㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝ
ࢆࠊᮏேᑐࡋ࡚㏻▱ࡋࡓࠋ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ 㸦ᨭᑐ
ࡍࡿホ౯㸧ࡘ࠸࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆ
ᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽㸦㸣⛬ᗘ㸧ࢆ
ࡁࡃୖᅇࡿ 㸣࡛࠶ࡾࠊᴟ
ࡵ࡚㧗࠸⫯ᐃⓗホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿࠋ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ 㸦≉ู◊✲
ဨࡢάື≧ἣ㛵ࡍࡿホ౯㸧


㸦ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋ㸧
ە᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂ
࣭௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ≉ู◊✲ဨಀࡿ᥇⏝ᡭ⥆ࡁࠊ◊✲
ዡບ㔠ࡢᨭ⤥ᡭ⥆ࡁ࠾࠸࡚ࡣᖺ  ᭶⦾ᛁᮇࢆ㏄࠼
ࡿࡇࢁࠊ ᭶  ᪥ࡼࡾࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖࡀⓎฟࡉࢀࠊ
ᮏ࠾࠸࡚ࡶฟᢚไయไࡀᩜࢀࡓࡀࠊ᥇⏝ཬࡧ◊
✲ዡບ㔠ࡢᨭ⤥ࡣ≉ู◊✲ဨࡢ⏕άࡢᇶ┙࡞ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊ᭱ඃඛ㡯ࡢㄆ㆑ࡢࡶసᴗࢆࡾ࡞ࡃ㐍
ࡵࠊ≉ู◊✲ဨ㐜࡞ࡃ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡋࡓࠋ

ࡘ࠸࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓ
Ỉ‽㸦㸣⛬ᗘ㸧ࢆୖᅇࡿ 㸣
࡛࠶ࡾࠊ㧗࠸⫯ᐃⓗホ౯ࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿࠋ

࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ $ ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㸳ᖺ⤒㐣ᚋ 3' ࡢᑵ⫋≧ἣࡣ
㸣ࠊ ᖺ⤒㐣ᚋ '& ࡢᑵ⫋≧
ἣࡣ 㸣࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ᮇ
┠ᶆࡢᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿᖹᡂ 


࣭ࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ
ឤᰁࡢᣑࡼࡾࠊⱝᡭ◊✲⪅⏕ࡌࡓᵝࠎ࡞ᙳ㡪
ࢆ⪃៖ࡋࠊ≉ู◊✲ဨᴗࡢไᗘࡢᇶᮏタィ➼ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓୖ࡛ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾ࡅ
ࡿ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡸ⏦ㄳᕼᮃ⪅➼ࡢᵝࠎ࡞≧ἣྍ
⬟࡞㝈ࡾᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ௨ୗࡢ≉ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓࠋ
㸦㸧᭩㢮ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢᘏ㛗➼
ձᅾᏛド᫂᭩ࡸᏛྲྀᚓド᫂᭩➼ࡢࠕ᥇⏝ᡭ⥆᭩㢮ࠖࢆࠊ
ᥦฟᮇ㝈ᚋࡶ㝶ཷࡅࡅࡿࡇࡍࡿ≉ᥐ⨨ࢆㅮ

ᖺᗘࡢ≧ἣ㸦㸳ᖺ⤒㐣ᚋ 3' ࡣ
 㸣 ࠊ  ᖺ ⤒ 㐣 ᚋ '& ࡣ
㸣㸧㸧ᴫࡡྠỈ‽࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
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ࡌࡓࠋ







ղ⏦ㄳணᐃ⪅➼ࡽࡢ┦ㄯࠊせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝࢫࢣࢪ



࣮ࣗࣝࡸᑂᰝ⤖ᯝ㛤♧ᮇࡢᙳ㡪ࡶ⪃៖ࡍࡿࡶ



ࠊ୍㒊ࡢᑂᰝጤဨࡣጤკᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞ 
ࡢㄪᩚࡶ⾜࠸ࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾᘏᮇ㸦3'࣭ 
'&㸸 ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥ࠊ53'㸸 ᭶  ᪥Ѝ ᭶  ᪥㸧ࡋ



ࡓࠋ
㸦ᥖ㸧







㸦㸧ไᗘ㐠⏝ಀࡿ≉ྲྀᢅ࠸ࡢタᐃ



 ᥇⏝୰ࡢ≉ู◊✲ဨ➼ࡽࡢ┦ㄯࠊせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௨ 
ୗࡢ࠾ࡾࠊไᗘ㐠⏝ಀࡿ≉ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓࠋ



ձ '&࣭3'࣭63'࣭53'ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ



ࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾ◊✲άືᨭ㞀ࡀฟࡓࡇࢆ



⏤ࡍࡿ᥇⏝ᮇ㛫ࡢ୰᩿ࢆྍ⬟ࡍࡿ≉ᥐ⨨㸦୰᩿㛤 
ጞᮇ㸸௧  ᖺ  ᭶㹼௧  ᖺ  ᭶㸧ࢆタࡅࡓࠋ
࠙௧



 ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ㏻▱ࠚ



࡞࠾ࠊ௧  ᖺᗘᮎࡲ࡛ࠊᮏ≉ᥐ⨨ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ  
ே࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ≉ᥐ⨨ࡣ᥇⏝⪅ࡗ࡚ᴟࡵ࡚᭷ 
ຠ࡞ᥐ⨨ࡔࡗࡓࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ



ղ ௧  ᖺᗘ᥇⏝ᮇ㛫ࡀ⤊ࡍࡿ '& ࢆᑐ㇟ࡋ



࡚ࠊᏛࡀᘏ㛗ࢆㄆࡵࡿᅾᏛᮇ㛫㸦ཎ๎᭱  ࣨ᭶㸧



ࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆㄆࡵࡿ≉ᥐ⨨ࢆタࡅࡓࠋ
࠙௧ 
  ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ㏻▱ࠚ



ࡲࡓࠊᙜヱ᥇⏝ᘏ㛗ᮇ㛫୰ࡢ◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊヱ 
ᙜ࡞ࡿ '& ➼ᑐࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡶ௧ 



ᖺᗘண⟬࠾࠸ู࡚㏵ᚲせண⟬ࢆ☜ಖࡋࠊヱᙜ⪅ࡢ◊✲ 
⥅⥆ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ
࠙௧  ᖺ  ᭶  ᪥ 
ࡅ㏻▱ࠚ



࡞࠾ࠊ௧  ᖺᗘᮎ࡛ࠊᮏ≉ᥐ⨨ࡢ⏦ㄳ⪅ࡣ  ே 
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ≉ᥐ⨨ࡣヱᙜࡍࡿ '& ࡗ࡚ᴟࡵ࡚ 
᭷ຠ࡞ᥐ⨨ࡔࡗࡓࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ



ճ ᾏእΏ⯟ࡢᘏᮇࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓ௧ඖᖺᗘ᥇⏝



ࡢ &3' ࢆᑐ㇟ࠊ
ࠕ⩏ົࡍࡿᾏእΏ⯟ᮇ㛫㸦せΏ⯟ᮇ 
㛫㸧
ࠖࢆ  ᖺЍ ᖺ  ࣨ᭶⦆ࡍࡿ≉ᥐ⨨ࢆタࡅࡓࠋ
࠙௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ㏻▱ࠚ
ࡇࢀࡼࡾࠊ ྡࡢ &3' ࡀᮏ≉ᥐ⨨ࢆ⏦ㄳࡋࠊᮏேࡢ
ពྥ࠾ࡾࠊ&3' ࢆ㎡㏥ࡍࡿࡇ࡞ࡃ⌧ᅾせΏ⯟ඛࡢ
ᾏእཷධ◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚◊✲ࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
մ ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ 3'࣭53'࣭'& ࡢ᥇⏝ෆᐃ⪅ࢆᑐ㇟
ࡋ࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥࠾࠸࡚⏦ㄳ㈨᱁ࢆ‶ࡓࡉ࡞
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࠸ሙྜࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥௨㝆ࡶᘬࡁ⥆ࡁ᥇⏝ෆᐃ⪅
ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺≉ᥐ⨨ࢆタࡅࡓࠋ
࠙3'࣭53'㸸௧  ᖺ
࠙'&㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ㏻▱ࠚ
 ᭶  ᪥ࡅ㏻▱ࠚ
࡞࠾ࠊᮏ≉ᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ྡࡢ᥇⏝ෆᐃ⪅㸦3'㸸
 ྡࠊ53'㸸 ྡࠊ'& ྡ㸧ࡽ⏦ㄳࡀ࡞ࡉࢀࠊᑡᩘ࡛
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ㉳ᅉࡋ࡚⏕ࡌࡓ᥇
⏝ෆᐃ⪅ࡢᙳ㡪ᰂ㌾ᑐᛂࡋࡓࠋ
յ &3'ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ
㡪ࡼࡾ◊✲άືᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓࡇࢆ⏤ࡍࡿ᥇
⏝ᮇ㛫ࡢ୰᩿ࢆྍ⬟ࡍࡿ≉ᥐ⨨㸦୰᩿㛤ጞᮇ㸸௧
  ᖺ  ᭶㹼௧  ᖺ  ᭶㸧ࢆタࡅࡓࠋ
࠙௧  ᖺ  ᭶
 ᪥ࡅ㏻▱ࠚ
ᮏ≉ᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮍࡔ &3' ࡽࡢ⏦ㄳࡀ↓࠸ࡶࡢ
ࡢࠊᅜෆእࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁᣑ≧ἣࢆ㚷ࡳ
ࢀࡤࠊᮏ≉ᥐ⨨ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ &3' ࡢ⏕άࠊ
◊✲άືࡢ㐙⾜୍ᐃࡢᏳᚰឤࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ն ௧  ᖺᗘࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼ
ࡿ᥇⏝୰᩿ࡢᐇ⦼ࠊཬࡧ  ᗘ┠ࡢࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖࡀⓎ
ฟࡉࢀࡿ࡞ඛ⾜ࡁ㏱᫂࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᘬࡁ⥆ࡁ≉
ู◊✲ဨࡢ◊✲άືࡢᵝࠎ࡞ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ≧ἣ
ࢆ⪃៖ࡋࠊ௧  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶࠊ'&࣭3'࣭63'࣭53'ࢆ
ᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾ◊
✲άືᨭ㞀ࡀฟࡓࡇࢆ⏤ࡍࡿ᥇⏝ᮇ㛫ࡢ୰᩿
ࢆྍ⬟ࡍࡿ≉ᥐ⨨㸦୰᩿㛤ጞᮇ㸸௧  ᖺ  ᭶㹼
௧  ᖺ  ᭶ࡲ࡛㸧ࢆタࡅࡓࠋ
࠙௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ
㏻▱ࠚ
࡞࠾ࠊୖグձ㹼նࡢ≉ᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪ࠾࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡢ㇟
㸦ࢣ࣮ࢫ㸧ẖศ㢮ࡋ࡚ࠊ
ࠕ≉ู◊✲ဨᴗ࠾ࡅࡿ≉
ᥐ⨨ࡢά⏝㹼᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪࡛
◊✲㐙⾜࡞ᅔࡗࡓࡽ㹼ࠖࡋ࡚⧳ࡵ࡚ᥖ㍕ࡋࠊ௧
 ᖺᗘタࡅࡓከᩘࡢ≉ᥐ⨨ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾศࡾࡸࡍ
ࡃⓎಙࡍࡿࡇດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ەไᗘ㐠⏝ࡢぢ┤ࡋ࣭ᨵၿ
㸦㸧≉ู◊✲ဨࡢࠕ◊✲ᑓᛕ⩏ົࠖࡢ᫂☜ሗ㓘ཷ⤥
ไ㝈ࡢ⦆
≉ู◊✲ဨࡢ◊✲ᑓᛕ⩏ົࡢࡼࡾศࡾࡸࡍ࠸࿘▱ࢆ
ᅗࡿࡓࡵࠊ◊✲ᑓᛕ⩏ົࡣࠕ≉ู◊✲ဨࡢ◊✲άືࠖ௨
እࡢᵝࠎ࡞άືࢆ୍ᚊไ㝈ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠊཬ
ࡧࠕ≉ู◊✲ဨࡋ࡚ࡢ◊✲άືࠖࢆ⮬ࡽࡢࡓࡿάື
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ࡋ࡚ࡑࡢ㐙⾜ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㐺ษ⮬ᕫ⟶⌮
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠊࢆࠕ≉ู◊✲ဨ㑂Ᏺ㡯ཬࡧㅖᡭ
⥆ࡢᡭᘬ㸦௧  ᖺᗘ∧㸧
ࠖ
㸦௨ୗࠕ௧  ᖺᗘ∧ᡭᘬࠖ
࠸࠺ࠋ
㸧࠾࠸࡚᫂グࡋࡓࠋేࡏ࡚ࠊ≉ู◊✲ဨࡽࡢ
せᮃࡸࡑࡢྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࢆ⪃៖ࡍࡿࡶไᗘࡢ㊃
᪨ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊ௧㸱ᖺᗘࡼࡾሗ㓘ཷ⤥ࢆక࠺άື
ࡘ࠸࡚ࡣ≉ู◊✲ဨࡋ࡚ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢ㐙⾜ᨭ㞀
ࡀ⏕ࡌ࡞࠸㝈ࡾ⫋✀ไ㝈ࢆタࡅ࡞࠸ࡇࡋࠊไᗘࡢ
㊃᪨ࢆᢸಖࡋࡘࡘᰂ㌾࡞ไᗘᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ௧
 ᖺ  ᭶බ㛤ࡋࡓࠕ௧  ᖺᗘ∧ᡭᘬࠖ࠾࠸࡚ࠊ㛵
ಀ⪅ྥࡅ࡚ࡑࡢ᪨ࢆ࿘▱ࡋࡓࠋ

㸦㸧'& ࡢ␃Ꮫ㛵ࡍࡿไ㝈⦆
'& ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅ࡋ࡚ࡢど㔝࣭ᖜࢆᗈࡆࡿࡶࠊ
≉ู◊✲ဨࡢᙜึィ⏬ࡢ㐍ᒎ࣭┦ຠᯝࡶ㈨ࡍࡿࡓ
ࡵࠊ௧  ᖺᗘࡼࡾࡇࢀࡲ࡛ㄆࡵ࡚࠸ࡓཷධ◊✲ᶵ㛵ࡢ
ࠕࢪࣙࣥࢺࢹࢢ࣮࣭ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖຍ࠼ࠊ
ࠕࢲࣈࣝ
ࢹࢢ࣮࣭ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ➼ࢆ⏝ࡋ࡚␃Ꮫࡋ㐃ᦠእᅜ
Ꮫ㝔ࡢᏛ⡠ࢆᣢࡘࡇࡘ࠸࡚ࡶㄆࡵࡿࡇࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊ௧  ᖺ  ᭶බ㛤ࡋࡓࠕ௧  ᖺᗘ∧ᡭᘬࠖ
࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀ⪅ྥࡅ࡚ࡑࡢ᪨ࢆ࿘▱ࡋࡓࠋ

㸦㸧63'ࠊ3'ࠊ53'ࠊ&3' ࢆᑐ㇟ࡍࡿಖ㝤㸦യᐖ⿵ൾ➼㸧
ࡢᑟධỴᐃ
63'ࠊ3'ࠊ53'ࠊ&3'㸦௨ୗࡲࡵ࡚ࠕ3' ➼ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ
◊✲⎔ቃᨵၿ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ3' ➼ࡀཷධ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅ
ࡿ◊✲άື➼࠾࠸࡚ᨾぢ⯙ࢃࢀࡓሙྜ㏻㝔㈝
⏝➼ࡢ⿵ൾࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ௧  ᖺᗘࡼࡾ 3' ➼ࢆ
ᑐ㇟ࡍࡿಖ㝤ዎ⣙㸦യᐖ⿵ൾ࣭≉ᐃឤᰁ༴㝤⿵ൾ≉
⣙㸧⯆ࡋ୍࡚ᣓຍධࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࠊ௧ 
ᖺ  ᭶ᑐ㇟࡞ࡿ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅➼࿘▱ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ

㸦㸧᥇⏝ᚋᡭ⥆ࡁࡢ㟁Ꮚྥࡅࡓᑐᛂ
≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡀ⮬㌟ࡢⓏ㘓ࢹ࣮ࢱࢆ :HE ୖ࡛☜ㄆࡍ
ࡿࡶࠊ࡛࢜ࣥࣛࣥྛ✀⏦ㄳ➼ࢆ⾜࠺ࡇࢆྍ⬟
ࡍࡿ࢙࢘ࣈࢧࢺࠕᏛ࣐࣮࣌ࢪࠖࡢᑟධࢆỴᐃࡋࠊ
ᵓ⠏╔ᡭࡋࡓ㸦ࠕᏛ࣐࣮࣌ࢪࠖࡣ௧  ᖺᗘ୰㐠
⏝㛤ጞணᐃ㸧
ࠋࡇࢀࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛⣬࡛ᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡓ
᥇⏝ᚋᡭ⥆᭩㢮ࡘ࠸࡚࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫ࡛ࡢ㐠⏝ࡀᐇ⌧
ࡋࠊᚑ᮶ࡢ⣬፹య࡛ࡢ⏦ㄳ᭩➼ࡢᥦฟẚ㍑ࡋ࡚ࠊ≉ู
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◊✲ဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶࠊ⏦ㄳ≧ἣࡢ㐺ṇ⟶⌮ࠊྛ✀⏦ㄳ➼
ᑐࡍࡿศᯒ࡞ࠊ౽ᛶ᭷ຠᛶࢆࡁࡃྥୖࡉࡏࡿࡇ
࡞ࡿࠋ

ەᑂᰝไᗘࡢᨵၿ㛵ࡍࡿ᳨ウぢ┤ࡋࡢᐇ
Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂ
ᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖ࠾ࡅࡿ
᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ≉ู◊✲ဨᴗࡢ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ເ㞟せ㡯ࡸᑂᰝ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞ぢ┤ࡋࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
࣭㏆ᖺࡢ⏦ㄳᩘࡢቑຍࡸᑂᰝ⤖ᯝ㛤♧ࡢ᪩ᮇᑐᛂࡍ
ࡿࡶࠊ࡚ࡢ⏦ㄳ⪅ࢆྠࡌ᮲௳ࡢୗ࡛බṇࡘຠ
ᯝⓗᑂᰝࡍࡿࡓࡵࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ 3' ཬࡧ '& ࡘ
࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡢᑂᰝ࠾࠸࡚⏦ㄳ⪅ࡢ୍㒊ࡢࡳ⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࠕ㠃᥋ᑂᰝࠖ௦ࢃࡾࠊ⏦ㄳ᭩ᇶ࡙ࡃࠕ᭩㠃ᑂᰝཬ
ࡧྜ㆟ᑂᰝࠖࢆᑟධࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
࣭≉ู◊✲ဨࡢᑂᰝࡣ⛉◊㈝➼ࡢ◊✲㈝ࡢᑂᰝࡣ␗࡞
ࡾࠊ◊✲⪅ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡸᑗ᮶ᛶࡢホ౯ࡼࡾ㔜Ⅼࢆ⨨
ࡃࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ⮬㌟ࡢ◊✲㐙⾜ຊࢆ⮬ࡽศᯒ
ࡍࡿࡶ◊✲㛵ࡍࡿ⮬㌟ࡢᙉࡳ➼ࢆグධࡍࡿ㡯
┠ࢆ᪂ࡓタࡅࡿ࡞ࠊ⏦ㄳ᭩ᵝᘧࡢᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࢆ
⾜࠸ࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ㞟㸦ᑂᰝࡣ௧  ᖺᗘᐇ
㸧ᫎࡉࡏࡓࠋ

࣭ᑂᰝ᪉ἲࡢኚ᭦క࠸ࠊᑂᰝጤဨ㓄ᕸࡍࡿࠕᑂᰝࡢ
ᡭᘬࠖࡘ࠸࡚ࡶ㔜」ࡍࡿグ㍕ࢆぢ┤ࡋ࡚⡆⣲࣭᫂☜
ࢆᅗࡿࡶࠊ≉ู◊✲ဨࡢᑂᰝࡣ◊✲⪅ࡋ࡚ࡢ
㈨㉁ࡸᑗ᮶ᛶࡢホ౯㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇࢆศࡾ
ࡸࡍࡃᙉㄪࡍࡿ࡞ࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛤ദᐇ⦼ࠖ
㛤ദ᪥
 ᖺ
 ᭶  ᪥

 ᭶  ᪥

 ᭶  ᪥
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㆟ෆᐜ➼
࣭௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ≉ู◊✲ဨᴗ➼ࡢᑂᰝ
ࡢ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚
࣭௧  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨ㸫㹑㹎㹂ホ౯࠾ࡅࡿ
◊✲Ⓨ⾲ࡘ࠸࡚

࣭௧  ᖺᗘ௨㝆࠾ࡅࡿ≉ู◊✲ဨ➼ࡢ㑅⪃
᪉ἲࡘ࠸࡚

࣭≉ู◊✲ဨࡢ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ἲࡘ࠸࡚
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 ᭶  ᪥

࣭≉ู◊✲ဨࡢ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ἲࡘ࠸࡚

 ᭶  ᪥

࣭≉ู◊✲ဨࡢ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ἲࡘ࠸࡚
࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ἲࡘ࠸࡚

࣭≉ู◊✲ဨ'&ࠊ3'ࠊ53'௧㸲ᖺᗘ㸦 ᖺ
ᗘ㸧᥇⏝ศເ㞟せ㡯ࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ&3' ௧㸱ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇
⏝ศເ㞟せ㡯➼ࡘ࠸࡚
࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨ௧㸲ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇
⏝ศເ㞟せ㡯ࡘ࠸࡚

࣭௧㸲ᖺᗘ᥇⏝ศ≉ู◊✲ဨ➼ಀࡿ➨㸰ẁ
ᑂᰝࡢᡭᘬࡘ࠸࡚
࣭௧㸱ᖺᗘ≉ู◊✲ဨᴗ➼ண⟬ࡢᴫせ

࣭௧㸳ᖺᗘ᥇⏝ศ≉ู◊✲ဨ➼ࡢᑂᰝ㛵ࡍ
ࡿ᳨ウㄢ㢟ࡘ࠸࡚
࣭௧㸰ᖺᗘࡢࡲࡵḟᖺᗘ᳨ウ㡯ࡘ࠸
࡚
࣭௧㸱ᖺᗘ㸦௧㸰ᖺᗘ᥇⏝ศ㸧≉ู◊✲ဨ
63' ホ౯ࡘ࠸࡚


 ᭶  ᪥

 ᖺ
 ᭶  ᪥

 ᭶  ᪥







ճເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ

ճເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ



یເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ࡞ᐇ









࡞ᐇ

࡞ᐇ



࣭≉ู◊✲ဨᨭ⤥ࡍࡿ◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⊂❧⾜ 





◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚

◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚

ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ

ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ

㛵ࡍࡿ່࿌ࡢ᪉ྥᛶࠖ࠾ࡅࡿᣦ㡯ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓぢ┤ 

⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠

⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠

ࡋ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ᇶ࡙ࡁࠊ⊂❧



ࡢ㔜」ᨭ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿ

ࡢ㔜」ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿ

⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠ࡢ㔜」ཷ⤥ࢆ㜵



ࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᘬࡁ⥆ࡁ

ࡓࡵࠊເ㞟せ㡯➼㔜」

Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘᩚ࠼ࡓྠᶵᵓࡢࢳ࢙ࢵࢡ

⾜࠺ࠋ

ཷ⤥ࢆ⚗ࡎࡿ᪨ࢆᥖ㍕

యไᚑ࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ᥇⏝ෆᐃ⪅ሗࢆྠᶵᵓ

ࡍࡿࡶࠊ᥇⏝ෆᐃ

ᥦ౪ࡋ㔜」ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏྲྀ⤌ࡣ௧㸰ᖺ

⪅ሗࢆྠᶵᵓᥦ౪

ᗘ࠾࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ

ࡋࠊ㔜」ࢳ࢙ࢵࢡ➼ࢆ⾜

࣭≉ู◊✲ဨไᗘࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ௧ 

࠺ࠋ

ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศࡢເ㞟ෆᐜࡸ⏦ㄳ᪉ἲࡘ࠸࡚

ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢせ࡞ົཬࡧᴗࡢᨵᗫ

≉ู◊✲ဨᴗ➼

ㄝ᫂ࡋࡓ㈨ᩱࢆసᡂࡋࠊᮏ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋ࡚ྛ

ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ㛤ദ

ᶵ㛵ࡢົᢸᙜ⪅ᗈࡃ࿘▱ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᖺ㛤ദࡋ࡚

ࡋࠊᴗෆᐜ➼ࡢ࿘▱ࢆ

࠸ࡿເ㞟ㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁ

ᅗࡿࠋ

ᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽ㛤ദࢆぢ㏦ࡗࡓࠋㄝ᫂࠾࠸࡚┤
᥋ㄝ᫂ࡍࡿᶵࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡶ㚷ࡳࠊᖺࡢㄝ᫂
㈨ᩱຍ࠼ࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศ≉ู◊✲ဨࡢເ㞟࣭ᑂᰝ
ಀࡿ࡞ኚ᭦Ⅼ⏦ㄳ⪅␃ព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸Ⅼ➼ࢆ
ࡑࡢ㊃᪨ඹ⡆₩⧳ࡵࡓ㈨ᩱࢆู㏵సᡂࡋ࡚ᮏ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤ࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡢཧ⪃౪ࡋࡓࠋ









㸦㸰㸧ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍ࡍ
ࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ
ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍ࡍࡿ











㸦㸰㸧ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍ࡍ

㸦㸰㸧ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍ࡍ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸰㸧ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍ࡍࡿ◊✲

㸦㸰㸧ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍ࡍࡿ◊

ࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ

ࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ

㸱㸫㸯≉ู◊✲ဨཬࡧ

࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵㸦ಶேᨭ㸧ࠚ

⪅ࡢ㣴ᡂ

✲⪅ࡢ㣴ᡂ

ᾏእ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅

ڦᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ

⿵ຓホᐃ㸸D

⿵ຓホᐃ㸸D

ⱝᡭ◊✲⪅ࢆᾏእ

ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍࡛ࡁ
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ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅ࢆ

ὴ㐵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭ ࡿୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅

ࡢᨭᑐࡍࡿホ౯

㸦ᇳ⾜ᴗົ㸧

㣴ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ┠ⓗࡸᑐ

⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋࡲ

ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊⱝᡭ◊

㸦㹀Ỉ‽㸸ࣥࢣ࣮ࢺㄪ

࣭௧㸰ᖺᗘࡣࠊ௧㸱ᖺᗘ᥇⏝ศࡢ㑅⪃࣭ᑂᰝᴗົࢆ ௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

㇟⪅ᛂࡌࡓከᵝ࡞᪉

ࡓࠊᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ

✲⪅ࢆᾏእὴ㐵ࡍࡿ

ᰝࡼࡾ⫯ᐃⓗホ౯ࢆ

⾜࠺୍᪉ࠊ௧㸰ᖺᗘ᪂つ᥇⏝⪅࣭⥅⥆᥇⏝⪅ྜィ  ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇィ⏬

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

ἲࡼࡾࠊࠕᾏእ≉ู◊

࣮ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእᅜ

ྲྀ⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗ

ᚓࡓྜࡀ 㸣⛬ᗘ㸧 ྡ㸦࠺ࡕ᪂つ  ྡ㸧ᑐࡍࡿ㈨㔠ᨭ⤥ᴗົࢆ㐺ษࡘ ࢆୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆ

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

✲ဨᴗࠖ➼ࠊඃࢀࡓⱝ

ே◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍࡿ

ᐇࡍࡿࠋ



ຠ⋡ⓗᐇࡋࡓࠋ

ୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸

ࡓࡵࠋ

ᡭ◊✲⪅ࢆᾏእὴ㐵

ྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࡇ

ࡲࡓࠊᅜෆࡢᏛ➼◊

㸱㸫㸰≉ู◊✲ဨཬࡧ



ࡿゝ࠼ࡿࡓࡵࠊホᐃࢆ D ࡍ



ࡍࡿྲྀ⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆

ࡼࡾࠊᅜෆࡢᏛ➼◊✲

✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲⎔

ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢཷධ

࣭ᕼᮃ⪅ᑐࡋ࡚ࠊฟ⏘࣭⫱ඣక࠺᥇⏝ࡢ୰᩿ཬࡧᘏ ࡿࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ⓗᐇࡍࡿࠋᴗࡢᐇ

ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲⎔ቃ

ቃࡢᅜ㝿ࢆᨭࡍࡿ

ඛࡢホ౯㸦㹀Ỉ‽㸸ࣥ

㸦௧㸰ᖺᗘᐇ⦼㸸㸶ྡ㸧ࡲ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ
㛗ࡢྲྀᢅ࠸ࡢᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ಀࡿᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝⪅

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜෆእ

ࡢᅜ㝿ࢆᨭࡍࡿࠋ

ࡓࡵࠊᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫ

ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡾ⫯ᐃ

ࡓࠊയࡼࡾ◊✲ᑓᛕࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞⪅ᑐࡋࠊ Ⓨ⏕ᙜึࡽࠊ᥇⏝⪅ࡽࡢせ

ࡢࢽ࣮ࢬࢆ⣽ࡃࣥࢣ࣮ࢺ

ྛ✀ᴗ࠾ࡅࡿ㑅

ࢸ࣮ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእ

ⓗホ౯ࢆᚓࡓྜࡀ

യࢆ⌮⏤ࡍࡿ᥇⏝ࡢ୰᩿ཬࡧᘏ㛗ࡢྲྀᢅ࠸ࡢᡭ⥆

ᮃࡸࡑࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑐᛂࢆ

ࢆ᥇ࡿ࡞㐺ษᤸᥱࡋࠊ

ᴗಀࡿ⏦ㄳ࣭᥇⏝ື

⪃ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼

ᅜே◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍ

㸣⛬ᗘ㸧

ࡶ⾜ࡗࡓࠋ
㸦௧㸰ᖺᗘᐇ⦼㸸㸰ྡ㸧

᳨ウࡋࠊᵝࠎ࡞ᩆ῭ⓗ≉ᥐ⨨

ಶࠎࡢ≧ἣᛂࡌࡓᰂ㌾࡞ᑐ

ྥࡸ᥇⏝⪅ࢆᕠࡿ⎔ቃ

ᑂᰝཪࡣᅜ㝿ᴗጤ

ࡿࠋ





ࡢ᪩ᮇࡢタᐃ࣭ᐇࠊ᥇⏝⪅ࡢ❧

ᛂࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊィ⏬ࢆୖ

ࡢኚ➼ࢆ㝶ᢕᥱࡍ

ဨ࠾࠸࡚ࠊᑂᰝࡢ⊂

ྛ✀ᴗ࠾ࡅࡿ㑅

㸱㸫㸱እᅜே◊✲⪅ࢆ

㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂ㸧

ሙ❧ࡗࡓ㎿㏿࡛ᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ

ᅇࡿᡂᯝ࡛࠶ࡾ≉➹್ࡍ

ࡿࡶࠊᚲせᛂࡌ

❧ᛶࠊබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ

⪃ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼

ཷࡅධࢀࡓ◊✲ᶵ㛵

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑక࠸ࠊྛᅜࡀධᅜ ⾜ࡗࡓࠊ◊✲ᑓᛕ⩏ົࡢ᫂

ࡿࠋ

࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿࡸ

☜ಖࡋࡘࡘࠊཝṇᐇ

ᑂᰝ➼࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ

࠾ࡅࡿ◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿

ไ㝈ࢆᙉࡋࠊྛᶵ㛵ࡀ◊✲⎔ቃࡢᑒ㙐࡞ࢆᐇࡋࡓ ☜ሗ㓘ཷ⤥ไ㝈ࡢ⦆ࡸᑂ



ไᗘᨵၿ➼ࡢᑐᛂࢆ⾜

ࡍࡿࠋ

ࡢ⊂❧ᛶࠊබṇᛶࠊ㏱᫂

≧ἣ㸦㹀Ỉ‽㸸ཷධ◊

ࡇࡼࡾࠊΏ⯟ࡸ⌧ᆅ࡛ࡢ◊✲ࡢᐇࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓ ᰝไᗘࡢぢ┤ࡋ➼ࡢไᗘᨵၿࢆ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

࠺ࠋࡲࡓࠊ┠ⓗࡸ࢟ࣕࣜ

ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊཝṇ

✲⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪ

᥇⏝⪅ᑐࡋࠊಶࠎࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊΏ⯟ᘏᮇࡸ୍ᖐ ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࢫࢸ࣮ࢪᛂࡌࡓඃ

ᐇࡍࡿࠋ

ᰝࡼࡾ⫯ᐃⓗホ౯ࢆ

ᅜ࡞ࡢྲྀᢅࡘ࠸࡚ᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆᐇࡍࡿࡶࠊ 

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡢ㛵㐃ᴗࡶ␃ពࡋࠊ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ᚓࡓྜࡀ 㸣⛬ᗘ㸧 ௨ୗࡢ≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࡓࠋ

࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵ࠚ

ࡢᙳ㡪ࡼࡿ≉ᥐ⨨ࡘ࠸

࠸ࡸ◊✲⪅ࡢὶࢆ





࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵࠾࠸

࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁಶࠎࡢ≧ἣ➼

⾜࠸ࠊᅜ㝿ⓗ࡞㢌⬻ᚠ⎔

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

̺௧ඖᖺᗘᮎ㡭ࡽᐤࡏࡽࢀࡓࠊࡢධ※ࡀ࡞ࡃΏ ࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚

ࡢ୰࡛ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊

㸱㸫㸿≉ู◊✲ဨᴗ

⯟ᘏᮇࢆࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸」ᩘࡢ᥇⏝⪅ࡽࡢᩆ῭ᨭ

✲⎔ቃࡢᅜ㝿ࢆᅗࡿࠋ

ཬࡧᾏእ≉ู◊✲ဨ

ࢆồࡵࡿせㄳࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᛴ㑉᪥ᮏᅜෆ࡛᥇⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿ ᑂᰝࠊ᥇⏝ಀࡿ୍㐃ࡢ⭾࡞

㐺ษグ㘓ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢࣇ

ᴗ࠾ࡅࡿ᥇⏝⤊ᚋ

≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࠊ௧㸱ᖺ㸱᭶ᮎⅬ࡛  ྡࡢ᥇⏝ ᴗົࢆ㝈ࡽࢀࡓ㛫ࡢࢫࢣࢪࣗ

࢛࣮ࣟࢵࣉࢆࡍࡿඹࠊ

ࡢᑵ⫋≧ἣ

⪅㐺⏝ࡋࡓࠋ

࣮࡛ࣝ᥇⏝ィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊࡾ

ᾏእὴ㐵ࡸᾏእࡽࡢᣍ࠸



ࢀࡓእᅜே◊✲⪅ࡢᣍ



㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



ࡢᙳ㡪ࡀᣑࡍࡿ୰࡛ࠊເ㞟ࠊ ࡋ࠸ࠋྠࠊᵝࠎ࡞ᑐᛂࢆ



̺᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾ◊✲ࡢ㐙⾜

࡞ࡃࠊᐇࡋࡓࠋ≉ᖺ

ࡢຠᯝࢆࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓᾏእ≉ู◊✲ဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ᥇⏝ᮇ㛫 ᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡸᴗ⦼ࡢ㐩ᡂᐇែ࡞ࢆㄪᰝ

㸱㸫㸯≉ู◊✲ဨᴗ

ࢆᘏ㛗ࡋࠊᅾ㈝࣭◊✲άື㈝ࢆ㏣ຍᨭࡍࡿ≉ᥐ⨨ ࡢᙳ㡪ࡼࡿ⏦ㄳ⪅ࡢ≧ἣࢆ⪃

ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋࡇࢀࢆᚋࡢά

ཬࡧᾏእ≉ู◊✲ဨ

ࢆᐇࡋࠊ௧㸱ᖺ㸱᭶ᮎⅬ࡛  ྡ㸦ᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ௨

៖ࡋࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢᘏ㛗

ື⏕ࡍࡇࢆ⪃࠼࡚ࡋ

ᴗࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡢࢽ

๓ࡢ᥇⏝⪅  ྡࠊ௧ඖᖺᗘ᥇⏝⪅  ྡ㸧ࡢ᥇⏝⪅

ࢆ⾜࠺ࡶࠊᑂᰝ࠾࠸࡚

࠸ࠋ

࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡉࡽ࡞

㐺⏝ࡋࡓࠋ

ࡶᑂᰝ᪉ἲࢆᕤኵࡍࡿࡇࡼ

≉࣏ࢫࢺࢥࣟࢼ࡛ࡶࠊ⥅

ࡿไᗘᨵၿࢆᅗࡿほⅬ

̺㏻ᖖࡣฟ⏘࣭⫱ඣ࣭യ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᥇⏝ࡢ୰ ࡾࠊᖺࡰྠᮇ᥇⏝ෆ

⥆ࡍࡿෆᐜᚑ᮶ࡢ᪉ἲᡠ

ࡽࠊ⌧≧ࡢᨭ㛵ࡍ

᩿ཬࡧᘏ㛗ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡢ≧ἣࢆ⪃៖

ᐃࢆỴᐃࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡢ㐍㊰Ỵᐃ

ࡍࡁෆᐜࡢ༊ูࡣࠊࡑࡢ࣓

ࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ

ࡋࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⌮⏤ࡋࡓ⏦ㄳ 㐜ᘏࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺㑅⪃ࢆ

ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆホ౯ࡋ

ࡋࠊ㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗ

ࡶ≉ⓗㄆࡵࡿᥐ⨨ࢆᐇࡋࠊ ྡࡢ᥇⏝⪅㐺⏝ࡋ ᐇ  ࡋ ࡓ ࡇ  ࡣ 㧗 ࡃ ホ ౯ ࡛ ࡁ

ࡓୖ࡛㐺ษุ᩿ࡋ࡚ࡋ

ホ౯ࢆᚓࡿࡇࢆ㐩ᡂ

ࡓࠋ

࠸ࠋ

ࡿࠋ

Ỉ‽ࡍࡿࠋ

̺ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ᪥ᮏࡢ୍ᖐᅜࡘ࠸࡚ࠊ㏻ᖖ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ





ࡣ᥇⏝ᮇ㛫୰࠾࠸࡚㏻⟬  ᪥㛫࠸࠺ୖ㝈ࢆタࡅ࡚ ಀࡿᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊⓎ⏕ࡢ᪩ᮇ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

㸱㸫㸰≉ู◊✲ဨཬࡧ

࠸ࡿࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ཬࡧᾏእ≉ู ࡢẁ㝵࡛᥇⏝⪅ࡢᅔ㞴࡞≧ἣࢆ

ձ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእ

ձⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ

ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢཷධ

◊✲ဨಶࠎேࡢࢆ⪃៖ࡋࠊୖ㝈ࢆ㉸࠼ࡿ୍ᖐᅜࡶ ᢕᥱࡋࠊ௧㸰ᖺᗘᙜึࡽ≉

ὴ㐵

㐵

ඛᑐࡋࠊ≉ู◊✲ဨཬ

ᰂ㌾ㄆࡵࡿࡇࡋࡓࠋ
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ᥐ⨨ࢆᐇࡋࡓࡇࠊࡲࡓ⥭

㸫
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ᡃࡀᅜࡢᏛ➼Ꮫ⾡

㸦ϸ㸧ᾏእ≉ู◊✲ဨ

ࡧᾏእ≉ู◊✲ဨࡢά

̺᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊΏ⯟ࢆᘏᮇ ᛴែᐉゝୗ࠾࠸࡚ົែໃ

◊✲ᶵ㛵ᡤᒓࡍࡿᖖ

ᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ

ື≧ἣ㛵ࡍࡿࣥࢣ

ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸௧㸰ᖺᗘ᥇⏝⪅ᑐࡋࠊ௧㸱ᖺᗘ ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊ᥇⏝⪅ᑐ

ࡢ◊✲⪅ࡸ༤ኈࡢᏛ

㛵ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅

࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ㸣

᥇⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࢆㄆࡵࡿ≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࠊ ྡࡢ ࡋ」ᩘᅇரࡾࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ

ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ୰ࡽ

ࢆὴ㐵ࡍࡿᾏእ≉ู◊

⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓ

᥇⏝⪅㐺⏝ࡋࡓࠋ

ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆࠕᾏ

✲ဨᴗಀࡿເ㞟࣭ᑂ

ࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍ

̺௧㸱ᖺᗘ᥇⏝⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ௧㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥ ࡘ㐺ษᤸᥱࡋࠊಶࠎࡢ≧

እ≉ู◊✲ဨࠖࡋ࡚᥇

ᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆᐇ

ࡿࠋ

⏦ㄳ㈨᱁ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ሙྜࡘ࠸࡚ࠊ᭱㛗௧㸲ᖺ㸯᭶ ἣᛂࡌࡓᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ㎿㏿

⏝ࡋࠊᾏእࡢ≉ᐃࡢᏛ

ࡍࡿࠋ



㸯᪥ࡲ࡛᥇⏝㛤ጞࢆᘏᮇྍ⬟ࡍࡿᥐ⨨ࢆᐇࡋࠊ ྡ ⾜ࡗࡓࠋ≉᥇⏝⪅ཬࡧ⏦ㄳᕼ
ࡢ᥇⏝⪅㐺⏝ࡋࡓࠋ

ᮃ⪅⏕ࡌࡿᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࢆ⪃៖

ࡋࠊ᥇⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㏿ࡸ

➼◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚㛗

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝

㸱㸫㸱ᅜ㝿ⓗ࡞㢌⬻ᚠ

ᮇ㛫◊✲ᑓᛕࡉࡏࡿ

࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ

⎔ࡢ୰࡛ࠊእᅜே◊✲⪅



ࡋࠊ᭩㢮ᥦฟᮇ㝈ࡢᘏ㛗ࢆࡣࡌ

ࡓࡵࠊᅾ㈝➼ࢆᨭ⤥ࡍ

᥎㐍ࡍࡿほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ࡢཷධࢀࡼࡗ࡚ཷධ

㸦ᑂᰝᴗົ㸧

ࡵࠊ᥇⏝ᮇ㛫ࡢ୰᩿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣண

ࡿࠋࡲࡓࠊ᥇⏝ᮇ㛫⤊

⤖፧࣭ฟ⏘࣭⫱ඣ࣭┳ㆤ࣭ ᶵ㛵ࡢ◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿

࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ㸦ጤဨ  ྡࠊᑓ㛛ጤဨ⣙  ྡ㸧 ⟬ᥐ⨨ࡋ࡚ணᐃࡋ࡚࠸࡞࠸

ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝࡸࠊ᥇

ㆤࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺ

ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ๓୰

ࢆタࡅࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽᑂᰝཬࡧ㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ ࡶࢃࡽࡎࠊㄪᩚࡢୖᐇࡋ

⏝⪅ࡢᨭ㛵ࡍࡿ

ࡼࡿ◊✲୰᩿➼ࢆ⤒

ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿ

㑅⪃ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ ࡓ᥇⏝ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ᥐ⨨ࡸ᥇⏝㛤

ㄪᰝࠊ᥇⏝⪅ཷධඛࡢ

ࡓඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆ

ᴗᐇᚋࡢࣥࢣ࣮ࢺ

ࡢᙳ㡪㓄៖ࡋࠊᑂᰝဨጤဨࡀ㞟࠺ᙧᘧ࡛ࡢྜ㆟ᑂᰝཬ ጞᮇࡢᘏᮇᥐ⨨ࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛

◊✲άື㛵ࡍࡿㄪᰝ

ᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵

ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᡂ 㹼

ࡧ㠃᥋ᑂᰝࡣ⾜ࢃࡎࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼ࢆά⏝ ࡢ᥇⏝㛤ጞࢆྍ⬟ࡍࡿ≉ࡢ

ࢆᐇࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ὴ㐵ࡍࡿᾏእ≉ู◊

ᖺᗘᐇ⦼㸸㸣㸧

ࡋࡓᑂ㆟ࡼࡾ㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ྲྀᢅ➼ࠊไᗘ⏝⪅ࡢ❧ሙ❧

◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟

✲ဨ55$ ᴗಀࡿເ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㸣⛬ᗘࡢ⫯



ࡗࡓከᵝ࡞≉ᥐ⨨ࢆ᪩ᮇタ

ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᴗࡢᐇ

㞟࣭ᑂᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆ

ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࡇࢆ

࣭ᑂᰝࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᑂᰝጤဨࡢ ⨨࣭ᐇࡋࠊ᥇⏝⪅ᑐࡍࡿᩆ῭

≧ἣࡸᨭ⤥ࡢຠᯝ➼

ᐇࡍࡿࠋ

㐩ᡂỈ‽ࡍࡿࠋ

㑅⪃ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀసᡂࡍࡿ ᨭࢆ⾜࠸ࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅

ࡘ࠸࡚ᚲせᛂࡌ࡚

୧ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ᥇



ᑂᰝဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊྛศ㔝ࡢ⏦ㄳ ࡢ◊✲ࢆᨭࡍࡃᰂ㌾࡞ไᗘ

ホ౯᳨࣭ドࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ

⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢᑵ⫋≧

㸱㸫㸿ᴗࡼࡿᨭ

≧ἣࠊೃ⿵⪅ࡢᡤᒓᶵ㛵ࡢࣂࣛࣥࢫཬࡧዪᛶ◊✲⪅ࡢ✚ 㐠Ⴀດࡵࡓࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ

㝿ࠊ᥇⏝⪅ࡢᨭ㛵

ἣㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊㄪᰝ⤖ᯝ

ࡢ⤖ᯝࠊඃ⚽࡞Ꮫ⾡ࡢ◊

ᴟⓗ࡞㑅⪃➼㓄៖ࡋࡘࡘ㐺ษ⾜ࡗࡓ㸦௧㸰ᖺᗘᑂ ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡍࡿㄪᰝཬࡧ᥇⏝⪅ࡢ

ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛ᅜ

✲⪅ࡢ㣴ᡂᐤࡋࡓ

ᰝጤဨዪᛶẚ⋡㸸㸧
ࠋ

ཷධඛࡢ◊✲άື

Ẹศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛

ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱ

㛵ࡍࡿㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊ බ⾲ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᥇⏝⪅

ᣦᶆࡘ࠸࡚ẖᖺᗘ☜

ࡑࢀࡒࢀ 㸣⛬ᗘࡢ⫯

ࡢᨭ㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊᖹᡂ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡲࡓࠊᑂᰝࡢᇶ‽ࡸࠊᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚᫂ ࡢᑐᛂࢆࡋࡘࡘࡶࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ
グࡋࡓᡭᘬࢆጤဨᑐࡋ࡚㓄ᕸࡋࠊᑂᰝཝ᱁ࢆᮇࡋ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㞟୰ⓗ࡞᳨

ࡓࠋ

௧  ᖺᗘ᥇⏝ศᾏእ
ウࢆ⤒࡚ࠊ

ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊ ᥇⏝⪅ཷධඛࡢ◊✲

ᖺᗘࡢ≧ἣ㸦 ᖺ⤒

࡞࠾ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡉࢀࡓ࣮࣡࢟ ≉ู◊✲ဨࡢᑂᰝ᪉ἲࢆぢ┤ࡍ

ࡇࢀࡽࡢホ౯᳨࣭ド⤖ᯝ

άື㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ

㐣ᚋ≉ู◊✲ဨ3' ࡣ

ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊເ㞟せ㡯ࡸᑂᰝ᪉ἲࡢ ඹࠊ⏦ㄳ᭩ᵝᘧࡢᢤᮏⓗ࡞

ࢆάࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ 㸣⛬

㸣ࠊ ᖺ⤒㐣ᚋᾏእ

ぢ┤ࡋ➼ࢆᅗࡿࡇࡼࡾࠊබṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸㑅⪃࣭ ᨵၿ㋃ࡳษࡗࡓࡇࡣࠊᾏእ

◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸேᮦ⫱

ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋ ≉ู◊✲ဨࡣ 㸣ࠊ

ᑂᰝయไࡢᩚഛ⥅⥆ⓗྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ≉ᖺᗘ࠾ ࡛ࡢ◊✲ィ⏬ࡸ㐙⾜⬟ຊࡢホ౯

ᖺ⤒㐣ᚋ≉ู◊✲ဨ

࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂᰝࡢほⅬࢆࡼࡾ୍ᒙ⥥ᐦホ౯࡛ ຍ࠼ࠊ◊✲⪅ࡋ࡚ࡢ㈨㉁ࡸ

ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡢ㊃᪨

'& ࡣ 㸣㸧ࢆᇶ‽

ࡁࡿࡇ➼ࢆ⪃៖ࡋࠊ௧  ᖺᗘ᥇⏝ศᾏእ≉ู◊✲ဨ ᑗ᮶ᛶࡢホ౯ࡶ୍ᒙ㔜Ⅼࢆ⨨

␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊᚲせ

ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ౯

ࡘ࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡢᑂᰝ࡛⏦ㄳ⪅ࡢ୍㒊ᑐࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ ࠸ࡓᑂᰝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ

ᛂࡌࠊ㐠⏝ୖཪࡣไᗘୖ

࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ

ࡓࠕ㠃᥋ᑂᰝࠖ௦ࢃࡾࠊ⏦ㄳ᭩ࡢࡳᇶ࡙ࡃࠕ᭩㠃ᑂ ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ᡂ⏬ጤဨ➼࡛ࡢ㆟

ࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ
ᡃࡀᅜࡢᏛ㝔ᅾ
⡠ࡍࡿ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ



ᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࠖࢆᑟධࡍࡿࡇࡋࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᵝᘧࢆ ࡿࠋ
ᢤᮏⓗぢ┤ࡋࡓࠋ



㑅⪃⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ᥇⏝⪅ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ ࠙እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࠚ

⏕ࡢ୰ࡽᾏእᣮᡓ

࠾ࡅࡿྛᑂᰝ㡯┠ࡢホ౯ཬࡧ᥇⏝⪅ࡢ୰࡛ࡢ࠾ ࣭እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ࡢྲྀ⤌

ࡍࡿඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅

࠾ࡼࡑࡢ㡰ࢆ㏻▱ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࠾࠸࡚ࡶࠊᡃࡀᅜࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢ

ࢆ᥇⏝ࡋࠊᾏእࡢ◊✲⪅

⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛Ặྡ➼ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ

◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿ࡀࡋ࡞࠸

ඹྠࡋ࡚◊✲ᚑ

᥇⏝⪅୍ぴ㸸

ࡓࡵࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

62

ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡓ

KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBOLVWKWPO

ࡢᙳ㡪ࡢ᮰ᚋࠊඃࢀࡓእᅜ

ࡵࠊᅾ㈝➼ࢆᨭ⤥ࡍ



ே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࡢྲྀ⤌ࢆ㎿㏿

ࡿࠋ

࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ

㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡘ╔

㢌⬻ᚠ⎔ࡼࡾඃࢀ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡀศᯒ᳨࣭ドࢆ⾜࠸ࠊ⩣ᖺᗘࡢ ᐇᴗࢆᐇࡋࡓࡇࡣホ౯

ࡓ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ

ᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ᫎࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊ᭩㠃ྜ㆟ᑂ ࡛ࡁࡿࠋ≉ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

ࡓࡵࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿◊

ᰝᙺ❧ࡘᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࡢࢆ᭩㠃ᑂᰝࡢᡭᘬᥖ㍕

ࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡿ⏦ㄳ⪅ࡢ

✲ᡓ␎ἢࡗ࡚ࠊⱝᡭ◊

ࡋࠊ᭩㠃ᑂᰝጤဨࡢ౽ᐅࢆ౪ࡋࡓࠋ

≧ἣࢆ⪃៖ࡋࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟᮇ

✲⪅ࢆᾏእὴ㐵ࡋࠊὴ



㝈ࡢᘏ㛗ࢆ⾜࠺ࡶࠊᑂᰝ

㐵ඛࡢ◊✲ᶵ㛵⾜࠺

㸦ᴗෆᐜࡢᨵၿ࣭ぢ┤ࡋ㸧

࠾࠸࡚ࡶᑂᰝ᪉ἲࢆᕤኵࡍࡿ

ୡ⏺Ỉ‽ࡢᅜ㝿ඹྠ◊

࣭௧  ᖺᗘࡽሗ㓘ࡢཷ⤥ࢆక࠺άືࡘ࠸࡚ࡣࠊᾏ ࡇࡼࡾࠊᖺࡰྠᮇ

✲ᦠࢃࡾࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟

እ≉ู◊✲ဨࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢ㐙⾜ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ࡞࠸㝈ࡾࠊ ᥇⏝ࢆỴᐃࡋࡓࡇࡣホ౯࡛

ᣮᡓࡍࡿᶵࢆᥦ౪

ෆᐜไ㝈ࡣタࡅ࡞࠸ࡇࡋࠊᾏእ≉ู◊✲ဨࡀ⬟ຊ ࡁࡿࠋ

ࡍࡿᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ

ᛂࡌ࡚ከᵝ࡞άືᚑࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ



ᑐࡍࡿᑐᛂࡘ࠸࡚ࡶࠊ๓ࡢ

㸦ເ㞟ᴗົ㸧

࡞࠸ែ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽ

ᨭ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

࣭௧㸰ᖺᗘࡣࠊ௧㸲ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศᾏእ≉ ࡎࠊ᥇⏝⪅ࡸཷධᶵ㛵ࡢࢽ࣮ࢬ
ู◊✲ဨࡢເ㞟ేࡏ࡚ࠊ௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ ࢆ㐺ษᢕᥱࡋࠊ᥇⏝ᮇ㛫ᘏ㛗
ᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ ᴗ㸦௨ୗࠕ55$ ᴗࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ ࡸ᮶᪥ᮇ㝈ࡢᘏ㛗ࠊ୍ฟᅜࡸ
ເ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

୰᩿ࡢᰂ㌾࡞ྲྀᢅ࠸࡞ࡢ≉



ᥐ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛

࣭㏻ᖖࡣᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ᥇⏝Ṕࡀ࠶ࡿ⪅ࡢ⏦ㄳࢆ ࡁࡿࠋ
ㄆࡵ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ௧㸲ᖺᗘ᥇⏝ศເ㞟せ㡯࠾࠸࡚

࣭ࡲࡓࠊ᥇⏝ᚋࡢᡭ⥆ࡁಀࡿᵝ

ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾ᪥ᮏᅜෆ࡛ ᘧ➼ࡢ⨫ྡ࣭ᢲ༳ࢆᗫṆࡋࠊᥦฟ
᥇⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࡶࡢࡢᾏእΏ⯟ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞

ᑓ⏝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᑟධࡶ㐍ࡵ

ࡗࡓ⪅ࡢ⏦ㄳࢆ≉ࡋ࡚ㄆࡵࡿࡇࡋࡓࠋ

ࡓࡇࡶࠊ᥇⏝⪅ཬࡧཷධᶵ㛵



ࡢົ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡉࡏࡿࡶࡢ

࣭ࡲࡓࠊ௧  ᖺ  ᭶Ⓨฟࡉࢀࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢫឤᰁࡢᣑక࠺⥭ᛴែᐉゝࡼࡾࠊከࡃࡢ⏦ㄳ 
ᶵ㛵࠾࠸࡚ධᵓไ㝈ࡸᅾᏯົࡀᐇࡉࢀࡓࡇࢆ



ཷࡅࠊᙜึ  ᭶  ᪥ணᐃࡋ࡚࠸ࡓ௧  ᖺᗘ㸦 ᖺ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
ᗘ㸧᥇⏝ศࡢ⏦ㄳ⥾ࡵษࡾࢆ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᘏ㛗ࡋࡓࠋ

࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࠊⱝᡭ◊✲



⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊእᅜே

࣭ເ㞟せ㡯ࠊ⏦ㄳ᭩ࠊᑂᰝ᪉㔪ࠊ᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺࠊ⏦ㄳ࣭ ◊✲⪅ᣍ࠸ࡢྛ✀ᴗ࠾࠸
᥇⏝≧ἣཬࡧ᥇⏝⪅୍ぴ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⯆࣮࣒࣮࣍࣌ ࡚ࠊ᥇⏝⪅ࡸཷධ◊✲ᶵ㛵ࡢࢽ
ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈࡃ୍⯡බ㛤ࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ ࣮ࢬ➼ࢆ㋃ࡲ࠼╔ᐇᐇࡋ࡚
ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ

࠸ࡃࡶࠊྛ✀ᴗࡢ࿘▱



ྥࡅࠊຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙྲྀ

࣭⏦ㄳ᭩ࡢసᡂࡽᥦฟࡲ࡛⤖ࡉࡏࡿ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ
࣒ࡘ࠸࡚ࠊ௧㸰ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶࠊ⏦ㄳ⪅ཬࡧົᢸ 
ᙜ⪅ࡢ౽ᛶࢆ⪃៖ࡋࠊ࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 


㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
63

75

76
࣭ేࡏ࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢయ㦂∧ࡸ⡆᫆∧᧯సᡭᘬ ౯㸧
ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠊᑓ⏝ࡢࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࢆᘬࡁ⥆ࡁ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸯ࡘ࠸
タ⨨ࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ⏦ㄳ࡛ࡁࡿࡼ࠺౽ᐅࢆᅗࡗࡓࠋ ࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽
ເ㞟せ㡯㸦ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ㸧
㸸

㸦  㸣 ⛬ ᗘ 㸧 ࢆ  ࡁ ࡃ ୖ ᅇ ࡿ

KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVLQKWPO

㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

ເ㞟せ㡯㸦55$ ᴗ㸧㸸

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸰ࡘ࠸

KWWSVZZZMVSVJRMSMDEUUDBVLQKWPO

࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽

㑅⪃᪉ἲ㸦ᑂᰝ᪉㔪➼㸧
㸸

㸦  㸣 ⛬ ᗘ 㸧 ࢆ  ࡁ ࡃ ୖ ᅇ ࡿ

KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBKRXKRXKWPO

㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ㸸

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸱ࡘ࠸

KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVKLQVHLKWPO

࡚ࡣ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽

᥇⏝⪅୍ぴ㸸

㸦㸣⛬ᗘ㸧ࢆୖᅇࡿ 㸣࡛

KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBOLVWKWPO

࠶ࡗࡓࠋ

᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺ㸸



KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVLQVDVHWKWPO

࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫$ ࡘ࠸࡚



ࡣࠊ ᖺ⤒㐣ᚋᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ

࣭≉ู◊✲ဨᴗేࡏ࡚ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡢไᗘ ᑵ⫋≧ἣࡣ 㸣࡛࠶ࡾࠊ୰ᮇ
ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࡸ௧㸲ᖺᗘ  ᖺ ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓᇶ‽㸦ᖹᡂ 
ᗘ ᥇⏝ศࡢເ㞟ಀࡿ⏦ㄳ᭩సᡂࡘ࠸࡚ྛᶵ㛵ࡢ

ᖺᗘࡢ≧ἣ㸦 ᖺ⤒㐣ᚋᾏእ≉ู

ົᢸᙜ⪅ὀពⅬࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

◊✲ဨࡣ 㸣㸧
㸧ࡽࢃࡎ

ࢆసᡂࡋࡓࠋᙜヱ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋࡓㄝ᫂㈨ᩱ࠾ ῶᑡࡋࡓࠋ
࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿ 
ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡀ⤖፧࣭ฟ⏘࣭⫱ඣ࣭ 
┳ㆤ࣭ㆤࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺࡼࡿ◊✲୰᩿➼ࡢᚋࠊ 
ᾏእࡢ≉ᐃࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚㛗ᮇ㛫◊✲ᑓ
ᛕ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࠊ55$ ࡢ࿘▱ດࡵࡓࠋ

㸦ᑵ⫋≧ἣㄪᰝ㸧
࣭௧㸰ᖺᗘᾏእ≉ู◊✲ဨ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝⪅㸧ࡢ
᥇⏝⤊ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖ᯝ
ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ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◊✲⫋
ࡑࡢ
ィ


64

ேᩘ

51 ே
15 ே
2 ே
10 ே
69 ே
10 ே
1 ே
158 ே

ྜ

32㸣
9㸣
1㸣
6㸣
44㸣
6㸣
1㸣
㸫



࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋ  ᖺࠊ ᖺཬࡧ  ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⪅ࢆᑐ㇟
ࡋࡓᑵ⫋≧ἣ➼ࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆᐇࡋࠊᴗࡢຠᯝࢆ᳨
ドࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ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࠸࡚ࠊ௧㸰ᖺ㸱᭶ເ㞟 



ࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ὴ

ࢆ㛤ጞࡋࡓ௧㸰ᖺᗘ᥇⏝ศ㸦➨  ᅇ㸧ࡢᑂᰝᴗົࢆ  

㐵ࡍࡿࠕⱝᡭ◊✲⪅ᾏእ

㹼 ᭶ࡢ㝈ࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ㎿㏿ࡘ㐺ษ⾜࠸ࠊ㸷᭶ 

ᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖಀࡿ

ࡣ᥇⏝⤖ᯝࢆ㛤♧ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ௧㸱ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ 

ເ㞟࣭ᑂᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆ

㞟ಀࡿせ㡯ࢆసᡂࡋࠊ௧㸰ᖺ㸶᭶බ㛤ࡋࡓࠋᙜヱ 

ᐇࡍࡿࠋ

ເ㞟せ㡯࠾࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᖺ  ᅇࡢເ㞟ࢆ⾜࠸⏦ㄳ 

⏦ㄳᕼᮃ⪅ࡢከᵝ࡞

ᕼᮃ⪅ࡢ౽ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࢆ 

ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊᘬ

ᐇࡋࠊᑂᰝࡢྜ⌮࣭㎿㏿ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࡁ⥆ࡁᖺ㸰ᅇࡢເ㞟ࢆ





╔ᐇᐇࡍࡿࠋ

࣭ࡲࡓࠊ௧  ᖺ  ᭶Ⓨฟࡉࢀࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ



ࡲࡓࠊເ㞟ಀࡿᗈሗ

ࢫឤᰁࡢᣑక࠺⥭ᛴែᐉゝࡼࡾࠊከࡃࡢ⏦ㄳ 


άືࢆ✚ᴟⓗᐇࡍ

ᶵ㛵࠾࠸࡚ධᵓไ㝈ࡸᅾᏯົࡀᐇࡉࢀࡓࡇࢆ

ࡿࠋ

ཷࡅࠊᙜึ  ᭶  ᪥ணᐃࡋ࡚࠸ࡓ௧㸰ᖺᗘ㸦 
ᖺᗘ㸧᥇⏝ศ㸦➨  ᅇ㸧ࡢ⏦ㄳ⥾ࡵษࡾࢆ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ 
ᘏ㛗ࡋࡓࠋ







㸦᥇⏝ᡭ⥆㸧



࣭௧㸰ᖺᗘ᥇⏝ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ᥇⏝ᚋࡢᡭ⥆ࢆ⡆₩ 
グࡋࡓᡭᘬࢆ᪂ࡓ‽ഛࡍࡿྠࠊྛ✀ᡭ⥆ಀࡿ 
ᵝᘧ୍ᘧࢆ‽ഛࡋࡓࠋᡭᘬཬࡧᵝᘧࢆ‽ഛࡍࡿᙜࡓࡗ 
࡚ࡣࠊ᥇⏝⪅ࡢ㈇ᢸࢆྍ⬟࡞㝈ࡾῶࡽࡍࡓࡵࠊ⡆᫆࡞ᡭ 
⥆᪉ἲ࡞ࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ௧㸱ᖺᗘ᥇⏝ศࡘ࠸࡚



ࡣࠊ๓ᖺᗘ᥇⏝ศ࡛ၥྜࡏࡀ࠶ࡗࡓ㒊ศࡸศࡾࡃ࠸ 
⾲⌧ࢆ㐺ᐅᨵࡵࠊ⯡ⓗᡭᘬཬࡧᵝᘧࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ
ࡓୖ࡛ࠊ᥇⏝ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᡭᘬཬࡧᵝᘧࡣ⯆
࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤ࡋࠊᐜ᫆ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵ
ດࡵࡓࠋ

65

77

78
㸦ᇳ⾜ᴗົ㸧
࣭௧㸰ᖺᗘࡣࠊ௧㸱ᖺᗘ᥇⏝ศࡢ㑅⪃࣭ᑂᰝᴗົࢆ
⾜࠺୍᪉ࠊ௧㸰ᖺᗘ᥇⏝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
ᯒࡋࡘࡘ㐺ษ࡞ᇳ⾜ດࡵࡓࠋ

㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂ㸧
࣭௧ඖᖺᗘᮎ௨㝆ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ
క࠸ࠊྛᅜࡀධᅜไ㝈ࢆᙉࡋࠊྛᶵ㛵ࡀ◊✲⎔ቃࡢ
ᑒ㙐࡞ࢆᐇࡋࡓࡇࡼࡾࠊΏ⯟ࡸ⌧ᆅ࡛ࡢ◊✲ࡢ
ᐇࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓ᥇⏝⪅ᑐࡋࠊಶࠎࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊΏ⯟ᘏᮇࡸ୍ᖐᅜ࡞ࡢྲྀᢅࡘ࠸࡚ᰂ㌾࡞ᑐᛂ
ࢆᐇࡍࡿࡶࠊ௨ୗࡢ≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࡓࠋ

̺᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊΏ⯟ࢆᘏᮇ
ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸௧㸰ᖺᗘ᥇⏝⪅ᑐࡋࠊ௧㸱ᖺᗘ
᥇⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࢆㄆࡵࡿ≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࠊ ྡࡢ
᥇⏝⪅㐺⏝ࡋࡓࠋ

ڦᾏእΏ⯟ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌
࣭≉ู◊✲ဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࢫࢫཬࡧࣥࢻࡢᏛ➼◊
✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⪅ඹྠ◊✲ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠕⱝᡭ◊
✲⪅ὶᴗࠖࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ௧㸰ᖺᗘࡣᅜ㝿
ᴗጤဨࡼࡿ㑅⪃ࢆ⤒࡚ࠊ ྡࡢ≉ู◊✲ဨࢆ᥇⏝
ࡋࡓࠋ
࣭(5&㸦(XURSHDQ5HVHDUFK&RXQFLO㸦Ḣᕞ◊✲㆟㸧
㸧
༠ຊࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁࠕ(5&ࡢ༠ຊࡼࡿ≉ู◊✲ဨࡢᾏ
እΏ⯟ᨭᴗࠖࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭௧㸱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⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

66







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ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀࠊᖹᡂ  ᖺ 

ࡓࡵࠊ
ࠕᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀ

ᗘࡽࠕᅜ㝿ⓗ࡞ά㌍ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂᴗࠖ 

ᮇᚅ࡛ࡁࡿ◊✲⪅ࡢ⫱

ࡋ࡚ᐇࡉࢀࡓ  ᴗᑐࡋ௧ඖᖺᗘࡋࡓ 

ᡂᴗࠖ࠾࠸࡚ࠊ⤊

⿵ຓ㔠ࡘ࠸࡚ࠊᴗᐇᶵ㛵ࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ⦼ሗ࿌ 

ࡋࡓᴗࡢᚋホ౯ࢆ

᭩➼ࡢ᭩㢮ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊᴗせࡍࡿ⤒㈝ྰཝ᱁ 

⾜࠺ࡶࠊ๓ᖺᗘ

⢭ᰝࡋࡓୖ࡛㢠ࡢ☜ᐃࢆᐇࡋࡓࠋ



ࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡘ࠸





࡚ࠊ⿵ຓᴗ⪅ࡽᥦฟ

㸦ホ౯ᴗົ㸧

ࡉࢀࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ☜

࣭௧ඖᖺᗘࢆࡶࡗ࡚ᴗᐇᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓᖹᡂ 

ㄆࡸࠊᚲせᛂࡌ࡚⾜࠺

ᖺᗘ᥇ᢥᴗ  ᴗཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘࢆࡶࡗ࡚ᴗᐇ

⌧ᆅㄪᰝ➼ࡼࡾࠊ㢠ࡢ

ᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᴗࡢ࠺ࡕᚋホ౯ᮍ

☜ᐃࢆ⾜࠺ࠋ

ᐇࡢ  ᴗࡢィ  ᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿ᴗጤဨཬ



ࡧᙜヱጤဨࡢୗタ⨨ࡉࢀࡓศ㔝ูࡢᑂᰝ࣭ホ౯㒊

ሗ࿌᭩➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

㸦ே♫⣔ࠊ⌮ᕤ⣔ࠊ⏕≀⣔ࠊ⥲ྜ⣔ࡢ  㒊ࠋィ  ྡࡢ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚

ጤဨ࡛ᵓᡂ㸧࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ホ౯ཬࡧྜ㆟ホ౯ࡼࡿ

ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ

ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ



࣭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
㝵ホ౯ࡢ⥲ྜⓗホ౯࡛  ᴗࡀࠕࠖ
㸦㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿ㸧
ࠊ
 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 

◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ➼㈨ࡍ

ே◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍࡿ

ࢆᵓᡂࡋࠊᅜෆබເᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡽࡢ᥎⸀ࡼࡾ⏦ 

ࡿࡓࡵࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲

ࡓࡵࡢᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ㄳࢆཷࡅࡅࡓࠋ

⪅ࡸୡ⏺ⓗ◊✲ᴗ⦼ࢆ

ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨࠖ



࣭࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸦ᩥཬࡧⱥᩥ㸧ࢆసᡂࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ 

᭷ࡍࡿⴭྡ◊✲⪅➼ࠊ

࡛ࡣࠊከᵝ࡞ᅜࡽࡢⱝ

ࢪ࡛ࡢᥖ㍕ࠊᅜෆᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᾏእ◊✲ 

ᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮

ᡭ◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆ╔

㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᾏእᑐᛂᶵ㛵ࢆ㏻ࡋࡓ㓄ᕸࡼࡗ࡚ࠊ 
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ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእᅜே

ᐇᅗࡿࠋࡾࢃࡅࠊᾏ

✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

◊✲⪅ᣍ࠸ࡢࡓࡵࡢ

እᑐᛂᶵ㛵ࡢ㐃ᦠཬ

࣭እᅜே◊✲⪅ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀィ⏬ࢆ༑ศ᳨ウ࡛ࡁ

ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋࠊᡃࡀᅜࡢ

ࡧᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ

ࡿࡼ࠺ࠊເ㞟せ㡯㸦ᩥཬࡧⱥᩥ㸧ࢆ᮶᪥ᮇࡢ  ᖺ๓

◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⎔ቃࡢ

࣮ࢆ㏻ࡌࡓ✚ᴟⓗ࡞ᗈ

సᡂࠊබ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞ィ⏬ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ

ᅜ㝿ࡘ࠸࡚ࠊ㸣⛬

ሗάື➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊඃ⚽

ᖺ」ᩘᅇศࡅ࡚ເ㞟ࡋࡓࠋ

ᗘࡢཷධ◊✲⪅ࡽࡢ

࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ☜ಖ



⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿࠋࡲ

ດࡵࡿࠋ

㸦⏦ㄳཷ࣭᥇⏝ᴗົ㸧

ࡓࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸

ࠕእᅜேᣍ࠸◊✲

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ௧ 

ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗࡢ

⪅࡛ࠖࡣࠊඃࢀࡓ◊✲ᴗ

㸦㸧ᖺᗘእᅜே◊✲⪅㸦୍⯡㸧ཬࡧእᅜேᣍ࠸◊

㉁ࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿほⅬ

⦼ࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲

✲⪅
㸦▷ᮇ㸧
➨  ᅇເ㞟ᅇࡢ⏦ㄳཷᮇ㝈ࢆࠊ
௧ 㸦
 㸧

ࡽࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ

⪅ࢆᣍ࠸ࡋࠊඹྠ◊

ᖺ  ᭶  ᪥ࡽ  ᭶  ᪥ᘏ㛗ࡋࡓࠋ

ຍ࠼࡚ࠊᣍ࠸ࡋࡓእ

✲ࠊウ㆟ࡸពぢࠊㅮ

࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊເ㞟せ㡯ࡶᑂᰝ༊ศ⾲➼ࢆసᡂࠊබ

ᅜே◊✲⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ

₇➼ࡢᶵࢆ࠼ࡿࠋ

㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⏦ㄳ⪅ᑐࡍࡿ㑅⪃᪉ἲࡢ㏱᫂ᛶࢆ

࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺

㧗ࡵࡿࡶࠊᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢᑂᰝဨࡼࡿࣆࣞࣅࣗ

㧗ᰯ⏕⛉Ꮫࡸᅜ㝿♫

࣮ࢆ㐺ษᶵ⬟ࡉࡏࡓࠋ

ࡢ㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿᶵ

࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊ࡚ࡢ⏦ㄳࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾཷࡅ

ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

ࡅࠊ⏦ㄳཷࡢຠ⋡ཬࡧཷධ◊✲ᶵ㛵ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆ
ᅗࡗࡓࠋ
࣭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
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪㓄៖ࡋࠊ≉ู◊
✲ဨ➼ᑂᰝཬࡧᅜ㝿ᴗጤဨࡣࠊᑂᰝဨጤဨࡀ㞟࠺
ᙧᘧ࡛ࡢྜ㆟ᑂᰝࡣ⾜ࢃࡎࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼
ࢆά⏝ࡋࡓᑂ㆟ࡼࡾᐇࡋࡓࠋ
࣭
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
࣭㑅⪃᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMLSSDQVHQNRKWPO
KWWSVZZZMVSVJRMSMRXEHLVVHQNRKWPO
KWWSVZZZMVSVJRMSMLQYVHQNRKWPO

࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅୍ぴࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMIHOORZVDL\RLQGH[KWPO
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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
࣭᥇⏝ᚋࡢᡭ⥆ࡁಀࡿᵝᘧ➼ࡢ⨫ྡ࣭ᢲ༳ࢆᗫṆࡋࠊ
ᥦฟᑓ⏝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᑟධࢆ㐍ࡵࡓࠋ
࣭እᅜே≉ู◊✲ဨࡀฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡿ┈ࢆ⿕ࡿࡇ
ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᥇⏝ᮇ㛫ࡢ୰᩿ࡢᑐᛂ➼ࠊ୍ᐃࡢ㓄៖
ࢆࡋࡘࡘࠊᴗࢆ㐠Ⴀࡋࡓࠋ
࣭⥭ᛴែᐉゝࡢⓎ௧ࡼࡾ◊✲άືᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓࡇ
ࢆ⪃៖ࡋࠊ୍ᐃࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍ⪅ࠊ᥇⏝ᮇ㛫㸯ࣨ᭶
ᘏ㛗ࢆㄆࡵࡿ≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁಀࡿධᅜไ㝈ᥐ⨨➼ࡢᙳ
㡪ࢆ㚷ࡳࠊ᮶᪥ᮇ㝈ࢆᘏ㛗ࡍࡿ≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࡓ
ࠊ୍ฟᅜࡸ୰᩿࡞ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ
ᐇࡋࡓࠋ
࣭≉ᥐ⨨ࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊཷධᶵ㛵㏻▱ࡍࡿ
ࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ᴗࡢホ౯㸧
࣭ᴗࡢᨵၿࢆ┠ⓗࡋࠊᴗ⤊ᚋࠊእᅜே◊✲⪅ཬ
ࡧ᪥ᮏഃཷධ◊✲⪅ᑐࡋ࡚ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᅇ⟅
ࡸሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆồࡵࡿࡇࡼࡾᐇ⦼➼ࡢᢕᥱດ
ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௧  ᖺᗘ୰᥇⏝ᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓእᅜே≉
ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸧ࡢ᪥ᮏഃཷධ◊✲⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊ㸣ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᚋࡢᴗ㐠Ⴀࡢཧ⪃ࡍࡿࡓࡵࠊእᅜே≉ู◊✲
ဨཬࡧཷධ◊✲⪅ࡢ◊✲ᴗ⦼ࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࠊ᥇⏝ᚋ
ࡢά㌍≧ἣࡸᴗࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡢ᳨ドࢆᐇࡋࡓࠋ

ە௧  ᖺᗘࣉࣟࢢู࣒ࣛཷධᐇ⦼㸦༢㸸ே㸧
⏦ㄳ࣭᥇⏝ᐇ⦼
ᅜෆබເ



እᅜே≉ู◊
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⏦ㄳ
ᩘ



᥇⏝
ᩘ

᥇⏝
⋡

 

ཷධᐇ⦼
᪂つ
⥲
ᾏእ
᮶᪥
ᅾ⪅
᥎⸀
⪅ᐇ
ᩘ 

ᩘ
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✲ဨ㸦୍⯡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




 







ᘏ⣙  ࡢᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡽࡢ᥎⸀ࠋ
⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ


ە௧  ᖺᗘᆅᇦูཷධᐇ⦼㸦༢㸸ே㸧
ᆅᇦ
ࢪ
࢜ࢭࢽ
ࣇࣜ࢝
࣮ࣚࣟࢵࣃ
⡿
୰༡⡿
୰ᮾ

ཷධᐇ⦼
㸦⥲ᅾ⪅ᩘ 㸧








ྜィ

ྜ












⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ


㸦እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸭Ḣ⡿▷ᮇ㸭ᡓ␎ⓗࣉࣟࢢࣛ
࣒㸭ࢧ࣐࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
㸧
࣭ィ  ࡢᅜ࣭ᆅᇦࡽィ  ྡࢆᣍ࠸ࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅
᪥ᮏഃཷධ◊✲⪅ࡢᣦᑟࡢࡶඹྠࡋ࡚◊✲ᚑ
ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ

࣭እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ᡓ␎ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡛ࡣࠊᾏእᑐ
ᛂᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ☜ಖດࡵ
ࡓࠋ
࣭༤ኈྕྲྀᚓ๓ᚋࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆኟᏘ  ᭶ᣍ࠸ࡍࡿ
እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ࢧ࣐࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡛ࡣࠊ᪂ᆺࢥ
ࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᙳ㡪࡛᪂つ᮶᪥ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ ᖺᗘ
㏻ᖺ࣭ ᖺᗘࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍࠊ⾜ືไ㝈ᥐ⨨ᮇ㛫ࢆ᥇
⏝ᮇ㛫ྵࡵࡿࡇࢆᐜㄆࡍࡿ➼≉ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ᥇⏝ࡋࡓእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸧
 ྡ୰  ྡ  ࡀ᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡶᡃࡀᅜࡢᏛ
➼◊✲ᶵ㛵࡛◊✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦እᅜேᣍ࠸◊✲⪅㸦㛗ᮇ㸭▷ᮇ㸧
㸧
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࣭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



ᮃ⪅ࡢᨭᴗ

ڦㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ࡢᨭᴗ





࣭2'$ ࡢ⿕ᨭᅜࡢ࠺ࡕࠊࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ➼ࡢㄽ 
ᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅  ேᑐࡋ࡚Ꮫྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ◊

ㄽᩥᥦฟࡼࡾᡃࡀ
ᅜࡢ༤ኈྕྲྀᚓࢆᕼᮃ

✲ᚲせ࡞ᨭࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡍࡿࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ᥇⏝ࡉࢀࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊࡀ௧ඖ

ᅜ➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆᨭ

ᖺᗘࡲ࡛༤ኈྕࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ

ࡍࡿᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

࣭๓ࡢ⏦ㄳࡼࡾ௧  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ᮇ㛫ࢆ௧ 



ᖺᗘᮎࡲ࡛ᘏ㛗ྍ⬟ࡍࡿ≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࡓࠋ

ە௧  ᖺᗘᨭ≧ἣ
⏦ㄳ⪅ᩘ
 ே

᥇⏝⪅ᩘ
 ே

⥅⥆⪅ᩘ
⥲⿕ᨭ⪅ᩘ
 ே
 ே









㸦Ϻ㸧ᣍ࠸◊✲⪅ࡢ
ὶᨭ
㛗ᮇ᮶᪥ࡍࡿ◊✲



ڦእᅜே◊✲⪅ࡢὶᨭࠊ⏕άᨭ



࣭௧  ᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࡢࡓࡵ 
࢜ࣥࣛࣥᙧᘧ࡛࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇࡋࡓࠋ



ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊᡃࡀᅜ࡛

࣭᮶᪥┤ᚋࡢእᅜே≉ู◊✲ဨᑐࡋࠊ=220 㓄ಙࡼࡿ 

ࡢ◊✲⏕άࢆ㛤

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇࡋࠊ◊✲⪅ྠኈࡢὶࡸ᥇⏝

ጞࡍࡿࡓࡵࡢ࢚࢜ࣜࣥ

⤒㦂⪅ࡢὶᶵࢆタࡅࡓࠋ

ࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ᮶᪥┤ᚋ

࣭እᅜே≉ู◊✲ဨࢆᑐ㇟ࠊ᪥ᮏᩥࡸ᪥ᮏࡢ◊✲⎔

ᐇࡋࠊ᪥ᮏㄒ◊ಟᨭ

ቃ㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ <RX7XEH ࡚㓄ಙࡋࡓࠋ

➼ࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᖖ⏕ά㠃

ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࣥࣛࣥ࢜ەᐇ᪥ཧຍேᩘ

࠾࠸࡚ࡶᨭࡍࡿࠋ

ᐇ⦼
ᐇ᪥

ࡉࡽࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆ
 ᭶  ᪥

ᢸ࠺㧗ᰯ⏕➼ࢆᑐ㇟ࠊ
⛉Ꮫࡸᅜ㝿♫ࡢ㛵
ᚰࢆ῝ࡵࡉࡏࡿࡇࢆ
┠ⓗࡋࠊእᅜே◊✲⪅
ࡀ㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ࠊ
⮬㌟ࡢ◊✲άືࡸẕᅜ
ࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ⩏ࢆ
⾜࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲ
ࣟࢢᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ཧຍேᩘ




ࢢࣟࢲ࣭ࢫ࢚ࣥࢧڦᴗ
࣭ᣍ࠸ࡋࡓእᅜே≉ู◊✲ဨࡀࠊ㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ࠊ
◊✲άືࡸẕᅜࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭
ࢲࣟࢢࢆᘏ  ᅇᐇࡋࠊ ྡࡢ⏕ᚐࡀཧຍࡋ
ࡓࠋ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ࢆ┠ⓗࡋࡓ࢜ࣥࣛ
ࣥᙧᘧࡢㅮ⩏ࢆྍ⬟ࡋࠊཧຍᰯ  ᰯ୰  ᰯࡀ࢜ࣥ
71



83

84


ࣛࣥᙧᘧࡢㅮ⩏ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘ



࠾࠸࡚ࡣࠊእᅜே◊✲⪅
ᣍ࠸ᴗࡀᡃࡀᅜࡢ
◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⎔ቃࡢ
ᅜ㝿ࡢ⛬ᗘ㈉⊩
ࡋ࡚࠸ࡿࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࢆᐇࡋࠊ㸣⛬ᗘ
ࡢ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡿ
ࡶࠊࡼࡾᴗࡢ㉁ࢆ
㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡘ
࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡍ
ࡿࠋ



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᭷

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ

◊✲⪅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⏬㏻

ࡼࡾࠊ◊✲⪅ࡢ◊✲ព

ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡴᶵࡢᥦ౪࡞ࡢྲྀ

ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

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

ࡾᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀ

⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡼࡾ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓࡓ

⯆㈹ཷ㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ᶵ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ࡓㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ྜࡀ 㸣⛬ᗘ㸧

㛵ཬࡧᏛ༠ᑐࡋ౫㢗ࡋࡓࠋ



࣭௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥ᐇࡋࡓ᥎⸀ཷࡘ࠸࡚ࠊ ࢆ E ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ㒑㏦≀ࡢཷ ࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ᪥ᮏᏛ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
࣭࢜ࣥࣛࣥࡸ <RX7XEH ࢳࣕ

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

㛤ദ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ㝿ⓗ

Ⓨᒎࡢᐤࡀᮇᚅࡉ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ

㸱㸫㸲ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᏛ

ᮇ㛫ࢆ⦆ࡍࡿ➼ࠊཷ᪉ἲࡢ୍㒊ኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡞◊ࡉࢇࡢᶵࢆᥦ౪

ࢀࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ㈨

Ỉ‽ࢆୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣞ

⾡ⓗ࣭ᅜ㝿ⓗど㔝ࢆᗈࡆ

࣭⿕᥎⸀⪅ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅ ㈹ಀࡿᴗົࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㐀ᛶ

ࣥࢿࣝࡢά⏝ࡣࠊ㞟ྜᙧᘧࡢ

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⾡

ࡍࡿࡓࡵࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊

࣋ࣝⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊ ࡿほⅬࡽࠊ⯆ࡀᐇ

ࡿ  ࣨ᭶ཬࡪ⥥ᐦ࡞ᰝㄞࢆ⤒࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥ ᐩࡳඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ

㛤ദࡃࡽࠊᖜ࡞ཧຍ⪅

㸦ϸ㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ ࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

⾡⯆⫱ᚿ㈹ࡢເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ

ⓗ࣭ᅜ㝿ⓗど㔝ࢆᗈࡆࠊ ✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍࡿࠕ᪥ᮏᏛ

㐀ᛶ㇏࡞ඃࢀࡓ◊

ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼

㛤ദࡢᮏ㈹ᑂᰝ㸦ጤဨ㛗㸸ᑠᯘㄔ 㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮ຍ㏿

࣮ࣜࢲ࣮࡞ࡿேᮦࡢ

⾡⯆㈹ࠖཬࡧᏛ㝔

✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿⱝᡭ◊

ཧຍࡋࡓࡇࡼࡿ

ჾ◊✲ᶵᵓ≉ูᰤᩍᤵࠊ  ྡ࡛ᵓᡂ㸧࠾ࡅࡿ㑅⪃ ࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀࡿົཬࡧࠊ ࡓ ≉ ᚩ ࢆ ά  ࡏ ࡿ ሙ  ࠾ ࠸

⫱ᡂࢆᅗࡿࠋ

༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧ᙲࡍ

✲⪅ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ᪩࠸ẁ

ຠᯝࡘ࠸࡚ࣥࢣ࣮

⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊཷ㈹⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᑂᰝࡣ᪂ᆺ

ࡿࠕ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ

㝵ࡽ㢧ᙲࡋ࡚ࡑࡢ◊

ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࠊ๓୰ᮇ

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ࢙࢘ࣈ㆟ᙧᘧ ୡࣇࣜ࢝㈹་Ꮫ◊✲ศ㔝ࡢ᥎

㈹ࠖࢆᐇࡍࡿࠋ

✲ពḧࢆ㧗ࡵࠊ⊂ⓗࠊ ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿࣥ

ࡲࡓࠊᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ

ඛ㥑ⓗ࡞◊✲ࢆᨭࡍ

ࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᖹᡂ

࣭ᤵ㈹ᘧࡣࠊ⛅⠛ᐑⓚႹྠድ୧Ẋୗᚚ⮫ᖍࢆ౫㢗ࡋࠊ ᐇࡋࡓࠋ

࡛ࡶ㐺ษඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅

ࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀࡿ⏕

ࡿ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ࡢ

㹼ᖺᗘᐇ⦼㸸㹼

௧  ᖺ  ᭶ᣲ⾜ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ ࣭ᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇᶵࢆᥦ౪ࡍ

ࡢເ㞟࣭㑅⪃ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ

≀Ꮫ◊✲㢧ⴭ࡞ᴗ⦼

ເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿ

㸣㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛࢩ

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊྲྀࡾṆࡵࡓࠋ

ࡿᴗ࡛ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋࡇࡢᗘࡢ

ࢆᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲ

ᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࠾࠸࡚

ࢫឤᰁࡢᣑࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᐇ

⤒㦂ࢆᚋ⏕ࡍࡇࢆ⪃

ࡍࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀ

㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ౯

ࡿົࠊ㔝ཱྀⱥୡ༤ኈࡢ

ࢆᚓࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽

ຌ⦼ᅉࡳࠊࣇࣜ࢝ࡢ

ࡍࡿࠋ


  ➨ەᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ࡢ᥎⸀࣭ཷ㈹≧ἣ
ೃ⿵⪅ᩘ
 ே

ཷ㈹⪅ᩘ
 ே

ྜ
㸣


࣭Ṕ௦ཷ㈹⪅ࡢሗࡘ࠸࡚ྛཷ㈹⪅ࡢ 85/ ࢆࡾࡲ
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ෆ㛶ᗓࡽጤクࢆཷࡅࡓ㔝ཱྀⱥ
⸀ಀࡿົࢆࡘ╔ᐇ

࡛㛤ദࡋࡓࠋ

᥎⸀せ㡯Ⓨ㏦ᩘ
 ᶵ㛵

ࢆࡘ╔ᐇᐇࡋࡓࠋ

ࡢᣑࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋ
࡚ࠊᚋࡶ᭷ຠά⏝ࡋ࡚
ࡋ࠸ࠋ
࣭ࢥࣟࢼ⚝࠸࠺≉Ṧୗ

ྥࡅࡓ‽ഛᴗົ୪⾜ࡋ࡚┦

࠼࡚ࡋ࠸ࠋ≉ࠊᑂᰝ㐣⛬

ᡭᅜᑐᛂᶵ㛵➼ᐇᙧែࡢ༠

࠾࠸࡚࢜ࣥࣛࣥࡼࡾࡣᑐ㠃

㆟ࢆ⾜࠸ࠊᴗ㊃᪨ࡸ┦ᡭᅜᑐ

ࡢ㆟ㄽࡢ᪉ࡀࠊ័ࢀ࡚࠸ࡿࡋ

ᛂᶵ㛵ࡢពྥࢆᑛ㔜ࡋࠊ㛤ദࡢ

ඃࢀ࡚࠸ࡿࡣᛮ࠺ࡀࠊ࢜ࣥ

་Ꮫ◊✲࣭་⒪άືศ㔝

ࡵࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ୍ぴࡋ࡚බ㛤ࡋ ᘏᮇࢆỴᐃࡋࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ࣏ࢫࢺ

ࣛࣥࡢⰋࡉࡶศྲྀࡾ㎸ࢇ

࠾࠸࡚༟㉺ࡋࡓᴗ⦼

ࡓࠋ

ࡔᙧࡢྜ㆟ᑂᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࢆస

ࢆᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲ

KWWSVZZZMVSVJRMSMVSVSUL]HGDWDLFKLUDQ-636SUL]HBOLVWBDOOBBMSSGI  ᮶㛤ࡢᴗࡢ࡞ᐇ

ࡾୖࡆ࡚ࡋ࠸ࠋࡇࢀࡼࡾࠊ

ࡍࡿ㈹㸦㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ

࣭Ꮫ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬࢆ ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࠊᑗ᮶ࡢཧຍ⪅

ᆅ᪉࠸ࡿᑂᰝဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶ

࢝㈹㸧ࡢ࠺ࡕ་Ꮫ◊✲ศ

㋃ࡲ࠼ࠊ᥎⸀せ㡯ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᖺ㱋せ௳  ṓᮍ‶ࡢ ቑࢆ┠ⓗࡋࡓඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥ

ࡀᖜ㐍ࡴ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㔝ࡢᑂᰝᴗົࢆᢸᙜࡋࠊ

ࡇࢁࠊฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡿఇᴗ➼ࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ ࢪ࣒࡛࢘ࡢ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿබ



╔ᐇᐇࡍࡿࠋ

ࡣ  ṓᮍ‶୍㒊⦆ࡍࡿࡇࡋࠊ➨  ᅇ㸦௧ 

㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦2SHQ)R6㸧ࡢᐇ

㸺ࡑࡢ㡯㸼



ᖺᗘ㸧ࡢ᥎⸀せ㡯ࢆసᡂࡋබ㛤ࡋࡓࠋ

ࠊࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅

㸫

ڦ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹

㆟ὴ㐵ᴗ࡛ࡢᴗᗈሗ࣮ࣜ





㸦Ϲ㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱
ᚿ㈹
ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ



ࢥࣟࢼࢆぢᤣ࠼ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ேࡢ

࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ ࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ࡞ࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀ
ṓᮍ‶࡛Ꮫ㝔࠾ࡅࡿᏛᴗᡂ⦼ࡀඃ⚽࡛࠶ࡾࠊ㇏࡞ ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

Ⓨᒎࡢᐤࡀᮇᚅࡉ

ே㛫ᛶࢆഛ࠼ࠊពḧⓗࡘయⓗຮᏛཬࡧ◊✲άື 

ࢀࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ

ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᏛ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟➨  㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

㈨ࡍࡿࡓࡵࠊඃ⚽࡞

ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ
ᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶࠊඃࢀࡓ◊✲

Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧

ࡢᏛཬࡧᏛ༠ᑐࡋೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ

ᙲࡍࡿ⫱ᚿ㈹ࡢເ㞟ࠊ㑅

࣭௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥ணᐃࡋ࡚࠸ࡓ᥎⸀ཷࡘ ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡍࡿ㢧

⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿᴗົࢆ

࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ௧ ᙲ➼ࡢྲྀ⤌࠾ࡅࡿເ㞟ࠊ㑅⪃

ᐇࡍࡿࠋ

 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥ᘏᮇࡋࡓࠋ



➼ࢆ╔ᐇ⾜ࡗ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊ

࣭⿕᥎⸀⪅ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅ ྛᴗࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࡘࡘᕤኵ
ࡿ㠃᥋㑅⪃ࢆྵࡴ⣙  ࣨ᭶ཬࡪணഛ㑅⪃ࢆ⤒࡚ࠊ௧ ດࡵࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡢᮏ㈹㑅⪃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ΎỈᏕ㞝 
ᅜ❧ᅜ㝿་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛗ࠊ  ྡ࡛ᵓ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
ᡂ㸧࠾ࡅࡿ㑅⪃⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊཷ㈹⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋ࡞

౯㸧

࠾ࠊ㠃᥋㑅⪃ཬࡧ㑅⪃ጤဨࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸱㸫㸲ࡘ࠸
ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ࢙࢘ࣈ㆟ᙧᘧ࡛㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
᥎⸀ཷࢆ⣙  ࣨ᭶ᘏᮇࡋࡓࡀࠊ࢙࢘ࣈ㆟ࡢά⏝➼ ᣑࡢᙳ㡪ࡼࡾࢩ࣏ࣥࢪ࢘
ࡼࡾࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿணഛ㑅⪃ࢆ ࣒➼ࡢ㛤ദࡀᘏᮇ࡞ࡾࠊཧຍ
ᖺࡼࡾ▷ᮇ㛫࡛ᐇࡋࡓࡇࡼࡾࠊᖺྠᮇཷ ⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡶ⾜ࢃࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ2SHQ )R6 ཧຍ⪅

㈹⪅ࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

࣭ᤵ㈹ᘧࡣࠊ⛅⠛ᐑⓚႹྠድ୧Ẋୗᚚ⮫ᖍࢆ౫㢗ࡋࠊ ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ⫯ᐃⓗホ౯ࡀ 㸣
௧  ᖺ  ᭶ᣲ⾜ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ ࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽
ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋྲྀࡾṆࡵࡓࠋ

㸦㸣㸧ྠ⛬ᗘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ






  ➨ەᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࡢ᥎⸀࣭ཷ㈹≧ἣ
᥎⸀せ㡯Ⓨ㏦ᩘ
 ᶵ㛵

ೃ⿵⪅ᩘ
 ே

ཷ㈹⪅ᩘ
 ே

ྜ
㸣


࣭⫱ᚿ㈹ཷ㈹⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥⫱ᚿ㈹◊✲Ⓨ⾲ࢆ㛤ദࡋ
ࡓࠋ࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ
࢙࢘ࣈ㆟ᙧᘧ࡛㛤ദࡋࡓࠋ
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࣭Ṕ௦ཷ㈹⪅ࡢሗࡘ࠸࡚ྛཷ㈹⪅ࡢ 85/ ࢆࡾࡲ
ࡵࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ୍ぴࡋ࡚බ㛤
ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMLNXVKLSUL]HGDWDLFKLUDQ,NXVKLBOLVWBDOOBBMSSGI







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  ᅇ㸦ᑐ㠃  ᅇࠊ 

Ꮫ◊✲㢧ⴭ࡞ᴗ⦼ࢆ

࢙࢘ࣈ㆟ᙧᘧཬࡧ࣓࣮ࣝᑂ㆟  ᅇ㸧ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ➨

ᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍ

 ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࢆࠊ ௳ࡢ᥎⸀ࡽ⌮Ꮫ◊✲ᡤࡢ

ࡿࡇࡼࡾᅜ㝿ⓗ

⠛ᓮ୍㞝༤ኈᤵࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋ

ࡶ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸

࣭ᤵ㈹ᘧཬࡧᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹グᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣࠊ᪂ᆺࢥ

ࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢ➨

ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽ୰Ṇࡋࡓࠋ ᭶

ᅇ㢧ᙲಀࡿົࢆ⾜

 ᪥ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆࠾࠸࡚ࠊ⌮㛗ࡼࡾཷ㈹⪅ᑐ

࠺ࡶࠊ➨ᅇ㢧

ࡋࠊ㈹ࡀఏ㐩ࡉࢀࡓࠋ

ᙲྥࡅࡓ‽ഛࡢົ

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ ௳ࢆ㉸࠼

ࢆ✚ᴟⓗᐇࡍࡿࠋ

ࡿ㛵ಀᶵ㛵ࠊ◊✲⪅㓄ᕸࡋᗈሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡲࡓࠊᅜෆእྥࡅ࡚

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᇶ㔠ࡢເ㔠㊃ព᭩ࢆసᡂࡋࠊᐤ㔠ࡢᣑ

ᮏ㈹ࡢព⩏ࡸෆᐜࡢ࿘

ດࡵࠊ 㸦 ௳㸧ࡢᐤࢆཷࡅධࢀࡓࠋ

▱άືດࡵࡿࠋ

࣭ᇶ㔠ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᬑ㏻㡸㔠ࡢࠊ⤌



㡸㔠㸦 ൨㸧ࡼࡾ㐺ษ㐠⏝ࡋࡓࠋ
࣭➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢᑂ㆟ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥
ᇶᮏ᪉㔪ࢆỴᐃࡋࠊྠ᪥➨  ᅇࡢᑂᰝጤဨࢆ㛤ദ
㸦ᤵ㈹ᘧࡣ௧  ᖺ 㹼 ᭶㡭ᐇணᐃ㸧ࡋࡓࠋ

  ➨ەᅇཬࡧ  ᅇ㢧ᙲಀࡿົ
㛤ദ᪥
௧  ᖺ
 ᭶  ᪥㹼
 ᭶  ᪥
௧  ᖺ
 ᭶  ᪥㹼
᭶  ᪥
௧  ᖺ
 ᭶  ᪥
௧  ᖺ
 ᭶  ᪥
௧  ᖺ
 ᭶  ᪥
௧  ᖺ
 ᭶  ᪥
௧  ᖺ
 ᭶  ᪥

௧  ᖺ
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ෆᐜ
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨ 
㸦ཷ㈹ೃ⿵⪅ࢆ 
ᅇ㆟㸸࣓࣮ࣝ㆟㸧
ྡ⤠㎸㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨ 
㸦ཷ㈹ೃ
ᅇ㆟㸸:HE ཬࡧ࣓࣮ࣝ㆟㸧
⿵⪅ࡢ㑅ᐃ㸧
➨  ᅇᤵ㈹ศ㔝㛵ࡍࡿ㆟㸦:HE 
㆟㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ㸦:HE ㆟㸧
㸦➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ཷ㈹⪅ࡢỴᐃ㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ㸦:HE ㆟㸧
㸦ᑂᰝጤဨ㛗࣭ᖿ࣭ᑓ㛛ጤဨࡢ㑅ฟ
➼㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨ 
㸦ᑓ㛛ጤဨ㑅⪃➼㸧
ᅇ㆟㸸:HE ㆟㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨ 
㸦ᑂᰝጤဨࡢ᪥⛬ࠊ
ᅇ㆟㸸:HE ㆟㸧
ᑂᰝᡭ㡰ࡢ☜ㄆࠊཷ㈹ೃ⿵⪅᥎⸀౫㢗
≧➼㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ఏ㐩ᘧ



 ᭶  ᪥








㸦ϻ㸧㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ



࢝㈹







࠙ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᑐヰࡢሙࡢᥦ౪ࠚ 



࠙㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹ಀࡿົࠚ

㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹

ە᥎⸀ጤဨࡢ㐠Ⴀ

ࡢ་Ꮫ◊✲ศ㔝ࡢ㑅⪃

Ꮫ⾡◊✲㧗࠸㆑ぢࢆ᭷ࡋࠊ◊✲ホ౯ཬࡧ⤒㦂ࡀ㇏

ࡘ࠸࡚ࠕ㔝ཱྀⱥୡ

ᐩࡘࣇ࡛ࣜ࢝ࡢឤᰁ➼ࡢᑐ⟇㐀ユࡢ῝࠸

ࣇࣜ࢝㈹་Ꮫ◊✲ศ㔝

◊✲⪅ࡽᡂࡿ᥎⸀ጤဨ㸦་Ꮫ◊✲ศ㔝ࡢࡳ㸧ࢆ

᥎⸀ጤဨࠖࡢタ⨨

⯆タ⨨ࡋࠊ➨㸯ᅇ᥎⸀ጤဨࢆ࢙࢘ࣈ㆟ᙧᘧ

ྥࡅࡓᴗົࢆ⾜࠺➼ࠊ

ࡼࡾ㛤ദࡋࡓࠋ

ᑂᰝᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ

ە᥎⸀౫㢗ඛࡢ㑅ᐃཬࡧ᥎⸀᭩㢮ࡢసᡂ࣭㓄



ෆ㛶ᗓࡢ༠㆟ࢆ⤒࡚ࠊ᥎⸀౫㢗᭩㢮㸦ⱥ㸧ࢆసᡂ
ࡢୖࠊᅜෆእࡢ◊✲ᶵ㛵ཬࡧ◊✲⪅᥎⸀᭩㢮ࢆ㏦ࡋ
ࡓࠋ
ە᥎⸀ཷ⏝㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
᥎⸀᭩㢮ࡢ㏦ᚋ㏿ࡸཷࢆ㛤ጞ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊཷ
⏝㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊ᥎⸀᭩㢮ࡢཷࢆ㛤ጞࡋ
ࡓࠋ






ղ ᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇᶵ

ղᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇᶵ

ࡢᥦ౪

ࡢᥦ౪



ڦ+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ

 ᡃࡀᅜඛ㐍ㅖᅜࡸ

ᅜ㝿⯙ྎ࡛ࢢ࣮ࣟࣂ

࣭≀⌮ᏛࠊᏛࠊ⏕⌮Ꮫ࣭་Ꮫཬࡧ㛵㐃ศ㔝ࢆᑐ㇟ศ㔝

ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ➼

ࣝά㌍࡛ࡁࡿᡃࡀᅜ

ࡋࡓ➨  ᅇ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࡢ㛤ദྥࡅࠊ㐠Ⴀጤ

ࡢᖜᗈ࠸ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍ

ဨㅎࡾࡘࡘࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆྵࡴㅮ₇ணᐃ⪅

⫱ᡂཬࡧ┦ࡢࢿࢵࢺ

ࡿࡶࠊᡃࡀᅜඛ

ࡢㅮ₇౫㢗ࠊᾏእ᥎⸀ᶵ㛵ࡢཧຍ⪅᥎⸀౫㢗ࠊ㛤ദ

࣮࣡ࢡᙧᡂࢆಁࡍࡓࡵࠊ 㐍ㅖᅜࡸࢪ࣭ࣇࣜ

タࡢ㑅ᐃ࡞ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㞟୰ⓗ࡞

࢝ㅖᅜ➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆཷࡅࠊ࢜ࣥࣛࣥ

ウ㆟ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿ

ࡢ┦ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

㛤ദࡶྵࡵᐇᙧែࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊཧຍ⪅ࡢᅜ࣭

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ࢭ࣑ࢼ࣮

ᙧᡂࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ

ᆅᇦࡀ  ᅜ௨ୖࢃࡓࡿࡇࡼࡿᕪࡢᖜࡢࡁ

➼ࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋࡑ

+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࠊඛ

ࡉຍ࠼ࠊཧຍ⪅ࡑࢀࡒࢀࡢ࢙࢘ࣈ⎔ቃࡢከᵝࡉࡽࠊ

ࡢ㝿ࠊ⯆ࡀᐇࡍࡿ

➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࣜ

ࢳ࣮࣒ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢඹྠసᴗࢆ㏻ࡌࡓཧຍ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ཧຍ

ࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹

⪅㛫ࡢὶࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅࡞ࡢㅮ₇⪅

ࡋࡓࡇࡼࡿຠᯝ

⪅㆟ࠊࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛ

ࡢᑐヰࡶ㞴ࡋ࠸ࡇࡀᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᴗ㊃

ࡘ࠸࡚ࠊ㸣⛬ᗘࡢཧຍ

ࢬ࣭ࢲࣟࢢ➼ࡢᅜ

᪨ἢࡗࡓ㛤ദࡣᅔ㞴ࡋ࡚ᘏᮇࢆỴᐃࡋࡓࠋ

⪅ࡽ⫯ᐃⓗホ౯ࢆᚓ

㝿ⓗ࡞ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ࢭ

࣭ ᅇ㛤ദࡋࡓ㐠Ⴀጤဨࡣ࠸ࡎࢀࡶ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

ࡿࠋ

࣑ࢼ࣮➼ࡢཧຍࢆ㏻ࡋ

ࢫឤᰁᣑࡢࣜࢫࢡ㓄៖ࡋࠊ࣓࣮ࣝᑂ㆟ࡋࡓࠋ

࡚ࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊ࡉࢇࢆ✚

࣭➨  ᅇ᪥ᮏഃཧຍ⪅ࡢබເࡣࠊᘏᮇᚋࡢ᪥⛬ྜࢃࡏ

ࡴᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
௧㸰㸦㸧ᖺᗘ
࠾࠸࡚ࡣࠊ⯆ࡀᐇ

࡚࠶ࡽࡓࡵ࡚⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ

  ➨ەᅇ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ㸦ᙜึணᐃ㸧

ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼

ᮇ㛫

௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥

ཧຍࡋࡓࡇࡼࡿຠ

㛤ദሙᡤ

⚄ዉᕝ┴ᶓᕷ㸦ணᐃ㸧

75

87

88
ㅮ₇⪅

࣭ࢻࢼ࣭ࢫࢺࣜࢵࢡࣛࣥࢻ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧
࣭ࣞࢼ࣮࣭࣡ࢫ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧
࣭Ლ⏣㝯❶㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧
࣭ྜྷ㔝ᙲ㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝᏛ㈹㸧
࣭࣒࣭࣮࢘ࣜࣔࢼ࣮
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝᏛ㈹㸧
࣭ࢡࣝࢺ࣭ࣦ࣮ࣗࢺࣜࢵࣄ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝᏛ㈹㸧
࣭ࣛࣥࢹ࣭:࣭ࢩ࢙ࢡ࣐ࣥ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ⏕⌮Ꮫ࣭་Ꮫ㈹㸧
࣭ࢸ࣒࣭ࣁࣥࢺ
㸦 ᖺࣀ࣮࣋ࣝ⏕⌮Ꮫ࣭་Ꮫ㈹㸧

ཧຍᅜ࣭ᆅ
ᇦᩘ

᪥ᮏࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࠊ
୰ᅜࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ
ࢫ࢚ࣛࣝࠊࢣࢽࠊ㡑ᅜࠊࣔࣥࢦࣝࠊ࣑
࣐࣮ࣕࣥࠊࢿࣃ࣮ࣝࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࠊ
ࣇࣜࣆࣥࠊࢭࢿ࢞ࣝࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ༡
ࣇࣜ࢝ࠊྎ‴ࠊࢱࠊࢺࣝࢥࠊ࣋ࢺࢼ࣒
㸦ᅜ࣭ᆅᇦ㸧

ᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊྛࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࠾࠸࡚
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ
ࡋࠊ㸣⛬ᗘࡢ⫯ᐃⓗホ
౯ࢆᚓࡿࠋ

















ࢢࣟࢲ࣭ࢬࣛࣉ࣭࣮ࣝ࣋ࣀڦ



࣭ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭࢘ࢺ࣮ࣜࢳ㸦ࣀ࣮࣋ࣝ㈈ᅋᗈ 
ሗ㒊㛛㸧㐃ᦠࡋࠊྠᅋయࡀ  ᖺࡼࡾࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ
࠾࠸࡚ẖᖺࣀ࣮࣋ࣝ㈹ᤵ㈹ᘧࡢᮇ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ୍
⯡ྥࡅබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ1REHO :HHN 'LDORJXHࠖࢆࠊ
 ᖺ  ᭶ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥᅜእࡋ࡚ࡣୡ⏺࡛ึࡵ࡚
ࠕࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢࠖࡋ࡚㛤ദࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ ᖺ  ᭶ࠊ ᖺ  ᭶ࠊ ᖺ  ᭶㛤ദ
ࡋࠊ௧  ᖺᗘࡣ➨  ᅇ┠࡞ࡿࠕࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛ
ࢬ࣭ࢲࣟࢢᮾி ࠖ
㸦ᙜึணᐃ㸸 ᖺ  ᭶ 
᪥㸧ࡢ㛤ദྥࡅࡓ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࢸ࣮࣐ࡣࠊ1REHO:HHN'LDORJXH ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
ࡓࠕ:DWHU0DWWHUVࠖࡍࡿࡇࡋࠊ㐠Ⴀጤဨ࠾࠸
࡚ࠊᵝࠎ࡞ゅᗘࡽࡢㅮ₇ࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ⾜࠼ࡿ
ࡼ࠺࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛᵓᡂཬࡧࣃࢿࣜࢫࢺೃ⿵ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㛤ദタࡢ㑅ᐃࠊᗈ࿌༠㈶࣭ᐤࡢ౫㢗࡞ࡢᴗ
ົࡶ⾜ࡗࡓࠋ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆཷࡅࠊඹദᶵ㛵
༠㆟ࢆ㔜ࡡࠊ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡶྵࡵᐇᙧែࡢ᳨ウࢆ⾜
ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚┤᥋ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ὶ࡛
ࡁࡿᶵࢆタࡅࡿࡇ࡛Ꮫ⾡࣭⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㛵ᚰ࣭⌮ゎ
ࢆ㧗ࡵࡿ࠸࠺ᴗ㊃᪨ἢࡗࡓ㛤ദࡣᅔ㞴ࡋ࡚ࠊ㛤
ദࢆᘏᮇࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
࣭㐠Ⴀጤဨࡘ࠸࡚ࡶࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ
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ࡢࣜࢫࢡ㓄៖ࡋࠊ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡋࡓࠋ











࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞◊㛑ᶵࡢᥦ౪ࠚ



ڦඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 



࣭⮬↛⛉ᏛࡽேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢃࡓࡿ␗ศ㔝㛫࡛ඛ 
➃⛉Ꮫࡘ࠸࡚ウ㆟ࢆ⾜࠺ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᐇ
ྥࡅࠊ㛤ദタࡢ㑅ᐃ࡞ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆཷࡅࠊ࢜ࣥࣛࣥ
㛤ദࡶྵࡵᐇᙧែࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࠕᐷ㣗ࢆඹ
ࡋࡓࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᶵࢆྵࡵ࡚㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡿࡇ
࡛ࠊศ㔝ࡢ␗࡞ࡿཧຍ⪅㛫ࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᙉࡵࡿࡢࡀᴗ
㊃᪨࡛࠶ࡿࡇࢁࠊᕪࡶ࠶ࡿ୰࡛ࠊ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദ࡛
ࡑ࠺ࡋࡓ┤᥋ⓗ࡞ὶࢆ༑ศ☜ಖࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ
࠸ࠋ
ࠖࡍࡿඹദᶵ㛵ഃࡢពྥࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㛤ദࢆᘏᮇࡍࡿ
ࡇࡋࡓࠋ
ᙜึணᐃ
  ➨ۑᅇ᪥⡿⊂ඛ➃⛉Ꮫ㸦-$*)26㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
᪥⛬㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸⡿ᅜ࣭࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊ⡿ᅜ  ྡࠊࢻࢶ  ྡ
㸦ィ  ྡ㸧


  ➨ۑᅇ᪥ඛ➃⛉Ꮫ㸦-))R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
᪥⛬㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸᪥ᮏ࣭ி㒔ᕷ
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊࣇࣛࣥࢫ  ྡ㸦ィ  ྡ㸧


࣭᪉ࠊ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿึࡵ࡚ࡢබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
㸦2SHQ)R6㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡸࡀ࡚ࡣཧຍೃ⿵⪅
࡞ࡿⱝᡭ◊✲⪅㸦Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆ୰ᚰࠊᮏᴗ
ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆఝయ㦂࠸ࡓࡔࡃࡇ࡛ࠊࡑࡢ㓬㓮
ࢆᐇయ㦂ࡋࠊᚋ㛤ദࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢཧຍᕼᮃ
⧅ࡆ࡚࠸ࡓࡔࡃࡶࠊᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ▱ྡᗘࡢ୍
ᒙࡢᾐ㏱ࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙜ᪥ࡣࠊ
㐣ཤࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཧຍ⪅  ྡࡀⓏቭࡋࠊ ࢭࢵࢩࣙࣥ
ᵓᡂ࡚ࠕ㉳※ࡢ᥈⣴ࠖཬࡧࠕ࣮࢝࣎ࣥࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝࠖ
ࢆࢺࣆࢵࢡࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿゅᗘࡽㅮ₇ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ◊✲⪅ࡸᏛ⏕ࢆྵࡴ⣙  ྡ㸦=RRP ࢙࢘ࣅࢼ࣮
ྡࠊ<RX7XEH ࣛࣈ㓄ಙ  ྡ㸧ࡀཧຍࡋࠊࢹࢫ࢝ࢵࢩ
࡛ࣙࣥࡣᵝࠎ࡞ศ㔝࣭⫋㸦Ꮫ⏕ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡢཧຍ⪅ࡽ
ከࡃࡢ㉁ၥࡀᢞ✏ࡉࢀࠊάⓎ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㛤ദᚋ
ࡣᮏබᘧ <RX7XEH ࢳࣕࣥࢿ୍࡚ࣝ㒊ᢤ⢋ࡋࡓື⏬
ࢆබ㛤ࡋࠊⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦බ㛤ᚋ⣙  ࣨ᭶Ⅼ࡛ྛື⏬
77





89

90
ど⫈ᅇᩘィ⣙  ᅇ㸧㛤ദᚋ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ
ཧຍ⪅ࡢ࠺ࡕ ࡀࠕᴦࡋࡗࡓࠖ
ࠊࡀࠕඛ➃⛉Ꮫ )R6
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཧຍࡋࡓ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓࠋ











ڦᅜ㝿ⓗ࡞㆟➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢཧຍᨭ 



ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗ





࣭௧  ᖺᗘ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡗࡓ  ࡘࡢ㆟㸦≀⌮Ꮫࠊ
Ꮫࠊ་Ꮫ࣭⏕⌮Ꮫࡢ୕ศ㔝ྜྠཬࡧ⤒῭Ꮫศ㔝㸧ࡢ࠸ࡎ
ࢀࡶࡀࠊദ⪅㸦ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ホ㆟
ཬࡧࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ᇶ㔠㸧ࡼࡾࠊ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࡼࡾ㛤ദᘏᮇࡉ
ࢀࡓࡇࢆཷࡅࠊ᪥ᮏேཧຍ⪅ࡢὴ㐵ࡶᘏᮇࡉࢀࡿࡇ
࡞ࡗࡓࠋᘏᮇỴᐃ㝿ࡋ࡚ࡣࠊᘏᮇక࠺ᑐᛂཬࡧ
ᚋࡢὴ㐵ぢ㏻ࡋ࡞ࡘ࠸࡚ࠊദ⪅ཬࡧὴ㐵ணᐃ⪅
ሗ࣭ඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ᮏᖺᗘ㛤ദศࡢᘏᮇక࠸ࠊദ⪅ഃࡀ᪂つ㛤ദศࡢ
ཧຍ⪅ೃ⿵ࡢເ㞟ࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᮏ࠾࠸࡚ࡶ
᪥ᮏேཧຍ⪅ೃ⿵ࡢබເࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࡀࠊᚋྥ
ࡅࠊᮏᴗࡢ࿘▱ࡢࡓࡵࡢᴗᗈሗ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ᪂ࡓ
సᡂࡋࡓࠋ

࣮ࣝ࣋ࣀ࣭࢘ࢲࣥࣜۑ㈹ཷ㈹⪅㆟㸦➨  ᅇ  ศ㔝ྜ
ྠ㸧
ᙜึ㛤ദᮇ㛫㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
࣮ࣝ࣋ࣀ࣭࢘ࢲࣥࣜۑ㈹ཷ㈹⪅㆟㸦➨  ᅇ⤒῭Ꮫ㸧
ᙜึ㛤ദᮇ㛫㸸௧  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥












㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜ

㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜ

ࣃࢫࡢᥦ♧

ࣃࢫࡢᥦ♧

ᅜࡢᏛ➼ࡢ◊✲

᪂ࡓ࡞◊✲㡿ᇦᣮ

ᶵ㛵ࢆࣇ࣮ࣝࢻࡋ
࡚ά㌍ࡋᚓࡿⱝᡭ◊✲











࠙༟㉺◊✲ဨᴗࠚ

㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢ

㸦㸲㸧◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫ

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓබເせ㡿ᇶ࡙ࡁࠊබເሗࢆ

ᥦ♧

ࡢᥦ♧

⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚ ⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ᡓࡍࡿࡼ࠺࡞ⱝᡭ◊✲

௧  ᖺ  ᭶◊✲⪅  ྡࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࠊᡃࡀᅜ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⪅ࡀࠊᏛ➼࠾࠸࡚Ᏻ

ࡢ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅➼ࡽ࡞ࡿ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅㑅⪃

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ

⪅ࡢ᪂ࡓ࡞࢟ࣕࣜࣃ

ᐃࡘ⮬❧ࡋ࡚◊✲ࢆ

ጤဨࢆタ⨨ࡋࡓୖ࡛ࠊྠጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝࢆᐇ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

࡛♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻

ࢫࢆᥦ♧ࡍࡿ༟㉺◊✲

᥎㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃ

ࡋࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓ㸦ྠ┬࠾࠸࡚᭩ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ࡾᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀ

ဨᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢ᪉

ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊ

㠃ᑂᰝ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅ࢆ  ྡỴᐃ㸧ࠋ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖ

ࡓㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝཬࡧ

ᅜࡢᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓᑂᰝ᪉ἲࡸᑂᰝࡢほⅬࢆබເ ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

࣭ࢥࣟࢼ⚝࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊೃ

ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ༟㉺◊✲

ࢆࣇ࣮ࣝࢻࡋ࡚ά

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡍࡿࡶࠊᑂᰝ⤊ᚋ࣮࣍ ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

⿵⪅ࡢሗᥦ౪ࡸࠊሗ࿌᭩

ဨೃ⿵⪅ࡢᑂᰝ㛵ࡋ

㌍ࡋᚓࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ௵ᮇࢆ⤊ࡋࡓᑂᰝဨࡢྡ⡙ࢆබ⾲ ࣭ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛

ࡢᮇ㝈ᘏ㛗࡞⣽࠸Ⅼࡲ࡛

࡚ࡣࠊᑂᰝࡢබṇᛶࠊ㏱

᪂ࡓ࡞࢟ࣕࣜࣃࢫࢆ

ࡍࡿ࡞ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ

ᐙࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝయไࢆᩚഛ

㐺ษ࡞㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ

᫂ᛶࢆ☜ಖࡋᐇࡍࡿࠋ ᥦ♧ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ

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

ࡓࡵࠊ≉Ṧ࡞ࡶࢃ

ࡋࡓᅜࡢᴗ࡛࠶ࡿࠕ༟

ࡢᇶ‽ࡸᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚࿘▱ࡋࠊಙ㢗ᛶࡢ ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᐃࡵࡓ

ࡽࡎࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡃᮏᴗࢆ
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㉺◊✲ဨᴗࠖࡘ࠸

㧗࠸ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ᑂᰝせ㡿ᚑࡗ࡚ᑂᰝᴗົࢆ╔

࡚ࠊᑂᰝཬࡧᴗົࢆ

࣭࣏ࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓ◊✲ᶵ㛵㸦 ᶵ㛵ࠊ ࣏ࢫࢺ㸧

ᐇᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⿵ຓ㔠ࡢ

⾜࠺ࠋ

༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅ࡢᙜ⪅㛫΅ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊೃ⿵ ᴗົࡘ࠸࡚ࠊ ᶵ㛵ᑐࡋ



௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ

㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛
ࡁࡿࠋ

⪅㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᖺᗘೃ⿵⪅ ࡚⿵ຓ㔠ࢆࡍࡿ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅㑅⪃

࡞ࡗࡓ  ྡ๓ᖺᗘࡽࡢೃ⿵⪅㈨᱁ࡢ⥅⥆⪅  ྡ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓ

ࢆຍ࠼ࡓィ  ྡࡢ୰ࡽࠊᙜ⪅㛫΅ࡀࡋࡓೃ ㄪᰝࢆ㐺ษᐇࡋࡓࠋ

࣭ᛂເ⪅  ࣏ࢫࢺ ࠊࡑ

බເࡍࡿ༟㉺◊✲ဨࡢ

⿵⪅  ྡࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ༟㉺◊✲ဨỴᐃࠋࡲ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

ࡋ࡚᥇⏝ேᩘ  ࡢ㛵ಀࡀ㐺

ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡶࠊ◊

ࡓࠊ⿵ຓ㔠⟬ᐃࡢᑐ㇟࡞ࡿ㛵㐃◊✲⪅㸦ᥦ♧ࡉࢀࡓ࣏

ᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡸᡂ

ษࡣ᳨ドࡀᚲせࠋ

✲ᶵ㛵ᑐࡍࡿᴗ

ࢫࢺ᥇⏝ࡉࢀࡓ༟㉺◊✲ဨ௨እࡢⱝᡭ◊✲⪅㸧ࡋ

ᯝሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࢆ㐺ษᘏ

࣭༟㉺◊✲⪅ࡢ◊✲άື≧ἣ

ົࢆ⾜࠺ࠋ

࡚ࠊ ྡࡀ᥇⏝㸧
ࠋ

㛗ࡋࡓࠋ

ࡢ㏣㊧ㄪᰝࡣࠊ◊✲⪅ࡗ



ࡶࠊ ᶵ㛵ᑐࡋ࡚㢠ࡢ☜ᐃ

࣭ྛᶵ㛵ࡽࡢᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ 

࡚ࡶࠊཷࡅධࢀඛࡢᶵ㛵

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ ࣨ᭶㛫ᘏ㛗ࡋࡓࠋ

ࡗ࡚ࡶ᭷ຠ࡞ෆᐜࠋⰋ࠸つ⠊

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࣭༟㉺◊✲ဨࢆ᥇⏝ࡋࡓ◊✲ᶵ㛵㸦᪂つศࠊ⥅⥆ศࡢィ ࣭බṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡓᑂ

ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

 ᶵ㛵㸧ᑐࡋ࡚ࠊ⿵ຓ㔠ࢆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ௧ ᰝࠊ࡞ࢆ╔ᐇᐇࡋ



ඖᖺᗘ⿵ຓ㔠ࢆࡋࡓ◊✲ᶵ㛵㸦 ᶵ㛵㸧ᑐࡋ ࡚࠸ࡃࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᩥ㒊

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࡚ࠊ㢠ࡢ☜ᐃㄪᰝࢆ㐺ษᐇࡋࡓୖ࡛ࠊ㢠ࡢ☜ᐃ㏻▱ ⛉Ꮫ┬༠ຊࡋ࡞ࡀࡽᮏᴗ࿘

㸫

᭩ࢆ㏦ࡋࡓࠋ

▱ࡢࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙ

࣭௧  ᖺᗘࡢබເྥࡅࠊ⏦ㄳࡸ୍ぴබ㛤➼ࡢࡓࡵ ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ
ࡢ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ



࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᮏᴗࡢຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀ㈨ࡍࡿࡼ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
࠺ࠊ༟㉺◊✲ဨᑐࡋ࡚ࠊ◊✲άື≧ἣࡘ࠸࡚㏣㊧ㄪ ౯㸧
ᰝࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ 㸫
ࡋࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ༟㉺◊✲ဨࢆ㞠⏝ࡋࡓ◊✲ᶵ㛵ᑐࡋ
࡚ࠊ༟㉺◊✲ဨࡢ◊✲άື≧ἣ➼㛵ࡍࡿᡂᯝሗ࿌᭩ࡢ
ᥦฟࢆồࡵࠊྲྀࡾࡲࡵ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ᡂᯝሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ
ᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࠊ ᪥㛫ᘏ㛗ࡋࡓࠋ
࣭ᮏᴗࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࠊබເ㛵ࡍࡿሗࢆ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࠊሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏᴗࡢ
ᴫせࡸ༟㉺◊✲ဨࡢኌཬࡧ◊✲ᶵ㛵ࡢኌࢆࡲࡵࠊ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMOHLQGH[KWPO

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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91

92

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

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ➨  ྕࠊ➨  ྕࠊ➨  ྕ

⟇࣭⟇
ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ 

㞴᫆ᗘ
ཧ⪃㹓㹐㹊

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMWRSOHYHOLQGH[KWPO 
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXSURLQGH[KWPO
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMDSLQGH[KWPO 
ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFLQGH[KWPO 
▱㆑㞟⣙ᆺ♫ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMFKLVKLNLLQGH[KWPO
Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLQGH[KWPO 
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMVJXLQGH[KWPO 
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㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ղ 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





㸱㸮ᖺᗘ

㸯ᖺᗘ

㸰ᖺᗘ

㸱ᖺᗘ

㸲ᖺᗘ

   ண⟬㢠㸦༓㸧











Ỵ⟬㢠㸦༓㸧











⤒ᖖ㈝⏝㸦༓㸧











⤒ᖖ┈㸦༓㸧































Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ
ཬࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝࡢᨭ࠾ࡅࡿ
ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ

㸫

㹼 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ





 

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ≧
⾜ᨻࢥࢫࢺ㸦༓㸧

ἣ㸦ጤဨࡢ㛤ദᐇ⦼
➼ࢆཧ⪃ุ᩿㸧

  ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㛵㐃ᣦᶆ













  


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

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
ྜ
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୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

༟㉺ࡋࡓ▱ࢆ⏕ࡳฟ

ᖺᗘィ⏬

Ꮫ➼ࡢᩍ⫱◊✲ᶵ



ࡍ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊ ⬟ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᏛ



Ꮫ⾡⯆ࡢほⅬࡽࠊ

➼࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲ᣐ

Ꮫ➼࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲

Ⅼࡢᙧᡂࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ᣐⅬࡢᙧᡂࡸࢢ࣮ࣟࣂ

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ


ᴗົᐇ⦼
㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼


⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

$

ホᐃ

$

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬



ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグ

㛵ࢃࡿᅜࡢຓᡂ



⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

ࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

ࣝ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࠾࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ࡍࡿࠋ

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࡞ࡀࡽࡶࠊᴗࡀᐇ࡛

ࡢᣑక࠸ົᙧែࡢኚᐜ

ࡁࡿࡼ࠺✚ᴟⓗࡘ๓ᗈࠊ༑

ࡸ⾜ື⮬⢔➼ࡢไ⣙ࢆཷࡅࡓ

ศ࡞ᕤኵࡸᰂ㌾࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ

୰ࠊࡉࡽඛࡀぢ㏻ࡏ࡞࠸≧

ࡶࠊ⌧ୗࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ἣ࡛ࠊᴗࡀᐇ࡛ࡁ

ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂࡲ

ࡿࡼ࠺✚ᴟⓗࡘ๓ᗈᵝࠎ

ࡽࡎࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼྥࡅࡓ✚

࡞ᕤኵࡸᰂ㌾࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ

ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌ࡸ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ

ࡇࡼࡾࠊྛᴗࡢᑂᰝ࣭ホ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

౯ᴗົࡀࠊࡘ㏻ᖖ

࣭ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐⅬࡢᙧ

ྠᵝࡢ㉁ࢆࡶࡗ࡚ᐇࡉࢀࡿ

ᡂಁ㐍࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ

ࡶࠊ⌧ୗࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ

࢘ࣝࢫឤᰁࡢୡ⏺ⓗឤᰁᣑ

࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂ

ࡼࡾࠊᖺࡢᑐ㠃ᙧᘧ࡛ࡢ

ࡲࡽࡎࠊ࢙࢘ࣈ㆟ࡼࡿ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀᅔ㞴࡞୰࡛ࠊ

どᐹࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣁࣈࣜ

࢜ࣥࣛࣥྥࡅົᒁࡀධ

ࢵࢻᆺࡢ⌧ᆅどᐹࡢᐇ⌧࡞

ᛕ‽ഛࡋࠊጤဨࠊᣐⅬࡢ㐃ᦠ

࣏ࢫࢺࢥࣟࢼྥࡅࡓ✚ᴟⓗ

ࡢࡶࠊᖹຎࡽ࡞࠸ࡁࡵ⣽

࡞ྲྀ⤌ࡸ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ࡸ࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇ⌧ࡋ

ࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ

ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ 
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࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࡸࣇࣥࢻࣞ

࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ࢪࣥࢢάືᨭ㛵ࡋ࡚ࡶࠊ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤ

ୡ⏺ⓗឤᰁᣑࡼࡾࠊᖺ

ᰁᣑࢆ⌮⏤୰Ṇࡸᘏᮇࡢᥐ

ࡢᑐ㠃ᙧᘧ࡛ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵ

⨨ࢆࡿࡇ࡞ࡃࠊ࢜ࣥࣛࣥ

ࣉࡀᅔ㞴࡞୰࡛ࡶ✚ᴟⓗ࢜

ࡸ௦᭰άືࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞

ࣥࣛࣥࢆ㐍ࡵࠊእᅜேጤ

⏬ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᯝᩒ࡞ጼໃ࡛ᙜ

ဨࡢ᮶᪥ࡀไ㝈ࡉࢀࡿ୰ࠊ

ึィ⏬ࢆ㐩ᡂࡋᵝࠎ࡞ᑐ㇟ᣐ

ᖺࡶቑࡋ࡚ྛ✀ጤဨእ

Ⅼࡢᡂᯝࢆ᩿ᒆࡅࡓࡇࡣ

ᅜேጤဨࢆ㓄⨨ࡋࠊᅜ㝿ⓗど

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

Ⅼࡽࡢ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ࠾࠸࡚

࡞ࠊྛᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵ

ࡣࠊᴗࡈጤဨࡸ㒊➼

ࣉࡀࡁࡵ⣽ࡃ㐺ษ࡞ࡉࢀ

ࢆྜィ  ᅇ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯

࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡓࡵⱥㄒ

ᴗົᚑࡋࡓࠋ௧㸰ᖺᗘࡣࠊ ࡼࡿ㈨ᩱసᡂࡸ㐠Ⴀࢆ⯆
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤ

ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࠊ◊✲Ỉ

ᰁᣑࡼࡿไ⣙ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊ

‽ཬࡧ㐠Ⴀࡢ࠸ࡎࢀࡶୡ⏺᭱

⏦ㄳ᭩ࡸሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡢᘏ

㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿㄆᐃࡉࢀࡓ

㛗࡞Ꮫ㓄៖ࡋࡘࡘࡶࠊ᪂

ྜࡀࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁ

ྜ㸦㸣㸧ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᣑࢆཷࡅ࡚ࡢ㆟ࡢ࢜ࣥࣛ

᭦ࠊ࢜ࣥࣛࣥྥࡅ

ࣥᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞㠃

ົᒁࡀධᛕ‽ഛࡋࠊጤဨࠊᣐ

᥋ࡢホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜

Ⅼࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊᖹຎ

ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⥭ᛴែᐉゝᮇ㛫୰

ࡽ࡞࠸ࡁࡵ⣽ࡸࡘཝ᱁࡞

ࡶᑂᰝᴗົ➼ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿࡓࡵ

ᑂᰝࡸࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀ㐺ษ

ࡢᴗົࡢຠ⋡ࡸࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟ

࡞ࡉࢀࠊᡂᯝࡢ᭱ດ

ࢼࢆぢᤣ࠼ࡓᑐ㠃࢙࢘ࣈ㆟

ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࡼࡿどᐹࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣁ

ᡂᯝࡢබ㛤ࡲࡽࡎࠊᣐ

ࣈࣜࢵࢻᆺࡢ⌧ᆅどᐹࡼࡿᐇ

Ⅼࡢ▱ぢࢆ୍⯡ࡸⱝ࠸ᒙྥ

ຠᛶࡢᢸಖ࡞ࡢᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ

ࡅ࡚ᗈࡆࡿάືࡶ᪂ᆺࢥࣟࢼ

⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ㸰ᴗࡢᑂᰝᴗົࠊ ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࢆ
ཬࡧ  ௳ࡶཬࡪᚋホ౯ࡢ

⌮⏤୰Ṇࡸᘏᮇࡢᥐ⨨ࢆ

ᐇཬࡧᚋホ౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓࡢ

ࡿࡇ࡞ࡃࠊ࢜ࣥࣛࣥࡸ

ࡲࡵࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯

௦᭰άືࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞⏬

࡛ࡁࡿࠋ

ྲྀࡾ⤌ࡳࠊἼཬຠᯝࡶࡁ

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

࠸ࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ⛣ືࡢ

࠾࠸࡚ࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓ

ไ㝈ୗ࠸࡚ࡶᯝᩒࡘ

᪂ࡓ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡸᑂ

᩿⾜ࡗࡓᗈሗࡢពḧⓗ࡞

ᰝ࣭ホ౯᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿ࡞ࠊ᪂

ྲྀ⤌ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋᡂᯝ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁ

ࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤ࡶᐇ⦼ࢆ✚ࢇ

ᣑ࠸࠺ែࡶᰂ㌾ᑐฎ

࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊẖᖺᗘᮎ⾜

ࡋࡓࡇຍ࠼ࠊホ౯⤖ᯝࡢ㎿

ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲

㏿ࡘ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ࠾ࡇ

⯆ᒁࡼࡿࠕ:3, ⥲ྜᨭ

࡞ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᴗእ㒊ホ౯ࠖ࠾࠸࡚ࠊ௧



 ᖺᗘࡣࠕୡ⏺୰㐃ᦠࡍࡿ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ᚲせࡢ࠶ࡿᴗࡘ࠸࡚ࠊ᪂

࣭:3, ࠾࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᣐ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ

Ⅼࡢᑂᰝ࣭ホ౯࣭⟶⌮ᴗົࢆ╔ᐇ

㡪ୗ㻌 ࠾࠸࡚ࡶᰂ㌾ࡘ㎿

ᐇࡍࡿࠋ≉ࠊ௧  ᖺᗘ

㏿࡞ᑐᛂࢆ⾜࠸ᴗࢆࡸࡾ㐙

ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪂つබເࡢࡓࡵ

ࡆࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠖ

ࡢᑂᰝຍ࠼ࠊ᭱⤊ホ౯ཬࡧ୰

ࡉࢀࠊ⥲ྜホ౯ࡀᖺᗘࡢ

㛫ホ౯ྥࡅ࡚ࠊ᭦࡞ࡿయไᩚ
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ഛດࡵࡿࠋ

㹀ࡽ㸿ྥୖࡋࡓࡇࡶ≉

࣭ࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ

➹ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞



ሗⓎಙࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁᕤኵ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ࠾࠸

ࢆจࡽࡋࡘࡘࠊᵝࠎ࡞፹యࢆ㏻

࡚ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈ⯆

ࡌࡓሗⓎಙࢆ㐍ࡵࡿࠋ

࡛ᐃࡵࡓつᐃᇶ࡙ࡁࠊᚲ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ཬࡧᏛࡢࢢࣟ

せ࡞ጤဨ➼ࡀ⤌⧊ࡉࢀࠊ᪂

࣮ࣂࣝࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ

ᴗ࠾࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁබṇࡘ

㡪ୗ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࢜ࣥࣛࣥ

㎿㏿࣭㐺ษ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᐇࡋ

ᙧᘧࡢᑂᰝ࣭ホ౯ጤဨࡀィ

࡚࠸ࡃࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

⏬ⓗ㛤ദࡉࢀࠊ㐺ษ࡞ᑂᰝ࣭

╔ᐇ࡞ᐇྥࡅ࡚ࣇ࢛࣮ࣟ

ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣇ

ࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉࢆᅗࡾࡘ

࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡢせᮃ

ࡘࠊྛᏛࡢཧ⪃࡞ࡾ࠺ࡿ

ࡸྛᏛ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ

ሗࡢ✚ᴟⓗ࡞Ⓨಙࡶດࡵ࡚࠸

࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂ᪉㔪

ࡃࠋ

㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛࢆゼၥ



ࡋ࡚ࡢどᐹࡸࠊᏛࡢゼၥ
࢙࢘ࣈ㆟ࡼࡿཧຍࢆ⤌
ࡳྜࢃࡏࡓࣁࣈࣜࢵࢻᆺࡢ
どᐹࡶ୍㒊ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾
࠸࡚⾜࠺࡞ࠊឤᰁᣑ㜵Ṇ
㓄៖ࡋࡘࡘࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ
ࡢᐇຠᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢ
ᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊ
࣏ࢫࢺࢥࣟࢼࡶぢᤣ࠼ࡓᡂᯝ
࡛࠶ࡿ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ᪂
ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂ
㛵ࡍࡿᏛഃࡢ㈇ᢸࢆ⪃៖
ࡋࠊᏛഃࡢㄪ᭩సᡂᮇ㛫ࢆ 
᭶࠶ࡿ࠸ࡣ  ᭶༙ᘏ㛗ࡉࡏ࡞
ࡀࡽࠊጤဨ࠾ࡅࡿ᭩㠃ホ
౯ᮇ㛫➼ࡢホ౯㛵ࡍࡿᮇ㛫
ࢆ༑ศ☜ಖࡋࡓࡇࢆ㧗ࡃ
ホ౯ࡍࡿࡶࠊᏛྠ
ᵝ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
ࡼࡿົᙧែࡢኚᐜࡸไ
⣙ࡀ࠶ࡗࡓࡣࡎࡢ⯆ᢸᙜ
⫋ဨࡢ㉁㔞ࡶ㏻ᖖࢆࡣࡿ
㥙ࡍࡿ⊩㌟ⓗ࡞ᑾຊࡢ㈷
≀࡛࠶ࡗࡓࡇࡣᐜ᫆᥎
࡛ࡁࠊࡇࡢࡇࡣ≉➹್ࡍ

84

ࡿࠋ

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ
࠾࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ
ࢫឤᰁᣑᑐᛂࡍࡿࡓࡵ
ࡢ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒
ࡸᑂᰝ࣭ホ౯᪉ἲࢆ☜❧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠊᏛ㓄៖ࡋࡓ
ㄪ᭩ࡢసᡂᮇ㛫ࡢᖜ࡞ᘏ㛗
ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⯆ࡢᴗົࡢ㉁
㔞ࡶᖺࢆ㥙ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࣡ࣝࢫឤᰁ
ࡢᣑࡶࢃࡽࡎࠊ⯆
ࡢ᩿ࡢດຊࡼࡾࠊᖺ
ྠᵝࡢ◊✲ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࡇࠊᴗົࢆ㐙⾜
࡛ࡁࡓࡇࡣ≉➹್ࡍࡿࠋ
ᖺᗘࡢ⤒㦂ࢆάࡋࠊࡼࡾ
ຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞ᨭᴗົ
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ
࣭ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡼ
ࡿ᥇ᢥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཬࡧࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺᨭᴗົࡢᙳ㡪
ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋࠊᚋࡢᑐᛂ
⏕ࡋ࡚ࡋ࠸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

㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐⅬ

㸦㸯㸧ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ᣐ

✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍

✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍

✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍

㸲㸫㸯ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ

࣭ẖᖺᗘᮎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲⯆ᒁࡼ

ࡢᙧᡂಁ㐍

Ⅼࡢᙧᡂಁ㐍

ᅜෆእࡢ➨୍⥺ࡢ◊

㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅

◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ᣦ

ࡿࠕ:3, ⥲ྜᨭᴗእ㒊ホ౯ࠖ࠾࠸࡚ࠊ௧  ᖺᗘ

⿵ຓホᐃ㸸D

⿵ຓホᐃ㸸D

㝿ⓗ࡞యไࡢୗ࡛ᑂᰝ࣭ ✲⪅ࢆᘬࡁࡘࡅࡿඃࢀ

ࢆ୰᰾ࡋࡓ◊✲ᣐⅬ

ࡍᴗಀࡿᅜ㝿ⓗ࡞

ࡣࠕୡ⏺୰㐃ᦠࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡿᴗࡘ࠸࡚ࠊ᪂ᆺ

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

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶᰂ㌾ࡘ㎿

௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᘬࡁ

Ỉ‽ࢆࡿ◊✲ᣐⅬࡢ

ඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ㧗࠸

㸦ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ⾜࠺ጤ

㏿࡞ᑐᛂࢆ⾜࠸ᴗࢆࡸࡾ㐙ࡆࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

ࡘࡅࡿඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ

ᙧᡂࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢ

◊✲Ỉ‽ࢆࡿࠕ┠ぢ

ဨࡢయไᩚഛ≧ἣ➼

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ㔞ⓗཬࡧ

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜ

85

97

98
㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆࡿ

ຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢ

࠼ࡿ◊✲ᣐⅬࠖࡢᙧᡂࢆ

ࢆཧ⪃ุ᩿㸧

ࡿࠖࡋ࡚ࠊ⥲ྜホ౯ࢆᖺᗘࡲ࡛ࡢࠕ%ࠖࡽࠕ$ࠖ

㉁ⓗୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠

ࡓࡵࠋ

◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࡸࠊࡑࡢ

ᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ

┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂ



ྥୖ࡛ࡁࡓࠋ

ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖ

࣭:3, ᴗ࠾࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟ

ᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓ

࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົࢆ

ᴗ࡛࠶ࡿࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ

࠙㛵㐃ᣦᶆࠚ

࣭⯆࠾࠸࡚ᐃࡵࡓࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉ

ࡆࠊ㢧ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ

ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼ

ྲྀ⤌ࢆ⥲ྜⓗᨭࡍ

⾜࠺ࡶࠊᙜヱᴗ

࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢࣛ

㸲㸫㸿Ꮫ➼࠾ࡅࡿ

ࣟࢢ࣒ࣛጤဨつ⛬ࠖᇶ࡙ࡁࠊᅜෆእࡢᏛ⾡◊✲ᶵ㛵 ゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ
ホᐃࢆ D ࡍ

ࡾࠕᑐ㠃ࠖ
ࠕゼၥࠖ
ࠕ⛣ືࠖไ

ࡿࠋ

࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢ᭱

࣒㸦:3,㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࠊᅜ

ᩍ⫱◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࡸ

ࡢ㛗࣭ᩍဨཬࡧᏛ㆑⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼ࡽ࡞ࡿࣉࣟࢢࣛ ࡿࠋ

ࠕ┠ぢ࠼ࡿ
⣙ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࡶࠊ

ྥࡅࡓάືࡢᨭ

ࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢྲྀ⤌➼

࣒ጤဨ➼ࢆ⤌⧊ࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯࣭⟶⌮ᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ
 ࣭ࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲⯆ᒁ

◊✲ᣐⅬࠖࡢᙧᡂࡢࡓࡵࠊᴗ

ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

࠸ࠊᑂᰝཬࡧホ౯࣭㐍ᤖ

ࢆᨭࡍࡿᴗ࠾ࡅ

࣭ᴗົࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ ࡼࡿࠕ௧  ᖺᗘ :3, ⥲ྜᨭ

ࡀᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺㆟

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ

⟶⌮ᴗົࢆ⾜࠺ࡶ

ࡿ᥇ᢥᶵ㛵ࡢྲྀ⤌≧ἣ

ࡲ࠼ࠊࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮㸦3'㸧
ࠊࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹ

ᴗእ㒊ホ౯ࠖ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕୡ⏺

ࡸ⌧ᆅどᐹ➼ࡢ࢜ࣥࣛࣥ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣ௨ୗࡢྲྀ⤌

ࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ࡶྵ



ࣞࢡࢱ࣮௦⌮㸦'3'㸧ཬࡧᣐⅬࡈࡢࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛ࢜ࣇ ୰㐃ᦠࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡿᴗ

ཬࡧࡑࢀక࠺ධᛕ࡞๓‽

ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢ

ࡵࡓ :3, ࡢ౯್᭱

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࢧ࣮㸦32㸧ࢆ㓄⨨ࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬࡽࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ

ഛ࡞ᵝࠎ࡞ᕤኵࡸᰂ㌾࡞ᥐ

බṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍ

ࡢࡓࡵࡢయᡓ␎ࢆぢ

㸲㸫㸯ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ

㐍ᤖ≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿయไࢆᩚഛࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶᰂ㌾

⨨ࢆㅮࡌࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ᪉㔪

ࡿࡶࠊᑂᰝ࣭ホ౯

ᤣ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊᙜヱᴗ

◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ᣦ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀタࡅࡓୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟ

ࢆ㋃ࡲ࠼㐺ษᐇࡋࡓࡇ

➼ࢆ⾜࠺ጤဨ࠾ࡅ

࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢ᭱

ࡍᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ

ࢢ࣒ࣛ㸦:3,㸧࢝ࢹ࣑࣮ࡘ࠸࡚ࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ 㐙ࡆࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠖ

ࡿᅜ㝿ⓗ࡞యไࢆᩚഛ

ྥࡅࡓάືࡢᨭ

⾜࠺ጤဨ࠾࠸࡚ࠊᅜ

ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢࡓࡵࠊ࢝ࢹ࣑࣮࣭ࢹࣞࢡࢱ࣮

ࡋ࡚ࠊ⥲ྜホ౯ࢆᖺᗘࡲ࡛

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡍࡿࠋ

ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜ㝿ⓗ

㸦$'㸧ཬࡧᣐⅬࡈࡢ࢝ࢹ࣑࣮࣭࢜ࣇࢧ࣮㸦$2㸧ࢆ ࡢࠕ%ࠖࡽࠕ$ࠖྥୖ࡛ࡁࡓࡇ

ࡢୡ⏺ⓗឤᰁᣑࡼࡾእᅜ

㓄⨨ࡋࠊࡑࡢ㐠Ⴀ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ேጤဨࡢ᮶᪥ࡀไ㝈ࡉࢀࡿ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ ࡞ほⅬࡽᴗཬࡧ◊

ဨࡢタ⨨

㸶ᣐⅬ㸦ᖹᡂ 㸦㸧 ✲ᣐⅬࡢᙧᡂ᭷┈࡞

࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢ

ࡘ㎿㏿࡞ᑐᛂࢆ⾜࠸ᴗࢆࡸࡾ

ࡣࠊ≉➹್ࡍࡿࠋ

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ྛᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧᣐ ࣭ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ

୰ࠊᖺࡶቑࡋ࡚ྛ✀ጤဨ

ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸯ᣐ

ᣦࢆᚓࡿࡓࡵࡢᑂᰝ࣭ Ⅼసᴗ㒊࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶእᅜேጤဨࢆྵࡴ࣓ࣥࣂ ࠼ࠊ3'࣭32 యไࢆᵓ⠏ࡍࡿ

እᅜேጤဨࢆ㓄⨨ࡋᅜ㝿

බ⾲

Ⅼࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ

ホ౯➼ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ

࣮㸦ጤဨ  ྡ୰እᅜே  ྡࠊ㸣㸧ࡼࡾࠊᅜ㝿ⓗ ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡸᣐⅬ

ⓗどⅬࡽࡢ㆟ㄽࢆ࢜ࣥࣛ

࣭┈┦㓄៖ࡋࡓ

᥇ᢥࡉࢀࡓ㸱ᣐⅬࠊᖹ

ࡓࠊጤဨ࠾ࡅࡿእ

࡞ほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ᐇࡋࡓࠋ

సᴗ㒊࠾࠸࡚እᅜே◊✲⪅

ࣥᙧᘧࡢጤဨ࡛ᐇࡋࠊ㐍

ᑂᰝࡢᐇ

ᡂ 㸦㸧ᖺᗘ᥇ᢥ

ᅜேጤဨཧ⏬ྜࠊⱥㄒ



ࡶཧ⏬ࡋࡓయไࢆᩚഛࡍࡿࡇ

ᤖ≧ἣࢆᖹຎࡽࡎࡁࡵ⣽

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢ

ࡉࢀࡓ㸰ᣐⅬࠊᖹᡂ 

ࡼࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ⾜

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨྡ⡙

ࡼࡾࠊᑂᰝ࣭ホ౯࣭㐍ᤖ⟶⌮ᴗ

ࡃᢕᥱࡋ࡚ࠊྛᣐⅬࡢᨵၿ

ጤဨྡࡢබ⾲

㸦㸧ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀ

࠺యไᩚഛࡢ≧ἣ➼ࢆ

㸦௧㸰ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧  ົࢆᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࡛╔ᐇᐇ

ࡍࡁⅬ➼ࢆྲྀࡾࡲࡵ࡚ᥦ

࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲

ࡓ㸰ᣐⅬ㸧ࡘ࠸࡚ᖺḟ

ཧ⪃ุ᩿ࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊᙜヱᴗ࡛ᚓࡽ

ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ



ࢀࡓᡂᯝࡢ᭱ྥ

㸦㸧ᖺᗘ :3, 

㸲㸫㸿⯆ࡢ㛵ࢆ

ࡅࡓάືࡢᨭᴗົ

࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡢㄆᐃࢆ

㏻ࡌࠊᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼

ࡋ࡚ࠊᙜヱᴗయ

ཷࡅࡓ㸲ᣐⅬࡘ࠸࡚

ࡓྲྀ⤌ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ

ࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢻࢆ⥔ᣢ࣭ ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ  

ࡓࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ

ྥୖࡉࡏࡿάືࢆ⾜࠺

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ

ᴗ᥇ᢥᶵ㛵࠾ࡅࡿྲྀ

ࡶࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽

ᙜࡓࡗ࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼

⤌≧ἣࡘ࠸࡚ᚋホ

ࡢ◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂಀ

ࢆ⾜࠺ጤဨ࠾ࡅࡿ

౯➼ࢆ㏻ࡌ࡚ẖᖺᗘ☜

ࡿሗ㞟࣭ศᯒࡸ⤒

ᅜ㝿ⓗ࡞యไࢆᩚഛࡍ

ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓୰

㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷࣭ᒎ

ࡿࡶࠊබṇ࡞ᑂ

ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ

㛤ࢆ⾜࠺ࠋ

ᰝ࣭ホ౯➼ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ

⦼㸦ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲

࠺┈┦ࡢ㓄៖ࢆ

ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ

⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ㏱᫂ᛶࢆᢸ

ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲Ỉ‽

ಖࡍࡿࡓࡵࠊᑂᰝ࣭ホ౯

ཬࡧ㐠Ⴀࡢ࠸ࡎࢀࡶୡ

➼ࡢ⤊ᚋࡣࡑࡢ⤖

⏺᭱㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿㄆ

ᯝࢆጤဨྡࡶ࣍

ᐃࡉࢀࡓྜࡀ 㸣

࣮࣒࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚බ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㸧
ࠊ

ᕝྜ┾⣖
㯮ᕝ Ύ
㕥ᮌ ẚྂ
Ọ Ⰻ୕
୰ᮧ 㐨
㔝౫ Ⰻ
㸦ጤဨ㛗㸧
ℊཱྀ 㐨ᡂ
ᯇᮏ ⣫
ࣁ࢚ࣜࢵࢺ࣭࢘࢜
ࣝࣂ࣮ࢢ
ࢡࣛ࢘ࢫ࣭ࣇ࢛
࣭ࣥࢡࣜࢵࢶࣥ
ࢢ
ࣜࢱ࣭ࢥ࣮࢙࢘ࣝ
ࣅࢡࢱ࣮࣭ࣚࢭ
ࣇ࣭ࢨ࢘
ࢪ࣭ࣕࣥࢪࣥ㸫ࢪ
ࣗࢫࢱࣥ
ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢲࢵ
ࢩ࣮ࣕ
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Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே⮬↛⛉Ꮫ◊
✲ᶵᵓศᏊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㛗

ࡋࡓࠋ

♧ࡋࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࣭ࡾࢃࡅࠊ௧  ᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥ

ࡿࠋࡲࡓࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ

ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢୡ⏺ⓗឤ

ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆά

ᰁᣑ࠸࠺ᅔ㞴࡞≧ἣ࠶

⏝ࡍࡿࡇࡼࡾ⥅⥆ㄆᐃࡢ

ࡾࠊࠕᑐ㠃ࠖ
ࠕゼၥࠖ
ࠕ⛣ືࠖไ

ࡓࡵࡢึࡵ࡚ࡢእ㒊ホ౯ࢆ㐺

⣙ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆά

ษᐇࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁ

⏝ࡋࠊົᒁࡼࡿᛕධࡾ࡞‽

ࡿࠋ

ഛࡢࡶࠊᅜෆእࡢጤဨ⧅ࡀ



ࡾࠊᣐⅬసᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅど

࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝࡢ᭱

ᐹ㸦 ᣐⅬ㸸ᅜእホ౯⪅ࢆྵࡴྛ

ྥࡅࡓάືࡢᨭᴗ

 ே⛬ᗘཧຍ㸧ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ົࡘ࠸࡚ࡶࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ጤဨࡼࡿࣄࣜࣥࢢ㸦 ᣐ

ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆ⌮⏤

Ⅼ㸸ᅜእጤဨࢆྵࡴ  ே⛬ᗘཧ

୰Ṇࡸᘏᮇ࠸ࡗࡓᥐ⨨ࢆ

࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᏛྡᩍᤵ
⡿ᅜ་Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮㛗

ຍ㸧ࢆᐇࡋࠊ㐍ᤖ≧ἣࢆᖹ

ࡽࡎࠊ࢜ࣥࣛࣥࡢά⏝ࡸ௦

ຎࡽࡎࡁࡵ⣽ࡃᢕᥱࡋ࡚ࠊྛ

᭰άືࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞⏬ࢆ

ࣇࣛࣥࢫᏱᐂᇶ♏⛉Ꮫ◊✲ᡤᏛ
⾡㢳ၥ
ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻᏛ⡿ᅜ࣭ࢪ
ᢏ⾡⤒Ⴀ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗

ᣐⅬࡢᨵၿࡍࡁⅬ➼ࢆྲྀࡾࡲ

❧ࡋࠊᙜึィ⏬ࢆ㐩ᡂࡋࡓ

ࡵ࡚ᥦ♧ࡋࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃホ

ࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉

౯࡛ࡁࡿࠋ

㧗ᰯ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓ࢜ࣥࣛ

ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫྡᩍᤵ
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

࣒࣭ࣜࢳ࣭ࣗࣥ ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ㣗ရᗇ㛗ᐁ
࣏࣮

⾲ࡍࡿࠋࡉࡽࠊホ౯࣭ Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭཬ
㐍ᤖ⟶⌮ᴗົࢆᑓ㛛ⓗ

ࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

࡞ほⅬࡽ⾜࠺ࡓࡵࠊࣉ

ࡢᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ

ࣟࢢ࣒ࣛࢆᢸᙜࡍࡿࣉ

࠾ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨

ࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹࣞࢡࢱ

ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࡍ

࣮ࠊ࢝ࢹ࣑࣮࣭ࢹࣞ

ࡿ  ᴗ ࡢ  ྜ ࡀ  㸣

ࢡࢱ࣮ཬࡧᣐⅬࡈࡢ

㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ

ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛ࢜ࣇࢧ

࠾ࡅࡿ୰㛫ホ౯ཬࡧ

࣮ࠊ࢝ࢹ࣑࣮࣭࢜ࣇ

ᚋホ౯ࡢᐇ⦼㸧
㸧ࢆᇶ

ࢧ࣮➼ࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋ

‽ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ

:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂ
ᯝࡢ᭱ྥࡅࡓά
ືࡢᨭᴗົࡋ࡚ࠊ
㧗ᰯ⏕ࢆጞࡵࡋࡓ♫
ࡢከᵝ࡞ᒙࡽ :3,
ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡀࠕぢ࠼
ࡿࠖᏑᅾ࡞ࡿࡇࢆ┠
ᣦࡋࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛཬ
ࡧᣐⅬࡢάື࣭ᡂᯝࢆⓎ
ಙࡍࡿࡓࡵࡢᗈሗ࣭࢘
ࢺ࣮ࣜࢳάືࢆᐇࡋࠊ
ᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢ᭦࡞ࡿ
ຍ㏿࣭ᣑ㈨ࡍࡿྲྀ⤌
➼ࢆᙉຊ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲ
ࡓࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయ
ࡢ㐠Ⴀᡓ␎ࡢ᳨ウ㈨
ࡍࡿࡃࠊ:3, ᣐⅬಀ
ࡿ◊✲ㄽᩥࡢศᯒᣦᶆ
ࢹ࣮ࢱࢆ㞟࣭ศᯒࡍ
ࡿࠋࡉࡽࠊ:3, ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢᐇࡼࡾᚓࡽ
ࢀࡓᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂ
ಀࡿ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ
ඹ᭷࣭ᒎ㛤ࢆ⾜࠺ࠋ


౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨྡ⡙ཬࡧྛᣐⅬసᴗ㒊ጤဨྡ⡙ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ


ڦᑂᰝ࣭ホ౯࣭㐍ᤖ⟶⌮ᴗົຍ࠼ࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓάືᨭࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊୡ⏺ࢺࢵࣉ
ࣞ࣋ࣝᣐⅬᙧᡂ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕ:3, ࢭࣥࢱ࣮ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࡢࢭࣥࢱ࣮㛗 :3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ῝࠸▱ぢࢆ᭷
ࡍࡿ 3' ࢆጤკࡋࠊᴗົࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢࡢ
యไࢆᩜ࠸࡚࠸ࡿࠋ

ڦᑂᰝ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ௧  ᖺᗘ᪂つ  ᣐⅬࢆ᥇ᢥࡍࡿࡇ
క࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ཬࡧ 3'ࠊ'3'ࠊ$' ༠㆟ࡢୖබເせ㡿
➼ࢆ⟇ᐃࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨᅜෆጤဨࡢᢎㄆࢆᚓࠊ
බເࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㸦௧  ᖺ  ᭶ᮎ⏦ㄳ⥾ษࠊ ᭶᭱⤊
㑅⪃ࡢணᐃࠋ㸧

ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇڦ
ᣐⅬᵓࡢ㐍ᤖ≧ἣཬࡧᣐⅬࡢ㐠Ⴀ≧ἣࡢᢕᥱ⟶⌮
ࢆࠊྛጤဨࡢ┈┦㓄៖ࡋࡘࡘࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ㐺ษ
ᐇࡋࡓࠋ௧  ᖺᗘࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
ࡢୡ⏺ⓗឤᰁᣑࢆཷࡅࠊᚑ᮶ࡢᑐ㠃ᙧᘧ࡛ࡢ㆟ࡸᣐ
Ⅼᐇ㝿㉱ࡃ⌧ᆅどᐹ➼ࡣ࡚࢜ࣥࣛࣥᐇࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊጤဨࡸᣐⅬ㛵ಀ⪅ࡢᏳࢆ☜ಖࡋࡘࡘ╔ᐇ┠
ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ ᭶ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓ⌧ᆅどᐹ➼ࡢ࢜ࣥࣛ
ࣥ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲࡔホ౯⪅ࠊホ౯ࡉࢀࡿྛᣐⅬࠊ
⯆ົᒁࡢㄡࡗ࡚ࡶ࢜ࣥࣛࣥᑐᛂࡀᾐ㏱ࡋ
࡚࠾ࡽࡎ័ࢀ࡛࠶ࡿࡇࢆᐃࡋࠊ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ
ົࡿ࣐ࢽࣗࣝࢆ᪩ᮇ㸦 ᭶୰㸧ᩚഛࡋࠊጤဨࠊ
ᣐⅬ㐃ᦠࡋࠊࢸࢫࢺ᥋⥆ࢆ⾜࠸㏻ಙࢺࣛࣈࣝࡢ๓ᅇ
㑊ࢆᅗࡿ➼ࠊධᛕ๓‽ഛࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࡢయไࢆ
ᩚ࠼ࠊᚑ᮶ࡢᑐ㠃ᆺ⌧ᆅどᐹ➼ࢆ㏻ࡌ࡚⾜࠺ࣇ࢛࣮ࣟ
ࢵࣉ㝈ࡾ࡞ࡃ㏆࠸ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࡓࠋࣇ࢛ࣟ
࣮ࢵࣉ⤖ᯝࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊᴗ
࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚බ㛤ࡋࡓࠋ

⿵ڧຓ㔠ᨭᮇ㛫࠶ࡿ  ᣐⅬ㸦ᖹᡂ ࣭࣭࣭ ᖺ
ᗘ᥇ᢥᣐⅬ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ3'ࠊ'3' ཬࡧᣐⅬᢸᙜࡢ 32 ࢆ୰
ᚰࡋࡓᣐⅬసᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅどᐹ㸦 ᣐⅬ㸸ᅜእホ
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࣭᭦ࠊ ᭶㛤ጞࡢ⌧ᆅどᐹ➼ࡢ

ࣥ :3, ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘  ࡢᐇ

࢜ࣥࣛࣥ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡲ

ࡣࠊḟ௦ࢆᢸ࠺ୡ௦ࡢ┤

ࡔホ౯⪅ࠊホ౯ࡉࢀࡿྛᣐⅬࠊ

᥋ⓗ࡞ാࡁࡅ࡛࠶ࡾࠊᚋ

⯆ົᒁࡢㄡࡗ࡚ࡶ࢜ࣥ

ࡶ㞟ྜᙧᘧࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ࣛࣥᑐᛂࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠾ࡽࡎ

ྜࢃࡏ࡚㐲㝸ᆅࡢ㧗ᰯ⏕ࡢཧ

័ࢀ࡛࠶ࡿࡇࢆᐃࡋࠊホ౯

ຍࢆಁࡍࡶࡢࡋ࡚ࠊ⥅⥆ࢆ

⪅ࠊᣐⅬࠊ⯆ົᒁࡢࡑࢀࡒ

ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ࢀࡢ❧ሙࡽࡢ⏝᪉ἲࡘ࠸



࡚᪩ᮇ㸦 ᭶୰㸧࣐ࢽࣗࣝ

࣭$OPXQL ⤌⧊ࡢ☜❧ࡣࠊྛᣐ

ࢆసᡂ࣭ᨵၿ࣭㓄ᕸࡋࡓࡇࠊྛ

Ⅼࡢάືࠊᡂᯝࡢୡ⏺ⓗඹ᭷

ཧຍ⪅㆟㛤ദࡢ๓㐌ࡲ࡛

ࡸᒎ㛤ࡢࡓࡵ㔜せ࡛࠶ࡿ

ࢸࢫࢺ᥋⥆ࢆ⾜࠸ࠊ㏻ಙࢺࣛࣈ

ุ᩿࡛ࡁࡿࡀࠊ⯆ࡀࡑࡢ

ࣝࡢ๓ᅇ㑊ࠊ࡞㆟㐠Ⴀ

☜❧ྥࡅ࡚ᑟⓗᙺࢆᯝ

⣽ᚰࡢὀពࢆᡶ࠸ࠊࡼࡾ」㞧

ࡓࡋ࡚ྛᣐⅬࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡿ

ࡍࡿ௧  ᖺᗘホ౯ྥࡅ࡚

ࡇࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡢᨵၿ⟇ࡶ௧  ᖺᗘ୰ື



ࡁฟࡋࡓࡇࡣ≉➹್ࡍࡿࠋ

࣭࢙࢘ࣈࢧࢺࡢๅ᪂࣭ᐇࠊ

࣭:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡘ࠸࡚

࢜ࣥࣛࣥࢆ⏝ࡋࡓᶵ㛵

ࡶࠊ⥅⥆ㄆᐃࡢࡓࡵࡢึࡵ࡚ࡢ

ࡢඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ

እ㒊ホ౯ࢆ㐺ษᐇࠊ᪂つ

ࡸ᥇ᢥᣐⅬࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋ

࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵ

ࡓᐇົᢸᙜ⪅㆟࡞ࠊ
:3, ᣐ

ࣉࠊᣐⅬ㛗௦ಀࡿᑂ㆟ࢆ╔

Ⅼ✚ࡉࢀࡓ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ

ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

࢘ࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤ࡶ✚ᴟⓗࡘ

࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝࡢ᭱

᩿㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢຠᯝ

ྥࡅࡓάືࡢᨭᴗົࡘ

ࡶ╔ᐇୖࡆ࡚࠸ࡿホ౯࡛

࠸࡚ࠊᴗົ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣥࢣ

ࡁࡿࠋ

࣮ࢺ⤖ᯝࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳᢸᙜ⪅



㆟ࢆ㏻ࡌࡓྛᣐⅬࡽࡢせ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᮃࠊᖺᗘࡢྲྀ⤌ࡢຠᯝ➼ࢆཧ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

⪃᳨ドࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊ:3, ᣐⅬࡸ

࣭:3, ࡣホ౯ࡢ㧗࠸ᴗ࡛࠶

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㊊୪ࡳࢆᥞ࠼࡞ࡀ

ࡾࠊᐇຊࡢ࠶ࡿྛᣐⅬࡢඃࢀ

ࡽ㐺ษ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡓ◊✲ᐇࡼࡾᡂᯝࡀୖࡀ

࣭࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࡸࣇࣥࢻ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨭᴗົ࠾࠸࡚

ࣞࢪࣥࢢάືᨭࡘ࠸࡚

ࡶᵝࠎ࡞ᕤኵࡀぢࡽࢀࠊᚋ

ࡶࠊ
௧  ᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ࡶ⥅⥆ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ◊✲ᣐⅬ

ࣝࢫឤᰁᣑࡼࡾᖺ㏻ࡾࡢ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚

ᐇᙧែࢆ᥇⏝࡛ࡁ࡞࠸ែ

ࡣࠊ㉸୍ὶࡢ◊✲⪅ࢆࡑࢁ࠼

┤㠃ࡋࡓࡀࠊ୰Ṇࡸᘏᮇ࠸ࡗ

࡚࠾ࡾࠊಙ㢗ࡀ࠾ࡅࡿࡶࡢ

ࡓᥐ⨨ࢆࡽࡎࠊ࢜ࣥࣛࣥࡢ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࣂ

ά⏝ࡢษࡾ᭰࠼ࡸ௦᭰άື

ࣛࣥࢫࡢほⅬࡽࠊᩥ㒊⛉Ꮫ

ࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞⏬ࢆពḧⓗ❧

┬ാࡁࡅ࡞ࡀࡽ᭦࡞ࡿዪ

99
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౯⪅ࢆྵࡴྛ  ே⛬ᗘཧຍ㸧ࢆ࡛࢜ࣥࣛࣥ⾜࠺ ࡕୖࡆࠊᙜึィ⏬ࢆ⢓ࡾᙉࡃ㐩

ᛶጤဨࡢⓏ⏝ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔ

ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦࢜ࣥࣛࣥ㸧ࡀ㐍ᤖ≧ἣࡘ

ࡁࡓ࠸ࠋ

ᡂࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࠸࡚ࣄࣜࣥࢢ㸦 ᣐⅬ㸸ᅜእጤဨࢆྵࡴ  ே⛬ᗘཧຍ㸧 ࣭୰࡛ࡶࠊദ⪅ࡀᐇ┤๓ࡢኟ



ࢆᐇࡋࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᣐⅬࡢᨵၿࡍ ୰ṆࢆỴࡵࡓࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢚



ࡁⅬ➼ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘணᐃࡉࢀ࡚

ࣥࢫࣁࢫࢡ࣮ࣝ㸦66+㸧⏕ᚐ◊

࠸ࡿ᭱⤊ホ౯㸦ᖹᡂ ࣭ ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬ㸧
ࠊ୰㛫ホ౯㸦ᖹ

✲Ⓨ⾲ࡢࣈ࣮ࢫฟᒎࡢ௦᭰

ᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬ㸧ྥࡅ࡚ࠊ3'ࠊ'3'ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ࡋ࡚ࠊ㧗ᰯ⏕ࢆᑐ㇟࢜ࣥࣛ

༠㆟ࡋࡘࡘࠊ௧  ᖺᗘࡢᐇ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨵၿ⟇ࡶ ࡚ࣥ᪂ࡓ⏬ࡋࡓ㧗ᰯ⏕
᳨ウࡢୖࠊホ౯ࡢᯟ⤌ࢆ⟇ᐃࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡢᢎ ྥࡅ :3, ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘  ࡣࠊ
ㄆࢆᚓࡓࠋ

௧  ᖺᗘࡶ᩿ᅜࡢ㧗



ᰯ⏕ࡢ⌮ゎቑ㐍ᐤࡋࡓά

ڧ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᖹᡂ  ᖺᗘㄆᐃᣐⅬࡢ࠺ࡕࠊ⿵ຓ㔠ᨭ

ືࡋ࡚≉➹್ࡍࡿࠋࡲ

ᣐⅬࢆ㝖ࡃ  ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᇶᮏ᪉ ࡓࠊάືࡢຠᯝࢆࣥࢣ࣮ࢺ⤖
㔪๎ࡾࠊ
ࠕ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᩥ㒊

ᯝࡸ㞟ྍ⬟࡞ᩘ್࡛☜ㄆࡋ࡚

⛉Ꮫ┬◊✲⯆ᒁ㸧ࡀᐃࡵࡿ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡢㄆᐃ ࠾ࡾࠊᑐ㇟⪅ࡢ㛵ᚰࢆ╔ᐇᘬ
ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࡈࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡋ ࠸࡚࠸ࡿࡇࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡚ࡢỈ‽ࢆᘬࡁ⥆ࡁ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ

࣭ᡂᯝᶓᒎ㛤ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮

$'ࠊ3'ࠊ'3' ཬࡧᣐⅬᢸᙜࡢ $2 ࢆ୰ᚰࡋࡓ :3, ࢝ࢹ

࣒  ࡞ ࡿ ࢘ ࢙ ࣈ ࢧ  ࢺ ࠕ :3,

࣑࣮ᣐⅬసᴗ㒊ࡼࡾ⌧ᆅどᐹࢆ࡚࢜ࣥࣛࣥᐇ

)RUXPࠖࡢๅ᪂࣭ᐇࢆ㐍ࡵࠊ◊

ࡋࠊ௧  ᖺ  ᭶ࡢᅜෆጤဨ㸦࢜ࣥࣛࣥ㸧࠾࠸ ✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦58&㸧
࡚ࠊࡇࢀࡽᣐⅬࡢ⥅⥆ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࠊᢎㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ࡢඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࠊ᥇
௧  ᖺᗘࡽ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡋ࡚άືࢆ㛤ጞࡋ ᢥᣐⅬࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓࡢᐇ
ࡓ  ᣐⅬᑐࡋ࡚ࠊ$'ࠊ$2 ࡼࡿ࢜ࣥࣛࣥᣐⅬゼၥࢆ ົᢸᙜ⪅㆟࡞ࠊ:3, ᣐⅬ
ᐇࡋࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋ

✚ࡉࢀࡓ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷࣭

࡞࠾ࠊ ᣐⅬࡽᣐⅬ㛗௦ࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡾࠊ௧  ᖺ ᒎ㛤ࡶ✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ᗘᅜෆጤဨ࡛ࡢᣐⅬ㛗௦ᢎㄆྥࡅ࡚ࠊ$'ࠊ$2 ➼ ࡢຠᯝࡶ╔ᐇୖࡆ࡚࠸ࡿホ
ࡼࡿ๓ホ౯ࣄࣜࣥࢢࢆ࡚࢜ࣥࣛࣥᐇࡋࡓࠋ

౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ࡾࢃࡅࠊࠕ:3,)RUXPࠖࡘ

ڦ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝࡢ᭱ྥࡅࡓάືࡢᨭ ࠸࡚ :3, ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࣑ࢵࢩࣙ
ᴗົࡢᐇ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳᢸᙜ⪅ࡼࡿ ࣥẖᩚ⌮ࡋ┤ࡋࠊ᥇ᢥᚋࡢᖺ
㆟ࢆ㏻ࡌࠊ:3, ᣐⅬࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢሗ࣭᪉ྥᛶࡢඹ ᩘࡀᑡ࡞࠸ⱝ࠸ :3, ᣐⅬࡸᣐⅬ
᭷ࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓᐇࡋࡓྲྀ⤌ࡣࠊࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡸྲྀ

ࡢ⤌⧊ᙧᡂࡸྲྀ⤌ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸

⤌ࡢຠᯝࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳᢸᙜ⪅㆟࡛ࡢྛᢸᙜ⪅ࡽࡢ ࡿ࣍ࢫࢺᶵ㛵ࡀཧ⪃ࡋ᫆࠸ࡼ
ពぢ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⯆⌮ࠊ3'ࠊ'3'ࠊ$' ➼࡛ᵓᡂࡉࢀ ࠺ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⤌ࡳ┤ࡋࡓୖ࡛
ࡿ :3, ࢭࣥࢱ࣮㆟࠾࠸࡚ࠊᖜᗈ࠸ᑐ㇟ࢆ㐺ษ࢝ࣂ ๅ᪂ࡋࠊ᭦ෆᐜࢆᐇࡉࡏࠊ
࣮࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊㄆ▱࣭⌮ゎࡢྥୖ⧅ࡀࡿ✀ࢆࢀࡔ ࢡࢭࢫᩘࢆ㣕㌍ⓗቑຍࡉࡏࡓ
ࡅࡲ࠸ࡓࠊ┠ⓗ๎ࡋࡓྲྀ⤌࡛࠶ࡗࡓ➼ࡢほⅬࡽ ࡇࡣ≉➹್ࡍࡿࠋ
ホ౯ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆḟࡢྲྀ⤌ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ

࣭ຍ࠼࡚ࠊ$OXPQL ⤌⧊ࡢ☜❧ࡢ



ࡓࡵࠊᚲせᛶࡀ㛗ᖺᙉࡃព㆑ࡉ

➼ࢳ࣮ࣜࢺ࢘ڧ

ࢀ࡚࠾ࡾ࡞ࡀࡽྛ :3, ᣐⅬ࠾
ࡅࡿ᪥ᖖᴗົ㐣ከࡸࣀ࢘ࣁ࢘೫
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:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡀ♫ࡽࠕぢ࠼ࡿࠖᏑᅾ࡞ࡿࡇ

ᅾࡼࡾᐇ⌧ࡁ࡞೫ࡾࡀ࠶

ࢆ┠ᣦࡋࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௧  ᖺᗘࡣࠊ᪂

ࡗࡓྛᣐⅬᅾ⤒㦂⪅ࡢࢹ࣮ࢱ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂࡋ࡚ࠊከࡃࡢάື

࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
௧  ᖺ

ࢆ࢜ࣥࣛࣥࡋࠊཪࡣ௦᭰ࡢ⏬ࢆ᪂ࡓᐇࡍࡿ

ᗘྛᣐⅬࡢᵓ⠏≧ἣࠊᵓ⠏

ࡇ࡛ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚

ྥࡅ࡚ࡢࢽ࣮ࢬࡢ☜ㄆࢆ㏻ࡌ

ࡶ࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࡀࡍࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺᭱㝈

࡚ࠊᐇົᢸᙜ⪅㆟ࢆ⏬ࡋ࡚

ດࡵࡓࠋ

ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ᭷ࢆᅗࡾࠊ᭦ࢹ



࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㞮ᙧࢆ⯆࠾࠸

ࢳ࣮ࣜࢺ࢘ە

࡚సᡂࡋࠊྛᣐⅬ࠾ࡅࡿ

࣭ᅜෆእྥࡅࡓሗⓎಙ፹యࡋ࡚ࠊᴗཬࡧྛᣐⅬ $OXPQL ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࢆᐜ᫆
ࡢᴫせᡂᯝࢆ♧ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦᪥ⱥేグ㸧ࢆసᡂ࣭ ࡋࠊྛᣐⅬࡢᚲせᛂࡌ࡚࢝
㓄ᕸࡋࡓࠊ⯆࢙࢘ࣈࢧࢺ࠾࠸࡚ࡶ᪥ⱥࡰ ࢫࢱ࣐ࢬ࡛ࡁࡿࡼ࠺௧  ᖺ
ྠෆᐜࡢሗࢆ㐺ᐅⓎಙࡋࡓࠋࡉࡽࠊྛᣐⅬࡽࡢせ ᗘ୰ᥦ౪ࡍࡿᡭ➻ࢆᩚ࠼ࡓࡇ
ᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖺᗘ᪂ࡓసᡂࡋࡓ :3, ᴗࢆ⤂ࡍࡿ ࡣᛌᣲゝ࠼ࡿࠋ
࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡣࠊᖺᗘࡣⱥㄒ∧ࢆ᪂ࡓసᡂࡋᅾி 
㤋ࠊᮏᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼㓄ᕸࡋࡓࠋ



࣭ᅜෆྥࡅࡓྲྀ⤌ࡋ࡚ࡣࠊ୍⯡ᒙࢆᑐ㇟ࡋࡓࢧ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࢚ࣥࢫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡋࠊ వྡࡢཧ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊᣐⅬࡢᑂᰝ࣭ホ౯࣭
ຍ⪅ࠊ:3, ᣐⅬࡢ◊✲⪅ࡽ⏕◊✲ࡢ᭱ඛ➃ࢆ⤂ ⟶⌮ᴗົࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࠋ≉
ࡍࡿࡶࠊ㧗ᰯ⏕ࡢཧຍ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚⛉Ꮫ⪅ ࠊ
௧  ᖺᗘணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࢟ࣕࣜࡘ࠸࡚⌧ᙺ◊✲⪅ࡢᑐヰࡢሙࢆタࡅࡓࠋ ᪂つබເࡢࡓࡵࡢᑂᰝຍ࠼ࠊ
ࣥࢣ࣮ࢺ࠾࠸࡚ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢ 㸣ࡽᚋࡢ :3, 㛵 ᭱ ⤊ ホ ౯ ཬ ࡧ ୰ 㛫 ホ ౯  ྥ ࡅ
㐃࣋ࣥࢺཧຍࡋࡓ࠸ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

࡚ࠊ᭦࡞ࡿయไᩚഛດࡵࡿࠋ

࣭⛉Ꮫ⯆ࡀ࠶ࡿ୍⯡ᒙྥࡅ࡚ࢃࡾࡸࡍࡃⓎಙࡍ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊㅮㄯ♫ࣈ࣮ࣝࣂࢵࢡࢫබᘧࢧࢺ ᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ሗⓎ
ୖ :3, ᣐⅬࡢ◊✲ᡂᯝࢆグࡋ࡚ᥖ㍕ࡋࠊᥖ㍕ᚋ  ಙࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁᕤኵࢆจࡽ
᭶㛫࡛  グྜィ⣙  ࣮࣌ࢪࣅ࣮ࣗࢆ⋓ᚓࠊ:3, ࡋࡘࡘࠊᵝࠎ࡞፹యࢆ㏻ࡌࡓ
)RUXP ࡛ࡶ⣙  ࣮࣌ࢪࣅ࣮ࣗࢆᚓࡓࠋ

ሗⓎಙࢆ㐍ࡵࡿࠋ

࣭ⱝ࠸ᒙࡢ࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡋ࡚ࡣࠊᖺࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ 
࢚ࣥࢫࣁࢫࢡ࣮ࣝ㸦66+㸧⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲ࡢࣈ࣮ࢫ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ฟᒎࢆ㏻ࡌ࡚⏕ᚐ➼ᴗ⤂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀ ౯㸧
ࡽࠊ௧  ᖺᗘࡢ 66+ ⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲ࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸯ࡘ࠸
ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࡼࡾ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദ

࡚ࡣࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆྵࡴ

࡞ࡾࠊദ⪅ഃࡢุ᩿ࡼࡾࣈ࣮ࢫฟᒎࡀ୰Ṇ࡞ࡗࡓ ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧᣐⅬసᴗ
ࡓࡵࠊ௦᭰άືࡋ࡚ࠊ:3, ᣐⅬ༠ാࡋ࡚࢜ࣥࣛࣥ

㒊ࡢ࠸ࡎࢀࡶእᅜேࢆྵࡴጤ

࡚㧗ᰯ⏕ྥࡅ :3, ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘  ࢆ⏬ࡋ㛤ദࡋ

ဨᵓᡂࡍࡿࡶࠊⱥㄒ

ࡓࠋᙜ᪥ࡣࠊ୰㧗⏕ᩍ⫋ဨࢆ୰ᚰ  ྡᙉࡀཧຍࡋ ࡼࡿ㈨ᩱࡢసᡂࠊཬࡧ㆟ࡢ㐠
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠶ࢃࡏࠊ
)DFHERRN ࢆ㏻ࡌ࡚࿌▱ :3,
ࡓࠋ

Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ࡢሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ)DFHERRN ࡢᢞ✏ࡢ࣮ࣜࢳᩘࡀ ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗࡢᅔ㞴ࢆ
 ࢆ㉺࠼ࠊᖺᗘࡢ 66+ ⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲࡛ࡢ࣮ࣜࢳ

ᵝࠎ࡞ᕤኵ࡛ࡾ㉺࠼ᖺ࠾

ᩘࢆୖᅇࡿ➼ࠊᖺ௨ୖ :3, ࡢάືሗࢆᒆࡅࡿࡇ ࡾࡢỈ‽࡛㐩ᡂࡉࢀࡓࠋ
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࣭ᴗ㛵ಀ⪅ࡢ㛵ᚰ࣭⌮ゎࢆᚓࡿࡃࠊ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃

࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸿ࡘ࠸

ྜࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊࡑࡢ㒊࣓ࣥࣂ࣮ :3, ᣐⅬദ ࡚ࡣࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᖹᡂ  ᖺ
࣋ࣥࢺ➼ࡢሗࡢ࿘▱ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖺᗘࡢ㐃ᦠඛ࡛࠶ࡿ ᗘㄆᐃᣐⅬࡢ࠺ࡕࠊ⿵ຓ㔠ᨭ
୍⯡♫ᅋἲேࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵ ᣐⅬࢆ㝖ࡃ  ᣐⅬࡘ࠸࡚ࠊ
ࣇ࢛
ࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢪࣕࣃࣥ㸦/,1.-㸧ࡣࠊ⏘ᴗ⏺ᇶ♏◊✲

࣮ࣟࢵࣉᇶᮏ᪉㔪๎ࡾࠊ

ࡢ㐃ᦠࡢ➃⥴ࡍࡃሗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦ᖹᡂ  ᖺ 
ࠕ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ࠖ

࣭ᾏእྥࡅࡓྲྀ⤌ࡋ࡚ࡣࠊ⯆ࡢᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

᭶  ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲⯆ᒁ㸧

ࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀᅾእබ㤋➼ඹദࡍࡿࢩࣥ ࡀᐃࡵࡿ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡢ
࣏ࢪ࣒࢘࠾࠸࡚ :3, ᣐⅬࡢ◊✲⪅ࡀ :3, ࡸࡑࡢᡂᯝࢆ ㄆᐃࢆ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࡈ
⤂ࡍࡿᶵࢆタࡅࡓ㸦ࡓࡔࡋࠊ௧㸰ᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟ ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨᅜෆጤဨ
ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࡼࡾ࣋ࣥࢺࡑ

ࡀホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ

ࡢࡶࡢࡀ୰Ṇ࡞ࡾࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢ㏦ࡢࡳࢆ⾜ࡗ ᣐ Ⅼ ࡍ  ࡚ ࡀ ⥅ ⥆  ࡘ ࠸ ࡚ ᑂ
ࡓ㸧
ࠋຍ࠼࡚ࠊ᪥ᮏᅜෆ࠶ࡿྛᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡㛵㐃ᶵ㛵ࡢ ㆟࣭ᢎㄆࡉࢀࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽ
❆ཱྀࡋ࡚ 6FLHQFH 7HFKQRORJ\'LSORPDWLF&LUFOH㸦௨

ࢀࡓྜ㸦㸣㸧ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

ୗ 6 7'&㸧㐃ᦠࡋ࡚➨  ᅇ :3, ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࠊᾏ



እࡢ㐃ᦠάືࢆྵࡵ :3, ᣐⅬࡢྲྀ⤌ࢆ⤂ࡋࡓࠋ࢜ࣥ 
ࣛࣥ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥ
ࢢࡶྵࡵࠊ⥅⥆ࢆᕼᮃࡍࡿኌࡀከࡃࠊࡼࡾᐇࡋࡓሗ
ࡢሙ࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭)DFHERRN ࢆྛᣐⅬࡢ◊✲ᡂᯝࡸ࣋ࣥࢺ➼ࡢ࿘▱⏝ࠊ
࢙࢘ࣈࢧࢺࠕ:3,)RUXPࠖࢆヲ⣽ሗⓎಙࢶ࣮ࣝ⨨
࡙ࡅࠊ)DFHERRN ᢞ✏ 㹼 ௳㸭᪥ࢆᜏᖖⓗⓎಙࢆ⥆ࡅ
ࡓ⤖ᯝࠊ
)DFHERRN ࣇ࢛࣮ࣟ࣡ᩘࡘ࠸࡚ࠊ
ᖺᗘࡣ 
ྡ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊᖺᗘࡣ  ྡ࡞ࡾࠊ࢙࢘ࣈࢧ
ࢺࠕ:3,)RUXPࠖࡢࢡࢭࢫᩘࡘ࠸࡚ࠊᖺᗘࡣ 
ࢡࢭࢫ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊᖺᗘࡣ  ࢡࢭࢫ࡞
ࡗࡓࠋ
:3,)RUXP ࡢ 85/https://wpi-forum.jsps.go.jp/
࣭ᗈሗ፹యࡋ࡚ :3, ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣍ࢫࢺᶵ㛵࡛࠶ࡿ⯆
ࡢ࣓࣐ࣝ࢞➼ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿࠊ⯆ᗈሗᐊࡸ
ෆࡢᴗࡢᗈሗࡢሗ࣭㐃ᦠࡶດࡵ࡚࠸
ࡿࠋ

ࢢࣥࢪࣞࢻࣥࣇەάືࡢᨭ
࣭ᣐⅬࡽࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ:3, ᣐⅬཬࡧࡑࡢᡤᒓᶵ㛵
㛵ಀ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ  ᭶
࡛࢜ࣥࣛࣥᐇࡋࡓࠋࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡣࠊඛ⾜ࡋ࡚ࣇ
ࢻࣞࢪࣥࢢྲྀࡾ⤌ࡴᣐⅬࡼࡿⓎ⾲ཬࡧࢡ
ࣛ࢘ࢻࣇࣥࢹࣥࢢࡢᑓ㛛ᐙࡼࡿㅮ₇ࢆ⾜࠸ࠊᚋ
ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ࡢ 㸣ࡽࠕ‶㊊ࡋࡓࠖࡢᅇ⟅ࢆᚓ
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ࡓࠋ
࣭๓ᖺᗘࡼࡾࠊࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢಀࡿᇶ♏▱㆑࣭ࣀ
࢘ࣁ࢘ཬࡧࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢ◊ಟࡢ㈨ᩱ୍ᘧࠊྛᣐⅬ
ࡢྲྀ⤌ࠊࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢάືࡢయ㦂ࣥࢱࣅࣗ
࣮グࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺࠕ:3,)RUXPࠖࡢ㛵ಀ⪅㝈ᐃ࣮࣌ࢪ
ᥖ㍕ࡋࡓࠊ௧  ᖺᗘ  ᭶ࡢࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㈨ᩱཬࡧㅮ₇ࡢື⏬ࢆᥖ㍕ࡋࠊᣐⅬ㛫ࡢࣀ࢘
ࣁ࢘ᒎ㛤ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

ەᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢಁ㐍⧅ࡀࡿάືࡢᨭ
࣭᪥ᮏࡢᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢຍ㏿࣭ᣑ㈨ࡍࡿࡃࠊ:3, 
࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬᴗົጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࡢ㛤ദ࡞ࡢάືࢆᨭࡋࡓࠋ

ڧሗ㞟࣭ศᯒ
࣭ୡ⏺ྛᅜࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࠊࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙
ࣥࢩ࣮ࠊ᭷ຊ⛉Ꮫㄅ➼࠾ࡅࡿ :3, ᴗࡢᐃᛶⓗホ౯ࢆ
ศᯒࡍࡿࡓࡵࠊࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡿㄪᰝࠊ♫ⓗࣥࣃ
ࢡࢺㄪᰝࢆᐇ୰࡛࠶ࡾࠊ᮶ᖺᗘ᭱⤊ሗ࿌ࢆࡲࡵࡿ
ணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭:3, ᣐⅬࡢᅾࡀⱝᡭ◊✲⪅ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂࡢ
⛬ᗘ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊㄪᰝ୰࡛࠶ࡾࠊ᮶ᖺᗘᮎ᭱⤊
ሗ࿌ࢆࡲࡵࡿணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿᾏእࡢඛ
➃◊✲᥎㐍ᴗࡢㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ጤဨὶ➼࡛ᇵࡗ࡚ࡁࡓᅾ᪥㤋⛉Ꮫࢱࢵࢩ
࢙ࡢ㐃ᦠࢆ㞟⣙࣭ᙉࡋࠊୖグ 6 7'& ࡢ➨㸯ᅇ :3, ࢭ
࣑ࢼ࣮࡛ࡢㅮ₇➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊሗ㞟ࡸᚋࡢㄪᰝ᭷
┈࡞ࡾ࠺ࡿேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ࡞
࠾ࠊྠࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊሗࡢ✚ᴟⓗ࡞⋓ᚓࡶど㔝ධࢀࠊ
ᚋࠕ:3, ࢩ࣮ࣜࢬࠖࡋ࡚⥅⥆ⓗᐇࡋࠊά⏝ࡍࡿ
ணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ڧᡂᯝࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤
࣭:3, ᣐⅬࡢ▱ぢࢆᅜෆࡢᏛ➼ඹ᭷ࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ
࢛࣮࣒ࡋ࡚㛤タࡋࡓ࢙࢘ࣈࢧࢺࠕ:3,)RUXPࠖࢆ :3,
ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿ࣑ࢵࢩࣙࣥẖᩚ⌮ࡋ┤ࡋࠊ᥇ᢥᚋࡢᖺᩘ
ࡀᑡ࡞࠸ⱝ࠸ :3, ᣐⅬࡸᣐⅬࡢ⤌⧊ᙧᡂࡸྲྀ⤌ࢆ᳨ウࡋ
࡚࠸ࡿ࣍ࢫࢺᶵ㛵ࡀཧ⪃ࡋ᫆࠸ࡼ࠺ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ⤌
ࡳ┤ࡋࡓୖ࡛ๅ᪂ࡋࠊ:3, ࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥἢࡗ࡚ᡂᯝⓎ
ಙࡍࡿࡶࠊᏛ➼㛵ಀ⪅ࡽࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛ
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ᣐⅬࡢᅜ㝿ᗈሗࡸࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢάືࠊࢲࣂ࣮ࢩ
ࢸࡢಁ㐍ࡢྲྀ⤌㛵ࡍࡿࣥࢱࣅ࣮ࣗグࢆᥖ㍕
ࡍࡿ࡞ࢥࣥࢸࣥࢶᐇࢆᅗࡾࠊᖺᗘࡣ  ࢡࢭ
ࢫ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊᖺᗘࡣ  ࢡࢭࢫࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ

࣭:3, ࡢ◊✲ᨭ㒊㛛ࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࠕ:3, ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ◊
✲ᡂ㛵ࢃࡿ⤂ࠖࢆ⏬ࡋࠊ ௳ࡢሗ࿌ࢆ
ࡲࡵࡓࠋ᮶ᖺᗘ :3,)RUXP ࡛ᗈࡃⓎಙࡍࡿࡇࢆணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦58&㸧
ࡢඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ࡚࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡋࡓࠋලయⓗ
ࡣࠊᚋ༙ࡢ㸱ࡘࡢศ⛉ࡢࡦࡘࡋ࡚ࠕ:LWKࢥࣟࢼ
௦ࡢᅜ㝿ேᮦὶࡘ࠸࡚ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊ◊✲⪅ࢆᑐ
㇟ࡋࡓࢭࢵࢩࣙࣥࢆ :3, ࢭࣥࢱ࣮ࡀ⏬ࡋᐇࡋࡓࠋ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣᘏ  ྡࡢཧຍࡀ࠶ࡾࠊࣥࢣ࣮ࢺ
࡛ࡣᅇ⟅⪅ࡢ 㸣ࡽ㧗ホ౯ࢆᚓࡓࠋࡲࡓ :3, ࡽࡢⓎ
ಙࢆᮇᚅࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࡶලయⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡀᚓࡽࢀࠊ
ᚋࡢάືᣦ㔪ࡋ࡚ά⏝ࡋࡓ࠸ࠋ
࣭ᮏᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᡃࡀᅜ࡛◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ◊✲
⪅ࡢ $OXPQL ⤌⧊☜❧ྥࡅ࡚ࠊྛᣐⅬ࠾ࡅࡿ $OXPQL
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ᪤ᵓ⠏ྲྀࡾ⤌
ࡴᣐⅬࡼࡿሗᥦ౪ࠊᣐⅬ㛫ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ඹ᭷ࡢᶵ
ࡋ࡚ᐇົᢸᙜ⪅㆟ࢆ࡚࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡋࠊཧຍ⪅ྥ
ࡅᚋࣥࢣ࣮ࢺ࡚ᅇ⟅⪅ࡢ 㸣ࡽࠕཧ⪃࡞ࡗ
ࡓࠖࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ࡞࠾ࠊ⯆࡛ࡣࠊ᪤ $OXPQL ࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿᣐⅬࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸ⯆
ࡀእᅜே≉ู◊✲ဨᴗ➼࡛ᵓ⠏ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ࢆཧ⪃ࠊ$OXPQL ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ㞮ᙧࡢసᡂྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠾ࡾࠊ௧  ᖺᗘྛᣐⅬᒎ㛤ࡍࡿࡇࢆணᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋ



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







㸲㸫㸰Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ

࣭ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⿵ຓホᐃ㸸D

㸦㸰㸧Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ
⿵ຓホᐃ㸸D

Ꮫࡀ⮬ࡽࡢᙉࡳࡸ

ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔

ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔

ᨭཬࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟ

ᴗࡘ࠸࡚ࠊᴗࡈ⯆࠾࠸࡚ᐃࡵࡓጤဨつ ௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

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 ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグ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 ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

⤌ࡴࡇ࡛ࠊᡃࡀᅜࡢ

ᴗࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ

ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ

ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ

ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡽ

ࡓࡵࠋ

ホᐃࢆ D ࡍࡿࠋ

࣭Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭ㛵ࡋ

࣭ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ

࡚ࡣࠊ⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ

㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂᴗࡘ

౯ᴗົ㛵ࡍࡿ⤒㦂▱㆑ࡀ

 ᅇ

࠸࡚ࠊᴗࡈጤဨࡸ㒊

༑ศ⏕ࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣉ

ᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ≧ἣ
㸦ጤဨࡢ㛤ദᐇ⦼➼

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

ەጤဨ➼㛤ദᐇ⦼
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
 ྠ ᑂᰝ࣭ホ౯㒊
 ྠ 32 ㆟
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ
ጤဨ
▱㆑㞟⣙ᆺ♫ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂጤဨ

92

ࡧᐇᶵ㛵ࡋ࡚㑅ᐃ
ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࠊᑂᰝ࣭

බ㛤ດࡵࡿࠋ

ᩍ⫱◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࡸ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢྲྀ⤌➼

ホ౯➼ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

௨ୗࡢᴗಀࡿᑂᰝ࣭ ࢆᨭࡍࡿᴗ࠾ࡅ

࣭ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿᩍ

ホ౯➼ࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ୖグᑂᰝ࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪

➼ࢆྜィ  ᅇ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ

ࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ጤဨ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡈᑓ㛛ᐙࡼࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ ౯ᴗົᚑࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡸᑓ㛛㒊ࡢタ⨨ࠊ㐠Ⴀࡀ

➼ࡢබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯యไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࡞ࡉࢀࠊᴗࡢ࡞᥎㐍



ࡿ᥇ᢥᶵ㛵ࡢྲྀ⤌≧ἣ

࣭Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂᴗ㸦༟㉺Ꮫ ࣭ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᴗ

⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭ



㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡛ࡣࠊ⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ  ௳ࡘ࠸࡚᭩㠃

࣭ᆅᇦ⏕࣭άᛶࡢᣐ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ᑂᰝ㸦 ௳ࡢᑂᰝពぢ᭩ࡢసᡂࡶྵࡴ㸧ཬࡧ㠃᥋ᑂᰝ ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿබṇ࡞

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

Ⅼࡋ࡚ࡢᏛࡢྲྀ⤌

㸲㸫㸰ᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ

ࡽ࡞ࡿᑂᰝᴗົࢆࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡼࡿ ᑂᰝ࣭ホ౯యไࢆᩚഛࡋࠊᴗࡢ

ࡢᙳ㡪ୗ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࢜ࣥࣛ

ࡢᨭ

࠼ࡓᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡀ㐺ษ

⥭ᛴែᐉゝ୰࠾࠸࡚ࡶ☜ᐇᐇࡋࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆ㏻ ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࠊ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡋ

ࣥᙧᘧࡢᑂᰝ࣭ホ౯ጤဨ

࣭㠉᪂ⓗ࣭ඛᑟⓗᩍ⫱◊

⾜ࢃࢀࡓࠊጤဨ➼

▱ࡋࡓࡇຍ࠼ࠊ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟ ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑂᰝ࣭ホ౯⤖ᯝࡢ

ࡀィ⏬ⓗ㛤ദࡉࢀࠊ㐺ษ࡞

✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ

㛤ദᐇ⦼ࡸᑂᰝ࣭ホ౯➼

ࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿ⌧ᆅどᐹ࡞ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᥖ㍕ࠊᚑ᮶ࡢ

ᑂᰝ࣭ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ

ࡍࡿពḧⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢ

ᐇ௳ᩘ➼ࢆཧ⪃ุ

㛵ࡍࡿᴗົࡢᐇດࡵࡓࠋࡲࡎࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᐇ ᪥ᮏㄒ∧ࣃࣥࣇࣞࢵࢺຍ࠼᪂

ࡓࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨ

ᨭ

᩿ࡍࡿࠋ

㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㒊ࢆ㛤ദࡋ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤ ࡓⱥㄒ∧ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆస

ࡢせᮃࡸྛᏛ࠾ࡅࡿ᪂ᆺ



ဨࡢព㆑ඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࡉ ᡂࡋ㛵ಀᶵ㛵㓄ᕸࡍࡿ➼ࠊ

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓ

㸲㸫㸿⯆ࡢ㛵ࢆ

ࢀࡓ  ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࠊึᮇẁ㝵࡛ࡢᴗ㊃ ሗබ㛤ࢆ✚ᴟⓗᐇࡋࡓࠋ

ᛂ᪉㔪㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ

ไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺ࡶ

㏻ࡌࠊᅜࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼

᪨ἢࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࣇ࢛࣮ࣟ

ࡾࢃࡅࠊ௧㸰ᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟ

ࢆゼၥࡋ࡚ࡢどᐹࡸࠊᏛ

ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊ

ࡓྲྀ⤌ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ

ࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠸ࠊᏛ⏕ࡢពぢ ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ

ࡢゼၥ࢙࢘ࣈ㆟ࡼࡿཧ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢබṇᛶࠊ

ࡓࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ

ࡢᐇຍ࠼ࠊ32 ࡶ❧ࡕ࠺ࡇࡼࡿᑓ㛛ⓗぢᆅ ࠸࠺ᅔ㞴࡞≧ἣ࠶ࡾࠊไ⣙ࡀ

ຍࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣁࣈࣜࢵ

㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ᴗ᥇ᢥᶵ㛵࠾ࡅࡿྲྀ

ࡽࡢሗඹ᭷ࡸ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ᥇ᢥ  ᖺᗘ┠ࡢホ౯ ࠶ࡿ୰࡛ࠊᏛᑐࡋ࡚ࠊሗ࿌᭩

ࢻᆺࡢどᐹࡶ୍㒊ࡢࣉࣟࢢࣛ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤ

⤌≧ἣࡘ࠸࡚ᚋホ

ࢆぢᤣ࠼ࡓⓗ☜࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥ ࡸㄪ᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࢆᘏ㛗ࡍࡿ࡞

࣒࠾࠸࡚⾜࠺࡞ࠊឤᰁᣑ

ဨࡢタ⨨

౯➼ࢆ㏻ࡌ࡚ẖᖺᗘ☜

ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪ᑐᛂࡘ࠸࡚

ࡢ㓄៖ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊົᒁ

㜵Ṇ㓄៖ࡋࡘࡘࣇ࢛࣮ࣟ

࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢ

ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓୰

ࡢ☜ㄆࡶ⾜࠸ࠊ⌧ᆅどᐹሗ࿌᭩࠾࠸࡚ࠊᏛ㝔ᩍ⫱ ࡼࡿᛕධࡾ࡞‽ഛࠊᵝࠎ࡞ᕤ

ࢵࣉࡢᐇຠᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓ

බ⾲

ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ

యࡢᨵ㠉ࡢྲྀ⤌࡞ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸᨵၿࢆせࡍࡿⅬࢆࡲ ኵࡢࡶࠊ╔ᐇᴗົࢆ㐍ࡵࡓ

ࡵࡢᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࡇ

࣭┈┦㓄៖ࡋࡓ

⦼㸦ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲

ࡵࡿࡶྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ

ᑂᰝࡢᐇ

ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ

ᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿᑐᛂࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ⌧ᆅど ࣭Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿ

ᡂᯝ࡛࠶ࡿ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢ

ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲Ỉ‽

ᐹ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂࡼࡿᙳ ᅜࡢຓᡂᴗ㸦༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟ

ࡿࠋ

ጤဨྡࡢබ⾲

ཬࡧ㐠Ⴀࡢ࠸ࡎࢀࡶୡ

㡪ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊឤᰁᣑ㜵Ṇ㓄៖ࡋࡘࡘࠊጤဨࡢព ࢢ࣒ࣛ㸧࡛ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ



࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲

⏺᭱㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿㄆ

ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡢせᮃࡸྛᏛ ࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࠊ࢘

࣭Ꮫ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍ

ࡲࡓࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧ

ᐃࡉࢀࡓྜࡀ 㸣

࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂ᪉㔪㓄៖

࢙ࣈ㆟ࡼࡿ㠃᥋ᑂᰝࢆྍ⬟

ࡿᅜࡢຓᡂᴗ㸦༟㉺Ꮫ㝔

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗⓎಙ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㸧
ࠊ

ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛࢆゼၥࡋ࡚ࡢどᐹࡸࠊᏛࡢゼၥ࢘ ࡍࡿࡓࡵࠊ࢜ࣥࣛࣥࡼࡾ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࡛ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ

ࡍࡿࡶࠊᙜヱሗ

Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨭཬ

࢙ࣈ㆟ࡼࡿཧຍࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣁࣈࣜࢵࢻᆺࡢ

ཧຍࡍࡿホ౯⪅ࡢ㠃᥋ᑂᰝࡢホ

࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࡢ

ࡀᴗࡢᨵၿࡸᅜ࠾

ࡧᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

どᐹࡶ୍㒊ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚⾜࠺࡞ࠊᐇຠᛶࢆᢸ Ⅼࢆ㞟ィࡍࡿ࢙࢘ࣈ㞟ィࢩࢫࢸ

ᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶࠊከᩘࡢ⏦

ࡅࡿ⟇ࡢ᳨ウά⏝

ࡢᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃ

ಖࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣒ࢆ᪂ࡓᵓ⠏ࡍࡿ࡞ࡢᕤኵ

ㄳᑐࡋᑂᰝᴗົࢆ࿘฿࡞‽

ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ

࠾ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨

࣭Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂᴗ㸦Ꮫᩍ⫱ ࢆ⾜ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵ

ഛࡼࡾࠊ⥭ᛴែᐉゝᮇ㛫

ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࡍ

⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉ ࣉࡢ୍⎔ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓጤဨ⌧

୰ࡶᴗົࢆ⥅⥆ࡋࠊᵝࠎ࡞ᕤ

ࡿ  ᴗ ࡢ  ྜ ࡀ  㸣

⏕᥎㐍ᴗ㸧࠾ࡅࡿホ౯ᴗົ࡛ࡣࠊྜィ  ௳ࡶཬ ᆅどᐹ࠾࠸࡚ࡣࠊጤဨࡢព

ኵࢆ⾜࠸ࠊ๓ᖺᗘྠࡌᮇ

㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ

ࡪ㑅ᐃᴗࡘ࠸࡚᭩㠃ホ౯ཬࡧ㠃᥋ホ౯㸦ᚲせࡉࢀ ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸ

ᑂᰝ⤖ᯝࢆ㏻▱࡛ࡁࡓࡇ

࠾ࡅࡿ୰㛫ホ౯ཬࡧ

ࡓ㸯Ꮫ㸧ࡽ࡞ࡿᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋᚋホ౯せ㡯 ᙜጤဨࡢせᮃཬࡧྛᏛ࠾ࡅ

ࡣࠊᴗࡢ࡞ᐇ⧅ࡀ

ᚋホ౯ࡢᐇ⦼㸧
㸧ࢆᇶ

ཬࡧᚋホ౯ㄪ᭩ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᴗయ࡛࠶ࡿ ࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛

‽ࡋࡓ≧ἣኚࢆホ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥥ᐦ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽࠊホ౯࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ ࡢᑐᛂ᪉㔪㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊጤ

ࡁࡿࠋ

౯࠾࠸࡚⪃៖ࡍࡿࠋ

ほⅬࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊ୰㛫ホ౯㡯┠ࢆᩚ⌮ࡍࡿ ဨࡀ⌧ᆅ㉱࠸࡚ࡢᑐ㠃ࡼࡿ

࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ୍⎔ࡋ

ࡶࠊᴗ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࢙࢘ࢺࢆタᐃࡋࡓࠋྛ どᐹࡸࠊᑐ㠃࢙࢘ࣈཧຍࢆ⤌

࡚⾜ࢃࢀࡓጤဨ⌧ᆅどᐹ࠾

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ

93

ࡈᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪➼

ࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣᖺ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ

ࡣࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼࡶぢᤣ࠼ࡓ

105

106
ᴗయࡢホ౯⤖ᯝࡣ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
㸦ィ

ࡳྜࢃࡏࡓࣁࣈࣜࢵࢻᆺࡢど

࠸࡚ࡶࠊ⌧ᆅどᐹࡢᐇຠᛶࢆ

⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊඃࢀࡓᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ ᐹࡶ⾜࠺࡞ࠊไ⣙ࡀ࠶ࡿ୰࡛

ᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ

ࡇࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ༑ศ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁ ࡶࠊ⌧ᆅどᐹࡢᐇຠᛶࢆᢸಖࡍ

⾜ࡗࡓࡇࡸࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

ࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ⾜࠺ࡇ

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࡛ࡢྛ

ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯ ࡛╔ᐇᴗົࢆ㐙⾜ࡋࡓࡇࡣ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀ⤌ࢆᑀࣇ

࡛ࡁࡿࠋ
㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ%ࠖ
㸦ᴫࡡィ⏬ἢࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊ 㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊྛࣉࣟࢢ

࢛࣮ࣟࢵࣉࡋࠊ⌧ᆅどᐹሗ

୍㒊࡛༑ศ࡞ᡂᯝࡀࡲࡔᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏ ࣒ࣛ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

࿌᭩グ㍕ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ

ᴗࡢ┠ⓗࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ㸧࡛

ࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪ᑐᛂࡘ࠸

ᑐᛂࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࡇ

࠶ࡗࡓࠕィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࠖࡢ 6 ホ౯ࡸࠕィ⏬࠾ࡾࡢ

࡚☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

ࡣࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼࡶぢᤣ࠼ࡓ

ྲྀ⤌ࠖࡢ $ ホ౯ࡀేࡏ࡚⣙ 㸣࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡾࠊయ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ

㸦ィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᡂᯝࡀᚓ
ࡿࠋ
㸧 ௳ࡀࠕ$ࠖ

ྲྀ⤌ゝ࠼ࡿࠋ

ࡋ࡚ࠊྛᴗࡀᴫࡡィ⏬ἢࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᡂᯝ 㡪ୗ࡛ࡢྲྀ⤌ࢆᑀࣇ࢛࣮ࣟ



ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྛᏛࡢ ࢵࣉࡍࡿࡶࠊ⌧ᆅどᐹ

࣭Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿ

ᚋホ౯⤖ᯝࡢྲྀࡾࡲࡵᙜࡓࡗ࡚ࠊ⯆ົᒁ

ሗ࿌᭩グ㍕ࡋᑐᛂࡢඹ᭷

ᅜࡢຓᡂᴗ㸦▱㆑㞟⣙ᆺ♫

ࡣࠊ㝈ࡽࢀࡓேဨయไࡢୗࠊ  ௳ࡢᚋホ౯ㄪ᭩ࡢ

ࢆᅗࡗࡓࡇࡣࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟࢼ

ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂᴗ㸧ࡢ

☜ㄆࢆࡾ࡞ࡃ╔ᐇ⾜࠺ࡶࠊᚋホ౯⤖ᯝࡢࢥ ࡶぢᤣ࠼ࡓዲࡢἼཬࢆಁࡍ

ᑂᰝᴗົ࠾࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟ

࣓ࣥࢺࢆࡼࡾᐇࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ Ⅼ࡛㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂࡼࡿ

ᰁᑐᛂ㛵ࡍࡿᏛഃࡢ㈇ᢸࢆ⪃៖ࡋࠊ⯆ົᒁ ࣭Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿᅜ

ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࡢึᖺᗘࡢᑂ

࠾ࡅࡿㄪ᭩ࡢ☜ㄆᮇ㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛഃ ࡢຓᡂᴗ㸦Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿

ᰝ࡞ࡗࡓࡀࠊ༑ศ࡞‽ഛࡢ

ࡢㄪ᭩సᡂᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡉࡏࡿࡶࠊጤဨ࠾ࡅࡿ ࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ

ࡶࠊ࣓࣮ࣝᑂ㆟࢙࢘ࣈ

᭩㠃ホ౯ᮇ㛫➼ࡢホ౯㛵ࡍࡿᮇ㛫ࢆ༑ศ☜ಖࡍࡿ

Ꮫࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ㸧࡛

㆟ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊึ㢦ྜࢃࡏ

ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ 

ࡣࠊ㝈ࡽࢀࡓேဨయไࡢୗ࡛ࠊ᪂

ࡢᑂᰝጤဨ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ

࣭Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂᴗ㸦▱㆑㞟⣙ᆺ ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪

༑ศ࡞‽ഛࡢࡶࠊᑂᰝయไ

♫ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂᴗ㸧࠾ࡅࡿᑂᰝᴗົ࡛ࡣࠊ᭩ ୗ࠾࠸࡚ࡶࠊ୰㛫ホ౯ࡽ

ࢆ㎿㏿ࡘຠ⋡ⓗᵓ⠏ࡋࠊ

㠃ᑂᰝཬࡧ㠃᥋ᑂᰝࡢ㸰ẁ㝵ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ ௳㸦࣓ࢽࣗ ホ౯せ㡯ࡸㄪ᭩➼ࡢ✀ࠎࡢᨵၿ

ࡾ࡞ࡃᑂᰝࢆ㐍ࡵࡓࡇࡣ

ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ ௳ࡶཬࡪᚋ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᙜึண

ᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⏦ㄳᴗィ⏬࠾࠸࡚ᵓ⠏ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟ ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᴗయࡢᡂᯝࢆ

ᐃࡣ࡞ࡗࡓࠊᏛ㒊ᩍ⫱ࢆ

࣮Ϩ㸸 ௳ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗϩ㸸 ௳㸧ࡢ㑅ᐃೃ⿵ᴗィ⏬ࢆỴ
ࢢ࣒ࣛࡢయ⣔ᛶࢆ」ᩘࡢᑓ㛛ศ㔝ࡈ㐺ษᑂᰝࡍ

ᚋホ౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓࡋ࡚ࡲ

ᑐ㇟ࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗࡋ

ࡿࡓࡵࠊ᭩㠃ᑂᰝᢸᙜጤဨࡋ࡚ࠊጤဨຍ࠼࡚ᑓ㛛ጤ

ࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࡚ࡣึࡵ࡚࡞ࡿ 32 ࢆ㓄⨨

ဨࢆ㓄⨨ࡋࡓࠋ㑅ᐃᚋࡣࠊྛ㑅ᐃᴗィ⏬ࡢᴗ┠ⓗࡢ

࣭ࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡍࡿ࡞ࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡼࡾ

╔ᐇ࡞㐩ᡂ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ㒊ᩍ⫱ࢆᑐ㇟ࡋࡓᅜࡢຓ ᑐᛂ㛵ࡍࡿᏛഃࡢ㈇ᢸࢆ

ᐇࡋࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไ

ᡂᴗ࡛ࡣึࡵ࡚࡞ࡿ 32 ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡶࠊࣇ࢛

⪃៖ࡋࠊ⯆ົᒁ࠾ࡅࡿ

ࢆᵓ⠏ࡋࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿጤဨ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠺ࣇ࢛ࣟ

ㄪ᭩ࡢ☜ㄆᮇ㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ

ࡿࠋ

࣮ࢵࣉయไࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽ୪⾜ࡋ࡚ࠊᮏ ࡼࡾࠊᏛഃࡢㄪ᭩సᡂᮇ㛫



ᴗ᪂ࡓ࡞࣓ࢽ࣮ࣗࡋ࡚ࠊ௧  ᖺᗘࡽࠕ࣓ࢽࣗ ࢆᘏ㛗ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࣭ᵝࠎ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸

࣮Ϫࣥࢸࣥࢩࣈᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡀຍࢃࡿࡇ

࡚ࠊሗ࿌᭩ࡸᚋホ౯ㄪ᭩ࡢ

ࡿࠋ

࡞ࡾࠊᴗయ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚సᡂࡋࡓබເ ࣭Ꮫ㒊ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿᅜ

⥾ࡵษࡾࢆ  ᭶ࡽ  ᭶

せ㡿㸦㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝせ㡯㸦㸧ཬࡧィ⏬ㄪ᭩㸦㸧 ࡢຓᡂᴗ㸦▱㆑㞟⣙ᆺ♫ࢆ

༙ᘏ㛗ࡍࡿᥐ⨨ࢆྲྀࡗࡓࡇ

ࢆసᡂࡋࠊබເྥࡅࡓ‽ഛࢆ㎿㏿⾜࠸ࠊጤဨࢆ㛤

ᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂᴗ㸧ࡢᑂᰝᴗ

ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ദࡋ࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ົ࠾࠸࡚ࠊึᖺᗘࡢᑂᰝࢆࠊ᪂

ࡼࡿົᙧែࡢኚᐜࡀ࠶



ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂ

ࡿᏛ࠾ࡅࡿ㈇ᢸࢆ⪃៖ࡋ



ࡼࡿᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊྛ⏦ㄳ

ࡓᰂ㌾࡞ᥐ⨨ࡋ࡚ࠊホ౯ࡋ
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ձ༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢࣛ
࣒
ྛᏛࡢᣢࡘᏛ⾡◊





ᴗィ⏬ࡢ」ᩘࡢᑓ㛛ศ㔝ᑐᛂ

ࡓ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊົᙧែࡢኚᐜ



ࡋࡓᑂᰝయไࢆ㎿㏿ࡘຠ⋡ⓗ

ࡣ⯆࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶



ᵓ⠏ࡋࡓୖ࡛ࠊᙜึࢫࢣࢪࣗ

ࡿࡶࢃࡽࡎࠊయࡢࢫ



࣮ࣝ࠾ࡾࠊࡾ࡞ࡃᑂᰝࢆ㐍

ࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ㐜ࡀ㉳ࡁ࡞



ࡵࡿࡶࠊ㑅ᐃᴗィ⏬ࡀ

ࡗࡓࡇࡣࠊ⯆࠾ࡅࡿ



⏦ㄳࡢィ⏬ἢࡗ࡚╔ᐇྲྀ

☜ㄆࡾࡲࡵసᴗࡀᖺࡼ



⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ

ࡾࡶࡣࡿ▷⦰㞟⣙ࡉࢀࡓ

࠙༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ

ᙜึணᐃࡣ࡞ࡗࡓࠊᏛ㒊ᩍ

ࡇࢆពࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ

࣭௧  ᖺ  ᭶ࡢ༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗࠕጤ

⫱ࢆᑐ㇟ࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ

ဨࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆࡼࡾ୍ᒙ㐩ᡂ ࡋ࡚ࡣึࡵ࡚࡞ࡿ 32 ࢆ㓄⨨ࡍ

⯆ࡢᑾຊࡣ≉➹್ࡍࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

✲࣭Ꮫ㝔ᩍ⫱࠾ࡅࡿ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑂᰝせ㡯➼ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ ᭶ 

ࡿ࡞ࠊᐇࡋࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵ

ᙉࡳࢆ᰾ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ

Ꮫ➼ࡽ  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࡓࠋࡑࡢᚋᑂᰝ࣭ホ౯

ࣉయไࢆᵓ⠏ࡋࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯

࡛ࡢᏛ㝔ᨵ㠉ࡢᡂᯝ

㒊㸦௨ୗࠕ㒊ࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧ㠃 ࡛ࡁࡿࠋ

ࢆ⏕ࡋࠊᅜෆእࡢ

᥋ᑂᰝࢆ㏻ࡌࡓྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜

Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࣭Ẹ㛫ᴗ

࠸ࠊ ᭶㛤ദࡢጤဨ࠾࠸࡚᥇ᢥೃ⿵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆỴ ࣭ᮏᴗ࠾ࡅࡿ  ᗘ┠ࡢᑂᰝ

࣏ࢫࢺࢥࣟࢼྥࡅࡓ✚ᴟⓗ

➼⤌⧊ⓗ࡞㐃ᦠࢆ⾜

ᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ᥇ᢥࢆỴᐃ㸧
ࠋᴗ

ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊᴗᐇ

࡞ྲྀ⤌ࡸ᳨ウࡘ࠸࡚ࡶලయ

࠸ࡘࡘࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ

య࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥥ᐦ㐃⤡ㄪᩚࡍࡿࡶࠊ య࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⥥ᐦ

ᩍ⫱ຊ࣭◊✲ຊࢆ⤖㞟ࡋ

⏦ㄳࢆཷࡅࡅࡓᚋࡢ  ᭶ࡽ  ᭶ࡅ࡚ࡢ᪂ᆺࢥࣟ

࡞㐃⤡ㄪᩚᑂᰝࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ

ࡓ㸳ᖺ୍㈏ࡢ༤ኈㄢ⛬

ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ⥭ᛴែᐉゝᮇ㛫୰࠾࠸࡚ࡶ╔ᐇ

ᨵၿࡼࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏

ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ๓ᖺᗘྠࡌ  ᭶୰ᑂᰝ⤖ᯝࢆ ࢫឤᰁࡼࡿไ⣙ࡀ࠶ࡿ୰࡛

ࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿࢭࢡࢱ࣮ࢆ

㏻▱ࡋࡓࠋ

≌ᘬࡍࡿ༟㉺ࡋࡓ༤ኈ

࣭ᑂᰝࡣࠊ㒊ጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧ㠃᥋ᑂᰝࡢ  ẁ ᪨ࢆⓗ☜ᤊ࠼ࡓᑂᰝࢆᐇࡋ

ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆ

㝵ᑂᰝຍ࠼ࠊᮏᴗ࡛ࡣࡉࡽࠊ⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ῝ ࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂ

ࡃ㛵ಀࡍࡿศ㔝࠾ࡅࡿ༟㉺ᛶࠊ≉ୡ⏺ⓗỈ‽ࡽぢ ࣭⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ῝ࡃ㛵ಀࡍ

ᴗ࡛࠶ࡿࠕ༟㉺Ꮫ㝔ࣉ

ࡓᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ༟㉺ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡼࡾ⢭⦓࡞ᑂᰝ

ࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊጤ

ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵㐃ࡍࡿศ㔝ࡢᏛ㆑⤒㦂 ぢࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛༟㉺ᛶࢆ㋃ࡲ࠼

ဨࢆ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ

⪅ࡀࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ❧⬮ࡍࡿ࠶ࡿ࠸ࡣᐦ᥋㛵㐃ࡍࡿᏛ ࡓࡼࡾ⢭⦓࡞ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇ

౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ၥศ㔝࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗ࣭Ꮫၥⓗ▱ぢࢆά⏝ࡋ࡚ࠕᏛ⾡ά ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ

࠙༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ

ࡶ㒊ࢆ㐠Ⴀࡋࠊᴗ㊃

ࡿศ㔝ࡿᏛ㆑⤒㦂⪅ࡢព

ືࡢỈ‽➼ࡢ༟㉺ᛶࠖ
ࠕᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࡢ༟㉺ᛶࠖ ࣭ຠᯝⓗ࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀ⾜

᪂ࡓබເࡍࡿᴗࡢ

ࡘ࠸࡚  ௳ࡢᑂᰝពぢ᭩ࢆసᡂࡋࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢཧ⪃ ࠼ࡿࡼ࠺ࠊ㒊ࢆ㛤ദࡋព㆑ඹ

ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࢀ

㈨ᩱࡋࡓࠋᑂᰝពぢ᭩ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⏦ㄳࣉࣟ ᭷ࢆᅗࡾࠊ௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࡉ

ࡲ࡛᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳

ࢢ࣒ࣛ῝ࡃ㛵ಀࡍࡿศ㔝ἢࡗ࡚ࠊ⯆ົᒁ࡛  ࢀࡓ  ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚

ࡢᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵ

௳ᙜࡓࡾ」ᩘྡࡢᑂᰝពぢ᭩సᡂ⪅ࡢೃ⿵⪅ࢆᣲࡆࠊᡤ ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿ

ࣉࢆ⾜࠺ࠋ

ᒓᶵ㛵ࢆ㏻ࡌ࡚ᑂᰝពぢ᭩సᡂࡢ౫㢗ࢆ⾜࠸ࠊసᡂࡉࢀ ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊ᥇
ࡓᑂᰝពぢ᭩ࢆ㏿ࡸᩚ⌮ࡋࡓࠋᑂᰝពぢ᭩ࡢసᡂ౫ ᢥ  ᖺᗘ┠ࡢホ౯ࢆぢᤣ࠼ࡓⓗ
㢗ཬࡧᩚ⌮ࡢᮇ㛫ࡣࠊ⥭ᛴែᐉゝᮇ㛫୰࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ ☜࡞ᣦᑟࠊຓゝ➼ࢆ⾜࠸ࠊᏛ㝔
ࡢࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵ṆࡢࡓࡵࡢᅾᏯ ᩍ⫱యࡢᨵ㠉ࡢྲྀ⤌࡞ࡢ㐍
ົࢆᐇࡋ࡞ࡀࡽࠊຠ⋡ⓗసᴗࢆ㐍ࡵࡿࡇࡼࡾࠊ ᤖ≧ἣ➼ࢆࡲࡵࡓ⌧ᆅどᐹሗ
ࡾ࡞ࡃ╔ᐇᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡑࢀ ࿌᭩ࢆබ⾲ࡋࡓࡇࡣࠊホ౯࡛
ࡽࡢᑂᰝពぢ᭩ࢆཧ⪃ࡋ࡚㒊ጤဨࡀ᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜

ࡁࡿࠋ≉ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜ

ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ㒊ጤဨࡽࡣࠊᑂᰝᙜࡓࡾᑓ㛛ⓗ▱ぢ ጤဨཬࡧᏛࡢせᮃࢆྍ⬟࡞㝈
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㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
࣭⌧ᅾࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ
ឤᰁࡢᑐᛂࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ

ⓗ᫂ࡽࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ


107

108
ࡽᙜヱศ㔝࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ᭱᪂ືྥࡸୡ⏺ⓗỈ‽

ࡾ㋃ࡲ࠼ࠊᏛࢆゼၥࡋ࡚ࡢど

ࡽぢࡓ⏦ㄳࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ༟㉺ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡇᑂᰝ

ᐹࡸࠊᏛࡢゼၥ࢙࢘ࣈ

ពぢ᭩ࡀኚཧ⪃࡞ࡗࡓࡢホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ

㆟ࡼࡿཧຍࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ

࣭㒊ࡘ࠸࡚ࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ ࣁࣈࣜࢵࢻᆺࡢどᐹࡶ୍㒊ࡢ
ほⅬࡽࠊᶵືⓗ࢙࢘ࣈ㆟⎔ቃࢆᩚ࠼࡚ᐇࡋࡓࠋ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚⾜࠸ࠊᐇຠ
≉ࠊ㠃᥋ᑂᰝࢆ࢙࢘ࣈ㆟࡛ᐇࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ࢜ࣥ ᛶࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᕤኵࢆ⾜
ࣛࣥࡼࡾཧຍࡋ࡚࠸ࡿྛ㒊ጤဨࡀࡋࡓホⅬཬ

ࡗࡓⅬࡸࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

ࡧᑂᰝពぢࢆ㞟ィࡍࡿࡓࡵࡢ࢙࢘ࣈ㞟ィࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ

ឤᰁࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪ᑐᛂ

⠏ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࢙࢘ࣈ㆟࠾࠸࡚ࡶ㎿㏿࡞㞟ィࢆ ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜࠸ࣇ࢛࣮ࣟ
ᐇ⌧ࡋࠊࡾ࡞ࡃ㠃᥋ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ࢵࣉࡍࡿࡶࠊ⌧ᆅどᐹሗ

࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᑂᰝ⤖ᯝࡸㄪ᭩ ࿌᭩グ㍕ࡍࡿࡇࡼࡾᑐᛂ
➼ࢆྵࡵ㛵ಀ㈨ᩱࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄 ࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓⅬࡣ㧗ࡃホ
៖ࡋࡓࠋ

౯࡛ࡁࡿࠋ

KWWSVZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXSURVDLWDNXVDLWDNXBUKWPO

࣭ጤဨ⌧ᆅどᐹ 32 ࡀ❧ࡕྜ࠺



ࡇ࡛ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࡢຓゝ

࣭௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࠊ ࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡾ᭷┈࡛
ึᮇẁ㝵࠾ࡅࡿᴗ㊃᪨ἢࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀ

࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸ

ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿጤဨ⌧

ᙜጤဨ 32 ࡀሗඹ᭷ࡸ㆟ㄽࢆ

ᆅどᐹࢆᐇࡋࡓࠋጤဨ⌧ᆅどᐹ࠾࠸࡚ࡣࠊጤဨࡢ ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᚋࡢ 32 ࡼࡿࣇ
ពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୍ᚊ࢙࢘ࣈ㆟ࡼࡿどᐹࢆ⾜࠺ࡢ࡛ ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᨵၿࡘ࡞ࡆࡿ
ࡣ࡞ࡃࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡢせᮃཬࡧྛᏛ࠾ ࡇࡀ࡛ࡁࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂ᪉㔪㓄៖ࡋ

࣭᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⏦ㄳࡢィ

࡞ࡀࡽࠊጤဨࡀ⌧ᆅ㉱࠸࡚ࡢᑐ㠃ࡼࡿどᐹࡸࠊᑐ㠃 ⏬ἢࡗ࡚╔ᐇྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿ
ࡼࡿどᐹ࢙࢘ࣈ㆟ࡼࡿཧຍࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࣁ

௧  ᖺᗘ᥇
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ

ࣈࣜࢵࢻᆺࡢどᐹࡶ୍㒊ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚⾜࠺

ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ 32 ࢆ㏿ࡸ㓄

࡞ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗࡢไ⣙ࡀ࠶ࡿ ⨨ࡋࡓୖ࡛ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࡞ 32 ⌧
୰࡛ឤᰁᣑ㜵Ṇ㓄៖ࡋࡘࡘࠊ⌧ᆅどᐹࡢᐇຠᛶࢆᢸ ᆅゼၥࢆᐇࡍࡿࡓࡵ 32 ㆟
ಖࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧ᆅどᐹඛ❧ࡕࠊ ࢆ 㛤 ദ ࡋ ࡚  ሗ ඹ ᭷ ࢆ ᅗ ࡿ ࡞
㒊ࢆ㛤ദࡋ࡚ࠊ᥇ᢥ  ᖺᗘ┠ࡢホ౯ࢆぢᤣ࠼ࡓጤဨ⌧ ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᩚഛ࣭
ᆅどᐹࡢຠᯝⓗ࡞ᐇྥࡅ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤ

ᐇດࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛

ဨࡢព㆑ඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅゼၥ㝿ࡋ࡚ࡣࠊྛ

ࡁࡿࠋ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡢୖ࡛ಶูࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

ᢸᙜጤဨᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠺࡞ࡼࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈ ឤᰁᣑࢆཷࡅࡓ୰㛫ホ౯ࡢ᪉
ࡢၥ㢟Ⅼࢆඹ᭷ࡋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡀⓗ☜࡞

㔪ࢆጤဨ㛗࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡋ࡚࠸

ᣦᑟࠊຓゝ➼ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ

ࡕ᪩ࡃᏛ♧ࡍࡇࡼࡾࠊ

࣭ጤဨ⌧ᆅどᐹ 32 ࡀ❧ࡕ࠺ࡇ࡛ࠊ32 ⌧ᆅゼၥࡢ

╔ᐇ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇࢆಁࡋ

ሗඹ᭷ࡸᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࡢຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟

ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࡞ࡾࠊጤဨ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡍࡿୖ࡛᭷┈࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ࣭ᾏእࡢᗈሗࡶᚲせ࡛࠶ࡿ
௧  ᖺᗘࡣᚑ᮶ࡢ᪥ᮏㄒ
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨ 32 ࡀ⌧ᆅどᐹ࠾࠸࡚ሗ ᤊ࠼ࠊ
ඹ᭷ࡸ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊᚋࡢ 32 ࡼࡿࣇ࢛࣮ࣟ ∧ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺຍ࠼ࠊ᪂ࡓ
ࢵࣉࡢᨵၿࡘ࡞ࡆࡓࠋ
96

ⱥㄒ∧ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡶసᡂ

࣭Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿᨵၿⅬࡸ༟㉺ᛶࢆ ࡋࠊ㛵ಀྛᡤ㓄ᕸࡍࡿࡇ࡛ࠊ
ࡢࡼ࠺ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡞ࡢ㉁ၥࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ᭷┈࡞ ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗດࡵࡓࡇࡣホ
ᅇ⟅ࢆᚓࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊᏛ⏕ࡢどⅬࡶྵࡵࡓᏛ ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡢຓゝࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

࠙Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢࣛ

࣭ጤဨ⌧ᆅどᐹ⤊ᚋࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡀᏛ ࣒ࠚ
㝔ᩍ⫱యࡢᨵ㠉ࡢྲྀ⤌࡞ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸᨵၿࢆせࡍ

࣭ᚋホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊ

ࡿⅬࢆࡲࡵࡓ⌧ᆅどᐹሗ࿌᭩Ꮫࡀసᡂࡋࡓ௧

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂ

ඖᖺᗘࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻

ࡼࡿᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊጤဨ

ࡌ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ

࡛ࡢᚋホ౯せ㡯ࡢỴᐃ➼㎿㏿

KWWSVZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXSURIROORZXSBUKWPO

ᐇయไࢆᩚ࠼ࡓࡇࡣ㧗ࡃ

࣭௧  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ⏦ㄳࡢ ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
ィ⏬ἢࡗ࡚╔ᐇྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊྛ ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢸ࣮࣐༶ࡋ࡚ 32 ࢆ㏿ࡸ㓄⨨ࡋࡓࠋ 㝈ࡽࢀࡓேဨయไࡢୗ࡛  ௳
32 ⌧ᆅゼၥᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ≉᪂ࡓ㓄⨨ࡋࡓ 32 ࡀⓗ

ࡶཬࡪᚋホ౯௳ᩘࡾ࡞

☜┦ㄯࠊຓゝ➼ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊ๓㛤ദࡋࡓ 32 ㆟ ࡃ╔ᐇᑐᛂࡍࡿྠࠊ୰
࠾࠸࡚ᴗ㊃᪨ࡸ 32 ࡢᙺࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࠊᖹ 㛫ホ౯ࡽホ౯せ㡯ࡸㄪ᭩➼
ᡂ  ᖺᗘཬࡧ௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ≉ ࡢ✀ࠎࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࡇࡣ㧗
Ⰽ࠶ࡿྲྀ⤌ࡸㄢ㢟ࡢሗඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵ௧ඖᖺᗘ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡼࡿ
ࡽᘏᮇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ௧ඖᖺᗘ 32 ⌧ᆅゼၥࢆ࢙࢘ࣈ Ꮫࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵࠊㄪ᭩ࡢ☜
㆟ཪࡣ᭩㠃ࡼࡾ  ௳⾜࠺ࡶࠊ௧  ᖺᗘ 32 ㄆᮇ㛫ࢆ▷⦰ࡋࠊᏛࡢㄪ᭩స
⌧ᆅゼၥࢆ࢙࢘ࣈ㆟ࡼࡾ  ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ ᡂᮇ㛫ࢆ༑ศ☜ಖࡋࡓࡇࡣ
࡚⾜ࡗࡓࠋ
㸦௧  ᖺᗘ 32 ⌧ᆅゼၥࡢṧࡾࡢ  ௳ࡘ࠸ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࡚ࡣ௧  ᖺ  ᭶ᐇ㸧

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧ௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡽࡢ௧ ᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿ㝈ࡽࢀࡓேဨయ
ඖᖺᗘᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ❧Ꮫ༠ࡼ ไࡢୗ࡛ࠊ  ௳ࡶཬࡪྲྀ⤌
ࡿࠕᅜ❧Ꮫἲே࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ ࡢᚋホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ୰㛫
ᛂ㛵ࡍࡿ⥭ᛴせᮃࠖ➼ࢆཷࡅ࡚ࠊᥦฟᮇ㝈ࢆ⣙㸯ࣨ᭶

ホ౯ࡽホ౯⤖ᯝࡢࢥ࣓ࣥࢺ

ᘏ㛗ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ

ࢆᐇࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࡿࡶ

࡚ࡣࠊ32 ⌧ᆅゼၥཬࡧᏛࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ≧ἣሗ࿌ ࠊᴗయࡢᡂᯝࢆᚋホ౯
᭩➼ࢆ㋃ࡲ࠼ 32 ࡼࡿ 32 ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩ࢆసᡂ

⤖ᯝࡢ⥲ᣓࡋ࡚ࡲࡵࡓࡇ

ࡋᏛ㛤♧ࡍࡿࡇࡼࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿࢆಁࡋ ࡣࠊᴗᡂᯝ➼ࡢᬑཬࡢほⅬ
ࡓࠋ

ࡽ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭⌧ᆅどᐹཬࡧ௧  ᖺᗘ 32 ⌧ᆅゼၥ࠾࠸࡚ࡣࠊጤ

࣭ホ౯⤊ᚋࡣࠊᚋホ౯⤖ᯝ

ဨ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟ ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡇ
ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪ᑐᛂࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜

ࡼࡾࠊྛᏛཧ⪃࡞ࡾ

࠸ࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ ࠺ࡿࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ሗ
࡛ࡢྲྀ⤌ࢆᑀࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡍࡿࡶࠊ⌧ᆅど Ⓨಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊホ౯ࡢ㏱᫂
ᐹሗ࿌᭩グ㍕ࡋᑐᛂࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ

ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

࣭௧  ᖺᗘᐇࡍࡿᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ

࠙ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉

ᑐࡍࡿ  ᖺᗘ┠ホ౯㸦୰㛫ホ౯㸧㛵ࡋ࡚ࠊᴗయ࡛ ⏕᥎㐍ᴗࠚ
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110
࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥥ᐦ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽࠊጤဨࡢࡳ࡞ࡽ ࣭ᚋホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊ
ࡎࠊ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ࡸࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ୰ᚰⓗ ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂ
⾜࠺㒊ࡢពぢࡶᫎࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊࡼࡾᐇຠᛶࡢ㧗࠸ ࡼࡿᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊጤဨ
ホ౯せ㡯➼ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ௧㸱ᖺᗘᐇࡢ୰ ࡛ࡢᚋホ౯せ㡯ࡢỴᐃ➼㎿㏿
㛫ホ౯࠾ࡅࡿ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑಀࡿ

ᐇయไࢆᩚ࠼ࡓࡇࡣホ౯

ᙳ㡪ࡢྲྀᢅ࠸㸦㸧
ࠖࢆጤဨ㛗࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡕ᪩ࡃ ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ
Ⓨಙࡍࡿࡇࡼࡾࠊᙜヱ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ╔ᐇ࡞ࣉࣟࢢ ࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿ㝈ࡽ
࣒ࣛࡢᐇࢆྛᏛಁࡋࡓࠋ

ࢀࡓேဨయไࡢୗ࡛  ௳ཬ

࣭▱㆑㞟⣙ᆺ♫ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ ࡪᚋホ౯௳ᩘ㐺ษᑐᛂࡍ
ᴗົ࠾࠸࡚ࠊᮏᴗࡢ 32 ไᗘ࡞ࡢ⤌ࡳࡀά⏝ࡉ

ࡿࡶࠊ୰㛫ホ౯ࡽホ

ࢀࡿ࡞ࠊᮏᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢ࣭ࣀ

౯せ㡯ࡸㄪ᭩➼ࡢ✀ࠎࡢᨵၿࢆ

࢘ࣁ࢘➼ࡀࠊࡢᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົἼཬࡋ࡚࠸ ᅗࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡿࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࣭᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛከᩘࡢ␃Ꮫ⏕ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ ࡼࡿᏛࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓࡵࠊㄪ
㚷ࡳࠊ᪥ᮏே௨እࡢᗈሗࡶᚲせ࡛࠶ࡿᤊ࠼ࠊྛ᥇ᢥ

᭩ࡢ☜ㄆᮇ㛫ࢆ▷⦰ࡋࠊᏛࡢ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせࢆࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡓ᪥ᮏㄒ∧ࡢ

ㄪ᭩సᡂᮇ㛫ࢆ༑ศ☜ಖࡋࡓ

ࣃࣥࣇࣞࢵࢺຍ࠼ࠊ᪂ࡓⱥㄒ∧ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆస ࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ᡂࡋࠊᅜࡢᏛᗈࡃ㓄ᕸࡍࡿࡇ࡛ᴗࡢ✚ᴟⓗ࡞ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ
ᗈሗດࡵࠊ㛤ጞ  ᖺᗘ┠࡛࠶ࡿᮏᴗࡢ▱ྡᗘྥୖ ᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿ㝈ࡽࢀࡓேဨయ







ղᏛᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ
㧗➼Ꮫᰯࡸ♫ࡢ



ᐤࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ไࡢୗ࡛ࠊ  ௳ཬࡪᴗࡢ



ᚋホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚୰㛫ホ౯

࠙Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ

ࡽホ౯⤖ᯝࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ

࣭Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ ᐇࡉࡏྲྀࡾࡲࡵࡿࡶࠊ
࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓホ౯せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ ᴗయࡢᡂᯝㄢ㢟ࢆᚋホ

࡞᥋⥆ࡢࡶࠊධཱྀ

 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓࡋ࡚ࡲࡵࡓࡇ

ࡽฟཱྀࡲ࡛㉁ಖドࡢ

௳ཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊィ  ௳ࡢᴗ

ࡣࠊᴗᡂᯝ➼ࡢᬑཬࡢほⅬ

కࡗࡓᏛᩍ⫱ࢆᐇ⌧

ࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋᚋホ౯せ㡯ཬࡧᚋホ ࡽ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊጤဨ

ࡍࡿࡓࡵࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌

౯ㄪ᭩ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᴗయ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࠾ࡅࡿᚋホ౯⤖ᯝసᡂ

ࢆᐇࡍࡿᏛ➼㸦▷

⥥ᐦ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽࠊጤဨࡢពぢࡶᫎࡉࡏࡓホ౯ 㝿ࡋ࡚ࡣࠊᙜึணᐃࡀ࡞ࡗࡓ

ࠊ㧗ᑓࢆྵࡴ㸧ࢆᨭ

せ㡯➼ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊᚋホ౯ࡢほⅬࡘ࠸࡚

ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ

ࡣࠊホ౯࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ほⅬࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊ୰㛫 ホ౯ࡢ⥲ᣓ㸦㦵Ꮚ㸧ࢆྲྀࡾࡲࡵ

ᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕ

ホ౯ࡢ㸷ࡘࡢ㡯┠ࢆ㸲ࡘᩚ⌮ࡍࡿࡶࠊ⿵ຓᮇ ࡓࡇࡣࠊጤဨ࠾ࡅࡿᚋ

Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ

㛫⤊ᚋࡢᴗࡢ⥅⥆ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᴗᐃ ホ౯ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆࡼࡾ῝ࡵࡓୖ

࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨ

╔ྥࡅࡓᐇయไཬࡧ⥅⥆ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌≧ἣ᭱ࡶ

ࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗົࢆ⾜

࢙࢘ࢺࢆ⨨࠸ࡓ㓄Ⅼࡋࡓࠋࡲࡓࠊᚋホ౯ㄪ᭩࠾ ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࠺ࠋ

࠸࡚ࡣࠊᙜึࡢィ⏬ࡽ㐩ᡂࡉࢀࡓⅬ㐩ᡂ⮳ࡽ࡞ ࣭ホ౯⤊ᚋࡣࠊᚋホ౯⤖ᯝ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ

ጤဨࢆᶵືⓗ㛤ദࡋࠊᚋ

࡛ᚋホ౯⤖ᯝࢆసᡂࡍࡿࡇ

ࡗࡓⅬࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊᚋホ౯ㄪ᭩࠾࠸࡚⏦ㄳ ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡇ

ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ᥇

ࡢィ⏬ㄪ᭩ᐇ㝿ࡢྲྀ⤌≧ἣࡸᡂᯝࢆᑐẚ࡛ࡁࡿᵝᘧ

ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊᖹᡂ 

ࢆసᡂࡋࡓࠋࡉࡽࠊጤဨࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ᆺࢥࣟ ࠺ࡿࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ሗ

㸦㸧ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀ

ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྛᏛࡢྲྀ⤌≧

ࡓ  ௳ ཬ ࡧ ᖹ ᡂ 


ἣࡣࠊᏛᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡢᴗᐃ╔ྥ ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
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ࡼࡾࠊྛᏛཧ⪃࡞ࡾ
Ⓨಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊホ౯ࡢ㏱᫂



㸦㸧ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀ

ࡅ౯್࠶ࡿሗ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࠊྛᏛ➼࠾ࡅࡿᙳ

ࡓ  ௳ࡢᴗࡢᚋホ

㡪ࠊᑐᛂ≧ἣཬࡧᚋࡢぢ㏻ࡋࡘ࠸࡚ࠊᚋホ౯ㄪ᭩ ⫱ᡂᴗࠚ

౯ࢆ⾜࠺ࠋ

࠾࠸࡚グ㍕ḍࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᚋホ౯せ ࣭ᮏᴗ࠾ࡅࡿึࡵ࡚ࡢᑂᰝ



࠙▱㆑㞟⣙ᆺ♫ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ

㡯ཬࡧㄪ᭩ࡢసᡂᮇ㛫ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊᴗᐇ
㜵ṆࡢࡓࡵࡢᅾᏯົࢆᐇࡋ࡞ࡀࡽࠊຠ⋡ⓗసᴗ య࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⥥ᐦ
ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡼࡾࠊࡾ࡞ࡃ╔ᐇᏛㄪ᭩ࡢసᡂ ࡞㐃⤡ㄪᩚࡼࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ
౫㢗ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂࡼࡿᙳ㡪

࣭㑅ᐃᰯࡀᥦฟࡍࡿㄪ᭩ࡢసᡂᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤဨ ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᙜึࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼ ࠾ࡾࠊࡾ࡞ࡃᑂᰝࢆ㐍ࡵࡿ
ࡿ㑅ᐃᰯࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࠊ⯆ົᒁ࠾ࡅࡿ ࡶࠊጤဨࡢ㛤ദ᪉ἲࢆ
☜ㄆసᴗࢆ▷ᮇ㛫࡛ࡉࡏࠊㄪ᭩ࡢ☜ㄆᮇ㛫ࢆ▷⦰ࡍ ᕤኵࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᶵືⓗ :(% ㆟
ࡿࡇࡼࡾࠊᚋホ౯ㄪ᭩ࡢᥦฟᮇ㛫ࢆᙜึணᐃࡢ㸯 ⎔ቃࢆᩚ࠼ጤဨࢆ㛤ദࡋ࡚ࡁ
ࣨ᭶㛫ࢆ㸯᭶༙⛬ᗘᘏ㛗ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㑅ᐃᰯࡽᥦ ࡓⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ฟࡉࢀࡓ  ௳ࡢᚋホ౯ㄪ᭩ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㝈ࡽࢀࡓ ࣭᭩㠃ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ⏦ㄳᴗィ
ேဨయไࡢୗ࡛ࡾ࡞ࡃ╔ᐇ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⏬࠾࠸࡚ᵓ⠏ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ

࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨጤဨࡼࡿ᭩㠃ホ౯ࠊ㠃᥋ ࣒ࣛࡢయ⣔ᛶࢆ」ᩘࡢᑓ㛛ศ㔝
ホ౯㸦ᚲせุ᩿ࡉࢀࡓ㸯௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊጤဨ ࡈ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᙜึணᐃ
࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋホ౯⤖ᯝࡣ  ௳ࡢ࠺ࡕ  ࡀ࡞ࡗࡓᑓ㛛ጤဨࢆ㓄⨨ࡍࡿ
௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
㸦ィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃ ࡇࡼࡾࠊᮏᴗ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ
ࢀࠊඃࢀࡓᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗ ࠼ࡓࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂᰝయไࢆᵓ⠏
㸧 ௳ࡀࠕ$ࠖ
㸦ィ⏬ ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࢆ༑ศ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࠾ࡾࡢྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ ࣭ᑂᰝ⤖ᯝࠊጤဨྡ⡙ࠊィ⏬ㄪ᭩
ᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ%ࠖ ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡍࡿࡇ
㸦ᴫࡡィ⏬ἢࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊ୍㒊࡛༑ศ࡞ᡂᯝࡀ ࡼࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ
ࡲࡔᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ࠶ࡿ⛬ ດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ
ᗘࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸧࡛࠶ࡗࡓࠕィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓ 㢗ᛶࡢ☜ಖࡀᅗࡽࢀࡓㄆࡵࡽ
ྲྀ⤌ࠖࡢ 6 ホ౯ࡸࠕィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌ࠖࡢ $ ホ౯ࡀేࡏ ࢀࡿࠋ
࡚⣙ 㸣࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡾࠊయࡋ࡚ࠊ㧗➼Ꮫᰯࡸ♫ ࣭㑅ᐃᴗィ⏬ࡀ⏦ㄳࡢィ⏬
ࡢ࡞᥋⥆ࡢࡶࠊධཱྀ㸦ධᏛ㸧ࡽฟཱྀ㸦༞ᴗ㸧 ἢࡗ࡚╔ᐇྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇ
ࡲ࡛㉁ಖドࡢకࡗࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᏛ㒊ᩍ⫱ࢆᑐ
ྛࢸ࣮࣐ࡢෆᐜἢࡗࡓඛ㥑ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸

㇟ࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗࡋ࡚ࡣ

ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢᚋホ౯࠾࠸࡚᫂ࡽ ึࡵ࡚࡞ࡿ 32 ࢆ㓄⨨ࡍࡿ࡞
࡞ࡗࡓඛ㥑ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡸᡂᯝࢆ♫ᗈࡃⓎಙࡍࡿ

ࠊᐇࡋࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయ

ࡶᏛࡢᬑཬࢆಁࡍࡓࡵࠊᚋホ౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓ ไࢆᵓ⠏ࡋࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋࡲࡓࠊྛ㑅ᐃᰯࡢᚋホ౯⤖ᯝࡣࠊ ࡿࠋ
ホ౯㡯┠ࡈࠊᡂᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃᚋලయⓗồࡵࡽࢀ ࣭32 ⌧ᆅゼၥ࡛☜ㄆࡋࡓྛ㑅ᐃ
ࡿㄢ㢟Ⅼࢆࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚᫂☜グ㍕ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ ᴗィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆጤဨ
⿵ຓᮇ㛫⤊ᚋࡢᴗࡢ⥅⥆Ⓨᒎࢆಁࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇ ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊᚋࡢጤဨ
ࡢࡼ࠺࡞ᚋホ౯⤖ᯝࡢྲྀࡾࡲࡵᙜࡓࡗ࡚ࠊ⯆ ࡼࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢཧ⪃
ົᒁࡣࠊ  ௳ࡢᚋホ౯⤖ᯝࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢᐇ☜ ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ᭷┈࡛࠶ࡗࡓ
ㄆࡸᖹࢆྜࢃࡏࡿࡶࠊጤဨసᡂせ㡿ࢆ♧ࡍ ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ32 ࡔࡅ࡛࡞
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ࡇࡼࡾ୰㛫ホ౯ࡽࢥ࣓ࣥࢺࢆᐇࡉࡏࡓࠋ

ࡃࠊᏛഃ 32 ࡢᙺ➼ࡘ࠸

࣭ᚋホ౯⤖ᯝࡣࠊᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣍ ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡛ࠊᚋࡢ 32 
࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ౯せ㡯ࠊ㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ ࡼࡿ┦ㄯࠊຓゝ➼ࢆ⾜࠼
⡙➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱ ࡿ ࡼ ࠺ ດ ࡵ ࡓ ࡇ  ࡣ ホ ౯ ࡛ ࡁ
᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

ࡿࠋ

ᚋホ౯⤖ᯝ㸸KWWSVZZZMVSVJRMSMDSMLJRBNHNNDKWPO ࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᵓ⠏







ጤဨྡ⡙㸸KWWSVZZZMVSVJRMSMDSLLQNDLKWPO

୪⾜ࡋ࡚ࠊᙜึணᐃࡣ࡞ࡗ



ࡓࠊ࣓ࢽ࣮ࣗϪࡢබເᚲせ

ճᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛ



࠙ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗࠚ

࡞ࡿᑂᰝせ㡯ཬࡧィ⏬ㄪ᭩➼ࢆ



ࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍



࣭ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗጤဨ㸦௨ ㎿㏿సᡂࡋࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛



ᴗ
ᆅ᪉බඹᅋయࡸᴗ

ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓᚋホ౯せ㡯 ࡁࡿࠋ
➼ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡘ



➼༠ാࡋ࡚ࠊᏛ⏕

࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋᚋホ౯せ㡯ཬࡧᚋホ౯ㄪ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿᑵ⫋ඛࡢ

᭩ࡢసᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᴗయ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥥ ࣭ᏛࡢᏛ㒊ࡸᏛ㝔ࡢᩍ⫱ᨵ

ฟࢆࡍࡿࡶࠊࡑ

ᐦ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽࠊጤဨࡢពぢࡶᫎࡉࡏࡓホ౯せ㡯 㠉ࢆᨭࡍࡿᅜࡢຓᡂᴗ࠾

ࡢᆅᇦࡀồࡵࡿேᮦࢆ

➼ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊᚋホ౯ࡢほⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁබṇࡘ㎿㏿࣭㐺

㣴ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞

୰㛫ホ౯௨㝆ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ➼࠾ࡅࡿᣦ㡯ࢆ

ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵ

㋃ࡲ࠼ࠊホ౯࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ほⅬࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊ ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ╔ᐇ࡞

㠉ࢆ᩿⾜ࡍࡿᏛࡢྲྀ

୰㛫ホ౯ࡢ㸵ࡘࡢ㡯┠ࢆ㸲ࡘᩚ⌮ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ ᐇྥࡅ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయ

⤌ࢆᨭࡍࡿࡇࢆ┠

ᴗࡢ⊂⮬ᛶࡀ㧗࠸ࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸࢫ⿵ຓᮇ㛫⤊

ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ

ᚋࡢᴗࡢ⥅⥆ᛶࢆ✚ᴟⓗホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚋホ Ꮫࡢཧ⪃࡞ࡾ࠺ࡿሗࡢ✚ᴟ

࡛࠶ࡿࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ

౯㡯┠ࡢ࢙࢘ࢺࢆタᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊᚋホ౯ㄪ᭩࠾ ⓗ࡞Ⓨಙࡶດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

Ꮫࡼࡿᆅ᪉⏕᥎

࠸࡚ࡣࠊᙜึࡢィ⏬ࡽ㐩ᡂࡉࢀࡓⅬ㐩ᡂ⮳ࡽ࡞ 

㐍ᴗ㸦&2&㸩㸧
ࠖࡘ࠸

ࡗࡓⅬࢆ᫂☜ࡍࡿࡓࡵࠊ⏦ㄳࡢィ⏬ㄪ᭩ᐇ㝿ࡢྲྀ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ

⤌ෆᐜࢆᑐẚ࡛ࡁࡿᵝᘧࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊጤဨࡢព ౯㸧

౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᴗࡢ㑅ᐃࢆཷࡅࠊᙜᴗࡢィ⏬ࠊᐇ㊶ࠊ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸰ࡘ࠸

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ

ษ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃ

ไࡢᐇ࣭ᙉࢆᅗࡾࡘࡘࠊྛ

ホ౯ࠊᨵၿ➼ࢆࡋ࡚ࡁࡓᏛഃࡽぢ࡚ᙜᴗࡀᏛࡢ ࡚ࡣ  ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ᥇

ᩍ⫱⤒Ⴀ࡞࠼ࡓᙳ㡪㸦ᨵၿⅬࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ᡤ ࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸿ࡘ࠸

ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡢ

ឤࢆグ㍕ࡍࡿḍࢆタࡅࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᚋホ౯せ㡯 ࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ

ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

ཬࡧㄪ᭩ࡢసᡂᮇ㛫ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ ‽㸦㸣㸧ࢆୖᅇࡿ 㸣࡛࠶ࡗ
㜵ṆࡢࡓࡵࡢᅾᏯົࢆᐇࡋ࡞ࡀࡽࠊຠ⋡ⓗసᴗࢆ ࡓࠋ
㐍ࡵࡿࡇࡼࡾࠊࡾ࡞ࡃ╔ᐇᏛㄪ᭩ࡢసᡂ౫ 
㢗ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ



࣭Ꮫࡢᚋホ౯ㄪ᭩సᡂᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ 
࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡿᏛࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡓ



ࡵࠊᴗయ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥥ᐦ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽ 
ᚋホ౯ㄪ᭩ࡢᥦฟᮇ㛫ࢆ㸯᭶༙⛬ᗘ☜ಖࡋࡓࠋࡲࡓࠊ 
㑅ᐃᰯࡽᥦฟࡉࢀࡓ  ௳ࡢᚋホ౯ㄪ᭩ࡘ࠸࡚ࠊ
㝈ࡽࢀࡓேဨయไࡢୗ࡛ࡾ࡞ࡃ╔ᐇ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨጤဨࡼࡿ᭩㠃ホ౯ࢆ⾜ࡗ
ࡓୖ࡛ࠊጤဨ࠾࠸࡚」ᩘᅇࡢ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓᚋࠊホ
100

౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋホ౯⤖ᯝࡣ  ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ  ẁ
㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
㸦ィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊඃࢀ
ࡓᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ༑ศ
㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸧 ௳ࡀࠕ$ࠖ
㸦ィ⏬࠾ࡾࡢ
ྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏᴗࡢ
㸧
ࠊ㸵௳ࡀࠕ%ࠖ
㸦ᴫࡡィ
┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ
⏬ἢࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊ୍㒊࡛༑ศ࡞ᡂᯝࡀࡲࡔᚓࡽ
ࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣ㐩ᡂ
࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࠖ
ࡢ 6 ホ౯ࡸࠕィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌ࠖࡢ $ ホ౯ࡀేࡏ࡚⣙
㸣࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡾࠊྛᴗ࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡀᆅᇦ
ࡘ࠸࡚ᐇ㊶ⓗࡘయ⣔ⓗᏛࡿᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢᵓ⠏ࡸࠊᴗ༠ാᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ㛵ಀࡢ῝࡞ࡀࡳࡽ
ࢀࠊᆅ᪉බඹᅋయࡸᴗ➼༠ാࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡗ࡚㨩
ຊ࠶ࡿᑵ⫋ඛࡢฟࢆࡍࡿࡶࠊࡑࡢᆅᇦࡀồࡵࡿ
ேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵ㠉
ࢆ᩿⾜ࡍࡿ࠸࠺┠ⓗࡀᴫࡡ㐩ᡂࡉࢀࡓࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡓࠋ࡞࠾ࠊྛᏛࡢᚋホ౯⤖ᯝࡢసᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ጤဨࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙜึணᐃ࡞ࡗࡓጤဨࢆᶵ
ືⓗ㛤ദࡋࠊ⥲ᣓホ౯ࡢྲྀᢅ࠸ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡶ
ᚋホ౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓ㸦㦵Ꮚ㸧ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࡇࡼࡾࠊ
ጤဨ࠾ࡅࡿᚋホ౯ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆࡼࡾ῝ࡵࡓࠋࡲ
ࡓࠊྛᏛࡢᚋホ౯⤖ᯝࡣࠊホ౯㡯┠ࡈࠊᡂᯝ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃᚋලయⓗồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟Ⅼࢆࢥ࣓ࣥࢺ
ࡋ࡚᫂☜グ㍕ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⿵ຓᮇ㛫⤊ᚋࡢ
ᴗࡢ⥅⥆Ⓨᒎࢆಁࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᚋホ౯࠾࠸࡚᫂
ࡽ࡞ࡗࡓ㡰ㄪ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿᴗࡢྲྀ⤌ࢆ♫
ᗈࡃⓎಙࡍࡿࡶࠊᏛࡢᬑཬࢆಁࡍࡓࡵࠊ
ᚋホ౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓ㸦㦵Ꮚ㸧ࢆᇶࠊᚋホ౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓ
ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊྛᏛࡢᚋホ౯⤖ᯝࡢྲྀࡾࡲ
ࡵᙜࡓࡗ࡚ࠊ⯆ົᒁࡣࠊ  ௳ࡢホ౯ࢥ࣓ࣥ
ࢺࡢᐇ☜ㄆࡸᖹࢆྜࢃࡏࡿࡶࠊጤဨసᡂ
せ㡿ࢆ♧ࡍࡇࡼࡾ୰㛫ホ౯ࡽホ౯⤖ᯝࡢࢥ࣓
ࣥࢺࢆᐇࡉࡏࡓࠋ
࣭ᚋホ౯⤖ᯝࡣࠊᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ౯せ㡯ࠊ㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ
⡙➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱
᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ
ᚋホ౯⤖ᯝ㸸KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFMLJRBNHNNDKWPO
ጤဨྡ⡙㸸KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFLLQNDLKWPO
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մ▱㆑㞟⣙ᆺ♫ࢆᨭ
࠼ࡿேᮦ⫱ᡂᴗ



࠙▱㆑㞟⣙ᆺ♫ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂᴗࠚ
࣭ᴗయ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚సᡂࡉࢀࡓබເせ

Ꮫⓗ࡞ᩍᏛ࣐ࢿࢪ

㡿㸦㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⥥ᐦ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽᑂ

࣓ࣥࢺࡢ☜❧ࢆᅗࡾࡘ

ᰝせ㡯㸦㸧ཬࡧィ⏬ㄪ᭩㸦㸧ࢆసᡂࡋࠊ௧  ᖺᗘ

ࡘࠊ⏘ᴗ⏺ࡸᆅᇦ♫➼

➨  ᅇࡢᴗጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚

ࡢ༠ാࡼࡾࠊᚋࡢ

ᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊ ᭶  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅ

♫ࡸᏛ⾡ࡢ᪂ࡓ࡞ኚ

ࡓࠋࡑࡢᚋࠊጤဨ࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ᑂᰝ࢜ࣥࣛࣥࢆ

ࡸᒎ㛤ᑐࡋ࡚ᰂ㌾

ά⏝ࡋࡓ㠃᥋࣭ྜ㆟ᑂᰝ⾜࠸ࠊᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂᰝࢆ

ᑐᛂࡋ࠺ࡿ⬟ຊࢆ᭷

ᐇࡋࠊ ᭶㛤ദࡢ➨  ᅇᴗጤဨ࠾࠸࡚㑅ᐃೃ⿵

ࡍࡿᖜᗈ࠸ᩍ㣴῝࠸

ᴗィ⏬ࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳㸦࣓ࢽ

ᑓ㛛ᛶࢆ୧❧ࡋࡓேᮦ

࣮ࣗϨ㸸 ௳ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗϩ㸸 ௳㸧ࡢ᥇ᢥࢆỴᐃ㸧
ࠋ

⫱ᡂࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠊ᪂

࣭ᑂᰝࡣࠊጤဨ࣭ᑓ㛛ጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧጤဨࡼ

ࡓ࡞ࢱࣉࡢᩍ⫱ࣉࣟ

ࡿ㠃᥋ᑂᰝࡢ  ẁ㝵ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᭩㠃ᑂᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏࣭ᐇࡍࡿ

⏦ㄳᴗィ⏬࠾࠸࡚ᵓ⠏ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢయ⣔

Ꮫࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿ

ᛶࢆ」ᩘࡢᑓ㛛ศ㔝ࡈ㐺ษᑂᰝࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃ᑂ

ࡇ࡛ࠊ▱㆑㞟⣙ᆺ♫

ᰝᢸᙜጤဨࡋ࡚ࠊጤဨຍ࠼ࠊᙜึணᐃࡢ࡞ࡗࡓᑓ

ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂࢆ᥎

㛛ጤဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡋࡓࠋබເ⥾ษᚋࠊ⏦ㄳᴗ

㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ

ィ⏬ࡢᑓ㛛ศ㔝ἢࡗ࡚ࠊᏛ㆑⤒㦂ࡢ࠶ࡿ⪅ࢆᑓ㛛ጤဨ

ࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿ

ࡋ࡚㏿ࡸጤკࡋࠊබເ⥾ษࡽ᭩㠃ᑂᰝ㛤ጞࡲ࡛

ࠕ▱㆑㞟⣙ᆺ♫ࢆᨭ

ࡢ▷࠸ᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྛ⏦ㄳᴗィ⏬ࡢ」ᩘࡢᑓ㛛ศ

࠼ࡿேᮦ⫱ᡂᴗࠖࡘ

㔝ᑐᛂࡋࡓᑂᰝయไࢆ㎿㏿ࡘຠ⋡ⓗᵓ⠏ࡋࡓࠋ

࠸࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊ

࣭ጤဨࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ᅇࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ᴗົࢆ⾜

ᰁᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽࠊ࣓࣮ࣝᑂ㆟ࡋ࡚㛤ദࡋࡓ

࠺ࠋ

ࡀࠊึᅇࡢጤဨ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊጤဨࡢ㢦ྜࢃࡏཬࡧᮏ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ

ᴗ㊃᪨ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ :(% ㆟ࢆే⏝ࡍ

᪂ࡓබເࡍࡿᴗࡢ

ࡿ࡞ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡼࡿᙳ㡪ࢆ᭱ᑠ㝈

ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ

ࡍࡿࡓࡵࠊጤဨࡢ㛤ദ᪉ἲࢆᕤኵࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽࠊᶵືⓗ :(% ㆟⎔ቃࢆᩚ
࠼ጤဨࢆ㛤ദࡋࡓࠋ≉ࠊ㠃᥋ᑂᰝࢆ :(% ㆟࡛ᐇ
ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ࢜ࣥࣛࣥࡼࡾཧຍࡋ࡚࠸ࡿྛጤဨࡀ
ࡋࡓホⅬཬࡧᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࢆ㞟ィࡍࡿࡓࡵࡢ :(% 㞟ィ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ:(% ㆟࠾࠸࡚ࡶ㎿
㏿࡞㞟ィࢆᐇ⌧ࡋࠊࡾ࡞ࡃ㠃᥋ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᑂᰝ⤖ᯝࠊጤ
ဨྡ⡙ࠊィ⏬ㄪ᭩➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ≉ࠊᑂᰝ⤖ᯝ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤဨࢥ࣓ࣥࢺࢆྲྀࡾࡲࡵࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ
ࢆᢸಖࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㑅ᐃᴗィ⏬ᮇᚅࡍࡿྲྀ⤌➼
ࡘ࠸࡚♫ᗈࡃබ⾲ࡋࡓࠋ
ڦᑂᰝ⤖ᯝ
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KWWSVZZZMVSVJRMSMFKLVKLNLVLQVDNHNNDKWPO
ڦ㑅ᐃᴗィ⏬୍ぴ
KWWSVZZZMVSVJRMSMFKLVKLNLVLQVDNHNNDKWPO
࣭ྛ㑅ᐃᴗィ⏬ࡢᴗ┠ⓗࡢ╔ᐇ࡞㐩ᡂ㈨ࡍࡿࡓ
ࡵࠊࡢᴗ࡛ᇵࡗࡓ▱ぢ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘➼ࢆ༑ศ⏕ࡋࠊ
Ꮫ㒊ᩍ⫱ࢆᑐ㇟ࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛ࡣึࡵ࡚࡞ࡿ
32 ࢆྛ㑅ᐃᴗィ⏬㓄⨨ࡋࡓࠋࡲࡓ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࡢ
ᴗ࠾ࡅࡿ 32 ࡼࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢᡂᯝࡸㄢ㢟ࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊ32 ࡢ⨨࡙ࡅࢆᩚ⌮ࡋࠊጤဨ࡛ඹ᭷ࡍࡿࡶ
ࠊྛᏛࡶ 32 ⌧ᆅゼၥࡢ㝿ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
࣭ࡲࡓࠊࡢᴗࢆཧ⪃ࠊ32 ࡼࡿ᪥ᖖⓗ࡞ᣦᑟ࣭ຓ
ゝ➼ຍ࠼ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿጤဨ⌧ᆅど
ᐹࢆ⾜࠺ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࢆᵓ⠏ࡋࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ
せ㡯࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᐇ᪉ἲ➼ࢆ᫂☜ࡋࡓࠋ
࣭ ᭶ୗ᪪㹼 ᭶ୖ᪪ࡅ࡚ࠊ㑅ᐃᴗィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣ
ࡢ☜ㄆཬࡧ 32 ࡢ㢦ྜࢃࡏࢆ┠ⓗࡋࠊ㑅ᐃᴗィ⏬
ࡢ 32 ⌧ᆅゼၥࢆᐇࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ32 ⌧ᆅゼၥඛ❧ࡕࠊ
ྛ 32 ᑐࡋ࡚ࠊᴗ㊃᪨ࡸ 32 ࡢᙺࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࠊ
32 ࡀྛ㑅ᐃᴗィ⏬ࡢ‽ഛ≧ἣᛂࡌ࡚ⓗ☜┦ㄯࠊຓ
ゝ➼ࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ
࣭ྛ 32   ᭶㛤ദࡋࡓ➨  ᅇᴗጤဨཧຍ࠸ࡓ
ࡔࡁࠊ32 ⌧ᆅゼၥ࠾࠸࡚☜ㄆࡋࡓྛ㑅ᐃᴗィ⏬ࡢ㐍
ᤖ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊጤဨඹ᭷࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
࣭ୖグࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᵓ⠏୪⾜ࡋ࡚ࠊᮏᴗ
᪂ࡓ࡞࣓ࢽ࣮ࣗࡋ࡚ࠊ௧  ᖺᗘࡽࠕ࣓ࢽ࣮ࣗϪ
ࣥࢸࣥࢩࣈᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡀຍࢃࡿࡇ࡞ࡗࡓࡓ
ࡵࠊᴗయ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚సᡂࡋࡓබເせ
㡿㸦㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝせ㡯㸦㸧ཬࡧィ⏬ㄪ᭩㸦㸧
ࢆసᡂࡋࠊබເྥࡅࡓ‽ഛࢆ㎿㏿⾜ࡗࡓࠋィ⏬ㄪ᭩
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᤵᴗ⛉┠ࡢ⦅≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᵝᘧ
ࢆ㏣ຍࡍࡿ࡞ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗϪࡢᴗ㊃᪨༶ࡋࡓᑂᰝࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗϨϩࡢィ⏬ㄪ᭩ࡼࡾࠊ୍㒊ᵝᘧࡢ
ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋ



㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࡢᨭ

ࡢᨭ

ࡢᨭ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

㸦㸱㸧Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ

㸲㸫㸰Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭࡍࡿᅜࡢ  ࡘࡢຓᡂᴗ 

ᨭ

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

௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅜࡢ᪉㔪ࢆ

➼ᐇᶵ㛵ࡢබເࡀ⾜

ไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ

ᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ≧ἣ

ەጤဨ➼㛤ദᐇ⦼

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

㋃ࡲ࠼ࡓᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆ

ࢃࢀࠊ⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂ

㛛ᐙࡼࡿබṇ࡞ホ౯

㸦ጤဨࡢ㛤ദᐇ⦼➼

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚

ᅇࡿᴗົࡢ㐍ᤖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
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 ᅇ

115

116
⾜࠺ࠋ

ᰝ࣭ホ౯➼㛵ࡍࡿ▱ぢ



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
ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᐇ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ ⾜ࢃࢀࡓࠊጤဨ➼
௨ୗࡢᴗಀࡿᑂᰝ࣭ 㛤ദᐇ⦼ࡸᑂᰝ࣭ホ౯➼

ᙜࡓࡗ࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓ

ホ౯➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ᐇ௳ᩘ➼ࢆཧ⪃ุ

ไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺ࡶ



᩿ࡍࡿࠋ

ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊ

ᒚ⾜ࡋ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ

ࡓࡵࠋ

࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡽホ

࣭Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ

ᐃࢆ D ࡍࡿࠋ

ࡢྛᴗ࠾࠸࡚ࡶࠊ᪂ᆺࢥࣟ

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭࡍ

ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼ

ࡿᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢ

ࡾࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡀ࢜ࣥࣛࣥᙧ

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡼࡾࠊᗘ㔜࡞ࡿᑂᰝ࣭ホ౯ࢫ ᐃࡵࡓ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ᑓ㛛ᐙࡼ
ࢣࢪ࣮ࣗࣝኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓᑂᰝ ࡿබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯యไ㛵ಀ

ᘧ࡛⾜ࢃࢀࡓ୰ࠊィ⏬㏻ࡾࡢ

ࡸホ౯ࢆᐇࡋࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁ㜵Ṇ せ㡯➼ࢆᩚഛࡋࡓୖ࡛ࠊ᪂ᆺࢥ
ດࡵࡿࡶࠊ᪂ࡋ࠸ᑂᰝ࣭ホ౯᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋ ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ➼ࡀ㐺ษ⾜

 ᅇ

࣭Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ࡛ࡣࠊ௧㸰ᖺᗘࡣࠊ᪂ᆺ

᥇ᢥೃ⿵ࡢỴᐃࡸ୰㛫ホ౯ࠊ
ࢃࢀࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢබṇᛶࠊ

ᰝ࠾࠸࡚ࠊᑂᰝ㒊ࡽࡼ

㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ࡿࡶࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡛ࠊྠ┬ࡼࡿ

ࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ᕤኵࢆ⾜࠸ᴗࡈ

ࡾ⥥ᐦ࡞ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆᢸ࠺ጤ

ᚋࡢ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࠋ ጤဨࡸ㒊ࢆྜィ  ᅇ㛤
࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭᴗ࡛ࡣࠊ௧㸰ᖺ ദࡋࠊᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࠊ⥅

ࡢ๓㉁ၥᅇ⟅ࡢᐇࠊ⏦ㄳ

ᗘࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࡼࡾࠊᗘ ⥆ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᴗົᡂᯝࡢ
㔜࡞ࡿᑂᰝ࣭ホ౯ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝኚ᭦ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࢜ࣥࣛ ㏿ࡸ࡞ሗබ㛤ࢆ╔ᐇᐇ
ࣥࢆά⏝ࡋࡓᑂᰝࡸホ౯ࢆᐇࡋࠊឤᰁ㜵Ṇດࡵࡿ ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢど⫈

࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢ
බ⾲
࣭┈┦㓄៖ࡋࡓ

≉ࠊྛᴗࡢ᪂つ㠃᥋ᑂ

Ꮫࡼࡿ㡢ኌࡁ㈨ᩱࡼ
➼ࠊᑐ㠃ᑂᰝྠ➼࡞ᑂᰝ
ሗ㔞࡞ࡿࡼ࠺ࡁࡵ⣽ࡸ࡞

ᑂᰝࡢᐇ

ࡶࠊ᪂ࡋ࠸ᑂᰝ࣭ホ౯᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋ

࠙Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࠚ

ᑐᛂ㐺ษ࡞ሗ⟶⌮ࢆᐇ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼⤊ᚋࡢ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢ⤊ᚋࡣྛ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ ࣭Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ
㍕ࡍࡿࡇࡼࡾሗࡢ㎿㏿ࡘ✚ᴟⓗ࡞බ㛤ດࡵ ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

࡛ࡁࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
࣏ࢫࢺࢥࣟࢼࡢ᪂ࡓ࡞㠃᥋᪉

ࡲࡓࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧ

ࡿࡶࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍࡿࡇ࡛ࠊྠ┬ࡼࡿ ឤᰁࡢᙳ㡪ୗࡼࡗ࡚ᑂᰝᮇ
ᚋࡢ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࠋ 㛫ࡀᖜኚ᭦ࡉࢀࡓࡇ࡛ࠊ

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗⓎಙ

ࡢホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ጤဨྡࡢබ⾲
࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲



 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢ⤊ᚋࡣྛ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ ࠾ࡅࡿ▷ᮇ㛫࡛ࡢᑂᰝ࣭ホ౯
㍕ࡍࡿࡇࡼࡾሗࡢ㎿㏿ࡘ✚ᴟⓗ࡞බ㛤ດࡵ ࡞ࡗࡓࡀࠊᴗົࢆ㐍ࡵࡿ



ဨࡢタ⨨



ྠ ᑂᰝ㒊
ྠ ୰㛫ホ౯㒊
ྠ ᚋホ౯㒊
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ጤဨ
ྠ ୰㛫ホ౯㒊

యไࢆᩚഛࡋࠊ㏱᫂ᛶࠊ ࢆཧ⪃ุ᩿㸧

ࡀά⏝࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊ ಙ㢗ᛶࠊ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖ

ࡿࠋࡉࡽࠊࡇࡢ᪉ἲࡢ୍㒊ࡣ
ἲ᪂ࡓ࡞ྍ⬟ᛶࢆ㛤࠸ࡓࡶ



᪂つᴗࡢᑂᰝࠊ୰㛫ホ౯ཬࡧ

ࡍࡿࡶࠊᙜヱሗ



ᚋホ౯ࡢᐇᮇࡀ㔜」ࡍࡿ



ࡀᴗࡢᨵၿࡸᅜ࠾



ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆ

࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ

ࡅࡿ⟇ࡢ᳨ウά⏝



ά⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫ

ᡂᨭᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺ

ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ



ࢸ࣒ࡸᑂᰝ࣭ホ౯᪉ἲࢆ☜❧ࡍ

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ

࠙Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࠚ

ࡿ࡞ࡋࠊᐃእࡢែࡶᰂ

㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶࠊ⌧ᆅㄪᰝࢆ

࣭௧  ᖺ  ᭶ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ
㸧

㌾ᑐฎ࡛ࡁࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯

࢜ࣥࣛࣥࡼࡾᐇࡋࠊࡑ

࠾࠸࡚ᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡋࡓࡀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚⏦ ࡛ࡁࡿࠋ
ㄳᮇ㝈ᘏ㛗ࡀ࡞ࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊ ᭶  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷࡅ ࣭࢜ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓᑂᰝ࣭ホ

ࡢ୍⎔ࡋ࡚እᅜே␃Ꮫ⏕
ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢࡓࡵࡢࠊⱥㄒ

␎ⓗ㔜せ࡞ᅜ࣭ᆅᇦ

ࡅࠊᑂᰝ㒊࠾࠸࡚᭩㠃ࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓ㠃 ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධక࠸ࠊ᪂ᆺ
᥋࣭ྜ㆟ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂᰝࢆᐇࡋࠊ ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ

ࡢ㛫࡛ࠊ㉁ಖドࢆకࡗࡓ

 ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚᥇ᢥೃ⿵ࢆᢎㄆࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᩥ

௨๓ࡢᑂᰝኚࢃࡽࡎ㐙⾜࡛

㈨ᩱࡢసᡂ࡞ࠊ༑ศ࡞‽ഛ

Ꮫ⏕ὶࡢᐇ➼ࢆ᥎

㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ᥇ᢥࢆỴᐃ㸧
ࠋ

ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑂᰝጤဨᑐࡋࡁࡵ

ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡶඃࢀࡓྲྀ⤌࡛

㐍ࡍࡿᅜ㝿ᩍ⫱㐃ᦠࡸ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡢ

࣭࢜ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓ㠃᥋ᑂᰝ࡛ࡣࠊᑂᰝ㒊ࡽࡼ ⣽ࡸ࡞ᑐᛂ࣭ሗ⟶⌮ࢆ⾜࠸ࠊ ࠶ࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ
ࡾ⥥ᐦ࡞ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢ๓㉁ၥᅇ⟅ࡢᐇࠊ⏦ ᑂᰝࢆ㐍ࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃ ᰁࡢឤᰁᣑࡢ୰࡛ࡶࡑࡢ

ྲྀ⤌ࡢᨭࢆ┠ⓗࡋ

ㄳᏛࡼࡿ㡢ኌࡁ㈨ᩱࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ

ࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿ

ࡢど⫈➼ࠊᑐ㠃ᑂᰝྠ➼࡞ᑂᰝሗ㔞࡞ࡿࡼ࠺ࡁࡵ ࣭᪂つᴗබເㄝ᫂ࡀ᪂ᆺࢥ
⣽ࡸ࡞ᑐᛂ㐺ษ࡞ሗ⟶⌮ࢆᐇࡋࠊ࢜ࣥࣛࣥ ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ



ձᏛࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ
ᴗ
Ꮫᩍ⫱ࡢࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝᒎ㛤ຊࡢᙉࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊᡃࡀᅜࡗ࡚ᡓ

ࠕᏛࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ



ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡢᙳ㡪ୗ࡛୰Ṇ࡞ࡗࡓࡀࠊ
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ࡢ㠃᥋ࢆྵࡵࡓࡇࡣホ౯࡛
ࡼࡿ࢜ࣥࣛࣥ㠃᥋⏝ㄝ᫂

ᙳ㡪ࢆ᭱ప㝈ᢚ࠼ࡓࡶࡢ
ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊྛᏛࡽࡢ୰㛫ホ
౯᭩ࡢᥦฟࡘ࠸࡚ࡶࠊྛ

ᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨ

ࡼࡿ᪂ࡓ࡞㠃᥋᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢜ࣥࣛࣥᑂᰝ ᴗᐇయ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬

Ꮫࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࢆ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡼࡗ࡚ࠊᑂᰝጤဨࡢ⮬Ꮿࡽ㠃᥋ᑂᰝ ᐦ㐃ᦠࡋࠊᏛࡽࡢ㉁ၥᑐ

ࡢᙳ㡪ࡼࡿ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍ

ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ཧຍࡍࡿ࡞ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑ ᛂࡘ࠸࡚᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

ࡿࡓࡵࠊ⥾ࡵษࡾࢆ  ᭶㐜

㜵Ṇ㓄៖ࡋࡓᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶ

ࡽࡏࡿ࡞ࠊᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆྲྀ

᪂ࡓබເࡍࡿᴗࡢ

࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ  ⾜ ࡗ ࡓ ࡇ  ࡣ 㧗 ࡃ ホ ౯ ࡛ ࡁ

ࡾ࡞ࡀࡽࠊయィ⏬㐜ࢆ

ᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ

㏻ࡌ࡚ィ⏬ㄪ᭩ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲

ࡿࠋ

⏕ࡌ࡞ࡗࡓࡇࡶ≉➹ࡍ

㸦㸧ᖺᗘ᥇ᢥࡉ

ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

࣭୰㛫ホ౯ࠊᚋホ౯ཬࡧࣇ࢛ࣟ

ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡢ୰㛫

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶ࡢ ࣮ࢵࣉ⤊ᚋࡣࠊホ౯⤖ᯝ

ホ౯ࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺ

ጤဨ࠾࠸࡚୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊 ➼ࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤ࡍࡿࡇ



ᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢ

࠾࠸࡚᭩㠃ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ㠃᥋࣭ྜ㆟ࡣ࢜ࣥࣛࣥࢆ ࡼࡾࠊ㎿㏿ࡘ✚ᴟⓗ࡞

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ᴗࡢᚋホ౯ࢆ⾜࠺

ά⏝ࡋࡓ᪉ἲࢆ⏝࠸ࠊᐈほⓗࡘබᖹࠊබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜ ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊホ౯ࡢ㏱

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

  ࡶ  ࠊ ᖹ ᡂ 

࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚ホ౯ࢆỴᐃࡋࡓࠋ⤖ ᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖཬࡧ✚ᴟⓗ

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᴗ

㸦㸧ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀ

ᯝࡣࠊ ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
ࠊ ௳ࡀᶆ‽ࡢࠕ$ࠖ
ࠊ ࡞ሗⓎಙࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡓ  ௳ࠊᖹᡂ 㸦㸧

 ௳ࡀࠕ$ࠖ
㸦ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌ࢆ୍㒊ᨵၿࡍࡿࡇࡼࡗ ࠙ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂ

ࡢὶ⾜ࡢᙳ㡪ࢆࡶࡗࡶᙉ

ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳

࡚ࠊᴗ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀྍ⬟ุ᩿ࡉࢀࡿ㸧࡛࠶ ᨭᴗࠚ

ࡃཷࡅࡓศ㔝ࡔ⪃࠼ࡽࢀ

ཬࡧ௧ඖ㸦㸧ᖺᗘ

ࡾࠊከࡃࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚㉁ࡢಖドࢆక࠺ຍ౯್ ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂ

ࡿࠋࡑࢀࢆࡢࡼ࠺ࡾ㉺

᥇ᢥࡉࢀࡓ㸱௳ࡢ

ࡢ㧗࠸㨩ຊⓗ࡞ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࡀᐇࡉࢀࠊᙜึࡢィ⏬࠾ ᨭᴗࡋ࡚  ᅇ┠࡞ࡿ୰

࠼ࡼ࠺ࡋࡓࡢࠊྛᏛ࡛

ᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ

ࡾ㡰ㄪ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋྛࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐ 㛫ホ౯࠾࠸࡚ࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆ

ࡢྲྀ⤌➼ࢆᢕᥱࡋࠊࢢࢵࢻࣉ

⾜࠺ࠋ

ࡋ࡚ࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᚋᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿㄢ ά⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯᪉ἲ

ࣛࢡࢸࢫࡋ࡚ඹ᭷ࡍࡿ➼

ࢆ☜❧ࡋࠊホ౯㒊ࡸ㠃᥋ࢆ

ࡋ࡚ᚋάࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ

㢟➼ࢆేࡏ࡚グࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ

࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣍࣌ ࡚࡛࢜ࣥࣛࣥᐇࡍࡿ࡞ࠊ
࣮ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢᴫせࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆ

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ

ྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ 㡪ᰂ㌾ᑐᛂࡋࠊᴗົ
ࡓࠋ

ᇳ⾜ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶ࡢ ࡿࠋ
ጤဨ࠾࠸࡚ᚋホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊 ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ
࠾࠸࡚᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබᖹࠊබṇ࡞ホ౯ࢆ ࡢᙳ㡪ࡼࡿᏛࡢ㈇ᢸ㍍ῶ
⾜࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚ホ౯ࢆỴᐃࡋࡓࠋ ࡢࡓࡵࠊㄪ᭩ࡢ☜ㄆᮇ㛫ࢆ▷⦰
⤖ᯝࡣࠊ ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
ࠊ ௳ࡀᶆ‽ࡢ ࡋࠊᏛࡢㄪ᭩సᡂᮇ㛫ࢆ༑ศ
ࠕ$ࠖࠊ ௳ࡀࠕ$ࠖ
㸦ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌ࢆ୍㒊ᨵၿࡍࡿࡇ ☜ಖࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᴗ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀྍ⬟ุ᩿ࡉࢀ

࣭ホ౯⤊ᚋࡣࠊホ౯Ỵᐃࡽ

ࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊಶࠎࡢᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ຊࡢᙉᑐ 㸱᪥ᚋ࠸࠺▷ᮇ㛫࡛ࠊ୰㛫ホ
ᛂࡋࡓࡁࡵ⣽ࡸ࡞యไᇶ┙ࡢ☜❧ࠊࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ ౯⤖ᯝ➼ࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤
ࡓᴗᒎ㛤ࡼࡗ࡚ᚓࡓᐇ⦼ࡸ⤒㦂ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡇ

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㎿㏿ࡘ✚ᴟ

࡛ᙜึࡢィ⏬ἢࡗ࡚┠ⓗࢆᴫࡡᐇ⌧ࡋࠊᮇᚅࡉࢀࡓᡂ ⓗ࡞ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊホ
ᯝࢆᣲࡆࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

౯ࡢ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆ

࣭ホ౯⤊ᚋࠊᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ ࡵࡽࢀࡿࠋ
ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ྲྀ⤌ࡢᐇ⦼ࡢᴫせࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵

࣭ホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ᴗయࡢ

ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

ᡂᯝࢆ୰㛫ホ౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓࡋ

࣭୰㛫࣭ᚋホ౯ࡢᐇᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ

࡚ࡲࡵࡓࡇࡣࠊᴗᡂᯝ➼

  ௳ࠊ ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ௳ཬࡧ௧ඖᖺᗘ᥇ᢥࡢ

ࡢᬑཬࡢほⅬࡽ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
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117

118
 ௳ࡢྛྲྀ⤌ෆᐜࡸ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅࡓ㐍ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆ ࡿࠋ
ࡍࡃࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋྲྀࡾࡲࡵࡓ⤖ᯝࡣጤ 
ဨሗ࿌ࡍࡿࡶࠊᡃࡀᅜࡢᏛࡗ࡚ࡢࢢࣟ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࣮ࣂࣝᒎ㛤ຊᙉࡢࡓࡵࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺࣮࣒࣮࣍࣌

࣭Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭࡍ

ࢪࢆ㏻ࡌ࡚බ⾲ࡋࠊ♫ྥࡅࡓሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡿᅜࡢຓᡂᴗ࠾࠸࡚ࠊᘬࡁ

KWWSVZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLQGH[KWPO

⥆ࡁබṇࡘ㎿㏿࣭㐺ษ࡞ᑂᰝ࣭



ホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ







ղࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ



࠙ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭᴗࠚ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ╔ᐇ࡞ᐇྥࡅ









Ꮫᡂᨭᴗ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶ࡢ ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᐇ࣭





ጤဨ࠾࠸࡚୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊᑂᰝ࣭ホ౯ ᙉࢆᅗࡾࡘࡘࠊྛᏛࡢཧ⪃

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ

࡞ࡾ࠺ࡿሗࡢ✚ᴟⓗ࡞Ⓨಙ

Ꮫࡢὶ࣭㐃ᦠࢆᐇ

ࢆᐇࡋࡓࠋ

⌧ࠊຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢே

࣭ྛᏛࡽࡢ୰㛫ホ౯ㄪ᭩ࡢᥦฟࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥ

ࡶດࡵ࡚࠸ࡃࠋ

࣭ᩍົࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ㠉

ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࡼࡿᏛഃࡢ㈇ᢸࢆ



࡞ᅜ㝿ࢆᚭᗏࡋ࡚

㍍ῶࡍࡿࡓࡵࠊணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᮇ᪥ࡼࡾ⣙㸰ࣨ᭶㐜ࡽࡏ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

㐍ࡵࡿᏛࡸࠊᏛ⏕ࡢࢢ

ࡓࠋᥦฟࡉࢀࡓㄪ᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝈ࡽࢀࡓேဨయไࡢୗ ౯㸧

࣮ࣟࣂࣝᑐᛂຊ⫱ᡂࡢ

࡛ࡾ࡞ࡃ╔ᐇ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡓࡵࡢయไᙉࢆ㐍ࡵ

࣭ಶู᭩㠃ホ౯ᚋࡢホ౯㒊࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ ࡚ࡣ  ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࡿᏛࢆᨭࡋࠊᡃࡀᅜ

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࣓࣮ࣝᑂ㆟ࢆྲྀࡾ

࣭㛵㐃ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸿ࡘ࠸

ࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᅜ㝿➇த

ධࢀࡿࡇ࡛ࠊ㎿㏿࡞᭩㠃ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ

ຊࡢྥୖཬࡧࢢ࣮ࣟࣂ

࣭࢜ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡋࡓ㠃᥋ᑂᰝ࡛ࡣࠊࡼࡾ⥥ᐦ࡞ᑂᰝ ‽㸦㸣㸧ࢆୖᅇࡿ 㸣࡛࠶ࡗ

ࣝேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ

ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊ๓㉁ၥࡢᐇࠊ⏦ㄳᏛࡼࡿ㡢ኌ ࡓࠋ

ࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶

ࡁࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱࡢ๓ど⫈➼ࠊᑐ㠃ᑂᰝ 

ࡿࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ྠ➼࡞ሗ㔞࡞ࡿࡼ࠺ࡁࡵ⣽ࡸ࡞ᑐᛂ㐺ษ࡞

Ꮫᡂᨭᴗࠖࡘ

ሗ⟶⌮ࢆᐇࡋࠊ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿ᪂ࡓ࡞㠃᥋᪉ἲࢆ☜

࠸࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊ

❧ࡋࡓࠋྛᏛࠊྛᑂᰝጤဨࠊ⯆ົᒁࡀูᆅⅬ

ホ౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ࡽ࡛࢜ࣥࣛࣥ㠃᥋ᑂᰝཧຍࡍࡿ࡞ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

௧㸰㸦㸧ᖺᗘࡣࠊ

ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇ㓄៖ࡋࡓᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ᥇

࣭⌧ᆅㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ๎⌧ᆅ㉱ࡁᑐ㠃࡚⾜࠺

ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡢ

ࡇࢁࠊᖺᮎࡢ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࢆᠱᛕ

୰㛫ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡋࠊ࿘฿࡞‽ഛࢆ⾜ࡗࡓୖࠊ࡚࢜ࣥࣛࣥᐇࡋࡓࠋ
እᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ㠃᥋ࡶ࡛࢜ࣥࣛࣥ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊ␃Ꮫ
⏕ࡢ࢜ࣥࣛࣥ㠃᥋⏝ㄝ᫂㈨ᩱࢆⱥㄒ࡛సᡂࡋࠊ
㠃᥋ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ
࣭ୖグࡢࡼ࠺ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇ
᭱㝈㓄៖ࡋࡘࡘࠊᏛഃࡢົ㈇ᢸ㍍ῶࡶ⪃៖ࡋࡓୖ
࡛ࠊᐈほⓗࡘබᖹࠊබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ௧  ᖺ  ᭶
ࡢጤဨ࠾࠸࡚ホ౯ࢆỴᐃࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣࠊ ௳ࡀ  ẁ
㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖࠊ ௳ࡀᶆ‽ࡢࠕ$ࠖࠊ ௳ࡀࠕ%ࠖ
㸦ᙜ
ึ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡣࠊຓゝ➼ࢆ⪃៖ࡋࠊࡼࡾ୍ᒙࡢᨵ
ၿດຊࡀᚲせุ᩿ࡉࢀࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢᏛ࠾
࠸࡚ᙜึࡢᵓࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ≉Ⰽ࠶ࡿඃ
106

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸲㸫㸰ࡘ࠸



ࢀࡓྲྀ⤌ࡀᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋྛࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ᑐࡋ࡚ࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᚋᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ
ࡿㄢ㢟➼ࢆేࡏ࡚グࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ
࣭ホ౯⤊ᚋࠊ㸱᪥ᚋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚୰㛫ホ౯
⤖ᯝࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝࡢ⥲ᣓࠊ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵࡓ㛵ಀ
ሗࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩㸦Ꮚ㸧ࢆ
సᡂ࣭㓄ᕸࡍࡿࡇ࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊ
ホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMVJXFKXNDQBK\RNDKWPO


㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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119

120
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸳

㸳ᙉᅛ࡞ᅜ㝿◊✲ᇶ┙ࡢᵓ⠏
㸦㸯㸧ᴗࡢᅜ㝿ᡓ␎ⓗᒎ㛤
㸦㸰㸧ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ༠ാ
㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ
㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿᨻ

ᙜヱᴗᐇ



⟇࣭⟇

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ
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ࢡࢩࣙࢵࣉ
᪥Ḣ࣏ࢫࢻࢡ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤂
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ࡾ➨  ᅇ *5& ᖺḟྜࡀ༡ࣇࣜ࢝ඹᅜ㸦ࢲ࣮ࣂࣥ㸧 ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

ࡍࡶࠊྛᅜᏛ⾡

ࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾࠸࡚✚

ࣥࢩࣝ㸦*5&㸧ᘬࡁ⥆

࡞ඹྠ◊✲ࡸᏛ⾡ὶ

࡛㛤ദணᐃࡔࡗࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪

⯆ᶵ㛵ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮

ᴟⓗᙺࢆᯝࡓࡍࠋࡲ

ࡁ✚ᴟⓗཧ⏬ࡋࠊྛᅜ

ࢆ᥎㐍ࡍࡿᇶ┙ࢆᵓ⠏

ࡼࡾࠊ ᖺ㛫ᘏᮇࡉࢀࡓࠋࡑࢀ௦ࢃࡾࠊ⯆⌮ 

ࢩࢵࣉࢆᙧᡂࡋࠊ㉁ࡢ㧗

ࡓࠊྛᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ඹ㏻ࡢㄢ㢟ಀࡿㄆ㆑

ࡍࡿほⅬࡽࠊྛᅜࡢᏛ

㛗 ࡶ ࣓ ࣥ ࣂ ࣮ ࡛ ࠶ ࡿ *RYHUQLQJ %RDUG ࢆ ୰ ᚰ  ࠊ

࠸ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡸ

ࡢὶ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃ

ࢆඹ᭷ࡍࡿࡶࠊࡑ

⾡⯆ᶵ㛵ࡢὶ≧

ࠕ0LVVLRQRULHQWHG5HVHDUFKࠖࠕ3XEOLF(QJDJHPHQWࠖ ࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

࢜ࣥࣛࣥ➼ࢆࡋࡓ㐃ᦠࡀ

Ꮫ⾡ὶࢆ᥎㐍ࡍࡿᇶ

ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᙧ

ࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓྲྀ

ἣᛂࡌ࡚㐺ษ༠ᐃ

࠸࠺㆟㢟ἢࡗ࡚ࠊ㆟ㄽࢆࢃࡋࡓࠋ

ᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑐ㠃ࡼࡿㅖእ

⥆ࡅࡽࢀࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ

┙ࢆᵓ⠏࣭ᙉࡍࡿࠋ

ᡂࡍࡿࠋὶ༠ᐃࡘ࠸

⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ࡢᗫṆ࣭ᨵゞࡸࠊ᪂つ❧

࣭㆟ㄽࡢᡂᯝࡋ࡚ࠕ࣑ࢵࢩࣙࣥᣦྥࡢ◊✲ࡢཎ๎㛵 ᅜࡢᏛ⾡ᶵ㛵➼ࡢὶ௦࠼

ࡀᙉࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃ

&RXQFLO*5&㸧

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

࣭௧㸰ᖺ  ᭶༡ࣇࣜ࢝ඹᅜᅜ❧◊✲㈈ᅋ㸦15)㸧 ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ ♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ
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ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖ
ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ
࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥ
ࢩࣝ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗
㆟ࡢᐇࡣᘏᮇࡉࢀࡓࡀࠊ

123
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ࡲࡓࠊ᪥୰㡑ࡼࡿࣁ

ࡕୖࡆࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ

ࡍࡿᐉゝࠖࠕࣃࣈࣜࢵࢡ࣭࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࡢཎ๎

࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥ

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ  

እᅜࡢὶࢆ᥎㐍ࡋࠊ ࣞ࣋ࣝ࡞◊✲άືಁ

ࠊ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ

㛵ࡍࡿᐉゝࠖ㢟ࡍࡿᡂᯝᩥ᭩ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ

ࢩࣝࡢ *RYHUQLQJ %RDUG ࢆ୰ᚰ

࣭᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࡢ

ᚲせᛶཬࡧண⟬≧ἣ

㐍ྥࡅࡓ㆟ㄽࢆ⾜࠺

࠼ุ᩿ࡍࡿࠋ

࣭*RYHUQLQJ%RDUG㸦࢜ࣥࣛࣥ㆟㸧ィ  ᅇᐇࠋ

࢜ࣥࣛࣥࢆࡋࡓὶࢆ✚

ᐇᑐࡋ࡚ᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀ࡞

࡚ࡣࠊᡓ␎ⓗ㔜せ࡞ㅖ

ᛂࡌ࡚ᗫṆࠊᨵゞཪࡣ᪂

᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗





ᴟⓗᐇࡍࡿࡇ࡛ࠊࡇࢀࡲ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

つ❧ࡕୖࡆࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ

㆟㸦$+25&V㸧✚ᴟ



㸦ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦྜ㸧

࡛௨ୖᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵



㝿ࠊྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ⓗཧ⏬ࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵

࣭௧  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥㛤ദࡉࢀࡓ 5HVSRQVLEOH ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᙉࡋࠊ

➼ࡢὶ≧ἣᛂࡌ

ࡢ༠ຊࢆ᥎㐍ࡍࡿ

5HVHDUFK $VVHVVPHQW 㛵ࡍࡿ࢜ࣥࣛࣥࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ྛᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚╔

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡓ㐺ษ࡞༠ᐃࡢぢ┤ࡋ

ࡶࠊ$+25&V ࡢྜព

ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࣅࢪࢿࢫ࣭ࣀ࣮࣋ࢩ

ᐇάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᾏእྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

➼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ

ᇶ࡙ࡁᮾࢪࢩࣥ

࣭ࣙࣥ㞠⏝┬ 0%,( ദ࡛ࠊ*5& ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦ

࣭᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡢ

ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࡉ

ࡘ࠸࡚ࠊ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ

࣏ࢪ࣒࢘ཬࡧ᪥୰㡑ࣇ

ྜࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ⯆ࢆྵࡴ  ᅜ  ᶵ㛵ࡀཧຍࡋࠊ ྜពᇶ࡙࠸ࡓ◊✲ᨭᴗ

ࡏࡿດຊࢆ⥆ࡅ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

ᚓࡿࠋ

࢛࣮ࢧࢺᴗࢆ╔ᐇ

ࠕ 5HVSRQVLEOH 5HVHDUFK $VVHVVPHQW ࠖࢆࢸ࣮࣐㆟

ࡘ࠸࡚ࡶࠊィ⏬㏻ࡾ╔ᐇᴗົ



ᐇࡍࡿࠋ

ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼





̿

ڦ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦$+25&V㸧

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ᇶ࡙ࡃࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵ

࣭௧㸰ᖺᗘࡣࠊ
㡑ᅜ 15) ࡢദࡼࡾࠊ
➨  ᅇ $+25&V

࣭ᚋࡶᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡸࠊ

ࣉࢆᙧᡂࡍࡿࠋὶ༠ᐃ

ࡀ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧࡛㛤ദࡉࢀࠊ⯆ࡽࡣ⌮㛗ࡀฟ

ከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣡

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡓ␎ⓗ㔜

ᖍணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆ

࣮ࢡ࠾࠸࡚ᯝࡓࡍࡁᙺࢆ

せ࡞ㅖእᅜࡢὶࢆ

ཷࡅࠊദᅜ࡛࠶ࡿ㡑ᅜഃࡢពྥࡼࡾࠊ࢜ࣥࣛࣥ㛤

✚ᴟⓗᢸ࠺ࡶࠊᡓ␎ⓗ

᥎㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊᘬࡁ

ദ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௧  ᖺᗘᐇࢆᘏᮇࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
 㔜せ࡞ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

⥆ࡁὶ≧ἣࢆ᳨ドࡋࠊ

࣭$+25&V ࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓㄢ㢟㛵ࡋ࡚㛤ദ  ࡢ ࣃ ࣮ ࢺ ࢼ ࣮ ࢩ ࢵ ࣉ ࢆ ᙉ 



ຍ࠼࡚ࠊྛᅜᏛ⾡⯆
ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼

ᚲせᛶཬࡧண⟬≧ἣ

ࡍࡿᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺ  ᭶

ࡋࠊྛᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅ

ᛂࡌ࡚ᗫṆࠊᨵゞཪࡣ᪂

 ᪥㹼 ᪥ࠊ㡑ᅜ㸦῭ᕞᓥ㸧࠾࠸࡚➨  ᅇࢩ࣏ࣥ

࡚╔ᐇάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࠋ

つ❧ࡕୖࡆࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ࢪ࣒࢘ࢆࠕ $SSURDFKHVIRU)XWXUH(DUWKLQ1RUWKHDVW 



$VLD̾&OLPDWH&KDQJHDQG,WV(IIHFWVࠖࢆࢸ࣮࣐

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

㛤ദࡋࠊ᪥୰㡑  ᅜࡽ  ྡ௨ୖࡢ◊✲⪅ࡀཧຍண

౯㸧

ᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏഃࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡿ◊✲⪅༠

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸱ࡘ࠸

㆟ࡋࡘࡘࠊ᪥ᮏഃཧຍ⪅ࡢ☜ᐃࡲ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪂ᆺ

࡚ࠊྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗➼

ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑࢆཷࡅࠊദᅜ࡛࠶ࡿ㡑ᅜ

ୡ⏺ࡢ᭱᪂ࡢᏛ⾡ὶ≧ἣࢆඹ

ഃࡢពྥࡼࡾࠊ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௧  ᖺᗘ

᭷ࡋࠊ୍㒊ࡢᴗࡣᶵ㛵㛗㆟

ᐇࢆᘏᮇࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

࡛㔜せࡉࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ᇶ



࡙ࡁ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠊ

ڦ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗ

ὶ≧ἣᛂࡌ࡚ྛᅜᏛ⾡⯆

࣭ ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆᐇࡋࡓࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼ࢆ㐺ษぢ

ࡢᙳ㡪క࠺Ώ⯟ไ㝈ᥐ⨨➼ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊྛ ┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ㄢ㢟࡛ࡣࠊ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿᡴྜࡏᇶ࡙ࡃඹྠ◊✲ࡢ 
ᐇࠊ࢙࢘ࣈ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡸࢭ࣑ࢼ



࣮ࡢ㛤ദ࡞ࡼࡾࠊ᪥୰㡑ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡢ◊✲ὶࢆ᥎



㐍ࡋࡓࠋΏ⯟ࢆせࡍࡿィ⏬ࢆྵࡴㄢ㢟ࡣࠊᚋ㏙ࡢ≉
ᥐ⨨ࢆ⏝ࡋࠊᴗィ⏬ࡢᐇᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋࡓࠋ
㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺ᙎຊⓗ࡞㐠
⏝㸧
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㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ձ ௧ඖᖺᗘᐇࡋ࡚࠸ࡓㄢ㢟ࡢෆࠊ๓ࡢ⏦ㄳ
ࡼࡾ ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤクᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋ࡚௧  ᖺᗘ
ࡶᨭࡋࡓࠋ
ղ ◊✲ὶ⤒㈝⥲㢠ࡢ 㸣௨ୖࢆ᪑㈝ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ
ࡍࡿไ㝈ࢆච㝖ࡋࡓࠋ
ճ ᙎຊⓗ࡞⤒㈝ᇳ⾜ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ๓ࡢ⏦ㄳࡼ
ࡾ௧  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ࢆ௧  ᖺᗘᘏ㛗ྍ⬟
ࡋࡓࠋ
㸦⏦ㄳ௳ᩘ㸸 ௳㸧
࣭᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪂ᆺࢥ
ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾᴗィ⏬ࡢᐇᮇ㛫
ࢆᘏ㛗ࡋࡓㄢ㢟ࡢ୰㛫ホ౯ࠊᚋホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘏ㛗
ᮇ㛫⤊ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ

ە୰㛫ホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼


ᐇㄢ㢟ᩘ

୰㛫ホ౯



ホ౯⤖ᯝ
%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶
ࡆࡘࡘ࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢດຊࢆ
⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚┠
ᶆࡢ㐩ᡂࡀᴫࡡᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿ㸭 ㄢ㢟

ͤホ౯ࡣ $㹼' ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ

ホ౯⤖ᯝ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMIRUHVLJKWBK\RXNDKWPO

࣭௧  ᖺᗘ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࡢබເࡣࠊ$+25&V
࠾࠸࡚ᮏᴗබເඛ❧ࡗ࡚㛤ദࡍࡿྜពࡉࢀࡓ
ᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
ᣑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ᘏᮇࡉࢀࡓࡇక࠸ࠊ௧  ᖺᗘ
⧞ࡾ㉺ࡉࢀࡓࠋ

ྛڦᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢὶ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢩࢵࣉࡘ࠸࡚
࣭ྛ✀Ꮫ⾡ὶᴗ࠾࠸࡚ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ὶ
༠ᐃ➼ࢆ⥾⤖ࡋࠊᙉᅛ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᣢ⥆ⓗᙧ
ᡂࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊὶ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࡑࡢぢ┤ࡋ
ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᑐᛂᶵ㛵ࡢ㛫ࡢ⤒㈝㈇ᢸ➼ࡢᨵၿࢆᅗ
ࡿぬ᭩ᨵゞ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ

㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ

㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ



㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

㸦㸱㸧ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ

ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ

ࢽࢸࡢᙧᡂ༠ാ

㸳㸫㸲ྠ❆ࡢάື≧

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࡢᙧᡂ༠ാ

ࡢᙧᡂ༠ാ

⯆ࡢᴗࢆ⤒㦂

⯆ࡢᴗࡼࡾ

⯆ᴗࢆ⤊࠼࡚

ἣཬࡧᅾእ᪥ᮏே◊✲

࠙◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࠚ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࡸᅾ

ᡃࡀᅜ࡛ࡢ◊✲ᅾࢆ

ᖐᅜࡋࡓ◊✲⪅ࡢࢿࢵ

⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ㐃

࣭⯆ᴗ⤒㦂⪅ࡼࡿ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸦-636 ྠ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

እ᪥ᮏே◊✲⪅ࡼࡿ

⤊࠼࡚ẕᅜᖐᅜࡋࡓ

ࢺ࣮࣡ࢡᙉࢆᅗࡿࡓ

ᦠ≧ἣ㸦ྠ❆࣋ࣥࢺ

❆㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊィ  ᅜࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ⾜࠺ㅖά

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

113

125

126
ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࡸ

እᅜே◊✲⪅ࡸࠊᅾእ᪥

ࡵࠊୡ⏺  ᅜ࠾࠸ ➼ࡢ㛤ദᐇ⦼➼ࢆཧ⪃

ࡑࡢάືᨭࢆ⾜࠺ࡇ

ᮏே◊✲⪅ࡼࡿࢥ࣑

࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ◊✲⪅ࢥ

ุ᩿㸧

ࢱ࣮ࢆ㏻ࡌࡓᗈሗ࡞㸧ࡢᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢪࠊ ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖ

ࡼࡾࠊᡃࡀᅜㅖእ

ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࡸࡑࡢ

࣑ࣗࢽࢸ㸦ྠ❆㸧



Ḣᕞࠊ୰༡⡿ࠊࣇࣜ࢝࠸ࡗࡓᖜᗈ࠸ᆅᇦࡽ᪂つྠ

ᅜࡢᏛ⾡ὶࢆᣢ⥆

άືࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋ

ⓗⓎᒎࡉࡏࡿࠋ

ື㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᖺḟ⥲ࡢ㛤ദࠊ:HE ࡸࢽ࣮ࣗࢬࣞ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ ♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ
ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡼࡿάືࢆᨭࡍࡿ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

❆タ❧㛵ࡍࡿၥ࠸ྜࢃࡏࡶᩘከࡃᐤࡏࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊ ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ᅾእ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽ

ࡶࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

㸳㸫㸲ྠ❆యࡢά

ࡑࢀࡒࢀࡢ㛵ಀ⪅㐃⤡ࢆᐦྲྀࡾࠊタ❧ྥࡅࡓྛ✀ 

ࡢᙳ㡪ࡀ㑊ࡅࡀࡓ࠸ᮇ࡛࠶

ࢸࡢάືࡢᨭ࠾

ࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞

ືࡀάⓎ⾜ࢃࢀࡓࠊ ࡢሗᥦ౪ࠊࡢྠ❆ࡢ࡞ࢆཧ⪃ࡋࡓࢻࣂ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡗࡓࡀࠊ୍ᖺᗘ࣮ࣚࣟࢵ

࠸࡚ࡣࠊᡃࡀᅜㅖእᅜ

ࡀࡽࠊ᪂ࡓయไࡀᩚࡗ

ࡲࡓእᅜே◊✲⪅ᅾ

ࢫࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠ❆ဨᩘࡣ௧  ᖺ  ᭶

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

ࣃࢪタ⨨ࡉࢀࡓྠ❆

ࡢᏛ⾡ὶࡀᣢ⥆ⓗ

ࡓ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

እ᪥ᮏே◊✲⪅ࢥ࣑ࣗ

ᮎ⌧ᅾ࡛  ྡ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦๓ᖺᗘ  ᭶ᮎ 

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ࡢ࡛࢜ࣥࣛࣥࡢάືࢆ✚

Ⓨᒎࡍࡿࡼ࠺␃ពࡍ

㸦ྠ❆㸧ࡢάືࢆᨭ

ࢽࢸ➼ࡀ㐃ᦠࡍࡿᶵ

ྡ㸧ࠊဨᑐࡋ࡚ࡣ⾜ணᐃ➼ࢆ࣓࣮࡛ࣝ㏦ࡍࡿ࡞

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴟⓗᨭࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ

ࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

ࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࠊྠ❆

ࡋ࡚ሗᥦ౪ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

౯࡛ࡁࡿࠋ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

࣭እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ

ࢆ E ࡍࡿࠋ

࡛ࡣࠊ᮶᪥ᮇ㝈ࢆᘏ㛗ࡍࡿ≉

ࡲࡓࠊᅾእ᪥ᮏே◊✲

࣋ࣥࢺ➼ࡢ㛤ദᐇ

ࡲࡓࠊྠ❆ࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡀ

⪅ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿ

⦼ࠊဨᩘ➼ࢆཧ⪃ุ

ࡁࡗࡓୖ༙ᮇࡼࡾࠊദ⾜ࡋ࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸᏛ

ࡶࠊ᪥ᮏࡢᅾ

᩿ࡍࡿࠋ

⾡ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ࡛࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏே◊✲⪅ᇶ 

⤒㦂ࢆᣢࡘㅖእᅜࡢ◊



ㄪㅮ₇ࢆ౫㢗ࡋ᪥ᮏࡢᏛ⾡ὶࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

ࡾ⤌ࡳࢆ㎿㏿㛤࡛ࡁࡿࡼ

✲⪅ࡸࠊㅖእᅜࡢ◊✲



࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊྛᅜࡢ◊

ᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶࠊ࢜ࣥࣛࣥ

࠺㐺ᐅ㓄៖ࡋࡓࡇࡶ㧗ࡃ

༠ຊ㛵ᚰࢆᣢࡘᅾእ



✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊᗘ᮶᪥ࡋ ࡼࡿྠ❆ࡢάືࢆ✚ᴟⓗ

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

᪥ᮏேࢆྵࡴ᪥ᮏே◊



࡚᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍ ᨭࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ



✲⪅➼ྥࡅࡓሗⓎ

ࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ ᙉࡼࡿᏛ⾡ὶࡢⓎᒎࢆ┠

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ಙཬࡧⓏ㘓⪅㛫ࡢࢿࢵ

ᴗ㸦%5,'*( )HOORZVKLS 3URJUDP㸧ࢆᐇࡋࠊ ྡࡢ

ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ୰ᮇィ⏬㏻

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࣭ᙉࢆᅗ

◊✲⪅ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡾᐇࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢧ

ࡿࡓࡵ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ

ಀࡿධᅜไ㝈ᥐ⨨➼ࡢᙳ㡪㚷ࡳࠊ᮶᪥ᮇ㝈ࢆᘏ㛗ࡍࡿ



࣮ࣅࢫ㸦-6361HW㸧ࡼࡗ࡚ᅜ

ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡

≉ᥐ⨨ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊྠ❆ദࡢ࢜ࣥࣛࣥࢭ

࣭㐣ཤ᮶᪥ࡋࡓ◊✲⪅᪥ᮏ

ቃࢆ㉺࠼࡚ά㌍ࡍࡿ◊✲ࢥ࣑

ࢡ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦-6361HW㸧

࣑ࢼ࣮࡚ᴗㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡞ࠊ✚ᴟⓗᗈሗάືࢆ⾜ ே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆᙧ

ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࢆᨭࡋ࡚࠾

ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ࡗࡓࠋ

ᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿࡓࡵࡢእᅜே ࡾࠊ ྡࡀⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠊ⯆ᴗ⤒㦂⪅ࢆ୰ᚰࡍࡿ◊✲

◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ࡛ࡣࠊ᪂ᆺ

ࡑࡢ୰ࡣࠊ◊✲⪅ࡀ⮬ࡽㄒ

⪅ྥࡅࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦-6361HW㸧 ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡢ

ࡿࠕ0\ 5HVHDUFK /LIHࠖᶵ⬟

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ-6361HW ࡣᅜቃࢆ㉺࠼࡚ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅

᮰ᚋࠊඃࢀࡓእᅜே◊✲⪅ࡢ

ࡸⱝᡭ◊✲⪅ཷධࢀࡢ࣐ࢵࢳ

➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࢆᨭࡍ

ᣍ࠸ࡢྲྀ⤌ࢆ㎿㏿㛤࡛ࡁ

ࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫᶵ⬟࡞ࡀྵࡲ

ࡿࡓࡵࡢ୍ຓࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ -6361HW ࡣ

ࡿࡼ࠺ࠊ᮶᪥ᮇ㝈ࢆᘏ㛗ࡍࡿ≉

ࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᶵ⬟ࡽᚓࡽ

 ྡ㸦௧  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾ㸧ࡢⓏ㘓ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋⓏ

ᥐ⨨➼ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛

ࢀࡓሗ࠾ࡼࡧᨭ≧ἣࢆྍ



㘓⪅ᑐࡋ࡚ࠊဨ㛫ࡢ᳨⣴ᶵ⬟ࡸࢢ࣮ࣝࣉసᡂᶵ⬟ࢆ ࡁࡿࠋ
ᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ⯆ࡢබເᴗࡢෆ➼ࡢሗᥦ



ᥐ⨨➼ࢆィࡾࠊᣍ࠸ࡢྲྀ

どࡋ࡚ᚋࡢᅜ㝿ᡓ␎❧
ά⏝ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽࠊᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ά㌍ࡍࡿ◊✲⪅ࡀ⮬ 



ࡽࡢ◊✲⏕άࡘ࠸࡚ㄒࡿࠕ0\ 5HVHDUFK /LIHࠖᶵ⬟

㸺ࡑࡢ㡯㸼

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࡸࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢཷධࢆᕼᮃࡍࡿ◊✲⪅ⱝᡭ◊✲⪅ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿά
ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉௧

ືࡶྵࡵࠊྠ❆ࡢάືࢆ╔ᐇ

 ᖺᗘࡣࠊဨࡢ᪥ᮏࡢ㛵ࢃࡾࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ◊✲⏕άࡢ ᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ᛮ࠸ฟࠊ⌧ᅾࡢ◊✲⏕άࠊࡢဨࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡞



ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠕ0HPEHU V9RLFHࠖᶵ⬟ࢆ᪂タࡋࡓࠋ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
౯㸧
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸲ࡘ࠸
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̿

࡚ࡣࠊྠ❆࣋ࣥࢺ➼ࡢ㛤ദ
ᐇ⦼ࡣ  ௳㸦᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ
ࢫឤᰁᣑࡢࣜࢫࢡ㚷ࡳࠊ
ᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࣋ࣥࢺࢆ㝖
ࡃᖺ㏻ࡾࡢỈ‽㸧࡛࠶ࡗࡓ
ࠊ
ྠ❆ဨᩘࡀ  ྡ
๓ᖺᗘྠỈ‽࡛࠶ࡿ㸦๓ᖺᗘ 
᭶ᮎ 㸧➼ࠊ㡰ㄪᴗົࢆᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ

㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ

㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼

㸦㸲㸧ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮

ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤

ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤

ࢱ࣮➼ࡢᒎ㛤

㸳㸫㸳ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

࠙ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ᒎ㛤ࠚ

ࡢᒎ㛤

➼ࡢᒎ㛤

ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ

ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ

ᡃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࡸ

ࣥࢱ࣮➼࠾ࡅࡿάື

࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸෆእࡢᏛ➼ࡢඹദࡼ

⿵ຓホᐃ㸸㹠

⿵ຓホᐃ㸸E

࣮➼ࡀࠊᡤᅾᆅᇦࡢᏛ⾡

࣮ཬࡧᾏእࢻࣂࢨ

Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿ⓗ

≧ἣ㸦㹀Ỉ‽㸸࣮࣒࣍࣌

ࡾࠊ࡛࢜ࣥࣛࣥࡢ㛤ദࡶྵࡵ࡚ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚  ௳ࡢ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⯆ᶵ㛵ࠊᅾእබ㤋ࠊࡑ

࣮ࡣࠊᡤᅾࡍࡿᆅᇦࡢᏛ

࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆ

࣮ࢪࡼࡿሗⓎಙᩘ

Ꮫ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡢඃࢀࡓ◊✲⪅ࡼ ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡢࡢᾏእᣐⅬ➼㐃

⾡⯆ᶵ㛵ࠊᅾእබ㤋ࠊ ᨭࡍࡿᣐⅬࡋ࡚ࡢ

ࡀᖺ㛫 ௳⛬ᗘ㸧

ࡿ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ᡂᯝ➼ࢆୡ⏺ྥࡅ࡚Ⓨಙࡋࡓࠋᖹᡂ 

௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ᦠࡋሗࡢ㞟Ⓨಙ

ࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢᾏ

ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬࡽࠊ 

ᖺᗘࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ :3, ⥲ྜᨭᴗࡢ㐃ᦠࡶ

ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ດࡵࠊᡃࡀᅜࡢᏛ➼

እᣐⅬ➼㐃ᦠࡋࠊᙜヱ

Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

⥅⥆ࡋࠊ:3, ᣐⅬ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ᾏእ◊✲㐃 ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆᨭ

ᆅᇦࡢᏛ⾡ືྥ➼ಀ

ᵓ⠏ࠊࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥ

㸳㸫㸳⌧ᆅࡢົᡤࢆ

⤡ࢭࣥࢱ࣮ദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㏻ࡌ࡚ᾏእⓎಙࡋ⥆

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡍࡿࡶࠊᡃࡀᅜࡢ

ࡿሗࡢ㞟ཬࡧⓎಙ

ࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࠊᡃࡀᅜࡢ

⏝ࡋࡓຠᯝⓗ࡞ሗ

ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓάືࡼࡾࠊ⌧ᆅ࠾࠸࡚㛵ಀᶵ㛵

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

ࡢឤᰁ≧ἣࡀᝏࡋ࡚࠸ࡿ

Ꮫ⾡◊✲ࡢࣉࣞࢮࣥࢫ

ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊࢭࣥ

Ꮫࡢᾏእᒎ㛤ࡢᨭ

㞟࣭ሗⓎಙࢆᐇࡍ

ࡢᙉᅛ࡞༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗດࡵ

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

ᮇࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ࡢྥୖᐤࡍࡿࠋ

ࢱ࣮ࡽࡢሗࢆ㞟⣙

ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᾏእ◊✲

ࡿほⅬࡽࠊ๓୰ᮇ┠ᶆ

࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࣋ࣥࢺࡣ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿཧຍࡶ



ࡸᏛ➼ࡢඹദ࡞ࡿᏛ⾡

ࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸

㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᅜ

ᮇ㛫࠾ࡅࡿᐇ⦼㸦ᖹᡂ

ྵࡵࠊᘏ  ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ࢜ࣥࣛࣥࡶ

࡚ࠊྜࢃࡏ࡚ᖺ㛫  ௳

Ώ⯟୰ࡢ≉ู◊✲ဨ࣭ᾏ

㹼ᖺᗘᐇ⦼㸸ᖺ㛫



࡚⌧ᆅࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸᏛ➼

ྵࡵ࡚ࠊ
 ௳㛤ദࡉࢀࠊ


⛬ᗘ㸦๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ᐇ

እ≉ู◊✲ဨࢆྵࡴ᪥

㹼௳㸧ࢆ㋃ࡲ

࣭࠼ࡤࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ௧  ᖺ

ඹദ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ╔ᐇ

ྡࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣ≉➹

⦼㸸ᖺ㛫 㹼 ௳㸧 ᮏே◊✲⪅ᑐࡋࠊ⌧ᆅ

࠼ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣍

 ᭶͆$,IRU&OLQLFDO7UDQVODWLRQDO5HVHDUFK͇ࢆ

㛤ദࡋࠊ᪂ࡓ࡞◊✲⪅ࢿࢵࢺ

್ࡍࡿࠋ

࡛ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

࣮࣌ࢪ࡛ᖺ㛫  ௳⛬

ࢸ࣮࣐ᅾ࣎ࢫࢺࣥ᪥ᮏᅜ⥲㡿㤋ࠊᅾእ᪥ᮏே◊✲⪅ ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࢿࢵࢺ

㈨ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡍ

ᗘࡢሗⓎಙࡀ⾜ࢃࢀ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦8-$㸧ඹദ࡛ࠊ࢜ࣥࣛࣥࡼࡿ 7KHWK ࣭Ꮫ➼ᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭ Ꮫ➼ࡢᾏእάືࢆᨭࡋ࡚࠾

࣮࣡ࢡᙧᡂᨭࡸᡃࡀ

ࡿࠋᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗

ࡿࡇࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍ

-DSDQ866FLHQFH)RUXPLQ%RVWRQ ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ=RRP ࢘

ᴗࡋ࡚ࠊ
ィ  ࡢᏛ➼  ⟠

ࡾࠊ㸵Ꮫࡀᾏእ࠶ࡿ㸳◊

ᅜࡢᏛ➼ࡢࢢ࣮ࣟࣂ

➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿሗ

ࡿࠋ

࢙ࣅࢼ࣮ᶵ⬟ཬࡧ <RX7XEH ࡼࡿྠ㓄ಙࡼࡾከࡃࡢ

ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ

✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࢆᾏእົᡤ

ࣝᨭࡢᣐⅬࡋ࡚

㞟࣭ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊయ

ேᩘࡀཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࠊㅮ₇  ௳ࡢࠊ ྡࡢ ⏝ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊᏛ

ࡋ࡚⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᾏእ◊

ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬ

⣔ⓗ࡞ሗ㞟ཬࡧᅜ

᪥⡿ຍࡢ◊✲⪅ࡼࡿࣇࣛࢵࢩࣗࢺ࣮ࢡ㸦 ศࡢ◊✲⤂ ࡢᾏእᒎ㛤ࢆᨭࡍࡿ࡞ࠊィ

✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ඹ㏻ࡢࢡࣛ࢘

ࡽࠊୡ⏺ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ෆࡢሗⓎಙࡢᐇ

㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ᪂⯆ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࣉࣛࢵࢺ ⏬㏻ࡾ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸

ࢻ࣓࣮ࣝࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿ࡞

ࡢ㛵ಀᵓ⠏ࠊᏛࡢᾏ

ࢆᅗࡾࠊ௧㸰㸦㸧

ࣇ࢛࣮࣒ࢆ⏝ࡋࠊࣂ࣮ࢳࣕࣝ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࡢሙ

ࡿࠋ

ࠊ࢜ࣥࣛࣥᴗົ༶ࡋࡓ

እᒎ㛤ࡢᨭࠊࢭ࣑ࢼ

ᖺᗘࡣࢭࣥࢱ࣮ࡽ

ࡢᥦ౪ࡶ⾜ࡗࡓࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢ

⎔ቃᩚഛࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࡀ㧗

࣮ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ

ࡢሗࢆ㞟⣙ࡋࠊ࣮࣒࣍



ᙳ㡪ࡼࡿ࣋ࣥࢺࡢ୰Ṇ࣭ᘏ

ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ

ࡢሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

➼ࢆᐇࡍࡿࠋ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡣ

࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚ࠊྜࢃࡏ

࣭ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ௧  ᖺ 

ᮇࡢࠊࢭࣥࢱ࣮㉱௵⪅ࡢ⥭



࡚ᖺ㛫  ௳⛬ᗘࡢ

᭶ &29,'WKHLPSDFWRQPHQWDOKHDOWKDQG

ᛴᖐᅜཬࡧࡑࡢᚋࡢΏ⯟ࠊᾏ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

WKHILJKWEDFNXVLQJVXSHUFRPSXWHU ࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚

እᐇົ◊ಟཷㅮணᐃ⪅ࡢΏ⯟ᘏ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢࢢ

ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ྠ❆ࡢඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ

ᮇᑐᛂ㏣ࢃࢀࡓࡀࠊ⮫ᶵᛂኚ

̿

࣮ࣟࣂࣝᨭ࠾࠸

᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ➨  Ἴࡀୡ⏺ࢆく࠺୰ࠊୡ

ᑐᛂ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇᴗົ



115

127

128
࡚ࡣࠊᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ

⏺୍ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࠕᐩᓅࠖࢆࡗࡓ࢘

ࢆᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

㧗➼ᩍ⫱ಀࡿሗࢆ

ࣝࢫࡢ㣕ἓᣑᩓ㛵ࡍࡿ◊✲࡛᭷ྡ࡞⚄ᡞᏛ࣭ᆤ

࣭࡛࢜ࣥࣛࣥࡢ࣋ࣥࢺ㛤ദ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

Ꮫ㛵ಀ⪅ᥦ౪ࡍࡿ

ᩍᤵࡀ᭱᪂ࡢ◊✲⤖ᯝࢆ⤂ࡋࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

➼ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ࠸ࡕ᪩ࡃ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡇຍ࠼ࠊᑗ᮶ⓗ࡞

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾ࡅࡿ⌧௦ேࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝ

⾜࠸ࠊᑐ㠃࡛ࡢ࣋ࣥࢺ௦ࢃ

ࡢࡓࡵࠊᏛ⾡ࡢᅜ㝿ⓗὶࡀ

Ꮫࡢᅜ㝿ὶࢆᢸᙜࡍ

ࢫࡘ࠸࡚ࣀ࢙࣮ࣝ࢘Ẽ㗦ࡢᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢㅮ₇ࢆ⾜ࡗ

ࡾ✚ᴟⓗ௦᭰⟇ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡇ

ᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢᮇ

ࡿ⫋ဨࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ

ࡓࠋ㻌

࡛╔ᐇᴗົࢆᐇ࡛ࡁ࡚࠸

࠾࠸࡚ࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ

ࡋ࡚ⱝᡭ⫋ဨࢆᑐ㇟



ࡿࠋ

࣮ࡢᏑᅾព⩏࣭౯್ࡣࡼࡾ୍

ࠕᅜ㝿༠ຊဨࠖࡋ࡚ᾏ

࣭ྛᅜ࠾࠸࡚⌧ᆅᅾఫࡢ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢྜ࣭ຮᙉ



ᒙࡁࡃ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋ

እᐇᆅ◊ಟࢆ⾜࠺ᶵ

ࡢ㛤ദࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ࡞ࠊᾏእ࡛ࡢ◊✲⪅ࢿࢵ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢάືࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋࡓࠋ࠼

࣭ྛᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀᵓ

ࡤࠊࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ⡿ᅜΏ⯟

⠏➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᅜ㝿ⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲

୰ࡢ≉ู◊✲ဨ࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨ➼᪥ᮏே◊✲⪅ᑐ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࢆᨭࡍ

ࡋࠊศ㔝ࢆ㉺࠼ࡓὶࢆಁ㐍ࡋࠊ◊✲άືࢆ୍ᒙᐇࡋ

ࡿࠋ


ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ௧  ᖺᗘࡣ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡋࠊ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
౯㸧
௧  ᖺ  ᭶ཬࡧ௧  ᖺ  ᭶࣋ࣥࢺࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸳㸫㸳ࡘ࠸

࡚ࡣ  ௳࡛࠶ࡿࠋ
࣭Ꮫ➼ࡢᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭᴗࡋ࡚ࠊ Ꮫ 
࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ᪥ᮏே◊✲⪅ྠኈࡢὶ

ࡀ  ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㸦ࣟࣥࢻࣥࠊࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝࠊ
ிࠊ࢝ࣟཬࡧࢼࣟࣅ㸧ࢆᾏእົᡤࡋ࡚⏝ࡋᾏ
እᣐⅬάືࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ  Ꮫࡀ௧  ᖺ
ᗘࡽࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࢆ⏝ࡍࡿ
⏦㎸ࡳࢆཷࡅࡅࠊዎ⣙ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭ྛᅜ࠾࠸࡚ࠊ⯆ᴗㄝ᫂ࢆ  ௳㛤ദࡋࠊᘏ
 ྡࡀཧຍࡍࡿ࡞ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືດࡵࡓࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶᪂タࡋࡓࠊ
ࠕᾏእᏛ⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝࢧ
ࢺࠖ࠾࠸࡚ࠊྛᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᾏእࢻ
ࣂࢨ࣮ࡀ㞟ࡋࡓሗࢆᘬࡁ⥆ࡁᅜෆࡢᏛ㛵ಀ⪅
➼ᗈࡃሗᥦ౪ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS

࣭⯆ᮏ㒊࡛ࡢ  ᖺ㛫ࡢ◊ಟࢆ⤒ࡓᅜබ⚾❧Ꮫࡢ⫋
ဨࢆᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ཷࡅධࢀࠊࢭࣥࢱ࣮ᴗົ
ᚑࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊᅜ㝿ὶ㛵ࡍࡿᖜᗈ࠸ぢ㆑
㧗ᗘ࡞ᐇົ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿົ⣔⫋ဨࡢ㣴ᡂࢆᅗࡿࠕᅜ㝿
Ꮫ⾡ὶ◊ಟࠖࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ௧  ᖺᗘࡣࠊ᪂ᆺࢥ
ࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢឤᰁᣑࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ௧  ᖺ
 ᭶  ᪥ணᐃࡋ࡚࠸ࡓ  ྡࡢΏ⯟ࢆᙜึ  ᭶ᘏᮇࡍ
ࡿࡇࢆỴᐃࡋࠊ≧ἣࢆὀどࡋࡓࡶࡢࡢᨵၿࡀぢ㎸ࡵ
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ࡎࠊ௧  ᖺᗘᾏእᐇົ◊ಟࢆ୰ṆࡋࡓࠋࡲࡓࠊΏ⯟



ணᐃ⪅ࡣ௧  ᖺᗘ௨㝆ࡢᾏእᐇົ◊ಟࢆཷㅮ࡛ࡁࡿࡇ
ࡋࡓࠋ௧  ᖺ  ᭶ࡽࡣ௧  ᖺᗘࡢᾏእᐇົ◊
ಟྥࡅࠊᚲせ࡞ᡭ⥆ࢆ㡰ḟ㛤ጞࡋࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ
ࢫឤᰁ䛾ឤᰁ≧ἣࡼࡾ㏣ຍ࡛ᚲせ࡞ࡗࡓධᅜ࣭ࣅ
ࢨᡭ⥆᭩㢮➼ࡸࣇࣛࢺ㐠⾜ኚ᭦➼⮫ᶵᛂኚ㝶
ᑐᛂࡋࡓࠋ
࣭௧  ᖺ  ᭶ୗ᪪㢧ᅾࡋࡓ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤ
ᰁᣑక࠸ࠊྛࢭࣥࢱ࣮㉱௵⪅ࡢᏳ☜ಖࢆ➨୍
ࠊ௧  ᖺ 㹼 ᭶⥭ᛴᖐᅜࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࢭ
ࣥࢱ࣮㛗ࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣᙜ㠃ࡢ㛫ࠊཎ๎᪥ᮏ࡛ࡢᅾᏯ
ົᚑࡍࡿࡇࡋࡓࠋࡇࢀక࠸Ⓨ⏕ࡋࡓᅾ᪑
㈝➼ࡢㄪᩚࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ⣡⛯ฎ⌮ࠊࣇࣛࢺᡭ㓄ࡸኚ᭦➼
ࡘ࠸࡚㎿㏿ᑐᛂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅሗ➼ᇶ࡙ࡁ
Ώ⯟ࡢᮇࢆぢᐃࡵࠊ௧  ᖺ  ᭶௨㝆ࠊ‽ഛࡀᩚࡗࡓ
ὴ㐵⪅ࡽ㡰ḟࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᆅᡠࡿᡭ⥆ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡽ㝶ࡍࡿእⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡶ⮫ᶵᛂኚ
ᑐᛂࡋࡓࠋ
࣭ேࡢᐦ㞟ࠊ㣧㣗ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵᑐ㠃࡛ࡢ࣋ࣥࢺ㛤ദ
ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆά⏝ࡍࡿ᪉ἲ
࠸ࡕ᪩ࡃ⯦ࢆษࡾࠊ࢜ࣥࣛࣥࢶ࣮ࣝࢆ㎿㏿ᡭ㓄
ࡋࠊ࢙࢘ࣅࢼ࣮➼ࡼࡿ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡃ⎔ቃᩚഛ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭௧ඖᖺᗘㄪ㐩ࡋึᮇᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ
ࣥࢱ࣮ඹ㏻ࡢࢡࣛ࢘ࢻ࣓࣮ࣝࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ࢝࢘
ࣥࢺࡸࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢタᐃ➼ࢆᮏࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸ࣏ࣜࢩ࣮๎ࡾࠊᮏ㒊ࡀ୍ᣓࡋ࡚⟶⌮࡛ࡁࡿࡇ
࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣓࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢺ㐃ືࡋ࡚ࢫࢺ࣮ࣞࢪ
ࡸࣅࢹ࢜㏻ヰࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡶ✌ാࡋࠊ࡛࢜ࣥࣛࣥ
ࡢᴗົ༶ࡋࡓ⎔ቃᩚഛࢆಁ㐍ࡋࡓࠋ


















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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130
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

  ⾜ᨻࢥࢫࢺ㸦༓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








ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

ὀ㸯㸧ண⟬㢠ࠊỴ⟬㢠ࡣࠕ㸴⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⾡ሗศᯒᇶ┙ࡢᵓ⠏ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻⤒㈝㒊ศࢆ㝖ࡁྛᴗ
ົ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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㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯





୰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



௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾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

࣭௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ⥲ྜⓗ࡞



Ꮫ⾡ሗศᯒᇶ┙ࡢᵓ⠏ࡘ࠸



࡚ࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ࡚ࠊሗࢭ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

࢟ࣗࣜࢸ᪉⟇ࡸࢩࢫࢸ࣒ࡢ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ᵝࡘ࠸࡚ㄪ㐩ᡭ⥆ࡁࢆ㐍ࡵࡿ

̿

ࡶࠊᏛ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮



ཬࡧᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࠾࠸࡚╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚

̿

࠸ࡿࠋ




㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࣭ሗࡢ୍ඖⓗ࡞⟶⌮ྥࡅࡓ
ྲྀ⤌ࢆᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ㐍ࡵ࡚࠸
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 

⿵ຓホᐃ㸸E

ሗࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡍࡿ

☜ಖࡸಶேሗࡢಖㆤ

ሗࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡍࡿ

ཧ⪃ุ᩿㸧

ࡍࡿሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ᪉⟇ࡸࢩࢫࢸ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊሗ

ࢆᚭᗏࡋࡓୖ࡛ࠊ⯆

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⯆



࣒ᵝࡢసᡂࢆ㐍ࡵࠊᛶࡢ㧗࠸ࢹ࣮ࢱࢆ⟶⌮࡛ࡁࡿ ௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡸಶே

ࡢㅖᴗಀࡿሗࢆ

ࡢㅖᴗಀࡿࢹ࣮

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡼ࠺※Ἠ࡞ࡿྛᴗࡢᡤ㎄ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢹ࣮ࢱ㡯┠ᐃ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ሗಖㆤࢆᚭᗏࡋࡓୖ࡛ࠊ ୍ඖⓗ㞟✚࣭⟶⌮ࡍࡿ

ࢱࡘ࠸࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗ

㸴㸫㸯ᴗࡢᯟࢆ㉸࠼
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యไࢆᩚഛࡍࡿࡶ
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ⓗ࡞⟶⌮ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

⪃ุ᩿ࡍࡿࠋ

ඖᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁ㐍ࡵࡓࠋ
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⏝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⟇ࡸࢩࢫࢸ࣒ᵝࡢస
ᡂࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡞࡛ࠊྛᴗࡀ
ᡤ᭷ࡍࡿࢹ࣮ࢱ㡯┠ࡢᐃ⩏㛵
ࡍࡿㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࠊᚋࡢሗࡢ
୍ඖⓗ࡞㞟✚࣭⟶⌮ྥࡅ࡚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

⯆ࡢㅖᴗࡢື

 Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ

Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ

ᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡢⓎಙ≧

࣭Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ྥࡸᡂᯝࢆ⥲ྜⓗࠊ㛗ᮇ

࣮࠾࠸࡚ࠊ⯆ࡢㅖ

࣮࠾࠸࡚ࠊ⯆ࡢㅖ

ἣ㸦㹀Ỉ‽㸸୰ᮇ┠ᶆᮇ

 Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶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 ௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡶࠊㅖᴗࡢᨵၿ࣭㧗

ⓗά⏝ࡋࠊྛ✀ᴗࡢ

ⓗά⏝ࡋࠊྛ✀ᴗࡢ



 ᖺ㸲᭶タ⨨ࡉࢀࡓࠋ

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㸱ྡ㸦Ꮫ➼ࡢᏛ⾡◊

ⓗどⅬ❧ࡗࡓ⏬࣭❧

ࡶࠊㅖᴗࡢᨵၿ࣭ ࡶࠊㅖᴗࡢᨵၿ࣭ ಀࡿሗࢆᶓ᩿ⓗ

ྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

✲ᶵ㛵࠾࠸࡚ᩍᤵࡲࡓࡣᩍᤵࡢ⫋࠶ࡿ⪅ࡀවົࠋ ࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⿵ຓホᐃ


㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

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 ࣭ሗࡢᢕᥱ࣭ศᯒᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡍ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆ㐍

ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ༠ຊࢆ㐍

ᢕᥱ࣭ศᯒࡍࡿほⅬ

㛵ࡋຓゝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊศᯒㄪᰝဨ㸦ᖖ㸧㸲ྡࡣࠊ ࡿࡶࠊ⛉◊㈝ຓᡂᴗࠊே

࣭⛉◊㈝㛵ࡍࡿ✀ࠎࡢࢹ࣮

ࡵࡿࠋ

ࡵࡿࠋ

ࢱࢆゎᯒࡋࡓࡇࡣኚⰋ࠸

ࡽࠊ௳⛬ᗘࡢࢸ࣮࣐

ศᯒ◊✲ဨࡢᣦᑟࡢୗࠊᙜヱࢸ࣮࣐ಀࡿㄪᰝศᯒࡢᴗ ᮦ⫱ᡂᴗࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗ

 ศᯒࡸㄪᰝ◊✲ࡢᡂ

ศᯒࡸㄪᰝ◊✲ࡢᡂ

ࢆタᐃࡋࠊศᯒࡸㄪᰝ◊

ົࢆᢸ࠺ࡶࠊᴗືྥ࡞ົⓗ࡞ㄪᰝศᯒᴗົ ࠸ࡗࡓ⯆ࡢㅖᴗࢆᑐ㇟ࠊ ྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋゎᯒ⤖ᯝࡢሗ࿌

ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫ

ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫ

✲ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᡂᯝࡘ

ࢆฎ⌮ࡋࡓࠋ

ྛᴗࡢᢸᙜ㒊⨫➼ࡽࡢせᮃ

ࡼࡾࠊࢇ࡞ྲྀ⤌ࡘ࡞ࡆ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸㅖ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸㅖ

࠸࡚Ⓨಙࡍࡿࡇࢆ㐩



ࢆ↷ࡍࡿࡶࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࢆ⢓ࡾᙉࡃ

࣭㐃⤡㆟ࡢタ⨨

◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽ♧ࡉࢀࡓពぢ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᩘከࡃࡢࢸ࣮࣐ࢆタ

࣭ᇶ┙ⓗ࡞◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ⛉◊

ᴗࡢᢸᙜ㒊⨫ᥦ౪࣭ ᴗࡢᢸᙜ㒊⨫ᥦ౪࣭ ᡂỈ‽ࡍࡿࠋ
ᥦࡍࡿࡶࠊᚲせ

ᥦࡍࡿࡇࡼࡾㅖ



Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࡢ࡞᥎㐍ࢆᅗࡿࡓ
120

ᛂࡌ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼

ᴗࡢᨵၿ࣭㧗ᗘྥ

ࡵࠊᏛ⾡ሗࡢศᯒಀࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡑࡢࡢ᭷㆑⪅ࡢጤ ᐃࡋࠊྛᴗࡢᢸᙜ㒊⨫➼ࡶ㐃

㈝ࡀࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡞ᙺࢆᯝ

࠾࠸࡚ሗⓎಙࢆ⾜

ࡅࡓ᳨ウ㈨ࡍࡿࠋࡲ

ဨࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿ㐃⤡㆟ࢆタ⨨ࡋࠊ㆟ࢆ㛤ദࡍࡿ ᦠࢆᅗࡾࡘࡘᢕᥱ࣭ศᯒࡢྲྀ⤌ࢆ

ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊ

࠺ࠋศᯒࡸㄪᰝ◊✲ࡢᡂ

ࡓࠊㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࢆ࣍

ࡶࠊ㐺Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢάືᑐࡍࡿ 㐍ࡵ࡚࠾ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋㄪᰝ

ᑂᰝ༊ศࡢኚ᭦ࡸᑂᰝ᪉ἲࠊ

ᯝࡢⓎಙࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰

࣮࣒࣮࣌ࢪ➼࠾࠸࡚

ຓゝࢆᚓࡓࠋ

ศᯒࡢᡂᯝࡣࠊ⯆ෆࡢ㛵㐃㒊

ᛂເ㈨᱁ࡢኚ᭦࡞ࡀ࠼ࡿ

ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰  ௳⛬

බ㛤ࡋࠊᖜᗈ࠸ᒙྥࡅ



⨫ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㅖᴗࡢᨵ

ᙳ㡪ࡶࡲࡓࡁࢃࡵ࡚ࡁ࠸ࠋ

ᗘࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ᐇ

ࡓሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋሗ

࣭ሗࡢᢕᥱ࣭ศᯒᇶ┙ࡢᵓ⠏

ၿ࣭㧗ᗘྥࡅࡓ᳨ウ㈨ࡍࡿ

ኚ᭦ࡢ⤖ᯝࡣホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ࡍࡿࠋ

Ⓨಙࡘ࠸࡚ࡣ㸰௳ࡢ

㸺⛉◊㈝ຓᡂᴗࡢ◊✲ㄢ㢟ሗࠊ◊✲⪅ሗཬࡧᡂᯝ ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ࡶࡢࡢࠊணᮇࡋ࡞࠸ᙳ㡪ࡀฟ

ሗ࿌᭩ࡢࠊ㐺ᡂᯝ

ሗࡢ⣣࡙ࡅ㸼

࣭  ሗⓎ ಙ ࡘ࠸ ࡚ࡣࠊ -636

࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊᑀ

ࡢබ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ

 ⛉◊㈝ࡢ᥇ᢥ◊✲ㄢ㢟ࠊ◊✲⪅ࠊ◊✲ᡂᯝࡢ㧗࠸⢭ᗘ &6,$5(3257 ࢆ㸰௳ห⾜ࡋࠊ୰ᮇ

㏣ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋᏛ⾡



ࡼࡿ⣣ࡅࢆ㏻ࡋࡓࢹ࣮ࢱᇶ┙ࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࡇ

ィ⏬㏻ࡾࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࠋ

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃



ࡼࡾࠊ⛉◊㈝㛵㐃ࡍࡿᵝࠎ࡞ศᯒࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ

࣭㐃⤡㆟ࡣࠊ⯆ࡢᏛ⾡

ᦠࡶࠊ࠼ࡤࠊ⛉Ꮫᢏ

㸺≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡢᡤᒓ࣭⫋ࠊ⛉◊㈝⋓ᚓཬࡧᡂᯝ ሗࡢศᯒಀࡿᶵ㛵ࡢ㛫࡛

⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦1,67

┦ሗࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆඹ᭷ࡍ

(3㸧ࡢ㐃ᦠࡶ⪃࠼࡚ࡣ࠺

 ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡘ࠸࡚ࠊᡤᒓ࣭⫋ࠊ⛉◊㈝ࡢ⋓ᚓࠊ ࡿࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡋ࡚

ࠋᵝࠎ࡞ᨵၿⅬࡶྵࡵ࡚⛉

Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ࡢሗࡢ⣣ࡅࢆ㏻ࡋࡓศᯒࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

◊㈝ไᗘࡀ᪥ᮏࡢᇶ♏◊✲ࡢ

㸺Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶㅖᴗࡢᶓ᩿ⓗ࡞ศᯒࡢࡓࡵࡢሗࡢ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

⯆ලయⓗ࠺㈉⊩ࡋ࡚

⣣࡙ࡅ㸼

ࡶ㐃ᦠࢆᐦᅗࡾࠊ⛉◊㈝ࡢᑂᰝ

࠸ࡿࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ

 Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶㅖᴗࡼࡾᨭࢆཷࡅࡓ◊✲⪅ࡢ⣣

ពぢ᭩సᡂೃ⿵⪅㑅⪃ᨭࢩࢫ

ࡣࠊ⛉◊㈝ࡢ㔜せᛶࢆᨵࡵ࡚

࡙ࡅࢆ⾜࠸ࠊㅖᴗࢆᶓ᩿ⓗศᯒࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙ࢆᩚ ࢸ࣒ࢆᨵⰋࡍࡿࡶࠊᑂᰝጤ

ᐈほⓗ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢ

㛵ࡍࡿሗࡢ⣣࡙ࡅ㸼

ഛࡋࡓࠋ

ဨ➼ೃ⿵⪅᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨ

㸺≉ู◊✲ဨᴗࠊᾏእ≉ู◊✲ᴗࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶ ࡋࡓࡇࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ
ᴗ➼ࡢᨵၿ㈨ࡍࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱ➼ࡢసᡂ㸼

ࣥࢱ࣮◊✲ဨࡢᴗົࡢᨭ

࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

 ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ௧ඖᖺᗘ࠾ࡅࡿ ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

̿

ᴗົࡢᐇ⦼㛵ࡍࡿホ౯ࠖ࠾ࡅࡿົ⮧ࡢホ౯ࠕ≉ 



ู◊✲ဨᴗࠊᾏእ≉ู◊✲ᴗࠊᅜ㝿ὶᴗ➼ࡘ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࠸࡚ࡣࠊᅜෆእࡢໃࡼࡾኚࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ

࣭ᢕᥱ࣭ศᯒࡢࢸ࣮࣐ࡢከࡃࡣࠊ

ࡽࠊྛᴗࡢᨵၿ㈨ࡍࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱ➼ࡢᥦ౪ 㛗ᮇⓗ࡞ほⅬ࠾ࡅࡿㄪᰝศᯒ
ࡶὀຊ࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ࠖᑐᛂࡋࠊ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ཬࡧ ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡽࠊḟᖺᗘ௨
Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶᴗ㛵ࡍࡿሗࡢ⣣࡙ࡅຍ࠼ࠊᾏእ≉ 㝆ࡶ⥅⥆ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ
ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡢ⣣࡙ࡅࢆ⾜࠸ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱࢆᵓ ࣭ᑂᰝጤဨ➼ೃ⿵⪅᳨⣴ࢩࢫࢸ
⠏ࡋࡓࠋ

࣒ࡢ㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ⏝ྥ



ࡅ᭦࡞ࡿྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ⛉◊㈝ࡢᑂᰝጤဨ 
➼ࡢ㑅⪃ࡢᨭ

㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

 Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡶ㐃ᦠࢆᐦᅗࡾࠊ௨ୗ ౯㸧
ࡢᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ

࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸴㸫㸰ࡘ࠸



࡚ࡣࠊ-636&6,$ 5(3257 ࢆ㸰௳

㸺ࠕᑂᰝពぢ᭩సᡂೃ⿵⪅㑅⪃ᨭࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ㛤Ⓨ㸼 ห⾜ࡋࠊᖺᗘィ⏬ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ
☜⋡ⓗ₯ᅾពゎᯒ㸦/'$㸧ࡢྲྀ⤌ࡢᡂᯝᇶ࡙ࡁࠊ
๓ࠎᖺᗘᐇࡋࡓ⛉◊㈝ࡢ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲
6 ࡢᑂᰝពぢ᭩సᡂೃ⿵⪅㑅⪃ࢆᨭࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ
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ࡓࠋ


133

134
ᨵⰋࢆ㐍ࡵࡓࠋ
㸺ࠕᑂᰝጤဨ➼ೃ⿵⪅᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ㛤Ⓨ㸼
๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲ 6 ௨እࡢ
⛉◊㈝ࡢ✀┠ࢆᑐ㇟ࡋࡓᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࢆᨭࡍࡿ
᪂ࡓ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆᐇࡋࡓࠋ

࣭⯆ࡢㅖᴗ㛵ࡍࡿㄪᰝศᯒ
 ⛉◊㈝ຓᡂᴗࠊேᮦ⫱ᡂᴗࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗ
࠸ࡗࡓ⯆ࡢㅖᴗࢆᑐ㇟ࠊྛᴗࡢᢸᙜ㒊⨫➼
ࡽࡶせᮃࢆ↷ࡍࡿࡶࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ
࣮ࡽ♧ࡉࢀࡓពぢࡶ㋃ࡲ࠼ࠊࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊྛᴗ
ࡢᢸᙜ㒊⨫➼ࡶ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ௨ୗࡢሗࡢᢕᥱ࣭
ศᯒࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡋࡓࠋ

̺⛉◊㈝ຓᡂᴗࢆᑐ㇟ࡋࡓሗࡢᢕᥱ࣭ศᯒ
㸺᪥ᮏࡢㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ㄽᩥࡢ≧ἣ㸼
 ᵝࠎ࡞ᣦᶆࡼࡿ⛉◊㈝ࡢᡂᯝㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱࢆ㛵ಀ
㒊⨫ࡢせᮃᑐᛂࡋᥦ౪࡛ࡁࡿయไࢆᩚഛࡋࡓࠋ
㸺ⱥᩥㄪ᭩ࡼࡿᛂເᩥㄪ᭩ࡼࡿᛂເ㛵ࡍࡿ
ศᯒ㸼
 ⛉◊㈝ࡢᛂເ᭩㢮ࡢ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡘ࠸࡚ࠊⱥᩥࡼ
ࡾグ㏙ࡉࢀࡓࡶࡢᩥࡼࡾグ㏙ࡉࢀࡓࡶࡢࡢẚ㍑
ศᯒࢆᐇࡋࡓࠋ
㸺⛉◊㈝᥇ᢥㄢ㢟ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ࣐ࢵࣆࣥࢢ㸼
 ⛉◊㈝ࡢ᥇ᢥㄢ㢟ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡘ࠸࡚ࠊ%, ࢶ࣮ࣝ
ࢸ࢟ࢫࢺ࣐ࢽࣥࢢࢶ࣮ࣝࡼࡿྍど㸦࣐ࢵࣆࣥࢢ㸧
ศᯒࢆᐇࡋࡓࠋ
㸺⛉◊㈝ࡢホⅬࡢศᩓࡢศᯒ㸼
 ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲㸦6㸧
㸦$㸧
㸦%㸧
ࠊⱝᡭ◊✲ $ ࡢᛂເᑐ
ࡋྛᑂᰝጤဨࡀࡋࡓࠕ⥲ྜⅬࠖࡘ࠸࡚ࠊྛᛂເࡢࡤ
ࡽࡘࡁࢆศ㔝ูᢕᥱࡋࡓࠋ
㸺⛉◊㈝ࡼࡿ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢฟࠊᏛ㝿㡿ᇦ◊✲ࡢά
ᛶࠊୡ⏺ⓗᣐⅬࡸᅜ㝿ⓗ◊✲⪅ࡢฟ㸼
 ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࠕ௧ඖᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿᴗົᐇ⦼
㛵ࡍࡿእ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ࠖ࠾ࡅࡿ௨ୗࡢእ㒊ホ౯ጤဨࡢ
ホ౯ࡢពぢࠕ࠼ࡤࠊ⯆ࡢ➇தⓗ◊✲㈝ࡢ᥇ᢥࡼ
ࡗ࡚ࠊ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢฟࠊᏛ㝿㡿ᇦ◊✲ࡢάᛶࠊୡ
⏺ⓗᣐⅬࡸᅜ㝿ⓗ◊✲⪅ࡢฟ࡞ࠊࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࢆ
ࡶࡓࡽࡋࡓ࠸ࡗࡓศᯒࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࢀ
ࡿࠋ
ࠖᑐᛂࡋࡓศᯒࢆᐇࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᅜ㝿ⓗ
༟㉺ࡋࡓ◊✲⪅ࢆྠᐃࡋࠊ⛉◊㈝ࡢ⋓ᚓࠊᡂᯝᩥ⊩ࡢ⿕
122

ᘬ⏝ᗘࡸඹⴭࡢ≧ἣࠊ◊✲ศ㔝ࡢᏛ㝿ᛶ➼ࡘ࠸࡚ศᯒ
ࡋࠊሗ࿌᭩㸦ෆ㒊᳨ウ㈨ᩱ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ
㸺࣎ࢺ࣒ࢵࣉᆺࡢᆺ➇தⓗ◊✲㈨㔠ࡢព⩏ࡘ࠸
࡚ࡢศᯒㄪᰝ㸼
 ⛉◊㈝ࡢ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲㸦6㸧➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓ
ศᯒࡢయไࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊୖグሗ࿌᭩㸦ෆ㒊᳨ウ
㈨ᩱ㸧࠾࠸࡚୧✀┠ࡢᨭࡢຠᯝࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ
㸺ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫศ㔝↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓ⛉◊㈝ࡢᡂᯝ
㛵ࡍࡿศᯒ㸼
 ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫศ㔝↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓ⛉◊㈝ࡢᡂᯝ
㛵ࡍࡿศᯒࡢᡭἲࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊሗ࿌᭩㸦ෆ㒊᳨
ウ㈨ᩱ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ

̺ேᮦ⫱ᡂᴗཬࡧ㢧ᙲᴗࢆᑐ㇟ࡋࡓሗࡢᢕᥱ࣭
ศᯒ
㸺≉ู◊✲ဨࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢศᯒ㸼
 ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅ࡢᡤᒓ࣭⫋ࠊ⛉◊㈝⋓ᚓཬࡧᡂᯝ
㛵ࡍࡿሗࢆ⏝࠸࡚ሗ࿌᭩㸦ෆ㒊᳨ウ㈨ᩱ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ

㸺᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ཷ㈹⪅㛵
ࡍࡿศᯒ㸼
 ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࡢཷ㈹
⪅ࡢᡤᒓ࣭⫋ࠊ⛉◊㈝ࡢ⋓ᚓࠊⓎ⾲ㄽᩥࡢ≧ἣ➼ࡢሗ
ࢆྲྀࡾࡲࡵሗ࿌᭩㸦ෆ㒊᳨ウ㈨ᩱ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ

̺Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶᴗࢆᑐ㇟ࡋࡓሗࡢᢕᥱ࣭ศᯒ
㸺◊✲௦⾲⪅ࠊཧຍ⪅ࡢศᯒࢆ㏻ࡋࡓᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗ
ࡢ⏝≧ἣࠊࢽ࣮ࢬཬࡧᡂᯝࡢศᯒ㸼
 Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶᴗࡢ◊✲௦⾲⪅ࠊཧຍ⪅ࢆ◊✲⪅␒ྕ
ཬࡧⴭ⪅ ,' ࢆ⏝࠸࡚⣣ࡅࢆ⾜࠸ࠊሗ࿌᭩㸦ෆ㒊᳨ウ㈨
ᩱ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ
㸺እᅜே≉ู◊✲ဨ⤒㦂⪅ࡢ◊✲άືࡢศᯒ㸼
 እᅜே≉ู◊✲ဨࡢ◊✲άືࡢᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ
ࢆ⾜࠸ࠊሗ࿌᭩㸦ෆ㒊᳨ウ㈨ᩱ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ
㸺⯆ㅖᴗࡼࡿᅜ㝿ⓗ࡞άືࡢศᯒ㸼
 ⯆ࡀ⾜࠺ᅜ㝿ὶᴗຍ࠼ࠊ⛉◊㈝ᴗࡸேᮦ
⫱ᡂᴗ➼ࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞άື
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲࡵࠊ-636&6,$5(3257 ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ

࣭ᾏእࡢᏛ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ
㸺ᾏእࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭
ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱㏆ࡢືྥ㸼
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135

136
 ⡿⊂ⱥࡢྛᅜࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙
ࣥࢩ࣮ࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱㏆ࡢືྥࡘ࠸࡚ࡢㄪ
ᰝࢆᐇࡋ -636&6,$5(3257 ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ
㸺せᅜ࠾ࡅࡿ◊✲⪅㣴ᡂࡢ⤌ࡳ㛵ࡍࡿㄪᰝ㸼
 ≉ู◊✲ဨᴗ➼ࡢᐇࡢཧ⪃ࡍࡿࡓࡵࠊ⡿⊂ⱥࡢ
ྛᅜࢆᑐ㇟◊✲⪅㣴ᡂࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
ሗ࿌᭩㸦ෆ㒊᳨ウ㈨ᩱ㸧ࢆసᡂࡋࡓࠋ

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

ᇶ♏ࢹ࣮ࢱ㞟

ᅜ㝿ⓗ༟㉺ࡋࡓ◊✲⪅ࡢฟ࠾ࡅࡿ⛉◊㈝
ຓᡂᴗࡼࡿᨭࡢຠᯝ

ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫศ㔝↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓ⯆ᴗ
ࡼࡿᨭࡢᡂᯝࡢศᯒᡭἲࡘ࠸࡚

᪥ᮏᏛ⾡⯆◊✲⪅㣴ᡂᴗ࠾ࡅࡿ≉ู◊
✲ဨࡢ࢟ࣕࣜ㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭ศᯒሗ࿌᭩

᪥ᮏᏛ⾡⯆㢧ᙲᴗ࠾ࡅࡿ᪥ᮏᏛ⾡⯆
㈹ཷ㈹⪅ࡢ࢟ࣕࣜㄪᰝ࣭ศᯒ

᪥ᮏᏛ⾡⯆㢧ᙲᴗ࠾ࡅࡿ᪥ᮏᏛ⾡⯆
⫱ᚿ㈹ཷ㈹⪅ࡢ࢟ࣕࣜㄪᰝ࣭ศᯒ

Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶᴗࡢ◊✲௦⾲⪅ࠊཧຍ⪅ࢆᑐ㇟
ࡋࡓᴗᶓ᩿ⓗ࡞ศᯒ

ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝࠸ࡓእᅜே≉ู◊✲ဨ⤒
㦂⪅ࡢ◊✲άືࡢศᯒ

せᅜ࠾ࡅࡿ◊✲⪅㣴ᡂࡢ⤌ࡳ


࣭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  ᭶ ᾏእࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ
࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱㏆ࡢືྥ





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◊✲

㸴㸫㸱Ꮫ⾡ືྥㄪᰝࡢ

࠙Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠚ

ࡢ᥎㐍

◊✲ࡢ᥎㐍

⯆ࡢㅖᴗࢆ㛗

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ᐇ௳ᩘ㸦㹀Ỉ‽㸸୰ᮇ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࢆ◊✲ᢸᙜ⪅ࡋ࡚ ⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ᮇⓗほⅬ❧ࡗ࡚ຠᯝ

ࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᏛၥ㡿

ࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᅜෆእ

┠ᶆᮇ㛫୰  ௳⛬

㸦௧㸰ᖺᗘࡣ  ◊
⯆◊✲ဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

124



ⓗᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊᅜෆ

ᇦࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ

࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆⟇

ᗘ㸧

✲ᶵ㛵㸦 ㄢ㢟㸧
㸧ࡀጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊᏛ⾡◊✲ືྥ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

እ࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆

࡙ࡁࠊᅜෆእ࠾ࡅࡿᏛ

ࡢ⌧≧ࡸᏛ⾡◊✲ࡢື



➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

⟇ࡢ⌧≧ࡸᏛ⾡◊✲ࡢ

⾡⯆⟇ࡢ⌧≧ࡸᏛ

ྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊✲

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

࣭Ꮫ⾡◊✲ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣࠊྛ◊✲ဨࡢᑓ㛛

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤
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ὀ㸯㸧ண⟬㢠ࠊỴ⟬㢠ࡣࠕ㸵ᶓ᩿ⓗ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
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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



௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾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➼

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࠾ࡅࡿ㟁Ꮚࢆ╔ᐇᐇ

ࡢᑐᛂ⟇➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ࡋࠊ౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ㎿㏿ᥖ㍕ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃ
 ຍ࠼࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࠾࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢ



ᙳ㡪క࠺⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡢኚ᭦➼

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡢᑐᛂࢆ╔ᐇ⾜ࡗࡓ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ



㛵㐃ࡍࡿᑐᛂ➼ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡼࡿ㎿㏿࡞ሗᥦ౪ࡸࠊ࣮࣍

㸫

࣒࣮࣌ࢪཬࡧྛ✀ᴗࣃࣥࣇࣞ



ࢵࢺ࡛ࢃࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙ



➼ࠊᗈሗάືࢆ╔ᐇ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࡦࡽࡵࡁ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ
ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
ࣝࢫឤᰁᣑ➼ࡢ≧ἣ㓄៖
ࡋࡓᑐᛂࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊ㟁Ꮚ
ࡼࡿᴗົຠ⋡ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ╔
ᐇᴗࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
ㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡸᏛ⾡ሗศᯒࢭ
ࣥࢱ࣮ࡢ -636&6,$5(3257 ࡢබ
⾲➼ࠊᚓࡽࢀࡓᡂᯝ➼ࡢ♫
ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᥦ౪ࡸ༟㉺◊✲ᡂᯝ
බ㛤ᴗࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍
ࡘ࠸࡚ࠊ✚ᴟⓗᴗࡢぢ┤
ࡋࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚
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141

142
ࡶ╔ᐇᴗࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᴗ㛵ࡍࡿሗࢆ㝶
᭦᪂ࡋࠊ✚ᴟⓗⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭◊✲බṇࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊
✲ṇ㜵Ṇࡢྲྀ⤌ࡸࠊ◊✲⌮
ᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ᥦ౪ࠊ◊✲⌮
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ
➼ࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸
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
◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡸ

බເᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ

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 ௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

㟁Ꮚ⏦ㄳ➼ᚲせ࡞

ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡍࡿࠋ ㍍ῶࡋࠊᴗົࢆຠ⋡ⓗ

ࡣࠊཎ๎ࡋ࡚࡚ࡢබ

ࢆཧ⪃ุ᩿㸧



ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ᐇࡍࡿࡓࡵࠊሗࢩࢫ

ເᴗ࠾࠸࡚࣮࣒࣍



࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧㸰ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ ⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࠋࡑࡢ

࣮࣌ࢪࡽධᡭྍ⬟࡞



ྛᴗࡢᛂເ㸦⏦ㄳ㸧ཷࠊᑂᰝᴗົࠊᴗົࢆᐇ

㝿ࠊᛂເࡸᑂᰝಀࡿᶵ

≧ែࡍࡿࠋ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲⪅ࡸົᢸᙜ⪅ࡢពぢ➼ᇶ࡙ࡁࠊ ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ





ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

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≉ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ ࣭ເ㞟せ㡯࣭ᛂເᵝᘧ➼ࡢ᭩㢮ࢆ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࢸࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

㸫

ࡿࠕ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࠖ ࡓࡵࡢሗࢩࢫࢸ࣒ࡀ

ࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺ᡭ⥆ࡁࡢኚ᭦ࠊᡭ⥆ࡁࡢ㏣ຍᙜ ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽධᡭྍ⬟࡞≧

බເᴗࡢᛂເᡭ⥆

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ᱁㐠⏝ࢆ

ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊᛂເ

ࡓࡾࠊᨵಟࢆᐇࡋࡓࠋ

ែࡋࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼ

ࡁཬࡧᑂᰝᴗົࡘ࠸

㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿබເᴗ

ᡭ⥆ࡸᑂᰝᴗົ➼ࡢ㟁



ࡿྛᴗࡢᛂເ㸦⏦ㄳ㸧ཷࠊᑂ

࡚ࡣࠊ
ࠕ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ

ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ

Ꮚࡢᐇ⦼ཬࡧไᗘᨵ

࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ᵝᘧࡘ࠸࡚ࡶࠊ ᰝᴗົࠊᴗົࡢᐇࡸࠊH

㸫

࣒ࠖࢆᩚഛࡋࠊ㈝⏝ᑐຠ

࡞࠾ࠊᐇᙜࡓࡗ࡚

ၿࡸ◊✲⪅➼ࡢពぢࢆ

ࢵࣉ࣮ࣟࢲࡼࡿᥦฟࡋ࡚࣮࣌ࣃࣞࢫࢆ⾜࠺࡞



5DG ࡢ㐃ᦠά⏝ࡢ᥎㐍ࠊ㐺ษ࡞

ࠊ㟁Ꮚࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᐇ➼ࠊ



ィ⏬ᇶ࡙ࡁ╔ᐇᴗົࢆᐇ

ᯝࢆ຺ࡋࡘࡘࠊ㟁Ꮚ

ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㛤Ⓨ࣭ ㋃ࡲ࠼ࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ

ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ㟁Ꮚᙜ

㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᗓ┬

ࡓࡗ࡚ࡣࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲

ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫ

ࡍࡿࠋ

࣭⛉◊㈝ᴗ࠾࠸࡚ࠊ◊✲⪅␒ྕࠊ࢚ࣇ࢛࣮ࢺ⟶⌮ࠊ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ࢸ࣒㸦H5DG㸧ࡢ㐃ᦠά



ㄢ㢟ሗ➼ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ H5DG ࡢ᪉ྥ㐃ᦠࢆ ࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ◊

㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ✚ᴟⓗ

⏝ࢆ᥎㐍ࡋࠊᰂ㌾ᑐᛂ



᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

ಟᐇ⦼➼ࢆཧ⪃ุ᩿

ᐇࡍࡿ࡞ࠊH5DG ࡢ㐃ᦠά⏝ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ

✲⪅ࡸົᢸᙜ⪅ࡢពぢ➼ᇶ



࡙ࡁࠊ౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿ
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㸺ࡑࡢ㡯㸼

࡞࠾ࠊ୧ࢩࢫࢸ࣒ඹ





ࡲࡓࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢタ

࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࣭㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗ ࡶࠊ+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ࠾ࡅ

㏻ࡍࡿᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ィ࣭㛤Ⓨᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

ࣜࢸ࣭࣏ࣜࢩ࣮ཬࡧࠕᨻᗓᶵ㛵➼ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ ࡿ⏦ㄳཷ⏝ົ࡞ࠊᑐ㇟ᴗ࣭

ᴗົຠ⋡ࡢほⅬࡽ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭࣏ࣜ

ᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ⤫୍ᇶ‽⩌ࠖࢆྵࡴᨻᗓᶵ㛵࠾ࡅࡿ୍㐃 ᑐ㇟ᡭ⥆ࡁࡢᣑࢆ╔ᐇᐇ

༑ศ࡞᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㔜」

ࢩ࣮ཬࡧࠕᨻᗓᶵ㛵➼ࡢ

ࡢᑐ⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇࡋࠊྍ⬟ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㛤Ⓨࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇

࡞㝈ࡾ⬤ᙅᛶࢆಖ᭷ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ດࡵࡓࠋࡲࡓࠊ㟁Ꮚ⏦ ࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࡛ᑐᛂࡋ࡚

ㄪᩚࢆᅗࡿࠋ

ࡢࡓࡵࡢ⤫୍ᇶ‽⩌ࠖࢆ

ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᖿ㒊ศ࠾࠸࡚ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢵࣉࢢ ࠸࡞࠸ᵝᘧࡘ࠸࡚ࡶࠊࢵࣉ



ྵࡴᨻᗓᶵ㛵࠾ࡅࡿ

࣮ࣞࢻࢆ⾜࠸ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆ☜ಖࡋࡓࠋ

࣮ࣟࢲࡼࡿᥦฟࡋ࡚࣮࣌ࣃ

୍㐃ࡢᑐ⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ



ࣞࢫࢆ⾜࠺࡞ࠊ㟁Ꮚࢆ╔

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇

ᐇ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆᐇࡍࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ࡢ

࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚ࠊ᪂

ᇶᖿ㒊ศ࠾࠸࡚ᚲせ

ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᙳ㡪క࠺

ᛂࡌ࡚ࢵࣉࢢ࣮ࣞ

⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡢኚ᭦➼ࡢᑐᛂࢆ

ࢻࢆ⾜࠸ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ

╔ᐇ⾜ࡗࡓࠋ

ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ


㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

㸦ϸ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

⛉ڦᏛ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ᴗ

࣭௧㸰ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ⛉◊㈝ᴗࡢ࠺ࡕ᪤㟁Ꮚ ࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᘬ

ᛂເᡭ⥆࣭ᑂᰝᴗົ࣭

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᛂເཷ࣭ᑂᰝᴗົ࣭ ࡁ⥆ࡁ㈝⏝ᑐຠᯝ➼ࢆ຺ࡋࡘ

ᴗົࡘ࠸࡚㟁Ꮚ

ᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ

ࡘᚲせᛂࡌ࡚ᨵಟࢆ᳨ウࡋ࡚

⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍ



࠸ࡃࠋ

ࡿࡶࠊไᗘᨵၿ

࣭⛉◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ྛ✀ᵝᘧ 

క࠺㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒

ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ᶵ㛵࣭◊✲⪅ࡽࡢᥦฟ᪉ἲࢆࢵࣉ࣮ࣟ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ◊✲

ࢲࡼࡿᥦฟࡋࠊ࣮࣌ࣃࣞࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ

౯㸧

⪅࣭◊✲ᶵ㛵ࡢ౽ᛶྥ



ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸵㸫㸯ࡘ࠸࡚

ୖࢆᅗࡿࠋ≉ࠊ௧㸰

࣭⯆ࡽⓎฟࡍࡿ௨ୗࡢ㏻▱ࡘ࠸࡚ࠊ⛉◊㈝㟁Ꮚ ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࡸᴗົຠ

㸦㸧ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣ

⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿ㏻▱ࡋࠊ࣮࣌ࣃࣞࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ ⋡ࢆᅗࡿࡓࡵࡢሗࢩࢫࢸ࣒
ᩚഛࠊᛂເᡭ⥆ࡸᑂᰝᴗົ➼ࡢ

ෆᐃࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ

ෆᐃ㏻▱

ࢫࢸ࣒ୖ࡛㏻▱ࡍࡿࡇ

ᾏእ࠾ࡅࡿ◊✲ᅾ➼క࠺␃ಖ࣭୰᩿ࡢ᮲௳ 㟁Ꮚཬࡧไᗘᨵၿࡸ◊✲⪅➼

࡛࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࢆ

ෆᐃ㏻▱

ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ

ᐇࡋࠊᴗົࡢ⡆⣲ࢆ

ㄪᩚ㔠ࡼࡿḟᖺᗘ⏝࣭๓ಽࡋ⏝ࡢཷ㛤ጞ㏻▱ ಟ ➼ ࢆ ௧  㸰 ᖺ ᗘ ࡶ 㐍 ࡵ ࡚ ࠾

⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ◊✲ᐇ⦼ሗ

⧞㉺ࡢཷ㛤ጞ㏻▱

ࡾࠊ┠ᶆỈ‽㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࿌ ᭩ ➼  ࠾ ࡅ ࡿ

⧞㉺క࠺㏉⣡㏻▱



UHVHDUFKPDS  ࡢ 㐃 ᦠ

⿵ຓᴗᮇ㛫ᘏ㛗ࡢᢎㄆ㏻▱




ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ





࣭⿵ຓ㔠ࡢ⧞㉺⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ
ࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺⧞㉺ࡢሙྜࡣࠊᑓ⏝ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ
タࡅࡿࡇࡼࡾ㏻ᖖࡢ⧞㉺ẚ࡚ᚲせ࡞ࡿධຊ
㡯┠ࢆ๐ῶࡍࡿ࡞ࠊ◊✲⪅ࡢᡭ⥆ࡁ⡆⣲㓄៖ࡋ
ࡓࠋ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪క࠺ᇶ㔠ࡢ⿵ຓ
ᴗᮇ㛫ᘏ㛗ᢎㄆ⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࠊ⛉◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳ
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143

144
ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾཷࡅࡅࡿࡼ࠺ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭ዡບ◊✲ࡢᑂᰝ⤖ᯝ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠊ⛉◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ
ࢫࢸ࣒࡛㛤♧ࡍࡿࡼ࠺ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠕࡦࡽࡵࡁࡢࠖࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼᑂᰝ⤖ᯝ㛤♧ࠊ
࣭
⏦ㄳࠊᐇ⦼ሗ࿌ᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࠊ⛉◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫ
ࢸ࣒࡛㛤♧࣭ཷࢆ⾜࠺ࡼ࠺ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭ᚑ᮶ )$; ࡼࡾᥦฟࢆཷࡅࡅ࡚࠸ࡓᑂᰝ㈨ᩱ㓄࣭
ᗫᲠሗ࿌ࡘ࠸࡚ࠊ⛉◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾཷࡅ
ࡅࡿࡼ࠺ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

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








㸦Ϲ㸧◊✲⪅㣴ᡂᴗ
⏦ㄳᡭ⥆ࠊᑂᰝᴗົ







࣭௧㸰ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ≉ู◊✲ဨᴗࠊᾏእ≉ู◊ 



✲◊ู≉ڦဨᴗࠊᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ

ࡘ࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ

✲ဨᴗࡢ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼ

࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡶࠊ

ࡾ⾜ࡗࡓࠋ

ไᗘᨵၿ➼క࠸㟁Ꮚ



⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋ

࣭ࡲࡓࠊ௧ඖᖺᗘࡼࡾⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ㝶㛤

ᑟධࡋࡓẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ᪉ᘧࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ

Ⓨࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ⏦



ㄳ⪅ࠊᑂᰝጤဨࡢ౽ᛶ
ྥୖࢆᅗࡿࠋ







㸦Ϻ㸧Ꮫ⾡ࡢᅜ㝿ὶ

ڦᏛ⾡ࡢᅜ㝿ὶᴗ

ᴗ

࣭௧㸰ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗࡢ࠺ࡕ᪤ 

᪤㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ
࣒ࢆ⏝࠸࡚⏦ㄳᡭ⥆࣭ᑂ

㟁Ꮚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝᴗ
ົ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⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧ



ࡼࡿ⏦ㄳ࣭ᑂᰝᴗົࢆᚲ

࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ࠾ࡅࡿ⏦ㄳཷ⏝ົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ

せࡍࡿᴗࡘ࠸࡚ࠊ

ࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ
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㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝

ࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠸ࡿࡓࡵࡢᨵಟࢆ⾜࠺ࠋ



ࡓࡔࡋࠊ᥎⸀᭩➼ࡢ➨

࣭༙ᖺẖࠊྛᴗࡢᢸᙜࡽ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟ

୕⪅ࡼࡿㄆドࡀᚲせ

ᕼᮃࢆ⫈ྲྀࡋ࡚ྲྀࡾ⧳ࡵࠊࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᴗ⪅ࡽぢ✚ࢆ

࡞ㄪ᭩ࡢᥦฟࢆక࠺

ᚩྲྀࡋࡓୖ࡛ࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗయࡋ࡚ࡢ㈝⏝ᑐຠ

ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪ᭩ࡢᥦ

ᯝࢆ຺ࡋࠊᚲせ㒊ศࡘ࠸࡚ࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ฟ௨እࡢ⏦ㄳᡭ⥆࠾



࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒
ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
᪂ࡓ⏦ㄳ࣭ᑂᰝᴗົ
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

㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ

㸦㸰㸧ሗⓎಙࡢᐇ

⯆ࡢάືཬࡧࡑ

ձ ᗈሗሗⓎಙࡢ

ձᗈሗሗⓎಙࡢᙉ

㸵㸫㸰⯆࣮࣒࣍࣌

࠙ᗈሗሗⓎಙࡢᙉࠚ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ᙉ



࣮ࢪࡢࢡࢭࢫ≧ἣ

࣭ྛᴗࡀຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙ࡞ࡿࡼ࠺᳨ウࡋࡓࠋ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࡢᡂᯝࢆ⥲ྜⓗ࣭ຠᯝⓗ
ሗⓎಙࡍࡿࡇࡀ

⯆ࡢάືཬࡧࡑ

⯆ࡢάືཬࡧࡑ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᗈሗάື

ࡢᡂᯝࢆ⥲ྜⓗ࣭ຠᯝⓗ

ࡢᡂᯝಀࡿ୍ᒙຠᯝ

ุ᩿㸧

࣭௧㸰ᖺᗘࡣࡦࡽࡵࡁ࠸࠾ࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ

ಀࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࠋࡑ

ሗⓎಙࡍࡿࡇࡀ

ⓗ࡞ሗⓎಙࡢᅾࡾ᪉



࡚ࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡸᩍဨ✚ᴟⓗ◊✲ࡢ㨩ຊࡸ⯆ࡢ ௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

ࡢୖ࡛ࠊཷࡅᡭࡢࢽ࣮ࢬ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᗈሗάື

ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁእ㒊

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

ᙺࢆ⤂ࡋࡓࠋ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚ᴟⓗ࡞

ಀࡿయไࢆᩚഛࡍࡿ

᭷㆑⪅ࡢពぢࡶ⫈ྲྀࡋ

㸵㸫㸰⯆ࡢάືཬ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠



ሗⓎಙྲྀࡾ⤌ࡴ

ࡶࠊ◊✲⪅ࠊ㛵ಀᶵ

ࡓୖ᳨࡛ウࢆ⾜࠸ࠊຠᯝ

ࡧࡑࡢᡂᯝࡢ⥲ྜⓗ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡶࠊሗⓎಙࡢᅾࡾ᪉

㛵ࠊᅜẸ➼ࡢཷࡅᡭࡢࢽ

ⓗ࡞ሗⓎಙྲྀࡾ⤌

ࡘຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙࡀ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿ᳨ウࢆ

࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ✚ᴟⓗ

ࡴࡶⓎಙෆᐜࡢ

⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊ࣮࣒࣍

ࢆ E ࡍࡿࠋ

㸫

㐍ࡵࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢ᪩

࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

ᐇࢆᅗࡿࠋ

࣮࣌ࢪࡢࢡࢭࢫ௳

࠙ᗈሗሗⓎಙࡢᙉࠚ



ᮇ୍ᐃࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ


㸦ࢡࢭࢫᩘ➼ࢆཧ⪃

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡲࡓࠊྛᴗࡢᐇ≧

ᩘ㸦ᖹᡂ 㹼ᖺᗘࡢ

࣭බເሗࡸ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ᗈሗㄅ➼ฟ∧≀ࠊ࣓࣮ࣝ

ἣ➼ࠊᏛ⾡◊✲㛵ࢃࡿ

ྛᖺᗘᖹᆒᐇ⦼㸸

ࢫឤᰁ㛵㐃ࡍࡿᑐᛂ➼ࠊ࣍

㸫

࣐࢞ࢪࣥࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ሗࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ᪉

௳㸧
ࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡈࡢ

࣮࣒࣮࣌ࢪࡼࡿ㎿㏿࡞ሗᥦ

➼ࡢෆᐜᐇࡸぢࡸࡍ

ἲࡼࡾබ㛤ࡋࠊ✚ᴟⓗ

ࢡࢭࢫືྥ➼ࢆཧ⪃

౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ࡉ࣭ศࡾࡸࡍࡉࡢ☜ಖ

࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ

ุ᩿ࡍࡿࠋ

ཬࡧᴫせࢆࡣࡌࡵࡋࡓྛ✀

ሗⓎಙ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ

ດࡵࡿࠊ࣮࣒࣍࣌



ᴗࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡛ࢃࡾࡸࡍ

࣮ࢪࡢࢡࢭࢫືྥ

࠸ሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊຠᯝ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᭱᪂ሗࢆ

ⓗ࡞ሗⓎಙࡀ╔ᐇᐇࡉࢀ

ከᵝ࡞፹యࢆά⏝ࡋ࡞

࡚࠸ࡿࠋ

ࡀࡽ㎿㏿ࡘຠᯝⓗ

࣭࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡸࢯ࣮ࢩࣕࣝ

ᥦ౪ࡍࡿࠋ

࣓ࢹ➼ࠊ፹యࡢ≉ᛶࢆά
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145

146
ࡲࡓࠊ⯆ࡢάືཬ

ࡋࡓᗈሗάືࢆ╔ᐇ⾜ࡗࡓࠋ

ࡧࡑࡢᡂᯝಀࡿ୍ᒙ

≉࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡘ࠸࡚ࡣ

ຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙࡢᅾ

Ⓩ㘓⪅ᩘࡀ╔ᐇఙࡧ࡚࠸ࡿࠋ

ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ᭦࡞ࡿ᳨



ウࢆ㐍ࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

࠙ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ࣭ά⏝ࠚ


୰ࢆ┠㏵୍ᐃࡢ⤖ㄽ

࣭ࡦࡽࡵࡁ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ

ࢆᚓࡿࠋ

ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘



ࣝࢫឤᰁᣑ➼ࡢ≧ἣ㚷



ࡳࠊ⏦ㄳ␃ಖࡢ⤌ࡳࢆタ
ࡅ࡚࠾ࡾࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ‽ഛࡸ








㸦ϸ㸧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢά



ࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ڦά⏝

㛤ദ᪥ࡢ᳨ウࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓ◊



࣭⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢡࢭࢫᩘࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ ✲⪅ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡛

⏝

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡿ࣋ࣥࢺ➼ࡢ୰Ṇࡼࡾࠊ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

බເሗࢆ୰ᚰࡋ

ࡲࡓࠊᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ

࡚ࠊ⯆ࡢᴗົෆᐜ

ᖺᗘࡽ ⛬ᗘῶᑡࡋࡓࠋ௧㸰ᖺᗘࡢࢡࢭࢫᩘࡣ

㛵ࡍࡿ᭱᪂ሗࢆ࣮࣍

 ௳࡞ࡗࡓࠋ

ࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿ

࣒࣮࣌ࢪ࡛㎿㏿ᥦ౪

ゼၥᩘ㸸 ௳

ࡇ࡛ᴗົຠ⋡ࡀᅗࡽࢀ࡚࠾

ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢥࣥࢸࣥࢶ

㸦௧ඖᖺᗘ㸸 ௳㸧

ࡾࠊᨵၿࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ╔ᐇ

ࡈࡢࢡࢭࢫືྥ➼



ᴗࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୍⯡ᅜẸࡸ◊

࣭බເሗࡸ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛵㐃ࡍࡿᑐᛂ ࣭ಶேሗ➼㓄៖ࡋࡘࡘࠊᏛ⾡

✲⪅ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿ

ࢆ୰ᚰࡍࡿࠊ⯆ࡢᴗົෆᐜ㛵ࡋࠊ᭱᪂ሗࢆ㏿ ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᏛ⾡ື

ⓗ☜ࡘぢࡸࡍ࠸ሗ

ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡚ᥦ౪ࡋࠊ⏝⪅ᗈࡃ㎿㏿࡞ ྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ሗ࿌ࡸࠊ

ᥦ౪ດࡵࡿࠋᘬࡁ⥆

ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢ -636

ࡁࠊ࢙࢘ࣈࢡࢭࢩࣅࣜ



&6,$5(3257 ࡢබ⾲ࠊᾏእᏛ⾡ື

ࢸᑐᛂࢆྵࡴ࣮࣒࣍

࣭᪤Ꮡࡢᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊබເࡀ⤊ࡋࡓᚋࡢ᥇ᢥ㛵 ྥ࣏࣮ࢱࣝࢧࢺ࠾࠸࡚ᾏእ

࣮࣌ࢪࡢࣜࢽ࣮ࣗࣝ

ࡍࡿሗࡸᴗሗ࿌ࡘ࠸࡚ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢබ㛤

ࡢሗⓎಙ➼ࢆ⾜࠸ࠊᚓࡽࢀࡓ

ྥࡅࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊᗈࡃᅜẸ➼ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᡂᯝ➼ࢆ✚ᴟⓗ♫ᥦ౪ࡋ



࡚࠸ࡿࠋ



࣭࢙࢘ࣈࢡࢭࢩࣅࣜࢸᑐᛂࢆྵࡴ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᨵ ࣭༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗ࠾࠸
ၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡚ࠊཧ⏬ᶵ㛵ࡢ᪂ࡓ࡞ࢹ࣮ࢱ࣋



࣮ࢫࡢⓏ㘓࣭බ㛤ࢆ⾜࠺࡞╔

࣭ᮏࡢ࢙࢘ࣈࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢞ࢻࣛࣥ㸦 ᖺ ᐇᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᭶ไᐃ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏᕤᴗつ᱁ -,6; 
ࡢ㐩ᡂᇶ‽ࢆ⥙⨶ࡍࡿࡼ࠺  ᖺࡪࡾᖜᨵᐃࢆ⾜ࡗ 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼







㸦Ϲ㸧ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕ➼ࡢ
Ⓨ⾜
⯆ࡢᴗෆᐜཬ



ࡓࠋ

࣭ྛᴗ࠾࠸࡚ຠᯝⓗ࡞ሗ



Ⓨಙ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ᪉⟇ࢆ᳨ウࡋ

ڦᴫせ➼ࡢⓎ⾜

࡚ᑐᛂࡍࡿࠋ

࣭⯆ࡢᴗෆᐜཬࡧᡂᯝࡘ࠸࡚⦅㞟ࡋࡓᴫせࢆⓎ ࣭࢙࢘ࣈࢡࢭࢩࣅࣜࢸᑐᛂ
⾜ࡋࠊᅜࡢᅜබ⚾❧Ꮫ➼ࡢ㓄ᕸ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ ࢆྵࡴ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᨵၿࢆᘬ
ࡁ⥆ࡁᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࡧᡂᯝࡘ࠸࡚ศࡾ

ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊᏛ⾡ᅜ㝿ὶᴗ➼ࡢᴗ

ࡸࡍࡃ⦅㞟ࡋࡓࣈ࣮ࣟ

ࡈࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࢆศࡾࡸࡍࡃసᡂ࣭⦅㞟ࡋ㛵ಀ 

ࢩ࣮ࣕࢆసᡂࡋࠊ㟁Ꮚ∧

⪅ᗈࡃ࿘▱ࡋࡓࠋసᡂࡋࡓᴫせࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡣ௨ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
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࡚ᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࠊ

ୗࡢ⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛㟁Ꮚ፹య࡛ࡶබ㛤ࡋࡓࠋ

ᚲせᛂࡌ࡚ᴗࡈ

ୖグᴫせࡸྛᴗࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡢ୍㒊ࡣࠊ᪥ᮏㄒ∧ ࣭ホ౯ᣦᶆ㸵㸫㸰ࡘ࠸࡚ࠊ⯆

࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ➼ࢆⓎ

ຍ࠼ⱥㄒ∧ࢆసᡂࡋࡓࠋ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢡࢭࢫ≧

⾜࣭㓄ᕸࡍࡿࠋࡲࡓࠊᾏ

᪥ᮏㄒ∧㸸

ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

እࡢሗⓎಙ㈨ࡍ

KWWSVZZZMVSVJRMSSXEOLFDWLRQVLQGH[KWPO

ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡼࡾྛ✀

ࡿᗈሗㄅࡢⓎ⾜ࢆ᳨ウ

ⱥㄒ∧㸸

࣋ࣥࢺ➼ࡀ୰Ṇ࡞ࡿ୰ࠊࢡ

ࡍࡿࠋ

KWWSVZZZMVSVJRMSHQJOLVKSXEOLFDWLRQVLQGH[KWPO 

ࢭࢫᩘ  ௳ࠊ୰ᮇ┠ᶆ



グ㍕ࡉࢀࡓᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢ



➼ࢺࢵࣞࣇࣥࣃەసᡂᐇ⦼

౯㸧

ྛᖺᗘᖹᆒᐇ⦼㸦 ௳㸧
Ⓨ⾜ᮇ

Ⓨ⾜㒊ᩘ ẚ࡚ᴫࡡྠ⛬ᗘࢆ⥔ᣢࡋ࡚

-636㸦᪥ᮏㄒ∧ᴫせ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊 ࠾ࡾࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡿሗ

-636㸦ⱥㄒ∧ᴫせ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

⛉◊㈝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ 㸦ᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

⛉◊㈝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ 㸦ⱥᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

ͤ

ᶆ㢟ཪࡣෆᐜ

ࡦࡽࡵࡁࣇ࣮ࣜࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ
ࣞࢵࢺ
5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

-6366XPPHU3URJUDP

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

6FLHQFH'LDORJXH 㸦ᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

6FLHQFH'LDORJXH 㸦ⱥᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➨  ∧

ࢪ࣒࢘ண✏㞟
ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵
ᴗ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
ඛ➃⛉Ꮫ㸦)R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➨  ᅇබ
㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦2SHQ)R6㸧ࢳࣛࢩ
-636 ,QWHUQDWLRQDO )HOORZVKLSV IRU

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

௧  ᖺᗘᾏእ≉ู◊✲ဨ࣭ᾏእ≉ู
◊✲ဨ̿55$ ᛂເࢳࣛࢩ
௧  ᖺᗘⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ
࣒ࣛᛂເࢳࣛࢩ
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㸦 ௧  ඖ ᖺ ᗘ ᐇ ⦼ 㸸 
௳㸧




➨  ᅇ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢩ࣏ࣥ

5HVHDUFKLQ-DSDQ ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ

ᛂ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ

:3, ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺⱥㄒ∧

ᥦ౪ࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡃࠊࡑࢀ

147

148
➨  ᅇ㸦௧   ᖺᗘ㸧᪥ᮏᏛ⾡
5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

⯆㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
➨  ᅇ㸦௧   ᖺᗘ㸧᪥ᮏᏛ⾡
⯆⫱ᚿ㈹࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
㸦ᩥ㸧
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
㸦ⱥᩥ㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹グ㘓

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦ⱥᩥ㸧

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ
㏻ᖺ

㸫ͤ

࣮
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ

࣋ࣥࢺ

࣋ࣥࢺ

㸦ⱥㄒ➼㸧

ẖⓎ⾜

ẖⓎ⾜

⏘Ꮫ༠ຊᴗࣃࣥࣇࣞࢵࢺ

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ͤ 㟁Ꮚ፹య࡚సᡂ࣭㓄ᕸ


࣮ࢱࢫ࣏ەసᡂᐇ⦼
ᶆ㢟ཪࡣෆᐜ

సᡂᮇ

సᡂ㒊ᩘ

ࡦࡽࡵࡁࢫ࣏ࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ
5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

 㒊

ࢱ࣮
➨  ᅇ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࡢ࣏ࢫࢱ࣮㸦$㸧
➨  ᅇ◊✲Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࡢࢳࣛࢩ㸦$㸧
ࢹ࣮ࢱ࡛
:3, ࣟࢦࡢࣂ࣮ࢳࣕࣝ⫼ᬒ  ✀

5 ᖺ  ᭶
ཷ㡿

௧  ᖺᗘศᾏእ≉ู◊✲ဨເ㞟࣏
5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

ࢫࢱ࣮ 
௧  ᖺᗘศᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ ເ
㞟࣏ࢫࢱ࣮
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ ࢩ࣏ࣥࢪ࢘

࣋ࣥࢺ

࣋ࣥࢺ

࣒࣏ࢫࢱ࣮

ẖⓎ⾜

ẖⓎ⾜

5 ᖺ  ᭶

 㒊

➨  ᅇ㸦௧   ᖺᗘ㸧ࠕ᪥ᮏ
Ꮫ⾡⯆㈹ࠖཷ㈹ೃ⿵⪅᥎⸀ເ㞟
࣏ࢫࢱ࣮
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➨  ᅇ㸦௧   ᖺᗘ㸧ࠕ᪥ᮏ
Ꮫ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࠖཷ㈹ೃ⿵⪅᥎⸀

5 ᖺ  ᭶

 㒊

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

5 ᖺ  ᭶

㸫ͤ

ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ≉ู◊
✲ဨເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
௧  ᖺᗘ  ᖺᗘ ᥇⏝ศ≉ู◊
✲ဨ53' ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫
⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢳ
ࣛࢩ㸦$㸧
-636 ➨  ᅇ◊✲⌮ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢࢳࣛ
ࢩ
ͤ ᖹᡂ  ᖺᗘศເ㞟ࡼࡾྛᶵ㛵ࡢ࣏ࢫࢱ࣮㒑㏦ࡣᗫṆࡋࠊస
ᡂࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆ࢙࢘ࣈࢧࢺᥖ㍕ࠋ
ͤ 㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࠋ
ͤ 㟁Ꮚ፹య࡚సᡂ࣭㓄ᕸ








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௧ඖᖺᗘ㸸 ௳㸧







࣭ᖺᗘࡣࠊ
ẖ᭶࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢ㓄ಙᚋࡍࡄ 7ZLWWHU



ᥖ㍕ࡋࡓ⤖ᯝࠊࣇ࢛࣮ࣟ࣡ᩘࡀᙜึࡢ  ேࡽ 



ே⣙  ಸቑຍࡋࡓࠋ
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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+,ࠖࡘ࠸࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡢᡂᯝࠊᏛ⾡ሗศᯒࢭ

ᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺

ᣑ➼ࡢ≧ἣ㚷ࡳࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ‽ഛࡸ㛤ദ᪥ࡢ᳨ウ

ࣥࢱ࣮ࡢศᯒ⤖ᯝࠊᾏእ

ඣ❺࣭⏕ᚐࢆ࡞ᑐ㇟

ࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ⏦ㄳࢆ␃ಖ࡛ࡁࡿࡇ

◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡀ⛉◊㈝

ࡋࡓࠋ௧  ᖺᗘࡣᅜྛᆅࡢ  ᶵ㛵࠾ࡅࡿ  ࣉ

㞟ሗࠊཬࡧ⛉◊㈝ᴗ

ࡼࡿ◊✲ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ

ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇࢆᨭࡋࡓࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࢆࡣࡌࡵ⯆ࡀᐇ

୰ྵࡲࢀࡿ⛉Ꮫࡢ⯆

ࡢᙳ㡪ࡼࡾᛂເ௳ᩘࡣᖺᗘࡽῶᑡࡋ  ௳࡞ࡗ

ࡍࡿྛᴗ࠾࠸࡚ᨭ

῝ࡉࡸ㠃ⓑࡉࢆศ

ࡓࠋ
㸦௧  ᖺᗘ㸸 ௳㸦 ᶵ㛵㸧㸧

ᑐ㇟⪅ࡽᥦฟࡉࢀ

ࡾࡸࡍࡃⓎಙࡍࡿࠕࡦࡽ



ࡓᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࡘ࠸

ࡵࡁ࢚ࢧࡁࡵࡁۼ

㸦ᥖ㸧ᛂເཷ࣭ᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓ㟁Ꮚ⏦ㄳ
࣭

࡚ࡣࠊ▱ⓗᡤ᭷ᶒ➼㓄

ࣥࢫ㹼ࡼ࠺ࡇࡑᏛࡢ

ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚ᐇࡋࠊࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘࡼࡾ

៖ࡋࡓୖ࡛ࠊᴗࡢ⏬

◊✲ᐊ㹼.$.(1+,ࠖࡢ

ᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ

❧➼ά⏝ࡍࡿ

ྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࠋ

ࢫࢸ࣒ࡢᨵಟ࡞ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ





ᥖ㍕ࡸฟ∧➼ࡼࡾࠊ◊

࣭ᚑ᮶ࠊෆᐃ㏻▱ࡘ࠸࡚ࡣࠊᢲ༳ࡋࡓබᩥ᭩ࡸྛ

✲⪅ࢆࡣࡌࡵ♫✚

✀ཧ⪃㈨ᩱࢆྵࡴ㏻▱యࡘ࠸࡚ྛ◊✲ᶵ㛵ᑐࡋ

ᴟⓗᥦ౪ࡋࠊᗈࡃ♫

࡚᭩㠃ࡼࡿ㏻▱ࢆ⾜࠺ࡶࠊෆᐃ㏻▱᪥௨㝆ࡣࠊ
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㑏ඖࢆ┠ᣦࡍࡶ

ෆᐃሗࡘ࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿ☜ㄆࢆ

ᬑཬࢆᅗࡿࠋ

ྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௧  ᖺᗘࡽࡣࠊ᭩㠃ࡼࡿ㏻▱
௦࠼࡚ࠊ࡚ࡢෆᐜࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ㏻▱ࡍ
ࡿࡇࡋࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟ࡞ࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ















ڦᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄪᰝ࣭◊✲



࣭௧ඖᖺᗘࡢጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡃㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡋ࡚ྛ 





◊✲ဨࡽᥦฟࡉࢀࡓࠗㄪᰝ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࠊ࢙࢘ࣈࢧࢺ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᮍⓎ⾲ࡢ◊✲
ሗࡸಶேሗࡀྵࡲࢀࡿሙྜࡣࠊබ㛤ࡢྍྰࡘ࠸࡚
ಶ᳨ูウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUFKRXVDBKRXNRNXKWPO 

ڦᏛ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮
࣭Ꮫ⾡ሗศᯒࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ᐇࡋࡓㄪᰝศᯒࡢᡂ
ᯝࡢ୍㒊ࡘ࠸࡚ࠊ-636&6,$5(3257 ࡋ࡚࢙࢘ࣈࢧ
ࢺ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMFVLDVXUYH\BDQGBDQDO\VLVKWPO

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
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Ꮫ➼ࡢ◊✲ࡢࢩ࣮

Ꮫ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ➨୍

◊✲⪅➼ࡼࡿሗ

⪅➼ࡼࡿሗ➼

ࢬཬࡧ⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲ࡢ

⥺ࡢ◊✲⪅➼ࡽࡢ࣎

ࡢሙࡋ࡚᪂ࡓタ

ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ ࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓሗ

ࢺ࣒ࢵࣉࡼࡿⓎព

⨨ࡋࡓጤဨ࣭◊✲ᩘ

ဨࡢάືࢆᨭࡍࡿࡶࠊ᪂ࡓ࡞⏘Ꮫ༠ຊጤဨ ௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

┦ࡢࣥࢱ࣮ࣇ࢙

ࠊὶಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ

ᇶ࡙ࡁࠊ⮬⏤࡞◊✲Ⓨ

㸦㹀Ỉ‽㸸୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

ࡢ㑅ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࢫᶵ⬟ࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ࡢሙࠊࡲࡓᏛ⏺⏘ᴗ⏺

⾲ࠊሗࢆ⾜࠺ሙ

୰㸶௳⛬ᗘ㸧

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ



ࡢ㐃ᦠࡼࡿⱝᡭ◊✲

㸦ጤဨ㸧ࢆタࡅࠊ⏘Ꮫ





ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡢሙࡋ

༠ຊࡢᶫΏࡋࢆ⾜࠺ࠋ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

⏘ڦᏛ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ࡢ㛤ദ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ

࡚ࡢ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ

ڦ᪂ࡓ࡞ᴗ᪉㔪ᇶ࡙ࡃᴗ㐠Ⴀ

⿵ຓホᐃ㸸E
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⿵ຓホᐃ㸸E
㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼


㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

➼ࢆࠊ◊✲⪅ࡢⓎព

௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⾡

ࢸ࣮࣐ࡢタᐃࡼࡾࠊᏛ
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࠙Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
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ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆ᥎

⏺⏘ᴗ⏺ࡢὶ࣭㐃ᦠ

ࡓࠋ

㐍ࠚ

㸫
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㐍ࡍࡿࠋ

ࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊᖹ

ձ බເࡢᐇ

࣭Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍



⪅➼ࡀ༠ຊࡋࠊᖹᡂ 

࣭බເࢆ⾜࠸ࠊ⏘Ꮫ༠

ᡂ  ᖺᗘ୰άືࡋ

ᖺᗘ୰άືࡋ࡚࠸ࡿ

ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟

࡚࠸ࡿ◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤ

ࢆ⾜࠸ࠊබເࢆᐇࡋࡓࠋ

ᰝ࡛ࡢㄢ㢟ࢆὙ࠸ฟࡋࠊබເせ

◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ

ࡼࡿᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊጤဨ

ဨඛᑟⓗ◊✲㛤Ⓨ

ղ ཝ᱁࡞ᑂᰝࡢᐇཬࡧ᪂ࡓ࡞ጤဨࡢタᐃ

㡿ཬࡧᑂᰝせ㡯ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺

ඛᑟⓗ◊✲㛤Ⓨጤဨ

ࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋ

ጤဨࡢྜィ㸶ጤဨ

ᑂᰝせ㡯➼ᇶ࡙ࡁ⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟࠾

࡞ࠊ✚ᴟⓗᴗࡢぢ┤ࡋࢆ
ᐇ⾜ࡋࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

๓ᅇࡢබເ࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊබເせ㡿ࡢぢ┤ࡋ ᴗ࠾࠸࡚ࠊ๓ᅇࡢබເࡸᑂ

ࡢྜィ㸶ጤဨ࡚ࢆ

࣭ጤဨࡘ࠸࡚ࠊつ

࡚ࢆ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰

࠸࡚ཝ᱁࡞ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ㆟ࡢ㑅ᐃ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௧

ๅ᪂ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ࢸ࣮࣐ࢆ

ᐃ㢮ࡢぢ┤ࡋ࡞ࢆ⾜

ๅ᪂ࡍࡿࡇࢆ㐩ᡂ

 ᖺᗘࡽ⏘Ꮫ༠ຊጤဨࡋ࡚タᐃࡍࡿ  ጤဨࢆỴ ࣭⏘Ꮫ༠ຊጤဨ㐺⏝ࡍࡿ᪂

タᐃࡋࡓጤဨ࣭◊✲

࠸ࠊጤဨᑐᛂᴗົࡢຠ

Ỉ‽ࡍࡿࠋ

ᐃࡋࡓࠋ

ࡓ࡞࣮ࣝࣝࡢᩚഛࡣࠊጤဨᑐ

ࢆ㸶௳⛬ᗘタ⨨ࡍࡿࠋጤ

⋡ࢆᅗࡿࠋ





ᛂᴗົࡢຠ⋡ࡀᅗࡽࢀࡓࡔࡅ



ڦጤဨᑐᛂᴗົࡢຠ⋡

࡛࡞ࡃࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉࡘ

ဨ➼ࡢタ⨨ᙜࡓࡗ

࣭⏘Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢせ

࡚ࡣࠊᏛ⾡ࡢ♫ⓗ㐃

ㄳࡸ◊✲ືྥ㛵ࡋ⮬

⤒㈝ᇳ⾜࠾࠸࡚ၥ࠸ྜࢃࡏࡀከࡃᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓ

ᦠ࣭༠ຊࡢ❧ሙࡽࠊᏛ

⏤ሗ࣭ពぢࢆ⾜

㡯ࡸᚑ᮶㐠⏝࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡓ㡯ࢆ᫂ᩥࡋࡓྛ

⏺⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠ

࠺ࡓࡵࡢጤဨάືࢆ

ጤဨ㐺⏝ࡍࡿ࣮ࣝࣝࢆ᪂ࡓᩚഛࡋࠊጤဨᑐᛂᴗ ࡓ  ࡢ⏘Ꮫ༠ຊጤဨཬࡧ  ࡢ

ࡼࡗ࡚Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀ

ᨭࡍࡿࠋ

ົࡢຠ⋡ࢆᅗࡗࡓࠋ

⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨࡀ⢭ຊⓗ

࡞ࡀࡗࡓⅬࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭௧  ᖺᗘࡼࡾάືࢆ㛤ጞࡋ

ࡿ◊✲ࡢࢩ࣮ࢬࡸศ㔝





άືࡋࠊ◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ

ཬࡧࡑࡢ᥎㐍ࡢ᪉ἲ࣭య





࠾࠸࡚ࡣᚋࡢⓎᒎࢆಁࡍࡁ

ไ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ



㐺ษ࡞◊✲ㄢ㢟ࡸࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲ

⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡



ࡾࡀணࡉࢀࡿඛᑟⓗ࡞◊✲ㄢ

㆟ࢆ㛤ദࡋࠊᑂ㆟⤖ᯝ

⏘ڦᏛ༠ຊጤဨཬࡧ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨࡢάື

㢟ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ㄪᰝᑂ㆟ࢆ

ࢆ✚ᴟⓗእ㒊ሗ

Ꮫࠊᴗ➼ࡢ◊✲⪅࣭ᢏ⾡⪅ࡀᏛ⏺࣭⏘ᴗ⏺ࡢࡑࢀ ⾜࠺࡞ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

Ⓨಙࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜෆእ

ࡒࢀࡢせㄳࡸ◊✲ືྥࡘ࠸࡚ሗ➼ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⾡ ឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࡛ࡶࠊ╔ᐇ

ࡢ◊✲⪅ࢆ㞟ࡵ࡚ࡢࢭ

ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿሙࢆタࡅࡿ࡞ࠊ⏘Ꮫ ᴗࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴗ

࣑ࢼ࣮ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ

༠ຊࡢᶫΏࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋྛጤဨࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝ

㛤ദࡍࡿࡶ◊✲

ࢫឤᰁࡢᙳ㡪ୗࡢ୰ࠊ࡛࢜ࣥࣛࣥሗࢆ⾜࠺࡞ ⓗⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᡂᯝࡢห⾜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇ

ࠊ✚ᴟⓗάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ௧  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾࠊ ࠙Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദಀࡿ

ࢀࡽ◊✲ጤဨࡢ◊✲

 ጤဨࡀάືࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ເ㔠ົࠚ

ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࠋ



࣭Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദಀࡿ

Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ࡢ
㛤ദࡢࡓࡵࠊච⛯ᥐ⨨ࢆ

✲◊ڦ㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨࡢάື

㛵ࡍࡿሗࢆ㝶᭦᪂ࡋࠊ✚ᴟ

ເ㔠ົࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸

⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ࡼࡿ◊✲㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᑗ᮶ࡢ ࡿࠋ


ཷࡅࡽࢀ࡞࠸ദ⪅

Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿศ㔝ࡽ㑅ᐃࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᑓ㛛

௦ࢃࡾࠊ≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲ

ⓗㄪᰝᑂ㆟ࢆ⾜࠸ࠊ ጤဨࡼࡾィ  ᅇࡢ㆟ࢆ㛤 㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
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㸺ࡑࡢ㡯㸼
㸫

ேࡋ࡚ࡢເ㔠ࡢົ

ദࡋࡓࠋ

ࢆ⾜࠺ࠋ



࣭ᘬࡁ⥆ࡁබເࡸᑂᰝ࡛ࡢㄢ㢟
ࢆὙ࠸ฟࡋࠊබເせ㡿ཬࡧᑂᰝ
せ㡯ࢆぢ┤ࡋࡘࡘࠊ᪂ࡓ࡞⏘Ꮫ




༠ຊጤဨࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡃࠋ







㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ

ڦሗⓎಙ

౯㸧

ᴗࡢᴫせ

ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸵㸫㸱ࡘ࠸

KWWSVZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQMLJ\RKWPO

࡚ࡣࠊᖺᗘ᪂ࡓ⏘Ꮫ༠ຊጤ

බເࡢᴫせ

ဨࢆ  ௳タᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡼ

KWWSVZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQNRXERKWPOJDL\RX 

ࡾࠊྜィ  ௳࡞ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆ

⏘Ꮫ༠ຊጤဨ୍ぴ

ᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽㸦୰ᮇ┠ᶆᮇ

KWWSVZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[BKW

㛫୰㸶௳⛬ᗘ㸧ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

PO
⏘Ꮫ◊✲༠ຊጤဨ୍ぴ
KWWSZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[BKWPO 
◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ࣭ඛᑟⓗ◊✲㛤Ⓨጤဨ୍ぴ
KWWSZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[BKWPO 







ࡲࡓࠊᏛ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟



࠙Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദಀࡿເ㔠ົࠚ

ࡢ㛤ദࡢࡓࡵࠊᣦᐃᐤ㝃

࣭ᣦᐃᐤ㝃㔠ࡼࡿເ㔠ཬࡧ≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲேࡋ࡚ࡢ

㔠ࡼࡿເ㔠ࠊ୪ࡧ≉

ເ㔠ࡘ࠸࡚ࠊ௧㸰ᖺᗘ୰᪂つཷクࡋࡓເ㔠ົࡣ

ᐃබ┈ቑ㐍ἲேࡋ࡚

࡞ࡗࡓࠋ

ࡢເ㔠ࡢົࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ᘬࡁ⥆ࡁ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢເ㔠ົࡢཷクᇶ‽ࠊ౫㢗



᪉ἲࠊ⏦ㄳ᭩㢮ࠊ)$4 ➼ࢆᥖ㍕ࡋ࡚ࠊ࿘▱ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ






 


㸦㸲㸧◊✲බṇࡢ᥎㐍

㸦㸲㸧◊✲බṇࡢ᥎㐍

㸦㸲㸧◊✲බṇࡢ᥎㐍

࠙ホ౯ᣦᶆࠚ

ຓᡂ࣭ᨭᴗࡢᐇ

ຓᡂ࣭ᨭᴗࡢ࣐ࢿ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦㸲㸧◊✲බṇࡢ᥎㐍

㸦㸲㸧◊✲බṇࡢ᥎㐍

◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜

㸵㸫㸲◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ

࠙◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖ࠚ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ᙜࡓࡾࠊ◊✲㈝ࡢྜ

ࢪ࣓ࣥࢺࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ 」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆ

㧗ᗘಀࡿᨭ≧ἣ

࣭◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」➼ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲ 㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟

ྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘ

㝖ࡍࡿࡓࡵࠊྛᴗࡢ≉

㸦㹀Ỉ‽㸸◊✲ศ㔝ᶓ᩿

㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦H5DG㸧ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᑂᰝ⤖ᯝ➼ࢆ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

୰ࡢ㝖୪ࡧ◊✲㈝

ࡢ㞟୰ࡢ㝖୪ࡧ

ᛶᛂࡌࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲

ⓗཪࡣ◊✲ศ㔝ࡢ≉ᛶ

ࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵ᑐࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡋࡓࠋ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࡢṇ⏝ࠊṇཷ⤥ཬ

ṇ⏝ཬࡧṇཷ⤥ࡢ

㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦H

ᛂࡌࡓࢭ࣑ࢼ࣮ⱝࡋ



⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࡧ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽ

㜵Ṇ⟇ࢆᙉࡍࡿࠋ

5DG㸧ࢆά⏝ࡍࡿࡶ

ࡃࡣ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ

࠙◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇࠚ

ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡌࠊ ࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆẖᖺ

✲◊ڦᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝࡸබṇ࡞◊✲ά ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃ



㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲㈝ࡢ

ᑂᰝ⤖ᯝࢆࡢ➇தⓗ

ᗘ㸰ᅇ⛬ᗘ㛤ദ㸧

ືࡢ᥎㐍ྥࡅࡓయไᩚഛ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

㛵ᑐࡋࠊ◊✲㈝ࡢ㐺ษ

ྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ

㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵ᑐࡋ



࣭ᴗᐇ࠶ࡓࡾࠊ
ࠕ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝ࡢ⟶ ࣭◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

࡞⟶⌮࣭ᇳ⾜ࢆಁࡍࠋ

㞟୰ࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵࠊᗓ

࡚㎿㏿ᥦ౪ࡍࡿࠋ

࠙┠ᶆỈ‽ࡢ⪃࠼᪉ࠚ

⌮࣭┘ᰝࡢ࢞ࢻࣛࣥ㸦ᐇᇶ‽㸧
ࠖᇶ࡙ࡃయไᩚഛ

ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

ࡢ㜵Ṇ⟇ࢆᚭᗏࡍࡿ

ࡇࡢࡓࡵࠊᨻᗓ➼ࡢ᪉

ࡶࠊ◊✲⪅ࡢᡤᒓᶵ

ࢆ E ࡍࡿࠋ

┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩ

◊✲㈝ࡢṇ⏝ࠊ

㸵㸫㸲◊✲ᶵ㛵࠾ࡅ

➼⮬ᕫホ౯ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡸࠕ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜ ᰝ⤖ᯝ➼ࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄

ࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡣࠊᑐ㠃ࡢ

ࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿ

ṇཷ⤥ཬࡧ◊✲άືࡢ

ࡿ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ㧗ᗘ

Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖᇶ࡙ࡃྲྀ⤌≧ἣ ศᶵ㛵ᑐࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡋ╔

ᶵࡀῶࡿࡇࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞

ࡶࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻

ṇ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓ

ࢆຠᯝⓗᨭࡍࡿ

ಀࡿࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᥦฟࡍࡿࡇࢆ

ࡌࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆࡢ➇த

ࡵࠊᚲせᛂࡌࠊᴗẖ

ほⅬࡽࠊ◊✲ศ㔝ᶓ᩿

◊✲ᶵ㛵ồࡵࡿࡇࡼࡾࠊྛ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲ ࣭ྛ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿṇ㜵Ṇ
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ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸ࠋࡑࢀࡀ◊✲ṇࢆᣍࡃせ
ᅉࡶ࡞ࡾࡡࡎࠊࡲࡓṇ

153

154
ⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵ᑐ

ྛ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ

ⓗཪࡣ◊✲ศ㔝ࡢ≉ᛶ

㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝࡸබṇ࡞◊✲άືࡢ᥎㐍ྥࡅࡓయไᩚ ᑐࡍࡿྲྀ⤌ࡢ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚

ㄪᰝࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࡇࡶᣦ

ࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡍࡿࠋ

ṇ㜵Ṇᑐࡍࡿྲྀ⤌

ᛂࡌࡓࢭ࣑ࢼ࣮ⱝࡋ

ഛࡢᢕᥱດࡵࡓࠋ

ࡣࠊࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡼࡾ◊✲

ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊὀព῝ࡃぢ࡚࠸

ࡲࡓࠊ◊✲㈝ࡢṇ

ࡢ≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡋࠊᣦᑟ

ࡃࡣ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋ



ᶵ㛵࠾ࡅࡿయไᩚഛ≧ἣࢆᢕ

ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

⏝ࠊṇཷ⤥ཬࡧ◊✲ά

ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊྛᴗ

ࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆẖᖺ

࣭⛉◊㈝࡛ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬㐃ᦠࡋ࡚ᐇᆅ᳨ᰝ㸦 ᶵ㛵㸧 ᥱࡋࡓࠋࡉࡽࠊࡑࡢᐇែࡸṇ

ືࡢṇ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡍ

ཧ⏬ࡍࡿ࡚ࡢ◊✲⪅

ᗘ㸰ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡍࡿࡇ

ࢆ⾜࠸ࠊྛ◊✲ᶵ㛵ࡢ⛉◊㈝⟶⌮యไࡢᐇែࡸṇ㜵Ṇ 㜵Ṇࡢྲྀ⤌≧ἣࡢᢕᥱࡘ࠸࡚

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡿࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ

ᑐࡋ࡚ࠊᴗㄝ᫂ࡸ

ࢆ㐩ᡂỈ‽ࡍࡿࠋ

ࡢྲྀ⤌≧ἣࡢᢕᥱດࡵࡓࠋࡲࡓࠊ⟶⌮యไࡢᨵၿࢆせ ࡣࠊ⛉◊㈝࠾࠸࡚ᐇᆅ᳨ᰝࢆ

㸫

㐺ษ࡞ᙺศᢸࡢୗࠊྛ

බເせ㡿ࡢグ㍕➼ࡢ



ࡍࡿⅬ➼ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᰝグ㘓ࢆ◊✲ᶵ㛵㏻▱ࡋࠊᚲせ ⾜࠺ࡇࡼࡾ╔ᐇᐇࡋ࡚

◊✲ᶵ㛵ࡢṇ㜵Ṇ

᪉ἲࡼࡾࠊ◊✲㈝ࡢ



ᛂࡌ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ

࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴗᐇ࠶ࡓࡗ࡚

ᑐࡍࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊᚲ

ṇ⏝ࠊṇཷ⤥ཬࡧ◊



ࡢ◊✲⌮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᒚ

せᛂࡌࠊᴗࡈ㐺

✲άືࡢṇ⾜Ⅽࡘ

ࡴྵࢆ⪅✲◊ڦ㛵ಀ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࡢಁ㐍

ಟ⩏ົࡅࡸṇࡀ࠶ࡗࡓሙྜ

ษ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ

࠸࡚ࡣཝ᱁ᑐᛂࡍࡿ

࣭ᴗㄝ᫂➼ࡢሙ࠾࠸࡚ࠊᐇᆅ᳨ᰝ࡛ᢕᥱࡋࡓ ࡢཝ᱁࡞ᑐᛂࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗ

ࡉࡽࠊ◊✲ᶵ㛵ࢆᑐ

᪨࿘▱ࡍࡿࡶࠊ◊✲

ࡢ࿘▱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᩍ⫋ဨᑐࡋ࡚ṇ⏝ࠊ ㄝ ᫂  ࡸ බ ເ せ 㡿  ࠾ ࠸ ࡚ ࿘

㇟ࡍࡿㄪᰝࡸ⏝⪅

⌮ᩍ⫱㛵ࡍࡿࣉࣟ

◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ⟇ࡘ࠸࡚ὀពႏ㉳ࠊᣦᑟ➼ ▱࣭ᚭᗏࡍࡿࡇࡼࡾ╔ᐇ

ࢆᑐ㇟ࡍࡿࣥࢣ࣮

ࢢ࣒ࣛࡢᒚಟࢆᚭᗏࡉ

ࢆᐇࡋࡓࠋ

ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡣࠊ

ࢺࡽᢳฟࡋࡓࢽ࣮ࢬ

ࡏࡿࠋ



⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶

⌮ࡢ⪅✲◊ڦゎࡢ᫂☜

ࡾࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲⌮ᩍ⫱

බṇ࡞◊✲άືࢆ᥎

ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵಟࢆ㐍ࡵ

㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ᪤ H ࣮ࣛ

࣭ᴗᐇ࠶ࡓࡾࠊ◊✲⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ άືࡢṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇᐇຠᛶ

ࡿࠋࡲࡓࠊ◊✲ᶵ㛵࠾

ࢽࣥࢢࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ

ཧ⏬ࡍࡿ࡚ࡢ◊✲⪅◊✲⌮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᒚ

ࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡅࡿ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ㧗

ᥦ౪῭ࡳࡢ◊✲⪅ྥࡅ

ಟࢆ⩏ົࡅࡓࠋ

࣭◊✲⌮ᩍ⫱ᩍᮦࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ᗘࢆᨭࡍࡿほⅬ

ཬࡧᏛ㝔⏕ྥࡅ◊✲



᪤Ꮡࡢ HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢࢧ࣮ࣅ

ࡽࠊ◊✲ศ㔝ᶓ᩿ⓗཪࡣ

⌮ᩍ⫱ᩍᮦࡘ࠸࡚ࠊ

࣭බເせ㡿࠾࠸࡚ࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άືࡢ ࢫᥦ౪ࢆ⥅⥆ࡋࡘࡘࠊ⏝⪅ࡢ

◊✲ศ㔝ࡢ≉ᛶᛂࡌ

⏝⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿ

ṇ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊỴᐃࡢྲྀᾘࡸዎ⣙ࡢゎ

ࡓࢭ࣑ࢼ࣮ⱝࡋࡃࡣ㛵

ࣥࢣ࣮ࢺࡽᢳฟࡋࡓ

㝖ࠊ◊✲㈨㔠ࡢ㏉㑏ཬࡧ⯆ࡀࡍࡿ◊✲㈨㔠ࢆ୍ ࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲⌮ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤

ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋࡓࢩࣥ

ࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせ

ᐃᮇ㛫ࡋ࡞࠸࡞ཝ᱁ᑐᛂࡍࡿ᪨ࢆ࿘▱ࡋࡓࠋ

ദࡍࡿࡶࠊࡢ◊✲㈨㔠

࣏ࢪ࣒࢘ࢆẖᖺᗘ㸰ᅇ

ᛂࡌ࡚ᨵಟࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲ



㓄ศᶵ㛵ඹദࡋ࡚◊✲බṇࢩ

ࡓࠊୖグ H ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ

ࡢࡑڦ

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡽ

᭷ຠά⏝ࢆ┠ⓗࡋࡓ

࣭⯆ࡀᐇࡍࡿᴗಀࡿ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ ࡣࠊබṇ࡞◊✲άືࢆ᥎㐍ࡍࡿ

⛬ᗘ㛤ദࡍࡿࠋ

᧯సᛶྥୖࡢࡓࡵᨵಟࢆ⾜ࡗ

㌿Ꮫ⩦ࢆᑟධࡍࡿࡓ

◊✲㈝ࡢṇ⏝ࡢ࿌Ⓨ➼ཷ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡓࡵ᭷ຠࡘ㐺ษ࡞ྲྀ⤌࡞

ࡵࡢ◊✲ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞



ࡗ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⾜࠺ࠊᅜ

࠙◊✲බṇ᥎㐍ᴗࠚ



❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ

✲◊ڦ⌮ᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵಟ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

⾡⯆ᶵᵓࡸᅜ❧◊✲

࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࡽ⮬↛⛉Ꮫࡲ࡛ࡢ࡚ࡢศ㔝ඹ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊✲ṇ㜵Ṇྥࡅ

㛤Ⓨἲே᪥ᮏ་⒪◊✲

㏻ࡍࡿᶆ‽ⓗ࡞◊✲⌮㛵ࡍࡿᩍ⫱ᩍᮦࡋ࡚㛤Ⓨ

㛤Ⓨᶵᵓ➼㐃ᦠࡋࠊࢩ

ࡋࡓᅗ᭩ᩍᮦࠗ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ 

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

⪅ࡢᚰᚓ㸫࠘
㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ 㸦ྛホ౯ᣦᶆ➼ᑐࡍࡿ⮬ᕫホ
ࠖ⦅㞟ጤဨ⦅㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⾜㸧
㸧ࢆࡶ

ࡓྲྀ⤌ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ

౯㸧

ࡋࡓ◊✲⪅ྥࡅ HOHDUQLQJ ᩍᮦࠗH/&R5(࠘
㸦᪥ᮏㄒ∧࣭ ࣭ホ౯ᣦᶆ࡛࠶ࡿ㸵㸫㸲ࡘ࠸
ⱥㄒ∧㸧ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡍࡿࡶࠊ ࡚ࡣࠊ௧㸰ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣ୰
⏝⪅ࡢ᧯సᛶྥୖࢆࡣࡿࡓࡵࠊ⏝⪅ࡽࡢࣥࢣ ᮇ┠ᶆᐃࡵࡽࢀࡓỈ‽㸦ẖᖺ
࣮ࢺ⤖ᯝࢆࡶ᪥ᮏㄒ∧࣭ⱥㄒ∧Ꮫ⩦ࢥࣥࢸࣥࢶࡢᨵ ᗘ㸰ᅇ⛬ᗘ㛤ദ㸧ྠ⛬ᗘࢭ
ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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࣑ࢼ࣮ཬࡧࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ





ࡋࠊ㡰ㄪᐇ⦼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ

࣭◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿᏛ㝔⏕ྥࡅ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢࢽ࣮ࢬ
ㄪᰝᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓᏛ㝔⏕ྥ
ࡅ HOHDUQLQJ ᩍᮦࠗH/&R5(࠘
㸦᪥ᮏㄒ∧࣭ⱥㄒ∧㸧ࡢࢧ
࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMNRXVHLULQULKWPO

࣭ୖグ HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢ᭦࡞ࡿά⏝ࡢࡓࡵࠊ◊✲⪅ྥࡅ
HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢᒚಟ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊✲⌮ࢭ࣑ࢼ
࣮ࠕ◊✲⪅⌮ᩍ⫱ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆᑟධࡍࡿࠖࢆ㛤
ദࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ㌿Ꮫ⩦ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆᑟ
ධࡍࡿ㝿ࡢ࣏ࣥࢺࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㐺ࡋࡓࡢ
సᡂ᪉ἲࢆゎㄝࡍࡿࡶࠊᶍᨃࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢయ
㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇࡢ
ࡓࡵࠊ㞟ྜᙧᘧࡽ࢜ࣥࣛࣥᙧᘧኚ᭦ࡋࡓࠋ

✲◊ڦᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ㧗ᗘಀࡿᨭ
㸦ᥖ㸧
࣭ୖグ HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢ᭦࡞ࡿά⏝ࡢࡓࡵࠊ◊
✲⪅ྥࡅ HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢᒚಟ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ◊✲
⌮ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ◊✲⪅⌮ᩍ⫱ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆᑟධࡍ
ࡿࠖࢆ࡛࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡋࠊ㌿Ꮫ⩦ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࣡
࣮ࢡࢆᑟධࡍࡿ㝿ࡢ࣏ࣥࢺࡸࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㐺ࡋ
ࡓࡢసᡂ᪉ἲࢆゎㄝࡍࡿࡶࠊᶍᨃࢢ࣮ࣝࣉ࣡
࣮ࢡࡢయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢദࡍࡿ◊✲බṇࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࠕ◊✲බṇ䛻䛚䛔䛶ᣦᑟⓗᙺ䜢ᯝ䛯䛩ேᮦ㻌 䡚䛭䛾ᙺ
䚸㈨㉁䚸⫱ᡂ䡚ࠖࢆࠊ⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓᮾி࡛ඹദࡋ
ࡓࠋㅖእᅜࡢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲බṇ࠾ࡅࡿᣦᑟⓗᑓ
㛛ဨไᗘࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ



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௧  ᖺ  ᭶  ᪥

௧㸰ᖺᗘ࠾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࠾࠸࡚ࠊ௧ඖᴗᖺᗘ࠾ࡅࡿᴗົᐇ⦼ ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ᨵၿࢆᅗࡿࠋ

ࡍࡿ᭷㆑⪅ࡼࡿእ㒊

ࡍࡿࡶࠊᏛ⏺ཬ
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㆑⪅ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿ
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㢟ࡢᢕᥱ࣭ศᯒࢆ⾜࠸ࠊᴗົࡢᨵ
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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⋡
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%
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ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

ゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホᐃࢆ % 

ᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

࣭ᴗົ㐠Ⴀࠊ୍⯡⟶⌮㈝➼ࡢຠ

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

⋡ࠊㄪ㐩➼ࡢྜ⌮ࠊᴗົࢩ

ࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚ࡶࠊࢿࢵࢺ



ࢫࢸ࣒ࡢྜ⌮࣭ຠ⋡ࡢ࠸ࡎ

࣮࣡ࢡ⎔ቃࡢᩚഛ࡞ᐇࡋ
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ᴗົ㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯



࡛ࡁࡿࠋ


࣭ࡲࡓࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ



㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ឤᰁࡢᙳ㡪ୗ࠾࠸࡚⛉◊
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㈝ࡢ⧞ࡾ㉺ࡋ⏦ㄳࡀከࡃ࡞ࡗ



࡚࠾ࡾࠊᴗົ㐠Ⴀࡢຠ⋡ᙜ
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ࢫࣞࣃࢫࣛەᣦᩘ㸦௧ඖᖺᗘᐇ⦼㸧

⯆ࡢᴗࢆ㐺ษᐇࡍࡿࡓ

ࡲࡓࠊ⤥Ỉ‽ࡘ

ࡉࡽࠊẖᖺࡢ㐠Ⴀ

ࡉࡽࠊẖᖺࡢ㐠Ⴀ

࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ

㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥ

㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥ

㋃ࡲ࠼ࠊᅜᐙබົဨࡢ

ࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠

ࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠

ᑐᅜᐙබົဨᣦᩘ 

ࡵࡣࠊ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶࡀồࡵࡽ

⤥Ỉ‽ࢆ⪃៖ࡋ࡚ཝ

മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣ

മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣ

㸦ཧ⪃㸧ᆅᇦ຺ 

ࢀࠊඃ⚽࡞ேᮦࢆ☜ಖࡍࡿᚲせ

ࡋࡃ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇ

ࡶ␃ពࡍࡿࠋ

ࡶ␃ពࡍࡿࠋ

ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ

ᏛṔ຺ 

ࡀ࠶ࡿࡇ࡞ࡽࠊᅜẚ

ᆅᇦ࣭ᏛṔ຺ 

࡚ࠊࡸࡸ㧗࠸⤥Ỉ‽࡞ࡗ࡚

ࡲࡓࠊ⤥Ỉ‽ࡘ

ࡲࡓࠊ⤥Ỉ‽ࡘ

ࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸྲྀ

࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ

࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ

࠸ࡿࡀࠊᆅᇦᕪࢆṇࡋࡓ⤥

⤌≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ

㋃ࡲ࠼ࠊᅜᐙබົဨࡢ

㋃ࡲ࠼ࠊᅜᐙබົဨࡢ

Ỉ‽ࡢẚ㍑࡛ࡣᅜᐙබົဨࡢỈ



⤥Ỉ‽ࢆ⪃៖ࡋ࡚ཝ

⤥Ỉ‽ࢆ⪃៖ࡋ࡚ཝ

‽ᮍ‶࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ

ࡋࡃ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇ

ࡋࡃ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇ

⤥Ỉ‽ࡣ㐺ṇ࡛࠶ࡿホ౯ࡍ

ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ

ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ

ࡿࠋ

ࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸྲྀ

ࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸྲྀ



⤌≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ

⤌≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊᅜᐙබົဨࡢ⤥



ᨵၿ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺



ṇ࡞Ỉ‽ࡢ⥔ᣢດࡵ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ


 㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮

㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮



 ㄪ㐩௳ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎୍⯡➇தࡼࡾ⾜࠸ࠊ㝶ព

㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮

㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮



ዎ⣙ࡢᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛⌮⏤➼ࢆ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

බ⾲ࡋࡓࠋ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ࡢྲྀ⤌ࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡿሙྜࡣࠊ㏱᫂ᛶࢆ㧗

᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⥲ົ⮧Ỵᐃ㸧

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

㸱ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮

ᘬࡁ⥆ࡁࠕ⊂❧⾜ᨻ

ᘬࡁ⥆ࡁࠕ⊂❧⾜ᨻ

ㄪ㐩௳ࡘ࠸࡚ࡣ

ἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ

ἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ

ཎ๎୍⯡➇தࡼࡿࡶ

⌮ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ

⌮ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ

ࡢࡋࠊ㝶ពዎ⣙ࡼ

࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ㸳

࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶

᭶ ᪥⥲ົ⮧Ỵ

 ᪥⥲ົ⮧Ỵᐃ㸧

ࡵࡿࡓࡵࡑࡢ⌮⏤➼ࢆ

ᇶ࡙ࡁࠊࠕ௧㸰ᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ᐃ㸧ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࢆ╔

ᇶ࡙ࡁࠊẖᖺᗘㄪ㐩➼

බ⾲ࡍࡿࠋ

ㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊ௧㸰ᖺ  ᭶  ᪥ࡅ

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ᐇᐇࡋࠊእ㒊᭷㆑

ྜ⌮ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊ

ࡲࡓࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲ

࡛බ⾲ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⟇ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊዎ⣙┘どጤဨ

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

࣭≉ዎ⣙┘どጤဨࡀ㐺ษ

⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘どጤ

ㄪ㐩ࡢ⌧≧せᅉࡢศ

ே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ⌮

ࢆ㛤ദࡋࠊእ㒊ጤဨࡢពぢࢆࡶᙺဨ࠾࠸࡚

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

㛤ദࡉࢀࠊጤဨࡢᣦ

ဨࢆ㛤ദࡍࡿࡇ

ᯒࠊ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴ

ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ࠸

Ỵᐃࡋࡓࠋ

࣭ㄪ㐩௳ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎୍⯡

ᑐࡋ࡚ⓗ☜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡼࡾዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨ࢆ

ศ㔝ࡢタᐃࠊㄪ㐩㛵

࡚ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶

┘ཬࡧእ㒊᭷㆑⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘どጤဨࢆ  ᅇ

➇தࡼࡾ⾜࠸ࠊ㝶ពዎ⣙ࡢᐇ



ᚭᗏࡍࡿࠋ

ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᚭᗏ

 ᪥⥲ົ⮧Ỵᐃ㸧

㛤ദࡋࠊ๓ᖺᗘࡢዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨ࢆ⾜࠺ࡶࠊ௧

⦼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ࣮࣒࣮࣍࣌

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ



➼ࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇ

ᇶ࡙ࡁࠊ௧㸰

㸰ᖺᗘㄪ㐩ྜ⌮ィ⏬㸦㸧ࡢᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௧

ࢪ࡛⌮⏤➼ࢆබ⾲ࡋࠊィ⏬ᇶ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊዎ⣙

㸦㸧ᖺᗘㄪ㐩➼ྜ

㸰ᖺᗘࡢዎ⣙┘どጤဨࡢ㛤ദᐇ⦼ࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶

࡙ࡁ╔ᐇᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

̿

ࡢබṇᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜

⌮ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊㄪ

ࡿࠋ㆟ᴫせࡣᮏ +3 ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ

࣭ࠕ௧㸰ᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே᪥

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ಖࡍࡿࡶࠊእ㒊

㐩ࡢ⌧≧せᅉࡢศ

࣭➨  ᅇዎ⣙┘どጤဨ㸸௧㸰ᖺ  ᭶  ᪥

ᮏᏛ⾡⯆ㄪ㐩➼ྜ⌮ィ

̿
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᭷㆑⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘

ᯒࠊ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴ

࣭➨  ᅇዎ⣙┘どጤဨ㸸௧㸰ᖺ  ᭶  ᪥

⏬ࠖࡢ⟇ᐃࡸࠊዎ⣙┘どጤဨ

どጤဨࢆ㛤ദࡍࡿࡇ

ศ㔝ࡢタᐃࠊㄪ㐩㛵

 ࠕ௧㸰ᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ㄪ㐩➼ྜ

࠾ࡅࡿዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨ࢆ⾜࠸

ࡼࡾዎ⣙≧ἣࡢⅬ

ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᚭᗏ

⌮ィ⏬ࠖᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡋࡓࠋ

⮬ᚊⓗࡘ⥅⥆ⓗㄪ㐩➼ࡢྜ

᳨ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ

➼ࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇ

㸯㸬㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴศ㔝

⌮ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓዎ



ࡍࡿࡇࡼࡾࠊබṇ

㸦㸯㸧୍⪅ᛂᮐ࣭ᛂເᨵၿಀࡿྲྀ⤌

⣙┘どጤဨࡢᑂ㆟ᴫせࡘ࠸

ᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡘ

ەᐇࡋࡓྲྀ⤌ෆᐜཬࡧຠᯝ

࡚ࡶィ⏬㏻ࡾ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ

ࡘࠊ⮬ᚊⓗࡘ⥅⥆ⓗ

ձ ୍⪅ᛂᮐࡢྍ⬟ᛶࡀぢ㎸ࡲࢀࡓࡶࡢࡢ࠺ࡕ  ௳ࡘ

⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮ྲྀ

࠸࡚ࠊබ࿌ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࠊᵝ᭩ࡢぢ┤ࡋ➼ࡼࡿㄪ㐩

࣭ࠕ௧㸰ᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே᪥

ࡾ⤌ࡴࠋ࡞࠾ࠊㄪ㐩➼

ࡢࡸࡾ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ ௳ࡘ࠸࡚」ᩘ⪅ࡢᛂᮐࢆᚓ

ᮏᏛ⾡⯆ㄪ㐩➼ྜ⌮ィ

ྜ⌮ィ⏬ࡢ⟇ᐃཬࡧ

ࡓࠋࡲࡓࠊ⤖ᯝⓗ୍⪅ᛂᮐ࡞ࡗࡓ௳ᩘ  ௳㸦㝶

⏬ࠖᇶ࡙ࡁࠊ୍⪅ᛂᮐ࣭ᛂເ

⮬ᕫホ౯⤖ᯝ➼ࡘ࠸

ዎ๓☜ㄆබເࢆᐇࡋࡓ  ௳ࢆ㝖࠸ࡓ௳ᩘ㸧ࡢ࠺

ᨵၿࠊዎ⣙᪉ἲ➼ࡢぢ┤ࡋࡼ

࡚ࡣࠊ┘ཬࡧእ㒊᭷

ࡕ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊᛂᮐࡋ࡞ࡗࡓᴗ⪅ࡢࣄࣜࣥ

ࡿ⤒㈝⠇ῶཬࡧᴗົࡢຠ⋡ࡢ

㆑⪅ࡽ࡞ࡿዎ⣙┘ど

ࢢࡸࠊᢸᙜㄢࡢࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊᛂᮐࡢ㞀ቨ

᥎㐍ࠊ㝶ពዎ⣙㛵ࡍࡿෆ㒊⤫

ጤဨࢆ㛤ദࡍࡿࡇ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿせᅉ➼ࡢᢸᙜㄢࡢሗඹ᭷ࢆᅗࡗ

ไࡢ☜❧ࠊ⚈ࡢⓎ⏕ࡢᮍ↛

ࡓࠋ

㜵Ṇࠊ㐺ษ࡞ணᐃ౯᱁ࡢタᐃ

ࡼࡾዎ⣙≧ἣࡢⅬ᳨

㛵ࡋ࡚ࠊ╔ᐇྲྀ⤌ࢆᐇࡋ

ࢆᚭᗏࡍࡿࡶࠊ

ղ ⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢㄪ㐩ሗ࣮࣌ࢪࢆಟṇࡋࠊ

ࡑࡢᑂ㆟ᴫせࢆ࣮࣒࣍

ㄪ㐩ࡢ✀ูࡸࠊධᮐㄝ࣭᫂᭩㢮ࡢᥦฟᮇ㝈࣭㛤ᮐࡢ

ࡓࠋ

࣮࣌ࢪබ㛤ࡍࡿࠋ

᪥ࢆ᫂グࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ㄪ㐩



ሗࢆࡼࡾࢃࡾࡸࡍࡃᥦ౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢜ࣥࣛࣥධᮐㄝ᫂ࢆ  ᭶௨㝆

࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ



 ௳ᐇࡋࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂࢆᶵ ☜ಖࡋࡘࡘࠊ⮬❧ⓗࡘ⥅⥆ⓗ
ࠊᮏㄪ㐩ሗࡢ࣮ࣜࣔࢺࢡࢭࢫࢆಁ㐍ࡋࡓࠋ
 ㄪ㐩➼ࡢྜ⌮ດࡵ࡚࠸ࡃ
ճ ᖺᗘᐇࡋࡓᢸᙜㄢࣄࣜࣥࢢ࠾࠸࡚ࠊᛂᮐ
ࡢ㞀ቨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿศᯒࡉࢀ
ࡓࠕጤクࡣዎ⣙㔠㢠ࡢ 㸣௨ෆࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ
ዎ⣙つ๎ࡘ࠸࡚ࠊࡓࡿ㒊ศࡢ୍ᣓጤク➼ࡢ
㝖ࡀไ㝈ࡢ㊃᪨࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡓࡿ㒊ศ
ࡀ⏬ࠊ❧ཬࡧᴗົ⟶⌮ヱᙜࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࡇ
ࢆ᫂☜ࡋࠊጤクࡢ⏦ㄳཬࡧᢎㄆᡭ⥆ࡁࢆཝ᱁
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㔠㢠ࡢไ㝈ࢆ᧔ᗫࡍࡿつ๎ᨵṇ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
մ ࡑࡢࠊᖺᗘ௨๓ࡽࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘
ࣝࢫឤᰁࡢᑐᛂࡢࡓࡵ⮳ᛴㄪ㐩ࡀᚲせ࡛࠶
ࡗࡓ௳ࢆ㝖ࡁධᮐබ࿌ᮇ㛫ࢆ  ᪥௨ୖ࡛㐠⏝ࠊᮏ
 +3 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪ㐩ሗࢧࢺᥖ㍕ࠊ࡚ࡢ
ධᮐ࠾࠸࡚㟁Ꮚ࣓࣮ࣝㄳồᇶ࡙ࡃධᮐㄝ᫂᭩ࡢ
㟁Ꮚ㓄ಙࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ

ۑ௧㸰ᖺᗘࡢ⯆ࡢ୍⪅ᛂᮐ࣭ᛂເ≧ἣ
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௧ඖ㻌

௧ 㻞㻌

㻌 㻔㻞㻜㻝㻥㻕㻌 ᖺᗘ

㻌 㻔㻞㻜㻞㻜㻕ᖺᗘ

ࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ



161

162
䛆୍⪅ᛂᮐᩘ௳ᩘ䛇

㻞㻢 ௳㻌

㻞㻟 ௳㻌
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⿵ຓホᐃ㸸̿

⿵ຓホᐃ㸸̿


௧㸰ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ㐠Ⴀ㈝㔠ࡢཷධ㐜ᘏࡣ⏕



ࡌࡎࠊ▷ᮇධ㔠ࡢᐇ⦼ࡣ࡞࠸ࠋ



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸱 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵ࡍ

㸱 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵

௧㸰ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡞㈈⏘ࢆฎศࡍࡿィ⏬ࡣ࡞

ࡿィ⏬

ࡍࡿィ⏬

ࡃࠊᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࡶヱᙜ࡞ࡋࠋ

⿵ຓホᐃ㸸̿

⿵ຓホᐃ㸸̿









㔜せ࡞㈈⏘ࢆㆡΏࠊ

㔜せ࡞㈈⏘➼ࢆㆡ

ฎศࡍࡿィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ

Ώࠊฎศࡍࡿィ⏬ࡣ࡞



࠸ࠋ





 

ϭ వ㔠ࡢ㏵

ϭ వ㔠ࡢ㏵



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸲 వ㔠ࡢ㏵

㸲 వ㔠ࡢ㏵

࣭ᐇ⦼࡞ࡋࠋ

⿵ຓホᐃ㸸̿

⿵ຓホᐃ㸸̿

⯆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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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

%

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



ホᐃ

%

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾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



࣭ᮏᖺᗘࡣ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᐇࡋ
࡚࠾ࡾࠊᚋࡶෆ㒊⤫ไࡢ
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እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

171

172
ᐇ࣭ᙉࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ
☜ಖࠊ⫋ဨࡢ⫱ᡂ࣭ᐇດ
ࡵࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡋ࡚㐺ษ
࡞ᴗົ㐠Ⴀࢆ☜ಖࡍࡿࠋ


 㸯ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉ

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

ࢆᩚഛࡋ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡓࡵࠊึ௵⪅ᑐࡍࡿ

࣭௧㸱ᖺ  ᭶  ᪥ḟᖺᗘࡢ᪂つ᥇⏝ணᐃ⪅ࢆᑐ㇟

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ົࡢ㐺ṇࢆ☜ಖࡍࡿࡓ

◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋࡲ

ࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮ࡶ⤌⧊࠾ࡅࡿࡢ㐍ࡵ᪉

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ᣦ♧ࡀᙺ⫋ဨఏ㐩

ࡵࡢయไ➼ࡢᩚഛࠖ

ࡓࠊ⌮㛗ࡢᣦ♧ࡀ

ࡸἲ௧㑂Ᏺ➼ᇶ♏ⓗ࡞ෆ㒊⤫ไ㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ⾜ࡗ

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡉࢀࡿ⤌ࡳࢆᩚഛ࣭

ࡘ࠸࡚࠘㸦ᖹᡂ  ᖺ

ᙺ⫋ဨఏ㐩ࡉࢀࡿ

ࡓࠋ

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

࣭ෆ㒊⤫ไ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ◊ಟ

㐠⏝ࡍࡿࡶࠊἲ

 ᭶  ᪥⥲ົ┬⾜ᨻ

⤌ࡳࡸࠊ⫋ဨࡽᙺဨ

࣭ෆ㒊⤫ไࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵἲேᩥ᭩⟶⌮㛵ࡍࡿ◊ಟ

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

➼ࢆ H࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛⾜ࢃ

௧㑂Ᏺ㸦ࢥࣥࣉࣛ

⟶⌮ᒁ㛗㏻▱㸧ᇶ࡙

ᚲせ࡞ሗࡀఏ㐩ࡉ

㸦௧  ᖺ  ᭶㸧ཬࡧዎ⣙࣭㈨⏘⟶⌮ᡭ⥆ࡁ㛵ࡍࡿ

࣭◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚ෆ㒊⤫ไ㛵ࡍ

ࢀࠊࡲࡓࠊෆ㒊⤫ไ᥎㐍㒊㛛

ࣥࢫ㸧ࢆᚭᗏࡍࡿࠋࡲ

ࡁࠊᴗົ᪉ἲ᭩ᐃࡵ

ࢀࡿ⤌ࡳࢆᩚഛ࣭㐠

ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ◊ಟ㸦௧  ᖺ  ᭶ࠊ ᭶ཬࡧ௧

ࡿ⫋ဨࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡶ

ࡢ㛗ࡀྛㄢ㛗㠃ㄯࡋ࡚ࠊᴗ

ࡓࠊෆ㒊⤫ไࡀ㐺ษ

ࡓ㡯ࢆ╔ᐇ㐠⏝ࡍ

⏝ࡋࠊෆ㒊⤫ไࡢ

 ᖺ  ᭶㸧ࢆ HOHDUQLQJ ᙧᘧ࡛ᐇࡋࡓࠋ

ࠊෆ㒊㏻ሗ❆ཱྀࠊእ㒊㏻ሗ❆

ົ㐠Ⴀ≧ἣࣜࢫࢡࡢᢕᥱ

ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ⥅⥆ⓗ

ࡿࡶࠊ⌮㛗ࡢ

ᐇ࣭ᙉࢆᅗࡿࠋ

࣭ᙺ⫋ဨ⌮つ⛬ࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆⾜ື

ཱྀࡢタ⨨ࠊෆ㒊⤫ไ⥲ᣓ㈐௵⪅

ດࡵࡿ࡞ࠊෆ㒊⤫ไࡢᐇ

Ⅼ᳨᳨࣭ドࡋࠊᚲせ

࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢୗ࡛

⫋ဨࡢἲ௧㑂Ᏺ㸦ࢥ

つ⠊ࢆෆ㒊 +3 ᥖ㍕ࡋࠊᙺ⫋ဨ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㒊㛗ࡼࡿ㐃⤡㆟ࡢ㛤ദ➼

ࡀᅗࡽࢀࡓุ᩿ࡍࡿࠋ 

ᛂࡌ࡚つ⛬ཬࡧయไ

㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࢆᅗࡿ

ࣥࣉࣛࣥࢫ㸧ᑐ

࣭ᙺ⫋ဨࡢἲ௧➼㐪⾜Ⅽ㛵ࡍࡿෆ㒊㏻ሗ❆ཱྀࠊእ

ࡼࡾࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢࣜࢫࢡࡢ



ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ

ࡓࡵࡢつ⛬ࢆᩚഛࡍ

ࡍࡿព㆑ྥୖࢆᅗࡿࡓ

㒊㏻ሗ❆ཱྀࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋእ㒊㏻ሗ❆ཱྀࡘ࠸࡚ࡣእ

ᢕᥱᑐᛂࢆ㎿㏿⾜࠺యไࢆ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡿࠋࡲࡓࠊෆ㒊┘ᰝ➼

ࡵࠊ◊ಟ➼ࡼࡾᙺ⫋

㒊 +3 ࡛࿘▱ࡍࡿ࡞ࠊἲ௧➼㐪⾜Ⅽࢆ᪩ᮇⓎぢ࣭

ᩚഛࠊ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡼࡾෆ㒊⤫ไࡀ㐺ษ

ဨ⌮つᐃ⫋ဨ⾜ື

ᑐᛂࡍࡿయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᨻᗓࡢࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ

̿

㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥅

つ⠊ࡘ࠸࡚ᙺ⫋ဨ



ឤᰁᑐ⟇ࡢᇶᮏⓗᑐฎ᪉㔪ࠖ



⥆ⓗⅬ᳨᳨࣭ドࡋࠊ

࿘▱ࡍࡿࠋ

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

ࠗࠕ⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗ

ᩚഛຍ࠼ࠊ⌮㛗ࡢ

ෆ㒊⤫ไࡢ᥎㐍㛵

࠙ࣜࢫࢡࡢホ౯ᑐᛂࠚ

➼ࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡉࡽࠊෆ㒊┘ᰝࠊ

࣭ᨻᗓࡢࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ࡢᇶᮏⓗᑐ

ࣝࢫឤᰁ㛵ࡍࡿࣜࢫࢡཬࡧ

̿

┘┘ᰝཬࡧィ┘ᰝ

ฎ᪉㔪ࠖ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ௧  ᖺ  ᭶  ᪥᪂ᆺࢥࣟ

⥭ᛴែᐉゝⓎฟక࠺ࣜࢫࢡ



ேࡼࡿἲᐃ┘ᰝࢆᐇ

ࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ㛵ࡍࡿࣜࢫࢡཬࡧ⥭ᛴែᐉゝⓎ

ࡢホ౯ᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊෆ

ฟక࠺ࣜࢫࢡࡢホ౯ᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ ᪥

࠸ࠊឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᥐ⨨

㒊⤫ไࡢ⤌ࡳࡀ㐺ษ

ࡽฟᢚไࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ

㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ

࣭௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡣࠊ➨  ᅇ┠ࡢ⥭ᛴែᐉゝࡢ

࣭ᙺဨࠊ᭶᭙➼ࡢᶵࢆ㏻

᳨᳨࣭ドࢆ⾜࠸ࠊᚲせ

ゎ㝖ᚋࡢࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ホ౯ᑐᛂࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡋ࡚⌮㛗ࡢᣦ♧ࡀᙺ⫋ဨ

ᛂࡌ࡚ᨵၿࡍࡿࠋ

࣭௧  ᖺ  ᭶  ᪥ࡣࠊ➨  ᅇ┠ࡢ⥭ᛴែᐉゝⓎ

ఏ㐩ࡉࢀࡿయไࡀᩚഛࡉࢀࠊຠ

ฟక࠺ࣜࢫࢡࡢホ౯ᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⋡ⓗ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭┘ཬࡧእ㒊᭷㆑⪅ࡽᡂࡿዎ⣙┘どጤဨࢆ௧ 

࣭ᙺ⫋ဨ⌮つ⛬⾜ືつ⠊ࢆ

ᖺ  ᭶  ᪥  ᭶  ᪥㛤ദࡋࡓࠋ

ᙺ⫋ဨ࿘▱ࡋࠊἲ௧㑂Ᏺᑐ



ࡍࡿព㆑ྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ



࣭ෆ㒊┘ᰝࠊ┘┘ᰝࠊィ┘

࠙⤫ไάືࠚ

ᰝேࡼࡿἲᐃ┘ᰝࢆᐇࡋࠊ

࣭ෆ㒊⤫ไ᥎㐍㒊㛛ࡢ㛗࡛࠶ࡿ⥲ົㄢ㛗ࡀྛㄢ㛗ࡢ

ෆ㒊⤫ไࡢ⤌ࡳࡀ㐺ษ㐠⏝

㠃ㄯࡼࡾྛㄢ࠾ࡅࡿᴗົ㐠Ⴀ≧ἣࣜࢫࢡࡢᢕᥱ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ᳨᳨࣭ドࢆ⾜ࡗ

ᚲせᛂࡌ࡚ᨵၿࡍ
ࡿࠋ
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ດࡵࠊෆ㒊⤫ไ⥲ᣓ㈐௵⪅࡛࠶ࡿ⌮ࠊෆ㒊⤫ไ᥎

ࡓࡇࡽࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ╔ᐇ

㐍㈐௵⪅࡛࠶ࡿ⥲ົ㒊㛗ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼ

ᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡾࠊၥ㢟ࡀぢࡘࡗࡓሙྜࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡞ࡿ



యไࢆᩚഛࡋࠊ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

࣭᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐࡍࡿ⤫ไάືࡋ࡚

࣭ᮏᖺᗘࡣ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᐇࡋ

ࡣࠊୖグࡢࣜࢫࢡホ౯ᑐᛂࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊ➨  ᅇ┠

࡚࠾ࡾࠊᚋࡶ⤫ไ⎔ቃࠊࣜࢫ

ࡢ⥭ᛴែᐉゝࡢᮇ㛫୰ࡣ㠀ᖖඃඛᴗົࢆᢸᙜࡍࡿ

ࢡࡢホ౯ᑐᛂࠊ⤫ไάືࠊ

⫋ဨࢆ㝖ࡁᅾᏯົཪࡣ⮬Ꮿᚅᶵࢆᣦ♧ࡍࡿ➼ࠊឤᰁ

ሗఏ㐩ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆࣂࣛ

ᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓࠋࡲࡓ➨  ᅇ┠ࡢ⥭ᛴ

ࣥࢫࡼࡃ⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ

ែᐉゝࡀゎ㝖ࡉࢀࡓ  ᭶  ᪥௨㝆ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾᅾᏯ

ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉࢆᅗࡿࠋ

ົࢆ⾜࠺ࡼ࠺ᣦ♧ࡍࡿࡶࠊ⯆ࡀദࡍࡿ
㆟➼ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎ࡋ࡚࣮ࣜࣔࢺࡼࡿᙧᘧ࡛㛤
ദࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ➨  ᅇ┠ࡢ⥭ᛴែᐉゝࡢᮇ㛫
୰ࡶฟࢆᚲせ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࡿࡇࠊ㆟➼ࡘ࠸࡚
ࡶᘬࡁ⥆ࡁཎ๎ࡋ࡚࣮ࣜࣔࢺࡼࡿᙧᘧ࡛㛤ദࡍࡿ
ࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ


࠙ሗఏ㐩ࠚ
࣭⌮㛗ࡢ⫋ົࡢ㐙⾜ࢆ⿵బࡋࠊᴗົࡢ㐺ṇࡘ
࡞ᇳ⾜ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⌮㛗ཬࡧ⌮࡛ᵓᡂࡍࡿᙺဨ
ࢆ᭶  ᅇ㛤ദࡋࡓࠋᙺဨࡣ┘ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊
✲ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗➼ཬࡧㄢ㛗⣭௨ୖࡢᖿ㒊⫋ဨࡶฟᖍ
ࡋࠊᖺᗘィ⏬ࠊண⟬ࠊつ⛬ࡢไᐃࠊྛᴗࡢເ㞟せ㡯
➼ࡢ㔜せ㡯ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡋࡓࠋ
࣭ᙺဨࡢ㈨ᩱ㆟せ㘓ࡣෆ㒊ඹ᭷ࣇ࢛ࣝࢲಖᏑ
ࡉࢀࠊᙺ⫋ဨࡀ㜀ぴ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ẖ㐌᭶᭙᪥ᙺဨཬࡧㄢ㛗⣭௨ୖࡢᖿ㒊⫋ဨࡀ㞟ࡲ
ࡿ㆟㸦᭶᭙㸧ࢆ㛤ദࡋࠊ⌮㛗ࡽカ♧ࢆ⾜࠺
ࡶࠊண⟬ࡸᶵ㛵ࡢ༠㆟➼㛵ࡍࡿ᭱᪂ࡢሗ
ඹ᭷ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭࡞࠾ࠊ➨  ᅇ┠ࡢ⥭ᛴែᐉゝࡢᮇ㛫୰ࡣᙺဨཬ
ࡧ᭶᭙ࢆ୰Ṇࡋࠊཎ๎ࡋ࡚㐌  ᅇࠊᙺဨࠊ⥲ົ
㒊㛗ࠊ⥲ົㄢ㛗➼ࡼࡾᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠸ࠊᙜヱᮇ㛫
୰ࡢᴗົࡢ㐍ᤖ➼ࡘ࠸࡚ሗࡢඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ᖺᗘึࡵ➼ᙺ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚⌮㛗ࡽカ♧
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠙ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠚ

161

173

174
࣭┘ᰝ࣭◊✲බṇᐊࡼࡿෆ㒊┘ᰝࠊ┘ࡼࡿ┘
┘ᰝࠊィ┘ᰝேࡼࡿἲᐃ┘ᰝࢆ௨ୗࡢ㏻ࡾ⾜ࡗ
ࡓࠋ
┘ڦᰝ࣭◊✲බṇᐊࡼࡿෆ㒊┘ᰝ
࣭௧㸰ᖺᗘෆ㒊┘ᰝィ⏬᭩࠾ࡅࡿࠊෆ㒊⤫ไࡢᩚ
ഛཬࡧ㐠⏝≧ἣࡘ࠸࡚┘ᰝࢆᐇࠋ
┘ڦࡼࡿ┘┘ᰝ
࣭௧㸰ᖺᗘ┘┘ᰝィ⏬᭩ᇶ࡙ࡁࠊᴗົ㐠Ⴀࠊண
⟬࣭Ỵ⟬ཬࡧ⤌⧊࣭ேဨᑐࡋ࡚ࠊἲ௧➼ᚑࡗ࡚㐺
ṇᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺ཬࡧ୰ᮇ┠ᶆࡢ╔ᐇ࡞㐩
ᡂྥࡅຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ➼ࡢ┘
ᰝࢆᐇࠋෆ㒊┘ᰝ㒊㛛࡛࠶ࡿ┘ᰝ࣭◊✲බṇᐊཬࡧ
ィ┘ᰝே㐃ᦠࡋࠊ㈈ົㅖ⾲ཬࡧỴ⟬ሗ࿌➼
ࡿ┘┘ᰝࢆᐇࠋ
ڦィ┘ᰝேࡼࡿἲᐃ┘ᰝ
࣭௧㸰ᖺᗘࡢィ┘ᰝேࡼࡿ┘ᰝィ⏬ᴫせ᭩ᇶ
࡙ࡁෆ㒊⤫ไࡢ᭷ຠᛶಀࡿホ౯ࢆཷࡅࡓࠋ


 㸰ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

㸰 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

㸰ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ

ࡢ☜ಖ

☜ಖ



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸰 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ

㸰 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ

یሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ࠕᨻᗓᶵ㛵➼ࡢሗ

 ࠕᨻᗓᶵ㛵➼ࡢሗ

ᨻᗓࡢሗࢭ࢟ࣗࣜ

࣭௧㸰ᖺᗘࡣሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭࣏ࣜࢩ࣮ࢆ୍㒊ᨵ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢࡓ

ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢࡓ

ࢸᑐ⟇࠾ࡅࡿ᪉㔪

ṇࡋࠊࠕᨻᗓᶵ㛵➼ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ࡵࡢ⤫୍ᇶ‽⩌ࠖࢆ㋃

ࡵࡢ⤫୍ᇶ‽⩌ࠖࡸࠊ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ3'&$ ࢧࢡ

⤫୍ᇶ‽⩌ࠖ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ᡭ㡰᭩➼ࡘ࠸࡚ᚲせ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ࡲ࠼ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ࣝࡢᵓ⠏ཬࡧᐃ╔ࢆᅗ

࡞ᩚഛ࣭ᨵṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

࣭࣏ࣜࢩ࣮ࢆ㐺ぢ

ᡓ␎ᮏ㒊ࡀᐇࡍࡿ┘

ࡿࡓࡵࠊሗࢭ࢟ࣗࣜ



┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

┤ࡍࡶࠊሗࢭ

ᰝ࠾࠸࡚≉ᐃࡉࢀࡿ

ࢸ࣭࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺ

࣭⯆ࡢಖ᭷ࡍࡿሗࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊእ㒊ࡢᑓ

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

࣭ሗࢩࢫࢸ࣒ᑐࡋ࡚ࠊእ

࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆ᥎㐍

ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⯆

≧ἣࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ

㛛ᴗ⪅ࡼࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ┘ᰝ㸦ࠕ࣏ࣜࢩ࣮‽ᣐᛶ┘

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

㒊ᑓ㛛ᴗ⪅ࡼࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢧࣂ࣮

ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭

⾜࠺ࡶࠊࡑࡢ⤖

ᰝࠖࢆྵࡴࠋ㸧ࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶᑐ⟇ࢆㅮ

࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭࣏ࣜࢩ࣮

┘ᰝࢆᐇࡋࠊࡑࡢᑐ⟇ࢆ

ࢭ࢟ࣗࣜࢸᡓ␎ᮏ㒊

࣏ࣜࢩ࣮ࢆ㐺ぢ┤ࡍ

ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせᛂ

ࡌࡓࠋ

ࡢ୍㒊ᨵṇࡸሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ㅮࡌࡿࡶࠊ᪂つ᥇⏝⫋

ࡀᐇࡍࡿ┘ᰝ࠾࠸

ࡶࠊ◊ಟࡢᐇ

ࡌࡓᨵၿࢆ⾜࠺ࠋ⫋ဨ



◊ಟࡢᐇ࡞᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ

ဨ➼ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ◊ಟ

࡚≉ᐃࡉࢀࡿㄢ㢟ࢆゎ

ࡸࢩࢫࢸ࣒┘ᰝࡢᐇ

➼ᑐࡋ࡚ሗࢭ࢟ࣗ

࣭᪂つ᥇⏝ࡢ⫋ဨ➼ /HDUQLQJ0DQDJHPHQW6\VWHP

⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢཷㅮࢆ⩏ົ࡙ࡅࡓࠋࡇࡢࡼ

Ỵࡍࡿࠋ

➼ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ࣜࢸ㛵ࡍࡿព㆑ࢆ

/06 ࡛ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ◊ಟࢆཷㅮࡍࡿࡼ࠺⩏ົ

࣭ᶆⓗᆺ࣓࣮ࣝᨷᧁࡢᑐ⟇ࡋ

࠺ࠊ᪤Ꮡሗࢩࢫࢸ࣒ᑐ

ᑐ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㧗ࡵࡿࡓࡵࠊሗࢭ

ࡅࡓࠋ

࡚࣓࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ࡍࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸᙉࡀ⾜ࢃ

࢟ࣗࣜࢸ◊ಟࠊ⮬ᕫ



ᙉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

Ⅼ᳨ཬࡧᶆⓗᆺ࣓࣮ࣝ

࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ



ࡿࠋ

ᨷᧁカ⦎ࢆᐇࡍࡿࠋ

ࡓࡵࠊ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ⮬ᕫⅬ᳨ࢆ  ᭶ᐇࡋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



ࡓࠋ

࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡘ࠸

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇



࡚ࠊ᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡶ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊእ㒊

࣭ሗࢩࢫࢸ࣒࣭ᶵჾ࣭ᙺົ➼ࠊㄪ㐩ࡢᴗົࣇ࣮ࣟࡢ

ࠊᘬࡁ⥆ࡁ⫋ဨ➼ࢆᑐ㇟ࡋ

̿

ࡢᑓ㛛ᐙጤクࡋ࡚࠸

ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊሗࢩࢫࢸ࣒➼ࡢㄪ㐩ᵝࡘ࠸࡚ࡣ

ࡓሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ◊ಟࢆᐇ



ࡿ᭱㧗ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ሗ㒊㛛ࡀ࡚☜ㄆࠊྜ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡢᑐᛂ

ࡉࡽࠊ㧗ᗘࡍࡿ

162

㈐௵⪅㸦&,62㸧⿵బ



̿

ᐁࡢຓゝࢆά⏝ࡋ࡞ࡀ

࣭&,62 ⿵బᐁᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᐙᴗົࢆ



ࡽᴗົࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ጤクࡋࡓࠋࡲࡓ &,62 ⿵బᐁࡢຓゝᇶ࡙ࡁࠊሗࢭ࢟

⅏ᐖ࣭ᨾ➼ࡢ㠀ᖖ

ࣗࣜࢸ◊ಟ㈨ᩱࡢ᭦᪂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ



Ṇࢆཎᅉࡋ࡚ᴗົ

࣭ᶆⓗᆺ࣓࣮ࣝᨷᧁカ⦎ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢࡓࡵࡢ H

ࡢ㐙⾜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ

࣮ࣛࢽࣥࢢㅮᗙࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ⯆ࡢሗࢭ࢟ࣗ

ࡇࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ

ࣜࢸᑐ⟇ࡢᙉ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ᪩ᮇ



ᪧࡉࡏࠊ⥅⥆ࡋ࡚⏝

࣭ᶆⓗᆺ࣓࣮ࣝᨷᧁࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࠊ᪤Ꮡ࣓࣮ࣝࢩࢫࢸ

ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ

࣒↓ᐖᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡋࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸᙉࢆ⾜ࡗ

ࡓࠊሗࢩࢫࢸ࣒㐠⏝

ࡓࠋ

⥅⥆ィ⏬ᇶ࡙ࡁ㐠⏝



ࡍࡿࠋࡲࡓࠊሗࢩࢫ

࣭ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡘ࠸࡚ぢ┤ࡋ

ࢸ࣒㐠⏝⥅⥆ィ⏬ࡘ

ࢆ⾜࠺ࡶࠊ%&3 ᇶ࡙ࡁࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ࢆ⾜ࡗ

࠸࡚ࠊ᭦ᐇຠᛶࡢ㧗

ࡓࠋ

࠸ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࡢᨵ
ၿࢆ⾜࠺ࠋ
⯆ࡢಖ᭷ࡍࡿಶ
ேሗཬࡧ≉ᐃಶே
ሗ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᖖ
ࡢྲྀᢅ࠸ࡸ┘ᰝࠊཬࡧ
₃࠼࠸➼ࡢࡢⓎ⏕
ཪࡣೃࢆᢕᥱࡋࡓሙ
ྜࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿಖㆤ
⟶⌮యไࢆᩚഛࡋࠊᐇ
ࡍࡿࠋ


 㸱タ࣭タഛ
タ࣭タഛࡢᩚഛ

㸱 タ࣭タഛ㛵ࡍ

㸱タ࣭タഛ㛵ࡍࡿ

ࡿィ⏬

ィ⏬

タ࣭タഛ㛵ࡍࡿ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗ᮇⓗどⅬ
❧ࡗ࡚᥎㐍ࡍࡿࠋ

ィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸱 タ࣭タഛ㛵ࡍࡿィ⏬

㸱 タ࣭タഛ㛵ࡍࡿィ⏬

タ࣭タഛ㛵ࡍࡿィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ

⿵ຓホᐃ㸸̿

⿵ຓホᐃ㸸̿

タ࣭タഛ㛵ࡍࡿ



ィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ



 㸲ே
⫋ဨࡢ⬟ຊᐇ⦼ࢆ

㸲 ே㛵ࡍࡿィ⏬
⯆ࡢᴗົࢆ⥅⥆

㸲ே㛵ࡍࡿィ⏬
㸦㸯㸧ேホᐃ



㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸲 ே㛵ࡍࡿィ⏬

㸲 ே㛵ࡍࡿィ⏬

ڦே⟶⌮᪉㔪

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

㐺ṇࡘཝ᱁ホ౯

ⓗࡘⓎᒎⓗ㐙⾜ࡍ

⫋ဨࡢᴗົ➼ࡢົ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡⯆ࢆᢸ࠺၏୍ࡢ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆฎ㐝

ࡿࡓࡵࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ど

ホᐃࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖

Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆᅗࡿ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢேᮦࢆᖖ☜

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ᫎࡉࡏࡿࡶࠊ

Ⅼ࡛ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇ

ᯝࢆฎ㐝ࠊே㓄⨨➼

ಖࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⤒㦂್ࡢ࠶ࡿேᮦ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

㐺ᮦ㐺ᡤࡢே㓄⨨ࢆ

ࡍࡿࡇࡼࡾ⯆

㐺ษࡘලయⓗ

ࡢ☜ಖ࣭㓄⨨ཬࡧேᮦࡢ⫱ᡂࢆ⯆ࡢ⎔ቃࡢኚ

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

⾜࠺࡞ࠊ⫋ဨࡢ⬟ຊ

ࡢ᰾࡞ࡿ⫋ဨࡢ⫱

ᫎࡍࡿࡇ࡛ࠊேᮦࡢ

㐺ษᛂ࠼ࡘࡘࠊィ⏬ⓗࠊຠ⋡ⓗࡘබᖹ࣭බṇᐇ

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

ࡢྥୖࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ

ᡂ࣭ᐇࢆᅗࡿࠋ

ຠᯝⓗά⏝ࡸ⫋ဨࡢ⫋
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175

176
⯆ࡢᴗົࢆ⥅⥆ⓗ

ձ ⫋ဨࡢᴗ⦼➼ࡢே

ົ㐙⾜⬟ຊ࣭᪉ἲࡢྥ

ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ௧㸰ᖺᗘࡢே⟶⌮᪉㔪ࢆ⟇ᐃࡋ

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ

࣭⫋ဨࡢົᐇ⦼➼ࡢホ౯ࢆ

ࡘⓎᒎⓗ㐙⾜ࡍࡿ

ホ౯ࢆᐃᮇⓗᐇ

ୖࢆᅗࡿࠋ

ࡓࠋ

ᐃࢆ E ࡍࡿࠋ

⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⫋ဨࡢฎ㐝

ࡓࡵࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞どⅬ

ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆฎ㐝ࠊ



࣭ᚋࡢὶேࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࠊ

㐺ษᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ⫋

࡛ࠊ⯆ࡢ᰾࡞ࡿ

ே㓄⨨➼㐺ษࡘ

ڦேホᐃ

⫋ဨࡢ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡢ᪉⟇ࡘ

ဨࡢ◊ಟࡋ࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗ

⫋ဨࡢ⫱ᡂ࣭ᐇࢆᅗ

ලయⓗᫎࡍࡿࡇ

ᅜ❧Ꮫἲே➼ࡢ

࣭ࠑᙺဨࠒ

࠸᳨࡚ウࡋࠊ㝈ࡽࢀࡓேဨ࡛

ࣜࢸ◊ಟ࠾ࡼࡧዎ⣙࣭㈨⏘

ࡿࠋ

࡛ࠊேᮦࡢຠᯝⓗά⏝

ேὶࢆ⾜࠸ࠊ㉁ࡢ

⌮㛗ࡀᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢ⾜࠺ᴗ⦼ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆ຺

ᴗຠᯝࡢ᭱ࢆᅗࢀࡿࡼ࠺య

⟶⌮ᡭ⥆ࡁᢸᙜ⪅ᑐࡍࡿࢥ

ࡸ⫋ဨࡢ⫋ົ㐙⾜⬟

㧗࠸ேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂ

ࡋࠊᮇᮎᡭᙜࡢ㢠ࢆ  ศࡢ  ௨ୖ  ศࡢ  ௨ୗ

ไࢆᩚഛࡍࡿ᪉㔪ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ

ࣥࣉࣛࣥࢫ◊ಟࡀᚲ㡲

ຊ࣭᪉ἲࡢྥୖࢆᅗ

ࢆᅗࡾࠊ㐺ษ࡞ே㓄

ࡢ⠊ᅖෆ࡛ቑῶ࡛ࡁࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭⫋ဨࡢົホᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ࡋ࡚ᐇࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊㄒᏛ

ࡿࠋ

⨨ࢆ⾜࠺ࠋ



ົᐇ⦼➼ࡢホ౯⤖ᯝࢆ⫋ဨࡢ

◊ಟࠊᾏእᶵ㛵◊ಟࠊࢫ࢟ࣝ

࣭ࠑ⫋ဨࠒ

ฎ㐝㐺ษᫎࡉࡏࠊົホ

ࢵࣉ◊ಟ࡞ࡀᐇࡉࢀ

」ᩘࡢホᐃ⪅ࡼࡿᐈほⓗࡘබᖹ࡞ົホᐃࢆ⾜

ᐃࡢᐇຠᛶࢆୖࡆࡿࡶ」

ࡓࠋ

⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶཬࡧព

࠸ࠊ⫋ဨࡢົᐇ⦼➼ࡢホ౯⤖ᯝࢆຮᡭᙜࡸே㓄

ᩘࡢホᐃ⪅ࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡛ࠊᐈ

࣭ᅜ❧Ꮫἲே➼ࡢே

࡚ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ேᮦࡢ☜

㆑ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ

⨨➼ලయⓗᫎࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪼⤥ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ

ほⓗࡘබᖹᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ὶࢆಁ㐍ࡋࠊ㸳㸴ྡࡢฟྥ⪅

ಖ࣭⫱ᡂࢆᅗࡾࠊ⫋ဨ

◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋࡲ

ᡂ  ᖺ  ᭶ᅜᐙබົဨࡢ⤥ᇶ‽ࢆᇶ♏ࡍࡿ᪂

࣭ᅜ❧Ꮫ➼࠾ࡅࡿ㇏ᐩ࡞ᐇ

ࢆཷࡅධࢀࡓࠋ

ࡢព㆑ࡸ⬟ຊᛂࡌࡓ

ࡓࠊ㈨㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿ

ࡓ࡞ಧ⤥⾲ࢆᑟධࡋࡓ㝿ࠊేࡏ࡚ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡼࡾ

ົ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿேᮦࢆ☜ಖࡋࠊ



㐺ษ࡞ே㓄⨨ࢆ⾜

ࡓࡵࠊእ㒊࡛ᐇࡉࢀ

ᅜᐙබົဨࡢ⤥ᨭ⤥ᇶ‽‽ࡌࡓࡶࡢࡋ࡚㐺ṇ

ࡑࡢ⤒㦂ࢆάࡏࡿ㒊⨫㓄⨨

࠺ࠋ

ࡿ◊ಟ⫋ဨࢆཧຍࡉ

ᐇࡋࠊࡑࡢỈ‽ࡢ⥔ᣢດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࡋࠊᴗົࢆຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗࡘ

ճ 㝈ࡽࢀࡓேဨ࡛ࡢ

ࡏࡿࠋ



ᶵືⓗᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚

ຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ᴗົ

࡞◊ಟ㸸

ڦேὶ

࠸ࡿࠋ

࣭ᅜ❧Ꮫἲே➼ࡢே

ࡢ㐙⾜ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓ

ձ ᪂௵⫋ဨㄒᏛ◊ಟ

࣭Ꮫ➼Ꮫ⾡◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⪅ࢆᨭࡍࡿᙜࡓࡗ࡚

࣭ຠ⋡ⓗࡘ㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࡢ

ὶࡣᏛົ⫋ဨࡢ㉁ྥୖࡸ

ࡵࠊᅜෆཬࡧᅜእ◊ಟ

ղ ᾏእࡢᶵ㛵࡛ࡢ◊

ࡣࠊᙜヱᶵ㛵࠾ࡅࡿᴗົ⤒㦂ࢆᣢࡘேᮦࢆά⏝ࡍࡿ

ࡓࡵࠊㄒᏛ◊ಟࢆࡣࡌࡵࡍࡿ

ព㆑ᨵ㠉➼ࡁ࡞ᙺࢆᯝ

➼ࢆᐇࡋࠊ⫋ဨࡢᑓ

ಟ

ࡇࡀᴗົࡢຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀୖ᭷┈࡛࠶ࡿࡇ

◊ಟ⫋ဨࢆཧຍࡉࡏࡿࡇ

ࡓࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᐇ⦼ࢹ࣮ࢱ

㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡶ

ճ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ࡽࠊᅜ❧Ꮫἲே➼ࡽ  ྡࢆேὶࡋ࡚ཷࡅ

ࡼࡾࠊ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖࢆᅗࡗ࡚

ࡢ㞟࠾ࡼࡧᡂᯝࡢබ⾲ࢆ⪃

ࠊព㆑ྥୖࢆᅗࡿࠋ

◊ಟ

ධࢀࠊ㐺ษ࡞ே㓄⨨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠸ࡿࠋ

࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ

մ ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ







ղ ᏛࢆࡣࡌࡵᏛ⾡
⯆㛵㐃ࡍࡿᶵ㛵
ࡢேὶࢆಁ㐍ࡋ


㸦㸰㸧ேὶ


㸦㸱㸧⫋ဨࡢ◊ಟィ⏬

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ
ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

◊ಟ

࣭ࡇࢀࡽࡢ⪅⯆ࡢᴗົࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿࡇࡼࡾ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

㸺ࡑࡢ㡯㸼

յ ࢫ࢟ࣝࢵࣉ◊ಟ

◊✲ຓᡂࡸᅜ㝿ὶ➼ࡢ⤒㦂ࢆ✚ࡲࡏࠊᑗ᮶ࠊᅜ❧

࣭ᘬࡁ⥆ࡁேホᐃࢆᫎࡉࡏ

̿



ն ᨺ㏦Ꮫ⛉┠ࡢᒚ

Ꮫ➼࠾࠸࡚ᴗົࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᭷┈࡞ࢫ࢟ࣝࢆ㌟ࡘ

ࡓே㓄⨨ດࡵࡿ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ

ಟ

ࡅࡉࡏࡿ➼ࠊ⫱ᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⫋ဨࡢ⫱ᡂ࣭

շ ィ◊ಟ



ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ڦᅜ㝿Ꮫ⾡ὶ◊ಟ
࣭ ྡࡢᅜ⚾❧Ꮫࡢ⫋ဨࢆ◊ಟࡋ࡚ཷධࢀࠊ㧗ᗘ
࡞ᅜ㝿ᐇົ⬟ຊᅜ㝿ὶ㛵ࡍࡿᖜᗈ࠸ぢ㆑ࢆ᭷ࡍ
ࡿᏛ⫋ဨࡢ㣴ᡂࢆᅗࡗࡓࠋ

⫋ڦဨࡢ◊ಟィ⏬
⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶཬࡧព㆑ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢ◊ಟ
ࢆᐇࡋࡓࠋ
࠙ཷㅮࡀᚲ㡲࡞◊ಟࠚ
࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ◊ಟ
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࣭ዎ⣙࣭㈨⏘⟶⌮ᡭ⥆ࡁᢸᙜ⪅ࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫ◊
ಟ
࠙௵ពࡢ◊ಟࠚ
࣭ⱥㄒຊࡢྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓ᪂௵⫋ဨㄒᏛ◊ಟ
࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ᐇົࢆ㏻ࡌࡓᾏእᶵ
㛵◊ಟ
࣭ࢫ࢟ࣝࢵࣉ◊ಟ㸸⫋ົ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢ⮬ᕫၨⓎ
◊ಟ
࣭ࡑࡢእ㒊◊ಟ㸸ᨺ㏦Ꮫࢆά⏝ࡋࡓ⛉┠ࡢᒚಟࠊ
㈈ົ┬ദࡢィົ⫋ဨ◊ಟ ➼


 

㸳 ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸

㸳୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼

࠼ࡿമົ㈇ᢸ

ࡿമົ㈇ᢸ

୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸳 ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿമົ

㸳 ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿമ

࣭୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿമົ㈇ᢸࡣ࡞࠸ࠋ

㈇ᢸ

ົ㈇ᢸ

⿵ຓホᐃ㸸̿

⿵ຓホᐃ㸸̿

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸴 ✚❧㔠ࡢ㏵

㸴 ✚❧㔠ࡢ㏵

୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡢ

ࡿമົ㈇ᢸࡘ࠸࡚

ᴗࢆຠ⋡ⓗᐇࡍࡿ

ࡣࠊᴗࢆຠ⋡ⓗᐇ

ࡓࡵࠊḟᮇ୰ᮇ┠ᶆ

ࡍࡿࡓࡵࠊᙜヱᮇ㛫

ᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚മົ㈇

ࡀ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼

ᢸࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ

ࡿሙྜ࡛ࠊᙜヱമົ㈇





ᢸ⾜Ⅽࡢᚲせᛶཬࡧ㈨
㔠ィ⏬ࡢᙳ㡪ࢆ຺
ࡋྜ⌮ⓗุ᩿ࡉࢀࡿ
ࡶࡢࡘ࠸࡚⾜࠺ࠋ






㸴 ✚❧㔠ࡢ㏵
๓ᮇ୰ᮇ┠ᶆࡢᮇ㛫





࣭๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫᭱⤊ᖺᗘ࠾ࡅࡿ✚❧㔠ṧ㧗

⿵ຓホᐃ㸸E

⿵ຓホᐃ㸸E

ࡢ᭱⤊ᴗᖺᗘ࠾ࡅ

 ࡢ࠺ࡕࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡢᴗົ㈈※ࡋ

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺⿵ຓホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡿ✚❧㔠ṧ㧗ࡢ࠺ࡕࠊ

࡚⧞㉺ᢎㄆࢆཷࡅࡓ㢠ࡣ  ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ

௧㸰ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ⏬ࡢ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡢᢎㄆࢆ

ࡣࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ಀࡿ๓ᡶ㈝⏝➼࡛࠶ࡾࠊ

ᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗグࡢ⌮

♧ࡉࢀࡓ㏻ࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾ

ཷࡅࡓ㔠㢠ࡘ࠸࡚

ᖹᡂ  ᖺᗘ  ࠊ௧ඖᖺᗘ 㸪㸪

⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ

ᴫࡡ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀࡓ

ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏ

 ࠊ௧㸰ᖺᗘ  ࡀྲྀࡾᔂࡉࢀྲྀᔂࡋࡀ

┠ᶆྥࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠋ

Ꮫ⾡⯆ἲᐃࡵࡿ

ࡋࡓࠋ

ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊホ



ᴗົࡢ㈈※࡚ࡿࠋ
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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。
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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）
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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。
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独立行政法人日本学術振興会令和３年度自己点検評価実施要領
令和３年２月２５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２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２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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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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令和２事業年度自己点検評価における新型コロナウイルス感染症対応の
評定の考え方について
令 和  年   月   日
独 立行 政法 人日 本学 術振興 会
計 画 ・ 評 価 委 員 会 決 定

１．背 景
○令和２事業年度は新型コロナウイルス感染症により各事業が多大な影響を受
けており、各事業担当課において研究活動が円滑に進められるよう柔軟な取
組を行ってきたところ。
○「独立行政法人の評価に関する指針」
（平成  年９月２日総務大臣決定）にお
いて、
「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。」されており、加えて独立行政法人評価制度委員会樫谷評価
部会長から以下の発言があった。
・「主務大臣が、感染症によって予定していた業務が実施できなかったと認め
る場合には、評定において考慮いただくとともに、感染症が業務運営に与え
た影響等の分析結果を評価書に具体的に記載いただきたい」
・「感染症の影響下でも、法人が、その使命を着実に果たしていくために工夫
を凝らした、ポストコロナに向けた具体的な計画を策定したといった積極的
な取組を行った場合には、役職員のモチベーション向上の観点からも、そう
した取組を的確に評価することが重要」
・「そのような取組についても丁寧に把握し、評定において考慮いただくとと
もに、その根拠を具体的に記載していただきたい」
○上記を踏まえ、自己点検評価の際には以下の考え方で評定を付すこととする。

２．評定の考え方
（１）基本的には、
「独立行政法人日本学術振興会令和２事業年度における業務
実績に関する評価手法について」
（令和３年２月）の評価の基準に基づき評
定を付す。
（参考）評価の基準
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6：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 ％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）。
$：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 ％以上とする）。
%：
【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 ％以上 ％
未満）。
&：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 ％以上 ％未満）。
'：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 ％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）。
（２）
（１）をベースとしつつ新型コロナウイルス感染症の影響により年度計画
の目標を達することができなかった場合（（１）の基準に照らせば & 評定以
下となる場合）、以下の事情が認められる場合はその具体的な内容を記載し
た上で、評価項目の業務実績等を総合的に考慮し、評定を引き上げることも
可能とする。
① 新型コロナウイルス感染症による事業への影響を最小限にするため、十
分な工夫や柔軟な措置を行った場合。
② ①にある工夫や柔軟な措置を執らなかったことについて、合理的な理由
が説明できる場合。
（３）
（１）をベースとしつつ年度計画の目標を達することができた場合（（１）
の基準に照らせば % 評定以上となる場合）、以下の事情が認められる場合は
その具体的な内容を記載した上で、評価項目の業務実績等を総合的に考慮
し、評定を引き上げることも可能とする。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けながらも、事業が円滑に実
施できるよう積極的かつ前広に、十分な工夫や柔軟な措置を講じた場合。
② 現下の新型コロナウイルス感染症への対応にとどまらず、ポストコロナ
に向けた積極的な取組や検討を行った場合。
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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
改正 令和２年４月９日 規程第１１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。
４ 緊急その他やむを得ない事情であると委員長が認める場合は、委員長は、議事の内容に応じ、
事案の概要を記載した書面を全委員に送付し、意見を徴することで議事を開くことができるもの
とし、その結果をもって議決とすることができる。
５ 前項の場合において、委員会の議事は全委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員
長の決するところによるものとする。
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（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）
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
１
２

則
この規程は、平成 16 年 2 月 17 日から施行する。
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。
附 則
この規程は、令和 2 年 4 月 9 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

ひでき

射場 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

みきお

たつみ

かずゆき

片岡 幹雄

巽

つじ

辻

ふるせ

奈良先端科学技術大学院大学名誉教授

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

観山

しょうけん

正見

お茶の水女子大学名誉教授

岐阜聖徳学園大学学長

※敬称略
任期：令和３年（2021 年）5 月 1 日～令和５年（2023 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 3 年

5 月

13 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）。
なお、予測し難い外部要因により業務が計画通りに実施できなかった場合や、当該外部要因に対し
て当該法人が自主的な努力を行っていた場合には、業務実績等を総合的に勘案し、評定において考慮
するものとする。
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）。
なお、予測し難い外部要因により業務が計画通りに実施できなかった場合や、当該外部要因に対し
て当該法人が自主的な努力を行っていた場合には、業務実績等を総合的に勘案し、評定において考慮
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するものとする。
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
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独立行政法人日本学術振興会
令和２事業年度における業務実績に関する
評価手法について

令和３年２月
独立行政法人日本学術振興会
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令和 2 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 2 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 2 年 6 月 29 日に令和元事業年度におけ
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 2 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 2 年 9 月 17 日に令和元年度に
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 2 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 2 年 12 月 4 日に「令和元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。
3
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④ 自己点検評価（評定及び課題と対応）
令和 2 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。
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(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。
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評価結果に基づく業務の改善とは、具体的には、
・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
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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「主務大臣による
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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、
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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、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
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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。
（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
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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）
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、
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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。
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000605565.pdf 参照）
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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
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。
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(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
(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
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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
等について具体的かつ明確に説明するものとする。
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(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
(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
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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）
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・外部評価報告書
（抜粋）
令 和 2 年 6 月 29 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
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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
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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
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。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。
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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。
（https://www.jsps.go.jp/j-outline/data/R02_tenken.pdf

参照）
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（別紙３）
独立行政法人日本学術振興会の令和元年度における業務の実績に関する
評価の結果について（抜粋）
令 和 2年 9月 17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、令和 2 年 4 月 1 日交付
内定予定であった種目について、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、若手研究（２回目）の応募者の基盤研究（S・A・
B）との重複応募制限を緩和するなど若手研究者の挑戦を促す改善策や、研究者の海外渡航時における科研
費の中断・再開を認めるための制度改善を令和元年度から導入するなど、研究者の立場にたった改善策が積
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、審査方針の不断の見直し
や国費を原資としない奨学金等を研究専念義務の範囲内で受給可能とするなど、研究者のニーズを踏まえ、
優秀な若手研究者の確保に資する更なる制度改善を実施している点は評価できる。
○国際共同研究事業において、スイス科学財団（SNSF）と将来のリードエージェンシー方式導入を見据えた
合同審査を実施したことは、SNSF との協力関係を一層強固にする取組であるとともに、今後のリードエー
ジェンシー方式の実施拡大に向けて重要な取組であり、高く評価できる。また、新規同窓会の設立要望を踏
まえ積極的に支援を行い、北欧とアジア各一つずつ同窓会を新設したことや、諸外国の学術振興機関との会
合等に積極的に参画し、着実にパートナーシップを強化している点も評価できる。
○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、博士課程教育リーディングプログラムにおいて、補助期間の終了に当たり、修了者の各界での活躍状
況等をまとめた広報用成果報告書を経団連の会員企業 1,433 社に配布するなど、各界における博士取得者
の活用を促すための取組を積極的に講じたこと、卓越大学院プログラムにおいて、審査・評価の着実な実施
に留まらず、委員等へのアンケート調査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
新型コロナウイルス感染症の影響に対し、各事業において研究者のニーズを踏まえながら柔軟な対応を行
った点は高く評価できる。
・海外特別研究員事業において、渡航や現地での研究実施が困難となった採用者に対して渡航延期などの措置
を講じたこと
・科研費において、令和元年度末の繰越申請件数・補助事業期間延長承認申請が増大したことに対し、提出期
限を延長するなどの弾力的な運用を行ったこと 等
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
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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、科研費制
度全体の改善に向け、学術システム研究センター等も活用し検討を進めることを期待する。（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,P48,P109）
（https://www.mext.go.jp/content/20200918-mxt_kanseisk01-1421001_00001_17.pdf 参照）
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（別紙４）
令和元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（案）
令 和 2 年 12 月 4 日
独立行政法人評価制度委員会

１ 主務大臣による令和元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）、元年度に中（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
・ 前年度にＣ以下の評定を付して改善方策を記載した目標について、その後の具体的な改善方策の実施状
況等が評価書に記載されているか
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、主務省への確認の結果、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、主務省への確認の結果、改善方策等の具体的な内容を把握することが
できた。
・ 前年度にＣ以下の評定を付して改善方策を記載した目標について、ほぼ全ての評価項目において、その
後の具体的な改善方策の実施状況等の記述が確認できた。中には、改善方策の実施状況等の記述が十分で
ない項目が見られたが、主務省への確認の結果、具体的な実施状況等を把握することができた。
３ なお、
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、
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法人はなかった。
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・発
展させ、更に高い目標を目指す一方、現状を的確に分析して課題を適切に認識した結果として改善すべき事
項が確認された場合には、目標達成に向けた創意工夫や新たな取組の導入などの見直し方策を講ずることに
より、ＰＤＣＡサイクルを機能させてより高みを目指していく、いわば螺旋状に法人のパフォーマンスを高
めていくことを期待する。
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。
（https://www.soumu.go.jp/main_content/000720414.pdf 参照）
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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
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
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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
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。
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(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
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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
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○ 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）
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。
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○ 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。
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（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
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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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別紙
主な政府方針

文部科学省の政策目標における位置づけ

■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

～ 「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 ～

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

■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

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

■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

独立行政法人日本学術振興会法
（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。

日本学術振興会が果たすべき役割
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
世界レベルの多様な知の創造

知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成

大学等の強みを生かした教育研究機能の強化

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

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

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

強固な国際研究基盤の構築

総合的な学術情報分析基盤の構築

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

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
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⛉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


275

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





277

278
䠄ู⣬䠍䠉䠍䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ண⟬䠄⥲ᣓ⾲䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

⥲ྜⓗ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㈝
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࣭ே௳㈝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



280



䠄ู⣬䠍䠉䠎䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ண⟬䠄୍⯡຺ᐃ䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

⥲ྜⓗ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

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

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⠏

ᶓ᩿ⓗ㡯

ἲேඹ㏻

㔠䚷䚷䚷㢠

㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻡㻝㻝

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

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

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

㻞㻘㻜㻜㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻥㻢
㻜
㻜
㻟㻠
㻞㻘㻝㻟㻢

㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻢㻟㻢

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

㻝㻘㻤㻣㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝

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

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

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

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

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

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

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

281

282
䠄ู⣬䠍䠉䠏䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ண⟬䠄Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

⥲ྜⓗ㡯

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

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

ᶓ᩿ⓗ㡯

ἲேඹ㏻

㔠䚷䚷䚷㢠

㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜

㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻣㻣
㻠㻟㻠㻘㻠㻤㻣

㻜
㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜
㻜

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

䠄ู⣬䠎䠉䠍䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ᨭィ⏬䠄⥲ᣓ⾲䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

⥲ྜⓗ㡯

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⠏

ᶓ᩿ⓗ㡯

ἲேඹ㏻

㔠䚷䚷䚷㢠

㈝⏝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㈝

㻝㻘㻡㻝㻞
㻝㻘㻡㻝㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝

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

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

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

㻞㻘㻝㻤㻝
㻞㻘㻝㻟㻟
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠
㻜
㻝㻠

㻝㻘㻢㻟㻤
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞

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

㻝㻘㻥㻠㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝
㻢㻡

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

┈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

㻝㻘㻡㻝㻞
㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠
㻜
㻜
㻜
㻝

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

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

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

㻝㻘㻢㻟㻤
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞

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

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

㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜

㻟㻝
㻟㻝
㻜

㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜

㻟㻝
㻟㻝
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

283

284
䠄ู⣬䠎䠉䠎䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ᨭィ⏬䠄୍⯡຺ᐃ䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

⥲ྜⓗ㡯

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⠏

ᶓ᩿ⓗ㡯

ἲேඹ㏻

㔠䚷䚷䚷㢠

㈝⏝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㈝

㻝㻘㻡㻝㻞
㻝㻘㻡㻝㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝

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

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

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

㻞㻘㻝㻤㻝
㻞㻘㻝㻟㻟
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠
㻜
㻝㻠

㻝㻘㻢㻟㻤
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞

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

㻝㻘㻥㻠㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻤㻤㻝
㻢㻡

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

┈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

㻝㻘㻡㻝㻞
㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠
㻜
㻜
㻜
㻝

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

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

㻞㻘㻝㻡㻜
㻞㻘㻜㻜㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻥㻢
㻜
㻜
㻟㻠
㻝㻠

㻝㻘㻢㻟㻤
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞

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

㻝㻘㻥㻠㻢
㻝㻘㻤㻣㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻢㻡

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

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻟㻝
㻟㻝
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻟㻝
㻟㻝
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

䠄ู⣬䠎䠉䠏䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌ᨭィ⏬䠄Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

⥲ྜⓗ㡯

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⠏

ᶓ᩿ⓗ㡯

ἲேඹ㏻

㔠䚷䚷䚷㢠

㈝⏝䛾㒊
⤒ᖖ㈝⏝
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝
୍⯡⟶⌮㈝
ῶ౯ൾ༷㈝

㻜
㻜
㻜
㻜

㻠㻟㻣㻘㻟㻣㻡
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻞㻘㻡㻠㻡
㻝㻣㻣

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻠㻟㻣㻘㻟㻣㻡
㻠㻟㻠㻘㻢㻡㻠
㻞㻘㻡㻠㻡
㻝㻣㻣

┈䛾㒊
⤒ᖖ┈
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠┈
ᴗົ┈
㈨⏘ぢ㏉㈇മᡠධ

㻜
㻜
㻜
㻜

㻠㻟㻣㻘㻟㻣㻡
㻠㻟㻣㻘㻝㻞㻞
㻣㻣
㻝㻣㻣

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻠㻟㻣㻘㻟㻣㻡
㻠㻟㻣㻘㻝㻞㻞
㻣㻣
㻝㻣㻣

㻜
㻜

㻜
㻜

㻜
㻜

㻜
㻜

㻜
㻜

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

285

286
䠄ู⣬䠏䠉䠍䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌㈨㔠ィ⏬䠄⥲ᣓ⾲䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

⥲ྜⓗ㡯

㈨㔠ᨭฟ
ᴗົάື䛻䜘䜛ᨭฟ
ḟᮇ⧞㉺㔠
㈨㔠ධ
ᴗົάື䛻䜘䜛ධ
㐠Ⴀ㈝㔠䛻䜘䜛ධ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
ᐤ㝃㔠ᴗ䛻䜘䜛ධ
⏘Ꮫ༠ຊᴗ䛻䜘䜛ධ
ཷクᴗ䛻䜘䜛ධ
䛭䛾䛾ධ
๓ᮇ⧞㉺㔠
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

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⠏

ᶓ᩿ⓗ㡯

ἲேඹ㏻

㔠䚷䚷䚷㢠

㻝㻘㻡㻝㻠
㻟㻝

㻝㻘㻝㻡㻤㻘㻥㻟㻥
㻤㻜㻘㻠㻜㻞

㻝㻞㻝㻘㻥㻞㻟
㻞㻘㻠㻟㻣

㻟㻘㻝㻡㻝
㻣

㻞㻘㻝㻠㻠
㻠㻞

㻝㻘㻢㻟㻣
㻟㻠

㻟㻘㻟㻝㻡
㻝㻟㻞

㻞㻘㻟㻣㻡
㻠㻜

㻝㻘㻞㻥㻠㻘㻥㻥㻤
㻤㻟㻘㻝㻞㻡

㻝㻘㻡㻝㻠
㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻣
㻟㻝

㻝㻘㻝㻡㻢㻘㻞㻞㻣
㻝㻞㻘㻠㻤㻝
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻡㻜㻡
㻤㻟㻘㻝㻝㻟

㻝㻞㻝㻘㻤㻡㻡
㻝㻜㻥㻘㻠㻠㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻜
㻞㻟
㻜
㻞㻠
㻝㻥㻤
㻞㻘㻡㻜㻡

㻟㻘㻝㻡㻝
㻝㻜㻝
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞
㻣

㻞㻘㻝㻠㻠
㻞㻘㻜㻜㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠
㻝㻜㻠
㻠㻞

㻝㻘㻢㻟㻣
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝
㻟㻠

㻟㻘㻞㻞㻤
㻝㻘㻠㻜㻡
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞㻡
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻠
㻞㻞㻜

㻞㻘㻟㻡㻝
㻝㻘㻤㻣㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠㻤㻜
㻠㻜

㻝㻘㻞㻥㻞㻘㻝㻜㻣
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
㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻠㻤
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻞㻘㻟㻜㻝
㻤㻡㻘㻥㻥㻞

䠄ู⣬䠏䠉䠎䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌㈨㔠ィ⏬䠄୍⯡຺ᐃ䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

⥲ྜⓗ㡯

㈨㔠ᨭฟ
ᴗົάື䛻䜘䜛ᨭฟ
ḟᮇ⧞㉺㔠
㈨㔠ධ
ᴗົάື䛻䜘䜛ධ
㐠Ⴀ㈝㔠䛻䜘䜛ධ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬᙧᡂಁ㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
ᐤ㝃㔠ᴗ䛻䜘䜛ධ
⏘Ꮫ༠ຊᴗ䛻䜘䜛ධ
ཷクᴗ䛻䜘䜛ධ
䛭䛾䛾ධ
๓ᮇ⧞㉺㔠
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

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⠏

ᶓ᩿ⓗ㡯

ἲேඹ㏻

㔠䚷䚷䚷㢠

㻝㻘㻡㻝㻠
㻟㻝

㻣㻞㻝㻘㻣㻟㻥
㻠㻣㻥

㻝㻞㻝㻘㻥㻞㻠
㻞㻘㻠㻟㻣

㻟㻘㻝㻡㻞
㻣

㻞㻘㻝㻠㻠
㻠㻞

㻝㻘㻢㻟㻣
㻟㻠

㻟㻘㻟㻝㻠
㻝㻟㻞

㻞㻘㻟㻡㻝
㻠㻜

㻤㻡㻣㻘㻣㻣㻡
㻟㻘㻞㻜㻟

㻝㻘㻡㻝㻠
㻝㻘㻡㻜㻣
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻣
㻟㻝

㻣㻞㻝㻘㻣㻟㻥
㻝㻞㻘㻠㻤㻝
㻣㻜㻣㻘㻤㻟㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻘㻠㻞㻤
㻠㻣㻥

㻝㻞㻝㻘㻤㻡㻡
㻝㻜㻥㻘㻠㻠㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝㻞㻘㻝㻢㻠
㻜
㻞㻟
㻜
㻞㻠
㻝㻥㻤
㻞㻘㻡㻜㻡

㻟㻘㻝㻡㻞
㻝㻜㻝
㻜
㻤㻢㻥
㻞㻣㻠
㻟㻜㻡
㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻜
㻜
㻜
㻞
㻣

㻞㻘㻝㻠㻠
㻞㻘㻜㻜㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻟㻠
㻝㻜㻠
㻠㻞

㻝㻘㻢㻟㻣
㻝㻘㻢㻟㻢
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻝
㻟㻠

㻟㻘㻞㻞㻢
㻝㻘㻠㻜㻡
㻡㻝㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻞㻡
㻝㻘㻞㻤㻠
㻜
㻠
㻞㻞㻜

㻞㻘㻟㻡㻝
㻝㻘㻤㻣㻝
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻜
㻠㻤㻜
㻠㻜

㻤㻡㻣㻘㻢㻝㻤
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
㻠㻤
㻝㻘㻞㻤㻠
㻡㻤
㻞㻘㻞㻞㻠
㻟㻘㻟㻡㻥

287

288
䠄ู⣬䠏䠉䠏䠅

ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠏䠐ᖺᗘ㻌㈨㔠ィ⏬䠄Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ䠅
䠄༢䠖ⓒ䠅
༊䚷䚷䚷䚷䚷䚷ศ

ୡ⏺䝺䝧䝹䛾
ከᵝ䛺▱䛾㐀

⥲ྜⓗ㡯

㈨㔠ᨭฟ
ᴗົάື䛻䜘䜛ᨭฟ
ḟᮇ⧞㉺㔠
㈨㔠ධ
ᴗົάື䛻䜘䜛ධ
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠䛻䜘䜛ධ
䛭䛾䛾ධ
๓ᮇ⧞㉺㔠
䚷䈜ྛḍ✚⟬䛸ྜィḍ䛾ᩘᏐ䛿ᅄᤞධ䛾㛵ಀ䛷୍⮴䛧䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛䚹

▱䛾㛤ᣅ䛻ᣮᡓ
䛩䜛ḟୡ௦䛾
◊✲⪅䛾㣴ᡂ

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⠏

ᶓ᩿ⓗ㡯

ἲேඹ㏻

㔠䚷䚷䚷㢠

㻜
㻜

㻠㻟㻣㻘㻝㻥㻥
㻣㻥㻘㻥㻞㻟

㻜
㻜

㻜
㻜

㻜
㻜

㻜
㻜

㻜
㻜

㻜
㻜

㻠㻟㻣㻘㻝㻥㻥
㻣㻥㻘㻥㻞㻟

㻜
㻜
㻜
㻜

㻠㻟㻠㻘㻠㻤㻣
㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻣㻣
㻤㻞㻘㻢㻟㻠

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻜
㻜
㻜
㻜

㻠㻟㻠㻘㻠㻤㻣
㻠㻟㻠㻘㻠㻝㻜
㻣㻣
㻤㻞㻘㻢㻟㻠

令和２（2020）年度
独立行政法人日本学術振興会
年度計画

令和２年３月３０日

289

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 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 ・・・・・・・・・・ １６

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

290

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、令和２（2020）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令和２
（2020）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。令和２（2020）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について、「独立行政法人
日本学術振興会の事業に係る男女共同参画推進基本指針」に基づき、必要な改善方策を
検討・実施するとともに、その進捗状況について男女共同参画推進委員会において確認
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
学省が公募・審査業務を行っている新学術領域研究を見直して創設された学術変革領
域研究について、文部科学省との連携の下、公募・審査業務の振興会への移管に向け
た体制整備を順次行う。さらに、文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会研究費
部会等における審議状況を踏まえつつ、科研費制度の改善・充実について、文部科学
省との連携の下、必要な検討を行う。
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
・特別推進研究及び基盤研究（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
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しい理解の促進を図る。
（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
に活用されるよう令和２（2020）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。
・令和元（2019）年度に補助事業期間が終了する課題に係る額の確定、並びに令和
２（2020）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。
・挑戦的研究（開拓）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
令和２（2020）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、採択課題における研究の概要に加
え、一部の研究種目については審査結果の所見を公開するなど、引き続き科学研
究費助成事業データベース（KAKEN）の運用を行う。
（ⅱ）広報誌等
科研費による研究成果を紹介した「科研費 研究成果トピックス」、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研究成果をホームページ等に公開し、科研費の情報発信・広
報普及活動を積極的に行う。
（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・セミナーを支援する。
令和２（2020）年度からはオープンパートナーシップセミナーに「大学間連携枠」
を設け、大学コンソーシアム等による組織的な取組を支援する。これらについて、
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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。令和２（2020）年度は、欧州等４
か国の学術振興機関との連携により社会科学分野における国際共同研究プログラム
の審査を実施するほか、スイス科学財団（SNSF）とリードエージェンシー方式の導
入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。
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 JSPS- LEADSNET（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。
令和２（2020）年度は、令和元（2019）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 29（2017）年度に採択された「領域開拓プログラム」
の研究評価を行い、評価結果に基づき研究期間の延長の可否を決定するとともに、同
プログラムの新規課題の設定に当たっては、様々な学術的・社会的要請に応える課題
を設定するために、有識者からの意見聴取等を行う。加えて、人文学・社会科学の特
性を踏まえた本事業における評価の在り方について検討の上、取りまとめを行う。プ
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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。
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、総合デ
ータカタログの試験運用を開始するとともに、オンライン分析システムの開発に向け
た取組を進める。あわせて、データ寄託を円滑に推進するために社会科学分野を対象
とした共通ガイドライン（手引き）を策定するとともに、人文学分野を対象として共
通ガイドライン（手引き）の策定に向けた取組を進める。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（2018）年度より
導入した審査区分の下、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。
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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。
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
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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。
申請希望者の多様なニーズに応えるため、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、終了した事業の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。
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。
令和２（2020）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 36 回
顕彰に係る事務を行うとともに、第 37 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。
（ⅳ）野口英世アフリカ賞
野口英世アフリカ賞の医学研究分野の選考について「野口英世アフリカ賞医学
研究分野推薦委員会」の設置に向けた業務を行う等、審査業務を実施する。
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、ノーベル・プライズ・ダイアログ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。
令和２（2020）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。
令和２（2020）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。
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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
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、WPI アカデミーも含めた WPI
の価値最大化のための全体戦略を見据えたうえで、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。
令和２（2020）年度は、８拠点（平成 19（2007）年度に採択された１拠点、平成 24
（2012）年度に採択された３拠点、平成 29（2017）年度に採択された２拠点、平成 30
（2018）年度に採択された２拠点）について年次評価を行う。また、平成 29（2017）
年度に WPI アカデミー拠点の認定を受けた４拠点について評価を行う。
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、アカデミー・ディレクター
及び拠点ごとのプログラム・オフィサー、アカデミー・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・アウトリーチ活動を実
施し、国際頭脳循環の更なる加速・拡大に資する取組等を強力に推進する。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。
（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。
令和２（2020）年度は、以下の事業に係る審査・評価等を行う。
①

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。
令和２（2020）年度は、新たに公募する事業の審査を行う。また、これまでに採
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択された26件の事業のフォローアップを行う。
②

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。
令和２（2020）年度は、平成26（2014）年度に採択された46件、平成27（2015）
年度に採択された12件及び平成28（2016）年度に採択された19件の事業の事後評価
を行う。

③

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。
令和２（2020）年度は、平成 27（2015）年度に採択された 42 件の事業の事後評
価を行う。

④

知識集約型社会を支える人材育成事業
全学的な教学マネジメントの確立を図りつつ、産業界や地域社会等との協働によ
り、今後の社会や学術の新たな変化や展開に対して柔軟に対応しうる能力を有する
幅広い教養と深い専門性を両立した人材育成を行えるような、新たなタイプの教育
プログラムを構築・実施する大学の取組を支援することで、知識集約型社会を支え
る人材育成を推進することを目的とした国の助成事業である「知識集約型社会を支
える人材育成事業」について、委員会を開催し、審査・評価等業務を行う。
令和２（2020）年度は、新たに公募する事業の審査を行う。

（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。
令和２（2020）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。
令和２（2020）年度は、新たに公募する事業の審査を行う。また、平成30（2018）
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年度に採択された10件の事業の中間評価、平成27（2015）年度に採択された11件の
事業の事後評価を行うとともに、平成28（2016）年度に採択された25件、平成29
（2017）年度に採択された11件及び令和元（2019）年度に採択された３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。
令和２（2020）年度は、平成 26（2014）年度に採択された 37 件の事業の中間評
価を行う。

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・共有する会合を行う等、情報共有を随時行う。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。
令和２（2020）年度は、前年度に策定した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。
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（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 20 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
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・海外特別研究員を含む日本人研究者に対し、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、令和２（2020）
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・提案することにより諸事業の改善・高度化に向けた検討に資する。また、調査
研究の成果をホームページ等において公開し、幅広い層に向けた情報発信を行う。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。
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（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。
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
府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」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。特に、令和２（2020）年度においては交付内定を電子申請システム上
で通知することでペーパーレス化を実施し、業務の簡素化を行う。また、研究実
績報告書等における researchmap との連携について、検討を行う。
（ⅱ）研究者養成事業
申請手続、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
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既に電子申請システムを用いて申請手続・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
式による申請・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
ための改修を行う。
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。
新たに申請・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。
（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。引き続き、
ウェブアクセシビリティ対応を含むホームページのリニューアルに向けた検討
を行う。
（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、海外への情報発信に資する広報誌の発行を検討する。
（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。
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（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（委員会）を設け、産学協力の橋渡しを行う。
令和２（2020）年度は、以下の取組を行い、学術の社会的連携・協力を推進する。
・公募を行い、産学協力総合研究連絡会議による審査を経て、委員会を選定する。
・委員会について、規定類の見直しなどを行い、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、既に e ラーニングとしてサービス提供済みの研究
者向け及び大学院生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、必要に応じて改修を進める。また、上記 e ラーニング
の有効活用を目的とした反転学習を導入するための研究分野横断的なセミナーを行う
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
等と連携し、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。
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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。
業務の増大に対応するため、効率的な組織編成及び業務環境の体制を検討する。
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。

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。
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。
調達等の合理化

３

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、令和２（2020）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。
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（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。
（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。
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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。
情報セキュリティの確保

２

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：
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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

中期目標期間を超える債務負担

５

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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令和２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 3 年 2 月 25 日
独立行政法人日本学術振興会令和 3 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２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 3 年 4 月 27 日
独立行政法人日本学術振興会計画・評価委員会を開催
議題 １） 令和２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 3 年 5 月 13 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（Web 会議）
議題 １） 委員長の選出について
２） 外部評価の実施方法について
３） 令和２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 ４） 令和２事業年度業務実績に関する評価について
議題 ５） その他

令和 3 年 6 月 3 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２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
３） 令和２事業年度業務実績に関する総括コメントの作成について
議題 ４） その他

令和 3 年 6 月 17 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） 外部評価結果の総括（案）について

令和 3 年 6 月 25 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の結果および
総括の報告

令和 3 年 6 月 29 日
文部科学大臣へ「令和２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
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