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システム研究センターは学術研究におけるシンクタンクとして重要な役割を果たしてお
り、同センターにおける議論の成果や知見が学術に関わる政策形成の場などでさらに生か
され、実際の学術振興策へと展開されるような方法も考えてほしい。また、学術研究の意
義やそれを支える制度などについて、一般の理解を広げていくことも欠かせない。そのた
めの広報戦略も考える必要があるだろう。
振興会の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。諸外国の国際共同（協働）プログラム及び海外学術振興
機関の研究支援制度は国によって多様であり、また流動的である。その情報収集が日本の
学術の国際戦略構築に欠かせないため、その任にあたる専任職員の確保が強く望まれる。
さらに、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一層深めることが必要
である。そのため、振興会の海外研究連絡センターと連携しつつ、国際活動に関する高い
見地に立った助言を幅広い学識経験者から受ける仕組みを構築してほしい。
研究者が国際共同教育研究プロジェクトを実施する際、人事交流と研究活動の双方に財
政支援が必要な場合があるが、予算執行が研究事業部と国際事業部に分かれているために
対応が困難な場合がある。プロジェクトによって両事業部の緊密な連携が求められる。
平成 29 年のグローバルリサーチカウンシルの議題であった「基礎研究とイノベーショ
ンとの相互作用」に関しては、両者をできるだけ早期につなげようとする取組が多い中で、
本質的なあるべき姿が議論されたことは大変意味のあるものと考える。成果文書の宣言に
基づき、今後、様々なマネジメントに展開されることを期待したい。
振興会が国公私立大学等職員を対象に実施している海外実務研修は、大学のグローバル
化への対応に多大な貢献をしていることは明らかである。大学と連携して振興会がこの海
外実務研修の拡大充実を図っていくことを期待したい。
男女共同参画推進の重要性を考えれば、振興会の事業における女性の審査委員の比率が
やや低迷していることは課題である。女性研究者の現状からすれば難しいことは事実だが、
より一層の努力を求めたい。
振興会はこのように、学術の支援機関として、学術振興にとって極めて重要な機関であ
る。従ってその存在の重要性を不断にアピールする必要があるが、その際、しっかりとし
たエビデンスに基づいたアピールが必要である。特に、科研費の配分、その結果としての
成果などについては、多大なデータを有しており、それを調査・分析して公表することが
重要な責務となる。このため、平成 30 年度に新たに設置した学術情報分析センターなど
における重要な働きが期待される。さらに充実した体制とすることが望まれるが、適切な
外部機関とも協力して、振興会が学術研究の推進にいかに貢献しているか調査・分析して
ほしい。また、管理業務を有効に行うことによるアウトカムの主要な部分は研究成果の質
と量であるため、説得力を上げるためにもそれらをあわせて議論することを考えるべきで
はないか。
２．世界レベルの多様な知の創造
科研費に関しては、応募件数が増加し続けている中においても、計画通りに審査を実施
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しているなど、審査・評価業務の充実、募集業務・交付業務の円滑な実施において質の高
い業務実績を上げており、これらの活動は、極めて高く評価できる。また、平成 27 年度
の国際共同研究加速基金創設、総合審査方式や２段階書面審査、審査区分表の導入を主と
した科研費審査システム改革 2018、挑戦的萌芽研究を発展的に見直した「挑戦的研究（開
拓・萌芽）」の創設、
「科研費に関するご意見・ご要望受付窓口」の設置など、短期間のう
ちに科研費に関する改革を次々に進めたことは大いに評価できる。
特に、科研費審査システム改革 2018 については、審査委員・応募者などから科研費に
対する幅広い意見を集め、また、学術システム研究センター研究員の英知を注いで、様々
な問題を乗り越えて実現できたこと、実際に科研費の審査をつつがなく実施できたことは
高く評価したい。今後は、新たな審査システムの検証を行い、改革の評価をしっかりと受
けることが必要である。同時に、文部科学省とともに改革を推進した振興会としては、改
革の目的が何で、それが学術の振興にいかに役立つか、その成果がどのように出ているか
を示しておくことが重要である。なおうまく機能していない状況があれば、さらなる改革
も考えられるだろう。より一層、着実かつ安定した科研費システムを目指してほしい。
研究拠点の形成に関して、世界トップレベル研究拠点プログラムは、実際に世界レベル
の研究拠点が創出されており、非常に成功したプログラムとなっている。振興会による適
切な管理運営や評価がその成功を支えていることは間違いない。今後の事業に生かされる
よう、そうした経験から得られた成功の要因や改善の必要性などを提示することも必要だ
ろう。
３．強固な国際協働ネットワークの構築
近年特に、振興会が世界の学術振興策の策定、国際的な研究基盤の構築等の役割を十二
分に果たしていることが報告書から読み取れる。例えば、グローバルリサーチカウンシル
におけるリーダーシップの発揮、ノーベル・メディアとの共催によるノーベル・プライズ・
ダイアログ東京の頻回の開催、スイスとの連携事業の推進などに見られる振興会の世界に
おける学術振興に向けた行動姿勢は、科学技術分野における日本のステータスをこれまで
以上に向上させることにつながるであろう。また、日本の優れた学術研究の成果を背景に
して、振興会にはアジア・アフリカの学術研究の振興にもリーダーシップを発揮していた
だきたい。
振興会の種々の国際共同研究支援事業はこれまで多くの成果を残し、その一部は大型共
同研究へと発展したものもある。これらの事業が研究を円滑かつ確実に展開できる研究環
境を研究者に提供していることがうかがえる。グローバル化が進む今日、振興会の国際共
同研究への新たな支援枠組みの重要性はますます高まるであろう。一方、近年、JSPS 同窓
会、JARC-Net、JSPS-Net、海外研究連絡センターの活動が、我が国の研究者が海外の研究
者と共同研究を開始するための新たな環境整備としての役割を果たし始めている。特に、
海外研究連絡センターの役割は、国際化の時代に向けて、ますます重要となるであろう。
実際、海外研究連絡センターが主催するセミナー等を契機に様々な国際共同研究が開始さ
れているようだ。また、日本の学術研究を外国の研究者に本当に理解してもらい、その進
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展に寄与してもらうためにも、外国の研究者が日本で研究に従事することが不可欠であり、
海外研究連絡センターは一層積極的にその窓口としての機能を果たしてほしい。この点で、
外国人特別研究員は上記の期待に十分応える事業であることがアンケート調査でも示さ
れていることは注目に値する。
こうした事業による国際連携が成果をあげている一方で、日本で研究を行う留学生数の
減少や国内の若手研究者の海外離れなどの問題が顕在化している。限られた資源を有効に
活かすには、これまでの実施結果を総括した上で、対象とする研究領域や協力の相手国な
ども含めて新たな戦略を構築していく必要がある。
４．次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
振興会では、若手研究者を育成するための種々の事業が行われている。その中で、特別
研究員事業については、①PD は採用期間終了後５年で約９割、DC でも採用期間終了後 10
年で約９割が常勤の研究職に就いていること、②「文部科学大臣表彰若手科学者賞」や「日
本学術振興会賞」など優れた若手研究者に贈られる賞の受賞者の半数以上が特別研究員採
用経験者であること、といった成果をあげている。このような特別研究員事業の優れた成
果の背景には、若手研究者の育成には彼らが自立して研究に専念できる環境の提供が不可
欠であるという振興会の人材育成理念があることを忘れてはならない。また海外特別研究
員事業でも同様の優れた成果があがっている。振興会が第３期中期計画期間中に開始した、
博士後期課程在学生を対象とした「若手研究者海外挑戦プログラム」も、若手研究者が大
学院段階で海外において研究を行うことを支援するもので大変高く評価でき、今後その成
果が期待される。
しかしながら、特別研究員事業については、PD 採用者数の減少が危惧される。PD は研
究職に就くためのひとつの重要なステップとなっており、採用者の減少は今後の学問の未
来に深刻な影響をもたらす。博士課程への進学者の減少等により応募者も減少していると
思われ、学問や科学技術の将来を支える研究者の減少につながる恐れがある。次世代の人
材育成の観点から、採用減を食い止める方策は、喫緊かつ優先度が高い課題ではないだろ
うか。
大学の教育研究機能の向上に関しては、様々なプログラムが文部科学省により立案され、
その実施を振興会が担ってきた。数多くのプログラムのそれぞれについて、きめ細かな評
価やフォローアップの体制が組まれており、成果のフィードバックや施策検討への活用な
ども行われていることは高く評価できる。その結果、それぞれのプログラムで、大学間の
健全な競争と、プログラムの目的に沿った質の向上が推進されたと考える。しかしながら、
振興会には、それぞれのプログラムの推進を担うだけではなく、より高次の「次世代の人
材育成と大学の教育研究機能の向上」という目標に向けて、プログラム自体のあり方も含
めてどういう施策がより効果的なのか、一段高い議論への貢献も期待したい。その際、プ
ログラムオフィサーなどと協力して、成果について評価することなどが考えられる。多く
のプログラムや事業の経験を通じて蓄積された知見を持つ振興会であればこその、エビデ
ンスに基づいた議論が可能なのではないだろうか。
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また、平成 30 年度から開始する卓越大学院プログラムを含め、博士の育成に係る事業
が大学内に混在するため、事業の継続性も考えながら、個々の事業の整合性を図ることも
必要である。なお、大学の教育研究機能の向上を支援する種々のプログラムでは、支援が
終了した後もプログラムを継続することが求められているが、大学にとっては財政的にも
人的にも負担が大きい。成果のあがっている取組をどう定着させ、あるいは広げていくか、
今後の高等教育政策全体の中で検討されるべき課題である。
５．エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進
運営費交付金が減少傾向の中、大変適切に法人運営がなされている。学術研究者にとっ
て、振興会の存在は極めて大きいが、それ以外の人にはなじみがない機関であるので、法
人のアピールは大変重要である。そのためには、科研費などにおけるピアレビューの重要
性や、競争的経費と基盤的経費の適切な割合、他の資金と比較した振興会の研究費の有用
性などのエビデンスが必要であり、これによって振興会の重要性が再認識されると考える。
データマイニングや、AI 技術の導入など、他機関との研究レベルの協力も将来的には考
えていただきたい。また、学術システム研究センターに関しても、現在の専門研究員の主
要業務である審査委員候補者の選考や検証業務をビッグデータの手法などを活用して効
率化することにより、より付加価値の高い業務に注力できるようなマネジメントが必要だ
と考える。
広報活動における課題認識については的確になされており評価できる。また広報の内容
と対象に応じて、従来の紙媒体に加えてメルマガや SNS を活用しているが、これらの媒体
は効率がよく反響も定量的に把握できるので、さらなる利用拡大を期待したい。
一方、学術研究においては、国際会議や学会などでの発表から、研究領域ごとの日本の
立ち位置や研究の最新動向を探ることができる。次の振興会事業の戦略を立案するうえで、
こうした情報を踏まえることが極めて重要であり、学術システム研究センターの専門研究
員の報告書が、そのような観点で有効に活用されることが望まれる。
６．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
うえ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。
・世界的に見れば、各国政府の方針が学術研究の動向や研究者の国際的な移動などに大き
な影響を及ぼしかねない状況にある。そうしたなかで日本がどのように役割も果たして
いくのか、変化に対応できる国際的なネットワーク作りにも一層力を入れてほしい。
・事業の終了後の成果について特筆するものを把握することは、今後の事業の運営や新事
業の立ち上げに際し、価値があると考えられる。
・科研費において、将来的には研究分野の特質をより考慮した制度運営について、制度を
所管している文部科学省とともに、検討することが望ましい。
・振興会の各事業の評価は支援終了後に種々の方法で行われているが、支援終了後に長期
間の追跡調査が必要な事業もある。研究拠点形成、研究者育成、若手研究者海外派遣、
5
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大学の教育研究機能向上などである。４．で述べたように、特別研究員事業及び海外特
別研究員事業は長期の追跡調査によりその優れた成果が示されている。しかし、研究拠
点形成事業、大学の教育研究機能向上事業などの追跡調査を振興会が行うには多くの困
難が伴い、これらの事業の真の成果は明らかになっていない。これらの事業の中にも優
れた成果があがっている例は数多くあると思われるので、その成果を明らかにすること
を望みたい。
・振興会の事業の成功例の中には、学術研究、人材育成を担う大学等研究機関に種々の波
及効果を及ぼすことが期待されるものもある。近年、大学においては常勤の研究職ポス
トが減少し、任期付きの研究者が増加している。それに加えて課題解決型大型研究費の
増加により、若手研究者が挑戦的・野心的な基礎研究を行いにくくなっている。出口志
向を強調しすぎずに、確固たる学術基盤に基づいた、挑戦的で独自性のある新しい研究
が生まれる体制の構築が求められる大学にとって、特別研究員事業の成果は参考になる
であろう。
【まとめ】
自己点検評価と外部評価はともに、評価項目すべてにおいて、中期計画における所期の
目標は達成されていると評価した。特に中期目標期間において学術研究を推進するために
策定された４本の主要な柱、①世界レベルの多様な知の創造、②強固な国際協働ネットワ
ークの構築、③次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、④エビデンスに基づいた
学術振興体制の構築と社会との連携の推進、の評価項目の中には、所期の目標を上回る成
果と判断された A あるいは S 評価を受けた項目が数多く含まれている。また B 評価を受
けた項目の中にも、A 評価に相当すると評価された項目がいくつかみられ、振興会では大
変厳しく自己点検評価が行われていることがわかる。その態度は大変評価したい。振興会
の事業が日本の学術の振興の要の責務を果たしていることの証と言って良いが、先述した
エビデンスデータをさらに得られれば、より高い評価にしても十分説得力があると考える。
一方、外部評価や主務大臣評価で指摘された問題点や改善点の多くについても、振興会
が迅速に対応していることが確認された。このような評価結果と指摘事項への迅速な対応
は、振興会が与えられた業務ミッションに精力的に取り組み、優れた成果をあげているこ
とを示しており、国民の負託に応えるものだと言える。
以上の理由から、昨年まとめられた第３期中期目標期間の見込み評価報告書を基に策定
された第４期中期目標・計画は、振興会に求められている我が国の学術振興の中核機関と
しての責務に十分に応えられるものである。多岐にわたる事業を比較的少数の職員により
極めて効率的に遂行し、優れた成果をあげていることに対し、理事長はじめ職員各位に敬
意を表したい。
だが、その一方で、国際的に学術論文が増加傾向にある中で日本の減少傾向が顕著にな
っているのに加え、将来の研究の担い手を育成する博士課程への進学者数も減り続けてお
り、日本の研究力の危機が深まりつつある現状がある。正確な現状認識とエビデンスに基
づいた政策の重要性はいうまでもなく、そこでは、研究現場に根ざした経験と知見の蓄積
6
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を持つ振興会が果たすべき役割は大きい。それによって日本の学術の新たな未来が切り開
かれることを期待したい。
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࣭⯆ᴗ࠾ࡅࡿዪᛶ◊✲⪅ࡢᨭ≧ἣಀࡿࢹ 
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᪂ࡓ࡞ศ㔝ࡢ◊✲ࢆ



⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦H5DG㸧ᑂᰝ⤖ᯝ➼ࡢᥦ౪࡞ࡼࡾ㐃

ᨭࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛ

࣭ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡⯆ࡢࣉࣟ

ᦠࢆᅗࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶௨㝆ࡣࠊH5DG ⛉◊㈝㟁Ꮚ ㎿㏿ᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࠊ༠

⾡◊✲ࡀࡑࡢከᵝᛶࡢ

ࢢ࣒ࣛࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ

⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢ᪉ྥ㐃ᦠࢆ㛤ጞࡋࠊࡼࡾ㎿㏿ሗ ຊࡋ࡚ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࢆ㐍

୰࡛⮬ᚊⓗኚࡋ࡚

୰ࠊᚋࡑࡢຠᯝࢆศᯒ

ࡢᥦ౪ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ

࠸ࡃࡇࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡲ

ࡍࡿࡇࡣࠊࡼࡾⰋ࠸ࣉ

ࡓࠊᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯࠼

ࣟࢢ࣒ࣛࡢタィ❧

㸦6㸧
ࠖࡢࣄࣜࣥࢢᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ◊✲௦⾲⪅ࡢ➇தⓗ ༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫၥ

ࡣḞࡏ࡞࠸సᴗ࡛

㈨㔠ࡢᛂເ㺃᥇ᢥ≧ἣࢹ࣮ࢱࢆ H5DG ࡽᢳฟࡋࠊ

ศ㔝ࡢ⥅ᢎ࡞㓄៖

࠶ࡾኚ㔜せ⪃࠼ࡿࠋ Ꮚࡋ࡚‽ഛࡍࡿࡶࠊࡑࢀ௨እࡢ◊✲✀┠ಀࡿ 

ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⾡◊

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ᑂᰝ࠾࠸࡚ࡶࠊᑂᰝጤဨࡽࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓ㝿 

✲ࡢከᵝᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ



H5DG ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ➇தⓗ㈨㔠ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࡢ☜ㄆ 



࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫ

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ճᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎᛶ

ᢏ⾡⯆ᶵᵓ࡞ࡢ

≉ู◊✲ဨᴗ࠾࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ 

ࡘ࠸࡚ࡣ↓㝈ࡢྍ⬟ᛶ

ሗࡸពぢࡢ୍

㔠ࡢ㔜」ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ᥇⏝⪅ࡢෆᐃ⪅ሗࢆ 

ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ㛗ᮇⓗ

ᒙດࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᶵ㛵

ྠᶵᵓᥦ౪ࡋ㔜」ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ



どⅬࢆຍ࠼ࡓ⥅⥆ⓗ

ࡢᙺศᢸࢆ᫂☜ࡋ





ࡘ╔ᐇ࡞ᨭດࡵࡿ

࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶

࣭-67 ࡣࠊ⛉◊㈝ࡢࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖཬࡧࠕᇶ┙◊✲ 

ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ど

ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ⌧≧࡛

㸦6㸧
ࠖࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓ◊✲㐍ᤖホ౯୪ࡧࠕ≉ู᥎㐍◊ 

Ⅼ❧ࡗࡓホ౯ࢆ⾜࠺

ࡣࠊ୍㒊ࡢሗඹ᭷␃

✲ࠖࡢ◊✲ᡂᯝࡢἼཬຠᯝ➼ࢆ᳨ドࡍࡿ㏣㊧ホ౯ࡢ⤖ᯝ ࣭-67 ࡣࠊ⛉◊㈝ࡢࠕ≉ู᥎㐍

ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢཷ

ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞ࠊᨭᴗಀࡿሗඹ᭷ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲ ◊✲ࠖ࠾࠸࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿ◊



ࡅࡽࢀࠊᚋࠊࡢࡼ࠺

ࡓࠊ⛉◊㈝ࡢᡂᯝࢆ -67 ᡓ␎ⓗ㐀◊✲᥎㐍ᴗ ✲㐍ᤖホ౯⤖ᯝ➼ࡢᥦ౪ࠊᅜ㝿

մᴗࡢᐇᙜࡓࡗ

࡞㆟ㄽࡀᚲせ࠸࠺

⧅ࡆࡿࡓࡵࠊ-67  1,, ࡀᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝ࡢᡂᯝ ᴗົ࡛ࡢሗ࡞ࠊࡼࡾᐦ

࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿᴗࢆᐇ

ࡇࡶྵࡵࠊ᳨ウࡀᚲせ

➼ࢆྵࡴࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᐇ༠ຊࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸

ࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡢ㐺

࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࡿࠋ᭦ࠊᅜ㝿ᴗົ࠾࠸࡚ࡶࠊ-67 ሗࢆ⾜ࡗ ࡿࠋ

ษ࡞㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ಀࢆᵓ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ࡓࠋ

⠏ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᏛ➼





࠾࠸࡚ᐇࡉࢀࡿᏛ



ࡲࡓࠊ⛉◊㈝࡛ࡣࠊࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖཬࡧࠕᇶ┙◊✲

➼ࢆά⏝ࡋ࡚ᑂᰝ⤖ᯝ➼ࢆࡼࡾ

ࡵࡿ࡞ࠊ㛵㐃ࡍࡿᴗࢆᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡢ㐺ษ࡞㐃ᦠ࣭




᥋࡞ሗඹ᭷యไࢆࡗ࡚࠸


⾡◊✲ᐦ᥋㛵ࢃࡿ
ᴗࡢ≉ᛶ༑ศ㓄៖
ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᏛ⾡◊✲ศ
㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ
⏬㓄៖ࡍࡿࠋ



㸦㸰㸧ホ㆟ဨ➼



࠙ホ㆟ဨࠚ







࣭ホ㆟ဨࡣࠊ⌮㛗ࡢㅎၥᛂࡌࠊᏛ⾡⏺ࠊ⏘ᴗ⏺ࠊ

࣭ᐃᮇⓗホ㆟ဨࢆ㛤ദࡋࠊ



㸦㸰㸧ᴗົ㐠Ⴀୖࡢ㔜せ

㸦㸰㸧ᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ

㡯㛵ࡍࡿホ㆟ဨ

㔜せ㡯ࢆㅎၥࡍࡿࡓ

ྛ⏺࣭ྛᒙࡢᏛ㆑⤒㦂

ࡢᑂ㆟ཬࡧពぢࡶ㋃ࡲ

ࡵࡢホ㆟ဨࡘ࠸࡚

⪅࡛ᵓᡂࡍࡿホ㆟ဨ

Ꮫ➼ࢆ௦⾲ࡍࡿᏛ㆑⤒㦂⪅࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡◊✲ ࡑࡇ࡛⫈ྲྀࡋࡓᴗົ㐠Ⴀࡢ㔜せ

࠼ࠊ㐺ษᴗࢆᐇࡍ

ࡣࠊྛ⏺࣭ྛᒙࡽࡢᏛ

ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ⯆ࡢᴗ

ᨭ㛵ࡍࡿᨻ⟇ࡶ㏻ࡌࡓ࣓ࣥࣂ࣮ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋᏛ 㡯ᑐࡍࡿᖜᗈࡃ㧗࠸㆑ぢ

ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ᑐ

㆑⤒㦂⪅࡛ᵓᡂࡋࠊᐃᮇ

ົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ

⾡㆟ࡽࡣࠊ㛗ཬࡧྛศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿྛ㒊㛗ᑵ ᇶ࡙ࡃពぢࢆཧ⪃ࠊ㐺ษ࡞

ࡍࡿ㧗࠸㆑ぢࢆᣢࡘᏛ

ⓗ㛤ദࡍࡿࠋᴗᐇ

㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖜᗈࡃ㧗

௵࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ

ᴗ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋከᵝ࡞ࣂ

㆑⤒㦂⪅ࡢពぢࢆᫎ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊホ㆟ဨ

࠸㆑ぢᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬ



ࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆᣢࡘᏛ㆑⤒㦂

ࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊᴗົ

➼࡛ࡢᖜᗈࡃ㧗࠸㆑ぢ

ࡧពぢࢆཧ⪃ᴗࢆ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ཬࡧᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ホ㆟ဨ ⪅ホ㆟ဨᑵ௵ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ

㐠Ⴀࡢᨵၿࢆᅗࡾࠊຠᯝ

ᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧពぢ

ᐇࡍࡿࠋ

ࢆ㛤ദࡋࠊ➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ᇶ࡙ࡃ࡞ ᖜᗈ࠸ពぢࢆᴗົ㐠Ⴀᫎࡍ
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ⓗᡂᯝࡀୖࡀࡿࡼ࠺

ࢆཧ⪃ࡋࠊຠᯝⓗᡂ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍ

ᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸ➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ࠊᖹᡂ 

ࡿయไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ

ᯝࡀୖࡀࡿࡼ࠺ᴗົ㐠

ࡿ≉㧗࠸ぢ㆑ࢆ᭷ࡍ

ᖺᗘࡢண⟬ࢆྵࡴ⯆ࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ





Ⴀᫎࡉࡏࡿࠋ

ࡿᏛ㆑⤒㦂⪅ࢆᏛ⾡㢳

㡯ࡘ࠸࡚ࠊᏛࡸ◊✲ᶵ㛵ࡢ⌧≧ࡸᏛ⾡◊✲ᨭ⇍ 



ၥጤკࡋࠊ⯆ࡢ㐠

▱ࡋࡓᏛ㆑⤒㦂⪅ࡼࡾࠊ㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡽᖜᗈࡃ㧗࠸㆑ 

Ⴀ㛵ࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞ぢᆅ

ぢᇶ࡙ࡃពぢࢆ⫈ྲྀࡋࡓࠋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚ 

ࡽࡢᖜᗈ࠸ຓゝࢆồ

➨  ᮇ୰ᮇィ⏬ཬࡧ  ᖺᗘィ⏬ࢆసᡂࡍࡿ࡞ᴗົ 

ࡵࡿࠋ

ᫎࡋࠊḟ㛤ദࡍࡿホ㆟ဨ࡛ホ㆟ဨ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡃ 



యไ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ





 ࡲࡓࠊ௵ᮇ‶ࡶ࡞࠺ホ㆟ဨࡢᨵ㑅ᙜࡓࡗ࡚





ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡢ⥅⥆ᛶ㓄៖ࡋࡘࡘࠊᏛ㐠Ⴀ➼ 



ࡢ⤒㦂ࢆᣢࡘከᵝ࡞Ꮫ㆑⤒㦂⪅ࠊ᪂ࡓホ㆟ဨᑵ௵ 



࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ











ەᖹᡂ  ᖺᗘホ㆟ဨ㸦➨  ᮇ㸸௵ᮇᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 





᪥ࡲ࡛㸧



┦ཎ ༤
㸦㹼+㸧
㔝 ⱥ⏨
㸦+㹼㸧
す  㶾
㸦㹼+㸧
ᒣᴟ ኖ୍
㸦+㹼㸧
Ἑ⏣ ᜶୍








ᮾிᏛᏛ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉ᩍ
ᤵࠊ᪥ᮏᏛ⾡㆟➨୕㒊㛗
ᮾᏛ㟁Ẽ㏻ಙ◊✲ᡤ㛗࣭ᩍᤵࠊ
᪥ᮏᏛ⾡㆟➨୕㒊㛗
㇏ᶫᢏ⾡⛉ᏛᏛᏛ㛗ࠊ᪥ᮏᏛ⾡
㆟㛗
ி㒔Ꮫ⥲㛗ࠊ᪥ᮏᏛ⾡㆟㛗

᪥ᮏ⚾❧Ꮫᰯ⯆࣭ඹ῭ᴗᅋ
⌮㛗
㒓  ㏻Ꮚ
ྡྂᒇᏛ⌮
ᮡ⏣  ᩔ
ἲᨻᏛἲᏛ㒊ᩍᤵࠊ᪥ᮏᏛ⾡

㆟➨୍㒊㛗
㸦㹼+㸧 
బ⸨ ᒾኵ
ᮾிᏛ♫⛉Ꮫ◊✲ᡤᩍᤵࠊ᪥
㸦+㹼㸧 ᮏᏛ⾡㆟➨୍㒊㛗
ᴬཎ ᐃᚁ
᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ㛗
㛗㔝 ဴ㞝
ᮾிᏛ⸆ᶵᵓᐈဨᩍᤵࠊ᪥ᮏ
㸦㹼+㸧 Ꮫ⾡㆟➨㒊㛗
▼ᕝ ᮌ
ி㒔ᏛᏛ㝔⏕⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍ
㸦+㹼㸧 ᤵࠊ᪥ᮏᏛ⾡㆟➨㒊㛗
ᑠᯘ ႐ග
⤒῭ྠ௦⾲ᖿ
⚄ ┿
ᮾிᏛ⥲㛗
ཎᒣ ඃᏊ
⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
㆟㆟ဨ
᪥ẚ㇂ ₶Ꮚ
ᅜ㝿ᇶ╩ᩍᏛᏛ㛗
ᖹ㔝 ┾୍
ୖᾏ㏻Ꮫㅮᖍᩍᤵ࣭ᖹ㔝ᮦᩱ
᪂◊✲ᡤ㛗
ᯇᮏ  ⣫
⌮Ꮫ◊✲ᡤ⌮㛗
㺨㺻㺛㺳㺎㺗㺼㺻㺃㺭㺷㺖㺛 ⸨ዪᏊᏛᏛ㛗
᳃  㔜ᩥ
ி㒔Ꮫ㧗➼◊✲㝔㝔㛗















































ەᖹᡂ  ᖺᗘホ㆟ဨ㸦➨  ᮇ㸸௵ᮇᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
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▼ᕝ ᮌ




㔝 ⱥ⏨



ி㒔ᏛᏛ㝔⏕⛉Ꮫ◊✲⛉ ᩍ



ᤵࠊ᪥ᮏᏛ⾡㆟➨㒊㛗



ᮾᏛ㟁Ẽ㏻ಙ◊✲ᡤ ᡤ㛗ࠊᩍᤵ



᪥ᮏᏛ⾡㆟➨୕㒊㛗





⚄ ┿

ᮾிᏛ ⥲㛗





ᑠᯘ ႐ග

⤒῭ྠ௦⾲ᖿ





ᴬཎ ᐃᚁ

᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ 㛗



ᮾிᏛ♫⛉Ꮫ◊✲ᡤᩍᤵࠊ᪥ᮏ



Ꮫ⾡㆟➨୍㒊㛗




బ⸨ ᒾኵ




.-ࢩࣕࣇࢼ࣮ す༡Ꮫ㝔Ꮫ Ꮫ㛗



Ọ⏣ ᜤ


ཎᒣ ඃᏊ



᪥ẚ㇂ ₶Ꮚ
ᖹ㔝 ┾୍

⟃ἼᏛ Ꮫ㛗
ඖ⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㆟
㆟ဨ
ᅜ㝿ᇶ╩ᩍᏛᏛ㛗
ୖᾏ㏻Ꮫㅮᖍᩍᤵࠊᖹ㔝ᮦᩱ
᪂◊✲ᡤᡤ㛗

ᮧ⏣ 

㛵すᏛ㝔Ꮫ Ꮫ㛗

ᐊఅ ࡁࡳᏊ

࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛ Ꮫ㛗

᳃ 㔜ᩥ

ி㒔Ꮫ㧗➼◊✲㝔㝔㛗

ᒣᴟ ኖ୍

ி㒔Ꮫ⥲㛗ࠊ᪥ᮏᏛ⾡㆟㛗





















࠙Ꮫ⾡㢳ၥࠚ



࣭Ꮫ⾡ࡢ⯆ಀࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⌮㛗ࢆࡣࡌࡵᙺ
ဨࡸᴗᢸᙜࡀᚲせᛂࡌ࡚ྛᏛ⾡㢳ၥಶูពぢ
ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⾡◊✲≉㧗࠸㆑ぢࢆᣢࡘᑓ㛛ⓗ࡞❧
ሙࡽᖜᗈ࠸ຓゝࢆ⫈ྲྀࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛ
ࢬ࣭ࢲࣟࢢࡢ༠ຊࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢᨭ᪉⟇➼
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ࡍࡿࠋ

ࢆᶵࠊ㔜」㛤Ⓨࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ㄪᩚࡋࡘࡘࠊ᪉ྥ ࡉࢀホ౯࡛ࡁࡿࠋ

༑ศ࡞᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㔜」

ࡲࡓࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢタ

㛤Ⓨࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺

ィ࣭㛤Ⓨᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ



ㄪᩚࢆᅗࡿࠋࡓࡔࡋࠊᛂ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜ

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢཷ㈹ೃ⿵⪅᥎⸀ࢆ㟁Ꮚⓗ⾜࠼ࡿࡼ࠺

ເ᭩㢮ࡢ⡆⣲ࡀᅔ㞴

ࢩ࣮ཬࡧࠕᨻᗓᶵ㛵ࡢ

ᨵಟࢆ⾜࠸ࠊ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

࡛࠶ࡿሙྜ࡞ࠊ㟁Ꮚ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢࡓࡵ

ࡼࡿ㈝⏝ᑐຠᯝࡀぢ

ࡢ⤫୍ᇶ‽ࠖࢆྵࡴᨻᗓ

㎸ࡵ࡞࠸බເᴗࡘ

ᶵ㛵࠾ࡅࡿ୍㐃ࡢᑐ

࠸࡚ࡣࠊ㟁Ꮚࢩࢫࢸ࣒ࡢ

⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓሗࢭ࢟

࡛ࡢሗࡢࡸࡾࡾࢆ㛤ጞࡍࡿ࡞ࠊ㐃ᦠࢆᙉࡋࡓࠋ 


᭱㐺␃ពࡋࡘࡘࠊᰂ

ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇࡍ

㌾ᑐᛂࡍࡿࠋ

ࡿࠋ





㸦ϸ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ



⛉ڦᏛ◊✲㈝ຓᡂᴗ





ᴗ



ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖ ࣭ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉  ࡣࡀ
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21

22
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

ࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊᛂເᡭ⥆ࡁ࠾࠸࡚ࠊ ࡾ࡞ᨵ㠉࡛࠶ࡾࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ

ᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ

ᑠ༊ศࠊ୰༊ศࠊ༊ศࡽ࡞ࡿ᪂ࡓ࡞ࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖ ࢫࢸ࣒ࡢᙳ㡪⠊ᅖࡶ⭾࡛࠶ࡗ

࣒ᨵ㠉 ࠖᑐᛂࡋ

࡛ࡢᛂເᑐᛂࡋࡓࠊ≉ู᥎㐍◊✲ࡢ◊✲ᮇ㛫ᘏ㛗 ࡓࡀࠊ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࡸ⥲ྜᑂ

ࡓ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

ࡢᑐᛂࠊⱝᡭ◊✲ࡢᛂເせ௳ࡀࠕᖺ㱋ࠖࡽࠕ༤ኈࡢᏛ ᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ᨵ

ࡢ⛣⾜ᚲせ࡞ᨵಟ

ྲྀᚓᚋࡢᖺᩘࠖぢ┤ࡉࢀࡓࡇࡢᑐᛂࠊᣮᡓⓗ◊ ಟࢆ⾜࠸ࠊࡁ࡞ΰࡶ࡞ࡃࠊ

ࢆ⾜࠸ࠊᛂເᡭ⥆࣭ᑂᰝ

✲≉タᑂᰝ㡿ᇦࡀタࡅࡽࢀࡓࡇࡢᑐᛂ➼ࢆ⾜ࡗ

ᴗົ࣭ᴗົࡘ࠸࡚

ࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝᡭ⥆ࡁ࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ࡛࠶ ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά

ࡿẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࡸ⥲ྜᑂᰝࡢᐇᑐᛂࡋࡓࠋẁ㝵

⏝ࡍࡿࡶࠊไᗘᨵ

᭩㠃ᑂᰝࡣࠊྠ୍ࡢᑂᰝဨࡀࠊẁ㝵ࢃࡓࡾ᭩㠃ᑂᰝ

ၿ➼క࠸㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ

ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊẁ㝵┠ࡢᑂᰝ⏬㠃ࢆ᪂ࡓタ

ࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ

ࡅࡓࠋ

ᛂເᡭ⥆࣭ᑂᰝᴗົࢆ⾜࠺ࡇ

࡞ሙྜࡣࠊ㝶㛤Ⓨࢆ⾜
࠺ࠋ
࣭ᛂເᡭ⥆
ࡇࢀࡲ࡛㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ

࣭ᛂເᡭ⥆
㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿᛂເ᭩㢮ࡢཷࢆ⾜ࡗ࡚࠸

࣭⛉◊㈝ࡢᛂເࡘ࠸࡚ࡣࠊᛂ
ເ᭩㢮ࡢཷࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ

ࢫࢸ࣒ࡼࡾᛂເࡋ࡚

࡞ࡗࡓዡບ◊✲ཬࡧ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝ࡘ࠸࡚ࠊ㟁 ࣒ࡼࡾ⾜࠸ࠊᛂເ⪅ࡢ౽ᛶ

࠸ࡓ✀┠ຍ࠼ࠊዡບ◊

Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿᛂເ᭩㢮ࡢཷࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ

ࡢྥୖࢆᅗࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢩࢫ

✲ࠊ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝

ࡲࡓࠊὀព㡯ࡸ࣎ࢱࣥ࡞ࡢⱥㄒేグࡸ◊✲ィ⏬ㄪ ࢸ࣒ୖ࡛ⱥㄒేグࢆ⾜࠸ࠊእᅜ

ࡘ࠸࡚ࠊᛂເ᭩㢮ࡢཷ

᭩࠾ࡅࡿ◊✲⤒㈝ࡢ᫂⣽ḍࢆ :HE ධຊࡋࠊ⮬ືィ⟬ ே◊✲⪅ࡀᛂເࡍࡿ㝿ࡢ౽ᛶ

ࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒

࡛⾲♧ࡍࡿ࡞ࠊእᅜே◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵᛂເ⪅ࡢ౽ᛶ ࡢྥୖ㈨ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡶ╔ᐇ

ࡼࡾ⾜࠺ࠋᘬࡁ⥆ࡁᛂ

ࡢ᭦࡞ࡿྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ

ᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ເ⏬㠃ࢆⱥㄒࡍࡿࡇ

ዡບ◊✲࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝

ࡼࡾࠊእᅜே◊✲⪅

ࡢᛂເᡭ⥆ࡁ㟁Ꮚࠊⱥㄒᑐᛂࠊ

ࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿࠋ

:HE ධຊ㡯┠ࡢᐇ࡞ࡢᨵၿ
ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᑂᰝᴗົ
᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒
࡛ᐇࡍࡿ  ẁ㝵᭩㠃

࣭ᑂᰝᴗົ
ᑂᰝጤဨࡽࡢᑂᰝពぢ᭩୪ࡧ᭩㠃ᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢ
ཷࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ

࣭᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝࡢཷࡸᑂᰝ⤖
ᯝࡢ㛤♧ࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࡛
⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑂᰝጤဨࡸᑂᰝ⤖

ᑂᰝࠊ⥲ྜᑂᰝࡘ࠸

ࡲࡓࠊᇶ┙◊✲✀┠࠾࠸࡚᥇ᢥ࡞ࡗࡓᛂເ ᯝࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸◊✲⪅ࡀࡇ

࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒

⪅ࡢ࠺ࡕᕼᮃ⪅ᑐࡋࠊ➨  ẁᑂᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚࠾࠾ ࡽ࡛ࡶࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍ

ࡼࡾ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ≉ู᥎

ࡼࡑࡢ㡰➼㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚㛤♧ࡋࡓࠋ

㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲ࠊᣮᡓ

ࡿ࡞౽ᛶࡢྥୖࢆ╔ᐇᅗ

ࡇࡢࠊ≉ู᥎㐍◊✲➼࡛ࡣ᥇ᢥ⪅࡞ࡗࡓᛂເ⪅ ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ⓗ◊✲ࠊⱝᡭ◊✲ࠊ◊✲

ࡢ࠺ࡕᕼᮃ⪅ᑐࡋࠊᑂᰝ⤖ᯝࡢᡤぢࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ

άືࢫࢱ࣮ࢺᨭཬࡧ

࣒ࢆά⏝ࡋ࡚㛤♧ࡋࡓࠋ

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠
㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡢᑂᰝ
⤖ᯝࡢ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠊ㟁
Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ
⾜࠺ࠋ
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࣭ᴗົ
⏦ㄳ᭩ࡢసᡂࠊᐇ



࣭ᴗົ



⦼ሗ࿌᭩࣭ᐇ≧ἣሗ࿌

ྛ◊✲✀┠ࡢ⏦ㄳᡭ⥆ࡁཬࡧᐇ⦼ሗ࿌ᡭ⥆ࡁ
ࡘ࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ

᭩࣭◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩➼ࡢ

࣭⛉◊㈝ࡢ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ



⏦ㄳ᭩ཬࡧᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢస



ᡂ➼ࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࡛⾜

ࡲࡓࠊ⿵ຓ㔠ࡢ⧞㉺ཬࡧㄪᩚ㔠ࡢ⏦ㄳ᭩㢮ࡢసᡂࡘ ࠸ࠊሗ࿌᭩ࡢసᡂୖࡢ࣑ࢫࡀ㍍

Ỵᐃᚋࡢᥦฟ᭩㢮

࠸࡚ࡶ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ

ࡢసᡂࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫ

ῶࡉࢀࡿ࡞⏝⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ

࡞࠾ࠊᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽᇶ࡙ࡃ⿵ຓ㔠ࡀࡉࢀ࡚ ࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠺ࠋ

࠸ࡿ≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢᵝᘧࢆ࣮࣍ 



࣒࣮࣌ࢪࡸ࣓࣮ࣝࢆά⏝ࡋ࡚㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

























࣭ᨵಟᮇ㛫ࡢ㝈ࡽࢀࡓ୰ࠊ᪂つ



᪂つ✀┠࡛࠶ࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦㹀㸧ࡢබເྥࡅ ✀┠ࡢᛂເᡭ⥆ࡁࡢ㟁Ꮚࠊ◊



࣭ᨵಟ㡯



࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿᛂເࢆྍ⬟ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿 ✲ศᢸ⪅࡞ࡿࡇࡢᢎㅙࢆᚓ



ࡣࠊ◊✲௦⾲⪅࣭◊✲ศᢸ⪅ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏ◊✲✀┠ ࡿᡭ⥆ࡁࡢ㟁Ꮚࢆ⾜ࡗࡓࡇ



࠾࠸࡚ࡣ㸯ㄢ㢟ࡋᛂເ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺せ௳ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



◊✲ศᢸ⪅࡞ࡿࡇࡢᢎㅙࢆᚓࡿᡭ⥆ࡁࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳ



ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠸ࠊ㸯ㄢ㢟ࡢࡳᛂເ࡛ࡁࡿࡼ࠺ไᚚࡍ ࡼࡾࠊ⛉◊㈝ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ࣭



ࡿࡇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᑂᰝ࣭ࡢ㟁Ꮚ ሗࢆ㎿㏿ H5DG ᥦ౪



ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲⪅➼ࡢ㈇ᢸ㍍ῶཬࡧຠ⋡ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾࠊไᗘ

H5DG ࡢ㐃ᦠࡢᙉࢆᅗࡿࡇ

◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࡢᛂເ࠾࠸࡚ࠊUHVHDUFKPDS ࡢ㐣ᗘ࡞㞟୰ࡸྜ⌮࡞㔜」ࡢ




ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ



UHVHDUFKPDS Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ィ⏬ㄪ᭩࠾ࡅࡿᴗ ⏝ࡉࢀࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ



⦼ሗࡘ࠸࡚ࠊUHVHDUFKPDS ࡢ㐃ᦠࡀ࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆ

ᐇ≧ἣሗ࿌᭩࣭ᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ



㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒㏣ຍࡋࡓࠋ

◊✲ᡂᯝḍ࠾ࡅࡿ '2,࣭,6%1

㝖⛉◊㈝ࡢሗࡀ᭷ຠά



ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⾜ࢃࢀࡓ H5DG ࡢࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ྜ 㐃ᦠࡼࡿㄽᩥሗࡸ᭩⡠ሗ



ࢃࡏ࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊ᪉ྥ㐃 ࡢᘬ⏝ࡸ &69 ࣇࣝࡢ୍ᣓྲྀ
ᦠࢆ㛤ጞࡋࠊH5DG ࡽ◊✲ᶵ㛵࣭◊✲⪅ࡢሗࢆཷࡅ ࡾ㎸ࡳᶵ⬟ࡣ◊✲⪅ࡢධຊ㈇ᢸ
ྲྀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᥇ྰሗࡸሗ➼ࡢ┤᥋ H5DG  ࡢ㍍ῶࡁࡃ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
㏦ಙ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࡇ࡛ࡼࡾ㎿㏿࡞ሗࡢࡸࡾྲྀ

ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡾࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ
ᐇ≧ἣሗ࿌᭩࣭ᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢసᡂ࠶ࡓࡾࠊᅜ❧
ሗᏛ◊✲ᡤ㸦1,,㸧༠ຊ࣭㐃ᦠࡋ࡚ࠊ'2,㸦ࢹࢪࢱࣝ࢜
ࣈࢪ࢙ࢡࢺ㆑ูᏊ㸧ࡽㄽᩥሗࢆࠊ,6%1㸦ᅜ㝿ᶆ‽ᅗ
᭩␒ྕ㸧ࡽ᭩⡠ሗࢆᘬ⏝࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆタࡅࡓ
&69 ࣇ࡛ࣝࡢ୍ᣓྲྀࡾ㎸ࡳࡶᑐᛂࡋࠊ◊✲⪅ࡢ
౽ᛶࡢྥୖධຊ㈇ᢸࡢ㍍ῶࢆᅗࡗࡓࠋ







㸦Ϲ㸧≉ู◊✲ဨᴗࠊ 

✲◊ู≉ڦဨᴗࠊᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ











ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁ⏦ㄳཷࠊᑂᰝᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ 



ᛂເཷࠊᑂᰝᴗົࢆ



ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ

㟁Ꮚⓗᐇ࡛ࡁࡿࢩ



ࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿ

࣭ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศࡢ⏦ㄳࠊᑂᰝ
9

23

24
ࡶࠊไᗘᨵၿక࠸㟁

㛵ࡋ࡚ࠊᑂᰝ༊ศ⾲ࢆ⏝࠸ࡓᑂᰝࡢᑟධక࠺ᨵಟ➼

Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤

ࡼࡾࠊ㟁Ꮚⓗ⏦ㄳ᭩㢮ࢆཷࡅࡅࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ

ࡋࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ㝶

ࢆᅗࡗࡓࠋ

㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ



⏦ㄳ⪅ࠊᑂᰝጤဨࡢ౽

࣭ࡉࡽࠊ≉ู◊✲ဨᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ53' ࡢ㏣ຍ᭩㠃

ᛶྥୖࢆᅗࡿࠋ

ᑂᰝࡢ㑅⪃⤖ᯝಀࡿᨵಟ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ










㸦Ϻ㸧Ꮫ⾡ࡢᅜ㝿ὶ







ᴗ



ڦᏛ⾡ࡢᅜ㝿ὶᴗ



࣭᪤㟁Ꮚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ ࣭ᅜ㝿ὶᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊᘬ




ᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝᴗົࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ ࡁ⥆ࡁ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝

᪤㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ
࣒ࢆ⏝࠸࡚ᛂເᡭ⥆࣭ᑂ

ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ

ࡋࡓᛂເ࣭ᑂᰝᴗົࢆ⾜࠺ඹ

ᰝᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ



ࠊᨵಟ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㈝⏝ᑐຠ

ᴗࡣࠊᙜヱࢩࢫࢸ࣒ࢆά

࣭᥎⸀᭩ࡢῧࡀᚲせ࡞ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨᴗࠖ
ࠊࠕእ

ᯝࢆ຺ࡋ࡚㠀ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸

⏝ࡍࡿࠋ

ᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࠖཬࡧࠕㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ణࡋࠊ᥎⸀᭩➼ࡢ➨୕

ᑐࡍࡿᨭᴗ࡛ࠖࡣࠊ⏦ㄳ⪅ሗ➼ࡢᥦฟ㟁Ꮚ⏦ㄳ 

⪅ࡼࡿㄆドࡀᚲせ࡞

ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓࠋ

ㄪ᭩ࡢᥦฟࢆక࠺ᴗ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪ᭩ࡢᥦฟ

୍࣭ᖺẖྛᴗࡢᢸᙜࡽࠊᛂເ㺃ᑂᰝᴗົࡢ㏣ຍࡶ

௨እࡢ⏦ㄳᡭ⥆࠾࠸

ྵࡵ࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟᕼᮃࢆ⫈ྲྀࡋ࡚ྲྀࡾ⧳

࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆ

ࡵࠊࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᴗ⪅ࡽぢ✚ࢆᚩྲྀࡋࡓୖ࡛ࠊ㈝⏝ᑐ

ά⏝ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ

ຠᯝࢆ຺ࡋ࡚ᚲせ㒊ศࡘ࠸࡚ࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

᪂ࡓᛂເ࣭ᑂᰝᴗົ





ࡢ㟁Ꮚࢆ᥎㐍ࡍࡿ㝿
ࡣࠊ⏦ㄳᩘࡸබເࢆ⾜
࠺ᅇᩘ➼ࢩࢫࢸ࣒㛤
Ⓨせࡍࡿ㈝⏝ࢆẚ㍑
ࡋࠊ㟁Ꮚࡍࡿࡇࡢຠ
⋡ᛶࡶ຺ࡋ࡚ᑟධࡢ
㠀ࢆุ᩿ࡍࡿࠋ

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸯㸫㸰

㸯 ⥲ྜⓗ㡯
㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ಀࡿ᰿ᣐ



ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆ┠ⓗࡋࡓᮏἲேࡢᐇࡍࡿྛᴗࡢຠᯝࢆ᭱㝈Ⓨࡉࡏࡿࡓࡵࠊබᖹ࣭බṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡸ◊✲⌧ሙࡢពぢࢆᫎࡋࡓไᗘᨵၿ➼ࠊᏛ⾡ࢩ
ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧
㞴᫆ᗘ
㞴᫆ᗘ㸸
ࠕ㧗ࠖ㸦ྛᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ᶵ⬟ࡢྥୖ࣭ไᗘᨵၿ➼ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ㝿ࡣࠊ◊✲ศ㔝➼ࡼࡾ␗࡞ࡿᏛ⾡◊✲ࡢ≉ᛶࡸ◊✲⌧ሙࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊྛ✀ㄢ㢟ࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊᅔ㞴ࡀక࠺ࡓࡵ㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ KWWSZZZMVSVJRMSMFHQWHULQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼
◊✲ဨ
ෆヂ

య

㸦࢝ࢵ ࢥ

⊂ἲ➼ࡢ

ෆࡣ᪂ つ

ᡤᒓ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್




ࡢேᩘ㸧 Ẹ㛫ࡢ



ᡤᒓ
ዪᛶ



ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ



ᐇᅇᩘ
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
ᐇᅇᩘ
㐠Ⴀጤဨ
ᐇᅇᩘ
ㄝ᫂㛤ദᩘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ   

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧  

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ   

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧  

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ   

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧  

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ   

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧  

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ

 ᅇ



 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ

 ᅇ



 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ

 ᅇ



 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ 

 ᅇ

 ᅇ

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





















 
 
 
 
 
 
 
 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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㸰㸷ᖺᗘ



25

26
㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬

㸦㸱㸧◊✲⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࢆ㓄

ࢭࣥࢱ࣮◊✲⤒㦂ࢆ

ࢭࣥࢱ࣮

㺃◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵㸦⊂

࠙Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠚ

࣭ࡍ࡚ࡢ◊✲ศ㔝㠀ᖖࡢ

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



⨨ࡋࠊᴗࡢᐇᚲせ

᭷ࡍࡿ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲

◊✲⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ➨

ἲ➼࣭Ẹ㛫㸧

ڦᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢయไ

௵ᮇ◊✲ဨࢆ㓄⨨ࡋࠊࡍ࡚



࡞ㄪᰝ࣭◊✲ᶵ⬟ࡸᑂ

⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋࢭࣥࢱ࣮

୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࢆ௵ᮇ

㺃◊✲ဨࡢዪᛶྜ

࣭ ࡘࡢᑓ㛛ㄪᰝ⌜㸦ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࠊᩘ≀⣔⛉Ꮫࠊ ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᰝ࣭ホ౯ᴗົಀࡿᶵ⬟

ࡣࠊᏛၥ㡿ᇦࡢᑓ㛛ⓗ࡞

◊✲ဨࡋ࡚ࠊᡤ㛗ࠊ 㺃ᴗㄝ࣭᫂ពぢ

ᏛࠊᕤᏛ⣔⛉Ꮫ࣭ሗᏛࠊ⏕≀⣔⛉Ꮫࠊ㎰Ꮫ࣭⎔ቃᏛࠊ 

ࢆᐇ࣭ᙉࡍࡿࠋ

▱ぢᇶ࡙ࡃᏛ⾡⯆

ᡤ㛗ࠊ┦ㄯᙺࠊ௵◊

ࡢᐇᅇᩘ

་ṑ⸆Ꮫ㸧ࢆ⨨ࡃࡇࡼࡾࠊࡍ࡚ࡢ◊✲ศ㔝◊✲ ࣭◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ

ࡲࡓࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

⟇ࡸᏛ⾡ືྥ㛵ࡍࡿ

✲ဨཬࡧᑓ㛛◊✲ဨ



ဨࢆ㓄⨨ࡋࠊࡍ࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ⾜࠺ᑂ

ㄪᰝ࣭◊✲ࠊᴗ࠾ࡅ

㓄⨨ࡍࡿࡇࡼࡾࠊே

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ᰝ࣭ホ౯ᴗົࡘ࠸࡚

ࡿᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࠊᴗົ

ᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࡽ⮬↛ ࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

ᶵ㛵ࡢ㛗᥎⸀౫㢗ࢆ⾜࠺ࡶᮏࡢ⏘Ꮫ༠ຊ

ពぢࢆఛ࠺ࡇࡼࡾࠊ➨୍

ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ
⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗ
グࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ
ୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆ
ୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚
࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ
$ ࡍࡿࠋ


ࡣࠊᴗົෆᐜࡢ㏱᫂ᛶࡢ

⯡ᑐࡍࡿᥦ࣭ຓゝ

⛉Ꮫ⮳ࡿ࡚ࡢᏛၥ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

ᴗࡢྛጤဨࡶ᥎⸀౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⊂❧⾜ᨻἲேࡸẸ ⥺࡛ά㌍୰ࡢ◊✲⪅ࢆ㑅⪃ࡋ࡚

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊᑂ

➼ࢆ⾜࠺ࠋ

㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿయไ

ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓ

㛫ࡢ◊✲ᶵ㛵ࢆྵࡴ⤌⧊ࡽேᮦࢆ㑅௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㑅⪃ ࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡣࠊ᪥ᮏࡢᏛ⾡◊✲ࡑࢀࡒࢀ
ࡢศ㔝࠾ࡅࡿඛ➃ⓗ◊✲⪅



࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸿

◊✲ᶵ㛵ࡢ㛗➼ࡽࡢ᥎⸀ᇶ

◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉◊㈝ᛂເྍ⬟࡞◊✲ ࡙ࡁࠊࡉࡽእ㒊ࡢᏛ㆑⤒㦂⪅

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯
ホᐃ

㸿

ᰝဨࡢᑂᰝ⤖ᯝᑐࡍ

ࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊

ࢆᩚഛࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⊂

ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ㝿ࡣ๓௵⪅ྠ୍ࡢᶵ㛵ࡽࡢ㑅௵ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ

ࡿ᳨ド➼ࡢࣉࣟࢭࢫ

㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࠊእ㒊᭷㆑

❧⾜ᨻἲேࡸẸ㛫ࡢ◊



࠺ࡍࡿࡶࠊᅜ࣭බ࣭⚾❧ᏛཬࡧᏛඹྠ⏝ ࣭ᅜ࣭බ࣭⚾❧ᏛࠊᏛඹྠ

ࢆ᧦ࡍࡿ㢌⬻㞟ᅋࡋ࡚ࠊᏛ

ࡘ࠸࡚ᅜẸศࡾࡸ

⪅ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㐠Ⴀ

✲ᶵ㛵ࢆྵࡴᖜᗈ࠸ᶵ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ᶵ㛵ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࠊ⤌⧊ᙧែࡢࣂࣛࣥࢫࠊᆅᇦ

⏝ᶵ㛵ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⊂❧⾜ᨻ

⾡ࡢືྥࢆⓗ☜㋃ࡲ࠼ࡘ



ࡍ࠸ᙧ࡛᫂ࡽࡍࡿࠋ ጤဨ࠾ࡅࡿ㧗࠸㆑

㛵ࡽࡢேᮦࢆ◊✲ဨ ࣭ᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ

ⓗࣂࣛࣥࢫࠊ⏨ዪẚࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㑅

ἲேࡸẸ㛫ࡢ◊✲ᶵ㛵ࢆྵࡴᖜ

ࡘࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢᴗ



ぢᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧព

ࡋ࡚ᑓ௵ࡋࠊከᵝ࡞ほ

౯ࡢࣉࣟࢭࢫ➼ࢆྵࡵ

⪃㐣⛬࠾࠸࡚እ㒊ࡢᏛ㆑⤒㦂⪅ពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇ

ᗈ࠸ேᮦࢆ㑅௵ࡋࠊᏛ➼ࡽ

⯡㛵ࢃࡿᴗົࡢᨵၿࠊ᪂

ぢࢆཧ⪃ࡍࡿࡇ

Ⅼࡽࡢពぢࢆάࡋ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸

ࡼࡾ➨୍⥺࡛ά㌍୰ࡢ◊✲⪅ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ◊✲ဨࡣ◊✲⤒Ṕࡸ❧ሙࡀ

ࡋ࠸ᒎ㛤ࡢࡓࡵࡢᥦ࣭ຓゝ

ࡼࡾࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ

ࡓᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ

࡚✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ



␗࡞ࡿ◊✲ဨࡶ㓄⨨ࡍࡿࡇ

ࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⾜࠺ࠋ



ࡼࡾࠊᏛ⾡◊✲࠾ࡅࡿᇶ♏◊

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ◊✲⪅

ᡤ㛗㸦 ே㸧 బ⸨ ᙪ
ᡤ㛗㸦 ே㸧 ┒ᒣ ኵ
すᮧ ࠸ࡃࡇ
Ọཎ ⿱Ꮚ
๓ᓥ ಙ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡
ሗࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗වົ㸧
┦ㄯᙺ㸦 ே㸧 ᮧᯇ ᒱኵ
ᮌ ඖஓ
࣭௵◊✲ဨ  ே
࣭ᑓ㛛◊✲ဨ  ே
ィ  ே㸦࠺ࡕࠊ⊂ἲ➼㸸 ྡࠊẸ㛫㸸 ྡ㸧

✲ࡸேᮦ⫱ᡂࡢᅾࡾ᪉࡞ࡘ

㣴ᡂᴗࠊᅜ㝿ὶᴗࡢ

࠸࡚ࡢከᵝ࡞どⅬࡽࡢពぢࢆ

ᥦ࣭ຓゝࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊ

άࡋࠊᴗᨵၿࡢᥦゝ㺃ຓゝࡸ

᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ⫱ᚿ㈹

ࡢ㑅⪃ᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤ

ࢆᅗࡿࠋ

㔜せ࡛ࡘ⥅⥆ⓗ

ࡉࡽࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗ

ᑂ㆟ࡀᚲせ࡞ㄢ㢟ᑐ

່࠙࿌ࡢ᪉ྥᛶࠚ


ົෆᐜࡢ㏱᫂ᛶࡢྥୖ

ࡋࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ



ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊᑂᰝဨ

ࡸࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆタ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ࡢᑂᰝ⤖ᯝᑐࡍࡿ᳨

⨨ࡋࠊᶵືⓗᑐᛂࡍ

ࢱ࣮ࡼࡿᥦ࣭ຓゝ➼

ド➼ࡢࣉࣟࢭࢫࡘ࠸

ࡿࠋ

ࡢከᵝᛶ☜ಖཬࡧ⏨ዪ

ᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ ࠸ࡗࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⾲ᙲ
᪂ つ ◊ ✲ ဨ ࡢ 㑅 ⪃  ࠶ ࡓ ࡗ ࡚ ᴗࡸࠕ⛉◊㈝ 1(:6ࠖห⾜ᴗ
࡞࠾࠸࡚ࡶࡁ࡞ᙺࢆ

࡚ᅜẸศࡾࡸࡍ࠸

ࡇࢀࡽࡼࡾࠊࢭࣥࢱ

ඹྠཧ⏬ࡢ㊃᪨ࡽࠊᘬ

ᙧ࡛᫂ࡽࡍࡿࡇ

࣮ࡀ⾜࠺Ꮫ⾡⯆⟇ࡸ

ࡁ⥆ࡁࠊዪᛶ◊✲ဨྜ

ࢆྵࡵࢭࣥࢱ࣮ࡢάື

Ꮫ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪ

ࡢቑຍࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ሗ

ᰝ࣭◊✲యไࢆᩚഛࡋࠊ ࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧



Ⓨಙࢆ⾜࠺ࠋ

⯆ᴗ࠾ࡅࡿබ

ホ౯ࠚ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᑵ௵ࡋࡓ᪂つ◊✲ဨ  ྡࡣࠊᡤᒓᶵ㛵 ဨ࡛ࡢ᳨ウᚋබ㛤ࡍࡿ࡞ࠊ

࣭᪂つ◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ



ṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂ



ࡢᙧែࡸᆅᇦⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡋࡘࡘࠊ≉⏨ዪẚࡢ ㏱᫂ᛶࡢᙉດࡵ࡚࠸ࡿࡇ

࡚ࡣࠊ⏨ዪẚࡢࣂࣛࣥࢫࠊᡤ

ᰝ࣭ホ౯ᴗົࡸ⯆ᴗ ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡀタ❧ࡉࢀ࡚

ࣂࣛࣥࢫࢆ຺ࡋࠊዪᛶ◊✲ဨ  ྡࠊ◊✲ဨయ࡛ 㸣 ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᒓᶵ㛵ࡢᙧែࡸᆅᇦⓗ࡞ࣂࣛ

ົ⯡ᑐࡍࡿ᭷ຠ࡞

 ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠊࡇ

࡞ࡾࠊ๓ᖺᗘࡼࡾዪᛶ◊✲ဨ  ྡቑ࡞ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ

ࣥࢫ➼ࠊከᵝᛶࡢ☜ಖ㓄៖

ᥦ࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡇ

ࢀࡲ࡛ࡢάືࢆ࣮࣋ࢫ

 ᖺᗘࡣࠊዪᛶ◊✲ဨ  ྡࠊ◊✲ဨయ࡛ 㸣㸧

ᖺᗘẚࡿ  ྡቑࠊ๓୰ᮇ

ࡋࠊ㏱᫂ᛶࡢᙉࢆᅗࡾࡘࡘࠊ

ࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ

ᖜᗈࡃ◊✲⌧ሙࡢኌࢆᴗົᨵ

ࡣࠊ⏨ዪẚࡢࣂࣛࣥࢫࠊᡤᒓᶵ

㛵ࡢᙧែࠊᆅᇦⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫ➼ࠊ ᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢάືࡣ
ከᵝᛶࡢ☜ಖ㓄៖ࡋࠊ◊✲ဨ యࡋ࡚ᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

≉ዪᛶ◊✲⪅ࡢቑຍࡣࠊ๓

ࡿࠋ

ࠊࡑࡢᙺࡸᚋᮇᚅ



┠ᶆᮇ㛫⤊ẚࡿ  ྡ

ࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊

ࡉࢀࡿᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶



㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫ᴗ

ࡿ࠸ࡣཧ⏬ࡍࡿ◊✲ဨ

ࡢቑຍ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࠊࡲࡓࠊ ၿ࡛ᫎࡁࡿయไࢆᵓ⠏ࡋ
ᡤ㛗  ேࡢ࠺ࡕ  ேࡀዪᛶ࡛ ࡚࠸ࡿࠋ

➼ࢆྵࡴእ㒊᭷㆑⪅

ࡢ௵ᮇᴗົෆᐜࡢ⥅

࠶ࡿࡇࡣࡣ≉➹್ࡍࡿࠋ

࣭ዪᛶ◊✲⪅ࡢᩘࡣ╔ᐇቑ

ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㐠Ⴀጤဨ

⥆ᛶ࠸ࡗࡓⅬ➼ࡘ



ຍࡋ࡚࠾ࡾࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯

12

࠾ࡅࡿ㧗࠸㆑ぢ

࠸࡚Ⅼ᳨ࡍࡁᮇ

࣭⯆ࡢㅖᴗ࡞ࡽࡧᅜෆ

࡛ࡁࡿࠋ

ᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧពぢࢆ

࠶ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋ

እࡢᏛ⾡㛵ࡍࡿሗ㞟࣭



✚ࡋࡓሗࢆศᯒࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂ

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ

ཧ⪃ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ ࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ
࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉࢆᅗ



ࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗ࡀᡤ

࣮㐃ᦠࡋ࡚ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫ

ࡿࠋ



㛗ࢆවົࡍࡿࡇࡼࡾࠊ୧ࢭ

ᇶ࡙࠸࡚᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢㅖ

ࡉࡽࠊᴗ࠾ࡅࡿ

ࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊ࢚ࣅࢹࣥ

ᴗࡢᨵၿࢆᅗࡿయไࢆᩚഛ

ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢࣉࣟࢭࢫ

ࢫᇶ࡙࠸ࡓ⯆ㅖᴗࡢᨵ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➼ࢆྵࡵࢭࣥࢱ࣮ࡢά

ၿࢆᅗࡿయไࢆᩚഛࡋࡓࡇࡣ



ືࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭௵◊✲ဨ㆟ࠊᑓ㛛ㄪᰝ

ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ



⌜㆟ࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠊ
ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ➼ࡢྛ✀㆟










ڦ㆟㛤ദᐇ⦼

࣭ᐃᮇⓗ㛤ദࡉࢀࡿ௵◊✲

࠾࠸࡚ࠊ᭱᪂ࡢᏛ⾡◊✲ື







࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮௨ୗࡢ㆟➼ࢆタ⨨ࡋࠊ ဨ  ㆟ ࡸ ᑓ 㛛 ㄪ ᰝ ⌜  ㆟ ࡢ 

ྥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊྛᴗࡢ



ࡇࢀࡽࡢ㆟ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠕᏛ⾡◊✲ࡢຓᡂ➼ࠖࠊ ࠊ≉㞟୰ⓗᑂ㆟ࡀᚲせ࡞

ᨵၿ࣭ᐇࢆලయࡋ࡚࠸ࡃ



ࠕᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢಁ㐍ࠖཬࡧࠕ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࠖࡢ 㔜せ࡞ㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺

ࡓࡵࡢ᳨ウࢆ✚ᴟⓗࠊ⥅⥆ⓗ



ྛᴗࡘ࠸࡚ᥦ࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊྛᴗࡢ ࡓࡵࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ᴗཬࡧ≉ู

⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົᑓ㛛ⓗ࡞ぢᆅࡽ㛵ࡋࡓࠋ

◊✲ဨᴗ࡛࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝ

≉ࠊ᪂ࡓタᐃࡉࢀࡓᣮᡓ



㸼௵◊✲ဨ㆟㸸 ᅇ㸦ཎ๎᭶  ᅇ㸧

ࣉࢆ㛤ദࡍࡿࡶࠊ▷ᮇ

ⓗ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡅࡿ≉タ



㸼ᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟㸸 ᅇ㸦᭶  ᅇ࣭ ᑓ㛛ㄪᰝ⌜ࠊ ⓗ࣭㞟୰ⓗᑂ㆟ࡀᚲせ࡞≉ᐃ

ᑂᰝ㡿ᇦࢆ  ௳ᩥ⛉┬ᥦ

ࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ពぢࢆࡾࡲ

ࡋࡓࡇࡣࠊࡇࢀࡲ࡛␗࡞

㸼⛉Ꮫ◊✲㈝ᴗᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝ ࡵࠊᥦゝࡍࡿࡓࡵࡢࢱࢫࢡࣇ࢛

ࡿどⅬ᳨࡛ウࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶

࣮ࢫࢆᖺ㛫  ᅇ㛤ദࡋࠊ◊✲⪅

ࡿᅔ㞴࡞≧ἣ࡛ᥦࡉࢀࡓࡶ

ࡢどⅬ❧ࡕࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᳨

ࡢ࡛࠶ࡾࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛

ウࢆᴟࡵ࡚✚ᴟⓗ⾜ࡗࡓࠋࡇ

ࡁࡿࠋ

ࢀࡣࠊ⛉◊㈝ࡸࡑࡢࡢᴗࡢ

ࡲࡓࠊ⛉◊㈝ࡢᛂເᩘቑ

㏱᫂ᛶࠊබᖹᛶࡢ☜ಖࡁࡃ

క࠺ᑂᰝဨࡢ㈇ᢸ࠾ࡼࡧᑂᰝ

㈉⊩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟➼

ࢥࢫࢺቑ࠸࠺᪂ࡋ࠸ㄢ㢟

ᰂ㌾ᑐᛂࡋࠊ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲

ᑐࡋ᳨࡚ウࢆጞࡵࡓࡇࡣࠊ



⪅ࡀᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ┿ᦸ࡞㆟

ᴟࡵ࡚ᣮᡓⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ

㸼≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥ

ㄽࢆ⾜࠺Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ᚋࡢ㆟ㄽࡢ⾜᪉ࢆぢᏲࡾࡓ

ࢱ࣮࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡶࡢࡋ࡚ࠊᴟ

࠸ࠋ

ࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ





ୖグࡢㅖ㆟ࡢ᳨ウ⤖ᯝࡣࠊ

࣭⛉◊㈝ࡢᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ㠉

Ꮫ⾡⯆ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ

క࠸ࠊ᪂ࡓタᐃࡉࢀࡓᣮᡓ

ከࡃࡢᴗົࡢ㐠⏝࣭ᨵၿ

ⓗ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡅࡿ≉タᑂ

ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ➨୍⥺⣭

ᰝ㡿ᇦࢆ᳨ウࡋࡓࡇࡣࠊᚑ᮶

ࡢ◊✲⪅ࡀᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ

ࡢᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧࠾ࡅࡿ≉

┿ᦸ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ

タศ㔝◊✲ࡢ᳨ウࡣ␗࡞ࡾࠊ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡶ

᪂ࡓ࡞どⅬ᳨࡛ウࡍࡿࡇࡀᚲ

ࡢࡋ࡚ࠊ≉➹್ࡍࡿࠋ

せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛  ௳ࡢ≉タ



⌜ࡀࡑࢀࡒࢀᐇ㸧




ࣉ㸸 ᅇ



࠙࡞᳨ウ㡯ࠚ
࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡢ࠺ࡕࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ
㸦%㸧ࡢᖹᡂ  ᖺᗘබເྥࡅࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶බເ㸧ྥ
ࡅࠊ௨ୗࡢⅬࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ۑ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ㸧
✲◊ۑィ⏬ㄪ᭩ࠊホᐃᇶ‽➼





















ࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸸 ᅇ
࠙࡞᳨ウ㡯ࠚ
࣭≉ู◊✲ဨᴗࡢᑂᰝ᪉㔪ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ
ኚ᭦ෆᐜࢆᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศࡢເ
㞟せ㡯ᫎࡋࡓࠋ
࣭ไᗘᨵၿྥࡅࡓ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ≉≉ู◊✲ဨ
ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ
࠾ࡅࡿ᳨ウ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊሗ㓘ཷ⤥
ไ㝈ࡸᾏእΏ⯟ᮇ㛫ୖ㝈ࡢ⦆➼ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡽᐇࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ ࡘ࠸
࡚ࠊ㠃᥋ᑂᰝᐇࡢ㠀ࡶྵࡵࠊไᗘࡢᅾࡾ᪉
ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

13

27

28


㸼⛉Ꮫ◊✲㈝ᣮᡓⓗ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳ࠾ࡅࡿ≉タᑂᰝ

ᑂᰝ㡿ᇦࢆᩥ⛉┬ᥦࡋࡓࡇ

㡿ᇦࡢ +ᖺᗘබເ㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᖹᡂ  ᖺᗘබເྥࡅ࡚ࠊᣮᡓⓗ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳ 

Ⴀጤဨ࠾ࡅࡿᑂ㆟࣭ពぢ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

࠾ࡅࡿ≉タᑂᰝ㡿ᇦࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ ௳ࡢ≉タ ࣭㏆ᖺࡢ⛉◊㈝ࡢᛂເᩘቑ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢయไᩚഛࡸᴗົࡢ

ᑂᰝ㡿ᇦ㸦ࠕ㧗ᗘ⛉Ꮫᢏ⾡♫ࡢ᪂ᒁ㠃ࠖཬࡧࠕ㛗

క࠺ᑂᰝဨࡢ㈇ᢸ࠾ࡼࡧᑂᰝࢥ

㏱᫂ᛶ☜ಖྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ

㧗㱋♫◊✲ࠖ
㸧ࢆᩥ⛉┬ᥦࡋࡓࠋ

ࢫࢺቑࡢᑐᛂࡣࠊ᭱㏆ࡢ⛉◊

ࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㈝ไᗘࡀ┤㠃ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡛



࠶ࡾࠊ୍ᮅ୍ኤࡣゎỴ࡛ࡁ࡞

࣭ᖺ㛫ࡢᴗົࢧࢡࣝࡘ࠸

ᑂᰝࢥࢫࢺቑ࠸࠺᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊࡢࡼ࠺ ࠸ᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ

࡚ᅗࢆ⏝࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿ

⛉◊㈝ไᗘࢆᨵ㠉ࡍࡿࡘ࠸᳨࡚ウࢆጞࡵࡓࠋ ࠺࡞ᅔ㞴࡞ㄢ㢟ᑐࡋ᳨࡚ウࢆ

ࠊಶูࡢᴗົࠊ≉ᑂᰝጤ

ጞࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ဨೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ࡸᑂᰝ⤖ᯝࡢ



᳨ドࡢᴗົࡘ࠸࡚ࡣసᴗᕤ



⛬ࡘ࠸࡚ࡶ⣔ิ࡛グ㍕ࡋ

㸼⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ
⛉◊㈝ࡢᛂເᩘቑక࠺ᑂᰝဨࡢ㈇ᢸ࠾ࡼࡧ





࣭እ㒊᭷㆑⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㐠









ڦ㐠Ⴀጤဨࡢᐇ

࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉࢆ┠ⓗࡋ

࡚࠾ࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡀᅜ









࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㐠Ⴀጤဨࢆእ㒊᭷㆑⪅ࡢࡳࡽᵓ ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽ㐠Ⴀጤဨ

Ẹศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛࣮࣒࣍



ᡂࡉࢀࡿㅎၥᶵ⬟ࢆࡶࡗࡓ⤌⧊ࡋ࡚ᨵ⤌ࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ ࢆእ㒊᭷㆑⪅ࡢࡳࡽᵓᡂࡉ

࣮࣌ࢪグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ



ࡢ㐠Ⴀཬࡧᴗົᐇ㛵ࡍࡿ᪉㔪➼ࢆ⟇ᐃࡍࡿ࠶ࡓ

ࢀࡿㅎၥ㆟ᨵ⤌ࡋࠊᖹᡂ 

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊ



ࡗ࡚ࠊከᵝ࡞どⅬࡽࡢពぢࢆ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ᑂ㆟ࢆ ᖺࡽࡣ᪂ࡓ࡞ጤဨࢆຍ࠼࡚ᶵ

᭷ព⩏࡞ᑂᰝពぢࢆࡋࡓᑂ



⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᅇ㛤ദ㸧
ࠋ㐠Ⴀጤဨ࡛ࡣࠊᡤ ⬟ྥୖࢆᅗࡾࡘࡘࠊࡑࡢᑂ㆟࣭

ᰝጤဨࡢ⾲ᙲ࣭බ⾲ࡣࠊศ



㛗ཬࡧᡤ㛗ࡢேࠊᏛ⾡ືྥㄪᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡉࡽࡣ ពぢࢆཧ⪃Ꮫ⾡◊✲ືྥㄪᰝ

ࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࡢሗⓎಙ࡛࠶



ࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢ㏱᫂ᛶࡘ࠸࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢㅎၥ ࡢᐇࡢ᳨ウࡸࠊࢭࣥࢱ࣮ά

ࡿྠࠊබṇ࡞ᑂᰝࡢ



ᇶ࡙ࡁࠊᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᑂ㆟⤖ᯝࢆࡶࠊᴗົࡢ ືࡢ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࡢᐇ࡞

ືᶵࡅ࡞ࡾࠊᑂᰝࡢ୍ᒙ



ᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ◊✲ဨࡢ㑅⪃ࢆྵࡴࢭࣥࢱ࣮ ࠊ᭦࡞ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉࠊ

ࡢ㏱᫂ᛶ࣭බᖹᛶᐤࡍࡿ



యࡢయไᩚഛࡶᫎࡍࡿ࡞ࠊ᭦࡞ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ ࡲ ࡓ ᭦ ࡞ ࡿ ᴗ ົ ᨵ ၿ ࢆ ⾜ ࠺ ࡓ

ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༢࡞ࡿሗⓎಙ



ᙉࢆࡣࡗࡓࠋࡉࡽࠊᨵၿࢆᅗࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜ ࡵࠊෆ㒊⤫ไࡢᙉྲྀࡾ⤌ࢇ

௨ୖࡢຠᯝࡀ࠶ࡾࠊᴟࡵ࡚㧗



ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨵࡵ࡚㐠Ⴀጤဨࡼࡿᙜヱᴗົࡢ㐺ษᛶ࡞ ࡛࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓホ౯ࢆཷࡅࡿࡇ࡛ࠊ᭦࡞ࡿᴗົᨵၿࢆ⾜ 

ࡲࡓࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ



࠺ࡓࡵࠊෆ㒊⤫ไࡢᙉࡶྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ



ࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂







ە㐠Ⴀጤဨྡ⡙㸦ᖹᡂ ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧











ࡶከᩘ⾜ࢃࢀࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
ᑠ ኵ
ᰩཎ ᯞ
ᴬ ⿱அ
బࠎᮌ Ẏ
㸦ጤဨ㛗㸧
⏣ ୍㑻
㧗ᰗ 㞝୍
⏣௦
ඵ⏣
ᐑᔲ
ᒣᮏ

⏕
ⱥ
⏨
ṇᖾ




ྜྷ㔝 ᙲ

14

࡛ࡣ◊✲ဨࡢ⤒㦂ࢆᥖ㍕ࡍࡿ

⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿ὶᇶ㔠㢳ၥ
ᮾᏛᮍ᮶⛉Ꮫᢏ⾡ඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ
࣮ᩍᤵ
㇏⏣ᕤᴗᏛᏛ㛗
බ┈♫ᅋἲேᅜᅵ⥳᥎㐍ᶵᵓ⌮㛗

➼ሗⓎಙດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

᪥ᮏ⢭ᕤᰴᘧ♫♫እྲྀ⥾ᙺ
ከᦶභ㒔⛉Ꮫ㤋㛗࣭ඖ㹌㹆㹉㒊እゎㄝ
ጤဨ
᠕⩏ሿᏛྡᩍᤵ
ྠᚿ♫Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ
㔠ἑᕤᴗᏛ⏘Ꮫ㐃ᦠᐊᩍᤵ
⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓᇶ♏⏕≀Ꮫ◊✲ᡤᡤ
㛗
᪫ᡂᰴᘧ♫㢳ၥ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚


ࡇࢀࡽࡢㅖάືࡣᴟࡵ࡚㧗ࡃ
ホ౯ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ
㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
㸫

 


㸺ࡑࡢ㡯㸼
㸫











ڦᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢࣉࣟࢭࢫ➼ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ ࣭ᅗ⾲ࢆ⏝࠸࡚ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢ











ࢪࡼࡿሗⓎಙ

ྛᴗົࡘ࠸࡚ヲ⣽ࡢࣉࣟࢭࢫ





࣭ࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࡲ࡛♧ࡍࡇࡼࡾࠊศࡾࡸ



࠾࠸࡚ᅗ⾲ࢆ⏝࠸࡚බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊᴗົࡢෆᐜࡈ



㸦ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᴗົࡸᑂᰝࡢ᳨ドᴗົ➼㸧ᩚ⌮ࡋࠊ ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡲࡓࠊᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ドᇶ࡙ࡃ



KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUJ\RXPXBM\RVHLKWPO 

ᑂᰝဨࡢ⾲ᙲࡘ࠸࡚ࡢබ⾲





ࡣࠊᅜẸᑐࡋ࡚ศࡾࡸࡍ࠸



ᑂᰝࡢ᳨ドᴗົ㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
⛉◊㈝ᑂᰝࡢ᳨ド

ᑗ᮶ࠊᑂᰝဨ࡞ࡿ⪅ᑐࡋ࡚



⛉◊㈝࠾ࡅࡿ㓄ศᑂᰝࡣࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ➨  ẁᑂᰝ

ࡶࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖࡘ࡞



㸦᭩㠃ᑂᰝ㸧➨  ẁᑂᰝ㸦ྜ㆟ᑂᰝ㸧ࡢ  ẁ㝵࡛⾜ࢃ

ࡀࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࢀࡲࡍࡀࠊᑂᰝࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀኚ㔜せ࡞ࡗ





࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊᑂᰝ⤊





ᚋࠊᑂᰝࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⩣ᖺᗘࡢᑂᰝጤဨ



ࡢ㑅⪃㐺ษᫎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭦ࠊ᳨ド⤖ᯝᇶ࡙



ࡁࠊ➨  ẁᑂᰝ㸦ྜ㆟ᑂᰝ㸧᭷ព⩏࡞ᑂᰝពぢࢆࡋ



࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᑂᰝጤဨࢆ⾲ᙲࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ



㸺ලయⓗ࡞సᴗෆᐜ㸼



ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓᢸᙜศ⛉⣽┠ࡈࠊ◊✲ဨ㸦」



ᩘ㸧ࡀᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࠊᑂᰝෆᐜ୍ࡘ୍ࡘࡘ࠸



࡚ୗグࡢࡼ࠺᳨ドࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ



 ➨  ẁ ᑂ ᰝ㸦 ᭩ 㠃 ᑂ ᰝ 㸧  ഛ ࡶ ࡋ ࡃ ࡣ ᫂ ࡽ 



┈ㄏᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ➼ࠊၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓᛮ



ࢃࢀࡿᑂᰝጤဨཬࡧ➨  ẁᑂᰝ㸦ྜ㆟ᑂᰝ㸧࠾



࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠾࠺ࡋࡓᑂᰝጤဨࢆ≉



ᐃࡍࡿࠋ
 ➨  ẁ ᑂ ᰝ㸦 ྜ ㆟ ᑂ ᰝ 㸧 ᭷ ព ⩏ ࡞ ࢥ ࣓ ࣥ ࢺ ࢆ



グ㍕ࡋࡓᑂᰝጤဨࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋ



 ྛ ᑓ 㛛 ㄪ ᰝ ⌜  ㆟  ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ᳨ ド ⤖ ᯝ ࢆ ྜ ㆟ ࡍ



ࡿࠋ



 ྛ ᑓ 㛛 ㄪ ᰝ ⌜ ࡛ ࡢ ᳨ ド ⤖ ᯝ  ࡘ ࠸ ࡚ ࠊ ௵ ◊ ✲







ᙧ࡛ࡢሗⓎಙ࡛࠶ࡿࡶ







ࡍ࠸ሗⓎಙ࡞ࡿࡼ࠺ᨵၿࡋ

ဨ㆟࠾࠸᳨࡚ウࠊᑐᛂ➼ࢆỴᐃࡍࡿࠋ



࣭ࡲࡓࠊᑂᰝࡢ᳨ドࡢ⤖ᯝࠊ᭷ព⩏࡞ᑂᰝពぢࢆࡋࡓ



ᑂᰝጤဨࡣ⾲ᙲࡋࠊබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBK\RVKRLQGH[KWPO 









ڦㄝ᫂ࡢᐇ
15

࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື㛵ࡍࡿᴗ



29

30








࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᑵ௵ࡢ◊✲ဨಀࡿೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࢆ ㄝ᫂➼㸦 ᅇ㸧ࡶ╔ᐇ⾜ࢃࢀࡿ



Ꮫ➼ࡢ㛵ಀྛ◊✲ᶵ㛵౫㢗ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᮾி࠾࠸ ࡞ࠊ◊✲⪅➼ࡽࡢ୍ᒙࡢ⌮



࡚ㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࠋ



࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅➼ ࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢ



ࡽࡢ୍ᒙࡢ⌮ゎ༠ຊࢆᚓࡿࡓࡵᏛࡸᏛ➼࡛

ࣉࣟࢭࢫ➼ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάື



ᴗㄝ࣭᫂ពぢࢆᐇࡋࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᅇ㸧
ࠋࡲ

ࡘ࠸࡚ࠊᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ



ࡓࠊࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡣᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ࡸࠊᡤᒓᏛ ࡛ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊ✚ᴟ



➼࡛ಶูㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡼ࠺౫㢗ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάື ⓗሗⓎಙྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ



ᑐࡍࡿ⌮ゎࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ≉ู◊ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



✲ဨᴗ࡞ࡢ⯆ᴗࡘ࠸࡚ࡶᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿ



ࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ



ゎ༠ຊࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚












ࡢࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜڦ㓄

࣭࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ◊✲ဨࡢయ㦂













࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ㛵ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ➼ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆ ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ





࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ゝⴥࡸどぬッ࠼⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᅗ࡛



♧ࡍࡶࠊ௵࣭ᑓ㛛◊✲ဨ⤒㦂⪅ࡽ◊✲ဨࡋ ࡿᡭẁࡋ࡚᭷ຠ࡞ሗⓎಙࡢ



࡚ࡢ⌧ሙࡢయ㦂ࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆᥖ㍕ࡍࡿ࡞ࠊά ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ












ືෆᐜࢆศࡾࡸࡍࡃࡋࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ㓄ࡋࡓࠋ









㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ


άືࡢ㏱᫂ᛶཬࡧಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸯㸫㸱

㸯 ⥲ྜⓗ㡯
㸦㸴㸧◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ಀࡿ᰿ᣐ



ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦◊✲ࡢබṇᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡶࡑࡢ㔜せᛶࡀㅻࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡢ
㜵Ṇࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㞴᫆ᗘ
㸦➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ ➨㸴❶㸦㸰㸧◊✲ࡢබṇᛶࡢ☜ಖ㸧
㸦␎㸧◊✲⪅ࡣࠊ◊✲ࡢබṇᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿ㈐ົࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡋࠊ◊✲⌮ࢆᏛࡧࠊ⮬ࡽಟᚓࡋࡓ◊✲⌮ࢆᚋ㐍ఏ࠼ࡿ࡞ࠊ◊✲ࡢබṇᛶࡀ⮬ᚊⓗ⥔ᣢࡉࢀࡿ㢼ᅵࡢ㔊ᡂດࡵࡿࡇࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡣࠊ◊✲ศ㔝୪ࡧ◊✲⪅ࠊᑗ᮶◊✲⪅ࢆ┠ᣦࡍேᮦཬࡧ◊✲ᨭேᮦ࡞ࡢ⫋✀ᛂࡌࡓ⥅⥆ⓗ࡞◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ◊✲
ṇ⾜Ⅽࡢᝨᑐࡋ࡚㎿㏿ࡘⓗ☜ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ഛ࠼࡚࠾ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ◊✲ṇ⾜Ⅽࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢཎᅉࡸ⫼ᬒࢆᮏ㉁ⓗぢฟࡍࡃᚭᗏⓗ᳨ドࡋࠊⓎ㜵
Ṇດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊ◊✲⪅㐣ᗘ࡞ἲⓗ㈐௵ࡢ㏣ཬࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᅜࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚◊✲ṇ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢᨵṇ➼ࢆ⾜࠺
ࡶࠊ㈨㔠㓄ศᶵ㛵➼㐃ᦠࡋࠊᙜヱ࢞ࢻࣛࣥᇶ࡙ࡃྲྀ⤌➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ◊✲ࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࠋ
㸦␎㸧
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ṇ⏝࣭ṇ⾜Ⅽཷ❆ཱྀ KWWSZZZMVSVJRMSMNRXVHLPDGRJXFKLKWPO



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ


































 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧





















ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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㸰㸷ᖺᗘ

31

32
㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬

㸦㸴㸧ຓᡂ࣭ᨭᴗົࡢ

㸦㸴㸧ຓᡂ࣭ᨭᴗࡢ

㸦㸴㸧◊✲㈝ࡢṇ⏝

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᐇ࠾࠸࡚ࡣࠊ◊✲㈝

࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ୍⎔

ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿ

㸫

࠙◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡢ



ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣

ࡋ࡚ࠊྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ

ṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ





ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖୪ࡧ

㐣ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖୪ࡧ



◊✲㈝ࡢṇ⏝ࠊṇ

ṇ⏝ཬࡧṇཷ

ཷ⤥ཬࡧ◊✲άືࡢ

⤥ࡢ㜵Ṇ⟇ࢆᙉࡍࡿࠋ ࠼ࠊබṇ࡞◊✲άືࢆ᥎
ࡇࡢࡓࡵࠊᨻᗓ➼ࡢ᪉



ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿ

࡞ホ౯ᣦᶆ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ᴗົᐇ⦼

㜵Ṇࠚ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㹀



ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ
⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰
ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ
ࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸
ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ
᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞
ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ
ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

࣭◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝྥࡅࡓ
యไࡢᩚഛཬࡧࡑࡢᐇ≧ἣ➼

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

࣭ࠕ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝࡢ࢞ࢻ

ࡘ࠸࡚୪ࡧබṇ࡞◊✲άື

㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓ

ࣛࣥ㸦ᐇᇶ‽㸧ࠖᇶ࡙ࡃయไࡢᩚഛཬࡧࡑࡢᐇ

ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌≧ἣ➼ࡘ

㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲㈝ࡢ

ࡸࡢබⓗ◊✲㈨㔠㓄

ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ୪ࡧࠕ◊✲άື࠾ ࠸࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆᩥ㒊⛉

ࡲࡓࠊ◊✲⪅ࡀᡤᒓࡍ

ྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ

ศᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚ࠊ◊✲



ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡢᑐᛂ➼㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖᇶ࡙ Ꮫ┬ᥦฟࡍࡿࡇࢆྛ✀බເ

ࡿ◊✲ᶵ㛵ࡀ◊✲㈝ࢆ

㞟୰ࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵࠊᗓ

⌮ᩍ⫱ᩍᮦࢆᬑཬࡉ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ࡃྲྀ⤌≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬

㐺ษ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡞

┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩ

ࡏࠊࡲࡓࠊᏛ⏕ྥࡅᩍᮦ

࣭యไࡀᩚഛࡉࢀࡓᚋ

ᥦฟࡍࡿࡇࢆᛂເせ௳ࡋࠊ◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝࡢ ࡾࠊྛ◊✲⪅ཬࡧ◊✲ᶵ㛵ᑐ

ࡼࡾࠊ㐺ṇ࡞ᇳ⾜➼

ࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿ

ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝ

ࡶࠊࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺ᐇຠᛶ

ᚭᗏࠊබṇ࡞◊✲άືࡢ᥎㐍ྥࡅࡓయไᩚഛࢆᅗࡗ

ࡍࡿࠋ

ᴗࡢເ㞟ẁ㝵࡛᫂グࡋ࡚࠾


㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ
ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡋ࡚࿘▱࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡋ࡚࠸

ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ ࡶࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻

ࢆ⾜࠺ࡶࠊ◊ಟ

ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᩿ࡢ

ࡓࠋ

ࡿࠋࡲࡓࠊ➇தⓗ㈨㔠➼ಀࡿ



ࡌࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆࡢ➇த

ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᐇ

ぢ┤ࡋࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ



◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ◊✲㈝



ⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵ᑐ

➼ࢆ㏻ࡋ࡚ᨭࢆ⾜࠺ࠋ ࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧



ࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡍࡿࠋ

ᚲせᛂࡌࠊᴗẖ

ホ౯㸦ᖺᗘ㸧
ࠚ

ࢆ⾜࠸ࠊࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺᇶ࡙ࡁࠊྛ◊✲ᶵ㛵ࡢṇ㜵 ⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ෆࡋ



ࡲࡓࠊ◊✲㈝ࡢṇ

ࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝

࣭ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢ

Ṇࡢྲྀ⤌≧ἣࡸ⛉◊㈝⟶⌮యไࡢᐇែࡢᢕᥱດࡵࡓࠋ ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ㈨㔠㓄ศᴗ



⏝ཬࡧṇཷ⤥ࢆ㜵Ṇ

ࡘ࠸࡚ࠊᢳฟࡋࡓ◊✲ᶵ

ࡓࡵ㸫ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ⪅

ࡲࡓࠊ⟶⌮యไࡢᨵၿࢆせࡍࡿⅬ➼ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᰝグ㘓 ࡛ࡣࠊཧ⏬ࡍࡿ࡚ࡢ◊✲⪅



ࡍࡿࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬

㛵ᑐࡍࡿᐇᆅ᳨ᰝࢆ

ࡢᚰᚓ㸫ࠖಀࡿ◊ಟࣉ

ࢆ◊✲ᶵ㛵㏻▱ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ ⏦ㄳࡲ࡛◊✲⌮ᩍ⫱



ࡢ㐺ษ࡞ᙺศᢸࡢࡶ

⾜࠸ࠊᶵ㛵࠾ࡅࡿṇ

ࣟࢢ࣒ࣛࡢ HOHDUQLQJ ࠺ࡇࡋࡓࠋ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟࡋࡓࡇࢆㄋ



ࠊྠ┬ࡢᐃࡵࡿ࢞ࢻ

㜵Ṇᑐࡍࡿྲྀ⤌ࡢ≧

➼ࢆ࠾ࡋ࡚ࠊ◊✲



⣙ࡉࡏࡿࡶࠊᴗㄝ᫂



ࣛࣥ➼ᇶ࡙ࡁࠊ◊✲

ἣ➼ࢆᢕᥱࡋࠊᣦᑟࢆ⾜

⌮ᩍ⫱ࡢ㧗ᗘࠊᐃ╔

ࡴྵࢆ⪅✲◊ڦ㛵ಀ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࡢಁ㐍

➼࡛◊✲ᶵ㛵ࡢᩍ⫋ဨᑐࡋࠊ



ᶵ㛵ᥦฟࢆ⩏ົࡅ

࠺࡞ࠊ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅ

ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᮇᚅࡉ

࣭ᴗㄝ᫂➼ࡢሙ࠾࠸࡚ࠊᐇᆅ᳨ᰝ࡛ᢕᥱࡋࡓ ὀពႏ㉳ࡸᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊ◊✲㈝



࡚࠸ࡿሗ࿌᭩➼ࡼࡾ

ࡿ◊✲㈝ࡢ⟶⌮ࡸ┘ᰝ

ࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㝿ࠊ
ࠕ⊂

ࡢ࿘▱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᩍ⫋ဨᑐࡋ࡚ṇ⏝ࠊ ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άືࡢṇ



ྛ◊✲ᶵ㛵ࡢṇ㜵Ṇ

ࡸබṇ࡞◊✲άືࡢ᥎

❧⾜ᨻἲேᨵ㠉➼㛵

ṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ⟇ࡘ࠸࡚ὀពႏ㉳ࠊᣦᑟ➼ࢆᐇࡋ

⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ◊✲㈝ࡢ



ᑐࡍࡿྲྀ⤌ࡢ≧ἣ➼

㐍ྥࡅࡓయไᩚഛࢆ

ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࠖ㸦ᖹ

ࡓࠋ

㏉㑏ࠊᛂເ㈨᱁ไ㝈➼ࡢ࣌ࢼࣝ



ࢆⓗ☜ᢕᥱࡋࠊᚲせ

ᚭᗏࡉࡏࡿࠋ

ᡂ ᖺ ᭶ ᪥㛶



ࢸࢆㄢࡍࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊ◊



ᛂࡌࠊྛᴗẖ㐺ษ࡞

ࡲࡓࠊᴗㄝ᫂➼ࢆ

㆟Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᅜ❧

⌮ࡢ⪅✲◊ڦゎࡢ᫂☜

✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άືࡢ



ᣦᑟࢆ⾜࠺࡞ࠊ◊✲ᶵ

㛤ദࡋࠊ◊✲㈝ࡢṇ

◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡

࣭⛉◊㈝ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ࡢ㈨㔠㓄ศᴗ࡛ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ ṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇᐇຠᛶࢆᣢࡓ



㛵࠾ࡅࡿ◊✲㈝ࡢ⟶

⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅ

⯆ᶵᵓ㸦-67㸧ࡢ㐃

ព㆑ᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊཧ⏬ࡍࡿ࡚ࡢ◊✲⪅⏦ ࡏ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



⌮ࡸ┘ᰝࢆᚭᗏࡉࡏࡿࠋ ࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ⟇➼

ᦠࢆᙉࡍࡿࡇࡀᮇ

ㄳࡲ࡛◊✲⌮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟࡋࡓࡇࢆ



࣭⛉◊㈝࡛ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬㐃ᦠࡋ࡚ᐇᆅ᳨ᰝ㸦 ᶵ㛵㸧 ࡢṇ⏝ࡢ࿌Ⓨཷ❆ཱྀࢆ



ࡉࡽᴗㄝ᫂➼

ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲㈝ࡢ⏝

ᚅࡉࢀࡿࠋ

ㄋ⣙ࡉࡏࡓࠋ





ࢆ㛤ദࡋࠊ◊✲㈝ࡢṇ

࣮ࣝࣝࡸᐇᆅ᳨ᰝ࡛ᢕ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧







⏝ࠊṇཷ⤥ཬࡧ◊✲

ᥱࡋࡓࡢ࿘▱➼ࢆ

ホ౯ࠚ

࣭ເ㞟せ㡯࠾࠸࡚ࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άືࡢ 



άືࡢṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ

㏻ࡌ࡚ὀពႏ㉳࣭ຓゝ➼



ṇ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊཝࡋ࠸ᥐ⨨࡛ᑐᛂࡍࡿ᪨࿘▱ 



⟇ࡘ࠸࡚ຓゝࠊὀពႏ

ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲⪅ࢆྵࡴ㛵



ࡋࡓࠋ





㉳➼ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲⪅ࢆྵ

ಀ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࢆಁ㐍









ࡴ㛵ಀ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࢆ

ࡍࡿࠋ
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㹀

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

άືࡢ᥎㐍ྥࡅࡓయไᩚഛ

ṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ⟇ࢆᙉ

ホᐃ

㸺᰿ᣐ㸼

✲◊ڦᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲㈝ࡢ⟶⌮ࡸ┘ᰝࡸබṇ࡞◊✲

࢞ࢻࣛࣥ➼ࢆ㋃ࡲ ࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯


㸺ࡑࡢ㡯㸼




ಁ㐍ࡍࡿࡇດࡵࡿࠋ





ࡉࡽࠊ◊✲㈝ࡢṇ

ڦ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚ᐇࡍࡿṇ㜵Ṇࡢྲྀ⤌

࣭
ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫

⏝➼ࡢ㜵Ṇ㛵ࡋ࡚

࣭
ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ⪅ࡢᚰᚓ㸫ࠖ ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ⪅ࡢᚰᚓ㸫ࠖࢆࡶ

◊✲⪅ࡢ⌮ゎࡀᚲせ࡞

ࢆࡶࡋࡓ HOHDUQLQJ ᩍᮦ H/&RUH㸦᪥ᮏㄒ∧࣭ⱥㄒ

 ᪥ ᮏ ㄒ ∧ ࣭ ⱥ ㄒ ∧ ࡢ

㡯ࡘ࠸࡚ࠊ⯆ࡀ

∧㸧ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆᐇࡋࡓࠋ

HOHDUQLQJ ᩍᮦࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪

ࡍࡿ◊✲㈨㔠ࡢ

KWWSVZZZMVSVJRMSMNRXVHLULQULKWPO

ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ྥࡅᩍ

ᡭ⥆➼ࡢ㝿ࠊࡑࡢෆ



ᮦࡢసᡂྥࡅ࡚Ꮫ㝔ࢆタ⨨

ᐜࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࢆ◊

H
OHDUQLQJ ᩍᮦ H/&RUHಟ⪅ᩘ

✲⪅᫂ࡽࡉࡏࡿ



ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ࢣ࣮ࢺㄪᰝཬࡧࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪ

 ᪥⌧ᅾ

 ᪥⌧ᅾ

ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ⛉Ꮫᢏ⾡

 ྡ

 ྡ

⯆ᶵᵓཬࡧ᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨ

ࡇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ◊✲άືཧ⏬

ࡋ࡚࠸ࡿᏛࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

᪥ⱥྜィಟ⪅ᩘ

ࡍࡿ࡚ࡢ◊✲⪅ᑐ

㸦ෆヂ㸧





ᶵᵓࡢඹദ࡛ࠕ◊✲බṇࢩࣥ

ࡋ࡚ࠊ◊✲⌮ᩍ⫱㛵

᪥ᮏㄒ∧ಟ⪅ᩘ

 ྡ

 ྡ

࣏ࢪ࣒࢘ 5,2 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢟

ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ

ⱥㄒ∧ ಟ⪅ᩘ

 ྡ

 ྡ

ࢵࢡ࢜ࣇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠗ⪃࠼ࠊ

⏦ㄳࡲ࡛ᒚಟࡋࡓ



ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ

࣭Ꮫ⏕ྥࡅᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࠊᶵ㛵࠾ࡅࡿᏛ㝔⏕ ᮾி࡛㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢάື
ྥࡅ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ⌧≧ࡸࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡇࢆ┠ ࡣࠊ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽ

ᴗࡢ≉ᛶᛂࡌ࡚ࠊᚲ
せ࡞ᥐ⨨ࢆࡿࠋ

Ẽ࡙ࡏࡿ࠘◊✲⌮ᩍ⫱ࠖࢆ



ⓗࡋ࡚ࠊᏛ㝔ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᏛࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥ ࡸ◊✲㈝ࡢṇ⏝ࢆ๓㜵
Ṇࡍࡿࡓࡵ㐺ษ࡞ྲྀ⤌⪃࠼
ࢣ࣮ࢺㄪᰝཬࡧࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ







࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚◊✲බṇಀࡿሗࡢᥦ౪ࡸὀ 



ពႏ㉳ࢆ⾜ࡗࡓࠋ







࣭⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓཬࡧ᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢඹദ



࡛ࠊ
ࠕ◊✲බṇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 5,2 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢟ࢵࢡ࢜



ࣇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠗ⪃࠼ࠊẼ࡙ࡏࡿ࠘◊✲⌮ᩍ⫱ࠖࢆ

ࡽࢀホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᮾி࡛㛤ദࡋࠊ⮬ᚊⓗ࡞⾜ືࡀࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ
◊✲⌮ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆ║ࡋࡓᥦࡸ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ◊✲㈨㔠ࡢṇ⏝➼ࡢᑐ
ᛂ㛵ࡍࡿつ⛬ࢆ୍㒊ᨵṇࡋࠊᥐ⨨ࡢᑐ㇟⪅ࡋ࡚
࠸ࡿ◊✲㈨㔠ࡘ࠸࡚ࠊᮍ⏝ศࢆ㏉㑏ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺᫂☜ࡋࡓࠋ

ࡢࡑڦ
࣭◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆ㝖ࡍࡿࡓ
ࡵࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡶ
ࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡌࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄
ศᶵ㛵ᑐࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡋࡓࠋ

࣭➇தⓗ㈨㔠➼ಀࡿ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ◊✲㈝ࡢ
19

33

34
ṇ⏝ࡢ࿌Ⓨཷ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸯㸦㸯㸧 㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ
ձ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ
ղ ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇ
յ Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝
ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ
➨  ᮲

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖ࠾ࡅࡿࠕᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓᨵ㠉ᙉࠖࡢ㐩ᡂྥࡅࠊᙜἲே࠾ࡅࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜ
ᡓ␎ࠖ࠾࠸࡚ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦௨ୗࠕ⛉◊㈝ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊከゅⓗ࡞どⅬࡼࡿඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ㑅ᐃࠊ◊✲⪅ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢ✚ᴟⓗ࡞᥈⣴ᣮᡓࢆྍ⬟ࡍࡿᨭࡢᙉࠊ◊✲✀
㞴᫆ᗘ



┠ࡢᛶ㉁ᛂࡌࡓᇶ㔠ࡼࡿ◊✲㈝ࡢ࠸ᡭࡢᨵၿ࡞ࠊ᭦࡞ࡿᐇࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠖࡉࢀࡿࡶࠊ
ࠕᮍ᮶ᢞ㈨ᡓ␎ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᏳᐃ☜ಖ࣭ᐇᙉࡢࡓࡵࠊࠕ⛉
◊㈝ᨵ㠉ࡢᐇ᪉㔪ࠖ㸦ᖹᡂᖺ㸯᭶᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᨵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࠖࡸࠕ⛉◊㈝ⱝᡭᨭࣉࣛࣥࠖࡢᐇ➼ࢆ㏻ࡌࡓᨵ㠉ࢆᮏᖺᗘࡽ㐍ࡵࡿࠋࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞
ࡽࡶࠊᡃࡀᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇ࡸᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍㠀ᖖ㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎ➼ࡢࡓࡵᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡣࠊ⣙  ௳ࡢ⭾࡞ᛂເ◊✲ㄢ㢟ࢆཷࡅࡅࠊ ᭶ࡽ  ᭶ࡢ  ࣨ᭶㛫࠸࠺▷ᮇ㛫࡛㸦ࡇ
ࢀࡣ⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦16)㸧ࡸ⡿ᅜᅜ❧⾨⏕◊✲ᡤ㸦1,+㸧ࡢẚ㍑࠾࠸࡚ࡶ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ࡇࡀࢃࡿ㸧⣙  ྡࡶཬࡪᑂᰝጤဨࡀࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡾඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ
ࠊࡑࢀຍ࠼࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶බເ㸧ࡽᑟධࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡢᐇ࡞ࡢࠊ᪂ࡓ࡞⤌ࡳࡢ᳨ウ࣭ᵓ⠏࣭ຓᡂྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ
⾜࠺ࠊ࠸࠺㠀ᖖ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸ᴗົࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼
⛉◊㈝ࡢ᪂つᛂເ௳ᩘ
⛉◊㈝ࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘ
㸦ᙜึෆᐃ௳ᩘ㸧
㸦ͤ㸧
Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵➼ࡢ
ᴗㄝ᫂㛤ദᩘ



  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

௳



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳



 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ

    









 
 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ

㸦ͤ㸧ᙜヱᖺᗘᑂᰝࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᥇ᢥࡣ⩣ᖺᗘࠋ
ᙜึෆᐃ௳ᩘࡣ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛ࡢෆᐃ௳ᩘࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘࡣࠊ
ࠕᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠖࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ

ᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠖࢆⓎᒎⓗぢ┤ࡋࡓࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧
ࠖ
࠾࠸࡚ࠊ⥲ྜᑂᰝేࡏ࡚ࣉࣞࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸦๓ࡢ㑅⪃㸧ࢆᑟධࡋࡓࡇࡼࡾᑂᰝࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀ
ኚࢃࡾࠊ ᭶  ᪥ෆᐃࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊ
ࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧
ࠖࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᇶ┙◊✲ $  % ࡢᾏእᏛ⾡ㄪᰝࡣ᪂つᛂເᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ % 㸧ࡋ࡚ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘබເࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢ᪂つᛂເ௳ᩘྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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36
㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯


୰ᮇ┠ᶆ



ᖺᗘィ⏬

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ
㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㸿

ホᐃ

㸿

Ꮫ⾡◊✲ࢆᨭࡍࡿ

Ꮫ⾡◊✲ࢆᨭࡍࡿ

㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ

ᡃࡀᅜ၏୍ࡢ㈨㔠㓄ศ

ᡃࡀᅜ၏୍ࡢ㈨㔠㓄ศ

Ꮫ⾡◊✲ࡀຠᯝⓗ

ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡢ⮬

ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡢ⮬

㐍ᒎࡍࡿࡼ࠺ࠊᏛ⾡ࢩࢫ ࣭⛉◊㈝ࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘ





ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇ

⏤࡞Ⓨ◊✲ࡢከᵝ

⏤࡞Ⓨ◊✲ࡢከᵝ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ





ィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ᛶࠊ㛗ᮇⓗどⅬ⥅⥆ᛶ

ᛶࠊ㛗ᮇⓗどⅬ⥅⥆ᛶ

⬟ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊබṇ࡛㏱ ࣭Ꮫ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵➼

ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬

࡞ࡢᏛ⾡◊✲ࡢ≉ᛶ

࡞ࡢᏛ⾡◊✲ࡢ≉ᛶ

᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆ

ࡢᴗㄝ᫂㛤ദᩘ

ࢆୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➇தⓗ◊✲㈨

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➇தⓗ◊✲㈨

ᐇࡍࡿࡶࠊᴗົ



ࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ

㔠㸦ࡋ࡚⛉Ꮫ◊✲㈝

㔠㸦ࡋ࡚⛉Ꮫ◊✲㈝

ࡢ⡆⣲ຠ⋡ࢆᅗ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃ

ຓᡂᴗ➼㸧ࡢᑂᰝ࣭㓄

ຓᡂᴗ➼㸧ࡢᑂᰝ࣭㓄

ࡾࡘࡘࠊ◊✲⪅ࡢどⅬ ࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

ࢆ㸿ࡍࡿࠋ

ศࢆ☜ᐇᯝࡓࡍࡇ

ศࢆ☜ᐇᐇࡍࡿࡇ

❧ࡗࡓຓᡂᴗົࢆᐇ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠



ࡼࡾࠊୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢᏛ

ࡼࡾࠊୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ

ࡍࡿࠋ

㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

࣭ᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ

⾡ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ከᵝ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ከ

Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂࡣࠊ⛉

ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

ィ⏬グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯

࡞▱ࢆ㐀ࡍࡿ◊✲ࢆ

ᵝ࡞▱ࢆ㐀ࡍࡿ◊✲

Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗ㸦௨

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦⛉◊㈝ጤဨࡸᑠጤဨࡢ

᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ୗࠕ⿵ຓ㔠ᴗࠖ࠸



㛤ദࠊᑂᰝࡢ㉁ⓗᐇࠊᑂᰝ





࠺ࠋ
㸧ཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂ

㺃୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩

㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ

㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ

ᇶ㔠ᴗ㸦௨ୗࠕᇶ㔠

ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ





ᖜ࡞ᣑࠊᑂᰝ⤖ᯝࡢ⥲ᣓ➼㸧

ձୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞

Ꮫ⾡◊✲ᑐࡍࡿᖜ

ᴗࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡼࡾࠊ

ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ





ࡀ╔ᐇᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

▱ࡢ㐀ྥࡅࠊேᩥ

ᗈ࠸ຓᡂࢆ⾜࠺ࡇ

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦௨

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚





ࡉࡽࠊᛂເ௳ᩘࡀቑࡋ࡚

Ꮫࠊ♫⛉Ꮫࠊ⮬↛⛉Ꮫ

ࡼࡾࠊ⊂ⓗࡘከᵝ࡞

ୗࠕ⛉◊㈝ᴗࠖ࠸

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ 



࠸ࡿ୰࠾࠸࡚ࡶࠊ ẁ㝵᭩

ࡢྛᏛၥศ㔝ࡢᏛ⾡◊

ᇶ♏ⓗ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊே

࠺ࠋ㸧ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ





㠃ᑂᰝࡸ⥲ྜᑂᰝ᪉ᘧࢆᑟධ

✲ᑐࡍࡿᖜᗈ࠸ຓᡂ

㢮ࡢ▱ⓗ㈨⏘ࡢᣑࠊᑗ

⛉◊㈝ᴗࡣࠊᩥ㒊⛉





ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢୗ

ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊᡃࡀ

᮶ࡢᏛၥཬࡧ♫ࡢⓎ

Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᴗᐇ





࡛ࡶィ⏬㏻ࡾᑂᰝࢆᐇ

ᅜࡢᏛ➼ࡢ◊✲ᇶ┙

ᒎᐤࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ  ࠾ ࡅ ࡿ ᇶ ᮏ ⓗ ⪃ ࠼

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ





ࡋࠊ⛉◊㈝࡛ࡣ᪂つᛂເㄢ㢟

ࡢᐇཬࡧ㐀ⓗ࡛ඃ

බṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ࠶ࡿᑂ

᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁᴗ

㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯





ࡢ࠺ࡕࠊ⣙ 㸣ࡘ࠸࡚  ᭶

ࢀࡓᏛ⾡◊✲ࡢ᱁ẁࡢ

ᰝ࣭ホ౯ࢆᐇࡍࡿ

ົࢆ⾜࠺ࠋ

ࢆᚓࡿࠋ





 ᪥ෆᐃࢆ㏻▱ࡋࡓ㸦ṧ

Ⓨᒎᐤࡍࡿࠋ

ࡶࠊ◊✲⪅ࡢ◊✲άື

ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚







ࡾࡣ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᣮᡓⓗ◊

ࡀᐇ࡛ࡁࡿࡼ

ࡣࠊྛ◊✲✀┠ࡢᴗ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼





✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧࡞ࣄࣜ

࣭⛉◊㈝ᴗ࠾࠸࡚ࠊ 



ࣥࢢ➼ࡢᐇࡀᚲせ࡞◊✲ㄢ





୰ᮇィ⏬

ࡲࡓࠊ⊂ⓗ࡞ᇶ♏ⓗ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㺃⛉◊㈝ࡢ᪂つᛂເ௳ᩘ 
㸦ᙜึෆᐃ௳ᩘ㸧

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ
㺃ເ㞟ᴗົ࣭ᴗົ
ࡢ࡞ᐇ

㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ

◊✲ࡽᑗ᮶ࡢᏛၥཬ

࠺ᴗົࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ ົཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㸦ᅜ

ࡧ♫ࡢⓎᒎᐤࡍ

◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱ

㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ

ẖᖺࡢᑂᰝ㐣⛬ࢆⅬ





㢟㸧ࠋ

ࡿྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵࡿ✀ࡀ

ດࡵࠊ♫ࡢ㑏ඖ࣭ 㝿ඹྠ◊✲ᙉࠊᖐᅜⓎ

᳨࣭ᨵⰋࡋ࡚ࡁࡓసᴗࡢ





ࡲࡓࠊ᪂ࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉

ⱆ྿ࡃࡢࢆಁࡋࠊ㔜ཌ࡞

ᒎ◊✲㸧࠶ࡗ࡚ࡣᖹᡂ

㉁ⓗⓎᒎࢆ┠ᣦࡋࠊᘬࡁ

ᬑཬάືࢆ⾜࠺ࠋ





◊㈝ࡢᑂᰝࡼࡾࠊᖿㄝ᫂

▱ⓗ✚ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ

Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂࡣࠊ⛉

 ᖺᗘ㸧ㄢ㢟ಀࡿබ

⥆ࡁດຊࢆ⥅⥆ࡍࡿᚲ





ࡢ㛤ദࡸࠊᡭᘬ࠾࠸࡚ࠊᏛ

࠺ຓᡂࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸

Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗ㸦௨

ເ࣭ᑂᰝᴗົ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ

せࡀ࠶ࡿࠋ





⾡ⓗ࡞ព⩏ᇶ࡙࠸࡚ᑂᰝࢆ

࡚᩿ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ୗࠕ⿵ຓ㔠ᴗࠖ࠸

┬ࡀබເ࣭ᑂᰝᴗົࢆ⾜

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧





ᐇࡍࡿࡼ࠺ࠊ࠸ࡗࡑ࠺ࡢὀ



࠺ࠋ
㸧ཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂ

࠺᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠊ≉ู

ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ





ពႏ㉳ࢆ⾜࠺࡞ࠊࡼࡾබᖹ

ղᏛ⾡◊✲ࡢຓᡂࡣࠊ⛉

ᇶ㔠ᴗ㸦௨ୗࠕᇶ㔠

◊✲ಁ㐍㈝ࠊ≉ᐃዡບ㈝







࡛බṇ࡞ᑂᰝࡢయไࢆ✚ᴟⓗ

Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗཬ

ᴗࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡼࡾ⾜

ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ᑂᰝࡢ᳨ドᙜࡓࡗ࡚





ᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠

࠺ࠋࡇࢀࡽࡢᴗࡘ࠸

ࡣࠊᑡᩘពぢࡢጇᙜᛶ







⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨཪ

22

ᴗࡼࡾ⾜࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ

࡚ࡣࠊຓᡂᑐ㇟࡞ࡿ◊

ࡣᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ಀࡿ┠㓄ࡾࢆ⾜࠺ࡼ࠺





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘタࡉࢀࡓᅜ

⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗ

✲⪅ࡢഃࡗ࡚ศ

࠾࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗ

ດࡵࡿࠋ





㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡢ࠺ࡕ

ࡋ࡚ᅜࡽࡉࢀ

ࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡞ࡿࡼ

ࡢᖹᡂ  ᖺᗘ㸦ᅜ㝿ඹ

࠙ ᖺᗘ -636 㒊ホ

ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠖࡘ࠸

ࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࢆ

࠺୍యⓗ࡞㐠⏝ࡀồࡵ

ྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹ

౯ࠚ

࡚ࠊᛂເ≧ἣࢆ㚷ࡳ◊✲ィ⏬

◊✲⪅ࡍࡿࡇ

ࡽࢀࡿࡇࡽࠊ⛉Ꮫ◊

ྠ◊✲ᙉࠊᖐᅜⓎᒎ◊



ㄪ᭩ࢆᨵࡵࠊព⩏ࡢ᫂☜ࡢ

ຍ࠼࡚ࠊ◊✲ຓᡂࡢ୍

✲㈝ຓᡂᴗ㸦௨ୗࠕ⛉

✲㸧࠶ࡗ࡚ࡣᖹᡂ  ࣭⛉◊㈝ᴗࡢᑂᰝࡢබ

ࡓࡵホⅬせ⣲ࡢᨵၿࢆ⾜࠺

㒊せࡍࡿ㈝⏝࡚

◊㈝ᴗࠖ࠸࠺ࠋ㸧

ᖺᗘ㸧ࡢᑂᰝ᪉㔪➼ࢆࠊ ṇᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅

ࡶࠊᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ࡿࡓࡵᅜࡽู㏵

ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ

ࡢ㛫࡛ࡶ㧗࠸ホ౯࡛࠶

࠾࠸࡚ࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ

ࡉࢀࡿ⿵ຓ㔠ࡼࡾ

⛉◊㈝ᴗࡣࠊᩥ㒊⛉

⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍᑂᰝࡢ

ࡿࡀࠊไᗘᨵၿ⧅ࡆࡿ

ᑂᰝせ㡯ࢆỴᐃࡋࠊ㎿㏿つ

ࠕᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࠖࢆ

Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᴗᐇ

ᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼

᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ

⛬➼ࢆᩚഛࡋᑂᰝࢆᐇ

タࡅࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀ㈈

࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ⪃࠼

࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ

ࡶࠊࡼࡾ୍ᒙࡢ◊✲⪅ࡢ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ົ⮧༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵ

᪉࣭ᙺศᢸᇶ࡙ࡁࠊ 

ពぢࢆࡃࡳྲྀࡿ᪉⟇ࡢ



ࡿᇶ㔠㐠⏝᪉㔪ᇶ࡙

௨ୗࡼࡾࠊࡾ࡞ࡃ☜

᭦࡞ࡿ᳨ウࡀồࡵࡽࢀ



ࡁࠊᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠

ᐇᐇࡍࡿࠋ

ᴗࢆᐇࡋࠊ◊✲⪅ࠊ

≉ࠊᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ

ձᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ


࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇࠚ

࠙⥲ㄽࠚ

࣭
ࠕⱝᡭ◊✲㸦㹀㸧࠾ࡅࡿ⊂

ࡿࠋ

ڦᑂᰝᴗົ

࣭⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡣࠊ⣙  ௳ࡢ

❧ᇶ┙ᙧᡂᨭ㸦ヨ⾜㸧ࠖࡘ

ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᖺᗘࡲ࡛ࡢ

࠙ ᖺᗘ -636 㒊ホ

㸦ᑂᰝᴗົ㸧

⭾࡞ᛂເ◊✲ㄢ㢟ࢆཷࡅ

࠸࡚ࡶࠊ㏿ࡸබເࢆ⾜࠸ࠊ

౯ࠚ

࣭ ᭶  ᪥⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉ ࡅࠊ ᭶ࡽ  ᭶ࡢ⣙  ࣨ᭶

ෆᐃࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ ࠸࠺▷ᮇ㛫࡛⣙  ྡࡶཬ



᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

ࡑࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖᛂࡌ

㔠ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡

ᐇ⦼ࢆཧ⪃ࡋࠊᏛ⾡ࢩ

◊✲㈝ࡢࢆ⾜࠺ࠋ

◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆタࡅࠊᩥ

ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ ࣭ᴗ㐙⾜㛵ࡍࡿᩥ㒊

ࡇࢀࡽࡢᴗࡘ࠸

㒊⛉Ꮫ⮧ࡀ㈈ົ⮧

ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ

⛉Ꮫ┬ࡢᙺศᢸࡢ

ࠕ≉ู
ࡀ⾜࠺⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖ ࡪᑂᰝጤဨࡀࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼ ࣭ホ౯ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ

࡚ࡣࠊᅜࡢᴗࡋ࡚ࡢ

༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿᇶ㔠

࡞ࡀࡽไᗘࡢᨵၿࢆᅗ

ぢ┤ࡋࡸᑂᰝ⤖ᯝ࣭㐍ࡕ

ᇶ࡙ࡁࠊࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯

ࡾඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡋ࡚࠸

᥎㐍◊✲ࠖࠊࠕᇶ┙◊✲㸦6㸧ࠖ

୍యᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ㐺

㐠⏝᪉㔪ᚑࡗ࡚ᐇ

ࡾࠊබṇ࡞ᑂᰝጤဨࡢ㑅

ࡻࡃホ౯⤖ᯝ㛵ࡍࡿ

㛵ࡍࡿつ⛬ࠖࢆไᐃࡋࡓࠋ

ࡿࠋ

࠾ࡅࡿ◊✲㐍ᤖホ౯ࠊ
ࠕ◊✲

ṇࡘຠᯝⓗࠊ☜ᐇ

ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⛉Ꮫ◊✲

⪃ࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ ᶵ㛵ࡢሗᥦ౪ࢆ

ᐇࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊຓᡂ

㈝⿵ຓ㔠ᴗࡢᩚྜ

ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ

㏻ࡌࡓᴗࡢຠ⋡ⓗ࡞

ᑐ㇟࡞ࡿ◊✲⪅ࡢഃ

ᛶ㓄៖ࡋࡘࡘࠊᇶ㔠ࡢ

⾜࠺ࠋ

㐙⾜ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᰝ༊ศࡼࡿ➇தⓗ⎔ቃࡢୗࠊᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢᑂᰝጤဨ ᐃ㏻▱ࡲ࡛ࢆ  ࣨ᭶௨ෆᐇ

ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡶࠊ

ࡗ࡚ࢃࡾࡸࡍ࠸

≉ᛶࢆάࡋࠊ◊✲㈨㔠



ࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⛉Ꮫ

ࡼࡿࣆࣞࣅ࣮ࣗࢆ㐺ษᶵ⬟ࡉࡏࠊᛂເ⪅ࡽᥦࡀ ࡋࡓẚ⋡ࡣ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡞ࡗ

ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࡢホ౯࠾

ࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᩥ㒊⛉

ࡢከᖺᗘࢃࡓࡿᰂ㌾

㸦ϸ㸧ᑂᰝᴗົ

ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡢ᳨ウ

࠶ࡗࡓࠊ㐀ᛶ࣭ᣮᡓᛶᐩࢇࡔඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ⡿ ᅜ ᅜ ❧ ⾨ ⏕ ◊ ✲ ᡤ

࠸࡚㏣㊧ホ౯ࢆ㏣㊧ㄪᰝᨵ

Ꮫ┬࡛⾜࠺⛉Ꮫ◊✲㈝

࡞⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿ࡞ ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾

≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᣓࡾ

࡚㐺ษᑂᰝࢆ⾜࠺⤌ࡳࢆᩚഛࡋࡓࠋ

㸦1,+㸧࡛ࡣ⏦ㄳ᭩ᥦฟࡽࣉࣟ

ࡵࡿ➼ࡢᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⿵ຓ㔠ᴗࢆྵࡵ୍య

ࠊ◊✲ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ≧

࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ

ࡢ᳨ウࢆྵࡵࠊຠᯝⓗࠊ ࣭ලయⓗࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪂つᛂເ◊✲ㄢ㢟⣙  ࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ▷ࡃ



ⓗ㐠⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶

ἣᛂࡌ࡚ᙎຊⓗ㐠

ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍ

ຠ⋡ⓗ࡞◊✲ຓᡂࢆᐇ

௳ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢᛂເ⥾ษᚋࠊᖹᡂ  ᖺ ࡚ࡶ  ࣨ᭶⛬ᗘࢆせࡍࡿࡇࡀ

࣭ເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧ࡘ࠸࡚

ࡿࡓࡵࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

⏝ࡍࡿࠋ

ࠕᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖ ࡍࡿほⅬࡽ◊✲✀

 ᭶ୖ᪪ࡽᖹᡂ  ᖺ  ᭶୰᪪ࡅ࡚ࠊ
ᇶ┙◊✲ % ࠊ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮

ࡣࠊ୰ᮇィ⏬グ㍕ࡉࢀ࡚࠸

ᴗ㸦⛉◊㈝ᴗ㸧ࠖ

࣭⛉◊㈝ᴗࡢ㓄ศᑂ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝

┠ࢆ⥅⥆ⓗぢ┤ࡋ࡚

ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ

ᰝࠊ◊✲ホ౯➼ࢆ⾜࠺ࡓ

ຓᡂᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ

࠸ࡿࠋ

ࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ┤

ࡵࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ

᥋ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂

ࡇࡢࡇࡼࡾࠊ◊✲✀┠ࡢ≉ᛶᛂࡌࠊ᪂ࡓ࡞ࠕᑂᰝ

࡞࠾ࠊ⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦16)㸧 ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎ

༊ศࠖཬࡧࠕᑂᰝ᪉ἲࠖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊᣓࡾࡋࡓᑂ ࡛ࡣ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟࡽ᥇ྰࡢỴ

ಙᙉ㸧ࠖ࠾ࡅࡿ୰㛫ホ౯➼

ࡼࡾ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ⛉

ࡿ㡯㸦࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢබ

ࡀ㸰ẁ㝵ࢃࡓࡾࠊ᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜࠸᥇ྰࢆỴᐃࡍࡿᑂᰝ ◊㈝࡛ࡣࠊᛂເ௳ᩘࡀቑຍࡋ⥆

ເሗࡸᵝᘧࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࡢ

ཬࡧホ౯㛵ࡍࡿつ⛬ࠖ ࠙ົ࣭ᴗࡢぢ┤ࡋ㸭

᪉ᘧࠕ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࠖࢆᐇࡋࡓ㸦ᑂᰝጤဨ⣙  ࡅ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡶࠊ᪂つᛂເㄢ㢟

බ⾲➼㸧ࡀ╔ᐇᐇࡉࢀ࡚

㧗࠸㆑ぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛

ࢆᨵṇࡋࠊᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ ່࿌ࡢ᪉ྥᛶ㸭-636 㒊

ྡ㸧
ࠋᇶ┙◊✲ $ ࠊ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭩ ࡢ࠺ࡕࠊ⣙  㺨㺽㺎㺜㺻㺢ࡢ◊✲ㄢ㢟

࠸ࡿࡇຍ࠼ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ

Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠊ≉ู◊✲

ᵓᡂࡍࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤ

ࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿

  ᮇホ౯ࠚ

㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝ ᑂᰝጤဨ⣙  ྡ ࢆྠ୍ࡢᑂᰝጤ

ࡘ࠸࡚ࠊ ᭶  ᪥ෆᐃࢆ

ⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿ࢆసᡂࡋࠊ

ಁ㐍㈝ཬࡧ◊✲ᡂᯝබ

ဨࢆ⨨ࡃࠋ

ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ



ဨࡀ⾜࠸ࠊᑂᰝጤဨ┦ࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡌ࡚᥇ᢥೃ⿵◊✲ㄢ ㏻▱ࡋ㸦ṧࡾࡣ≉ู᥎㐍◊✲ࠊ

እᅜே◊✲⪅ࡢ౽ᛶࢆ㧗ࡵ

㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿᑂᰝ᪉ᘧࠕ⥲ྜᑂᰝ࡛ࠖ㓄ศᑂᰝࡢࡓࡵࡢ ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧࡞

࡚࠸ࡿࠋ


㛤ಁ㐍㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗ ࣭⛉◊㈝ᴗࡢ➼ࡢ

㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿⛉

& ࠊⱝᡭ◊✲ࠊዡບ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ୍ࡢᑂᰝጤဨ

ົࡢຠ⋡ࠊ౽ᛶࡢྥ

ᡭ⥆ࡁ㛵ࡍࡿᴗົࡣࠊ Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸

ᑠጤဨࢆᘏ  ᅇᐇࡋࠊ⣙  ௳ࡢ᥇ᢥࢆ⾜ࡗ

ୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ⯆

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓつ

࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ

ࡓࠋ࡞࠾ࠊ ᭶ᙜึࡽ◊✲ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ ✲ㄢ㢟㸧
ࠊ◊✲⪅ࡀ⥅⥆ⓗ◊✲

࣭ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ

ࡢ୍ඖࢆ㐍ࡵࡿࠋ ⛬ࠊ㏻▱ᚑࡗ࡚⾜࠺ࠋ ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍ
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠 ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾
ᴗࡘ࠸࡚ࠊ⊂❧⾜ᨻἲ

࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗࡢẖᖺ

ࣄࣜࣥࢢ➼ࡢᐇࡀᚲせ࡞◊

ࡿࡼ࠺ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ๓ᖺ࠾ࡾᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ࢆᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㎿㏿࡞ᑂᰝ

࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࣭ᐇ

ࠕᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖ

ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ

࠾࠸࡚ࡶࠊ୰ᮇィ⏬グ㍕

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせᛂࡌ࡚

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡘ࠸࡚ࡶᇶ ࡛ࡁࡿࠋ
23

ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯

ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯㸦᥇ྰࡢ㏻▱

37

38
ே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ㸦ᖹ

ᗘࡢᑂᰝ᪉㔪➼ࢆࠊᩥ㒊

ࠗ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

┙◊✲➼ྠᵝࡢࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ࡉࡽࠊᑂᰝ⤖ᯝࡢᛂເ⪅

ࢆ  ᭶ୖ᪪ࡲ࡛⾜࠺ࡇࠊ

ᡂ༑ᅄᖺ༑᭶༑୕᪥

⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ

ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ

 ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ

ࡢ㛤♧ࠊᑂᰝጤဨࡢ௵ᮇ⤊ᚋ

ᑂᰝ⤖ᯝࡢ㛤♧ࢆ  ᭶ୗ᪪ࡲ

ἲᚊ➨ⓒ༑ྕ㸧➨

㆟ࡀ♧ࡍᑂᰝࡢᇶᮏ

㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧
ࠖ

㸦≉タศ㔝◊✲㸧
ࠊᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ ᑂᰝጤဨྡࡢබ㛤ࠊᑂᰝ⤊
࣭ᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧

࡛⾜࠺ࡇ➼㸧ࡀࠊ╔ᐇ

 ᮲➨  㡯ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ

ⓗ⪃࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼࡚Ỵ

ᑂᰝせ㡯࠘ࢆᨵṇࡋࠊᑂ

ⴌⱆ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ⥲ྜᑂᰝࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ

ᚋ⣙  ௳ࡶཬࡪᑂᰝ⤖ᯝ

ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⮧ࡀ㈈ົ⮧༠㆟

ᐃࡍࡿࠋ

ᰝࢆ⾜࠺ࠋ

ࡲࡓࠊᛂເ௳ᩘࡀከ࠸ሙྜࡣࣉࣞࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸦

ࡢ᳨ド➼ࢆ⾜࠺࡞ࠊබṇ࡛㏱



๓ࡢ㑅⪃㸧ࢆᐇࡋࡓࠋ

᫂ᛶࡢ㧗࠸⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸

࣭⛉◊㈝㸦⿵ຓ㔠ศ㸧ࡢ⧞㉺

ࡋ࡚ᐃࡵࡿࡶࡢࡣࠊᇶ㔠 ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ┤᥋ᴗົ ࣭ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡘ࠸
㐠⏝᪉㔪ᐃࡵࡿ◊✲

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂Ꮫ⾡㡿

࡚ࠊᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘタࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡢ࠺ ࡿࠋ

ࡸㄪᩚ㔠ࡼࡿ๓ಽࡋ⏝࣭

ᴗࡍࡿࠋ

ᇦ◊✲ࠊ≉ู◊✲ಁ㐍㈝

ࢱ࣮࣋ࢫࢆᐇࡋࡘࡘࠊ

ࡕࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᛂເ≧ἣࢆ㚷ࡳ◊

ḟᖺᗘ⏝ࠊ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧

ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⭾࡞ᛂເ◊✲

࡞࠾ࠊᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ

ཬࡧ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍

ᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࠊࡼࡾ㐺

✲ィ⏬ㄪ᭩ࢆᨵࡵࠊព⩏ࡢ᫂☜ࡢࡓࡵホⅬせ⣲ࡢᨵၿ ㄢ㢟ࢆ㎿㏿ᑂᰝࡍࡿබṇࡘ

ࡢ๓ಽࡋ⏝࣭ḟᖺᗘ⏝ࡀ

㔠ࡢ㐠⏝㛤ጞᚋ  ᖺ௨

㈝ࡢ⯆ࡢ୍ඖ

ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡍ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕ⊂

㐺ษ࡞ࠊ㢮ࢆぢ࡞࠸ᑂᰝไ

ቑຍࡍࡿ୰ࠊ◊✲⪅ࡢ◊✲ィ

ෆࠊྠᇶ㔠ࡢᇳ⾜≧ἣ

ࡢ㐍ᒎᛂࡌࠊయไࡢᩚ

ࡿࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡀ⾜࠺⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ᗘࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ

⏬➼ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ࡚ᙎຊ

ཬࡧᡂᯝ➼ࡘ࠸᳨࡚

ഛࢆᅗࡿࠋ

✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡢ

ࡢᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ ౯࡛ࡁࡿࠋ

ⓗ◊✲㈝ࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺

ウࢆຍ࠼ࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ



ᖜᗈ࠸ཧ⏬ࢆᚓ࡚ᐇ

࠾࠸࡚  ᭶  ᪥ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠕᅜ㝿ඹ



ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࡙࠸࡚ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ

ձᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ

ࡉࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ



ࡍࡿࠋ

ྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧ࠖᑂᰝせ㡯ࠖࢆỴ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

㺃᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

ᐃᚋࠊ ᭶  ᪥බ⾲ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪂つᛂເ◊✲ ࠾࠸࡚ࡶࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡑࢀࡒࢀ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘタࡉࢀࡓᅜ



ࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝

ࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝጤဨࡢ࿘

ㄢ㢟  ௳ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ୖ᪪ࡽᖹᡂ 

ճᑂᰝ࣭ホ౯ࡘ࠸࡚

ࡋࠊ◊✲⪅ࢽ࣮ࢬཬࡧㅖ

▱ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᑂᰝࡢᡭ

ᖺ  ᭶ୖ᪪ࡅ࡚ྠࡌᑂᰝጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ ぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲✀┠

እᅜࡢ≧ἣ➼ࢆࡩࡲ࠼

ᘬࡢసᡂ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

㆟ᑂᰝ㸦ᑂᰝጤဨ⣙  ྡࠋᑠጤဨタᐃࡋࡓᑂᰝࢢ



ಀࡿ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡶࠊ

ᛂࡌ࡚ࠊ㛗ᮇⓗほⅬࡸ

࡚ࠊබṇ࡞ᑂᰝጤဨࡢ㑅 ࣭ᚑ᮶ࡢᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

࣮ࣝࣉࢆ  ᅇ㛤ദ㸧ࢆᐇࡋࠊ ௳ࡢ᥇ᢥࢆ⾜࠸ࠊᖹ

ᑂᰝ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝

◊✲⪅ࡗ࡚ᰂ㌾࡞㐠⏝ࡀ

ᅜ㝿ⓗ࡞ほⅬࡶ⪃៖ࡋ

⪃ࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ ࡼࡿᑂᰝࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝ

ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ

ࡢᑂᰝࡼࡾࠊᑂᰝጤဨᛂເ⪅

࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓ⏝࣮ࣝ

࡚㐺ษ⾜࠺ࠋ◊✲⤒㦂

ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ

ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡶࠊ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘタࡉࢀࡓⱝᡭ◊✲㸦%㸧࠾ࡅࡿ⊂❧ ࡀᑂᰝ⮫ࡴᙜࡓࡗ࡚ࡢጼໃ

ࣝࡸᵝᘧ➼ࡢᩚഛࢆᘬࡁ⥆ࡁ

ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆࣉࣟࢢࣛ

⾜࠺ࠋ

ᑂᰝ⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ

ᇶ┙ᙧᡂᨭ㸦ヨ⾜㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ᭶  ᪥බເせ㡿ࢆ ࢆ♧ࡋࡓࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

⾜࠸ࠊ࡞ࢆᐇࡍࡿ

࣭◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」

බ㛤ࡋࠊ ᭶  ᪥ࡢ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚  ௳ࡢ 㸦⛉◊㈝㸧ࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࠖࢆ

ࡶࠊ-636/($'61(7㸦㺶

ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰㛵ࡋ

᥇ᢥࢆ⾜࠸ࠊ ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋ 

ᡭᘬཬࡧᑂᰝࢩࢫࢸ࣒⏬㠃⾲

㺎㺛㺼㺦㺍㺢㸧ᴗ◊✲ὶࢆ㛤

⾜࠺ࠋ

࣒⟶⌮⪅ࡋ࡚㓄⨨ࡋࠊ 
ࡑࡢ▱ぢࢆά⏝ࡋ࡞ࡀ

㸦ϸ㸧ᑂᰝᴗົ

ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᩿ࡢ

㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸
࡚ࠊ ࡘࡢྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

ࡽࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᨵၿ⟇

⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ

࡚ࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩グ㍕

㸦ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃㸧

♧ࡍࡿࡇࡼࡾࠊࣆࣞࣅࣗ

ദࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲άືࢆᒎ

ࡢ᳨ウࠊᑂᰝጤဨࡢබṇ

ᖺ  ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡍࡿ

ࡉࢀࡓࡢ◊✲㈝ࡢ

࣭ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ ࣮ࡼࡿ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡀࡼࡾ

㛤ࡍࡿࡓࡵࡢࣀ࢘ࣁ࢘➼ࢆඹ

࡞㑅⪃ࠊ◊✲⪅ࡢሗ

ࡶࠊ㓄ศᑂᰝࡢࡓࡵ

ᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࢆ☜ㄆࡍ

ࢱ࣮◊✲ဨࡀᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ᖹᡂ  ᖺ ᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡗ࡚

᭷ࡍࡿ➼ࡋ࡚ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢ

ᥦ౪➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡢᑠጤဨࢆᚲせᛂ

ࡿࡶࠊᗓ┬ඹ㏻◊

ᗘ࠾࠸࡚⣙  ྡࡢ᪂つⓏ㘓⪅ࢆຍ࠼ࠊⓏ㘓⪅ᩘࡣ ࠸ࡿࡇࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢ

ᙉ㈨ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ

ࡌ࡚㛤ദࡍࡿࠋ

✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒

 ྡ௨ୖᐇ㸧ࢆά⏝ࡋࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ㐺ษ࡞ ᑂᰝࡼࡾࠊ࣐ࢽࣗࣝ࠾࠸࡚ࠊ ࡚࠸ࡿࠋ

㸦H5DG㸧ࢆά⏝ࡍࡿࠋ

ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ Ꮫ⾡ⓗ࡞ព⩏ᇶ࡙࠸࡚ᑂᰝࢆ



ࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡼࡗ࡚ࠊᑂᰝၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓᑂᰝጤဨ ᐇࡍࡿࡼ࠺ࠊ࠸ࡗࡑ࠺ࡢὀព

࣭୰ᮇィ⏬࠶ࡿ⛉◊㈝ᴗ

ᛂເ᭩㢮ࡢཷ⌮ࡽ

ᑂᰝࡢᡭᘬࡢసᡂࡸ

᥇ྰỴᐃࡲ࡛ࡢᑂᰝࡣ
㎿㏿⾜࠸ࠊ᪩ᮇ

ᑂᰝࡢ᳨ド➼ࢆ㏻ࡌࠊᑂ ࣭H5DG ࢆ㏻ࡌࠊᑂᰝ⤖

ດࡵࡿࡇࡋࠊᗓ┬ඹ

ᰝࡢ㉁ⓗᐇࢆᅗࡿ

ᯝࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ

ࡢ≉ᐃࡸ᭷ព⩏࡞ᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋࡓᑂᰝጤဨࡢ㑅

ႏ㉳ࢆ⾜࠺࡞ࠊࡼࡾබᖹ࡛බ

ㄝ᫂ࡸබເせ㡿ㄝ᫂ࢆ╔

㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ

ࡶࠊẖᖺᗘࠊᑂᰝ⤖

㓄ศᶵ㛵ᑐࡋ࡚㎿㏿

⪃ࢆ⾜࠺࡞๓ᖺᗘࡢᑂᰝࢆ᳨ド㸦ͤ㸧ࡋࡓୖ࡛㑅⪃ࡋ ṇ࡞ᑂᰝࡢయไࢆ✚ᴟⓗᩚ࠼

ᐇᐇࡋࠊไᗘࡢṇࡋ࠸⌮

࣒ࢆά⏝ࡋࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆ

ᯝࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ

ᥦ౪ࡍࡿࠋ

ࡓࠋ

࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศ





ͤᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡢ᳨ド

タࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠

ᶵ㛵ᑐࡋ㎿㏿ᥦ౪



ᐇᮇ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㹼 ᭶

ࡢ࠺ࡕࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠖ

࣒ᨵ㠉 ࠖࢆࡣࡌࡵࠊ⛉◊

ࡍࡿࠋࡲࡓࠊホ౯⤖ᯝ



ᐇ௳ᩘ㸸⣙  ௳

ࡘ࠸࡚ࠊィ⏬ㄪ᭩ࠊホⅬせ⣲➼

㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ➼ࡘ࠸

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜẸศࡾ





ࡢᨵၿࢆ⾜࠸ࠊᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝

࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡞ࠊᏛ⏺࣭

ࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡍࡿ



㸦ᑂᰝࡢᡭᘬࡢసᡂཬࡧᑂᰝࡢ᳨ド㸧

ጤဨ࠾࠸࡚ࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼

◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵࡋࡓከࡃࡢ

ࡶࠊᏛ⾡◊✲㛵ࡍ



࣭ᑂᰝࢆᢸᙜࡍࡿᑂᰝጤဨࡢබᖹࡘබṇ࡞ᑂᰝ㈨ࡍ ࡓᑂᰝせ㡯ࡢᨵṇࢆ⾜࠸ࠊ㎿㏿

᪉ࠎࡢ⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ╔ᐇᅗ

ࡿ⌮ゎቑ㐍άືࢆ⾜࠺ࠋ



ࡿࡓࡵࠊᑂᰝࡢᡭᘬࢆసᡂࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢ つ⛬➼ࢆᩚഛࡋᑂᰝࢆ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

24

ゎࡢಁ㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ
ࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ

ࡲࡓࠊホ౯࠾ࡅࡿᐈ



ᑂᰝࡽᘬࡁ⥆ࡁࠊᑂᰝጤဨᛂເ⪅ࡀᑂᰝ⮫ࡴᙜ ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛



ほᛶࡢ୍ᒙࡢྥୖࢆᅗ



ࡓࡗ࡚ࡢጼໃࢆ♧ࡋࡓࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧 ࡁࡿࠋ

࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚

ࡿほⅬࡽࠊホ౯ᴗົࡢ



ࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࠖࢆᡭᘬཬࡧᑂᰝࢩࢫࢸ࣒⏬㠃⾲♧ࡍ



ຠ⋡ࢆᅗࡾࠊேဨཬࡧ



ࡿࡇࡼࡾࠊࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡿ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡀࡼࡾ

ࡲࡓࠊホ౯ᴗົࡘ࠸࡚ࡶࠊ ࡋࡘࡘࠊ㐠⏝ᮇ㛫ࠊ㐠⏝㢠ཬ

ࢥࢫࢺࡢቑࢆᴟຊᢚ



ᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡗࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊ ࠕ ≉ ู ᥎ 㐍 ◊ ✲ ࠖࠊࠕ ᇶ ┙ ◊ ✲

ไࡋࡘࡘࠊホ౯ᶵ⬟ࢆ



㈝ࡢᑂᰝࡼࡾࠊᑂᰝࡢᡭᘬ୪ࡧᖿㄝ᫂࠾࠸࡚ࠊ 㸦6㸧ࠖ࠾ࡅࡿ◊✲㐍ᤖホ౯ࠊ ࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊ」ᩘࡢ

ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢලయⓗ



Ꮫ⾡ⓗ࡞ព⩏ᇶ࡙࠸࡚ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡼ࠺ࠊ࠸ࡗࡑ࠺ ࠕ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿

㔠⼥ᶵ㛵ࡽᘬࡁྜ࠸ࢆ⾜

᪉⟇ࢆ᳨ウࡋࠊᐇࡍ



ࡢὀពႏ㉳ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ሗⓎಙᙉ㸧
ࠖ࠾ࡅࡿ୰㛫ホ౯

࠸ࠊ┈ᛶࡢྥୖ␃ពࡋࠊ

ࡿࠋ



࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚⾜ࡗࡓᑂᰝࡢ᳨ド ➼ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡶࠊ ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ





⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ➨ẁᑂᰝ㸦ྜ㆟ᑂᰝ㸧ࡗ࡚᭷ព⩏ ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࡢホ౯᪉⟇





࡞ᑂᰝពぢࢆࡋࡓ➨୍ẁᑂᰝ㸦᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡢᑂᰝጤဨ ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

௨ୖࡢ࠾ࡾࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗ



㸦 ྡ㸧ࢆ㑅⪃ࡋ  ᭶⾲ᙲࡍࡿࡶࠊ᳨ドࡢ⤖

௨ୖࡢ࠾ࡾࠊ⛉◊㈝ࡢᑂ

ົࡢᐇࠊເ㞟ᴗົ࣭ᴗ



ᯝࠊၥ㢟ࡀ࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡓᑂᰝෆᐜ㸦ᐖ㛵ಀ࠶ࡿ ᰝ࣭ホ౯➼ࡣࠊ⭾࡞ᛂເ◊✲

ົࡢ࡞ᐇࠊᏛ⾡◊✲ຓ



◊✲ㄢ㢟ࡢᑂᰝࡸࠊලయᛶࡀ࡞ࡃᐃᆺⓗ࡞ᑂᰝពぢࡢグ ㄢ㢟ࢆබṇᑂᰝࡋ㎿㏿⾜࠸

ᡂᇶ㔠ࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࡘ࠸



㍕➼㸧ࢆࡍ࡚ࡢ➨୍ẁᑂᰝጤဨᑐࡋ࡚㏻▱ࡋࠊヱᙜ ࡘࡘࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧࡢヨ⾜ࢆ

࡚ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᴗົᐇ⦼ࢆୖࡆ



⪅ࡣḟᖺᗘ௨㝆ࡢᑂᰝࡢᨵၿࢆồࡵࡓࠋ

୪⾜ࡋ࡚⾜࠺࠸࠺ࠊ㞴᫆ᗘࡢ

࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢάືࡣࠊᴟ

ࡣࠊᏳᛶࡢ☜ಖࢆ᭱ඃඛ
ࡧ㔠⼥ၟရࢆタᐃࡋ࡚ὶືᛶ



ࡲࡓࠊᑂᰝᙜࡓࡗ࡚➨୍ẁᑂᰝ⤖ᯝࡢホⅬࡀࢀ࡚ 㧗࠸ᴗົࢆᐇࡋࡘࡘࠊ᩿ࡢ



࠸ࡿ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ẁᑂᰝ࠾࠸࡚ៅ㔜ᑂ ぢ┤ࡋ➼ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯





㆟ࡍࡿࡼ࠺ᑂᰝጤဨ౫㢗ࡍࡿ࡞ࠊබṇ࡞ᑂᰝࡀ⾜ࢃ ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚



ࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ 

ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ



࣮࡛⾜࠺ᑂᰝࡢ᳨ド࠾࠸࡚ࡶࠊྠ୍ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢᑂ ࠙ᑂᰝᴗົࠚ

㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢᑂᰝጤဨࡁࡃ␗࡞ࡿホ౯ࢆࡋ

࣭㓄ศᑂᰝࡢࡓࡵࡢᑠጤဨࢆ





࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ࡞ࡘ࠸࡚ࠊホⅬࡢ㐺ษᛶࡘ࠸࡚ࡶ᳨  ᅇ㛤ദࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ





ドࡋ࡚࠾ࡾࠊᑡᩘពぢࡢጇᙜᛶಀࡿ┠㓄ࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ ࣒ࡢୗ࡛ࡶ๓ᖺᗘ࠾ࡾࡢࢫࢣ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ



ࡿࠋ

ࢪ࣮࡛ࣗࣝෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟ

࡞࠾ࠊ ᭶ཬࡧ  ᭶㛤ദࡉࢀࡓ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
㸫



࠾࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢ⥲ᣓࢆ⾜࠸ࠊᩥ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡼࡾࠊ 



㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑂ㆟࠾࠸࡚ࡶሗ࿌ࡋࡓᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ᑂᰝ࣐ࢽࣗࣝࢆసᡂࡋࠊᏛ⾡

㸺ࡑࡢ㡯㸼



࡛බ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝጤဨྡ⡙ࡘ࠸࡚ࡶࠊᑂᰝ⤊ ⓗ࡞ព⩏ᇶ࡙࠸࡚ᑂᰝࢆᐇ

㸫



ᚋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ⾲ࡋࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ ࡍࡿࡼ࠺ࠊ࠸ࡗࡑ࠺ࡢὀពႏ㉳





࣒ࡢᵓ⠏ࢆᅗࡗࡓࠋ

ࢆ⾜࠺ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝጤဨೃ



ࠕەᑂᰝಀࡿ⥲ᣓࠖ

⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ᪂つⓏ㘓⪅



KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBVHLGRBVKLQVDGDWDKKBVKLQVDBVRXNDWVXSGI

ᩘࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡶ



ەᑂᰝጤဨྡ⡙

㸦Ⓩ㘓⪅⥲ᩘࢆ  ᑐ๓ᖺ



KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNRXKRPHLERKWPO 

ᗘቑ ࠊ๓ᖺᗘࡢᑂᰝࢆ᳨





ドࡋࡓୖ࡛ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲



㸦◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆ㝖ࡍࡿࡓ

ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡢཧ⏬ࢆᚓ࡚ࠊ



ࡵࡢྲྀ⤌㸧

㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡋ࡚࠸



࣭◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆ㝖ࡍࡿࡓ

ࡿࠋ



ࡵࠊྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩グ㍕ࡉࢀࡓࡢ



◊✲㈝ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࢆᑂᰝጤဨࡀ☜ㄆࡍࡿࡶ ṇ࡞ᑂᰝࡢయไࢆ✚ᴟⓗᩚ࠼
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௨ୖࡢࡼ࠺ࠊࡼࡾබᖹ࡛බ

39

40


ࠊᑂᰝጤဨࡽࡢせㄳᇶ࡙ࡁࠊH5DG ࢆά⏝ࡋࠊᛂ ࡚࠾ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ເࡋ࡚࠸ࡿ◊✲⪅ࡢࡢ◊✲㈝ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࡘ ࣭๓ᖺᗘࡢᑂᰝࡢ᳨ドࢆᐇࡋࠊ



࠸࡚ᑂᰝጤဨሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭⛉◊㈝ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ ᭶ୗ᪪ H5DG ධຊ ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃࣭⾲ᙲࢆ⾜ࡗ࡚



ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾᑂᰝ⤖ᯝࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵 ࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᳨ドࡢ⤖ᯝぢࡽࢀ



ᑐࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡋࡓࠋ

ࡓഴྥࢆ᭩㠃ᑂᰝጤဨᑐࡋ࡚



㏻▱ࡍࡿࡇࡣࠊᑂᰝဨࡢࣔࢳ



࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖࠊᑂᰝࡢ㉁ࡸ

᭷ព⩏࡞ᑂᰝពぢࢆࡋࡓ᭩㠃

බṇᛶࡢྥୖᙺ❧ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭ ᭶ཬࡧ  ᭶㛤ദࡉࢀࡓ⛉Ꮫ
◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ 
ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢ⥲ᣓࢆ
ィ⏬㏻ࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣
ᗘࡢ㞟୰ࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵࠊ◊
✲ィ⏬ㄪ᭩グ㍕ࡉࢀࡓࡢ◊
✲㈝ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡶࠊ᭦ H5DG ࢆά
⏝ࡋࠊ◊✲⪅ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣ
ࡘ࠸࡚☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊH5DG ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⛉◊㈝
ࡢᑂᰝ⤖ᯝࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ
㓄ศᶵ㛵ᑐࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡋ
࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚
࠸ࡿࠋ






㸦Ϲ㸧ホ౯ᴗົ



ڦホ౯ᴗົ

࠙ホ౯ᴗົࠚ



ホ౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊேဨ

࣭◊✲㐍ᤖホ౯ࡢᐇ



㸦◊✲㐍ᤖホ౯ࡢᐇ㸧

࣭ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࠊࠕᇶ┙◊✲



ཬࡧࢥࢫࢺࡢቑࢆᴟ

≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖཬࡧࠕᇶ

㸦6㸧ࠖࡢ◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ◊✲

ຊᢚไࡋࡘࡘࠊࡑࢀࡒࢀ

✲㸦6㸧ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱ

┙◊✲㸦6㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࠊ◊✲⤌ ᡂᯝࡢ᳨ドࡣ㐺ษᐇࡉࢀ࡚

ࡢ◊✲✀┠ᛂࡌ࡚⾜

◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖ

⧊ࡢ㐺ษᛶࠊ◊✲㈝ࡢ⏝ࠊ◊✲┠ⓗࡢ㐩ᡂぢ㎸ࡳ࠸ ࠸ࡿࠋホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࡢ

࠺ࡶࠊホ౯ᶵ⬟ࢆ

≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱ◊✲

ࡗࡓᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱ◊✲ ➇தⓗ㈨㔠㓄ศᶵ㛵㸦-67㸧ᥦ

ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉⟇

ࡢᚋࡢⓎᒎ㈨ࡍࡿ

ࡢᚋࡢⓎᒎ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ⌧ᆅㄪᰝ࣭ࣄࣜࣥࢢ࣭᭩ ౪ࡍࡿࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ࢆ᳨ウࠊᐇࡍࡿࠋᆺ

ࡓࡵࠊ⌧ᆅㄪᰝ࣭ࣄࣜ

㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿ◊✲㐍ᤖホ౯㸦 ௳㸧
ࠊཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢ ࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲ

㸦Ϲ㸧ホ౯ᴗົ

ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࣥࢢ࣭᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡾ

᳨ド㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡓࠊホ౯ࢆཷࡅࡓ◊✲⪅ࡀࡑࡢ

㏣㊧ㄪᰝ➼ࡼࡾᡂᯝ

◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ◊✲

࡞࠾ࠊ◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚ ᚋ⛉◊㈝ᛂເࡍࡿ㝿ࡢ㓄ศ

ᢕᥱྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡑࡢ

ᡂᯝࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋࡲ

ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᪥࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᗈࡃබ ᑂ ᰝ  ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ά ⏝ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾

㝿ࠊ㐺ษ࡞ホ౯యไࡢᩚ

ࡓࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࡘ࠸

㛤ࡍࡿࡶࠊࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵㸦-67㸧

ഛࢆᅗࡿࡶࠊࡑࡢ

࡚ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾

ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ◊✲㐍ᤖホ౯⤖ᯝࢆᖹᡂ  ࡿࠋ

⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࣒࣍

࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿ

ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢ㓄ศᑂᰝά⏝ࡋࡓࠋ
26

ࡾࠊ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀ࡚࠸


࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚ᗈࡃබ

ࡶࠊ-67 ሗࢆᥦ౪





㛤ࡍࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

㸦㏣㊧ホ౯ࡢᐇ㸧





࣭㏣㊧ホ౯ࡢᐇ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࡣ ࣭ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࡢ㏣㊧ホ౯

≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸

◊✲⤊ᚋ  ᖺ㛫⤒ࡓᚋࡑࡢ◊✲ᡂᯝࡽ⏕ࡳฟࡉࢀ ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㐺ษᐇࡉࢀࡿ

࡚ࠊ◊✲⤊ᚋ୍ᐃᮇ㛫

ࡓຠᯝ࣭ຠ⏝ࡸἼཬຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃࣭ྜ㆟ ࡶࠊホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡶ

⤒ࡓᚋࠊࡑࡢ◊✲ᡂᯝ

ࡼࡾ㏣㊧ホ౯㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㏣㊧ホ౯ࡢ⤖ᯝ ࡢ➇தⓗ㈨㔠㓄ศᶵ㛵㸦-67㸧

ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓຠ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᗈࡃ ᥦ౪ࡍࡿࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᯝ࣭ຠ⏝ࡸἼཬຠᯝࢆ᳨

බ㛤ࡍࡿࡶࠊࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵㸦-67㸧 ࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ

ドࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃࣭ྜ㆟

ᥦ౪ࡋࡓࠋ

ࡼࡾ㏣㊧ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

✲◊ە㐍ᤖホ౯࣭㏣㊧ホ౯ࡢᐇ≧ἣ

ࡲࡓࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࡘ
㒊ྡ

࠸࡚ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ᑂᰝ࣭ホ
౯➨୍
㒊

࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿ
ࡶࠊ-67 ሗࢆᥦ

╔ᐇᴗົࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

◊✲㐍ᤖホ
◊✲✀┠ ౯࣭㏣㊧ホ౯ࡢ
ูࡢෆᐜ
≉ ู ᥎ 㐍 ◊✲㐍ᤖホ౯
◊✲
㸦⌧ᆅㄪᰝ㸧

౪ࡍࡿࠋ

◊✲㐍ᤖホ౯

࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝

◊✲㐍ᤖホ౯
㸦᳨ド㸧

㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧ࡢ

㏣㊧ホ౯

୰㛫ホ౯ࡢᐇ
ᑂᰝ࣭ホ
౯➨
㒊

◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝
㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧ࡢ
⥅⥆ᴗㄢ㢟ಀࡿ୰

ᇶ┙◊✲
㸦6㸧



◊✲㐍ᤖホ౯
◊✲㐍ᤖホ౯
㸦᳨ド㸧




ጤဨ
㛤ദ
ᐇ⦼

ᐇㄢ
㢟ᩘ

+ ᖺ
㹼 ᭶

 ௳

㛫ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ





+ ᖺ
㹼 ᭶
+ ᖺ
㹼 ᭶
+ ᖺ
㹼 ᭶
+ ᖺ
㹼 ᭶
+ ᖺ
㹼 ᭶




 ௳



 ௳




 ௳
 ௳
 ௳

ィ  ௳







࣭≉ู᥎㐍◊✲



KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBWRNXVXLK\RXNDBKWPO 



㛵ࡍࡿ⥘ⓗᣦ㔪ࠖ

࣭ᇶ┙◊✲㸦6㸧



㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNLEDQFJBK\RXNDKWPO 



ෆ㛶⥲⌮⮧Ỵᐃ㸧➼ࢆ





㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

㸦୰㛫ホ౯ࡢᐇ㸧



✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆ

࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ࣭ࠕ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿

ά⏝ࡋࡘࡘࠊホ౯ಀࡿ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓ୰㛫ホ౯ࢆᑟධࡋࠊ ᖺ㛫ࡢෆ⣙

㈇ᢸࡢ㍍ῶࢆᅗࡿ

ࢆ⾜ࡗࡓ⥅⥆ᴗㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࣄ  ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓ୰㛫ホ౯ࢆᑟ

ࡶࠊᐇຠⓗ࡞ホ౯᪉⟇

ࣜࣥࢢ➼ࡼࡿホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊホ౯⤖ᯝࢆ࣍ ධࡋࣄࣜࣥࢢ➼ࡼࡿホ౯ࢆ

ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

࣮࣒࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ୰㛫ホ౯ࢆ 㐺ษᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊホ



ཷࡅࡓㄢ㢟ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ࠊຓᡂᮇ㛫᭱⤊ᖺᗘ࠾ ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ᛂເࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ୰㛫 ࠾࠸࡚බ㛤ࡍࡿࡶࠊ୰



ホ౯⤖ᯝࢆ⛉◊㈝ࡢ㓄ศᑂᰝά⏝ࡋࡓࠋ

㛫ホ౯ࢆཷࡅࡓㄢ㢟ࢆⓎᒎࡉࡏ



ەᖹᡂ  ᖺᗘ୰㛫ホ౯ᐇ௳ᩘ㸸 ௳

ࡿ┠ⓗ࡛ຓᡂᮇ㛫᭱⤊ᖺᗘ࠾



࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧

࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ᛂເࡍ



KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBVHLNDLQGH[KWPO 

ࡿ㝿ࡢ㓄ศᑂᰝ࠾࠸࡚ࡶά⏝





ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ





࣭ホ౯᪉⟇ࡢ᳨ウ
ࠕᅜࡢ◊✲㛤Ⓨホ౯

ሗⓎಙᙉ㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊᖹᡂ


27

41

42


㸦ホ౯᪉⟇ࡢ᳨ウ㸧



࣭⛉◊㈝ไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ ࣭ホ౯ᶵ⬟ࢆᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠊ



ᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࠊ᭶  ᅇ㛤ദࡉࢀࡿ⛉◊㈝࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ ᑂᰝጤဨࡽࡢពぢ࡞ࢆ㋃ࡲ



࣮ࣝࣉ➼࠾࠸࡚ホ౯ไᗘᑐࡍࡿᑂᰝጤဨࡽࡢព

࠼࡚ḟᖺᗘࡢホ౯᪉⟇ࡢ᳨ウࢆ



ぢ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ḟᖺᗘࡢホ౯᪉⟇ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษᴗົࡀᐇ



࣭
ࠕᅜࡢ◊✲㛤Ⓨホ౯㛵ࡍࡿ⥘ⓗᣦ㔪㸦ᖹᡂ  ᖺ  ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᭶  ᪥ෆ㛶⥲⌮⮧Ỵᐃ㸧
ࠖࡢᨵゞෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕ≉ ࣭≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ
ู᥎㐍◊✲ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖ࠾࠸࡚ࠊホ౯ಀࡿ㈇ᢸ ࢀࡲ࡛ྛ᪉㠃ࡽᣦࡉࢀ࡚࠸
㍍ῶࢆᅗࡾࡘࡘࠊᐇຠⓗ࡞ホ౯࡞ࡿࡼ࠺ぢ┤ࡋࢆ㐍

ࡓࠕホ౯⑂ࢀࠖࢆᨵၿࡍࡃࠊ

ࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡼࡾ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲ ホ౯ಀࡿ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡾࠊᐇ
㸦6㸧ࡘ࠸࡚ࡣ୰㛫ホ౯ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࡇኚ᭦

ຠⓗ࡞ホ౯࡞ࡿࡼ࠺ぢ┤ࡋࢆ

ࡋࠊేࡏ࡚ࠊ≉ู᥎㐍◊✲࠾࠸࡚ᐇࡋ࡚ࡁࡓ㏣㊧ホ 㐍ࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
౯ࢆࠊ⛉◊㈝ไᗘࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ➼ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢ㏣ 
㊧ㄪᰝᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ⛣⾜ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋ





ղຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇ

ղຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇ



࠙ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇࠚ



















ڦເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧

࣭᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ຍ࠼ࠊ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘබເ㛵ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࠊ ᭶సᡂࡢ᪥

ⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡶసᡂࡋබ

㸦ϸ㸧ເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧 㸦ϸ㸧ເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧
බເ㛵ࡍࡿሗ

බເ㛵ࡍࡿሗ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉◊㈝ᴗ

ࡘ࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗࡢ࣍

ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ຍ࠼ࠊⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡶసᡂ ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢ◊✲ᶵ㛵

㛵ࡍࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

࣮࣒࣮࣌ࢪࡼࡾබ⾲

ࡋࠊేࡏ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ◊✲ィ ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿእᅜே◊✲⪅ࡀᛂ

ࡼࡾබ⾲ࡍࡿࡶࠊ ࡋࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ

⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ࡞ࡢሗࢆ◊✲⪅➼ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁ

ເࡍࡿ㝿ࡢ౽ᛶࡢྥୖࢆ╔ᐇ

◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ࡞

࡞ࢆ◊✲⪅➼ࡀ㎿㏿

ࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ

ᅗࡗ࡚࠾ࡾ╔ᐇᴗົࢆᐇ

ࡢሗࢆ◊✲⪅➼ࡀ

ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍ

 ࡞࠾ࠊᖺⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡣ᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿 ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺

ࡿ㸦እᅜே◊✲⪅ࡢ౽

➼ࡼࡾ㸰㹼㸱㐌㛫ᚋබ⾲ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ◊✲ィ⏬ㄪ ࣭ᛂເཷᮇ㝈ࡢ⣙  ࣨ᭶๓

ࡿࡍࠋ

ᛶྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢⱥ

᭩ࡢᵝᘧཬࡧグධせ㡿ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿

⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊᑂ

ㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡢస

ྠ᪥බ⾲ࡋࡓࠋ

ᰝ᪉㔪ࢆỴᐃᚋࠊ◊✲⪅➼ࡀ☜

ᡂࢆྵࡴ㸧
ࠋ

 ࡉࡽࠊྛ◊✲✀┠ࡢホᐃᇶ‽ࡢⱥヂࢆ᪂ࡓసᡂࡍ ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᖺࡼࡾ⣙  㐌㛫

ᛂເཷ๓◊✲⪅
➼ࡀᑂᰝ᪉㔪➼ࡢෆᐜ
ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⛉Ꮫ

ᛂເཷ๓◊✲⪅

ࡿ࡞ࠊⱥㄒࡼࡿබເࡢᐇࢆᅗࡗࡓࠋ

᪩ࡃබ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅ࡢ⏦

◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚

➼ࡀᑂᰝ᪉㔪➼ࡢෆᐜ



ㄳ‽ഛࡢ౽ᐅࡢྥୖࡸࠊ㏱᫂ᛶ

ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴᐃࡋࠊ

ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⛉Ꮫ

࣭ ᭶ୖ᪪ࡢᇶ┙◊✲➼ࡢᛂເཷᮇ㝈๓◊✲⪅➼ࡀ ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯

᭶ୖ᪪ࡲ࡛බ⾲ࡍࡿࠋ ◊✲㈝ጤဨཪࡣᅜ㝿


⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾

ᑂᰝ᪉㔪➼ࡢෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺  ᭶  ᪥⛉Ꮫ◊ ࡛ࡁࡿࠋ
✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴᐃᚋࠊᖺࡼࡾ⣙  

࠸࡚ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴᐃ

ࣨ᭶᪩࠸⩣  ᭶  ᪥බ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝

ᚋࠊ㏿ࡸබ⾲ࡍࡿࠋ

ጤဨ࠾࠸࡚ࡣࠊ ᭶  ᪥⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠕᅜ



㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧ࠖᑂᰝせ㡯ࢆ



ᨵṇࡋࠊ ᭶  ᪥බ⾲ࡋࡓࠋ







࣭◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 



᪥ࡼࡾබເࢆ㛤ጞࡋࠊⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࢆ  ᭶  ᪥



ᥦ౪㛤ጞࡋࡓࠋ
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㸦Ϲ㸧ᴗົ

㸦Ϲ㸧ᴗົ



ڦᴗົ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲ ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࡢᑂᰝ⤖ᯝ



⿵ຓ㔠ᴗཬࡧᇶ㔠

⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨཪ

ᴗࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࡘ

ࡣᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

㈝ጤဨ➼ࡢᑂᰝ⤖ᯝཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ㏻▱ᇶ

ᇶ࡙ࡁࠊ㒊ศࡢ◊✲✀┠

ࡘࠊ⛉◊㈝ࡀ᭷ຠά⏝

ࡢᑂᰝ⤖ᯝཬࡧᩥ㒊

࡙ࡁࠊୗグࡢ࠾ࡾ◊✲✀┠ࡢᴗົࢆ㎿㏿⾜ࡗ

ࡘ࠸࡚ࠊᖺᗘᙜึࡢ  ᭶  ᪥

ࡉࢀࡿࡼ࠺᪩ᮇ

⛉Ꮫ┬ࡽࡢ㏻▱ᇶ

ࡓࠋ

࡛ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋ࡚࠸

ດࡵࡿࠋ≉ࠊḟࡢᮇ㝈

࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘㄢ㢟



ࡿࠋ᭩㠃ᑂᰝࡔࡅ࡛࡞ࡃࣄࣜ

ࢆ᫂☜ᐃࡵࡿࡇ

ಀࡿᴗົࢆ㎿㏿

ەෆᐃ㏻▱ࡢ᪥⛬

ࡼࡾࠊ㎿㏿ࡘ☜ᐇ⾜

⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 

࠺ࠋ

ᖺᗘ⿵ຓᴗᮇ㛫ࡀ



◊✲✀┠
࣭ᇶ┙◊✲㸦$࣭%࣭&㸧
ࠊᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠊⱝ
ᡭ◊✲ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟ཬࡧ⥅⥆◊✲ㄢ㢟ࠊ᪂
Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢ⥅⥆ࡢ◊✲㡿ᇦಀࡿ᪂つ
◊✲ㄢ㢟ཬࡧ⥅⥆◊✲ㄢ㢟

࣭᥇ྰ㛵ࡍࡿ㏻▱ࡣࠊ ⤊ࡍࡿㄢ㢟ಀࡿᐇ
 ᭶ୖ᪪ࡲ࡛⾜࠺ࠋ

⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅ

࣭ᛂເ⪅ᑐࡍࡿᑂᰝ⤖

࡚㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜࠺ࠋᖹᡂ

ᯝࡢ㛤♧ࡣࠊ ᭶ୗ᪪ࡲ

 ᖺᗘ⥅⥆ࡍࡿᇶ㔠

࡛⾜࠺ࠋ

ᴗࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣ



ᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡢᥦฟ
ࢆཷࡅ࡚≧ἣࡢ☜ㄆࢆ
⾜࠺ࠋᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽ
ࡀᑟධࡉࢀࡓ≉ู᥎㐍
◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ 
ᖺᗘ⥅⥆ࡍࡿㄢ㢟
ࡘ࠸࡚ࡣᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ
ᥦฟࢆཷࡅ࡚㢠ࡢ☜ㄆ
ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭᥇ྰ㛵ࡍࡿ㏻▱ࡣࠊ
 ᭶ୖ᪪ࡲ࡛⾜࠺ࠋࡲ
ࡓࠊࡼࡾᑀ࡞ᑂᰝࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲✀┠➼
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᖺᗘྠࡌ
ᮇࡲ࡛㏻▱ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᛂເ⪅ᑐࡍࡿᑂᰝ⤖
ᯝࡢ㛤♧ࡣࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩ
ࢫࢸ࣒ࡼࡾࠊ ᭶ୗ᪪
ࡲ࡛⾜࠺ࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⥅⥆ࡍ
ࡿᇶ㔠ᴗࡢㄢ㢟ᑐ
ࡋ࡚ࡣ  ᭶୰◊✲㈝
ࢆ㏦㔠ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⛉◊㈝ᴗࡢ୰
タࡅࡽࢀࡓㄪᩚ㔠ࡢ

ࣥࢢᑂᰝࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲✀┠
ෆᐃ᪥
 ᭶  ᪥

࣭ᇶ┙◊✲㸦6㸧
ࠊ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭཬࡧ

≉ᐃዡບ㈝ࡢ⥅⥆◊✲ㄢ㢟

࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤Ⓨ⾲ࠊ
ᅜ㝿ሗⓎಙᙉࠊᏛ⾡ᅗ᭩ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧
ࡢ᪂つᴗㄢ㢟ཬࡧ⥅⥆ᴗㄢ㢟
࣭ዡບ◊✲ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟

≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟ཬࡧ⥅⥆
 ᭶  ᪥
◊✲ㄢ㢟
≉ู᥎㐍◊✲ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
 ᭶  ᪥
ᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
 ᭶  ᪥
᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢ᪂つࡢ◊✲㡿ᇦ
 ᭶  ᪥
ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧
 ᭶  ᪥
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
 ᭶  ᪥
ᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧ࠕ≉タศ㔝◊✲ࠖࡢ᪂つ◊
 ᭶  ᪥
✲ㄢ㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
 ᭶  ᪥
◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
 ᭶  ᪥
ⱝᡭ⊂❧ᇶ┙ᙧᡂᨭ㸦ヨ⾜㸧ࡢ᪂つ◊✲ㄢ
 ᭶  ᪥
㢟
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
 ᭶  ᪥
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
 ᭶  ᪥


≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢ᪂つ◊✲ㄢ㢟
 ᭶  ᪥
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧  ᭶  ᪥
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧
 ᭶  ᪥
ͤ ᭶ୖ᪪ࡼࡾᚋෆᐃ㏻▱ࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿ✀┠ࡣࠕࣄࣜࣥ
ࢢᑂᰝ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࠕබເࡸᛂເࡢᮇࡀ␗࡞ࡿࠖ࡞ࡢ✀
┠࡛࠶ࡿࠋ



ࡘ࠸࡚ࡶࠊᴗົࢆ㎿㏿
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᇶ㔠ᴗࡢ
⥅⥆ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊィ⏬㏻ࡾࠊ
ᖺᗘᙜึࡽ◊✲㈝ࢆ⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺  ᭶  ᪥㏦㔠ࢆᐇ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ
࣭㒊ศࡢ◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ࠊ
ィ⏬㏻ࡾࠊ ᭶  ᪥㟁Ꮚ⏦ㄳ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚㏿ࡸᑂ
ᰝ⤖ᯝࢆ㛤♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㎿㏿
ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛
ࡁࡿࠋ
࣭ᐇ⦼ሗ࿌᭩ཬࡧᐇ≧ἣሗ࿌
᭩ࡢᥦฟ௳ᩘࡀᖺࠎቑຍࡋ࡚࠸
ࡿ୰ࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ᇶ࡙ࡃ㢠ࡢ
☜ᐃฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࣭⛉◊㈝㸦⿵ຓ㔠ศ㸧ࡢ⧞㉺ࡸ
ㄪᩚ㔠ࡼࡿ๓ಽࡋ⏝࣭ḟᖺ
ᗘ⏝ࠊ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢ๓
ಽࡋ⏝࣭ḟᖺᗘ⏝ࡀቑຍࡍ
ࡿ୰㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࢆᇶ‽ࡋࡓ
ቑຍ⋡ ⧞㉺㸸⣙  ಸࠊㄪᩚ

࣭ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡍࡿ࡞◊✲✀┠ࡩࡉࢃࡋ࠸ᑂᰝ
ࠊ᪂ࡋ࠸ᑂ
ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿ≉ู᥎㐍◊✲ࡸᇶ┙◊✲㸦6㸧
ᰝ᪉ᘧࡢヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧
㸦≉
タศ㔝◊✲㸧ࠊබເ࣭ᑂᰝࡢᮇࢆู㏵タᐃࡋ࡚࠸ࡿ◊
✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭ➼ࢆ㝖ࡁࠊᇶ┙◊✲ࠊⱝᡭ◊✲ࡢ
᥇ᢥ࡞ࡗࡓᛂເ⪅ࡢ࠺ࡕᕼᮃ⪅ᑐࡋࠊ⥲ྜホⅬࠊ࠾
࠾ࡼࡑࡢ㡰ࠊホᐃせ⣲ẖࡢᖹᆒⅬࠊ༑ศホ౯ࡉࢀ
ࡓ㡯┠࡞➨୍ẁᑂᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶
29

㔠㸦ḟᖺᗘ⏝㸧
㸸⣙  ಸࠊㄪ
ᩚ㔠㸦๓ಽࡋ⏝㸧
㸸⣙  ಸࠊ
⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧๓ಽࡋ⏝㸸
⣙  ಸࠊ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ḟ
ᖺᗘ⏝㸸⣙  ಸ㸧◊✲⪅ࡢ
◊✲ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ࡚
ᙎຊⓗ◊✲㈝ࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ
࠺ᑐᛂࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
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ᯟࢆά⏝ࡋࡓ◊✲㈝ࡢ

 ᪥㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࠾࠸࡚㛤♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

๓ಽࡋ⏝ࡸḟᖺᗘ

࣭⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢ⥅⥆ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᮇศࡘ 

⏝ࡘ࠸࡚◊✲ィ⏬➼

࠸࡚ࠊ ᭶  ᪥㏦㔠ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌࡓᙎ

࣭⏦ㄳ᭩ཬࡧ๓ᖺᗘ⿵ຓᴗࡀ⤊ࡋࡓㄢ㢟ಀ 

ࡿࠋ


ຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥᩥ࡛ࡢᥦฟࡶཷࡅࡅࡓࠋ 

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘㄢ㢟ಀ



ࡿ⏦ㄳ᭩ཬࡧᖹᡂ

㸦ᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࠊཬࡧࠊ㢠ࡢ☜ᐃཬࡧ≧ἣࡢ☜ㄆ㸧 

 ᖺᗘ⿵ຓᴗࡀ⤊

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᥦฟࡉࢀࡓ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗಀࡿ 



ࡋࡓㄢ㢟ಀࡿᐇ⦼

ᐇ⦼ሗ࿌᭩㸦⣙  ௳㸦࠺ࡕᇶ㔠ศ⣙  ௳㸧
㸧



ሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥᩥ

ࢆ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ᥦฟࢆཷࡅࠊ ᭶  ᪥㢠ࡢ☜ᐃࢆ



࡛ࡢᥦฟࡶཷࡅࡅࡿࠋ

⾜ࡗࡓࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⥅⥆ࡋࡓ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢㄢ㢟ࡘ 



࠸࡚ࡣࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛ᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅࠊ 



⣙  ௳㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥศ⣙  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ





᥇ᢥศ⣙  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥศ⣙  ௳ࠊᖹᡂ





 ᖺᗘ᥇ᢥศ⣙  ௳ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥศ⣙  



௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥศ⣙  ௳㸧ࡘ࠸࡚≧ἣࡢ☜





ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ





࣭ᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽࡀᑟධࡉࢀࡓ≉ู᥎㐍◊✲ࡢᖹᡂ  



ᖺᗘ⥅⥆ࡍࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛ᐇ⦼ሗ 



࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅࠊ㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ











㸦ไᗘᨵၿࡼࡿᙎຊⓗ࡞㐠⏝㸧





࣭⛉◊㈝㸦⿵ຓ㔠ศ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚑ๓㏻ࡾ⧞㉺ᡭ⥆ ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣࠊ⥅⥆



ࡼࡾḟᖺᗘ◊✲㈝ࢆ⧞㉺ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⧞ ㄢ㢟ࢆྵࡵࠊ⣙  ௳ࢆᨭࡋ



㉺ࡍ◊✲ㄢ㢟ࡣ⣙  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࠕㄪᩚ㔠ࠖࡢᯟ ࡲ࡛ࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ୍㒊✀



ࢆタࡅࠊ⿵ຓ㔠ศࡢᑐ㇟◊✲✀┠࠾࠸࡚๓ಽࡋ⏝ࡸ ┠ᇶ㔠ࢆᑟධࡋࡓࠊᖖ



⧞㉺⏤ヱᙜࡋ࡞࠸◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ḟᖺᗘ⏝ࢆ



ྍ⬟ࡍࡿไᗘᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࡢ  ௳ ࡚ไᗘᨵၿࢆ⾜࠸ࠊከࡃࡢ◊✲



ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢ๓ಽࡋ⏝ࠊ ௳ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢḟᖺᗘ ά ື ࡢ ά ᛶ  ࡸ ◊ ✲ ㈝ ࡢ ຠ ⋡



⏝ࡢᢎㄆࢆ⾜࠺࡞ࠊ◊✲➼ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ࡚ᙎຊⓗ ࠊ◊✲⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡗ࡚

࡚࠾ࡾࠊᇶ㔠ࢆࡣࡌࡵࠊࡇࢀ

ࡢ➇தⓗ㈨㔠ไᗘඛࡀࡅ



⤒㈝ࡢᇳ⾜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ



࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆᇶᇳ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧 ⛉◊㈝ࡣࠊ⌧Ⅼ࠾࠸࡚ࡶࠊ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ಽࡋ⏝㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⏦ㄳᐇ⦼⣙ 



௳㸧ࡸḟᖺᗘ⏝㸦ᖹᡂ  ᖺᗘḟᖺᗘ⏝ࡋࡓ◊✲ ᖖຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ຓᡂไᗘ

ࡁࡓࠋ
Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠊ㠀



ㄢ㢟ࡣ⣙  ௳㸧➼ࡢᖺᗘࡽࢃࢀ࡞࠸ᙎຊⓗ࡞ ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ⾡◊✲ࡢ᭦



㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ྛ✀ㄝ᫂࠾࠸࡚ᇶ㔠ࡢ⤌ࡳࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



ࡼࡾࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌࡓᰂ㌾࡞◊✲㈝ࡢ⏝ ࡿ⪃࠼ࡿࠋ



ࡘ࠸࡚ྛ◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲⪅ࡢព㆑ࢆ㔊ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊᇶ㔠 
30

࡞ࡿⓎᒎࢆᅗࡿࡃ᩿ࡢぢ┤



ࡢ୍ᒙࡢά⏝ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ














ڦᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡽไᗘタࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ 









ຍ㏿ᇶ㔠ࡢ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡽไᗘ



࣭ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ᥇ᢥᚋࠊΏ⯟ඛࡸ

タࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠



ᡤᒓᶵ㛵ࡢㄪᩚࡀࡘࡃࡲ࡛⏦ㄳࡢ⊰ணᮇ㛫㸦୍ᖺ ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅ࡗ࡚ᰂ㌾



⛬ᗘ㸧ࢆᘬࡁ⥆ࡁタࡅࠊ⏦ㄳࡢ≧ἣᛂࡌ࡚Ỵ ࡞㐠⏝ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓᵝ



ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⿵ຓᴗࡀࡋࡓࡁ㝶ࠊᐇ ᘧ➼ࡢᩚഛࡸᡭ⥆ࡢ㟁Ꮚ➼ࢆ



⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆྍ⬟ࡋࡓࠋࡑࡢࠊᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ ⾜࠸ࠊ࡞ࢆᐇࡍࡿ



㔠ຓᡂ㔠ࢆࡍࡿࡢ◊✲✀┠୍㒊␗࡞ࡿ⏝ࣝ



࣮ࣝࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ୍⯡ࡢᇶ㔠✀┠␗࡞ࡿྲྀᢅ࠸ 㺢㸧ᴗ◊✲ὶࢆ㛤ദࡋࠊᅜ



ࢆ⾜࠺㒊ศࢆ୰ᚰゎㄝࡋࡓࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠

㝿ⓗ࡞◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵ



㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧⏝࣮ࣝࣝ➼ࠖ㸦ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㸧

ࡢࣀ࢘ࣁ࢘➼ࢆඹ᭷ࡍࡿ➼ࡋ࡚



ࢆసᡂࡋࠊ࣮ࣝࣝࡢ࿘▱ດࡵࡓࠋ

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᙉ㈨ࡍࡿྲྀ



ࡶࠊ-636/($'61(7㸦㺶㺎㺛㺼㺦㺍

ࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࡢ◊✲௦⾲⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ ࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯









ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥ -636/($'61(7㸦㺶㺎㺛㺼

࡛ࡁࡿࠋ



㺦㺍㺢㸧ᴗ◊✲ὶࢆ㛤ദࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲άືࢆᒎ





㛤ࡍࡿୖ࡛ᚲせ࡞ࡿࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿ➼ࠊ┿ 



ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢࡘ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚿ



ࢆྠࡌࡃࡋࡓ◊✲⪅ࡢὶࡸ┦㐃ᦠࡢᙉࢆᅗࡿ



ᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ



ࠕᖐᅜⓎᒎ◊✲ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ᥇ᢥᚋࠊᅜෆࡢᡤᒓᶵ



㛵ࡀỴࡲࡿࡲ࡛⏦ㄳࡢ⊰ணᮇ㛫㸦୍ᖺ⛬ᗘ㸧ࢆᘬࡁ



⥆ࡁタࡅࠊ⏦ㄳࡢ≧ἣᛂࡌ࡚Ỵᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ







㸦Ϻ㸧⛉◊㈝ᴗㄝ᫂

㸦Ϻ㸧⛉◊㈝ᴗㄝ᫂



㈝◊⛉ڦᴗㄝ᫂ࡢᐇ



ࡢᐇ

ࡢᐇ



࣭Ꮫ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࡢᴗㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᨵ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘබເ㸦ᖹᡂ  ᖺ 



⛉◊㈝ᴗᑐࡍࡿ

Ꮫ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵

㠉ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ࡞ࡢయീࡘ࠸࡚ሗࢆᥦ౪ࡋࠊࡼ ᭶බເ㸧ࡽᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ

⌮ゎࢆಁ㐍ࡋࠊࡑࡢᨭ

ࡢᴗㄝ᫂ࢆࠊື⏬㓄

ࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚ࠊᏛ⏺࣭◊✲⪅ ᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊྛᏛ➼

ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᏛ

ಙ➼ࡢ᪉⟇ࡶά⏝ࡋࡘ

ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊከࡃࡢ᪉ࠎࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ

ࡽࡢㄝ᫂㛤ദࡢせᮃࡀୖ᪼

➼ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢᴗ

ࡘࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢඹྠ

࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඹദ࡛ࠕ⛉◊㈝ᨵ㠉  ㄝ᫂ࠖࢆ 

ࡍࡿ୰㸦๓ᖺᗘẚ  ௳ቑ㸧Ꮫ

ㄝ᫂ࢆࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඹ

ᐇࠊ◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせ

᭶  ᪥ᮾிᏛࠊ
 ᭶  ᪥㛵すᏛ㝔Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ
 ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵➼ᑐࡋ࡚ᅜ࡛

ྠᐇࠊ◊✲ᶵ㛵ࡽࡢ

ᮃᛂࡌ࡚ࡢᐇ࡞

࣭⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢᴫせࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເෆᐜࡢኚ᭦Ⅼ➼ ᐇࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝ࡢᴗㄝ᫂

せᮃᛂࡌ࡚ࡢᐇ࡞

ࡼࡾࠊᅜྛᆅ࡛⾜

ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඹദ࡛ࠕබເ ࠾࠸࡚ࠊ᪂ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

ࡼࡾࠊᅜྛᆅ࡛⾜

࠸ࠊไᗘࡢᨵၿ➼ಀࡿ

せ㡿➼ㄝ᫂ࠖࢆ  ᭶  ᪥ᮾிᏛࠊ ᭶  ᪥㛵す ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡶࠊ

࠺ࠋ

ṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆᅗ

Ꮫ㝔Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ



ࡿࠋ

࣭ᇶ㔠ࢆࡣࡌࡵࡍࡿไᗘࡢᨵၿࡸබເࡢෆᐜ➼ಀ ➼ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊไ

Ỵᐃᚋࡢྛ✀ᡭ⥆ࡁࡸබເせ㡿

ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫ

ࡿṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᶵ㛵➼ࡽࡢせᮃᛂ ᗘࡢṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ✚ᴟⓗ

ࢸ࣒࠾ࡅࡿࠊᑂᰝ༊

ࡌ࡚ᅜྛᆅ࡛ಶูㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦 ᅇ㸧ࠋ࡞࠾ࠊ ᅗࡗ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛

ศࠊᑂᰝ᪉ᘧࠊ◊✲ィ⏬

㐣ཤ㛤ദࡋࡓ㝿ᐤࡏࡽࢀࡓពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗㄝ᫂ ࡁࡿࠋ

ㄪ᭩➼ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅

㈨ᩱࢆࡼࡾศࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࣭ࠕ⛉◊㈝ᨵ㠉 ࠖࢆࡣࡌࡵࠊ




45

46
࿘▱ࢆ⾜࠺ࠋ



⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ➼ࡘ
࠸࡚ࠊᏛ⏺࣭◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵ



ࡋࡓከࡃࡢ᪉ࠎࡢ⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ
╔ᐇᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ





յᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ



࠙Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࠚ







⟶⌮ཬࡧ㐠⏝



࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ

࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ 

⾡⯆࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿྲྀ

Ᏻᛶࡢ☜ಖࢆ᭱ඃඛࡋࡘ

ᇶ㔠⟶⌮ጤဨ࠾
࠸࡚ᐃࡵࡓ㐠⏝᪉㔪

ᢅせ㡯ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘไᐃࠊᖹᡂ  ᖺᗘᨵṇ㸧ᇶ࡙ ࡘࠊ㐠⏝ᮇ㛫ࠊ㐠⏝㢠ཬࡧ㔠⼥

ᇶ࡙ࡁࠊὶືᛶࡢ☜ಖ

ࡁࠊᏳᛶࡢ☜ಖࢆ᭱ඃඛࡋࡘࡘࠊὶືᛶࡢ☜ಖࡸ ၟရࢆタᐃࡋ࡚ὶືᛶࢆ☜ಖࡍ

┈ᛶࡢྥୖດࡵࡘ

┈ᛶࡢྥୖ␃ពࡋࡓ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡘࠊᏳࡘᏳᐃⓗ࡞ᇶ





㔠ࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ

ୖ࡛ࠊ㐠⏝ᮇ㛫ࠊ㐠⏝㢠ཬࡧ㔠⼥ၟရࢆタᐃࡋ࡚ὶືᛶ ୖ␃ពࡋࠊ╔ᐇ࡞⟶⌮ཬࡧ㐠



ࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊ㔠⼥ᗇࡢᣦᐃࡍࡿ᱁ࡅᶵ㛵ࡢ࠺ ⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࡕࠊ ♫௨ୖࡽ㧗࠸᱁ࡅࢆཷࡅࡓᅜෆࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࢆ 



㑅ᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏳᛶࢆ☜ಖࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽ



」ᩘࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࡽᘬྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊ㐠⏝ᅇࡾࡢࡼࡾ㧗



࠸㔠⼥ၟရࢆ㑅ࡪࡇࡼࡾࠊ➇தᛶࡢ☜ಖཬࡧ㐠⏝



┈ࡢྥୖດࡵࡓࠋ












㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ




ࡿࡶࠊ」ᩘࡢ㔠⼥ᶵ㛵

ලయⓗࡣࠊຓᡂ㔠ࡢᮇཬࡧ㢠ࢆ⪃៖ࡋࡓ ࡽᘬࡁྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊ┈ᛶࡢྥ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸯㸦㸰㸧 㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ
ճ ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱཬࡧ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ
մ ຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウ
ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖ࠾ࡅࡿࠕᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓᨵ㠉ᙉࠖࡢ㐩ᡂྥࡅࠊᙜἲே࠾ࡅࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜ
ᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦௨ୗࠕ⛉◊㈝ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊከゅⓗ࡞どⅬࡼࡿඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ㑅ᐃࠊ◊✲⪅ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢ✚ᴟⓗ࡞᥈⣴ᣮᡓࢆྍ⬟ࡍࡿᨭ
㞴᫆ᗘ
ࡢᙉࠊ◊✲✀┠ࡢᛶ㉁ᛂࡌࡓᇶ㔠ࡼࡿ◊✲㈝ࡢ࠸ᡭࡢᨵၿ࡞ࠊ᭦࡞ࡿᐇࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠖࡉࢀࡿࡶࠊࠕᮍ᮶ᢞ㈨ᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ



ࡢᏳᐃ☜ಖ࣭ᐇᙉࡢࡓࡵࠊࠕ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢᐇ᪉㔪ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ㸯᭶ ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᨵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࡸࠕ⛉◊㈝ⱝᡭᨭࣉࣛࣥࠖࡢᐇ➼ࢆ㏻ࡌ
ࡓᨵ㠉ࢆᮏᖺᗘࡽ㐍ࡵࡿࠋࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡽࡶࠊᡃࡀᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇ࡸᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍㠀ᖖ㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࠋ
㞴᫆ᗘ㸸
ࠕ㧗ࠖ㸦⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎ➼ࡢࡓࡵᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊ
࣭⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡣ⣙  ௳ࡢ⭾࡞ᛂເ◊✲ㄢ㢟ࢆཷࡅࡅ  ᭶ࡽ  ᭶ࡢ  ࣨ᭶㛫࠸࠺▷ᮇ㛫࡛⣙  ྡࡶཬࡪᑂᰝጤဨࡀࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡾඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇࠋ
࣭᪂ࡓ࡞▱ࡢ㛤ᣅྥࡅࡓᣮᡓⓗ◊✲ᑐࡍࡿᨭࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࢆⓎᒎⓗぢ┤ࡋ≉タศ㔝ࡢ᪂つタᐃࢆ᭱᪂ࡢᏛ⾡ືྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚タᐃࡍࡿࡇࠋ
௨ୖࡢࡇࢆᖹᡂ  ᖺᗘྠ୪⾜࡛⾜࠺࠸࠺㠀ᖖ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸ᴗົࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGLQGH[KWPO 
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47

48
㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

㹉㸿㹉㹃㹌ࡢ



ࢡࢭࢫᅇᩘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

⣙ 

⣙ 

⣙ 

⣙ 

⣙ 

⣙   

༓ᅇ

༓ᅇ

༓ᅇ

༓ᅇ

༓ᅇ

༓ᅇ  

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

㹉㸿㹉㹃㹌࠾ࡅࡿ
◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࢲ࢘













ᅇ

ᣦᩘࡣࠊᏛᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊ⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉࡘ࠸࡚  ẁ㝵ホ౯࡛㉁ၥࡋࠊࡑࢀࢆ

࠸ࡸࡍࡉࠖ㛵ࡍࡿ

㹼 ᣦᩘࡋࡓࡶࡢࠋ ௨ୖ࡛ࠕࡰၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜヱㄪᰝࡀ㛤ጞࡉࢀ

ㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᣦᩘ㸧

 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ

    











 

  

̿

ͤฟ㸸
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝࠖ
㸦ᐃⅬㄪᰝ㸧
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧

ᴗ࠾ࡅࡿ◊✲㈝ࡢ

 



࣮ࣥࣟࢻᩘ

ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ





㸰㸷ᖺᗘ

 
 
 
 

ࡓᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࠊ᭱ࡶᣦᩘࡢࣉࣛࢫኚࡀࡁ࠸㡯┠࡛࠶ࡿࠋ

 


ࠕ⛉◊㈝ࡢᇶ㔠ࡣ
◊✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭ຠ









  

̿

ͤฟ㸸
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝࠖ
㸦ᐃⅬㄪᰝ㸧
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧

⋡ⓗᐇࡍࡿࡢ

ᣦᩘࡣࠊᏛᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊ⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉ➼ࡘ࠸࡚  ẁ㝵ホ౯࡛㉁ၥࡋࠊࡑࢀ

ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸

ࢆ 㹼 ᣦᩘࡋࡓࡶࡢࠋ ௨ୖ࡛ࠕ≧ἣၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜヱㄪᰝࡀ㛤

࠺㉁ၥᑐࡍࡿㄪᰝ

 
 
 
 

ጞࡉࢀࡓᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࠊᖖ୍␒ᣦᩘࡀ㧗࠸್ࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ

⤖ᯝ㸦ᣦᩘ㸧

 

ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ



ᴗࡣࠊ◊✲⪅ࡀ᪂ࡓ࡞

̿

̿

̿

̿

  



ͤฟ㸸
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝࠖ
㸦ᐃⅬㄪᰝ㸧
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧

ㄢ㢟ࢆ✚ᴟⓗ᥈⣴
ࡋࠊᣮᡓࡍࡿࡇ༑

 

ᣦᩘࡣࠊᏛᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊ⛉◊㈝ࡢᣮᡓᛶࡢᐤࡘ࠸࡚  ẁ㝵ホ౯࡛㉁ၥࡋࠊࡑ

 

ࢀࢆ 㹼 ᣦᩘࡋࡓࡶࡢࠋ ௨ୖ࡛ࠕ≧ἣၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡉࢀࡿࠋ

 

ศᐤࡋ࡚࠸ࡿ

 

ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࠸࠺㉁

 

ၥᑐࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ

 

㸦ᣦᩘ㸧

 
ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂࠖࡢᨭฟ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
࠙Ϩ㸫㸰㸫㸯㸦㸯㸧
ඹ㏻ࠚ

ᖺᗘィ⏬

ճ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕ

ճ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᥱ

ᥱཬࡧ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ

㺃.$.(1 ࡢࢡࢭࢫᅇ

࠙◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱཬࡧ♫㑏ඖ࣭ᬑཬࠚ

㸺᰿ᣐ㸼

✲◊ڦᡂᯝࡢᢕᥱ࣭බ⾲







⛉◊㈝ᴗࡢ◊✲ㄢ





㢟ࡢ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚



ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇィ⏬

࡞ホ౯ᣦᶆ

㸦ϸ㸧◊✲ᡂᯝࡢᢕᥱ࣭ ᩘ
බ⾲

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㹑

ホᐃ

㹑

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇ

㺃.$.(1 ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂ

ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᐇ⦼ࡢᴫせ ࣭.$.(1 ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ᡂᯝሗ࿌

ィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ

㐺ษᢕᥱࡍࡿࡶ

ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊ࡋ

ᯝሗ࿌᭩ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟ

ࡘ࠸࡚ࠊ.$.(1 ࡼࡾබ㛤ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ◊✲ᮇ㛫 ᭩ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘࡢᖜ࡞ቑ

ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬

ࠊ⏘ᴗ⏺ࡸࡢ◊✲ᶵ

ࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᐇ⦼

ࢻᩘ

ࡀ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ຍࡣ .$.(1 ࢆ㏻ࡌࡓ◊✲ᡂᯝࡢ

ࢆୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆ

㛵➼࠾࠸࡚ά⏝࡛ࡁ

ࡢᴫせཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ

㺃⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉ

.$.(1 ࡢᥖ㍕ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ 1,, ᥦ౪ࡋࡓࠋᖹᡂ ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ➼ࡀ╔ᐇ⾜ࢃ

ࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ

ࡿࡼ࠺࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼

◊✲ᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓ

㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᣦᩘ㸧  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ.$.(1 ࠾࠸࡚ 3') ࣇ࡛ࣝබ㛤ࡋ ࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃ

࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᡂᯝሗ

㺃ࠕ◊✲㈝ࡢᇶ㔠ࡣ◊

࡚࠸ࡿ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘࡣࠊᖺᗘẚ

࣭ୡ⏺ⓗ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠕ࣮࢜ࣉ

ࢆ㹑ࡍࡿࠋ



࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲

✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ

࡛ࠊ⣙  ಸࡢ⣙  ᅇᖜቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣥࢡࢭࢫࠖࡢືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ 

㈝ຓᡂᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋

ᐇࡍࡿࡢᙺ❧ࡗ

࣭ࠕ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙࠖ㛵ࡋࠊ⌧ᅾࠊᏛ⾡㞧ㄅ➼࡛ࡣࠊ

⛉◊㈝ࡋ࡚ࡶබເせ㡿࡛࿘▱

࣭.$.(1 ࡘ࠸࡚ࠊබⓗຓᡂ

ࢫ㸦.$.(1㸧ࡼࡾᗈࡃ

࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺㉁ၥ

㏆ᖺࡢ ,&7㸦ሗ㏻ಙᢏ⾡㸧ࡢⓎᒎక࠸ࠊࣥࢱ࣮ࢿ ࡍࡿࡶࠊ
ࠕᐇ⦼ሗ࿌᭩㸦◊

ᶵ㛵ࡢྛᴗᡂᯝࢆᶓ᩿ⓗ

බ㛤ࡍࡿࠋ

ᑐࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᣦᩘ㸧 ࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚↓ᩱ࡛⮬⏤ㄽᩥࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࠕ࣮࢜ ✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩㸧
ࠖ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ

᳨⣴࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࠊ

ࡲࡓࠊ⯆ࡀ♧ࡍᮇ

㺃ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ࣉࣥࢡࢭࢫࠖࡢὶࢀࡀୡ⏺ⓗᣑࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ ᐇ⦼ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃ

᪂ࢩࢫࢸ࣒⛣⾜ࢆ⾜࠸ࠊ᳨

㝈ࡲ࡛◊✲ᡂᯝሗ࿌

ࡣࠊ◊✲⪅ࡀ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟

㋃ࡲ࠼ࠊබເせ㡿࡛࿘▱ࡍࡿࡶࠊ
ࠕᐇ⦼ሗ࿌᭩㸦◊ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⣴ᛶࢆྥୖࡉࡏࠊ◊✲ࢧࢡ

᭩ࡀᥦฟࡉࢀ࡞ࡗࡓ

ࢆ✚ᴟⓗ᥈⣴ࡋࠊᣮᡓ

✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩㸧࡛ࠖሗ࿌ࡍࡿ⛉◊㈝ㄽᩥࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢜



ࣝࢆྍどࡍࡿ࡞ࡢᨵၿࢆ

ሙྜࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ☜

ࡍࡿࡇ༑ศᐤ

࣮ࣉࣥࢡࢭࢫࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡶేࡏ࡚ሗ࿌ࢆཷࡅ



⾜ࡗࡓࠋ

ㄆࡋࠊ≉ẁࡢ⌮⏤ࡀ࡞࠸

ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠖ ࡓࠋ





ሙྜࡣ㏿ࡸ࡞ᥦฟࢆ

࠸࠺㉁ၥᑐࡍࡿㄪ

ಁࡍࠋ









ͤ◊✲ᐇ⦼㸦ᐇ≧ἣ㸧ሗ࿌᭩࡛ᖹᡂ  ᖺᗘ୰ሗ࿌ 

࣭ຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウ

ᰝ⤖ᯝ㸦ᣦᩘ㸧

ࡉࢀࡓ⛉◊㈝ㄽᩥᩘ༨ࡵࡿ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫࡋ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂᰝ᪉ἲࡶྵࡵࠊ



㸦ͤฟ㸸ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ

ࡓ㸦ணᐃྵࡴ㸧ㄽᩥᩘࡢྜ ⣙ 㸦⣙    ༓



⛉◊㈝ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ᪥



≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑

௳㸧



ᖖⓗᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ



ㄪᰝࠖ
㸦ᐃⅬㄪᰝ㸧
㸧



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ

ࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ᳨࡚ウ







㢟ࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊ

ࡋࠊᨵၿດࡵ࡚࠸ࡿࠋ



㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎྛ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡢᥦ ᅜẸ◊✲ᡂᯝࢆ㑏ඖࡍࡿ࠸





࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

ฟࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡢ୍ぴࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࡛

࠺ほⅬࡽࠊሗ࿌ࡀྍ⬟࡞࡚

࣭⛉◊㈝ᴗࡢᑂᰝࡢබṇᛶ



ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

☜ㄆ࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆ㏻▱ࡍࡿ࡞ࡼࡾࠊ㐺ษ࡞ᥦฟࢆồ ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᥦฟࡉࡏ࡚

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡶ



㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

ࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎⅬ࡛ࠊࡅࡀࡸẼ➼ࡢ≉ẁࡢ⌮ ࠾ࡾࠊ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ

㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡼ



ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

⏤ࡀ࠶ࡿㄢ㢟ࢆ㝖ࡁࠊ⣙  ௳࡚ࡘ࠸࡚ᥦฟࢆ

ࡾ୍ᒙ◊✲⪅ࡢពぢࢆࡃࡳྲྀ

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ཷࡅࡓࠋ





㺃୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩

ڦᗈሗㄅ➼

㸦Ϲ㸧ᗈሗㄅ➼
ࠕ⛉◊㈝ 1(:6ࠖࢆᖺ 



ࡿ᪉⟇ࡋ࡚⛉◊㈝㛵ࡍࡿ
ࡈពぢ࣭ࡈせᮃཷ❆ཱྀࢆタ


⨨ࡋࠊไᗘᨵၿ⧅ࡆ࡚࠸ࡿࠋ


ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ ࣭
ࠕ⛉◊㈝ 1(:6ࠖ
㸦ᅄ༙ᮇࡈⓎ⾜㸧ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩ ࣭
ࠕ⛉◊㈝ 1(:6ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ



ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ

ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑓ㛛◊✲ဨࡼࡿ᥎⸀ᇶ࡙ࡁࠊ ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟

࣭᪂ࡓ࡞Ꮫ⾡ࡢⱆࢆ᥀ࡾ㉳ࡇ

᭱㏆ࡢ◊✲ᡂᯝࡸࢺࣆ

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

௵◊✲ဨ㆟࠾࠸࡚ᥖ㍕ೃ⿵⪅ࢆ㑅⪃ࡋࡓୖ࡛ࠊ⛉ ࡢά⏝ࡸ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮

ࡍࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ࢵࢡࢫࢆศࡾࡸࡍࡃ

࣭ᗈࡃᅜẸྥࡅࡓ◊

Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮ࢆ㉳⏝ࡋ࡚సᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊᇳ➹◊ ࡢ㉳⏝ࡼࡾࠊ◊✲ᡂᯝࢆศ

ࣥࢱ࣮ࡢ⮬ᚊⓗ࡞ศᯒࠊ᳨ウ

⤂ࡍࡿࡶࠊ࢚ࢵ

✲ᡂᯝࡢሗⓎಙ

✲⪅ࡢ㐃⤡ඛࢆᥖ㍕ࡋࠊ⯆ࢆᣢࡗࡓㄞ⪅ࡀࢥࣥࢱࢡࢺ ࡾࡸࡍࡃ⤂ࡍࡿࡶࠊᇳ

ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເ

ࢭࠕ⚾⛉◊㈝ࠖࡼ

࣭ᅜෆእࡢᏛ⾡◊✲ື

ࢆྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ⤂ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡘ ➹⪅ࡢ㐃⤡ඛᥖ㍕ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌

ࡽタࡅࡽࢀࡓᇶ┙◊✲㸦%࣭

ᅇⓎ⾜ࡋࠊ⛉◊㈝ࡼࡿ

35

49

50
ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛⛉◊㈝ࡼ

ྥࢆᢕᥱࡋᴗ

࠸࡚ࡣࠊ⛉◊㈝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ┿ࡁ ࢪ࠾ࡅࡿබ㛤᪉ἲࢆᕤኵࡋ࡚

&㸧㸦≉タศ㔝◊✲㸧࠾࠸࡚

ࡗ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡽࢀ࡚

ᫎ

࡛┠❧ࡘࡼ࠺⾲♧ࡋࠊὀ┠ᗘࢆୖࡆࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ

࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢚ࢵࢭࠕ⚾⛉

ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເࡘ࠸࡚

ࡁࡓ᪉࡞ࡢ⛉◊㈝

࣭⼥ྜⓗศ㔝ࠊⴌⱆⓗ

ࡔࠋࡉࡽࠊẖ᭶  ྡࠊ⛉◊㈝ࡼࡿຓᡂࢆཷࡅࡓ◊✲ ◊㈝ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊẖ᭶  ྡࠊ

ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡢ

㛵ࡍࡿពぢࡸᮇᚅࢆ࣍

ศ㔝࡞᪂ࡋ࠸◊✲

⪅ࠊ⛉◊㈝㛵ࡍࡿពぢ࣭ᮇᚅ➼ࢆ࢚ࢵࢭࠕ⚾⛉ ⛉◊㈝ࡼࡿຓᡂࢆཷࡅࡓ◊✲

ᯟ⤌ࡳࡢୗࠊ᪂ࡓࠕ≉タᑂ

࣮࣒࣮࣌ࢪᥖ㍕ࡋࠊ⛉

ศ㔝ࡢฟᨭ

◊㈝ࠖࡋ࡚ᇳ➹ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ⛉◊㈝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ ⪅ᇳ➹ࡋ࡚ࡶࡽ࠸࣮࣒࣮࣍࣌

ᰝ㡿ᇦࠖࢆタࡅ  㡿ᇦ㸦㧗ᗘ

◊㈝ࡢሗⓎಙ࣭ᗈሗᬑ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ

㍕ࡍࡿ࡞ࠊ⛉◊㈝ࡿ୍ᒙࡢሗⓎಙ࣭ᗈሗᬑཬ ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿ࡞ࠊ⛉◊㈝㛵

⛉Ꮫᢏ⾡♫ࡢ᪂ᒁ㠃ࠊ㉸㧗

ཬάືࢆ⾜࠺ࠋ

㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯

άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡍࡿ⥅⥆ⓗ࡞ሗⓎಙࡸᗈሗᬑ

㱋♫◊✲㸧ࢆタᐃࡋᑂᰝࢆ

 ㈝◊⛉ە1(:6

ཬάື✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸

⾜࠺➼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸

ࡲࡓࠊ≉ู᥎㐍◊✲ࠊ ࢆᚓࡿࠋ
᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠊᇶ┙◊



KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBOHWWHULQGH[KWPO 

ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿࠋ

✲㸦6㸧ࡢ᪂つ᥇ᢥㄢ㢟

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

㈝◊⛉⚾ە





➼ࢆ⤂ࡍࡿࠕᡃࡀᅜ ࣭ࡇࡢᗘࡢ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡣ



KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBHVVD\LQGH[KWPO 

࣭≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ㄢ㢟ࡢ

୍ᮅ୍ኤ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ

ەᏛ⾡◊✲ㄢ㢟ࡢ᭱๓⥺

᪂ࡋ࠸Ꮫ⾡ࡢᒎ㛤ྥࡅࡓ

᭱๓⥺ࠖࢆసᡂࡋࠊ-67

ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᚋ

KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBIURQWLQGH[KWPO 

ࠕᣮᡓᛶࠖࡸࠕ⊂⮬ᛶࠖࢆ㔜

ࢆࡣࡌࡵᏛ➼㛵ಀᶵ

ࡶヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽࠊ ࣭≉ู᥎㐍◊✲ࠊ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲㸦◊✲㡿ᇦᥦᆺ㸧ࠊ

どࡋࠊ◊✲⪅ࡀᚑ᮶ࡢ◊✲ά

㛵㓄ᕸࡍࡿࡶࠊ ඃࢀࡓᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ

ᇶ┙◊✲ 6 ࡢ᪂つ᥇ᢥ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᴫせࢆྲྀࡾࡲ

ືࢆ㉸࠼࡚ࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝࢆ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍ

ᵓ⠏ᐃ╔ࡘ࡞ࡆ࡚

ࡵࡓࠕᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ㄢ㢟ࡢ᭱๓⥺ࠖࢆᖹᡂ 

┠ᣦࡍ◊✲ࢆᨭࡍࡿࡇࢆ

ࡿࠋ

ࡋ࠸ࠋ

ᖺ  ᭶సᡂࡋࠊ⛉◊㈝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶

᫂☜ࡍࡿࡶࠊ㐃⥆᥇



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧

୰ࡢබ㛤ྥࡅࡓ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ᢥ࣭」ᩘᅇཷ⤥ࡢไ㝈ࡘ࠸



ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

࡚ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾





ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯㛵ࡍࡿつ



࣭ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢࡉ

⛬ࠖᫎࡋࡓࠋ



մຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍ

մຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍ

ࡽ࡞ࡿⓎᒎࢆࡵࡊࡋࠊ◊

࠙ຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࠚ







ࡿ᳨ウ

ࡿ᳨ウ

✲㈝⿵ຓ㔠ࡢᑂᰝ࣭ホ౯





࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ㠉ᘬࡁ

ڦ᪂ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウཬࡧᐇ



ᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᛂ

Ꮫ⾡◊✲࠾ࡅࡿ

⛉◊㈝ᴗࡢᑂᰝ

ᵝࠎ࡞≉ᛶ࣭ࢽ࣮ࢬࢆ㋃

ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡋ࠸ࠋ ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࠖ 

ເ≧ἣࡸᑂᰝࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ➼

ࡲ࠼ࡓຓᡂࡢᅾࡾ᪉

✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯㸦ᖺ

㸦⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ࣭  ᖺ㸦 ᖺ㸧ᙧసࡽ

㚷ࡳࠊᑂᰝࢆ≉ู᥎㐍◊✲

ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

ά⏝ࡋࡘࡘ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ ᗘ㸧ࠚ

᪥㸧
㸧ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເศࡢᑂᰝࡽࠊ᪂ࡓ࡞ ࢀࡓ⛉◊㈝ไᗘࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀

ྠࡌ㒊࡛⾜࠺ࡇࡸࠊୖ

✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆ

ᴗࡢᨵၿᫎࡉࡏ ࣭◊✲⪅ࡽࡢホ౯ࡸせ

ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒⛣⾜ࡋࠊ᪂ࡋ࠸ࠕᑂᰝ༊ศ㸦༊ศ࣭୰

ᨵ㠉ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝

グࡢᖐᅜⓎᒎ◊✲ࠊᇶ┙◊✲

ᮃࢆᇶ♏ࠊ⛉◊㈝య

༊ศ࣭ᑠ༊ศ㸧
ࠖཬࡧࠕᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝ࣭ ẁ㝵᭩㠃

ࡢබເࡽ㐺⏝ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ

㸦6㸧࠾࠸࡚᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ

ᴗࡢᨵၿᫎࡉࡏ

ࡢ᪂つタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࡀᇶ㔠ࡉࢀࡿࡁ࡛

ᑂᰝ㸧ࠖࢆᑟධࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ

ᛂࡌࡓᑂᰝࢆ⾜࠺క࠸ࠊ

ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊୡ⏺ᡃࡀ

ᣮᡓⓗ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࡢ

࠶ࡿࠋ

࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᐇࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞᳨ウ ࡓࠋ

ᑂᰝពぢ᭩ࢆά⏝ࡍࡿ➼ࡢᨵ

ᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢືྥࢆ

ୗࠊ᭱᪂ࡢᏛ⾡ືྥࢆ㋃

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ࢆ⾜࠸ࠊࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯

ၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ಠ▔ࡋࠊ⼥ྜⓗ࡞◊✲ศ

ࡲ࠼᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊᚲせ ࣭ᇶ㔠ᴗࡢᇳ⾜≧ἣཬ

㔝ࡸඛ➃ⓗ࣭ⴌⱆⓗ࡞◊

ᛂࡌ࡚タᐃࡍࡿࡇ

ά⏝ࡋࡘࡘ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ≉タศ㔝

✲ศ㔝࡞᪂ࡓ࡞ศ㔝ࠊ ࡍࡿࠋ

㛵ࡍࡿつ⛬ࠖ➼ᫎࡋࡓࠋ

࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ウᙜࡓࡗ
࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເࡽ᪂ࡓ



ࡧᡂᯝ➼ࡢ᳨ウࡘ࠸

࣭᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡘ࠸ タࡋࡓᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭

࣭ᅜእࡢ≉ᐃᆅᇦ࠾ࡅࡿࣇ

࡚ࡣ◊✲⪅ࡤࡾ࡛࡞

࡚ࠊ⥲ྜᑂᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡢ

ⴌⱆ㸧࠾࠸࡚ヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ

࣮ࣝࢻㄪᰝ➼ࢆక࠺◊✲ࢆ

ཬࡧᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯



ࡃࠊᇶ㔠ศ⿵ຓ㔠ศ⏬

ᐇ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡲࡓࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊ ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡂᯝ➼ࡶ㋃ࡲ

ᨭࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊ
ࠕᇶ┙◊

࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫ



ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛⟶⌮

ᑂᰝ༊ศࡢタᐃࡸ  ẁ㝵┠ࡢᑂᰝࡢᑐ㇟ࡍࡿᛂເ◊✲ ࠼ࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

✲㸦$࣭%㸧ࠖࡢᛂເ༊ศࡋ࡚

ၥศ㔝㓄៖ࡍࡿࡇ



ࢆᢸᙜࡍࡿົᢸᙜ⪅

ㄢ㢟ࡢタᐃ᪉ἲ࡞ࠊලయⓗ࡞ᑂᰝࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚௨ ࡉࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝㸦ᖹ

タࡅ࡚ࡁࡓࠕᾏእᏛ⾡ㄪᰝࠖ

ࡼࡾࠊᏛ⾡◊✲ࡢከᵝ



ࡶពぢ⫈ྲྀࡀᚲせ࡛࠶

ୗࡢࡼ࠺࡞᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᐇࡋࡓࠋ

ᡂ  ᖺ  ᭶බເ㸧ྥࡅࠊ᪂ࡓ

ࢆⓎᒎⓗぢ┤ࡋࠊ
ࠕᅜ㝿ඹྠ

ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ



ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓࢹ࣮ࢱ

࣭ࠕ⥲ྜᑂᰝࠖ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊྜ㆟ᑂᰝ๓ࠊᑠጤဨ

࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩

◊✲ᙉ㸦%㸧ࠖࢆ᪂タࡍࡿࡇ



ᇶ࡙࠸ࡓ᭷ຠᛶࢆᇶ♏

ࡢᖿࢆᑐ㇟ࠊ᪂ࡋ࠸ᑂᰝࡢ⤌ࡳཬࡧ⥲ྜᑂᰝࡢ␃ 㠃ᑂᰝ㸧ࡸࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࠊホ

࡞ࡗࡓࡇక࠸ࠊ㎿㏿

ࡲࡓࠊᇶ㔠ᴗࡢ㐠⏝

36

㛤ጞᚋ  ᖺ௨ෆࠊᇳ⾜



ࠊࡢ◊✲✀┠ࡶᇶ

ពⅬ➼ࢆヲ⣽ㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࠊᖿㄝ᫂ࢆ  ᅇ㛤ദ ᐃᇶ‽➼ࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃᪉ἲ

බເせ㡿➼ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚

≧ἣཬࡧᡂᯝ➼ࡘ࠸



㔠ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇ

㸦ᘏ  ྡཧຍ㸧ࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᑂᰝࡢ⤌ࡳࡢᐃ╔ྥ ➼㏆ᖺ࡞࠸ᖜ࡞ኚ᭦ࡀᚲせ

᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊࡑࡢ⤖ᯝ



ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡅࠊ⌮ゎྥୖࢆᅗࡿྲྀ⤌ࢆᙉࡋࡓࠋ

ᇶ࡙࠸࡚ᚲせ࡞ぢ┤



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

࣭
ࠕ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ẁ㝵┠ࡢᑂᰝ࠾࠸ ࢭࣥࢱ࣮➼࠾࠸࡚㝈ࡽࢀࡓ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᑟධࡉࢀࡓ

ࡋࢆ⾜࠺ࠋ



࣭ᴗ㐙⾜㛵ࡍࡿᩥ㒊

࡚ࠊ࡚ࡢ◊✲ㄢ㢟ᑂᰝពぢ㸦ᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ㛗ᡤ 㛫ࡢ୰ࠊ㞟୰ⓗ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊ

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ᴗࡢᇳ⾜





⛉Ꮫ┬ࡢᙺศᢸࡢ

▷ᡤࢆ୰ᚰ㸧ࢆグ㍕ࡍࡿࡇࡋࠊ ẁ㝵┠㐍ࢇࡔ◊ ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒⛣

≧ἣࡸᡂᯝ➼ࡢ᳨ドࡘ࠸



ぢ┤ࡋࡸᑂᰝ⤖ᯝ࣭㐍ࡕ

✲ㄢ㢟ࡢ⌮ゎࢆࡼࡾ῝ࡵࡿࡓࡵࠊᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢᑂ ⾜࡛ࡁࡓࡇࡣࠊ୰ᮇィ⏬ࡢึ

࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥ



ࡻࡃホ౯⤖ᯝ㛵ࡍࡿ

ᰝពぢࡘ࠸࡚ࡢᑂᰝጤဨᥦ♧࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚

ᮇࡢ┠ᶆࢆୖᅇࡿᡂᯝࡀᚓࡽࢀ

ࢱ࣮㐃ᦠࡋ࡚ᡂᯝࡢฟ≧



ᶵ㛵ࡢሗᥦ౪ࢆ

࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ ẁ㝵┠㐍ࡴᛂເㄢ㢟ࡢᢳฟ㛵ࡋ࡚ࠊ ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



㏻ࡌࡓᴗࡢຠ⋡ⓗ࡞

ẁ㝵┠ࡢ᭩㠃ᑂᰝࡢ⤖ᯝ࠾ࡅࡿ㡰ࡀ᥇ᢥணᐃ௳ᩘ



㐙⾜ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ㏆࠶ࡿ◊✲ㄢ㢟ࡢࠊ୍㒊ࡢᑂᰝጤဨࡀᴟ➃ప ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣࠊᡃࡀ

ᇳ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧



ࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⛉Ꮫ

࠸ホⅬࢆࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡶ⪃៖ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊ ᅜࡢ➇தⓗ㈨㔠ไᗘࡢ  ௨ୖ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ィ⏬ࡢ㐍ᤖ



ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡢ᳨ウ

ᑂᰝࡢ㈇ᢸࡢ┬ຊࢆᅗࡿࡶࠊ㐺ษᑂᰝࡀ⾜࠼ ࡢண⟬ࢆ༨ࡵࠊࡲࡓࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ ≧ἣᛂࡌࠊᙎຊⓗ⏝࡛



≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᣓࡾ

ࡿ⤌ࡳࡋࡓࠋ



ࡢ᳨ウࢆྵࡵࠊຠᯝⓗࠊ ࣭᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศᑂᰝ᪉ᘧࡢୗ࡛ࠊᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡢ⊂ ࠊᡃࡀᅜࡢㄽᩥᩘ༨ࡵࡿ⛉

ࡿࠋ



ຠ⋡ⓗ࡞◊✲ຓᡂࢆᐇ





ࡍࡿほⅬࡽ◊✲✀

ເ◊✲ㄢ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ 㔞ࠊ㉁ࡶቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊᡃ

௨ୖࡢࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽࡢά



┠ࢆ⥅⥆ⓗぢ┤ࡋ࡚

⛉◊㈝㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶බເ㸧ࡽ⏝ࡍࡿ◊✲ィ⏬ ࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡁ࡞ᙺࢆ

ືࡢᡂᯝࡣయࡋ࡚ᴟࡵ࡚



࠸ࡿࠋ

ㄪ᭩ࠊホᐃᇶ‽➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᐇࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊ ᢸ࠸ࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋ 㧗 ࡃ ホ ౯ ࡉ ࢀ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ



࠙ົ࣭ᴗࡢぢ┤ࡋ㸭

◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ◊✲┠ⓗࠖࠕ◊✲ィ⏬࣭

ࡇࡢࡼ࠺࡞㔜せᛶ㚷ࡳࠊຓᡂ

ࡀࠊ≉ࠊ  ᖺ㸦



່࿌ࡢ᪉ྥᛶ㸭-636 㒊

᪉ἲ࡛ࠖศࢀ࡚࠸ࡓ㡯┠ࢆࠕ◊✲┠ⓗࠊ◊✲᪉ἲ࡞ ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞᳨ウࢆ

ᖺ㸧ᙧసࡽࢀࡓ⛉◊㈝ไᗘ



  ᮇホ౯㸦ᥖ㸧
ࠚ

ࠖࡲࡵࡿࡶࠊᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ᰾ᚰࢆ࡞ࡍᏛ ⾜࠸ࠊᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀ᨵ㠉ࡋ࡚ࠊ





⾡ⓗࠕၥ࠸ࠖࢆグ㍕ࡉࡏࡿࡶࠊࠕᮏ◊✲ࡢ╔



࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

ࡿࠋ

Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࡢㄪᰝࡼࡿ

⮬ᛶࠊ㐀ᛶࠊᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆከゅⓗぢᴟࡵࠊඃࢀࡓᛂ ◊ ㈝ ࡀ 㛵  ࡋ ࡓ ㄽ ᩥ ࡢ  ྜ ࡣ



ἣࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆඖࡋ࡚

ࡁࡿไᗘࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠸

せ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ

ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢබເ

⮳ࡗࡓ⤒⦋࡞ࠖࡶ㡯┠ࢆู❧࡚࡚グ㍕ࡉࡏࡿࡇ ࣒࢝㸧ሗࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢㄽᩥ

ࡽ㐺⏝ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ

ࡋࠊᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡢ⊂⮬ᛶࠊ㐀ᛶࠊᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆࡼࡾ ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽᩥ

࣒ࡘ࠸࡚ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤

᫂☜グ㍕ࡉࡏࡿᙧࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⏘ఇ࣭⫱ఇ➼࡛◊✲ ௳ᩘࡘ࠸࡚ࠊ ᖺࡽ 

ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡢᐇ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ

άືࢆ୰᩿ࡋ࡚࠸ࡓᮇࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢㄝ᫂࡞ࡶ ᖺ  ᖺࡽ  ᖺࢆẚ㍑

࠼᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓࠊ ẁ㝵

ྵࡵ࡚ᵓࢃ࡞࠸ࡋ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅ࡢከᵝ࡞࢟ࣕࣜ ࡍࡿ⣙  ಸ㸦⣙  ௳ቑ

᭩㠃ᑂᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂᰝ༊

㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊホᐃᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡶࠊ◊✲ィ⏬ㄪ ຍ㸧࡞ࡾࠊྜࡘ࠸࡚ࠊ

ศࡢタᐃࡸ  ẁ㝵┠ࡢᑂᰝࡢ

᭩ࡢᨵṇྜࢃࡏ࡚ࠊホᐃせ⣲ࢆ  ࡘࡽ  ࡘᩚ⌮ࡍ ᖺࡽ  ᖺࡢᖹᆒ  ᖺ

ᑐ㇟ࡍࡿᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡢタ

ࡿࡶࠊ⥲ྜホⅬࡘ࠸࡚ࡶࠊ ẁ㝵࡛♧ࡋ࡚࠸ࡓ ࡽ  ᖺࡢᖹᆒࢆẚ㍑ࡍࡿ

ᐃ᪉ἲ࡞ࠊලయⓗ࡞ᑂᰝࡢ

ࡶࡢࢆ  ẁ㝵ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ࣭ᑂᰝ᪉ᘧࡢ㊃᪨ࢆ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡽ  ࣃ࣮ࢭ

㐍ࡵ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡢୖࠊᐇ

㋃ࡲ࠼࡚ࡼࡾ㐺ษ◊✲ㄢ㢟ࡢᑂᰝ࣭᥇ᢥࢆ⾜࠺ࡇࢆ ࣥࢺቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠ

ࡋࡓࡇࠊ

ྍ⬟ࡋࡓࠋ

ᵝ᪥ᮏࡢ 723㸣⿵ṇㄽᩥ㸦⿕

᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࡢ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶බເ㸧௨㝆ࡢ⛉ ᘬ ⏝ ᅇ ᩘ ࡀ ྛ ᖺ ྛ ศ 㔝 ࡛ ୖ 

ࡓࡵࠊᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡢ⊂⮬ᛶࠊ

◊㈝ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡸ㑅⪃᪉ἲࢆỴᐃࡍ

ධࡿㄽᩥࡢᢳฟᚋࠊᐇᩘ࡛

㐀ᛶࠊᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆከゅⓗ

ࡿඹࠊᑂᰝࡢ᳨ド➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠼ࡤࠊ ㄽᩥᩘࡢ  ࡞ࡿࡼ࠺⿵ṇ

ぢᴟࡵࠊඃࢀࡓᛂເ◊✲ㄢ

ᇶ┙◊✲ $ ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅇࠕ୰༊ศࠖࡼࡿᖜᗈ࠸

ࢆຍ࠼ࡓㄽᩥᩘࢆᣦࡍ㸧༨ࡵ

㢟ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ

ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠕ⥲ྜᑂᰝࠖ᪉ᘧ⛣⾜ࡋ ࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽᩥࡢ௳ᩘ

࠺ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝㸦ᖹᡂ

ࡓࡀࠊྜ㆟ᑂᰝࢆᐇࡋࡓᑂᰝጤဨࡽࡣࠊࠕ᭩㠃ྜ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙  ಸ㸦⣙ 

 ᖺ  ᭶බເ㸧ࡽ⏝ࡍ

㆟ࢆྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀ⾜࠺ࡇ࡛ࠊྜ㆟࡛ࡢ㆟ㄽࡀ῝ࡲ ௳ቑຍ㸧࡞ࡿࡶࠊྜ

ࡿ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࠊホᐃᇶ‽➼

37

51

52
ࡾኚ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࠖ➼ࠊᅇࡢᑂᰝᨵ㠉ࢆ⫯ᐃⓗ ࡣࠊ ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡽ  ࣃ

ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊつ⛬➼ᫎ

ࡽ࠼ࡿពぢࡀከᩘ࠶ࡗࡓࠋ

ࡋࡓࡇࡣࠊ୰ᮇィ⏬ࡢᡤᮇ

࣮ࢭࣥࢺቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ୖグࡢኚ᭦ෆᐜࡢࠊ
ࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖ

⛉◊㈝ᴗࡢᑂᰝࡢබṇᛶ

ࡢ┠ᶆࢆୖᅇࡿᡂᯝࡀᚓࡽࢀ

ࢆࡣࡌࡵࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ࡞ࡢయീࡘ࠸ ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡶ㧗࠸

࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚≉㧗ࡃホ

࡚ሗࢆᥦ౪ࡋࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥ ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡼࡾ୍ᒙ

౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡅ࡚ࠊᏛ⏺࣭◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵࡋࠊከࡃࡢ᪉ࠎࡢ⌮ゎࢆ ◊✲⪅ࡢពぢࢆࡃࡳྲྀࡿ᪉⟇



ᚓࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඹദ࡛ࠕ⛉◊㈝ᨵ ࡋ࡚⛉◊㈝㛵ࡍࡿࡈពぢ࣭ࡈ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚

㠉ㄝ᫂ࠖࢆ  ᭶  ᪥ᮾிᏛࠊ ᭶  ᪥㛵すᏛ㝔 せᮃཷ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋࠊไᗘᨵ

ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ

ၿ⧅ࡆ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯

㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ௵◊✲ဨ࣭ᑓ㛛ㄪᰝ⌜ ࡛ࡁࡿࠋ



㆟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ➼࡛㆟ㄽࡍࡿࡇ 

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ

ࡼࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡽᐤࡏࡽࢀࡿᅜෆእࡢᏛ⾡◊

ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

✲ືྥࡘ࠸࡚ࠊࠕᑂᰝ᪉ἲࡢᨵၿࠖ➼ᫎࡉࡏࡿ࡞

࣭⛉◊㈝ࡣᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲

ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࠾ࡼࡧᇶ♏◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ᭱ࡶ

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉ࡢᑂ㆟

㔜せ࡞➇தⓗ◊✲㈨㔠࡛࠶

➼࠾࠸࡚ࠊ㝶ࠊ◊✲㈝㒊ࡸ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ

ࡿࠋࡼࡾ㧗ᗘ࡛ᐇࡋࡓ◊✲

㒊㝙ᖍࡍࡿ࡞ࠊ㐺ษ࡞㐃ᦠࢆᅗࡗࡓࠋ

ࡀᐇࡉࢀࡿࡇࢆࡵࡊࡋ



࡚ࠊࡑࡢไᗘᨵ㠉ࢆ✚ᴟⓗ

ڦᅜ㝿ඹྠຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ % 㸧ࡢ᳨ウ

⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ㧗ࡃホ౯ࡉ

࣭ᅜእࡢ≉ᐃᆅᇦ࠾ࡅࡿࣇ࣮ࣝࢻㄪᰝ➼ࢆక࠺◊✲

ࢀࡿࠋࡾࢃࡅࠊᣮᡓᛶ࣭♫

ࠖࡢᛂເ༊ศ
ࢆᨭࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊ
ࠕᇶ┙◊✲㸦$࣭%㸧

ⓗࣥࣃࢡࢺ࣭ᾏእࡢᑂᰝ

ࡋ࡚タࡅ࡚ࡁࡓࠕᾏእᏛ⾡ㄪᰝࠖࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ

≧ἣ㛵ࡋ࡚⥥ᐦ࡞᳨ウࡀ࡞

┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉◊✲㈝㒊➼࠾࠸

ࡉࢀࡓࡇࡸࠊᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

࡚ࠊ᪥ⓗ࡞Ꮫ⾡ືྥ࣭ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚Ⓨᒎⓗぢ┤ࡋ

ᨵ㠉ࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺࢆ

ࡍࡓࡵᑂ㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ◊✲ᑐ㇟࣭᪉ἲࢆ

✚ᴟⓗྲྀࡾධࢀࡿጼໃࡀ≉

୍⯡ࡍࡿ➼ࡢኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ

➹ࡉࢀࡿࠋᚋࡶࠊ⥅⥆ࡋ

ࠖࢆ᪂タ
㔠ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦%㸧

࡚⛉◊㈝ᨵ㠉ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᡃ

ࡍࡿࡇࡉࢀࡓࠋ

ࡀᅜࡢ◊✲ᨭయไࢆࡼࡾ୍

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆࠾࠸࡚

ᒙᐇࡉࡏ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰࠊᑂᰝ༊ศࠊᑂ



ᰝ᪉ᘧࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࠊྠព᭩㸦/HWWHURI,QWHQW㸧ࠊ

࣭ᡃࡀᅜࡢᇶ♏◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ

ホᐃᇶ‽ࠊබເせ㡿➼ࡢヲ⣽ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

᭱ࡶ㔜せ࡞➇தⓗ◊✲㈨㔠ࡀ



⛉◊㈝࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ୡ⏺

ู≉ڦ᥎㐍◊✲ࡢ᳨ド࣭ᨵၿ

ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿከࡃࡢ◊✲ᡂᯝ

࣭⌧ᅾࡢୡ⏺᭱ඛ➃ࡢ◊✲ࡢ༢࡞ࡿ⥅⥆࣭Ⓨᒎ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ

ࡀ⛉◊㈝ࡢ⿵ຓࡼࡗ࡚⏕ࡲ

᪂ࡋ࠸Ꮫ⾡ࡢᒎ㛤ྥࡅࡓࠕᣮᡓᛶࠖࡸࠕ⊂⮬ᛶࠖࢆ㔜

ࢀ࡚ࡁࡓࠋ⛉◊㈝ࡢ᰾࡞ࡿ

どࡋࠊ◊✲⪅ࡀᚑ᮶ࡢ◊✲άືࢆ㉸࠼࡚ࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝ

ᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿ

ࢆ┠ᣦࡍ◊✲ࢆᨭࡍࡿࡇࢆࠊබເせ㡿࠾ࡅࡿぢ┤

ດࡵ࡚࠾ࡾࠊ≉⊂ⓗ࡛ᣮ

ࡋࡢ㊃᪨ࡸᑐ㇟ࡢ㒊ศ࡛᫂☜グ㍕ࡍࡿࡶࠊ
ࠕ⛉

ᡓⓗ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ᥦࢆ᥎ዡ

Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯㛵ࡍࡿつ⛬ࠖ

ࡍࡿࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧࡀ

࠾ࡅࡿᑂᰝᙜࡓࡗ࡚ࡢ╔┠Ⅼᫎࡋࡓࠋࡲࡓࠊከ

ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀホ౯࡛

38

ࡃࡢ◊✲⪅ᣮᡓࡢᶵࢆ࠼ࡿࡓࡵཷ⤥ᅇᩘࡢไ

ࡁࡿࠋᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢࡉ

㝈ࢆᑟධࡋࠊࡇࢀࡲ࡛≉ู᥎㐍◊✲ࢆཷ⤥ࡋ࡚࠸ࡿሙ

ࡽ࡞ࡿⓎᒎࢆࡵࡊࡋࠊ◊✲㈝

ྜࡣࠊ◊✲ࡢ┠ⓗࠊෆᐜࡀࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸

⿵ຓ㔠ࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒

࠺」ᩘᅇཷ⤥ࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚ࡶࠊᑂᰝᙜࡓࡗ࡚ࡢ╔

ࡢᨵ㠉ᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࢇ࡛

┠Ⅼࡋ࡚ᙜヱつ⛬ᫎࡋࡓࠋ

ࡋ࠸ࠋ





ڦᇶ┙◊✲ 6 ࠊᅜ㝿ඹྠຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡢ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ᨵၿ

㸫

࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ



ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡣᇶ┙◊✲㸦㸿࣭㹀㸧➼ྠࡌᑂᰝ➨୍㒊



࠾࠸࡚ᑂᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᛂເ≧ἣࡸᑂᰝࢫࢣࢪ
࣮ࣗࣝ➼㚷ࡳࠊ≉ู᥎㐍◊✲ྠࡌᑂᰝ࣭ホ౯➨୍㒊
㸦ேᩥ♫⣔ᑠጤဨࠊ⌮ᕤ⣔ᑠጤဨࠊ⏕≀⣔ᑠጤ
ဨ㸧࠾࠸࡚ᑂᰝࡍࡿࡇࡋࡓࠋ
࣭ᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ㸦༊ศ㸧
࡛ᑂᰝࢆ⾜࠺క࠸ࠊᑂᰝពぢ᭩ࢆᑟධࡋࡓࠊ◊✲✀
┠࣭ᯟ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋࡼࡾࠊᇶ┙◊✲㸦6㸧ࢆᇶ┙◊✲
✀┠⩌ࡋ࡚᫂☜⨨࡙ࡅࡓࡇࡽࠊホᐃせ⣲ࢆ
ࡢᇶ┙◊✲✀┠⩌⤫୍ࢆᅗࡿ➼ࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ








≉ڦタศ㔝◊✲ࡢ᪂つศ㔝ࡢタᐃṆ≉タᑂᰝ㡿ᇦ









ࡢ᪂タ

࣭᪂ࡓ࡞Ꮫ⾡ࡢⱆࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍ



࣭
ࠕ≉タศ㔝◊✲ࠖࡣࠊᚑ᮶ࡢᑂᰝࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣᑐᛂࡀ

ࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ



ᅔ㞴࡛࠶ࡿ᭱᪂ࡢᏛ⾡ືྥࡢᑐᛂࡶࠊ⼥ྜⓗศ ࣮ࡢ⮬ᚊⓗ࡞ศᯒࠊ᳨ウࢆ㋃ࡲ



㔝ࠊⴌⱆⓗศ㔝࡞ࠊ᪂ࡓ࡞Ꮫ⾡ࡢⱆࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡓࡵ ࠼࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເࡽタࡅ



㸦≉タศ
ࡢ᪂ࡓ࡞⤌ࡳࡋ࡚ࠊᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧ࡢୗᖹᡂ ࡽࢀࡓᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧



ᖺᗘබເࡽタࡅࡽࢀࠊ
ࠕ⥲ྜᑂᰝࠖࡼࡾከゅⓗ࡞ᑂ



ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ≉ูศ㔝◊✲ࡢᑂᰝ᪉ἲࡸ㊃᪨ ࡢタᐃࢆṆࡋࠊᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤



ࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᖹᡂᖺᗘබເࡽࡢ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡢᯟ⤌ࡳࡢୗࠊ᪂ࡓ



࠾ࡅࡿᑂᰝ༊ศ࣭ᑂᰝ᪉ᘧ࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡◊✲ࡢ᪂ ࠕ≉タᑂᰝ㡿ᇦࠖࡋ࡚タᐃ



ࡓ࡞ᒎ㛤ࡸከᵝ࡞ᗈࡀࡾࡶᰂ㌾ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺



ࡋࠊࡲࡓࠊᖹᡂᖺᗘබເ࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡ࡢᯟ⤌ࡳࡢኚ ౯࡛ࡁࡿࠋ



㠉࣭㌿ࢆ┠ᣦࡍࠕᣮᡓⓗ◊✲ࠖࢆタࡋࡓࡇࡽࠊ 



ᖹᡂᖺᗘබເࡽ᪂つศ㔝ࡢタᐃࢆṆࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ



ᣮᡓⓗ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࡢୗࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮



࠾ࡅࡿ᭱᪂ࡢᏛ⾡ືྥ➼ࡢศᯒᇶ࡙ࡁࠊᑂᰝ༊ศ⾲



㸦ᣮᡓⓗ◊✲࠾࠸࡚ࡣ୰༊ศ㸧ࡣูᚲせᛂࡌ࡚
ᑂᰝᑐ㇟㡿ᇦࢆ㝈タᐃࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ᪂ࡓࠕ≉タ
ᑂᰝ㡿ᇦࠖࡀタࡅࡽࢀࠊᖹᡂᖺᗘබເ࠾࠸࡚ࡣࠊ
㡿ᇦ㸦㧗ᗘ⛉Ꮫᢏ⾡♫ࡢ᪂ᒁ㠃ࠊ㉸㧗㱋♫◊✲㸧ࢆ
タᐃ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉⛉Ꮫ
◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊࡛Ỵᐃ㸧ࡋࡓࠋ
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㔝◊✲㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂つศ㔝

ࡋබເࢆᐇࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ

53

54





















㈝◊⛉ڦ㛵ࡍࡿࡈពぢ࣭ࡈせᮃཷ❆ཱྀࡢタ⨨



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡼࡾ㛤タࡋࡓࠕ⛉◊㈝㛵ࡍࡿࡈពぢ࣭



ࡈせᮃཷ❆ཱྀࠖᐤࡏࡽࢀࡓពぢ࣭せᮃࡢᑐᛂࡘ



࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡓࠋ



᳨࣭ウࡢ⤖ᯝࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸴᭶㸴᪥ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸱᭶ᮎ



ࡲ࡛ཷࡅࡅࡓ㸰㸰㸰௳ࡢࠕᑐᛂࡢ⪃࠼᪉ࠖࢆࡾ



ࡲࡵࠊබ⾲ࡋࡓࠋ



 ࡲࡓࠊබ⾲௨㝆ࡶ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ࠼ࡤࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌



ࡘ࠸࡚⛉◊㈝ࡢྲྀ⤌ᫎࡉࡏࡿࡇࡋࡓࠋ



 ۑᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡢᐇ⦼ሗ࿌᭩࣭ᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡼࡾ



ࠕ㞧ㄅㄽᩥࠖ
ࠊ
ࠕᏛⓎ⾲ࠖ
ࠊ
ࠕᅗ᭩ࠖࠊ
ࠕ◊✲ᡂᯝࡼ



ࡿ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࡢฟ㢪࣭ྲྀᚓ≧ἣࡢணᐃࠖࡘ࠸࡚ &69
࡛ࡢⓏ㘓ࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ




 ۑᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡢᐇ⦼ሗ࿌᭩࣭ᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡢ◊✲



ᡂᯝḍࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ㞧ㄅㄽᩥࠖࡢⓏ㘓࠶ࡓࡾࠊ'2,



ࢆධຊࡍࡿࠊྛ㡯┠㸦ⴭ⪅ྡࠊㄽᩥᶆ㢟ࠊ㞧ㄅྡࠊ



ᕳࠊⓎ⾜ᖺࠊ᭱ึ᭱ᚋࡢ㡫㸧ࢆึᮇ⾲♧࡛ࡁࡿ



⤌ࡳࢆᑟධࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕᅗ᭩ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊ,6%1



ࢆධຊࡍࡿࠊ࡚ࡢ㡯┠ࢆึᮇ⾲♧࡛ࡁࡿ⤌ࡳ
ࢆᑟධࡋࡓࠋ



 ۑᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭࡢබເࡼࡾࠊ◊



✲ィ⏬ㄪ᭩ࡢ◊✲ᴗ⦼ḍࡢグධ࠶ࡓࡾࠊ



ࠕUHVHDUFKPDSࠖࡢ㐃ᦠࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ



 ۑ.$.(1 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠊ≉ู᥎㐍◊



✲➼ࡘ࠸࡚ࠕ⣔᳨ูࠖ⣴࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ



 ➼ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ㈝◊⛉ۑᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ )$4 ࡢ



ᐇࠋ




 ۑᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲



ᙉ㸦%㸧
㸧ࡢබເࡼࡾࠊ◊✲ศᢸ⪅ࡢᢎㅙᡭ⥆ࡁࢆ
㟁Ꮚࡋࡓࠋ



















ڦᇶ㔠ࡢ᳨ド









࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆᇶᇳ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧 ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᑟධࡉࢀࡓᏛ





ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ಽࡋ⏝㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⏦ㄳᐇ⦼⣙ 



௳㸧ࡸḟᖺᗘ⏝㸦⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢḟᖺᗘ⏝⋡ࡣ ࡸᡂᯝ➼ࡢ᳨ドࡘ࠸࡚ࠊࢢࣟ

⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ᴗࡢᇳ⾜≧ἣ



యࡢ ௨ୖ㸧➼ࡢᖺᗘࡽࢃࢀ࡞࠸ᙎຊⓗ࡞㐠⏝ ࣮ࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠ



ࢆ⾜ࡗࡓࠋ




ࡋ࡚ᡂᯝࡢฟ≧ἣࡢศᯒࢆ⾜

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠࡛⾜ࢃࢀࡿ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢᇳ⾜ ࡗ࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇᴗົࡀᐇࡉ
≧ἣࡸᡂᯝ➼ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ᳨ドᙜࡓࡗ࡚
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ࢀࡓࠋ



ࡣࠊᖺᗘྠᵝࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠ ࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆඖࡋ࡚



ࡋࠊ◊✲௦⾲⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩㸦⿵ຓ㔠 ᇳ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧



ศ㸧ࡸ◊✲ᐇ≧ἣሗ࿌᭩㸦ᇶ㔠ศ㸧グ㍕ࡉࢀࡿࠊ㞧



ㄅㄽᩥᩘࠊᅗ᭩ᩘ➼ࡢྛ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ ◊✲ㄢ㢟ᙜࡓ ἣᛂࡌࠊᙎຊⓗ⏝࡛ࡁࡿ



ࡾࡢᖹᆒሗ࿌௳ᩘࢆᢳฟࡋศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢศᯒ ไᗘࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊከࡃ



⤖ᯝ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ⛉◊㈝ᴗࡢᇶ㔠ࡼࡾࠊᰂ㌾ ࡢ◊✲⪅ࠊ᭷㆑⪅ࡽ◊✲㈝ࡢ



࡞ᇳ⾜࡞࠾࠸࡚ࡁ࡞࣓ࣜࢵࢺࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠾



ࡾࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⯆ࡩࡉࢃࡋ࠸⤌ࡳࡢᩚഛࡀ࡞ࡉࢀ ⋡ⓗᐇࡍࡿࡢᙺ❧ࡗ࡚࠸



࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ

ࡿࡢㄆ㆑ࡀ♧ࡉࢀࡿ࡞ࠊᇶ





㔠ࡢຠᯝࡶ୍ᒙᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧

ᇶ㔠ࡣ◊✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭ຠ

⪃࠼ࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ





































㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
ۑ᪥ᮏࡢㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽᩥࡢ≧ἣ


㸦 ᖺ ᖺ㸧

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

㸦 ᖺ ᖺ㸧

㸦 ᖺ ᖺ㸧

㸦 ᖺ ᖺ㸧




















㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

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

㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

㸣

㸣

㸣



㸣

㸣

㸣



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





㸦 ᖺ ᖺ㸧
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55

56
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸰

㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸰㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᐇ
ձ ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ಀࡿ᰿ᣐ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ࠕ㧗ࠖձㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ㸦⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉ሗ࿌ࠕࣜࢫࢡ♫ࡢඞ᭹▱ⓗ♫ࡢᡂ⇍ྥࡅࡓேᩥᏛཬࡧ♫⛉Ꮫࡢ⯆ࡘ࠸࡚ࠖ࠾ࡅࡿࠕㅖ
ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸

㞴᫆ᗘ

Ꮫࡢᐦ᥋࡞㐃ᦠ⥲ྜᛶࠖ
ࠊ
ࠕᏛ⾡ࡢせㄳ♫ⓗ㈉⊩ࠖ
ࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᅜ㝿Ꮫ⾡✵㛫ࠖࡢ  ࡘࡢどⅬࡢ㐩ᡂྥࡅࠊࡲࡓࠊ
ࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖ࠾ࡅࡿࠕேᩥ♫⛉Ꮫ⮬↛⛉Ꮫ
ࡢ▱ࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡋ࡚᥎㐍ࡋࠊୡ⏺Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖࡇࡢᐇྥࡅࠊᙜἲே࠾ࡅࡿᮏᴗࡣࠊせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSNDGDLLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

ᐇࣉࣟࢢ࣒ࣛᩘ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ௳ᩘ
㸦㹼 ᖺᗘ㸧

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ



㸫

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯



㸫

㸫

㸫

㸫

 ᅇ

 ᅇ

 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ





















ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣᨭฟ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





ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬

࡞ホ౯ᣦᶆ

㸦㸰㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍ

㸦㸰㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍ

㸦㸰㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࡿ◊✲ࡢᐇ

ࡿ◊✲ࡢᐇ

ࡿ◊✲ࡢᐇ

㺃ᐇࣉࣟࢢ࣒ࣛ௳ᩘ



ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭♫ⓗせ

ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭♫ⓗせ



ㄳᛂ࠼ࡿࡶࠊᡃ

ㄳᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊᅜࡢ

ࡀᅜࡢᏛ⾡ཬࡧ♫ࡢ

ᑂ㆟➼ࡼࡿሗ࿌➼

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ

Ⓨᒎࡸ♫ⓗၥ㢟ࡢゎ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᏛ⾡ࡢⓎ

࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

ࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸

Ỵࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞Ꮫ

ᒎࡸ♫ၥ㢟ࡢゎỴ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ

⾡◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⾡◊

㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞



✲ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ



ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ



ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㹀

ホᐃ

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㺃ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ௳ᩘ 



ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ





⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰



࠙ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍





ᴗࠚ



࣭ᡂᯝࡢ♫㑏ඖࡢ୍⎔ࡋ

ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ

௨ୗࡢ  ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

࡚ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࢆィ

ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ

ڦᐇ♫ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺࠊ㹼 ᖺ㸧 ࣇ ࢛ ࣟ ࣮  ࢵ ࣉ ࢆ ⾜ ࠺   ࡶ

⏬࠾ࡾᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ





ձㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟ

ձㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟ





ⓗேᩥ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎

ⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ ࣭୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩

㐍ᴗ

᥎㐍ᴗ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢᩥ㒊

⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉

⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

࣭ᖹᡂ ᖺᗘ᥇ᢥࡋࠊ᪤㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ  ௳ࠊཬࡧ

ࠊ
ࠕ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࠾

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ሗ࿌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊඛᑟⓗ

㆟Ꮫ⾡ศ⛉ሗ࿌ࠕࣜ

࣭㐺ษ࡞ㄢ㢟タᐃ◊

ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ  ௳

࠸࡚ࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ᪂つ᥇ᢥᑂ



࡞ேᩥ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࢆ

ࢫࢡ♫ࡢඞ᭹▱ⓗ

᥎㐍ࡍࡿࠋ

♫ࡢᡂ⇍ྥࡅࡓே

࣭ᗈࡃᅜẸྥࡅࡓ◊

ᩥᏛཬࡧ♫⛉Ꮫࡢ

✲ᡂᯝࡢሗⓎಙ

ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ
࡚ࡣࠊጤဨࢆタࡅ࡚ㄢ

✲ࡢᐇ

ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡼࡾ◊ ᰝຍ࠼ࠊᘏ㛗ᑂᰝࢆ╔ᐇᐇ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚

✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠸ࠊ ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴗࡢຠᯝ

ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ

♫ⓗ㈉⊩ྥࡅࡓඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ

ⓗ࡞ᡂᯝᬑཬࣉࣞࢮࣥࢫྥୖ

㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸫ㄢ㢟タᐃᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸௳

ࡢࡓࡵࠊᮏᴗࡋ࡚ึࡵ࡚



㸫බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

85$ ࡢ㐃ᦠࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࢘

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ

⯆ࡘ࠸࡚ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ

㢟ࢆタᐃࡍࡿࡶࠊ ௨ ୗ ࡢ ඛ ᑟ ⓗ ࡞ ே ᩥ

㹀

㸺᰿ᣐ㸼

㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯

◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡘ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࢆ᥎㐍

ࢆᚓࡿࠋ



࣒ࢆィ⏬㏻ࡾ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸࡚ホ౯ࡍࡿࠋㄢ㢟ࡢタ

ࡍࡿࠋ



ࣝࣂ࣮ࣟࢢڦᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺࠊᖹᡂ 

ຍ࠼࡚ࠊᴗࣞࣅ࣮࡛ࣗᣦࡉ



㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

㹼 ᖺ㸧

ࢀࡓ᳨ウ㡯ࢆ᳨ウࡍࡿࡶ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋࠊ᪤㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ  ௳ࡢ◊✲

ᨵၿ⟇ࢆㅮࡌࡓࡇࡣホ౯࡛

࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࠶ࡓ

ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩ

࣭ࠕ㡿ᇦ㛤ᣅࠖࢆ┠ⓗ

ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼

ࡋࡓㅖᏛࡢᐦ᥋࡞㐃ᦠ ࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗ

ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡍࡿࠋࡲ

ࢆ┠ᣦࡍ◊✲

ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎

ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡼࡾ◊✲ࡢ㐍 ࡁࡿࠋ

ࡾࠊ㜰Ꮫࡢ㹓㹐㸿㐃ᦠ

ࡓࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᥖ

࣭ࠕᐇ♫ᑐᛂࠖࡼࡾ

㐍ᴗࡘ࠸࡚ࠊ⤊ࡋ

ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠸ࠊேᩥ

ࡋ࡚ࠊ⏬࣭ᐇࡋࡓⅬࡣホ

㍕ࡸࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥࢪ

♫ⓗ㈉⊩ࢆ┠ᣦࡍ◊

ࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡣࠊඛᑟⓗ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫࡢᵝࠎ࡞ศ㔝ࢆᑐ㇟ࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ࢆ ࣭⤊ࡋࡓ  ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲

࣒࢘ࡢ㛤ദ➼ࡼࡾࠊᗈ

✲

࡞ඹྠ◊✲ࡋ࡚

᥎㐍ࡋࡓࠋ

ࡃ◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࠋ ࣭ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࠖࢆ



┠ᣦࡍ◊✲



౯࡛ࡁࡿࠋ㹓㹐㸿ࡣࠊᏛࡢ

ホ౯࡛ࡣࠊ␗࡞ࡿศ㔝㐃ᦠࡋࠊ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢከࡃࡢሙ㠃࡛

✚ᴟⓗ◊✲⪅➼ᡂ

㸫ㄢ㢟タᐃᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

᪂ࡓ࡞ᡭἲࡼࡿ◊✲ࡢᡂᯝࡀ

ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡢ

ᯝⓎಙࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ

㸫බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ

࡛ࠊព⩏ࡢ࠶ࡿ࡛࠶ࡿࠋ



࣒ࣛࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ




ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ

࠶ࡿࡇࡽࠊᘬࡁ⥆

 ᖺᗘࡲ࡛᥇ᢥࡉࢀ

ࡁࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ



ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇࡼࡾࠊ⥲

ࡓࠕᐇ♫ᑐᛂࣉࣟࢢࣛ

࡞ࠊሗⓎಙྲྀࡾ⤌

ڦ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺࠊᖹᡂ 㹼

ྜホⅬࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛ $ ௨ୖࢆ

࣒ࠖ
ࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉ

ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

ᖺ㸧

ࡘࡅࡽࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡀ㸵௳࠶

ࣟࢢ࣒ࣛࠖཬࡧࠕ㡿ᇦ㛤

࠙ ᖺᗘ⮧ホ౯㸦ᖺ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡋࠊ᪤㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿ  ௳ࡢ◊✲

ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ◊✲ࢸ

ᗘ㸧ࠚ

ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࡣࠊጤクᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡼࡾ◊✲ࡢ㐍 

࣮࣐ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ



ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠸ࠊㅖᏛࡢ 
43

57

58
ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝⓎಙࡋࡓ

ᐦ᥋࡞㐃ᦠࡸ⥲ྜᛶࢆど㔝ධࢀࡓඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ

ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ㡿ᇦ

ㄪᰝ⤖ᯝࡀࠊࡢࡼ࠺

㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ◊✲

ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣࠊά

ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊホ౯⤖ᯝ

⏝ศ㔝ࡈࡢᘬ⏝௳ᩘ

ᇶ࡙ࡁ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗

࡞ࡢᡭἲ࡛୰㛗ᮇⓗ

࣭ୖグ  ௳ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ᮇ㛫ࡀ᭱⤊ᖺᗘࡢࡓࡵࠊ

ࡢྍྰࢆỴᐃࡍࡿ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡍࡿ

◊✲ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ◊✲ᡂᯝࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᴗጤ

ࡶࠊྠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᪂

ࡉࡽᡂᯝࡀࢃࡾ

ဨཬࡧ㒊࠾࠸࡚᭷㆑⪅ࡼࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ ௳

つㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウ࣭ᐇ

ࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ

୰ࠊ6 ࡀ  ௳ࠊ$ ࡀ  ௳ࠊ% ࡀ  ௳ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ

ࡍࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

࣭ࡲࡓࠊ␗࡞ࡿศ㔝㐃ᦠࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᡭἲࡼࡿ◊✲ࡢ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ᐙ



ᡂᯝࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ

ࡼࡿබṇ࡞◊✲యไ

㺃㸦ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ⣔

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆࡵࡓࠋ

ࢆᩚഛࡋࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗

ࢆ୰ᚰࡋࡓࡺࡿࡸ

࣭ୖグ  ௳୰ࠊ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ  ௳ࡘ

ᛶࡢ☜ಖཬࡧ㐺ษࡘ

࡞ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥⓗ࡞

࠸࡚ࠊ᪂つබເ୪⾜ࡋ࡚ᘏ㛗ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ༑ศ࡞ᡂᯝ

࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿ

ᴗࡘ࠸࡚㸧⯆ࡋ

ࡀ࠶ࡾࠊࡘ◊✲ࢆ⥅⥆ࡍࡿ౯್ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ  ௳ࡘ

ࡶࠊሗࡢබ㛤ດࡵ

࡚ࡶࡑࢀࡽࢆ✚ᴟⓗ

࠸࡚◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆㄆࡵࡓࠋ

ࡿࠋࡉࡽࠊ◊✲ᡂᯝ

⨨࡙ࡅࡿጼໃࢆࡉࡽ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ᥇ᢥࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ 

ࡘ࠸࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ

ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ࡘ㸦
ࠕㄆ▱⛉Ꮫⓗ㌿ᅇࠖࢹࣥࢸࢸࡢኚᐜࠊ
ࠕ㈐

㛤ദ➼ࡼࡾሗⓎಙ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

௵࠶ࡿ◊✲ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࡢᴫᛕࠕ♫ࡗ࡚

ࢆ⾜࠺ࠋ



ࡢ⛉Ꮫࠖࡢ⌮ㄽⓗᐇ㊶ⓗ῝ࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ㠉᪂᪥

ࡓࠋ
㸫ㄢ㢟タᐃᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳
㸫බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳

ᴗࡢᐇ≧ἣࡘ

㺃㸦ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟ

ᮏⓗ⨾Ꮫ࠾ࡼࡧឤᛶࠊႴዲရࡢᩥⓗ࣭♫ⓗព㸧ࡢ

࠸࡚⤫ᣓࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗ

ⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲

ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝせ㡯ᇶ࡙ࡁእ㒊᭷㆑⪅ࡼࡿබṇ࡞

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᴗࡀࡼࡾ

᥎㐍ᴗࡘ࠸࡚㸧ㄢ㢟

ᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊ ௳ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ᥇ᢥࡋᨭࢆ㛤ጞࡋ

୍ᒙ㐺ษࡘຠᯝⓗ

タᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ࠼

ࡓࠋ

࡞ࡿࡼ࠺ࠊᨵၿ➼ࡢぢ┤

ࡤࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ࡋࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆ᭦ά



⏝ࡋࡓࡾࠊእ㒊ࡢពぢࢆ



ཧ⪃ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞ࠊ ࡲࡓࠊ ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛඹ㏻ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ



ࡼࡾ㐺ษ࡞ㄢ㢟ࡢタᐃ

ࡓࠋ



ດࡵࠊ୍ᒙᐇຠᛶࡢ࠶

࣭ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿබṇ



ࡿᴗࡍࡿࡇࡀ㔜

࡞ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵᴗጤဨཬࡧྛࣉࣟࢢ࣒ࣛẖ



せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᚋࡣࠊ 㒊ࢆタ⨨ࡋࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ☜ಖཬࡧ㐺ษࡘ



✚ᴟⓗࡑࡢᴗᡂᯝ

࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡶࠊእ㒊᭷㆑⪅ຍ࠼Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ



ࢆ♫Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ▱ぢࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵࠊྠࢭࣥࢱ࣮◊✲



ࡇࡶేࡏ࡚ồࡵࡽࢀ

ဨࢆጤဨ௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࡿࠋ

࣭බເせ㡿➼ࡢᑂᰝಀࡿᇶᮏⓗ࡞ሗࡢࠊྛࣉࣟࢢ



࠙ ᖺᗘ⮧ホ౯ࠚ

࣒ࣛࡢ᥇ᢥ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ᴫせཬࡧᴫせᅗࡘ࠸࡚





࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ሗࢆබ㛤ࡋࡓࠋ



㺃ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢ୰

࣭࡞ᴗᐇࡢほⅬࡽࠊ」ᩘᖺࡢጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖



ࡣࠊ♫ⓗ࡞Ἴཬຠᯝࢆ

ࡋࠊ◊✲㈝ࡢᖺᗘ㛫⧞㉺ࢆㄆࡵࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ



ཬࡰࡍࡣࡲࡔ㛫ࢆ

࡚◊✲㈝ࢆᇳ⾜࡛ࡁࡿᙎຊⓗ࡞⤒㈝ᇳ⾜ࡢಁ㐍ດࡵ



せࡍࡿࡶࡢࡸࠊ୍ࡘࡢ࣐

ࡓࠋ

㸫◊✲ࢸ࣮࣐タᐃᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸↓ࡋ
㸫◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ◊✲ࢸ࣮࣐㸸 ௳


44





ࣝࢫࢺ࣮ࣥࢆᐇ⌧ࡋ

࣭ᮏᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᡂᯝࡢ࿘▱ᬑཬ࣭ࣉࣞࢮࣥࢫྥୖࡢ



ࡓ㐣ࡂ࡞࠸ࡶࡢࡶᑡ

ࡓࡵࠊேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ⣔ࡢ◊✲ࢆ⤌⧊ࡋ࡚ᨭࡋ࡚



࡞ࡃ࡞࠸ࡇࡽࠊࡑࡢ

࠸ࡿ㜰Ꮫࡢ 85$ 㐃ᦠࡋࠊึࡵ࡚ඹദ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࢘



㛵ಀࢆᑀㄝ᫂ࡋ࡚

࣒ࢆ㛤ദ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸸㜰Ꮫ㤋㸧ࡋࡓࠋ



࠸ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⢓ࡾᙉ

⤌⧊ཬࡧ◊✲⪅ࡢ୧᪉ࡢどⅬࢆᣢࡘ 85$ ⏬ࡋࡓࡇ



ࡃ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ

࡛ࠊࡼࡾ」║ⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࡢ⯆ྥࡅࡓ



࠶ࡿࠋ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖺ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ᗘࡼࡾከ࠸ࠊ ேࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡾࠊඹྠ◊✲ࡢᡂᯝ⤂





ࡸࠊࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ



࣭ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗ

◊✲⯆ྥࡅࡓไᗘタィ࣭ά⏝ࡢࡇࢀࡽࢆࢸ࣮࣐



ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎

㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ㸣ࡢ⪅ࡽ



㐍ᴗࡣேᩥᏛࠊ♫⛉

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘‶㊊ࡋࡓࡢ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘



Ꮫࡢ⯆ࢆᅗࡿୖ࡛ᴟ

⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤ദᴫせཬࡧࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵ



ࡵ࡚㔜せ࡞ྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊ ࢩࣙࣥⓎゝ㘓ࢆᥖ㍕ࡋࠊᗈࡃᡂᯝࢆⓎಙࡋࡓࠋ



㛗ᮇⓗ࡞どⅬᇶ࡙ࡁࠊ ࣭ᖺᗘᐇࡋࡓࠊᴗࡢ⌧≧࣭᭷ຠᛶࢆ☜ㄆ࣭Ⅼ᳨ࡋࠊ



ࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ

ᚋࡢᨵၿ⏕ࡍࡓࡵࡢᴗࣞࣅ࣮ࣗ࠾࠸࡚ㄢ㢟



ࢆ┦⿵ⓗⓎᒎࡉࡏࡿ

ࡋ࡚ᣦࡉࢀࡓࠊࠕࡼࡾ㐺ษ࡞ㄢ㢟タᐃࡢࡓࡵࠊㄢ



ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

㢟᳨ウ㛫ࡢ☜ಖࡸእ㒊ࡽሗ㞟ࡍࡿ᪉ἲ➼ࡢ᳨



࠙ ᖺᗘ -636 㒊ホ

ウࡀᚲせࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗጤဨ࡚ᨵၿ⟇ࢆ᳨ウࡋࠊ



౯ࠚ

ㄢ㢟᳨ウ㛫ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࠊᖺࡣ᪂つタᐃࡍࡿㄢ





㢟ࡢ᳨ウࢆ᥇ᢥ๓ᖺᗘࡽ᳨ウࡍࡿࡇࢁࠊ๓ࠎᖺᗘ



ࡽ᪂ࡓ࡞᪉ἲ࡛ሗ㞟ࡋࠊㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿᨵၿ⟇ࢆㅮ



ࡎࡿࡇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉ᏛᐁཬࡧᏛ⾡ࢩࢫ



ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡽㄢ㢟タᐃࡢࡓࡵࡢሗ



㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ᪂つ㛤ጞࡢࠊேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱ
ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏ࣉࣟࢢ࣒ࣛྥࡅ࡚ࠊேᩥ
Ꮫ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓጤဨ
ࢆタ⨨ࡋࠊᵓࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ


 













㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ


≉࡞ࡋ
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59

60
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸱

㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸱㸧◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ಀࡿ᰿ᣐ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ➼♧ࡉࢀࡿඃࢀࡓ◊✲⎔ቃࠊ㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆ⥔ᣢࡍࡿୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᣐⅬࡢᙧᡂࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧᅜ
㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢᙉ➼ࡢ㐩ᡂࠊᮏἲேࡀᐇࡍࡿୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛಀࡿ⿵ຓᴗࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ
ཧ⪃㹓㹐㹊

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMWRSOHYHOLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
እᅜጤဨ㸭ጤဨ



ͤ࢝ࢵࢥෆࡣྜ
ᣐⅬసᴗ㒊
እᅜጤဨ㸭ጤဨ



ͤ࢝ࢵࢥෆࡣྜ

 ே

 ே

㸰㸴ᖺᗘ

 ே

㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧

㸦㸧

 ே

 ே

㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧

 

 ே

 ே

 ே

㸰㸶ᖺᗘ
 ே

 ே

 ே

㸰㸵ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ


 ே

 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸷ᖺᗘ





















 
 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣᨭฟ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ィ⏬

㸦㸱㸧◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ

㸦㸱㸧◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ



㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㐍

㐍



㺃ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡢ

࣭ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᢸᙜࡍ 㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ᅜࡢຓᡂᴗࡢ࠺ࡕࠊ

ᖺᗘィ⏬

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㹀

ホᐃ

㹀



Ꮫ⾡ࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿ

እᅜጤဨࡢཧ⏬ྜ

ࡿࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮㸦3'㸧ཬࡧᣐⅬࡈࡢࣉࣟ

࣭ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ

ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ



Ꮫᑐࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ≉

◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ┠ⓗ

࣭ᣐⅬసᴗ㒊ࡢእᅜ

ࢢ࣒࣭ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㸦32㸧ࢆ㓄⨨ࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬࡽ ࠼ࡓ 3'࣭32 యไࡼࡾࠊ㐍ᤖ≧

⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰

ᚩ࣑ࢵࢩࣙࣥᑐᛂ

ࡍࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ

ጤဨࡢཧ⏬ྜ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿࡶࠊୡ⏺ࢺࢵࣉ ἣ⟶⌮ཬࡧᑂᰝ࣭ホ౯࣭⟶⌮ᴗ

ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ

ࡋࡓᨭࡀ㐺ษ⾜ࢃ

⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ౯



ࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࢆ  ᅇ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ ົࢆእᅜே◊✲⪅ࡢཧ⏬ࢆᚓ࡚

ࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸

ࢀࠊᏛࡢ◊✲ຊࡀྥୖ

㛵ࡍࡿ▱ぢࡀά⏝࡛

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ホ౯࣭⟶⌮ᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡸసᴗ㒊 ᅜ 㝿 ⓗ ࡞ ど Ⅼ ࡛ ╔ ᐇ  ᐇ  ࡋ

ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ

ࡍࡿࡼ࠺ࠊᅜࡀ♧ࡍᏛ

ࡁࡿሙྜࡣࠊᑂᰝ࣭ホ

࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ

ࡓࠋ≉ࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆ

᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞

ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆ㋃ࡲ࠼

౯ᐇᶵ㛵ࡋ࡚㑅ᐃ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

ဨつ⛬ࠖᇶ࡙ࡁ⤌⧊ࡋࡓࠋ

ྵࡴ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ

ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋ

ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋᑂ

㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

࣭ྛᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧᣐ ဨཬࡧᣐⅬసᴗ㒊ࡢ࠸ࡎࢀ

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ



ᰝ࣭ホ౯ࡢᐇᙜࡓࡗ

ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

Ⅼసᴗ㒊࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ 㸣௨ୖ



࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢእᅜጤဨࡢཧ⏬ࢆᚓ࡚ࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࡛ᐇࡍࡿ ୖ࡛ᐇࡋࡓࡇࡣ㔞ⓗ࡞ほⅬ

:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬᑐࡋ࡚

㔪ᚑ࠺ࡶࠊ௨ୗ



ࡶࠊ᪂つᣐⅬ᥇ᢥᑂᰝ࠾࠸࡚ࡶ࣓࣮ࣝࣞࣅࣗእ ࡽࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㐍ᤖ⟶⌮ࠊࡑࡢࡢᨭࡀ㛤

ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ

㺃୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩

ᅜே◊✲⪅ࢆ㓄⨨ࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ㓄៖ࡋࡓࠋ

࣭:3, ⥲ྜᨭᴗࡢᐇᶵ㛵

ጞࡉࢀࡓࡇࡣホ౯್ࡍ

౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ

ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ



᥇ᢥࡉࢀࡓࡇࢆཷࡅࠊ᪂ࡓ࡞

ࡿࠋ

㢗ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ

ەୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨྡ⡙

ᴗົᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᚲせ࡞య



࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᢸ࠺ጤဨ

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

ࡢタ⨨

࣭ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉
㔪ᚑࡗࡓホ౯

࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢබ

࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂

⾲

㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧  ไࢆ㐺ษᩚ࠼ࡓࠋ
⏕㥖 ಇ᫂
ᕝྜ┾⣖

࢟ࣖࣀࣥᰴᘧ♫≉ู㢳ၥ
Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே⮬↛⛉Ꮫ◊
✲ᶵᵓศᏊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㛗

ᇉ ┾୍㑻

බ┈㈈ᅋἲேỈ㐨ᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ
࣮⌮㛗

ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖ

࣭┈┦㓄៖ࡋࡓᑂ

࣭✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ

ᰝࡢᐇ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯⤊ᚋࡢጤ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ

ဨྡࡢබ⾲

㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯

࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲

ࢆᚓࡿࠋ

㯮ᕝ Ύ
ᑠᯘ ㄔ
Ọ Ⰻ୕
㕥ᮌ ẚྂ



୰ᮧ 㐨

㛫ᛂࡌ࡚ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ົࢆᐇࡍࡿࡇࡼ

࣭⯆ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒

㔝౫ Ⰻ
㸦ጤဨ㛗㸧
ℊཱྀ 㐨ᡂ

ࡲࡓࠊᅜࡢᴗᐇᮇ

ࡾ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ

㦂ࡸᚲせᛂࡌ࡚እ㒊

ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿᑂᰝ࣭ホ౯

ࡢ▱ぢࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ

ࢆ⾜࠺ࠋ

άືෆᐜࢆ✚ᴟⓗᅜ



ᥦ࣭ᐇࡍࡿࡇࡀ



ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ:3,ࡢᡂᯝ



ࡢ㧗ࡉࡸண⟬つᶍᑐ



ࡋ࡚ࠊάື⯡ࡀᅜẸ



ᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᾏእᏛ



⾡ศ㔝࡛ࡢㄆ㆑ࡢ㧗ࡉ



ࠊᅜෆ୍⯡ࡢホุࡢ

ࡶእᅜጤဨࡢᵓᡂẚ⋡ࢆ 㸣௨

ᯇᮏ ⣫
ࣁ࢚ࣜࢵࢺ࣭࢘࢜
ࣝࣂ࣮ࢢ
ࢡࣛ࢘ࢫ࣭ࣇ࢛
࣭ࣥࢡࣜࢵࢶࣥ
ࢢ
ࣜࢱ࣭ࢥ࣮࢙࢘ࣝ
ࣅࢡࢱ࣮࣭ࣚࢭ
ࣇ࣭ࢨ࢘
ࢪ࣭ࣕࣥࢪࣥ㸫ࢪ
ࣗࢫࢱࣥ
ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢲࢵ
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ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫྡᩍᤵ
Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே㧗࢚ࢿࣝࢠ
࣮ຍ㏿ჾ◊✲ᶵᵓ≉ูᰤᩍᤵ
⮬་⛉ᏛᏛ㛗
බ❧Ꮫἲேᅜ㝿ᩍ㣴Ꮫ⌮
㛗࣭Ꮫ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
࢝ࣟࣜࣥࢫ࢝Ꮫ๓Ꮫ㛗
࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣉࣛࣥࢡ◊✲ᡤ㒊ᒁ㛗

࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᏛྡᩍᤵ
⡿ᅜ་Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮㛗
ཎᏊຊ࣭௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮ᗇࣇࣛࣥ
ࢫᏱᐂᇶ♏⛉Ꮫ◊✲ᡤᏛ⾡㢳ၥ
ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻᏛ≉௵ᩍᤵ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ
㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
㸫

㸺ࡑࡢ㡯㸼
㸫


61

62
ࢩ࣮ࣕ
ࢳ࣭࣏࣮࣭ࣗࣥ ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᗇ㛗
࣒ࣜ
ᐁ

࠸㞳ࢆᇙࡵࡿᕤኵࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨྡ⡙ཬࡧྛᣐⅬసᴗ㒊ጤဨྡ⡙ࡘ࠸࡚

ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

ࡣࠊ+3 ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





࣭ホ౯࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

ڦ:3,ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑗ᮶ᵓࢆࡲࡵࡿࡓࡵࣉࣟࢢࣛ

ࡸᗈሗ➼ಀࡿ୍㐃ࡢ

࣒ጤဨࡀ⾜ࡗࡓᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ドసᴗ࠾࠸࡚ࠊ

ᴗົࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛

:3, ࣈࣛࣥࢻࡢ⥔ᣢ⧅ࡀࡿᴗົࡢᚲせᛶࡀᣦࡉࢀ

ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗົᨵ

ࡓࠋࡇࡢᣦࢆཷࡅࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᴗົ⤒㦂➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚

ၿྥࡅࡓㄢ㢟ࢆᢳฟ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬Ꮫࡀ㆟ㄽࢆ㔜ࡡࡓ⤖ᯝࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼ

ࡋࠊᨵၿ᪉ἲࢆᅜᥦ♧

ࡾࠊᑂᰝ࣭ホ౯࣭㐍ᤖ⟶⌮ᴗົຍ࠼ࠊᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢ

ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ ᭦࡞ࡿຍ㏿ࠊᡂᯝࡢᶓᒎ㛤ࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࡢᙉᴗ
࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧

ົ࡞ࢆྵࡵࡓࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇಀࡿ⥲ྜⓗ࡞ᨭ

ホ౯ࠚ

ྲྀ⤌㈈ᨻⓗ⿵ຓࢆ⾜࠺ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⥲ྜᨭᴗ㸦:3, ⥲ྜᨭᴗ㸧ࡀ㉳ࡕୖ



ࡆࡽࢀࠊᏛࡣࡑࡢᐇᶵ㛵᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀక࠸ࠊ᪂ࡓ࡞ᴗົᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ ᭶ࡣୡ⏺
ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝᣐⅬᙧᡂ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊ࢝ࢹ࣑
ࢵࢡ࡞⤒㦂ཬࡧ▱㆑ࡀᚲせࡉࢀࡿᴗົࡣࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ
3'ࠊ3' ௦⌮ࠊ࢝ࢹ࣑࣮࣭ࢹࣞࢡࢱ࣮㸦$'㸧➼ࡀᢸ࠸ࠊ
ࡑࢀࢆົ㒊ࡀ⿵బࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡓࠋ










ڦᑂᰝ











࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢබເࡘ࠸࡚ࠊ ௳ࡢ⏦ㄳᑐࡋ࡚ࠊ

࣭3'࣭32 ࡼࡿ⌧ᆅどᐹཬࡧࣉ





ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡢୗタ⨨ࡉ

ࣟࢢ࣒ࣛጤဨ➼ࡼࡿࣄࣜ



ࢀࡓᑂᰝጤဨࡼࡾࠊẁ㝵ࡢ᭩㢮ᑂᰝཬࡧࣄࣜࣥ ࣥࢢࢆ⤒࡚㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆࡁࡵ⣽



ࢢࢆక࠺ᑂᰝࡢ୕ẁ㝵ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ ௳ࡢ᥇ᢥೃ⿵ᣐⅬ ࡃᢕᥱࡋࠊྛᣐⅬࡢᨵၿࡍ



ࢆỴᐃࡍࡿࡶᑂᰝጤဨࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆࡾ



ࡲࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊྠ┬࠾࠸࡚ ࡇࠊࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐ



ࠋᑂᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊࢩࢫࢸ Ⅼᑐࡍࡿᘏ㛗ᑂᰝࢆ㐺ษࡘ
 ௳ࡢ᥇ᢥᣐⅬࢆỴᐃ࣭Ⓨ⾲㸧



࣒ࣞࣅࣗ  ྡཬࡧࢧ࢚ࣥࢫࣞࣅࣗ  ྡࢆ㑅⪃ࡋࠊ ╔ᐇᐇࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁ



ᅜෆእࡢ◊✲⪅ࡼࡿࢧ࢚ࣥࢫ࣓ࣜࢵࢺࢩࢫࢸ࣒



ࣞࣅ࣮ࣗࡢ୧㠃ࡽヲ⣽࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡶࠊྛᑂᰝ ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪂つᣐⅬ᥇



ጤဨࡢ┈┦㓄៖ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᢥᑂᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊ࣓࣮ࣝࣞࣅ



ᴗ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ

ࣗእᅜே◊✲⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つබເಀࡿᑂᰝᇶ‽ࡢࢆ 3'ࠊ3' ௦

࡞ࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ㓄៖ࡋࡘ



⌮ཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬༠㆟ࡢୖࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸ ࡘࠊᑂᰝࢆ㐺ษࡘ╔ᐇᐇ



࡚Ỵᐃࡋࡓࠋ

ࡍࡿࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ





බເಀࡿᑂᰝᇶ‽ࢆࣉࣟࢢࣛ



ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇڦ

࣒ጤဨ࠾࠸࡚ᐃࡵࡓࡇࡶ



௨ୗࡢ࠾ࡾᣐⅬᵓ㐍ᤖ≧ἣࡢᢕᥱ㐺ษ࡞⟶⌮ࢆ
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ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡁⅬ➼ࢆࡾࡲࡵ࡚ᥦ♧ࡋࡓ

ࡿࠋ



ᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣࠊྛጤဨࡢ ࡉࡽࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬᑐ



┈┦㓄៖ࡋࡓࠋ

ࡋࠊ$'ࠊ$2 ࢆ㓄⨨ࡋࠊࣉࣟࢢࣛ



ڧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬ

࣒ጤဨ࠾࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵ



3'࣭32 ࡼࡿ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠺ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ ࣉᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃࡵࡓࡇࡶホ౯



ဨࡀ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊࣇ࢛ࣟ ࡛ࡁࡿࠋ



࣮ࢵࣉ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᣐⅬࡢᨵၿࡍࡁⅬ➼ࢆࡾࡲ



ࡵࡓࠋ



ڧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬ



 3' ཬࡧᣐⅬᢸᙜࡢ 32 ࢆ୰ᚰࡋࡓᣐⅬసᴗ㒊ࡼ



ࡿ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠺ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀࣄ



ࣜ ࣥ ࢢ ࢆ ᐇ  ࡍ ࡿ ࡇ   ࡼ ࡾ ࠊ͆ :RUOG 3UHPLHU



6WDWXV͇㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡢホ౯ཬࡧ⿵ຓ㔠ᘏ㛗ᣐⅬࢆ
Ỵᐃࡍࡿࠕᘏ㛗ᑂᰝࠖࢆᐇࡋࡓࠋ




 ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡣࠊ͆:RUOG3UHPLHU6WDWXV͇ࢆ㐩



ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆࡵ㧗ࡃホ౯ࡋࡓࡀࠊᘏ㛗ࡣㄆࡵࡽ



ࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᣐⅬ
ࡢᨵၿࡍࡁⅬ➼ࢆࡾࡲࡵࡓࠋ



ڧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬ
3'࣭32 ࡼࡿ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠺ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ
ဨࡀ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊࣇ࢛ࣟ
࣮ࢵࣉ⤖ᯝࡋ࡚ࠊྛᣐⅬࡢᨵၿࡍࡁⅬ➼ࢆࡾ
ࡲࡵࡓࠋ
ࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽྛ࣍ࢫࢺᶵ㛵㏻▱ࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡸホ౯࠾࠸࡚☜ㄆࡉࢀ
ࡓᨵၿࡍࡁⅬ➼ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊ
ᴗ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚බ㛤ࡋࡓࠋ

ڧ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ
ᖹᡂ  ᖺᗘࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ࡀᩥ㒊⛉Ꮫ┬タࡅࡽࢀ
ࡓࡇక࠸ࠊ⏦ㄳᇶ࡙ࡁࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨᅜෆጤ
ဨࡢᢎㄆࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬࢆ :3, ࢝ࢹ
࣑࣮ᣐⅬࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
࠾࠸࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃࡵࡓࠋࡲࡓࠊ$' ཬ
ࡧྛᣐⅬࢆᢸᙜࡍࡿ࢝ࢹ࣑࣮࣭࢜ࣇࢧ࣮㸦$2㸧ࢆ㓄
⨨ࡋࠊᣐⅬࡢ㐠Ⴀ≧ἣࡢᢕᥱࡢࡓࡵࠊ$' ཬࡧ $2 ࡼࡿ
ᣐⅬゼၥࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ⩣ᖺᗘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ
ဨ࠾࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ











ڦ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡢࣈࣛࣥࢹࣥࢢ









:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡀ♫ࡽࠕぢ࠼ࡿࠖᏑᅾ࡛᭷ࡾ⥆ ࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡢࣈࣛࣥࢹ



ࡅࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ௨ୗࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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ࣥࢢࢆᅜෆእ࠾࠸࡚㧗ࡵࡿ




63

64


㸦࢘ࢺ࣮ࣜࢳ㸧



ᅜෆእྥࡅࡓሗⓎಙࡢࡓࡵࠊ᪥ⱥేグࡢᗈሗ⏝ࣃࣥ ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ



ࣇࣞࢵࢺᡂᯝ㞟ࢆసᡂ࣭㓄ᕸࡋࡓࠊ:3,㸯㸮࿘ᖺグ



ᛕㄅࡢⱥㄒ∧ࢆⓎ⾜ࡋࠊᅾእබ㤋ࡸ㤋➼ࢆྵࡴ᪥ᮏ ᴗࡢ┠ⓗ༶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ሗ㛵ᚰࡢ࠶ࡿᒙᖜᗈࡃ㓄ᕸࡋࡓࠋ



ࡲࡓࠊẼ㗦ࡢ⛉Ꮫ⪅ࡢ༠ຊ࣭ཧ⏬ࢆᚓ࡚ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ࠶ ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡓࡵࢿࢵࢺ㓄ಙࡸ

ࡓࡵࠊᖜᗈ࠸࢘ࢺ࣮ࣜࢳάື
࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ⥲ྜᨭ
ࡾࢃࡅࠊᏛ⾡⏺ࢆ㉸࠼࡚ᗈࡃ



ࡾ᪉ࢆ㆟ㄽࡍࡿ➨㸴ᅇ :3, ࢧ࢚ࣥࢫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤 ᪂⪺グᗈ࿌ࢆ⏝ࡋࡓࡇࠊ



ദࡋࠊࡑࡢᵝᏊࢆࢽࢥࢽࢥ⏕ᨺ㏦ࡼࡾྠ㸭ᚋ㓄ಙ ḟୡ௦ࢆᢸ࠺㧗ᰯ⏕ࡸ⏘ᴗ⏺
ࡍࡿࡶ᥇㘓グᗈ࿌ࢆ୍⯡⣬ᥖ㍕ࡋࡓࠋ

ྥࡅࡓሗⓎಙᶵࢆタࡅࡓࡇ

ຍ࠼࡚ࠊ:3, ◊✲ᣐⅬ༠ຊࡋ࡚ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢚ࣥࢫ ࡞ࠊᅜෆࡢከᵝ࡞ࢱ࣮ࢤࢵ
ࣁࢫࢡ࣮ࣝ㸦66+㸧⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲ࡢࣈ࣮ࢫฟᒎࠊ

ࢺᒙࢆព㆑ࡋࡓᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆ

᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ㸦⤒ᅋ㐃㸧࠾ࡅࡿᮦᩱ◊✲ᦠࢃ

⾜ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿ㸲◊✲ᣐⅬࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲ࡶ⾜ࡗࡓࠋ

ࡲࡓࠊࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢάື

ࡉࡽࠊᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅ࡸ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇㛵㐃ࡍࡿ⪅ ࡸᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢಁ㐍⧅ࡀࡿ
ࡢⓎಙࢆᙉࡍࡃࠊ࣓ࣜ࢝⛉Ꮫ⯆༠㸦$$$6㸧 άືࡢᨭࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝࡢ
ᖺḟࡢࣈ࣮ࢫฟᒎຍ࠼ࠊᏛࡢᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ ᶓᒎ㛤࡞ࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࡶࠊ
ࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡀᐇࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ እ㒊ࡢᑓ㛛ᴗ⪅ࡢ▱ぢࡶ⏝ࡋ
࡛ :3, ◊✲ᣐⅬᡤᒓࡢ◊✲⪅ࡀ :3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ◊✲ᡂ ࡘࡘ㐺ษ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ᳨ウࡋࠊ╔
ᯝࡢ⤂➼ࢆ⾜࠺ᶵࢆタࡅࡓࠋࡲࡓࠊ1DWXUH,QGH[ ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡞ࠊᾏእࡢせ⛉Ꮫㄅࡢᗈ࿌グࡢᥖ㍕ࡶ⾜ࡗ
ࡓࠋ
ᣐⅬࡢᗈሗᡓ␎ࢆసᡂ࣭ᐇࡍࡿᢸᙜ⪅ࡼࡿ࢘ࢺࣜ
࣮ࢳᢸᙜ⪅㆟ࡶ  ᅇ㛤ദࡋࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ಀᶵ㛵
ෆ࡛ࡢሗࡸ᪉ྥᛶࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ

㸦ࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢάືࡢᨭ㸧
:3, ◊✲ᣐⅬࡢ㈈ᨻᇶ┙ࡢከᵝཬࡧඛ㐍ⓗྲྀ⤌ࡢඛᑟ
ࢆ┠ⓗࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ㸦$,05ࠊ
L&H06ࠊ,)5H&ࠊ0$1$㸧ࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢࡢᑓ㛛ᐙࢆ
ὴ㐵ࡋࠊᣐⅬࡀయⓗ⾜࠺ࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢάືࡢ
ᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ࡚ࡢ :3, ◊✲ᣐⅬཬࡧࡑࡢᡤ
ᒓᶵ㛵㛵ಀ⪅ࡶྵࡵࡓ◊ಟࢆ  ᅇ㛤ദࡋࡓࠋ

㸦ᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢಁ㐍⧅ࡀࡿάືࡢᨭ㸧
ᡃࡀᅜయࡢᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢຍ㏿࣭ᣑ㈨ࡍࡿࡃࠊ
ᴗົጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ㸦$,05ࠊ
L&H06ࠊ,)5H&ࠊ0$1$㸧ࡀᐇࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤
ദࡸ◊✲⪅ࡢᣍ࠸࣭ὴ㐵࡞ࡢάືࢆᨭࡋࡓࠋ

ڦሗ㞟࣭ศᯒ
୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤጤクࡋࠊᣐⅬࡢ◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿᅜෆ
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እ◊✲⪅ཬࡧ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠺ᅜෆᴗࡢ :3, ㄆ▱≧ἣ
➼ࡘ࠸࡚ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢻࢶ◊✲⯆༠ ')* ࠊ(8 ◊✲ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ㒊㛛ࠊḢᕞ◊✲㆟ (5& ࠊࣥࢢࣛࣥࢻ㧗➼ᩍ⫱㈈
ᨻ㆟ +()&( ➼ࢆゼၥࡋࠊࢻࢶࡢ࢚ࢡࢭࣞࣥࢫ࣭
ࢽࢩࢸࣈ➼ࡘ࠸࡚ࡢሗ㞟ࢆ⾜࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ሗ࿌ࡋࡓࠋ

ڦᡂᯝࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤
:3, ◊✲ᣐⅬ✚ࡉࢀࡓ◊✲⎔ቃᅜ㝿ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᅜ
ෆࡢᏛ➼ඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࠊእᅜே◊✲⪅ᨭಀࡿྲྀ
⤌ࡘ࠸࡚ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶࡋࡓྛ
:3, ◊✲ᣐⅬࡽࡢࢥࣥࢸࣥࢶ㞟࡞ࠊሗᥦ౪ࢆ⾜
࠺ࡓࡵࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤タࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ



































㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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65

66
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸱㸫㸯

㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
㸦㸯㸧ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢಁ㐍
ձ ㅖእᅜࡢᅜ㛫ὶࡢᨭ
ղ ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍
ճ ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭ

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅ࢆࡧ㎸ࡴඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆࡿ◊✲ᣐⅬࢆᏳᐃⓗ࣭ᣢ⥆ⓗᩚഛ࣭⥔ᣢࠖཬࡧࠕᡃ
ࡀᅜࡢᇶ♏◊✲ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞ᅜ㝿༠ຊࡼࡿ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᣐⅬࡢᙧᡂࡸᡓ␎ⓗ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍➼ࠖࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⯆ࡀᐇࡍࡿྛ✀ࡢඹྠ◊✲ᴗ➼ࡣࠊே
㞴᫆ᗘ
ᩥ࣭♫⛉Ꮫࢆྵࡴ࡚ࡢᏛၥศ㔝ࢆᑐ㇟ࠊᏛ⾡࣭ᇶ♏◊✲ࢆ୰ᚰࡋࡓᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬࡢᩚഛࡸᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᨭࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୖグ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚せ࡞ᙺࢆᯝࡓ
ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣ㧗࠸ࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ᅜ㛫ὶᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMELODWELODWKWPO 
᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMMJBH[WHUQVKLSLQGH[KWPO
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMERWWRPLQGH[KWPO 
◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMFFLQGH[KWPO 
ඛ➃◊✲ᣐⅬᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMFRUHBWRBFRUHLQGH[KWPO 
ࢪ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMDFRUHLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ
ぬ᭩➼ࡢ᪂つ⥾⤖ࠊᨵゞᩘ
༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃᅜ㛫ὶ
ᴗࡢὶᅜ࣭ᶵ㛵ᩘ
◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ
࡛ࡢὶᅜ࣭ᆅᇦ
ᩘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㐩ᡂ ๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㸰㸳ᖺᗘ
┠ᶆ 㛫᭱⤊ᖺᗘ್




㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ
 ௳

 

㸫

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ  

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵  

 

㸿ᆺ



 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ  

㹀ᆺ



 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ 



 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

ඛ➃◊✲ᣐⅬᴗࡢᚋホ
౯ࡀ㹀௨ୖ㸦ͤ㸧ࡢㄢ㢟ᩘ



ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ























 
 
 

ࢪ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬᴗࡢ
ᚋホ౯ࡀ㹀௨ୖ㸦ͤ㸧ࡢ

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

㸰㸳ᖺᗘ



 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

  

ㄢ㢟ᩘ

 
ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ

㸦ͤ㸧 ẁ㝵ホ౯ࡢୖ  ࡘ┠ࡲ࡛

ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖ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



ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ά

୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬

ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࢆ

ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࠊᅜ

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ
㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

ືࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡸ◊

✚ᴟⓗಁ㐍ࡍࡿ࡞ࠊ 㝿➇தຊࡢ୍ᒙࡢྥୖ ࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵



✲⪅ࡢᅜ㝿ὶືᛶࢆ୍

ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࠊᅜ㝿

ࢆ┠ᣦࡋࠊᖹᡂ  ᖺ 



ᒙಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊᾏ

➇தຊࡢ୍ᒙࡢྥୖࢆ

᭶⟇ᐃࡋࡓࠕ᪥ᮏᏛ⾡

እࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵➼

┠ᣦࡋᅜෆእࡽࡢせ

ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㸿

ホᐃ

㸿



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡢぬ᭩ࡢ᪂つ⥾⤖ࠊᨵ

ڦᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ಀࡿᇶᮏⓗ࡞ᡓ␎



ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ

ゞᩘ

࣭-636 ᅜ㝿ᡓ␎ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛ✀ࡢඹྠ◊✲ᴗ࠾࠸࡚ࠊ ୧ᅜࡢ◊✲⌧ሙ࡛ࡢࢽ࣮ࢬࡀぢ

⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗ

⯆ࡢᏛ⾡ᅜ㝿άື ࣭༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃᅜ㛫
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࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ







࣭᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝࡢศᯒ࣭



᳨ド࠾࠸࡚ࡣࠊᑡᩘព



ぢࡢጇᙜᛶಀࡿ┠㓄



㛵⥾⤖ࡋࡓ༠ᐃࡸぬ᭩ࡢࡶ

◊✲⪅ὶࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦ㄳ௳ᩘࡀఙࡧᝎࢇ࡛࠸ࡓࡶ 

࡛⾜ࢃࢀࡿඹྠ◊✲ࡣ

ࡢࡘ࠸࡚ᖜぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᑐᛂᶵ㛵༠㆟ࡢୖ 

✀ࠎࡢ◊✲ᨭࡀ࠼ࡽࢀ

ὶࢆᗫṆࡋࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࡼࡾ㟂せࡢ㧗࠸ὶ┦ᡭᅜ ᅜ㛫ὶᴗ࡛ࡣࠊㅖእᅜࡢ

ࡿࠋ࠼ࡤ◊✲ᢎㅙࡢྲྀᚓࡢ

ࡢ㛫࡛ࡢඹྠ◊✲ࢆᐇࡉࡏࠊ᪂ࡓࢫ࢚ࣛࣝ

Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛫࡛ࠊ◊✲ࢽ

ච㝖࡞࡛࠶ࡿࠋᏛ⾡ὶࡢ

,6) ࡢඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢᐇ

࣮ࢬࡸእⓗほⅬ㓄៖ࡋ࡚ᡃ

ᑡ࡞࠸ᅜࡢඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍

ྥࡅ࡚ࠊࣜࢺࢽ 5&/ ࡢඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮

ࡀᅜࡢᅜ┈㓄៖ࡋࡘࡘࠊ⥅⥆

ࡍࡿࡓࡵࡣ༠ᐃࡸぬ᭩ࡢᣑ

㸼ඹྠ◊✲㸸 ௳࣭ࢭ࣑ࢼ࣮㸸 ௳

㸼◊✲⪅ὶ㸸 ே ὴ㐵㸸 ேࠊཷධ㸸 ே 
⏦ەㄳ࣭᥇ᢥᐇ⦼㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧


⏦ㄳ
௳ᩘ

ඹྠ◊✲࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮
◊✲⪅ὶὴ㐵

᥇ᢥᩘ

᥇ᢥ⋡

 ௳

 ௳

㸣

 ௳

 ே

㸣


ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࣥࣉ࣮࢜ەඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮
༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃᅜ㛫ὶᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜ௨እ
ࡢὶᑐࡍࡿ◊✲⌧ሙࡽࡢࢽ࣮ࢬࡶᖜᗈࡃᛂ
࠼ࡿࡓࡵࠊᡃࡀᅜᅜࡢ࠶ࡿ࡚ࡢᅜ㸦ྎ‴ཬࡧࣃࣞ
ࢫࢳࢼࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀ‽ࡌ࡚ྲྀࡾᢅ࠺㸧ࢆᑐ㇟ࠊୗ
グࡢ࠾ࡾᐇࡋࡓࠋ
㸼ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮㸸 ௳㸦 ᅜ࣭ᆅᇦ㸧
ὴ㐵ὶ⥲ᩘ㸸 ே
ཷධὶ⥲ேᩘ㸸 ே
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࣭ᡃࡀᅜᅜࡢ࠶ࡿ࡚ࡢᅜ
ࢆᑐ㇟ࡋࡓ࣮࢜ࣉࣥࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢩࢵࣉ࠾࠸࡚ࠊ༠ᐃ➼ᇶ
࡙ࡃὶࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜ
ࡢὶࢆ๓ᖺᗘࡣ␗࡞ࡿᅜ
ࡢ㛫࡛ᐇࡋࠊࡼࡾከᵝ࡞ᅜ
ࡢඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᨭࡋ
ࡓࡇࡣࠊᖜᗈ࠸ὶࢽ࣮ࢬ
ᛂ࠼ࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵
ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠊⓎᒎ
ᐤࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽ㧗ࡃホ
౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ




ࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

⏦ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࣥࣉ࣮࢜ەㄳ࣭᥇ᢥᐇ⦼㸦ᖹᡂ 





࠙ ᖺᗘ -636 㒊ホ

ᖺᗘᐇศ㸧

࣭ከᵝ࡞ᅜࡢὶࢽ࣮ࢬᛂ



౯ࠚ






ඹྠ◊✲࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮



⏦ㄳ௳ᩘ
 ௳

᥇ᢥᩘ
 ௳

᥇ᢥ⋡
㸣

ୖグ᥇ᢥᩘࡢ࠺ࡕࠊ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃὶࢆᖹᡂ  ᖺ

࠼ࡿ࣮࢜ࣉࣥࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ
ᯟࢆ╔ᐇᐇࠊⓎᒎࡉࡏࠊ
ᅜ㛫ࡢᏛ⾡༠ຊ㛵ࡍࡿぬ᭩ࡢ



ᗘᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜࡢὶࡣ  ᅜ࣭ ௳㸦ୗ⾲ཧ ⥾ ⤖  Ⓨ ᒎ ࡋ ࡓ ࣜ ࢺ  ࢽ 



↷㸧࡛࠶ࡾࠊ◊✲⌧ሙࡽࡢከᵝ࡞ᅜࡢὶࢽ࣮ࢬ 㸦5&/㸧ⱥ 7KH5R\DO6RFLHW\



ᖜᗈࡃᑐᛂฟ᮶ࡓࠋ



ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࣥࣉ࣮࢜ە᥇ᢥෆヂ㸦ὶ┦ᡭᅜ࣭ᆅ ཷࡅࡓࡇࡣࠊ◊✲⪅ࡢࢽ࣮ࢬ



ᇦ㸧

ᇶ࡙ࡃᅜ㝿ඹྠ◊✲᥎㐍ࡢࡓ


༠ᐃ➼ᇶ࡙
ࡃὶࡢເ㞟
ࢆᖹᡂ  ᖺ
ᗘᐇࡋ࡚࠸
࡞࠸ᅜ
ඹྠ◊✲
ᅜ࣭ ௳ࠊ
ࢭ࣑ࢼ࣮
ᅜ࣭ ௳㸧










༠ᐃ➼ᇶ࡙
ࡃὶࡢເ㞟
ࢆᖹᡂ  ᖺ
ᗘᐇࡋ࡚࠸
ࡿ ᅜ ඹ ྠ◊
✲ ᅜ࣭
௳ࠊࢭ࣑ࢼ࣮
 ࢝ᅜ࣭ ௳㸧







ඹྠ◊✲
࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࠊࢫࣜࣛ
ࣥ࢝ࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊ࣑ࣕ
࣐࣮ࣥࠊࣛ࢜ࢫࠊྎ‴ࠊ
ࢱࣥࢨࢽࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛ
ࣜࠊࢱࣜࠊ࢜ࣛࣥ
ࢲࠊࢫࢫࠊࢫ࣌ࣥࠊ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊࣇࣥࣛࣥ
ࢻࠊࣈࣝ࢞ࣜࠊ࣏ࣝࢺ
࢞ࣝࠊࣜࢺࢽࠊⱥᅜࠊ
ࢳࣜࠊ࢝ࢼࢲࠊ⡿ᅜ
ࣥࢻࢿࢩࠊ୰ᅜࠊࣇ
ࣛࣥࢫࠊ࣋ࣝࢠ࣮ࠊࢺࣝ
ࢥ







ࡢࢽࢺࣜڦὶ




ࡢබເࢆ㛤ጞࡋከᩘࡢ⏦ㄳࢆ

ࢭ࣑ࢼ࣮
࣓࣮࢝ࣝ
ࣥࠊࢫ
ࢫࠊⱥᅜࠊ
⡿ᅜ

ࡵࡢᙉຊ࡞ᨭ࡛࠶ࡾࠊ᭦࡞ࡿ
Ꮫ⾡ὶࡢ㐍ᒎ㈉⊩ࡋࡓࡶࡢ
ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘእ㒊ホ౯
࠾ࡅࡿᣦᛂ࠼ࡿྲྀ⤌ࡋ࡚
㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࢫ࢙࣮࢘
ࢹࣥ










࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ⯆࣭ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭ࣜࢺࢽ 
◊✲ホ㆟࣭㥔᪥ࣜࢺࢽ㤋ࡢඹദ࡛ࠕ᪥ᮏ㸫 



ࣜࢺࢽࠗ⮬↛⛉Ꮫ⏕⛉Ꮫ࠘ྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ ࣭᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢻࢶ◊✲⯆༠



ۑ㛤ദᴫせ



᪥⛬
㛤ദሙᡤ
ཧຍ⪅ᩘ




㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ࡓࡵࠊ୧ᅜࡢᏳ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᮾி⌮⛉Ꮫ㸦ᮾி㸧
⣙  ྡ

ᐃࡋࡓᨭࡢࡶ㉁ࡢ㧗࠸
Ꮫ㝔ᩍ⫱◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᐇ





ࡋࠊ⤌⧊ⓗ࡞ᅜ㝿ὶࡢಁ㐍





ཬࡧⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ㈉⊩ࡋ



ڦ᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ௳ᩘ㸸 ௳
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ղᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ



࠙ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࠚ









᥎㐍



ڦḢᕞࡢ♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ





࣒ࣛ㸦25$ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧



Ꮫ⾡◊✲άືࡢࢢࣟ
࣮ࣂࣝ࡞ᒎ㛤ᑐᛂࡍ

࣭Ḣᕞ  ᅜࡢせ࡞Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵࡛࠶ࡿࠊࣇࣛࣥࢫᅜ ࣭⌧ᅾ᥇ᢥࡋ࡚࠸ࡿᅜ㝿ඹྠ◊

ࡿࡓࡵࠊᾏእࡢᏛ⾡

ࠊⱥᅜ♫ ✲ᴗࢆࡾ࡞ࡃᨭࡍࡿࡢࡳ
❧◊✲ᶵᵓ㸦$15㸧
ࠊࢻࢶ◊✲⯆༠㸦')*㸧

⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊ

⛉Ꮫ◊✲㆟㸦(65&㸧
ࠊ࢜ࣛࣥࢲ⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓ㸦1:2㸧

ᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢඃࢀ

ࡀඹྠ࡛ᐇࡍࡿࠊ♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿከᅜ㛫ᅜ㝿ඹ ✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V㸧ࡢ➨  ᅇ

ࡓ◊✲⪅ࡀᾏእࡢ◊✲

ྠ◊✲ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸 ௳㸧 බເྥࡅࠊᑂᰝ᪉ᘧࢆぢ┤ࡋࠊ

⪅༠ຊࡋ࡚⾜࠺ඹྠ



◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶ

ڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ᩍ⫱ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦3,5( බເࢆ᪂ࡓ㛤ጞࡋࡓࠋࡉࡽࠊ

ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧

┠ⓗࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊

࣭⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ 16) 㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲ ୍᪉ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡀᑂᰝࢆᢸ

✲ᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸 ௳㸧

࠸ࠊ᥇ྰࢆỴᐃࡍࡿ࣮ࣜࢻ࢚࣮





ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡼࡿᑂᰝࡢᑟ



ࡢࢫࢫڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V㸧

ධྥࡅࠊ616) ༠ຊ༠ᐃࢆ⥾

࡞ࡽࡎࠊࢫࢫࡢᅜ㝿ඹྠ◊

⏦ㄳࣉࣟࢭࢫࢆ  ẁ㝵ศࡅࡿ
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᑂᰝࢆ⾜࠺㝿ࠊ



࣭ࢫࢫ⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦616)㸧㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ᅜ㝿ඹྠ◊✲ ⤖ࡋࡓࡇࡣࠊ୧ᶵ㛵ࡢ୍ᒙࡢ



ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸 ௳㸧ࠋ



࣭᥇ᢥ⋡ࢆ⪃៖ࡋࠊ⏦ㄳࣉࣟࢭࢫࢆணഛ⏦ㄳᮏ⏦ㄳࡢ ༠ຊࡢ᥎㐍ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿྲྀ




 ẁ㝵ศࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧࢆᑟධࡋࡓᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ ࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᢥศເ㞟せ㡯ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ

㐃ᦠࡼࡾࢫࢫࡢ⛉Ꮫᢏ⾡

 ࡉࡽࢻࢶ㸦')*㸧ࡢ㛫࡛ࠊ



࣭ᑂᰝࢆ୍᪉ࡢᶵ㛵࡛⾜࠺࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࢆ ᪂ࡓ㛤ጞࡍࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲



ᑟධࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࡢᐇ⌧ྥࡅࠊ᪥ࢫࢫ⛉Ꮫ ᴗࡣࠊ⯆࡛ึ࡞ࡿ࣮ࣜࢻ



ᢏ⾡ྜྠጤဨ࠾࠸࡚ࠊ616) ༠ຊ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࢆヨ⾜ⓗ





ᑟධࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊḢ⡿ࡢᏛ⾡



ڦᅜ㝿Ꮫ◊✲༠ຊᴗ㸦,&& ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧

⯆ᶵ㛵ࡽࠊ⯆ࡢࣆࣞࣅ



࣭16) 㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺Ꮫศ㔝ࢆᑐ㇟ࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊ ࣮ࣗࢩࢫࢸ࣒ᑐࡍࡿಙ㢗ࡀᚓ



✲ᴗࢆᐇࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᨭ௳ᩘ㸸௳㸧



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡢ⤊ࢆཷࡅ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ



ەᚋホ౯ࡢᐇ㺃බ⾲ᐇ⦼
ᐇㄢ㢟ᩘ





ホ౯⤖ᯝ
%ᙜึタᐃࡉࢀࡓ◊✲ィ
⏬ࡣᴫࡡ㐩ᡂࡉࢀࡓࠋ

ࡽࢀࡓࡇࡢドࡋ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ㧗
ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊࡢ
せᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢᅜ㝿ඹྠ
◊✲ࡢࡉࡽ࡞ࡿ᥎㐍ࡶᮇᚅࡉࢀ
ࡿࡇࡽᏛ⾡◊✲άືࡢࢢࣟ





࣮ࣂࣝ࡞ᒎ㛤ᑐᛂࡍࡿࡶ





ࠊඹྠ◊✲ᨭࡢࢿࢵࢺ࣮࣡



࣮ࢩ࢙ࣥࢪ࣮࢚ࢻ࣮ࣜڦ᪉ᘧࡢヨ⾜ⓗᑟධ

ࢡࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ



࣭ࢻࢶ㸦')*㸧ࡢ㛫࡛࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࢆ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ヨ⾜ⓗᑟධࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࢆᐇࡍࡃ༠㆟ 
56



ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥศࡢເ㞟せ㡯ࢆᅛࡵࡓࠋࡲࡓࠊ 



᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢫ࣮࣒࢟ࡢᑟධ࠶ࡓࡾࠊ㐺ᐅᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒



◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢຓゝࢆᚓࡓࠋ








ճ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂ



࠙◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭࠚ









ᨭ









✲◊ڦᣐⅬᙧᡂᴗ



ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍࡿ◊

㸦$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂᆺ㸧



✲ศ㔝࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ⓗ

࣭ඛ➃ⓗࡘᅜ㝿ⓗ㔜せ࡞◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿ⱥ⊂ ࣭◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗࠕ$ඛ➃ᣐ

Ỉ‽ཪࡣᆅᇦ࠾ࡅࡿ

➼ࡢ  ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛  ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆᐇࡋࠊ Ⅼᙧᡂᆺࠖࡀᑐ㇟ࡍࡿᅜ㝿ⓗ

୰᰾ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬ

᪥ᮏ」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹ

➇தࡢ⃭ࡋ࠸ඛ➃◊✲ศ㔝

ࡢᵓ⠏ࡶⱝᡭ◊

ྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠾࠸࡚ࠊ⡿ⱥ⊂➼ࡢඛ㐍ㅖᅜ

✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ◊✲

࣭ࡲࡓࠊྛㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊ㝔⏕ࢆྵࡴⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእ  ᅜ࣭ᆅᇦ㸦๓ᖺᗘྠỈ‽㸧

ᣐⅬᙧᡂᴗࢆᐇࡍ

Ⓨ⾲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇࢆࡣࡌࡵࡋࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱

ࡢ㛫࡛ከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ

ࡿࠋ

ᡂࡋࡓࠋ

ࡼࡿඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲



࣭᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ᑐࡍࡿ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ⪅ὶࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ



ᨭᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ᑐࡋࠊᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ ඛ➃◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ◊✲ὶ



ە୰㛫ホ౯ࡢᐇ㺃බ⾲ᐇ⦼

ඛ➃ⓗཪࡣᆅᇦඹ㏻


୰㛫ホ౯




ᐇㄢ㢟ᩘ









ᣐⅬࡢᵓ⠏ࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ
ホ౯⤖ᯝ
$㸸ᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆ
࠶ࡆࡘࡘ࠶ࡾࠊᙜึࡢ
┠ᶆࡢ㐩ᡂࡀ࠸
ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸭 ㄢ㢟

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

ࢆᅗࡿほⅬࡽホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᙜᴗࡢ୰㛫ホ౯࣭ᚋホ౯
ࢆཷࡅࡓከᩘࡢㄢ㢟࠾࠸
࡚ࠊᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚
࠸ࡿ᪨ࡢホ౯ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ╔
ᐇᐇࡉࢀࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ




୰㛫ホ౯⤖ᯝ㸸





KWWSZZZMVSVJRMSMFFK\RXNDBDKWPO











ەᚋホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼

ᚋホ౯









ᐇㄢ㢟ᩘ



ホ౯⤖ᯝ
%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝ
ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊᙜึࡢ
┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉࢀࡓ㸭
ㄢ㢟

& ࠶ࡿ⛬ᗘᡂᯝࡀ࠶
ࡀࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡶ࠶
ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂࡉࢀࡓ㸭
ㄢ㢟











ᚋホ౯⤖ᯝ㸸
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ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸ᅜ㸦ᖺᗘ㸸 ᅜ㸧
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ࣝࢮࣥࢳࣥࠊⱥᅜࠊࢱࣜࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩ 



ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊ࢝ࢼࢲࠊ㡑ᅜࠊࢩࣥ 



࣏࣮࢞ࣝࠊࢫࢫࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊࢱࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊ
 



ࢳࣜࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊࢻࢶࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࠊࣇࣜࣆࣥࠊ
 



ࣇࣥࣛࣥࢻࠊࣈࣛࢪࣝࠊࣇࣛࣥࢫࠊ⡿ᅜࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ
 



࣋ࣝࢠ࣮ࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣛ࢜ࢫࠊࣟࢩ











⏦ەㄳ᥇ᢥ≧ἣ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘເ㞟ศ㸧



ᴗࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸୰ࠊᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸࡚ࠊㄢ㢟 



ࡢඛ➃ᛶ࣭㔜せᛶࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏➼ከゅⓗ࡞どⅬ 



ࡽ㑅⪃ࢆᐇࡋࡓࠋ







◊✲ᣐⅬᙧ
ᡂᴗ
㸦$ඛ➃ᣐ
Ⅼᙧᡂᆺ㸧




⏦ㄳ
௳ᩘ




᥇ᢥᩘ
㸦ணᐃᩘྵࡴ㸧

 ௳

௳

᥇ᢥ⋡




㸣












㸦%ࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᆺ㸧





࣭ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟 ࣭◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗࠕ%ࢪ࣭



ࡘ࠸࡚ࠊ ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛  ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆᐇࡋࠊ ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᆺ࡛ࠖࡣࠊ



᪥ᮏ」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹ

ᙜヱᆅᇦඹ㏻ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍ



ྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡿ◊✲ศ㔝࠾࠸࡚ࢪ࣭



࣭ᮏᴗ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ὶㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣᨭᮇ㛫 ࣇࣜ࢝ࡢ  ᅜ࣭ᆅᇦࠊከᅜ



⤊ᚋࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝࠊᣐⅬᶵ㛵ࡽ⏦ㄳ 㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ



ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࠊᚋࡶ┦ᡭᅜ◊✲⪅ࡢὶࢆ⥅ ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࡘ࠸࡚╔



⥆࣭Ⓨᒎࡍࡿࡢᅇ⟅ࢆᚓࡿ➼ࠊᡃࡀᅜཬࡧ┦ᡭᅜࡢᣐ ᐇᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊࢪ࣭



Ⅼᙧᡂᐤࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ◊✲ὶᣐⅬᙧᡂ





ࡢ᥎㐍ࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ➼



ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ᅜ㸦 ᖺᗘ㸸 ᅜ㸧

ᐤࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀホ౯࡛



ࣝࢪ࢙ࣜࠊࢫ࢚ࣛࣝࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ ࡁࡿࠋ



࢘࢞ࣥࢲࠊ࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊ࢚ࢳ࢜ࣆࠊ 



࣮࢞ࢼࠊ࣓࣮࢝ࣝࣥࠊ㡑ᅜࠊ࢝ࣥ࣎ࢪࠊࢠࢽࠊࢣ 



ࢽࠊࢥࣥࢦẸඹᅜࠊࢨࣥࣅࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ 



ࢫ࣮ࢲࣥࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊࢱࠊྎ‴ࠊࢱࣥࢨࢽࠊ୰ 



ᅜࠊࢼࢪ࢙ࣜࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࠊᮾࢸ࣮ࣔࣝࠊ 



ࣇࣜࣆࣥࠊࣈ࣮ࢱࣥࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊ༡ 



ࣇࣜ࢝ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࠊࣔࣥࢦࣝࠊ





ࣛ࢜ࢫ












⏦ەㄳ᥇ᢥ≧ἣ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘເ㞟ศ㸧



ᴗࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸୰ࠊᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸࡚ㄢ㢟ࡢ 



㔜せᛶ࣭ᚲせᨻࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏➼ⓗከゅⓗ࡞どⅬ 
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◊✲ᣐⅬᙧᡂ
ᴗ
㸦%ࢪ࣭
ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡
ᇶ┙ᙧᡂᆺ㸧





⏦ㄳ
௳ᩘ

᥇ᢥᩘ
㸦ணᐃᩘྵࡴ㸧

 ௳

 ௳

᥇ᢥ⋡




㸣











ࡽ㑅⪃ࢆᐇࡋࡓࠋ











࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࠚ













㸦ᑂᰝᴗົ㸧







࣭බເᴗࡣᅜ㝿ᴗጤဨ➼࠾࠸࡚ᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀ ࣭᭩㠃ᑂᰝཬࡧࣄࣜࣥࢢࢆྵ



ᢅ࠸ཝṇࢆᮇࡋࡘࡘࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝ㸦ࣄࣜ ࡴྜ㆟ᑂᰝࡼࡿ㔜ᒙⓗ࡞ᑂᰝ



ࣥࢢᑂᰝࢆྵࡴ㸧ࢆ➇தⓗ࡞⎔ቃࡢୗ࡛⾜ࡗࡓࠋ

ࢆ⾜࠺ࡶࠊᑂᰝဨྡ⡙ࡢ



㸼ᑂᰝጤဨᑂᰝࡢᡭᘬ➼ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᑂᰝᇶ‽ཬࡧ බ㛤ࡸ᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝࡢศᯒ᳨࣭



ホ౯᪉ἲ➼ࢆ᫂☜♧ࡋࠊేࡏ࡚ᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀࡾ ド  ࡼ ࡗ ࡚ ࠊ ィ ⏬  ᐃ ࡵ ࡓ ㏱



ᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡶ࿘▱ࡋࠊබᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝయไࢆ⥔ ࣭᫂බṇ࡞ᑂᰝࢆ╔ᐇᐇࡋࠊ



ᣢࡋࡓࠋ

᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝࡢศᯒ᳨࣭ド࠾

㸼᭩㠃ᑂᰝဨࡢྡ⡙ࡣ௵ᮇ⤊ᚋࠊྜ㆟ᑂᰝࢆ⾜࠺ ࠸࡚ࡶࠊホⅬศᕸࡢ㞳ࢆ╔║



Ⅼࡍࡿ࡞ᑡᩘពぢࡢጇᙜᛶ



ᅜ㝿ᴗጤဨጤဨࡢྡ⡙ࡣ௵ᮇ୰࣮࣒࣮࣍࣌



ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡶࠊᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࡶබ㛤 ࡶ㓄៖ࡋ࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇᐇ



ࡋࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖດࡵࡓࠋ



㸼◊✲ㄢ㢟ࡢᑂᰝᙜࡓࡾ➨୍ẁᑂᰝ⤖ᯝࡢホⅬࡀ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ




ࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ẁᑂᰝ࠾࠸ 



࡚ៅ㔜࡞ᑂ㆟ࢆᑂᰝጤဨ౫㢗ࡍࡿ࡞ࠊබṇ࡞ᑂ 



ᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ





㸼ᑂᰝࡢබṇᛶࡢྥୖࢆ୍ᒙᅗࡿࡃࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒ ࣭୰㛫㺃ᚋホ౯ࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝ



◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆά⏝ࡋ࡚᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝࡢศᯒ᳨࣭ド ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤ࡍࡿࡇ



ࢆ⾜ࡗࡓࠋホⅬศᕸ࠾࠸࡚ࡢᑂᰝጤဨ㞳ࡢ ࡛ࠊ✚ᴟⓗᴗࡢᡂᯝཬࡧຠ



ぢࡽࢀࡿᑂᰝጤဨࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂᰝពぢࡢጇᙜᛶࢆ ᯝࡢᢕᥱⓎಙດࡵ࡚࠸ࡿࡇ



ៅ㔜᳨ウࡍࡿඹࠊ᭷ព⩏࡞ᑂᰝពぢࢆࡋࡓ ࡣࠊ╔ᐇᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ



ᑂᰝጤဨࡣ㢧ᙲࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⩣ᖺᗘࡢ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



᭩㠃ᑂᰝဨ㑅⪃ᫎࡉࡏࡓࠋ







㸦ホ౯ᴗົ㸧



࣭ୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠊࠕඛ➃◊✲ᣐⅬᴗࠖࠊࠕࢪ◊✲ᩍ



ࠕᅜ㝿Ꮫ◊
⫱ᣐⅬᴗࠖ
ࠊ
ࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖࠊ



✲༠ຊᴗ㸦,&& ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
ࠖࡢ  ᴗ࠾࠸࡚ࠊᴗ



ࡢᡂᯝཬࡧຠᯝࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ᥇⏝ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟



ᑐࡍࡿᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠊ
ࠕ◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ㸦$



ඛ➃ᣐⅬᙧᡂᆺ㸧ࠖཬࡧࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖ



࠾࠸࡚ࡣ᥇⏝  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࠊᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼



ࢆ☜ㄆࡋࠊ㐺ษ࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࡶࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆ⥅⥆
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ࡍࡁ࠺ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ



ᚋホ౯ࠊ୰㛫ホ౯࠸ࡎࢀࡢ⤖ᯝࡶሗ࿌᭩ࡶ࣮࣒࣍



࣮࣌ࢪබ㛤ࡋࡓࠋ
















࠙ᴗㄝ᫂ࡢᐇࠚ















࣭Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃᛂ࠼࡚ᴗㄝ᫂㉱

࣭Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃ





ࡁࠊᅜ㝿ὶᴗࡢไᗘࡸເ㞟ࡢෆᐜ➼ಀࡿㄆ▱ᗘࡢ ᛂ࠼ࠊᅜ㝿ὶᴗ㛵ࡍࡿㄝ



ྥୖ⌮ゎࡢಁ㐍ດࡵࡓࠋ

᫂ࢆᅜ࡛ᐇࡋࠊ✚ᴟⓗ



ۑᖹᡂ  ᖺᗘᴗㄝ᫂ᑐᛂᐇ⦼

ㄆ▱ᗘࡢྥୖ⌮ゎࡢಁ㐍ດ





ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㛤ദሙᡤ
ᮾிᾏὒᏛ㸦ᮾி㒔㸧
ᶓᅜ❧Ꮫ㸦⚄ዉᕝ┴㸧
᪩✄⏣Ꮫ㸦ᮾி㒔㸧
⎔ቃே㛫ᕤᏛᅜ㝿㆟㸦රᗜ
┴㸧
⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓᇶ♏⏕≀Ꮫ
◊✲ᡤ
Ἀ⦖⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔Ꮫ㸦Ἀ
⦖┴㸧
⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ㸦ᮾி㒔㸧









᪥
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥




ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥



















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ





60



㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸱㸫㸰

㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
㸦㸰㸧ᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ
ձ ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
ղ ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉ
ճ ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢᡓ␎ⓗᒎ㛤

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅ࢆࡧ㎸ࡴඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆࡿ◊✲ᣐⅬࢆᏳᐃⓗ࣭ᣢ⥆ⓗᩚഛ࣭⥔ᣢࠖཬࡧࠕᡃ
ࡀᅜࡢᇶ♏◊✲ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞ᅜ㝿༠ຊࡼࡿ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᣐⅬࡢᙧᡂࡸᡓ␎ⓗ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍➼ࠖࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⯆ࡀ㐍ࡵࡿᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧ
㞴᫆ᗘ
ᡂࡣࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᵓ⠏࣭ᙉࡋ࡚ᅜ㝿◊✲༠ຊྥࡅࡓඹ㏻ཎ๎ࢆᙧᡂ࣭☜ㄆࡍࡿඹࠊᡃࡀᅜ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲⪅ࡸࠊᾏእ࡛ά㌍ࡍࡿ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊඃࢀࡓ◊✲⪅ࢆᾏእࡽᡃࡀᅜࡧ㎸ࡳࠊᡃࡀᅜࢆࣁࣈࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୖグ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡽࠊ
ࡑࡢ㔜せᛶࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡣࠊᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࢆᡃࡀᅜᑟ࡛㐍ࡵࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿㆟ࢆ㛤ദࡋࠊᅜ㝿
◊✲༠ຊయไࡢᵓ⠏ྥࡅࡓཧຍᶵ㛵㛫࡛ࡢウ㆟ᡃࡀᅜࡢពぢࢆᫎࡉࡏࡘࡘྜពࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡣ㠀ᖖ㧗ᗘ࡞ᅜ㝿΅⬟ຊㄪᩚ⬟ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㞴᫆ᗘࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋࡲࡓ
ᡃࡀᅜ࡛ࡢ◊✲ᅾ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲⪅ࡸࠊᾏእ࡛ά㌍ࡍࡿ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࡢࣥࣇࣛࢆᩚഛࡍࡿඹࠊ⯆ᮏ㒊ᾏእ◊
✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀ⥭ᐦ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊୡ⏺ྛᆅ࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢྜࢆ㛤ദࡍࡿࡇຍ࠼ࠊࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮➼ࡢⓎ⾜ࢆ㏻ࡌࡓሗⓎಙ࡞ࠊࡁࡵ⣽࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡾࠊᐇᙜࡓࡗ࡚ࡢ㞴᫆ᗘࡣ㧗࠸ࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ࢪᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ඹྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ KWWSZZZMVSVJRMSHQJOLVKDVLDKRUFVWKBDVLDKRUFVKWPO 
ࢪᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ KWWSVZZZMVSVJRMSHQJOLVKDVLDKRUFVPHHWLQJVWKLQGH[KWPO
᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMIRUHVLJKWLQGH[KWPO 
ᣍ࠸◊✲⪅ࡢὶᨭࠊ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉ KWWSZZZMVSVJRMSHQJOLVKHSOD]DLQGH[KWPO 
እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ㸦%5,'*()HOORZVKLS3URJUDP㸧 KWWSZZZMVSVJRMSMSOD]DEULGJHLQGH[KWPO 
␃᪥⤒㦂◊✲⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ KWWSZZZMVSVJRMSMDIILOLDWHGLQGH[KWPO 
-6365HVHDUFKHUV1HWZRUN -6361HW  KWWSVZZZMVSVJRMSHQJOLVKHSOD]DMVSVQHWKWPO
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿㄪᰝ࣭ሗ㞟 KWWSZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS 
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩࣝ㸦*5&㸧 KWWSZZZMVSVJRMSMJUFLQGH[KWPO






61

75

76
㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

$6,$+25&V ඹྠࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ཧຍᅜᩘ࣭ཧຍ
ேᩘ
ᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ཧຍ⪅ᩘ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧
㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ᅜ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

ྠୖ

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ

̿

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧
 ྡ

 ྡ

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ྡ

 ྡ

 ௳

 ௳

㸦ྜྠ㛤ദ㸧

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ





















᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺ
ᴗࡢᚋホ౯ࡀ㹀
௨ୖ㸦ͤ㸧ࡢㄢ㢟ᩘ
-636 ྠ❆ဨᩘ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ
࣮ࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒➼ࡢ㛤ദᩘ
ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ

㸦ͤ㸧 ẁ㝵ホ౯ࡢୖ  ࡘ┠ࡲ࡛

ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ

62

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



ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬

࡞ホ౯ᣦᶆ

㸦㸰㸧ᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵ

㸦㸰㸧ᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵ

㸦㸰㸧ᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ

ࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ

ࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ

㺃$6,$+25&V ඹྠࢩ࣏ࣥ



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ձㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ࢪ࣒࢘ཧຍᅜᩘ࣭ཧຍ⪅

࠙ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠚ



ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ

㛵ࡢ㐃ᦠ

ᩘ

ࣝࢩࣥ࢘࢝ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢڦ㸦*OREDO5HVHDUFK ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㸿

ホᐃ

㸿



ከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࡸୡ⏺



㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉ

ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ୖࡢඹ

࣭Ⓨᒎࠊ⯆ᴗ⤒

㏻ࡢㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅ

ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ

㦂⪅ࡢάືࡢᨭࠊᾏ

࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࠊከ

㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ

እ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࢿ

ᙉ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡃࠊ 㺃᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺ

ദࠊ࣮࣌ࣝᅜ❧⛉Ꮫᢏ⾡ጤဨඹദࡼࡾ➨  ᅇ *5& ࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⯆ࡣᖺḟྜࠊ ୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚

άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᅜ㝿◊✲

ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉ࣭Ⓨᒎ

ୡ⏺ྛᅜࡢせ࡞Ꮫ⾡

ᴗ⤊ホ౯ࠊ୰㛫ホ

ᖺḟྜࡀ࢝ࢼࢲ㸦࢜ࢱ࣡㸧࡛㛤ദࡉࢀࠊ⯆ࡽࡣ ࢪኴᖹὒᆅᇦྜฟᖍ

࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ

ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ

ࡉࡏࡿࠋ

⯆ᶵ㛵ࡢ㛗ࡼࡿࢢ

౯ࠊᚋホ౯ࡀ % ௨ୖࡢ

⌮㛗ࡀฟᖍࡋࡓࠋ

$ ࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊᡃࡀᅜ࡛ࡢ◊✲

࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘

ㄢ㢟ᩘ

ࠕᇶ♏◊✲ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ┦స⏝ࠖཬࡧࠕୡ⏺ࡢ ࡢᵓ⠏࣭ᙉ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌



ᅾࢆ⤊࠼ࠊẕᅜᖐᅜ

ࣥࢩࣝ㸦*5&㸧✚ᴟⓗ

㺃-636 ྠ❆ဨᩘ

◊✲ຓᡂᶵ㛵㛫ࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㐃ᦠࠖ࠸࠺ ࡘࡢ㆟㢟 ࢇ࡛࠾ࡾ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚

࣭ಶࠎࡢᏛ࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊᅜ

ࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࡢࢿ

ཧ⏬ࡋࠊୡ⏺ྛᅜࡢᏛ

㺃ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮

ἢࡗ࡚ࠊ ᅜ࣭ ᅜ㝿ᶵ㛵ࡽ㞟ࡲࡗࡓ  ࡢᏛ⾡

࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋᆅᇦྜ࡛

㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ⮬ᚊⓗ

ࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉࢆᅗࡿ

⾡⯆ᶵ㛵ྛᅜඹ㏻

ࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼

⯆ᶵ㛵㛗➼ࡀࠊ◊✲ᨭࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋࠊᏛ⾡ ࡣⓎ⾲➼ࢆ⾜࠸ከࡃࡢᶵ㛵ࡼࡾ

ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᴗ

ࡓࡵࠊ⯆ᴗࢆ⤒㦂

ࡢㄢ㢟ಀࡿㄆ㆑ࢆඹ

ࡢ㛤ദᩘ

⯆ᶵ㛵ࡀᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡁᙺࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆࢃ

ዲホࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋᖺḟྜ࡛ࡣ

ࡢࡼ࠺ࠊ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

ࡋࡓ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

᭷ࡍࡿࡶࠊࡑࡢㄢ



ࡋࡓࠋ㆟ㄽࡢᡂᯝࡋ࡚ࠕᇶ♏◊✲ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ ࠕᇶ♏◊✲ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ

࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᶵ㛵ࡀᅜ㝿㐃ᦠ

ࡢάືᨭࢆ⾜࠺ࠋ

㢟ゎỴྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

άⓎ࡞┦స⏝ࡢཎ๎㛵ࡍࡿᐉゝࠖཬࡧࠕୡ⏺ࡢ◊✲ άⓎ࡞┦స⏝ࡢཎ๎㛵ࡍࡿ

ࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾ㧗࠸どⅬࡽࠊ

㐍ࡵࡿࠋ

ᐇࡉࡏࡿࠋ


ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ

&RXQFLO*5&㸧

㺃ᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ཧຍ⪅ᩘ

⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗ

ࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌮㛗ࡀ⌮

グࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥࢝ࢼࢲ⮬↛⛉ᏛᕤᏛ◊✲㆟ ࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚㐠Ⴀ㈉⊩ࡋ࡚

ୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆ

ࡋࠊᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

ຓᡂᶵ㛵㛫ࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㐃ᦠࡢཎ๎㛵ࡍࡿᐉゝࠖ㢟 ᐉゝࠖཬࡧࠕୡ⏺ࡢ◊✲ຓᡂᶵ

ୡ⏺ࡢᏛ⾡⯆⟇➼ࡢ㆟ㄽࢆ

࣮࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡◊✲

ࡲࡓࠊࢪ  ᅜ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

ࡍࡿ  ࡘࡢᡂᯝᩥ᭩ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ

㛵㛫ࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ㐃ᦠࡢཎ๎

⾜࠺ࡇࡣ◊✲⪅ඃࢀࡓ◊

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂᨭ

ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗ࡀ

㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

࡞࠾ࠊ㏻ᖖ࡛࠶ࢀࡤ  ᖺ࡛௦࡞ࡿ⌮ࡢ㆟㛗ࢆࠊ 㛵ࡍࡿᐉゝࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࡿ➼ࠊ

✲⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ⧅ࡀ

ࡸᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢ◊

ࢪᆅᇦඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎ

ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

⌮㛗ࡀ  ᖺΏࡾົࡵࠊ*5& ࡢάື㈉⊩ࡋࡓࠋ

ㄢ㢟ࡢඹ᭷ࡑࡢၥ㢟ゎỴࡢࡓ

ࡿ୍᪉ࠊࡉࡽࡑࡢ୰࡛ࠊ-636

✲ᩍ⫱⎔ቃࡢࢢ࣮ࣟࣂ

Ỵࡸᆅᇦయࡢ◊✲Ỉ

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ࡵࠊྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㐃ᦠ

ࡀ᪥ᮏࡢࣉࣞࢮࣥࢫࢆ♧ࡍࡇ

ࣝࡢࡓࡵࡢᣐⅬࡋ

‽ࡢྥୖྥࡅ࡚ᗈࡃ



㸦ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦྜ㸧

ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษᐇࡉࢀ࡚࠸

⧅ࡀࡾពࡀ࠶ࡿྲྀ⤌

࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬ

ពぢࢆ⾜࠺ࢪ

㺃୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩 ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥ 1DWLRQDO6FLHQFH)RXQGDWLRQ ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᮏྜ

ゝ࠼ࡿࠋ

ࡽࠊୡ⏺ࡢᏛ⾡⯆ᶵ

Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟

ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ

RI6UL/DQND 16) ദࡢ *5& ࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦྜ



㛵ࡢ㛵ಀᵓ⠏ࠊᏛࡢ

ࠊཬࡧ᪥୰
㸦$6,$+25&V㸧

ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ

ࡀࢫࣜࣛࣥ࢝㸦ࢥࣟࣥ࣎㸧࡛㛤ദࡉࢀࠊ ᅜ  ᶵ㛵 ࡞㈉⊩ࡀホ౯ࡉࢀࠊ⌮㛗ࡀ㏻

࣭≉ࠊᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟

ᾏእᒎ㛤ࡢᨭࠊࢭ࣑ࢼ

㡑ࡼࡿࣁࣞ࣋ࣝ࡞

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

ࡀཧຍࡋࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡እࠖཬࡧࠕ࣓ࣜࢵࢺࣞࣅ࣮ࣗࠖ

ᖖ࡛࠶ࢀࡤ  ᖺ࡛௦࡞ࡿ⌮

࠾࠸࡚ࠊ-636 ࡣࠊ㏻ᖖ  ᖺ

࣮ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ

◊✲άືಁ㐍ྥࡅࡓ

㺃ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ࢆࢸ࣮࣐㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ⯆ࡣࠕ࣓ࣜࢵࢺࣞࣅࣗ ࡢ㆟㛗ࢆ  ᖺΏࡾົࡵࡓ

㛫ࡢ௵ᮇࡢࡇࢁࢆ  ᖺ㛫

➼ࢆᐇࡍࡿࠋ

㆟ㄽࢆ⾜࠺᪥୰㡑Ꮫ⾡

㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊᙉ

࣮ࠖ㛵ࡍࡿࣉࣞࢮࣥⓎ⾲ࢆ⾜࠸ࠊ*5& 㐠Ⴀጤဨ࣓ࣥ ࡇࡣࠊୡ⏺ࡢせᏛ⾡⯆ᶵ

Ώࡾ⌮ࡢ㆟㛗ࢆົࡵࡿ࡞



 ⯆ ᶵ 㛵 㛗  ㆟

ࡢ≧ἣ

ࣂ࣮ࡋ࡚୧ࢸ࣮࣐ࡿ㆟ㄽࡢྲྀࡾࡲࡵ㈉⊩

㛵ᑐࡍࡿᡃࡀᅜࡢࣉࣞࢮࣥࢫ

ࠊୡ⏺࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆⟇

ࡋࡓࠋ

ࢆ㧗ࡵࡓゝ࠼ࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

㛵ࡍࡿウ㆟࠾࠸࡚࣮ࣜࢲ

ࡢ⯆ࡢ✚ᴟⓗ㛵ࡸከ

㸦$+25&V㸧✚ᴟⓗ

㺃⯆ᴗ⤒㦂⪅ࠊ

ཧ⏬ࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠

ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ



ࡿࠋ

࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋࡓࡇࡣ᪥

ຊࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

࣮ࡢάືࢆ㏻ࡌࡓᅜ

㸦*5& 㐠Ⴀጤဨ㸧



ᮏࡀ⛉Ꮫᢏ⾡❧ᅜ࡛࠶ࡿࡇ

㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

࣭⯆ࡣ *5& 㐠Ⴀጤဨ㸦([HFXWLYH6XSSRUW*URXS㸧 

ࡀᫎࡉࢀࡿ⾜ືࡢ୍ࡘࡋ

ࡲࡓࠊ$+25&V ཧຍᶵ
㛵㛫࡛ᐇࡉࢀࡿᮾ
ࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཬ
ࡧ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺ
ᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᡃࡀᅜࣇ

ࡢᣑ࣭ᙉࡢ≧ἣ ࡢࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦ௦⾲࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚ࠊ*5& యࡢ 

࡚ࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㐠Ⴀ㈉⊩ࡋࡓࠋ









࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ -636

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ

ڦඛ㐍  ᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦*+25&V㸧



ྠ❆ࢆ᭷ࡍࡿᅜࡢᩘ㸦 ࢣ

㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣᖺᘬࡁ⥆ࡁࠊᨻໃࡢᝏࡢࡓ 

ᅜ㸧ဨᩘࡢఙࡧ ๓ᖺᗘẚ

㺃✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࡢ
≧ἣ

63

77

78
ࣜ࢝ᆅᇦㅖᅜࡢᏛ⾡

ࢆᚓࡿࠋ

ࡵࠊ*+25&V ⮬యࡢ㛤ദࡣぢ㏦ࡽࢀࡓࡀࠊ*5& ᖺḟྜ 

 ྡቑ ࠊྛᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

ὶࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆᙧ



ࠊ*+25&V ࣓ࣥࣂ࣮ಶูὶࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊ 

ࣥࢱ࣮ࡢάື᪥ᮏࡢᏛࡢᅜ

ᡂࡍࡿࡓࡵࠊྠᆅᇦࡢᏛ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

 ᭶ࢱࣜ㸦࣮࣐ࣟ㸧࡛㛤ദࡉࢀࡓ◊✲ホ౯࣮࣡࢟ 

㝿ᒎ㛤ᨭࡸ᪥ᮏࡢ᭱ඛ➃ࡢ

ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢཧຍࡋࡓࠋ



◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࡓࡵࡢࢩ





࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢ㛤ദࠊᡤᅾᅜ

ࡍࡿࡶࠊᏛ㛫ࠊ ࣉࣞࢮࣥࢫࢆ㧗ࡵࡿࡼ

ࢪڦᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦$6,$+25&V㸧



ཬࡧ࿘㎶ᅜࡢᏛ⾡ືྥ➼ࡢ

◊✲⪅㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡

࠺ᘬࡁ⥆ࡁᡓ␎ᛶࢆᣢ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ ᭶ 㹼 ᪥ࡅ࡚ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆



ሗࡢ͆ᾏእᏛ⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝ

ࢡࢆᅗࡿࠋ

ࡗ࡚ཧຍࡍࡿࡼ࠺ດࡵ

ࡢദࡼࡾࠊᮾி࡛㛤ദࡋࡓࠋࢪ  ࣨᅜ㸦᪥ᮏࠊ 

ࢧࢺ͇ࡢබ⾲㸧
ࠊᖹᡂ 



ࡿࡇࠋ

୰ᅜࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ㡑ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࢱࠊ 

ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡋࡓࠊᅾእ᪥ᮏ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧

࣋ࢺࢼ࣒㸧ࡀཧຍࡋࠊ⯆ࡽࡣ⌮㛗ࡀฟᖍࡋࡓࠋ 

ே◊✲⪅࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢࡓࡵࡢ



ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

ࠕⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂࡢᨻ⟇ࠖࢆࢸ࣮࣐ࠊࣉࣞࢮࣥཬࡧ㉁ 

◊✲⪅ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡





ᛂ⟅ࠊពぢࢆ⾜࠸ࠊ㛵ಀㅖᅜࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊᙉ 

ࢡࢧ࣮ࣅࢫ㸦-636



࣭ࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲ࢿࢵࢺ

ດࡵࡓࠋ



5HVHDUFKHUV1HWZRUN



࣮࣡ࢡࡀ࡛ࡁࡓࡇࡣࠊ 



㸦-6361HW㸧㸧࠾ࡅࡿ㸰㸷ᖺ



㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢ





ᗘࡢ᪂つⓏ㘓⪅ࡢఙࡧ㸦๓ᖺ



ࡇࡀࠊ࠺࠸࠺࢘ࢺ

ڦ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦$+25&V㸧



ࡼࡾ  ே௨ୖࡢቑ㸧
ࠊᏛ⫋



࣒࢝ࢆ⏘ࡴࢆ⪃࠼࡚ࠊ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ㡑ᅜ◊✲㈈ᅋ㸦15)㸧ࡢദࡼࡾࠊ 

ဨࡢ -636 ࡛ࡢ◊ಟࠊᏛࡢ



ࡑࡢᡂᯝࢆᐃ㔞ⓗホ

➨  ᅇ $+25&V ࢆ㡑ᅜ㸦ࢯ࢘ࣝ㸧࡛㛤ദࡋࠊ⯆ 

-636 ᾏእ㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⏝



౯ࡍࡿࡇࡶ㔜せࠋ࠼

ࡽ ࡣ ⌮  㛗 ࡀ ฟ ᖍ ࡋ ࡓ ࠋࠕ 3ROLFLHV IRU (QFRXUDJLQJ 

ᶵࡢᥦ౪࡞ࠊ◊✲⪅ࢿࢵ



ࡤࠊඹ㏻ࡢேᮦὶ⟇ࡸ

,QWHUGLVFLSOLQDU\&KDOOHQJLQJ5HVHDUFKࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࠊ 

ࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆᙉࡍࡿࡓࡵ



ඹྠ◊✲ࡢ㛤ጞࡋ࡚

ࣉࣞࢮࣥࠊ㉁ᛂ⟅ཬࡧពぢࢆ⾜࠸ࠊ᪥୰㡑  ࢝ᅜ



ࡢᮏᴗࡣ╔ᐇ㐙⾜ࡉࢀࠊ



ぢ࠼ࡿ࡛ࡁࡿࡉࡽ

ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊᙉດࡵࡓࠋ



ࠕ࠸ࡎࢀࡢᴗ࠾࠸࡚ࡶ┠



ࡼ࠸ࠋ

࣭$+25&V ࠾࠸࡚㔜せࡉࢀࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁࠊ 

ᶆࢆୖᅇࡿᡂᯝࢆᣲࡆࡓホ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯㸦ᖺ

⩣ᖺࡣᙜヱࢸ࣮࣐࠾ࡅࡿ᪥୰㡑ࡢ◊✲⪅ࡀ୍ྠ

౯࡛ࡁࡿࠋ



ᗘ㸧
ࠚ

ࡋࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲㛤ጞࡘ࡞ࡀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆ 







┠ⓗࡍࡿࠕᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࢆ㛤ദࡍࡿ 

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ



࣭ぢ࠼ࡿࡢᡭẁࡋ

ࡶࠊࡑࡢࡉࡽ⩣ᖺࡣࠊᙜヱࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁࠊ᪥୰

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼



࡚ࠊඹⴭㄽᩥࡢᐃ㔞ⓗホ

㡑  ࢝ᅜࢆ୰᰾ࡋࡓࢪᆅᇦ࠾ࡅࡿୡ⏺ⓗỈ‽ࡢ 





౯ࡸࠊศ㔝ࡈࡢᅜ㝿

◊✲ᣐⅬᵓ⠏➼ࢆᨭࡍࡿࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖ 

㸺ࡑࡢ㡯㸼



㆟࡛࣮ࣜࢻ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ

ࢆᐇࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ$+25&V ࠾࠸࡚᪥୰㡑  ࢝ᅜ

࣭ ᖺࡣᮾி࡛ࣇࣜ࢝



◊✲ศ㔝ࡢ᫂☜࡞ࠊ ࡗ࡚㔜せࡉࢀࡓࢸ࣮࣐ࢆࠊ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ 

㛤Ⓨ㆟ 7,&$'9,, ࡀ㛤



ࡉࡲࡊࡲ࡞᪉⟇࡛ᐇ

⠏ཬࡧࡑࡢᚋࡢᅜ㝿ὶ᥎㐍ࡼࡿ◊✲Ỉ‽ࡢᵓ⠏

ࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᶵ



ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

ࡘ࡞ࡆࡿ࡞ࠊᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ࡢỴᐃෆᐜࢆ◊✲⪅ 



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯㸦ᖺ

ࡢྲྀ⤌ᫎࡉࡏࡿ⤌ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ



$IULFD+25&V ࢆᮾி࡛㛤ദ



ᗘ㸧ࠚ

࣭$+25&V ࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓㄢ㢟㛵ࡋ࡚㛤ദ 

ࡋࠊ᪥ᮏࣇࣜ࢝࠾ࡅࡿ



㺃Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟࡛

ࡍࡿᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ 



Ꮫ⾡⯆ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ



ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓㄢ㢟ࡢ

᭶  ᪥㹼 ᪥㡑ᅜ㸦ࢯ࢘ࣝ㸧࠾࠸࡚➨  ᅇࢩ࣏ࣥ 

Ⓨࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㆟



ゎỴྥࡅ࡚㏆࠸ᑗ᮶ࠊ ࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊ
ࠕ᪂ᮦᩱࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࢆࢸ࣮࣐ 



᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉ

ᅜࡽ  ྡࡢ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ 

ࡢ▱ྡᗘࢵࣉࡶࡘ࡞ࡀ



ࣟࢢ࣒ࣛࡀ❧ࡉࢀࡿ

ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ



ࡿࠋ



ࡇࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ







⾡⯆ᶵ㛵㛫ࡢࢿࢵࢺ ࣭㆟ࡢ㆟ㄽࠊྲྀࡾࡲ
࣮࣡ࢡࡢྲྀ⤌ࢆᐇ

ࡵ➼࠾࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢ

64










ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᶵ㛵㛗㆟

ࡢ㛤ദࡣ㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ڦ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗ



࣭
ࠕᇶ♏◊✲ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ





࣭$+25&V ࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓศ㔝࠾࠸࡚බເ 

ࡢ┦స⏝ࠖ࠸࠺㆟㢟



࣭ᡃࡀᅜࡢᅜ┈␃ពࡋ

ࢆ⾜࠸ࠊ᪂つ᥇ᢥ  ௳ࢆྵࡴ  ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆᐇࡋࠊ



㛵ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩



࡞ࡀࡽࠊ⯆ࡀㅖእᅜ

᪥୰㡑ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜ 

ᮇࡘ࡞ࡆࡼ࠺࠸࠺ྲྀࡾ⤌



ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㐃ᦠ

ࡗࡓࠋ



ࡳࡀከ࠸୰࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜ



ࡋ࡚ࠊ᭦࡞ࡿᏛ⾡ὶࡢ

࣭᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ 

ࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩࣝ࠾࠸࡚ࠊ



㐍ᒎດຊࡍࡿࡇࢆ

 ᖺ㛫ࡢᨭᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇ 

ᮏ㉁ⓗ࡞࠶ࡿࡁጼࡀ㆟ㄽࡉ



ᮇᚅࡍࡿࠋ

ࡋࡓࠋ



ࢀࡓࡇࡣࡓ࠸ࢇពࡢ࠶



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯㸦

⤊ە㺃୰㛫࣭ᚋホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧ

ࡿෆᐜ⪃࠼ࡿࠋᡂᯝᩥ᭩ࡢ



ᥖ㸧
ࠚ

ࢺࡢ㛤ጞ௨᮶㸦$+25&V ࡣᖹᡂ

ᐉゝᇶ࡙ࡁࠊᚋࠊࡉࡲࡊ

 ᖺᗘࠊᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࢘

ࡲ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᒎ㛤ࡉࢀ

ࠊࡇࢀ
࣒ࡣᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞ㸧

ࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ࡲ࡛  ࡢࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁࢩ࣏ࣥ





ᐇㄢ㢟ᩘ

୰㛫ホ౯



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







࣭ᡃࡀᅜࡢᏛ࣭◊✲ᶵ



㛵ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢಁ



㐍㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏ



ࡢᏛ⾡◊✲ᡂᯝ㨩ࡏ



ࡽࢀ࡚᪥ᮏࡢᏛࡸ◊



✲ᶵ㛵࡛ࡢ◊✲ࢆᕼᮃ

ホ౯⤖ᯝ㸸

୰㡑  ࢝ᅜࡼࡿୡ⏺ⓗỈ‽ࡢ



ࡍࡿ᭷⬟࡞እᅜே◊✲

KWWSZZZMVSVJRMSMIRUHVLJKWBK\RXNDKWPO

◊✲ᣐⅬࡢᵓ⠏➼ࢆᨭ㸦ᖹᡂ



⪅ࢆⓎ᥀ࡸࠊㅖእᅜࡢ





Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡛ά㌍ࡋ࡚

࣮ࢪࣥࢢᇶ࡙ࡃࣉࣞࢩࢪࣙࣥ



࠸ࡿ᪥ᮏே◊✲⪅➼ࡢ

࣓ࢹࢩࣥࠖ
㸧ࡍࡿ࡞ࠊ᪥୰㡑



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍ

 ࢝ᅜ࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡘ



ࡿດຊࡶᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

࠸࡚ࠊ╔ᐇᐇࡋࠊࢿࢵࢺ࣡



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

࣮ࢡࡢᵓ⠏ཬࡧᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢ





῝ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿホ౯࡛



࣭ከࡃࡢᅜࠎࡀཧຍࡍࡿ

ࡁࡿࠋ



Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟࡛





ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿᆅ⌫ⓗ

࣭$+25&V ࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽ



ㅖၥ㢟ࡢゎỴྥࡅ࡚

ࢀࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᮾࢪ



ࡢᏛ⾡◊✲ࡢᙺಀ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㡑ᅜ㸦ࢯ࢘ࣝ㸧



ࡿ㆟ㄽ࠾࠸࡚ࠊ≉

࡛㛤ദࡉࢀࠊ ᅜࡽ  ྡࡢ



ࢪ࣭ࣇࣜ࢝࠾ࡅࡿ

ཧຍ⪅ࢆ㞟ࡵ࡚╔ᐇᐇࡋࡓ



ㄢ㢟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ⯆

ࡇ࡛ࠊ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺ



ࡣᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ

ᴗࡘ࡞ࡀࡿ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡



ࣉࢆⓎࡋࠊㄢ㢟ࡢඞ᭹

ࢡᙧᡂࡢᶵࢆᥦ౪ࡋࡇࡣホ



ྥࡅ࡚ࡢᡃࡀᅜࡢጼ

౯࡛ࡁࡿࠋ



ໃࢆ♧ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

࣭᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࡘ





࠸࡚ࡣࠊᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࢘



࣭ୡ⏺ྛᅜ࡛ᮏົࢆᣢࡘ

࣒ࡢᐇศ㔝࠾࠸࡚බເࢆ⾜



᪥ᮏே◊✲⪅ࡢࢹ࣮ࢱ

ᚋホ౯



ͤホ౯ࡣ $㹼' ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ

ࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ㸦
㸦ᖹᡂ  ᖺࡢ㛤
ദࢸ࣮࣐ࡣࠕ᪂ᮦᩱࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࠖ㸧
ࠊ ࡢࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁ᪥

 ᖺࡢເ㞟ࢸ࣮࣐ࡣࠕศᏊ࣓

࠸ࠊ᪂つ᥇ᢥ  ௳ࢆྵࡴ ௳ࡢ
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࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡼࡾ୍ᒙ

ὶᨭࢆ╔ᐇ⾜࠺ࡇࡼ



ࡢຍ㏿ࢆᅗࡾࠊࡇࢀࡽ

ࡾࠊ᪥୰㡑  ᅜࢆ୰᰾ࡋࡓ

ࡢேᮦࢆά⏝ࡋࡓᅜ㝿

ࢪ࠾ࡅࡿ◊✲ᣐⅬࡢᵓ⠏

ඹྠ◊✲ᴗࡢ᥎㐍ࢆ


ᐤࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ





ղ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ㄏᑟࡍࡿ࡞ࠊୡ⏺ࣞ࣋





ࡢᙉ

ࣝࡢ◊✲㛤Ⓨࡢ㛵ᚰ ࣭⯆ᴗ⤒㦂⪅ࡼࡿ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ㸦-636 ྠ

࠙◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࠚ









⯆ᴗࢆ⤊࠼࡚

ࢆႏ㉳ࡍࡿࡇࡣࠊ㐍Ꮫ

ᖐᅜࡋࡓ◊✲⪅ࡢࢿࢵ

⋡ࡀⴭࡋࡃῶᑡࡋ࡚࠸

࠺ㅖάື㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᖺḟ⥲ࡢ㛤ദࠊ:HE ࡸࢽࣗ ࡀ⾜࠺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢㅖάື

ࢺ࣮࣡ࢡᙉࢆᅗࡿࡓ

ࡿᡃࡀᅜࡢ༤ኈᚋᮇㄢ

࣮ࢬࣞࢱ࣮ࢆ㏻ࡌࡓᗈሗ࡞㸧ࡢᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ࢆᨭࡋࠊ≉  ྡつᶍ࡛ࡢ

ࡵࠊୡ⏺  ᅜ࠾࠸

⛬ࡢ㐍Ꮫ⋡ྥୖࡢࡓ

࣮࢜ࢫࢺ࡚ࣛࣜタ❧グᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘⥲ࢆᐇ ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜྠ❆ࡢタ❧

࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ◊✲⪅ࢥ

ࡵࡢ୍ࡘࡢᡭẁࡋ࡚

ࡋࡓࠋྠ❆ဨᩘࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾ࡛  ྡ

࣑ࣗࢽࢸࡼࡿάື

᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞

࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦๓ᖺᗘ  ᭶ᮎ  ྡ㸧ࠊဨᑐࡋ࡚ ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊ◊✲⪅ࢿࢵࢺ

ࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊᾏእ

ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᙉࡘ࠸

ࡣ⯆ࡢⱥᩥࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮㸦-6364XDUWHUO\㸧ࢆ㏦ ࣮࣡ࢡࢆᙉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ

◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ

࡚ࠊ⯆࠾࠸᳨࡚ウ

ࡋ࡚ሗᥦ౪ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓ

ࡢୖ࡛᪩ᛴᐇࡋ࡚

❆㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤Ꮡࡢ  ᅜࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ⾜ ࣭ ᅜࡢ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

క࠸ࠊタ❧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ⥲

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㢧ⴭ

ࡲࡓࠊྠ❆ࡣദ⾜ࡋ࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸᏛ⾡ࢭ ቑຍࡋ࡚࠸ࡿྠ❆ဨᑐࡋ

యไࡀᩚࡗࡓ◊✲⪅ࢥ

ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ

࣑ࢼ࣮➼ࢆ⌧ᆅ࡛㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡽᇶㄪㅮ₇⪅ࢆᣍࡁ᪥ ࡚⥅⥆ⓗሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇ

࣑ࣗࢽࢸࡢάືࢆᨭ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ᮏࡢᏛ⾡ὶࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠊ⯆ᴗㄝ᫂ࡶ ࡛ࠊᖐᅜࡋࡓ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣡

ࡍࡿࠋ



ྠ㛤ദࡋࠊ✚ᴟⓗ⯆ᴗࡢᗈሗάືࢆ⾜ࡗ࡚ ࣮ࢡࢆ⥔ᣢ࣭ᙉࡋ࡚࠸ࡿࡇ

ࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢᅾ⤒

࠸ࡿࠋ

ࡶࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㦂ࢆᣢࡘㅖእᅜࡢ◊✲

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊྛᅜࡢ◊ 

⪅ࡸࠊㅖእᅜࡢ◊✲༠

✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊᗘ᮶᪥ࡋ ࣭ྠ❆ദࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࢘

ຊ㛵ᚰࢆᣢࡘᾏእᅾ

࡚᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍ ࣒ཬࡧᅜ㝿Ꮫ⾡ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ

ఫ⪅ࢆྵࡴ᪥ᮏே◊✲

ࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ ࡣࠊᅜࢆ㉸࠼ࡓྠ❆ࡢ⤖ࡧࡘ

⪅➼ࡢሗࢆ㞟ࡵࡓࢹ

ᴗ㸦%5,'*()HOORZVKLS3URJUDP㸧ࢆᐇࡋࠊ ྡࡢ

ࡁࢆᙉࡵࡿࡶࠊ᪥ᮏே◊

࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㐠⏝ࡋࠊⓏ

◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡋࡓࠋ

✲⪅ࢆྵࡴ◊✲⪅ྠኈࡢὶࢆ

㘓⪅㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉ

࣭᪥ᮏࡢ␃Ꮫ࣭ᅾ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿᾏእࡢ◊✲⪅ࡢᅜ ᥎㐍ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ㧗ࡃホ౯

ࢆᅗࡿࠋ

㝿ⓗ࡞◊✲༠ຊ㛵ᚰࢆᣢࡘ᪥ᮏே◊✲⪅ࡀሗࢆⓏ



㘓ࡍࡿ␃᪥⤒㦂◊✲⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦-DSDQ$IILOLDWHG 



5HVHDUFK&RPPXQLW\1HWZRUN-$5&1HW㸧࠾࠸࡚ 



ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾࠊ๓ᖺᗘ  ᭶ᮎ  ྡ㸧ࡢ ࠾࠸࡚ࠊྡࡢ◊✲⪅ࡢᣍ



Ⓩ㘓ࢆᚓࡿࡶࠊⓏ㘓⪅ᑐࡋ࡚ྛ✀ᅜ㝿ὶᴗ ࠸ࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࡇ࡛ࠊ



ࡸ㆟㛤ദෆ࡞ࡢሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊὶᶵࡢᣑ ⯆ᴗࢆ⤊࠼࡚ᖐᅜࡋࡓ◊✲



ດࡵࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࠊᾏእ࠾࠸࡚άືࡍࡿ᪥ᮏ ࣮ࢡࢆ⥔ᣢ࣭ᙉࡋ࡚࠸ࡿホ



ே◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࢆ ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᨭࡍࡿࡓࡵࠊ࠶ࡽࡓ࡞ᅾእ᪥ᮏே◊✲⪅࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ 

࡛ࡁࡿࠋ
࣭እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ

⪅ཬࡧ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣡



ࡓ ࡵ ࡢ ࢯ ࣮ ࢩ ࣕ ࣝ ࢿ ࢵ ࢺ ࣡ ࣮ ࢡ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ 㸦 -636 ࣭-$5&1HW ࠾࠸࡚ࠊ๓ᖺᗘ



5HVHDUFKHUV1HWZRUN㸦-6361HW㸧
㸧ࢆ㐠⏝ࡋࠊ ྡ㸦ᖹ



ᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾࠊ๓ᖺᗘ  ᭶ᮎ  ྡ㸧ࡢⓏ㘓ࢆᚓ ࢆᚓ࡚࠾ࡾࠊ㐣ཤࡢὶࡼࡾ



ࡓࠋⓏ㘓⪅ᑐࡋ࡚ࠊဨ㛫ࡢ᳨⣴ᶵ⬟ࡸࢢ࣮ࣝࣉసᡂ ᇵࢃࢀࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥔ᣢ࣭



ᶵ⬟ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ-636 ࡢබເᴗࡢෆ࡞ࡢ ᙉࡀ㡰ㄪ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡉࡽ
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ẚ  ྡቑࡢ  ྡࡢⓏ㘓⪅



ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽࠊᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ά㌍ࡍࡿ◊✲ ࠊⓏ㘓⪅ᑐࡋ࡚ྛ✀ᅜ㝿



⪅ࡀ⮬ࡽࡢ◊✲⏕άࡘ࠸࡚ㄒࡿࠕ0\5HVHDUFK /LIHࠖ ὶᴗࡸ㆟㛤ദෆ➼ࡢሗ



ᶵ⬟ࡸࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢཷධࢆᕼᮃࡍࡿ◊✲⪅ⱝᡭ◊✲ ᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ᪂ࡓ࡞



⪅ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ᪂ࡓ㛤ጞࡋࡓࠋ

ὶ⤖ࡧࡘࡅࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ





ᙉࢆᅗࡿ⎔ቃࡢᩚഛࢆ╔ᐇ





㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ







࣭ᾏእ࠾࠸࡚άືࡍࡿ᪥ᮏே



◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ◊✲⪅



ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࢆᨭࡍࡿ



ࡓࡵ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠊ࠶ࡽࡓ



࡞ᅾእ᪥ᮏே◊✲⪅࣭ࢢ࣮ࣝࣉ



ࡢࡓࡵࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡



ࢡࢧ࣮ࣅࢫ㸦-6365HVHDUFKHUV



1HWZRUN㸦-6361HW㸧㸧ࡘ࠸࡚



ࡣࠊ ᖺ㛫࡛  ྡࡢဨࢆቑࡸ



ࡍࡶࠊⓏ㘓⪅ᑐࡋ࡚ࠊ



ⱝᡭ◊✲⪅ཷධ◊✲⪅ࡢࡓࡵ



ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆᥦ౪



ࡍࡿ࡞ࠊ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ



ࡢᵓ⠏ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞



ᶵ⬟ࢆ᪂ࡓ㏣ຍࡋࠊ╔ᐇᴗ



ົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁ



ࡿࠋ













ճᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ



࠙ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢᡓ␎ⓗᒎ㛤ࠚ







࣮ࡢᡓ␎ⓗᒎ㛤



࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸෆእࡢᏛ➼ࡢඹദ࡛ᖺ㛫 ࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸

ᡃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࡸ



ࢆ㏻ࡌ࡚  ᅇࡢᏛ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡢ ࡚⌧ᆅࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸᏛ➼

Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿ⓗ

ඃࢀࡓ◊✲⪅ࡼࡿ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ᡂᯝ➼ࢆୡ⏺ྥࡅ

࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆ

࡚Ⓨಙࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊ ࡋࠊ᪥ᮏࡢ᭱᪂ࡢᏛ⾡ሗࢆⓎ

ᨭࡍࡿᣐⅬࡋ࡚ࡢ

✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧⥲ྜᨭᴗ㐃 ಙࡍࡿࡇ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮タ⨨ᅜ

ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬࡽࠊ

ᦠࡋࠊ:3, ᣐⅬ࠾ࡅࡿ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ᾏእ◊✲㐃⤡ ࢆ୰ᚰ᪂ࡓ࡞◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣡

Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀ

ࢭࣥࢱ࣮ദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㏻ࡌ࡚ᾏእⓎಙࡍࡿࡇ

ᵓ⠏ࠊࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥ

ࡶྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡓࠋ⌧ᆅ࠾࠸࡚㛵ಀᶵ㛵ࡢᙉᅛ ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊୡ

ࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࠊᡃࡀᅜࡢ

࡞༠ຊ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗດࡵࠊࡇࢀࡽࡢ ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ

Ꮫࡢᾏእᒎ㛤ࡢᨭ

࣋ࣥࢺࡣᘏ  ྡࢆ㞟ࡵࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢸ࣮ ࣒ࣛ㸦:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧⥲ྜᨭ
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ඹദ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദ

࣮ࢡࡢᵓ⠏ࢆ╔ᐇಁ㐍ࡋ࡚࠸




81

82
ࢆ⾜࠺ࠋᾏእࡢᏛ⾡ືྥ

࣐ࡢ㑅ᐃ㝿ࡋ࡚ࡣࠊྛᅜࡢඛ➃ศ㔝➼ࢆศᯒࡋࡓࢢࣟ ᴗ㐃ᦠࢆጞࡵࡓࡇࡣࠊ᪥

ࡸ㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿ

࣮ࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢሗࢆࡶࠊᡓ␎ⓗ ᮏࡢඃࢀࡓ◊✲άືࡑࡢᡂᯝ

ሗ㞟࣭ㄪᰝࡘ࠸࡚

᳨ウࡋࡓࠋ

ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᅜ࣭ᆅ

࣭ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᇦຍ࠼ࠊ⌧⾜ࡢࢭࣥࢱ

 ᭶  ᪥ࡽ  ᭶  ᪥ࠊ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽᏛࣂ࣮ࢡ

࣮࡛ࡣ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ

࣮ࣞᰯࡢඹദ࡛ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ'ULYHIRUWKH1REHO 

ࡀᅔ㞴࡞ᅜ࣭ᆅᇦ࠾ࡅ

3UL]Hࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹ཷ㈹⪅ 

ࡿయ⣔ⓗ࡞ሗ㞟ཬ

࡛࠶ࡿᲚ⏣㝯❶ᮾிᏛᩍᤵࢆࡣࡌࡵࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹ 

ࡧᅜෆࡢሗⓎಙࡢ

⪅ࢆ」ᩘྡᣍ࠸ࡋࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ࡀಶேࠊ⤌⧊ࠊ♫ 

ᐇࢆᅗࡿࠋ

࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿࡶࠊཧຍࡋࡓⱝᡭ◊ 

ᡃࡀᅜࡢᏛࡢᾏእ

㛵ࡍࡿᾏእࡢⓎಙࡢᙉ

✲⪅➼άⓎ࡞ពぢࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ





ᒎ㛤ᨭ࠾࠸࡚ࡣࠊᾏ

࣭ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ 

እࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗➼ᩍ

⋤❧⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮㸦.9$㸧ࡢඹദ࡛ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 

⫱ಀࡿሗࢆᏛ㛵

ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡋࡓࠋࢸ࣮࣐ࡣࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ࡛ࣥ㛵ᚰ 

ಀ⪅ᥦ౪ࡍࡿࡇ

ࡀ㧗࠸࠸࠺ࠕ╧╀་⛉Ꮫ࡛ࠖࠊ:3, ᣐⅬࡢࡦࡘ࡛࠶ 

ຍ࠼ࠊᑗ᮶ⓗ࡞Ꮫࡢᅜ

ࡿ⟃ἼᏛᅜ㝿⤫ྜ╧╀་⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓࡢฟⰋ༤ᩍ

㝿ὶࢆᢸᙜࡍࡿ⫋ဨ

ᤵࢆᣍ࠸ࡋࠊ᪥ᮏࡢ㧗Ỉ‽࡛ඃࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡋ 

ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚ⱝ

ࡓࠋ

ᡭ⫋ဨࢆᑐ㇟ࠕᅜ㝿༠

➼࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩە㛤ദ௳ᩘ
ᾏእࢭࣥࢱ࣮ྡ

ಟࢆ⾜࠺ᶵࢆᥦ౪ࡍ

࣡ࢩࣥࢺࣥ
ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥ
࣎ࣥ
ࣟࣥࢻࣥ
ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ
ࢫࢺࣛࢫࣈ࣮ࣝ
ࣂࣥࢥࢡ
ி
࢝ࣟ
ࢼࣟࣅ
ࢧࣥࣃ࢘ࣟ
ィ

ࡿࠋ






















㛤ദ௳ᩘ

ຊဨࠖࡋ࡚ᾏእᐇᆅ◊



ཧຍ⪅  ྡ
௨ୖ

ཧຍ⪅  ྡ
ᮍ‶



























ྜィ
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳


࣭ྛᅜ࠾࠸࡚⌧ᆅᅾఫࡢ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢྜ࣭ຮᙉ
ࡢ㛤ദࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ࡞ࠊᾏእ࡛ࡢ◊✲⪅ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢάືࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋࡓࠋ
࣭Ꮫ➼ࡢᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭᴗࡋ࡚ࠊ Ꮫ
➼ࡀ  ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㸦ࣟࣥࢻࣥࠊிཬࡧ࢝ࣟ㸧
ࢆᾏእົᡤࡋ࡚⏝ࡋᾏእᣐⅬάືࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
࣭ྛᅜ࠾࠸࡚ࠊ⯆ᴗㄝ᫂ࢆ  ᅇ㛤ദࡍࡿ࡞
ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືດࡵࡓࠋ
ࠕᾏእᏛ⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝ
࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶᪂タࡉࢀࡓࠊ
ࢧࢺࠖ࠾࠸࡚ࠊྛᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧᾏእ
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࣭Ꮫ➼ᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭ
ᴗࡋ࡚ࠊィ  ࡢᏛ➼ 
⟠ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
⏝ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡛ࠊᾏ
እᒎ㛤ࢆᨭࡋࠊᮏᴗࢆ㐺ษ
ᐇࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗➼ᩍ⫱
㛵ࡍࡿሗ㞟࣭ㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ᾏእ
ࢻࣂࢨ࣮ࡀ㞟ࡋࡓሗࢆ࣏
࣮ࢱࣝࢧࢺ࠾࠸࡚╔ᐇᅜ
ෆᏛ㛵ಀ⪅ࡽྥࡅ࡚Ⓨಙࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊ╔ᐇᴗົࢆᐇࡋ
ࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ྛࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠕᅜ㝿Ꮫ
⾡ὶ◊ಟࠖࡋ࡚ᑗ᮶Ꮫ➼
ࡢᅜ㝿ὶࢆᢸ࠺ⱝᡭᏛ➼⫋



ࢻࣂࢨ࣮ࡀ㞟ࡋࡓሗࢆᘬࡁ⥆ࡁᅜෆࡢᏛ㛵ಀ

ဨࡢᐇᆅ◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ



⪅➼ᗈࡃሗᥦ౪ࡋࡓࠋ

Ꮫࡢᾏእᒎ㛤ࢆ╔ᐇᨭࡋ࡚



KWWSZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS

࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭
ࠕᅜ㝿Ꮫ⾡ὶ◊ಟࠖࡋ࡚ࠊ⯆ᮏ㒊࡛ࡢ  ᖺ㛫





ࡢ◊ಟࢆ⤒ࡓᅜබ⚾❧Ꮫࡢ⫋ဨ  ྡࢆᾏእ◊✲㐃⤡



ࢭࣥࢱ࣮࡛  ᖺ㛫ཷࡅධࢀࠊࢭࣥࢱ࣮ᴗົᚑࡉࡏࡿ



ࡇࡼࡾࠊᅜ㝿ὶ㛵ࡍࡿᖜᗈ࠸ぢ㆑㧗ᗘ࡞ᐇົ



⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿົ⣔⫋ဨࡢ㣴ᡂࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊྠ◊ಟ



ࡘ࠸࡚ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋ࡚Ꮫ㓄ᕸࡍࡿ࡞



࿘▱άືࡶດࡵࡓࠋ



















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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83

84
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸱㸫㸱

㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
㸦㸱㸧ୡ⏺ⓗ࡞㢌⬻ᚠ⎔ࡢ᥎㐍ࢢ࣮ࣟࣂࣝά㌍ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ
ձ ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᑐヰࡢሙࡢᥦ౪
ղ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞◊㛑ᶵࡢᥦ౪
ճ ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞◊✲⪅ࡢᣍ࠸

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ࠾ࡅࡿࠕᏛ➼◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿࠊ㧗࠸࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ᭷ࡍࡿᾏእ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⪅ࡢὴ㐵࣭ཷධࢀࠖཬࡧࠕᡃࡀᅜࡢඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅
ࡢᾏእὴ㐵➼ࡸࠊᾏእࡢඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢཷධࢀཬࡧࢪ➼ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞㟷ᑡᖺࡢὶ➼ࠖࡲࡓࡣࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ♫ࡢ㛵ಀ῝
㞴᫆ᗘ
➼ࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊᮏἲே࠾ࡅࡿᙜヱᅜ㝿ὶᴗࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ㸸
ࠕ㧗ࠖ㸦ᡃࡀᅜࡢᏛࡸබⓗ◊✲ᶵ㛵➼ࠊከᵝ࡞ேᮦࡀ࠸ษ☩⌶☻ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⎔ቃࢆࡘࡃࡿࡓࡵᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊゝㄒࡢቨࡸ⏕ά⎔ቃࡢ㐪࠸࡞ࡽࠊඃ⚽࡞እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸
ࡸᐃ╔ࡣᅔ㞴ࢆక࠺ࡓࡵࠋࡲࡓࠊつᶍ࡞ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ጞࡍࡿ➼ࢳࣕࣞࣥࢪࣥࢢ࡞┠ᶆࢆྵࡴࡓࡵࠋ㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ KWWSZZZMVSVJRMSKRSHJDL\RXKWPO 
ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ KWWSZZZMVSVJRMSMQREHOBSUL]HBGLDORJXHLQGH[KWPO 
ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMOLQGDXLQGH[KWPO 
ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ KWWSZZZMVSVJRMSMELODWIRVLQGH[KWPO 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢᏛ⾡ࢭ࣑ࢼ࣮࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ KWWSZZZMVSVJRMSMDVLDBVHPLQDULQGH[KWPO 
እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMIHOORZLQGH[KWPO 
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ㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ᑐࡍࡿᨭᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMURQSDNXLQGH[KWPO 
ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲࣟࢢ KWWSZZZMVSVJRMSMVGLDORJXHLQGH[KWPO 
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㸣

㸣

㸣

㸣
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㸣

㸣

㸣

㸣
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ᅇ⟅ྜ

ᴗᑐࡍࡿ‶㊊ᗘㄪᰝ

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸣
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ࡼࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ྜ
ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲࣟࢢ
ᐇᅇᩘ㸦ᘏ㸧
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እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ
㸦୍⯡㸧ᣍ࠸ேᩘ

 

㸦ᘏ㸧

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ




ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
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ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ
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ᖺᗘィ⏬

㸦㸱㸧ୡ⏺ⓗ㢌⬻ᚠ⎔ࡢ

㸦㸱㸧ୡ⏺ⓗ㢌⬻ᚠ⎔ࡢ
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⯡ࠊḢ⡿▷ᮇࠊࢧ࣐࣮࣭ 㸦Ϲ㸧ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ࢢࣟࢲ࣭ࢬࣛࣉ࣭࣮ࣝ࣋ࣀڦ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡘ࠸࡚
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࣭≉እᅜே◊✲⪅ᣍ
࣭ࣚࣁ࣭ࣥࢲࢮ࣮ࣥ࣍ࣇ࣮㸦ࣀ࣮࣋ࣝᏛ㈹㸧
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࣭ࣇ࣭ࣥ(࣭࢟ࢻࣛࣥࢻ㸦 ᖺ⤒῭Ꮫ㈹㸧
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ࣇ࢛࣮ࢫ㸦᥎㐍ຊ㸧ᮇ
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⥆ⓗ࡞Ⓨᒎࡘ࡞ࡀࡿ
Ꮫ⾡ࡢᅜ㝿➇தຊࢆ࠸
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ࡿࠋ
࠙ ᖺᗘ -636 㒊ホ

࣭᪥ᮏேཧຍ⪅ೃ⿵ࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿ᴗጤဨ ࣭ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅
࡛ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪥ᮏேⱝᡭ◊✲⪅  ྡ㸦Ꮫศ㔝 

㆟ὴ㐵ᴗࡘ࠸࡚ࠊࣥࢣ

ྡ࣭⤒῭Ꮫศ㔝  ྡ㸧ᑐࡋࠊྠ㆟ཧຍࡍࡿ⤒㈝ᨭ

࣮ࢺㄪᰝ࠾࠸࡚ཧຍ⪅  ྡ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㆟ᚋ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊཧຍ⪅ 

ဨࡀᏛ⾡ⓗ࡞ど㔝ࡀᗈࡀࡗࡓ

ྡဨࡀࠕᏛ⾡ⓗ࡞ど㔝ࡀᗈࡀࡗࡓࠖᅇ⟅ࡋࡓࠋ

ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛

࣭ࡇࢀࡲ࡛ -636 ᥎⸀ࡼࡿࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ ࡢཧຍ⪅ࡽࡶ㧗࠸‶㊊ᗘࢆᚓ
㈹⪅㆟ࡢ᪥ᮏࡽࡢཧຍ⪅ࡣィ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ ࡽࢀࡓࡢホ౯ࡀ࠶ࡗࡓࡇ
ࠕୡ
ᗘ㹼 ᖺᗘ㸧ࡢࡰࡿࠋὴ㐵ࡉࢀࡓཧຍ⪅ࡽࡣࠊ

ࡽࠊᅜ㝿⤒㦂ᐩࡳᏛ⾡ࡢᑗ᮶

⏺᭱㧗ᓠࡢ⛉Ꮫ⪅ࡓࡕࡢὶ࡛ࡣᑓ㛛ศ㔝ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ ࢆᢸ࠺ඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ
⛉Ꮫࡢᯟ⤌ࡳࢆ㉸࠼ࡓᗈ࠸ど㔝ࠊ῝࠸ᛮゐࢀࡿࡇ ୍ᐃࡢ㈉⊩ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼
ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠸ࡗࡓኌࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡽࢀࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣮ࣝ࣋ࣀ࣭࢘ࢲࣥࣜۑ㈹ཷ㈹⪅㆟㸦➨  ᅇᏛ࣭➨  
ᅇ⤒῭Ꮫ㸧
㛤ദᮇ㛫㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥㸦Ꮫ㸧
     ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥㸦⤒῭Ꮫ㸧

࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞◊㛑ᶵࡢᥦ౪ࠚ







ڦඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗ 



࣭᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊヨ㦂ⓗࣇࣥ࣎ࣝࢺ㈈ᅋ㸦ࢻ

࣭ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗ

ࢶ㸧ཬࡧ⡿ᅜ⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮ࡢ  ࢝ᅜ࡛ࡢඹദ࡛ࠊ ࠾ࡅࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊᅇ
⮬↛⛉ᏛࡽேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢃࡓࡿ␗ศ㔝㛫࡛ඛ➃ ⟅⪅ࡢࡰ࡚ࡀ㧗࠸‶㊊ᗘࢆ
⛉Ꮫࡘ࠸࡚ウ㆟ࢆ⾜࠺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᐇࡋࡓࠋࡲ

♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠊཧຍ⪅⮬

ࡓࠊ࢝ࢼࢲ⋤❧༠ཬࡧ࢝ࢼࢲඛ➃◊✲ᶵᵓࡢඹദ

㌟ࡀࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆసࡾୖࡆࠊ

࡛ࠊึࡵ࡚࢝ࢼࢲࡢඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᐇࡋ

ከᵝ࡞ศ㔝ࡢ◊✲⪅㆟ㄽࡍࡿ

ࡓࠋ᪥ᮏഃࡽࡣィ  ྡࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࡓࠋ

࠸࠺ࠊࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣぢ

࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ࠶ࡓࡾࠊࢭࢵࢩࣙࣥࢺࣆࢵࢡࡸࢫ ࡽࢀ࡞࠸ᐇᙧែࡢᕤኵࡢᡂᯝ
ࣆ࣮࣮࢝➼ࡢ㑅ᐃࢆྵࡴࢭࢵࢩࣙࣥࡢᵓᡂࢆཧຍ⪅࡛

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊⱝᡭ◊✲

࠶ࡿ⏬ጤဨ㸦3*0㸧ࡀ⮬ࡽ⏬ࡍࡿ࡞ࠊయⓗ㐠

⪅ࡀࠊ⮬㌟ࡢᑓ㛛㡿ᇦ␃ࡲࡽ

Ⴀᦠࢃࡗࡓࠋ

ࡎࠊᏛ⾡◊✲యࢆಠ▔ࡍࡿど

࣭ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗጤဨࢆ  ᅇ㛤ദࡋࠊᴗ 㔝ࡢᗈࡉࢆᚓࡿᶵࢆᥦ౪ࡋࠊ
ࡢ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡸබເࡼࡿೃ⿵⪅ࡶྵࡵࡓཧ

ཧຍ⪅㛫ࡢࡼࡾᗈ࠸ࢿࢵࢺ࣮࣡

ຍ⪅ࡢ㑅⪃➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢࢩࣥ ࢡᙧᡂࡶ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࣏ࢪ࣒࢘ࡢᯟ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊ┦ᡭᅜࡢ㏣ຍࡶྵࡵࠊ᳨ウ ᤊ࠼ࡽࢀ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡍࡿ᪥⊂ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 

౯ࠚ
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ྥࡅ࡚ࠊඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗጤဨ࡚⏬ጤဨ 



㸦3*0㸧ࡀ㑅ᐃࡉࢀࠊ┦ᡭᅜ 3*0 ࡶࢺࣆࢵࢡࡢ㑅



ᐃࢆ⾜࠺ 3*0 ㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
 ᖺᗘཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᢤ⢋㸧



Ꮫ⾡ⓗ࡞ど㔝ࡀᗈࡀࡗࡓ
ྠ✀ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶ࠺୍ᗘཧຍࡋࡓ࠸





ۑ᪥⡿⊂ඛ➃⛉Ꮫ㸦-$*)R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
᪥⛬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸ࢻࢶ࣭ࣂ࣮ࢺ࣭ࣀ࢙࣮ࣥࣝ
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊ⡿ᅜ  ྡࠊࢻࢶ  ྡ㸦ィ
 ྡ㸧
ۑ᪥ຍඛ➃⛉Ꮫ㸦-&)R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
᪥⛬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸᪥ᮏ࣭Ἀ⦖
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊ࢝ࢼࢲ  ྡ㸦ィ  ྡ㸧










ᅇ⟅⋡



 





㸦Ϲ㸧ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ



ڦᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ 





ࣉཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ



࣭ࣈࣛࢪࣝࢧࣥࣃ࢘ࣟᕞ❧◊✲㈈ᅋࠊࣥࢻ⛉Ꮫᢏ⾡ᗇ ࣭ᐇᶵ㛵ࡀⱝᡭ◊✲⪅ᖜᗈ




ࡢඹദࡼࡾࠊ ௳ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇ ࡃ࿘▱ࡋࠊ㑅⪃ࡋࡓࡇࡣࠊ࣡

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢ
ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཬ

ࡋࠊ ྡࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࡓࠋ

࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㉁ࡢ

ࡧࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࠊᑓ

࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࡣࠊᐇᶵ㛵ࡀᖜᗈࡃ࿘▱࣭㑅⪃ࡋࠊ㉁ࡢ

ྥୖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗

㛛ᛶࡢྥୖࢿࢵࢺ࣡

☜ಖດࡵࡓࠋ

ᛶࡢ☜ಖࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓ⪃࠼

࣮ࢡᙧᡂࡢᶵࢆᥦ౪



ࡽࢀࠊ㐺ษᐇࡉࢀࡓホ౯

ࡍࡿࠋ

࡛ࡁࡿࠋ












ճㅖእᅜࡢඃ⚽࡞◊✲



࠙ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࠚ









⪅ࡢᣍ࠸









㸦ϸ㸧እᅜே◊✲ဨᣍ

ڦእᅜே≉ู◊✲ဨᴗࠊእᅜேᣍ࠸◊✲⪅ᴗ



࠸ᴗ

㸦ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ➼㸧



ᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ

࣭ᅜෆබເศࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊእᅜே≉ู◊✲ဨ ࣭ᅜෆබເศࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚

࣮ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእᅜ

ᴗ㸦୍⯡㸧࡛ࡣࠊྛ◊✲ศ㔝ࡽ㧗࠸ぢ㆑ࢆࡶࡘ◊✲⪅ ࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࠾࠸

ே◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍࡿ

࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅ ࡚㐺ṇࠊබṇ࡞ᑂᰝດࡵࠊ᥇

ࡓࡵࡢᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ࡽ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࡼࡿẁ㝵ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ ⏝⤖ᯝࡢሗࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

እᅜே≉ู◊✲ဨ

ࡲࡓࠊḢ⡿▷ᮇ࡛ࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡼࡿ᭩㠃ᑂ ࡚බ㛤ࡋࡓࡇࡣࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ

ᴗእᅜேᣍ࠸◊✲

ᰝࡢ⤖ᯝࢆࡶࠊᅜ㝿ᴗጤဨ࡚᥇⏝⪅ࢆỴᐃࡋ 㢗ᛶࡢ☜ಖ㈨ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼

⪅ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ

ࡓࠋ

 ᖺᗘࡲ࡛እᅜே◊

࣭ᑂᰝဨᑐࡋࠊᑂᰝᇶ‽ࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࡢࠊᐖ㛵ಀ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

✲⪅ᣍ࠸ᴗࡋ࡚

⪅ࡢ㝖ࠊ⛎ᐦಖᣢ◊✲⪅⌮ࡢ㑂Ᏺ➼ࡘ࠸࡚ࠊ᫂ 

⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࢆ⾜ࡗ

グࡋࡓᑂᰝᡭᘬ➼ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᭩㠃ᑂᰝ࡛ホᐃࡀ 

ࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡉࡽ࡞

ศࢀࡓ⏦ㄳࡘ࠸࡚ࡣࠊྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚᭩㠃ᑂᰝࡢ 

ࡿᴗࡢຠ⋡⏦

ጇᙜᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇࢆྜ㆟ᑂᰝࡢᣦ㔪ྲྀࡾ



ㄳ࣭᥇⏝ᚋࡢᡭ⥆➼࠾

ධࢀࡓࠋ



ࡅࡿ౽ᛶࡢྥୖࢆᅗ

࣭ᑂᰝᇶ‽ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝጤဨཬࡧ௵ᮇࢆ⤊ࡋ 

ࡿࠋ

ࡓᑓ㛛ጤဨྡ⡙ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ 
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ࡽࢀࠊ㐺ษᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ

89

90
KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBKRXKRXKWPO



࡛ࡣࠊከᵝ࡞ᅜࡽࡢ◊

ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨࠖ

࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅୍ぴࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆ╔ᐇ

KWWSZZZMVSVJRMSMIHOORZVDL\RLQGH[KWPO



ᅗࡿࠋࡾࢃࡅࠊᡓ␎ⓗ

࣭ᴗࡢᨵၿࢆ┠ⓗࡋࠊᴗ⤊ᚋࠊ᥇⏝⪅ᑐࡋ࡚ 

㔜せ࡞ᅜࡽࡢⱝᡭ

ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸ◊✲ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࡼࡾᐇ⦼➼ࡢᢕ

◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࡘ࠸

ᥱດࡵ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘ୰᥇⏝⤊ࡋࡓእᅜே ࡚ࠊ ࠸࠺ከᵝ࡞ᅜᆅᇦ

࣭እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ࠾࠸

࡚ࡣࠊᑐ㇟ᅜࢆᣑࡍࡿ

≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸧᥇⏝⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊ ࡽࠊᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮ࢪࡢ

ࡶࠊᣍ࠸ᮇ㛫ࢆ

㸣ࡀ᪥ᮏࡢཷධ◊✲⪅ࡢඹྠ◊✲ࢆ⥆ࡅࡓ࠸ᅇ

እᅜே◊✲⪅ࢆᡃࡀᅜࡢከᵝ࡞

ᰂ㌾タᐃࡋࠊᾏእᑐᛂ

⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ཷධᶵ㛵ᣍ࠸ࡍࡿᴗࡋ

ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ୪ࡧᾏ

ەᖹᡂ  ᖺᗘእᅜே◊✲⪅ᣍ⮴᥇⏝ᐇ⦼

እ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࢆ
⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ
ᅜෆබເ

㏻ࡌ࡚ࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲
⪅ࡢ☜ಖດࡵࡿࠋࡲ



ࡓࠊእᅜே◊✲⪅ࢆᡃࡀ

⏦ㄳ
ᩘ

ᅜࡢᏛ➼࡛ᖖ⫋
ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡇࢆಁ
ࠕእᅜேᣍ࠸◊✲
⪅࡛ࠖࡣࠊඃࢀࡓ◊✲ᐇ
⦼ࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲
⪅ࢆᣍ࠸ࡋࠊウ㆟ࡸព
ぢࠊㅮ₇➼ࡢᶵ
ࢆ࠼ࡿࠋ



















እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦ᐃ╔ಁ
㐍㸧








እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦Ḣ⡿▷
ᮇ㸧








እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦ᡓ␎ⓗ
㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯㸧







እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦㺙㺭㺎㺃㺪㺽
㺹㺖㺼㺵㺯㸧







እᅜேᣍ࠸
◊✲⪅㸦㛗ᮇ㸧






እᅜேᣍ࠸
◊✲⪅㸦▷ᮇ㸧






ཷධᐇ⦼
⥲

ᅾ
⪅
ᩘ

Ꮫ➼ࡢࢽ࣮ࢬ༶ࡋࡓຠᯝⓗ

᪂つ
᮶᪥
ᐇ⦼
ᩘ

࡞◊✲⪅㣴ᡂࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊ╔


  


㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠾࠸

ᾏእ
᥎⸀

ᐇᴗົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿホ౯
࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ᥇⏝⤊⪅ࢆᑐ
࡚ࠊ㸣ࡀ᪥ᮏࡢཷධ◊✲⪅
ࡢඹྠ◊✲ࢆ⥆ࡅࡓ࠸ᅇ⟅ࡋ







ࡓࡇࡽࠊᴗࡢຠᯝࡀ❚࠼ࠊ
㐺ษᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛

  

ࡁࡿࠋ








࣭እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ㸦ᐃ╔
ಁ㐍㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ












  






ࡽ  ᖺᗘ᥇⏝ࡋࡓ  ྡࡢ
࠺ࡕ  ྡࡀᡃࡀᅜࡢᏛ➼◊✲
ᶵ㛵ᑵ⫋ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᴗࡢ

  






⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ




᥇⏝
⋡



እᅜேᣍ࠸
◊✲⪅㸦▷ᮇ
6㸧



᥇⏝
ᩘ



እᅜே≉ู◊
✲ဨ㸦୍⯡㸧

ࡍྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ



࡚ࠊእᅜே≉ู◊✲ဨᴗࢆᐇ
㸦༢㸸ே㸧 ࡋࠊከᵝ࡞ᣍ࠸᪉ἲࡼࡾࠊ



┠ⓗ↷ࡽࡋ୍ᐃࡢຠᯝࡀ࠶ࡗ
ࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ㸦ࢧ࣐
࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࠾࠸࡚ࠊ⡿

㸦እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ㸦୍⯡㸭ᐃ╔ಁ㐍㸭Ḣ⡿▷ᮇ㸭
ᡓ␎ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸭ࢧ࣐࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧㸧
࣭ィ  ࡢᅜ࣭ᆅᇦࡽࠊィ  ྡࡢእᅜே◊✲⪅ࢆ
ᣍ࠸ࡋࡓࠋ
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࢝ࢼࢲࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡽᘬࡁ
⥆ࡁ᥎⸀ࢆཷࡅࡅࠊ ྡࡢᣍ
࠸ࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇᴗ

ەᆅᇦูཷධᐇ⦼
ᆅᇦ
ࢪ
࢜ࢭࢽ
ࣇࣜ࢝
࣮ࣚࣟࢵࣃ
⡿

ᅜࠊⱥᅜࠊࣇࣛࣥࢫࠊࢻࢶࠊ

ཷධᐇ⦼㸦ே㸧







ྜ㸦㸣㸧







ົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ

࣭ከᵝ࡞ᅜ࣭ᆅᇦࡽඃࢀࡓ◊
✲ᴗ⦼ࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲⪅ࢆ

୰༡⡿
୰ᮾ
ྜ  ィ















ᣍ࠸ࡋࠊᅜෆᏛࡢὶᶵ
ࢆ╔ᐇᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ

࣭ᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊᡓ␎ⓗ㔜せ࡞≉ᐃࡢ ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍ཬࡧᅜ
Ḣ⡿ㅖᅜຍ࠼ࠊࣥࢻࡽࡶඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࢆᣍ 㝿   ᐤ  ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ  ⪃ ࠼ ࡽ




࠸ࡍࡿእᅜே≉ู◊✲ဨᴗ㸦ᡓ␎ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࢆ㛤 ࢀࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ጞࡋࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅☜ಖࡼࡾ୍ᒙດࡵࡓࠋ





࣭እᅜே◊✲ဨ࣭ᩍဨࡢᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢᐃ╔ࢆಁࡍ 
እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ㸦ᐃ╔ಁ㐍㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  



ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋࡓ  ྡࡢ࠺ࡕ  ྡࡀ





ᡃࡀᅜࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ᑵ⫋ࡋࡓࠋ











㸦እᅜேᣍ࠸◊✲⪅ᴗ㸧






࣭ඃࢀࡓ◊✲ᴗ⦼ࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲⪅ࢆィ  ࡢᅜ࣭ 
ᆅᇦࡽ  ேᣍ࠸ࡋࠊᡃࡀᅜࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ᑐ 



ࡋࠊウ㆟ࡸពぢࠊㅮ₇➼ࡢᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ







࣭እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆ┠ⓗ



㸦⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗ➼ࡼࡿᴗࡢᨵၿ㸧

ࡍࡿᴗࡢ⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࡢ



࣭እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡ࠊḢ⡿▷ᮇࠊᐃ╔ಁ㐍ࠊᡓ␎

ྲྀ⤌ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊㅖᡭ⥆ࡢᡭ



ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧እᅜேᣍ࠸◊✲⪅㸦㛗ᮇࠊ▷ᮇࠊ▷

ᘬࡢᵓᡂ࣭㐠⏝࣮࣭ࣝࣝᥦฟ᭩




ᮇ 6㸧ཬࡧእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࡢㅖᡭ⥆ࡢᡭᘬࡁ ᘧࡢ⤫୍࣭⡆⣲ࢆࡼࡾ୍ᒙ㐍
ࢆぢ┤ࡋࠊᵓᡂࢆ⤫୍ࡍࡿࡶࠊᅾ࣮ࣝࣝ➼ࡢ⤫ ࡵࡓࡇࡣࠊ᥇⏝⪅ࡸཷධᶵ㛵



୍ࠊᥦฟ᭩㢮ࡢ᭩ᘧࡢ⤫୍࣭⡆␎ࢆࡼࡾ୍ᒙ㐍ࡵࠊእ




ᅜே◊✲⪅ࠊཷධ◊✲⪅ࠊཷධ◊✲ᶵ㛵ົᒁࡗ࡚ ྥୖࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡋ࡚ホ౯
ᴗᐇ㝿ࡍࡿ౽ᛶࢆ㧗ࡵࠊࡼࡾ㐠⏝ࡋࡸࡍ࠸యไ ࡛ࡁࡿࠋ



ࢆ☜❧ࡋࡓࠋ

ࡢົᢸᙜ⪅ࡗ࡚ࡢ౽ᛶ










㸦Ϲ㸧ㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼ



ڦㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ࡢᨭᴗ





ᮃ⪅ࡢᨭᴗ



࣭ᑐ㇟ᅜࢆ 2'$ ࡢ⿕ᨭᅜ㝈ᐃࡍࡿ࡞ไᗘࢆぢ┤ࡋ ࣭ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ➼ࡢㄽ



ㄽᩥᥦฟࡼࡾᡃࡀ

ࡓୖ࡛ࠊࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ➼ࡢㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ ᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ ேᑐ

ᅜࡢ༤ኈྕྲྀᚓࢆᕼᮃ

⪅ ேᑐࡋ࡚Ꮫྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ◊✲ᚲせ࡞ᨭࢆ ࡋ࡚Ꮫྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ◊✲ᚲ

ࡍࡿࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖ

╔ᐇᐇࡋࡓࠋ

ᅜ➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆᨭ






せ࡞ᨭࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡍࡿᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

⏦ㄳ⪅ᩘ



᪂つ᥇⏝⪅ᩘ



⥅⥆⪅ᩘ



Ꮫྲྀᚓ≧ἣ

 ே
 ே
㸦࠺ࡕ  ྡ㎡㏥㸧

ィ  ே
 ே
 ᖺ๓㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧᪂つ᥇ᢥࡉ
ࢀࡓ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ㸣ࡀᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡲ࡛༤ኈྕࢆྲྀᚓࠋ



 






㸦Ϻ㸧ᣍ࠸◊✲⪅ࡢ



ڦᣍ࠸◊✲⪅ࡢὶᨭ







ὶᨭ



࣭◊✲⪅ᅜ㝿ὶࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊ᮶᪥┤ᚋࡢ◊✲⪅ ࣭᮶᪥┤ᚋࡢእᅜே◊✲⪅ᑐ

㛗ᮇ᮶᪥ࡍࡿ◊✲



ᑐࡋࠊᖺ  ᅇࢃࡓࡾ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇࡋࠊ ࡍࡿ᪥ᮏㄒཬࡧ᪥ᮏᩥ◊ಟࢆ
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92
ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ◊✲⪅ᅜ

᪥ᮏㄒཬࡧ᪥ᮏᩥ◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏕ά࢞ࢻࣈࢵࢡ ྵࡴ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ」ᩘ

㝿ὶࢭࣥࢱ࣮࠾࠸

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ᚲせ࡞ࡿሗຍ࠼ࠊᏛ⾡㛵㐃 ᅇᐇࡸࠊᏛ⾡ሗࢆᐇࡉࡏ

࡚ࠊᡃࡀᅜ࡛◊✲⏕άࢆ

ሗࢆᐇࡉࡏࠊ᪥ᮏ࡛ࡢ࡞◊✲⏕άࢆᨭࡋࡓࠋ ࡓ⏕ά࢞ࢻࣈࢵࢡࡢసᡂ࣭㓄

㛤ጞࡍࡿࡓࡵࡢ

ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ەᐇ᪥ཧຍேᩘᐇ⦼
ᐇ᪥
+ ᖺ ᭶  ᪥㹼 ᪥
+ ᖺ ᭶  ᪥㹼 ᪥
+ ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
+ ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
+ ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥
ᘏཧຍ⪅ᩘ

࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ
᮶᪥┤ᚋᐇࡋࠊ᪥ᮏ
ㄒ◊ಟᨭ➼ࢆ⾜࠸ࠊ᪥
ᖖ⏕ά㠃࠾࠸࡚ࡶᨭ
ࡍࡿࠋ



ᮏ࡛ࡢ࡞◊✲⏕άࡢ㛤ጞ
㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ





ࢆᢸ࠺㧗ᰯ⏕➼ࢆᑐ㇟

ࢢࣟࢲ࣭ࢫ࢚ࣥࢧڦ



ࠊ⛉Ꮫࡸᅜ㝿♫ࡢ

࣭ᣍ࠸ࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࡀࠊ㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ࠊ◊

࣭ᣍ࠸ࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࡀࠊ

㛵ᚰࢆ῝ࡵࡉࡏࡿࡇ

✲άືࡸẕᅜࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲ 㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ࠊ◊✲άື

ࢆ┠ⓗࡋࠊእᅜே◊✲

ࣟࢢࢆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ᪂つᰯ  ᰯࢆྵࡴ  ᰯࠊᘏ ࡸẕᅜࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜

⪅ࡀ㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸

  ᅇᐇࡋࠊ ྡࡢ⏕ᚐࡀཧຍࡋࡓࠋ

࡚ࠊ⮬㌟ࡢ◊✲άືࡸẕ



࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲࣟࢢࢆࠊ
 ᰯ࠾࠸࡚ࠊᘏ  ᅇᐇ

ᅜࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ⩏

ࡋࡓࡇࡣࠊḟୡ௦ࢆᢸ࠺⏕ᚐ

ࢆ⾜࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲ

ࡢ⛉Ꮫࡸᅜ㝿♫ࡢ㛵ᚰࢆ῝

ࣟࢢᴗࢆᐇࡍࡿࠋ

ࡵࡿࡇ㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼



ࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ




ᕸࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࡇࡣࠊ᪥



ࡉࡽࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶



ཧຍேᩘ
 ே
 ே
 ே
 ே
 ே
 ே












㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸲㸫㸯

㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖ
㸦㸯㸧◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ
ձ Ꮫ㝔༤ኈ㸦ᚋᮇ㸧ㄢ⛬Ꮫ⏕ࡸ༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼ࡢᨭ
ղ ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࠕᅜࡣࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀ◊✲⬟ຊࢆ㧗ࡵࠊࡑࡢ⬟ຊពḧࢆ᭱㝈Ⓨ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ◊✲㈝ᨭ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕᅜࡣࠊྛᶵ
㛵ࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊࣇ࢙࣮ࣟࢩࢵࣉࡢᐇ➼ࢆᅗࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ
ࠕ༤ኈㄢ⛬㸦ᚋᮇ㸧ᅾ⡠⪅ࡢ㸰⛬ᗘࡀ⏕ά㈝┦ᙜ㢠⛬ᗘࢆཷ⤥࡛ࡁࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠖࡢ➨  ᮇཬࡧ➨  ᮇᇶᮏ
㞴᫆ᗘ
ィ⏬ࡀᥖࡆࡓ┠ᶆࡘ࠸࡚ࡢ᪩ᮇ㐩ᡂດࡵࡿࠋ
ࠖࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊᮏἲே࠾ࡅࡿᙜヱேᮦ⫱ᡂᴗࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

≉ู◊✲ဨᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMSGLQGH[KWPO 
᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ KWWSVZZZMVSVJRMSMVSVSUL]HLQGH[KWPO 



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

㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼
≉ู◊✲ဨ᪂つ᥇⏝⪅ᩘ
㸦ͤ㸧
 ᖺ⤒㐣ᚋ
᥇⏝⤊ᚋ

㸦ͤ㸧

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್




㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ

✲⫋ᑵ⫋⋡
ୖẁ㸸3'
ୗẁ㸸'&

 ᖺ
⤒㐣ᚋ
 ᖺ
⤒㐣ᚋ

3'ࠊ63' ࡢ◊✲ᐊ
⛣ືࡢྜ㸦ͤ㸧
୰᩿࣭ᘏ㛗
⪅ᩘ
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 ྡ

 ྡ

 ྡ

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣  

㸫

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣  

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣  

㸫

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣  
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ࡍࡿほⅬࡽࠊᡃࡀᅜࡢ

᥇⏝ᩘࡀࡁࡃኚࢃࡽ

ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࢆ  ᅇ㸦ィ  ᪥㛫㸧㛤ദࡋࠊᑂ

࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝ

➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝ

࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᥇⏝ᩘࡘ࠸

ᰝࡢ⊂❧ᛶࢆ☜ಖࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ᭩㠃

ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢ

ጤဨࡍࡿ≉ู◊✲ဨ

ጤဨࡍࡿࠕ≉ู◊✲ဨ

࡚㛗ᮇィ⏬ᇶ࡙ࡃไ

ᑂᰝࠊྜ㆟ᑂᰝཬࡧ㠃᥋ᑂᰝࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚ᑂᰝࢆ ࢢ ࣝ ࣮ ࣉ  ࠾ ࡅ ࡿ ᑂ ㆟ ࢆ ㋃ ࡲ

➼ᑂᰝࢆタ⨨ࡋࠊබṇ

➼ᑂᰝࠖࢆタ⨨ࡋࠊᑂ

ᗘタィࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ

⾜ࡗࡓࠋ

ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠋ

ᰝ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ᭩㠃ᑂ

ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢࣝ ࡓᑂᰝ࠾ࡅࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࢆ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢయᛶ

ᰝຍ࠼㠃᥋ᑂᰝࢆຠ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

࣮ࣉ࠾ࡅࡿᑂ㆟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᴗࡢᑐ㇟⪅ᒙᑐᛂࡋ ࡼࡾ᫂☜ࡋ࡚ศࡾࡸࡍࡃᑂ

ࢆ㔜どࡋࠊ┠ⓗࡸᑐ㇟⪅

ᯝⓗά⏝ࡋ࡚ᑂᰝࢆ



ࡓᑂᰝ࠾ࡅࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡼࡾ᫂☜ࡋ࡚ศࡾ

ᰝࡢᡭᘬグ㏙ࡍࡿ࡞╔ᐇ

ᒙᛂࡌࡓᑂᰝ᪉㔪ࢆ

ᐇࡍࡿࠋ

࣭Ꮫ࡛ᖖࡢᩍᤵࡸ

ࡸࡍࡃᑂᰝࡢᡭᘬグ㏙ࡋࡓࠋ

ᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



≉ู◊✲ဨࡢ㑅⪃

࠼ࠊྛᴗࡢᑐ㇟⪅ᒙᑐᛂࡋ

ᩚഛࡍࡿࡶᑂᰝ

බᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝయ

ᩍᤵ᪼㐍ࡍࡿዪᛶ

࣭ᑂᰝጤဨᑐࡋ࡚ࠊᑂᰝࡢᡭᘬ➼ࢆ㓄ᕸࡋ࡚᭩㠃ᑂᰝ

ࡲࡓࠊ◊✲ᶵ㛵⛣ືಀࡿᑂ

᪉㔪➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

ไࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃

◊✲⪅ࡢቑຍࡘ࡞ࡀ

ࡢᇶ‽ࡸᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚᫂グࡋ࡚࿘▱ࡋ

ᰝ᪉ἲࢆ᫂☜ࡋࠊศࡾࡸࡍ

➼࡛බ㛤ࡍࡿࠋ

ᑂᰝࡢᇶ‽ཬࡧホ౯᪉

ࡿዪᛶ◊✲⪅⫱ᡂࡢྲྀ

ࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲ᶵ㛵⛣ືせ௳㸦ᚋ㏙㸧ಀࡿᑂᰝ᪉ἲࢆ ࡃᑂᰝࡢᡭᘬグ㏙ࡍࡿ࡞ࠊ
᫂☜ࡋศࡾࡸࡍࡃᑂᰝࡢᡭᘬグ㏙ࡋࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸ බᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝయไ⥔ᣢࢆᅗ

ᑂᰝጤဨࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫ

ἲࡢ᭩㠃ᑂᰝጤဨࡢ

ࡾ⤌ࡳࡀᐇࡉࢀࡿࡇ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡽ

࿘▱ࠊ㠃᥋⤊ᚋࡢྜ㆟

ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡢ᥎⸀ᇶ࡙ࡁࠊ≉ู◊

ᑂᰝࡼࡾࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ 3' ࡢ㑅⪃㝿ࡋ࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢὶ



✲㝔➼ᑂᰝጤဨ➼㑅

ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠋ



ືᛶࡢྥୖࡢࡓࡵࠊ᥇⏝ᚋࡢᡤᒓ◊✲ᶵ㛵ࡣ༤ኈㄢ⛬ᅾ 



Ꮫࡽ⛣ືࡍࡿࡇࢆ⏦ㄳ㈨᱁㸦≉ᥐ⨨᭷ࡾ㸧ࡋࠊ 

⪃࠾࠸࡚㑅⪃ࡍࡿࠋ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ᑂᰝ⤖ᯝࢆ⏦ㄳ⪅

ࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࠊ

ᑂᰝጤဨࡶࡑࡢ☜ㄆࢆៅ㔜⾜࠺ࡼ࠺࿘▱ࡋࠊ㈨᱁ 

㐺ษ㛤♧ࡍࡿࠋ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢయᛶࢆ

ᑂᰝࢆᐇࡋࡓ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡲ࡛ࡣ◊✲ᐊ⛣ື㸧ࠋ
 



㔜どࡋࠊ┠ⓗࡸᑐ㇟⪅ᒙ





ᛂࡌࡓᑂᰝ᪉㔪➼ࢆ





᳨ウࡍࡿࡶࠊᑂᰝ

ە༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓ◊✲ᶵ㛵௨እࡢሙ࡛◊✲ࡍࡿ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ 3' ᥇⏝⪅ࡘ

ࡢ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほ

⪅㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ㸧

࠸࡚ࡣࠊ༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓ

Ⅼࡽࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࢆ࣍

㈨᱁

᪂つ᥇⏝⪅ᩘ㸦⫱ᚿ㈹ཷ
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༤ኈࡢᏛࢆྲྀᚓࡋࡓ◊✲ᶵ

ྜ

◊✲ᶵ㛵௨እࡢሙ࡛◊✲ࡍࡿ




㈹క࠺᥇⏝⪅ࢆ㝖ࡃ㸧

࣮࣒࣮࣌ࢪ➼࡛බ㛤ࡍ
63'
3'
ྜィ

ࡿࠋ
ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡘ

㛵௨እࡢሙ࡛◊✲ࡍࡿ⪅ࡢᩘ

 ே
 ே
 ே

ྜࡀ 㸣࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ◊✲

 ே
 ே
 ே

㸣
㸣
㸣

⪅ࡢὶືᛶྥୖࡢほⅬࡽࠊ╔

ᐇᴗࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾホ౯࡛
࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢࣝ ࡁࡿࠋ
࣮ࣉ࠾࠸࡚ࠊ≉ู◊✲ဨࡢເ㞟せ㡯ࡸᑂᰝ᪉㔪➼ࡘ 

࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࠊ
ࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ
ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀస

࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࠊ᭩㠃ᑂ 
ᰝࢭࢵࢺ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ


ᡂࡋࡓೃ⿵⪅ྡ⡙

KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBVLQVDVHWKWPO

㑅⪃ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫ

࣭ᑂᰝ᪉㔪➼ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ
࣭ᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࠊᑂᰝ ࡛ࡢබ㛤ࡸࠊ᭩㠃ᑂᰝ࡛᥇⏝
ࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ㑅⪃⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨୍ḟ ࡞ࡗࡓ⏦ㄳ⪅ᮏேࡢ㡰➼

ᇶ࡙ࡁࠊࠕ≉ู◊✲ဨ➼
ᑂᰝጤဨ➼㑅⪃ࠖ

㑅⪃㸦᭩㢮㑅⪃㸧ࡢ᥇ᢥ⪅ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ ࡢ㛤♧࡞ࠊᑂᰝಀࡿሗࢆ
࠾ࡅࡿྛᑂᰝ㡯┠ࡢホ౯ཬࡧᙜヱ㡿ᇦ࠾ࡅࡿ࠾࠾ࡼ 㛤♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶࢆ

࠾࠸࡚㑅⪃ࡍࡿࠋࡑࡢ
㝿ࠊዪᛶࡢⓏ⏝㓄៖ࡍ

ࡑࡢ㡰ࢆ㏻▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣ⯆ ☜ ಖ ࡍ ࡿ ྲྀ ⤌  ࡋ ࡚ ホ ౯ ࡛ ࡁ
ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛Ặྡࠊ◊✲ㄢ㢟ྡࠊཷධ◊✲ᶵ㛵 ࡿࠋ

ࡿࠋ
᭩㠃ᑂᰝࡢ᥇ᢥ⪅
ᑐࡋࠊࡑࡢヲ⣽࡞ホ౯

➼ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



⤖ᯝࢆ㛤♧ࡍࡿࠋ

KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBKRXKRXKWPO





ࠊᑓ㛛ጤဨ㸦⣙
࣭
ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࡢጤဨ㸦 ྡ㸧




 ྡ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ ࣭ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࡢᑂᰝ
ဨࡀᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡋ࡚సᡂࡋࡓ ጤဨࡘ࠸࡚ࡣࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ



ೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝጤဨ➼㑅



⪃ࠖ࠾࠸࡚㑅⪃ࡋࡓࠋ



Ⓩ⏝ࡶ㓄៖ࡋࡓ㑅⪃ࢆ⾜ࡗ࡚



࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ᥎⸀ࡢẁ㝵ࡽࠊ㑅⪃ᇶ‽࠶ࡿ࠾ 
ࡾࠊ㑅⪃ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࡣࠊྛศ㔝ࡢ⏦ㄳ≧ἣࡸೃ⿵⪅



ࡢᡤᒓᶵ㛵ࡢࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡋࠊ㐺ษ࡞ேᮦࢆ㑅ᐃࡍࡿ



ࡇ➼ࢆ๓ᥦࡋ࡞ࡀࡽࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢⓏ⏝ࡶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᑂᰝጤဨዪᛶẚ⋡㸸㸧



࣭➨㸯ḟ㑅⪃㸦᭩㢮㑅⪃㸧࡛᥇ᢥ࡞ࡗࡓ⏦ㄳ⪅ᑐ



ࡋ࡚ࠊಶูᑂᰝ㡯┠ࡢホ౯ࠊ⥲ྜホ౯ࡢ 7 ࢫࢥࡸ᥇



⏝⪅ࡢ୰ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰ࢆ㛤♧ࡋࡓࠋ









㸦Ϲ㸧ᴗࡢᨵၿホ౯ 㸦Ϲ㸧ᴗࡢホ౯ᨵၿ 

یᴗࡢホ౯ᨵၿ





㸦㐍㊰≧ἣㄪᰝ➼㸧





᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍

≉ู◊✲ဨ᥇⏝ᮇ㛫

㊰≧ἣㄪᰝࡸᏛ⾡ࢩࢫ

⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣ➼ࡢ

࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣㄪᰝࢆᐇࡋࠊᖖࡢ◊✲ ࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣㄪ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ

ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ዡບ㔠

⫋ࡢᑵ⫋≧ἣࢆ㏻ࡌ࡚ᴗࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ᰝ࠾࠸࡚ࠊ3' ᥇⏝⤊⪅ࡘ

ᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊᴗ

ᨭ⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸࡚

ᖺ
㐍㊰≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛ࠕᑵ⫋≧ἣㄪ ࠸࡚ࡣ  ᖺ⤒㐣ᚋ 㸣ࠊ

ࡢᐇ≧ἣࡸᨭ⤥ࡢຠ

☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖

ᰝࠖࡋ࡚ᅜẸุࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ

ᯝ➼ࡘ࠸࡚ホ౯᳨࣭ド

ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛

KWWSZZZMVSVJRMSMSGSGBV\XV\RNXKWPO

⪅ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ⤒㐣ᚋ

ࢆ⾜࠺ࠋ

ᅜẸุࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛



㸣ࠊ ᖺ⤒㐣ᚋ 㸣ࡀ

බ⾲ࡍࡿࠋ

ە3'ࠊ'& ࡢᖖࡢ◊✲⫋ࡢᑵ⫋≧ἣ

ࡲࡓࠊேᮦ⫱ᡂ⏬ጤ
ဨ㸦௬⛠㸧➼ࡢ᳨ウࢆ

≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ

㋃ࡲ࠼ࠊ≉ู◊✲ဨᴗ

ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ




 ᖺ⤒㐣ᚋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊
⪅㸧
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⤒㐣ᚋ 㸣ࡀࠊ'& ᥇⏝⤊

ᖖࡢ◊✲⫋ᑵ⫋ࡋ࡚࠾ࡾࠊ

3'

'&

㸣

㸣ͤ

◊✲⪅㣴ᡂࡢほⅬࡽᮏᴗࡢ
ᨭࡢຠᯝࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ

97

98
㛵ࡋࠊᴗ㊃᪨␃ព

⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ

ࡋ࡞ࡀࡽࠊᚲせᛂࡌ࡚

࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘ

ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋ

᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝጤဨࡢ

ࢆ⾜࠺ࠋ

㑅⪃ࡸᑂᰝయไ➼ࡢᨵ



ၿᫎࡉࡏࡿࠋ
ࠕ≉ู◊✲ဨ63'ࠖ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧

 ᖺ⤒㐣ᚋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊
⪅㸧
 ᖺ⤒㐣ᚋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⤊
⪅㸧
࣏ͤࢫࢻࢡࣇ࢙࣮ࣟࢆྵࡴ

㸣

㸣

㸣

ㄪᰝ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᅜẸ
ศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡋ࡚࠾
ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ


࣭ᖹᡂ  ᖺᗘⱝᡭ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ㈹࠾࠸࡚ࠊ௨ୗ



ࡢ࠾ࡾ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡀཷ㈹ࡋࡓࠋ

ⱝᡭ⛉Ꮫ⪅㈹ࢆ≉ู◊✲ဨ᥇⏝

✲◊ู≉ەဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢཷ㈹ᐇ⦼

⤒㦂⪅  ேࡀཷ㈹ࡍࡿࡢᐇ⦼

ἣ➼ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧⾲ᙲ

㸦༢㸸ே㸧 ࡀㄆࡵࡽࢀࠊᮏᴗࡢᨭࡢຠ

࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᮏே㏻

㈹ࡢྡ⛠

▱ࡍࡿࠋ

≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢ
ཷ㈹⪅ᩘ㸦ཷ㈹⪅ᩘ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧⾲ᙲ
㸦㸧
ⱝᡭ⛉Ꮫ⪅㈹
➨  ᅇ᪥ᮏᏛኈ㝔Ꮫ⾡ዡບ㈹
㸦㸧
➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹
㸦㸧
➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹
㸦㸧
ͤ⫱ᚿ㈹ཷ㈹⪅ࡢ࠺ࡕࠊ ேࡣᖹᡂ  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨ᥇
⏝୰ࡢ⪅

ᴗ㊃᪨␃ពࡋ࡞
ࡀࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᐇែ
➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᚲせ
ᛂࡌ࡚ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭
ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋᨵၿ࣭ぢ

㸣

ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢホ౯࡛
ࡁࡿࠋ






┤ࡋෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ༑


㸦ᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ド㸧

ศ࡞࿘▱ᮇ㛫ࠊ⤒㐣ᥐ⨨

࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ ࣭ᑂᰝయไ➼ࡢᨵၿᑂᰝ⤖ᯝ

ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ࠊເ㞟せ㡯

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ホⅬศᕸࡸᑂᰝពぢࡢ㐺ษᛶ

➼ᫎࡉࡏࠊ࣮࣒࣍࣌

➼ࡘ࠸࡚ศᯒ᳨࣭ドࠊྜ㆟ࢆ⾜࠸ࠊၥ㢟ࡢ࠶ࡗࡓᑂᰝ ࡋ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣮ࢪࡢᥖ㍕ࠊㄝ᫂ࡢ

ጤဨࡣ⩣ᖺᗘ⥅⥆ࡋ࡚ጤკࡋ࡞࠸➼ࠊ⩣ᖺᗘࡢᑂᰝጤ 

㛤ദ➼ࢆ⾜࠸ࠊᗈࡃ࿘▱

ဨೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ᫎࡉࡏࡓࠋ

ࡍࡿࠋ


ࡢศᯒ᳨࣭ド⤖ᯝࢆ㐺ษᫎ



ࡲࡓࠊศ⛉⣽┠ẖࡢ⏦ㄳ⪅ᩘࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊᑂᰝጤ 



ဨࡢ㓄⨨ࡸᑂᰝጤဨᩘࡢㄪᩚࢆ⾜࠺➼ࡢᑂᰝయไࡢᨵ



ၿࢆ⾜࠺ࡶࠊ᭷ព⩏࡞ᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࢆṧࡋࡓᑂᰝ 



ጤဨ  ྡࢆ㑅⪃ࡋ⾲ᙲࡋࡓࠋ











㸦≉ู◊✲ဨ 63' ࡢホ౯㸧





࣭≉ู◊✲ဨ63'ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ

࣭63' ࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡘ࠸



࣮࠾࠸࡚ࠊ୰㛫ホ౯㸦ᖺ┠⤊ᚋ㸸◊✲Ⓨ⾲ࢆ㛤 ࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮



ദࡋࠊホ౯ࢆᢸᙜࡍࡿࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡢ㉁ᛂ⟅ࢆ㋃ ࠾࠸࡚ࠊホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝ



ࡲ࠼࡚◊✲≧ἣ➼ࢆ᳨ドࠊᖺ┠⤊ᚋ㸸63'ᮏேࡢ⮬ ࢆᮏே㏻▱ࡋࡓࡇࡣࠊᴗ



ᕫホ౯ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓホ౯᭩ࢆᇶ◊✲≧



ἣ➼ࢆ᳨ド㸧
ࠊᚋホ౯㸦᥇⏝⤊ᚋ㸸63'ᮏேࡢ⮬ᕫホ ࡛ࡁࡿࠋ



౯ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓホ౯᭩ࢆᇶ᥇⏝ᮇ㛫



యࡢ◊✲≧ἣ➼ࢆ᳨ド㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ 



ᮏேᑐࡋ࡚㏻▱ࡋࡓࠋ











㸦ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋ㸧





࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢࣝ 



࣮ࣉ࠾࠸࡚ࠊ≉ู◊✲ဨᴗࡢ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ ࣭Ꮫ㆑⤒㦂⪅➼ࡼࡾᵓᡂࡉࢀ



ເ㞟せ㡯ࡸᑂᰝ᪉ἲ➼ࡘ࠸᳨࡚ウ࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋ ࡿᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮
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ࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࡿྲྀ⤌ࡋ࡚ホ౯




ࡲࡓࠊ⏦ㄳ㈨᱁ࡢኚ᭦➼ࡢᨵၿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞࿘ タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ



▱ᮇ㛫ࠊ⤒㐣ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ເ㞟せ㡯ᫎࡉࡏࡓࠋ ࠾࠸࡚ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢయᛶࢆ



ලయⓗ࡞ᑐᛂࡣୗグࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ



㸼ᑂᰝ᪉㔪ࡘ࠸࡚ࠊㄽᩥᩘࡢከᐻࡢࡳࢆࡶࡗ࡚ホⅬ ᳨࡚ウ࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊไᗘࡢᨵ



ࢆࡍࡼ࠺ᑂᰝဨㄗゎࡉࢀࡿ⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠊࡢ ၿ࣭ᐇ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇࡔ



࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝ᪉㔪ࢆ ࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
୍㒊ኚ᭦ࡋࡓࠋ



㔜どࡍࡿᮏᴗࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼





㸼ࡇࢀࡲ࡛㠃᥋ࢆච㝖ࡋ࡚᥇⏝࡞ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࠊ᥇ 



⏝ෆᐃணᐃࢆ⤒࡚  ᭶ࡢୗ᪪㡭᥇⏝ෆᐃࡋ࡚ 



࠸ࡓࡀࠊ⏦ㄳ⪅ࡢ౽ᛶྥୖࡢࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇





⏝ศࡼࡾࠊ㠃᥋ࢆච㝖ࡋ࡚᥇⏝࡞ࡿ⪅ࡘ࠸࡚





ࡣࠊ3'ࠊ'& ࠾࠸࡚ࡣ  ᭶ࡢ⤖ᯝ㛤♧ࡢⅬ࡛᥇ 



⏝ෆᐃࠊ53' ࠾࠸࡚ࡣ  ᭶ࡢ⤖ᯝ㛤♧ࡢⅬ࡛᥇ 



⏝ෆᐃࡋࠊ᥇⏝ෆᐃᮇࢆ᪩ࡵࡿࡇࡋࡓࠋ










✲◊ู≉ەဨ➼ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢ





ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛤ദᐇ⦼






㛤ദ᪥
+ ᖺ
 ᭶  ᪥








+ ᖺ
 ᭶  ᪥






+ ᖺ
 ᭶  ᪥





+ ᖺ
 ᭶  ᪥






+ ᖺ
 ᭶  ᪥
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㆟ෆᐜ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᳨ウ㡯ࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ➼᭩㠃ᑂᰝࡢᡭᘬࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓᑂᰝಀࡿ᳨ド⤖ᯝ
ࡢ࿘▱ࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨ63' ◊✲Ⓨ⾲ࡢ㛤
ദࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ᥇⏝ᮇ㛫୰ࡢሗ㓘ࡢཷ⤥ࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ➼ྜ㆟ᑂᰝ➼ࡢᡭᘬࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ≉ู◊✲ဨ➼ࡢ⏦ㄳ≧ἣ
ࡘ࠸࡚
࣭ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛᖹᡂ  ᖺᗘ
᥇⏝ศເ㞟せ㡯ࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ➼㠃᥋ᑂᰝࡢᡭᘬࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ3'࣭53' ⏦ㄳ⪅ཬࡧ᥇⏝⪅ࡢᏛ
ྲྀᚓ≧ἣࡢ᥎⛣ࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢ᳨ドཬࡧ
ᖹᡂ  ᖺᗘᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚
࣭ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ᭩㠃ᑂᰝ࣭ྜ
㆟ᑂᰝࡢᡭᘬࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ࠾ࡅࡿ≉
ู◊✲ဨᴗ㛵ࡍࡿ᳨ウ≧ἣࡘ࠸࡚
࣭➨  ᅇ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ㸦63' 㠃᥋ᑂᰝ㸧
ࡢ㝙ᖍࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ࠾ࡅࡿ≉
ู◊✲ဨᴗ㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ㑂Ᏺ㡯ཬࡧㅖᡭ⥆ࡢᡭᘬࡢኚ᭦
ࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศ
ເ㞟せ㡯ࡘ࠸࡚
࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇
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100

+ ᖺ
 ᭶  ᪥







+ ᖺ
 ᭶  ᪥





+ ᖺ
 ᭶  ᪥
+ ᖺ
 ᭶  ᪥




⏝ศເ㞟せ㡯ࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࡛ࡢពぢࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ➨  ᅇ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࡛ࡢ
63' ᑂᰝ᪉㔪ࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศ
ເ㞟せ㡯ࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ㑂Ᏺ㡯ཬࡧㅖᡭ⥆ࡢᡭᘬࡢኚ᭦
ࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨᴗ➼ண⟬ࡢᴫせ
࣭≉ู◊✲ဨ63' ホ౯ࡘ࠸࡚
࣭ฟ⏘࣭⫱ඣಀࡿ≉ู◊✲ဨࡢ᥇⏝ࡢ୰᩿ཬ
ࡧᘏ㛗ࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ≉ู◊✲ဨ➼ࡢᑂᰝࡢ᳨ドࡘ
࠸࡚
࣭ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศເ㞟せ㡯ࡘ࠸࡚
࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝᑂᰝጤဨࡢᑵ௵㎡㏥≧ἣ
ࡘ࠸࡚
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢࡲࡵḟᖺᗘ᳨ウ㡯ࡘ
࠸࡚






















㸦Ϻ㸧ເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ

㸦Ϻ㸧ເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ



یເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ࡞ᐇ





࡞ᐇ

࡞ᐇ



࣭≉ู◊✲ဨᨭ⤥ࡍࡿ◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⊂❧⾜ ࣭≉ู◊✲ဨᨭ⤥ࡍࡿ◊✲ዡ



◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚

◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚

ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ

ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ

㛵ࡍࡿ່࿌ࡢ᪉ྥᛶࠖ࠾ࡅࡿᣦ㡯ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓぢ┤ ᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠ࡢ

⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠

⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠

ࡋ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ᇶ࡙ࡁࠊ⊂❧

㔜」ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᘬࡁ

ࡢ㔜」ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿ

ࡢ㔜」ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿ

⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠ࡢ㔜」ཷ⤥ࢆ㜵

⥆ࡁᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶ㐺ษ

ࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᘬࡁ⥆ࡁ

ࡓࡵࠊເ㞟せ㡯➼㔜」

Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘᩚ࠼ࡓྠᶵᵓࡢࢳ࢙ࢵࢡ ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛

⾜࠺ࠋ

ཷ⤥ࢆ⚗ࡎࡿ᪨ࢆᥖ㍕

యไᚑ࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ᥇⏝ෆᐃ⪅ሗࢆྠᶵᵓ ࡁࡿࠋ



ࡍࡿࡶࠊ᥇⏝ෆᐃ

ᥦ౪ࡋ㔜」ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏྲྀ⤌ࡣᖹᡂ  ᖺ 

⪅ሗࢆྠᶵᵓᥦ౪

ᗘ࠾࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆ࡁᐇࡋࡓࠋ



ࡋࠊ㔜」ࢳ࢙ࢵࢡ➼ࢆ⾜

࣭ไᗘࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࡸࠊᖹᡂ 

࣭≉ู◊✲ဨᴗ➼ࡘ࠸࡚ࡢ

ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢせ࡞ົཬࡧᴗࡢᨵᗫ




ບ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே

ᖺᗘ᥇⏝ศ࠾ࡼࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ㞟ಀࡿ⏦ㄳ ㄝ᫂ࢆᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᅇࠊ

࠺ࠋ
≉ู◊✲ဨᴗ➼

᭩సᡂࡘ࠸࡚ྛᶵ㛵ࡢົᢸᙜ⪅ὀពⅬࢆᗈࡃ࿘ ྛᆅ࡛㛤ദࡋࠊᴗෆᐜ➼ࡢ࿘

ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࠊ

▱ࡍࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊㄝ᫂࠾࠸࡚ ▱ࡸ⏦ㄳ᭩సᡂࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂

ᴗෆᐜ➼ࡢ࿘▱ࢆᅗ

ࡣࠊዪᛶ◊✲⪅ࡽࡢ⏦ㄳࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ≉ู◊✲ဨ ࢆ⾜࠸ࠊዪᛶ◊✲⪅ࡽࡢ⏦ㄳ

ࡿࠋ

ࡢฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡿ᥇⏝ᮇ㛫୰ࡢࠕ୰᩿ࠖཬࡧࠕ◊✲ ࡢಁ㐍␃ពࡋ࡚ฟ⏘࣭⫱ඣ



㛤‽ഛᨭࠖࡢྲྀᢅࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡸࠊฟ⏘࣭⫱ඣࡼ 㛵ࡍࡿไᗘࡢ࿘▱ດࡵ࡚࠾ࡾ



ࡿ◊✲୰᩿ᚋࠊ◊✲⌧ሙᖐࡍࡿࡇࢆᨭ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡍࡿ 53' ไᗘࡢ࿘▱ດࡵࡓࠋ





ەᖹᡂ  ᖺᗘࡢㄝ᫂㛤ദᐇ⦼㸸 ᅇ



㛤ദᏛ➼



ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ
㯞ᕸᏛࠊⲈᇛᏛ
ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ
ᮾὒᏛࠊୖᬛᏛࠊ㜰Ꮫࠊ㛵すᏛ㝔Ꮫࠊ
⚄ᡞᏛࠊ㛵すᏛࠊᕞᕤᴗᏛࠊᚨᓥᏛ














ղඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

ղඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ



࠙ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲࠚ







㢧ᙲ

㢧ᙲ



ڦ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹





࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ

࣭➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ

㸦ϸ㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹

86

➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࡢ

Ⓨᒎࡢᐤࡀᮇᚅࡉ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ

ࢀࡿ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ㈨

Ỉ‽ࢆୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣞ

ࡍࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࠊㄽᩥ➼ࡢ◊✲ᴗ⦼ࡼࡾᏛ⾡ୖ≉ඃࢀ ເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿᴗົࢆ㏻

ࡍࡿࡓࡵࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊

࣋ࣝ࠾࠸࡚Ⓨᒎࡉࡏ

ࡓᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ◊✲⪅ࢆᑐ㇟➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡ ࡋ࡚ࠊ㐀ᛶᐩࡳඃࢀࡓⱝᡭ

✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍࡿࠕ᪥ᮏᏛ

ࡿࡓࡵࠊ㐀ᛶ㇏࡞ඃ

⯆㈹ཷ㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ᶵ ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲࢆᐇࡋ࡚

⾡⯆㈹ࠖཬࡧᏛ㝔

ࢀࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ

㛵ཬࡧᏛ༠ᑐࡋ౫㢗ࡋࡓࠋ

༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧ᙲࡍ

ⱝᡭ◊✲⪅ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ

࣭⿕᥎⸀⪅ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅ 

ࡿࠕ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ

᪩࠸ẁ㝵ࡽ㢧ᙲࡋ࡚

ࡿணഛᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡢᮏ㈹ᑂᰝ 

㈹ࠖࢆᐇࡍࡿࠋ

ࡑࡢ◊✲ពḧࢆ㧗ࡵࠊ⊂

㸦ጤဨ㛗㸸㔝౫Ⰻ⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ◊✲㛤Ⓨᡓ␎ࢭ



ⓗࠊඛ㥑ⓗ࡞◊✲ࢆᨭ

ࣥࢱ࣮㛗ࠊ  ྡ࡛ᵓᡂ㸧࠾ࡅࡿ㑅⪃⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ

ࡍࡿ᪥ᮏᏛ⾡⯆

ཷ㈹⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋ

㈹ࡢເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ㈹

࣭ᤵ㈹ᘧࡣࠊ⛅⠛ᐑྠድ୧Ẋୗࡈ⮫ᖍ࠸ࡓࡔࡁࠊᖹᡂ

ಀࡿᴗົࢆᐇ

 ᖺ  ᭶  ᪥᪥ᮏᏛኈ㝔࠾࠸࡚ᣲ⾜ࡋࡓࠋ

ࡍࡿࠋ

  ➨ەᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ࡢ᥎⸀࣭ཷ㈹≧ἣ

ṓᮍ‶࡛༤ኈཪࡣ༤ኈྠ➼௨ୖࡢᏛ⾡◊✲⬟ຊࢆ᭷

᥎⸀せ㡯Ⓨ㏦ᩘ
 ᶵ㛵




ೃ⿵⪅ᩘ
 ே

࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ཷ㈹⪅ᩘ
 ே

ྜ
㸣

 







㸦Ϲ㸧᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱



ڦ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹











ᚿ㈹



࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ









ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ

ṓᮍ‶࡛Ꮫ㝔࠾ࡅࡿᏛᴗᡂ⦼ࡀඃ⚽࡛࠶ࡾࠊ㇏࡞

Ⓨᒎࡢᐤࡀᮇᚅࡉ

ே㛫ᛶࢆഛ࠼ࠊពḧⓗࡘయⓗຮᏛཬࡧ◊✲άື

ࢀࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ

ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᏛ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟➨  ᅇ

㈨ࡍࡿࡓࡵࠊඃ⚽࡞

᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢ

Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧

ᏛཬࡧᏛ༠ᑐࡋೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ

ᙲࡍࡿ⫱ᚿ㈹ࡢເ㞟ࠊ㑅

࣭⿕᥎⸀⪅ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅ

⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿᴗົࢆ

ࡿணഛ㑅⪃ࢆ⤒࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡢᮏ㈹㑅⪃

ᐇࡍࡿࠋ

ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸బࠎᮌẎᅜᅵ⥳᥎㐍ᶵᵓ⌮㛗ࠊ



  ྡ࡛ᵓᡂ㸧࠾ࡅࡿ㑅⪃⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊཷ㈹⪅ࢆỴ



ᐃࡋࡓࠋ



࣭ᤵ㈹ᘧࡣࠊ⛅⠛ᐑྠድ୧Ẋୗࡈ⮫ᖍ࠸ࡓࡔࡁࠊᖹᡂ



 ᖺ  ᭶  ᪥᪥ᮏᏛኈ㝔࠾࠸࡚ᣲ⾜ࡋࡓࠋ



  ➨ەᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࡢ᥎⸀࣭ཷ㈹≧ἣ
᥎⸀せ㡯Ⓨ㏦ᩘ
 ᶵ㛵

ೃ⿵⪅ᩘ
 ே

ཷ㈹⪅ᩘ
 ே

ྜ
㸣

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸲㸫㸰

㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖ
㸦㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵
ձ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵㸦ಶேᨭ㸧
ղ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ᾏእὴ㐵㸦⤌⧊ᨭ㸧

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ
➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ➼ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀᾏእᣮᡓࡍࡿᶵࡢᣑ➼ࡼࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ど㔝ࢆᣢࡗࡓேᮦࡢ⫱ᡂྲྀࡾ⤌ࡳࠊᅜ㝿ⓗ࡞㢌⬻ᚠ
⎔ࢆಁ㐍ࡍࡿཬࡧ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᨭཬࡧ⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠸ࠊዪᛶࡀ⥅⥆ⓗ▱ⓗࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛྲྀࡾ⤌ࡴࠊࡲࡓࠊ
ࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡
㞴᫆ᗘ
ᇶᮏィ⏬ࠖㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿᡃࡀᅜࡢ◊✲⪅➼ࡢෆྥࡁᚿྥࢆᡴ◚ࡋࠊᾏእ࡛ࡢά㌍ࢆ✚ᴟⓗಁࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᾏእࡢὴ㐵ࡸ␃Ꮫಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᨭࢆᐇࡍࡿྥࡅ࡚ࠊᮏἲே࠾
ࡅࡿᙜヱேᮦ⫱ᡂᴗࡀ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ୖグㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊᴗࡢಙ㢗ᛶ☜ಖࡢほⅬࡽࠊබṇࡘ㏱᫂ᛶࡀ㧗ࡃࠊಙ㢗ᛶ࠶ࡿ㑅⪃࣭ᑂᰝయไࢆᵓ⠏ࡋࠊ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ
⏕ࢆᑐ㇟᪂ࡓ࡞ᴗࡋ࡚ࠕⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆタࡋࡓࡇࡣึࡵ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅔ㞴ࢆక࠺ࡓࡵࠋ
ࠕ㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊᴗ㊃᪨ἢࡗࡓࠊ㐺ṇࡘබṇ࣭ཝṇ࡞ᑂᰝࢆ㝈ࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ㎿㏿ᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᅔ㞴ࢆక࠺ࡓࡵࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMDELQGH[KWPO 
ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMDEFLQGH[KWPO
㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSM]XQRXMXQNDQLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

ᾏእ≉ู◊✲ဨ

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

⤊┤ᚋ



㸣

㸣

㸣

㸣

㸣



 ᖺ⤒㐣ᚋ



㸫

㸫

㸣

㸣

㸣



 ᖺ⤒㐣ᚋ



㸫

㸫

㸣

㸣

㸣



᥇⏝⤊

ࡢ◊✲⫋

㛫᭱⤊ᖺᗘ್



᪂つ᥇⏝⪅ᩘ

ᚋࡢᖖ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ


ᑵ⫋⋡

 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸷ᖺᗘ

    











 
 
 
 



 

ࠕ㢌⬻ᚠ⎔ᴗࠖࡢ



ᚋホ౯࠾࠸࡚⥲ྜホ



 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

౯ࡀ  ௨ୖࡢㄢ㢟ᩘ

 ㄢ㢟  
 
ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ





88

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



୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬

㸦㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእ

㸦㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእ

ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍࡛ࡁ

ὴ㐵

ὴ㐵

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㸿

ホᐃ

㸿

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࡿୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅

㺃ᾏእ≉ู◊✲ဨ᪂つ᥇



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍࡛ࡁ

ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍࡛ࡁ

ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊⱝᡭ◊

⏝⪅ᩘ





ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ



ࡿୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅

ࡿୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅

✲⪅ಶேࡢᾏእὴ㐵

㺃᥇⏝⤊ᚋࡢᖖࡢ◊





⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗ

ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊⱝᡭ◊

ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊⱝᡭ◊

ࡶࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿

✲⫋ᑵ⫋⋡

グࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ

✲⪅ಶேࡢᾏእὴ㐵

✲⪅ಶேࡢᾏእὴ㐵

◊✲ᡓ␎ἢࡗࡓ⤌⧊

㺃ࠕ㢌⬻ᚠ⎔ᴗࠖࡢ

ୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆ

ࡶࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿

ࡶࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿

ⓗ࡞◊✲⪅ᾏእὴ㐵࡞

ᚋホ౯࠾࠸࡚⥲ྜホ

ୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚

◊✲ᡓ␎ἢࡗࡓ⤌⧊

◊✲ᡓ␎ἢࡗࡓ⤌⧊

ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆᾏእ

౯ࡀ  ௨ୖ

࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ

ⓗ࡞◊✲⪅ᾏእὴ㐵࡞

ⓗ࡞◊✲⪅ᾏእὴ㐵࡞

ὴ㐵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭ 

$ ࡍࡿࠋ

ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆᾏእ

ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆᾏእ

⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼



ྛ✀ᴗ࠾ࡅࡿ㑅

࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠

࣭ᅾ㈝࣭◊✲άື㈝ࡢᨭ⤥

⪃ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼

Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯

㢠ࡀᖜቑ㢠ࡉࢀࡓࡇ

ὴ㐵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭ ὴ㐵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭
⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋ

⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊྛ✀ᴗ࠾ࡅ

ྛ✀ᴗ࠾ࡅࡿ㑅

ᑂᰝཬࡧᅜ㝿ᴗጤ

┠㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

ࡣࠊᾏእ≉ู◊✲ဨࡋ࡚ࡢ

ࡿᨭᑐ㇟ࡢ㑅⪃ᑂᰝ

⪃ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼

ဨ࠾࠸࡚ཝṇᐇ

ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

◊✲άືᨭ㞀ࢆ᮶ࡍ࠾ࡑࢀ

㛵ࡋࠊᑂᰝࡢ⊂❧ᛶࠊ ᑂᰝཬࡧᅜ㝿ᴗጤ

ࡍࡿࠋ

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ࠶ࡿ≧ἣࡢᨵၿࡀᅗࡽࢀࡿ

㏱᫂ᛶࠊබṇᛶࢆ☜ಖ

ဨ࠾࠸࡚ཝṇᐇ





ࡇࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅ᾏእ

ࡋࠊ┠ⓗࡸᑐ㇟⪅ᒙ➼

ࡍࡿࠋ



㺃୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩

࡛ࡢ◊✲ᚑࡍࡿࡇࡢ

ᛂࡌࡓඃࢀࡓ◊✲⪅➼





ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ



ࢆⓗ☜ぢᴟࡵࠊཝṇ

ձⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ

ձⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ

ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ



㑅⪃ࢆ⾜࠺ࠋ

㐵㸦ಶேᨭ㸧

㐵㸦ಶேᨭ㸧



ᡃࡀᅜࡢᏛ➼Ꮫ⾡

ᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ

◊✲ᶵ㛵ᡤᒓࡍࡿᖖ

㛵ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

ࣥࢭࣥࢸࣈ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ
࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵㸦ಶேᨭ㸧ࠚ



࠺ࠋࡲࡓࠊቑ㢠క࠺㏣ຍࡢ

ڦᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ



㈨㔠ᨭ⤥ᴗົࢆཷ⤥⪅ࡢΰ



ࢆᣍࡃࡇ࡞ࡃᐇࡋ

㺃ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ 㸦ᇳ⾜ᴗົ㸧
㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ
㺃ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ㐍

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢ㑅⪃࣭ᑂᰝᴗົ ࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᑐࡋ࡚ࠊ᪂つ

ࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⥅⥆᥇⏝ྜࢃࡏ࡚  ྡࡢ
ࢆ⾜࠺୍᪉ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ᥇⏝⪅࣭⥅⥆᥇⏝⪅ྜィ ᥇⏝ࠊ



 ྡ㸦࠺ࡕ᪂つ  ྡ㸧ᑐࡍࡿ㈨㔠ᨭ⤥ᴗົࢆ㐺ษ ᨭᑐ㇟⪅ࡢ㈨㔠౪⤥ࢆ㐺ษ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠊ᥇⏝ᮇ㛫⤊

ࡢ◊✲⪅ࡸ༤ኈࡢᏛ

ࢆὴ㐵ࡍࡿᾏእ≉ู◊

ࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼ࡢ୰

✲ဨᴗಀࡿເ㞟࣭ᑂ

ࡽඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆ

ᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆᐇ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ

ࡘຠ⋡ⓗᐇࡋࡓࠋ

ࡘຠ⋡ⓗᐇࡋࠊᅜ㝿⯙ྎ

ᚋ  ᖺࠊ ᖺཬࡧ  ᖺ⤒

ࠕᾏእ≉ู◊✲ဨࠖࡋ

ࡍࡿࠋ

㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯



࡛ά㌍࡛ࡁࡿୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲

㐣ࡋࡓ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᐇࡋ

ࢆᚓࡿࠋ

࣭≉ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽࠊᾏእ≉ู◊✲ဨᨭ⤥ ⪅ࡢ⫱ᡂᐤࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼

ࡓᑵ⫋≧ἣ➼ࡢ㏣㊧ㄪᰝࡼ



ࡍࡿᅾ㈝࣭◊✲άື㈝ࢆᖺ㢠 㹼 ࡽ 㹼 ࡽࢀࠊ◊✲⪅ࡢὶ㛵ࡍࡿㄪ

ࡾࠊ ᖺ⤒㐣ᚋࡣ 㸣ࠊ

㊰≧ἣ

࡚᥇⏝ࡋࠊᾏእࡢ≉ᐃࡢ

ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝

Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࠾࠸

࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ

࡚㛗ᮇ㛫◊✲ᑓᛕࡉ

᥎㐍ࡍࡿほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ 㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

 ᖜቑ㢠ࡋࠊᚑ๓ࡢᅾ㈝࣭◊✲άື㈝ࡢ ᰝࡼࢀࡤࠊ㏆ᖺࠊ◊✲⪅ࡢ୰࣭  ᖺ⤒㐣ᚋ࡛ࡣ 㸣ࠊ

ࡏࡿࡓࡵࠊᅾ㈝➼ࢆᨭ

⤖፧࣭ฟ⏘࣭⫱ඣ࣭┳ㆤ࣭ ࣭᪩ᮇᅜ㝿ⓗど㔝ࢆ

ᨭ⤥㢠࡛ࡣᾏእ≉ู◊✲ဨࡋ࡚ࡢ◊✲άືᨭ㞀ࢆ

⤥ࡍࡿࠋ

ㆤࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺ

ᣑࡆࡿࡓࡵࠊࡲࡓᅜ㝿ື

᮶ࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ≧ἣࡢᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅾ㈝࣭ ௨ୗࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ୰ࠊඃ

ᖖࡢ◊✲⫋ᑵ࠸࡚࠸ࡿࡇ

ࡑࡢ㝿ࠊ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ

ࡼࡿ◊✲୰᩿➼ࢆ⤒

ྥࢆ⤒㦂ࡋࡓୖ࡛◊✲

◊✲άື㈝ࢆᖜቑ㢠ࡋࡓࡇక࠸㏣ຍࡢ㈨㔠ᨭ

ࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡀ✚ᴟⓗᾏእ

ࡀ᫂ࡽࡉࢀࡓࠋࡲࡓࡇ

⾡ᇶᮏィ⏬➼࠾ࡅࡿ

ࡓඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆ

⪅ࢆࡵࡊࡍᏛ⏕ࢆቑࡸ

⤥ᴗົࡀⓎ⏕ࡋࡓࡀࠊᙜヱᴗົࢆṇ☜ࡘ㐺ษ⾜࠺ࡇ ࡛◊㛑ࡍࡿᶵࢆ᥎㐍ࡍࡿྲྀ⤌

ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡀࠊᾏእ࡛ᖖࡢ

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢⱝᡭ◊✲

ᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵

ࡍࡓࡵࡶࠊ༤ኈ๓ᮇㄢ

࡛ࠊཷ⤥⪅ࡢΰࢆᣍࡃࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ቑ㢠ᚋ ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᐇ࡛ࡁ࡚

◊✲⫋ᑵ࠸ࡓࡶࡢࡀ ࠊ

⪅㣴ᡂࡢࡓࡵࡢᅜ㝿◊

ὴ㐵ࡍࡿᾏእ≉ู◊

⛬࠾ࡅࡿᾏእὴ㐵ࢆ

ࡢᅾ㈝࣭◊✲άື㈝ࡢ⛣⾜ࢆᅗࡗࡓࠋ

࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣏ࢫࢻࢡᑵ࠸ࡓࡶࡢࡀ 

㛑ᶵࡢᐇ༑ศ㓄

✲ဨ55$ ᴗಀࡿເ

✚ᴟⓗ㐍ࡵࡿࡇࡀ





ࡶ࠸ࡓࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

៖ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏᴗࢆ᥎

㞟࣭ᑂᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆ

㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊⱝ





ࡣὀ┠ࡍࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀ

㐍ࡍࡿࠋ

ᐇࡍࡿࠋ

ᡭ◊✲⪅⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ





ࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣᮏᴗࡀඃࢀ

103

89

㛗ᮇᾏእΏ⯟ࡀࣆ࣮ࢡࡢ  

ᖺ⤒㐣ᚋ࡛ࡣ 㸣ࡢ⪅ࡀ

104
ࡲࡓࠊ᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋ

ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ

ᾏእὴ㐵ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ





ࡓேᮦ⫱ᡂᴗ࡛࠶ࡿࡇࢆ

ࡢ㐍㊰≧ἣㄪᰝࡸᏛ⾡

ᴗࡶ≉ู◊✲ဨ

⥆ࡁ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸



࣭ᅾ㈝࣭◊✲άື㈝ࡢᨭ⤥㢠ࢆ

♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

➼ᑂᰝ࡚⾜࠺ࠋ

ࡃࡇࠋ



ᖜቑ㢠ࡋࠊᾏእ≉ู◊✲ဨ

ࡿࠋ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧



ࡋ࡚ࡢ◊✲άືᨭ㞀ࢆ᮶ࡍ



ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ



࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ≧ἣࡢᨵၿࢆᅗࡗ

࣭ᾏእ࡛ࡢ◊✲ᚑࡋࡓ࠸

ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸࡚ホ౯࣭ ศࡾࡸࡍࡃබ⾲ࡍࡿ





ࡓࡇࠊࡲࡓࠊቑ㢠క࠺㏣ຍࡢ

ᙉ࠸ពᚿࢆᣢࡘⱝᡭ◊✲⪅

᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ

ࡶࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᵝᘧ

࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨ➼ࡢ



㈨㔠ᨭ⤥ᴗົࢆཷ⤥⪅ࡢΰࢆ

ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡋ࡚



➼ࢆ⏦ㄳ⪅ࡀ㎿㏿ධ

ᾏእὴ㐵ᴗࡣࠊேᮦ⫱



ᣍࡃࡇ࡞ࡃᐇࡋࡓࡇ

᪂ࡓタࡋࡓⱝᡭ◊✲⪅ᾏ

ᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ

ᡂࡢほⅬࡶࡉࡿࡇ࡞



ࡣィ⏬ࢆୖᅇࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㧗

እᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤ጞࡋ࡚

ᾏእ≉ู◊✲ဨ᥇⏝

ࡀࡽࠊᏛ⾡ࡢᅜ㝿ὶᣐ



ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᐇࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ

ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣ

Ⅼᵓ⠏ࡢࡓࡵࡶᴟࡵ





౯࡛ࡁࡿࠋ

ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᨭ⤥ࡢຠᯝ

࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᅜබ

࣭ᕼᮃ⪅ᑐࡋ࡚ࠊฟ⏘࣭⫱ඣక࠺᥇⏝ࡢ୰᩿ཬࡧᘏ ࣭ᕼᮃ⪅ᑐࡍࡿฟ⏘࣭⫱ඣక



➼ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋࡲ

⚾ࡢ㐃ᦠ࡞ࡶྵ

㛗ࡢྲྀᢅ࠸ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㸸 ྡ㸧 ࠺᥇⏝ࡢ୰᩿ཬࡧᘏ㛗ࡢྲྀᢅ࠸

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ

ࡓࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣍࣌

ࡵ࡚㛗ᮇࢃࡓࡿᴗ

ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡽࠊẼࡼࡾ◊✲ᑓᛕ ࡢᡭ⥆ࡁ➼ࠊ᥇⏝⪅ࡢ࡞ὴ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

࣮ࢪ➼࡛ᅜẸุࡾࡸ

ᒎ㛤ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡣẼࢆ⌮⏤ࡍࡿ᥇⏝ࡢ୰᩿



ࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡍࡿࠋ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ཬࡧᘏ㛗ࢆㄆࡵࡿࡼ࠺つ⛬ࢆぢ┤ࡋࠊ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ ࡚࠸ࡿࠊ᪂ࡓẼࢆ⌮⏤

㸺ࡑࡢ㡯㸼



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼㸸 ྡ㸧

ࡍࡿ᥇⏝ࡢ୰᩿ཬࡧᘏ㛗ࡢྲྀ

㸫

࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨ⤊



ᢅ࠸ࢆ㛤ጞࡋࡓࡇࡣࠊᚲせ



≉ู◊✲ဨᴗ㛵ࡋࠊ ᚋࡢ㐍㊰ࡘ࠸࡚ࡶࠊ≉



ᛂࡌࡓ࣮ࣝࣝࡢぢ┤ࡋࡀ㐺ษ



ᴗ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀ

ู◊✲ဨྠᵝࠊ ᖺ



࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡽࠊᚲせᛂࡌ࡚ᴗෆ

ᚋࠊ ᖺᚋࡢ≧ἣࢆࣇ





ᐜࡢ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜

࢛࣮ࣟࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃ

࣭᥇⏝⪅ࡀసᡂࡍࡿྛ✀ᵝᘧࡢ⤫ᗫྜ࣭⡆⣲ࢆ⾜࠺ ࣭᭷ࡢ㝿ࡢᏳྰ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ

࠺ࠋ

ࠊᮏไᗘࡢ᭷ຠᛶࢆࡼ

ࡶࠊ᭩㢮ࡢᥦฟ᪉ἲࢆ᭩㢮ࡢෆᐜᛂࡌ࡚⣬ࡼࡿ ࡇࡣࠊᾏእ≉ู◊✲ဨࡀᏳᚰ



ࡾ୍ᒙᛶ᱁᳨ド࡛ࡁ

㒑㏦ࡽ㟁Ꮚⓗᥦฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ࡞ྛ✀ᡭ⥆



ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ ࡁ᪉ἲࢆᖜぢ┤ࡍࡇ࡛ࠊ᥇⏝⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ౽ ቃࢆᩚഛࡍࡿྲྀ⤌ࡋ࡚ホ౯࡛



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ᛶྥୖດࡵࡓࠋຍ࠼࡚ࠊࡽࡢ㈨㔠ຓࡢཷ⤥ࡣཎ ࡁࡿࠋຍ࠼࡚ࠊྛ✀ᡭ⥆ࡁ᪉ἲࢆ





๎ㄆࡵ࡞࠸ࡋࡘࡘࡶࠊᾏእ≉ู◊✲ဨࡋ࡚ࡢ◊✲ᑓ ぢ┤ࡋࡓࡇࡣࠊ᥇⏝⪅ࡢ㈇ᢸ



࣭ᴗࡢぢ┤ࡋࡣᚲせ

ᛕ⩏ົࢆᛰࡽ࡞࠸ሙྜ㝈ࡾእⓗཷ⤥ࡀㄆࡵࡽࢀ

㍍ῶ౽ᛶྥୖ㈨ࡍࡿࡶࡢ



࡛࠶ࡿࡀࠊ⥲ᴗ㈝ࡢᣑ

ࡿ㈨㔠ࡘ࠸࡚᫂☜ࡋࠊ᥇⏝⪅ྥࡅࡢᡭᘬ᫂グࡋ

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ࡓࠋࡑࡢࠊ᭷㝿ࡋ࡚ࡣ㛵ಀࡍࡿᾏእ≉ู◊✲ဨ 



࠙ ᖺᗘ -636 㒊ホ

ࡢᏳྰ☜ㄆࢆ㎿㏿ࡘⓗ☜⾜࠺࡞⮫ᶵᛂኚᑐᛂ





౯ࠚ

ࡋࡓࠋ













㸦ᑂᰝᴗົ㸧





࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ㸦ጤဨ  ྡࠊᑓ㛛ጤဨ⣙  ྡ㸧 ࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢୗ㡿



ࢆタࡅࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ᭩㠃ᑂᰝࠊྜ㆟ᑂᰝཬࡧ㠃᥋ᑂ ᇦูࡢᑂᰝ㒊ࢆタ⨨ࡋࠊᑂᰝ



ᰝࡼࡾ㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᇶ‽࣭ᡭ㡰ࢆ᫂☜ࡍࡿ࡞ࠊබ





ṇࡘ㏱᫂ᛶࡀ㧗ࡃࠊಙ㢗ᛶ࠶





ࡿ㑅⪃࣭ᑂᰝయไࢆᵓ⠏࣭⥔ᣢࡋ





ࡓୖ࡛ᑂᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿホ౯





࡛ࡁࡿࠋ

➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊ
ᴗࡢᐇ≧ἣࡸᨭ⤥

ເ㞟㛵ࡍࡿሗࢆ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚

ேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ
➼ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᾏእ
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㐵ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇࡋ

ࡋ࡚㛗ᮇ㛫◊✲ᑓᛕ࡛ࡁࡿ⎔







࣭ᑂᰝࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᑂᰝጤဨࡢ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀ



㑅⪃ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀసᡂࡍࡿ ᑂᰝဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࢆ



ᑂᰝဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊྛศ㔝ࡢ⏦ㄳ ά⏝ࡋࠊྛศ㔝ࡢ⏦ㄳ≧ἣࠊೃ⿵



≧ἣࠊೃ⿵⪅ࡢᡤᒓᶵ㛵ࡢࣂࣛࣥࢫཬࡧዪᛶ◊✲⪅ࡢⓏ ⪅ࡢᡤᒓᶵ㛵ࣂࣛࣥࢫࠊཬࡧዪ





⏝➼㓄៖ࡋࡘࡘ㐺ษ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᑂᰝጤဨ ᛶ◊✲⪅ࡢⓏ⏝➼㓄៖ࡋᑂᰝ



ዪᛶẚ⋡㸸㸣ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᑂᰝጤဨዪᛶẚ⋡㸸

ጤဨࡢ㑅⪃ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑂᰝ



㸧
ࠋ

ࡢබṇᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡍࡿྲྀ

ࡲࡓࠊ᭩㠃ᑂᰝࠊ㠃᥋ᑂᰝ࠾ࡅࡿᑂᰝࡢᇶ‽ࡸࠊ ⤌ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ




ᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚᫂グࡋࡓᡭᘬࢆጤဨᑐࡋ





࡚㓄ᕸࡋࠊᑂᰝཝ᱁ࢆᮇࡋࡓࠋ



࡞࠾ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡉࢀࡓ࣮࣡࢟ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮




ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊເ㞟せ㡯ࡸ᭩㠃ࠊྜ㆟ࠊ タ⨨ࡉࢀࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ



㠃᥋ࡢྛẁ㝵࡛ࡢᑂᰝ᪉ἲࡢぢ┤ࡋ➼ࢆᅗࡿࡇࡼ



ࡾࠊබṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸㑅⪃࣭ᑂᰝయไࡢᩚഛ⥅⥆ⓗ ᭩㠃ࠊྜ㆟ࠊ㠃᥋ࡢྛẁ㝵࡛ࡢᑂ



ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ

࡛ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊເ㞟せ㡯ࡸ
ᰝ᪉ἲࡢぢ┤ࡋ➼ࢆᅗࡿࡇ

㑅⪃⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨୍ḟ㑅⪃ࡢྜ᱁⪅ࠊ≉ู ࡼࡾࠊබṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸㑅⪃࣭



ᑂᰝయไࡢᩚഛ⥅⥆ⓗྲྀࡾ



◊✲ဨ➼ᑂᰝ࠾ࡅࡿྛᑂᰝ㡯┠ࡢホ౯ཬࡧᙜヱ㡿



ᇦ࠾ࡅࡿ࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰ࢆ㏻▱ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅ ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛Ặྡ➼ࢆබ㛤ࡋ





ࡓࠋ

࣭㑅⪃⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊྜ᱁⪅



᥇⏝⪅୍ぴ㸸

ࡢ㏻▱ࠊ᥇⏝⪅ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌



KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBOLVWKWPO

ࢪୖ࡛ࡢබ⾲ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑂ





ᰝࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ホ





౯࡛ࡁࡿࠋ









࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ ࣭㐺ษ࡞ᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࡢࢆ᭩



࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡀศᯒ᳨࣭ドࢆ⾜࠸ࠊ⩣ᖺᗘࡢ 㠃ᑂᰝࡢᡭᘬᥖ㍕ࡍࡿ࡞ࠊ



ᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ᫎࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊ᭩㠃ྜ㆟ᑂ ᑂᰝ⤖ᯝࡢศᯒ᳨࣭ド⤖ᯝࢆᑂ



ᰝᙺ❧ࡘᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࡢࢆ᭩㠃ᑂᰝࡢᡭᘬᥖ㍕



ࡍࡿࡶࠊ᭩㠃ྜ㆟ᑂᰝᙺ❧ࡘ᭷ព⩏࡞ᑂᰝࢥ࣓ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࣥࢺࢆṧࡋࡓᑂᰝဨࢆ㑅⪃ࡋ⾲ᙲࡋࡓࠋ











㸦ເ㞟ᴗົ㸧





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศᾏእ≉ู◊✲ဨ 



ࡢເ㞟ేࡏ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ 



ᴗࡢເ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ㞟ࡽࠊ



ᅾ㈝࣭◊✲άື㈝ࢆᖺ㢠 㹼 ࡽ 㹼  

ᰝࡢಙ㢗ᛶྥୖࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿ





ᖜቑ㢠ࡋ࡚ເ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ















105

91

106








࣭ເ㞟せ㡯ࠊ⏦ㄳ᭩ࠊᑂᰝ᪉㔪ࠊ᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺࠊ⏦ㄳ࣭ ࣭⏦ㄳᚲせ࡞㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ



᥇⏝≧ἣࠊ᥇⏝⪅୍ぴཬࡧ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝጤဨࡢẶ ⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽ☜ㄆ࡛ࡁ



ྡ࣭ᡤᒓ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈ ࡿࡼ࠺ᗈࡃ୍⯡බ㛤ࡋࠊᚲせ



ࡃ୍⯡බ㛤ࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚ ࡞᭩㢮ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿࡼ



࠸ࡿࠋ

࠺ࡍࡿࡇ࡛⏦ㄳ⪅ࡀ㎿㏿





ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡾࠊィ





⏬㏻ࡾᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿホ౯





࡛ࡁࡿࠋ









࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⏦ㄳ᭩ࡢసᡂࡽᥦฟࡲ࡛⤖ࡉࡏࡿ ࣭㟁Ꮚⓗ⏦ㄳ᭩㢮ࢆཷࡅࡅ



㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐠⏝⛣ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇࢆᅗࡿ



ࡣࠊࡉࡽࠊ⏦ㄳ⪅ཬࡧົᢸᙜ⪅ࡢ౽ᛶࢆ⪃៖ࡋࠊ ࡶࠊࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨➼ࠊ
⏦ㄳ⪅ࡢ౽ᛶྥୖྲྀࡾ⤌ࢇ



࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ేࡏ࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢయ㦂∧ࡸ⡆᫆∧᧯సᡭᘬ ࡛࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠊᑓ⏝ࡢࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࢆᘬࡁ⥆ࡁ 



タ⨨ࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ⏦ㄳ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᅗࡗࡓࠋ





ເ㞟せ㡯㸦ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ㸧
㸸





KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVLQKWPO





ເ㞟せ㡯㸦ᾏእ≉ู◊✲ဨ㸫55$ ᴗ㸧
㸸





KWWSZZZMVSVJRMSMDEUUDBVLQKWPO





㑅⪃᪉ἲ㸦ᑂᰝ᪉㔪➼㸧
࣭ᑂᰝጤဨࡢẶྡ➼㸸





KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBKRXKRXKWPO





⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ㸸





KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVKLQVHLKWPO





᥇⏝⪅୍ぴ㸸





KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBOLVWKWPO





᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺ㸸





KWWSVZZZMVSVJRMSMDEDEBVLQVDVHWKWPO











࣭≉ู◊✲ဨᴗేࡏ࡚ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡢไᗘ ࣭≉ู◊✲ဨᴗ➼ࡘ࠸࡚ࡢ



ࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࡸᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ ㄝ᫂ࢆྛᆅ࡛㛤ദࡋࠊᴗෆ



ࡢເ㞟ಀࡿ⏦ㄳ᭩సᡂࡘ࠸࡚ྛᶵ㛵ࡢົᢸᙜ⪅

ᐜ➼ࡢ࿘▱ࡸ⏦ㄳ᭩సᡂࡘ࠸



ὀពⅬࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࠋ

࡚ࡢㄝ᫂ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ





ࡣࠊไᗘࡢᬑཬࠊ⏦ㄳ⪅ཬࡧົ



✲◊ู≉ەဨᴗ➼ㄝ᫂ᐇ⦼㸸 ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧 ᢸᙜ⪅ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿྲྀ⤌ࡋ
㛤ദᏛ➼
ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ
㯞ᕸᏛࠊⲈᇛᏛ
ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ
ᮾὒᏛࠊୖᬛᏛࠊ㜰Ꮫࠊ㛵すᏛ㝔Ꮫࠊ
⚄ᡞᏛࠊ㛵すᏛࠊᕞᕤᴗᏛࠊᚨᓥᏛ







࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
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㸦ᑵ⫋≧ἣㄪᰝ㸧





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᾏእ≉ู◊✲ဨ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝⪅㸧 ࣭᥇⏝⤊ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝ࡛



ࡢ᥇⏝⤊ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖ ࡣ⣙ 㸣ࡀࠕᖖࡢ◊✲⫋ࠖ



ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ⾲ࡍࡿ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࠊ㸣ࡀ㠀ᖖࡶྵࡵࡓ◊





✲⫋ᚑࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣேᮦ



ەᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝⪅ࡢ᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢᑵ⫋≧ἣ
༊ศ
ᖖࡢ◊✲⫋㸦ᅜෆ㸧
ᖖࡢ◊✲⫋㸦ᾏእ㸧
㠀ᖖࡢ◊✲⫋
࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮㸦ᅜෆ㸧

࣏ࢫࢺࢻࢡࢱ࣮㸦ᾏእ㸧

㠀◊✲⫋
ィ

ேᩘ
 ே
 ே
 ே
 ே
 ே
 ே
 ே

ྜ
㸣
㸣
㸣
㸣
㸣
㸣
㸫



⫱ᡂࡢほⅬࡽホ౯࡛ࡁࡿࠋ࡞
࠾ࠊࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ
⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊィ⏬㏻ࡾᐇ࡛
ࡁ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ






࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋ  ᖺࠊ ᖺཬࡧ

࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋ  ᖺࠊ ᖺཬࡧ  ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⪅ࢆᑐ㇟
ࡋࡓᑵ⫋≧ἣ➼ࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆᐇࡋࠊᴗࡢຠᯝࢆ᳨
ドࡋࡓࠋ᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋ  ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡼࡾ㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡽࡢᴗຠᯝࡢ᳨ドࢆྍ⬟ࡍࡿ
ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ᪂ࡓㄪᰝᑐ㇟ຍ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ
ㄪᰝ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ⾲ࡍࡿ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ


 ᖺ⤒㐣ࡋࡓ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᐇ
ࡋࡓᑵ⫋≧ἣ➼ࡢ㏣㊧ㄪᰝ
࠾࠸࡚ࠊᖖࡢ◊✲⫋ࡢᑵ⫋
⋡ࡀࠊ᥇⏝⤊ᚋࡣ 㸣࡛࠶
ࡗࡓࡢᑐࡋࠊ ᖺ⤒㐣ᚋࡣ
㸣ࠊ ᖺ⤒㐣ᚋ࡛ࡣ 㸣
ୖࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏᴗ᥇⏝⪅ࡢ

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

ྜ
㸣
㸣
㸣



ᖖࡢ◊✲⫋ࡢᑵ⫋⋡ࡀ╔ᐇ
ቑ࠼࡚࠸ࡿࡇࠊࡲࡓࠊ ᖺ
⤒㐣ᚋ࡛ࡶ 㧗࠸Ỉ‽ࢆ
⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡾࠊே
ᮦ⫱ᡂࡢほⅬࡽᮏᴗࡢຠᯝ
ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ












ⱝڦᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ













㸦ᑂᰝᴗົ࣭ເ㞟ᴗົ㸧

࣭༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࡀ✚ᴟⓗ





࣭༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࡀ✚ᴟⓗᾏእ࡛ࡢ◊✲ᚑ࡛ࡁ ᾏእ࡛ࡢ◊✲ᚑ࡛ࡁࡿࡼ࠺



ࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᪂ࡓタࡋࡓࠕⱝ



ᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ࠕⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢࣛ



ࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡅ࡚ເ㞟ࡋࡓᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢᑂ ࣒ࠖࢆ㛤ጞࡋࠊᐇࡋࡓࡇ

ᨭࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓタࡋࡓ



ᰝᴗົࢆ 㹼 ᭶ࡢ㝈ࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ㎿㏿ࡘ㐺ษ⾜ ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࠸ࠊ ᭶ࡣ᥇⏝⤖ᯝࢆ㛤♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ 



⏝ศࡘ࠸࡚ࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢᑂᰝᴗົᖹ⾜ 



ࡋ࡚  ᭶ເ㞟ࢆ㛤ጞࡋࠊ㹼 ᭶ࡢ㝈ࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ࡛ 



ᑂᰝᴗົࢆ㎿㏿ࡘ㐺ษᐇࡋࠊ ᭶ࡣ᥇⏝⤖ᯝࢆ 



㛤♧ࡋࡓࠋ
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㸦᥇⏝ᡭ⥆ࡁ㸧





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ᥇⏝ᚋࡢᡭ⥆ࡁࢆ⡆₩





グࡋࡓᡭᘬࢆ᪂ࡓ‽ഛࡍࡿྠࠊྛ✀ᡭ⥆ࡁᵝ 



ᘧ୍ᘧࢆ‽ഛࡋࡓࠋᡭᘬཬࡧᵝᘧࢆ‽ഛࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ 



ࡣࠊ᥇⏝⪅ࡢ㈇ᢸࢆྍ⬟࡞㝈ࡾῶࡽࡍࡓࡵࠊ⡆᫆࡞ᡭ⥆



ࡁ᪉ἲ࡞ࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡘ࠸࡚ 



ࡣࠊ ᖺᗘ᥇⏝ศ࡛ၥྜࡏࡀ࠶ࡗࡓ㒊ศࡸศࡾࡃ࠸ 



⾲⌧ࢆ㐺ᐅᨵࡵࠊ⯡ⓗᡭᘬཬࡧᵝᘧࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ





ࡓୖ࡛ࠊ᥇⏝ᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᡭᘬཬࡧᵝᘧࡣ





⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࠊධᡭࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ດࡵ





ࡓࠋ











㸦ᇳ⾜ᴗົ㸧





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢ㑅⪃࣭ᑂᰝᴗົ





ࢆ⾜࠺୍᪉ࠊᖹᡂ  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











ڦᾏእΏ⯟ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌

࣭≉ู◊✲ဨࡢᾏእΏ⯟ಁ㐍ࡢ



࣭≉ู◊✲ဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࢫࢫࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ◊ ࡓࡵࡢ༠ຊᯟ⤌ࡳࡋ࡚ࠊࢫ



✲⪅ඹྠ◊✲ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠕⱝᡭ◊✲⪅ὶ ࢫࡢᏛ➼Ꮫ⾡◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲



ᴗࠖࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇࡍࡿࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊࡇ

⪅ࡢඹྠ◊✲ࡢࡓࡵᾏእΏ



ࢀࡲ࡛ࡢࢫࢫຍ࠼࡚᪂ࡓࣥࢻ⛉Ꮫᢏ⾡ᗇ༠

⯟ࡍࡿᶵࢆᘬࡁ⥆ࡁタࡅ࡚࠸



ຊࡋ࡚ࠊࣥࢻࡢὴ㐵ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣᅜ㝿

ࡿࡇຍ࠼ࠊ᪂ࡓࣥࢻ⛉



ᴗጤဨࡼࡿ㑅⪃ࢆ⤒࡚ࠊ ྡࡢ≉ู◊✲ဨࡀࢫ Ꮫᢏ⾡ᗇ༠ຊࡋࠊࣥࢻࡢ



ࢫࠊ ྡࡢ≉ู◊✲ဨࡀࣥࢻΏ⯟ࡋࡓࠋ

ᾏእΏ⯟ࡢྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࡋࡓࡇ





ࡣࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእ࡛ࡢ◊㛑





ᶵᐇࡢほⅬࡽホ౯࡛ࡁ



ࡿࠋ







࣭(5&㸦(XURSHDQ5HVHDUFK&RXQFLO㸦Ḣᕞ◊✲㆟㸧
㸧 ࣭(5& ࡢ༠ຊࡼࡾ᪂ࡓ࡞ᾏእ
༠ຊࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁࠕ(5&ࡢ༠ຊࡼࡿ≉ู◊✲ဨࡢᾏ Ώ⯟᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᴗࢆᘬࡁ⥆
እΏ⯟ᨭᴗࠖࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛≉ู◊✲ ࡁᐇࡋࠊᑐ㇟⪅ࢆ 3' ࡢࡳࡔࡅ
ဨ 3' ࡢࡳࡀᑐ㇟ࡔࡗࡓࡇࢁࢆ '& ࡶᣑࡋ࡚ᐇࡋ ࡛࡞ࡃ '& ࡶᣑࡋ࡚ᐇࡋࡓ
ࡇࡣࠊ≉ู◊✲ဨࡢᾏእΏ⯟

ࡓࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘศࡢເ㞟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶≉ ࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿྲྀ⤌ࡋ࡚ホ౯
ู◊✲ဨࡢཷධࢀࢆᕼᮃࡍࡿ (5& ◊✲㈝ᨭࢆཷࡅ࡚ ࡛ࡁࡿࠋ
94

࠸ࡿ◊✲⪅ࡢሗࢆ≉ู◊✲ဨᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ࢜ 
ࣥࣛࣥࢩࢫࢸ࣒࡚⏦㎸ཷࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊΏ⯟ 
ᕼᮃ⪅ࡀཷධ◊✲⪅㐃⤡ࡀྲྀࡾྜ࠼ࡿࡼ࠺ࠊ
⯆ࡽཷධ◊✲⪅ᐄᴗ㊃᪨ࡸ≉ู◊✲ဨᴗࡢ
ㄝ᫂ࢆグ㍕ࡋࡓⱥᩥࣞࢱ࣮ࢆ‽ഛࡋࠊ⯆࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ղⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌⧊ⓗ





ղⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌⧊ⓗ





࡞ᾏእὴ㐵㸦⤌⧊ᨭ㸧 ࡞ᾏእὴ㐵㸦⤌⧊ᨭ㸧 



࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ᾏእὴ㐵㸦⤌⧊ᨭ㸧ࠚ





ڦ㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎





㢌⬻ᚠ⎔ࡼࡾᅜ㝿

࣭㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿ

㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ



◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ᰾

ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ

㸦ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ㸧



࡞ࡿඃࢀࡓ◊✲⪅ࡢ

࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥศࡘ࠸࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㊃᪨ྜ⮴

࣭ ௳ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᨭ

⫱ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࠊ◊✲ᶵ

ᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡

ࡋࡓබᖹᛶ࣭㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝࡍࡿࡃࠊ◊✲㠃ࡘ ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᑗ᮶ᛶࡢ࠶ࡿ

㛵ࡢᅜ㝿◊✲ᡓ␎ἢ

ࢡࡢ᰾࡞ࡿඃࢀࡓ◊

࠸࡚ࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋࡓࠋࣞࣅ࣮ࣗᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ ከᵝ࡞◊✲ேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ

ࡗ࡚ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆᾏእ

✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆ

๓ೃ⿵⪅ဨᑐࡋ๓㐃⤡ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ ດࡵࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵ࢆ

ὴ㐵ࡋࠊὴ㐵ඛࡢ◊✲

┠ⓗࡋ࡚ࠊ㧗࠸࣏ࢸࣥ

ᅜ㝿ᴗጤဨ᭩㠃ᑂᰝဨ㸦⣙  ྡ㸧ࡢ᳨ド⤖ᯝࢆ ಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠊ┦ᡭഃࡽ

ᶵ㛵⾜࠺ୡ⏺Ỉ‽ࡢ

ࢩࣕࣝࢆ᭷ࡍࡿᡃࡀᅜ

ᫎࡍࡿ࡞ࠊࡼࡾබᖹ࣭බṇ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ぢ┤ࡋࢆ ࡢ◊✲⪅ᣍ࠸ࡶేࡏ࡚ᨭࡍ

ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᦠࢃࡾࠊ ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀࠊ㢌⬻

⾜࠸ࠊබເཷᚋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸ ࡿࡇ࡛᪉ྥࡢேⓗὶࢆಁ

ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ᣮᡓࡍࡿ

ᚠ⎔ࡼࡾᅜ㝿◊✲ࢿ

࡚ᅜ㝿ᴗጤဨ᭩㠃ᑂᰝဨࡢ୰ࡽࠊᛂເࡢ࠶ࡗࡓㄢ 㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿᏛ➼

ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᡓ␎ⓗ

㢟ࡢ⣽┠ࡈࠊࣞࣅ࣮࣮ࣗィ  ྡࢆ㎿㏿㑅ᐃࡋ 

◊✲ᶵ㛵ࡢᨭ➼ࢆ⾜

ᙧᡂࡋࠊࡑࡢ୰᰾࡞ࡿ

ࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࣞࣅ࣮ࣗ⤖ᯝࢆ୍ࡘࡢᣦᶆࡋ࡚ᅜ㝿 ࣭᪂つᴗࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊබ

࠺ࠋ

ࡇࢆᅗࡿࡓࡵࠊᑓ㛛ᐙ

ᴗጤဨࡢୗタ⨨ࡋࡓ㡿ᇦูࡢᑂᰝ࣭ホ౯㒊㸦ே♫ ເཷᚋࡽࡢ㝈ࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ



ࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝయไ

⣔ࠊ⌮ᕤ⣔ࠊ⏕≀⣔ࠊ⥲ྜ⣔㸦ィ  ྡ㸧
㸧࠾࠸࡚ࠊබ



ࢆᩚഛࡋࠊᾏእࡢࢺࢵࣉ

ເせ㡿グ㍕ࡋࡓᑂᰝ᪉㔪๎ࡋ࡚᭩㠃ᑂᰝࠊ㠃᥋ᑂᰝ ⾜࠸ࠊࡾ࡞ࡃࣞࣅ࣮ࣗࢆᐇ

ࢡࣛࢫࡢ◊✲ᶵ㛵ୡ

ࡼࡿ㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭩㠃ᑂᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊ◊✲ࢿࢵࢺ ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊᅜ㝿ᴗጤ

⏺Ỉ‽ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲

࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࢆ㔜どࡋࡓᑂᰝࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢ ဨࡢୗタ⨨ࡋࡓ㡿ᇦูࡢᑂ

ࢆ⾜࠺ࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ┦

ᡭᘬ㸦ホⅬࡢ㔜ࡳࡅࠊᑂᰝࡢほⅬ㸧ࢆసᡂࡋࠊ㠃᥋ᑂ ᰝ࣭ホ౯㒊࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ᑂᰝ

ᡭഃࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

ᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊ㉁ᛂ⟅ཬࡧᑂᰝဨ㛫࡛ࡢ㆟ㄽࢆࡼࡾཝ ࡢᡭᘬࢆసᡂࡋࠊ༑ศ࡞㠃᥋

㛗ᮇὴ㐵┦ᡭഃࡽ

ᐦ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ༑ศ࡞㠃᥋㛫ࡢ☜ಖࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ 㛫ࡢ☜ಖࢆ⾜࠺࡞ࠊᴗ㊃᪨

ࡢ◊✲⪅ᣍ࠸ࡢ᪉

⤖ᯝࠊྛ㒊࡛᥇ᢥೃ⿵࡞ࡗࡓᴗࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿 ἢࡗࡓࠊ㐺ษࡘබṇ࣭ཝṇ࡞

ྥࡢேⓗὶࢆᒎ㛤ࡍ

ᴗጤဨ࠾࠸࡚  ௳ࡢᴗࢆ᥇ᢥࡋࠊ⥅⥆ㄢ㢟࠶ ᑂᰝࢆᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡣホ

ࡿྲྀ⤌ࢆ⾜࠺Ꮫ➼◊

ࢃࡏ࡚ィ  ௳ᑐࡋ࡚ࠊ⿵ຓ㔠ࢆࡋࡓࠋ

౯࡛ࡁࡿࠋ

✲ᶵ㛵ࢆᨭࡍࡿࠋࡲ





ࡓࠊ⤊ࡋࡓᴗࡘ࠸





࡚ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

ەᛂເࠊ᥇ᢥ➼ࡢ≧ἣ

๓ᖺᗘࡋࡓ⿵
ຓ㔠ࡘ࠸࡚ࠊ⿵ຓᴗ
⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡿᐇ⦼
ሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆࡸࠊᚲせ
ᛂࡌ࡚⾜࠺⌧ᆅㄪᰝ➼
ࡼࡾࠊ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜


ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ㸧
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࡛ࠊࣞࣅ࣮࣮ࣗࡢ㑅ᐃࢆ㎿㏿

࣭⤊ࡋࡓᴗᑐࡍࡿᚋホ
ᛂເ
௳ᩘ

᥇ᢥ
௳ᩘ

᥇ᢥ⋡





㸣





㸣





㸣

౯ࡘ࠸࡚ࡶࠊホ౯ࡢ᪉ἲࠊᡭ㡰
➼ࢆᩚ࠼ࠊᑂᰝྠᵝホ౯ࢆ
ᐇࡋࠊ᥇ᢥᴗࠊᚋホ౯⤖
ᯝࠊᑂᰝ࣭ホ౯㒊ጤဨྡ⡙ࡢබ
⾲ࠊࡲࡓࠊᚋホ౯ࡘ࠸࡚ࡢព
ぢ⏦ࡋ❧࡚ࡢᶵࢆタࡅࡿࡇ
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ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ㸧
ᖹᡂ  ᖺᗘ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ㸧

࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᚓ
ࡽࢀࡿᡂᯝ➼ࡢᢕᥱ
ດࡵࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ཬࡧ
ᚋホ౯ࡢ⤖ᯝ➼ࡘ࠸
࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ
࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ





㸣





㸣





㸣







㸣







㸣





ͤᖹᡂ ࠊࠊࠊࠊ ᖺᗘᴗ㛤ጞศࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀ
ࠊࠊࠊࠊ ᖺᗘ࡚ᴗ⤊ࠋ



ࡼࡾࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ☜ಖࢆᅗ
ࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ


















࣭ୖグ㒊࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠕ㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍ ࣭⤊ࡋࡓ  ᴗࡢᚋホ౯࡛
ࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠖ᥇ᢥ ࡣࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡀᅜ





ࡉࢀࡓ  ᴗࡘ࠸࡚ࡢᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋⱝᡭ◊ 㝿ඹྠ◊✲᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡋ࡚
✲⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡀᅜ㝿ඹྠ◊✲᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡋ࡚ᐇ ᐇࡉࢀࠊᴗ⤊ᚋࡶࠊᾏእࡢ



ࡉࢀࠊᴗ⤊ᚋࡶࠊᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࡢ◊✲ࢿࢵ ◊✲ᶵ㛵➼ࡢ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥅⥆ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ ࢡࡢ⥅⥆ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡇࡀ☜



㸦㧗ࡃ
ࡼࡾࠊ⥲ྜホ౯ࡋ࡚  ẁ㝵ホ౯࡛  ᴗࡀࠕࠖ




ホ౯࡛ࡁࡿ㸧
ࠊ ᴗࡀࠕࠖ
㸦ᴫࡡ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿ㸧ࢆᚓ ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛  ௨ୖࢆࡅࡽ
ࢀࡓㄢ㢟ࡀ  ㄢ㢟࠶ࡗࡓࡇࡣ
ࡓࠋ







࣭᥇ᢥᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࡣࠊᇳ⾜ࡘ࠸࡚ࡢၥྜࡏࡸ᭷ ࡽࢀࡓࡶࡢホ౯࡛ࡁࡿࠋ
࠾ࡅࡿᏳྰ☜ㄆཬࡧὀពႏ㉳ࢆ⾜࠺࡞ࠊ㎿㏿ࡘⓗ☜ 





ㄆ࡛ࡁࡓࡇࡼࡾࠊ⥲ྜホ౯

ᮏᴗࡼࡗ୍࡚ᐃࡢᡂᯝࡀᚓ



࡞ᑐᛂࢆ⮫ᶵᛂኚᐇࡋࠊᴗᐇᮇ㛫୰ࡢ㐠⏝ࢆࡼ 

ࡾ࡞ࡶࡢࡋࡓࠋ









㸦㢠ࡢ☜ᐃ㸧





࣭ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓྛㄢ㢟㸦ィ  ௳㸧ࡘ ࣭ᚲせᛂࡌ࡚⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠺
࠸࡚ࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせᛂࡌ࡚Ꮫ ➼ࠊ㢠ࡢ☜ᐃࢆ㐺ษ⾜ࡗ࡚࠸






➼◊✲ᶵ㛵ࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᐇ≧ἣࡸຓᡂ㔠ࡢᇳ ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ
⾜≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡼࡾࠊࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡢ㢠ࡢ☜ 



ᐃࢆᐇࡋࡓࠋ







㸦࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤㸧





࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ᴗᴫせࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ࠊᚋホ౯⤖ᯝ ࣭ሗබ㛤ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ▷⦰➼
➼ࢆ㏲ḟබ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡾ࡞ࡃᴗᴫせཬࡧᐇ⦼ሗ࿌ ࡍࡿࡇࡼࡾࠊሗබ㛤ࡘ
᭩➼ࢆබ㛤ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊሗබ㛤ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆ ࠸࡚㐺ษࡘ㎿㏿ᐇ࡛ࡁ࡚
ᴗᴫせࡘ࠸࡚ࡣ᥇ᢥᚋ༙ᖺ⛬ᗘࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁ ࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࢆ  ᭶⛬ᗘࡲ࡛▷⦰ࡋࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢෆ 
ᐜࢆ୍ᚊࡘ⤫୍ⓗබ㛤ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸲㸫㸱

㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖ
㸦㸱㸧Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ
ձ ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ղ Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ճ Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗ
մ ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ
յ
ն
շ
ո

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ➼ᴗ
༟㉺◊✲ဨᴗ
ࡑࡢ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕᩍ⫱⏕ᐇ⾜㆟ࠖᥦゝࠊ᪥ᮏ⯆ᡓ␎ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟ࡢ⟅⏦➼࡛ᥦゝࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ㈨ࡍࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᡤ⟶ᴗࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡢ
ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸧
㞴᫆ᗘ
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᡤ⟶ᴗࢆᐇࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᴗົ࡛࠶ࡾࠊᅜࡀᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺ࡶࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࡢࡓࡵࡢእ㒊᭷㆑
⪅ࡼࡿጤဨࡢタ⨨࣭㐠Ⴀ࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣࠊጤဨࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ཬࡧྛ᥇ᢥᏛ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛫ࡢㄪᩚᅔ㞴ࢆక࠺ࡓࡵࠋ≉ࠊ᪂つᴗཬࡧ᪂ࡓ୰㛫ホ౯࣭ᚋホ౯ࢆ⾜
࠺ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⟇ࡢពᅗࢆ㋃ࡲ࠼ࡓጤဨࢆタ⨨࠶ࡿ࠸ࡣᩚഛࡍࡿࡶࠊྛጤဨཬࡧྛᏛᑐࡋࠊࡑࡢពᅗࢆṇ☜࿘▱ࡋࠊ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡿࠋ㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMKDNDVHNDWHLLQGH[KWPO 
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMDSLQGH[KWPO 
Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMSSLXFHLQGH[KWPO 
ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMFRFLQGH[KWPO 
Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLQGH[KWPO 
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ➼ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMVJXBJJMLQGH[KWPO 
༟㉺◊✲ဨᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMOHLQGH[KWPO 
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ᵓ᥎㐍ጤクᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXSURLWDNXLQGH[KWPO
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㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ

ጤဨ➼㛤ദᩘ
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Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ

    











 
 
 
 
 



 
 
 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘ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ィ⏬

ᖺᗘィ⏬

㸦㸲㸧Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ

㸦㸲㸧Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ

㸦㸱㸧Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ

⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ

⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ

㺃ጤဨ➼㛤ദᐇ⦼



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡢᨭ

ࡢᨭ

ࡢᨭ

㺃⏦ㄳ௳ᩘ㸦◊✲ᶵ㛵࣭





ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㸿

ホᐃ

㸿

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂࡢ

Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟

Ꮫᨵ㠉ࠊேᮦ⫱ᡂ࡞

◊✲⪅㸧

࣭ᴗࡈ⯆࠾࠸࡚ᐃࡵࡓጤဨつ⛬ᇶ࡙

࣭Ꮫᨵ㠉ࡸேᮦ⫱ᡂ➼ࡢᅜࡢ

⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊୗ

ࡓࡵࠊᏛ࠾࠸࡚⾜ࢃ

ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ࠊᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸

㺃᥇ᢥ࣭㑅ᐃ௳ᩘ

ࡁࠊᏛࡢᏛ㛗࣭ᩍဨ୪ࡧᏛ㆑⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼ࡽ ຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊᴗࡈ

グࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ

ࢀࡿᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥ

㛵ࢃࡿຓᡂᴗࡘ

࡚ࠊࡑࡢᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ

㺃ホ౯ᐇ௳ᩘ

࡞ࡿጤဨ➼ࢆ⤌⧊ࡋᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆᐇࠋ

ጤဨࡸ㒊➼ࢆྜィ  ᅇ㛤ദ

ୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆ

ୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢ

࠸࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆ

ࢆᐇࡍࡿࠋᴗᐇ

㺃ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᐇ௳

ەጤဨ➼㛤ദᐇ⦼

ࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົᚑࡋ࡚࠸

ୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚

ྲྀ⤌ࢆᅜࡀ♧ࡍᏛᨵ

ᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑂᰝ࣭ ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜࡢᐃࡵࡓ

ࡿࠋᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ

㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ

ホ౯ᐇᶵ㛵ࡢබເࡀ

ไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ



ᴗࡈࡑࢀࡒࢀᅜࡢᐃࡵࡓไ

$ ࡍࡿࠋ

⾡⯆ࡢほⅬࡽᨭ

⾜ࢃࢀࠊ⯆ࡢ᭷ࡍࡿ

㛛ᐙࡼࡿබṇ࡞ホ౯

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ᗘ࣭᪉㔪➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᑓ㛛ᐙ



ࡍࡿࠋ

ᑂᰝ࣭ホ౯㛵ࡍࡿ▱ぢ

యไࢆᩚഛࡋࠊ㏱᫂ᛶࠊ 㺃╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

ࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯యไࢆᩚ

࣭ලయⓗࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ



ࡀά⏝࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊ ಙ㢗ᛶࠊ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

ഛࡋࠊᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࠊ⥅

᪂ࡓᐇࡋࡓࠕ༟㉺◊✲ဨ

ᙜヱᴗࡢᛂເཬࡧ

ࡋࠊ㐺ษࡘ࡞㐠Ⴀ

㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

⥆ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡶࠊ

ᴗࠖ࠾࠸࡚ࠊᑂᰝᴗົຍ

ᐇᶵ㛵ࡋ࡚㑅ᐃࡉ

ࢆᅗࡾࡘࡘࠊሗබ㛤

ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

ᑂᰝ࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢ㏿ࡸ࡞࣍

࠼࡚ᖹᡂ  ᖺᗘࡣᴗ

࣮࣒࣮࣌ࢪᥖ㍕ࠊᴗෆᐜࢆ⤂

ົࢆᐇࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ▷

ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ࡞

ᮇ㞠⏝࠾࠸࡚ᚑ᮶ࡌࡗࡃࡾ

 ᅇ
 ᅇ

ࠊᗈሗᡓ␎ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜

ࡋࡓ◊✲ࡀ㞴ࡋ࠸㠃ࡢᨵၿ

࠸✚ᴟⓗ࡞ሗබ㛤ࢆ╔ᐇᐇ

࡞ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊⱝᡭ◊✲⪅

 ᅇ
 ᅇ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

᪂ࡓ࡞࢟ࣕࣜࣃࢫࢆᥦ♧



ࡍࡿ⤌ࡳࢆᐇࡋࡓࡇࡀ

࣭ጤဨ➼࠾࠸࡚ࠊጤဨࡢᴗ

ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ



༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ྠ 㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊
 ྠ 32 ㆟
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗホ౯ጤဨ
ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ
ጤဨ
Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ྠ ᑂᰝ㒊
ྠ ୰㛫ホ౯㒊
ྠ ᚋホ౯㒊
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭࣉࣟࢢࣛ
࣒ጤဨ
 ྠ ୰㛫ホ౯㒊
⤒῭♫ࡢⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ
⫱ᡂᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
 ྠ ᚋホ౯㒊
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ᵓ᥎㐍ጤဨ


ᩘ

 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ
 ᅇ

ࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋᑂᰝ࣭ ດࡵࡿࠋ

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ホ౯ࡢᐇᙜࡓࡗ࡚

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ௨ୗ



ࡣᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪

ࡢᴗಀࡿᑂᰝ࣭ホ౯

㺃୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩

ᚑ࠺ࡶࠊ௨ୗࡢ

ࢆ⾜࠺ࠋ

ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ

ྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭ホ౯



ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ

ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗



እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ



㺃ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᢸ࠺ጤဨ



㔪ᚑࡗࡓᑂᰝ࣭ホ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡈᑓ㛛ᐙࡼࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ ⯡ಀࡿពぢࡸᚋホ౯ࣥ

᪂つࡢᴗࡢᐇᙜࡓ

ࡢタ⨨



౯

➼ࡢබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯యไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࡢᩥ㒊⛉

ࡾࠊ㎿㏿ົయไࢆᩚ࠼ࡿ

࣭ᑂᰝせ㡯ࠊᑂᰝᇶ‽



㺃ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ ࣭⥅⥆ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡿࡼ࠺⿵ຓᮇ㛫⤊ Ꮫ┬ࡢᥦ౪ࡸࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡶ

ࡶࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ

➼ࠊᑂᰝ㛵ࡍࡿሗࡢ



බ⾲



࣭┈┦㓄៖ࡋࡓ



㺃✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ

ᑂᰝࡢᐇ



࣭ᑂᰝ࣭ホ౯⤊ᚋࡢጤ

࣭ୖグᑂᰝ࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜

ᚋࡢ⥅⥆ᛶࡸⓎᒎᛶࡘ࠸࡚ࡢホ౯㡯┠ࢆタࡅࡓᑂ

࠼ࡓ㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚋ

㢗ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᅜࡢ᪉㔪

ಖ

ᰝ࣭ホ౯ࢆࡍࡿࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ጤဨ ࡢᨻ⟇άࡏࡿࡶࡢ㧗ࡃホ

ࢆຍࡋࡓᑂᰝࢆᐇࡋࡓࡇ

ࡢ㐃ᦠࡢᙉࡸࠊᏛ➼ᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺෆᐜࢆ ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ

ᐇࡉࡏࡿࡇࡼࡿศᯒ࣭ά⏝ࡢᙉࢆᅗࡿ࡞ࠊඃࢀ 

 ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉



㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯

ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡸඹ㏻ࡍࡿၥ㢟Ⅼࡢඹ᭷࡞ࡼࡾࠊࡼࡾ᭷

Ꮫ┬ࡽࡢጤクࢆཷࡅࠕ༟㉺

ဨྡࡢබ⾲



ࢆᚓࡿࠋ

ຠ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠊᑂ㆟࣭ホ౯⤖ᯝࡢ㏿ࡸ

Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ᵓ

࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ⾲





࡞࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕࡞ࠊᗈሗᡓ␎ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚✚ᴟ

᥎㐍ጤクᴗࠖࢆᐇࡋࠊᑂ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ⓗ࡞ሗබ㛤ດࡵࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝ࣭ホ౯⤖ᯝࢆᩥ㒊⛉

ᰝ࣭ホ౯㛵ࡍࡿ▱ぢࢆά⏝

㛫ᛂࡌ࡚ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗ

࣭༟㉺◊✲ဨᴗࡘ

Ꮫ┬ࡶඹ㏻ࡋࡘࡘࠊᚋࡢ⟇᳨ウࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺

ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ົࢆᐇࡍࡿࡇࡼ

࠸࡚ࠊᐇ≧ἣࢆ㋃ࡲ

ດࡵࡓࠋ

࣭ከᒱࢃࡓࡿᏛࡢᨭ

ࡾ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ

࠼ࠊຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞


࠙༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ

ࡲࡓࠊᅜࡢᴗᐇᮇ



ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

ᴗ㛵ࡍࡿබṇ࡞ᑂᰝ㐣

ᐇຠᛶࡢ࠶ࡿᑂᰝ࣭ホ౯

ձ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ

ᴗᐇࡢほⅬࡽࠊ㐠Ⴀ

ࢆ⾜࠺ࠋ

ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ

㠃࡛ࡢᨵၿࢆᅗࡾࡘࡘࠊ ࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢࣛ ࣭ጤဨࡀỴᐃࡋࡓホ౯せ㡯



ಠ▔ຊ⊂ຊࢆഛ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⥭ᐦ࡞



࣒ጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓ ᇶ࡙ࡁࠊ㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊
100

⛬ࠊཬࡧ࣮࢜ࣉ࡛ࣥཝṇ࡞ホ
౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿⅬ







࠼ࠊᗈࡃ⏘Ꮫᐁࢃࡓࡾ

㐃ᦠࡢୗࠊไᗘࡋ࡚ࡢ

ホ౯せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢ ࠾࠸࡚බṇ࡞ホ౯ࠊࡑࡢᚋࡢጤ

ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢛





ࢢ࣮ࣟࣂࣝά㌍ࡍࡿ

ᐃ╔ດࡵࡿࡇࡀᚲ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

ဨ࠾ࡅࡿỴᐃ࡞ࠊ㎿㏿

࣮ࣟࢵࣉ㒊࠾࠸࡚⦓ᐦ

࣮ࣜࢲ࣮ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓ

せ࡛࠶ࡿࠋ

࣭㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊㸦௨ୗࠕ㒊ࠖ࠸࠺㸧ࢆィ 

ࡘ㐺ษ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ

࡞ຠᯝ᳨ドࡀ⾜ࢃࢀࠊᅜࡢᨻ

༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹ

ᅇ㸦࠺ࡕࠊ ᅇࡣᚋ㏙ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡘ࠸࡚ࡢࡳᑂ ࡓࠊಟ⪅࣭Ꮫ⏕࣭ࣉࣟࢢࣛ

⟇ᥦゝࡢཧ⪃࡞ࡿ㈨ᩱࢆ

ဨ࣭Ꮫ⏕ࢆ㞟⤖ࡋࠊ⏘Ꮫ

ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰

㆟㸧ᐇࡋࠊ  ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚᭩㠃ホ౯ࠊ⌧ ࣒ᢸᙜ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮

ࡾࡲࡵࡿ࡞ࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ

ᐁࡢཧ⏬ࢆᚓࡘࡘࠊᑓ㛛

㛫ホ౯࡛㸲௳ࡢ㹀ホ౯

ᆅㄪᰝ㸦ᚲせุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡢࡳ㸧ࠊࣄࣜࣥࢢࢆᐇ ࢺࢆᐇࡋホ౯ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ

㐩ᡂࡍࡁ┠ᶆ௨ୖࡢྲྀ⤌ࢆ

ศ㔝ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚༤ኈ

ࡀฟࡓⅬࡣࠊࡋࡗࡾࡋ

ࡋࠊᚋホ౯⤖ᯝࢆࡾࡲࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊ᭩㠃ホ౯ࡢ ࡇࡣከᵝ࡞どⅬࡽࡢホ౯ࢆ

⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ㄢ⛬๓ᮇ࣭ᚋᮇࢆ୍㈏ࡋ

ࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡀᮃ

ཧ⪃ࡍࡿࡓࡵࠊᑐ㇟ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಟ⪅  ྡ㸦ᖹ ྍ⬟ࡋࠊᴗࡢࣇ࣮ࢻࣂ

ࡿࠋ

ࡓᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ

ࡲࢀࡿࠋ

ᡂ  ᖺᗘᮎࡲ࡛ಟࡋࡓᏛ⏕㸧
ࠊᏛ⏕  ྡ㸦ᖹ ࢵࢡά⏝࡛ࡁࡿྲྀ⤌ࡋ࡚㧗



⠏࣭ᒎ㛤ࡍࡿᏛ㝔ᩍ⫱

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧

ᡂ  ᖺᗘᮎࡲ࡛ධᏛࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⌧ᅾᅾ⡠ࡋ࡚࠸

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊホ౯⤊

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚

ࡢᢤᮏⓗᨵ㠉ࢆᨭࡍ

ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

ࡿᏛ⏕㸧
ࠊཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ⪅  ྡ㸦↓సⅭᢳฟࡋ ᚋࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ᚋ

ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ

ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓᅜ



ࡓ⣙  ࡢᢸᙜ⪅㸧ᑐࡋ࡚࢙࢘ࣈࢧࢺࡼࡾࣥࢣ ホ౯⤖ᯝࡸࠊඃࢀࡓྲྀ⤌ࡸㄢ㢟

㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕ༤ኈ

࣭ᵝࠎ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠊྛ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ㓄⨨ࡉࢀ ➼ࡢࠊ㛵ಀሗࡢᥦ౪ࡘ࠸࡚



ㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢ

ಟᚋࡢྛᏛࡢྲྀࡾ

࡚࠸ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㸦32㸧ࡀࠊ⌧ᆅゼၥࡢ㝿 ✚ᴟⓗᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯ࡢ



ࡵࠊᅜෆእࡢ➨୍⣭ࡢᩍ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊ ⤌ࡳࡶㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᚋ
ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗ

ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ

ホ౯㡯┠ࢆ㋃ࡲ࠼࡚☜ㄆࡋࡓྲྀ⤌≧ἣࢆྛ㒊ሗ࿌

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆࡵࡽ

ࡋࡓࠋ㒊ࡣࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࡸሗ࿌ࢆホ౯ά⏝ࡋࡓࠋ

ࢀࡿࠋ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ
ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ཧ⪃ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋᏛ

࣭ࡾࡲࡵࡓᚋホ౯⤖ᯝࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ ࣭ᮏᴗ࠾ࡅࡿึࡵ࡚ࡢᚋ

࣭ᵝࠎ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣᮇ㛫㝈

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ

ࡋ࡚ࡶ↓⌮ࡢ࡞࠸ࣉ

࠾࠸࡚ሗ࿌ࡉࢀࠊᚋホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋホ౯⤖ ホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊᩥ㒊

ᐃࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ᮶ࡣ

 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

ࣟࢢ࣒ࣛᵓᡂ࡞ࡗ࡚

ᯝࡣࠊ ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
㸦ィ⏬ ⛉Ꮫ┬ࡢㄪᩚࡸ㒊㐠Ⴀ➼ࢆ

㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡾᐇࡍࡁࣉ

௳ࡢᴗࡢᚋホ౯ࢆ

࠸ࡓ᳨ドࡍࡁ࡛࠶

ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊඃࢀࡓᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛

ࣟࢢ࣒ࣛࡶ᭷ࡾࠊࡑࡢࡓࡵಟ

⾜࠺ࡶࠊᖹᡂ 

ࡿࠋ

ࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ༑ศ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁ

ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯㸦ᖺ

㸦ィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᡂᯝࡀ 
ࡿࠋ
㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ$ࠖ

ᰝࢆ⾜࠸ࠊᚋࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ

᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗ

ᗘ㸧ࠚ

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ 

ࡢᐇཧ⪃ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜



౯࡛ࡁࡿࠋ
㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ%ࠖ
㸦ᴫࡡィ⏬ἢࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃ 

≉ࠊྛᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡽ

࠺ࠋ

࣭⯆ࡀ᭷ࡍࡿඃࢀ

ࢀࠊ୍㒊࡛༑ศ࡞ᡂᯝࡀࡲࡔᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿ



Ꮫࡋ࡚ࡶ↓⌮ࡢ࡞࠸ࣉࣟ



ࡓホ౯ᡭἲࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ ࡀࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁ



ࢢ࣒ࣛᵓᡂ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ᳨



ࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ



ドࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ



㛗ᡤ▷ᡤࢆὙ࠸ฟࡋࠊ ࣭㸣ࡀ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢホ౯⤖ᯝ 



ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡢ㘽

࡞ࡿ୍᪉ࠊ㸣ࡀ୍㒊࡛༑ศ࡞ᡂᯝࡀࡲࡔᚓࡽࢀ࡚࠸ 

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞♫࡛࣮ࣜࢲ



࡞ࡿ㡯ࢆ᫂ࡽ

࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿ࠸࠺ホ౯⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊᚋホ౯࠾ࡅࡿ 

࣮ࢆ㣴ᡂࡍࡿ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱ࣜ



ࡋࠊ┿ຠᯝⓗࡘ⥅⥆

⤖ᯝ㸦ᡂᯝࡸ༑ศ࡞Ⅼ㸧ࡘ࠸࡚ࡢᨵၿ࣭ᐇࡢ᪉⟇ 

࣮ࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࠊ



ᛶࡢ࠶ࡿ⤌⧊ᨭᆺே

ࡋ࡚ࠊホ౯⤖ᯝලయⓗồࡵࡽࢀࡿ༑ศ࡞Ⅼࢆグ 

㛗ᮇࢃࡓࡾ࢘ࢺ࣒࢝ࢆ㏣



ᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢไ

ࡋࠊᨭᮇ㛫⤊ᚋࡢᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐃ╔➼ࡢᏛ㝔 

㊧ㄪᰝࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡶࡢ



ᗘタィࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ

ᩍ⫱ࡢỈ‽ྥୖࢆಁࡍࡶࠊ⏘ᏛᐁẸ࠾ࡅࡿ༤ኈ 

ࡶ᭷ࡾࠊࡑࡢⅬࡣ␃ពࡉࢀࡓ



ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ྕྲྀᚓ⪅ࡢά㌍ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝ



࠸ࠋ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

➼ࢆ᫂ࡽࡋࠊ♫බ⾲ࡋࡓࠋ









࣭ᚋホ౯⤖ᯝࡣࠊᏛ㝔ᩍ⫱⯆⟇ࡢᚋࡢཧ⪃ 

㸺ࡑࡢ㡯㸼



࣭ไᗘࡢᑐ㇟࡞ࡿ⌧

ࡋ࡚ᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࢆసᡂࡍࡿࡶࠊ࣍

㸫



ሙࡢᩍဨ࡞ࡢពぢࢆࠊ ࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせࠊᚋホ౯⤖ᯝࠊ 





Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ඃࢀࡓྲྀ⤌ࡸㄢ㢟ࡢᴫせࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࠊ 





ࢱ࣮࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ࡲ

ጤဨྡ⡙ࠊᴗయࢆ⥲ᣓࡋࡓぢゎ➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞ 

ົࢆ⾜࠺ࠋ

ࡿࠋ
㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ

115

101

ࡁࡿࠋ



ᚋࡢྛᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶㄪ



116


ࡵࠊ⯆ࡢពぢࡸ⪃࠼

㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ





᪉ࡀᫎࡉࢀࡿ⤌ࡳ

KWWSZZZMVSVJRMSMKDNDVHNDWHLMLJRBNHNNDKWPO





ࡀ࠶ࢀࡤࠊᏛ࡞ࡢ⌧

࣭ጤဨ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᚋホ 



ሙࡢពぢࢆࡼࡾⰋࡃ

౯ಀࡿホ౯せ㡯➼ࡘ࠸࡚Ỵᐃࡋࡓࠋ





ᫎࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞

࣭ጤဨㅎࡗࡓホ౯せ㡯➼ࠊᚋホ౯㛵ಀሗࡣࠊྠ





ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓ

ጤဨ⤊ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㎿㏿ᥦ౪ࡋࡓࠋ 



ࡵࡣࠊ⯆ࡢ⏬ຊ

࣭ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࣇ࢛





ࢆ୍ᒙ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶

࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࡓࠋ

࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ╔ᐇ࡞ᐇྥ



ࡿࠋ

࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᐇ௳ᩘ㸸ᘏ  ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ ࡅ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬࡽࣉࣟࢢࣛ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ᢥ  ᅇࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ  ᅇࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ ࣒ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࠊ





ᢥ  ᅇ㸧



࣭Ꮫࡢᨭไᗘ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡢ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟ ጤဨࡼࡿ⌧ᆅどᐹཬࡧࣉࣟࢢ



ࡘ࠸࡚ᑂᰝ࣭ホ౯ᶵ㛵

ࢵࣉᢸᙜጤဨࡼࡿ⌧ᆅどᐹཬࡧィ  ྡࡢ 32 ࡼࡿ ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮ࡼࡿ⌧ᆅゼၥ



ࡋ୍࡚ᐃࡢ㆟ㄽࢆࡋࡓ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⌧ᆅゼၥࡢᐇࡼࡾ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ



ୖ࡛ࠊࡑࡢ㆟ㄽࢆᨻ⟇

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࡓࠋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㆟ࡢ㛤



άࡏࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿ

ྛ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐍ᤖ≧ἣཬࡧᑂᰝពぢ࣭୰㛫ホ౯ព ദ➼ࡼࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ



ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ぢࡋ࡚ࡋࡓ␃ព㡯➼ࡢᑐᛂ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ࡶࠊ㒊࠾࠸࡚⌧ᆅどᐹሗ࿌᭩ཬࡧ 32 ࣇ࢛࣮ࣟ ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉ





ࢵࣉሗ࿌᭩ࢆỴᐃࡋࠊྛᏛ㏻▱ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ ດࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ᘏ  ᅇࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜ

ࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ

࣮ࡢ✚ᴟⓗ࡞ሗᥦ౪࡞ࠊ



ྠሗ࿌᭩グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᨵၿࢆせࡍࡿⅬ➼ࡢᑐᛂ

ࡿࠋ



ࢆồࡵࡓࠋ





࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡽᥦฟࡉࢀࡓ 



ᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࡸ⌧ᆅどᐹሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚බ㛤ࡋࡓࠋ





KWWSZZZMVSVJRMSMKDNDVHNDWHLIROORZXSKWPO





࣭ᚋホ౯ཬࡧࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉඛ❧ࡕࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 



ཬࡧᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㆟㸦32 



㆟㸧ࢆ㛤ദࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡸጤဨࡽࡢሗᥦ౪ࡸព 



ぢࢆ⾜࠺ࡶࠊホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ඃࢀࡓྲྀ⤌ 



ࡸຠᯝⓗᛮࢃࢀࡿຓゝ➼ࡘ࠸࡚ሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 



࣭ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘᐇࡋࡓ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰㛫 



ホ౯⤖ᯝࡢᴫせཬࡧࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝࡸࠊᖹᡂ  ᖺᗘ 



ᐇࡋࡓᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᚋホ౯⤖ᯝࡢ ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᑂ㆟



ᴫせࢆࡾࡲࡵ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑂ㆟㈨ᩱࢆᥦ౪

࠾࠸࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰㛫ホ



ࡋࠊᚋࡢྠ┬ࡢ⟇ࡢཧ⪃ሗࡋࡓࠋ

౯⤖ᯝ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ



࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᚋࡢ⟇ࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺ࠊྛ ࣒ࣛࡢᚋホ౯⤖ᯝࡢᴫせཬࡧ



㒊࠾ࡅࡿᴗ⯡ಀࡿពぢࡸᚋホ౯ࣥࢣ࣮



ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࢆྠ┬ᥦ౪ࡋࡓࠊྠ┬ࡀᐇࡋ ྠ┬࠾ࡅࡿᚋࡢᏛ㝔ᩍ⫱



ࡓᐇ≧ἣㄪᰝࡢ㞟ィ࣭ศᯒసᴗࢆ⾜࠸ྠ┬ᥦ౪ࡋ

⯆⟇᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡢཧ⪃



ࡓࠋࡉࡽࠊ32 ㆟ࡸጤဨ࣭㒊࠾࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉

ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯



Ꮫ┬ࡶ࠼࡚ᴗయࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡛ࡁࡿࠋ



࣭ጤဨ➼ࡽࡢせᮃࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᾏእྥ 
102



ᡂᯝ㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊ



ࡅ࡚ᗈࡃࢃࡾࡸࡍࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ 



ࡸ 4 $ ࡞ࢆᖹ᫆ㄝ᫂ࡋࡓⱥᩥ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ㛵ಀྛ ࣭ᚑ᮶ࡢᴗ⤂ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
ᡤ㓄ᕸࡋࡓࠋࡲࡓࠊಟ⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢࡼࡾ୍ᒙ ຍ࠼ࠊ᪂ࡓᗈሗ⏝ᡂᯝሗ࿌



ࡢᣑ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᴗࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿಟ⪅ࡢྛ⏺࡛ ᭩ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡛ࠊᴗࡢᗈ
ࡢά㌍≧ἣࢆࡲࡵࡓᗈሗ⏝ᡂᯝሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࡓ㸦ᖹ ሗⓗ☜ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇ
ᡂ  ᖺᗘ〇ᮏணᐃ㸧
ࠋ

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ









ղᏛᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉ



࠙Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ





ࣟࢢ࣒ࣛ



࣭Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ ࣭୰㛫ホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊ 
࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓホ౯せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ ጤဨ࡛ࡢホ౯せ㡯ࡢỴᐃࠊ

㧗➼Ꮫᰯࡸ♫ࡢ







௳ࡢホ౯ಀࡿ᭩㠃ホ౯ࠊጤဨ

࡞᥋⥆ࡢࡶࠊධཱྀ

 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

ࡽฟཱྀࡲ࡛㉁ಖドࢆ

௳ཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡘ࠸࡚୰ ጤဨࡼࡿ㠃᥋ホ౯ࠊࡑࡢᚋ

కࡗࡓᏛᩍ⫱ࢆᐇ⌧

㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡍࡿࡓࡵࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌

࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨጤဨࡼࡿ᭩㠃ホ౯ཬࡧ㠃 ᐃ➼ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ㎿㏿

ࢆᐇࡍࡿᏛ➼㸦▷

᥋ホ౯㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊጤဨ࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝ ົయไࢆᩚ࠼ࡿࡶࠊ㐺ษ

ࠊ㧗ᑓࢆྵࡴ㸧ࢆᨭ

ࢆỴᐃࡋࡓࠋホ౯⤖ᯝࡣࠊ ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯

ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ

㸦ィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢດຊ ࡛ࡁࡿࠋ
౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ

ᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕ

ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ༑ศ㐩ᡂࡍ

Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ

㸦ィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌ 
ࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ$ࠖ

࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨ

࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢດຊࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᮏᴗࡢ┠ 

ࡢጤဨ࠾ࡅࡿホ౯⤖ᯝࡢỴ



ࢆ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗ

㸦୍㒊࡛ 
ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ%ࠖ

ົࢆ⾜࠺ࠋ

ィ⏬ྠ➼ཪࡣࡑࢀ௨ୖࡢྲྀ⤌ࡶࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊィ⏬ 

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ

ࢆୗᅇࡿྲྀ⤌ࡀ࠶ࡾࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡣࠊຓ 

 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

ゝ➼ࢆ⪃៖ࡋࠊ୍ᒙࡢດຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 

௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ

Ꮫ⊂⮬ࡢᩍ⫱ᨵ㠉࠺ࡲࡃ᥋⥆ࡉࡏࠊධཱྀࡽฟཱྀࡲ࡛ 

ࡉࢀࡓ  ௳ཬࡧᖹᡂ 

㏻㈏ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡀᚿྥࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ

ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳

☜ㄆ࡛ࡁࡓ୍᪉ࠊࡑࡢࡇࡼࡾྛᴗࡣ᪂ࡓ࡞ᵝࠎ࡞ 



ࡢᴗࡢ୰㛫ホ౯ࢆ⾜

ㄢ㢟ࡶ┤㠃ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝලయⓗồࡵࡽ 

࠺ࠋ

ࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



࣭୰㛫ホ౯⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ౯せ㡯ࠊ ࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛



㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞㛵ಀ බ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞



ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ



ホ౯⤖ᯝ㸸

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀᅗࡽࢀ



KWWSVZZZMVSVJRMSMDSFKXNDQBK\RNDKWPO

ࡓㄆࡵࡽࢀࡿࠋ



ጤဨྡ⡙㸸





KWWSVZZZMVSVJRMSMDSLLQNDLKWPO











ճᏛ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱



࠙Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗࠚ







᥎㐍ᴗ



࣭Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗホ౯ጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨ

࣭ᚋホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊ 

ᅜබ⚾❧ࡢタ⨨ᙧែ

ࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓホ౯せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊ ጤဨ࡛ࡢホ౯せ㡯ࡢỴᐃࠊ

117
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ࢆ㉸࠼ࠊᆅᇦࡸศ㔝ᛂ

ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡘ࠸࡚ᚋホ౯

௳ࡢホ౯ಀࡿ᭩㠃ホ౯ࠊጤဨ

ࡌ࡚Ꮫ㛫ࡀ┦㐃

ࢆᐇࡋࡓࠋ

ጤဨࡼࡿ㠃᥋ホ౯ཬࡧ⌧ᆅ

ᦠࡋࠊ♫ࡢせㄳᛂ࠼

࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨጤဨࡼࡿ᭩㠃ホ౯ࠊ㠃᥋ ㄪᰝࠊࡑࡢᚋࡢጤဨ࠾ࡅࡿ

ࡿඹྠࡢᩍ⫱࣭㉁ಖドࢩ

ホ౯㸦 ௳㸧ཬࡧ⌧ᆅㄪᰝ㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊጤဨ

ࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ྲྀ

࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋホ౯⤖ᯝࡣࠊ ௳ࡢ࠺ ࡵࠊ㎿㏿ົయไࢆᩚ࠼ࡿ

⤌ࡢ୰ࡽࠊඃࢀࡓྲྀ⤌

ࡕ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
㸦ィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࡀ

ࢆ㑅ᐃࡋࠊ㔜Ⅼⓗ࡞㈈ᨻ

⾜ࢃࢀࠊඃࢀࡓᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏᴗࡢ ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ

┠ⓗࢆ༑ศ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ$ࠖ 

ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢಖドྥୖࠊ

㸦ィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ 

ᙉࡳࢆάࡋࡓᶵ⬟ู

ࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ㸧
ࠊ ௳ 

ホ౯⤖ᯝࡢỴᐃ➼ᑐᛂࡍࡿࡓ
ࡶࠊ㐺ษ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡇ

ศࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆ

㸦ᴫࡡィ⏬ἢࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀࠊ୍㒊࡛༑ศ࡞ 
ࡀࠕ%ࠖ

┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂ

ᡂᯝࡀࡲࡔᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ 

ᴗ࡛࠶ࡿࠕᏛ㛫㐃ᦠඹ

࠶ࡿ⛬ᗘࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ㸧ࠊ ௳ࡀࠕ&ࠖ㸦ィ 

ྠᩍ⫱᥎㐍ᴗࠖࡘ࠸

⏬ἢࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ༑ศ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ 

࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ

࡚࠸ࡿゝ࠼࡞࠸ࡇࡽࠊᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞ 

౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ࡗࡓホ౯ࡍࡿࠋ
㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࠖࡢ 
6 ホ౯ࡸࠕィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌ࠖࡢ $ ホ౯ࡀྜࢃࡏ࡚⣙ 

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ



 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡾࠊᅜබ⚾❧ࡢタ⨨ᙧែࡸᏛᰯ✀ࢆ㉸ 

௳ࡢᴗࡢᚋホ౯ࢆ

࠼ࠊᆅᇦࡸศ㔝ᛂࡌ࡚Ꮫ㛫ࡀ┦㐃ᦠࡋࠊ♫ࡢ 

⾜࠺ࠋ

せㄳᛂ࠼ࡿඹྠࡢᩍ⫱࣭㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ 



࠸࠺┠ⓗࡀᴫࡡ㐩ᡂࡉࢀࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ



࣭ᚋホ౯⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ౯せ㡯ࠊ ࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛
㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞㛵ಀ බ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞
ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ

ホ౯⤖ᯝ㸸

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀᅗࡽࢀ

KWWSVZZZMVSVJRMSMSSLXFHMLJRBK\RNDKWPO

ࡓㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

ጤဨྡ⡙㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMSSLXFHLLQPHLERKWPO







մᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛ



࠙ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗࠚ





ࡼࡿᆅ᪉ᡂ᥎㐍ᴗ



࣭ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗጤဨ㸦௨ ࣭୰㛫ホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊ 

ᆅ᪉බඹᅋయࡸᴗ



ୗࠕጤဨࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚Ỵᐃࡉࢀࡓホ౯せ㡯➼ ጤဨ࡛ࡢホ౯せ㡯ࡢỴᐃࠊ

➼༠ാࡋ࡚ࠊᏛ⏕

ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡘ࠸࡚

௳ࡢホ౯ಀࡿ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙

ࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿᑵ⫋ඛࡢ

୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

࣮ࣜࡼࡿ᭩㠃ホ౯ࠊጤဨጤ

ฟࢆࡍࡿࡶࠊࡑ

࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜ㸦 ྡ㸧ࡼ

ဨࡼࡿ㠃᥋ホ౯ཬࡧ⌧ᆅㄪ

ࡢᆅᇦࡀồࡵࡿேᮦࢆ

ࡿ᭩㠃ホ౯ࠊጤဨጤဨࡼࡿ㠃᥋ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ ᰝࠊࡑࡢᚋࡢጤဨ࠾ࡅࡿホ

㣴ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞

ጤဨ࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋホ౯⤖ᯝࡣࠊ ௳

ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵ

㸦ィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ ࡵࠊ㎿㏿ົయไࢆᩚ࠼ࡿ
ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ

㠉ࢆ᩿⾜ࡍࡿᏛࡢྲྀ

⤌࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢດຊࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᮏᴗࡢ ࡶࠊ㐺ษ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡇ

⤌ࢆᨭࡍࡿࡇࢆ┠

┠ⓗࢆ༑ศ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ$ࠖ ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ

㸦ィ⏬࠾ࡾࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢດຊࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ 
104

౯⤖ᯝࡢỴᐃ➼ᑐᛂࡍࡿࡓ



࡛࠶ࡿࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬ

ࡼࡗ࡚ᮏᴗࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ㸧ࠊ 

Ꮫࡼࡿᆅ᪉ᡂ᥎

 ௳ࡀࠕ%ࠖ
㸦୍㒊࡛ィ⏬ྠ➼ཪࡣࡑࢀ௨ୖࡢྲྀ⤌ࡶࡳ 

ࠖࡘ࠸
㐍ᴗ㸦&2&㸧

ࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊィ⏬ࢆୗᅇࡿྲྀ⤌ࡀ࠶ࡾࠊᮏᴗࡢ┠ⓗ 

࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ

ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡣࠊຓゝ➼ࢆ⪃៖ࡋࠊ୍ᒙࡢດຊࡀᚲせ࡛ 
࠶ࡿࠋ
㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬యࡸᴗ➼ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊඛᑟⓗ 

౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ

࡛≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࢆྵࡴᴗ┠ᶆ㐩ᡂ



 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

ࡢࡓࡵࡢྛ✀ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓᴗࡀ࠶ࡿ୍



௳ࡢᴗࡢ୰㛫ホ౯ࢆ

᪉ࠊィ⏬ࢆୗᅇࡿࡉࢀࡓᴗࡶ」ᩘ࠶ࡾࠊホ౯⤖ᯝ 

⾜࠺ࠋ

ලయⓗồࡵࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋ





ࡓࠋ





࣭୰㛫ホ౯⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ౯せ㡯ࠊ ࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛



㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞㛵ಀ බ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞



ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ



ホ౯⤖ᯝ㸸

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀᅗࡽࢀ



KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFFKXNDQBK\RNDKWPO

ࡓㄆࡵࡽࢀࡿࠋ



ጤဨཬࡧ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜྡ⡙㸸





KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFLLQNDLKWPO
















յᏛࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ



࠙Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࠚ





ᴗ



࣭ᖹᡂ  ᖺ ᭶ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ㸧 ࣭ᅜࡢᐃࡵࡓ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ㛛

Ꮫᩍ⫱ࡢࢢ࣮ࣟࣂ

࠾࠸࡚ᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊ ᭶  ௳ࡢ⏦ㄳࢆ ᐙࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝࡸ୰㛫࣭

ࣝᒎ㛤ຊࡢᙉࢆᅗࡿ

ཷࡅࡅࠊᑂᰝ㒊࠾࠸࡚᭩㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈ ᚋホ౯ᐇయไ㛵ಀせ㡯➼ࢆ

ࡓࡵࠊᡃࡀᅜࡗ࡚ᡓ

ほⓗࡘබṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ ᭶㛤ദࡢጤဨ࠾࠸࡚ ᩚഛࡋࡓୖ࡛ࠊ㏱᫂ᛶಙ㢗ᛶ

␎ⓗ㔜せ࡞ᅜ࣭ᆅᇦ

㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ㑅ᐃ 㓄៖ࡋࡓᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ

ࡢ㛫࡛ࠊ㉁ಖドࢆకࡗࡓ

ࢆỴᐃ㸧
ࠋ

Ꮫ⏕ὶࡢᐇ➼ࢆ᥎

࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ 㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㐍ࡍࡿᅜ㝿ᩍ⫱㐃ᦠࡸ

㏻ࡌ࡚ㄪ᭩ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿ



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡢ

ࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ



ྲྀ⤌ࡢᨭࢆ┠ⓗࡋ

KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXNHNNDKWPO



ࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿ

KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLLQNDLKWPO



ࠕᏛࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 

ᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨ

ࡢጤဨ࠾࠸࡚୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊 

ࢆ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯

࠾࠸࡚᭩㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ 

ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ

ࢆ⾜࠸ࠊ ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋ 

ሗබ㛤ࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࡇࡣ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ᪂ࡓ

ࡓࠋホ౯⤖ᯝࡣࠊ ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢ 

බເࡍࡿᴗࡢᑂᰝ

ࠕ6ࠖ
㸦ඃࢀࡓྲྀ⤌≧ἣ࡛࠶ࡾࠊᴗ┠ⓗࡢ㐩ᡂࡀぢ㎸ࡲ 

ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ

㸦ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ 
ࢀࡿ㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ$ࠖ

ᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢ

ࡼࡗ࡚ࠊᴗ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀྍ⬟ุ᩿ࡉࢀ

ᴗࡢ୰㛫ホ౯ࠊᖹᡂ

㸦ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୍㒊ᨵၿࡍࡿ 
ࡿ㸧
ࠊ ௳ࡀࠕ$ͼࠖ

 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ 

ࡇࡼࡗ࡚ࠊᴗ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀྍ⬟ุ᩿ࡉ 
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120
௳ࡢᴗࡢᚋホ౯ࢆ

ࢀࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊ୰༡⡿ㅖᅜࡸࢺࣝࢥࡢ༢ྲྀᚓࢆక࠺ 

⾜࠺ࡶࠊᖹᡂ 

ὶࡸࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ࡞ࠊ㉁ࡢಖドࢆక࠺ຍ౯್ 

ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊ

ࡢ㧗࠸㨩ຊⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㛤Ⓨ࣭ᐇࡉࢀࠊᴗ 

ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀ

యࡋ࡚ᙜึࡢィ⏬࠾ࡾ㡰ㄪ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢆ

ࡓ  ௳ཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ

☜ㄆࡋࡓࠋྛᏛᑐࡋ࡚ࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ 

᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢ

ᚋᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆేࡏ࡚グࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆ 

ᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ

ಁࡋࡓࠋ

⾜࠺ࠋ

࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ 



ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ





࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ





KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXFKXNDQBK\RNDBNHNNDKWPO 





KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLLQNDLKWPO





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶





ࡢጤဨ࠾࠸࡚ᚋホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊 



࠾࠸࡚᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜



࠸ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋ 



ࡓࠋ⤖ᯝࡣࠊ ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ 



㸦ྲྀ⤌≧ἣࠊ┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣࡶᴗィ⏬ࢆୖᅇࡿᡂ 



ᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊᴗ┠ⓗࡣ༑ศᐇ⌧ࡉࢀࡓ㸧
ࠊ ௳ࡀ 



ࠕ$ࠖ
㸦ྲྀ⤌≧ἣࠊ┠ᶆࡢ㐩ᡂ≧ἣࡶᴗィ⏬ࢆᴫࡡ 



‶ࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊᴗ┠ⓗࡣᐇ⌧ࡉࢀࡓ㸧࡛࠶ࡾࠊಶࠎࡢ 



Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ຊࡢᙉᑐᛂࡋࡓࡁࡵ⣽ࡸ



࡞యไᇶ┙ࡢ☜❧ࠊࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗᒎ㛤ࡼࡗ 



࡚ᚓࡓᐇ⦼ࡸ⤒㦂ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡇ࡛ᙜึࡢィ⏬ἢ



ࡗ࡚┠ⓗࢆᴫࡡᐇ⌧ࡋࠊᮇᚅࡉࢀࡓᡂᯝࢆᣲࡆࡓࡇࢆ 



☜ㄆࡋࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ 



ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ





࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ





KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXMLJRBK\RNDBNHNNDKWPO 





KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLLQNDLKWPO





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ ࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ⤖ᯝࢆ࣮࣍













ࠕὶࣉࣟࢢ ࣒࣮࣌ࢪᥖ㍕ࡋබ⾲ࡍࡿࡇ
ཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ



࣒ࣛࡢෆᐜࠖ
ࠊ
ࠕ㉁ࡢಖドࢆకࡗࡓ㨩ຊⓗ࡞Ꮫ㛫ὶࡢ ࡛ࠊ㑅ᐃᏛ௨እࡢᅜෆᏛ➼



ᯟ⤌ࡳᙧᡂࠖ
ࠊ
ࠕእᅜேᏛ⏕ࡢཷධཬࡧ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢὴ㐵 ᑐࡋ࡚ࡶᴗయࡢ㐍ᤖ≧ἣ



ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࠖ
ࠊ
ࠕᵓࡢᐇక࠺Ꮫࡢᅜ㝿 ཬ ࡧ ྛ ࣉ ࣟ ࢢ ࣛ ࣒ ࡢ ඃ ࢀ ࡓ ྲྀ



ሗࡢබ㛤ࠊᡂᯝࡢᬑཬࠖࡢほⅬࡽࠊྛᴗࡢྲྀ⤌ෆ ⤌ࠊ≉➹ࡍࡁᡂᯝࡸㄢ㢟➼ࡢ



ᐜࡸ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅࡓ㐍ᤖࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ



ࢆ⾜࠸ࠊࡾࡲࡵࡓ⤖ᯝࢆᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛤ദࡢጤဨ ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ሗ࿌ࡋࡓࠋ



࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡣࠊᡃࡀᅜࡢᏛࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ
106

ሗⓎಙࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࡇ



㛤ຊᙉࡢࡓࡵࡢཧ⪃ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡶ࣮࣒࣍



࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚බ⾲ࡋࠊ♫ྥࡅࡓሗⓎಙࢆ⾜ࡗ



ࡓࠋ



KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXIROORZXSKWPO









նࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ



࠙ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ➼ᴗࠚ









Ꮫ➼ᴗ



ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࣮ࣃ࣮ࢫەᏛᡂᨭᴗ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  Ꮫࡘ࠸࡚ࠊᴗࡋ࡚ึࡵ

࣭ᅜࡢᐃࡵࡓ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ᑓ㛛

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ
Ꮫࡢὶ࣭㐃ᦠࢆᐇ

࡚ࡢホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢࣉࣟࢢࣛ ᐙࡼࡿබṇ࡞୰㛫࣭ᚋホ౯

⌧ࠊຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢே

࣒ጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ
㸧࠾࠸࡚୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴ ᐇయไせ㡯➼ࢆᩚഛࡋࡓୖ

࣭ᩍົࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵ㠉

ᐃࡢୖࠊホ౯㒊࠾࠸࡚᭩㠃࣭㠃᥋࣭⌧ᆅㄪᰝ㸦ᚲせ

࡛ࠊ㏱᫂ᛶಙ㢗ᛶ㓄៖ࡋࡓ

࡞ᅜ㝿ࢆᚭᗏࡋ࡚

ᛂࡌ㸧
࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ

ホ౯ᴗົሗබ㛤ࢆ╔ᐇᐇ

㐍ࡵࡿᏛࡸࠊᏛ⏕ࡢࢢ

 ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋ⤖ᯝ ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣮ࣟࣂࣝᑐᛂຊ⫱ᡂࡢ

ࡣࠊ ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ  ẁ㝵ホ౯࡛᭱Ⰻࡢࠕ6ࠖ
㸦ඃࢀࡓ



ࡓࡵࡢయไᙉࢆ㐍ࡵ

ྲྀ⤌≧ἣ࡛࠶ࡾࠊᴗ┠ⓗࡢ㐩ᡂࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㸧
ࠊ ௳



ࡿᏛࢆᨭࡋࠊᡃࡀᅜ

㸦ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᴗ
ࡀࠕ$ࠖ



ࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᅜ㝿➇த

┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇࡀྍ⬟ุ᩿ࡉࢀࡿ㸧ࠊ ௳ࡀࠕ%ࠖ



ຊࡢྥୖཬࡧࢢ࣮ࣟࣂ

㸦ᙜึ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡣࠊຓゝ➼ࢆ⪃៖ࡋࠊࡼࡾ୍ᒙ 

ࣝேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ

ࡢᨵၿດຊࡀᚲせุ᩿ࡉࢀࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ 

ࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶

ᙉࡳࢆ᭷ࡍࡿศ㔝ࡸ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼≉Ⰽ࠶ࡿྲྀ⤌ࡀᐇ

ࡿࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋྛᏛᑐࡋ࡚ࡣࠊホ౯ࢥ 

Ꮫ➼ᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊ

࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᚋᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆేࡏ࡚



ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗ

グࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



ົࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌



ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ



 ᖺ ᗘ  ᥇ ᢥ ࡉ ࢀ ࡓ

࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ



ࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ

࣭୰㛫ホ౯ࡢ㐣⛬࡛ᚓࡽࢀࡓྛᏛ࠾ࡅࡿඃࢀࡓྲྀ⤌ ࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂ

Ꮫᡂᨭᴗࠖࡢ

㸦ࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸࢫ㸧ࡢෆᐜࢆᏊࡲࡵ㓄ᕸࡍࡿ ᨭᴗࡼࡾᨭࢆཷࡅࡿྛ

 ௳ࡢᴗࡢ୰㛫ホ౯

ࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃ♫ᥦ౪ࡋࡓࠋ Ꮫࡢඃࢀࡓྲྀ⤌ෆᐜࢆ⤂ࡍ

ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ

KWWSZZZMVSVJRMSMVJXFKXNDQBK\RNDBNHNNDKWPO ࡿ  Ꮚ ࢆ స ᡂ ࡋ 㓄 ᕸ ࡋ ࡓ ࡇ 

ᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ⤒῭♫

KWWSZZZMVSVJRMSMVJXLLQNDLKWPO

ࡣࠊᴗ⮬యࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊ

ࡢⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿࢢ

KWWSZZZMVSVJRMSMVJXLQGH[KWPO

ྛᏛࡢྲྀ⤌㛵ࡍࡿᗈሗάື

࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂᨭࠖ



ࡶ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ

ࡢ  ௳ࡢᴗࡢ࠺ࡕࠊ

♫῭⤒ەࡢⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂᨭ

౯࡛ࡁࡿࠋ

ࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  Ꮫࡢ࠺ࡕࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂ 

Ꮫᡂᨭᴗࠖ᥇

ࣝᏛᡂᨭᴗ㑅ᐃࡉࢀྠᴗࡢ୰㛫ホ౯ࡢ୰

ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗࢆ㝖

୍࡛యⓗホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ  Ꮫࢆ㝖ࡃ  Ꮫࡘ࠸

ࡃࠊ ௳ࡢᴗࡢᚋ

࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚ᚋホ౯せ㡯➼ࢆ

ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

Ỵᐃࡢୖࠊホ౯㒊࠾࠸࡚᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗ



ࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢጤဨ࠾࠸࡚

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ

ᚋホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣࠊ ௳ࡢ࠺ࡕ  ௳ࡀ 

121
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122
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ୡ⏺ⓗᏛ⾡◊✲ࡢ



㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㐍ᒎࡀ㏿ࡲࡗ࡚࠸ࡿഴ

㐍ᒎࡀ㏿ࡲࡗ࡚࠸ࡿഴ



ࣝࣂ࣮ࣟࢢۑᏛ⾡ሗ



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ྥࡢࡶ࡛ࠊሗࡀᏛ⾡

ྥࡢࡶ࡛ࠊሗࡀᏛ⾡





ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ

◊✲ࢆไࡍࡿ࠸࠺ୡ

◊✲ࢆไࡍࡿ࠸࠺ୡ

㺃ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢࣞࢥ࣮





⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰

⏺ࡢືྥᑐᛂࡋࠊᏛ⾡

⏺ࡢືྥᑐᛂࡋࠊᏛ⾡

ࢻᩘ

ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ

◊✲ࡸேᮦ⫱ᡂ㛵ࢃ

◊✲ࡸேᮦ⫱ᡂ㛵ࢃ

㺃&*6, ࣏࣮ࣞࢺసᡂᩘ

ࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸

ࡿሗࢆ㞟࣭✚࣭ศ

ࡿሗࢆ㞟࣭✚࣭ศ

㺃ศᯒ࣭ㄪᰝ࣏࣮ࣞࢺ㸦᳨

ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ

ᯒࡋࠊࡑࢀࡽࡢ࢚ࣅࢹࣥ

ᯒࡋࠊࡑࢀࡽࡢ࢚ࣅࢹࣥ

ウ㈨ᩱ㸧సᡂᩘ

᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞

ࢫᇶ࡙࠸ࡓᴗࢆᒎ

ࢫᇶ࡙࠸ࡓᴗࢆᒎ



ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

㛤ࡍࡿࡓࡵࡢయไࢆᵓ

㛤ࡍࡿࢱ࣓ࡢయไࢆᵓ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

⠏ࡍࡿࠋ

⠏ࡍࡿࠋ

࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ







୰ᮇィ⏬

ࢭࣥࢱ࣮

ࡲࡓࠊᗈࡃᅜẸྥࡅ

ࡲࡓࠊᗈࡃᅜẸྥࡅ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚

ሗⓎಙࢆᙉࡍࡿ

ሗⓎಙࢆᙉࡍࡿ

㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ

ࡶࠊᏛ➼㛵ಀᅋయ

ࡶࠊᏛ➼㛵ಀᅋయ

ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡸ⤒῭⏺➼ࡢࢥ࣑ࣗ

ࡸ⤒῭⏺➼ࡢࢥ࣑ࣗ

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ





㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ

ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᙉࡋࠊ ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᙉࡋࠊ
♫ࡢ㐃ᦠࢆ୍ᒙ᥎

♫ࡢ㐃ᦠࢆ୍ᒙ᥎

㺃୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩

㐍ࡍࡿࠋ

㐍ࡍࡿࠋ

ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ





ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ
እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ㄪ

ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

㸺ࡑࡢ㡯㸼




࣭ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡼࡿᏛ⾡

ᰝ࣭◊✲ࡀᴗάࡉ

࠙Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠚ



ືྥㄪᰝࡣࠊ࠺ࡋ࡚ࡶ◊✲

ࣥࢱ࣮

ࢀࡓࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ

࣭⯆ᴗࡢᑂᰝ᪉ἲࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウ➼ᙜࡓࡗ࡚



㸦㸯㸧ㄪᰝ࣭◊✲ࡢᐇ 㸦㸯㸧ㄪᰝ࣭◊✲ࡢᐇ 㸦㸯㸧ㄪᰝ࣭◊✲ࡢᐇ



Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆᅗࡿࡓࡵ

ձᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ձᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ࡢྛ✀ᴗࢆ㛗ᮇⓗど

ࣥࢱ࣮

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮

ဨࡢᑓ㛛ศ㔝ࡢෆᐜࡀ୰ᚰ

Ⅼ❧ࡗ࡚ຠᯝⓗᒎ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ



ࡣࠊ6FRSXV 㘓ㄽᩥ࠾ࡅࡿ⛉◊㈝ᡂᯝㄽᩥࡢศᯒࡸࠊ ࡸᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮᪥ᖖ

࡞ࡾࡀࡕࡔࡀࠊࡑࡢ࿘㎶ࢆᖜ

㛤ࡍࡿࡓࡵࠊ◊✲⤒Ṕࢆ

ࣥࢱ࣮ࡣࠊᏛၥ㡿ᇦࡢᑓ

ࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊᾏእ◊

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

せᅜࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᑂᰝ

ⓗ㐃ᦠࡍࡿࡇࡣሗ㞟ࡢ

ᗈㄪᰝࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ

᭷ࡍࡿ⫋ဨ➼ࡼࡾࠊ

㛛ⓗ࡞▱ぢᇶ࡙ࡁࠊㅖ

✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃 ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢሗศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡

ຠ⋡ⓗ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡾ㧗ࡃホ౯࡛

ࡼࡾࠊయࡋ࡚ከࡃࡢศ㔝

⯆ㅖᴗ㛵ࡍࡿศ

እᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆

ᦠࡼࡿㅖእᅜ࠾ࡅ

ࢱ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡

ሗࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࡓࠋ

ࡁࡿࠋ

࡛ࡢືྥࡸኚࢆᢕᥱࡍࡿࡇ

ᯒࢆ⾜࠺ࡶࠊᅜෆ

⟇ࡢ≧ἣࠊᅜෆእࡢᏛ

ࡿᏛ⾡⯆⟇ࡢ≧ἣ

ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠࡀ





ࡘ࡞ࡀࡿࠋ≉ࠊ≉タศ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀྲྀࡾࡲࡵࡓᾏእࡢᏛ⾡ືྥ 

㔝ࡢ㛤タࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇࡣ

➼ࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡶሗᥦ౪ࡋࠊ ࣭◊✲ဨࢆ◊✲ᢸᙜ⪅ࡋ࡚ࠊ

ዲ࠸࠼ࡿࠋ

ᅜෆእࡢᏛ⾡◊✲ືྥࡸ◊✲⪅ືྥ➼ࡢㄪᰝ㺃◊✲ά

⯆Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ



⏝ࡋࡓࠋ

ࢱ࣮◊✲ဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵

እ࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆

⾡◊✲ࡢືྥ➼ࠊ⯆

ㄪᰝཬࡧᅜෆእࡢᏛ⾡

ࡼࡾຠ⋡ⓗࡘຠᯝⓗ

⟇ࡢ⌧≧ࡸᏛ⾡◊✲ࡢ

ࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲ

◊✲ືྥࠊ◊✲⪅ືྥ➼

⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌

ືྥ➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࢆ⾜

せ࡞ㄪᰝ࣭◊✲ࢆᐇࡍ

ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࢆᐇࡋࠊ ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶

࠸ࠊබ⾲ࡍࡿࠋ

ࡿㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆

⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࠊᚋ

ࡿࠋ

ࡲࡓࠊࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸

⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊḢ⡿せ

ࡢ⯆ᴗᫎࡉ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧

KWWSZZZMVSVJRMSMNDLJDLBFHQWHUKLJKHUBHGXFDWLRQKWPO 

ࡢ㛫࡛ࠊ
ࠕᏛ⾡ືྥ➼ࡢㄪᰝ◊

࡚ࡣࠊᴗᐇࡸ᪂ࡓ࡞

ᅜ➼࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆

ࡏࡿࡇࡍࡿࠋ

ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ



✲ࠖࡢࡓࡵࡢጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊ

ᴗࡢ⏬࣭❧ά

㛵ࡍࡿᇶᮏⓗᨻ⟇ࠊ◊





ྛ◊✲ဨࡢᑓ㛛㡿ᇦࡲࡽ

ࡍࠋ

✲ຓᡂࢩࢫࢸ࣒ࠊ◊✲⪅

࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ ࣭࢚ࣝࢮࣅࡢࢹ࣮ࢱ࣋

Ꮫ⾡◊✲ືྥࡘ࠸

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࢆ◊✲ᢸᙜ⪅ࡋ࡚ ࡞࠸ࠊ⯡ⓗ࡞Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆぢ

࡞࠾ࠊ⯆ㅖᴗ

㣴ᡂᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࠊᅜ

ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨဨࡀ

࣮ࢫࢆά⏝ࡋࡓࡇࡣ

⯆◊✲ဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ 

ᤣ࠼ࡓᏛ⾡ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ

㛵ࡍࡿሗࡢ㞟࣭✚

㝿ὶࡢᡓ␎➼ࡘ࠸

ᑓ㛛ศ㔝ಀࡿ᭱᪂ࡢ

᭷ຠࡔࡀࠊࡉࡽ㐍ࡵ

㸧ࡀጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊྛศ㔝➼
◊✲ᶵ㛵㸦 ㄢ㢟㸧

◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂ

ࢆ⾜࠺యไࢆᵓ⠏ࡋࠊศ

࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ࣮࣒࣍࣌

Ꮫ⾡ࡢືྥࢆㄪᰝࡋࠊࡑ

࡚ࠊ⏦ㄳ᭩ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋

࠾ࡅࡿᏛ⾡ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋ

ᯝࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢศ

125

111

126
ᯒᶵ⬟ࡢᙉࢆᅗࡿࠋ

࣮ࢪࡸᩥ⊩ࠊ⌧ᆅㄪᰝࠊ ࡢᡂᯝࢆࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂ

ࢫࡸඛ⏕ࡢሗࡢࢹ࣮





ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮

ᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡸホ౯ࢩ

ࢱ࣮࣋ࢫࣜࣥࢡࡉࡏ

࣭Ꮫ⾡ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣࠊᦂ⡛ᮇ࠶ࡿᏛ⾡ศ ဨ㑅⪃᪉ἲࢆࡣࡌࡵࡍࡿᑂᰝ

࠾ࡅࡿሗ㞟࡞

ࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ➼ᫎ

ࡿࠊ⏦ㄳᑐࡋ࡚ࠊ

㔝ࡲࡓࡣᶓ᩿ⓗᏛၥศ㔝➼ࡢὴ⏕ࡋࡓศ㔝➼ࡢ᭱᪂ື

ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ㐺ᐅᐇ

ࡉࡏࠊ⯆ࡀ⾜࠺ᑂ

ࢇ࡞ᡂᯝࡀ࡛ࡓࡢホ

ྥࠊࡉࡽࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⾡ศ㔝ࡢືྥ㸦ࡑࡢศ㔝ࡀᢪ ࡞ࡢᵝࠎ࡞㠃࡛ࡢᴗົࡢᨵၿ

ࡋࠊሗࡢ㞟ࠊศᯒࢆ

ᰝ࣭ホ౯ᴗົ➼ࡢྥୖ

౯ࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛

࠼ࡿㄢ㢟㸧ࡶྵࡴᏛၥ⯡ಀࡿᏛ⾡ࡢືྥㄪᰝ࡛࠶

➼ά⏝ࡋ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⥅⥆ⓗ⾜࠺ࠋ

ᙺ❧࡚ࡿࠋ

ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ࡾࠊୗグࡢࡼ࠺࡞⯆ࡢᑂᰝ㺃ホ౯ᴗົࡢྥୖࡸࠊ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯㸦ᖺ

ᴗ⯡ᑐࡍࡿᥦ࣭ຓゝ➼ά⏝ࡋࡓࠋ

࣭Ꮫ⾡ືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ◊✲

⛉⣽┠⾲ࡢぢ┤ࡋࡢࠊᑂᰝ
ࢩࢫࢸ࣒ࠊホᐃᇶ‽࣭ホ౯᪉ἲ

Ꮫ⾡◊✲ࡢືྥࡘ

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᡂᯝ

࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢືྥࢆ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊሗ࿌᭩ྲྀࡾ

ྵࡵࠊྛ✀ሗ࿌᭩ࠊᏛ⾡

ࡲࡵ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼



ࠕ㧗
ᖹᡂ  ᖺᗘබເ࠾࠸࡚  ௳ࡢ≉タᑂᰝ㡿ᇦ㸦

⌧ྥࡅ࡚✚ᴟⓗάືࡋ࡚࠾

ࢪ࣮ࣕࢼࣝࠊᅜෆእࡢࢩ

࠾࠸࡚බ⾲ࡍࡿࠋ

࣭
㸦723㸣⿵ṇㄽᩥ༨

ᗘ⛉Ꮫᢏ⾡♫ࡢ᪂ᒁ㠃ࠖ
ࠕ㉸㧗㱋♫◊✲ࠖ
㸧ࢆᥦ

ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢฟᖍࠊ㛵



ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡋ࡞

㸦⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉⛉Ꮫ◊✲㈝



㐃◊✲⪅ࡢពぢ



࠸ㄽᩥࡢᩘࡀῶᑡഴྥ

⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊ሗ࿌㸧ࡋࡓࠋ

࣭ࠗㄪᰝ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࡀሗ࿌

➼ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ㐺ᐅᐇ



࠶ࡿ࠸࠺ࢹ࣮ࢱ

ࡋࠊሗࡢ㞟ࠊศᯒ

ᗘ㸧ࠚ

㸼ᣮᡓⓗ◊✲࠾ࡅࡿ≉タᑂᰝ㡿ᇦࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ ⪅ࡢどⅬ❧ࡗࡓไᗘ㐠Ⴀࡢᐇ

㸼⛉◊㈝࠾ࡅࡿᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᴗົᨵၿ㸸Ꮫ⾡ືྥࢆ ࡢࡳࡲࡽࡎࠊ᪂ࡓ࡞ᴗ



ࡘ࠸࡚㸧⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚

㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡸබເせ㡿ࠊᑂᰝࡢᡭ

࡛࠶ࡿ≉タศ㔝◊✲ࡢ᳨ウά

ࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࠋ≉ࠊ 

࠸ࡿせᅉᑐ⟇ࡘ࠸

ᘬࡁ➼ࡢぢ┤ࡋࢆᐇࡋࡓࠋ

⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ



࡚ࠊ⯆ࡋ࡚ࡶఱࡽ

ࢱ࣮ࡢ◊✲ဨဨᑓ



ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ

ྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡸศ㔝ẖࡢ᭩㠃ᑂ 

㛛ศ㔝ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⾡



࠺ࠋ

ᰝࢭࢵࢺࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡶࠊᑂᰝࡢᡭᘬࠊ ࣭Ꮫ⾡◊✲ືྥㄪᰝ◊✲ࡢᐇ

ືྥ◊✲ࢆ౫㢗ࡋࠊẖᖺ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ເ㞟せ㡯ࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᗘሗ࿌ࢆཷࡅࡿࡶ



㸼≉ู◊✲ဨᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᴗົ㸸Ꮫ⾡ື ࡿࠋ

ィ⏬ࡸண⟬ࡢᑂ㆟ࠊཬࡧࠊ๓ᖺ



㸼ᑂᰝጤဨ➼ࡢೃ⿵⪅ࡢసᡂཬࡧᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ド

ࠊ⤖ᯝࢆࡾࡲࡵࠊ 

㺃ࠕࡢࡼ࠺࡞ᣦᶆࢆࡶ

㸼᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ࡢண እ㒊᭷㆑⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㐠Ⴀጤ

ᴗάࡍࠋࡲࡓࠊ᭱



ࡗ࡚ᴗࡢᡂᯝࢆ♧ࡍ

᪂ࡢᏛ⾡ືྥ➼ࡢㄪ



ࠖࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ



ࡿࠋ

ᰝ࣭◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᡃࡀ



࡞࠸ࠋ
ࠕᴗࡢᡂᯝࠖࡢ





ᅜࡀᚋᅜ㝿ⓗඛᑟ



♧ࡋ᪉ࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿ



࣭⛉◊㈝≉タศ㔝◊✲௦⾲⪅

ࡋ࡚࠸ࡃࡁ◊✲ࢆⓎ



᳨ウࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ



ὶࡢᐇࡣࠊㄢ㢟ࡢᯟ⤌ࡳࢆ

᥀ࡋࠊᴗࡢ⏬࣭❧



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ



ࡘࡃࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ◊✲௦⾲⪅

ᫎࡉࡏࡿࠋࡇࢀࡽࡢ







㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆಁࡍࡇ

ᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲせ



㸦Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

࣭⛉◊㈝≉タศ㔝◊✲௦⾲⪅ὶࡢᐇ

ࡣࠊᡃࡀᅜࡀᚋᅜ㝿ⓗඛ

ᛂࡌሗ࿌᭩➼ࡾࡲ



ࣥࢱ࣮㸧

≉タศ㔝◊✲᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲௦⾲⪅ࡀࠊ࠸ࡢ◊✲ㄢ ᑟࡋ࡚࠸ࡃࡁ◊✲ࢆⓎ᥀ࡋࠊ

ࡵ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼



࣭ㄪᰝ࣭◊✲ࡢᐇᙜ

㢟ࢆ▱ࡿࡇ࡛ࠊ᪤Ꮡࡢศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓ᪂ࡓ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ ⫱࡚࡚࠸ࡃ࠸࠺᪂ࡓ࡞ヨࡳ࡛

࠾࠸࡚බ⾲ࡍࡿࠋ



ࡓࡾࠊ◊✲ဨࡀ࢝ࣂ࣮࡛

ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫ⾡ࡢⱆࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡇࢆᮇ ࠶ࡿⅬ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ





ࡁࡿᏛ⾡ศ㔝ࡣ⮬ࡎ

ᚅࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࠊᖹ 



㝈ࡾࡀ࠶ࡾࠊ≉␗ศ

ᡂ  ᖺᗘ࡞ࡽࡧᖹᡂ  ᖺᗘタᐃࡉࢀࡓ  ศ㔝㸦ࠕ⣮ 



㔝ࡢ⼥ྜࠊቃ⏺㡿ᇦࡸᦂ

த◊✲ࠖࠕ㑄⛣≧ែไᚚࠖࠕᵓᡂⓗࢩࢫࢸ࣒⏕≀Ꮫࠖࠕࢢ



⡛ᮇ࠶ࡿᏛ⾡◊✲ࡢ

ࠕ」 
࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢫࢱࢹ࣮ࢬࠖ
ࠕேᕤ≀ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉࠖ



ືྥ␃ពࡋࡓࠋ

㞧⣔ㄽࠖ
ࠕ࢜ࣛࣜࢸ♫ࠖ
ࠕḟୡ௦ࡢ㎰㈨※⏝ࠖ 



࠙ ᖺᗘ -636 㒊ホ౯

ࠕሗ♫࠾ࡅࡿࢺࣛࢫࢺࠖ
㸧࠾࠸࡚◊✲௦⾲⪅ 



㸭➨  ᮇホ౯ࠚ

ὶࢆ㛤ദࡋࡓࠋ







ࠕ⣮த◊✲ࠖ





㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗ

㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧



ഛⓗᑂᰝ
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ᗘࡢሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ဨ࡛ࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁ





ࢭࣥࢱ࣮㸧

ࠕ㑄⛣≧ែไᚚࠖ





࣭ᚋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᣑ

㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧





ࡢゎᯒ࣭ホ౯ᶵ⬟

ࠕᵓᡂⓗࢩࢫࢸ࣒⏕≀Ꮫࠖ





ࡢᙉࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸

㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧





ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧≧

ࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢫࢱࢹ࣮ࢬࠖ





ࡢேဨᩘ࡛ࡣࡃ༑

㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧





ศ࡛࠶ࡿࠋ୍ᒙࡢᐇࢆ

ࠕேᕤ≀ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉࠖ





ᅗࡿࡓࡵࠊ᪩ᛴ࡞ᩚഛࡀ

㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ྡ㸧





ᙉࡃᮃࡲࢀࡿࠋ

ࠕ」㞧⣔ㄽࠖ





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧







ࠕ࢜ࣛࣜࢸ♫ࠖ





㺃ᴗࡼࡗ࡚ࡣࠊ◊✲

㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧

࣭◊✲Ⓨ⾲ࡣࠊྛ◊✲ဨࡀࡢ



ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡲ࡛

ࠕḟୡ௦ࡢ㎰㈨※⏝ࠖ

ࡼ࠺࡞◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⌮ゎ



ࢱ࣒ࣛࢢࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊ 㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ྡ㸧

ࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶ



ᅉᯝ㛵ಀࡀ」㞧࡞ෆᐜ

ࠕሗ♫࠾ࡅࡿࢺࣛࢫࢺࠖ

ࠊ≉␗ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀ㞟ࡲ



ࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊ᳨ドࢆ

㸦㛤ദ᪥㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥  ྡ㸧

ࡿሙ㸦㸸௵◊✲ဨ㆟㸧࡛



⥅⥆ⓗ⾜࠺ࡇࡣ㔜



ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡣࠊ␗ศ㔝⼥ྜࠊቃ



せ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ⯆

࣭◊✲Ⓨ⾲➼ࡢᐇ

⏺㡿ᇦࡸᦂ⡛ᮇࡢ◊✲㈉⊩ࡍ



ࡢࡓࡿ࡛࠶ࡿᇶ

௵◊✲ဨ㆟࣭ᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟࠾࠸࡚ࠊྛ◊✲ศ㔝 ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



┙◊✲㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊ ࠾ࡅࡿṔྐⓗⓎᒎࡸ᭱᪂◊✲ືྥࠊྛศ㔝ࡢᇶ♏◊✲ 



ලయⓗ࡞ᡂᯝࡢᣦᶆ

ࡢ⌧≧ࡸேᮦ⫱ᡂࡢ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ሗࢆ⾜࠸ࠊᏛ 



ࡋ࡚ఱࡀ㐺ᙜ࡞ࡢࠊ㛗

⾡◊✲ࡢ⌧ሙࡢどⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົᨵၿᙺ❧࡚ࡿ ࣭▱ⓗᡤ᭷ᶒࡸಶேሗࡢၥ㢟



ᮇⓗࡑࡢᣦᶆࡀࡢ

ࡢほⅬࡽࠊ◊✲ဨࡼࡿ◊✲ဨ⮬㌟ࡢ◊✲ෆᐜࡑࡢ 㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ✚ᴟⓗ◊



ࡼ࠺᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࡢ

ព⩏ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࢆᐇࡋࡓࠋ

✲ᡂᯝࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣホ



ࢆ♧ࡍྲྀ⤌ࡳࢆ᳨ウ



౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡉࢀࡓ࠸ࠋ







࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

࣭◊✲ᡂᯝࡢබ㛤







ᖹᡂ  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡃㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡀࠗㄪᰝ ࣭Ꮫ⾡ືྥㄪᰝࡢᡂᯝࢆබ㛤ࢩ



◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࡋ࡚ᥦฟࡉࢀࠊࡑࢀࡽࢆྲྀࡾࡲࡵࠊ ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㏻ࡌ࡚✚ᴟⓗⓎ



ᮍⓎ⾲ࡢ◊✲ሗࡸಶேሗࡀྵࡲࢀࡿሙྜࡣබ㛤



ࡘ࠸࡚ಶ᳨ูウࢆ⾜࠸ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ ࡶࡢᐤࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊホ



KWWSZZZMVSVJRMSMFHQWHUFKRXVDBKRXNRNXKWPO 







࣭◊✲ဨࡢᏛ⾡ືྥㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢩ࣏ࣥ



ࢪ࣒࢘ࡼࡾᡂᯝࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



㸼බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕⓒᑑ♫ࡢᒎᮃࠖ

ಙࡍࡿࡇࡣࠊᏛ⾡ࡢ㐍ᒎࡑࡢ
౯࡛ࡁࡿࠋ








ղࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗ

ղࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗ



࠙ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࠚ









ࢭࣥࢱ࣮

ࢭࣥࢱ࣮



ࣝࣂ࣮ࣟࢢۑᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊⨨ࡅ

࣭ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࢆ㐙⾜ࡍ
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ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗ

ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᚿࡢྃࡢ

ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊ⛉

ࡋࠊࢹ࣮ࢱゎᯒඃࢀࡓศᯒ◊✲ဨ  ྡࢹ࣮ࢱศᯒࡢ ᡤ㛗ࠊศᯒ◊✲ဨࠊᑓ㛛ᛶ

ㅖᴗ㛵ࡍࡿሗࡢ

Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ◊✲

⤒㦂ࡢ࠶ࡿศᯒㄪᰝဨ  ྡࡢయไ࡛ᴗົࢆᐇࡋࡓ㸦ศ ඃࢀࡓศᯒㄪᰝဨࢆ㓄⨨ࡍࡿ

㞟࣭✚ࠊᅜෆእࡢᏛ

⪅㣴ᡂᴗࠊᏛ⾡ᅜ㝿

ᯒ◊✲ဨࡣ࠸ࡎࢀࡶᏛ➼ࡢᏛ⾡◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚ᩍ

⾡⯆ᶵ㛵ࡢᴗࡢᐇ

ὶᴗ➼ࡢྛ✀ࢹ࣮ࢱ

ᤵ⫋ࢆ๓⫋ࡍࡿࠊ⌧⫋ࡢᩍᤵ⫋࠶ࡿ⪅࡛ࠊ࠺ࡕ 㸦㞟࣭✚࣭⟶⌮㸧ࢆ⾜࠺ࡓ

≧ἣ㛵ࡍࡿሗࡢ

ࡢ୍ඖ⟶⌮㸦㞟࣭

 ྡࡣ㠀ᖖ㸧
ࠋ

㞟࣭✚ࢆ⾜࠺ࠋ

✚࣭⟶⌮㸧ࢆ⾜࠺ࡶ

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠊ
ࠕሗࢭࣥࢱ࣮ࠖ ࠸ࡿࠋ

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ㞟࣭ ࠊᅜෆእࡢᏛ⾡⯆ᶵ

࣭Ꮫᩍᤵࡋ࡚㛗ᖺࡢ◊✲⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆᡤ㛗

ࡿࡓࡵ༑ศ࡞◊✲⤒㦂ࡢ࠶ࡿ

ࡶࠊྛ✀ࢹ࣮ࢱࡢ୍ඖ⟶⌮
ࡵᚲせ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚

࠸࠺㸧ࡀᐇࡋࡓศᯒࡢ⤖ᯝࢆ⯆ᴗࡢᨵၿά 

✚ࡋࡓሗࢆศᯒࡋࠊ 㛵ࡢᴗࡢᐇ≧ἣ

⏝ࡍࡿࡓࡵࠊሗࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗ࡀᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ཬ

ࡑࡢ⤖ᯝࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ

㛵ࡍࡿሗࡢ㞟࣭✚

ࢱ࣮ᡤ㛗ࢆවົࡍࡿయไࡋࠊศᯒ➼ࡢ⤖ᯝࡣሗࢭ ࡧ⯆ࡢྛᴗࡢᢸᙜࡢ㛫

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᥦ౪

ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ㞟࣭

ࣥࢱ࣮ᡤ㛗ࢆ㏻ࡋ㐺Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

࡛⥭ᐦ㐃ᦠࡍࡿయไຍ࠼

ࡍࡿࡶࠊ⯆ࡢ

✚ࡋࡓሗࢆศᯒࡋࠊࡑ

ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡚ࠊ㐠Ⴀ㆟࡛ࡢᑂ㆟ࢆ㏻ࡋศ

ㅖᴗᥦࡋࠊᴗᨵ

ࡢ⤖ᯝࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

࣭ᡤ㛗ࠊศᯒ◊✲ဨࠊ⌮ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᯒ➼ࡢᴗົࡢ┠ᶆࡢタᐃࡸ㐍ᤖ

ၿά⏝ࡍࡿࠋ

◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᥦ౪ࡍ

ᡤ㛗➼ཬࡧ㒊㛗ࢆᵓᡂဨࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗ



ࡿࡶࠊ⯆ࡢㅖ

ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ㆟࠾࠸࡚ࠊሗࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࡢᐇ ࠸ࡿࠋ

ᴗᥦࡋࠊᴗᨵၿ

ィ⏬ࡸᐇࡋࡓᴗົࡢᡂᯝ➼ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡋࡓࠋ



ά⏝ࡍࡿࠋ



࣭㞟࣭✚ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡼࡾ



ۑ⯆ㅖᴗ㛵ࡍࡿሗࡢ㞟࣭✚

ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀᣑࡉࢀࠊሗ



࣭⯆ㅖᴗࡢࢹ࣮ࢱࡢ୍ඖ⟶⌮㸦㞟࣭✚࣭⟶⌮㸧 ࢭࣥࢱ࣮ࡢศᯒά⏝ࡉࢀࡿ



ࡿᴗົࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ๓ᖺᗘᵓ⠏ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣋ ࡶࠊ
ࠕ⛉◊㈝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫά



࣮ࢫࠊ⛉◊㈝ࡢᛂເࠊᑂᰝࠊ᥇ᢥㄢ㢟ࠊሗ࿌᭩㛵ࡍ ⏝ࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ㏻ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࡀ



ࡿㅖࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍ᱁⣡ࡍࡿࡇࡼࡾࠊࣞࢥ࣮ࢻᩘࢆィ ࡼࡾ᭷ຠ⏝ࡉࢀࡿ⎔ቃࡀᩚ



⣙  ௳ࡽィ⣙  ௳ᣑࡉࡏࡿࡶࠊࢸ ࠼ࡽࢀࡓࠋ



࢟ࢫࢺࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢹ࣮ࢱࢆࢸ࢟ࢫࢺࡍࡿ࡞





ࡼࡾࠊศᯒᴗົࡢ⎔ቃࢆྥୖࡉࡏࡓࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⾜ࡗࡓㄪᰝ࣭ศ



࣭๓ᖺᗘ㛤Ⓨࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ᱁⣡ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࠊ ᯒάືࡢᡂᯝࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒



ሗࢭࣥࢱ࣮௨እࡢ⯆ᙺ⫋ဨࡶᵝࠎ࡞᮲௳タᐃࢆ



⾜࠸㞟ィࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓࠕ⛉◊㈝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫά ࡢᴗົࡢᨵၿྥࡅࡓ᳨ウ



⏝ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᮏ᱁㐠⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࡶࠊእ㒊ࡽ ࡁࡃᙺ❧ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ



ࡢ⏝ࡢせᮃᑐᛂࡋࡓࢹ࣮ࢱᥦ౪ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ

ࡽࠊ༑ศホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡓࠋ
ࠋ





࣭⯆ᴗయࡿࠕᇶ♏ࢹ࣮ࢱ㞟ࠖࢆసᡂࡋࠊ ࣭&*6, ࣏࣮ࣞࢺࡢ⥅⥆ⓗ࡞ห⾜



⛉◊㈝௨እࡢᴗࡘ࠸࡚ࡶᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭ ࡣࠊሗࢭࣥࢱ࣮ࡢᡂᯝࡀࠊᗈ



✚ࢆ⾜࠺ࡶࠊ⯆ෆ࡛ሗࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ

ࡃᏛ➼Ꮫ⾡◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚





ࡶ᭷ຠ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿ



ۑᅜෆእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢᴗࡢᐇ≧ἣ㛵ࡍࡿ



ሗࡢ㞟࣭✚

≧ἣࡢ⟶⌮➼ࡀ☜ᐇ⾜ࢃࢀ࡚

◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ⛉◊㈝➼

ࡶࡢࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ




࣭⯆ࡢᴗົࡢᨵၿᙺ❧࡚ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊㅖ ࣭ศᯒ࣭ㄪᰝ࣏࣮ࣞࢺ㸦᳨ウ㈨



እᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢືྥཬࡧᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢᴗࡢᐇ



≧ἣ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟ࡋࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣࠊୖグ &*6, ཧ⪃ࡋ࡚༑ศά⏝ࡉࢀ࡚࠸



࣏࣮ࣞࢺࡋ࡚ห⾜ࡋࡓࠊ௨ୗࡢศᯒ࣭ㄪᰝ࣏࣮ࣞࢺ ࡿࠋ
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ᩱ㸧ࡣࠊ⯆ࡢㅖᴗᐇࡢ



㸦᳨ウ㈨ᩱ㸧ࡋ࡚Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧྛ㒊 



⨫ᥦ౪ࡋࡓࠋ










࣭(OVHYLHU ♫ࡀᥦ౪ࡍࡿᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 6FRSXV ཬࡧ
ศᯒࢶ࣮ࣝ 6FL9DO ࢆ⏝ࡋࠊᅜෆཬࡧᾏእࡢᏛ⾡◊✲
ືྥࡢศᯒࢆᐇࡋࡓࠋ

ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᥦ౪ࡸ⯆ࡢㅖᴗࡢ
ᥦ







࠾࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊ㐺ᐅᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮➼ᥦ౪ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉◊㈝ࡢ
ᑂᰝᴗົ➼ࡢᨵၿྥࡅ࡚ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
㸦,57㸧ᇶ࡙ࡃホⅬࡢᶆ‽㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
㸼⛉◊㈝ࡢᑂᰝဨೃ⿵ࡢ⤫ィⓗ᥎⸀ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ



㸼6FRSXV ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓศᯒࡢᐇ⏝ᡭἲࡢ



᳨ウ



㸼ᾏእᏛ⾡◊✲ືྥࡢㄪᰝ


















࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝ࡋࠊ๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁᖹᡂ  ᖺ
ᗘᑟධࡉࢀࡓᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ᳨ドᚲせ࡞ศᯒ
ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ◊✲ᴗ㒊ᥦ౪ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᾏእ
◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࢆྵࡴ⯆ࡢྛ㒊⨫࠾ࡅࡿ
6FRSXVࠊ6FL9DO ࡢ⏝ࢆಁ㐍ࡋࡓࠋ

ۑศᯒ➼ࡢᡂᯝࡢᏛ➼Ꮫ⾡◊✲ᶵ㛵ࡢᥦ౪
࣭ሗࢭࣥࢱ࣮࡛㞟ࡋࡓሗࡸศᯒࡢ⤖ᯝࢆᏛ➼Ꮫ
⾡◊✲ᶵ㛵ᥦ౪ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ&*6, ࣏࣮ࣞࢺ
㸦ࠕ&*6,ࠖࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢⱥᩥྡ⛠
ࠕ&HQWHUIRU*OREDO6FLHQFH,QIRUPDWLRQࠖࡢ␎⛠㸧
ࢆ  ሗห⾜ࡋࡓ
ྕ
Ⓨ⾜᪥
➨  ྕ ᖹᡂ  ᖺ
 ᭶  ᪥
➨  ྕ ᖹᡂ  ᖺ
 ᭶  ᪥










ྡ⛠
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢㄪᰝ࣭ศᯒάືሗ
࿌
せᅜࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ
࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᴗᐇࡢ᳨
ドホ౯㛵ࡍࡿㄪᰝ 

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࣮࣐࡛ࣟ㛤ദࡉࢀࡓࠕ◊✲ホ౯㛵
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㸼⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡢᨵၿࢆ┠ⓗࡋࡓ㡯┠ᛂ⌮ㄽ







࣭㞟ࠊ✚ࡋࡓሗࢆศᯒࡋࠊ௨ୗࡢᡂᯝࢆ㐠Ⴀ㆟







ۑ㞟࣭✚ࡋࡓሗࡢศᯒࡢᐇࡑࡢ⤖ᯝࡢᏛ⾡ࢩ






ศᯒ࣭ㄪᰝ࣏࣮ࣞࢺ㸦᳨ウ㈨ᩱ㸧ࡢྡ⛠
ࠕせᅜࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᴗ
ᐇࡢ᳨ドホ౯㛵ࡍࡿㄪᰝࠖሗ࿌᭩
ࠕ⡿Ḣࡢせᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡࣭⛉Ꮫᢏ⾡㛵ࡍࡿせᩥ
᭩㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ∧㸧
ࠖせ᪨㞟
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ࡍࡿ * ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉྜࠖศᯒ◊✲ဨࡀཧຍ



ࡋࠊྛᅜࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ྥࡅ࡚ሗ



ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
























㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸳㸫㸰

㸳 ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓᏛ⾡⯆యไࡢᵓ⠏♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍
㸦㸰㸧ᗈሗሗⓎಙࡢᙉཬࡧᡂᯝࡢᬑཬ࣭ά⏝
ձ ᗈሗሗⓎಙࡢᙉ
ղ ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ࣭ά⏝
㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ
➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦㸰㸧㸦⯆ࡢάື≧ἣཬࡧㄪᰝ࣭◊✲ࡢᡂᯝࢆ✚ᴟⓗሗⓎಙࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᅜෆእࡢ◊✲⪅ࠊᅜẸࡢ┦⌮ゎࢆᅗࡾࠊ♫ࡢຠᯝⓗ࡞㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠋ
㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ
㸦㸱㸧
㸦ᨻᗓࡢ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆຠᯝⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡣࠊᏛࠊබⓗ◊✲ᶵ㛵ࠊᴗ࠸ࡗࡓ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥάືࡢከᵝ࡞ᐇ⾜యࡽ
㞴᫆ᗘ
ඹឤࢆᚓ࡞ࡀࡽ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊྛయࡢᶵ⬟ᙉྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢᐇࠊ⏘Ꮫᐁࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢᣑࡀ㘽࡞ࡿࠋࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠋ

ཧ⪃㹓㹐㹊

⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 㸸KWWSZZZMVSVJRMSLQGH[KWPOࠊⱥ㸸KWWSZZZMVSVJRMSHQJOLVKLQGH[KWPO 
࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ㸦ࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮㸧 KWWSZZZMVSVJRMSMPDLOPDJD]LQHEDFNQXPEHUBEDFNKWPO 
ࡦࡽࡵࡁࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼᴗ KWWSZZZMVSVJRMSKLUDPHNLLQGH[KWPO 
༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMWDNXHWVXLQGH[KWPO 
Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ



Ⓩ㘓⪅ᩘ
ࡦࡽࡵࡁࡁࡵࡁۼ



ࢧ࢚ࣥࢫ㛤ദᩘ
༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗ



㸸ཧ⏬Ꮫ༠ᩘ
⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡



㆟㛤ദᩘ

 ௳

 ௳

㸰㸴ᖺᗘ
 ௳

㸰㸵ᖺᗘ
 ௳

㸰㸶ᖺᗘ
௳





㸰㸷ᖺᗘ
 ௳

 
 

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯  㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯  㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯  㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯  㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯  㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯  
㸦 ᶵ㛵㸧 㸦 ᶵ㛵㸧 㸦 ᶵ㛵㸧 㸦 ᶵ㛵㸧 㸦 ᶵ㛵㸧 㸦 ᶵ㛵㸧  
 Ꮫ༠

 ᅇ

 Ꮫ༠

 ᅇ

 Ꮫ༠

 ᅇ

 Ꮫ༠

 ᅇ

 Ꮫ༠

 Ꮫ༠

 ᅇ

 ᅇ

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ





















 
 
 



 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸳 ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓᏛ⾡⯆యไࡢᵓ⠏♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ



ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸳 ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓᏛ⾡⯆యไࡢᵓ⠏♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍ࠖ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ィ⏬

ᖺᗘィ⏬

㸦㸰㸧ᗈሗሗⓎಙࡢ

㸦㸰㸧ᗈሗሗⓎಙࡢ

㸦㸰㸧ᗈሗሗⓎಙࡢ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᙉཬࡧᡂᯝࡢᬑཬ࣭ά

ᙉཬࡧᡂᯝࡢᬑཬ࣭ά

ᙉཬࡧᡂᯝࡢᬑཬ࣭ά

㺃࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥⓏ㘓⪅

࠙ᗈሗሗⓎಙࡢᙉࠚ

⏝

⏝

⏝

ᩘ

࣭⌧ᅾࡢ⯆ࡢᗈሗ㛵ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ ࣭ຓᡂ➼ࡢ◊✲ᡂᯝࡀ♫ⓗ

ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ

ձᗈሗሗⓎಙࡢᙉ

ձᗈሗሗⓎಙࡢᙉ

㺃ࡦࡽࡵࡁࢧࡁࡵࡁۼ

ࡋࠊຠᯝⓗ࡞ᗈሗ፹యࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ





࢚ࣥࢫ㛤ദᩘ

⯆ࡢάື≧ἣཬ
ࡧㄪᰝ࣭◊✲ࡢᡂᯝࢆ✚

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㹀

㸺᰿ᣐ㸼

ホᐃ

㹀

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ㄆ▱ࡉࢀࠊ⯆ࡢάືࡀᗈࡃ

⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰

㸼ྛᴗࡢᴫせࡸຓᡂࡋࡓ◊✲ࡢᡂᯝࡣᏊࡸࢹࢪ

ᅜẸ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ⯆ࡢ

ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ

㺃༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤

ࢱࣝ➼ᵝࠎ࡞፹యࡼࡾᚑ᮶ሗⓎಙࡋ࡚ࡁ࡚࠸

ᗈሗࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ

ࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸

ᴟⓗሗⓎಙࡍࡿࡇ

⯆ࡢάືෆᐜࡸ

ᅜẸཬࡧ◊✲⪅➼

ࡼࡗ࡚ࠊᅜෆእࡢ◊

ㄪᰝ࣭◊✲ࡢᡂᯝࢆࠊࡼ

ྥࡅࡓᗈሗࡢᅾࡾ᪉ࠊᐇ

ᴗ㸸ཧ⏬Ꮫ༠ᩘ

ࡿࡀࠊཷࡅᡭࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡘࡼࡾศࡾࡸ

࡛᪂ࡓ࡞ᐇ᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜࠺

ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ

✲⪅ࠊᅜẸࡢ┦⌮ゎ

ࡾᗈࡃෆእࡢ◊✲⪅ࠊ㛵

᪉ἲࡘ࠸࡚༠㆟ࢆ

㺃⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡

ࡍࡃఏ࠼ࡿࡓࡵࡢᕤኵ

ࡶࠊྛ✀ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼

᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞

ࢆᅗࡾࠊ♫ࡢຠᯝⓗ

ಀᶵ㛵ࡸᅜẸ⌮ゎࡋ

⾜࠸ࠊࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㋃

㆟㛤ദᩘ

㸼Ꮫ⾡㸦◊✲㸧ࡢ㔜せᛶ㛵ࡍࡿ⯆ࡋ࡚ࡢ᫂☜ ࡢసᡂ࣭㓄ᕸࡸྛ✀ᗈሗ፹యࢆ

ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

࡞㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࠊ ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊ㨩ຊ࠶ࡿ

ࡲ࠼ࡓ㐺ษ࡞ᗈሗດ



ᗈሗࡢయไࢆᙉࡍࡿࠋ ᗈሗㄅ➼ฟ∧≀ࡸ࣮࣍

ࡵࡿࠋ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢⓎಙ
㸼Ꮫ⾡◊✲ᑐࡍࡿᅜ㈝ᢞධࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ࡼࡾ

ࡲࡓࠊྛᴗࡢᐇ≧ ࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

⏝ࡋࡓᗈሗάືྲྀࡾ⤌ࢇ࡛

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

࠾ࡾࠊ╔ᐇ࡞ᴗົ㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ



࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚

ࡲࡓࠊㄪᰝ࣭◊✲ࡢᡂ

࣒࣮࣌ࢪࡢෆᐜᐇ

ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗࡢ

ດࡵࡿ࡞ࠊຠᯝⓗ࡞

ἣ➼ࠊᏛ⾡◊✲㛵ࢃࡿ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠



ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ

⏬❧➼ⓗ☜ά

ሗᥦ౪ࡀᐇ࡛ࡁࡿࡼ

ሗࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ᪉

㸦㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࢆ㝖

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⯆ࡀධᒃࡋ࡚࠸ࡿ㯜⏫ࣅࢪࢿࢫ

㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡍࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌

࠺ࠊᗈሗయไࢆᩚഛࡋࠊ ἲࡼࡾබ㛤ࡋࠊᬑཬ

ࢪࡢᥖ㍕ࡸฟ∧➼

ࡑࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ᗈࡃᅜẸッồࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇

ࡃ㸧ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢ  㝵ࣟࣅ࣮ࡸྛᴗ➼ㄝ᫂ࡢ㛤ጞ๓࣭ఇ᠁



ດࡵࡿࠋ

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

➼࠾ࡅࡿᗈሗᫎീࡢᨺᫎࠊࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕ㸦ἲேᴫせ㸧

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ





ࡢᅜࡢᅜබ⚾❧Ꮫ➼ࡢ㓄➼ࢆ⾜࠸ࠊ⯆ࡢά
ືࡢᬑཬດࡵࡓࠋ

ࡼࡾࠊ◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵ♫

ࡲࡓࠊ⯆ࡢᴗົෆ

✚ᴟⓗᥦ౪ࡋࠊᗈ

ᐜ㛵ࡍࡿ᭱᪂ሗࢆ

㺃୰ᮇィ⏬࠾ࡅࡿࠕ㐩

ࡃᬑཬࡉࡏࡿࠋ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛㎿㏿

ᡂࡍࡁᡂᯝࠖྥࡅࡓ

㸺ࡑࡢ㡯㸼



ᥦ౪ࡍࡿࠋᥖ㍕ᙜࡓࡗ

ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ

࣭ᗈሗࡢෆᐜᑐ㇟ᛂࡌ࡚ࠊ

ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼


࡚ࡣ㜀ぴ⪅ഃࡽࡢど

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

ᚑ᮶ࡢ⣬፹య࡛ࡢᗈሗຍ࠼

Ⅼࢆ㔜どࡋࠊぢࡸࡍࡉ࣭

࣭ㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡢ◊

࡚ࠊ࣓࣐ࣝ࢞ࡸ㹑㹌㹑ࢆά⏝

ศࡾࡸࡍࡉࡢ☜ಖ

✲⪅ࢆጞࡵ♫ࡢ

ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋຠ

ດࡵࡿࠋ

✚ᴟⓗ࡞ᥦ౪

⋡ࡀࡼࡃ㡪ࡶᐃ㔞ⓗᢕᥱ




ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

࣭ࠕⓎぢⓎ᫂ࡢࢹࢪ

࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊࡉࡽ࡞ࡿ⏝ᣑ





㸦ϸ㸧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢά

ࢱࣝ༤≀㤋㸦༟㉺◊

ࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ڦά⏝





⏝

✲ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧
ࠖࡢ

࣭බເሗࢆ୰ᚰࠊ᭱᪂ࡢሗࢆ㏿ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ ࣭◊✲⪅ࡸᅜẸࡽᗈࡃ⌮ゎࡀ



ᐇ

ࢪ࡚࿌▱ࡋࠊෆእࡢ◊✲⪅ࡸ୍⯡ྥࡅᗈࡃ㎿㏿࡞ ᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᴗࡢᐇ≧ἣ

࣭ᏛࡢᐇࡍࡿᏛ⾡ⓗ࡞ᇶ

ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡸᏛ⾡◊✲㛵ࢃࡿሗࡘ࠸

♏◊✲ࡢຍ౯್ࢆ㧗ࡵࡿࡓ

࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᥖ㍕ࢆ✚

ࡵ⏘Ꮫ࡛㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇࡣ㔜

බເሗࢆ୰ᚰࡋ



ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

࡚ࠊ⯆ࡢᴗົෆᐜ

࣭⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ

㛵ࡍࡿ᭱᪂ሗࢆ࣮࣍

ࡢάⓎ࡞άື୍ᒙ



࣒࣮࣌ࢪ࡛㎿㏿ᥦ౪

ࡢάᛶࡢ᥎㐍

࣭᪤Ꮡࡢᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊබເࡀ⤊ࡋࡓᚋࡢ᥇ᢥ㛵 ᴟⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

せࠋẸ㛫ࡢ◊✲⪅ࡀࠊᛂ⏝ࡢ

ࡍࡿሗࡸᴗሗ࿌ࡘ࠸࡚ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢබ㛤

ㄢ㢟ࢆࠊᇶ♏◊✲ࡢෆᐜࡲ࡛

ࡋࠊ୍⯡ᅜẸࡸ◊✲⪅ࡢ
ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿⓗ☜
ࡘぢࡸࡍ࠸ሗᥦ౪

࣭⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓᴗᒎ㛤
࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥࢪ



ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊᗈࡃᅜẸ➼ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࣈࣞࢡࢲ࡛࢘ࣥࡁࡿࡀ࢝



ࢠࠋᅔ㞴࡞ሙྜࡣࠊࡑࡢ㛫

ດࡵࡿࠋ

࣒࢘ࡢ㛤ദ◊✲ά

⨨ࡍࡿࠊ㹈㹑㹒ࡸ㹌㹃㹂㹍



ືཬࡧᡂᯝࡿ

ࡢᡓ␎ᢸᙜ㆟ㄽࡍࡿࡢࡶࡦ

ሗⓎಙ

ࡘࡢ᪉⟇ࠋ




ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ
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㸦Ϲ㸧ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕ➼ࡢ

㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯

ࡢ➼࣮ࣕࢩ࣮ࣟࣈڦⓎ⾜





Ⓨ⾜

ࢆᚓࡿࠋ

࣭ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕ㸦ἲேᴫせ㸧ࡢࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ ࣭ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕࡢࠊ⛉Ꮫ◊

⯆ࡢᴗෆᐜ
ࡘ࠸࡚ศࡾࡸࡍࡃ⦅





ᴗࠊྛ✀ᅜ㝿ὶᴗࠊ+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ➼ࡢᴗࡈ ✲㈝ຓᡂᴗࠊྛ✀ᅜ㝿ὶ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࢆศࡾࡸࡍࡃసᡂ࣭⦅㞟ࡋᅜෆእࡢ ᴗࠊ+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ➼ࡢᴗ

㞟ࡋࡓࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕࢆ ࣭ຓᡂ➼ࡼࡿ◊✲ᡂᯝ

㛵ಀ⪅ᗈࡃ࿘▱ࡋࡓࠋࡲࡓࠊⱥᩥࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮㸦-636 ࡈࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࢆศࡾ

సᡂࡋࠊᏛ➼㛵ಀᶵ

ࡀ♫ⓗㄆ▱ࡉࢀࠊ

4XDUWHUO\㸧ࢆᖺ  ᅇ㸦ྛᅇ  㒊㸧Ⓨ⾜ࡋࠊᅜෆእ ࡸࡍࡃసᡂ࣭⦅㞟ࡋᅜෆእࡢ㛵

㛵ࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࠊᾏእࡢㅖ

⯆ࡢάືࡀᗈࡃᅜẸ

ࡢእᅜே◊✲⪅ࡸᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࠊᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ᶵ㛵㓄ᕸࡍࡿࠊᚲ

ࡽᨭᣢࡉࢀࡿࡼ࠺࡞

㛵ࠊᅾ᪥㤋➼㓄ᕸࡋࠊᅜෆእࡢ◊✲⪅ࠊᅜẸࡢ 

せᛂࡌ࡚ᴗࡈ

᭷ຠⓗ࡞ᗈሗάືྲྀ

ሗⓎಙດࡵࡓࠋసᡂࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡣ௨ୗࡢ ࣭ⱥᩥࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࢆᖺ  ᅇ

࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ➼ࢆⓎ

ࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ

⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛㟁Ꮚ፹య࡛ࡶබ㛤ࡋࡓࠋ

㸦ྛᅇ  㒊㸧Ⓨ⾜ࡋࠊᅜෆ

⾜࣭㓄ᕸࡍࡿࠋࡲࡓࠊⱥ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ⮧

᪥ᮏㄒ∧㸸

እࡢእᅜே◊✲⪅ࡸᏛ➼◊✲

ㄒ∧ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࢆ

ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

KWWSZZZMVSVJRMSSXEOLFDWLRQVLQGH[KWPO

ᶵ㛵ࠊᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࠊᅾ

ᖺ  ᅇⓎ⾜ࡋࠊ⯆ࡢ



ⱥㄒ∧㸸

᪥㤋➼㓄ᕸࡋࡓࡇࡣࠊ

ᴗࡼࡾ᮶᪥⤒㦂ࡢ ࣭ಶࠎࡢ᪉⟇ࡼࡾࠊ

KWWSZZZMVSVJRMSHQJOLVKSXEOLFDWLRQVLQGH[KWPO 

ᅜෆእࡢ◊✲⪅ࠊᅜẸࡢሗ

࠶ࡿእᅜே◊✲⪅ࠊᾏእ

࠺࠸࠺㡪ࡀ࠶ࡗࡓ



Ⓨಙࡁࡃ㈨ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼

ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࠊᅾ᪥

ࢆᐃ㔞ⓗホ౯ࡍࡿࡇ

➼ࢺࢵࣞࣇࣥࣃەసᡂᐇ⦼

㤋➼㓄ᕸࡍࡿࠋ

ࡶᚲせࠋࡑࢀࢆࠊྛ



ᴗࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍ



ࡿࡇࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᴗࡢ



᪉ྥᛶࡢ❧ࡶࡘ࡞



ࡀࡿ⪃࠼ࡿࠋ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯㸦ᖺ



ᗘ㸧ࠚ







࣭⯆ࡢᴗࡢᡂᯝ



ᑐࡍࡿᗈሗ㛵ࡋ࡚ࡣ



࠶ࡲࡾ㔜どࡉࢀ࡚࠸࡞



࠸ࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ



ࡋࡋࠊ⯆ࡢᴗࡢ



ホ౯࠸࠺ほⅬࡽࠊ



ᴗࡢᡂᯝࢆ⯆⮬㌟



ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡃດຊࡀᚲ



せ࡞ࢁ࠺ࠋ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ







࣭ከ✀ከᵝ࡞ฟ∧≀ࡢⓎ



⾜ࡸᴟࡵ࡚ᐇࡋෆᐜ



ࡢ㇏ᐩ࡞࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



➼࠾࠸࡚ࠊ⇕ᚰࡘ



ᑀ࡞ᗈሗάືࡀ⾜ࢃࢀ



࡚࠸ࡿࡇ㛫㐪࠸ࡣ

ᶆ㢟ࡲࡓࡣෆᐜ
-636㸦᪥ᮏㄒ∧ࣈ࣮ࣟࢩ
࣮ࣕ㸧
-636㸦ⱥㄒ∧ࣈ࣮ࣟࢩࣕ
࣮㸧
⛉◊㈝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ 㸦ᩥ㸧
⛉◊㈝ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ 㸦ⱥᩥ㸧
⛉◊㈝ 1(:69RO
⛉◊㈝ 1(:69RO
⛉◊㈝ 1(:69RO
⛉◊㈝ 1(:69RO
ࡦࡽࡵࡁࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ
ᴗࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦$ ∧㸧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➨  ∧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➨  ∧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛᡂᯝ㞟➨  ∧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛᡂᯝ㞟➨  ∧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ  ࿘ᖺグᛕㄅ㸦ⱥㄒ∧㸧
1DWXUH ,QGH[  5HVHDUFK
([FHOOHQFHDQG,QQRYDWLRQ㸦ᢤ
ๅ㸧
-6364XDUWHUO\1R
-6364XDUWHUO\1R
-6364XDUWHUO\1R
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ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ
ᮾி 㸦ᩥࡕࡽࡋ㸧
ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ
ᮾி 㸦ⱥᩥࡕࡽࡋ㸧
ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ
ᮾி  ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ᖹᡂ  ᖺᗘඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࢘
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ศࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࡍ
ࡿ࡞ࠊ᭷ຠ࡞ᗈሗࡢ᪉
ἲࢆᕤኵࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ
࣭◊✲ᡂᯝࡢබ⾲ࡸ♫
㑏ඖࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡◊
✲ࡢ᭷ຠᛶࡸ㔜せᛶࢆ
♧ࡍࡓࡵࡶࠊࡲࡓࠊ♫
⌮ゎࡉࢀࡿࡓࡵ
ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊ♫࡛
ࡢࠕぢ࠼ࡿࠖࡘ࠸࡚
ࡣࡲࡔ༑ศࡣ࠸࠼࡞
࠸ࠋ⯆ࡢάືࡀᗈࡃ

-636,QWHUQDWLRQDO)HOORZVKLSV
IRU5HVHDUFKLQ-DSDQ㸦
ᩥ㸧
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ࣉࣟࢢ࣒ࣛᛂເࢳࣛࢩ
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ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ
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⏘Ꮫ༠ຊ㸦ⱥᩥ㸧ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
㸦8QLYHUVLW\,QGXVWU\5HVHDUFK
&RRSHUDWLRQ㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᤵ㈹ᘧࣃࣥ
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ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸦
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Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮
࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
ͤ

㟁Ꮚ፹య࡚సᡂ࣭㓄ᕸ

࣮ࢱࢫ࣏ەసᡂᐇ⦼
120

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

㸫ͤ

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

+ ᖺ  ᭶

 㒊

ᶆ㢟ࡲࡓࡣෆᐜ
సᡂᮇ
సᡂ㒊ᩘ
ࡦࡽࡵࡁࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
ᴗ࣏ࢫࢱ࣮
➨  ᅇ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ࣏ࢫࢱ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
࣮
ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
ᮾி  ࣏ࢫࢱ࣮㸦ᩥ㸧
ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
ᮾி  ࣏ࢫࢱ࣮㸦ⱥᩥ㸧
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ  ࿘ᖺグᛕㅮ₇࣏ࢫࢱ + ᖺ  ᭶
 㒊
࣮
ᖹᡂ  ᖺᗘඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࢘
+ ᖺ  ᭶
 㒊
࣒ཧຍ⪅ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮



-6366XPPHU3URJUDP ࣏ࢫ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
ࢱ࣮㸦$ ∧㸧
)HOORZVKLS IRU 5HVHDUFK LQ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
-DSDQ ࣏ࢫࢱ࣮
ᖹᡂ  ᖺᗘศᾏእ≉ู◊✲ဨເ
+ ᖺ  ᭶
㸫ͤ
㞟࣏ࢫࢱ࣮ 
ᖹᡂ  ᖺᗘศᾏእ≉ู◊✲ဨ
+ ᖺ  ᭶
㸫ͤ
55$ ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศ
+ ᖺ  ᭶
㸫ͤ
≉ู◊✲ဨເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
ᖹᡂ  ᖺᗘ㸦 ᖺᗘ㸧᥇⏝ศ
+ ᖺ  ᭶
㸫ͤ
≉ู◊✲ဨ㸫53' ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཷ㈹ೃ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
⿵⪅ࡢ᥎⸀ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ཷ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ເ㞟࣏ࢫࢱ࣮
ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫
⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗࢩ࣏ࣥࢪ࢘ + ᖺ  ᭶
㸪 㒊
࣒࣏ࢫࢱ࣮
ᖹᡂ  ᖺᗘⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
ࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟࣏ࢫࢱ࣮㸦$ ุ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
ࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟࣏ࢫࢱ࣮㸦% ุ㸧

ᖹᡂ  ᖺᗘⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓ
+ ᖺ  ᭶
 㒊
ࣉࣟࢢ࣒ࣛເ㞟࣏ࢫࢱ࣮㸦% ุ㸧

ͤᖹᡂ  ᖺᗘศເ㞟ࡼࡾྛᶵ㛵ࡢ࣏ࢫࢱ࣮㒑㏦ࡣᗫṆࡋࠊస
ᡂࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕㸦-6366XPPHU
3URJUDP ࣏ࢫࢱ࣮ࠊ)HOORZVKLSIRU5HVHDUFKLQ-DSDQ ࣏ࢫࢱ
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ࡸᏛ⾡ࡀࡶࡘពᑐ

῝ࡉࡸ㠃ⓑࡉࢆศ

ࡿࡇࢆዡບࡍࡿࡓࡵࠊᙜᴗ࠾࠸࡚⥅⥆ⓗࣉࣟࢢ ࡿᶵࢆ✚ᴟⓗᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ

ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᶵ

ࡾࡸࡍࡃⓎಙࡍࡿࡇ

࣒ࣛࢆᐇࡋࠊᏊࡶ㐩ࡢ⛉Ꮫࡍࡿᚰࢆ⫱ࡳ▱ⓗዲወᚰ ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ

ࢆᥦ౪ࡍࡿࠕࡦࡽࡵࡁۼ

ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⾡ࡀᣢࡘព

ࡢྥୖࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓ◊✲⪅ࢆㆭ࠼ࡿࠕࡦࡽࡵࡁ ۼᶵ㛵ࠊ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᛂເࡀ࠶

ࡁࡵࡁࢧ࢚ࣥࢫ㹼

⩏ࡸᏛ⾡᪥ᖖ⏕ά

ࡁࡵࡁࢧ࢚ࣥࢫ᥎㐍㈹ࠖࢆタࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺ

ࡾࠊᛂເ௳ᩘࡀ╔ᐇቑຍࡋ࡚

ࡼ࠺ࡇࡑᏛࡢ◊✲ᐊ

ࡢ㛵ࢃࡾᑐࡍࡿ⌮ゎ

ᗘࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ᐇ௦⾲⪅ࡋ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ 

࠸ࡿࡇࡣࠊᗈሗࡸሗⓎಙࡀ

㹼.$.(1+,ࠖࢆᅜྛ

ࢆ῝ࡵࡿᶵࢆᥦ౪ࡍ

ᅇ௨ୖᐇࡋࡓ◊✲⪅ࡢ୰ࡽጤဨࡼࡿ㑅ᐃࡢୖ

ຠᯝⓗ⾜ࢃࢀࠊᴗࡢ㔜せᛶ
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ᆅࡢᏛ࡛ᖜᗈࡃᐇ

ࡿࠕࡦࡽࡵࡁࡁࡵࡁۼ

 ྡࢆ⾲ᙲࡋࡓࠋ

ࡀᗈࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺Ⅼ

ࡍࡿࠋ

ࢧ࢚ࣥࢫ㹼ࡼ࠺ࡇࡑ



࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



Ꮫࡢ◊✲ᐊ㹼



.$.(1+,ࠖࢆᅜྛᆅࡢ
Ꮫ➼࡛ᖜᗈࡃᐇࡍ
ࡿࠋ





㸦Ϲ㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

㸦Ϲ㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲



ڦᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄪᰝ࣭◊✲



ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲

ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡢ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡃㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡀྛ◊ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ࡢᡂᯝࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

ᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊሗ࿌᭩

✲ဨࡽࠗㄪᰝ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࡋ࡚ᥦฟࡉࢀࠊࡑࢀ

ࣥࢱ࣮ࡢ㞟ሗࠊཬࡧ

ྲྀࡾࡲࡵ࣮࣒࣍࣌

ࡽࢆྲྀࡾࡲࡵࠊᮍⓎ⾲ࡢ◊✲ሗࡸಶேሗࡀྵࡲࢀ ࠗㄪᰝ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࢆࡶ

⛉◊㈝ᴗࢆࡣࡌࡵ

࣮ࢪ➼࠾࠸࡚බ⾲ࡍ

ࡿሙྜࡣබ㛤ࡘ࠸࡚ಶ᳨ูウࢆ⾜࠸ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ ࠊᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࠊホᐃᇶ‽࣭

⯆ࡀᐇࡍࡿྛᴗ

ࡿࡶࠊᴗࡢ

ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ

ホ౯᪉ἲ࡞ࡢᴗົࡢᨵၿ➼

࠾࠸࡚ᨭᑐ㇟⪅

⏬࣭❧➼ά⏝ࡍࡿࠋ

KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUFKRXVDBKRXNRNXKWPO

ᙺ❧࡚࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ⦼ሗ࿌







᭩➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ▱ⓗᡤ



࣭බ㛤ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ▱ⓗᡤ᭷

᭷ᶒ➼㓄៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ



ᶒ➼㓄៖ࡋ࡚ࠊබ㛤ࡘ࠸࡚

ᴗࡢ⏬❧➼ά



ಶ᳨ูウࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛

⏝ࡍࡿࡶࠊ࣮࣒࣍



ࡁࡿࠋ

࣮࣌ࢪࡢᥖ㍕ࡸฟ∧

ڦᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㞟ሗ



➼ࡼࡾࠊ◊✲⪅ࢆࡣࡌ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㞟ࡋࡓᾏእࡢᏛ⾡࣭㧗➼ᩍ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤タࡋࡓ࣏࣮ࢱ

ࡵ♫✚ᴟⓗᥦ౪

⫱ືྥ㛵ࡍࡿሗࢆ㞟⣙ࡋࡓࠕᾏእᏛ⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝ ࣝ ࢧ  ࢺ ࢆ ά ⏝ ࡋ ࠊ ᾏ እ ࡢ Ꮫ

ࡋࠊᗈࡃ♫㑏ඖࢆ┠ᣦ

ࢧࢺࠖ࠾࠸࡚ࠊ᭱᪂ࡢࢽ࣮ࣗࢫࡸ࣏࣮ࣞࢺࢆⓎಙࡋ ⾡࣭㧗➼ᩍ⫱ືྥ㛵ࡍࡿሗ

ࡍࡶᬑཬࢆᅗࡿࠋ

ࡓࠋ

ࢆࢃࡾࡸࡍࡃⓎಙ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ



KWWSZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ






࠾ࡅࡿㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ࠊ






㸦Ϻ㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢ㐍ᒎ

㸦Ϻ㸧Ꮫ⾡ࡢ㐍ᒎࡼࡾ



ڦ༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗ



ࡼࡾ⏕ࡌࡓ༟㉺ࡋࡓ◊

⏕ࡌࡓ༟㉺ࡋࡓ◊✲ᡂ



࣭ᴗጤဨཬࡧ⏬ᑠጤဨࢆ㛤ദࡋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫබ ࣭༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗ࠾࠸

✲ᡂᯝࢆᗈࡃ୍⯡බ

ᯝࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡼ

㛤࣮࣌ࢪࡢᨵಟࡸࠊⓎぢⓎ᫂ࡢࢹࢪࢱࣝ༤≀㤋㸦༟㉺ ࡚ࠊᴗጤဨཬࡧ⏬ᑠጤဨ

㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⾡

ࡾᗈࡃ୍⯡බ㛤ࡍࡿ

◊✲ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧ࡢᐇ᪉⟇➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᏛ༠ ࢆ㛤ദࡋࠊࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢᨵ

◊✲ࡢᡂᯝ࣭ᬑཬཬࡧࡑ

ࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠕ༟㉺

ࡢㄪᩚࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫබ㛤࣮࣌ࢪࡢᨵಟࢆᐇࡋ

ಟࡸ༟㉺◊✲ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ

ࡢ㔜せᛶࡘ࠸࡚ࡢ⌮

◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗࠖࢆᐇ

ࡓࠋ

ᐇ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࡢ

ゎಁ㐍ດࡵࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

࣭ⱥㄒࢥࣥࢸࣥࢶࡢቑຍక࠸ࠊ◊✲ᡂᯝࡢබ㛤ࡲ࡛ࡢ ࡕࠊᏛ༠ࡢㄪᩚࠊࢹ࣮ࢱ࣋



ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊጤဨ

యไࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊ┘ಟ⪅ࢆ୍ྡቑဨࡋࡓࠋ

ࢆ㛤ദࡋࠊ
ࠕⓎぢⓎ






࣮ࢫබ㛤࣮࣌ࢪࡢᨵಟࠊཧ⏬Ꮫ

࣭ᮏᴗཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᏛ༠ࡢ◊✲ᡂᯝࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋  ࡢ ᪂ ࡓ ࡞ ࢹ ࣮ ࢱ ࣋ ࣮ ࢫ ࡢ Ⓩ

᫂ࡢࢹࢪࢱࣝ༤≀㤋㸦༟

ࢫⓏ㘓㸦⣼ィࢹ࣮ࢱⓏ㘓௳ᩘ㸸 ௳㸧ࡍࡿࡶ 㘓࣭බ㛤ࢆ⾜࠺࡞╔ᐇᴗ

㉺◊✲ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧ࠖ

ࠊ᪂ࡓ  ௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ

ࢆᐇࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡢᐇ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚





ウࡋࠊᐇࡍࡿࠋ






㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃



࠙Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍ࠚ
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ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍

ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍

ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍



⏘ڦᏛ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟



⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ࢆ  ᅇᐇࡋࡓࠋ



Ꮫ➼ࡢ◊✲⪅⏘

Ꮫ➼ࡢ◊✲ࡢࢩ࣮

Ꮫ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ➨୍

ᴗ⏺ࡢ◊✲⪅➼ࡀࡑࢀ

ࢬཬࡧ⏘ᴗ⏺ࡢ◊✲ࡢ

⥺ࡢ◊✲⪅➼ࡽࡢ࣎

࣭௨ୗࡢ㏻ࡾ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ➼ㅖᴗࡢᐇᙉࢆ ࣭Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎

ࡒࢀࡢⓎពᇶ࡙࠸ࡓ

ࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓពぢ

ࢺ࣒ࢵࣉࡼࡿⓎព

ᅗࡗࡓࠋ

㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ࠕ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤ

┦ࡢࣥࢱ࣮ࣇ࢙

ࠊὶಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ

ᇶ࡙ࡁࠊ⮬⏤࡞◊✲Ⓨ

㸦タ⨨⥅⥆ᑂᰝ㛵ࡍࡿᑂ㆟㸧

ဨࠖࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ  ጤ

ࢫᶵ⬟ࡢᐇࢆᅗࡿࡓ

ࡢሙࠊࡲࡓᏛ⏺⏘ᴗ⏺

⾲ࠊሗࢆ⾜࠺ሙࢆ

ࡵࠊሗ࡞◊✲

ࡢ㐃ᦠࡼࡿⱝᡭ◊✲

ᥦ౪ࡋࠊ⏘Ꮫ༠ຊࡢᶫΏ

ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ௳ࡢタ⨨⥅⥆ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ⥅

࠸࠼ࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ὶࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡢሙࡋ

ࡋࢆ⾜࠺ࠋ

⥆ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ





࡚⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ௨ୗ

➼ࢆࠊ◊✲⪅ࡢⓎពᇶ

ࡢ㆟➼ࢆ㛤ദࡍࡿ

࡙࠸࡚タ⨨ࡍࡿࠋጤဨ

ࡶࠊ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤ

㸼  ጤဨࢆᑐ㇟  ᖺ௨ෆᐇࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ ဨࡀ⢭ຊⓗάືࡋ࡚࠸ࡿ

㸼άືࡢ᪉ྥᛶࡸጤဨ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᙉ࠸ࡗࡓྛ

࣭⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟

ጤဨࡢ⤌⧊ᙉ➼ࡘ࡞ࡀࡿᣦࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࠾࠸࡚ࠊ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨࡢ

㸦᪂つጤဨタ⨨㛵ࡍࡿᑂ㆟㸧

タ⨨⥅⥆➼㛵ࡍࡿᑂ㆟ࢆ⾜

➼ࡢタ⨨ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ ဨ➼ࡢάືࡘ࠸࡚

㸼Ꮫ⏺⏘ᴗ⏺ࡢᏛ⾡ࡢ♫ⓗ༠ຊࡼࡗ࡚Ⓨᒎ

࠸ࠊ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ➼ㅖ

Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊ

ࡢሗⓎಙࠊཬࡧ⏘Ꮫ༠

ࡀᮇᚅࡉࢀࡿศ㔝ࡸࡑࡢ᥎㐍᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ

ᴗࡢᐇᙉࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࣇ

ࡢ❧ሙࡽࠊᏛ⏺⏘ᴗ

ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ࡢ

⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠕඛᑟⓗ◊✲㛤Ⓨጤဨࠖ

ࢪࣅࣜࢸࢫࢱࢹไᗘࡢά

⏺ࡢ㐃ᦠࡼࡗ࡚Ⓨ

ᑂ㆟⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡢ

᪂ࡓୗグࡢ  ጤဨࢆタ⨨ࡋࡓࠋ

⏝ࡀࠊጤဨࡢ❧ࡕୖࡆ⧅ࡀ

ᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿ◊✲ࡢ

ሗⓎಙດࡵࡿࠋ

ࠕᮍ᮶ࡢཎᏊຊᢏ⾡ࠖ
㸰㸮㸯㸯ᖺ㸱᭶㸯㸯᪥Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᩍカࡋ࡚ᡃࠎࡣࠊᑓ㛛ᐙࠊᴗ
⪅ࠊ୍⯡ᕷẸࡢ㛫ࡢཎᏊຊࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࡀⴭࡋࡃḞዴࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆᏛࢇࡔࠋᮏጤဨ
࡛ࡣࠊⱝᡭ◊✲⪅࣭ᢏ⾡⪅ࢆ㞟ࡵࠊᮍ᮶ࡢཎᏊຊ࢚
ࢿࣝࢠ࣮⏝ࡘ࠸࡚ࡢ┦⌮ゎࡸ♫ⓗྜពᙧᡂ
ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊࡼࡾᗈ࠸どⅬ❧ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡁཎ
Ꮚຊᢏ⾡ศ㔝ࢆ᳨ウࡋࠊ♫ㄪࡋࡓཎᏊຊᢏ
⾡ࡢ࠶ࡾ᪉ཬࡧ♫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡉࡽ
㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡋࠊᐇ㊶ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣཎᏊຊ㈶ᡂ࣭ᑐࡢ
ࡕࡽࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྜពᙧᡂࡢࡓࡵࡢ
᪉ࡢᑐヰࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡇࢆ៧៖ࡋࠊ┦⌮ゎࡸᑐ
ヰᚲせ࡞ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡔࡅࡲࡽࡎࠊᕷẸ
ࡢᑐヰࡢሙࢆタࡅࠊ㆟ㄽࡢάᛶࡑࡢಁ㐍ࢆ┠
ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞άືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ᮍ᮶ྥࡅࡓேᮦ⫱ᡂࠊⱝ࠸ୡ௦ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ
⠏ࢆᅗࡾࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ࢩ࣮ࢬࡸศ㔝ཬࡧࡑࡢ ࣭⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡
᥎㐍ࡢ᪉ἲ࣭యไ➼ࡘ

㆟

࠸᳨࡚ウࡍࡿ⥲ྜ◊✲

⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ

㐃⤡㆟ࢆ㛤ദࡋࠊᑂ㆟

➼ㅖᴗࡢᐇᙉࢆ

⤖ᯝࢆ✚ᴟⓗእ㒊

ᅗࡿࡶࠊᏛ⏺⏘

ሗⓎಙࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜ

ᴗ⏺ࡢᏛ⾡ࡢ♫ⓗ

ෆእࡢ◊✲⪅ࢆ㞟ࡵ࡚

㐃ᦠ࣭༠ຊࡼࡗ࡚Ⓨᒎ

ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ࡀᮇᚅࡉࢀࡿศ㔝ࡸࡑ

ࢆ㛤ദࡍࡿࡶ◊

ࡢ᥎㐍᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

✲ᡂᯝࡢห⾜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ ࣭⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ
⏘Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢせㄳ

ࡇࢀࡽ◊✲ጤဨࡢ◊
✲ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࠋ

ࡸ◊✲ືྥ㛵ࡋᖜᗈ



࠸ゅᗘࡽ⮬⏤

㸦ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࡢᨭ㸧
㸼⏘Ꮫ༠ຊࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆィ  ௳ᨭࡋࡓࠋ

ሗ࣭ពぢࢆ⾜࠺
ࡶࠊ✚ࡉࢀࡓᡂᯝⓎ



ಙࡢሙࡋ࡚ᅜ㝿ࢩࣥ

⏘ڦᏛ༠ຊ◊✲ጤဨ

࣏ࢪ࣒࢘➼ࡢ㛤ദࠊάື
ᡂᯝࡢห⾜ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ
ᑗ᮶Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀ

ࡗ࡚࠾ࡾࠊຍ࠼࡚ࠊᏛ⏺⏘ᴗ
⏺ࡢᏛ⾡ࡢ♫ⓗ༠ຊࡼࡗ
࡚Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿศ㔝ࡸࡑࡢ
᥎㐍᪉⟇ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
ࠕ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨࠖཬࡧࠕ◊
✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨࠖࢆ᪂ࡓタ
⨨ࡍࡿ࡞╔ᐇᴗࢆ㐠Ⴀࡋ
࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ










࣭Ꮫࠊᴗ➼ࡢ◊✲⪅࣭ᢏ⾡⪅ࡀᏛ⏺࣭⏘ᴗ⏺ࡢࡑࢀ 
ࡒࢀࡢせㄳࡸ◊✲ືྥࡘ࠸࡚ሗ➼ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⾡ 
ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿሙࢆタࡅࡿ࡞ࠊ⏘Ꮫ 
༠ຊࡢᶫΏࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾࠊ 

ㄪᰝᑂ㆟ࢆ⾜࠺ࠋ

 ጤဨࡀάືࡋ࡚࠾ࡾࠊィ  ᅇࡢ㆟ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭ᙜጤဨ࡛✚ࡉࢀࡓᡂᯝࢆࠊฟ∧≀ࡢห⾜㸦ィ  ௳㸧 
ࡸ⏘Ꮫ༠ຊࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ㸦ィ  ௳㸧ࡍࡿ 



ࡇࡼࡾሗⓎಙࡋࡓࠋ









ࡿศ㔝ཬࡧゎỴࡍࡁ
ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗ࡞
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✲◊ڦ㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ



࣭⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ࡼࡿ◊✲㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᑗ᮶ࡢ 



Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿศ㔝ࡽ㑅ᐃࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᑓ㛛

࣭⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ࡛✚ࡉ



ⓗㄪᰝᑂ㆟ࢆ⾜࠸ࠊ ጤဨࡼࡾィ  ᅇࡢ㆟ࢆ㛤

ࢀࡓᡂᯝⓎಙࡋ࡚ࠊฟ∧≀ࡢ



ദࡋࡓࠋ

ห⾜ࡸ⏘Ꮫ༠ຊࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ



ࡲࡓࠊタ⨨ᮇ㛫⤊క࠺᪂ᪧጤဨࡢධࢀ᭰࠼ࢆᐇ ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞ሗⓎಙࢆ



ࡋࠊ᪂ࡓ࡞◊✲ㄢ㢟ࡸ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓࢸ࣮ ╔ᐇ⾜ࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣐ࢆⓎಙࡋࡓࠋ











ڦሗⓎಙ





ᴗࡢᴫせ





KWWSZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[KWPO





⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ጤဨྡ⡙

࣭◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ࠾࠸࡚



KWWSZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[BKWPO 

ὶືⓗ࡞♫ໃᑐᛂࡍ



⏘Ꮫ◊✲༠ຊጤဨ୍ぴ

ࡃࠊᚋࡢⓎᒎࢆಁࡍࡁ㐺ษ



KWWSZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[BKWPO 

࡞◊✲ㄢ㢟ࡸࢽ࣮ࢬࡢ㧗ࡲࡾࡀ



◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ࣭ඛᑟⓗ◊✲㛤Ⓨጤဨ୍ぴ

ணࡉࢀࡿඛᑟⓗ࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ



KWWSZZZMVSVJRMSUHQNHLBVXLVKLQLQGH[BKWPO 

ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ⓗ࡞ㄪᰝᑂ㆟ࢆ⾜





࠺࡞ࠊ╔ᐇᴗࢆ㐠Ⴀࡋ࡚



࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿ







࣭ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝ࡋࠊ㝶



᭦᪂ࡋࡓሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿ



ࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ




















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸴㸫㸯

㸴 ๓ྛྕ㝃ᖏࡍࡿᴗົ
㸦㸯㸧ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀࡿົ
㸦㸰㸧㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹ಀࡿົ
㸦㸱㸧Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദಀࡿເ㔠ົ

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ཧ⪃㹓㹐㹊

ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ KWWSZZZMVSVJRMSMELROLQGH[KWPO 

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദࡿເ㔠ົ KWWSZZZMVSVJRMSMGRQDWLRQRYHUVHDKWPO 


㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟
ࡢ㛤ദ
Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟
ເ㔠ົࡢཷク

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ


㸰㸶ᖺᗘ



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧





















ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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㸰㸷ᖺᗘ

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

㹀

ホᐃ

㹀

Ꮫ⾡◊✲ࢆ⾜࠺◊✲

Ꮫ⾡◊✲ࡢ᥎㐍㈨

⪅ᑐࡍࡿྛ✀ࡢᨭ

ࡍࡿᴗࡋ࡚௨ୗࡢ

ࡍࡿᴗࡋ࡚௨ୗࡢ

࣭Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ࡢ



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

࡞ࠊ๓ྛྕ㝃ᖏࡍ

࠾ࡾ๓ྛྕ㝃ᖏࡍ

࠾ࡾ๓ྛྕ㝃ᖏࡍ

㛤ദ





ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ

ࡿᴗົࢆ㐺ษᐇࡍ

ࡿᴗົࢆẖᖺᗘ╔ᐇ

ࡿᴗົࢆẖᖺᗘ╔ᐇ

࣭Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ເ





⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰

ࡿࠋ

ᐇࡍࡿࠋ

ᐇࡍࡿࠋ

㔠ົࡢཷク

Ꮫ⾡◊✲ࡢ᥎㐍㈨ 㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ











ձᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ

㸦㸯㸧ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

࠙ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀࡿົࠚ



ࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀࡿ⏕≀

ಀࡿົ

࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠

࣭ィ  ᅇࡢᑂᰝጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸⚟⏣⿱✑㸧ࢆ㛤ദࡋࠊ ࣭᭷㆑⪅ࡼࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂ

᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞

ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ

᭱⤊ᑂᰝ࡛ࡣ  ྡࡢⴭྡ࡞እᅜேᑂᰝጤဨࢆྵࡵ࡚ᑂ

ᰝጤဨࢆ」ᩘᅇ㛤ദࡋࠊ᭱⤊

ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

Ꮫ◊✲㢧ⴭ࡞ᴗ⦼ࢆ

ࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸


ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ

ᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍ

ࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀࠊ⏕≀

㡯┠ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼

㆟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡣࠊ ࡢ᥎⸀

ᑂᰝࡣ  ྡࡢⴭྡ࡞እᅜேᑂ ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹

Ꮫ◊✲㢧ⴭ࡞ᴗ⦼ࢆ

ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

≧ࡢ୰ࡽ㑅⪃ࡉࢀࡓ࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᏛ≉ูᰤᩍᤵ

ᰝጤဨࢆྵࡵ࡚ᑂ㆟ࡍࡿ࡞ࠊ



ࡿົࢆᢸᙜࡍࡿࠋ

ᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍ



ࡢࣜࢱ࣭ࣟࢵࢩ࣭ࢥ࢙ࣝ࢘ࣝ༤ኈᤵࡋࡓࠋ

ୡ⏺ⓗඃࢀࡓᴗ⦼ࢆᣲࡆࠊୡ

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢㄢ



ࡿࡇࡼࡾᅜ㝿ⓗ

࣭ᤵ㈹ᘧࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥᪥ᮏᏛኈ㝔࠾࠸࡚

⏺ࡢᏛ⾡ࡢ㐍Ṍࡁ࡞㈉⊩ࢆ

㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼

ࡶ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸

ኳⓚⓚྡྷ୧㝎ୗࡢᚚ⮫ᖍࢆ㈷ࡾᣲ⾜ࡋࡓࠋ

ࡋࡓ◊✲⪅ࢆᤵ㈹⪅ࡋ࡚㑅⪃

㸫

ࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢ➨ 

࣭ ᭶  ᪥ࠊ ᪥ࡣࠊ⯆⟃ἼᏛࡢඹദࡼ

ࡍࡿົࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠾ࡾ



ᅇ㢧ᙲಀࡿົࢆ⾜

ࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹グᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊࡑࡢ୰࡛ཷ

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࠺ࡶࠊ➨  ᅇ㢧

㈹⪅ࡼࡿ≉ูㅮ₇ࢆᐇࡋࠊ⣙  ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ 

࣭㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹ࡢ▱ྡ

ᙲྥࡅࡓ‽ഛ࣭ᨭ

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ ௳ࢆ㉸࠼

࣭ཷ㈹⪅ࡢỴᐃཬࡧኳⓚⓚྡྷ୧

ᗘࡣࠊ᪥ᮏࣇࣜ࢝ࢆ㝖࠸

ࡢົࢆ✚ᴟⓗᐇ

ࡿ㛵ಀᶵ㛵ࠊ◊✲⪅㓄ᕸࡋᗈሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㝎ୗᚚ⮫ᖍ㈷ࡿᤵ㈹ᘧࢆࡾ

࡚ࡣỴࡋ࡚㧗࠸ࡣゝ࠼࡞

ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜෆእ

࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᇶ㔠ࡢເ㔠㊃ព᭩ࢆసᡂࡋࠊᐤ㔠ࡢᣑ

࡞ࡃ㛤ദࡍࡿඹࠊ⯆

࠸ࠋୡ⏺࠾ࡅࡿ㔝ཱྀⱥୡ

ྥࡅ࡚ᮏ㈹ࡢព⩏ࡸෆ

ດࡵࠊ 㸦 ௳㸧ࡢᐤࢆཷࡅධࢀࡓࠋ ⟃ἼᏛࡢඹദࡼࡿᅜ㝿⏕

ࣇࣜ࢝㈹ࡢ▱ྡᗘࢆୖࡆࡿ᪉

ᐜࡢ࿘▱άືດࡵ

࣭ᇶ㔠ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㖟⾜㡸㔠ࡢࠊ

≀Ꮫ㈹グᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ

⟇ࡢ᳨ウࡶ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

ࡿࠋ

ᅜമ㸦 ൨㸧ࡼࡾ㐺ษ㐠⏝ࡋࡓࠋ

ࡋࠊཷ㈹⪅ࡼࡿ≉ูㅮ₇ࢆ



࣭➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢᑂ㆟ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

ᐇࡋࡓࡇࡣࠊᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹



ᇶᮏ᪉㔪ࢆỴᐃࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ➨  ᅇࡢ

ࡀᅜ㝿ⓗⴭྡ࡞㈹࡛࠶ࡿࡇ



ᑂᰝጤဨࢆ㛤ദ㸦ᤵ㈹ᘧࡣᖹᡂ  ᖺ 㹼 ᭶㡭ᐇ

ࢆᅜෆእࣆ࣮ࣝࡍࡿࡶࡢ



ணᐃ㸧ࡋࡓࠋ

ᤊ࠼ࡽࢀホ౯࡛ࡁࡿࠋ









  ➨ەᅇཬࡧ  ᅇ㢧ᙲಀࡿົ

࣭➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢᐇ











㛤ദ᪥
+ ᖺ
 ᭶  ᪥
+ ᖺ
 ᭶  ᪥
+ ᖺ
 ᭶  ᪥
+ ᖺ
 ᭶  ᪥
+ ᖺ
 ᭶  ᪥

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

ྥࡅࡓ‽ഛ࣭ᨭࡢົࢆ╔ᐇ
ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿⏕
≀Ꮫ㈹ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ
 ௳ࢆ㉸࠼ࡿ㛵ಀ⪅㓄ᕸ
ࡋࡓࡇࡣࠊ㈹ࡢᗈሗࡘ࡞ࡀ

➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ㸦➨  ᅇᅜ
㝿⏕≀Ꮫ㈹ཷ㈹⪅ࡢỴᐃ㸧
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨ㸦ᑂᰝጤဨ
㛗࣭ᖿ࣭ᑓ㛛ጤဨࡢ㑅ฟ➼㸧
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ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



142
+ ᖺ
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᤵ㈹ᘧ
 ᭶  ᪥
+ ᖺ
➨  ᅇᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᑂᰝጤဨ㸦➨  ᅇ
 ᭶  ᪥ ㆟㸧
㸦ᑂᰝጤဨࡢ᪥⛬ࠊᑂᰝᡭ㡰ࡢ☜
ㄆࠊཷ㈹ೃ⿵⪅᥎⸀౫㢗≧➼㸧










ղ㔝ཱྀⱥୡ༤ኈグᛕ

㸦㸰㸧㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ



࠙㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹ಀࡿົࠚ







ࣇࣜ࢝ࡢ་Ꮫ◊✲࣭་

࢝㈹ಀࡿົ



ە᥎⸀ጤဨࡢ㐠Ⴀ

࣭ෆ㛶ᗓࡽጤクࢆཷࡅࡓ་Ꮫ



⒪άືศ㔝࠾ࡅࡿ༟

㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹

Ꮫ⾡◊✲㧗࠸㆑ぢࢆ᭷ࡋࠊ◊✲ホ౯ཬࡧ⤒㦂ࡀ㇏ᐩ

◊✲ศ㔝ࡢ᥎⸀ጤဨࢆ㛤ദࡍ

㉺ࡋࡓᴗ⦼ᑐࡍࡿ㈹

ࡢ་Ꮫ◊✲ศ㔝ࡢ㑅⪃

ࡘࣇ࡛ࣜ࢝ࡢឤᰁ➼ࡢᑐ⟇㐀ユࡢ῝࠸◊

ࡿ⎔ቃࢆ╔ᐇᩚഛࡋࡓࠋୡ⏺

㸦㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝

ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ㔝ཱྀⱥୡ

✲⪅ࡽᡂࡿ᥎⸀ጤဨ㸦་Ꮫ◊✲ศ㔝ࡢࡳ㸧ࢆ⯆

ⓗඃࢀࡓᴗ⦼ࢆᣲࡆࠊୡ⏺ࡢ

㈹㸧ಀࡿ་Ꮫ◊✲ศ

ࣇࣜ࢝㈹་Ꮫ◊✲ศ㔝

タ⨨ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ୰➨  ᅇ᥎⸀ጤဨࢆ㛤ദࡋ

Ꮫ⾡ࡢ㐍Ṍࡁ࡞㈉⊩ࢆࡋࡓ

㔝ࡢᑂᰝᴗົࢆᢸᙜࡍ

᥎⸀ጤဨࠖࡢタ⨨

ࡓࠋ

◊✲⪅ࢆᤵ㈹⪅ࡋ࡚╔ᐇ㑅

ࡿࠋ

ྥࡅࡓᴗົࢆ⾜࠺➼ࠊ



⪃ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ



ᑂᰝᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ

ە᥎⸀౫㢗ඛࡢ㑅ᐃཬࡧ᥎⸀᭩㢮ࡢసᡂ࣭㓄





ෆ㛶ᗓࡢ༠㆟ࠊ᥎⸀ጤဨ࡛ࡢ᳨ウࢆ⤒࡚ࠊᖹᡂ



 ᖺᗘ୰᥎⸀౫㢗᭩㢮㸦ⱥ㸧ࢆసᡂࡢୖࠊᅜෆእ



ࡢ◊✲ᶵ㛵ཬࡧ◊✲⪅᥎⸀᭩㢮ࢆ㏦ࡋࡓࠋ

࠙Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദಀࡿເ㔠ົࠚ





㆟㛤ദಀࡿເ㔠ົ 

࣭≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲேࡋ࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ୰᪂つཷクࡋ

࣭Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ࡢദ⪅



Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ࡢ

ࡓເ㔠ົࡣ࡞ࡗࡓࠋ㸦ྠᵝᣦᐃᐤ㔠ࡼࡿເ㔠

௦ࢃࡾࠊ≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲேࡋ

௦ࢃࡾࠊ≉ᐃබ┈ቑ

㛤ദࡢࡓࡵࠊᣦᐃᐤ

ົࡢᐇ⦼ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
㸧ᖹᡂ  ᖺᗘ௨๓ཷクࡋࡓ 

࡚ເ㔠ົࢆ⾜࠸ࠊᙜヱ㆟ࡢ

㐍ἲேࡋ࡚ࡢເ㔠ࡢ

㔠ࡼࡿເ㔠ࠊ୪ࡧ

௳ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁᐤ㔠ࡢཷධົࢆ⾜࠸ࠊணᐃ

࡞㛤ദᐤࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ົࢆ⾜࠺ࠋ

≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲேࡋ

࠾ࡾᖹᡂ  ᖺ  ᭶㛤ദࡉࢀࡓࠋ





࡚ࡢເ㔠ࡢົࢆ⾜

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ୰ࡢᐤ㔠ཷධᐇ⦼ࡣ  ௳ࠊ ༓





࠺ࠋ

࡛࠶ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨๓ࡢᐤ㔠ࡶྵࡵࡿࠊᐤ㔠





ճᏛ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ࡢ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿





㛤ദࡢࡓࡵࠊච⛯ᥐ⨨
ࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠸ദ⪅





ཷධᐇ⦼ࡣ  ௳ࠊ ༓࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ



ཷࡅධࢀࡓᐤ㔠ࡣ㖟⾜㡸㔠ࡼࡾ㐺ษ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ



࡚࠸ࡿࠋ



࣭ࡲࡓࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢເ㔠ົࡢཷクᇶ‽ࠊ౫㢗᪉
ἲࠊ⏦ㄳ᭩㢮ࠊ)$4 ➼ࢆᥖ㍕ࡋ࡚ࠊ࿘▱ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ەᖹᡂ  ᖺᗘ௨๓ཷクࡋᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ദࡋࡓᅜ㝿
㆟  ௳ 
㆟
➨  ᅇᅜ
㝿㈈ᨻᏛ
ᖺḟ

ദ⪅
➨  ᅇᅜ
㝿㈈ᨻᏛ
ᖺḟ⤌
⧊ጤဨ
᪥ᮏ㈈ᨻᏛ


ᮇ

ሙ

ᖹᡂ  ᖺ 
᭶  ᪥㹼
᭶  ᪥

ᮾிᏛࠊ
ᅜ㝿ࣇࢵ
ࢩࣙࣥࢭࣥ
ࢱ࣮
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㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ



143

129

144
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┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵྲྀࡿࡁᥐ⨨
㸯 ⤌⧊ࡢ⦅ᡂཬࡧ㐠Ⴀ
㸰 ୍⯡⟶⌮㈝➼ࡢຠ⋡
㸱 ே௳㈝ࡢຠ⋡
㸲 ᴗົ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢྜ⌮࣭ຠ⋡

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ


㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ


ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿᣦᶆ

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸦ཧ⪃ሗ㸧
⣼✚್➼ࠊᚲせ࡞ሗ

㸰㸷ᖺᗘ

୍⯡⟶⌮㈝➼ࡢ

୍⯡⟶⌮㈝



㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣 

๐ῶ≧ἣ

ࡑࡢᴗ㈝



㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣 

ࣛࢫࣃࣞࢫᣦᩘ













 

㝶ពዎ⣙ぢ┤ࡋ≧ἣ














 



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



୰ᮇィ⏬

ᅜࡢᐃࡵࡓἲ௧➼ࢆ

㸯 ⤌⧊ࡢ⦅ᡂཬࡧ㐠

㸯 ⤌⧊ࡢ⦅ᡂཬࡧ㐠

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

Ⴀ

Ⴀ

୍࣭⯡⟶⌮㈝➼ࡢ๐ῶ≧

࠙ἲேࡢ㛗ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺయไࠚ

㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ἣ

  ➨ڦᮇ୰ᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃ



ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ

㺃ࣛࢫࣃࣞࢫᣦᩘ

࣭➨㸲ᮇ୰ᮇィ⏬ࡢ⟇ᐃྥࡅࠊᖹᡂ  ᖺᗘィ⏬࣭ 

⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰

㑂Ᏺࡋࠊᴗᑐࡍࡿ◊

ᖺᗘィ⏬

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼



✲⪅ཬࡧᅜẸࡢಙ㢗ᛶ

⌮㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ

⌮㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ



ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘᐇ⌧ࡋᚓ

ࢵࣉࡼࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆ

ࢵࣉࡼࡾࠊ⤌⧊⦅ᡂ

ࡿᶵ⬟ⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞యไ

㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ⤌⧊⦅ᡂ

㈨※㓄ศࡘ࠸࡚ᶵື ࣭㝶ពዎ⣙ࡢぢ┤ࡋ≧ἣ ホ౯ጤဨࡢୗḟᮇ୰ᮇィ⏬᳨ウసᴗ㒊ࢆタ⨨ࡋ

ᩚഛࡸᴗົ㐠Ⴀࡢぢ┤

㈨※㓄ศࡘ࠸࡚ᶵ

ⓗ࣭ᙎຊⓗ㐠Ⴀࢆ⾜

ࡋࢆᅗࡾࠊ⤒㈝ࡢຠ⋡ⓗ

ືⓗ࣭ᙎຊⓗ㐠Ⴀࢆ⾜

࠸ࠊᴗົࡢຠ⋡ࢆ᥎㐍

ᇳ⾜ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

࠸ࠊᴗົࡢຠ⋡ࢆ᥎㐍
ࡍࡿࠋ

ἲேࡢ⾜࠺ᴗົࡘ

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㹀

ホᐃ

㹀



ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ



࡚ࠊ⯆ࡢᴗົ࣭⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ᳨ 

ࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ウ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋྲྀࡾࡲࡵࡣᖹᡂ  ᖺ㸲᭶ࡢ 

ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ

ࡍࡿࡓࡵࠊᙺဨࠊホ ࣭╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠Ⴀ

ィ⏬࣭ホ౯ጤဨ࠾࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊྲྀࡾࡲ 

᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞

㆟ဨࠊົ⤌⧊ཬࡧᏛ

ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㡯┠

ࡵࡢෆᐜᇶ࡙ࡁᩥ㒊⛉Ꮫ┬ពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ 

ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

࠸࡚ࡣࠊ᪤Ꮡᴗࡢᚭᗏ

㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࢆᅗ

⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ

ಀࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓ

ᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽ♧ࡉࢀࡓࠕぢ┤ࡋෆᐜࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ 

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ࡋࡓぢ┤ࡋ➼ࡼࡾࠊຠ

ࡿࡓࡵࠊ⟶⌮ィࡢά

࣮➼ࡀຠᯝⓗྛᙺ

ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬༠㆟ࡋ࡞ࡀࡽ୰ᮇィ⏬ࢆసᡂࡋࠊᙺဨ 



⋡ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ ⏝ࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫཬ

ࢆᯝࡓࡍ⤌⧊యไࢆᩚ



ཬࡧホ㆟ဨ࡛ࡢᑂ㆟ࢆ⤒࡚୰ᮇィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ





ഛࡍࡿࠋ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼





㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ

ᙺڦဨࡢタ⨨



࣭⌮㛗ཬࡧ⌮࡛ᵓᡂࡋࠊ┘ࡶฟᖍࠋ

࣭⌮㛗ࡢ⫋ົࡢ㐺ṇࡘ

ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே࠾ࡅ

ࡧࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ

ࡿㄪ㐩➼ྜ⌮ࡢྲྀ⤌

యไࡢᩚഛࠊศࡾࡸࡍ

ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ

࠸ሗ㛤♧➼ࡢ᩿ࡢ

ෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉࡢ

┘ᰝ࣭ホ౯ᐊࡢタ⨨࡞

 ᖺ  ᭶  ᪥⥲ົ⮧

ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊෆ㒊⤫ไ

ほⅬࡽࠊᴗົᇳ⾜ཬࡧ

ࠊᐅ㐺ࡗࡓ⤌⧊⦅ ࣭⌮㛗ࡢ⫋ົࡢ㐙⾜ࢆ⿵బࡍࡿࡓࡵࠊண⟬ࠊᴗィ⏬ࠊ ࡞ᇳ⾜ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᙺဨࠊホ

Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࢆ╔

ࡢᐇ࣭ᙉࢆᅗࡿࠋ

ィ⤒⌮ࢆᑐ㇟ࡍࡿ

ᡂࡀ⾜ࢃࢀࡓㄆࡵࡽ

つ⛬ࡢไᐃ➼ࠊ㔜せ㡯ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࠋ

㆟ဨࢆタ⨨ࡋࠊ㔜せ㡯ࡘ



ᐇᐇࡋࠊᅜࡢᇶ‽ࢆ
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࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟࡢᐇ

ࢺ㛵ࡍࡿ⫋ဨࡢព㆑ྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ

㒊⤫ไࢆຠᯝⓗ᥎㐍ࡋ࡚࠸



ࡿࠋ

ڦෆ㒊⤫ไࡢ᥎㐍
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ୰ᩚഛࡉࢀࡓෆ㒊⤫ไࡢయไࢆᘬࡁ⥆
ࡁ㐠⏝ࡋࠊ㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࢆᅗࡗࡓࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ┘ᰝ࣭ホ౯ᐊࡀࠕෆ㒊⤫ไࡢ᳨ドࠖࠊ
ࠕᴗົ㐠Ⴀࡢຠ⋡ࠖࢆ㔜Ⅼ㡯ࡋࡓෆ㒊┘ᰝィ⏬᭩
ࢆసᡂࡋࠊࣄࣜࣥࢢࡸ᭩㠃ࠊᐇᆅࡼࡿෆ㒊┘ᰝࢆᐇ
ࠊ⤖ᯝࡘ࠸࡚⌮㛗ሗ࿌ࡋࡓࠋ











࠙┘ཬࡧィ┘ᰝேࡼࡿ┘ᰝࠚ
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┘ڦ┘ᰝ࠾ࡅࡿᨵၿⅬ➼ࡢἲேࡢ㛗ࠊ㛵ಀᙺဨᑐ 
ࡍࡿሗ࿌≧ἣ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ┘┘ᰝィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊᴗົ㐠Ⴀࠊண ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ┘┘ᰝࡘ࠸



⟬࣭Ỵ⟬ཬࡧேဨᑐࡍࡿ┘ᰝࢆᐇࡋࠊ┘ᰝෆᐜࡘ

࡚ࡣࠊ┘ࡼࡾ⌮㛗ሗ࿌ࢆ



࠸࡚ࡣࠊ⌮㛗ཬࡧ⌮ᑐࡋࠊᙺဨ࠾࠸࡚ᩥ᭩ཬ

⾜࠸ࠊᨵၿࡍࡁ㡯ࡘ࠸࡚



ࡧཱྀ㢌࡛┘ᰝ⤖ᯝཬࡧᡤぢࢆㄝ᫂ࠊሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦ሗ

ᑐᛂࢆ᳨ウࡋࠊᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ࡞



࿌᭩ࡢᥦฟࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧

ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



࣭ࡉࡽࠊ┘ᰝࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᙺဨࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ ࣭┘ࡀࠕᙺဨࠖฟᖍࡋᚲ



ࣥࢺጤဨ➼ฟᖍࡋࠊ⌮㛗ࡼࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㓄 せ࡞ពぢࢆ㏙ࡿࡇࡶ࡛ࡁࠊ



៖ࡋࡘࡘពぢࢆ㏙ࡿࡶࠊྛ✀ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ ࡼࡾ㐺ษᴗົࡢ┘ᰝࢆ⾜࠼ࡿ



ࡼࡾࠊ࡞ᴗົ㐠Ⴀࡀ㐙⾜ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ

యไ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ









┘ڦ┘ᰝ࠾ࡅࡿᨵၿ㡯ࡢᑐᛂ≧ἣ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ┘┘ᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧 



ࡘ࠸࡚ᑐᛂࢆ᳨ウࡋࠊᨵၿࡍࡁ㡯ࡘ࠸࡚ࡣᥐ⨨ 



ࢆㅮࡌࡿ࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ






















ڦᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬➼ࡢ┘ᰝ≧ἣ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬ࡼࡾࠊ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ➨  ᮲

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ㈈ົㅖ⾲➼ࡘ



ࡼࡾᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡽ㑅௵ࡉࢀࡓィ┘ᰝேࡼࡿἲ

࠸࡚ࠊィ┘ᰝேࡢἲᐃ┘ᰝࠊ



ᐃ┘ᰝࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ┘ࡼࡿ㈈ົㅖ⾲ཬࡧỴ ┘┘ᰝࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖



⟬ሗ࿌᭩➼ࡢ┘ᰝࡶཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ᯝࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤ࡉࢀ࡚





࠸ࡿࠋ



┘❧⊂ڦᰝேࡢ┘ᰝሗ࿌





 ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢᖹᡂ  ᖺᗘࡢ୍⯡຺ 



ᐃཬࡧᏛ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃಀࡿྛ຺ᐃู㈈ົㅖ⾲



୪ࡧἲே༢㈈ົㅖ⾲ࡀࠊᡃࡀᅜ࠾࠸୍࡚⯡බṇ 



ጇᙜㄆࡵࡽࢀࡿ⊂❧⾜ᨻἲேࡢィࡢᇶ‽‽ᣐࡋ



࡚ࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢྛ຺ᐃཬࡧἲே༢ 



ࡢ㈈ᨻ≧ែࠊ㐠Ⴀ≧ἣࠊ࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࣇ࣮ࣟࡢ≧ἣཬࡧ 



⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫᐇࢥࢫࢺࡢ≧ἣࢆࡍ࡚ࡢ㔜せ࡞Ⅼ





࠾࠸࡚㐺ṇ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢㄆࡵࡿࠋ











ڦᖹᡂ  ᖺᗘࡢ┘┘ᰝ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⾜࡞ࡗࡓ┘ཬࡧ┘┘ᰝ㛵ࡍ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬ࡘ࠸࡚ࡶ┘



ࡿつ⛬ᇶ࡙ࡁࠊ┘┘ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭㔜Ⅼⓗ┘ᰝࡍࡿ㡯┠ࡋ࡚ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ௨ୗࡢ㡯 ཷࡅࠊ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡢពぢࢆᚓ



┠ࢆᐇࡋࡓࠋ



㸼⯆ࡢேᮦ☜ಖ⫱ᡂཬࡧ⯆࠾ࡅࡿᗈሗ
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┘ᰝཬࡧィ┘ᰝேࡢ┘ᰝࢆ
࡚࠸ࡿࠋ




148


ࡘ࠸࡚ࠊᐇ≧ἣࡢㄪᰝࡸ⫋ဨࡽࡢࣄࣜࣥࢢ



࡞ࢆ⾜࠸ࠊ⌧≧ࠊၥ㢟Ⅼࠊㄢ㢟ࢆ┘ᰝࡋࡓࠋ



ࡲࡓࠊ⯆ࡢᴗົෆᐜࡸ㈈ົෆᐜࢆࡣࡌࡵࠊධᮐ࣭



ዎ⣙ࡢෆᐜࠊ᭦ࡣ⤥Ỉ‽ࡢ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࡶ┘ᰝࢆ
⾜ࡗࡓࠋ

ڦሗࡢබ㛤
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬㛵ࡍࡿ┘┘ᰝ⤖ᯝཬࡧィ┘ᰝ
ேࡢ┘ᰝሗ࿌᭩ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤ࡋࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬ࡘ࠸࡚ࡶ┘┘ᰝཬࡧィ┘ᰝே
ࡢ┘ᰝࢆཷࡅࠊ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡢពぢࢆᚓࡓࠋ






㸰 ୍⯡⟶⌮㈝➼ࡢຠ

㸰 ୍⯡⟶⌮㈝➼ࡢຠ



࠙ᴗົ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡢぢ┤ࡋࠊຠ⋡ࠚ







⋡

⋡



࣭⤌⧊యไࠊᴗົศᢸࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࡣࠊ3ࠕڦᶵ

࣭ຠ⋡ⓗ࡞ᴗົ㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢయ



୍⯡⟶⌮㈝㸦ே௳㈝ࢆ

ືⓗ࣭ᙎຊⓗ࡞㐠Ⴀࠊᴗົࡢຠ⋡ࡢ᥎㐍ࠖグ㍕ࡢࡼ ไᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᴗົ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ྵࡴࠋ
㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୰

᪤Ꮡᴗࡢᚭᗏࡋࡓぢ

࠺࡞ᨵ㠉ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡢึᖺᗘ

┤ࡋࠊຠ⋡ࢆᅗࡿࠋࡲ

࣭ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ⤌⧊㐠Ⴀ㛵ࡍࡿᇶ



ẚࡋ࡚ 㸣௨ୖࡢຠ

ࡓࠊ⤌⧊యไࠊᴗົศᢸ

ᮏつ⛬ࠖࡀ⾜࡞ࡾࠊᖜᗈ࠸◊✲⪅ࡢ༠ാࢆ㔜どࡋ 

⋡ࢆ㐩ᡂࡍࡿࠊࡑ

ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸᳨࡚ウ

ࡘࡘࠊ⌮㛗ࡢពᛮỴᐃࡢࡶ⬟⋡ⓗ࡛බṇ࣭බᖹ࡞ 

ࡢࡢᴗ㈝㸦➇தⓗ㈨

ࢆ⾜࠸ࠊົᡭ⥆ࠊỴ

ᴗົ㐙⾜ࡢࡓࡵࡢయไࡼࡾᴗົࢆᐇࡋࡓࠋ

㔠➼ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡘ࠸࡚

᪉ἲ࡞ࠊົࡢ⡆⣲

࣭ࡲࡓࠊᴗົࡢྜ⌮ⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞ᇳ⾜ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ⤖ 

ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࠊẖ

࣭ྜ⌮ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

ᯝࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊ୍⯡⟶⌮㈝ࡘ࠸࡚ᖹᡂ 

ᴗᖺᗘࠊᑐ๓ᖺᗘẚ

ࡇࢀࡽࡼࡾ୍⯡⟶⌮

 ᖺᗘண⟬ᑐࡋ࡚ 㸣ࡢ๐ῶࢆᅗࡗࡓࠊࡑࡢ 

㸣௨ୖࡢᴗົࡢຠ⋡

㈝㸦ே௳㈝ࢆྵࡴࠋ㸧

ࡢᴗ㈝ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘண⟬ᑐࡋ࡚ 㸣ࡢ๐



ࢆᅗࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫

ῶࢆᅗࡗࡓࠋ




ࡲࡓࠊẖᖺࡢ㐠Ⴀ㈝

୰ࡢึᖺᗘẚࡋ࡚ᖺ



㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥࡅ࡚

⋡ 㸣௨ୖࡢຠ⋡ࢆ

ࡢࡑࠊ㈝⌮⟶⯡୍ەᴗ㈝ࡢ๐ῶ≧ἣ

ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠മົṧ

㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ

㧗ࡢⓎ⏕≧ἣࡶ␃ព

⾜࠺ࠋࡑࡢࡢᴗ㈝

ࡍࡿࠋ

㸦➇தⓗ㈨㔠➼ࢆ㝖



ࡃࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ 

ࡵࠊᴗົࡢྜ⌮ⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞

ࡓࠊᐤ㔠ᴗ➼ࡘ࠸


 ᖺᗘண⟬  ᖺᗘᐇ⦼ ๐ῶྜ
୍⯡



⟶⌮㈝
ࡑࡢ



ᴗ㈝
ͤண⟬ࠊᐇ⦼ࡘ࠸࡚≉Ṧせᅉ࡛࠶ࡿ㏥⫋ᡭᙜࢆ㝖࠸࡚࠸
ࡿࠋ
ͤᖹᡂ  ᖺᗘண⟬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ࠾ࡅࡿᴗ
ົᨻ⟇ಀᩘࡼࡿᙳ㡪㢠ࢆྵࡴࠋ

࡚ࡶᴗົࡢຠ⋡ࢆᅗ



๓ᖺᗘẚ 㸣௨ୖࡢ๐ῶࢆᅗࡿ

ࡿ࡞ࠊ୰ᮇィ⏬ᚑ࠸



ࡓࡵࠊᅄ༙ᮇẖᇳ⾜≧ἣࡢᢕ

௨ୖࡢ๐ῶࢆᅗࡿࠋࡲ

⦼ࡋ࡚ᖹᡂ  ᖺᗘண⟬ᑐࡋ
࡚ 㸣ࡢ๐ῶࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

࣭ࡑࡢᴗ㈝ࡘ࠸࡚ࡶࠊᑐ

ᥱ࣭࿘▱ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᐇ

ࡲࡓࠊ㐠Ⴀ㈝㔠㢠

⦼ࡋ࡚ᖹᡂ  ᖺᗘண⟬ᑐࡋ
࡚ 㸣ࡢ๐ῶࢆ㐩ᡂࡋࡓ

㈝㔠മົṧ㧗ࡢⓎ


ᇳ⾜ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᖹᡂ  ᖺᗘᐇ

ᴗົࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࠋ
ࡢ⟬ᐃྥࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ


୍࣭⯡⟶⌮㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑐ๓

㸦༢㸸༓㸧  ᖺᗘẚ 㸣௨ୖࡢ๐ῶࢆᅗࡿࡓ

ᖺᗘண⟬ᑐࡋ࡚ 㸣





⏕≧ἣࡶ␃ពࡍࡿࠋ
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㸱 ே௳㈝ࡢຠ⋡

㸱 ே௳㈝ࡢຠ⋡



⤥Ỉ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ 

⥲ே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ











࣭⯆ࡣࠊձᏛ⾡◊✲ࡢຓᡂࠊղⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࠊ ࣭⯆ࡢᴗࢆ㐺ษᐇࡍ

ᨻᗓࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊཝ

ᅜᐙබົဨࡢ⤥Ỉ‽

ճᏛ⾡㛵ࡍࡿᅜ㝿ὶࡢ᥎㐍ࠊմᏛᨵ㠉ࡢᨭࡢࡓ ࡿࡓࡵࡣࠊ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶࡀồ

ࡋࡃぢ┤ࡋࢆࡍࡿࡶࡢ

ࢆ༑ศ⪃៖ࡋࠊᙜヱ⤥

ࡵࡢᴗࢆ⾜࠺ᡃࡀᅜ၏୍ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ ࡵࡽࢀࠊඃ⚽࡞ேᮦࢆ☜ಖࡍࡿ

ࡍࡿࠋ⤥Ỉ‽ࡘ࠸

Ỉ‽ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜

ࡽࡢᴗࢆ㐺ษࡘ╔ᐇᐇࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㧗ᗘ࡞ᑓ ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡞ࡽࠊᅜ

࡚ࡣࠊᅜᐙබົဨࡢ⤥

࠸ࠊ㐺ṇࢆྲྀࡾ⤌ࡴ

㛛ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤ㧗࠸ゝㄒ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ⫋ဨࡸ ẚ࡚ࠊࡸࡸ㧗࠸⤥Ỉ‽࡞

Ỉ‽ࢆ༑ศ⪃៖ࡋࠊᙜヱ

ࡶࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸ

◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵᴗົ㧗ᗘ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿ༤ኈㄢ⛬ಟ

ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦᕪࢆṇࡋࡓ

⤥Ỉ‽ࡘ࠸᳨࡚ド

ྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࢆබ⾲ࡍ

⪅ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡞ඃ⚽࡞ேᮦࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࡇ

⤥Ỉ‽ࡢẚ㍑࡛ࡣᅜᐙබົဨ

ࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇྲྀࡾ⤌

ࡿࠋ

ࡽࠊᏛṔ຺࡛ࡣࠊᅜẚ࡚ࡸࡸ㧗࠸⤥Ỉ‽࡞ࡗ ࡢỈ‽ᮍ‶࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ࡴࡶࠊࡑࡢ᳨ド⤖



࡚࠸ࡿࠋ



ࡽࠊ⤥Ỉ‽ࡣ㐺ṇ࡛࠶ࡿホ

ᯝࡸྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࢆබ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢே௳㈝๐ῶࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸ⤥Ỉ‽ࡢᅾ ౯ࡍࡿࠋ

⾲ࡍࡿࠋ

ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ົ⮧ࡢ᳨ドࢆཷࡅࡓ⤖ᯝࠊ㐍ᤖ≧ἣࡣ 



㐺ṇ࡛࠶ࡾࠊ㐺ṇ࡞Ỉ‽ぢ┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪨ࡢពぢࢆཷ ࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊᅜᐙබົဨࡢ⤥



ࡅ࡚࠾ࡾࠊ᳨ド⤖ᯝࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ㸦ᖹᡂ
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151

137

152


ࡍࡿ㝿ࠊྲྀᘬṆ࡞ࡗࡓ⏤ࡘ࠸࡚ᨵၿࡉࢀ࡚࠸ࡿ 



ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿ᭩㢮ࡢᥦฟࢆ⩏ົ࡙ࡅࡓࠋ





ճὴ㐵♫ࡀᮏࡢᕼᮃࡍࡿேᮦീࢆศࡾࡸࡍࡃ⌮





ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᵝ᭩ࠕேᮦീࠖࢆグ㍕ࡋࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ 



ᶆ‽ⓗ࡞ᵝ᭩ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆసᡂࡋ㐠⏝ࡋࡓࠋ



մධᮐㄝ᫂࠾࠸࡚ࠊᙜึࡢὴ㐵ປാ⪅ࡀ௦ࡋࡓሙ 



ྜ௦᭰⪅ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺㐺ษ࡞౯᱁࡛ᛂᮐࡍࡿࡼ





࠺౫㢗ࡋࡓࠋ





ࡢ⤌ྲྀەຠᯝ





୍⪅ᛂᮐ࣭ᛂເᨵၿಀࡿྲྀ⤌ࡶ࠶ࡾᛂᮐ⪅ࢆቑࡸࡍ 




ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ











㸦㸱㸧ዎ⣙᪉ἲ➼ࡢぢ┤ࡋࡼࡿ⤒㈝⠇ῶࡢ᥎㐍





ەᐇࡋࡓྲྀ⤌ෆᐜ





ዎ⣙᪉ἲ➼ࡢぢ┤ࡋࡼࡿ⤒㈝⠇ῶࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ





௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ





ձࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺྲྀᘬࡋ࡚࣐ࢰࣥࣅࢪࢿࢫࡢᑟධ

࣭ᵝࠎ࡞ゅᗘࡽ⤒㈝⠇ῶࡘ



ࢆ᳨ウࡋ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

࠸᳨࡚ウࡋࠊዎ⣙ᮇ㛫࠾ࡅࡿ



ղ୍⯡ᗣデ᩿ࢆ  ᖺ㛫ࡢ」ᩘᖺᗘዎ⣙ࡋࡓࠋ

⤒㈝ࡢ⠇ῶࡀ࡛ࡁࡓࡇࡣホ౯



ճእᅜேᣍ࠸ᴗಀࡿᅜ㝿⯟✵ๆᡭ㓄ᴗົࡘ࠸

࡛ࡁࡿࠋ᭦ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾



࡚ᢸᙜㄢᐇࡢྍྰࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᅜ㝿 ࠸࡚ࠊᅜ㝿⯟✵ๆࡢእ㒊ጤクࡢ



⯟✵ๆᡭ㓄ᴗົጤクࡋ࡚➇தධᮐࢆᐇணᐃ㸧



մ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏࢫ࣏࣮ࢶ⯆ࢭࣥࢱ࣮ 33& ⏝⣬ࡢ ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ඹྠㄪ㐩ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ





յࣇ࣮ࣟ↷᫂ࡢ㈝ࡢ⠇ῶࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ





ն௨ୗࡘ࠸࡚ࠊㄪ㐩᪉ἲ➼ࡢぢ┤ࡋ㸦୍⪅ᛂᮐࡢṇࠊ 



ᶵჾࡢ⤫୍ࠊዎ⣙ࡢໟᣓ㸧ࢆ⾜࠸ࠊ⤒㈝⠇ῶࢆ᥎㐍ࡋ





ࡓࠋ 





ࡢ⤌ྲྀەຠᯝ



ᐇࡘ࡞ࡀࡿ᳨ウࢆࡋࡓࡇ

⮬ື㌴㸦ࣁ࣮ࣖ㸧ୖࡆཬࡧ㐠⾜⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ 




ࡣࠊዎ⣙ᮇ㛫୰㸦㹼 ᖺᗘศ㸧࠾࠸࡚⣙  ࡢ





⠇ῶࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ




ᇶᮏᩱ㔠
㉸㐣ᩱ㔠
ᚑ᮶ዎ⣙
 
 
᪂つዎ⣙
 
 
ዎ⣙ᮇ㛫㸦+㺃㸧ࡢ⠇ῶணᐃ㢠










」➼ࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ᮇ㛫୰㸦㹼 ᖺᗘ
ศ㸧࠾࠸࡚⣙  ࡢ⠇ῶࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ




ࣔࣀࢡࣟ
࣮࢝ࣛ
ᚑ᮶ዎ⣙


᪂つዎ⣙


ዎ⣙ᮇ㛫㸦+㹼㸧ࡢ⠇ῶணᐃ㢠





㔠㢠
 
 
 ڹ



㔠㢠


ڹ
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ᾏእ᪑⾜യᐖಖ㝤ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙ᮇ㛫୰㸦+㹼 



 ᭶ศ㸧࠾࠸࡚⣙  ࡢ⠇ῶࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ 
ᾏእࡽ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ
ࡢᣍ࠸⪅
ࣥࢱ࣮㐠Ⴀ⪅➼
യᐖಖ㝤
യᐖಖ㝤
ᚑ᮶ዎ⣙
 
 
᪂つዎ⣙
 
 
ዎ⣙ᮇ㛫㸦+㸧ࡢ⠇ῶணᐃ㢠






















㔠㢠
 
 
 ڹ


㸦㸲㸧㝶ពዎ⣙㛵ࡍࡿෆ㒊⤫ไࡢ☜❧
ەᐇࡋࡓྲྀ⤌ෆᐜ
ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚᪂ࡓ⥾⤖ࡋࡓ㝶ពዎ⣙ࡣ௨ୗ
ࡢ  ௳࡛࠶ࡾࠊ⥾⤖ᙜࡓࡾㄪ㐩➼ྜ⌮᳨ド᳨࣭ウࢳ
࣮࣒ࡼࡾࡑࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ㸦࠸ࡎࢀࡶィつ๎
➨  ᮲➨  㡯➨  ྕ㸦ዎ⣙ࡢᛶ㉁ཪࡣ┠ⓗࡀ➇தࢆチ
ࡉ࡞࠸㸧ヱᙜ㸧
ዎ⣙ࡢ
ዎ⣙㔠㢠
⌮  ⏤
┦ᡭ᪉
1(& ࢿࢡ
ᴗົ➃ᮎኚ᭦క ࢧࢯࣜࣗ
 
㸯
࠺ືస᳨ド
࣮ࢩࣙࣥ
ࢬ ᰴ 
1(& ࢿࢡ
࣐ࢢ࣮ࣞࢩࣙࣥ
ࢧࢯࣜࣗ

㸰ཬࡧඖྕᑐᛂಀ
࣮ࢩࣙࣥ
 ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡿ࢝ࢫࢱ࣐ࢬ
ࡢⴭసᶒ➼
ࢬ ᰴ 
ࢆᙜヱ⪅ࡀ
㈈ົィࢩࢫࢸ࣒
ᡤ᭷ࡋ࡚࠸
ᰴ ࢽࢵ
㸱㹂㹀ࢧ࣮ࣂᵓ⠏ཬ
 
ࡿ
ࢭࢥ࣒
ࡧ⛣⾜సᴗ
እᅜே◊✲⪅ᣍ
᪂᪥㕲ఫ
࠸ᴗ⟶⌮ࢩࢫࢸ
㔠ࢯࣜࣗ
㸲࣒ࡢᴗົᇶ┙ࢩࢫ
 
࣮ࢩࣙࣥ
ࢸ࣒ኚ᭦క࠺ື
ࢬ ᰴ 
స᳨ド➼ᨭᴗົ
ྠ♫ࡽ᪤
ㄪ㐩ࡋ࡚
ᗓ୰ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ ࢿࢵࢺ࣡
࠸ࡿ㹇㹎
㸳࣮ྥࡅࢢ࣮ࣟࣂࣝ ࣥࢩࢫࢸ  
ࢻࣞࢫࢆᣑ
㹇㹎ࢻࣞࢫᣑᙇ ࣒ࢬ ᰴ 
ᙇࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓ
ྠㄅࡀ⾜࠺
ࢿࢳࣕ
1DWXUH ㄅୡ⏺∧
≉ู⏬
㸴
࣮ࢪࣕࣃ  
ぢ㛤ࡁグᥖ㍕
ᥖ㍕ࡍࡿᚲ
ࣥ ᰴ 
せࡀ࠶ࡗࡓ
㈍⪅ࡀ
࢚ࣝࢮࣅ
6FRSXV&XVWRP
♫ࢆ㏻ࡉࡎ
㸵
࣭ࣅ
 
'DWH ࡢᢳฟసᴗ
┤᥋సᴗᐇ
࣮࣭ࣈ
ࡋ࡚࠸ࡿ
㈤㈚ዎ⣙
᭩♧ࡉࢀ
ࣞ࢘ࢺኚ᭦ᕤ ᳃ࣅࣝ
㸶
  ࡓ┦ᡭዎ
㸦 㝵ࠊ 㝵㸧 㸦ᰴ㸧
⣙ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡗࡓ


௳  ྡ



ࡲࡓࠊᖺᗘࡽᘬࡁ⥆ࡁ㝶ពዎ⣙ࢆ⥾⤖࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ௳ࡘ࠸࡚ࡶዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ㒔ᗘࠊィつ๎➨ 
㸦ዎ⣙ࡢᛶ㉁ཪࡣ┠ⓗࡀ➇தࢆチࡉ࡞࠸㸧
᮲➨  㡯➨  ྕ
ヱᙜࡍࡿࡇࢆㄪ㐩➼ྜ⌮᳨ド᳨࣭ウࢳ࣮࣒࡛☜ㄆ
ࡋࡓࠋ
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࣭᪂ࡓ㝶ពዎ⣙࡞ࡗࡓ௳
ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪ㐩➼ྜ⌮᳨
ド᳨࣭ウࢳ࣮࣒ࡼࡿィつ⛬
ࡢᩚྜᛶࡢⅬ᳨ࢆཷࡅࠊࡲࡓࠊ
➇தᛶࡢ࡞࠸㝶ពዎ⣙ࡘ࠸࡚
ࡶィ⏬㏻ࡾⅬ᳨ࡋࡓࡇࡘ࠸
࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

















154




㸦㸲㸧⚈ࡢⓎ⏕ࡢᮍ↛㜵Ṇ࣭Ⓨ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ 
ەᐇࡋࡓྲྀ⤌ෆᐜ



ྛㄢ➹㢌ಀࢆᑐ㇟◊ಟࢆ㛤ദࡋࠊ≀ရ➼ࡢⓎὀᡭ ࣭ィᡭ⥆ࡁࡢὶࢀࡀ⌮ゎࡉࢀ
⥆ࡁࡘ࠸࡚ࡢὶࢀ࡞ィᡭ⥆ࡁࡢὶࢀࡘ࠸࡚◊

ṇ㜵Ṇࡢᚲせᛶ࣭㔜せᛶࡘ

ಟࢆ⾜ࡗࡓ㸦ཧຍ⪅  ྡ㸧
ࠋ㒔ྜࡼࡾཧຍ࡛ࡁ࡞ࡗ ࠸࡚⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࡇࡣホ౯
ࡓ⪅ࡣ࣓࣮ࣝࡼࡿὀពႏ㉳ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊィㄢ ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊィㄢㄪ㐩ᢸᙜ
ㄪ㐩ᢸᙜࡢ⫋ဨᑐࡋ࡚ࠕ≀ရ➼ㄪ㐩ົᚑࡍࡿ⪅ ⫋ဨࡘ࠸࡚ࡶᴗ⪅ᑐᛂࡢᚰᵓ
ࡢ␃ព㡯ࠖ
㸦㹆 సᡂ㸧ࢆ㓄ᕸࡋ␃ព㡯ࡢඹ᭷ࢆ ࠼ࡀ࡛ࡁṇ㜵Ṇࡘ࡞ࡀࡗࡓ
ᅗࡾࠊṇ⤒⌮ࡢ㜵Ṇດࡵࡓࠋ

ࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ





㸦㸳㸧㐺ษ࡞ணᐃ౯᱁ࡢタᐃࡘ࠸࡚



ەᐇࡋࡓྲྀ⤌ෆᐜ



ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟಀࡿணᐃ౯᱁ࡘ࠸࡚ࡣࠊእ㒊 ࣭㐺ษ࡞ணᐃ౯᱁ࡢタᐃࡢࡓࡵࠊ
ᑓ㛛ᐙࡼࡿ㛤Ⓨࢥࢫࢺ➼ࡢጇᙜᛶࡢ᳨ド㸦 ௳㸧
ࠊ&,2 እ㒊ᑓ㛛ᐙࡼࡿ㛤Ⓨࢥࢫࢺ➼
⿵బᐁࡼࡿ┠ⓗ࣭㏵ᵝࡢᑂᰝ㸦 ௳㸧ࢆ⾜࠸ண ࡢጇᙜᛶࡢ᳨ドཬࡧ &,2 ⿵బᐁ
ᐃ౯᱁ᫎࡉࡏࡓࠋ

ࡼࡿ┠ⓗ࣭㏵ᵝࡢᑂᰝ

ࡲࡓࠊࡑࢀ௨እࡢㄪ㐩௳࠶ࡗ࡚ࡶ㐣ཤࡢᐇ⦼ࢆཧ ୪ࡧᶵ㛵✚ᴟⓗዎ⣙ᐇ
↷ࡍࡿࠊ✚ᴟⓗࡢ⊂❧⾜ᨻἲேࠊᅜ❧Ꮫἲே➼ ⦼ࡢ↷ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࢆணᐃ౯
ࡢ⣡ධᐇ⦼ࢆ↷ࡋࡑࢀࢆཧ⪃ࡋࡓࠋ

᱁ᫎࡉࡏࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁ

ەㄪ㐩ྜ⌮ィ⏬㛵ࡍࡿྲྀ⤌≧ἣ㸸

ࡿࠋ

KWWSZZZMVSVJRMSNRXNDLLQGH[KWPOLGB



ەዎ⣙┘どጤဨ㸸
KWWSZZZMVSVJRMSNRXNDLFRQWUDFWBVXUYHLOODQFHKWPO 
┘ە┘ᰝࡼࡿⅬ᳨㺃ぢ┤ࡋ≧ἣ㸸
KWWSZZZMVSVJRMSNRXNDLLQGH[KWPOLGB







㸦㸱㸧ሗࣥࣇࣛࡢᩚ



ڦሗࣥࣇࣛࡢᩚഛ









ഛ









㸦ϸ㸧ᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤

یᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵၿ



Ⓨ࣭ᨵၿ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶✌ാࡋࡓᴗົᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᴗົ࣭ ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศ㞳ࢆᐇࡍࡿ

ィࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱㐺ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศ㞳➼ ࡇ࡛㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢሗࢭ࢟ࣗ

࡚ࡣࠊఏ⚊ࢆ㟁Ꮚⓗฎ

ࡼࡾሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࣞ࣋ࣝࡢࡼࡾ㧗࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡋ

ࣜࢸࢆ☜ಖ࡛ࡁࡓⅬࡣホ౯࡛

⌮ࡍࡿࡶࠊィᖒ

ࡓࠋ

ࡁࡿࠋ

⡙ࡘ࠸࡚ࡶ㟁Ꮚⓗ

࣭ィࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊఏ⚊ࢆ㟁Ꮚⓗฎ⌮ࡍࡿ ࣭ィࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊఏ

⟶⌮ࡋࠊ⊂❧⾜ᨻἲே

ࡶࠊィᖒ⡙ࡘ࠸࡚ࡶ㟁Ꮚⓗ⟶⌮ࡋࠊ⊂❧⾜ᨻ ⚊ ࢆ 㟁 Ꮚ ⓗ  ฎ ⌮ ࡍ ࡿ   ࡶ

ィᇶ‽ࡢࡗࡾຠ⋡

ἲேィᇶ‽๎ࡾຠ⋡ⓗࡘ㐺ṇ࡞ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗ

ࠊィᖒ⡙ࡘ࠸࡚ࡶ㟁Ꮚⓗ

ⓗࡘ㐺ṇ࡞ィฎ⌮

ࡓࠋ

⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊィࢩ

ࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㈈ົィࢩࢫࢸ࣒ࢆ᭦᪂ࡋࠊᖹᡂ  ࢫࢸ࣒ࡼࡾࠊ⊂❧⾜ᨻἲே



ᖺ  ᭶ࡼࡾ✌ാࡋࡓࠋࡑࢀక࠸ࠊⓎ⏕※ධຊᶵ⬟ࡀᑟ ィᇶ‽๎ࡾࠊຠ⋡ⓗࡘ㐺ṇ



ධࡉࢀࠊຠ⋡ⓗ࡞ィฎ⌮ᴗົࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
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࡞ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊホ౯



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᮏ✌ാࡋࡓே⤥⤫ྜࢩࢫࢸ࣒ ࡛ࡁࡿࠋ



ࢆᖺᗘࢆ㏻ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊே௳㈝ࡢᢕᥱࡀᐜ 



᫆࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㈈ົィࢩࢫࢸ࣒㐃ᦠࡍࡿࡇࡼ ࣭㈈ົィࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ే
ࡾࠊ⤥ᨭ⤥ࡢṇ☜ᛶࡀྥୖࡋࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞⤥ᨭ⤥ ࡏ࡚Ⓨ⏕※ධຊᶵ⬟ࡀᑟධࡉࢀ
ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ

ࡓࡇ࡛ࠊィฎ⌮ࡀຠ⋡ࡉ



ࢀࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ









㸦Ϲ㸧ሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒



یሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝᥎㐍





ࡢά⏝᥎㐍



࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟᶵ⬟ࢆᩚഛࡋࠊ ࣭ே⤥⟶⌮ᴗົࡢྜ⌮ࡢ

ᴗົᚲせ࡞⯆ෆ

⣬ࡼࡿ⏦ㄳࡢ௦᭰ࡋ࡚㐣㊊ࡢ࡞࠸≧ែ࡞ࡿࡼ

ࡓࡵࠊᑟධࡋࡓே⤥⤫ྜࢩ

ࡢㅖᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࡣࠊ

࠺᥎㐍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢫࢸ࣒࡛ேࢹ࣮ࢱࢆ୍ᣓ⟶⌮

ሗඹ᭷ࢯࣇࢺ㸦ࢢ࣮ࣝ



ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᴗົࡢṇ☜

ࣉ࢙࢘㸧࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟ



ᛶ࣭㎿㏿ᛶࡢྥୖྲྀࡾ⤌ࢇ࡛

ᶵ⬟ࡼࡾࠊຠ⋡ⓗ࡞ᴗ

࠸ࡿࠋ

ົ㐠Ⴀࡀᐇ࡛ࡁࡿࡼ



࠺✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ᥎㐍






ࡍࡿࠋ







㸦Ϻ㸧ሗඹ᭷ࢩࢫࢸ



یሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ





࣒ࡢᩚഛ



࣭⯆ෆ࡛⫋ဨࡀඹ᭷ࡍࡁሗࡘ࠸࡚ࡣࠊࢢࣝ ࣭ሗࡢඹ᭷࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࢢ

⯆ᴗ⯡ࡢ




࣮ࣉ࢙࢘ෆࡢᥖ♧ᯈཬࡧ࣏࣮ࢱ࣮ࣝ࣌ࢪࢆά⏝ࡋࠊᚲ ࣮ࣝࣉ࢙࢘ࢆ⏝ࡋࡓᥖ♧ᯈ

ሗඹ᭷ࢆࡼࡾ୍ᒙ᥎㐍

せ࡞ሗࢆ⯆య࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋ

ࡍࡿࡓࡵࠊࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㆟➼࡛ :(% ㆟ࢩࢫࢸ࣒ ࡀ᥎㐍ࡉࢀࠊᚲせ࡞ሗࢆ⯆

ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿࠋ

ࢆά⏝ࡋࡓࠋ

య࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⫋ဨ

ࡲࡓࠊ⯆እࡢ㛵ಀ⪅



ࡢᐜ᫆ࡘᏳ࡞⏝ࡀྍ⬟

ࡢሗඹ᭷ಀࡿ



࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ཬࡧෆ㒊࣏࣮ࢱ࣮ࣝ࣌ࢪࡢά⏝

㛫ࡸࢥࢫࢺࢆ๐ῶࡍࡿ



ࡓࡵࠊ:(% ㆟ࢩࢫࢸ࣒

࣭:(% ㆟ࢩࢫࢸ࣒➼ࢆά⏝ࡋࠊ

ཬࡧࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ

㛵ಀ⪅ࡢሗඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࡇ

࣒ࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ












㸦ϻ㸧ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ



یሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ





ࡢ☜ಖ



࣭⯆ෆࡢ⤌⧊ぢ┤ࡋࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ ࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸጤဨࢆ㛤

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏

࣏ࣜࢩ࣮ࢆ୍㒊ᨵṇࡋࠊ⫋ဨ࿘▱ࡋࡓࠋ


ദࡋࠊ
ࠕᨻᗓᶵ㛵ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜ

ࣜࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏࡍ

࣭⯆ࡢಖ᭷ࡍࡿሗࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊእ㒊ࡢᑓ㛛 ࢸᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ⤫୍ᇶ‽ࠖ

ࡿࡓࡵࠊ࣏ࣜࢩ࣮㑂Ᏺࡢ

ᴗ⪅ࡼࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ┘ᰝ㸦ࠕ࣏ࣜࢩ࣮‽ᣐᛶ┘ᰝࠖ

ᇶ࡙ࡁࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜ

ࡓࡵࡢᐇᡭ㡰ࢆᘬࡁ

ࢆྵࡴࠋ
㸧ࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶᑐ⟇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢩ࣮ࢆᨵṇࡍࡿࡶࠊࡑࢀ

⥆ࡁᩚഛࡋࠊ࣏ࣜࢩ࣮㑂

࣭⫋ဨ➼ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࢭ࢟ࣗࣜࢸㅮ⩦ࢆ  ᅇ㛤ദࡍࡿ ೌࡗࡓ࣏ࣜࢩ࣮㑂Ᏺࡢࡓࡵࡢ

Ᏺࡢᡭ㡰ࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ

ࡶࠊ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ⫋ဨ ࠕᢏ⾡ᡭ㡰᭩ࠖ࠾ࡼࡧࠕሗྲྀ

ࡲࡓࠊ࣏ࣜࢩ࣮ᇶ࡙ࡃ

ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⮬ᕫⅬ᳨ࢆ  ᭶ᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢭ࢟ ᢅᡭ㡰᭩ࠖࢆᨵṇࡋࠊ⫋ဨ࿘

ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡀ⾜

ࣗࣜࢸㅮ⩦ࡘ࠸࡚ࡣࠊ/HDUQLQJ0DQDJHPHQW6\VWHP ▱ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
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/06 ࡼࡾᖖཷㅮࡶྍ⬟ࡋࡓࠋ

ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࢆ



☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ࣏ࣜࢩ࣮

࣭&,62 ⿵బᐁᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᐙᴗົࢆጤ ࣭⯆ࡢಖ᭷ࡍࡿሗࢩࢫࢸ

‽ᣐᛶ┘ᰝࢆᐇࡍࡿࠋ

クࡋࡓࠋ

ᨻᗓࡢሗࢭ࢟ࣗࣜ

࣒ࡘ࠸࡚ࠊእ㒊ࡢᑓ㛛ᴗ⪅

࣭ᶆⓗᆺ࣓࣮ࣝᨷᧁカ⦎ࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ⯆ࡢሗ ࡼ ࡿ ࢭ ࢟ ࣗ ࣜ ࢸ  ┘ ᰝ ࢆ ᐇ 

ࢸᑐ⟇࠾ࡅࡿ᪉㔪

ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᙉ㈨ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶᑐ⟇ࢆ⾜

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ3'&$ ࢧࢡ

࣭ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ᇶ࡙ࡁࢩࢫࢸ

࠺ࡇࡼࡾࠊྛሗࢩࢫࢸ࣒

ࣝࡢᵓ⠏ཬࡧᐃ╔ࢆᅗ

࣒ࡢ㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖࢆࠊࡼࡾ

ࡿࡓࡵࠊ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣሗ₃ὤ࡞ࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸࡣⓎ ཝ㔜⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

≧ἣࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ

⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ



⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ



࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸㅮ⩦ࡢᐇࠊཬ

㋃ࡲ࠼ࠊᚲせᛂࡌࡓᨵ

ࡧࠊ⫋ဨࢆᑐ㇟ࡋࡓ⮬ᕫⅬ

ၿࢆ⾜࠺ࠋ

᳨ࡀ㐺ษᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡲࡓࠊ⫋ဨ➼ᑐࡋ࡚



ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵

࣭&,62 ⿵బᐁᴗົࢆእ㒊ࡢᑓ㛛

ࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ

ᐙጤクࡋࠊࡲࡓࠊሗࢩࢫࢸ

ࠊᐇᡭ㡰᭩ࢆ⏝࠸ࡓ

࣒ࡢ㐠⏝⥅⥆ィ⏬ %&3 ࢆ⟇ᐃ

ࢭ࢟ࣗࣜࢸㅮ⩦ཬࡧ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⮬ᕫⅬ᳨ࢆᖺ  ᅇᐇ

࣭ࡇࢀࡽࡢᑐ⟇ࡼࡾࠊᖹᡂ 

ࡍࡿࠋ

ᖺᗘሗ₃ὤ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸ

ࡉࡽࠊ㧗ᗘࡍࡿ

ࡣⓎ⏕ࡋ࡞ࡗࡓⅬ࡛ホ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇

౯࡛ࡁࡿࠋ

ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ᭱㧗ሗ



ࢭ࢟ࣗࣜࢸ㈐௵⪅
㸦&,62㸧⿵బᐁᴗົࢆእ
㒊ࡢᑓ㛛ᐙጤクࡍࡿࠋ
⅏ᐖ࣭ᨾ➼ࡢ㠀ᖖ
ࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࡢṆ
ࢆཎᅉࡋ࡚ᴗົࡢ㐙
⾜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ
ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊሗࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆ᪩ᮇᪧࡉࡏࠊ
⥅⥆ࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇ
ࢆ┠ⓗࡋࡓࠊሗࢩࢫ
ࢸ࣒㐠⏝⥅⥆ィ⏬ᇶ
࡙ࡁ㐠⏝ࡍࡿࠋ
⯆ࡢಖ᭷ࡍࡿಶ
ேሗཬࡧ≉ᐃಶே
ሗ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᖖࡢ
ྲྀᢅ࠸ࡸ┘ᰝࠊཬࡧ₃࠼
࠸➼ࡢࡢⓎ⏕ཪࡣ
ೃࢆᢕᥱࡋࡓሙྜࡢ
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ᑐᛂ㛵ࡍࡿಖㆤ⟶⌮
యไࢆᩚഛࡋࠊᐇࡍ
ࡿࠋ







㸦㸲㸧ᴗົ㐠Ⴀࡢ㓄៖



ڦᴗົ㐠Ⴀࡢ㓄៖㡯





㡯



࣭ຠ⋡ࢆ㐍ࡵࡘࡘࢧ࣮ࣅࢫపୗࢆᣍ࡞࠸ࡓࡵࡢ㓄៖ ࣭Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶཬࡧᏛ⾡◊✲



ᴗົࡢຠ⋡ே௳㈝ࡢ

ࡋ࡚ࠊ:3, ⥲ྜᨭᴗࢆ㐺ษᐇ࡛ࡁࡿయไࢆᩚ ᨭࡢືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊຠ⋡

ຠ⋡➼ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨

ഛࡍࡿࡓࡵࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝᣐⅬᙧᡂ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࢆ ⓗᴗົࢆᐇࡋࠊ◊✲⪅➼

ウࡍࡿ㝿ࠊ◊✲⪅➼ࡢ

タ⨨ࡋࡓࠋ

ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࡶࡘ࡞ࡀࡿ

ࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗࢆᣍ



ࡓࡵࡢయไᩚഛࢆᅗࡗࡓࠋ

࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋࡲ





ࡓࠊຓᡂ࣭ᨭᴗົ࠾






࠸࡚ࠊ◊✲⪅ࡢᨭࢆ
☜ᐇࡘຠᯝⓗ⾜࠺
ୖ࡛ᚲせ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯⤒
㈝ࡘ࠸࡚ࡣ㐺ษᥐ
⨨ࡍࡿࠋ

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠ィ⏬

Ϫ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ


㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ


ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿᣦᶆ

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸦ཧ⪃ሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

⣼✚್➼ࠊᚲせ࡞ሗ















 















 



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


୰ᮇ┠ᶆ



୰ᮇィ⏬

ᖺᗘィ⏬

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㹀

ホᐃ

㹀

ᐤ㔠➼ࡢእ㒊㈨㔠





㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࡸ⮬ᕫධࡢ☜ಖࠊண⟬





㸫

࠙ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠ィ⏬ࠚ

㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾ࡅࡿ୰ᮇィ

࣭ᨭィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࡢண

⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰

㸦༢㸸ⓒ㸧  ⟬ࡸᐇ⦼➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษసᡂ
ᕪᘬ
ഛ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ⦼㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Ỵ⟬㢠
ቑῶ㢠 ⪃
ಶࠎࡢ༊ศᚑ࠸㐺ษᢕᥱࡋ

 
࡚࠾ࡾࠊ㈈ົㅖ⾲➼ࡢᩚྜᛶ

 

ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ



ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᇳ⾜ດࡵࠊ



ەᖹᡂ  ᖺᗘධ≧ἣ



㐺ṇ࡞㈈ົ⟶⌮ࡢᐇ⌧

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

࣭ධࡣᴫࡡィ⏬࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊẖᖺࡢ㐠

࠙ධࠚ

Ⴀ㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃ

࣭ἲேࡢ㐠Ⴀ㈝㔠ࡸ

ྥࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠

ᴗ➼ධࡢ㐺ษ࡞ண

മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣ

⟬⦅ᡂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ࡶ␃ពࡍࡿࠋ

ࠋ



࣭ἲேࡢධ㛵ࢃࡿỴ
⟬ࡣṇࡋࡃィ⟬ࡉࢀሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ














ධ
㐠Ⴀ㈝㔠
ᅜᗜ⿵ຓ㔠ධ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵
ຓ㔠
◊✲ᣐⅬᙧᡂ
㈝➼⿵ຓ㔠
Ꮫᨵ㠉᥎㐍
➼⿵ຓ㔠
ᅜ㝿ᣐⅬᩚ
ഛᴗ㈝⿵ຓ
㔠
ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊
✲ὶ᥎㐍
ᴗ㈝⿵ຓ㔠
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ
⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠
ᅜ㝿◊✲ᣐⅬ
ᙧᡂಁ㐍ᴗ
㈝⿵ຓ㔠
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂ
ᇶ㔠⿵ຓ㔠
ᴗධ
ᐤ㝃㔠ᴗධ
⏘Ꮫ༠ຊᴗ
ධ
Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧
ᴗධ
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ண⟬㢠






















































ڸ















ڸ


























ࡗ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸
ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ
᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞

ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ



ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ





㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ
ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
㸫


㸺ࡑࡢ㡯㸼
㸫


ཷクᴗධ
ィ










ڸ










ͤ༢ᮍ‶ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵྜィࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋỴ⟬㢠ࡘ࠸࡚ࡣࢭࢢ࣓ࣥࢺẖࡢྜ⟬㢠࡛࠶ࡿࠋ











࠙ᨭฟࠚ
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ࡌࡓᮍᇳ⾜㢠ࡸ㏉㑏㔠➼࡛࠶

ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࠙㔠⼥㈨⏘ࠚ











㸦ಖ᭷㈨⏘⯡ࡢぢ┤

ڦಖ᭷≧ἣ





ࡋ㸧

ձ㔠⼥㈨⏘ࡢྡ⛠ෆᐜࠊつᶍ

࣭㔠⼥㈨⏘ࡢಖ᭷≧ἣࡣࠊ㐺ษ

㺃㔠⼥㈨⏘ࡘ࠸࡚ࠊಖ ࣭⌧㔠ཬࡧ㡸㔠ࡋ࡚ࠊ ⓒࠊ᭷౯ドๆࡋ࡚ࠊ ⟶⌮ࡉࢀࠊ㈨⏘つᶍࡶ㐺ษ࡛
᭷ࡢᚲせᛶࠊົ࣭ᴗ

 ⓒࠊࡑࡢࠊᢞ㈨᭷౯ドๆ㸦ᅜമ㸧ࡋ࡚ ࠶ࡾࠊಖ᭷┠ⓗࡘ࠸࡚ࡶ᫂☜

ࡢ┠ⓗཬࡧෆᐜ↷ࡽ

 ⓒ࡛࠶ࡿࠋ

ࡋࡓ㈨⏘つᶍࡣ㐺ษࠋ 㸦୍⯡຺ᐃ㸧
➨  ᅇࡁᅜമ㸦 ᖺ㸧

࣭㈨⏘ࡢ༷ࡸᅜᗜ⣡

ๆ㠃⥲㢠  ༓ࠊྲྀᚓ౯㢠  ༓

➼ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡞ࡗࡓ
ሙྜࡣࠊࡑࡢἲேࡢྲྀ⤌

➨  ᅇࡁᅜമ㸦 ᖺ㸧

≧ἣࡸ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡣ㐺
ษࠋ

ๆ㠃⥲㢠  ༓ࠊྲྀᚓ౯㢠  ༓
㸦Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ㸧



ᐃᮇ㡸㔠㸸  ༓

ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࠋ














ղಖ᭷ࡢᚲせᛶ㸦ᴗ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿᡭẁࡋ࡚ࡢ᭷⏝ 




ᛶ࣭᭷ຠᛶ㸧





㸦୍⯡຺ᐃ㸧



࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹せࡍࡿ⤒㈝ࡣࠊᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ᇶ㔠ࡢ㐠 ࣭㈨⏘ࡢ㐠⏝ࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿⏕



⏝┈➼ࢆࡶࡗ࡚ࡲ࡞࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᏳࡘ ≀Ꮫ㈹ᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣ㛗ᮇᅜമ





ຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝ࡢほⅬࡽ㛗ᮇᅜമࡋ࡚ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ࡋࠊ㐠⏝┈ࡢ㏵┠ⓗᚑ࠸ࠊ



㸦Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ㸧



࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡽࡍࡿຓᡂ㔠ࡢᨭᡶィ⏬ࢆ㋃ ࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡲ࠼ࠊᨭᡶ࠸ᮇࡀ฿᮶ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫㈨㔠ࢆ㐠⏝ࡋࠊ 

Ᏻ࡛ຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝ࢆᐇࡋ࡚



⏕ࡌࡓᏊ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᜥࡢཷྲྀ㢠㸸 ༓㸧

࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ



ࢆᇶ㔠࡚ࡿࡇࡼࡾࠊ᭷ຠ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡑࡢ㐠⏝┈ࡢຠᯝⓗ࡞☜ಖࢆᅗ



࣭㈨㔠ࡢಖ᭷᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨༑ඵ ࡿࡓࡵࠊᏳᛶࡢ☜ಖࢆ᭱ඃඛ
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᮲➨  㡯ࠊࡢᇶ㔠࠶ࡗ࡚ࡣྠἲ㝃๎➨᮲ࡢ➨  ࡋࡘࡘࠊㆡΏᛶ㡸㔠➼ࡼࡾ



㡯ᇶ࡙ࡁࠊ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ➨ᅄ༑᮲つᐃࡍࡿ 㐺ษ࡞⟶⌮࣭㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸



㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㡸㔠ࡼࡾಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⟶⌮ࡣ㐺ษ ࡿࠋ



࡛࠶ࡿࠋ









㸦㈨⏘ࡢ㐠⏝࣭⟶⌮㸧

ڦ㈨㔠ࡢ㐠⏝యไࡢᩚഛ≧ἣ



࣭㈨㔠ࡢ㐠⏝≧ἣࡣ㐺ษ

࣭ᇶ㔠ࡢ㐠⏝㈐௵⪅ࡣ⌮㛗࡛࠶ࡾࠊ㐠⏝ᴗົࡣ⥲ົ ࣭ྛᇶ㔠ࡢ㐠⏝యไࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㐺ษ࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

ࠋ

⏬㒊㛗ࡀ⾜࠸ࠊ㐠⏝ᴗົಀࡿົࡣᢸᙜㄢ㛗㸦ᖹᡂ 

࣭㈨㔠ࡢ㐠⏝యไࡢᩚഛ

ᖺᗘࡲ࡛ࡣ⤒⌮ㄢ㛗ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣィㄢ㛗㸧ࡀ 

≧ἣࡣ㐺ษࠋ

⾜࠺ࡇࡀᇶ㔠⟶⌮ጤဨつ⛬➼࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐺 ࣭㐠⏝యไࡢᩚഛࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ

㺃㈨㔠ࡢᛶ᱁ࠊ㐠⏝᪉㔪

ษ࡞㐠⏝యไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

➼ࡢタᐃయཬࡧつᐃ

࣭┘ཬࡧእ㒊┘ᰝேࡼࡿ┘ᰝࢆཷࡅ㐺ᛶ࡛࠶ࡿ᪨ࡢ ௵ࡶ᫂☜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ࡛

ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊἲேࡢ

ሗ࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ

࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

㈐௵ࡀ༑ศศᯒࡉࢀ





࡚࠸ࡿࠋ

ڦ㈨㔠ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿἲேࡢ㈐௵ࡢศᯒ≧ἣ

࣭┘┘ᰝཬࡧእ㒊┘ᰝࡼࡾࠊ



࣭ୖグ㐠⏝యไࡽࠊ㈐௵ࡣ᫂☜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇ㝿㐺ษ㐠⏝⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸





ࡿࡇࡀಖドࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦മᶒࡢ⟶⌮➼㸧

ڦ㈚㔠࣭ᮍ㔠➼ࡢമᶒᅇࡢᐇ⦼



㺃㈚㔠ࠊᮍ㔠➼ࡢമ

࣭ᮍ㔠ࡢ࡞ࡶࡢࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠➼ࡢ⧞㉺ࡋ ࣭ᮍ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗูࠊ

ᶒࡘ࠸࡚ࠊᅇィ⏬ࡀ

క࠺ᅜᗜ㏉⣡ࡢࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ຓ㔠➼ࡢࢆ മົ⪅ࠊമᶒ㢠ࠊ⣡ᮇ㝈➼ࢆ

⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅇ

ཷࡅࡓᏛ➼ᑐࡋᮇ㝈ࢆᐃࡵ㏉㑏ࢆồࡵࡓࠋࡇࢀࡽ ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡾࠊᮍ⣡ࡢ⪅ᑐࡋ

ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛㢠ࡢᅇࢆ⤊ ࡚ࡣ☜ㄆࢆ⾜࠺࡞ࠊ㐺ษ⟶

࠸ሙྜࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣጇᙜ

ࡋࡓࠋ

⌮ࠊᅇࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ


ࠋ





࣭ᅇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡣ

ڦᅇィ⏬ࡢ᭷↓ࡑࡢෆᐜ㸦↓࠸ሙྜࡣࠊࡑࡢ⌮⏤㸧

㐺ษࠋϸ㸧㈚ಽᠱᛕമ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠➼ࡢ⧞㉺ಀࡿࠊᏛ➼ࡽ⯆

ᶒ࣭◚⏘᭦⏕മᶒ➼ࡢ㔠

ࡢ㏉㑏㢠ࡢᅇࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏉㑏ࡢᮇ㝈ࢆᐃࡵࡿ࡞

㢠ࡸࡑࡢ㈚㔠➼ṧ㧗

ィ⏬ⓗᐇࡋࡓࠋ

༨ࡵࡿྜࡀቑຍࡋ



ᇶ㔠⟶⌮ጤဨつ⛬➼ࡼࡾ㈐

࡚࠸ࡿሙྜࠊϹ㸧ィ⏬
ᐇ⦼ᕪࡀ࠶ࡿሙྜࡢ
せᅉศᯒࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
࣭ᅇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ᅇ
ィ⏬ࡢぢ┤ࡋࡢᚲせ
ᛶ➼ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ









࠙▱ⓗ㈈⏘➼ࠚ

࠙▱ⓗ㈈⏘➼ࠚ













㸦ಖ᭷㈨⏘⯡ࡢぢ┤

ڦಖ᭷ࡢ᭷↓ཬࡧࡑࡢಖ᭷ࡢᚲせᛶࡢ᳨ウ≧ἣ





ࡋ㸧

࣭ヱᙜ࡞ࡋ

165

151

166
࣭≉チᶒ➼ࡢ▱ⓗ㈈⏘



ࡘ࠸࡚ࠊἲே࠾ࡅࡿಖ

▱ڦⓗ㈈⏘ࡢᩚ⌮➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ

᭷ࡢᚲせᛶࡢ᳨ウ≧ἣ

ἲேࡢྲྀ⤌≧ἣ㸭㐍ᤖ≧ἣ

ࡣ㐺ษࠋ

࣭ヱᙜ࡞ࡋ

᳨࣭ウࡢ⤖ᯝࠊ▱ⓗ㈈⏘



ࡢᩚ⌮➼ࢆ⾜࠺ࡇ

ڦฟ㢪㛵ࡍࡿ᪉㔪ࡢ᭷↓

࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢἲ

࣭ヱᙜ࡞ࡋ

ேࡢྲྀ⤌≧ἣࡸ㐍ᤖ≧



ἣ➼ࡣ㐺ษࠋ

ڦฟ㢪ࡢ㠀ࢆᑂᰝࡍࡿయไᩚഛ≧ἣ



࣭ヱᙜ࡞ࡋ

㸦㈨⏘ࡢ㐠⏝࣭⟶⌮㸧



࣭≉チᶒ➼ࡢ▱ⓗ㈈⏘

ڦά⏝㛵ࡍࡿ᪉㔪࣭┠ᶆࡢ᭷↓

ࡘ࠸࡚ࠊ≉チฟ㢪ࡸ▱ⓗ

࣭ヱᙜ࡞ࡋ

㈈⏘ά⏝㛵ࡍࡿ᪉㔪



ࡢ⟇ᐃ≧ἣࡸయไࡢᩚ

▱ڦⓗ㈈⏘ࡢά⏝࣭⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ⤌⧊యไࡢᩚഛ≧ἣ

ഛ≧ἣࡣ㐺ษࠋ

࣭ヱᙜ࡞ࡋ

࣭ᐇチㅙ⮳ࡗ࡚࠸࡞



࠸▱ⓗ㈈⏘ࡢά⏝ࢆ᥎

ڦᐇチㅙ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸▱ⓗ㈈⏘ࡘ࠸࡚ࠊ

㐍ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡣ㐺

ձཎᅉ࣭⌮⏤ࠊղᐇチㅙࡢྍ⬟ᛶࠊ

ษࠋ

ճ⥔ᣢ⤒㈝➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓಖ᭷ࡢᚲせᛶࠊ



մಖ᭷ࡢぢ┤ࡋࡢ᳨ウ࣭ྲྀ⤌≧ἣࠊ











յά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌



࣭ヱᙜ࡞ࡋ













㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠

ϫ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
 ⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ




ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿᣦᶆ

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸦ཧ⪃ሗ㸧

㸰㸷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⏬

ᐤ㔠➼ࡢእ㒊㈨㔠

▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠

▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠

ࡸ⮬ᕫධࡢ☜ಖࠊண⟬

ࡣ  ൨ࡍࡿࠋ▷ᮇ





 

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㸫

ホᐃ

㸫

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࡣ  ൨ࡍࡿࠋ▷ᮇ

㸫

㸫

㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ࡢຠ⋡ⓗ࡞ᇳ⾜ດࡵࠊ ධࡀᐃࡉࢀࡿែ

ධࡀᐃࡉࢀࡿែ





㸫

㸫

㐺ṇ࡞㈈ົ⟶⌮ࡢᐇ⌧

ࡋ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠

ࡋ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼







ࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊẖᖺࡢ㐠

ࡢཷධࢀ㐜ᘏࡀ⏕ࡌ

ࡢཷධࢀ㐜ᘏࡀ⏕ࡌ

࣭▷ᮇධ㔠ࡣ࠶ࡿࠋ 

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

㸺ᣦ㡯ࠊᴗົ㐠Ⴀୖࡢ

Ⴀ㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃ

ࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ

ࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ

࠶ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ㢠ཬࡧ



㸫

ྥࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠





ᚲせᛶࡣ㐺ษࠋ





ㄢ㢟ཬࡧᨵၿ᪉⟇㸼
㸫

മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣ





ࡶ␃ពࡍࡿࠋ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

㸺ࡑࡢ㡯㸼



㸫

㸫

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ


⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

≉࡞ࡋ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵ࡍࡿィ⏬

Ϭ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ


㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ


ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿᣦᶆ

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸦ཧ⪃ሗ㸧

㸰㸷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⏬

ᐤ㔠➼ࡢእ㒊㈨㔠

㔜せ࡞㈈⏘ࢆㆡΏࠊฎ

㔜せ࡞㈈⏘ࢆㆡΏࠊฎ

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

㸫

ホᐃ

㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼
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平成 30 年 6 月 22 日
独立行政法人

日本学術振興会

理事長

進

里見

殿
独立行政法人

日本学術振興会

監事

西川

惠子

監事

京藤

倫久

平成 29 年度監事監査報告
独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」）の平成 29 年度における業務執行状況及び会計経
理の執行状況等について、独立行政法人通則法第 19 条第 4 項及び独立行政法人日本学術振興会に
関する省令第 1 条の 2 に基づき監査を行いましたので、その結果を下記のとおり報告します。
I

監事の監査の方法及びその内容
監事は、監事監査計画に基づき、情報の収集及び監査の環境の整備に努め、平成 29 年度におけ

る振興会の業務執行、会計経理及び重点監査項目について、以下のとおり監査を実施した。
業務執行については、役員会、評議員会を始めとする重要な会議に出席し、振興会の意思決定プ
ロセスや規程などの重要な規則の制定または改廃における内容を監視し、必要に応じて理事長に意
見を具申した。また、日常の業務執行については、監査・評価室の行う内部監査を検証した。
会計経理については、予算執行について四半期毎に報告を受け、適正な執行が行われたかどうか
監査した。また、契約監視委員会に委員として出席し、調達等合理化計画の策定・改定の点検を行
うとともに、平成 29 年度に発注した物品・役務等に係る契約のうち、随意契約及び一者応札・応
募となった一般競争入札について事後点検を行った。
平成 29 年度の重点監査項目として、
「振興会の人材確保と育成」と「振興会における広報」を設
定した。
Ⅱ 監査の結果
１．業務執行について
(1) 振興会の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け
効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
【総括的監査意見】
役員会、評議員会を始めとする重要な会議に出席し、振興会全体の運営及び各事業部の業務の
執行状況を拝見した。運営及び業務は、振興会の設置目的及び法令等の定めに従って適切に執行
されているとともに、中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されていると判断し
た。本年度が第 3 期中期目標期間の最終年度であることから、必要に応じて過去５年間の状況に
ついても検証を行い、目標の達成は十分に行われたことを確認した。
次年度から始まる第４期中期目標・中期計画が策定された。振興会の基本的事業目標を縦糸に、
それらを円滑に運営するための国際研究基盤と学術情報分析基盤の構築を横糸に巡らせた、高い
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目標・計画が掲げられている。これらの目標・計画を達成する上で、組織の体制の整備・改編や
見合った人材の登用・養成が必要となるが、振興会の今後あるべき姿としての設計図を描いたこ
とは大いに評価する。経費的に難しい点をかかえるが、振興会の大改革として順調な運営を期待
したい。
(2) 振興会の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他振興会の業務
の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
指摘すべき重大な事実は認められない。
(3) 振興会の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、
その事実
役員の職務の遂行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
２．会計経理について
(1) 執行、現金等の出納及び保管、財務諸表及び決算報告
会計経理の執行状況については、法令及び独立行政法人会計基準の定めに従って適切に処理さ
れており、法人単位、一般勘定、学術研究助成業務勘定の財務諸表及び決算報告書は、帳簿及び
証憑書類の記載金額と一致し、収支状況を正しく示しているものと認められる。また、法定監査
を行う会計監査人による監査の結果、いずれの項目についても適正に処理されている旨の報告を
受けている。
(2) 契約の締結及び執行
随意契約の一般競争入札への移行についても、随意契約とせざるを得ない契約以外は一般競争
入札に移行していることを確認した。今後は新規の契約案件についても引き続き、安易に随意契
約とすることのないように取り組まれたい。
３．重点監査項目について
(1) 振興会の人材確保と育成について
振興会における事業の特殊性から、国際化、情報化、調査・分析・企画等に対応できる高度な
専門性と知識を有する人材は重要であるが、現状は慢性的に不足していると言わざるをえない。
人材の量的かつ質的な向上を目指すことが必須であり、この観点から、人材の確保や育成の現
状・問題点・課題について監査した。
国際化と情報化については、第４期中期目標・中期計画で挙げられている項目と一致する。こ
の目標に沿って、国際統括本部の設置やグローバル学術情報センターの学術情報分析センターへ
の改編など、組織・体制整備においては骨組みが出来上がったと判断される。
また、学術情報分析センターの人員配置では、高度な専門性と知識を有する人材を登用してお
り、目標の第一歩は踏み出されたと判断する。今後も、AI 化や IT 化などの急激な社会変化の潮
流に対応できる人材やデータサイエンティストの育成・確保などに努められたい。また、若手人
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材においては、将来のキャリアパス等への配慮も期待する。
国際交流や学術行政に関わりが多い振興会事業では、高度な専門性と知識が求められている。
振興会の職員は、現場の研究者達と直に接し、同時に大局的に状況を把握できる機会も多い。こ
の経験を生かせる学術コーディネータ的な戦略性を有する人材、あるいはプランニングのできる
人材の育成も可能であり、振興会自体の業務改革や職員のキャリアパス形成も視野に入れて職員
の育成に取り組むべきである。
(2) 振興会における広報について
学術振興に関わる振興会の役割・重要性及びその事業成果は学界では十分認知され、高く評価
されている。メールマガジン、ホームページ、パンフレットや報告書などで、研究者を対象とし
た情報発信や成果の報告は十分になされていることを確認した。しかしながら、産業界を含めた
国民レベルでの認知度は高いとは言えない。基礎研究を含めた学術研究の振興を維持継続してい
くためには、国民への理解を深める広報活動を充実させることは重要であり、それを担う専門家
の確保等が喫緊の課題である。広報活動の現状・問題点・課題に対する対応状況を洗い出し、早
急に対処する必要がある。例えば、外部の組織と連携し基礎研究の重要性をアピールするための
エビデンス収集とその方策、マーケッティング戦略に基づいた振興会のブランド力のアピールの
仕方、大学と連携したシンポジウム等のイベント開催など、外部の知恵も取り入れた施策の検討
が必要となる。また、新たにスタートする学術情報分析センターの分析結果を広く社会に発信し
ていく方策も検討する必要がある。
Ⅲ 過去の指摘事項への対応
１． 指摘事項「グローバル学術情報センターの業務」への対応
平成 28 年度の重点監査項目「グローバル学術情報センターの業務」で指摘した事項は、学術
情報分析センターへの改編の中で反映されており、大いに評価したい。
２． 科研費申請・審査の電子システムについての検討
本システムは、外部 2 社のシステム（申請に関わるシステム、審査に関わるシステム）を組み
合わせた構成となっている。2 社が著作権を有しており、年度毎の随意契約による外注でプログ
ラムの改修、改善が行われてきた。それぞれ 27 年、14 年経過した古いシステムであり、中には
今後対応の難しい言語で書かれたプログラムも含まれている。近い将来に大きな問題を生ずるこ
とが懸念されることから、安定なシステム運用やランニングコスト・セキュリティーコストの低
減が期待できる最新システムへの切り替えの必要性を、指摘してきた。
今年度は、問題点の洗い出しや新システム設計に向けての取り組みが大きく進んだことを評価
する。また、システム設計に経験のある人材確保も考慮されていることを確認した。
Ⅳ 監事監査結果報告への対応について
監事監査報告については、可能なものから順次対応いただいているところであるが、報告の内容
によっては短時間での対応ができない事項も含まれている。今後も年 1 回を目途に、各部課より監
事に対して監査結果報告に対する業務改善状況について報告をいただくようお願いしたい。
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⚽࡞◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ



☜ㄆ࡞ࠊᶵ㛵

 ᅇࡣዪᛶᏛ㆑⤒㦂⪅ࢆᣍ࠸࡚㛤ദࡋࠊእ㒊᭷



⏝ࡀᣑࡍࡿᛮࢃࢀࠊࡼࡾ୍ᒙࡢࢭ

ࢩࢫࢸ࣒㸦H5DG㸧࡞ࡢእ㒊ሗ

ࡘ࠸࡚༑ศ㓄៖



ࡢሗࡸពぢ

㆑⪅ࡢពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇ࡛ၥ㢟ⅬࡢὙ࠸ฟࡋ



࢟ࣗࣜࢸྥୖດࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃ᦠά⏝ࡀᣑࡍࡿ

ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ດࡵ࡚࠸ࡿࡇ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ





ᛮࢃࢀࠊࡼࡾ୍ᒙࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ



ࡣホ౯࡛ࡁࡿࡀࠊࡼ





࣭ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡ᇶ♏◊✲ࢆᨭࡍࡿ୰ ྥୖດࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ

ղୡ⏺ᡃࡀᅜࡢ

ࡾ୍ᒙࡢ㐃ᦠᙉࡀ

࠙ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠚ

࣭ᅜࡢᨻ⟇ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤

᰾ⓗᶵ㛵࡛࠶ࡿ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡣࠊඛ 

Ꮫ⾡◊✲ࡢືྥࢆ

ᮃࡲࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ ࣭ᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦H5DG㸧ࡼ

Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦H5DG㸧➼ࢆά⏝ࡋ࡚

➃ᇶ♏◊✲ィ⏬࣭ᡂᯝࡢཉ࡞ࢹ࣮ࢱ ࣭ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡ᇶ♏◊✲ࢆᨭࡍ

ಠ▔ࡋࠊ⼥ྜⓗ࡞

᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ࣑

ࡾࠊ➇தⓗ㈨㔠ไᗘࢆᡤ⟶ࡍࡿ ᗓ┬㸦ෆ㛶

ᑂᰝ⤖ᯝ➼ࢆࡼࡾ㎿㏿ᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ

ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆ᭷ຠ ࡿ୰᰾ⓗᶵ㛵࡛࠶ࡿ᪥ᮏᏛ⾡⯆

◊✲ศ㔝ࡸඛ➃

ࢵࢩࣙࣥࡢ㔜せᛶ

ᗓ࣭⥲ົ┬࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ཌ⏕ປാ┬࣭㎰ᯘỈ

࠺ࡋࠊ༠ຊࡋ࡚ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏

ά⏝࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀᮃࡲࢀ

ࡣࠊඛ➃ᇶ♏◊✲ィ⏬࣭ᡂᯝࡢ

ⓗ࣭ⴌⱆⓗ࡞◊✲

ᶵ㛵ࡢ㐪࠸ࢆ᫂

⏘┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬࣭ᅜᅵ㏻┬࣭⎔ቃ┬࣭㜵⾨

ࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࠊ㛵㐃ࡍࡿᴗࢆᐇࡋ

ࡿࠋ≉ࠊࠕࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࠖࡸࠕ࣮࢜

ཉ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ

ศ㔝࡞᪂ࡓ࡞ศ

☜ࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶

┬㸧ࡣᑂᰝ⤖ᯝ➼ࡢሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊ㐃ᦠࢆ

࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡢ㐺ษ࡞㐃ᦠ࣭༠ຊࢆ⾜

ࣉࣥࢹ࣮ࢱࠖࡢᨻ⟇ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ ࡢࢹ࣮ࢱࢆ᭷ຠά⏝࡛ࡁࡿࢩࢫ

㔝ࡢ◊✲ࢆᨭࡍ

ࡿࠋ

ᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶௨㝆ࡣࠊH5DG ⛉

ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

᳨ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ≉ࠊ
ࠕࣅ

ࡿࡇࡼࡾࠊᏛ

࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯

◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢ᪉ྥ㐃ᦠࢆ㛤ጞ





ࢵࢢࢹ࣮ࢱࠖࡸࠕ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱࠖ

⾡◊✲ࡀࡑࡢከᵝ

㸦ぢ㎸㸧ࠚ

ࡋࠊH5DG ࡽ◊✲ᶵ㛵࣭◊✲⪅ࡢሗࢆཷࡅ



࣭ዪᛶ◊✲⪅ᨭࡢྲྀ⤌ࡢጼໃࠊཬࡧ ࡢᨻ⟇ࡢᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚

ᛶࡢ୰࡛⮬ᚊⓗ



ྲྀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᥇ྰሗࡸሗ➼ࡢ┤᥋



ዪᛶᑂᰝጤဨࢆቑࡸࡍດຊࡀㄆࡵࡽ

ࡋ࠸ࠋ

ኚࡋ࡚࠸ࡃࡇ

࣭ᚋࠊᗓ┬ඹ㏻◊

H5DG ㏦ಙ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࡇ࡛ࡼࡾ㎿㏿



ࢀࡿࠋᚋࡶዪᛶᑂᰝጤဨቑຍࡢࡓ



ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ

✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒

࡞ሗࡢࡸࡾྲྀࡾࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ



ࡵࠊᘬࡁ⥆ࡁ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶

࣭ዪᛶ◊✲⪅ᨭࡢྲྀ⤌ࡢጼໃࠊ

ᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯

㸦H5DG㸧࡞ࡢእ㒊

ࡑࢀྜࢃࡏ࡚ࠊ⛉◊㈝ࡢࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖཬ



ࡿࠋ

ཬࡧዪᛶᑂᰝጤဨࢆቑࡸࡍດຊࡣ

࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞

ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐃

ࡧࠕᇶ┙◊✲㸦6㸧
ࠖࡢࣄࣜࣥࢢᑂᰝ࠾࠸࡚





ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᑂᰝဨẚ⋡ࡀ

࠸Ꮫၥศ㔝ࡢ⥅ᢎ

ᦠά⏝ࡀᣑࡍࡿ

ࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࡢ☜ㄆࢆࡋ࡚





ᶓࡤ࠸࡛࠶ࡿࡇࠊࡘ⏨ዪඹྠ

࡞㓄៖ࡍࡿࡇ

ᛮࢃࢀࠊࡼࡾ୍ᒙࡢ

ᑂᰝୖࡢཧ⪃ࡍࡿ࡞ࠊ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㔜」ࢆ



㸺ࡑࡢ㡯㸼

ཧ⏬ࡢ᥎㐍ࡢ㔜せᛶࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ

ࡼࡾࠊᏛ⾡◊

ࢭ࢟ࣗࣜࢸྥୖ

㑊ࡅࡿࡓࡵࡢྠࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿ㐃ᦠࡀ㐍ࢇ࡛࠸



㸫

⌧≧ศᯒᇶ࡙࠸࡚᪂ࡓ࡞᪉⟇ࢆ

✲ࡢከᵝᛶࢆ☜ಖ

ດࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࡿࠋ





ᡴࡕฟࡍࡇࡶ᳨ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

ࡍࡿࠋ

࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯











㸦ぢ㎸㸧ࠚ

࣭≉ู◊✲ဨᴗ࡛ࡣࠊඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡋࠊ 

ճᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎ



◊✲ᑓᛕࡍࡿࡇࢆᕼᮃࡍࡿᏛ㝔༤ኈㄢ⛬



ᛶࡘ࠸࡚ࡣ↓㝈

࣭ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡ᇶ♏

ᅾᏛ⪅ཬࡧᏛ㝔༤ኈㄢ⛬ಟ⪅➼ࢆࠕ≉ู◊



ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ

◊✲ࢆᨭࡍࡿ୰᰾

✲ဨࠖ᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ 

ࡽࠊ㛗ᮇⓗど

ⓗᶵ㛵࡛࠶ࡿ᪥ᮏᏛ

Ꮫ⏕ࡢዡᏛ㔠ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵ



Ⅼࢆຍ࠼ࡓ⥅⥆ⓗ

⾡⯆ࡣࠊඛ➃ᇶ

ᵓࡣࠊẖᖺ㔜」ཷ⤥ࡢ↓࠸ࡼ࠺㐃ᦠࡋ࡚ࢳ࢙

࣭-67 ࡣࠊ⛉◊㈝ࡢࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖ

ࡘ╔ᐇ࡞ᨭ

♏◊✲ィ⏬࣭ᡂᯝࡢ

ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࠾࠸࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿ◊✲㐍ᤖホ౯⤖

ດࡵࡿࡶࠊ

ཉ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᡤ᭷



ᯝ➼ࢆᥦ౪ࠊᅜ㝿ᴗົ࡛ࡢሗ࡞

ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢹ࣮

ࠊ
ࠕᇶ┙
࣭-67ࡣࠊ⛉◊㈝ࡢࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖ

ࠊࡼࡾᐦ᥋࡞ሗඹ᭷యไࢆࡗ࡚

❧ࡗࡓホ౯ࢆ⾜࠺

ࢱࢆ᭷ຠά⏝࡛ࡁ

◊✲㸦6㸧
ࠖཬࡧࠕⱝᡭ◊✲ 6 ࠖࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓ

࠸ࡿࠋ

ࡇࡀᚲせ࡛࠶

ࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡀ

◊✲㐍ᤖホ౯୪ࡧࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࡢ◊✲ᡂ



ࡿࠋ

ᮃࡲࢀࡿࠋ≉ࠊ
ࠕࣅ ᯝࡢἼཬຠᯝ➼ࢆ᳨ドࡍࡿ㏣㊧ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆᥦ





ࢵࢢࢹ࣮ࢱࠖࡸࠕ࢜

౪ࡍࡿ࡞ࠊᨭᴗಀࡿሗඹ᭷ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 

մᴗࡢᐇᙜ

࣮ࣉࣥࢹ࣮ࢱࠖࡢᨻ

ࡲࡓࠊ⛉◊㈝ࡢᡂᯝࢆ -67 ᡓ␎ⓗ㐀◊✲᥎㐍



ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍ

⟇ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚

ᴗ⧅ࡆࡿࡓࡵࠊ-67 1,,ࡀᵓ⠏ࡋ



ࡿᴗࢆᐇࡋ࡚

᳨ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

࡚࠸ࡿ⛉◊㈝ࡢᡂᯝ➼ࢆྵࡴࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ



࠸ࡿᶵ㛵ࡢ㐺ษ

࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ ⠏ࢆ⾜ࡗࡓୖࠊࡑࡢᐇ༠ຊࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛



࡞㐃ᦠ࣭༠ຊ㛵ಀ

㸦ぢ㎸㸧ࠚ



࠸ࡿࠋ᭦ࠊᅜ㝿ᴗົ࠾࠸࡚ࡶࠊ-67 ࡣᖺ

187

3

㸺ࡑࡢ㡯㸼

188
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡢ



ᩘᅇᐃᮇሗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



㝿ࠊᏛ➼࠾࠸

㺃 ᵝ ࠎ ࡞Ꮫ ⾡ ⯆ ࡢ





࡚ᐇࡉࢀࡿᏛ⾡

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᒎ㛤ࡋ ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦.$.(1㸧

◊✲ᐦ᥋㛵ࢃ

࡚࠸ࡿ୰ࠊᚋࡑࡢ

ࡘ࠸࡚ࠊ1,, ཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬㐃ᦠࡋࡘࡘࠊබ

࣭Ꮫ⾡㆟㛗ཬࡧྛ㒊㛗ࢆホ㆟ဨ

ࡿᴗࡢ≉ᛶ༑

ຠᯝࢆศᯒࡍࡿࡇ

ⓗຓᡂᶵ㛵ࡢྛᴗᡂᯝࢆᶓ᩿ⓗ᳨⣴࡛ࡁࡿ

㏄࠼ࡿࡇࡼࡾࠊᏛ⾡◊✲ᨭࢆ

ศ㓄៖ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ

ࡣࠊࡼࡾⰋ࠸ࣉࣟࢢ

⤌ࡳࡢᵓ⠏ྥࡅࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶᳨⣴㡯┠

⾜࠺Ꮫࡢᴗົᑐࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫ⪅ࡢព

Ꮫ⾡◊✲ศ㔝࠾

࣒ࣛࡢタィ❧

ࡢ㏣ຍ➼ࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ぢࢆᫎࡍࡿࡓࡵࡢ㐃ᦠࢆᏛ⾡㆟

ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬

ࡣḞࡏ࡞࠸సᴗ࡛



ᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㓄៖ࡍࡿࠋ

࠶ࡾኚ㔜せ⪃࠼

࣭Ꮫ⾡㆟ࡽࡣ㛗ࠊཬࡧྛศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿ



ࡿࠋ

➨㸯㹼➨㸱㒊ࡢྛ㒊㛗ホ㆟ဨᑵ௵࠸ࡓࡔ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࡁࠊᡃࡀᅜࡢ⛉Ꮫ⪅ࡢ௦⾲ࡋ࡚ࡢ㇏ᐩ࡞⤒㦂





ࡸ㧗࠸㆑ぢᇶ࡙ࡁᏛࡢᴗົ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ᚚ

㺃 ᅜ ❧ ◊✲ 㛤 Ⓨἲ ே

ពぢࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ

⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ࡞



㸦㸰㸧ᴗົ㐠Ⴀୖ

㸦㸰㸧ᴗົ㐠Ⴀ

ࡢሗࡸពぢࡢ

࠙ホ㆟ဨࠚ







ࡢ㔜せ㡯㛵ࡍ

㛵ࡍࡿ㔜せ㡯ࢆ

୍ᒙດࡵࠊࡑ

࣭ホ㆟ဨࡣࠊ⌮㛗ࡢㅎၥᛂࡌࠊᏛ⾡⏺ࠊ⏘

࣭ᐃᮇⓗホ㆟ဨࢆ㛤ദࡋࠊࡑࡇ࡛





ࡿホ㆟ဨࡢᑂ㆟

ㅎၥࡍࡿࡓࡵࡢホ

ࢀࡒࢀࡢᶵ㛵ࡢᙺ

ᴗ⏺ࠊᏛ➼ࢆ௦⾲ࡍࡿᏛ㆑⤒㦂⪅࡛ᵓᡂࡉࢀ

⫈ྲྀࡋࡓᴗົ㐠Ⴀࡢ㔜せ㡯ᑐࡍࡿ

ཬࡧពぢࡶ㋃ࡲ

㆟ဨࡘ࠸࡚

ศᢸࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸

࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡◊✲ᨭ㛵ࡍࡿᨻ⟇ࡶ㏻ࡌࡓ

ᖜᗈࡃ㧗࠸㆑ぢᇶ࡙ࡃពぢࢆཧ⪃

࠼ࠊ㐺ษᴗࢆ

ࡣࠊྛ⏺࣭ྛᒙ

ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ

࣓ࣥࣂ࣮ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋᏛ⾡㆟ࡽࡣࠊ㛗

ࠊ㐺ษ࡞ᴗ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ

ࡽࡢᏛ㆑⤒㦂⪅࡛

ᛮࢃࢀࡿࠋ⌧≧࡛

ཬࡧྛศ㔝ࢆ௦⾲ࡍࡿྛ㒊㛗ᑵ௵࠸ࡓࡔ࠸



Ꮫ⾡◊✲ᑐࡍࡿ

ᵓᡂࡋࠊᐃᮇⓗ

ࡣࠊ୍㒊ࡢሗඹ᭷

࡚࠸ࡿࠋ



㧗࠸㆑ぢࢆᣢࡘᏛ

㛤ദࡍࡿࠋᴗᐇ
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㺨㺻㺛㺳㺎㺗㺼㺻㺃㺭㺷㺖㺛
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᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ㛗
㸦㹼+㸧 㹼+ 


ᴬཎ ᐃᚁ
+㹼 
㸦+㹼㸧
㛗㇂ᕝ 㛩ྐ
⤒῭ྠ௦⾲ᖿ
㸦㹼+㸧

ᑠᯘ ႐ග
㸦+㹼㸧
℈⏣ ⣧୍
ᮾிᏛ⥲㛗
㸦㹼+㸧 㹼+ 


⚄ ┿
+㹼 
㸦+㹼㸧
ᯇᮏ  ⣫
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እ㒊ホ౯ጤဨ࡛ࡣࠊィ⏬࣭ホ౯ጤဨࡽ

࡞ࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼
ᅜẸุࡾࡸࡍ࠸
ᙧ࡛බ⾲ࡍࡿ

  ➨ەᮇእ㒊ホ౯ጤဨ
㸦௵ᮇ㸸+㹼+㸧
㟷ᮌ ඞᕫ

ࡶࠊࡑࡢᣦࢆ
ᴗົ㐠Ⴀࡢᨵၿ➼
ⓗ☜ᫎࡋࠊ
⯆࠾ࡅࡿ
3'&$㸦3ODQ㸦ィ⏬㸧ࠊ
'R㸦ᐇ⾜㸧ࠊ&KHFN
㸦ホ౯㸧ࠊ$FW㸦ᨵ
ၿ㸧
㸧ࢧࢡࣝࢆᐇ
ࡍࡿࠋ

ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㟷ᰗ ṇつ
㸦㹼+㸧

㛗ᓮᏛᅜ㝿㐃ᦠ◊✲ᡓ␎
ࢻࣂࢨ࣮ࠊ㛗ᓮᏛྡ
ᩍᤵ
ᅜ❧すὒ⨾⾡㤋㤋㛗

┒ᒣ ኵ
㛵すᏛ㝔Ꮫ♫Ꮫ㒊ᩍᤵ
㸦+㹼㸧
ᑠ⯓ 㤶᳝Ꮚ 㟁Ẽ㏻ಙᏛ≉௵ᩍᤵࠊ
᪥ᮏዪᏊᏛྡᩍᤵ
ሯᮏ ඞ༤
୕⳻㟁ᶵᰴᘧ♫㢳ၥ
㸦㹼+㸧
ᑕሙ ⱥ⣖
㸦+㹼㸧
୰ᓥ ᑦṇ
㸦㹼+㸧

ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ♫㟁ụ
◊✲㒊㛗
Ꮫᰯἲேᾏ㝧Ꮫᅬᾏ㝧୰➼
ᩍ⫱Ꮫᰯ㛗

☾㈅ ᙲ
ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔
㸦+㹼㸧 Ꮫྡᩍᤵ
⎼ ዲṇ
ᮾி⌮⛉Ꮫ≉ู㢳ၥ

  ➨ەᮇእ㒊ホ౯ጤဨ
㸦௵ᮇ㸸+㹼+㸧
㟷ᮌ ඞᕫ

☾㈅ ᙲ
ᑕሙ ⱥ⣖
ᑠ⯓ 㤶᳝Ꮚ
┒ᒣ ኵ
㸦㹼+㸧

㛗ᓮᏛᅜ㝿㐃ᦠ◊✲ᡓ␎
ࢻࣂࢨ࣮ࠊ㛗ᓮᏛྡ
ᩍᤵ
ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡Ꮫ㝔
Ꮫྡᩍᤵ
ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ᰴᘧ♫㟁ụ
◊✲㒊㛗
㟁Ẽ㏻ಙᏛ≉௵ᩍᤵࠊ
᪥ᮏዪᏊᏛྡᩍᤵ
㛵すᏛ㝔Ꮫ♫Ꮫ㒊ᩍᤵ

8

ᓊᮏ ⨾⥴
࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛᇶᖿ◊✲
㸦+㹼㸧 㝔ᩍᤵ
ほᒣ ṇぢ
ᗈᓥᏛ≉௵ᩍᤵ






  ➨ەᮇእ㒊ホ౯ጤဨ
㸦௵ᮇ㸸+㹼+㸧




㟷ᮌ ඞᕫ




ᑕሙ ⱥ⣖


ᕴ  ⾜
㎷  ⠜Ꮚ
ྂ℩ ዉὠᏊ





ほᒣ ṇぢ



㛗ᓮᏛྡᩍᤵࠊ㛗ᓮ
Ꮫᅜ㝿㐃ᦠ◊✲ᡓ␎ࢻࣂ
ࢨ࣮
ࢺࣚࢱ⮬ື㌴ ᰴ 㟁ụᮦᩱ
ᢏ⾡࣭◊✲㒊㛗
ྡྂᒇᏛ≉௵ᩍᤵ
ྡྂᒇᏛ≉௵ᩍᤵ
࠾ⲔࡢỈዪᏊᏛᇶᖿ◊✲
㝔ᩍᤵ
ᗈᓥᏛᏛ㛗ᐊ≉௵ᩍᤵ

 



㸦㸳㸧◊✲⪅ࡢ㈇

㸦㸳㸧බເᴗ



࠙බເᴗ࠾ࡅࡿ㟁Ꮚࡢ᥎㐍ࠚ









ᢸࡢ㍍ῶ➼ࠊᴗົ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᛂເࡸ



࣭ເ㞟せ㡯࣭ᛂເᵝᘧࡢ᭩㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ

࣭᪂つ✀┠ࡸ᪂ࡓ࡞ไᗘࡢᑐᛂࡔࡅ





㐠Ⴀࢆ㐺ษᐇ

ᑂᰝಀࡿᶵᐦᛶ

࡚ࡢබເᴗ࠾࠸࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࢲ࢘ࣥ

࡛࡞ࡃࠊᚑ๓⣬፹య࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓᡭ⥆

ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞

ࡢ㧗࠸ሗࢆಖㆤ

࣮ࣟࢻྍ⬟ࡋࡓࠋ

ࡁࢆ╔ᐇ㟁Ꮚࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯

ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚ

ࡍࡿࡓࡵࠊሗࢭ



࡛ࡁࡿࠋ

ഛࡍࡿࠋేࡏ࡚ࠊ

࢟ࣗࣜࢸࢆ☜ಖ

࣭බເᴗࡢࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶵᐦᛶࡢ

ࡲࡓࠊዡບ◊✲◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍

ᨻᗓࡢሗࢭ࢟ࣗ

ࡋࡘࡘࠊ◊✲⪅ࠊ

㧗࠸ሗࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ

㈝ࡣ◊✲⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊಶேࡶᛂເ࡛

ࣜࢸᑐ⟇࠾ࡅ

ᑂᰝጤဨཬࡧᏛ

ࡣ༑ศὀពࡋࡓࡶࡢࡋࡓࠋ

ࡁࡿࡇࡽࠊ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓᚑ

ࡿ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ

➼◊✲ᶵ㛵ࡢ㈇ᢸ



๓ࡢ⤌ࡳࡢᣑᙇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡓ࡞㹇

㐺ษ࡞ሗࢭ࢟ࣗ

ࢆ㍍ῶࡋࠊᴗົࢆ

࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡈពぢ❆ཱྀ

㹂ࡢ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿ࡞㛤Ⓨෆ

ࣜࢸᑐ⟇ࢆ᥎㐍

ຠ⋡ⓗᐇࡍࡿ

ࡢពぢࠊᐇᆅ᳨ᰝ➼࡛ࡢᶵ㛵ᢸᙜ⪅ࡽࡢせᮃ

ᐜࡀከᒱΏࡿྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾

ࡍࡿࠋ

ࡓࡵࠊሗࢩࢫࢸ

ࡸࠊࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ◊✲⪅ࡽࡢၥ࠸ྜࢃ

ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣒ࢆά⏝ࡍࡿࠋ

ࡏ➼ࢆ㞟⣙ࡋࠊᛂເ࣭ᑂᰝ࣭ᴗົࡢ㟁Ꮚ

බເᴗࡢᛂເ

ᣑࢆᐇࡍࡿࡶࠊྛ✀ᴗ࣭✀┠ᑐᛂ

⯡ⓗࠊ㡰ㄪ㟁Ꮚࡀ᥎㐍ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ᘬࡁ⥆ࡁࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ☜ಖ␃ព

ᡭ⥆ࡁཬࡧᑂᰝᴗ

ࡢᐇ⌧ࡴࡅ࡚ᚲせ࡞ᶵ⬟㏣ຍཬࡧᨵಟࢆᐇ

ົࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ㟁

ࡋࡓࠋࡉࡽࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࣭㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࠊ ࡋࡘࡘࠊᴗົࢆຠ⋡ⓗᐇࡍࡿࡓࡵࠊ

Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࠖ

ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜࢩ࣮࡞ࡢつ๎ࢆ㋃ࡲ࠼

㟁Ꮚࡢ᥎㐍ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ࢆᩚഛࡋࠊ㟁

ࡓሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇࡋࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ



Ꮚྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

⬤ᙅᛶࢆಖ᭷ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ດࡵࡓࠋ



㟁Ꮚᙜࡓ





ࡗ࡚ࡣࠊᗓ┬ඹ㏻

࣭࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮



◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫ

ࢩࢫࢸ࣒㸦H5DG㸧ࡢ㐃ᦠ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊH5DG



ࢸ࣒ࡢ㐃ᦠࢆᅗ

ࡢࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ࢆᶵࠊ㔜」㛤Ⓨࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ



ࡾࡘࡘࠊ✚ᴟⓗ

࠺ㄪᩚࡋࡘࡘࠊ᪉ྥ࡛ࡢሗࡢࡸࡾࡾࢆ



᥎㐍ࡍࡿࠋ

㛤ጞࡍࡿ࡞ࠊ㐃ᦠࢆᙉࡋࡓࠋ



࡞࠾ࠊ୧ࢩࢫࢸ





࣒ඹ㏻ࡍࡿᶵ⬟

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢཷ㈹ೃ⿵⪅᥎



ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົ

⸀ࢆ㟁Ꮚⓗ⾜࠼ࡿࡼ࠺ᨵಟࢆ⾜࠸ࠊ㐠⏝ࢆ㛤



193
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194
ຠ⋡ࡢほⅬࡽ

ጞࡋࡓࠋ

༑ศ࡞᳨ドࢆ⾜
࠸ࠊ㔜」㛤Ⓨࢆ⾜

⛉ڦᏛ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ㄪᩚ

࣭ᛂເᡭ⥆ࡁ࡛ࡣࠊ᪂つ✀┠㸦
ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ

ࢆᅗࡿࠋࡓࡔࡋࠊ

㏿ᇶ㔠ࠖ
ࠕᣮᡓⓗ◊✲ࠖ
㸧ࡸࠕዡບ◊✲ࠖ
ࠕ◊✲ᡂ

ᛂເ᭩㢮ࡢ⡆⣲

ᯝබ㛤ಁ㐍㈝ࠖࡢᛂເࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒࡛⾜

ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿሙྜ

࠼ࡿࡼ࠺᪂つ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࡞ࠊ㟁Ꮚࡼ

ᑂᰝࡢᡭ⥆ࡁ࡛ࡣࠊ᪂つ✀┠㸦
ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲

ࡿ㈝⏝ᑐຠᯝࡀぢ

ຍ㏿ᇶ㔠ࠖࠊ
ࠕᣮᡓⓗ◊✲ࠖࡢ᪂つ㛤Ⓨࠊ
ࠕ᪂Ꮫ⾡

㎸ࡵ࡞࠸බເᴗ

㡿ᇦ◊✲㸦◊✲㡿ᇦᥦᆺ㸦᪂つ㡿ᇦ㸧
㸧
ࠖࡢ➨

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟁Ꮚ

 ẁᑂᰝࠊ
ࠕ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤

ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱㐺

Ⓨ⾲㸧
ࠖ
ࠊ
ࠕዡບ◊✲ࠖࡢ᭩㠃ᑂᰝࡢ㟁Ꮚࢆᐇ⌧

␃ពࡋࡘࡘࠊᰂ

ࡋࡓࠋ

㌾ᑐᛂࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ
ᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࡢᑐᛂ
ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ⾲ࡼࡿᛂເࡸ᪂ࡓ࡞
ᑂᰝ᪉ᘧ࡛࠶ࡿẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࡸ⥲ྜᑂᰝࢆᐇ
ࡍࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ࠾࠸࡚ࡶࠊᚑ๓༳ๅ≀ࡼࡿᡭ
⥆ࡁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓᨭᡶ࠸ㄳồࠊ୰᩿ࠊᗫṆࠊᐇ
⦼ሗ࿌ࠊᡂᯝሗ࿌ࠊ⧞㉺➼ࡘ࠸࡚ࠊ㡰ḟᡭ⥆
ࡁࡢ㟁Ꮚࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊᐇ≧ἣሗ࿌᭩࣭
ᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ◊✲ᡂᯝḍࡢసᡂ࠶ࡓࡾࠊᅜ❧
ሗᏛ◊✲ᡤ㸦1,,㸧༠ຊ࣭㐃ᦠࡋ࡚ࠊ'2,㸦ࢹ
ࢪࢱࣝ࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢺ㆑ูᏊ㸧ࡽㄽᩥሗࢆࠊ
,6%1㸦ᅜ㝿ᶆ‽ᅗ᭩␒ྕ㸧ࡽ᭩⡠ሗࢆᘬ⏝

࣭ᅜ㝿ὶᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ

࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆタࡅࡓ &69 ࣇ࡛ࣝࡢ୍ᣓ

㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓᛂເ࣭ᑂ

ྲྀࡾ㎸ࡳࡶᑐᛂࡋࠊ◊✲⪅ࡢ౽ᛶࡢྥୖ

ᰝᴗົࢆ⾜࠺ඹࠊᨵಟ࠶ࡓࡗ࡚

ධຊ㈇ᢸࡢ㍍ῶࢆᅗࡗࡓࠋ

ࡣ㈝⏝ᑐຠᯝࢆ຺ࡋ࡚㠀ࢆุ᩿ࡋ
࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ڦᏛ⾡ࡢᅜ㝿ὶᴗ
࣭᪤㟁Ꮚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰
ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࠊᘬࡁ⥆ࡁ⏦ㄳཷ࣭ᑂᰝᴗົࢆ
㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ
࣭᥎⸀᭩ࡢῧࡀᚲせ࡞ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨ
ᴗࠖ
ࠊ
ࠕእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࠖཬࡧࠕㄽᩥ༤
ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ᑐࡍࡿᨭᴗ࡛ࠖࡣࠊ⏦ㄳ
⪅ሗ➼ࡢᥦฟ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ
ࡓࠋ
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࣭
ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨᴗࠖ
ࠊ
ࠕእᅜே◊✲⪅ᣍ



࠸ᴗࠖཬࡧࠕㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ᑐࡍࡿ



ᨭᴗ࡚ࠖࠊ⏦ㄳཷࠊᑂᰝᴗົࢆ㟁Ꮚⓗ



ᐇ࡛ࡁࡿ㟁Ꮚࢩࢫࢸ࣒ᨵಟࡼࡾࠊ



ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡼࡾᙜヱࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐠⏝ࡋ



࡚⏦ㄳࡢᛂເཷࠊᑂᰝᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋ







࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡣ༙ᮇẖࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ



ࡣ୍ᖺẖྛᴗࡢᢸᙜࡽࠊᛂເ㺃ᑂᰝᴗົࡢ



㏣ຍࡶྵࡵ࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟᕼᮃࢆ⫈



ྲྀࡋ࡚ྲྀࡾ⧳ࡵࠊࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᴗ⪅ࡽぢ✚ࢆ



ᚩྲྀࡋࡓୖ࡛ࠊ㈝⏝ᑐຠᯝࢆ຺ࡋ࡚ᚲせ㒊ศ



ࡘ࠸࡚ࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ







✲◊ู≉ڦဨᴗࠊᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ



࣭ᚑ᮶ࡣ⏦ㄳ᭩㢮ࢆ⣬፹య࡛ཷࡅࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ



⏦ㄳ⪅ࡢ౽ᛶྥୖࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ➨  ᮇ୰ᮇ



ィ⏬ᮇ㛫୰⏦ㄳཷᑂᰝಀࡿ࡚ࡢᴗົ



ࢆ㟁Ꮚⓗᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺㟁Ꮚࢩࢫࢸ



࣒ᨵಟࢆ⾜࠸ࠊᙜヱࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐠⏝ࡋ࡚⏦ㄳࡢ



ᛂເཷࠊᑂᰝᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋ







࣭㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆᏳᐃⓗ㐠⏝ࡋࠊࢿࢵࢺ



࣮࣡ࢡᶵჾࡢ༢୍㞀ᐖࡼࡿࢩࢫࢸ࣒Ṇࢆᢚ



ไࡍࡿࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᶵჾࡢ᭦᪂ࡸࠊࢧ࣮



ࣂ࣮ࡢ௬࣭㛗ࢆᐇࡋࡓࠋ







࣭ᐃᮇⓗࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᴗ⪅ࡢᡴྜࡏࡢሙࢆ



タࡅࠊไᗘᨵṇᑐᛂࡋࡓᨵಟࡸ⏦ㄳ⪅࣭ᶵ㛵
ᢸᙜ⪅ࡢ౽ᛶྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓᶵ⬟ࡢᣑࢆ
㈝⏝ᑐຠᯝࢆ຺ࡋ࡞ࡀࡽ╔ᐇᐇࡋࡓࠋ

ڦ༟㉺◊✲ဨᴗ
࣭㟁Ꮚࡼࡿ㈝⏝ᑐຠᯝࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ༟
㉺◊✲ဨᴗᑓ⏝ࡢ⏬㠃ࢆࢩࢫࢸ࣒ୖ᪂ࡓ
ᵓ⠏ࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເศࡽ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ
࣒ࡼࡿ⏦ㄳཷᑂᰝᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸯㸫㸰

㸯 ⥲ྜⓗ㡯
㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ಀࡿ᰿ᣐ



ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆ┠ⓗࡋࡓᮏἲேࡢᐇࡍࡿྛᴗࡢຠᯝࢆ᭱㝈Ⓨࡉࡏࡿࡓࡵࠊබᖹ࣭බṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡸ◊✲⌧ሙࡢពぢࢆᫎࡋࡓไᗘᨵၿ➼ࠊᏛ⾡ࢩ
ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧
㞴᫆ᗘ
㞴᫆ᗘ㸸
ࠕ㧗ࠖ㸦ྛᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ᶵ⬟ࡢྥୖ࣭ไᗘᨵၿ➼ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ㝿ࡣࠊ◊✲ศ㔝➼ࡼࡾ␗࡞ࡿᏛ⾡◊✲ࡢ≉ᛶࡸ◊✲⌧ሙࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊྛ✀ㄢ㢟ࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊᅔ㞴ࡀక࠺ࡓࡵ㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ KWWSZZZMVSVJRMSMFHQWHULQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼
◊✲ဨ
ෆヂ

య

㸦࢝ࢵ ࢥ

⊂ἲ➼ࡢ

ෆࡣ᪂ つ

ᡤᒓ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್




ࡢேᩘ㸧 Ẹ㛫ࡢ



ᡤᒓ
ዪᛶ



ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ



ᐇᅇᩘ
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
ᐇᅇᩘ
㐠Ⴀጤဨ
ᐇᅇᩘ
ㄝ᫂㛤ദᩘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ   

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧  

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ   

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧  

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ   

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧  

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ 

 ྡ   

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧

㸦 ྡ㸧  

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ



 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ



 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ



 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





















 
 
 
 
 
 
 
 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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㸰㸷ᖺᗘ
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㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯
ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

㸦㸱㸧◊✲⤒㦂ࢆ

㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

᭷ࡍࡿ➨୍⥺⣭ࡢ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

㺃 ◊ ✲ ဨࡢ ᡤ ᒓᶵ 㛵

࠙Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠚ

◊✲⪅ࢆ㓄⨨ࡋࠊ

◊✲⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ

㸦⊂ἲ➼࣭Ẹ㛫㸧

ࡢ࣮ࢱࣥࢭڦయไ

ᴗࡢᐇᚲせ

➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅

㺃◊✲ဨࡢዪᛶྜ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ࡘࡢᑓ㛛ㄪ

࣭ࡍ࡚ࡢ◊✲ศ㔝㠀ᖖࡢ௵ᮇ

࡞ㄪᰝ࣭◊✲ᶵ⬟

ࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋࢭࣥ

㺃ᴗㄝ࣭᫂ពぢ ᰝ⌜㸦ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࠊᩘ≀⣔⛉ᏛࠊᏛࠊ

◊✲ဨࢆ㓄⨨ࡋࠊࡍ࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ

ࡸᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ

ࢱ࣮ࡣࠊᏛၥ㡿ᇦ

ࡢᐇᅇᩘ

ಀࡿᶵ⬟ࢆ

ࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱ぢ

ᐇ࣭ᙉࡍࡿࠋ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㸿

㸺᰿ᣐ㸼

ᕤᏛ⣔⛉Ꮫࠊ⏕≀⣔⛉Ꮫࠊ㎰Ꮫࠊ་ṑ⸆Ꮫࠊ⥲

࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㸿

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ホᐃ

㸿

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ  ୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚
࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬
ࢆୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖ
ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽ
ᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ
ホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ
ゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

ྜ⣔㸧
ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ࡘࡢᑓ㛛ㄪᰝ⌜㸦ேᩥ

ᇶ࡙ࡃᏛ⾡⯆⟇

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ࡲࡓࠊᏛ⾡ࢩࢫ

ࡸᏛ⾡ືྥ㛵ࡍ

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

Ꮫࠊ♫⛉Ꮫࠊᩘ≀⣔⛉ᏛࠊᏛࠊᕤᏛ⣔⛉Ꮫ࣭ ࣭◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ◊✲ᶵ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ᪥ᮏ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ
ሗᏛࠊ⏕≀⣔⛉Ꮫࠊ㎰Ꮫ࣭⎔ቃᏛࠊ་ṑ⸆Ꮫ㸧 㛵ࡢ㛗➼ࡽࡢ᥎⸀ᇶ࡙ࡁࠊ௵◊ ࡢᏛ⾡◊✲ࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࠾ࡅࡿ ᪥ᮏࡢᏛ⾡◊✲ࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ࡿㄪᰝ࣭◊✲ࠊ

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

ࢆ⨨ࡃࡇࡼࡾࠊࡍ࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮

✲ဨೃ⿵⪅ࡘ࠸࡚ࡣእ㒊ࡢᏛ㆑⤒㦂

ࡀ⾜࠺ᑂᰝ࣭ホ౯

ᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭

⏬ࡢ㡯┠ಀࡿᴗົ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⪅ពぢࢆఛ࠸ࠊᑓ㛛◊✲ဨೃ⿵⪅

ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ホ౯ᴗົࠊᴗົ

ࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸

ᴗົෆᐜࡢ㏱᫂ᛶ

⯡ᑐࡍࡿᥦ࣭

ࡿࠋ

ࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬ

ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ඛ➃ⓗ◊✲⪅ࢆ᧦ࡍࡿ㢌⬻㞟ᅋࡋ

◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⛉◊㈝ᛂເྍ

ࡘ࠸࡚ࡣ⌧௵◊✲ဨពぢࢆఛ࠺ࡇ

࠾ࡅࡿඛ➃ⓗ◊✲⪅ࢆ᧦ࡍࡿ㢌⬻
࡚ࠊᏛ⾡ࡢືྥࢆⓗ☜㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ 㞟ᅋࡋ࡚ࠊᏛ⾡ࡢືྥࢆⓗ☜
᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢᴗ⯡㛵ࢃࡿ ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ

⬟࡞◊✲ᶵ㛵ࡢ㛗᥎⸀౫㢗ࢆ⾜࠺ࡶᮏ

ࡼࡾࠊ➨୍⥺࡛ά㌍୰ࡢ◊✲⪅ࢆ

ᴗົࡢᨵၿࠊ᪂ࡋ࠸ᒎ㛤ࡢࡓࡵࡢᥦ ᴗ⯡㛵ࢃࡿᴗົࡢᨵၿࠊ᪂

ࡢ⏘Ꮫ༠ຊᴗࡢྛጤဨࡶ᥎⸀౫㢗ࡋ࡚

㑅⪃ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ ࣭ຓゝࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡋ࠸ᒎ㛤ࡢࡓࡵࡢᥦ࣭ຓゝࢆ✚
⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ◊✲⪅㣴ᡂ ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᴗࠊᅜ㝿ὶᴗࡢᥦ࣭ຓゝࡣࡶ
⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ◊✲⪅㣴

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

࠸ࡿࠋ㑅⪃ࡢ㝿ࡣ๓௵⪅ྠ୍ࡢᶵ㛵ࡽࡢ

ࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡘ࠸

㺃 Ꮫ ⾡ ࢩࢫ ࢸ ࣒◊ ✲

㑅௵ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡶࠊᅜ࣭බ࣭

࡚ࠊእ㒊᭷㆑⪅

ࢭࣥࢱ࣮ࢢ࣮ࣟࣂ

⚾❧ᏛཬࡧᏛඹྠ⏝ᶵ㛵ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேࠊ 㛵ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⊂❧⾜ᨻἲேࡸẸ㛫ࡢ

ࡘ࠸࡚ᅜẸศ

ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㐠Ⴀ

ࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮

⏘ᴗ⏺㸦Ẹ㛫㸧ࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࠊ⤌⧊ᙧែࡢࣂࣛ

◊✲ᶵ㛵ࢆྵࡴᖜᗈ࠸ேᮦࢆ㑅௵ࡋࠊ

ࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛᫂ࡽ

ጤဨ࠾ࡅࡿ㧗

㛫ࡢ㐃ᦠࡢ᭦࡞ࡿᙉ

ࣥࢫࠊᆅᇦⓗࣂࣛࣥࢫࠊ⏨ዪẚࣂࣛࣥࢫ㓄៖

Ꮫ➼ࡽࡢ◊✲ဨࡣ◊✲⤒Ṕࡸ❧

ࡍࡿࠋ

࠸㆑ぢᇶ࡙ࡃᑂ

 ࢆ ᅗ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㑅⪃㐣⛬࠾࠸࡚እ㒊ࡢᏛ㆑

ሙࡀ␗࡞ࡿ◊✲ဨࡶ㓄⨨ࡍࡿࡇࡼ

ᴗࡸࠕ⛉◊㈝ 1(:6ࠖห⾜ᴗ࡞࠾ ⯆㈹ཬࡧ⫱ᚿ㈹࠸ࡗࡓⱝᡭ
࠸࡚ࡶࡁ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑ ◊✲⪅ࡢ⾲ᙲᴗࡸ
ࠕ⛉◊㈝ 1(:6ࠖ

㆟ཬࡧពぢࢆཧ⪃

ࡿࠋ

⤒㦂⪅ពぢࢆ⫈ྲྀࡍࡿࡇࡼࡾ➨୍⥺࡛ά

ࡾࠊᏛ⾡◊✲࠾ࡅࡿᇶ♏◊✲ࡸேᮦ

ࡢάືࡣయࡋ࡚ᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯

ห⾜ᴗ࡞࠾࠸࡚ࡶࡁ࡞ᙺ

ࡍࡿࡇࡼ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

㌍୰ࡢ◊✲⪅ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⫱ᡂࡢᅾࡾ᪉࡞ࡘ࠸࡚ࡢከᵝ࡞ど

࡛ࡁࡿࠋ

ࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢάືࡣ

ࡾࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ

⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

ࡽࠊᑂᰝဨࡢᑂ

ࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮

ᰝ⤖ᯝᑐࡍࡿ᳨
ド➼ࡢࣉࣟࢭࢫ

ᙉࢆᅗࡿࠋ
ࡉࡽࠊࢭࣥࢱ

㺃 Ꮫ ⾡ ࢩࢫ ࢸ ࣒◊ ✲

࣮ࡢᴗົෆᐜࡢ㏱

ࢭࣥࢱ࣮ࡀᢸ࠺ᙺ

᫂ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿ

ࡸព⩏ࠊලయⓗ࡞ά

ほⅬࡽࠊᑂᰝဨ

ືෆᐜࡸࡑࡢᡂᯝ

ࡢᑂᰝ⤖ᯝᑐࡍ

ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ

ࡿ᳨ド➼ࡢࣉࣟࢭ

࡞ሗⓎಙࡀᚲせ࡛

ࢫࡘ࠸࡚ᅜẸ

࠶ࡿࠋ

࣭ᅜ࣭බ࣭⚾❧ᏛࠊᏛඹྠ⏝ᶵ

ࡕࢁࢇࡢࡇࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ ᡂᴗࠊᅜ㝿ὶᴗࡢᥦ࣭
⫱ᚿ㈹࠸ࡗࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⾲ᙲ ຓゝࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊ᪥ᮏᏛ⾡

Ⅼࡽࡢពぢࢆάࡋࠊᴗᨵၿࡢᥦ
ᡤ㛗㸦 ே㸧 బ⸨ ᙪ
ᡤ㛗㸦 ே㸧 ┒ᒣ ኵ
すᮧ ࠸ࡃࡇ
Ọཎ ⿱Ꮚ
๓ᓥ ಙ㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡
ሗࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗වົ㸧
┦ㄯᙺ㸦 ே㸧 ᮧᯇ ᒱኵ
ᮌ ඖஓ
࣭௵◊✲ဨ  ே
࣭ᑓ㛛◊✲ဨ  ே
ィ  ே㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ᭶⌧ᅾ㸧

యࡋ࡚ᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ゝ㺃ຓゝࡸᴗົ㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ ࣭᪂つ◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⏨
ࠊ᪂つ◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ
⏨ዪẚࡢࣂࣛࣥࢫࠊᡤᒓᶵ㛵ࡢᙧែࠊ

ዪẚࡢࣂࣛࣥࢫࠊᡤᒓᶵ㛵ࡢᙧែࡸᆅ ࣭᪂つ◊✲ဨࡢ㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ᇦⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫ➼ࠊከᵝᛶࡢ☜ಖ㓄 ⏨ዪẚࡢࣂࣛࣥࢫࠊᡤᒓᶵ㛵ࡢᙧ

ᆅᇦⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫ➼ࠊከᵝᛶࡢ☜ಖ

៖ࡋࠊ㏱᫂ᛶࡢᙉࢆᅗࡾࡘࡘࠊᖜᗈ ែࡸᆅᇦⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫ➼ࠊከᵝᛶ

㓄៖ࡋࠊ◊✲ဨࡢ㑅⪃ᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࡃ◊✲⌧ሙࡢኌࢆᴗົᨵၿ࡛ᫎ

ࡢ☜ಖ㓄៖ࡋࠊ㏱᫂ᛶࡢᙉࢆ

㐠Ⴀጤဨ࡛ࡢ᳨ウᚋබ㛤ࡍࡿ࡞ࠊ

ᅗࡾࡘࡘࠊᖜᗈࡃ◊✲⌧ሙࡢኌࢆ

ࡁࡿయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㏱᫂ᛶࡢᙉດࡵ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃ

ᴗົᨵၿ࡛ᫎࡁࡿయไࢆᵓ⠏

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉ዪᛶ◊✲ဨࡢᩘࡀ๓ ࣭≉ዪᛶ◊✲ဨࡢᩘࡀ๓୰ᮇ┠ᶆᮇ

ศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛

ࡲࡓࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉

᫂ࡽࡍࡿࡇ

క࠸ࠊ⛉◊㈝ᑂᰝ

ࢆྵࡵࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ဨࡢ㑅⪃ཬࡧホ౯

άືࡘ࠸࡚✚ᴟ

ಀࡿࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ

㸣࡛࠶ࡿࠋ

ⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜

ࡀ୍ᒙࡁࡃ࡞ࡿࡓ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ዪᛶ◊✲ဨ  ྡࠊྜ 㸣㸧
 ࣭⯆ࡢㅖᴗ࡞ࡽࡧᅜෆእࡢᏛ ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠ

࠺ࠋ

ࡵࠊࡼࡾ㐺ษࡘຠ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫⤊ẚ࡚ᖜቑ

㛫⤊ẚ࡚⣙  ಸቑຍࡋࡓ

௵◊✲ဨཬࡧᑓ㛛◊✲ဨ  ே୰ࠊዪᛶ◊✲

ຍࡋࡓࡇࠊࡲࡓࠊᡤ㛗  ேࡢ࠺ࡕ

ࡇࠊࡲࡓࠊᡤ㛗  ேࡢ࠺ࡕ  ேࡀ ࣭≉ዪᛶ◊✲ဨࡢᩘࡀ๓୰ᮇ┠

⪅ᩘࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ྡ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢྜࡣ

 ேࡀዪᛶ࡛࠶ࡿࡇࡣ≉➹್ࡍࡿࠋ
 ዪᛶ࡛࠶ࡿࡇࡣ≉➹್ࡍࡿࠋ

ᶆᮇ㛫⤊ẚ࡚⣙  ಸ
ቑຍࡋࡓࡇࠊࡲࡓࠊᡤ㛗  ே

⾡㛵ࡍࡿሗ㞟࣭✚ࡋࡓሗࢆ

⋡ⓗ࡞㐠Ⴀࡀᮃࡲࢀ

ศᯒࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮
14

ࡢ࠺ࡕ  ேࡀዪᛶ࡛࠶ࡿࡇࡣ≉
ࡋ࡚ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸࡚᪥ᮏᏛ⾡ ➹್ࡍࡿࠋ
⯆ࡢㅖᴗࡢᨵၿࢆᅗࡿయไࢆ



ࡿࠋ



ᡤ㛗ࡀᡤ㛗ࢆවົࡍࡿࡇࡼࡾࠊ

ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ





࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ 

୧ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫ



࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮



⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧ࠚ



ᇶ࡙࠸ࡓ⯆ㅖᴗࡢᨵၿࢆᅗࡿ



㐃ᦠࡋ࡚ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸࡚







యไࢆᩚഛࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢㅖᴗࡢᨵၿࢆ



㺃 ᑂ ᰝ ဨࡢ ⾲ ᙲ ࠸



ࡿࠋ



ᅗࡿయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ



࠺ᡭἲࡣ㈇ᢸࡢࡁ











࠸୰࡛ࡢ✚ᴟⓗ࡞







࣭௵◊✲ဨ㆟ࠊᑓ㛛ㄪᰝ⌜



ࢃࡾࢆ⛠࠼ࡿࡶࡢ

ڦ㆟㛤ദᐇ⦼

࣭ᐃᮇⓗ㛤ദࡉࢀࡿ௵◊✲ဨ㆟

࣭௵◊✲ဨ㆟ࠊᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟ࠊ ㆟ࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠊࢱࢫࢡ



ࡋ࡚ዲࡲࡋ࠸ࠋࡓ Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮௨ୗࡢ㆟➼ࢆタ

ࡸᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟ࡢࠊ≉㞟୰ⓗ

࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠊࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ



ࡔࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ

⨨ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ㆟ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠕᏛ⾡◊

ᑂ㆟ࡀᚲせ࡞㔜せ࡞ㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚

➼ࡢྛ✀㆟࠾࠸࡚ࠊ᭱᪂ࡢᏛ⾡◊ ᭱᪂ࡢᏛ⾡◊✲ືྥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘ



⤌ࡳࡀᅜẸ▱ࡽࢀ

✲ࡢຓᡂ➼ࠖ
ࠊ
ࠕᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢಁ㐍ࠖཬ

ウࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡸ

✲ືྥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊྛᴗࡢᨵ



࡚࠸ࡿࡣ࠸࠸ࡀࡓ

ࡧࠕ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂࠖࡢྛᴗࡘ࠸࡚ᥦ࣭ຓ

ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆᰂ㌾タ⨨ࡋࠊ⛉Ꮫ

ၿ࣭ᐇࢆලయࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᳨ウ ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᳨ウࢆ✚ᴟⓗࠊ⥅



ࡃࠊࡉࡽ࡞ࡿᗈሗά ゝ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊྛᴗࡢᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ

◊✲㈝ᴗࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⯆ㅖ

ࢆ✚ᴟⓗࠊ⥅⥆ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉

⥆ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉ᮇࡣࠊ



ືୖࡢᕤኵࡀồࡵࡽ

ᑓ㛛ⓗ࡞ぢᆅࡽ㛵ࡋࡓࠋ

ᴗࡢㄢ㢟㎿㏿ࡘ㐺ษᑐᛂ࡛ࡁࡿ

ᮇࡣࠊከࡃࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ

ከࡃࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࢱࢫ



ࢀࡿࠋ

࣭௵◊✲ဨ㆟㸦ཎ๎᭶  ᅇ㸧
㸸 ᅇ㸦+

యไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢱࢫࢡࣇ࢛

ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆタ⨨ࡋࠊࡁࢃࡵ࡚ᩘ

ࢡࣇ࢛࣮ࢫࢆタ⨨ࡋࠊࡁࢃࡵ࡚ᩘ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ᖺᗘ㹼 ᖺᗘ㸧

࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ

ከࡃࡢ㆟ࢆ㛤ദࡋࠊㅖၥ㢟ࡘ࠸࡚

ከࡃࡢ㆟ࢆ㛤ദࡋࠊㅖၥ㢟ࡘ



⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

࣭ᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟㸦᭶  ᅇ࣭ ᑓ㛛ㄪᰝ⌜ࠊྛ

 ᅇࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ᅇ㛤ദࡋࠊ◊

᳨ウࡋࡓࠋ

࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ





 ✲⪅ࡢどⅬ❧ࡕᴟࡵ࡚✚ᴟⓗ᳨ウ
⌜ࡀࡑࢀࡒࢀᐇ㸧
㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㹼 ᖺᗘ㸧



㺃ᴗ࠾ࡅࡿᑂ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ᴗᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢࣝ



ᰝ࣭ホ౯ࡢࣉࣟࢭࢫ



➼ࢆྵࡵࢭࣥࢱ࣮ࡢ



άືࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ




່࠙࿌ࡢ᪉ྥᛶࠚ







㺃 Ꮫ ⾡ ࢩࢫ ࢸ ࣒◊ ✲



ࢭ ࣥ ࢱ ࣮  ࡼ ࡿ ᥦ ࣭≉タศ㔝◊✲ࡢᖹᡂ ᖺᗘබເ㛵ࡍࡿࢱ



࣭ຓゝ➼ࡢከᵝᛶ



☜ಖཬࡧ⏨ዪඹྠཧ



ࣇ࢛࣮ࢫ➼ࡢྛ✀㆟࠾࠸࡚ࠊ
ࡘࠊྛᴗࡢᨵၿ࣭ᐇࢆලయ

ୖグࡢ᳨ウ⤖ᯝࡣࠊ࠼ࡤࠊ≉タศ

ୖグࡢ᳨ウ⤖ᯝࡣࠊ࠼ࡤࠊ≉

ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ๓୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫᭱⤊

㔝◊✲ࡸ≉タᑂᰝ㡿ᇦ࠾ࡅࡿබເ

タศ㔝◊✲ࡸ≉タᑂᰝ㡿ᇦ࠾ࡅ

࣮ࣉ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㹼 ᖺᗘ㸧

ᖺᗘࡢᖹᡂ  ᖺᗘẚᖜ㛤ദ

ศ㔝ࡢᥦࡸࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

ࡿබເศ㔝ࡢᥦࡸࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝

࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡

ᅇᩘࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ⛉◊㈝ࡸࡑࡢ

㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 㸦ሗ ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒

࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㹼 ᖺᗘ㸧

ࡢᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊබᖹᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓ

࿌㸧ࠖࠊࠕ⛉◊㈝つᶍ◊✲✀┠㸦≉ู

࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ ࣭≉タศ㔝◊✲ࡢᖹᡂ ᖺᗘබເ㛵ࡍࡿࢱ

ࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺࡀ

᥎㐍◊✲㸧ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ࡞ࡢ ᶍ◊✲✀┠㸦≉ู᥎㐍◊✲㸧ࡢᅾ

ࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧

ቑࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ

ྲྀࡾࡲࡵ⤖ᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᴟࡵ࡚㧗 ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ࡞ࡢྲྀࡾࡲࡵ

࣭≉タศ㔝◊✲ࡢᖹᡂ ᖺᗘබເ㛵ࡍࡿࢱ



ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືࡣࠊᏛ⾡ ⤖ᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯

ࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧

࣭ࡇࢀࡽࡢ㆟➼ࡢ᳨ウ⤖ᯝࡣࠊ≉タ

⯆ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿከࡃࡢᴗົ

ศ㔝◊✲ࡸ≉タᑂᰝ㡿ᇦ࠾ࡅࡿබເ

ࡢ㐠⏝࣭ᨵၿࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ ⯆ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿከࡃࡢᴗົ

ࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧

ศ㔝ࡢᥦࡸࠊࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡀᏛ⾡◊✲ᑐࡍ

ࡢ㐠⏝࣭ᨵၿࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠾

࣭⣽┠ぢ┤ࡋࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸ᅇ㸦+㹼

㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 㸦ሗ

ࡿ┿ᦸ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

ࡾࠊ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡀᏛ⾡◊✲

⏬ࡢ㊃᪨ࡽࠊᘬࡁ

ᖺᗘ㸧

࿌㸧
ࠖ
ࠊ
ࠕ⛉◊㈝つᶍ◊✲✀┠㸦≉ู᥎

✲ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡶࡢࡋ࡚ࠊ≉ ᑐࡍࡿ┿ᦸ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺Ꮫ⾡ࢩ



⥆ࡁࠊዪᛶ◊✲ဨ

࣭≉ู᥎㐍◊✲ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ㸦+㹼

㐍◊✲㸧ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ࡞ࡢྲྀ

➹್ࡍࡿࠋ



ྜࡢቑຍࡀᮇᚅࡉࢀ

 ᖺᗘ㸧

ࡾࡲࡵ⤖ᐇࡋࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ



ࡿࠋ

࣭
ࠕ⣔࣭ศ㔝࣭ศ⛉࣭⣽┠⾲ぢ┤ࡋࠖࢱࢫࢡࣇ࢛

㆟Ꮫ⾡ศ⛉⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ

ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 㸦ሗ࿌㸧
ࠖࡣࠊ

≉ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

࣮ࢫ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧

㒊ࡸ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉

Ꮫ⾡◊✲ࡸࣆࣞࣅ࣮ࣗࡢᮏ⩏❧

◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 㸦ሗ



⮧ホ౯ࠚ

࣭ⱝᡭ◊✲㸦%㸧」ᩘ⣽┠㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮

◊✲㈝㒊ᣮᡓⓗ◊✲ᑐࡍࡿᨭ

ࡕ㏉ࡾࠊᏛ⾡ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿⓎࡢ⮬⏤

࿌㸧
ࠖࡣࠊᏛ⾡◊✲ࡸࣆࣞࣅ࣮ࣗ





ࢫ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧

ᙉ㛵ࡍࡿసᴗ㒊ࡢሗ࿌ࠊ≉タ

ࢆ᭱㝈ᑛ㔜ࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࡋࠊ➇ ࡢᮏ⩏❧ࡕ㏉ࡾࠊᏛ⾡ࡢᇶᮏ࡛



㺃 ࢭ ࣥ ࢱ࣮ ࡀ タ❧ ࡉ

࣭ᣮᡓⓗ◊✲ࡢᨭᙉ㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛

ศ㔝◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞බເணᐃࡋ࡚ᐇ

தⓗ⎔ቃୗ࡛ඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃ



ࢀ࡚  ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ ࣮ࢫ㸸 ᅇ㸦+㹼 ᖺᗘ㸧

⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊ≉➹್ࡍࡿࠋ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⛉◊㈝ࡢᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼ࡓ ࡇࢆ๓ᥦࡋࠊ➇தⓗ⎔ቃୗ࡛



ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢάື

࣭ᾏእᏛ⾡ㄪᰝ㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ



ࢆ࣮࣋ࢫࠊࡑࡢᙺ

㸦+ ᖺᗘ㸧

ぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢⓎព



ࡸᚋᮇᚅࡉࢀࡿ

࣭≉ู◊✲ဨ63'ࡢᅾࡾ᪉᳨ウࢱࢫࢡࣇ࢛࣮

ࡼࡾ༢࡞ࡿぢ┤ࡋࡲࡽࡎࠊᑂ ࣭እ㒊᭷㆑⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㐠Ⴀጤဨ ࡛࠶ࡿࠋ
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≉ࠕ⣔࣭ศ㔝࣭ศ⛉࣭⣽┠⾲ࠖࢆ

ᨵ㠉 㸦ሗ࿌㸧ࠖࠊࠕ⛉◊㈝つ

࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢάືࡣࠊᏛ⾡

ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡶ

≉ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧 ࡢࡋ࡚ࠊ≉➹್ࡍࡿࠋ

࠶ࡿⓎࡢ⮬⏤ࢆ᭱㝈ᑛ㔜ࡍࡿ

ᨵ㠉࡛࠶ࡿࠋ

ඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃ࡛ࡁࡿࡼ



࠺ࠊ⛉◊㈝ࡢᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼ࡓᨵ㠉

200


ᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿ

ࢫ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧

ᰝࢩࢫࢸ࣒ࡑࡢࡶࡢࡢᨵ㠉ࠕ⛉Ꮫ◊✲

࠾ࡅࡿᑂ㆟࣭ពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⾡ࢩ 



࠸ࡣཧ⏬ࡍࡿ◊✲ဨ

࣭≉ู◊✲ဨ63'㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸

㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ

ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢయไᩚഛࡸᴗ

࣭እ㒊᭷㆑⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ㐠Ⴀጤ



ࡢ௵ᮇᴗົෆᐜࡢ

ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧

㠉 㸦ሗ࿌㸧ࠖ⤖ࡧࡘ࠸ࡓࡶࡢ࡛

ົࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ

ဨ࠾ࡅࡿᑂ㆟࣭ពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ



⥅⥆ᛶ࠸ࡗࡓⅬ➼ ࣭≉タᑂᰝ㡿ᇦࡢ +ᖺᗘබເ㛵ࡍࡿࢱࢫࢡ

࠶ࡾࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢయไ



ࡘ࠸࡚Ⅼ᳨ࡍࡁ

ࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧





ᩚഛࡸᴗົࡢ㏱᫂ᛶ☜ಖྥࡅࡓ



ᮇ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ

ࠕ≉ู◊ ࣭ᖺ㛫ࡢᴗົࢧࢡࣝࡘ࠸࡚ᅗࢆ⏝
࣭⛉◊㈝ᨵ㠉᥎㐍ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸸 ᅇ㸦+ ࣭≉ู◊✲ဨᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࢃࢀࡿࠋ

ᖺᗘ㸧

✲ဨไᗘࡢᨵၿࡘ࠸࡚ࠖࢆࡾࡲ

࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠊಶูࡢᴗົࠊ≉





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࣭
ࠕᾏእ࠾ࡅࡿ◊✲㈝ᨻ⟇ࣇࣥࢹࣥࢢ࣭ ࡵࠊࡑࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊⱝᡭ◊✲⪅

ᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃ࡸᑂᰝ⤖ᯝ

࣭ᖺ㛫ࡢᴗົࢧࢡࣝࡘ࠸࡚ᅗ





ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ◊✲㸸 ᅇ㸦+

ᑐࡍࡿ࢟ࣕࣜࣃࢫ☜ಖࡢࡓࡵࠊࡇ

ࡢ᳨ドࡢᴗົࡘ࠸࡚ࡣసᴗᕤ⛬

ࢆ⏝࠸࡚♧ࡋ࡚࠸ࡿࠊಶูࡢ



㺃 ◊ ✲ ⪅ࡢ ど Ⅼ Ꮫ

ᖺᗘ㸧

ࢀࡲ࡛≉ู◊✲ဨዡບ㈝ࡢᛂເ࣭ཷ⤥ ࡘ࠸࡚ࡶ⣔ิ࡛グ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢭࣥ

ᴗົࠊ≉ᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃



⾡◊✲ࡢ≉ᛶ㓄៖

࣭
ࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࣃࣈࣜࢵࢡ

ࡋㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ᪥ᮏᏛ⾡⯆

ࢱ࣮ࡢάືࡀᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ

ࡸᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ドࡢᴗົࡘ࠸࡚



ࡋࡓไᗘ㐠ႠࡢほⅬ

ࢥ࣓ࣥࢺ➼ࡢᑐᛂ᳨ウ㸸 ᅇ㸦+ ᖺᗘ㸧

≉ู◊✲ဨࡘ࠸࡚ࠊ୍㒊ࡢ◊✲✀┠

࡛࣮࣒࣮࣍࣌ࢪグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ

ࡣసᴗᕤ⛬ࡘ࠸࡚ࡶ⣔ิ࡛グ



ࡽࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ



ࡢᛂເࢆྍ⬟ࡋࡓࡇࠊᑂᰝ᪉ἲ

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊ᭷ព⩏

㍕ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡀᅜ



ేࡏ࡚ෆ㒊⤫ไࡢᙉ



ࡢᨵၿࡸᑂᰝయไࡢᐇྥࡅ࡚ᑂᰝ

࡞ᑂᰝពぢࢆࡋࡓᑂᰝጤဨࡢ⾲

Ẹศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛࣮࣒࣮࣍࣌



ࢆ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲ



ࡢᡭᘬࠊເ㞟せ㡯ࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࡢ᳨ウࠊ ᙲ࣭බ⾲ࡣࠊศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࡢሗ

ࢪグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ



ࡋ࠸ࠋ



ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࡇࠊሗ㓘ཷ⤥ไ㝈ࡢ

Ⓨಙ࡛࠶ࡿྠࠊබṇ࡞ᑂᰝࡢ

౯࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊ᭷ព⩏࡞ᑂᰝ



࠙ ᖺᗘ -636 㒊 

⦆➼ࡢไᗘᨵၿࢆᅗࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃ

ືᶵࡅ࡞ࡾࠊᑂᰝࡢ୍ᒙࡢ㏱᫂

ពぢࢆࡋࡓᑂᰝጤဨࡢ⾲ᙲ࣭බ



ホ౯ࠚ



ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᛶ࣭බᖹᛶᐤࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༢

⾲ࡣࠊศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࡢሗⓎ









࡞ࡿሗⓎಙ௨ୖࡢຠᯝࡀ࠶ࡾࠊᴟࡵ

ಙ࡛࠶ࡿྠࠊබṇ࡞ᑂᰝ





࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊእ

࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡢືᶵࡅ࡞ࡾࠊᑂᰝࡢ୍ᒙࡢ





ᅜ࡛ࡢ◊✲㐙⾜⬟ຊ㸦ㄒᏛ⬟ຊࡢ☜ㄆ㸧





ࡢᑂᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ⏦ㄳ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື

࠶ࡾࠊ༢࡞ࡿሗⓎಙ௨ୖࡢຠᯝ





᭩ࡢᙜヱ⬟ຊಀࡿグ㍕ḍࢆᨵၿࡋࡓ

ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡶከᩘ⾜ࢃࢀࠊ࣮ࣜࣇ

ࡀ࠶ࡾࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ





ࡇࠊᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ ࡢ⏦ㄳ㈨᱁

ࣞࢵࢺ࡛ࡣ◊✲ဨࡢ⤒㦂ࢆᥖ㍕ࡍࡿ

ࡲࡓࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࡶྵ





ࡢ࠺ࡕᏛྲྀᚓᚋᖺᩘࡘ࠸࡚ࠊ ᖺ ➼ሗⓎಙດࡵ࡚࠸ࡿࠋ





ࡽ  ᖺኚ᭦ࡍࡿࡇࡢ᳨ウࢆ⾜





ࡗࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣒࢘ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛗ᮇࢃࡓࡗ࡚ಙ

ࢀࠊ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡛ࡣ◊✲ဨࡢ⤒





ࡇࢀࡽࡣࠊ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡀᏛ⾡

㢗ࡋ࠺ࡿ㊊ࡿᴗົࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇ

㦂ࢆᥖ㍕ࡍࡿ➼ሗⓎಙດࡵ࡚





◊✲ᑐࡍࡿ┿ᦸ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺Ꮫ⾡ࢩ

ࢆᗈࡃ▱ࡽࡏࡿᶵ࡞ࡾࠊ㧗ࡃホ

࠸ࡿࠋ





ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡶࡢ

౯࡛ࡁࡿࠋ





ࡋ࡚ࠊᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣏ࢪ࣒࢘ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛗ᮇࢃ









ࡓࡗ࡚ಙ㢗ࡋ࠺ࡿ㊊ࡿᴗົࢆ⾜









ࡗ࡚ࡁࡓࡇࢆᗈࡃ▱ࡽࡏࡿᶵ



ڦ㐠Ⴀጤဨࡢᐇ

࣭࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᖹ

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

࡞ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㐠Ⴀጤဨࢆእ㒊᭷㆑⪅ࡢࡳ

ᡂ  ᖺ  ᭶Ⴀጤဨࢆእ㒊᭷㆑⪅ࡢ

㸫





ࡽᵓᡂࡉࢀࡿㅎၥᶵ⬟ࢆࡶࡗࡓ⤌⧊ࡋ࡚ᨵ

ࡳࡽᵓᡂࡉࢀࡿㅎၥ㆟ᨵ⤌ࡋࠊ



ࡲࡓࠊ
ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚



⤌ࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀཬࡧᴗົᐇ㛵ࡍࡿ᪉

㐺ᐅ᪂ࡓ࡞ጤဨࢆຍ࠼࡚ᶵ⬟ྥୖࢆᅗ



ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࡢ㐩ᡂ



㔪➼ࢆ⟇ᐃࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊከᵝ࡞どⅬࡽࡢ

ࡾࡘࡘࠊࡑࡢᑂ㆟࣭ពぢࢆཧ⪃Ꮫ⾡

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ពぢࢆ࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓ㸦㏻ᖖࡣ

◊✲ືྥㄪᰝࡢᐇࡢ᳨ウࡸࠊࢭࣥ

㸫





ᖺ  ᅇ㛤ദ㸧
ࠋ㐠Ⴀጤဨ࡛ࡣࠊᡤ㛗ཬࡧᡤ㛗

ࢱ࣮άືࡢ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࡢᐇ࡞



㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼



ࡢேࠊᏛ⾡ືྥㄪᰝࡢ࠶ࡾ᪉ࠊࡉࡽࡣࢭࣥ

ࠊࡉࡽ࡞ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉྲྀࡾ



࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣᏛ
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ࡲࡓࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࡶྵࡵࠊ ㏱᫂ᛶ࣭බᖹᛶᐤࡍࡿࡶࡢ࡛

ࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ࢭࣥࢱ࣮タ❧  ࿘ᖺグᛕࢩ࣏ࣥࢪ άືࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡶከᩘ⾜ࢃ

ࢭࣥࢱ࣮タ❧  ࿘ᖺグᛕࢩࣥ



ࢱ࣮ᴗົࡢ㏱᫂ᛶࡘ࠸࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢㅎ

⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⾡࠾ࡅࡿࢩࣥࢡࢱࣥࢡࡋ࡚ࡢ



ၥᇶ࡙ࡁࠊᑂ㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᑂ㆟⤖ᯝࢆࡶ



㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡛࠶



ࠊᴗົࡢᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ◊✲ဨ



ࢀࡤ࡞࠾ࡉࡽࠊࡑࡢᡂᯝࢆ᭱㝈



ࡢ㑅⪃ࢆྵࡴࢭࣥࢱ࣮యࡢయไᩚഛࡶᫎ



⏕ࡍࡇࢆᖖ⪃࠼࡚ࡋ



ࡍࡿ࡞ࠊ
᭦࡞ࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉࢆࡣࡗࡓࠋ 

࠸ࠋࡢᏛ⾡◊✲ࢆྲྀࡾᕳࡃཝ



ࡉࡽࠊᨵၿࢆᅗࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ 

ࡋ࠸⌧≧ࢆ㚷ࡳࢀࡤࠊ࠼ࡤ࣓ࢹ



ᨵࡵ࡚㐠Ⴀጤဨࡼࡿᙜヱᴗົࡢ㐺ษᛶ࡞



ࡢពぢࡢሙࢆタࡅ࡚Ⓨ



ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓホ౯ࢆཷࡅࡿࡇ࡛ࠊ᭦࡞ࡿᴗົᨵ



ಙࡍࡿࡇ࡛ࠊᏛ⾡◊✲ࡢព⩏ࡸ



ၿࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ
ෆ㒊⤫ไࡢᙉࡶྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
 

⌧≧ࢆࡼࡾᗈࡃ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ







ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



ە㐠Ⴀጤဨྡ⡙㸦ᖹᡂ ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧





⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿ὶᇶ㔠㢳ၥ
ᮾᮍ᮶⛉Ꮫᢏ⾡ඹྠ◊✲ࢭ
ࣥࢱ࣮ᩍᤵ
㇏⏣ᕤᴗᏛᏛ㛗
බ┈♫ᅋἲேᅜᅵ⥳᥎㐍ᶵᵓ
⌮㛗
᪥ᮏ⢭ᕤᰴᘧ♫♫እྲྀ⥾ᙺ



㸺ࡑࡢ㡯㸼



㸫



⏣௦ ⏕

ከᦶභ㒔⛉Ꮫ㤋㛗࣭ඖ㹌㹆㹉㒊
እゎㄝጤဨ
᠕⩏ሿᏛྡᩍᤵ

ඵ⏣ ⱥ

ྠᚿ♫Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ

ᐑᔲ ⏨
ᒣᮏ ṇᖾ

㔠ἑᕤᴗᏛ⏘Ꮫ㐃ᦠᐊᩍᤵ
⮬↛⛉Ꮫ◊✲ᶵᵓᇶ♏⏕≀Ꮫ◊
✲ᡤᡤ㛗
᪫ᡂᰴᘧ♫㢳ၥ

ᑠ ኵ
ᰩཎ ᯞ






ᴬ ⿱அ
బࠎᮌ Ẏ
㸦ጤဨ㛗㸧
⏣ ୍㑻



㧗ᰗ 㞝୍









ྜྷ㔝 ᙲ
























ࡢ࣮ࢱࣥࢭڦάືࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ

࣭ᅗ⾲ࢆ⏝࠸࡚ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢྛᴗົ



ەᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢࣉࣟࢭࢫ➼ࡢ࣍

ࡘ࠸࡚ヲ⣽ࡢࣉࣟࢭࢫࡲ࡛♧ࡍࡇ



࣮࣒࣮࣌ࢪࡼࡿሗⓎಙ

ࡼࡾࠊศࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙ࡞ࡿ



࣭ࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ࣮࣍

ࡼ࠺ᨵၿࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣒࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚ᅗ⾲ࢆ⏝࠸࡚බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ

ࡲࡓࠊᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ドᇶ࡙ࡃᑂᰝ



ᴗົࡢෆᐜࡈ㸦ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᴗົࡸᑂᰝࡢ

ဨࡢ⾲ᙲࡘ࠸࡚ࡢබ⾲ࡣࠊᅜẸᑐ



᳨ドᴗົ➼㸧ᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚

ࡋ࡚ศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࡢሗⓎಙ࡛࠶



ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾබ⾲ࡋࡓࠋ

ࡿࡶᑗ᮶ࠊᑂᰝဨ࡞ࡿ⪅ᑐ



KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUJ\RXPXBM\RVHLKWPO 

ࡋ࡚ࡶࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢྥୖࡘ࡞ࡀ



ᑂᰝࡢ᳨ドᴗົ㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ









⛉◊㈝ᑂᰝࡢ᳨ド
⛉◊㈝࠾ࡅࡿ㓄ศᑂᰝࡣࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ➨
 ẁᑂᰝ㸦᭩㠃ᑂᰝ㸧➨  ẁᑂᰝ㸦ྜ㆟ᑂᰝ㸧
ࡢ  ẁ㝵࡛⾜ࢃࢀࡲࡍࡀࠊᑂᰝࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚࠸
ࡃࡇࡀኚ㔜せ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒
◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝࡢ
᳨ドࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⩣ᖺᗘࡢᑂᰝጤဨࡢ㑅
⪃㐺ษᫎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭦ࠊ᳨ド⤖ᯝ
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202
ᇶ࡙ࡁࠊ➨  ẁᑂᰝ㸦ྜ㆟ᑂᰝ㸧᭷ព⩏࡞ᑂ
ᰝពぢࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓᑂᰝጤဨࢆ⾲ᙲࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸺ලయⓗ࡞సᴗෆᐜ㸼
 ࡾ ᙜ ࡚ ࡽ ࢀ ࡓ ᢸ ᙜ ศ ⛉ ⣽ ┠ ࡈ   ࠊ◊ ✲
ဨ㸦 」 ᩘ 㸧ࡀ ᑓ 㛛 ⓗ ぢ ᆅ  ࡽ ࠊᑂ ᰝ ෆ ᐜ ୍
ࡘ୍ࡘࡘ࠸࡚ୗグࡢࡼ࠺᳨ドࢆ⾜࠸
ࡲࡍࠋ
 ➨  ẁᑂᰝ㸦᭩㠃ᑂᰝ㸧ഛࡶࡋࡃ
ࡣ ᫂ ࡽ    ┈ ㄏ ᑟ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ➼ ࠊၥ
㢟ࡀ࠶ࡗࡓᛮࢃࢀࡿᑂᰝጤဨཬࡧ➨ 
ẁ ᑂ ᰝ㸦 ྜ ㆟ ᑂ ᰝ 㸧 ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ 㐺 ษ ࡞ ᑂ
ᰝࢆ⾜࠾࠺ࡋࡓᑂᰝጤဨࢆ≉ᐃࡍࡿࠋ
 ➨  ẁᑂᰝ㸦ྜ㆟ᑂᰝ㸧᭷ព⩏࡞ࢥ
࣓ࣥࢺࢆグ㍕ࡋࡓᑂᰝጤဨࢆ㑅ᐃࡍࡿࠋ
 ྛᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟࠾࠸࡚ࠊ᳨ド⤖ᯝ
ࢆྜ㆟ࡍࡿࠋ
 ྛᑓ㛛ㄪᰝ⌜࡛ࡢ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊ
 ௵ ◊ ✲ ဨ  ㆟  ࠾ ࠸ ࡚ ᳨ ウ ࠊᑐ ᛂ ➼ ࢆ Ỵ
ᐃࡍࡿࠋ






















































࣭ࡲࡓࠊᑂᰝࡢ᳨ドࡢ⤖ᯝࠊ᭷ព⩏࡞ᑂᰝពぢ
ࢆࡋࡓᑂᰝጤဨࡣ⾲ᙲࡋࠊබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBK\RVKRLQGH[KWPO 









࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື㛵ࡍࡿᴗㄝ᫂➼

ڦㄝ᫂ࡢᐇ

㸦 ᖺᗘ  ᅇ⛬ᗘ㸧ࡶ╔ᐇ⾜ࢃࢀ

࣭◊✲ဨೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࢆᏛ➼ࡢ㛵ಀྛ◊✲ᶵ
㛵౫㢗ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊᮾி࠾࠸࡚㸦ᖹᡂ 
ᖺᗘࡣ㜰࡛ࡶ㸧ㄝ᫂ࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡿ࡞ࠊ◊✲⪅➼ࡽࡢ୍ᒙࡢ⌮ゎ
༠ຊࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࡇࡣ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸࡚ࠊ
◊✲⪅➼ࡽࡢ୍ᒙࡢ⌮ゎ༠ຊࢆᚓࡿࡓࡵ
ᏛࡸᏛ➼࡛ᴗㄝ࣭᫂ពぢࢆᐇࡋࡓ
ࠋࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ
㸦 ᖺᗘ  ᅇ⛬ᗘ㸧
ࡣᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ࡸࠊᡤᒓᏛ➼࡛ಶูㄝ
᫂ࢆ⾜࠺ࡼ࠺౫㢗ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάື
ᑐࡍࡿ⌮ゎࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ
≉ู◊✲ဨᴗ࡞ࡢ⯆ᴗࡘ࠸࡚ࡶᗈ
ࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ















ࡢࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜڦ㓄

࣭࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ◊✲ဨࡢయ㦂ࢆᥖ㍕

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ㛵ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ➼ࢭࣥࢱ࣮
ࡢάືࡀ࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸
ᅗࡸゝⴥ࡛♧ࡍࡶࠊ௵࣭ᑓ㛛◊✲ဨ⤒
㦂⪅ࡼࡿ◊✲ဨࡋ࡚ࡢ⌧ሙࡢయ㦂ࡘ࠸࡚
ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆᥖ㍕ࡍࡿ࡞ࠊάືෆᐜࢆศࡾ
18

ࡍࡿࡇࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡢ㏱᫂ᛶ
ཬࡧಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿᡭẁࡋ࡚᭷ຠ࡞
ሗⓎಙࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ


ࡸࡍࡃ⤂ࡋࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆᏛ➼㓄ࡍ



ࡿࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ⾲ࡋࡓࠋ



KWWSVZZZMVSVJRMSMFHQWHUGDWDKFDWDORJSGI 







ڦ࿘ᖺグᛕ⾜

࣭ࢭࣥࢱ࣮タ❧  ࿘ᖺࡢ⠇┠グᛕࢩ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊࡲࡓグᛕㄅࢆⓎ

ࢱ࣮ ࿘ᖺグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊ㛵ಀ⪅

⾜ࡋࡓࡇࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛗ᖺΏࡗ

ࡀ୍ᇽࡍࡿሗⓎಙࡢሙࢆࡘࡃࡾ◊✲⪅ࢥ

࡚㏱᫂ᛶࡸබᖹᛶࢆ☜ಖࡋ࡞ࡀࡽᴗົ

࣑ࣗࢽࢸࡢࡉࡽ࡞ࡿ⌮ゎ༠ຊࢆồࡵࡓࠋ
㸦ฟ

ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡇࡢࣆ࣮ࣝ࡞ࡾࠊ

ᖍ⪅⣙  ྡ㸧

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࡲࡓࡇࡢᶵࠕᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮



 ᖺࡢṌࡳࠖࢆห⾜ࡋࠊୖグࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ฟ
ᖍ⪅㓄ᕸࡍࡿࠊ⛉◊㈝ᛂເྍ⬟࡞◊✲ᶵ
㛵➼㏦ࡋࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡢ㏱᫂ᛶࡢྥୖ
ࢆᅗࡗࡓࠋ














㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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204
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸯㸫㸱

㸯 ⥲ྜⓗ㡯
㸦㸴㸧◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ಀࡿ᰿ᣐ



ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦◊✲ࡢබṇᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ➨㸲ᮇཬࡧ➨㸳ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬࠾࠸࡚ࡶࡑࡢ㔜せᛶࡀㅻࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿ
ṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㞴᫆ᗘ
㸦➨㸲ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ Ϭ㸱 㸰 ղ➇தⓗ㈨㔠ไᗘࡢᨵၿཬࡧᐇ㸧
㸦␎㸧
࣭ᅜཬࡧ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡣࠊ◊✲㈨㔠ࡢṇ⏝ࡢ㜵Ṇྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊᅜࡣࠊᏛཬࡧබⓗ◊✲ᶵ㛵ࡀࠊ◊✲㈨㔠ࡢ㐺ษ࡞⟶⌮┘ᰝయไࢆᩚഛࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋ
㸦➨㸳ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ ➨㸴❶㸦㸰㸧◊✲ࡢබṇᛶࡢ☜ಖ㸧
㸦␎㸧◊✲⪅ࡣࠊ◊✲ࡢබṇᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿ㈐ົࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡋࠊ◊✲⌮ࢆᏛࡧࠊ⮬ࡽಟᚓࡋࡓ◊✲⌮ࢆᚋ㐍ఏ࠼ࡿ࡞ࠊ◊✲ࡢබṇᛶࡀ⮬ᚊⓗ⥔ᣢࡉࢀࡿ㢼ᅵࡢ㔊ᡂດࡵࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡣࠊ◊✲ศ㔝୪ࡧ◊✲⪅ࠊᑗ᮶◊✲⪅ࢆ┠ᣦࡍேᮦཬࡧ◊✲ᨭேᮦ࡞ࡢ⫋✀ᛂࡌࡓ⥅⥆ⓗ࡞◊✲⌮ᩍ⫱ࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊ◊✲ṇ⾜Ⅽࡢᝨ
ᑐࡋ࡚㎿㏿ࡘⓗ☜ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ഛ࠼࡚࠾ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ◊✲ṇ⾜Ⅽࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢཎᅉࡸ⫼ᬒࢆᮏ㉁ⓗぢฟࡍࡃᚭᗏⓗ᳨ドࡋࠊⓎ㜵Ṇດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ◊✲⪅㐣ᗘ࡞ἲⓗ㈐௵ࡢ㏣ཬࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᅜࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚◊✲ṇ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢᨵṇ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊ㈨㔠㓄ศᶵ㛵➼㐃ᦠࡋࠊ
ᙜヱ࢞ࢻࣛࣥᇶ࡙ࡃྲྀ⤌➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ◊✲ࡢබṇᛶࢆᢸಖࡍࡿࠋ㸦␎㸧㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ṇ⏝࣭ṇ⾜Ⅽཷ❆ཱྀ KWWSZZZMVSVJRMSMNRXVHLPDGRJXFKLKWPO



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ

































 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





















ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸯 ⥲ྜⓗ㡯ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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㸰㸷ᖺᗘ

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


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇィ⏬

㸦㸴㸧ຓᡂ࣭ᨭ

㸦㸴㸧ຓᡂ࣭ᨭ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᴗົࡢᐇ࠾࠸

ᴗࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ

㸫

࠙◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ

㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



࡚ࡣࠊ◊✲㈝ࡢ

ࢺࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ



⾜Ⅽࡢ㜵Ṇࠚ



୰ᮇィ⏬㏻ࡾᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ ୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ



ྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣

ྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

✲◊ڦᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲㈝ࡢ⟶⌮ࡸ┘ᰝࡸබṇ



ࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖୪

㐣ᗘࡢ㞟୰ࡢ㝖

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

࡞◊✲άືࡢ᥎㐍ྥࡅࡓయไᩚഛ



ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛ ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ

ࡧ◊✲㈝ࡢṇ

୪ࡧṇ⏝ཬ

ࠕ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿබⓗ◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝࡢ
㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ ࣭

࣭◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝྥࡅࡓయไࡢ

㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ

⏝ࠊṇཷ⤥ཬ

ࡧṇཷ⤥ࡢ㜵Ṇ

⏬ࡢ㡯┠ಀࡿᴗົ

࢞ࢻࣛࣥ㸦ᐇᇶ‽㸧
ࠖᇶ࡙ࡃయไࡢᩚഛ

ᩚഛཬࡧࡑࡢᐇ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚୪ࡧ

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚

ࡧ◊✲άືࡢṇ

⟇ࢆᙉࡍࡿࠋ

ࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸

ཬࡧࡑࡢᐇ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ

බṇ࡞◊✲άືࡢ᥎㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌




࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ࡿࠋ

ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᥦฟࡍࡿࡇࢆᛂເせ௳ࡋࠊ

≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆᩥ ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢබⓗ◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘

➼ࡢ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ



◊✲㈝ࡢ⟶⌮࣭┘ᰝࢆᚭᗏࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 

㒊⛉Ꮫ┬ᥦฟࡍࡿࡇࢆྛ✀බເ

ᰝࡢ࢞ࢻࣛࣥᇶ࡙ࡁࠊ⛉◊㈝ࠊ 㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ࡲࡓࠊ◊✲⪅ࡀ

࠼ࠊ◊✲㈝ࡢྜ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ᖺᗘࡽࡣࠊ
ࠕ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡢᑐ

ᴗࡢເ㞟ẁ㝵࡛᫂グࡋ࡚࠾ࡾࠊྛ◊✲

≉ู◊✲ဨ➼ࡢ㈨㔠㓄ศᴗᑐࡍ

࣭యไࡀᩚഛࡉࢀࡓᚋࡶࠊࡼࡾ࠸

ᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵

⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘ

࣭యไࡀᩚഛࡉࢀࡓ

ᛂ➼㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖᇶ࡙ࡃྲྀ⤌≧ἣ

⪅ཬࡧ◊✲ᶵ㛵ᑐࡋ࡚࿘▱࡛ࡁࡿࡼ

ࡿᵝࠎ࡞ṇ⾜Ⅽ㜵Ṇ⟇ࡀࡽࢀ࡚

ࡗࡑ࠺ᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᩿

ࡀ◊✲㈝ࢆ㐺ษ

ࡢ㞟୰ࢆ㝖ࡍࡿ

ᚋࡶࠊࡼࡾ࠸ࡗࡑ࠺

➼ࡘ࠸࡚ࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᥦ

࠺ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➇தⓗ㈨㔠➼

࠸ࡿࠋ≉ࠊṇ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜ ࡢぢ┤ࡋࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

⟶⌮ࡍࡿࡇ࡞

ࡓࡵࠊᗓ┬ඹ㏻◊

ᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ

ฟࡍࡿࡇࢆᛂເせ௳ࡋࠊබṇ࡞◊✲άືࡢ

ಀࡿ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ◊✲㈝

ࡣཝࡋ࠸࣌ࢼࣝࢸࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸

ࡼࡾࠊ㐺ṇ࡞ᇳ

✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ

ࡢ᩿ࡢぢ┤ࡋࡀồ

᥎㐍ྥࡅࡓయไᩚഛࢆᅗࡗࡓࠋ

ࡢṇ⏝ࡢ࿌Ⓨཷ❆ཱྀࢆ⯆ࡢ

ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

⾜➼ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ

࣒ࢆά⏝ࡍࡿ

ࡵࡽࢀࡿࠋ

࣭⛉◊㈝࡛ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬㐃ᦠࡋ࡚ᐇᆅ᳨ᰝ
㸦ᖹ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ෆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ



࣭
ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫ㄔ

࠺ࡍࡿࠋ

ࡶࠊྠࢩࢫࢸ࣒

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ᡂ  ᖺᗘ㸸 ᶵ㛵ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ᶵ㛵ࠊ

ࠊ㈨㔠㓄ศᴗ࡛ࡣࠊཧ⏬ࡍࡿ࡚



ᐇ࡞⛉Ꮫ⪅ࡢᚰᚓ㸫ࠖಀࡿ◊ಟ



ࢆ㏻ࡌࠊᑂᰝ⤖ᯝ

⮧ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ᶵ㛵ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᶵ㛵ࠊ ࡢ◊✲⪅⏦ㄳࡲ࡛◊✲⌮



ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ HOHDUQLQJ ࡣྛ

ࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠



ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸 ᶵ㛵㸧ࢆ⾜࠸ࠊࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫ

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

Ꮫ࡛ᗈࡃᐇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ຠ

ࡢ㓄ศᶵ㛵ᑐࡋ

㺃ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎ ࢺᇶ࡙ࡁࠊྛ◊✲ᶵ㛵ࡢṇ㜵Ṇࡢྲྀ⤌≧ἣ

࡚㎿㏿ᥦ౪ࡍ

ࡢࡓࡵ㸫ㄔᐇ࡞⛉

ࡸ⛉◊㈝⟶⌮యไࡢᐇែࡢᢕᥱດࡵࡓࠋࡲࡓࠊ ᶵ㛵ࡢᩍ⫋ဨᑐࡋࠊὀពႏ㉳ࡸᣦᑟ

࠺ᐇຠᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᩿ࡢぢ┤

ࡿࠋ

Ꮫ⪅ࡢᚰᚓ㸫ࠖಀ

⟶⌮యไࡢᨵၿࢆせࡍࡿⅬ➼ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᰝグ

ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲ά

ࡋࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡲࡓࠊ◊✲㈝ࡢ

ࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ

㘓ࢆ◊✲ᶵ㛵㏻▱ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚ࣇ࢛࣮ࣟ

ືࡢṇ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ◊✲㈝



ṇ⏝ཬࡧṇ

HOHDUQLQJ  ➼ ࢆ

ࢵࣉࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ

ࡢ㏉㑏ࠊᛂເ㈨᱁ไ㝈➼ࡢ࣌ࢼࣝࢸ



ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓ

࠾ࡋ࡚ࠊ◊✲⌮



ࢆㄢࡍࡇࡋ࡚࠾ࡾࠊ◊✲㈝ࡢṇ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ᩍ⫱ࡢ㧗ᗘࠊᐃ╔

ࡴྵࢆ⪅✲◊ڦ㛵ಀ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࡢಁ㐍

⏝ཬࡧ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ

࣭ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫ㄔᐇ

ࡢ㐺ษ࡞ᙺศᢸ

ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᮇ

࣭ᴗㄝ᫂➼ࡢሙ࠾࠸࡚ࠊᐇᆅ᳨ᰝ࡛ᢕᥱ

ᐇຠᛶࢆᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁ

࡞⛉Ꮫ⪅ࡢᚰᚓ㸫ࠖಀࡿ◊ಟࣉࣟࢢ

ࡢࡶࠊྠ┬ࡢᐃ

ᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇ

ࡋࡓࡢ࿘▱ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᩍ⫋ဨ

ࡿࠋ

࣒ࣛࡢ HOHDUQLQJ ࡣྛᏛ࡛ᗈࡃᐇ

ࡵࡿ࢞ࢻࣛࣥ

ࡢ㝿ࠊ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே

ᑐࡋ࡚ṇ⏝ࠊṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ⟇ࡘ࠸࡚ὀ



ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ຠᯝࡣ㧗࠸ࡶࡢ

➼ᇶ࡙ࡁࠊ◊✲

ᨵ㠉➼㛵ࡍࡿᇶᮏ

ពႏ㉳ࠊᣦᑟ➼ࢆᐇࡋࡓࠋ



⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᶵ㛵ᥦฟࢆ⩏ົ

ⓗ࡞᪉㔪ࠖ㸦ᖹᡂ  





ࡅ࡚࠸ࡿሗ࿌᭩

ᖺ ᭶ ᪥㛶㆟Ỵ

⌮ࡢ⪅✲◊ڦゎࡢ᫂☜





➼ࡼࡾྛ◊✲ᶵ

ᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᅜ❧

࣭⛉◊㈝ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ࡢ㈨㔠㓄ศᴗ࡛ࡣࠊ



㛵ࡢṇ㜵Ṇᑐ

◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ

◊✲⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘཬ



ࡍࡿྲྀ⤌ࡢ≧ἣ➼

⾡⯆ᶵᵓ㸦-67㸧

◊✲ࡢṇ➼ࡢ㜵Ṇࡘ࠸࡚
ࡧᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ



ࢆⓗ☜ᢕᥱࡋࠊ

ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿࡇ

◊✲⪅ࡢ⌮ゎࡀᚲせ࡞㡯ࡘ࠸࡚ࠊᡭ⥆



ᚲせᛂࡌࠊྛ

ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ࡁ➼ࡢ㝿ࠊࡑࡢෆᐜࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࢆ◊✲⪅



ᴗẖ㐺ษ࡞ᣦᑟ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

᫂ࡽࡉࡏࡿ࡞ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊཧ





⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ⟇ࢆᙉ
ࡍࡿࠋ

ࡇࡢࡓࡵࠊᨻᗓ

࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ
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㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㹀

ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟࡋࡓࡇࢆㄋ⣙

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

㹀

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ





ࡉࡏࡿࡶࠊᴗㄝ᫂➼࡛◊✲ ࣭యไࡀᩚഛࡉࢀࡓᚋࡶࠊࡼࡾ࠸ࡗࡑ ᯝࡣ㧗࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ࢆ⾜࠺࡞ࠊ◊✲

⮧ホ౯ࠚ

⏬ࡍࡿ࡚ࡢ◊✲⪅ᖹᡂ ᖺᗘ୰◊✲



ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲



⌮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟࡍࡿࡇࢆㄋ⣙ࡉࡏ



㈝ࡢ⟶⌮ࡸ┘ᰝࢆ



ࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣࠊཧ⏬ࡍࡿ࡚ࡢ



◊✲⪅⏦ㄳࡲ࡛◊✲⌮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ



࣒ࣛࢆᒚಟࡋࡓࡇࢆㄋ⣙ࡉࡏࡓࠋ



➼ࢆ㛤ദࡋࠊ◊

࣭ເ㞟せ㡯࠾࠸࡚ࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊



✲㈝ࡢṇ⏝ࠊ

✲άືࡢṇ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊཝࡋ࠸ᥐ⨨



ṇཷ⤥ཬࡧ◊✲

࡛ᑐᛂࡍࡿ᪨࿘▱ࡋࡓࠋ



άືࡢṇ⾜Ⅽࡢ





㜵Ṇ⟇ࡘ࠸࡚ຓ

ڦ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚ᐇࡍࡿṇ㜵Ṇࡢྲྀ



ゝࠊὀពႏ㉳➼ࢆ

⤌



⾜࠸ࠊ◊✲⪅ࢆྵ

✲◊ە⌮ᩍ⫱ᩍᮦࡢసᡂ࣭㛤Ⓨ



ࡴ㛵ಀ⪅ࡢព㆑ᨵ

ࠕ⛉Ꮫ⪅ࡢ⾜ືつ⠊ࠖᇶ࡙ࡃ◊ಟࣉ
࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠕ⛉Ꮫ⪅ࡢ⾜ືつ⠊ࠖᇶ࡙ ࣭

㠉ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ

ࡃ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂ༠ຊ⪅㆟ࢆタ⨨ࡋࠊᖹ

ࣟࢢ࣒ࣛసᡂ༠ຊ⪅㆟ࢆタ⨨ࡋࠊ
ࠕ⛉

ດࡵࡿࠋ

ᡂ ᖺᗘ ᅇࠊ
ᖹᡂ ᖺᗘ ᅇࠊ
ィ ᅇ

Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ



㛤ദࡋࡓࠋࡑࡢ㆟࡛⦅㞟ࡋࡓࠕ⛉Ꮫࡢ࡞

⪅ࡢᚰᚓ㸫ࠖࢆ⦅㞟࣭ฟ∧ࡍࡿࡶ



Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ⪅ࡢᚰᚓ㸫ࠖࢆฟ∧

ࠊྠ᭩ࢆࡶ HOHDUQLQJ ᩍᮦࢆ㛤



♫ࡼࡾฟ∧㸦᪥ᮏㄒ∧㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊⱥㄒ∧㸸 Ⓨࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊ



ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࢸ࢟ࢫࢺ∧ࡘ࠸

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆከᩘ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀ



࡚ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚බ⾲ࡋࡓࠋ

ࡽࡢάືࡣࠊ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜



᪥ᮏㄒ∧ 

Ⅽࡸ◊✲㈝ࡢṇ⏝ࢆ๓㜵Ṇࡍ



KWWSVZZZMVSVJRMSMNRXVHLGDWDULQULSGI 

ࡿࡓࡵ㐺ษ࡞ྲྀ⤌⪃࠼ࡽࢀホ౯࡛



ⱥㄒ∧

ࡁࡿࠋ



KWWSVZZZMVSVJRMSMNRXVHLGDWDULQULBHSGI





࣭
ࠕ⛉Ꮫࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵ㸫ㄔᐇ࡞⛉Ꮫ⪅ࡢ





ᚰᚓ㸫ࠖࢆࡶ HOHDUQLQJᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋࠊ





ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ㛤ጞ㸦᪥ᮏㄒ∧㸸ᖹᡂ  ᖺ 





᭶ࠊⱥㄒ∧㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸧ࡋࡓࠋ





KWWSVZZZMVSVJRMSMNRXVHLULQULKWPO 



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠊᏛ⏕ྥࡅ◊✲⌮ᩍ⫱ᩍᮦస





ᡂಀࡿㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ





ࡢ➼࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩە㛤ദ





࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊᏛ⾡ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ◊✲⌮





ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆ㛤ദࡋࠊ◊✲⪅➼ࡽࡢព





ぢࢆ㞟⣙ࡋ࡚ࠊ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛᫎࡋࡓࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦16)㸧





ࡢඹദ࡛ࠕ◊✲⌮ᩍ⫱࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆ





㛤ദࡋࠊ᪥⡿࠾ࡅࡿ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࢆ





⤂ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅➼ࡢ⌮ゎࢆ㧗ࡵࡓࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ◊✲⪅ࡢ௵ពᅋయ࡛࠶ࡿ





Ꮫ⾡◊✲ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢඹദ࡛ࠕ➨  ᅇᏛ⾡ࢩ



ᚭᗏࡉࡏࡿࠋ
ࡉࡽᴗㄝ᫂

22



࣏ࣥࢪ࣒࢘⛉Ꮫ◊✲ࡢࡼࡾࡼࡁⓎᒎ⌮ࡢ





☜❧ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖࢆᮾி࡛㛤ദࡋࠊṇ⾜Ⅽࡢ





ண㜵ࢆ║ࡋࡓᥦࡸ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊࢻࢶ◊✲⯆༠㸦')*㸧
ࠊ



⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓཬࡧ᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ



ࡢඹദ࡛ࠕ᪥⊂ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘◊✲බṇࢆ㧗



ࡵࡿྲྀ⤌ࡘ࠸࡚㹼᪥⊂ࡢྲྀ⤌ࡢᐇ㊶㹼ࠖࢆ



㛤ദࡋࠊ᪥⊂࠾ࡅࡿ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࢆ



⤂ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅➼ࡢ⌮ゎࢆ㧗ࡵࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊᏛ⾡◊✲ࣇ࢛࣮࣒ࣛ



ദࡋࠊ⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓཬࡧ᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨ



ᶵᵓࡢඹദ࡛ࠊ
ࠕ➨  ᅇᏛ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ⛉



Ꮫ◊✲ࡢࡼࡾࡼࡁⓎᒎ⌮ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡋ



࡚ࠖࢆ㜰࡛㛤ദࡋࠊṇ⾜Ⅽࡢண㜵ࢆ║



ࡋࡓᥦࡸ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓཬࡧ᪥



ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢඹദ࡛ࠊ
ࠕ◊✲බṇࢩࣥ



࣏ࢪ࣒࢘ 5,2 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢟ࢵࢡ࢜ࣇࢩ࣏ࣥ



ࢪ࣒࢘ࠗ⪃࠼ࠊẼ࡙ࡏࡿ࠘◊✲⌮ᩍ⫱ࠖࢆ



ᮾி࡛㛤ദࡋࠊ⮬ᚊⓗ࡞⾜ືࡀࢀࡿࡼ࠺ࡍ



ࡿࡓࡵࡢ◊✲⌮ᩍ⫱ࡢᐇ㊶ࢆ║ࡋࡓᥦ



ࡸ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ە㛤タ



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚◊✲



බṇࡢ࣮࣌ࢪࢆ❧ࡕୖࡆࠊ◊✲බṇಀࡿሗ



ࡢᥦ౪ࡸὀពႏ㉳ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



✲◊ەάືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ◊✲㈨㔠ࡢṇ⏝



➼ࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿつ⛬ࡢ୍㒊ᨵṇ



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ◊



✲㈨㔠ࡢṇ⏝➼ࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿつ⛬ࢆ୍
㒊ᨵṇࡋࠊᥐ⨨ࡢᑐ㇟⪅ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲㈨
㔠ࡘ࠸࡚ࠊᮍ⏝ศࢆ㏉㑏ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺᫂☜ࡋࡓࠋ

ࡢࡑڦ
࣭◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆ㝖
ࡍࡿࡓࡵࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆά
⏝ࡍࡿࡶࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡌࠊᑂᰝ⤖ᯝ
ࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵ᑐࡋ࡚㎿㏿ᥦ
౪ࡋࡓࠋ
࣭➇தⓗ㈨㔠➼ಀࡿ◊✲άືࡢṇ⾜Ⅽཬࡧ

207

23

208
◊✲㈝ࡢṇ⏝ࡢ࿌Ⓨཷ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸯㸦㸯㸧 㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ
ձ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ
ղ ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇ
ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖ࠾ࡅࡿࠕᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓᨵ㠉ᙉࠖࡢ㐩ᡂྥࡅࠊᙜἲே࠾ࡅࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦௨ୗࠕ⛉◊㈝ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊከゅⓗ࡞どⅬࡼࡿඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ㑅ᐃࠊ◊✲⪅ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢ✚ᴟⓗ࡞᥈⣴ᣮᡓࢆྍ⬟
㞴᫆ᗘ
ࡍࡿᨭࡢᙉࠊ◊✲✀┠ࡢᛶ㉁ᛂࡌࡓᇶ㔠ࡼࡿ◊✲㈝ࡢ࠸ᡭࡢᨵၿ࡞ࠊ᭦࡞ࡿᐇࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠖࡉࢀࡿࡶࠊ
ࠕᮍ᮶ᢞ㈨ᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓ
ᡂᴗࡢᏳᐃ☜ಖ࣭ᐇᙉࡢࡓࡵࠊࠕ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢᐇ᪉㔪ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ㸯᭶ ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᨵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࡸࠕ⛉◊㈝ⱝᡭᨭࣉࣛࣥࠖࡢᐇ➼
ࢆ㏻ࡌࡓᨵ㠉ࢆᮏᖺᗘࡽ㐍ࡵࡿࠋࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡽࡶࠊᡃࡀᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇ࡸᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍㠀ᖖ㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎ➼ࡢࡓࡵᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡣࠊ⣙  ௳ࡢ⭾࡞ᛂເ◊✲ㄢ㢟ࢆཷࡅࡅࠊ ᭶ࡽ  ᭶ࡢ  ࣨ᭶㛫࠸࠺▷ᮇ㛫࡛㸦ࡇ
ࢀࡣ⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦16)㸧ࡸ⡿ᅜᅜ❧⾨⏕◊✲ᡤ㸦1,+㸧ࡢẚ㍑࠾࠸࡚ࡶ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ࡇࡀࢃࡿ㸧⣙  ྡࡶཬࡪᑂᰝጤဨࡀࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡾඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ
ࡶࠊ᪂ࡓ࡞⤌ࡳࡢ᳨ウ࣭ᵓ⠏࣭ຓᡂྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ୪⾜ࡋ࡚⾜࠺ࠊ࠸࠺㠀ᖖ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸ᴗົࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼
⛉◊㈝ࡢ᪂つᛂເ௳ᩘ
⛉◊㈝ࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘ
㸦ᙜึෆᐃ௳ᩘ㸧
㸦ͤ㸧
Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵➼ࡢ
ᴗㄝ᫂㛤ദᩘ



  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳



 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ

    









 
 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ

㸦ͤ㸧ᙜヱᖺᗘᑂᰝࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᥇ᢥࡣ⩣ᖺᗘ
ᙜึෆᐃ௳ᩘࡣ  ᭶  ᪥Ⅼ࡛ࡢෆᐃ௳ᩘࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘࡣࠊ
ࠕᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠖࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠖࢆⓎᒎⓗぢ┤ࡋࡓࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧
ࠖ
࠾࠸࡚ࠊ⥲ྜᑂᰝేࡏ࡚ࣉࣞࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸦๓ࡢ㑅⪃㸧ࢆᑟධࡋࡓࡇࡼࡾᑂᰝࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀ

ኚࢃࡾࠊ ᭶  ᪥ෆᐃࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊ
ࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧
ࠖࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ᩘࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᇶ┙◊✲ $  % ࡢᾏእᏛ⾡ㄪᰝࡣ᪂つᛂເᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ % 㸧ࡋ࡚ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘබເࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢ᪂つᛂເ௳ᩘྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ
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210
㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯




࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇィ⏬

Ꮫ⾡◊✲ࢆᨭ

Ꮫ⾡◊✲ࢆᨭ

ࡍࡿᡃࡀᅜ၏୍ࡢ

ࡍࡿᡃࡀᅜ၏୍ࡢ

㺃 ⛉ ◊ ㈝ࡢ ᪂ つᛂ ເ



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ

㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ

௳ᩘ





ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ

࡚ࠊ◊✲⪅ࡢ⮬⏤

࡚ࠊ◊✲⪅ࡢ⮬⏤

㺃 ⛉ ◊ ㈝ࡢ ᪂ つ᥇ ᢥ





࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬

࡞Ⓨ◊✲ࡢከ

࡞Ⓨ◊✲ࡢከ

௳ᩘ㸦ᙜึෆᐃ௳ᩘ㸧


ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽ

ࢆୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖ

ᵝᛶࠊ㛗ᮇⓗどⅬ

ᵝᛶࠊ㛗ᮇⓗどⅬ

㺃  Ꮫ ➼ࡢ ◊ ✲ᶵ 㛵

ホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

ᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ

⥅⥆ᛶ࡞ࡢᏛ

⥅⥆ᛶ࡞ࡢᏛ

➼ࡢᴗㄝ᫂㛤



ゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ㸿ࡍࡿࠋ

⾡◊✲ࡢ≉ᛶࢆ㋃

⾡◊✲ࡢ≉ᛶࢆ㋃

ദᩘ

࣭ᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇィ⏬グ 

ࡲ࠼ࠊ➇தⓗ◊✲

ࡲ࠼ࠊ➇தⓗ◊✲



㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯㸦⛉◊㈝ጤဨࡸᑠ

㈨㔠㸦ࡋ࡚⛉

㈨㔠㸦ࡋ࡚⛉

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ጤဨࡢ㛤ദࠊᑂᰝࡢ㉁ⓗᐇࠊᑂᰝ グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯㸦⛉◊㈝ጤ

Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

ጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᖜ࡞ᣑ

➼㸧ࡢᑂᰝ࣭㓄ศ

➼㸧ࡢᑂᰝ࣭㓄ศ

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

ࠊᑂᰝ⤖ᯝࡢ⥲ᣓ➼㸧ࡀ╔ᐇᐇ ⓗᐇࠊᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣋

ࢆ☜ᐇᯝࡓࡍࡇ

ࢆ☜ᐇᐇࡍࡿ

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡼࡾࠊୡ⏺ࣞ

ࡇࡼࡾࠊୡ⏺

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

࣋ࣝࡢᏛ⾡ࢩࢫࢸ

ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⾡ࢩࢫ

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

ࡿ୰࠾࠸࡚ࡶࠊィ⏬㏻ࡾᑂᰝࢆᐇ

ࡉࡽࠊᛂເ௳ᩘࡀቑຍࡋ⥆ࡅ

࣒ࡢ୰࡛ከᵝ࡞▱

ࢸ࣒ࡢ୰࡛ከᵝ࡞

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡋࠊ⛉◊㈝࡛ࡣ᪂つᛂເㄢ㢟ࡢ࠺

࡚࠸ࡿ୰࠾࠸࡚ࡶࠊィ⏬㏻ࡾ

ࢆ㐀ࡍࡿ◊✲ࢆ

▱ࢆ㐀ࡍࡿ◊✲



ࡕࠊ༙ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚  ᭶  ᪥ ᑂᰝࢆᐇࡋࠊ⛉◊㈝࡛ࡣ᪂つᛂ

᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

ෆᐃࢆ㏻▱ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ṧࡾࡣ≉ ເㄢ㢟ࡢ࠺ࡕࠊ༙ࡢ◊✲ㄢ㢟





ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

ู᥎㐍◊✲ࠊᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧 ࡘ࠸࡚  ᭶  ᪥ෆᐃࢆ㏻▱

㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢ

㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢ

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ





࡞ࣄࣜࣥࢢ➼ࡢᐇࡀᚲせ࡞◊

ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ṧࡾࡣ≉ู᥎㐍◊✲ࠊ

ຓᡂ

ຓᡂ

ࠋ





✲ㄢ㢟㸧ࠋ

ᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧࡞ࣄ

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ 





ࣜࣥࢢ➼ࡢᐇࡀᚲせ࡞◊✲ㄢ





ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸿

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
୰ ᮇ ィ⏬ ࡢ ᐇ ≧ἣ ࡘ ࠸ ࡚

࣭ᑂᰝᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇィ⏬
ဨࡸᑠጤဨࡢ㛤ദࠊᑂᰝࡢ㉁
࣮ࢫࡢᖜ࡞ᣑࠊᑂᰝ⤖ᯝࡢ⥲

ࡉࡽࠊᛂເ௳ᩘࡀቑຍࡋ⥆ࡅ࡚࠸ ᣓ➼㸧ࡀ╔ᐇᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ձୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከ

Ꮫ⾡◊✲ᑐࡍ

ᵝ࡞▱ࡢ㐀ྥ

ࡿᖜᗈ࠸ຓᡂࢆ⾜

㺃ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇ





࣭᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢᴗົࠊ◊✲ᡂ 㢟㸧ࠋ

ࡅࠊேᩥᏛࠊ♫

࠺ࡇࡼࡾࠊ⊂

ࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗





ᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤Ⓨ⾲㸧ࡢ

⛉Ꮫࠊ⮬↛⛉Ꮫࡢ

ⓗࡘከᵝ࡞ᇶ

ᛶ





බເ࣭ᑂᰝ࣭ᴗົࠊ≉ู◊✲ಁ㐍 ࣭᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢᴗົࠊ◊

ྛᏛၥศ㔝ࡢᏛ⾡

♏ⓗ◊✲ࢆ᥎㐍

㺃ເ㞟ᴗົ࣭ᴗ





㈝ࠊ≉ᐃዡບ㈝ࡢᴗົࡘ࠸࡚ࠊ ✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤

◊✲ᑐࡍࡿᖜᗈ

ࡋࠊே㢮ࡢ▱ⓗ㈨

ົࡢ࡞ᐇ





ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ⛣⟶ࢆ╔ᐇ㐍ࡵ

Ⓨ⾲㸧ࡢබເ࣭ᑂᰝ࣭ᴗົࠊ

࠸ຓᡂࢆ⾜࠺ࡇ

⏘ࡢᣑࠊᑗ᮶ࡢ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ





࡚࠸ࡿࠋ

≉ู◊✲ಁ㐍㈝ࠊ≉ᐃዡບ㈝ࡢ

ࡼࡾࠊᡃࡀᅜࡢ

Ꮫၥཬࡧ♫ࡢⓎ

ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ







ᴗົࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽ

Ꮫ➼ࡢ◊✲ᇶ┙

ᒎᐤࡍࡿࠋࡑ

ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ





࣭ᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧ࠕ≉タศ㔝◊✲ࠖ

ࡢ⛣⟶ࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢᐇཬࡧ㐀ⓗ

ࡢ㝿ࠊබṇ࡛㏱᫂







࠾࠸࡚⥲ྜᑂᰝࡢヨ⾜ⓗᑟධ࣭ᨵၿ 

࡛ඃࢀࡓᏛ⾡◊✲

ᛶࡢ࠶ࡿᑂᰝ࣭ホ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼





ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ≉タศ㔝◊✲ࠖ
࣭ᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧

ࡢ᱁ẁࡢⓎᒎᐤ

౯ࢆᐇࡍࡿ

㺃 ⛉ ◊ ㈝ᨵ 㠉 ࡢෆ ᐜ







࠾࠸࡚⥲ྜᑂᰝࡢヨ⾜ⓗᑟධ࣭

ࡍࡿࠋ

ࡶࠊ◊✲⪅ࡢ◊

ࢆㄝ᫂ࡍࡿᶵࢆ⥅





࣭᪂ࡓタࡉࢀࡓࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ ᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࡲࡓࠊ⊂ⓗ࡞

✲άືࡀᐇ

⥆ⓗタࡅࠊ◊✲⪅





㏿ᇶ㔠ࠖࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࠖ 

ᇶ♏ⓗ◊✲ࡽᑗ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ᴗ

ࡢᩍ⫱ࢆ㔜せ࡞ㄢ





➼ࡢつᐃ➼ࢆ㎿㏿ᩚഛࡋࠊᑂ

᮶ࡢᏛၥཬࡧ♫

ົࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ

㢟ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ





ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭
✲ຍ㏿ᇶ㔠ࠖ

ࡢⓎᒎᐤࡍࡿ

◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞

ࠋ







ⴌⱆ㸧ࠖ➼ࡢつᐃ➼ࢆ㎿㏿ᩚഛ
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࣭᪂ࡓタࡉࢀࡓࠕᅜ㝿ඹྠ◊

ྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵࡿ✀

ᢕᥱດࡵࠊ♫

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ 





ࡀⱆ྿ࡃࡢࢆಁ

ࡢ㑏ඖ࣭ᬑཬά

⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ





࣭ྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢ⤖ᯝ 

ࡋࠊ㔜ཌ࡞▱ⓗ

ືࢆ⾜࠺ࠋ

ࡋࠊᑂᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ







ࢆᖜそࡍሙྜࡢ⌮⏤᭩ࡢᥦฟࡍ

࣭ྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢ

✚ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺

Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ

㺃 ᑂ ᰝ ࡢ୍ య ⓗ࡞ ᨵ





ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

⤖ᯝࢆᖜそࡍሙྜࡢ⌮⏤᭩ࡢ

ຓᡂࡢᅾࡾ᪉ࡘ

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵

ၿࠊᴗົࡢຠ⋡ࠊ







ᥦฟࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸࡚᩿ࡢ᳨ウࢆ

ຓ㔠ᴗ㸦௨ୗࠕ⿵

౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿ





࣭ホ౯ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ≉ู᥎㐍◊



⾜࠺ࠋ

ຓ㔠ᴗࠖ࠸

ほⅬࡽࠊᩥ㒊⛉Ꮫ





ࠕ≉ู᥎㐍
✲ࠖࠊ
ࠕᇶ┙◊✲㸦6㸧ࠖ
ࠊ
ࠕⱝᡭ◊✲㸦6㸧ࠖࠊ ࣭ホ౯ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊ



࠺ࠋ㸧ཬࡧᏛ⾡◊✲

┬ࡀᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ





࠾ࡅࡿ◊✲㐍ᤖホ౯ࠊࠕ◊✲ᡂᯝබ

◊✲ࠖࠊࠕᇶ┙◊✲㸦6㸧ࠖࠊࠕⱝᡭ◊

ղᏛ⾡◊✲ࡢຓᡂ

ຓᡂᇶ㔠ᴗ㸦௨

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕ᪂Ꮫ





㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧ࠖ࠾

✲㸦6㸧ࠖࠊ࠾ࡅࡿ◊✲㐍ᤖホ౯ࠊ

ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵

ୗࠕᇶ㔠ᴗࠖ

⾡㡿ᇦ◊✲ࠖࡘ࠸





ࡅࡿ୰㛫ホ౯➼ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿ

ࠕ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗ

ຓ㔠ᴗཬࡧᏛ⾡

࠸ ࠺ ࠋ㸧  ࡼ ࡾ ⾜

࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ㄪ 



ࡶࠊࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࡢホ౯᪉⟇

Ⓨಙᙉ㸧
ࠖ࠾ࡅࡿ୰㛫ホ౯➼ࢆ

◊✲ຓᡂᇶ㔠ᴗ

࠺ࠋࡇࢀࡽࡢᴗ

ᩚࡋࡘࡘࠊᴗົࡢ୍ 



ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

╔ᐇᐇࡍࡿࡶࠊ
ࠕ≉ู᥎

ࡼࡾ⾜࠺ࠋࡍ࡞

ࡘ࠸࡚ࡣࠊຓᡂ

ඖྥࡅࡓ᳨ウࢆ







㐍◊✲ࠖࡢホ౯᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊホ

ࢃࡕ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵

ᑐ㇟࡞ࡿ◊✲⪅

㐍ࡵࡿࡇࢆᮇᚅࡍ







౯㈇ᢸࡢ㍍ῶ➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ㏣

ຓ㔠ᴗࡋ࡚ᅜ

ࡢഃࡗ࡚ศ

ࡿࠋ





࣭ເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ ㊧ホ౯ࢆ㏣㊧ㄪᰝ⛣⾜ࡍࡿࡇ

ࡽࡉࢀࡿ⛉

ࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡞

⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ 



ィ⏬グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯㸦࣮࣒࣍࣌

Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࢆ

ࡿࡼ࠺୍యⓗ࡞㐠

࣒ᨵ㠉ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ





࣮ࢪࡢබເሗࡸᵝᘧࠊᑂᰝ᪉㔪➼ 

◊✲⪅ࡍࡿ

⏝ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ

◊✲ᩥࠊ㢼ᅵࡢᨵ





ࡢබ⾲➼㸧ࡀ╔ᐇᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ ࣭ເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ࡇຍ࠼࡚ࠊ◊

ࡽࠊ⛉Ꮫ◊✲

ၿࢆྵࡵࡓᢤᮏⓗ࡞





ຍ࠼ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊⱥㄒ∧ࡢබເせ ୰ᮇィ⏬グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯

✲ຓᡂࡢ୍㒊せ

㈝ຓᡂᴗ㸦௨ୗ

ᥦࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ





㡿ࢆసᡂࡋࠊእᅜே◊✲⪅ࡢ౽ᛶࢆ 㸦࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢබເሗࡸᵝ

ࡍࡿ㈝⏝࡚ࡿ

ࠕ⛉◊㈝ᴗࠖ

ᡃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࠊ⛉





㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ᘧࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࡢබ⾲➼㸧ࡀ╔ᐇ

ࡓࡵᅜࡽู㏵

࠸࠺ࠋ
㸧ࡋ࡚ᐇ

◊㈝ᑂᰝጤဨ࡞
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࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࡢ㐩ᡂࡀぢ㎸

ᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⼥ᶵ㛵ࡽᘬྜ࠸ࢆ⾜࠸ࠊ㐠⏝ᅇࡾࡢࡼࡾ㧗

ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ





ࡲࡓࠊ
ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚
ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂ

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ

⪅ࢆࡣࡌࡵࡋࡓከࡃࡢ᪉ࠎࡢ⌮

࡞ᐇࠊ࠾࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᴗົᐇ

࡞࠾ࠊᏛ⾡◊✲

✲ࠊ≉ู◊✲ಁ㐍

ࡓᴗࡢຠ⋡ⓗ࡞㐙

ຓᡂᇶ㔠ࡢ㐠⏝㛤

㈝ཬࡧ◊✲ᡂᯝබ

⾜ ࢆ ᐇ ⌧ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠸㔠⼥ၟရࢆ㑅ࡪࡇࡼࡾࠊ➇தᛶࡢ☜ಖཬ

ጞᚋ  ᖺ௨ෆࠊ

㛤ಁ㐍㈝ࡢ⯆

ࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ

ࡧ㐠⏝┈ࡢྥୖດࡵࡓࠋ



ྠᇶ㔠ࡢᇳ⾜≧ἣ

ࡢ୍ඖࡢ㐍ᒎ

┬ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡



ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ ࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ཬࡧᡂᯝ➼ࡘ࠸

ᛂࡌࠊయไࡢᩚ

ᑂ㆟ࡢ᳨ウ≧ἣࢆ



ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ 

᳨࡚ウࢆຍ࠼ࠊࡑ

ഛࢆᅗࡿࠋ

㋃ࡲ࠼ࠊᣓࡾࡢ

౯࡛ࡁࡿࠋ
28

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

᳨ウࢆྵࡵࠊຠᯝⓗࠊ

ࡢ⤖ᯝᇶ࡙࠸࡚

㸫

ᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜

ձᑂᰝ࣭ホ౯ࡢ

ຠ⋡ⓗ࡞◊✲ຓᡂࢆ

࠺ࠋ

ᐇ

ᐇࡍࡿほⅬࡽ◊

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

㸺ࡑࡢ㡯㸼

✲✀┠ࢆ⥅⥆ⓗぢ

㸫

㸫

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇࠚ

ճᑂᰝ࣭ホ౯ࡘ

✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ

┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ

⬟ࢆά⏝ࡋࠊ◊✲

࠙ ົ࣭ᴗࡢぢ┤

ࡢ◊✲✀┠ᛂࡌ

⪅ࢽ࣮ࢬཬࡧㅖእ

ࡋ 㸭່࿌ࡢ᪉ྥᛶ㸭
㸭

㸺ࡑࡢ㡯㸼

࡚ࠊ㛗ᮇⓗほⅬࡸ

ᅜࡢ≧ἣ➼ࢆࡩࡲ

-636 㒊  ᮇホ౯ࠚ

㸫

ᅜ㝿ⓗ࡞ほⅬࡶ⪃

࠼࡚ࠊබṇ࡞ᑂᰝ

៖ࡋ࡚㐺ษ⾜

ጤဨࡢ㑅⪃ࠊ㏱᫂

࠺ࠋ◊✲⤒㦂ࢆ᭷

ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ホ

ࡍࡿ⪅ࢆࣉࣟࢢࣛ

౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏

࣒⟶⌮⪅ࡋ࡚㓄

ࢆ⾜࠺ࠋ

⨨ࡋࠊࡑࡢ▱ぢࢆ

㸦ϸ㸧ᑂᰝᴗົ

ڦᑂᰝᴗົ

ά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᑂ

⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ᰝ࣭ホ౯ࡢᨵၿ⟇

ࢆᖺ  ᅇ⛬ᗘ㛤

⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥

ᛂເ◊✲ㄢ㢟ࢆཷࡅࡅࠊẖᖺ  ᭶

ࡢ᳨ウࠊᑂᰝጤဨ

ദࡍࡿࡶࠊ

ᮏᏛ⾡⯆ࡀ⾜࠺⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᑂᰝ

ࡽ  ᭶ࡢ⣙  ࣨ᭶࠸࠺▷ᮇ㛫࡛⣙

ࡢබṇ࡞㑅⪃ࠊ◊

㓄ศᑂᰝࡢࡓࡵࡢ

ࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

ྡࡶཬࡪᑂᰝጤဨࡀࣆࣞࣅ

✲⪅ࡢሗᥦ౪

ᑠጤဨࢆᚲせ

ᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯㛵ࡍࡿつ⛬ࠖࢆᨵṇ

࣮ࣗࡼࡾඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ╔ᐇ㑅

➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ᛂࡌ࡚㛤ദࡍࡿࠋ

ࡋࡓࠋ

ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ẖᖺ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࣭⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡣࠊ⣙  ௳ࡢ⭾࡞

ᛂເ᭩㢮ࡢཷ⌮

ᑂᰝࡢᡭᘬࡢస

ࡽ᥇ྰỴᐃࡲ࡛

ᡂࡸᑂᰝࡢ᳨ド➼

ࡢᑂᰝࡣ㎿㏿⾜

ࢆ㏻ࡌࠊᑂᰝࡢ㉁

࠸ࠊ᪩ᮇດ

ⓗᐇࢆᅗࡿ

࣭᪂つᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊẖᖺ  ᭶ࡢᛂເ

ࢭࣥࢺ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⡿ᅜᅜ❧⾨⏕◊

ࡵࡿࡇࡋࠊᗓ

ࡶࠊẖᖺᗘࠊᑂ

⥾ษᚋࠊ ᭶ୖ᪪ࡽ  ᭶୰᪪ࡅ࡚᭩㠃ᑂ

✲ᡤ㸦1,+㸧࡛ࡣ⏦ㄳ᭩ᥦฟࡽࣉࣟࢪ

┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶

ᰝ⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡍ

ᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࡢẁ㝵ࡼࡿࣆࣞࣅ࣮ࣗࢆ

࢙ࢡࢺ㛤ጞࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ▷ࡃ࡚ࡶ 

⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝

ࡿࠋ

ࡲࡓࠊ㓄ศᑂᰝࡢࡓࡵࡢᑠጤဨࢆ㛤ദࡋࠊ

࡞࠾ࠊ⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦16)㸧࡛ࡣ
⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟࡽ᥇ྰࡢỴᐃ㏻▱ࡲ࡛

ᛂເࡉࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢆ  ࣨ᭶௨ෆᐇࡋࡓẚ⋡ࡣ  ࣃ࣮

ᐇࡋࠊ᥇ᢥࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ

ࣨ᭶⛬ᗘࢆせࡍࡿࡇࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ

ࡋࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆ

᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢୗ࡛ࡢᑂᰝࡢᐇຍ

⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡼࡾ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸

ࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄

࠼ࠊ๓ᖺᗘࡽᛂເ◊✲ㄢ㢟ࡀቑຍࡍࡿ୰࠾

ࡿࠋ୍᪉ࠊ⛉◊㈝࡛ࡣࠊ᪂つᛂເㄢ㢟

ศᶵ㛵ᑐࡋ㎿㏿

࠸࡚ࡶࠊ ᭶ᙜึࡽ◊✲ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࡀྍ

ࡢ࠺ࡕࠊ༙ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ

ᥦ౪ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ

⬟࡞ࡿࡼ࠺ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊẖᖺ  ᭶  ᪥

᭶  ᪥ෆᐃࢆ㏻▱ࡋ㸦ṧࡾࡣ≉

ホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚

ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓ㸦
㸦≉ู᥎㐍◊✲➼ࣄࣜࣥ

ู᥎㐍◊✲࡞ࣄࣜࣥࢢ➼ࡢᐇࡀ

ࡣࠊᅜẸศࡾ

ࢢ➼ࡢᐇࡀᚲせ࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡃ㸧㸧
ࠋ

ᚲせ࡞◊✲ㄢ㢟㸧
ࠊ◊✲⪅ࡀ⥅⥆ⓗ◊

ࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡍ

✲ࢆᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㎿㏿࡞ᑂᰝࢆᐇ

ࡿࡶࠊᏛ⾡

࣭ᖹᡂ ᖺᗘࡽࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡾ⛣⟶ࡉࢀ

◊✲㛵ࡍࡿ⌮ゎ

ࡓࠊ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢᴗົཬࡧ◊✲ᡂᯝබ

ࡲࡓࠊ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢᴗົࠊ

ቑ㐍άືࢆ⾜࠺ࠋ

㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤Ⓨ⾲㸧ࡢබເ࣭ᑂᰝ࣭

◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦◊✲ᡂᯝබ㛤Ⓨ

ᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾲㸧ࡢබເ࣭ᑂᰝ࣭ᴗົࠊ≉ู◊

ࡲࡓࠊホ౯࠾

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡅࡿᐈほᛶࡢ୍ᒙ

ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡾ⛣⟶

✲ಁ㐍㈝ࠊ≉ᐃዡບ㈝ࡢᴗົࡘ

ࡢྥୖࢆᅗࡿほⅬ

ࡉࢀࡓࠊ≉ู◊✲ಁ㐍㈝ࠊ≉ᐃዡບ㈝ࡢᴗ

࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ⛣⟶ࢆ╔ᐇ

ࡽࠊホ౯ᴗົࡢ

ົࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㐍ࡵࠊᴗົᐇྍ⬟࡞యไࢆᩚഛࡋ࡚
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ຠ⋡ࢆᅗࡾࠊே



௨ୖࡢ࠾ࡾࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ⛣⟶ࢆ╔ᐇ

࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊᴗົࡘ࠸࡚

ဨཬࡧࢥࢫࢺࡢቑ



㐍ࡵࠊᴗົࡢ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ୍ඖ

ࡣ࡚᪥ᮏᏛ⾡⯆୍ඖࡉࢀࡓ

ࢆᴟຊᢚไࡋࡘ



ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

ࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡘࠊホ౯ᶵ⬟ࢆ



ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢල



⛣⟶ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ᑂᰝጤဨࡢ௵ᮇ⤊ᚋᑂᰝጤဨྡࡢ

యⓗ᪉⟇ࢆ᳨ウ





බ㛤ࠊᑂᰝ⤊ᚋ⭾࡞ᩘࡢᑂᰝ⤖

ࡋࠊᐇࡍࡿࠋ



࣭ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ᯝࡢ᳨ド➼ࢆ⾜࠺࡞ࠊබṇ࡛㏱᫂ᛶ





◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡀᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣋

ࡢ㧗࠸⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



࣮ࢫࢆά⏝ࡋࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨ

ࠕ≉タศ㔝
ࡑࡢୖࠊᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧



ࢆ㑅⪃ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

◊✲ࠖ࠾࠸࡚⥲ྜᑂᰝࡢヨ⾜ⓗᑟ



ࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡼࡗ࡚ࠊᑂᰝၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ

ධ࣭ᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࡇࠊ᪂ࡓタࡉ



ᑂᰝጤဨࡢ≉ᐃࡸ᭷ព⩏࡞ᑂᰝࢥ࣓ࣥࢺࢆࡋ

ࢀࡓࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࠖ
ࠕᣮᡓⓗ



ࡓᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࢆ⾜࠺࡞๓ᖺᗘࡢᑂᰝࢆ᳨

◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧
ࠖ➼ࡢつ⛬➼ࢆ㎿㏿



ドࡋࡓୖ࡛㑅⪃ࡋࡓࠋ

ᩚഛࡋࠊᑂᰝࢆᐇࡋࡓࡇࠊ





ྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢ⤖ᯝࢆ



࣭ᑂᰝࢆᢸᙜࡍࡿᑂᰝጤဨࡢබᖹࡘබṇ࡞ᑂ

ᖜそࡍሙྜࡢ⌮⏤᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡼ



ᰝ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᑂᰝࡢᡭᘬࢆసᡂࡋࡓࠋᖹᡂ

࠺ࡋࡓࡇࠊ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝ࠕᅜ



 ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡼࡾࠊᑂᰝጤဨᛂເ⪅ࡀ

㝿ሗⓎಙᙉࠖ࠾࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆ



ᑂᰝ⮫ࡴᙜࡓࡗ࡚ࡢጼໃࢆ♧ࡋࡓࠕ⛉Ꮫ◊

᪂ࡓᑟධࡋࡓࡇࠊ
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࢱ



✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࠖࢆᡭ

ࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖ࠾࠸࡚ࠊホ౯ಀࡿ



ᘬཬࡧᑂᰝࢩࢫࢸ࣒⏬㠃⾲♧ࡍࡿࡇࡼ

㈇ᢸ㍍ῶཬࡧᐇຠⓗ࡞ホ౯᪉⟇ࢆ᳨ウ



ࡾࠊࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡿ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡀࡼࡾ

ࡋࡓࡇ➼ࠊᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡘ࠸࡚



ᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡗࡓࠋ

᩿ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ⭾࡞ᛂ



࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚⾜ࡗࡓᑂ

ເ◊✲ㄢ㢟ࢆ㎿㏿ࡘබṇࠊ㐺ษ࡞ࠊ



ᰝࡢ᳨ドࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ➨ẁᑂᰝ㸦ྜ㆟ᑂ

㢮ࢆぢ࡞࠸ᑂᰝไᗘࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸



ᰝ㸧ࡗ࡚᭷ព⩏࡞ᑂᰝពぢࢆࡋࡓ➨୍ẁ

ࡿࡇࡣࠊ୰ᮇィ⏬ࡢᡤᮇࡢ┠ᶆࢆୖ



ᑂᰝ㸦᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡢᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡋ  ᭶⾲

ᅇࡿᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚㧗



ᙲࡍࡿࡶࠊ᳨ドࡢ⤖ᯝࠊၥ㢟ࡀ࠶ࡿุ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



᩿ࡉࢀࡓᑂᰝෆᐜ㸦ᐖ㛵ಀ࠶ࡿ◊✲ㄢ㢟ࡢ





ᑂᰝࡸࠊලయᛶࡀ࡞ࡃᐃᆺⓗ࡞ᑂᰝពぢࡢグ㍕



ࡉࡽࠊᑂᰝ⤖ᯝࡢᛂເ⪅ࡢ㛤♧ࠊ

ᚋࡣࠊ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࡢබເ࣭ᑂᰝᴗົࡢ



➼㸧ࢆࡍ࡚ࡢ➨୍ẁᑂᰝጤဨᑐࡋ࡚㏻▱ࡋࠊ 



ヱᙜ⪅ࡣḟᖺᗘ௨㝆ࡢᑂᰝࡢᨵၿࢆồࡵࡓࠋ 



ࡲࡓࠊᑂᰝᙜࡓࡗ࡚➨୍ẁᑂᰝ⤖ᯝࡢホⅬ





ࡀࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ẁᑂᰝ





࠾࠸࡚ៅ㔜ᑂ㆟ࡍࡿࡼ࠺ᑂᰝጤဨ౫㢗ࡍ





ࡿ࡞ࠊබṇ࡞ᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ 



ࡉࡽࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛⾜࠺ᑂᰝ





ࡢ᳨ド࠾࠸࡚ࡶࠊྠ୍ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢᑂᰝࢆ





⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢᑂᰝጤဨࡁࡃ␗࡞ࡿホ౯ࢆ





ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ࡞ࡘ࠸࡚ࠊホⅬࡢ㐺ษᛶ





ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ドࡋ࡚࠾ࡾࠊᑡᩘពぢࡢጇᙜᛶಀ
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ࡿ┠㓄ࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ᑂᰝ⤖ᯝࡢ
⥲ᣓࢆ⾜࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑂ㆟࠾࠸࡚ࡶሗ
࿌ࡋࡓᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂ
ᰝጤဨྡ⡙ࡘ࠸࡚ࡶࠊᑂᰝ⤊ᚋ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪୖ࡛බ⾲ࡋࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᵓ⠏ࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰ࢆ㝖
ࡍࡿࡓࡵࠊྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩
グ㍕ࡉࢀࡓࡢ◊✲㈝ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࢆᑂ
ᰝጤဨࡀ☜ㄆࡍࡿࡶࠊᑂᰝጤဨࡽࡢせ
ㄳᇶ࡙ࡁࠊH5DG ࢆά⏝ࡋࠊᛂເࡋ࡚࠸ࡿ◊
✲⪅ࡢࡢ◊✲㈝ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࡘ࠸࡚
ᑂᰝጤဨሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ➨  ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫୰ࠊ᪂ࡓ௨ୗ
ࡢᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠊⱝᡭ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣࠊᇶ┙◊✲㸦୍⯡㸧
◊✲ࡢྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢ⤖ᯝࢆ
ᖜそࡍሙྜࡣࠊᑂᰝࢢ࣮ࣝࣉࡽ⌮⏤᭩ࢆ
ᚩࡋࠊࡑࡢุ᩿ࡀጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࢆᑠጤဨ
య࡛㆟ㄽࡢୖࠊ᥇ྰࢆỴᐃࡍࡿࡇࡋࠊ
ࡼࡾබᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝࡢయไࢆᩚ࠼ࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘබເࡽタࡋࡓᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧
㸦≉タศ㔝◊✲㸧࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲
ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊ᭩㠃ᑂᰝྜ㆟ᑂᰝ
ࢆྠ୍ࡢᑂᰝጤဨࡀᐇࡋࠊᑂᰝጤဨ┦ࡢ㆟
ㄽࢆ㏻ࡌ࡚᥇ᢥೃ⿵◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿᑂᰝ᪉
ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝ㸧ࢆヨ⾜ⓗᑟධཬࡧᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘタࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ
㔠ࡢ࠺ࡕࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂
ࡓᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࢆ❧ࡕୖࡆࠊᩥ㒊⛉
Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕ⊂❧⾜ᨻἲ
ே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡀ⾜࠺⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢ
ᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙜヱጤဨ
࠾࠸࡚ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ
㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧
ࠖᑂᰝせ㡯ࠖࢆỴᐃ
ࡋࠊࡇࢀᇶ࡙ࡁබ⾲ࡋࡓࠋ
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࣭ᖹᡂ  ᖺᗘタࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ





㔠ࡢ࠺ࡕࠕᖐᅜⓎᒎ◊✲ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᭶ࡢ





ᛂເ⥾ษᚋࠊ ᭶ୖ᪪ࡽ⩣ᖺ  ᭶୰᪪ࡅ





࡚᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࡢẁ㝵ࡼࡿࣆࣞ





ࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋࠊ ᭶ୗ᪪ෆᐃ㏻▱ࢆⓎ





ฟࡋࡓࠋ









࣭ᖹᡂ  ᖺᗘタࡉࢀࡓᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭



ⴌⱆ㸧࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡽ㐺⏝ࡍ



ࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦᭩㠃ᑂᰝྜ㆟ᑂᰝࢆྠࡌ



ᑂᰝጤဨࡀᐇࡍࡿ⥲ྜᑂᰝ㸧ࢆඛ⾜ࡋ࡚ᐇ



ࡋࠊࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊྜ㆟ࢆ㔜どࡋ࡚ከゅⓗ࡞



ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࣉࣞࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㸦๓ࡢ



㑅⪃㸧ࡸ᭩㠃ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ







࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝



ࡽ㐺⏝ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒㸦⥲ྜᑂᰝࠊ



ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⦼ࢆཧ



⪃ࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆ



᭷ຠά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ◊✲✀┠ᛂࡌࡓ㐺ษ࡞



ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊබເせ㡿ࡢసᡂࡸᑂᰝ



㛵ࡍࡿつ⛬➼ࡢᩚഛࢆ㎿㏿⾜࠸ࠊබ



ເ࣭ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⥲ྜᑂᰝࢆᑟධࡋ



ࡓᑂᰝ࡛ࡣᖿᑐࡍࡿㄝ᫂ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ



࡛᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᑂᰝጤဨࡢ࿘▱࣭
⌮ゎດࡵࡓࠋ
࣭ⱝᡭ◊✲㸦%㸧࠾ࡅࡿ⊂❧ᇶ┙ᙧᡂᨭ㸦ヨ
⾜㸧ࡘ࠸࡚᪂ࡓබເࡋࠊ㸴㸳௳ࡢ᥇ᢥࢆ⾜
ࡗࡓࠋ








㸦Ϲ㸧ホ౯ᴗົ
ホ౯ࡘ࠸࡚



ڦホ౯ᴗົ









㸦◊✲㐍ᤖホ౯ࡢᐇ㸧

࣭
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖ
ࠊ
ࠕᇶ┙◊✲㸦6㸧
ࠖཬ





ࡣࠊேဨཬࡧࢥࢫ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖ
ࠊ ࡧࠊࠕⱝᡭ◊✲㸦6㸧
ࠖࠊࡢ◊✲㐍ᤖホ౯

ࢺࡢቑࢆᴟຊᢚ

ࠕᇶ┙◊✲ 6 ࠖཬࡧࠕⱝᡭ◊✲ 6 ࠖࡘ࠸࡚

ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢ᳨ドࡣ㐺ษᐇࡉࢀ

ไࡋࡘࡘࠊࡑࢀࡒ

ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࠊ◊✲⤌⧊ࡢ㐺ษᛶࠊ

࡚࠸ࡿࠋホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࡢ➇த

ࢀࡢ◊✲✀┠ᛂ

◊✲㈝ࡢ⏝ࠊ◊✲┠ⓗࡢ㐩ᡂぢ㎸ࡳ࠸ࡗࡓ

ⓗ㈨㔠㓄ศᶵ㛵㸦-67㸧ᥦ౪ࡍࡿ

ࡌ࡚⾜࠺ࡶ

ᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱ

ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡉ

ࠊホ౯ᶵ⬟ࢆ

◊✲ࡢᚋࡢⓎᒎ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ⌧ᆅㄪᰝ࣭ࣄ

ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊホ౯ࢆཷࡅࡓ◊✲⪅

ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉

ࣜࣥࢢ࣭᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿ◊✲㐍ᤖホ౯ࠊཬ

ࡀࡑࡢᚋ⛉◊㈝ᛂເࡍࡿ㝿ࡢ㓄ศ
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ᑂᰝ࠾࠸࡚ࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

⟇ࢆ᳨ウࠊᐇࡍ

ࡧ◊✲ᡂᯝࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡿࠋᆺࡢ◊✲ㄢ





㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏣

㸦㏣㊧ホ౯ࡢᐇ㸧

࣭
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࠖࡢ㏣㊧ホ౯ࡘ࠸࡚

㊧ㄪᰝ➼ࡼࡾᡂ

࣭≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ

ࡶࠊ㐺ษᐇࡉࢀࡿࡶࠊホ౯

ᯝᢕᥱྲྀࡾ⤌

࠾࠸࡚ࠊ◊✲⤊ᚋ  ᖺ㛫⤒ࡓᚋࡑࡢ◊✲ᡂ

⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡶࡢ➇தⓗ㈨㔠㓄ศᶵ

ࡴࠋࡑࡢ㝿ࠊ㐺ษ

ᯝࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓຠᯝ࣭ຠ⏝ࡸἼཬຠᯝࢆ᳨

㛵㸦-67㸧ᥦ౪ࡍࡿࡶ࣮࣒࣍࣌

࡞ホ౯యไࡢᩚഛ

ドࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡾ㏣㊧ホ౯ࢆ⾜ࡗ

࣮ࢪ࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆᅗࡿࡶࠊ

ࡓࠋࡲࡓࠊ㏣㊧ホ౯ࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࣒࣍



ࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚

࣮࣌ࢪᗈࡃබ㛤ࡍࡿࡶࠊࡢ➇தⓗ㈨



ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵㸦-67㸧ᥦ౪ࡋࡓࠋ



࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤

✲◊ە㐍ᤖホ౯࣭㏣㊧ホ౯ࡢᐇ≧ἣ



ࡍࡿࠋ



















➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫 + ࡢᐇᐇ⦼ 



◊✲㐍ᤖホ
◊✲
ᐇ
㒊ྡ
౯࣭㏣㊧ホ౯
✀┠
ㄢ㢟ᩘ
ࡢูࡢෆᐜ
ᑂᰝ࣭ ≉ู᥎ ◊✲㐍ᤖホ౯
 ௳
ホ౯➨ 㐍◊✲ 㸦⌧ᆅㄪᰝ㸧
୍㒊
◊✲㐍ᤖホ౯
 ௳
◊✲㐍ᤖホ౯
 ௳
㸦᳨ド㸧
㏣㊧ホ౯
 ௳
ᑂᰝ࣭ ᇶ┙◊ ◊✲㐍ᤖホ౯  ௳
ホ౯➨ ✲㸦6㸧 ◊✲㐍ᤖホ౯  ௳
㒊
㸦᳨ド㸧
ⱝᡭ◊ ◊✲㐍ᤖホ౯
 ௳
✲㸦6㸧 㸦᳨ド㸧
ィ ௳













࣭≉ู᥎㐍◊✲
KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBWRNXVXLLQGH[KWPO 




࣭ᇶ┙◊✲㸦6㸧
KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBNLEDQLQGH[KWPO 




࣭ⱝᡭ◊✲㸦6㸧


KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBVWDUWXSBVLQGH[KWPO 


࣭
ࠕ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙ
㸦୰㛫ホ౯ࡢᐇ㸧



࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧

ᙉ㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ



ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓ୰㛫ホ౯ࢆᑟධ

᪂ࡓ୰㛫ホ౯ࢆᑟධࡋࣄࣜࣥࢢ➼



ࡋࠊ ᖺ㛫ࡢෆ⣙ࢆ⾜ࡗࡓ⥅⥆ᴗㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ 

ࡼࡿホ౯ࢆ㐺ษᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞



ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࣄࣜࣥࢢ➼ࡼࡿホ౯

࠾ࠊホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



ࢆᐇࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊホ౯⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

࠾࠸࡚බ㛤ࡍࡿࡶࠊ୰㛫ホ౯



࠾࠸࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ୰㛫ホ౯ࢆཷࡅ

ࢆཷࡅࡓㄢ㢟ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ຓᡂ



ࡓㄢ㢟ࢆⓎᒎࡉࡏࡿ┠ⓗ࡛ࠊຓᡂᮇ㛫᭱⤊ᖺᗘ

ᮇ㛫᭱⤊ᖺᗘ࠾࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉



࠾࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ᛂເࡀ࡞ࡉࢀࡓ

◊㈝ᛂເࡍࡿ㝿ࡢ㓄ศᑂᰝ࠾࠸࡚



ሙྜࡣࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝࢆ⛉◊㈝ࡢ㓄ศᑂᰝά

ࡶά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



⏝ࡋࡓࠋ





ە୰㛫ホ౯ࡢᐇ≧ἣ



217

33

218


➨  ᮇ ୰ ᮇ ┠ ᶆ ᮇ 㛫 + ࡢ ᐇ  ᐇ ⦼

࣭ホ౯ᶵ⬟ࢆᐇࡉࡏࡿࡓࡵࠊᑂᰝ



++ 

ጤဨࡽࡢពぢ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ḟᖺᗘ



㒊ྡ



ᡂᯝබ ◊ ✲ ᡂ ᯝ බ 㛤 ಁ 㐍 ㈝
㛤㒊 㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧



✀┠

ᐇ
ㄢ㢟ᩘ
 ௳

ࡢホ౯᪉⟇ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ྛ᪉㠃ࡽᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕホ



࣭◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧



KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBVHLNDLQGH[KWPO ᢸ㍍ῶࢆᅗࡾࠊᐇຠⓗ࡞ホ౯࡞ࡿࡼ



㸦ホ౯᪉⟇ࡢ᳨ウ㸧

࠺ぢ┤ࡋࢆ㐍ࡵࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



࣭⛉◊㈝ไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

ࡿࠋ



ࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࠊ᭶  ᅇ㛤ദࡉࢀࡿ⛉





◊㈝࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ➼࠾࠸࡚ホ౯ไᗘ

౯⑂ࢀࠖࢆᨵၿࡍࡃࠊホ౯ಀࡿ㈇

ᑐࡍࡿᑂᰝጤဨࡽࡢពぢ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ḟᖺ
ᗘࡢホ౯᪉⟇ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᆺ◊✲✀┠ࡢ≉ู᥎㐍◊✲࠾࠸࡚
ࡣࠊ
ࠕᅜࡢ◊✲㛤Ⓨホ౯㛵ࡍࡿ⥘ⓗᣦ㔪㸦ᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ෆ㛶⥲⌮⮧Ỵᐃ㸧
ࠖࡢᨵゞ
ෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕ≉ู᥎㐍◊✲ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖ
࠾࠸࡚ࠊホ౯ಀࡿ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡾࡘࡘࠊᐇ
ຠⓗ࡞ホ౯࡞ࡿࡼ࠺ぢ┤ࡋࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ࡲࡓࠊぢ┤ࡋࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ୰
ホ౯ಀࡿつ⛬➼ࡢᨵゞࡋࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ
ㄢ㢟ࡼࡾ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡘ࠸࡚
ࡣ୰㛫ホ౯ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࡇኚ᭦ࡋࠊ⛉
◊㈝ไᗘࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ➼ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ㏣
㊧ホ౯ࢆ㏣㊧ㄪᰝ⛣⾜ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋ







ղຓᡂᴗົࡢ



࠙ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇࠚ









࡞ᐇ











㸦ϸ㸧ເ㞟ᴗົ㸦බ

ڦເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣࠊ⥅⥆ㄢ㢟ࢆ

ເ㸧

࣭ẖᖺබເ㛵ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࠊ ᭶సᡂࡢ

ྵࡵࠊ⣙ ௳ࢆᨭࡋ࡚࠾ࡾࠊᇶ㔠

බເ㛵ࡍࡿ

᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ຍ࠼ࠊⱥㄒ∧ࡢබເせ

ࢆࡣࡌࡵࠊᖖࡢ➇தⓗ㈨㔠ไᗘ

ሗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉

㡿➼ࡶྠసᡂࡋࠊేࡏ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ

ඛࡀࡅ࡚ไᗘᨵၿࢆ⾜࠸ࠊከࡃࡢ◊

◊㈝ᴗ㛵ࡍࡿ

⾲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ࡞ࡢ

✲άືࡢάᛶࡸ◊✲㈝ࡢຠ⋡ࠊ◊

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼ

ሗࢆ◊✲⪅➼ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ

✲⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࠋ

ࡾබ⾲ࡍࡿࡶ

ࡓࠋ

⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࡢㄪᰝ

ࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩



࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉࠖࡀࠊ

ࡢᵝᘧ࡞ࡢሗ

࣭ẖᖺ  ᭶ୖ᪪ࡢᇶ┙◊✲➼ࡢᛂເཷᮇ㝈๓

ㄪᰝࡀ㛤ጞࡉࢀࡓᖹᡂ ᖺᗘ௨㝆ࠊ

ࢆ◊✲⪅➼ࡀ㎿㏿

◊✲⪅➼ࡀᑂᰝ᪉㔪➼ࡢෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ

᭱ࡶᣦᩘࡢࣉࣛࢫኚࡀࡁ࠸㡯┠

ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺

࠺  ᭶ୖ᪪ࡲ࡛⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚

࡞ࡾࠊࡲࡓࠊ
ࠕ◊✲㈝ࡢᇶ㔠ࠖࡀࠊㄪ

34

ࡿࡍࠋ

ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴᐃᚋࠊ㏿ࡸබ⾲ࡋࡓࠋ

ᰝࡀ㛤ጞࡉࢀࡓᖹᡂ ᖺᗘ௨㝆ࠊᖖ



⩌ࢆᢤ࠸୍࡚␒ᣦᩘࡀ㧗࠸್ࡢ㡯┠

✲⪅➼ࡀᑂᰝ᪉㔪

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽタࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿

࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࡣࡇࢀ

➼ࡢෆᐜࢆ☜ㄆ࡛

ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ 

ࡲ࡛ࡢ⛉◊㈝ไᗘࡀ➇தⓗ㈨㔠ࡋ࡚

ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⛉Ꮫ◊

ᖺᗘࡼࡾࠊ ᭶సᡂࡢ᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼

ᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿドᕥ࡛࠶ࡿ

✲㈝ጤဨ࠾࠸

ຍ࠼࡚ⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡶసᡂࡋࠊేࡏ࡚࣍

ゝ࠼ࡿࠋ

࡚ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴ

࣮࣒࣮࣌ࢪ࡛බ⾲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ◊✲ィ⏬ㄪ

௨ୖࡢ࠾ࡾࠊ⛉◊㈝ࡣࠊ⌧Ⅼ

ᐃࡋࠊ ᭶ୖ᪪ࡲ

᭩ࡢᵝᘧ࡞ࡢሗࢆ◊✲⪅➼ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛

࠾࠸࡚ࡶࠊᏛ⾡◊✲ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠊ

࡛බ⾲ࡍࡿࠋ

ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ

㠀ᖖຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ຓᡂไᗘ࡞



࣭ ᭶ୖ᪪ࡢᛂເཷᮇ㝈๓◊✲⪅➼ࡀᑂᰝ

ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ⾡◊✲ࡢ᭦࡞ࡿⓎᒎࢆ



᪉㔪➼ࡢෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺  ᭶୰᪪ࡲ࡛

ᅗࡿࡃ᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ



ᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ



ᐃᚋࠊ㏿ࡸබ⾲ࡋࡓࠋ







࣭᪥ᮏㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ຍ࠼ࠊⱥㄒ





∧ࡢබເせ㡿➼ࡶసᡂࡋබ⾲ࡋ࡚࠾





ࡾࠊ᪥ᮏࡢ◊✲ᶵ㛵ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿእ

ᛂເཷ๓◊



ᅜே◊✲⪅ࡀᛂເࡍࡿ㝿ࡢ౽ᛶࡢྥ



ୖࢆ╔ᐇᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ







࣭ᛂເཷᮇ㝈ࡢ⣙  ࣨ᭶๓⛉Ꮫ◊



✲㈝ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊᑂᰝ᪉㔪ࢆỴᐃ



ᚋࠊ◊✲⪅➼ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺㏿ࡸ



බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚



࠸ࡿࠋ








㸦Ϲ㸧ᴗົ



ڦᴗົ













࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࡢᑂᰝ⤖ᯝᇶ࡙

ᇶ㔠ᴗࡢ≉ᛶ

ဨ➼ࡢᑂᰝ⤖ᯝཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽࡢ㏻▱

ࡁࠊ㒊ศࡢ◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ࠊᖺᗘ

㓄៖ࡋࡘࡘࠊ⛉◊

ᇶ࡙ࡁࠊẖᖺ  ᭶  ᪥ෆᐃ㏻▱ࢆⓎฟࡋ

ᙜึࡢ ᭶ ᪥࡛ෆᐃ㏻▱ࢆ

㈝ࡀ᭷ຠά⏝ࡉ

ࡓ㸦
㸦≉ู᥎㐍◊✲➼ࣄࣜࣥࢢ➼ࡢᐇࡀᚲせ

Ⓨฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭩㠃ᑂᰝࡔࡅ࡛࡞ࡃࣄ

ࢀࡿࡼ࠺᪩ᮇ

࡞◊✲ㄢ㢟ࢆ㝖ࡃ㸧
ࠋ

ࣜࣥࢢᑂᰝࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲✀┠

ດࡵࡿࠋ≉ࠊ



ࡘ࠸࡚ࡶࠊᴗົࢆ㎿㏿⾜ࡗ࡚࠸

ḟࡢᮇ㝈ࢆ᫂☜

࣭ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡍࡿ◊✲✀┠ࡸබເ࣭ᑂᰝ

ࡿࠋ

ᐃࡵࡿࡇࡼ

ࡢᮇࢆู㏵タᐃࡋ࡚࠸ࡿ◊✲✀┠ࢆ㝖ࡁࠊᇶ

ࡾࠊ㎿㏿ࡘ☜ᐇ

┙◊✲ࠊᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠊⱝᡭ◊✲ࡢ᥇ᢥ

ィ⏬㏻ࡾࠊᖺᗘᙜึࡽ◊✲㈝ࢆ⏝

⾜࠺ࠋ

࡞ࡗࡓᛂເ⪅ࡢ࠺ࡕᕼᮃ⪅ᑐࡋࠊ⥲ྜホⅬࠊ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ẖᖺ ᭶୰㏦㔠ࢆᐇ

࣭᥇ྰ㛵ࡍࡿ㏻

࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰ࠊホᐃせ⣲ẖࡢᖹᆒⅬࠊ༑ศ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

▱ࡣࠊ ᭶ୖ᪪ࡲ࡛

ホ౯ࡉࢀࡓ㡯┠࡞➨୍ẁᑂᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸



⾜࠺ࠋ

࡚ࠊẖᖺ  ᭶ୗ᪪㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ

࣭㒊ศࡢ◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ࠊィ⏬㏻

࣭ᛂເ⪅ᑐࡍࡿ

࡚㛤♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡾࠊẖᖺ ᭶ୗ᪪㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒

ᑂᰝ⤖ᯝࡢ㛤♧



⿵ຓ㔠ᴗཬࡧ

ࡲࡓࠊᇶ㔠ᴗࡢ⥅⥆ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ

ࢆά⏝ࡋ࡚㏿ࡸᑂᰝ⤖ᯝࢆ㛤♧ࡋ

219
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220
ࡣࠊ ᭶ୗ᪪ࡲ࡛

࣭⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢ⥅⥆ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓

࡚࠸ࡿࠋ

⾜࠺ࠋ

ᮇศࡘ࠸࡚ࠊẖᖺ  ᭶୰㏦㔠ࢆ⾜ࡗࡓࠋ











࣭ᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏᾏእ





ࡢィᖺᗘࡢ㐪࠸➼㓄៖ࡋࠊᰂ㌾࡞ྲྀᢅࡀ





ྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ᇶ㔠ࡼࡾࡍࡿࡇࡋࠊ





⏝࣮ࣝࣝࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠼ࡤࠊ
ࠕᅜ㝿ඹྠ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡽไᗘタࡉࢀ



◊✲ᙉࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ᥇ᢥᚋࠊΏ⯟ඛࡸᡤᒓ

ࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࠊ



ᶵ㛵ࡢㄪᩚࡀࡘࡃࡲ࡛⏦ㄳࡢ⊰ணᮇ㛫

ࡘࡢྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢಀࡿ⤌ࡳ



㸦୍ᖺ⛬ᗘ㸧ࢆタࡅࠊ⏦ㄳࡢ≧ἣᛂࡌ࡚

ࡘ࠸࡚ࡶࠊ◊✲⪅ࡗ࡚ᰂ㌾࡞㐠



Ỵᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⿵ຓᴗࡀࡋࡓ

⏝ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓ⏝࣮ࣝࣝࡸ



ࡁ㝶ࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ

ᵝᘧ➼ࡢᩚഛࢆ㎿㏿⾜࠸ࠊ࡞



ࡑࡢࠊᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ຓᡂ㔠ࢆࡍࡿ
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ࡢ◊✲✀┠୍㒊␗࡞ࡿ⏝࣮ࣝࣝࡀ㐺⏝ࡉࢀ

㸦㺶㺎㺛㺼㺦㺍㺢㸧ᴗ◊✲ὶࢆ㛤ദࡋࠊ



ࡿࡓࡵࠊ୍⯡ࡢᇶ㔠✀┠␗࡞ࡿྲྀᢅ࠸ࢆ⾜࠺

ᅜ㝿ⓗ࡞◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢࣀ



㒊ศࢆ୰ᚰゎㄝࡋࡓࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠

࢘ࣁ࢘➼ࢆඹ᭷ࡍࡿ➼ࡋ࡚ᅜ㝿ඹྠ◊



㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧⏝࣮ࣝࣝ➼ࠖ
㸦ࣁࣥࢻࣈ

✲ࡢᙉ㈨ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࡇ



ࢵࢡ㸧ࢆసᡂࡋࠊ࣮ࣝࣝࡢ࿘▱ດࡵࡓࠋ

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ









࣭
ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠖࡘ࠸࡚ࠊ௦᭰せဨࡢ☜





ಖ㛵ࡍࡿ≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡋࠊไᗘᨵၿ⧅ࡆࡿ





ࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ᥇ᢥ





ࡉࢀࡓ◊✲௦⾲⪅ࢆᑐ㇟ࠕ⛉◊㈝ ᅜ㝿ඹྠ





◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧ᾏእΏ⯟





㝿ࡍࡿᡭ⥆➼ࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠖ





ࢆᐇࡋࡓࠋ





ࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࡢ◊✲௦⾲⪅ࢆᑐ㇟





 ࡋ ࡚ ࠊ ᖹ ᡂ  ᖺ ᗘ  ࡽ ẖ ᖺ  ᭶ 





-636/($'61(7㸦㺶㺎㺛㺼㺦㺍㺢㸧ᴗ◊✲ὶࢆ㛤





ദࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿୖ࡛ᚲせ





࡞ࡿࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡢඹ᭷ࢆᅗࡿ➼ࠊ┿ᅜ㝿ⓗ࡞





ど㔝ࢆᣢࡘ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚿ





ࢆྠࡌࡃࡋࡓ◊✲⪅ࡢὶࡸ┦㐃ᦠࡢᙉ





ࢆᅗࡿᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ



ࡲࡓࠊ
ࠕᖐᅜⓎᒎ◊✲ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊ᥇ᢥᚋࠊ 




ᅜෆࡢᡤᒓᶵ㛵ࡀỴࡲࡿࡲ࡛⏦ㄳࡢ⊰ணᮇ





㛫㸦୍ᖺ⛬ᗘ㸧ࢆタࡅࠊ⏦ㄳࡢ≧ἣᛂࡌ





࡚Ỵᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ











࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᇶ㔠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸◊✲㈝ࡢ





๓ಽࡋ⏝ࠊ୍ᐃࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜࡢḟᖺ
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ᗘ⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿࠕㄪᩚ㔠ࠖไᗘࢆไᐃࡋࠊ





◊✲ࡢ㐍ᒎᛂࡌࡓ◊✲㈝ࡢᰂ㌾࡞⏝ࡀ⾜࠼

࣭ㄪᩚ㔠ࡼࡿ๓ಽࡋ⏝࣭ḟᖺᗘ



ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ

⏝ࠊ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢ๓ಽࡋ⏝࣭



࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆᇶᇳ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝

ḟᖺᗘ⏝ࡀቑຍࡍࡿ୰㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ



㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ಽࡋ⏝ࡸḟᖺᗘ

ࢆᇶ‽ࡋࡓቑຍ⋡ ㄪᩚ㔠㸦ḟᖺᗘ



⏝➼ࡢᖺᗘࡽࢃࢀ࡞࠸ᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ⾜ࡗ

⏝㸧㸸⣙  ಸࠊㄪᩚ㔠㸦๓ಽࡋ



ࡓࠋ

⏝㸧
㸸⣙  ಸࠊ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧๓ಽ





ࡋ⏝㸸⣙  ಸࠊ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧



ࠊ◊✲⪅ࡢ◊✲
ḟᖺᗘ⏝㸸⣙  ಸ㸧



ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌ࡚ᙎຊⓗ◊



✲㈝ࢆ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑐᛂࡋࡓࡇࡣ



㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ







㸦Ϻ㸧⛉◊㈝ᴗ



㈝◊⛉ڦᴗㄝ᫂ࡢᐇ











ㄝ᫂ࡢᐇ



࣭Ꮫ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࡢᴗㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࠊ

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ඹྠࡋࠊཧຍ⪅ࡢ౽





⛉◊㈝ᴗᑐ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢඹྠᐇࠊ⯆ࡢ༢⊂ᐇࠊ

ᛶࡶ⪃៖ࡋࠊᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵➼ᑐ

ࡍࡿ⌮ゎࢆಁ㐍

◊✲ᶵ㛵➼ࡽࡢせᮃᛂࡌ࡚ࡢᐇࡼࡾ

ࡍࡿ⛉◊㈝ࡢᴗㄝ᫂ࢆᅜ࡛ᐇ

ࡋࠊࡑࡢᨭຠᯝ

ᅜྛᆅ࡛ᐇࡋࠊᇶ㔠ࢆࡣࡌࡵࡍࡿไᗘࡢ

ࡋࠊไᗘࡢṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆᅗࡗ࡚

ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ

ᨵၿࡸබເࡢෆᐜ➼ಀࡿṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ

࠸ࡿࠋ

Ꮫ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵

ᅗࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᆅᇦࣂࣛࣥࢫ㓄៖ࡍࡿ



ࡢᴗㄝ᫂ࢆࠊᩥ

ࡶࠊ㐣ཤ㛤ദࡋࡓ㝿ᐤࡏࡽࢀࡓពぢࢆ㋃



㒊⛉Ꮫ┬ඹྠᐇ

ࡲ࠼ࠊᴗㄝ᫂㈨ᩱࢆࡼࡾศࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ



ࠊ◊✲ᶵ㛵ࡽ

ᨵၿࡋࡓࠋ



ࡢせᮃᛂࡌ࡚ࡢ





ᐇ࡞ࡼࡾࠊ

࣭⛉◊㈝ᑐࡍࡿṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ ࣭ᴗㄝ᫂ࡸබເせ㡿ㄝ᫂ࡢࡳ

ᅜྛᆅ࡛⾜࠺ࠋ

ึࡵ࡚⛉◊㈝ᦠࢃࡿ◊✲ᶵ㛵ࡢົ⫋ဨࡸ◊

␃ࡲࡽࡎࠊ⛉◊㈝ᦠࢃࡿ◊✲ᶵ㛵ࡢ



✲άືࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࡤࡾࡢ◊✲⪅ࢆᑐ㇟

ົ⫋ဨࡸ◊✲άືࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓ



ᅜ࡛ᐇົᢸᙜ⪅ྥࡅㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ

ࡤࡾࡢ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࠊᐇົᢸᙜ⪅





ྥࡅㄝ᫂ࢆᅜྛᆅ࡛㛤ദࡋࠊไᗘ





ࡢṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ╔ᐇᅗࡗ࡚࠸





ࡿࠋ



࣭
ࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࢆࡣࡌࡵࠊ





⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ࡞ࡢయീࡘ࠸࡚

࣭ࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࢆ



ሗࢆᥦ౪ࡋࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ

ࡣࡌࡵࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ➼



⠏ྥࡅ࡚ࠊᏛ⏺࣭◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵࡋࠊከࡃ

ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏺࣭◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ



ࡢ᪉ࠎࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᩥ㒊⛉

ከࡃࡢ᪉ࠎࡢ⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ╔ᐇᅗࡗ



ࠕ
ࠗ⛉◊㈝ᑂ
Ꮫ┬ඹദ࡛ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

࡚࠸ࡿࠋ



ᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠘ㄝ᫂ࠖࢆᮾிᏛ࡛㛤





ദࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ⛉◊





㈝ᨵ㠉ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸ⛉◊㈝ࢆࡵࡄࡿ≧ἣ➼ࡘ
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࠸࡚ሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊከࡃࡢ◊✲⪅ᚚ⌮ゎࢆ

221

222
ᚓࡿࠊ
ࠕ⛉◊㈝ᨵ㠉  ㄝ᫂ࠖࢆ  ᭶  ᪥
ᮾிᏛ࡛ࠊ ᪥㛵すᏛ㝔Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸯㸦㸰㸧 㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ
ճ ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱ
մ ຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウ
ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖ࠾ࡅࡿࠕᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍ྥࡅࡓᨵ㠉ᙉࠖࡢ㐩ᡂྥࡅࠊᙜἲே࠾ࡅࡿ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦௨ୗࠕ⛉◊㈝ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࠊከゅⓗ࡞どⅬࡼࡿඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ㑅ᐃࠊ◊✲⪅ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢ✚ᴟⓗ࡞᥈⣴ᣮᡓࢆྍ⬟
㞴᫆ᗘ
ࡍࡿᨭࡢᙉࠊ◊✲✀┠ࡢᛶ㉁ᛂࡌࡓᇶ㔠ࡼࡿ◊✲㈝ࡢ࠸ᡭࡢᨵၿ࡞ࠊ᭦࡞ࡿᐇࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠖࡉࢀࡿࡶࠊ
ࠕᮍ᮶ᢞ㈨ᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓ
ᡂᴗࡢᏳᐃ☜ಖ࣭ᐇᙉࡢࡓࡵࠊࠕ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢᐇ᪉㔪ࠖ㸦ᖹᡂ ᖺ㸯᭶ ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᨵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࡸࠕ⛉◊㈝ⱝᡭᨭࣉࣛࣥࠖࡢᐇ➼
ࢆ㏻ࡌࡓᨵ㠉ࢆᮏᖺᗘࡽ㐍ࡵࡿࠋࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡽࡶࠊᡃࡀᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇ࡸᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍㠀ᖖ㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧
ࠋ
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎ➼ࡢࡓࡵᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊ⛉◊㈝ࡢᑂᰝࡣࠊ⣙  ௳㸦ᖹᆒẖᖺ⣙  ௳ቑ㸧ࡢ⭾࡞ᛂເ◊✲ㄢ㢟ࢆཷࡅࡅࠊ ᭶ࡽ  ᭶ࡢ 
ࣨ᭶㛫࠸࠺▷ᮇ㛫࡛㸦ࡇࢀࡣ⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦16)㸧ࡸ⡿ᅜᅜ❧⾨⏕◊✲ᡤ㸦1,+㸧ࡢẚ㍑࠾࠸࡚ࡶ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ࡇࡀࢃࡿ㸧⣙  ྡࡶཬࡪᑂᰝጤဨࡀࣆࣞࣅ࣮ࣗࡼࡾඃ
ࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇࡶࠊ᪂ࡓ࡞⤌ࡳࡢ᳨ウ࣭ᵓ⠏࣭ຓᡂྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ୪⾜ࡋ࡚⾜࠺ࠊ࠸࠺㠀ᖖ㞴᫆ᗘࡢ㧗࠸ᴗົࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGLQGH[KWPO 
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224
㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

㹉㸿㹉㹃㹌ࡢ



ࢡࢭࢫᅇᩘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

⣙ 

⣙ 

⣙ 

⣙ 

⣙ 

༓ᅇ

༓ᅇ

༓ᅇ

༓ᅇ

༓ᅇ



 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

ᅇ  











ᅇ

ᣦᩘࡣࠊᏛᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊ⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉࡘ࠸࡚  ẁ㝵ホ౯࡛㉁ၥࡋࠊࡑࢀࢆ

࠸ࡸࡍࡉࠖ㛵ࡍࡿ

㹼 ᣦᩘࡋࡓࡶࡢࠋ ௨ୖ࡛ࠕࡰၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜヱㄪᰝࡀ㛤ጞࡉࢀ

ㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᣦᩘ㸧

 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ

    











 

  

̿

ͤฟ㸸
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝࠖ
㸦ᐃⅬㄪᰝ㸧
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧

ᴗ࠾ࡅࡿ◊✲㈝ࡢ

 



࣮ࣥࣟࢻᩘ

ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

 

⣙  ༓

㹉㸿㹉㹃㹌࠾ࡅࡿ
◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࢲ࢘





㸰㸷ᖺᗘ

 
 
 
 

ࡓᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࠊ᭱ࡶᣦᩘࡢࣉࣛࢫኚࡀࡁ࠸㡯┠࡛࠶ࡿࠋ

 


ࠕ⛉◊㈝ࡢᇶ㔠ࡣ
◊✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭ຠ









  

̿

ͤฟ㸸
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝࠖ
㸦ᐃⅬㄪᰝ㸧
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧

⋡ⓗᐇࡍࡿࡢ

ᣦᩘࡣࠊᏛᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊ⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉ➼ࡘ࠸࡚  ẁ㝵ホ౯࡛㉁ၥࡋࠊࡑࢀ

ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࠸

ࢆ 㹼 ᣦᩘࡋࡓࡶࡢࠋ ௨ୖ࡛ࠕ≧ἣၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜヱㄪᰝࡀ㛤

࠺㉁ၥᑐࡍࡿㄪᰝ

 
 
 
 

ጞࡉࢀࡓᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࠊᖖ୍␒ᣦᩘࡀ㧗࠸್ࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ

⤖ᯝ㸦ᣦᩘ㸧

 

ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ



ᴗࡣࠊ◊✲⪅ࡀ᪂ࡓ࡞
ㄢ㢟ࢆ✚ᴟⓗ᥈⣴
ࡋࠊᣮᡓࡍࡿࡇ༑

̿

̿

̿

̿

  



ͤฟ㸸
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗព㆑ㄪᰝࠖ
㸦ᐃⅬㄪᰝ㸧
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸧

 

ᣦᩘࡣࠊᏛᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊ⛉◊㈝ࡢᣮᡓᛶࡢᐤࡘ࠸࡚  ẁ㝵ホ౯࡛㉁ၥࡋࠊࡑ

 

ࢀࢆ 㹼 ᣦᩘࡋࡓࡶࡢࠋ ௨ୖ࡛ࠕ≧ἣၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠖࡉࢀࡿࠋ

 

ศᐤࡋ࡚࠸ࡿ

 

ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࠸࠺㉁

 

ၥᑐࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ

 

㸦ᣦᩘ㸧

 
ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂࠖࡢᨭฟ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⏬

࠙Ϩ㸫㸰㸫㸯㸦㸯㸧 ճ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ
ඹ㏻ࠚ

࡞ᢕᥱ

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㹑

ホᐃ

㺃.$.(1 ࡢࢡࢭࢫ

࠙◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱཬࡧ♫㑏ඖ࣭ᬑཬࠚ 㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ᅇᩘ

✲◊ڦᡂᯝࡢᢕᥱ࣭බ⾲

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㹑

ホᐃ

㹑

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼





⛉◊㈝ᴗࡢ◊



ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆ㔞ⓗཬ





✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᡂᯝ

㺃.$.(1 ࠾ࡅࡿ◊✲ ࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦.$.(1㸧

࣭◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻᩘࡶ

ࡧ㉁ⓗୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆ ࡣࠊୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬

ࡘ࠸࡚㐺ษᢕ

ᡂᯝሗ࿌᭩ࡢࢲ࢘ࣥ

࠾࠸࡚ࠊ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࢆ 3') ࡛බ㛤ࡋࠊ◊✲

ᴫࡡୖ᪼ഴྥ࠶ࡾࠊ.$.(1 ࢆ㏻ࡌࡓ

ୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ㉁ⓗ㢧

ࢆୖᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖ

ᥱࡍࡿࡶࠊ

࣮ࣟࢻᩘ

ᡂᯝࡢබ㛤࣭ᬑཬດࡵࡓࠋ

◊✲ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ➼ࡀ╔ᐇ

ⴭ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇ

ᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ

⏘ᴗ⏺ࡸࡢ◊✲

㺃 ⛉ ◊ ㈝ࡢ  ࠸ࡸ ࡍ

ࡲࡓࠊ.$.(1ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ◊✲ㄢ㢟ࡢᴫせࠊ୰

⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡽホᐃࢆ 6 ࡍࡿࠋ

ゝ࠼ࡿࡇࡽホᐃࢆ 6 ࡍࡿࠋ

ᶵ㛵➼࠾࠸࡚ά

ࡉ㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ

㛫ホ౯࣭ᚋホ౯࣭㏣㊧ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆබ㛤ࡋࠊ

࣭.$.(1 ࡘ࠸࡚ࠊබඹᛶ࠸࠺ほⅬ





⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࣮࣍

㸦ᣦᩘ㸧

ྛ◊✲ㄢ㢟ࡢᡂᯝࡢྍどࢆࡉࡽ㐍ࡵࡓࠋ

ࡽࠊබⓗຓᡂᶵ㛵ࡢྛᴗᡂᯝࢆᶓ



࣭.$.(1 ࡘ࠸࡚ࠊබⓗຓᡂᶵ㛵

࣒࣮࣌ࢪ➼࠾࠸

㺃ࠕ◊✲㈝ࡢᇶ㔠ࡣ

.$.(1 ࡘ࠸࡚ࠊ1,, ཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬㐃ᦠࡋ

᩿ⓗ᳨⣴࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡢ⛣⾜ࢆ⾜

࣭.$.(1 ࡘ࠸࡚ࠊබⓗຓᡂᶵ㛵ࡢྛ ࡢྛᴗᡂᯝࢆᶓ᩿ⓗ᳨⣴࡛ࡁ

࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ ◊✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭

ࡘࡘࠊබⓗຓᡂᶵ㛵ࡢྛᴗᡂᯝࢆᶓ᩿ⓗ᳨

ࡗࡓࡇࡸࠊ᳨⣴ᛶࡢྥୖࡸ◊✲ࢧ

ᴗᡂᯝࢆᶓ᩿ⓗ᳨⣴࡛ࡁࡿ⤌

ࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋࠊ᪂ࢩࢫࢸ࣒



ຠ⋡ⓗᐇࡍࡿࡢ

⣴࡛ࡁࡿ⤌ࡳࡢᵓ⠏ྥࡅࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ࢡࣝࡢྍど࠸ࡗࡓᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࡇ

ࡳࡢබඹᛶࡢ㧗ࡉ㓄៖ࡋ᪂ࢩࢫࢸ

⛣⾜ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡸࠊ᳨⣴ᛶࡢྥ



ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠖ

᪂ࡋ࠸ࢹ࣮ࢱධຊᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓ᪂ࢩࢫࢸ࣒⛣

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣒⛣⾜ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡸࠊ᳨⣴ᛶࡢྥ ୖࡸ◊✲ࢧࢡࣝࡢྍど࠸ࡗ



࠸࠺㉁ၥᑐࡍࡿ

⾜ࡋࡓࠋࡇࡢ㝿ࠊ᳨⣴ᛶࡢྥୖࡸ◊✲ࢧࢡࣝ

ᚋࡣࠊ-67 ᴗࡢ⤫ྜ᳨⣴ࡢᐇ⌧

ୖࡸ◊✲ࢧࢡࣝࡢྍど࠸ࡗࡓ

ࡓᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᣦᩘ㸧

ࡢྍど࠸ࡗࡓᨵၿࡢࡓࡵࠊ1,, ཬࡧᩥ㒊⛉

ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ

ᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ





㸦ͤฟ㸸
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡

Ꮫ┬༠㆟ࡋࠊ-67 ࠾࠸࡚ᵓ⠏ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒





࣭ຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ



ࡢ≧ἣಀࡿ⥲ྜⓗ

࠾࠸࡚⛉◊㈝ࡢᡂᯝࢆ -67 ᡓ␎ⓗ㐀◊✲᥎



࣭ຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࡘ࠸࡚

࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᑂᰝ᪉ἲࡶ



ព ㆑ ㄪᰝ ࠖ㸦 ᐃⅬ ㄪ

㐍ᴗ⧅ࡂࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⣲ࢆⓎ᥀



ࡣࠊᑂᰝ᪉ἲࡶྵࡵࠊ⛉◊㈝ࡢᅾࡾ᪉ ྵࡵࠊ⛉◊㈝ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ



ᰝ㸧㸧

ࡋ⫱࡚ࡿ⤌ࡳࢆᙉࡍࡿࡇࢆど㔝ධࢀ࡚



ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᖖⓗᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ ᪥ᖖⓗᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ





᪂ࢩࢫࢸ࣒ࡢタィࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ᳨࡚ウࡋࠊᨵ ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ᳨࡚ウࡋࠊᨵၿ



㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼



࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡋ࡚ࠕ⊂❧⾜ᨻἲ

ၿດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ



㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

࣭ෆ㛶ᗓᅜ㝿ⓗືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࣮࢜ࣉࣥࢧ࢚

ே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢᴗ࠾ࡅࡿㄽᩥ







㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

ࣥࢫ㛵ࡍࡿ᳨ウࠕᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿ࣮࢜ࣉࣥ

ࡢ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ㛵ࡍࡿᐇ᪉

࣭᪂ࡓ࡞Ꮫ⾡ࡢⱆࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡓࡵࠊ ࣭᪂ࡓ࡞Ꮫ⾡ࡢⱆࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡓ



⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

ࢧ࢚ࣥࢫ᥎㐍ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠊཬࡧࠊᩥ㒊

㔪ࠖࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⮬ᚊⓗ



ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉Ꮫ⾡



࡞ศᯒࠊ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ ⮬ᚊⓗ࡞ศᯒࠊ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ



ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

ሗጤဨࠕᏛ⾡ሗࡢ࣮࢜ࣉࣥࡢ᥎㐍ࡘ࠸



ᗘබເࡽタࡅࡽࢀࡓᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧 ᖹᡂ  ᖺᗘබເࡽタࡅࡽࢀࡓ



ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡚ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆



㸦≉タศ㔝◊✲㸧࠾࠸࡚ࡣࠊẖᖺศ





ࡋ࡚ࡢ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ᪉



㔝タᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪂ࡓ࡞ศ㔝ࠊཬ ࠾࠸࡚ࡣࠊẖᖺศ㔝タᐃࢆ⾜ࡗ



㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

㔪ࡋ࡚ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢᴗ



ࡧᡃࡀᅜࡋ࡚㏵⤯࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ

࡚࠸ࡿࠋ᭦ࡑࢀ௨እࡶᯟ⤌ࡳ



ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

࠾ࡅࡿㄽᩥࡢ࣮࢜ࣉࣥࢡࢭࢫ㛵ࡍࡿᐇ



࡞࠸Ꮫၥศ㔝㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡢ᳨ウࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡋ࡚㏵



ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

᪉㔪ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ



ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦᭩㠃ᑂᰝ



ࠋ





ྜ㆟ᑂᰝࢆྠࡌᑂᰝጤဨࡀᐇࡍࡿ

ࡲࡓࠊࡇࡢ≉タศ㔝◊✲࠾࠸

୰ ᮇ ィ⏬ ࡢ ᐇ ≧ἣ ࡘ ࠸ ࡚

ࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧
㸦≉タศ㔝◊✲㸧

⤯࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫၥศ㔝➼
㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ 



⥲ྜᑂᰝ㸧ࢆヨ⾜ࡋ㐺ษ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺



㺃 ᗈ ࡃ ᅜ Ẹ  ྥ ࡅ ڦᗈሗㄅ➼



ࡇࡀ࡛ࡁࡿㄢ㢟ᩘ➼ࢆ☜ㄆタᐃࡍ

࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦᭩㠃ᑂᰝ
ྜ㆟ᑂᰝࢆྠࡌᑂᰝጤဨࡀᐇࡍ



ࡓ◊✲ᡂᯝࡢ

࣭
ࠕ⛉◊㈝ 1(:6ࠖࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲



ࡿ࡞✚ᴟⓗ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚ᨵၿࢆ



ሗⓎಙ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑓ㛛◊✲ဨࡼࡿ᥎⸀ᇶ࡙ࡁࠊ

࣭ࠕ⛉◊㈝ 1(:6ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩ

ᅗࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡽ㐺⏝ࡍ ࡿ⥲ྜᑂᰝ㸧ࢆヨ⾜ࡋ㐺ษ࡞ᑂᰝ

㺃 ᅜ ෆ እ ࡢ Ꮫ ⾡ ◊ ௵◊✲ဨ㆟࠾࠸࡚ᥖ㍕ೃ⿵⪅ࢆ㑅⪃ࡋࡓୖ

ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࡢά⏝ࡸ⛉

ࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵

࡛ࠊ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮ࢆ㉳⏝ࡋ࡚సᡂࡋࠊ

Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢱ࣮ࡢ㉳⏝ࡼࡾࠊ◊

᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡢ࡞ᑟධྥࡅࡓྲྀ ㄆタᐃࡍࡿ࡞✚ᴟⓗ᳨ウࢆ⾜




✲ືྥࢆᢕᥱࡋ

225
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ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿㄢ㢟ᩘ➼ࢆ☜

226


ẖᖺᗘᅄ༙ᮇẖⓎ⾜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᇳ➹◊✲⪅

✲ᡂᯝࢆศࡾࡸࡍࡃ⤂ࡍࡿࡶ

ࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡗ࡚ᨵၿࢆᅗࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊



㺃⼥ྜⓗศ㔝ࠊⴌⱆ

ࡢ㐃⤡ඛࢆᥖ㍕ࡋࠊ⯆ࢆᣢࡗࡓㄞ⪅ࡀࢥࣥࢱ

ࠊᇳ➹⪅ࡢ㐃⤡ඛᥖ㍕ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌



㈝ࡽ㐺⏝ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ



ⓗศ㔝࡞᪂ࡋ

ࢡࢺࢆྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ

ࢪ࠾ࡅࡿබ㛤᪉ἲࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠋ



㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ㸧



࠸◊✲ศ㔝ࡢ

㓄ᕸඛࡢᣑດࡵࡿࡶࠊ⤂ࡋࡓ◊✲

ࡲࡓࠊ࢚ࢵࢭࠕ⚾⛉◊㈝ࠖࡘ࠸



ࡢ࡞ᑟධྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ



ฟᨭ

ᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉◊㈝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢺࢵࣉ

࡚ࡣࠊẖ᭶  ྡࠊ⛉◊㈝ࡼࡿຓᡂࢆ

࣭ᖹᡂ ᖺᗘࡼࡾᑟධࡉࢀࡓᏛ⾡◊ ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ

࣮࣌ࢪ┿ࡁ࡛┠❧ࡘࡼ࠺⾲♧ࡋࠊὀ┠

ཷࡅࡓ◊✲⪅ᇳ➹ࡋ࡚ࡶࡽ࠸࣮࣒࣍

✲ຓᡂᇶ㔠ᴗࡢᇳ⾜≧ἣࡸᡂᯝ➼





ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ

ᗘࢆୖࡆࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡉࡽࠊẖ᭶  ྡࠊ ࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿ࡞ࠊ⛉◊㈝㛵ࡍ

ࡢ᳨ドࡘ࠸࡚ࠊ๓ಽࡋ⏝ࡸḟᖺᗘ

࣭ᖹᡂ ᖺᗘࡼࡾᑟධࡉࢀࡓᏛ



ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ

⛉◊㈝ࡼࡿຓᡂࢆཷࡅࡓ◊✲⪅ࠊ⛉◊㈝

ࡿ⥅⥆ⓗ࡞ሗⓎಙࡸᗈሗᬑཬάື

⏝ࡢά⏝≧ἣࡢศᯒཬࡧࢢ࣮ࣟࣂ

⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ᴗࡢᇳ⾜≧ἣࡸ





㛵ࡍࡿពぢ࣭ᮇᚅ➼ࢆ࢚ࢵࢭࠕ⚾⛉◊㈝ࠖ

✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

ࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋ࡚ᡂᯝ

ᡂᯝ➼ࡢ᳨ドࡘ࠸࡚ࠊ๓ಽࡋ



㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ࡋ࡚ᇳ➹ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ⛉◊㈝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



ࡢฟ≧ἣࡢศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ

⏝ࡸḟᖺᗘ⏝ࡢά⏝≧ἣࡢศᯒ



㺃ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ◊

ᥖ㍕ࡍࡿ࡞ࠊ⛉◊㈝ࡿ୍ᒙࡢሗⓎ

⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍ

ཬࡧࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮



✲⪅ࡢኌࢆᫎࡉࡏ

ಙ࣭ᗈሗᬑཬάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡿࡶࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡓࡵ 㐃ᦠࡋ࡚ᡂᯝࡢฟ≧ἣࡢศᯒ



ࡓᑂᰝ᪉ἲ➼ࡢᨵၿ

 ㈝◊⛉ە1(:6

ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚



ࡸࠊ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫ

KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBOHWWHULQGH[KWPO 



ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍࡿࡶ



ࢸ࣒ᨵ㠉ࡢ୍ᐃᮇ㛫

㈝◊⛉⚾ە



ࠊᚲせ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᳨



ᚋࡢホ౯࠸ࡗࡓ

KWWSVZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBHVVD\LQGH[KWPO 

࣭ᇶ㔠ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



㠃࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࢆᮇ



⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࡢㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊࠕ◊✲



ᚅࡍࡿࠋ

࣭≉ู᥎㐍◊✲ࠊ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲㸦◊✲㡿ᇦᥦ

㈝ࡢᇶ㔠ࠖࡀࠊㄪᰝࡀ㛤ጞࡉࢀࡓᖹ ࣭ᇶ㔠ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭

ࠊᇶ┙◊✲㸦6㸧ࡢ᪂つ᥇ᢥ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊
᪥ᮏࡢㄽᩥ༨ࡵ ᆺ㸧

ᡂ ᖺᗘ௨㝆ࠊᖖ୍␒ᣦᩘࡀ㧗࠸ Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࡢㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊ









ᴗᫎ





ࡿ⛉◊㈝㛵ࡢㄽᩥ

✲ᴫせࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠕᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡◊

್ࡢ㡯┠࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ㧗࠸ホ ࠕ⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉࠖࡸࠕ◊✲



≧ἣ࡞ࡢᩘ್♧

✲ㄢ㢟ࡢ᭱๓⥺ࠖࢆసᡂࡋࠊ⛉◊㈝࣮࣒࣮࣍࣌

౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ

㈝ࡢᇶ㔠ࡣ◊✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭



ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ

ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡶࠊ-67 ࢆྵࡵࡓᅜෆࡢ



ຠ⋡ⓗᐇࡍࡿࡢᙺ❧ࡗ࡚࠸



㛗ᖺࢃࡓࡾ╔ᐇ

࡞◊✲ᶵ㛵ሗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࡢㄪᰝ ࡿࠖ࠸࠺㉁ၥᑐࡋ࡚ࠊᣦᩘ



◊✲ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ

ەᏛ⾡◊✲ㄢ㢟ࡢ᭱๓⥺

࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉࠖࡸࠕ◊ ࡣྥୖࡋ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ㧗࠸ホ౯



ࠊ⛉◊㈝ࡀ㈨ࡋ࡚

KWWSZZZMVSVJRMSMJUDQWVLQDLGBIURQWLQGH[KWPO

✲㈝ࡢᇶ㔠ࡣ◊✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭ຠ ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ



ࡁࡓࡇࡀ᫂☜♧



⋡ⓗᐇࡍࡿࡢᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠖ 



ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ



࠸࠺㉁ၥᑐࡍࡿᣦᩘࡀྥୖࡋ࡚





Ⅼࡶྛ✀ࡢᗈሗάື

࠸ࡿࠋ

࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆඖࡋ࡚ᇳ

մຓᡂࡢᅾࡾ᪉

࡛Ⓨಙࡍࡿࡁ⪃





⾜ࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡘ

㛵ࡍࡿ᳨ウ

࠼ࡿࠋ



࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆඖࡋ࡚ᇳ⾜ࡋ

࠸࡚ࡣࠊ◊✲ィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂ

࠙ຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࠚ
ڦᑂᰝࡢᨵၿ

࣭⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡣࠊᡃࡀᅜࡢ➇

࡚࠸ࡿ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࡌࠊᙎຊⓗ⏝࡛ࡁࡿไᗘࡋ

ࡿᵝࠎ࡞≉ᛶ࣭ࢽ

࡞◊✲ຓᡂไᗘࡢ

⛉Ꮫ┬ࡽࡢ౫㢗ᛂࡌࠊ
ࠕ⣔࣭ศ㔝࣭ศ⛉࣭⣽

தⓗ㈨㔠ไᗘࡢ  ௨ୖࡢண⟬ࢆ༨

◊✲ィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌࠊᙎຊⓗ

࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓຓ

ᨵၿࡣࠊᖖヨ⾜

┠⾲ࠖ
➼ࡢぢ┤ࡋ➼ࡘ࠸࡚ +3 ࡛ࡢពぢເ㞟ࢆ

ࡵࠊࡲࡓࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ

⏝࡛ࡁࡿไᗘࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

ᡂࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸

㘒ㄗࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㏻ࡌࡓ᪉ἲ࡞ࡼࡾ◊✲⪅➼ࡢពぢࢆᢕᥱࡍ

ࡢㄪᰝࡼࡿࠊᡃࡀᅜࡢㄽᩥᩘ༨



࣭  ᖺ㸦 ᖺ㸧ᙧసࡽ

࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ࡁ࡞᪉ྥᛶࢆぢᤣ

ࡿࡶ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋࢆ㐍ࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬

ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡋࡓㄽᩥࡢྜࡣ



ࢀࡓ⛉◊㈝ไᗘࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀ᨵ

◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ

࠼ࡓୖ࡛ࠊ◊✲⪅ࡢ

ሗ࿌➼ࢆ⾜࠸ࠊᴗࡢᨵၿᫎࡉࡏࡓࠋ

㔞ࠊ㉁ࡶቑຍഴྥ࠶ࡾࠊᡃࡀᅜ

࣭  ᖺ㸦 ᖺ㸧ᙧసࡽࢀࡓ 㠉ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢබ

ᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘ

ࢽ࣮ࢬࢆឤࡌྲྀࡗ࡚



ࡢᏛ⾡◊✲ࡁ࡞ᙺࢆᢸ࠸ࠊࡑࡢ

⛉◊㈝ไᗘࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀ᨵ㠉ࡋ

᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᴗ

ᰂ㌾࡞ᨵၿࡘ࡞ࡆ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ

㔜せᛶࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋ

࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢබເࡽ㐺 ࣒ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆࠊ⣽┠ࡢᣓ

ࡢᨵၿᫎࡉࡏ

ࡿ ࡇ  ࢆ ᮇ ᚅ ࡋ ࡓ ࣮➼ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ᭩㠃

ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊୡ⏺

࠸ࠋ

ᑂᰝࡢ⤖ᯝࢆᖜそࡍሙྜࡣࠊᑂᰝࢢ࣮ࣝ

ሗࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊

ࡢ᳨ウࢆࠊ⣽┠ࡢᣓࡾࡲࡽ ࠸࠺ほⅬࡽ㐺ษ࡞ᑂᰝ᪉ᘧࡢᅾ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ࣉࡽ⌮⏤᭩ࢆᚩࡋࠊࡑࡢุ᩿ࡀጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛

㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽᩥ௳ᩘࡘ࠸࡚ࠊ

ࡎࠊᏛ⾡ࡢ⯆࠸࠺ほⅬࡽ㐺ษ࡞ ࡾ᪉ࡶྵࡵ࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

Ꮫ⾡◊✲࠾ࡅ

⛉◊㈝ࡢࡼ࠺࡞ᕧ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼࠾࠸࡚ࠊᩥ㒊
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せ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧

⏝ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚

࡚㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ເࡽ㐺⏝ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ
ࡾࡲࡽࡎࠊᏛ⾡ࡢ⯆

✲ࡢືྥࢆಠ▔

⮧ホ౯㸦
㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

ࡋࠊ⼥ྜⓗ࡞◊✲

ᑂᰝ᪉ᘧࡢᅾࡾ᪉ࡶྵࡵ࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫ ࢭࣥࢱ࣮ࡢྛ㆟࠾࠸࡚ࡢ

࠶ࡿࢆᑠጤဨయ࡛㆟ㄽࡢୖࠊ᥇ྰࢆỴᐃ

ᖺࡽ  ᖺ  ᖺࡽ  ᖺࢆ

ࡍࡿࡇࡋࠊࡼࡾබᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝࡢయไࢆ

ẚ㍑ࡍࡿ⣙  ಸ
㸦⣙  ௳ቑຍ㸧 ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢྛ㆟࠾࠸࡚

ᩚ࠼ࡓࠋ

࡞ࡾࠊྜࡘ࠸࡚ࠊ ᖺࡽ

ࡢ  ᅇ௨ୖΏࡾ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ ࡿࠋ
ࡿࠋ

 ᅇ௨ୖΏࡾ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸

ศ㔝ࡸඛ➃ⓗ࣭ⴌ

࣭ᚋࡶࠊ⥅⥆ࡋ

ⱆⓗ࡞◊✲ศ㔝࡞

࡚⛉◊㈝ᨵ㠉ྲྀࡾ

 ᖺࡢᖹᆒ  ᖺࡽ  ᖺࡢ

᪂ࡓ࡞ศ㔝ࠊཬ

⤌ࡳࠊᡃࡀᅜࡢ◊✲ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼

ᖹᆒࢆẚ㍑ࡍࡿ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺ

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓタࡅࡽ

ࡧᡃࡀᅜࡋ࡚㏵

ᨭయไࢆࡼࡾ୍ᒙ

࠾࠸࡚ࠊⱝᡭ◊✲㸦%㸧ࡢ」ᩘ⣽┠ㄢ㢟ࡢᑂᰝ

ࡽ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓタࡅࡽࢀࡓᑂ ࢀࡓᑂᰝ༊ศ࡛࠶ࡿࠕ≉タศ㔝◊

⤯࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ

ᐇࡉࡏ࡚ࡋ࠸ࠋ ᪉ᘧࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᛂເㄢ㢟ᮏ᮶ࡢ┠ⓗࢆࡃ

ࡓࠊྠᵝ᪥ᮏࡢ 723㸣⿵ṇㄽᩥ㸦⿕

ᰝ༊ศ࡛࠶ࡿࠕ≉タศ㔝◊✲ࠖࡢᑂᰝ ✲ࠖࡢᑂᰝ࠾࠸࡚ヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌

࡞࠸Ꮫၥศ㔝㓄

࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ ࡳྲྀࢀࡿࡼ࠺ྜ㆟ᑂᰝ࠾࠸࡚ᑠጤဨయࡢ

ᘬ⏝ᅇᩘࡀྛᖺྛศ㔝࡛ୖ ධ

࠾࠸࡚ヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡂᯝ➼ࡶ㋃ࡲ

៖ࡍࡿࡇࡼ

㸦ぢ㎸㸧ࠚ

ྜ㆟ẚ㔜ࢆ⨨ࡃ᪉ᘧࡍࡿࡇࡋࠊつ⛬ࢆ

ࡿㄽᩥࡢᢳฟᚋࠊᐇᩘ࡛ㄽᩥᩘࡢ 

ࡑࡢᡂᯝ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚

ᨵṇࠊᴗࡢᨵၿᫎࡉࡏࡓࠋ

࡞ࡿࡼ࠺⿵ṇࢆຍ࠼ࡓㄽᩥᩘࢆᣦ

࠸ࡿࠋ

ࡾࠊᏛ⾡◊✲ࡢከ
ᵝᛶࢆ☜ಖࡍࡿࠋ ࣭ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲

ࡍ㸧༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽᩥࡢ

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚

࠼ࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᛂເ࠶ࡓࡗ

ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᛂເ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ ࡚ࡣᏛ⾡ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿⓎࡢ⮬⏤

ࡲࡓࠊᇶ㔠ᴗ

ࡢࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎࢆࡵ

≉ڦタศ㔝◊✲ࡢศ㔝タᐃ≉タᑂᰝ㡿ᇦࡢ᪂

௳ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊ⣙  ಸ㸦⣙ 
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ศᯒࠊ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘබ

ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡸࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࠊホ ࡽࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ

࠸࡚ࡢ᭦࡞ࡿ᳨ウࢆ

࠸࡚ࠊ≉⼥ྜ㡿ᇦࠊቃ⏺㡿ᇦࠊᦂ⡛ᮇ࠶ࡿ

ເࡽタࡅࡽࢀࡓᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧
㸦≉ ᐃᇶ‽➼ࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃᪉ἲ➼㛵  ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡸࠊ◊✲ィ⏬ㄪ

㐍ࡵࡿࡇࡀᮇᚅࡉ

◊✲ືྥ࡞ࠊ᭱᪂ࡢᏛ⾡ືྥࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᖹ

タศ㔝◊✲㸧࠾࠸࡚ࡣࠊẖᖺศ㔝タ

ࢀࡿࠋ

ࠊ
ࠕ㐃ᦠ
ᡂ  ᖺᗘࡣࠕࢿ࣭࢜ࢪ࢙ࣟࣥࢺࣟࢪ࣮ࠖ

ᐃࢆ⾜࠸ࠊࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚

᪉ἲ➼㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ⢭ຊⓗ⾜

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

᥈⣴ᆺᩘ⌮⛉Ꮫࠖࠊࠕ㣗ᩱᚠ⎔◊✲ࠖ
ࠊᖹᡂ  ᖺ

ࡣࠊᣮᡓⓗ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࡢୗࠊ
ࠕ≉タᑂ

ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⮧ホ౯ࠚ

ᗘࡣࠕ⣮த◊✲ࠖ
ࠊ
ࠕ㑄⛣≧ែไᚚࠖ
ࠊ
ࠕᵓᡂⓗࢩ

ᰝ㡿ᇦࠖࡋ࡚  㡿ᇦࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ

ࡍࡿ᳨ウࢆ⢭ຊⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

᭩ࠊホᐃᇶ‽➼ࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃

ࢫࢸ࣒⏕≀Ꮫࠖ
ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ

᪂ࡓ࡞ศ㔝࣭㡿ᇦࠊཬࡧᡃࡀᅜࡋ࡚ ࣭ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࡢⓎᒎⓗぢ┤ࡋࡘ

㺃 ◊ ✲ ⪅ ࡽ ࡢホ ౯

ࢫࢱࢹ࣮ࢬࠖ
ࠊ
ࠕேᕤ≀ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉࠖ
ࠊ
ࠕ」

㏵⤯࠼ࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫၥศ㔝࣭㡿

࠸࡚ࡣࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨ᣮᡓⓗ࡞ ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨

ࡸせᮃࢆᇶ♏ࠊ⛉

㞧⣔ㄽࠖ
ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠕ࢜ࣛࣜࢸ♫

ᇦ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶ㚷ࡳࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ᣮᡓⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶ㚷ࡳࠊ

◊㈝యࡀᇶ㔠ࡉ

ࠖ
ࠊࠕḟୡ௦ࡢ㎰㈨※⏝ࠖ
ࠊ
ࠕሗ♫࠾ࡅ

ࡿࠋ

⛉◊㈝ࡽᑟධࡉࢀࡿ⥲ྜᑂᰝࢆඛ

ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡽᑟධࡉࢀ

ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࢺࣛࢫࢺࠖࢆタᐃ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ

ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦᭩㠃ᑂᰝ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊

ྜ㆟ᑂᰝࢆྠࡌᑂᰝጤဨࡀᐇࡍࡿ⥲

ࡲࡓࠊࠕᣮᡓⓗ◊✲ࡢᨭᙉ㛵

ྜᑂᰝ㸧ࢆヨ⾜ࡋ㐺ษ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇ

ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖࡣ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ ◊✲ࡢᨭᙉ㛵ࡍࡿࢱࢫࢡ

࡛Ỵᐃ㸧ࡋࡓࠋ

227

43

࣭ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࡢⓎᒎⓗぢ┤ࡋ

⾜ᐇࡍࡿ᪉ྥ᳨࡛ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ ࡿ⥲ྜᑂᰝࢆඛ⾜ᐇࡍࡿ᪉ྥ࡛
᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕᣮᡓⓗ

228


㺃 ◊ ✲ ⌧ሙ  ࡽࡢ ኌ

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟ࡸ

ࡀ࡛ࡁࡿㄢ㢟ᩘ➼ࢆ☜ㄆタᐃࡍࡿ࡞

⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉◊✲㈝㒊ᣮᡓ

ࣇ࢛࣮ࢫࠖࡣ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟



ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ◊✲ᡂᯝ

௵◊✲ဨ㆟ཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡

✚ᴟⓗ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚ᨵၿࢆᅗࡾࠊ

ⓗ◊✲ᑐࡍࡿᨭᙉ㛵ࡍࡿస

Ꮫ⾡ศ⛉◊✲㈝㒊ᣮᡓⓗ◊



ࢆ᭱ࡍࡿほⅬ

ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊

ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡽ㐺⏝ࡍࡿ᪂ࡓ

ᴗ㒊ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࡢࡶ࡛㆟ㄽ

✲ᑐࡍࡿᨭᙉ㛵ࡍࡿసᴗ



ࡽᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡢ

࠾ࡅࡿぢ┤ࡋ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᙜヱ᳨ウ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ

࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂ

ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⌧ሙࡢ⌧≧ࡸᏛ 㒊ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࡢࡶ࡛㆟ㄽ



᭦࡞ࡿ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿ

࠼࡚ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘබເࡽࡢ᪂つศ㔝ࡢタᐃࢆ

ᰝ㸧ࡢ࡞ᑟධྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ

࠾ࡅࡿᑂᰝ➼ࡢ⤒㦂ࢆ㐺ษᨻ⟇

ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⌧ሙࡢ⌧≧ࡸ



ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ Ṇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘබເ࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ 

ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋ

Ỵᐃᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫ࠾ࡅࡿᑂᰝ➼ࡢ⤒㦂ࢆ㐺ษ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

㹼 ᖺᗘ࠾࠸࡚タᐃࡉࢀࡓ  ศ㔝࡛බເࢆ⾜



ࡉࡽࠊึࡵ࡚࡞ࡿ⥲ྜᑂᰝࡢศ ᨻ⟇Ỵᐃᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ



⮧ホ౯ࠚ

ࡗࡓࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᑟධࡉࢀࡓᏛ⾡◊✲

㔝ᒎ㛤ഛ࠼ࠊᖿㄝ᫂ࡢᐇࢆࡣ ࡉࡽࠊึࡵ࡚࡞ࡿ⥲ྜᑂᰝࡢ





㸦≉タᑂᰝ㡿ᇦ㸧

ຓᡂᇶ㔠ᴗࡢᇳ⾜≧ἣࡸᡂᯝ➼ࡢ᳨

ࡌࡵࡍࡿᡤせࡢᑂᰝయไࡢᵓ⠏ࢆ

ศ㔝ᒎ㛤ഛ࠼ࠊᖿㄝ᫂ࡢ



㺃 ᇶ 㔠 ᴗ ࡢ ᇳ⾜ ≧

ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞Ꮫ⾡ࡢⱆࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍ⤌ࡳࡘ

ドࡘ࠸࡚ࠊ๓ಽࡋ⏝ࡸḟᖺᗘ⏝

▷ᮇ㛫࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ᐇࢆࡣࡌࡵࡍࡿᡤせࡢᑂᰝయ



ἣཬࡧᡂᯝ➼ࡢ᳨ウ

࠸࡚ࡣࠊ⛉◊㈝ࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉క࠸ࠊᣮᡓⓗ◊

ࡢά⏝≧ἣࡢศᯒཬࡧࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡



ไࡢᵓ⠏ࢆ▷ᮇ㛫࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲⪅ࡤ

✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧ࡢᯟ⤌ࡳࡢୗࠊ᪂ࡓࠕ≉タ

ሗࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋ࡚ᡂᯝࡢฟ≧







ࡾ࡛࡞ࡃࠊᇶ㔠ศ

ᑂᰝ㡿ᇦࠖࡀタࡅࡽࢀࠊᑂᰝ༊ศ⾲ࡣูᚲ

ἣࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚

࣭ᖹᡂ ᖺᗘタࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ ࣭ᖹᡂ ᖺᗘタࡉࢀࡓᅜ㝿



⿵ຓ㔠ศࡀΰᅾࡋ

せᛂࡌ࡚ᑂᰝᑐ㇟㡿ᇦࢆ㝈タᐃࡍࡿࡇ

ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊᚲ

◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡢ࠺ࡕࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡢ࠺ࡕࠕᅜ㝿ඹ



࡚࠸ࡿ୰࡛⟶⌮ࢆᢸ

࡞ࡾࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ᭱᪂

せ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚

ࠖࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ ྠ◊✲ᙉࠖࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫ



ᙜࡍࡿົᢸᙜ⪅ࡶ

ࡢᏛ⾡ືྥ➼ࡢศᯒᇶ࡙ࡁࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘබເ

࠸ࡿࠋ

ࢱ࣮ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᑂᰝ᪉ἲ➼ࡢ᳨ウ ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊ



ពぢ⫈ྲྀࡀᚲせ࡛࠶

࠾࠸࡚ࡣࠊ 㡿ᇦ㸦㧗ᗘ⛉Ꮫᢏ⾡♫ࡢ᪂ᒁ



ࡸࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ❧ ᑂᰝ᪉ἲ➼ࡢ᳨ウࡸࠊᑂᰝጤဨࡢ



ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓࢹ࣮

㠃ࠊ㉸㧗㱋♫◊✲㸧ࢆタᐃ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ

࣭ᇶ㔠ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ

ࡕୖࡆࡓᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾



ࢱᇶ࡙࠸ࡓ᭷ຠᛶ

ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠

⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࡢㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ◊✲㈝

࠸࡚ࠊᑂᰝせ㡯࣭ᇶ‽ࢆ᪂ࡓᐃࡵ࡚ 㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊᑂ



ࢆᇶ♏ࠊࡢ◊✲

ᑂᰝ㒊࡛Ỵᐃ㸧ࡋࡓࠋ

ࡢᇶ㔠ࠖࡀࠊㄪᰝࡀ㛤ጞࡉࢀࡓᖹᡂ

࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ◊✲⪅࣭ᶵ㛵⏝࣮ࣝࣝ ᰝせ㡯࣭ᇶ‽ࢆ᪂ࡓᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ



✀┠ࡶᇶ㔠ࢆᗈ



 ᖺᗘ௨㝆ࠊᖖ୍␒ᣦᩘࡀ㧗࠸್ࡢ

ࡸᵝᘧ➼ࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊᴗົಀ ࡲࡓࠊ◊✲⪅࣭ᶵ㛵⏝࣮ࣝࣝࡸ



ࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀᮇᚅ

ڦᇶ㔠ࡢ᳨ド

㡯┠࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ㧗࠸ホ౯ࢆ

ࡿ⤌ࡳࡶ᪂ࡓᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᵝᘧ➼ࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊᴗົ



ࡉࢀࡿࠋ

࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆඖᇳ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ⛉◊㈝

ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ



ಀࡿ⤌ࡳࡶ᪂ࡓᩚഛࡋ࡚࠸



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ 㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ಽࡋ⏝ࡸḟᖺᗘ





ࡿࠋ





⏝➼ࡢᖺᗘࡽࢃࢀ࡞࠸ᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ⾜ࡗ

࣭⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࡢㄪᰝ ࣭⛉◊㈝ᴗࡢᑂᰝࡢබṇᛶࡘ࠸࡚



㺃 Ꮫ ⾡ ◊✲ ຓ ᡂᇶ 㔠

ࡓࠋ

࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ⛉◊㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉࠖࡸࠕ◊

ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡶ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚ ࣭⛉◊㈝ᴗࡢᑂᰝࡢබṇᛶࡘ



ࢆඖᇳ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠࡛⾜ࢃࢀࡿ⛉◊㈝
㸦ᇶ㔠ศ㸧 ✲㈝ࡢᇶ㔠ࡣ◊✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭ຠ

࠸ࡿࡀࠊࡼࡾ୍ᒙ◊✲⪅ࡢពぢࢆࡃࡳ ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡶ㧗࠸ホ౯



⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡢ

ࡢᇳ⾜≧ἣࡸᡂᯝ➼ࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ドࢆ⾜

⋡ⓗᐇࡍࡿࡢᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠖ

ྲྀࡿ᪉⟇ࡋ࡚⛉◊㈝㛵ࡍࡿࡈព

ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡼࡾ୍ᒙ◊✲⪅



㐠⏝ࡣࠊ◊✲⪅ࡽ

ࡗࡓࠋ᳨ドᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᇶ㔠ࡼࡾྍ⬟࡞

࠸࠺㉁ၥᑐࡍࡿᣦᩘࡀྥୖࡋ࡚࠸

ぢ࣭ࡈせᮃཷ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋࠊไᗘᨵ

ࡢពぢࢆࡃࡳྲྀࡿ᪉⟇ࡋ࡚⛉◊



㧗 ࡃ ホ ౯ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡗࡓ๓ಽࡋ⏝ࡸḟᖺᗘ⏝ࡢά⏝≧ἣࡘ࠸

ࡿࠋ

ၿ⧅ࡆ࡚࠸ࡿࠋ

㈝㛵ࡍࡿࡈពぢ࣭ࡈせᮃཷ❆



ࡾࠊᇶ㔠ࡉࢀ࡚࠸





ཱྀࢆタ⨨ࡋࠊไᗘᨵၿ⧅ࡆ࡚࠸



࡞࠸㒊ศࡢࠕㄪᩚ ࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࠊ◊✲௦⾲⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓ◊

࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࢆඖࡋ࡚ᇳ⾜ࡋ



ࡿࠋ



㔠ࠖᯟά⏝ࡼࡿᙎ ✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩㸦⿵ຓ㔠ศ㸧ࡸ◊✲ᐇ≧ἣሗ࿌

࡚࠸ࡿ⛉◊㈝㸦ᇶ㔠ศ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

௨ୖࡢࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽࡢάືࡢᡂᯝࡣ  



ຊࡶ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

᭩㸦ᇶ㔠ศ㸧グ㍕ࡉࢀࡿࠊ㞧ㄅㄽᩥᩘࠊᅗ᭩

◊✲ィ⏬ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌࠊᙎຊⓗ

యࡋ࡚ᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࡶ

௨ୖࡢࡼ࠺ࠊࡇࢀࡽࡢάືࡢᡂ



ࡿࡀࠊᇶ㔠ࡘ࠸

ᩘ➼ࡢྛ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ ◊✲ㄢ㢟ᙜࡓࡾࡢᖹ

⏝࡛ࡁࡿไᗘࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ

ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ≉ࠊࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫ

ᯝࡣయࡋ࡚ᴟࡵ࡚㧗ࡃホ౯ࡉ



࡚ࠊ᭦࡞ࡿ᳨ウࢆ㐍

ᆒሗ࿌௳ᩘࢆᢳฟࡋศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢศ

ከࡃࡢ◊✲⪅ࠊ᭷㆑⪅ࡽ◊✲㈝ࡢᇶ

ࠕ⛉◊㈝
ࠊᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࢆⓎ ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ≉ࠊ
ࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖ



ࡵࡿࠋ

ᯒ⤖ᯝ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊ⛉◊㈝ᴗࡢᇶ㔠

㔠ࡣ◊✲㛤Ⓨࢆຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗᐇ

ᒎⓗぢ┤ࡋࠊࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭



࠙ ᖺᗘ -636 㒊 ࡼࡾࠊᰂ㌾࡞ᇳ⾜࡞࠾࠸࡚ࡁ࡞࣓ࣜࢵࢺ

ࡍࡿࡢᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢㄆ㆑ࡀ♧

ࠕᣮᡓ
ⴌⱆ㸧
ࠖࢆタࠊ
ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ ⴌⱆ◊✲ࢆⓎᒎⓗぢ┤ࡋࠊ



ホ౯ࠚ

ࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⯆ࡩࡉࢃ

ࡉࢀࡿ࡞ࠊᇶ㔠ࡢຠᯝࡶ୍ᒙᾐ㏱

ࠖࢆタࠊ
ࠕᅜ
㔠ࠖࡢタࠊ⛉◊㈝㛵ࡍࡿࡈពぢ࣭ ⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧





ࡋ࠸⤌ࡳࡢᩚഛࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋ࡞

ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡈせᮃཷ❆ཱྀࡢタ⨨ࡋࡓࡇࡣࠊ୰ 㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࠖࡢタࠊ⛉



㺃  ᴗ 㐙⾜  㛵ࡍ ࡿ

࠾ࠊ᳨ド⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋ



ᮇィ⏬ࡢᡤᮇࡢ┠ᶆࢆୖᅇࡿᡂᯝࡀ

࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭ

44

㑅⪃ࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ❧ࡕୖࡆࡓᅜ



ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࠊᣮᡓⓗ

◊㈝㛵ࡍࡿࡈពぢ࣭ࡈせᮃཷ

ࡓࠋ



ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᙺ

࣭  ᖺ㸦 ᖺ㸧ᙧసࡽࢀࡓ

ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚≉㧗ࡃホ

❆ཱྀࡢタ⨨ࡋࡓࡇࡣࠊ୰ᮇィ⏬



ศᢸࡢぢ┤ࡋࡸᑂᰝ

࡞࠾ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ

⛉◊㈝ไᗘࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀ᨵ㠉ࡋ

౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡢᡤᮇࡢ┠ᶆࢆୖᅇࡿᡂᯝࡀᚓࡽ



⤖ᯝ࣭㐍ࡕࡻࡃホ౯

ࡀᖹᡂ  ᖺᗘࡽẖᖺᗘᐇࡋ࡚࠸ࡿ⏘Ꮫᐁ

࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡢබເࡽ㐺⏝



ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚≉㧗ࡃホ౯



⤖ᯝ㛵ࡍࡿᶵ㛵

ࡢ◊✲⪅࣭᭷㆑⪅ࢆᑐ㇟⾜ࡗ࡚࠸ࡿᐃⅬㄪᰝ

ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡢ᳨



࡛ࡁࡿࠋ



ࡢሗᥦ౪ࢆ㏻ࡌ

࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧࠾

ウࢆࠊ⣽┠ࡢᣓࡾࡲࡽࡎࠊ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ 



ࡓᴗࡢຠ⋡ⓗ࡞㐙

ࡅࡿ◊✲㈝ࡢ࠸ࡸࡍࡉࠖ
ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛ࡣࠊ Ꮫ⾡ࡢ⯆࠸࠺ほⅬࡽ㐺ษ࡞ᑂᰝ



⾜ ࢆ ᐇ ⌧ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ᣦᩘࡀ㧗࠸್࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࠋࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ



ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ

᪉ᘧࡢᅾࡾ᪉ࡶྵࡵ࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

౯࡛ࡁࡿࠋ

࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚



◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢྛ㆟࠾࠸࡚ࡢ



࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

┬ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡

㈝◊⛉ࠕڦᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࡘ࠸࡚

 ᅇ௨ୖΏࡾ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ







ᑂ㆟ࡢ᳨ウ≧ἣࢆ

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡢࠕᇶᮏⓗ

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ



㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼



㋃ࡲ࠼ࠊᣓࡾࡢ

⪃࠼᪉ࠖࢆཷࡅࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝㸦ᖹᡂ 

ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓタࡅࡽࢀࡓᑂ



࣭ࡉࡽ࡞ࡿᇶ㔠ࡴࡅࡓྲྀࡾ⤌



᳨ウࢆྵࡵࠊຠᯝⓗࠊ ᖺ  ᭶බເ㸧ࡽ㐺⏝ࡍࡿศ⛉⣽┠⾲ࡢᢤᮏ

ᰝ༊ศ࡛࠶ࡿࠕ≉タศ㔝◊✲ࠖࡢᑂᰝ

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ࡳࡀᮃࡲࢀࡿࠋ



ຠ⋡ⓗ࡞◊✲ຓᡂࢆ

ⓗ࡞ぢ┤ࡋࡘ࠸࡚Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

࠾࠸࡚ヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ ࣭ࡉࡽ࡞ࡿᇶ㔠ࡴࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ 



ᐇࡍࡿほⅬࡽ◊

ࢆ୰ᚰ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ᳨ウࡣࠊ⣽┠ࡢᣓ

ࡑࡢᡂᯝ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸

ᮃࡲࢀࡿࠋ

࣭ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧



✲✀┠ࢆ⥅⥆ⓗぢ

ࡾࡲࡽࡎᏛ⾡ࡢ⯆࠸࠺ほⅬࡽ㐺

ࡿࠋ



ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࡘ࠸࡚



┤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ษ࡞ᑂᰝ᪉ἲࡢᅾࡾ᪉ࡶྵࡵ࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᛂເ࠶ࡓࡗ࡚ࡣ

࣭ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂ

ከ࡞ࡿ㛫ࢆせࡋࡓ᳨ウࡢᡂᯝ



࠙ ົ࣭ᴗࡢぢ┤

◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢྛ㆟࠾࠸࡚ࡢ  ᅇ௨ୖ

Ꮫ⾡ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿⓎࡢ⮬⏤ࢆ᭱㝈

ᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࡘ࠸࡚ከ࡞

ࡣᩗពࢆ⾲ࡍࡿࡀࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ



ࡋ 㸭່࿌ࡢ᪉ྥᛶ㸭

Ώࡾ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᑛ㔜ࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࡋࠊ➇தⓗ⎔ቃ

ࡿ㛫ࢆせࡋࡓ᳨ウࡢᡂᯝࡣᩗព

༊ศ⾲ࡸᑂᰝ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡣࠊ



-636 㒊   ᮇホ౯

ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᖹᡂ 

ୗ࡛ඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃ࡛ࡁࡿࡼ

ࢆ⾲ࡍࡿࡀࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ⾲ࡸᑂᰝ

ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ពぢࡸᣦࢆ㞟



㸦ᥖ㸧
ࠚ

ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓタࡅࡽࢀࡓᑂᰝ༊ศ࡛࠶ࡿࠕ≉

࠺ࠊ᪤Ꮡࡢ⣽┠⾲ࡢᯟ⤌ࡳࢆᢤᮏⓗ

᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ពぢ

ࡋࠊ᳨ウࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵ





タศ㔝◊✲ࠖࡢᑂᰝ࠾࠸࡚ヨ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜

ᵓ⠏ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ⾲㸦ᑠ༊ศ࣭ ࡸᣦࢆ㞟ࡋࠊ᳨ウࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇ

ࡽࢀࡿࠋ



ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡂᯝ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ୰༊ศ࣭༊ศ㸧ࢆసᡂࡋࠊ◊✲✀┠

ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ







ᛂࡌ࡚ᑂᰝ༊ศࢆタᐃࡍࡿࡶ



࣭⛉◊㈝ࡣᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲࠾ࡼ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ࡲ࡛ࡢᇶ┙◊✲➼ࡢᑂᰝไ

ࠊࡑࢀక࠸ᑂᰝ᪉ἲࢆぢ┤ࡋࠊ⥲



ࡧᇶ♏◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞➇



ᗘࡣ⭾࡞ᛂເ௳ᩘࢆ㎿㏿ᑂᰝࡍࡿබṇࡘ

ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡇ ࣭⛉◊㈝ࡣᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲࠾ࡼࡧᇶ

தⓗ◊✲㈨㔠࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ㧗ᗘ࡛



㐺ษ࡞⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ◊✲⪅ࡽࡁ࡞ಙ㢗ࢆ

ࡍࡿෆᐜࡢࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉

ᐇࡋࡓ◊✲ࡀᐇࡉࢀࡿࡇࢆ



ᚓ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ⛉◊㈝ࡢᛂເ௳ᩘࡣᖺࠎ

◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 㸦ሗ࿌㸧ࠖ ✲㈨㔠࡛࠶ࡿࠋࡼࡾ㧗ᗘ࡛ᐇࡋࡓ◊ ࡵࡊࡋ࡚ࠊࡑࡢไᗘᨵ㠉ࢆ✚ᴟⓗ



ቑຍࡋࠊࡑࡢᛂເືྥࡶᚎࠎኚࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ ࢆ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࠊ

✲ࡀᐇࡉࢀࡿࡇࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊࡑࡢ

ࡘຠᯝⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ㧗



ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠶ࡗ࡚ࠊᑂᰝࡢᅾࡾ᪉ࡸᑂᰝ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ሗ

ไᗘᨵ㠉ࢆ✚ᴟⓗࡘຠᯝⓗ⾜ࡗ

ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ≉ࠕ⣔࣭ศ㔝࣭



༊ศࡘ࠸࡚ࡢᨵၿࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ

࿌ࡋࡓࡇࡸࠊពぢເ㞟ࡼࡾᥦฟࡉ

࡚࠸ࡿࡇࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ≉

ศ⛉࣭⣽┠⾲ࠖࢆᗫṆࡋࠊ➇தⓗ



ኚࡍࡿᏛ⾡ືྥᑐᛂࡋࠊ➇தⓗ⎔ቃࡢୗ࡛ࠊ ࢀࡓ⣙  ௳ࡢពぢࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞

ࠕ⣔࣭ศ㔝࣭ศ⛉࣭⣽┠⾲ࠖࡢᖜ࡞ ⎔ቃୗ࡛ඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆ㑅ᐃ࡛



ඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟ࢆぢฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑂ

㆟ㄽࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࡇࠊࡉࡽࠊ᪂ࡓ

ᨵゞࡀ࡞ࡉࢀࠊቃ⏺㡿ᇦ࠾ࡼࡧ⼥ྜ㡿 ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪂ࡓᑂᰝ༊ศ⾲㸦



ᰝ᪉ᘧࡢᨵ㠉ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝ᪉ᘧࠊ ẁ㝵᭩

ᇦࡢ◊✲ࡢಁ㐍ࡀᅗࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ





㠃ᑂᰝ㸧ࡸࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࠊホᐃᇶ‽

ᡂᯝࡀ࠸ᮇᚅࡉࢀࡿࠋᚋࡶࠊ ◊✲✀┠ᛂࡌ࡚ᑂᰝ༊ศࢆタᐃ



࣭ࡇࡢࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸

➼ࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃᪉ἲ➼㛵ࡍࡿ᳨

⥅⥆ࡋ࡚⛉◊㈝ᨵ㠉ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᡃࡀ

ࡍࡿࡶࠊࡑࢀక࠸ᑂᰝ᪉



࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᮎࡼࡾ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࠊᖹᡂ  ᖺ

ウࢆ⢭ຊⓗ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ

ᅜࡢ◊✲ᨭయไࢆࡼࡾ୍ᒙᐇࡉ

ἲࢆぢ┤ࡋࠊ⥲ྜᑂᰝ᪉ᘧ  ẁ



ᗘᮎࡲ࡛௵◊✲ဨ㆟ࠊ⛉◊㈝࣮࣡࢟ࣥࢢ

ึᮇࡢ┠ᶆࢆୖᅇࡿᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸

ࡏ࡚ࡋ࠸ࠋ

㝵᭩㠃ᑂᰝ᪉ᘧࢆᑟධࡋࠊቃ⏺㡿



ࢢ࣮ࣝࣉࠊྛᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟࡞࠾࠸࡚⣙

ࡿࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᇦ࠾ࡼࡧ⼥ྜ㡿ᇦࡢ◊✲ࡢಁ㐍ࡀ



 ᅇΏࡾ㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊᛂເ࠶ࡓࡗ࡚ࡣᏛ





ᅗࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᡂᯝࡀ࠸



⾡ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡿⓎࡢ⮬⏤ࢆ᭱㝈ᑛ㔜ࡍࡿࡇ

࣭≉ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࡢⓎᒎⓗぢ┤ࡋ ࣭ᡃࡀᅜࡢᇶ♏◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ᭱ࡶ㔜せ

ᮇᚅࡉࢀࡿࠋᚋࡶࠊ⥅⥆ࡋ࡚



ࢆ๓ᥦࡋࠊ➇தⓗ⎔ቃୗ࡛ඃࢀࡓ◊✲ㄢ㢟

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨ᣮᡓ

⛉◊㈝ᨵ㠉ྲྀࡾ⤌ࡳࠊᡃࡀᅜࡢ

229

45

♏◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ᭱ࡶ㔜せ࡞➇தⓗ◊

࡞➇தⓗ◊✲㈨㔠ࡀ⛉◊㈝࡛࠶ࡾࠊࡇ

༊ศ࣭୰༊ศ࣭ᑠ༊ศ㸧ࢆసᡂࡋࠊ

230
ࢆ㑅ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ༊ศ⾲㸦ᑠ༊ศ࣭ ⓗ࡞Ꮫ⾡◊✲ࡢ≉ᛶ㚷ࡳࠊᖹᡂ  ᖺ ࢀࡲ࡛ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿከࡃࡢ◊✲

◊✲ᨭయไࢆࡼࡾ୍ᒙᐇࡉࡏ

୰༊ศ࣭༊ศ㸧ࢆసᡂࡋࠊ◊✲✀┠ᛂࡌ࡚

ᗘ⛉◊㈝ࡽᑟධࡉࢀࡿ⥲ྜᑂᰝࢆඛ

ᡂᯝࡀ⛉◊㈝ࡢ⿵ຓࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀ

࡚ࡋ࠸ࠋ

ᑂᰝ༊ศࢆタᐃࡍࡿࡶࠊࡑࢀక࠸ᑂᰝ

⾜ᐇࡍࡿ᪉ྥ᳨࡛ウࢆ㐍ࡵࡓࡇࡣ

࡚ࡁࡓࠋ⛉◊㈝ࡢ᰾࡞ࡿᑂᰝ࣭ホ౯

᪉ἲࢆぢ┤ࡋࠊ⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࢆ⾜

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᮏࢱࢫࢡࣇ࢛

ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿດࡵ࡚࠾ࡾࠊ≉⊂ ࣭ᡃࡀᅜࡢᇶ♏◊✲ࢆᨭ࠼ࡿ᭱ࡶ

࠺ࡇࡍࡿෆᐜࡢࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉

࣮ࢫࡣ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉

ⓗ࡛ᣮᡓⓗ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ᥦࢆ᥎

㔜せ࡞➇தⓗ◊✲㈨㔠ࡀ⛉◊㈝࡛

◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 㸦ሗ࿌㸧
ࠖࢆ᪥ᮏ

◊✲㈝㒊ᣮᡓⓗ◊✲ᑐࡍࡿᨭ

ዡࡍࡿࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧࡀᑟධ

࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿ

Ꮫ⾡⯆ࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ᙉ㛵ࡍࡿసᴗ㒊ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋᡃࡀᅜ ከࡃࡢ◊✲ᡂᯝࡀ⛉◊㈝ࡢ⿵ຓ

 ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ሗ࿌

ࡢࡶ࡛㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⌧ሙ

ࡢᏛ⾡◊✲ࡢࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎࢆࡵࡊࡋࠊ ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋ⛉◊㈝ࡢ᰾

ࢆࡋࡓࠋ

ࡢ⌧≧ࡸᏛ࠾ࡅࡿᑂᰝ➼ࡢ⤒㦂ࢆ

◊✲㈝⿵ຓ㔠ࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ ࡞ࡿᑂᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿ

㐺ษᨻ⟇Ỵᐃᫎࡉࡏࡓࡶࡢࡋ

ᨵ㠉ᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡋ࠸ࠋ

࣭ࡉࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᙜヱሗ࿌ࡘ࠸࡚

࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ຍ࠼࡚ࠊ≉⊂ⓗ࡛ᣮᡓⓗ࡞
◊✲ࢸ࣮࣐ᥦࡢ᥇ᢥࢆᨭࡍࡿ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀពぢເ㞟ࢆ⾜࠸㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ࡉࡽࠊึࡵ࡚࡞ࡿ⥲ྜᑂᰝࡢ

᪂ࡓ࡞◊✲✀┠ࡢタࡸᅜ㝿ඹྠ

 ᪥㹼 ᭶  ᪥㸧
ࠊ◊✲⪅ࢆྵࡵᗈࡃ୍⯡ࡽ

ศ㔝ᒎ㛤ഛ࠼ࠊᖿㄝ᫂ࡢᐇࢆ

◊✲ࡢᙉࢆᅗࡿ◊✲✀┠ࢆタ

ᥦฟࡉࢀࡓ⣙  ௳ࡢពぢࡘ࠸࡚ࡢᑐᛂࡢ

ࡣࡌࡵࡍࡿᡤせࡢᑂᰝయไࡢᵓ⠏ࢆ

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋᡃࡀ

᳨ウࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽ౫㢗ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ

▷ᮇ㛫࡛⾜ࡗࡓࡇࡶ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࢆ୰ᚰࡋࡓࠕ
ࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫ

ࡿࠋ

ࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࣃࣈࣜࢵࢡࢥ࣓ࣥࢺ➼ࡢᑐᛂ
᳨ウࠖ
㸦௨ୗࠕ᳨ウࠖࡍࡿࠋ
㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘタࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ◊

ᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎࢆࡵ
㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡊࡋࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᑂ

㸫

ᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢไᗘᨵ㠉
ᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡋ࠸ࠋ

ᮏᖺ  ᭶㹼 ᭶ࡅ᳨࡚ウཬࡧ᳨ウྥ

✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡢ࠺ࡕࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠖ

ࡅࡓᡴྜࡏࢆྜィ  ᅇ㛤ദ㸦ᕥグࡢࠊጤဨ

ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ྠኈࡢᡴྜࡏ➼ࢆ㝶ᐇ㸧ࡍࡿࡶࠊᑓ

ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊᑂᰝ᪉ἲ➼ࡢ᳨ウࡸࠊ

࣭ᑂᰝጤဨ➼࡛᭱ᚋᑂᰝጤဨ

㛛ㄪᰝ⌜➼ࡽࡢពぢ⫈ྲྀࡶ⾜࠸ࠊヲ⣽᳨ウ

ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ❧ࡕୖ

ࡽពぢ⫈ྲྀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ

ࡋࠊᑂᰝ༊ศ⾲ࡢ୍㒊ಟṇ➼ࢆ  ᭶  ᪥

ࡆࡓᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ

ࢀࡽࡢពぢࢆ⛉◊㈝ᴗ㐺ษ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡑࡢࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉

ᑂᰝせ㡯࣭ᇶ‽ࢆ᪂ࡓᐃࡵࡓࠋࡲࡓࠊ

ᫎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝ㸧ࡢヲ⣽タィࡸࠊ ◊✲⪅࣭ᶵ㛵⏝࣮ࣝࣝࡸᵝᘧ➼ࡢᩚ
◊✲ィ⏬ㄪ᭩ࠊホᐃᇶ‽ࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃᪉ἲ

ഛࢆ⾜࠸ࠊᴗົಀࡿ⤌ࡳࡶ᪂

➼ࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢୗ࡛ࡢᑂᰝࡢᐇ⾜

ࡓᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇࢆ㎿㏿

ྥࡅࡓ᳨ウࢆ⣙  ᅇࢃࡓࡾ⾜ࡗࡓࠋ

ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡲࡓࠊ
ࠕ⛉◊㈝ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࢆࡣ
ࡌࡵࠊ⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ㊃᪨࣭┠ⓗ࡞ࡢయീ

࣭⛉◊㈝ᴗࡢᑂᰝࡢබṇᛶࡘ࠸࡚

ࡘ࠸࡚ሗࢆᥦ౪ࡋࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ᑂᰝࢩࢫࢸ

ࡣࠊ◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡶ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚

࣒ࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚ࠊᏛ⏺࣭◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵࡋࠊ ࠸ࡿࡀࠊࡼࡾ୍ᒙ◊✲⪅ࡢពぢࢆࡃࡳ
ከࡃࡢ᪉ࠎࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᩥ

ྲྀࡿ᪉⟇ࡋ࡚⛉◊㈝㛵ࡍࡿࡈព

㒊⛉Ꮫ┬ඹദ࡛  ᭶  ᪥ࠕ
ࠗ⛉◊㈝ᑂᰝࢩ

ぢ࣭ࡈせᮃཷ❆ཱྀࢆタ⨨ࡋࠊไᗘᨵ

ࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠘ㄝ᫂ࠖࢆᮾிᏛ࡛㛤ദࡋ

ၿ⧅ࡆ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

ࡓࠋ

ࡿࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢබເྥ
ࡅ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝ᪉ᘧ㸦⥲ྜᑂᰝࠊ ẁ㝵᭩㠃
ᑂᰝ㸧ࡢヲ⣽ࡢ᳨ウࠊබເせ㡿ࡢ᳨ウࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊
✲㈝ຓᡂᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯㛵ࡍࡿつ
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⛬ࠖࡢᨵṇࠊ⛉◊㈝㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵಟࡸࠊ



ࠕᑂᰝ༊ศ⾲ࠖࡢⱥㄒ∧ࡢసᡂ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲ



ࡓࠊ ᭶ࡣࠊᮾிᏛ㛵すᏛ㝔Ꮫ࡛◊✲



⪅ࡸົᢸᙜ⪅ྥࡅࡓㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡞ࠊᮏ



ᨵ㠉ࡢ㊃᪨ࡀᾐ㏱ࡍࡿࡼ࠺ᬑཬάືດࡵࡓࠋ







ڦᣮᡓⓗ◊✲ࡢタࠊ⤌ࡳࡢ᳨ウ࣭ᵓ⠏ࡘ



࠸࡚



࣭⛉◊㈝ᨵ㠉ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࡢ



Ⓨᒎⓗぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᛶ᱁㸦⛉◊㈝య



࠾ࡅࡿᙺࡸ⨨࡙ࡅ㸧ࡽࠊᐇ㝿ࡢබເ࣭



ᑂᰝࡢヲ⣽ࡲ࡛ࡢᗈ⠊࡞㡯ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩ



ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠕᣮᡓⓗ◊✲ࡢᨭᙉ



㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖࢆタ⨨ࡋࠊᖹᡂ 



ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢ࠾ࡼࡑ୍ᖺ㛫࡛ィ  ᅇࡢ㞟୰ⓗ



࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࣭



Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉◊✲㈝㒊ᣮᡓⓗ◊✲



ᑐࡍࡿᨭᙉ㛵ࡍࡿసᴗ㒊ሗ࿌ࡋࠊࡑ



ࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊྠ㒊࠾࠸࡚ࠕ⛉◊㈝ࡼࡿ



ᣮᡓⓗ࡞◊✲ᑐࡍࡿᨭᙉࡘ࠸࡚ࠖࡀ



ࡾࡲࡵࡽࢀࡓࠋ



ࡉࡽࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࢆⓎ



ᒎⓗぢ┤ࡋࡓࠕᣮᡓⓗ◊✲㸦㛤ᣅ࣭ⴌⱆ㸧
ࠖࡢ



ᖹᡂ  ᖺᗘබເࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝



ࡽᑟධࡉࢀࡿࠕ୰༊ศࠖ༢ࡢ⥲ྜᑂᰝࢆඛ



⾜ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇࡋࠊ㟁Ꮚᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࢆ



ྵࡵ࡚ᚲせ࡞ᑂᰝయไࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ≉⥲ྜᑂ



ᰝࢆ㐺ษᐇࡍࡿୖ࡛ྍḞ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ



  ᑠጤဨࡢᖿᑐࡍࡿㄝ᫂ࢆィ  ᅇ



ᐇࡋࡓࠊᑂᰝࡢ㐍⾜࠶ࡓࡿࢭࣥࢱ࣮



◊✲ဨᑐࡋ࡚ࡶ✀┠ࡢ㊃᪨ࡸᑂᰝࡢ␃ពⅬࡢ



ඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ







ڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡢタࠊຓᡂಀࡿ



⤌ࡳࡢᵓ⠏
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ⛉◊㈝ண⟬࠾࠸࡚ᅜ㝿ඹྠ◊✲
➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ᪂ࡓタࡉࢀࡓᅜ㝿ඹྠ
◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ࢆ୰ᚰྠᇶ㔠ಀࡿ⤌ࡳࡢ᳨ウ࣭ᵓ
⠏࣭ᐇ➼ࢆ⾜࠺ࡶࠊ᪂ࡓᅜ㝿⛉Ꮫ◊
✲㈝ጤဨࢆ❧ࡕୖࡆᑂᰝయไࢆᩚഛࡋࡓࠋ
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࣭ᅜእࡢ≉ᐃᆅᇦ࠾ࡅࡿࣇ࣮ࣝࢻㄪᰝ➼ࢆ
క࠺◊✲ࢆᨭࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࠊ
ࠕᇶ┙◊✲㸦$࣭
ࠖࡢᛂເ༊ศࡋ࡚タࡅ࡚ࡁࡓࠕᾏእᏛ⾡ㄪ
%㸧
ᰝࠖࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟
Ꮫ⾡ศ⛉◊✲㈝㒊➼࠾࠸࡚ࠊ᪥ⓗ࡞
Ꮫ⾡ືྥ࣭ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚Ⓨᒎⓗぢ┤ࡍࡓࡵ
ࡢᑂ㆟ࡀ⾜ࢃࢀࠊ◊✲ᑐ㇟࣭᪉ἲࢆ୍⯡ࡍࡿ
➼ࡢኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠ࠖ
ࡢᯟ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸦%㸧
ࠖࢆ
᪂タࡍࡿࡇࡉࢀࡓࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆
࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢබເ㛤ጞྥࡅ࡚ࠊ
Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰࠊᑂᰝ༊ศࠊ
ᑂᰝ᪉ᘧ➼ࡢヲ⣽࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㈝◊⛉ڦ㛵ࡍࡿࡈពぢ࣭ࡈせᮃཷ❆ཱྀࡢタ
⨨
࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠕ⛉◊㈝㛵ࡍࡿࡈពぢ࣭
ࡈせᮃཷ❆ཱྀࠖࢆ㛤タࡋࠊᐤࡏࡽࢀࡓពぢ࣭
せᮃࡢᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡓࠋ

᳨࣭ウࡢ⤖ᯝࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩ᵝᘧ㛵ࡋ࡚ࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭ㸦ᖹᡂ  ᖺ 
᭶බເ㸧࠾࠸࡚⨦⥺ࢆ๐㝖ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ௨ୗࡢⅬࡘ࠸࡚ࡶᖹᡂ  ᖺᗘࡢ⛉
◊㈝ࡢྲྀ⤌ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ

✲◊ۑάືࢫࢱ࣮ࢺᨭ௨እࡢ◊✲✀┠ࡘ
࠸࡚ࡶ⨦⥺ࢆ๐㝖ࡋࡓ
✲◊ۑィ⏬ㄪ᭩࠾࠸࡚ࠊ◊✲⤒㈝ḍཬࡧ
◊✲㈝ࡢᛂເ࣭ཷධ≧ἣ➼ḍࡘ࠸࡚㟁Ꮚ
⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿධຊḍࡋࡓ
✲◊ۑィ⏬ㄪ᭩࠾࠸࡚ࠊ⏘ఇ࣭⫱ఇ➼ࡼ
ࡿ◊✲୰᩿ᮇ㛫ࡢグධࢆྍ⬟ࡋࡓ
ྜ⥲ۑᑂᰝࢆᐇࡍࡿ◊✲✀┠ࡘ࠸࡚ࡣ
ࠕᑂᰝ⤖ᯝࡢᡤぢࠖࢆ㛤♧ࡋࡓ
ۑዡບ◊✲ཬࡧ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝ࡢබເᡭ
⥆ࢆ㟁Ꮚࡋࡓ
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㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
ۑ᪥ᮏࡢㄽᩥ༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵ࡍࡿㄽᩥࡢ≧ἣ


㸦 ᖺ ᖺ㸧

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

㸦 ᖺ ᖺ㸧

㸦 ᖺ ᖺ㸧

㸦 ᖺ ᖺ㸧




















㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

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

㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

㸦 ᖺ ᖺᖹᆒ㸧

㸣

㸣

㸣



㸣

㸣

㸣



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




㸦 ᖺ ᖺ㸧
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234
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸰

㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸰㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᐇ
ձ ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ
ղ ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝ

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ࠕ㧗ࠖձㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ㸦⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉ሗ࿌ࠕࣜࢫࢡ♫ࡢඞ᭹▱ⓗ♫ࡢᡂ⇍ྥࡅࡓேᩥᏛཬࡧ♫⛉Ꮫࡢ⯆ࡘ࠸࡚ࠖ࠾ࡅࡿࠕㅖ
ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸
Ꮫࡢᐦ᥋࡞㐃ᦠ⥲ྜᛶࠖ
ࠊ
ࠕᏛ⾡ࡢせㄳ♫ⓗ㈉⊩ࠖ
ࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᅜ㝿Ꮫ⾡✵㛫ࠖࡢ  ࡘࡢどⅬࡢ㐩ᡂྥࡅࠊࡲࡓࠊ
ࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖ࠾ࡅࡿࠕேᩥ♫⛉Ꮫ⮬↛⛉Ꮫ
㞴᫆ᗘ
ࡢ▱ࢆ⥲ྜⓗά⏝ࡋ࡚᥎㐍ࡋࠊୡ⏺Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࠖࡇࡢᐇྥࡅࠊᙜἲே࠾ࡅࡿᮏᴗࡣࠊせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧
㔜せᗘ㸸
ࠕ㧗ࠖղᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝ㸦
ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆ᵓ㆟Ỵᐃࠖ࠾ࡅࡿࠊ
ࠕ㟈⅏ࡢグ㘓ࢆỌ㐲ṧࡋࠊᗈࡃᏛ⾡㛵ಀ⪅ࡼࡾ⛉Ꮫⓗศᯒࡋࠊࡑࡢᩍカࢆḟୡ௦ఏᢎࡋࠊᅜෆእⓎಙࡍࡿ㸦
⯆ᵓ㸵ཎ๎ࡢ㸯㸧
ࠖࡢ㐩ᡂྥࡅࠊᮏᴗࡣᮏἲே࠾ࡅࡿせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSNDGDLLQGH[KWPO 
ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝ KWWSZZZMVSVJRMSMJDNXMXWVXFKRVDLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ

 

ㄢ㢟タ
ᐃࡼ

ᐇࣉࣟࢢࣛ

ࡿඛᑟ

࣒ᩘ



㸫

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

 㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯

㐍ᴗ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘



ᐇ௳ᩘ㸦

㸫

㸫

㸫

㸫

 ᅇ

 ᅇ

㹼 ᖺᗘ㸧



㸦  㹼  ᖺ
ᗘ㸧

㟈⅏

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

Ꮫ⾡ㄪ

ᐇ௳ᩘ㸦

ᰝ

㹼 ᖺᗘ㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧





















 
 
 

ㄪᰝ◊✲⌜ᩘ

ᮾ᪥ᮏ

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

 

Ꮫ࣭♫

◊✲᥎

 
 

ⓗேᩥ

⛉Ꮫ

 

㸰㸷ᖺᗘ
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ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

㸦㸰㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝

㸦㸰㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᐇ

㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᐇ

ۑㄢ㢟タᐃࡼࡿඛ



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼





ᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉





୰ᮇィ⏬㏻ࡾᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ

୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ

Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ





ࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

㹀

ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭

ᵝࠎ࡞Ꮫ⾡ⓗ࣭

♫ⓗせㄳᛂ࠼

♫ⓗせㄳᛂ࠼

㺃 ᐇ  ࣉࣟ ࢢ ࣒ࣛ ௳





ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛ ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ

ࡿࡶࠊᡃࡀ

ࡿࡓࡵࠊᅜࡢᑂ

ᩘ





㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ

ᅜࡢᏛ⾡ཬࡧ♫

㆟➼ࡼࡿሗ࿌

㺃 ࢩ ࣥ ࣏ࢪ ࢘ ࣒ᐇ 

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚

ࡢⓎᒎࡸ♫ⓗၥ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ

௳ᩘ




࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

㢟ࡢゎỴࡘ࡞ࡀ

Ꮫ⾡ࡢⓎᒎࡸ♫

ۑᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ 

ࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⾡◊✲

ၥ㢟ࡢゎỴࡘ࡞

ㄪᰝ

ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ࢆ⾜࠺ࠋ

ࡀࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⾡◊

㺃ㄪᰝ◊✲⌜ᩘ

౯࡛ࡁࡿࠋ

࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚



✲ࢆ⾜࠺ࠋ

㺃 ࢩ ࣥ ࣏ࢪ ࢘ ࣒ᐇ 



࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



௳ᩘ







ձㄢ㢟タᐃࡼࡿ

㺃᭩⡠ห⾜ᩘ

࠙ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲



㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼



ඛᑟⓗேᩥ࣭♫



᥎㐍ᴗࠚ



࣭ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࣭ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝࡘ࠸࡚

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ

ࡍ࡛♫㑏ඖࡘ࡞ࡀࡿᡂᯝࡀ࡛

⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ 㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ࡣࠊࡍ࡛♫㑏ඖࡘ࡞ࡀࡿᡂ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

ሗ࿌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᐇ♫ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊࢢ࣮ࣟ

⾡ศ⛉ሗ࿌࠾࠸࡚ᣦࡉࢀࡓேᩥ

࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ⥅⥆ࡋ ᯝࡀ࡛࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࡢ

ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

ࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ 

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫࡢ◊✲⯆ᚲせ࡞  ࡘ

࡚ࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࡛ࠊ⥅⥆ࡋ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿᚲせࡀ

Ꮫ⾡ศ⛉ሗ࿌ࢆ

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆタᐃࡋࡓࠋ

ࡢどⅬᇶ࡙ࡁᮏᴗࡢไᗘタィࡀ㐺



࠶ࡿࠋ

㋃ࡲ࠼ࠊඛᑟⓗ࡞

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

࣭ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ᐙ

ษ࡞ࡉࢀࠊ≉ᮏᴗࡣࠊேᩥᏛ࣭





ேᩥ࣭♫⛉Ꮫ◊

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

ࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕㄢ㢟

♫⛉ᏛࡑࡢࡶࡢࡢⓎᒎࢆ┠ᣦࡍࡢࡳ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

㸺ࡑࡢ㡯㸼

✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍

࡞ࡽࡎࠊࡑࡢᡂᯝࡀ⮬↛⛉Ꮫ㈉⊩ࡍ

㸫





ᴗࠖᴗጤဨཬࡧྛࣉࣟࢢ࣒ࣛẖ㒊ࢆタ

ࡿࡇཬࡧேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ࡛ࡣ◊✲





ࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨ

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

⨨ࡋࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ☜ಖཬࡧ㐺ษࡘ

༠ຊ⪅ࡲࡿࡇࡀከ࠸ᐇົ⪅࣭



ࢆタࡅ࡚ㄢ㢟ࢆタ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡶࠊእ㒊᭷㆑⪅ຍ࠼Ꮫ⾡

ᾏእ◊✲⪅࣭␗ศ㔝㛫࡛ࡢ◊✲⪅ඹ

ᐃࡍࡿࡶࠊ

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ▱ぢࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵ

ྠ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ♫ࡢㄢ㢟ゎỴ

◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼

ࠋ

ࠊྠࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࢆጤဨ௵ࡋࡓࠋ

ྥࡅᐇẁ㝵ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࡇࢆ

ᴗࡢᐇᙜ

ࡘ࠸࡚ホ౯ࡍ

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ ࣭ㄢ㢟ࡢタᐃࠊᑂᰝࠊホ౯➼ࡢไᗘࡢ㐠⏝㠃

ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᴗࢆࡼࡾ୍ᒙ㐺

ࡿࠋㄢ㢟ࡢタᐃ

㺃 㐺 ษ ࡞ ㄢ 㢟 タ ᐃ 㛵ࡋ࡚ࠊᴗጤဨࡀㄢ㢟タᐃࡽ◊✲ࢸ࣮

ษࡘຠᯝⓗ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵㄢ㢟

◊✲ࡢᐇ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⾡
ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

࣐࣭௦⾲⪅ࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚⾜࠺యไ

ࡢタᐃࠊᑂᰝࠊホ౯➼ࡢไᗘࡢ㐠⏝㠃

㺃 ᗈ ࡃ ᅜ Ẹ  ྥ ࡅ ᨵၿࡋࠊㄢ㢟◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋ

㛵ࡋ࡚ࡶᴗጤဨ㒊ࡢ㛵ಀᛶ

ࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά

ࡓ◊✲ᡂᯝࡢ

ࡓ㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢆᢤᮏⓗぢ┤ࡋࠊ୧⪅ࡢᙺࢆ᫂☜

⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࣍

ሗⓎಙ

࣭ᴗಀࡿᇶᮏሗࡸ◊✲ᴫせ➼ࢆ࣮࣒࣍࣌

ࡋࠊᴗጤဨࡀㄢ㢟タᐃࡽホ౯
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࣮࣒࣮࣌ࢪࡢᥖ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ ࣮ࢪᥖ㍕ࡋࡓࠋ

ࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚⾜࠼ࡿࡼ࠺యไࡢᨵၿ

㍕ࡸࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ

ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ ࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊඹྠ◊✲ࡢᡂᯝ⤂

ࢆᅗࡾࠊ╔ᐇᐇࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇࡣ

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ

ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ

ࡸேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢ◊✲⯆㛵ࡍࡿάⓎ࡞

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

➼ࡼࡾࠊᗈࡃ◊



㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘⤊ᚋࡣࠊሗ࿌



✲ᡂᯝࢆⓎಙࡍ



᭩ࡢห⾜ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤ദᴫせ➼ࢆᥖ㍕ࡋ ࣭ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡉࢀࡓ
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ࡿࠋ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼



㺃 ㄢ 㢟 タᐃ  ࡼࡿ ඛ



ᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉



Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗࡘ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡉࢀ

ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࠸࡚ࠊ⤊ࡋࡓ◊✲

ࡓᴗࡢ⌧≧࣭᭷ຠᛶࢆ☜ㄆ࣭Ⅼ᳨ࡋࠊᚋࡢ





ࢸ࣮࣐ࡣࠊඛᑟⓗ࡞

ᨵၿ⏕ࡍࡓࡵࠊᴗጤဨ࠾࠸࡚ࠊᴗ

࣭◊✲ᡂᯝⓎಙࡘ࠸࡚ࠊᴗಀࡿ



ඹྠ◊✲ࡋ࡚

ࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ

ᇶᮏሗࡸ◊✲ᴫせ➼ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



✚ᴟⓗ◊✲⪅➼

㆟Ꮫ⾡ศ⛉ሗ࿌࠾࠸࡚ᣦࡉࢀࡓேᩥ

ࡢᥖ㍕ຍ࠼ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ



ᡂᯝⓎಙࡋ࡚࠸ࡃᚲ

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫࡢ◊✲⯆ᚲせ࡞  ࡘࡢどⅬ

ࡍࡿࡇ࡛ࠊᡂᯝⓎಙ࣭ᬑཬࢆᅗࡗ࡚



せࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ

ᇶ࡙ࡁ㐺ษ࡞ᴗࡢไᗘタィࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ

࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᘬࡁ⥆ࡁࠊࢩ࣏ࣥࢪ

ㄢ㢟ࡢタᐃࠊᑂᰝࠊホ౯➼ࡢไᗘࡢ㐠⏝㠃㛵





࣒࢘ࡢ㛤ദ࡞ࠊ

ࡋ࡚ࡶࠊᨵၿࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽᐇࡋ࡚ࡁࡓࡇࢆ ࣭⤊ࡋࡓ  ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ◊✲ホ౯࡛



ሗⓎಙྲྀࡾ⤌ࢇ࡛

☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮏᴗࢆࡼࡾ୍ᒙ㐺ษࡘຠ

ࡣࠊ◊✲ࡢᡂᯝࡀᐇࡉࢀࠊ♫㑏



࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

ᯝⓗ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࡢᨵၿ⟇ࢆ᳨ウࡋࠊᖹᡂ

ඖࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

 ᖺᗘࡽᴗࡢᨵၿດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ᮏᴗࡢ┠ⓗ㐩ᡂྥࡅ࡚ᡂᯝࡀ࠶ࡀ



⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ᪂つ㛤ጞࡢࠊேᩥᏛ࣭♫⛉

ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ





Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓ⠏ࣉࣟࢢࣛ





࣭ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡

࣒ྥࡅ࡚ࠊேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣥࣇࣛ





ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ

ࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕᵓጤဨࢆタ⨨ࡋࠊᵓࢆྲྀ





࡛♫㑏ඖࡘ࡞

ࡾࡲࡵࡓࠋ





ࡀࡿᡂᯝࡀ࡛࡚࠸ࡿ







ࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࡢ

ڦᐇ♫ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺࠊ





࡛ࠊ⥅⥆ࡋ࡚ࣇ࢛ࣟ

㹼 ᖺ㸧





࣮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ یᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ





࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯

࣭ㄢ㢟タᐃᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧





㸦ぢ㎸㸧ࠚ

ࠕேཱྀືែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᪥ᮏࡢᅜ♫ࡢࡓ







ࡕࠖ
ࠊ
ࠕ㠀ᖖ࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆྍ⬟ࡍࡿ





㺃 ࢢ ࣟ ࣮ࣂ ࣝ Ⓨ ಙ

♫ࢩࢫࢸ࣒ࡢᅾࡾ᪉ࠖ





ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝࡀࠊ

࣭බເᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧





ࡢࡼ࠺ά⏝ࡉࢀ࡚

ࠕほගࡢேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫⓗ῝ࡼࡿᆅᇦຊ





࠸ࡿࡣࠊά⏝ศ㔝

ࡢฟࠖ
ࠊࠕつไᨵ㠉ࡢホ౯ศᯒࠖ
ࠊࠕᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ





ࡈࡢᘬ⏝௳ᩘ࡞

♫ⓗ࣭⤒῭ⓗຠᯝ㛵ࡍࡿホ౯ࠖࠊ
ࠕඹ⏕♫





ࡢᡭἲ࡛୰㛗ᮇⓗ

ᐇ⌧ࢆࡵࡊࡍᆅᇦ♫ཬࡧᑓ㛛ᐙࡢෆⓎⓗάື





ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡍࡿ

ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࡢᏛ⾡ⓗᐇ㊶ࠖ





ࡉࡽᡂᯝࡀࢃ

࣭᭱⤊ᖺᗘᴗጤဨ࠾ࡼࡧ㒊࠾࠸࡚᭷





ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ

㆑⪅ࡼࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ
ୖグ  ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ࠺





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࡕ $ ࡀ  ௳ࠊ% ࡀ  ௳ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ







࣭ࡲࡓࠊᑡᏊᑐ⟇㛵ࢃࡿᨻ⟇㛵ࡍࡿ◊✲





㺃㸦ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ

࡛ࡣࠊᨻ⟇ࢆ⌮ㄽⓗ࣭ᐇドⓗホ౯ࡋࠊᙜヱ◊





⣔ࢆ୰ᚰࡋࡓࡺࡿ

✲ᡂᯝࡢ୍㒊ࡀᡃࡀᅜࡢ㆟㈨ᩱࡋ࡚ᥦฟࡉ





ࡸ࡞ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ

ࢀࡓࡇࡸࠊ◊✲ㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅࡓ⤌⧊࡙ࡃ



ࡓࠋ

ᴗࡢ⌧≧࣭᭷ຠᛶࢆ☜ㄆ࣭Ⅼ᳨ࡍࡿࡇ

㛤ദ᪥
㛤ദሙᡤ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮾிᏛ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 㜰Ꮫ

ࢆ┠ⓗᴗࣞࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋࠊ
ᚋࡢᴗࡢ᭦࡞ࡿᨵၿࢆᅗࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
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ⓗ࡞ᴗࡘ࠸࡚㸧

ࡾࡀᐇ♫࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡓࡇ࡞ࠊ◊✲ᡂ





⯆ࡋ࡚ࡶࡑࢀ

ᯝࡀ♫㑏ඖࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ





ࡽࢆ✚ᴟⓗ⨨࡙

ࡓࠋ





ࡅࡿጼໃࢆࡉࡽᮇ

࣭ࡉࡽୖグ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ࠺ࡕࠊ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ





ᚅࡋࡓ࠸ࠋ

㛗⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊ༑ศ࡞ᡂ





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ᯝࡀ࠶ࡾࠊࡘ◊✲ࢆ⥅⥆ࡍࡿ౯್ࡀㄆࡵࡽࢀ











㺃㸦ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛ یᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ





ᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉

࣭ㄢ㢟タᐃᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧





Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗࡘ

ࠕไᗘࠊᩥࠊබඹᚰ⤒῭♫ࡢ┦㐃㛵ࠖ
ࠊ
 



࠸࡚㸧ㄢ㢟タᐃᙜ

ࠕࡢᩥᙧែࡑࡢ⌧௦ⓗព⩏ࡢศᯒ㸫♫





ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࠼ࡤࠊ

ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢṔྐⓗ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸫ࠖ





Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ ࣭බເᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧



ࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆ᭦

ࠕไᗘࠊᩥࠊබඹᚰ⤒῭♫ࡢ┦㐃㛵ࠖ
ࠊ
 



ά⏝ࡋࡓࡾࠊእ㒊ࡢ

ࠕேཱྀῶᑡ♫࠾ࡅࡿᏳᚰࡋ࠺ࡿࢣ࣭ࢩࢫ





ពぢࢆཧ⪃ࡋࡓࡾ

ࢸ࣒ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫⤒῭ᇶ┙ࠖ





ࡍࡿ࡞ࠊࡼࡾ㐺ษ







࡞ㄢ㢟ࡢタᐃດ

ࣝࣂ࣮ࣟࢢڦᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺࠊ 



ࡵࠊ୍ᒙᐇຠᛶࡢ࠶

㹼 ᖺ㸧





ࡿᴗࡍࡿࡇࡀ

یᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ





㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ

࣭ㄢ㢟タᐃᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧





ᚋࡣࠊ✚ᴟⓗࡑ

ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᩥᏛࠖࠊ
ࠕ᪥ᮏࡢᅜ㝿ᗈሗᅜ㝿





ࡢᴗᡂᯝࢆ♫

Ⓨಙ㛵ࡍࡿᐇド◊✲ࠖ





Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶ

࣭බເᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧





ేࡏ࡚ồࡵࡽࢀࡿࠋ ࠕ⛉Ꮫࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥཬࡧពᛮ





ࠕᐙ᪘ไᗘ⏨ዪ
࠙ ᖺᗘ⮧ホ౯ࠚ Ỵᐃࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᩚྜⓗⓎᒎࠖࠊ







ඹྠཧ⏬㛵ࡍࡿᅜ㝿ẚ㍑ࠖࠊ
ࠕ᪥ᮏᴗࡢࢥ࣮





㺃 ᚓ ࡽ ࢀࡓ ᡂ ᯝࡢ ୰

࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞Ⓨ





ࡣࠊ♫ⓗ࡞Ἴཬ

ಙࠖ





ຠᯝࢆཬࡰࡍࡣࡲ

࣭᭱⤊ᖺᗘᴗጤဨ࠾ࡼࡧ㒊࠾࠸࡚᭷





ࡔ㛫ࢆせࡍࡿࡶࡢ

㆑⪅ࡼࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊୖグ  ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ࠺





ࡸࠊ୍ࡘࡢ࣐ࣝࢫ

ࡕ $ ࡀ  ௳ࠊ% ࡀ  ௳ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ





ࢺ࣮ࣥࢆᐇ⌧ࡋࡓ

࣭Ṕྐ✵㛫ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶ┙࡞ࡿࢪ





㐣ࡂ࡞࠸ࡶࡢࡶᑡ࡞

ᇦᆅྡ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ᙜヱࢩࢫࢸ࣒ࡢ





ࡃ࡞࠸ࡇࡽࠊࡑ

ࢪ◊✲⪅ࡢᥦ౪ࡸࠊ᪥ᮏࡢᗈሗእ㛵ࡍ





ࡢ㛵ಀࢆᑀㄝ᫂

ࡿᅜ㝿◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂࡢᐤ࠾ࡼࡧ◊✲ࡸ





ࡋ࡚࠸ࡃྲྀࡾ⤌ࡳࢆ

ᅜ㝿㆟ࡢ㛤ദ࡞ࠊ◊✲ᡂᯝࡀᗈࡃ♫ྥ





⢓ࡾᙉࡃ⥅⥆ࡋ࡚࠸

ࡅ࡚Ⓨಙࡉࢀࠊ♫㑏ඖࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ





ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࢆㄆࡵࡓࠋ





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࣭ࡉࡽୖグ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ࠺ࡕࠊ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ









ࡓ  ௳ࡘ࠸࡚◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࢆㄆࡵࡓࠋ



㛗⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊᘏ㛗ᑂᰝ

237
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㺃 ㄢ 㢟 タᐃ  ࡼࡿ ඛ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ





ᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉

یᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ





Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗࡣே

࣭◊✲ࢸ࣮࣐タᐃᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧



ᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࡢ

ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫࠾ࡅࡿ⩏ࢹࣔࢡࣛ



⯆ࢆᅗࡿୖ࡛ᴟࡵ࡚

ࢩ࣮㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ



㔜せ࡞ྲྀ⤌࡛࠶ࡾࠊ

࣭◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧



㛗ᮇⓗ࡞どⅬᇶ࡙

ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫࠾ࡅࡿ⩏ࢹࣔࢡࣛ



ࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᑐ
ࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟ ࢩ࣮㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ◊✲ࠖ



ࢢ࣒ࣛࢆ┦⿵ⓗⓎ



ᒎࡉࡏࡿࡇࡀᮇᚅ ࣮ࣟࣂࣝேᩥᏛ㸸᪥ᮏᩥᏛ࣭ⱁ⾡࣭ᛮࡢᬑ㐢

ᛂࡋࡓேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫᩍ⫱ࡢᅜ㝿ẚ㍑ࠖ
ࠊ
ࠕࢢ
ᛶࡢ᥈ồࠖ



ࡉࢀࡿࠋ



࠙ ᖺᗘ -636 㒊 



ホ౯ࠚ

ڦ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺࠊ㹼





ᖺ㸧



㺃 ᮾ ᪥ ᮏ 㟈 ⅏Ꮫ ⾡

یᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ 



ㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊᚋ

࣭ㄢ㢟タᐃᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧



ࡣ࠸◊✲ᡂᯝࢆ

ࠕ⾜ື࣭ㄆ▱࣭⚄⤒⛉Ꮫࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓࠊேᩥ



ࡾࡲࡵࡿ࡛

Ꮫ࣭♫⛉Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࠖ
ࠊ
ࠕ࣓ࢹࡢⓎ㐩



ᴗࡢ┿౯ࡀၥࢃࢀࡿ

ࡼࡿࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢኚ㉁ࠖ

࡛࠶ࢁ࠺ࠋㄪᰝ◊✲

࣭◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧

⌜ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⥲ྜ

ࠕつ⠊⌮ㄽ⤒㦂ศᯒࡢᑐヰࠖࠊ
ࠕሗ࣓ࢹ

ㄪᩚ⌜ࡢ⥲ຊࢆ⤖㞟

Ⓨᒎࡢࡶ࡛ࡢ᪂ࡋ࠸ᆅᇦ◊✲ࠖ
ࠊ
ࠕᏛ⾡◊✲ࡢ

ࡋࠊ⥲ྜⓗ࡞どⅬ

ኚᐜ࣑ࢫࢥࣥࢲࢡࢺࡘ࠸࡚ࡢேᩥᏛ࣭♫

ࡽ◊✲ᡂᯝࢆࡾࡲ

⛉Ꮫⓗ◊✲ࠖ
ࠊ
ࠕ⾜ື࣭ㄆ▱࣭⚄⤒⛉Ꮫࡢ᪉ἲࢆ

ࡵࠊᅜẸࡢ㈇ク

⏝࠸ࡓࠊேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫࡢ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࠖ

ᛂ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ

࣭᭱⤊ᖺᗘᴗጤဨ࠾ࡼࡧ㒊࠾࠸࡚᭷

ࡲࡓࠊつᶍ⅏ᐖ

㆑⪅ࡼࡿホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ
ୖグ  ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ࠺

ࡽࡢ⯆࣭ᪧࡣࠊ


ࡕ 6 ࡀ  ௳ࠊ$ ࡀ  ௳ࠊ% ࡀ  ௳ุ᩿ࡉࢀࡓࠋ

ᡃࡀᅜࡔࡅࡢㄢ㢟࡛

࣭ࡲࡓࠊ␗࡞ࡿศ㔝㐃ᦠࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᡭἲࡼ

ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᡂᯝࡣ

ࡿ◊✲ࡢᡂᯝࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ

ㅖእᅜࡶ࠸ཧ

࣒ࣛࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆࡵࡓࠋ

⪃࡞ࡿࡓࡵࠊ◊✲

࣭ࡉࡽୖグ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ࠺ࡕࠊ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ

ᡂᯝࡢᅜ㝿ⓗ࡞ሗ

㛗⏦ㄳࡀ࠶ࡗࡓ◊✲ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊᘏ㛗ᑂᰝ

Ⓨಙ㛵ࡋ࡚ఱࡽ

ࢆ⾜࠸ࠊ༑ศ࡞ᡂᯝࡀ࠶ࡾࠊࡘ◊✲ࢆ⥅⥆ࡍ

ࡢㅖ⟇ࢆㅮࡌࡽࢀ

ࡿ౯್ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ  ௳ࡘ࠸࡚◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ

ࡿ ࡇ  ࢆ ᮇ ᚅ ࡋ ࡓ 㛗ࢆㄆࡵࡓࠋ
࠸ࠋ

یᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ

࠙ ᖺᗘ -636 㒊

࣭◊✲ࢸ࣮࣐බເᆺ  ㄢ㢟㸦 ◊✲ࢸ࣮࣐㸧

ホ౯ࠚ

ࠕࠕㄆ▱⛉Ꮫⓗ㌿ᅇࠖࢹࣥࢸࢸࡢኚ



ᐜࠖ
ࠊ
ࠕ
ࠕ㈐௵࠶ࡿ◊✲ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠖࡢᴫᛕ



ࠕ♫ࡗ࡚ࡢ⛉Ꮫࠖ
ࡢ⌮ㄽⓗᐇ㊶ⓗ῝ࠖ
ࠊ
54

ࠕࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ㠉᪂᪥ᮏⓗ⨾Ꮫ࠾ࡼࡧឤ
ᛶࠖ
ࠊࠕႴዲရࡢᩥⓗ࣭♫ⓗពࠖ





ղᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ

࠙ᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝࠚ











⾡ㄪᰝ

ڦᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ  ࡘࡢ





࣭㛵ಀᶵ㛵ࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠ㓄៖ࡋࡘࡘࠊㄪ

ㄪᰝ◊✲⌜ࡀ㐃ᦠࢆࡾ࡞ࡀࡽ⢭ຊⓗ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏⯆

ᰝ㡯┠ẖࡑࢀࡒࢀㄪᰝࢆ⾜࠺  ࡘࡢㄪᰝ◊✲

࡞άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚ㄪᰝࢆ᥎㐍ࡋࠊࡲࡓࠊ

ᵓ㆟Ỵᐃࠕ

⌜ཬࡧྛㄪᰝ◊✲⌜ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕᥱ࣭⟶⌮ࡍ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋ࡚ሗⓎಙࡋࠊ

⯆ᵓ  ཎ๎ࠖࢆ

ࡿ⥲ྜㄪᩚ⌜࠸࠺యไࡼࡾࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏

ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆࠊᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⿕⅏

㋃ࡲ࠼ࠊᮾ᪥ᮏ

ࡀࡀࡶࡓࡽࡋࡓ♫ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⿕ᐖ࣭ᙳ㡪

⪅ࢆྵࡴᅜẸࡢ᪉ࠎᗈࡃሗⓎಙࡍ

㟈⅏㛵ࡍࡿᅜෆ

ࡑࡢᪧ㐣⛬ࡢグ㘓᳨࣭ドࢆ⾜࠺ඹࠊㄪᰝ

ࡿ࡞ࠊ╔ᐇᴗࢆᐇࡋࡓࡇࡣ

እࡢグ㘓ࢆᏛ⾡㛵

ᐇጤဨࡢ㛤ദ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚┦ሗඹ᭷ࢆ

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ಀ⪅ࡼࡾᖜᗈࡃ

ᅗࡾࡘࡘㄪᰝ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ



⛉Ꮫⓗศᯒࡋࠊ

࣭ࡲࡓᮏᴗࡼࡿ◊✲ᡂᯝ➼ࢆ♫ᗈࡃⓎ



ࡑࡢᩍカࢆḟୡ௦

ಙࡍࡿࡓࡵࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊ ࡘࡢㄪ



ఏᢎࡋࠊⓎಙࡍ

ᰝ◊✲⌜ࡀࡇࢀࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓㄪᰝ࣭◊✲ࡘ



ࡿࡓࡵࠊ㛵ಀᶵ

࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࡶࠊ
ᮏᴗಀࢃࡿ◊✲⪅ࠊ 

㛵ࡢ᭷ᶵⓗ㐃ᦠ

୍⯡ཧຍ⪅ࡢᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚◊✲ᡂᯝࢆ♫



㓄៖ࡋࡘࡘࠊே

ᗈࡃⓎಙࡋࡓࠋ



ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ

ᩥ࣭♫⛉Ꮫࢆ୰
ᚰࡋ࡚Ṕྐࡢ᳨
ド⪏࠼࠺ࡿᏛ⾡

㛤ദ᪥
ᖹᡂ  ᖺ
 ᭶  ᪥
ᖹᡂ  ᖺ
 ᭶  ᪥࣭ ᪥

㛤ദሙᡤ
ࢺࣛࢫࢺࢩࢸ࢝ࣥࣇ
ࣞࣥࢫྎ
ᮾிᏛ






ڦᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ






࣭ᖹᡂ  ᖺ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓㄪ

 ᖺᗘࡲ࡛ᐇࡋࡓㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝ



ᰝ◊✲ࡢᡂᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࠊᅜෆእᗈࡃⓎಙ

ࡢᴫせࢆࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝሗ࿌



ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗࡣ௨ୗࡢ࠾

᭩ࠖ
㸦᪥ᮏㄒ∧ࠊⱥㄒ∧㸧ࡋ࡚ྲྀࡾࡲ



ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࡵࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࠊᅜẸ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ᐇࡋࡓㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࢆ

ᗈࡃࢃࡾࡸࡍࡃⓎಙࡍࡿࡶࠊ



ࡶࠊ⥲ྜㄪᩚ⌜ࡼࡿㄪᩚࢆ⤒࡚ࠊᮾ᪥ᮏ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏㛵ࡍࡿᅜෆእࡢグ㘓



㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝጤဨ࠾࠸࡚ࠊᮏㄪᰝࡢᡂᯝ

ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡㛵ಀ⪅ࡀ⛉Ꮫⓗㄪᰝ࣭



ࡢᴫせࢆࡲࡵࡓࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏Ꮫ⾡ㄪᰝሗ࿌

ศᯒࡋࡓᡂᯝࢆࠊศ㔝ࡈヲ⣽ࡲ



᭩ࠖ
㸦᪥ᮏㄒ∧࣭ⱥㄒ∧㸧ࢆᡂࡉࡏࡓࠋࡉࡽࠊ ࡵࠊࡑࡢ࠺ࡕ᪤  ࢆ᭩⡠࠸࠺



ᙜヱሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛



බ㛤ࡋࠊᅜẸᗈࡃࢃࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛Ⓨಙࡋࡓࠋ
 ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊྛᕳᖹᆒࡋ࡚⣙  ࡢ



࣭ᮾ᪥ᮏ㟈⅏㛵ࡍࡿᅜෆእࡢグ㘓ࡘ࠸࡚ࠊ Ꮫᅗ᭩㤋ࡀ㉎ධࡋࠊ㜀ぴ౪ࡋ࡚࠸



Ꮫ⾡㛵ಀ⪅ࡀㄪᰝ㡯┠ࡈᖜᗈࡃ⛉Ꮫⓗㄪ

ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᰝ࣭ศᯒࡋࡓᡂᯝࢆࠊ㟈⅏ࡢᩍカࢆḟୡ௦ఏ





ᢎࡋ♫Ⓨಙࡍࡿࡓࡵࠊ ࡘࡢศ㔝ࡈヲ





⣽ࡲࡵࠊࢩ࣮ࣜࢬᮏࡋ࡚  ห⾜ࡋࡓࠋ





ࡑࡢ⤖ᯝࠊྛᕳᖹᆒࡋ࡚⣙  ࡢᏛᅗ᭩㤋ࡀ 
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ㄪᰝࢆᐇࡍࡿࠋ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ

ᙧ࡛ࠊ♫Ⓨಙࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯
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㉎ධࡋࠊ㜀ぴ౪ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋࠊᏛ⾡◊✲ᶵ





㛵࡛ࡢάⓎ࡞㟈⅏ಀࡿ◊✲ᩍ⫱ࡼࡾࠊᅜẸ





ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ࠸࠺ࡁ࡞Ἴཬຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀ





ࡿࠋࡉࡽࠊᐇົ࡛ཧ⪃㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ㟈⅏





ࡀ㉳ࡇࡗࡓ⮬య➼㓄ᕸࡋࡓࠋ











ࠊղࠕ⛉Ꮫᢏ⾡
ͤ ศ㔝㸸ձࠕ⾜ᨻ࣭ᆅ᪉⮬ࠖ





ᨻ࣭⾜ᨻࠖ
ࠊճࠕ࣐ࢡࣟ⤒῭ࠖࠊմࠕ⎔ቃ





⤒῭࣭⅏ᐖࠖ
ࠊյࠕᆅᇦ⤎ࠖ
ࠊնࠕᅜ㝿㛵ಀࠖ
ࠊ 



շࠕ࣓ࢹ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ
ࠊոࠕᨻ࣭ᨻ





⟇ࠖ





ձࠕ⾜ᨻ࣭ᆅ᪉⮬ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ྡࡢ◊✲





⪅ࡢࡶㄪᰝ◊✲ࡀ⾜࡞ࢃࢀࠊ᭩⡠㸦 ࣮࣌





ࢪ㸧ࡲࡵࡓࠋ





ղࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ࣭⾜ᨻࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ྡ





ࡢ◊✲⪅ࡢࡶㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭩⡠㸦





࣮࣌ࢪ㸧ࡲࡵࡓࠋ





ճࠕ࣐ࢡࣟ⤒῭ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ྡࡢ◊✲⪅ࡢ





ࡶㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭩⡠㸦 ࣮࣌ࢪ㸧





ࡲࡵࡓࠋ





մࠕ⎔ቃ⤒῭࣭⅏ᐖࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ྡࡢ◊✲





⪅ࡢࡶㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭩⡠㸦 ࣮࣌ࢪ㸧 



ࡲࡵࡓࠋ





յࠕᆅᇦ⤎ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ྡࡢ◊✲⪅ࡢࡶ





ㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭩⡠㸦 ࣮࣌ࢪ㸧ࡲ





ࡵࡓࠋ





նࠕᅜ㝿㛵ಀࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ྡࡢ◊✲⪅ࡢࡶ





ㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭩⡠㸦 ࣮࣌ࢪ㸧ࡲ





ࡵࡓࠋ





շࠕ࣓ࢹ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ





ྡࡢ◊✲⪅ࡢࡶㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭩⡠㸦





࣮࣌ࢪ㸧ࡲࡵࡓࠋ





ոࠕᨻ࣭ᨻ⟇ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ྡࡢ◊✲⪅ࡢ





ࡶㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭩⡠㸦 ࣮࣌ࢪ㸧





ࡲࡵࡓࠋ











ศ㔝 ᭩⡠ྡ
ձ 㟈⅏ᚋࡢ⮬య࢞
ࣂࢼࣥࢫ
ղ ⚟ᓥཎⓎᨾ」
ྜࣜࢫࢡ࣭࢞ࣂࢼ
ࣥࢫ
ճ 㟈⅏⤒῭
մ ⿕ᐖ࣭㈝⏝ࡢໟᣓ

⦅⪅
ᑠཎ㝯 ᪩✄⏣Ꮫ 
✄⥅⿱ ᪩✄⏣Ꮫ 
ᇛᒣⱥ᫂㸦ᮾிᏛ㸧






㰺⸨ㄔ㸦୍ᶫᏛ㸧
᳜⏣ᘯ㸦ி㒔Ꮫ㸧
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յ



ն




շ




ո

ᜏᕝ୍㸦ᨻ⟇◊✲
Ꮫ㝔Ꮫ㸧
ụ⏣ㅬ୍㸦ྠᚿ♫Ꮫ㸧







㎷୰㇏㸦⟃ἼᏛ㸧





࣭ⱥᩥ᭩⡠ࢆฟ∧ࡍࡿฟ∧♫ࡢ๓ㄪᩚ࠶

࣭ࡉࡽࠊㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡢⓎಙࡘ



ࡓࡗ࡚ࡣࠊୖグࡢ᭩⡠ࡀᏛ⾡ⓗ࣭♫ⓗព⩏ࡀ

࠸࡚ࠊᅜෆྥࡅࡢⓎಙࡲࡽࡎࠊ



ࡁ࠸ㄆࡵࡽࢀࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊⱥᩥฟ∧

୰ᮇィ⏬ࡣ࡞࠸ࠕⱥᩥࡼࡿ◊✲ᡂ



ࡿᚲせ࡞‽ഛࢆ㐍ࡵࠊ ࡢ᭩⡠㸦 ࣮࣌

ᯝሗ࿌᭩ࡢ᭩⡠ࠖࢆᖺᗘィ⏬ຍ࠼



ࢪ㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊⱥᩥ⦅㞟ጤဨ

ⱥᩥ⦅㞟ጤဨࣁ࣮ࣂ࣮ࢻᏛᡤᒓ



ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻᏛᡤᒓࡍࡿእ㒊᭷㆑⪅ࡢぢゎࡶ

ࡍࡿእ㒊᭷㆑⪅ࡢぢゎࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊ



ཧ⪃ࡋ࡚ᮏㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡢ୰ࡽᾏእⓎಙ

ᮏㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡽᾏእⓎಙࡍࡿࡢ



ࡍࡿࡢ᭱㐺࡞ࡶࡢࢆ㑅ฟࠊ⦅㞟➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

᭱㐺࡞ࡶࡢࢆ㑅ฟࠊ⦅㞟➼ࢆ⾜࠸ࠊ



ࡑࡢᚋࠊ◊✲ᡂᯝࡢⱥヂࡾࡾࠊ᭩⡠

ࢆⱥᩥ᭩⡠࠸࠺ᙧ࡛♫Ⓨಙࡋ



ࡋ࡚ห⾜ࡋࡓࠋ

ࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ


᭩⡠ྡ
⦅⪅
)LYH<HDUV$IWHU
.HLLFKL7VXQHNDZD
5HDVVHVVLQJ-DSDQ V
5HVSRQVHVWRWKH
(DUWKTXDNH7VXQDPL
DQGWKH1XFOHDU
'LVDVWHU







 













㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ













㟷ᮌᰤ୍㸦ᮾᏛ㸧







ⓗᢕᥱ
ᪧ࣭⯆ྥ
࠺ᆅᇦᏛᰯ
㟈⅏࣭ཎⓎ༴ᶵ
ୗࡢᅜ㝿㛵ಀ
㟈⅏ࡽぢ࠼ࡿ
ሗ࣓ࢹࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ
ᨻ㐣⛬ᨻ⟇
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸱

㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸱㸧◊✲ᣐⅬࡢᙧᡂಁ㐍

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ಀࡿ᰿ᣐ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ➼♧ࡉࢀࡿඃࢀࡓ◊✲⎔ቃࠊ㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆ⥔ᣢࡍࡿୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᣐⅬࡢᙧᡂࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡཬࡧᅜ
㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢᙉ➼ࡢ㐩ᡂࠊᮏἲேࡀᐇࡍࡿୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛಀࡿཷクᴗ㸦㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ཬࡧ⿵ຓᴗ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
㞴᫆ᗘ
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗࡣᡃࡀᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ศ㔝࠾࠸࡚ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵྍḞ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࠋᮏᴗࢆ╔ᐇࡘࢡࣞࢹࣅࣜࢸࢆಖࡕࡘࡘᐇࡍࡿࡓࡵࠊ
㐍ᤖ≧ἣホ౯➼ࡢࡓࡵࡢ⌧ᆅどᐹࢆẖᖺᗘᣐⅬࡈᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡃホ౯ࡢỴᐃࢆᏛ㛗⤒㦂⪅ࡸࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆྵࡴᅜෆእࡢ࢝ࢹ࣑࣮ཬࡧ⏘ᴗ⏺ࡢⴭྡ࡞᭷㆑⪅ࡽ࡞ࡿୡ
⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࡛⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㐠Ⴀᴗົࡣ㧗࠸ㄪᩚ࣭ⱥㄒࡢ⬟ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅜෆእ࡛ࡢᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝࡢⓎಙࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡢ㐠Ⴀᡓ␎ࡢ
᳨ウ㈨ࡍࡿศᯒ࣭⪃ᐹࡶྠ୪⾜࡛⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᴗົࡢ㞴᫆ᗘࡣ㧗࠸ࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMWRSOHYHOLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
እᅜጤဨ㸭ጤဨ



ͤ࢝ࢵࢥෆࡣྜ
ᣐⅬసᴗ㒊
እᅜጤဨ㸭ጤဨ



ͤ࢝ࢵࢥෆࡣྜ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್
 ே

㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧

㸦㸧

 ே

 ே

㸰㸶ᖺᗘ

 ே

 ே

 ே

㸰㸵ᖺᗘ

 ே

 ே

 ே

㸰㸴ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ


 ே

 ே

㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 㸦㸣㸧

 ே

 

 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸷ᖺᗘ





















 
 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣᨭฟ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



ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

㸦㸱㸧◊✲ᣐⅬࡢ

㸦㸱㸧◊✲ᣐⅬࡢ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᙧᡂಁ㐍

ᙧᡂಁ㐍

㺃 ࣉ ࣟ ࢢࣛ ࣒ ጤဨ 

࠙ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ

ࡢእᅜጤဨࡢཧ⏬

࣭ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࣭ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ 3'࣭ ୰ᮇィ⏬㏻ࡾᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ ୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㹀

㸺᰿ᣐ㸼

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㹀

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ホᐃ

㹀

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



Ꮫ⾡ࡢ୰ᚰ࡛࠶

ᅜࡢຓᡂᴗࡢ



ࡿᏛᑐࡋࠊࡑ

࠺ࡕࠊ◊✲ᣐⅬࡢ

ྜ

ࢆᢸᙜࡍࡿࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮㸦3'㸧
ࠊࣉ

32 యไࡼࡾࠊᑂᰝ࣭ホ౯࣭㐍ᤖ⟶⌮ ࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

ࢀࡒࢀࡢ≉ᚩ࣑

ᙧᡂࢆ┠ⓗࡍࡿ

㺃 ᣐ Ⅼ సᴗ 㒊  ࡢ

ࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮௦⌮㸦3' ௦⌮㸧ཬࡧᣐ

ᴗົࢆእᅜே◊✲⪅ࡢཧ⏬ࢆᚓ࡚ᅜ㝿

ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛ ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ

ࢵࢩࣙࣥᑐᛂࡋ

ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ

እᅜጤဨࡢཧ⏬ྜ Ⅼࡈࡢࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㸦32㸧ࢆ㓄⨨

ⓗ࡞どⅬ࡛╔ᐇᐇࡋࡓࠋ≉ࠊࣀ

㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ

ࡓᨭࡀ㐺ษ⾜

⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂ



ࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬࡽࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ

࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆྵࡴ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢࣉ

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚

ࢃࢀࠊᏛࡢ◊✲

ᰝ࣭ホ౯㛵ࡍࡿ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

⟶⌮ࡍࡿࡶࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬ

ࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧᣐⅬసᴗ㒊ࡢ࠸




࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ຊࡀྥୖࡍࡿࡼ

▱ぢࡀά⏝࡛ࡁࡿ

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࢆẖᖺᗘ 㹼 ᅇ㛤ദࡋࠊᑂ

ࡎࢀࡶእᅜጤဨࡢᵓᡂẚ⋡ࢆ 㸣௨ୖ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ 

࠺ࠊᅜࡀ♧ࡍᏛ

ሙྜࡣࠊᑂᰝ࣭

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

ᰝ࣭ホ౯࣭⟶⌮ᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ

࡛ᐇࡋࡓࡇࡣ㔞ⓗ࡞ほⅬࡽࡶホ

ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ :3, ࢝ࢹ࣑࣮タ

ᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶࢆ㋃

ホ౯ᐇᶵ㛵ࡋ

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

ࡸసᴗ㒊ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊

౯࡛ࡁࡿࠋ

౯࡛ࡁࡿࠋ

⨨క࠸ࠊᏛࡣ :3, ⥲ྜᨭ

ࡲ࠼ࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ

࡚㑅ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨつ⛬ࠖᇶ࡙ࡁ⤌⧊ࡋ





ᴗᐇᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ᪂ࡓ࡞άື

⾜࠺ࠋ

ດࡵࡿࠋᑂᰝ࣭

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

ࡓࠋ





㸦ሗⓎಙࠊࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢ



ホ౯ࡢᐇᙜࡓ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ྛᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ



㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ᨭ࡞㸧ࢆ㛤ጞࡋࡓࡇࡣホ౯

ࡗ࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓ



ཬࡧᣐⅬసᴗ㒊࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶᵓᡂ࣓



㸫

್ࡍࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢᨭάື

ไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

ࣥࣂ࣮ࡢ 㸣௨ୖࡢእᅜጤဨࡢཧ⏬ࢆᚓ࡚ࠊᅜ





ࡣ :3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࣈࣛࣥࢹࣥ

ࡶࠊ௨ୗࡢ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

㝿ⓗ࡞どⅬ࡛ᐇࡍࡿࡶࠊ᪂つᣐⅬ᥇ᢥ





ࢢ⧅ࡀࡿࡇࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

ྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊᑂ

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

ᑂᰝ࠾࠸࡚ࡶ࣓࣮ࣝࣞࣅࣗእᅜே◊✲⪅



㸺ࡑࡢ㡯㸼



ᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ ࠋ



㸫

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ

ࢆ㓄⨨ࡋࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ㓄៖ࡋࡓࠋ
እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ 
ەୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨྡ
㺃ᅜࡢᐃࡵࡓไ
⡙㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⌧ᅾ㸧
ᗘ࣭᪉㔪ᚑࡗࡓ





㸫







☜ಖࡍࡿࠋ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᢸ
࠺ጤဨࡢタ⨨

ホ౯

࣭ᑂᰝ㛵ࡍࡿ

㺃ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱

ሗࡢබ⾲

᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜

࣭┈┦㓄៖

ಖ

ࡋࡓᑂᰝࡢᐇ

㺃✚ᴟⓗ࡞ሗⓎ

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯⤊

ಙ

ᚋࡢጤဨྡࡢබ⾲ ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ
࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ

ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ

⾲

ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ

ࡲࡓࠊᅜࡢᴗ



ᐇᮇ㛫ᛂࡌ࡚

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆ

㺃 ᖹ ᡂ  ᖺ ᗘ  ࡽ

ᐇࡍࡿࡇࡼ

:3,⥲ྜᨭᴗ

ࡾ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡋ

࠾࠸࡚ᐇࡍࡿ :3,

ࡘࡘࠊᐇຠᛶࡢ࠶

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝࡢ

ࡿᑂᰝ࣭ホ౯ࢆ⾜

᭱ྥࡅࡓάື

⏕㥖 ಇ᫂

ᕝྜ┾⣖

࢟ࣖࣀࣥᰴᘧ♫≉ู㢳ၥ
Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே⮬↛⛉
Ꮫ◊✲ᶵᵓศᏊ⛉Ꮫ◊✲ᡤ
㛗
ᇉ ┾୍㑻 බ┈㈈ᅋἲỈ㐨ᢏ⾡◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮⌮㛗
㯮ᕝ Ύ

ᨻ⟇◊✲Ꮫ㝔Ꮫྡᩍ
ᤵ
ᑠᯘ ㄔ
Ꮫඹྠ⏝ᶵ㛵ἲே㧗࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ຍ㏿ჾ◊✲ᶵᵓ≉ู
ᰤᩍᤵ
㕥ᮌ ẚྂ බ❧Ꮫἲேᅜ㝿ᩍ㣴Ꮫ
⌮㛗࣭Ꮫ㛗
Ọ Ⰻ୕
⮬་⛉ᏛᏛ㛗
୰ᮧ 㐨
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡

⯆ᶵᵓ㢳ၥ≉ู┘
㔝౫ Ⰻ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡
㸦ጤဨ㛗㸧
⯆ᶵᵓ◊✲㛤Ⓨᡓ␎ࢭࣥࢱ
࣮㛗
ℊཱྀ 㐨ᡂ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡
⯆ᶵᵓ⌮㛗
ᯇᮏ ⣫
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⌮Ꮫ◊✲
ᡤ⌮㛗

243
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୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ



㸺ࡑࡢ㡯㸼



㸫
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࠺ࠋ

ࡢᨭࡘ࠸࡚ࠊ



⯆ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒



㦂ࡸᚲせᛂࡌ࡚እ



㒊ࡢ▱ぢࡶά⏝ࡋ࡞



ࡀࡽࠊάືෆᐜࢆ✚



ᴟⓗᅜᥦ࣭ᐇ



ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉ



ࢀࡿࠋ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ



⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ







࣭⯆ࡢࡇࢀࡲ࡛



ࡢ⤒㦂ࡸᚲせᛂࡌ



࡚እ㒊ࡢ▱ぢࡶά⏝



ࡋ࡞ࡀࡽࠊάືෆᐜ



ࢆ✚ᴟⓗᅜᥦ



࣭ᐇࡍࡿࡇࡀ



ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ:3,ࡢ



ᡂᯝࡢ㧗ࡉࡸண⟬つ



ᶍᑐࡋ࡚ࠊάື



⯡ࡀᅜẸᾐ㏱ࡋ࡚



࠸࡞࠸ࠋᾏእᏛ⾡ศ



㔝࡛ࡢㄆ㆑ࡢ㧗ࡉ



ࠊᅜෆ୍⯡ࡢホุ



ࡢ࠸㞳ࢆᇙࡵࡿᕤ



ኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ



⮧ホ౯㸦ᖺᗘ㸧
ࠚ







㺃ホ౯࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵ
ࣉࡸᗈሗ➼ಀࡿ୍
㐃ࡢᴗົࡘ࠸࡚ࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊᴗົᨵၿྥ
ࡅࡓㄢ㢟ࢆᢳฟࡋࠊ
ᨵၿ᪉ἲࢆᅜᥦ♧
ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࠋ
࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ
⮧ホ౯ࠚ


ࣁ࢚ࣜࢵࢺ࣭
࢘࢜ࣝࣂ࣮ࢢ
ࢡࣛ࢘ࢫ࣭ࣇ
࢛࣭ࣥࢡࣜࢵ
ࢶࣥࢢ
ࣜࢱ࣭ࢥ࣮࢘
࢙ࣝ
ࣅࢡࢱ࣮࣭ࣚ
ࢭࣇ࣭ࢨ࢘
ࢪ࣭ࣕࣥࢪࣥ
㸫ࢪࣗࢫࢱࣥ
ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭
ࢲࢵࢩ࣮ࣕ
ࢳ࣭࣏ࣗࣥ
࣮࣭࣒ࣜ

࢝ࣟࣜࣥࢫ࢝Ꮫ๓Ꮫ㛗



࣐ࢵࢡࢫ࣭ࣉࣛࣥࢡ◊✲ᡤ㒊
ᒁ㛗



࣓࣮ࣜࣛࣥࢻᏛྡᩍᤵ






⡿ᅜ་Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮㛗



ཎᏊຊ࣭௦࢚᭰ࢿࣝࢠ࣮ᗇࣇ
ࣛࣥࢫᏱᐂᇶ♏⛉Ꮫ◊✲ᡤᏛ
⾡㢳ၥ
ࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻᏛ≉௵ᩍ
ᤵ
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᗇ
㛗ᐁ


࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ㝿ࡋ࡚ࡣࠊᨭᮇ㛫ࡀẚ
㍑ⓗ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡿᴗ࡛࠶ࡿࡇ㚷ࡳࠊᐃ
ᮇⓗ࡞ 3'&$ ࢧࢡࣝࡀ⾜ࢃࢀࡿయไࢆ௨ୗࡢ
࠾ࡾᩚ࠼ࡓࠋ
ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇۑ㸦ẖᖺ㸧
㸸ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ࠊ
⼥ྜ㡿ᇦࡢฟࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⎔ቃࡢᐇ⌧ࠊ
⤌⧊ࡢᨵ㠉ࡀ㐙⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢほⅬࡽ㐩
ᡂ≧ἣࢆ☜ㄆࠋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࡛ࡢᣦ㡯
ࡣྛᣐⅬࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡢ
ᣐⅬ㐠Ⴀᫎࠋ
ۑ୰㛫ホ౯㸦 ᖺ┠㸧
㸸ୖグ  ࡘࡢほⅬಀࡿ㐣
ཤ  ᖺ㛫ࡢ㐩ᡂ≧ἣཬࡧᚋࡢᒎᮃࢆ☜ㄆࠋ
ホ౯࡛ࡢᣦ㡯ࡣྛᣐⅬࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ
ࡋࠊ⿵ຓᴗᮇ㛫ᚋ༙ࡢᣐⅬ㐠Ⴀᫎࠋ
ۑᘏ㛗ᑂᰝ㸦 ᖺ┠㸧
㸸ୖグ  ࡘࡢほⅬ࠾ࡅࡿ
͆:RUOG3UHPLHU6WDWXV͇ࡢ㐩ᡂ≧ἣཬࡧᣐ
Ⅼᵓࡢ㐍ᒎィ⏬ࢆ☜ㄆࡋࠊ⿵ຓ㔠ᘏ㛗ᣐⅬ
ࢆỴᐃࠋ
ۑ᭱⤊ホ౯ ᖺḟホ౯㸦 ᖺ┠㸧
㸸ୖグ  ࡘࡢ
ほⅬಀࡿ  ᖺ㛫ࡢ㐩ᡂ≧ἣࢆ☜ㄆࠋホ౯࡛
ࡢᣦ㡯ࡣྛᣐⅬࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࠊ⿵
ຓ㔠ᴗᮇ㛫⤊ᚋ㸦⥅⥆ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣḟ
ᖺᗘ௨㝆㸧ࡢᣐⅬ㐠Ⴀᫎࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑗ᮶ィ⏬᳨ウ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ドసᴗ㸦᥇ᢥᣐⅬಀࡿࢹ࣮ࢱ
ࡢ ࡲ  ࡵ ࠊ 5(, 㸦 5HVHDUFK ([FHOOHQFH
,QLWLDWLYH㸧ᨻ⟇ࡢ≧ἣㄪᰝ➼㸧ࢆ⾜࠸ࠊࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛጤဨ࡛ࡢ㆟ㄽ࣭ᥦゝ⧅ࡆࡿ࡞ࠊࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛయ㐠Ⴀ࠾ࡅࡿࢳ࢙ࢵࢡᶵ⬟ࡶ㐺ษ
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ᑟධࡋࡓࠋ







ڦ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛᑗ᮶ᵓ᳨ウసᴗࡢᐤ

࣭:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝࡢ᳨ド⤖ᯝࡸᾏ

:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑗ᮶ᵓࢆࡲࡵࡿࡓࡵࠊᮏ

እࡢ 5(, ⟇ࡢㄪᰝศᯒ࡞ࡢሗࢆ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᳨ドసᴗࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ ᥦ౪ࡋࠊࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᴗົ⤒㦂ࢆ
ୡ⏺ࡢ 5(, 5HVHDUFK([FHOOHQFH,QLWLDWLYH

㋃ࡲ࠼ࡓㄢ㢟࣭ᨵၿⅬ➼ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ

ᨻ⟇ࡢㄪᰝศᯒࠊ5(, ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ

࡛ࠊᡃࡀᅜࡢ◊✲⎔ቃࡢᅜ㝿ᚲ

ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ

せ࡞ᨵ㠉ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝࡢ᭱

࠾࠸࡚ࠊ⿵ຓ㔠ᮇ㛫⤊ᚋᣐⅬࡢࣇ࢛࣮ࣟ

ྥࡅࡓᯟ⤌ࡳ࡞ࡢ :3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛᑗ

ࢵࣉ᪉㔪ࠊ᪂つࡢ :3, ᣐⅬࡢ᥇ᢥࡢᚲせᛶࡀ

᮶ᵓࡢ᳨ウཬࡧࡑࡢල⌧ྥࡅࡓ

᳨ウࡉࢀࠊ
͇:RUOG3UHPLHU6WDWXV͇ࢆ㐩ᡂࡋࡓ

㆟ㄽ㈉⊩ࡋࡓࠋ

ᣐⅬࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ͇:3,$FDGHP\͇ࡢタ

≉ࠊ5(, ⟇ࢆᢸ࠺ᾏእせᅜࡢᶵ

ཬࡧᣐⅬࡢ͇௦ㅰ͆ࡼࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭦࡞ࡿ

㛵ᢸᙜ⪅ࢆ㞟ࡵࡓ 5(, ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙ

᥎㐍
㸦ཝ᱁࡞ᘏ㛗ᑂᰝ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪂つබເ㸧 ࢵࣉࢆ㛤ദࡋࠊྛᅜࡢ 5(, ⟇ࢆಠ▔
࡞ࡢᵓࡢࡾࡲࡵࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

ࡍࡿᶵࢆタࡅࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡲࡓࠊྠጤဨ࠾࠸࡚ࠊ:3,ࣈࣛࣥࢻࡢ⥔ᣢ



⧅ࡀࡿᴗົࡢᚲせᛶࡀᣦࡉࢀࡓࡇࢆཷ



ࡅࠊࡇࢀࡲ࡛ᐇࡋ࡚ࡁࡓホ౯ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵ



ࣉࡸ࢘ࢺ࣮ࣜࢳ࡞୍㐃ࡢᴗົ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㋃



ࡲࡓពぢࢆᮏᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛㔜ࡡࡓ⤖



ᯝࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡾࠊᑂᰝ࣭ホ౯࣭㐍ᤖ⟶⌮



ᴗົຍ࠼ࠊᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢ᭦࡞ࡿຍ㏿ࠊᡂᯝ



ࡢᶓᒎ㛤ࠊ࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࡢᙉᴗົ࡞ࢆ



ྵࡵࡓࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇಀࡿ⥲ྜⓗ࡞ᨭ



ྲྀ⤌㈈ᨻⓗ⿵ຓࢆ⾜࠺ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊



✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ⥲ྜᨭᴗ㸦:3, ⥲ྜᨭ



ᴗ㸧ࡀ㉳ࡕୖࡆࡽࢀࡓࠋ



ᮏࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡑࡢᐇᶵ㛵᥇ᢥࡉ



ࢀࠊ᪂ࡓ࡞ᴗົᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ 



᭶ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝᣐⅬᙧᡂ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࢆ



タ⨨ࡋࠊ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞⤒㦂ཬࡧ▱㆑ࡀᚲせ



ࡉࢀࡿᴗົࡣࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ3'ࠊ3' ௦⌮ࠊ࢝ࢹ



࣑࣮࣭ࢹࣞࢡࢱ࣮㸦$'㸧➼ࡀᢸ࠸ࠊࡑࢀࢆ



ົ㒊ࡀ⿵బࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡿඹࠊᵝࠎ࡞ᶵ



ࢆ⏝ࡋࡓᅜෆࡢከᵝ࡞ᒙྥࡅࡓ࢘ࢺࣜ



࣮ࢳάື࡞ :3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡢᡂᯝࡢ᭱



ྥࡅࡓάືࡢᨭ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ







ڦᑂᰝ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢබເࡘ࠸࡚ࠊ ௳ࡢ⏦ㄳ ࣭
ࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢࣛ



ᑐࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
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࣒ጤဨつ⛬ࠖᇶ࡙ࡁࠊྛᖺᗘࠊ᪥
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ࡢୗタ⨨ࡉࢀࡓᑂᰝጤဨࡼࡾࠊẁ㝵ࡢ

ᮏᏛ⾡⯆ࡀタ⨨࣭㐠ႠࡍࡿᣐⅬస



᭩㢮ᑂᰝཬࡧࣄࣜࣥࢢࢆక࠺ᑂᰝࡢ୕ẁ㝵ᑂ

ᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅどᐹࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ



ᰝࢆ⾜࠸ࠊ ௳ࡢ᥇ᢥೃ⿵ᣐⅬࢆỴᐃࡍࡿ

ဨཬࡧ 3'࣭32ࡼࡿẖᖺᗘ⾜ࢃࢀ



ࡶᑂᰝጤဨࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆࡾࡲࡵࠊ

ࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉㄪᰝࠊ ᖺ┠⾜ࢃ



ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊྠ┬࠾࠸࡚

ࢀࡿ୰㛫ホ౯㸦ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉㄪᰝࢆ



ࠋᑂᰝ࠾࠸࡚ࡣࠊ ྵࡴ㸧
ࠊ ᖺ┠⾜ࢃࢀࡿ᭱⤊ホ౯㸦⥅
 ௳ࡢ᥇ᢥᣐⅬࢆỴᐃ࣭Ⓨ⾲㸧



ࢩࢫࢸ࣒ࣞࣅࣗ  ྡཬࡧࢧ࢚ࣥࢫࣞࣅࣗ

⥆ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ┠ホ౯㸧࡞ࡢ



 ྡࢆ㑅⪃ࡋࠊᅜෆእࡢ◊✲⪅ࡼࡿࢧ࢚ࣥ

ࡁࡵ⣽ࡸ࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࣭ホ౯ࡢ



ࢫ࣓ࣜࢵࢺࢩࢫࢸ࣒ࣞࣅ࣮ࣗࡢ୧㠃ࡽヲ⣽

ࢧࢡࣝࢆ☜❧ࡍࡿࡶࠊࡑࡢෆ



࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡶࠊྛᑂᰝጤဨࡢ┈┦

ᐜࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡍࡿ࡞ࠊ⥅



㓄៖ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗ

⥆ᛶࠊ㏱᫂ᛶࢆಖࡕࡘࡘࠊᴗࡢ㐍ᤖ



࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚බ㛤ࡋࡓࠋ

⟶⌮ࢆ╔ᐇ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘබເಀࡿᑂᰝᇶ‽ࡢࢆ 3'ࠊ

ᖹᡂ ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ



3' ௦⌮ཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬༠㆟ࡢୖࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ

᥇ᢥᣐⅬࡀࠊᘏ㛗ᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ:3,ࣉ



ጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓࠋ

ࣟࢢ࣒ࣛࡢ  ࡘࡢᰕ࡛࠶ࡿ 㸧ୡ⏺᭱





㧗Ỉ‽ࡢ◊✲ࠊ㸧⼥ྜ㡿ᇦࡢฟࠊ㸧



ࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇڦ

ᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⎔ቃࡢᐇ⌧ࠊ㸧⤌⧊ࡢᨵ



࣭ྛᖺᗘࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾᣐⅬᵓ㐍ᤖ≧ἣࢆᢕ

㠉ࡢ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶഔฟࡋࡓᡂᯝࢆ



ᥱࡋࠊ㐺ษ࡞⟶⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋྛᣐⅬࡢ㐍ᤖ≧ἣ

࠶ࡆ͆:RUOG3UHPLHU6WDWXV͇㐩ࡋ



ሗ࿌ཬࡧࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ⤖ᯝࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ

࡚࠸ࡿホ౯ࡉࢀࡓࡢࡣࠊᣐⅬࡢཌ



ᴗ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚ⱥㄒ࡚බ㛤ࡋ࡚࠸

࠸ಙ㢗㛵ಀᇶ࡙ࡃࡁࡵ⣽ࡸ࡞ࣇ࢛



ࡿࠋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ࠾࠸

࣮ࣟࢵࣉయไࡀᐤࡋࡓ㠃ࡶከࡃࠊ



࡚ࡣࠊྛጤဨࡢ┈┦㓄៖ࡋࡓࠋࡲࡓࠊㄽ

ࡇ࠺ࡋࡓయไࢆᩚഛ࣭⥔ᣢࡋ࡚ࡁࡓࡇ



ᩥศᯒࡢไᗘタィࢆᮏ࡛⾜࠺ඹࠊࢡࣛࣜ

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣋ࢺ࣭ࢼࣜࢸࢡࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥ♫㸦ඖ ࢺ

ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢ᪂つᣐⅬ᥇ᢥᑂᰝ



࣒ࢯ࣭ࣥࣟࢱ࣮♫㸧ศᯒࢆጤクࡋࠊホ౯ࡢ

࠾࠸࡚ࠊ࣓࣮ࣝࣞࣅࣗእᅜே◊



㝿ࡢཧ⪃ࡋࡓࠋ

✲⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿ࡞ࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ





㓄៖ࡋࡘࡘࠊᑂᰝࢆ㐺ษࡘ╔ᐇᐇ



ەᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵ

ࡋࡓࡇࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࣉ





ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ3'ࠊ3' ௦⌮ཬࡧྛᣐⅬᢸᙜ





ࡢ 32 ࢆ୰ᚰࡋࡓᣐⅬసᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅど





ᐹࢆ⾜࠺ඹࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀ㐍ᤖ≧ἣ





ࡘ࠸࡚ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊᨵၿⅬ➼ࢆࡾ





ࡲࡵࡓࠋ





ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ
͆:RUOG3UHPLHU6WDWXV͇





㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡢホ౯ཬࡧ⿵ຓ㔠ᘏ㛗ᣐⅬࢆỴᐃ





ࡍࡿࠕᘏ㛗ᑂᰝࠖࢆᐇࡋࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ





ࡣࠊ࡚ࡢᣐⅬࡀ͆:RUOG3UHPLHU6WDWXV͇





ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆࡵ㧗ࡃホ౯ࡍࡿඹ





ࠊ.DYOL,308 ࢆࠊ:3, ᇶ‽ࢆ㐭㉸࠼ࡓᡂ
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ᯝࢆᣲࡆࡓᣐⅬࡋ࡚⿵ຓ㔠ᨭࡢ⥅⥆ࡀ㐺ᙜ





࡛࠶ࡿホ౯ࡋࡓࠋ





ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ3'࣭32 ࡼࡿ⌧ᆅどᐹࢆ⾜





࠺ඹࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸





࡚ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊᨵၿⅬ➼ࢆࡾࡲࡵ





ࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ᨭᮇ㛫ࡀ⤊ࠊ᭱⤊





ホ౯ࢆ⾜࠺  ᣐⅬࡘ࠸࡚ࠊ᭱⤊ホ౯ࡢホ౯ᇶ





‽ࠊᡭ㡰➼ࡢࢆࡾࡲࡵࡓࠋ





ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ3'ࠊ3' ௦⌮ཬࡧྛᣐⅬᢸᙜ





ࡢ 32 ࢆ୰ᚰࡋࡓᣐⅬసᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅど





ᐹࢆ⾜࠺ඹࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀࣄࣜࣥ





ࢢࢆᐇࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡛ᨭᶵ㛵ࡀ⤊ࡍࡿ





ᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣ᭱⤊ホ౯ࠊ ᖺᘏ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀ





ࡓᣐⅬࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺḟホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ





ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ3'࣭32 ࡼࡿ⌧ᆅどᐹࢆ⾜࠺



ඹࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚



ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊᨵၿⅬ➼ࢆࡾࡲࡵࡓࠋ








ەᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵ



ࣉ



ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ 3'ࠊ3' ௦⌮ཬࡧྛᣐⅬᢸᙜࡢ



32 ࢆ୰ᚰࡋࡓᣐⅬసᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅどᐹ



ࢆ⾜࠺ඹࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀ㐍ᤖ≧ἣ



ࡘ࠸࡚ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊᨵၿⅬ➼ࢆࡾࡲ



ࡵࡓࠋ



ៅ㔜࡞㆟ㄽ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࠊ



ࢆ⤒࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࠊ



⿵ຓᴗᮇ㛫ᚋ༙ྥࡅࡓಟṇⅬࠊᨵၿⅬ➼ࢆ



ᥦゝࡋࡓࠋ



ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ3'࣭32 ࡀ⌧ᆅどᐹࢆࠊࣉࣟ



ࢢ࣒ࣛጤဨࡀࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊ୰㛫ホ౯



ᑐࡍࡿ㐍ᤖ≧ἣཬࡧ୰㛫ホ౯ᚋࡢᣐⅬᵓ➼



ࢆ☜ㄆࡋࠊᨵၿⅬ➼ࢆࡾࡲࡵࡓࠋ



ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ3'ࠊ3' ௦⌮ཬࡧྛᣐⅬᢸᙜ



ࡢ 32 ࢆ୰ᚰࡋࡓᣐⅬసᴗ㒊ࡀ⌧ᆅどᐹࢆࠊ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊࣇ࢛



࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ඹࠊ
ᘏ㛗ᑂᰝࡢホ౯ᇶ‽ࠊ



ᡭ㡰࡞ࡢࢆ 3'ࠊ3' ௦⌮ࠊ32 ཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ



┬༠㆟ࡢୖࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃ



ࡋࡓࠋ



ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ
͆:RUOG3UHPLHU6WDWXV͇
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㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡢホ౯ཬࡧ⿵ຓ㔠ᘏ㛗ᣐⅬࢆỴᐃ



ࡍࡿࠕᘏ㛗ᑂᰝࠖࢆᐇࡋࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ



ࡣࠊ
͆:RUOG3UHPLHU6WDWXV͇ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ



ࡇࢆㄆࡵ㧗ࡃホ౯ࡋࡓࡀࠊᘏ㛗ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞



ࡗࡓࠋ




ەᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵ
ࣉ
ᖹᡂ ࠊ ᖺᗘࡣ 3'ࠊ3' ௦⌮ཬࡧྛᣐⅬᢸ
ᙜࡢ 32 ࢆ୰ᚰࡋࡓᣐⅬసᴗ㒊ࡼࡿ⌧ᆅ
どᐹࢆ⾜࠺ඹࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀ㐍ᤖ≧
ἣࡘ࠸࡚ࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊᨵၿⅬ➼ࢆ
ࡾࡲࡵࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ๓ᖺᗘྠᵝࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ
ࢆ⾜࠺ඹࠊྠᣐⅬࡀ⩣ᖺᗘཷࡅࡿ୰㛫ホ
౯ࡢホ౯ᇶ‽ࠊᡭ㡰➼ࢆ 3'ࠊ3' ௦⌮ࠊ32 ཬࡧ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬༠㆟ࡢୖࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾
࠸࡚Ỵᐃࡋࡓࠋ
ៅ㔜࡞㆟ㄽ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࠊ
ࢆ⤒࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࠊ
⿵ຓᴗᮇ㛫ᚋ༙ྥࡅࡓಟṇⅬࠊᨵၿⅬ➼ࢆ
ᥦゝࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ3'࣭32 ࡀ⌧ᆅどᐹࢆࠊࣉࣟࢢ
࣒ࣛጤဨࡀࣄࣜࣥࢢࢆᐇࡋࠊ୰㛫ホ౯
ᑐࡍࡿ㐍ᤖ≧ἣཬࡧ୰㛫ホ౯ᚋᣐⅬᵓ➼ࢆ☜
ㄆࡋࠊᨵၿⅬ➼ࢆࡾࡲࡵࡓࠋ










ڦ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ













ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ࢆタ

࣭:3, ࢝ࢹ࣑࣮ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡇࢆ







ࡅࡓࡇࢆཷࡅࠊ⏦ㄳᇶ࡙ࡁࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ

ཷࡅࠊ:3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ $'ࠊ$2 ࢆ



ဨᅜෆጤဨࡢᢎㄆࡼࡾࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ

㓄⨨ࡍࡿඹࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ



ᣐⅬࢆ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿ

࠾࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃ



ࡶࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟ

ࡵࠊ㐺ษ࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࢆᩚ࠼



ࢵࣉᇶᮏ᪉㔪ࢆᐃࡵࡓࠋࡲࡓࠊ$' ཬࡧྛᣐⅬࢆ

ࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᢸᙜࡍࡿ࢝ࢹ࣑࣮࣭࢜ࣇࢧ࣮㸦$2㸧ࢆ㓄⨨





ࡋࠊᣐⅬࡢ㐠Ⴀ≧ἣࡢᢕᥱࡢࡓࡵࠊ$' ཬࡧ $2



ࡼࡿᣐⅬゼၥࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ⩣ᖹᡂ



 ᖺᗘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ



ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
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ࢳ࣮ࣜࢺ࢘ڦ









࣭⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡㆟㸦⌧࣭⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣀ ࣭66+ ⏕ᚐ◊✲Ⓨ⾲ࡸ * ⛉Ꮫᢏ⾡





࣮࣋ࢩࣙࣥ㆟㸧ࡢࠕ
ࠗᅜẸࡢ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ᑐヰ࠘ ⮧ྜࡢేタ≉ูᒎࠊ࣓࡛ࣜ࢝㛤ദ



ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚㸦ᇶᮏⓗྲྀ⤌᪉㔪㸧
ࠖᇶ࡙ࡁࠊ ࡉࢀࡓ $$$6 ᖺḟࡢฟᒎ࡞ࠊᅜ



ᣐⅬࡢᗈሗᡓ␎ࢆసᡂ࣭ᐇࡍࡿᢸᙜ⪅ࡼࡿ



࢘ࢺ࣮ࣜࢳᢸᙜ⪅㆟ࢆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹ

ࢳάືࢆᐇࡋࡓࡇࡼࡾࠊ:3, ࣉ



ᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ẖᖺᗘ  ᅇ⛬ᗘࡢྜࢆ㛤ദࡋ࡚

ࣟࢢ࣒ࣛࡢᗈሗᐤࡋࡓࠋ

ෆእࢆᑐ㇟ࡋࡓ✚ᴟⓗ࡞࢘ࢺ࣮ࣜ



ሗࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ

ࡾࢃࡅࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᴗ㛤ጞ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ

 ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡿ࠶ࡓࡾࠊ ࿘ᖺグᛕ



ࡣࠊ :3, ◊✲ᣐⅬྜྠ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤

ㅮ₇ࡢ㛤ദࡸ  ࿘ᖺグᛕㄅࡢసᡂ



ദࡋࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣ

࡞✚ᴟⓗ࡞࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࢆ⾜



ࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢚ࣥࢫࣁࢫࢡ࣮ࣝ㸦66+㸧⏕ᚐ◊

࠸ࠊ ᖺ㛫ரࡿ :3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయ



✲Ⓨ⾲࠾࠸࡚ࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡢᗈ

ࡢྲྀ⤌ࡳࡑࡢᡂᯝࡢ࿘▱ࢆᅗࡗࡓࡇ



ሗ࣭࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡋ࡚ࣈ࣮ࢫࢆฟᒎࡋࡓࠋຍ

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࠼࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ * ⛉Ꮫᢏ⾡⮧ྜࡢ

࣭ࡲࡓࠊ:3, ⥲ྜᨭᴗᐇᶵ㛵



ేタ≉ูᒎ࠾࠸࡚ࣈ࣮ࢫࢆฟᒎࡋࡓࠋ

ࡢ᥇ᢥࢆཷࡅࡓᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚



࣭ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ẖᖺ

ࡣࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࢿࢵࢺ㓄ಙࡸ᪂⪺



ᗘ࣓ࣜ࢝⛉Ꮫ⯆༠㸦$$$6㸧ᖺḟ࡛ࣈ

グᗈ࿌ࡢ⏝ࠊ⏘ᴗ⏺ྥࡅࡓሗ



࣮ࢫࢆฟᒎࡋࠊ࣓ࣜ࢝ࡣࡌࡵྛᅜࡢ◊✲⪅ࠊ

Ⓨಙ࡞ࠊᅜෆࡢከᵝ࡞ࢱ࣮ࢤࢵࢺᒙ



ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࠊᏛ⾡ᶵ㛵㛵ಀ⪅ࠊ୍⯡ᕷẸ➼

ࢆព㆑ࡋࡓᵝࠎ࡞࢘ࢺ࣮ࣜࢳࡢྲྀ⤌



ྥࡅ࡚ᣐⅬࡢ◊✲άືࢆᅜ㝿ⓗⓎಙࡋࡓࠋ ࡳࢆ⾜ࡗࡓࡇຍ࠼ࠊࣇࣥࢻࣞ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ㛤ጞ  ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓࡇ

ࢪࣥࢢάືࡸᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢಁ㐍⧅



ࢆཷࡅࠊྠᖺࡣ  ࿘ᖺグᛕㅮ₇ࡢ㛤ദࡸ

ࡀࡿάືࡢᨭࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛᡂᯝࡢᶓ



 ࿘ᖺグᛕㄅ㸦ᩥ∧㸧ࡢసᡂࠊࡲࡓࠊ⩣ᖹᡂ

ᒎ㛤࡞ࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡶࠊ



 ᖺᗘࡣグᛕㄅࡢⱥㄒ∧ࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ

እ㒊ࡢᑓ㛛ᴗ⪅ࡢ▱ぢࡶ⏝ࡋࡘࡘ╔



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ:3, ⥲ྜᨭᴗ᥇ᢥࡉ

ᐇᐇࡋࡓࡇࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࢀࡓࡇࢆཷࡅࠊୖ㏙ࡢάືຍ࠼࡚ࠊ⏘ᴗ⏺





ࢆᑐ㇟ࡋࡓ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ㸦⤒ᅋ㐃㸧



࠾ࡅࡿᮦᩱ◊✲ᦠࢃࡿ㸲◊✲ᣐⅬࡼࡿ◊✲



ᡂᯝⓎ⾲ࠊ:3, ࢧ࢚ࣥࢫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ



ཬࡧࡑࡢᵝᏊࡢࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌࡓྠ㓄ಙࡸ᥇㘓



グᗈ࿌ࡢ୍⯡⣬ࡢᥖ㍕ࠊᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅



ࡸ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇㛵㐃ࡍࡿ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓᏛ



ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠάື㸦ྠࢭࣥࢱ



࣮ࡀᐇࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࠾࠸࡚ :3, ◊✲



ᣐⅬᡤᒓࡢ◊✲⪅ࡀ :3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ◊✲ᡂᯝ



ࡢ⤂➼ࢆ⾜࠺ᶵࢆࢭࢵࢸࣥࢢ㸧࡞ࠊ᭦



ከᵝ࡞ሗⓎಙࡢྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ







ڦ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛయࡢࣈࣛࣥࢹࣥࢢ
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๓㏙ࡢ࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືຍ࠼ࠊ:3, ࣉࣟࢢࣛ



࣒యࡀ♫ࡽࠕぢ࠼ࡿࠖᏑᅾ࡛᭷ࡾ⥆ࡅࡿ



ࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭:3, ◊✲ᣐⅬࡢ㈈ᨻᇶ┙ࡢከᵝཬࡧඛ㐍ⓗ
ྲྀ⤌ࡢඛᑟࢆ┠ⓗࡋࡓࠊᑓ㛛ᐙࡢ▱ぢࢆᚓ࡚
⾜࠺ :3, ࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ㸦$,05ࠊL&H06ࠊ,)5H&ࠊ
0$1$㸧ࡀ⾜࠺ࣇࣥࢻࣞࢪࣥࢢάືࡢᨭ
࣭ᡃࡀᅜయࡢᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢຍ㏿࣭ᣑ㈨
ࡍࡿࡼ࠺ࠊᴗົጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚⾜࠺ :3, 
࢝ࢹ࣑࣮ᣐⅬ㸦$,05ࠊ,&H06ࠊ,)5H&ࠊ0$1$㸧ࡀ
ᐇࡍࡿᅜ㝿㢌⬻ᚠ⎔ࡢಁ㐍⧅ࡀࡿάືࡢᨭ
➼

ڦሗ㞟ཬࡧᡂᯝࡢඹ᭷࣭ᒎ㛤
:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⨨ࢀࡓ≧ἣࡢᐈほⓗ࡞ᢕᥱ
ᙺ❧࡚ࡿࡓࡵࠊᾏእࡢᣐⅬᙧᡂཬࡧࣇࣥࢹ
ࣥࢢ➼ࡢሗ㞟ࡸᅜෆእࡢ◊✲⪅ࡸᅜෆ
ᴗ࠾ࡅࡿ :3, ◊✲ᣐⅬࡢㄆ▱≧ἣ➼ಀࡿ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊ:3, ◊✲ᣐⅬ
✚ࡉࢀࡓᅜ㝿ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᅜෆࡢᏛ➼
ඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㛤タ‽ഛࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸰㸫㸲

㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸲㸧ඛ➃◊✲ຓᡂ➼㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ṇண⟬㸦➨  ྕ㸧ಀࡿᴗົ㸧

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ಀࡿ᰿ᣐ

㝃๎➨  ᮲ࡢ 

ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ඛ➃ⓗ࡞◊✲ࢆ㞟୰ⓗ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵᅜࡽࡉࢀࡿ⿵ຓ㔠ࡼࡾ㐀ᡂࡉࢀࡓࠕඛ➃◊✲ຓᡂᇶ㔠ࠖ➼ࢆά⏝ࡋࠊ⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡㆟ࡀỴᐃࡋࡓ㐠⏝᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡀᐃࡵࡿ
㐠⏝᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊᡃࡀᅜࡢඛ➃ⓗ࡞◊✲ࡢ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗ࡞⯆ࡢࡓࡵᚲせ࡞ຓᡂ࣭ᇳ⾜⟶⌮Ჷࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ
ཧ⪃㹓㹐㹊

᭱ඛ➃◊✲㛤Ⓨᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMILUVWLQGH[KWPO 
᭱ඛ➃࣭ḟୡ௦◊✲㛤Ⓨᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSVZZZMVSVJRMSMMLVHGDLLQGH[KWPO 
᭱ඛ➃◊✲ᇶ┙ᴗ KWWSVZZZMVSVJRMSMVHQWDQNLEDQLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ

































 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ







㸫

㸫







㸫

㸫

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀ࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘࢆィୖ㸦㔜」ࢆྵࡴ㸧
ࠋ




251

67

252
㸱㸬ྛᴗᖺᗘࡢᴗົಀࡿ┠ᶆࠊィ⏬ࠊᴗົᐇ⦼ࠊᖺᗘホ౯ಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧእ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇィ⏬

㸦㸲㸧ඛ➃◊✲ຓ

㸦㸲㸧ඛ➃◊✲ຓ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᡂ➼

ᡂ➼

㸫

࠙ඛ➃◊✲ຓᡂ➼ࠚ

㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ṇ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ṇ



ڦ᭱ඛ➃◊✲㛤Ⓨᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ



୰ᮇィ⏬㏻ࡾᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ

୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ



ண⟬㸦➨  ྕ㸧➼

ண⟬㸦➨  ྕ㸧➼

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

㸦ᇳ⾜ᴗົ㸧

࣭ຓᡂ㔠ࡢᇳ⾜ᴗົࠊᇳ⾜⟶⌮ᴗົ

ࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ



ಀࡿᴗົ㸧

ಀࡿᴗົ㸧

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

࣭⿵ຓᴗ⪅ࡽࡢㄳồᇶ࡙ࡁࠊຓᡂ㔠

ࡘ࠸࡚ࠊ㈨㔠㓄ศᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ㈐ົࢆ

ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛ ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ





࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

㹀

ᑗ᮶࠾ࡅࡿᡃ

ᑗ᮶࠾ࡅࡿᡃ

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

ࢆ㏿ࡸࡋࡓࠋ

༑ศᯝࡓࡋࠊ╔ᐇᐇࡋࡓࡇࡣ

㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

࠼ࡿࠋྛᖺᗘࡢእ㒊ホ౯୪ࡧ

ࡀᅜࡢ⤒῭♫ࡢ

ࡀᅜࡢ⤒῭♫ࡢ

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

࣭⌧ᆅㄪᰝࡼࡾ⿵ຓᴗࡢᐇ≧ἣࡸຓᡂ㔠

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

⮧ホ౯࠾࠸࡚ࡶ㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖ

Ⓨᒎࡢᇶ┙࡞ࡿ

Ⓨᒎࡢᇶ┙࡞ࡿ

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

ࡢᇳ⾜⟶⌮ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡛ࠊࡍࡁ㢠ࡢ





ࡆ࡚࠸ࡿࡢホ౯ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ

ඛ➃ⓗ࡞◊✲ࢆ㞟

ඛ➃ⓗ࡞◊✲ࢆ㞟

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

☜ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ

୰ⓗ᥎㐍ࡍࡿࡓ

୰ⓗ᥎㐍ࡍࡿࡓ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭⤒㈝ᇳ⾜⩏ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ୍㒊◊✲ㄢ㢟



ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

ࡵࠊᅜࡽࡉ

ࡵࠊඛ➃◊✲ຓᡂ



ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ᨭᢸᙜᶵ㛵ཬࡧ㛵ಀᶵ㛵ᑐࡋࠊ 

౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ࢀࡿ⿵ຓ㔠ࡼࡾ

ᇶ㔠ࢆά⏝ࡋࠊᡃ

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

ㄪᰝࡢ㐍ᤖሗ࿌ࢆồࡵࠊሗ࿌➼ᇶ࡙ࡃᐇᆅ࡛







㐀ᡂࡉࢀࡓࠕඛ➃

ࡀᅜࡢඛ➃ⓗ࡞◊

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ◊✲⪅ࡢ⌮ྥୖࡢࡓ





ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ

◊✲ຓᡂᇶ㔠ࠖࢆ

✲ࡢ⥲ྜⓗࡘィ

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

ࡵࡢྲྀ⤌࡞ࡢⓎ㜵Ṇ⟇ࢆồࡵࡓࠋ



㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚

ά⏝ࡋࠊ⥲ྜ⛉Ꮫ

⏬ⓗ࡞⯆ࡢࡓࡵ

ࠋ

),567 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



㸫

࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᢏ⾡㆟ࡀỴᐃࡋ

ᚲせ࡞ຓᡂ࣭ᇳ

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ KWWSZZZMVSVJRMSMILUVWLQGH[KWPO







ࡓ㐠⏝ಀࡿ᪉㔪

⾜⟶⌮ࢆ⾜࠺ࠋ

㺃 ඛ ➃ ◊ ✲ ຓ ᡂ ᴗ 7ZLWWHU ࣮࣌ࢪ





㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩥ㒊⛉

ࡑࡢ㝿ࠊ◊✲㈨

ົ࠾࠸࡚ࡣࠊ☜

KWWSWZLWWHUFRP),567B3URJUDP



㸺ࡑࡢ㡯㸼

㸫

Ꮫ⮧ࡀᐃࡵࡿᇶ

㔠ࡢከᖺᗘࢃࡓ

ᐇ㢠ࡢ☜ᐃࢆ

࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡣࠊ᮲௳➼ࢆᨵṇࡋࡓ㝿



㸫



⾜࠺ࠋ

ࡣ㏿ࡸබ㛤ࡍࡿࡶࠊຓᡂ㔠ࡢ⏝





㸺ࡑࡢ㡯㸼

㺃 ඛ ➃ ◊ ✲ ຓ ᡂ ᇶ 㛵ࡍࡿ 4 $ ࢆ㝶᭦᪂ࡋ࡚ࠊ⿵ຓᴗ⪅ࡀຓ





㸫

㔠㐠⏝᪉㔪ᇶ࡙

ࡿᰂ㌾࡞⏝ࢆྍ

ࡁࠊᡃࡀᅜࡢඛ➃

⬟ࡍࡿ࡞ࠊ◊

ⓗ࡞◊✲ࡢ⥲ྜⓗ

✲ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ≧

㔠ࡼࡿ◊✲ࡢ

ᡂ㔠ࡢᇳ⾜㛵ࡋ᭱᪂ࡢሗࢆඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺



ࡘィ⏬ⓗ࡞⯆

ἣ༶ᛂࡋ࡚ࠊᶵ

ຍ㏿࣭ᙉ㛵ࡍ

ດࡵࡓࠋࡲࡓࠊ7ZLWWHU ࡼࡾྛ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊



ࡢࡓࡵᚲせ࡞ຓ

ືⓗ࣭ᙎຊⓗ࡞⤒

ࡿᴗົ࠾࠸࡚

✲ᡂᯝࡸ࣋ࣥࢺሗ➼ࡢⓎಙࡶ⥅⥆ⓗ⾜ࡗ



ᡂ࣭ᇳ⾜⟶⌮ࢆ⾜

㈝ࡢᨭฟࢆ⾜࠺

ࡣࠊ☜ᐇ㢠ࡢ☜

ࡓࠋ



࠺ࠋ

ࡶࠊᇶ㔠ࢆᗫ

ᐃࢆ⾜࠺ࠋ





㺃 ᭱ ඛ ➃ ◊ ✲ ᇶ ┙ 㸦ᇳ⾜⟶⌮ᴗົ㸧

ࡑࡢ㝿ࠊ◊✲㈨

Ṇࡍࡿሙྜ࠾ࡅ

㔠ࡢከᖺᗘࢃࡓ

ࡿࠊᅜᗜࡢ⣡

ᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ ࣭⿵ຓᴗ⪅ࡼࡿᐇ≧ἣሗ࿌᭩ᇶ࡙ࡁᖹ



ࡿᰂ㌾࡞⏝ࢆྍ

➼ࡢᡭ⥆ࡁ㛵ࡍ

ᐇᆅ᳨ᰝࢆ⤒ࡓ

ᡂ  ᖺᗘຓᡂ㔠ࡢᇳ⾜≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡍࡿ



⬟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ

ࡿᴗົࢆἲ௧ࡢᐃ

㢠ࡢ☜ᐃࡢᐇ

ࡶࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ㝃๎➨



ⱝᡭ࣭ዪᛶ◊✲⪅

ࡵࡿࡇࢁᚑ

๓ᖺᗘࡽࡢ

᮲ࡢ➨  㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁඛ➃◊✲ຓᡂᴗົ



ࡢඛ➃ⓗ࡞◊✲

࠸ࠊ☜ᐇᐇࡍ

⧞㉺ࡀ࠶ࡗࡓሙ

ࡢሗ࿌᭩ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ᥦฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⌧



㛵ࡍࡿ㐍ᤖ⟶⌮ࢆ

ࡿࠋࡲࡓࠊⱝᡭ࣭

ྜࡢ☜ᐇ࡞ົ

ᆅㄪᰝࡼࡾ⿵ຓᴗࡢᐇ≧ἣࡸຓᡂ㔠ࡢᇳ



㐺ษ⾜࠺ࠋ

ዪᛶ◊✲⪅ࡢඛ➃

ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ

⾜≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡛ࠊ㐺ษ࡞ᇳ⾜⟶⌮ດ



ేࡏ࡚ࠊඛ➃ⓗ

ⓗ࡞◊✲㛵ࡍࡿ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ

ࡵࡓࠋేࡏ࡚ࠊ⿵ຓᴗ⪅ᑐࡋ⤒㈝ࡢ㐺ษ࡞



◊✲ࡢෆᐜࢆᗈࡃ

㐍ᤖ⟶⌮ࢆ㐺ษ

ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ

ᇳ⾜ࢆᮇࡍࡼ࠺㏻▱ࡋࡓࠋ



බ㛤ࡍࡿάືᑐ

⾜࠺ࠋ

ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ









ࡋ࡚ᚲせ࡞ຓᡂࢆ

ేࡏ࡚ࠊඛ➃◊✲
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⾜࠺ࡶࠊⱝ

ຓᡂᇶ㔠ࡼࡿ◊



ڦ᭱ඛ➃࣭ḟୡ௦◊✲㛤Ⓨᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ



ᡭ࣭ዪᛶ◊✲⪅ࡀ

✲ࡢෆᐜࢆᗈࡃබ



㸦ຓᡂᴗົ㸧

࣭ຓᡂᴗົࠊᇳ⾜⟶⌮ᴗົࠊ◊✲㛤Ⓨ

ά㌍ࡋ࠺ࡿ◊✲ᇶ

㛤ࡍࡿάືᑐࡋ

࣭⿵ຓᴗ⪅ࡽࡢㄳồᇶ࡙ࡁࠊຓᡂ㔠

ࡢ㐍ᤖ⟶⌮ᴗົࡘ࠸࡚ࠊ㈨㔠㓄ศᶵ

┙࣭◊✲⎔ቃࡢ

࡚ᚲせ࡞ຓᡂࢆ⾜

ࢆ㏿ࡸࡋࡓࠋ

㛵ࡋ࡚ࡢ㈐ົࢆ༑ศᯝࡓࡋࠊ╔ᐇ

ᐇ࣭ᙉಀࡿᚲ

࠺ࡶࠊᅜෆ

࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡣࠊ⿵ຓᴗ⪅ࡢྛ࣮࣒࣍࣌

ᐇࡋࡓࠋ

せ࡞ᡭ⥆ࡁࢆ⾜

እࡢⱝᡭ࣭ዪᛶ◊

࣮ࢪࡢࣜࣥࢡࢆ㐺ᐅ᭦᪂ࡍࡿࡇ࡛ࡼࡾ୍ᒙ



࠺ࠋ

✲⪅ࡀά㌍ࡋ࠺ࡿ

ࡢሗ㞟⣙ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡶࠊྛ◊✲ㄢ㢟ࡢ





᭱ඛ➃ࡢ◊✲ᇶ

ෆᐜࢆᗈࡃ♫Ⓨಙࡍࡃࠊ⿵ຓᴗ⪅ࡀస



┙࣭◊✲⎔ቃࢆ

ᡂࡋࡓᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ



ᐇ࣭ᙉࡍࡿࡓࡵ

KWWSZZZMVSVJRMSMMLVHGDLLQGH[KWPO 

ຓᡂࡋࡓࡶࡢ

࣭ᖺᗘ㏵୰࡛⿵ຓᴗࢆᗫṆࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡘ



ಀࡿ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜

࠸࡚ࠊຓᡂ㔠ᨭࡸᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆᗈࡃ♫



࠺ࠋ

බ⾲ࡍࡃࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ཬࡧ◊✲ᡂᯝሗ࿌





᭩ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ





࣭ົᡭ⥆ࡁ㛵ࡍࡿᡭᘬࡁࡸຓᡂ㔠㛵ࡍࡿ





4 $ ࢆᥖ㍕㸦ᚲせᛂࡌ࡚ෆᐜࢆᨵゞ㸧ࡋࠊ⿵





ຓᴗ⪅ཬࡧᡤᒓ◊✲ᶵ㛵ົᢸᙜ⪅ྥࡅࠊ





◊✲㐙⾜ୖࡢ␃ពⅬࡸຓᡂ㔠ࡢ㐺ษ࡞ᇳ⾜⟶⌮





ࡘ࠸࡚࿘▱ࡋࡓࠋ











㸦ᇳ⾜⟶⌮ᴗົ㸧





࣭⿵ຓᴗ⪅ࡽ⿵ຓᴗಀࡿᐇ≧ἣሗ࿌





᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅࠊຓᡂ㔠ࡢᇳ⾜≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡍ





ࡿࡶࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ㝃





๎➨᮲ࡢ➨  㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁඛ➃◊✲ຓ





ᡂᴗົࡢሗ࿌᭩ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ᥦฟࡋࡓࠋࡲ





ࡓࠊ⌧ᆅㄪᰝࡼࡾ⿵ຓᴗࡢᐇ≧ἣࡸຓᡂ





㔠ࡢᇳ⾜≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡛ࠊࡍࡁ㢠





ࡢ☜ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ





࣭⿵ຓᴗ⪅ᑐࡋࠊ⤒㈝ࡢ㐺ษ࡞ᇳ⾜





ࢆᮇࡍࡼ࠺㏻▱ࡋࡓࠋ











㸦◊✲㛤Ⓨࡢ㐍ᤖ⟶⌮ᴗົ㸧





࣭⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡㆟᭱ඛ➃◊✲㛤Ⓨᨭࣉࣟࢢ





࣒ࣛ᥎㐍ࢳ࣮࣒㸦௨ୗࠊ᥎㐍ࢳ࣮࣒㸧ࡀỴᐃࡋ





ࡓ୰㛫ホ౯ࡢᐇ᪉ἲᇶ࡙ࡁࠊ⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡





㆟᭱ඛ➃◊✲㛤Ⓨᨭ᥎㐍㆟㸦௨ୗࠊ᥎㐍





㆟㸧ཬࡧ᥎㐍ࢳ࣮࣒࠾࠸࡚ᐇࡉࢀࡿ୰㛫





ホ౯ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡶࡢ⨨࡙ࡅ࡚ᐇࡋ





ࡓࠋලయⓗࡣࠊ⯆タ⨨ࡋࡓ᭱ඛ➃࣭ḟ





ୡ௦◊✲㛤Ⓨᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐍ᤖ⟶⌮ጤဨ
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254
㸦௨ୗࠊ㐍ᤖ⟶⌮ጤဨ㸧࠾࠸࡚᭩㠃☜ㄆ᭷
㆑⪅ࢆ㑅ᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᭩㠃☜ㄆ᭷㆑⪅ࡼࡾ
ྛ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓᐇ≧ἣሗ࿌᭩ཬࡧ᥎㐍ࢳ
࣮࣒ࡽᥦࡉࢀࡓㄪᰝ㡯┠ࢆ㏣ຍࡋࡓㄪᰝ⚊
➼ࡢෆᐜࢆ⢭ᰝࡋࠊ◊✲㛤Ⓨࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ᥎㐍㆟ሗ࿌ᚋࠊ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪ࠾࠸࡚බ⾲ࡋࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠊ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡓ◊✲ဨࡢ◊✲ᡂ
ᯝ⩏ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡓࡵ㐍ᤖ≧ἣࢆᨵࡵ࡚☜
ㄆࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡓ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ
ヱ◊✲ㄢ㢟ࢆ᭷ࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ࡽㄪᰝ⤖ᯝࡀሗ
࿌࣭බ⾲ࡉࢀࡓࡇࡽࠊ㐍ᤖ⟶⌮ጤဨ࠾
࠸࡚ᨵࡵ࡚ᥦฟࡉࢀࡓᐇ≧ἣሗ࿌᭩ᇶ࡙ࡁ
ᖹᡂ ࣭ ᖺᗘ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ
☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ᥎㐍㆟ሗ࿌ᚋࠊ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࠾࠸࡚බ⾲ࡍࡿࡶ⿵ຓᴗ⪅
㏻▱ࡋࡓࠋ
ڦඛ➃◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝
࣭
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆࠾ࡅࡿᏛ⾡◊

࣭ᇶ㔠ࡢ㐠⏝ᙜࡓࡾࠊᏳᛶࡸ౽

✲ຓᡂᇶ㔠୪ࡧඛ➃◊✲ຓᡂᇶ㔠ཬࡧ◊✲⪅

ᛶඃࢀࡓ㔠⼥ᶵ㛵ࢆྲྀᘬ㖟⾜ࡋ࡚

ᾏእὴ㐵ᇶ㔠ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅせ㡯ࠖᇶ࡙

㑅ᐃࡍࡿࡶࠊὶືᛶࡢ☜ಖ

ࡁࠊᏳᛶࡢ☜ಖࢆ᭱ඃඛࡋࡘࡘࠊὶືᛶࡢ

┈ᛶࡢྥୖ␃ពࡋࡘࡘࠊᏳࡘᏳ

☜ಖࡸ┈ᛶࡢྥୖ␃ពࡋࡓ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࢆ

ᐃⓗᇶ㔠ࢆ㐠⏝ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ᐇࡋࡓࠋ

 ᪥ඛ➃◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢṧవࢆᅜᗜ

࣭ඛ➃◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࠊᇶ㔠⟶⌮ጤဨ

⣡ࡋࡓࠋ

ࢆ௨ୗࡢ࠾ࡾ㛤ദࡋࠊᇶ㔠ࡢ⟶⌮㐠Ⴀᚲせ
࡞ᑂ㆟ࠊᇶ㔠ࡢ㐠⏝≧ἣࡢ☜ㄆ➼ࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭ඛ➃◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃࡣ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ
⾡⯆ἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧㝃๎➨ 
᮲ࡢ  ➨  㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 
᪥ࡅ຺࡛ᐃࢆᗫṆࡋࠊ຺ᐃᗫṆక࠺ṧవࡢ
㢠  ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ➃◊✲ຓᡂ
ᇶ㔠⿵ຓ㔠せ⥘
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᩥ㒊
⛉Ꮫ⮧㸧➨  ᮲➨  㡯➨  ྕࡢつᐃᇶ࡙ࡁ
୍⯡຺ᐃᢎ⥅ࡋࠊྠἲ㝃๎➨  ᮲ࡢ  ➨  㡯
ࡢつᐃᇶ࡙ࡁᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᅜᗜ⣡
ࡋࡓࠋ
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ڦඛ➃◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡼࡿ◊✲ࡢෆᐜࢆᗈࡃබ





㛤ࡍࡿάື





࣭⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡㆟ࡀ᭱ඛ➃◊✲㛤Ⓨᨭࣉࣟ

࣭⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡㆟ࡀྛᴗࡢ᥇ᢥㄢ



ࢢ࣒ࣛබ㛤άືࡢᑐ㇟ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓᴗᑐ

㢟➼ࢆỴᐃࡋࡓᚋࠊ⿵ຓ㔠ࡢᑐ㇟



ࡋࠊ⿵ຓ㔠ࢆࡋࡓࠋ

࡞ࡿᶵ㛵ᑐࡋ࡚㏿ࡸෆᐃ



࣭ࡋࡓᴗࡘ࠸࡚ࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆ

㏻▱ࢆⓎฟࡍࡿࡇ࡛ࠊ⿵ຓᴗࡢ㎿



ཷࡅࠊࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡢ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㏿࡞㛤ጞࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ





࣭ࡋࡓᴗ㛵ࡋࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ





ᥦฟࢆཷࡅࠊỴᐃࡢෆᐜཬࡧ





᮲௳㐺ྜࡍࡿ㢠ࢆ㉸࠼ࡓᨭฟࡀⓎぢ





ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊྲྀᢅせ㡿ᇶ࡙࠸࡚





⿵ຓ㔠ࡢ㏉㑏ࢆồࡵࡿ➼ࠊ⿵ຓ㔠ࡢ㢠





ࡢ☜ᐃࢆ㐺ษ⾜ࡗࡓࠋ









ڦ᭱ඛ➃◊✲ᇶ┙ᴗ





࣭ྲྀᢅせ㡿➼㛵ಀつ⛬ᇶ࡙ࡁࠊ⿵ຓᴗࡀ

࣭⿵ຓᴗࡀࡋࡓᴗࡘ࠸࡚ࠊ



ࡋࡓ⿵ຓᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ

ᥦฟࡉࢀࡓᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ☜ㄆࡸ⌧ᆅㄪ



ෆᐜ☜ㄆཬࡧ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡋࡓ⿵ຓ㔠

ᰝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⿵ຓ㔠ࡢ㢠ࡢ☜ᐃᴗົࢆ



ࡢ㢠ࡢ☜ᐃࢆ㐺ษ⾜ࡗࡓࠋ

╔ᐇᐇࡋࡓࠋ



࣭๓ᖺᗘࡽࡢ⧞㉺ࡀ࠶ࡗࡓᴗࡘ࠸࡚ࠊྲྀ

࣭๓ᖺᗘࡽࡢ⧞㉺ࡀ࠶ࡗࡓᴗࡘ



ᢅせ㡿➼㛵ಀつ⛬ᇶ࡙ࡁࡋࡓࠋ

࠸࡚ࠊㅖつᐃᇶ࡙ࡁ㐺ษ⿵ຓ㔠ࢆ





ࡋࡓࠋ

















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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256
㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸱㸫㸯

㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
㸦㸯㸧ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢಁ㐍

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ಀࡿ᰿ᣐ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅ࢆࡧ㎸ࡴඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆࡿ◊✲ᣐⅬࢆᏳᐃⓗ࣭ᣢ⥆ⓗᩚഛ࣭⥔ᣢࠖཬࡧࠕᡃ
ࡀᅜࡢᇶ♏◊✲ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞ᅜ㝿༠ຊࡼࡿ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᣐⅬࡢᙧᡂࡸᡓ␎ⓗ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍➼ࠖࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⯆ࡀᐇࡍࡿྛ✀ࡢඹྠ◊✲ᴗ➼ࡣࠊே
㞴᫆ᗘ
ᩥ࣭♫⛉Ꮫࢆྵࡴ࡚ࡢᏛၥศ㔝ࢆᑐ㇟ࠊᏛ⾡࣭ᇶ♏◊✲ࢆ୰ᚰࡋࡓᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬࡢᩚഛࡸᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᨭࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୖグ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚せ࡞ᙺࢆᯝࡓ
ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣ㧗࠸ࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ᅜ㛫ὶᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMELODWELODWKWPO
᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMMJBH[WHUQVKLSLQGH[KWPO
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMERWWRPLQGH[KWPO
◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMFFLQGH[KWPO
ඛ➃◊✲ᣐⅬᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMFRUHBWRBFRUHLQGH[KWPO
ࢪ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMDFRUHLQGH[KWPO



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
㐩ᡂ ๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㸰㸳ᖺᗘ
┠ᶆ 㛫᭱⤊ᖺᗘ್

ᣦᶆ➼
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ
ぬ᭩➼ࡢ᪂つ⥾⤖ࠊᨵゞᩘ
༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃᅜ㛫ὶ
ᴗࡢὶᅜ࣭ᶵ㛵ᩘ





㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ

 ௳

 

㸫

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ᅜ  

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵

 ᶵ㛵  

 

◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗ

㸿ᆺ



 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ  

࡛ࡢὶᅜᩘ

㹀ᆺ



 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ  



 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

ඛ➃◊✲ᣐⅬᴗࡢᚋホ
౯ࡀ㹀௨ୖ㸦ͤ㸧ࡢㄢ㢟ᩘ



ᚑேဨᩘ㸦ே㸧





















 
 
 

ࢪ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬᴗࡢ
ᚋホ౯ࡀ㹀௨ୖ㸦ͤ㸧ࡢ

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

㸰㸷ᖺᗘ



 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

  

ㄢ㢟ᩘ

 
ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ

㸦ͤ㸧 ẁ㝵ホ౯ࡢୖ  ࡘ┠ࡲ࡛

ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖ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⏬

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

㹀

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊

ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊

✲άືࡢࢢ࣮ࣟࣂ

✲ࢆ✚ᴟⓗಁ㐍

㺃 ㅖ እ ᅜࡢ Ꮫ ⾡ ⯆



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



ࣝࡸ◊✲⪅ࡢᅜ

ࡍࡿ࡞ࠊᡃࡀᅜ

ᶵ㛵ࡢぬ᭩ࡢ᪂つ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢពぢࡶ⫈ྲྀࡋࡘ

࣭Ꮫ⾡ᅜ㝿άື㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᡓ␎

୰ᮇィ⏬㏻ࡾᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ ୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ



㝿ὶືᛶࢆ୍ᒙಁ

ࡢ◊✲Ỉ‽ࠊᅜ㝿

⥾⤖ࠊᨵゞᩘ

ࡘࠕ᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢᏛ⾡ᅜ㝿άື㛵ࡍࡿᇶ

ࢆᐃࡵ࡚ᅜ㝿ὶᴗࡢぢ┤ࡋ╔ᡭ

ࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊ

➇தຊࡢ୍ᒙࡢྥ

㺃 ༠ ᐃ ➼ ᇶ ࡙ࡃ 

ᮏⓗ࡞ᡓ␎
㸦-636ᅜ㝿ᡓ␎㸧
ࠖࢆᖹᡂ ᖺ ᭶

ࡋࠊᅜ㛫ὶᴗ➼ࡢぢ┤ࡋࡢᐇ⦼

ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛ ࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ

ᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ

ୖࢆ┠ᣦࡋᅜෆእ

ᅜ㛫ὶᴗࡢὶ

᪥࡛⟇ᐃࡋࠊ
ཎ๎ࡋ࡚ྠᡓ␎ࢆᇶᅜ㝿

ࡶṧࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ

㛵➼ᙉᅛ࡞ᅜ㝿

ࡽࡢせㄳᛂ࠼

ᅜ࣭ᶵ㛵ᩘ

ὶᴗࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚

༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ࡿࡃࠊᡃࡀᅜࢆ

㺃ࠕ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧ -636ᅜ㝿ᡓ␎㸸






࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶ

௦⾲ࡍࡿ㈨㔠㓄ศ

ᡂᨭࠖ࠾ࡅࡿ

KWWSZZZMVSVJRMSMNRNXVDLGDWD-636BNRNXVDLVHQU\DNXSGI 



ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ 

ࠊಶࠎࡢᏛ

ᶵ㛵ࡋ࡚ᡓ␎ⓗ

ὶᅜᩘ





ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࣭◊✲⪅ᵝࠎ࡞ᅜ㝿ὶᴗࢆ

࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞άື

௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜

㺃ࠕ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧ ࣭࠼ࡤලయⓗࡣࠊ-636ᅜ㝿ᡓ␎ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ 

␃ࡲࡽ࡞࠸ᡃࡀ

࠺ࠋ

ᡂᨭࠖ࠾ࡅࡿ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ

౯࡛ࡁࡿࠋ

᥎㐍࡛ࡁࡿ◊✲⎔ቃࢆᥦ౪ࡋ࡚࠾

Ḣᕞ  ᅜࡢせ࡞Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ♫⛉Ꮫ





ࡾࠊࡲࡓྛᴗࡣẖᖺぢ┤ࡋࡶ⾜

ᚋホ౯ࡀ % ௨ୖࡢㄢ ศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ᪂ࡓ





ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯್ࡍࡿࠋ



㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼


㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ᅜయࡢᏛ⾡◊✲

࡞࠾ࠊබເࡘ

άືࡢⓎᒎྥࡅ

࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫ

㢟ᩘ

ཧຍࡋࡓࠊࣥࢻࡢேᩥ♫⛉Ꮫศ㔝

ࡓྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

ࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮



࠾ࡅࡿ◊✲༠ຊ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ 

࣭ከࡃࡢᅜࡢᶵ㛵ࡢὶࡼࡾࠊ

ᅜ㝿ὶᴗ

ࡸᅜ㝿ᴗጤဨ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼





ಶࠎᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇࡣホ౯࡛ ࣭ከࡃࡢᅜࡢᶵ㛵ࡢὶࡼࡾࠊ

ࡘ࠸࡚ࠊᏛ➼◊

ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ຠά

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

࣭බເᴗࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊



ࡁࡿࡀࠊࡑࢀࢆ㞟ࡵ࡚⥲ᣓࡋࠊయࡢ ಶࠎᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇࡣホ౯

✲⌧ሙࡸᾏእ༠ຊ

⏝ࡋࠊᑂᰝࡢ㏱᫂

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆά⏝ࡋࡓ㐺ษ࡞ᑂᰝဨࡢ㑅⪃࣭ᑂ



ᡓ␎ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡼ࠺࡞ྲྀ

࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࢀࢆ㞟ࡵ࡚⥲ᣓࡋࠊ

ᶵ㛵ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃

ᛶ࣭බᖹᛶࢆ☜ಖ

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

ᰝ⤖ᯝࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊ㏱᫂ࡘබṇ࡞ᑂᰝࢆᐇ



⤌ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

యࡢᡓ␎ࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ

ࡲ࠼࡞ࡀࡽ᩿ࡢ

ࡋࡘࡘࠊ➇த⎔ቃ

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

ࡋࡓࠋ





ࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ

ࡢ୰࡛ཝṇ࡞ᑂᰝ

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ









ᣓࡾ࣭ᩚ⌮ྜ⌮

ࢆ⾜࠺ࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ

࣭ྛ✀ඹྠ◊✲ᴗ࠾࠸࡚ࠊ ᖺ㛫 㸺ࡑࡢ㡯㸼

㸺ࡑࡢ㡯㸼



⏦ㄳᩘࡢᑡ࡞࠸◊✲⪅ὶࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ᪂

࡛  ௳ࡢ᪂つࡢぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࠊὶ┦

㸫

࣭ࡓ࠸ࢇከࡃࡢᴗ⢭ຊⓗ

ಀࡿᇶᮏⓗ࡞ᡓ

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

ࡓ࡞ὶ┦ᡭᅜᴗᐇྥࡅࡓぬ᭩ࡢ⥾⤖

ᡭᅜࢆᣑࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ᪤⥾⤖ࡋ࡚



ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࠼ࡤࠊ

␎ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

ࡸὶᯟࡢᣑ࡞ࠊࡼࡾ㟂せࡢ㧗࠸┦ᡭᅜ

࠸ࡿぬ᭩  ௳ࡢᨵゞࡸࠊ◊✲⪅ὶ



◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗཧ⏬ࡋࡓ◊✲

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

ࡢඹྠ◊✲ࢆᐇࡉࡏࡿ➼ࠊᏛࡸㅖእᅜࡢᏛ

ᴗࡢぢ┤ࡋ࡞ࠊᏛ➼◊✲⌧ሙࡸᾏ

⪅ࡀࠊᴗ⤊ᚋࡉࡽ࡞ࡿᅜ㝿

ࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά

ࠋ

⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᅜ㝿ὶ

እ༠ຊᶵ㛵ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ

ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᣑࡍࡿࡼ࠺࡞

ࢆ㐍ࡵࡿࠋ


ᅜ㝿ඹྠ◊✲➼

⏝ࡋࠊᆅᇦࡸศ㔝

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ ᴗࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡗࡓࠋ

ὶෆᐜࡘ࠸࡚᩿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊ

ᣐⅬࢆᵓ⠏࡛ࡁࡓࡸࠊྛᴗࢆ

ࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡞

㺃⯆ࡢᨭࡍ 

ᣓࡾ࣭ᩚ⌮ྜ⌮ࢆ㐍ࡵࡿ࠸࠺

⤊࠼ࡓ◊✲⪅ࡢࡑࡢᚋࡢᅜ㝿ඹྠ

ࡀࡽ⟇ᐃࡍࡿࠋ
ࡑࡢᡓ␎ᇶ࡙
ࡁࠊᅜ㝿ὶᴗ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ

ࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲

࣭ᅜ㝿ὶᴗ࠾࠸࡚ࡣᴗࡢᡂᯝཬࡧຠᯝ

୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ࢆⓗ☜㐩ᡂࡍࡿ

◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢཧ⏬≧ἣ࡞

➼ࡼࡿᡂᯝࡢ

ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ᥇⏝ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ᑐࡍࡿ

ࡶࡢࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࠊྛᴗࡢつᶍࡸ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼

≧ἣ

ᚋホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᴗࡀ࠶ࡾࠊホ౯ࡢෆ



ࡓ᳨ドࡢ᪉ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡣ࠺

㺃ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇ ᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚௨㝆ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୰ᮇィ



ࠋ



➼◊✲ᶵ㛵ࡸㅖእ

ࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗

⏬ᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡓ᭦࡞ࡿᚋㄪᰝࡢᚲせᛶࡢ᭷↓

ᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ᛶ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟᮇ୰ᮇィ⏬࠾࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ
 

ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ





࡞ࡀࡽ᩿ࡢぢ┤

ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ

࣭ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࡢྥୖࠊᅜ㝿➇தຊࡢᙉ



ࡋࢆ⾜࠸ࠊᣓࡾ

ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ

ࢆ୍ᒙ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ



257

73

258


㸦㸯㸧ᅜ㝿ⓗ࡞ඹ
ྠ◊✲➼ࡢಁ㐍

࣭ᩚ⌮ྜ⌮ࢆ



༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ࠊࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദ

㐍ࡵࡿ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

࡞ࡢᴗࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊୡ⏺ࡢᏛ⾡◊✲



㺃 ᡓ ␎ ⓗ 㔜 せ࡞ ㅖ

ືྥࡢኚ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ᪂⯆ᅜ➼ࡢ᪂ࡓ



እᅜࡢぬ᭩ᇶ࡙

࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᅜ



ࡃὶࢆࠊᘬࡁ⥆ࡁ

㝿ὶᴗࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡗࡓࠋ



╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡃ



㸦㸯㸧ᅜ㝿ⓗ࡞ඹ

ࡇࠋ

࠙ㅖእᅜࡢᅜ㛫ὶࡢᨭࠚ







ྠ◊✲➼ࡢಁ㐍

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ڦᅜ㛫ὶᴗ







⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧ࠚ

ە༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅

࣭㛗ᖺࢃࡓࡾ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

ὶ

ࡽせᮃࡢ࠶ࡗࡓࣥࢻࡢேᩥᏛ࣭♫



ᾏእࡢᏛ⾡⯆

ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ

ᶵ㛵➼ᙉᅛ࡞ᅜ

‽ࡢྥୖࠊᅜ㝿➇



㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡

தຊࡢᙉࢆ୍ᒙ

࣭ከࡃࡢᅜࡢᶵ㛵

ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡁᐇ

⛉Ꮫศ㔝ࡸ㛗ᮇࢃࡓࡾὶࡀ୰᩿

ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ

㐍ࡵࡿࡓࡵࠊㅖእ

ࡢὶࡼࡾࠊಶࠎ

ࡉࢀࡿᅜ㛫ὶᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊᑐᛂᶵ㛵

ࡋ࡚࠸ࡓࢫ࢚ࣛࣝࠊ࣮࢜ࣉࣥࣃ࣮ࢺ

ࡼࡾࠊᡃࡀᅜࡢ

ᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵

ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ

ࡢ༠㆟ࢆ⤒࡚ࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾぬ᭩ࡢ᪂つ⥾⤖ࠊ

ࢼ࣮ࢩࢵࣉ࠸࠺᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ

◊✲Ỉ‽ࠊᅜ㝿➇

ࡢ༠ᐃ➼ᇶ࡙

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࡀࠊ

ᨵゞࠊ᭦᪂ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ

࡚㟂せࡢᣑࡋ࡚ࡁࡓⱥᅜࡸࣜࢺࢽ

தຊࡢ୍ᒙࡢᙉ

ࡃࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ࠊ ࡑ ࢀ ࢆ 㞟 ࡵ ࡚ ⥲ ᣓ

ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊඹ

࡞࠾ࠊ◊✲⪅ὶࡘ࠸࡚ࡣ⏦ㄳ௳ᩘࡀఙࡧ

᪂ࡓぬ᭩ࢆ⥾⤖ࠊ㡑ᅜࡸࣇࣜ

ࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദ࡞

ࡋࠊయࡢᡓ␎ࣇ ᝎࢇ࡛࠸ࡓࡶࡢࡘ࠸࡚㡰ḟぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࡓ

ࣆࣥࡢぬ᭩ࢆᨵゞࡍࡿ࡞ࠊㅖእᅜ

ྠ◊✲ࠊ◊✲⪅

ࡢᴗࢆᐇࡍ

࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡼ

ࡵ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃᅜ㛫ὶᴗࡢὶᅜ࣭ᶵ

ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛫࡛ࠊ◊✲ࢽ࣮ࢬ

ὶࠊࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ

ࡿࠋࡲࡓࠊୡ⏺ࡢ

࠺࡞ྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛ࡣ

㛵ᩘࡣῶᑡࡋࡓࡀࠊᅜ㛫ὶᴗࡘ࠸࡚᪂

ࡸእⓗほⅬ㓄៖ࡋ࡚ࠊぬ᭩ࢆ᪂つ

࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ

Ꮫ⾡◊✲ືྥࡢኚ

࡞࠸ࠋ

ࡓ࡞ὶ┦ᡭᅜᴗᐇྥࡅࡓぬ᭩ࡢ⥾⤖

⥾⤖࣭ᨵゞࡋࡓࡇࡣࠊㅖእᅜࡢᏛ

➼ከᵝ࡞ᅜ㝿ὶ

➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘ

࠙ ᖺእ㒊ホ౯㸦ぢ

ࡸ᪤Ꮡࡢὶᯟࡢᣑ࡞ࠊࡼࡾ㟂せࡢ㧗࠸┦

⾡ᅜ㝿ὶࢆࠊᡃࡀᅜࡢᅜ┈㓄៖ࡋ

ࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋ

ࡘࠊ᪂⯆ᅜ➼ࡢ

㎸㸧ࠚ

ᡭᅜࡢὶࢆᐇࡉࡏࡓࠋ

ࡘࡘࠊ⥅⥆ⓗ࡞ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㐍



᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊





ࡵ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࡇࡢࡇࡣࠊ

✲➼ࡢࢽ࣮ࢬᑐ

㺃  Ꮫ ➼◊ ✲ ⌧ሙ ࡸ

ەᖹᡂ 㹼 ᖺᗘㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲άືࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ᛂࡍࡿࠋ

ᾏእ༠ຊᶵ㛵ࡢࢽ࣮

ぬ᭩ࡢ᪂つ⥾⤖ࠊᨵゞ࣭᭦᪂ᐇ⦼

ࡸ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ὶືᛶࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿ

ඛ➃◊✲ศ㔝

ࢬ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ

࠾ࡅࡿୡ⏺ⓗỈ‽

ᅜ㝿ὶᴗࡢぢ┤

ࡢ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢ

ࡋ╔ᡭࡍࡿࠋ

ᙧᡂࡸࢪ࣭

່࠙࿌ࡢ᪉ྥᛶࠚ

ࣇࣜ࢝ᆅᇦ࠾ࡅ



ࡿㅖㄢ㢟ゎỴ㈨

㺃 㐣 ཤ ᨭ  ࡋࡓ ࣉ

ࡍࡿ୰᰾ⓗ࡞◊✲

ࣟࢢ࣒ࣛࡢᚋㄪᰝ

ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂࢆ

ࢆᩘᖺࡓࡗ࡚⾜࠺

᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࠊࡁ࡞ࣉࣟࢢࣛ



࣒Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡿ



ᴗࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶



ࡿࠋᩘᖺᚋࡢᚋㄪ



ᰝࡢᚲせᛶࢆᥦࡍ



ࡿࠋ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ







㺃 ᅜ 㝿 ὶ  ᴗ➼ ࡢ

༠ᐃྡ
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ◊✲࣭㧗
➼ᩍ⫱ᅜ㝿༠ຊ㈈ᅋ
67,17㸧ࡢぬ᭩
࢘ࢡࣛࢼᅜ❧ᇶ♏⛉
Ꮫ◊✲㈈ᅋ㸦6))5㸧
ࡢぬ᭩
ࢺࣝࢥ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᶵ
ᵓ㸦7%,7$.㸧ࡢぬ᭩
㡑ᅜ◊✲㈈ᅋ㸦15)㸧
ࡢぬ᭩

᪂つ࣭
༠ᐃࡢ
ᨵゞ࣭
ෆᐜ
᭦᪂
᪂つ ඹྠ◊✲

ほⅬࡽࠊᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵➼ᙉ
ᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡶࠊಶࠎࡢᏛ࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞
άື␃ࡲࡽ࡞࠸ᡃࡀᅜయࡢᏛ⾡◊

᪂つ

ඹྠ◊✲

᪂つ

ඹྠ◊✲

ᨵゞ

᪥㡑ᇶ♏⛉
Ꮫྜྠጤဨ
ࡼࡿᑂ
ᰝ༠㆟᪉ἲ
ࢆᗫṆ➼
ඹྠ◊✲࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ
㛤ጞ
ඹྠ◊✲࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ
㛤ጞ
ඹྠ◊✲ࡢ
㛤ጞ
ⱝᡭ◊✲⪅

✲άືࡢⓎᒎྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ⾜࠺࠸
࠺୰ᮇ┠ᶆࢆ╔ᐇ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ

ࣥࢻṔྐ◊✲ホ㆟
,&+5 ࡢぬ᭩

᪂つ

ࣥࢻ♫⛉Ꮫ◊✲ホ
㆟ ,&665 ࡢぬ᭩

᪂つ

ࢫ࢚ࣛࣝ⛉Ꮫ㈈ᅋ
㸦,6)㸧ࡢぬ᭩
Ḣᕞጤဨ (& ࣭Ḣᕞ

᪂つ
᪂つ

ࡋ࡚ࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ᡃࡀᅜᅜࡢ࠶ࡿ࡚ࡢᅜࢆᑐ㇟
ࡋࡓ࣮࢜ࣉࣥࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࠾
࠸࡚ࠊ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃὶࢆᐇࡋ࡚
࠸࡞࠸ᅜࡢὶࢆᐇࡋࠊࡼࡾከᵝ
࡞ᅜࡢඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᨭࡋ
ࡓࡇࡣࠊୡ⏺ࡢᏛ⾡◊✲ືྥࡢኚ
➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ᪂⯆ᅜ➼ࡢ᪂ࡓ࡞
ᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿ
࠸࠺୰ᮇィ⏬ࢆ╔ᐇ㐩ᡂࡍࡿࡶࡢ
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ᡂᯝࢆᐈほⓗホ౯



ࡍࡿᡭἲࡢ㛤Ⓨᘬ



ࡁ⥆ࡁດຊࡍࡿᚲせ

◊ ✲  ㆟ (5&  ࡢ ᐇ
ྲྀỴࡵ
ࣇࣛࣥࢫᅜ❧⛉Ꮫ◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ &156 ࡢぬ
᭩
ࣇࣛࣥࢫᅜ❧ሗᏛ⮬
ືไᚚ◊✲ᡤࢭࣥࢱ࣮
,QULD ࡢぬ᭩
ࢻࢶᏛ⾡ὶ
'$$' ࡢᐇ⣽┠

ⱥ ᅜ ⋤ ❧ ༠  㸦 7KH
5R\DO6RFLHW\㸧ࡢぬ
᭩
ࣜࢺࢽ◊✲ホ㆟
5&/ ࡢぬ᭩
ࣇࣜࣆࣥ⛉Ꮫᢏ⾡┬
㸦'267㸧ࡢぬ᭩

ᨵゞ

ὴ㐵

ࡋ࡚ࠊᖜᗈ࠸ὶࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࠊㅖእ

ඹྠ◊✲

ᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ᵓ⠏ࠊⓎᒎᐤࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽ



ࡀ࠶ࡿࠋ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ







㺃  ⯆  ㅖ እᅜ ࡢ



ᙜヱᶵ㛵ࡢ㛫࡛ࡢ



Ꮫ⾡ὶ༠ᐃࡢ⥾⤖



ࡣࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲᥎



㐍ࡢࡓࡵࡢ᭱ࡶᙉຊ



࡞ᨭ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ



᪂つ⥾⤖ぢ┤ࡋࡣ



ᖖ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ



ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ 





⏦ەㄳ࣭᥇ᢥ≧ἣ

᭩⥾⤖ࡼࡿὶᣑ࡞ࠊᾏእࡢᏛ



㺃 ᡃ ࡀ ᅜࡢ ᅜ ┈ ␃

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧

⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ᭦Ⓨ



ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ⯆



ࡀㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆



ᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚ࠊ᭦



࡞ࡿᏛ⾡ὶࡢ㐍ᒎ



ດຊࡍࡿࡇࢆᮇ



ᚅࡍࡿࠋ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ







㺃 ᭩ 㠃 ᑂᰝ ⤖ ᯝࡢ ศ



ᯒ᳨࣭ド࠾࠸࡚ࡣࠊ



ᑡᩘពぢࡢጇᙜᛶ



ಀࡿ┠㓄ࡾࡀ㔜せ࡛



࠶ࡿࠋ



࠙ ᖺᗘ -636 㒊



ホ౯ࠚ





ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࣜࢧ࣮ࢳ࢝
࢘ ࣥ ࢩ ࣝ 5&1  ࡢ ぬ
᭩

ඹྠ◊✲

ᨵゞ

ඹྠ◊✲

᪂つ

ඹྠ◊✲

᪂つ
ᨵゞ

᭦᪂

ඹྠ◊✲࣭
ࢭ࣑ࢼ࣮
⌧≧࠶ࢃ
ࡏ࡚ぬ᭩ࢆ
ᨵᐃ
◊✲⪅ὶ

࿌᭩࡞ࡢ᳨ドࡸࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ
⥅⥆ⓗ࡞ᐇ➼ࡼࡾᑐᛂࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭᪥༳ࡢぬ᭩⥾⤖ࢆグᛕࡋࡓ࢟ࢵࢡ࢜
ࣇࣇ࢛࣮࣒ࣛࡸ᪥㟢  ࿘ᖺࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࡢ㛤ദࠊⱥᅜࡸࣜࢺࢽࡢぬ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧

⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮
◊✲⪅
 ௳  ே 㸣
ὶὴ㐵

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧

⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮
◊✲⪅
 ௳  ே 㸣
ὶὴ㐵

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧

⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮
◊✲⪅
 ே 㸣
 ௳
ὶὴ㐵



ㄪᰝࡸᐈほⓗ࡞ホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜ㛫ὶᴗ࡛ࡣሗ


⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮
◊✲⪅
 ௳  ே 㸣
ὶὴ㐵



࣭㐣ཤᨭࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᡂᯝࡸ
Ⓨᒎᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊᩘᖺᚋࡢᚋ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧



㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮
◊✲⪅
 ௳  ே 㸣
ὶὴ㐵




ᨵゞ

ᒎ࣭῝ࡉࡏࡓࡇࡣࠊᙜヱᅜࡢᅜ
㝿ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ᐤࡋࠊᡃࡀᅜࡢ
ᅜ┈ࡶ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᾏእࡢᏛ
⾡⯆ᶵ㛵➼ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿ࠸࠺୰ᮇ┠ᶆࢆ㐩
ᡂࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚
ࡣࠊࢻࢶ◊✲⯆༠㐃ᦠࡋ࡚⾜
࠺ࡓࡵࠊ୧ᅜࡢᏳᐃࡋࡓᨭࡢࡶ
㉁ࡢ㧗࠸Ꮫ㝔ᩍ⫱◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢆᐇࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
⤌⧊ⓗ࡞ᅜ㝿ὶࡢಁ㐍ཬࡧⱝᡭ◊✲
⪅ࡢ⫱ᡂ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࣉࢵࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࣥࣉ࣮࢜ەඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ 
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࣮



༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡃᅜ㛫ὶᴗࢆᐇࡋ࡚࠸





ࡿᅜ௨እࡢὶᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࡶᖜᗈࡃᛂ





࠼ࡿࡓࡵࠊᡃࡀᅜᅜࡢ࠶ࡿ࡚ࡢᅜ㸦ྎ‴





ཬࡧࣃࣞࢫࢳࢼࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀ‽ࡌ࡚ྲྀࡾᢅ





࠺㸧ࢆᑐ㇟ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾୗグࡢ࠾ࡾࠊ 



ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡋࠊ≉᪂⯆ᅜ➼





ࡢ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓࠋ 


⏦ەㄳ࣭᥇ᢥ≧ἣ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧










⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮








⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮






㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧




⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧







⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮






㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇศ㸧

⏦ㄳ௳ᩘ ᥇ᢥᩘ ᥇ᢥ⋡
ඹྠ◊✲࣭
 ௳  ௳ 㸣
ࢭ࣑ࢼ࣮

















ࡢࢻࣥڦ༠ຊ





࣭,&+5㸦ࣥࢻṔྐᏛ◊✲༠㆟㸧ཬࡧ ,&665





㸦ࣥࢻ♫⛉Ꮫ◊✲༠㆟㸧๓ᖺᗘ⥾⤖





ࡋࡓぬ᭩ᇶ࡙ࡁࠊேᩥᏛཬࡧ♫⛉Ꮫศ㔝





㸦ඹྠ◊✲
࠾ࡅࡿᖹᡂ  ᖺᗘศᅜ㛫ὶᴗ





Ᏹ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮㸧ࢆඹྠබເࡋࡓࠋ





࣭⯆ ,&+5 ࡢぬ᭩⥾⤖ࢆグᛕࡋ࡚ࠊ⤒῭





ྐࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ࢟ࢵࢡ࢜ࣇࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ㛤ദ





ࡋࡓࠋ





ۑ᪥ᮏ㸫ࣥࢻ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദᴫせ






㸦,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ(FRQRPLFKLVWRU\㸧 

᪥⛬
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ





ཧຍ⪅ᩘ

ࣥࢻṔྐᏛ◊✲༠㆟
㸦,&+5㸧
㸦ࢹ࣮࣭ࣜࣥࢻ㸧
⣙  ྡ
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ڦ᪥㟢  ࿘ᖺࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘





࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ⯆࣭ࣟࢩᇶ♏⛉Ꮫ





ὶ㈈ᅋ 5)%5 ࠊࣔࢫࢡ࣡Ꮫࠊᅾࣟࢩ᪥ᮏ





㤋ඹദ࡛ࠕ-6365)%5 ὶ  ࿘ᖺグᛕࢩ





࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ
㸦 ࣔࢫࢡ࣡Ꮫ㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 



㐣ཤᨭࡋࡓከᵝ࡞ศ㔝ࡢࠊࡢ  ௳ࡢㄢ





㢟ࡢ࠺ࡕࠊ㧗࠸ホ౯ࢆᚓࡓㄢ㢟ࢆ⋡࠸ࡓ⣙ 





ྡࡢ᪥㟢ࡢ◊✲௦⾲⪅ࡀࠊὶᡂᯝཬࡧᅜ㛫





ὶࢆᡂຌᑟ࠸ࡓせᅉࢆᢨ㟢ࡋࡓࠋ⯆





ࡽࡣᏳす⌮㛗ࡀฟᖍࡋࡓࠋ





ۑ᪥㟢  ࿘ᖺグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദᴫせ



᪥⛬
㛤ദሙᡤ




ཧຍ⪅ᩘ



ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ࣔࢫࢡ࣡Ꮫ
㸦ࣔࢫࢡ࣭࣡ࣟࢩ㸧
⣙  ྡ













ࡢࢽࢺࣜڦὶᣑ





࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ⯆࣭ᮾிᏛ࣭ࣜࢺ





ࢽ◊✲ホ㆟࣭㥔᪥ࣜࢺࢽ㤋ࡢ





ඹദ࡛ࠕ᪥ᮏࣜࢺࢽ⏕⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࢘





࣒ࠖ
㸦ᮾிᏛ㸧ࢆᐇࡋࡓࠊᮏࣜ





ࢺࢽ◊✲ホ㆟ࡣࠊ᪤Ꮡࡢᴗࢆά⏝ࡋ࡚





ඹྠ◊✲ࡢᨭࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡉࡽᖹᡂ  ᖺ 





᭶ࠊ⯆࣭ࣜࢺࢽ◊✲ホ㆟࣭㥔᪥ࣜ





ࢺࢽ㤋ࡢඹദ࡛ࠕ᪥ᮏࣜࢺࢽ⏕




⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ㸦5HVHDUFK&RXQFLORI 
/LWKXDQLD㸧ࢆᐇࡋࡓࠊᅜ㛫ࡢᏛ⾡༠ຊ 



㛵ࡍࡿぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺࡣࠊぬ᭩





ᇶ࡙ࡁඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢබເࢆ㛤ጞࡋࡓ





ࠊ⯆࣭ᮾி⌮⛉Ꮫ࣭ࣜࢺࢽ◊✲





ホ㆟࣭㥔᪥ࣜࢺࢽ㤋ࡢඹദ࡛ࠕ᪥ᮏ





ࣜࢺࢽࠗ⮬↛⛉Ꮫ⏕⛉Ꮫ࠘ྜྠࢩ࣏ࣥ





ࢪ࣒࢘ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ





ۑ᪥ᮏࣜࢺࢽ⏕⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ





ᴫせ











ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᮾிᏛ㸦ᮾி㸧
⣙  ྡ

᪥⛬
㛤ദሙᡤ
ཧຍ⪅ᩘ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
5HVHDUFK&RXQFLORI
/LWKXDQLD㸦ࣜࢺࢽ㸧
⣙  ྡ

᪥⛬

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥









᪥⛬
㛤ദሙᡤ
ཧຍ⪅ᩘ
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㛤ദሙᡤ
ཧຍ⪅ᩘ




ᮾி⌮⛉Ꮫ㸦ᮾி㸧
⣙  ྡ








ڦ᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ



ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ ᪂つ  ௳ࠊ⥅⥆  ௳ 



ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ ⏦ㄳ  ௳ࠊ⥅⥆  ௳ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ ⏦ㄳ  ௳ࠊ⥅⥆  ௳ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ ᪂つ  ௳ࠊ⥅⥆  ௳ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ  ௳ ᪂つ  ௳ࠊ⥅⥆  ௳ 

࣭᥇⏝ ᖺ┠ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ௳ᑐࡍࡿ୰㛫
ホ౯ࢆᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓࠋ
࣭ᖺ㛫ࡢᴗࡀ⤊ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡘ࠸
࡚ᖹᡂ  ᖺᗘࠊᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧ  ᖺᗘࡑࢀ
ࠕᙜึࡢ┠ᶆࡣ
ࡒࢀ  ௳ࡎࡘᚋホ౯ࢆᐇࡋࠊ
ᐃ㏻ࡾ㐩ᡂࡉࢀࡓࠖࡢホ౯⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ
















࠙ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࠚ











ڦᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ

࣭ᡃࡀᅜࡗ࡚ᡓ␎ⓗ㔜せ࡞┦ᡭ



࣭* ࣓ࣥࣂ࣮ᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡼࡿ

ᅜࡢࢽ࣮ࢬࡸ◊✲ືྥ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼



ከᅜ㛫◊✲༠ຊᴗࢆᐇࡋࡓࠊ┦ᡭᅜࡢ

࡚ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ࢆᐇࡍࡿࡇࡣࠊ



ࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࣓ࣜ࢝㸦16)㸧
࣭Ḣᕞ࡞ᡃ

⯆ᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ



ࡀᅜࡀ㔜せどࡍࡿᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛫࡛ࠊ≉ᐃ

࣮࣡ࢡࡢᙉࡘ࡞ࡀࡿࡶࠊᅜ



ࡢศ㔝≉ࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ㸦+㹼 㝿ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿྲྀ



࣓ࣜ࢝ࡢ㐃ᦠࡼࡿࠕᅜ㝿Ꮫ◊✲༠ຊ



ᴗࠖ
ࠊ+㹼Ḣᕞ  ᶵ㛵ࡢࠕḢᕞࡢ♫⛉Ꮫ

ࢫࡣࠊ ᅇ┠ࡢᑂᰝࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ



ศ㔝࠾ࡅࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ➼㸧
ࠊඹ

࠼ࠊ୧ᅜࡢᑂᰝ᪉ᘧࡢ≉㛗ࢆ⼥ྜࡋࡓ



㏻ࡢㄢ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵࡢศ㔝ᶓ᩿ᆺࡢᅜ㝿ඹ

⊂⮬ࡢᑂᰝไᗘࢆᵓ⠏ࡋࡓࠊ࣮ࣜ



ྠ◊✲ᴗ㸦+㹼16) ࡢ㐃ᦠࡼࡿࠕ⅏

ࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࡢᑟධྥࡅࡓ



ᐖࡽࡢᅇຊᙉ➼㛵ࡍࡿ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ◊✲

༠ຊ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡍࡿ࡞ࠊᮏᴗࡢ୍



༠ຊᴗࠖ
㸧࡞ࢆᨭࡋࡓࠋ

ᒙࡢᐇ୧ᶵ㛵ࡢಙ㢗ࡢᵓ⠏ྥࡅ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼 ᖺᗘࠊከᅜ㛫◊✲༠ຊ

ࡓດຊࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ




ᴗ࠾࠸࡚ࠊᘏ  ௳ࠊࡑࡢせᅜࡢᅜ

 ࡲࡓࠊࢻࢶ㸦')*㸧ࡢ㛫࡛ࠊ⯆



㛫࣭ከᅜ㛫㐃ᦠࡼࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ࠾࠸

࡛ึ࡞ࡿ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉



࡚ࠊᘏ  ௳ࢆᨭࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ᘧࢆᑟධࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࢆ❧ࡕ



㛤ጞࡋࡓࢫࢫ 616) ࡢࠕࢫࢫࡢᅜ㝿ඹ

ୖࡆࡓࡇࡣࠊ୰ᮇィ⏬ࢆࡣࡿୖ



ྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦-53V㸧
ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡢ

ᅇࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᑂᰝࡢ⢭ᗘࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࡉࡽᖹᡂ  ᖺᗘ





㛤ጞࡋࡓබເ⨨࠸࡚ࡣࠊ᥇ᢥ⋡ࢆ⪃៖ࡋ࡚ 





ẁ㝵ࡢ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡍࡿ࡞ࡢぢ┤ࡋࢆ

࣭ᙜᴗࡢᚋホ౯࡛ࡣࠊከࡃࡢㄢ㢟



⾜ࡗࡓࠋ

࠾࠸࡚ᴫࡡᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ୍᪉ࡢᶵ㛵࡛ᑂᰝࢆ⾜࠺ࣜ
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ࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉ࠊࢫ

ࡘࡘ࠶ࡿ᪨ࡢホ౯ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ┠ᶆ



࣮ࢻ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮᪉ᘧࢆᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗ

ࢆᴫࡡ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋ



ᑟධࡍࡿࡓࡵࠊ616) ༠ຊ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ





ࡲࡓࠊࢻࢶ㸦')*㸧ࡢ㛫࡛ࡶ࣮ࣜࢻ࢚࣮ࢪ࢙





ࣥࢩ࣮᪉ᘧࢆヨ⾜ⓗᑟධࡋࡓ



࣭ࡲࡓࠊ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫୰⤊ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ



ەᅜ㝿Ꮫ◊✲༠ຊᴗಀࡿᚋホ౯⤖ᯝ



ᐇ
ホ౯⤖ᯝ
ㄢ㢟ᩘ

%ᙜึタᐃࡉࢀࡓ◊✲ィ⏬ࡣ

ᴫࡡ㐩ᡂࡉࢀࡓ ㄢ㢟
ᚋ

ホ
&ᙜึタᐃࡉࢀࡓ◊✲ィ⏬ࡣ
౯
࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂࡉࢀࡓ ㄢ㢟


















࠙◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭࠚ













ͤ◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗࡣࠊ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲேࡢົ࣭ 







ᴗࡢぢ┤ࡋࡢᇶᮏ᪉㔪ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 





᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࡛ࡢᣦࢆཷࡅࠊඛ➃◊✲ᣐⅬ





ᴗࠊࢪ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬᴗࠊࢪ࣭ࣇࣜ





࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗࢆ⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࡋࠊᖹ





ᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ

















✲◊ڦᣐⅬᙧᡂᴗ





㸦$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂᆺ㸧





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡅࠊඛ➃ⓗ

࣭◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗࠕ$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂ



ࡘᅜ㝿ⓗ㔜せ࡞◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ⡿ⱥ⊂

ᆺࠖࡀᑐ㇟ࡍࡿᅜ㝿ⓗ➇தࡢ⃭ࡋ



➼ࡢ  ࡢᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛ࡢ  ᶵ㛵 

࠸ඛ➃◊✲ศ㔝࠾࠸࡚ࠊ⡿ⱥ⊂➼



ㄢ㢟ࢆᐇࡋࠊ᪥ᮏ」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከ

ࡢඛ㐍ㅖᅜ  ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛ὶ



ᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲

ࢆᐇࡋࠊ᪥ᮏ」ᩘࡢඛ㐍ㅖᅜࡢ



⪅ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳࡼࡿඹྠ◊✲࣭



࣭ࡲࡓࠊྛㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊᏛ㝔⏕ࢆྵࡴⱝᡭ

ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࡘ࠸࡚ὶ



◊✲⪅ࡢᾏእⓎ⾲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ➼ࠊⱝᡭ◊

ᅜ࣭ᆅᇦᩘࢆᖺࠎቑຍࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ



✲⪅ࡢ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋ

ඛ➃◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ◊✲ὶᣐⅬࡢ



࣭ඛ➃ⓗ࡞ศ㔝࠾࠸࡚ࠊྛᅜࡢᙉࡳࢆ⏕ࡋ

ᵓ⠏ࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿほⅬ



ࡓ◊✲ὶࢆ᥎㐍ࡋᏛ⾡ⓗ࡞ᡂᯝࢆฟࡍࡿ

ࡽホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡶࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿୖࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ☜❧





ࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊ㒊ᒁ㛫༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࠊⱝᡭ◊✲

࣭ᙜᴗࡢ୰㛫ホ౯࣭ᚋホ౯࠾࠸



⪅ࡢ୰㛗ᮇὴ㐵➼ࢆྍ⬟ࡍࡿேᮦὶࢆไᗘ

࡚ࡣ⌧Ⅼ࡛ホ౯ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㒊



ࡋࠊேᮦὶࢆಁ㐍ࡍࡿ࡞ࡋࡓࠋ

ศࡢㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊᴫࡡᐃ࠾ࡾࡢ



࣭ᮏᴗ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ὶㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡘࡘ࠶ࡿ᪨ࡢホ౯ࢆཷࡅ࡚



ᨭᮇ㛫⤊ᚋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆㸧ᚋホ౯

263
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࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

264


ࢆᐇࡋࡓࠋ











ە୰㛫ホ౯ࡢᐇබ⾲ᐇ⦼





୰㛫ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ  ௳ࡢ࠺ࡕࠊ ௳࡛ᐃ㏻





ࡾࠊࡲࡓࡣᐃ௨ୖࡢホ౯ࢆᚓࡓࠋ



ᐇ

ホ౯⤖ᯝ
ㄢ㢟ᩘ

$㸸ᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡘࡘ
࠶ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂࡀ
࠸ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸭 ㄢ㢟

%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡘ
୰
ࡘ࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢດຊࢆ⥅⥆
㛫
ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚┠ᶆࡢ㐩
ホ
ᡂࡀᴫࡡᮇᚅ࡛ࡁࡿ
౯
㸭 ㄢ㢟

&࠶ࡿ⛬ᗘࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡘࡘ
࠶ࡿࡀࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ
ࡣ୍ᒙࡢດຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
㸭 ㄢ㢟



























୰㛫ホ౯⤖ᯝ㸸





KWWSZZZMVSVJRMSMFFK\RXNDBDKWPO











ەᚋホ౯ࡢᐇබ⾲ᐇ⦼





ᚋホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ  ௳ࡢ࠺ࡕࠊ ௳࡛ᐃ㏻ࡾ





ࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࡢホ౯ࢆᚓࡓࠋ










ᐇ
ホ౯⤖ᯝ
ㄢ㢟ᩘ

%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚
࠾ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉ
୰
ࢀࡓ㸭 ㄢ㢟
㛫

ホ
&㸸࠶ࡿ⛬ᗘᡂᯝࡀ࠶ࡀࡾࠊᙜ
౯
ึࡢ┠ᶆࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂࡉ
ࢀࡓ㸭㸯ㄢ㢟









ᚋホ౯⤖ᯝ㸸




KWWSVZZZMVSVJRMSMFFK\RXNDBDKWPO 





ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ᅜ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼





ᖺᗘ㸧





ࣝࢮࣥࢳࣥࠊⱥᅜࠊࢱࣜࠊࣥࢻࠊࣥ







ࢻࢿࢩࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊ࢝ࢼࢲࠊ 
㡑ᅜࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢫࢫࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊ 



ࢫ࣌ࣥࠊ






ࢱࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࢳࣜࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊࢻࢶࠊ 
ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣇࣥࣛࣥࢻࠊࣈࣛ 



ࢪࣝࠊࣇࣛࣥࢫࠊ⡿ᅜࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣋ࣝࢠ࣮ࠊ





࣐࣮ࣞࢩࠊࣛ࢜ࢫࠊࣟࢩ
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⏦ەㄳ᥇ᢥ≧ἣ





୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚◊✲⪅ࡽ㧗࠸ࢽ࣮ࢬࡀ





࠶ࡗࡓࠋᴗࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸୰ࠊᅜ㝿ᴗጤဨ





࠾࠸࡚ࠊㄢ㢟ࡢඛ➃ᛶ࣭㔜せᛶࡸࢿࢵࢺ࣡





࣮ࢡࡢᵓ⠏➼ከゅⓗ࡞どⅬࡽ㑅⪃ࢆᐇࠋ









ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ































⏦ㄳ
௳ᩘ
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳
 ௳

᥇ᢥᩘ
ணᐃᩘ
ྵࡴ 

᥇ᢥ⋡

 ௳
 ௳
 ௳
㸵௳
 ௳

㸣
㸣
㸣
㸣
㸣


㸦%ࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᆺ㸧
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡅࠊࢪ࣭
ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸
࡚ࠊ ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛ࡢ  ᶵ㛵  ㄢ㢟
ࢆᐇࡋࠊ᪥ᮏ」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከᅜ㛫
ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅
ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ࡲࡓࠊྛㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊᏛ㝔⏕ࢆྵࡴⱝᡭ
◊✲⪅ࡢᾏእⓎ⾲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ➼ࠊⱝᡭ◊
✲⪅ࡢ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭≉ࠊឤᰁࡸ⎔ቃởᰁࡢၥ㢟➼ࠊࢪ࣭
ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢၥ㢟ゎỴྲྀࡾ⤌ࡳᏛ⾡ⓗ࡞ᡂ
ᯝࢆୖࡆࡿࡶࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿୖࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢆ☜❧ࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊຠᯝⓗ࡞࣐ࣛࣜ
᧞⁛ᡓ␎ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆᐇࡍࡿࡶࠊ┦
ᡭᅜᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚┦ᡭᅜࡢ㝔ෆ࣐ࣛࣜ
᧞⁛ࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊ⌧ᆅⱝᡭ◊✲⪅ࡢᢏ
⾡⛣㌿ࡢᣐⅬࡍࡿ࡞ࡋࡓࠋ
࣭ᐇ㝿ᮏᴗ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ὶㄢ㢟ࡘ
࠸࡚ࡣᨭᮇ㛫⤊ᚋࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡢᖺᗘࡘ࠸࡚ࡶᣐⅬ
ᶵ㛵ࡽ⏦ㄳࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࠊᚋࡶ┦ᡭ
ᅜ◊✲⪅ࡢὶࢆ⥅⥆࣭Ⓨᒎࡍࡿࡢᅇ⟅ࢆ
ᚓࡿ➼ࠊᡃࡀᅜཬࡧ┦ᡭᅜࡢᣐⅬᙧᡂᐤࡋ








࣭◊✲ᣐⅬᙧᡂᴗࠕ%ࢪ࣭ࣇ
ࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧᡂᆺ࡛ࠖࡣࠊᙜヱᆅᇦ
ඹ㏻ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍࡿ◊✲ศ㔝࠾
࠸࡚ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ࡢ  ᅜ࣭ᆅᇦ
ὶࢆᐇࡋࠊከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ
࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶ
ࡘ࠸࡚⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢪ࣭ࣇࣜ࢝
ㅖᅜࡢ◊✲ὶᣐⅬᙧᡂࡢ᥎㐍ࡸⱝᡭ
◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ➼ᐤࡍࡿࡶࡢ⪃࠼
ࡽࢀࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

















ࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ᅜ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼
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ࢫ࢚ࣛࣝࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ࢘࢞ࣥࢲࠊ 



࢘ࢬ࣋࢟ࢫࢱࣥࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊ࢚ࢳ࢜ࣆࠊ࣮࢞





ࢼࠊ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥࠊ࣓࣮࢝ࣝࣥࠊ㡑ᅜࠊ࢝ࣥ࣎





ࢪࠊࢠࢽࠊࢣࢽࠊࢥ࣮ࢺࢪ࣮࣎࣡ࣝࠊࢥ





ࣥࢦẸඹᅜࠊࢨࣥࣅࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢫ





࣮ࢲࣥࠊࢫࣜࣛࣥ࢝ࠊࢱࠊྎ‴ࠊࢱࣥࢨࢽࠊ 



୰ᅜࠊࢼࢪ࢙ࣜࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࠊᮾࢸ





࣮ࣔࣝࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣈ࣮ࢱࣥࠊࣈࣝ࢟ࢼࣇ





ࢯࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣎ࢶ࣡ࢼࠊ࣐ࣛ࢘ࠊ࣐࣮ࣞࢩ





ࠊ༡ࣇࣜ࢝ࠊ࣑࣐࣮ࣕࣥࠊࣔࣥࢦࣝࠊࣛ࢜









ࢫࠊࣞࣂࣀࣥ

⏦ەㄳ᥇ᢥ≧ἣ



୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚◊✲⪅ࡽ㧗࠸ࢽ࣮ࢬࡀ





࠶ࡗࡓࠋᴗࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸୰ࠊᅜ㝿ᴗጤဨ





࠾࠸࡚ㄢ㢟ࡢ㔜せᛶ࣭ᚲせᛶࡸࢿࢵࢺ࣮࣡





ࢡࡢᵓ⠏➼ከゅⓗ࡞どⅬࡽ㑅⪃ࢆᐇࠋ



















⏦ㄳ
௳ᩘ

᥇ᢥᩘ
ணᐃᩘ
ྵࡴ 



᥇ᢥ⋡



ᖹᡂ  ᖺᗘ
 ௳
 ௳ 㸣
ᖹᡂ  ᖺᗘ
 ௳
 ௳ 㸣
ᖹᡂ  ᖺᗘ
 ௳
 ௳ 㸣
ᖹᡂ  ᖺᗘ
 ௳
 ௳ 㸣
ᖹᡂ  ᖺᗘ
 ௳
 ௳ 㸣
ͤᖹᡂ  ᖺࡣ࢚࣎ࣛฟ⾑⇕ࡢὶ⾜ࡸࠊࢫ࣑ࣛࢵ
ࢡࢫࢸ࣮ࢺࡼࡿᅜᐙᶞ❧ᐉゝ➼ᅜ㝿ὶୖᠱ
ᛕ࡞ࡾᚓࡿฟ᮶ࡀ࠶ࡗࡓࠋ















ڦඛ➃◊✲ᣐⅬᴗ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡅࠊࡢ 

࣭ඛ➃◊✲ᣐⅬᴗࠊࢪ◊✲ᩍ⫱



ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆ⡿ⱥ⊂➼ࡢ  ࣨᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫

ᣐⅬᴗཬࡧࢪ࣭ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ᇶ



࡛ᐇࡋࠊ᪥ᮏ」ᩘࡢὶᅜࡢከᅜ㛫ὶ

┙ᙧᡂᴗ࡛ࡣࠊᴗ⤊ࡲ࡛ࡢ㛫



ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ

⡿ⱥ⊂➼ࡢඛ㐍ㅖᅜࡸࢪ࣭ࣇ



⾜ࡗࡓࠋ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ⤊㸧

ࣜ࢝ᆅᇦ࠾ࡅࡿ」ᩘࡢὶᅜከᅜ




࣭ᮏᴗ᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲ὶㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ 㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ
᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋホ౯ࢆᐇࡋࠊㄢ㢟ࡀ ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊඛ➃◊



% ௨ୖࠊ༙ᩘࡀᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿ $

✲ศ㔝࠾ࡅࡿ◊✲ὶᣐⅬࡢᵓ⠏ࡸ



ホ౯ࡉࢀࡓࠋ

ࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢ◊✲ὶᣐⅬ





ᙧᡂࡢ᥎㐍ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ



ەᚋホ౯ࡢᐇ㺃බ⾲ᐇ⦼






ᐇ
ㄢ㢟ᩘ

ほⅬࡽホ౯࡛ࡁࡿࠋ


ホ౯⤖ᯝ

࣭ᙜᴗࡢᚋホ౯࡛ࡣࠊከࡃࡢㄢ㢟



࠾࠸࡚ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸



ࡿ᪨ࡢホ౯ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ┠ᶆࢆᴫࡡ
82



$㸸ᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠾
ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉࢀ

ࡓࠋ㸭 ㄢ㢟
ᚋ

ホ
%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚
౯
࠾ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉ
ࢀࡓ㸭 ㄢ㢟
ͤ ホ౯ࡣ $㹼' ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ




























㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡿࠋ






ホ౯⤖ᯝ㸸ᅜ㝿ᡓ␎ᆺ
KWWSZZZMVSVJRMSMFRUHBWRBFRUHNRNXVDLBN\RWHQBVKXU\RKWPO




ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ࣨᅜ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࠊ⡿ᅜࠊࢱࣜࠊࣇࣛࣥࢫࠊࢫ
ࢫࠊࢻࢶࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊⱥᅜࠊࢫ࣌ࣥࠊ࢜
ࣛࣥࢲࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊࢳ࢙ࢥࠊࣇࣥࣛࣥࢻ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡅࠊࡢ 
ᶵ㛵ㄢ㢟ࢆࢪ࣭ࣇࣜ࢝ࡢ  ᅜ࣭ᆅᇦ
ࡢ㛫࡛ᐇࡋࠊ᪥ᮏ」ᩘࡢὶ┦ᡭᅜࡢከ
ᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲
⪅ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᴗ⤊㸧
࣭᥇ᢥᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆ

ᚋホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ  ௳ࡢ࠺ࡕࠊ ௳࡛ᐃ㏻











ᐇ
ホ౯⤖ᯝ
ㄢ㢟ᩘ

$㸸ᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠾
ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉࢀ
ࡓࠋ㸭 ㄢ㢟


%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚
ᚋ
࠾ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉ
ホ
ࢀࡓ㸭 ㄢ㢟
౯

&㸸࠶ࡿ⛬ᗘᡂᯝࡀ࠶ࡀࡾࠊᙜ
ึࡢ┠ᶆࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂࡉ
ࢀࡓ㸭 ㄢ㢟
ͤ ホ౯ࡣ $㹼' ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ








ࡾࠊࡲࡓࡣᐃ௨ୖࡢホ౯ࢆᚓࡓࠋ







ەᚋホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼















ᐇࡋࡓࠋ







✲◊ࢪڦᩍ⫱ᣐⅬᴗ














ᖺᗘ㸧





















ホ౯⤖ᯝ㸸
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ᖺᗘ㸧



ࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ㡑ᅜࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ



ࢱࠊྎ‴ࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣐



࣮ࣞࢩ







࢝ࣜࣇ࣭ࢪڦᏛ⾡ᇶ┙ᙧᡂᴗ



࣭ࡢ  ᶵ㛵  ㄢ㢟ࢆࢪ࣭ࣇࣜ࢝ࡢ 



ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛ᐇࡋࠊ᪥ᮏ」ᩘࡢὶ



┦ᡭᅜࡢከᅜ㛫ὶࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ
࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᴗ⤊㸧
࣭᥇ᢥᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓㄢ㢟ࢆᑐ㇟ࣥࢣ࣮ࢺ
ࢆᐇࡋࠊ࡚ࡢᣐⅬᶵ㛵ࡽ⏦ㄳࡢ┠ᶆࢆ
㐩ᡂ࡛ࡁࠊᚋࡶ┦ᡭᅜᣐⅬᶵ㛵ࡢὶࢆ⥅
⥆࣭Ⓨᒎࡍࡿࡢᅇ⟅ࢆᚓࡿ➼ࠊᡃࡀᅜཬࡧ┦
ᡭᅜࡢᣐⅬᙧᡂᐤࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

ەὶᅜ࣭ᆅᇦᩘ㸸 ࣨᅜ
ࣥࢻࢿࢩࠊ㡑ᅜࠊ࢝ࣥ࣎ࢪࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞
ࣝࠊࢱࠊ୰ᅜࠊࣇࣜࣆࣥࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࠊ
࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࣛ࢜ࢫࠊࣚࣝࢲࣥࠊ
ࣝࢪ࢙ࣜࠊ࢚ࢪࣉࢺࠊࢨࣥࣅࠊࢱࣥࢨࢽࠊ
༡ࣇࣜ࢝
















࠙ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࠚ











㸦ᑂᰝᴗົ㸧





࣭බເᴗࡣᅜ㝿ᴗጤဨ➼࠾࠸࡚ᐖ㛵

࣭᭩㠃ᑂᰝཬࡧࣄࣜࣥࢢࢆྵࡴྜ㆟



ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ཝṇࢆᮇࡋࡘࡘࠊ᭩㠃ᑂᰝཬࡧ

ᑂᰝࡼࡿ㔜ᒙⓗ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠺ࡶ



ྜ㆟ᑂᰝ㸦ࣄࣜࣥࢢᑂᰝࢆྵࡴ㸧ࢆ➇தⓗ࡞

ࠊᑂᰝဨྡ⡙ࡢබ㛤ࡸ᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝ



⎔ቃࡢୗ࡛⾜ࡗࡓࠋ

ࡢศᯒ᳨࣭ドࡼࡗ࡚ࠊィ⏬ᐃࡵࡓ



㸼ᑂᰝጤဨᑂᰝࡢᡭᘬ➼ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᑂᰝ

㏱࣭᫂බṇ࡞ᑂᰝࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸



ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ➼ࢆ᫂☜♧ࡋࠊేࡏ࡚

ࡿࠋ᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝࡢศᯒ᳨࣭ド࠾࠸



ᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡶ࿘▱ࡋࠊ

࡚ࡣホⅬศᕸࡢ㞳ࢆ╔║Ⅼࡋࠊᑡ



බᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝయไࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋ

ᩘពぢࡢጇᙜᛶࡶ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



㸼᭩㠃ᑂᰝဨࡢྡ⡙ࡣ௵ᮇ⤊ᚋࠊྜ㆟ᑂ



ᰝࢆ⾜࠺ᅜ㝿ᴗጤဨጤဨࡢྡ⡙ࡣ௵ᮇ

࣭ᑂᰝဨ㑅⪃ࢆ㟁Ꮚⓗ⾜࠼ࡿࡼ࠺



୰࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡶࠊᑂ

ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㑅⪃ಀࡿసᴗ㈇ᢸࢆ㍍



ᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࡶබ㛤ࡋࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ

ῶࡍࡿඹࠊసᴗࡢṇ☜ᛶ࣭ຠ⋡ᛶ



☜ಖດࡵࡓࠋ

ࢆ㧗ࡵࡓࡇࡣࠊ╔ᐇࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠



㸼◊✲ㄢ㢟ࡢᑂᰝᙜࡓࡾ➨୍ẁᑂᰝ⤖ᯝࡢ



ホⅬࡀࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨
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Ⴀࡼࡾᴗົࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
ྲྀ⤌ࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ẁᑂᰝ࠾࠸࡚ៅ㔜࡞ᑂ㆟ࢆᑂᰝጤဨ





౫㢗ࡍࡿ࡞ࠊබṇ࡞ᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺





ດࡵࡓࠋ





㸼ᑂᰝࡢබṇᛶࡢྥୖࢆ୍ᒙᅗࡿࡃࠊᏛ⾡





ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆά⏝ࡋ࡚᭩㠃ᑂᰝ





⤖ᯝࡢศᯒ᳨࣭ドࢆ⾜ࡗࡓࠋホⅬศᕸ࠾





࠸࡚ࡢᑂᰝጤဨ㞳ࡢぢࡽࢀࡿᑂᰝጤ





ဨࡘ࠸࡚ࡣࠊᑂᰝពぢࡢጇᙜᛶࢆៅ㔜





᳨ウࡍࡿඹࠊ᭷ព⩏࡞ᑂᰝពぢࢆࡋ





ࡓᑂᰝጤဨࡣ㢧ᙲࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝ





ࢆ⩣ᖺᗘࡢ᭩㠃ᑂᰝဨ㑅⪃ᫎࡉࡏࡓࠋ 









㸦ホ౯ᴗົ㸧





࣭ୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠊ
ࠕ᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࠊ ࣭୰㛫㺃ᚋホ౯ࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆ࣮࣍



ࠕඛ➃◊✲ᣐⅬᴗࠖ
ࠊ
ࠕࢪ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬ

࣒࣮࣌ࢪබ㛤ࡍࡿࡇ࡛ࠊᴗࡢᡂ



ᴗࠖ
ࠊ
ࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖ
ࠊࠕᅜ㝿Ꮫ◊

ᯝཬࡧຠᯝࡢᢕᥱⓎಙດࡵ࡚࠸ࡿ



✲༠ຊᴗ㸦,&& ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
ࠖࡢ  ᴗ࠾࠸

ࡇࡣࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࡚ࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧຠᯝࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ᥇ᢥ





ᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓㄢ㢟ᑐࡍࡿᚋホ౯ࢆᐇࡋ



ࡓࠊ
ࠕ᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࠊ
ࠕ◊✲ᣐ



Ⅼᙧᡂᴗ㸦$ඛ➃ᣐⅬᙧᡂᆺ㸧
ࠖཬࡧࠕ᪥୰㡑



ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖ࠾࠸࡚ࡣ᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ



㢟ᑐࡋ࡚ࠊᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ㐺ษ



࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࡶࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆ⥅⥆ࡍࡁ



࠺ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ



ᚋホ౯ࠊ୰㛫ホ౯࠸ࡎࢀࡢ⤖ᯝࡶሗ࿌᭩



ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤ࡋࡓࠋ










࠙ᴗㄝ᫂ࡢᐇࠚ













࣭Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃᛂ࠼࡚ᴗㄝ᫂

࣭Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃᛂ࠼ࠊ





㉱ࡁࠊᅜ㝿ὶᴗࡢไᗘࡸເ㞟ࡢෆᐜ➼

ᅜ㝿ὶᴗ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆᅜ࡛



ಀࡿㄆ▱ᗘࡢྥୖ⌮ゎࡢಁ㐍ດࡵࡓࠋ

ᐇࡋࠊㄆ▱ᗘࡢྥୖ⌮ゎࡢಁ㐍





ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ






 













㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸱㸫㸰

㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
㸦㸰㸧ᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ಀࡿ᰿ᣐ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠕୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅ࢆࡧ㎸ࡴඃࢀࡓ◊✲⎔ቃ㧗࠸◊✲Ỉ‽ࢆࡿ◊✲ᣐⅬࢆᏳᐃⓗ࣭ᣢ⥆ⓗᩚഛ࣭⥔ᣢࠖཬࡧࠕᡃ
ࡀᅜࡢᇶ♏◊✲ࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞ᅜ㝿༠ຊࡼࡿ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᣐⅬࡢᙧᡂࡸᡓ␎ⓗ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍➼ࠖࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⯆ࡀ㐍ࡵࡿᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧ
㞴᫆ᗘ
ᡂࡣࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᵓ⠏࣭ᙉࡋ࡚ᅜ㝿◊✲༠ຊྥࡅࡓඹ㏻ཎ๎ࢆᙧᡂ࣭☜ㄆࡍࡿඹࠊᡃࡀᅜ㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲⪅ࡸࠊᾏእ࡛ά㌍ࡍࡿ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊඃࢀࡓ◊✲⪅ࢆᾏእࡽᡃࡀᅜࡧ㎸ࡳࠊᡃࡀᅜࢆࣁࣈࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୖグ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡽࠊ
ࡑࡢ㔜せᛶࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡣࠊᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࢆᡃࡀᅜᑟ࡛㐍ࡵࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿㆟ࢆ㛤ദࡋࠊᅜ㝿
◊✲༠ຊయไࡢᵓ⠏ྥࡅࡓཧຍᶵ㛵㛫࡛ࡢウ㆟ᡃࡀᅜࡢពぢࢆᫎࡉࡏࡘࡘྜពࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡣ㠀ᖖ㧗ᗘ࡞ᅜ㝿΅⬟ຊㄪᩚ⬟ຊࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㞴᫆ᗘࡣᴟࡵ࡚㧗࠸ࠋࡲࡓ
ᡃࡀᅜ࡛ࡢ◊✲ᅾ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲⪅ࡸࠊᾏእ࡛ά㌍ࡍࡿ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ㛫ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࡢࣥࣇࣛࢆᩚഛࡍࡿඹࠊ⯆ᮏ㒊ᾏእ◊
✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀ⥭ᐦ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊୡ⏺ྛᆅ࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢྜࢆ㛤ദࡍࡿࡇຍ࠼ࠊࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮➼ࡢⓎ⾜ࢆ㏻ࡌࡓሗⓎಙ࡞ࠊࡁࡵ⣽࡞ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡾࠊᐇᙜࡓࡗ࡚ࡢ㞴᫆ᗘࡣ㧗࠸ࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

ࢪᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ඹྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ KWWSZZZMVSVJRMSHQJOLVKDVLDKRUFVWKBDVLDKRUFVKWPO 
ࢪᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ KWWSZZZMVSVJRMSHQJOLVKDVLDKRUFVPHHWLQJVWKLQGH[KWPO 
᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMIRUHVLJKWLQGH[KWPO 
ᣍ࠸◊✲⪅ࡢὶᨭࠊ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉ KWWSVZZZMVSVJRMSHQJOLVKHSOD]DLQGH[KWPO 
እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ㸦%5,'*()HOORZVKLS3URJUDP㸧 KWWSVZZZMVSVJRMSMSOD]DEULGJHLQGH[KWPO 
/LIHLQ-DSDQ)RUHLJQ5HVHDUFKHUV ᮶᪥እᅜே◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢ⏕ά࢞ࢻࣈࢵࢡ KWWSVZZZMVSVJRMSHQJOLVKHSOD]DBOLIH,Q-DSDQKWPO 
␃᪥⤒㦂◊✲⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ KWWSVZZZMVSVJRMSMDIILOLDWHGLQGH[KWPO 
-6365HVHDUFKHUV1HWZRUN -6361HW  KWWSVZZZMVSVJRMSHQJOLVKHSOD]DMVSVQHWKWPO
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿㄪᰝ࣭ሗ㞟 KWWSZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS 
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩࣝ㸦*5&㸧 KWWSZZZMVSVJRMSMJUFLQGH[KWPO 
⛉Ꮫୖࡢࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝ㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ KWWSZZZMVSVJRMSMJUFJUFWRN\RLQGH[KWPO 
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㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

$6,$+25&V ඹྠࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘



ཧຍᅜᩘ࣭ཧຍேᩘ
ᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ



࣒࢘ཧຍ⪅ᩘ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧
㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ࣨᅜ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

ྠୖ
㸦ྜྠ㛤ദ㸧





㸰㸷ᖺᗘ

 
̿  
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ





















 ྡ  

 ྡ

 
 

᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺ
ᴗࡢᚋホ౯ࡀ㹀



 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟

 ㄢ㢟  

௨ୖ㸦ͤ㸧ࡢㄢ㢟ᩘ

 

-636 ྠ❆ဨᩘ



 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ྡ

 
 
 

ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ
࣮ࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ࢘

 ௳  

࣒➼ࡢ㛤ദᩘ

 
ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ

㸦ͤ㸧 ẁ㝵ホ౯ࡢୖ  ࡘ┠ࡲ࡛

ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖ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





ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

㸦㸰㸧ᅜ㝿◊✲ᨭ

㸦㸰㸧ᅜ㝿◊✲ᨭ

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ

㺃$6,$+25&V ඹྠࢩࣥ



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ᙧᡂ

ᙧᡂ

࣏ࢪ࣒࢘ཧຍᅜᩘ࣭

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩࣝࠊ$6,$+25&V

࣭୰ᮇィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡

ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ ୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸿

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ከᅜ㛫ࡢᏛ⾡

ᆅ⌫つᶍㄢ㢟ࡸ

ཧຍ⪅ᩘ

➼ࡢୡ⏺ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛗➼ࡀཧຍࡍࡿ

⯆ᶵ㛵ࡢཧຍࡍࡿྜࡢฟᖍࡸࠊᾏ

࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

⯆ᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡

ୡ⏺ྛᅜࡢᏛ⾡

㺃  ᮾ ࢪ  ࢩࣥ ࣏

ྜḞࡉࡎฟᖍࡍࡿࡇ࡛ࠊᏛ⾡⯆ࡢ

እ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤ദࡍࡿࢩ࣏ࣥ

ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽ

ᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ

ࢡࡢᙉ࣭Ⓨᒎࠊ

⯆ୖࡢඹ㏻ࡢㄢ㢟

ࢪ࣒࢘ཧຍ⪅ᩘ

ࣉࣞࢮࣥࢫࢆ♧ࡋࠊཧຍᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ࢪ࣒࢘➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆

ホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

⯆ᴗ⤒㦂⪅

ࡢゎỴྥࡅ࡚㆟

㺃 ᪥ ୰ 㡑ࣇ ࢛ ࣮ࢧ 

ࢆᙉ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡓࠋ

ᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉࡋࡓࡇࡣホ



ࡿࡇࡽホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

ࡢάືࡢᨭࠊ

ㄽࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࠊ

ࢺᴗ⤊ホ౯ࠊ



౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ *5& 㛵㐃ࡋࠊ 

ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ

ከᅜ㛫ࡢᏛ⾡⯆

୰㛫ホ౯ࠊᚋホ౯

࣭⯆ᴗ⤒㦂⪅ࡼࡿ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ



ᖺḟ⥲ദࠊ㆟ࡢ㐍⾜㸦㆟㛗㸧ࠊ ࣭Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟ *5& 㛵㐃

ࢱ࣮ࡢάືࢆ㏻ࡋ

ᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ࡀ % ௨ୖࡢㄢ㢟ᩘ

㸦-636 ྠ❆㸧ࡢⓏ㘓ேᩘࡣ㡰ㄪቑຍࡋࠊ୰



✀ࠎࡢᐉゝᩥࡢసᡂ࡞ࠊ-636 ࡣࣜ

ࡋࠊᖺḟ⥲ദࠊ㆟ࡢ㐍⾜㸦㆟

࡚ࠊᅜ㝿◊✲ᨭ

ࢆᙉ࣭Ⓨᒎࡉࡏ

㺃-636 ྠ❆ဨᩘ

ᮇィ⏬ᮇ㛫୰࡛ဨᩘࡀಸቑࡋࡓࠋ



࣮ࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋࠊ*5& ࡢάືࡢ

㛗㸧
ࠊ✀ࠎࡢᐉゝᩥࡢసᡂ࡞ࠊ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ

ࡿࠋ

㺃 ᾏ እ ◊✲ 㐃 ⤡ࢭ ࣥ





୰ᚰⓗᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࢪ -636 ࡣ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋࠊ



ᐇࡉࡏࡿࠋ


ࡲࡓࠊᡃࡀᅜ࡛

ࢱ࣮ࡼࡿࢩ࣏ࣥࢪ ࣭ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᅾእ᪥ᮏே◊✲⪅࣭ࢢ



࣭ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢᏛ⾡⯆㛵ࡍࡿ *5& ࡢάືࡢ୰ᚰⓗᙺࢆᯝࡓࡋ

ࡢ◊✲ᅾࢆ⤊

࣒࢘➼ࡢ㛤ദᩘ

࣮ࣝࣉࡢࡓࡵࡢ◊✲⪅ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ



-636 ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣ㝿❧ࡗ࡚࠸

࠼ࠊẕᅜᖐᅜࡋ



ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࠊᾏእ࡛άືࡍࡿ᪥ᮏ



ࡿࠋ࠼ࡤࠊ㆟ࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊ᪥୰

ᖺ㛫ࡢ௵ᮇ࡛࠶ࡿ⌮㆟㛗ࢆ 

ࡓእᅜே◊✲⪅ࡢ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ே◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸



㡑ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࡸᅜ㝿ὶ

ᖺࢃࡓࡾົࡵࡿ࡞ࠊୡ⏺ࡢ୰

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉ

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

ࡿࠋ



ᴗࡢ㛤ጞࠊࡸ  ᖺࠊࢣࢽ࡛㛤 ࡛᪥ᮏࡢࣉࣞࢮࣥࢫࢆ♧ࡋࡓࡇ

ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⯆

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ





ࢀࡓࣇࣜ࢝㛤Ⓨ㆟㸦7,&$',9 ࡢ

ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࢪ࣭

ᴗࢆ⤒㦂ࡋࡓ

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇィ⏬



ࢧࢻ࣋ࣥࢺࡋ࡚ࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛ

ࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢᏛ⾡⯆㛵ࡍࡿ

◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

ᮇ㛫୰⣙  ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆㅖእᅜࡢᏛ



͆ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡◊✲ࡢ  ᖺࠊ ୡ⣖

-636 ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣ㝿❧ࡗ࡚

ࡢάືᨭࢆ⾜

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

⾡⯆ᶵ㛵ࡸᏛ➼ࡢඹദ࡛ᐇࡍࡿ࡞ࠊ



ࡢࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ඹྠ◊✲͇ࢆ㛤ദࡋࡓ ࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ㆟ࡢᡂᯝࡋ࡚ࠊ

࠺ࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

๓୰ᮇィ⏬ᮇ㛫୰ࡢ㛤ദᩘࡼࡾ⣙  ᅇቑຍࡋ



ࡇ࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

᪥୰㡑ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࡸᅜ㝿



࡚࠾ࡾࠊ╔ᐇᏛ⾡◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࢆ





ὶᴗࡢ㛤ጞࠊ ᖺࢣࢽ

ࣥࢱ࣮࠾࠸࡚

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

ᨭࡋࡓࠋࡲࡓࠊẖᖺ╔ᐇᩘࣨᡤࡢᾏእ◊✲



࣭Ꮫ⾡◊✲ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ

࡛㛤ࢀࡓࣇࣜ࢝㛤Ⓨ㆟

ࡣࠊᏛ⾡◊✲ࢿࢵ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀᏛ➼⏝ᶵࢆᥦ౪ࡋࠊ



㝿ⓗᒎ㛤ࡣୡ⏺ᗈࡀࡿ◊✲⪅ࢿ

㸦7,&$'9, ࡢࢧࢻ࣋ࣥࢺ

ࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂᨭ

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

ᖺ㛫࡛ᘏ  ᶵ㛵ࡢᾏእᒎ㛤ࢆᨭࡋࡓࠋ



ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ

ࡋ࡚ࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛ͆ࣇࣜ࢝Ꮫ⾡

ࡸᡃࡀᅜࡢᏛ➼

ࠋ





᪥
-636 ࡣୗグࡍࡿᴗࡢ᥎㐍ࡼࡾࠊ

◊✲ࡢ  ᖺࠊ ୡ⣖ࡢࣇࣜ࢝

ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭ

࡚࠸ࡿࠋ≉ -636 ⌮㛗ࡀ㏻ᖖ 

ࡢ◊✲ᩍ⫱⎔ቃࡢ

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ ࠙ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࠚ



ᮏࢆ᰾ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆタࡋࠊ Ꮫ⾡ඹྠ◊✲͇ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡞

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢࡓ

㺃ㅖእᅜࡢᏛ⾡



ࡑࢀࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡢ✀ࠎࡢάືࢆ

ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ -636

ࡵࡢᣐⅬࡋ࡚ࡢ

⯆ᶵ㛵ࡢ㐃



⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᴗࡣᙜึࡢ┠

ࡢάືࡣ⛉Ꮫᢏ⾡❧ᅜࢆᶆᴶࡍࡿ

ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬ

ᦠ࣭༠ຊᙉࡢ≧

ࡽࠊୡ⏺ࡢᏛ⾡

ἣ

ࣝࢩࣥ࢘࢝ࢳ࣮ࢧࣜࣝࣂ࣮ࣟࢢڦ
㸦*OREDO5HVHDUFK&RXQFLO*5&㸧
ᖹᡂ ᖺ ᭶⡿ᅜᅜ❧⛉Ꮫ㈈ᅋ㸦16)㸧ࡢ

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩࣝࡘ

ᶆࢆ㉸࠼ࡓᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊᮏᴗ

᪥ᮏࡢ❧ሙࢆᫎࡍࡿࡶࡢ࡛㧗ࡃ

ᥦၐ࡛タ❧ࡉࢀࡓࠊୡ⏺ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ

࠸࡚ࡣࠊ⌮㛗ࡀ⌮࣓ࣥࣂ࣮ࡋ

ࡣ࠸ホ౯࡛ࡁࡿࠋ㸬-636 ྠ❆

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀ

㺃⯆ᴗ⤒㦂

㛗ࡀࠊྛᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴࡸࠊࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠᙉ

࡚㐠Ⴀ㈉⊩ࡍࡿࡶࠊᖺḟྜࠊ 㸦 ࢣᅜࠊ ྡ㸧ࡢᐇᮏ 

ᵓ⠏ࠊᏛࡢᾏእ

⪅ࠊᾏእ◊✲㐃⤡

ࢆ┠ⓗࡋ࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊ

ࢪኴᖹὒᆅᇦྜࡶฟᖍࡋࠊᅜ

ദࡢྛ✀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞ࠋ㸬

࣭Ꮫ⾡◊✲ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࡸᏛ㝿

ᒎ㛤ࡢᨭࠊࢭ࣑

ࢭࣥࢱ࣮ࡢάື

ᖺḟྜཬࡧࡑࡢ‽ഛྜ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿᆅ

㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࣭ᙉ

-$5&1HW  ྡ ࠊ㸬-6361HW ࡢ

ⓗᒎ㛤ࡣୡ⏺ᗈࡀࡿ◊✲⪅ࢿ

ࢼ࣮ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࢘

ࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿◊

ᇦྜࡀẖᖺ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⯆ࡣタ❧ᙜ

✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾホ౯࡛ࡁ

㐠⏝

ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐇࡀྍḞ࡛࠶

࣒ࡢ㛤ദ➼ࢆᐇ

✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ึࡽ⌮࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚㐣ཤ  ᅇࡢᖺḟ

ࡿࠋ



ࡿࠋ-636 ࡣ௨ୗࡢᴗࡢ᥎㐍ࡼ

ࡍࡿࠋ

ࡢᣑ࣭ᙉࡢ≧

ྜࠊᆅᇦྜ࡚ฟᖍࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 
88

≉ࠊ➨  ᅇᖺḟྜࢆᮾி࠾࠸ ࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡣ࣑ࢵࢩࣙࣥ

ࡾࠊ᪥ᮏࢆ᰾ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶ࡣࠊ㏻ᖖ௵ᮇࡀ  ᖺࡉࢀࡿ

࡚ദࡋࠊྛᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅ

ἢࡗࡓ✀ࠎࡢᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ

㺃 ✚ ᴟ ⓗ ࡞  ሗ Ⓨ ⌮㆟㛗ࢆ  ᖺົࡵࠊ⯆ࡢࣉࣞࢮࣥࢫࢆ

࡚ୡ⏺ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㆟ㄽࢆ࣮ࣜࢻ

㸦Ꮫ➼ࡢᾏእάືᨭࠊ᪥ᮏࡢᏛ⾡ ✀ࠎࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ

ἣ

ࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࢀࢆᣑࡍࡿࡓࡵࡢ

ࡋࠊྜࢆᡂຌᑟ࠸ࡓࡇཬࡧࠊࡑ

◊✲ᡂᯝࡢᾏእࡢⓎಙࠊᏛ⫋ဨࡢ ࡢᴗࡣᙜึࡢ┠ᶆࢆ㉸࠼ࡓᡂᯝ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ

≉ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊᮾி࠾࠸࡚ࠊ⯆

ࡢᚋࡶ *5& ࡢ⌮㆟㛗ࢆ  ᮇ㐃⥆࡛

ᐇᆅ◊ಟ࡞㸧ࠊᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗

ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ

ദ࡛㛤ദࡋࡓ㸦ඹദ㸸༡ࣇࣜ࢝ᅜ❧◊✲㈈

ົࡵࡓࡇࡣࠊ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿᏛ⾡

➼ᩍ⫱ㄪᰝࡢᡂᯝࢆ͆ᾏእᏛ⾡ືྥ࣏ ౯࡛ࡁࡿࠋ㸬-636 ྠ❆㸦 ࢣ

ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ

ᅋ㸦15)㸧
ࠊ༠ຊᶵ㛵㸸⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ㸦-67㸧 ⯆ᶵ㛵ࡋ࡚ࠊୡ⏺࠾ࡅࡿࣉࣞࢮࣥ

࣮ࢱࣝࢧࢺ͇ᥖ♧ࡋࠊ㛵ಀ⪅ ᅜࠊ ྡ㸧ࡢᐇྠ❆ཬ

ཬࡧ༡ࣇࣜ࢝⛉Ꮫᢏ⾡┬㸦'67㸧
㸧➨  ᅇ *5&

ࢫࢆ࠸㧗ࡵࡿࡶࡢࡋ࡚㠀ᖖ㧗

ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ࠸ホ

ࡧᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ദࡢྛ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ᖺḟྜࡣࠊୡ⏺ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛵ಀ⪅ࢆᣍࡁ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

౯࡛ࡁࡿࠋ

✀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞ࡼࡿࠊᙜヱ

㺃㆟ࡢ㆟ㄽࠊྲྀࡾࡲ

ᡃࡀᅜ࡛⾜ࢃࢀࡓྜࡋ࡚ࡣ㐣ཤ᭱⣭ࡢࡶ

ࡵ➼࠾࠸࡚ࠊᡃ

ࡢ࡛࠶ࡾࠊ㆟ෑ㢌࡛ࡣᏳಸ⥲⌮⮧ࡽࡢࣅ

⮧ࡽࡢࣅࢹ࣭࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪ࠾࠸࡚ࠊ ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ ࢵࢺ࣮࣡ࢡᣑࡸ᪥ᮏࡢ◊✲ᡂᯝ

ࡀᅜࡢࣉࣞࢮࣥࢫࢆ

ࢹ࣭࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ㆟ࡣࠊ

ᇶ♏◊✲ᨭࡢ㔜せᛶࢆෆእⓎಙ

ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࡢⓎಙࠋ㸬-$5&1HW  ྡ

㧗ࡵࡿࡼ࠺ᘬࡁ⥆ࡁ

ࣨᅜ  ᶵ㛵ࠊ ᅜ㝿ᶵ㛵ࡀཧຍࡋࠊ࠺ࡕࣇࣜ

ࡋࠊᡃࡀᅜࡢᏛ⾡⯆᪉⟇ࢆ㛵ಀ⪅

౯࡛ࡁࡿࠋ

ᡓ␎ᛶࢆᣢࡗ࡚ཧຍ

࢝ࡽࡢཧຍᩘ㸦 ࣨᅜ  ᶵ㛵  ᅜ㝿ᶵ㛵㸧ࡣ

ᗈࡃⓎಙ࣭ඹ᭷࡛ࡁࡓࡇࡣࠊᴟࡵ࡚

ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡇ

㐣ཤ࡛᭱࠶ࡗࡓࠋ㆟࡛ࡣࠊ
ࠕ⛉Ꮫୖࡢࣈ࣮ࣞ

᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࠋ

ࢡࢫ࣮ࣝྥࡅࡓ◊✲㈝ᨭࠖࠕ◊✲࣭ᩍ⫱

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

せᛂ࠼ࡿࡶࡢ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ◊

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

࠾ࡅࡿ⬟ຊᵓ⠏ࠖ
࠸࠺  ࡘࡢ㆟㢟ἢࡗ࡚ࠊ

࣭᪥ᮏࡢඃࢀࡓᏛ⾡◊✲ࡢᡂᯝࢆ⫼ᬒ

✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࡣ㏆࠸ᑗ

⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

◊✲ᨭࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿࡶᏛ

ࡋ࡚ࠊ-636 ࡣࢪ࣭ࣇࣜ࢝ࡢ ᮶ࠊ᪥ᮏࡢ◊✲⪅ࢆ᰾ࡋࡓඹྠ

ಙࡢ≧ἣ

㧗ࡵࡓࠋ

ࡲࡓࠊᖺḟྜ㛤㝿ࡋࠊ⥲⌮

ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡾࠊᮏᴗࡣ࠸ホ

ᆅᇦࡢ◊✲⪅᪥ᮏே◊✲⪅ࡢࢿ

ཬࡧ -6361HW  ྡ ࡢ㐠⏝ࠋ
≉ -6361HW ࣐ࢵࢳࣥࢢᶵ⬟
ࢆࡅࡓࡇࡣࠊⓏ㘓◊✲⪅ࡢ㟂

⾡⯆ᶵ㛵ࡀᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃࡁᙺࡘ࠸࡚㆟

Ꮫ⾡◊✲ࡢ⯆ࡼࡾᙉຊ࡞࣮ࣜࢲ

◊✲ࡢ㐍ᒎ⧅ࡀࡿࡇࢆᮇᚅࡉ

㺃 ᪥ ᮏ ࡢඃ ࢀ ࡓᏛ ⾡

ㄽࡋࠊ
ࠕ⛉Ꮫୖࡢࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝࡢᨭࡢࡓࡵࡢ

࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

ࡏ࡚ࡃࢀࡿࠋ

◊✲ࡢᡂᯝࢆ⫼ᬒ

ཎ๎㛵ࡍࡿᐉゝࠖཬࡧࠕ◊✲࣭ᩍ⫱ࡢ⬟ຊᵓ

ࡋ࡚ࠊ-636 ࡣࢪ ⠏ࡢࡓࡵࡢࣉ࣮ࣟࢳ㛵ࡍࡿᐉゝࠖ㢟ࡍࡿ
࣭ࣇࣜ࢝ࡢᏛ⾡

࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࣭ᙉࢆ┠ⓗࡍ ࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚

 ࡘࡢᡂᯝᩥ᭩ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ

ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩࣝ

㞟ࡋࡓᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗➼ᩍ

◊✲ࡢ⯆ࡼࡾᙉ

⯆ࡣ㛤ദᅜࡋ࡚ウ㆟⏝㈨ᩱࡸᡂᯝᩥ᭩

ຊ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ

ࡢసᡂࡽ㆟࡛ࡢ㆟ㄽࠊྲྀࡾࡲࡵ⮳ࡿ

ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡⯆ᨻ⟇ᫎࡉࡏࠊࡲ ࢀࡿࡼ࠺ᖹᡂ  ᖺ❧ࡕୖࡆ

ࢆⓎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ

࡚ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚✚ᴟⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ

ࡓྛᅜࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᐇ➼⤖

ࡓ͆ᾏእᏛ⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝࢧࢺ͇

ࡓ࠸ࠋ

Ⓨࡋࠊୡ⏺ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᨻ⟇ከ࡞ᙳ㡪

ࡧࡘࡅࠊᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ⯆ࡢࢻ

ᥖ♧ࡋࠊ㛵ಀ⪅ሗᥦ౪ࢆ⾜

࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ ࢆཬࡰࡍᡂᯝᩥ᭩᪥ᮏࡢពぢࢆᗈࡃᫎࡉࡏ

ࣛࣅࣥࢢࣇ࢛࣮ࢫᙺࢆᯝࡓࡍࡁ

ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ࠸ホ౯࡛ࡁ

㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

࡛࠶ࡿࠋ

ࡿࠋ

࣭-$5&1HW ࡢά⏝

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ

࠾࠸࡚ࡾࡲࡵࡽࢀࡓᡂᯝᩥ᭩ࢆࠊ ⫱ㄪᰝࡢᡂᯝࢆࠊࡼࡾᗈࡃά⏝ࡉ

ࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊᖺḟྜࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸᡂᯝᩥ᭩ࠊ⥲

㺃ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ

⌮⮧ࡢࣅࢹ࣭࣓࢜ࢵࢭ࣮ࢪ➼ࡣ⯆ࡢ࢙࢘

⠏࣭ᙉࢆ┠ⓗࡍ

ࣈࢧࢺᥖ㍕ࡋࠊᡂᯝࡢබ㛤ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮

KWWSVZZZMVSVJRMSMJUFLQGH[KWPO

࣭ᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᙧ

ࢳ࢝࢘ࣥࢩࣝ࠾࠸

  ➨ۑᅇ *5& ᅇᖺḟྜ㛤ദᴫせ

ᡂࡉࢀࠊࡑࡢ୰࡛᪥ᮏࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵ

࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚
࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࡚ࡾࡲࡵࡽࢀࡓ

㛤ദᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥

ࣉࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ᡂᯝᩥ᭩ࢆࠊᡃࡀᅜ

ཧຍᅜ࣭ᶵ㛵ᩘ  ࣨᅜ࣭ ᶵ㛵

ࡁࡿࠋ

࣭᪥ᮏࡢඃࢀࡓᏛ⾡◊✲ࡢᡂᯝࢆ

ࡢᏛ⾡⯆ᨻ⟇

ཧຍ⪅⥲ᩘ  ྡ

ࡑࡢࡇࡀࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢ ⫼ᬒࡋ࡚ࠊ-636 ࡣࢪ࣭
ᯟ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡸࠊ᪥ᮏ࡛◊✲ࡍࡿእᅜ ࣇࣜ࢝ࡢᏛ⾡◊✲ࡢ⯆ࡼࡾᙉ

ᫎࡉࡏࠊࡲࡓྛᅜࡢ
ࠕ⛉Ꮫ
ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᐇ ࣭ୖグᖺḟྜࡢࢧࢻ࣋ࣥࢺࡋ࡚ࠊ

࣭ࢧࢻ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡛ࠊ

ேࡢቑຍ࠺ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢࡢ᳨

ຊ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋ࡚࠸

➼⤖ࡧࡘࡅࠊᡃࡀ

ୖࡢࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝࡢࡓࡵࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢩ࣏ࣥ

◊✲⪅㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡసࡾࡢሙࢆᥦ

ドࡣᚲせࠋ

ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ

ᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ⯆

ࢪ࣒࢘ࠖཬࡧࠕࣇࣜ࢝ࡢ◊✲ᩍ⫱ࡢ⬟ຊᵓ⠏

౪ࡍࡿࡇ࡞ࡿࡶࠊᇶ♏◊✲

ࡢࢻࣛࣅࣥࢢࣇ࢛

㛵ࡍࡿࣛ࢘ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ

ᨭࡢ࠶ࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡⯆ᶵ
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࣮ࢫᙺࢆᯝࡓࡍࡁ

࣭⛉Ꮫୖࡢࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝࡢࡓࡵࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

㛵ࡸᨻ⟇ࡢ㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᕷẸࡶ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥ



࡛࠶ࡿࠋ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡼࡿ≉ูㅮ

ྵࡵࠊᗈࡃ㛵ಀ⪅ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡇ

㸫

ࢩࣝ࠾࠸࡚ࡾࡲࡵࡽࢀࡓᡂ



࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ ₇ࡢࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡸྛᅜࡢᏛ⾡◊✲

ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᯝᩥ᭩ࢆࠊᡃࡀᅜࡢᏛ⾡⯆ᨻ⟇



㸦ぢ㎸㸧ࠚ

ᨭᶵ㛵ࡢ௦⾲⪅ࡽࡼࡿㅮ₇࣭ࣃࢿࣝࢹࢫ





ᫎࡉࡏࠊࡲࡓྛᅜࡢᅜ㝿ඹྠ





࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࠊ⛉Ꮫୖࡢࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝ



◊✲ࡢᐇ➼⤖ࡧࡘࡅࠊᡃࡀᅜ



㺃 ᅜ 㝿 ⓗ࡞ ◊ ✲ᨭ 

ࡘ࡞ࡀࡿᇶ♏◊✲ᨭࡢ࠶ࡾ᪉ࡸࠊࢢ࣮ࣟࣂ



ࡢᏛ⾡◊✲ࡢ⯆ࡢࢻࣛࣅࣥࢢ



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᙧᡂ

ࣝ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢಁ㐍ྥࡅࡓඹ㏻⌮ゎࡀ



ࣇ࢛࣮ࢫᙺࢆᯝࡓࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ



ࡉࢀࠊࡑࡢ୰࡛᪥ᮏ

ᅗࡽࢀࡓࠋ







ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ

⛉ۑᏛୖࡢࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝ㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ



࣭-$5&1HW ࡢά⏝



Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ

ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദᴫせ







㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㛤ദᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥



࣭ᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ㅮ₇⪅ᩘ㸦ࣃࢿࣜࢫࢺྵࡴ㸧 ྡ㸦࠺ࡕࣀ࣮



ࡀᙧᡂࡉࢀࠊࡑࡢ୰࡛᪥ᮏࡀ࣮ࣜ



ࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ



㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡑࡢࡇࡀࠊ᪂ࡓ



࡞ᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢᯟ



⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡸࠊ᪥ᮏ



࡛◊✲ࡍࡿእᅜேࡢ





ࡑࡢࡇࡀࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ඹྠ◊



ቑຍ࠺ࡘ࡞ࡀࡗ

࣭ࣇࣜ࢝ࡢ◊✲ᩍ⫱ࡢ⬟ຊᵓ⠏㛵ࡍࡿࣛ࢘



✲ࡢᯟ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࡸࠊ᪥ᮏ࡛◊✲



ࡓࡢࡢ᳨ドࡣᚲ

ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝ㸦ദ㸸⯆ࠊඹദ㸸༡ࣇࣜ



ࡍࡿእᅜேࡢቑຍ࠺ࡘ࡞ࡀࡗ



せࠋ

࢝ᅜ❧◊✲㈈ᅋ㸦15)㸧
ࠊᅜ㐃Ꮫࢧࢫࢸࢼࣅ



ࡓࡢࡢ᳨ドࡣᚲせࠋ



࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯

ࣜࢸ㧗➼◊✲ᡤࠊᚋ㸸ᅾி༡ࣇࣜ࢝







㸦ぢ㎸㸧ࠚ

㤋㸧࠾࠸࡚ࡣࠊࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡸ









Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵ࡽ  ྡࡀཧຍࠊ
ࣇࣜ࢝ࢆ୰ᚰ



㸺ࡑࡢ㡯㸼



㺃 ྛ ✀ ᅜ㝿  ㆟ࡢ ㆟

ࡋࡓ᪂⯆ᅜ࠾ࡅࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊✲⬟ຊᵓ



࣭୰ᅜࡣࠊከࡃࡢศ㔝࡛ᛴ⃭ㄽ



ㄽࠊྲྀࡾࡲࡵ➼

⠏ࡘ࠸࡚άⓎ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡣ *5&



ᩥᩘࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ



࠾࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢࣉ

ᖺḟྜሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ



ᛂ⏝㔜Ⅼࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡶᛮ࠼ࡿ



ࣞࢮࣥࢫࢆ㧗ࡵࡿࡼ

✲◊ࡢ࢝ࣜࣇۑᩍ⫱ࡢ⬟ຊᵓ⠏㛵ࡍࡿࣛ࢘



ࡀࠊᅇࡢࡼ࠺࡞ᇶ♏◊✲࡛ࡢ㐃



࠺ᘬࡁ⥆ࡁᡓ␎ᛶࢆ

ࣥࢻࢸ࣮ࣈࣝ㛤ദᴫせ



ᦠࡢ୰࡛ࠊᮾࢪ࡛ࡢᆺࣉࣟ



ᣢࡗ࡚ཧຍࡍࡿࡼ࠺

㛤ദᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥



ࢪ࢙ࢡࢺࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌



ດࡵࡿࡇࠋ

ཧຍ⪅⥲ᩘ  ྡ



ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥཧຍᶵ㛵ᩘ  ᶵ㛵





⮧ホ౯ࠚ





࣭ࡲࡓࠊ⯆ࡣ *5& 㐠Ⴀጤဨ㸦([HFXWLYH 



㺃 Ꮫ ⾡ ⯆ ᶵ 㛵㛗 

6XSSRUW*URXS㸧ࡢࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦ௦⾲࣓ࣥ





㆟࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓ

ࣂ࣮ࡋ࡚ࠊᐇົᢸᙜ⪅ࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚ࡶ *5&





ㄢ㢟ࡢゎỴྥࡅ࡚ యࡢ㐠Ⴀ㈉⊩ࡋࡓࠋ



㏆࠸ᑗ᮶ࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ





㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢࣛ

 
ڦඛ㐍  ᅜᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦*+25&V㸧



࣒ࡀ❧ࡉࢀࡿࡇ ࣭*࣓ࣥࣂ࣮ᅜࡢ௦⾲ⓗ࡞Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛗

࣭ *+25&Vࠊ ࢪᏛ⾡ ᶵ㛵㛗 ㆟



ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ࡢ㛫࡛ࠊẖᖺ㛤ദࡋࠊᆅ⌫ⓗㅖၥ㢟ࡸ⛉Ꮫᢏ

㸦$6,$+25&V㸧ࠊ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ⾡ᨻ⟇➼ࡢඹ㏻ࡢ㛵ᚰࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸

㆟㸦$+25&V㸧ཬࡧࣇࣜ࢝Ꮫ⾡⯆





ࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ  ᖺᗘࡣࠊᨻ

ᶵ㛵㛗㆟㸦$IULFD+25&V㸧ࢆ㏻ࡌࠊ



㺃 ᡃ ࡀ ᅜࡢ ᅜ ┈ ␃

ໃࡢᝏࡢࡓࡵ *+25&V ⮬యࡢ㛤ദࡣぢ㏦ࡽ

せᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡

࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅  ྡ㸧
ཧຍ⪅⥲ᩘ  ྡ㸦 ࣨᅜ㸧
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ពࡋ࡞ࡀࡽࠊ⯆

ࢀࡓࡀࠊ*5& ᖺḟྜࠊ*+25&V ࣓ࣥࣂ࣮

ࢡࢆᙉࡍࡿࡶࠊࢪ࣭ࣇ



ࡀㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆

ಶูὶࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲ホ౯࣮࣡࢟

ࣜ࢝ᆅᇦ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢸ



ᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚ࠊ᭦

ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࣭࣑࣮ࢸࣥࢢཧຍࡋࡓࠋ

ᙧᡂᐤࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࡞ࡿᏛ⾡ὶࡢ㐍ᒎ







ດຊࡍࡿࡇࢆᮇ

ࢪڦᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦$6,$+25&V㸧

࣭≉ࠊ$+25&V ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡇ࡛



ᚅࡍࡿࠋ

࣭ᖹᡂ ᖺᗘࡼࡾࠊ⯆ࡢၐࡼࡾ㛤ദ

ࡢ㆟ㄽࢆᐇ㝿ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᨭ⤖



࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊࢪࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽ

ࡧࡘࡅ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



㸦ᥖ㸧ࠚ

㸦᪥ᮏࠊ 
ࢸࡢᙧᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
ࢪ  ᅜ





୰ᅜࠊࣥࢻࠊࣥࢻࢿࢩࠊ㡑ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩ





㺃ᡃࡀᅜࡢᏛ࣭◊✲ ࠊࣇࣜࣆࣥࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢱࠊ࣋ࢺࢼ





ᶵ㛵ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

࣒㸧ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛗ࡀẖᖺཧຍࡋࠊሗඹ





ࡢಁ㐍㈨ࡍࡿࡓࡵ ᭷༠ຊ㛵ಀࡢᙉࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࠊ᪥ᮏࡢᏛ⾡◊✲



ᡂᯝ㨩ࡏࡽࢀ࡚᪥ ㉁ᛂ⟅ࠊពぢࢆ⾜࠸ࠊ㛵ಀㅖᅜࡢ㐃ᦠ࣭ 



ᮏࡢᏛࡸ◊✲ᶵ㛵

༠ຊᙉດࡵࡓࠋ⯆ࡣᖹᡂ  ᖺᗘ➨ 





࡛ࡢ◊✲ࢆᕼᮃࡍࡿ

ᅇ $6,$+25&V ࢆദࡋࠊ
➨  ᅇ $6,$+25&V ࢆᖹ





᭷⬟࡞እᅜே◊✲⪅

ᡂ  ᖺ  ᭶ᮾி࡛㛤ദࡋࡓࠋ





ࢆⓎ᥀ࡸࠊㅖእᅜࡢ ࣭$6,$+25&V ࡢ༠ྠᴗࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼ





Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡛ά

ࡾࢪᆅᇦඹ㏻ㄢ㢟࠾ࡅࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱





㌍ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏே◊

ᡂࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆ┠ⓗࡍࡿඹྠࢩ࣏ࣥ





✲⪅➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡

ࢪ࣒࢘ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ⯆





ࢡࢆᙧᡂࡍࡿດຊࡶ

ࡢദࡼࡾࠊ➨  ᅇඹྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ





ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ࡋࠊࢪྛᅜࡢ◊✲⪅ࡀ୍ᇽࡋ࡚ࠕࢣ࣑





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࢝ࣝࣂ࢜ࣟࢪ࣮ࠖࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆࢃࡋࡓࠋ 











㺃 ከ ࡃ ࡢᅜ ࠎ ࡀཧ ຍ

ڦ᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦$+25&V㸧





ࡍࡿᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗

࣭᪥ᮏ࣭୰ᅜ࣭㡑ᅜࡢᏛ⾡༠ຊࢆ୰᰾ࡋ࡚





㆟࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ

ࢪ࠾࠸࡚ࣁࣞ࣋ࣝࡢ◊✲άືࢆ⯆ࡋ࡚





ࡿᆅ⌫ⓗㅖၥ㢟ࡢゎ

࠸ࡃࡓࡵࠊ ᅜࢆ௦⾲ࡍࡿᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛗





Ỵྥࡅ࡚ࡢᏛ⾡◊

ࡀࠊྛᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࡢືྥࡸᅜ㝿༠ຊࡢ࠶





✲ࡢᙺಀࡿ㆟ㄽ

ࡾ᪉࡞ࡘ࠸࡚┤᥋ᑐヰࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗ





࠾࠸࡚ࠊ≉ࢪ

ࡋ࡚ࠊ୰ᅜᅜᐙ⮬↛⛉Ꮫᇶ㔠ጤဨ㸦16)&㸧
ࠊ㡑





࣭ࣇࣜ࢝࠾ࡅ

ᅜ◊✲㈈ᅋ㸦15)㸧ࡶᖹᡂ ᖺᗘࡼࡾẖ





ࡿㄢ㢟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ

ᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ





⯆ࡣᙉ࠸࣮ࣜ

࣭⯆ࡣᖹᡂ  ᖺ᪥ᮏ㸦Ἀ⦖㸧࡛➨  ᅇ





ࢲ ࣮ ࢩ ࢵ ࣉ ࢆ Ⓨ  $+52&V ࢆ  ࢪ  Ꮫ ⾡  ⯆ ᶵ 㛵 㛗  ㆟





ࡋࠊㄢ㢟ࡢඞ᭹ྥ

㸦$6,$+25&V㸧ྜྠ࡛㛤ദࡋࠊ⯆ࡽࡣ⌮





ࡅ࡚ࡢᡃࡀᅜࡢጼໃ

㛗ࡀฟᖍࡋࡓࠋ
ࠕࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝࢆಁࡍ◊✲ຓ





ࢆ ♧ ࡋ ࡚ ࡶ ࡽ ࠸ ࡓ ᡂࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࠊࣉࣞࢮࣥཬࡧ㉁ᛂ⟅ࠊព





࠸ࠋ

ぢࢆ⾜࠸ࠊ᪥୰㡑  ࢝ᅜࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊᙉ





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ດࡵࡓࠋ



ẖᅇタᐃࡉࢀࡓࢸ࣮࣐ἢࡗ࡚ࠊࣉࣞࢮࣥཬࡧ
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࣭⩣ᖺࡣࠊ$+25&V ࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀ

࣭ᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆẖᖺ⥅⥆



㺃 ୡ ⏺ ྛᅜ ࡛ ᮏົ ࢆ

ࡓㄢ㢟ࢆࢸ࣮࣐ࠕᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ

ࡋ࡚㛤ദࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪥୰㡑ࡢ◊✲⪅



ᣢࡘ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ

ࢆ㛤ദࡍࡿࡶࠊࡑࡢࡉࡽ⩣ᖺࡣࠊᙜ

㛫ࡢሗඹ᭷ࡸᅜ㝿ඹྠ◊✲㛤ጞ



ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢ

ヱࢸ࣮࣐ᇶ࡙ࡁࠊ᪥୰㡑  ࢝ᅜࢆ୰᰾ࡋࡓ

ࡘ࡞ࡀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏㈨ࡍࡿ



ࡼࡾ୍ᒙࡢຍ㏿ࢆ

ࢪᆅᇦ࠾ࡅࡿୡ⏺ⓗỈ‽ࡢ◊✲ᣐⅬᵓ⠏

ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᅗࡾࠊࡇࢀࡽࡢேᮦ ➼ࢆᨭࡍࡿࠕ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗࠖࢆᐇ





ࢆά⏝ࡋࡓᅜ㝿ඹྠ

ࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ$+25&V ࠾࠸࡚᪥୰㡑  ࢝





◊✲ᴗࡢ᥎㐍ࢆㄏ

ᅜࡗ࡚㔜せࡉࢀࡓࢸ࣮࣐ࢆࠊ◊✲⪅ࡢࢿ





ᑟࡍࡿ࡞ࠊୡ⏺ࣞ

ࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ཬࡧࡑࡢᚋࡢᅜ㝿ὶ᥎㐍ࡼ





࣋ࣝࡢ◊✲㛤Ⓨࡢ

ࡿ◊✲Ỉ‽ࡢᵓ⠏ࡘ࡞ࡆࡿ࡞ࠊᏛ⾡⯆ᶵ





㛵ᚰࢆႏ㉳ࡍࡿࡇ

㛵㛗㆟ࡢỴᐃෆᐜࢆ◊✲⪅ࡢྲྀ⤌ᫎࡉࡏ





ࡣࠊ㐍Ꮫ⋡ࡀⴭࡋࡃ

ࡿ⤌ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ





ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿᡃࡀᅜ

࣭$+25&V ࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓㄢ㢟ࢆࢸ





ࡢ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡢ

࣮࣐㛤ദࡍࡿᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ





㐍Ꮫ⋡ྥୖࡢࡓࡵࡢ

ᙜヱ◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ᪥୰㡑ࡢ◊✲⪅ࡀ୍ᇽ





୍ࡘࡢᡭẁࡋ࡚᭷

ࡋࠊྛᅜࡢ᭱ඛ➃◊✲ෆᐜࡢⓎ⾲ࡸ┦ࡢウ





ຠ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺

ㄽ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙜヱ◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ᭱᪂ሗ





࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢᙉ

ࢆඹ᭷ࡍࡿࡶࠊཧຍ⪅㛫ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲





ࡘ࠸࡚ࠊ⯆࠾

㛤ጞࡘ࡞ࡀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿᶵ





࠸᳨࡚ウࡢୖ࡛᪩ᛴ

ࢆẖᖺᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





ᐇࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ







࠸ࠋ

ڦ᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗ





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࣭$+25&V ࠾࠸࡚㔜せㄆࡵࡽࢀࡓศ㔝࠾







࠸࡚බເࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ





ࡲ࡛ࡢ  ㄢ㢟㸦 ᶵ㛵㸧ࢆᐇࡋࠊ᪥୰





㡑ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮࣭◊✲⪅ὶ

࣭᪥୰㡑ࣇ࢛࣮ࢧࢺᴗ࡛ࡣࠊᴗ



ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⤊ホ౯ࠊ୰㛫ホ౯ࠊᚋホ౯࠾



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣ᥇ᢥᮇ㛫ࢆ  ᖺ㛫ኚ᭦ࡋ

࠸࡚ᴫࡡ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅࡓࠊᮾ



ࡓࡇక࠸ࠊ᥇ᢥ  ᖺ┠ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚୰㛫

ࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᐇศ㔝࠾࠸



ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ᖺ㛫ࡢ᥇ᢥᮇ㛫ࢆ⤊

࡚බເࢆ⾜࠸ࠊࡢ  ௳ࡢὶᨭࢆ



ࡋࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ᪥୰㡑  ᅜࢆ୰᰾





ࡋࡓࢪ࠾ࡅࡿ◊✲ᣐⅬࡢᵓ⠏



ە୰㛫࣭ᚋホ౯ࡢᐇ࣭බ⾲ᐇ⦼










ᐤࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᐇ

ホ౯⤖ᯝ
ㄢ㢟ᩘ

%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡘ
ࡘ࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢດຊࢆ⥅⥆
ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚┠ᶆࡢ㐩
୰
ᡂࡀᴫࡡᮇᚅ࡛ࡁࡿ
㛫
㸭 ㄢ㢟
ホ

౯
&㸸࠶ࡿ⛬ᗘࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡘࡘ
࠶ࡿࡀࠊ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ
୍ᒙࡢດຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
㸭 ㄢ㢟
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$㸸ᐃ௨ୖࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠾
ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉࢀ
ࡓ㸭 ㄢ㢟


%㸸ᐃ࠾ࡾࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚
ᚋ
࠾ࡾࠊᙜึࡢ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡉ
ホ
ࢀࡓ㸭 ㄢ㢟
౯

&㸸࠶ࡿ⛬ᗘᡂᯝࡀ࠶ࡀࡾࠊᙜ
ึࡢ┠ᶆࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ㐩ᡂࡉ
ࢀࡓ㸭㸯ㄢ㢟
㸦࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧ  ᖺᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤊
ホ౯ࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊ ㄢ㢟୰  ㄢ㢟ࡀ %
ホ౯㸧
ͤ ホ౯ࡣ $㹼' ࡢ  ẁ㝵࡛ᐇ



ホ౯⤖ᯝ㸸
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࢝ࣜࣇڦᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦$IULFD+25&V㸧



᪥ᮏ࣭ࣇࣜ࢝㛫ࡢᏛ⾡ὶࡢάᛶࢆᅗࡿࡓ





ࡵࠊᡃࡀᅜࣇࣜ࢝ㅖᅜࡢᏛ⾡ὶࢥ࣑ࣗ





ࢽࢸࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ ᖺᗘࡽ㛤ጞࠋ 



ᖹᡂ ᖺᗘࡣࠊ༡ࣇࣜ࢝㸦ࢫࢸࣞࣥ࣎ࢵࢩ





ࣗ㸧࡛㛤ദࡉࢀࡓ *5&ࣇࣜ࢝ᆅᇦྜేࡏ





࡚ࠊࣇࣜ࢝Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦ࣇࣜ࢝ㅖ





ᅜࡽ ྡࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗ࡀฟᖍ㸧ཬࡧᏛ





⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆࠊ⯆ࠊ༡ࣇࣜ࢝ᅜ❧◊



✲㈈ᅋ㸦15)㸧ཬࡧࢼ࣑ࣅᅜᐙ◊✲⛉Ꮫᢏ⾡ጤ



ဨ㸦1&567㸧ࡢඹദࡼࡾ㛤ദࡋࡓࠋࣇࣜ



࢝ࡢ◊✲ᨭྥࡅࠊᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛫ࡢ㐃ᦠࢆ



῝ࡵࡓୖࠊ᪥ࣇࣜ࢝㛫ࡢ◊✲ὶࡢάᛶࢆ



ᅗࡗࡓࠋ
㸦*5&ࣇࣜ࢝ࢧ࣑ࢵࢺࠋయࡢฟᖍ⪅



ࡣ  ྡ⛬ᗘ㸧
ࠋ


































࠙◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࠚ













࣭⯆ᴗ⤒㦂⪅ࡼࡿ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ

࣭⯆ᴗ⤒㦂⪅ࡼࡿ◊✲⪅ࢥ࣑







㸦-636 ྠ❆㸧ࡘ࠸࡚ࠊ ᅜ㸦ᖹᡂ  ᖺ

ࣗࢽࢸ㸦-636 ྠ❆㸧ࡘ࠸࡚ࠊ



ᗘᮎ  ᅜ㸧ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࡀ⾜࠺ㅖάື㸦ࢩ

ᅜ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᮎ  ᅜ㸧ࡢࢥ࣑



࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ᖺḟ⥲ࡢ㛤ദࠊ:HE ࡸࢽ࣮ࣗࢬ

ࣗࢽࢸࡀ⾜࠺ㅖάື㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࢘



ࣞࢱ࣮ࢆ㏻ࡌࡓᗈሗ࡞㸧ࡢᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ

࣒࣭ᖺḟ⥲ࡢ㛤ദࠊ:HE ࡸࢽ࣮ࣗࢬ



❆ဨᩘࡣᖺࠎ╔ᐇቑຍࡋࠊᖹᡂ  ᖺ 

ࣞࢱ࣮ࢆ㏻ࡌࡓᗈሗ࡞㸧ࡢᨭࢆ⾜



᭶ᮎ⌧ᅾ࡛  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᮎ  ྡ㸧 ࠸ࠊྠ❆ဨᩘࡀᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧



㐩ࡋࡓࠋ

ᅾ࡛  ྡ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᮎ  ྡ㸧



ࡲࡓࠊྠ❆ࡣദ⾜ࡋ࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

㐩ࡍࡿ࡞ࠊ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ



ࡸᏛ⾡ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ⌧ᆅ࡛㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡽᇶ

ᣑࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
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ㄪㅮ₇⪅ࢆᣍࡁ᪥ᮏࡢᏛ⾡ὶࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿ

ࡲࡓࠊྠ❆ࡣദ⾜ࡋ࡚ࢩࣥ



ࠊ⯆ᴗㄝ᫂ࡶྠ㛤ദࡋࠊ✚ᴟ

࣏ࢪ࣒࢘ࡸᏛ⾡ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࢆ⌧ᆅ࡛㛤



ⓗ⯆ᴗࡢᗈሗάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ദࡋࠊ᪥ᮏࡽᇶㄪㅮ₇⪅ࢆᣍࡁ᪥ᮏ





ࡢᏛ⾡ὶࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿࠊ⯆





ᴗㄝ᫂ࡶྠ㛤ദࡍࡿࡇ





࡛ࠊᚋ᮶᪥ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ⌧ᆅ◊





✲⪅ࡢᗈሗάືࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗࡓࡇ





ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ









࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ



ྛᅜࡢ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅

࡞ࡀࡽࠊྛᅜࡢ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ



ᑐࡋࠊᗘ᮶᪥ࡋ࡚᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ

ᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ᑐࡋࠊᗘ᮶᪥ࡋ࡚



㛵ಀࢆᙧᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ

᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲༠ຊ㛵ಀࢆᙧ



ࢆ┠ⓗࠊ
እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ
㸦%5,'*( ᡂ࣭⥔ᣢ࣭ᙉࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ



)HOORZVKLS3URJUDP㸧ࢆᐇࡋࠊ ྡ㸦ᖹᡂ

ࢆ┠ⓗࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸



 ᖺᗘ  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

ᴗ㸦%5,'*()HOORZVKLS3URJUDP㸧ࢆᐇ



 ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸧 ࡋࠊ ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊᖹ



ࡢ◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡋࡓࠋ

ᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊ





ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸧





ࡢ◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡋࠊ᪥ᮏࡢᏛ⾡





ὶࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍㈉⊩࡛ࡁࡓࡇࡣホ





౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭᪥ᮏࡢ␃Ꮫ࣭ᅾ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿᾏእࡢ◊✲





⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞◊✲༠ຊ㛵ᚰࢆᣢࡘ᪥ᮏே◊

࣭᪥ᮏࡢ␃Ꮫ࣭ᅾ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿᾏ



✲⪅ࡀሗࢆⓏ㘓ࡍࡿ␃᪥⤒㦂◊✲⪅ࢹ࣮ࢱ࣋

እࡢ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞◊✲༠ຊ㛵



࣮ ࢫ㸦 -DSDQ$IILOLDWHG 5HVHDUFK &RPPXQLW\ ᚰࢆᣢࡘ᪥ᮏே◊✲⪅ࡀሗࢆⓏ㘓ࡍ



1HWZRUN-$5&1HW㸧࠾࠸࡚ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ



⌧ᅾ  ྡ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾ  ྡ㸧 㸦-DSDQ$IILOLDWHG5HVHDUFK



ࡢⓏ㘓ࢆᚓࡿࡶࠊⓏ㘓⪅ᑐࡋ࡚ྛ✀ᅜ

&RPPXQLW\1HWZRUN-$5&1HW㸧࠾࠸



㝿ὶᴗࡸ㆟㛤ദෆ࡞ࡢሗᥦ౪ࢆ⾜

࡚ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾ  ྡ㸦ᖹᡂ



ࡗࡓࠋ

 ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾ  ྡ㸧ࡢⓏ㘓ࢆᚓ





ࡿࡶࠊⓏ㘓⪅ᑐࡋ࡚ࠊᅾእ᪥





ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲⏕άࡢሗ࿌ࡸࢢ࣮ࣝ





ࣉάືࡢෆࠊྛ✀ᅜ㝿ὶᴗࡸ





㆟㛤ദෆ࡞ࡢሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊ





ὶᶵࡢᣑດࡵࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁ





ࡿࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠊᾏእ࠾࠸࡚άືࡍࡿ᪥ᮏ





ே◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࠊᾏእ࠾࠸࡚άື



ࡢᙧᡂࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ࠶ࡽࡓ࡞ᅾእ᪥ᮏே◊

ࡍࡿ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ◊



✲⪅࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢࡓࡵࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡

✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢᙧᡂࢆᨭࡍࡿࡓ
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ࡿ␃᪥⤒㦂◊✲⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ



ࢡ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ 㸦 -636 5HVHDUFKHUV 1HWZRUN

ࡵࠊ࠶ࡽࡓ࡞ᅾእ᪥ᮏே◊✲⪅࣭ࢢࣝ



㸦-6361HW㸧
㸧ࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࠊ㸪 ࡢⓏ㘓

࣮ࣉࡢࡓࡵࡢ◊✲⪅ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ



ࢆᚓࡿࡶࠊⓏ㘓⪅ᑐࡋ࡚ࠊᅾእ᪥ᮏே

࣡ ࣮ ࢡ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ 㸦 -636 5HVHDUFKHUV



◊✲⪅ࡢ◊✲⏕άࡢሗ࿌ࡸࢢ࣮ࣝࣉάືࡢ

1HWZRUN㸦-6361HW㸧
㸧ࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࠊ



ෆࠊྛ✀ᅜ㝿ὶᴗࡸ㆟㛤ദෆ࡞ࡢ

 ྡࡢⓏ㘓ࢆᚓࡿࡶࠊⓏ㘓



ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⪅ᑐࡋ࡚ᅾእ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ◊✲⏕





άࡢሗ࿌ࡸࢢ࣮ࣝࣉάືࡢෆࠊྛ✀



ᅜ㝿ὶᴗࡸ㆟㛤ദෆ࡞ࡢ



ሗᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢ



ὶᶵࡢᣑດࡵࡓࡇࡣホ౯࡛



ࡁࡿࠋ







㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



ྠ❆ࡢ᭦࡞ࡿᣑྥࡅࡓᨭయไ



ࡢᙉ













࠙ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢᡓ␎ⓗᒎ㛤ࠚ

㸺᰿ᣐ㸼













࣭ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸᏛ➼ࡢඹദ࡛ࢩ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚⌧ᆅ







࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡢඃࢀࡓ◊✲⪅

ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡸᏛ➼ඹദ࡛ࢩࣥ



ࡼࡿ᭱ඛ➃ࡢ◊✲ᡂᯝ➼ࢆୡ⏺ྥࡅ࡚Ⓨಙࡋ

࣏ࢪ࣒࢘➼ࢆ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡢ᭱᪂ࡢᏛ



ࡓࠊ⌧ᆅ࠾࠸࡚㛵ಀᶵ㛵ࡢᙉᅛ࡞༠ຊ

⾡ሗࢆⓎಙࡍࡿࡇ࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮タ



㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗດࡵࡓࠋᖹᡂ 

⨨ᅜࢆ୰ᚰ᪂ࡓ࡞◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡



ᖺᗘࡽࡣࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ

ࢡࡢᵓ⠏ࢆ╔ᐇಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ



࣒ࣛ㸦:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧⥲ྜᨭᴗ㐃ᦠࡋࠊ ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ᪥ᮏ



ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆά

ࡢඃࢀࡓ◊✲⪅ࢆㅮ₇⪅ࡋ࡚㛤ദࡋ



⏝ࡋ࡚ :3, ᣐⅬ࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢඃࢀࡓ◊✲ᡂᯝ

ࡓࡾࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟ



ࢆᾏእⓎಙࡋࡓࠋ

ࢢ࣒ࣛ㸦:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧࠾ࡅࡿඃ

ᾏእ㺜㺻㺞㺎 㛤ദ௳ᩘ ཧຍ⪅  ྡ௨ୖ 
ྡ
    
㺺㺚㺻㺢㺻





㺙㺻㺪㺵㺻㺚㺛㺘





㺬㺼㺻





㺹㺻㺢㺼㺻





㺛㺢㺍㺖㺬㺷㺯

 


㺛㺢㺵㺛㺪㺼㺎㺷





㺨㺼㺻㺘㺖





ி





㺔㺐㺹
 




㺣㺐㺹㺩㺼





㺙㺻㺨㺽㺑㺹
㸫 㸫 㸫


ィ
    
ͤ࢝ࣟࡢ  ᖺᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ ᖺ ᭶
ࡢ࢚ࢪࣉࢺ㠉௨㝆ᨻࡸᏳࡀᏳᐃ࡛࠶
ࡗࡓࡓࡵࢭࣥࢱ࣮ദࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ㛤ദ
ࡏࡎࠊᕞᏛࡢ࢝ࣟົᡤඹྠ࡛ࢧ
࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࢆᐇࠋ
















ࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪥ᮏ
ྛᅜࡢᏛ⾡ὶࡢάᛶ㈉⊩ࡋࡓ
ࡇࠊ⯆ࡢࣉࣞࢮࣥࢫࢆ㧗ࡵࡓࡇ
ࠊᴟࡵ࡚ᑠつᶍ࡞ࢭࣥࢱ࣮࡛ຠ⋡ࡼ
ࡃᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛
ࡁࡿࠋ
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㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ㸧





࣒ࣝ࣍ࢡࢵࢺࢫۑ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ





ࣥ⋤❧ᕤᏛ࢝ࢹ࣑࣮㸦,9$㸧ࡢඹദࢭ࣑ࢼ࣮ 



ㅮ₇⪅㸸㉥ᓮຬྡᇛᏛಟ㌟ᩍᤵ㸦ᖹᡂ 




ᖺࣀ࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧




ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ





ۑி㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊΎ⳹Ꮫ࣭&$6 ࡢ





ඹྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘







ㅮ₇⪅㸸ኳ㔝ᾈྡྂᒇᏛᩍᤵ㸦ᖹᡂ  ᖺࣀ
࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧




ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ





ࣟ࢝ۑ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ㛤ᡤ  ࿘ᖺグᛕࢩ





࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ࢸ࣮࣐ࡣࠕ᪥ᮏ࢚ࢪࣉࢺࡢᏛ⾡





◊✲ὶࠖ
㸧





ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ㉸





ࣅࣟࢼۑ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ7,&$' ࣉࣞ࣋ࣥ





ࢺࡋ࡚ࡶ⨨࡙ࡅࡽࢀࡓ  ࿘ᖺグᛕࣇ࢛࣮





࣒ࣛ㸦ࢸ࣮࣐ࡣࠕࣇࣜ࢝Ꮫ⾡༠ຊࡢ  ᖺࠊ





ୡ⣖ࡢࣇࣜ࢝Ꮫ⾡ඹྠ◊✲ࠖ
㸧





ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ࣭ࣇࣜ࢝ྛᅜࡽ⥲ໃ 
ྡ㉸ࠋ







ᮧᬛ༤ኈ㸦ᖹᡂ  ᖺࣀ࣮࣋ࣝ་Ꮫ࣭⏕⌮Ꮫ





㈹㸧ࡽ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠋ





ࢥࢫࢩࣥࣛࣇࣥࢧۑ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊᒣ୰ఙᘺ





ඛ⏕ㅮ₇





 ㅮ₇⪅㸸ᒣ୰ఙᘺி㒔Ꮫᩍᤵ㸦ᖹᡂ  ᖺࣀ





࣮࣋ࣝ་Ꮫ⏕⌮Ꮫ㈹㸧





 ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ㉸





࣒ࣝ࣍ࢡࢵࢺࢫۑ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ





ࣥ⋤❧⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮㸦.9$㸧ࡢඹദࢭ࣑ࢼ࣮ 



 ㅮ₇⪅㸸ฟⰋ༤⟃ἼᏛᩍᤵ㸦:3, ᣐⅬ࣭



⟃ἼᏛᅜ㝿⤫ྜ╧╀་⛉Ꮫ◊✲ᶵ

࣭Ꮫ➼ᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭᴗ



ᵓᡤᒓ㸧

ࡋ࡚ࠊẖᖺ╔ᐇᩘࣨᡤࡢᾏእ◊✲





 ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ㉸

㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀᏛ➼⏝ᶵࢆᥦ



ࢥࢫࢩࣥࣛࣇࣥࢧۑ㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

౪ࡋࠊᾏእᒎ㛤ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ



᭶  ᪥ࠊ
8& ࣂ࣮ࢡ࣮ࣞࡢඹദࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
㸦ࢸ

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣮࣐ࡣࠕࣀ࣮࣋ࣝ㈹ࡀ࠼ࡿ♫ⓗᙳ㡪ࠖ
㸧





 ㅮ₇⪅㸸Ლ⏣㝯❶ᮾிᏛᩍᤵ㸦ᖹᡂ  ᖺࣀ





࣮࣋ࣝ≀⌮Ꮫ㈹㸧





 ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ㉸





࣭ྛᅜ࠾࠸࡚⌧ᆅᅾఫࡢ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ
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ྜ࣭ຮᙉࡢ㛤ദࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ࡞ࠊ





ᾏእ࡛ࡢ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢάື

࣭ᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿ



ࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྛᅜ࠾࠸࡚⯆

ሗ㞟࣭ㄪᰝࢆࠊࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᅜ



ᴗㄝ᫂ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞㸦ࢭࣥࢱ࣮ྜィ

␃ࡲࡽࡎࠊᡃࡀᅜࡢᏛ⾡ὶࡢ┦ᡭ



ࡋ࡚ẖᖺ  ᅇ⛬ᗘ㸧
ࠊ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάືດࡵ

ඛ࡞ࡾᚓࡿ࿘㎶ᅜࡲ࡛ࡶᑐ㇟ࡋ࡚



ࡓࠋ

╔ᐇάືࡋ࡚࠸ࡿࠊࡇࢀࡽࡢ





ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ᪂ࡓ❧ࡕୖࡆࡽ



࣭Ꮫ➼ࡢᾏእάືᒎ㛤༠ຊ࣭ᨭᴗࡋ࡚

ࢀࡓ࣏࣮ࢱࣝࢧࢺ࠾࠸࡚╔ᐇࠊ



ୗグࡢ㏻ࡾᏛ➼ࡀᾏእົᡤࡋ࡚⏝ࡋᾏ

ᅜෆᏛ㛵ಀ⪅➼ࡢሗⓎಙࡀ࡞ࡉ



እάືᣐⅬࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ

ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᖺ
⏝
ࢭࣥࢱ࣮
ᗘ ᶵ㛵ᩘ


ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥࠊࣟࣥࢻࣥࠊ
ிࠊ࢝ࣟ


ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥࠊࣟࣥࢻࣥࠊ
ிࠊ࢝ࣟ


࣡ࢩࣥࢺࣥࠊࣟࣥࢻࣥࠊிࠊ
࢝ࣟ


ࣟࣥࢻࣥࠊிࠊ࢝ࣟ


ࣟࣥࢻࣥࠊிࠊ࢝ࣟ




































࣭ྛࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠕᅜ㝿Ꮫ⾡ὶ
◊ಟࠖࡋ࡚ᑗ᮶Ꮫࡢᅜ㝿ὶࢆᢸ
࠺ⱝᡭᏛ➼⫋ဨᐇᆅ◊ಟࢆ⾜࠸ࠊ
Ꮫࡢᾏእᒎ㛤ࢆ╔ᐇᨭࡋ࡚࠸
ࡿࠋ







࣭ᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗➼ᩍ⫱㛵ࡍࡿሗ
㞟࣭ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ㞟ࡋࡓሗࡣࠊᮏ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ᅜෆࡢᏛ㛵ಀ⪅➼ᗈࡃᥦ౪
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡣࡇࢀࡽࡢሗࢆ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡋࠊሗࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨⣴ࡸ᪂
╔㏻▱࠸ࡗࡓ౽ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓࠕᾏእᏛ
⾡ືྥ࣏࣮ࢱࣝࢧࢺࠖࢆ᪂タࡋࠊྠࢧࢺ
࡚ᅜෆࡢᏛ㛵ಀ⪅➼ᗈࡃሗᥦ౪ࡋࡓࠋ
KWWSZZZRYHUVHDVQHZVMVSVJRMS














࡞࠾ㄪᰝࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᅜ␃ࡲࡽࡎࠊᡃ

ࡀᅜࡢᏛ⾡ὶࡢ┦ᡭඛ࡞ࡾᚓࡿ࿘㎶ᅜࡶ
ᑐ㇟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞άືࢆᐇ
ࡋ࡚ࠊሗࡢᐇࢆᅗࡗࡓࠋ






ᾏእ㺜㺻㺞㺎
ᡤᅾᅜ௨እ࡛ࡢሗ㞟άື
ྡ
㺙㺻㺪㺵㺻㺚㺛㺘 ࣈࣛࢪࣝࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࣝࢮࣥࢳ
ࣥࡢᑐᛂᶵ㛵ࠊᏛ➼ࢆゼၥࡋ
ሗ㞟
㺬㺼㺻
ࢺࣝࢥࠊࢫࢫࠊࣟࢩࡢᑐᛂᶵ
㛵➼ࢆゼၥࡋࠊሗ㞟
㺛㺢㺵㺛㺪㺼㺎㺷 ࢫ࣌ࣥࠊࢱࣜࡢ㛵ಀᶵ㛵ࠊ
Ꮫ➼ࢆゼၥࡋሗ㞟
ி
ࣔࣥࢦࣝࡸ୰ኸࢪࡢ㛵ಀᶵ
㛵ࠊᏛ➼ࢆゼၥࡋሗ㞟
㺨㺼㺻㺘㺖
࣑࣐࣮ࣕࣥࡸ࢝ࣥ࣎ࢪࡢ⌧ᆅ
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282
᭷㆑⪅ࢆゼၥࡋሗ㞟













࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊྛࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ᡤᅾᅜ





ࡸ࿘㎶ᆅᇦࡢᏛ⾡ࡢᐇࡸືྥࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋ





ࡓࠕ࢝ࣥࢺ࣮࣏࣮ࣜࣞࢺࠖࢆึࡵ࡚సᡂࡋࠊᮏ





ࡀᚋࡢᡃࡀᅜࡢᏛ⾡ὶࡸᏛ➼ࡢᅜ㝿





ᒎ㛤ࡢ᪉ྥᛶࢆุ᩿ࡍࡿ㔜せ࡞ࢹ࣮ࢱ࡞ࡗ



ࡓࠋᙜヱ࣏࣮ࣞࢺࡶୖグ࣏࣮ࢱࣝࢧࢺᥖ㍕



ࡋࠊᅜෆࡢᏛ㛵ಀ⪅➼ᗈࡃሗᥦ౪ࡋࡓࠋ



ࡲࡓࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣᙜヱ࣏࣮ࣞࢺࡢࣇ࢛ࣟ



࣮ࢵࣉㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ







࣭ᖹᡂ  ᖺ ᭶ࡣࠊ᪂ࡓࣈࣛࢪ࣭ࣝࢧࣥ



ࣃ࢘ࣟࠕࢧࣥࣃ࢘ࣟᾏእࢻࣂࢨ࣮ࠖࢆタ



⨨ࡋࠊྠࢻࣂࢨ࣮ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୰༡⡿ㅖᅜࡢ
Ꮫ⾡ືྥࡢሗ㞟ࠊࣈࣛࢪࣝࡢ◊✲ᨭᶵ㛵
ࡸ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢྲྀ⤌ࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡣࢧࣥࣃ࢘ࣟᏛඹദ
࡛་Ꮫ࣭⏕≀Ꮫ࣭ἲᏛ࣭ᅜ㝿㛵ಀᏛᖜᗈ࠸ศ
㔝࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࠊ⌧ᆅ࡛ࡢ⯆
ࡢㄆ▱ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡶࠊᅜ㛫ࡢᏛ⾡
ὶࡢಁ㐍ࢆᅗࡗࡓࠋ

࣭
ࠕᅜ㝿Ꮫ⾡ὶ◊ಟࠖࡋ࡚ࠊ⯆ᮏ㒊࡛ࡢ
 ᖺ㛫ࡢ◊ಟࢆ⤒ࡓᅜබ⚾❧Ꮫ➼ࡢ⫋ဨࢆᾏ
እ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛  ᖺ㛫ཷࡅධࢀࠊࢭࣥࢱ
࣮ᴗົᚑࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊᅜ㝿ὶ㛵
ࡍࡿᖜᗈ࠸ぢ㆑㧗ᗘ࡞ᐇົ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿົ
⣔⫋ဨࡢ㣴ᡂࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ
ྠ◊ಟࡘ࠸࡚ࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆ᪂ࡓసᡂࡋ
࡚Ꮫ㓄ᕸࡍࡿ࡞࿘▱άືࡶດࡵࡓࠋ
ᖺᗘ ཷධᐇ⦼


























㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸱㸫㸱

㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
㸦㸱㸧ୡ⏺ⓗ࡞㢌⬻ᚠ⎔ࡢ᥎㐍ࢢ࣮ࣟࣂࣝά㌍ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ಀࡿ᰿ᣐ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ࠾ࡅࡿࠕᏛ➼◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿࠊ㧗࠸࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ᭷ࡍࡿᾏእ◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⪅ࡢὴ㐵࣭ཷධࢀࠖཬࡧࠕᡃࡀᅜࡢඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅
ࡢᾏእὴ㐵➼ࡸࠊᾏእࡢඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢཷධࢀཬࡧࢪ➼ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞㟷ᑡᖺࡢὶ➼ࠖࡲࡓࡣࠊ
ࠕ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖ࠾ࡅࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ♫ࡢ㛵ಀ῝
㞴᫆ᗘ
➼ࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊᮏἲே࠾ࡅࡿᙜヱᅜ㝿ὶᴗࡀせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠋ
㸧
㞴᫆ᗘ㸸
ࠕ㧗ࠖ㸦ᡃࡀᅜࡢᏛࡸබⓗ◊✲ᶵ㛵➼ࠊከᵝ࡞ேᮦࡀ࠸ษ☩⌶☻ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⎔ቃࢆࡘࡃࡿࡓࡵᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊゝㄒࡢቨࡸ⏕ά⎔ቃࡢ㐪࠸࡞ࡽࠊඃ⚽࡞እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸
ࡸᐃ╔ࡣᅔ㞴ࢆక࠺ࡓࡵࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓつᶍ࡞ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ጞࡍࡿ➼ࢳࣕࣞࣥࢪࣥࢢ࡞┠ᶆࢆྵࡴࡓࡵࠋ
㸧

ཧ⪃㹓㹐㹊

+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ KWWSZZZMVSVJRMSKRSHJDL\RXKWPO 
ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ KWWSZZZMVSVJRMSMQREHOBSUL]HBGLDORJXHLQGH[KWPO
ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMOLQGDXLQGH[KWPO 
ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ KWWSZZZMVSVJRMSMELODWIRVLQGH[KWPO 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢᏛ⾡ࢭ࣑ࢼ࣮࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ KWWSZZZMVSVJRMSMDVLDBVHPLQDULQGH[KWPO 
እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMIHOORZLQGH[KWPO 
እᅜேᣍ࠸◊✲⪅ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMLQYLQGH[KWPO 
ㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ᑐࡍࡿᨭᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMURQSDNXLQGH[KWPO 
ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲࣟࢢ KWWSZZZMVSVJRMSMVGLDORJXHLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ

 

+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢཧຍ⪅
ࡼࡿ‶㊊ᗘㄪᰝࡼࡿ



㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣  

⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ྜ

 

ࣜࣥࢲ࢘㆟ᑐࡍࡿ‶

 

㊊ᗘㄪᰝࡼࡿ⫯ᐃⓗ࡞



㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣

㸣















㸣  
 
 



 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ௳

 ᅇ



 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ྡ

 ே

 ே  

 
 

እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ
㸦୍⯡㸧ᣍ࠸ேᩘ



 


ࡼࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ྜ

ᅇᩘ㸦ᘏ㸧



 

ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ࢧ࢚ࣥࢫࢲࣟࢢᐇ

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧



㸣  

ᅇ⟅ྜ

ᴗᑐࡍࡿ‶㊊ᗘㄪᰝ

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

㸰㸷ᖺᗘ

 

㸦ᘏ㸧

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠖ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


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇィ⏬

㸦㸱㸧ୡ⏺ⓗ㢌⬻

㸦㸱㸧ୡ⏺ⓗ㢌⬻

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ᚠ⎔ࡢ᥎㐍ࢢࣟ

ᚠ⎔ࡢ᥎㐍ࢢࣟ

㺃+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ



࣮ࣂࣝά㌍ࡍࡿ

࣮ࣂࣝά㌍ࡍࡿ

ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘㄪᰝ ࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࠊࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ



ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ ࡼࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅

㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗࠊඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗ

࠸ᴗࡢ⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࢆᐇ⌧ࡋࠊ ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

ୡ⏺ⓗ࡞㢌⬻ᚠ

㢌⬻ᚠ⎔ࡼࡾ

ྜ

ࢆ╔ᐇᐇࡋࠊཧຍ⪅㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ

ᴗົࡢຠ⋡ࢆ⾜࠺ඹࠊ┠ᶆ⟇ᐃ

ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽ

ᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ

⎔ࡢ᥎㐍ࢢ࣮ࣟ

ᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣡

㺃 ࣜ ࣥ ࢲ࢘  ㆟ ᑐ

ࢆᨭࡋࡓࠋࡲࡓᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘ

ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࣀ࣮࣭࣋ࣝ

ホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

ࣂࣝά㌍ࡍࡿே

࣮ࢡࡢ᰾࡞ࡿඃ

ࡍࡿ‶㊊ᗘㄪᰝࡼ

ࡲ࡛  ᅇࡢࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ

ࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢࡢ㐠Ⴀࢆᡂຌࡉ



ࡿࡇࡽホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

ᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓ

ࢀࡓ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ

ࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ྜ ࢆ㛤ദࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅◊㛑ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿ

ࡏࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࡣⱝᡭ◊✲⪅ୡ 

ࡵࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

ࢆᅗࡿࡓࡵࠊⱝᡭ

㺃 ඛ ➃ ⛉Ꮫ ࢩ ࣏ࣥ ࢪ

ࡶࠊ♫ࡢ⛉Ꮫࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡓࠋ



⏺᭱㧗ࣞ࣋ࣝࡢᏛၥࡢ◊㛑ᶵࢆᥦ

ᾏእὴ㐵࡞ᅜ㝿

◊✲⪅ࡀᾏእ࠾

࣒࢘ᴗᑐࡍࡿ‶





౪ࡍࡿᴗ࡛ࠊ
-636 ࡢඃࢀࡓᅜ㝿༠ാ ຊࢆᚓ࡚ᐇࡉࢀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ⓗ࡞◊㛑ࢆ✚ࡴᶵ

࠸࡚ୡ⏺Ỉ‽ࡢᅜ

㊊ᗘㄪᰝࡼࡿ⫯ᐃ ࣭እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊ

ࡢᥦ౪ࡸᵝࠎ࡞

㝿ඹྠ◊✲ᦠࢃ

ⓗ࡞ᅇ⟅ྜ

ẖᖺᗘ╔ᐇᣍ࠸ࢆᐇࡋࠊᡃࡀᅜࡢ◊✲⎔

ᴗ࡛ࠊᮏᴗࡀ┠ⓗࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ ┠ᶆࢆ㉸࠼ࡓᡂᯝホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮ࢪ

ࡿ࡞ࡢᅜ㝿ⓗ࡞

㺃ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲ

ቃࡢᅜ㝿ࢆ᥎㐍ࡍࡿඹࠊእᅜே≉ู◊✲

ࡢᏛ⾡◊✲ពḧࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡣ༑ศ



࠶ࡿඃ⚽࡞እᅜ

◊㛑ᶵࢆᥦ౪ࡍ

ࣟࢢᐇᅇᩘ㸦ᘏ

ဨᴗእᅜேᣍ࠸◊✲⪅ᴗࡢ⤫ྜ࣭࣓ࢽ

Ⓨࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࡣⱝᡭ◊✲⪅

ே◊✲⪅ࡢᣍ࠸

ࡿᏛ➼◊✲ᶵ㛵

ᩘ㸧

࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ᣍ࠸◊✲⪅ࡢ



ୡ⏺᭱㧗ࣞ࣋ࣝࡢᏛၥࡢ◊㛑ᶵ

࡞ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜

ࢆᨭࡍࡿࠋ

㺃 እ ᅜ ே≉ ู ◊✲ ဨ

࢟ࣕࣜࡸᣍ࠸┠ⓗࠊᕼᮃࡍࡿᣍ࠸ᮇ㛫

࣭ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢᮾ ࢆᥦ౪ࡍࡿᴗ࡛ࠊ-636 ࡢඃࢀ



ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ



㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸿

㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

࣭୰ᮇィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊእᅜே◊✲⪅ᣍ

ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ ୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ᶵ⬟ேᮦ⫱ᡂᶵ⬟ࡀⓎࡉࢀࡓ

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

࣭ከᵝ࡞ᴗࡀᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡢ༠
ά㌍ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂࡢᡂᯝࡣ

ᴗ㸦୍⯡㸧ᣍ࠸

࠸ࡗࡓ㑅ᢥ⫥ࡽࠊ⏝⪅ࡀᐜ᫆㐺ษ࡞ᣍ

ிࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᖺࠊࢫ࢙࣮࢘

እᅜே◊✲⪅ࡢ

ඛ㐍ㅖᅜࡸࢪ

ேᩘ

࠸ᴗࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ

ࢹࣥᅜእ࡛ࡣึࡵ࡚ࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈈ᅋࡀ Ⓨࡉࢀࡓᴗ࡛ࠊᮏᴗࡀ┠ⓗ

ᣍ࠸ࢆ┠ⓗࡍ

࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ



⤫ྜࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥇⏝⪅ࡢ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࢩ

-636 ඹദ࡛㛤ദࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ࡿࠊእᅜேⴭྡ◊

➼ࡢᖜᗈ࠸ⱝᡭ◊

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࡇ࡛ࠊᴗົ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡋࠊ

࡛࠶ࡿࠋᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ  ᖺ ࢆ㧗ࡵࡿຠᯝࡣ༑ศⓎࡉࢀ࡚࠸

✲⪅ᣍ࠸ᴗࠊ

✲⪅ࡢ⫱ᡂཬࡧ┦

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

ຠ⋡ⓗ࡞ົฎ⌮ࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋ⤫ྜᚋࡢࣉࣟࢢ

ࡶ㛤ࢀࠊ
 ᖺࡶ➨  ᅇࡀ㛤ࢀ ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

እᅜேᣍ࠸◊✲

ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

࣒࡛ࣛࡣㅖᡭ⥆ࡢᡭᘬࡢᵓᡂ࣭㐠⏝࣮࣭ࣝࣝᥦ

ࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺᪥ᮏ࡛㢖ᅇ

⪅ᴗ㸦㛗ᮇ࣭▷

ᙧᡂࢆಁࡍࡓࡵࠊ

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

ฟ᭩ᘧࡢ⤫୍࣭⡆⣲ࢆ⾜࠸ࠊ᥇⏝⪅ࠊཷධ◊

㛤ദࡉࢀࡿࡇࡣࠊ
-636 ࡀᅜ㝿ⓗ࡞ ࣭ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟ

ᮇ㸧ࠊእᅜே≉ู◊

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㞟୰

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

✲⪅ཬࡧཷධ◊✲ᶵ㛵ࡗ࡚ࡢ౽ᛶࢆྥୖ

ⓎಙຊࢆᣢࡘᏛ⾡⯆ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡇ

✲ဨᴗ㸦୍⯡ࠊ

ⓗ࡞ウ㆟ࡢᶵࢆ

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

ࡉࡏࡓࠋ

ࡀୡ⏺࡛ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿド࡛࠶ࡾࠊ ࢙࣮࢘ࢹࣥᅜእ࡛ࡣึࡵ࡚ࠊࣀ࣮

Ḣ⡿▷ᮇࠊࢧ࣐

ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࡢࢩ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ᮏᴗࡢホ౯ࡣ㧗࠸ࠋ

࣋ࣝ㈈ᅋࡀ -636 ඹദ࡛㛤ദࡋ

࣮࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧

࣏ࣥࢪ࣒࣭࢘ࢭ࣑



࣭ࡲࡓࠊᣍ࠸ࡋࡓእᅜே◊✲⪅ࢆά⏝ࡋࠊ㧗



ࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘࠶ࡿࠋᮏࢩ࣏ࣥ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົ

ࢼ࣮➼ࡢྲྀ⤌ࢆᐇ

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ࠊ◊✲άືࡸẕᅜࡘ࠸࡚ⱥ

࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࠊࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮ ࢪ࣒࢘ࡣ  ᖺࠊ ᖺࡶ➨ 

ࡢຠ⋡ࢆᅗࡿほ

ࡍࡿࠋ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

ㄒ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲࣟࢢࢆᐇ

࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗཬࡧඛ➃

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

ࡋࠊḟୡ௦ࢆᢸ࠺⏕ᚐࡢ⛉Ꮫࡸᅜ㝿♫ࡢ㛵

⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶࠊ ௨ୖࡢཧ ᖺ  ᭶ࡣ➨  ᅇ┠ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࢘

ࠋ

ᚰࢆ῝ࡵࡿࡇ㈉⊩ࡋࡓࠋ

ຍ⪅ࡽ㧗࠸‶㊊ᗘࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ ࣒ࡢ㛤ദࡶᮾி࡛㛤ദࡉࢀࡿࡇ

࠺ࠋ

Ⅼࡽ⤫ྜ࣭࣓ࢽ



࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

ࡲࡓࠊᡃࡀᅜ

ࡉࡽࠊෆእࡢ

࣮ࣗࡍࡿࠋ

◊✲⪅ࡀᡃࡀᅜࡢ



Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࡛

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ 



ษ☩⌶☻ࡍࡿ◊✲

㺃 ⱝ ᡭ ◊ ✲ ⪅  ᑐ ࠙ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᑐヰࡢሙ



⎔ቃࢆฟࡋࠊⱝ

ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞◊

ᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ➼
㈨ࡍࡿࡓࡵࠊඃ
⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡸ
ୡ⏺ⓗ◊ಟᴗ⦼ࢆ

ࡓᅜ㝿༠ാᶵ⬟ேᮦ⫱ᡂᶵ⬟ࡀ
ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢᏛ⾡◊✲ពḧ


ࢢᮾிࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᖺࠊࢫ

ᅇࠊ➨  ᅇ㐃⥆ࡋ࡚㛤ࢀࠊ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࠾࠸࡚ࠊ୰ᮇィ⏬ ࡀỴࡲࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺᪥ᮏ࡛㢖


ᐃࡵࡽࢀࡓࠕ◊㛑ᶵࡢᥦ౪ࠖṆ ᅇ㛤ദࡉࢀࡿࡇࡣࠊ-636 ࡀᅜ

ࡢᥦ౪ࠚ



ࡲࡽ࡞࠸㧗Ỉ‽ࡢᐇ⦼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ

㝿ⓗ࡞ⓎಙຊࢆᣢࡘᏛ⾡⯆ᶵ㛵

㛑ᶵࡢᥦ౪ࡢ

ڦ+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ



ゝ࠼ࡿࠋ

࡛࠶ࡿࡇࡀୡ⏺࡛ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸

≧ἣ

࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࡣࠊࢪ࣭ኴᖹὒ࣭ࣇ

࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ

+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊࢪ

㺃 እ ᅜ ே ◊ ✲ ⪅ ࡢ ࣜ࢝ᆅᇦࡽඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ᪥ᮏᣍ࠸

ᗘࡽ  ᖺᗘ࡛ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ 

࣭ࣇࣜ࢝➼ᾏእࡽࡢཧຍ⪅ࢆྵ

ྡࢆᣍ࠸ࠊࡲࡓࠊࡢ  ࢝ᅜ࣭ᆅᇦ

ࡴⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊✲ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ

ᣍ࠸ࡢࡓࡵࡢ

ࡋࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅➼ࡢⴭྡ◊✲⪅୍㐌㛫
100

ࡿド࡛࠶ࡾࠊᮏᴗࡢホ౯ࡣ㧗࠸ࠋ


࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࠊࣜࣥࢲ࣭࢘

᭷ࡍࡿⴭྡ◊✲⪅

ᴗࡢ⤫ྜ࣭࣓ࢽ

ࢃࡓࡾὶࡍࡿᅜ㝿㆟࡛࠶ࡿࠋ㆟୰ࡣࠊ

ࡽⱝᡭ◊✲⪅⣙  ྡࡢཧຍࢆᚓ

㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗཬ

➼ࠊᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜ

࣮ࣗࡢ≧ἣ

ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅➼ࡼࡿㅮ₇ࡸࢢ࣮ࣝࣉࢹ

࡚ࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࠊྠᆅᇦࡢⱝᡭ◊



ࡧඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶࠊ

ࢫࢸ࣮ࢪ࠶ࡿ

㺃ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇ

ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊཧຍ⪅ࡼࡿ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡸࢳ

✲⪅ࡢ⫱ᡂ࣭ὶࡢ῝ࢆᅗࡗࡓࡇ ࣭እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࡣࠊ᪥ᮏࡢ ௨ୖࡢཧຍ⪅ࡽ㧗࠸‶㊊ᗘࡀ

ඃࢀࡓእᅜே◊✲

ࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗

࣮࣒ࡈࡢⓎ⾲➼ࡀ⾜ࢃࢀࠊẖᅇࠊάⓎ࡞㉁

ࡣࠊᏛࡢᣢࡘ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞ಙ㢗

Ꮫ⾡◊✲ࡢᅜ㝿࠸ᐤࡋࠊ≉ ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ

ᛶ

ᛂ⟅࣭ពぢࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ

ᛶ࣭▱ྡᗘ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ

ࠊእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ᐃ╔ಁ㐍㸧 ࠾࠸࡚ࠊ୰ᮇィ⏬ᐃࡵࡽࢀࡓ

ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ᡓ␎ⓗࣉࣟࢢࣛ



࣒㸧ࡀࠊ᪥ᮏࡢ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿᖖ 㧗Ỉ‽ࡢᐇ⦼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

⪅ᣍ࠸ࡢࡓࡵࡢ



ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ

ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ  ᖺᗘ࡛ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅

ࡲࡓࠊእᅜேⴭྡ

ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ

 ྡ㸦㔜」࠶ࡾ㸧ࢆᣍ࠸ࡋࡓࠊࡢ  ࢝

◊✲⪅ᣍ࠸

ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ

ᅜ࣭ᆅᇦࡽ⣙  ྡࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࡓࠋ
 ࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢཧຍ⪅ࡣࠊᏛࡢ

ࡢእᅜே◊✲⪅ࡢቑຍࡢ㉳⇿࡞

ᴗࠊእᅜேᣍ࠸





ᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㑅ᢤࡉࢀ࡚

ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇࡣࠊ࠸ホ౯࡛ࡁ

◊✲⪅ᴗ㸦㛗

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

࣭㆟ᚋ⾜ࡗࡓཧຍ⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛

࠾ࡾࠊ➨  ᅇ࡛  ᅜ࣭ᆅᇦࡽ 

ࡿࠋ

ᮇ࣭▷ᮇ㸧ࠊእᅜே

㺃 ⱝ ᡭ ◊✲ ⪅ ࡢᅜ 㝿

ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡰဨࡀ +23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࢆࠕࡍ

ྡ࡛࠶ࡗࡓࡢࡀࠊ➨  ᅇ࡛ࡣࠊ ᅜ࣭ 

≉ู◊✲ဨᴗ

ⓗ࡞◊㛑ᶵࡢᥦ౪

ࡤࡽࡋ࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕⰋ࠸ࠖホ౯ࡋࡓࠋ

ᆅᇦࡽ  ྡࠊ➨  ᅇ࡛ࡣࠊ ࢝

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ 㧗ࡵࡿࡇ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿホ౯

㸦୍⯡ࠊḢ⡿▷ᮇࠊ ࡸࠊඃ⚽࡞እᅜே◊



ᅜࠊ ྡࠊཧຍ⪅ᑐࡋ࡚ࡼࡾᗈ

ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࡛ࡁࡿࠋ

ࢧ࣐࣮࣭ࣉࣟࢢࣛ

✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆࠊᘬ

㸦ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ᣍ࠸ᐇ⦼㸧

࠸ᅜ࣭ᆅᇦࡢཧຍ⪅ὶࡍࡿᶵࢆ

౯࡛ࡁࡿࠋ

࣒㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ࡁ⥆ࡁ╔ᐇᐇࡋ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅  ྡ

ᥦ౪ࡍࡿࡶࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅



࣭እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࡣࠊ᪥

ᴗົࡢຠ⋡ࢆᅗ

࡚࠸ࡃࡇࠋ

ࠕ◊㛑ᶵࡢᥦ౪ࠖṆࡲࡽ࡞࠸
ࡿࠋ
+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢࡘ࠸࡚ࠊ
ࢪ࣭ࣇࣜ࢝➼ᾏእࡽࡢཧຍ
⪅ࢆྵࡴⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊✲ពḧࢆ



ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅  ྡ

᪥ᮏ࡛◊㛑ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ



ᮏࡢᏛ⾡◊✲ࡢᅜ㝿࠸ᐤ

ࡿほⅬࡽ⤫ྜ࣭

ᑡᏊᑐ⟇ࡋ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅  ྡ

࡛ᑗ᮶ⓗ࡞᪥ᮏࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ࡋࠊ≉ࠊእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ᐃ

࣓ࢽ࣮ࣗࢆ⾜

࡚ࠊእᅜே◊✲⪅ࡢ

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅  ྡ

ࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ➼ࡽࠊ㧗ࡃホ౯࡛ ࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊㛑ᶵࡢᣑࡢࡓࡵ

╔ಁ㐍㸧እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ᡓ

࠺ࠋ

⫱ᡂࠊ᪥ᮏᐃ╔ಁ㐍

ᖹᡂ  ᖺᗘ㸸ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅  ྡ

ࡁࡿࠋ

༠ຊᶵ㛵ࡢᣢ⥆ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

␎ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡀࠊ᪥ᮏࡢ◊✲



ࡢ☜❧ࡸᣑࠊࡲࡓࠊከᵝ࡞ཧຍ⪅ࡢ ᶵ㛵࠾ࡅࡿᖖࡢእᅜே◊✲⪅

ຍ࠼࡚ࠊᣍ࠸

ࢆ┠ᣦࡍᴗࢆ᳨ウ

ࡋࡓእᅜே◊✲⪅

ࡍࡿࡁ⪃࠼ࡿࠋ

࣭ẖᅇᐇࡍࡿཧຍ⪅ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

☜ಖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡢቑຍࡢ㉳⇿࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ

ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᡃ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

࡛ࡶᅇ⟅⪅ࡰဨࡀ +23( ࣑࣮ࢸ



ࡣࠊ࠸ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺

⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧ࠚ

ࣥࢢࢆࠕࡍࡤࡽࡋ࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕⰋ࠸ࠖ 

㧗ᰯ⏕⛉Ꮫࡸᅜ



ホ౯ࡋࡓࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ

㝿♫ࡢ㛵ᚰࢆ

࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊㛑



㸫

࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚

῝ࡵࡿᶵࢆᥦ౪

ᶵࡢᣑࡢࡓࡵ༠





࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡍࡿࠋ

ຊᶵ㛵ࡢᣢ⥆ⓗ࡞



ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ☜❧

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼



ࡸᣑࠊࡲࡓࠊከᵝ

࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ◊㛑ᶵࡢᣑࡢ



࡞ཧຍ⪅ࡢ☜ಖࡀồ

ࡓࡵ༠ຊᶵ㛵ࡢᣢ⥆ⓗ࡞ࢿࢵࢺ



ࡵࡽࢀࡿࠋ

࣮࣡ࢡࡢ☜❧ࡸᣑࠊࡲࡓࠊከᵝ



࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯

࡞ཧຍ⪅ࡢ☜ಖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ



㸦ぢ㎸㸧ࠚ





















࣭┠ᶆ⟇ᐃᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ



㸺ࡑࡢ㡯㸼

࣭ⱝᡭࡢᾏእ㞳ࢀ ࣭ࣀ࣮࣭࣓࣋ࣝࢹ $%㸦ࣀ࣮࣋ࣝ㈈ᅋᗈሗ㒊

ᴗࡘ࠸࡚ࠊࣀ࣮࣋ࣝഃࡢ㐃ᦠࡢ



࣭+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ࡞ྛࣉࣟࢢ

࠸࠺ࡼ࠺࡞ᣦࡶከ

㛛㸧ࡢඹദࡼࡾࠊྠᅋయࡀ  ᖺࡼࡾࢫ࢘

ᶵࢆᤊ࠼ࠊᏛࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᅜ

࣒ࣛࡢཧຍ⪅ࡀࠊࡑࡢᚋྛศ㔝࡛



࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞

࢙࣮ࢹࣥ࠾࠸࡚ẖᖺࣀ࣮࣋ࣝ㈹ᤵ㈹ᘧࡢᮇ

㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദᐇ⦼➼ᇶ࡙ࡁࠊ

ࡢࡼ࠺ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࡸࠊཧ



άື࡛ࠊࡑࡢഴྥ

㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ୍⯡ྥࡅබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢࢆᐇ

ຍࡋࡓ⤖ᯝࠊࡑࡢᚋࡢ◊✲άື



ṑṆࡵࡀࡅࡽࢀ࡚

ࠕࣀ
1REHO :HHN 'LDORJXH ࢆࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࠺࠸࠺ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࢆᚋホ



࠸ࡿ࠺ࢆࠊල ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢᮾி ࠖࡋ



౯ࡋ࡚ࡳࡿࡉࡽࡁ࡞ᡂᯝ



యⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡛≧ἣ

࣭ ᅇᐇࡋࡓࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭

ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ࢢࣟࢲ࣭ࢬࣛࣉ࣭࣮ࣝ࣋ࣀڦ

࡚ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥᅜእ࡛ࡣୡ⏺࡛ึࡵ࡚㛤ദࡋ
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ࢆṇ☜ᢕᥱࡍࡿᚲ

ࡓࠋ

ࢲࣟࢢ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ 㹼 ྡࡢࣀ



せࡀ࠶ࡿࠋ



࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆྵࡴ 㹼 ྡࡶࡢ



࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ ࣭ࡑࡢᡂຌࡀホ౯ࡉࢀࠊྠᖺ  ᭶ࡢࣀ࣮࣋ࣝ㈹

ᙜヱศ㔝ࡢ➨୍⥺࡛ά㌍ࡍࡿᅜෆእࡢ



㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

ᤵ㈹ᘧ࡛ࡣࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈈ᅋ⌮㛗ࡼࡿෑ㢌ᣵ

ⴭྡ◊✲⪅ཬࡧ᭷㆑⪅ࡢཧຍࢆᐇ⌧ࡋ





ᣜ࠾࠸࡚ྠ࣋ࣥࢺࡘ࠸࡚ゝཬࡀࡉࢀࡿ࡞

ࡓࡇࡣࠊᏛࡢࣀ࣮࣭࣓࣋ࣝࢹ



㺃 ከ ࡃ ࡢࡋ ࡃ ࡳࡸ ࢶ

ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢᡂຌࢆཷࡅ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ 

ࡢᙉᅛ࡞㐃ᦠᏛࡢᣢࡘ࢝ࢹ࣑



࣮ࣝࡀ☜❧࡛ࡁࡓࡇ

᭶➨  ᅇࠊ᪥ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥእ㛵ಀᶞ❧ 

ࢵࢡ࡞ಙ㢗ᛶ࣭▱ྡᗘ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ



ࡣホ౯࡛ࡁࡿࡀࠊ

࿘ᖺ࠶ࡓࡿᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡣ➨  ᅇࢆ㛤ദ

࡞ࡽ࡛ࡣࡢࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯



ⱝᡭࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶➨  ᅇࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡞

࡛ࡁࡿࠋ



ᑐࡍࡿព㆑ࡢ㧗ࡲ

ࡗࡓࠋ





ࡾ࠸࠺ほⅬ࡛ࠊఱ



࣭ᅜෆእࡽᖹᡂ  ᖺࡣ  ྡ⛬ᗘࠊ



➼ࡢලయⓗ࡞ᡂᯝ ࣭㐣ཤ  ᅇࡢ㛤ദ࠾࠸࡚ࠊࡢ  ྡࡢࣀ࣮࣋

ᖹᡂ  ᖺࠊ ᖺࡣࡑࢀࡒࢀ 



ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆྵࡴࠊ
ࡢ  ྡࡶࡢᙜヱศ㔝ࡢ➨

ྡ௨ୖࡢཧຍࢆᚓ࡚ࠊⱝᡭ◊✲⪅◊



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ୍⥺࡛ά㌍ࡍࡿᅜෆእࡢⴭྡ◊✲⪅ཬࡧ᭷㆑⪅

㛑ࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࠊ♫ࡢ





ࡀⓏቭࡋ࡚ྛࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚ࠊᵝࠎ࡞ゅᗘࡽ

⛉Ꮫࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࠊࡲࡓࡑࢀࢆୡ⏺



㺃 ≉  እᅜ ே ◊✲ ⪅

ㅮ₇ࡸࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋᅜෆእࡽ

ྥࡅ࡚Ⓨಙࡋ࡚ᗈࡃ࿘▱ດࡵࡓࡇ



ᣍ࠸ᴗࡢእᅜே

ⱝᡭ◊✲⪅ࡸᏛ⏕ࢆྵࡴ  ྡ㏆ࡃࡢほᐈࡀ

ࡣࠊࡢ࡞࠸㈗㔜࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ



≉ู◊✲ဨ㸦ᐃ╔ಁ

ཧຍࡋࡓࠋ

⪃࠼ࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



㐍㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢᏛ

࣭≉タࢧࢺ࡚ࢭࢵࢩࣙࣥࡢྠ୰⥅ࢆ⾜





ࡸ◊✲ᶵ㛵ࡢࢢ࣮ࣟ

࠺ࡶࠊ㛤ദᚋࡣࣀ࣮࣋ࣝ㈈ᅋࡢබᘧ

࣭㛤ദᚋࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠾࠸࡚ࡶ



ࣂࣝୡ⏺ㄆࡵ

<RX7XEH ࢳࣕࣥࢿ࡚ࣝ㘓⏬ࢆබ㛤ࡋࠊୡ

ᅇ⟅⪅ࡢࡰဨࡀࡲࡓཧຍࡋࡓ࠸



ࡽࢀࡿ◊✲ᣐⅬࡢ

⏺ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 

ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊཧຍ⪅ࡢ㧗࠸



⬺⓶ࡢࢻࣛࣅࣥࢢ

᪥Ⅼ࡛ྛື⏬ど⫈ᅇᩘィ  ᅇ㉸㸧

‶㊊ᗘࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ



ࣇ࢛࣮ࢫ㸦᥎㐍ຊ㸧







ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᮏ

࣭㛤ദᚋ⾜ࡗࡓཧຍ⪅ࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛

࣭ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢᮾ



ᴗࡢᙉ࣭ᣑࢆᮇ

ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢࡰ࡚ࡀࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭

ி  ࡢᡂຌࢆཷࡅࠊࡑࡢᚋ  ᅇ㛤ദ



ᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ࡋࡓࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࣀ࣮࣭࣓࣋ࣝࢹ



ࢲࣟࢢࡲࡓཧຍࡋࡓ࠸ホ౯ࡋࡓࠋ
࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ 





᥋ࠊⰋዲ࡞㛵ಀࡢドᕥ࠸࠼ࠊホ౯࡛



㺃  ⯆ ࡢ ᅜ 㝿 ὶ



ᴗࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࣞ



࣋ࣝࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆ



㣴ᡂࡍࡿⅬ࠾࠸࡚



ࡶࠊᴟࡵ࡚᭷ព⩏࡛



࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ࠺ࡋ



࡚ࡶ㠀ᖖ㝈ࡽࢀࡓ



௳ᩘࡋ᥇ᢥࡉࢀ࡞



࠸ࡓࡵࠊຠᯝࡀ㝈ᐃ



ⓗ࡛ࠊ᥇ᢥࡉࢀࡓศ
㔝య࡛ᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨ
ᒎࡘ࡞ࡀࡿ࠺

 $%ࠊࡦ࠸࡚ࡣࣀ࣮࣋ࣝ㈈ᅋࡢᐦ

ࢢࣟࢲ࣭ࢬࣛࣉ࣭࣮ࣝ࣋ࣀۑᮾி 
᪥⛬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ࢸ࣮࣐㸸⏕⛉Ꮫࡀᣅࡃᮍ᮶
ࣃࢿࣜࢫࢺᩘ㸸 ྡ㸦࠺ࡕࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ
㈹⪅  ྡ㸧
ཧຍ⪅ᩘ㸸⣙  ྡ㸦࠺ࡕእᅜேཧຍ⪅
ࡣ  ࢝ᅜ࣭ᆅᇦࡽ⣙  ྡ㸧
ࢢࣟࢲ࣭ࢬࣛࣉ࣭࣮ࣝ࣋ࣀۑᮾி 
᪥⛬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ࢸ࣮࣐㸸▱ࡢᮍ᮶㹼ே㢮ࡢ▱ࡀษࡾᣅࡃ
ேᕤ▱⬟ᮍ᮶♫㹼
ࣃࢿࣜࢫࢺᩘ㸸 ྡ㸦࠺ࡕࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ
㈹⪅  ྡ㸧
ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ௨ୖ㸦࠺ࡕእᅜேཧຍ
⪅ࡣ  ࢝ᅜ࣭ᆅᇦࡽ⣙  ྡ㸧
ࢢࣟࢲ࣭ࢬࣛࣉ࣭࣮ࣝ࣋ࣀۑᮾி 
᪥⛬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧
ࢸ࣮࣐㸸7KH)XWXUHRI)RRGᣢ⥆ྍ⬟࡞
㣗ࡢᮍ᮶
ࣃࢿࣜࢫࢺᩘ㸸 ྡ

ࡁࡿࠋ
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ཧຍ⪅ᩘ㸸 ྡ௨ୖ㸦࠺ࡕእᅜேཧຍ
⪅ࡣ  ࢝ᅜ࣭ᆅᇦࡽ⣙  ྡ㸧

ⱝᖸᚰチ࡞࠸ࠋᏛ
⾡ࡢᅜ㝿➇தຊࢆ࠸
㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡣ



 
࣮ࣝ࣋ࣀ࣭࢘ࢲࣥࣜڦ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ㐵ᴗ





␎ⓗ࡞⪃ᐹࡀ㔜せ࡛











࠶ ࡿ ࡼ ࠺  ᛮ ࢃ ࢀ ࣭ࢻࢶ༡㒊㸦ࣜࣥࢲ࢘㸧࡛㛤ദࡉࢀࡿࣀ࣮࣋
ࡿࠋ
ࣝ㈹ཷ㈹⪅ⱝᡭ◊✲⪅ࡀὶࡍࡿᅜ㝿㆟ࠋ

࣭ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟ὴ





࡛᪥ᮏேⱝᡭ◊✲⪅  ྡᑐࡋࠊྠ



࠙ ᖺᗘ -636 㒊 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ  ᖺᗘ࡛᪥ᮏேⱝᡭ◊✲⪅
ホ౯ࠚ
 ྡᑐࡋࠊྠ㆟ཧຍࡍࡿ⤒㈝ᨭࢆ⾜





ࡗࡓࠋ㆟ᚋ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊཧຍ⪅

࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡸୡ⏺ྛᅜࡽࡢⱝᡭ



◊✲⪅ࡢὶࢆᅗࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿ



㺃㸦ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞◊ ࡰဨࡀࠕᏛ⾡ⓗ࡞ど㔝ࡀᗈࡀࡗࡓࠖᅇ⟅
✲⪅ࡢᣍ࠸㸧ᚋ ࡋࡓࠋ



ࡣࠊཷࡅධࢀᏛ➼

ࡲࡓࠊཧຍ⪅ࡽࡣࠊ
ࠕୡ⏺᭱㧗ᓠࡢ⛉Ꮫ⪅ࡓ

ࡿ⪃࠼ࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᑐࡋࡉࡽ࡞ࡿά⏝

ࡕࡢὶ࡛ࡣᑓ㛛ศ㔝ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⛉Ꮫࡢᯟ⤌





ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡞ᮏ

ࡳࢆ㉸࠼ࡓᗈ࠸ど㔝ࠊ῝࠸ᛮゐࢀࡿࡇࡀ

࣭㆟ᚋ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊཧ



ᴗࡢ㟂せࢆႏ㉳ࡍࡿ

࡛ࡁࡿࠖ࠸ࡗࡓኌࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ຍ⪅ࡰဨࡀࠕᏛ⾡ⓗど㔝ࡀᗈࡀࡗ



ࡓࠖᅇ⟅ࡋࡓࠋ



ࡼ࠺ດࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ 
࠙ ᖺᗘ -636 㒊





ホ౯ࠚ

࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞◊㛑ᶵࡢᥦ౪ࠚ













ڦඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗ 









࣭ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗ࠾ࡅࡿ



㺃㸦ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞◊ ࣭ྛᅜᑐᛂᶵ㛵ࡢඹദ࡛ࠊ⮬↛⛉Ꮫࡽேᩥ
✲⪅ࡢᣍ࠸㸧ᡃࡀ Ꮫ࣭♫⛉Ꮫࢃࡓࡿ␗ศ㔝㛫࡛ඛ➃⛉Ꮫࡘ



ᅜࡢᏛ➼࠾ࡅࡿ

࠸࡚ウ㆟ࢆ⾜࠺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᖹᡂ 㹼 ᖺ

࡚ࡀ㧗࠸‶㊊ᗘࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣࠊ



ᅜ㝿ⓗ࡞◊✲⎔ቃࡢ

ᗘィ  ௳ᐇࡋࠊ᪥ᮏഃࡽࡢ  ྡࡢⱝ

ཧຍ⪅⮬㌟ࡀࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆసࡾୖ



ฟࠊࡲࡓࠊ⏦ㄳ⪅

ᡭ◊✲⪅ࡀཧຍࡋࡓࠋ

ࡆࠊከᵝ࡞ศ㔝ࡢ◊✲⪅㆟ㄽࡍࡿ



ࡢࣥࢭࣥࢸࣈ



࠸࠺ࠊࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣぢࡽࢀ࡞࠸



ࡢࡢほⅬࡽࠊ

࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ࠶ࡓࡾࠊࢭࢵࢩࣙࣥࢺࣆ

ᐇᙧែࡢᕤኵࡢᡂᯝ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



᥇ᢥ⋡ࡢྥୖࡀᮃࡲ

ࢵࢡࡸࢫࣆ࣮࣮࢝➼ࡢ㑅ᐃࢆྵࡴࢭࢵࢩࣙࣥࡢ

ࡲࡓࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀࠊ⮬㌟ࡢᑓ㛛㡿ᇦ



ࢀࡿࠋ

ᵓᡂࢆཧຍ⪅࡛࠶ࡿ⏬ጤဨ㸦3*0㸧ࡀ⮬ࡽ⏬

␃ࡲࡽࡎࠊᏛ⾡◊✲యࢆಠ▔ࡍࡿ



ど㔝ࡢᗈࡉࢆᚓࡿᶵࢆᥦ౪ࡋࠊཧຍ



࠙ ᖺᗘ -636 㒊 ࡍࡿ࡞ࠊཧຍ⪅⮬㌟ࡀయⓗ㐠Ⴀᦠࢃࡗ
ホ౯ࠚ
ࡓࠋ







㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢᤊ࠼ࡽࢀ㧗ࡃホ౯





࣭ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗጤဨࢆᖺ 㹼

࡛ࡁࡿࠋ



ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡋࠊᴗࡢ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡸබ





ເࡼࡿೃ⿵⪅ࡶྵࡵࡓཧຍ⪅ࡢ㑅⪃➼ࢆ⾜࠺

࣭ࡲࡓࠊⱥᅜࡢඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࢘



ࡶࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᯟ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊ┦

࣒㛤ദࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ┦ᡭᅜᶵ㛵



ᡭᅜࡢ㏣ຍࡶྵࡵࠊ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡽࠊඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ





ࡉࡽࢩࢽ࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡢࢩ࣏ࣥࢪ࢘



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊⱥᅜ⋤❧༠ࡢඹദ࡛ 

࣒ࡢ㛤ദࡢᡴデ➼ࠊ┦ᡭᅜᶵ㛵ᮏ



ᖺࡪࡾࡢ㛤ദ࡞ࡿ➨  ᅇ᪥ⱥඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥ

ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ






㞴ࡋ࠸ㄢ㢟ࡔࡀࠊᡓ

㐵ᴗ࡛ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ  ᖺᗘ
㆟ཧຍࡍࡿ⤒㈝ᨭࢆ⾜ࡗࡓࠋࣀ

ࡇ࡛ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ㈉⊩࡛ࡁ
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ࢪ࣒࢘ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ᪂





ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚᪥⡿⊂ࡢ  ࢝ᅜ࡛ࠊࡲࡓ࢝

࣭ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᚋࡢ࠶ࡾ



ࢼࢲ⋤❧༠ཬࡧ࢝ࢼࢲඛ➃◊✲ᶵᵓࡢᯟ⤌

᪉ࢆ᳨ウࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆᪂ࡓ࡞



ࡳ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᐇࡋࡓࠋ

ᯟ⤌ࡳ࡛ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇࡀỴᐃࡉ





ࢀࡓࡇࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢ῝



࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᚋ⾜ࡗࡓཧຍ⪅ࡢࣥࢣ࣮

ᴗࡢⓎᒎࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽ



ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᅇ⟅⪅ࡢࡰ࡚ࡀࠊᏛ

ࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



⾡ⓗ࡞ど㔝ࡀᗈࡀࡗࡓࠊᚋࡢ◊✲᥎㐍㈨ࡍ





ࡿ᪂ࡓ࡞ฟ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠊྠ✀ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘





ࡶ࠺୍ᗘཧຍࡋࡓ࠸㧗ࡃホ౯ࡋࡓࠋ








 ࠊ ➨ۑᅇ᪥⡿ඛ➃⛉Ꮫ㸦-$)R6㸧ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘
ඹദᶵ㛵㸸⡿ᅜ⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮㸦1$6㸧
 ➨ۑ㹼 ᅇ᪥⊂ඛ➃⛉Ꮫ㸦-*)R6㸧ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘
ඹദᶵ㛵㸸ࣇࣥ࣎ࣝࢺ㈈ᅋ㸦$Y+㸧
 ࠊ ➨ۑᅇ᪥ඛ➃⛉Ꮫ㸦-))R6㸧ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘
ඹദᶵ㛵㸸ᅜẸᩍ⫱࣭㧗➼ᩍ⫱࣭◊✲┬
㸦 0(1(65 㸧ࠊ እ ົ ࣭ ᅜ 㝿 㛤 Ⓨ ┬
㸦 0$(', 㸧ࠊ ᅜ ❧ ⛉ Ꮫ ◊ ✲ ࢭ ࣥ ࢱ ࣮
㸦&156㸧
  ➨ۑᅇ᪥ⱥඛ➃⛉Ꮫ㸦8.-DSDQ)R6㸧ࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘
ඹദᶵ㛵㸸ⱥᅜ⋤❧༠
᪥⛬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸ⱥᅜࠊ࣑ࣝࢺ࣭࣮ࣥ࢟ࣥࢫ
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊⱥᅜ  ྡ㸦ィ 
ྡ㸧
ۑ᪥⡿⊂ඛ➃⛉Ꮫ㸦-$*)R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ඹദᶵ㛵㸸1$6ࠊ$Y+
᪥⛬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸ࢻࢶࠊࣂ࣮ࢺ࣭ࣀ࢚ࣥ
࣮ࣝ
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊ⡿ᅜ  ྡࠊࢻ
ࢶ  ྡ㸦ィ  ྡ㸧
ۑ᪥ຍඛ➃⛉Ꮫ㸦-&)R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ඹദᶵ㛵㸸࢝ࢼࢲ⋤❧༠㸦56&㸧ࠊ࢝ࢼ
ࢲඛ➃◊✲ᶵᵓ㸦&,)$5㸧
᪥⛬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
㛤ദሙᡤ㸸᪥ᮏࠊἈ⦖
ཧຍ⪅ᩘ㸸᪥ᮏ  ྡࠊ࢝ࢼࢲ  ྡ㸦ィ
 ྡ㸧


































ڦᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ 







࣭ࣈࣛࢪࣝࢧࣥࣃ࢘ࣟᕞ❧◊✲㈈ᅋࡢぬ࠼᭩ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࣈࣛࢪࣝࢧࣥࣃ࢘ࣟ



ࡁᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ᪂つࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙ

ᕞ❧◊✲㈈ᅋࡢぬ࠼᭩ࡁᇶ࡙ࡁ᪂



ࢵࣉࢆ❧ࡕୖࡆࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ  ௳ࡢ

つ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ❧ࡕୖࡆࡓࡇ



࣮࣡ࢡࢩࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣥࢻ⛉Ꮫᢏ

ࡣࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂཬࡧ┦ᡭᅜࡢ



⾡ᗇࡢඹദࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᖹᡂ 

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆಁࡍほⅬࡽホ౯



ᖺᗘࡲ࡛ࡢ  ௳ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᐇࡋࡓࠋᙜ

࡛ࡁࡿࠋ



ヱ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
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ࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࠊ ྡ⛬ࡢⱝᡭ◊✲⪅



ࡀཧຍࡋࡓࠋ







࣭᪂つ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀྛᡤ࿘



▱࣓࣮ࣝࢆ㏦ࡍࡿ࡞ࠊᗈሗດࡵࡓࠋ







࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍࡍࡿⱝᡭ◊



✲⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇᶵ㛵ࡀᖜᗈࡃ࿘▱࣭㑅⪃



ࡋࠊ㉁ࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ

















࠙ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࠚ









ڦእᅜே≉ู◊✲ဨᴗࠊእᅜேᣍ࠸◊✲⪅ ࣭ ࢆ㉸࠼ࡿከᵝ࡞ᅜᆅᇦࡽࠊᵝࠎ
࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮ࢪࡢእᅜே◊✲⪅



ᴗ



ەᖹᡂ  ᖺᗘእᅜே◊✲⪅ᣍ⮴᥇⏝ᐇ⦼
⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ
ᅜෆබເ









⏦ㄳ
ᩘ

᥇⏝
ᩘ




እᅜே≉
ู◊✲ဨ
㸦୍⯡㸧
















እᅜே≉
ู◊✲ဨ
㸦Ḣ⡿▷
ᮇ㸧



እᅜே≉
ู◊✲ဨ
㸦ᡓ␎ⓗ
㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯㸧



እᅜேᣍ
࠸◊✲
⪅㸦▷ᮇ㸧




እᅜேᣍ
࠸◊✲
⪅㸦▷ᮇ 6㸧




ࡋࠊእᅜே≉ู◊✲ဨ࡛ࡣᘏ 
ே㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ேࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘ  ேࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ேࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ  ேࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ 
ே㸧ࢆࠊእᅜேᣍ࠸◊✲⪅࡛ࡣࠊ
ࠊィ
 ே㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ  ேࠊᖹᡂ 
ᖺᗘ  ேࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ேࠊᖹᡂ
 ᖺᗘ  ேࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ே㸧



እᅜேᣍ
࠸◊✲
⪅㸦㛗ᮇ㸧

ཷධᐇ⦼
᪂
⥲
つ

᮶
ᾏእ
ᅾ
᪥
᥇⏝
᥎⸀
⪅
ᐇ
⋡
⦼ ᩘ
ᩘ



 




 

እᅜே≉
ู◊✲ဨ
㸦ᐃ╔ಁ
㐍㸧

እᅜே≉
ู◊✲ဨ
㸦㺙㺭㺎㺃㺪㺽㺹
㺖㺼㺵㺯㸧





ࢆࠊᡃࡀᅜࡢከᵝ࡞ཷධᶵ㛵ᣍ࠸

㸦༢㸸ே㸧 ࡍࡿእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࢆᐇ














 

ࢆᣍ࠸ࡋࠊእᅜே◊✲⪅ཬࡧཷධ◊
✲⪅┦ࡢ◊✲ࡢ㐍ᒎᡃࡀᅜࡢ◊✲
⎔ቃࡢᅜ㝿ࢆ᥎㐍ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛



 
 

ࡁࡿࠋ

࣭እᅜேⴭྡ◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࡘ࠸





  



 
 
 

࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽእᅜேᣍ࠸◊✲
⪅ᴗ⤫ྜࡋ࡚ࠕእᅜேᣍ࠸◊✲







 








⪅㸦▷ᮇ 6㸧
ࠖࡋ࡚ᐇࡋࠊ⏦ㄳࡢຠ
⋡ᴗᐇ㝿ࡍࡿ౽ᛶࢆྥୖ
ࡉࡏࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

  











 
 


࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡼࡾࠊእᅜே≉ู
◊✲ဨ㸦୍⯡ࠊḢ⡿▷ᮇࠊᐃ╔ಁ㐍㸧
እᅜேᣍ࠸◊✲⪅㸦㛗ᮇࠊ▷ᮇࠊ





▷ᮇ 6㸧ࢆࠕእᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࠖ
ࡋ࡚⤫ྜࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ



ู࡛ࠎࡢᴗࡋ࡚ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓከᵝ
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㸦༢㸸ே㸧 ࣜࡸᣍ࠸┠ⓗࠊᕼᮃࡍࡿᣍ࠸ᮇ
⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ
ᅜෆබເ








⏦ㄳ
ᩘ

᥇⏝
ᩘ

᥇⏝
⋡

ᾏ
እ
᥎
⸀


እᅜே≉
ู◊✲ဨ 
㸦୍⯡㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦ᐃ╔ಁ
㐍㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦Ḣ⡿▷
ᮇ㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦ᡓ␎ⓗ
㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦㺙㺭㺎㺃㺪㺽
㺹㺖㺼㺵㺯㸧
እᅜேᣍ
࠸◊✲

⪅㸦㛗ᮇ㸧

እᅜேᣍ
࠸◊✲

⪅㸦▷ᮇ㸧

እᅜேᣍ
࠸◊✲

⪅㸦▷ᮇ
6㸧




























 












࣭Ꮫ➼ࡢࢽ࣮ࢬ༶ࡋࡓຠᯝⓗࡘ
ከᵝ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࠊᅜෆᏛ
ࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ᥎㐍ཬࡧᅜ㝿ᐤ
ࡓࠊእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸧ࡢ᥇⏝
⤊⪅ࢆ࡞ᑐ㇟ࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ࠾࠸࡚ࠊ⣙ 㸣ࡀ᪥ᮏࡢཷධ◊✲

 







⪅ࡢඹྠ◊✲ࢆ⥆ࡅࡓ࠸ᅇ⟅ࡋࡓ
ࡇࡽࠊᴗࡢຠᯝࡀ❚࠼ࠊホ౯࡛











ࡁࡿࠋ

࣭እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ㸦ࢧ࣐࣮࣭ࣉ











ࣟࢢ࣒ࣛ㸧࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨๓
ࡢ⡿ᅜࠊⱥᅜࠊࣇࣛࣥࢫࠊࢻࢶࠊ࢝

 







ࢼࢲຍ࠼ᖹᡂ  ᖺᗘࡽຍࢃࡗࡓ
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡽࡶ᥎⸀ࢆཷࡅࡅࠊ

 







ィ  ேࡢᣍ࠸ࢆᐇࡋࡓࡇࡣࠊ
ⱝᡭ◊✲⪅᪥ᮏࡢ◊✲άືࡸᩥ
ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᶵࢆ࠼ࡿࡇࡼ

 







ࡾࠊᑗ᮶ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢ♏࡞ࡿேᮦࡢ⫱ᡂ㈉⊩ࡋࡓ࠸
࠺Ⅼ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ


ەᖹᡂ  ᖺᗘእᅜே◊✲⪅ᣍ⮴᥇⏝ᐇ⦼

㸦༢㸸ே㸧 
⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ
ᅜෆබເ


⏦ㄳ
ᩘ

᥇⏝
ᩘ

᥇⏝
⋡




ࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲ







㛫࠸ࡗࡓ㑅ᢥ⫥ࡽࠊᐜ᫆㑅ࡿ

ࡢὶᶵࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣᡃ


 ⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ






ཷධᐇ⦼
᪂
⥲
つ

᮶
ᅾ
᪥
⪅
ᐇ
ᩘ 
⦼
ᩘ

 





࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࠊᣍ࠸◊✲⪅ࡢ࢟ࣕ

ەᖹᡂ  ᖺᗘእᅜே◊✲⪅ᣍ⮴᥇⏝ᐇ⦼



እᅜே≉
ู◊✲ဨ 
㸦୍⯡㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦ᐃ╔ಁ
㐍㸧

 

ᾏ
እ
᥎
⸀



ཷධ≧ἣ
᪂
⥲
つ

᮶
ᅾ
᪥
⪅
ᐇ
ᩘ
⦼


ᩘ
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እᅜே≉
ู◊✲ဨ
㸦Ḣ⡿▷
ᮇ㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ
㸦ᡓ␎ⓗ
㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ
㸦㺙㺭㺎㺃㺪㺽
㺹㺖㺼㺵㺯㸧
እᅜேᣍ
࠸◊✲
⪅㸦㛗ᮇ㸧

እᅜேᣍ
࠸◊✲
⪅㸦▷ᮇ㸧

እᅜேᣍ
࠸◊✲
⪅㸦▷ᮇ
6㸧








































































 









 









 














 ⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ



㸦༢㸸ே㸧
⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ
ᅜෆබເ

⏦ㄳ
ᩘ

᥇⏝
ᩘ

᥇⏝
⋡

እᅜே≉
ู◊✲ဨ 
㸦୍⯡㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦ᐃ╔ಁ
㐍㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦Ḣ⡿▷
ᮇ㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦ᡓ␎ⓗ
㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦㺙㺭㺎㺃㺪㺽
㺹㺖㺼㺵㺯㸧
እᅜேᣍ
࠸◊✲

⪅㸦㛗ᮇ㸧

እᅜேᣍ
࠸◊✲

⪅㸦▷ᮇ㸧


 

ᾏ
እ
᥎
⸀






ەᖹᡂ  ᖺᗘእᅜே◊✲⪅ᣍ⮴᥇⏝ᐇ⦼

























 



ཷධ≧ἣ
᪂
⥲
つ

᮶
ᅾ
᪥
⪅
ᐇ
ᩘ 
⦼
ᩘ
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292
እᅜேᣍ
࠸◊✲
⪅㸦▷ᮇ
6㸧










 







 ⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ








ەᖹᡂ  ᖺᗘእᅜே◊✲⪅ᣍ⮴᥇⏝ᐇ⦼





㸦༢㸸ே㸧 ࣭እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ㸦ᡓ␎ⓗࣉࣟ
⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣ
ᅜෆබເ









⏦ㄳ
ᩘ

᥇⏝
ᩘ

᥇⏝
⋡




ᾏ
እ
᥎
⸀

ཷධᐇ⦼
᪂
⥲
つ

᮶
ᅾ
᪥
⪅
ᐇ
ᩘ
⦼


ᩘ

ࢢ࣒ࣛ㸧ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞࡋࠊᾏእ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇࢆ᪂ࡓ㛤ጞࡋࠊඃ⚽

ᑐᛂᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊ⡿ᅜᅜ❧⛉
Ꮫ㈈ᅋ 16) ཬࡧࢫࢫࠊࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ
㐃㑥ᕤ⛉Ꮫ㸦(7+=XULFK㸧ࡽࠊⱝ
ᡭ◊✲⪅ࢆ╔ᐇᣍ࠸ࡋࡓࡇࡣホ
౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࣥࢻᨻᗓࡢᡓ␎



እᅜே≉
ู◊✲ဨ 
㸦୍⯡㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦ᐃ╔ಁ
㐍㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦Ḣ⡿▷
ᮇ㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦ᡓ␎ⓗ
㺪㺽㺹㺖㺼㺵㺯㸧
እᅜே≉
ู◊✲ဨ

㸦㺙㺭㺎㺃㺪㺽
㺹㺖㺼㺵㺯㸧
እᅜேᣍ
࠸◊✲

⪅㸦㛗ᮇ㸧

እᅜேᣍ
࠸◊✲

⪅㸦▷ᮇ㸧

እᅜேᣍ
࠸◊✲

⪅㸦▷ᮇ
6㸧



 ⥲ᅾ⪅ᩘ㸸๓ᖺᗘࡽࡢ⥅⥆ᅾ⪅ࢆྵࡴࠋ
 




















 





࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆᣑࡉࡏࡓࡇ
 







ࡣࠊᅜ㝿ὶࡢ᥎㐍ࡋ࡚ࡶホ౯࡛
ࡁࡿࠋ


 







࣭እᅜே◊✲⪅ࡢᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢ
ᐃ╔ࢆಁࡍእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ᐃ╔ಁ
㐍㸧ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞࡋࠊᖹᡂ ࣭











 ᖺᗘࡢ᥇⏝⪅  ேࡢ࠺ࡕࠊ ேࡀ
ᡃࡀᅜࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ᑵ⫋ࡋࡓࡇ











ࡣࠊ㧗ᗘእᅜேᮦࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡶ㈉
⊩ࡋࡓࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ


 







 












 


















࣭ᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊᡓ␎ⓗ㔜せ





࡞≉ᐃࡢᅜࡽඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍࡿ





እᅜே≉ู◊✲ဨᴗ㸦ᡓ␎ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࢆ





ᖹᡂ  ᖺᗘ㛤ጞࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⡿ᅜᅜ





❧⛉Ꮫ㈈ᅋ 16) ࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⡿ᅜ





ຍ࠼ࢫࢫࡢࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ㐃㑥ᕤ⛉Ꮫ㸦(7+ 



=XULFK㸧ࡽࠊࡉࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡣࣥࢻᨻ





ᗓࡢྜពࢆᚓ࡚ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛ
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ࡀᐇࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ











࣭እᅜே◊✲⪅ࡢᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢᐃ╔ࢆಁ

࣭እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆ┠ⓗࡍࡿ



ࡍእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦ᐃ╔ಁ㐍㸧ࢆᖹᡂ  ᖺᗘ

ᴗࡢ⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ



㛤ጞࡋࠊᖹᡂ ࣭ ᖺᗘࡢ᥇⏝⪅  ேࡢ࠺

࡚ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥇⏝⪅ࡢᅾ㈝ᨭ



ࡕࠊ ேࡀᡃࡀᅜࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ᑵ⫋ࡋ

⤥ཬࡧᅾ᪥⛬ࡢ⟶⌮ཬࡧฎ⌮ࢆ⾜࠺



ࡓࠋ

ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࡇ࡛ࠊᴗົ㈇ᢸ





ࢆ㍍ῶࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛫Ꮡᅾࡋࡓᡭ



㸦⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗ➼ࡼࡿᴗࡢᨵၿ㸧

⥆ࡁୖࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿᕪ␗ࢆゎᾘ



࣭እᅜேⴭྡ◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹ

ࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞ົฎ⌮ࢆᐇ⌧ࡋࡓࡇ



ᡂ  ᖺᗘࡽእᅜேᣍ࠸◊✲⪅ᴗ⤫ྜ

ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࡶࠊཷධ◊



ࠖࡋ࡚ᐇ
ࡋ࡚ࠕእᅜேᣍ࠸◊✲⪅㸦▷ᮇ 6㸧

✲ᶵ㛵ࡗ࡚ࡢ౽ᛶྥୖࡘ࡞ࡀ



ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⏦ㄳࡢຠ⋡ᴗᐇ㝿ࡍ

ࡿࡶࡢࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡿ౽ᛶࢆྥୖࡉࡏࡓࠋ







࣭ୖグࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡼࡾࠊ᥇⏝⪅ࠊ



እᅜே≉ู◊✲ဨ
㸦୍
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡼࡾࠊ

ཷධ◊✲⪅ࠊཷධ◊✲ᶵ㛵ົᢸᙜ⪅



⯡ࠊḢ⡿▷ᮇࠊᐃ╔ಁ㐍㸧እᅜேᣍ࠸◊✲

ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᣍ࠸㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺ



⪅㸦㛗ᮇࠊ▷ᮇࠊ▷ᮇ 6㸧ࢆࠕእᅜே◊✲⪅ᣍ

ࡿሗࢆࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㉸࠼୍࡚ᣓ⟶



࠸ᴗࠖࡋ࡚⤫ྜࡋࠊ࣓ࢽ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ ⌮࡛ࡁࠊሗࡢ☜ㄆཬࡧᥦ౪ࢆᐜ᫆



ලయⓗࡣࠊࡇࢀࡲู࡛ࠎࡢᴗࡋ࡚ᥦ౪ࡋ

⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁ



࡚࠸ࡓከᵝ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࠊᣍ࠸◊✲⪅ࡢ࢟

ࡿࠋ



ࣕࣜࡸᣍ࠸┠ⓗࠊᕼᮃࡍࡿᣍ࠸ᮇ㛫࠸





ࡗࡓ㑅ᢥ⫥ࡽࠊ◊✲⪅ࡗ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸ࣉ

࣭እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆ┠ⓗࡍࡿ



ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㑅ᢥࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊເ㞟せ㡯ࢆ

ᴗࡢ⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ



⤫ྜࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨⣴ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ࣮࣍

ㅖᡭ⥆ࡢᡭᘬࡢᵓᡂ࣭㐠⏝࣮࣭ࣝࣝᥦ



࣒࣮࣌ࢪࡢᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ฟ᭩ᘧࡢ⤫୍࣭⡆⣲ࢆ⾜࠸ࠊᥦฟᵝ





ᘧ➼ࢆᚲせ᭱ప㝈࡞ࡶࡢ㞟⣙ࡋࠊ



࣭እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆ┠ⓗࡍࡿᴗࡢ⤫

ࡘ᪥ⱥ୧ేグࢆཎ๎ࡋ࡚ぢ┤ࡋࢆᅗ



ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ࡚ࡢࣉࣟࢢࣛ

ࡗࡓࡇࡣࠊ᥇⏝⪅ࠊཷධ◊✲⪅ཬࡧ



࣒ࡢ᥇⏝⪅ࡢᅾ㈝ᨭ⤥ཬࡧᅾ᪥⛬ࡢ⟶⌮ཬ

ཷධ◊✲ᶵ㛵ࡗ࡚ࡢ౽ᛶྥୖ



ࡧฎ⌮ࢆ⾜࠺ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࡇ࡛ࠊᴗົ

ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



㈇ᢸࢆ㍍ῶࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛫Ꮡᅾࡋࡓᡭ⥆ࡁ





ୖࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿᕪ␗ࢆゎᾘࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞

࣭⏦ㄳ࠾ࡅࡿ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ୖ࡛



ົฎ⌮ࢆᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡛ࠊཷධ◊✲ᶵ㛵ࡗ

ࡢ⏦ㄳ᭩㢮ࡢཷ㡿యไࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿ



࡚ࡢ౽ᛶࡀྥୖࡋࡓࠋ

➼ࠊ⣬፹య࡛ࡢᥦฟࢆせࡍࡿᨵၿ





ࡣࠊእᅜே◊✲⪅ࠊཷධ◊✲⪅ཬࡧཷ



࣭ୖグࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡼࡾࠊ᥇⏝⪅ࠊཷධ◊

ධ◊✲ᶵ㛵ࡢົసᴗࢆῶᑡࡉࡏࠊ



✲⪅ࠊཷධ◊✲ᶵ㛵ົᢸᙜ⪅ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ

౽ᛶࡢྥୖ㈨ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ホ౯࡛



ᣍ࠸㛵ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿሗࢆࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ

ࡁࡿࠋ



㉸࠼୍࡚ᣓ⟶⌮࡛ࡁࠊሗࡢ☜ㄆཬࡧᥦ౪ࢆᐜ





᫆⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
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࣭⏦ㄳ࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘເ㞟ศࡼࡾࠊࡇ





ࢀࡲ࡛⣬፹య࡛ᥦฟࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡗࡓ⏦ㄳ᭩ࢆ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ୖ࡛ฎ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ ࣭Ꮫཬࡧ◊✲⪅ࡢࢽ࣮ࢬ༶ࡋࡓࠊ





౽ᛶࡢ㧗࠸ᴗ࡞ࡿࡼ࠺ࠊࣥࢣ



࣭እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡ࠊḢ⡿▷ᮇࠊᐃ╔ಁ

࣮ࢺ➼ࡢᐇࡼࡗ࡚ࠊᴗ⤒㦂⪅



㐍ࠊᡓ␎ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧እᅜேᣍ࠸◊✲⪅

ࡽࡢពぢࢆఛ࠺ࡶࠊࡉࡽከᵝ



㸦㛗ᮇࠊ▷ᮇࠊ▷ᮇ 6㸧ㅖཬࡧእᅜே◊✲⪅

࡞ᅜ࣭ᆅᇦࡽࡢᣍ࠸ᑐᛂࡍࡿࡓ



ᣍ࠸ᴗࡢㅖᡭ⥆ࡢᡭᘬࢆぢ┤ࡋࠊᵓᡂࢆ⤫

ࡵࠊሗ㞟ཷධయไࡢ☜ಖ࣭ᙉ



୍ࡍࡿࡶࠊᅾ࣮ࣝࣝࡢ⤫୍ࠊᥦฟ᭩㢮

ດࡵࡿࠋ



ࡢ᭩ᘧࡢ⤫୍ࠊ⡆␎ࢆ⾜࠸ࠊእᅜே◊✲⪅ࠊ





ཷධ◊✲⪅ࠊཷධ◊✲ᶵ㛵ົᒁࡗ࡚ࠊ





ᴗᐇ㝿ࡍࡿ౽ᛶࢆ㧗ࡵࠊࡼࡾ㐠⏝ࡋࡸࡍ





࠸యไࢆ☜❧ࡋࡓࠋ











࣭ㅖᡭ⥆ࡢᡭᘬࢆࡣࡌࡵࠊᥦฟ᭩㢮⯡ࡘ࠸





࡚ࠊ᪥ⱥ୧ేグࢆཎ๎ࡋࠊእᅜே◊✲⪅ࠊཷ





ධ◊✲⪅ࠊཷධ◊✲ᶵ㛵ົᒁࡗ࡚ࠊᴗ





ᐇ㝿ࡍࡿ౽ᛶࢆ㧗ࡵࡓࠋ











㸦ᑂᰝᴗົ࣭ᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖ➼㸧





࣭እᅜே≉ู◊✲ဨ㸦୍⯡㸧ཬࡧእᅜேᣍ࠸





◊✲⪅㸦㛗ᮇ࣭▷ᮇ࣭▷ᮇ 6㸧ࡢᅜෆබເศࡢ





㑅⪃࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊྛ◊✲ศ㔝ࡽ㧗࠸ぢ㆑ࢆ





ࡶࡘ◊✲⪅࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ





࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽ᭩㠃ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝ





ࡼࡿẁ㝵ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇࠊබᖹ࡞ᑂᰝ





ດࡵࡓࠋࡲࡓࠊእᅜே≉ู◊✲ဨ㸦Ḣ⡿▷ᮇ࣭





ᐃ╔ಁ㐍㸧࡛ࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡼࡿ᭩
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⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿࡇ ⏝୰᩿ᮇ㛫୰▷㛫ࡢ◊✲ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿࡼ

࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ

ࡘ࠸࡚ࠊᑐᛂ⟇ࢆㅮ

࠺ࠊ◊✲ዡບ㔠ࡢ༙㢠ࢆᨭ⤥ࡍࡿ◊✲㛤‽ഛ

▱ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁ

ࡓࡵࡢ༤ኈㄢ⛬

ࡌࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶

ᨭࡢྲྀᢅ࠸ࢆᕼᮃ⪅ྜィ  ேᑐࡋ࡚ᐇ

ࡿࠋ

㸦ᚋᮇ㸧Ꮫ⏕ࡢ

ࡿࠋ⏦ㄳ⪅ᩘࡶῶࡗ

ࡋࡓࠋ

ᨭࠊዪᛶ◊✲⪅

࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ௨ୖ

࣭ྛᖺᗘ࠾ࡅࡿ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢ≉ู◊✲ဨࡢ⏦

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼

ࡀ◊✲ฟ⏘࣭⫱

᥇⏝⪅ᩘࡀῶᑡࡋ࡚

ㄳ࣭᥇⏝≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ⏨ዪูࡢேᩘࢆ࣮࣒࣍

࣭ዪᛶ◊✲⪅ࡽࡢ⏦ㄳࢆಁ㐍ࡍࡿࡓ

ඣࢆ୧❧ࡍࡿࡓࡵ

࠸ࡿࠋ

࣮࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ⏦ㄳ࣭᥇⏝ᐇ⦼

ࡵࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᘬ

ࢆ㡿ᇦู᫂☜♧ࡍࡇࡼࡾࠊዪᛶ◊✲⪅

ࡁ⥆ࡁࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ⏦ㄳ≧ἣࢆ☜ㄆ

ࡢᨭࠊⱝᡭ◊✲

ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ

ࡋࡓࠋ
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ࡓࠊ53' ࡢᴗࡢ㊃᪨ࡸᐇ≧ἣࡢ࿘

ぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
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⪅ࡢᾏእ࡛ࡢ㛗ᮇ



ࡽேᩥᏛ࣭♫⛉

◊✲ࡢዡບࠊ◊㛑



Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿ 3'ࠊ ࣭ዪᛶ◊✲⪅㸦≉⮬↛⛉Ꮫ⣔㸧ࡢẚ⋡ࢆᑗ᮶

ࡢᶵࡢᐇ㓄



53' ࡢ㈨᱁せ௳ࡀ༤ ⓗ㧗ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᏛ➼࡛㛤ദࡋࡓ⏦ㄳᕼ

៖ࡍࡿࠋ



ኈࡢᏛྲྀᚓ⪅㝈

ᮃ⪅ྥࡅㄝ᫂࠾࠸࡚ࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅ

ࡲࡓࠊྛ✀ᴗ



ᐃࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ

ࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ㐍ࡵࡿほⅬࡽࠊዪᛶ◊✲⪅

࠾ࡅࡿᨭᑐ㇟



࡚࠸ࡿࡀࠊ༑ศ࿘

ࡢ⏦ㄳࢆዡບࡋ࡚࠸ࡿ᪨ࢆㄝ᫂ࡋࠊ53' ࡢ㊃᪨

⪅ࡢ㑅⪃ᑂᰝ㛵



▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞

ࡸᐇ≧ἣࢆ࿘▱ࡍࡿࡶࠊ3'ࠊ'& ࡶྵࡴ

ࡋࠊᑂᰝࡢ⊂❧ᛶࠊ 

᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ ྛ㈨᱁࣭㡿ᇦูࡢዪᛶ◊✲⪅ࡢ⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣࠊ

㏱᫂ᛶࠊබṇᛶࢆ



࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ ≉ู◊✲ဨ᥇⏝୰ࡢฟ⏘㺃⫱ඣక࠺୰᩿㺃ᘏ㛗

☜ಖࡋࠊ┠ⓗࡸᑐ



㸦ぢ㎸㸧ࠚ

ࡢྲྀᢅ࠸➼ࡘ࠸࡚⤂ࡋࡓࠋ

㇟⪅ᒙ➼ᛂࡌࡓ





࣭53' ࡢ⏦ㄳせ௳ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ53' ࡢ㠃᥋ᑂᰝࡢせ

ඃࢀࡓ◊✲⪅➼ࢆ



㺃 63'  ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ྰࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ᳨࣮࡛ウࡋࡓ⤖

ⓗ☜ぢᴟࡵࠊཝ



ࠕ ≉ ู ◊ ✲ ဨ 63' ᯝࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡽ㠃᥋ᑂᰝࢆච㝖ࡋ࡚

ṇ㑅⪃ࢆ⾜࠺ࠋ 

ࡢᅾࡾ᪉᳨ウࢱࢫࢡ





ࣇ࢛࣮ࢫࠖ࠾࠸࡚ࠊ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡽ㠃᥋ᑂᰝࢆᗫṆࡋࠊᚲせ࡞ሙ



⌧≧ࡸㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼

ྜ㏣ຍ᭩㢮㑅⪃ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࡇࢆເ㞟



ࡘࡘࠊᴗࡢᅾࡾ᪉

せ㡯グ㍕ࡋࡓࠋ



ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ㐺 ࣭✚ᴟⓗ࡞⏦ㄳࢆಁࡍࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ



ษᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ

53' ࡽ⏦ㄳ㈨᱁ࢆ᫂☜ࡋࡓࠋ



࠶ࡿࠋ

࣭⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ጤဨ࠾࠸࡚ࠊዪᛶ◊✲



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

⪅ࡢ⏦ㄳ࣭᥇⏝≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢ⏦



⮧ホ౯ࠚ

ㄳࢆಁࡍྲྀ⤌ࡘ࠸࡚⥅⥆ⓗ㆟ㄽࡍࡿࡇ





ࡋࡓࠋ



㺃 ᩥ 㒊 ⛉Ꮫ ┬ ࡸ⛉ Ꮫ

ە᥇⏝ᖺᗘẖࡢ⏦ㄳ⪅ᩘ༨ࡵࡿዪᛶẚ⋡  



ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲



ᡤࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿ



ᅜࣞ࣋ࣝࡢᏛ㝔ಟ



⪅ࡢ㐍㊰ㄪᰝࡢ⤖



ᯝࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊ≉

᥇⏝ෆᐃ⪅ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇࠊࡉࡽᖹᡂ

㸦༢㸸㸣㸧
㈨᱁

3'
'&
'&
53'

ᖺᗘ






ᖺᗘ






ᖺᗘ






ᖺᗘ






ᖺᗘ









ู ◊ ✲ ဨ  ᴗ ࡢ ┠ ە᥇⏝ᖺᗘẖࡢ᥇⏝⪅ᩘ༨ࡵࡿዪᛶẚ⋡  
㸦༢㸸㸣㸧
ⓗ࣭ព⩏ࡢ᳨ウࢆ



⾜࠸ࠊ3'ࠊ53' ࡢ᥇⏝



ேᩘࡢᣑࢆᅗࡿࡇ



ࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶



ࡿࠋ᪉ࠊㄢ㢟ࢆᢳ





ࡋ࡞ࡀࡽࠊྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡀ✚ᴟⓗ⏦ㄳ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋ

㈨᱁

ᖺᗘ

3'ͤ

'&

'&

53' 
ͤ63' ࢆྵࡴ

ᖺᗘ






ᖺᗘ






ᖺᗘ






ᖺᗘ








ฟࡋࡓ࠺࠼ࠊ'& ࡘ

 



ձᏛ㝔༤ኈ㸦ᚋ

࠸࡚ࡶ᪩ᛴ࡞ྲྀࡾ⤌











ᮇ㸧ㄢ⛬Ꮫ⏕ࡸ༤

ࡳࡀᮃࡲࢀࡿࠋ









ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

⪅➼ࡢᨭ

㺃 㐍 ㊰ ㄪᰝ  ࡘ࠸ ࡚

Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬

ࡣࠊ⌧ᅾࡢᏛ➼ࡢ
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㸦ᚋᮇ㸧Ꮫ⏕ཬࡧ

㞠⏝ᙧែࡀ」㞧ࡋ

༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍ

࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᖖ㸭

ࡿ⪅➼࡛ඃࢀࡓ◊

㠀ᖖ࠸࠺ศ㢮࡛

✲⬟ຊࢆ᭷ࡋࠊᡃ

ࡣṇ☜࡞ホ౯ࡀ࡛ࡁ

ࡀᅜࡢᏛࡑࡢ

࡞࠸ࡶࡢᛮࢃࢀࡿ

ࡢ◊✲ᶵ㛵࡛◊✲

ࡓࡵᕤኵࡀᚲせ࡛࠶

ᑓᛕࡍࡿⱝᡭ◊

ࡿࠋ

✲⪅ࢆࠕ≉ู◊✲

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ဨࠖࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ 
◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥

㺃ண⟬ࡢ☜ಖດࡵࠊ

ࡍࡿࠋ

ᑡ࡞ࡃࡶࠊᖺᗘẖ

༤ኈࡢᏛࢆ᭷

ࡢ᪂つ᥇⏝ᩘࡀࡁ

ࡍࡿ⪅➼࡛≉ඃ

ࡃኚࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ

ࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷

᥇⏝ᩘࡘ࠸࡚㛗ᮇ

ࡍࡿ⪅➼ࡘ࠸࡚

ィ⏬ᇶ࡙ࡃไᗘタ

ࡣࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ

ィࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࢆ

ୡ⏺࡛ࣞ࣋ࣝࡢά

ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

㌍ࢆᮇࡋ࡚ࠊ⬟ຊ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ᛂࡌࡓฎ㐝ࢆ☜



ಖࡍࡿࠋ

㺃  Ꮫ ࡛ᖖ  ࡢᩍ ᤵ

Ꮫ㝔㸦༤ኈㄢ

ࡸᩍᤵ᪼㐍ࡍࡿ

⛬㸧ࡢ≧ἣࡸ◊✲

ዪᛶ◊✲⪅ࡢቑຍ

⪅ࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫ

ࡘ࡞ࡀࡿዪᛶ◊✲⪅

ࡢ≧ἣࢆ຺ࡋࡘ

⫱ᡂࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᐇ

ࡘࠊ➨  ᮇ⛉Ꮫᢏ

ࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅ

⾡ᇶᮏィ⏬➼༑

ࡋࡓ࠸ࠋ

ศ㓄៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ

࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

ᮏᴗࢆ᥎㐍ࡍ



ࡿࠋ
ᑐ㇟⪅ᛂࡌࡓ
ከᵝ࡞᥇ᢥ༊ศࢆ
タࡅࠊศ㔝ࡢ≉ᛶ
➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᥇⏝
ィ⏬ࢆẖᖺᗘᩚഛ
ࡋࠊᖜᗈ࠸◊✲ศ
㔝࠾ࡅࡿඃࢀࡓ
ⱝᡭ◊✲⪅ࢆィ⏬
ⓗ࣭⥅⥆ⓗ᥇⏝
ࡍࡿࠋ





㸦ϸ㸧ᑂᰝࡢ㐺ษ



یᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ

㸺᰿ᣐ㸼
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302


࡞ᐇ



ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࡢᑂᰝ࠾࠸
࣭≉ู◊✲ဨ➼ࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ≉ู◊✲ဨ ࣭

≉ู◊✲ဨࡢ㑅

➼ᑂᰝࠖࢆྛᖺᗘ  ᅇ㛤ദࡋࠊᑂᰝࡢ⊂❧ᛶ

࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ

⪃ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

ࢆ☜ಖࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑂᰝ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ᭩㠃ᑂ

⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿᑂ

ᡃࡀᅜࡢ➨୍⥺⣭

ᰝࠊྜ㆟ᑂᰝཬࡧ㠃᥋ᑂᰝࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚

㆟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᴗࡢᑐ㇟⪅ᒙᑐᛂ

ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝጤ

ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡋࡓᑂᰝ࠾ࡅࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࢆࡼࡾ

ဨࡍࡿ≉ู◊✲

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡼࡾ୍ᒙᑓ㛛ἢࡗࡓཝᐦ

᫂☜ࡋ࡚ศࡾࡸࡍࡃᑂᰝࡢᡭᘬ

ဨ➼ᑂᰝࢆタ⨨

࡞ᑂᰝࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑂᰝ㡿ᇦ᪂ࡓ⥲ྜ㡿

グ㏙ࡍࡿ࡞╔ᐇᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸

ࡋࠊබṇᑂᰝࢆ

ᇦࢆタࡅࠊ➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡢ  㡿ᇦ㸦ே

ࡿࠋ

ᐇࡍࡿࠋ

ᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ࣭ᩘ≀⣔⛉Ꮫ࣭Ꮫ࣭ᕤᏛ࣭⏕

ࡲࡓࠊ◊✲ᶵ㛵⛣ືಀࡿᑂᰝ᪉ἲ

≀Ꮫ࣭㎰Ꮫ࣭་ṑ⸆Ꮫ㸧㏣ຍࡋࠊྜィ  㡿ᇦ

ࢆ᫂☜ࡋࠊศࡾࡸࡍࡃᑂᰝࡢᡭᘬ

యᛶࢆ㔜どࡋࠊ┠

ࡼࡿᑂᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

グ㏙ࡍࡿ࡞ࠊබᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝయ

ⓗࡸᑐ㇟⪅ᒙᛂ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟

ไ⥔ᣢࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡌࡓᑂᰝ᪉㔪ࢆᩚ

ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾ࡅࡿᑂ㆟ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛᴗࡢ



ഛࡍࡿࡶᑂ

ᑐ㇟⪅ᒙᑐᛂࡋࡓᑂᰝ࠾ࡅࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉



ᰝ᪉㔪➼ࢆ࣮࣒࣍

ࢆࡼࡾ᫂☜ࡋ࡚ศࡾࡸࡍࡃᑂᰝࡢᡭᘬグ



࣮࣌ࢪ➼࡛බ㛤ࡍ

㏙ࡋࡓࠋ



ࡿࠋ

࣭ᑂᰝጤဨᑐࡋ࡚ࠊᑂᰝࡢᡭᘬ➼ࢆ㓄ᕸࡋ࡚



ᑂᰝጤဨࡣࠊᏛ

᭩㠃ᑂᰝࡢᇶ‽ࡸᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚



⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

᫂グࡋ࡚࿘▱ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲ᶵ㛵⛣ືせ௳



ࣥࢱ࣮ࡽࡢ᥎⸀

ಀࡿᑂᰝ᪉ἲࢆ᫂☜ࡋศࡾࡸࡍࡃᑂᰝࡢᡭ



ᇶ࡙ࡁࠊ≉ู◊

ᘬグ㏙ࡋࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ



✲ဨ➼ᑂᰝጤဨ

࣭➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊



➼㑅⪃࠾࠸࡚

✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⤒ࡓୖ࡛ࠊ♫ໃࡢኚ



㑅⪃ࡍࡿࠋ

ྜࢃࡏ࡚≉ู◊✲ဨࡢ⏦ㄳ㈨᱁ࡢぢ┤ࡋࢆ



ᑂᰝ⤖ᯝࢆ⏦ㄳ

⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡽࡣ 3'ࠊ63'ࠊ'&



⪅㐺ษ㛤♧ࡍ

ࡢᖺ㱋ไ㝈ࢆᗫṆࡋࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศ



ࡿࠋ

ࡽࡣேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫศ㔝࠾ࡅࡿ 3'ࠊ53'





ࡢ㈨᱁せ௳ࢆ༤ኈࡢᏛྲྀᚓ⪅㝈ᐃࡍࡿ࡞





ࠊ௦ࡢ㊅ྥࢆᫎࡋࡓࡼࡾ㐺ษ࡞ไᗘタィ





ࡢࡓࡵぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ⏦ㄳ㈨᱁





ࡢኚ᭦࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⤒㐣ᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇ࡛





⏦ㄳ⪅ࡢΰࢆ㜵ࡄࡶኚ᭦ᚋ⏦ㄳྍ





࡞ࡿ⏦ㄳ⪅㓄៖ࡋࠊẁ㝵ⓗኚ᭦ࡋࡓࠋ





࣭3' ࡢ㑅⪃࠾ࡅࡿ㈨᱁ᑂᰝࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ࣭3' ࡢ㑅⪃࠾࠸࡚᥇⏝ᚋࡢᡤᒓ◊✲



ᖺᗘ᥇⏝ศࡲ࡛ࡣ◊✲ᐊ⛣ືࢆせ௳ࡋ࡚࠸ࡓ

ᶵ㛵ࡣ༤ኈㄢ⛬ᅾᏛࡽ⛣ືࡍࡿࡇ



ࡇࢁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡽࠊ◊✲⪅ࡢὶື

ࢆ⏦ㄳ㈨᱁㸦≉ᥐ⨨᭷ࡾ㸧ࡋࠊ



ᛶࡢ୍ᒙࡢྥୖࡢࡓࡵࠊ᥇⏝ᚋࡢᡤᒓ◊✲ᶵ㛵

ᐇ㝿ࡰࡍ࡚ࡢ 3'ࠊ63' ࡀ◊✲ᶵ



ࡣ༤ኈㄢ⛬ᅾᏛࡽ⛣ືࡍࡿࡇࢆ⏦ㄳ㈨᱁

㛵⛣ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ◊✲⪅



㸦≉ᥐ⨨᭷ࡾ㸧ࡋࠊᑂᰝጤဨࡶࡑࡢ☜ㄆ

ࡢὶືᛶྥୖᐤࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛



ࢆៅ㔜⾜࠺ࡼ࠺࿘▱ࡋࠊ㈨᱁ᑂᰝࢆᐇࡋ

ࡁࡿࠋ



ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㸣㏆࠸ྜࡢ◊✲⪅ࡀ༤ኈ



ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ
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ㄢ⛬ᅾᏛࡣ␗࡞ࡿ◊✲ᶵ㛵࡛◊✲άືࢆ⾜





ࡗࡓࠋ





࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡࢟





ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࠊ≉ู◊✲ဨࡢເ㞟せ㡯





ࡸᑂᰝ᪉㔪➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᑂ





ᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࠊ᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺ➼ࢆ࣮࣒࣍





࣮࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ





KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBVLQVDVHWKWPO





࣭ᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛බ㛤

࣭ᑂᰝ᪉㔪➼ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ࡢබ



ࡋࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ㑅⪃⤖ᯝ

㛤ࡸࠊ᭩㠃ᑂᰝ࡛᥇⏝࡞ࡗࡓ⏦ㄳ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨୍ḟ㑅⪃㸦᭩㢮㑅⪃㸧ࡢ᥇ᢥ⪅

⪅ᮏேࡢ㡰➼ࡢ㛤♧࡞ࠊሗࡢ



ࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࠾ࡅࡿྛᑂᰝ㡯┠ࡢ

㛤♧ດࡵ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ホ౯ཬࡧᙜヱ㡿ᇦ࠾ࡅࡿ࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰ࢆ㏻





▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᥇⏝⪅ࡘ࠸࡚ࡣ⯆ࡢ





࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛Ặྡࠊ◊✲ㄢ㢟ྡࠊཷධ◊✲





ᶵ㛵➼ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





KWWSVZZZMVSVJRMSMSGSGBKRXKRXKWPO 



࣭
ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࡢጤဨ㸦 ྡ㸧ࠊᑓ㛛 ࣭
ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࡢᑂᰝጤဨ



ጤဨ㸦⣙  ྡ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

ࡘ࠸࡚ࡣࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢⓏ⏝ࡶ㓄៖



◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡀᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣋

ࡋࡓ㑅⪃ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣮ࢫࢆά⏝ࡋ࡚సᡂࡋࡓೃ⿵⪅ྡ⡙ࢆ㋃ࡲ





࠼ࠊ
ࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝጤဨ➼㑅⪃ࠖ࠾࠸



࡚㑅⪃ࡋࡓࠋ



࡞࠾ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ᥎⸀ࡢẁ㝵ࡽࠊ㑅⪃ᇶ‽



࠶ࡿ࠾ࡾࠊ㑅⪃ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࡣࠊྛศ㔝



ࡢ⏦ㄳ≧ἣࡸೃ⿵⪅ࡢᡤᒓᶵ㛵ࡢࣂࣛࣥࢫ㓄



៖ࡋࠊ㐺ษ࡞ேᮦࢆ㑅ᐃࡍࡿࡇ➼ࢆ๓ᥦࡋ



࡞ࡀࡽࠊዪᛶ◊✲⪅ࡢⓏ⏝ࡶ㓄៖ࡋࡓ⤖ᯝࠊ



ୗ⾲ࡢ࠾ࡾᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣዪᛶጤဨࡀ⣙ 



࡛᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



✲◊ู≉ەဨ➼ᑂᰝጤဨ➼࠾ࡅࡿዪᛶẚ⋡



ᖺᗘ
ẚ⋡









㸦༢㸸㸣㸧








࣭➨㸯ḟ㑅⪃㸦᭩㢮㑅⪃㸧࡛᥇ᢥ࡞ࡗࡓ⏦



ㄳ⪅ᑐࡋ࡚ࠊಶูᑂᰝ㡯┠ࡢホ౯ࠊ⥲ྜホ౯



ࡢ 7 ࢫࢥࡸ᥇⏝⪅ࡢ୰ࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢ㡰ࢆ



㛤♧ࡋࡓࠋ














㸦Ϲ㸧ᴗࡢᨵၿ



یᴗࡢホ౯ᨵၿ









ホ౯



㸦㐍㊰≧ἣㄪᰝ➼㸧
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304
᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋ

࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ࡽ  ᖺ⤒㐣ᚋࠊ ᖺ⤒㐣ᚋࠊ

࣭᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣㄪᰝ࠾

ࡢ㐍㊰≧ἣㄪᰝࡸ

 ᖺ⤒㐣ᚋࡢ 3'ࠊ'& ᥇⏝⤊⪅ᑐࡋ㐍㊰≧

࠸࡚ࠊ3' ᥇⏝⤊⪅ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ⤒

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

ἣㄪᰝࢆᐇࡋᴗࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࢁࠊ

㐣ᚋ⣙  ࡀࠊ'& ᥇⏝⤊⪅ࡘ࠸

ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟

3' ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ⤒㐣ᚋ⣙  ࠊ
'& ࡘ࠸࡚

࡚ࡣ  ᖺ⤒㐣ᚋ⣙  ࡀᖖࡢ◊✲

ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊ

ࡣ  ᖺ⤒㐣ᚋ⣙  ࡀᖖࡢ◊✲⫋ᑵ⫋ࡋ

⫋ᑵ⫋ࡋ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅㣴ᡂࡢほⅬ

ᴗࡢᐇ≧ἣࡸᨭ

࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ㐍㊰≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣍

ࡽᮏᴗࡢᨭࡢຠᯝࡣホ౯࡛ࡁ

⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸

࣮࣌ࢪ➼࡛ࠕᑵ⫋≧ἣㄪᰝࠖࡋ࡚ᅜẸศ

ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ

࡚ホ౯᳨࣭ドࢆ⾜

ࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ

ᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ

࠺ࠋ

KWWSZZZMVSVJRMSMSGSGBV\XV\RNXKWPO 

ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡲࡓࠊேᮦ⫱ᡂ

࣭➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆィ⏬ᮇ㛫୰ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࢆᑐ



⏬ጤဨ㸦௬⛠㸧

㇟ࡋࡓ㈹࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ≉ู◊✲ဨ

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧⾲ᙲⱝᡭ⛉Ꮫ⪅㈹ࢆ≉

➼ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ

᥇⏝⤒㦂⪅ࡀཷ㈹ࡋࡓࠋ

ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅  ேࡀཷ㈹ࡍࡿ

࠼ࠊ≉ู◊✲ဨ

✲◊ู≉ەဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢཷ㈹ᐇ⦼

ᴗ㛵ࡋࠊᴗ㊃
㈹ࡢྡ⛠

᪨␃ពࡋ࡞ࡀ

ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧⾲ᙲⱝᡭ
⛉Ꮫ⪅㈹
᪥ᮏᏛኈ㝔Ꮫ⾡ዡບ㈹
᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹
᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹

ࡽࠊᚲせᛂࡌ࡚
ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭
ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ


ࡢᐇ⦼ࡀㄆࡵࡽࢀࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸦༢㸸ே㸧 
≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢ

ཷ㈹⪅ᩘ㸦ぢ㎸㸧













㸦ᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ド㸧



࣭≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ

ᯒ᳨࣭ド⤖ᯝࢆᫎࡋ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁ



⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ホⅬศᕸࡸᑂ

ࡿࠋ



ᰝពぢࡢ㐺ษᛶ➼ࡘ࠸࡚ศᯒ᳨࣭ドࠊྜ㆟ࢆ





⾜࠸ࠊၥ㢟ࡢ࠶ࡗࡓᑂᰝጤဨࡣ⩣ᖺᗘ⥅⥆ࡋ





࡚ጤკࡋ࡞࠸➼ࠊ⩣ᖺᗘࡢᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࡢ㑅





⪃ᫎࡉࡏࡓࠋ






ࡲࡓࠊ
ศ⛉⣽┠ẖࡢ⏦ㄳ⪅ᩘࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊ 
ᑂᰝጤဨࡢ㓄⨨ࡸᑂᰝጤဨᩘࡢㄪᩚࢆ⾜࠺➼ࡢ 



ᑂᰝయไࡢᨵၿࢆ⾜࠺ࡶࠊ᭷ព⩏࡞ᑂᰝ





ࢥ࣓ࣥࢺࢆṧࡋࡓᑂᰝጤဨ  ྡࢆ㑅⪃ࡋ⾲ᙲ





ࡋࡓࠋ











㸦≉ู◊✲ဨ 63' ࡢホ౯㸧

࣭63' ࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ࠊ



࣭≉ู◊✲ဨ63'ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊ




✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊ୰㛫ホ౯㸦ᖺ┠⤊ᚋ㸸 ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᮏே㏻▱ࡋ
◊✲Ⓨ⾲ࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ࢆᢸᙜࡍࡿࢭࣥࢱ࣮ ࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



◊✲ဨࡢ㉁ᛂ⟅ࢆ㋃ࡲ࠼࡚◊✲≧ἣ➼ࢆ᳨





ドࠊᖺ┠⤊ᚋ㸸63'ᮏேࡢ⮬ᕫホ౯ཬࡧཷ





ධ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓホ౯᭩ࢆᇶ◊✲≧ἣ➼ࢆ





᳨ド㸧
ࠊᚋホ౯㸦᥇⏝⤊ᚋ㸸63'ᮏேࡢ⮬ᕫ





ホ౯ཬࡧཷධ◊✲⪅ࡀసᡂࡋࡓホ౯᭩ࢆᇶ᥇ 
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࣭ᑂᰝయไ➼ࡢᨵၿᑂᰝ⤖ᯝࡢศ



⏝ᮇ㛫యࡢ◊✲≧ἣ➼ࢆ᳨ド㸧ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ





ホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᮏேᑐࡋ࡚㏻▱ࡋࡓࠋ











㸦ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋ㸧

࣭Ꮫ㆑⤒㦂⪅➼ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿᏛ⾡



࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ≉ู◊

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋࡓ࣮࣡



✲ဨ➼ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵၿࡢࡓࡵࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ

࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࠊⱝᡭ◊✲⪅



࣮ࣝࣉࡸࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ࠾࠸࡚ࠊ≉ู◊✲ဨ

ࡢయᛶࢆ㔜どࡍࡿᮏᴗࡢ㊃᪨ࢆ㋃



ᴗࡢ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊເ㞟せ㡯ࡸᑂᰝ᪉

ࡲ࠼᳨࡚ウ࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ



ἲ➼ࡘ࠸᳨࡚ウ࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⏦

࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ



ㄳ㈨᱁ࡢኚ᭦➼ࡢᨵၿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞࿘

ࢆタ⨨ࡋ࡚ 63' ไᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウࡢྲྀ



▱ᮇ㛫ࠊ⤒㐣ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ເ㞟せ㡯ᫎ

ࡾࡲࡵࢆ⾜࠸ࡑࡢෆᐜࢆᴗᫎ



ࡉࡏࡓࠋ

ࡍࡿ࡞ࠊไᗘࡢᨵၿ࣭ᐇ✚ᴟⓗ



࣭≉ู◊✲ဨࡢ◊✲⎔ቃࡢᨵၿࡢࡓࡵࠊᖹᡂ 

ྲྀ⤌ࢇࡔࠋࡉࡽࠊ⏦ㄳ㈨᱁ࡢኚ᭦



ᖺᗘࡽ≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦'& ࢆ㝖ࡃ㸧㛫᥋

➼ࡢᨵၿ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞࿘▱ᮇ



⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡋࠊࡇࢀకࡗ࡚ 3'ࠊ63'ࠊ53' ࡢཷ

㛫ࠊ⤒㐣ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇࡋ࡚ເ㞟



ධ⎔ቃࡢᩚഛࢆᏛ➼ཷධᶵ㛵せㄳࡋ࡚࠸

せ㡯ᫎࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋ



ࡿࠋ

࡚࠾ࡾࠊ㏱᫂ᛶ㺃බᖹᛶࡢほⅬࡽホ౯



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊẼࢆ⌮⏤ࡍࡿ≉ู◊✲

࡛ࡁࡿࠋ



ဨࡢ᥇⏝ࡢ୰᩿ཬࡧᘏ㛗ࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ





࣭ᴗෆᐜࡢ᳨ウ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ 

࣭ᴗࡢᨵၿࡢࡓࡵࠊ≉ู◊✲ဨ᥇⏝



᭶Ⅼ࡛᥇⏝୰ࡢ⪅ဨᑐࡋ࡚⏕ά≧ἣㄪᰝ

⪅ဨᑐࡋ⏕ά≧ἣㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊⱝ



ࢆᐇࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࡢ㢠ࡀ⏕άศ࡛࠶ࡿ

ᡭ◊✲⪅ࡢᐇែࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࡣホ౯



࠺➼ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇ⟅⋡ࡣ 㸣࡛

࡛ࡁࡿࠋ



࠶ࡗࡓࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡢເ㞟࠾ࡅࡿᑂᰝ᪉㔪

࣭ேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊ≉ู



ࡘ࠸࡚ࠊㄽᩥᩘࡢከᐻࡢࡳࢆࡶࡗ࡚ホⅬࢆࡍ

◊✲ဨᴗࡢᩚ⌮ぢ┤ࡋࡢ㆟ㄽࢆ⾜



ࡼ࠺ᑂᰝဨㄗゎࡉࢀࡿ⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠊࡢ࣡

ࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣮࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑂᰝ᪉㔪





ࢆ୍㒊ኚ᭦ࡋࡓࠋ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛㠃᥋ࢆච㝖

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸேᮦ⫱



ࡋ࡚᥇⏝࡞ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࠊ᥇⏝ෆᐃணᐃࢆ⤒

ᡂ⏬ጤဨ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ≉ู



࡚  ᭶ࡢୗ᪪㡭᥇⏝ෆᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⏦ㄳ

◊✲ဨࡢ◊✲⎔ቃࡢᨵၿ㈨ࡍࡿᴗ



⪅ࡢ౽ᛶྥୖࡢࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡼ

ෆᐜࡢ᳨ウࢆ⥅⥆ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせ



ࡾࠊ㠃᥋ࢆච㝖ࡋ࡚᥇⏝࡞ࡿ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ࡀ࠶ࡿࠋ



3'ࠊ'& ࠾࠸࡚ࡣ  ᭶ࡢ⤖ᯝ㛤♧ࡢⅬ࡛᥇





⏝ෆᐃࠊ53' ࠾࠸࡚ࡣ  ᭶ࡢ⤖ᯝ㛤♧ࡢⅬ
࡛᥇⏝ෆᐃࡋࠊ᥇⏝ෆᐃᮇࢆ᪩ࡵࡿࡇ
ࡋࡓࠋ
࣭ேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ࠾࠸࡚ࠊⱝᡭ◊✲⪅⫱
ᡂࡢไᗘࡋ࡚ࡢ⌮ᛕࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾ
ࡢ≉ู◊✲ဨᴗ㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ
ࠕ≉ู◊
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✲ဨᴗ㛵ࡍࡿ᳨ウࡢྲྀࡾࡲࡵࠖࡋ࡚ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ᥦฟࡋࡓࠋ





㸦Ϻ㸧ເ㞟࣭᥇⏝





ᴗົࡢ࡞ᐇ 



㸺᰿ᣐ㸼

یເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ࡞ᐇ

࣭≉ู◊✲ဨᨭ⤥ࡍࡿ◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࣭≉ู◊✲ဨᨭ⤥ࡍࡿ◊✲ዡບ㔠

◊✲ዡບ㔠ࡘ

ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢせ࡞ົཬ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭ

࠸࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻ

ࡧᴗࡢᨵᗫ㛵ࡍࡿ່࿌ࡢ᪉ྥᛶࠖ࠾ࡅࡿ

ᶵᵓࡢዡᏛ㔠ࡢ㔜」ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿ

ἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭ

ᣦ㡯ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓぢ┤ࡋ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶

ࡓࡵࠊྛᖺᗘ࠾࠸࡚㐺ษࢳ࢙ࢵࢡ

ᶵᵓࡢዡᏛ㔠ࡢ

 ᪥ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ᇶ࡙ࡁࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏ

ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㔜」ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍ

Ꮫ⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠ࡢ㔜」ཷ⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿ



ࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᘬ

ࡓࡵࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘᩚ࠼ࡓྠᶵᵓࡢࢳ࢙ࢵࢡ



ࡁ⥆ࡁ⾜࠺ࠋ

యไᚑ࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ᥇⏝ෆᐃ⪅ሗࢆ





ྠᶵᵓᥦ౪ࡋ㔜」ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ





࣭ไᗘࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࡸࠊ ࣭≉ู◊✲ဨᴗ➼ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂



ເ㞟ಀࡿ⏦ㄳ᭩సᡂࡘ࠸࡚ྛᶵ㛵ࡢົᢸ

ࢆྛᆅ࡛㛤ദࡋࠊᴗෆᐜ➼ࡢ࿘▱ࡸ



ᙜ⪅ὀពⅬࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࡢㄝ᫂ࢆྛ

⏦ㄳ᭩సᡂࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡇ



ᖺᗘᐇࡋࡓࠋㄝ᫂࠾࠸࡚ࡣࠊዪᛶ◊✲⪅

ຍ࠼ࠊዪᛶ◊✲⪅ࡽࡢ⏦ㄳࡢಁ



ࡽࡢ⏦ㄳࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ≉ู◊✲ဨࡢฟ

㐍␃ពࡋ࡚ฟ⏘࣭⫱ඣ㛵ࡍࡿไᗘ



⏘࣭⫱ඣࡼࡿ᥇⏝ᮇ㛫୰ࡢࠕ୰᩿ࠖཬࡧࠕ◊

ࡢ࿘▱ࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



✲㛤‽ഛᨭࠖࡢྲྀᢅࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡸࠊฟ





⏘࣭⫱ඣࡼࡿ◊✲୰᩿ᚋࠊ◊✲⌧ሙ





ᖐࡍࡿࡇࢆᨭࡍࡿ 53' ไᗘࡢ࿘▱ࡶ





ດࡵࡓࠋ





࣭≉ู◊✲ဨᴗࡢ㊃᪨ࡢ⌮ゎᗘ࡞ࡽࡧㄆ▱

࣭≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂⪅ࡢయ㦂ㄯࢆ࣍



ᗘࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

࣮࣒࣮࣌ࢪࡢグࡋ࡚ᥖ㍕ࡍࡿ᪂ࡓ



ࡽࠊ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂ࡢ࠶ࡿⴭྡ࡞◊✲⪅

࡞ྲྀ⤌ࡼࡾࠊ≉ู◊✲ဨᴗࡢㄆ▱



ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸࣮࣒࣮࣍࣌ࢪグࢆᥖ㍕

ᗘࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡍࡿ⏬ࠗ⊂ࡢཎⅬ㸫⚾ࡢࠕ≉ู◊✲ဨ࣭ᾏ





እ≉ู◊✲ဨࠖ௦࠘ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

















ղඃࢀࡓⱝᡭ◊✲



࠙ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲࠚ











⪅ࡢ㢧ᙲ



ڦ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹







ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊

࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࠾

࣭᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ᪥ᮏᏛ⾡⯆

✲ࡢⓎᒎࡢᐤ

࠸࡚ࠊ ṓᮍ‶࡛༤ኈཪࡣ༤ኈྠ➼௨ୖࡢᏛ

⫱ᚿ㈹ࡢເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿᴗ

ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ◊✲

⾡◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ࠺ࡕࠊㄽᩥ➼ࡢ◊✲ᴗ

ົࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㐀ᛶᐩࡳඃࢀࡓⱝᡭ

⪅ࡢ㣴ᡂ㈨ࡍࡿ

⦼ࡼࡾᏛ⾡ୖ≉ඃࢀࡓᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ◊

◊✲⪅ࡢ㢧ᙲࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾホ

ࡓࡵࠊඃࢀࡓⱝᡭ

✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ➨  ᅇ㹼➨  ᅇ᪥ᮏᏛ⾡

౯࡛ࡁࡿࠋ

◊✲⪅ࢆ㢧ᙲࡍࡿ

⯆㈹ཷ㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᏛ



ࠕ᪥ᮏᏛ⾡⯆

⾡◊✲ᶵ㛵ཬࡧᏛ༠ᑐࡋ౫㢗ࡋࡓࠋ



㈹ࠖཬࡧᏛ㝔༤

࣭⿕᥎⸀⪅ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ



ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧ᙲ

࣮࠾ࡅࡿணഛᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹
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ࡍࡿࠕ᪥ᮏᏛ⾡

ᑂᰝ࠾ࡅࡿ㑅⪃⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ ྡࡢཷ



⯆⫱ᚿ㈹ࠖࢆᐇ

㈹⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋ



ࡍࡿࠋ

࣭⛅⠛ᐑྠድ୧Ẋୗࡢࡈ⮫ᖍࢆᚓ࡚ࠊྛᅇࡢᤵ





㈹ᘧࢆ᪥ᮏᏛኈ㝔࠾࠸࡚㛤ദࡋࡓࠋ











ڦ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹





࣭ேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫཬࡧ⮬↛⛉Ꮫࡢศ㔝࠾





࠸࡚ࠊ ṓᮍ‶࡛Ꮫ㝔࠾ࡅࡿᏛᴗᡂ⦼ࡀඃ





⚽࡛࠶ࡾࠊ㇏࡞ே㛫ᛶࢆഛ࠼ࠊពḧⓗࡘ





యⓗຮᏛཬࡧ◊✲άືྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᏛ





㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓ➨  ᅇ㹼➨ 





ᅇ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹ೃ⿵⪅ࡢ᥎⸀ࡘ࠸





࡚ࠊᡃࡀᅜࡢᏛཬࡧᏛ༠ᑐࡋೃ⿵⪅ࡢ᥎





⸀ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ





࣭⿕᥎⸀⪅ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ





࣮࠾ࡅࡿணഛ㑅⪃ࢆ⤒࡚ࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱





ᚿ㈹㑅⪃ጤဨ࠾ࡅࡿ㑅⪃⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊ





ྡࡢཷ㈹⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋ





࣭ኳⓚⓚྡྷ୧㝎ୗࡸ⛅⠛ᐑྠድ୧Ẋୗࡢࡈ⮫ᖍ





ࢆᚓ࡚ࠊྛᅇࡢᤵ㈹ᘧࢆ᪥ᮏᏛኈ㝔࠾࠸࡚㛤



ദࡋࡓࠋ



࣭ᤵ㈹ಀࡿᴗົࡋ࡚ࠊཷ㈹⪅ࡼࡿ◊✲ᡂ



ᯝሗ࿌ศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓ◊✲ὶࡢሙࢆタࡅࡿࡇ



ࡼࡾࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆᅗ



ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ⫱ᚿ㈹◊✲Ⓨ⾲ࢆྛᖺᗘ



ᐇࡋࡓࠋ


















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸲㸫㸰

㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖ
㸦㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵
ձ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵㸦ಶேᨭ㸧
ղ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ᾏእὴ㐵㸦⤌⧊ᨭ㸧
㸦㸱㸧◊✲⪅ᾏእὴ㐵ᴗົ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ṇண⟬㸦➨  ྕ㸧ಀࡿᴗົ㸧

ᙜヱᴗᐇ
ಀࡿ᰿ᣐ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕࠊ
➨  ྕࠊ㝃๎➨  ᮲ࡢ 

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 
ᨻ⟇࣭⟇

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ࠖ➼ㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀᾏእᣮᡓࡍࡿᶵࡢᣑ➼ࡼࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ど㔝ࢆᣢࡗࡓேᮦࡢ⫱ᡂྲྀࡾ⤌
ࡳࠊᅜ㝿ⓗ࡞㢌⬻ᚠ⎔ࢆಁ㐍ࡍࡿཬࡧ࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᨭཬࡧ⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠸ࠊዪᛶࡀ⥅⥆ⓗ▱ⓗࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚ
㞴᫆ᗘ
ഛྲྀࡾ⤌ࡴࠊࡲࡓࠊࠕ➨ࠊᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࠖㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿඃࢀࡓ㈨㉁ࢆᣢࡘⱝᡭ◊✲⪅ࡸᏛ⏕ࡀᾏእ࡛✚ᴟⓗ◊㛑ࢆ✚ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᡃࡀᅜࡢ◊✲
⪅➼ࡢෆྥࡁᚿྥࢆᡴ◚ࡋࠊᾏእ࡛ࡢά㌍ࢆ✚ᴟⓗಁࡍࡼ࠺ࠊᾏእࡢὴ㐵ࡸ␃Ꮫಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᨭࢆᐇࡍࡿྥࡅ࡚ࠊᮏἲே࠾ࡅࡿᙜヱேᮦ⫱ᡂᴗࡀ㔜せ࡞ᙺ
ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠋ㸧
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ୖグㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊᴗࡢಙ㢗ᛶ☜ಖࡢほⅬࡽࠊබṇࡘ㏱᫂ᛶࡀ㧗ࡃࠊಙ㢗ᛶ࠶ࡿ㑅⪃࣭ᑂᰝయไࢆᵓ⠏ࡋࠊ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂つᴗࡋ࡚ᾏእ≉ู◊✲ဨ55$ᴗࢆ❧ࡕୖࡆࡓࡇࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟᪂ࡓ࡞ᴗࡋ࡚ࠕⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࠖࢆタࡋࡓࡇࡣึࡵ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᅔ㞴ࢆక࠺ࡓࡵࠋࠕ㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊᴗ㊃
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㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSM]XQRXMXQNDQLQGH[KWPO 
ⱝᡭ◊✲⪅ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMLWSLQGH[KWPO 
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㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

㐩ᡂ┠ᶆ

ᾏእ≉ู◊✲ဨ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

㸰㸷ᖺᗘ

㸰㸳ᖺᗘ 㸰㸴ᖺᗘ 㸰㸵ᖺᗘ 㸰㸶ᖺᗘ
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㸫

㸫

㸣

㸣
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㸫

㸫

㸣

㸣
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 ㄢ㢟
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 ㄢ㢟

 ㄢ㢟  

᪂つ᥇⏝⪅ᩘ
᥇⏝⤊
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ᚋホ౯࠾࠸࡚⥲ྜホ
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ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

୰ᮇィ⏬

㸦㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅

㸦㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

ࡢᾏእὴ㐵

ࡢᾏእὴ㐵

㺃 ᾏ እ ≉ู ◊ ✲ဨ ᪂



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

つ᥇⏝⪅ᩘ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸿
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ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍

ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍

࣭➨  ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫୰ࠊ᪂ࡓ௨ୗࡢᴗ

࣭➨  ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫୰࠾࠸࡚ࠊᾏ
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࡛ࡁࡿୡ⏺ࣞ࣋ࣝ

࡛ࡁࡿୡ⏺ࣞ࣋ࣝ
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ࡢ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍ

ࡢ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍ

ᴗࠖࡢ᥇⏝⤊ᚋࡢ

ᣑࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇຍ࠼ࠊ㛤ጞ

ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽ

ᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ
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⪅ಶேࡢᾏእὴ㐵
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ࡶࠊ◊✲ᶵ

ࡶࠊ◊✲ᶵ

ᚋホ౯࠾࠸࡚⥲
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㛵ࡢᅜ㝿◊✲ᡓ␎
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ἢࡗࡓ⤌⧊ⓗ࡞

ἢࡗࡓ⤌⧊ⓗ࡞



◊✲⪅ᾏእὴ㐵࡞

◊✲⪅ᾏእὴ㐵࡞

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆ

ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࢆ

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

ᾏእὴ㐵ࡍࡿྲྀ

ᾏእὴ㐵ࡍࡿྲྀ

⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆
ⓗᐇࡍࡿࠋ

ᴗྡ
ⱝᡭ◊✲⪅ὶᴗ㸦ࢫࢫ㸧
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✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
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ᾏእΏ⯟ᨭᴗ
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 ᖺᗘ

࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
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㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

ྛ✀ᴗ࠾࠸࡚ࠊ᭦࡞ࡿ᥇⏝ேᩘࡢ
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⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

ᣑࢆ┠ᣦࡍࡃࠊ᪤Ꮡᴗࡢᡂᯝࡢ

ᴗࡢᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ࠾࠸࡚

࠸ࡿࡇຍ࠼ࠊ≉ࠊ㛤ጞࡽ

ⓗᐇࡍࡿࠋ

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

᳨ド➼ࢆ⥅⥆ⓗᐇࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ

ࡣࠊ௦ࡢ㊅ྥἢࡗ࡚㐺ษぢ┤ࡋ

 వᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ᪤Ꮡᴗࡢᾏእ

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

ࡀࠊᚋࡶ᳨ウࢆ⥆ࡅࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
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ࡲࡓࠊྛ✀ᴗ

ྛ✀ᴗ࠾ࡅ

࠾ࡅࡿᨭᑐ㇟ࡢ

ࡿ㑅⪃ᑂᰝࡣࠊ≉

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ࡢ㊅ྥἢࡗ࡚㐺ษぢ┤ࡋࡀ⾜

㑅⪃ᑂᰝ㛵ࡋࠊ

ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ



࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ᪂つ᥇⏝ேᩘࡀ๓

ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᑂᰝࡢ⊂❧ᛶࠊ㏱

ཬࡧᅜ㝿ᴗጤဨ
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࠾࠸࡚ཝṇ
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ᐇࡍࡿࠋ
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⪅ᒙ➼ᛂࡌࡓඃ 


ྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᣑࡋ࡚ࡁࡓࠋ

ࠋ

≉ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊᾏእ≉ู
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 ᖺᗘ
 ᖺᗘ
 ᖺᗘ
 ᖺᗘ

⏦ㄳᩘ
᪂つ᥇⏝ᩘ






  
  













 ෆࡣู㏵ເ㞟ࡋࡓ㏣ຍເ㞟ࡢ⏦ㄳᩘ࡛እᩘࠋ
 ෆࡣู㏵ເ㞟ࡋࡓ㏣ຍເ㞟࡛ࡢ᥇⏝ᩘ࡛እᩘࠋ 
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ᑵ⫋≧ἣㄪᰝຍ࠼ࠊ⤊ᚋ  ᖺ

እࡢᑐᛂᶵ㛵➼㸦ࢫࢫᨻᗓࠊḢᕞ◊ ᯝࢆぢ࡚ࡶࠊ≉  ᖺ⤒㐣ᚋ࡛ᴫ



✲㆟ࠊࣥࢻᨻᗓ㸧༠ᐃࢆ⤖ࡪࡇ ࡡ ௨ୖࡀᖖ◊✲⫋ᑵ⫋ࡋ



࡛ࠊⱝᡭ◊✲⪅ᾏእࡢᏛ➼◊✲ ࡚࠸ࡿࡇࠊ ᖺ⤒㐣ᚋࡶᘬࡁ⥆

310
◊✲⪅ࡢ〈㔝ࡢᣑ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ⏦ㄳᡭ⥆



ᶵ㛵◊✲⪅ඹྠ◊✲╔ᡭࡋࡸ

ࡁ㧗࠸Ỉ‽ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ

࠾ࡼࡧ༤ኈᚋᮇㄢ⛬

ࡁࢆ㟁Ꮚࡋࡓࠋ㟁Ꮚᚋࡶẖᖺᨵಟ



ࡍ࠸⎔ቃࢆᥦ౪ࡋࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃホ౯

ࡽࠊᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡢ࢟ࣕ

➼࠾ࡅࡿୡ⏺ࣞ

㐍Ꮫ⋡ࡢቑຍࡶ㈉

ࢆᐇࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡸᶵ㛵ᢸᙜ⪅ࡢ౽ᛶྥୖ



࡛ࡁࡿࠋ

ࣜࣃࢫࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ࣭㔜せᛶ

࣋ࣝࡢⱝᡭ◊✲⪅

⊩ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉ

㈨ࡋࡓࠋ





ࡀ㧗ࡃㄆ㆑࡛ࡁࡿ⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸

㣴ᡂࡢࡓࡵࡢᅜ㝿

ࢀࡿࠋ

KWWSZZZVKLQVHLMVSVJRMSLQGH[KWPO



࣭㢌⬻ᚠ⎔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࡣࠊ

ࡿࠋࡇࢀࡽㄪᰝ⤖ᯝࡢ୰࡛ࠊ᥇⏝

◊㛑ᶵࡢᐇ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡼࡾ୍ᒙᑓ㛛ἢࡗࡓཝᐦ

࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡢ⏦ㄳ࣭ᑂᰝ࣭

ᴗ㊃᪨ࡢぢ┤ࡋࡼࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ ᮇ㛫⤊ᚋࠊᾏእ࡛ᖖࡢ◊✲⫋

༑ศ㓄៖ࡋࡓୖ

⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧ࠚ

࡞ᑂᰝࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑂᰝ㡿ᇦ᪂ࡓ⥲ྜ㡿

᥇⏝ᚋࡢᡭ⥆ࡁ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶࠊ

᪂つ᥇ᢥศࡽ┦ᡭഃࡽࡢ◊✲⪅

ᑵ࠸ࡓࡶࡢࡀ ࣏ࢫࢻࢡࢆ⤒

࡛ࠊᮏᴗࢆ᥎㐍



ᇦࢆタࡅࠊ➨  ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫ࡢ  㡿ᇦ㸦ே

ࡰẖᖺᗘᨵၿࡀᅗࡽࢀࠊ㐺ษ࡞㐠Ⴀࡀ

ᣍ࠸ࡶేࡏ࡚ᨭࡍࡿࡇ࡛᪉

㦂ࡋࡓ⪅ࡀ ࠸ࡿࡇࡣὀ┠

ࡍࡿࠋ

ࡑࡢ㝿ࠊ➨  ᮇ
⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬

࣭᪩ᮇᅜ㝿ⓗど㔝

ᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ࣭ᩘ≀࣭Ꮫ࣭ᕤᏛ࣭⏕≀࣭㎰

⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ྥࡢேⓗὶࢆಁ㐍ࡋࠊࡲࡓࠊᖹᡂ  ್ࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊ᥇⏝ᮇ㛫

ࢆᣑࡆࡿࡓࡵࠊࡲࡓ

Ꮫ࣭་ṑ⸆Ꮫ㸧㏣ຍࡋࠊྜィ  㡿ᇦࡼࡿᑂ



ᖺᗘࡽࡣ㝈ᐃⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀᏛ㝔

⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣ

ᅜ㝿ືྥࢆ⤒㦂ࡋࡓ

ᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ



Ꮫ⏕㸦༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧ࡶὴ㐵⪅࡞ࢀ ࣭ᾏእ࡛ࡢ◊✲ᚑࡋࡓ࠸ᙉ

ㄪᰝࡸᏛ⾡ࢩࢫࢸ

ୖ࡛◊✲⪅ࢆࡵࡊࡍ

࣭➨  ᮇィ⏬ᮇ㛫୰ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ



ࡿࡼ࠺ࡋࡓࡇࡣⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏ

࠸ពᚿࢆᣢࡘ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼

Ꮫ⏕ࢆቑࡸࡍࡓࡵ

ࣥࢱ࣮࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⤒ࡓୖ࡛ࠊ♫ໃࡢኚ



እὴ㐵ࡢಁ㐍ࡘ࡞ࡀࡿホ౯࡛ࡁ

ᨭࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓࠕⱝᡭ◊✲

ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘ

ࡶࠊ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬

ྜࢃࡏ࡚ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ⏦ㄳ㈨᱁ࡢぢ┤ࡋࢆ



ࡿࠋ

⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆタࡋ

ࡘࠊᴗࡢᐇ≧

࠾ࡅࡿᾏእὴ㐵ࢆ✚

⾜ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡽࡣᖺ㱋ไ㝈ࢆ᧔



ἣࡸᨭ⤥ࡢຠᯝ➼

ᴟⓗ㐍ࡵࡿࡇࡀ

ᗫࡍࡿ௦ࢃࡾᏛྲྀᚓᚋᖺᩘไ㝈ኚ᭦ࡋࡓ



᭩㠃ᑂᰝࠊ㠃᥋ᑂᰝࡼࡿ㑅⪃ࢆ⾜ࡗ ࡲࡓࠊ⯆ࡀᾏእࡢᑐᛂᶵ㛵➼

ࡘ࠸࡚ホ౯᳨࣭

㔜せ࡛࠶ࡿࡇ

ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᥇⏝ศࡽࡣேᩥᏛ࣭♫⛉



࡚࠸ࡓࡇࢁࢆࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㊃᪨ 㸦ࢫࢫᨻᗓࠊḢᕞ◊✲㆟ࠊ

ドࢆ⾜࠺ࠋ

ࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂ

Ꮫࡢ‶ᮇ㏥Ꮫ⪅ࡢ⏦ㄳࢆྍኚ᭦ࡍࡿ࡞ࠊ



ྜ⮴ࡋࡓබᖹᛶ࣭㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ ࣥࢻᨻᗓ㸧༠ᐃࢆ⤖ࡪࡇ࡛ࠊ



ࡢࡓࡵࡢᾏእὴ㐵

ไᗘタィࡽ  వᖺࢆ⤒ࡓࡇᑐࡋࠊ
௦ࡢ



ࡍࡿࡃࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ᥇ᢥศ ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ



ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ╔

㊅ྥࢆᫎࡋࡓࡼࡾ㐺ษ࡞ไᗘタィࡢࡓࡵぢ



ࡽ◊✲㠃ࡘ࠸࡚ࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆᐇ

㛵◊✲⪅ඹྠ◊✲╔ᡭࡋࡸ



ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇ

┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ⏦ㄳ㈨᱁ࡢኚ᭦ᙜ



ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡍ࠸⎔ቃࢆᥦ౪ࡋࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃ



ࠋ

ࡓࡗ࡚ࡣࠊ⤒㐣ᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇ࡛⏦ㄳ⪅ࡢΰ





࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ࢆ㜵ࡄࡶኚ᭦ᚋ⏦ㄳྍ࡞ࡿ⏦ㄳ



౯ࡘ࠸࡚ࠊ⥲ྜホ౯  ௨ୖࡀ  ௳ 



⮧ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

⪅㓄៖ࡋࠊẁ㝵ⓗኚ᭦ࡋࡓࠋ



୰  ௳㸦ぢ㎸ࡳ㸧࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊⱝ ࣭㢌⬻ᚠ⎔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࡣࠊ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᏳࡼࡿᙳ㡪ᑐᛂࡍࡿ



ᡭ◊✲⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡀᅜ㝿ඹྠ◊✲



㺃 ᾏ እ ≉ู ◊ ✲ဨ ➼

ࡓࡵࠊ᮲௳ࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡽࡢ㈨㔠ຓࡢཷ⤥



᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡋ࡚ᐇࡉࢀࠊᴗ⤊ ᖺᗘ᪂つ᥇ᢥศࡽ┦ᡭഃࡽࡢ



ࡢᾏእὴ㐵ᴗࡣࠊ

ࢆㄆࡵࡿ⥭ᛴᥐ⨨ࢆᇳࡾࠊ㎿㏿࣭ᰂ㌾ᑐᛂࡋ



ᚋࡶࠊᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࡢ◊✲ࢿ ◊✲⪅ᣍ࠸ࡶేࡏ࡚ᨭࡍࡿࡇ



ேᮦ⫱ᡂࡢほⅬࡶࡉ

ࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣ᥇⏝୰ࡢྛ✀ᡭ⥆



ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥅⥆ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡇ



ࡿࡇ࡞ࡀࡽࠊᏛ⾡

ࡁ᪉ἲࢆᖜ⡆␎ࡋࠊ᥇⏝⪅ࡢ㈇ᢸ㍍ῶ



ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣ㝈ᐃⓗ࡛



ࡢᅜ㝿ὶᣐⅬᵓ⠏

౽ᛶྥୖດࡵࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡢ





ࡣ࠶ࡿࡀᏛ㝔Ꮫ⏕㸦༤ኈᚋᮇㄢ



ࡢࡓࡵࡶᴟࡵ࡚㔜

ࣇࣛࣥࢫࣃࣜ㐃⥆ࢸࣟຨⓎ௨㝆ࠊୡ⏺ⓗᏳ



࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢺ

⛬㸧ࡶὴ㐵⪅࡞ࢀࡿࡼ࠺ࡋࡓ



せ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᅜබ

ᐃ࡞ໃࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᭷ࡢሙྜࡣ㎿



࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾࠸࡚ࡣࠊ ࡇࡣⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵ࡢಁ



⚾ࡢ㐃ᦠ࡞ࡶ

㏿Ᏻྰ☜ㄆࢆ⾜࠸ࡘࡘࠊ᥇⏝⪅ࡢᏳ☜ಖࡢ



ᖹᡂ  ᖺᗘᨭࡋࡓ  ㄢ㢟࠾࠸ 㐍ࡘ࡞ࡀࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ྵࡵ࡚㛗ᮇࢃࡓࡿ

ࡓࡵࠊᖜᗈࡃὀពႏ㉳ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



࡚ࠊᾏእࡢᶵ㛵⤌⧊ⓗ㐃ᦠࡍࡿ୰



ᴗᒎ㛤ࡀᮃࡲࢀ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿࢆ⾜࠸ࠊ ࣭᥇⏝⪅ࡢฎ㐝ᨵၿࢆ⾜࠸ࠊᅾ㈝࣭

࡛ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀᾏእࡸᅜ㝿ⓗ࡞⎔ቃ ࡢ᭩㠃ᑂᰝࠊ㠃᥋ᑂᰝࡼࡿ㑅⪃



ࡿࠋ

ᅾ㈝࣭◊✲άື㈝ࡢᨭ⤥㢠ࢆᖺ㢠 㹼

◊✲άື㈝ࡢᨭ⤥㢠ࢆᖜቑ㢠ࡋ

࡛ά㌍࣭◊㛑ࡍࡿከࡃࡢᶵࢆᥦ౪ࡋ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇࢁࢆࠊࣉࣟࢢࣛ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࡽ 㹼 ᖜቑ㢠ࡍࡿࡇ

࡚ࠊᾏእ≉ู◊✲ဨࡋ࡚ࡢ◊✲άື

ࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣒ࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋࡓබᖹᛶ࣭㏱᫂





࡛ࠊᚑ๓ࡢᨭ⤥㢠࡛ࡣᾏእ≉ู◊✲ဨࡋ࡚ࡢ

ᨭ㞀ࢆ᮶ࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ≧ἣࡢᨵၿ



ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝࡍࡿࡃࠊᖹᡂ 



㺃 ᾏ እ ≉ู ◊ ✲ဨ ⤊

◊✲άືᨭ㞀ࢆ᮶ࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ≧ἣࡢᨵၿ

ࢆᅗࡗࡓࡇࡣィ⏬ࢆୖᅇࡿࡶࡢ࡛࠶

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ ᖺᗘ᪂つ᥇ᢥศࡽ◊✲㠃ࡘ࠸



ᚋࡢ㐍㊰ࡘ࠸࡚

ࢆᅗࡗࡓࠋ

ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࡚ࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋࡓࡇࡣホ



ࡶࠊ≉ู◊✲ဨྠ





౯࡛ࡁࡿࠋ
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ᑂᰝ࠾࠸࡚ࡶᅜ㝿ᴗጤဨࡢ



ࡓࡇࡣࠊ㠀ᖖ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡲࡓࠊ⤊ࡋࡓᴗᑐࡍࡿᚋホ ホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᴗ㊃᪨ࡢぢ┤ࡋࡼࡾࠊᖹᡂ 

࡛᪉ྥࡢேⓗὶࢆಁ㐍ࡋࠊ

ᑂᰝ࠾࠸࡚ࡶᅜ㝿ᴗጤဨ

౯࡛ࡁࡿࠋ



ᵝࠊ ᖺᚋࠊ ᖺᚋ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣࠊẖᖺὴ㐵⤊┤ᚋᐇ ࣭ὴ㐵⤊┤ᚋࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝຍ࠼ࠊ 



ࡢ≧ἣࢆࣇ࢛࣮ࣟ

ࡋ࡚࠸ࡓᾏእ≉ู◊✲ဨࡢᑵ⫋≧ἣㄪᰝຍ

⤊ᚋ  ᖺ⤒㐣ᚋࠊ ᖺ⤒㐣ᚋࠊ ᖺ



ᚋホ౯ࡘ࠸࡚ࠊ⥲ྜホ౯  ௨ୖ



ࢵࣉࡋ࡚࠸ࡃࠊᮏ

࠼ࠊ⤊ᚋ  ᖺ⤒㐣ᚋࠊ ᖺ⤒㐣ᚋࡢ㏣㊧ㄪᰝ

⤒㐣ᚋࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࡇࡣ㧗

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ࡀ  ௳୰  ௳࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ



ไᗘࡢ᭷ຠᛶࢆࡼࡾ

ࡢᐇࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡉࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋຍ࠼࡚ࠊࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝ

㸫

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡀᅜ㝿ඹྠ



୍ᒙᛶ᱁᳨ド࡛ࡁ

 ᖺ⤒㐣ᚋࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ➨  ᮇ୰ᮇ

ࢆぢ࡚ࡶࠊ≉  ᖺ⤒㐣ᚋ࡛ᴫࡡ 



◊✲᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡋ࡚ᐇࡉ



ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺

ィ⏬ᮇ㛫୰ᐇࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊྛᖺᗘ࡛ࡤࡽ

௨ୖࡀᖖ◊✲⫋ᑵ⫋ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲ



ࢀࠊᴗ⤊ᚋࡶࠊᾏእࡢ◊✲ᶵ



ࠋ

ࡘࡁࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᖖ◊✲⫋ࡢᑵ⫋≧ἣࡀ

ࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓ  ᖺ⤒㐣

㸺ࡑࡢ㡯㸼

㛵➼ࡢ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥅⥆



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ⤊┤ᚋ࡛ᴫࡡ ௨ୖࠊ
 ᖺ⤒㐣ᚋ࡛ ௨ୖࠊ ᚋࡢ㏣㊧ㄪᰝ࡛ࡶ ᘬࡁ⥆ࡁ㧗

㸫

ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ





 ᖺ⤒㐣ᚋ࡛ ௨ୖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ

࠸Ỉ‽ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᾏ



ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᴗࡢぢ┤ࡋࡣᚲ

 ᖺᗘᐇࡋࡓ  ᖺ⤒㐣ᚋࡢ㏣㊧ㄪᰝ࡛ࡣ

እ≉ู◊✲ဨᴗࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡋ







せ࡛࠶ࡿࡀࠊ⥲ᴗ

ᘬࡁ⥆ࡁ㧗࠸Ỉ‽ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࡚ࡢ᭷ຠᛶ࣭㔜せᛶࡀ㧗ࡃㄆ㆑࡛ࡁࡿ

࣭ⱝᡭ◊✲⪅ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ



㈝ ࡢ ᣑ  ࡀ ᮃ ࡲ ࢀ KWWSZZZMVSVJRMSMDEDEBV\XV\RNXKWPO 

⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ



ࡿࠋ



࠾࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘᨭࡋࡓ



࠙ ᖺᗘ -636 㒊 ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࣛࣇ࣋ࣥࢺࡼࡿ◊✲୰

࣭⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢほⅬࡽࠊࣛࣇ

 ㄢ㢟࠾࠸࡚ࠊᾏእࡢᶵ㛵⤌



ホ౯ࠚ

᩿➼ࡢ࠶ࡿඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓᾏእ

࣋ࣥࢺࡼࡿ◊✲୰᩿➼ࡢ࠶ࡿⱝᡭ◊

⧊ⓗ㐃ᦠࡍࡿ୰࡛ࠊⱝᡭ◊✲⪅





≉ู◊✲ဨ55$ ᴗࢆ᪂ࡓ㛤ጞࡋࡓࠋ
ᖹᡂ 

✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓᾏእ≉ู◊

ࡀᾏእࡸᅜ㝿ⓗ࡞⎔ቃ࡛ά㌍࣭◊



ᖺᗘເ㞟ศࡽࡣࠊ⏦ㄳ㈨᱁ࡢ࠺ࡕᏛྲྀᚓᚋ

✲ဨ55$ ᴗࢆ㛤ጞࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ

㛑ࡍࡿከࡃࡢᶵࢆᥦ౪ࡋࡓࡇ



ᖺᩘࢆ  ᖺᮍ‶ぢ┤ࡋࠊᑐ㇟⪅ࢆᣑࡍࡿࡇ

౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࡛ࠊ◊✲୰᩿➼ࡀ࠶ࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡀᾏእ࡛◊







✲ࡍࡿᶵࡢᣑᐤࡋࡓࠋ



ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ



࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡢ㊃᪨ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊㄆ

࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨᴗࡢㄆ▱ᗘྥୖࢆ

࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚



▱ᗘྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ

┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࡋࡓࡇࡣࠊᾏእ

࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡽࡣࠊ┤㏆ࡢᾏእ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⪅⮬㌟ࡢ⤒

≉ู◊✲ဨᴗࡢ♫Ⓨಙࡋ࡚㔜せ





㦂ࡸὴ㐵ඛ࡛ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ᇳ➹ࢆ౫㢗ࡋࠊయ

࡞ࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊ⏦ㄳࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼



㦂ㄯࡋ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࢆ㛤ጞࡍࡿ

᪉ࠎࡢሗᥦ౪ࡋ࡚ࡶホ౯࡛ࡁ

㸫



ࡶࠊ㐣ཤᾏእ≉ู◊✲ဨ᥇⏝⤒㦂ࡢ࠶ࡿⴭ

ࡿࠋ





ྡ࡞◊✲⪅ᾏእ≉ู◊✲ဨ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤒㦂➼



㸺ࡑࡢ㡯㸼



ࢆࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪグࢆᥖ㍕



࣭ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ୰࡛ࠊ᥇⏝ᮇ



ࡍࡿ⏬ࢆ᪂ࡓ㛤ጞࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡶ



㛫⤊ᚋᾏእ࡛ᖖࡢ◊✲⫋ᑵ



⥅⥆ⓗᥖ㍕ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ



࠸ࡓேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣏ࢫࢻࢡࢆ⤒㦂



KWWSZZZMVSVJRMSMDEDEBVSWDLNHQGDQKWPO 



ࡋࡓேࡢ࢟ࣕࣜࣃࢫࡢ㏣㊧ㄪᰝ







ࡀྍ⬟࡞ࡽࡤࠊࡐࡦ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸



ⱝڦᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ



ࡓ࠸ࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࡀ✚ᴟⓗ

࣭༤ኈᚋᮇㄢ⛬Ꮫ⏕ࡀ✚ᴟⓗᾏእ࡛



ᾏእ࡛ࡢ◊✲ᚑ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࡓࡵࠊ

ࡢ◊✲ᚑ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭࡍࡿࡓ



᪂ࡓࠕⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆ

ࡵࠊ᪂ࡓࠕⱝᡭ◊✲⪅ᾏእᣮᡓࣉࣟ



タࡋ࡚ᐇࡋࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘศࡢເ㞟ࡢࡓࡵࠊ ࢢ࣒ࣛࠖࢆタࡋࡓࡇࡣࠊ㠀ᖖ㧗



ເ㞟せ㡯ࠊ⏦ㄳ᭩ࠊᑂᰝ᪉㔪ࠊ᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



➼ࢆ‽ഛࡋࠊ⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᗈ





ࡃ୍⯡බ㛤ࡋࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ





࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘศࡢເ㞟㛤ጞ



KWWSZZZMVSVJRMSMDEDEBWVXLVHNLKWPO 

311

127

ࡲࡓࠊ⤊ࡋࡓᴗᑐࡍࡿ

312


ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࢳࣛࢩ࣭࣏ࢫࢱ࣮ࢆసᡂࡋࠊ✚





ᴟⓗ࡞࿘▱άືࢆᐇࡋࡓࠋ











ڦᾏእΏ⯟ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࠊᾏእࡢᑐᛂᶵ㛵➼༠ᐃ

࣭⯆ࡀᾏእࡢᑐᛂᶵ㛵➼༠ᐃࢆ

ᇶ࡙ࡁࠊ≉ู◊✲ဨࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᾏእࡢᏛ➼

⤖ࡪࡇ࡛ࠊᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ

◊✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⪅ඹྠ◊✲ࡍࡿᶵࢆᥦ౪ࡍ

◊✲⪅ඹྠ◊✲ࡍࡿᶵࢆタࡅࡓࡇ

ࡿྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࢫࢫᨻᗓࡣ

ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

 ᖺᗘࡽࠊḢᕞ◊✲㆟㸦(5&㸧ࡣ  ᖺᗘ



ࡽᴗࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡉࡽࠊࣥࢻ⛉Ꮫᢏ⾡



ᗇࡣ  ᖺᗘࡽᾏእΏ⯟ࡢࡓࡵࡢᴗࢆ㛤
ጞࡋࡓࠋ





ղⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌



࠙ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ᾏእὴ㐵㸦⤌⧊ᨭ㸧
ࠚ
 







⧊ⓗ࡞ᾏእὴ㐵



ڦ㢌⬻ᚠ⎔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ







ە㢌⬻ᚠ⎔ࢆάᛶࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉ

࣭ᴗ⤊ࡲ࡛ྛᖺᗘィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗ

㸦⤌⧊ᨭ㸧

ࣟࢢ࣒ࣛ㸦ホ౯㸸ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ᨭࡍࡿࡇࡼࡾࠊᑗ᮶ᛶࡢ࠶ࡿ

ᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣡



ከᵝ࡞◊✲ேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖດࡵࠊ

࣮ࢡࡢ᰾࡞ࡿඃ

ە㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ᡓ␎ⓗᾏእὴ

ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿ

ࢀࡓ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ

㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᑂᰝ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘࠊホ౯㸸ᖹᡂ

ࠊ┦ᡭഃࡽࡢ◊✲⪅ᣍ࠸ࡶే

ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ◊✲

 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ࡏ࡚ᨭࡍࡿࡇ࡛᪉ྥࡢேⓗὶ

ᶵ㛵ࡢᅜ㝿◊✲ᡓ

ە㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣡

ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

␎ἢࡗ࡚ࠊⱝᡭ

࣮ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᑂᰝ㸸ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ



◊✲⪅ࢆᾏእὴ

 ᖺᗘࠊホ౯㸸ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



㐵ࡋࠊὴ㐵ඛࡢ◊

㸦ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ㸧

࣭᪂つᴗࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ 

✲ᶵ㛵⾜࠺ୡ⏺

࣭ᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸࡚᭩㠃ᑂᰝࠊ㠃᥋ᑂᰝ

ᖺᗘࡽࣞࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋࠊබເཷ

Ỉ‽ࡢᅜ㝿ඹྠ◊

ࡼࡿ㑅⪃ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ᥇

ᚋࡽࡢ㝈ࡽࢀࡓᮇ㛫ෆ࡛ࠊࣞࣅ࣮ࣗ

✲ᦠࢃࡾࠊᵝࠎ

ᢥศࡽࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㊃᪨ྜ⮴ࡋࡓබᖹ

࣮ࡢ㑅ᐃࢆ㎿㏿⾜࠸ࠊࡾ࡞ࡃࣞ

࡞ㄢ㢟ᣮᡓࡍࡿ

ᛶ࣭㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝࡍࡿࡃࠊ◊✲㠃ࡘ

ࣅ࣮ࣗࢆᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠊᅜ㝿

ᶵࢆᥦ౪ࡍࡿ

࠸࡚ࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆᐇࡋࡓࠋࣞࣅ࣮ࣗᙜࡓࡗ

ᴗጤဨࡢୗタ⨨ࡋࡓ㡿ᇦูࡢᑂ

Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢᨭ

࡚ࡣࠊ
๓ೃ⿵⪅ဨᑐࡋ๓㐃⤡ࢆ⾜࠸ࠊ ᰝ࣭ホ౯㒊࠾࠸࡚ࠊᑂᰝࡢ᪉ἲ

➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ᅜ㝿ᴗጤဨ᭩㠃ᑂᰝဨ㸦⣙  ྡ㸧ࡢ᳨ド

ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢᡭᘬࡢぢ┤



⤖ᯝࢆᫎࡍࡿ࡞ࠊࡼࡾබᖹ࣭බṇ㐍ࡵࡽ

ࡋࡸࠊ༑ศ࡞㠃᥋㛫ࡢ☜ಖࢆ⾜࠺࡞



ࢀࡿࡼ࠺ぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊබເཷᚋࠊᏛ⾡ࢩ

ࠊᴗ㊃᪨ἢࡗࡓࠊ㐺ษࡘබṇ࣭



ࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ᅜ㝿ᴗጤဨ᭩

ཝṇ࡞ᑂᰝࢆᐇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡣホ



㠃ᑂᰝဨࡢ୰ࡽࠊᛂເࡢ࠶ࡗࡓㄢ㢟ࡢ⣽┠ࡈ

౯࡛ࡁࡿࠋ



ࠊ
ࣞࣅ࣮࣮ࣗ⣙  ྡࢆ㎿㏿㑅ᐃࡋࡓࠋ 



ࡑࡢୖ࡛ࠊࣞࣅ࣮ࣗ⤖ᯝࢆ୍ࡘࡢᣦᶆࡋ࡚ᅜ

࣭⤊ࡋࡓᴗࡢᚋホ౯࡛ࡣࠊ⥲ྜ



㝿ᴗጤဨࡢୗタ⨨ࡋࡓ㡿ᇦูࡢᑂᰝ࣭ホ

ホ౯  ௨ୖࡀ  ௳୰  ௳࡞ࡗ࡚



౯㒊㸦ே♫⣔ࠊ⌮ᕤ⣔ࠊ⏕≀⣔ࠊ⥲ྜ⣔㸦⣙

࠾ࡾࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡀᅜ㝿ඹ



 ྡ㸧
㸧࠾࠸࡚ࠊබເせ㡿グ㍕ࡋࡓᑂᰝ᪉

ྠ◊✲᭷ᶵⓗ㐃ᦠࡋ࡚ᐇࡉࢀࠊ

㢌⬻ᚠ⎔ࡼࡾ

128



㔪๎ࡋ࡚᭩㠃ᑂᰝࠊ㠃᥋ᑂᰝࡼࡿ㑅⪃ࢆ⾜



࠸ࠊᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸࡚᥇ᢥᴗࢆỴᐃࡋࠊ ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ⥅⥆ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ



⥅⥆ㄢ㢟࠶ࢃࡏ࡚ࠊྛᖺᗘ⿵ຓ㔠ࢆ

ࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡋࡓࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢᨭᑐ㇟ᴗࡣ᪥ᮏࡽ┦ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠊ┦ᡭഃࡽࡢ◊✲



ᡭഃࡢὴ㐵ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼ

⪅ᣍ࠸ࡶేࡏ࡚ᨭࡍࡿࡇ࡛᪉



ࡿ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊࡼࡾ୍ᒙᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ

ྥࡢேⓗὶࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊࡲ



ࡢᙉ㈨ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ 

ࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࡣ㝈ᐃⓗ࡛ࡣ࠶ࡿ



ᖺᗘᴗ㊃᪨ࢆᨵࡵࠊ┦ᡭഃࡽࡢᣍ࠸ࡶ

ࡀᏛ㝔Ꮫ⏕㸦༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧ࡶὴ㐵



⾜࠺ࡇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣᏛ➼

⪅ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



◊✲ᶵ㛵ࡽࡢពぢ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊὴ㐵ᑐ㇟⪅





Ꮫ㝔Ꮫ⏕㸦༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧ࢆྵࡵࡿࡇࡀ࡛

࣭⤊ࡋࡓᴗᑐࡍࡿᚋホ౯ࡘ



ࡁࡿࡇࡋࡓࠋ௨ୖࡢࡇࡽࠊྛᖺᗘࠊ㊃

࠸࡚ࡶࠊᴗ㊃᪨ἢࡗࡓホ౯ࡢ᪉ἲࠊ



᪨ἢࡗࡓᑂᰝ᪉㔪➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓබ

ᡭ㡰➼ࢆᩚ࠼ࠊᑂᰝྠᵝホ౯ࢆᐇ



ເせ㡿ࡸᑂᰝᡭᘬࡁ➼ࢆ⟇ᐃࡋࠊබເㄝ᫂ࢆ

ࡋࠊ᥇ᢥᴗࠊᚋホ౯⤖ᯝࠊᑂᰝ࣭



㛤ദࡋࡓࠋ

ホ౯㒊ጤဨྡ⡙ࡢබ⾲ࠊࡲࡓࠊᚋ



ەᛂເࠊ᥇ᢥ➼ࡢ≧ἣ

ホ౯ࡘ࠸࡚ࡢពぢ⏦ࡋ❧࡚ࡢᶵࢆ












ᛂເ ᥇ᢥ ᥇ᢥ
௳ᩘ ௳ᩘ
⋡
ᖹᡂ  ᖺᗘ

 
ᖹᡂ  ᖺᗘ

 
ᖹᡂ  ᖺᗘ

 
ᖹᡂ  ᖺᗘ

 
ᖹᡂ  ᖺᗘ

 
ᖹᡂ  ᖺᗘ

 
ᖹᡂ  ᖺᗘ

 
ᖹᡂ  ᖺᗘ

 
ͤᖹᡂ ࠊࠊࠊࠊࠊ ᖺᗘᴗ㛤ጞศ
ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀ ࠊࠊࠊࠊࠊ
ᖺᗘ࡚ᴗ⤊ࡋࠊᴗ⤊⩣ᖺᗘᚋホ
౯ࢆᐇࠋ
ᴗ㛤ጞᖺᗘ

ᴗ⤊ᚋࡶࠊᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࡢ

タࡅࡿࡇࡼࡾࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ☜
ಖࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ












࣭ୖグ㒊࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺ



ᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ᴗࡘ࠸࡚ࠊᴗ⤊⩣





ᖺᗘᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㊃᪨





ࢆᨵࡵࡓᖺᗘ᥇ᢥᴗࡢホ౯ࢆ⾜࠺㝿ࡣᴗ





㊃᪨ἢࡗࡓホ౯ࡢ᪉ἲࠊᡭ㡰➼ࢆᩚ࠼☜ᐇ





⾜࠸ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴗᐇᶵ㛵ᑐࡋ





࡚ࠊᚋホ౯ࡘ࠸࡚ࡢពぢ⏦ࡋ❧࡚ࡢᶵࢆ





タࡅ࡚࠾ࡾࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ





࡞࠾ࠊ㒊ጤဨࡢẶྡࡣጤკᮇ㛫⤊ᚋ㏿ࡸ





බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





࣭⥅⥆ㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ᭷࠾ࡅࡿᏳྰ☜ㄆ





ཬࡧὀពႏ㉳ࢆ⾜࠺࡞ࠊ㎿㏿ࡘⓗ☜࡞ᑐᛂ





ࢆ⮫ᶵᛂኚᐇࡋࡓࠋࡑࡢࠊ᥇ᢥᚋࡢ㐠





⏝ࢆࡼࡾ࡞ࡶࡢࡍࡿࡃࠊᏛ➼◊✲ᶵ
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314


 
㛵ࡽࡢពぢ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ4 $ ࡢᨵゞࢆ⾜ࡗࡓࠋ





࣭ᚲせᛂࡌ࡚⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜࠺➼ࠊ㢠



㸦㢠ࡢ☜ᐃ㸧

ࡢ☜ᐃࢆ㐺ษ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



࣭ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓྛㄢ㢟㸦ィ 





ㄢ㢟㸧ࡘ࠸࡚ࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ 



ᚲせᛂࡌ࡚Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜





࠸ࠊᐇ≧ἣࡸຓᡂ㔠ࡢᇳ⾜≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ





ࡼࡾࠊࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡢ㢠ࡢ☜ᐃࢆᐇࡋ





ࡓࠋ







࣭ሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ 



㸦ሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒㸧

ᖺᗘࡲ࡛ࡢ᥇ᢥㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᚋホ



࣭ሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛

౯⤊࡞ࡿᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛⥅⥆ㄢ



ࡢ᥇ᢥㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᚋホ౯⤊࡞ࡿᖹᡂ

㢟ࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ



 ᖺᗘࡲ࡛⥅⥆ㄢ㢟ࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ༠ຊ

㐠⏝ࡋࠊ ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡽࡢᴗ㊃



ࢆᚓ࡞ࡀࡽ㐠⏝ࡋࡓࠋ

᪨➼ࡢኚ᭦క࠸ࠊሗබ㛤ࡲ࡛ࡢᮇ



࣭ ᖺᗘ᥇ᢥㄢ㢟ࡽࡣࠊᴗ㊃᪨➼ࡀᨵࡵࡽ

㛫ࢆ▷⦰➼ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㐺ษࡘ



ࢀࡓࡇక࠸ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ᴗᴫせࠊ

㎿㏿ሗࢆබ㛤࡛ࡁࡓࡇࡣホ౯࡛



ᐇ⦼ሗ࿌᭩ࠊᚋホ౯⤖ᯝ➼ࢆ㏲ḟබ㛤ࡋ࡚࠾

ࡁࡿࠋ



ࡾࠊࡾ࡞ࡃᴗᴫせཬࡧᐇ⦼ሗ࿌᭩➼ࢆබ㛤





ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊሗබ㛤ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢆᴗ





ᴫせࡘ࠸࡚ࡣ᥇ᢥᚋ༙ᖺ⛬ᗘࡗ࡚࠸ࡓ





ࡇࢁࢆ  ࣨ᭶⛬ᗘࡲ࡛▷⦰ࡋࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡘ





࠸࡚ࡣࡑࡢෆᐜࢆ୍ᚊࡘ⤫୍ⓗබ㛤ࡍࡿࡇ





ࡀ࡛ࡁࡓࠋ











ⱝڦᡭ◊✲⪅ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᨭࡋࡓ  ㄢ㢟࠾



ࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ

࠸࡚ࠊᾏእࡢᶵ㛵⤌⧊ⓗ㐃ᦠࡍࡿ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊᨭࡋࡓ  ㄢ㢟ࡢ

୰࡛ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀᾏእࡸᅜ㝿ⓗ࡞⎔



ᴗィ⏬᭩ᇶ࡙ࡁ㈨㔠ࢆᨭ⤥ࡋࠊⱝᡭ◊

ቃ࡛ά㌍࣭◊㛑ࡍࡿከࡃࡢᶵࢆᥦ౪



✲⪅ࡢᾏእὴ㐵ࡸᾏእࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᶵ㛵ࡢඹྠ

ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



⏬ࡀ㛤ദࡉࢀࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡀᾏእࡸᅜ㝿ⓗ࡞





⎔ቃ࡛ά㌍࣭◊㛑ࡍࡿከࡃࡢᶵࡢᥦ౪ࡀ⾜ࢃ





ࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏᴗࡣᖹᡂ  ᖺᗘࢆ௨࡚⤊ࡋ

࣭ᖹᡂ ࠊ ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ 



࡚࠸ࡿࠋ

ᖺᗘࡽᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛᥇ᢥࡉࢀ



࣭ᖹᡂ ࠊ ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽ

ࡓィ  ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿ᴗጤဨ



ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛᥇ᢥࡉࢀࡓィ  ㄢ㢟ࡢᚋ

࠾ࡅࡿ᭩㠃ホ౯ཬࡧྜ㆟ホ౯ࢆᐖ



ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋᚋホ౯ࡘ࠸࡚ࡣᅜ㝿ᴗ

㛵ಀ㓄៖ࡍࡿ࡞බṇ࣭ཝṇ࡞ホ౯



ጤဨ࠾࠸࡚᭩㠃ホ౯ཬࡧྜ㆟ホ౯ࢆᐇ

ࢆᐇࡋࠊᚋホ౯⤖ᯝࠊホ౯⪅ྡ⡙



ࡋࠊホ౯⤖ᯝࢆᏛ➼◊✲ᶵ㛵㏻▱ࡍࡿ

ࡢබ⾲ࠊࡲࡓࠊᚋホ౯ࡘ࠸࡚ࡢព



ࡶࠊ⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ ぢ⏦ࡋ❧࡚ࡢᶵࢆタࡅࡿࡇࡼ



ホ౯ࡢ᭱⤊Ỵᐃࡢ๓ࠊホ౯ᑐ㇟ᶵ㛵ᑐࡋព
130

ࡾࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖດࡵ࡚࠸



ぢ⏦ࡋ❧࡚ࡢᶵࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋホ౯⪅ࡘ࠸

ࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࡚ࡣࠊ௵ᮇࢆ⤊ࡋࡓᑓ㛛ጤဨࡽࠊྡ⡙ࢆ





⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ




㸦㸱㸧◊✲⪅ᾏእ

㸦㸱㸧◊✲⪅ᾏእ



࠙◊✲⪅ᾏእὴ㐵ᴗົࠚ









ὴ㐵ᴗົ

ὴ㐵ᴗົ



⧊⤌ڦⓗ࡞ⱝᡭ◊✲⪅➼ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ṇ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ⿵ṇ

ண⟬㸦➨  ྕ㸧

ண⟬㸦➨  ྕ㸧

ຓ
ࡓ  ᴗࡘ࠸࡚ᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅࠊ

ᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠸ࠊ

ಀࡿᴗົ㸧

ಀࡿᴗົ㸧

ᡂᴗࡢᐇ≧ἣࡸຓᡂ㔠ࡢᇳ⾜≧ἣࢆᢕᥱࡍ

ሗ࿌᭩ࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵ࡚බ⾲ࡋࡓࡇ

ࡿࡶࠊ㢠ࡢ☜ᐃࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡛⤊ࡋ ࣭ᮏᇶ㔠ࡢᴗᐇ≧ἣࢆྲྀࡾࡲࡵࠊ

ᑗ᮶࠾ࡅࡿᡃ

ᡃࡀᅜࡢᏛ➼

ࡀᅜࡢ⤒῭♫ࡢ

◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿

࣭⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ㝃๎➨᮲ࡢ



Ⓨᒎࡢᇶ┙࡞ࡿ

ࢆᅗࡿࡶࠊ

➨㸯㡯ᇶ࡙ࡁᖹᡂ  ᖺᗘ◊✲⪅ᾏእὴ㐵

࣭ ᴗࡘ࠸࡚ࠊ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜࠸ࠊ

᭷Ⅽ࡞◊✲⪅ࡢᾏ

ᡃࡀᅜࡢ➇தຊᙉ

ᴗົ㛵ࡍࡿሗ࿌᭩ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ᥦฟࡋࡓ

ᖺᗘᮎ࡛ᇶ㔠ࢆᗫṆࡋࠊࡾ࡞ࡃṧవ

እࡢὴ㐵ࢆ㞟୰

ࡢ※࡞ࡿேᮦ

ࠊ
༙ᮇẖࡢᇶ㔠ࡢᇳ⾜≧ἣ➼ࢆྲྀࡾࡲࡵࠊ 㢠ࡢᅜᗜ⣡ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣࠊホ౯࡛

ⓗ᥎㐍ࡍࡿࡓ

ࡢ⫱ᡂࢆ⾜࠺ࡓ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ཬࡧ⯆ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋ

ࡁࡿࠋ

ࡵࠊᅜࡽࡉ

ࡵࠊ◊✲⪅ᾏእὴ

ࡓࠋ



ࢀࡓ⿵ຓ㔠ࡼࡾ

㐵ᇶ㔠ࢆ⏝࠸࡚ⱝ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᮎ࡛⿵ຓᴗࡀ࡚⤊ࡋࡓࡇ

㐀ᡂࡉࢀࡓࠕ◊✲

ᡭ◊✲⪅ࢆᾏእ

ࢆཷࡅࠊ⤌⧊ⓗ࡞ⱝᡭ◊✲⪅➼ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ

⪅ᾏእὴ㐵ᇶ㔠ࠖ

ὴ㐵ࡋࡓྛᴗࡢ

࣒ࣛཬࡧඃ⚽ⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ᴗࡘ࠸

ࡼࡾᐇࡉࢀࡓ

ᨭࢆ☜ᐃࡉࡏࠊ

࡚ࠊᐇ≧ἣཬࡧࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲ

ྛᴗࡢᨭࢆ☜

ᐃࡵࡽࢀࡓᮇ᪥ࡲ

ࡵࠊᅜ㝿ᴗጤဨ࡛⾜ࡗࡓ᳨ド⤖ᯝࡶ

ᐃࡉࡏࠊᐃࡵࡽࢀ

࡛ྠᇶ㔠ࢆᗫṆ

ࠕ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ᴗົሗ࿌᭩ࠖࡋ࡚ห⾜ࡋ

ࡓᮇ᪥ࡲ࡛ྠᇶ

ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᇶ

ࡓࠋ

㔠ࢆᗫṆࡍࡿࠋ

㔠ṧవࡀ࠶ࡿ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࢆ௨࡚ᮏᇶ㔠ࢆᗫṆࡋࡓࠋ



ࡁࡣࠊᅜᗜࡢ⣡

ṧవࡘ࠸࡚ࡣࠊἲ௧ࡢᐃࡵࡿࡇࢁᚑ࠸ᖹ

➼ࡢᡭ⥆ࡁ㛵

ᡂ  ᖺᗘ୰ࡾ࡞ࡃᅜᗜࡢ⣡ࢆ⾜ࡗࡓࠋ


ࡍࡿᴗົࢆἲ௧ࡢ

࣭◊✲⪅ᾏእὴ㐵ᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲ

ᐃࡵࡿࡇࢁᚑ

ே᪥ᮏᏛ⾡⯆࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠୪

࠸ࠊ☜ᐇᐇࡍ

ࡧඛ➃◊✲ຓᡂᇶ㔠ཬࡧ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ᇶ㔠

ࡿࠋ

ࡢ㐠⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅせ㡯ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘไᐃࠊ



ᖹᡂ  ᖺᗘᨵṇ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᏳᛶࡢ☜ಖࢆ᭱



ඃඛࡋࡘࡘࠊὶືᛶࡢ☜ಖࡸ┈ᛶࡢྥୖ



␃ពࡋࡓ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࡋࡓࠋ



࣭ᇶ㔠ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ㛵ࡋ࡚ᚲせ࡞㡯ࢆᑂ㆟ࡍ



ࡿࡓࡵࠊᇶ㔠⟶⌮ጤဨཬࡧ㐠⏝㒊ࢆタࡅ࡚



࠾ࡾࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣᇶ㔠⟶⌮ጤဨࢆ  ᅇ㛤ദ



ࡋࡓࠋ






 











315

131
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ
Ϩ㸫㸲㸫㸱

㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖ
㸦㸲㸧Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

ᙜヱᴗᐇ

⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨  ᮲➨  ྕ

ಀࡿ᰿ᣐ

ᴗົ㛵㐃ࡍࡿ 

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 

ᨻ⟇࣭⟇

⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ

ᙜヱ㡯┠ࡢ㔜せᗘࠊ 㔜せᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᨻᗓࡢࠕᩍ⫱⏕ᐇ⾜㆟ࠖᥦゝࠊ᪥ᮏ⯆ᡓ␎ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟ࡢ⟅⏦➼࡛ᥦゝࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ㈨ࡍࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᡤ⟶
㞴᫆ᗘ
ᴗࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡢᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸧
㞴᫆ᗘ㸸ࠕ㧗ࠖ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᡤ⟶ᴗࢆᐇࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᴗົ࡛࠶ࡾࠊᅜࡀᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺ࡶࠊᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ

ࡽࠊࡑࡢࡓࡵࡢእ㒊᭷㆑⪅ࡼࡿጤဨࡢタ⨨࣭㐠Ⴀ࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣࠊጤဨࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ཬࡧྛ᥇ᢥᏛ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛫ࡢㄪᩚᅔ㞴ࢆక࠺ࡓࡵࠋ
≉ࠊ᪂つᴗཬࡧ᪂ࡓ୰㛫ホ౯࣭ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⟇ࡢពᅗࢆ㋃ࡲ࠼ࡓጤဨࢆタ⨨࠶ࡿ࠸ࡣᩚഛࡍࡿࡶࠊྛጤဨཬࡧྛ
Ꮫᑐࡋࠊࡑࡢពᅗࢆṇ☜࿘▱ࡋࠊ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ཧ⪃㹓㹐㹊

༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMKDNDVHNDWHLLQGH[KWPO 
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ KWWSZZZMVSVJRMSMDSLQGH[KWPO 
Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMSSLXFHLQGH[KWPO 
ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMFRFLQGH[KWPO 
Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLQGH[KWPO 
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ➼ᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMVJXBJJMLQGH[KWPO 
༟㉺◊✲ဨᴗ KWWSZZZMVSVJRMSMOHLQGH[KWPO 



㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ
 ձせ࡞࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦࢘ࢺ࣒࢝㸧ሗ
ᣦᶆ➼

  ղせ࡞ࣥࣉࢵࢺሗ㸦㈈ົሗཬࡧேဨ㛵ࡍࡿሗ㸧

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ
㐩ᡂ┠ᶆ
㸰㸳ᖺᗘ
㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ





㸰㸷ᖺᗘ

ጤဨ➼㛤ദᩘ



 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

 ᅇ

⏦ㄳ௳ᩘ㸦◊✲ᶵ㛵㸧



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

⏦ㄳ௳ᩘ㸦◊✲⪅㸧



̿

̿

̿

̿

 ௳

 ௳

᥇ᢥ࣭㑅ᐃ௳ᩘ



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳



 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

 ௳

୰㛫ホ౯࣭ᚋホ౯
ᐇ௳ᩘ
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ
ᐇ௳ᩘ

 
 
 
 

Ỵ⟬㢠㸦༓㸧

ᚑேဨᩘ㸦ே㸧

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸰㸷ᖺᗘ

    











 
 
 
 
 



 
 
 

ὀ㸯㸧Ỵ⟬㢠ࡣࠕ㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࠖࡢᨭฟ㢠ࢆグ㍕ࠋ
ὀ㸰㸧ᚑேဨᩘࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࠖࡢᴗᢸᙜ⪅ᩘ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


ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

୰ᮇィ⏬

㸦㸲㸧Ꮫࡢᩍ⫱

㸦㸲㸧Ꮫࡢᩍ⫱

㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸ

◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸ

㺃ጤဨ➼㛤ദᐇ⦼



㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢᨭ

㺃 ⏦ ㄳ ௳ᩘ 㸦 ◊✲ ᶵ

࣭ᴗࡈ⯆࠾࠸࡚ᐃࡵࡓጤဨつ⛬

࣭Ꮫᨵ㠉ࡸேᮦ⫱ᡂ➼ࡢᅜࡢຓᡂ

ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖᅇࡗ ୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ







㛵࣭◊✲⪅㸧

ᇶ࡙ࡁࠊᏛࡢᏛ㛗࣭ᩍဨ୪ࡧᏛ㆑⤒㦂ࢆ

ᴗࡘ࠸࡚ࠊᴗࡈጤဨࡸ㒊

࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ࣮࣌ࢫ࡛ ୗグࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊ୰ᮇィ⏬ࢆୖ

㺃᥇ᢥ࣭㑅ᐃ௳ᩘ

᭷ࡍࡿ⪅࡞ࡽ࡞ࡿጤဨ➼ࢆ⤌⧊ࡋᑂᰝ࣭

➼ࢆྜィ  ᅇ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗ



࡞ホ౯ᣦᶆ

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

୰ᮇ┠ᶆ

ᴗົᐇ⦼

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㸿

ホᐃ

㸿

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱

Ꮫࡢᩍ⫱◊✲

ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࡇࡽ

ᅇࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆࢆୖᅇࡿ

ᡂࡢࡓࡵࠊᏛ

ᶵ⬟ࡢྥୖࡸࢢࣟ

㺃୰㛫ホ౯࣭ᚋホ౯

ホ౯ᴗົࢆᐇࠋ

ົᚑࡋ࡚࠸ࡿࠋᴗࡢᐇᙜࡓ

ホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

࣮࣌ࢫ࡛ᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿᩍ

࣮ࣂࣝ㛵ࢃࡿ

ᐇ௳ᩘ

ەጤဨ➼㛤ദᐇ⦼

ࡗ࡚ࡣࠊᴗࡈࡑࢀࡒࢀᅜࡢᐃࡵ



ࡿࠋࡲࡓྛᖺᗘࡢᖺᗘホ౯࠾࠸

⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖ

ຓᡂᴗࡘ࠸

㺃 ࣇ ࢛ ࣮ࣟ  ࢵࣉ ᐇ

ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ

࡚ࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗ

௳ᩘ

ࡢྲྀ⤌ࢆᅜࡀ♧ࡍ

ົࢆᐇࡍࡿࠋࡲ



Ꮫᨵ㠉ࡢ᪉ྥᛶ

ࡓࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᐇ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⾡

ᶵ㛵ࡢබເࡀ⾜

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞

⯆ࡢほⅬࡽᨭ

ࢃࢀࠊ⯆ࡢ᭷

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ

ࡍࡿࠋ

ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ౯

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ



㛵ࡍࡿ▱ぢࡀά⏝

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊ

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

ᙜヱᴗࡢᛂເ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ཬࡧᐇᶵ㛵ࡋ



࡚㑅ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

ດࡵࡿࠋᑂᰝ࣭ホ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

౯ࡢᐇᙜࡓࡗ

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

࡚ࡣᅜࡢᐃࡵࡓไ

ࠋ

ᗘ࣭᪉㔪ᚑ࠺

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

ࡶࠊ௨ୗࡢྲྀ

㺃ᅜࡢᐃࡵࡓไ

⤌ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝ࣭

ᗘ࣭᪉㔪ᚑࡗࡓ

ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱

ᑂᰝ࣭ホ౯

᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜

㺃ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇ

ಖࡍࡿࠋ

ࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗

࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᢸ

ᛶࡢ☜ಖ

࠺ጤဨࡢタ⨨

㺃✚ᴟⓗ࡞ሗⓎ

࣭ᑂᰝせ㡯ࠊᑂᰝ

ಙ

ᇶ‽➼ࠊᑂᰝ㛵

ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ

ࡍࡿሗࡢබ⾲

ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ

࣭┈┦㓄៖

ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ

ࡋࡓᑂᰝࡢᐇ



࣭ᑂᰝ࣭ホ౯⤊

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ᚋࡢጤဨྡࡢබ⾲ ࣭Ꮫᨵ㠉㈨ࡍࡿ
࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࡢබ

ࡇࢀࡽࡢᴗࢆ⯆

ࢢ࣮ࣟࣂࣝ &2( ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
 ᅇ
 ྠ ศ㔝ูᑂᰝ࣭ホ౯㒊
 ᅇ
༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢࣛ
 ᅇ
࣒ጤဨ
ྠ 㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊
 ᅇ
 ྠ 32 ㆟
 ᅇ
༟㉺ࡋࡓᏛ㝔ᣐⅬᙧᡂᨭ⿵ຓ㔠
 ᅇ
ᴗጤဨ
Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ  ᅇ
 ྠ ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㒊
 ᅇ
Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗホ౯ጤ
 ᅇ
ဨ
 ྠ ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㒊
 ᅇ
ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕
 ᅇ
᥎㐍ᴗጤဨ
 ྠ ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㒊
 ᅇ
Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࣉࣟࢢࣛ
 ᅇ
࣒ጤဨ
ྠ ᑂᰝ㒊
 ᅇ
ྠ ホ౯㒊
 ᅇ
Ꮫࡢᅜ㝿ࡢࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
 ᅇ
ᙧᡂ᥎㐍ᴗጤဨ
ྠ ホ౯㒊
 ᅇ
ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭࣉ
 ᅇ
ࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ྠ ᑂᰝ㒊
 ᅇ
ྠ ホ౯㒊
 ᅇ
⤒῭♫ࡢⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂ
 ᅇ
ࣝேᮦ⫱ᡂᨭࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ྠ ホ౯㒊
 ᅇ
༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅㑅⪃ጤဨ
 ᅇ
༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ᵓ
 ᅇ
᥎㐍ጤဨ

ࡓไᗘ࣭᪉㔪➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᑓ㛛ᐙ ࣭ලయⓗࡣࠊ᪂ࡓ  ᴗࡢᴗົࢆ ࡚ࡶ $ ホ౯┦ᙜ࡛࠶ࡿእ㒊ホ
ࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯యไࢆᩚഛࡋࠊ

᪂つࡢᴗࡢᐇ࠶ࡓࡾࠊ㎿㏿ ࡇࡽホᐃࢆ $ ࡍࡿࠋ

ࡋ࡚࠸ࡿࡶࠊᑂᰝ࣭ホ౯⤖ᯝ➼

ົయไࢆᩚ࠼ࡿࡶࠊ᪤Ꮡࡢ

ࡢ㏿ࡸ࡞࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࠊᴗෆ

ᴗࡶྵࡵࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ ࣭ලయⓗࡣࠊ᪂ࡓ  ᴗࡢᴗ

ᐜࢆ⤂ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢసᡂ࡞

☜ಖࡋࡘࡘࠊᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥ ົࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯

ࠊᗈሗᡓ␎ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸✚ᴟ

ୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝᨭ࠾ࡅࡿ⥅⥆



࡛ࡁࡿࠋ

ⓗ࡞ሗබ㛤ࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᛶࢆຍࡋࡓᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆᐇࡋ ᪂つࡢᴗࡢᐇᙜࡓࡾࠊ㎿㏿


ࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ົయไࢆᩚ࠼ࡿࡶࠊ᪤



ࡉࡽࠊከᒱࢃࡓࡿᏛࡢᨭ Ꮡࡢᴗࡶྵࡵࠊ᥇ᢥᑂᰝ㛵ࡋ



ᴗ㛵ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆከࡃࡢጤ ࡚ࡣࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ



ဨࡸ㒊ࢆ㛤ദࡢୖࠊ㐺ṇᐇࡍ ☜ಖࡋࡓࠋ୰㛫ホ౯࠾࠸࡚ࡣࠊ



ࡿࡶࠊᅜࡢᨻ⟇ᥦゝࡢཧ⪃࡞ ཝṇࡘ㐺ษ࡞ࢻࣂࢫࢆᑐ



ࡿ㈨ᩱࢆࡾࡲࡵࡿ࡞ࠊ୰ᮇィ⏬

㇟ᶵ㛵ࡋࠊᚋホ౯࠾࠸



ࡢ㐩ᡂࡍࡁ┠ᶆ௨ୖࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ

࡚ࡣྛᶵ㛵ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆཝṇホ



࡚࠸ࡿ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

౯ࡍࡿྠࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ⮬య





ࡢホ౯ࡶຍ࠼࡚࠸ࡿࡇࡣࠊᚋ



ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎ ࡢ᪂ࡓ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛタ⨨ࡸᩥ㒊⛉



ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ Ꮫ⾜ᨻ㐺ษ࡞ᣦ㔪ࢆ࠼࡚࠸



౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿࠋࡲࡓࠊᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ





ྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝᨭ࠾ࡅࡿ





⥅⥆ᛶࢆຍࡋࡓᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ



㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ࢆᐇࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ


࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᐇᶵ㛵ࡢබເࡀ⾜ࢃࢀࠊ
࣭ᑂᰝ࣭ホ౯ᐇᶵ㛵ࡢබເࡀ⾜ࢃࢀࠊ⯆
⯆ࡢ᭷ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ౯㛵ࡍࡿ▱
ࡢ᭷ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ౯㛵ࡍࡿ▱ぢࡀά⏝࡛ࡁࡿ
ぢࡀά⏝࡛ࡁࡿሙྜࡣࠊᙜヱᴗ
ሙྜࡣࠊᙜヱᴗࡢᛂເཬࡧᐇᶵ㛵ࡋ
ࡢᛂເཬࡧᐇᶵ㛵ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࡿ
࡚㑅ᐃࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖹᡂ
ࡼ࠺ດࡵࠊ᪂ࡓ  ᴗࡢᴗົࢆᐇ
 ᖺᗘࡽࠕᏛᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
ࠖ
ࠕᏛ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗホ౯ጤဨࠖ

ࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭᴗࠖ
ࠊ
ᖹᡂ

134

ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ ౯ࠊ⮧ホ౯࡛ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ

ᴗࡢ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࠊ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖ

࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊ᚋࡢᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳ ࡉࡽࠊከᒱࢃࡓࡿᏛࡢᨭ
ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸ ᴗ㛵ࡍࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࢆከ
ࢫ࡞ᚋࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᵓ⠏㛵

ࡃࡢጤဨࡸ㒊ࢆ㛤ദࡢୖࠊ㐺

ࡋ࡚㐺ษ࡞㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࡇࡶᚲ

ṇᐇࡍࡿࡶࠊᅜࡢᨻ⟇

せࠋ

ᥦゝࡢཧ⪃࡞ࡿ㈨ᩱࢆࡾࡲ



ࡵࡿ࡞ࠊ୰ᮇィ⏬ࡢ㐩ᡂࡍࡁ



┠ᶆ௨ୖࡢྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㧗



ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡀᐇࡋࠊேᮦ⫱

 ᖺᗘࡽࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉



㸺ࡑࡢ㡯㸼



ࡲࡓࠊᅜࡢᴗ

ᡂ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿⅬ

⏕᥎㐍ᴗࠖ
ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽࠕ༟㉺◊✲ဨ

࣭ጤဨ➼࠾࠸࡚ࠊጤဨࡢᴗ⯡

㸫

ࡲࡓࠊ
ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚

ᐇᮇ㛫ᛂࡌ࡚

ࡘ࠸࡚ࠊ♫Ⓨ

ᴗࠖ
ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࠕ༟㉺Ꮫ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬

ಀࡿពぢࡸ୰㛫࣭ᚋホ౯ࣥࢣ࣮



ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࡢ㐩ᡂ

ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆ

ಙࡍࡿྲྀ⤌ࢆࡉࡽ

⛠㸧ᵓ᥎㐍ጤクᴗࠖࡢᴗົࢆ᪂ࡓᐇࡋ

ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᥦ



ࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ᐇࡍࡿࡇࡼ

㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ ࡚࠸ࡿࠋ

⾲

༟㉺◊✲ဨᴗ ࣭ୖグᑂᰝ࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜࡢᐃࡵࡓไ

ࡾ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡋ

౪ࡸࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡶ࠼ࡓ㆟ㄽࢆ⾜ࡗ



࡚࠾ࡾࠊᚋࡢᨻ⟇άࡏࡿࡶࡢ

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ࡘࡘࠊᐇຠᛶࡢ࠶

ࡘ࠸࡚ࠊᐇ≧ἣࢆ

ᗘ࣭᪉㔪➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡈᑓ㛛ᐙࡼࡿ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊ᚋࡢᏛࡢྲྀࡾ

ࡿᑂᰝ࣭ホ౯ࢆ⾜

㋃ࡲ࠼ࠊຠᯝⓗ࣭ຠ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ➼ࡢබṇ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯యไࢆ



⤌ࡳࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࢢࢵࢻ

࠺ࠋ

⋡ⓗ࡞ᴗᐇࡢほ

ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࣉࣛࢡࢸࢫ࡞ᚋࡢࣉࣟࢢࣛ



Ⅼࡽࠊ㐠Ⴀ㠃࡛ࡢ

࣭⥅⥆ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡿࡼ࠺⿵

࣒ᵓ⠏㛵ࡋ࡚㐺ษ࡞㈨ᩱࢆసᡂ



ᨵၿࢆᅗࡾࡘࡘࠊᩥ

ຓᮇ㛫⤊ᚋࡢ⥅⥆ᛶࡸⓎᒎᛶࡘ࠸࡚ࡢホ౯

ࡍࡿࡇࡶᚲせࠋ



㒊⛉Ꮫ┬ࡢ⥭ᐦ࡞

㡯┠ࢆタࡅࡓᑂᰝ࣭ホ౯ࢆࡍࡿࡶࠊࣉࣟ





㐃ᦠࡢୗࠊไᗘࡋ

ࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㸦32㸧ࡢ㛵ࢃࡾࡢᙉࡸࠊ

࣭ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຠᯝࡣࠊ㛗ᮇ



࡚ࡢᐃ╔ດࡵࡿࡇ

ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜࢆ㏣ຍࡋ࡚ศᯒࡢᙉࢆᅗࡿ࡞

Ώࡗ࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡍࡿࡇ࡛



ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚ᑂᰝ࣭ホ౯

᭱⤊ⓗ࡞ᴗࡢ౯್ุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀ

ྛ✀ᴗࡢከᩘࡢ ᪉ἲࡢᨵၿࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠊᑂ㆟࣭ホ౯

ࡿࡶࡢࡶ᭷ࡾࠊᚋࡶὀព῝ࡃࣇ

ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇ

⤖ᯝࡢ㏿ࡸ࡞࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕࡞ࠊᗈሗᡓ

࢛࣮ࣟࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ

␎ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚✚ᴟⓗ࡞ሗබ㛤ດࡵࡓࠋ



࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤



㸺ࡑࡢ㡯㸼
㸫

ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁ






ࡿࡀࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵ

࠙ࢢ࣮ࣟࣂࣝ &2( ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ











ࣉࡢຠᯝ㸦ᨵၿࡉࢀ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧







ࡓ㸧ࢆලయⓗ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬ  ௳ᑐࡋ࡚ࠊศ㔝ู

࣭ᚋホ౯ࢆ㐺ษᐇࡋホ౯⤖ᯝࢆ

グ㍕ࡉࢀࡿࡼ࠸

ᑂᰝ࣭ホ౯㒊࠾࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

ࡾࡲࡵࡿࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㏿

ᛮࢃࢀࡿࠋ

᭩㠃ホ౯ࠊ⌧ᆅㄪᰝࠊྜ㆟ホ౯ࢆ⤒࡚ࠊ⿵ຓ

ࡸබ⾲ࡋࡓࡇࡣࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ᴗ⤊ᚋࡢᩍ⫱◊✲άືࡢᣢ⥆ⓗᒎ㛤ཬࡧࡑࡢ

ཬࡧಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡢⅬ࡛㧗ࡃホ౯࡛ࡁ

⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

Ỉ‽ࡢྥୖ᭦࡞ࡿⓎᒎ㈨ࡍࡿࡓࡵࡢຓゝࢆ

ࡿࠋ



ྵࡵࠊホ౯⤖ᯝࢆࡾࡲࡵࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ



࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊ᚋ

ဨ࠾࠸࡚ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌



ࡢᏛࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

ࢪ➼࠾࠸࡚㏿ࡸබ⾲ࡋࡓࠋ



ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸࢫ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥᣐⅬ  ௳ᑐࡋ࡚ࠊศ㔝ูᑂ
࡞ᚋࡢࣉࣟࢢࣛ

ᰝ࣭ホ౯㒊࠾࠸࡚ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ᭩

࣒ᵓ⠏㛵ࡋ࡚㐺ษ

㠃ホ౯ࠊྜ㆟ホ౯ࢆ⤒࡚ࠊホ౯⤖ᯝࢆࡾࡲ

࡞㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࡇ

ࡵࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡋ

ࡶᚲせࠋ

ࡓୖ࡛ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࠾࠸࡚㏿ࡸබ⾲

࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯

ࡋࡓࠋ

㸦ぢ㎸㸧ࠚ

࣭ྛ᥇ᢥᣐⅬࡢྲྀ⤌ෆᐜࡸㄢ㢟ࡢࠊホ౯㒊

࣭Ꮫࡋ࡚↓⌮ࡢ

ጤဨ➼ࡽࡢᴗయಀࡿពぢࢆࡾࡲ

࡞࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛᵓᡂ

ࡵࠊᚋࡢᨻ⟇άࡏࡿࡼ࠺ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬

࡞ࡗ࡚࠸ࡓ᳨ド

ᥦ౪ࡋࡓࠋ

319

135

320
ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ








࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ ࠙༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ











㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧











࣭ ࡢᅜබ⚾❧Ꮫࡽ  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷࡅ

࣭Ꮫࡽ⏦ㄳࡉࢀࡓㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ



࣭⯆ࡀ᭷ࡍࡿඃ

ࡅࠊ㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊࠾࠸࡚ᐈほⓗࡘ

ᑂᰝせ㡯➼ࢆ㐺ษᩚഛࡋࡓୖ࡛ࠊࣉ



ࢀࡓホ౯ᡭἲࢆά⏝

බᖹ࣭බṇ࡞ᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ

ࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧ㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯



ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢࣉࣟ

࠾࠸࡚  Ꮫ࣭ ௳ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ 㒊࠾࠸࡚ᐈほⓗࡘබᖹ࣭බṇ࡞



ࢢ࣒ࣛࡢ㛗ᡤ▷ᡤ

ᑂᰝ⤊ᚋࠊ㑅ᐃ⤖ᯝࡢࠊᑂᰝᢸᙜጤဨࡢ

ᑂᰝࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㛵ಀሗ



ࢆὙ࠸ฟࡋࠊⱝᡭ◊

Ặྡ➼㛵ಀࡍࡿሗࢆ㏿ࡸබ⾲ࡋࠊᑂᰝࡢ

ඹ㏿ࡸබ⾲ࡋࡓࡇࡣࠊᑂᰝࡢ



✲⪅ࡢ⫱ᡂࡢ㘽࡞

㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡓࠋ

㏱᫂ᛶཬࡧಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡢⅬ࡛㧗ࡃホ



ࡿ  㡯 ࢆ ᫂ ࡽ   ࣭㐣ཤ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ࡢྛࣉࣟࢢ࣒ࣛ

౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡋࠊ┿ຠᯝⓗࡘ

ᑐࡋ࡚ࠊᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬࡽ㐍ᤖ≧ἣࢆⓗ☜ᢕ





⥅⥆ᛶࡢ࠶ࡿ⤌⧊ᨭ

ᥱࡍࡿࡓࡵࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡋ࡚ࠊᮏ᱁ⓗ

࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ╔ᐇ࡞ᐇྥࡅࠊࣇ



ᆺேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ

✌ാࡉࡏࡓ 32 ไᗘࡼࡿ⌧ᆅゼၥࡸࠊࣇ࢛࣮ࣟ

࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡍࡿࡶࠊ㛵



࣒ࣛࡢไᗘタィࡀ࡞

ࢵࣉᢸᙜࡢホ౯ጤဨࡼࡿ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡋ

ಀ⪅㛫ࡢពぢ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࣇ࢛࣮ࣟ



ࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋ

ࡓࠋࡲࡓࠊ32 ㆟ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡛ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ

ࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉດࡵࡓⅬࡣ



ࡓ࠸ࠋ

┬ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡽࡢሗᥦ౪ࡸ 32 

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࡢពぢࢆ㏻ࡌࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢ







࣭୰㛫ホ౯ྥࡅࠊ᭷㆑⪅ࡽࡢពぢ



࣭ไᗘࡢᑐ㇟࡞ࡿ ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾึࡵ࡚ᐇࡍࡿ୰㛫ホ౯ྥ

㞟⣙ࢆ⤒ࡓୖ࡛ࠊ㛵ಀ㈨ᩱࢆ㐺ษᩚ



⌧ሙࡢᩍဨ࡞ࡢព

ࡅࠊྛ㒊࣭㒊㛗➼࡛ᵓᡂࡍࡿ㆟࠾࠸

ഛࡋࠊබ㛤ࡢሙ࡛ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡋࡓࡇ



ぢࢆࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒

࡚๓ពぢࢆ㞟⣙ࡋࡓୖ࡛ホ౯せ㡯➼ࡢ㛵ಀ

ࡣࠊබᖹ࣭බṇ࡞ホ౯ࢆᐇࡍࡿࡓࡵ



◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞ࢆ

㈨ᩱࢆ㐺ษᩚഛࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸

ࡢ㐺ษ࡞ྲྀ⤌ࡳࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



㏻ࡌ࡚ࡲࡵࠊ⯆

࡚බ㛤ࡢሙ࡛ᑂ㆟࣭Ỵᐃᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆ

ࡿࠋ



ࡢពぢࡸ⪃࠼᪉ࡀ

㏻ࡌ࡚㎿㏿බ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊ୰㛫ホ౯ᐇ





ᫎࡉࢀࡿ⤌ࡳࡀ

㝿ࡋ࡚ࡢ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ

࣭୰㛫ホ౯ࢆ㐺ษᐇࡋホ౯⤖ᯝࢆ



࠶ࢀࡤࠊᏛ࡞ࡢ



ࡾࡲࡵࡿࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㏿



⌧ሙࡢពぢࢆࡼࡾⰋ

㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ࡸබ⾲ࡋࡓࡇࡣࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗



ࡃᫎࡍࡿࡇࡀྍ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ  ௳ᑐࡋ࡚ࠊ

ᛶࡢ☜ಖࡢⅬ࡛㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



⬟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸

㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊࠾࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆᐇ





ࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ

ࡋࡓࠋ᭩㠃ホ౯ࠊ⌧ᆅㄪᰝࠊࣄࣜࣥࢢࠊྜ㆟

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᏛ㝔ᩍ⫱㛵㐃ᴗ



⯆ࡢ⏬ຊࢆ୍

ホ౯ࢆ⤒࡚ࠊホ౯⤖ᯝࢆࡾࡲࡵࠊࣉࣟࢢ

ࡋ࡚ึࡵ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ಀ⪅ࢆᑐ㇟



ᒙ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶

࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ࣮࣍

ᐇࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆホ౯



ࡿࠋ

࣒࣮࣌ࢪ➼࠾࠸࡚㏿ࡸබ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ

ά⏝ࡋࡓࡇࡣࠊከᵝ࡞どⅬࡽࡢホ



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ホ౯⤖ᯝලయⓗồࡵࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࠊ

౯ࢆྍ⬟ࡋࠊᴗࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵ





ྛᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓィ⏬➼ࡢ㐺ษ

ࢡ᭷⏝࡞᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࡋ࡚㧗ࡃホ



࣭Ꮫࡢᨭไᗘ

࡞ಟṇࢆồࡵࡿࡶࠊࡑࡢᑐᛂ≧ἣࡘ࠸

౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡘ࠸࡚ᑂᰝ࣭ホ౯

࡚ࠊ⩣ᖺᗘᐇࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨ





ᶵ㛵ࡋ୍࡚ᐃࡢ㆟

ࡼࡿ⌧ᆅどᐹ࠾࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇࡋࡓࠋ

࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ╔ᐇᐇࡍࡿ



ㄽࢆࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ ࣭ྛ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ㓄⨨ࡋࡓ 32 ࡀࣇ࢛࣮ࣟ

ࡶࠊ㛵ಀ⪅㛫ࡢពぢ➼ࢆ㏻ࡌ



㆟ㄽࢆᨻ⟇άࡏ

࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉ

ᐇ࣭ᙉດࡵࡓࠋ

ࢵࣉࡋ࡚⌧ᆅゼၥࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ୰㛫ホ
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ࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿࡇ

౯࠾࠸࡚ά⏝ࡋࡓࠊ᭩㠃ホ౯ᙜࡓࡗ࡚

ດࡵࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ⪅࡛࠶ࡿᩍဨ➼ཬࡧࣉࣟࢢ





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࣒ࣛཧຍᏛ⏕ᑐࡋ࡚ᐇࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ

࣭ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂ࣭㓄ᕸࡍࡿࡇ





⤖ᯝࢆά⏝ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊከᵝ࡞どⅬࡼࡿホ౯

࡛ࠊᴗࡢᗈሗࡶⓗ☜ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛



ࡍࡃࠊࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓୖ࡛ࡑࡢ

࠸ࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ



⤖ᯝࢆά⏝ࡋࡓࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᏛ㝔ᩍ⫱





㛵㐃ᴗࡋ࡚ึࡢヨࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ

࣭ᚋホ౯ྥࡅࠊ᭷㆑⪅ࡽࡢពぢ



࣭ ࡢ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚ࠊ32 ࡼࡿ⌧

㞟⣙ࢆ⤒ࡓୖ࡛ࠊ㛵ಀ㈨ᩱࢆ㐺ษᩚ



ᆅゼၥࡸࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜࡢホ౯ጤဨࡼ

ഛࡋࠊබ㛤ࡢሙ࡛ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡋࡓࡇ



ࡿ⌧ᆅどᐹࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊྛ᥇

ࡣࠊබᖹ࣭බṇ࡞ホ౯ࢆᐇࡍࡿࡓࡵ



ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐍ᤖ≧ἣཬࡧ᥇ᢥ♧ࡋࡓ␃

ࡢ㐺ษ࡞ྲྀ⤌ࡳࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



ព㡯➼ࡢᑐᛂ≧ἣࡢ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྛ

ࡿࠋ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛ♧ࡍࡇࡼࡾࠊᨵၿࢆせࡍࡿⅬ





➼ࡢᚋࡢᑐᛂࢆồࡵࡓࠋࡲࡓࠊ32 ㆟ࢆ㛤

࣭᪥ᮏㄒ∧ຍ࠼࡚ⱥㄒ∧ࡢ࣮ࣜࣇࣞ



ദࡍࡿࡇ࡛ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ

ࢵࢺࢆసᡂࡍࡿࡇ࡛ࠊᴗࡢᗈሗ



ࡽࡢሗᥦ౪ࡸ 32 ࡢពぢࢆ㏻ࡌࠊࣇ࢛

ᘬࡁ⥆ࡁⓗ☜ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣ



࣮ࣟࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉᘬࡁ⥆ࡁດࡵࡓࠋ
 㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᚋࡢ⟇ࡢཧ⪃࡞ࡿ





ࡼ࠺ࠊྛ㒊࠾ࡅࡿᴗ⯡ಀࡿពぢࡸ୰

࣭ᚋホ౯ࢆ㐺ษᐇࡋホ౯⤖ᯝࢆ



㛫ホ౯ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせࢆྠ┬ᥦ౪

ྲྀࡾࡲࡵࡿࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㏿



ࡋࡓࠊ32 ㆟ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚

ࡸබ⾲ࡋࡓࡇࡣࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗



ᴗయࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᛶࡢ☜ಖࡢⅬ࡛㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ྛ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ࣭ᡂᯝࢆศࡾࡸࡍ





ࡃㄝ᫂ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋᗈࡃ㓄ᕸࡍࡿ

࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ╔ᐇᐇࡍࡿ



ࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚බ㛤ࡍࡿࡇ

ࡶࠊ㛵ಀ⪅㛫ࡢពぢ➼ࢆ㏻ࡌ



࡛ࠊᴗࡢᗈሗດࡵࡓࠋ

࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉ





ດࡵࡓⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ ௳ᑐࡋ࡚ࠊ ࣭ᚑ᮶ࡢᴗ⤂ࣃࣥࣇࣞࢵࢺຍ࠼ࠊ



㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊࠾࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆᐇ

᪂ࡓᗈሗ⏝ᡂᯝሗ࿌᭩ࢆసᡂࡍࡿࡇ



ࡋࡓࠋ᭩㠃ホ౯ࠊ⌧ᆅㄪᰝࠊࣄࣜࣥࢢࠊྜ㆟

࡛ࠊᴗࡢᗈሗ⥅⥆ࡋ࡚ⓗ☜ྲྀ



ホ౯ࢆ⤒࡚ࠊホ౯⤖ᯝࢆࡾࡲࡵࠊࣉࣟࢢ

ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ࣮࣍



࣒࣮࣌ࢪ➼࠾࠸࡚㏿ࡸබ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ



ホ౯⤖ᯝලయⓗồࡵࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࠊ



ྛᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓィ⏬➼ࡢ㐺ษ



࡞ಟṇࢆồࡵࡿࡶࠊࡑࡢᑐᛂ≧ἣࡘ࠸



࡚ࠊ⩣ᖺᗘᐇࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨ



ࡼࡿ⌧ᆅどᐹ࠾࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇࡋࡓࠋ



࣭ྛ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ㓄⨨ࡋࡓ 32 ࡀࣇ࢛࣮ࣟ



ࢵࣉࡋ࡚⌧ᆅゼၥࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ୰㛫ホ

321
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322


౯࠾࠸࡚ά⏝ࡋࡓࠊ᭩㠃ホ౯ᙜࡓࡗ࡚



ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ⪅ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍᏛ⏕



ᑐࡋ࡚ᐇࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆά⏝ࡋ



ࡓࠋ



࣭ ࡢ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚ࠊ32 ࡼࡿ⌧



ᆅゼၥࡸࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜࡢホ౯ጤဨࡼ



ࡿ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊྛ᥇ᢥࣉࣟ



ࢢ࣒ࣛࡢ㐍ᤖ≧ἣཬࡧ᥇ᢥ♧ࡋࡓ␃ព㡯



➼ࡢᑐᛂ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྛࣉࣟࢢ



࣒ࣛ♧ࡍࡇࡼࡾࠊᨵၿࢆせࡍࡿⅬ➼ࡢ



ᚋࡢᑐᛂࢆồࡵࡓࠋࡲࡓࠊ32 ㆟ࢆ㛤ദࡍࡿ



ࡇ࡛ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡽࡢ



ሗᥦ౪ࡸ 32 ࡢពぢࢆ㏻ࡌࠊ
ࣇ࢛࣮ࣟ



ࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉᘬࡁ⥆ࡁດࡵࡓࠋ



࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᚋࡢ⟇ࡢཧ⪃࡞ࡿ



ࡼ࠺ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛ୰㛫ホ౯⤖ᯝࡢᴫせࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂ



ᯝࢆࡾࡲࡵࠊྠ┬࠾ࡅࡿᑂ㆟࠾࠸࡚



ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊྠ┬ࡀᐇࡋࡓᐇ≧ἣㄪ



ᰝࡢ㞟ィ࣭ศᯒࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ⤖ᯝࢆྠ┬ᥦ



౪ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ32 ㆟ࡸጤဨ࣭㒊࠾࠸



࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡶ࠼࡚ᴗయࡘ࠸࡚㆟



ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ጤဨ➼ࡽࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᴗࢆᾏእྥ



ࡅᗈࡃศࡾࡸࡍࡃ࿘▱ࡍࡃࠊⱥㄒ∧ࣃࣥ



ࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡍࡿࡇ࡛ࠊᴗࡢᗈሗດࡵ



ࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ ௳ᑐࡋ࡚ࠊ



㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊࠾࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆᐇ



ࡋࡓࠋ᭩㠃ホ౯ࠊ⌧ᆅㄪᰝࠊࣄࣜࣥࢢࠊྜ㆟



ホ౯ࢆ⤒࡚ࠊホ౯⤖ᯝࢆࡾࡲࡵࠊࣉࣟࢢ



࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚ᑂ㆟࣭Ỵᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ࣮࣍



࣒࣮࣌ࢪ➼࠾࠸࡚㏿ࡸබ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ



ホ౯⤖ᯝලయⓗồࡵࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࠊ



ྛᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓィ⏬➼ࡢ㐺ษ



࡞ಟṇࢆồࡵࡿࡶࠊࡑࡢᑐᛂ≧ἣࡘ࠸



࡚ࠊ⩣ᖺᗘᐇࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜጤဨ



ࡼࡿ⌧ᆅどᐹ࠾࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡇࡋࡓࠋ



࣭ྛ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ㓄⨨ࡋࡓ 32 ࡀࣇ࢛࣮ࣟ
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ࢵࣉࡋ࡚⌧ᆅゼၥࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ୰㛫ホ



౯࠾࠸࡚ά⏝ࡋࡓࠊ᭩㠃ホ౯ᙜࡓࡗ࡚



ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ⪅ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍᏛ⏕



ᑐࡋ࡚ᐇࡋࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆά⏝ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾึࡵ࡚ᐇࡍࡿᚋホ౯ྥ



ࡅࠊホ౯ㄪ᭩➼ࡢ㛵ಀ㈨ᩱࢆ㐺ษᩚഛࡋࠊࣉ



ࣟࢢ࣒ࣛጤဨ࠾࠸࡚බ㛤ࡢሙ࡛ᑂ㆟࣭Ỵᐃ



ᚋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㎿㏿බ⾲ࡋࠊホ౯



ᐇ㝿ࡋ࡚ࡢ㏱᫂ᛶࠊ
ಙ㢗ᛶࡢ☜ಖດࡵࡓࠋ




࣭ ࡢ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚ࠊ32 ࡼࡿ⌧



ᆅゼၥࡸࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜࡢホ౯ጤဨࡼ



ࡿ⌧ᆅどᐹࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊྛ᥇ᢥࣉࣟ



ࢢ࣒ࣛࡢ㐍ᤖ≧ἣཬࡧ᥇ᢥ♧ࡋࡓ␃ព㡯



➼ࡢᑐᛂ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆྛࣉࣟࢢ



࣒ࣛ♧ࡍࡇࡼࡾࠊᨵၿࢆせࡍࡿⅬ➼ࡢ



ᚋࡢᑐᛂࢆồࡵࡓࠋࡲࡓࠊ32 ㆟ࢆ㛤ദࡍࡿ



ࡇ࡛ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡸࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡽࡢ



ሗᥦ౪ࡸ 32 ࡢពぢࢆ㏻ࡌࠊ
ࣇ࢛࣮ࣟ



ࢵࣉయไࡢᐇ࣭ᙉᘬࡁ⥆ࡁດࡵࡓࠋ



࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᚋࡢ⟇ࡢཧ⪃࡞ࡿ



ࡼ࠺ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᐇࡋࡓᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛ୰㛫ホ౯⤖ᯝࡢᴫせࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂ



ᯝࢆࡾࡲࡵࠊྠ┬࠾ࡅࡿᑂ㆟࠾࠸࡚



ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊྠ┬ࡀᐇࡋࡓᐇ≧ἣㄪ



ᰝࡢ㞟ィ࣭ศᯒࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ⤖ᯝࢆྠ┬ᥦ



౪ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ32 ㆟ࡸጤဨ࣭㒊࠾࠸



࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡶ࠼࡚ᴗయࡘ࠸࡚㆟



ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ጤဨ➼ࡽࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᴗࢆᾏእྥ



ࡅᗈࡃศࡾࡸࡍࡃ࿘▱ࡍࡃࠊⱥㄒ∧࣮ࣜ



ࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋ㛵ಀᏛ➼㓄ᕸࡍࡿࡇ



࡛ࠊᴗࡢᗈሗດࡵࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒ∧ࡢ



ᴗࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡘ࠸࡚ࡶࠊෆᐜࢆศࡾࡸࡍ



ࡃᵓᡂࡋࡓୖ࡛సᡂࡋᗈࡃ㓄ᕸࡍࡿࡶ



ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚බ㛤ࡍࡿࡇ࡛ࠊᘬ



ࡁ⥆ࡁᴗࡢᗈሗດࡵࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛ  ௳ᑐࡋ࡚ࠊ



ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨཬࡧ㢮ᆺูᑂᰝ࣭ホ౯㒊

323

139

324


࠾࠸࡚᭩㠃ホ౯ࠊ⌧ᆅㄪᰝ㸦ᚲせุ᩿ࡉࢀࡓ



ሙྜࡢࡳ㸧
ࠊࣄࣜࣥࢢࠊྜ㆟ホ౯➼ࡼࡾᚋ



ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࣒࣍



࣮࣌ࢪ➼࠾࠸࡚㏿ࡸබ⾲ࡋࡓࠋ



࣭ ࡢ᥇ᢥࣉࣟࢢ࣒ࣛᑐࡋ࡚ࠊ32 ࡼࡿ⌧



ᆅゼၥࡸࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᢸᙜࡢホ౯ጤဨࡼ



ࡿ⌧ᆅどᐹࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋ



ࡓࠋࡲࡓࠊ32 ㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉయ



ไࡢᐇ࣭ᙉᘬࡁ⥆ࡁດࡵࡓࠋ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᑂ㆟ࡢ୰㛫࣭ᚋホ౯⤖ᯝ
ࡢᴫせཬࡧࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝࡢሗ࿌ࡸࠊ32 ㆟࣭
ጤဨ࣭㒊࠾ࡅࡿྠ┬ࡶ࠼࡚ࡢᴗయ
ಀࡿ㆟ㄽࢆᘬࡁ⥆ࡁ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ጤဨ➼ࡽࡢせᮃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಟ⪅ࡢ࢟ࣕࣜ
ࣃࢫᣑࡢࡓࡵࠊᴗࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿಟ⪅ࡢ
ྛ⏺࡛ࡢά㌍≧ἣࢆࡲࡵࡓᗈሗ⏝ᡂᯝሗ࿌᭩
ࢆసᡂࡋࠊᴗࡢࡼࡾ୍ᒙࡢᗈሗດࡵࡓࠋ










࠙༟㉺ࡋࡓᏛ㝔ᣐⅬᙧᡂᨭ⿵ຓ㔠ࠚ













㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧







࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㑅ᐃࡋࡓ  Ꮫ࣭ᑓᨷ➼

࣭༟㉺ࡋࡓᏛ㝔ᣐⅬᙧᡂᨭ⿵ຓ㔠

ࡘ࠸࡚ࠊྠ┬ࡢᴗᐇせ㡿࡛♧ࡉࢀࡓᑂᰝ᪉

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗጤဨࢆ㛤ദࡋࠊᩥ

㔪ᚑ࠸ࠊྛᏛࡽᥦฟࡉࢀࡓࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬

㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㑅ᐃࡋࡓ  Ꮫ࣭ ᑓᨷ

ࡢᐃࡵࡓᩍ⫱◊✲ࡢᐇ⦼ࢆ♧ࡍᐈほⓗ࡞ᣦᶆࠖ

➼ࡘ࠸࡚ࠊྛᏛࡽᥦฟࡉࢀࡓྛ

ಀࡿྛᑓᨷ➼ࡢࢹ࣮ࢱ㸦ᐇ⦼್㸧ࡢ┦ᑐⓗ࡞

ᑓᨷ➼ࡢࢹ࣮ࢱ㸦ᐇ⦼್㸧➼ࡢ┦ᑐⓗ

ศᯒࢆ⾜࠺ࡶࠊᴗጤဨጤဨࡼࡿಶ

࡞ศᯒࠊᴗጤဨጤဨࡼࡿಶู

ู๓ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࡼࡾᑂᰝࢆᐇࡋ

๓ᑂᰝཬࡧྜ㆟ᑂᰝࡼࡾᑂᰝࢆ㏿ࡸ

ࡓࠋ

ᐇࡍࡿࡶࠊጤဨྡ⡙ࡸᑂ

࣭ጤဨྡ⡙ࡸᑂᰝせ㡯➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕

ᰝせ㡯➼ࡢබ㛤ࡼࡾ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖ

ࡋࡓࠋ

ࡶሗබ㛤ࡶດࡵ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃ



ホ౯࡛ࡁࡿࠋ










࠙Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠚ













㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧









࣭᪂ࡓタ⨨ࡋࡓጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓᑂᰝ

࣭ጤဨ࡛ࡢᑂᰝせ㡯➼ࡢỴᐃࠊ࣮࣌



せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊ ࡢᅜබ⚾❧Ꮫ➼ࡼࡾ 

ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧጤ



௳ࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡼ

ဨጤဨࡼࡿ㠃᥋ᑂᰝࠊࡑࡢᚋࡢጤ



ࡿ᭩㠃ᑂᰝࠊጤဨጤဨࡼࡿ㠃᥋ᑂᰝࢆᐇ

ဨ࠾ࡅࡿ㑅ᐃೃ⿵ࡢỴᐃ➼ᑐᛂ



ࡋࠊ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓ

ࡍࡿࡓࡵࠊ㎿㏿ົయไࢆᩚ࠼ࡿ



㸦ࡑࡢᚋࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚  ௳ࡢ㑅ᐃࢆỴ

ࡶࠊ㐺ษ࡞ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗



ᐃ࣭Ⓨ⾲㸧
ࠋ

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
140



࣭ ᪥㛫ࢃࡓࡗ࡚ࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜ㸦





ྡ㸧ࢆᑐ㇟ࡋࡓ᭩㠃ᑂᰝಀࡿㄝ᫂ࢆ㛤ദ

࣭Ꮫ㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ୍⯡ᅜẸࡽ



ࡋࡓࠋ

ࡢ㛵ᚰࡶ㧗ࡗࡓᩍ⫱⏕ᐇ⾜㆟➼



࣭ᑂᰝ⤊ᚋࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㑅ᐃ

࡛♧ࡉࢀࡓࠊ᪂ࡓ࡞᪉ྥᛶಀࡿᮏ



⤖ᯝࠊጤဨ㛗ᡤぢࠊጤဨྡ⡙ࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙

ᴗࡘ࠸࡚ࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ



࣮ࣜྡ⡙ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜

ࢆ☜ಖࡋࡘࡘΰ࡞ࡃᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇ



࠸ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

ࡶ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ









㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᙜヱ㑅ᐃ



࣭ጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓᑂᰝせ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊ ⤖ᯝ㛵ಀሗࡢ✚ᴟⓗ࡞ᥦ౪ດࡵࠊ



ᅜබ⚾❧Ꮫ➼ࡼࡾ  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࠊ
࣌

බṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆࡵ



࣮ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝࠊጤဨጤဨ

ࡽࢀࡿࠋ



ࡼࡿ㠃᥋ᑂᰝࢆᐇࡋࠊ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋ࡚





ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬

࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢᨻ⟇ホ౯࠾ࡅࡿάື



࠾࠸࡚  ௳ࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ࣭Ⓨ⾲㸧ࠋ

ᣦᶆ㸦࢘ࢺࣉࢵࢺ㸧ࡋ࡚ࠊᮏᴗ



࣭ ᪥㛫ࢃࡓࡗ࡚ࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜ㸦

ࡢ㑅ᐃᩘࡀᐇ⦼್ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ



ྡ㸧ࢆᑐ㇟ࡋࡓ᭩㠃ᑂᰝಀࡿㄝ᫂ࢆ㛤ദ

ࡓࡇࠊጤဨ࠾ࡅࡿពぢࡀࠊබເ



ࡋࡓࠋ

ணᐃࡢ࡞ࡗࡓࠊࠕࣇ࢛࣮ࣟࢵ



࣭ᑂᰝ⤊ᚋࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㑅ᐃ

ࣉࠖࡢᐇࡢ᳨ウࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇ࡞



⤖ᯝࠊጤဨ㛗ᡤぢࠊ㑅ᐃྲྀ⤌ᴫせࠊጤဨྡ⡙ࠊ

ࠊጤဨࡼࡿᑂᰝࡀࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ



࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜྡ⡙ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞㛵ಀ

タィࡸ❧ࡢཧ⪃࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ



ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ 㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ♫ࢃࡾࡸࡍࡃ࿘▱ࡍࡿ





ࡓࡵࠊྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢྲྀ⤌ෆᐜࡸᡂᯝ࡞ࢆᖹ

࣭ྲྀ⤌ࡢᐇ≧ἣࡸᚋࡢ┠ᶆ್➼ࢆ



᫆ㄝ᫂ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊᗈࡃ㓄ᕸ

ࡾࡲࡵࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣࠊᩥ㒊⛉



ࡍࡿࡶࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚බ㛤ࡋࡓࠋ
 Ꮫ┬࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ≧ἣᢕᥱࡸࠊ





Ꮫᩍ⫱㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᳨ウࡢཧ⪃



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓᑂᰝせ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊ 



ᅜබ⚾❧Ꮫ➼ࡼࡾ  ௳ࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࠊ

࣭ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᐇཬࡧᴗ┠ᶆࡢ



࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝࠊጤဨጤ

╔ᐇ࡞㐩ᡂ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊࣇ࢛࣮ࣟ



ဨࡼࡿ㠃᥋ᑂᰝࢆᐇࡋࠊ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋ

ࢵࣉࢆᐇࡍࡿࡶࠊࣇ࢛࣮ࣟ



࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊྠ┬࠾࠸

ࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕



࡚  ௳ࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ࣭Ⓨ⾲㸧
ࠋ

ࡋබ㛤ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㑅ᐃᏛ➼௨እࡢ



࣭ ᪥㛫ࢃࡓࡗ࡚ࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜ㸦

ᅜෆᏛ➼ᑐࡋ࡚ࡶࠊᴗయࡢ㐍



ྡ㸧ࢆᑐ㇟ࡋࡓ᭩㠃ᑂᰝಀࡿㄝ᫂ࢆ㛤ദ

ᤖ≧ἣࠊᡂᯝཬࡧㄢ㢟➼ࡢሗⓎಙࢆ



ࡋࡓࠋ

✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᑂᰝ⤊ᚋࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㑅ᐃ





⤖ᯝࠊጤဨ㛗ᡤぢࠊ㑅ᐃྲྀ⤌ᴫせࠊጤဨྡ⡙ࠊ

࣭୰㛫ホ౯ࡢᐇᙜࡓࡾࠊᩥ㒊⛉Ꮫ



࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜྡ⡙ࡘ࠸࡚✚ᴟⓗ࡞㛵ಀ

┬ࡢㄪᩚࡸጤဨ㐠Ⴀ➼ࢆ⾜



ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

325

141

326


࣭ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡢྲྀ





⤌ᑐࡋ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋࣇ࢛ࣟ

࣭୰㛫ホ౯⤖ᯝཬࡧጤဨྡ⡙ࢆ࣮࣒࣍



࣮ࢵࣉ࠾࠸࡚ࡣࠊྛྲྀ⤌ࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ

࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ✚ᴟⓗ



≧ἣሗ࿌᭩ࢆࡶ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶ

࡞ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ㏱



ࠊ㐍ᤖ≧ἣၥ㢟ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓ  Ꮫ➼

᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ



ࡘ࠸࡚⌧ᆅどᐹࢆᐇࡋࡓᚋࠊලయⓗồࡵࡽ





ࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࡓྛᏛ➼ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ





ሗ࿌᭩ࢆỴᐃࡋࠊྛᏛ➼㏻▱ࡍࡿࡇࡼ





ࡾᣦᑟ࣭ຓゝࢆ⾜࠸ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛



࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせཬࡧྛᏛ➼ࡽᥦฟࡉ



ࢀࡓ㐍ᤖ≧ἣࡢᴫせࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋ



ࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓホ౯せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊ



ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ



᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ



 ௳ࡢᴗࡘ࠸࡚୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ



࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨጤဨࡼࡿ᭩㠃ホ



౯ཬࡧ㠃᥋ホ౯㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊጤဨ



࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋ



࣭Ꮫ⊂⮬ࡢᩍ⫱ᨵ㠉࠺ࡲࡃ᥋⥆ࡉࡏࠊධཱྀ



ࡽฟཱྀࡲ࡛㏻㈏ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࡀ



ᚿྥࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ୍᪉ࠊࡑࡢࡇ



ࡼࡾྛᴗࡣ᪂ࡓ࡞ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡶ┤㠃ࡋ࡚



࠾ࡾࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝලయⓗồࡵࡽࢀࡿᨵၿ



Ⅼࢆグࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



࣭୰㛫ホ౯⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ



౯せ㡯ࠊ㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵࠊ



✚ᴟⓗ࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ



㓄៖ࡋࡓࠋ



ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸸



KWWSZZZMVSVJRMSMDSGDWDK$3SURJUDPSGI 
ጤဨཬࡧ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜྡ⡙㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDSLLQNDLKWPO
㑅ᐃ⤖ᯝ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDSVHQWHLBNHNNDKWPO
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDSIROORZXSKWPO
୰㛫ホ౯⤖ᯝ㸸
KWWSVZZZMVSVJRMSMDSFKXNDQBK\RNDKWPO
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㑅ᐃྲྀ⤌ᴫせ㸸
KWWSZZZMVSVJRMSMDSVHQWHLBWRULNXPLKWPO









࠙Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗࠚ













㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

࣭୰㛫࣭ᚋホ౯ࡢᐇᙜࡓࡾࠊᩥ





࣭᪂ࡓタ⨨ࡋࡓጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓホ౯

㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᩚࡸጤဨ㐠Ⴀ➼ࢆ



せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡉࢀࡓ 

⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



௳㸦ཧຍᏛ➼ࡣ  ᰯ㸧ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚୰㛫

ࡿࠋ



ホ౯ࢆ㛤ጞࡋࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜ㸦 ྡ㸧





ࡼࡿ᭩㠃ホ౯ࢆᐇࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵ

࣭ጤဨ࠾ࡅࡿពぢࡀࠊබເண



ࡓࠋ

ᐃࡢ࡞ࡗࡓࠊ
ࠕࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࠖࡢᐇ





ࡢ᳨ウࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇ࡞ࠊጤဨ



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ࡼࡿホ౯ࡀࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタィࡸ❧



࣭ጤဨጤဨࡼࡿ㠃᥋ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ୰

ࡢཧ⪃࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯



㛫ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋࡓࠋ

࡛ࡁࡿࠋ



࣭ලయⓗồࡵࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࡓ୰㛫ホ౯





⤖ᯝࢆྛᏛ➼㏻▱ࡍࡿࡇࡼࡾᣦᑟ࣭ຓ

࣭୰㛫࣭ᚋホ౯⤖ᯝཬࡧጤဨྡ⡙ࢆ



ゝࢆ⾜࠸ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ



࣭୰㛫ホ౯⤖ᯝࡣࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧

✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇ



ࢆసᡂࡍࡿࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ

ࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆࡵࡽࢀ



ホ౯せ㡯ࠊ㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ⡙➼ࢆྵ

ࡿࠋ



ࡵࠊ✚ᴟⓗ࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱





᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ

࣭ྲྀ⤌ࡢᐇ≧ἣࡸᚋࡢ┠ᶆ್➼ࢆ



࣭ᮏᴗࢆ♫ࢃࡾࡸࡍࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࠊ

ࡾࡲࡵࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣࠊᩥ㒊⛉



ྛྲྀ⤌ࡢྲྀ⤌ෆᐜࡸᡂᯝ࡞ࢆᖹ᫆ㄝ᫂ࡋࡓ

Ꮫ┬࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ≧ἣᢕᥱࡸࠊ



ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋࠊᗈࡃ㓄ᕸࡍࡿࡶࠊ Ꮫᩍ⫱㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᳨ウࡢཧ⪃



࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚බ㛤ࡋࡓࠋ

࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ









㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

࣭ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᐇཬࡧᴗ┠ᶆࡢ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡉࢀࡓ  ௳ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸

╔ᐇ࡞㐩ᡂ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊࣇ࢛࣮ࣟ



࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

ࢵࣉࢆᐇࡍࡿࡶࠊࣇ࢛࣮ࣟ



࠾࠸࡚ࡣࠊྛྲྀ⤌ࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ≧ἣሗ

ࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕



࿌᭩ࢆࡶ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࠊ୰㛫ホ

ࡋබ㛤ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㑅ᐃᏛ➼௨እࡢ



౯࠾࠸࡚⥲ᣓホ౯ࡀࠕ&ࠖ࡞ࡗࡓ  ௳ࡢྲྀ⤌

ᅜෆᏛ➼ᑐࡋ࡚ࡶࠊᴗయࡢ㐍



ཬࡧ㐍ᤖ≧ἣၥ㢟ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓ  ௳ࡢྲྀ⤌

ᤖ≧ἣࠊᡂᯝཬࡧㄢ㢟➼ࡢሗⓎಙࢆ



ࡘ࠸࡚⌧ᆅどᐹࢆᐇࡋࡓᚋࠊලయⓗồࡵ

✚ᴟⓗ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࡓྛྲྀ⤌ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ





ሗ࿌᭩ࢆỴᐃࡋࠊྛᏛ➼㏻▱ࡍࡿࡇࡼ





ࡾᣦᑟ࣭ຓゝࢆ⾜࠸ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛





࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせཬࡧྛྲྀ⤌ࡽᥦฟࡉࢀ





ࡓ㐍ᤖ≧ἣࡢᴫせࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ 
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㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓホ౯せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊ



ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡘ࠸࡚



ᚋホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ



࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊጤဨጤဨࡼࡿ᭩㠃ホ



౯ࠊ㠃᥋ホ౯㸦 ௳㸧ཬࡧ⌧ᆅㄪᰝ㸦 ௳㸧ࢆ⾜



ࡗࡓୖ࡛ࠊጤဨ࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋ



ࡓࠋ



࣭
ࠕィ⏬ࢆ㉸࠼ࡓྲྀ⤌ࠖࡢ 6 ホ౯ࡸࠕィ⏬࠾ࡾ



ࡢྲྀ⤌ࠖࡢ $ ホ౯ࡀྜࢃࡏ࡚⣙  ࠸࠺⤖ᯝ



࡞ࡾࠊᅜබ⚾❧ࡢタ⨨ᙧែࡸᏛᰯ✀ࢆ㉸࠼ࠊ



ᆅᇦࡸศ㔝ᛂࡌ࡚Ꮫ㛫ࡀ┦㐃ᦠࡋࠊ♫



ࡢせㄳᛂ࠼ࡿඹྠࡢᩍ⫱࣭㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒



ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺࠸࠺┠ⓗࡀᴫࡡ㐩ᡂࡉࢀࡓࡇ



ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ



࣭ᚋホ౯⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ



౯せ㡯ࠊ㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵࠊ



✚ᴟⓗ࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ



㓄៖ࡋࡓࠋ



ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸸



KWWSZZZMVSVJRMSMSSLXFHGDWDKGDLJDNXNDQSURJUDPSGI 



ጤဨཬࡧ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜྡ⡙㸸



KWWSZZZMVSVJRMSMSSLXFHLLQPHLERKWPO



୰㛫ホ౯⤖ᯝ㸸



KWWSZZZMVSVJRMSMSSLXFHFKXNDQBK\RNDKWPO



ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝ㸸



KWWSVZZZMVSVJRMSMSSLXFHIROORZXSKWPO



ᚋホ౯⤖ᯝ㸸



KWWSVZZZMVSVJRMSMSSLXFHMLJRBK\RNDKWPO















࠙ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗࠚ
 











㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧









࣭᪂ࡓタ⨨ࡋࡓጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓᑂᰝ ࣭ጤဨ࡛ࡢᑂᰝせ㡯ࡢỴᐃࠊ ௳㸦ཧ



せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊᅜබ⚾❧Ꮫ➼ࡽࡢ⏦ㄳ 

⏬ࡍࡿᏛ  ᰯ㸧ࡢ⏦ㄳಀࡿ࣮࣌



௳㸦ཧ⏬ࡍࡿᏛ  ᰯ㸧ࡘ࠸࡚࣮࣌ࣃ࣮ࣞ

ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝཬࡧጤ



ࣇ࢙࣮ࣜࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝࠊጤဨጤဨࡼࡿ㠃

ဨጤဨࡼࡿ㠃᥋ᑂᰝࠊࡑࡢᚋࡢጤ



᥋ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊ㑅ᐃೃ⿵ᴗࢆỴᐃࡋ࡚ᩥ㒊⛉

ဨ࠾ࡅࡿ㑅ᐃೃ⿵ࡢỴᐃ➼ᑐᛂ



Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓࠋ㸦ࡑࡢᚋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚

ࡍࡿࡓࡵࠊ㎿㏿ົయไࢆᩚ࠼ࡿ



 ௳ࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ࣭Ⓨ⾲㸧

ࡶࠊ㐺ษ࡞ᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇࡣ㧗
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࣭ᑂᰝ⤊ᚋࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㑅ᐃ⤖

ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ᯝࠊ㑅ᐃྲྀ⤌ᴫせཬࡧጤဨẶྡ➼ࢆྵࡵ✚ᴟⓗ





࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖

࣭ホ౯ࢆᐇࡍࡿᙜࡓࡾࠊጤဨ࡛



ࡋࡓࠋ

ࡢホ౯せ㡯ࡢỴᐃࠊホ౯ಀࡿ࣮࣌ࣃ





࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡼࡿ᭩㠃ホ౯ࠊጤဨ



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ጤဨࡼࡿ㠃᥋ホ౯ཬࡧ⌧ᆅㄪᰝࠊࡑ



ࠕᆅ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘཬࡧᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ

ࡢᚋࡢጤဨ࠾ࡅࡿホ౯⤖ᯝࡢỴᐃ



㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛᴗ㸦&2&㸧
ࠖ ௳ࡢ࠺ࡕࠕᆅ

➼ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ㎿㏿ົయไࢆ



㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ

ᩚ࠼ࡿࡶࠊ㐺ษ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ



㸦&2&㸧
ࠖ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ  ௳ࡢᴗࡘ

ࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࠸࡚ࠕᖹᡂ  ᖺᗘホ౯ࠖࢆᐇࡋࡓࠋ





࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜࡼ

࣭ホ౯⤖ᯝ➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍ



ࡿ᭩㠃ホ౯ࠊጤဨጤဨࡼࡿ㠃᥋ホ౯ཬࡧ⌧

ࡿࡇࡼࡾࠊ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙດ



ᆅㄪᰝ㸦 ௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃࡋ

ࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ



ࡓࠋ⮬య➼ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ

☜ಖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ



ᨵ㠉ࢆྵࡴᴗ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢྛ✀ྲྀ⤌ࢆ㐍





ࡵ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓᴗࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊィ⏬ࢆୗᅇ

࣭ᴗࡢຠᯝⓗ࡞ᐇཬࡧᴗ┠ᶆࡢ



ࡿࡉࢀࡓᴗࡶ」ᩘ࠶ࡾࠊホ౯⤖ᯝලయⓗ

╔ᐇ࡞㐩ᡂ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ  ௳



ồࡵࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࠊ&2&ࡢ᥋⥆ࢆ

ࡢྲྀ⤌ᑐࡍࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇ



⾜࠼ࡿࡼ࠺ຓゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡍࡿࡶࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡢ



࣭ホ౯⤖ᯝࡣࠊホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࢆసᡂࡍ

ᴫせࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋබ㛤ࡍࡿ



ࡿࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ౯せ㡯ࠊ ࡇ࡛ࠊ㑅ᐃᏛ➼௨እࡢᅜෆᏛ➼



㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵࠊ✚ᴟⓗ

ᑐࡋ࡚ࡶࠊᴗయࡢ㐍ᤖ≧ἣࠊᡂ



࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖

ᯝཬࡧㄢ㢟➼ࡢሗⓎಙࢆ✚ᴟⓗ⾜



ࡋࡓࠋ

ࡗ࡚࠾ࡾ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡢᴗᑐࡋ࡚ࣇ࢛





࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࠾࠸࡚

࣭୰㛫ホ౯ࡢᐇᙜࡓࡾࠊᩥ㒊⛉Ꮫ



ࡣࠊྛᴗࡽᥦฟࡉࢀࡓᐇ≧ἣሗ࿌᭩ࢆࡶ

┬ࡢㄪᩚࡸጤဨ㐠Ⴀ➼ࢆ⾜



≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࠊ㐍ᤖ≧ἣ㐜ࢀ

ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡀᠱᛕࡉࢀࡓ  ᴗࡘ࠸࡚⌧ᆅどᐹࢆᐇࡋ





ࡓᚋࠊලయⓗồࡵࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグࡋࡓྛ

࣭୰㛫ホ౯⤖ᯝཬࡧጤဨྡ⡙ࢆ࣮࣒࣍



ᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉሗ࿌᭩ࢆỴᐃࡋࠊྛᴗ

࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ✚ᴟⓗ



㏻▱ࡍࡿࡇࡼࡾᣦᑟ࣭ຓゝࢆ⾜࠸ᨵၿࢆಁ

࡞ሗⓎಙດࡵ࡚࠾ࡾࠊබṇࡉࠊ㏱



ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝࡢᴫせཬࡧྛ

᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ



ᴗࡽᥦฟࡉࢀࡓ㐍ᤖ≧ἣࡢᴫせࢆ࣮࣒࣍࣌





࣮ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ጤဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓホ౯せ㡯➼ᇶ࡙ࡁࠊ



ᖹᡂ  ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ  ௳ࡢᴗࡘ࠸࡚



୰㛫ホ౯ࢆᐇࡋࡓࠋ

329

145

330


࣭ホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜ㸦



ྡ㸧ࡼࡿ᭩㠃ホ౯ࠊጤဨጤဨࡼࡿ㠃᥋ホ౯



ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊጤဨ࠾࠸࡚ホ౯⤖ᯝࢆỴᐃ



ࡋࡓࠋ



࣭⮬యࡸᴗ➼ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊඛᑟⓗ࡛≉Ⰽ



࠶ࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࢆྵࡴᴗ┠ᶆ㐩ᡂ



ࡢࡓࡵࡢྛ✀ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓᴗࡀ



࠶ࡿ୍᪉ࠊィ⏬ࢆୗᅇࡿࡉࢀࡓᴗࡶ」ᩘ࠶



ࡾࠊホ౯⤖ᯝලయⓗồࡵࡽࢀࡿᨵၿⅬࢆグ



ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



࣭୰㛫ホ౯⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊホ



౯せ㡯ࠊ㠃᥋ホ౯ᐇせ㡿ࠊጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵࠊ



✚ᴟⓗ࡞㛵ಀሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠸ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ



㓄៖ࡋࡓࠋ



ጤဨཬࡧ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࣇ࢙࣮ࣜྡ⡙㸸



KWWSZZZMVSVJRMSMFRFLLQNDLKWPO



㑅ᐃ⤖ᯝ㸸



KWWSZZZMVSVJRMSMFRFVHQWHLBNHNNDKWPO



ホ౯⤖ᯝ㸸



KWWSZZZMVSVJRMSMFRFK\RNDKWPO



ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ⤖ᯝ㸸



KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFIROORZXSKWPO



୰㛫ホ౯⤖ᯝ㸸



KWWSVZZZMVSVJRMSMFRFFKXNDQBK\RNDKWPO 



㑅ᐃᴗᴫせ㸸



KWWSZZZMVSVJRMSMFRFVHQWHLBWRULNXPLKWPO











࠙Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗࠚ













㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧









࣭ᅜබ⚾❧Ꮫࡼࡾ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ ௳ࡘ࠸

࣭ᅜࡢᐃࡵࡓ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ㛛ᐙ



࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ
㸧ࡀᑂᰝ

ࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝࡸ୰㛫࣭ᚋホ౯ᐇ



せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊᑂᰝ㒊ࡀ᭩㠃࣭㠃᥋࣭ྜ

యไ㛵ಀせ㡯➼ࢆᩚഛࡋࡓୖ࡛ࠊ㏱



㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊጤဨ

᫂ᛶಙ㢗ᛶ㓄៖ࡋࡓᑂᰝ࣭ホ౯ᴗ



ࡀ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ

ົሗබ㛤ࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࡇࡣ



௳ࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ㸧
ࠋ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣍





࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ㄪ᭩ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀ ࣭ᑂᰝ࣭ホ౯⤖ᯝࡢබ⾲ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ

ྛᏛࡀᚋྲྀ⤌ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛



ࡓࠋ

ࡢㅖㄢ㢟ࢆ♧ࡍࡇ࡛ᚲせ࡞ࡿ࡛࠶



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ

ࢁ࠺ᑐᛂࢆಁࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ
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ࡀ୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩

ࡿࠋ



㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ





⾜ࡗࡓࠋ

࣭ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌



࣭ྛᏛࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀồ

ࢪᥖ㍕ࡋබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㑅ᐃᏛ



ࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆ♧ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ ௨እࡢᅜෆᏛ➼ᑐࡋ࡚ࡶᴗయ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍

ࡢ㐍ᤖ≧ἣཬࡧྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢඃࢀࡓ



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ

ྲྀ⤌ࠊ≉➹ࡍࡁᡂᯝࡸㄢ㢟➼ࡢሗ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ

Ⓨಙࢆ╔ᐇᐇࡋࡓࡇࡣ㧗ࡃホ౯



ࡓࠋ

࡛ࡁࡿࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡢྛྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧





ἣࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆጤ





ဨሗ࿌ࡍࡿࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲





ࡋࠊ♫ྥࡅࡓሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ᅜබ⚾❧Ꮫࡼࡾ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ  ௳ࡘ࠸



࡚ࠊጤဨࡀᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊᑂᰝ㒊



ࡀ᭩㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂ



ᰝࢆ⾜࠸ࠊጤဨࡀ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢ



ᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ㸧
ࠋ



࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣍



࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ㄪ᭩ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ



ࡀ୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩



㠃࣭㠃᥋࣭⌧ᆅㄪᰝ㸦ᚲせᛂࡌ࡚㸧
࣭ྜ㆟ࡼ



ࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ྛᏛࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀồ



ࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆ♧ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࠊ ᖺᗘ㑅ᐃࡢ



 ௳ࡢྛྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵ



ࣉࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆጤဨሗ࿌ࡍࡿࡶ



࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊ♫ྥࡅࡓሗⓎಙ



ࢆ⾜ࡗࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

331

147

332


࣭ᅜබ⚾❧Ꮫࡼࡾ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ  ௳ࡘ࠸



࡚ࠊጤဨࡀᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊᑂᰝ㒊



ࡀ᭩㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂ



ᰝࢆ⾜࠸ࠊጤဨࡀ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢ



ᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ㸧
ࠋ



࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣍



࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ㄪ᭩ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨࡀ



୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩㠃࣭



㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗ



ࡓࠋ



࣭ྛᏛࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀồ



ࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆ♧ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࠊ ᖺᗘ㑅ᐃࡢ



 ௳ࠊ ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡢྛྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣ



ࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆጤဨ



ሗ࿌ࡍࡿࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊ



♫ྥࡅࡓሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ᅜබ⚾❧Ꮫࡼࡾ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ  ௳ࡘ࠸



࡚ࠊጤဨࡀᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊᑂᰝ㒊



ࡀ᭩㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂ



ᰝࢆ⾜࠸ࠊጤဨࡀ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢ



ᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ㸧
ࠋ



࣭ᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ



࡚ㄪ᭩ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍ



ࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨࡀ



୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩㠃࣭



㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗ



ࡓࠋ



࣭ྛᏛࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀồ



ࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆ♧ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ
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ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨࡀ



ᚋホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩㠃࣭



ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࠊ ᖺᗘ㑅ᐃࡢ



 ௳ࠊ
 ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡢྛྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣ



ࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆጤဨ



ሗ࿌ࡍࡿࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊ



♫ྥࡅࡓሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ᅜබ⚾❧Ꮫࡼࡾ⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ  ௳ࡘ࠸



࡚ࠊጤဨࡀᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊᑂᰝ㒊



ࡀ᭩㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ᑂ



ᰝࢆ⾜࠸ࠊጤဨࡀ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࡑࡢ



ᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ  ௳ࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ㸧
ࠋ



࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣍



࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ㄪ᭩ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ



ࡀ୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩



㠃࣭㠃᥋࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ



⾜ࡗࡓࠋ



࣭ྛᏛࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀồ



ࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆ♧ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨ



ࡀᚋホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩



㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ




࣭ホ౯⤊ᚋࠊᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ
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ࡓࠋ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࠊ ᖺᗘ㑅ᐃࡢ 



௳ࠊ ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡢྛྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣ



ࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆጤဨ



ሗ࿌ࡍࡿࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊ



♫ྥࡅࡓሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ
KWWSZZZMVSVJRMSMWHQNDLU\RNXLQGH[KWPO 










࠙Ꮫࡢᅜ㝿ࡢࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ᥎㐍













ᴗࠚ









㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

࣭ᚋホ౯࠾࠸࡚ྛᏛ࡛ᴗཧ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃࡢ  ௳ࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ

⏬ࡋࡓᏛ⏕ࢆᑐ㇟ᐇࡋࡓࣥࢣ࣮



ࡋ࡚ࠊᴗ᭱⤊ᖺᗘᙜࡓࡾ㛤ദࡉࢀࡓࠕࢢ

ࢺ⤖ᯝࢆά⏝ࡋࡓࡇࡣࠊከᵝ࡞どⅬ



࣮ࣟࣂࣝ ⥲ᣓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖཧຍࡋࠊ

ࡼࡿホ౯ࢆྍ⬟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㧗ࡃホ



ᴗయࡢྲྀ⤌≧ἣࡸᡂᯝࠊྛྲྀ⤌ᐇ⦼ࠊᚋࡢ

౯࡛ࡁࡿࠋ



ㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢෆᐜ





ࢆ♫ྥࡅⓎಙࡋࡓࠋ











㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧





࣭  ௳ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨࡀᚋホ





౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩㠃࣭ࣄࣜ



ࣥࢢ࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗ



ࡓࠋ



࣭ホ౯㝿ࡋ࡚ࡣࠊྛᏛ࡛ᮏᴗࡼࡾ㛤タ



ࡉࢀࡓࠕⱥㄒࡼࡿᤵᴗࡢࡳ࡛Ꮫࡀྲྀᚓฟ᮶



ࡿࢥ࣮ࢫࠖཧ⏬ࡋࡓ᪥ᮏேᏛ⏕ࢆᑐ㇟ࣥ



ࢣ࣮ࢺࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆホ౯ά⏝ࡋࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



KWWSVZZZMVSVJRMSMNRNXVDLNDLQGH[KWPO 











࠙ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ➼ᴗࠚ















ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࣮ࣃ࣮ࢫەᏛᡂᨭᴗ









㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧





࣭⏦ㄳࡢ࠶ࡗࡓ ௳ࡘ࠸࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛጤ

࣭ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭ



ဨ㸦௨ୗࠕጤဨࠖ
㸧ࡀᑂᰝせ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊ ᴗࡘ࠸࡚ࠊ ௳ࡢ⏦ㄳಀࡿ㢮ᆺ



᭩㠃࣭ࣄࣜࣥࢢ࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ

ูᑂᰝ㒊࠾ࡅࡿ᭩㠃ཬࡧࣄࣜࣥ



࡞ᑂᰝࢆ⾜࠸ࠊጤဨࡀ㑅ᐃೃ⿵ࢆỴᐃࡋࡓ
㸦ࡑ

ࢢᑂᰝࠊࡑࡢᚋࡢጤဨ࠾ࡅࡿ᥇ᢥ
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ࡢᚋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ Ꮫࡢ㑅ᐃࢆỴᐃ㸧
ࠋ

ೃ⿵Ỵᐃ➼ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ㎿㏿ᑂᰝ



࣭ᑂᰝ⤊ᚋࠊᑂᰝ⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣮࣒࣍

ᐇయไࢆᩚ࠼ᑂᰝጤဨࢆ☜ಖࡍࡿ



࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ᵓㄪ᭩ࡸ㒊ጤဨྡ⡙ࢆྵࡵ

ࡶࠊᏛ㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ࣓ࢹ



㛵ಀሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ㓄

ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ♫ࡽࡢὀ┠ᗘࡀ



៖ࡋࡓࠋ

㧗࠸୰࡛ࠊබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ





☜ಖࡋࡘࡘΰ࡞ࡃᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓⅬࡣ



㸦ᖹᡂ ࣭ ᖺᗘ㸧

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣭  ௳ࡢྛྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟ





ࢵࣉࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆጤဨሗ࿌ࡍࡿ

࣭ྠᴗࡼࡾᨭࢆཷࡅࡿྛᏛࡢ



ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊ♫ྥࡅࡓሗ

ඃࢀࡓྲྀ⤌ෆᐜࢆ⤂ࡍࡿᏊࢆసᡂ



Ⓨಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡋ㓄ᕸࡋࡓࡇࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᗈሗά





ື㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

ࡿࠋ



࣭  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨࡀ୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆ





Ỵᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩㠃࣭㠃᥋࣭⌧ᆅㄪᰝ㸦ᚲ





せᛂࡌ࡚㸧
࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯





ࢆ⾜ࡗࡓࠋ





࣭ྛᏛࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀồ





ࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆ♧ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ 



࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍





࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ





ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ





ࡓࠋ





࣭୰㛫ホ౯ࡢ㐣⛬࡛ᚓࡽࢀࡓྛᏛ࠾ࡅࡿඃ





ࢀࡓྲྀ⤌㸦ࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸࢫ㸧ࡢෆᐜࢆᏊ





ࡲࡵ㓄ᕸࡍࡿࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻





ࡌ࡚ᗈࡃ♫ᥦ౪ࡋࡓࠋ





KWWSZZZMVSVJRMSMVJXLQGH[KWPO











♫῭⤒ەࡢⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱





ᡂᨭ





㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ㑅ᐃ  ௳ࡢྛྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣ



ࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆጤဨ



ሗ࿌ࡍࡿࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊ♫



ྥࡅࡓሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭  ௳ࡘ࠸࡚ࠊጤဨࡀ୰㛫ホ౯せ㡯➼ࢆ



Ỵᐃࡢୖࠊホ౯㒊ࡀ᭩㠃࣭㠃᥋࣭⌧ᆅㄪᰝ㸦ᚲ



せᛂࡌ࡚㸧
࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯
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ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭ྛᏛࡣࠊホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀồ



ࡵࡽࢀࡿㄢ㢟➼ࢆ♧ࡋࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆಁࡋࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊ୰㛫ホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ







㸦ᖹᡂ ࣭ ᖺᗘ㸧



࣭  ௳ࡢྛྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟ



ࢵࣉࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆጤဨሗ࿌ࡍࡿ



ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࠊ♫ྥࡅࡓሗ



Ⓨಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ







㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭ ௳ࡢ࠺ࡕࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭ



ᴗ㑅ᐃࡉࢀྠᴗࡢ୰㛫ホ౯ࡢ୰୍࡛య



ⓗホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ  ௳ࢆ㝖ࡃ  ௳ࡘ࠸࡚ࠊ



ጤဨࡀᚋホ౯せ㡯➼ࢆỴᐃࡢୖࠊホ౯㒊



ࡀ᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡿᐈほⓗࡘබṇ࡞ホ౯ࢆ⾜



ࡗࡓࠋ



࣭ホ౯⤊ᚋࠊᚋホ౯⤖ᯝሗ࿌㸦Ꮚ㸧ࡸ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚㒊ጤဨྡ⡙➼ࢆྵࡵ㛵ಀ



ሗࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡛ࠊホ౯ࡢ㏱᫂ᛶ㓄៖ࡋ



ࡓࠋ



KWWSZZZMVSVJRMSMJMLQ]DLLQGH[KWPO










ڦ༟㉺◊✲ဨᴗ















㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧

࣭ᴗࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ᐙ







࣭◊✲⪅  ྡࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࠊᡃࡀᅜ➨୍

ࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝయไࢆᩚഛࡋࠊᴗࡢ



⥺⣭ࡢ◊✲⪅➼ࡽ࡞ࡿ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅㑅⪃

㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡋ࡞ࡀࡽࠊᩥ㒊



ጤဨࢆタ⨨ࡋࡓୖ࡛ࠊྠጤဨࡼࡿ᭩㠃ᑂ

⛉Ꮫ┬ࡢᐃࡵࡓᑂᰝせ㡿ᚑࡗ࡚ᑂᰝ



ᰝཬࡧ㠃᥋ᑂᰝࢆᐇࡋࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆᩥ㒊⛉Ꮫ

ᴗົࢆ╔ᐇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ



┬ሗ࿌ࡋࡓ㸦ྠ┬࠾࠸࡚᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝᇶ





࡙ࡁ㠃᥋ᑐ㇟⪅ࢆ  ྡỴᐃࠊࡑࡢᚋࠊ㠃᥋ᑂ





ᰝ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅ࢆ  ྡỴ





ᐃ㸧
ࠋ





࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࢆ࣍





࣮࣒࣮࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡋࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖ





ດࡵࡓࠋ





࣭ᑂᰝဨᑐࡋ࡚ࠊᑂᰝࡢᡭᘬࡁ➼ࢆ㓄ࡋ࡚
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᭩㠃ᑂᰝࡢᇶ‽ࡸᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚





࿘▱ࡋࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ





࣭࣏ࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓ◊✲ᶵ㛵༟㉺◊✲ဨೃ⿵





⪅ࡢ㞠⏝ㄪᩚࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊೃ⿵⪅㛵ࡍࡿ





ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ࡑࡢᚋࠊ㞠⏝ㄪᩚࡀࡋ





ࡓೃ⿵⪅  ྡࡘ࠸࡚ࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ༟㉺◊✲





ဨỴᐃ㸧





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢබເྥࡅࠊ⏦ㄳࡸ୍ぴ

࣭◊✲ᶵ㛵ཬࡧ◊✲⪅ࡢ⏦ㄳࡢ౽ᛶ



බ㛤➼ࡢࡓࡵࡢ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊᖹ

ྥୖࡢࡓࡵࠊ⏦ㄳᡭ⥆ࡸ࣏ࢫࢺࡢ୍ぴ



ᡂ  ᖺᴗศࡋ࡚  ◊✲ᶵ㛵ࡽ  ௳ࡢ

බ㛤➼ࡢ㟁Ꮚດࡵ࡚࠾ࡾࠊົ



࣏ࢫࢺࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࠊ⏦ㄳ⤖ᯝࢆᩥ㒊⛉Ꮫ

ࡢຠ⋡ࡀᅗࡽࢀࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



┬ሗ࿌ࡋࡓࠋ





࣭ᴗࡢ⌮ゎಁ㐍ࡢࡓࡵࠊ◊✲⪅ࢆᑐ㇟ࡋ





 
ࡓබເㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࠊ ྡࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋ



࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾ࡅࡿᮏᴗࡢຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀ

࣭◊✲ᶵ㛵ࡸ⏦ㄳ⪅ࢆᑐ㇟ࣥࢣ࣮



㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊ㠃᥋ᑂᰝᑐ㇟⪅ࠊබເㄝ᫂ཧຍ

ࢺࢆᐇࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⤖ᯝࢆᥦ౪



⪅ཬࡧཧຍᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ

ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊᚋࡢᮏᴗࡢຠᯝ



ࡋࡓࠋ

ⓗ࡞㐠Ⴀ㈨ࡍࡿࡶࡢ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



࣭ᮏᴗࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࠊබເ㛵ࡍࡿ

ࡿࠋ



ሗࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚බ㛤ࡋࠊሗⓎಙࢆ





⾜ࡗࡓࠋ

࣭ᴗົࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗົ⛣⟶ࢆ㎿



KWWSVZZZMVSVJRMSMOHLQGH[KWPO

㏿⾜࠸ࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢࢆ





ᐇࡋࡓࡇࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ



㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



࣭◊✲⪅  ྡࡢ⏦ㄳࢆཷࡅࡅࠊᡃࡀᅜ➨୍



⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࡽ࡞ࡿ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅㑅⪃ጤ



ဨࡼࡿ᭩㠃ᑂᰝࢆᐇࡋࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆᩥ㒊



⛉Ꮫ┬ሗ࿌ࡋࡓ㸦ྠ┬࠾࠸࡚᭩㠃ᑂᰝ⤖ᯝ



ᇶ࡙ࡁ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅ࢆ  ྡỴᐃ㸦ᖹᡂ



 ᖺᗘ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅ࡢ࠺ࡕࠊᖹᡂ  ᖺᗘ



ࡶᘬࡁ⥆ࡁ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅࡛࠶ࡗࡓ⪅  ྡ



ࢆ㝖ࡃ㸧
㸧
ࠋ



࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡓᑂᰝ᪉㔪ࡸᑂᰝ᪉ἲࢆ࣍



࣮࣒࣮࣌ࢪୖ࡛බ㛤ࡍࡿࡶࠊᑂᰝ⤊ᚋ



࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ௵ᮇࢆ⤊ࡋࡓᑂᰝ



ဨࡢྡ⡙ࢆබ⾲ࡍࡿ࡞ࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖ



ດࡵࡓࠋ



࣭ᑂᰝဨᑐࡋ࡚ࠊᑂᰝࡢᡭᘬࡁ➼ࢆ㓄ࡋ࡚



᭩㠃ᑂᰝࡢᇶ‽ࡸᐖ㛵ಀ⪅ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚



࿘▱ࡋࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸ᑂᰝࢆᐇࡋࡓࠋ



࣭࣏ࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓ◊✲ᶵ㛵༟㉺◊✲ဨೃ⿵

337

153

338


⪅ࡢᙜ⪅㛫΅ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊೃ⿵⪅㛵
ࡍࡿሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ࡑࡢᚋࠊᙜ⪅㛫΅
ࡀࡋࡓೃ⿵⪅  ྡࡘ࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ
༟㉺◊✲ဨỴᐃ㸧
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ༟㉺◊✲ဨࢆ᥇⏝ࡋࡓ◊✲ᶵ
㛵ᑐࡍࡿᴗົࡀᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽ⯆
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ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ
154
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ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖࡘ࠸࡚
ࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊホ ࡲࡓࠊ

࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙

࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡣࠊ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ┠ᶆࡢ㐩ᡂ

࠸ࡓᴗࢆᒎ㛤ࡍ

࠸ࡓᴗࢆᒎ㛤ࡍ

㺃 ╔ ᐇ ࡘ ຠ ⋡ⓗ ࡞



ࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ࡿࡓࡵࡢయไࢆᵓ

ࡿࡓࡵࡢయไࢆᵓ

㐠Ⴀࡼࡾࠊ୰ᮇィ





⠏ࡍࡿࠋ

⠏ࡍࡿࠋ

⏬ࡢ㡯┠㸦㐩ᡂࡍ

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ሗࢭࣥࢱ࣮

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼
୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ

ࡲࡓࠊᗈࡃᅜẸ

ࡲࡓࠊᗈࡃᅜẸ

ࡁᡂᯝࢆ㝖ࡃ㸧ಀ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᏛ⾡ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ

ྥࡅሗⓎಙࢆ

ྥࡅሗⓎಙࢆ

ࡿᴗົࡢᐇ⦼ࡀᚓࡽ

⯆ࡢάືᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢࡅ

Ꮫ⾡⯆ࡢάືᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢ

ᙉࡍࡿࡶ

ᙉࡍࡿࡶ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢆࡍࡿࡓࡵከࡃࡢᶵ⬟ࡀᮇᚅ

ࡅࢆࡍࡿࡓࡵከࡃࡢᶵ

ࠊᏛ➼㛵ಀᅋ

ࠊᏛ➼㛵ಀᅋ



ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊከࡃࡣᏛᩍဨࡢව௵ ⬟ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊከࡃࡣ

యࡸ⤒῭⏺➼ࡢ

యࡸ⤒῭⏺➼ࡢ

㺃 ୰ ᮇ ィ⏬  ࠾ࡅ ࡿ

ࡢ◊✲ဨ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࣜࢯ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ

ࠕ㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠖ

࣮ࢭࢫࡣ㝈ࡽࢀࡿࠋᚋࡣࠊᐇࡍࡿ ࡚࠸ࡿࡓࡵࣜࢯ࣮ࢭࢫࡣ㝈ࡽࢀ

ࣥࢆᙉࡋࠊ♫

ࣥࢆᙉࡋࠊ♫

ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ㐺ษ

ᴗົࡢ㑅ᢥ㞟୰ࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾ౯್ࡢ ࡿࠋᚋࡣࠊᐇࡍࡿᴗົࡢ㑅ᢥ

ࡢ㐃ᦠࢆ୍ᒙ᥎

ࡢ㐃ᦠࢆ୍ᒙ᥎

ࠋ

㧗࠸ᴗົࡀᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞࣐ࢿࢪ

㞟୰ࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾ౯್ࡢ㧗࠸ᴗ

㐍ࡍࡿࠋ

㐍ࡍࡿࠋ

࣓ࣥࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ົࡀᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥ





ㄪᰝ࣭◊✲ࡀᴗ



ࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸯㸧ㄪᰝ࣭◊✲

㸦㸯㸧ㄪᰝ࣭◊✲

άࡉࢀࡓࡢホ౯

࠙Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠚ



࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ



ࡢᐇ

ࡢᐇ

ࢆᚓࡿࠋ

࣭⯆ᴗࡢᑂᰝ᪉ἲࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウ➼ᙜ

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡸᾏእ

ㄪᰝ࣭◊✲ࢆලయⓗ࡞⟇⤖ࡧࡘࡅ ࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾

ձᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊



ࡓࡗ࡚ࡣࠊ6FRSXV 㘓ㄽᩥ࠾ࡅࡿ⛉◊㈝ᡂᯝ

◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮᪥ᖖⓗ㐃ᦠࡍࡿ

ࡿࡇࡀᚋࡉࡽᮃࡲࢀࡿࠋ

ࡅࡿㄪᰝ࣭◊✲ࢆලయⓗ࡞⟇

✲ࢭࣥࢱ࣮

Ꮫ⾡ࡢ⯆ࢆᅗ

እ㒊ホ౯࠾࠸࡚

Ꮫᩍဨࡢව௵ࡢ◊✲ဨ࡛ᵓᡂࡉࢀ

㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ㄽᩥࡢศᯒࡸࠊせᅜࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ

ࡇࡣሗ㞟ࡢຠ⋡ⓗ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡾ



⤖ࡧࡘࡅࡿࡇࡀᚋࡉࡽᮃࡲ

ࢆ㛗ᮇⓗどⅬ❧

Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊

㺃 Ꮫ ⾡ ࢩࢫ ࢸ ࣒◊ ✲

࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᑂᰝࢩࢫࢸ࣒➼ࡢሗศᯒࢆ

㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ㞟

ࢀࡿࠋ

ࡗ࡚ຠᯝⓗᒎ㛤

✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᏛ

ࢭࣥࢱ࣮ࢢ࣮ࣟࣂ

⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠ



ࡋࡓᏛ⾡㛵ࡍࡿሗࡀࠊᚋ⯆ 

ࡍࡿࡓࡵࠊ◊✲⤒

ၥ㡿ᇦࡢᑓ㛛ⓗ࡞

ࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮

ࡋࡓࠋ

࣭せᅜ➼ࡢᏛ⾡⯆㛵ࡍࡿሗ➼

࠾ࡼࡧᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ

Ṕࢆ᭷ࡍࡿ⫋ဨ➼

▱ぢᇶ࡙ࡁࠊㅖ

ࡢ୍ᒙࡢ㐃ᦠࢆᅗ



ࡘ࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ

࠾࠸࡚⥅⥆ⓗά⏝ࡉࢀࡿࡇࡀᮃ

㞟ࡋࡓᏛ⾡㛵ࡍࡿሗࡀࠊ

ࡼࡾࠊ⯆ㅖ

እᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡

ࡾࠊᐈほⓗ࡞ศᯒᶵ

࣭ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡀྲྀࡾࡲࡵࡓᾏእࡢ

࣮ࡸᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ᪥ᖖⓗ

ࡲࢀࡿࠋ

ᚋ⯆࠾ࡼࡧᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

ᴗ㛵ࡍࡿศᯒ

⯆⟇ࡢ≧ἣࠊ

⬟ࢆᙉࡍࡿࡶ

Ꮫ⾡ືྥ➼ࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ

࡞㐃ᦠࡢࠊ≉ᐃࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚



ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚⥅⥆ⓗά⏝ࡉ

ࢆ⾜࠺ࡶࠊ

ᅜෆእࡢᏛ⾡◊✲

ࠊ⯆ᴗ⯡

ࡶሗᥦ౪ࡋࠊᅜෆእࡢᏛ⾡◊✲ືྥࡸ◊✲

ᐇ㝿⌧ᆅࢆゼၥࡋࣄࣜࣥࢢࢆ⾜࠺



ࢀࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ᅜෆእ࠾ࡅࡿᏛ

ࡢືྥ➼ࠊ⯆

ࢃࡓࡗ࡚ࠊ⥲ྜⓗ

⪅ືྥ➼ࡢㄪᰝ㺃◊✲ά⏝ࡋࡓࠋ

ࡇࡣሗ㞟ࡢ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࡿࡶࡢ࡛

㸺ࡑࡢ㡯㸼



⾡⯆⟇ࡢ⌧≧

ࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡋ

どⅬ❧ࡗࡓ⏬❧

KWWSZZZMVSVJRMSMNDLJDLBFHQWHUKLJKHUBHGXFDWLRQKWPO 

࠶ࡿࠋ

㸫

㸺ࡑࡢ㡯㸼

ࡸᏛ⾡◊✲ࡢືྥ

࡚ᚲせ࡞ㄪᰝ࣭◊

㈨ࡍࡿᙺࢆᮇ







࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᮇ

ࡿࡓࡵࡢྛ✀ᴗ

341

157

342
➼ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࢆ

✲ࢆᐇࡍࡿㅖእ

ᚅࡍࡿࠋ

⾜࠸ࠊබ⾲ࡍࡿࠋ ᅜࡢᏛ⾡⯆⟇

࣭ࡲࡓࠊᾏእࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒࠾





ᚅࡉࢀࡿෆᐜࡣࡓ࠸ࢇከ࠸ࡓ

Ꮫ⾡◊✲ࡢ㐍ᒎࡀ ࡅࡿ◊✲ࡢᑂᰝᇶ‽➼࠾࠸࡚ࠕᣮᡓᛶࠖ
ࠕ♫





ࡵࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ⌧≧ࡢᐃᖖⓗ࡞ᴗ

ࡲࡓࠊࡑࡢ⤖ᯝ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊḢ⡿

ୡ⏺ⓗ᪩ࡲࡗ࡚࠸

ⓗࣥࣃࢡࢺࠖ࠾ࡼࡧࠕᅜ㝿ⓗࣞࣅ࣮ࣗࠖࡀ



ົࢆຠ⋡ࡋࠊࡼࡾຍ౯್ࡢ㧗

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗ

せᅜ➼࠾ࡅࡿ

ࡿ୰࡛ࠊ≉ࢢ࣮ࣟ

ࡢࡼ࠺⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࢆㄪᰝศᯒࡍ



࠸ෆᐜࡢྲྀ⤌ࢆྍ⬟ࡍࡿࡼ࠺

ᐇࡸ᪂ࡓ࡞ᴗ

Ꮫ⾡⯆㛵ࡍࡿ

ࣂࣝᏛ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ

ࡿࡓࡵࠊ◊✲ࢆタࡅࡓࠋ



࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᚲせࠋ

ࡢ⏬࣭❧ά

ᇶᮏⓗᨻ⟇ࠊ◊✲

௵ົࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せ

ㄪᰝ◊✲㝿ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ



ࡍࠋ

ຓᡂࢩࢫࢸ࣒ࠊ◊

࡞ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ

ࢱ࣮ᡤ㛗ࢆᗙ㛗Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮



࡞࠾ࠊ⯆ㅖ

✲⪅㣴ᡂᑐࡍࡿ

Ꮫ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࡢయไ

◊✲ဨ⤒㦂⪅ࢆጤဨࡍࡿ◊✲ࢆタ⨨ࡋࠊ⡿



ᴗ㛵ࡍࡿሗ

⪃࠼᪉ࠊᅜ㝿ὶ

ࠊࢻࢶ ')* ࠊⱥᅜ (365& ࠊࣇ
ᙉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ ᅜ㸦16)1,+㸧



ࡢ㞟࣭✚ࢆ⾜

ࡢᡓ␎➼ࡘ࠸

ຓᡂ➼ࡼࡿ◊✲ ࣛࣥࢫ $15 ཬࡧ (8 (5& ࡢ  ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࠊࡑ



࠺యไࢆᵓ⠏ࡋࠊ

࡚ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ࣍

ᡂᯝࡀ♫ⓗㄆ▱

ࡢືྥ㛵ࡍࡿ᪤Ꮡ㈨ᩱࡸ࢙࢘ࣈ㈨ᩱ➼ࡢ㞟



ศᯒᶵ⬟ࡢᙉࢆ

࣮࣒࣮࣌ࢪࡸᩥ

ࡉࢀࠊ⯆ࡢάື

ศᯒࠊ
࠾ࡼࡧ⌧ᆅࢆゼၥ ⌧ᆅゼၥࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣ



ᅗࡿࠋ

⊩ࠊ⌧ᆅㄪᰝࠊᾏ

ࡀᗈࡃᅜẸࡽᨭᣢ

16)')*(365& ࡋ࡚ࡢࣄࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜ࡗ





እ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ

ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞᭷ຠⓗ

ࡓࠋࡲࡓࠊᙜヱᅜ࣭ᆅᇦ࠾ࡅࡿࠊಶேࡋ࡚



࣮࠾ࡅࡿሗ

࡞ᗈሗάືྲྀࡾ⤌

ࡢᏛ⾡◊✲⪅  ྡᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢㄪᰝࡶ



㞟࡞ࡼࡾࠊㄪ

ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

⾜ࡗࡓࠋ



ᰝࢆ㐺ᐅᐇࡋࠊ

࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ





ሗࡢ㞟ࠊศᯒ

⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧ࠚ

࣭ࡑࡢࠊᾏእࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥ



ࢩ࣮ࡽሗ㞟ࡍࡿࡓࡵ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ὶ



ࢆ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࠋ 
Ꮫ⾡◊✲ࡢືྥ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲

ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᏛ⾡





⪅ࡢືྥࢆྵࡵࠊ

⯆ࡢάືᑓ㛛ⓗ

࣭ⱥᅜ⋤❧Ꮫࡢ᪥ᮏົᒁ௦⾲ࠊάືෆ



ྛ✀ሗ࿌᭩ࠊᏛ⾡

▱㆑ࡢࡅࢆ

ᐜࡘ࠸࡚ࡢሗࡸࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ㐠⏝≧ἣ



ࢪ࣮ࣕࢼࣝࠊᅜෆ

ࡍࡿࡓࡵከࡃࡢᶵ

࡞ࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺ



እࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

⬟ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ

ᗘ㸧



ࡢฟᖍࠊ㛵㐃◊

ࡀࠊከࡃࡣᏛᩍဨ

㸼16) ࡢ♫⛉Ꮫ⣔ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮



✲⪅ࡢពぢ

ࡢව௵ࡢ◊✲ဨ࡛ᵓ

ࠊ୧ᅜࡢᑂᰝไᗘࡢ㐪࠸ࡸࠊ♫⛉Ꮫ⣔



➼ࡼࡾࠊㄪᰝࢆ

ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࣜ

ࡢࣇࣥࢹࣥࢢࡢ⌧≧ࡘ࠸࡚ពぢ



㐺ᐅᐇࡋࠊሗ

ࢯ࣮ࢭࢫࡣ㝈ࡽࢀ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



ࡢ㞟ࠊศᯒࢆ⥅

ࡿࠋᚋࡣࠊᐇࡍ

㸼16) ࣂ࢜ࣟࢪ࣮㒊㛛㛗୧ᅜࡢ⏕≀Ꮫ



⥆ⓗ⾜࠺ࠋ≉ࠊ ࡿᴗົࡢ㑅ᢥ㞟୰

ᑐࡍࡿࣇࣥࢹࣥࢢ࡞ࡘ࠸࡚ពぢ



Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

ࢆ⾜࠸ࠊࡼࡾ౯್ࡢ

ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨ

㧗࠸ᴗົࡀᐇ࡛ࡁ

㸼1,+ ࡢࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛࢹࣞࢡࢱ࣮ࡼࡿࠊ



ဨᑓ㛛ศ㔝

ࡿࡼ࠺࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥ

1,+ ࡢ◊✲㈝㓄ศไᗘᨵၿ࠾ࡼࡧ◊✲ṇ



ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⾡ືྥ

ࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㜵Ṇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡢㅮ₇ཬࡧពぢ



◊✲ࢆ౫㢗ࡋࠊẖ

࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯

ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



ᖺᗘሗ࿌ࢆཷࡅࡿ

㸦ぢ㎸㸧ࠚ

ࡶࠊ⤖ᯝࢆ

㸼࣑ࢩ࢞ࣥᕞ❧ᏛࡢᏛ⾡ὶ㆟ࢆ㛤ദ





ࡋࠊ㎰Ꮫ %,2 㛵㐃ࡘ࠸࡚ࠊάືෆᐜࡘ



ࡾࡲࡵࠊᴗ

㺃 ࢢ ࣟ ࣮ࣂ ࣝ Ꮫ⾡ 

࠸࡚ࡢሗࡸពぢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸦ᖹᡂ



άࡍࠋࡲࡓࠊ

ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ㞟ࡋ

 ᖺᗘ㸧



᭱᪂ࡢᏛ⾡ືྥ➼

ࡓᏛ⾡㛵ࡍࡿሗ

㸼ࣟࣥࢻࣥ㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮༠ຊࡢࡶࠊࣘࢽࣦ
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ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࢆ㏻

ࡀࠊᚋ⯆࠾ࡼ

࣮ࢩࢸ࣭࢝ࣞࢵࢪ࣭ࣟࣥࢻ࡚ࣥᏛ⾡



ࡌ࡚ࠊᡃࡀᅜࡀ

ࡧᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡼࡿࢭ࣑ࢼ



ᚋᅜ㝿ⓗඛᑟࡋ

ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚⥅

࣮ࢆ㛤ദࡋࠊ᪥ᮏࡢࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫࠊࡲ



࡚࠸ࡃࡁ◊✲ࢆ

⥆ⓗά⏝ࡉࢀࡿࡇ

ࡓ⛉◊㈝࡞ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋ㸦ᖹᡂ



Ⓨ᥀ࡋࠊᴗࡢ

ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

 ᖺᗘ㸧

⏬࣭❧ᫎࡉ

࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ 

࣭◊✲ဨࢆ◊✲ᢸᙜ⪅ࡋ࡚ࠊ⯆

ࡏࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂ

㸦ぢ㎸㸧ࠚ

࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࢆ◊✲ᢸᙜ

ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵

ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲ



⪅ࡋ࡚⯆◊✲ဨࡀᡤᒓࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ࡀ

ࡢ㛫࡛ࠊ
ࠕᏛ⾡ືྥ➼ࡢㄪᰝ◊✲ࠖࡢ

せᛂࡌሗ࿌᭩➼

㺃 ࢚ ࣝ ࢮࣅ  ࡢࢹ ࣮

ጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊྛศ㔝➼࠾ࡅࡿᏛ⾡ືྥ

ࡓࡵࡢጤクዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࠊྛ◊✲ဨࡢ

ࡾࡲࡵ࣮࣍

ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡋࡓ

➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆᐇࡋࡓࠋ

ᑓ㛛㡿ᇦࡲࡽ࡞࠸ࠊ⯡ⓗ࡞Ꮫ

࣒࣮࣌ࢪ➼࠾࠸

ࡇࡣ᭷ຠࡔࡀࠊࡉ 

⾡ࡢ⯆ࢆぢᤣ࠼ࡓᏛ⾡ືྥ➼㛵ࡍ

࡚බ⾲ࡍࡿࠋ

ࡽ㐍ࡵ࡚ࠊ⏦ㄳ᭩

ࡿㄪᰝ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂ



ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸඛ ࡓᏛ⾡ືྥ◊✲ࡢ௳ᩘ



⏕ࡢሗࡢࢹ࣮ࢱ࣋



࣮ࢫࣜࣥࢡࡉࡏࡿ



ࠊ⏦ㄳᑐࡋ࡚ࠊ



ࢇ࡞ᡂᯝࡀ࡛ࡓ



ࡢホ౯ࡘ࡞ࡆࡿࡇ



࣭Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲ဨ౫㢗ࡋ
ᖺᗘ
+
+
+
+
+

ᯝࡣࠊ⯆ㅖᴗᑂᰝဨ㑅⪃᪉ἲࢆ

௳ᩘ






ࡣࡌࡵࡍࡿᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࠊホᐃᇶ
‽࣭ホ౯᪉ἲ࡞ࡢᵝࠎ࡞㠃࡛ࡢᴗົ
ࡢᨵၿ➼ά⏝ࡋ࡚࠾ࡾホ౯࡛ࡁࡿࠋ
≉ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ሗ࿌ࡉࢀࡓࠕ⛉


ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ ࣭Ꮫ⾡ືྥ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡣࠊᦂ⡛ᮇ࠶
࠶ࡿࠋ
ࡿᏛ⾡ศ㔝ࡲࡓࡣᶓ᩿ⓗᏛၥศ㔝➼ࡢὴ⏕ࡋࡓ

Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫ

ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁ



࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯ ศ㔝➼ࡢ᭱᪂ືྥࠊࡉࡽࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⾡ศ
㸦ᖺᗘ㸧ࠚ
㔝ࡢືྥ㸦ࡑࡢศ㔝ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟㸧ࡶྵࡴᏛၥ









⯡ಀࡿᏛ⾡ࡢືྥㄪᰝ࡛࠶ࡾࠊୗグࡢࡼ࠺
㺃㸦723㸣⿵ṇㄽᩥ ࡞⯆ࡢᑂᰝ㺃ホ౯ᴗົࡢྥୖࡸࠊ
ᴗ⯡
༨ࡵࡿ⛉◊㈝ࡀ㛵 ᑐࡍࡿᥦ࣭ຓゝ➼ά⏝ࡋࡓࠋ



ࡋ࡞࠸ㄽᩥࡢᩘࡀ

㸼ᇶ┙◊✲㸦%࣭&㸧࠾ࡅࡿ≉タศ㔝◊✲ࡢ





ῶᑡഴྥ࠶ࡿ࠸

ᛂເศ㔝ࡢᥦ㸦⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ





࠺ࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚㸧

⾡ศ⛉⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊ሗ





⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ

࿌㸧





せᅉᑐ⟇ࡘ࠸

ᖹᡂ  ᖺᗘເ㞟ศ㸸 ศ㔝





࡚ࠊ⯆ࡋ࡚ࡶ

ᖹᡂ  ᖺᗘເ㞟ศ㸸 ศ㔝





ఱࡽࡢ᳨ウࡀᚲせ

ᖹᡂ  ᖺᗘເ㞟ศ㸸 ศ㔝





࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ᖹᡂ  ᖺᗘເ㞟ศ㸸 ศ㔝





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

㸼ᣮᡓⓗ◊✲࠾ࡅࡿ≉タᑂᰝ㡿ᇦࡢᛂເศ







㔝ࡢᥦ㸦⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉





㺃ࠕࡢࡼ࠺࡞ᣦᶆࢆ

⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊ሗ࿌㸧





ࡶࡗ࡚ᴗࡢᡂᯝࢆ

ᖹᡂ  ᖺᗘເ㞟ศ㸸 ศ㔝





♧ࡍࠖࡣᚲࡎࡋࡶ







᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕᴗ

㸼⛉◊㈝࠾ࡅࡿࠕ⣔࣭ศ㔝࣭ศ⛉࣭⣽┠࣭





ࡢᡂᯝࠖࡢ♧ࡋ᪉

࣮࣮࢟࣡ࢻ⾲ࠖࡢぢ┤ࡋཬࡧࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝





ࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿ᳨ウࢆ







ࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇࡸࠊ
᪂ࡓ࡞ᴗ࡛࠶ࡿ≉タศ㔝◊✲ࡢ᳨ウ
ࡿࠋ





343

159

344


ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ

ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉 ࠖ 



࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ

㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ







⾡ศ⛉⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᑂᰝ㒊ሗ࿌





㸦Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲

㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶୍㒊ᨵṇ㸧
㸧





ࢭࣥࢱ࣮㸧



㸼⛉◊㈝࠾ࡅࡿᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᴗົᨵၿ㸸Ꮫ



࣭ㄪᰝ࣭◊✲ࡢᐇ

⾡ືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡸබ





ᙜࡓࡾࠊ◊✲ဨࡀ

ເせ㡿ࠊᑂᰝࡢᡭᘬࡁ➼ࡢぢ┤ࡋࢆᐇࡋ





࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿᏛ⾡ศ

ࡓࠋ





㔝ࡣ⮬ࡎ㝈ࡾࡀ

㸼≉ู◊✲ဨᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᴗ





࠶ࡾࠊ≉␗ศ㔝ࡢ

ົ㸸Ꮫ⾡ືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅





⼥ྜࠊቃ⏺㡿ᇦࡸᦂ

⪃ࡸศ㔝ẖࡢ᭩㠃ᑂᰝࢭࢵࢺࡢぢ┤ࡋࢆ⾜





⡛ᮇ࠶ࡿᏛ⾡◊✲

࠺ࡶࠊᑂᰝࡢᡭᘬࠊເ㞟せ㡯ࠊᑂ





ࡢືྥ␃ពࡋࡓ

ᰝ᪉㔪➼ࡢぢ┤ࡋࢆࡋࡓࠋ





ࠋ



࠙ ᖺᗘ -636 㒊



ホ౯㸭➨  ᮇホ౯ࠚ







㸦ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡



࣭ㄢ㢟ࡢᯟ⤌ࡳࢆࡘࡃࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ



ሗࢭࣥࢱ࣮㸧

࣭⛉◊㈝≉タศ㔝◊✲௦⾲⪅ὶࡢᐇ

◊✲௦⾲⪅㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆಁ



࣭ᚋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ

≉タศ㔝◊✲᥇ᢥࡉࢀࡓ◊✲௦⾲⪅ࡀࠊ

ࡍࡢࡣࠊ᪂ࡓ࡞ヨࡳ࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜࡀ



ࡢᣑࡢゎᯒ࣭

࠸ࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ▱ࡿࡇ࡛ࠊ᪤Ꮡࡢศ㔝ࢆ㉸࠼

ᚋᅜ㝿ⓗඛᑟࡋ࡚࠸ࡃࡁ◊✲ࢆ



ホ౯ᶵ⬟ࡢᙉࡀồ

ࡓ᪂ࡓ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫ⾡

Ⓨ᥀ࡋࠊ⫱࡚࡚࠸ࡃ࠸࠺Ⅼ࡛ホ౯࡛



ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ

ࡢⱆࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡇࢆᮇᚅࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ

ࡁࡿࠋ



࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧≧ࡢே

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡽẖᖺࠊタᐃ





ဨᩘ࡛ࡣࡃ༑ศ

ࡉࢀࡓ  ศ㔝㸦ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࠕࢿ࢜㺃ࢪ࢙ࣟ





࡛࠶ࡿࠋ୍ᒙࡢᐇ

ࣥࢺࣟࢪ࣮ࠖ
ࠕ㐃ᦠ᥈⣴ᆺᩘ⌮⛉Ꮫࠖ
ࠕ㣗ᩱᚠ⎔





ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ᪩ᛴ࡞

◊✲ࠖᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࠕ⣮த◊✲ࠖ
ࠕ㑄⛣≧ែ





ᩚഛࡀᙉࡃᮃࡲࢀ

ไᚚࠖ
ࠕᵓᡂⓗࢩࢫࢸ࣒⏕≀Ꮫࠖᖹᡂ 㹼 ᖺ





ࡿࠋ

ᗘࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢫࢱࢹ࣮ࢬࠖ
ࠕேᕤ≀ࢩࢫࢸ





ࠕ」㞧⣔ㄽࠖᖹᡂ  ᖺᗘࠕ࢜ࣛ
࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࣒ࡢᙉࠖ







ࣜࢸ♫ࠖ
ࠕḟୡ௦ࡢ㎰㈨※⏝ࠖ
ࠕሗ♫





࣭ᴗࡼࡗ࡚ࡣࠊ

࠾ࡅࡿࢺࣛࢫࢺࠖ㸧
࠾࠸࡚◊✲௦⾲⪅ὶ





◊✲ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿ

ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ





ࡲ࡛ࢱ࣒ࣛࢢࡀ



࣭◊✲Ⓨ⾲ࡣࠊྛ◊✲ဨࡀࡢࡼ࠺࡞



࠶ࡗࡓࡾࠊᅉᯝ㛵ಀ

࣭◊✲Ⓨ⾲➼ࡢᐇ

◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ



ࡀ」㞧࡞ෆᐜࡶ࠶ࡿ

௵◊✲ဨ㆟࣭ᑓ㛛ㄪᰝ⌜㆟࠾࠸࡚ࠊ

ࡀ࡛ࡁࡿࡶࠊ≉␗ศ㔝ࡢ◊✲



ࡇࡽࠊ᳨ドࢆ⥅

ྛ◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿṔྐⓗⓎᒎࡸ᭱᪂◊✲ື

⪅ࡀ㞟ࡲࡿሙ㸦㸸௵◊✲ဨ㆟㸧



⥆ⓗ⾜࠺ࡇࡣ㔜

ྥࠊྛศ㔝ࡢᇶ♏◊✲ࡢ⌧≧ࡸேᮦ⫱ᡂࡢ≧ἣ

࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡣࠊ␗ศ㔝⼥ྜࠊቃ⏺㡿



せ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊ

➼ࡘ࠸࡚ሗࢆ⾜࠸ࠊᏛ⾡◊✲ࡢ⌧ሙࡢ

ᇦࡸᦂ⡛ᮇࡢ◊✲㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶



⯆ࡢࡓࡿ࡛

どⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗົᨵၿᙺ❧࡚ࡿࡢほⅬ

ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࠶ࡿᇶ┙◊✲㡿ᇦ

ࡽࠊ◊✲ဨࡼࡿ◊✲ဨ⮬㌟ࡢ◊✲ෆᐜࡑࡢ



㸼ᑂᰝጤဨ➼ࡢೃ⿵⪅ࡢసᡂཬࡧᑂᰝ⤖ᯝ
ࡢ᳨ド




㸼᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹ཬࡧ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱
ᚿ㈹ࡢணഛⓗᑂᰝ
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࠾࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡞

ព⩏ࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࢆᐇࡋࡓࠋ





ᡂᯝࡢᣦᶆࡋ࡚ఱ



࣭▱ⓗᡤ᭷ᶒࡸಶேሗࡢၥ㢟㓄៖



ࡀ㐺ᙜ࡞ࡢࠊ㛗ᮇ

࣭◊✲ᡂᯝࡢබ㛤



ⓗࡑࡢᣦᶆࡀࡢ

ጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡃㄪᰝ◊✲ᡂᯝࡣࠊẖᖺᗘࠗㄪ



ࡼ࠺᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ

ᰝ◊✲ᐇ⦼ሗ࿌᭩࠘ࡋ࡚ᥦฟࡉࢀࠊࡑࢀࡽࢆ





ࡢࢆ♧ࡍྲྀ⤌ࡳࢆ ྲྀࡾࡲࡵࠊᮍⓎ⾲ࡢ◊✲ሗࡸಶேሗࡀྵ





᳨ウࡉࢀࡓ࠸ࠋ

ࡲࢀࡿሙྜࡣබ㛤ࡘ࠸࡚ಶ᳨ูウࢆ⾜





࠙ ᖺᗘእ㒊ホ౯ࠚ ࠸ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋ







KWWSZZZMVSVJRMSMFHQWHUFKRXVDBKRXNRNXKWPO 







࣭Ꮫ⾡ືྥㄪᰝࡢᡂᯝࢆᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ



࣭◊✲ဨࡢᏛ⾡ືྥㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺

࣒࢘ࡸබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㏻ࡌ࡚✚ᴟ



࡞ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡼࡾᡂᯝࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ⓗⓎಙࡍࡿࡇࡣࠊᏛ⾡ࡢ㐍ᒎࡑࡢ

ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ✚ᴟⓗ◊✲ᡂᯝࢆබ㛤
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

㸼ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⣲⢏Ꮚ࣭ཎᏊ᰾≀⌮Ꮫ࣭ ࡶࡢᐤࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊホ౯࡛ࡁ




≀ᛶ≀⌮ᏛࠊᏱᐂ⛉Ꮫࠊᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ࡞

ࡿࠋ



ࡢᖜᗈ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ᭱๓⥺ࢆಠ▔





ࡋࠊᏛ⾡ⓗ࡞どⅬࡽᚋࡢᒎᮃࢆ᥈ࡿࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



㸼ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᆅ⌫ࡢᏛ㝿⛉Ꮫࠖ
㸦ᖹᡂ



 ᖺᗘ㸧



㸼➨ ᅇᅜ㝿᪥ᮏᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ᪥ᮏ



ࡍࡿἲ⳹⤒ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧



㸼ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ࣐ࢸ࣭ࣜࣝࢧ࢚ࣥ



ࢫࡢືྥࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
㸼බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕศ㔝ᶓ᩿ᆺ㎰Ꮫࡢ᪂ᒎ
㛤ྥࡅ࡚㸫≀⌮Ꮫ࣭ᩘ⌮ᏛࡢどⅬࡑࡢ
㔜せᛶ㸫ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
㸼බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕⓒᑑ♫ࡢᒎᮃࠖ
㸦ᖹᡂ
 ᖺᗘ㸧





ղࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡



࠙ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࠚ











ሗࢭࣥࢱ࣮



ࣝࣂ࣮ࣟࢢەᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊⨨࡙







ࡅ



ሗࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ

࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮

࣭ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ

⯆ࡢㅖᴗ

㸦௨ୗࠊ
ࠕሗࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺㸧ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
 ༑ศ࡞◊✲⤒㦂ࡢ࠶ࡿᡤ㛗ࠊศᯒ◊

㛵ࡍࡿሗࡢ

࣭Ꮫᩍᤵࡋ࡚㛗ᖺࡢ◊✲⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࢆ

✲ဨࠊᑓ㛛ᛶඃࢀࡓศᯒㄪᰝဨࢆ

㞟࣭✚ࠊᅜෆእ

ᡤ㛗ࡋࠊᏛ➼ࡢᩍᤵ࣭ᩍᤵࢆ⌧⫋ࡲࡓࡣ

㓄⨨ࡋࠊ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫୰ศᯒㄪᰝဨ

ࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ

๓⫋ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢศᯒඃࢀࡓศᯒ◊✲ဨࠊ

ࡢቑဨࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡞⤌⧊యไࡢᩚഛ

ᴗࡢᐇ≧ἣ

ཬࡧࢹ࣮ࢱศᯒࡢ⤒㦂ࡢ࠶ࡿศᯒㄪᰝဨࢆᵓᡂ

ࡀ╔ᐇ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ

㛵ࡍࡿሗࡢ

ဨࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡣᡤ㛗  ྡࠊศᯒ◊



㞟࣭✚ࢆ⾜࠺ࠋ

✲ဨ  ྡࠊศᯒㄪᰝဨ  ྡࡢᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ



ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ

ࡑࡢᚋศᯒㄪᰝဨࢆቑဨࡋࠊᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡣ



ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡

345

161

346
㞟࣭✚ࡋࡓ

 ྡࡢయไࡋࡓࠋ



ሗࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ

࣭ሗࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗ࡀᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ

࣭ሗࢭࣥࢱ࣮Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭ

⤖ᯝࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ

࣮ᡤ㛗ࢆවົࡍࡿయไࡋࠊ୧ࢭࣥࢱ࣮ࡀ⥭

ࣥࢱ࣮ཬࡧྛᢸᙜ㒊⨫ࡢ㛫࡛⥭ᐦ

࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ᐦ㐃ᦠࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓࠋ

㐃ᦠࡍࡿయไࡀᩚ࠼ࡽࢀࡿྠࠊ

ᥦ౪ࡍࡿࡶ

࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᡤ㛗ࠊศᯒ◊✲ဨࠊ⌮ࠊᏛ⾡

㐠Ⴀ㆟ࢆ㏻ࡋࡓᴗົࡢ┠ᶆタᐃࡸ㐍

ࠊ⯆ࡢㅖ

ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗➼ཬࡧ㒊㛗ࢆᵓᡂ

ᤖ≧ἣࡢ⟶⌮➼ࡀ☜ᐇ⾜ࢃࢀ࡚࠸

ᴗᥦࡋࠊᴗ

ဨࡍࡿሗࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ㆟ࢆタ⨨ࡋࠊሗ

ࡿࠋ

ᨵၿά⏝ࡍࡿࠋ

ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄪᰝ࣭ศᯒάືࡢ⨨࡙ࡅࢆ⯆





యࡢᴗົ㐠Ⴀࡢ୰࡛ࡼࡾ᫂☜ࡋࡓࠋ











ە⯆ࡢㅖᴗ㛵ࡍࡿሗࡢ㞟࣭✚





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᵓ⠏ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡼࡾ

࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀᩚഛࡉࢀࠊሗࢭࣥ



⯆ᴗࡢࢹ࣮ࢱࡢ୍ඖ⟶⌮㸦㞟࣭✚࣭⟶

ࢱ࣮ࡢศᯒά⏝ࡉࢀࡿࡶࠊ



⌮㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣࠊ⛉◊㈝ࡢᛂ

ሗࢭࣥࢱ࣮௨እࡢᙺ⫋ဨࡀࢹ࣮ࢱࢆ



ເࠊᑂᰝࠊ᥇ᢥㄢ㢟ࠊሗ࿌᭩㛵ࡍࡿㅖࢹ࣮ࢱ

⏝ࡍࡿ⎔ቃࡶᩚ࠼ࡽࢀࡿ࡞ࠊ⯆



ࢆ᱁⣡ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣞࢥ࣮ࢻᩘࡣᙜึࡢ  ௳

ࡢㅖᴗ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭✚



ࡽẖᖺ᪂ࡓ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍࡋศᯒࢆ⾜࠺⎔ቃ

ࡣ╔ᐇ⾜ࢃࢀࡓࠋ



ࢆᩚ࠼ࡓࠋ





࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ᱁⣡ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࠊሗࢭࣥ

࣭ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝ࣭ศᯒά



ࢱ࣮௨እࡢ⯆⫋ဨࡶᵝࠎ࡞᮲௳タᐃࢆ⾜࠸

ືࡢᡂᯝࡣࠊ⌧ᅾࡢ⛉◊㈝ᴗࡢไᗘ



㞟ィࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓࠕ⛉◊㈝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋

ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᑗ᮶ࡢไᗘࡢᨵၿྥࡅ



ࢫά⏝ࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ㛤Ⓨࠊ㐠⏝ࡋࡓࠋ

ࡓྲྀ⤌ࡋ࡚ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࡇࡽ༑



࣭ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀಖ᭷ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ศホ౯࡛ࡁࡿࠋ



⛉◊㈝ຓᡂᴗࡢࢹ࣮ࢱࢆ୰ᚰ㞟ࡋࡓࡀࠊ





ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࡇࢀຍ࠼≉ู◊✲ဨᴗࡢ





ࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍࡋࡓࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢẖᖺࠊ⯆ᴗయ





ࡿࠕᇶ♏ࢹ࣮ࢱ㞟ࠖࢆసᡂࡋࠊ⛉◊㈝௨እࡢ





ᴗࡘ࠸࡚ࡶᇶ♏ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭✚ࢆ





⾜࠺ࡶࠊ⯆ෆ࡛ሗࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ











ەᅜෆእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢᴗࡢᐇ≧ἣ➼





㛵ࡍࡿሗࡢ㞟࣭✚





࣭せᅜࢆᑐ㇟ࡋ࡚ㅖእᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢືྥ





ཬࡧᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢᴗࡢᐇ≧ἣ㛵ࡍࡿ





ሗࢆ㞟ࡋࠊ௨ୗࡢศᯒ࣭ㄪᰝ࣏࣮ࣞࢺ㸦᳨ウ





㈨ᩱ㸧ࡋ࡚Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧྛ





㒊⨫ᥦ౪ࡋࡓࠋ












Ⓨ⾜
ᖺᗘ
ᖹᡂ

ྡ⛠



ࠕ⡿Ḣࡢ࡞ࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮
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 ᖺᗘ ࢪ࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࠖሗ࿌᭩
ᖹᡂ
ࠕ⡿⊂ⱥࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ
 ᖺᗘ ࢙ࣥࢩ࣮ࡢᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࠖሗ࿌᭩
ᖹᡂ
ࠕࠕᾏእࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ࢙
 ᖺᗘ ࣥࢩ࣮ࡢᑂᰝࢩࢫࢸ࣒㸦(8㸦(5&㸧ࠊ
ⱥᅜ㸦05&㸧ࠊ୰ᅜ㸦16)&㸧ࠊ㡑ᅜ㸦15)㸧ࠊ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ㸦$5&㸧㸧
ࠖሗ࿌᭩
ᖹᡂ
ࠕ⡿⊂ⱥ࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ࢩࢫࢸ
 ᖺᗘ ࣒ࠖሗ࿌᭩
ᖹᡂ  ࠕせᅜࡢࣇࣥࢹࣥࢢ࢚࣮ࢪ
ᖺᗘ
࢙ࣥࢩ࣮࠾ࡅࡿᴗᐇࡢ᳨ド
ホ౯㛵ࡍࡿㄪᰝࠖሗ࿌᭩
ᖹᡂ
ࠕ⡿Ḣࡢせᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡࣭⛉Ꮫ
 ᖺᗘ ᢏ⾡㛵ࡍࡿせᩥ᭩ࠖせ᪨㞟
௨㝆ࡢ
ẖᖺ











































࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࠊ(OVHYLHU ♫ࡀᥦ౪ࡍࡿᩥ
⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 6FRSXV ཬࡧศᯒࢶ࣮ࣝ 6FL9DO
ࢆ⏝ࡋࠊᅜෆཬࡧᾏእࡢ◊✲ຓᡂࡸேᮦ⫱ᡂ
➼㛵ࡍࡿᏛ⾡◊✲ືྥࡢศᯒࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀᐇ
ࡍࡿㄪᰝࡢ༠ຊࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ
ࠕᾏእ࠾ࡅ
ࡿ◊✲㈝ᨻ⟇ࣇࣥࢹࣥࢢ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≧
ἣ㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧
ࠖࡢసᡂ
ࢆᨭࡋࡓࠋ
























ە㞟࣭✚ࡋࡓሗࡢศᯒࡢᐇࡑࡢ⤖ᯝ
ࡢᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᥦ౪ࡸ⯆
ࡢㅖᴗࡢᥦ
࣭㞟ࠊ✚ࡋࡓሗࢆศᯒࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆ
⯆ࡢㅖᴗࡢᨵၿᙺ❧࡚ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ
࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸ㛵ಀྛ㒊⨫
ᥦ౪ࡋࡓࠋ
㸼⛉◊㈝ࡢᑂᰝไᗘࡢᨵၿࢆ┠ⓗࡋࡓ㡯┠
ᛂ⌮ㄽ㸦,57㸧ᇶ࡙ࡃホⅬࡢᶆ‽㛵
ࡍࡿㄪᰝ◊✲
㸼⛉◊㈝ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢ᳨ドࡢࡓࡵࡢホⅬศᯒ
ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
㸼⛉◊㈝ࡢᑂᰝဨೃ⿵ࡢ⤫ィⓗ᥎⸀ࢩࢫࢸ࣒
ࡢ㛤Ⓨ
࣭ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢࢹ࣮ࢱࢆ㞟ィࠊ
ศᯒࡋࡑࡢ⤖ᯝࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸ
㛵ಀ㒊⨫ᥦ౪ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥ
ࢱ࣮ࢆྵࡴ⯆ࡢྛ㒊⨫࠾ࡅࡿᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫ 6FRSXV ཬࡧศᯒࢶ࣮ࣝ 6FL9DO ࡢ⏝ࢆ
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ಁ㐍ࡋࡓࠋ







࣭&*6, ࣏࣮ࣞࢺࡢ⥅⥆ⓗ࡞ห⾜ࡣࠊ



ەศᯒ➼ࡢᡂᯝࡢᏛ➼Ꮫ⾡◊✲ᶵ㛵ࡢᥦ౪ ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢᡂᯝࡀࠊᗈࡃᏛ➼Ꮫ⾡



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࠊሗࢭࣥࢱ࣮࡛㞟ࡋࡓ

◊✲ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡶ᭷ຠ⏝ࡉࢀࡿ



ሗࡸศᯒࡢᡂᯝࢆ &*6, ࣏࣮ࣞࢺ㸦
ࠕ&*6,ࠖࡣࢢ

ࡼ࠺࡞ࡿࡶࡢࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ



࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢⱥᩥྡ⛠ࠕ&HQWHU 



IRU*OREDO6FLHQFH,QIRUPDWLRQࠖࡢ␎⛠㸧 ࣭ศᯒ࣭ㄪᰝ࣏࣮ࣞࢺ㸦᳨ウ㈨ᩱ㸧ࡣࠊ



ࡋ࡚ẖᖺ  ሗห⾜ࡋࡓࠋྠ࣏࣮ࣞࢺࡣࠊㄪᰝ࣭

⯆ࡢㅖᴗᐇࡢཧ⪃ࡋ࡚༑ศ



ศᯒࡢᡂᯝࡢከࡃࡀ⯆ෆ㒊࡛⏝ࡉࢀࡿ୰

ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



࡛ࠊሗࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࡶࡢ





࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྕ
Ⓨ⾜᪥
ྡ⛠
➨  ྕ ᖹᡂ  ᖺ 6FRSXV 㘓ㄽᩥ࠾ࡅ
 ᭶  ᪥ ࡿ⛉◊㈝ᡂᯝㄽᩥࡢศᯒ
⤖ᯝ
➨  ྕ ᖹᡂ  ᖺ ⡿⊂ⱥࡢࣇࣥࢹࣥࢢ
 ᭶  ᪥ ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ࡢᑂᰝࢩ
ࢫࢸ࣒
➨  ྕ ᖹᡂ  ᖺ ୰ᅜཬࡧ㡑ᅜࡢࣇࣥࢹ
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ࡇࡶኚ㔜せ࡛ࠊᐇ㉁ࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚ ࢀࡓពぢࢆࠊྛᴗࣇ࣮ࢻࣂ

ࡋࠊᗈࡃᬑཬࡉࡏ

࣮࣌ࢪ࡛㎿㏿ᥦ

㺃 ㄪ ᰝ ◊ ✲ ࡢ ᡂ ᯝ ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⯆ࡢάືࡢᬑཬດ

࠸ࡿᛮ࠺ࡀࡑࡢࡇࢆぢ࠼ࡿࡍ

ࢵࢡࡍࡿࡇࡶኚ㔜せ࡛ࠊᐇ㉁

ࡿࠋ

౪ࡍࡿࠋᥖ㍕ᙜ

ࡢ◊✲⪅ࢆጞࡵ

ࡵࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ ࠊ ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ

ࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡀࡑࡢࡇ



ࡓࡗ࡚ࡣ㜀ぴ⪅ഃ

♫ࡢ✚ᴟⓗ

ᴗᐇົᢸᙜ⪅ྥࡅㄝ᫂ࡢ㈨ᩱ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪ



ࢆぢ࠼ࡿࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶

ࡽࡢどⅬࢆ㔜ど

࡞ᥦ౪

ࣥࠕᏛ౽ࡾ㸦-6360RQWKO\㸧
ࠖࡢ⤂グࢆᥖ



ࡿࠋ

㸺ࡑࡢ㡯㸼



㸫

㸺ࡑࡢ㡯㸼



ࡉࡲࡊࡲ࡞ᡭἲ࡛ࠊሗⓎಙࢆࡋ

ࡋࠊぢࡸࡍࡉ࣭ศ

㺃ࠕⓎぢⓎ᫂ࡢࢹ ㍕ࡋࡓࠋ

ࡾࡸࡍࡉࡢ☜ಖ

ࢪࢱࣝ༤≀㤋㸦༟

ດࡵࡿࠋ

㉺◊✲ࢹ࣮ࢱ࣋









࣭ࡉࡽࠊᗈሗࡢ⤖ᯝࠊᗈࡃᚓࡽ

࣮ࢫ㸧
ࠖࡢᐇ

ࡓࡇᑐࡋ࡚ࠊཷಙ⪅ࡢពぢࡸ

㺃⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤ

ឤࢆ㞟ࡵ࡚ࠊᚋࡢᴗᒎ㛤

ဨࡢάⓎ࡞ά

ᙺ❧࡚ࡿࡇࡀ㔜せࠋࡑ࠺࠸࠺ព

ື୍ᒙࡢάᛶ

࡛ࡣࠊ࣓࣐ࣝ࢞ࡸ㹑㹌㹑ࡣά⏝

ࡢ᥎㐍

ࡋࡸࡍ࠸ࢶ࣮ࣝ࡞ࡢ࡛ࠊලయ⟇ࢆ

㺃⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬ


㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㹀

ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗ

ᮇᚅࡍࡿࠋ
ࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ڦά⏝
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࣭බເሗࢆ୰ᚰࠊ᭱᪂ࡢሗࢆ㏿ࡸ࣍

࣭◊✲⪅ࡸᅜẸࡽᗈࡃ⌮ゎࡀᚓࡽࢀ

㺃ࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥ ࣮࣒࣮࣌ࢪ࡚࿌▱ࡋࠊෆእࡢ◊✲⪅ࡸ୍⯡ྥ

ࡿࡼ࠺ࠊᴗࡢᐇ≧ἣࡸᏛ⾡◊✲

ᒎ㛤









ࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ

ࡅᗈࡃ㎿㏿࡞ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㛵ࢃࡿሗࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



◊✲άືཬࡧᡂ



ࡢᥖ㍕ࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ



ᯝࡿሗ

࣭᪤Ꮡࡢᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊබເࡀ⤊ࡋࡓᚋࡢ





Ⓨಙ

᥇ᢥ㛵ࡍࡿሗࡸᴗሗ࿌ࡘ࠸࡚ࡶ࣮࣒࣍





ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂ ࣮࣌ࢪ࡛ࡢබ㛤ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊᗈࡃᅜẸ➼





ᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿ ሗⓎಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ







࣭ぢࡸࡍࡉࡸศࡾࡸࡍࡉඹ㏿ሗᛶࢆ⪃៖



㸺ホ౯ࡢどⅬ㸼

ࡋࠊ᪥ᮏㄒ∧ࠊⱥㄒ∧ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪඹᨵಟࢆ



㺃  ⯆ ࡢ Ꮡ ᅾព ⩏ 㐍ࡵࠊ◊✲⪅ࡀᚲせ࡞ሗࢆᚓࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊࣞ



ࢆᅜẸ⌮ゎࡋ࡚ࡶ ࢘ࢺࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ



ࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࠊཷࡅᡭ 





ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡘ ࡢ➼࣮ࣕࢩ࣮ࣟࣈڦⓎ⾜











ࡘຠᯝⓗ࡞ᗈሗάື ࣭ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕ㸦ἲேᴫせ㸧ࡢࠊ⛉Ꮫ◊✲

࣭ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕࡢࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓ







ࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ ㈝ຓᡂᴗࠊྛ✀ᅜ㝿ὶᴗࠊ+23( ࣑࣮ࢸ

ᡂᴗࠊྛ✀ᅜ㝿ὶᴗࠊ+23( ࣑࣮



ࡿࠋ

ࣥࢢ➼ࡢᴗࡈࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࢆศࡾࡸ

ࢸࣥࢢ➼ࡢᴗࡈࣃࣥࣇࣞࢵࢺ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ࡍࡃసᡂ࣭⦅㞟ࡋᅜෆእࡢ㛵ಀ⪅ᗈࡃ࿘▱ࡋ

➼ࢆศࡾࡸࡍࡃసᡂ࣭⦅㞟ࡋᅜෆእ



⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

ࡓࠋࡲࡓࠊⱥᩥࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮㸦-6364XDUWHUO\㸧 ࡢ㛵ಀ⪅╔ᐇ࿘▱࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ





ࢆᖺ  ᅇⓎ⾜ࡋࠊᅜෆእࡢእᅜே◊✲⪅ࡸᏛ



㺃ᗈሗάືࡢ⤖ᯝࠊᚓ ➼◊✲ᶵ㛵ࠊᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࠊᅾ᪥㤋 ࣭ⱥᩥࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࢆᖺ  ᅇⓎ⾜ࡋࠊ



ࡽࢀࡓពぢࢆྛᴗ

➼㓄ᕸࡋࠊᅜෆእࡢ◊✲⪅ࠊᅜẸࡢሗⓎ

ᅜෆእࡢእᅜே◊✲⪅ࡸᏛ➼◊✲ᶵ



 ࣇ  ࣮ ࢻ ࣂ ࢵ ࢡ ಙດࡵࡓࠋసᡂࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺ➼ࡣ௨ୗࡢ

㛵ࠊᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࠊᅾ᪥㤋



ࡋࠊά⏝ࡉࢀࡿࡓࡵ

⯆࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛㟁Ꮚ፹య࡛ࡶබ㛤ࡋࡓࠋ ➼㓄ᕸࡋࡓࡇࡣࠊᅜෆእࡢ◊✲⪅ࠊ



ࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓ

᪥ᮏㄒ∧㸸

ᅜẸࡢሗⓎಙࡁࡃ㈨ࡍࡿࡶࡢ



ࡔࡁࡓ࠸ࠋ

KWWSZZZMVSVJRMSSXEOLFDWLRQVLQGH[KWPO

⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ⱥㄒ∧㸸





⮧ホ౯㸦ぢ㎸㸧
ࠚ

KWWSZZZMVSVJRMSHQJOLVKSXEOLFDWLRQVLQGH[KWPO 









࣭ຓᡂ➼ࡼࡿ◊✲

ࡢࣥࢪ࣐࣮࣓࢞ࣝڦⓎಙ









ᡂᯝࡀ♫ⓗㄆ▱ ࣭࠾ࡼࡑ  ྡࡢⓏ㘓⪅ᑐࡋ࡚ࠊ࣓࣮࣐ࣝ

࣭ẖ᭶࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࢆ㓄ಙࡋࠊබເ







ࡉࢀࠊ⯆ࡢάື

࢞ࢪࣥࠕᏛ౽ࡾ㸦-6360RQWKO\㸧
ࠖࢆẖ᭶㓄ಙ

ሗࡸ⾜ணᐃࡢ⤂ࠊ⛉◊㈝㛵㐃ࢽ



ࡀᗈࡃᅜẸࡽᨭᣢ

ࡋࠊබເሗࡸ⾜ணᐃࡢ⤂ຍ࠼ࠊ⛉◊㈝

࣮ࣗࢫ➼ࠊᴗෆᐜࡢ࿘▱ດࡵࡿ



ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞᭷ຠⓗ

㛵㐃ࢽ࣮ࣗࢫ➼ࠊᴗෆᐜࡢ࿘▱ດࡵࠊሗ

ࡶࠊෆᐜࡢᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࠊⓏ



࡞ᗈሗάືྲྀࡾ⤌

Ⓨಙࡢᙉࢆᅗࡗࡓࠋබເሗࡘ࠸࡚ࡣࠊཷ

㘓⪅ᩘࡀ╔ᐇఙࡧ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊⓏ



ࡴᚲせࡀ࠶ࡿ

ࡅᡭࢃࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ┠ⓗูᩚ⌮ࡋ࡚Ⓨ

㘓⪅ᩘ௨ୖ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥᥖ㍕ࡉ



࠙ ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ

ಙࡋࡓࠋࡲࡓࠊཷࡅᡭࡢࢽ࣮ࢬࡢศᯒ㈨ࡍࡿ

ࢀࡓ 85/ ࡢࢡࢭࢫ௳ᩘࡣఙࡧ࡚࠾



⮧ホ౯㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

ࡼ࠺ࠊ᪂つⓏ㘓࠶ࡓࡾᒓᛶࡢⓏ㘓ࢆồࡵࡿࡇ

ࡾࠊຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ






ࡋࡓࠋ





࣭ᗈሗࡢᑐ㇟ࡣࠊᑠ

ەᖺูⓏ㘓௳ᩘᐇ⦼






࣭ᗈሗࡼࡿຠᯝࢆᐃ㔞ⓗศᯒ࡛ࡁ
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㛫ࡢ࢚ࣥࢪࢽࡉ

ᖹᡂ  ᖹᡂ  ᖹᡂ  ᖹᡂ  ᖹᡂ 
ᖺ  ᭶ ᖺ  ᭶ ᖺ  ᭶ ᖺ  ᭶ ᖺ  ᭶
    
௳
௳
௳
௳
௳

ࡲࡊࡲ࡞ࡢ࡛ࠊྛࠎ

ࢡࢵࣜࢡࢡ࣮ࢽࣘەᩘ㸦ྠ୍ࢡࢭࢫඖࡽࡢ

ᒙูࡋ࡚ࠊఱࡀ┠ⓗ

ࢡࣜࢵࢡࢆ୍ࡘࡳ࡞ࡋࡓሙྜࡢᩘ㸧

୰Ꮫ⏕ࡽࠊᏛࡢ
◊✲⪅ࠊࡉࡽࡣẸ

ᗘࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせ
࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯
㸦ぢ㎸㸧ࠚ









































ղᡂᯝࡢ♫㑏



ඖ࣭ᬑཬ࣭ά⏝
㸦ϸ㸧ᡃࡀᅜࡢᑗ
᮶ࢆᢸ࠺ඣ❺࣭⏕
ᚐࢆ࡞ᑐ㇟ࡋ
࡚ࠊ◊✲⪅ࡀ⛉◊
㈝ᴗࡼࡿ◊✲
ᡂᯝࢆศࡾࡸࡍ
ࡃㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡞
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⾡
᪥ᖖ⏕άࡢ㛵

࣭ࡉࡽࠊᗈሗࡢ⤖
ᯝࠊᗈࡃᚓࡽࢀࡓព
ぢࢆࠊྛᴗࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ
ࡶኚ㔜せ࡛ࠊᐇ㉁
ࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ᛮ࠺ࡀࡑࡢࡇࢆぢ
࠼ࡿࡍࡿࡇࡶ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ
࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯
㸦ぢ㎸㸧ࠚ

࣭ಶࠎࡢ᪉⟇ࡼࡾࠊ
࠺࠸࠺㡪ࡀ࠶ࡗ
ࡓࢆᐃ㔞ⓗホ౯
ࡍࡿࡇࡶᚲせࠋࡑ
ࢀࢆࠊྛᴗࣇ
࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ
ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ᴗࡢ᪉
ྥᛶࡢ❧ࡶࡘ࡞
ࡀࡿ⪃࠼ࡿࠋ
࠙  ᖺ ᗘ እ 㒊 ホ ౯
㸦ᖺᗘ㸧ࠚ

㺃  ⯆ ࡢ  ᴗࡢ ᡂ
ᯝᑐࡍࡿᗈሗ㛵
ࡋ࡚ࡣ࠶ࡲࡾ㔜どࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ぢ
ཷࡅࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊ

࡚࠸ࡿࠋ



ᖹᡂ  ᖹᡂ  ᖹᡂ  ᖹᡂ  ᖹᡂ 
ᖺ  ᭶ ᖺ  ᭶ ᖺ  ᭶ ᖺ  ᭶ ᖺ  ᭶
 

 㺂
௳
௳
௳
௳
௳

࡛ࠊࡑࡢ┠ⓗࡢ㐩ᡂ
ࡀ࠶ࡿࠋ

ࡿࡼ࠺ཷࡅᡭಀࡿሗࡢ㞟ࢆ⾜ࡗ

࣭ࣘࢽ࣮ࢡࢡࣜࢵࢡᩘࡢఙࡧ⋡㸦㸧ࡣࠊ࣓
࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢⓏ㘓௳ᩘࡢఙࡧ⋡㸦㸧ࢆୖ
ᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
ڦᗈሗᫎീࡢసᡂ







Ꮫ⾡◊✲ࡸேᮦ⫱ᡂࠊ
Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶࡢ㔜せᛶ

࣭ᗈࡃ୍⯡ᅜẸศࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࠊ





ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ⯆ࡢ㛵ಀ࠾࠸࡚ࠊຠᯝ

ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆ⏝࠸࡚Ꮫ⾡◊✲➼ࡢ

ⓗࡘᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ᒙࡶศࡾࡸࡍ

㔜せᛶࡸ⯆ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓ᪂ࡓ

ࡃ♧ࡏࡿࡼ࠺ࠊࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓᗈሗᫎ

࡞ヨࡳࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ീࢆ᪂ࡓసᡂࡋࡓࠋ





ࡢࢹ࣓ࣝࣕࢩ࣮ࢯڦά⏝





࣭ಶูᴗࡢ⤂ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⯆యࢆど

࣭ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹࢆά⏝ࡋࠊ+23(



ぬⓗᖜᗈ࠸ࢱ࣮ࢤࢵࢺᒙࣆ࣮ࣝࡍࡿࡓࡵ

࣑࣮ࢸࣥࢢᴗࡸඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ

ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡼࡿᗈሗᫎീࢆసᡂࡋ

࣒࢘ᴗ➼ࡘ࠸࡚ࠊබເࡸ࣋ࣥࢺ

<RX7XEH ࡛බ㛤ࡍࡿࠊ+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ

ࡢሗࢆ୍ඖⓗࡘ㎿㏿Ⓨಙࡋࡓࡇ

ᴗࡸඛ➃⛉Ꮫ㸦)R6㸧ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗ࡛ࡣࠊබ

ࡣࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

ເࡸ࣋ࣥࢺࡢሗࢆ୍ඖⓗࡘ㎿㏿Ⓨಙࡍ



ࡿࡓࡵࠊࣇ࢙ࢫࣈࢵࢡ➼ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZIDFHERRNFRPMVSVNHQN\R
KWWSVZZZIDFHERRNFRPSDJHV+23(0HHWLQJV"Y ZDOO

࠙ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ࣭ά⏝ࠚ











ࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼࡁࡵࡽࡦڦᴗ



࣭
ࠕࡦࡽࡵࡁࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ㹼ࡼ࠺ࡇࡑ

࣭ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡾࠊᅜྛᆅࡢ◊

Ꮫࡢ◊✲ᐊ㹼.$.(1+,ࠖࡘ࠸࡚ࠊᅜྛᆅࡢ

✲ᶵ㛵ࡢ◊✲⪅ࡀ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ

◊✲ᶵ㛵࡛ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࡓࠋ
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☜ಖࠊ࡞⫋ሙ⎔ቃࡢᙧᡂ➼ࠊ

ࢆ༑ศ⪃៖ࡋࠊᙜ



᪨ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ

ᙺ⫋ဨࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ᣦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ヱ⤥Ỉ‽ࡘ࠸



࣭ᖿ㒊⫋ဨࡀ㞟ࡲࡿ㆟࠾࠸࡚ࠊ⌮㛗ࡀᐃ



᳨࡚ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺



ᮇⓗ࡞カ♧ࢆᐇࡋࡓࠋ



ṇྲྀࡾ⤌ࡴ







ࡶࠊࡑࡢ᳨ド



࠙㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀࠚ



⤖ᯝࡸྲྀ⤌≧ἣࢆ



ڦἲ௧➼ࡢ㑂Ᏺ



බ⾲ࡍࡿࠋ



࣭⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲࡀᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᨵṇ
㸦ᖹ

࣭ἲ௧ᇶ࡙ࡁࠊෆ㒊⤫ไࡢࡓࡵࡢయ





ᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥⾜㸧ࡉࢀࠊ⊂❧⾜ᨻἲேࡢᴗ

ไᩚഛࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ົࡢ㐺ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢయไ➼ࢆᴗົ᪉ἲ᭩





ࡢグ㍕㡯ࡋ࡚᫂グࡍࡿࡇࡀᐃࡵࡽࢀࡓࡇ

࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ◊ಟࢆ㐺ษᐇ



క࠸ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᴗົ᪉ἲ᭩ࢆᨵṇࡋ

ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙺ⫋ဨࡀ㑂Ᏺࡍࡁ㡯ࢆ



ࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺࡣෆ㒊⤫ไ㛵ࡍࡿྛ✀

ࡲࡵࡓࠕ⾜ືつ⠊ࠖࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ



つ⛬➼ࡢᨵᐃཬࡧไᐃࢆ⾜࠸ࠊෆ㒊⤫ไࡢయไ

ᥖ㍕ࡋࠊ⯆ෆእᑐࡋ࡚࿘▱ࢆ



ࢆᩚഛࡋࡓࠋ
㸦 㡫ཧ↷㸧

ᅗࡾࠊ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡿࠋ



࣭⌮㛗ࢆጞࡵࡋࡓᙺဨࡀ⫋ဨᐃᮇⓗࢥ





࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࢆᣢࡘࡇࡼࡿព㆑ࡢ





ඹ᭷ࠋ





࣭ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆⾜ືつ⠊ࠖ
㸦ᖹ





ᡂ  ᖺ  ᭶⟇ᐃ㸧ࡢ㑂Ᏺࡘ࠸࡚⫋ဨ࿘▱ࠋ 



࣭ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ◊ಟࡢᐇ㸦ẖᖺ  ᭶㸧
ࠋ











⌮⟶ࢡࢫࣜڦ





࣭⤌⧊యࡋ࡚ᶵືⓗᑐᛂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ

࣭᭶  ᅇ㛤ദࡢᙺဨཬࡧẖ㐌᭶᭙᪥



ࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡋࡓୗグࡢෆ㒊⤫ไࢩࢫࢸ࣒ࡀຠ

㛤ദࡢ㐃⤡㆟ࠊ⌮㛗ࡣࡌࡵᙺဨࠊ



ᯝࢆⓎࡋ࡚࠾ࡾࠊ⤌⧊య࡛ඃඛⓗᑐᛂࡍ

㒊ㄢ㛗ࡀဨฟᖍࡍࡿయไࡀࡽࢀ࡚



ࡁ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

࠸ࡿࡇࠊ㒊㛗௨ୖࡼࡿ㐃⤡㆟ࢆ



࣭⌮㛗ࡣࡌࡵᙺဨࠊ㒊ㄢ㛗ဨࡀฟᖍࡋ࡚࠸

ᐃᮇⓗ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࣜࢫ



ࡿ᭶  ᅇ㛤ദࡢᙺဨཬࡧẖ㐌᭶᭙᪥㛤ദࡢ㐃

ࢡࡢⓎ⏕ࢆ㜵ࡄඹࠊࣜࢫࢡࡀ⏕ࡌ



⤡㆟࠾࠸࡚ࠊᖖᴗົಀࡿሗඹ᭷ཬࡧ

ࡓሙྜࡣ⤌⧊యࡋ࡚┤ࡕᢕ



ពぢࢆ⾜࠸ࠊࣜࢫࢡࡢⓎ⏕ࢆ๓㜵ࡄయ

ᥱ࣭ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไ࠶ࡿࠋ



ไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋ





࣭㒊㛗௨ୖࡼࡿ㐃⤡㆟ࢆᐃᮇⓗ㛤ദࡋࠊ 



ྛ㒊ᡤᤸᴗົ࠾ࡅࡿ୰ᮇ┠ᶆ࣭ィ⏬ࡢ㐩ᡂ≧





ἣࠊࣜࢫࢡ⏕㉳ࡢྍ⬟ᛶࡸࡑࡢ㜵Ṇྥࡅࡓྲྀ





⤌➼ࡘ࠸࡚ሗࢆඹ᭷ࡋࠊ┦☜ㄆࡋ࡚࠸





ࡿࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࠊ ᖺᗘཬࡧ  ᖺᗘࣜࢫࢡ࣐
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ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨࢆ㛤ദࡋࠊせࡈࡢ༴





ᶵ⟶⌮ᑐᛂࡘ࠸࡚➼ࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ





㛵ࡍࡿᮏࡢ⟶⌮≧ἣࡘ࠸࡚⟶⌮⪅㛫ࡼࡿ





ၥ㢟ព㆑ࡢඹ᭷ࢆᅗࡗࡓࠋ





ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࣜࢫࢡ
࣭ࣜࢫࢡࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏ ࣭



Ꮫ⾡⯆ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿせ㡯ࠖ

࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿせ㡯ࠖᇶ࡙ࡁࠊ



ᇶ࡙ࡁࠊᑐᛂࡍࡁࣜࢫࢡࡢ㑅ᐃࠊᑐᛂ᪉⟇

ࣜࢫࢡࡢ㑅ᐃࠊࣜࢫࢡࡢⓎ⏕ࡢせᅉ



ࡢ⟇ᐃ➼ࢆ┤ࡕ⾜࠼ࡿయไ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⥭

ศᯒࡸᑐᛂࡢ᳨ウࢆྍ⬟ࡍࡿయไࡀ



ᛴഛ࠼ࠊኪ㛫ఇ᪥➼ࡢົ㛫እࢆྵࡵࠊ

㐺ษᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭦ࣜࢫࢡ࣐



⟶⌮⫋௨ୖཬࡧᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ඹ᭷ࡍ

ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨ࡛ࣜࢫࢡࡢせ



ࡿ⥭ᛴ㐃⤡⥙୪ࡧㄢࡈ⫋ဨ࡛ඹ᭷ࡍࡿ㐃

ᑐᛂ≧ἣ㛵ࡍࡿ⟶⌮⪅㛫ࡢሗඹ



⤡⥙ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ

᭷ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⥭ᛴࠊ



࣭ᆅ㟈ࡑࡢࡢ⅏ᐖⓎ⏕࠾࠸࡚ࡣࠊ㟈ᗘ

⅏ᐖⓎ⏕ഛ࠼ࡓయไࡶᩚ࠼ࡽࢀ࡚



 ᙅ௨ୖࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿ᙺ⫋ဨࡢᏳྰ☜

࠸ࡿࠋ



ㄆࢆ⫋ဨࡢᦠᖏ㟁ヰ➼⾜࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࠊ





⅏ᐖࡢᏳྰ☜ㄆࢆ㎿㏿⾜࠺యไࢆᩚഛࡋࠊ

࣭㤳㒔┤ୗᆅ㟈ᑐᛂᴗົ⥅⥆ィ⏬ࢆ⟇



ᙜヱࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓᏳྰ☜ㄆカ⦎ࢆᐇࡋ

ᐃࡋࠊ⿕⅏ᴗົ⥅⥆ィ⏬ࢆ╔ᐇ



ࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ㜵⅏࣐ࢽࣗࣝࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 

ᐇ࡛ࡁࡿయไᩚഛດࡵ࡚࠸ࡿࠋ



᪥㸧ᇶ࡙ࡁ⤌⧊యࡋ࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไ





࠶ࡿࠋ

࣭ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟࡢᐇࠊ㤳



࣭ᾏእฟᙇຍ࠼࡚ᙺ⫋ဨࡀᾏእ⚾Ώ⯟ࡍ

㒔┤ୗᆅ㟈ᑐᛂᴗົ⥅⥆ィ⏬ࡢ࿘▱ࠊ



ࡿ㝿ࡶࠊ๓᪥⛬ࡸ⥭ᛴ㐃⤡ඛ➼ࢆᒆࡅฟ

Ᏻྰ☜ㄆࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓカ⦎➼ࡼ



ࡿࡇࡋࠊ⥭ᛴᾏእᅾ୰ࡢᙺ⫋ဨࡢ

ࡾࠊ⫋ဨࡢព㆑ྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ



Ᏻྰ☜ㄆࢆ㏿ࡸ⾜࠼ࡿయไࢆᙉࡋࡓࠋ





࣭ᮏᴗົ⥅⥆ィ⏬ࡢ⟇ᐃࡢ᳨ウࢆᖹᡂ 





ᖺᗘ╔ᡭࡋࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㤳㒔┤ୗᆅ㟈ᑐᛂ





ᴗົ⥅⥆ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋᴗົ⥅⥆ィ⏬ᇶ࡙





ࡁࠊྛㄢ࡛㠀ᖖཧ㞟せဨࢆ☜ಖࡋࠊ㠀ᖖ





ඃඛᴗົࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢయไࢆᩚഛࡍࡿࡶ





ࠊ⫋ဨᑐࡋ࡚ᴗົ⥅⥆ィ⏬ࡢෆᐜࢆ࿘▱





ࡋࡓࠋ





࣭
ࠕሗࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⥅⥆ィ⏬ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ 





᭶  ᪥㸧ࢆ⟇ᐃࡋࠊ㠀ᖖഛ࠼ሗࢩࢫࢸ࣒





ᪧࡢࡓࡵࡢィ⏬ᡭẁࢆᩚഛࡋࡓࠋ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊ಟࢆᐇ





ࡋࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㛵ࡍࡿ⫋ဨࡢព㆑ྥ





ୖࢆᅗࡗࡓࠋ

















ڦෆ㒊⤫ไࡢ᥎㐍





࣭
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲࠖࡢᨵṇᇶ࡙ࡁ ᭱⤊
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࣭ෆ㒊⤫ไࢆຠᯝⓗ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ

364


ᨵṇᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥

యไᩚഛཬࡧෆ㒊┘ᰝࢆ✚ᴟⓗ⾜ࡗ



⾜ ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡼࡾ௨ୗࡢつ⛬ࡢᨵᐃ

࡚࠸ࡿࠋ



ཬࡧไᐃࡀ⾜࡞ࡾࠊෆ㒊⤫ไࡢయไࡀᩚഛ





ࡉࢀࡓࠋ





ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ⤌⧊㐠Ⴀ㛵





ࡍࡿᇶᮏつ⛬ࠖ





ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ෆ㒊⤫ไࡢ᥎㐍





㛵ࡍࡿつ⛬ࠖ





ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆┘⫋ົつ⛬ࠖ 



ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆┘┘ᰝつ⛬ࠖ 



ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ෆ㒊┘ᰝつ⛬ࠖ 



ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ෆ㒊㏻ሗཬࡧእ





㒊㏻ሗ㛵ࡍࡿつ⛬ࠖ





࣭ᖹᡂ  ᖺᗘ┘ᰝ࣭ホ౯ᐊࢆタ⨨ࡋࠊᴗົᇳ





⾜ཬࡧィ⤒⌮ࢆᑐ㇟ࡍࡿෆ㒊┘ᰝࢆᐇࡋ





ࡓࠋ











࠙┘ཬࡧィ┘ᰝேࡼࡿ┘ᰝࠚ





┘ڦ┘ᰝ࠾ࡅࡿᨵၿⅬ➼ࡢἲேࡢ㛗ࠊ㛵ಀ





ᙺဨᑐࡍࡿሗ࿌≧ἣ





࣭ྛᖺᗘࡢ┘┘ᰝィ⏬ᇶ࡙ࡁࠊᴗົ㐠Ⴀࠊ

࣭ἲᐃ┘ᰝࡢࠊ┘ࡼࡿ┘ᰝࢆ



ண⟬࣭Ỵ⟬ཬࡧேဨᑐࡍࡿ┘ᰝࢆᐇࡋࠊ┘

ཷࡅࡿࡇࡼࡾࠊ⤥Ỉ‽ࡢࡳ࡞ࡽ



ᰝෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌮㛗ཬࡧᢸᙜ⌮➼ᑐ

ࡎࠊἲேᴗົ⯡ࡘ࠸࡚ཝ᱁࡞ࢳ࢙



ࡋࠊᙺဨ࠾࠸࡚ᩥ᭩ཬࡧཱྀ㢌࡛┘ᰝ⤖ᯝཬ

ࢵࢡࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ



ࡧᡤぢࢆㄝ᫂ࠊሗ࿌ࡋࡓࠋ

࣭┘ࡀࠕᙺဨࠖฟᖍࡋᚲせ࡞ព



࣭ࡉࡽࠊ┘ᰝࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᙺဨࠊࣜࢫࢡ

ぢࢆ㏙ࡿࡇࡶ࡛ࡁࠊࡼࡾ㐺ษᴗ



࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨ➼ฟᖍࡋࠊ⌮㛗ࡼࡿ

ົࡢ┘ᰝࢆ⾜࠼ࡿయไ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㓄៖ࡋࡘࡘពぢࢆ㏙ࡿࡶ



ࠊྛ✀ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࡞ᴗ



ົ㐠Ⴀࡀ㐙⾜ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡓࠋ







┘ڦ┘ᰝ࠾ࡅࡿᨵၿ㡯ࡢᑐᛂ≧ἣ



࣭┘┘ᰝ⤖ᯝሗ࿌ࡘ࠸࡚ᖺᗘẖᑐᛂࢆ᳨



ウࡋࠊᨵၿࡍࡁ㡯ࡘ࠸࡚ࡣᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ



࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࣭㛗ᮇⓗ࡞᳨ウࡀᚲせ࡞㡯ࡸ⯆⊂⮬࡛ᑐ



ᛂ࡛ࡁ࡞࠸㡯➼ࡘ࠸࡚ࡶ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ሗ࿌



᭩ᑐᛂ≧ἣ➼ࢆ᫂グࡋࡓࠋ







┘ڦ┘ᰝ㛵ࡍࡿつ⛬ࡢᩚഛ



࣭
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲࠖࡢᨵṇᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ ࣭つ⛬ࡀᩚഛࡉࢀࠊ┘ࡢᶒ㝈ࡸ⫋ົࠊ
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 ᖺ  ᭶ᴗົ᪉ἲ᭩ࢆᨵṇࡋࠊ┘ཬࡧ┘

ࡲࡓࠊ┘┘ᰝࡢ┘ᰝᑐ㇟ࡸ┘ᰝ᪉ἲ

┘ᰝ㛵ࡍࡿつ⛬ࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࡼ࠺᫂グࡋࡓࠋ ࡀ᫂☜ࡉࢀࡓࠋ



ࡇࢀᚑ࠸ࠊ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆┘



⫋ົつ⛬ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⾜㸧ࢆᐃࡵࠊ



┘ࡢᶒ㝈➼ࢆ᫂☜ࡋࠊᴗົᇳ⾜ࡢពᛮỴᐃ



ࡸ㈈⏘ࡢ≧ἣᑐࡍࡿ┘ࡢㄪᰝࡸࡇࢀᑐࡍ



ࡿᙺ⫋ဨࡢ༠ຊ⩏ົ➼ࢆ᫂☜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠕ⊂



❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆┘┘ᰝつ⛬ࠖ
㸦᭱⤊



ᨵṇᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥



⾜㸧ࢆᐃࡵࠊἲ௧ᇶ࡙ࡃ┘┘ᰝࡢᐇࡘ



࠸࡚ᚲせ࡞㡯ࢆつᐃࡋࡓࠋ







ڦỴ⟬➼ࡢ┘ᰝ≧ἣ



࣭ᖹᡂ  ᖺᗘỴ⟬ࡼࡾࠊ⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ➨



 ᮲ࡼࡾᩥ㒊⛉Ꮫ⮧ࡽ㑅௵ࡉࢀࡓィ



┘ᰝேࡼࡿἲᐃ┘ᰝࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ┘



ࡼࡿ㈈ົㅖ⾲ཬࡧỴ⟬ሗ࿌᭩➼ࡢ┘ᰝࡶཷ



ࡅ࡚࠸ࡿࠋ







ڦሗࡢබ㛤



࣭ẖᖺᗘࠊỴ⟬㛵ࡍࡿ┘┘ᰝ⤖ᯝཬࡧィ

࣭ᅜẸࡢ⌮ゎಙ㢗ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ

┘ᰝேࡢ┘ᰝሗ࿌᭩ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤ࡋ

┘ᰝࡢ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛බ㛤ࡋ

ࡓࠋ

࡚࠸ࡿࠋ







㸰 ୍⯡⟶⌮㈝➼



୍࠙⯡⟶⌮㈝ࡢຠ⋡ࠚ









ࡢຠ⋡



࣭➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ୍⯡⟶⌮㈝

୍࣭⯡⟶⌮㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑐ๓ᖺᗘẚ





୍⯡⟶⌮㈝㸦ே

ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᑐࡋ࡚ᖺ⋡ 㸣௨ୖࡢຠ

㸣௨ୖࡢ๐ῶࢆᅗࡿࡓࡵࠊᴗົࡢྜ⌮

௳㈝ࢆྵࡴࠋ
㸧㛵

⋡ࢆ㐩ᡂࡋࡓࠊࡑࡢࡢᴗ㈝ࡘ࠸࡚

ⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞ᇳ⾜ྲྀࡾ⤌ࡳࠊྛᖺ

ࡋ࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆ

ࡶࠊẖᴗᖺᗘࠊᑐ๓ᖺᗘẚ 㸣௨ୖࡢᴗົࡢ

ᗘᐇ⦼ࡋ࡚๓ᖺᗘண⟬ᑐࡋ࡚ 㸣

ᮇ㛫୰ࡢึᖺᗘ

ຠ⋡ࢆᅗࡗࡓࠋ

௨ୖࡢ๐ῶࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

ẚࡋ࡚ 㸣௨ୖࡢ





ຠ⋡ࢆ㐩ᡂࡍࡿ

Ỵ⟬㢠㸦ᨭฟ㢠㸧

ࠊࡑࡢࡢ

୍⯡
⟶⌮㈝
ࡑࡢ
ᴗ㈝

ᴗ㈝㸦➇தⓗ㈨㔠
➼ࢆ㝖ࡃࠋ
㸧ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫୰ࠊẖᴗᖺᗘࠊ

ẖᇳ⾜≧ἣࡢᢕᥱ࣭࿘▱ࢆ⾜࠸ࠊྛ





㸣





㸣

ᖺᗘᐇ⦼ࡋ࡚๓ᖺᗘண⟬ᑐࡋ࡚
㸣௨ୖࡢ๐ῶࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ





 ᖺᗘண⟬  ᖺᗘᐇ⦼ ๐ῶྜ
୍⯡



⟶⌮㈝
ࡑࡢ
 

ᴗ㈝

ᑐ๓ᖺᗘẚ 㸣௨
ୖࡢᴗົࡢຠ⋡
ࢆᅗࡿࠋ
ࡲࡓࠊẖᖺࡢ㐠

࣭ࡑࡢᴗ㈝ࡘ࠸࡚ࡶࠊᑐ๓ᖺᗘ

㸦༢㸸༓㸧  ẚ 㸣௨ୖࡢ๐ῶࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅄ༙ᮇ
 ᖺᗘண⟬  ᖺᗘᐇ⦼ ๐ῶྜ

㸺ㄢ㢟ᑐᛂ㸼
࣭➨  ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ୍⯡
⟶⌮㈝ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺᗘᑐࡋ࡚
ᖺ⋡ 㸣௨ୖࡢຠ⋡ࢆ㐩ᡂࡋࠊࡲࡓࠊ
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 ᖺᗘண⟬  ᖺᗘᐇ⦼ ๐ῶྜ
୍⯡



⟶⌮㈝
ࡑࡢ
 

ᴗ㈝

Ⴀ㈝㔠㢠ࡢ⟬
ᐃྥࡅ࡚ࡣࠊ㐠
Ⴀ㈝㔠മົṧ
㧗ࡢⓎ⏕≧ἣࡶ

ࡑࡢࡢᴗ㈝ࡘ࠸࡚ࡶࠊẖᴗᖺ
ᗘࠊᑐ๓ᖺᗘẚ 㸣௨ୖࡢᴗົࡢຠ⋡
ࢆᅗࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡛ࠊຠ⋡ࡣ㝈⏺
㏆࡙࠸࡚࠾ࡾࠊ≉ே௳㈝ࡘ࠸࡚



␃ពࡍࡿࠋ





 ᖺᗘண⟬  ᖺᗘᐇ⦼ ๐ῶྜ
୍⯡



⟶⌮㈝
ࡑࡢ
 

ᴗ㈝

ࡣࠊᅜࡽࡢᴗົ⛣⟶క࠺ᴗົ㔞ࡢ


 ᖺᗘண⟬  ᖺᗘᐇ⦼ ๐ῶྜ
୍⯡



⟶⌮㈝
ࡑࡢ
 

ᴗ㈝

ࡍࡿ⤒㈝ࡢぢ┤ࡋ㸦࠼ࡤࠊே௳㈝ࡣ

ቑຍࡀࡁࡃࠊࡇࢀ௨ୖࡢ⤒㈝๐ῶࡣࠊ
⤌⧊㐠Ⴀᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᚋࡣࠊຠ⋡ࡢᑐ㇟








ᑐ㇟ࡽ㝖እࠋ㸧ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ


ͤண⟬ࠊᐇ⦼ࡘ࠸࡚≉Ṧせᅉ࡛࠶ࡿ㏥⫋ᡭᙜࢆ
㝖࠸࡚࠸ࡿࠋ
ͤྛᖺᗘண⟬ࡣࠊḟᖺᗘࡢண⟬⦅ᡂ࠾ࡅࡿᴗົ
ᨻ⟇ಀᩘࡼࡿᙳ㡪㢠ࢆྵࡴࠋ
ͤᖹᡂ  ᖺᗘண⟬ࡣࠊᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᑐᛂࡢே௳㈝
ㄪᩚィᩘࡢᙳ㡪ࢆ㝖እࡋ࡚࠸ࡿࠋ













࣭ࡲࡓࠊྛᖺᗘ࠾ࡅࡿ㐠Ⴀ㈝㔠മົṧ㧗
ࡣࠊ๓ᡶ㈝⏝➼࡛⢭⟬┈ࢆ⾜࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㐠Ⴀ㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃ࠾࠸࡚
ࡣ≉␃ពࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ






㸱 ே௳㈝ࡢຠ⋡



࠙ே௳㈝ࡢຠ⋡ࠚ

㸺᰿ᣐ㸼











࣭⯆ࡣࠊձᏛ⾡◊✲ࡢຓᡂࠊղⱝᡭ◊✲⪅

࣭⯆ࡢᴗࢆ㐺ษᐇࡍࡿࡓࡵ





⥲ே௳㈝ࡘ࠸

ࡢ㣴ᡂࠊճᏛ⾡㛵ࡍࡿᅜ㝿ὶࡢ᥎㐍ࠊմ

ࡣࠊ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶࡀồࡵࡽࢀࠊඃ⚽

࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ᪉㔪

Ꮫᨵ㠉ࡢᨭࡢࡓࡵࡢᴗࢆ⾜࠺ᡃࡀᅜ၏୍ࡢ

࡞ேᮦࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡞

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊཝࡋࡃ

Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᴗࢆ㐺ษࡘ

ࡽࠊᅜẚ࡚ࠊࡸࡸ㧗࠸⤥Ỉ‽

ぢ┤ࡋࢆࡍࡿࡶࡢ

╔ᐇᐇࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶࡀồࡵ

࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦᕪࢆṇࡋࡓ⤥

ࡍࡿࠋ⤥Ỉ‽

ࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤ㧗࠸ゝㄒ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ⫋ဨࡸ◊

Ỉ‽ࡢẚ㍑࡛ࡣᅜᐙබົဨࡢỈ‽ᮍ

ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜᐙ

✲᥎㐍ࡢࡓࡵᴗົ㧗ᗘ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿ༤ኈㄢ

‶࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ⤥Ỉ‽ࡣ

බົဨࡢ⤥Ỉ‽

⛬ಟ⪅ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡞ඃ⚽࡞ேᮦࢆ☜ಖࡋ࡚

㐺ṇ࡛࠶ࡿホ౯ࡍࡿࠋ

ࢆ༑ศ⪃៖ࡋࠊᙜ

࠸ࡿࡇࡽࠊᏛṔ຺࡛ࡣࠊᅜẚ࡚ࡸࡸ



ヱ⤥Ỉ‽ࡘ࠸

㧗࠸⤥Ỉ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



᳨࡚ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺





ṇྲྀࡾ⤌ࡴ

࣭ᅜᐙබົဨࡢ⤥Ỉ‽ࢆ⪃៖ࡋࠊᙜヱ⤥Ỉ

࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊᅜᐙබົဨࡢ⤥ᨵၿ

ࡶࠊࡑࡢ᳨ド

‽ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡓࡵࡣࠊᅜᐙබົဨࡢ

㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐺ṇ࡞Ỉ‽ࡢ⥔

⤖ᯝࡸྲྀࡾ⤌ࡳ≧

ẚ㍑ᇶ࡙ࡃホ౯ࡀᚲせࡉࢀࡿࡀࠊᚑ᮶ࡢಧ

ᣢດࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ

⤥⾲ࡣᅜᐙබົဨࡢ⤥Ỉ‽ẚ㍑ࡋ࡙ࡽ࠸㒊





ศࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᅜᐙබົ





ဨࡢ⤥ᨭ⤥ᇶ‽ࢆᇶ♏ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ಧ⤥⾲ࢆ
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ᑟධࡋࡓࡇࡼࡾࠊ⤥Ỉ‽ࡢ᳨ドࡸ㐺ṇ





ࠊࡼࡾ㐺ษྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ









࣭ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢே௳㈝๐ῶࡢ㐍ᤖ≧ἣࡸ⤥



Ỉ‽ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ົ⮧ࡢ᳨ドࢆཷࡅ



ࡓ⤖ᯝࠊ㐍ᤖ≧ἣࡣ㐺ṇ࡛࠶ࡾࠊ㐺ṇ࡞Ỉ‽



ぢ┤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪨ࡢពぢࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ᳨ド⤖



ᯝࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ



⦼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛࣮࣍



࣒࣮࣌ࢪ࡛බ⾲ணᐃࠋ
㸧



ࢫࣞࣃࢫࣛۍᣦᩘࡢ᥎⛣
+


ᑐᅜᐙබ
ົဨᣦᩘ
ᆅᇦ຺
ᏛṔ຺
ᆅᇦ࣭
ᏛṔ຺






+

+

+

   
   
   















㸲 ᴗົ࣭ࢩࢫࢸ



࠙ᴗົ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢྜ⌮࣭ຠ⋡ࠚ











࣒ࡢྜ⌮࣭ຠ⋡



ڦᴗົጤクࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌







࣭᪂つᴗࡢቑຍ࡞ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊྛᴗ

࣭᪂つᴗࡢቑຍ࡞ࡢᑐᛂࠊཬࡧ

ᴗࡢຠ⋡ⓗ࡞

ࡢᴗົࢆ⢭ᰝࡋࠊྜ⌮ⓗࡘຠ⋡ⓗᴗࡀᐇ

ᴗࡢຠ⋡ⓗ࡞㐙⾜ࡢࡓࡵࠊᴗົࢆྜ

㐙⾜ࡢࡓࡵእ㒊ጤ

࡛ࡁࡿࡼ࠺᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᴗົࡢ୍㒊ࡘ࠸࡚

⌮ⓗࡘຠ⋡ⓗ࡛ࡁࡿࡼ࠺᳨ウࢆ㐍

クࡘ࠸᳨࡚ウࢆ

እ㒊ጤクࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᙜヱᖺᗘ௨๓ᐇ

ࡵࠊᴗົࡢ୍㒊ࡘ࠸࡚እ㒊ጤクࢆ᥎

⾜࠸ࠊᐇࡍࡿࠋ

ࡋࡓእ㒊ጤクࡢ࠺ࡕᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓᴗົࡘ

㐍ࡋ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ

࠸࡚ࠊ⥅⥆ࡋ࡚እ㒊ጤクࢆ⾜ࡗࡓࠋ



࡚ࡣཎ๎୍⯡➇த

ۑᖹᡂ 㹼 ᖺᗘࡢእ㒊ጤクᴗົࡢ࡞ࡶࡢ



ࡼࡿࡶࡢࡋࠊ

㸼⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗᑂᰝಀࡿ㈨ᩱฟຊ





ㄪ㐩௳ࡘ࠸

ཬࡧ〇ᮏసᴗ➼ㄳ㈇ᴗົ

㝶ពዎ⣙ࡼࡿሙ



㸼ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢᮾி㛤ദ

ྜࡣࠊ㏱᫂ᛶࢆ㧗



ᆅࡢ㑅ᐃཬࡧ㛤ദ㛵ࡍࡿ㐠Ⴀ➼ᴗົጤク 

ࡵࡿࡓࡵࡑࡢ⌮⏤

㸼+23( ࣑࣮ࢸࣥࢢ㛤ദタࡢ㑅ᐃཬࡧᐇ

➼ࢆබ⾲ࡍࡿࠋ

క࠺㛵㐃ᴗົ➼

ࡲࡓࠊሗ⤫




ᣓ㈐௵⪅㸦㹁㹇㹍㸧

㸼ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ



ࡢᣦࡢࡶࠊᴗ

ಀࡿሙୖࡆ࣭タႠཬࡧ㐠Ⴀᴗົ



ົࣉࣟࢭࢫ⯡

㸼እᅜே࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛤ദタࡢ㑅ᐃ



ࡘ࠸࡚᩿ࡢぢ┤

ཬࡧᩥ◊ಟᐇᴗົ



ࡋࢆ⾜࠸ࠊᴗົ࣭

㸼≉ู◊✲ဨಀࡿᖺᮎㄪᩚ➼ㄳ㈇ᴗົ



ࢩࢫࢸ࣒ಀࡿ᭱

㸼ᩥ᭩ಖ⟶ᐤクཬࡧ≀ရಖ⟶➼



㸼᪥ᮏᏛ⾡⯆ಶே␒ྕྲྀᚓ⟶⌮➼ᴗົ



㐺ࡢ᥎㐍ࠊㄪ㐩
ࡘ࠸࡚ࡢ⢭ᰝࠊ



ேᮦࡢయⓗ࡞ࣞ

➇⯡୍ەதධᮐࡢ⠊ᅖࡢᣑ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼



367
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࣋ࣝࢵࣉࢆᅗࡿ

ᖺᗘ㸧

ࡓࡵࡢ⫋ဨ◊ಟࡢ

࣭㝶ពዎ⣙ࡢぢ┤ࡋ≧ἣࡢᐇ≧ἣ



᳨ウ࣭ᐇࢆ⾜࠺ࠋ

➇
த
ධ
ᮐ
➼
D 









ぢ┤ࡋィ
⏬ +
බ⾲ 
┠ᶆ್ 
ᖹᡂ
 ᖺᗘ
ᖹᡂ
 ᖺᗘ
ᖹᡂ
 ᖺᗘ
ᖹᡂ
 ᖺᗘ
ᖹᡂ
 ᖺᗘ


































➇த

ᛶࡢ
⏬
࠶ࡿ
➇
ዎ⣙
த
F 
࣭
㸻
බ
D 
ເ
㸩
E 
E 

࣭㝶ពዎ⣙ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝶ព
ዎ⣙ࡀ࡛ࡁࡿሙྜࡢᇶ‽ࢆᅜྠ୍

➇த
ᛶࡢ
࡞࠸
㝶ព
ዎ⣙
G 

ྜ
ィ
F 
㸩
G 

ࡋࠊ┿ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖ࡁ୍⯡
➇தධᮐࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ࡛࠶ࡿㄆ
ࡵࡽࢀࡿࠋ




௳ᩘ











㔠㢠











௳ᩘ











㔠㢠











௳ᩘ













㔠㢠

















௳ᩘ











㔠㢠













௳ᩘ











㔠㢠













௳ᩘ













㔠㢠













ͤ㝶ពዎ⣙ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝶ពዎ⣙➼ぢ┤
ࡋィ⏬㸦+ ᖺ  ᭶බ⾲㸧ࡢ┠ᶆ್ࢆ㋃ࡲ࠼࡚
ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ㝶ពዎ⣙ࡢᐇࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙┘どጤဨ➼
ࡢⅬ᳨࣭☜ㄆࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ͤᖹᡂ  ᖺᗘ௨㝆ࡢࠕ➇தᛶࡢ࡞࠸㝶ពዎ⣙ࠖࡢ
ቑຍ௳ᩘࡘ࠸࡚ࡣࠊࢩࢫࢸ࣒ᨵಟ➼ࡢዎ⣙ࢆ
୍ᐃᮇ㛫ࡢసᴗࢆࡲࡵ࡚ዎ⣙ࡍࡿ᪉ἲࡽࠊ
సᴗẖዎ⣙ࡍࡿ᪉ἲኚ᭦ࡋࡓࡓࡵࠊ௳ᩘࡀ
ቑຍࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ












࣭㝶ពዎ⣙ࡢᇶ‽ࡘ࠸࡚
⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ዎ⣙つ๎ㄪ㐩ዎ⣙
ࡢ㝶ពዎ⣙ࡀ࡛ࡁࡿሙྜࡢᇶ‽ࢆᅜྠ୍ࡍ
ࡿ࡞ᩚഛࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ๎ࡾ┿ࡸࡴࢆ
ᚓ࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖ࡁࠊ୍⯡➇தධᮐࢆᐇࡋࡓࠋ








࣭㝶ពዎ⣙ࡼࡿሙྜࡢ⌮⏤ࡢබ⾲ࡘ࠸࡚ࡣ




ୗグࡢ 85/ ࡚බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSZZZMVSVJRMSNRXNDLLQGH[KWPOLGB 








࠙ᴗົ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢྜ⌮㺃ຠ⋡ࠚ
࣭ᙺ⫋ဨࡀ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᴗົᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒࠾
࠸࡚ࠊྛᴗ࡛⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ௬
ࡍࡿࡇ࡛ࠊᴗົ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱㐺ࢆ᥎㐍
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶✌ാணᐃࡢḟᮇᴗ
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ົᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᴗົ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭱㐺ࢆ





⥔ᣢࡋࡘࡘࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศ㞳➼ࡼࡾሗࢭ





࢟ࣗࣜࢸࣞ࣋ࣝࡢࡼࡾ㧗࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡍࡿࡓ





ࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ











࣭እ㒊ࡢᑓ㛛ᐙ &,2 ⿵బᐁࢆጤクࡋࠊྛ✀ࢩ





ࢫࢸ࣒㛵ࡍࡿㄪ㐩ࡘ࠸࡚⢭ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ











࣭⫋ဨ➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓሗࢭ࢟ࣗࣜࢸㅮ⩦ࢆ





ᖺ  ᅇ㛤ദࡍࡿࡶࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏





ࣜࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵᙺ⫋ဨ➼ࢆ





ᑐ㇟ࡋࡓ⮬ᕫⅬ᳨ࢆᖺ  ᅇᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊ





ࢭ࢟ࣗࣜࢸㅮ⩦ࡘ࠸࡚ࡣᖹᡂ  ᖺᗘࡽ





/HDUQLQJ0DQDJHPHQW6\VWHP /06 ࡼࡾᖖ





ཷㅮࡶྍ⬟ࡋࡓࠋࡉࡽࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽᶆ





ⓗᆺᨷᧁ࣓࣮ࣝカ⦎ࢆᐇࡋࡓࠋ











࣭ົࡢ᭦࡞ࡿຠ⋡ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ≀ရ➼ࡢ㟁





Ꮚⓗ࡞Ⓨὀᡭ⥆ࡁࢆྍ⬟ࡍࡿ᪂ࡓ࡞㈈ົィ





ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ⛣⾜సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ











⾜❧⊂ࠕڦᨻἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ⌮ࡢྲྀ⤌





ࡳࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⥲ົ





⮧Ỵᐃ㸧㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ





 ᖺᗘ㸧











࣭ྛᖺᗘࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ㄪ㐩➼





ྜ⌮ィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋබ⾲ࡋࡓࠋ⟇ᐃ࠶ࡓࡗ





࡚ࡣዎ⣙┘どጤဨࢆ㛤ദࡋእ㒊ጤဨࡢពぢࢆ





ࡶᙺဨ࠾࠸࡚Ỵᐃࡋࡓࠋ





 ィ⏬グ㍕ࡋࡓ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴศ㔝ࠊㄪ㐩





㛵ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᚭᗏಀࡿྲྀ⤌ࡣ௨ୗࡢ





㏻ࡾࠋ
















୍࣭⪅ᛂᮐ࣭ᛂເࡢྲྀ⤌ࠊ⤒㈝ࡢ⠇ῶࠊ

 ୍⪅ᛂᮐ࣭ᛂເᨵၿಀࡿྲྀ⤌ࡳ
➇தධᮐ
ᖹᡂ
ᖹᡂ
ཧຍ⪅
 ᖺᗘ
 ᖺᗘ
 ௳
 ௳
 ⪅ ௳ᩘ
௨ୖ 㔠㢠  ൨  ൨
௳ᩘ
 ௳
 ௳
 ⪅
㔠㢠  ൨  ൨
௳ᩘ
 ௳
 ௳
ྜィ
㔠㢠  ൨
 ൨

ẚ㍑
ڸቑῶ
 ௳
 ൨
௳ ڸ
 ൨
 ௳
 ൨
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㝶ពዎ⣙㛵ࡍࡿෆ㒊⤫ไࡢ☜❧ࠊ⫋
ဨ◊ಟࡢᐇࠊ㐺ษ࡞ணᐃ౯᱁ࡢタᐃ
ࡘ࠸࡚ࠊㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ᇶ࡙ࡁ
ᐇ࡛ࡁࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ
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 ዎ⣙᪉ἲࡢぢ┤ࡋࡼࡿ⤒㈝⠇ῶࡢ᥎㐍



ᖺ㛫ㄪ㐩ᩘ㔞ࡢᢕᥱດࡵ୍⯡➇தධᮐࢆᐇ



ࡍࡿ࡞ࡼࡾ௨ୗࡢ⤒㈝⠇ῶࡀᅗࡽࢀࡓࠋ 



 ⠇ῶࡋࡓ࡞ࡶࡢ 





ձ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡢᑂᰝಀࢃࡿ㈨ᩱฟຊ





⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂ࣭㈨ᩱฟຊཬࡧ〇ᮏᴗົㄳ





㈇㸦 ڸ༓ +㸧





ղᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ⪅➼യᐖಖ㝤



㸦 ڸ༓ ++㸧









ճᾏእ᪑⾜ಖ㝤ໟᣓዎ⣙





 㸦 ڸ༓ ++㸧





մ」➼ࢧ࣮ࣅࢫ





㸦 ڸ༓ +㸧





յせ࡞࣮࢝ࣛࢥࣆ࣮ࡢ๐ῶ



㸦 ڸ༓ +㸧






㸦 ڸ༓ +㸧






նᩥ᭩ಖ⟶ᐤクཬࡧ≀ရಖ⟶➼ᴗົ



շົ⏝ࣇࣛࢵࢺࣇࣝ



㸦 ڸ༓ +㸧







୍ͤ㒊ぢ㎸








 㝶ពዎ⣙㛵ࡍࡿෆ㒊⤫ไࡢ☜❧





᪂ࡓ⥾⤖ࡍࡿࡇ࡞ࡿ㝶ពዎ⣙ࡘ࠸࡚ 




ࡣࠊㄪ㐩➼ྜ⌮᳨ド᳨࣭ウࢳ࣮࣒ࡼࡾィ





つ⛬࠾ࡅࡿ㝶ពዎ⣙ࡀ࡛ࡁࡿ⏤ࡢᩚྜᛶ





ࡢほⅬࡽⅬ᳨ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᖺᗘࡼࡾᘬ





ࡁ⥆ࡁ㝶ពዎ⣙࡞ࡗ࡚࠸ࡿ௳ࡘ࠸࡚ࡶ➇





தᛶࡢ࠶ࡿㄪ㐩ᡭ⥆ࡁࡢᐇࡢほⅬࡽⅬ᳨ࢆ





⾜ࡗࡓࠋ








 ⚈ࡢⓎ⏕ࡢᮍ↛㜵Ṇࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌
㸦⫋ဨ



◊ಟ➼㸧








⚈ࡢⓎ⏕ᮍ↛㜵Ṇ࣭Ⓨ㜵Ṇࢆᅗࡿࡓ



ࡵࠊ
ࠕ≀ရ➼ࡢ᳨᳨࣭ᰝయไࡢᚭᗏࡘ࠸࡚ࠖ 



ࢆ㏻▱ࡍࡿࡶࠊྛㄢ➼ࡢィ㛵ಀ⫋ဨࢆ





ᑐ㇟≀ရ➼ࡢ᳨᳨࣭ᰝయไ➼ಀࡿ◊ಟ





ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
㸦ཧຍ⪅ ᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡࠊᖹᡂ





 ᖺᗘ  ྡࠊᖹᡂ  ᖺᗘ  ྡ㸧











 㐺ษ࡞ணᐃ౯᱁ࡢタᐃࡘ࠸࡚
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ࠕⓎ⏕※ධຊࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᑟධࡋィ
㐣ཤࡢྠ୍ᙺົ➼ࡢㄪ㐩ᐇ⦼ࠊᕷሙ౯᱁ࡸ ࣭




ἲே➼࠾ࡅࡿዎ⣙㔠㢠➼ࢆ㋃ࡲ࠼㐺ษタᐃ

ฎ⌮ࡢຠ⋡ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢྥୖࢆ



ࡋࡓࠋࡲࡓࠊሗࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ㛤Ⓨ➼ࡢࡼ࠺

ᅗࡗࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ㄪ㐩ᐇ⦼➼ࡼࡾ✚⟬ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࠊእ㒊ᑓ㛛

ࡲࡓࠊሗࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ㛤Ⓨ➼ࡘ࠸



ᐙࡼࡿ㛤Ⓨࢥࢫࢺ➼ࡢጇᙜᛶࡢ᳨ドࠊ&,2 ⿵

࡚ࡢࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ㄪ㐩ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸



బᐁࡼࡿ┠ⓗ࣭㏵ᵝࡢᑂᰝࢆ⾜࠸ணᐃ

ࡣࠊ&,2 ⿵బᐁࡸ┘ᰝἲேࡢពぢࢆᚩ



౯᱁ᫎࡉࡏࡓࠋ

ྲྀࡋ࡞ࡀࡽ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ









ڦᴗົࢩࢫࢸ࣒ಀࡿ᭱㐺ࡢ᥎㐍ࠊㄪ㐩ࡘ





࠸࡚ࡢ⢭ᰝ





࣭ィࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊఏ⚊ࢆ㟁Ꮚⓗฎ





⌮ࡍࡿࡶィᖒ⡙ࡘ࠸࡚ࡶ㟁Ꮚⓗ⟶





⌮ࡋࠊ⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽๎ࡾຠ⋡ⓗࡘ





㐺ṇ࡞ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ㈈ົ





ィࢩࢫࢸ࣒ࢆㄪ㐩㸦᭦᪂㸧క࠸ࠊⓎ⏕※ධຊ

࣭ィࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊఏ⚊ࢆ㟁



ࡼࡿィฎ⌮ࡢຠ⋡ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢྥୖ

Ꮚⓗฎ⌮ࡍࡿࡶࠊィᖒ⡙



ࢆᅗࡿࡓࡵࠕⓎ⏕※ධຊࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᑟධࡋࡓࠋ
 ࡘ࠸࡚ࡶ㟁Ꮚⓗ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ





ィࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࠊ⊂❧⾜ᨻἲே



࣭ሗࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ㛤ⓎࠊᨵಟࠊಖᏲ࣭㐠⏝➼

ィᇶ‽๎ࡾࠊຠ⋡ⓗࡘ㐺ṇ࡞ィ



ࡘ࠸࡚ࡢࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ㄪ㐩ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸

ฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ࡣࠊ&,2 ⿵బᐁࡸ┘ᰝἲேࡢពぢࢆᚩྲྀࡋ࡞ࡀ





ࡽ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭㈈ົィࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂ేࡏ࡚Ⓨ





⏕※ධຊᶵ⬟ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛ࠊィ



ڦሗࣥࣇࣛࡢᩚഛ

ฎ⌮ࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࡇࡣホ౯࡛ࡁ



࣭ィࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊఏ⚊ࢆ㟁Ꮚⓗฎ

ࡿࠋ



⌮ࡍࡿࡶࠊィᖒ⡙ࡘ࠸࡚ࡶ㟁Ꮚⓗ





⟶⌮ࡋࠊ⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽๎ࡾຠ⋡ⓗ





ࡘ㐺ṇ࡞ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ











࣭Ⓨ⏕※ධຊࡼࡿィฎ⌮ࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࡓ





ࡵࠊ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㈈ົィࢩࢫࢸ࣒ࢆ᭦᪂ࡋࠊ 



ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽ✌ാࡋࡓࠋ

࣭ᴗົᐇࡢ⌧≧ࢆ᳨ドࡋࡓୖ࡛◊✲





⪅➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢపୗࢆᣍ࡞࠸ࡼ



࣭ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࡽᮏ✌ാࡋࡓே⤥⤫ྜ

࠺㓄៖ࡋࡘࡘ⤌⧊యไࡢᩚഛࢆ㐺ษ



ࢩࢫࢸ࣒ࢆᖺᗘࢆ㏻ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ

⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊホ౯࡛ࡁࡿࠋ



ே௳㈝ࡢᢕᥱࡀᐜ᫆࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㈈ົィࢩ





ࢫࢸ࣒㐃ᦠࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⤥ᨭ⤥ࡢṇ☜





ᛶࡀྥୖࡋࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞⤥ᨭ⤥ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
 









ڦຠ⋡ࢆ㐍ࡵࡘࡘࢧ࣮ࣅࢫపୗࢆᣍ࡞࠸ࡓ





ࡵࡢ㓄៖
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࣭ᴗົཬࡧே௳㈝➼ࡢຠ⋡ດࡵࡘࡘࠊᴗົ



ࡢ㐺ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ᨵ⦅ࢆ⾜ࡗࡓࠋᖹ



ᡂ  ᖺᗘࡣ◊✲ṇࡢ㜵Ṇ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ



᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ◊✲⌮᥎㐍ᐊࢆタ⨨ࡋࡓࠋᖹ



ᡂ  ᖺᗘࡣᖺࠎቑຍࡋ࡚࠸ࡓ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓ



ᡂᴗ㛵ࡍࡿᴗົࡢ≧ἣࢆ᳨ドࡋࠊ⏬࣭❧



ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⟶⌮ࡸ㐃⤡ㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺◊✲



ຓᡂ⏬ㄢࢆタ⨨ࡋࡓࠋୖグࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡼ



ࡾࠊᏛ⾡◊✲ࡢ≉ᛶཬࡧᏛ⾡◊✲ᨭࡢືྥࢆ



㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊຠ⋡ⓗᴗົࢆᐇࡋࠊ◊✲⪅➼



ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢྥୖࡶࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࡢయไᩚ



ഛࢆᅗࡗࡓࠋ







࣭㐠Ⴀ㈝㔠⟬ᐃୖ࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿ୍⯡



⟶⌮㈝㸦ே௳㈝ࢆྵࡴ㸧ࡸࡑࡢᴗ㈝ࡢຠ⋡



┠ᶆࡢ㐩ᡂດࡵࡿ୍᪉࡛ࠊ⯆ࡀᩥ㒊⛉



Ꮫ┬ࡽጤク࣭ጤკ➼ࢆཷࡅᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜᗜ



⿵ຓᴗࡢබເ࣭ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢᴗົࡘ࠸࡚



ࡣࠊᙜヱᅜᗜ⿵ຓ㔠࠾࠸࡚㐺ษ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯



➼⤒㈝ࢆᥐ⨨ࡍࡿࡼ࠺ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ồࡵࠊ⤖ᯝࠊ



ᴗົせࡍࡿே௳㈝࣭ᴗ㈝ࡢ☜ಖࢆᅗࡾࠊࢧ



࣮ࣅࢫపୗࢆᣍࡠࡼ࠺ດࡵࡓࠋ




࣭ᅜ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ࡽጤク࣭ጤკ➼ࢆཷࡅࠊ
⯆ࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿᅜᗜ⿵ຓᴗ➼ࡢබເ࣭
ᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅ᑐࡍࡿ㎿㏿
࡞◊✲㈝ࡢࢆᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯
⤒㈝ࡢᥐ⨨ࢆᩥ㒊⛉Ꮫ┬ồࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘ
࠾࠸࡚ࡣ  ⓒࢆ☜ಖࡋࠊ㎿㏿ࡘຠ⋡
ⓗ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡢᐇດࡵࡓࠋ















㸲㸬ࡑࡢཧ⪃ሗ
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㸯㸬ᙜົཬࡧᴗ㛵ࡍࡿᇶᮏሗ

ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠ィ⏬

Ϫ

㛵㐃ࡍࡿᨻ⟇ホ౯࣭ 
⾜ᨻᴗࣞࣅ࣮ࣗ


㸰㸬せ࡞⤒ᖺࢹ࣮ࢱ


ホ౯ᑐ㇟࡞ࡿᣦᶆ

๓୰ᮇ┠ᶆᮇ

㐩ᡂ┠ᶆ

㛫᭱⤊ᖺᗘ್

㸰㸳ᖺᗘ

㸰㸴ᖺᗘ

㸰㸵ᖺᗘ

㸰㸶ᖺᗘ

㸦ཧ⪃ሗ㸧

㸰㸷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⏬

ἲேࡢᴗົᐇ⦼࣭⮬ᕫⅬ᳨ホ౯

࡞ホ౯ᣦᶆ

ᴗົᐇ⦼

እ㒊ホ౯ጤဨࡼࡿホ౯

⮬ᕫⅬ᳨ホ౯
ホᐃ

㸦ぢ㎸ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

ᐤ㔠➼ࡢእ㒊



㸺࡞ᐃ㔞ⓗᣦᶆ㸼 㸺せ࡞ᴗົᐇ⦼㸼

㈨㔠ࡸ⮬ᕫධࡢ



㸫

࠙ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠ィ⏬ࠚ

㸺᰿ᣐ㸼

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼

㸦ᮇ㛫ᐇ⦼ホ౯㸧
㹀

ホᐃ

㹀

㸺ホᐃ⮳ࡗࡓ⌮⏤㸼



☜ಖࠊண⟬ࡢຠ⋡



ەᖹᡂ 㹼 ᖺᗘධ≧ἣ



୰ᮇィ⏬㏻ࡾᒚ⾜ࡋࠊ୰ᮇ┠ᶆྥ ୰ᮇィ⏬ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊ



ⓗ࡞ᇳ⾜ດࡵࠊ

㸺ࡑࡢࡢᣦᶆ㸼

࣭ධࡣᴫࡡィ⏬࠾ࡾ࡛࠶ࡾࠊቑῶ㢠ࡢ࡞

࣭ᨭィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࡢண⟬ࡸᐇ

ࡗ࡚㡰ㄪᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ࠼

୰ᮇィ⏬㏻ࡾࠊ୰ᮇ┠ᶆྥࡗ

㐺ṇ࡞㈈ົ⟶⌮ࡢ

࠙ධࠚ

Ⓨ⏕せᅉࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲⿵ຓ㔠ࡢ⩣ᖺᗘ

⦼➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษసᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ

ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫホ౯グ㍕ࡢෆᐜ࡛

࡚㡰ㄪࠊᐇ⦼ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿゝ

ᐇ⌧ࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ

㺃 ἲ ே ࡢ㐠 Ⴀ ㈝ 

ࡢ⧞㉺㢠ࡀከࡗࡓࡇ➼ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶

⦼㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶࠎࡢ༊ศᚑ࠸㐺

㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽ

࠼ࡿࡇࡽࠊ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯グ

ẖᖺࡢ㐠Ⴀ㈝

㔠ࡸᴗ➼ධࡢ㐺

ࡿࠋ

ษᢕᥱࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈈ົㅖ⾲➼ࡢᩚ

ࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

㍕ࡢෆᐜ࡛㐺ษ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀ࡚

㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥࡅ

ษ࡞ண⟬⦅ᡂࡀ࡞ࡉ




࠸ࡿㄆࡵࡽࢀࠊホᐃࢆ % ࡍࡿࠋ

࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ





ྛᖺᗘホ౯⤖ᯝࢆ຺ࡋ࡚ࡶ㡰ㄪ

㔠മົṧ㧗ࡢⓎ⏕

㺃 ἲ ே ࡢ ධ 㛵 ࢃ

㐠Ⴀ㈝
㔠



㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

࡛࠶ࡿࠋ

≧ἣࡶ␃ពࡍ

ࡿỴ⟬ࡣṇࡋࡃィ⟬

ࡿࠋ




















༊ศ

୰ᮇィ⏬
ண⟬㢠

ᖺᗘィ⏬
ண⟬㢠

㸦༢㸸ⓒ㸧 ྜᛶࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ỵ⟬㢠

ᕪᘬ ഛ
ቑῶ㢠 ⪃











ᅜᗜ⿵ຓ㔠
ධ







ڸ



㸫



ࡉࢀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

⛉Ꮫ◊✲
㈝⿵ຓ㔠













㸺ᚋࡢㄢ㢟㸼

ࠋ

◊✲ᣐⅬ
ᙧᡂ㈝➼
⿵ຓ㔠

㸺ࡑࡢ㡯㸼



㸫

㸺ࡑࡢ㡯㸼

Ꮫᨵ㠉
᥎㐍➼⿵
ຓ㔠
ᅜ㝿ᣐ
Ⅼᩚഛ
ᴗ㈝⿵ຓ
㔠



㸫











ڸ


















᭱ඛ➃◊
✲㛤Ⓨᡓ
␎ⓗᙉ
㈝⿵ຓ㔠







ڸ



ⱝᡭ◊✲
⪅ᡓ␎ⓗ
ᾏእὴ㐵
ᴗ㈝⿵
ຓ㔠









ᡓ␎ⓗᅜ
㝿◊✲
ὶ᥎㐍
ᴗ㈝⿵ຓ
㔠

㸫
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⛉Ꮫᢏ⾡
ேᮦ⫱ᡂ
㈝⿵ຓ㔠

㸫









ᅜ㝿◊✲
ᣐⅬᙧᡂ
ಁ㐍ᴗ
㈝⿵ຓ㔠

㸫





ڸ



Ꮫ⾡◊✲
ຓᡂᇶ㔠
⿵ຓ㔠











ᴗධ







ڸ



ᐤ㝃㔠ᴗ
ධ











⏘Ꮫ༠ຊ
ᴗධ












Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ
∧ᴗධ
ཷクᴗ
ධ




ィ



























ڸ



ͤ༢ᮍ‶ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵྜィࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸
ሙྜࡀ࠶ࡿࠋỴ⟬㢠ࡘ࠸࡚ࡣࢭࢢ࣓ࣥࢺẖࡢྜ⟬㢠
࡛࠶ࡿࠋ
ͤᖺᗘィ⏬ண⟬㢠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ
ᖺᗘィ⏬ண⟬㢠ࡢྜィ࡛࠶ࡿࠋ












࠙ᨭฟࠚ

ەᖹᡂ 㹼 ᖺᗘᨭฟ≧ἣ     











㺃ἲேࡢᨭฟࡣࠊண⟬

࣭ᨭฟࡣᴫࡡィ⏬࠾ࡾ࡛࠶ࡾࠊቑῶ㢠ࡢ࡞









ᚑࡗ࡚ィ⏬࠾ࡾ

⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝ࡀィ⏬ࢆ



ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ୗᅇࡗࡓࡇ➼ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ



㺃ᐇࡉࢀࡓண⟬ࡣࠊ



㐺ษᢎㄆࡉࢀ㐺



ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ



ࠋ
















㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ศ

୰ᮇィ⏬
ண⟬㢠

ᖺᗘィ⏬
ண⟬㢠

Ỵ⟬㢠

ᕪᘬ ഛ
ቑῶ㢠 ⪃

୍⯡⟶⌮㈝











࠺ࡕே௳㈝







ڸ



࠺ࡕ≀௳㈝






















ᴗ㈝
࠺ࡕே௳㈝







ڸ

࠺ࡕ≀௳㈝





































































⛉Ꮫ◊✲㈝
⿵ຓᴗ㈝
◊✲ᣐⅬᙧ
ᡂ㈝➼⿵ຓ
ᴗ㈝
Ꮫᨵ㠉᥎
㐍➼⿵ຓ
ᴗ㈝
ᅜ㝿ᣐⅬ
ᩚഛᴗ㈝
⿵ຓᴗ㈝

㸫



ඛ➃◊✲ຓ
ᡂᴗ㈝



◊✲⪅ᾏእ
ὴ㐵ᴗ㈝



᭱ඛ➃◊✲
㛤Ⓨᡓ␎ⓗ
ᙉ㈝⿵ຓ
ᴗ㈝







ڸ



ⱝᡭ◊✲⪅
ᡓ␎ⓗᾏእ
ὴ㐵ᴗ㈝
⿵ຓᴗ㈝


























ᡓ␎ⓗᅜ㝿
◊✲ὶ᥎
㐍ᴗ㈝⿵
ຓᴗ㈝

㸫
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⛉Ꮫᢏ⾡ே
ᮦ⫱ᡂ㈝⿵
ຓ㔠

㸫









ᅜ㝿◊✲ᣐ
Ⅼᙧᡂಁ㐍
ᴗ㈝⿵ຓ
㔠

㸫





ڸ





Ꮫ⾡◊✲ຓ
ᡂᴗ㈝













ᐤ㔠ᴗ
㈝













⏘Ꮫ༠ຊ
ᴗ㈝
Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ
∧ᴗ㈝
























ཷクᴗ㈝



ィ





















ͤ༢ᮍ‶ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵྜィࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸
ሙྜࡀ࠶ࡿࠋỴ⟬㢠ࡘ࠸࡚ࡣࢭࢢ࣓ࣥࢺẖࡢྜ⟬㢠
࡛࠶ࡿࠋ
ͤᖺᗘィ⏬ண⟬㢠ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㹼ᖹᡂ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ
ᖺᗘィ⏬ண⟬㢠ࡢྜィ࡛࠶ࡿࠋ











࠙ᨭィ⏬ࠚ





㺃ᨭィ⏬ࡣࠊ㐺ษ



సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



Ỵ⟬ࡢᩚྜᛶࡣᅗ



ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
































࣭ᨭࡢᐇ⦼ࡣᴫࡡィ⏬࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ







㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ศ

୰ᮇ
ィ⏬㢠

㈝⏝ࡢ㒊
⤒ᖖ㈝⏝




ەᖹᡂ 㹼 ᖺᗘᨭィ⏬     

┈ࡢ㒊

ィ⏬㢠

ᕪᘬ ഛ
ቑῶ㢠 ⪃

ᐇ⦼㢠







 







 







 

㐠Ⴀ㈝
㔠┈







 

⛉Ꮫ◊✲
㈝⿵ຓ㔠
┈







 

◊✲ᣐⅬ
ᙧᡂ㈝➼
⿵ຓ㔠
┈







 





 

Ꮫᨵ㠉
᥎㐍➼⿵
ຓ㔠┈

㸫

ᅜ㝿ᣐ
Ⅼᩚഛ
ᴗ㈝⿵ຓ
㔠┈







 

ඛ➃◊✲
ຓᡂᇶ㔠
⿵ຓ㔠
┈







 

◊✲⪅ᾏ
እὴ㐵ᇶ
㔠⿵ຓ㔠
┈







 

᭱ඛ➃◊
✲㛤Ⓨᡓ
␎ⓗᙉ
㈝⿵ຓ㔠
┈







 ڸ





 





 

ᡓ␎ⓗᅜ
㝿◊✲
ὶ᥎㐍
ᴗ㈝⿵ຓ
㔠┈
ⱝᡭ◊✲
⪅ᡓ␎ⓗ
ᾏእὴ㐵

㸫
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ᴗ㈝⿵
ຓ㔠┈



ඛ➃◊✲
ຓᡂᴗົ
┈

㸫





 ڸ

⛉Ꮫᢏ⾡
ேᮦ⫱ᡂ
㈝⿵ຓ㔠
┈

㸫





 

ᅜ㝿◊✲
ᣐⅬᙧᡂ
ಁ㐍ᴗ
㈝⿵ຓ㔠

㸫





 ڸ







 

ᴗົ┈







 ڸ

ᐤ㝃㔠
ᴗ┈







 







 

Ꮫ⾡ᅗ᭩
ฟ∧ᴗ
┈







 

ཷクᴗ
┈







 










Ꮫ⾡◊✲
ຓᡂᇶ㔠
⿵ຓ㔠
┈






⏘Ꮫ༠ຊ
ᴗ┈






㈨⏘ぢ㏉
㈇മᡠධ





⮫┈

㸫





 



⮫ᦆኻ

㸫





 ڸ



๓୰ᮇ┠ᶆ
ᮇ㛫⧞㉺✚
❧㔠







 

ڸ





 





⣧ᦆኻ



 ڸ

⥲ᦆኻ

㸫





 

⣧┈

㸫

ڸ



 ڸ

⥲┈
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 ڸ
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࡛࠶ࡿࠋ
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ྜィ࡛࠶ࡿࠋ








࠙㈨㔠ィ⏬ࠚ





 ࣭㈨㔠ィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࡢண⟬ࡸᐇ
㺃ἲேࡢ㈨㔠ィ⏬ࡣࠊ ࣭㈨㔠ࡢᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࡣᴫࡡィ⏬࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ



ᢎㄆࡉࢀࡓண⟬ཬࡧ



Ỵ⟬ࢆ㐺ษᫎࡋ



࡚సᡂࡉࢀࠊᕪᘬቑ



ῶ㢠ࡘ࠸࡚ࠊ㐺ษ



࡞⌮⏤ࡀ㛤♧ࡉࢀ࡚



࠸ࡿࠋ
















ەᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ㈨㔠ィ⏬

㸦༢㸸ⓒ㸧 ⦼➼ᇶ࡙ࡁ㐺ษసᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ
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୰ᮇ
ィ⏬㢠

ィ⏬㢠
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ቑῶ㢠

ᐇ⦼㢠
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⪃
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ືࡼ
ࡿᨭฟ
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㐠Ⴀ㈝
㔠
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✲㈝⿵
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◊✲ᣐ
Ⅼᙧᡂ
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㠉᥎㐍
➼⿵ຓ
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◊✲⪅
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ධ
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ᅜ㝿◊
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ຓ㔠
ࡼࡿ
ධ
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⾡ேᮦ
⫱ᡂ㈝
⿵ຓ㔠
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ධ
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ᅜ㝿◊
✲ᣐⅬ
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㈝⿵ຓ
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ධ
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Ꮫ⾡ᅗ
᭩ฟ∧
ᴗ
ࡼࡿ
ධ



ཷク
ᴗࡼ
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ࡑࡢ
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࠙㈈ົ≧ἣࠚ


࠙㈈ົ≧ἣࠚ











㸦ᙜᮇ⥲┈㸦ཪࡣ

ڦᙜᮇ⥲┈

࣭㈈ົ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᙜᮇ⥲┈ࡢⓎ





㸦༢㸸ⓒ㸧  ⏕せᅉࡣࠊࡸࡴࢆᚓࡎ⏕ࡌࡓᮍᇳ⾜㢠
ᙜᮇ⥲┈
ࡸ㏉㑏㔠➼࡛࠶ࡾࠊỴ⟬ฎ⌮ᡭ⥆ࡁ


࠾࠸࡚┈ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ

ࡢࡓࡵࠊἲே㐠Ⴀ࠾࠸࡚ᴗࡢᐇ


ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ㄆࡵࡽ



ᙜᮇ⥲ᦆኻ㸧
㸧



㺃ᙜᮇ⥲┈㸦ཪࡣᙜ



ᮇ⥲ᦆኻ㸧ࡢⓎ⏕せ



ᅉࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚



࠸ࡿࠋ



㺃ᙜᮇ⥲┈㸦ཪࡣᙜ



ࢀࡿࠋ



ᮇ⥲ᦆኻ㸧ࡢⓎ⏕せ

ڦᙜᮇ⥲┈ࡢⓎ⏕せᅉ





ᅉࡣἲேࡢᴗົ㐠Ⴀ

࣭ᙜᮇ⥲┈ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡸࡴࢆᚓࡎᇳ⾜࡛ࡁ





ၥ㢟➼ࡀ࠶ࡿࡇ

࡞ࡗࡓ㢠➼࡛࠶ࡾࠊ⤒Ⴀດຊࡼࡿ┈࡛ࡣ



ࡼࡿࡶࡢࠋ

࡞࠸ࡓࡵࠊ┠ⓗ✚❧㔠ࡢ⏦ㄳࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ





























㸦┈వ㔠㸦ཪࡣ







⧞㉺Ḟᦆ㔠㸧㸧

ڦ┈వ㔠





㺃  ┈ వ 㔠 ࡀィ ୖ



ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊᅜ



Ẹ⏕άཬࡧ♫⤒῭



ࡢᏳᐃ➼ࡢබඹୖࡢ



ぢᆅࡽᐇࡉࢀࡿ



ࡇࡀᚲせ࡞ᴗົࢆ


ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ


ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖹᡂ  ᖺᗘ

࣭┈వ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎ⏕せᅉࢆ
㸦༢㸸ⓒ㸧
┈వ㔠
ᮇᮎᮍ
ྜィ
✚❧㔠
ฎ⌮┈
















ⓗ☜ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡾࠊỴ⟬ฎ⌮ᡭ⥆ࡁ
ࡶ㐺ษ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ







㐙⾜ࡍࡿ࠸࠺ἲே



ࡢᛶ᱁↷ࡽࡋ㐣


࣭┈వ㔠ࡢ࠺ࡕࠊᮇᮎᮍฎ⌮┈ࡣࠊྛᖺᗘ



࡞┈࡞ࡗ࡚࠸࡞

ᮎ⏕ࡌࡓᙜᮇᮍฎศ┈࡛࠶ࡾࠊṧࡾࡣ✚❧





࠸ࠋ

㔠࡛࠶ࡿࠋ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ἲ➨ 





㺃 ⧞ ㉺ Ḟᦆ 㔠 ࡀィ ୖ

᮲ࡼࡾḟᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫⧞ࡾ㉺ࡍ㢠ࢆ㝖࠸



ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑ

ࡓ㢠ࢆࠊᅜᗜ⣡ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡢゎᾘィ⏬ࡣጇᙜ 



ࠋ

⧞ڦ㉺Ḟᦆ㔠





㺃 ᙜ ヱ ィ⏬ ࡀ ⟇ᐃ ࡉ

࣭ヱᙜ࡞ࡋࠋ





ࢀ࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊᮍ







⟇ᐃࡢ⌮⏤ࡢጇᙜᛶ







ࡘ࠸᳨࡚ドࡀ⾜ࢃ







ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ 





ᙜヱィ⏬ᚑ࠸ゎᾘ







ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ















㸦㐠Ⴀ㈝㔠മ 





ົ㸧



࣭㐠Ⴀ㈝㔠മົࡢⓎ⏕せᅉࡣࠊ㈤



㺃 ᙜ ヱ ᖺᗘ   ࡉ

ڦ㐠Ⴀ㈝㔠മົࡢᮍᇳ⾜⋡ᮍᇳ⾜ࡢ⌮⏤ ㈚ዎ⣙ᇶ࡙ࡃධᒃࣅࣝࡢ㈤ࣅࣝ



ࢀࡓ㐠Ⴀ㈝㔠ࡢ



ᙜヱᖺᗘ࠾ࡅࡿᮍ





ᇳ⾜⋡ࡀ㧗࠸ሙྜࠊ

ᖹᡂ  ᖺᗘ







㸣



㐠Ⴀ㈝㔠ࡀᮍᇳ

ᖹᡂ  ᖺᗘ







㸣

ᖹᡂ  ᖺᗘ







㸣



⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤

ᖹᡂ  ᖺᗘ







㸣



ࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸

ᖹᡂ  ᖺᗘ







㸣



ࡿࠋ



㺃 㐠 Ⴀ ㈝  㔠മ ົ



㸦㐠Ⴀ㈝㔠ࡢᮍ



ᇳ⾜㸧ᴗົ㐠Ⴀ



ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡢศ



ᯒࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ



ࠋ







㸦⁀ࡲࡾ㔠㸧



㺃 ࠸ ࢃ ࡺࡿ ⁀ ࡲࡾ 㔠



ࡢ⢭ᰝ࠾࠸࡚ࠊ㐠



Ⴀ㈝㔠മົḞ



ᦆ㔠➼ࡢ┦ẅ≧ἣ



╔┠ࡋࡓὙ࠸ฟࡋ



ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦༢㸸ⓒ㸧 ࡢ  ᭶ศᐙ㈤ཬࡧᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ
㐠Ⴀ㈝㔠
ྜィ

┈㢠 ᮍᇳ⾜㢠 ᮍᇳ⾜⋡


࣭ᮍᇳ⾜㢠ࡣࠊࠊ㈤㈚ዎ⣙ᇶ࡙ࡃධᒃ
ࣅࣝࡢ㈤ࣅࣝࡢ  ᭶ศᐙ㈤ཬࡧᾏእ◊✲㐃⤡

࣮ಀࡿ๓ᡶ㈝⏝➼࡛࠶ࡾࠊ⢭⟬
┈ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ἲேࡢᴗົ㐠Ⴀ࠾࠸࡚ᴗࡢᐇ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ㄆࡵࡽࢀ
ࡿࠋ



ࢭࣥࢱ࣮ಀࡿ๓ᡶ㈝⏝➼࡛࠶ࡿࠋ


ࡾࡲ⁀ڦ㔠
࣭⢭ᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊヱᙜ࡞ࡋࠋ













࠙ᐇ≀㈨⏘ࠚ

࠙ᐇ≀㈨⏘ࠚ











㸦ಖ᭷㈨⏘⯡ࡢぢ

ڦಖ᭷≧ἣ











┤ࡋ㸧



㺃ᐇ≀㈨⏘ࡘ࠸࡚ࠊ

ᖹᡂ  ᖺᗘ



ಖ᭷ࡢᚲせᛶࠊ㈨⏘

ᖹᡂ  ᖺᗘ



つᶍࡢ㐺ษᛶࠊ᭷ຠ

ᖹᡂ  ᖺᗘ

㌴୧

ෆᐜࠊつᶍ

࣭ᐇ≀㈨⏘㸦⮬ື㌴㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾏ

 ࢝ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡
ࢭࣥࢱ࣮࡚ಖ᭷
 ࢝ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡
 ྎ
ࢭࣥࢱ࣮࡚ಖ᭷
 ྎ  ࢝ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡

 ྎ

እ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࡛ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᆅ࡛ࡢᕷෆ⛣ືࡸⲴ
≀ࡢ㐠ᦙࠊ᪥ᮏࡽࡢゼၥ⪅ࡢ㏦㏄࡞

379
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ά⏝ࡢྍ⬟ᛶ➼ࡢほ



Ⅼࡽࡢἲே࠾ࡅ

ᖹᡂ  ᖺᗘ



ࡿぢ┤ࡋ≧ἣཬࡧ⤖

ᖹᡂ  ᖺᗘ



ᯝࡣ㐺ษࠋ



㺃ぢ┤ࡋࡢ⤖ᯝࠊฎศ 





➼ཪࡣ᭷ຠά⏝ࢆ⾜

࣭ಖ᭷ࡢᚲせᛶ㸦ἲேࡢ௵ົ࣭タ⨨┠ⓗࡢᩚ





࠺ࡶࡢ࡞ࡗࡓሙྜ

ྜᛶࠊ௵ົࢆ㐙⾜ࡍࡿᡭẁࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶ࣭᭷



ࡣࠊࡑࡢἲேࡢྲྀ⤌

ຠᛶ➼㸧



≧ἣࡸ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡣ

ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿㅖእᅜࡢᏛ⾡



㐺ษࠋ

⯆ᶵ㛵➼ࡢ ᮶ࡸゼၥ⪅ࡢ㏦㏄࡞ࡢ㝿ࡢࠊ





ຠ⋡ⓗ࡞⛣ື᭷⏝ࠋ



㸦ᐇ≀㈨⏘ࡢ㐠⏝࣭





⟶⌮㸧

࣭᭷ຠά⏝ࡢྍ⬟ᛶ➼ࡢከᐻ



㺃ᐇ≀㈨⏘ࡘ࠸࡚ࠊ ࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᆅ࡛ࡢᕷෆ⛣ືࡸⲴ≀ࡢ㐠ᦙࠊ᪥



 ⏝ ≧ ἣ ࡀ ᢕ ᥱ ࡉ ᮏࡽࡢゼၥ⪅ࡢ㏦㏄࡞ࡢࡓࡵࠊ㢖⦾⏝



ࢀࠊᚲせᛶ➼ࡀ᳨ド



ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺ 



ࠋ



㺃 ᚲ せ ᛶࡢ ࡞ ࠸ᐇ ≀



㈨⏘ࡘ࠸࡚ࡢ



༷࣭㝖༷➼ࡢ㐺ษ࡞



ฎศࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸



ࡿࠋ



㺃 ᐇ ≀ ㈨⏘ ࡢ ⟶⌮ ࡢ



ຠ⋡ཬࡧ⮬ᕫධ



ࡢྥୖಀࡿἲேࡢ



ྲྀ⤌ࡣ㐺ษࠋ




ࢭࣥࢱ࣮࡚ಖ᭷
 ࢝ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡
ࢭࣥࢱ࣮࡚ಖ᭷
 ࢝ᡤࡢᾏእ◊✲㐃⤡
 ྎ
ࢭࣥࢱ࣮࡚ಖ᭷



ࡢࡓࡵ㢖⦾⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑ

 ྎ

ࡢಖ᭷ࡣᚲせ᭱ప㝈࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀ
ࡿࠋ


ͤࡑࡢࠊಖ᭷ࡍࡿᐇ≀㈨⏘ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ








࠙㔠⼥㈨⏘ࠚ

࠙㔠⼥㈨⏘ࠚ











㸦ಖ᭷㈨⏘⯡ࡢぢ

ڦಖ᭷≧ἣ









┤ࡋ㸧



㺃㔠⼥㈨⏘ࡘ࠸࡚ࠊ



ಖ᭷ࡢᚲせᛶࠊ



ົ࣭ᴗࡢ┠ⓗཬࡧ



ෆᐜ↷ࡽࡋࡓ㈨⏘



つᶍࡣ㐺ษࠋ



㺃 ㈨ ⏘ ࡢ ༷ ࡸᅜ ᗜ



⣡➼ࢆ⾜࠺ࡶࡢ



࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ



ἲேࡢྲྀ⤌≧ἣࡸ㐍



ᤖ≧ἣ➼ࡣ㐺ษࠋ



ᖹᡂ 
ᖺᗘ
ᖹᡂ 
ᖺᗘ
ᖹᡂ 
ᖺᗘ
ᖹᡂ 
ᖺᗘ
ᖹᡂ 
ᖺᗘ

㸦༢㸸ⓒ㸧 ࣭㔠⼥㈨⏘ࡢಖ᭷≧ἣࡣࠊ㐺ษ⟶⌮
ᢞ㈨᭷౯
⌧㔠ཬࡧ
ࡉࢀࠊ㈨⏘つᶍࡶ㐺ษ࡛࠶ࡾࠊಖ᭷┠
᭷౯ドๆ
ドๆ
㡸㔠
㸦ᅜമ㸧
ⓗࡘ࠸࡚ࡶ᫂☜ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄆࡵ






ࡽࢀࡿࠋ



























࣭㈨⏘ࡢ㐠⏝ࡘ࠸࡚ࠊᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹
ᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣ㛗ᮇᅜമࡋࠊ㐠⏝┈
ࡢ㏵┠ⓗᚑ࠸ࠊᏳ࡛ຠ⋡ⓗ࡞㐠
⏝ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿホ౯࡛ࡁࡿࠋ




࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ
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㸦㈨⏘ࡢ㐠⏝࣭⟶⌮㸧
 ࣭ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹せࡍࡿ⤒㈝ࡣࠊᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹

ᛶࡢ☜ಖࢆ᭱ඃඛࡋࡘࡘࠊㆡΏᛶ



㺃 ㈨ 㔠 ࡢ㐠 ⏝ ≧ἣ ࡣ

ᇶ㔠ࡢ㐠⏝┈➼ࢆࡶࡗ࡚ࡲ࡞࠺ࡋ࡚࠸ࡿ

㡸㔠➼ࡼࡾ㐺ษ࡞⟶⌮࣭㐠⏝ࡀ⾜ࢃ



㐺ษࠋ

ࡇࡽࠊᏳࡘຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝ࡢほⅬࡽ

ࢀ࡚࠸ࡿࠋ



㺃 ㈨ 㔠 ࡢ㐠 ⏝ యไ ࡢ

㛗ᮇᅜമࡋ࡚ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





ᩚഛ≧ἣࡣ㐺ษࠋ



㺃㈨㔠ࡢᛶ᱁ࠊ㐠⏝᪉ ࣭Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡽࡍࡿຓᡂ㔠ࡢᨭᡶ





㔪➼ࡢタᐃయཬࡧ

ィ⏬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᨭᡶ࠸ᮇࡀ฿᮶ࡍࡿࡲ࡛ࡢ





つᐃෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼

㛫㈨㔠ࢆ㐠⏝ࡋࠊ⏕ࡌࡓᏊࢆᇶ㔠࡚





࡚ࠊἲேࡢ㈐௵ࡀ༑

ࡿࡇࡼࡾࠊ᭷ຠ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





ศศᯒࡉࢀ࡚࠸ࡿ

࣭㈨㔠ࡢಖ᭷᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏᏛ⾡⯆





ࠋ

ἲ➨༑ඵ᮲➨  㡯ࠊࡢᇶ㔠࠶ࡗ࡚ࡣྠἲ







㝃๎➨᮲ࡢ➨  㡯ᇶ࡙ࡁࠊ⊂❧⾜ᨻἲ





㸦മᶒࡢ⟶⌮➼㸧

ே㏻๎ἲ➨ᅄ༑᮲つᐃࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ





㺃㈚㔠ࠊᮍ㔠➼ࡢ

㡸㔠ࡼࡾಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⟶⌮ࡣ㐺ษ࡛





മᶒࡘ࠸࡚ࠊᅇ

࠶ࡿࠋ





ィ⏬ࡀ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸



࣭ྛᇶ㔠ࡢ㐠⏝యไࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐺ษ



ࡿࠋᅇィ⏬ࡀ⟇

ڦ㈨㔠ࡢ㐠⏝యไࡢᩚഛ≧ἣ

࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࠋ



ᐃ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ሙ ࣭ᇶ㔠ࡢ㐠⏝㈐௵⪅ࡣ⌮㛗࡛࠶ࡾࠊ㐠⏝ᴗົ





ྜࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣጇᙜ

ࡣ⥲ົ⏬㒊㛗ࡀ⾜࠸ࠊ㐠⏝ᴗົಀࡿົࡣ

࣭㐠⏝యไࡢᩚഛࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᇶ㔠



ࠋ

ィㄢ㛗ࡀ⾜࠺ࡇࡀᇶ㔠⟶⌮ጤဨつ⛬➼࡛

⟶⌮ጤဨつ⛬➼ࡼࡾ㈐௵ࡶ᫂☜



㺃 ᅇ  ィ⏬ ࡢ ᐇ ≧

ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ࡞㐠⏝యไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸

ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㐺ษ࡛࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࠋ




ἣࡣ㐺ษࠋϸ㸧㈚

ࡿࠋ





ಽᠱᛕമᶒ࣭◚⏘᭦



࣭┘┘ᰝཬࡧእ㒊┘ᰝࡼࡾࠊᐇ㝿



⏕മᶒ➼ࡢ㔠㢠ࡸࡑ

࣭┘ཬࡧእ㒊┘ᰝேࡼࡿ┘ᰝࢆཷࡅ㐺ᛶ࡛

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

あおき

青木

よしき

克己

長崎大学名誉教授
長崎大学国際連携研究戦略アドバイザー

い

ば

ひでき

射場

英紀

たつみ

かずゆき

巽

つじ

辻

ふるせ

和行

あつこ

篤子

な

つ こ

古瀬

奈津子

みやま

しょうけん

観山

正見

トヨタ自動車(株)電池材料技術・研究部部長

名古屋大学特任教授

名古屋大学特任教授

お茶の水女子大学基幹研究院教授

広島大学学長室特任教授

※敬称略
任期：平成 29 年 5 月 1 日～31 年 4 月 30 日

397

独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領

平成 30 年 5 月 10 日
第 1 回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（期間実績評価）【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価を行い、業務運営の改善に資する。

２．事業年度評価
事業年度評価においては、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
年度計画に沿って評価項目を設定し、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。
２）各評価項目の評価基準
各評価項目の評価については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階評価とする（「Ｂ」を標準とする）。
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）。
Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定
量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％未満、又は主務大臣が業務運
営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。

３）評価方法
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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（期間実績評価）
１）項目別評価
中期計画の項目ごとに達成度の評定を実施し、その達成状況の段階的評価を行う。
なお、評価の実施にあたっては、年度評価の積み上げで十分対応可能と判断されることから、中期
目標期間中に実施された外部評価結果を踏まえて検討を行う。
２）各評価項目の評価基準
各評価項目の評価については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階評価とする（「Ｂ」を標準とする）。
Ｓ：法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ
ていると認められる（定量的指標においては対中期計画値の１２０％以上で、かつ質的に顕著
な成果が得られていると認められる場合）。
Ａ：法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定
量的指標においては対中期計画値の１２０％以上）。
Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画
値の１００％以上１２０％未満）。
Ｃ：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計
画値の８０％以上１００％未満）。
Ｄ：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定
量的指標においては対中期計画値の８０％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要
な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。
３）評価方法
振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に照らし、概ね以下
の手順に沿って評価をとりまとめる。
① 振興会から、自己点検評価報告書等によりヒアリングを実施
② 各委員による評価案の作成
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

400

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

（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 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）
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。
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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。

2
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独立行政法人日本学術振興会平成３０年度自己点検評価実施要領
平成３０年３月１５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、振興会が行った平成２９年度事業及び第３期中期目標期間における事
業を対象とし、次の事業項目ごとに実施する。
第一 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
第二 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
第三 予算、収支計画及び資金計画
第五 重要な財産の処分等に関する計画
第六 剰余金の使途
第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項
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．独立行政法人日本学術振興会事業の自己点検評価手法について
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
平成２９年度事業及び第３期中期目標期間における事業の評価手法について」
（以下「評価
手法」という。
）を作成する。
５．自己点検評価書
自己点検評価は、別紙１「平成２９年度自己点検評価書」及び別紙２「第３期中期目標
期間における業務の実績に関する自己点検評価書」により実施する。
６．自己点検評価書の作成
委員会に置かれた作業部会は、各部等における業務の実施状況等に関する資料として、
以下の各項目について記載することにより別紙「平成２９年度自己点検評価書」及び「第
３期中期目標期間における業務の実績に関する自己点検評価書」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）
なお、別添資料として評価資料を用意し、その一覧を作成する。
７．評価の実施
委員会は、作業部会の報告に基づき点検評価を行い、それぞれの評価結果を「自己点検
評価書」の各項目に記入することにより自己点検評価報告書を作成し、理事長に提出する。
８．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
平成２９年度事業及び第３期中期目標期間
における事業の評価手法について

平成３０年３月
独立行政法人日本学術振興会
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平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における事業の評価手法について
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・外部
評価を実施することを定めている。この自己点検・外部評価は、独立行政法人通則法（平成 11 年法律
第 103 号）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、平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における事業に係る自己点検
評価・外部評価を実施するに当たり、その評価に関する基本的な考え方とその具体的な実施手法をま
とめたものである。
Ⅱ．背景
独立行政法人通則法は平成 25 年 12 月 24 日閣議決定の「独立行政法人改革等に関する基本的な方
針」に基づき、平成 26 年 6 月 13 日にその一部が改正された。そこでは、独立行政法人は業務の特性
を踏まえて分類がし直され、振興会は公共上の事務・事業を中期的（3～5 年）な目標・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て公共の利益を増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（第 2 条②、第 29 条）。運営について、主務大臣が 5 年の期間
において振興会が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、振興会はこれを達成するた
めの計画（中期計画・年度計画）を作成し、これらに基づき業務運営を行うこととしている。なお、
目標設定と評価方法については、平成 26 年 9 月 2 日に総務大臣が新たに指針を決定し、平成 26 年度
事業の評価から当評価指針に基づいて実施することとなった。
改正独立行政法人通則法では、業務運営の状況について、独立行政法人通則法第 32 条及び 35 条の
規定に基づき、毎年度終了時、中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度、及び中期目標期間
終了時に、主務大臣が有識者の知見を活用しつつ、評価を実施し、必要に応じて当該法人に業務改善
等その他必要な措置を命じるほか、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、文部科学省では主務大臣が評価の際に有識者の知見を活用するための場として、「政策評価
に関する有識者会議」を活用し、その下に分科会及び WT を設置して評価を実施していくこととなっ
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
振興会が行う学術研究活動に対する助成・支援の事業に対する評価は、学術研究の特性（研究者の
発意に基づき行われ、その研究が様々な形として成果が現れるまでに長い時間を要する場合が多い。）
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、支援などができる業務運営が行
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態勢となってい
1
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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
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）
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。）を決定した。独立行政法人制度が導入された平成 13 年度以来、府省独立行政法人評
価委員会、政策評価･独立行政法人評価委員会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 日に独立行政法人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あらためられたと
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。
当指針は主務大臣が評価を実施するにあたり指針とすべき事項が取りまとめられたものであり、
振興会の自己点検・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結果における提言に即した評価（別紙 2）
独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、平成 25 年 7 月 18 日に「平成 24 年度事業外
部評価報告書及び第 2 期中期目標期間外部評価報告書について」を、平成 26 年 7 月 22 日に「平
成 25 年度事業外部評価報告書について」を、平成 27 年 7 月 28 日に「平成 26 年度事業外部評
価報告書について」を、平成 28 年 7 月 28 日に「平成 27 年度事業外部評価報告書について」
を、平成 29 年 7 月 18 日に「平成 28 年度事業及び第 3 期中期目標期間の終了時に見込まれる業
務実績に関する外部評価報告書について」を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。
外部評価で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、平成 29 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。
2．「独立行政法人日本学術振興会の業務の実績に関する評価」に即した評価（別紙 3）
平成 26 年度まで文部科学省に設置されていた独立行政法人評価委員会は、平成 25 年 8 月 23
日に「第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について」を、平成 26 年 8 月
20 日に「平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について」を振興会に通知した。本
通知は、改正前の独立行政法人通則法第 32 条及び 34 条に基づき通知されたもので、振興会の
業務の実績の全体について総合的な評定を行った結果がとりまとめられている。
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平成 27 年度からは政策評価に関する有識者会議ワーキングチームの助言を受けつつ文部科学
大臣が評価を実施することとなり、独立行政法人通則法第 32 条第 4 項の規定に基づき、平成 27
年 8 月 26 日に「平成 26 年度における業務の実績に関する評価の結果について」が、平成 28 年
9 月 2 日に「平成 27 年度における業務の実績に関する評価の結果について」が、平成 29 年 8 月
25 日に「平成 28 年度における業務の実績に関する評価の結果について」及び「第３期中期目標
期間の終了時に見込まれる業務の実績に関する評価の結果について」が通知された。
これらの通知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、平成 29 年度事業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）
総務省に置かれた独立行政法人評価制度委員会は、平成 27 年 11 月 17 日に「平成 26 年度に
おける独立行政法人の業務の実績及び平成 26 年度に中期目標期間を終了した独立行政法人の中
期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果についての点検結果」を公表した。
「独立行政法人の評価に関する指針」に基づく初めての評価となることを踏まえ、評定の根
拠、理由等を点検した結果として、評価手法や評定の根拠、理由等のより一層の明確化が必要
な事例について言及されている。
なお、平成 29 年 12 月 4 日に公表された「平成 28 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」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なっている。
＜指摘事項＞
1. 「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」（別紙 5）によ
る指摘を踏まえた評価
総務省政策評価・独立行政法人評価委員会は平成 24 年度末に中期目標期間が終了する文部科
学省所管の独立行政法人等計 6 法人について、平成 25 年 1 月 21 日に「独立行政法人の主要な
事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」の指摘を行った。この勧告に基づき第 3
期中期目標・計画が策定されており、着実に対応を進めフォローアップを明記しておくことが
必要である。
2.「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 6）
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、
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
の明確化や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が目的とされてい
る。この方向性を踏まえ、運用を含めた制度の見直しについて以下の措置が講ぜられた。①法
人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類、②PDCA サイクルが機能する目標・評価
の仕組みの構築、③法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入、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、⑤研究開発型の法人への対応。
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振興会は中期目標管理型の法人と位置づけられ、資金の助成・給付業務についてガバナンス
の高度化等の取組を行うこととされた。本閣議決定に従い、早期に対応が可能な措置は速やか
に実施した上で平成 27 年 4 月からの改革実施を目指し、独法通則法の一部を改正した法律が平
成 27 年 4 月から施行された。
Ⅳ．評価実施方法
1．評価の方針
事業年度評価においては年度計画に定められた各項目の達成度について、中期目標の期間
における事業の評価については中期目標に定められた各項目の達成度について、「自己点検評
価・外部評価書」に沿って評価を行う。
本評価書は、「評価の指針」において定められた、主務大臣による評価のための様式を準
用したものである。
また、同指針において法人業務の PDCA サイクルの強化が謳われていることに鑑みて、
PDCA サイクル「計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）」の考え方に基
づき構成されている。これを踏まえて、本評価書に記載する際には、PDCA サイクルを意識し
た記載を心掛けることが望まれる。
2．評価の項目
ア 年度評価
(1) 当事務及び事業に関する基本状況
中期目標を設定した項目ごとの評価単位、当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評価
① 中期目標、中期計画、年度計画の転記
② 主な評価指標（主な定量的指標、その他の指標（定量的指標以外のもの）、評価の視
点（過去の指摘等））
事業・業務の内容やその特質によって評価を実施するのにふさわしく、また、達成度
を検証・評価できるような評価基準を年度計画を元に記述する。
評価基準は、定量的・定性的の両観点から具体的な指標を記載するが、できる限り客
観的（定量的）な評価基準を設定することを基本とする。定性的な指標に関する評価
項目については、定量的な指標を補完的に用いる等により、可能な限り客観的な評価
基準の設定に努める。
③ 法人の業務実績
上記②を踏まえ、事業・業務の当該年度の実施状況について、その概要を簡潔に記載
する。
④ 自己評価（評定及び課題と対応）
平成 28 年度に係る当該事業・業務に対する分析・評価を「②主な評価指標」に基づき
総合的な評価を記載するとともに、上記①で記載した中期計画等で定められた指標に
4
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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）の際について要因分析を実施するほか、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。
なお、評定は後述の「3. 評価の基準」に基づき、上記「分析・評価」の記述を参照し
て評定を記載すること。
イ 期間実績評価
(1) 当事務及び事業に関する基本状況
中期目標を設定した項目ごとの評価単位、当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評価
① 中期目標、中期計画の転記
② 主な評価指標（主な定量的指標、その他の指標（定量的指標以外のもの）、評価の視
点（過去の指摘等））
事業・業務の内容やその特質によって評価を実施するのにふさわしく、また、達成度
を検証・評価できるような評価基準を記述する。
評価基準は、定量的・定性的の両観点から具体的な指標を記載するが、できる限り客
観的（定量的）な評価基準を設定することを基本とする。定性的な指標に関する評価
項目については、定量的な指標を補完的に用いる等により、可能な限り客観的な評価
基準の設定に努める。
③ 法人の業務実績
上記②を踏まえ、事業・業務の当該中期目標期間の実施状況について、その概要を簡
潔に記載する。
④ 自己評価（評定及び課題と対応）
第 3 期中期目標期間に係る当該事業・業務に対する分析・評価を「②主な評価指標」に
基づき総合的な評価を記載するとともに、上記①で記載した中期計画等で定められた
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）の際について要因分析を実施するほか、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。
なお、評定は後述の「3. 評価の基準」に基づき、上記「分析・評価」の記述を参照し
て評定を記載すること。
3．評価の基準
上記の自己点検評価における各評価項目の評点は、以下のとおり S、A、B、C、D の 5 段階
とし、標準は B とする。
なお、この基準は、総務大臣が決定した「独立行政法人の評価に関する指針」に基づいてい
5
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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。
4．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。
(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。
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(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。
5．評価の見直し
評価については、外部評価委員会による評価及び文部科学大臣評価を参考に、今後も更に
検討を重ね、中期計画に基づく事業・業務の遂行に対する評価の向上に努めることとしたい。
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（別紙１）
独立行政法人の評価に関する指針（抜粋）
平成 26 年 9 月 2 日
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改革方針において、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、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制度改正の趣旨を踏まえ、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、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、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、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。
(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。
1
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(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。

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（４）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、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。
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 年度評価は、各事業年度における業務の実績について、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、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。
③ 年度評価は、目標・計画の達成状況にかかわらず、法人全体の信用を失墜させる不祥事が発生した場合
は、当該評価項目だけでなく法人全体の評定に反映させるなど、当該年度における法人のマネジメントの
状況にも留意するものとする。
④ 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。
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(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、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③及び④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、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。
iv. 「３（１）年度評価」の③及び④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。
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、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。
(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。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。
(4) 主務大臣は、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」（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 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、可能な限り最小の単位で評価を行う。その際、自己評価書の作成が法人の過度な負担と
ならないよう配慮しつつ、当該自己評価を適正に行うための評価単位を統合したものが主務大臣が行う
評価単位と整合するよう留意する。
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。
3
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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。
より的確な評価を実施するため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評定を行う
ことは妨げない。
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、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 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 評価にあたって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、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）の関連正統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（アウトプット単位あたりのインプット）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毎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・事務所毎の業務実績を把握し、計画に対する比較・分析を行う。
上記の他、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.
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、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。
また、「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政のＩＣＴ化・オープン化、業務改革の徹底に向けて
～」（平成 26 年７月 25 日総務大臣決定）において、法人についても国の行政機関の取組に準じて業務改革
に取り組むよう要請したところであり、同方針の要請を踏まえた目標の取組状況についても業務改革の推進
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
(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
4
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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。
(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
5
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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
6
426

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。
(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
7
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「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
(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 評価書の概要
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）
8
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iii. 評価の実施に関する事項
(ア) 理事長ヒアリングなど、評価に祭祀実施した手続
(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. 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. 見込み評価において、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
事項
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
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・難易度がわかるように記載
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、難易度（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、行政サービス実施コスト、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) 業務の実績、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、法人内部の組織体制の見直し、人事計
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(2)

(3)

(4)

(5)

画、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。
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。
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。
主務大臣は、通則法第 35 条第１項及び第 35 条の７第１項に定める、中（長）期目標期間終了時の法人の業
務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討をするときは、見込評価の結
果を十分に活用し、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を的確に講じるものとする。
例えば、評価において組織ぐるみの談合の発生など内部統制の不全、ガバナンスの欠如が明らかになり、
引き続き当該法人に事務及び事業を行わせたとしても効率的な業務運営や中（長）期目標の達成が期待でき
ない場合、当該法人の存続の必要性が立証できない場合などには、当該法人は組織の抜本的な改廃がなされ
る必要がある。
また、中期目標若しくは年度目標において策定した「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上」又は中長期目標において策定した「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上」に関する目標が
達成できなかった場合、その原因分析の結果、当初見込んだ需要がなかった場合や他の主体により業務を実
施することが適切であったことなどが判明した場合には、当該業務は廃止される必要がある。
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、概算要求時を目処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
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① 年度評価（全法人共通）
8 月上旬を目処に評価を完了し、法人に通知、公表する。
なお、見込評価を行う際には、7 月末を目処に評価を完了し、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 月上旬を目処に完了、業務全般の見直し結果の作成は 8 月中旬に完了し、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 月中旬を目処に評価を完了し、法人に通知、公表する。
④ 効率化評価（行政執行法人）
8 月中旬を目処に評価を完了し、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 月上旬を目処に作成、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 月下旬を目処に決定、法人に指示
③ 新中（長）期計画（案）、事業計画（案）の作成、認可
3 月末までに主務大臣の認可を得る。
４ 共管法人の取扱いに関する事項
複数の主務大臣が所管する法人の評価については、各主務大臣が所管する業務に関する評価はそれぞれの主務
大臣が分担し、評価全体に関する事項及び共通して所管する事項の評価については主務大臣間で協議するなど、
各主務大臣が連携して評価を行うものとする。
その際、評価手続の重複を排除するなど、効率的な評価に努めるものとする。
原則として、法人の年度評価、見込評価、期間実績評価などの各評価について一つの評価書を作成するものと
する。
５ 本指針の見直しについて
総務大臣は、評価の実効性や法人に関する種々の政府方針等を踏まえ、主務大臣の下でのＰＤＣＡサイクルの
実効性をより高める観点や法人の実効性のあるマネジメントをより向上させる観点から、適時に本指針の見直し
を行い、必要な変更を加えるものとする。
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（別紙２－１）
平成 24 年度事業・第 2 期中期目標期間 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋）
平 成 25 年 7 月 18 日
独立行政法人日本学術振興会
外 部 評 価 委 員 会
（略）
【まとめ】
第２期中期目標期間における事業は、特に優れた実績を挙げた事業も含め、十分に達成されており、評価でき
る。また、第２期中期目標期間を通じて外部評価において指摘された課題に対して、各種委員会を立ち上げ検討
を重ねる等により、改善・見直しを常に行っていることは高く評価できる。全体として、振興会の事業は、実施
方法と実施結果ともに高度精緻な有機体といえるほどの完成度を有している。引き続き、学術振興に係る事業を
維持していくことを切望する。既に述べたとおり、振興会は、研究助成、学術の国際交流の推進、研究者養成の
３事業を柱とし、我が国の学術の振興に貢献している。現場を熟知する“ミミズの眼”と世界の学術の動向を俯
瞰する“トリの眼”を有する振興会への期待は大きい。最後に、平成２５年度より新たな中期目標期間を迎え、
我が国の学術の振興を図る唯一の機関である振興会の優れたファンディングシステムを最大限に活かし、
さらに、
学術の振興がなされるよう、学術研究の中心的機関として一層の努力を期待する。

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_24.pdf 参照）
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（別紙２－２）
平成 25 年度事業 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋）
平 成 26 年 7 月 22 日
独立行政法人日本学術振興会
外 部 評 価 委 員 会
（略）
【まとめ】
振興会の業務の四本柱である学術研究の推進、国際協働ネットワークの構築、人材育成と大学教育研究支援、
エビデンスに基づく学術の振興のいずれの事業においても期待される成果が挙がっている。振興会の支援を受け
た研究者・研究機関に限らず、研究者コミュニティも振興会の事業の意義と成果を高く評価しているものと推測
される。
平成２５年度における事業は、特に優れた実績を挙げた事業も含め、十分に達成されており評価できる。全体
として、振興会の事業は、実施方法と実施結果ともに高度・精緻な有機体と言えるほどの完成度を有している。
引き続き、学術振興に係る事業を維持していくことを切望する。
平成２５年１２月２４日に閣議決定された「独立行政法人等に関する基本的な方針」では、振興会が講ずるべ
き措置として「科学技術振興機構との連携を強化する」と記載されている。振興会と科学技術振興機構との関係
は、サイエンスからイノベーションにつながるロードマップの中では川上－川下の関係にあることは、誰もが異
論のないところであろう。
しかしながら、各々の事業の中には、その関係が逆転しているかのような内容もある。このことは、両者のバ
トンゾーンが重なっているためむしろ望ましい状況であるとも言えることから、相互の連携の議論は、この部分
をどう切り分けるかよりも、各々の独自領域の部分を相互にどう発展させ、そのハンドオーバーをどう行うかを
中心に推進していくことが望まれる。
振興会の業務は近年益々多様化する傾向にあるが、その中には内閣府や文部科学省が制度設計し、振興会が具
体的な業務を行う場合が少なからず見られる。行政が必要に応じて役割分担を行うのは当然のことであるが、振
興会には実際の業務を通して得られる多くのデータが蓄えられている。平成２５年度に設置されたグローバル学
術情報センターはその調査分析機能を有することから、振興会はその機能を活用することによって、より主体的
に事業を推進するための大きなポテンシャルを獲得している。
最後に、我が国の学術の振興を図る機関である振興会は、その優れたファンディングシステムを最大限に活か
すとともに、独自に収集・蓄積したデータの分析結果を駆使して、学術振興の中心的機関として、より一層の発
展を遂げることを期待する

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_25.pdf 参照）
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（別紙２－３）
平成 26 年度事業 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋）
平 成 27 年 7 月 28 日
独立行政法人日本学術振興会
外 部 評 価 委 員 会
（略）
【まとめ】
振興会が掲げている①世界レベルの多様な知の創造、②強固な国際協働ネットワークの構築、③次世代の人材
育成と大学の教育研究機能の向上、④エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進、の 4 本
の柱の下で、精力的に展開しているいずれの事業においても、計画した実施事項を着実に履行していることは、
まずもって高く評価したい。それは、大学や研究機関の研究者が無用な労力を割くことなく研究活動に専念でき
る環境を維持するとともに、長きに亘り連綿と続いている我が国の学術を弛まず推進することが、我が国の学術
の振興を担う唯一の資金配分機関（ファンディングエージェンシー）である振興会にとって何よりも重要だと思
われるからである。
そのうえで、今後さらに事業の有益性の「見える化」を進めるためには、その実施結果（アウトプット）から
どのような学術研究上の価値（アウトカム）を得られ、さらに社会への波及効果（インパクト）が得られたかを
示していくことも重要ではないかと考える。例えば、東日本大震災学術調査であれば、班ごとに決められた調査
事項を完了し、成果を出すことはアウトプットであり、防災や復興の諸施策にいかに応用されたかがアウトカム
である。また、国際交流事業であれば、実施した諸施策により国内の研究領域と人材のポートフォリオがどのよ
うに変化し、それにより国内の研究でどのようなアウトカムが期待できるようになったか、等ということを説明
できるようにすることである。アウトカムの内容は、個々の専門分野によって多様であることから、学術システ
ム研究センター研究員の知見を有効に活用した評価の仕組み作りが必要であろう。
また、振興会の多くの事業は、インパクトが現れるには長い時間がかかるものが多い。特に科研費などは、そ
の効果は極めて多岐にわたる。したがって、そのような効果は短期的に見えるようになるものではないし、数量
的に示すことも極めて困難であるが、フォローアップを継続していくことにより、振興会の成果がより見えるよ
うになると考える。振興会全体を通して、研究マネジメントのＰＤＣＡサイクルのうち、ＰＤＣまでは大変よく
機能している。アウトカムによる評価も加えることで、最後のアクト（Ａ）の部分の「見える化」への挑戦に期
待したい。
大学の国際化や若手研究者の国際派遣などに関して、
多くの事業により支援をしていることは高く評価できる。
しかし、すべてを振興会の予算でカバーすることは不可能である。国際化を阻んでいる要因は何かをよく解析し
て、本当に有効なポイントに対する施策を講じ、規範事例を作ることが先決であり、場合に応じたターゲットゾ
ーンの設定と支援の戦略が必要である。
振興会が実施している多様な事業の中には、制度設計とマネジメント機能が振興会に一元化されてない事業も
ある。世界の学術研究の潮流に乗り遅れないためには、改革改善のスピードが不可欠であり、一元化は事業の効
率化を促進するばかりでなく、改革改善のスピードを上げることにもつながる。一元化により、振興会が有する
現場からの意見聴取機能と学術研究の動向調査機能が相乗的に発揮され、研究活動の現場により適合した優れた
制度設計が期待でき、このことが学術研究の成果に及ぼす効果は計り知れない。
振興会の多様な業務を限られた人員で行っていることは高く評価できる。その中で、大学からの交流人事を有
効に活用し、また、文部科学省との人事交流も盛んに行われ、広く外部の意見や経験が活動の中で生かされてい
るが、交流人事の職員の数の割合について、現状が適切なのか、さらに適切な割合があり得るのかなどを含め、
検討するとともに、コアとなるべき振興会プロパーの職員の育成について、どのような方策が可能かを検討し、
強化していくことが必要であろう。
最後に、我が国の学術の振興を図る唯一の資金配分機関である振興会は、その優れたファンディングシステム
を最大限に活かすとともに、独自に収集・蓄積したデータの分析結果を駆使して、学術振興の中心的機関として、
より一層の発展を遂げることを期待する。
（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_26.pdf 参照）
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（別紙２－４）
平成 27 年度事業 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋）
平 成 28 年 7 月 28 日
独立行政法人日本学術振興会
外 部 評 価 委 員 会
（略）
【まとめ】
振興会はこれまで多種多様な研究者育成事業を展開してきた。そこで、それぞれの事業の人材育成面での長所
と短所が明らかにされていると思われる。人材育成企画委員会ではこれまでの振興会の人材育成事業の成果の分
析結果も十分に活用して、科学技術立国の土台となる人材育成計画を作り上げてもらいたい。
研究者に対する男女共同参画の推進を図るために、女性研究者の審査委員への委嘱への配慮、特別研究員、科
研費などにおける男女別、年齢別の申請数・採択数などの Web 公開を行っていることは高く評価できる。これ
らを継続し、特別研究員(RPD)制度などの採用人数の拡大を図ることを検討すべきである（女性研究者比率は
14.7％で、先進諸国では最下位ということからも、このままでは第 5 期科学技術基本計画の目標値の 30％を達成
することは見込めない状況にある）。
学術システム研究センターは、現役の研究者からなる頭脳集団として、いっそうその活躍が期待されているこ
とから、研究員の選任にあたっては、大学等の研究機関との連携を保ち、その活動の保証と理解を求めることも
いっそう重要となろう。また、研究員にはそれにふさわしい待遇を期待したい。しかし、一方、研究員は専任で
はなく、兼任であることから、活動できる時間に一定の制約があるのも事実であろう。その意味では、学術シス
テム研究センターのミッションや研究員の任務について、出来ることと出来ないこと、することとしないことな
どについて、一定の議論が必要に思われる。最後に、我が国の学術の振興を図る唯一の資金配分機関である振興
会は、その優れたファンディングシステムを最大限に活かすとともに、独自に収集・蓄積したデータの分析結果
を駆使して、学術振興の中心的機関として、より一層の発展を遂げることを期待する。
（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_27.pdf 参照）
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（別紙２－５）
平成 28 年度事業・第３期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績 自己点検評価・外部評価報告書
（抜粋）
平 成 29 年 7 月 18 日
独立行政法人日本学術振興会
外 部 評 価 委 員 会
【序文】
科学技術立国である我が国にとって、創造的基礎科学の推進は、国の力の源泉である。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、とりわけ創造的基礎科学の研究を支援する唯一の資金配分機関
である。したがって振興会の事業の成果は、我が国の国益のためばかりでなく、様々な面、地球規模課題の解決
に向けた我が国の役割、科学技術外交などにおける我が国の国際的立場を決めると言っても過言ではない。
振興会の事業は、国の運営費交付金及び補助金によって運営されていることから、事業成果について、関係者
は言うまでもなく、国民の元にも届けられるべきである。そのため振興会はすべての事業の自己点検評価と外部
評価を毎年行い、その結果を公表している。内部統制を強化するために、理事長直轄の組織として監査・評価室
が設置されていることは、振興会が国民への説明責任を重視していることの証であろう。
本報告書は、
振興会の平成 28 年度事業と第三期中期目標期間の終了時に見込まれる実績の評価結果をまとめた
ものである。また、評点に至った理由にくわえて、振興会の事業に関する今後の課題も述べられている。指摘さ
れた課題の中には、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。本報告書が振興会のさらなる業務改善に活用され、振
興会の事業がより優れた成果を挙げることを期待して、次のとおり総括する。
１．法人の制度運営
振興会は我が国の学術基礎研究を支える科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）の実施業務を担うと
ともに、科研費改革および科研費審査システム改革にも取り組んでおり、その努力と成果は高く評価される。審
査区分や審査方式などの制度設計にあたって学術システム研究センターの役割は重要である。学術システム研究
センターは、日本の学術研究それぞれの分野における先端的研究者を擁する頭脳集団として、学術の動向を的確
に踏まえつつ、振興会の事業全般に関わる業務の改善と、新しい展開のための提案・助言を積極的に行っている。
科研費、研究者養成事業、国際交流事業への提案・助言はもちろんのこと、日本学術振興会賞及び育志賞といっ
た若手研究者の顕彰事業や「科研費 NEWS」刊行事業などにおいても大きな役割を果たしており、その活動は全体
として極めて高く評価できる。学術システム研究センターには、より良い科研費制度をめざして今後とも制度改
善に鋭意取り組んでいただきたい。
振興会の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。諸外国の国際共同（協働）プログラムおよび海外学術振興機関の研究支援制度は国によって多様であ
り、また流動的である。その情報収集が日本の学術の国際戦略構築に欠かせないため、例えば学術システム研究
センターなど、その任にあたる専任職員の確保が強く望まれる。さらに、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一層深めることが必要である。そのため、振興会の海外研究連絡センターと連携しつつ、国
際活動に関する高い見地に立った助言を幅広い学識経験者から受ける仕組みを構築してほしい。
国際共同教育研究プロジェクトでは人事交流と研究活動の双方に財政支援が必要な場合があるが、予算執行が
研究事業部と国際事業部に分かれているために対応が困難な場合がある。プロジェクトによって両事業部の緊密
な連携が求められる。
振興会が国公私立大学等職員を対象に実施している海外実務研修は、大学のグローバル化への対応に多大な貢
献をしていることは明らかである。大学と連携して振興会がこの海外実務研修の拡大充実を図っていただけるこ
とを期待したい。
管理業務を有効に行うことによるアウトカムの主要な部分は、やはり研究成果の質と量なので、ステークホル
ダーに対する説得力を上げるためにはそれらをあわせて議論した方がよい。
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２．世界レベルの多様な知の創造
科研費に関しては、応募件数が増加し続けている中においても、計画通りに審査を実施しているなど、審査・
評価業務の充実、募集業務・交付業務の円滑な実施において質の高い業務実績を上げており、これらの活動は、
極めて高く評価できる。また、平成 27 年度の国際共同研究加速基金創設、細目の大括り化や総合審査方式の導入
を主とした科研費審査システム改革 2018 の検討、
挑戦的萌芽研究を発展的に見直した
「挑戦的研究
（開拓・萌芽）
」
の創設、科研費に関するご意見・ご要望受付窓口の設置など、短期間のうちに科研費に関する改革を次々に進め
たことは大いに評価できる。科研費システム改革は現在過渡期にあり、古い制度と新しい制度が混在しているた
め分かりにくくなっているように見えてしまっている。応募者、審査員双方の負担が減るようフォローがあると
なお良い。
また、我が国の研究分野のグローバリゼーションに伴って、外国人研究者が科研費などに応募する機会も増え
ているが、それは大変良いことである。しかし、一部に、改善の余地がある。例えば、科研費の応募様式の公表
を日本語のものと同時に行うことや、
英語での応募に関して、
不利益が生じないよう配慮することが肝要である。
研究拠点の形成に関して、世界トップレベル研究拠点プログラムは大変よくできたプログラムとして評価して
いる。振興会の管理運営に関してプログラムディレクター＆オフィサー、毎年の訪問調査、プログラム委員会に
於ける評価など、大きな貢献があったからこそ大きな成功が得られたのだと思う。このような成果を上げている
プログラムについては、例えば外国人研究者の参画によって得られた新たな視点なども含め、その実施や評価な
どを通して得られた経験を一つの事業に閉じることなく広く生かすなど、最大限に活用していくことが求められ
る。
３．強固な国際協働ネットワークの構築
近年特に、振興会が世界における科学の潮流の形成と、その日本への流入の役割を十二分に果たしていること
が報告書から読み取れる。例えば、グローバルリサーチカウンシルにおけるリーダーシップの発揮、ノーベル・
メディアとの共催によるノーベル・プライズ・ダイアログの東京での頻回の開催、スイスとの連携事業の推進な
どは高く評価できる。このような振興会の世界における学術振興に向けた行動姿勢は、日本の科学技術外交をこ
れまで以上に促進することにつながるであろう。また、日本の優れた学術研究の成果を背景にして、振興会には
アジア・アフリカの学術研究の振興にも尽力していただきたい。
振興会の国際共同研究支援事業はこれまで多くの成果を残してきたが、近年、JSPS 同窓会、JARC-Net、JSPS-Net、
海外研究連絡センターの活動が、我が国の研究者が海外の研究者と共同研究を開始するための環境整備としての
役割を果たし始めている。グローバル化が進む今日、振興会のこのような事業の重要性はますます高まるであろ
う。また、日本の学術研究を外国の研究者に本当に理解してもらい、その進展に寄与してもらうには、外国の研
究者に日本で研究に従事してもらうことが不可欠である。この観点から述べると、振興会の外国人研究者招へい
事業に近年新設された外国人特別研究員（定着促進）と外国人特別研究員（戦略的プログラム）は上記の期待に
十分応える事業であり、すでに優れた成果が上がっていることは喜ばしい。
これまで大変多くの相手国と国際連携により、共同研究を実施したことは高く評価できる。しかし、実態は、
日本で研究を行う留学生数の減少や国内の若手の研究者の海外離れなどの問題が顕在化している。すべての研究
領域で、これらを挽回していくことは極めて難しいので、これまでの実施結果を総括して、新たな戦略を構築し
ていく必要がある。例えば、リーダーシップのとれる研究者を有する研究領域や、相手国のニーズの大きい研究
分野に特化して強い領域をさらに強化していくこともひとつの方策である。
４．次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
人材育成事業の制度設計は外形的に優れていることも必要であるが、実情に合った制度設計（若手研究者のニ
ーズと資質）がなされるべきである。振興会は、これまで多様な人材育成事業を実施、その成果を評価してきた。
これらの経験をもとに、若手研究者のモティベーションを重視した“若手研究者海外挑戦プログラム”が新設さ
れている。また近年、若手研究者に海外での共同研究に着手しやすい環境を与えるため、外国（スイス、欧州、
インド）の対応機関との間で協力協定が締結されている。これらのより効果的な人材育成事業はこれまでの振興
会の経験より生みだされた結果だといえる。振興会は若手研究者の海外派遣として、個人支援と組織支援を行っ
ている。組織支援においても研究教育機関の機能の向上の面で成果が上がっているが、若手研究者の養成という
面においては個人支援がより効果的であるのかもしれない。
特別研究員制度については、PD 採用者の減少が危惧される。博士課程への進学者の減少等により応募者も減少
しており、学問や科学技術の将来を支える研究者の減少へと発展していく可能性が考えられ、大変心配である。
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特別研究員の予算は運営費交付金であり、毎年減額されることになっていることは承知しているが、何らかの方
策を講じることが必要であろう。運営費交付金は研究教育機関等にとって基盤的経費であり、運営費交付金とは
別の形で予算を獲得していくことも考えられるだろうが、運営費交付金の継続的受給の必要性を訴えるなどの対
応策を取ることも必要なのではないだろうか。
大学の教育研究機能の向上に関して、GCOE など様々なプログラムが用意されていて、大学側には、大変感謝さ
れていると思う。ただ、その効果やアウトカムについて、国民やそれを代表される方々に、より多く周知される
べきと思う。統計的や外形的な成果はなかなか取り上げるのが難しいと思うので、個別大学のグッドプラクティ
スなどまとめてホームページなどで公表されることが好ましいのではないか。また、リーディング大学院のプロ
グラムの一期生の博士が、民間に就職を始めたので、プログラムの総括を行い特別研究員のしくみとの相乗効果
を検証して、民間企業でどれだけ博士が有効に機能しているかを明示することが新たな博士志望者の質と量を向
上させる取組につながる。
このようにさまざまなプログラムが実施され、
個々には成果が上がっているとはいえ、
一方で短期的なプログラムへの対応は教育現場にとって大きな負担になっているとかねて指摘されてきた。より
効果的な支援の形を作り出すために、これまでの経験を生かした提言が求められている。
５．エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進
運営費交付金が減少傾向の中、大変、適切に法人が運営されている。広報活動における課題認識については的
確になされており評価できる。学術研究者にとって、振興会の存在は極めて高いものだが、一方、それ以外の人
には、なじみがない機関であるので、法人のアピールは大変重要である。その中で、振興会の大きな資産として
は、学術研究者へのサポートとその効果に関して多大な実績とデータがあげられる。このデータをうまく活用し
て、研究へのサポートのあり方を研究してみてはどうか。人的な面で苦しいことはわかるが、適切な機関と連携
してビッグデータ解析や機械学習にかけてみてはいかがか。他には、現在の専門研究員の主要業務の審査員の選
択や評価業務をビッグデータの手法などを活用して効率化することにより、より付加価値の高い業務をお願いす
るようなマネジメントが必要だと考える。
学術研究において、専門家に対する広報の場は、国際会議や学会なので、その場その場でどういう発表がなさ
れ、
研究領域ごとの日本の立ち位置や研究の最新動向を踏まえて次の戦略を立案することはきわめて重要である。
学術システム研究センターの専門研究員の報告書が、そのような観点で有効に活用されることが望まれる。
【まとめ】
自己点検評価と外部評価はともに、評価項目すべてにおいて、中期計画における所期の目標は達成されている
と評価した。特に中期目標期間において学術研究を推進するために策定された四本の主要な柱、①世界レベルの
多様な知の創造、②強固な国際協働ネットワークの構築、③次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、④
エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進、の評価項目の中には、所期の目標を上回る成
果と判断された A あるいは S 評価を受けた項目が数多く含まれている。このことは、振興会の事業が日本の学術
の振興の要の責務を果たしていることの証であることを示している。一方、外部評価で指摘された問題点や改善
点の多くについても、振興会が迅速に対応していることが確認された。このような評価結果は、振興会が与えら
れた業務ミッションに精力的に取り組み、優れた成果を挙げていることを示しており、ステークホルダーに対し
ては言うまでもなく、国民への説明責任も十二分に果たしていると言える。多岐にわたる事業を比較的少数の職
員によりきわめて効率的に遂行し、優れた成果を挙げており理事長はじめ職員各位に敬意を表したい。
また外部評価委員からは、評価項目との関連は薄いが、日本の学術の振興を図るうえ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。
・日本の学術研究をめぐる昨今の厳しい状況を考えれば、振興会が果たすべき役割はこれまで以上に大きい。な
かでも、学術システム研究センターが先端的な研究者を擁する頭脳集団として積み上げてきてきた実績と知見
は、学術をめぐる政策形成の場でさらに生かされる必要があり、それによって真の意味で日本の学術を振興し
ていくことが求められる。また、学術システム研究センターにおける議論・検討を具体的な学術振興策へと発
展させる道筋も必要ではないだろか。一方、国際的に見ても、米国での学術研究をめぐる政策の変化が世界的
な学術研究の動向や研究者の移動などに大きな影響を及ぼしかねない状況にある。そうしたなかで日本が果た
すべき役割もまた大きく、そうした変化に対応できる国際的なネットワーク作りにもいっそう力を入れてほし
い。
・事業の終了後の成果について特筆するものを把握することは、今後の事業の運営や新事業の立ち上げに際し、
価値があると考えられる。
18
438

・近年、大学における常勤の研究職ポストが減少し、任期付きの研究者が増加している。それに加えて課題解決
型大型研究費の増加により、若手研究者が挑戦的・野心的な基礎研究を行いにくくなっているように感じる。
出口志向を強調しすぎずに、確固たる学術基盤に基づいた、挑戦的で独自性のある新しい研究が生まれる体制
の構築を、大学と振興会が連携を図りながら検討をしていただきたい。
（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_28.pdf 参照）
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（別紙３－１）
第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について（抜粋）
平 成 2 5 年 8 月 2 3 日
文部科学省独立行政法人評価委員会
①

評価結果の総括

日本学術振興会は、我が国の学術研究を支えるファンディングエージェンシーとしての責任を十分果たし、
第２期中期目標を達成している。

特に、会計年度にとらわれない、研究の進捗状況に応じた柔軟な執行を可能とする画期的な制度である「最
先端研究開発支援プログラム」及び「科学研究費助成事業」の基金業務への対応をはじめ、「学術システム
研究センター」、「特別研究員事業」及び「国の助成事業に関する審査・評価の実施」等に係る業務を通じ
て、我が国の学術の振興に多大な貢献を果たしている。

日本学術振興会が将来にわたり我が国の学術の振興及び大学の教育研究の向上に最大限貢献するため、学術
研究の特性を踏まえ、グローバルかつ長期的視野に立った取組により、事業を一層推進することが求められ
る。
② 中期目標期間の評価結果を踏まえた、事業計画及び業務運営等に関してとるべき方策（改善のポイント）
(1) 事業計画に関する事項

「科学研究費助成事業」については、研究進捗評価結果の翌年度の配分審査への活用など、継続的な見直し
により適切な評価サイクルが構築されている。今後とも、評価については、人員及びコストの増大を極力抑
制しつつ、それぞれの研究種目に応じて評価機能を充実させるための方策を検討していくことが求められる。
また、研究種目の在り方については、文部科学省の科学技術・学術審議会の検討状況を踏まえた不断の見直
しが必要である。【項目別－P17～18, 23～25 参照】

「特別研究員事業」については、第４期科学技術基本計画等を踏まえ、特別研究員（PD）及び（DC）の採
用について大幅な拡充を行い、我が国の将来を担う優れた若手研究者の養成・確保に貢献している。今後、
平成２５年３月にまとめられた「特別研究員制度の改善の方向性について」の提言の実現に向けた具体的な
取組が求められる。また、特に自然科学系の女性研究者の比率を将来的に高くするため、更なる女性研究者
の申請者の増加を促すような取組等についても検討が望まれる。【項目別－P31～34 参照】

個人支援型の「海外特別研究員」と、大学等研究機関を対象とした組織支援型の「頭脳循環を加速する若手
研究者戦略的海外派遣プログラム」等を組み合わせて実施することで、多くの優れた若手研究者に海外での
研鑽機会を提供し、海外派遣を促進している。引き続き、国際研究ネットワークの核となる優れた研究者の
養成を図ることを期待する。【項目別－P40～43 参照】
(2) 業務運営に関する事項

第２期中期目標期間を通じて、事業の見直しと合わせ、一般管理費の削減や総人件費改革への対応等、業務
運営の効率化が着実に進捗している。引き続き、学術研究の特性にも配慮しつつ、政府方針等を踏まえ、質
の確保に重点を置き、更なる業務運営の有効化・効率化に努めることが望まれる。【項目別－P106～114
参照】
(3) その他

学術システム研究センターに求められる研究・調査は、学術の全分野に及ぶものである。しかし、センター
の研究員がカバーできる分野には自ずと限りがあることへの留意と適切な対応が大切であり、この観点から
特に異分野の融合、境界領域や揺籃期にある学術研究の動向に留意することが重要である。【項目別－P80
参照】
③ 特記事項

平成２３年３月に発生した東日本大震災により、研究遂行困難となった研究者及び大学等研究機関に対して、
研究費の繰越や手続きの簡素化等を実施し、今後の研究活動の継続性等について配慮するなど、学術支援体
制を充実させたことは評価できる。
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/08/26/1338982_1.pdf 参照）

20
440

（別紙３－２）
独立行政法人日本学術振興会の平成２５年度に係る業務の実績に関する
評価の結果について（抜粋）
平 成 2 6 年 8 月 2 0 日
文部科学省独立行政法人評価委員会
（全体評価）
① 評価結果の総括

日本学術振興会については、第 3 期の中期目標期間の初年度を迎え、業務が順調に進捗している。研究者の
自由な発想・研究意欲を源泉とした新たな知的資産を創出することが期待される学術研究を支援するため、
その特性に配慮した制度運営が図られるとともに、我が国の学術研究を支える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。

学術システム研究センターについては、新たに設置したグローバル学術情報センターと連携し、エビデンス
に基づいた振興会諸事業の改善を図る体制を整備するなど、事業改善の提言･助言や業務運営の改善に活か
し高く評価できる。また、特別研究員に科学研究費助成事業の一部の研究種目への応募を可能にすることや、
海外特別研究員の申請資格の年齢制限廃止の提言を行うなど、若手研究者の自立を促進する制度改革、多様
化するキャリアパスへの対応等に貢献している。

科学研究費助成事業については、特別推進研究に新たに導入された国庫債務負担行為の取扱いについて、速
やかに関係規程や様式等を検討・整備し、例年どおりの日程で複数年度の交付決定を行った。さらに、研究
種目の一部を対象として、「調整金」の枠を活用し、研究費の次年度使用や前倒し使用にかかる仕組みを検
討・整備し、申請に基づき迅速に交付決定を行い、年度を越えて研究計画等の進捗状況に応じた弾力的な制
度運用を支障なく確実に実行に移すなど、研究者の利便性の向上に寄与している。

強固な国際協働ネットワークの構築については、諸外国の学術振興機関との協定等に基づく、国際共
同研究の拡大が認められるほか、協定等に基づかない交流を希望する国・地域ニーズに応えるための
制度を導入する等、学術振興機関ネットワークの強化・発展が認められる。特に、二国間交流事業に
おいて、新たに 3 か国との覚書を締結し、世界の学術振興機関とのネットワークを拡大した。さらに、
新たにオープンパートナーシップ共同研究・セミナーを実施し、多様な国との交流ニーズに幅広く対
応した。
② 平成25年度の評価結果を踏まえた、事業計画及び業務運営等に関して取るべき方策（改善のポイント）
(1) 事業計画に関する事項
・ 科学研究費助成事業の審査の公正性については、研究者の間でも高い評価であるが、制度改善に繋げる方策
を検討するためにも、より一層の研究者の意見をくみ取る方策の更なる検討が求められる【項目別－P1～4、
P16～22参照】
・ 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業は人文学、社会科学の振興を図る上で極めて重要な取組
であり、長期的な視点に基づき、それぞれのプログラムを相補的に発展させることが期待される。【項目別
－P33～36参照】
・ 男女共同参画社会を推進する観点からも、女性研究者の参画を促進するため、各審査事業の委員等の選考に
おいて、女性研究者の比率を高めるなど、効果的な取り組みを進める必要がある。【項目別－P1～4参照】
(2) 業務運営に関する事項
・ 効率的・合理化を図るために、組織体制の見直しを行い、一般管理費の対前年度比3.1%の削減を達成してい
る。人件費については、地域差を是正した給与水準は国家公務員未満となっており適正である。引き続き、
一般管理費の削減と給与の適正な水準の維持に取り組むことが望まれる。【項目別－P113～115参照】
(3) その他
・ 学術活動支援においては、より長期的な影響が生まれる基盤的活動の重要性を見失わないことが重要である。
学術の特性を踏まえつつ、新たな情勢に対応するとともに、基盤となる学術研究を維持することが必要であ
る。【項目別－P1～4参照】
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/08/26/1338991_19.pdf 参照）
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（別紙３－３）
独立行政法人日本学術振興会の平成２６年度に係る業務の実績に関する
評価の結果について（抜粋）
平成２７年８月２６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
○ 日本学術振興会においては、第３期中期目標に従い、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉として新たな知を
生み出す学術研究について、人文学、社会科学から自然科学まで、学問領域を限定せず、分野の性格に応じた
適切な支援方法により、
幅広くバランスをとって振興すべく、
学術研究を実際に行う研究者の意見を取り入れ、
研究者コミュニティの信頼を得つつ、事業を推進しており、我が国の学術研究を支えるファンディングエージ
ェンシーとして、その役割を十分に果たしている。
○ 学術システム研究センターにおいては、グローバル学術情報センターと連携し、センター研究員による調査・
研究や、データ収集・分析などの結果（エビデンス）に基づいて事業の改善を図るための体制を強化するとと
もに、特に科学研究費助成事業（科研費）の改革に向けた議論を深化すべく、外部有識者からのヒアリングや
学問諸分野を横断的・統合的に扱う国際シンポジウムなどの開催をとおして幅広い意見・情報の集約を図ると
ともに、科研費に係るタスクフォースを立ち上げて集中的な検討を行う体制を整備し、更には、センター研究
員の女性割合を増加させたことも含め、学術研究の多様性を確保した諸事業の運営に高く貢献している。こう
した体制により、下記のような科研費の改革に関わる有効な提案・助言等を実施しており、我が国学術研究の
諸分野における第一線の研究者集団によって、学術研究の動向を踏まえた本会事業全般の的確な運営に貢献で
きているものと認められ、高く評価できる。
○ 科学研究費助成事業（科研費）については、学術システム研究センターの機能を活用した最新の研究動向調査
を行い、一部の研究種目において、特設分野研究として融合的分野や萌芽的分野などの新たな学問分野を設定
したほか、書面審査及び合議審査を同一の審査員が実施する仕組みを導入した。これらは、平成３０年度公募
からの分科細目の大括り化を見据え、既存の学問分野にとらわれない新しい学術研究の芽を見いだすものとし
て期待され、高く評価できる。また、我が国の学術研究の存在感を向上させることを目的として、国際共同研
究及び海外ネットワーク形成を促進する「国際共同研究加速基金」の設置に向けた準備・検討を行ったことに
ついては、学術研究の現代的要請の一つである国際性に応えるための助成の在り方として期待され、高く評価
できる。また、こうした学術研究を取り巻く大きな流れへの対応とともに、基金化した科研費の着実な配分や
調整金制度の更なる弾力化を図り、「科研費における研究費の使いやすさ」（科学技術・学術政策研究所調査）
として、その指数が 4.9 から 5.3 に向上したことが示すとおり、研究現場の声をくみ取ったきめの細かい対応
も講じられているものと認められ、高く評価できる。
○ 強固な国際協働ネットワークの構築に向けては、ノーベル財団との共催により、「ノーベル・プライズ・ダイ
アログ」をスウェーデン国外において世界で初めて開催し、国内外のノーベル賞受賞者を含む世界トップレベ
ルの研究者を招待して、研究者をはじめ多くの参加者との対話の機会を提供した。また、世界の学術振興機関
の長による「グローバルリサーチカウンシル（ＧＲＣ）」の第４回年次会合（平成２７年度実施）主催機関と
して、全世界の地域会合や国際運営委員会へ出席し、年次会合の主要テーマの設定を主導した。これらのこと
は、我が国研究者への国際的にハイレベルな研鑽機会の提供や、学術分野における我が国の国際的なプレゼン
ス向上に高く貢献している。
全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
法人全体の信用を失墜させる事象等、全体の評定に大きな影響を与える特段の事項はなし。
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など
項目別評定で指摘した課題、改善事項
○ 研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止について、科学技術・学術研究が社会に及ぼす影響は
極めて大きなものになっているところ、研究者及び研究機関自らが科学技術・学術研究の健全な発展に貢献す
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べく、「科学者の行動規範」に基づく研修プログラム作成協力者会議が編集した「科学の健全な発展のために
－誠実な科学者の心得－」に係る研修プログラムの e-learning 化等をとおして、研究倫理教育の高度化、定着
化を進めることが期待される。また、この際、「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 25 日閣議決定）に基づき、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）との連携を強化することが期待
される。【項目別-1 及び項目別-13】
○ 科学研究費助成事業（科研費）について、その使いやすさは研究者等から高く評価されており、「調整金」制
度の改善等、研究計画の進捗状況等に応じた弾力的な運用に関する不断の見直しが図られている。研究現場か
らの声を踏まえ、研究成果を最大化する観点から基金化についての更なる検討を進めることが期待される。
【項
目別-30】
○ 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業について、引き続き毎年度のフォローアップや研究最終年
度の評価を適切に行うとともに、課題設定に当たっては、例えば、学術システム研究センターの機能を更に活
用したり、外部の意見を参考にしたりするなど、より適切な課題の設定に努め、一層実効性のある事業とする
ことが重要である。また、今後は、積極的にその事業成果を社会に発信していくことも併せて求められる。【項
目別-45】
○ 研究者の養成について、女性研究者の比率を将来的に高められるよう、引き続き積極的に女性研究者からの申
請を促進していくことが必要である。【項目別-86】
○ 組織の編成及び運営、並びに業務・システムの合理化・効率化について、改正後の独立行政法人通則法や「独
立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」
（平成２６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）
、
「独立行政法人の監事の機能強化に伴う措置について」（平成２６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）
などの趣旨を踏まえ、内部統制システムの整備及び監事機能の強化に係る取組が更に実行に移されることが期
待される。【項目別-135】
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/09/17/1361260_09.pdf 参照）
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（別紙３－４）
独立行政法人日本学術振興会の平成２７年度に係る業務の実績に関する
評価の結果について（抜粋）
平成２８年９月２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、第 3 期中期目標に従い、限られた人的資源を十分に活用し、適切かつ迅速な事務作業を
行った上で、研究者の自由な発想や研究意欲を源泉として新たな知を生み出す学術研究について、人文学、社
会科学から自然科学まであらゆる学問領域に対して、分野の特性やバランスに配慮しつつ、研究現場の意見を
取り入れることで研究者コミュニティの信頼も獲得しながら事業を推進しており、我が国の学術研究を支える
ファンディングエージェンシーとして、その役割を十分に果たしている。
○ 科学研究費助成事業（科研費事業）については、学術システム研究センターによる精力的な分析・検討を踏ま
え、平成 30 年度科研費の公募から適用する分科細目表の大幅な見直し等について検討し、その結果を「科学
費研究費助成事業審査システム改革 2018（報告）」として取りまとめ、文部科学省科学技術・学術審議会に報
告している。また、「特設分野研究」において新たに 3 分野を設定するとともに、書面審査と合議審査を同じ
審査委員が行う新たな審査方式を試行するなど、新たな学術の芽を掘り起こすための改善が図られている。さ
らに、平成 27 年度に新設された国際共同研究加速基金「国際共同研究強化」について、審査要項・基準等を
新たに定めるなど、審査・助成業務に係る仕組みを迅速に整備しており、国際共同研究の推進に向けた積極的
な活動として認められる。これらの取組は、膨大かつ相応の困難性が伴う科研費事業の審査・評価・助成業務
を研究者の視点に立って着実に実施したことと、長い歴史を有する科研費制度の抜本的改革とが相まって、科
研費を通じた我が国の研究力の向上に貢献するものとして、高く評価できる。
○ 強固な国際協働ネットワークの構築については、多国間の学術振興機関ネットワークの強化・発展に向けた業
務を着実に実施したが、特に、我が国で初めて開催した国際会議「グローバルリサーチカウンシル（GRC）」
において、振興会は強力なリーダーシップの下、各国の学術振興機関が果たすべき役割について積極的に議論
を展開し、同会議を成功に導いた。その結果として、世界各国の学術振興政策に大きな影響を及ぼした成果文
書の採択や、振興会理事長の GRC 理事会議長の２期連続選出、新たな国際共同研究事業の開始など、我が国
の国際的プレゼンスを大きく高めたことは特筆に値する。
全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
法人全体の信用を失墜させる事象等、全体の評定に大きな影響を与える特段の事項はなし。
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など
項目別評定で指摘した課題、改善事項
○ 学術システム研究センターによる提案・助言等の多様性確保及び男女共同参画の趣旨から、引き続き、女性研
究員割合の増加が期待される。(項目別ｐ12 参照)
○ 科研費の使いやすさは研究者等から高く評価されており、「調整金」制度の改善等、研究計画等の進捗状況に
応じた弾力的な運用に関する不断の見直しについては高く評価できる一方で、基金化についての更なる検討を
進めることが期待される。(項目別ｐ42 参照)
○ 「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」に関して、評価・フォローアップや広報等に係る一連の
業務について、これまでの経験を踏まえ、業務改善に向けた課題を抽出し、改善方法を国へ提示することが期
待される。(項目別ｐ53 参照)
○ 各種国際会議の議論、取りまとめ等において、我が国のプレゼンスを高めるよう引き続き戦略性を持って参加
するよう努めること。(項目別ｐ76 参照)
○ SPD については、「特別研究員-SPD の在り方検討タスクフォース」において、現状や課題を踏まえつつ、
事業の在り方について検討し、必要な対応を行う必要がある。
特別研究員事業について、「男女共同参画推進委員会」における議論も踏まえつつ、引き続き、女性研究者の申
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請状況を確認しながら、女性研究者からの申請を促進するための取組を進める必要がある。(項目別ｐ89 参照)
○ 引き続き、「独立行政法人における調達等合理化計画の取組の推進」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）
などの趣旨を踏まえ、調達に関するガバナンスが徹底されることを期待する。(項目別ｐ139 参照)
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/09/13/1376679_9.pdf 参照）
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（別紙３－５）
独立行政法人日本学術振興会の平成２８年度に係る業務の実績に関する
評価の結果について（抜粋）
平成２９年８月２５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、第 3 期中期目標に従い、限られた人的資源を十分に活用し、適切かつ迅速な事務作業を行
った上で、研究者の自由な発想や研究意欲を源泉として新たな知を生み出す学術研究について、人文学、社会
科学から自然科学まであらゆる学問領域に対して、分野の特性やバランスに配慮しつつ、研究現場の意見を取
り入れることで研究者コミュニティの信頼も獲得しながら事業を推進しており、我が国の学術研究を支えるフ
ァンディングエージェンシーとして、その役割を十分に果たしている。
○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、少
数精鋭の事務組織による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
とした知的創造活動である「学術研究」の振興を目的とした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）については、学術に変革をもたらす挑戦的な研究を促進するため「挑戦的研究」
を創設し、総合審査の先行適用を決定するなど、平成 29 年度公募から適用する新たな審査システムの円滑な
実施に向けた着実な準備を進めた。また、審査システム改革についての意見を広く募集し、集まった約 3000 件
の意見等を精査し議論を重ね、一層研究者の声を反映した内容に改めたことは、年度計画における所期の目的
を大きく上回っており高く評価できる。
○ノーベルプライズダイアログ東京 2017 を開催し、5 名のノーベル賞受賞者を含む 36 名もの当該分野の第一
線で活躍する国内外の著名研究者及び有識者の参加を実現するとともに、同時期にアジア太平洋アフリカ地域
の大学院生等を対象とした HOPE ミーティングを実施した。両イベントにおいて、国内外の若手研究者に研
鑽の機会を提供しつつ社会からの科学への関心を高めていることを世界に向けてアピールしたことは、特筆す
べき実績として高く評価できる。
○特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な業務運営が行われていることが認められ
る。
全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
法人全体の信用を失墜させる事象等、全体の評定に大きな影響を与える特段の事項はなし。
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など
項目別評定で指摘した課題、改善事項
○科研費事業において、毎年の審査過程を点検・改良してきた作業の質的発展を目指し、引き続き努力を継続す
る必要がある。（p23）
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（別紙３－６）
独立行政法人日本学術振興会の第３期中期目標期間の終了時に見込まれる
業務の実績に関する評価の結果について（抜粋）
平成２９年８月２５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、研究者の知的探求心や自由な発想を源泉とした知的創造活動である「学術研究」の振興を
目的とした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が求められている。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、少数精鋭の事務組織による効果的かつ効率
的な業務運営の下、「世界レベルの多様な知の創造」「強固な国際協働ネットワークの構築」「次世代の人材
育成と大学の教育研究機能の向上」「エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進」の４
本の柱に基づく事業を、着実に行ってきたことは高く評価できる。
○ 科学研究費助成事業（科研費）の在り方について、我が国の一線級の研究者を擁する学術システム研究センタ
ーによる学術の動向を踏まえた分析・助言を基に、大規模な改革に向けた抜本的な提言を行った。平成 25 年
度には新たな学術の芽を掘り起こすことを目的とした「基盤研究（B・C）特設分野研究」を、平成 28 年度に
は新たな学問領域創成などに繋がる挑戦的な研究の促進を目的とした「挑戦的研究」を新設するにあたり、自
律的な分析、検討を行った。
また、科研費の審査方式についても、審査区分の見直しや総合審査方式の導入などに係る詳細な議論を行い、
その結果を反映させた。これらの改革は、我が国の学術研究に大きな進歩と変革をもたらすものとして中期計
画における所期の目的を大きく上回る成果が得られており高く評価できる。
○ 日本学術振興会は、我が国をハブとした国際共同研究を促進するため、国際研究ネットワークを強化・発展し
ている。特にグローバルリサーチカウンシルを主催し、世界各国の学術振興政策に多大な影響を及ぼす成果文
書に日本の意見を多く反映させたことや、ノーベル賞受賞者を始めとする世界有数の科学者を招くノーベルプ
ライズダイアログを中期計画期間中に 3 回開催することにより日本学術振興会の国際的な信頼性を高め、国内
外の若手研究者に研鑽の機会を継続的に提供したことは高く評価できる。
○ 理事長のリーダーシップの下、学術動向に的確に対応した組織編成を行うなど、機能的かつ効率的な組織運営
を行っている。
全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
法人全体の信用を失墜させる事象等、全体の評定に大きな影響を与える特段の事情はなし。
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など
項目別評定で指摘した課題、改善事項
○学術システム研究センターとグローバル学術情報センター間の連携の更なる強化を図る必要がある。（p17 参
照）
○科研費改革の内容を説明する機会を継続的に設け、研究者への教育を重要な課題として取り組むこと。
（p30 参
照）
○振興会の存在意義を国民に理解してもらえるよう、受け手のニーズを踏まえつつ効果的な広報活動を実施する
必要がある。（p147 参照）
○IoT・AI・ビッグデータ時代の社会的要請を真摯に受け止めて、利用者や社会の目線による新しいシステムの
利活用を積極的に推進することが望ましい。（p156 参照）
○中長期的な視点で振興会の核となるべき職員の育成・充実を図ることが必要である。（p181 参照）
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/09/12/1395412_1_1.pdf 参照）
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（別紙４－１）
平成 26 年度における独立行政法人の業務の実績及び平成 26 年度に中期目標期間を終了した独立行政法人の
中期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果についての点検結果（抜粋）
平 成 27 年 11 月 17 日
独立行政法人評価制度委員会
平成 26 年６月に「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 66 号）が成立し、これを
受け総務大臣は「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（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」（以下「評価指針」という。）を平成 26 年９月に決定した。
評価指針では、独立行政法人（日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）を含む。以下同じ。）の業務の実
績に対する主務大臣の評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行い、「Ｂ」を標準とする
こととされている。
独立行政法人評価制度委員会（以下「委員会」という。）は、平成 26 年度の業務の実績に関する評価（以下
「年度評価」という。）及び平成 26 年度に中期目標期間を終了した独立行政法人の中期目標の期間における業
務の実績に関する評価（以下「中期目標期間評価」という。）が、評価指針に基づく初めての評価となることを
踏まえ、①各主務大臣が付した評定の全体的な「評定の状況」を確認するとともに、②特に、「Ａ」評定以上と
なっている項目について、独立行政法人の自己評価に基づき主務大臣が付した評定の根拠、理由等を点検した。
その結果、評価手法や評定の根拠、理由等のより一層の明確化が必要な事例が見られた。もとより、委員会と
しては、業務実績を的確に反映した評価が実施され、主務大臣において十分な根拠を示した上で「所期の目標を
上回る成果」と判断する場合等に「Ａ」評定以上の評価を付すことを否定するものではないが、このような事例
が来年度以降も改善されなければ、その内容等に応じて、委員会として独立行政法人通則法（平成 11 年法律第
103 号）第 12 条の２第１項第６号に示す「著しく適正を欠くと認める評価の実施」であるとの判断に至ること
も想定されること、また、年度評価及び中期目標期間評価の評定は、独立行政法人の退職役員の業績勘案率の算
定にも用いられることから、委員会は、新たな独立行政法人制度の初年度にあたる今年度の評価結果について、
評価制度やその運用の改善、適正化を推進する責務を果たす観点から、評価手法や評定の根拠、理由等のより一
層の明確化の必要があるとした事例を公表し、来年度以降の適切な評価に資すべきとの判断に至った。

２．評価手法や評定の根拠、理由等のより一層の明確化の必要がある事例
点検の結果、以下の（１）から（４）に示すとおり、評価手法や評定の根拠、理由等のより一層の明確化が必
要と考えられる事例が見られた。主務大臣においては、目標等の見直しを含めた次回評価プロセスに当たって、
目標策定指針、評価指針及び本点検結果に十分留意願いたい。

（３）主務大臣が評定を引上げる場合の根拠、理由等の明確化
評価指針においては、主務大臣は、法人の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こととされており、主務大臣における評価は法人の自
己評価が前提となっている。
また、評価指針においては、主務大臣による評定は、「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」とされ、その場合には、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から具体的かつ明確に記述することとされている。
しかしながら、主務大臣による評定の中には、以下の表２－３に示すとおり、①法人の自己評価において「Ｂ」
評定としていたものを、業務実績が前年度実績を大幅に上回ったことのみをもって、主務大臣の評価において
「Ａ」評定に引き上げている事例、②目標において「難易度」の設定がない中で、主務大臣の評価において「難
易度が高い」として評定を一段階引き上げ「Ａ」評定以上の評定としているが、引き上げるにふさわしいとし
た根拠、
理由について量的及び質的の両面から具体的かつ明確に記述されているとは言い難い事例がみられた。
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表２－３（一部抜粋）
府省名

法人名

項目名

種別

自己
評価

大臣
評価

S
S
（注）「自己評価」と「大臣評価」の評定が同じとなっているものは、例えば、主務大臣の評価において法人の自己
評価になかった難易度尺度を当てはめて「S」評定を維持しているが、その根拠、理由等について具体的かつ明
確に記述されているとは言い難い事例等である。
文部科学省

日本学術振興会

世界レベルの多様な知の創造

年度

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000386633.pdf 参照）
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（別紙４－２）
平成 27 年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価の結果についての点検結果
平 成 28 年 12 月 8 日
独立行政法人評価制度委員会
「平成 28 年度における独立行政法人評価制度委員会の評価に関する取組について」（平成 28 年６月 14 日
独立行政法人評価制度委員会決定）では、平成 27 年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価（以下「年
度評価」という。）及び同年度に中（長）期目標期間を終了した独立行政法人の中（長）期目標の期間における
業務の実績に係る評価（以下「期間実績評価」という。）について、次の取組方針を決定した。
「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、平成 27 年５月 25 日改定。
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、
平成 27 年５月 25 日改定。以下「評価指針」という。）に照らして、以下のような実施方法や評価結果等とな
っていないか、確認するものとする。
①目標策定指針において評価単位とされている中（長）期目標の項目のうち、評価されていない項目がある。
②評価対象とすべき業務実績、事実関係に基づき適切に評価されていないなどその過程に問題がある。
③評価指針に基づき「Ｂ」評定を標準とすることとされているところ、評定の理由・根拠等についての説明が不
明確・不十分のまま「Ｓ」又は「Ａ」評定が付されている。
なお、平成 28 年度に行われる年度評価及び期間実績評価については、主務大臣においては、昨年度の点検に
よって得られた知見を有効に活用した上で適正な評価を行い、独立行政法人評価制度委員会（以下「委員会」と
いう。）においては、独立行政法人評価に係る取組課題を踏まえて一定の事項を選定の上、当該事項を重点的に
点検（評定に至った理由の妥当性を確認）するものとする。
今回、上述の取組方針に基づき、年度評価及び期間実績評価の状況について確認し、また、重点的に点検する
事項として情報セキュリティ対策に関する取組及び調達等合理化に関する取組を選定し、年度評価における評価
の状況を確認した結果は以下に示すとおりであり、「評価の実施が著しく適正を欠く」（独立行政法人通則法（平
成 11 年法律第 103 号）第 12 条の２第１項第６号）と認められるものはなかった。
１ 年度評価及び期間実績評価の状況
評価指針において、主務大臣による評定は、原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の標語を付すことによ
り行い、「Ｂ」を標準とすることとされている。また、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」こと（中期目標管理法人及び行政執行法人）又は「その評定に至った根拠、理由
等を分かりやすく記述する」こと（国立研究開発法人）が求められている。
年度評価（99 法人）
（注）及び期間実績評価（37 法人）における評定の状況をみると、年度評価における「Ａ」
評定以上の割合は 18.2％、期間実績評価における「Ａ」評定以上の割合は 21.3％となっている。
これら、所期の目標等を量的又は質的に上回る成果を上げているとして「Ａ」評定以上の評定が付されている
ものの中には、一部において、取組の内容については記述されているものの目標に対する取組の実績や成果の達
成度合いについては具体的、客観的な説明がないなど、評定に至った根拠、理由等が合理的かつ明確に（分かり
やすく）記述されていないと考えられるものもみられた。また、評価指針では、「「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。」とされているところ、今回、年度評価において「Ｃ」及び「Ｄ」
評定が付されたものについては、いずれの評価書においても改善に向けた取組方針又は具体的な改善方策に係る
何らかの記述が確認できた。
主務大臣においては、明確な根拠、理由等に基づく適正かつ厳正な評価を実施することが、評価により判明し
た業務運営上の課題の改善やより良い取組の推進といったＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるための前提であ
ることに十分留意の上、次年度以降の評価を実施願いたい。
なお、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、その評
定を付すに至った判断の根拠、理由等が合理的かつ明確に（分かりやすく）説明され、主務大臣において、年度
評価等の結果によって判明した独立行政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であると考えている。
つまり、
評価を実施した結果、
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独立行政法人の良い取組については継続し又は更に高い目標を目指し、改善すべき事項が確認された場合には見
直し方策を講ずるなど目標に向けたより優れた取組や工夫を行うことを通じて独立行政法人の政策実施機能の最
大化が図られるべきである。
（注） 法人数は、独立行政法人 98 法人に日本私立学校振興・共済事業団（助成事業）を加えたものである。
２ 独立行政法人評価に係る取組課題を踏まえて選定した事項に係る評価の状況
情報セキュリティ対策に関する取組及び調達等合理化に関する取組に係る年度評価の状況を確認した結果は、
次のとおりである。
①情報セキュリティ対策に関する取組
「独立行政法人における情報セキュリティ対策の推進について」（平成 26 年６月 25 日情報セキュリティ対
策推進会議）において、独立行政法人は、事業年度における業務の実績に係る評価において、情報セキュリティ
対策の実施状況について評価を受けることとされている。
主務大臣が行った独立行政法人（98 法人）の年度評価の状況をみると、いずれの法人も情報セキュリティ対
策に係る業務に関する評価が実施されており、情報セキュリティに関する事項を理由に「Ｃ」以下の評定が付さ
れているのは２法人となっている。
また、評価指針では、「「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。」とされているところ、情報
セキュリティに関する事項を理由に「Ｃ」以下の評定が付されている２法人については、いずれも評価書におい
て改善のために講じた方策の内容が具体的に記述されていた。
なお、独立行政法人の情報セキュリティ対策については、サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104
号）に基づき、サイバーセキュリティ戦略本部により、サイバーセキュリティ対策を強化する上で有益な助言を
行うことを目的とする監査が実施されることとなっている。
②調達等合理化に関する取組
「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、
独立行政法人は、事業年度における業務の実績に係る評価において、調達等の合理化に関する取組の実施状況に
ついて評価を受けることとされている。また、「調達等合理化計画の策定及び評価に関する留意点について」（平
成 28 年２月２日付け各府省大臣官房長あて総務省行政管理局長事務連絡）において、主務大臣が実施する評価
については、「会計検査院等の指摘に基づき、調達等合理化計画を改定するなど、改善のための措置を具体的に
講じている場合は、積極的に評価を行う。」とされている。
主務大臣が行った独立行政法人（98 法人）の年度評価の状況をみると、いずれの法人も調達等合理化に係る
業務に関する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のは１法人
となっている。
また、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１法人については、評価書において改善
のために講じた方策の内容が具体的に記述されていた。
このほか、会計検査院の平成 26 年度決算検査報告（平成 27 年 11 月）において独立行政法人が実施する調
達等に関して不当事項の指摘があった法人の評価書をみると、いずれの法人も評価書において「Ｂ」評定が付さ
れていたが、改善のために講じた方策の内容が記述されていた。
委員会としては、独立行政法人における情報セキュリティ対策及び調達等合理化に関して、年度評価の仕組み
が活用されることにより、独立行政法人の良い取組については継続し又は更に高い目標を目指し、改善すべき事
項が確認された場合には見直し方策を講ずるなど、より優れた対策が行われるようＰＤＣＡサイクルを十分に機
能させ、また、これらの過程の透明性の確保・国民への説明責任の徹底（見える化）が図られることを期待する
ものである。
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000452264.pdf 参照※）
※審議の結果、案のとおり了承されていること確認済。

31
451

（別紙４－３）
平成 28 年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価の結果についての点検結果
平 成 29 年 12 月 ４ 日
独立行政法人評価制度委員会
主務大臣による平成 28 年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価（年度評価）及び 28 年度に
中長期目標期間を終了した独立行政法人の中長期目標の期間における業務の実績に係る評価（期間実績評価）
について、
・ Ａ評定以上の場合、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評定以下の場合、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を記載されているか
との観点から、評価書の記載状況を点検したところ、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。
１

２
点検に当たっては、
・ 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・理由に係る具体的な記述が確認
できたところ、中には、取組の内容は記述されているものの、評定に至った根拠・理由の合理的かつ明確な
説明が十分でないと考えられるものが数例見られたため、これらについては、事務局において、所管府省に
評定に至った根拠・理由を確認した。
・ Ｃ以下の評定について、いずれも改善に向けた取組方針又は具体的な改善方策に係る何らかの記述を確認し
た。
３
なお、
情報セキュリティ対策に関する取組及び調達等合理化に関する取組に係る年度評価の状況をみると、
・ 情報セキュリティ対策について、いずれの法人も評価が実施されており、情報セキュリティに関する事項を
理由にＣ以下の評定が付されている１法人については、改善のために講じた方策の内容が具体的に記載され
ていた。
・ 調達等合理化について、いずれの法人も評価が実施されており、調達等に関する事項を理由にＣ以下の評定
が付されている２法人については、いずれも改善のために講じた方策の内容が具体的に記載されていた。
４

委員会としては、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄといった評定の結果自体に重きを置いているのではなく、評定を付
すに至った判断の根拠、理由等が合理的かつ明確に説明され、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。
つまり、評価を実施した結果、独立行政法人の良い取組については継続し、又は更に高い目標を目指し、
改善すべき事項が確認された場合には、見直し方策を講ずるなど目標に向けたより優れた取組や工夫を行う
ことを通じて、独立行政法人の政策実施機能の最大化が図られるべきである。
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000521837.pdf 参照※）
※審議の結果、案のとおり了承されていること確認済。
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（別紙５）
独立行政法人等の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について（抜粋）
平成 25 年 1 月 21 日
政策評価・独立行政法人評価委員会
独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性
独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」という。）の主要な事務及び事業については、独立
行政法人として真に担うべきものに特化し、業務運営の効率性、自律性及び質の向上を図る観点から、国の財
政支出の縮減にもつながるよう、以下の方向で見直しを行うものとする。
また、独立行政法人の的確な評価のためには、目標が明瞭性・客観性を備えていることが不可欠であり、中
期目標の策定に当たっては、達成すべき内容や水準等を可能な限り具体的かつ定量的に示すとともに、定性的
な目標とせざるを得ない場合であっても、目標の到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努めるも
のとする。
第１ 事務及び事業の見直し
１ 学術研究の助成に関する業務の一元化の推進
学術研究の助成に関する業務については、大半の研究種目は日本学術振興会が公募・審査・交付等の業
務を行っているが、新学術領域研究、特別研究促進費及び研究成果公開促進費については、制度的に定着
していないこと等を理由として、文部科学省が直接、公募・審査・交付等の業務を行っている。 これら文
部科学省が直接業務を行っているものについては、業務の効率化、利便性の向上を図る観点から、次期中
期目標期間中に日本学術振興会への一元化を進めるものとする。
２ 研究助成の評価の見直し
日本学術振興会が行う研究助成に関する評価については、事後評価の大半が助成を受けている研究者に
よる自己評価となっている。 このため、評価における客観性の一層の向上を図る観点から、次期中期目標
期間において、評価業務の効率化を図り、人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、日本学術振興会によ
る評価機能を充実させるための具体的方策を検討し、実施するものとする。
３ 学術システム研究センターの業務の透明性確保
学術システム研究センターが行う審査・評価業務については、業務内容の透明性の向上を図る観点から、
審査員の審査結果に対する検証等のプロセスについて国民に分かりやすい形で明らかにするものとする。
４ 学術の国際交流に関する業務の効率化の推進
日本学術振興会の実施する学術の国際交流に関する業務のうち、外国人研究者の招へいを目的とする以下
の①、②、③については、業務の効率化を図る観点から統合・メニュー化するものとする。 ①外国人著名
研究者招へい ②外国人招へい研究者（長期・短期） ③外国人特別研究員（一般、欧米短期、サマー・プ
ログラム） また、その他の事業についても大学等研究現場や海外協力機関のニーズを踏まえながら不断の
見直しを行い、更なる大括り化・整理合理化を進めるものとする。
第２ 業務全般に関する見直し
上記第１に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。
１ 内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独立行政法人における内
部統制と評価に関する研究会」が平成22年３月に公表した報告書（「独立行政法人における内部統制と評
価について」）、及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する
評価の結果等の意見として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとする。
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２ 毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に
行うものとする。
３ １及び２のほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものと
する。
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（別紙６）
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。）
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
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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。
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○ 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。
(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
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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。
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(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
○ 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。
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(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。
○ 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
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○ 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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平成２７年１１月２６日改正

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２５年３月２８日

文 部 科 学 省
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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。
第一 独立行政法人日本学術振興会の果たすべき役割
学術研究は、大学等の研究者を担い手として行われる、真理の探究や新しい知識の体系化
などの普遍的な知的創造活動であり、人類共通の優れた知的資産の創出を通じて世界に知的
貢献をしていくことが重要である。研究者の自由な発想と研究意欲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く、その多様かつ幅広い振興が不可欠であり、学術研
究を通じて、世界共通の課題に協働して取組み、世界の発展に貢献していくことも必要であ
る。
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、科学技術基本
計画など国の学術振興策を踏まえつつ、研究者の活動を安定的・継続的に支援するため、学
術研究への助成、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、一層大学との連携及び諸外国の学
術振興機関との協働を図りつつ、学術の振興を図る役割を担っている。
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。
第二 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２５年４月１日から
平成３０年３月３１日までの５年間とする。
第三 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
（１）学術研究及びその振興を目的とする振興会事業の特性に配慮し、以下の諸点に留意し
つつ事業を推進し、研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援することを基
本とする。
① 学術研究の成果は、人類社会共通の知的資産として文化的価値を形成するものであ
り、人文・社会科学から自然科学まで、学問領域を限定せず、分野の性格に応じた適
切な支援方法により、幅広くバランスをとって振興する必要がある。そのため、学術
研究を実際に行う研究者の意見を取り入れ、研究者コミュニティの信頼を得つつ、事
業を推進することが不可欠である。
特に、実用化を直接的に目指さない基礎的な研究への支援や、将来の学術研究を担
う優秀な研究者の養成について十分配慮する必要がある。
② 世界と我が国の学術研究の動向を俯瞰し、融合的な研究分野や先端的・萌芽的な研
究分野など新たな分野の研究を支援することにより、学術研究がその多様性の中で自
律的に変化していくことを促進する。また、我が国として途絶えさせてはならない学
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問分野の継承などに配慮することにより、学術研究の多様性を確保する。
③ 学術研究の発展性については無限の可能性があることから、長期的視点を加えた継
続的かつ着実な支援に努めるとともに、このような視点に立った評価を行うことが必
要である。
④ 事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力
関係を構築する。その際、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の
特性に十分配慮する。なお、学術研究分野における男女共同参画に配慮する。
（２）業務運営上の重要事項に関する評議員会の審議及び意見も踏まえ、適切に事業を実施
する。また、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ことによ
り、業務運営の改善を図り、効果的に成果が上がるよう事業を展開する。
（３）研究経験を有する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、学術システム研究センターが行う審査・評価業務については、業務内容の透明
性の向上を図る観点から、審査員の審査結果に対する検証等のプロセスについて国民に
分かりやすい形で明らかにする。
（４）自己点検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等を図り、振興会
における PDCA（Plan（計画）
、Do（実行）
、Check（評価）
、Act（改善）
）サイクルを構築
する。
また、振興会の事業内容及び成果について、達成すべき内容や水準等を可能な限り具
体的に示すとともに、目標の到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努める。
（５）研究者の負担の軽減等、業務運営を適切に実施するために必要な情報システムを整備
する。併せて、政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、適切な情報セキュ
リティ対策を推進する。
（６）助成・支援事業の実施においては、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強化する。
また、研究者が所属する研究機関が研究費を適切に管理することなどにより、適正な
執行等が図られるようにする。
２ 世界レベルの多様な知の創造
学術研究を支援する我が国唯一の資金配分機関として、研究者の自由な発想と研究の多
様性、長期的視点と継続性などの学術研究の特性を踏まえ、競争的研究資金（主として科
学研究費助成事業等）の審査・配分を確実に果たすことにより、世界レベルの学術システ
ムの中で多様な知を創造する研究を推進する。
（１）学術研究の助成
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① 世界レベルの多様な知の創造に向け、人文学、社会科学、自然科学の各学問分野の
学術研究に対する幅広い助成を行うことにより、我が国の大学等の研究基盤の充実及
び創造的で優れた学術研究の格段の発展に寄与する。
また、独創的な基礎的研究から将来の学問及び社会の発展に寄与する可能性を秘め
る種が芽吹くのを促し、重厚な知的蓄積が図られるよう助成の在り方について不断の
検討を行う。
② 学術研究の助成は、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行う。
すなわち科学研究費補助金事業として国から交付される科学研究費補助金を研究者
に交付することに加えて、研究助成の一部に要する費用に充てるために国から別途交
付される補助金により「学術研究助成基金」を設け、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基づき、学術研究助成基金事業を実施し、研究者に、その
研究の進捗に応じ研究費の交付を行う。
これらの事業については、国の事業としての一体性を確保しつつ、適正かつ効果的
に、確実に実施する。その際、助成対象となる研究者の側にとってわかりやすいもの
となるよう、文部科学省で行う科学研究費補助金事業を含め一体的に運用する必要が
あるため「科学研究費助成事業（科研費事業）
」として実施する。
また、文部科学省が直接業務を行っている新学術領域研究、特別研究促進費及び研
究成果公開促進費については、業務の効率化、利便性の向上を図る観点から、振興会
への一元化を進める。
学術研究助成基金事業について、独立行政法人日本学術振興会法（平成十四年十二
月十三日法律第百五十九号）第 18 条第１項の文部科学大臣が財務大臣と協議して定
めるものは、基金運用方針に定める研究事業とする。
なお、学術研究助成基金の運用開始後５年以内に、同基金の執行状況及び成果等に
ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。
③ 審査・評価については、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
も考慮して適切に行う。研究経験を有する者をプログラム管理者として配置し、その
知見を活用しながら、審査・評価の改善策の検討、審査委員の公正な選考、研究者へ
の情報提供等を行う。
応募書類の受理から採否決定までの審査は迅速に行い、早期交付に努めることと
し、府省共通研究開発管理システムを活用し、審査結果を他の競争的資金の配分機関
に対し迅速に提供する。また、評価結果については、国民に分かりやすい形で公表す
るとともに、学術研究に関する理解増進活動を行う。
また、評価における客観性の一層の向上を図る観点から、評価業務の効率化を図り、
人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、評価機能を充実させるための具体的方策を
検討し、実施する。
（２）学術の応用に関する研究の実施
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を行う。
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（３）研究拠点の形成促進
学術の中心である大学に対し、それぞれの特徴とミッションに対応した支援が適切に
行われ、大学の研究力が向上するよう、国が示す大学改革の方向性を踏まえた取り組み
を行う。
（４）先端研究助成等
（平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務）
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を集中的に推進す
るため、国から交付される補助金により造成された「先端研究助成基金」を活用し、総
合科学技術会議が決定した運用に係る方針を踏まえた文部科学大臣が定める基金運用
方針に基づき、我が国の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のために必要な助成・
執行管理を行う。
その際、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とする。また、若手・女性研究
者の先端的な研究に関する進捗管理を適切に行う。
併せて、先端的研究の内容を広く公開する活動に対して必要な助成を行うとともに、
若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境の充実・強化に係る必要な手続き
を行う。
３ 強固な国際協働ネットワークの構築
我が国の学術研究活動のグローバル化や研究者の国際流動性を一層促進する観点から、
海外の学術振興機関等と強固な国際協働ネットワークを構築するとともに、個々の大学に
おける様々な活動に留まらない我が国全体の学術研究活動の発展に向けた取組を行う。
国際交流事業について、大学等研究現場や海外協力機関のニーズを踏まえながら不断の
見直しを行い、大括り化・整理合理化を進める。
（１）国際的な共同研究等の促進
海外の学術振興機関等と強固な国際協働ネットワークを構築することにより、我が国
の研究水準、国際競争力の一層の強化を進めるため、共同研究、研究者交流、セミナー・
シンポジウムの開催等多様な国際交流の支援を行う。
（２）国際研究支援ネットワークの形成
多国間の学術振興機関ネットワークの強化・発展、振興会事業経験者の活動への支援、
海外研究連絡センターの活動を通して、国際研究支援ネットワークを充実させる。
（３）世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成
世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する人材を育成するため、若手研究者の
海外派遣など国際的な研鑽を積む機会の提供や様々なキャリアステージにある優秀な
外国人研究者の招へいなどの取組を行う。
外国人研究者の招へいを目的とする、外国人著名研究者招へい事業、外国人招へい研
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究者事業（長期・短期）
、外国人特別研究員事業（一般、欧米短期、サマー・プログラ
ム）については、業務の効率化を図る観点から統合・メニュー化する。
４ 次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
我が国の学術研究を担う優秀な人材を育成するため、そのキャリアパスの確保に留意し
つつ、若手研究者に対する支援を充実する。
また、我が国の大学の改革への取組を支援し、その教育研究機能の向上やグローバル化
に積極的に取り組む。
（１）研究者の養成
次世代の人材の育成のため、自立して研究を行い得る段階に達し、研究能力が高まる
時期にある若手研究者に対して、目的や対象者層等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支援事業を実施することにより、優秀な学術の研究者を
養成する。
各種事業の実施に当たっては、研究者の自立性向上を図るとともに、一定の競争環境
を維持しつつ、分野の特性を踏まえ、計画的・継続的に優れた研究者を養成・確保し、
研究者としてのキャリアパスの確立に努める。その際、研究者養成の重要な時期である
大学院博士課程（後期）へ優秀な人材が経済的不安なく進学できるようにするための博
士課程（後期）学生への支援、女性研究者が研究と出産・育児を両立するための支援、
若手研究者の海外での長期研究の奨励、研鑽の機会の充実に配慮する。
また、各種事業における支援対象者の選考審査に関し、審査の独立性、透明性、公正
性を確保し、目的や対象者層等に応じた優れた研究者等を的確に見極め、厳正に選考を
行う。
（２）若手研究者の海外派遣
国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、若手研究者個人の海外派
遣とともに、研究機関の国際研究戦略に沿った組織的な研究者海外派遣など、若手研究
者を海外に派遣する取組を計画的・継続的に実施する。
また、各種事業における支援対象の選考審査に関し、審査の独立性、透明性、公正性
を確保し、目的や対象者層等に応じた優れた研究者等を的確に見極め、厳正に選考を行
う。
（３）研究者海外派遣業務
（平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務）
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を
集中的に推進するため、国から交付された補助金により造成された「研究者海外派遣基
金」により実施された各事業の収支を確定させ、定められた期日までに同基金を廃止す
る。
（４）大学の教育研究機能の向上やグローバル化の支援
- 5 469

次世代の人材育成のため、大学において行われる教育研究機能の向上やグローバル化
への取組を国が示す大学改革の方向性を踏まえ、学術振興の観点から支援する。
５ エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進
世界的に学術研究の進展が速まっている傾向のもとで、情報が学術研究を制するという
世界の動向に対応し、学術研究や人材育成に関わる情報を収集・蓄積・分析し、それらの
エビデンスに基づいた事業を展開するための体制を構築する。
また、広く国民に向け情報発信を強化するとともに、大学等関係団体や経済界等とのコ
ミュニケーションを強化し、社会との連携を一層推進する。
（１）調査・研究の実施
学術の振興を図るための各種事業を長期的観点に立って効果的に展開するため、研究
経歴を有する職員等により、振興会諸事業に関する分析を行うとともに、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・研究を行い、公表する。
また、その結果については、事業実施や新たな事業の企画・立案に活かす。
なお、振興会諸事業に関する情報の収集・蓄積を行う体制を構築し、分析機能の強化
を図る。
（２）広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
振興会の活動状況及び調査・研究の成果を積極的に情報発信することによって、国内
外の研究者、国民との相互理解を図り、社会との効果的な関係を構築するため、広報の
体制を強化する。
また、調査・研究の成果については、事業の企画立案等に的確に活かすとともに、ホ
ームページへの掲載や出版等により、研究者をはじめ社会に積極的に提供し、広く普及
させる。
（３）学術の社会的連携・協力の推進
大学等の研究者と産業界の研究者等がそれぞれの発意に基づいた相互のインターフ
ェイス機能の充実を図るため、情報交換など研究交流を促進する。
６ 前各号に附帯する業務
学術研究を行う研究者に対する各種の支援など、前各号に附帯する業務を適切に実施す
る。
第四 業務運営の効率化に関する事項
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実施し得
る機能的・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。
法人の行う業務については、既存事業の徹底した見直し等により、効率化を進める。その
際、
「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
- 6 470

大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、国の基準を踏まえた随意契約の見直しや業務委託
の積極的な取組を行う。
また、適切な業務運営を図るため、内部統制を充実・強化させる。
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。
一般管理費（人件費を含む。
）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以
上の効率化に努めることとし、その他の事業費（競争的資金等を除く。
）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。また、寄付金事業等
についても業務の効率化を図る。
総人件費については、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをするものとする。給与水準に
ついては、国家公務員の給与水準を十分考慮し、当該給与水準について検証を行い、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。
また、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とし、職員の能力の向上を図る。
第五 財務内容の改善に関する事項
寄付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、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。
第六 その他業務運営に関する重要事項
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。
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独立行政法人日本学術振興会が
中期目標を達成するための計画
（中期計画）

平成２５年３月２９日

独立行政法人日本学術振興会
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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条の規定により、独立行政法人日
本学術振興会（以下「振興会」という。）の平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日ま
での５年間における中期目標を達成するための中期計画を次のとおり定める。
第一

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）学術研究を推進する研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援するため、
研究の手法や規模、必要とする資金など研究分野ごとに異なる特性に応じた支援方法、
長期的視点からの配慮、研究者の意見を取り入れる制度運営等を勘案しつつ、事業を進
める。
また、各事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連携・
協力関係を構築する。その際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等におい
て実施される学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮しつつ、事業を行う。
男女共同参画を進めるため、女性研究者を審査委員に委嘱するよう配慮する。
（２）業務運営に関する重要事項を諮問するための評議員会については、各界・各層からの
学識経験者で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、評議員会等での幅広
く高い識見に基づく審議及び意見を参考とし、効果的に成果が上がるよう業務運営に反
映させる。
（３）学術システム研究センターに研究経験を有する第一線級の研究者を配置する。センタ
ーは、学問領域の専門的な知見に基づく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。
また、センターの組織運営について、外部有識者から構成される運営委員会における
高い識見に基づく審議及び意見を参考とすることにより、ガバナンスの強化を図る。
さらに、センターの業務内容の透明性の向上を図る観点から、審査員の審査結果に対
する検証等のプロセスについて国民に分かりやすい形で明らかにすることを含めセンタ
ーの活動について積極的な情報発信を行う。
（４）自己点検については、事業実施に関係する研究者等の意見を参考に、毎年度事業ごと
に実施し、事業の改善・見直し等を行う。
また、外部評価として、複数の学界や産業界などを代表する有識者に評価委員を依頼
することにより体制を整備し、毎年度、管理運営や各事業の実施状況等について、効率
及び効果の両面から評価を行う。その結果をホームページ等国民に判りやすい形で公表
するとともに、その指摘を業務運営の改善等に的確に反映し、振興会におけるPDCA（Plan
（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善））サイクルを実施する。
（５）公募事業については、応募や審査に係る機密性の高い情報を保護するため、情報セキ
ュリティを確保しつつ、研究者、審査委員及び大学等研究機関の負担を軽減し、業務を
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効率的に実施するため、情報システムを活用する。
公募事業の応募手続き及び審査業務については、「電子申請システム」を整備し、完
全電子化に取り組む。完全電子化に当たっては、府省共通研究開発管理システムとの連
携を図りつつ、積極的に推進する。
なお、両システムに共通する機能については、業務効率化の観点から十分な検証を行
い、重複開発を行わないように調整を図る。ただし、応募書類の簡素化が困難である場
合など、電子化による費用対効果が見込めない公募事業については、電子システムの最
適化に留意しつつ、柔軟に対応する。
（６）助成・支援事業のマネジメントの一環として、不合理な重複及び過度の集中の排除並
びに不正使用及び不正受給の防止策を強化する。
このため、政府等の方針を踏まえ、研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除する
ため、府省共通研究開発管理システム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。
また、研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分
担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報
告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要に応じ、
各事業毎に適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる。
さらに、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行
為の防止策について助言、注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進す
ることに努める。
２

世界レベルの多様な知の創造
学術研究を支援する我が国唯一の資金配分機関として、研究者の自由な発想と研究の多

様性、長期的視点と継続性などの学術研究の特性を踏まえ、競争的研究資金（主として科
学研究費助成事業等）の審査・配分を確実に実施することにより、世界レベルの学術シス
テムの中で多様な知を創造する研究を推進する。
（１）学術研究の助成
学術研究に対する幅広い助成を行うことにより、独創的かつ多様な基礎的研究を推進
し、人類の知的資産の拡充、将来の学問及び社会の発展に寄与する。その際、公正で透
明性のある審査・評価を実施するとともに、研究者の研究活動が円滑に実施できるよう
に業務を行う。また、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及活動を行う。
学術研究の助成は、科学研究費補助金事業（以下「補助金事業」という。）及び学術
研究助成基金事業（以下「基金事業」という。）により行う。これらの事業については、
助成対象となる研究者の側にとって分かりやすいものとなるよう一体的な運用が求めら
れることから、科学研究費助成事業（以下「科研費事業」という。）として実施する。
科研費事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割分担に基づ
き、以下により、滞りなく確実に実施する。
特に、学術研究助成基金事業については、学術研究助成基金を設け、文部科学大臣が
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財務大臣と協議して定める基金運用方針に従って実施する。その際、科学研究費補助金
事業との整合性に配慮しつつ、基金の特性を活かし、研究資金の多年度にわたる柔軟な
使用を可能とするなど、研究計画等の進捗状況に応じて弾力的に運用する。
・

科研費事業の配分審査、研究評価等を行うために、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を置く。

・

科研費事業の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が定めた規程、通知に従
って行う。

・

科学研究費委員会において、科研費事業の毎年度の審査方針等を、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て決定する。

・

文部科学省が直接業務を行っている新学術領域研究、特別研究促進費及び研究成果
公開促進費の振興会への一元化の進展に応じ、体制の整備を図る。

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、研究者ニーズ及び諸外国の状況等を

踏まえて、公正な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行う。
（ⅰ）審査業務
科学研究費委員会を年３回程度開催するとともに、配分審査のための小委員会
を必要に応じて開催する。
審査の手引の作成や審査の検証等を通じ、審査の質的充実を図るとともに、毎
年度、審査結果を総括する。
（ⅱ）評価業務
評価については、人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、それぞれの研究種
目に応じて行うとともに、評価機能を充実させるための方策を検討、実施する。
大型の研究課題については、追跡調査等により成果把握に取り組む。その際、適
切な評価体制の整備を図るとともに、その結果については、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）
公募に関する情報については、科研費事業に関するホームページにより公表す
るとともに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるよう
にする。
応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員
会において審査方針等を決定し、１０月上旬までに公表する。
（ⅱ）交付業務
補助金事業及び基金事業の特性に配慮しつつ、科研費が有効に活用されるよう
早期交付に努める。特に、次の期限を明確に定めることにより、迅速かつ確実に
行う。
・

採否に関する通知は、４月上旬までに行う。

・

応募者に対する審査結果の開示は、４月下旬までに行う。
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（ⅲ）科研費事業説明会の実施
科研費事業に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の研究
機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じての
実施などにより、全国各地で行う。
③

研究成果の適切な把握
科研費事業の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、産業界や他の

研究機関等において活用できるようホームページ等において広く公開する。
④

助成の在り方に関する検討
学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術シス

テム研究センター等の機能を活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させる。その
際、世界と我が国の学術研究の動向を俯瞰し、融合的な研究分野や先端的・萌芽的な
研究分野など新たな分野、及び我が国として途絶えさせてはならない学問分野に配慮
することにより、学術研究の多様性を確保する。
また、基金事業の運用開始後５年以内に、執行状況及び成果等について検討を加え、
その結果に基づいて必要な見直しを行う。
（２）学術の応用に関する研究の実施
様々な学術的・社会的要請に応えるために、国の審議会等による報告等を踏まえつつ、
学術の発展や社会問題の解決につながるような学術研究を行う。
①

課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業
文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会報告を踏まえ、先導的な人文・社会科

学研究を推進する。
事業の実施に当たっては、委員会を設けて課題を設定するとともに、研究の進捗状
況等について評価する。課題の設定に当たっては、学術システム研究センター等の機
能を活用する。また、ホームページへの掲載やセミナー・シンポジウムの開催等によ
り、広く研究成果を発信する。
②

東日本大震災学術調査
平成２３年５月の東日本大震災復興構想会議決定「復興構想７原則」を踏まえ、東

日本大震災に関する国内外の記録を学術関係者により幅広く科学的に分析し、その教
訓を次世代に伝承し、発信するために、関係機関の有機的連携に配慮しつつ、人文・
社会科学を中心として歴史の検証に耐えうる学術調査を実施する。
（３）研究拠点の形成促進
国の助成事業のうち研究拠点の形成を目的とするものについて、振興会の有する審
査・評価に関する知見が活用できる場合には、審査・評価実施機関として選定されるよ
うに努める。審査・評価の実施に当たっては国の定めた制度・方針に従うとともに、以
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下の取組を行い、審査・評価の公正さ、透明性、信頼性を確保する。
・

審査・評価を担う委員会の設置

・

審査に関する情報の公表

・

利益相反に配慮した審査の実施

・

審査・評価終了後の委員名の公表

・

評価結果等の公表

また、国の事業実施期間に応じて審査・評価業務を実施することにより継続性を確保
しつつ、実効性のある審査・評価を行う。
（４）先端研究助成等
（平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務）
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を集中的に推進する
ため、先端研究助成基金を活用し、我が国の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興の
ために必要な助成・執行管理を行う。
その際、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とするなど、研究計画等の進捗
状況に即応して、機動的・弾力的な経費の支出を行うとともに、基金を廃止する場合に
おける、国庫への納付等の手続きに関する業務を法令の定めるところに従い、確実に実
施する。また、若手・女性研究者の先端的な研究に関する進捗管理を適切に行う。
併せて、先端研究助成基金による研究の内容を広く公開する活動に対して必要な助成
を行うとともに、国内外の若手・女性等研究者が活躍しうる最先端の研究基盤・研究環
境を充実・強化するために助成したものに係る額の確定等を行う。
【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について、質の高い成果（内容）であるとの評
価を得る。
①

学術研究の助成において達成すべき成果

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

募集業務・交付業務の円滑な実施

・

国内外の学術研究動向を把握し事業に反映

・

融合的分野、萌芽的分野など新しい研究分野の創出支援

・

広く国民に向けた研究成果の情報発信

②

学術の応用に関する研究の実施において達成すべき成果

・

適切な課題設定と研究の実施

・

広く国民に向けた研究成果の情報発信

③

研究拠点の形成促進において達成すべき成果
・ 国の定めた制度・方針に従った審査・評価

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保

・

積極的な情報発信

また、先端研究助成等（平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務）において達成
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すべき成果は以下の通りとする。
・

先端研究助成業務においては、全ての補助事業者に対し、申請に基づく助成金を

迅速に交付する。
・

先端研究助成基金による研究の加速・強化に関する業務においては、全ての補助

事業者に対し、申請に基づく助成金を迅速に交付する。
３

強固な国際協働ネットワークの構築
国際的な共同研究を積極的に促進するなど、我が国の研究水準、国際競争力の一層の向

上を目指し国内外からの要請に応えるべく、我が国を代表する資金配分機関として戦略的
に以下の取組を行う。
なお、公募事業については、学術システム研究センターや国際事業委員会の機能を有効
に活用し、審査の透明性・公平性を確保しつつ、競争環境の中で厳正な審査を行う。
国際共同研究等に係る基本的な戦略について、学術システム研究センター等の機能を活
用し、地域や分野の特性を踏まえながら策定する。
その戦略に基づき、国際交流事業については、大学等研究機関や諸外国の学術振興機関
のニーズを踏まえながら不断の見直しを行い、大括り化・整理合理化を進める。
（１）国際的な共同研究等の促進
我が国の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層進めるため、諸外国の学術振興機
関との協定等に基づく、国際共同研究、セミナー開催などの事業を実施する。また、世
界の学術研究動向の変化等を踏まえつつ、新興国等との新たな国際共同研究等のニーズ
に対応する。
先端研究分野における世界的水準の研究教育拠点の形成やアジア・アフリカ地域にお
ける諸課題解決に資する中核的な研究教育拠点の形成を推進する。
（２）国際研究支援ネットワークの形成
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て議論を行うための、
多国間の学術振興機関ネットワークを強化・発展させる。
また、我が国での研究滞在を終え、母国に帰国した外国人研究者のネットワーク強化
を図るため、振興会事業を経験した研究者コミュニティの活動の支援を行う。
海外研究連絡センターにおいては、学術研究ネットワーク形成支援や我が国の大学等
の研究教育環境のグローバル化のための拠点としての機能を果たす観点から、世界の学
術振興機関との関係構築、大学の海外展開の支援、セミナー、シンポジウムの開催等を
実施する。
（３）世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成
頭脳循環により国際研究ネットワークの核となる優れた研究者の育成を図るため、若
手研究者が海外において世界水準の国際共同研究に携わるなどの国際的な研鑽機会を提
供する大学等研究機関を支援する。
また、我が国と先進諸国やアジア・アフリカ諸国等の幅広い若手研究者の育成及び相
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互のネットワーク形成を促すため、若手研究者の集中的な討議の機会を提供するための
シンポジウム・セミナー等の取組を実施する。
さらに、内外の研究者が我が国の大学等研究機関で切磋琢磨する研究環境を創出し、
若手研究者の育成等に資するため、優秀な若手研究者や世界的研究業績を有する著名研
究者等、様々なキャリアステージにある優れた外国人研究者招へいのための取組を推進
する。また、外国人著名研究者招へい事業、外国人招へい研究者事業（長期・短期）、
外国人特別研究員事業（一般、欧米短期、サマー・プログラム）については、業務の効
率化を図る観点から統合・メニュー化を行う。
加えて、招へいした外国人研究者の協力を得て、我が国の将来を担う高校生に科学や
国際社会への関心を深める機会を提供する。
【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項で質の高い成果（内容）であるとの評価を得る。
①

国際的な共同研究等の促進において達成すべき成果

・

振興会の支援する国際共同研究等による成果の状況

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

②

国際研究支援ネットワークの形成において達成すべき成果

・

諸外国の学術振興機関との連携・協力強化の状況

・

振興会事業経験者、海外研究連絡センターの活動を通じた国際研究支援ネットワ
ークの拡大・強化の状況

・
③

積極的な情報発信の状況

世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成において達成す
べき成果

４

・

若手研究者に対する国際的な研鑽機会の提供の状況

・

外国人研究者の招へいのための事業の統合・メニュー化の状況

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
我が国の学術研究を担う優秀な人材を育成するため、優れた若手研究者に対する経済的

支援や海外で研鑽を積むことができる環境の整備等に取り組む。
また、我が国の大学の改革への取組を支援し、その教育研究機能の向上やグローバル化
に積極的に取り組む。
これらの事業を実施するに当たっては、第一線で活躍する若手研究者も含む人材育成企
画委員会（仮称）を置き、人材育成に係る諸課題について検討を行う。
（１）研究者の養成
大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有す
る若手研究者に一定期間資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選び
ながら生活の不安なく研究に専念できる環境を整備するため、特別研究員事業を計画
的・継続的に実施する。
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また、研究者養成の観点から、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者や大
学院博士課程学生に対する顕彰事業を計画的・継続的に実施する。
なお、学術研究分野における男女共同参画を進めるため、出産・育児に配慮した取組
を推進する。
①

大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する者等への支援
大学院博士課程（後期）学生及び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」として
採用し、研究奨励金を支給する。
博士の学位を有する者等で特に優れた研究能力を有する者等については、若手研究
者の世界レベルでの活躍を期して、能力に応じた処遇を確保する。
大学院（博士課程）の状況や研究者のキャリアパスの状況を勘案しつつ、第４期科
学技術基本計画等に十分配慮した上で、本事業を推進する。
対象者に応じた多様な採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採用計画を毎年度
整備し、幅広い研究分野における優れた若手研究者を計画的・継続的に採用する。
（ⅰ）審査の適切な実施
特別研究員の選考に当たっては、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、公正に審査を実施する。
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を整備すると
ともに審査方針等をホームページ等で公開する。
審査委員は、学術システム研究センターからの推薦に基づき、特別研究員等審
査会委員等選考会において選考する。
審査結果を申請者に適切に開示する。
（ⅱ）事業の評価と改善
採用期間終了後の進路状況調査や学術システム研究センター等の機能を活用し
つつ、事業の実施状況や支給の効果等について評価・検証を行う。
また、人材育成企画委員会（仮称）等の検討を踏まえ、特別研究員事業に関し、
事業趣旨に留意しながら、必要に応じて事業内容の検討・見直しを行う。
（ⅲ）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
を防止するための取組を引き続き行う。
②

優れた若手研究者の顕彰
我が国の学術研究の発展への寄与が期待される研究者の養成に資するため、優れた

若手研究者を顕彰する「日本学術振興会賞」及び大学院博士課程学生を顕彰する「日
本学術振興会育志賞」を実施する。
（２）若手研究者の海外派遣
国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、若手研究者個人の海外派
遣とともに、研究機関の国際研究戦略に沿った組織的な研究者海外派遣など、若手研究
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者を海外に派遣する取組を計画的・継続的に実施する。
各種事業における選考審査は、特別研究員等審査会及び国際事業委員会において厳正
に実施する。
①

若手研究者の海外派遣（個人支援）
我が国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者や博士の学位を有する者等の

中から優れた若手研究者を「海外特別研究員」として採用し、海外の特定の大学等研
究機関において長期間研究に専念させるため、滞在費等を支給する。
その際、第４期科学技術基本計画等における世界レベルの若手研究者養成のための
国際研鑽機会の充実に十分配慮した上で、本事業を推進する。
また、採用期間終了後の進路状況調査や学術システム研究センター等の機能を活用
しつつ、事業の実施状況や支給の効果等について評価・検証を行う。
②

若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）
頭脳循環により国際研究ネットワークの核となる優れた研究者の育成を図るため、

研究機関の国際研究戦略に沿って、若手研究者を海外へ派遣し、派遣先の研究機関と
行う世界水準の国際共同研究に携わり、様々な課題に挑戦する機会を提供する大学等
研究機関の支援等を行う。
（３）研究者海外派遣業務
（平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務）
我が国の大学等研究機関の国際化を図るとともに、我が国の競争力強化の源となる人
材の育成を行うため、研究者海外派遣基金を用いて若手研究者を海外に派遣した各事業
の収支を確定させ、定められた期日までに同基金を廃止する。その際、基金に残余があ
るときは、国庫への納付等の手続きに関する業務を法令の定めるところに従い、確実に
実施する。
（４）大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援
大学の教育研究機能の向上やグローバル化に関わる助成事業について、審査・評価業
務を実施する。また、審査・評価実施機関の公募が行われ、振興会の有する審査・評価
に関する知見が活用できる場合には、当該事業への応募及び実施機関として選定される
よう努める。審査・評価の実施に当たっては国の定めた制度・方針に従うとともに、以
下の取組を行い、審査・評価の公正さ、透明性、信頼性を確保する。
・

審査・評価を担う委員会の設置

・

審査要項、審査基準等、審査に関する情報の公表

・

利益相反に配慮した審査の実施

・

審査・評価終了後の委員名の公表

・

評価結果等の公表

また、国の事業実施期間に応じて審査・評価業務を実施することにより継続性を確保し
つつ、実効性のある審査・評価を行う。
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【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について質の高い成果（内容）であるとの評価
を得る。
①

研究者の養成において達成すべき成果
・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

特別研究員の進路状況

・

博士課程在学時以外の場所で研究する特別研究員の状況

②

若手研究者の海外派遣において達成すべき成果
・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

海外特別研究員の進路状況

③

５

大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援において達成すべき成果
・

国の定めた制度・方針に従った審査・評価

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保

・

積極的な情報発信

エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進
世界的に学術研究の進展が速まっている傾向のもとで、情報が学術研究を制するという

世界の動向に対応し、学術研究や人材育成に関わる情報を収集・蓄積・分析し、それらの
エビデンスに基づいた事業を展開するための体制を構築する。
また、広く国民に向け情報発信を強化するとともに、大学等関係団体や経済界等とのコ
ミュニケーションを強化し、社会との連携を一層推進する。
（１）調査・研究の実施
①

学術システム研究センター
学術システム研究センターは、学問領域の専門的な知見に基づき、諸外国における

学術振興施策の状況、国内外の学術研究の動向等、振興会の業務運営に関して必要な
調査・研究を実施する。諸外国の学術振興施策については、欧米主要国等における学
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、分析を継続的に
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、分析を継続的に行う。特に、学術システム研究センターの研究員全
員に専門分野についての学術動向研究を依頼し、毎年度報告を受けるとともに、結果
をとりまとめ、事業に活かす。また、最新の学術動向等の調査・研究を通じて、我が
国が今後国際的に先導していくべき研究を発掘し、事業の企画・立案に反映させる。
これらの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において
公表する。
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②

グローバル学術情報センター
グローバル学術情報センターは、振興会の諸事業に関する情報の収集・蓄積、国内

外の学術振興機関の事業の実施状況に関する情報の収集・蓄積を行う。
また、これら収集・蓄積した情報を分析し、その結果を学術システム研究センター
に提供するとともに、振興会の諸事業へ提案し、事業改善に活用する。
（２）広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
①

広報と情報発信の強化
振興会の活動内容や調査・研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民

に理解してもらうため、魅力ある広報誌等出版物やホームページの内容充実に努める
など、効果的な情報提供が実施できるよう、広報体制を整備し、その充実を図る。
また、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。掲載
に当たっては閲覧者側からの視点を重視し、見やすさ・分かりやすさの確保に努める。
②

成果の社会還元・普及・活用

（ⅰ）我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科研費事業による研
究成果を分かりやすく説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わりや学
術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する「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」を全国各地の大学で幅広く実施す
る。
（ⅱ）学術システム研究センター等の調査・研究の成果、海外研究連絡センターの収集
情報、及び科研費事業をはじめ振興会が実施する各事業において支援対象者から提
出された実績報告書等については、知的所有権等に配慮した上で、事業の企画立案
等に活用するとともに、ホームページへの掲載や出版等により、研究者をはじめ社
会に積極的に提供し、広く社会還元を目指すとともに普及を図る。
（ⅲ）学術研究の進展により生じた卓越した研究成果を広く一般に公開することにより、
学術研究の成果・普及及びその重要性についての理解促進に努める。
（３）学術の社会的連携・協力の推進
大学等の研究のシーズ及び産業界の研究のニーズに応じた情報交換、交流促進を図る
ための場、また学界と産業界の連携による若手研究者の人材育成の場としての産学協力
研究委員会等を、研究者の発意に基づいて設置する。委員会等の設置に当たっては、学
術の社会的連携・協力の立場から、学界と産業界との連携によって発展が期待される研
究のシーズや分野及びその推進の方法・体制等について検討する総合研究連絡会議を開
催し、審議結果を積極的に外部に情報発信する。また、国内外の研究者を集めてのセミ
ナー、シンポジウムを開催するとともに研究成果の刊行を通じて、これら研究委員会の
研究成果を発信する。
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【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について質の高い成果（内容）であるとの評価
を得る。
①

調査・研究の実施において達成すべき成果
・

②

広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用において達成すべき成果
・

調査研究の成果が研究者をはじめ社会への積極的な提供。

・

「発見と発明のデジタル博物館（卓越研究データベース）」の充実。

③

６

調査・研究が事業に活かされたとの評価を得る。

学術の社会的連携・協力の推進において達成すべき成果
・

産学協力研究員会の活発な活動と一層の活性化の推進

・

産業界のニーズを踏まえた事業展開

・

セミナー・シンポジウムの開催と研究活動及び成果にかかる情報発信

前各号に附帯する業務
学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を毎年度着実に

実施する。
①

国際生物学賞委員会により運営される生物学研究に顕著な業績を挙げた研究者を顕
彰する国際生物学賞にかかる事務を担当する。

②

野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対す
る賞（野口英世アフリカ賞）に係る医学研究分野の審査業務を担当する。

③

学術関係国際会議の開催のため、免税措置を受けられない主催者に代わり、特定公
益増進法人としての募金の事務を行う。

第二
１

業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

組織の編成及び運営
理事長のリーダーシップにより、中期目標を達成するため、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。
適切な業務運営を図るため、管理会計の活用、コンプライアンス及びリスクマネジメン
ト体制の整備、分かりやすい情報開示等の不断の見直しを行い、内部統制の充実・強化を
図る。
また、会計監査人による法定監査のほか、監事による監査を受けることにより、法人業
務全般について厳格なチェックを受ける。その際、国民の理解と信頼が得られるよう、監
査の結果をホームページ等で公開する。
２

一般管理費等の効率化
一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％

以上の効率化を達成するほか、その他の事業費（競争的資金等を除く。）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。
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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。
３

人件費の効率化
総人件費については、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをするものとする。給与水準

については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、当該給与水準について検証を行い、適
正化に取り組むとともに、その検証結果や取り組み状況を公表する。
４

業務・システムの合理化・効率化
事業の効率的な遂行のため外部委託について検討を行い、実施する。
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、情報化統括責任者（CIO）の指揮のもと、業務プロセス全般について不断の見直し
を行い、業務・システムに係る最適化の推進、調達についての精査、人材の全体的なレベ
ルアップを図るための職員研修の検討・実施を行う。
なお、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
低下を招かないように配慮する。また、助成・支援業務において、研究者への支援を確実
かつ効果的に行う上で必要な審査・評価経費については、適切に措置する。
第三

予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画（通則法第３０条第２項第
３号）

１

予算（中期計画の予算）
別紙１－１～１－５のとおり

２

収支計画
別紙２－１～２－５のとおり

３

資金計画
別紙３－１～３－５のとおり

第四

短期借入金の限度額（通則法第３０条第２項第４号）
短期借入金の限度額は７５億円とする。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。
第五

重要な財産の処分等に関する計画（通則法第３０条第２項第４の２号、同第５号）
重要な財産を譲渡、処分する計画はない。

第六

剰余金の使途（通則法第３０条第２項第６号）
振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査・研究の
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充実、情報化の促進に充てる。
第七
１

その他主務省令で定める業務運営に関する事項（通則法第３０条第２項第７号）

施設・設備に関する計画
施設・設備に関する計画はない。

２

人事に関する計画

（１）人事方針
①

職員の業績等の人事評価を定期的に実施し、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

大学をはじめ学術振興に関連する機関との人事交流を促進して、質の高い人材の確
保・育成を図り、職員の意識や能力に応じた適切な人事配置を行う。

③

限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、国内及び国外研修
等を実施し、職員の専門性を高めるとともに、意識向上を図る。

３

中期目標期間を超える債務負担
中期目標期間を超える債務負担については、事業を効率的に実施するため、当該期間が

中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘案し
合理的と判断されるものについて行う。
４

積立金の使途
前期中期目標の期間の最終事業年度における積立金残高のうち、文部科学大臣の承認を

受けた金額については、独立行政法人日本学術振興会法に定める業務の財源に充てる。
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（別紙１－１）
平成２５年度～平成２９年度 予算（総括表）
（単位：百万円）
区分

金額

収入
運営費交付金
国庫補助金収入
科学研究費補助金
研究拠点形成費等補助金
国際化拠点整備事業費補助金
先端研究助成基金補助金
研究者海外派遣基金補助金
最先端研究開発戦略的強化費補助金
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金
学術研究助成基金補助金
事業収入
寄付金事業収入
産学協力事業収入
学術図書出版事業収入
受託事業収入
計
支出
一般管理費
うち人件費
物件費
事業費
うち人件費
物件費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
国際化拠点整備事業費補助事業費
先端研究助成事業費
研究者海外派遣事業費
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費
学術研究助成事業費
寄付金事業費
産学協力事業費
学術図書出版事業費
受託事業費
計
※

１４２，８６６
１，１９６，９９２
６７５，６５０
８７８
３７５
－
－
１，０００
７，６１０
５１１，４８０
７０４
２３２
１，３０５
３
１３９
１，３４２，２４１
４，８７６
１，８０３
３，０７３
１４０，９１０
２，５９２
１３８，３１８
６７５，６５０
８７８
３７５
３２，６３７
３５２
１，０００
７，６１０
５０３，７３５
２３２
１，３０５
３
１４１
１，３６９，７０３

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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［人件費見積り］
中期目標期間中に支出する人件費の見積りは、５,１４０百万円である。
［運営費交付金の算定ルール］
毎事業年度に交付する運営費交付金(Ａ)については、以下の数式により決定する。
Ａ(y)＝(Ｃ(y)×α1(係数)＋｛(Ｒ(y)＋Ｐｒ(y))×α2(係数)｝＋ε(y)－Ｂ(y)×λ(係数)
Ｒ(y)＝Ｒ(y-1)×β(係数)×γ(係数)
Ｃ(y)＝Ｐｃ(y-1)×σ(係数)＋Ｅ(y-1)×β(係数)
Ｂ(y)＝Ｂ(y-1)×δ(係数)
Ｐ(y)＝Ｐｒ(y)＋Ｐｃ(y)＝｛Ｐｒ(y-1)＋Ｐｃ(y-1)｝×σ(係数)
各経費及び各係数値については、以下の通り。
Ｂ(y)：当該事業年度における事業収入の見積り。Ｂ(y-1)は直前の事業年度におけるＢ(y)。
Ｃ(y):当該事業年度における一般管理費。Ｃ(y-1)は直前の事業年度におけるＣ(y)。
Ｅ(y):当該事業年度における一般管理費中の物件費。Ｅ(y-1)は直前の事業年度におけるＥ
(y)。
Ｐ(y)：当該事業年度における人件費（退職手当を含む）。Ｐ(y-1)は直前の事業年度におけ
るＰ(y)。
Ｐｒ(y)：当該事業年度における事業費中の人件費。Ｐｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＰ
ｒ(y)。
Ｐｃ(y)：当該事業年度における一般管理費中の人件費。Ｐｃ(y-1)は直前の事業年度におけ
るＰｃ(y)。
Ｒ(y)：当該事業年度における事業費中の物件費。Ｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＲ(y)。
ε(ｙ)：当該事業年度における特殊経費。重点施策の実施（例：特別研究員研究奨励金）、
事故の発生、退職者の人数の増減等の事由により当該年度に限り時限的に発生する
経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与えうる規模の経費。これらにつ
いては、各事業年度の予算編成過程において、人件費の効率化等一般管理費の削減
方策を反映し具体的に決定。ε(y-1)は直前の事業年度におけるε(y)。
α1：一般管理効率化係数。中期目標に記載されている一般管理費に関する削減目標を踏まえ、
各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。
α2：事業効率化係数。中期目標に記載されている削減目標を踏まえ、各事業年度の予算編成
過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。
β：消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な
係数値を決定。
γ：業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係
数値を決定。
δ：事業収入政策係数。過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事
業年度における具体的な係数値を決定。
λ：収入調整係数。過去の実績における事業収入に対する収益の割合を勘案し、各事業年度
の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。
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σ：人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において、給与昇給率等を勘案し、当該事業
年度における具体的な係数値を決定。
[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等]
上記算定ルール等に基づき、以下の仮定の下に試算している。
・

運営費交付金の見積りについては、特別研究員研究奨励金については、第４期科学技術
基本計画を踏まえて当該事業年度における具体的な額を決定するが、ここでは各年度に
おいて便宜的に平成２０年度予算額を用いている。またα1（一般管理効率化係数）を各
事業年度3.0％の縮減、α2（事業効率化係数）を各事業年度1.0％の縮減とし、λ（収入
調整係数）は一律1として試算。

・

事業費中の物件費については、β（消費者物価指数）は変動がないもの（±0％）とし、
γ（業務政策係数）は一律1として試算。

・ 人件費の見積りについては、σ（人件費調整係数）は変動がないもの（±0％）とし退職
者の人数の増減等がないものとして試算。
・

事業収入の見積りについては、δ（事業収入政策係数）は据え置き（±0％）とし試算。
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（別紙１－２）
平成２５年度～平成２９年度 予算（一般勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

収入
運営費交付金
国庫補助金収入
科学研究費補助金
研究拠点形成費等補助金
国際化拠点整備事業費補助金
最先端研究開発戦略的強化費補助金
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金
事業収入
寄付金事業収入
産学協力事業収入
学術図書出版事業収入
受託事業収入
計
支出
一般管理費
うち人件費
物件費
事業費
うち人件費
物件費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
国際化拠点整備事業費補助事業費
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費
寄付金事業費
産学協力事業費
学術図書出版事業費
受託事業費
計
※

２，１４３
１，２９５
８４８
１４０，９１０
２，５９２
１３８，３１８
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００
７，６１０
２３２
１，３０５
３
１４１
８３０，２４７

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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１４２，８６６
６８５，５１２
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００
７，６１０
１８８
２３２
１，３０５
３
１３９
８３０，２４５

（別紙１－３）
平成２５年度～平成２９年度 予算（学術研究助成業務勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

収入
国庫補助金収入
学術研究助成基金補助金
事業収入
計
支出
一般管理費
うち人件費
物件費
学術研究助成事業費
計

５１１，４８０
５１１
５１１，９９１
２，５４５
３８８
２，１５７
５０３，７３５
５０６，２８０

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
※２ 基金補助金は翌中期計画期間分の支出分を含めた金額を一括で収入額に計上し、事業
費は前中期目標期間の収入分を含めた金額を一括で支出額に計上しているため収支が一
致しない。
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（別紙１－４）
平成２５年度 予算（先端研究助成業務勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

収入
国庫補助金収入
先端研究助成基金補助金
事業収入
計
支出
一般管理費
うち人件費
物件費
先端研究助成事業費
計

－
５
５
１６７
１１６
５１
３２，６３７
３２，８０４

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
※２ 本勘定は、平成２１年度の基金補助金により造成した基金を管理するものであり、平
成２５年度限りである。
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（別紙１－５）
平成２５年度 予算（研究者海外派遣業務勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

収入
国庫補助金収入
研究者海外派遣基金補助金
事業収入
計
支出
一般管理費
うち人件費
物件費
研究者海外派遣事業費
計

－
０
０
２１
４
１７
３５２
３７４

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
※２ 本勘定は、平成２１年度の基金補助金により造成した基金を管理するものであり、平
成２５年度限りである。
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（別紙２－１）
平成２５年度～平成２９年度 収支計画（総括表）
（単位：百万円）
区分

金額

費用の部
経常経費
業務経費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
国際化拠点整備事業費補助事業費
先端研究助成事業費
研究者海外派遣業務費
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費
学術研究助成事業費
寄付金事業費
産学協力事業費
学術図書出版事業費
受託事業費
一般管理費
減価償却費

１，３６９，５０７
１４０，６５１
６７５，６５０
８７８
３７５
３２，６３７
３５２
１，０００
７，６１０
５０３，７３５
２３２
１，３０５
３
１４１
４，８７６
６３

収益の部
運営費交付金収益
科学研究費補助金収益
研究拠点形成費等補助金収益
国際化拠点整備事業費補助金収益
先端研究助成基金補助金収益
研究者海外派遣基金補助金収益
最先端研究開発戦略的強化費補助金収益
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金収益
学術研究助成基金補助金収益
業務収益
寄付金事業収益
産学協力事業収益
学術図書出版事業収益
受託事業収益
資産見返負債戻入

１，３６９，４４２
１４２，５４３
６７５，６５０
８７８
３７５
３２，７９９
３７３
１，０００
７，６１０
５０５，７６９
７０４
２３２
１，３０５
３
１４１
６２
△６５
６５
０

純損失
前中期目標期間繰越積立金取崩額
総利益
※

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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（別紙２－２）
平成２５年度～平成２９年度 収支計画（一般勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

費用の部
経常経費
業務経費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
国際化拠点整備事業費補助事業費
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費
寄付金事業費
産学協力事業費
学術図書出版事業費
受託事業費
一般管理費
減価償却費

８３０，０５０
１４０，６５１
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００
７，６１０
２３２
１，３０５
３
１４１
２，１４３
６３

収益の部
運営費交付金収益
科学研究費補助金収益
研究拠点形成費等補助金収益
国際化拠点整備事業費補助金収益
最先端研究開発戦略的強化費補助金収益
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金収益
業務収益
寄付金事業収益
産学協力事業収益
学術図書出版事業収益
受託事業収益
資産見返負債戻入

８２９，９８５
１４２，５４３
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００
７，６１０
１８８
２３２
１，３０５
３
１４１
６２
△６５
６５
０

純損失
前中期目標期間繰越積立金取崩額
総利益
※

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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497

（別紙２－３）
平成２５年度～平成２９年度 収支計画（学術研究助成業務勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

費用の部
経常経費
学術研究助成事業費
一般管理費

５０６，２８０
５０３，７３５
２，５４５

収益の部
学術研究助成基金補助金収益
業務収益

５０６，２８０
５０５，７６９
５１１
０
０

純利益
総利益
※

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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498

（別紙２－４）
平成２５年度 収支計画（先端研究助成業務勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

費用の部
経常経費
先端研究助成事業費
一般管理費

３２，８０４
３２，６３７
１６７

収益の部
先端研究助成基金補助金収益
業務収益

３２，８０４
３２，７９９
５
０
０

純利益
総利益
※

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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499

（別紙２－５）
平成２５年度 収支計画（研究者海外派遣業務勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

費用の部
経常経費
研究者海外派遣事業費
一般管理費

３７４
３５２
２１

収益の部
研究者海外派遣基金補助金収益
業務収益

３７４
３７３
０
０
０

純利益
総利益
※

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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500

（別紙３－１）
平成２５年度～平成２９年度 資金計画（総括表）
（単位：百万円）
区分

金額

資金支出
業務活動による支出
次期中期目標期間への繰越金

１，３８０，３６６
７８，６７０

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
科学研究費補助金による収入
研究拠点形成費等補助金による収入
国際化拠点整備事業費補助金による収入
先端研究助成基金補助金による収入
研究者海外派遣基金補助金による収入
最先端研究開発戦略的強化費補助金
による収入
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金
による収入
学術研究助成基金補助金による収入
寄付金事業による収入
産学協力事業による収入
学術図書出版事業による収入
受託事業による収入
その他の収入
前期中期目標期間よりの繰越金
※

１，３４５，５６８
１４２，８６６
６７５，６５０
８７８
３７５
－
－
１，０００
７，６１０
５１１，４８０
１９０
１，３０５
３
１３３
４，０７９
１１３，４７２

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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501

（別紙３－２）
平成２５年度～平成２９年度 資金計画（一般勘定）
（単位：百万円）
区分

金額

資金支出
業務活動による支出
次期中期目標期間への繰越金

８４０，８９２
２，３１９

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
科学研究費補助金による収入
研究拠点形成費等補助金による収入
国際化拠点整備事業費補助金による収入
最先端研究開発戦略的強化費補助金
による収入
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金
による収入
寄付金事業による収入
産学協力事業による収入
学術図書出版事業による収入
受託事業による収入
その他の収入
前期中期目標期間よりの繰越金
※

７，６１０
１９０
１，３０５
３
１３３
３，５４７
９，６５５

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

- 28 -

502

８３３，５５６
１４２，８６６
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００

（別紙３－３）
平成２５年度～平成２９年度 資金計画（学術研究助成業務勘定）
（単位：百万円）
区分

※

金額

資金支出
業務活動による支出
次期中期目標期間への繰越金

５０６，２８３
７６，３５１

資金収入
業務活動による収入
学術研究助成基金補助金による収入
その他の収入
前期中期目標期間よりの繰越金

５１１，９９８
５１１，４８０
５１８
７０，６４０

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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503

（別紙３－４）
平成２５年度 資金計画（先端研究助成業務勘定）
（単位：百万円）
区分

※

金額

資金支出
業務活動による支出
次期中期目標期間への繰越金

３２，８１６
０

資金収入
業務活動による収入
先端研究助成基金補助金による収入
その他の収入
前期中期目標期間よりの繰越金

１４
－
１４
３２，８０２

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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504

（別紙３－５）
平成２５年度 資金計画（研究者海外派遣業務勘定）
（単位：百万円）
区分

※

金額

資金支出
業務活動による支出
次期中期目標期間への繰越金

３７６
０

資金収入
業務活動による収入
研究者海外派遣基金補助金による収入
その他の収入
前期中期目標期間よりの繰越金

０
－
０
３７５

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。
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505

ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ
⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆
ᖺᗘィ⏬

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥



507

┠  ḟ

➨୍ ᅜẸᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡢᴗົࡢ㉁ࡢྥୖ㛵ࡍࡿ
┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡿࡁᥐ⨨ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸯
㸯 ⥲ྜⓗ㡯 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸯
 㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸲

 㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭  㸶
 㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸯
㸳 ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓᏛ⾡⯆యไࡢᵓ⠏♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸴
 㸴 ๓ྛྕ㝃ᖏࡍࡿᴗົ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸶
➨ ᴗົ㐠Ⴀࡢຠ⋡㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡿࡁᥐ⨨ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸯㸷
➨୕ ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠ィ⏬ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸯
➨ᅄ ▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸯
➨ 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵ࡍࡿィ⏬ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸯
➨භ వ㔠ࡢ㏵ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸯
➨ ࡑࡢົ┬௧࡛ᐃࡵࡿᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯 ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸰
ู⣬ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸰㸱
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⊂❧⾜ᨻἲே㏻๎ἲ㸦ᖹᡂ㸯㸯ᖺἲᚊ➨㸯㸮㸱ྕ㸧➨୕༑୍᮲ࡢつᐃࡼࡾࠊᖹᡂ㸰㸳
ᖺ㸱᭶㸰㸷᪥ࡅ㸰㸲ᩥ⛉➨㸵㸮㸮ྕ࡛ㄆྍࢆཷࡅࡓ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ୰
ᮇ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢィ⏬㸦୰ᮇィ⏬㸧ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿィ
⏬ࢆḟࡢ࠾ࡾᐃࡵࡿࠋ
➨ ୍ ᅜẸᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡑࡢࡢᴗົࡢ㉁ࡢྥୖ㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿ
ࡓࡵࡿࡁᥐ⨨
㸯 ⥲ྜⓗ㡯
㸦㸯㸧Ꮫ⾡ࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࡓไᗘ㐠Ⴀ
ྛᴗࢆ᥎㐍ࡍࡿᙜࡓࡾࠊ◊✲ࡢᡭἲࠊつᶍࠊᚲせ࡞㈨㔠ࠊᮇ㛫࡞◊✲ศ㔝➼
ࡼࡾ␗࡞ࡿᏛ⾡◊✲ࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࡓไᗘ㐠Ⴀࢆᅗࡿࠋ
ྛᴗࢆᐇࡍࡿ㝿ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿᴗࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵ࡢ㐺ษ࡞㐃ᦠ࣭༠ຊ
ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢ⯆ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊᏛ➼࠾࠸࡚ᐇࡉࢀ
ࡿᏛ⾡◊✲ᐦ᥋㛵ࢃࡿᴗࡢ≉ᛶ㓄៖ࡋࡘࡘࠊᴗࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ⊂❧⾜
ᨻἲேᨵ㠉➼㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࠖ
㸦ᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸯㸰᭶㸰㸲᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓ㸦௨ୗࠕJSTࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿࠋ
⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊዪᛶ◊✲⪅ࢆᑂᰝጤဨጤკࡍࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ホ㆟ဨ➼
ྛ⏺࣭ྛᒙࡢᏛ㆑⤒㦂⪅࡛ᵓᡂࡍࡿホ㆟ဨࢆ㛤ദࡍࡿࠋ⯆ࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍ
ࡿ㔜せ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖜᗈࡃ㧗࠸㆑ぢᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧពぢࢆཧ⪃ᴗࢆᐇࡍ
ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ᑐࡍࡿ≉㧗࠸ぢ㆑ࢆ᭷ࡍࡿᏛ㆑⤒㦂⪅ࢆᏛ⾡㢳ၥጤკࡋࠊ
⯆ࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋࠊᑓ㛛ⓗ࡞ぢᆅࡽࡢᖜᗈ࠸ຓゝࢆồࡵࡿࠋ
㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮
◊✲⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ➨୍⥺⣭ࡢ◊✲⪅ࢆ௵ᮇ◊✲ဨࡋ࡚ࠊᡤ㛗ࠊᡤ㛗ࠊ┦ㄯᙺࠊ
௵◊✲ဨཬࡧᑓ㛛◊✲ဨ㓄⨨ࡍࡿࡇࡼࡾࠊேᩥᏛࠊ♫⛉Ꮫࡽ⮬↛⛉Ꮫ
⮳ࡿ࡚ࡢᏛၥ㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேࡸẸ㛫ࡢ◊
✲ᶵ㛵ࢆྵࡴᖜᗈ࠸ᶵ㛵ࡽࡢேᮦࢆ◊✲ဨࡋ࡚㑅௵ࡋࠊከᵝ࡞どⅬࡽࡢពぢࢆ
άࡋࡓᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ
㔜せ࡛ࡘ⥅⥆ⓗᑂ㆟ࡀᚲせ࡞ㄢ㢟ᑐࡋࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡸࢱࢫࢡࣇ࢛࣮
ࢫࢆタ⨨ࡋࠊᶵືⓗᑐᛂࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡼࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡀ⾜࠺Ꮫ⾡⯆⟇ࡸᏛ⾡ືྥ㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊✲యไࢆᩚ
ഛࡋࠊ⯆ᴗ࠾ࡅࡿබṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࡸ⯆ᴗົ⯡ᑐ
ࡍࡿ᭷ຠ࡞ᥦ࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫ᴗ➼ࢆྵࡴእ㒊᭷㆑⪅ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ
㐠Ⴀጤဨ࠾ࡅࡿ㧗࠸㆑ぢᇶ࡙ࡃᑂ㆟ཬࡧពぢࢆཧ⪃ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࢞ࣂࢼ
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ࣥࢫࡢᙉࢆᅗࡿࠋ
ࡉࡽࠊᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝ࣭ホ౯➼ࡢࣉࣟࢭࢫ➼ࢆྵࡵࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࡘ࠸࡚✚
ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸲㸧⮬ᕫⅬ᳨ཬࡧእ㒊ホ౯ࡢᐇ
ձ ⮬ᕫⅬ᳨
ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘᴗಀࡿ⮬ᕫⅬ᳨ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ィ
⏬࣭ホ౯ጤဨつ⛬ࠖ
ࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ᐇ
せ㡿ࠖ
ཬࡧ
ࠕ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘᴗࡢホ౯ᡭἲࡘ࠸࡚ࠖ
ᇶ࡙ࡁࠊཝṇホ౯ࢆᐇࡋࠊእ㒊ホ౯ጤဨᥦฟࡍࡿࡶࡑࡢ⤖ᯝࢆබ
⾲ࡍࡿࠋ
ղ እ㒊ホ౯
Ꮫ⏺ཬࡧ⏘ᴗ⏺ࢆ௦⾲ࡍࡿ᭷㆑⪅ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿእ㒊ホ౯ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ⊂
❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆እ㒊ホ౯ጤဨつ⛬ࠖᇶ࡙ࡁእ㒊ホ౯ࢆᐇࡍࡿࠋ
እ㒊ホ౯ࡢ⤖ᯝࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࠾࠸࡚බ⾲ࡍࡿࡶᴗົࡢᨵၿᙺ❧
࡚ࠊ⯆࠾ࡅࡿ PDCA㹙Plan㸦ィ⏬㸧
ࠊDo㸦ᐇ⾜㸧
ࠊCheck㸦ホ౯㸧
ࠊAct㸦ᨵၿ㸧㹛
ࢧࢡࣝࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦㸳㸧බເᴗ࠾ࡅࡿ㟁Ꮚࡢ᥎㐍
◊✲⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫྥୖ➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊເ㞟せ㡯࣭ᛂເᵝᘧ➼ࡢ᭩㢮ࡣࠊཎ๎ࡋ
࡚࡚ࡢබເᴗ࠾࠸࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽධᡭྍ⬟࡞≧ែࡍࡿࠋ
◊✲⪅ࡽࡢ⏦ㄳ᭩㢮ࢆ㟁Ꮚⓗཷࡅࡅࡿࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ᱁㐠⏝ࢆ㛤ጞ
ࡋ࡚࠸ࡿබເᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㛤Ⓨ࣭㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ
⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦e-Rad㸧ࡢ㐃ᦠά⏝ࢆ᥎㐍ࡋࠊᰂ㌾ᑐᛂࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢタィ࣭㛤Ⓨᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜࢩ࣮ཬࡧࠕᨻᗓ
ᶵ㛵ࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ⤫୍ᇶ‽ࠖࢆྵࡴᨻᗓᶵ㛵࠾ࡅࡿ୍㐃ࡢᑐ⟇
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦ϸ㸧 ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦⛉◊㈝㸧ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉㸰㸮㸯㸶ࠖᑐᛂࡋࡓ᪂
ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ⛣⾜ᚲせ࡞ᨵಟࢆ⾜࠸ࠊᛂເᡭ⥆࣭ᑂᰝᴗົ࣭ᴗ
ົࡘ࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡶࠊไᗘᨵၿ➼క࠸㟁Ꮚ⏦ㄳ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ㝶㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ ᛂເᡭ⥆
ࡇࢀࡲ࡛㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾᛂເࡋ࡚࠸ࡓ✀┠ຍ࠼ࠊዡບ◊✲ࠊ◊
✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝ࡘ࠸࡚ࠊ
ᛂເ᭩㢮ࡢཷࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
ᘬࡁ⥆ࡁᛂເ⏬㠃ࢆⱥㄒࡍࡿࡇࡼࡾࠊእᅜே◊✲⪅ࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗ
ࡿࠋ
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࣭ ᑂᰝᴗົ
᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒࡛ᐇࡍࡿ㸰ẁ㝵᭩㠃ᑂᰝࠊ⥲ྜᑂᰝࡘ࠸࡚ࠊ㟁Ꮚ
⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲ࠊᣮᡓⓗ◊✲ࠊⱝ
ᡭ◊✲ࠊ◊✲άືࢫࢱ࣮ࢺᨭཬࡧᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧
ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
࣭ ᴗົ
⏦ㄳ᭩ࡢసᡂࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩࣭ᐇ≧ἣሗ࿌᭩࣭◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩➼ࡢ
Ỵᐃᚋࡢᥦฟ᭩㢮ࡢసᡂࢆ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
㸦Ϲ㸧 ≉ู◊✲ဨᴗࠊᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ
ᛂເཷࠊᑂᰝᴗົࢆ㟁Ꮚⓗᐇ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡶࠊไ
ᗘᨵၿక࠸㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ㝶㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ
ࡼࡾࠊ⏦ㄳ⪅ࠊᑂᰝጤဨࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿࠋ
㸦Ϻ㸧 Ꮫ⾡ࡢᅜ㝿ὶᴗ
᪤㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚ᛂເᡭ⥆࣭ᑂᰝᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗࡣࠊᙜ
ヱࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࠋ
ణࡋࠊ᥎⸀᭩➼ࡢ➨୕⪅ࡼࡿㄆドࡀᚲせ࡞ㄪ᭩ࡢᥦฟࢆక࠺ᴗࡘ࠸࡚
ࡣࠊㄪ᭩ࡢᥦฟ௨እࡢ⏦ㄳᡭ⥆࠾࠸࡚㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡇࡍ
ࡿࠋ
᪂ࡓᛂເ࣭ᑂᰝᴗົࡢ㟁Ꮚࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡣࠊ⏦ㄳᩘࡸබເࢆ⾜࠺ᅇᩘ
➼ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨせࡍࡿ㈝⏝ࢆẚ㍑ࡋࠊ㟁Ꮚࡍࡿࡇࡢຠ⋡ᛶࡶ຺ࡋ࡚
ᑟධࡢ㠀ࢆุ᩿ࡍࡿࠋ
㸦㸴㸧◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡢ㜵Ṇ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿ࢞ࢻࣛࣥ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊබṇ࡞◊✲άືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࡸࡢබⓗ◊✲㈨㔠㓄ศᶵ㛵㐃ᦠࡋ࡚ࠊ◊✲⌮ᩍ⫱ᩍᮦࢆᬑཬࡉࡏࠊࡲ
ࡓࠊᏛ⏕ྥࡅᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡶࠊ◊ಟࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᐇ
➼ࢆ㏻ࡋ࡚ᨭࢆ⾜࠺ࠋ
ᚲせᛂࡌࠊᴗẖࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝ࡘ࠸࡚ࠊᢳฟࡋࡓ◊✲ᶵ㛵ᑐࡍࡿᐇ
ᆅ᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊᶵ㛵࠾ࡅࡿṇ㜵Ṇᑐࡍࡿྲྀ⤌ࡢ≧ἣ➼ࢆᢕᥱࡋࠊᣦᑟࢆ⾜࠺࡞
ࠊ◊✲ᶵ㛵࠾ࡅࡿ◊✲㈝ࡢ⟶⌮ࡸ┘ᰝࡸබṇ࡞◊✲άືࡢ᥎㐍ྥࡅࡓయไᩚഛ
ࢆᚭᗏࡉࡏࡿࠋ
ࡲࡓࠊᴗㄝ᫂➼ࢆ㛤ദࡋࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝ཬࡧ◊✲άື࠾ࡅࡿṇ⾜Ⅽࡢ
㜵Ṇ⟇➼ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲㈝ࡢ⏝࣮ࣝࣝࡸᐇᆅ᳨ᰝ࡛ᢕᥱࡋࡓࡢ࿘▱➼ࢆ㏻ࡌ࡚
ὀពႏ㉳࣭ຓゝ➼ࢆ⾜࠸ࠊ◊✲⪅ࢆྵࡴ㛵ಀ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊ◊✲㈝ࡢṇ⏝➼ࡢ㜵Ṇ㛵ࡋ࡚◊✲⪅ࡢ⌮ゎࡀᚲせ࡞㡯ࡘ࠸࡚ࠊ
⯆ࡀࡍࡿ◊✲㈨㔠ࡢᡭ⥆➼ࡢ㝿ࠊࡑࡢෆᐜࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࡇࢆ◊
✲⪅᫂ࡽࡉࡏࡿࡇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ◊✲άືཧ⏬ࡍࡿࡍ࡚ࡢ◊✲⪅ᑐࡋ࡚ࠊ◊✲⌮ᩍ⫱㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆ⏦ㄳࡲ࡛ᒚಟࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᴗࡢ≉ᛶᛂࡌ࡚ࠊᚲせ
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࡞ᥐ⨨ࢆࡿࠋ
㸰 ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢከᵝ࡞▱ࡢ㐀
㸦㸯㸧Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ
Ꮫ⾡◊✲ࡀຠᯝⓗ㐍ᒎࡍࡿࡼ࠺ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ
බṇ࡛㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂᰝ࣭ホ౯ࢆᐇࡍࡿࡶࠊᴗົࡢ⡆⣲ຠ⋡ࢆᅗࡾࡘ
ࡘࠊ◊✲⪅ࡢどⅬ❧ࡗࡓຓᡂᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᴗ㸦௨ୗࠕ⿵ຓ㔠ᴗࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧᏛ⾡
◊✲ຓᡂᇶ㔠ᴗ㸦௨ୗࠕᇶ㔠ᴗࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡼࡾࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ㸦௨ୗࠕ⛉
◊㈝ᴗࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡋ࡚ᐇࡍࡿࠋ
⛉◊㈝ᴗࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐃࡵࡿᴗᐇ࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉࣭ᙺศᢸᇶ
࡙ࡁᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊྛ◊✲✀┠ࡢᴗົཬࡧᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲
ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠊᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧࠶ࡗ࡚ࡣᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ㸧ㄢ㢟ಀࡿ
බເ࣭ᑂᰝᴗົ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀබເ࣭ᑂᰝᴗົࢆ⾜࠺᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠊ≉ู◊✲ಁ㐍
㈝ࠊ≉ᐃዡບ㈝ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࢆ⾜࠺ࠋ
⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨཪࡣᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗࡢᖹᡂ㸱㸮ᖺᗘ
㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉࠊᖐᅜⓎᒎ◊✲㸧࠶ࡗ࡚ࡣᖹᡂ㸰㸷ᖺ
ᗘ㸧ࡢᑂᰝ᪉㔪➼ࢆࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆ
㋃ࡲ࠼࡚Ỵᐃࡍࡿࠋ
ձ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢᐇ
᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ๓ᖺᗘࡲ࡛ࡢᐇ⦼ࢆཧ⪃ࡋࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲
ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊබṇ࡞ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࠊ㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ᑂ
ᰝ࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ϸ㸧 ᑂᰝᴗົ
࣭ ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕᑂ
ᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗ࠾ࡅࡿᑂᰝཬࡧホ౯
㛵ࡍࡿつ⛬ࠖࢆᨵṇࡋࠊᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹ
ྠ◊✲ᙉ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ
ᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟ࡀ♧ࡍࠕᑂᰝࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠗ⛉
Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠕᅜ㝿ඹྠ◊✲ຍ㏿ᇶ㔠㸦ᅜ㝿ඹྠ◊✲ᙉ㸧
ࠖᑂᰝせ㡯࠘
ࢆᨵṇࡋࠊᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝጤဨೃ⿵⪅ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᐇࡋࡘࡘࠊᑓ
㛛ⓗぢᆅࡽࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢ◊✲ဨࡢᖜᗈ࠸ཧ⏬ࢆᚓ࡚ᐇࡍࡿࠋ
࣭ ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝጤဨ࿘▱ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᑂᰝࡢᡭᘬࡢ
సᡂ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ ᚑ᮶ࡢᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿᑂᰝࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡶࠊᑂ
ᰝ⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ
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࣭ ◊✲㈝ࡢྜ⌮࡞㔜」ཬࡧ㐣ᗘࡢ㞟୰㛵ࡋ࡚ࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩グ㍕ࡉࢀ
ࡓࡢ◊✲㈝ࡢᛂເ࣭᥇ᢥ≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡶࠊᗓ┬ඹ㏻◊✲㛤Ⓨ⟶
⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦e-Rad㸧ࢆά⏝ࡍࡿࠋ
࣭ e-Rad ࢆ㏻ࡌࠊᑂᰝ⤖ᯝࢆࡢ➇தⓗ㈨㔠ࡢ㓄ศᶵ㛵ᑐࡋ࡚㎿㏿ᥦ౪
ࡍࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 ホ౯ᴗົ
࣭ ◊✲㐍ᤖホ౯ࡢᐇ
≉ู᥎㐍◊✲ࠊᇶ┙◊✲㸦㹑㸧ࡘ࠸࡚ࠊᙜヱ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ
ࢆᢕᥱࡋࠊᙜヱ◊✲ࡢᚋࡢⓎᒎ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ⌧ᆅㄪᰝ࣭ࣄࣜࣥࢢ࣭᭩
㠃࣭ྜ㆟ࡼࡾ◊✲㐍ᤖホ౯ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊࡑࡢホ౯⤖
ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࡶࠊJST ሗࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭ ㏣㊧ホ౯ࡢᐇ
≉ู᥎㐍◊✲ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⤊ᚋ୍ᐃᮇ㛫⤒ࡓᚋࠊࡑࡢ◊✲ᡂᯝࡽ
⏕ࡳฟࡉࢀࡓຠᯝ࣭ຠ⏝ࡸἼཬຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃࣭ྜ㆟ࡼࡾ㏣㊧
ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊࡑࡢホ౯⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚ᗈࡃබ
㛤ࡍࡿࡶࠊJST ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭ ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧ࡢ୰㛫ホ౯ࡢᐇ
◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ᅜ㝿ሗⓎಙᙉ㸧ࡢ⥅⥆ᴗㄢ㢟ಀࡿ୰㛫ホ౯
ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ ホ౯᪉⟇ࡢ᳨ウ
ࠕᅜࡢ◊✲㛤Ⓨホ౯㛵ࡍࡿ⥘ⓗᣦ㔪ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ෆ㛶⥲⌮
⮧Ỵᐃ㸧➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘࠊ
ホ౯ಀࡿ㈇ᢸࡢ㍍ῶࢆᅗࡿࡶࠊᐇຠⓗ࡞ホ౯᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ղ ຓᡂᴗົࡢ࡞ᐇ
㸦ϸ㸧 ເ㞟ᴗົ㸦බເ㸧
බເ㛵ࡍࡿሗࡘ࠸࡚ࠊ⛉◊㈝ᴗࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾබ⾲ࡋࠊ◊✲
ィ⏬ㄪ᭩ࡢᵝᘧ࡞ࢆ◊✲⪅➼ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ㸦እᅜே◊✲⪅
ࡢ౽ᛶྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࡢⱥㄒ∧ࡢබເせ㡿➼ࡢసᡂࢆྵࡴ㸧
ࠋ
ᛂເཷ๓◊✲⪅➼ࡀᑂᰝ᪉㔪➼ࡢෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ጤ
ဨཪࡣᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨ࠾࠸࡚ᑂᰝ᪉㔪➼ࢆỴᐃᚋࠊ㏿ࡸබ⾲ࡍ
ࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 ᴗົ
⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨཪࡣᅜ㝿⛉Ꮫ◊✲㈝ጤဨࡢᑂᰝ⤖ᯝཬࡧᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡽ
ࡢ㏻▱ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘㄢ㢟ಀࡿᴗົࢆ㎿㏿⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ
㸰㸶ᖺᗘ⿵ຓᴗᮇ㛫ࡀ⤊ࡍࡿㄢ㢟ಀࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅ࡚㢠ࡢ
☜ᐃࢆ⾜࠺ࠋᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ⥅⥆ࡍࡿᇶ㔠ᴗࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ≧ἣሗ࿌
᭩ࡢᥦฟࢆཷࡅ࡚≧ἣࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋᅜᗜമົ㈇ᢸ⾜Ⅽࡀᑟධࡉࢀࡓ≉ู᥎㐍
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◊✲ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ⥅⥆ࡍࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࢆཷ
ࡅ࡚㢠ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ ᥇ྰ㛵ࡍࡿ㏻▱ࡣࠊ㸲᭶ୖ᪪ࡲ࡛⾜࠺ࠋࡲࡓࠊࡼࡾᑀ࡞ᑂᰝࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ◊✲✀┠➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᖺᗘྠࡌᮇࡲ࡛㏻▱ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ ᛂເ⪅ᑐࡍࡿᑂᰝ⤖ᯝࡢ㛤♧ࡣࠊ㟁Ꮚ⏦ㄳࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࠊ㸲᭶ୗ᪪ࡲ
࡛⾜࠺ࠋ
࣭ ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘ⥅⥆ࡍࡿᇶ㔠ᴗࡢㄢ㢟ᑐࡋ࡚ࡣ㸲᭶୰◊✲㈝ࢆ㏦㔠
ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⛉◊㈝ᴗࡢ୰タࡅࡽࢀࡓㄪᩚ㔠ࡢᯟࢆά⏝ࡋࡓ◊✲㈝ࡢ๓ಽࡋ
⏝ࡸḟᖺᗘ⏝ࡘ࠸࡚◊✲ィ⏬➼ࡢ㐍ᤖ≧ἣᛂࡌࡓᙎຊⓗ࡞㐠⏝ࢆ⾜
࠺ࠋ
࣭ ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘㄢ㢟ಀࡿ⏦ㄳ᭩ཬࡧᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ⿵ຓᴗࡀ⤊ࡋ
ࡓㄢ㢟ಀࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊⱥᩥ࡛ࡢᥦฟࡶཷࡅࡅࡿࠋ
㸦Ϻ㸧 ⛉◊㈝ᴗㄝ᫂ࡢᐇ
Ꮫ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡢᴗㄝ᫂ࢆࠊື⏬㓄ಙ➼ࡢ᪉⟇ࡶά⏝ࡋࡘࡘࠊᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࡢඹྠᐇࠊ◊✲ᶵ㛵ࡽࡢせᮃᛂࡌ࡚ࡢᐇ࡞ࡼࡾࠊᅜྛᆅ
࡛⾜࠸ࠊไᗘࡢᨵၿ➼ಀࡿṇࡋ࠸⌮ゎࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᑂᰝࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿࠊᑂᰝ༊ศࠊᑂᰝ᪉ᘧࠊ◊✲ィ⏬ㄪ᭩➼
ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅࿘▱ࢆ⾜࠺ࠋ
ճ ◊✲ᡂᯝࡢ㐺ษ࡞ᢕᥱཬࡧ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ
㸦ϸ㸧 ◊✲ᡂᯝࡢᢕᥱ࣭බ⾲
ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᐇ⦼ࡢᴫせཬࡧᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ◊✲
ᮇ㛫ࡀ⤊ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ㸦KAKEN㸧ࡼࡾᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
⯆ࡀ♧ࡍᮇ㝈ࡲ࡛◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࡀᥦฟࡉࢀ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࡑࡢ⌮⏤ࢆ☜ㄆࡋࠊ≉ẁࡢ⌮⏤ࡀ࡞࠸ሙྜࡣ㏿ࡸ࡞ᥦฟࢆಁࡍࠋ
㸦Ϲ㸧 ᗈሗㄅ➼
ࠕ⛉◊㈝ NEWSࠖࢆᖺ㸲ᅇⓎ⾜ࡋࠊ⛉◊㈝ࡼࡿ᭱㏆ࡢ◊✲ᡂᯝࡸࢺࣆࢵࢡ
ࢫࢆศࡾࡸࡍࡃ⤂ࡍࡿࡶࠊ࢚ࢵࢭࠕ⚾⛉◊㈝ࠖࡼࡾࠊࡇࢀࡲ
࡛⛉◊㈝ࡼࡗ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ᪉࡞ࡢ⛉◊㈝㛵ࡍࡿពぢࡸᮇᚅࢆ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋࠊ⛉◊㈝ࡢሗⓎಙ࣭ᗈሗᬑཬάືࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ≉ู᥎㐍◊✲ࠊ᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲ࠊᇶ┙◊✲㸦㹑㸧ࡢ᪂つ᥇ᢥㄢ㢟➼ࢆ
⤂ࡍࡿࠕᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡◊✲ㄢ㢟ࡢ᭱๓⥺ࠖࢆసᡂࡋࠊJST ࢆࡣࡌࡵ
Ꮫ➼㛵ಀᶵ㛵㓄ᕸࡍࡿࡶࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡍࡿࠋ
մ ຓᡂࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウ
⛉◊㈝ᴗࡢᑂᰝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡘࡘ
᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᴗࡢᨵၿᫎࡉࡏࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ≉タศ㔝ࡢ᪂つタᐃࡘ࠸࡚
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ࡣࠊᣮᡓⓗ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࡢୗࠊ᭱᪂ࡢᏛ⾡ືྥࢆ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊᚲせᛂ
ࡌ࡚タᐃࡍࡿࡇࡍࡿࠋ
յ Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ࡢ⟶⌮ཬࡧ㐠⏝
ᇶ㔠⟶⌮ጤဨ࠾࠸࡚ᐃࡵࡓ㐠⏝᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊὶືᛶࡢ☜ಖ┈ᛶࡢྥୖ
ດࡵࡘࡘࠊᏳࡘᏳᐃⓗ࡞ᇶ㔠ࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸰㸧Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᐇ
ձ ㄢ㢟タᐃࡼࡿඛᑟⓗேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲᥎㐍ᴗ
ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸵᭶ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᑂ㆟Ꮫ⾡ศ⛉ሗ࿌ࠕࣜࢫࢡ♫
ࡢඞ᭹▱ⓗ♫ࡢᡂ⇍ྥࡅࡓேᩥᏛཬࡧ♫⛉Ꮫࡢ⯆ࡘ࠸࡚ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
௨ୗࡢඛᑟⓗ࡞ேᩥᏛ࣭♫⛉Ꮫ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭ ࠕ㡿ᇦ㛤ᣅࠖࢆ┠ⓗࡋࡓㅖᏛࡢᐦ᥋࡞㐃ᦠࢆ┠ᣦࡍ◊✲
࣭ ࠕᐇ♫ᑐᛂࠖࡼࡾ♫ⓗ㈉⊩ࢆ┠ᣦࡍ◊✲
࣭ ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࠖࢆ┠ᣦࡍ◊✲
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡲ࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᐇ♫ᑐᛂࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࠊࠕࢢ
࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖཬࡧࠕ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢࣇ࢛࣮ࣟ
ࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ㡿ᇦ㛤ᣅࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ◊✲ホ౯
ࢆ⾜࠸ࠊホ౯⤖ᯝᇶ࡙ࡁ◊✲ᮇ㛫ࡢᘏ㛗ࡢྍྰࢆỴᐃࡍࡿࡶࠊྠࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ᪂つㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウ࣭ᐇࡍࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ᐙ
ࡼࡿබṇ࡞ᑂᰝయไࢆᩚഛࡋࠊ㏱᫂ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ☜ಖཬࡧ㐺ษࡘ࡞㐠Ⴀࢆᅗ
ࡿࡶࠊሗࡢබ㛤ດࡵࡿࠋࡉࡽࠊ◊✲ᡂᯝࡘ࠸࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ
➼ࡼࡾሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋ
ᴗࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚⤫ᣓࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᴗࡀࡼࡾ୍ᒙ㐺ษࡘ
ຠᯝⓗ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᨵၿ➼ࡢぢ┤ࡋࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࠙㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠚ
እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ࠊྛ㡯┠ࡢ௨ୗࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢ
ホ౯ࢆᚓࡿࠋ
ձ Ꮫ⾡◊✲ࡢຓᡂ࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ
࣭ ເ㞟ᴗົ࣭ᴗົࡢ࡞ᐇ
࣭ ᅜෆእࡢᏛ⾡◊✲ືྥࢆᢕᥱࡋᴗᫎ
࣭ ⼥ྜⓗศ㔝ࠊⴌⱆⓗศ㔝࡞᪂ࡋ࠸◊✲ศ㔝ࡢฟᨭ
࣭ ᗈࡃᅜẸྥࡅࡓ◊✲ᡂᯝࡢሗⓎಙ
ղ Ꮫ⾡ࡢᛂ⏝㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᐇ࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ 㐺ษ࡞ㄢ㢟タᐃ◊✲ࡢᐇ
࣭ ᗈࡃᅜẸྥࡅࡓ◊✲ᡂᯝࡢሗⓎಙ
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㸱 ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ᡃࡀᅜࡢ◊✲Ỉ‽ࠊᅜ㝿➇தຊࡢ୍ᒙࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊᖹᡂ㸰㸳ᖺ㸳᭶⟇ᐃࡋࡓࠕ᪥
ᮏᏛ⾡⯆ࡢᏛ⾡ᅜ㝿άື㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᡓ␎㸦JSPS ᅜ㝿ᡓ␎㸧
ࠖᇶ࡙ࡁࠊᏛ⾡
࠾ࡅࡿᅜ㝿ὶࢆಁ㐍ࡉࡏࡿᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊබເᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡸᅜ㝿ᴗጤဨࡢᶵ⬟ࢆ
᭷ຠά⏝ࡋࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶ࣭බᖹᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ➇தⓗ࡞⎔ቃࡢୗࠊཝṇ࡞ᑂᰝࢆ
⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᴗࡢᡂᯝཬࡧຠᯝࡢᢕᥱດࡵࠊሗ࿌᭩ཬࡧ୰㛫࣭⤊࣭ᚋホ౯ࢆ⾜࠺
ᴗࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢ⤖ᯝࢆࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆ㏻ࡌᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢಁ㐍
ձ ㅖእᅜࡢᅜ㛫ὶࡢᨭ
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ༠ᐃ➼ᇶ࡙ࡁࠊඹྠ◊✲ࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദࠊ◊✲⪅
ὶࢆᨭࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊከᵝ࡞ᅜࡢὶࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿࡓࡵࠊᅜࡢ࠶ࡿ࡚
ࡢᅜ࣭ᆅᇦࢆᑐ㇟ࡋࡓ࣮࢜ࣉࣥࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉඹྠ◊✲࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ╔ᐇᐇ
ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊྛᅜࡢ◊✲Ỉ‽࣭◊✲ࢽ࣮ࢬࡸእⓗほⅬ➼ࠊᏛ⾡㛵ࡍࡿᅜ㝿
ὶࡢᚲせᛶ㓄៖ࡋࡘࡘࠊᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ㝔ᩍ⫱ࡢᅜ㝿ཬࡧ༤ኈㄢ⛬࠾ࡅࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵࠊࢻ
ࢶ◊✲⯆༠㸦DFG㸧༠ຊࡋࠊ᪥⊂ࡢᏛࡀᏛ㝔࠾ࡅࡿᩍ⫱◊✲ࢆඹྠ࡛
⾜࠺᪥⊂ඹྠᏛ㝔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡍࡿࠋ
ղ ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍
Ꮫ⾡◊✲άືࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᒎ㛤ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃
ᦠࡢࡶࠊᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢඃࢀࡓ◊✲⪅ࡀᾏእࡢ◊✲⪅༠ຊࡋ࡚⾜࠺ඹྠ◊✲
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋࡓᅜ㝿ඹྠ◊✲ᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
ճ ◊✲ᩍ⫱ᣐⅬࡢᙧᡂᨭ
ඛ➃ⓗཪࡣᆅᇦඹ㏻ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍࡿ◊✲ศ㔝࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ⓗỈ‽ཪࡣᆅᇦ
࠾ࡅࡿ୰᰾ⓗ࡞◊✲ὶᣐⅬࡢᵓ⠏ࡶⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿ◊✲ᣐⅬᙧ
ᡂᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ
ձ ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉ࣭Ⓨᒎࡉࡏࡿࡃࠊୡ⏺ྛᅜࡢ
せ࡞Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛗ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝࣜࢧ࣮ࢳ࢝࢘ࣥࢩࣝ㸦GRC㸧✚ᴟⓗཧ
⏬ࡋࠊୡ⏺ྛᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ྛᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ಀࡿㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿࡶࠊ
ࡑࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢪ㸯㸮ᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗ࡀࢪᆅᇦඹ㏻ࡢㄢ㢟ゎỴࡸᆅᇦయ
ࡢ◊✲Ỉ‽ࡢྥୖྥࡅ࡚ᗈࡃពぢࢆ⾜࠺ࢪᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟
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㸦ASIAHORCs㸧
ࠊཬࡧ᪥୰㡑ࡼࡿࣁࣞ࣋ࣝ࡞◊✲άືಁ㐍ྥࡅࡓ㆟ㄽࢆ⾜࠺
᪥୰㡑Ꮫ⾡⯆ᶵ㛵㛗㆟㸦A-HORCs㸧✚ᴟⓗཧ⏬ࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ༠ຊࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊA-HORCs ཧຍᶵ㛵㛫࡛ᐇࡉࢀࡿᮾࢪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ཬࡧ᪥୰㡑ࣇ
࢛࣮ࢧࢺᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᡃࡀᅜࣇࣜ࢝ᆅᇦㅖᅜࡢᏛ⾡ὶࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࠊ
ྠᆅᇦࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࡶࠊᏛ㛫ࠊ◊
✲⪅㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᅗࡿࠋ
ղ ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉ
⯆ᴗࢆ⤊࠼࡚ᖐᅜࡋࡓ◊✲⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉࢆᅗࡿࡓࡵࠊୡ⏺㸯㸶
ᅜ࠾࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡼࡿάືࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊᾏእ◊✲
㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓయไࡀᩚࡗࡓ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢάື
ࢆᨭࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢᅾ⤒㦂ࢆᣢࡘㅖእᅜࡢ◊✲⪅ࡸࠊㅖእᅜࡢ◊✲༠ຊ㛵ᚰࢆ
ᣢࡘᾏእᅾఫ⪅ࢆྵࡴ᪥ᮏே◊✲⪅➼ࡢሗࢆ㞟ࡵࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㐠⏝ࡋࠊⓏ㘓
⪅㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙉࢆᅗࡿࠋ
ճ ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢᡓ␎ⓗᒎ㛤
ᡃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࡸᏛ➼◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࢆᨭࡍࡿᣐⅬ
ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍほⅬࡽࠊᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㛵ಀᵓ⠏ࠊࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࡢ㛤ദࠊᡃࡀᅜࡢᏛࡢᾏእᒎ㛤ࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗➼ᩍ⫱㛵
ࡍࡿሗ㞟࣭ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ᡤᅾᅜ࣭ᆅᇦຍ࠼ࠊ⌧⾜ࡢࢭࣥࢱ࣮࡛
ࡣ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ᅜ࣭ᆅᇦ࠾ࡅࡿయ⣔ⓗ࡞ሗ㞟ཬࡧᅜෆࡢሗⓎ
ಙࡢᐇࢆᅗࡿࠋ
ᡃࡀᅜࡢᏛࡢᾏእᒎ㛤ᨭ࠾࠸࡚ࡣࠊᾏእࡢᏛ⾡ືྥࡸ㧗➼ᩍ⫱ಀࡿሗ
ࢆᏛ㛵ಀ⪅ᥦ౪ࡍࡿࡇຍ࠼ࠊᑗ᮶ⓗ࡞Ꮫࡢᅜ㝿ὶࢆᢸᙜࡍࡿ⫋ဨࡢ⫱
ᡂࢆ┠ⓗࡋ࡚ⱝᡭ⫋ဨࢆᑐ㇟ࠕᅜ㝿༠ຊဨࠖࡋ࡚ᾏእᐇᆅ◊ಟࢆ⾜࠺ᶵࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ୡ⏺ⓗ㢌⬻ᚠ⎔ࡢ᥎㐍ࢢ࣮ࣟࣂࣝά㌍ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ
ձ ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᑐヰࡢሙࡢᥦ౪
㸦ϸ㸧 㹆㹍㹎㹃࣑࣮ࢸࣥࢢ
ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅➼ࡢⴭྡ◊✲⪅ࢪኴᖹὒࣇࣜ࢝ᆅᇦࡢᏛ㝔༤ኈ
ㄢ⛬Ꮫ⏕➼ࡀཧຍࡍࡿྜᐟᙧᘧࡢ㆟ࢆ㛤ദࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ᅜ㝿ⓗ⎔ቃ࡛ࡢ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆ㌟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᑗ᮶ࡢ◊✲࣮ࣜࢲ࣮ྠኈ
ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆసࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢ
ࣀ࣮࣋ࣝ㈈ᅋࡢඹദࡼࡾࠊⱝᡭ◊✲⪅ཬࡧ୍⯡ᕷẸྥࡅࡢㅮ₇࡛࠶ࡿ
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ࣀ࣮࣭࣋ࣝࣉࣛࢬ࣭ࢲࣟࢢࢆᐇࡋࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࢆྵࡴⴭྡ◊✲
⪅♫ࡢᑐヰࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
㸦Ϻ㸧 ᅜ㝿ⓗ࡞㆟➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢཧຍᨭ
ᅜ㝿⤒㦂ࢆᇵ࠺ࡃࠊࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡢウ㆟➼ࢆ⾜࠺ࣜࣥࢲ࣭࢘ࣀ࣮࣋
ࣝ㈹ཷ㈹⪅㆟࡞ࠊᅜ㝿ⓗ࡞㆟➼ࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢཧຍࢆᨭࡍࡿࠋ
ղ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞◊㛑ᶵࡢᥦ౪
㸦ϸ㸧 ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᴗ
ḟୡ௦ࢆᢸ࠺◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ➼ࡢࡓࡵࠊㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵㐃ᦠࡋࠊᏛ㝿
ⓗ࡞ほⅬࡽඛ➃ⓗ࡞◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚㞟୰ⓗ㆟ㄽࢆ⾜࠺ඛ➃⛉Ꮫࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢࡓࡵࡢᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉཬࡧࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋࠊᑓ㛛ᛶࡢྥ
ୖࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
ճ ㅖእᅜࡢඃ⚽࡞◊✲⪅ࡢᣍ࠸
㸦ϸ㸧 እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗ
ᵝࠎ࡞࢟ࣕࣜࢫࢸ࣮ࢪ࠶ࡿඃࢀࡓእᅜே◊✲⪅ࢆᣍ࠸ࡍࡿࡓࡵࡢᴗ
ࢆᐇࡍࡿࠋ
እᅜே≉ู◊✲ဨᴗእᅜேᣍ࠸◊✲⪅ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ
ࡲ࡛እᅜே◊✲⪅ᣍ࠸ᴗࡋ࡚⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࡉࡽ࡞ࡿᴗົࡢຠ⋡⏦ㄳ࣭᥇⏝ᚋࡢᡭ⥆➼࠾ࡅࡿ౽ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿࠋ
ࠕእᅜே≉ู◊✲ဨ࡛ࠖࡣࠊከᵝ࡞ᅜࡽࡢ◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࢆ╔ᐇᅗࡿࠋ
ࡾࢃࡅࠊᡓ␎ⓗ㔜せ࡞ᅜࡽࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟ᅜࢆ
ᣑࡍࡿࡶࠊᣍ࠸ᮇ㛫ࢆᰂ㌾タᐃࡋࠊᾏእᑐᛂᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ୪ࡧ
ᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࢆ㏻ࡌࡓ✚ᴟⓗ࡞ᗈሗάື➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊඃ⚽࡞ⱝᡭ◊✲
⪅ࡢ☜ಖດࡵࡿࠋࡲࡓࠊእᅜே◊✲⪅ࢆᡃࡀᅜࡢᏛ➼࡛ᖖ⫋ࡋ࡚᥇⏝
ࡍࡿࡇࢆಁࡍྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ
ࠕእᅜேᣍ࠸◊✲⪅࡛ࠖࡣࠊඃࢀࡓ◊✲ᴗ⦼ࢆ᭷ࡍࡿእᅜே◊✲⪅ࢆᣍ
࠸ࡋࠊウ㆟ࡸពぢࠊㅮ₇➼ࡢᶵࢆ࠼ࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 ㄽᩥ༤ኈྕྲྀᚓᕼᮃ⪅ࡢᨭᴗ
ㄽᩥᥦฟࡼࡾᡃࡀᅜࡢ༤ኈྕྲྀᚓࢆᕼᮃࡍࡿࢪ࣭ࣇࣜ࢝ㅖᅜ➼ࡢⱝ
ᡭ◊✲⪅ࢆᨭࡍࡿᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦Ϻ㸧 ᣍ࠸◊✲⪅ࡢὶᨭ
㛗ᮇ᮶᪥ࡍࡿ◊✲ဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ◊✲⪅ᅜ㝿ὶࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᡃࡀ
ᅜ࡛ࡢ◊✲⏕άࢆ㛤ጞࡍࡿࡓࡵࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ᮶᪥┤ᚋᐇ
ࡋࠊ᪥ᮏㄒ◊ಟᨭ➼ࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᖖ⏕ά㠃࠾࠸࡚ࡶᨭࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺㧗ᰯ⏕➼ࢆᑐ㇟ࠊ⛉Ꮫࡸᅜ㝿♫ࡢ㛵ᚰࢆ
῝ࡵࡉࡏࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࠊእᅜே◊✲⪅ࡀ㧗➼Ꮫᰯ➼࠾࠸࡚ࠊ⮬㌟ࡢ◊✲
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άືࡸẕᅜࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠺ࢧ࢚ࣥࢫ࣭ࢲࣟࢢᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
࠙㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠚ
እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ࠊྛ㡯┠ࡢ௨ୗࡢ㡯࡛㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ౯ࢆᚓ
ࡿࠋ
ձ ᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲➼ࡢಁ㐍࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ⯆ࡢᨭࡍࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ࡼࡿᡂᯝࡢ≧ἣ
࣭ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ
ղ ᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ㅖእᅜࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊᙉࡢ≧ἣ
࣭ ⯆ᴗ⤒㦂⪅ࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿◊✲ᨭࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢᣑ࣭ᙉࡢ≧ἣ
࣭ ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࡢ≧ἣ
ճ ୡ⏺ⓗ࡞㢌⬻ᚠ⎔ࡢ᥎㐍ࢢ࣮ࣟࣂࣝά㌍ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࠾࠸࡚㐩ᡂ
ࡍࡁᡂᯝ
࣭ ⱝᡭ◊✲⪅ᑐࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞◊㛑ᶵࡢᥦ౪ࡢ≧ἣ
࣭ እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࡢࡓࡵࡢᴗࡢ⤫ྜ࣭࣓ࢽ࣮ࣗᇶ࡙ࡃᴗົࡢຠ⋡
ཬࡧ౽ᛶࡢྥୖࡢ≧ἣ
࣭ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ
㸲 ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂᏛࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖ
ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࢆᢸ࠺ඃ⚽࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ᑐࡍࡿ⤒῭
ⓗᨭࡸᾏእ࡛◊㛑ࢆ✚ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࡶࠊᡃࡀᅜࡢᏛࡢᨵ
㠉ࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡋࠊࡑࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴㅖ
ᴗࢆᐇࡍࡿࠋᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ➨୍⥺࡛ά㌍ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡶྵࡴேᮦ⫱ᡂ⏬ጤ
ဨ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂಀࡿㅖㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ᐇ
ດࡵࡿࠋ
㸦㸯㸧◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ
Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬㸦ᚋᮇ㸧Ꮫ⏕ࡸ༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼ࡢ࠺ࡕඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷
ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅୍ᐃᮇ㛫◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡋࠊ⮬⏤࡞Ⓨࡢࡶయⓗ◊✲ㄢ
㢟➼ࢆ㑅ࡧ࡞ࡀࡽ⏕άࡢᏳ࡞ࡃ◊✲ᑓᛕ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊ≉ู◊✲ဨ
ᴗࢆࠊィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ◊✲⪅㣴ᡂࡢほⅬࡽࠊ㐀ᛶᐩࡳඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡸ
Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ᑐࡍࡿ㢧ᙲᴗࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊฟ⏘࣭⫱ඣ㓄៖ࡋࡓྲྀ
⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ձ Ꮫ㝔༤ኈ㸦ᚋᮇ㸧ㄢ⛬Ꮫ⏕ࡸ༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼ࡢᨭ
ᡃࡀᅜࡢᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵࡛◊✲ᑓᛕࡍࡿඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆᨭࡍࡿ≉ู◊
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✲ဨᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬㸦ᚋᮇ㸧Ꮫ⏕ཬࡧ༤ኈࡢᏛࢆ᭷ࡍࡿ⪅➼࡛ඃࢀࡓ◊✲⬟ຊࢆ᭷
ࡋࠊᡃࡀᅜࡢᏛࡑࡢࡢ◊✲ᶵ㛵࡛◊✲ᑓᛕࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨ-DCࠖ
ࠕ≉ู◊✲ဨ-PDࠖࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋࡲࡓࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ
◊✲⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿⱝᡭ◊✲⪅ࢆ㣴ᡂ࣭☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊPD ᥇⏝⪅ࡢ࠺ࡕࠊ≉ඃࢀ
ࡓ⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨ-SPDࠖࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
Ꮫ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࠊฟ⏘࣭⫱ඣࡼࡾ
◊✲ࢆ୰᩿ࡋࠊ◊✲⌧ሙᖐࢆᕼᮃࡍࡿඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆࠕ≉ู◊✲ဨ-RPDࠖ
ࡋ࡚᥇⏝ࡋࠊ◊✲ዡບ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
≉ู◊✲ဨࡢฟ⏘࣭⫱ඣక࠺᥇⏝ࡢ୰᩿ཬࡧᘏ㛗ࡢྲྀᢅ࠸ࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ฟ⏘⫱ඣࡼࡿ୰᩿ᮇ㛫୰ࡶ▷㛫ࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ୰᩿ᚋࡢ◊✲ࡢ㛤ࡀ
ᅗࢀࡿࡼ࠺ࠊ୰᩿ᮇ㛫୰◊✲ዡບ㔠ࡢ༙㢠ࢆᨭ⤥ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦ϸ㸧 ᑂᰝࡢ㐺ษ࡞ᐇ
ᑂᰝࡢ⊂❧ᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊᡃࡀᅜࡢ➨୍⥺ࡢ◊✲⪅ࢆᑂᰝጤဨࡍ
ࡿࠕ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࠖࢆタ⨨ࡋࠊᑂᰝ᪉㔪ᇶ࡙ࡁࠊ᭩㠃ᑂᰝຍ࠼㠃᥋
ᑂᰝࢆຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠋ
බᖹ࡛බṇ࡞ᑂᰝయไࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊ᭩㠃ᑂᰝࡢᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲࡢ᭩㠃
ᑂᰝጤဨࡢ࿘▱ࠊ㠃᥋⤊ᚋࡢྜ㆟ᑂᰝࡼࡾࠊ
⢭ᗘࡢ㧗࠸ᑂᰝࢆᐇࡍࡿࠋ
Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢయᛶࢆ㔜どࡋࠊ
┠ⓗࡸᑐ㇟⪅ᒙᛂࡌࡓᑂᰝ᪉㔪➼ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࠊᑂᰝࡢ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖ
ࡍࡿほⅬࡽࠊᑂᰝ᪉㔪➼ࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛බ㛤ࡍࡿࠋ
ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࠊࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨࢆ㑅⪃ࡍࡿ
ࡓࡵࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀసᡂࡋࡓೃ⿵⪅ྡ⡙ᇶ࡙ࡁࠊ
ࠕ≉ู◊✲
ဨ➼ᑂᰝጤဨ➼㑅⪃ࠖ࠾࠸࡚㑅⪃ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊዪᛶࡢⓏ⏝㓄៖ࡍࡿࠋ
᭩㠃ᑂᰝࡢ᥇ᢥ⪅ᑐࡋࠊࡑࡢヲ⣽࡞ホ౯⤖ᯝࢆ㛤♧ࡍࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 ᴗࡢホ౯ᨵၿ
≉ู◊✲ဨ᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣ➼ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ◊✲ዡບ㔠ᨭ⤥ࡢຠ
ᯝ➼ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛ᅜẸุࡾࡸࡍ࠸
ᙧ࡛බ⾲ࡍࡿࠋ
≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝࡢᑂᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟
ࢆά⏝ࡋࡘࡘ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡸᑂᰝయไ➼ࡢᨵၿᫎࡉࡏࡿࠋ
ࠕ≉ู◊✲ဨ-SPDࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣ➼ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆᮏே㏻▱ࡍࡿࠋ
ᴗ㊃᪨␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢᐇែ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᚲせᛂࡌ࡚
ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋᨵၿ࣭ぢ┤ࡋෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞࿘▱ᮇ㛫ࠊ
⤒㐣ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ࠊເ㞟せ㡯➼ᫎࡉࡏࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢᥖ㍕ࠊㄝ᫂
ࡢ㛤ദ➼ࢆ⾜࠸ࠊᗈࡃ࿘▱ࡍࡿࠋ
㸦Ϻ㸧 ເ㞟࣭᥇⏝ᴗົࡢ࡞ᐇ
◊✲ዡບ㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࡢዡᏛ㔠ࡢ㔜」ཷ
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⤥ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊເ㞟せ㡯➼㔜」ཷ⤥ࢆ⚗ࡎࡿ᪨ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡶࠊ᥇
⏝ෆᐃ⪅ሗࢆྠᶵᵓᥦ౪ࡋࠊ㔜」ࢳ࢙ࢵࢡ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
≉ู◊✲ဨᴗ➼ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ㛤ദࡋࠊᴗෆᐜ➼ࡢ࿘▱ࢆᅗࡿࠋ
ղ ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㢧ᙲ
㸦ϸ㸧 ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹
ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢỈ‽ࢆୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ࠾࠸࡚Ⓨᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊ
㐀ᛶ㇏࡞ඃࢀࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿⱝᡭ◊✲⪅ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ᪩࠸ẁ㝵ࡽ㢧ᙲ
ࡋ࡚ࡑࡢ◊✲ពḧࢆ㧗ࡵࠊ⊂ⓗࠊඛ㥑ⓗ࡞◊✲ࢆᨭࡍࡿ᪥ᮏᏛ⾡⯆㈹
ࡢເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 ᪥ᮏᏛ⾡⯆⫱ᚿ㈹
ᡃࡀᅜࡢᏛ⾡◊✲ࡢⓎᒎࡢᐤࡀᮇᚅࡉࢀࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ㈨ࡍࡿࡓ
ࡵࠊඃ⚽࡞Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕ࢆ㢧ᙲࡍࡿ⫱ᚿ㈹ࡢເ㞟ࠊ㑅⪃ࠊᤵ㈹ಀࡿᴗ
ົࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵
ᅜ㝿⯙ྎ࡛ά㌍࡛ࡁࡿୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊⱝᡭ◊✲⪅ಶேࡢᾏእ
ὴ㐵ࡶࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢᅜ㝿◊✲ᡓ␎ἢࡗࡓ⤌⧊ⓗ࡞◊✲⪅ᾏእὴ㐵࡞ࠊⱝᡭ
◊✲⪅ࢆᾏእὴ㐵ࡍࡿྲྀ⤌ࢆィ⏬ⓗ࣭⥅⥆ⓗᐇࡍࡿࠋ
ྛ✀ᴗ࠾ࡅࡿ㑅⪃ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝཬࡧᅜ㝿ᴗጤဨ࠾࠸࡚ཝ
ṇᐇࡍࡿࠋ
ձ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵㸦ಶேᨭ㸧
ᾏእࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆὴ㐵ࡍࡿᾏእ≉ู◊✲ဨᴗಀࡿ
ເ㞟࣭ᑂᰝ࣭᥇⏝ᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⤖፧࣭ฟ⏘࣭
⫱ඣ࣭┳ㆤ࣭ㆤࡢࣛࣇ࣋ࣥࢺࡼࡿ◊✲୰᩿➼ࢆ⤒ࡓඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࢆᾏ
እࡢᏛ➼◊✲ᶵ㛵ὴ㐵ࡍࡿᾏእ≉ู◊✲ဨ-RRA ᴗಀࡿເ㞟࣭ᑂᰝ࣭᥇⏝
ᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ
ᑂᰝࡣࠊ≉ู◊✲ဨᴗࡶ≉ู◊✲ဨ➼ᑂᰝ࡚⾜࠺ࠋ
ເ㞟㛵ࡍࡿሗࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚ศࡾࡸࡍࡃබ⾲ࡍࡿࡶࠊ⏦ㄳ
᭩ࡢᵝᘧ➼ࢆ⏦ㄳ⪅ࡀ㎿㏿ධᡭ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ᾏእ≉ู◊✲ဨ᥇⏝ᮇ㛫⤊ᚋࡢ㐍㊰≧ἣㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᨭ⤥ࡢຠᯝ➼ࡘ࠸࡚☜
ㄆࡍࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛ᅜẸุࡾࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡍࡿࠋ
ேᮦ⫱ᡂ⏬ጤဨ➼ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᾏእ≉ู◊✲ဨᴗ㛵ࡋࠊᴗ㊃᪨
␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊᚲせᛂࡌ࡚ᴗෆᐜࡢ᳨ウ࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
ղ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ᾏእὴ㐵㸦⤌⧊ᨭ㸧
࣭㢌⬻ᚠ⎔ࢆຍ㏿ࡍࡿᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ᅜ㝿◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ᰾࡞ࡿඃࢀࡓ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
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㧗࠸࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ᭷ࡍࡿᡃࡀᅜࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀࠊ㢌⬻ᚠ⎔ࡼࡾᅜ㝿◊✲
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᡓ␎ⓗᙧᡂࡋࠊࡑࡢ୰᰾࡞ࡿࡇࢆᅗࡿࡓࡵࠊᑓ㛛ᐙࡼ
ࡿබṇ࡞ᑂᰝయไࢆᩚഛࡋࠊᾏእࡢࢺࢵࣉࢡࣛࢫࡢ◊✲ᶵ㛵ୡ⏺Ỉ‽ࡢᅜ㝿
ඹྠ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ┦ᡭഃࡢⱝᡭ◊✲⪅ࡢ㛗ᮇὴ㐵┦ᡭഃࡽ
ࡢ◊✲⪅ᣍ࠸ࡢ᪉ྥࡢேⓗὶࢆᒎ㛤ࡍࡿྲྀ⤌ࢆ⾜࠺Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࢆᨭ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⤊ࡋࡓᴗࡘ࠸࡚ᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
๓ᖺᗘࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡘ࠸࡚ࠊ⿵ຓᴗ⪅ࡽᥦฟࡉࢀࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ࡢ
☜ㄆࡸࠊᚲせᛂࡌ࡚⾜࠺⌧ᆅㄪᰝ➼ࡼࡾࠊ㢠ࡢ☜ᐃࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡿᡂᯝ➼ࡢᢕᥱດࡵࠊᐇ⦼ሗ࿌᭩ཬࡧᚋホ౯
ࡢ⤖ᯝ➼ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃබ㛤ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝᨭ
Ꮫᨵ㠉ࠊேᮦ⫱ᡂ࡞ࠊᅜࡢຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ
ᴗᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿබṇ࡞ホ౯య
ไࢆᩚഛࡋࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࠊ⥅⥆ᛶࢆ☜ಖࡋࠊ㐺ษࡘ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡾࡘࡘࠊ
ሗබ㛤ດࡵࡿࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊ௨ୗࡢᴗಀࡿᑂᰝ࣭ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
ձ ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ಠ▔ຊ⊂ຊࢆഛ࠼ࠊᗈࡃ⏘Ꮫᐁࢃࡓࡾࢢ࣮ࣟࣂࣝά㌍ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ㣴
ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᅜෆእࡢ➨୍⣭ࡢᩍဨ࣭Ꮫ⏕ࢆ⤖㞟ࡋࠊ⏘Ꮫᐁࡢཧ⏬ࢆᚓࡘࡘࠊᑓ㛛
ศ㔝ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚༤ኈㄢ⛬๓ᮇ࣭ᚋᮇ୍㈏ࡋࡓᏛࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᵓ⠏࣭ᒎ㛤ࡍࡿ
Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢᢤᮏⓗᨵ㠉ࢆᨭࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕ༤ኈㄢ⛬
ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸰㸮௳ࡢᴗࡢᚋホ౯ࢆ⾜࠺
ࡶࠊᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘࡽᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸴㸰௳ࡢᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ
ࢆ⾜࠺ࠋ
ղ Ꮫᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㧗➼Ꮫᰯࡸ♫ࡢ࡞᥋⥆ࡢࡶࠊධཱྀࡽฟཱྀࡲ࡛㉁ಖドࡢకࡗࡓᏛᩍ
⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿᏛ➼㸦▷ࠊ㧗ᑓࢆྵࡴ㸧ࢆᨭࡍ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿ
ࠕᏛᩍ⫱⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
ࡘ࠸࡚ࠊ
ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸲㸴௳ࠊᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ
㸯㸰௳ཬࡧᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸯㸷௳ࡢᴗࡢ୰㛫ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
ճ Ꮫ㛫㐃ᦠඹྠᩍ⫱᥎㐍ᴗ
ᅜබ⚾❧ࡢタ⨨ᙧែࢆ㉸࠼ࠊᆅᇦࡸศ㔝ᛂࡌ࡚Ꮫ㛫ࡀ┦㐃ᦠࡋࠊ♫ࡢ
せㄳᛂ࠼ࡿඹྠࡢᩍ⫱࣭㉁ಖドࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ྲྀ⤌ࡢ୰ࡽࠊඃࢀࡓྲྀ⤌
ࢆ㑅ᐃࡋࠊ㔜Ⅼⓗ࡞㈈ᨻᨭࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊᩍ⫱ࡢ㉁ࡢಖドྥୖࠊᙉࡳࢆά
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ࡋࡓᶵ⬟ูศࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕᏛ㛫㐃ᦠඹ
ྠᩍ⫱᥎㐍ᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸲㸷௳ࡢᴗࡢᚋホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
մ ᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ
ᆅ᪉බඹᅋయࡸᴗ➼༠ാࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿᑵ⫋ඛࡢฟࢆࡍࡿ
ࡶࠊࡑࡢᆅᇦࡀồࡵࡿேᮦࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵ㠉ࢆ
᩿⾜ࡍࡿᏛࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕᆅ㸦▱㸧ࡢ
ᣐⅬᏛࡼࡿᆅ᪉⏕᥎㐍ᴗ㸦COC㸩㸧ࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗ
ົࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸲㸰௳ࡢᴗࡢ୰㛫ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
յ Ꮫࡢୡ⏺ᒎ㛤ຊᙉᴗ
Ꮫᩍ⫱ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ຊࡢᙉࢆᅗࡿࡓࡵࠊᡃࡀᅜࡗ࡚ᡓ␎ⓗ㔜せ࡞
ᅜ࣭ᆅᇦࡢ㛫࡛ࠊ㉁ಖドࢆకࡗࡓᏛ⏕ὶࡢᐇ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿᅜ㝿ᩍ⫱㐃ᦠࡸࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡢྲྀ⤌ࡢᨭࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕᏛࡢୡ⏺ᒎ㛤
ຊᙉᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊ᪂ࡓබເࡍࡿᴗࡢᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘ᥇ᢥ
ࡉࢀࡓ㸯㸯௳ࡢᴗࡢ୰㛫ホ౯ࠊᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸯㸲௳ࡢᴗࡢᚋホ
౯ࢆ⾜࠺ࡶࠊᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸵௳ࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸷
௳ཬࡧᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓ㸰㸳௳ࡢᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋ
ն ࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ➼ᴗ
ୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᏛࡢὶ࣭㐃ᦠࢆᐇ⌧ࠊຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢே࣭ᩍົࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᨵ㠉࡞ᅜ㝿ࢆᚭᗏࡋ࡚㐍ࡵࡿᏛࡸࠊᏛ⏕ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᑐᛂຊ⫱ᡂࡢࡓ
ࡵࡢయไᙉࢆ㐍ࡵࡿᏛࢆᨭࡋࠊᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᅜ㝿➇தຊࡢྥୖཬࡧࢢ
࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ➼
ᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊホ౯ᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭ
ᴗࠖࡢ㸱㸵௳ࡢᴗࡢ୰㛫ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕ⤒῭
♫ࡢⓎᒎࢆ≌ᘬࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂᨭࠖࡢ㸲㸰௳ࡢᴗࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕࢫ࣮ࣃ࣮
ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛᡂᨭᴗࠖ᥇ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗࢆ㝖ࡃࠊ㸰㸱௳ࡢᴗࡢᚋ
ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
շ ༟㉺◊✲ဨᴗ
᪂ࡓ࡞◊✲㡿ᇦᣮᡓࡍࡿࡼ࠺࡞ⱝᡭ◊✲⪅ࡀࠊᏛ➼࠾࠸࡚Ᏻᐃࡘ⮬❧ࡋ
࡚◊✲ࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊᅜࡢᏛ➼ࡢ◊✲ᶵ㛵ࢆࣇ
࣮ࣝࢻࡋ࡚ά㌍ࡋᚓࡿⱝᡭ◊✲⪅ࡢ᪂ࡓ࡞࢟ࣕࣜࣃࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗ
ࡋࡓᅜࡢຓᡂᴗ࡛࠶ࡿࠕ༟㉺◊✲ဨᴗࠖࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝᴗົࢆ⾜࠺ࠋ
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ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊ༟㉺◊✲ဨೃ⿵⪅㑅⪃ጤဨ࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓබເࡍࡿ༟㉺◊
✲ဨࡢᑂᰝࢆ⾜࠺ࠋ
࠙㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠚ
እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ࠊྛ㡯┠ࡢ௨ୗࡢ㡯ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ
౯ࢆᚓࡿࠋ
ձ ◊✲⪅ࡢ㣴ᡂ࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ
࣭ ≉ู◊✲ဨࡢ㐍㊰≧ἣ
࣭ ༤ኈㄢ⛬ᅾᏛ௨እࡢሙᡤ࡛◊✲ࡍࡿ≉ู◊✲ဨࡢ≧ἣ
ղ ⱝᡭ◊✲⪅ࡢᾏእὴ㐵࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶ
࣭ ᾏእ≉ู◊✲ဨࡢ㐍㊰≧ἣ
ճ Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢྥୖࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝᨭ࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ᅜࡢᐃࡵࡓไᗘ࣭᪉㔪ᚑࡗࡓᑂᰝ࣭ホ౯
࣭ ᑂᰝ࣭ホ౯ࡢබṇࡉࠊ㏱᫂ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖ
࣭ ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙ
㸳 ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓᏛ⾡⯆యไࡢᵓ⠏♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍
㸦㸯㸧ㄪᰝ࣭◊✲ࡢᐇ
ձ Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮
Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊᾏእ◊✲㐃⤡ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠࡼࡿㅖ
እᅜ࠾ࡅࡿᏛ⾡⯆⟇ࡢ≧ἣㄪᰝཬࡧᅜෆእࡢᏛ⾡◊✲ືྥࠊ◊✲⪅ືྥ➼ࡢ
ㄪᰝ࣭◊✲ࢆᐇࡋࠊ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࠊᚋࡢ⯆ᴗᫎࡉࡏࡿࡇࡍ
ࡿࠋ
Ꮫ⾡◊✲ືྥࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨဨࡀᑓ㛛ศ㔝ಀ
ࡿ᭱᪂ࡢᏛ⾡ࡢືྥࢆㄪᰝࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆࡼࡾ㐺ษ࡞ᑂᰝጤဨࡢ㑅⪃ࡸホ౯ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᩚഛ➼ᫎࡉࡏࠊ⯆ࡀ⾜࠺ᑂᰝ࣭ホ౯ᴗົ➼ࡢྥୖᙺ❧࡚ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊሗ࿌᭩ྲྀࡾࡲࡵ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࠾࠸࡚බ
⾲ࡍࡿࠋ
ղ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮
ࢢ࣮ࣟࣂࣝᏛ⾡ሗࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊ
⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࠊ
◊✲⪅㣴ᡂᴗࠊ
Ꮫ⾡ᅜ㝿ὶᴗ➼ࡢྛ✀ࢹ࣮ࢱࡢ୍ඖ⟶⌮㸦㞟࣭✚࣭⟶⌮㸧ࢆ⾜࠺ࡶࠊ
ᅜෆእࡢᏛ⾡⯆ᶵ㛵ࡢᴗࡢᐇ≧ἣ㛵ࡍࡿሗࡢ㞟࣭✚ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ
㞟࣭✚ࡋࡓሗࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᏛ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᥦ౪ࡍࡿ
ࡶࠊ⯆ࡢㅖᴗᥦࡋࠊᴗᨵၿά⏝ࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ᗈሗሗⓎಙࡢᙉཬࡧᡂᯝࡢᬑཬ࣭ά⏝
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ձ ᗈሗሗⓎಙࡢᙉ
ᅜẸཬࡧ◊✲⪅➼ྥࡅࡓᗈሗࡢᅾࡾ᪉ࠊᐇ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡢ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ
᳨ウ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㐺ษ࡞ᗈሗດࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊྛᴗࡢᐇ≧ἣ➼ࠊᏛ⾡◊✲㛵ࢃࡿሗࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ᪉ἲࡼࡾ
බ㛤ࡋࠊᬑཬດࡵࡿࠋ
㸦ϸ㸧 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢά⏝
බເሗࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊ⯆ࡢᴗົෆᐜ㛵ࡍࡿ᭱᪂ሗࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
࡛㎿㏿ᥦ౪ࡋࠊ୍⯡ᅜẸࡸ◊✲⪅ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿⓗ☜ࡘぢࡸࡍ࠸ሗᥦ
౪ດࡵࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 ࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕ➼ࡢⓎ⾜
⯆ࡢᴗෆᐜࡘ࠸࡚ศࡾࡸࡍࡃ⦅㞟ࡋࡓࣈ࣮ࣟࢩ࣮ࣕࢆసᡂࡋࠊ
Ꮫ➼㛵ಀᶵ㛵ࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࠊᾏእࡢㅖᶵ㛵㓄ᕸࡍࡿࠊᚲせᛂࡌ࡚ᴗࡈ
࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ➼ࢆⓎ⾜࣭㓄ᕸࡍࡿࠋࡲࡓࠊⱥㄒ∧ࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮ࢆᖺ㸲ᅇ
Ⓨ⾜ࡋࠊ⯆ࡢᴗࡼࡾ᮶᪥⤒㦂ࡢ࠶ࡿእᅜே◊✲⪅ࠊᾏእࡢᏛ⾡⯆ᶵ
㛵ࠊᅾ᪥㤋➼㓄ᕸࡍࡿࠋ
㸦Ϻ㸧 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢⓎಙ
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡼࡾࠊබເෆࡸ⾜ணᐃ➼ࡢ
ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ϻ㸧 ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹࡢά⏝
බເࡸ⾜ࡢሗࢆ㎿㏿Ⓨಙࡍࡿࡓࡵࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ
࣮࣡࢟ࣥࢢ㺃ࢧ࣮ࣅࢫࢆά⏝ࡍࡿࠋ
ղ ᡂᯝࡢ♫㑏ඖ࣭ᬑཬ࣭ά⏝
㸦ϸ㸧 ࡦࡽࡵࡁࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼᴗ
ᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࢆᢸ࠺ඣ❺࣭⏕ᚐࢆ࡞ᑐ㇟ࡋ࡚ࠊ◊✲⪅ࡀ⛉◊㈝ࡼࡿ◊
✲ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ୰ྵࡲࢀࡿ⛉Ꮫࡢ⯆῝ࡉࡸ㠃ⓑࡉࢆศࡾࡸࡍࡃⓎಙࡍ
ࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⾡ࡀᣢࡘព⩏ࡸᏛ⾡᪥ᖖ⏕άࡢ㛵ࢃࡾᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ
῝ࡵࡿᶵࢆ♫ᥦ౪ࡍࡿࠕࡦࡽࡵࡁࢫ࢚ࣥࢧࡁࡵࡁۼ㹼ࡼ࠺ࡇࡑᏛ
ࡢ◊✲ᐊ㹼KAKENHIࠖࢆᅜྛᆅࡢᏛ➼࡛ᖜᗈࡃᐇࡍࡿࠋ
㸦Ϲ㸧 Ꮫ⾡ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊሗ࿌᭩ྲྀࡾࡲ
ࡵ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࠾࠸࡚බ⾲ࡍࡿࡶࠊᴗࡢ⏬࣭❧➼ά⏝ࡍ
ࡿࠋ
㸦Ϻ㸧 Ꮫ⾡ࡢ㐍ᒎࡼࡾ⏕ࡌࡓ༟㉺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡼࡾᗈࡃ୍⯡
බ㛤ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿࠕ༟㉺◊✲ᡂᯝබ㛤ᴗࠖࢆᐇࡍࡿࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊጤဨࢆ㛤ദࡋࠊ
ࠕⓎぢⓎ᫂ࡢࢹࢪࢱࣝ༤≀㤋㸦༟㉺◊✲
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧
ࠖࡢᐇ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᐇࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍
Ꮫ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ➨୍⥺ࡢ◊✲⪅➼ࡽࡢ࣎ࢺ࣒ࢵࣉࡼࡿⓎពᇶ࡙ࡁࠊ⮬⏤࡞
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◊✲Ⓨ⾲ࠊሗࢆ⾜࠺ሙࢆᥦ౪ࡋࠊ⏘Ꮫ༠ຊࡢᶫΏࡋࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࡣࠊ௨ୗࡢ㆟➼ࢆ㛤ദࡍࡿࡶࠊ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ➼ࡢάື
ࡘ࠸࡚ࡢሗⓎಙࠊཬࡧ⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟ࡢᑂ㆟⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡢሗⓎಙ
ດࡵࡿࠋ
࣭ ⏘Ꮫ༠ຊ⥲ྜ◊✲㐃⤡㆟
⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ➼ㅖᴗࡢᐇᙉࢆᅗࡿࡶࠊᏛ⏺⏘ᴗ⏺ࡢᏛ
⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡼࡗ࡚Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿศ㔝ࡸࡑࡢ᥎㐍᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭ ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨ
⏘Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢせㄳࡸ◊✲ືྥ㛵ࡋᖜᗈ࠸ゅᗘࡽ⮬⏤ሗ࣭ពぢࢆ
⾜࠺ࡶࠊ✚ࡉࢀࡓᡂᯝⓎಙࡢሙࡋ࡚ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡢ㛤ദࠊάື
ᡂᯝࡢห⾜ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ ◊✲㛤Ⓨᑓ㛛ጤဨ
ᑗ᮶Ⓨᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿศ㔝ཬࡧゎỴࡍࡁㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗ࡞ㄪᰝᑂ㆟ࢆ
⾜࠺ࠋ
࠙㐩ᡂࡍࡁᡂᯝࠚ
እ㒊ホ౯࠾࠸࡚ࠊྛ㡯┠ࡢ௨ୗࡢ㡯ࡘ࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ᡂᯝ㸦ෆᐜ㸧࡛࠶ࡿࡢホ
౯ࢆᚓࡿࠋ
ձ ㄪᰝ࣭◊✲ࡢᐇ࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ㄪᰝ࣭◊✲ࡀᴗάࡉࢀࡓࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ
ղ ᗈሗሗⓎಙࡢᙉཬࡧᡂᯝࡢᬑཬ࣭ά⏝࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝࡢ◊✲⪅ࢆࡣࡌࡵ♫ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᥦ౪ࠋ
࣭ ࠕⓎぢⓎ᫂ࡢࢹࢪࢱࣝ༤≀㤋㸦༟㉺◊✲ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧
ࠖࡢᐇࠋ
ճ Ꮫ⾡ࡢ♫ⓗ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ᥎㐍࠾࠸࡚㐩ᡂࡍࡁᡂᯝ
࣭ ⏘Ꮫ༠ຊ◊✲ጤဨࡢάⓎ࡞άື୍ᒙࡢάᛶࡢ᥎㐍
࣭ ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗᒎ㛤
࣭ ࢭ࣑ࢼ࣮࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ◊✲άືཬࡧᡂᯝಀࡿሗⓎಙ
㸴 ๓ྛྕ㝃ᖏࡍࡿᴗົ
Ꮫ⾡◊✲ࡢ᥎㐍㈨ࡍࡿᴗࡋ࡚௨ୗࡢ࠾ࡾ๓ྛྕ㝃ᖏࡍࡿᴗົࢆẖᖺᗘ╔ᐇ
ᐇࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ಀࡿົ
ᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ጤဨࡼࡾ㐠Ⴀࡉࢀࠊ⏕≀Ꮫ◊✲㢧ⴭ࡞ᴗ⦼ࢆᣲࡆࡓ◊✲⪅ࢆ㢧
ᙲࡍࡿࡇࡼࡾᅜ㝿ⓗࡶ㧗࠸ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᅜ㝿⏕≀Ꮫ㈹ࡢ➨㸱㸱ᅇ㢧ᙲಀ
ࡿົࢆ⾜࠺ࡶࠊ
➨㸱㸲ᅇ㢧ᙲྥࡅࡓ‽ഛ࣭ᨭࡢົࢆ✚ᴟⓗᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜෆእྥࡅ࡚ᮏ㈹ࡢព⩏ࡸෆᐜࡢ࿘▱άືດࡵࡿࠋ
㸦㸰㸧㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹ಀࡿົ
㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹ࡢ་Ꮫ◊✲ศ㔝ࡢ㑅⪃ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ㔝ཱྀⱥୡࣇࣜ࢝㈹་Ꮫ◊✲
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ศ㔝᥎⸀ጤဨࠖࡢタ⨨ྥࡅࡓᴗົࢆ⾜࠺➼ࠊᑂᰝᴗົࢆᐇࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟㛤ദಀࡿເ㔠ົ
Ꮫ⾡㛵ಀᅜ㝿㆟ࡢ㛤ദࡢࡓࡵࠊᣦᐃᐤ㔠ࡼࡿເ㔠ࠊ୪ࡧ≉ᐃබ┈ቑ㐍ἲே
ࡋ࡚ࡢເ㔠ࡢົࢆ⾜࠺ࠋ
➨ ᴗົ㐠Ⴀࡢຠ⋡㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡿࡁᥐ⨨
㸯 ⤌⧊ࡢ⦅ᡂཬࡧ㐠Ⴀ
⌮㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡼࡾࠊ⤌⧊⦅ᡂ㈨※㓄ศࡘ࠸࡚ᶵືⓗ࣭ᙎຊⓗ㐠Ⴀ
ࢆ⾜࠸ࠊᴗົࡢຠ⋡ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᙺဨࠊホ㆟ဨࠊົ⤌⧊ཬࡧᏛ⾡ࢩࢫࢸ
࣒◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼ࡀຠᯝⓗྛᙺࢆᯝࡓࡍ⤌⧊యไࢆᩚഛࡍࡿࠋ
㐺ษ࡞ᴗົ㐠Ⴀཬࡧෆ㒊⤫ไࡢᐇ࣭ᙉࡢほⅬࡽࠊᴗົᇳ⾜ཬࡧィ⤒⌮ࢆᑐ㇟
ࡍࡿෆ㒊┘ᰝࢆᐇࡍࡿࡶࠊ⫋ဨࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫᑐࡍࡿព㆑ࡢྥୖ㈨
ࡍࡿࡓࡵࡢ◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺጤဨࢆ㛤ദࡋࠊࣜࢫࢡࡢศᯒ
ࡸᑐᛂࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢỴ⟬ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗሗ࿌᭩㸦ィ㛵ࡍࡿ㒊ศࡢࡳ㝈ࡿ㸧
ࠊ㈈ົㅖ
⾲ཬࡧỴ⟬ሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࠊ┘ࡢ┘ᰝཬࡧィ┘ᰝேࡢἲᐃ┘ᰝࢆཷࡅࡿࠋࡲࡓࠊ┘
┘ᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞ᴗົ࣭ィ┘ᰝࡢ㔜Ⅼ㡯┠ࢆᘬࡁ⥆ࡁタࡅࡿࠋ
࡞࠾ࠊ┘ཬࡧィ┘ᰝேࡼࡿ┘ᰝࡢ⤖ᯝࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛බ㛤ࡍࡿࠋ
㸰 ୍⯡⟶⌮㈝➼ࡢຠ⋡
ᴗົ㐠Ⴀࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤Ꮡᴗࡢᚭᗏࡋࡓぢ┤ࡋࠊຠ⋡ࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ⤌⧊యไࠊ
ᴗົศᢸࡢぢ┤ࡋࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊົᡭ⥆ࠊỴ᪉ἲ࡞ࠊົࡢ⡆⣲࣭ྜ⌮
ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡼࡾ୍⯡⟶⌮㈝㸦ே௳㈝ࢆྵࡴࠋ
㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰
ࡢึᖺᗘẚࡋ࡚ᖺ⋡㸱㸣௨ୖࡢຠ⋡ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢࡢᴗ㈝
㸦➇தⓗ㈨㔠➼ࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘண⟬ᑐࡋ࡚㸯㸣௨ୖࡢ๐ῶࢆᅗࡿࠋ
ࡲࡓᐤ㔠ᴗ➼ࡘ࠸࡚ࡶᴗົࡢຠ⋡ࢆᅗࡿ࡞ࠊ୰ᮇィ⏬ᚑ࠸ᴗົࡢຠ⋡ࢆ
ᅗࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㐠Ⴀ㈝㔠㢠ࡢ⟬ᐃྥࡅ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝㔠മົṧ㧗ࡢⓎ⏕≧ἣࡶ␃ព
ࡍࡿࠋ
㸱 ே௳㈝ࡢຠ⋡
⤥Ỉ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜᐙබົဨࡢ⤥Ỉ‽ࢆ༑ศ⪃៖ࡋࠊᙜヱ⤥Ỉ‽ࡘ࠸᳨࡚
ドࢆ⾜࠸ࠊ㐺ṇྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊࡑࡢ᳨ド⤖ᯝࡸྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࢆබ⾲ࡍࡿࠋ
㸲 ᴗົ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢྜ⌮࣭ຠ⋡
㸦㸯㸧እ㒊ጤクࡢಁ㐍
ᴗࡢຠ⋡ⓗ࡞㐙⾜ࡢࡓࡵࡢእ㒊ጤクࡘ࠸࡚ࡣࠊຠ⋡ࡀᅗࡽࢀࡿᴗົࡸศ㔝ࠊ
㒊㛛ࢆㄪᰝࡋࠊእ㒊ጤクࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡋࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㓄៖ࡋࡓୖ࡛ࠊእ㒊
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ጤクࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ᴗົࡢᐇᙜࡓࡾጤク➼ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊᅜ࠾ࡅࡿぢ┤ࡋࡢྲྀ⤌㸦
ࠕබඹㄪ㐩ࡢ
㐺ṇࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ㸯㸶ᖺ㸶᭶㸰㸳᪥ࡅ㈈ィ➨㸰㸮㸯㸵ྕࠋ㈈ົ⮧ࡽྛ┬ྛ
ᗇࡢ㛗࠶࡚ࠋ㸧㸧➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୍⯡➇தධᮐࡢ⠊ᅖࡢᣑࡸ㝶ពዎ⣙ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ㏻ࡌ
ࡓᴗົ㐠Ⴀࡢ୍ᒙࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࡇࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧ㄪ㐩➼ྜ⌮ࡢྲྀ⤌
ㄪ㐩௳ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎୍⯡➇தࡼࡿࡶࡢࡋࠊ㝶ពዎ⣙ࡼࡿሙྜࡣࠊ㏱᫂ᛶ
ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡑࡢ⌮⏤➼ࢆබ⾲ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ⊂❧⾜ᨻἲே࠾ࡅࡿㄪ㐩➼ྜ⌮ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸳
᭶㸰㸳᪥⥲ົ⮧Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࠊ㹎㹂㹁
㸿ࢧࢡࣝࡼࡾࠊබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ⮬ᚊⓗࡘ⥅⥆ⓗㄪ㐩➼ࡢྜ⌮
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ࡞࠾ࠊㄪ㐩➼ྜ⌮ィ⏬ࡢ⟇ᐃཬࡧ⮬ᕫホ౯⤖ᯝ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┘
ཬࡧእ㒊ጤဨ࡛⤌⧊ࡍࡿዎ⣙┘どጤဨࡢⅬ᳨ࢆཷࡅࡿࡶࠊࡑࡢᑂ㆟ᴫせࢆ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪබ㛤ࡍࡿࠋ
㸦㸱㸧ሗࣥࣇࣛࡢᩚഛ
㸦ϸ㸧 ᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᨵၿ
ィࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊఏ⚊ࢆ㟁Ꮚⓗฎ⌮ࡍࡿࡶࠊィᖒ⡙ࡘ
࠸࡚ࡶ㟁Ꮚⓗ⟶⌮ࡋࠊ⊂❧⾜ᨻἲேィᇶ‽ࡢࡗࡾຠ⋡ⓗࡘ㐺ṇ࡞
ィฎ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦Ϲ㸧 ሗ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝᥎㐍
ᴗົᚲせ࡞⯆ෆࡢㅖᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ࡣࠊሗඹ᭷ࢯࣇࢺ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࢘
࢙㸧࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟᶵ⬟ࡼࡾࠊຠ⋡ⓗ࡞ᴗົ㐠Ⴀࡀᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺✚ᴟⓗ࡞
ά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
㸦Ϻ㸧 ሗඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ
⯆ᴗ⯡ࡢሗඹ᭷ࢆࡼࡾ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࢢ࣮ࣝࣉ࢙࢘ࢆ✚ᴟ
ⓗά⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⯆እࡢ㛵ಀ⪅ࡢሗඹ᭷ಀࡿ㛫ࡸࢥࢫࢺࢆ๐
ῶࡍࡿࡓࡵࠊWEB ㆟ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
㸦ϻ㸧 ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺࢆᚭᗏࡍࡿࡓࡵࠊ࣏ࣜࢩ࣮㑂Ᏺࡢࡓࡵࡢᐇ
ᡭ㡰᭩ࢆᘬࡁ⥆ࡁᩚഛࡋࠊ࣏ࣜࢩ࣮㑂Ᏺࡢᡭ㡰ࢆ᫂☜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ࣏ࣜࢩ
࣮ᇶ࡙ࡃࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ࣏ࣜࢩ
࣮‽ᣐᛶ┘ᰝࢆᐇࡍࡿࠋ
ᨻᗓࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇࠾ࡅࡿ᪉㔪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊPDCA ࢧࢡࣝࡢᵓ⠏
ཬࡧᐃ╔ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ࣏ࣜࢩ࣮ࡢ㑂Ᏺ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢ
⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせᛂࡌࡓᨵၿࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ⫋ဨ➼ᑐࡋ࡚ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ㛵ࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᐇ
ᡭ㡰᭩ࢆ⏝࠸ࡓࢭ࢟ࣗࣜࢸㅮ⩦ཬࡧ⮬ᕫⅬ᳨ࢆᖺ㸯ᅇᐇࡍࡿࠋ


528
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ࡉࡽࠊ㧗ᗘࡍࡿሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ᭱㧗ሗࢭ࢟ࣗ
ࣜࢸ㈐௵⪅㸦CISO㸧⿵బᐁᴗົࢆእ㒊ࡢᑓ㛛ᐙጤクࡍࡿࠋ
⅏ᐖ࣭ᨾ➼ࡢ㠀ᖖࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࡢṆࢆཎᅉࡋ࡚ᴗົࡢ㐙⾜ࡀ࡛
ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࢆ᪩ᮇᪧࡉࡏࠊ⥅⥆ࡋ࡚⏝
ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࠊሗࢩࢫࢸ࣒㐠⏝⥅⥆ィ⏬ᇶ࡙ࡁ㐠⏝ࡍࡿࠋ
⯆ࡢಖ᭷ࡍࡿಶேሗཬࡧ≉ᐃಶேሗ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᖖࡢྲྀᢅ࠸ࡸ
┘ᰝࠊཬࡧ₃࠼࠸➼ࡢࡢⓎ⏕ཪࡣೃࢆᢕᥱࡋࡓሙྜࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿಖㆤ
⟶⌮యไࢆᩚഛࡋࠊᐇࡍࡿࠋ
㸦㸲㸧ᴗົ㐠Ⴀࡢ㓄៖㡯
ᴗົࡢຠ⋡ࠊே௳㈝ࡢຠ⋡➼ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࠊ◊✲⪅➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ
పୗࢆᣍ࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋࡲࡓࠊຓᡂ࣭ᨭᴗົ࠾࠸࡚ࠊ◊✲⪅ࡢᨭࢆ☜
ᐇࡘຠᯝⓗ⾜࠺ୖ࡛ᚲせ࡞ᑂᰝ࣭ホ౯⤒㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐺ษᥐ⨨ࡍࡿࠋ
➨୕ ண⟬ࠊᨭィ⏬ཬࡧ㈨㔠ィ⏬
㸯 ண⟬
ู⣬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
➨ᅄ ▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠
▷ᮇධ㔠ࡢ㝈ᗘ㢠ࡣ㸵㸳൨ࡍࡿࠋ▷ᮇධࡀᐃࡉࢀࡿែࡋ࡚ࡣࠊ㐠Ⴀ㈝
㔠ࡢཷධࢀ㐜ᘏࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ

➨ 㔜せ࡞㈈⏘ࡢฎศ➼㛵ࡍࡿィ⏬
㔜せ࡞㈈⏘➼ࢆㆡΏࠊฎศࡍࡿィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ
➨භ వ㔠ࡢ㏵
⯆ࡢỴ⟬࠾࠸࡚వ㔠ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡣࠊᗈሗ࣭ሗᥦ౪ࡢᐇࠊㄪᰝ◊✲ࡢ
ᐇࠊሗࡢಁ㐍࡚ࡿࠋ
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529

➨ ࡑࡢົ┬௧࡛ᐃࡵࡿᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ㡯
㸯 タ࣭タഛ㛵ࡍࡿィ⏬
タ࣭タഛ㛵ࡍࡿィ⏬ࡣ࡞࠸ࠋ
㸰 ே㛵ࡍࡿィ⏬
㸦㸯㸧⫋ဨࡢ◊ಟィ⏬
⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶཬࡧព㆑ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊୗグࡢ◊ಟࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㈨㉁ࡢྥ
ୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊእ㒊࡛ᐇࡉࢀࡿ◊ಟ⫋ဨࢆཧຍࡉࡏࡿࠋ
ձ ㄒᏛ◊ಟ
ղ ᾏእࡢᶵ㛵࡛ࡢ◊ಟ
ճ ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ◊ಟ
մ ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ◊ಟ
㸦㸰㸧ேὶ
ᅜ❧Ꮫἲே➼ࡢேὶࢆ⾜࠸ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂࢆᅗࡾࠊ㐺ษ࡞ே
㓄⨨ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦㸱㸧ேホᐃ
⫋ဨࡢᴗົ➼ࡢົホᐃࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆฎ㐝ࠊே㓄⨨➼㐺ษࡘලయⓗ
ᫎࡍࡿࡇ࡛ࠊேᮦࡢຠᯝⓗά⏝ࡸ⫋ဨࡢ⫋ົ㐙⾜⬟ຊ࣭᪉ἲࡢྥୖࢆᅗࡿࠋ
㸱 ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢆ㉸࠼ࡿമົ㈇ᢸ
୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫୰ࡢᴗࢆຠ⋡ⓗᐇࡍࡿࡓࡵࠊḟᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࢃࡓࡗ࡚മົ
㈇ᢸࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ




530
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㸦ู⣬㸯㸫㸯㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉண⟬㸦⥲ᣓ⾲㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀
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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

ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠

⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠

ᴗධ

ᐤ㝃㔠ᴗධ

⏘Ꮫ༠ຊᴗධ

Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗධ

ཷクᴗධ

ィ

ᨭฟ
୍⯡⟶⌮㈝

࠺ࡕ ே௳㈝

≀௳㈝

ᴗ㈝

࠺ࡕ ே௳㈝

≀௳㈝

⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓᴗ㈝

◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓᴗ㈝

Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓᴗ㈝

ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝

ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝

⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ㈝

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝

ᐤ㝃㔠ᴗ㈝

⏘Ꮫ༠ຊᴗ㈝

Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗ㈝

ཷクᴗ㈝

ィ

ͤࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍

ἲேඹ㏻

ྜࠉࠉィ
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532
㸦ู⣬㸯㸫㸰㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉண⟬㸦୍⯡຺ᐃ㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀
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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

ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠

⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠

ᴗධ

ᐤ㝃㔠ᴗධ

⏘Ꮫ༠ຊᴗධ

Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗධ

ཷクᴗධ

ィ

ᨭฟ
୍⯡⟶⌮㈝

࠺ࡕ ே௳㈝

≀௳㈝

ᴗ㈝

࠺ࡕ ே௳㈝

≀௳㈝

⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓᴗ㈝

◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓᴗ㈝

Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓᴗ㈝

ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝

ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝

⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ㈝

ᐤ㝃㔠ᴗ㈝

⏘Ꮫ༠ຊᴗ㈝

Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗ㈝

ཷクᴗ㈝

ィ

ͤࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍

ἲேඹ㏻

ྜࠉࠉィ






































































































































































㸦ู⣬㸯㸫㸱㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉண⟬㸦Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍

ධ
ᅜᗜ⿵ຓ㔠ධ
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠


ᴗධ


ィ


ᨭฟ
୍⯡⟶⌮㈝


࠺ࡕ ே௳㈝


≀௳㈝


Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝


ィ


ͤ㸯ࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ͤ㸰ࠉᇶ㔠⿵ຓ㔠ධᑐࡍࡿᨭฟࡣࠊ」ᩘᖺᗘΏࡾ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊᖺᗘண⟬ࡢᨭࡣ୍⮴ࡋ࡞࠸ࠋ

ἲேඹ㏻

ྜࠉࠉィ
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534
㸦ู⣬㸰㸫㸯㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉᨭィ⏬㸦⥲ᣓ⾲㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍

ἲேඹ㏻

ྜࠉࠉィ
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㈝⏝ࡢ㒊
⤒ᖖ㈝⏝
ᴗົ⤒㈝
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓᴗ㈝
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓᴗ㈝
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ㈝
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝
ᐤ㝃㔠ᴗ㈝
⏘Ꮫ༠ຊᴗ㈝
Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗ㈝
ཷクᴗ㈝
୍⯡⟶⌮㈝
ῶ౯ൾ༷㈝

































































































┈ࡢ㒊
⤒ᖖ┈
㐠Ⴀ㈝㔠┈
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠┈
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠┈
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠┈
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠┈
ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠┈
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠┈
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠┈
ᴗົ┈
ᐤ㝃㔠ᴗ┈
⏘Ꮫ༠ຊᴗ┈
Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗ┈
ཷクᴗ┈
㈨⏘ぢ㏉㈇മᡠධ

































































































⮫┈

⣧┈

⥲┈

ͤࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ





















㸦ู⣬㸰㸫㸰㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉᨭィ⏬㸦୍⯡຺ᐃ㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍

ἲேඹ㏻

ྜࠉࠉィ
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㈝⏝ࡢ㒊
⤒ᖖ㈝⏝
ᴗົ⤒㈝
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓᴗ㈝
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓᴗ㈝
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓᴗ㈝
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓᴗ㈝
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓᴗ㈝
ᐤ㝃㔠ᴗ㈝
⏘Ꮫ༠ຊᴗ㈝
Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗ㈝
ཷクᴗ㈝
୍⯡⟶⌮㈝
ῶ౯ൾ༷㈝



























































































┈ࡢ㒊
⤒ᖖ┈
㐠Ⴀ㈝㔠┈
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠┈
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠┈
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠┈
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠┈
ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠┈
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠┈
ᴗົ┈
ᐤ㝃㔠ᴗ┈
⏘Ꮫ༠ຊᴗ┈
Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗ┈
ཷクᴗ┈
㈨⏘ぢ㏉㈇മᡠධ



























































































⮫┈

⣧┈

⥲┈

ͤࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
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㸦ู⣬㸰㸫㸱㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉᨭィ⏬㸦Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍

ἲேඹ㏻

ྜࠉࠉィ
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㈝⏝ࡢ㒊
⤒ᖖ㈝⏝
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗ㈝
୍⯡⟶⌮㈝
ῶ౯ൾ༷㈝































┈ࡢ㒊
⤒ᖖ┈
Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠┈
ᴗົ┈
㈨⏘ぢ㏉㈇മᡠධ































⣧┈

⥲┈

ͤࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
















㸦ู⣬㸱㸫㸯㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉ㈨㔠ィ⏬㸦⥲ᣓ⾲㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ
㈨㔠ᨭฟ
ᴗົάືࡼࡿᨭฟ
ḟᮇ⧞㉺㔠

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍
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ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠ࡼࡿධ

⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠ࡼࡿධ

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠ࡼࡿධ

ᐤ㝃㔠ᴗࡼࡿධ

⏘Ꮫ༠ຊᴗࡼࡿධ

Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗࡼࡿධ

ཷクᴗࡼࡿධ

ࡑࡢࡢධ

๓ᮇ⧞㉺㔠

ͤࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ

















































































㈨㔠ධ
ᴗົάືࡼࡿධ
㐠Ⴀ㈝㔠ࡼࡿධ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࡼࡿධ
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠ࡼࡿධ
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠ࡼࡿධ
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠ࡼࡿධ

- 29 537

538
㸦ู⣬㸱㸫㸰㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉ㈨㔠ィ⏬㸦୍⯡຺ᐃ㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ
㈨㔠ᨭฟ
ᴗົάືࡼࡿᨭฟ
ḟᮇ⧞㉺㔠

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍

ἲேඹ㏻
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ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲ὶ᥎㐍ᴗ㈝⿵ຓ㔠ࡼࡿධ

⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ⫱ᡂ㈝⿵ຓ㔠ࡼࡿධ

ᐤ㝃㔠ᴗࡼࡿධ

⏘Ꮫ༠ຊᴗࡼࡿධ

Ꮫ⾡ᅗ᭩ฟ∧ᴗࡼࡿධ

ཷクᴗࡼࡿධ

ࡑࡢࡢධ

๓ᮇ⧞㉺㔠

ͤࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ












































































㈨㔠ධ
ᴗົάືࡼࡿධ
㐠Ⴀ㈝㔠ࡼࡿධ
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࡼࡿධ
◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠ࡼࡿධ
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠ࡼࡿධ
ᅜ㝿ᣐⅬᩚഛᴗ㈝⿵ຓ㔠ࡼࡿධ
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㸦ู⣬㸱㸫㸱㸧
ᖹᡂ㸰㸷ᖺᗘࠉ㈨㔠ィ⏬㸦Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᴗົ຺ᐃ㸧
㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉศ
㈨㔠ᨭฟ
ᴗົάືࡼࡿᨭฟ
ḟᮇ⧞㉺㔠

ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ
ከᵝ࡞▱ࡢ㐀

ḟୡ௦ࡢேᮦ⫱ᡂ ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙࠸ࡓ
ᙉᅛ࡞ᅜ㝿༠ാ
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲ᶵ⬟ࡢ Ꮫ⾡⯆యไࡢᵓ⠏
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ྥୖ
♫ࡢ㐃ᦠࡢ᥎㐍

ἲேඹ㏻
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㈨㔠ධ
ᴗົάືࡼࡿධ

Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠⿵ຓ㔠ࡼࡿධ

ࡑࡢࡢධ

๓ᮇ⧞㉺㔠

ͤࠉྛḍ✚⟬ྜィḍࡢᩘᏐࡣᅄᤞධࡢ㛵ಀ୍࡛⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
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平成２９年度事業及び第３期中期目標期間における
業務実績の自己点検評価・外部評価の実施経緯
平成 30 年 3 月 15 日
独立行政法人日本学術振興会平成 29 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平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における事業の
評価手法について」の決定
平成 30 年 4 月 24 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） 平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における業務実績に関する自己
点検評価について
平成 30 年 5 月 10 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
議題 １） 外部評価の実施方法について
議題 ２） 平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における業務実績に関する外部
評価担当項目について
議題 ３） 平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における業務実績に関する評価
について
議題 ４） その他
平成 30 年 5 月 10 日～5 月 30 日
外部評価委員による平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における業務実績に関する
外部評価（案）の検討
平成 30 年 6 月 7 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
議題 １） 決算等の状況について
議題 ２） 平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における業務実績に関する外部
評価コメント及び評定について
議題 ３） その他
平成 30 年 6 月 7 日～6 月 11 日
外部評価委員による「外部評価結果の総括」の検討
平成 30 年 6 月 18 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
議題 １） 平成 29 年度事業及び第 3 期中期目標期間における業務実績に関する外部
評価結果について
議題 ２） 外部評価結果の総括（案）について
平成 30 年 6 月 28 日
独立行政法人日本学術振興会理事長に対し、外部評価報告書を提出
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