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東日本大震災の発災から１年が経過した。３・１１以降、日本の地方自治の
あり方、重要性が改めて考えさせられる１年となった。
現在、政府においては、第３０次地方制度調査会が設置され、同調査会にお
いて、議会のあり方を始めとする住民自治のあり方、大都市制度のあり方及び
東日本大震災を踏まえた基礎自治体の担うべき役割や行政体制のあり方などに
ついての諮問に基づき、調査・審議が行われているところである。昨年１２月
には、地方議会の会期、専決処分、直接請求制度などに係る地方自治法改正案
に関する意見がまとめられた。この意見を踏まえ、速やかに必要な修正などに
ついて具体的検討を行い、今国会に地方自治法改正案として提出に向けた準備
を進めることとされている。
当センターは、このような時代の要請と現況を踏まえ、学識経験者の方々に
ご参加いただき、今後の地方自治制度の運用上の諸課題、新たな制度改正の展
望等について自由闊達にご議論いただくことを目的として本研究会を設置した
ものである。
本研究会において、平成２３年度では、今般の地方自治制度を巡る諸課題、
特に、地方議会制度、住民訴訟及び住民自治のあり方等をテーマとして、それ
ぞれの論点について自由な議論を行った。
本研究会における新しい視点からの自由な論議が地方自治制度の構築の参考
となり、地方自治の更なる発展に資することとなれば望外の喜びである。
なお、本研究の企画及び実施に当たっては、総務省自治行政局行政課から多
くのご協力をいただいた。
本報告書が広く地方公共団体の行政課題への対応と施策展開の一助となるこ
とを期待したい。
平成２４年３月
財団法人
理事長

自治総合センター
二 橋 正 弘
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第１回
地方議会制度について

２１世紀地方自治制度についての調査研究会（平成２３年度）
（第１回）議事要旨
１ 日 時 平成２３年１０月２０日（木）１７：００～

２ 場 所 （財）自治総合センター 大会議室

３ 出席者 今井 貴子

成蹊大学法学部政治学科准教授

金井 恵里可 文教大学国際学部国際理解学科准教授
北島 周作

成蹊大学法学部法律学科准教授

木村 草太
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勢一 智子
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東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授

村木 美貴

千葉大学大学院工学研究科准教授
（平成２３年１０月２０日現在）

４ 議 題 地方議会制度について

５ 概 要

地方議会制度について
○ 通年会期制度は、議長会からどうして導入しようという意見が出ているのだろ
うか。議会基本条例だと幾つか入れているところもあり、実質は余り変わらない
という意見もあるのに、何でそういうことを強く言っているのかというのが、よ
くわからない。

○ 今の定例会・臨時会の制度は、運用でやっているところは定例会を年１回とす
るという形でやっているが、それは今の制度の本質からいうと、少し変わったや
り方で、苦肉の策として、運用でやられている。違法ということは全くないが、
そういったものを正当に認めてほしいと言っている。あともう一つは、実質、通
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年会期にすると、自動的に会期の日が決まるので、招集行為がなくなる。そうす
ると、議長がいつでも開きたいときに会議が開ける。こういうことになるので、
議会の自由度が高まるということが要望の根拠ではないか。

○ 今度の統一地方選挙も投票率が大きく低下している。特に議会に対する関心は
無関心、あるいは敵意というのが住民や国民の中にかなり広くあるというのは、
ある意味で民主主義の危機。民主主義というのは、長を直接選ぶというのは必須
のものじゃなくて、議会は必ずやらなければいけないのに、それに対する不信が
ある。例えば、一部の知事や市長がもてはやされたり、阿久根みたいな問題が起
きる遠因になっている。これを何とか変えなければいけない。

○ 投票率の地方議会とか地方選挙における低下というのは、二つの側面があると
思う。一つは関心がないとか、相乗り、多選が多くて、勝敗がわかり切っている
ので下がってしまうという面もあるが、もう一方で、逆にうまくやってくれてい
るから住民が関心を持つまでもないという面もあったと思う。

○ 政治学の最近の議論では、今までの表裏一体で、行政側が、例えば議会での話
を事前調整しているがために本会議等で討議する必要がないとか、そういうふう
にうまくやってきたからこそある意味満足して、口では満足とは言わないが、住
民が政治に参加しない、関心を持たないという側面もあるという、そういう民主
主義でも良いのではという開き直りの議論もある。

○ 都道府県議会と市町村の議会を分けて考える必要があるのではないかという
論点がある。今の自治法の議会の制度は、そこは同じ扱いになっているが、割と
アマチュアというか、そういった議員は基礎自治体に向いているのではないか。
広域自治体や政令市のような大都市については、ある程度の専門性がいるのでは
ないかという議論が、昨年の行財政検討会議であった。

○ 選挙制度についての一つの論点は、地方議員というものをどういうふうに考え
ていくかということ。ローカルパーティーみたいなものを地方議会に導入するの
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かどうかということの議論があった。それと、別の視点から、都道府県会議員の
選挙区は、郡市の区域になっていて、これを条例で自由化してほしいという議論
が今出てきている。

○ 地方選挙には政党というのは一切登場しない。公職選挙法の長や議会の規定の
中に、政党ということは一切出てこない。地方自治法にも政党という言葉は一言
もない。政党というものを位置づけるのか位置づけないのかというのは、まず根
本的な問題。比例代表にしようと思ったら、政党とか会派とかというものが存在
することが前提になるため、そこが大問題だということ。

○ 基本的には大選挙区制。特に人口規模が大きい中核市とか、２３区内の区議会
議員は、何十人もの中から選ぶと、ものすごい数の掲示板の中から、果たして選
べているのかという問題もある。選挙区をもう少し細かい単位にしたほうがいい
のではないかというのは、やっぱり一つの大きな方向ではないのか。完全に小選
挙区になってしまったら、いろんな弊害も出てくるので、やっぱり中選挙区を維
持するのだろうけれども、もう少し大きなところは分割するというほうが、民意
の反映とか、選択可能性ということから見ればいいのではないか。

○ 阿久根も名古屋のケースも大変興味深いケースだと思うのだが、ああいうふう
に議会と長がけんかをするというのはよく見られる現象なのか。それとも非常に
あの地域の特殊な現象なのか。

○ この二つは特殊と言えば特殊だけれども、我が国において今後第２第３のこう
いう事案が出てこないのかどうかと考えるときに、出てこないとは限らないので
はないか。やはり長と議会が対立というか、水面下で事前調整してやるというの
は徐々に変わってきているのではないか。

○ 社会の構造変化が進んでいるのではないか。要は公務員が役に立つとか、議員
が役に立つとか、政治家しないで済んできたというエリート層とか、あるいは専
門職層がちゃんと束ねてくれているから社会に対して安心感を持っていたとい
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う確信が少し崩れていて、要は自分たちの生活が、バブル崩壊以降、ずっと生活
は向上しないと。非正規労働も含めていろんな所得も賃金も伸びてこないという
市民層の中のかなりの部分があるという前提の中で、国家公務員、地方公務員、
それから政治家、いろいろあると思うが、身近なところでよく見える人たちの働
きが、余り役に立ってないように見えて、それに対して税金をここまで投入して
いるのか。しかも自分たちの所得水準、生活水準に比べると、とんでもなくいい
ことをしているのではないかという、そういう空気は全国的にあるのではないか
と思う。

○ 阿久根市のようなケースがあって、そういうことに対策をするというか、先手
を打って、わざわざ条例をきちんと公布するとか、そういうふうな規定をつくる
という方向。そうすると、今までは割と紳士協定というか、大人であれば普通に
尊重し合って、根回しをして決まったことを議会というセレモニーの場所におい
て決めるということでうまくいっていたが、もう少し実質的なところを地方自治
法に書いていこうという方向性なのか。

○ 歴史的に見ると、昭和２０年代の未成熟なころに、例えば、北海道において革
新道政と道議会の対立があった。それから、昭和４０年代には至るところで革新
自治体ができ、そのときの首長と議会の対立はあった。やはり世の中が成熟して、
安定してきて、ある程度経済も成長してきて、いろいろなイシューを解決してき
たこの２０年ぐらいとか、３０年くらいは、何となく自公民に代表されるような
安定的な勢力で知事とか市長をつくって、地方行政ができるだけ政治化しないと
いうことに価値が出てきていたのではないか。

住民参加について
○ 議会審議における住民参加の状況というのを見たときに、例えば都市工学では、
開発とか、計画づくりにおいて住民参加の話がたくさんあって、そういう現場の
ところから見ていると、議会における市民参加というのは、議会に対して、一般
市民もジェネラルなことが聞きたいから、そういうことが必要なのか、それとも、
そもそも議員というのは政治の専門家なのか、市民の代表なのか、どちらなのか
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なということが思うところである。

○ 住民参画していただくなら、文句を言う場ではなくて、全体を統治するための、
住民参加も一種の市民的な義務というか、責務があってやるものであるという概
念化をしない限り、ただ、住民にだれも文句を言えないような状態になってしま
う。例えば、裁判員制度的なものを一部地域で導入するなどして、一般市民でも
参画できるような案件について、本当に市民から選んで入ってもらうなどの工夫
を試してみてはどうか。

○ 議会事務局の力量は物すごく大きいなと感じている。現実のことを考えたら、
例えば、有権者のことだとか、議員のことだとか、役所全体のこととか考えたら、
議会事務局を活性化するのが、もっとも議会の活性化になるのではないか。

○ 分権化が進んでいく中で、住民参加ってそんなに美しいものばかりではないと
いうことで、市民参加のあり方が、例えば公共サービスの質とか、そういったも
の自体に影響を与えるとすると、恐らく既に相当地方の中での格差が広がってい
るので、その格差が結果的には固定化される方向になる。例えば、住民参加でど
こまでさせるのか。イギリスでは、予算の一部を住民が決定する、パーティシベ
ートリバジェットが始まっている。

○ 間接民主制とか、代表民主制とか、あるいは議会の没落というのに対する答え
として、さっき裁判員制度の話がありましたけれど、抽選民主制みたいなものは
学会でどう議論されているのか。もちろんこれは憲法改正が要るが、どう評価さ
れているのか。

○ 抽選民主制に関して議論を聞いたものは余りないので、そういうのは議論の俎
上にものぼらないような扱いを受けているということではあると思う。最近の憲
法学は、国民の利害を議会に代表するのは、住民の利害を議会に代表するのだと
いうところから少しニュアンスが変わってきていて、むしろ多様な意見を一つに
うまく集約をするクリエイティブな作業を議会はしなければいけないのだとい
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う議論が活発化してきている。

○ そういう流れの中で、やはり住民参加も評価されてきているというのが憲法学
の議論であって、住民参加というのも単に意見を表明させるのではなくて、何か
統一したプログラムをつくらなければいけない。その責任を果たしてくださいと
いうような住民参加のイメージをどうやってつくるかというのは、憲法でも課題
になってきていることかなと思う。

○ やはり憲法学者としては、議会はそういうものから超然としているから公共的
な判断をつくれるという信念もあると思う。各利益集団の抗争と妥協の過程の中
で、妥協としての政治ではなくて、やはりパブリックで、全員が納得できる理由
を示せるものをつくる。そのためには、もちろん意見を聞くことは必要だけれど
も、それとべったり寄ってしまうような議会ではいけないという考え方があると
思う。

○ 例えば、現実に起きていることは、ギリシャは民主主義がずっと長い間、機能
してきたわけだけれども、結局は十何万人もの人間が集まって火炎瓶を投げたり
して、統制できないこととなった。ユーロも欧州議会をつくったけれども、結局
は格付会社の日々刻々と変わるような動きに対して、機敏に対応できない。つま
り議会というものが、刻々と変わる経済状況の中において追いついていけない。
結局、何か決めなきゃいけないが、議会では決まらないというのが、ローカルな
レベルでもナショナルなレベルでも、もうちょっとグローバルな、国を超えるＥ
Ｕみたいなレベルでも起こってきているというのを、どういうふうにアカデミズ
ムの世界では考えているかということ。

○ 国会も、欧州議会も、地方議会も、議論ばっかりしていって決められない。議
会というのは意味があるのかという疑問が、国民の深層にあるのではないか。だ
からみんな議員定数削減に賛成し、議員報酬を削減するのに賛成する。衆議院、
参議院の定数も削減で、１院でよくて、いつまで議論ばっかりしているのかと言
っているという感じからすると、議会制民主主義の危機というのが来ているので
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はないだろうか。

○ 今、日本が議論しているぐらいの増税をやった国は、いわゆる先進諸国と言わ
れるＯＥＣＤ内では既にたくさんあるが、そこでの必須条件は徹底した情報公開。
スウェーデンは非常に高負担で高福祉と言われていますが、それを支えているの
はものすごい事細かな、自分の税金が一体どこまで使われて何に使われていて、
自分はどれだけもらえるのかというのがすぐにわかるという、そこまで徹底した
もので、そこがやっぱり議会に対しての信頼感がある。

○ 憲法学のかなりクラシカルな議論では、議会のライバルというのはメディア。
政府、君主と国民、臣民が結びつくには、メディアがない場合には議会の統制活
動を通じて、議会が政府の姿を描いて、それを臣民が知る。ところが、今はどの
官庁だって首相だって、マスメディアに直接話して、国民に直接信を問うことが
できる。徹底した情報公開が、政府の信頼の基礎であるとすると、メディアとし
ての議会が、政府のやっていることの情報をきちんと公開していく。それでマス
メディアの取材にある意味勝っていって、自分たちは政府のメディアとして非常
に有益な存在だというふうにアピールしていくのが、非常に議会の役割に有益で
あるとアピールする一つの手段かもしれない。

○ 議会という手続を経ることによって、政策が実施されるまでのプロセスが明確
になっていくということが大きいということか。それを強調するのであれば、通
年議会もそうだろうし、いろいろな知事とか市長が決定するまでのプロセスが、
それなりに全部プロセス段階で出てくるということの保証機能として地方議会
があるのかなと思う。

○ 案件を９０％、９９％可決していても、ただ可決するのと、きちんと論拠を全
部提示させてというのはやはり全然違う。そういうようなことを調査して、アピ
ールしていってあげないと、議会の人たちもかわいそうだなという気がする。

○ 市町村は割とＣＡＴＶを持っていて議会中継をよくやるが、この視聴率が案外
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高い。地方では、農村チャンネルで議会が流れたりする。実際、インターネット
中継は最近増えていて、地味ではあるが、そういう取り組みはある。

○ 実際、地方自治体で行政計画をつくるときは、審議会とか研究会を立ち上げて、
そこにＮＰＯの人を呼んだりして、そこで事実上の議論をやっていっている。実
体の議論がそちらに移行していて、議会に出てくる段階である程度たたかれたも
のになるので、議会でどれだけパフォーマンスが出せるかというのはかなり難し
いのではないか。議会と執行段階での市民参加とのすみ分けというか、そのあた
りは少し考えないと、議会の活性化は難しいのではないか。

○ もう一つ議論するとしたら、パブリックコメントをどう評価するか。条例を議
会に出す前にパブコメかけると住民からいろいろな意見が出てきて、それを踏ま
えて議会へ出すと議会が審議しづらいではないかということで、議会が反対する
ということがある。あれはもともと規制をやる事業者とか、そういう方々が意見
を述べる機会としてあって、だから国は法律では行わずに、政令以下をやるとい
うルール。自治体の場合、条例そのものをかけるので同じような論点がある。

○ 侵害留保の原則でいけば、議会を通さないと法規はつくれないというのはいい
のだろう。ハイパワーがあって、直接公選の長に規制権限まで独自に与えるとい
う世界は一般的じゃなくて、やはり議会がないと侵害留保は侵せないということ
なのだろうか。

○ 海外では民族とか人種とか、マイノリティーの利害調整というのは非常に重要
で、そういう点からいくと議会というような形の場所でオープンにして、いろい
ろな利害を反映させるというのは手続として非常に重要。ただ、今の地方議会の
状況を見ると物すごく議員構成が偏っていて、普通の民主主義の多数決原理では、
うまく拾えないような小さな利害が入る余地があるとも、構成上なっていない。
男性に偏っているのもそうであるし、恐らく年齢構成もかなり偏っているので、
例えば子育てをしているお母さんのような利害がなかなか表に現れないという
ところではバランスが物すごく悪い状態で、信頼を得られないところの一つの理
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由という感じがする。

○ 住民の縮図となっていないことの一番の問題は、議会で議論されることが住民
に響かないということ。それが何か、地方議会について言うと、例えば本会議の
傍聴しやすくするとか、情報公開するにしても、審議の質を変えなければ、結局
やっていることは一緒なので、関心を持ってもらえないのではないか。しかし、
よくよく考えてみると、幅広い層の住民代表を入れるということにしても、立候
補するのは自由なので、どうしたらいいのかというところで、いつも終わってし
まう。
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㻝㻢㻜䠄㻜㻚㻞㻑䠅㻌

⥅⥆ᑂᰝ

䠄ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠍᭶䠍᪥䡚ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠍䠎᭶䠏䠍᪥䠅

㻥䠄㻜㻚㻝㻑䠅㻌

㻜䠄㻜㻚㻜㻑䠅㻌

㻜䠄㻜㻚㻜㻑䠅㻌

㻥䠄㻜㻚㻝㻑䠅㻌

⥅⥆ᑂᰝ

䠄ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠍᭶䠍᪥䡚ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠍䠎᭶䠏䠍᪥䠅

ฟ䠖䛂ᐃཬ䜃⮫䛻䛚䛡䜛㆟ᩘ䛻㛵䛩䜛ㄪ䛃䠄ᅜ㒔㐨ᗓ┴㆟㆟㛗䠅䚸䛂ᖹᡂ21ᖺᗘ㻌 ᕷ㆟䛾άື䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ⤖ᯝ䛃䠄ᅜᕷ㆟㆟㛗䠅䚸
䛂➨56ᅇ⏫ᮧ㆟ᐇែㄪᰝ䛃䠄ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗䠅㻌
㻝㻞㻌㻌

ཎྍỴ

ᥦฟ⪅

䛆⏫ᮧ䛇

㻥㻣㻘㻝㻝㻠䠄㻥㻥㻚㻞㻑䠅㻌

ᕷ༊㛗

ᥦฟ⪅

ཎྍỴ

㻝㻘㻝㻡㻞㻌䠄㻤㻞㻚㻢㻑䠅㻌

㆟

䛆ᕷ༊䛇

㻤㻘㻡㻞㻜㻌䠄㻥㻥㻚㻝㻑䠅㻌

ཎྍỴ

▱

ᥦฟ⪅

䛆㒔㐨ᗓ┴䛇

൯ုࢀഐнМУѝࡀ٬рࡀி!
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๙ڒ൯ုಎнМУѝๆྐᅒрఌ!ڂ

㻝㻟㻌㻌

－27－



ͤ ᕷ㆟ࡣࡇࢀᑐࡋࠊᗘྠᵝࡢ㆟Ỵ㸦㸷᭶㸰㸶᪥㸧ࢆࡋࠊ
ᕷ㛗ࡣࠊἲ➨㸯㸵㸴᮲➨㸳㡯ᇶ࡙ࡁࠊ࡞࠾ࠊ㆟Ỵࡀ㆟ࡢᶒ
㝈ࢆ㉸࠼ࡿࡋ࡚ឡ▱┴▱ᑐࡋᑂᰝࢆ⏦❧࡚㸦㸯㸮᭶㸯㸶
᪥㸧ࠊឡ▱┴▱ࡣ⏦❧࡚ࢆᲠ༷ࡍࡿᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ㸰㸱
ᖺ㸯᭶㸯㸲᪥㸧ࠋ
 Ѝ ᕷ㛗ࡣྡྂᒇᆅᥦッ㸦ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸱᭶㸯㸳᪥㸧ࠋ

ͤ 㸵᭶㸵᪥ࡢ⿵ṇண⟬ࡢᑓỴฎศࡘ࠸࡚ࡣࠊ㮵ඣᓥ┴▱ࡣ
㸵᭶㸰㸱᪥ࠗṇࡢ່࿌࠘ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ͤ ᢎㄆࢆồࡵࡓᑓỴฎศ௳ࡘ࠸࡚ࠊ㆟ࡣ࡚ᢎㄆ
ͤ 㜿ஂ᰿ᕷ㛗ࡢኻ⫋క࠸⫋ົ௦⌮⪅ࡋ࡚ᣦྡࡉࢀࡓἼẶ
ࡼࡾࠊฟ┤ࡋᕷ㛗㑅➼㛵ࡍࡿ⿵ṇண⟬㸳௳ࡘ࠸࡚ࠊ㆟
㛤୰࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊࡇࢀࢆᑓỴฎศࡼࡾฎ⌮㸦ᖹ
ᡂ㸰㸱ᖺ㸯᭶㸲᪥㸧ࠋ

㻝㻠㻌㻌

ࠕ ۑᕷ㆟ᐃ᮲ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ᮲ࠖࡘ࠸࡚ࠊ
㆟Ỵࡉࢀࡓ᮲ࡢ㏦ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㸰㸮᪥ࡀ⤒㐣ࡋࡓ
ࡶࢃࡽࡎࠊࡇࢀࢆබᕸࡏࡎ㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㹼㸧





⿵ ۑṇண⟬ࠊ᮲ࡢไᐃ࣭ᨵṇ㸦㆟ဨሗ㓘᪥ᙜไࠊᅛᐃ
㈨⏘⛯⋡ᘬୗࡆ➼㸧ࠊᕷ㛗ࡢ㑅௵ࡘ࠸࡚ࠊ㆟ဨࡼ
ࡿᣍ㞟ㄳồࡀ࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎ㆟ࢆᣍ㞟ࡏࡎࠊ
ᑓỴฎศࡼࡾฎ⌮㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸲᭶㹼㸧

 ۑ㆟ࡼࡿࠕྡྂᒇᕷ୰ᮇᡓ␎ࣅࢪࣙࣥࠖࡢෆᐜࡢಟ
ṇ㆟Ỵཬࡧࠕྡྂᒇᕷබ㛤ᴗᑂᰝࡢᐇ㛵ࡍࡿ᮲
ࠖࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ⌮⏤ࡽᆅ᪉⮬ἲ➨㸯㸵㸴᮲➨
㸲㡯つᐃࡍࡿ㆟ࡋࡓ㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸷᭶㸷᪥㸧
ձ ⥲ྜィ⏬ࢆᐃࡵࡿᶒ㝈ࡣ㛗࠶ࡾࠊ㆟ࡀࡇࢀࢆಟ
ṇ㆟Ỵࡍࡿࡇࡣ㆟ࡢᶒ㝈ࢆ㉸࠼ࡿࠋ
ղ බᕸࡢ᮲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗ࡢண⟬⦅ᡂᶒࢆᐖࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㆟ࡢᶒ㝈ࢆ㉸࠼ࡿࠋ

ͤ 㸴᭶㸶᪥ࠊ㆟ဨࡼࡿ⮫ࡢᣍ㞟ㄳồᑐࡋࠊᮇ㝈ࡢ㸴᭶
㸰㸶᪥࠾࠸࡚ࡶ㆟ࢆᣍ㞟ࡏࡎࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊ㮵ඣᓥ┴
▱ࡣ㸵᭶㸰᪥ཬࡧ㸵᭶㸰㸱᪥ࠗṇࡢ່࿌࠘ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ͤ 㸶᭶㸰㸳᪥⮫ᣍ㞟ࠊ㸷᭶㸰㸷᪥ᐃᣍ㞟





 ۑ㆟ࢆᣍ㞟ࡏࡎ㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸴᭶㹼㸧



 ۑ㆟ࡢฟᖍᣄྰ㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸱᭶㸧

㜿ஂ᰿ᕷ



ྂྡࠕ ۑᒇᕷබ㛤ᴗᑂᰝࡢᐇ㛵ࡍࡿ᮲ࠖࡘ࠸
࡚ࠊ㆟Ỵࡉࢀࡓ᮲ࡢ㏦ࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ㸰㸮᪥ࡀ⤒㐣
ࡋࡓࡶࢃࡽࡎࠊࡇࢀࢆබᕸࡏࡎ㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸴᭶㹼㸧



 ۑᕷẸ⛯ῶ⛯᮲ࠊ㆟ဨሗ㓘༙ῶ᮲ࠊᆅᇦጤဨ㛵㐃
ண⟬ࡘ࠸࡚ࠊ㆟ࡼࡾྰỴ࣭ಟṇྍỴࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ
ࡿ㸦ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸰᭶㹼㸧

ྡྂᒇᕷ

භкࡀݓрഒᅓрદᆍ!
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䠏㻌
䠕㻌
㻝䠕㻌
䠑䠒㻌
䠔䠌㻌
䠍䠒䠓㻌

ᖹᡂ䠍䠔ᖺ㻌

ᖹᡂ䠍䠕ᖺ㻌

ᖹᡂ䠎䠌ᖺ㻌

ᖹᡂ䠎䠍ᖺ㻌

ᖹᡂ䠎䠎ᖺ㻌

ィ㻌

䠍䠑㻌

䠑㻌

䠒㻌

䠏㻌

㻜㻌

䠍㻌

㒔㐨ᗓ┴㻌

䠕䠓㻌

䠐䠕㻌

䠏䠐㻌

䠔㻌

䠒㻌

㻜㻌

ᕷ㻌

䠑䠑㻌

䠎䠒㻌

䠍䠒㻌

䠔㻌

䠏㻌

䠎㻌

⏫ᮧ㻌

䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻟᭶㻤᪥⌧ᅾ䠅

䈜ฟ㻌 ⮬య㆟ᨵ㠉䝣䜷䞊䝷䝮䛂ᅜ⮬య㆟䛾㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ㻞㻜㻝㻝䠄⤖ᯝ㏿ሗ䞉㈨ᩱ䠄㻞㻜㻝㻝ᖺ䠏᭶䠅䠅䛃㻌
䠤䠬䠖㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼓㼕㼗㼍㼕㻙㼗㼍㼕㼗㼍㼗㼡㻚㼚㼑㼠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘㻛㼜㼐㼒㻛㼑㼚㼝㻞㻜㻝㻝㻙㼟㼕㼞㼥㼛㼡㻝㻝㻜㻠㻞㻞㻚㼜㼐㼒㻌

௳ᩘ㻌

㻌㻌

ࡀࠎݓၬᆍрయ෨ி!

㻝㻡㻌㻌
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㻝㻌

㆟つ๎䞉ጤဨ᮲➼㻌

㻞㻠㻌

㻟㻌

㻣㻌

㻝㻠㻌

⏫ᮧ㻌

㻞㻢㻌

㻢㻌

㻣㻌

㻝㻟㻌

䈜ฟ㻌 ⮬య㆟ᨵ㠉䝣䜷䞊䝷䝮䠤䠬䠄㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼓㼕㼗㼍㼕㻙㼗㼍㼕㼗㼍㼗㼡㻚㼚㼑㼠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘䠅㻌

ᕷ༊㻌

䠄ᖹᡂ21ᖺ1᭶22᪥⌧ᅾ䠅

䞉㻌 ᰩᒣ⏫㆟ᇶᮏ᮲
㻌 ➨䠑❶ ⮬⏤ウ㆟䛾ᣑ
䠄⮬⏤ウ㆟䛻䜘䜛ྜពᙧᡂ䠅
➨䠕᮲ 㻌 ㆟䛿䚸㆟ဨ䛻䜘䜛ウㄽ䛾ᗈሙ䛷䛒䜛䛣䛸䜢༑ศ䛻ㄆ㆑䛧䚸㆟㛗䛿䚸⏫㛗➼䛻ᑐ䛩䜛ᮏ㆟➼䜈䛾ฟᖍせㄳ䜢ᚲ
せ᭱ᑠ㝈䛻䛸䛹䜑䚸㆟ဨ┦㛫䛾ウ㆟䜢୰ᚰ䛻㐠Ⴀ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䠎 㻌 ㆟䛿䚸ᮏ㆟䚸ᖖ௵ጤဨ䚸≉ูጤဨ➼䛻䛚䛔䛶䚸㆟ဨᥦฟ㆟䚸⏫㛗ᥦฟ㆟ཬ䜃⏫Ẹᥦ➼䛻㛵䛧䛶ᑂ㆟
䛧⤖ㄽ䜢ฟ䛩ሙྜ䚸㆟ဨ┦㛫䛾⮬⏤ウ㆟䛻䜘䜚㆟ㄽ䜢ᑾ䛟䛧䛶ྜពᙧᡂ䛻ດ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏫Ẹ䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂㈐௵䜢
༑ศ䛻ᯝ䛯䛥䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹
䠏 㻌 ㆟ဨ䛿䚸๓䠎㡯䛻䜘䜛㆟ဨ┦㛫䛾⮬⏤ウ㆟䜢ᣑ䛩䜛䛯䜑䚸ᨻ⟇䚸᮲䚸ពぢ➼䛾㆟䛾ᥦฟ䜢✚ᴟⓗ䛻⾜䛖䜘䛖
ດ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹

䕿㻌 ලయⓗ䛺

㻠㻌

㻜㻌

⮬ᇶᮏ᮲➼㻌

ྜィ㻌

㻟㻌

㒔㐨ᗓ┴㻌

䠄༢䠖ᅋయᩘ䠅

㆟ᇶᮏ᮲㻌

㻌㻌

䕿㻌 ウ㆟䛾ไᗘ

ࡀߴڝрࡀрி!

㻝㻢㻌㻌
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ᓥ⏣ᕷ㻌

᪂ᇛᕷ㻌

ᅄ᪥ᕷᕷ㻌

ኳ⌮ᕷ㻌

ㅋ᪩ᕷ㻌

ᓥཎᕷ㻌

ศᕷ㻌

㟼ᒸ┴㻌

ឡ▱┴㻌

୕㔜┴㻌

ዉⰋ┴㻌

㛗ᓮ┴㻌

㛗ᓮ┴㻌

ศ┴㻌

㆟ᇶᮏ᮲䛾ไᐃ䛻ྥ䛡䚸୰㛫䛻ᑐ䛩䜛䝟䝤䝸䝑䜽䝁䝯䞁䝖䜔ᕷẸពぢ䜢
㛤ദ䠄㆟ဨ䛜ཧຍ䛧䚸㻝㻟ᆅ༊බẸ㤋䛷㛤ദ䚹㻠㻞㻥ே䛾ᕷẸ䛜ཧຍ䠅㻌 㻌

㆟ᕷẸᗙㄯ䛾㛤ദ䚹㻌

≉ูጤဨ䛷ㄪᰝ䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸ྛᆅᇦఫẸ䛸䛾ពぢ䜢㛤ദ䚹㻌

㆟ဨᐃᩘ䞉㆟ဨሗ㓘䞉ᨻົㄪᰝ㈝䞉㆟ᨵ㠉䛻䛴䛔䛶ពぢ䜢⪺䛟䛯䜑䛾䛂ᕷẸ䛸㆟䛾
ᰯ༊ู᠓ㄯ䛃䜢㛤ദ䚹㻌

ᖹᡂ㻞㻜ᖺ䠎᭶䛻Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ពぢ䛂䝅䝔䜱䞉䝭䞊䝔䜱䞁䜾㼕㼚䜻䝱䞁䝟䝇䛃䜢ᅄ
᪥ᕷᏛ䛻䛶㛤ദ䚹㻌

㆟ဨᐃᩘ䛻䛴䛔䛶ᕷẸ䛾ពぢ䜢⪺䛟䝍䜴䞁䝭䞊䝔䜱䞁䜾㻔ィ㻝㻞ᅇ㻕䜢㛤ദ䚹㻌

㆟ሗ࿌䚸ᕷẸ䛸䛾ពぢ䜢㛤ദ䚹㻌

ᕷෆ㻟䞃ᡤ䛷䛂ฟ๓ጤဨ䛃䜢㛤ദ䛧䚸ᕷẸ䛾ពぢ⫈ྲྀ䜢⾜䛳䛯䚹㻌

ྲྀ䜚⤌䜏㻌

䈜ฟ㻌 ➨䠑䠒ᅇ⏫ᮧ㆟ᐇែㄪᰝ䠄ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗䠅

䕿㻌 㻌 ⏫ᮧ䛻䛚䛡䜛㆟ሗ࿌䞉ఫẸ᠓ㄯ䛾ᐇ௳ᩘ㻌 䠖䠍䠐䠎௳
㻌 㻌 㻌 䠄ᖹᡂ2䠍ᖺ7᭶1᪥䡚ᖹᡂ22ᖺ6᭶30᪥䠅

䈜ฟ㻌 ᕷ㆟䛾άື䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ䠄ᅜᕷ㆟㆟㛗䠅

䛔䛱䛝୵ᮌ㔝ᕷ㻌 ㆟ဨᐃᩘ䛻㛵䛩䜛ពぢ䛾㛤ദ䚹㻌

ከᦶᕷ㻌

ᮾி㒔㻌

㮵ඣᓥ┴㻌

ᕷ༊⏫ᮧ㻌

㒔㐨ᗓ┴㻌

䕿㻌 ᕷ䛻䛚䛡䜛ఫẸ䛸䛾ᑐヰ䛾ලయⓗ䛺䠄ᖹᡂ20ᖺ1᭶1᪥䡚12᭶31᪥䠅㻌

ࡀݓࡀнࣰѝଧ႟ܥрி!

㻝㻣㻌㻌
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㻌
䕿㻌 㒔㐨ᗓ┴㆟䛾≧ἣ㻌 㻌 䠄ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠍᭶䡚䠍䠎᭶䠅
㻌
ฟ䠖 䛂බ⫈㛤ദ䛻㛵䛩䜛ㄪ䛃䛂ཧ⪃ே䛾ฟᖍ䜢ồ䜑䛯䛻㛵䛩䜛ㄪ䛃䠄ᅜ㒔㐨ᗓ┴㆟㆟㛗䠅
㻌
㻌 ¾㻌 බ⫈䜢㛤ദ䛧䛯ᅋయᩘ㻌 㻌 㻌 䠍ᅋయ
㻌 ¾㻌 ཧ⪃ே䛾ᣍ⮴ᅋయᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠎䠓ᅋయ
㻌
㻌䕿㻌 ᕷ༊㆟䛾≧ἣ㻌 㻌 䠄ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠍᭶䡚䠍䠎᭶䠅
㻌
ฟ䠖 䛂ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘᕷ㆟䛾άື䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ⤖ᯝ䛃䠄ᅜᕷ㆟㆟㛗䠅
㻌
㻌 ¾㻌 බ⫈䜢㛤ദ䛧䛯ᅋయᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 䠑ᅋయ
㻌 ¾㻌 ཧ⪃ே䛾ᣍ⮴ᅋయᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍䠒䠍ᅋయ
㻌
㻌䕿㻌 ⏫ᮧ㆟䛾≧ἣ㻌 㻌 䠄ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠓᭶䡚ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠒᭶䠅
㻌
ฟ䠖䛂➨䠑䠒ᅇ⏫ᮧ㆟ᐇែㄪᰝ⤖ᯝ䛾ᴫせ䛃䠄ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗䠅
㻌
㻌 ¾㻌 බ⫈䜢㛤ദ䛧䛯ᅋయᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 䠑ᅋయ
㻌 ¾㻌 ཧ⪃ே䛾ᣍ⮴ᅋయᩘ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠔䠏ᅋయ
㻌

ථ˾ݓু௵యีрިᄝி!

㻝㻤㻌㻌
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㻟㻥㻌
㻢㻥㻌
㻝㻢㻌

ᖖ௵ጤဨ㻌

ண⟬ᑂᰝ㻌
≉ูጤဨ㻌

㆟㐠Ⴀጤဨ㻌

Ẹἲ㻌
䝔䝺䝡㻌

㻠㻟㻢㻌

ᐇ䛧䛶䛔䜛㻌

㻢㻢㻌

䜲䞁䝍䞊
䝛䝑䝖㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻜㻌

㻡㻌

㻝㻠㻡㻌

㻯㻭㼀㼂㻌

䕿㻌 㻌 ⏫ᮧ㆟䛻䛚䛡䜛୰⥅䛾≧ἣ

㻠㻡㻤㻌

䝰䝙䝍䞊㻌
䝔䝺䝡㻌

ᮏ㆟㻌

㻌㻌

䕿㻌 㻌 ᕷ༊㆟䛻䛚䛡䜛୰⥅䛾≧ἣ

㻜㻌

㻡㻌

㻟㻡㻌

㻝㻣㻌

㻞㻟㻢㻌

㻟㻌

㻟㻟㻌

㻝㻡㻌

㻞㻥㻥㻌

䜲䞁䝍䞊
䝛䝑䝖㻌
䠄㘓⏬䠅㻌

㻞㻢㻜㻌

㻡㻌

㻠㻞㻌

䛭䛾㻌

㻡㻜㻡㻌

ᐇ䛧䛶㻌
䛔䛺䛔㻌

ฟ䠖➨䠑䠒ᅇ⏫ᮧ㆟ᐇែㄪᰝ䛾⤖ᯝᴫせ䠄ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗䠅

㻞㻡㻌

㻝㻟㻌

㻞㻠㻌

㻞㻞㻌

㻢㻜㻌

䛭䛾㻌

䠄ᖹᡂ22ᖺ7᭶1᪥⌧ᅾ䚸༢䠖ᅋయᩘ䠅

᭷⥺ᨺ㏦㻌 ᗇෆᨺ㏦㻌 㜵⅏↓⥺㻌

୰⥅ᡭẁ䠄㔜」ᅇ⟅䠅㻌
䝷䝆䜸㻌

㻟㻠㻌

㻢㻡㻌

㻣㻡㻌

㻞㻞㻠㻌

䜲䞁䝍䞊
ᗇෆᨺ㏦㻌
䝛䝑䝖㻌
䠄⏕୰⥅䠅㻌

ฟ䠖ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘ㻌 ᕷ㆟䛾άື䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ䠄ᅜᕷ㆟㆟㛗䠅

㻜㻌

㻞㻌

㻜㻌

㻟㻥㻌

䝷䝆䜸㻌

㆟୰⥅㻌

㻞㻌

㻞㻡㻌

㻝㻞㻌

㻞㻥㻝㻌

䜿䞊䝤䝹䝔
䝺䝡㻌

ᨺ㏦䠄㔜」ᅇ⟅䠅㻌

䠄ᖹᡂ22ᖺ12᭶31᪥⌧ᅾ䚸809ᕷ䚸ྛ㆟ู䚸༢䠖ᅋయᩘ䠅

ࡀݓрডဥ˾ථި!

㻝㻥㻌㻌
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㻞㻜㻌㻌

ᕷ㆟ࡢάື㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᅜᕷ㆟㆟㛗㸧ࠊ⏫ᮧ㆟
㻌 䠍㻌 㻌 䠤䠬䛻䛚䛔䛶㆟㈨ᩱ➼䜢බ㛤 ͤฟ㸸ᖹᡂ23ᖺᗘ
ᐇែㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ㸦ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗㸧
㻌 ¾㻌 ᕷ༊㆟䛻䛚䛡䜛䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ୖ䛷䛾㆟䛾ሗⓎಙ䛾᭷↓䠄ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠍䠎᭶䠏䠍᪥⌧ᅾ䠅㻌
㻌 㻌 ᕷ༊㻌 䠔䠌䠕ᅋయ୰㻌 䠔䠌䠒ᅋయ
㻌
㻌 ¾㻌 ⏫ᮧ㆟䛻䛚䛡䜛䝩䞊䝮䝨䞊䝆㛤タ≧ἣ㻌 㻌 䠄ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠓᭶䠍᪥⌧ᅾ䠅
㻌 㻌 ⏫ᮧ㻌 䠕䠐䠍ᅋయ୰㻌 䠓䠒䠏ᅋయ
㻌
㻌 䠎㻌 㻌 ㆟ᇶᮏ᮲䛻䛚䛔䛶㈨ᩱ➼䛾බ㛤䠄ᥦ౪䠅䜢つᐃ䠄ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠎᭶䠐᪥⌧ᅾ䠅
䈜ฟ㻌 ⮬య㆟ᨵ㠉䝣䜷䞊䝷䝮䠤䠬䠄㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼓㼕㼗㼍㼕㻙㼗㼍㼕㼗㼍㼗㼡㻚㼚㼑㼠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘䠅㻌
㻌 ¾㻌 ጤဨᑂᰝ䛻䛚䛡䜛㈨ᩱ➼䛾බ㛤㻌 䠄䠓ᅋయ䠅
㻌 䛆ᕷ༊䛇㻌 㖝⏣ᕷ䠄Ⲉᇛ┴䠅䚸⳥ᕝᕷ䠄㟼ᒸ┴䠅䚸ྡྂᒇᕷ䠄ឡ▱┴䠅䚸ఀ㈡ᕷ䠄୕㔜┴䠅䚸ᯇỤᕷ䠄ᓥ᰿┴䠅㻌
㻌
ஂ␃⡿ᕷ䠄⚟ᒸ┴䠅
㻌 䛆⏫ᮧ䛇㻌 ᓥ⏫䠄ᚨᓥ┴䠅
㻌
㻌 ¾㻌 ㆟άື䛻㛵䛩䜛㈨ᩱ䛾ཎ๎බ㛤㻌 䠄䠎ᅋయ䠅
㻌 䛆㒔㐨ᗓ┴䛇㻌 ୕㔜┴
㻌 䛆ᕷ༊䛇㻌 㻌 㻌 㻌 ୍㛵ᕷ䠄ᾏ㐨䠅
㻌 ¾㻌 ഐ⫈⪅䛾ồ䜑䛻ᛂ䛨䛶㈨ᩱ➼䜢ᥦ౪㻌 䠄䠑ᅋయ䠅
㻌 䛆⏫ᮧ䛇㻌 ▱ෆ⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸㔠⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸ᰩᒣ⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸ᯇᓥ⏫䠄ᐑᇛ┴䠅䚸⇃ྲྀ⏫䠄㜰ᗓ䠅

ࡀݓிіડᅫрݫி!
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᪥ྜྷὠᮧ䠄㫽ྲྀ┴䠅
䈜ฟ㻌 ⮬య㆟ᨵ㠉䝣䜷䞊䝷䝮䠤䠬䠄㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼓㼕㼗㼍㼕㻙㼗㼍㼕㼗㼍㼗㼡㻚㼚㼑㼠㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘䠅㻌

㻌䠏㻌 㻌 ㆟ᇶᮏ᮲䛻䛚䛔䛶㆟➼䛾බ㛤䜢つᐃ 䠄ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠎᭶䠐᪥⌧ᅾ䠅
㻌
¾㻌 䛩䜉䛶䛾㆟䜢බ㛤㻌 㻌 䠕ᅋయ
㻌
䛆ᕷ༊䛇㻌 ὠⱝᯇᕷ䠄⚟ᓥ┴䠅䚸㖝⏣ᕷ䠄Ⲉᇛ┴䠅䚸⳥ᕝᕷ䠄㟼ᒸ┴䠅䚸ఀ㈡ᕷ䠄୕㔜┴䠅䚸ᮾ㏆Ụᕷ䠄㈡┴䠅
㻌
ிᚋᕷ䠄ி㒔ᗓ䠅
㻌
䛆⏫ᮧ䛇㻌 ⋢ᮧ䠄⚟ᓥ┴䠅䚸㑚༡⏫䠄ᓥ᰿┴䠅䚸ᓥ⏫䠄ᚨᓥ┴䠅
㻌
㻌 ¾㻌 䛭䛾䛾つᐃ≧ἣ㻌 㻌 㻌 䠍䠐ᅋయ
㻌 䛆㒔㐨ᗓ┴䛇㻌 ⚄ዉᕝ┴䚸୕㔜┴
㻌 䛆ᕷ༊䛇㻌 ྡྂᒇᕷ䠄ឡ▱┴䠅䚸⇃ྲྀ⏫䠄㜰ᗓ䠅䚸ᯇỤᕷ䠄ᓥ᰿┴䠅䚸ฟ㞼ᕷ䠄ᓥ᰿┴䠅
ஂ␃⡿ᕷ䠄⚟ᒸ┴䠅䚸ᮧᕷ䠄㛗ᓮ┴䠅䚸ศᕷ䠄ศ┴䠅
㻌
㻌 䛆⏫ᮧ䛇㻌 ▱ෆ⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸㔠⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸ᰩᒣ⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸ᯇᓥ⏫䠄ᐑᇛ┴䠅䚸༡㒊⏫䠄㫽ྲྀ┴䠅
㻌
㻌䠐㻌 㻌 ⮬ᇶᮏ᮲䛻䛚䛔䛶㆟➼䛾බ㛤䜢つᐃ㻌 䠎䠒ᅋయ 䠄ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠎᭶䠐᪥⌧ᅾ䠅
㻌 䛆ᕷ༊䛇㻌 ⛶ෆᕷ䠄ᾏ㐨䠅䚸⨾ှᕷ䠄ᾏ㐨䠅䚸▼⊁ᕷ䠄ᾏ㐨䠅䚸༡┦㤿ᕷ䠄⚟ᓥ┴䠅䚸᪂₲ᕷ䠄᪂₲┴䠅
㻌
ጁ㧗ᕷ䠄᪂₲┴䠅䚸㍯ᓥᕷ䠄▼ᕝ┴䠅䚸㒔␃ᕷ䠄ᒣ┴䠅䚸༓᭤ᕷ䠄㛗㔝┴䠅䚸ఀ㈡ᕷ䠄୕㔜┴䠅
㻌
ᓊ⏣ᕷ䠄㜰ᗓ䠅䚸ᮾᕷ䠄㜰ᗓ䠅䚸⠛ᒣᕷ䠄රᗜ┴䠅䚸୕ḟᕷ䠄ᗈᓥ┴䠅䚸ၿ㏻ᑎᕷ䠄㤶ᕝ┴䠅
㻌 䛆⏫ᮧ䛇㻌 䝙䝉䝁⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸Ɫ๓⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸ⓑ⪁⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸ᖹྲྀ⏫䠄ᾏ㐨䠅䚸ⱆᐊ⏫䠄ᾏ㐨䠅
㻌
୕⏫䠄⚟ᓥ┴䠅䚸ᖹ⏫䠄ᰣᮌ┴䠅䚸㬀ᒣ⏫䠄ᇸ⋢┴䠅䚸ᕝ㎶⏫䠄ᇸ⋢┴䠅䚸ᐑ௦⏫䠄ᇸ⋢┴䠅

ࡀݓிіડᅫрݫி̢φ̣!

㻞㻝㻌㻌
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ᮾᕷ㻌

ᕷ༊ྡ㻌

㆟ྡ㻌

㛤ദ䛧䛶䛔䜛㻌
䠄ᅋయᩘ䠅㻌
䠍䠔㻌

ኪ㛫㆟㻌

㻥᭶㻞䠓᪥㻌 ➨䠏ᅇᐃ䠎᪥┠㻌

㛤ദ᭶᪥㻌

㡯┠㻌

䕿㻌 㻌 ⏫ᮧ㆟㻌 㻌

㜰ᗓ㻌

㒔㐨ᗓ┴㻌

䕿㻌 㻌 ᕷ༊㆟㻌 㻌

䠑䠑㻌

㛤ദ㛫䛿䚸༗ᚋ䠒䡚䠔䠑䠌ศ䚸୍
⯡㉁ၥ䠄⟅ᘚྵ䜏䠍ே䠐䠌ศ䠅䚸䠐ྡ䠄ྛ
ὴ䛛䜙䠍ྡ䠅䚸ኪ㛫㆟㛤๓䛻䠍䠑
ศ㛫䛾㆟ሙ䝁䞁䝃䞊䝖䜢㛤ദ㻌

䠕䠎䠏㻌

㛤ദ䛧䛶䛔䛺䛔㻌
䠄ᅋయᩘ䠅㻌

ฟ㸸➨㸳㸴ᅇ⏫ᮧ㆟ᐇែㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ㸦ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗㸧

䠍䠊䠓㻌

ᖹᆒ㛤ദ᪥ᩘ㻌

䠄ᖹᡂ21ᖺ7᭶1᪥䡚ᖹᡂ22ᖺ6᭶30᪥䠅

ฟ㸸ᕷ㆟ࡢάື㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᅜᕷ㆟㆟㛗㸧

ഐ⫈⪅ᩘ㻌

䠄ᖹᡂ22ᖺ1᭶1᪥䡚12᭶31᪥䚸1ᕷ1௳䠅
㛤ദෆᐜ㻌

კߴࡀݓрݫਗદᆍ!

㻞㻞㻌㻌
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ᕷ༊ྡ㻌

ୖᒣᕷ㻌㻌

ᑠ㔠ᕷ㻌㻌

ᑠ㔠ᕷ㻌㻌

ᅜศᑎᕷ㻌㻌

ྎᮾ༊㻌㻌

ᮡ୪༊㻌㻌

ᮡ୪༊㻌㻌

ᮡ୪༊㻌㻌

ᮡ୪༊㻌㻌

㧗ᓮᕷ㻌㻌

ගᕷ㻌㻌

㒔㐨ᗓ┴㻌

ᒣᙧ┴㻌

ᮾி㒔㻌

ᮾி㒔㻌

ᮾி㒔㻌

ᮾி㒔㻌

ᮾி㒔㻌

ᮾி㒔㻌

ᮾி㒔㻌

ᮾி㒔㻌

⩌㤿┴㻌

ᇸ⋢┴㻌

㻞᭶㻞㻝᪥㻌

㻥᭶㻝㻞᪥㻌

㻝㻝᭶㻞㻜᪥㻌

㻢᭶㻡᪥㻌

㻞᭶㻞㻤᪥㻌

㻞᭶㻝㻟᪥㻌

㻞᭶㻝㻟᪥㻌

㻞᭶㻞㻝᪥㻌

㻝㻞᭶㻡᪥㻌

㻞᭶㻞㻤᪥㻌

㻥᭶㻡᪥㻌

㛤ദ᭶᪥㻌

䕿㻌 㻌 ᕷ༊㆟㻌 㻌

᪥㻌

᪥㻌

ᅵ㻌

ᅵ㻌

᪥㻌

ᅵ㻌

ᅵ㻌

᪥㻌

᪥㻌

᪥㻌

᪥㻌

ᅵ㼛㼞
᪥㻌

➨䠐ᅇᐃᮏ㆟䠄≉ูጤဨጤဨ㛗ሗ࿌䚸୍⯡㉁ၥ䠕ྡ䠅㻌㻌

➨䠎ᅇᐃᮏ㆟䠄≉ูጤဨጤဨ㛗ሗ࿌䚸୍⯡㉁ၥ䠑ྡ䠅㻌㻌

ῶ⛯ᇶ㔠᮲ᑂᰝ㻌㻌

➨䠍ᅇᐃᮏ㆟䠄௦⾲㉁ၥ䠑ྡ䠅㻌㻌

ᖹ᪥䛷䛿㆟䜢ഐ⫈䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔ᕷẸ䛻䚸㆟䜢㌟㏆䛻
ᕷไ㻝㻝㻜࿘ᖺグᛕᴗ㻌
ឤ䛨䛶䜒䜙䛖䛯䜑㛤ദ䛧䛯䜒䛾䛷䚸ᙜ᪥䛿䚸䠕ே䛾㆟ဨ䛻䜘䜛୍
᪥᭙㆟㻌
⯡㉁ၥ䛜⾜䜟䜜䛯䚹㻌
ᖹᡂ䠎䠎ᖺගᕷ㆟䠏
ᖹᡂ䠎䠎ᖺᗘᨻ᪉㔪ཬ䜃ᨻ᪉㔪䛻ᑐ䛩䜛㉁ၥ㻌㻌
᭶ᐃ㻌

ᅵ᭙㆟㻌

ᅵ᭙㆟㻌

ண⟬≉ูጤဨ㻌

ᅵ᭙㆟㻌

㻡㻤㻌

㻝㻞㻟㻌

㻝㻠㻌

㻟㻣㻌

㻤㻟㻌

㻡㻣㻌

㻝㻡㻌

㻠㻥㻌

ᕷ㛗䛾ᨻ᪉㔪䛻ᑐ䛩䜛ྛὴ䛛䜙䛾௦⾲㉁ၥ䛻䛴䛔䛶䚸᪥
᭙᪥䛻㛤ദ䛧䛯㻌㻌

㻞㻠㻌

ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘᨻ᪉㔪䠄㻞᭶㻞㻞᪥䛾ᮏ㆟䛷ᕷ㛗䛜⾲᫂䠅䛻ᑐ䛩
䜛ྛὴ䛛䜙䛾㉁ၥ㻌㻌

㻠㻣㻌

㻢㻞㻌

ᕷᨻ䛻ᑐ䛩䜛ᕷẸ䛾㛵ᚰ䜢㧗䜑䜛䛸ඹ䛻䚸㆟䛾άᛶ䛾୍
᪉⟇䛸䛧䛶ᖹᡂ䠍䠌ᖺ䛛䜙ᮏ㆟䠄୍⯡㉁ၥ䠅䠍᪥䜢䝃䞁䝕䞊㆟
䛸䛧䛶㛤ദ䛧䛶䛔䜛䚹㛤ദ䛿ᖺ䠕᭶ᐃ䛻䛚䛔䛶ᐇ㻌㻌

୍⯡㉁ၥ㻌㻌

ഐ⫈㻌
⪅ᩘ㻌

㛤ദෆᐜ㻌

ᖹᡂ㻞㻞ᖺ➨㻝ᅇᐃ㻌
௦⾲㉁ၥ㻌㻌
ᮏ㆟㻌

ᮏ㆟㻌

ᮏ㆟㻌

ᮏ㆟㻌

ᮏ㆟䠄୍⯡㉁ၥ䠅㻌

㆟ྡ㻌

㻞㻟㻌㻌

䠄ᖹᡂ22ᖺ1᭶1᪥䡚12᭶31᪥㻌 19ᕷ28௳䠅
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᪂ᗙᕷ㻌㻌

᪂ᗙᕷ㻌㻌

ᮾᕷ㻌㻌

ᇸ⋢┴㻌

ᇸ⋢┴㻌

㜰ᗓ㻌

㻌டᒸᕷ㻌㻌

㻌㧗◁ᕷ㻌㻌

㻌ຍすᕷ㻌㻌

㻌ி㒔ᗓ㻌㻌

㻌රᗜ┴㻌㻌

㻌රᗜ┴㻌㻌

㻞᭶㻣᪥㻌

㻞᭶㻞㻤᪥㻌

㻥᭶㻝㻝᪥㻌

㻟᭶㻣᪥㻌

㻝㻞᭶㻝㻞᪥㻌

㻌㜰ᗓ㻌㻌 㻌⸨ᑎᕷ㻌㻌

㻌⥤㒊ᕷ㻌㻌

㻟᭶㻢᪥㻌

㻌㜰ᗓ㻌㻌 㻌⸨ᑎᕷ㻌㻌

㻌ி㒔ᗓ㻌㻌

㻞᭶㻞㻣᪥㻌

㻟᭶㻣᪥㻌

㻥᭶㻝㻞᪥㻌

㻞᭶㻞㻣᪥㻌

㛤ദ᭶᪥㻌

⩚᭥㔝ᕷ㻌㻌

㜰ᗓ㻌

ᕷ༊ྡ㻌

㒔㐨ᗓ┴㻌

㻌᪥㻌㻌

㻌᪥㻌㻌

㻌ᅵ㻌㻌

㻌᪥㻌㻌

㻌᪥㻌㻌

㻌ᅵ㻌㻌

ᅵ㻌

᪥㻌

᪥㻌

ᅵ㻌

ᅵ㼛㼞᪥㻌

㛤ദෆᐜ㻌

ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘᨻ᪉㔪䛻ᑐ䛩䜛௦⾲㉁㻌㻌

㻌➨㻞㻟㻜ᅇ⮫㻌㻌

㻌㻟᭶ᐃ㻌㻌

㻌ᅵ᭙㆟㻌㻌

㻌୍⯡䠄௦⾲䠅㉁ၥ㻌㻌

㻞㻤㻤㻌

㻣㻡㻌

㻌ሗ࿌㡯䠄䠒㡯┠䠅䞉⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮タタ⨨ィ⏬䞉➨䠐
ḟ㧗◁ᕷ⥲ྜィ⏬䠄⣲䠅䞉➨䠐ḟ⾜ᨻᨵ㠉⥘ཬ䜃ᐇ
ィ⏬䞉ᐃဨ㐺ṇィ⏬䞉ᅵᆅ㛤Ⓨබ♫䛾⤒Ⴀ䛻
㛵䛩䜛ィ⏬䞉୰ᮇ㈈ᨻィ⏬㻌㻌
㻌䛣䜜䜎䛷ྰỴ䛥䜜䛯㆟䛾ᑂ㆟㻌㻌

㻡㻥㻌

㻝㻜㻡㻌

㻟㻞㻌

㻠㻢㻌

㻠㻠㻌

㻡㻥㻌

㻠㻤㻌

㻞㻢㻌

ഐ⫈㻌
⪅ᩘ㻌

㻌୍⯡㉁ၥ䠄௦⾲䠅㻌㻌

㻌⥤㒊ᕷ㆟䛷䛿䚸ᖹᡂ䠍䠍ᖺ௨᮶䚸ᖹ᪥䛻ഐ⫈䛜ᅔ㞴䛺
᪉䛾䛯䜑䛻㛤ദ䛧䛶䛔䜛䚹ᙜ᪥䛿ഐ⫈ᖍ䛾䜋䛛䛻䝰䝙
䝍䞊ᐊ䜔ᡭヰ㏻ヂ䞉せ⣙➹グ䜒‽ഛ䛧䛶䛔䜛䚹䛺䛚䚸ி㒔
ᗓୗ䛾ᕷ㆟䛷䛿၏୍䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛷䛒䜛㻌㻌

㻌ᖹᡂ䠎䠎ᖺ➨䠐ᅇᐃ㻌㻌 㻌୍⯡㉁ၥ㻌㻌

㻌ᖹᡂ䠎䠎ᖺ➨䠍ᅇᐃ㻌㻌 㻌୍⯡㉁ၥ㻌㻌

➨䠍ᅇᐃ➨䠎᪥┠㻌

ከ䛟䛾ᕷẸ䛻ഐ⫈䛧䛶䛔䛯䛰䛡䜛䜘䛖䚸➨㻌㻝ᅇᐃ୰䛻
ᖹᡂ㻞㻞ᖺ➨㻝ᅇ᪂ᗙᕷ㆟ᐃ
㛤ദ䛧䛯䚹㆟ෆᐜ䛿ᕷ㛗ᕷᨻ᪉㔪⾲᫂䛻ᑐ䛩䜛㉁䛷
㻌
䛒䛳䛯㻌㻌
ከ䛟䛾ᕷẸ䛻ഐ⫈䛧䛶䛔䛯䛰䛡䜛䜘䛖䚸➨㻌㻟ᅇᐃ୰䛻
ᖹᡂ㻞㻞ᖺ➨㻟ᅇ᪂ᗙᕷ㆟ᐃ 㛤ദ䛧䛯䚹㆟ෆᐜ䛿୍⯡㉁ၥ䛷䛒䛳䛯䚹䜎䛯䚸ᕷไ⾜
㻌
㻠㻜࿘ᖺ䜢グᛕ䛧䛶䚸㆟ሙ䛻䛚䛔䛶ᘻᴦ䜰䞁䝃䞁䝤䝹䛻䜘䜛
㆟ሙ䝁䞁䝃䞊䝖䜢㛤ദ䛧䛯㻌㻌
㛤ദ㛫䛿༗ᚋ䠍䛛䜙䠑䠍䠑ศ䚸௦⾲㉁ၥ䠄⟅ᘚྵ䜏
➨䠍ᅇᐃ䠎᪥┠㻌
䠍ே䠒䠌ศ䠅䚸䠐ྡ䠄ྛὴ௦⾲⪅䠅䚸᪥᭙㆟㛤๓䛻䠎䠌
ศ㛫䛾㆟ሙㅮ₇䜢㛤ദ㻌㻌

㆟ྡ㻌

ึᄗࡕຶࡀݓрݫਗદᆍ̢φ̣!
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㻌⠛ᒣᕷ㻌㻌

㻌➟ᒸᕷ㻌㻌

㻌➟ᒸᕷ㻌㻌

㻌ඵዪᕷ㻌㻌

㻌ඵዪᕷ㻌㻌

㻌රᗜ┴㻌㻌

㻌ᒸᒣ┴㻌㻌

㻌ᒸᒣ┴㻌㻌

㻌⚟ᒸ┴㻌㻌

㻌⚟ᒸ┴㻌㻌

㻝㻞᭶㻝㻤᪥㻌

㻢᭶㻝㻟᪥㻌

㻢᭶㻝㻞᪥㻌

㻥᭶㻝㻞᪥㻌

㻟᭶㻢᪥㻌

㻟᭶㻞㻝᪥㻌

㻟᭶㻞㻜᪥㻌

㛤ദ᭶᪥㻌

㻌୍⯡㉁ၥ㻌㻌

㻌୍⯡㉁ၥ㻌㻌

㛤ദෆᐜ㻌

䠎䠕㻌

ఇ᪥㆟㻌

㻜㻌

㻠㻌

䠕䠍䠎㻌

㛤ദ䛧䛶䛔䛺䛔㻌
䠄ᅋయᩘ䠅㻌

ฟ㸸➨㸳㸴ᅇ⏫ᮧ㆟ᐇែㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ㸦ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗㸧

䠍䠊䠐㻌

ᖹᆒ㛤ദ᪥ᩘ㻌

䠄ᖹᡂ21ᖺ7᭶1᪥䡚ᖹᡂ22ᖺ6᭶30᪥䠅

㻞㻡㻌㻌

㻞㻜㻌

㻞㻞㻌

㻣㻠㻌

㻞㻥㻌

㻞㻥㻌

ഐ⫈㻌
⪅ᩘ㻌

ฟ㸸ᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘ ᕷ㆟ࡢάື㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᅜᕷ㆟㆟㛗㸧

㻌ᖹᡂ䠎䠎ᖺ➨䠐ᅇ㞼ᕷ㆟ 㻌ᅜႠㅋ᪩‴ᖸᣅᴗ䛾⚟ᒸ㧗ุỴ䛻ᑐ䛩䜛ᅜ䛾ୖ࿌ᨺ
ᐃ㻌㻌
Რ䛻ᢠ㆟䛩䜛Ỵ㆟᭩䜢㈶ᡂከᩘ䛻䜘䜚ྍỴ䛧䛯䚹㻌㻌

㻌ᮏ㆟㻌㻌

㻌ᮏ㆟㻌㻌

㻌➨䠐ᅇ➟ᒸᕷ㆟ᐃ㻌㻌 㻌୍⯡㉁ၥ䠄௦⾲㉁ၥ䠅㻌㻌

㻌➨䠍ᅇ➟ᒸᕷ㆟ᐃ㻌㻌 㻌୍⯡㉁ၥ䠄ಶே㉁ၥ䠅㻌㻌

㻌➨䠓䠍ᅇ⠛ᒣᕷ㆟ᐃ㻌㻌 㻌୍⯡㉁ၥ㻌㻌

㻌➨䠓䠍ᅇ⠛ᒣᕷ㆟ᐃ㻌㻌 㻌௦⾲㉁ၥ䚸୍⯡㉁ၥ㻌㻌

㆟ྡ㻌

㛤ദ䛧䛶䛔䜛㻌
䠄ᅋయᩘ䠅㻌

㻌ᅵ㻌㻌

㻌᪥㻌㻌

㻌ᅵ㻌㻌

㻌᪥㻌㻌

㻌ᅵ㻌㻌

㻌᪥㻌㻌

㻌ᅵ㻌㻌

ᅵ㼛㼞᪥㻌

㡯┠㻌

䕿㻌 ⏫ᮧ㆟㻌 㻌

㻌㞼ᕷ㻌㻌

㻌⠛ᒣᕷ㻌㻌

㻌රᗜ┴㻌㻌

㻌㛗ᓮ┴㻌㻌

ᕷ༊ྡ㻌

㒔㐨ᗓ┴㻌
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ᖹᡂ䠎䠏ᖺᨵṇ
㻌 䕿㻌 ㆟ဨᐃᩘ䛾ἲᐃୖ㝈䛾᧔ᗫ
㻌 䕿㻌 ㆟Ỵ௳䛾⠊ᅖ䛾ᣑ䠄ཎ๎䛸䛧䛶䚸ἲᐃཷクົ䛻ಀ䜛௳䛻䛴䛔䛶䜒ᑐ㇟䛸䛩䜛䚹䠅

ᖹᡂ䠎䠌ᖺᨵṇ䠄㆟ဨ❧ἲ䠅
㻌 䕿㻌 ㆟ဨ䛾ሗ㓘䛻㛵䛩䜛つᐃ䛾ᩚഛ
㻌 䕿㻌 ㆟ᑂᰝཪ䛿㆟㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛༠㆟ཪ䛿ㄪᩚ䜢⾜䛖ሙ䜢ἲᚊୖ䛾㆟άື䛸䛧䛶᫂☜

ᖹᡂ䠍䠔ᖺᨵṇ
㻌 䕿㻌 ㆟㛗䜈䛾⮫䛾ᣍ㞟ㄳồᶒ䛾
㻌 䕿㻌 ᑓỴฎศ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛ሙྜ䜢⥭ᛴᛶ䜢せ䛩䜛ሙྜ䛻㝈ᐃ
㻌 䕿㻌 ጤဨไᗘ䛾ᨵṇ
㻌 㻌 㻌 㻌 䞉㆟ဨ䛾」ᩘᖖ௵ጤဨ䜈䛾ᡤᒓไ㝈䛾ᗫṆ
㻌 㻌 㻌 㻌 䞉ጤဨ䛾ጤဨ䛻䛴䛝䚸㛢୰䛷䜒䚸㆟㛗䛜ᣦྡ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶㑅௵䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛩䜛
㻌 㻌 㻌 㻌 䞉ጤဨ䛾㆟ᥦฟᶒ䜢ㄆ䜑䜛
㻌 䕿㻌 ㆟ᑂᰝཬ䜃ᙜヱᅋయ䛾ົ䛾ㄪᰝ䛻㛵䛧䚸Ꮫ㆑⤒㦂⪅➼䛾ᑓ㛛ⓗ▱ぢ䜢ά⏝䛷䛝䜛
㻌 㻌 㻌 䛣䛸䜢ἲᚊୖ᫂☜

ᖹᡂ䠍䠒ᖺᨵṇ
㻌 䕿㻌 ㆟䛾ᐃ䛾ᣍ㞟ᅇᩘ䛾ไ㝈䠄ᖺ䠐ᅇ௨ෆ䠅䛾᧔ᗫ

ᖹᡂ䠍䠐ᖺᨵṇ
㻌 䕿㻌 ㆟ဨὴ㐵䛻ಀ䜛᰿ᣐ䜢ἲᐃ䛧䚸䛭䛾ᡭ⥆䜢㆟つ๎䛷ᐃ䜑䜛䛣䛸䛸䛩䜛
㻌 䕿㻌 ㆟䛻䛚䛡䜛㑅ᣲ䛻ⅬᏐᢞ⚊䜢ᑟධ
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㻞㻢㻌㻌
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䠄ᖹᡂ22ᖺ11᭶17᪥㻌 ➨54ᅇ⏫ᮧ㆟
㆟㛗ᅜ䡚ᆅᇦᶒᨵ㠉䛾ᐇ⌧䜢
┠ᣦ䛧䛶䡚䠅

ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗

䠄ᖹᡂ22ᖺ11᭶㻌 せᮃ᭩䠅

ᅜᕷ㆟㆟㛗

䠄ᖹᡂ22ᖺ1᭶21᪥㆟ᶵ⬟䛾ᐇᙉ
䜢ồ䜑䜛⥭ᛴせㄳ䠅

ᅜ㒔㐨ᗓ┴㆟㆟㛗

ᅋయྡ

䐤㻌 බົ⅏ᐖ⿵ൾไᗘ䛾ᐇ

⿕㑅ᣲᶒᖺ㱋䛾ᘬ䛝ୗ䛢䚸ᡞูゼၥ䛾ゎ⚗䚸බႠ㑅ᣲ䛾ᣑ䠄⮬ື㌴䚸䝫䝇䝍䞊䠅

䐡㻌 ㆟ົᒁ䛾ᙉ
䐢㻌 ពぢ᭩䛾ㄔᐇฎ⌮
䐣㻌 ᆅ᪉㆟㆟ဨ䛾㑅ᣲ䛾άᛶ

㆟㛗䜈䛾㆟ᣍ㞟ᶒ䛾䚸㛗䛾ಙ௵㆟Ỵせ௳䛾⦆ཬ䜃㛗䛾㆟ゎᩓᶒ䛾ᗫ
Ṇ䚸୍⯡ⓗ㆟ᶒ䛻䛴䛔䛶せ௳䛾ぢ┤䛧䚸ᑓỴฎศ䛜ᢎㄆ䛾ሙྜ䛾ᑐᛂᥐ⨨䛾᫂
☜䚸Ỵ⟬ㄆᐃ䛾ሙྜ䛾㛗䛛䜙㆟䜈䛾ㄝ᫂⩏ົ䛡䚸㆟㈝ண⟬⦅ᡂᶒ䛾䚸
㆟Ỵᑐ㇟䜢ἲᐃཷクົ䛻䜒ᣑ

䐠㻌 ㆟䛸㛗䛾㛵ಀ䛾ぢ┤䛧

㆟ဨᐃᩘ䛾ୖ㝈᧔ᗫ䚸ዎ⣙䛾⥾⤖➼㆟Ỵᑐ㇟⠊ᅖ䛾ᣑ䚸㆟ሗ࿌ᑐ㇟ἲே䛾⮬
⏤

䐟㻌 ㆟䛾⮬⏤ᗘ䛾ᣑ

䐡㻌 ᆅ᪉㆟㆟ဨ㑅ᣲ䛻䛚䛡䜛ἲᐃ䝡䝷㓄ᕸ䛾ไᗘ

㆟㛗䜈䛾㆟ᣍ㞟ᶒ䛾䚸ண⟬ಟṇᶒ䛾ไ㝈᧔ᗫ䚸ᑓỴฎศ䛾せ௳䛾ཝ᱁䛸ᑓ
Ỵฎศᢎㄆ➼䛾ሙྜ䛾ᑐᛂᥐ⨨䛾᫂☜䚸㆟㈝ண⟬ᇳ⾜ᶒ䛾䚸㛢୰䛾
ጤဨάື䛾⮬⏤䚸ዎ⣙䛾⥾⤖➼㆟Ỵᑐ㇟䛾ᣑ䚸㆟ሗ࿌ᑐ㇟ἲே䛾ᣑ

䐟㻌 ᆅ᪉㆟㆟ဨ䛾⫋㈐䞉⫋ົ䛻䛴䛔䛶ἲⓗ⨨䛡䛾᫂☜
䐠㻌 ᆅ᪉㆟䛾ᶒ㝈ᙉ

䐡㻌 ᖜᗈ䛔㆟ဨάືὴάື䛻䛶䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖ᨻົㄪᰝ㈝䛾ぢ┤䛧

㆟㛗䛻ᑐ䛩䜛㆟ᣍ㞟ᶒ䛾䚸㆟䛾ពぢ᭩䛻ᑐ䛩䜛ㄔᐇᅇ⟅⩏ົ䚸䛂බ㑅⫋䛃䛸
䛧䛶ᆅ᪉㆟ဨ䛾㈐ົ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䚸㆟ဨሗ㓘䜢䛂ᆅ᪉ṓ㈝䛃ཪ䛿䛂㆟ဨᖺಧ䛃䛸䛩
䜛䛣䛸

䐠㻌 ᆅ᪉䛻䛚䛡䜛❧ἲᗓ䛻䜅䛥䜟䛧䛔㆟䛾ᶒ㝈ᙉ

ዎ⣙䛾⥾⤖➼㆟Ỵᑐ㇟⠊ᅖ䛾ᣑ䚸㻌 ㆟Ỵᑐ㇟䜢ἲᐃཷクົ䛻ᣑ䚸㆟ሗ࿌ᑐ
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䐟㻌 㻞㻥ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ⟅⏦㡯䛻ᇶ䛵䛟ἲ௧ᨵṇ㻌
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資料２－１
地方自治法の一部を改正する法律案（概要）について
平成２３年１０月
総務省自治行政局

が地方六団体と議論になっている項目
１ 地方議会制度
（１）地方議会の会期
・ 地方公共団体の議会について、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期
とすることができることとする。
※ 通年の会期とは、１月中において条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とするもの。
※ 通年の会期を選択した場合、議会は会議を開く定例日（毎月１日以上）を条例で定める。一方、長は随時
会議の開催を請求できることとする。
※ 長等の議場への出席義務については、定例日の審議及び議案の審議に限定。

（２）臨時会の招集権
・ 議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集すること
ができることとする。

（３）議会運営
・ 委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任等に関する事項を条例に委任する。
・ 本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとする。

２ 議会と長との関係
（１）再議制度
・ 一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件に拡大する。
※ 条例・予算以外の議決の再議決要件は過半数とする。

・ 収支不能再議を廃止する。

（２）専決処分
・ 副知事及び副市町村長の選任を対象から除外する。
・ 条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は条例改正案の提出、補正
予算の提出など必要な措置を講じなければならないこととする。
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（３）条例公布
・ 長は、条例の送付を受けた日から 20 日以内に再議に付す等の措置を講ずる場合を除き、
当該条例の公布を行わなければならないこととする。

３ 直接請求制度
・ 解散・解職の請求に必要な署名数要件を緩和する。
※ 現行 ：有権者数の３分の１（40万を超える部分については６分の１）
→ 改正後：有権者数の３分の１（16万から40万の部分については６分の１、
40万を超える部分については10分の１）

・ 条例制定・改廃請求の対象から地方税の賦課徴収等を除外している規定を削除する。

４ 住民投票制度の創設
・ 大規模な公の施設の設置について、条例で定めるところにより、住民投票に付することが
できることとする。
※ 条例で定める大規模な公の施設の設置を議会が承認した後、住民投票を実施し、住民投票で過半数の同
意がなければ、当該公の施設は設置できない。

５ 国等による違法確認訴訟制度の創設
・ 国等が是正の要求等をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ、国
地方係争処理委員会への審査の申出もしないとき等に、国等は違法確認訴訟を提起すること
ができることとする。

６ 一部事務組合・広域連合等
・ 一部事務組合等からの脱退の手続を簡素化する。
・ 一部事務組合の議会を構成団体の議会をもって組織することができることとする。
・ 広域連合に執行機関として長に代えて理事会を置くことができることとする。
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㻡㻚㻠㻌

㻡㻚㻡㻌

㻡㻚㻠㻌

㻢㻚㻤㻌

㻡㻚㻠㻌

㻢㻚㻢㻌

㻣㻚㻠㻌

㻣㻚㻥㻌

㻣㻚㻟㻌

㻤㻚㻢㻌

㻣㻚㻥㻌

ᑓỴฎ
ᖹᆒ௳ᩘ
ศ௳ᩘ㻌 䠄௳ᩘ䠋ᖺ䠅㻌 ᮲㻌

㻴㻝㻢㻚㻝㻚㻝䡚㻝㻞㻚㻟㻝㻌

ᑐ㇟ᮇ㛫㻌

௳ู㻌

! ! ठ̢൯ုહေപυϋύ̣рેৈி̢2̣! ̢ু̣㻌
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ᢎㄆ㻌

•
•

•

6

㻠㻝㻌

㻜㻌

㻟㻌

㻞㻡㻌

㻝㻟㻌

ฟ㸸ᅜ⏫ᮧ㆟㆟㛗ㄪ

ᢎㄆ㻌

➨䠏䠌ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ㻌 ➨䠍ᅇᑓ㛛ᑠጤဨ 㓄㈨ᩱ䠄ጁ䠅

ͤ⥲ົ┬ㄪ

䠓ᅋయ䛿䠄ᒾᡭ┴䚸⛅⏣┴䚸᪂₲┴䚸㜰ᗓ䚸රᗜ┴䚸㫽ྲྀ┴䚸బ㈡┴䠅䛿䚸ᆅ᪉⛯ἲ䛾ྍỴ䜢௬
ᐃ䛧䛯᮲䜢ᥦ䞉㆟Ỵ
䠐ᅋయ䛿䠄▼ᕝ┴䚸㟼ᒸ┴䚸୕㔜┴䚸㛗ᓮ┴䠅䛿ἲᚊ䛾ྍỴ䜢ཷ䛡䛶᮲䜢ᥦ䞉㆟Ỵ
ୖグ௨እ䛾36ᅋయ䛿䚸䠐᭶䠍᪥⾜㒊ศ䛿䠏᭶ᑓỴ䜢⾜䛔䚸䛭䜜௨እ䛿6᭶㆟䛷ᑂ㆟

㻡㻘㻟㻞㻜㻌

㻝㻤㻜㻌

㻤㻡㻌

㻟㻘㻜㻠㻣㻌

㻞㻘㻜㻜㻤㻌

ᑂ㆟⤖ᯝ㻌

䠄ᖹᡂ20ᖺ7᭶1᪥䡚ᖹᡂ21ᖺ6᭶30᪥䠅 䠄༢䠖㻌 ௳䠅

䕿㻌 㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛡䜛ᆅ᪉⛯᮲ᨵṇ䛻䛛䛛䜛ᑓỴฎศ䛾≧ἣ

㻡㻘㻟㻢㻝㻌

ྜィ㻌

㻤㻤㻌

ዎ⣙㻌
㻝㻤㻜㻌

㻟㻘㻜㻣㻞㻌

ண⟬㻌

䛭䛾㻌 㻌

㻞㻘㻜㻞㻝㻌

௳ᩘ㻌

᮲㻌

✀ู㻌

䕿㻌 ⏫ᮧ㆟䛻䛚䛡䜛ᑓỴฎศ䛾ᑂ㆟⤖ᯝ

! ! ठ̢൯ုહေപυϋύ̣рેৈி̢3̣! ̢ু̣㻌
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➨䠏䠌ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ㻌 ➨䠍ᅇᑓ㛛ᑠጤဨ 㓄㈨ᩱ䠄ጁ䠅

ྡ⨫ࠊ࠾࡞ۑ㞟ᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡶࠊㄳồ௦⾲⪅➼ࡼࡿ⨫ྡࡢ㞟ࡢᡭ㛫ᛂ
ࡌࡓྜ⌮ⓗ࡞ᮇ㛫ࡍࡿほⅬࡽࠊ୍ᐃつᶍ௨ୖࡢ᭷ᶒ⪅ᩘࢆ᭷ࡍࡿᕷ⏫ᮧ
ࡘ࠸࡚ࡣ㒔㐨ᗓ┴ྠᵝ㸰⟠᭶ᘏ㛗ࡍࡿᨻ௧ᨵṇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ



࠙⪃࠼᪉ࠚ
ۑᖹᡂ㸯㸲ᖺࡢᨵṇ࡛⨫ྡᩘせ௳ࡀ⦆ࡉࢀࡓࡀࠊᨵṇᚋࡘ࠸࡚ࡶ㒔㐨ᗓ
┴࣭ᣦᐃ㒔ᕷ࣭୰᰾ᕷ࣭≉ᕷ࠾࠸࡚ゎᩓ࣭ゎ⫋ㄳồࡀᡂ❧ࡋࡓࡣ㸯௳
㸦ྡྂᒇᕷ㸧ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊᅜⓗぢࡿ
ࠊ㒔ᕷ࠾࠸࡚ࡣゎᩓ࣭ゎ⫋ㄳồไᗘࡣᶵ⬟ࡋࡃ࠸≧ἣ࠶ࡾࠊࡑࡢཎ
ᅉࡣ⨫ྡᩘせ௳ࡀཝࡋࡍࡂࡿࡇࡶ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ୍ᐃつᶍ௨ୖࡢ
᭷ᶒ⪅ᩘࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయࡘ࠸࡚ࡢࡳ⨫ྡᩘせ௳ࢆ⦆ࡍࡿࡇࡍࡿࠋ






ۑゎᩓ࣭ゎ⫋ࡢㄳồᚲせ࡞⨫ྡᩘせ௳ࢆ⦆ࡍࡿࠋ
ͤ ⌧⾜ 㸸᭷ᶒ⪅ᩘࡢ㸱ศࡢ㸯㸦ࢆ㉸࠼ࡿ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣ㸴ศࡢ㸯㸧
Ѝ ᨵṇᚋ㸸᭷ᶒ⪅ᩘࡢ㸱ศࡢ㸯㸦ࡽࡢ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣ㸴ศࡢ㸯ࠊࢆ㉸࠼ࡿ
 㒊ศࡘ࠸࡚ࡣศࡢ㸯㸧


̮ݔ੦¦ݔрేнྀᄣмଡ଼Ⴌజᄣधрߩᇊ̯!
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㸯㸭㸴

㸯㸭㸱



8

㸯㸭㸱

㸯㸭

㸯㸭㸴



᭷ᶒ⪅ᩘ

ᨵṇ

㹆㸯㸲ᨵṇᚋ ⌧⾜㸧

㹆㸯㸲ᨵṇ๓

➨䠏䠌ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ㻌 ➨䠍ᅇᑓ㛛ᑠጤဨ 㓄㈨ᩱ䠄ጁ䠅

ࡢྡ⨫ ۑ㞟ᮇ㛫ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࠶ࡗ࡚ࡣ㸰ࣨ᭶௨ෆࠊᕷ⏫ᮧ࠶ࡗ࡚ࡣ㸯ࣨ᭶௨ෆ㸦ᨻ௧㡯㸧ࠋ
ୖ ۑグࡢ⨫ྡᩘࡀ㞟ࡉࢀࡓࡁࡣࠊ㑅ᣲᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡼࡿఫẸᢞ⚊ࡉࢀࠊࡑࡢ㐣༙ᩘࡢྠពࡀ࠶ࡗࡓሙ
  ྜࠊ㆟ࡢゎᩓࠊ㆟ဨ࣭㛗ࡢゎ⫋ࡀᡂ❧ࠋ













ᚲせ⨫ྡᩘ

 ۑ
 ۑ㆟࣭㆟ဨ࣭㛗ᑐࡍࡿゎᩓ࣭ゎ⫋ㄳồࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊ㑅ᣲᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ㸯㸭㸱ࡢ⪅㸦㑅ᣲᶒࢆ᭷ࡍࡿ⪅
㆟࣭㆟ဨ
㆟
㆟ဨ
ဨ
  ࡀ㸲㸮ࢆ㉸࠼ࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ㉸࠼ࡿᩘ㸯㸭㸴ࢆࡌ࡚ᚓࡓᩘ㸲㸮㸯㸭㸱ࢆࡌ࡚ᚓࡓᩘࢆ
  ྜ⟬ࡋ࡚ᚓࡓᩘ㸧ࡢ⨫ྡࢆ㞟ࡍࡿࡇࡀᚲせࠋ

॓ৈయี

̮ݔ੦¦ݔрేнྀᄣмଡ଼Ⴌజᄣधрߩᇊ̯! ̢ু̣㻌
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➨䠏䠌ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ㻌 ➨䠍ᅇᑓ㛛ᑠጤဨ 㓄㈨ᩱ䠄ጁ䠅

ࠊ࠾࡞ۑ㟁Ẽ࣭࢞ࢫ⛯➼ࡢῶ⛯ࢆồࡵࡿ᮲ࡢไᐃ࣭ᨵᗫࡢㄳồࡀከࡃฟࡉࢀ
ࡓ㸰㸰ᖺ㡭ࡣࠊᡓᚋ㛫ࡶ࡞ࡃࠊᅜẸ⏕άࡶ┦ᙜΰࡋࠊ⤒῭ⓗࡶⱞࡋ࠸
≧ἣ࠶ࡗࡓ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࡀࠊᆅ᪉⮬ἲ⾜ࡽ㸴㸮వᖺࢆ⤒㐣ࡋ࡚ࠊᙜ
ẚࢀࡤᅜẸ⏕άࡶᏳᐃࡋࠊఫẸࡢ⮬ព㆑ࡶኚࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ




ۑ᮲ไᐃ࣭ᨵᗫㄳồࡢᑐ㇟ࡽᆅ᪉⛯ࡢ㈿ㄢᚩ➼ࢆ㝖እࡋ࡚࠸ࡿつᐃࢆ
 ๐㝖ࡍࡿࠋ

࠙⪃࠼᪉ࠚ
ۑᆅ᪉⛯ࡢ㈿ㄢᚩ➼㛵ࡍࡿࡇࡣఫẸࡗ࡚㔜࡞㛵ᚰ㡯࡛࠶ࡾࠊఫ
Ẹࡀ⮬ࡽⓎ㆟࡛ࡁࡿࡇࡣࠊఫẸࡢ⮬ព㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊఫ
Ẹ⮬ࡢᐇ࣭ᙉࢆᅗࡿࡓࡵࠊᆅ᪉⛯➼㛵ࡍࡿ᮲ࡶࠊ᮲ไᐃ࣭ᨵᗫࡢ
┤᥋ㄳồࡢᑐ㇟ࡍࡿࠋ



̮ᆍрయ෨˾ݠрేഒрވഩ̯!

－53－





̢ু̣㻌












 



  




























࠸ࡲࡍࠖ

10

➨䠏䠌ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ㻌 ➨䠍ᅇᑓ㛛ᑠጤဨ 㓄㈨ᩱ䠄ጁ䠅

ఫẸࡣࡑࡢࡇ⮬యఱேࡶ㈶ᡂࡢࡶࡢࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ㄪ༳ࢆࡿࡇࡀࠊ࠶ࡲࡾពࡀ࡞࠸ᛮ

Ⅼ࠾࠸࡚↓⏝ࡢฟ㈝ࢆ᮶ࡍ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡿࡢ࡛ࠊࡲࡓ⤒㈝ࡀ㍍ࡃ࡞ࡿ࠸࠺ࡇࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ

࠸ࢁ࠸ࢁࡢ㐠ືࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇ⮬యࡀࡑ࠺㔜࡞ពࢆࡶࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠼ࡗ࡚࠸ࢁ࠸ࢁࡢ㐠ືࡢ⤒㈝ࡑࡢࡢ

ࡶࡢࡣࠊ࠺ࡋ࡚ࡶࡇࢀࡣࡸࡿࡁࡶࡢࡣࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ༑ศࡢ୍௨ୖࡢ⨫ྡㄪ༳ࢆồࡵ࡚ࠊ

ࠊࡿࡁࡶࡢࡣࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࡿࡋࠊࡲࡓ⥭ᛴែࡢᏳ⥔ᣢࡢࡓࡵᚲせ࡞

㛵ಀࡢࡶࡢࠊࡇ࠺࠸࠺ࡶࡢࡣఫẸࡢ┤᥋ㄳồᶒࢆࡾつᐃ࠸ࡓࡋࡲࡋ࡚ࡶࠊ⤖ᒁ࠾࠸࡚ᅋయࡢ⤒㈝ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ

  ࠕᆅ᪉ᅋయࡢ⾜ᨻ୪ࡧ⾜ᨻࢆ⥔ᣢࡍࡿ⤒㈝ࡢ᰿ᮏ࡞ࡾࡲࡍ࠸ࢁ࠸ࢁࡢ㈈ᨻ㛵ಀࠊࡑࡢ⥭ᛴែᛂࡌࡲࡍᏳ

 㕥ᮌ㸦ಇ㸧ᨻᗓጤဨ

࠙ཧ⪃㸸㸰㸱ᖺ㸴᭶㸳᪥ ⾗㆟㝔Ᏻཬࡧᆅ᪉ไᗘጤဨࠚ

࣭6 ⥲ྖ௧㒊ࡽࡢࠊබᏳ㛵ಀࡣᑐ㇟ࡍࡁࡢ௧ࢆཷࡅࠊጤဨࢆࡧ㛤ࡁࠊᆅ᪉⛯ࠊศᢸ㔠ࠊ⏝ᩱཬࡧᡭᩘ
 ᩱࡢ㈿ㄢᚩ㛵ࡍࡿ᮲ࡢࡳࢆ┤᥋ㄳồࡢᑐ㇟እࡍࡿࡼ࠺ಟṇࡉࢀࡓࠋ



࣭6 Ᏻཬࡧᆅ᪉ไᗘጤဨ࠾࠸࡚ࠊᨻᗓཎࢆಟṇࡋ᥇Ỵࡉࢀࡓࠋ
  ᆅ᪉⮬ἲ➨㸯㸰᮲➨㸯㡯ཬࡧ➨㸵㸲᮲➨㸯㡯୰ࠕ᮲ࠖ࠶ࡿࡢࢆࠕ᮲㸦ᆅ᪉⛯ࠊศᢸ㔠ࠊ⏝ᩱཬࡧᡭᩘᩱࡢ㈿ㄢᚩ
 ୪ࡧᆅ᪉බඹࡢ⛛ᗎࡢ⥔ᣢࠊఫẸཬࡧᅾ⪅ࡢᏳࠊᗣཬࡧ⚟♴ࡢಖᣢ㛵ࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠖᨵࡵࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ



࣭6 Ᏻཬࡧᆅ᪉ไᗘጤဨ࠾࠸࡚ࠊጤဨ㛗ࡽḟࡢࡼ࠺࡞ಟṇせ⥘ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࠕᆅ᪉⛯ࠊศᢸ㔠ࠊ⏝ᩱཬࡧᡭᩘᩱࡢ㈿ㄢᚩ୪ࡧᆅ᪉බඹࡢ⛛ᗎࡢ⥔ᣢࠊఫẸཬࡧᅾ⪅ࡢᏳࠊᗣཬࡧ⚟♴ࡢಖᣢ
 㛵ࡍࡿ᮲ࡣࠊఫẸࡢไᐃཪࡣᨵᗫ㛵ࡍࡿ┤᥋ㄳồࡢᑐ㇟እࡍࡿࡇࠋࠖ



࣭ᆅ᪉⮬ἲไᐃᙜ㸸ࠕ᮲ࡢไᐃཪࡣᨵᗫࢆㄳồࠖ



࠙ཧ⪃㸸㸰㸱ᖺᨵṇ⤒㐣ࠚ

 ۑ㸰㸱ᖺ
ۑ

ᖺ ㆟ဨಟ
㆟ဨಟṇࡼࡾࠕᆅ᪉⛯ࠊศᢸ㔠ࠊ⏝ᩱཬࡧᡭᩘᩱࡢ㈿ㄢᚩ㛵ࡍࡿࡶࡢࠖࡀ㝖እࡉࢀࡿࡇ
ࡼࡾࠕᆅ᪉⛯ ศᢸ㔠
࡞ࡗࡓࠋ




! ൯ုહေڒ࿈̢ݠஆᇊφχ̣!


! ᆍрయ෨˾ݠрేഒрई!ڄ
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545,801 (36,035)
282,355 (19,842)
44,938 (23,738)
15,367 (9,460)
᫂

᫂
13,309 (8,896)
11,843 (10,748)
32,952 (17,655)
17,880 (15,244)

S23. 4. 2

S23. 7.10

S23. 6.15

S23. 7.15

S23. 5.26

S23. 7.28

S23. 5.16

S23. 6.28

S23. 7.22

S23.6 .22

S23. 6.11

ᾏ㐨

⚟ᓥ┴

⚄ዉᕝ┴

㈡┴

ி㒔ᗓ

㜰ᗓ

රᗜ┴

ዉⰋ┴

ḷᒣ┴

ᒸᒣ┴

ឡ┴

11

48,197 (36,052)

⨫ྡᩘ䠄ἲᐃ⨫ྡᩘ䠅

ㄳồᮇ᪥

ᗓ┴ྡ

㟁Ẽ䜺䝇⛯᮲ᨵṇ

┴⛯㈿ㄢᚩ᮲ᨵṇ

᫂

S23. 7.10㻌 ྰỴ

S23. 7.27㻌 ྰỴ

S23. 7.27㻌 ྰỴ

᫂

ㄳồྲྀୗ

S23. 7.29㻌 ྰỴ

S23. 7.24㻌 ྰỴ

S23. 7.27㻌 ྰỴ

S23. 7.29㻌 ྰỴ

S23. 5.29㻌 ྰỴ

ഛ㻌 㻌 ⪃

➨䠏䠌ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ㻌 ➨䠍ᅇᑓ㛛ᑠጤဨ 㓄㈨ᩱ䠄ጁ䠅

┴㟁Ẽ䜺䝇⛯ཬ䜃㖔⏘⛯᮲ᨵṇ

┴⛯᮲ᨵṇ

㟁Ẽ䜺䝇⛯᮲ᨵṇ

㟁Ẽ䜺䝇⛯᮲ᨵṇ

㟁Ẽ䜺䝇⛯᮲ᨵṇ

┴⛯᮲ᨵṇ

㟁Ẽ䜺䝇⛯㈿ㄢᚩ᮲ᨵṇ

㟁Ẽ䜺䝇⛯㖔⏘⛯᮲ᨵṇ

ᾏ㐨⛯᮲ᨵṇ

ㄳồ㡯

࠙ཧ⪃ࠚ㸰㸱ᖺ㸶᭶㸯᪥ᆅ᪉⮬ἲᨵṇἲ⾜๓⾜ࢃࢀࡓ㒔㐨ᗓ┴ᑐࡍࡿ᮲ไᐃ࣭ᨵᗫㄳồ㸦ᆅ᪉⮬᭶ሗ➨㸴࣭㸵
    ྜేྕ㸧
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第２回
住民訴訟制度について

２１世紀地方自治制度についての調査研究会（平成２３年度）
（第２回）議事要旨
１

日

時

平成２３年１２月８日（木）１７：００～

２

場

所

（財）自治総合センター

３

出席者

今井
大屋
金井
北島
木村
勢一
村木

４

議

題

住民訴訟制度について

５

概

要

貴子
雄裕
恵里可
周作
草太
智子
美貴

大会議室

成蹊大学法学部政治学科准教授
名古屋大学大学院法学研究科准教授
文教大学国際学部国際理解学科准教授
成蹊大学法学部法律学科准教授
首都大学東京都市教養学部法学系社会科学研究科准教授
西南学院大学法学部法律学科教授
千葉大学大学院工学研究科准教授
（平成２３年１２月８日現在）

不当な支出に係る議員の責任について
○ 議員は、いわゆる首長も、住民から選ばれてその地位についているわけで、
その人間をその地位につかしめた住民の責任というのはどこで担保されてく
るのかという問題がある。不当なことをやってしまう首長とか議員を選んで
しまった国民の責任というのは問いようがないし、議会は記名投票にしても
いいが、議員を選ぶ投票を記名にすることは憲法上できない一方で、選ばれ
た政治家だけ責任を問うと、結局、住民は無責任で丸投げ、何か不当なこと
があると思ったら、とにかく損害賠償請求すればいいということになってし
まう。
○

かつて納税者訴訟という形のままだったら、自分の納めた税金が無駄遣い
されることによって自分にサービスが返ってこないという意味で、株価の下
落と多少似たような構成はとれると思う。
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不当な支出の種類について
○ 不当な支出というときの、不当のレベルがおそらく二つあり、一つは、明
確に違法であるとか、故意に損失を与えた、アメリカでも責任免除されない
ようなパターンで、もう一つは、支出しない選択もあり得たかもしれないが、
その時点では合理的であり得たとか、後からわかった事情を考えれば適切で
ないとか、その時点では議会も承認していたというような、一定の合理性が
あるパターンである。
そもそも民主制においては、議会が正しいと決めたものが正しいというの
が原則であるから、議会の承認を経て行った支出について責任を問われると
いうのは、本来はおかしいが、多数決が正しいと言ってよろしいかと言われ
るとよくないところはあって、多数決によって少数者の人権侵害がされたら
どうするかということを我々は考える。だから、基本的に、国政で言えば、
国会で決めた法律はすべて正しいわけだが、それが人権侵害に当たる場合に
ついては憲法違反であって、司法府のコントロールで無効にするということ
だと思う。そうすると、この住民訴訟のレベルでもそうだが、政策的な争い、
政策判断に誤りがあるという話であれば、本来、それは司法に持ち込むこと
はおかしい。仮に私はそうじゃないほうが正しいと思ったら政治運動をやっ
て、多数派をとりなさいということに本来はなるはずであって、勝てるもの
かというのは横に置いて、それが全部、司法府に流れ込んで、しかも、そう
いう具体的な正しさをめぐる問題であるのに、青天井損害賠償というのはや
はり筋が間違っていると思う。
たった一人の少数派が被害者であっても、その人権は守るべきだというの
は一つの理屈なので、一人からでも住民訴訟を起こせるようにするというの
は正しい。ただし、この場合の救済対象は明確な違法に限るべきである。要
するに故意・重過失みたいな、明確な権限濫用で、マジョリタリアン、多数
決でもやってはいけないはずのことをやった場合の救済というのは、たった
一人の人間にも保障する必要がある。そうではなくて、政策の適正さみたい
なものも争いたいのであれば、それは基本的にかなりの人数を集めるように
すべきだし、責任制限もかけるべきである。そうでないと、三権分立の趣旨
がそもそも成り立たないのではないかと思う。
議会による賠償の放棄の妥当性について
○ 議会が政治的には意思決定機関としてあるという前提で、議会による賠償
の放棄については、訴訟を継続中は不適切であるという議論もある。あるい
は、永久に適切ではないという人もいるが、例えば団体意思の最高決定機関
で、住民がもう１回、チェックのために議会を置いているということであれ
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ば、そこはいつでも放棄できると考えるのが自然なのか、それとも、白日の
もとにさらして、検証しているうちは不適切であると考えるのが自然なのか。
○

民主制の原則というのは、人民から選ばれているのだから、議会は何をや
ってもいい。ただし、その決定は人民から再び審査されるので、議会の審議
と決定は公開されなければいけないし、それが何を意味しているかというこ
とが明確でなければいけないと思う。

○

問題は、議会が放棄したが、その放棄したものが幾らなのかわからないと
いうのは、例えば、賠償額が５５億なのか、裁判所で３０億になってしまう
のか、あるいはゼロなのかということが評価されないままにやめてしまうと
いうことになり、議会の政治的責任を問うためには不適切だということにな
る。

○

法は明確なので、幾らの損害賠償額かは、だれの目にも合理的な一般人な
らば明らかなはずなので、だから、議会が意思決定をして、放棄した債権が
幾らであるかは、合理的な一般人であればわかるというのが法の議論である
はずで、その議論で放棄制限をすることはできないのではないか。

○

損害賠償額が幾らになるかとか、故意・過失があるかというのは、ある程
度、博打であるという認識があり、それは実態としてはそうだと思う。私も
裁判官になった友人と不法行為の話をすると、不法行為法には、真っ当な要
件があるとはおよそ思えないような発言を結構される。けしからんと思った
ら認めるみたいな、そういうぐらいの要件しかないような感じが、裁判所の
外にいる人から恐らくある。

○

法理論の話をするのであれば、損害賠償額は行為の時点で決まっており、
つまり、違法性はそこの時点で確定しているから決まっているが、それはこ
の世界ではまだアクセス不能であって、だれもまだ明確には認識できない。
だから、裁判というものを経て明らかになるのであるという説をとるか、つ
まり、行為時点で損害賠償金額みたいなのが、イデア界みたいなのが浮かん
でいるが、残念ながらイデア界に住んでいない我々からは見えない。裁判を
経て、それが見えるようになるという構成をとるか、いや、イデア界なんて
いうものはないので、見えなくて、裁判を経て初めてその金額が発生するの
だという案をとるか。イデア界に数字が発生しているのであれば、それをこ
の世界の物理的な認識能力ではなくても、何らかのイデア的感覚によって感
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知できるのだという議論は可能だが、ただ、それを一般的、合理的な人間が
持っているという議論は、多分到底受け入れられないのではないか。
○

交通事故のように損害賠償基準が類型化されている場合は、かなり明確化
されていると思うが、こういう自治体の財務会計行為という、かなり多様な
ものを明確化するというのは、なかなか厳しいと思う。

○

一方で、損害賠償債権というのは、不法行為時点から時効が開始している
ので、いつだって損害賠償債権はあって、追及し得ない状態になるように刻々
と勝負しているわけで、そうすると、この時点だけ、放棄を制限すべきで、
いわゆる民のために、損害の実態がわかって、悪いやつがわかるまでの間は
だめだというふうにいう合理性がどこまであるのかは疑問である。

○

しかし、一般の市民というものは、どれだけイデア界の認識能力が、ある
いは推計能力が、当て推量能力が高いかという点に関する事実的な問いにな
っているわけで、一般的に受け入れられている感覚から言うと、弁護士とか
裁判官とか、あるいはその分野で経験のある行政官とかであれば、賠償額に
ついて、おおよその見当はつくかもしれない。あるいは、議員であっても、
ある程度わかるかもしれない。しかし、一般国民は、多分よくわからないで
あろう。そうすると、議会側でやったことが、本当はどういう意味を持って
いるのかということを明確にしない段階で国民にすべて丸投げして、君たち
はわかるはずだからということが誠実なのか。その情報をきちんとある程度
確定させた上で問わないと、本当に国民の意思を問うていることにならない
のではないか。

○

結局、あらゆるものに不確定性があるのだから、国民が直接判断してしま
えばいいのではないかというのだったら、例えばマニフェストも要らないし、
公約も要らないし、国民が直接見る機会があるのだから、見て判断すればい
いではないですかという話になる。現実にはそうではないので、政党を組織
し、公約を掲げ、マニフェストを出すことによって、国民が何を選択してい
るのか、ちゃんとわかるようにしましょうよという方向をやっているのであ
って、つまり、ここは民主制の建前と本音という話になる。建前で言えば、
国民は合理的な意思決定能力を持っているのだから、別にウェル・インフォ
ームドを行政なりが一生懸命インフォメーションを供給してやる必要はない
と。現実には、普通の国民はそんなにパワフルではないと我々は認めている
ので、国民に本当に自己決定してもらうためには、ウェル・インフォームド
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しなければいけないというふうに動いてきた。
○

たまたま住民監査請求を起こして、住民訴訟を遂行する権能を得た人は、
裁判で和解に持ち込んで、そこでなしにできる権能を持っているわけだが、
一方で、議員は、直接民主制をとれないから、熟議のもとに間接民主制をや
って、プロフェッショナルとして判断する役割を与えられた人であり、その
人たちが一致してもういいと判断すれば、それは一定の妥当性は持つのでは
ないかと思う。

○

だめだというよりは、権能はあるが、それがどのような行為であって、何
をやったのかということを明示すべきだという議論になっているわけである。
権限的には、最終的には、議会が放棄すればいいというのは一定の判断とし
てあり、それがよくないことだと市民が思うのであれば、次の選挙で落とせ
ばいい。ただ、そのときの決定の内容を明示するというか、議会が何をやっ
たのか、私は何に対して責任を負う立場にあるのかということを国民から見
てわかるようにするというのが、現代の民主制の要求であると思う。

○

つまり、目に見える形で、ある一定の債権の相場を確定させれば、客観訴
訟で追及中であっても、それは裁判によらずに、みんなで目に見える形で、
放棄の過程を明晰にすればよく、要するに、幾らを免除したのかということ
がはっきりわかればよろしいということだと思う。

○

客観訴訟がずっと遂行されている間は、それは最後まで行かないと、明晰
にそこはならないという立場をとるのか、それとも、別のものを持ち込んだ
ら、そういうことは一応民主的に背負った人たちが、客観基準で何かやった
というふうなプロセスがとれるとすれば、それもありだということなのか。

○

明晰にするという意味からは、例えば、最大５５億円だが免除するのだと
言えば、それでいいんだというのが成り立つ。ただ、現実には、あんなもの
本当は５５億も行かないんだよと、きっと政治家がみんな言い出すだろうか
ら、二枚舌をやめさせるためには、明確な決定をさせるべきではないか。

住民訴訟の位置づけについて
○ 地方自治法の予定している民主制とは一体どんなものなんだろうと考えた
ときに、きれいな代表民主制ではないと思う。最高裁は、住民訴訟の原告は
参政権を行使しているとか、住民参政の制度だとか言うが、こういうのは、
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参政権だったり民主制の制度だったりするのかというのが基本的なところで
ある。原告は、別にだれに選ばれたわけでもなく、何か話し合ったわけでも
なく、多数決をしたわけでもなく、単に何かが気に入らないから原告になっ
ただけの人なので、ある意味、これは民主制だと思う。というのは、だれも
それに文句を言わなかったら問題にならないという意味では、消極的な逆の
意味では民主制である。すごく不法なこと、違法なことがされているが、住
民はみんな納得しているというフィクションが成り立ってしまうという意味
では民主制だと思う。
○

基本的に、住民訴訟みたいなものは民主制の制度ではないと思う。一番典
型的なのは、住民であればよく、つまり、国民である必要がない。

○

日本人でなくてもいいわけだから、参政権を持っていなくても住民訴訟は
できるという構造になっているわけで、だから、これは参政権というよりは、
参政権をベースにした民主制が暴走して、少数者を傷つけてしまうことを抑
止するための制度、民主制へのカウンターウエートなんだというふうに考え
るべきである。
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㸦ఫẸ┘ᰝㄳồ㸧
➨㸰㸲㸰᮲ ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢఫẸࡣࠊᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ⱝࡋࡃࡣጤဨⱝࡋࡃࡣጤဨཪࡣᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹ ᅋ
యࡢ⫋ဨࡘ࠸࡚ࠊ㐪ἲⱝࡋࡃࡣᙜ࡞බ㔠ࡢᨭฟࠊ㈈⏘ࡢྲྀᚓࠊ⟶⌮ⱝࡋࡃࡣฎศࠊዎ⣙ࡢ⥾⤖ⱝࡋࡃࡣᒚ⾜ⱝࡋࡃࡣമ
ົࡑࡢࡢ⩏ົࡢ㈇ᢸࡀ࠶ࡿ㸦ᙜヱ⾜Ⅽࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡀ┦ᙜࡢ☜ᐇࡉࢆࡶࡘ࡚ண ࡉࢀࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ㄆࡵࡿࡁࠊ
ཪࡣ㐪ἲⱝࡋࡃࡣᙜබ㔠ࡢ㈿ㄢⱝࡋࡃࡣᚩⱝࡋࡃࡣ㈈⏘ࡢ⟶⌮ࢆᛰࡿᐇ㸦௨ୗࠕᛰࡿᐇࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀ࠶ࡿㄆ
ࡵࡿࡁࡣࠊࡇࢀࡽࢆドࡍࡿ᭩㠃ࢆῧ࠼ࠊ┘ᰝጤဨᑐࡋࠊ┘ᰝࢆồࡵࠊᙜヱ⾜Ⅽࢆ㜵Ṇࡋࠊⱝࡋࡃࡣṇࡋࠊⱝࡋࡃࡣᙜ
ヱᛰࡿᐇࢆᨵࡵࠊཪࡣᙜヱ⾜Ⅽⱝࡋࡃࡣᛰࡿᐇࡼࡘ࡚ᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢࡇ࠺ࡴࡘࡓᦆᐖࢆ⿵ሸࡍࡿࡓࡵᚲせ
࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡁࡇࢆㄳồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࡣࠊᙜヱ⾜Ⅽࡢ࠶ࡘࡓ᪥ཪࡣ⤊ࢃࡘࡓ᪥ࡽ୍ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓࡁࡣࠊࡇࢀࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋࠊṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
㸱 ➨୍㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࡀ࠶ࡘࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱ⾜Ⅽࡀ㐪ἲ࡛࠶ࡿᛮᩱࡍࡿ㊊ࡾࡿ┦ᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡾࠊᙜヱ⾜Ⅽ
ࡼࡾᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ⏕ࡎࡿᅇࡢᅔ㞴࡞ᦆᐖࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ⥭ᛴࡢᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡘࠊᙜヱ⾜ⅭࢆṆࡍࡿࡇ
ࡼࡘ࡚ேࡢ⏕ཪࡣ㌟యᑐࡍࡿ㔜࡞༴ᐖࡢⓎ⏕ࡢ㜵Ṇࡑࡢබඹࡢ⚟♴ࢆⴭࡋࡃ㜼ᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸ㄆࡵࡿࡁࡣࠊ
┘ᰝጤဨࡣࠊᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ཪࡣ⫋ဨᑐࡋࠊ⌮⏤ࢆࡋ࡚ḟ㡯ࡢᡭ⥆ࡀ⤊ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ᙜ
ヱ⾜ⅭࢆṆࡍࡁࡇࢆ່࿌ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ┘ᰝጤဨࡣࠊᙜヱ່࿌ࡢෆᐜࢆ➨୍㡯ࡢつᐃࡼ
ࡿㄳồே㸦௨ୗᮏ᮲࠾࠸࡚ࠕㄳồேࠖ࠸࠺ࠋ㸧㏻▱ࡋࠊࡘࠊࡇࢀࢆබ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲 ➨୍㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࡀ࠶ࡘࡓሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ┘ᰝጤဨࡣࠊ┘ᰝࢆ⾜࠸ࠊㄳồ⌮⏤ࡀ࡞࠸ㄆࡵࡿࡁࡣࠊ⌮⏤ࢆ
ࡋ࡚ࡑࡢ᪨ࢆ᭩㠃ࡼࡾㄳồே㏻▱ࡍࡿࡶࠊࡇࢀࢆබ⾲ࡋࠊㄳồ⌮⏤ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බ
ඹᅋయࡢ㆟ࠊ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ཪࡣ⫋ဨᑐࡋᮇ㛫ࢆ♧ࡋ࡚ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡁࡇࢆ່࿌ࡍࡿࡶࠊᙜヱ່࿌
ࡢෆᐜࢆㄳồே㏻▱ࡋࠊࡘࠊࡇࢀࢆබ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸳 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿ┘ᰝጤဨࡢ┘ᰝཬࡧ່࿌ࡣࠊ➨୍㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࡀ࠶ࡘࡓ᪥ࡽභ༑᪥௨ෆࡇࢀࢆ⾜࡞ࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸴 ┘ᰝጤဨࡣࠊ➨ᅄ㡯ࡢつᐃࡼࡿ┘ᰝࢆ⾜࠺ᙜࡓࡘ࡚ࡣࠊㄳồேドᣐࡢᥦฟཬࡧ㝞㏙ࡢᶵࢆ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸵 ┘ᰝጤဨࡣࠊ๓㡯ࡢつᐃࡼࡿ㝞㏙ࡢ⫈ྲྀࢆ⾜࠺ሙྜཪࡣ㛵ಀࡢ࠶ࡿᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ⱝࡋࡃ
ࡣ⫋ဨࡢ㝞㏙ࡢ⫈ྲྀࢆ⾜࠺ሙྜ࠾࠸࡚ࠊᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ㛵ಀࡢ࠶ࡿᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜
ᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣ⫋ဨཪࡣㄳồேࢆ❧ࡕࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸶 ➨୕㡯ࡢつᐃࡼࡿ່࿌୪ࡧ➨ᅄ㡯ࡢつᐃࡼࡿ┘ᰝཬࡧ່࿌ࡘ࠸࡚ࡢỴᐃࡣࠊ┘ᰝጤဨࡢྜ㆟ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸷 ➨ᅄ㡯ࡢつᐃࡼࡿ┘ᰝጤဨࡢ່࿌ࡀ࠶ࡘࡓࡁࡣࠊᙜヱ່࿌ࢆཷࡅࡓ㆟ࠊ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ཪࡣ⫋ဨࡣࠊᙜヱ່࿌
♧ࡉࢀࡓᮇ㛫ෆᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࠊࡑࡢ᪨ࢆ┘ᰝጤဨ㏻▱ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ┘
ᰝጤဨࡣࠊᙜヱ㏻▱ಀࡿ㡯ࢆㄳồே㏻▱ࡋࠊࡘࠊࡇࢀࢆබ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ἲ➨㸰㸲㸰᮲ࡢ㸰➨㸯㡯➨㸲ྕ࠸࠺ࠕᙜヱ⫋ဨࠖࡣࠊᙜヱッゴ࠾࠸࡚㐺ྰࡀၥ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈈ົィୖ
ࡢ⾜Ⅽࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࢆἲ௧ୖᮏ᮶ⓗ᭷ࡍࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ཬࡧࡑࡢ⪅ࡽᶒ㝈ࡢጤ௵ࢆཷࡅࡿ࡞ࡋ࡚ྑᶒ㝈ࢆ᭷
ࡍࡿ⮳ࡘࡓ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ㸦㸴㸰ᖺ㸲᭶㸯㸮᪥᭱㧗ุᡤ➨ᑠἲᘐุỴ㸧

㸦ఫẸッゴ㸧
➨㸰㸲㸰᮲ࡢ㸰 ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢఫẸࡣࠊ๓᮲➨୍㡯ࡢつᐃࡼࡿㄳồࢆࡋࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊྠ᮲➨ᅄ㡯ࡢつᐃ
ࡼࡿ┘ᰝጤဨࡢ┘ᰝࡢ⤖ᯝⱝࡋࡃࡣ່࿌ⱝࡋࡃࡣྠ᮲➨㡯ࡢつᐃࡼࡿᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㆟ࠊ㛗ࡑࡢࡢᇳ
⾜ᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣ⫋ဨࡢᥐ⨨᭹ࡀ࠶ࡿࡁࠊཪࡣ┘ᰝጤဨࡀྠ᮲➨ᅄ㡯ࡢつᐃࡼࡿ┘ᰝⱝࡋࡃࡣ່࿌ࢆྠ᮲➨
㡯ࡢᮇ㛫ෆ⾜ࢃ࡞࠸ࡁࠊⱝࡋࡃࡣ㆟ࠊ㛗ࡑࡢࡢᇳ⾜ᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣ⫋ဨࡀྠ᮲➨㡯ࡢつᐃࡼࡿᥐ⨨ࢆ
ㅮࡌ࡞࠸ࡁࡣࠊุᡤᑐࡋࠊྠ᮲➨୍㡯ࡢㄳồಀࡿ㐪ἲ࡞⾜Ⅽཪࡣᛰࡿᐇࡘࡁࠊッ࠼ࢆࡶࡘ࡚ḟᥖࡆ
ࡿㄳồࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ ᙜヱᇳ⾜ᶵ㛵ཪࡣ⫋ဨᑐࡍࡿᙜヱ⾜Ⅽࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡢᕪṆࡵࡢㄳồ
 ⾜ᨻฎศࡓࡿᙜヱ⾜Ⅽࡢྲྀᾘࡋཪࡣ↓ຠ☜ㄆࡢㄳồ
୕ ᙜヱᇳ⾜ᶵ㛵ཪࡣ⫋ဨᑐࡍࡿᙜヱᛰࡿᐇࡢ㐪ἲ☜ㄆࡢㄳồ
ᅄ ᙜヱ⫋ဨͤཪࡣᙜヱ⾜Ⅽⱝࡋࡃࡣᛰࡿᐇಀࡿ┦ᡭ᪉ᦆᐖ㈺ൾཪࡣᙜᚓ㏉㑏ࡢㄳồࢆࡍࡿࡇࢆᙜヱᬑ
㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢᇳ⾜ᶵ㛵ཪࡣ⫋ဨᑐࡋ࡚ồࡵࡿㄳồࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱ⫋ဨཪࡣᙜヱ⾜Ⅽⱝࡋࡃࡣᛰࡿᐇಀ
ࡿ┦ᡭ᪉ࡀ➨ⓒᅄ༑୕᮲ࡢ➨୕㡯ࡢつᐃࡼࡿ㈺ൾࡢ௧ࡢᑐ㇟࡞ࡿ⪅࡛࠶ࡿሙྜ࠶ࡘ࡚ࡣࠊᙜヱ㈺ൾ
ࡢ௧ࢆࡍࡿࡇࢆồࡵࡿㄳồ
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ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࡢ⫋㈐୪ࡧἲ㸰㸲㸱᮲ࡢ㸰ࡢつᐃࡢ㊃᪨ཬࡧෆᐜ↷ࡽࡏࡤࠊྠ᮲㸯㡯ᡤᐃࡢ⫋ဨࡣ
ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࡣྵࡲࢀࡎࠊ㛗ࡢᙜヱᆅ᪉බඹᅋయᑐࡍࡿ㈺ൾ㈐௵ࡘ࠸࡚ࡣẸἲࡢつᐃࡼࡿࠋ
㸦㸴㸯ᖺ㸰᭶㸰㸵᪥᭱㧗ุᡤ➨୍ᑠἲᘐุỴ㸧

㸦⫋ဨࡢ㈺ൾ㈐௵㸧
➨㸰㸲㸱᮲ࡢ㸰
ィ⟶⌮⪅ⱝࡋࡃࡣィ⟶⌮⪅ࡢົࢆ⿵ຓࡍࡿ⫋ဨࠊ㈨㔠๓Ώࢆཷࡅࡓ⫋ဨࠊ༨᭷ື⏘ࢆಖ⟶ࡋ
࡚࠸ࡿ⫋ဨཪࡣ≀ရࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⫋ဨࡀᨾពཪࡣ㔜࡞㐣ኻ㸦⌧㔠ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨾពཪࡣ㐣ኻ㸧ࡼࡾࠊࡑࡢಖ
⟶ಀࡿ⌧㔠ࠊ᭷౯ドๆࠊ≀ရ㸦ᇶ㔠ᒓࡍࡿື⏘ࢆྵࡴࠋ㸧ⱝࡋࡃࡣ༨᭷ື⏘ཪࡣࡑࡢ⏝ಀࡿ≀ရࢆஸኻࡋࠊ
ཪࡣᦆയࡋࡓࡁࡣࠊࡇࢀࡼࡘ࡚⏕ࡌࡓᦆᐖࢆ㈺ൾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋḟᥖࡆࡿ⾜Ⅽࢆࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿ⫋
ဨཪࡣࡑࡢᶒ㝈ᒓࡍࡿົࢆ┤᥋⿵ຓࡍࡿ⫋ဨ࡛ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢつ๎࡛ᣦᐃࡋࡓࡶࡢࡀᨾពཪࡣ㔜࡞㐣ኻ
ࡼࡾἲ௧ࡢつᐃ㐪ࡋ࡚ᙜヱ⾜Ⅽࢆࡋࡓࡇཪࡣᛰࡘࡓࡇࡼࡾᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయᦆᐖࢆ࠼ࡓࡁࡶࠊ
ࡲࡓྠᵝࡍࡿࠋ
୍ ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ
 ➨ⓒ୕༑᮲ࡢᅄ➨୍㡯ࡢ௧ཪࡣྠ᮲➨㡯ࡢ☜ㄆ
୕ ᨭฟཪࡣᨭᡶ
ᅄ ➨ⓒ୕༑ᅄ᮲ࡢ➨୍㡯ࡢ┘╩ཪࡣ᳨ᰝ
㸰 㸦␎㸧
㸱 ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࡣࠊ➨୍㡯ࡢ⫋ဨࡀྠ㡯つᐃࡍࡿ⾜Ⅽࡼࡘ࡚ᙜヱᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయᦆᐖࢆ࠼ࡓㄆ
ࡵࡿࡁࡣࠊ┘ᰝጤဨᑐࡋࠊࡑࡢᐇࡀ࠶ࡿ࠺ࢆ┘ᰝࡋࠊ㈺ൾ㈐௵ࡢ᭷↓ཬࡧ㈺ൾ㢠ࢆỴᐃࡍࡿࡇࢆồ
ࡵࠊࡑࡢỴᐃᇶ࡙ࡁࠊᮇ㝈ࢆᐃࡵ࡚㈺ൾࢆࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸲㹼㸵 㸦␎㸧
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᪨䜢ุᐃ䞉ᐉゝ䛧䚸ཬ䜃䚸ᙜヱබົဨཪ䛿䛭䛾ಖ
ドே䛾㈨⏘䛛䜙䚸䛣䜜䜙䜢ᚩ䛧ཪ䛿㏉῭䛥䛫䚸
䛭䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜔ᅇ⿵ൾ䛾㒊ཪ䛿୍㒊䛛䜙䛾
ᙜヱ㒆䚸⏫䚸ᮧ䚸ᕷ䜢ච㈐䞉ಖㆤ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䠅
䛆㻺㻳㻹㻸㼲㻡㻝䞉䠓ᩥ┠䛇

㪊

㈈ົィ⾜Ⅽ䛾Ṇ䜢ồ䜑䜛ఫẸ┘ᰝㄳồ䜢⾜䛳
䛯ሙྜ䛻䛚䛔䛶䜒䚸┘ᰝᮇ㛫୰䛻ᙜヱ⾜Ⅽ䛜⾜䜟䜜
䛶䛧䜎䛳䛯䛸䛝䛿䚸┘ᰝㄳồ䜢⾜䛳䛯ព䛜䛺䛟䛺䛳䛶
䛧䜎䛖䚹䛣䛾䜘䛖䛺ែ䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑䚸┘ᰝጤဨ䛜ఫ
Ẹ┘ᰝㄳồ䛜䛒䛳䛯ẁ㝵䛷㛗➼䛻ᑐ䛧䚸ᬻᐃⓗ䛻ᙜヱ
⾜Ⅽ䜢Ṇ䛩䜉䛝᪨່࿌䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉
䛝䛛䚹

⌧⾜䛾ᬻᐃⓗṆ່࿌ไᗘ䛾ᐇ䜢ᅗ䜛䜉䛝䛷䛿
䛺䛔䛛䚹
䠄᳨ウ䛾䝫䜲䞁䝖䠅
䕿 ᡤᐃ䛾Ⓨືせ௳䜢‶䛯䛩ሙྜ䛻䛿䚸ᬻᐃⓗṆ
່࿌䛩䜛䛣䛸䜢⩏ົ䛩䜉䛝䛛䚹
䕿 ⫋ᶒ䛾䜏䛺䜙䛪䚸ఫẸഃ䛜⏦ㄳ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘
䛖䛻䛩䜉䛝䛛䚹
䕿 Ⓨືせ௳䜢䛂㔜䛺ᦆᐖ䛃䛻⦆䛩䜉䛝䛛䚹
䕿 ່࿌㐪䛻ᑐ䛧䚸┘ᰝጤဨ䛿㑂Ᏺ௧䜢Ⓨື䛷䛝
䜛䛸䛩䜉䛝䛛䚹

ᬻᐃⓗ
Ṇ່࿌ไ
ᗘ䛾ᐇ

ձ ┘ᰝㄳồ䛾ᑂᰝ䛾㝿䚸ᑐᑂⓗ䛺ᡭἲ䜢ᑟධ䛩䜉䛝
䛛䚹
ղ ┘ᰝጤဨ䛿䚸᭷㆑⪅䚸ᑓ㛛ᐙ➼䛾ཧ⪃ே䛛䜙ពぢ
䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛩䜉䛝䛛
ճఫẸ┘ᰝㄳồ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸䛭䛾せ᪨䠄༓Ꮠ௨ෆ䠅
䜢グ㍕䛧䛯ᩥ᭩䜢ᥦฟ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛜䠄⮬ἲ
⾜௧䠍䠓䠎᮲䚸䠍䠓䠐᮲䛾䠐䠕䛾䠐䠍䠅䚸䛂༓Ꮠ௨ෆ䛃䛸
䛔䛖ไ㝈䜢ᗫṆ䛩䜉䛝䛛䚹

ᴫせ

ᬻᐃⓗ
Ṇ່࿌ไ
ᗘ䛾タ

ᑂᰝᡭ⥆
䛾ᐇ

ㄽⅬ
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ᮍᑐᛂ

ἲ䠎䠐䠎䐡

䠤䠍䠐ᨵṇ
䛷ᑐᛂ

ἲ䠎䠐䠎䐥
ἲ䠍䠕䠕䐦
௧䠍䠓䠎䐟

䠤䠍䠐ᨵṇ
䛷ᑐᛂ

ᑐᛂ

Ẹඪ
䠄䠤䠍䠐ᨵṇ䠅

ଧ႟ಮணయีнжЖирᇈผ

䠍 ఫẸ䛾┘どᶵ⬟ᙉ䛾どⅬ䛻ᇶ䛵䛟ㄽⅬ

ఫẸ┘ᰝㄳồ双叅厦叇

ㅖእᅜ

䛭䛾

㈨ᩱ䠑

㪈

ᮍᑐᛂ

⿕࿌㐺᱁
䛾ᣑ

ཎ࿌㐺᱁叏ᣑ
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䐟 ┘ᰝጤဨ䛾ุ᩿䛜䛪䛥䜣䛷䚸ఫẸッゴ䛷䛭䛾ุ᩿䛜
㐪ἲ䛸䛥䜜䛯䛸䛝䛿䚸┘ᰝጤဨ䛿୍ᐃ䛾㝈ᗘෆ䛷ᦆᐖ䜢
㏉⣡䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛪䚸ఫẸ䛿䚸┘ᰝጤဨ䜢⿕࿌䛸䛧䛶
㏉⣡䜢ồ䜑䜛ッゴ䜢ᥦ㉳䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛩䜉䛝䛛䚹
䐠 ㆟䛾㆟Ỵ䜢⤒䛯㈈ົィ⾜Ⅽ䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾㆟
Ỵ䛻㈶ᡂ䛧䛯㆟ဨ䜒㛗䛭䛾䛾⫋ဨ䛸㐃ᖏ㈐௵䜢㈇䛖䛸
䛩䜉䛝䛛䚹
䠄᳨ウ䛾䝫䜲䞁䝖䠅
䕿 䛪䛥䜣䛺┘ᰝ䞉㆟Ỵ䛻㈶ྠ䛧䛯┘ᰝጤဨ䚸㆟ဨ䛻㈐௵
ឤ䜢㔊ᡂ䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䕿 䐠䛾๓ᥦ䛸䛧䛶䚸㆟Ỵ䛿䛶グྡᢞ⚊䛻䛩䜉䛝䛛䚹
䕿 ♫ἲ䠐䠎䠏᮲䠏㡯䠏ྕ䛜䚸➇ᴗ䞉┈┦ྲྀᘬ䜢ᢎㄆ
䛩䜛ྲྀ⥾ᙺỴ㆟䛻㈶ྠ䛧䛯ྲྀ⥾ᙺ䛾௵ົ᠔ᛰ䜢᥎ᐃ
䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹

ཎ࿌ဨ䛜ఫẸ䛯䜛㈨᱁䜢႙ኻ䛧䚸ཪ䛿Ṛஸ䛧䛯䛸䛝䛿䚸 ᮍᑐᛂ
ッゴ䜢୰᩿䛧䚸䛾ఫẸ䛾⏦ฟ䛻䜘䜚ᙜヱッゴ䜢ᢎ⥅䛥
䛫䜛䜉䛝䛛䚹
䠄᳨ウ䛾䝫䜲䞁䝖䠅
䕿 ⌧⾜ἲ䛾ゎ㔘䛷䛿䚸ཎ࿌ဨ䛜ఫẸ䛷䛺䛟䛺䛳䛯䛸䛝
䛿ッゴ䛜⤊䛩䜛䛜䚸ఫẸッゴ䛜ほッゴ䛷䛿䛺䛟බ
┈ッゴ䛷䛒䜛䛣䛸䛻㚷䜏䚸䛾ఫẸ䛻ッゴ䜢ᢎ⥅䛥䛫䜛
䜉䛝䛛䚹

ᮍᑐᛂ

ᑐᛂ

ཎ࿌䛾ᆅ
䛾ᢎ⥅

┘ᰝㄳồ䛾ෆᐜ䛾≉ᐃ䛻䛴䛔䛶䛿㐣ᗘ䛻ཝ᱁䛷䛺䛟䛶
䜒䜘䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䠄᳨ウ䛾䝫䜲䞁䝖䠅
䕿 ┘ᰝㄳồ䛿䚸┘ᰝ䛾➃⥴䛸䛺䜛⛬ᗘ䛾㈨ᩱ䛾ᥦ♧䜢
䜒䛳䛶㊊䜚䚸┘ᰝㄳồ䛾ᑐ㇟䛿ఱ䜢䛔䛴䛛䜙䛔䛴䜎䛷┘
ᰝ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛛䜢㏻ᖖே䛜⌮ゎ䛷䛝䜛⛬ᗘ䛻≉
ᐃ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛸䛩䜉䛝䛛䚹
䕿 ุ䛜䛂୍ᐃ䛾ᮇ㛫䛻䜟䛯䜛ᙜヱ⾜Ⅽ➼䜢ໟᣓ䛧䛶䚸
䛣䜜䜢ලయⓗ䛻≉ᐃ䛩䜛䛣䛸䛺䛟┘ᰝ䜢ồ䜑䜛䛃䛣䛸䜢
㐺ἲ䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹

ᴫせ

┘ᰝㄳồ
ෆᐜ䛾≉
ᐃ䛾⦆

ㄽⅬ

ఫẸ┘ᰝㄳồ双叅厦叇

⿕࿌㐺᱁双叅厦叇

Ẹඪ
䠄䠤䠍䠐ᨵṇ䠅
ㅖእᅜ

䛭䛾

㪉
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ᑐᛂ

䠍ྕッゴ䛾せ௳䛾䛖䛱䚸䛂ᅇᅔ㞴䛺ᦆᐖ䜢⏕䛪䜛䛚䛭䜜䛃
䛸䛔䛖せ௳䜢๐㝖䛩䜛䚹ఫẸッゴ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㐪ἲ䛺㈈ົ
ィୖ䛾⾜Ⅽ䛜᪤䛻䛺䛥䜜䛯䛣䛸䜢๓ᥦ䛻ಶே➼䜢⿕࿌䛸䛧䛶
ᦆᐖ㈺ൾ➼䜢ㄳồ䛩䜛䠐ྕッゴ䛜ά⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛜䚸
㐪ἲ䛺㈈ົィୖ䛾⾜Ⅽ䛿๓䛻ᢚṆ䛥䜜䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧
䛔䚹䛭䛣䛷䚸ᇳ⾜ᶵ㛵➼䛾㈈ົィୖ䛾⾜Ⅽ䛾ᕪṆ䜑䜢ồ
䜑䜛䠍ྕッゴ䛾㛫ཱྀ䜢ᗈ䛢䚸䛭䛾ά⏝䜢ᅗ䜛䜉䛝䛛䚹

䠍ྕッゴ䛻䛚䛔䛶බඹ䛾⚟♴䛻㓄៖䛩䜛せ௳䜢タᐃ䛩䜛䚹
㛗ᮇ䛻䜟䛯䜚✚䜏㔜䛽䜙䜜䛯ィ⏬䛻ᇶ䛵䛟ᴗ䜔⅏ᐖ➼
䛾⥭ᛴ䛾ᨭฟ➼䛜䚸䛭䛾ᡭ⥆䛝ୖ䛾⾜Ⅽ䛾୍⎔䛷䛒䜛㈈
ົィ⾜Ⅽ䛾㐪ἲ䛸䛔䛖⌮⏤䛾䜏䛻䜘䛳䛶䚸䠍ྕッゴ䛻䛚䛔
䛶ᶵᲔⓗ䛻ᕪ䛧Ṇ䜑䜙䜜䜛䛸䚸ᴗ➼䛜య䛸䛧䛶ᡤᮇ䛾┠
ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛪䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶䚸ఫẸయ䛾┈䜢
ᐖ䛧䛯䜚ఫẸ䛾Ᏻ䛻ᨭ㞀䜢᮶䛩䛺䛹බඹ䛾⚟♴䛻䛩䜛
ሙྜ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䚸ఫẸッゴୖ䛾ఫẸ䛾ᶒ
䛸බඹ䛾⚟♴䛸䛾ㄪᩚ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾つᐃ䜢タ䛡䜛䜉䛝䛛䚹

ᕪṆ䜑ッ
ゴ䛾せ௳
䛾ᩚ⌮

ἲ䠎䠐䠎䛾
䠎䐤

䠤䠍䠐ᨵṇ
䛷ᑐᛂ

ἲ䠎䠐䠎䛾
䠎䐟

䠤䠍䠐ᨵṇ
䛷ᑐᛂ

ᮍᑐᛂ
ఫẸッゴ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㐪ἲ䛺㈈ົィୖ䛾⾜Ⅽ䛜᪤䛻䛺
䛥䜜䛯䛣䛸䜢๓ᥦ䛻䠐ྕッゴ䛜ά⏝䛥䜜䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛜䚸㐪
ἲ䛺㈈ົィୖ䛾⾜Ⅽ䛿๓䛻ᢚṆ䛥䜜䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䛭䛣䛷䚸ᇳ⾜ᶵ㛵➼䛾㈈ົィୖ䛾⾜Ⅽ䛾ᕪṆ䜑䜢ồ䜑䜛
䠍ྕッゴ䛾ᐇຠᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸䠍ྕッゴ䜢ᥦ㉳䛧䛯ሙྜ䚸
ᙜヱ⾜Ⅽ䛾ᬻᐃⓗᕪṆ䜑䜢ุᡤ䛻ồ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘
䛖䛻䛩䜉䛝䛛䚹
䠄᳨ウ䛾䝫䜲䞁䝖䠅
䕿 ᬻᐃⓗṆ່࿌䛸ྠᵝ๓㜵Ṇ䛸䛔䛖ほⅬ䜢ᚭᗏ䛩䜉䛝
䛛䚹
䕿 Ᏻ᫆䛺ᬻᐃⓗᕪṆ䜑䛻䜘䜛⾜ᨻάື䜈䛾ᙳ㡪䜢䛹䛖⪃䛘
䜛䛛䚹
䕿 ௬䛾ᕪṆ䜑䜢ㄆ䜑䛶䛔䜛⾜ᨻ௳ッゴἲ䛸䛾䝞䝷䞁䝇䜢
䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹

ᴫせ

ᕪṆ䜑ッ
ゴ䛾ᑐ㇟
䛾ᣑ

ᕪṆッゴ
䛾ᐇ

ㄽⅬ

Ẹඪ
䠄䠤䠍䠐ᨵṇ䠅
䕿 䝙䝳䞊䝶䞊䜽ᕞ
䛾⣡⛯⪅ッゴไ
ᗘ䛷䛿䚸ᕪṆ䜑ッ
ゴ䛜ཎ๎ᙧែ䚹
䕿 䜸䝝䜲䜸ᕞ䛾⣡
⛯⪅ッゴไᗘ䜒䚸
ᕪṆ䜑ッゴ➼䛜
ཎ๎ᙧែ䛷䛒䜚䚸
ᆅ᪉⮬యཬ䜃⫋
ဨ䛿ཎ๎䛸䛧䛶ಶ
ே㈐௵䜢㈇䜟䛺䛔䚹

ㅖእᅜ

䛭䛾

㪊
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㆟䛾ᶒ
ᨺᲠ䛾
ไ㝈䛾ྍ
ྰ

⫋ဨ䛻ᑐ
䛩䜛㈺ൾ
௧ไᗘ
䛾ᐇ

ㄽⅬ

䠐ྕッゴಀᒓ୰䛻䚸㆟䛜ᙜヱッゴ䛾ᑐ㇟䛸䛺䛳
䛶䛔䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛㆟Ỵ䜢⾜䛖䛣䛸䜢
ไ㝈䛩䜉䛝䛛䚹
䠄᳨ウ䛾䝫䜲䞁䝖䠅
䕿 ᨺᲠ䛾య䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹
䕿 ᨺᲠ⾜Ⅽ䛾せྰ䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹
䕿 ᨺᲠ䛷䛝䜛ሙྜ䛾せ௳䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹
䕿 ᨺᲠ䛜ไ㝈䛥䜜䜛ᮇ㛫䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹

ͤ 䠎䠐䠏᮲䛾䠎䛾⫋ဨ➼䛻䛴䛔䛶䛿㈺ൾ㈐௵䛻䛴䛔
䛶Ẹἲ䛾つᐃ䛾㐺⏝䛜㝖䛥䜜䜛䛜䚸୍⯡䛾⫋ဨ
䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ẹἲ䛾㐺⏝䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙㐣ኻ䛾䜏䛷
㈺ൾ㈐௵䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

䠄䐠䛾᳨ウ䛾䝫䜲䞁䝖䠅
ϸ ᅜ䛾ィἲつ➼䛸䛾ᩚྜᛶ䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹
Ϲ ィ⫋ဨ➼௨እ䛾୍⯡⫋ဨ䛾㈐௵䜢⤖ᯝ䛸䛧䛶
㍍ῶ䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹

ձ ㈺ൾ௧ᮇ㛫䛾ᘏ㛗
䞉䠏ᖺ䛾㝖᩺ᮇ㛫䜢䠑ᖺ䛸䛩䜛䚹㈺ൾ௧䜢Ⓨ䛧䛯ᚋ
䛿䚸䠑ᖺ䛾ᾘ⁛ຠ䛻䛛䛛䜛䜒䛾䛸䛩䜉䛝䛛䚹
ղ ㈺ൾ௧ᑐ㇟䛾ᣑ
䞉㈈ົィ⫋ဨ䛻㝈䜙䛪䚸⫋ဨ୍⯡䜢㈺ൾ௧ไ
ᗘ䛾ᑐ㇟䛻䛩䜉䛝䛛䚹
ճ ㈺ൾ௧ᡭ⥆䛾ᩚഛ
䞉ᅜ䛸ᆅ᪉䛜ᑐ➼䛺❧ሙ䛻䛒䜛䛣䛸䛻㚷䜏䚸⥲ົ
⮧ཪ䛿㒔㐨ᗓ┴▱䛻ᑂᰝㄳồ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
᪨䛾つᐃ䜢๐㝖䛩䜉䛝䛛䚹

ᴫせ

㈺ൾ௧䛾
ᑐ㇟䜢⟶⌮⫋
䛷᮲䛷ᐃ䜑䜛
⪅䛻ᣑ䛧䚸ᙜ
ヱ⟶⌮⫋䛻ᨾ
ព䞉㔜㐣ኻ䛜䛒
䜛ሙྜ䛻㛗䛜
㈺ൾ䜢䛨䜛䚹

ἲ䠎䠐䠏䛾
䠎䐡
ἲ䠎䠐䠏䛾
䠎䐩

ᮍᑐᛂ

䐠ᮍᑐᛂ

䕿䠤䠍䠐ᨵṇ䛾
Ẹඪᑐ䛒
䜚䚹

Ẹඪ
䠄䠤䠍䠐ᨵṇ䠅

䐟䐡䠤䠍䠐
ᨵṇ䛷ᑐ
ᛂ

ᑐᛂ

䕿 䜸䝝䜲䜸
ᕞ䛷䛿䚸ᆅ
᪉⮬య
ཬ䜃⫋ဨ
䛻䛿ཎ๎䛸
䛧䛶ಶே㈐
௵䛿Ⓨ⏕
䛧䛺䛔䚹
እ䛾ሙྜ
䜒ච㝖つ
ᐃ᭷䜚

ㅖእᅜ

䕿 ➨䠎䠕ḟᆅไㄪ䛻䛚
䛔䛶䚸ッゴಀᒓ୰䛾
ᨺᲠ㆟Ỵ䜢ไ㝈䛩䜛
ᥐ⨨䜢ㅮ䛪䜛䜘䛖⟅⏦
䛥䜜䛯䚹
䕿 ᆅ᪉⾜㈈ᨻ᳨ウ
㆟䛻䛚䛔䛶㆟ㄽ䛧䚸
䛂ᆅ᪉⮬ἲᢤᮏᨵ
ṇ䛻䛴䛔䛶䛾⪃䛘᪉䛃
䛻䛚䛔䛶䚸ุ䛾ື
ྥ䜢㋃䜎䛘䛶ᘬ䛝⥆䛝
᳨ウ䛩䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛯䚹

䛭䛾

㪋

－85－

䛆ᮾி㧗 ᖹᡂ19ᖺ3᭶28᪥䛇
ஂ႐ᕷ䛜䠈ᕷ䛾⫋ဨ䜢ᅵᆅ༊⏬ᩚ⌮⤌ྜ
䛻ὴ㐵䛧䠈ྠ⫋ဨ䛻ᑐ䛧䛶⤥ᩱ➼䜢ᨭ⤥䛧
䛯䛣䛸䛜ᆅ᪉බົဨἲ䠈ᆅ᪉⮬ἲ䠈බ┈
ἲே➼䜈䛾୍⯡⫋䛾ᆅ᪉බົဨ䛾ὴ㐵➼
䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䛧㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䠈๓グ
⤌ྜ䛻ᙜᚓ䛾㏉㑏䛾ㄳồ䜢䠈๓グ⤥
➼䛾ᨭฟ䛻㛵䜟䛳䛯ᕷ㛗ಶே䛻ᦆᐖ㈺ൾ
䛾ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ᕷ㛗䛻ᑐ䛧ồ䜑䛯
䠄᪂䠐ྕッゴ䠅

䛆ᮾி㧗 ᖹᡂ18ᖺ7᭶20᪥䛇
ᪧ⋢✑⏫䠄ᒣ┴䠅䛜⥾⤖䛧䛯බඹᕤዎ
⣙䛜䚸ᙜ䛾⏫㛗䛷䛒䛳䛯⿕࿌䛜₃䛘䛔䛧
䛯ணᐃ౯᱁䜢ᇶ䛻⾜䜟䜜䛯ㄯྜ䛾⤖ᯝ䚸
ᙜ䛻㧗㢠䛻⥾⤖䛥䜜䛯䛸䛧䛶䚸ཎ࿌䛜䚸⏫䛻
௦䛧䛶䚸⿕࿌䛻ᑐ䛧䚸ㄯྜ䛜䛺䛡䜜䜀ᙧ
ᡂ䛥䜜䛯䛷䛒䜝䛖ㄳ㈇௦㔠㢠䛸ᐇ㝿䛾ㄳ㈇
௦㔠㢠䛸䛾ᕪ㢠┦ᙜ㢠䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑
䛯䠄ᪧ䠐ྕッゴ䠅

䛾ᴫせ

䛂ᆅ᪉⮬ἲ䠕䠒᮲䠍㡯䠍䠌ྕ䛿䠈㆟䛾㆟Ỵ㡯䛸䛧䛶䠈䛂ἲᚊⱝ䛧䛟䛿䛣䜜䛻ᇶ䛵䛟
ᨻ௧ཪ䛿᮲䛻≉ู䛾ᐃ䜑䛜䛒䜛ሙྜ䜢㝖䛟䜋䛛䠈ᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛䛣䛸䛃䛸つᐃ䛧䠈
ἲ௧䜔᮲䛾ᐃ䜑䛜䛒䜛ሙྜ䜢㝖䛔䛶䠈ᗈ䛟୍⯡ⓗ䛻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᶒ䛾ᨺᲠ
䛻䛴䛔䛶䛿䠈ᇳ⾜ᶵ㛵䛷䛒䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䛷䛿䛺䛟䠈㆟䛾㆟Ỵ䛻䜘䜛䜉䛝䜒䛾
䛸䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾Ⅼ䠈ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䛜㆟䛾㆟Ỵ䜢⤒䛪䛻ㄳồᶒ䛾ᨺᲠ䜢䛧ᚓ
䜛せ௳䛻䛴䛔䛶䛿䠈ᆅ᪉⮬ἲ⾜௧䠍䠓䠍᮲䛾䠓䛷ヲ⣽䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛜䠈䛣䜜
䛻ᑐ䛧㆟䛾㆟Ỵ䛻䜘䜚ᨺᲠ䛩䜛ሙྜ䛾せ௳䛻䛴䛔䛶䛿䠈ලయⓗ䛺ᐃ䜑䛜ఱ䜒䛺䛔䚹
ᶒ䛾ᨺᲠ䛸䛿䠈ᆅ᪉බඹᅋయ䛾᭷䛩䜛㈈⏘ᶒ䛭䛾䛾ᶒ䜢ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ព
ᛮ䛻䜘䛳䛶ᑐ౯䛺䛟ᾘ⁛䛥䛫䜛⾜Ⅽ䛷䛒䜚䠈ᮏ௳⤥ᨭ⤥ཬ䜃ᮏ௳⿵ຓ㔠䛾㐪
ἲ䜢ཎᅉ䛸䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛺䛔䛧ᙜᚓ㏉㑏ㄳồᶒ䛾ᨺᲠ䛻䛴䛔䛶䛿䠈ἲ௧
ཪ䛿᮲䛻䛺䜣䜙≉ู䛾ᐃ䜑䛜䛺䛔䛛䜙䠈௬䛻䛭䜜䜙䛜㐪ἲ䛷䛒䛳䛶䠈ஂ႐ᕷ䛜䠾ཬ
䜃ᮏ௳⤌ྜ䛻ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛺䛔䛧ᙜᚓ㏉㑏ㄳồᶒ䜢⾜䛧䛖䜛䛸䛧䛶䜒䠈㆟
䛿䠈ᶒ㝈䜢℃⏝䛧䠈ཪ䛿䛭䛾⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䛺䛔㝈䜚䠈ᮏ᮶᭷䛩䜛ᶒ㝈䛻ᇶ䛵䛝⮬⏤
䛻ᶒ䛾ᨺᲠ䛾㆟Ỵ䜢䛺䛧䛖䜛䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷䠈䛭䛾ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛺䛔䛧ᙜ
ᚓ㏉㑏ㄳồᶒ䛿䠈ᮏ௳ᶒᨺᲠ䛾㆟Ỵ䛻䜘䜚ᾘ⁛䛧䛯䜒䛾䛸䛔䛖䜋䛛䛿䛺䛔䚹䛃

ͤ㆟Ỵ䛿᭷ຠ䛸ุ᩿

䛂ఫẸッゴ䛿䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᇳ⾜ᶵ㛵ཪ䛿⫋ဨ䛻䜘䜛㈈ົィୖ䛾㐪ἲ䛺⾜Ⅽ
ཪ䛿ᛰ䜛ᐇ䛜ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᵓᡂဨ䛷䛒䜛ఫẸయ䛾┈䜢ᐖ䛩䜛䛣䛸䛻
䛛䜣䛜䜏䚸ఫẸ䛜ᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ䛻௦䜟䛳䛶ᥦッ䛧䚸⮬䜙䛾ᡭ䛻䜘䜚㐪ἲ䛾㜵Ṇ
ཪ䛿ṇ䜢䛧䚸䜒䛳䛶ᆅ᪉㈈ົ⾜ᨻ䛾㐺ṇ䛺㐠Ⴀ䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䜒䛾䛷
䛒䜛䛜䚸᪉䚸ఫẸッゴ䛜ᥦ㉳䛥䜜䛯䛛䜙䛸䛔䛳䛶䚸ఫẸ䛾௦⾲䛷䛒䜛ᆅ᪉බඹᅋయ
䛾㆟䛜䛭䛾ᮏ᮶䛾ᶒ㝈䛻ᇶ䛵䛔䛶ఫẸッゴ䛻䛚䛡䜛ಶูⓗ䛺ㄳồ䛻䛧䛯㆟Ỵ
䛻ฟ䜛䛣䛸䜎䛷ጉ䛢䜙䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䛃

ͤ㆟Ỵ䜢᭷ຠ䛸ุ᩿

ุ ♧ せ ᪨

सᅄѤီࠜЫѝઍрࡀठѤЩбદᆍ̢υ̗ψ̣

㪌

－86－

䛆ᮾி㧗 ᖹᡂ21ᖺ12᭶24᪥䛇
ᪧẶᐙ⏫䠄ᰣᮌ┴䠅䛜ίỈሙᘓタணᐃᆅ
䛸䛧䛶㉎ධ䛧䛯ᅵᆅ䛾௦㔠䛜㐺ṇ౯᱁䜢㉸
䛘䛶䛔䛯䛸䛧䛶䚸ఫẸ䛜䚸ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䚸ᙜ
䛾⏫㛗䛻㐺ṇ౯᱁䛸䛾ᕪ㢠䛻䛴䛔䛶䛾ᦆ
ᐖ䛾㈺ൾ䜢䛩䜛䜘䛖ồ䜑䛯䠄᪂䠐ྕッ
ゴ䠅

䛾ᴫせ

䛂ᆅ᪉⮬ἲ䠕䠒᮲䠍㡯䠍䠌ྕ䛻ᇶ䛵䛟ᶒ䛾ᨺᲠ䛾ྍྰ䛿䚸㆟䛾Ⰻ㆑䛻䜖䛰䛽䜙䜜
䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜛䛜䚸ุᡤ䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛸ㄆᐃุ᩿䛧䛯ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛻䛴䛔䛶䚸
䛣䜜䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔䛸䛾❧ሙ䛛䜙䚸ุᡤ䛾ㄆᐃุ᩿䜢そ䛧䚸䛒䜛䛔䛿ุᡤ䛻䛚䛔䛶
䛭䛾䜘䛖䛺ุ᩿䛜䛺䛥䜜䜛䛾䜢㜼Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻ᶒᨺᲠ䛾Ỵ㆟䜢䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᦆᐖ㈺
ൾㄳồᶒ䛾Ꮡྰ䛻䛴䛔䛶䚸ุᡤ䛾ุ᩿䛻ᑐ䛧䛶䚸㆟䛾ุ᩿䜢ඃඛ䛥䛫䜘䛖䛸䛩䜛䜒
䛾䛷䛒䛳䛶䚸ᶒ⩏ົ䛾Ꮡྰ䛻䛴䛔䛶த䛔䛜䛒䜛ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾ุ᩿䜢ุᡤ䛻ጤ䛽
䜛䜒䛾䛸䛧䛶䛔䜛୕ᶒศ❧䛾㊃᪨䛻䛩䜛䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜚䚸ᆅ᪉⮬ἲ䜒䚸䛭䛾䜘
䛖䛺ุᡤ䛾ㄆᐃุ᩿䜢そ䛩┠ⓗ䛾䛯䜑䛻ᶒᨺᲠ䛾㆟Ỵ䛜⏝䛥䜜䜛䛣䛸䜢ண䞉
ㄆᐜ䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸ゎ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹
䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᮏ௳㆟Ỵ䛿䚸ᆅ᪉⮬ἲ䛻䜘䜚䛘䜙䜜䛯㔞ᶒ䜢㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛧䛯䜒
䛾䛸䛧䛶㐪ἲ↓ຠ䛺䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜚䚸ᮏ௳㆟Ỵ䛻䜘䜚ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛿ᾘ⁛䛩䜛
䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䛃
䛆ͤୖ࿌ᑂಀᒓ୰䛇

ͤ㆟Ỵ䜢↓ຠ䛸ุ᩿

ุ ♧ せ ᪨

सᅄѤီࠜЫѝઍрࡀठѤЩбદᆍ̢φ̗ψ̣

㪍

－87－

䛂ఫẸッゴ䛾ไᗘ䛜タ䛡䜙䜜䛯㊃᪨䚸୍ᑂ䛷᥍ッே䛜ᩋッ䛧䚸䛣䜜䛻ᑐ䛩䜛᥍ッᑂ
䛾ุỴ䛜ணᐃ䛥䜜䛶䛔䛯┤๓䛻ᮏ௳ᶒ䛾ᨺᲠ䛜䛺䛥䜜䛯䛣䛸䚸ᮏ௳ᶒ䛾ෆᐜ䚸
ㄆᐜ㢠䚸ྠ✀䛾௳䜢ྵ䜑䛶ᙜᚓ㏉㑏ㄳồᶒཬ䜃ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛
᪨䛾Ỵ㆟䛾⚄ᡞᕷ䛾㈈ᨻ䛻ᑐ䛩䜛ᙳ㡪䛾䛝䛥䚸㆟䛜ᮏ௳ᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛᪨䛾
Ỵ㆟䜢䛩䜛ྜ⌮ⓗ䛺⌮⏤䛿䛺䛟䚸ᨺᲠ䛾┦ᡭ᪉䛾ಶูⓗ䞉ලయⓗ䛺䛾᳨ウ䜒䛺
䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸➼䛾䛻↷䜙䛫䜀䚸ᮏ௳ᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛㆟䛾Ỵ㆟䛿䚸ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛾ᇳ⾜ᶵ㛵䠄ᕷ㛗䠅䛜⾜䛳䛯㐪ἲ䛺㈈ົィୖ䛾⾜Ⅽ䜢ᨺ⨨䛧䚸ᦆᐖ䛾ᅇ
䜢ྵ䜑䚸䛭䛾ṇ䛾ᶵ䜢ᨺᲠ䛩䜛䛻➼䛧䛟䚸䜎䛯䚸ᮏ௳ఫẸッゴ䜢↓䛻ᖐ䛫䛧䜑䜛
䜒䛾䛷䛒䛳䛶䚸ᆅ⮬ἲ䛻ᐃ䜑䜛ఫẸッゴ䛾ไᗘ䜢᰿ᗏ䛛䜙ྰᐃ䛩䜛䜒䛾䛸䛔䜟䛦䜛䜢
ᚓ䛪䚸ୖグ㆟䛾ᮏ௳ᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛᪨䛾Ỵ㆟䛿䚸㆟Ỵᶒ䛾℃⏝䛻ᙜ䛯䜚䚸䛭䛾ຠ
ຊ䜢᭷䛧䛺䛔䚹䛃
䛆ͤୖ࿌ᑂಀᒓ୰䛇

䛆㜰㧗 ᖹᡂ21ᖺ11᭶27᪥䛇
⚄ᡞᕷ䛛䜙እ㒌ᅋయ䠄䠎䠌ᅋయ䠅䛻ᨭฟ䛧䛯
䠤䠍䠓䚸䠤䠍䠔䛾⿵ຓ㔠䞉ጤクᩱ䛿䚸ᕷ䛾ὴ㐵
⫋ဨ䛾ே௳㈝┦ᙜ㢠䜢ྵ䜣䛷䛚䜚䚸ὴ㐵ἲ
䛾⬺ἲ⾜Ⅽ䛸䛧䛶㐪ἲ䛷䛒䜛䛺䛹䛸䛧䛶䚸ఫ
Ẹ䛜䚸ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䚸ᙜ䛾ᕷ㛗䛻ᦆᐖ㈺ൾ
䛾ㄳồ䜢䚸ྛእ㒌ᅋయ䛻ᙜᚓ㏉㑏䛾ㄳ
ồ䜢䛩䜛䜘䛖䛭䜜䛮䜜ồ䜑䛯䠄➨䠐ྕッ
ゴ䠅
ͤ 䠎䠌䛾እ㒌ᅋయ䛾䛖䛱䚸䠏ᅋయ䛻ᑐ䛩䜛
䜒䛾䠄䐟௳䠅䛸ᙜヱ䠏ᅋయ䜢ྵ䜐䠎䠌ᅋయ䛻
ᑐ䛩䜛䜒䛾䠄䐠௳䠅䛻ศ䛛䜜䚸ᮏ௳䛿䐠䛾
௳
ͤ㆟Ỵ䜢↓ຠ䛸ุ᩿

ุ ♧ せ ᪨

䛾ᴫせ

सᅄѤီࠜЫѝઍрࡀठѤЩбદᆍ̢χ̗ψ̣

㪎

－88－

䛆㜰㧗 ᖹᡂ22ᖺ8᭶27᪥䛇
ͤ 䠎䠌䛾እ㒌ᅋయ䛾䛖䛱䚸䠍䠔ᅋయ䛻ᑐ䛩䜛
䠤䠍䠕䚸䠤䠎䠌䛾⿵ຓ㔠䞉ጤクᩱ䛾ᨭฟ䛻䛴䛔
䛶ྠᵝ䛾⌮⏤䛻䜘䜚ᥦッ䛧䛯䠄䐡௳䠅

䛾ᴫせ

䛂୍⯡ⓗ䛻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᶒ䛾ᨺᲠ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᇳ⾜ᶵ㛵䛷䛒䜛ᆅ᪉බඹᅋయ
䛾㛗䛷䛿䛺䛟䚸㆟䛾㆟Ỵ䛻䜘䜛䜉䛝䜒䛾䛸䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䛩䜛䛸䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜䚸
᮲䛾ᙧᘧ䛷≉ᐃ䛾⚾ἲୖ䛾ㄳồᶒ䜢ᨺᲠ䛧䚸ཪ䛿୍ᐃ䛾✀㢮䛻ᒓ䛩䜛⚾ἲୖ䛾
ㄳồᶒ䜢୍ᣓ䛧䛶ἲつ䛩䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䚹䛃䛂㆟䛾㆟Ỵ௨እ䛻ᇳ⾜ᶵ㛵䛾ᇳ⾜
⾜Ⅽ䜢せ䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䛃䛂ఫẸッゴ䛜ᥦ㉳䛥䜜䛯䛛䜙䛸䛔䛳䛶䚸ఫẸ䛾௦⾲䛷䛒
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࡞ࡃᕷၟᕤ㆟ᡤࡢ⨨ࢀࡓ୍⯡ⓗ≧ἣࠊၟᕤ㆟ᡤࡢἲⓗᛶ㉁ࠊᑓົ⌮ࡢ୍⯡ⓗ⫋ົᶒ㝈➼ࡽၟᕤ㆟
ᡤὴ㐵ࡉࢀࡓᕷࡢ⫋ဨᑐࡍࡿ⤥ᨭฟࡢ㐺ἲᛶࢆ⫯ᐃࡋࡓཎᑂࡢㄆᐃุ᩿㐪ἲࡀ࠶ࡿࡋࡓ㸦ࡇࢀࡽཎᅉ⾜
Ⅽࡢ㐺ἲᛶࡘ࠸࡚᭦ᑂ⌮ࢆᑾࡃࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊཎᑂᕪࡋᡠࡋࡓ㸧ࠋ

䕿 ᖹᡂ䠐ᖺ䠍䠎᭶䠍䠑᪥᭱㧗➨୕ᑠἲᘐุỴ䛿䚸ᩍ⫱ጤဨ䛜බ❧Ꮫᰯ䛾ᩍ㢌䛷່ዡ㏥⫋䛻ᛂ䛨䛯⪅䜢ᰯ㛗䛻௵䛧䛶
᪼⤥䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻ྠ᪥㏥⫋ᢎㄆฎศ䜢䛧䛯䛣䛸䛻క䛔䚸▱䛜㏥⫋ᡭᙜ䛾ᨭฟỴᐃ䜢䛧䛯䛻䛴䛔䛶䚸䛂ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐
䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䠐ྕ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟௦ㄳồ䛻ಀ䜛ᙜヱ⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ䛻䛚䛔䛶䚸ྑ⫋ဨ䛻ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
䜢ၥ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛿䚸ඛ⾜䛩䜛ཎᅉ⾜Ⅽ䛻㐪ἲ⏤䛜Ꮡ䛩䜛ሙྜ䛷䛒䛴䛶䜒䚸ྑཎᅉ⾜Ⅽ䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛥䜜䛯ྑ⫋ဨ䛾
⾜Ⅽ⮬య䛜㈈ົィἲつୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛩䜛㐪ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛝䛻㝈䜙䜜䜛䚹䛃䛸䛧䛶▱䛾㏥⫋ᡭᙜ䛾ᨭฟỴᐃ䜢㐪
ἲ䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛸䛧䛯䚹

 ۑ㸴㸰ᖺ㸳᭶㸯㸷᪥᭱㧗➨୕ᑠἲᘐุỴࡣࠊᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయࡀ㝶ពዎ⣙ࡢไ㝈㛵ࡍࡿἲ௧㐪ࡋ࡚⥾
⤖ࡋࡓዎ⣙ࡢᒚ⾜⾜ⅭࡢᕪṆㄳồࡢྍྰࡀၥ㢟࡞ࡗࡓࡘࡁࠊཎᅉ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿዎ⣙ࡀ㐪ἲ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⚾ἲ
ୖᙜ↛↓ຠࡣ࠸࠼࡞࠸ሙྜࡣࠊᙜヱዎ⣙ᇶ࡙ࡃമົࡢᒚ⾜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ㈈ົィ⾜Ⅽࡣ㐪ἲࡣ࠸࠼࡞࠸
ࡋ࡚ᕪṆࢆㄳồࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࡓࠋ

ۑ

 ۑ㸱㸵ᖺ㸱᭶㸵᪥᭱㧗ἲᘐุỴࡣࠊ㆟ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ࡉࢀࡓ㆙ᐹ㈝ࡢᨭฟࡢ㐪ἲᛶࡀதࢃࢀࡓ࠾࠸
࡚ࠊ㆟ࡢ㆟Ỵࡀ࠶ࡗࡓබ㔠ࡢᨭฟࡘ࠸࡚ࡶッゴࡼࡾᇳ⾜ࡢ⚗Ṇࠊไ㝈➼ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡋࡓࠋ
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ᅄྕッゴ双叅厦叇
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ッゴ㢮ᆺ
䛾⦅䐠

ッゴ㢮ᆺ
䛾⦅䐟

ㄽⅬ

ᚑ᮶䚸䠐ྕッゴ䛾ᑐ㇟䛸䛺䛳䛶䛔䛯䜿䞊䝇䛿䚸᪂䠐
ྕ䛾䛂ᆅ᪉බඹᅋయ䛜⿕䛳䛯ᦆᐖཪ䛿ᦆኻ䜢ሸ⿵䛩
䜛䛯䜑䚸ᙜヱ㔠㖹മᶒ䛻㛵䛩䜛ㄳồ䜔ッゴ䛾ᥦ㉳➼
䛾ἲⓗ⩏ົ䛾ᒚ⾜䜢ᇳ⾜ᶵ㛵➼䛻ồ䜑䜛ッゴ䠄ᒚ⾜
ㄳồッゴ䠅䛃䝹䞊䝖䛷ᑐᛂ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᬑ㏻ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛜㛗ಶே䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ➼䜢⾜䛩
䜛ሙྜ䛻䛿䚸┘ᰝጤဨ䛜ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䜢௦⾲
䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹

ᚑ᮶䚸䠐ྕッゴ䛾ᑐ㇟䛸䛺䛳䛶䛔䛯䜿䞊䝇䛿䚸䠏ྕ
䛾䛂ᙜヱᇳ⾜ᶵ㛵ཪ䛿⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛ᙜヱᛰ䜛ᐇ䛾
㐪ἲ☜ㄆ䛾ㄳồ䛃䝹䞊䝖䛷ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛸䛩䜛䚹㛗ཬ
䜃⫋ဨಶே䚸ᙜヱ⾜Ⅽཪ䛿ᛰ䜛ᐇ䛾┦ᡭ᪉䛻ᑐ
䛩䜛௦ッゴ䜢ᗫṆ䛧䚸䠏ྕ䝹䞊䝖䛷ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛻
䜘䜚䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᇳ⾜ᶵ㛵䛾ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛥
䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸㛗ཬ䜃⫋ဨಶே䜔┦ᡭ᪉䛜䛯䛰䛱䛻
ఫẸッゴ䛾⿕࿌䛻䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛧䜘䛖䛸䛩䜛䜒䛾䠄䠏
ྕッゴ䛿䚸ᇳ⾜ᶵ㛵ཪ䛿ᶵ㛵䛸䛧䛶䛾⫋ဨ䛜⿕࿌䛸
䛺䜛䠅䚹

ᴫせ

䠤䠍䠐ᨵṇ䛷ᑐᛂ

ಶே䜢⿕࿌䛸
䛩䜛ッゴᙧែ䜢
⥔ᣢ䛩䜉䛝䚹ణ
䛧䚸⿕࿌䛸䛺䜛ᑐ
㇟䜢㛗䛭䛾⟶
⌮⫋䛷᮲䛷ᐃ
䜑䜛⪅䛻㝈ᐃ䛩
䜛䛸䛸䜒䛻䚸㠀⟶
⌮⫋䛜ᨾព䞉㔜
㐣ኻ䛾ሙྜ䛻㛗
䛜㈺ൾ䜢ồ䜑䜛䚹

䕿䠤䠍䠐ᨵṇẸ
ඪᑐ䛒䜚䚹

䠤䠍䠐ᨵṇ䛷୍㒊
ᑐᛂ
ᚑ᮶௦ッゴ䛸
䛧䛶ᵓᡂ䛥䜜䛶䛔
䛯䠐ྕッゴ䜢䚸ᦆ
ᐖ㈺ൾཪ䛿ᙜ
ᚓ㏉㑏䛾ㄳồ
䜢ồ䜑䜛⩏ົ䛡
ッゴ䛻ᵓᡂ䚹䛣
䜜䛻క䛔䚸ᚑ᮶䠐
ྕッゴ䛸䛧䛶ᥦ㉳
䛥䜜䛶䛔䛯ཎ≧ᅇ
ㄳồཬ䜃ጉᐖ
㝖ㄳồ䛿䚸䠏ྕ
ッゴ䛻ᩚ⌮䛥䜜
䛯䚹

Ẹඪ
䠄䠤䠍䠐ᨵṇ䠅

ᑐᛂ

ㅖእᅜ

䛭䛾

㪈㪊
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㛗➼䛾㈐
௵㝈ᐃ

ㄽⅬ

䠄᳨ウ䛾䝫䜲䞁䝖䠅
䕿 ᅜᐙ㈺ൾἲ䛾⪃䛘᪉䠄ᨾពཪ䛿㔜䛺㐣ኻ䛜䛒
䜛䛸䛝䛻䛾䜏䚸⫋ဨ䛻ồൾ䛷䛝䜛䠅䛸䜒ᩚྜⓗ䚹
䕿 ᅜᐙබົဨ䛾ሙྜ➼䛸䛾ᩚྜᛶ䜔Ẹ㛫ᴗ⪅䛜
ἲ⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛯ሙྜ䛸䛾ᩚྜᛶ䜢䛹䛖⪃䛘䜛䛛䚹
䕿 ᆅ᪉ศᶒ䛾௦䜢㏄䛘䚸㛗䛾㈐௵䛿䛣䜜䜎䛷௨
ୖ䛻㔜䛟䛺䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸䜎䛥䛻䛣䛾ẁ㝵䛷㛗
䛾㈐௵䜢ῶ䛪䜛䛣䛸䛿⌮ゎ䜢ᚓ䛻䛟䛔䚹
䕿 ุ᭱䠒䠍䠊䠎䠊䠎䠓䛻䜘䜜䜀䚸㛗䛾ᙜヱᆅ᪉බඹ
ᅋయ䛻ᑐ䛩䜛㈺ൾ㈐௵䛻䛴䛔䛶䛿Ẹἲ䛾つᐃ䛻䜘
䜛䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛷䚸㛗䛻䛴䛔䛶䛿㐣ኻ䛻䜘䛳䛶㈺
ൾ㈐௵䛜Ⓨ⏕䛩䜛䚹
䕿 ♫ἲ425᮲䛿䚸ྲྀ⥾ᙺ➼䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛻䛴
䛔䛶䚸ᖺ䛾ᩘಸ䜢᥍㝖䛧䛯㢠䜢㝈ᗘ䛸䛧䛶䚸䛭䛾
୍㒊䜢ච㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛧䛶䛔䜛䚹

㛗➼䛾㈐௵䛻䛴䛔䛶ᐇయつᐃ䜢ᩚഛ䛩䜉䛝䛛䚹
䐟 㛗䠄⫋ဨ䜢ྵ䜐䚹䠅䛿䚸୍⯡䛻䚸ᨾពཪ䛿㔜䛺㐣
ኻ䛜䛒䛳䛯䛸䛝䛻䛾䜏䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ᑐ䛧䛶ᦆᐖ
㈺ൾ㈐௵䜢㈇䛖䛣䛸䛸䛩䜉䛝䛛䚹
䐠 ၿព䛛䛴↓㔜㐣ኻ䛾㛗䠄⫋ဨ䜢ྵ䜐䚹䠅䛻䛴䛔䛶
䛿䚸䛭䛾㈺ൾ䛩䜉䛝㔠㢠䛻ୖ㝈䜢タ䛡䜛䛸䛩䜉䛝
䛛䠄䛘䜀䚸ᖺ䛾ᩘಸ䜎䛷䛸䛩䜛䠅䚹

ᴫせ
ᮍᑐᛂ

ᑐᛂ

㛗䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᖺ
䛾䠒ಸ䚸䛭䛾䛾
⫋ဨ䛻䛴䛔䛶䛿䠐ಸ
䛾㝈ᗘ䛷㈺ൾ㈐௵䚹
୍⯡⫋ဨ䛻䛴䛔䛶䛿
㈺ൾ㈐௵䛾㌿᎑䜢
ㄆ䜑䜛䚹

䕿䠤䠍䠐ᨵṇẸ
ඪᑐ䛒䜚䚹

Ẹඪ
䠄䠤䠍䠐ᨵṇ䠅
䕿 䜸䝝䜲䜸ᕞ
䛷䛿䚸ᆅ᪉⮬
యཬ䜃⫋ဨ
䛻䛿ཎ๎䛸䛧
䛶ಶே㈐௵䛿
Ⓨ⏕䛧䛺䛔䚹
እ䛾ሙྜ䜒
ච㝖つᐃ᭷䜚

ㅖእᅜ

䕿 ᆅ᪉⾜㈈ᨻ
᳨ウ㆟䛻
䛚䛔䛶㆟ㄽ䛧䚸
䛂ᆅ᪉⮬ἲ
ᢤᮏᨵṇ䛻
䛴䛔䛶䛾⪃䛘
᪉䛃䛻䛚䛔䛶䚸
ุ䛾ືྥ
䜢㋃䜎䛘䛶ᘬ
䛝⥆䛝᳨ウ䛩
䜛䛣䛸䛸䛥䜜
䛯䚹

䛭䛾

㪈㪋
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䛾ᴫせ

ਙਭϜϤњќ̣

26൨12577972
䠄ཎᑂி㒔ᆅᖹᡂ13ᖺ1
᭶31᪥䛜ㄆᐜ䛧䛯4൨6892
4260䜢ኚ᭦䠅

1൨41528000
ᙜ䛾⏫㛗䛜┤᥋ⓗཪ䛿㛫᥋ⓗ䛻₃䛘䛔䛧䛯ணᐃ౯᱁䜢ᇶ䛻䛧䛶⾜䜟䜜䛯ධᮐ⪅㛫䛾ㄯྜ䛾⤖ᯝ䚸බඹᕤ
䠄᥍ッᑂ ᮾி㧗ᖹᡂ18
ᖹᡂ17ᖺ2 ⏥ᗓᆅ 䛾ㄳ㈇ዎ⣙䛜ᙜ䛻㧗㢠䛺ㄳ㈇௦㔠䛻䜘䛳䛶⥾⤖䛥䜜䛯䛯䜑䚸⏫䛿䚸๓グ₃䛘䛔⾜Ⅽ䛻䜘䜚䚸ㄯྜ䛜䛺䛡䜜
ᖺ7᭶20᪥ุỴ ᶒᨺᲠ
䠑
᭶8᪥
ุỴ 䜀⮬⏤➇த䛻䜘䛳䛶ᙧᡂ䛥䜜䛯䛷䛒䜝䛖ㄳ㈇௦㔠㢠䛸ᐇ㝿䛾ㄳ㈇௦㔠㢠䛸䛾ᕪ㢠┦ᙜ㢠䛾ᦆᐖ䜢⿕䛳䛯䛸䛧䛶䚸
䛾㆟Ỵ䜢᭷ຠ䛸䛧䛶ཎุỴ
⏫䛻௦䛧䛶䚸ඖ⏫㛗ಶே䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯䚹
ྲྀᾘ䛧䚸ㄳồᲠ༷䠅

ᮏ௳䛿䚸ி㒔ᕷ䛾ఫẸ䛷䛒䜛ཎ࿌䜙䛜䚸⿕࿌ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䛶䚸┦ᡭ᪉䛸ඹㅛ䛾ୖཪ䛿༢⊂䛷䚸䝂䝹䝣ሙ㛤Ⓨチ
ᖹᡂ15ᖺ2 㜰㧗 ྍ䛾Ỵᐃ䜢䛧䛯ᅵᆅ䛻䛴䛔䛶䚸ྠᅵᆅ䜢ⴭ䛧䛟㧗㢠䛾౯᱁䛷㈙䛔ྲྀ䜛䛣䛸➼䜢ෆᐜ䛸䛩䜛ẸㄪỴᐃ䛻ᑐ䛧䚸
䠐
᭶6᪥
ุỴ 㐺ἲ␗㆟䜢⏦䛧❧䛶䜛䛣䛸䜢䛫䛪☜ᐃ䛥䛫䚸ி㒔ᕷ䛻ᦆᐖ䜢⿕䜙䛫䛯䛸ᙇ䛧䛶ᦆᐖ㈺ൾㄳồ➼䜢ồ䜑䛯䚹
(䝫䞁䝫䞁ᒣ௳)

ி㒔ᗓ䛜䚸ᖹᡂ䠓ᖺᗘཬ䜃ᖹᡂ䠔ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶䚸බඹᅵᮌᴗ⏝ᆅ䛾ྲྀᚓ䛻䛸䜒䛺䛖Ⓩグ䚸 㔞ཬ䜃ㄪᰝ➼䛾
ᴗົ䛻ಀ䜛୍ᣓጤクዎ⣙䛜㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ఫẸ䛷䛒䜛ཎ࿌䜙䛜䚸ᙜ䚸ி㒔ᗓ▱䛷䛒䛳䛯⿕࿌䠝䚸ி㒔ᗓ ⿕࿌䠝1൨15489577
ᖹᡂ15ᖺ7 ி㒔ᆅ
ᅵᮌᘓ⠏㒊㛗䛷䛒䛳䛯⿕࿌䠞䚸ᐑὠᅵᮌົᡤ㛗䛷䛒䛳䛯⿕࿌䠟䚸ྠᅵᮌົᡤ䛾ฟ⣡ဨ䛻䛶䜙䜜䛯⫋ဨ䛾 ⿕࿌䠞ッ䛘༷ୗ ⿕࿌䠟䚸䠠
䠏
᭶15᪥
ุỴ
⿕࿌䠠ཬ䜃ྠ䠡䛻ᑐ䛧䚸ᖹᡂ䠍䠐ᖺᨵṇ๓䛾ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䠐ྕ๓ẁ䛻ᇶ䛵䛝䚸ᗓ䛜⿕䛳䛯ᦆᐖ䛾 ㄳồᲠ༷
ᨭᡶ䜢ồ䜑䛯䚹

Ἀ⦖┴䛾ఫẸ䛷䛒䜛ཎ࿌䜙䛜䚸ᗈᇦᇶᖿᯘ㐨ዟ㑣⥺ᴗ䛜䚸᳃ᯘἲ➼䛻㐪䛧䚸⮬↛⎔ቃ䜢◚ቯ䛩䜛㐪ἲ
3൨00293600
䛺ᴗ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸䐟ᆅ᪉⮬ἲᇶ䛵䛝䚸⿕࿌Ἀ⦖┴▱䠝䛻ᑐ䛧䚸ᮏ௳ᴗ䛻㛵䛩䜛බ㔠ᨭฟ➼䛾ᕪṆ䜑䜢
ᖹᡂ15ᖺ6 㑣ぞᆅ
䠄⚟ᒸ㧗㑣ぞᨭ㒊ᖹᡂ16
ồ䜑䚸䐠ྠ᮲㡯䠐ྕ䛻ᇶ䛵䛝䚸┴䛻௦䛧䛶䚸┴䛜ᮏ௳ᴗ䛻㛵䛧䚸ᖹᡂ䠓ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ䠕ᖺᗘ䛻䛛䛡䛶䚸ྜィ㔠
䠎
᭶6᪥
ุỴ
ᖺ10᭶14᪥ุỴ䛷ཎุỴྲྀ
䠏൨䠐䠎䠐䠌䜢ᨭฟ䛧䛯䛣䛸䛜㐪ἲ䛺බ㔠ᨭฟ䛷䛒䜚䚸┴䛻ྠ㢠䛾ᦆᐖ䜢䛘䛯䛸䛧䛶䚸ᙜ䛾┴▱⿕࿌䠞
ᾘ䛧䠅
䛻ᑐ䛧䚸ᮏ௳ྛᨭฟ┦ᙜ㢠䛾ᦆᐖ➼䛾ᨭᡶ➼䜢ồ䜑䛯䚹

⏥௳ ㄳồᲠ༷
⏥ཬ䜃எ௳䛿䚸䛔䛪䜜䜒⚟ᒸ┴䛾ఫẸ䛜⚟ᒸ┴▱䛷䛒䜛⿕࿌䛻ᑐ䛧䚸⚟ᒸ┴䛜⌧⫋䛾ᩍㅍ䜢⚟ᒸ┴ྠ எ௳1൨00055128
ᩍ⫱◊✲༠㆟䠄௨ୗ䛂┴ྠᩍ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻◊ಟྡ┠䛷ὴ㐵䛧䛶⤥䜢ᨭฟ䛧䛯䛣䛸䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸䐟ᖹᡂ ௳87040595䠄▱
䠍䠍ᖺ䠏᭶䠍䠓᪥䛛䜙ᖹᡂ䠍䠎ᖺ䠏᭶䠍䠒᪥䜎䛷ᨭᡶ䜟䜜䛯⤥┦ᙜ㢠䠄⏥௳䠅䚸䐠ᖹᡂ䠍䠎ᖺ䠔᭶䛛䜙ᖹᡂ䠍䠏ᖺ䠓 ཬ䜃ጤဨ㛗䛾㐃ᖏ䠅
ᖹᡂ15ᖺ3 ⚟ᒸᆅ
᭶䜎䛷ᨭᡶ䜟䜜䛯⤥┦ᙜ㢠䠄எ௳䠅䛾ྛ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯䛷䛒䜛䚹
⚟ᒸ㧗ᖹᡂ17ᖺ10᭶17
䠍
᭶25᪥
ุỴ
௳䛿䚸⚟ᒸ┴䛾ఫẸ䛜⚟ᒸ┴▱䛻ᑐ䛧䚸⚟ᒸ┴䛜⌧⫋䛾ᩍㅍ䜢┴ྠᩍ䛻◊ಟྡ┠䛷ὴ㐵䛧䛶⤥䜢ᨭ ᪥ุỴཎุỴྲྀᾘ䛧䠄எ
ฟ䛧䛯䛣䛸䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸⚟ᒸ┴▱ཬ䜃⚟ᒸ┴ᩍ⫱ጤဨ䠄௨ୗ䛂┴ᩍጤ䛃䛸䛔䛖䚹䠅ጤဨ㛗䛻ᑐ䛧䛶䚸ᖹ ௳ㄳồᲠ༷ ௳▱䛻
ᡂ䠍䠏ᖺ䠕᭶䛛䜙ᖹᡂ䠍䠐ᖺ䠔᭶䜎䛷䛻ᨭ⤥䛥䜜䛯⤥┦ᙜ㢠䛾ᦆᐖ䛾㈺ൾㄳồ䜢⾜䛖䜘䛖ồ䜑䛯䚹
ᑐ䛩䜛ッ䛘༷ୗ䚸ጤဨ㛗䛻
ᑐ䛩䜛ㄳồᲠ༷䠅

␒
ุỴᖺ᭶᪥ ุᡤ
ྕ

භнഒЫѝυٰܑۣயрݲ୪ОᄒЧўб༳ᆍڒᅃ̢I25/:̙I34/8

㪈㪌

－96－

䛾ᴫせ

ਙਭϜϤњќ̣

1൨09830907
䠄᭱㧗ᖹᡂ12ᖺ⾜䝠➨211
ྕุỴ䛻䜘䜛ᕪ䛧ᡠ䛧ᚋ䛾
ุỴ䠅

55൨39668080䠄ᶒᨺ
Რ䛾㆟Ỵ䜢↓ຠ䠅
䠄ཎᑂ⚄ᡞᆅᖹᡂ20ᖺ4
᭶24᪥ุỴ䛿䚸45൨5277
4109䛾㝈ᗘ䛷ㄆᐜ䠅
䠍൨2192䠄ᶒᨺᲠ䛾
㆟Ỵ䜢↓ຠ䛸ุ᩿䠅
䠄ཎᑂᏱ㒔ᐑᆅ䛾ุ᩿䜢
⥔ᣢ䠅

⚄ᡞᕷ䛾ఫẸ䛜䚸⚄ᡞᕷ㛗䛻ᑐ䛧䚸ᖹᡂ17ᖺᗘ䚸ᖹᡂ18ᖺᗘ䛻⚄ᡞᕷ䛛䜙ὴ㐵䛥䜜䛯⫋ဨ䜙䛾䛯䜑䛻⿵ຓ㔠
䜢䛧䚸ጤクᩱྡ┠䛷⫋ဨ䜙䛾ே௳㈝䜢ᨭฟ䛧䛯䛣䛸䛿䚸බ┈ἲே➼䜈䛾୍⯡⫋䛾ᆅ᪉බົဨ䛾ὴ㐵➼䛻㛵
ᖹᡂ21ᖺ11 㜰㧗
䛩䜛ἲᚊ䠒᮲䠎㡯䛾ᡭ⥆䛻䜘䜙䛺䛔⤥䛾ᨭ⤥䛸䛧䛶⬺ἲ⾜Ⅽ䛻ᙜ䛯䜚䚸㐪ἲ↓ຠ䛷䛒䜛䛸ᙇ䛧䛶䚸ᆅ᪉⮬
䠕
᭶27᪥
ุỴ
ἲ䠎䠐䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䠐ྕ䛻ᇶ䛵䛝䚸⚄ᡞᕷ㛗ಶே䛻ᑐ䛧䛶䛿ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䚸ୖグ䛭䜜䛮䜜䛾ᅋయ䛻ᑐ䛧䛶䛿
ᙜᚓ㏉㑏ㄳồ䜢䛩䜉䛝䛣䛸䜢ồ䜑䛯䚹

⏫䛜䚸ື⏘ᴗ⪅䠝䛛䜙䚸ίỈሙ⏝ᆅ䜢௦㔠䠎൨䠑䠌䠌䠌䛷㈙䛔ཷ䛡䛭䛾௦㔠䜢ᨭฟ䛧䛯䛸䛣䜝䚸ఫẸ䛜䚸ᮏ
ᖹᡂ21ᖺ12 ᮾி㧗 ௳㈙䛿䚸ᙜ⏫㛗䛷䛒䜚䚸ྠ⏫䛾Ỉ㐨ᴗ䛻㛵䛩䜛ᆅ᪉බႠᴗ䛾⟶⌮⪅䛷䛒䛳䛯䠞䛜䚸㔞ᶒ䜢㐓⬺䚸℃
䠍䠌
᭶24᪥
ุỴ ⏝䛧䛶⥾⤖䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠎᮲䠍䠐㡯䚸ᆅ᪉㈈ᨻἲ䠐᮲䠍㡯䛻㐪䛩䜛䛸䛧䛶䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䛾
䠎➨䠍㡯䠐ྕ䛻ᇶ䛵䛝䚸䠞䛻ᑐ䛧䛶䚸ἲ⾜Ⅽ䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㔠➼䛾ᨭᡶ➼䜢ồ䜑䛯䚹

⚄ᡞᕷ䛾⚟♴䞉་⒪㛵ಀ㈈ᅋἲே䠏ἲே䛻ᑐ䛩䜛ᖹᡂ䠍䠒䚸䠍䠓ᖺᗘ䛾ὴ㐵⫋ဨே௳㈝䛻䛶䜛⿵ຓ㔠ᨭฟ䛜
බ┈ἲே➼䜈䛾୍⯡⫋䛾ᆅ᪉බົဨ䛾ὴ㐵➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠒᮲䠎㡯䛾ᡭ⥆䛻䜘䜛䛣䛸䛺䛟䛥䜜䛯⬺ἲ⾜Ⅽ䛸䛧䛶
㐪ἲ䛷䛒䜚䚸බ┈ୖᚲせ䛜䛒䜛ሙྜ䛾⿵ຓ㔠ᨭฟ䜢ㄆ䜑䛯ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠏䠎᮲䛾䠎䛻䜘䛳䛶䜒ṇᙜ䛥䜜䛺䛔䛸䛧 2൨5379
ᖹᡂ21ᖺ1 㜰㧗
䛶䚸᥍ッே䛻ᑐ䛧䚸ྛᨭฟᙜ䛻⚄ᡞᕷ㛗䛾ᆅ䛻䛒䛳䛯䠝䛻ᑐ䛧䚸ྠ⿵ຓ㔠䛻ྵ䜎䜜䜛ὴ㐵⫋ဨே௳㈝┦ᙜ 䠄᭱㧗ᖹᡂ21ᖺ12᭶10᪥
䠔
᭶20᪥
ุỴ
㢠ཬ䜃䛣䜜䛻ᑐ䛩䜛㐜ᘏᦆᐖ㔠䛻䛴䛔䛶ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸⿵ຓ㔠䜢ཷ㡿䛧䛯ྛἲே䛻ᑐ ୖ࿌ཷ⌮Ỵᐃ䠅
䛧䚸ὴ㐵⫋ဨே௳㈝┦ᙜ㢠䛻䛴䛔䛶ᙜᚓ㏉㑏ㄳồ䛩䜛䛣䛸ཬ䜃䛣䜜䜙䛻ᑐ䛩䜛ἲᐃᜥ䛾ᨭᡶ䜢ㄳồ䛩䜛
䛣䛸䜢ồ䜑䚹

⚟┴䛾ఫẸ䛷䛒䜛ཎ࿌䜙䛜䚸┴䛾ᖹᡂ䠒ᖺ䠐᭶䛛䜙ᖹᡂ䠕ᖺ䠍䠎᭶䜎䛷䛾᪑㈝䛾ᨭฟ䛻䛴䛔䛶䚸බົฟᙇ䛾
ᖹᡂ18ᖺ12 ⚟ᆅ ᐇ䛜䛺䛔䛾䛻䛥䜜䛯㐪ἲ䛺䜒䛾䛜䛒䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚┴䛜ᦆᐖ䜢⿕䛳䛶䛔䜛䛸䛧䛶䚸┴䛻௦䛧䛶䚸ᙜ䚸ୖグ᪑
䠓
᭶27᪥
ุỴ ㈝䛾ᨭฟ䛻ಀ䜛ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽཬ䜃ᨭฟ௧䛻䛴䛝ἲ௧ୖᮏ᮶ⓗ䛺ᶒ㝈䜢᭷䛩䜛┴▱䛾⫋䛻䛒䛳䛯⿕࿌䛻ᑐ
䛧䚸ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢ᨭᡶ䜢ồ䜑䛯䚹

ᮏ௳䛿䚸ඵ௦ᕷ䛜⤒Ⴀ䛩䜛䛸␆ሙ䛷䛒䜛㣗⫗䝉䞁䝍䞊䜢ᗫṆ䛩䜛䛻䛒䛯䛳䛶䚸ᕷ㛗䛷䛒䛳䛯⿕࿌䛜㣗⫗䝉䞁䝍䞊 3൨12095000
ᖹᡂ16ᖺ7 ⇃ᮏᆅ ⏝ᴗ⪅ཬ䜃㣗⫗䝉䞁䝍䞊䛷ാ䛟ᴗົᚑ⪅䜙䛻ᑐ䛧䛶ᨭ㔠䜢ᨭᡶ䛳䛯䛣䛸䛿䚸㐪ἲ䛺බ㔠䛾ᨭฟ䛷䛒䜛䛛䜙䚸䠄᥍ッᑂ⚟ᒸ㧗ᖹᡂ17ᖺ
䠒
᭶16᪥
ุỴ ᕷ䛿ᮏ௳ᨭ㔠䛸ྠ㢠䛾ᦆᐖ䜢⿕䛳䛯䛸䛧䛶䚸ᕷ䛾ఫẸ䛷䛒䜛ཎ࿌䜙䛜䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䠐ྕ䛻ᇶ 11᭶30᪥ุỴ䛿䚸ཎุỴྲྀ
䛵䛝䚸ᕷ䛻௦䛧䛶⿕࿌䛻ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯䚹
ᾘ䛧ㄳồᲠ༷䠅

␒
ุỴᖺ᭶᪥ ุᡤ
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䛆୍᭱ᑠุ ᖹᡂ20ᖺ11᭶27᪥䛇
㟼ᒸ┴䛜䠈㏥⫋䛧䛯ᩍ⫋ဨ䛻ᨭᡶ䛖㏥⫋
ᡭᙜ䛻ಀ䜛※Ἠᡤᚓ⛯䜢ᅜ䛻⣡䛩䜛䛻ᙜ
䛯䜚䠈䛭䛾⣡䛻ᚲせ䛺┴▱䛾ฟ⣡㛗䛻
ᑐ䛩䜛ᡶฟ䛧䛾㏻▱䛜㐜䛧䛯⤖ᯝ䠈ἲᐃ
⣡ᮇ㝈ᚋ䛾⣡䛸䛺䜚䠈ᘏ⛯ཬ䜃⣡
ຍ⟬⛯䛾⣡䜢వ䛺䛟䛥䜜䛯䛣䛸䛻䛴䛝䚸
ఫẸ䛜䚸ୖグ㐜ᘏ䛾ཎᅉ䛿ୖグᡶฟ㏻▱
䜢ᑓỴฎ⌮䛩䜛ᶒ㝈䜢᭷䛩䜛ᩍ⫱ጤဨ㈈
ົㄢ䛾⫋ဨ䛾ົฎ⌮ୖ䛾㐣ㄗ䛻䜘䜛䜒䛾
䛸ᙇ䛧䛶䚸ᙜ䛾㈈ົㄢ㛗䛻ᑐ䛧䚸ἲ䠄ᖹ
ᡂ18ᖺἲᚊ➨53ྕ䛻䜘䜛ᨵṇ๓䛾䜒䛾䠅➨
242᮲䛾2➨1㡯➨4ྕ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛝䚸┴䛻
௦䛧䛶ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯

䛆᭱ᑠุ ᖹᡂ22ᖺ9᭶10᪥䛇
ᕷ䛜ᆅ᪉⮬ἲ204᮲2㡯䛻つᐃ䛩䜛ྠ᮲
1㡯䛾ᖖ䛾⫋ဨ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔⮫ⓗ௵⏝
⫋ဨ䛻ᑐ䛧ᮇᮎᡭᙜ䛻ヱᙜ䛩䜛୍㔠䜢ᨭ
⤥䛧䛯ሙྜ䛻䛚䛔䛶䠈ᕷ㛗䛜⿵ຓ⫋ဨ䛾ᑓ
Ỵ䛻䜘䜛ୖグᨭ⤥䜢㜼Ṇ䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻㐣
ኻ䛜䛒䜛䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛸䛥䜜䛯

䛾ᴫせ

䞉※Ἠᡤᚓ⛯䛾⣡䛻ಀ䜛ᡶฟ㏻▱䛜㐜䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶䠈ྠᡶฟ㏻▱䛻㛵䛩䜛
ᑓỴᶒ㝈䜢᭷䛩䜛⫋ဨ䛻㔜䛺㐣ኻ䛿䛺䛟䠈ྠ⫋ဨ䛿┴䛻ᑐ䛧ἲ䠎䠐䠏᮲䛾䠎➨䠍㡯
ᚋẁ䛾つᐃ䛻䜘䜛ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇䜟䛺䛔䚹

䞉ㄢဨ୕ྡ䛜䜏䛺ฎ⌮䜢ᛰ䜚ἲᐃ⣡ᮇ㝈䜢ᚐ㐣䛩䜛ែ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛣䛸䛿䚸䛭䜜䜎䛷䚸
ᡶฟ㏻▱䛜㐜ᘏ䛧䛯䛯䜑䛻ྠᵝ䛾ែ䛻⮳䛳䛯䛣䛸䛿䛺䛛䛳䛯䛣䛸ཬ䜃ᙜヱົ䛻
ಀ䜛㒊ୗ䛜୕ྡ䛔䛯䛣䛸䜘䜚䚸ᢸᙜㄢ㛗䛻䛿ᐜ᫆䛻ᐃ䛧㞴䛔䚹

䠄ᢸᙜㄢ䛾ົෆᐜ䚸ົ㔞䜔つᶍ䜢ලయⓗ䛻䜏䛯ୖ䛷䠅
䞉ᢸᙜㄢ䛾㏻ᖖ䛾ᴗົ䛻䛴䛔䛶ಶ䚻䛾ᩥ᭩䛾㉳ᮇ➼䜢䛭䛾㒔ᗘ㒊ୗ䛻ᣦ♧䛩
䜛䛣䛸䜎䛷䛿䛫䛪䚸䛭䛾ฎ⌮䜢ྛᢸᙜ䛾㒊ୗ䛻௵䛫䛶䛔䛯䛣䛸䛿≉䛻㠀㞴䛥䜜䜛䜉䛝
䛣䛸䛷䛿䛺䛔䛸䛧䛯ୖ䛷䚸ᙜヱົ䛜㏻ᖖᴗົ䛻ᒓ䛩䜛䛸ᣦ䚹

䞉ᕷ䛜ᆅ᪉⮬ἲ204᮲2㡯䛻つᐃ䛩䜛ྠ᮲1㡯䛾ᖖ䛾⫋ဨ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔⮫ⓗ௵
⏝⫋ဨ䛻ᑐ䛧ᮇᮎᡭᙜ䛻ヱᙜ䛩䜛୍㔠䜢ᨭ⤥䛧䛯ሙྜ䛻䛚䛔䛶䠈ᡭᙜ䛾ᨭ⤥䛜ၥ
㢟䛸䛺䜛ሙ㠃䛻䛚䛡䜛ᖖ䛾⫋ဨ䛸㠀ᖖ䛾⫋ဨ䛸䛾༊ู䛾ᇶ‽䜢┤᥋䛻ㄞ䜏ྲྀ䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜛ἲ௧䛾ලయⓗ䛺ᐃ䜑䛜Ꮡ䛫䛪䠈ୖグᨭ⤥䛾ᙜୖグᇶ‽䜢᫂䜙䛛䛻䛧
䛯⾜ᨻᐇཪ䛿ุ䛜䛒䛳䛯䛸䛿䛖䛛䛜䜟䜜䛺䛔䛺䛹ุ♧䛾䛾ୗ䛷䛿䠈ᕷ㛗
䛜⿵ຓ⫋ဨ䛾ᑓỴ䛻䜘䜛ୖグᨭ⤥䜢㜼Ṇ䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻㐣ኻ䛜䛒䜛䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹

⫋ဨ䛾㈐௵ཎᅉ䛾ุ᩿

භ๕рຼौڞн߶Ыѝਙਭ๕р༳൧દᆍ̢υ̗χ̣
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䞉୍᪉䚸ᮾிົᡤ㛗䜙䛿䚸䛔䛪䜜䜒ጤ௵䜢ཷ䛡䚸ཪ䛿ᑓỴ䛩䜛䛣䛸䜢௵䛥䜜䛯⿵ຓ⫋
ဨ䛸䛧䛶▱䛾ᣦ┘╩䛾ୗ䛷ྛᨭฟ䜢䛧䛯䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛧䛛䜒䚸ྛᨭฟ䛜᠇ἲ
䛻㐪䛩䜛䛛ྰ䛛䜢ᴟ䜑䛶ᐜ᫆䛻ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛛䜙䚸᠇ἲ䛻㐪
䛧䛺䛔䛸⪃䛘䛶ᨭฟ䜢䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛝㔜䛺㐣ኻ䛜䛒䛳䛯䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹

௳ᨭฟ䛻䛿᠇ἲ㐪䛸䛔䛖㔜䛺㐪ἲ䛜䛒䜛䛣䛸䚸ᆅ᪉⮬య䛜≉ᐃ䛾᐀ᩍἲே䛻⋢
୵ᩱ➼䛾ᨭฟ䜢䛩䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᩥ㒊┬䚸⮬┬➼䛜ᨻᩍศ㞳ཎ๎䛻↷䜙䛧䛶ៅ
㔜䛺ᑐᛂ䜢ồ䜑䜛㊃᪨䛾㏻㐩➼䜢䛧䛶䛝䛯䛣䛸䜢䜒⪃៖䛩䜛䛸䚸ᮾிົᡤ㛗䜙䛻ᑐ䛩
䜛ᣦ┘╩ୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛻䛴䛝ᑡ䛺䛟䛸䜒㐣ኻ䛜䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛾
䛜┦ᙜ䛷䛒䜛䚹

䞉▱䛿ᮾிົᡤ㛗䜙䛻ᣢཧ䛥䛫䜛䛺䛹䛧䛶⋢୵ᩱ➼䜢ዊ⣡䛧䛯䛸䛔䛖䛾䛷䛒䜚䚸ᮏ

䞉㛗䛾㔞ุ᩿䛻䜘䜚䚸ఇ䜏❆ཱྀ䛻ᚑ䛧䛯⪅䛻ᑐ䛧䛶ᮏ௳ᡭᙜ䜢ᨭ⤥䛩䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䛸䛔䛖ㄗ䛳䛯᮲䛾ゎ㔘䛻ᇶ䛵䛝䚸ᮏ௳ᨭฟ䜢⾜䛳䛯䜒䛾䛸䛔䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䛧䚸ᙜ
ヱゎ㔘䛻┦ᙜ䛾᰿ᣐ䛜䛒䜛䜒䛾䛸䜏䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹
䞉ᕷ䛜ᡭᙜ䛾ᑟධ䛾᳨ウ䛻ᙜ䛯䜚䚸䛾⮬య䜢ㄪᰝ䛧䛯㝿䛻䚸᰿ᣐ᮲䛾᭷↓䜢ㄪ
ᰝ䛧䛶䛔䜜䜀䚸᮲6᮲䛻ᇶ䛵䛟ᮏ௳ᡭᙜ䛾ᨭ⤥䛻䛴䛔䛶⩏䛜䛒䜛䛣䛸䛿ᐜ᫆䛻▱䜚
ᚓ䛯䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䚹
䞉ୖグ䜘䜚䚸㛗䛸䛧䛶ᑾ䛟䛩䜉䛝ὀព⩏ົ䜢ᛰ䜚䚸ㄗ䛳䛯᮲䛾ゎ㔘䛻ᇶ䛵䛔䛶ₔ↛䛸ᮏ
௳ᡭᙜ䛾ᨭ⤥䜢⥅⥆䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸㛗䛿䚸䛭䛾㐣ኻ䛻䜘䜚䚸㐪ἲ䛺ᮏ௳ᨭฟ䜢䛧䛯䜒
䛾䚹
䞉㛗䛜䚸᮲6᮲䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛸䛧䛶䚸ఇ᠁㛫䜢⧞䜚ୗ䛢䛶༗ᚋ㞽䛛䜙༗ᚋ୍䜎䛷
䛾㛫䛻❆ཱྀᴗົ䛻ᚑ䛧䛯⫋ဨ䛻ᑐ䛧⥅⥆䛧䛶≉Ṧົᡭᙜ䜢ᨭ⤥䛧䛯䛣䛸䛿䚸ྠ
᮲䛻䜘䛳䛶ᕷ㛗䛻チᐜ䛥䜜䛯⠊ᅖ䜢㉸䛘䚸㐪ἲ䛺බ㔠䛾ᨭฟ䛻ᙜ䛯䜛䚹

䛆୍᭱ᑠุ ᖹᡂ7ᖺ4᭶17᪥䛇
㛗䛜⮫䛻≉Ṧົᡭᙜ䜢ᨭ⤥䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛᪨䜢ᐃ䜑䛯᮲6᮲䜢᰿ᣐ䛸䛧䛶䚸
⇃ᮏᕷ䛜ఇ䜏❆ཱྀᴗົ䛻ᚑ䛧䛯⫋ဨ
䛻ᑐ䛧䚸䛂❆ᡭᙜ䛃䛸⛠䛩䜛≉Ṧົᡭᙜ
䜢ᨭ⤥䛧䛯䛣䛸䛜㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ఫẸ䛜䚸
ἲ䠄ᖹᡂ18ᖺἲᚊ➨53ྕ䛻䜘䜛ᨵṇ๓䛾䜒
䛾䠅➨242᮲䛾2➨1㡯➨4ྕ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵
䛝䚸ᕷ䛻௦䛧䛶㛗䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑
䛯

䛆ุ᭱ ᖹᡂ9ᖺ4᭶2᪥䛇
ឡ┴䛜䚸᐀ᩍἲே䠠⚄♫䛾ᣲ⾜䛧䛯ᜏ
䛾᐀ᩍୖ䛾⚍♭䛷䛒䜛⚍䛻㝿䛧⋢
୵ᩱ䛸䛧䛶9ᅇ䛻䜟䛯䜚ྛ5༓䠄ྜィ45
༓䠅䜢䚸ྠ䜏䛯䜎⚍䛻㝿䛧⊩ⅉᩱ䛸䛧䛶4
ᅇ䛻䜟䛯䜚ྛ7༓ཪ䛿8༓䠄ྜィ3༓
䠅䜢䚸᐀ᩍἲேឡ┴䠡⚄♫䛾ᣲ⾜䛧䛯
ᜏ䛾᐀ᩍୖ䛾⚍♭䛷䛒䜛៘㟋⚍䛻㝿
䛧౪≀ᩱ䛸䛧䛶9ᅇ䛻䜟䛯䜚ྛ1䠄ྜィ9
䠅䜢䚸䛭䜜䛮䜜ᙜヱ┴䛾බ㔠䛛䜙ᨭฟ
䛧䛶ዊ⣡䛧䛯䛣䛸䛿䚸᠇ἲ➨20᮲➨3㡯䚸➨
89᮲➼䛻↷䜙䛧䛶チ䛥䜜䛺䛔㐪ἲ䛺㈈ົ
ィୖ䛾⾜Ⅽ䛷䛒䜛䛸䛧䛶ἲ➨242᮲䛾2➨1
㡯➨4ྕ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛝䚸┴䛻௦䛧䛶㛗
➼䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯

⫋ဨ䛾㈐௵ཎᅉ䛾ุ᩿

䛾ᴫせ
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䞉ᕷ䛜䚸ᰴᘧ♫䛜➨୕䝉䜽䝍䞊᪉ᘧ䛷タ❧䛥䜜䜛䛻㝿䛧䛶㒔ᕷ㖟⾜ཬ䜃ಙ⏝㔠ᗜ䛸䛾㛫䛷๓
グྛ㔠⼥ᶵ㛵䛾ᰴᘧ♫䛻ᑐ䛩䜛⼥㈨䛻䛴䛔䛶⥾⤖䛧䛯ᦆኻ⿵ൾ༠ᐃ䛿䚸ἲே䛻ᑐ䛩䜛ᨻ
ᗓ䛾㈈ᨻຓ䛾ไ㝈䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄௨ୗ䛂㈈ᨻຓไ㝈ἲ䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛻㐪䛧䛯↓ຠ䛺䜒䛾䛷
䛒䜚䚸๓グᦆኻ⿵ൾ㔠䛾ᨭฟ௧ཬ䜃䛭䛾ᨭฟ䛿↓ຠ䛺ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ䛻ᇶ䛵䛔䛶䛥䜜䛯㐪
ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䚹
䞉๓グᨭฟ௧䛜Ⓨ䛫䜙䜜䛯ᖹᡂ17ᖺ1᭶ᙜ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᦆኻ⿵ൾዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䛣䛸䛿㈈
ᨻຓไ㝈ἲ3᮲䛻䛧䛺䛔᪨䛾⮬┬⾜ᨻㄢ㛗䛾ᅇ⟅䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䚸䛭䛾䜘䛖䛺⌮ゎ䛜ᗈ䛟
ཷ䛡ධ䜜䜙䜜䛶䛚䜚䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶๓グ༠ᐃ䛾䜘䛖䛺ᦆኻ⿵ൾዎ⣙䛿ᗈ䛟⏝䛥䜜
䛶䛔䛯䛧䚸ุ䛸䛧䛶䜒䛣䜜䜢㐺ἲ䛸䛩䜛䜒䛾䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛛䜙䛩䜛䛸䚸ᕷ㛗䛜๓グ༠ᐃ䜢᭷
ຠ䛺䜒䛾䛸⪃䛘䚸䛣䜜䜢๓ᥦ䛸䛩䜛ᨭฟ௧䜢Ⓨ䛧䛯䛸䛧䛶䜒䚸䛭䛾㈐䜑䛻ᖐ䛩䛣䛸䛾䛷䛝䛺䛔䚸
䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䛜䛒䛳䛯䜒䛾䛸ㄆ䜑䜙䜜䚸䛭䛾Ⅼ䛻ᨾព䚸㐣ኻ䛜䛒䛳䛯䛸䜒ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚹
䞉ᕷ䛜䚸ᰴᘧ♫䛜➨୕䝉䜽䝍䞊᪉ᘧ䛷タ❧䛥䜜䜛䛻㝿䛧䛶㒔ᕷ㖟⾜ཬ䜃ಙ⏝㔠ᗜ䛸䛾㛫䛷๓
グྛ㔠⼥ᶵ㛵䛾ᰴᘧ♫䛻ᑐ䛩䜛⼥㈨䛻䛴䛔䛶⥾⤖䛧䛯ᦆኻ⿵ൾ༠ᐃ䛻ᇶ䛵䛔䛶䛧䛯ᦆኻ
⿵ൾ㔠䛾ᨭฟ䛜㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䠐ྕ䛻ᇶ䛵䛝䠈ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䛶
䛥䜜䛯䡠ᕷ㛗ಶே䛻ᦆᐖ㈺ൾ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛ㄳồ䛜䡠Რ༷䛥䜜䛯䚹

䞉䐟䛻䛴䛔䛶䛿䚸▱䚸㆟ົᒁ⥲ົㄢ㛗䚸⥲ົ㒊㈈ᨻㄢ㛗ᖿ䛻ᑐ䛩䜛ㄳồ䜢Რ༷䛧䚸㆟
ົᒁ⥲ົㄢ㛗䛾㈐௵䛻䛴䛔䛶䛿䚸㔝⌫䛜ᅜẸయ⫱䛻༠㈶䛩䜛㊃᪨䛷24ᖺ
௨᮶ẖᖺ㛤ദ䛥䜜䛶䛝䛯䛣䛸䛺䛹䛾ᐇ㛵ಀ䛜䛒䜛䛣䛸䚸䜎䛯䚸䐠䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᖺྠ䛾
ᛂ䛻⥲ົ㒊㛗䛜㉱䛔䛶䛔䛯䛣䛸䜔䛾ᴗົ䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛛䜙䛧䛶䚸ᑓỴฎ⌮䜢䛧䛯⪅䛜㈈ົ
ィἲつୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛧䛶䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛸䛧䚸䜎䛯䚸ྠே䛻ᨾពཪ
䛿㔜㐣ኻ䛿䛺䛔䚹
䞉䐠䛻䛴䛔䛶䚸ศ┴䛻䛚䛔䛶䛿⥲ົ㒊㛗䛜ᖺ㔝⌫䛾ᛂ䛻㉱䛔䛶䛔䛯䛣䛸䚸ᖹᡂ䠕ᖺ
䛻㝿䛾ṓ䛧䛶䛿䜋䛛䛻㜰ົᡤ䛻䛚䛡䜛カ♧䛾ᴗົ䜒䛒䛳䛯䛣䛸䛺䛹䛛䜙䚸ᑓỴ䜢௵
䛥䜜䛯⥲ົ㒊㈈ᨻㄢᖿ䛾㈐௵䛻䛴䛝䚸▱➼䛾᪑⾜௧䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛣䜜䛻క䛖ᡤせ䛾㈈
ົィୖ䛾ᥐ⨨䜢ᇳ䜛⩏ົ䛜䛒䜛䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䛸䛧䛯ୖ䛷䚸ྠᖿ䛜ᨭฟ䛾ඛỴฎ⌮
䜢䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛝䚸䛣䜜䛜㈈ົィἲつୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛧䛶䛥䜜䛯㐪ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸
䜒䚸ྠே䛻ᨾពཪ䛿㔜䛺㐣ኻ䛜䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹㛗ಶே䛜ᑓỴฎ⌮䜢㜼Ṇ䛩䜉䛝
ᣦ┘╩ୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛧䚸ᨾពཪ䛿㐣ኻ䛻䜘䜚䛣䜜䜢㜼Ṇ䛧䛺䛛䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹

䛆䐟᭱ᑠุ ᖹᡂ15ᖺ1᭶17᪥䞉䐠
୍᭱ᑠุ ᖹᡂ17ᖺ3᭶10᪥䛇
ᖹᡂ䠕ᖺ㛤ദ䛾ᅜ㒔㐨ᗓ┴㆟
㆟ဨ㌾ᘧ㔝⌫䛻ཧຍ䛩䜛ᚨᓥ
┴䠄䐟䠅ཬ䜃ศ┴䠄䐠䠅䛾㆟䛾㆟
ဨཬ䜃ົᒁ⫋ဨ➼䛜ཧຍ䛩䜛䛺
䛹䛾䛯䜑䛻⾜䜟䜜䛯᪑㈝䛾ᨭฟ䛿
㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ἲ䠄ᖹᡂ14ᖺἲᚊ
➨4ྕ䛻䜘䜛ᨵṇ๓䛾䜒䛾䠅➨242᮲
䛾2➨1㡯➨4ྕ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛝䚸┴
䛻௦䛧䛶┴⥲ົ㒊㛗➼䛻ᑐ䛧ᦆᐖ
㈺ൾ䜢ồ䜑䛯

䛆ᶓᆅุ ᖹᡂ18ᖺ11᭶15᪥䛇
ᕝᓮᕷ䛜䠈ᰴᘧ♫䛜➨୕䝉䜽
䝍䞊᪉ᘧ䛷タ❧䛥䜜䜛䛻㝿䛧䛶㒔ᕷ
㖟⾜ཬ䜃ಙ⏝㔠ᗜ䛸䛾㛫䛷๓グྛ
㔠⼥ᶵ㛵䛾ᰴᘧ♫䛻ᑐ䛩䜛⼥㈨
䛻䛴䛔䛶⥾⤖䛧䛯ᦆኻ⿵ൾ༠ᐃ䛻ᇶ
䛵䛔䛶䛧䛯ᦆኻ⿵ൾ㔠䛾ᨭฟ䛜㐪
ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䠈ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲
䛾䠎➨䠍㡯䠐ྕ䛻ᇶ䛵䛝䠈ᕷ㛗䛻ᑐ䛧
䛶䛥䜜䛯䠈ᕷ㛗ಶே䛻ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ
䜑䛯

⫋ဨ䛾㈐௵ཎᅉ䛾ุ᩿
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ͤࢻࢶබົဨἲ㸰㸱᮲
බົဨࡀᨾពཪࡣ㐣ኻࡼࡾࠊࡑࡢ⫋ົୖࡢ⩏ົ㐪ࡋࡓࡁࡣࠊࡑࡢྲྀࡾᢅ࠺ົࢆ┘╩ࡍࡿ௵⪅ᑐࡋࠊࡇࢀࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓᦆ
ᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࡎࠋᩘேࡢබົဨࡀඹྠࡋ࡚ᦆᐖࢆ⏕ࡐࡋࡵࡓࡁࡣࠊඹྠ㈐ົ⪅ࡋ࡚ࡑࡢ㈐௵ࡎࡿࠋ
බົဨࡀࡑࡢ⫋ົᒓࡍࡿබࡢᶒຊࢆ⾜ࡍࡿᙜࡾࠊࡑࡢ⫋ົୖࡢ⩏ົ㐪ࡋࡓࡓࡵࠊ௵⪅ࡀ➨୕⪅ᦆᐖ㈺ൾࢆࡋࡓࡁࡣࠊබ
ົဨࡣ௵⪅ᑐࡋ࡚ᨾពཪࡣ㔜࡞㐣ኻࡢ㈐ࢆ㈇࠺ࡁࡁ㝈ࡾࠊࡑࡢᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࡎࡿࠋ
බົဨࡀ௵⪅㈺ൾࢆࡋࠊࡑࡢ࠺࠼௵⪅ࡀ➨୕⪅ᑐࡋ㈺ൾㄳồᶒࢆ᭷ࡍࡿࡁࡣࠊࡑࡢ㈺ൾㄳồᶒࡣࡑࡢබົဨ⛣㌿ࡍࡿࠋ
๓㡯ࡢつᐃࡣࠊࡇࡢἲᚊࡢព࠾ࡅࡿබົဨ࡛࡞࠸⪅ࡀࠊࡑࡢ⫋ົᒓࡍࡿබࡢᶒຊࢆ⾜ࡍࡿᙜࡾࠊࡑࡢ⫋ົୖࡢ⩏ົ㐪ࡋ
ࡓࡁࡶ㐺⏝ࡍࡿࠋ

࠙ཧ⪃ࠚẸἲ㸦⏝⪅➼ࡢ㈐௵㸧
➨㸵㸯㸳᮲ ࠶ࡿᴗࡢࡓࡵேࢆ⏝ࡍࡿ⪅ࡣࠊ⿕⏝⪅ࡀࡑࡢᴗࡢᇳ⾜ࡘ࠸࡚➨୕⪅ຍ࠼ࡓᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ
⏝⪅ࡀ⿕⏝⪅ࡢ㑅௵ཬࡧࡑࡢᴗࡢ┘╩ࡘ࠸࡚┦ᙜࡢὀពࢆࡋࡓࡁࠊཪࡣ┦ᙜࡢὀពࢆࡋ࡚ࡶᦆᐖࡀ⏕ࡎࡁ࡛࠶ࡗࡓࡁࡣࠊࡇ
ࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
㸰 ⏝⪅௦ࢃࡗ࡚ᴗࢆ┘╩ࡍࡿ⪅ࡶࠊ๓㡯ࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ
㸱 ๓㡯ࡢつᐃࡣࠊ⏝⪅ཪࡣ┘╩⪅ࡽ⿕⏝⪅ᑐࡍࡿồൾᶒࡢ⾜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ

ࠗᅜᐙ㈺ൾἲ࠘ྂᓮ㛗ⴭࡼࡾసᡂࠋ

ࡇࡢⅬ㛵ࡋࠊᮏ᮲㡯ࡣࠕࣛࣄ㈐௵ἲ㸰᮲㸰㡯ࠊࢻࢶබົဨἲ㸰㸱᮲㸰㡯㸦ͤ㸧ࢆẕἲࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊබົဨ⮬㌟ಶே㈐
௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸⤖ᯝࠊබົဨࡀࠊᅜཪࡣබඹᅋయᑐࡍࡿ⫋ົ⢭ບࡏࡋࡵࡿࡇ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢆ㢳៖ࡋࠊᨻ⟇ୖࡇࢀࢆ᥇⏝ࡋࡓ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠖ

ۑ

ͤ

୍᪉ࠊẸἲ㸵㸯㸳᮲➨㸱㡯࡛ࡣࠊồൾᶒࢆࠊ≉ẁࡢไ㝈↓ࡋㄆࡵ࡚࠾ࡾࠊୖグࡢࡼ࠺࡞⏤ࡽࠊࠕබົဨ㝈ࡗ࡚ົᇳ⾜ࡢ
ᗫࢆࢀࡿⅬࡣ㈶ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡢពぢࡶ࠶ࡿࠋ

ۑ

㸨ồൾᶒࡢไ㝈⏤ࡘ࠸࡚
ࠗ ۑồൾᶒࢆᨾព࣭㔜㐣ኻ㝈ࡗࡓࡢࡣࠊබົဨࡢ⫋ົࡢ࡞㐠Ⴀᨭ㞀ࢆ᮶ࡍࡇࢆᠱᛕࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊཧ㆟㝔ྖ
ἲጤဨ࡛ࡢᨻᗓጤဨࡢࠕ㍍㐣ኻࡢሙྜ࡛ࡶ୍ࠎබົဨࡀᅜᐙᑐࡋ࡚ồൾ⩏ົࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣࠊබົဨࡀ⫋ົᇳ⾜ࡘ࠸࡚
⮑࡞ࡗ࡚ṇᙜ࡞⫋ົࡢᇳ⾜ࡉ࠼ศ⾜࠼࡞࠸ࡇࢆᜍࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠖࡢ⟅ᘚࡼࡗ࡚❚▱࡛ࡁࡿࠋ࠘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

➨㸯᮲
ᅜཪࡣබඹᅋయࡢබᶒຊࡢ⾜ᙜࡿබົဨࡀࠊࡑࡢ⫋ົࢆ⾜࠺ࡘ࠸࡚ࠊᨾពཪࡣ㐣ኻࡼࡘ࡚㐪ἲேᦆᐖࢆຍ࠼ࡓ
ࡁࡣࠊᅜཪࡣබඹᅋయࡀࠊࡇࢀࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࡎࡿࠋ
㸰 ๓㡯ࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊබົဨᨾពཪࡣ㔜࡞㐣ኻࡀ࠶ࡘࡓࡁࡣࠊᅜཪࡣබඹᅋయࡣࠊࡑࡢබົဨᑐࡋ࡚ồൾᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋ
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㸦ண⟬ᇳ⾜⫋ဨࡢ⩏ົཬࡧ㈐௵㸧
➨㸱᮲
㸯 㸦␎㸧
㸰 ண⟬ᇳ⾜⫋ဨࡣࠊᨾពཪࡣ㔜࡞㐣ኻᅉࡾ๓㡯ࡢつᐃ㐪ࡋ࡚ᨭฟ➼ࡢ⾜Ⅽࢆࡋࡓࡇࡼ
ࡾᅜᦆᐖࢆ࠼ࡓࡁࡣࠊᘚൾࡢ㈐௵ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸱 㸦␎㸧
㸦ᘚൾ㈐௵ࡢ᳨ᐃࠊᘚൾ௧ཬࡧ㏻▱⩏ົ㸧
➨㸲᮲ ィ᳨ᰝ㝔ࡣࠊண⟬ᇳ⾜⫋ဨࡀᨾពཪࡣ㔜࡞㐣ኻᅉࡾ๓᮲➨୍㡯ࡢつᐃ㐪ࡋ࡚ᨭฟ
➼ࡢ⾜Ⅽࢆࡋࡓࡇࡼࡾᅜᦆᐖࢆ࠼ࡓㄆࡵࡿࡁࡣࠊࡑࡢᐇࡀ࠶ࡿ࠺ࢆᑂ⌮ࡋࠊ
ᘚൾ㈐௵ࡢ᭷↓ཬࡧᘚൾ㢠ࢆ᳨ᐃࡍࡿࠋణࡋࠊࡑࡢᐇࡢⓎ⏕ࡋࡓ᪥ࡽ୕ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓࡁࡣࠊ
ࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
㸰㹼㸴 㸦␎㸧
㸦ᘚൾ㈐௵ࡢῶච㸧
➨㸵᮲ ➨ᅄ᮲➨୍㡯ᮏᩥ㸦➨᮲➨㡯࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ࡢつᐃࡼࡿᘚൾ㈐௵ࡣࠊ
ᅜࡢ㆟Ỵᇶ࡞ࡅࢀࡤῶචࡉࢀ࡞࠸ࠋ
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⥆

ຠ

㝖

ᡭ



ච

ほⓗ
せ ௳

㈺ൾ௧
䛾ᑐ㇟䛸
䛺䜛⫋ဨ

䠄ἲ㼲䠎䠏䠒䠅

䠄ἲ㼲䠎䠐䠏䛾䠎䐡䠅

㆟䛾㆟Ỵ䠄┘ᰝጤဨ䛾ពぢ䜢⫈䛝䚸䛭
䛾ពぢ䜢䛡䛶㆟䠅 䠄ἲ㼲䠎䠐䠏䛾䠎䐦䠅

䠑ᖺ

䐠㛗䛾㈺ൾ௧

䐟┘ᰝጤဨ䛻䜘䜛┘ᰝ䠄㈺ൾ㈐௵䛾᭷↓
ཬ䜃㈺ൾ㢠䛾Ỵᐃ䠅

䠄ἲ㼲䠎䠐䠏䛾䠎䐟䠅

ᅜ䛾㆟Ỵ
䠄᳨ἲ㼲䠏䠎䐢䚸ண㈐ἲ㼲䠓䠅

䠄ண㈐ἲ㼲䠐䐟䠅

䠑ᖺ
䠄ィἲ㼲䠏䠌䠅
䛯䛰䛧䚸ᐇ䛾Ⓨ⏕䛧䛯᪥䛛䜙䠏ᖺ䜢⤒㐣
䛧䛯䛸䛝䛿᳨ᐃ䜢䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔

䠄᳨ἲ㼲䠏䠎䐟䞉䐠䡠ண㈐ἲ㼲䠐䐟䠅
䐠ᮏᒓ㛗➼䛾ᘚൾ௧䠄᳨ᐃ๓䜒ྍ䠅䠄
ィἲ㼲䠐䠏䡠ண㈐ἲ㼲䠐䐠䞉䐡䡠≀⟶ἲ㼲䠏䠏䐟䠅

䐟ィ᳨ᰝ㝔䛻䜘䜛ᑂ⌮䠄ᘚൾ㈐௵䛾
᭷↓ཬ䜃ᘚൾ㢠䛾᳨ᐃ䠅

䠄≀⟶ἲ㼲䠏䠍䐟䚸ண㈐ἲ㼲䠏䠅

䠄䠎䠅ཬ䜃䠄䠏䠅 ᨾពཪ䛿㔜䛺㐣ኻ

䠄ィἲ㼲䠐䠍䐟䠅

䠄䠍䠅 㐣ኻ䠄ᢳ㇟ⓗ㐣ኻ䜢ྵ䜐䠅

䠄䠍䠅⌧㔠ฟ⣡㛵ಀ
䐟ฟ⣡ᐁྣ䠄௦⌮ᐁ䚸ศ௵ᐁ䜢ྵ䜐䠅
䠄ィἲ㼲䠐䠍䐟䞉䠐䠐䠅
䐠ฟ⣡ဨ
䠄ィἲ㼲䠐䠐䞉䠐䠑䠅
䐡㒔㐨ᗓ┴䛾▱ཪ䛿▱䛾ᣦᐃ
䛩䜛⫋ဨ
䠄ィἲ㼲䠐䠔䐟䞉䐠䠅
䠄䠎䠅≀ရ⟶⌮㛵ಀ
䐟≀ရ⟶⌮⫋ဨ 䠄≀⟶ἲ㼲䠏䠍䐟䠅
䐠≀ရ⏝⫋ဨ 䠄≀⟶ἲ㼲䠏䠍䐠䠅
䠄䠏䠅ண⟬ᇳ⾜㛵ಀ
ண⟬ᇳ⾜⫋ဨ
䠄ண㈐ἲ㼲䠎䞉䠏䐠䠅
➼

䠄䠍䠅ィ⟶⌮⪅
䠄䠎䠅ィ⟶⌮⪅䛾ົ䜢⿵ຓ䛩䜛⫋ဨ
䠄䠏䠅㈨㔠๓Ώ䜢ཷ䛡䛯⫋ဨ
䠄䠐䠅༨᭷ື⏘䜢ಖ⟶䛧䛶䛔䜛⫋ဨ
䠄䠑䠅≀ရ䜢⏝䛧䛶䛔䜛⫋ဨ
䠄䠒䠅ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ䛾ᶒ㝈䜢᭷䛩䜛⫋ဨ
䠄䠓䠅ᨭฟ௧䞉ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ䛾☜ㄆ䛾ᶒ
㝈䜢᭷䛩䜛⫋ဨ
䠄䠔䠅ᨭฟ䞉ᨭᡶ䛾ᶒ㝈䜢᭷䛩䜛⫋ဨ
䠄䠕䠅ዎ⣙䛾ᒚ⾜䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻⾜䛖┘
╩䞉᳨ᰝ䛾ᶒ㝈䜢᭷䛩䜛⫋ဨ
䠄䠍䠌䠅䠄䠒䠅䡚䠄䠕䠅䛾ᶒ㝈䛻ᒓ䛩䜛ົ䜢┤
᥋⿵ຓ䛩䜛⫋ဨ䛷ᬑ㏻ᆅ᪉බඹᅋయ䛾
つ๎䛷ᣦᐃ䛧䛯䜒䛾 䠄ἲ㼲䠎䠐䠏䛾䠎䐟䠅

ᨾពཪ䛿㔜䛺㐣ኻ
䛯䛰䛧䚸䠄䠍䠅䡚䠄䠑䠅䛾ሙྜ䚸⌧㔠䛻䛴䛔䛶
䛿䚸ᨾពཪ䛿㐣ኻ

ᅜ

ᆅ᪉බඹᅋయ

ᨾពཪ䛿㐣ኻ

ʊ

䠄Ẹἲ㼲䠓

ἲ㼲䠑䠍䠕䠅

മᶒ⪅䛜മົ⪅䛻ᑐ䛧䛶മົ䜢
ච㝖䛩䜛ពᛮ䜢⾲♧䛧䛯䛸䛝䠄Ẹ

䠄Ẹἲ㼲䠓䠎䠐䠅

ᦆᐖཬ䜃ຍᐖ⪅䜢▱䛳䛯䛛䜙
䠏ᖺཪ䛿ἲ⾜Ⅽ䛾䛛䜙䠎䠌ᖺ

䠌䠕䠅

䠄Ẹἲ㼲䠓䠌䠕䠅

ᕥグ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔⪅䠄ྛ┬ᗇ䛾
㛗䠄㏻ᖖ䛿ᐃ䛥䜜䛺䛔䠅䚸ᆅ᪉
බඹᅋయ䛾㛗➼䠅䛷䚸ᅜ䞉ᆅ᪉⮬
య䛻ᦆᐖ䜢䛘䛯⪅

Ẹ ἲ
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㸦ᙺဨ➼ࡢᰴᘧ♫ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵㸧
➨㸲㸰㸱᮲
ྲྀ⥾ᙺࠊィཧࠊ┘ᰝᙺࠊᇳ⾜ᙺཪࡣィ┘ᰝே㸦௨ୗࡇࡢ⠇࠾࠸࡚ࠕᙺဨ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊࡑࡢ௵ົࢆᛰࡗࡓࡁ
ࡣࠊᰴᘧ♫ᑐࡋࠊࡇࢀࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓᦆᐖࢆ㈺ൾࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ
㸰㹼㸱 㸦␎㸧
㸦ᰴᘧ♫ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡢච㝖㸧
➨㸲㸰㸲᮲
๓᮲➨୍㡯ࡢ㈐௵ࡣࠊ⥲ᰴࡢྠពࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊච㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
㸦㈐௵ࡢ୍㒊ච㝖㸧
➨㸲㸰㸳᮲
๓᮲ࡢつᐃࢃࡽࡎࠊ➨ᅄⓒ༑୕᮲➨୍㡯ࡢ㈐௵ࡣࠊᙜヱᙺဨ➼ࡀ⫋ົࢆ⾜࠺ࡘࡁၿព࡛ࡘ㔜࡞㐣ኻࡀ࡞࠸
ࡁࡣࠊ㈺ൾࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺㢠ࡽḟᥖࡆࡿ㢠ࡢྜィ㢠㸦➨ᅄⓒ༑᮲➨୍㡯࠾࠸࡚ࠕ᭱ప㈐௵㝈ᗘ㢠ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ᚓࡓ
㢠ࢆ㝈ᗘࡋ࡚ࠊᰴ⥲ࡢỴ㆟ࡼࡗ࡚ච㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୍ ᙜヱᙺဨ➼ࡀࡑࡢᅾ⫋୰ᰴᘧ♫ࡽ⫋ົᇳ⾜ࡢᑐ౯ࡋ࡚ཷࡅࠊཪࡣཷࡅࡿࡁ㈈⏘ୖࡢ┈ࡢ୍ᖺ㛫ᙜࡓࡾࡢ㢠┦ᙜࡍࡿ
㢠ࡋ࡚ἲົ┬௧࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ᐃࡉࢀࡿ㢠ࠊḟࡢࡽࣁࡲ࡛ᥖࡆࡿᙺဨ➼ࡢ༊ศᛂࡌࠊᙜヱࡽࣁࡲ࡛ᐃࡵ
ࡿᩘࢆࡌ࡚ᚓࡓ㢠
 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺཪࡣ௦⾲ᇳ⾜ᙺ භ
ࣟ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ௨እࡢྲྀ⥾ᙺ㸦♫እྲྀ⥾ᙺࢆ㝖ࡃࠋ㸧ཪࡣ௦⾲ᇳ⾜ᙺ௨እࡢᇳ⾜ᙺ ᅄ
ࣁ ♫እྲྀ⥾ᙺࠊィཧࠊ┘ᰝᙺཪࡣィ┘ᰝே 
 ᙜヱᙺဨ➼ࡀᙜヱᰴᘧ♫ࡢ᪂ᰴண⣙ᶒࢆᘬࡁཷࡅࡓሙྜ㸦➨ⓒ୕༑ඵ᮲➨୕㡯ྛྕᥖࡆࡿሙྜ㝈ࡿࠋ㸧࠾ࡅࡿᙜヱ᪂ᰴ
ண⣙ᶒ㛵ࡍࡿ㈈⏘ୖࡢ┈┦ᙜࡍࡿ㢠ࡋ࡚ἲົ┬௧࡛ᐃࡵࡿ᪉ἲࡼࡾ⟬ᐃࡉࢀࡿ㢠
㸰
๓㡯ࡢሙྜࡣࠊྲྀ⥾ᙺࡣࠊྠ㡯ࡢᰴ⥲࠾࠸࡚ḟᥖࡆࡿ㡯ࢆ㛤♧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
୍ ㈐௵ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓᐇཬࡧ㈺ൾࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺㢠
 ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾච㝖ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㢠ࡢ㝈ᗘཬࡧࡑࡢ⟬ᐃࡢ᰿ᣐ
୕ ㈐௵ࢆච㝖ࡍࡁ⌮⏤ཬࡧච㝖㢠
㸱
┘ᰝᙺタ⨨♫ཪࡣጤဨタ⨨♫࠾࠸࡚ࡣࠊྲྀ⥾ᙺࡣࠊ➨ᅄⓒ༑୕᮲➨୍㡯ࡢ㈐௵ࡢච㝖㸦ྲྀ⥾ᙺ㸦┘ᰝጤဨ࡛࠶ࡿࡶࡢࢆ㝖
ࡃࠋ㸧ཬࡧᇳ⾜ᙺࡢ㈐௵ࡢච㝖㝈ࡿࠋ㸧㛵ࡍࡿ㆟ࢆᰴ⥲ᥦฟࡍࡿࡣࠊḟࡢྛྕᥖࡆࡿᰴᘧ♫ࡢ༊ศᛂࡌࠊᙜヱྛ
ྕᐃࡵࡿ⪅ࡢྠពࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
୍ ┘ᰝᙺタ⨨♫ ┘ᰝᙺ㸦┘ᰝᙺࡀே௨ୖ࠶ࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊྛ┘ᰝᙺ㸧
 ጤဨタ⨨♫ ྛ┘ᰝጤဨ
㸲
➨୍㡯ࡢỴ㆟ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᰴᘧ♫ࡀᙜヱỴ㆟ᚋྠ㡯ࡢᙺဨ➼ᑐࡋ㏥⫋៘ປ㔠ࡑࡢࡢἲົ┬௧࡛ᐃࡵࡿ㈈⏘ୖࡢ
┈ࢆ࠼ࡿࡁࡣࠊᰴ⥲ࡢᢎㄆࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᙜヱᙺဨ➼ࡀྠ㡯➨ྕࡢ᪂ᰴண⣙ᶒࢆᙜヱỴ㆟ᚋ⾜ࡋࠊཪࡣㆡΏ
ࡍࡿࡁࡶྠᵝࡍࡿࠋ
㸳
➨୍㡯ࡢỴ㆟ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱᙺဨ➼ࡀ๓㡯ࡢ᪂ᰴண⣙ᶒࢆ⾲♧ࡍࡿ᪂ᰴண⣙ᶒドๆࢆᡤᣢࡍࡿࡁࡣࠊᙜヱᙺဨ➼ࡣࠊ
㐜࡞ࡃࠊᙜヱ᪂ᰴண⣙ᶒドๆࢆᰴᘧ♫ᑐࡋ㡸クࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊᙜヱᙺဨ➼ࡣࠊྠ㡯ࡢㆡΏࡘ࠸࡚ྠ
㡯ࡢᢎㄆࢆཷࡅࡓᚋ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊᙜヱ᪂ᰴண⣙ᶒドๆࡢ㏉㑏ࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ݓૠေ̢ఴυϋေᅑപόϊ̢̣̣
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㛵ಀᆅ᪉බඹᅋయ䛿䚸䠐ྕッゴ䛻䛚䛔䛶䚸ッゴ䛻
ཧຍ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛔䛖 つᐃ䜢ᆅ᪉⮬ἲୖ䛻
タ䛡䜛䚹 䛣䛾ሙྜ䚸ཎ࿌ཪ䛿⿕࿌䛾䛔䛪䜜䛻ཧຍ
䛩䜛䛛䛿ᅋయ䛾ุ᩿䛻ጤ䛽䜛䛣䛸䛸䛧䚸 ุᡤ䛿ッ
ゴཧຍ䜢ᣄྰ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛸䛩䜛䚹

ッ䛘䛾ྲྀୗ䛢䚸ㄳồ䛾ᨺᲠ䚸ㄆㅙ䚸ุୖ䛾ゎ䚸
ୖッ䛾ྲྀୗ䛢䛾ሙྜ䛻䜒䚸ᐇ㉁ⓗ䛻⿕࿌ッ䛸䜏䛺
䛧䛖䜛ሙྜ䛿䚸⿕࿌䛾ᘚㆤኈ㈝⏝䛾බ㈝㈇ᢸ䜢⾜䛖
䛣䛸䛸䛩䜛䚹

⿕࿌ഃ䛾
ᘚㆤኈ㈝
⏝䛾බ㈝
㈇ᢸᣑ

ᴫせ

ᆅ᪉බඹ
ᅋయ䛻䜘
䜛ッゴཧ
ຍ䛾ᣑ

ㄽⅬ

䠐ྕッゴ䜢௦
ッゴ䛛䜙⩏
ົ䛡ッゴ䛻
ᵓᡂ䛧䛯䛯
䜑ㄽⅬ䛜ゎᾘ䚹

䠤䠍䠐ᨵṇ䛷ᑐ
ᛂ

䠐ྕッゴ䜢௦
ッゴ䛛䜙⩏
ົ䛡ッゴ䛻
ᵓᡂ䛧䛯䛯
䜑ㄽⅬ䛜ゎᾘ䚹

䠤䠍䠐ᨵṇ䛷ᑐ
ᛂ

ᑐᛂ

Ẹඪ
䠄䠤䠍䠐ᨵṇ䠅
ㅖእᅜ

䛭䛾

㪉㪋
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㈨ᩱ㸴

ࠕᆅ᪉ศᶒ௦ࡢఫẸ⮬ไᗘࡢ࠶ࡾ᪉ཬࡧᆅ᪉⛯㈈※ࡢᐇ☜ಖ㛵ࡍࡿ⟅⏦ࠖ ᖹᡂᖺ᭶᪥࣭➨ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ ࡼࡾᢤ⢋

ఫẸッゴไᗘࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈈ົィୖࡢ㐪ἲ⾜Ⅽࡢண㜵ཪࡣṇࢆ┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢ㸲ྕッゴ࠾࠸࡚ࡣࠊ⫋ဨࡢಶே㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿ࠸࠺ᙧࢆࡾ࡞ࡀࡽࠊ㈈
ົィ⾜Ⅽࡢ๓ᥦ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅ᪉බඹᅋయࡢᨻ⟇ุ᩿ࡸពᛮỴᐃࡀதࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇ࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚑ᮶ࠊఫẸࡀᆅ᪉බඹᅋయ௦ࢃࡗ࡚ಶேࡋ࡚ࡢ㛗ࡸ⫋ဨ➼ࢆ┤᥋ッ࠼
ࡿ㸲ྕッゴࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡘ࠸࡚ࡣࠊッゴ㢮ᆺࢆᆅ᪉බඹᅋయࡀ㛗ࡸ⫋ဨ➼ᑐ
ࡋ࡚᭷ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒࡸᙜᚓࡢ㏉㑏ㄳồᶒࡘ࠸࡚ᆅ᪉බඹᅋయࡀ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ
⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ᵓᡂࡍࡿࡇࡼࡾࠊᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ㛗➼ࢆఫẸッゴࡢ⿕࿌ࡋࠊᩋッࡋࡓሙ
ྜࡣࠊᙜヱᇳ⾜ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢ㛗➼ࡀಶேࡋ࡚ࡢ㛗ࡸ⫋ဨ➼ࡢ㈐௵ࢆ㏣ཬࡍࡿࡇࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘᨵṇࡼࡾࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀ᭷ࡍࡿドᣐࡸ㈨ᩱࡢά⏝ࡀᐜ᫆࡞
ࡾࠊᑂ⌮ࡢᐇࡸ┿ᐇࡢ㏣✲ࡶ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡿࠋࡉࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᑂ⌮ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅ᪉
බඹᅋయࡋ࡚ᑗ᮶ྥࡅ࡚㐪ἲ࡞⾜ⅭࢆᢚṆࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂ⟇ࡀㅮࡌࡸࡍࡃ࡞
ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㛗ࡸ⫋ဨಶேࡗ࡚ࡣࠊุ࡛┤᥋⿕࿌࡞ࡿࡇక࠺ྛ✀㈇
ᢸࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿࡇࡽࠊᚑ᮶ࡢ㸲ྕッゴᑐࡋ࡚ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓၥ㢟ࡢゎᾘࡶࡘ࡞ࡀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦␎㸧

ճఫẸッゴ࠾ࡅࡿッゴ㢮ᆺࡢᵓᡂ

㸦㸱㸧ఫẸ┘ᰝㄳồไᗘ࣭ఫẸッゴไᗘ

㸯 ఫẸ⮬ࡢ᭦࡞ࡿᐇ᪉⟇

➨㸯 ⮬ᕫỴᐃ㺃⮬ᕫ㈐௵ࡢཎ๎ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᆅ᪉ศᶒ௦ࡢఫẸ⮬ไᗘࡢ࠶ࡾ᪉

പφϊય൯ုయีݓ๖̢̣

㪈
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㸦ࠕᚋࡢᇶ♏⮬యཬࡧ┘ᰝ࣭㆟ไᗘࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ⟅⏦ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥࣭➨ḟᆅ᪉ไᗘㄪᰝ㸧ࡼࡾᢤ⢋

㆟ไᗘࡢ࠶ࡾ᪉
㆟ࡢᅋయពᛮỴᐃᶵ⬟ࡸ┘どᶵ⬟ࡢྥୖ⟇
 ㆟ࡢ┘どᶵ⬟
ղ ఫẸッゴ㆟ࡢ㆟ỴࡼࡿᶒᨺᲠ
㸦␎㸧
㏆ᖺࠊ㆟ࡀࠊ㸲ྕッゴࡢಀᒓ୰ᙜヱッゴ࡛⣮தࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᦆᐖ㈺
ൾㄳồᶒࢆᨺᲠࡍࡿ㆟Ỵࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢࡇࡀッゴࡢ⤖ᯝᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇ
࡞ࡗࡓࡀ࠸ࡃࡘぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸲ྕッゴ࡛⣮தࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᦆᐖ㈺ൾཪࡣᙜᚓ㏉㑏ࡢㄳồᶒࢆᙜヱ
ッゴࡢಀᒓ୰ᨺᲠࡍࡿࡇࡣࠊఫẸᑐࡋุᡤࡢฟッࢆㄆࡵࡓఫẸッゴไ
ᗘࡢ㊃᪨ࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㸲ྕッゴࡢಀᒓ୰ࡣࠊᙜヱッ
ゴ࡛⣮தࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᦆᐖ㈺ൾཪࡣᙜᚓ㏉㑏ࡢㄳồᶒࡢᨺᲠࢆไ㝈ࡍ
ࡿࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ᶒ℃⏝࡞ࡽ࡞࠸㝈ࡾࠊ㆟ࡢ㆟Ỵไ⣙ࡣ࡞࠸ࡇࢆ๓ᥦࡋࡘࡘࠊձලయⓗ㆟Ỵᶒࡢ℃⏝ࢆㄆ
ࡵ࡞ࡗࡓࡶࡢࠊղྛ࠾ࡅࡿ✀ࠎࡢࢆ⪃៖ࡋࠊලయⓗ㆟Ỵᶒࡢ℃⏝ㄆࡵࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ

࠙ཧ⪃ࠚุࡢ≧ἣ

➨㸱
㸯

പφύય൯ုయีݓ๖̢̣

㪉
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ۑ

ࡲࡓࠊ⌧⾜ࡢ㸲ྕッゴࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛗➼ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆồࡵࡿㄳồࡣᨾពཪࡣ㐣ኻࢆせ௳ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢἢ㠉࡛࠶ࡿ⡿ᅜࡢ⣡⛯⪅ッゴไᗘẚ࡚㈐௵せ௳ࡀ㔜ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸ࡗࡓᣦࡸࠊ㛗➼ࡀከ㢠ࡢᦆᐖ㈺ൾ
㈐௵ࢆၥࢃࢀࡿࡶࡢ࡛㐣㓞࡞ไᗘ࡛࠶ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᐇ㝿ࡢ↷ࡽࡋࡓࡁᨾពཪࡣ㐣ኻࢆせ
௳ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ㐣ᗘཝࡋ࠸ࡶࡢゝ࠼ࡿ࠺ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ᣦࡶ࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ➼ࡢᨺᲠࡘ࠸࡚ࡣࠊఫẸᑐࡋุᡤࡢฟッࢆㄆࡵࡓఫẸッゴไᗘࡢ㊃᪨ࢆᦆ࡞
࠺ࡇ࡞ࡾࡡࡎࠊࡇࢀࢆไ㝈ࡍࡁ࡛࠶ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡶࡑࡶࠊ⌧⾜ไᗘୗ࡛ࡶࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồ
ᶒ➼ࡢᨺᲠࡣෆᅾⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿࡢពぢࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊ㈈ົィ⾜Ⅽࡢ㐪ἲᛶࡢุ᩿ࡣࡃูࠊ㆟ࡀᨻ
ⓗ࣭ᨻ⟇ⓗ࡞ほⅬࡽᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ➼ࢆᨺᲠࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾᚓࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢᣦࡶ࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡽࠊఫẸッゴࡢᑐ㇟ࡉࢀࡓ㛗➼ᑐࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయࡢᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ➼ࡢᨺᲠ㛵ࡋࠊఫ
Ẹッゴಀᒓ୰ࡢࡳ࡞ࡽࡎุỴ☜ᐃᚋࡢᨺᲠไ㝈ࡢせྰࡸࠊᨺᲠࡍࡿሙྜࡢලయⓗ࡞せ௳ࡘ࠸࡚ࠊุࡢືྥࢆぢ
ᴟࡵ࡞ࡀࡽᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋేࡏ࡚ࠊ㸲ྕッゴ࠾ࡅࡿ㛗ࡢ㈐௵せ௳ࡸ㈺ൾ㢠➼ࡢไ㝈ࡢ㠀ࡘ࠸࡚ࡶᘬ
ࡁ⥆ࡁ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ۑ

ۑ

ఫẸッゴไᗘࡢぢ┤ࡋ

ᆅ᪉⮬ἲ➨㸰㸲㸰᮲ࡢ㸰➨㸯㡯➨㸲ྕࡢつᐃᇶ࡙ࡃ࠸ࢃࡺࡿ㸲ྕッゴࡣࠊఫẸࡀ㐪ἲ࡞㈈ົィୖࡢ⾜Ⅽ➼
ࢆ⾜ࡗࡓ⫋ဨཪࡣࡑࡢ┦ᡭ᪉ᑐࡋ࡚ࠊᦆᐖ㈺ൾཪࡣᙜᚓ㏉㑏ࡢㄳồࢆࡍࡿࡇࢆᙜヱᆅ᪉බඹᅋయࡢᇳ⾜ᶵ
㛵➼ồࡵࡿッゴࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢッゴ㛵ࡋࠊ㏆ᖺࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀࠊᙜヱッゴࡢᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㛗➼ᑐ
ࡍࡿᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ➼ࢆࠊ㆟ࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡚ᨺᲠࡍࡿࡀぢࡽࢀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠊᙧᘧⓗࡣッゴࡢᑐ㇟
ࡀኻࢃࢀࡓࡇ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᨺᲠࡢຠຊ㛵ࡍࡿୗ⣭ุᡤࡢุ᩿ࡣࠊఫẸッゴไᗘࢆ᰿ᗏࡽྰᐃࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᨺᲠࡢࡓࡵ⾜ࢃࢀࡓ㆟ࡢ㆟Ỵࡶ㆟Ỵᶒࡢ℃⏝ᙜࡓࡿࡓࡵ↓ຠ࡛࠶ࡿࡍࡿࡶࡢࠊᨺᲠࡢࡓࡵ
⾜ࢃࢀࡿ㆟ࡢ㆟Ỵࢆ⾜࠺ྰࡣఫẸࡢ௦⾲࡛࠶ࡿ㆟ࡢⰋ㆑࠶ࡿྜ⌮ⓗุ᩿ጤࡡࡽࢀ࡚࠾ࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡍ
ࡿࡶࡢࡀᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࠶ࡿࠋ

ۑ

ճ

㸲㸬ఫẸ⮬ไᗘࡢᣑ
㸦㸰㸧௦⾲Ẹไࢆ⿵ࡍࡿ┤᥋Ẹไⓗᡭἲࡢᐇ

̮൯ုહေ༪ၬݠнжЖирুКု̢ఴφφ̢̣̯ႝ̣
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資料７

○判例地方自治（平成 22 年 4 月号～平成 23 年 11 月号）の検討
１．判決の概要
認

容

（一部認容も含む）

棄

却

却

下

その他

合

計

地

裁

20

33

6

6

65

高

裁

4

4

0

2

10

最高裁

0

3

1

2

6

24

40

7

10

81

合

計

２．分類ごとの認容率
認容数/判例数

認容率

9/29

31%

「財産に取得、管理若しくは処分」に関する裁判例

1/4

25%

「契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の

0/4

0%

A-1

「公金の支出」に関する裁判例

A-2
A-3

義務の負担」に関する裁判例

分

住民

類

訴訟

A-4

その他狭義の財務会計行為に関する裁判例

1/1

100%

B-1

「公金の賦課若しくは徴収」を怠る事実に関する裁

0/1

0%

4/8

50%

0

0%

1/5

20%

8/29

28%

判例
B-2

「財産の管理」を怠る事実に関する裁判例

B-3

公金の賦課徴収又は財産の管理を「怠る事実」に
関する裁判例

C

その他の裁判例

国家賠償

３．全国的に影響の大きいと思われる判例
①情報公開関係
・公用車ガソリン代明細書非開示処分に関する慰謝料請求事件
公用車のガソリン代に係る明細書等の情報公開請求に対し、渋谷区職員が
同文書が不存在であるとした判断には合理性を認めがたく、同処分の理由の
付記も不十分であり、国家賠償法１条１項の違法があるとされた事例
（H22.10.22 東京地裁 請求一部認容）
②税の賦課徴収関係
・冷凍倉庫固定資産税過重賦課事件
公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して、固定資産の価格を
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過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法
４３２条１項本文に基づく審査の申出及び同法４３４条１項に基づく取消訴
訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行うことができるとされた事
例（H22.6.3 最高裁第一小法廷 原判決破棄・差戻）
③公用車の適正使用について
・公用車使用費損害賠償等請求住民訴訟事件
高槻市職員らが市職員労働組合の役員等の会合に出席するために公用車を
使用したことは、一般の社会通念を基準として、当該会合が団体の職務遂行
に伴うものと認めることはできないと判断し、市長に対し、職員らに損害賠
償請求権の行使を義務づけた事例（H22.10.14 大阪地裁 認容）
④委員会委員に対する月額報酬の支給について
・県労働委員会等委員月額報酬支出差止請求控訴事件
滋賀県が労働委員会等の委員らに対し、月額報酬を支給することが、委員
らの勤務実態を考慮しても、選挙管理委員会委員長を除く他の委員らについ
ては、月額報酬制をとるのは違法とされた事例（H22.4.27 大阪高裁 原判決
一部取消し・棄却）
⑤空知太神社市有地無償利用違法確認請求事件
砂川市がその所有する土地を空知太神社の施設の敷地として無償で使用さ
せていることは、憲法に定める政教分離原則に違反する行為であって、敷地
の使用貸借契約を解除し、同施設の撤去及び土地の明渡しを請求しないこと
が違法に財産管理を怠るものとして違法確認を求めた事案で、利用提供行為
は違憲と判断するとともに、怠る事実の適否については原審に差し戻した。
（H22.1.20 最高裁大法廷 原判決破棄・差戻し）
⑥職務専念義務の免除中の給与の支給について
・職務免除時間中組合活動従事職員に対する給与等支給損害賠償等請求事件
高槻市職員らが、勤務時間中に組合活動等を行うに当たり、職務専念義務
の免除を受けた上、その免除を受けた期間に対応する給与等の支給を受けた
ことは、違法であり、左記給与等の支給につき、市長及び支給を決定した人
事課長に対する損害賠償責任並びに支給を受けた各職員に対する不当利得返
還請求が認められた事例（H22.10.6 大阪地裁 一部認容・一部棄却）
⑦第３セクター損失補償契約に係る違法確認等請求控訴事件
地方公共団体が第３セクターの債務について金融機関との間で締結した損
失補償契約が、現実に回収が望めないことを要件とすることなく、一定期間
の履行遅滞が発生したときには損失が発生したとして責任を負うもので、法
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人に対する政府の財政援助の制限に関する法律３条の趣旨に反する場合には
法の趣旨を没却しない特段の事情が認められない限り、当該契約は無効であ
るとして、地方公共団体の長に対し同契約に基づく金融機関への支払いの差
し止めを認めた事例（H22.8.30 東京高裁 原判決変更・請求一部認容）
（参考）H23.10.27 最高裁判決。当該第３セクターは２審判決後に清算手続
に移行しており、市が将来契約に基づき公金を支出する可能性はなくな
ったとして、公金支出の差止を求める訴えは不適法であるとし、訴えを
却下。ただし、傍論において、地方自治体の損失補償契約について財政
援助制限法第３条の類推適用によって直ちに違法、無効となると解する
のは相当ではないとした。
⑧談合によって発生した損失に対する損害賠償について
・公共工事談合に係る損害賠償請求控訴事件
談合により、旧小淵沢町に対して公正な競争による想定落札価格と現実の
落札価格との差額相当額の損害を生じさせたとして、建設業者、当時の町長
に対して、損害賠償が認められた事例（H23.3.23 東京高裁 原判決変更、認
容）
⑨議員研修の内容の公務としての必要性について
・公金違法支出金返還請求事件
桜川市議会議員らによる視察研修旅行の旅費に関する住民訴訟について、旅
行の行程のうち宿泊と翌日の行程には必要性が認められないとして、市長に対
して議員らに不当利得返還請求の行使を命じた事例（H22.5.28 水戸地裁 一
部認容）
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௳
Ⅼ䛻䛴䛝ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇䛖䛛ྰ
䛾ᕪṆ䜑➼䜢ồ䜑䚸䛥䜙䛻䚸⌧ᕷ㛗䛻
䛣䛾ே௳㈝┦ᙜ㢠䛿䚸ᙜᚓ䛸䛧䛶ᕷ䛻㏉㑏䛩䜛⩏ົ䛜䛒
䛛
ᑐ䛧䚸ᕷ㛗䛾⫋䛻䛒䛳䛯䠝䛻ᑐ䛧䛶ᦆᐖ
䜛䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㈺ൾㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯
䐠ᕷ㛗䛷䛒䛳䛯䠝䛿䛭䛾ᅾ௵ᮇ㛫୰䚸ᮏ௳♫ᅋἲே䛻ᑐ䛧䛶
ጤクᩱ䛾㏉㑏ㄳồᶒ䜢⾜䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛧䛛
䛧䚸ᮏ௳♫ᅋἲே䛻ᑐ䛩䜛ㄳồᶒ䛜ᒚ⾜⬟䛻䛺䛳䛯䛸䛿ㄆ
䜑䜙䜜䛺䛔䛛䜙䚸മົ䛜ᒚ⾜䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛖୍䜢䜒䛳䛶䚸
┤䛱䛻ྠㄳồᶒ┦ᙜ㢠䛾ᦆᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛿䛔䛘䛪䚸䛧䛯䛜䛳
䛶䠝䛻ᑐ䛧䛶ᦆᐖ㈺ൾ㔠䛾ᨭᡶ䜢ồ䜑䜛ㄳồ䛿䚸⌮⏤䛜䛺䛔䚹

䚷ᒸᒣᕷ䛜タ❧䛧䛯䝅䝹䝞䞊ேᮦᴗ
䜢⾜䛖㈈ᅋἲே䠝䛾㈈ᨻⓗᨭ䜢┠ⓗ
䛸䛧䛶䚸ᕷ䛜㈈ᅋἲே䛾മົ䛾㏉῭➼
䛾ཎ㈨䛸䛩䜛䛯䜑䛻⿵ຓ㔠䜢ᨭฟ䛧䛯
䛣䛸䛿ᆅ᪉⮬ἲ➼䛻㐪䛩䜛䜒䛾䛷
䝅䝹䝞䞊ேᮦ䝉䞁 䛒䛳䛶㐪ἲ䚸↓ຠ䛷䛒䜛᪨ᙇ䛧䚸㈈ᅋ
䝍䞊⿵ຓ㔠ᨭฟ㐪 ἲே䛻ᑐ䛧䛶䛿ᙜᚓ䚸ᕷ㛗ཬ䜃ᕷ
ἲఫẸッゴ௳ 㛗䛛䜙ᑓỴᶒ䜢䛘䜙䜜䚸ᮏ௳⿵ຓ㔠
䛾ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ䜢Ỵ䛧䛯ྠᕷಖ
⚟♴ᒁ㛗䠞䛻ᑐ䛧䛶䛿䛔䛪䜜䜒ἲ⾜
Ⅽ䜢⌮⏤䛸䛧䛶䚸䛭䜜䛮䜜䛻ᙜᚓ
㏉㑏ㄳồཬ䜃ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䛩䜛䜘䛖
ồ䜑䛯
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ᶓᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ
ッ䛘༷ୗ

ุᡤ䛾ุ᩿

ㄳồᲠ༷

䐟ᮏ௳ッゴ䛾ཱྀ㢌ᘚㄽ⤊⤖䛾Ⅼ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ䠎䠌ᖺᗘ
䛜⤒㐣䛧䚸ᖹᡂ䠎䠍ᖺᗘ䛻䛚䛔䛶⥅⥆䛧䛶ண⟬ᥐ⨨䛜ᇳ䜙䜜䛶
䛔䜛䛸䛾䜒ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䛣䛸䛛䜙䛩䜛䛸䚸ᮏ௳⤒㈝䛻ಀ䜛
ண⟬䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䜜䜢ᇳ⾜䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛟䛺䛳䛯䜒䛾䛸䛔
䛖䛧䛛䛺䛔䚹䠴䛜䛣䛣䛷ồ䜑䛶䛔䜛ッ䛘䛿䚸⧞㉺᫂チ䛥䜜䛯ண⟬
䐟ᮏ௳බ㔠ᨭฟ䛾ᕪṆ䜑䛾ッ䛘䛾 䛾ᇳ⾜䛷䛒䜛䛛䜙䚸䛭䛾ᇳ⾜䛾ྍ⬟ᛶ䛜ᾘኻ䛧䛯௨ୖ䚸ᮏ
䛻ධ䜛ᐇ┈䛜䛺䛔䚹䜘䛳䛶䚸ண⟬䛾ᇳ⾜䛾ᕪṆ䜑䜢ồ䜑䜛䠴䛾
㐺ྰ䛻䛴䛔䛶
䐠┘ᰝㄳồ䜢༷ୗ䛩䜛䛸䛾Ỵᐃ䛾 ッ䛘䛿䚸㐺ἲ䛷䛒䜛䚹
↓ຠ☜ㄆ䜢ồ䜑䜛ッ䛘䛾㐺ྰ䛻䛴 䐠ఫẸ┘ᰝㄳồ䜢㐺ἲ䛸䛧䛶༷ୗ䛩䜛┘ᰝጤဨ䛾ᛂ⟅䛿䚸
䛔䛶
ఫẸッゴ䛾ᑐ㇟㡯䛯䜛ᆅ᪉බඹᅋయ䛾ᇳ⾜ᶵ㛵➼䛾㈈ົ
ィୖ䛾⾜Ⅽ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䚹䜎䛯䚸ఫẸ┘ᰝㄳồ䛜㐪ἲ䛻༷
ୗ䛥䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸ㄳồே䛯䜛ఫẸ䛿┤᥋ุᡤ䛻ᑐ䛧ఫẸ
ッゴ䜢ᥦ㉳䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䜛䛛䜙䚸ᑂᰝㄳồ๓⨨⩏䛸䛾
㛵ಀ䛷ㄳồே䛯䜛ఫẸ䛜ఫẸッゴ䜢ᥦ㉳䛩䜛㏵䜢ᙜ䛻ไ㝈
䛩䜛⤖ᯝ䛸䛺䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䜘䛳䛶䚸㙊ᕷ┘ᰝጤဨ䛜䠴䛾
┘ᰝㄳồ䜢༷ୗ䛧䛯⤖ᯝ䛜↓ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䛾☜ㄆ䜢ồ䜑䜛ッ
䛘䜒㐺ἲ䛷䛒䜛䚹

தⅬ

㻟

䚷ᮏ௳ㄳ㈇ዎ⣙䛷䛿䚸ฟ᮶㧗䛻ᛂ䛨䛯୰㛫ฟ᮶㧗ᡶ㔠䜢ㄳồ
䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸┴䛻䛿ฟ᮶㧗㒊ศ䛾☜ㄆ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛸
䛥䜜䛶䛚䜚䚸☜ㄆ䛥䜜䛯ฟ᮶㧗㒊ศ䛤䛸䛻୰㛫ฟ᮶㧗ᡶ㔠䛾㢠
䛜ᐃ䜑䜙䜜䜛䛣䛸䛛䜙䛩䜜䜀䚸୰㛫ฟ᮶㧗ᡶ㔠䛾ᨭฟ䛿☜ㄆ
䛥䜜䛯ฟ᮶㧗䛤䛸䛻ಶู䛻≉ᐃ䛥䜜䜛䛛䜙䚸ୖグㄆᐃ䛻ᇶ䛵䛟
୰㛫ฟ᮶㧗ᡶ䛾ᨭฟ䛿䚸┘ᰝ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䚹䛭䛾ୖ䛷䚸ฟ᮶㧗
䚷ᘓタᕤ䛾୰㛫ฟ᮶㧗ᡶ㔠䛾ᨭฟ
ᡶ㔠䛾ㄳồ䛾䛯䜑䚸ᘓタ♫䛜ᥦฟ䛧䛯㛵ಀ᭩㢮䛻ᨵ䛦䜣䛜
ᘓタᕤ䛾୰㛫ฟ
ᕪṆ䜑➼䜢ồ䜑䛶ᮏ௳ఫẸ┘ᰝㄳồ
ᮏ௳ఫẸッゴ䛜㐺ἲ䛺ッ䛘䛛ྰ䛛 ㄆ䜑䜙䜜䛯䛺䛹䛧䛶ୖグㄆᐃ䜢ྲྀ䜚ᾘ䛧䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛷䛒
᮶㧗ᡶ㔠䛻䛛䛛䜛
䜢䛧䛯䛜䚸┴┘ᰝጤဨ䛜䛣䜜䜢༷ୗ
䜚䚸ୖグㄆᐃ䛻ᇶ䛵䛟ᨭฟ䛿ᐇ㝿䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛧䚸䛭䛾䜘䛖䛺ᨭ
ఫẸッゴ௳
䛧䛯䛯䜑䚸ᥦ㉳䛧䛯ఫẸッゴ䛾
ฟ䛜䛥䜜䜛䛸䜒⪃䛘䜙䜜䛺䛔䛸䛧䚸ᮏ௳ఫẸ┘ᰝㄳồ䛿䚸㐪ἲ
䜒䛧䛟䛿ᙜ䛺㈈ົィ⾜Ⅽ䛜Ꮡᅾ䛫䛪䚸䛭䛾䜘䛖䛺⾜Ⅽ䛜䛺
䛥䜜䜛䛣䛸䛜┦ᙜ䛺☜ᐇ䛥䜢䜒䛳䛶ண 䛥䜜䜛ሙྜ䛻䜒ᙜ䛯䜙䛺
䛔䛛䜙䚸㐺ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛯䚹䛭䛧䛶䚸┴┘ᰝጤဨ䛜ᮏ௳ఫẸ
┘ᰝㄳồ䜢༷ୗ䛧䛯䛾䜒ྠ㊃᪨䛾䜒䛾䛸ゎ䛥䜜䜛䛸䛧䚸⤖ᒁ䛾
䛸䛣䜝䚸୰㛫ฟ᮶㧗ᡶ㔠䜢ᨭฟ䛧䛺䛔䜘䛖ồ䜑䜛ッ䛘䛿䚸㐺ἲ
䛺ఫẸ┘ᰝㄳồ䜢⤒䛶䛔䛺䛔䜒䛾䛸䛧䛶䚸㐺ἲ䛷䛒䜛䛸ุ♧
䛧䛯䚹

䚷㙊ᕷ䛾ఫẸ䛷䛒䜛䠴䛿䚸ᖹᡂ䠎䠌ᖺ
䠍䠎᭶䚸⏕䛤䜏ฎ⌮タ䛾ᘓタᴗ⏝
ᆅ䛾㉎ධ䛜᩿ᛕ䛥䜜䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙
䛪䚸ᮏ௳⤒㈝䛻ಀ䜛ண⟬䛜ィୖ䛥䜜䚸
ᇳ⾜䛷䛝䜛ᙧ䛻䛺䛳䛶䛚䜚䚸බ㔠䛾
ᙜ䛺ᨭฟ䛜┦ᙜ䛾☜ᐇ䛥䜢䜒䛳䛶ண
䛥䜜䜛䛺䛹䛸䛧䛶䚸ண⟬䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ䜑
⏕䛤䜏ᘓタᴗ⏝
䜛ఫẸ┘ᰝㄳồ䜢⾜䛳䛯䚹䛣䜜䛻ᑐ䛧䚸
ᆅ㉎ධ㈝䛻ಀ䜛ண
㙊ᕷ┘ᰝጤဨ䛿䚸ᮏ௳┘ᰝㄳồ䛿
⟬ᇳ⾜䛾ᕪṆ䜑➼
せ௳䜢‶䛯䛥䛺䛔䛸䛧䛶䚸䛣䜜䜢༷ୗ䛧
ㄳồ௳
䛯䚹
䚷ᮏ௳ッゴ䛿䚸䠴䛜䚸ᕷ㛗䛻ᑐ䛧ᮏ௳⤒
㈝䛻ಀ䜛ண⟬䛾ᇳ⾜䛾ᕪṆ䜑䜢ồ䜑
䜛䛸䛸䜒䛻䚸㙊ᕷ䛸䛾㛫䛷䚸㙊ᕷ┘
ᰝጤဨ䛜⾜䛳䛯ᮏ௳┘ᰝㄳồ䜢༷ୗ
䛩䜛䛸䛾Ỵᐃ䛾↓ຠ☜ㄆ䜢ồ䜑䜛
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தⅬ
୍㒊ㄆᐜ䞉୍㒊Რ༷䠄⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛ᙜᚓ㏉㑏ㄳồ䠅

ุᡤ䛾ุ᩿

㻠

䚷ᮏุỴ䛿䚸ᕥグྛதⅬ䛻䛴䛔䛶௨ୗ䛾䛸䛚䜚ุ♧䛧䚸䠴䛾ㄳ
ồ䜢䜋䜌ㄆᐜ䛧䛯䚹
䐟⥲ົㄢ㛗䛿䚸ᮏ௳ྛ⫋ဨ䛻ᑐ䛧䛶⫋ົච㝖䜢䛘䛯ᮇ㛫䛻
䛴䛝䚸⤥᮲䛻ᇶ䛵䛟ῶ㢠䜢䛩䜛䛣䛸䛺䛟䚸ᡤᐃ䛾⤥ཬ䜃
䚷㧗ᵳᕷ䛾⫋ဨ䛜⫋ົච㝖䜢ཷ䛡䛯
ຮᡭᙜ䛻䛴䛔䛶ᨭฟ௧䜢⾜䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸㐪ἲ䛺ᮏ௳ᢎㄆ
ୖ䚸⫋ົච㝖䜢ཷ䛡䛯ᮇ㛫䛻ᑐᛂ䛩䜛 䐟ᮏ௳⫋ົච㝖䜢ཷ䛡䛯ᮇ㛫䛻ᑐ 䜢๓ᥦ䛻䛧䛶⾜䜟䜜䛯ᨭฟ௧䛿䚸䛔䛪䜜䜒㐪ἲ䛸䛔䛖䜉䛝䛷
⤥➼䛾ᨭ⤥䜢ཷ䛡䛶䛔䛯䚹㧗ᵳᕷ䛾 ᛂ䛩䜛ῶ㢠䜢䛧䛺䛔䜎䜎⤥ཬ䜃 䛒䜛䚹
⫋ົච㝖㛫୰⤌ ఫẸ䛷䛒䜛䠴䛿䚸ᙜヱᨭ⤥䛿㐪ἲ䛷䛒 ຮᡭᙜ䜢ᨭฟ䛧䛯䛣䛸䛾㐪ἲᛶ 䐠ᮏ᮶ῶ㢠䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䛳䛯┦ᙜ㢠䛻ಀ䜛㒊ศ䛿ἲ௧ୖ䛾
ྜάືᚑ⫋ဨ䛻 䜛䛸䛧䛶ୖグ⤥➼䛾ᨭ⤥䛻䛴䛝䚸㧗 䐠ᦆᐖ୪䜃䛻ᦆኻཬ䜃ᚓ䛾Ⓨ⏕ ᰿ᣐ䜢Ḟ䛔䛯㐪ἲ䞉↓ຠ䛺䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᕷ䛿ྠ㢠䛾ᦆኻཬ䜃ᦆ
ᑐ䛩䜛⤥➼ᨭ⤥ ᵳᕷỈ㐨ᴗ⟶⌮⪅䛻ᑐ䛧Ỉ㐨ᴗ 䛾᭷↓
ᐖ䜢⿕䛳䛯䛣䛸䛻䛺䜛䚹᪉䚸ᙜᚓ䛾㏉㑏䛻䛴䛝ᜥ䜢ㄳ
ᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ ⟶⌮⪅䛻䛒䛳䛯⪅ཬ䜃⤥ᨭ⤥䛾ᑓ 䐡Ỉ㐨ᴗ⟶⌮⪅䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐ ồ䛩䜛䛻䛿䚸ᮏ௳ྛ⫋ဨ䛜ἲᚊୖ䛾ཎᅉ䛜䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻䛴䛝
௵䛾᭷↓䠄ᨾពཪ䛿㐣ኻ䛾᭷↓䠅 ᝏព䛷䛒䜛䛣䛸䜢せ䛩䜛䛸䛣䜝䚸ᮏ௳䛾ሙྜᝏព䛷䛒䛳䛯䛸ㄆ䜑
Ỵᶒ㝈䜢᭷䛧䛶䛔䛯⥲ົㄢ㛗䛻ᑐ䛧
௳
䛶䚸ཬ䜃⤥➼䛾ᨭ⤥䜢ཷ䛡䛯ᮏ௳ྛ 䐢⥲ົㄢ㛗䛾㈺ൾ㈐௵䛾᭷↓䠄ᨾ 䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛪䚸ᜥ䛾ᨭᡶㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜒䛷䛝䛺䛔䛸䛔䛖䜉
⫋ဨ䜢┦ᡭ᪉䛸䛧䛶䚸ᦆᐖ㈺ൾㄳồ➼ ពཪ䛿㐣ኻ䛾᭷↓䠅
䛝䛷䛒䜛䚹
䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯
䐡Ỉ㐨⟶⌮ᴗ⪅䛾ᣦ┘╩ୖ䛾⩏ົ㐪䛿ἲ⾜Ⅽ䛻ᙜ
䛯䜚䚸ᕷ䛻⏕䛨䛯ᦆᐖ䛻䛴䛝㈺ൾ䛩䜛㈐௵䛜䛒䜛䚹
䐢⥲ົㄢ㛗䛿䚸ᙜ⤌ྜάື䜢᭷⤥䛷䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛸䛾
ぢゎ䛜୍⯡ⓗ䛷䚸䛛䛴䚸䛭䜜䛜࿘▱䛥䜜䛶䛔䛯䛾䛷䛒䜚䚸ᑡ䛺
䛟䛸䜒㔜䛺㐣ኻ䛻䜘䜚ἲ௧䛾つᐃ䛻㐪䛧䛶㈈ົィ⾜Ⅽ䜢
⾜䛳䛯䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䛛䜙䚸ᕷ䛻⏕䛨䛯ᦆᐖ䛻䛴䛝䚸㈺ൾ
㈐௵䜢㈇䛖䚹
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ྜάືᚑ⫋ဨ䛻
ᑐ䛩䜛⤥➼ᨭ⤥
ᦆᐖ㈺ൾ➼ㄳồ
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㻡

䚷㧗ᵳᕷ䛾ᩍ⫱ጤဨົ䛾⫋ဨ䜙
䛜䚸⫋ົᑓᛕ⩏ົ䛾ච㝖䜢ཷ䛡䛯ୖ䚸
⫋ົච㝖䜢ཷ䛡䛯ᮇ㛫䛻ᑐᛂ䛩䜛⤥
➼䛾ᨭ⤥䜢ཷ䛡䛶䛔䛯䚹
䚷㧗ᵳᕷ䛾ᕷẸ䛷䛒䜛䠴䛿䚸ᙜヱᨭ⤥
䐟ᮏ௳⫋ົච㝖䜢ཷ䛡䛯ᮇ㛫䛻ᑐ
䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶ᇳ⾜ᶵ㛵䛷䛒䜛ᕷ
ᛂ䛩䜛ῶ㢠䜢䛧䛺䛔䜎䜎⤥ཬ䜃
㛗䛻ᑐ䛧䚸㧗ᵳᕷᩍ⫱ጤဨ䛾ᩍ⫱㛗
ຮᡭᙜ䜢ᨭฟ䛧䛯䛣䛸䛾㐪ἲᛶ
䠞䜢┦ᡭ᪉䛸䛧䛶䚸ἲ⾜Ⅽ䛻䜘䜛ᦆᐖ
䐠ᦆᐖ୪䜃䛻ᦆኻཬ䜃ᚓ䛾Ⓨ⏕
㈺ൾ⩏ົ䛸䛧䛶ᨭ⤥䛧䛯⤥➼┦ᙜ㢠
䛾᭷↓
ཬ䜃㐜ᘏᦆᐖ㔠䛾ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢䚸
䐡䠞䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛾᭷↓䠄ᨾព
ྠ䛨䛟⥲ົㄢ㛗䛾ᆅ䛻䛒䛳䛶ᑓỴ䛻
ཪ䛿㐣ኻ䛾᭷↓䠅
䜘䜚⤥➼䛾ᨭ⤥䜢⾜䛳䛯䠟䜢┦ᡭ᪉
䐢䠟䛾ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䛾᭷↓䠄ᨾព
䛸䛧䛶䚸ྠ㢠䛾㈺ൾ௧䜢䛩䜛䛣䛸䜢䚸
ཪ䛿㐣ኻ䛾᭷↓䠅
⤥➼䛾ᨭ⤥䜢ཷ䛡䛯ᮏ௳ྛ⫋ဨ䜢
┦ᡭ᪉䛸䛧䛶䚸ᙜᚓ㏉㑏⩏ົ䛸䛧
䛶⤥➼┦ᙜ㢠ཬ䜃䛣䜜䛻ᑐ䛩䜛ᜥ
䛾ᨭᡶㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢䚸䛭䜜䛮䜜ồ
䜑䜛ఫẸッゴ䜢ᥦ㉳䛧䛯

䛾ᴫせ

䚷ᕷ䛾ᩍ⫱ጤဨົ⫋ဨ䜙䛜䚸ົ㛫୰䛻⤌ྜάື➼䜢
⾜䛖䛻ᙜ䛯䜚䚸⫋ົᑓᛕ⩏ົ䛾ච㝖䜢ཷ䛡䛯ୖ䚸䛭䛾ච㝖䜢ཷ
䛡䛯ᮇ㛫䛻ᑐᛂ䛩䜛⤥➼䛾ᨭ⤥䜢ཷ䛡䛯䛣䛸䛿䚸㐪ἲ䛷䛒
䜚䚸ୖグ⤥➼䛾ᨭ⤥䛻䛴䛝䚸ᩍ⫱ጤဨ䛾ᩍ⫱㛗ཬ䜃ᑓỴ
ᶒ㝈䜢᭷䛧䛶䛔䛯⥲ົㄢ㛗䛻ᑐ䛧䛶ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢ㄆ䜑䜛䚹
䚷

୍㒊ㄆᐜ䞉୍㒊Რ༷
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⚟ᒸ㧗

ุᡤ

䛾ᴫせ

தⅬ
ཎุỴኚ᭦䞉୍㒊ㄆᐜ䞉୍㒊Რ༷䞉୍㒊༷ୗ

ุᡤ䛾ุ᩿

㻢

䚷ᮏ௳ᇙ❧ᴗ➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸㠃ⓗ䛺ぢ┤䛧䛜㏕䜙䜜䜛≧
ἣ䛻䛒䜚䚸⌧ᅾᙜึ䛾ィ⏬䛸䛿䛟␗䛺䛳䛯ෆᐜ䛷䚸ᅵᆅ⏝
ィ⏬䛾᰿ᮏⓗ䛺ぢ┤䛧䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛≧ἣ䛻䛒䜛䚹ᮏ௳ᇙ❧
ᴗ➼䛻ᇶ䛵䛟ᇙ❧ᕤ䜢᥎㐍䛷䛝䜛䛛䛹䛖䛛䛿Ἀ⦖ᕷ䛻䛚
䛔䛶⟇ᐃ୰䛾᪂䛯䛺ᅵᆅ⏝ィ⏬䛻⤒῭ⓗྜ⌮ᛶ䛜ㄆ䜑䜙
䚷Ἀ⦖ᕷ䛜ᥦฟ䛧䛯ᖸ₲䛾ᇙ❧ᕤ䛻
䜜䜛䛛䛹䛖䛛䛻䛛䛛䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹
ಀ䜛ィ⏬䛻䛴䛔䛶䛿䚸➨䊠༊ᇦ䛾䜏䜢
䜰䚷➨䊠༊ᇦ䛻䛴䛔䛶
ᑐ㇟䛻䛧䛶䛚䜚䚸➨䊡༊ᇦ䛿ᐇ㉁ⓗ䛻
䚷Ἀ⦖ᕷ䛿䚸ᮏ௳ᴗ䜢ぢ┤䛩ணᐃ䛷䛒䜛䛜䚸⌧ᅾᮍ䛰ㄪᰝ䞉
ⓑ⣬≧ែ䛻䛒䜛䛛䜙䚸ィ⏬䛾ᐜ䛜᫂
᳨ウ䛻䛔䛯䛳䛶䛔䛺䛔䚹䜎䛯䚸᪂䛯䛺ᅵᆅィ⏬䛻䛴䛔䛶䜒➨䊠
䜙䛛䛸䛺䛳䛶䛚䜙䛪䚸⌧ẁ㝵䛷⤒῭ⓗ
༊⏬䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛥䜙䛻䛣䛾ィ⏬䛾ᐜ䛜᫂
ྜ⌮ᛶ䛜䛒䜛䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䛸䛧䛶䚸
䜙䛛䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔⌧ẁ㝵䛻䛚䛔䛶䛿䚸䛣䜜䛻⤒῭ⓗྜ⌮ᛶ䛜
Ἀ⦖┴Ἳ℩ᖸ₲ᇙ ୖグᇙ❧ᕤᴗ➼䛻㛵䛩䜛බ㔠䛾
ᮏ௳ᇙ❧ᴗ➼䛻䛴䛔䛶⤒῭ⓗྜ
䛒䜛䛸ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛸䛔䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹
❧බ㔠ᨭฟᕪṆ➼ ᕪṆ䜑䜢ồ䜑䛯䚹䛺䛚䚸୍ᑂุỴ
⌮ᛶ䛜Ꮡ䛩䜛䛛䛹䛖䛛
䜲䚷➨䊡༊ᇦ䛻䛴䛔䛶
ㄳồ᥍ッ௳
䛷䛿Ἀ⦖┴▱䛻ᑐ䛧ᨭᡶ⩏ົ䛜⏕䛨
䚷➨䊡༊ᇦ䛻䛴䛔䛶䛭䛾ィ⏬䜢ᐇୖⓑ⣬䛻ᡠ䛧䛶䛔䜛≧ἣ
䛶䛔䜛䜒䛾䜢㝖䛟୍ษ䛾බ㔠䛾ᨭฟ䚸
䛻䛚䛔䛶䚸᪂䛯䛺ᅵᆅ⏝ィ⏬䜢๓ᥦ䛸䛧䛶ᮏ௳ᇙ❧චチཬ
ዎ⣙䛾⥾⤖ⱝ䛧䛟䛿മົ䛭䛾䛾⩏ົ
䜃ᢎㄆ䛾ኚ᭦チྍ䛜䛥䜜䜛ぢ㎸䜏䛜䛒䜛䛿䛺䛔䛸䛔䜟䛦䜛䛸
䜢㈇ᢸ䛧䛶䛿䛺䜙䛪䚸Ἀ⦖ᕷ㛗䛻ᑐ䛧
ᚓ䛺䛔䚹
䛶䜒ྠᵝ䛾᪨䜢䛨䚸୍᪉䛷䛭䛾వ䛾
䚷௨ୖ䛾䛸䛚䜚䚸୧༊ᇦ䛻䛚䛔䛶ᚋ⟇ᐃ䛥䜜䜛ணᐃ䛾ᅵᆅ
ㄳồ㒊ศ䜢Რ༷ཪ䛿ッ䛘㒊ศ䜢༷ୗ䛧
⏝ィ⏬䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䚸ᮏ௳ᇙ❧චチཬ䜃ᢎㄆ䛾ኚ᭦チྍ䛜ᚓ
䛯䚹
䜙䜜䜛ぢ㎸䜏䛜䛒䜛䛸ุ᩿䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹䛭䛖䛩䜛䛸䚸
Ἀ⦖┴▱ཬ䜃Ἀ⦖ᕷ㛗䛿䚸䛡䛸䛺䜛ἲᚊୖ䛾᰿ᣐ䛜ᚓ
䜙䜜䜛ぢ㎸䜏䛜❧䛳䛶䛔䛺䛔䛾䛻䚸ᮏ௳ᴗ➼䜢᥎㐍䛧䜘䛖䛸
䛧䛶䛔䜛䛸ホ౯䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䛛䜙ᮏ௳䛻ಀ䜛㈈ົィ⾜Ⅽ
䛿䚸ண⟬ᇳ⾜䛾㔞ᶒ䜢㐓⬺䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶䚸㐪ἲ䛺䜒䛾䛸䛔䛖
䜉䛝䛷䛒䜛䚹
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ᶓᆅ

Ỉᡞᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

தⅬ
ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻣

䚷ᖹሯᕷ䛾ఫẸ䛷䛒䜛ཎ࿌䠴䛜䚸ᖹሯ
ᕷᩍ⫱ጤဨ䛻䜘䛳䛶௵䛥䜜䛯ᖹሯ
ᕷ༤≀㤋䛾༤≀㤋༠㆟ጤဨ䠎ྡ䛻
䛴䛝䚸ጤဨ䜙䛿䛂Ꮫ㆑⤒㦂䛾䛒䜛⪅䛃䛻
䐟┘ᰝㄳồ๓⨨䛾᭷↓䛻䛴䛔䛶
༤≀㤋༠㆟ጤဨ ヱᙜ䛫䛪༤≀㤋༠㆟ጤဨ䛻䛺䜛䛣䛸
䐠ᙜヱ⫋ဨ䛾⾜Ⅽ⮬య䛜㈈ົ
ሗ㓘䛾ᨭ⤥䛜㐪ἲ 䛿䛷䛝䛺䛔䛛䜙䚸ጤဨ䜙䛻ᑐ䛩䜛༤≀
ィἲつୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛩䜛㐪ἲ䛺
䛷䛒䜛䛸䛩䜛ఫẸ 㤋༠㆟ጤဨ䛸䛧䛶䛾ሗ㓘䛾ᨭ⤥䛿㐪
䜒䛾䛛ྰ䛛
ッゴ௳
ἲ䛺බ㔠䛾ᨭฟ䛻ᙜ䛯䜚䚸ጤဨ䜙䛾ሗ
㓘䛾ྲྀᚓ䛿ᙜᚓ䛻ᙜ䛯䜛䛸ᙇ䛧
䛶䚸⿕࿌䛻ᑐ䛧䚸ጤဨ䜙䛻ᨭᡶ䛳䛯ሗ㓘
┦ᙜ㢠䜢ᙜᚓ䛸䛧䛶㏉㑏ㄳồ䛩䜛
䜘䛖ồ䜑䛯

䚷ᮏ௳䛾䜘䛖䛺ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䠐ྕ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵
䛟ᙜヱ⾜Ⅽ䛾┦ᡭ᪉䛻ᑐ䛩䜛ᙜᚓ㏉㑏ㄳồ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛
䛯䜑䛻䛿䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒䚸ཎᅉ⾜Ⅽ䜢๓ᥦ䛸䛧䛶䛥䜜䛯ᙜヱ⫋ဨ䛾
⾜Ⅽ⮬య䛜㈈ົィἲつୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛩䜛㐪ἲ䛺䜒䛾䛷䛒
䜛䛣䛸䛜๓ᥦ䛸䛺䜛䛸ゎ䛩䜛䛾䛜┦ᙜ䛷䛒䜛䚹
䚷䛭䛾ୖ䛷䚸ᩍ⫱ጤဨ䛜䛧䛯Ꮫᰯ䛭䛾䛾ᩍ⫱ᶵ㛵䛾⫋ဨ
䛾௵ච䛭䛾䛾ே䛻㛵䛩䜛ฎศ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୖグฎศ䛜ⴭ
䛧䛟ྜ⌮ᛶ䜢Ḟ䛝䛭䛾䛯䜑䛣䜜䛻ண⟬ᇳ⾜䛾㐺ṇ☜ಖ䛾ぢᆅ
䛛䜙┳㐣䛧䛘䛺䛔⍗⑅䛾Ꮡ䛩䜛ሙྜ䛷䛺䛔㝈䜚䚸ୖグฎศ䜢ᑛ
㔜䛧䛭䛾ෆᐜ䛻ᛂ䛨䛯㈈ົィୖ䛾ᥐ⨨䜢᥇䜛䜉䛝⩏ົ䛜䛒
䜚䚸䛣䜜䜢ᣄ䜐䛣䛸䛿チ䛥䜜䛺䛔䛸ゎ䛩䜛䛾䛜┦ᙜ䛷䛒䜚䚸ᅇ
䛾ሙྜ䚸ጤဨ䜙䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘䛾ᨭ⤥䛜䚸ᕷ䛻䛚䛔䛶䛭䛾⫋ົ
ୖ㈇ᢸ䛩䜛㈈ົィἲつୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛧䛶䛥䜜䛯㐪ἲ䛺䜒
䛾䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛸䛧䛶䚸ཎ࿌䛾ㄳồ䜢Რ༷䛧䛯䚹

ㄳồᲠ༷

䚷㏵ᇶ‽䛻㐺ྜ䛩䜛䛛ྰ䛛䛾ุ᩿䛿䚸➨୍ḟⓗ䛻䛿ᐇ㝿䛻
ᨻົㄪᰝ㈝䜢ᨭฟ䛩䜛㆟ဨ䛾Ⰻ㆑䛻䜖䛰䛽䜙䜜䛶䛚䜚䚸㆟ဨ
䛻ᗈ⠊䛺㔞䛜ㄆ䜑䜙䜜䚸㏵ᇶ‽䛻↷䜙䛧䛶᫂䜙䛛䛻ᚲせ
䚷ᕷ㆟㆟ဨ䛾ᾏእどᐹ䛻ಀ䜛ᨻົ
ᛶ䚸ྜ⌮ᛶ䜢Ḟ䛟ᨭฟ䛿䚸㔞䛾⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶
ㄪᰝ㈝䛾ᨭฟ䛜㐪ἲ䞉↓ຠ䛷䛒䜛䛯
ᮏ௳ᨭฟ䛜ᕷ䛾᮲䚸つ๎䛷ᐃ䜑 ㏵ᇶ‽䛻㐪䛩䜛䛜䚸䛭䛾ุ᩿䛿䚸ㄪᰝ┠ⓗ䛸ᕷᨻ➼䛸䛾㛵
ᾏእどᐹ䛻క䛖ᨻ
䜑䚸ᕷ䛿ྛ㆟ဨ䛻ᑐ䛧ᙜᚓ㏉㑏ㄳ
䜛ᨻົㄪᰝ㈝䛻㛵䛩䜛㏵ᇶ‽䛻 㐃ᛶ䚸ㄪᰝάື䛾ලయⓗෆᐜ䚸ᨭฟ䛥䜜䛯ᨻົㄪᰝ㈝䛾㈝┠
ົㄪᰝ㈝㏉㑏ㄳồ
ồ䜢䛩䜉䛝䛷䛒䜛䛾䛻䚸䛣䜜䜢ᛰ䛳䛶䛔
ཬ䜃㢠䛺䛹⥲ྜⓗ䛻⪃៖䛧䛶⾜䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㐪䛧䛶䛔䜛䛛ྰ䛛
௳
䜛䛸ᙇ䛧䛶䚸ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䛭䛾ㄳồ䜢䛩
䚷䛭䛾ୖ䛷䚸䐳ᮏ௳どᐹ䛾┠ⓗ䛸ᕷᨻ䛸䛾㛵㐃ᛶ䚸䐴ᮏ௳どᐹ
䜛䜘䛖ồ䜑䛯
䛾ලయⓗෆᐜ䚸䐵ᨭฟ䛥䜜䛯ᨻົㄪᰝ㈝䛾㈝┠ཬ䜃㢠➼䚸ᮏ
௳䛾ලయⓗ䜢⥲ྜ䛧䚸ᮏ௳㆟ဨ䜙䛜ᮏ௳どᐹ䛾㈝⏝䜢ᨻ
ົㄪᰝ㈝䛛䜙ᨭฟ䛧䛯䛣䛸䛿㏵ᇶ‽䛻↷䜙䛧䛶᫂䜙䛛䛻ᚲせ
ᛶ䞉ྜ⌮ᛶ䜢Ḟ䛟䛸䛿䛔䛘䛪䚸㔞䛾㐓⬺䛜䛒䛳䛯䛸䛿ㄆ䜑䜙
䜜䛺䛔䛸䛧䛶䚸ཎ࿌䛾ㄳồ䜢Რ༷䛧䛯䚹
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தⅬ

ཎุỴ୍㒊ྲྀᾘ䞉Რ༷

䚷ཎ࿌䛾䛧䛯┘ᰝㄳồ䛿䚸୍ᐃ䛾ᮇ㛫䛻䜟䛯䜛⾜Ⅽ䜢ໟᣓ䛧
䛶䚸䛣䜜䜢ලయⓗ䛻≉ᐃ䛩䜛䛣䛸䛺䛟䚸┘ᰝጤဨ䛻┘ᰝ䜢ồ䜑䜛
䜒䛾䛷䛒䜚䚸ㄳồ䛾≉ᐃ䜢Ḟ䛟㐺ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸ᮏ௳ッ
䛘䛿㐺ἲ䛺┘ᰝㄳồ䜢⤒䛯䜒䛾䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸㐺ἲ䛷
䛒䜛䚹

ッ䛘༷ୗ

ุᡤ䛾ุ᩿

㻤

䚷㠀ᖖ䛾ᮏ௳ጤဨ䜙䛻䛴䛝᭶㢠ሗ㓘ไ䜢᥇⏝䛧䛶䛔䜛ᮏ௳
つᐃ䛻ಀ䜛㆟䛾ุ᩿䛜㔞䛾⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䛶㐪ἲ䛷䛺䛔䛛
䛹䛖䛛䛿䚸⌧ᅾ䛾♫ໃ䛾䛝䛺ኚ䜢๓ᥦ䛸䛧䛴䛴䚸ᙜヱ
䚷㈡┴䛜᮲䛻䛚䛔䛶䚸ᮏ௳ປാጤ
⫋ົ䛾ෆᐜ䞉ᛶ㉁䜔ົែᵝ䚸ᆅ᪉䛾ᐇ➼䛻↷䜙䛧䚸ἲ䠎䠌
ဨ䚸⏝ጤဨ䚸㑅ᣲ⟶⌮ጤဨ䛾
䠏᮲䛾䠎➨䠎㡯ᮏᩥ䛾᪥㢠ሗ㓘ไ䛾ཎ๎䛻䜘䜙䛪䛻᭶㢠ሗ㓘
ጤဨ䜙䛻ᑐ䛧䚸୍ᐃ㢠䛾᭶㢠ሗ㓘䜢ᨭ
ᮏ௳つᐃ䛻ᇶ䛔䛶ᮏ௳ጤဨ䜙䛻ᑐ ไ䜢䛸䜛䛾䜢┦ᙜ䛸䛩䜛䜘䛖䛺≉ู䛺䛜䛒䜛䛛䛹䛖䛛䜢᳨
┴ປാጤဨ➼ጤ ⤥䛩䜛᪨䜢ᐃ䜑䚸䛣䜜䛻ᇶ䛔䛶᭶㢠ሗ
䛧䛶᭶㢠ሗ㓘䜢ᨭ⤥䛩䜛䛣䛸䛜ἲ䠎 ウ䛧䚸䜒䛳䛶ᮏ௳つᐃ䛜ྠ᮲ྠ㡯䛾ཎ๎䛻▩┪ゐ䛧䛶ⴭ䛧䛟
ဨ᭶㢠ሗ㓘ᨭฟᕪ 㓘䜢ᨭ⤥䛧䛶䛝䛯䛜䚸䛣䛾䜘䛖䛺᭶㢠ሗ
䠌䠏᮲䛾䠎➨䠎㡯➼䛻㐪䛩䜛䛛ྰ ጇᙜᛶ䜢Ḟ䛟≧ែ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚸䛭䛧䛶䛭䛾䜘䛖䛺≧ែ䛜┦
Ṇㄳồ᥍ッ௳ 㓘䛿ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠌䠏᮲䛾䠎➨䠎㡯䛻㐪
ᙜᮇ㛫ෆ䛻ṇ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛘䜛䛛䛹䛖䛛䛻䜘䛳䛶䛣䜜䜢
䛛䚹
䛩䜛㐪ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ᮏ௳ጤ
Ỵ䛩䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䚹䛭䛧䛶䚸䛭䜜䜙䛜⫯ᐃ䛥䜜䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᮏ
ဨ䜙䛻ᑐ䛩䜛᭶㢠ሗ㓘ᨭฟ䛾ᕪṆ䜑䜢
௳つᐃ䛿䚸㔞䛾⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶䚸ἲ䠎䠌䠏᮲䛾䠎➨
ồ䜑䛯
䠎㡯䛻㐪䛧㐪ἲ䚸↓ຠ䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷䛣䛾ุ♧䛻ᚑ䛳䛶ᮏ௳ጤဨ䜙䛾ົᐇែ䜢ヲ⣽䛻ㄆᐃ䛧䚸㑅
ᣲ⟶⌮ጤဨጤဨ㛗䜢䛾䛮䛟ᮏ௳ጤဨ䜙䛻䛴䛔䛶䛿䚸᭶㢠ሗ
㓘ไ䜢䛸䜛䛾䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛧䚸㑅ᣲ⟶⌮ጤဨጤဨ㛗䛻䛴䛔䛶
䛿᭶㢠ሗ㓘ไ䜢䛸䜛䛾䛿㐺ἲ䛸ุ᩿䛧䛶䛔䜛䚹

䚷ᶓᕷ䛜䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠍䠌䠌᮲䠍䠏㡯
ཬ䜃ᶓᕷᨻົㄪᰝ㈝䛾䛻㛵
䛩䜛᮲䛻ᇶ䛵䛝䚸䠓䛴䛾ὴ䛻ᑐ䛧
䛶䛧䛯ᖹᡂ䠍䠓ᖺᗘ䛾ᨻົㄪᰝ㈝
䐟┘ᰝㄳồ๓⨨䛾᭷↓
ᨻົㄪᰝ㈝ᙜ
䛻䛴䛝䚸ྛὴ䛻┠ⓗእᨭฟ䛜䛒䜚䚸
䐠ᨻົㄪᰝ㈝䛾┠ⓗእᨭฟ䛾᭷
ᚓ㏉㑏ㄳồఫẸッ
ᶓᕷ䛿ὴ䛻ᑐ䛧ᙜᚓ㏉㑏ㄳ
↓
ゴ௳
ồᶒ䜢᭷䛩䜛䛸䛧䛶䚸ᶓᕷ䛾ఫẸ䛷
䛒䜛ཎ࿌䛜ᕷ䛻ᑐ䛧䚸ྛὴ䛻ᙜ
ᚓ㏉㑏䛾ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛶䛔䜛
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㻝㻠

㻝㻟

㻭㻙㻝

㻭㻙㻝

ศ㢮

㻴㻞㻞㻚㻡㻚㻞㻤

㻴㻞㻞㻚㻡㻚㻞㻝

᪥

Ỉᡞᆅ

㜰ᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

தⅬ
୍㒊༷ୗ䚸䛭䛾Რ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻥

䐟ᱜᕝᕷ䛾ఫẸ䜙䛜䚸ᕷ㆟㆟ဨ䛜
ཧຍ䛧䛯どᐹ◊ಟ᪑⾜䛜 Ἠ䛻ᐟἩ䛧
䛯䜒䛾䛷බົ䛾䛯䜑䛾᪑⾜䛸䛿䛔䛘䛺
䐟᪑㈝䛾ᨭฟ䛾㐪ἲᛶ䛾᭷↓
䛔䛛䜙䚸䛭䛾᪑㈝䛾ᨭฟ䛜㐪ἲ䛷䛒
බ㔠㐪ἲᨭฟ㔠㏉
䐠ᕷ㛗㝿㈝䛾ᨭฟ䛾㐪ἲᛶ䛾
䜛䚹
㑏ㄳồ௳
䐠ᕷ㛗㝿㈝䛜ᕷ㛗䛾⚾ⓗάື䛾䛯 ᭷↓
䜑䛻ᨭฟ䛥䜜䛯㐪ἲ䛺බ㔠䛾ᨭฟ䛻䛒
䛯䜛䚹
䛸䛭䜜䛮䜜ᙇ䛧䛯

䐟どᐹ◊ಟ᪑⾜䛾ᐟἩᆅ䛿䚸ᖐ㊰䛸䛿ᑐ᪉ྥ䛾 Ἠᆅ䛷
䛒䛳䛶䚸ྜ⌮ⓗ䛺⤒㊰䜢ᖜ䛻㐓⬺䛧䛶䛚䜚䚸䜎䛯䚸ᐟἩ䛧䛯䝩
䝔䝹䞉⩣᪥䛻䛚䛔䛶◊ಟ᪑⾜䛾┠ⓗ䛻㛵㐃䛩䜛ウ㆟䚸どᐹ䛜
⾜䜟䜜䛯䛣䛸䛜ఱ䜙䛖䛛䛜䜟䜜䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ᐟἩ䛸⩣᪥䛾⾜
⛬䛿㆟ဨ䛻䛸䛳䛶ᚲせᛶ䜢ㄆ䜑䜙䜜䛪䚸䛣䛾㒊ศ䛾᪑㈝䛿䚸㆟
ဨ䛸䛧䛶䛾⫋ົ䛷䛒䜛䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䛾䛷䚸ᱜᕝᕷ㛗䛿ᐟἩ䛧䛯
㆟ဨ㻣ྡ䛻ᑐ䛧䚸ྛ㻝㻣㻢㻜㻜䛾ᙜᚓ㏉㑏ㄳồᶒ䛾⾜䜢
⩏ົ䛡䜙䜜䜛䚹
䐠ᕷ䛜ᐃ䜑䜛ᕷ㛗㝿㈝ᨭฟᇶ‽䛜䚸䛭䛾ᨭฟෆᐜ䚸ᨭฟ㔠
㢠䛛䜙䚸┦ᡭ᪉䛸䛾ዲ䚸ಙ㢗㛵ಀ䜢ᅗ䜛┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䛸ᐈ
ほⓗ䛻䜏䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛧䚸♫㏻ᛕୖ♩䛾
⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛸䛣䜝䚸ྛ㝿䛜ᮏ௳
ᇶ‽䛻౫ᣐ䛧䛶䛔䜛䛛䚸ᇶ‽䛻౫䜙䛺䛔ᨭฟ䛻䛴䛔䛶䜒ᐇ㉁ⓗ
䛻䜏䜜䜀ᇶ‽䜢㐓⬺䛧䛯䜒䛾䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚹

୍㒊ㄆᐜ

䐟ᮏ௳ッ䛘䛻䛒䛯䜚䛺䛥䜜䛯ఫẸ┘ᰝㄳồ䛿䚸ᕤ䛻䜘䜚Ⓨ⏕
䛧䛯⏘ᴗᗫᲠ≀䛾㐠ᦙ䚸ฎศ䛸䛔䛖䚸䛭䛾⣙༙ᖺ๓䛻䛺䛥䜜䛯
ఫẸ┘ᰝㄳồ䛻䛚䛔䛶ၥ㢟䛸䛥䜜䛯ᐇ䛸♫⤒῭ⓗ䛻ྠ୍
䚷㜰ᕷ䛜Ⓨὀ䛧䛯୰ኸ༺ᕷሙᘓタ
䛾ᐇ䜢ᇶ♏䛸䛧䛶䚸䛣䜜䛻㛵䛩䜛ᩥ᭩䛾ෆᐜ䛜ᐇែ䛸␗䛺䛳
ᕤ䛻䛚䛔䛶䚸ୖᒇゎయᚋ䛾䝁䞁䜽
䝸䞊䝖䜺䝷䛜᭷౯≀䛸䛧䛶ฎ⌮䛥䜜䛶䛔 䐟ᮏ௳ッ䛘䛜ฟッᮇ㛫䜢ᚐ㐣䛧䛯 䛶䛔䛯䛣䛸䛻䜘䜚㜰ᕷ䛜᭷䛩䜉䛝ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾⾜䛻
䛴䛝㐺ษ䛺ᥐ⨨䜢່࿌䛩䜛䜘䛖ㄳồ䛩䜛㊃᪨䛷䛒䜛䛸䛔䛖䜉䛝
༺ᕷሙᘓタᕤ 䛯䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸⏘ᴗᗫᲠ≀䛸䛧䛶 㐺ἲ䛺䜒䛾䛜䛒䜛䛛ྰ䛛
䛻ಀ䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳ ฎ⌮䛥䜜䛯᪨䛾ᯫ✵䛾⏘ᴗᗫᲠ≀⟶ 䐠䝁䞁䜽䝸䞊䝖䜺䝷䛜᭷౯≀䛸䛧䛶 䛷䛒䜛䛛䜙䚸ཎ࿌䛾䛖䛱➨䠍ḟ┘ᰝㄳồ䜢䛧䛯䠒ྡ䛾ฟッᮇ㛫
ồఫẸッゴ௳ ⌮⚊䛜సᡂ䛥䜜䚸㐣䛺ᕤ௦㔠䛜ᨭ 㐠ᦙ䛥䜜䛯䛛ྰ䛛䠄⟶⌮⚊䛜ᯫ✵ 䛿➨䠍ḟ┘ᰝㄳồ䛻ᑐ䛩䜛┘ᰝ⤖ᯝ䛾㏻▱䜢㉳⟬Ⅼ䛸䛩䜉䛝
䛷䛒䜛䛛䜙䚸䠒ྡ䛾ッ䛘䛿ฟッᮇ㛫䜢ᚐ㐣䛧䛯㐺ἲ䛺䜒䛾䛷
ᡶ䜟䜜䛶䛔䛯䛸䛧䚸ཎ࿌ఫẸ䜙䛜䚸㼅ᕷ ཪ䛿ഇ䛛䛹䛖䛛䠅
䛒䜛䚹
㛗䛻ᑐ䛧䚸ᘓタ♫ཬ䜃タィົᡤ䛻
䐠䝁䞁䜽䝸䞊䝖䜺䝷䛿ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲ㻞᮲㻝㡯ཬ䜃ྠ⾜௧㻞᮲㻥
ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯
ྕ䛻䛔䛖䛂せ≀䛃䛻ᙜ䛯䜚䚸⏘ᴗᗫᲠ≀䛷䛒䛳䛯䛸ㄆ䜑䜙䜜䚸
⟶⌮⚊䛜ᯫ✵ཪ䛿ഇ䛷䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸䜎䛯䚸ᮏ
௳䜺䝷䛜᭷ൾ䛷ㆡΏ䛥䜜䛯䛸ㄆ䜑䜛䛻㊊䜚䜛ドᣐ䜒䛺䛔䛛䜙䚸
ཎ࿌䛾ㄳồ䛻⌮⏤䛿䛺䛔䚹
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㻝㻢

㻝㻡

㻭㻙㻝

㻭㻙㻝

ศ㢮

㻴㻞㻞㻚㻣㻚㻝㻡

㻴㻞㻞㻚㻣㻚㻣

᪥

䛾ᴫせ

தⅬ
ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

୍㒊༷ୗ䚸䛭䛾Რ༷

䚷ᨻົㄪᰝ㈝䛾㏵ᇶ‽䛸䛧䛶ᗈሗ㈝䜢ᥖ䛢䛶䛔䜛䛣䛸䛿䚸ㄪ
䚷☾⏫㆟㆟ဨ䛜ᗈሗ㈝䜢ᨻົㄪ
ᰝ◊✲άື䚸㆟άື➼䜢⏫Ẹ䛻▱䜙䛫䜛䛣䛸䛿⏫ᨻ䛻ᑐ䛩
ᰝ㈝䛾ᨭฟ䛻䛒䛶䛯䛣䛸䛿ᨻົㄪᰝ㈝
䜛⏫Ẹ䛾ពᛮ䜢ⓗ☜䛻㞟䚸ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛾๓ᥦ䛸䛧䛶ព⩏䜢
ᨻົㄪᰝ㈝䛾㏉㑏 䛾ᨭฟ䛸䛧䛶ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䛛䜙䚸⏫Ẹ ᮏ௳ᗈሗ㈝䛾ᨭฟ䛜䚸ᨻົㄪᰝ㈝
᭷䛩䜛䛛䜙䚸ᨻົㄪᰝ㈝䛾ෆᐜ䞉┠ⓗ䛻↷䜙䛧䛶ྜ⌮ᛶ䜢᭷䛩
௦ㄳồ௳
䛜⿕࿌☾⏫㛗䛻ᑐ䛧ྠ㆟ဨ䛻ᙜ 䛾㏵ᇶ‽䛻ྜ⮴䛩䜛䛛ྰ䛛
䜛䚹
ᚓ㏉㑏ㄳồ䜢⾜䛩䜛䜘䛖ồ䜑䛯
䚷⏫㆟㆟ဨ䛾άືሗ࿌䛿䚸䛭䛾༙䛜⏫ᨻ䛻㛵䛩䜛ᨻ⟇➼

䜔䛭䛾ၥ㢟Ⅼ䜔䚸㆟ဨ䛾㆟άື䜢⏫Ẹ䛻▱䜙䛫䜛ෆᐜ䛸
䛺䛳䛶䛔䜛䛸䛧䛶䚸㏵ᇶ‽䛸䛧䛶ᐃ䜑䜛ᗈሗ㈝䛻ྜ⮴䛩䜛䛸䛧
䛯䚹

௳ྡ

㻝㻜

䐟㼄䜙䛿䚸ఫẸ┘ᰝㄳồ䛻䛚䛔䛶䚸ྛጤဨ䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘䛾ᨭ⤥
䛸䛔䛖㈈ົィ⾜Ⅽ䜢ᑐ㇟䛸䛧䚸㐪ἲ⏤䜢ලయⓗ䛻ᣦ䛧䛶
䛔䜛䛛䜙䚸㐺ἲ䛺ఫẸ┘ᰝㄳồ䛸䛔䛘䜛䚹ᮏ௳ッ䛘䛿䚸ྛጤဨ
䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘ᨭ⤥䛻ಀ䜛ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ➼䛾ᕪṆ䜢ồ䜑䜛䜒䛾
䚷ఫẸ㼄䜙䛜䚸ྛ⾜ᨻጤဨጤဨ䛻᭶
䛷䚸ఫẸッゴ䛻䛒䛯䜛䚹䛧䛛䛧䚸ᙜヱ㈈ົィ⾜Ⅽ䜢ጤ௵䛧䛶
㢠ሗ㓘䜢ᨭ⤥䛩䜛᪨䜢ᐃ䜑䜛ឡ▱┴᮲ 䐟ᮏ௳ッ䛘䛜䚸㐺ἲ䛺ఫẸ┘ᰝㄳ
䛔䜛ሙྜ䛻䛿䚸ཷ௵⪅䜢⿕࿌䛸䛩䜉䛝䛷䚸ᮏ௳䛷䛿┴㈈ົつ๎
┴ປാጤဨ➼ጤ 䛾つᐃ䛿⮬ἲ䠎䠌䠏᮲䛾㻞➼䛻䛧 ồ䜢⤒䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛛䚸䜎䛯䚸⮬
䛻䜘䜚ᩍ⫱㛗➼䛻ሗ㓘ᨭฟ䛻㛵䛩䜛ᶒ㝈䛜㼅䛛䜙ጤ௵䛥䜜䛶䛔
ྡྂᒇᆅ ဨ᭶㢠ሗ㓘ᨭฟᕪ ↓ຠ䛷䛒䜛䛸䛧䚸┴▱㼅䜢⿕࿌䛸䛧䛶䚸 ἲ䛻つᐃ䛩䜛ఫẸッゴ䛻ᙜ䛯䜛䛛
䜛䛛䜙䚸ᮏ௳ッ䛘䛾䛖䛱䛭䛾㒊ศ䛻䛴䛔䛶䛿㼅䛻⿕࿌㐺᱁䛿䛺
Ṇㄳồ㛫
ྛጤဨጤဨ䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘䜢ᨭ⤥䛩 ྰ䛛
䛟䚸㐺ἲ䛷䛒䜛䚹
䜛䛯䜑䛾ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽཬ䜃ᨭฟ௧ 䐠┴᮲䛾つᐃ䛾㐺ἲᛶ
䐠⮬ἲ㻞㻜㻟᮲䛾㻞➨㻝㡯䛻つᐃ䛩䜛⫋ဨ䛻䛴䛔䛶䚸䛔䛛䛺䜛
䛾ᕪṆ䜢ồ䜑䛯
ሙྜ䛻᪥㢠ไ௨እ䛾᪉ἲ䛻䜘䜛ሗ㓘䜢ᨭ⤥䛩䜛䛛䛿䚸᮲ไ
ᐃᶒ䜢ᣢ䛴㆟䛾ᗈ⠊䛺㔞䛻䜖䛰䛽䜙䜜䛶䛔䜛䛸ゎ䛩䜛䛾
䛜┦ᙜ䛷䛒䜚䚸ᮏ௳䛷ၥ㢟䛻䛺䛳䛶䛔䜛⏝ጤဨ➼䛾ྛጤ
ဨ䛾⫋ົ㔞䜢ົ᪥ᩘ䛾䜏䛻䜘䛳䛶㔞䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔㠃䛜䛒
䜛䛛䜙䚸᭶㢠ไ䜢᥇⏝䛧䛯䛣䛸䛜䚸㆟䛻䛘䜙䜜䛯㔞ᶒ䛾
⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䜎䛯䛿䛣䜜䜢℃⏝䛧䛯䜒䛾䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚹
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㻭㻙㻝
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㻴㻞㻞㻚㻤㻚㻝㻤
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㻴㻞㻞㻚㻣㻚㻞㻞

᪥

௳ྡ

䛾ᴫせ

தⅬ
ཎุỴ◚Რ䚸ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㜰ᆅ

ᶓᆅ

䚷ఫẸ㼄䛜䚸㧗ᵳᕷ䛾⾲ᙲ᮲䛻᰿ᣐ
䛾䛺䛔䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᑓỴᶒ⪅䛷
䛒䛳䛯ᕷ㛗බᐊ㛗㻮䛾Ỵ䛻ᇶ䛵䛝㉗
࿊䜢Ỵᐃ䛧䚸㈹≧䛾➹⪔ᩱ䜢ᨭฟ䛧䚸䛥
㈹≧㉗࿊䛻క䛖➹
䜙䛻䚸ᕷ㛗㻭䛜㉗࿊䛩䜛䛯䜑䛻බ⏝㌴
⪔ᩱ➼ᨭฟᦆᐖ㈺
㐠㌿ᡭ䛻ṧᴗ䛥䛫䚸ᑓỴᶒ⪅䛷䛒䜛ே
ൾㄳồఫẸッゴ
ㄢ㛗䛾Ỵ䛻ᇶ䛵䛔䛶㛫እᡭᙜ
௳
䜢ᨭฟ䛧䛯䛾䛿䚸㈈ົィἲつ䛻㐪
䛩䜛㐪ἲ䛺ᨭฟ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸㻭ཬ䜃㻮
䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑
䛯

㻝㻝

㻮䛻ᑐ䛩䜛㈺ൾ௧䜢ồ䜑䜛㒊ศ
䛾㐺ἲᛶ䚸➹⪔౫㢗ዎ⣙䛾⥾⤖⾜
Ⅽ䛜㈈ົィἲつ䛻㐪䛩䜛䛛䚸
㻭䛾ᨾពཪ䛿㐣ኻ䚸㻮䛾ᨾពཪ䛿
䠄㔜䠅㐣ኻ䛾᭷↓䚸ᕷ䛾ᦆᐖ䛾᭷↓
ཬ䜃㢠

䚷ᕝᓮᕷሗ㓘ཬ䜃㈝⏝ᘚൾ㢠୪䜃䛻
䛭䛾ᨭ⤥᮲䛜ᐃ䜑䜛䚸ᕝᓮᕷ㑅ᣲ⟶
ᮏ௳᭶㢠ሗ㓘᮲㡯䛜䚸⮬ἲ㻞㻜㻟
᭶㢠ሗ㓘ᨭᡶᕪṆ
⌮ጤဨ䛾ጤဨ㛗➼䛾ྛ᭶㢠ሗ㓘᮲
᮲䛾㻞➨㻞㡯䛻䛧㐪ἲ䛷䛒䜛䛛ྰ
䜑ㄳồఫẸッゴ
㡯䛿⮬ἲ㻞㻜㻟᮲䛾㻞➨㻞㡯䛻䛧䛶↓
䛛
௳
ຠ䛷䛒䜚䚸ሗ㓘䛾ᨭฟ䛾ᕪ䛧Ṇ䜑䜢ồ
䜑䛯ఫẸッゴ䛾

䚷ᮏ௳➹⪔౫㢗ዎ⣙䛾⥾⤖䛻ಀ䜛ᑓỴᶒ㝈䜢᭷䛩䜛䛾䛿⛎᭩
ㄢ㛗䛷䛒䜚䚸ᕷ㛗බᐊ㛗䛿⮬ἲ㻞㻠㻟᮲䛾㻞➨㻝㡯䛾⫋ဨ䛻ヱ
ᙜ䛧䛺䛔䛯䜑䚸ᮏ௳ッ䛘䛾䛖䛱㻮䛻ᑐ䛩䜛㈺ൾ௧䜢ồ䜑䜛㒊
ศ䛿㐺ἲ䛷䛒䜛䚹
䚷ᮏ௳㈹≧䛾㉗࿊䛿⾲ᙲ᮲䛾㊃᪨䛻䛩䜛䜒䛾䛸䛿䛔䛘
䛪䚸䛣䜜䛻ᇶ䛵䛔䛶⾜䜟䜜䛯➹⪔౫㢗ዎ⣙䛾⥾⤖⾜Ⅽ䛿㈈ົ
ィἲつ䛻㐪䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸㐺ἲ䛷䛒䜚䚸㛫እᡭᙜ䛾
ᨭ⤥䛻䛴䛔䛶䜒㈹≧㉗࿊䛿㐺ἲ䛷䛒䜛䛛䜙䚸䛣䜜䛸㛵㐃䛧䛶⾜
䜟䜜䛯㛫እᡭᙜ䛾ᨭฟ䛿㐪ἲ䛸䛿䛺䜚ᚓ䛺䛔䚹

୍㒊༷ୗ䚸䛭䛾Რ༷

䚷ᕷ㑅ᣲ⟶⌮ጤဨጤဨ㛗䛾⫋ົෆᐜ䚸⩏ົཬ䜃㌟ศୖ䛾ไ
⣙䛾㔜䛥䛻↷䜙䛧䚸᭶㢠ሗ㓘ไ䜢᥇⏝䛩䜛䛣䛸䛜ྜ⌮䛷䛒䜛
䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸䜎䛯䚸ྠጤဨ㛗䛻ᑐ䛩䜛ሗ㓘㢠䛜㠀ᖖ
ᅜᐙබົဨ᪥㢠⤥ୖ㝈㢠䛸䛾ẚ㍑䛻䛚䛔䛶ᙜᙜ䛾ၥ㢟
䛿䛒䜚䛖䜛䛸䛧䛶䜒䚸䛭䜜䛜㐪ἲ䛸ホ౯䛥䜜䜛䜋䛹ྜ⌮䛺⛬ᗘ
䛻㧗㢠䛷䛒䜛䛸䜎䛷䛿䛔䛘䛺䛔䚹

ㄳồᲠ༷

䚷⚄♫䛾㙠ᗙ䠎䠍䠌䠌ᖺ䜢グᛕ䛩䜛⚍䛻ಀ䜛ㅖᴗ䛾ዊ㈶䜢
┠ⓗ䛸䛩䜛ᅋయ䛾Ⓨᘧ䛻ᆅඖ䛾ᕷ㛗䛜ฟᖍ䛧䛶⚃㎡䜢㏙䜉
䚷ⓑᒣᕷ㛗䛜ྠᕷ䛾⫋ဨ䜢ྠ⾜䛥䛫ᮏ
䛯⾜Ⅽ䛿䚸ᆅඖ䛻䛸䛳䛶䚸ୖグ⚄♫䛜㔜せ䛺ほග㈨※䛸䛧䛶䛾
௳⚍䛾ዊ㈶Ⓨᘧ䛻ฟᖍ䛧ᕷ㛗
ഃ㠃䜢᭷䛧䚸ୖグ⚍䛜ほගୖ㔜せ䛺ពྜ䛔䜢᭷䛩䜛⾜
䛸䛧䛶⚃㎡䜢㏙䜉䛯䛸䛣䜝䚸ⓑᒣᕷ䛾ఫ
䛷䛒䛳䛯䛣䛸䚸ୖグᅋయ䛿ୖグពྜ䛔䜢䜒᭷䛩䜛⾜䛸䛧䛶
ᕷ㛗䛾⚄♫㛵㐃⾜ Ẹ䛷䛒䜛䠴䛜䚸ୖグ⾜Ⅽ䛿䚸ᨻᩍศ㞳 ᕷ㛗䛾ᮏ௳Ⓨᘧ䛻ฟᖍ䛧䛶⚃㎡
䛾⚍䛻ಀ䜛ㅖᴗ䛾ዊ㈶䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䜒䛾䛷䚸䛭䛾ᴗ⮬
᭱㧗䠄㻝ᑠ䠅 ฟᖍ䛻ಀ䜛ఫẸ ཎ๎䛻㐪䛧㐪᠇䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛻క䛖බ 䜢㏙䜉䛯⾜Ⅽ䛾୍⯡䛾♩ⓗ䛺⚃
య䛜ほග⯆ⓗ䛺ព⩏䜢┦ᛂ䛻᭷䛧䛶䛔䛯䛣䛸䚸ୖグⓎᘧ
ッゴ௳
㔠ᨭฟ䛿㐪᠇䞉㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ྠᕷ ㎡䛾⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䛶䛔䛯䛛ྰ䛛
䛿䚸ᕷෆ䛾୍⯡䛾タ䛷⾜䜟䜜䚸䛭䛾ᘧḟ➨䛿୍⯡ⓗ䛺ᅋయ
㛗䜢⿕࿌䛸䛧䛶䚸ᕷ㛗ಶே䛻ᑐ䛧䛶ୖ
タ❧䛾ᘧ➼䛻䛚䛡䜛䜒䛾䛸ኚ䜟䜙䛪䚸᐀ᩍⓗᘧ䜢క䛖䜒䛾
グᦆᐖ䛾㈺ൾㄳồ䜢䛩䜛䜘䛖䛻ồ䜑䛯
䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛣䛸䚸ୖグᕷ㛗䛿ୖグⓎᘧ䛻᮶㈱䛸䛧䛶ᣍ䛛䜜

䛶ฟᖍ䛧䛯䜒䛾䛷䚸䛭䛾⚃㎡䛾ෆᐜ䛜䚸୍⯡䛾♩ⓗ䛺⚃㎡
䛾⠊ᅖ䜢㉸䛘䛶᐀ᩍⓗពྜ䛔䜢᭷䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛸䜒䛖䛛
䛜䜟䜜䛺䛔䛣䛸䛺䛹ุ♧䛾䛾ୗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸᠇ἲ䠎䠌᮲䠏
㡯䛻㐪䛧䛺䛔䚹
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㻞㻜

㻭㻙㻝
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᪥

ᮾி㧗

ุᡤ

䛾ᴫせ

䚷୕㒓ᮧ䛺䛔䛧Ᏻ㔝ᕷ䛜➨䠏䝉䜽䝍䞊
䛻ᑐ䛧䛶⼥㈨䜢䛧䛯㔠⼥ᶵ㛵➼䛸䛾㛫
䛷䚸⼥㈨䛻䜘䛳䛶⏕䛪䜛ᦆኻ䜢୍ᐃ㢠
䛾㝈ᗘ䛷⿵ൾ䛩䜛᪨䛾ᦆኻ⿵ൾዎ⣙
䜢⥾⤖䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸Ᏻ㔝ᕷఫ
Ẹ䛷䛒䜛䠴䛜䚸ྛᦆኻ⿵ൾዎ⣙䛿ಖド
ዎ⣙䛸ྠど䛩䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜚㐪ἲ↓ຠ
䛷䛒䜛䛸ᙇ䛧䛶ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䚸ྛᦆኻ
➨୕䝉䜽䝍䞊ᦆኻ
⿵ൾዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟୍ษ䛾മົ䛾ᨭᡶ
⿵ൾዎ⣙䛻ಀ䜛㐪
䛾ᕪṆ䜑䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸୕㒓ᮧ䛺
ἲ☜ㄆ➼ㄳồ᥍ッ
䛔䛧Ᏻ㔝ᕷ䛜⾜ᨻ㈈⏘䜢ᙜヱ➨䠏䝉
௳
䜽䝍䞊䛻㈤㈚䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿ᆅ᪉⮬
ἲ䠎䠏䠔᮲䛾䠐➨䠍㡯䛻䛧䛶㐪ἲ↓ຠ
䛷䛒䜚䚸ᙜヱ➨䠏䝉䜽䝍䞊䛜ᮏ௳タ䜢
ἲⓗ᰿ᣐ䛺䛟⏝䛧䛶䛔䜛䛸ᙇ䛧䛶䚸
ᙜヱ➨䠏䝉䜽䝍䞊䛻ᮏ௳タ䛾⏝ᩱ
┦ᙜ㢠䛾ᙜᚓ㏉㑏ㄳồ䜢䛩䜛䜘䛖
䛻ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ྠㄳồ䜢ᛰ䜛䛣䛸䛾
㐪ἲ☜ㄆ䜢ồ䜑䛯

௳ྡ

㻝㻞

䐟ྛᦆኻ⿵ൾዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟୍ษ䛾
മົ䛾ᨭᡶ䛾ᕪṆ䜑䛾ッ䛘䛾㐺ྰ
䛻䛴䛔䛶
䐠ᙜヱ➨䠏䝉䜽䝍䞊䛻ᑐ䛩䜛ᮏ௳
タ䛾⏝ᩱ┦ᙜ㢠䛾ᙜᚓ㏉
㑏ㄳồ䛩䜛䜘䛖䛻ồ䜑䛯ッ䛘䛾㐺
ྰ䛻䛴䛔䛶
䐡ᮏ௳ᦆኻ⿵ൾዎ⣙䛾ຠຊ䛻䛴䛔
䛶
䐢ᮏ௳タ䛾⏝ᩱ┦ᙜ㢠䛾
ᙜᚓ㏉㑏ㄳồᶒ䛾ᡂྰ䛻䛴䛔䛶

தⅬ

ุᡤ䛾ุ᩿

䈜ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻝㻜᭶㻞㻣᪥䚸᭱㧗ุỴ䚹ᙜヱ➨䠏䝉䜽䝍䞊䛿䠎ᑂุ
Ỵᚋ䛻Ύ⟬ᡭ⥆䛻⛣⾜䛧䛶䛚䜚䚸ᕷ䛜ᑗ᮶ዎ⣙䛻ᇶ䛵䛝බ㔠
䜢ᨭฟ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛿䛺䛟䛺䛳䛯䛸䛧䛶䚸බ㔠ᨭฟ䛾ᕪṆ䜢ồ䜑
䜛ッ䛘䛿㐺ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䚸ッ䛘䜢༷ୗ䚹䛯䛰䛧䚸ഐㄽ䛻䛚䛔
䛶䚸ᆅ᪉⮬య䛾ᦆኻ⿵ൾዎ⣙䛻䛴䛔䛶㈈ᨻຓไ㝈ἲ➨䠏
᮲䛾㢮᥎㐺⏝䛻䜘䛳䛶┤䛱䛻㐪ἲ䚸↓ຠ䛸䛺䜛䛸ゎ䛩䜛䛾䛿┦
ᙜ䛷䛿䛺䛔䛸䛧䛯䚹

䐟┘ᰝㄳồᮇ㛫䛿䚸ᦆኻ⿵ൾዎ⣙⥾⤖᪥䛛䜙㐍⾜䛩䜛䜒䛾䛷
䛿䛺䛟䚸ᨭฟ᪥䛛䜙㐍⾜䛩䜛䛸䛣䜝䚸ᨭฟ䛜䛥䜜䛶䛔䛺䛔ᮏ௳䛷
䛿䚸┘ᰝㄳồᮇ㛫䛿ᮍ䛰㐍⾜䛧䛶䛔䛺䛔䛛䜙䚸ᮏ௳ᕪṆ䜑䛾
ッ䛘䛻䛴䛔䛶䛿㐺ἲ䛷䛒䜛䚹
䐠ᮏ௳タ⏝ᩱ┦ᙜ㢠䛾ᙜᚓ㏉㑏ㄳồᶒ䛾⾜䜢ᛰ
䜛ᐇ䛾┘ᰝㄳồ䛿䚸㈤㈚ዎ⣙䛾⥅⥆ᛶ䛻䛛䜣䛜䜏䚸䛭䛾
୍㒊䛿ᮇ㛫ෆ䛻䛥䜜䛯┘ᰝㄳồ䜢⤒䛶䛚䜚㐺ἲ䛷䛒䜛䚹
䐡ᮏ௳ྛᦆኻ⿵ൾዎ⣙䛿䚸䛭䛾ෆᐜ䛛䜙᫂䜙䛛䛻ಖドዎ⣙䛸
ྠᵝ䛾ᶵ⬟䜢ᯝ䛯䛩䜒䛾䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛䜙䚸㈈ᨻຓไ
㝈ἲ䠏᮲䛾㊃᪨䛻䛧䚸≉ẁ䛾䜒ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚹ᮏ௳ྛᦆ
ኻ⿵ൾዎ⣙䛿䚸↓ຠ䛷䛒䜚䚸ᮏ௳ྛᦆኻ⿵ൾዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟ᨭ
ฟ䛾ᕪṆ䜑䛾ㄳồ䛿䚸⌮⏤䛜䛒䜛䚹
䐢ᮏ௳タ䛿䚸᮲䛻䜘䜚䚸㎰ᴗ䛾άᛶ䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸
䛧䛶タ⨨䛥䜜䛯⾜ᨻ㈈⏘䛷䛒䜚䚸ᮧ㛗䛺䛔䛧ᕷ㛗䛜ᣦᐃ䛩䜛ᣦ
ᐃ⟶⌮⪅䜢䛧䛶⟶⌮䜢⾜䜟䛫䜛䛣䛸䛸䛥䜜䚸㆟䛻䛚䛔䛶䚸ᙜ
ヱ➨䠏䝉䜽䝍䞊䜢ᣦᐃ⟶⌮⪅䛸䛧䛶ᮏ௳タ䛾⟶⌮䜢⾜䜟䛫䜛
᪨䛾㆟Ỵ䜒䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛣䜝䚸ᙜヱ➨䠏䝉䜽䝍䞊䛾ᮏ௳タ䛾
⏝䛿䚸㈤㈚ዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠐᮲
䛾䠎➨䠏㡯䛻䜘䜛බ䛾タ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅䛸䛧䛶⾜䜟䜜䛯䜒䛾
䛷䚸䛭䛾⏝䛻䛿ἲᚊୖ䛾ཎᅉ䛜䛒䜛䛛䜙䚸ᙜᚓ䛜䛒䜛䛣
䛸䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹

୍㒊ㄆᐜ

－123－

㻭㻙㻝

㻭㻙㻝

㻞㻟

㻭㻙㻝

㻞㻞

㻞㻝

ศ㢮

㻴㻞㻞㻚㻝㻜㻚㻝

㻴㻞㻞㻚㻥㻚㻞㻥

㻴㻞㻞㻚㻥㻚㻝㻜

᪥

䛾ᴫせ

தⅬ

䚷Ⲉᮌᕷ䛜⮫⫋ဨ䛻ᑐ䛧ᮇᮎᡭᙜ䛻
ヱᙜ䛩䜛୍㔠䜢ᨭ⤥䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛝䚸 ᮏ௳୍㔠䛜㠀ᖖ⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛
䛭䜜䛜㠀ᖖ⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛ᡭᙜ䛷䛒 ᡭᙜ䛷䛒䜛Ⅼཬ䜃䛭䛾㢠ཬ䜃ᨭ⤥
⮫⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛 䜚䚸䛭䛾㢠ཬ䜃ᨭ⤥᪉ἲ䛜᮲䛷ᐃ䜑 ᪉ἲ䛜᮲䛷ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䛺䛔Ⅼ
ᮇᮎᡭᙜᨭ⤥䛻ಀ 䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛛䜙䚸⮬ἲ䛻㐪䛩䜛 䛷⮬ἲ䛻㐪䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛭
䜛ఫẸッゴ௳
䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᕷ㛗䛜ὀព⩏ົ䜢ᛰ䛳䛯䛣 䛾ᨭ⤥䛜䛥䜜䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶ᕷ㛗
䛸䛻䜘䜚ᕷ䛜ᦆᐖ䜢ཷ䛡䛯䛸䛧䚸ᕷ㛗䛻 䛜ὀព⩏ົ䜢ᛰ䛳䛯䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛
ᑐ䛧㻡൨㻝㻡㻜㻟㻡㻜㻜㻜䛾ᦆᐖ㈺ൾ䛾ㄳ 䛛䚹
ồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯

௳ྡ

ッ䛘༷ୗ

䚷ᙜヱ⮫⫋ဨ䛿䛭䛾ົ㛫䛻↷䜙䛧䛶ṇつ⫋ဨ䛻‽䛨䜛䜒
䛾䛸䛧䛶ᖖ䛸ホ౯䛷䛝䜛⛬ᗘ䛾䜒䛾䛸䛿ゝ䛔㞴䛟䚸䜎䛯䚸ᪧ᮲
䛷䛿⮫⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛⤥䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䛜䛺䛟䚸ᮏッᥦ㉳
ᚋᨵṇ䜢⾜䛳䛯᪂᮲䛷䜒᮲⮬య䛻䛿ᡭᙜ䛾㢠ཬ䜃ᨭ⤥᪉
ἲཪ䛿䛭䜜䜙䛻ಀ䜛ᇶᮏⓗ㡯䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䛜䛺䛟䚸䛣䛾䜘䛖
䛺᮲ୗ䛷䛾ᮏ௳୍㔠ᨭฟ䛿䚸⮬ἲ䛻㐪䛧㐪ἲ䛷䛒
䜛䚹
䚷୍᪉䚸ᖖ⫋ဨ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔⮫⫋ဨ䛻ᑐ䛧୍㔠䜢ᨭ⤥䛧
䛯Ⅼ䛻䛴䛝䚸ᆅ᪉බົဨ䛻䛴䛔䛶ἲ௧䛿ᖖ䛸㠀ᖖ䛸䜢༊
ู䛩䜛୍⯡ⓗᇶ‽䜢ලయⓗ䛻ᐃ䜑䛶䛚䜙䛪䚸ᮏ௳୍㔠ᨭ⤥
ᙜ䚸䛣䜜䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯⾜ᨻᐇཪ䛿ุ䛿䛺䛟䚸ᕷ㛗䛜
ᐜ᫆䛻䛭䛾㐪ἲ䜢▱䜚ᚓ䛯䛸䛿䛔䛔㞴䛔䚹䜎䛯䚸᮲䛻ᐃ䜑䛺
䛟୍㔠䜢ᨭ⤥䛧䛯Ⅼ䛻䛴䛝䚸⮫⫋ဨ䛿ṇつ⫋ဨ䛸䛿ᛶ᱁䛜
␗䛺䜛䛣䛸䚸ᅜᐙබົဨ䛻㛵䛧䛶䛿㠀ᖖ⫋ဨ䛾⤥䛻䛴䛔䛶
ྛᗇ䛾㛗䛾ุ᩿䛷ᨭ⤥䛩䜛䜒䛾䛸ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䚸᮲୰
䛻⮫⫋ဨ䛾⤥䛿௵ᶒ⪅䛜ู䛻ᐃ䜑䜛᪨䜢つᐃ䛩䜛䛣䛸
䜢チᐜ䛩䜛㊃᪨䛸ゎ䛩䜛వᆅ䜒䛺䛟䛿䛺䛔⾜ᨻᐇ䛜䛒䜛䛣
䛸䚸ᗓෆྛᕷ䜒ྠᵝ䛾ྲྀᢅ䛔䜢䛧䛶䛔䛯䛣䛸➼䛛䜙䛩䜛䛸䚸ᕷ㛗
䛜䛭䛾㐪ἲ䜢ᐜ᫆䛻▱䜚ᚓ䛯䛸䛿ゝ䛔㞴䛟䚸ᮏ௳୍㔠ᨭฟ䛻
䛴䛝ᕷ㛗䛾ὀព⩏ົ㐪䛜䛒䜛䛸䜎䛷䛿䛔䛘䛺䛔䚹

ཎุỴ◚Რ䚸ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻝㻟

ཎุỴྲྀᾘ䚸ㄳồᲠ༷
䚷ᪧ༡ᓥ⏫䛜ᅵᆅ㈙ዎ⣙䛾ゎ㝖䛻
క䛔㻭䛛䜙ཷ㡿䛧䛯㐪⣙㔠䜢䚸ྜేᚋ
䚷ᮏ᮶䛾ᅵᆅᡤ᭷⪅㻯䛸䛾㛫䛷㈙ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䛣䛸䛿㈨※
䛾༡ఀໃ⏫䛜㻭䛻㏉㑏䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛝䚸
㐪⣙㔠䛾㏉㑏䛻క䛖㼅㻝䛾ᨭฟ㈇ᢸ
㐪⣙㔠┦ᙜᦆᐖ㈺
ྡྂᒇ㧗
ά⏝ᆺᯘᴗᵓ㐀ᨵၿᴗ䛾⥔ᣢ㐙⾜ୖᚲせ䛷䛒䜚䚸㈙ዎ⣙
ఫẸ㼄䛜㐪⣙㔠㏉㑏䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧
⾜Ⅽ䠄ᮏ௳ᨭฟ䠅䛾㐪ἲᛶ䛾᭷↓
ൾㄳồఫẸッゴ
䜢⥾⤖䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸㻭䛸䛾㛫䛷ᮏ௳㐪⣙㔠䛾㏉㑏䜢ྜព䛩䜛
䛶䚸⌧⏫㛗㼅㻝䛻ᑐ䛧䚸ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ䜢
䛣䛸䛜ྍḞ䛷䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䛣䛸䛷䛒䛳䛯䛸䛔䛘䚸㐪⣙㔠㏉㑏
⾜䛳䛯ᙜ䛾⏫㛗㼅㻞䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ
ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯
䛾ྜព䛿䚸㼅㻝䛾㔞䛾⠊ᅖෆ䛻䛒䜛⾜Ⅽ䛷䛒䛳䛯䛸䛔䛖䜉䛝䚹

䚷ᶓᕷ䛜㆟䛾ྛὴཪ䛿ྛ㆟ဨ
䚷ཎ࿌䛾ㄳồ᭩䛾グ㍕䛻䜘䜜䜀䚸㐪ἲཪ䛿ᙜ䛺ᨭฟ⾜Ⅽ䜢
䛻ᑐ䛧䛧䛯ᨻົㄪᰝ㈝䛻䛿┠ⓗእ ఫẸ┘ᰝㄳồ䜢ᐇ䛩䜛䛻䛒䛯䜚䚸
ಶูⓗ䚸ලయⓗ䛻≉ᐃ䛧䛶䛔䜛䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛣䛸䚸䛥䜙䛻䚸ᮏ௳
ᙜᚓ㏉㑏ㄳồ
ᶓᆅ
ᨭฟ䛜ྵ䜎䜜䛶䛚䜚䚸ྛὴ➼䛻ᑐ䛧 ㄳồ䛾≉ᐃ䛜䛹䛾⛬ᗘ䜎䛷せồ䛥
ఫẸッゴ௳
┘ᰝㄳồ䛜䚸ᨻົㄪᰝ㈝䛾ྛᨭฟ䛻䛴䛔䛶䛭䛾ᛶ㉁䚸┠ⓗ➼
ᙜᚓ㏉㑏䜢ㄳồ䛩䜛䜘䛖䚸ᕷ㛗䛻 䜜䜛䛛
䛻↷䜙䛧䚸䛣䜜䜙䜢୍య䛸䜏䛶䛭䛾㐪ἲཪ䛿ᙜᛶ䜢ุ᩿䛩䜛
ồ䜑䛯
䛾䜢┦ᙜ䛸䛩䜛ሙྜ䛻䛒䛯䜛䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛒䜚䚸
ᮏ௳ッ䛘䛿㐺ἲ䛺┘ᰝㄳồ䜢⤒䛯䜒䛾䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹

᭱㧗

ุᡤ
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㻭㻙㻝

㻭㻙㻝

㻞㻡

㻞㻢

㻭㻙㻝

㻞㻠

ศ㢮

㻴㻞㻞㻚㻝㻜㻚㻣

㻴㻞㻞㻚㻝㻜㻚㻢

㻴㻞㻞㻚㻝㻜㻚㻢

᪥

ὠᆅ

㜰ᆅ

ᶓᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

䚷ఫẸ㼄䛿䚸㻮ᗈᇦ㐃ྜ䛜㻯༠ྠ⤌ྜ䛸
䛾㛫䛷ዎ⣙䛧䛯㈤ᩱ㢠䛾ᨭᡶ䛔䛜㐺
ṇ㢠䜢ᙜ䛻㉸䛘䜛㐪ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䜛
䛸䛧䛶䚸ᨭฟ῭㈤ᩱ䛾䛖䛱䚸㐺ṇ㢠䜢㉸
䛧ᒀཬ䜃ίᵴở
䛘䜛㒊ศ㻞㻜㻟㻤㻢㻣㻣㻣䜢ᦆᐖ㈺ൾㄳ
Ἶ✚᭰ಖ⟶ሙᡤ⏝
ồ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᚋᨭᡶ
ᆅ㈤ᩱ㧗㢠タᐃᦆ
䛖㈤ᩱ䛾䛖䛱㐺ṇ㢠䜢㉸䛘䜛㔠㢠䛾ᨭ
ᐖ㈺ൾㄳồ௳
ฟ⚗Ṇ䜢䚸┘ᰝጤဨ່࿌㈤ᩱ㢠䜢㉸䛘
䜛㈤ᩱ䜢ᨭᡶ䛳䛯䛸䛝䛿䛣䜜䜢㉸䛘䜛
㔠㢠䜢ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䛩䜛䜘䛖䚸ᗈᇦ㐃
ྜ㛗㼅䛻ᑐ䛧ồ䜑䛯

⫋ົᑓᛕ⩏ົච㝖
ᮇ㛫䛾⤥➼ᨭ⤥
䛻ಀ䜛ᦆᐖ㈺ൾ➼
ㄳồఫẸッゴ௳

䐟ᕷ䛸㻭♫䛸䛾༠㆟䛜䚸ᕷ䛸ᘓタ
ᑐ༠㆟䛸䛾ᇶᮏ༠ᐃ䛻㐪䛩䜛
䛛ྰ䛛
䐠㻭♫䛸䛾༠㆟䛻䜘䜛ྠព䛭䛾䜒䛾
䛜䚸බᐖⓎ⏕䛻䛴䛺䛜䜚䚸䛣䜜䛻䜘
䜚ண⟬ᇳ⾜䛜㐪ἲ䛸䛺䜛䛛ྰ䛛

தⅬ

୍㒊༷ୗ䚸䛭䛾ㄆᐜ

䚷⫋ဨᅋయ➼䛾䛯䜑䛾άື䛻ົ䛧䛺䛔䛣䛸䛾ᢎㄆ䜢䛩䜛䛣䛸
䛿䚸⤥䛾᰿ᮏᇶ‽䜢ᐃ䜑䜛ᆅබἲ㻞㻠᮲㻝㡯䛾㊃᪨䛻䛧䚸ᕷ
㛗䛻䛘䜙䜜䛯㔞ᶒ䛾⠊ᅖ䜢㉸䛘㐪ἲ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸ᕷ㛗⫋
䛻䛒䛳䛯⪅䛻䛿ᣦ┘╩ୖ䛾㐣ኻ䜢ㄆ䜑䚸ேㄢ㛗䛾⫋䛻
䛒䛳䛯⪅䛻䛴䛔䛶䛿ᑡ䛺䛟䛸䜒㔜㐣ኻ䛜䛒䜛䛸䛧䚸ᨭ⤥䜢ཷ䛡䛯
ྛ⫋ဨ䜙䛜⫋ົච㝖➼䛾ྲྀᢅ䛔䛻䛴䛝㐺ἲ䛷䛒䜛䛸ㄗಙ䛩䜛
䛣䛸䛻䛴䛔䛶┦ᙜ䛺⌮⏤䛜䛒䛳䛯䛸䛿䛔䛘䛪䚸ᕷ䛜ྛ⫋ဨ䛻ᑐ
䛧ච㝖䜢ཷ䛡䛯ᮇ㛫䛻ᑐᛂ䛩䜛⤥䛾㏉㑏ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䛜
ಙ⩏๎䛻䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹

୍㒊ㄆᐜ

䐟ୗỈ㐨タ⟶⌮⪅䛷䛒䜛ᕷ䛜Ỉ༊ᇦෆ䛻ᅵᆅ䜢᭷䛩䜛㻭
♫䛛䜙༠㆟䜢ồ䜑䜙䜜䛯ሙྜ䚸ཎ๎ྠព䜢ᣄ䜐❧ሙ䛻䛺䛟䚸䜎
䛯䚸ୗỈ㐨⟶ᩜタᕤ䛿ᴗィ⏬䛻ἢ䛖䜒䛾䛷䛒䜚䚸㻭♫䛾䛯
䜑䛻≉ู䛾┈䜢䛘䜛䜒䛾䛸䛧䛶㐪ἲ䛸䛔䛖䛾䛿ᅔ㞴䚹
䐠ᕷ䛿ᅵᆅᡤ᭷⪅䛻ᑐ䛧ୗỈ㐨䜢⏝䛥䛫䜛⩏ົ䜢㈇䛔䚸
Ỉ䜢ཷ䛡ධ䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛛䜙䚸㼅䛾ண⟬ᥐ⨨䜢䜒䛳䛶㐪ἲ䛺
ィ⾜Ⅽ䛻䛒䛯䜛䛸䛩䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴䚹

ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻝㻠

䐟⮬ἲ㻞㻠㻞᮲䛾㻞➨㻝㡯➨㻝ྕ䛻ᇶ䛵䛟ッ䛘䛻䜘䜚ᅋయ䛾⾜䛖
⾜Ⅽ䛾ᕪṆ䛜ㄆᐜ䛥䜜䜜䜀䚸䛭䛾ᚋ䛻ᅋయ䛜ᙜヱ⾜Ⅽ䜢⾜䛖
䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛟䛺䜚䚸ᦆᐖ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛣䛸䜒䛺䛔䛣䛸䛻ᖐ╔䛩䜛
䛛䜙䚸㐺ṇ㢠௨ୖ䛾ᨭฟ䛜ᚋⓎ⏕䛧䛯ሙྜ䛻䛿ᦆᐖ㈺ൾㄳ
䐟බ㔠䛾ᨭฟᕪṆ䜢ㄳồ䛧䛶䛔䜛
ồ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛿䚸⬟䛾Ṇ᮲௳䜢䛧䛯ㄳồ䛷䛒
௨ୖ䚸䛣䜜䛻ຍ䛘䛶බ㔠䛾ᨭฟ䛜
䜚䚸㐺ἲ䛷䛒䜚䚸༷ୗ䜢ච䜜䛺䛔䚹
䛥䜜䛯ሙྜ䛻䛿ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䛩
䐠ᅋయ䛜ື⏘䜢㈤䛧䛯ሙྜ䚸㈤ᩱ䛾Ỵᐃ䛻䛿㛗䛻୍ᐃ䛾
䜛䛸䛔䛖ᑗ᮶⤥䛾ッ䛘䜢ồ䜑䜛ᚲ
㔞䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䛜䚸ᙜヱື⏘䜢㈤䛩䜛
せ䛜䛒䜛䛛ྰ䛛
┠ⓗ䜔ᚲせᛶ䚸┦ᡭ᪉䛸䛾΅⤒⦋䚸ᙜ䛾♫ⓗ䚸⤒῭ⓗ
䐠㐺ṇ䛺㈤ᩱཬ䜃ᨭฟ䛾㐺ἲᛶ
せᅉ➼䜢⪃៖䛧䚸ᅋయ䛾㛗䛾Ỵᐃ䛜ྜ⌮ᛶ䚸ጇᙜᛶ䜢Ḟ䛟ሙ
ྜ䛻䛿䚸䛭䛾ᨭฟ䛿㔞ᶒ䜢㐓⬺䚸℃⏝䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶㐪ἲ䛸
䛺䜛䛸ゎ䛩䜛䛾䛜┦ᙜ䛷䛒䜚䚸ᮏ௳ᅵᆅ㈤䛻䛚䛔䛶䛿䚸⏝ᆅ
䜢⥭ᛴ䛻Ỵᐃ䛩䜛ᚲせᛶ䛜䛒䛳䛯䛸䛛䚸䛾ᅵᆅ䜈䛾ᘓタ䛜
ྍ⬟䛷䛒䜛䛣䛸䛜᫂䜙䛛䛷䛒䛳䛯䛺䛹䛾䛿䛺䛟䚸㼅䛾Ỵᐃ
䛿ྜ⌮ᛶ䚸ጇᙜᛶ䜢Ḟ䛟䜒䛾䛷䛒䜛䚹

䐟⫋ົච㝖䜢ཷ䛡䛯ᮇ㛫䛻ᑐ䛩䜛
䚷㧗ᵳᕷ⫋ဨ䜙䛜ົ㛫୰䛻⫋ဨᅋ ῶ㢠䜢䛧䛺䛔䜎䜎⤥➼䛾ᨭฟ
య➼䛾άື䜢⾜䛖䛻䛒䛯䜚䚸⫋ົᑓᛕ ௧䜢䛧䛯䛣䛸䛜㐪ἲ䛛ྰ䛛
⩏ົ䛾ච㝖䛧䛯ୖ䚸ච㝖䜢ཷ䛡䛯㛫 䐠ᦆᐖ୪䜃䛻ᦆኻཬ䜃ᚓ䛜Ⓨ⏕
䛻ᑐᛂ䛩䜛⤥➼䜢ᨭ⤥䛧䛯䛣䛸䛿㐪 䛧䛯ྰ䛛
ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䚸㼅ᕷ㛗䛻ᑐ䛧ἲ⾜Ⅽ䛻 䐡ᕷ㛗⫋䛻䛒䛳䛯⪅䛻ᨾពཪ䛿㐣
䜘䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䚸⤥➼䛾ᨭ⤥䜢 ኻ䛜䛒䜛䛛ྰ䛛
Ỵᐃ䛧䛯ேㄢ㛗䛻ᑐ䛧ྠ㢠䛾㈺ൾ 䐢ேㄢ㛗䛻䛒䛳䛯⪅䛻ᨾពཪ䛿
௧䜢䛩䜛䛣䛸䜢䚸⤥➼䛾ᨭᡶ䛔䜢ཷ 㔜㐣ኻ䛜䛒䜛䛛ྰ䛛
䛡䛯ྛ⫋ဨ䛻ᑐ䛧ᙜᚓ㏉㑏ㄳồ䜢 䐣⤥ᨭᡶ䛔䜢ཷ䛡䛯⫋ဨ䛻ᑐ䛧
ᙜᚓ㏉㑏ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䛜ಙ
⾜䛖䜘䛖䚸㼅ᕷ㛗䛻ᑐ䛧ồ䜑䛯
⩏๎䛻䛩䜛䛛ྰ䛛

䚷㻭⸆ရᕤᴗ♫䛾᪂◊✲ᡤ䛿࿘㎶ᆅ
ᇦ䛻බᐖ䠄◊✲ᡤỈ䚸Ẽ䚸↝༷⅔
䛛䜙䛾ᗫᲠ≀䜔⮯Ẽ䛾Ⓨ⏕䠅䜢䜒䛯䜙
䛩䜒䛾䛷䛒䜚䚸⿕࿌⸨ἑᕷ㛗䛿᪂◊✲
ୗỈ㐨⟶ᩜタ㈝⏝
ᡤ䛛䜙䛾Ỉ䜢ୗỈ㐨⟶䛻᥋⥆䛥䛫䜛
㐪ἲᨭฟᦆᐖ㈺ൾ
䛣䛸䜢ᣄྰ䛩䜉䛝䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜢┠ⓗ䛸
ㄳồ௳
䛩䜛ᕤ㈝⏝䜢ィୖ䛧䚸ᇳ⾜䛩䜛䛣䛸
䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䚸ఫẸ㼄䜙䛜⸨ἑᕷ㛗
䛻ᑐ䛧䛶ἲ⾜Ⅽ䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾ䜢
ㄳồ䛧䛯

௳ྡ
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㻞㻤

㻞㻣

㻭㻙㻝

㻭㻙㻝

ศ㢮

㻴㻞㻟㻚㻞㻚㻠

㻴㻞㻞㻚㻝㻜㻚㻞㻤

᪥

ᮾிᆅ

㜰ᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

ఫᇶ䝛䝑䝖⤒㈝ᨭ
ฟᕪṆఫẸッゴ

䚷ᅜ❧ᕷ䛾ఫẸ㼄䜙䛜䚸㼅ᕷ㛗䛜ఫᇶ
䝛䝑䝖䛸䛾᥋⥆䜢ษ᩿䛧䚸᥋⥆䛧䛺䛔䜎
䜎䛾≧ែ䛷䛔䜛䛣䛸䛿㐪ἲ䛷䛒䜚䚸᥋⥆
䛧䛺䛔䛣䛸䛻䜘䛳䛶⏕䛨䛯㒑㏦㈝➼䛾ᨭ
ฟ䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䚸㼅ᕷ㛗䛻ᑐ䛧㒑㏦
㈝➼䛾ᨭฟ䛾ᕪṆ䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸㼅
ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䚸㒑㏦㈝➼䛾㢠䛻┦ᙜ䛩䜛
㔠ဨ䛻䛴䛔䛶ᕷ㛗ಶே㼆䛻㻡㻣㻝㻤㻥㻠㻟
䛾ᦆᐖ㈺ൾ䛾ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑
䛯

䚷㧗ᵳᕷ䛾⮫⫋ဨ䛻ᑐ䛧䚸ᮇᮎᡭᙜ
⮫⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛 䛻ヱᙜ䛩䜛୍㔠䜢ᨭ⤥䛧䛯䛣䛸䛿䚸
୍㔠ᨭ⤥ᦆᐖ㈺ ⮬ἲཬ䜃ᆅබἲ䛻䛩䜛㐪ἲ䛺බ
ൾㄳồఫẸッゴ 㔠䛾ᨭฟ䛻䛒䛯䜛䛸䛧䚸ᮏ௳ᨭ⤥ᙜ
௳
䛾ᕷ㛗➼䛻ᑐ䛧㻝൨㻡㻠㻟㻣㻡㻤㻝㻢䛾ᦆ
ᐖ㈺ൾㄳồ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯

௳ྡ

୍㒊ㄆᐜ

䐟ᮏ௳ᨭ⤥䛿䚸䛭䛾㢠ཬ䜃ᨭ⤥᪉ἲཪ䛿䛣䜜䛻ಀ䜛ᇶᮏⓗ
㡯䛻䛴䛔䛶᮲䛻ᐃ䜑䛾䛺䛔䜎䜎⾜䜟䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸⮬
ἲ䛻ᐃ䜑䜛⤥᮲⩏䛻䛩䜛㐪ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䚹
䐠ᮏ௳ᨭ⤥ᙜ䛻䛚䛔䛶ᖖ⫋ဨ䛸㠀ᖖ⫋ဨ䜢༊ู䛩䜛ᇶ
‽䚸ᮇᮎᡭᙜ䛾ᨭ⤥䛾ྍྰ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䛺
䛛䛳䛯➼䚸ᕷ㛗䛷䛒䛳䛯㻮䛻䛚䛔䛶ᮏ௳ᨭ⤥䛾㐺ἲᛶ䛻⩏䛜
䛒䜛䛸䛧䛶ㄪᰝ䜢䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛜ὀព⩏ົ䛻㐪䛩䜛䜒䛾䛸䛿
䛔䛘䛪䚸ᮏ௳ᨭ⤥䛜⤥᮲⩏䛻䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᐜ
᫆䛻▱䜚ᚓ䛯䛸䛿ゝ䛔㞴䛔䚹䜎䛯䚸ᕷ㛗䛷䛒䛳䛯㻮䛻䛚䛔䛶䚸ᑓ
Ỵᶒ⪅䜙䛜ᑓỴ䛻䜘䜚㈈ົィୖ䛾㐪ἲ⾜Ⅽ䜢㜼Ṇ䛩䜉䛝ᣦ
┘╩ୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛧䚸ᨾពཪ䛿㐣ኻ䛻䜘䜚䛣䜜䜢㜼Ṇ䛧䛺
䛛䛳䛯䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹䛥䜙䛻䚸ᑓỴᶒ⪅䜙䛜ᑓỴ䛻䜘䜚ᮏ௳ᨭ⤥
䜢⾜䛖䛻ᙜ䛯䛳䛶䜒ᮏ௳ᨭ⤥䛜⮬ἲ㻞㻜㻠᮲㻞㡯䛾せ௳䜢‶䛯
䛥䛺䛔䛣䛸ཬ䜃⤥᮲⩏䛻䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᐜ᫆䛻
▱䜚ᚓ䛯䛸䛿ゝ䛔㞴䛟䚸䛭䛣䛻ᨾពཪ䛿㔜㐣ኻ䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿
䛷䛝䛺䛔䚹

ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻝㻡

䈜䛭䛾ᚋ䚸ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻠᭶㻞㻠᪥ఫᇶ䝛䝑䝖᥋⥆䜢ッ䛘䛯బ⸨ᕷ
㛗䛜ึᙜ㑅䛧䚸㻡᭶㻞㻠᪥᥍ッ䜢ྲྀ䜚ୗ䛢䚹㻢᭶㻞㻤᪥䚸ᕷ㆟ᐃ
䛻䛚䛔䛶ఫᇶ䝛䝑䝖᥋⥆䛻せ䛩䜛㈝⏝䜢ྵ䜐⿵ṇண⟬
䛜ྍỴ䚹

䐟ఫᇶ䝛䝑䝖䛻᥋⥆䛧䛺䛔≧ែ䛷䛔䜛䛣䛸䛿䚸ఫᇶἲୖ䛾⩏ົ
䛻㐪䛩䜛㐪ἲ䛺䜒䛾䛷䚸䛭䛾⍗⑅䛿㔜䛛䛴᫂ⓑ䛷䛒䜛䚹
䐠ఫᇶ䝛䝑䝖䝃䝫䞊䝖ጤクᩱ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᥋⥆䛧䛶䛔䜜䜀ᚲせ
䐟ఫᇶ䝛䝑䝖䛻᥋⥆䛧䛺䛔䜎䜎䛾≧ 䛾䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸䛭䛾ᨭฟ䜒㐪ἲ䛷䛒䜚䚸ᕪ䛧Ṇ䜑䜙䜜䜛
ែ䛻䛔䜛䛣䛸䛜㐪ἲ䛷䚸䛭䛾⍗⑅䛜 䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䚹
㔜䛛䛴᫂ⓑ䛷䛒䜛䛛ྰ䛛
䐡ᖺ㔠ཷ⤥ᶒ⪅䛾⌧ἣᒆ䜢᪥ᮏᖺ㔠ᶵᵓ䛻㏦䛩䜛䛯䜑䛾
䐠㐪ἲ䛷䛒䛳䛯ሙྜ䛻䚸ㄳồᑐ㇟䛸 㒑㏦㈝䚸ୖグጤクᩱ䛾ᨭᡶ䛔䛿᥋⥆䛧䛶䛔䜜䜀ᚲせ䛾䛺䛔䜒
䛺䜛බ㔠ᨭฟ䛾ᕪṆ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛 䛾䛷䛒䛳䛶䚸䛭䜜䜙䛾ᨭฟ䛿㐪ἲ䛷䛒䜚䚸ᙜヱᨭฟ䛾ᶒ㝈䜢᭷
䛛ྰ䛛
䛩䜛㼆䛻䛿䛭䛾ᨭฟ䜢㜼Ṇ䛧䛺䛛䛳䛯㐪ἲ⾜Ⅽ䛜䛒䛳䛯䛸䛔䛖
䐡㐪ἲ䛺බ㔠ᨭฟ䛻䜘䜚㼆䛜ᦆᐖ 䜉䛝䛷䛒䜛䛛䜙䚸ᙜヱᨭฟ䛻䜘䜚ᕷ䛜⿕䛳䛯ᦆᐖ㔠➼㻟㻥㻤㻜㻠㻜
㈺ൾ㈐௵䜢㈇䛖䛛ྰ䛛
䜢ᕷ䛻ᨭᡶ䛖⩏ົ䛜䛒䜛䚹

䐟ᮏ௳ᨭ⤥䛜䚸⤥᮲⩏䛻
䛧㐪ἲ䛛ྰ䛛
䐠୍⯡ⓗ┘╩ᶒ⪅䛷䛒䜛ᕷ㛗⫋䛻
䛒䛳䛯㻮䛻⿵ຓ⫋ဨ䛾ᑓỴ䛻䜘䜛ᮏ
௳ᨭ⤥䜢㜼Ṇ䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻䛴䛔
䛶䛾㐣ኻ䛾᭷↓ཬ䜃ᮏ௳ᨭฟ䛻䛴
䛔䛶ᑓỴᶒ㝈䜢᭷䛧䛶䛔䛯⿵ຓ⫋
ဨ䛾㔜䛺㐣ኻ䛾᭷↓
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㻭㻙㻝

㻭㻙㻞

㻭㻙㻞

㻞㻥

㻟㻜

㻟㻝

ศ㢮

㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻞㻤

㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻝㻡

㻴㻞㻟㻚㻟㻚㻞㻟

᪥

㜰ᆅ

ᶓᆅ

ᮾி㧗

ุᡤ

䛾ᴫせ

தⅬ
ཎุỴኚ᭦䚸ㄆᐜ

ุᡤ䛾ุ᩿

䚷㜰ᗓ䛾ఫẸ䛷䛒䜛䠴䛜䚸㜰ᗓ䛾
タ䛻䛚䛔䛶ᴗ⪅䛻⾜ᨻ㈈⏘䛾┠
ⓗእ⏝チྍ䜢䛧䛶㣗ᇽႠᴗ䜢⾜䜟䛫
䜛䛣䛸䛻㛵䛧䚸ྠタ䛾㛗䛜䛧䛯䠴䜢
㣗ᇽႠᴗ䛻క䛖⾜ ⏝チྍ䛾⏦ㄳ⪅䛸䛧䛶㑅ᐃ䛧䛺䛛䛳䛯
ᨻ㈈⏘⏝チྍྲྀ Ỵᐃ䜢⾜ᨻฎศ䛸䛸䜙䛘䛯ୖ䛷䚸䛭䛾
ᾘ➼ㄳồ௳
ྲྀᾘ䜢ồ䜑䚸ే䛫䛶䚸ྠタ䛾㛗䛾
䛾ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛⾜ᨻ㈈⏘⏝チྍ
Ỵᐃ䛾ྲྀ䜚ᾘ䛧䚸ୖグᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛
ୖグ⏝チྍ䛻ᇶ䛵䛟⾜ᨻ㈈⏘䛾ඹ
⏝䛾ᕪṆ䜑䜢ồ䜑䛯

㻝㻢

䐟ᗓ䛜䠴䛻ᑐ䛧⾜䛳䛯⏝チྍ䛾
⏦ㄳ⪅䛸䛧䛶㑅ᐃ䛧䛺䛛䛳䛯ฎศ䛾
ྲྀᾘㄳồ䛻䛴䛔䛶䚸⾜ᨻฎศ䛻䛒
䛯䜛䛛ྰ䛛
䐠䛾ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛⾜ᨻ㈈⏘
⏝チྍỴᐃ䛾ྲྀᾘㄳồ䛾㐺ἲᛶ
䛻䛴䛔䛶

䐟䠴䜢⏝チྍ䛾⏦ㄳ⪅䛸䛧䛶㑅ᐃ䛧䛺䛛䛳䛯ฎศ䛾ྲྀᾘㄳồ
䛻䛴䛔䛶䚸ᮏ௳タ䛾㛗䛜䛧䛯㏻▱䛿㑅ᐃᑂᰝ䛾ᑂᰝ⤖ᯝ
䛾ᐇ䜢㏻▱䛩䜛䜒䛾䛻䛩䛞䛺䛔䛸䛧䛶䚸䛭䛾ฎศᛶ䜢ྰᐃ䛧
䛯䚹
䐠⌧ᅾ䛾ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䛶⏝チྍ䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔≧
ែ䛻䛒䜚䚸⏝チྍ䛜䛺䛥䜜䜛䛣䛸䛜┦ᙜ䛾☜ᐇ䛥䜢䜒䛳䛶ண
䛥䜜䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛸䛧䛯䚹
⤖ᒁ䚸䛔䛪䜜䛾ㄳồ䜒㐺ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ᮏ௳ッ䛘䛿
༷ୗ䛥䜜䛯䚹

ッ䛘༷ୗ

ッ䛘༷ୗ
䚷ᶓᕷ䛜⟶⌮䛧䛶䛔䜛ᮏ௳ᆅ䛻䛴
䛔䛶䚸ᕷ㛗䛜ッእ䠴䛻ᑐ䛧䚸ᆅ⏝
䚷ุᡤ䛿䚸ཎ࿌䛾ⓗㄳồ䛻䛴䛔䛶䚸ᮏ௳ㄳồ䛿ఫẸッ
ᢎ⥅チྍฎศ䜢䛧䛯䛸䛣䜝䚸ཎ࿌䛜䚸ᮏ
ゴ䛷䛒䜚䚸ఫẸ┘ᰝㄳồ䛜๓⨨䛥䜜䛶䛔䛺䛡䜜䜀㐺ἲ䛺ッ䛘䛸
௳ᆅ⏝ᶒ䛿䛩䛷䛻ᾘ⁛䛧䛶䛚䜚䚸
䛺䜙䛺䛔䛸䛧䛯ୖ䛷䚸ᮏ௳┘ᰝㄳồ䛜┘ᰝㄳồᮇ㛫䜢⤒㐣䛧䛯
ᶓᕷ㛗䛜䛧䛯ୖグチྍ䛿㐪ἲ䛺ฎ
䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛧䛯䚹ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䠎㡯䛯䛰䛧᭩䛾䛂ṇᙜ䛺
ᆅ⏝ᶒ㏉㑏ㄳ ศ䛷䛒䜛䛺䛹ᙇ䛧䛶䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐
┘ᰝㄳồᮇ㛫ᚐ㐣䛾᭷↓䛻䛴䛔䛶
⌮⏤䛃䛾᭷↓䛻䛴䛔䛶䜒䚸ཎ࿌䛜┘ᰝㄳồ䜢⾜䛖௨๓䛻ᕷ䛻ᑐ
ồ௳
䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸ⓗㄳồ䛸
䛧䛶ᮏ௳ᢎ⥅チྍฎศ䛻䛴䛔䛶⏦ධ᭩䜢ᥦฟ䛧䛶䛔䛯䛸䛔䛖
䛧䛶䚸ᮏ௳ᢎ⥅チྍฎศ䛾ྲྀ䜚ᾘ䛧䜢
ᐇ䜢ㄆᐃ䛧䚸䛣䛾ᐇ䛛䜙䚸┘ᰝㄳồᮇ㛫䜢⤒㐣䛧䛯䛣䛸䛻䛂ṇ
ồ䜑䚸ணഛⓗㄳồ䛸䛧䛶⿕࿌䛜ッእ䠴
䛻ᑐ䛧䚸ᶓᕷᆅ᮲䛻ᇶ䛵䛟ᆅ
ᙜ䛺⌮⏤䛃䛿䛺䛔䛸䛧䛶䚸ⓗㄳồ䜢㐺ἲ䛸䛧䛯䚹
⏝ᩱ䜢ᚩ䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛾㐪ἲ☜
䚷䜎䛯䚸ணഛⓗㄳồ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᮇ㛫䜢⤒㐣䛧䛯䛣䛸䛻䛂ṇᙜ䛺
ㄆ䜢ồ䜑䛯
⌮⏤䛃䛿䛺䛔䛸䛧䛶䚸㐺ἲ䛸䛧䛯䚹

䚷ᪧᑠῡἑ⏫䛾ఫẸ㼄䜙䛜䚸ㄯྜ䛻䜘䜚
䚷ㄯྜ䜢ྲྀ䜚ษ䜛ᴗ⪅㼆㻞䛾ពྥ䛻ἢ䛖䜘䛖䛻ධᮐཧຍᴗ⪅䛜
බṇ䛺➇த䛻䜘䜛ᐃⴠᮐ౯᱁䛸⌧ᐇ
ᣦྡ䛥䜜䚸䜎䛯䛿ᣦྡ䛥䜜䛯ධᮐཧຍᴗ⪅䛜▱䜙䛥䜜䚸ྛᕤ
䛾ⴠᮐ౯᱁䛸䛾ᕪ㢠┦ᙜ㢠䛾ᦆᐖ䜢
䛾ධᮐཧຍᴗ⪅㛫䛷䛭䜜䛮䜜ㄯྜ䛜⾜䜟䜜䛶ⴠᮐ䛧䛯䜒䛾䛸
බඹᕤㄯྜ䛻ಀ ⏕䛨䛥䛫䛯䛸䛧䛶䚸䜎䛯䚸ᙜ䛾⏫㛗㼆㻝
ㄯྜ䛾᭷↓䚸㼆㻝䛾ㄯྜ䜋䛖ຓ䛾᭷ ᥎ㄆ䛧䚸ᘓタᴗ⪅䛿ἲ⾜Ⅽ䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇䛔䚸䛭
䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ᥍ 䛜タィ౯᱁ཪ䛿ணᐃ౯᱁䜢ᴗ⪅䛻₃
↓
䛾ᦆᐖ㢠䛿㻠㻜㻜㻣㻠㻠㻜㻡䛸ㄆᐃ䚹
ッ௳
䛘䛔䛧䛶ㄯྜ䜢䜋䛖ຓ䛧䛯䛸䛧䛶䚸⌧
䚷㼆㻞䛿ணᐃ౯᱁䜢᫂䜙䛛䛻ㄆ㆑䛧䛶䛔䛯䛜䚸ணᐃ౯᱁䜢Ỵᐃ䛷
ᮭᕷ㛗㼅䛻ᑐ䛧䚸ᘓタᴗ⪅ཬ䜃ᙜ䛾
䛝䜛䛾䛿㼆㻝䛷䛒䜛䛛䜙䚸㼆㻝䛿㼆㻞䛻ᑐ䛧䚸ணᐃ౯᱁䜢⮬䜙ཪ䛿⫋
⏫㛗㼆㻝䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸
ဨ䜢䛩䜛䛺䛹䛧䛶▱䜙䛫䛶䛔䛯䜒䛾䛸᥎ㄆ䛥䜜䚸㼆㻝䛿ἲ⾜
䜢ồ䜑䛯
Ⅽ䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇䛔䚸䛭䛾ᦆᐖ㢠䛿䚸㻠㻜㻜㻣㻠㻠㻜㻡
䛸ㄆᐃ䚹
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ุᡤ

䛾ᴫせ

➨୕䝉䜽䝍䞊䝟䞊
䜽㔛ᚚ䛻ಀ䜛
㐪ἲ㈈⏘⟶⌮ᦆᐖ
㈺ൾㄳồ௳

䐟ྛ✀ᅋయ䛾᠓ぶ䛻ฟᖍ䛧䛯䛣
䛸䚸䛭䛾䛯䜑䛻බ⏝㌴䜢⏝䛧䛯䛣
䛸䛻䛴䛝䚸ᕷ㛗䛻㔞ᶒ䛾⾜䛻
㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛜䛒䛳䛯䛛
䐠⤖፧ᘧ䛻ฟᖍ䛩䜛䛯䜑බ⏝㌴䜢
⏝䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛝䚸ᕷ㛗䛻㔞ᶒ
䛾⾜䛻㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛜䛒䛳䛯䛛
䐡ᕷ㛗䚸ᕷ⫋ဨ䛷䛒䜛බ⏝㌴䛾㐠
㌿ᡭ䚸ᕷ㛗බᐊ㛗䚸⥲ົ㒊㛗䛾㈐
௵䛾᭷↓

தⅬ

㻝㻣

䚷ᚚ⏫䛜➨୕䝉䜽䝍䞊䛻ᑐ䛩䜛മົ
䛾୍㒊䜢ච㝖䛩䜛᪨䛾ゎ䜢ᡂ❧䛥䛫
䛯䛣䛸䛿䚸㐪ἲ䛺㈈⏘䛾⟶⌮䛻ᙜ䛯䜛
ᮏ௳ゎ䛾㐺ἲᛶ
䛸䛧䛶䚸ᚚ⏫㛗䛻ᑐ䛧䚸ᮏ௳ゎᙜ
䛾⏫㛗㻭䛻ᑐ䛧മົච㝖㢠㻡㻜㻜㻜
䜢ᨭᡶ䛖䜘䛖ㄳồ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯

䚷ᕷ㛗䛜ྛ✀ᅋయ䛾ദ䛧䛯┴䛷⾜
䜟䜜䛯◊ಟ䛺䛹䛻䛚䛡䜛᠓ぶ䚸୪
䜃䛻ᱜᕝᕷ⫋ဨཬ䜃䛭䛾Ꮚ䛹䜒䛾⤖
፧ᘧ䛻ฟᖍ䛩䜛㝿䛻䚸ᙜヱ⏝䛻ಀ䜛
㐠㌿ᡭ䛾ே௳㈝䚸⇞ᩱ௦䚸㌴୧䛾ᾘ⪖
ᕷ㛗බ⏝㌴⏝ᦆ
㈝⏝➼䛾ᦆᐖ䛜⏕䛨䛯䛸ᙇ䛧䛶䚸ྠ
ᐖ㈺ൾㄳồ௳
ᕷ䛾ఫẸ䛷䛒䜛䠴䜙䛜䚸ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䚸ᕷ
㛗ಶேཬ䜃ྠᕷ䛾⫋ဨ䛻ἲ⾜Ⅽ䛻
ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾ䛺䛹䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸䚸䛺
䛔䛧㈺ൾ௧䜢䛩䜛䛣䛸䜢䛨䜛䜘䛖ồ
䜑䛯

௳ྡ

䚷ゎ䛻䛒䛯䜚㆟䛸ᆅ᪉බඹᅋయ䛾㛗䛻䛿┦ᙜ䛻ᗈ⠊䛺
㔞ᶒ䛜䛘䜙䜜䛶䛔䜛䛸ゎ䛩䜉䛝䛷䛒䜚䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜㆟
䛾㆟Ỵ䜢⤒䛶ᡂ❧䛥䛫䛯ゎ䛿ཎ๎䛸䛧䛶㐺ἲ䛸⪃䛘䜛䜉䛝䛷
䛒䜚䚸ᮏ௳ゎ䛻䛴䛔䛶䜒䚸๓䛾㈈⏘ㄪᰝ䛾ෆᐜ䚸ゎ㔠
㢠䚸ᡭ⥆䚸⪃៖䛥䜜䛯䛭䛾䛒䜙䜖䜛Ⅼ䛻䛚䛔䛶䚸ᆅ᪉බ
ඹᅋయ䛾㛗䛸䛧䛶㻭䛜᭷䛧䛶䛔䛯㔞ᶒ䛾⠊ᅖ䜢㐓⬺䛧䚸ཪ䛿
䛭䛾℃⏝䛜䛒䜛䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䛛䜙䚸䛣䜜䛜㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛿
䛔䛘䛺䛔䚹

ㄳồᲠ༷

䐟ᮏ௳䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛔䛪䜜䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᕷ㛗䛿៘ປ䚸៘Ᏻ䛾㊃
᪨䛜ᙉ䛔◊ಟ䛾୍㒊䜢ᵓᡂ䛩䜛䚸┴እ䛾䝩䝔䝹䛷⾜䜟䜜䛯㓇
㣗䜢క䛳䛯᠓ぶ䛰䛡䛻ฟᖍ䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸䛭䛾䛯䜑䛻ᕷ㛗
䛜බ⏝㌴䜢⏝䛧䛯⾜Ⅽ䛿䚸㔞ᶒ䛾⾜䛾㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛻
ヱᙜ䛧䚸㐪ἲ䛷䛒䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䚹
䐠ᕷ㛗䛜ᮏ௳⤖፧ᘧ䛻ฟᖍ䛧䛯䛾䛿䚸ᕷ㛗䛸⤖፧ᘧ䛾ᙜ⪅
ཪ䛿䛭䛾ぶ᪘䛸䛾㛫䛾⚾ⓗ䛺䛴䛺䛜䜚䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᕷ
㛗䛜බ⏝㌴䜢⏝䛧䛯⾜Ⅽ䛿䚸㔞ᶒ䜢㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛧䛯㐪
ἲ䛜䛒䜛䛸ゝ䜟䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䚹
䐡ᕷ㛗බᐊ㛗䛜ᮏ௳ᙜ䚸ᅇ䛾䜘䛖䛺⾜Ⅽ䛜⥅⥆ⓗ䛻⾜䜟
䜜䛶䛔䛯ྍ⬟ᛶ䛜༑ศ䛻䛒䜚䚸䛭䜜䜙䛾ྲྀᢅ䛻䛴䛔䛶ᣦ┘
╩ୖ䛾ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛺䛛䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸㐣ኻ䛻䜘䜚ᣦ┘╩ୖ䛾
⩏ົ䛻㐪䛧䛯䛸䛧䛶ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢⫯ᐃ䛩䜛䛾䛿┦ᙜ䛷䛺
䛔䚹⥲ົ㒊㛗䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸㈈ົィἲつୖ䛾⩏ົ䛻㐪䛧䛯䛸
ㄆ䜑䜛䛻㊊䜚䜛ドᣐ䛿䛺䛟䚸㈺ൾ㈐௵䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚹䛣䜜䜙
䛾ㄳồ䛻䛴䛔䛶Რ༷䛩䜛䚹䜎䛯䚸බ⏝㌴䛾㐠㌿ᡭ䛻䛴䛔䛶䛿
ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䠐ྕ䛻つᐃ䛩䜛ᙜヱ⫋ဨ䛻ᙜ䛯
䜙䛺䛔䛸ゎ䛩䜛䛾䛜┦ᙜ䛷䛒䜚䚸㐠㌿ᡭ䛻ᑐ䛧䛶ㄳồ䜢ồ䜑䜛
㒊ศ䛿㐺ἲ䛺ッ䛘䛸䛧䛶༷ୗ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
௨ୖ䛛䜙䚸ಶே䛸䛧䛶䛾ᕷ㛗䛿䚸ᕷ䛻ᑐ䛧䚸ᮏ௳ྛ✀ᅋయ䛾᠓
ぶཬ䜃⤖፧ᘧ䛻ฟᖍ䛩䜛䛯䜑බ⏝㌴䜢⏝䛧䛯䛣䛸䛻క䛖
㐪ἲ䛺ᨭฟ㔠┦ᙜ㢠ཬ䜃ᕷ㛗䛸බ⏝㌴䛾㐠㌿ᡭ䛜ྲྀᚓ䛧䛯ฟ
ᙇᡭᙜ┦ᙜ㢠䜢㈺ൾ䛩䜛⩏ົ䜢㈇䛖䚹

୍㒊ㄆᐜ䞉୍㒊༷ୗ䞉୍㒊Რ༷
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ุᡤ

䛾ᴫせ

䝎䜲䜸䜻䝅䞁㢮ở
ᰁᅵተί䛾䛯䜑
䛾ዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟ᨭ
ฟ௧䜢䛧䛯⟶⌮
⪅䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺
ൾㄳồ➼䛻ಀ䜛ఫ
Ẹッゴ௳

ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻝㻤

䐟ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䠍㡯䛾㐪ἲཪ䛿ᙜ䛺㈈ົィୖ䛾⾜
Ⅽཪ䛿ᛰ䜛ᐇ䜢䛂ド䛩䜛᭩㠃䛃䛿䚸┘ᰝ䜢ồ䜑䛶䛔䜛᰿ᣐ䛸䛧
䛶ᙜヱ⾜Ⅽ➼䛻ヱᙜ䛩䜉䛝ᐇ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ලయⓗ䛻♧䛩䜒
䛾䛜䛒䜜䜀㊊䜚䜛䛸䛧䚸䛭䛾Ⅼ䛻䛚䛔䛶䛿㐺ἲ䛺┘ᰝㄳồ䛸
䛿䛔䛘䛺䛔䛸䛧䛯䚹
䐠⎔ቃᇶᮏἲ䠔᮲䚸ᗫᲠ≀䛾ฎ⌮ཬ䜃Ύᤲ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠏᮲
ཧ↷䛸䛧䛶䚸䝎䜲䜸䜻䝅䞁㢮䛾ởᰁ≀䛾ฎ⌮䛿䚸㇏⬟㒆⎔ቃ
タ⤌ྜ䛜⟶⌮㐠Ⴀ䛩䜛タ䛛䜙⏕䛨䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸ྠ⤌ྜ
䛿䚸䛭䛾ཎᅉ䜢స䜚ฟ䛧䛯⪅䛸䛧䛶䛭䛾ฎ⌮䜢⾜䛖䜉䛝㈐ົ䜢
㈇䛳䛶䛔䜛䛸ุ♧䛧䚸ᮏ௳䛾ởᰁᅵተ䛾ฎ⌮䛿ྠ⤌ྜ䛜ฎ⌮
䛩䜉䛝ົ䛷䛒䜚䚸ㄳ㈇ዎ⣙䛜㐪ἲ䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛸䛧䛯䚹

ㄳồᲠ༷

䚷ᮏ௳㈙ዎ⣙䛿䚸䛭䛾✀㢮䞉ᛶ㉁ୖ䚸➇தධᮐ䛾᪉ἲ䛻䜘䜛
ᮏ௳㈙ዎ⣙䛜䚸⮬௧㻝㻢㻣᮲䛾㻞
䛣䛸⮬య䛜ྍ⬟ཪ䛿ⴭ䛧䛟ᅔ㞴䛺ሙྜ䛻䛿䛒䛯䜙䛺䛔䜒䛾
䛻つᐃ䛩䜛䛂䛭䛾ᛶ㉁ཪ䛿┠ⓗ䛜
䛾䚸ᮏ௳ᴗ䛜ᕷ䛻䛸䛳䛶බ┈ᛶ䛾㧗䛔ᴗ䛸䛔䛘䜛䛣䛸䚸⏝
➇தධᮐ䛻㐺䛧䛺䛔䜒䛾䜢䛩䜛䛸
ᆅ㈙䛾㐜䜜䛷ᮏ௳ᴗ䛜㐜ᘏ䛧䛶䛔䛯䛣䛸䚸ᮏ௳ᩜᆅ䜢
䛝䛃䛻ヱᙜ䛩䜛䛛ྰ䛛
⏝䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛻䛿ᴗ䛾㐍ᤖ䛻䛝䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜
䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛺䛹䛛䜙䚸㝶ពዎ⣙䛻䜘䜚ᮏ௳㈙ዎ⣙䜢⥾⤖䛧
䛯䛣䛸䛻ᕷ䛾㔞ᶒ䛾⠊ᅖ䛾㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚹

தⅬ

䚷㇏⬟⏫䛾ఫẸ䛷䛒䜛ཎ࿌䜙䛜䚸ྠ⏫
ཬ䜃⬟ໃ⏫䛻䜘䜚⤌⧊䛥䜜䛶䛔䜛୍㒊
ົ⤌ྜ䛯䜛㇏⬟㒆⎔ቃタ⤌ྜ
䛜䚸䛭䛾⟶⌮䛩䜛䛤䜏↝༷タ䛻㉳ᅉ
䛩䜛䝎䜲䜸䜻䝅䞁㢮ởᰁᅵተί䛾䛯
䐟┘ᰝㄳồ๓⨨䛾᭷↓
䜑䛻Ẹ㛫ᴗ䛸䛾㛫䛷⥾⤖䛧䛯ㄳ㈇ዎ
䐠ᙜヱㄳ㈇ዎ⣙䛾㐺ἲᛶ
⣙䛻ᇶ䛵䛟ᨭฟ௧䛜㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧
䛶䚸ྠ⤌ྜ⟶⌮⪅䠵䛻ᑐ䛧䛶䚸ྠᨭฟ
௧䜢⾜䛳䛯ᙜ䛾ྠ⤌ྜ⟶⌮⪅䛻
ᑐ䛧䚸ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䛩䜛䜘䛖䛻ồ䜑
䛯

䚷㧗▼ᕷ䛜䚸㕲㐨❧యᕪᴗ䛻క䛖
⏝ᆅྲྀᚓ䛻ಀ䜛⿵ൾ䛸䛾㛵ಀ䛷㛵ಀ
㝶ពዎ⣙䛻䜘䜛ᅵ ⪅䛻ᑐ䛧㝶ពዎ⣙䛾᪉ἲ䛷ᕷᡤ᭷䛾
ᆅᘓ≀༷ఫẸッ ᅵᆅᘓ≀䜢༷䛧䛯䛣䛸䛜⮬௧㻝㻢㻣
ゴ௳
᮲䛾㻞䛻㐪䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛧䚸㧗▼
ᕷ㛗㼅䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢ồ䜑䛯
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㻭㻙㻟

㻭㻙㻟
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ᮾி㧗

ุᡤ

䛾ᴫせ

䚷ᪧẶᐙ⏫䛜䚸ື⏘ᴗ⪅䛷䛒䜛᥍ッ
ே⿵ຓཧຍே䠴䛛䜙䚸ᮏ௳ᅵᆅ䜢ίỈ
ሙ⏝ᆅ䛸䛧䛶௦㔠䠎൨䠑䠌䠌䠌䛷㈙
䛔ཷ䛡䚸䛭䛾௦㔠䜢ᨭฟ䛧䛯䛸䛣䜝䚸䛥
䛟䜙ᕷ䛾ఫẸ䛷䛒䜛⿕᥍ッே䛜䚸ᮏ௳
㈙䛿䚸ᙜ䛾Ặᐙ⏫㛗䛷䛒䜚䚸ྠ⏫
䛾Ỉ㐨ᴗ䛻㛵䛩䜛ᆅ᪉බႠᴗ䛾
⟶⌮⪅䛷䛒䛳䛯᥍ッே⿵ຓཧຍே䠵䛜
㔞ᶒ䜢㐓⬺䚸℃⏝䛧䛶⥾⤖䛧䛯䜒䛾
ίỈሙ⏝ᆅ㧗㢠ྲྀ 䛷䛒䜚䚸ᆅ᪉⮬ἲ䞉ᆅ᪉㈈ᨻἲ䛻㐪
ᚓᦆᐖ㈺ൾㄳồ᥍ 䛩䜛䛸䛧䛶䚸䠵䛻ᑐ䛧䚸ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䛶
ッ௳
ἲ⾜Ⅽ䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㔠➼䛾ᨭᡶ䜢䚸
䠴䛻ᑐ䛧䛶䚸ᙜᚓ䛻ᇶ䛵䛟ᚓ㔠➼
䛾ᨭᡶ䜢䚸䛭䜜䛮䜜ㄳồ䛩䜛䜘䛖䛻ồ
䜑䛯
䚷䛺䛚䚸䛥䛟䜙ᕷ䛾ᕷ㆟䛿䚸ᮏุỴ䛜
ゝ䛔Ώ䛥䜜䜛┤๓䛻䛥䛟䜙ᕷ䛾䠵䛻ᑐ䛩
䜛ୖグᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢ᨺᲠ䛩䜛᪨
䛾㆟Ỵ䜢䛧䛯䚹
䚷䛭䛣䛷䚸ᕷ㛗䛿䚸䛣䜜䜢᭹䛸䛧䛶䚸ୖ
グุỴ䜢ồ䜑䛶᥍ッ䛧䛯䚹

௳ྡ
ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

ㄳồᲠ༷

䚷ᆅ᪉⮬ἲ䠕䠒᮲䠍㡯䠍䠌ྕ䛻ᇶ䛵䛟ᶒ䛾ᨺᲠ䛾ྍྰ䛿㆟
䛾Ⰻ㆑䛻䜖䛰䛽䜙䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜛䛜䚸ุᡤ䛜Ꮡᅾ
䛩䜛䛸ㄆᐃุ᩿䛧䛯ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛻䛴䛔䛶䚸䛣䜜䛜Ꮡᅾ䛧䛺
䛔䛸䛾❧ሙ䛛䜙䚸ุᡤ䛾ㄆᐃุ᩿䜢そ䛧䚸䛒䜛䛔䛿ุᡤ䛻
䛚䛔䛶䛭䛾䜘䛖䛺ุ᩿䛜䛺䛥䜜䜛䛾䜢㜼Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻ᶒᨺᲠ
ఫẸッゴ䛻䜘䛳䛶ᨭᡶ䜢䛨䜙䜜䛯 䛾Ỵ㆟䜢䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾Ꮡྰ䛻䛴䛔䛶䚸ุᡤ
䠵䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢ᨺᲠ 䛾ุ᩿䛻ᑐ䛧䛶䚸㆟䛾ุ᩿䜢ඃඛ䛥䛫䜘䛖䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳
䛩䜛᪨䛾ᮏ௳㆟Ỵ䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䛛 䛶䚸ᶒ⩏ົ䛾Ꮡྰ䛻䛴䛔䛶த䛔䛾䛒䜛ሙྜ䛻䛿䛭䛾ุ᩿䜢
ุᡤ䛻ጤ䛽䜛䛸䛧䛶䛔䜛୕ᶒศ❧䛾㊃᪨䛻䛩䜛䜒䛾䛸䛔䛖
ྰ䛛
䜉䛝䛷䛒䜚䚸ᆅ᪉⮬ἲ䜒䚸䛭䛾䜘䛖䛺ุᡤ䛾ㄆᐃุ᩿䜢そ
䛩┠ⓗ䛾䛯䜑䛻ᶒᨺᲠ䛾㆟Ỵ䛜⏝䛥䜜䜛䛣䛸䜢ண䞉ㄆᐜ
䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸ゎ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹
䚷䛧䛯䛜䛳䛶䚸ᮏ௳㆟Ỵ䛿䚸ᆅ᪉⮬ἲ䛻䜘䜚䛘䜙䜜䛯㔞
ᶒ䜢㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶㐪ἲ↓ຠ䛺䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷
䛒䜚䚸ᮏ௳㆟Ỵ䛻䜘䜚䠵䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛿ᾘ⁛䛩䜛䜒
䛾䛷䛿䛺䛔䚹

தⅬ

㻝㻥

䚷㓄㏦ᴗ⪅䛾㑅ᐃ䛻䛒䛯䛳䛶䛿ேⓗ≀ⓗタഛ䜢ഛ䛘䛯ᴗ⪅䛷
䚷ඖᇸ⋢┴᰿⏫㛗㼆㻞䛜㼆㻝♫䛸⥾
䛒䜛䛛䜢ุ᩿䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸ዎ⣙䛾┠ⓗ䚸ෆᐜ䛻㐺䛧䛯┦ᡭ
⤖䛧䛯Ꮫᰯ⤥㣗㓄㏦ᴗົጤクዎ⣙䛜
᪉䜢㑅ᐃ䛧䛶䛭䛾⪅䛸䛾㛫䛷ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛᪉ἲ䜢䛸䜛䛣䛸䛜
㐪ἲ䛺㝶ពዎ⣙䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸⌧⏫㛗㼅
ᮏ௳ዎ⣙䜢㝶ពዎ⣙䛻䜘䜚⥾⤖䛩
⤥㣗㓄㏦ጤク㔠㏉
ጇᙜ䛷䛒䜛䛸䛾ุ᩿䛿㐺ᙜ䛷䛒䜚䚸㔞䛾㐓⬺℃⏝䛾㐪ἲ䛿
䛻ᑐ䛧䚸㼆㻝䛻ᨭᡶ䜟䜜䛯ጤクᩱ┦ᙜ㢠
㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻞㻣 䛥䛔䛯䜎ᆅ 㑏ㄳồఫẸッゴ
䜛䛸䛧䛯㼆㻞䛾ุ᩿䛻㔞䛾㐓⬺℃
㻥㻡㻞㻤㻢㻡㻜䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢㼆㻞䛻ㄳồ䛩
䛺䛔䚹
⏝䛾㐪ἲ䛜䛒䜛䛛ྰ䛛䚹
௳
䜛䛣䛸䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸㼆㻝䛻ྠ♫䛜ཷ
䚷≉ᐃ䛾┦ᡭ᪉䛸ዎ⣙䛧䛯䛣䛸䛻䛴䛝⪃៖䛜ാ䛔䛶䛔䜛䛺
㡿䛧䛯ጤクᩱ㻤㻣㻞㻤㻢㻡㻜䛻䛴䛝ᙜ
䛹බṇ䜢ጉ䛢䜛䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛻䛿ዎ⣙ᢸᙜ⪅䛾ุ᩿
ᚓ㏉㑏ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯
䛿㔞䛾㐓⬺℃⏝䛸䛺䜛䛜䚸㼆㻝䛜⤥㣗㓄㏦ᴗົ䛻䛴䛔䛶㐺᱁
ᛶ䛻ၥ㢟䛜䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸䜎䛯䚸ዎ⣙䛾ጤクᩱ䛜
┦ᙜ䛻㧗㢠䛷䛒䜛䛸䛔䛳䛯䜒䛺䛔䚹

㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻠
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㜰ᆅ

Ỉᡞᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

⏕ᚐṚஸᨾ䛻䜘
䜛ᦆᐖ㈺ൾಖ㞀ಖ
㝤㔠䛾୍㒊ᮍㄳồ
䛻ಀ䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳ
ồ௳

䚷㇏⬟⏫䛿䚸ྠ⏫䛷㉳䛝䛯⏕ᚐ䛾Ṛஸ
ᨾ䛻㉳ᅉ䛧䚸ᦆᐖ㔠➼䛾ᨭᡶ䜢䛪
䜛ุỴ䜢ཷ䛡䛯䚹䛧䛛䛧䚸⏫䛿᥍ッ䛾
ᥦ㉳䛻䛴䛔䛶䛾㆟䛿ྰỴ䛥䜜䚸ุỴ
䛜☜ᐃ䛧䛯䚹୍᪉䚸⏫䛿䚸⥲ྜ㈺ൾಖ
㞀ಖ㝤䛻ຍධ䛧䛶䛚䜚䚸ᮏ௳ᨾ䛿ᮏ
௳ಖ㝤䛾ᑐ㇟䛷䛒䛳䛯䚹䛧䛛䛧䚸ಖ㝤
♫䛾ᢎㄆ䜢ᚓ䛪䛻ᮏ௳ุỴ䜢☜ᐃ䛥䛫
䛯䛣䛸䛿䚸ᐃḰ䛾⩏ົ䛻䛩䜛䛸䛧䛶䚸
㈺ൾ㔠䛾䠏䠌䝟䞊䝉䞁䝖䛻ᙜ䛯䜛㝈ᗘ䛷
ಖ㝤㔠䜢ᨭᡶ䛖䛣䛸䜢Ỵᐃ䛧䚸⏫䜒ᙜヱ
㢠䛾ㄳồ䜢⾜䛔ᨭᡶ䜢ཷ䛡䛯䚹
䚷⏫䛾ఫẸ䛷䛒䜛ཎ࿌䠴䛿䚸⏫㛗䛾⫋
䛻䛒䛳䛯䠶䛜䚸⏫䛾ಖ㝤㔠ㄳồᶒ䛾㐺
ษ䛺⾜䜢ᛰ䜚䚸⏫䛻ᦆᐖ䜢⿕䜙䛫䛯
䛺䛹䛸ᙇ䛧䛶⿕࿌㇏⬟⏫㛗䠵䛻ᑐ䛧䚸
䠶䛻ᦆᐖ㈺ൾ䛾ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑
䛯

䚷ᛰ䜛ᐇ䛾┦ᡭ᪉䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾ
ㄳồᶒ䛾⾜䛾⩏ົ䛡䜢ồ䜑䜛ఫ
Ẹッゴ䛻䛚䛔䛶䚸ッゴ࿌▱䜢ཷ䛡䛺䛜
䜙ᛰ䜛ᐇ䛾┦ᡭ᪉䛜ᙜヱッゴ䛻ཧ
ຍ䛧䛺䛛䛳䛯ሙྜ䚸䛭䛾ᚋᆅ᪉⮬ἲ
ㄯྜ䛻ಀ䜛ᦆᐖ㈺
䠎䠐䠎᮲䛾䠏➨䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝ᥦ㉳䛥䜜䛯
ൾㄳồ௳
ᦆᐖ㈺ൾㄳồッゴ䛻䛚䛔䛶⿕࿌䛸䛺䛳
䛯ᙜヱᛰ䜛ᐇ䛾┦ᡭ᪉䛿䚸๓グఫ
Ẹッゴ䛾ุỴ䛾ຠຊ䛜ཬ䜆䛣䛸䛛䜙ྠ
ุỴ䛷ㄆᐃ䛥䜜䛯ᦆᐖ㢠䜢த䛖䛣䛸䛜
䛷䛝䛺䛔䛺䛹䛸䛥䜜䛯

௳ྡ
୍㒊ㄆᐜ

ุᡤ䛾ุ᩿

㻞㻜

ᦆᐖ㈺ൾಖ㞀ಖ㝤䛾ಖ㝤♫䛜
ಖ㝤⣙Ḱ䛻ᇶ䛵䛝ᦆᐖ㔠➼䛾୍㒊
䛻䛴䛔䛶䛶䜣⿵㢠䜢Ỵᐃ䛧䛯䛣䛸䜢
ཷ䛡䚸ᙜヱ䛶䜣⿵㢠௨እ䛾ᦆᐖ㔠
➼䛻䛴䛔䛶ಖ㝤♫䛻ㄳồ䛧䛺
䛛䛳䛯⾜Ⅽ䛜ἲ⾜Ⅽ䛸䛺䜛䛛ྰ
䛛

䚷ᮏ௳⣙Ḱ䛾つᐃ䛻ྜ⌮ᛶ䛜䛺䛔䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛧䚸ᮏ௳௳䛻
㛵䛧ಖ㝤♫䛜㈺ൾ㢠䛾䠏䠌䝟䞊䝉䞁䝖䛾㝈ᗘ䛷⿵ൾ㔠䜢ᨭᡶ
䛖䛣䛸䜢Ỵᐃ䛧䛯䛣䛸䜒ᮏ௳⣙Ḱ䛻ἢ䛳䛯ᥐ⨨䛷䛒䜚ྜ⌮䛷䛒
䜛䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹䛭䛾ୖ䛷䚸ᮏ௳ุỴ䛾ᚋ䚸㝈䜙䜜䛯᥍ッᮇ㛫
䛾୰䚸㆟䛷ྰỴ䛥䜜䚸᥍ッ䛥䜜䜛䛣䛸䛜䛺䛛䛳䛯䛸䛔䛖⤒㐣䛻
㚷䜏䜛䛸䚸㇏⬟⏫䛜ಖ㝤♫䛾Ỵᐃ䜢ཷ䛡ධ䜜䚸㈺ൾ㢠䛾䠏䠌
䝟䞊䝉䞁䝖┦ᙜ㢠䛾ಖ㝤㔠䛾ᨭᡶ䜢ཷ䛡䜛ᡭ⥆䛝䜢䛸䛳䛯䛣
䛸䚸䛥䜙䛻䚸ᮏ௳䠓┦ᙜศ䛻䛴䛝┤䛱䛻ᮏ௳ಖ㝤♫䛻ㄳồ
䛩䜛䛺䛹䛾ᥐ⨨䜢䛸䜙䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜢䜒䛳䛶ἲ⾜Ⅽἲୖ㐪ἲ䛸
ホ౯䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹
䚷䛧䛯䛜䛳䛶䚸䠶䛻ᑐ䛩䜛㇏⬟⏫䛾ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢ㄆ䜑䜛䛣
䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛛䜙䚸⿕࿌䠵䛻ᑐ䛧䚸䛭䛾⾜䜢ồ䜑䜛ཎ࿌䠴䛾ᮏ
ッㄳồ䛿䚸䛭䛾๓ᥦ䜢Ḟ䛟䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹

ㄳồᲠ༷

䐟Ẹッゴἲ䠐䠑᮲䠎㡯䛻䜘䜚⿕࿌䛾ッゴ⾜Ⅽ䛾ຠຊ䛜ྰᐃ
䛥䜜䜛䛣䛸䛜☜ᐇど䛥䜜䜛䜘䛖䛺≧ἣ䛻䛺䛟䚸ྠἲ䠐䠒᮲ᡤᐃ䛾
䐟ッゴ࿌▱䜢ཷ䛡䛯䛜ᮏ௳ఫẸッ
㝖እ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸⿕࿌䛻䛿ᮏ௳ఫẸッゴ䛾ุỴ
ゴ䛻ཧຍ䛧䛺䛛䛳䛯⿕࿌䛻䚸ྠッゴ
䛾ຠຊ䛜ཬ䜃䚸ᮏ௳ッゴ䛻䛚䛔䛶ྠุỴ䛷ㄆᐃ䛥䜜䛯ᦆᐖ㢠
䛾ຠຊ䛜ཬ䜆䛛ྰ䛛
䜢த䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛸䛧䛶䚸⿕࿌䛾ᙇ䜢㝖᩺䛧䛯䚹
䐠ᕷ䛾⿕࿌䛻ᑐ䛩䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồ
䐠ᕷ䛜ồ䜑䛶䛔䛯ᮏ௳ఫẸッゴ䛷ཎ࿌䛷䛒䜛ఫẸ䛻ᨭᡶ䜟䛦
㢠䠄ෆᐜ䠅
䜛䜢ᚓ䛺䛛䛳䛯ᘚㆤኈሗ㓘┦ᙜ㢠䛸ᮏ௳ఫẸッゴ䜈䛾ᛂッ䜢
ᙉ䛔䜙䜜䛯䛣䛸䛻䜘䜛⫋ဨ䛾㛫እᡭᙜ䚸䝁䝢䞊௦䛻䛴䛔䛶䛿
ㄆ䜑䜙䜜䛪䚸ᮏ௳ఫẸッゴ䛾ᘚㆤኈ㈝⏝䛻䛴䛔䛶䛾䜏ㄆ䜑䜙
䜜䛯䚹
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䐟ᮏ௳⏝ᥦ౪⾜Ⅽ䛜䚸᠇ἲ䠔䠕᮲䛻㐪䛩䜛䛛ྰ䛛䜢ุ᩿
䛩䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸ᙜヱ᐀ᩍⓗタ䛾ᛶ᱁䚸ᙜヱᅵᆅ䛜↓ൾ
䛷ᙜヱタ䛾ᩜᆅ䛸䛧䛶䛾⏝䛻౪䛥䜜䜛䛻⮳䛳䛯⤒⦋䚸ᙜヱ↓
ൾᥦ౪䛾ែᵝ䚸䛣䜜䜙䛻ᑐ䛩䜛୍⯡ே䛾ホ౯➼䚸ㅖ⯡䛾
䜢⪃៖䛧䚸♫㏻ᛕ䛻↷䜙䛧䛶⥲ྜⓗ䛻ุ᩿䛩䜉䛝䜒䛾䛸ゎ䛥
䜜䜛䚹ᮏ௳⏝ᥦ౪⾜Ⅽ䛿䚸䛭䛾┤᥋䛾ຠᯝ䛸䛧䛶䚸᐀ᩍᅋయ
䛷䛒䜛ᮏ௳ẶᏊ㞟ᅋ䛜⚄♫䜢⏝䛧䛯᐀ᩍⓗάື䜢⾜䛖䛣䛸䜢
ᐜ᫆䛻䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䚸୍⯡ே䛾┠䛛䜙ぢ䛶䚸ᕷ
䛜≉ᐃ䛾᐀ᩍ䛻ᑐ䛧䛶≉ู䛾౽┈䜢ᥦ౪䛧䚸䛣䜜䜢ຓ䛧䛶䛔
䜛䛸ホ౯䛥䜜䛶䜒䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜛䚹௨ୖ䛾䜘䛖䛺䜢
⪃៖䛧䚸♫㏻ᛕ䛻↷䜙䛧䛶⥲ྜⓗ䛻ุ᩿䛩䜛䛸䚸ᮏ௳⏝ᥦ
౪⾜Ⅽ䛿᠇ἲ䠔䠕᮲䛾⚗Ṇ䛩䜛බ䛾㈈⏘䛾⏝ᥦ౪䛻ᙜ䛯
䜚䚸䜂䛔䛶䛿᠇ἲ䠎䠌᮲䠍㡯ᚋẁ䛾⚗Ṇ䛩䜛᐀ᩍᅋయ䛻ᑐ䛩䜛
≉ᶒ䛾䛻䜒ヱᙜ䛧䚸㐪᠇䛸ゎ䛥䜜䜛䚹
䐠ᮏ௳⏝ᥦ౪⾜Ⅽ䛾㐪᠇ᛶ䜢ゎᾘ䛩䜛䛯䜑䛾䛾ᡭẁ䛾
Ꮡྰ➼䛻䛴䛔䛶᭦䛻ᑂ⌮䜢ᑾ䛟䛥䛫䜛䛯䜑⫋ᶒ䛷ཎุỴ䜢◚
Რ䛧ཎᑂ䛻ᕪ䛧ᡠ䛧䛯䚹

ཎᑂᕪᡠ䛧

ุᡤ䛾ุ᩿

㻞㻝

䚷ᮏ௳ᅵᆅ⏝⾜Ⅽ䜢䛭䛾䜎䜎⥅⥆䛩䜛䛣䛸䛿䚸୍⯡ே䛛䜙ぢ
䛶䚸ᕷ䛜≉ᐃ䛾᐀ᩍ䛻ᑐ䛧䛶≉ู䛾౽┈䜢ᥦ౪䛧䚸䛣䜜䜢ຓ
䚷ᕷ䛜⏫ෆ䛻ᑐ䛧↓ൾ䛷⚄♫タ䛾
䛧䛶䛔䜛䛸ホ౯䛥䜜䜛䛚䛭䜜䛜䛒䛳䛯䚹ᮏ௳ㆡ䛿䚸ᕷ䛜䚸┘
ᩜᆅ䛸䛧䛶䛾⏝䛻౪䛧䛶䛔䛯ᕷ᭷ᆅ
ᰝጤဨ䛾ᣦ䜢⪃៖䛧䚸᠇ἲ䛾㊃᪨䛻㐺ྜ䛧䛺䛔䛚䛭䜜䛾䛒
䜢ྠ⏫ෆ䛻ㆡ䛧䛯䛣䛸䛿䚸᠇ἲ䛾
䜛≧ែ䜢ṇゎᾘ䛩䜛䛯䜑䛻⾜䛳䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹☜䛛䛻䚸ᮏ௳
ᐃ䜑䜛ᨻᩍศ㞳ཎ๎䛻㐪䛩䜛↓ຠ
ㆡ䛿䚸ᮏ௳ྛᅵᆅ䛾㈈⏘ⓗ౯್䛻䛾䜏╔┠䛩䜜䜀䚸ᮏ௳⏫
ᐩᖹ⚄♫ᕷ᭷ᆅ↓ 䛺⾜Ⅽ䛷䛒䛳䛶䚸ᮏ௳ྛᅵᆅ䛾ᡤ᭷ᶒ
ᮏ௳ㆡ䛜᠇ἲ䛾ᐃ䜑䜛ᨻᩍศ㞳
᭱㧗䠄䠅 ൾ⏝㐪ἲ☜ㄆㄳ ⛣㌿Ⓩグ䛾ᾘⓏグᡭ⥆䜢ㄳồ䛧䛺
ෆ䛻୍᪉ⓗ䛻┈䜢ᥦ౪䛩䜛䛸䛔䛖ഃ㠃䜢᭷䛧䛶䛚䜚䚸䜂䛔
ཎ๎䛻䛩䜛䛛䛹䛖䛛
䛶䛿䚸ୖグᆅᇦఫẸ䛾㞟ᅋ䛻ᑐ䛧䛶䜒౽┈䜢ཬ䜌䛩䛸䛾ホ౯
ồ௳
䛔䛣䛸䛜㐪ἲ䛻㈈⏘䛾⟶⌮䜢ᛰ䜛䜒䛾
䛿䛒䜚ᚓ䜛䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸ᮏ௳ྛᅵᆅ䛾Ṕྐⓗ⤒㐣䜢⪃៖䛩
䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ᕷ䛾ఫẸ䠴䛜䚸ᕷ㛗䛻ᑐ
䜛䛸䚸ᮏ௳ㆡ䛿䚸ᕷ䛸ᮏ௳⚄♫䛸䛾㛵䜟䜚ྜ䛔䜢ṇゎᾘ䛩
䛧䚸ᆅ᪉⮬ἲ䠎䠐䠎᮲䛾䠎➨䠍㡯䠏ྕ
䜛ᡭẁ䛸䛧䛶┦ᙜᛶ䜢Ḟ䛟䛸䛔䛖䛣䛸䜒䛷䛝䛺䛔䚹
䛻ᇶ䛵䛝ୖグᛰ䜛ᐇ䛾㐪ἲ☜ㄆ䜢
௨ୖ䛾䜘䛖䛺䜢⪃៖䛧䚸⥲ྜⓗ䛻ุ᩿䛩䜛䛸䚸ᮏ௳ㆡ䛿
ồ䜑䛯
ಙᩍ䛾⮬⏤䛾ಖ㞀䛾☜ಖ䛸䛔䛖ไᗘ䛾᰿ᮏ┠ⓗ䛸䛾㛵ಀ䛷┦
ᙜ䛸䛥䜜䜛㝈ᗘ䜢㉸䛘䜛㛵䜟䜚ྜ䛔䜢䜒䛯䜙䛩䜒䛾䛸䛿䛔䛘䛪䚸
᠇ἲ䠎䠌᮲䠏㡯䚸䠔䠕᮲䛻㐪䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛸ゎ䛥䜜䜛䚹

䚷◁ᕝᕷ䛜䛭䛾ᡤ᭷䛩䜛ᅵᆅ䜢ᮏ௳⚄
♫䛾タ䛾ᩜᆅ䛸䛧䛶↓ൾ䛷⏝䛥䛫
䛶䛔䜛䛣䛸䛿䚸᠇ἲ䛻ᐃ䜑䜛ᨻᩍศ㞳
✵▱ኴ⚄♫ᕷ᭷ᆅ ཎ๎䛻㐪䛩䜛⾜Ⅽ䛷䛒䛳䛶䚸ᩜᆅ䛾 䐟ᮏ௳⏝ᥦ౪⾜Ⅽ䛾᠇ἲ㐺ྜ
᭱㧗䠄䠅 ↓ൾ⏝㐪ἲ☜ㄆ ⏝㈚ዎ⣙䜢ゎ㝖䛧ྠタ䛾᧔ཤ ᛶ
ㄳồ௳
ཬ䜃ᅵᆅ᫂Ώ䛧䜢ㄳồ䛧䛺䛔䛣䛸䛜㐪 䐠ᮏ௳ᛰ䜛ᐇ䛾㐺ྰ䛻䛴䛔䛶
ἲ䛻㈈⏘䛾⟶⌮䜢ᛰ䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛧
䛶䚸ᕷ䛾ఫẸ䠴䜙䛜䚸ᕷ㛗䠵䛻ᑐ䛧䚸ୖ
グᛰ䜛ᐇ䛾㐪ἲ☜ㄆ䜢ồ䜑䛯
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୍㒊༷ୗ䚸୍㒊ㄆᐜ
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㻞㻞

ㄳồᲠ༷
䐟㻭䜙䛾⾜Ⅽ䛾㐪ἲᛶཬ䜃ᨾពཪ
䚷ఫẸ┘ᰝㄳồ䛜ᐇయᑂ⌮䛻㐍䜣䛷䛔䛯䛸䛧䛶䜒䚸㻥㻜᪥䛾㛫䛻
䛿㔜㐣ኻ䛾᭷↓
䐠㻭䜙䛾⾜Ⅽ䛸ᦆᐖ䛸䛾㛫䛾ᅉᯝ ┘ᰝ䜢⤊䛘䚸່࿌䛻⮳䛳䛯䛿䛪䛸䛷䛒䜛䛸䛿ㄆ䜑䛜䛯䛔䛜
䛒䜛䛯䜑䚸┘ᰝጤဨ䛜┘ᰝㄳồ䜢༷ୗ䛧䛺䛡䜜䜀ఫẸッゴ䛜
㛵ಀ䛾᭷↓
ᥦ㉳䛥䜜䜛䛣䛸䛿䛺䛛䛳䛯䛸ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹

䚷ᒸᒣ┴┘ᰝጤဨ䛾⫋䛻䛒䛳䛯㻭䜙䛜
㐺ἲ䛻⾜䜟䜜䛯ఫẸ┘ᰝㄳồ䜢㐺
ἲ䛻༷ୗ䛩䜛䛸䛔䛖ἲ⾜Ⅽ䛻䜘䜚䚸ఫ
┘ᰝጤဨ䛻ᑐ䛩䜛 Ẹッゴ䜢ᥦ㉳䛥䜜䚸ᒸᒣ┴䛿ッゴ㐙⾜
ᦆᐖ㈺ൾㄳồఫẸ 䜢ᘚㆤኈ䛻ጤ௵䛧䛶ሗ㓘䜢ᨭᡶ䛳䛯䛯
ッゴ௳
䜑䚸ሗ㓘┦ᙜ㢠䛾ᦆᐖ䜢⿕䛳䛯䛛䜙䚸
▱㼅䛜㻭䜙䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛺
䛔䛣䛸䛿䛂ᛰ䜛ᐇ䛃䛻ヱᙜ䛩䜛䛸䛧䛶
ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯

䐟㻭䛻䜘䜛௵ព䛾ཎ≧ᅇ⩏ົ䛾ᒚ⾜䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䛣䛸䚸⏫䛜
᭷䛩䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾㔠㢠䛜ᑡ㢠䛷䛒䜛䛣䛸䜢
⪃៖䛩䜛䛸䚸㻭䛜ᱜ䛾ⱑᮌ䜢⏝ព䛧䛶᳜᱂䛩䜛䛣䛸䜢ྜព䛧䛯䛖
䛘䛷䚸䛭䛾ᒚ⾜䜢ᚅ䛴䛣䛸䛿䚸ᦆᐖᅇ᪉ἲ䛸䛧䛶┦ᙜ䛺䜒
䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛣䛾ᡭẁ䜢㑅ᢥ䛧䛯䛣䛸䛻ྜ⌮ᛶ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䚹
䐠⏫䛿䚸㻭䛾⾜Ⅽ䛻䛴䛔䛶⚾ἲୖ䛾᭷ຠ䛺ྠព䜢䛘䛶䛔䛯䛸
ㄆ䜑䜙䜜䜛䛛䜙ᕤ䛻䜘䛳䛶⏫䛾㻭䛻ᑐ䛩䜛ᡤ᭷ᶒ䛻ᇶ䛵䛟ཎ
≧ᅇㄳồᶒ䛺䛔䛧ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛿Ⓨ⏕䛧䛺䛔䚹

䐟ᱜఆ᥇⾜Ⅽ䛻䛴䛔䛶䚸⏫䛜㻭䛻
ᑐ䛧䛔ཎ≧ᅇㄳồᶒ➼䜢⾜䛧
䛺䛔䛣䛸䛜㐪ἲ䛻㈈⏘䛾⟶⌮䜢ᛰ
䜛䜒䛾䛸䛔䛘䜛䛛
䐠ᕤ䛻䛴䛔䛶䚸⏫䛜㻭䛻ᑐ䛧ཎ≧
ᅇㄳồᶒ➼䜢᭷䛩䜛䛛䚸䛣䜜䜢
⾜䛧䛺䛔䛣䛸䛜㐪ἲ䛻㈈⏘䛾⟶
⌮䜢ᛰ䜛䜒䛾䛸䛔䛘䜛䛛

䚷㻭䛜⏫᭷ᆅୖ䛾ᱜ䜢㐪ἲ䛻ఆ᥇䛧䛯
䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪⿕࿌⟽᰿⏫㛗䛿䚸ཎ≧
ᅇㄳồᶒ䜔ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾⾜
䜢ᛰ䛳䛶䛔䜛䚸䜎䛯䚸㻭䛻ᑐ䛩䜛⏫᭷ᆅ
⏫᭷ᆅᱜఆ᥇ཎ≧
ୖ䛾ᕤチྍ➼䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛻䜒䛛
ᅇㄳồ➼᠔ᛰ☜
䛛䜟䜙䛪䚸⿕࿌⟽᰿⏫㛗䛿ཎ≧ᅇ
ㄆ➼ㄳồ௳
ㄳồ䜔ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾⾜䜢ᛰ䛳
䛶䛔䜛䛸䛧䛶䚸㐪ἲ☜ㄆ䜢ㄳồ䛧䚸⏫㛗
䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䛩䜛䜘䛖ồ䜑䛯


ㄳồᲠ༷

䚷ཎ๎䛸䛧䛶䚸ᛰ䜛ᐇ䛻䛴䛔䛶䛿┘ᰝㄳồᮇ㛫䛾つᐃ䛾㐺⏝
䛿䛺䛔䛸䛧䛴䛴䚸ᛰ䜛ᐇ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛥䜜䛯┘ᰝㄳồ䛷䛒䛳䛶
䜒䚸≉ᐃ䛾㈈ົィୖ䛾⾜Ⅽ䛜㈈ົィἲつ䛻㐪䛧䛶㐪ἲ
䛷䛒䜛䛛ཪ䛿䛣䜜䛜㐪ἲ䛷䛒䜛䛛䜙䛣䛭Ⓨ⏕䛩䜛ᐇయἲୖ䛾
ㄳồᶒ䛾⾜䜢ᛰ䜛ᐇ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛ሙྜ䛿䚸ᙜヱ
䚷ᪧឡ▱ᕝ⏫䛜Ⓨὀ䛧䛯ୗỈ㐨ᕤ䛾
ᣦྡ➇தධᮐ䛻䛚䛔䛶⾜䜟䜜䛯ㄯྜ ᮏ௳ㄳồ䛜㈈ົィ⾜Ⅽ䛻㛵䛩䜛 ⾜Ⅽ䛾䛒䛳䛯᪥ཪ䛿⤊䜟䛳䛯᪥䜢ᇶ‽䛸䛧䛶ᮏ௳つᐃ䜢㐺⏝
ㄯྜ䛻ಀ䜛ᦆᐖ㈺
䛻㛵䜟䛳䛯䛸䛧䛶䚸ඖ⏫㛗䚸ඖຓᙺ䚸ᘓ 䛂ᛰ䜛ᐇ䛃䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛 䛩䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
ൾㄳồ⾜Ⅽㄳồ
タᴗ⪅➼䛻ᑐ䛧䚸ἲ⾜Ⅽ䛻ᇶ䛵䛟ᦆ 䛯䜑䚸┘ᰝㄳồᮇ㛫䛾つᐃ䛜㐺⏝ 䚷ඖ⏫㛗䛻ᑐ䛩䜛ㄳồᶒ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᙜヱዎ⣙䛜㈈ົィἲ
௳
ᐖ㈺ൾ㻢㻤㻣㻜䜢ㄳồ䛩䜛䜘䛖䚸⌧ឡ 䛥䜜䜛䛛ྰ䛛
つ䛻㐪䛧䛶㐪ἲ䛷䛒䜛䛛ྰ䛛䜢ุ᩿䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛛
Ⲯ⏫㛗㼅䛻ᑐ䛧ồ䜑䛯
䜙䚸┘ᰝㄳồᮇ㛫䛾つᐃ䛾㐺⏝䛜䛒䜚䚸䛣䛾ᮇ㛫䜢䛩䛷䛻ᚐ㐣
䛧䛶䛔䜛䚹᪉䛷䚸ඖຓᙺ䜔ᘓタᴗ⪅➼䠄➇ධᮐጉᐖ⨥䚸㉗
㈥⨥➼䛷᭷⨥ุỴ䠅䛻ᑐ䛩䜛ㄳồ䛿䚸㈈ົィἲつ䛻㐪
䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛸䛥䜜䛶䛿䛨䜑䛶Ⓨ⏕䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䛛䜙䚸
┘ᰝㄳồᮇ㛫䛾㐺⏝䛿䛺䛟䚸䛣䜜䜙䛾⪅䛻ඹྠἲ⾜Ⅽ䛜ᡂ
❧䛧䛶䛚䜚䚸⣙㻡㻠㻜㻜䛾㝈ᗘ䛷ᪧឡ▱ᕝ⏫䛜⿕䛳䛯ᦆᐖ㢠
䜢ㄆᐃ䚹
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䚷㧗ᒙ䝬䞁䝅䝵䞁ᘓタ䜢䜑䛠䜛๓ᅜ❧ᕷ
㛗㼆䛾Ẹ㛫ᴗ䛻ᑐ䛩䜛Ⴀᴗጉᐖ䠄ᘓ
⠏ィ⏬䜢₃䛘䛔䛧ᑐ㐠ື䜢ᡪື䚸ᆅ
༊ィ⏬䛾ไᐃ䜔ᘓ⠏ไ㝈᮲䛾ᨵ
ṇ䚸ᕷ㆟䛷䛾ᙜヱ䝬䞁䝅䝵䞁䛜㐪ἲ
๓ᕷ㛗䛾Ẹ㛫ᴗ ᘓ⠏≀䛷䛒䜛᪨䛾⟅ᘚ➼䠅䜢⌮⏤䛻ᦆ
Ⴀᴗάືጉᐖ➼䛻 ᐖ㈺ൾ㔠➼䛾ᨭᡶ䛔䜢䛨䜛ุỴ䜢ཷ
䜘䜛ᦆᐖ㈺ൾ䠄ఫ 䛡䚸ᅜ❧ᕷ䛜ᙜヱ㈺ൾ㔠➼䜢ᨭᡶ䛳䛯
Ẹッゴ䠅ㄳồ௳ 䛣䛸䛛䜙䚸ఫẸ㼄䜙䛿๓ᕷ㛗㼆䛾Ⴀᴗጉ
ᐖ䛿ᨾពཪ䛿㐣ኻ䛻䜘䜛䜒䛾䛷䛒䛳
䛶䚸ᅜ❧ᕷ䛿㼆䛻ᑐ䛧ồൾᶒ䜢᭷䛩䜛䛸
ᙇ䛧䚸⌧ᕷ㛗㼅䛻ᑐ䛧㼆䛻ᑐ䛧䛶ᦆᐖ
㈺ൾ┦ᙜ㢠㻟㻝㻞㻟㻥㻣㻞㻢䛾ᨭᡶ䛔䜢
ㄳồ䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯

㻞㻟

䐟㼆䛾ᴗ䛻ᑐ䛩䜛ᨾពཪ䛿㔜
䛺㐣ኻ䛻䜘䜛Ⴀᴗጉᐖ⾜Ⅽ䛾᭷↓
䐠ᦆᐖ㈺ൾ⩏ົ䛾ᒚ⾜䛻䜘䜛ᕷ䛾
ᦆᐖ䛻ᑐ䛩䜛ᐇ㉁ⓗ⿵䛶䜣䛾᭷↓
ཪ䛿ồൾᶒ⾜䛾ಙ⩏๎㐪䛾
Ꮡྰ
䐡㼅䛜ồൾᶒ䛾⾜䜢㐪ἲ䛻ᛰ䛳
䛶䛔䜛䛛ྰ䛛

䚷ఫẸ㼄䛜䚸㧗ᵳᕷ⫋ဨ䜙䛜ᕷ⫋ဨປ
⤌䛾ᙺဨ➼䛸䛾ྜ䛻ฟᖍ䛩䜛䛯䜑බ
බ⏝㌴⏝㈝ᦆᐖ ⏝㌴䜢⏝䛧䛯䛣䛸䛿㐪ἲ䛷䛒䜚䚸ᕷ䛿 ᮏ௳⫋ဨ䜙䛜ᮏ௳ྜ䛻ฟᖍ䛩䜛
㈺ൾ➼ㄳồఫẸッ ⫋ဨ䜙䛻ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䜢᭷䛧䛶䛔䜛 䛯䜑䛻බ⏝㌴䜢⏝䛧䛯䛣䛸䛜䚸ᕷ
ゴ௳
䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᕷ㛗㼅䛜ㄳồᶒ䛾⾜ 䛻ᑐ䛩䜛ἲ⾜Ⅽ䛻ᙜ䛯䜛䛛ྰ䛛
䜢ᛰ䛳䛶䛔䜛䛸䛧䛶䚸⫋ဨ䜙䛻ᑐ䛧ㄳ
ồᶒ䜢⾜䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯

䐟㛗䛻せㄳ䛥䜜䜛୰❧ᛶ䚸බᖹᛶ䜢㐓⬺䛧䚸♫㏻ᛕୖチᐜ䛥
䜜䛺䛔⛬ᗘ䛻⚾ே䛾Ⴀᴗάື䜢ጉᐖ䛧䛯ሙྜ䛻䛿䚸㛗䛜⚾ே
䛻ᑐ䛧㈇䛖⫋ົୖ䛾ἲⓗ⩏ົ䛻㐪䛧䛯䛸ㄆ䜑䜙䜜䚸ᅜ㈺ἲ䛻
䛔䛖㐪ἲ䛜䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䐠ᙜヱᴗ䛜ᅜ❧ᕷ䛻⾜䛳䛯ᐤ䛿ᦆᐖ㈺ൾ㔠䜢ᐇ㉁ⓗ䛻
⿵䛶䜣䛩䜛㊃᪨䛷䛺䛥䜜䛯䜒䛾䛸䛿䛔䛘䛪䚸䛣䜜䜢䜒䛳䛶ồൾ
ᶒ䛜ᾘ⁛䛧䛯䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛪䚸ᕷ䛜㼆䛻ᑐ䛧ồൾᶒ䜢⾜䛩䜛
䛣䛸䛜ಙ⩏๎䛻䛩䜛䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹
䐡㛗䛻മᶒ䛾⾜ཪ䛿⾜䛻䛴䛔䛶䛾㔞䛿䛺䛔䛜䚸䛭䛾
⾜䛜㐪ἲ䛺ᛰ䜛ᐇ䛻ᙜ䛯䜛䛸䛔䛖䛯䜑䛻䛿䚸ᐈほⓗ䛻䜏
䛶ồൾᶒ䛾ᡂ❧䜢ㄆᐃ䛩䜛䛻㊊䜛ドᣐ㈨ᩱ䜢㛗䛜ධᡭ䛧䚸ཪ
䛿ධᡭ䛧䛘䛯䛣䛸䜢せ䛩䜛䛜䚸ู௳ุỴ䛜☜ᐃ䛧䛯Ⅼ䛷䛿㼅
䛻䛚䛔䛶ồൾᶒ䜢⾜䛩䜛䛻䛴䛝᱁ู䛾ᨭ㞀䛿䛺䛛䛳䛯䜒䛾䛸
ㄆ䜑䜙䜜䚸ᙜヱồൾᶒ䛾⾜䛿㐪ἲ䛺ᛰ䜛ᐇ䛻䛒䛯䜛䚹

ㄳồㄆᐜ

䚷ᮏ௳ྜ䛿䚸ලయⓗ䛺ពぢ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸
㣧㣗ཬ䜃ฟᖍ⪅ྠኈ䛾Ḽㄯ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛔䛜
ᙉ䛔䛸ゝ䜟䛦䜛䜢ᚓ䛪䚸♫㏻ᛕ䜢ᇶ‽䛸䛧䛶ᙜヱྜ䛜ᅋయ
䛾⫋ົ㐙⾜䛻క䛖䜒䛾䛸ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸ᙜヱබ⏝㌴⏝
䛿ᙜヱᅋయ䛻ᑐ䛩䜛ἲ⾜Ⅽ䜢ᵓᡂ䛩䜛䚹

ㄳồㄆᐜ

䚷බົဨ䛻ᑐ䛧䚸䛭䛾⫋ົ䛻㛵䛧䛶ㄳク䛧䚸㈥㈣䜢౪䛧䛶䛿
䚷㻭䛿䚸ᪧಙᴦ⏫䛸䛾⏫᭷ᆅ㈙ዎ⣙
䛺䜙䛺䛔ἲᚊୖ䛾⩏ົ䛜䛒䜚䚸䛣䜜䛻䛧㈥㈣䜢౪䛧䚸᭷
䛾⥾⤖䛻䛒䛯䜚䚸ᪧಙᴦ⏫ຓᙺ䛻㈥㈣
䛺ྲྀ䜚ィ䜙䛔䜢ཷ䛡䚸ᙜヱබົဨ䛾ᒓ䛩䜛ᅋయ䛻ᦆᐖ䜢䛘䛯
䜢౪䛧䛯䛸䛧䚸ᪧಙᴦ⏫䛻㐪ἲ䛺ዎ
㻭䛾㉗㈥䛸䛔䛖ἲ⾜Ⅽ䛻䜘䛳䛶ᕷ
㉗㈥⪅䛻ᑐ䛩䜛ᦆ
⪅䛿䚸ἲ⾜Ⅽ䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵䜢㈇䛖䚹䛭䛧䛶䚸ຓᙺ䛻
⣙䜢⥾⤖䛥䛫䛯䛸䛧䚸㻭䛻䛿ἲ⾜Ⅽ䛜
䛻ᦆᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛔䛘䜛䛛ྰ䛛
ᐖ㈺ൾ➼ㄳồ௳
ᡂ❧䛧䚸⌧⏥㈡ᕷ䛻ᦆᐖ䛜⏕䛨䛶䛔䜛
䜘䜛ാ䛝䛛䛡䛜䛺䛟䚸㏻ᖖ䛾༷ᡭ⥆䛾ὶ䜜䛻ᚑ䛳䛶༑ศ䛻ᮏ
䛸䛧䚸ᕷ㛗㼅䛻ᑐ䛧䚸㻭䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ
௳ᅵᆅ䛾ㄪᰝ䜔㐺ṇ౯᱁䛾⟬ᐃ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜜䜀䚸ᮏ௳ᅵ
ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯
ᆅ䛾༷௦㔠䛿࿘ᅖ䛾ᒣᯘ䛻㛵䛩䜛༷ዎ⣙䛸ྠᵝ䛾㢠䛻
䛺䛳䛯ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛟䚸㻭䛾⩏ົ㐪䛸⏫䛾ᦆᐖⓎ⏕䛻䛿┦ᙜᅉ
ᯝ㛵ಀ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䚹
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ุᡤ

䛾ᴫせ

䐟ཎ࿌䛜ᮏ௳ఫẸッゴ䛾ッゴ௦
⌮ேᘚㆤኈ䜙䛻ᨭᡶ䛖䜉䛝ሗ㓘㢠
䛿䛔䛟䜙䛛
䐠ཎ࿌䛜ᘚㆤኈ䜙䛻ᨭᡶ䛖䜉䛝ሗ
㓘㢠䛾䛖䛱䚸ἲ㻞㻠㻞᮲䛾㻞➨㻝㻞㡯䛻
ᇶ䛵䛝䛂┦ᙜ䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛㢠䛃䛿䛔䛟
䜙䛛

தⅬ

ッ䛘༷ୗ

䐟ᘚㆤኈሗ㓘⟬ᐃ䛾ᇶ♏䛸䛺䜛᪥ᘚ㐃ሗ㓘ᇶ‽䛻䛔䛖䛂⤒῭
ⓗ┈䛃䛸䛿䚸ఫẸッゴ䛾ሙྜ䚸ᆅ᪉බඹᅋయ䛜ཷ䛡䜛┈䜢
ព䛩䜛䛛䜙䚸ᮏ௳䛻䛚䛡䜛⤒῭ⓗ┈䛾㢠䛿ྠッゴ䛾ุỴ
ㄆᐜ㢠䛸⪃䛘䜛䜉䛝䛷䛒䜚䚸䛣䛾㢠䜢ᇶ♏䛸䛧䛶⟬ฟ䛧䛯㢠䛜
ᨭᡶ䛖䜉䛝ᘚㆤኈሗ㓘㢠䛸䛺䜛䚹
䐠ཎ࿌䛾ッゴ௦⌮ேᘚㆤኈ䜙䛾ッゴάື䛻䛛䜣䛜䜏䚸ᮏ
䛿ྠ✀ྠつᶍ䛾䛸ẚ䜉䛶」㞧ᅔ㞴䛺䜒䛾䛸䛿䛔䛘䛪䚸ᘚ
ㆤኈ䛜䛣䜜䛻せ䛧䛯ປຊ䜔㛫䛾㈇ᢸ䛿┦ᑐⓗ䛻㍍䛔䜒䛾䛷
䛒䛳䛯䛸ุ᩿䛧䚸䐟䛷⟬ฟ䛧䛯ཎ࿌䛜ᨭᡶ䛖䜉䛝ᘚㆤኈሗ㓘
㻝㻞㻢㻜䛾⠊ᅖෆ䛷䛂┦ᙜ䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛㢠䛃䛿䚸䛭䛾㻠㻜䠂䜢ῶ
㢠䛧䛯㻣㻡㻢䛸ㄆᐃ䛧䛯䚹

୍㒊ㄆᐜ

ุᡤ䛾ุ᩿

㻞㻠

䐟䝎䝮⏝ᶒタᐃ⏦ㄳ䜢ྲྀ䜚ୗ䛢
䜛ᶒ㝈⾜䜢ᛰ䜛䛣䛸䛾㐪ἲ☜ㄆ
䜢ồ䜑䜛ッ䛘䛾㐺ἲᛶ
䐠ྛ㈇ᢸ㔠➼䛾ᨭฟ䛿ᆅ㈈ἲ➼
䛻䛧㐪ἲ䛛
䐡බႠᴗ⟶⌮⪅䛜䝎䝮⏝ᶒタ
ᐃ⏦ㄳ䜢ྲྀ䜚ୗ䛢䜛ᶒ㝈䛾⾜䜢
ᛰ䜛䛣䛸䛿ᆅ㈈ἲ㻤᮲䛻䛧㐪ἲ䛸
䛺䜛䛛

䐟≉ᐃከ┠ⓗ䝎䝮ἲ㻝㻡᮲㻝㡯䛻ᇶ䛵䛟䝎䝮⏝ᶒ䛾タᐃ䛿ᅜ
⮧䛜⾜䛖ฎศ䛷䛒䜛䛛䜙䚸⏝ᶒタᐃ⏦ㄳཬ䜃䛣䜜䜢ྲྀ䜚
ୗ䛢䜛ᶒ㝈䜒බႠᴗ⟶⌮⪅䛻䛿ᒓ䛥䛺䛔䚹
䐠䐡㼄䜙䛾ᙇ䛩䜛Ỉୖ䛾ᚲせᛶཬ䜃Ỉຠᯝ䛾Ḟዴ୪䜃
䛻ᆅ䛩䜉䜚䛾༴㝤ᛶ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䛸䚸ᅜ┬ㄪᰝ⤖ᯝ䛻
↷䜙䛧䚸䛔䛪䜜䜒ㄆ䜑䜙䜜䛪䚸ୖグᙇ䜢๓ᥦ䛸䛩䜛㼄䜙䛾ᙇ
䛿䛔䛪䜜䜒᥇⏝䛷䛝䛺䛔䚹

䐟ッ䛘༷ୗ䚸䐠ཬ䜃䐡ㄳồᲠ༷

䚷ྠྕ䛻つᐃ䛩䜛⾜ᨻฎศ䛸䛿䚸⾜ッἲ㻟᮲㻞㡯䛻つᐃ䛩䜛䛂⾜
ᨻᗇ䛾ฎศ䛭䛾බᶒຊ䛾⾜䛻ᙜ䛯䜛⾜Ⅽ䛃䛸ྠ⩏䛷䛒䜚䚸
䚷ཌᮌᕷ䛜ᕷ㆟㆟ဨ䛻ᑐ䛧ሗ㓘➼䜢
බᶒຊ䛾య䛯䜛ᅜཪ䛿බඹᅋయ䛜⾜䛖⾜Ⅽ䛾䛖䛱䚸䛭䛾⾜
ᨭ⤥䛧䛯⾜Ⅽ䛿䛂⾜ᨻฎศ䛃䛻ヱᙜ䛧䚸 ㆟ဨ䛻ᑐ䛩䜛ྛබ㔠ᨭฟ䛜⮬ἲ
Ⅽ䛻䜘䛳䛶䚸┤᥋ᅜẸ䛾ᶒ⩏ົ䜢ᙧᡂ䛧䚸ཪ䛿䛭䛾⠊ᅖ䜢☜
㆟ဨሗ㓘➼ᨭฟ↓
ྠฎศ䛿㧗㢠䛻㐣䛞䛶බᗎⰋ䛻 㻞㻠㻞᮲䛾㻞➨㻝㡯㻞ྕ䛾⾜ᨻฎศ䛻
ᐃ䛩䜛䛣䛸䛜ἲᚊୖㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䜒䛾䜢䛔䛖䛸ゎ䛩䜛䛾䛜┦
ຠ☜ㄆㄳồ௳
䛩䜛䛸䛧䛶Ẹἲ㻥㻜᮲䛻䜘䜚↓ຠ䛷䛒䜛䛸 ヱᙜ䛩䜛䛛ྰ䛛
ᙜ䛸䛧䚸㆟ဨሗ㓘➼䛾ᨭฟ㈇ᢸ⾜Ⅽ䛿䚸ᕷ䛾ෆ㒊⾜Ⅽ䛻䛸䛹䜎
䛧䛶䚸䛭䛾↓ຠ☜ㄆ䜢ồ䜑䛯
䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸㆟ဨ䜽䝷䝤⿵ຓ㔠䛻䛴䛔䛶䜒⿕ᶒຊⓗ䛺⤥⾜
ᨻ䛾ศ㔝䛻䛚䛡䜛⿵ຓ㔠䛿୍✀䛾㉗ዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾
䛷䛒䜛䛸ゎ䛥䜜䚸⾜ᨻᗇ䛜බᶒຊ䛾య䛸䛧䛶⾜䛖䜒䛾䛸䛿䛔
䛘䛪䚸⾜ᨻฎศ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䚹

䚷බඹᕤ䛻ಀ䜛ㄯྜ䛻➃䜢Ⓨ䛩䜛ఫ
Ẹッゴ䛻୍㒊ッ䛧䛯ཎ࿌䛜䚸ッゴ䜢
ᘚㆤኈሗ㓘ㄳồ
ᘚㆤኈ䛻ጤ௵䛧䛶㏣⾜䛧䛯䛯䜑䚸㮵ᔱ
௳
ᕷ䛻ᑐ䛧ᘚㆤኈሗ㓘㻤㻜㻜䛾ᨭᡶ䛔
䜢ồ䜑䛯

௳ྡ

䚷ఫẸ㼄䜙䛜ඵ䝑ሙ䝎䝮ᘓタᴗ䛻䛴
䛔䛶䚸Ỉୖཬ䜃Ỉୖᚲせᛶ䛾䛺䛔
䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛧䚸ᇸ⋢┴බႠᴗ⟶⌮
ඵ䝑ሙ䝎䝮ᘓタ㈝ ⪅ཬ䜃ᇸ⋢┴▱䛻ᑐ䛧䚸≉ᐃከ┠ⓗ
㻴㻞㻞㻚㻣㻚㻝㻠 䛥䛔䛯䜎ᆅ ⏝ᨭฟᕪṆ➼ㄳồ 䝎䝮ἲ䛻ᇶ䛵䛟ᘓタ㈝㈇ᢸ㔠➼䛾ྛᨭ
௳
ฟ䛾ᕪṆ䚸ᇸ⋢┴බႠᴗ⟶⌮⪅䛜
ᅜ⮧䛻ᑐ䛧⏝ᶒ㝈タᐃ⏦ㄳ䜢
ྲྀ䜚ୗ䛢䜛ᶒ㝈䛾⾜䜢ᛰ䜛ᐇ䛾㐪
ἲ☜ㄆ➼䜢ồ䜑䛯

㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻞㻣

㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻞㻥
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ุᡤ

䛾ᴫせ

䚷ᕷ䛾≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨ䛸䛧䛶ົ䛧
䛶䛔䛯䠴䛜ᕷ䛻௵⏝䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻
䛴䛔䛶䚸䠄䠍䠅ཎ࿌䜢௵⏝䛧䛺䛛䛳䛯䛣
䛸䛜↓ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䜢⌮⏤䛸䛩䜛䚸≉ู
⫋㠀ᖖ⫋ဨ䛸䛧䛶䛾ᆅ䛾☜ㄆཬ䜃
≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨ
㈤㔠䛾ᨭᡶㄳồ䚸䠄䠎䠅⿕࿌䛜ཎ࿌䛾
ᆅ☜ㄆ➼ㄳồ
௵⏝䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅᶒ䜢ᐖ䛧䛯䛣䛸䜢
௳
⌮⏤䛸䛩䜛䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍᮲䠍㡯䛻ᇶ
䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䚸䠄䠏䠅⿕࿌䛜ཎ࿌䜢
௵⏝䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸ཬ䜃⿕࿌䛾⫋ဨ
䛾ゝື䛜ἲ⾜Ⅽ䜢ᵓᡂ䛩䜛䛣䛸䜢⌮
⏤䛸䛩䜛䚸ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯

䚷㧗ᵳᕷ䛜⫋ဨཌ⏕㤋ෆ䛾ົᐊ
䜢ປാ⚟♴ㄢศᐊ䛸ᐃ䜑䚸ᕷෆ䛾ປാ
⤌ྜ➼䛻↓ᩱ䛷⏝䜢チྍ䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛᪨䛾せ⥘䜢ไᐃ䛧䛯䛣䛸ཬ䜃せ
ᕷᗇ⯋ศᐊ⏝チ
⥘䜢ᗫṆ䛧䛺䛔䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸⮬ἲ䚸
ྍせ⥘ఫẸッゴ
ປാ⤌ྜἲ䚸ᕷ᮲䛾ྛつᐃ䛻㐪
௳
䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᮏ௳せ⥘䛾Ỵᶒ⪅
➼䛻ᑐ䛧䛶ἲ⾜Ⅽ䛻ᇶ䛵䛟㻝㻡㻣
㻝㻡㻥㻣䛾ᦆᐖ㈺ൾㄳồ䜢䛩䜛䜘䛖ồ䜑
䛯

௳ྡ

ㄳồᲠ༷

䚷ᙜヱศᐊ䛿⮬ἲୖ䛾බ䛾タ䛻䛒䛯䜙䛪䚸䜎䛯䚸ᮏ௳せ
⥘ୖ䛾つᐃ䜒ᗈ䛟ᕷෆ䛾ປാ⪅➼䛻ᑐ䛧䛶↓ൾ⏝䜢ㄆ䜑䜛
᪨つᐃ䛧䛶䛚䜚䚸㛵ಀᅋయ䜢ඃ㐝䛩䜛┠ⓗ䛷ไᐃ䛥䜜䛯䜒䛾䛸
ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸ᮏ௳せ⥘䜢ไᐃ䛧䛯䛣䛸䛜ྛつᐃ䛻㐪
䛩䜛䛸䛛䚸Ỵᶒ⪅䛾㔞䛾㐓⬺ཪ䛿℃⏝䛻䛒䛯䜙䛺䛔䚹䜎
䛯䚸ᮏ௳せ⥘䛾㐺ἲᛶ䛜ไᐃᚋ䛾䛻䜘䛶ኚ䛧䛯䛸䜏䜛
䜉䛝䜒ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䜙䚸ᮏ௳せ⥘䜢ᗫṆ䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜢
㐪ἲ䛸ホ౯䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸ྠᵝ䛻䚸ᮏ௳せ⥘䛾ไᐃ䛾㜼Ṇ
ཪ䛿ᗫṆ䛻ಀ䜛ᣦ┘╩ᶒ㝈䜢⾜䛧䛺䛛䛳䛯⾜Ⅽ䜒㐪ἲ䛸
䛔䛘䛺䛔䚹

ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻞㻡

䐟ᮏ௳ົ㛵ಀ䛿ᕷ㛗䛾௵⏝⾜Ⅽ䛻䜘䜚ᡂ❧䛧䛯බἲୖ䛾௵
⏝㛵ಀ䛷䛒䜚䚸䜎䛯䚸≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨ䛾௵⏝䛿䚸௵⏝ᮇ㛫
䛾‶䛻䜘䜚ᙜ↛䛻⤊䛧䚸㔞⾜Ⅽ䛷䛒䜛᪂䛯䛺௵⏝䛜䛺䛔
㝈䜚≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨ䛯䜛ᆅ䛿Ⓨ⏕䛧䛺䛔䛣䛸䚸ᕷ䛿䚸䠴䛾
௵⏝ᮇ㛫‶ᚋ䛻ఱ䜙௵⏝⾜Ⅽ䜢⾜䛳䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛻↷䜙䛫
䐟ᮏ௳௵⏝䛿↓ຠ䛛
䐠ᮏ௳௵⏝䛿䚸ཎ࿌䛾௵⏝ 䜀䚸ᮏ௳௵⏝䜢↓ຠ䛸䛩䜛䠴䛾ᙇ䛿᥇⏝䛷䛝䛺䛔䛸ุ᩿
䛥䜜䜛䛸ᮇᚅᶒ䜢㐪ἲ䛻ᐖ䛧䛯䛛 䛧䛯䚹
䐡ᮏ௳⿕࿌䛾⫋ဨ䠄㈨ᩱ㤋䛾㤋
䐠ᮏ௳䛻䛚䛡䜛䠴䛾௵⏝䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䛿䚸ほⓗ䛺ᐇୖ
㛗䠅䛾ゝືཬ䜃ᮏ௳௵⏝䛿 䛾䜒䛾䛻䛩䛞䛪䚸ἲᚊୖಖㆤ䛥䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹
ἲ⾜Ⅽ䜢ᵓᡂ䛩䜛䛛
䐡ᮏ௳⿕࿌䛾⫋ဨ䠄㈨ᩱ㤋䛾㤋㛗䠅䛾ゝື䛿䚸ἲ⾜Ⅽ䜢ᵓ
ᡂ䛩䜛䜒䛾䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹䜎䛯䚸≉ู⫋㠀ᖖ⫋ဨ䛾ே௳㈝䛜
ィୖ䛥䜜䛶䛔䛯Ⅼ䛺䛹䜢䜒䛳䛶䚸䛩䛺䜟䛱䠴䛾௵⏝䛜ணᐃ䛥
䜜䛶䛔䛯䛸䛿䛔䛘䛺䛔䛣䛸䛻䛛䜣䛜䜏䜜䜀䚸ᮏ௳௵⏝䛜䛩
䛺䜟䛱ἲ⾜Ⅽ䜢ᵓᡂ䛩䜛䜒䛾䛸䛔䛘䛺䛔䚹
௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䚸䠴䛾ᮏ௳ㄳồ䛿䚸䛭䛾వ䛾தⅬ䛻䛴䛔䛶ุ᩿
䛩䜛䜎䛷䜒䛺䛟䚸䛔䛪䜜䜒⌮⏤䛜䛺䛔䛛䜙䛣䜜䜢Რ༷䛩䜛䚹

䐟ᮏ௳せ⥘ไᐃ⾜Ⅽ䛾ἲ⾜Ⅽ
ヱᙜᛶ
䐠ᮏ௳せ⥘䜢ᗫṆ䛧䛺䛛䛳䛯⾜Ⅽ
䛾ἲ⾜Ⅽヱᙜᛶ
䐡ᕷ㛗㼅䛾ᣦ┘╩ୖ䛾⩏ົ㐪
䛾᭷↓

தⅬ

－136－

᪥

㻡㻠 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻠㻚㻞㻣

㻡㻟 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻢㻚㻞㻠

ศ㢮

ᶓᆅ

㜰ᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

தⅬ
ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻞㻢

䚷ཎ࿌䛾ᡤ᭷䛩䜛ᅵᆅ䛻䛴䛔䛶ᆅୖᘓ
≀䛾ᘓ᭰䛘䛾㝿䛻⾜䜟䜜䛯㞄᥋䛩䜛
㐨㊰䛻䛴䛔䛶ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䠐䠎᮲䠎㡯䛻
ㄳồᲠ༷
つᐃ䛩䜛㐨㊰䛾᪂䛯䛺ุᐃ䜢᎘䛔䚸ᕷ
ᘓ⠏ᇶ‽ἲ䠐䠎᮲䠎
ᢸᙜ⪅䛸΅䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䚸ุᐃ䛜ኚ
䚷ᮏ௳㐨㊰ุᐃᚋ䛻ᕷ䛜ᐇ㉁ⓗ䛻ᮏ௳䠎㡯㐨㊰䛾㐨㊰୰ᚰ⥺
ᮏ௳㐨㊰ุᐃ䛾㐪ἲᛶ䛾᭷↓䛻䛴
㡯䛻つᐃ䛩䜛㐨㊰
᭦䛥䜜䛯䚹ཎ࿌䛿䚸ᕷ䛻ᑐ䛧䚸ᮏ௳㐨㊰
䜢⛣ື䛥䛫䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶䚸䛭䛾ἲⓗ᰿ᣐ䛻䛴䛔䛶䛿䛭䜜⮬య
䛔䛶
䛾ุᐃ䛻ಀ䜛ᦆᐖ
᳨ウ䛾వᆅ䛜䛒䜛䛸䛧䛯䛜䚸ᮏ௳䛻㝈䛳䛶䛔䛘䜀䚸ᕷ䛾ᮏ௳㐨
ุᐃ䛾⤖ᯝ䚸ཎ࿌䛿ᘓ≀᪂⠏䛾ᘏ㛗
㈺ൾㄳồ௳
䜢వ䛺䛟䛥䛫䜙䜜䜛䛺䛹䛾ᦆᐖཬ䜃
㊰ุᐃ䛻䛴䛔䛶᱁ู䛾㐪ἲᛶ䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛸䛧䚸ཎ
⢭⚄ⓗᦆᐖ䜢⿕䛳䛯䛸䛧䛶䚸ᅜᐙ㈺ൾ
࿌䛾ㄳồ䜢Რ༷䛧䛯䚹
ἲ䠍᮲䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧
䛯

䐟䠵♫䜙䛾㐪ἲ䛺⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᡭ⥆䛾₯⬺⾜Ⅽ
䚷ᯛ᪉ᕷෆ䛾ඹྠఫᏯ䛾ᒃఫ⪅䛷䛒䜛
䚷䠵♫䜙䛾㛤Ⓨᴗ䛿䚸ูಶ䛾ᴗ䛸䛧䛶䛾ᐇయ䜢᭷䛩䜛䜒䛾
䠴䜙䛜䚸ᘓタ♫䛷䛒䜛䠵♫䜙䛿ᯛ᪉ᕷ
䛷䛒䜚䚸ᮏ௳᮲䛾ᐃ䜑䜛⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᡭ⥆䛾ᑐ㇟䛸䛿䛺䜙
⎔ቃᙳ㡪ホ౯᮲䛻ᇶ䛵䛟⎔ቃᙳ㡪
ఫᏯᅋᆅᘓタ㛤Ⓨ ホ౯ᡭ⥆䜢ච䜜䜛䛯䜑䚸ඹྠἲ⾜Ⅽ 䐟䠵♫䜙䛾㐪ἲ䛺⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᡭ 䛺䛔䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷䠴䜙䛾ᙇ䛾䜘䛖䛺ูಶ䛾ᴗ䜢䠍䛴䛾ᴗ䛸䜏䛺䛧䛶ᮏ௳
チྍᅜᐙ㈺ൾㄳồ 䜢⾜䛔䚸䜎䛯䚸ᕷ䛿ୖグἲ⾜Ⅽ䛻ຍ ⥆䛾₯⬺⾜Ⅽ䛾᭷↓
᮲䜢㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛿䚸ྠ᮲䛾つᐃ䛜䛺䛟䚸ゎ㔘ୖ↓⌮䛜䛒
௳
ᢸ䛧䛯䛺䛹䛸ᙇ䛧䚸䠵♫䜙䛻ᑐ䛧䛶Ẹ 䐠ᕷ䛾㐪ἲ䛺ຍᢸ⾜Ⅽ䛾᭷↓
䜛䛸ゝ䜟䛦䜛䜢ᚓ䛪䚸᥇⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
ἲ䠓䠍䠕᮲䛻䜘䜚䚸ᕷ䛻ᑐ䛧䛶䛿ᅜᐙ㈺
䐠䠵ᕷ䛾ἲ⾜Ⅽ㈐௵
ൾἲ䠍᮲䛻䜘䜚ཎ࿌䜙ྛ⮬䛻䛭䜜䛮䜜
䚷ᕷ䛜䠵♫䜙䛾㛤Ⓨチྍ䛻䛴䛔䛶チྍ䜢䛘䛯䛣䛸䛻㐪ἲ䛿䛺
䠑䠌䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯
䛟䚸ᮏ௳᮲䛻ᐃ䜑䜛⎔ቃᙳ㡪ホ౯䛻ಀ䜛䠴䜙䛾ᡭ⥆ⓗᶒ䚸
┈䜢㐪ἲ䛻ᐖ䛧䛯䜒䛾䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹

௳ྡ

－137－

᪥

㻡㻢 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻝㻡

㻡㻡 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻢㻚㻝㻤

ศ㢮

ᶓᆅ

㜰ᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

தⅬ
ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻞㻣

䐟䠴䜙䛾ཎ࿌㐺᱁
䚷ᮏ௳ᣦᐃ䛻䚸ᮏ௳ྛಖ⫱ᅬ䛻䛚䛔䛶ಖ⫱䛾ᐇ䜢ཷ䛡䛶
䛔䛯ඣ❺ཬ䜃ಖㆤ⪅䛷䛒䜛䠴䜙䛿䚸ྠᣦᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ䜑䜛䛻
䛴䛝ἲᚊୖ䛾┈䜢᭷䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶䚸ཎ࿌㐺᱁䜢᭷䛩䜛䜒䛾
䚷ᕝᓮᕷᕷ㛗䛜ᕝᓮᕷ䛾䠝ஙඣಖ⫱ᅬ
䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸䠴䜙䛾䛖䛱᪤䛻䛭䛾㣴ㆤ䛩䜛ඣ❺䛾ಖ⫱ᮇ㛫䛜
ཬ䜃䠞ಖ⫱ᅬ䛾ᣦᐃ⟶⌮⪅䛻ᮏ௳♫
⤒㐣䛧䛯⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛭䛾ッ䛘䛾┈䜢᪤䛻ኻ䜟䜜䛶䛔䜛䛸
⚟♴ἲே䜢ᣦᐃ䛧䛯䛸䛣䜝䚸ᮏ௳ྛ
䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
ಖ⫱ᅬ䛻ධᡤ䛧䛯ඣ❺ཬ䜃䛭䛾ಖㆤ
⪅䛷䛒䜛䠴䜙䛜ᮏ௳ᣦᐃ䛿ಖ⫱ᡤ㑅ᢥ 䐟ᮏ௳ྲྀᾘッゴ䛻䛚䛡䜛ཎ࿌㐺᱁ 䐠ᮏ௳ᣦᐃ䛾㐪ἲᛶ䛾᭷↓
ᕷ❧ಖ⫱ᅬ䛾ᣦᐃ
䐳ᮏ௳ྛಖ⫱ᅬ䛾ẸႠ䛿䚸⤒㈝๐ῶຠᯝ䜢ᮇᚅ䛩䜛䛣䛸䛜
ᶒ䜢ᐖ䛩䜛䛺䛹䛧䛶㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧 䛾᭷↓
⟶⌮⪅ᣦᐃ௳
䛷䛝䜛බ❧ಖ⫱ᡤ䛾ẸႠ䛸䛔䛖䠍䛴䛾ྜ⌮ⓗ䛺ᡭἲ䜢᥇⏝䛧
䛶䚸ᮏ௳ᣦᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒 䐠ᮏ௳ᣦᐃ䛾㐪ἲᛶ䛾᭷↓
䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸ಖㆤ⪅䛾ಖ⫱ᡤ䜢㑅ᢥ䛩䜛ᶵ䛾ಖ㞀䛸䛔䛖ほ
䛻䚸ᮏ௳ᣦᐃ䛻䜘䜚⢭⚄ⓗᦆᐖ䜢⿕䛳
Ⅼ䛛䜙䛿䚸ಖㆤ⪅䜙䛻䛘䛯ᙳ㡪䛿䛭䜜䜋䛹䛝䛔䜒䛾䛷䛿䛺
䛯䛸䛧䛶ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍᮲䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸
䛔䚹
ཎ࿌䜙䛻ᑐ䛧䛭䜜䛮䜜䠍䠌䛾ᦆᐖ
䐴ᮏ௳ἲே䛻䜘䜛ಖ⫱䛾ෆᐜ䛿䚸ಖ⫱⎔ቃ䛸䛧䛶┦ᛂ䛾Ỉ‽
㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯
䛷䛒䜛䚹
䐵ಖㆤ⪅䜙䛾ᡭ⥆ಖ㞀䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䜒≉䛻㓄៖䜢Ḟ䛔䛯䜒䛾
䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹
௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䚸ᮏ௳ᣦᐃ䛻㔞ᶒ䛾⠊ᅖ䜢㐓⬺䚸℃⏝䛧䛯㐪
ἲ䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹

ㄳồᲠ༷

䚷ཎ࿌䠴䛿䚸ᕷ䛾ᢸᙜ⪅䛻ᑐ䛧䚸ᑂᰝㄳồ䜢䛩䜛䛛ྰ䛛䛿ᅜ
䛷䛾ᑂ㆟≧ἣ䛸䛭䛾᳨ウ䜢㋃䜎䛘䛶ุ᩿䛩䜛䛸䛾⪃䛘䜢⾲᫂
䛧䚸䛭䛾ᚋᑂᰝㄳồ䜢⾜䛖ពᛮ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾⤒⦋
䚷ㆤಖ㝤ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛂せㆤ䠍䛃䛾ㄆ
䛻↷䜙䛫䜀䚸䛣䛾㛫䛾ᕷ䛾ᢸᙜ⪅䛾⾜Ⅽ䛜䚸ཎ࿌䠴䛾ᑂᰝㄳ
ᐃ䜢ཷ䛡⤥䜢ཷ䛡䛶䛝䛯ཎ࿌䠴䛜䚸
ồ䜢ጉᐖ䛧䛯䜒䛾䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚹䜎䛯䚸せㆤ≧ែ༊ศཪ
ᕷ䜘䜚᪂䛯䛻䛂せᨭ䠎䛃䛸䛩䜛ㄆᐃ䜢
䛿せᨭ≧ែ༊ศ䛻ಀ䜛ㄆᐃ䛿䚸䛔䛳䛯䜣䛭䜜䛜䛥䜜䜜䜀ἲ
ㆤಖ㝤ㄆᐃ䛻ಀ
ཷ䛡᭹䜢᭷䛧䛶䛔䛯䛸䛣䜝䚸ᕷ䛾ᢸᙜ ᕷ䛾ᢸᙜ⪅䛾⾜Ⅽ䛜ཎ࿌䠴䛾ᑂᰝ
䛾ᐃ䜑䜛ᡭ⥆䛻䜘䛳䛶ྲྀ䜚ᾘ䛥䜜䛺䛔㝈䜚䚸᭷ຠ䛺䜒䛾䛸䛧䛶ྲྀ
䜛ᅜᐙ㈺ൾㄳồ
⪅䛻䜘䛳䛶䛭䜜䛻ᑐ䛩䜛ᑂᰝㄳồ䛾⾜ ㄳồ䜢ጉᐖ䛧䛯䛛ྰ䛛
䜚ᢅ䜟䜜䜛䚹䜘䛳䛶䚸ᕷ䛾ᢸᙜ⪅➼䛜䚸ཎ࿌䛻䛴䛔䛶᪂䛯䛻䛂せ
௳
䜢ጉᐖ䛥䜜䛯䛣䛸➼䛻䜘䜚⢭⚄ⓗⱞ
ᨭ䠎䛃䛾ㄆᐃ䛜䛥䜜䛯䛣䛸䜢๓ᥦ䛻䛧䛶ㆤ䝃䞊䝡䝇➼䛻ಀ
③䜢ཷ䛡䛯䛸䛧䛶䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䛻ᇶ䛵
䜛ዎ⣙䛾⥾⤖䜢ồ䜑䜛䛣䛸䛿㐪ἲ䞉ᙜ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛿䛔䛘
䛝䚸៘ㅰᩱ➼䛾ᨭᡶ䜢ồ䜑䛯
䛺䛔䚹䜎䛯䚸ᕷ䛾ᢸᙜ⪅➼䛾⾜ື䜢ලయⓗ䛻䜏䛶䜒䚸䛭䜜䛜ᙉ
せ䛻䜟䛯䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛸䛔䛖䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䚹
䚷ᮏ௳䛾䛭䛾䛾䜢⥲ྜ䛧䛶䜒䚸ᕷ䛾ᢸᙜ⪅䛻䛴䛔䛶ᅜᐙ
㈺ൾἲୖ㐪ἲ䛺⾜Ⅽ䛜䛒䛳䛯䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛪䚸ཎ࿌䠴䛾ㄳồ
䛿䛭䛾వ䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䜎䛷䜒䛺䛟⌮⏤䛜䛺䛔䚹
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㻡㻤 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻟㻜

㻡㻣 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻜

ศ㢮

ᮾி㧗

㜰ᆅ
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䛾ᴫせ
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ㄳồㄆᐜ

ุᡤ䛾ุ᩿

䚷ཎ࿌䠴䛜䠴䛾㛗ዪ䠝䛾㌟య㞀ᐖ⪅ᡭ
ᖒ䛾䜢ཷ䛡䛯㝿䛻䠝䛾㐠㈤ᘬไ
ᗘ䛜䛒䜛᪨䛾ㄝ᫂䜢ཷ䛡䛯䛜䚸䠴⮬㌟
䛻䛴䛔䛶䜒ྠᵝ䛾ᘬไᗘ䛜䛒䜛䛸䛔
䛖ㄝ᫂䛿ཷ䛡䛺䛛䛳䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛻ᑐ
ㆤ⪅㐠㈤ᘬไ
䛧䚸䛣䜜䛿ᕷ䛾⫋ဨ䛾ㄝ᫂⩏ົ䠄ሗ
ᗘሗᥦ౪ᦆᐖ
ᥦ౪⩏ົ䠅㐪䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛧
㈺ൾୖ࿌௳
䛶䚸ᕷ䛻ᑐ䛧䛶䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍᮲䠍㡯䛺
䛔䛧Ẹἲ䠓䠍䠐᮲䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸ཎ࿌䛜
ㆤே䛸䛧䛶ᨭᡶ䛳䛯㐠㈤䛸ᘬ㢠┦
ᙜ㢠䛸䛾ᕪ㢠䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯


㻞㻤

䐟㌟య㞀ᐖ⪅⚟♴ἲ䠕᮲䠐㡯䠎ྕ䛻䛔䛖䛂㌟య㞀ᐖ⪅䛾⚟♴䛻
㛵䛧䚸ᚲせ䛺ሗ䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸㌟య㞀ᐖ⪅⚟♴ἲ䛾┠ⓗ䛷䛒
䜛㌟య㞀ᐖ⪅䛾⚟♴䛾ቑ㐍䜢ᅗ䜛䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䚸㛵ಀἲ௧
䛾㊃᪨䛻↷䜙䛧䚸ၥ㢟䛸䛺䜛ಶ䚻䛾㡯䛻䛴䛔䛶ุ᩿䛩䜛䛾䛜
䐟ㆤ⪅䛻ᑐ䛩䜛ሗᥦ౪⩏ົ䛾
┦ᙜ䛷䛒䜛䚹䜘䛳䛶䚸ᮏ௳ᘬไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸᠇ἲ䞉㌟య㞀
᭷↓
ᐖ⪅⚟♴ἲ䞉㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭἲ䜢⥲ྜ⪃៖䛩䜜䜀䚸㌟య㞀ᐖ
䐠ㆤ⪅䛻ᑐ䛩䜛ㄝ᫂䛻ᑐ䛩䜛
⪅⚟♴ἲ䠕᮲䠐㡯䠎ྕ䛻䛔䛖䛂㌟య㞀ᐖ⪅䛾⚟♴䛻㛵䛧䚸ᚲせ
ᐇ㛵ಀ
䛺ሗ䛃䛻ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛸ゎ䛥䜜䜛䚹
䐠ᕷ䛾ᢸᙜ⫋ဨ䛿䚸䠴䛻ᑐ䛧䛶䚸䛂㌟య㞀ᐖ⪅䛾⚟♴䛻㛵䛧䚸
ᚲせ䛺ሗ䛃䛷䛒䜛ᮏ௳ᘬไᗘ䛻䛴䛔䛶ሗ䜢ᥦ౪䛧䛯䛸䛿
ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔᪨ุ♧䛧䛯䚹
௨ୖ䜘䜚䚸ᦆᐖ㢠➼䛻䛴䛝䚸ᑂ⌮䜢ᑾ䛟䛩ᚲせ䛜䛒䜛䛸䛧䛶ᮏ௳
䜢ཎᑂ䛻ᕪ䛧ᡠ䛧䛯䚹

ཎุỴ◚Რ䠄ㄳồᲠ༷䠅䚸ཎᑂᕪᡠ䛧

䐟䠴䛜ᦠᖏ㟁ヰ⏝➼䛾㐪䜢⾜䛳䛯ᐇ䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝
䛪䚸ᮏ௳ฎศ䛿㐪ἲ䛷䛒䛳䛶ྲྀᾘ䛧䜢ච䜜䛺䛔䚹
䚷㜰ᗓබᏳጤဨ䛜䚸㆙ᐹᐁ䛾ㄗ䛳
䐠⾜ᨻฎศᗇ䛿䚸ᑓ䜙㆙ᐹᐁ䜙䛾ㄆᐃ䛻౫ᣐ䛧䛶ᮏ௳㐪
䛯ᦠᖏ㟁ヰ⏝➼䛾ᐇ䜢๓ᥦ䛸䛧䛶
䐟ᮏ௳ฎศ䛿㐺ἲ䛛ྰ䛛
ᐇ䜢ㄆᐃ䛧䚸䛣䜜䜢๓ᥦ䛻ᮏ௳ฎศ䜢⾜䛳䛯䜒䛾䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛
㐠㌿චチຠຊṆ
㐠㌿චチຠຊṆฎศ䜢⾜䛳䛯䛣䛸䛿
䐠ฎศ⾜ᨻᗇ䛜ᮏ௳ฎศ䜢⾜䛳䛯 䛛䜙䚸䛭䛾⫋ົୖᑾ䛟䛩䜉䛝ὀព⩏ົ䜢ᑾ䛟䛩䛣䛸䛺䛟ₔ↛䛸㐪
ฎศᅜᐙ㈺ൾㄳồ
ᅜᐙ㈺ൾἲୖ㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶⿕ฎศ
䛣䛸䛿䚸ᅜᐙ㈺ൾἲୖ㐪ἲ䛛ྰ䛛 ⾜Ⅽ䜢ㄆᐃุ᩿䛧䛯䜒䛾䛸䛔䜟䛦䜛䜢ᚓ䛪䚸ฎศ⾜ᨻᗇ䛾ᮏ
௳
⪅䛜㻝㻜㻜䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯
௳ฎศ䜢⾜䛳䛯䛣䛸䛿䚸ᅜᐙ㈺ൾἲୖ䠍᮲䠍㡯䛾㐪ἲ䛾ホ౯䜢

ཷ䛡䜛䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷ᮏุỴ䛿䚸௨ୖ䛾䜘䛖䛺ุ᩿䜢♧䛧䚸㜰ᗓ䛻ᑐ䛧䚸䠴䛾ᦆᐖ
䠑䚸ᘚㆤኈ㈝⏝䠑䚸௨ୖྜィ㻝㻜䛾ᨭᡶ䜢ồ䜑䜛
㝈ᗘ䛷䚸䠴䛾ᮏ௳ㄳồ䜢ㄆᐜ䛧䛯䚹
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ᮾி㧗
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䛾ᴫせ
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䐟㞠⏝ไᗘཬ䜃௵⏝ไᗘ䛿䚸㒔ᩍጤ䛜⏦㎸⪅䜢ྜ᱁䛸
䛧䛶᥇⏝䛧䛺䛛䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸䛭䛾⏦㎸⪅䛾䛂ᶒ⩏ົ䜢ᙧᡂ䛧
䜎䛯䛿䛭䛾⠊ᅖ䜢☜ᐃ䛩䜛䛃䜒䛾䛷䜒䛺䛔䛛䜙䚸ᮏ௳ྜ᱁䛻
⾜ᨻฎศᛶ䜢ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䜒䛾䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䐠ᮏ௳㞠⏝ไᗘཬ䜃௵⏝ไᗘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㒔ᩍጤ䛾ྜྰ
ཬ䜃᥇ྰ䛾ุᐃ䛻䛿ᗈ⠊䛺㔞ᶒ䛜䛒䜚䚸㒔ᩍጤ䛻䛚䛔䛶䛣
䛾㔞ᶒ䛾㐓⬺䚸℃⏝䛜䛺䛔㝈䜚䚸㐪ἲ䛾ၥ㢟䛿⏕䛨䛺䛔䜒䛾
䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹༞ᴗᘧ䛾ᅜḷᩧၐ䛾㝿䛻㉳❧䛫䛪ᡄ࿌ฎ
ศ䜢ཷ䛡䛯䛣䛸䜢ᾘᴟⓗせ⣲䛸䛧䛶⪃៖䛧䛶ྜ᱁䛸䛧䛯䛣䛸
䛿䚸䠴䛜ྜ᱁䛸䛺䛳䛯ᖹᡂ䠍䠔ᖺᗘ䛾᥇⏝㑅⪃䛷䛿䚸ᡄ࿌ฎ
ศ䜘䜚䜒㔜䛔ῶ⤥ฎศ䜔⫋ฎศ䜢ཷ䛡䛯⪅䛷᥇⏝䛥䜜䛯⪅
䛜䛔䜛䛜䚸䛭䛾ฎศ⏤䛿ᮏ௳䛾䜘䛖䛺⫋ົ௧㐪䛷䛿䛺
䛛䛳䛯䛣䛸䛺䛹䛾ㅖⅬ䜢⪃៖䛩䜛䛸䚸ⴭ䛧䛟ᐈほⓗྜ⌮ᛶཬ䜃
♫ⓗ┦ᙜᛶ䜢Ḟ䛟䜒䛾䛷䛒䜛䛸䜎䛷䛿䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛪䚸㒔ᩍ
ጤ䛜䛭䛾㔞ᶒ䜢㐓⬺䚸℃⏝䛧䛯䜒䛾䛸䜎䛷䛿䛔䛘䛺䛔䚹

ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

ㄳồᲠ༷

䚷ᕷ㐨䛾ᕪⅬ䛷䠎ᗘ䛻䜟䛯䜚⮬ື㌴
ㄳồᲠ༷
䛾ฟ䛔㢌⾪✺ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛧
䛶䚸ᙜヱᕷ㐨䛜㏻ᨾ䜢ច㉳䛧䜔䛩
ᕷ㐨䛾タ⨨ཪ䛿⟶
䛔ᵓ㐀䛷䛒䜛䛻䛴䛝䚸タ⨨ཪ䛿⟶⌮䛻 ᮏ௳ᕪⅬ䛻䛴䛔䛶タ⨨ཪ䛿⟶⌮ 䚷ᕪ㐨㊰䛜㏿䠏䠌䜻䝻䝯䞊䝖䝹䛾㏿ᗘつไ䛜䛥䜜䛶䛔䜛䜋
⌮䛾⍗⑅ᅜᐙ㈺ൾ
䛛䚸䜹䞊䝤䝭䝷䞊䚸㟁ග⾲♧⨨䛜䛥䜜䜛䛺䛹䚸㏻ᨾ䛾
⍗⑅䛜䛒䛳䛯䛸ᙇ䛧䚸ᮏ௳ᕪⅬ䛾 䛻⍗⑅䛜䛒䜛䛛ྰ䛛
ㄳồ௳
Ⓨ⏕䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑䛻㐺ษ䛺ᥐ⨨䛜ㅮ䛨䜙䜜䛶䛔䜛䛸䛝䛻䛿ᕷ
ᮾഃ䛻ᩜᆅ䜢᭷䛩䜛䠴䛜ᕷ䛻ᑐ䛧䚸
ᅜᐙ㈺ൾἲ䠎᮲䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸㻟㻤㻟
㐨䛾タ⨨ཪ䛿⟶⌮䛻⍗⑅䛿䛺䛔䛸䛧䛶䚸ᮏ௳ㄳồ䜢Რ༷䛧䛯䚹
㻠㻟㻡㻜䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯

䚷㒔❧㧗ᰯᩍㅍ䛷䛒䛳䛯䠴䛾㞠⏝⫋
ဨཬ䜃௵⏝⫋ဨ䛾᥇⏝㑅⪃䛾⏦㎸
䜏䛻ᑐ䛧䛶䚸༞ᴗᘧ䛾ᅜḷᩧၐ䛾㝿䛻
㉳❧䛫䛪ᡄ࿌ฎศ䜢ཷ䛡䛯䛣䛸䜢ᾘᴟ
ⓗせ⣲䛸䛧䛶ྜ᱁䛸䛧䛯䛣䛸䛜䚸㔞
䐟ᮏ௳ྜ᱁䛾ฎศᛶ䛾᭷↓
㒔❧㧗ᰯᩍဨ㞠
ᶒ䜢㐓⬺䚸℃⏝䛻ᙜ䛯䜛䛸ᙇ䛧䛶䚸ᮏ
䐠㒔ᩍጤ䛻䜘䜛㔞ᶒ䛾㐓⬺䚸℃
⏝ᣄྰฎศྲྀᾘ➼
௳ྜ᱁䛾ฎศ䛾ྲྀᾘ䛧ཪ䛿↓ຠ☜
⏝䛾᭷↓
ㄳồ᥍ッ௳
ㄆ䜢ồ䜑䚸䠴䜢㞠⏝⫋ဨཪ䛿௵⏝
⫋ဨ䛸䛧䛶᥇⏝䛫䜘䛸䛾⩏ົ䛡䜢ồ
䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䛻ᇶ䛵䛝䚸
㻠㻤㻠㻤㻜㻜䛾ᦆᐖ㈺ൾ㔠䛾ᨭᡶ䜢ồ
䜑䛯

௳ྡ

㻞㻥

䚷୕㒓ᕷ䛜タ⨨䛩䜛୰Ꮫᰯ䛾⏕ᚐ䛷䛒
䚷ุᡤ䛿䚸䜎䛪䚸ᮏ௳ᨾ䛿䚸⿕࿌䛜タ⨨䛩䜛ᮏ௳୰Ꮫᰯ䛾
䜛ཎ࿌䛜䚸ᰯෆ䛷ᰕ䛻㢌㒊䜢Ẁᡴ䛩䜛
ఇ䜏㛫୰䛻㉳䛝䛯ᨾ䛷䛒䜚䚸ཎ࿌䛿ᮏ௳୰Ꮫᰯ䛾⟶⌮
ᩍဨ䛾⏕ᚐ䛻ᑐ䛩
䛺䛹䛧䛶യᐖ䜢㈇䛳䛯䛜䚸ᮏ௳௳䛿䚸 ᮏ௳୰Ꮫ⏕䛾ᩍဨ䜙䛻ᮏ௳ᨾ䛾
ୗ䛻䛒䛳䛯䛸䛧䛶䚸ᮏ௳୰Ꮫᰯ䛾ᩍဨ䜙䛜䚸⏕ᚐ䛷䛒䜛ཎ࿌䛾
䜛Ᏻ☜ಖ⩏ົ㐪
㻢㻝 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻞㻡 䛥䛔䛯䜎ᆅ
ᮏ௳୰Ꮫᰯ䛾ᩍဨ䛜⏕ᚐ䛷䛒䜛ཎ࿌ Ⓨ⏕䛾ලయⓗ䛺ணぢྍ⬟ᛶ䛜䛒䛳
⏕䚸㌟య䛾Ᏻ䜢☜ಖ䛩䜉䛝⩏ົ䜢㈇䛳䛶䛔䛯䛸ุ♧䛧䛯䚹
䛻䛛䛛䜛ᅜᐙ㈺
䛾Ᏻ䜢☜ಖ䛩䜉䛝⩏ົ䜢ᛰ䛳䛯⤖ᯝ 䛯䛛ྰ䛛
䚷䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸ᮏ௳ᨾ䛿䚸ᮏ௳୰Ꮫᰯ䛾ᩍဨ䜙䛻ᮏ௳ᨾ
ൾㄳồ௳
䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸⿕࿌䛻ᑐ䛧䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ
䛾Ⓨ⏕䛾ලయⓗ䛺ணぢྍ⬟ᛶ䛜䛒䛳䛯䛸䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䛸䛧
䠍᮲䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯
䛶䚸ᮏ௳୰Ꮫᰯ䛾ᩍဨ䜙䛾㐣ኻ䜢ྰᐃ䛧䚸ཎ࿌䛾ㄳồ䜢Რ༷䛧
䛯䚹

㻢㻜 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻞㻤

㻡㻥 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻝㻡

ศ㢮

－140－

᪥

㻢㻟 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻡

㻢㻞 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻠

ศ㢮

䛾ᴫせ

தⅬ

ุᡤ䛾ุ᩿

䚷㐠㌿චチド䛾ᮇ㛫᭦᪂䛻㝿䛧䛶䚸ඃ
Ⰻ㐠㌿⪅䛷䛒䜛᪨䛾グ㍕䛾䛒䜛චチ
ド䜢䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶䚸බᏳ
ጤဨ䛻␗㆟⏦❧䛶䜢䛧䛯䛜Რ༷䛥䜜
䛯䛯䜑䚸䛭䛾␗㆟⏦❧Რ༷Ỵᐃ䛾ྲྀᾘ
䛧䜢ồ䜑䜛ッ䛘䜢ᥦ㉳䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䐳
ㄳồᲠ༷
㆙ᐹᐁ䛿䚸ᨾពཪ䛿㐣ኻ䛻䜘䜚䚸䠴䛾
㐠㌿䛜㐨㊰㏻ἲ㐪䛷䛿䛺䛔䛻䜒
䚷๓グ䐳䛺䛔䛧䐵䛻䛴䛔䛶䛿䚸ἲ௧䛻༶䛧䛯㐺ṇ䛺ᡭ⥆䛜䛥䜜
䛛䛛䜟䜙䛪䚸䠴䛻ᑐ䛧䛶๎࿌▱ฎศ䚸
๎㏻࿌ฎศ䜢䛧䛯䚹䐴බᏳጤဨ
䛶䛔䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䛛䜙䚸䛣䜜䜙䜢ᅜᐙ㈺ൾἲୖ䛾㐪ἲ䛸䛩䜛䠴
䐟ᮏ௳᭦᪂ฎศ䛾㐺ἲᛶ䛻䛴䛔䛶
㐠㌿චチド᭦᪂ฎ
䛿䚸ᨾពཪ䛿㐣ኻ䛻䜘䜚䚸䠴䛻ᑐ䛧䛶ඃ
䛾ᙇ䛿๓ᥦ䜢Ḟ䛝᥇⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䐠ᮏ௳Ỵᐃ䛾㐺ἲᛶ䛻䛴䛔䛶
ศ㐪ἲᅜᐙ㈺ൾㄳ
Ⰻ㐠㌿⪅䛷䛒䜛᪨䛾グ㍕䛾䛒䜛චチ
䚷๓グ䐶䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᮏ௳᭦᪂ฎศ䛾Ⅼ䛷䛿䚸ッ䛘䛾㐺ἲ
䐡ᅜᐙ㈺ൾㄳồᶒ䛾ᡂྰ䛻䛴䛔䛶
ồ௳
ᛶ䛻䛴䛔䛶䚸᭱㧗ุᡤ䛻䜘䜚᭱⤊ⓗ䛺ุ᩿䛜䛥䜜䛶䛔䛺䛛䛳
ド䜢䛧䛺䛛䛳䛯䚹䐵බᏳጤဨ
䛯䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸ᮏッゴ䛻䛚䛔䛶䚸┴䜙䛜䛭䛾❧ሙ䛻ᇶ䛵䛟
䛿䚸ᨾពཪ䛿㐣ኻ䛻䜘䜚䚸␗㆟⏦❧䛶
ᙇ䜢䛧䚸䛭䛾ᙇ䛻䛴䛔䛶ἲᚊⓗุ᩿䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛿ྜ⌮ⓗ䛺
䛻ᑐ䛧䚸⾜ᑂἲ䛻㐪䛩䜛ᑂ⌮䜢䛧䛯䚹
ッゴᑐᛂ䛷䛒䜚䚸ᅜᐙ㈺ൾἲୖ㐪ἲ䛸䛿䛺䜙䛺䛔䚹
䐶බᏳጤဨ䛿䚸ᨾពཪ䛿㐣ኻ䛻䜘
䜚䚸᭦᪂ฎศ䛻ᑐ䛧䛶䚸␗㆟⏦❧䛶䜔
ྲྀᾘッゴ䜢ᥦ㉳䛷䛝䜛䛣䛸䜢ᩍ♧䛧䛺
䛜䜙䚸ᮏ௳ྲྀᾘッゴ䛜㐺ἲ䛷䛒䜛᪨
䛾ᮏ๓䛾⟅ᘚ䜢⾜䛔䚸ッゴ䜢㐜ᘏ䛥
䛫䛯䛺䛹䛸ᙇ䛧䚸┴䛻ᑐ䛧㻝㻜㻜䛾
㈺ൾㄳồ䜢ồ䜑䛯

௳ྡ

㻟㻜

ㄳồᲠ༷
䚷᥍ッே䛜⢭⚄⛉㝔䛻ධ㝔䛧䛯䛾䛿
ᕷ䛾⏕άᨭᐊᡤᒓ䛾䜿䞊䝇䝽䞊
䚷᥍ッே䛿䚸㐪ἲ⏤䛸䛧䛶䚸᥍ッே䛻ㄝ᫂䜒䛺䛟⢭⚄⛉㝔
᥍ッே䛾⢭⚄⛉
䜹䞊䛷䛒䜛எ䛾㐪ἲ䛺㛵䛻ᇶ䛵䛟䜒
䛻ධ㝔䛥䛫䛯䛣䛸䚸᥍ッே䛻↓᩿䛷᥍ッே䛾䝬䞁䝅䝵䞁䛻ἲ
㝔䜈䛾ධ㝔➼䛻㛵
ྡྂᒇ㧗
䛾䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ᦆᐖ䜢⿕䛳䛯䛸 ⫋ົ⾜Ⅽ䛻㐪ἲ䛺Ⅼ䛜䛒䜛䛛ྰ䛛
䛻ධ䛧䛯䛣䛸䚸᥍ッே䛾⏨䛻ୖグ䝬䞁䝅䝵䞁䛾ゎ⣙䜢່
䛩䜛ᅜᐙ㈺ൾㄳồ
ᙇ䛧䛶䚸⿕᥍ッே䛻ᑐ䛧䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍
䜑䚸᥍ッே䛾㈨ᮦ䜢ฎศ䛩䜛㝿䛻᥍ッே䛻┦ㄯ䛧䛺䛛䛳䛯᪨
௳
᮲䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯
䜢ᣲ䛢䛶䛔䜛䛜䚸䛔䛪䜜䜒எ䛾⫋ົ⾜Ⅽ䛻㐪ἲ䛺Ⅼ䛿ㄆ䜑䜙

䜜䛪䚸᥍ッே䛾ᅜᐙ㈺ൾㄳồ䛻䛿⌮⏤䛜䛺䛔䚹

ᶓᆅ

ุᡤ

－141－

᪥

㻢㻡 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻞㻥

㻢㻠 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻞㻣

ศ㢮

㜰ᆅ

ዉⰋᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

தⅬ

ㄳồᲠ༷

䚷䠞㐠㌿䛾⮬ື㌴䛾㐠㌿⾜Ⅽ䛾ែᵝ䛻↷䜙䛫䜀䚸㆙ᐹᐁ䛾䛡
䜣㖠䛾Ⓨ◙䛿䚸㆙ᐹᐁ⫋ົᇳ⾜ἲ䠓᮲ᡤᐃ䛾せ௳䜢‶䛯䛩㐺
ἲ䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛸䛔䛘䜛䚹
䚷䜎䛯䚸䠞㐠㌿䛾⮬ື㌴䛾㐠㌿ែᵝ䛾༴㝤ᛶ䛻䛛䜣䛜䜏䜜
䜀䚸䛡䜣㖠䜢Ⓨ◙䛩䜛䛣䛸䛿ㄔ䛻ᚲせ䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔⾜Ⅽ䛷䛒䛳
䛶䚸㆙ᐹᐁ䛾Ⓨ◙䛻㐣ኻ䛜䛒䛳䛯䛸ㄆ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䜘䛳䛶䚸ᮏッㄳồ䛿䛔䛪䜜䜒⌮⏤䛜䛺䛔䛛䜙䛣䜜䜙䜢Რ༷䛩䜛
䛣䛸䛸䛩䜛䚹

ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻟㻝

䚷⏕άಖㆤ䜢ཷ⤥䛧䛶䛔䛯ཎ࿌䛿㜰
䚷㞀ᐖ䜢᭷䛩䜛せಖㆤ⪅䛜་⒪ᢇຓ䜢ཷ䛡䛶㝔䛻ධ㝔䛩䜛
ᕷ䛛䜙ಖㆤ㈝䜢ῶ㢠䛩䜛ฎศ䜢ཷ䛡䚸
ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾᪥ᖖ⏕άୖ䛾㟂せ䛿་⒪ᢇຓ䛻䜘䛳䛶㈥䜟䜜
㜰ᗓ䚸ཌ⏕ປാ⮧䛻ᑐ䛧䛶䛭䜜䛮
䛶䛔䜛䛣䛸䛜ணᐃ䛥䜜䛶䛚䜚䚸㝔䛾ᚑᴗ⪅௨እ䛾⪅䛾┳ㆤ䛿
䜜ᑂᰝㄳồ䚸ᑂᰝㄳồ䜢䛧䛯䛜䛔䛪
ಖㆤ㈝䛾ῶ㢠ฎศ䛾㐪ἲᛶ䚸༶䛱 ணᐃ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䛛䜙䚸ཎ๎䛸䛧䛶䚸䛂ㆤே䜢
⏕άಖㆤ㈝ῶ㢠ฎ
䜜䜒Რ༷䛥䜜䛯䚹
ධ㝔ᮇ㛫୰䛾ேㆤᩱ䜢ᨭ⤥䛧 䛴䛡䜛䛯䜑䛾㈝⏝䜢せ䛩䜛ሙྜ䛃䛻䛿ヱᙜ䛫䛪䚸ேㆤᩱ䜢
ศ㐪ἲᅜᐙ㈺ൾㄳ
䚷ᮏ௳䛿䚸ཎ࿌䛜䚸ᮏ௳ྛฎศཬ䜃ᮏ
ຍ⟬䛩䜛䛣䛸䛿チ䛥䜜䛺䛔䛸䛔䛖䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䛺䛔䛣䛸䛾ྍྰ
ồ௳
௳ྛỴ䛿䛔䛪䜜䜒㐪ἲ䛷䛒䜛䛸ᙇ
䚷䠴䛿䚸ධ㝔ᮇ㛫୰䚸୧ぶ䜙䛻䛝ῧ䛳䛶䜒䜙䛔ㆤ䜢ཷ䛡䛯䛣
䛧䛶䚸⿕࿌䜙䛻ᑐ䛧䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍᮲䠍
䛸䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䛜䚸䛣䛾䛣䛸䛛䜙┤䛱䛻䠴䛜ධ㝔ᮇ㛫୰㝔䛾
㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸㻟㻤㻜䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ
┳ㆤయไ䛷䛿㈥䛔䛝䜜䛺䛔᪥ᖖ⏕άୖ䛾≉ู䛾㟂せ䜢᭷䛧䛶
䜑䛯
䛔䛯䛸᥎ 䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛪䚸ேㆤᩱ䜢ᨭ⤥䛩䜛䛣䛸䛿䛷
䛝䛺䛔䚹

䚷ッእ䠝䛿㆙ᐹ䛻㏣ᑿ䛥䜜䛶䛔䛯ッእ
䠞㐠㌿䛾⮬ື㌴䛻ྠ䛧䛶䛔䛯䛜䚸ྠ
㌴䛿᳨ᣲ䜢ච䜜䜛䛯䜑䚸㆙ᐹ㌴୧䛻ྠ 䐟㆙ᐹᐁ䛻䛚䛡䜛ẅព䛾᭷↓䛻䛴
♫䜢⾪✺䛥䛫䜛䛺䛹䛧䛶㏨ஸ䜢ᅗ䛳䛯䛯 䛔䛶
䜑䚸㆙ᐹᐁ䛜ྠ♫䜢Ṇ䛥䛫䜛䛯䜑䛻 䐠㆙ᐹᐁ⫋ົᇳ⾜ἲ䠓᮲ᡤᐃ䛾せ
㏨㉮㌴䛡䜣㖠Ⓨ◙
䛡䜣㖠䜢Ⓨ◙䛧䛯䛸䛣䜝䚸䠝䛻୰䛧䚸䠝 ௳ヱᙜᛶ䛻䛴䛔䛶
Ṛஸᨾᅜᐙ㈺ൾ
䐡ᮏ௳Ⓨ◙䛻䛴䛔䛶䛾㐣ኻ䛾᭷↓
䛜Ṛஸ䛧䛯䚹
ㄳồ௳
䚷䛭䛣䛷䚸䠝䛾ẕぶ䛷䛒䜛䠴䛿䚸㆙ᐹᐁ 䛻䛴䛔䛶
䛾Ⓨ◙䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸ᙇ䛧䚸┴䛻ᑐ 䐢⿕࿌㆙ᐹᐁ䜙䛾ἲ⾜Ⅽ㈐௵䛾
䛧䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍᮲䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸㻝൨ ᭷↓䛻䛴䛔䛶
㻝㻣㻢㻥వ䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯


௳ྡ

－142－

᪥

㻢㻢 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻣

ศ㢮

ᶓᆅ

ุᡤ

䛾ᴫせ

தⅬ

୍㒊ㄆᐜ䞉୍㒊༷ୗ䞉୍㒊Რ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻟㻞

䐟ᮏ௳᪂⪺ሗ䛿䚸䛂ಶே䛻㛵䛩䜛ሗ䛃䛷䛒䛳䛶䚸ᮏ௳᮲䠑
᮲䠍ྕᮏᩥ䛻ヱᙜ䛩䜛䛜䚸ἲ௧ⱝ䛧䛟䛿᮲䛾つᐃ䛻䜘䜚ఱே
䛻䜒㜀ぴ䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛ሗཪ䛿័⾜䛸䛧䛶බ䛻䛥䜜䛶䛔䜛
䚷⚄ዉᕝ┴ෆᅾఫ䛾ఫẸ䛷䛒䜛䠴䛜䚸
ሗ䛻ᙜ䛯䜛䛛䜙䚸㠀බ㛤ሗ䛻䛿ᙜ䛯䜙䛺䛔䚹
⚄ዉᕝ┴ሗබ㛤᮲䛻ᇶ䛵䛝䚸⚄ዉ
ᕝ┴㆙ᐹᮏ㒊㛗䛻ᑐ䛧䚸ఀໃཎ㆙ᐹ⨫ 䐟༠㆟䛾㝿䚸ྛ༠㆟ጤဨ䛻㓄ᕸ 䐠ᮏ௳᪂⪺ሗ䛿䚸㠀බ㛤ሗ䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䛣䛸䛿๓グุ᩿
༠㆟䛻㛵䛩䜛⾜ᨻᩥ᭩䛾බ㛤䜢ㄳ 䛥䜜䛯᪂⪺ሗ䛾ᮏ௳᮲䠑᮲䠍 䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛜බ㛤䛥䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸༠㆟䛾ົ䛾
㆙ᐹ⨫༠㆟䛾⾜
㐺ṇ䛺㐙⾜䛻ᨭ㞀䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䜛䛻㊊䜚䜛
ồ䛧䛯䛸䛣䜝䚸ᮏ㒊㛗䛜䚸ᑐ㇟ᩥ᭩䛾୍ ྕ䠄ಶேሗ䠅䛾ヱᙜᛶ
ᨻᩥ᭩䛾㠀බ㛤ฎ
㒊䛾බ㛤䜢ᣄྰ䛩䜛Ỵᐃ䜢䛧䛯䛯䜑䚸 䐠ᮏ௳᮲䠑᮲䠐ྕ䠄ົ➼䛻㛵䛩 ᙇ❧ド䛿䛺䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸㠀බ㛤ሗ䛻䛒䛯䜙䛺䛔䚹
ศྲྀᾘㄳồ௳
䐡┴㆙ᮏ㒊㛗䛾䛧䛯ᮏ௳㠀බ㛤Ỵᐃ䛿䚸ᮏ௳᮲䛾ゎ㔘䜢
ྠỴᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ྠỴ 䜛ሗ䠅䛾ヱᙜᛶ
ᐃ䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍 䐡ཎ࿌䛾ᦆᐖ㈺ൾㄳồᶒ䛾ᡂྰ ㄗ䛳䛯䜒䛾䛸䛧䛶㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛔䛘䜛䛜䚸ྠᵝඛ䜒ஈ䛧䛔䛺䛛
᮲䠍㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸⚄ዉᕝ┴䛻ᑐ䛧䚸㻝
䛻䛒䛳䛶䚸ྠỴᐃ䛾ุ᩿䜒䚸ᚲ䛪䛧䜒ྜ⌮䛺䜒䛾䛸䛿䛔䛘䛪䚸
䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯
⫋ົୖ䛾ἲⓗ⩏ົ䛾㐪ཪ䛿㐣ኻ䛜䛒䛳䛯䛸䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝
䛺䛔䚹
䚷௬䛻䚸┴㆙ᮏ㒊㛗䛻㐣ኻ䛜䛒䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸䠴䛻ᦆᐖ䛜Ⓨ⏕䛧
䛯䛸ㄆ䜑䜛䛻㊊䜚䜛ドᣐ䛿䛺䛟䚸䛒䛘䛶㔠㖹㈺ൾ䜢䜒䛳䛶ཎ࿌䜢
៘ㅰ䛩䜉䛝䜒䛾䛸䛿ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹

௳ྡ
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᪥

㻢㻤 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻣

㻢㻣 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻣

ศ㢮

ᶓᆅ

ᶓᆅ

ุᡤ

ᆅ᪉⛯ἲ䠏䠐䠕᮲䛯
䛰䛧᭩䛻ಀ䜛ᅛᐃ
㈨⏘ホ౯ᑂᰝᲠ༷
Ỵᐃྲྀᾘㄳồ௳

ㄳồᲠ༷

䐟ᆅ᪉⛯ἲཬ䜃ホ౯ᇶ‽䛾ᐃ䜑䛻䜘䛳䛶⟬ᐃ䛥䜜䜛ᮏ௳ྛᅵ
ᆅ䛾ᖹᡂ䠍䠕ᖺᗘ䛻䛚䛡䜛౯᱁䛿䚸ᖹᡂ䠍䠕ᖺᗘⓏ㘓౯᱁䛸ྠ
㢠䛷䛒䜛䛛䜙䚸ᮏ௳ྛᅵᆅ䛾ᖹᡂ䠍䠕ᖺᗘⓏ㘓౯᱁䛿䚸ᆅ᪉⛯
ἲཬ䜃ホ౯ᇶ‽䛾ᐃ䜑䛻ᇶ䛵䛔䛶⟬ᐃ䛥䜜䛯䜒䛾䛸䛔䛖䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹䜎䛯䚸ᮏ௳ᑂᰝỴᐃ䛻ಀ䜛ᑂᰝጤဨ䛾ᡭ⥆䛻ཎ࿌
ᙇ䛾㐪ἲ䛿䛺䛔䚹
䐠ᆅ᪉⛯ἲ䛾つᐃ䛻䜘䜜䜀䚸ᅛᐃ㈨⏘ホ౯ᑂᰝጤဨ䛻ᑐ䛩
䜛ᑂᰝ䛾⏦ฟཬ䜃䛣䜜䛻ᑐ䛩䜛Ỵᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䛾ッ䛘䛻䜘䛳䛶
䛾䜏ᙜヱ౯᱁䜢த䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛒䜚䚸ᕷ⏫ᮧ㛗䛻䜘䜛ᙜ
ヱ౯᱁䛾Ỵᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䛾ッ䛘䜢ᥦ㉳䛩䜛䛣䛸䛿チ䛥䜜䛺䛔䜒䛾
䛸ゎ䛩䜛䛩䜛䛾䛜┦ᙜ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸ᆅ᪉⛯ἲ䛿䚸ᚋ⥆ᖺᗘ䛻
䛚䛡䜛ᅛᐃ㈨⏘⛯䛾⣡⛯⪅䛜ୖグྲྀᾘ䛧䛾ッ䛘䜢ᥦ㉳䛩䜛䛣
䛸䜢䛚䜘䛭ணᐃ䛧䛶䛔䛺䛔䛛䜙䚸ྠᖺᗘ䛻䛚䛡䜛ᮏ௳ྛື⏘
䛾౯᱁䛾Ỵᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ䜑䜛䛻䛴䛝ἲᚊୖ䛾┈䠄ཎ࿌㐺
᱁䠅䜢᭷䛧䛺䛔䚹
䚷䛧䛯䛜䛳䛶䚸୕ᾆᕷ㛗䛻䜘䜛ᖹᡂ䠍䠔ᖺᗘཬ䜃ᖹᡂ䠍䠕ᖺᗘ䛾
ᮏ௳ྛື⏘䛾౯᱁Ỵᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ䜑䜛ッ䛘䛿䚸㐺ἲ䛷
䛒䜛䚹
䐡ཎ࿌䛜㐺ษ䛺ᑐᛂ䛷䛒䛳䛯䛸ᙇ䛩䜛⿕࿌䛾⫋ဨ䜙䛾ྛ
⾜Ⅽ䛻䛴䛔䛶䚸ᙜヱ⫋ဨ䜙䛜ཎ࿌䛻ᑐ䛧䛶㈇䛖⫋ົୖ䛾ἲⓗ
⩏ົ䛻㐪䛧䛯䛸ㄆ䜑䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛪䚸䛣䜜䜙䛾⾜Ⅽ䛜ᅜᐙ㈺
ൾἲ䠍᮲䠍㡯䛾㐺⏝ୖ㐪ἲ䛸䛔䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䛛䜙䚸ཎ࿌䛾
ᅜᐙ㈺ൾㄳồ䛿䛔䛪䜜䜒⌮⏤䛜䛺䛔䚹

ㄳồᲠ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻟㻟

䐳ᆒ⾮⿵ṇ䛿≉ู䛺䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ䛻㝈䜚㐺⏝䛥䜜䜛
䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚸䐴ᕷ㛗䛜≉ู䛻ᆒ⾮⿵ṇ䜢㐺⏝䛩䜛ᚲせ䛜䛒
ᕷ㛗䛻䜘䜛ᅵᆅ䛾Ⓩ㘓౯᱁䛾Ỵᐃ 䜛䛛䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛻䛿䚸ᐇᆅㄪᰝ䛾䜏䛷䛿ุ᫂䛧䛘䛺䛔䛣
ཪ䛿䛣䜜䜙䜢๓ᥦ䛸䛩䜛ྛᖺᗘ䛾 䛸䚸䐵ᮏ௳ᅵᆅ䛾㐣ᖺᗘⓏ㘓౯᱁䛻䛴䛝ཎ࿌㼄䜙䜘䜚ᑂᰝ䛾⏦
ᅛᐃ㈨⏘⛯䛾㈿ㄢᚩ䛜ᅜ㈺ἲ ฟ䛜⾜䜟䜜䛯䛣䛸䛜䛺䛟ᮏ௳ᘓ≀ᘓ⠏䛻䛴䛔䛶䛾ἲⓗ᰿ᣐ䛜
ุ᫂䛩䜛➃⥴䛸䛺䜛䛜䛒䛳䛯䛸䛿䛖䛛䛜䛘䛺䛔䛣䛸䜢⥲ྜ
ୖ㐪ἲ䛸䛔䛘䜛䛛
䛩䜛䛸䚸ᮏ௳ᅵᆅ䛾㐣ᖺᗘⓏ㘓౯᱁䛾Ỵᐃ䛻㝿䛧䚸ᕷ㛗䛜㈨
ᩱ䜢㞟䛧䚸䛣䜜䛻ᇶ䛵䛝ᮏ௳ᅵᆅ䛾ホ౯䛾ᇶ♏䛸䛺䜛ᐇ䜢
ㄆᐃ䛧䚸ุ᩿䛩䜛䛖䛘䛷䚸⫋ົୖᑾ䛟䛩䜉䛝ὀព⩏ົ䜢ᑾ䛟䛩䛣
䛸䛺䛟ₔ↛䛸౯᱁䜢Ỵᐃ䛧䛶䛯䛸䛿ㄆ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹

䐟ᮏ௳ྛᅵᆅ䛾ᖹᡂ䠍䠕ᖺᗘⓏ㘓
౯᱁䛻䛴䛔䛶䛾ᑂᰝ⏦ฟᲠ༷Ỵᐃ
䛾㐺ἲᛶ
䐠୕ᾆᕷ㛗䛻䜘䜛ᖹᡂ䠍䠔ᖺᗘཬ
䜃ᖹᡂ䠍䠕ᖺᗘ䛾ᮏ௳ྛື⏘䛾
౯᱁Ỵᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ䜑䜛ッ䛘䛜
㐺ἲ䛺ッ䛘䛛ྰ䛛
䐡⿕࿌䛾ᅛᐃ㈨⏘⛯ᢸᙜ⫋ဨ䜙䛾
⾜Ⅽ䛻ᅜᐙ㈺ൾἲୖ䛾㐪ἲ䛻䛒䛯
䜛䛛ྰ䛛

䚷䠴䛜䚸䛭䛾ᡤ᭷䛩䜛ື⏘䛾ᅛᐃ㈨
⏘⛯䛻ಀ䜛ᖹᡂ䠍䠕ᖺᗘ䛾౯᱁䜢᭹
䛸䛧䛶䚸୕ᾆᕷᅛᐃ㈨⏘ホ౯ጤဨ䛻
ᑐ䛧ᑂᰝ䛾⏦ฟ䜢䛧䛯䛸䛣䜝䚸ᑂᰝጤဨ
䛛䜙ྠ⏦ฟ䜢Რ༷䛩䜛Ỵᐃ䜢ཷ䛡䛯
䛯䜑䚸ⓗ䛻䛿ྠỴᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ
䜑䚸ணഛⓗ䛻䛿୕ᾆᕷ㛗䛻䜘䜛ᖹᡂ䠍
䠔ᖺᗘཬ䜃ᖹᡂ䠍䠕ᖺᗘ䛾ᙜヱື⏘
䛾ྛ౯᱁Ỵᐃ䛾ྲྀᾘ䛧䜢ồ䜑䚸䛥䜙䛻䚸
䛣䜜䜙䛾ྲྀᾘㄳồ䛸䛿ู䛻䚸⿕࿌䛾⫋
ဨ䛾㐺ษ䛺ᑐᛂ䛻䜘䜚ⴭ䛧䛔⢭⚄ⓗ
ⱞ③䜢⿕䛳䛯䛸䛧䛶䚸ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍᮲䠍
㡯䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛝䚸ᕷ㛗䛻ᑐ䛧䚸ᦆᐖ
㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯

䚷ᶓᕷ㛗䛿䚸ᅵᆅ䛜ᕷ⾤ㄪᩚ༊ᇦ
䛻䛒䜚䚸ᘓ≀䛾ᘓ⠏䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䛺
䛔䛣䛸䜢┳㐣䛧䚸䛭䛾ᆅ┠ㄆᐃ䜢⾜䛖䛻
䛴䛝䚸ㄪᰝ⩏ົ䜢ᑾ䛟䛥䛪䚸㻡㻡ᖺᗘ
ᕷ⾤ㄪᩚ༊ᇦෆ
௨㝆䚸ㄆᐃ䛾ㄗ䜚䜢ぢⴠ䛸䛧䛯㐣ኻ䛻
䛾ᅵᆅ䛻ಀ䜛ᅛᐃ
䜘䜚ᮏ௳ᅵᆅ䛾౯᱁䜢Ꮿᆅ䛸䛧䛶㐣
㈨⏘ホ౯ᑂᰝỴᐃ
䛻ホ౯䛧䚸㐺ṇ䛺౯䜢ୖᅇ䜛㐪ἲ䛺
ྲྀᾘㄳồ௳
౯᱁Ỵᐃ䜢⾜䛔䚸ཎ࿌㼄䜙䛻㐣䛺ᅛ
ᐃ㈨⏘⛯䜢⣡䛥䛫ᦆᐖ䜢⏕䛨䛥䛫䛯
䛛䜙䚸ᶓᕷ䛻ᑐ䛧ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯


தⅬ

䛾ᴫせ
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㜰ᆅ

㜰ᆅ

㻣㻝 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻠㻚㻝㻡

㛗㔝ᆅ

ุᡤ

㻣㻜 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻢

㻢㻥 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻢

ศ㢮

䛾ᴫせ

தⅬ

ㄳồᲠ༷

䐟ᮏ௳⏦ㄳ᭩䛾㏉ᡠ䛻䛴䛔䛶
䚷䠴䛿䚸ᮏ௳⏦ㄳ᭩䜢㒑㏦䛧䚸⾜ᨻᣦᑟ䛻ᚑ䛖ពᛮ䛜䛺䛔䛣䛸䜢
⾲᫂䛧䛶䛔䛯䛾䛻䛣䜜䜢㏉ᡠ䛧䚸䛣䛾⏦ㄳ䛛䜙⣙䠎ᖺ䛺䛔䛧䠎ᖺ
䠏䛛᭶䛻䜟䛯䜚䚸䛭䛾ᣄྰ䛾ฎศ䜢⾜䜟䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛛䜙䛩䜛
䛸䚸┴䛻ᑂᰝ䚸ᛂ⟅⩏ົ㐪䛜䛒䜚䚸ᅜᐙ㈺ൾἲୖ䜒㐪ἲ䛷䛒
䜛䚹
䐠ᮏ௳チྍฎศ䛻䛴䛔䛶
䚷ᮏ௳チྍฎศ䛻䛴䛔䛶䛿䚸チྍ⌮⏤䛜䛺䛟䚸⿵ṇ➼䛾ᶵ
䜢䛘䜛⩏ົ䛻㐪䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜙㐪ἲ䛷䛒䜛䚹
௨ୖ䛻䜘䜚䚸ཎ࿌䛜⿕࿌䛻ᑐ䛧䛶㻡㻡㻜䛾ᨭᡶ䜢ồ䜑䜛㝈ᗘ
䛷⌮⏤䛜䛒䜛䛛䜙䛣䜜䜢ㄆᐜ䛩䜛䚹
䐡チྍ⏦ㄳ䜢䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛻䛴䛔䛶
䚷ᮏ௳チྍ⏦ㄳ䛻ᑐ䛧䛶チྍ䛩䜉䛝䛷䛒䛳䛯䛸䜎䛷ㄆ䜑䜙䜜䛺
䛔䛛䜙䚸チྍฎศ䜢䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛿㐪ἲ䛺⾜Ⅽ䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹

୍㒊ㄆᐜ䞉୍㒊Რ༷

ุᡤ䛾ุ᩿

㻟㻠

䚷ಖ⫱ᡤධᡤඣ❺䛾ಖㆤ⪅䛷䛒䜛㼄䜙
䛜䚸㜰ᕷ䠄㼅ᕷ䠅䛜ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀ䜢♫
ᕷႠಖ⫱ᡤ䛾㐠Ⴀ
⚟♴ἲே䛻ጤク䛧䛯䛣䛸䛿ᅜ㈺ἲୖ䛾
ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀጤク䛾㐪ἲᛶ
䛾Ẹ㛫ጤクᦆᐖ㈺
㐪ἲ⾜Ⅽཪ䛿ዎ⣙ୖ䛾മົᒚ⾜䛻
ൾㄳồ௳
䛒䛯䜛䛸䛧䛶㻢㻜䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ
䛧䛯

䚷㼅䛜㐠Ⴀጤク䜢ᐇ䛧䛯䛣䛸䛜ྜ⌮ᛶ䜢Ḟ䛔䛶䛔䛯䛸䛿䛔䛘
䛪䚸䛭䛣䛻㔞㐪䛿䛺䛟䚸㼅䛾㐠Ⴀ䛩䜛ಖ⫱ᡤ䛷ಖ⫱䜢ཷ䛡
䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䛯ಖㆤ⪅㼄䜙䛾ἲⓗᆅ䜢㐪ἲ䛻ᐖ䛧䛯䛸ホ
౯䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹
䜎䛯䚸㼅䛿㐠Ⴀጤク䜢⾜䛖䛻䛒䛯䜚䚸ㄝ᫂䚸ពぢ⫈ྲྀ䜢⾜䛳䛶䛚
䜚䚸ಖㆤ⪅䜙䛾ἲⓗᆅ䛻ᑐ䛩䜛㓄៖䜢ⴭ䛧䛟Ḟ䛔䛯᫂䜙䛛䛻
ྜ⌮䛺ᥐ⨨䜢䛸䛳䛯䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹

ㄳồᲠ༷

䚷ᕪᢲㄪ᭩䛾グ㍕ෆᐜ䛻ㄗ䜚䛜䛒䛳䛶䜒䚸ཎ࿌䜢㏻䛨䛶≉ᐃ
䚷ᕷẸ⛯⣡䛻ಀ䜛മᶒᕪᢲ䛾㝿䛻
ከᩘ䛾⪅䛻ఏ䛩䜛䛸䛿⪃䛘㞴䛔䚹
䛥䜜䛯ᕪᢲㄪ᭩䛻䛿ഇ䛾⣡ᮇ㝈
䚷⣡ฎศ䛻ಀ䜛മᶒᕪᢲ㏻▱᭩䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛭䛾㏦䜢ཷ
ᕪᢲㄪ᭩䛾ഇグ
➼䛜グ㍕䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻䜘䜚ཎ࿌䛾 ᕪᢲㄪ᭩➼䛾ㄗグ㍕䛸ྡẋᦆ䞉
䛡䛯㔠⼥ᶵ㛵䛜䛣䜜䜢➨୕⪅䛻䜏䛰䜚䛻㛤♧䛩䜛䛣䛸䛿⪃䛘䜙
㍕䛻䜘䜛ᅜᐙ㈺ൾ
ಙ⏝䛜ⴭ䛧䛟ኻቒ䛥䜜䚸ཎ࿌䛾ྡ䛜 ಙ⏝ẋᦆ䛸䛾ᅉᯝ㛵ಀ
䜜䛺䛔䚹䛣䜜䛻䜘䛳䛶䚸㖟⾜䛾ཎ࿌䛻ಀ䜛ಙ⏝䛜పୗ䛩䜛ሙྜ
ㄳồ௳
⏒䛰䛧䛟ẋᦆ䛥䜜䛯䛸䛧䛶៘ㅰᩱ䛾ᨭᡶ
䛜䛒䛳䛶䜒䚸䛭䜜䛿䜒䛳䜁䜙㏻▱᭩⮬య䛻䜘䜚ཎ࿌䛜ᕷẸ⛯➼
䛔䜢ồ䜑䛯
䜢⣡䛧䛶䛔䜛ᐇ䛜ุ᫂䛩䜛䛯䜑䛷䛒䛳䛶䚸മᶒᕪᢲ㏻▱᭩
䛻グ㍕䛥䜜䛯⣡ᮇ㝈➼䛾グ㍕䛜⊂❧䛧䛶ཎ࿌䛾ಙ⏝పୗ䜢ᣍ
䛟䛣䛸䛿ㄆ䜑䛜䛯䛟䚸ྡẋᦆ䚸ಙ⏝ẋᦆ䛿ᡂ❧䛧䛺䛔䚹

䚷⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛ᰴᘧ
♫䠴䛜䚸┴䛻ᑐ䛧⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ
䛾ᴗ⠊ᅖኚ᭦チྍ⏦ㄳ᭩䜢㏦䛧
䛯䛜䚸┴䛿ୖグチྍ⏦ㄳ᭩䜢㏉ᡠ䛧
䛯䚹䜎䛯䚸䠴䛿䚸䛭䛾ᚋ䚸┴䛻ᑐ䛧ᗘ
䐟ᮏ௳⏦ㄳ᭩㢮䛾㏉ᡠ䛾㐺ྰ䛻䛴
⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ ୖグチྍ⏦ㄳ᭩䜢㏦䛧䛯䛜䚸䜃㏉
䛔䛶
⪅䛾ᴗ⠊ᅖኚ᭦ ᡠ䛧䛯䚹
䐠ᮏ௳チྍฎศ䛾㐺ྰ䛻䛴䛔䛶
チྍฎศ➼ᅜᐙ 䚷䛭䛾ᚋ䚸┴䛿䚸䠴䛾⏦ㄳ䛻ಀ䜛ୖグ⏦
䐡ᮏ௳⏦ㄳ䛻ᑐ䛧䛶チྍฎศ䜢䛧
㈺ൾㄳồ௳
ㄳ䛻ᑐ䛧䛶チྍฎศ䜢䛧䛯䚹
䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛾㐺ྰ䛻䛴䛔䛶
䚷䛭䛣䛷䚸䠴䛿䚸┴䛜䚸䠴䛾ୖグ⏦ㄳ᭩䜢
㏉ᡠ䛧䛯⾜Ⅽ䚸┴䛾チྍฎศ䚸ୖグ
⏦ㄳ䛻ᑐ䛧チྍฎศ䜢䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸
䛜㐪ἲ䛷䛒䜛䛺䛹䛸ᙇ䛧䚸┴䛻ᑐ䛧
䛶䚸⣙㻢㻥൨䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯

௳ྡ
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㻣㻠 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻠㻚㻞㻣

䛾ᴫせ

தⅬ

ุᡤ䛾ุ᩿

䚷㐠㌿චチྲྀᾘฎศ䛜䛥䜜䛯ᚋ䛻䚸䛭
䛾ᇶ♏䛻䛺䛳䛯ᐇ䛻ಀ䜛ฮ௳䛷
㐠㌿චチྲྀᾘฎศ
↓⨥䛜☜ᐃ䛧䛯䛣䛸䛛䜙䚸චチྲྀᾘฎ
ྲྀᾘ➼ㄳồ௳
ศ䛾ྲྀᾘ䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸┴䛻ᑐ䛧
㻞㻠㻜ᦆᐖ㈺ൾ䜢ㄳồ䛧䛯

䐟ᮏ௳ฎศ䛾ྲྀᾘッゴ䛜ฟッᮇ
㛫䜢⤒㐣䛧䛶䛛䜙ᥦ㉳䛥䜜䛯䛣䛸䛻
䛂ṇᙜ䛺⌮⏤䛃䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䛛ྰ䛛
䐠ᮏ௳ฎศ䛾㐺ἲᛶ
䐡ᮏ௳ฎศ䛜ᅜ㈺ἲୖ㐪ἲ䛛ྰ
䛛

䐟ᮏ௳ฎศ䛻ᑐ䛩䜛ྲྀᾘッゴ䛜ฟッᮇ㛫ෆ䛻ᥦ㉳䛥䜜䛶䛔䛯
ሙྜ䛻䜒䚸ᚲ䛪䛧䜒ฮ௳䛾⤖ᯝ䜢ᚅ䛴䛣䛸䛻䛺䛳䛯䛸䛿䛔
䛘䛺䛔䛣䛸䚸චチྲྀᾘฎศ᭩䛻䛿䚸␗㆟⏦❧䛾᪉ἲ䚸ᮇ㛫䚸ฟ
ッᮇ㛫䛾ᩍ♧䛜グ㍕䛥䜜䛶䛔䛯䛣䛸➼䜢⪃៖䛩䜜䜀䚸⾜ッἲ
㻝㻠᮲䛻つᐃ䛩䜛䛂ṇᙜ䛺⌮⏤䛃䛜䛒䛳䛯䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹
䐠䐡ᮏ௳ฎศ䛻䛚䛡䜛ฎศ⾜ᨻᗇ䛾ㄆᐃุ᩿䛻䜒┦ᛂ䛾᰿
ᣐ䛜䛒䜛䛛䜙䚸ฎศ⾜ᨻᗇ䛜⫋ົୖ㏻ᖖᑾ䛟䛩䜉䛝ὀព⩏ົ
䜢ᑾ䛟䛩䛣䛸䛺䛟ₔ↛䛸ฎศ䛧䛯䛸ㄆ䜑䜛䜘䛖䛺䛜䛒䜛䛸䛿
䛔䛘䛺䛔䚹

୍㒊༷ୗ䚸䛭䛾Რ༷

୍㒊ㄆᐜ䠄៘ㅰᩱ䛻䛴䛔䛶䛿Რ༷䠅
䚷㼅▱䛜ᮏ௳බ㛤ㄳồ䛻ಀ䜛⾜ᨻᩥ
᭩䛻ヱᙜ䛩䜛ྛᩥ᭩䛻䛴䛔䛶ఱ䜙䛾ฎ
䚷ᮏ௳බ㛤Ỵᐃ䛻䜘䛳䛶බ㛤䛥䜜䛯ᩥ᭩ཬ䜃Ꮡᅾᩥ᭩䜢㝖䛟
⾜ᨻᩥ᭩බ㛤Ỵᐃ ศ䜢䛧䛺䛔䛣䛸䛿㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸 ྛᩥ᭩䛻䛴䛔䛶බ㛤Ỵᐃ䛜⾜䜟䜜
ᮏ௳ྛᩥ᭩䛻䛴䛔䛶䚸㼅▱䛻䛿ᛂ⟅⩏ົ䛜䛒䜚䚸ᮏ௳බ㛤ㄳ
䛻ಀ䜛ྲྀᾘ➼ㄳồ సⅭ䛾㐪ἲ☜ㄆ䜢ồ䜑䚸ᮏ௳ྛᩥ᭩ 䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛾㐪ἲᛶཬ䜃㠀බ㛤
ồ䛛䜙┦ᙜ䛾ᮇ㛫䛜⤒㐣䛧䛶䛔䜛䛸䛧䛶䚸ᮍබ㛤ᩥ᭩䛻㛵䛩䜛
௳
䛾බ㛤Ỵᐃ䛾⩏ົ䛡䜢ồ䜑䜛䛸䛸䜒 䛻క䛖⢭⚄ⓗᦆᐖ䛾᭷↓
సⅭ䛾㐪ἲ☜ㄆㄳồཬ䜃ᙜヱᩥ᭩䛾බ㛤䛾⩏ົ䛡䜢ồ
䛻䚸ᅜ㈺ἲ䛻ᇶ䛵䛝៘ㅰᩱ䜢ồ䜑䛯
䜑䜛ㄳồ䜢䛔䛪䜜䜒ㄆᐜ䛧䛯䛜䚸៘ㅰᩱ䛻䛴䛔䛶䛿䚸㔠㖹䜢

䜒䛳䛶៘⸘䛩䜉䛝ᦆᐖ䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䛺䛔䛸䛧䛶Რ༷䚹

௳ྡ

㻟㻡

䚷⿕ୖ࿌ேᗈᓥ┴ᩍ⫋ဨ⤌ྜ䛜䚸䠬ᰯ
㛗䛜⮬Ṛ䛧䛯௳䛻䛴䛝䚸┴ᩍጤཬ䜃ᕷ
ᩍጤ䛜సᡂ䛧䛯ྛㄪᰝሗ࿌᭩䛾බ⾲
䛻䜘䜚ᗈᓥ┴ᩍ⫋ဨ⤌ྜ䜙䛾ྡ䜢ẋ
ㄳồᲠ༷
ᦆ䛥䜜䛯䛸䛧䛶䚸ᗈᓥ┴ཬ䜃ᑿ㐨ᕷ䛻
ᑐ䛧䛶䛿ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍䠈䠏䠈䠐᮲䚸䛭䛾
䚷┴ᩍጤཬ䜃ᕷᩍጤ䛜୧ሗ࿌᭩䜢බ⾲䛧䛯䛾䛿䚸ᮏ௳௳䛾
వ䛾ୖ࿌ே䜙䛻ᑐ䛧䛶䛿ඹྠἲ⾜Ⅽ
┴ᩍጤ䜙䛻䜘䜛୧ሗ࿌᭩䛾බ⾲䛜 ཎᅉ➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ⤖ᯝ䜢ᗈ䛟┴Ẹཬ䜃ᕷẸ䛻ఏ㐩䛧䚸ᩍ⫱
ᰯ㛗⮬Ṛ௳ㄪᰝ 䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸㻟㻜㻜䛾ᦆᐖ㈺ൾ䚸ୖ
᭱㧗䠄㻟ᑠ䠅
ᗈᓥ┴ᩍ⫋ဨ⤌ྜ䜙䛾ྡ䜢㐪ἲ ⾜ᨻ䛾ၥ㢟Ⅼ䜔ᐇ䛻㛵䛩䜛ㄝ᫂䜢䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾ෆᐜ䛻
ሗ࿌᭩බ⾲௳ ࿌ே┴ᩍጤཬ䜃ᕷᩍጤ䛻ᑐ䛧䛶䛿ే
䛴䛔䛶䛾ᢈุ䜔᳨ド䜢┴Ẹཬ䜃ᕷẸ䛻䜖䛰䛽䜛䛯䜑䛷䛒䛳䛯
䛻ẋᦆ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛛ྰ䛛
䛫䛶ㅰ⨥ᗈ࿌䜢䚸䜎䛯⿕ୖ࿌ே䠴䛜䚸
䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸┴ᩍጤཬ䜃ᕷᩍጤ䛻䜘䜛୧ሗ
⮬ᕫ䛻ᑐ䛧䛶䛺䛥䜜䛯䠎ᗘ䛾㌿௵ฎศ
࿌᭩䛾බ⾲⾜Ⅽ䛻ᅜᐙ㈺ൾἲ䠍᮲䠍㡯䛻䛔䛖㐪ἲ䛜䛒䛳䛯䛸䛔
䛿䛔䛪䜜䜒㔞ᶒ䜢㐓⬺䛧䛶䛚䜚䚸⤌
䛖䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹
ྜάື䜢㜼Ṇ䛩䜛䛯䜑䛾ἲປാ⾜
Ⅽ䛷䛒䛳䛶㐪ἲ䛷䛒䜛䛸䛧䛶䚸ୖ࿌ே䜙
䛻ᑐ䛧䚸ୖグ䛸ྠ䛨ἲⓗᵓᡂ䛻ᇶ䛵䛝䚸
ᦆᐖ㈺ൾ䜢䛭䜜䛮䜜ồ䜑䛯

ᶓᆅ

㻣㻟 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻠㻚㻞㻝
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᪥

㻴㻞㻞㻚㻢㻚㻟

㻣㻣 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻤㻚㻞㻡

㻣㻢 ᅜᐙ㈺ൾ

㻣㻡 ᅜᐙ㈺ൾ 㻴㻞㻞㻚㻡㻚㻝㻞

ศ㢮

䛾ᴫせ

ᮾி㧗

தⅬ

ཎุỴ◚Რ䞉ᕪᡠ

ㄢ⛯ᶆ‽䛾≉䛾ㄗ䛳䛯㐪ἲ䛜䛒䜛䛾䛻䚸㼅䛿ῶ㢠䛾㈿ㄢỴ
ᐃ䜢䛧䛶䛔䛺䛔䛾䛷䛒䜛䛛䜙䚸㼄䛻ᦆᐖ䛜⏕䛨䛯䛸䛔䛘䜛䚹⾜ᨻ
ฎศ䛜㐪ἲ䛷䛒䜛䛣䛸䜢⌮⏤䛸䛧ᅜᐙ㈺ൾ䜢ㄳồ䛩䜛䛣䛸䛻䛴
䛔䛶䛿䛒䜙䛛䛨䜑ᙜヱฎศ䛻䛴䛔䛶ྲྀᾘุỴ䜢ᚓ䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸䜎䛯䚸ㄢ⛯ฎศ䛜ྲྀᾘッゴ䜢⤒䜛䜎䛷䜒䛺
䛟ᙜ↛䛻↓ຠ䛷䛒䜛䛣䛸䜢せ䛩䜛䜒䛾䛷䜒䛺䛔䚹

ㄳồㄆᐜ

ุᡤ䛾ุ᩿

㻟㻢

䚷බᖹጤဨ䛾ᐃ䜑䛯つ๎䠄ᮏ௳つ
๎䠅䛻䛚䛔䛶ィㄢฟ⣡ᢸᙜᖿ䛿⟶
⌮⫋ဨ➼䛻ヱᙜ䛩䜛䛸ᐃ䜑䛶䛔䛯䛯䜑
ᮏᕷ䠄㼅ᕷ䠅⫋ဨປാ⤌ྜ䛛䜙ຍධ䜢 䐟ᙜヱつ๎䜢ᨵṇ䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛾
ປാ⤌ྜຍධᶒ ᣄྰ䛥䜜䛯᥍ッே㼄䛜䚸㼅ᕷ䛻ᑐ䛧䚸 㐣ኻ䞉㐪ἲᛶ
ᐖᦆᐖ㈺ൾㄳồ᥍ ィㄢฟ⣡ᢸᙜᖿ䛿䛭䛾ᶒ㝈䞉ᙺ䛛 䐠䐟䛸᥍ッே䛾ປാ⤌ྜ䛻ຍධ䛩
ッ௳
䜙⟶⌮⫋ဨ➼䛻ヱᙜ䛧䛺䛔䛾䛻䚸බᖹ 䜛ᶒ䛜ᐖ䛥䜜䛯䛣䛸䛸㛫䛾ᅉᯝ
ጤဨ䛜㐪ἲ䛺つ๎䜢⥔ᣢ䛧䛯䛣䛸䛻 㛵ಀ䛾᭷↓
䜘䜚ປാ⤌ྜ䛻ຍධ䛩䜛ᶒ䜢ᐖ䛥
䜜䛯䛸䛧䛶㻝㻠䛾ᦆᐖ㈺ൾ䜢ồ䜑䛯


䚷ᮏ௳つ๎䜢ᨵṇ䛧䛺䛛䛳䛯䛣䛸䛿ᆅබἲ㻡㻞᮲㻟㡯䛾ゎ㔘䜢ㄗ
䜛䜒䛾䛷㐪ἲ䛷䛒䜛䚹බᖹጤဨ䛿つ๎ᨵṇ䛩䜉䛝⫋ົୖ䛾
ἲⓗ⩏ົ䜢㈇䛳䛶䛔䛯䛻䜒㛵䜟䜙䛪䚸⫋ົୖ㏻ᖖᑾ䛟䛩䜉䛝ὀ
ព⩏ົ䜢ᑾ䛟䛩䛣䛸䛺䛟ₔ↛䛸ᨵṇ䜢⾜䜟䛺䜟䛪䚸䛣䛾సⅭ
䛿ᅜ㈺ἲୖ䛾㐪ἲ䛸ホ౯䛥䜜䜛䚹⫋ဨ⤌ྜ䛜つ๎䛻ᐃ䜑䜛⟶
⌮⫋ဨ➼䛻䛴䛔䛶⤌ྜဨ㈨᱁䜢ㄆ䜑䛺䛔䛸䛣䛸䛿⤌ྜ䛾⮬
ⓗุ᩿䛸䛧䛶ㄆ䜑䜙䜜䜛䜉䛝䜒䛾䛷䛒䜛䛸䛣䜝䚸㼄䛜⤌ྜ䛻ຍධ
䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛾䛿䚸බᖹጤဨ䛾㐪ἲ䛺సⅭ䛾⤖ᯝ䛷䛒䜚䚸
䛭䛾సⅭ䛸ຍධᶒᐖ䛸䛔䛖ᦆᐖ䠄⢭⚄ⓗᦆᐖ㻝㻜䠅Ⓨ⏕
䛸䛾㛫䛻䛿ᅉᯝ㛵ಀ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛䚹

ཎุỴኚ᭦䚸୍㒊ㄆᐜ

䚷ᆅ⛯ἲ䛿䚸ᅛᐃ㈨⏘ホ౯ᑂᰝጤဨ䛻ᑂᰝ䜢⏦䛧ฟ䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䜛㡯䛻䛴䛔䛶᭹䛜䛒䜛ᅛᐃ㈨⏘⛯➼䛾⣡⛯⪅䛿䚸ྠ
ጤဨ䛻ᑐ䛩䜛ᑂᰝ䛾⏦ฟཬ䜃䛭䛾Ỵᐃ䛻ᑐ䛩䜛ྲྀᾘ䛧䛾ッ
㐣ཤ䛻䛥䜜䛯㐪ἲ䛺ᅛᐃ㈨⏘ホ౯ 䛘䛻䜘䛳䛶䛾䜏த䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛᪨䜢つᐃ䛩䜛䛜䚸ྠつᐃ䛿䚸ᅛ
䛻ᇶ䛵䛟ᦆᐖ䛻䛴䛝䚸ᆅ᪉⛯ἲ䛜ᐃ ᐃ㈨⏘ㄢ⛯ྎᖒ䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛯౯᱁⮬య䛾ಟṇ䜢ồ䜑䜛ᡭ⥆䛻
䜑䛯᭹⏦❧ᡭ⥆䜢⤒䜛䛣䛸䛺䛟䚸 㛵䛩䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛶䚸ᙜヱ౯᱁䛾Ỵᐃ䛜බົဨ䛾⫋ົୖ䛾ἲ
┤䛱䛻ᅜᐙ㈺ൾㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䛜 ⓗ⩏ົ䛻㐪⫼䛧䛶䛥䜜䛯ሙྜ䛻䛚䛡䜛ᅜᐙ㈺ൾ㈐௵䜢ྰᐃ䛩
䜛᰿ᣐ䛸䛺䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸බົဨ䛜⣡⛯⪅䛻ᑐ
ㄆ䜑䜙䜜䜛䛛ྰ䛛
䛩䜛⫋ົୖ䛾ἲⓗ⩏ົ䛻㐪⫼䛧䛶ᙜヱᅛᐃ㈨⏘䛾౯᱁䛺䛔䛧
ᅛᐃ㈨⏘⛯➼䛾⛯㢠䜢㐣䛻Ỵᐃ䛧䛯䛸䛝䛿䚸䛣䜜䛻䜘䛳䛶ᦆ
ᐖ䜢⿕䛳䛯ᙜヱ⣡⛯⪅䛿䚸ᆅ⛯ἲ䠐䠏䠎᮲䠍㡯ᮏᩥ䛻ᇶ䛵䛟ᑂ
ᰝ䛾⏦ฟཬ䜃ྠἲ䠐䠏䠐᮲䠍㡯䛻ᇶ䛵䛟ྲྀᾘ䛧ッゴ䛾ᡭ⥆䜢⤒
䜛䜎䛷䜒䛺䛟䚸ᅜᐙ㈺ൾㄳồ䜢⾜䛔ᚓ䜛䜒䛾䛸ゎ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹

䚷ᅛᐃ㈨⏘⛯㈿ㄢฎศ䛾ྲྀᾘッゴ䛻
ᩋッ䛧䛯ᕝᓮᕷ㼅䛿䚸㻴㻝㻠ᖺᗘ䛸㻴㻝㻡ᖺ
ᗘ䛾ᅛᐃ㈨⏘⛯➼䜢ཎ࿌㼄䛻㑏䛧䛯
䛜䚸㻴㻝㻝ᖺᗘ䛛䜙㻴㻝㻟ᖺᗘ䜎䛷䛾ᅛᐃ
ㄢ⛯ฎศ䛜㐪ἲ䛷䛒䛳䛶䜒䚸ㄢ⛯
ᅛᐃ㈨⏘⛯㐣ㄗ⣡ ㈨⏘⛯➼䛻䛴䛔䛶䛿䚸⣡ᮇ㝈䛛䜙㻡ᖺ
ฎศ䛜↓ຠ䛷䛺䛔㝈䜚䚸ᅜᐙ㈺ൾ
ᅜᐙ㈺ൾㄳồ௳ ௨ୖ⤒㐣䛧䛶䛔䜛䛸䛧䛶㑏䛧䛺䛛䛳
ㄳồ䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䛛ྰ䛛
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第３回
リベラル・コミュニタリアン論争と
地方自治の位置付けについて

２１世紀地方自治制度についての調査研究会（平成２３年度）
（第３回）議事要旨
１ 日 時 平成２４年１月２３日（月）１７：００～

２ 場 所 （財）自治総合センター 大会議室

３ 出席者 大屋 雄裕

名古屋大学大学院法学研究科准教授

金井 恵里可 文教大学国際学部国際理解学科准教授
北島 周作

成蹊大学法学部法律学科准教授

勢一 智子

西南学院大学法学部法律学科教授

高橋 信行

國學院大學法学部法律学科准教授

谷口 尚子

東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授

村木 美貴

千葉大学大学院工学研究科准教授
（平成２４年１月２３日現在）

４ 議 題 リベラル・コミュニタリアン論争と地方自治の位置付けについて

５ 概 要

リベラル・コミュニタリアン論争
○ まず、リベラルの立場というのは、前提問題としては、とにかく人々が多様な
善の構想を現実に持っていて、それはほうっておくと神々の争いになって、お互
いに死ぬまで争ってしまうということになるのでそれを回避するために、そうい
った多様な善の構想を持っている人がとりあえず休戦して、一つの社会の中で共
存できるための原則として、そのリベラリズムというものを出してこようという
もの。

○ したがってそこで想定されているのは、特定の善の構想にコミットしない中立
的国家。自己決定を尊重するためには、他者による介入を制限する、拒否するよ
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うにしなければいけない。こういう考え方が根底にある。この前提になっている
人間観というのは、つまり、人間はほうっておくと他人に干渉したがるというも
の。

○ ところが、一方で、干渉されるのは嫌である。だから、この両者をほうってお
くと、必然的に衝突してえらいことになるので、妥協点として、例えば他者危害
原理を設定しましょうと。つまり、国家が強制的にある行為をやめさせ得るのは、
その行為が他者に危害を与えるときのみだというような形で、国家の強制権力の
限界を定めるというような議論をすることになる。

○ 現実に人々を集めて、議論をして、最終的には多数決で決めましょうというよ
うなことをやると、このリベラルの人間観からすると、それは必然的に「多数者
の専制」になり、多数派が少数派に価値観を強制するようなことが起きるに違い
ないというふうに考えられている。

○ 多数派の決定というものを抑止する、それと独立したシステムとして、例えば
違憲立法審査権が必要である。司法権力、多数派の支配から独立した司法権に期
待をかけようという議論が非常に強い。

○ コミュニタリアンは、仮想的であれ、社会契約が成立するには、何が価値であ
るかということに関する先行的な前提が存在し得ないと成立しないはずである
とし、あらゆる善の構想から独立な、本当に中立的な国家とうものはあり得ない
のであって、その共通善が人生の選択に先行するはずだということを主張した。

○ その社会的な先行善、先行して存在する共通善というものがあるからこそ、社
会が成り立つので、その社会の中に生まれ落ちてくる人間とか、その社会に入っ
てくる人間に対しても、その善を強制しないと、社会は壊れてしまうということ
になる。

○ つまり、ある社会が、キリスト教は正しいということを共通善として先行的に

－156－

持つことによって実現されているのだとするならば、生まれてくる子どもにキリ
スト教の教義をたたき込まないと社会はなくなってしまうはずであると。そうす
ると、ここは、その社会を維持する、善を維持するために、他者に干渉すること
を承認するし、積極的に推進するという方向に議論が成長していくことになる。

○ 人間は、リベラルが考えたように、生まれながらにして自分の正しいと思って
いる生き方とか、善の構想を持っているわけではなくて、特定の善の構想を持つ
ように育成しないといけないのだという考え方がコミュニタリアンの中には根
強くある。

○ このリベラルとコミュニタリアンが延々と対立を続けたのが８０年代から９
０年代にかけてのアメリカで、コミュニタリアンは、さらにその後、多文化主義
という、文化的差異を承認し、積極的に保護するような政策が必要だという議論
ともつながっていく。

地方自治の位置づけ
○ 基本的にリベラルというのは、人に善の構想を押しつけたがるおせっかいな傾
向が人間にはあるが、自分が押しつけられるのは嫌なので、そこにコンフリクト
が起きると想定していた。

○ これに対してコミュニタリアンは、干渉をばりばりしないといけないし、その
ような干渉によってつくられた共通善を背負うことが人間としての人格をつく
ることだというふうに考えることになる。

○ 一方、リバタリアンは、もう干渉したくないし、されたくない。自分の人生は
独立であって、他者の関係を持ちたくないという方向に行くということになる。

○ 大体この三つの間で、人間というのは、本当はどういうものなのだろうという
ことをめぐって論争をしてきたわけですが、現実の現代の人間というのは、実は
二級市民に近づいているのではないですかという疑問がある。つまり、他人への
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干渉はしたくないが、他者からの干渉は割とされたい。これは、どういう話にな
ってくるかというと、そもそも他人に干渉するのというのは、実は結構大変なこ
となんですよね。その抵抗もあるし。それを押し退けて、何か自分のしたいこと
を正当化しなければいけないというのは、これはなかなか大変なことである。

○ これが問題点の一つですね。だとすると、実はリベラル・コミュニタリアン論
争というのは、現代における問題の本筋から遠いところでの議論だったのではな
いかという疑念がある。

○ もう一つは、実は両方の議論ともに、地方自治というものの位置づけには失敗
しているというふうに考えられるということ。

○ 何を言っているかといいますと、そもそもリベラルは、多数決というのはよく
ないという立場であり、司法中心主義をとる。司法中心主義をとるということは、
基本的には国家集権主義をとるということで、地方分権的な裁判組織というのは
あまり考えつかないので、最終的には最高裁判所が違憲立法審査制で無理やり言
うことを聞かせてしまうぞという色彩が濃厚である。

○ リベラルの立場では、地方自治というものの積極的な意義づけは行われないこ
とになる。むしろ、それは、大体暴走するものであって、抑圧すべき対象と描か
れることになる。

○ 他方、それに敵対したコミュニタリアンの側では、地方自治の位置づけに成功
しているかと言われると、私の考えではそうではない。なぜかというと、コミュ
ニタリアンが大好きなのはコミュニティ。コミュニティというのは、これは、典
型的なモデルはピルグリム・ファーザーズである。つまり、一定の価値観を持っ
ている人たちが、自分たちの生き方が守れる共同体を築くために、無人の荒野に
移住してつくりますというモデルで、その一定の価値観が先行的に共有されてい
るし、教育を通じて統一されることによって、その内部では異論がないような状
態が発生するというのがコミュニタリアンの典型的なモデルである。
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○ 一定の地域に住んでいる住民が、当然さまざまな問題に対して異論を抱えてい
る中で、一定の利害調整をして、意志統一をしましょうという地方自治のモデル
とは違うわけですね。地方自治の理論的位置づけには、実はいずれも失敗してい
て、議論はすれ違っているのではないかと思われる。

○ 地方自治に対して積極的な位置づけができるとすれば、注目すべきなのは、そ
のアメリカ思想の文脈からはアレクシス・ド・トクヴィルであろう。トクヴィル
が注目している要素は二つあって、一つは法律家精神、もう一つが地方自治であ
る。

○ トクヴィルは、地方自治を民主主義の「学校」という形で位置づけている。つ
まり、地域自治の制度というのは、学問において考えれば小学校であると。そこ
で、その自由と自治というものをやることによって、実践することによって、そ
の価値をみんなが体験して、最終的にはそのような実践が国政レベルに反映され
ることになる。逆に、そのような自治の体験を持たない人間が、どうやって国家
レベルで適切な代表者を選べるのかというようなことを指摘している。

○ トクヴィルの考えによると、社会というのは平等化にどんどん進んでいく。こ
の平等化というのは、実体が平等になっていくというよりは、人々がみんな、す
べての人間を平等なものだと考えるという趣旨、平等であるのが正しい状態だと
いうふうに考えるようになるという趣旨である。

○ そうすると、しかし、すべての人々は、最終的には他人が自分よりも卓越して
いるということを認めたくなくなるので、人を支配したいというような欲望を失
っていく。逆に、自分が信じる善を人々に訴えかけていって、よりすばらしいも
のを手に入れようというような卓越への欲望もなくしていく。そうすると、自分
にとっての快楽だけを考えて、その快楽が国家によって最大化されることを期待
して、その国家の支配に従属していくと。その国家が保障してくれる安楽な生活
に満足して、自治とか、自由とか、自己決定とかいうものに対する関心をなくし
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ていくような状態になるのではないか。これが、そのアメリカ革命のような革命
後に考えられる新しい専制の形だということを指摘している。

○ そのような流れに逆らおうとすれば、先ほど申し上げたように、地方自治とい
う「学校」を通して、自由とか自治とかいうものの価値を全員が体感し得るよう
な社会的状態というのを維持することが重要だというのが、トクヴィルの読みに
なるわけである。

○ このトクヴィルの議論にそもそも賛成するかというところもあると思うが、こ
のような観点から地方自治の位置づけをするとすれば、そこにある種の現在の日
本の地方自治の問題点というのが見えるのではないか。

日本における地方自治、コミュニティのあり方
○ 例えば大阪都構想みたいなものをどういう評価するかというところの前提と
しては、地方自治の位置づけというのは必要。リベラルにせよ、コミュニタリア
ンにせよ、地方行政事務が必要であることを否定する人はだれもいないと思うが、
論点は、それを自治という形で行わなければいけないかどうかという点にある。

○ 地方行政事務の効率化が重要な論点だとすれば、それはもちろん、例えば大阪
都構想みたいなものがクローズアップされるということになるわけだが、民主主
義の「学校」としての地方自治という観点からは、大規模化すればするほど、遠
ざかっていってしまうわけですから、それに無批判に乗っていいのかという議論
は出てくることになる。

○ アメリカは自分で国を選択した人たちの集まりで、何もないところで集まるか
ら、コミュニティ論ができるのかなと思うが、それを、日本の地方自治にどう当
てはめるかと考えると、日本の場合は、江戸時代から明治にかけて、ずっと閉塞
的コミュニティから解放されることを求めてきて、それで国家のもとに一つにな
ったから、地方自治がわからなくなっているという感じがある。
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○ 日本人で無批判にこのコミュニタリアンの議論を日本に持ってくることは出
来ない。日本で言うコミュニティというのは、やっぱり地縁・血縁共同体であっ
て、それは共通善ではなくて、共通の何か生活とか歴史とかを土台にしているわ
けである。そこの違いはきちんと意識しておく必要があるだろう。

○ よかれあしかれ、昔の日本の農村共同体というのは、共同体的義務の遂行に協
力的な人が確保できたわけである。やっぱり犯罪者が来たというと、みんなして
夜回りし始めるとか、そういうある種のマネジメントができたが、都会でそれは
できない。伝統的コミュニティが弱まった分の負担が純粋に国家に転嫁されてき
ているところがあるが、それは果たして維持可能なのかということを考えなけれ
ばいけない。

○ コミュニティのあり方、あるいは、社会全体のあり方として、もうリベラル的
なソーシャル・アトムの集合体でいいのか、しかし、リベラルはリベラルで、や
っぱり自分の信じる正義を熱く訴えかけるというところがあるので、それは必要
だという議論にするのか、それとも、コミュニタリアンが考えたように、やっぱ
り共通善が必要だという議論に持っていくのか、あるいは、もうすべてあきらめ
て、
「二級市民」を統治する国家というのが頑張ってみるか、そういう議論への
文脈への読みかえは多分できると思う。

○ 現状を見ると、その支配したがる人というのは本当に出てくるのだろうか。あ
るいは、みんなが「二級市民」になっているのに、何で統治者はわいて出るのだ
というのが、実は非常に大きな問題になる。おれは議員になりたいのだと手を挙
げる人はいっぱいいるかもしれないけど、それを無作為に引っ張ってきたらどう
なるかというのは、もう大体わかるわけで、よくない。むしろいい人ほど、統治
能力のある人ほど、統治者を目指さないという状況が出てきている可能性もある
わけで、
「二級市民」モデルでいくにしても、どうやって統治者を確保するのか
というのは、実は大問題だと思っている。

○ フランスでの体験から言うと、フランスの基本は、社会保障みたいなものはデ
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パルトマンがやっていて、コミューンの権限はもともと小さい。そういう同じと
ころに住んでいて、伝統を分かち合うみたいなコミューンというのは、ちょっと
田舎に行くとすごく残っているのかなというのだけど、それが行政的な権限とは
若干無関係であるという、そういうイメージがあった。

○ 日本の場合は、郡区町村編制法のときに、一回江戸時代の町や村に戻して、市
制・町村制施行のときに全部一回、人口をこのぐらいでやれというので、３００
個から５００個で内務省が一回つぶしたり、昭和の合併でまたやったりというの
で。そういう意味で、あまり昔の町村のそのままの形が残っているところはもう
なくなっていると。そこは違いだと思う。

○ もう一つのコミュニティの機能というのは、人材選抜であるとか、その育成。
理念的結集の核になるような人を抜き出してくるという機能が本来はある。もと
もとの古いモデルだと、例えばフランスの村の教会というのはそういう機能もあ
った。

○ そういう卓越性のある人材を育て、抜き上げていくようなものとして、本来は
そういう地域があったが、この機能はもうやっぱりフランス革命後、てきめんに
弱っている。要するに、結集の母体としての教会はつぶされ、貴族制が廃止され、
その国家優位の人材は、国家が設定した大学校によって選抜されることによって
抜き出される。その統治者が、特に統治者の忠誠の母体というのは国家しかなく
なるというのが、やっぱりフランスモデルの特殊なところだろう。

○ 特に人材選抜について言うと、急速な近代化を推し進めなければいけないとい
う要請があって、まず大学からつくってみるとか、よくわからないことをした。
そういう意味では、やっぱり急速な近代化をまねたフランスモデルに近いところ
というのはいろいろとある。

○ 公立小学校に入れたときにＰＴＡだとか、子どもの、その地域の集まりとかや
ってきたので、それはそのコミュニティの核になるのではないかと思って、昔、
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市町村合併を進めるときに、小学校区単位のコミュニティを大事にするとか、そ
こで地域協議会をつくればいいではないかということを言ってきた。

○ 都市に出てきた二世、三世が、どういうふうにその地縁的コミュニティに属す
るかみたいなことのモデルを提示しないと、すべてを区役所とか市役所とかがし
ょって、それで、ちょっとミニ版の国家みたいに、やりたくもない人たちがリベ
ラル・プリンシプルみたいなことを言って、何かやる。しかも、
「二級市民」に
何か相応する「二級統治者」しか出てこない。かなり哀れな状況になると思う。

○ 例えば経済発展に伴って、やっぱり人口移動が起きて、田舎のコミュニティが
がらんどうになるというのは、これはある程度やむを得ないわけが、それを保障
するような都会におけるコミュニティ形成というのをどうするかというのは、本
来は課題だったはず。

○ 小学校区みたいなものでの人間的なつながりというのは当然あるわけだが、コ
ミュニティをある程度アクティブなものとして維持するためには、要するに、端
的に言うと、忠誠の対象としてコミュニティに生きている人が必要。

○ 結局、商店街がなくなって、郊外のショッピングモール化することの最大の問
題点は何だったかというと、そのソーシャル・キャピタルの喪失。

○ 補完性の原理でいくと、コミュニティがなくなってしまうと、もう基礎自治体
なんて、選挙と税金で構成された基礎自治体が総合行政主体として頑張るしかな
いかと。それで、そこの出先機関の地域協議会と地域自治区で、疑似的なコミュ
ニティをつくってしょわせるしかないかというふうに思ったが、しかし、それが
もう再生不能であると考えたら、もうだれかが統治するしかない。その場合の問
題点は、人民を支配してあげる統治者になりたがる人をどうやってつくるかとい
うところ。

○ ドイツとスイスの国境の町で住んでいたときに、案外田舎なので、いろんな行

－163－

事があった。さらに、ＮＧＯとかというようなグループで、一人で三つ、四つ、
所属しているというのがごく当たり前。そうすると、どこかから何らかしらの形
で情報が入ってくる。日本の場合はあまりＮＧＯとか、ＮＰＯとかに積極的に参
加してという層も多くないですし、参加していたとしても、一つとか、二つとか、
せいぜいなのでは。

○ 今、問題なのは、多分ニュータウンみたいなところ。何もないところに街をつ
くっちゃうとお祭りも何もないので、結局、人工的につくらなければいけなくな
る。非常に危機的状況であるが、だから一つ、お祭りとか、地域のイベントとい
うのは意外と重要な要素となる。

○ ショッピングモールとかができて、その地域のコミュニティ、商店街のコミュ
ニティが崩壊したとしても、その新しいショッピングモールが地域の住民と仲よ
くやっていて、嫌われずに仲よくやっていくために、やっぱりそういうコミュニ
ティサービスみたいなのを提供するというのは、インセンティブは恐らくある。

○ ドイツは、営業時間規制が入っていたりすると、６時ごろに家へ帰るので、そ
こで何かコミュニティ内でＮＧＯをやるのだろう。日本の企業は拘束時間が長く、
それ以外に何かやっていられる状況ではないというようなところが問題。

○ ショッピングセンターはまちなかに出たいと思っていても、シャッター街がで
きていて、用地はありそうなのに、みんな、土地への執着が強いから、それがで
きない。そのときに、仮に統治者が、その土地の収用というのをもっと海外みた
いに積極的に進めたりすれば、変わっていくのではないか。

○ 最近は、ショッピングモールにコミュニティ機能を強制的に負わせればいいの
ではないかという話がある。例えば、スピーチングコーナーをショッピングモー
ルの中につくるとか、コミュニティサービスの中核になる施設としての集会所み
たいなものを一定レベル設けるといった事例がある。
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○ イギリスでは、ビジネス・インプルーブメント・ディストリクトで、投票して、
そのエリアから課金することとして、お店が入っていなくても、大家さんがお金
を払わないといけない。そうすると、払いたくないから、たな子を探してこない
といけない。そういう状況を日本も取り入れるというようなことを考えてみては
どうか。

○ あと、商店街で、仮に自分はビジネスしたくなくて、新しいたな子を入れたい
と思ったときに、住宅と店舗が一体型の開発が多いから、自分が上に住んでとい
う人、だれかに貸せない。そうすると、もう全部貸さないということになってし
まうので、最後はそうすると、土地への執着をどうやって解消するかというとこ
ろなのかもしれないなという気もする。

○ 個別にはフリーライドが得だけれど、集合的には協力したほうが得であるとい
うのをソーシャル・ジレンマという。強固な平等な集団というのは、小さい集団
だとうまくいくので、そのコミュニタリアンというのは少人数で平等にしてやっ
ていくことが可能である。一方で、大規模集団になると、みんな無責任になって
しまって、ジレンマは克服できない。その一つの回復の条件は、格差をつけるこ
と。

○ トクヴィルの主張は全くそうで、平等化して民主主義化すると、フリーライザ
ーの社会になるという逆説がある。民主化すればするほど、ソーシャル・ジレン
マは深刻になる。そうすると、やっぱりエリートというか、ポリティカル・アン
トレプレナーと言われる政治的起業家が必要。

○ エリートをどうやって確保するかというと、共同から得られる利益ではなくて、
選択的誘因が必要。価値観の転換しかなくて、みこしを担ぐとうれしいみたいな、
おれのまちを愛すとか、そういう価値観の転換が金かからないですから、それが
やっぱり大事。

○ 日本の場合、例えば８０年代ぐらいまでは経済発展というのは、もうみんなが
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大体シェアできる価値観で、そのためにはどうすればいいかということも大体合
意できた。それに対して、現代においては、その価値観が分散してきているので、
成功した政治家とみなされるための要件定義もどんどん難しくなってきている。

○ 日本には、変にコーポレーター、協力者がいて、頑張って維持しようとしてし
まうところが失敗。協力的な人というのは、時折、邪魔になる。だめだと思って
見切るときには、早く破綻させたほうがいい。なのに、何とかなると思って、ま
じめにみんなで維持しようとするから。破綻をおくらせているだけで、何という
のか、効率が悪い。

○ 日本の組織の場合、第二次大戦でよくわかった話で、現場の知恵とか、下士官
以下が一生懸命頑張って組織のためにやる。統治者のところが無能で、二百三高
地みたいなことをやる。しかし、何となくみんな、忠誠心だけ持っていて、現場
でうまく回しているうち、病弊が進むというのはある。
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リベラル・コミュニタリアン論争と地方自治の位置付け
21 世紀地方自治制度研究会
2012 年 1 月 23 日

名古屋大学

大屋雄裕

思想的リベラル：アメリカの主流政治思想
J.ロールズ『正義論』A Theory of Justice (1971)
正義を分配の問題として理解、所得再分配による福祉国家を正当化
思想的リベラルにどのような態度を取るか
R.ノージック『アナーキー・国家・ユートピア』Anarchy, State, and Utopia (1974)
価値観・経済に対する国家の介入は最小化すべき：リバタリアニズムへ
善の構想を共有するコミュニティによる実践を擁護すべき：コミュニタリアニズムへ
→ リベラル・コミュニタリアン論争(80 年代)
善に対する正義の優越：リベラル・プリンシプル
神々の争いの回避 → 特定の善の構想にコミットしない・中立的国家の想定
自己決定の尊重＝他者支配の制限
人間は放っておくと他人に干渉したがる ←→ 干渉されたくない
妥協点としての他者危害原理 harm principle
権力の暴走を防ぐシステムに関心：集合的自治の否定
違憲立法審査権・nimby-ism への警戒・人種差別問題
共通善の先行的存在：コミュニタリアン・テーマ
濃い善の構想と共同体の価値：共通善は人生の選択に先行する
善の維持のための干渉の承認・許容 → のちに多文化主義へ
人間は育てないと善を志向できない
問題点①：思想としての一長一短
人間は「社会的原子」social atom ではない：リベラルへの批判
「悪しき共同体」からの離脱可能性は保障されるか：コミュニタリアンへの批判
問題点②：人間観についての前提
干渉したいが、されたくない：リベラル
干渉するし、されるべき：コミュニタリアン
干渉したくないし、されたくない：リバタリアン

→ 実態は？

他律的な「完全な統治」を求める「二級市民」？
統治者は、自分と特別な関係にあったり偶然に視野に入った具体的な事例を、他の事例に比べて
優先してはならないのである。統治に於いては人の生は普遍的に観察され計量され集計され評価
されなければならない。(……)人命の冷徹な計算は統治者に於いて最も峻厳に求められる。被治
者にそれができない場合でも、統治者は強いてそれをせねばならない。(……)むろん、我々にそ
のような苛酷な算術を強いるな、ということもできよう。だが、統治者ないし統治について責任
意識を持つものは、そうした算術を避けて通ることはできない。いや私は専ら被治者であれば十
分である、という場合にはそのような算術の要求を忘れて暮らすこともできるかもしれない。し
かし、それは自ら統治の任に当たる可能性のない二級市民にこそふさわしい態度であるだろう。
二級市民であることが悪いなどというつもりはない。むしろ統治者を含む、国家に於けるすべて
の主体が二級市民でいられるならばこんなに安楽なことはないのである。 (安藤 09)
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Takehiro OHYA
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問題点③：地方自治の位置付け
多数決が「多数者の専制」に至ることへの警戒、国家集権主義・司法中心主義：リベラル
コミュニティ＝価値観の先行的共有、教育を通じた統一＝異論の不在：コミュニタリアン
地方自治の理論的位置付けにはいずれも失敗している？
A.トクヴィル：民主主義の学校としての地方自治
現在の地方政治は「学校」として機能しているのか？
参考文献
ジョン・ロールズ『正義論(改訂版)』川本・福間・神島訳、紀伊國屋書店、2010。
川本隆史『ロールズ：正義の原理』(現代思想の冒険者たち)、講談社、2005。
ロバート・ノージック『アナーキー・国家・ユートピア』嶋津訳、木鐸社、1995。
森村進『自由はどこまで可能か：リバタリアニズム入門』講談社現代新書、2001。
宇野重規『トクヴィル：平等と不平等の理論家』講談社選書メチエ、2007。
安藤馨「あなたは「生の計算」ができるか：市民的徳と統治」『RATIO』06、講談社、2009、
26—49 頁。
大屋雄裕「自由か幸福か、それとも自由という幸福か」加藤秀一編『自由への問い 8

生：生存・

生き方・生命』岩波書店、2010、195-217 頁。
大屋雄裕「情報化社会の個人と人権」愛敬浩二編『人権論の再定位 2 人権の主体』法律文化社、
2010、97-114 頁。
特集「「正義論」への招待：憲法・法哲学から”サンデル”を読む」『法学セミナー』2011 年 5 月
号、日本評論社、2011。
他者への干渉
したい

したくない

されたい
されたくない

他者からの干渉
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コミュニタリアン

「二級市民」？

リベラル

リバタリアン
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第４回
政教分離と地方自治について

２１世紀地方自治制度についての調査研究会（平成２３年度）
（第４回）議事要旨

１ 日 時 平成２４年２月６日（月）１７：００～

２ 場 所 （財）自治総合センター 会議室

３ 出席者 今井 貴子
大屋 雄裕

成蹊大学法学部政治学科准教授
名古屋大学大学院法学研究科准教授

金井 恵里可 文教大学国際学部国際理解学科准教授
木村 草太

首都大学東京都市教養学部法学系社会科学研究科准教授

勢一 智子

西南学院大学法学部法律学科教授

高橋 信行

國學院大學准教授
（平成２４年２月６日現在）

４ 議 題 政教分離と地方自治について

５ 概 要

砂川政教分離訴訟（政教分離原則の存在意義について）
○ 町内会に対して地元の地方公共団体が援助をするということは、しばしば行
われているが、町内会が、例えばお祭りをやっていたり、神社ないしそれに類
する物件を所有しているということはしばしばあるわけで、そうした町内会へ
の援助というものが、果たして、政教分離規定に違反しないのかというのは、
実は非常に重要な問題で、また、全国、どこにでもあるような問題である。ま
た、地元の地域社会というのは、非常に宗教的な行事や観念と深く結びついて
いるところがあって、地方公共団体が、その地域社会とかかわる中で、どうし
てもこの問題が出てこざるを得ない場面が多々ある。自治体の業務というのは、
実はかなり宗教を全く無視して行うわけにはいかない面があり、その中で、最
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高裁がこの問題についてどういう判断をしたのかということで、おもしろい素
材である。
政教分離というのは、国家あるいは地方公共団体のコミュニティの中で、宗教
的少数者がいたときに、地方公共団体が多数派の宗教と結びついてしまうことに
よって、少数派に対して、非常に自分たちはマイノリティーであるという刻印を
押してしまうおそれがあるという問題である。だから、そういうものを無意識に
援助してしまうということは、その地域の宗教的少数者の地位を考えたときに好
ましいことではないから、地方公共団体は、宗教に対しては中立的でなくてはな
らず、しばしば常識的でないように見えたとしても、かかわり合いを絶たなくて
はならないと考えていく必要があるのではないか。

○ 大概において、訴訟の対象になっているのが神道行事であり、訴訟を提起する
のはキリスト教徒であるという構造があるのは事実で、それはなぜなのかという
問題に直結するが、その宗教という名前で語っていて、それは宗教性があるには
間違いないが、神道が、本当に欧米で信教を分離しなければいけないと言われる
信教に当たるものなのかということは、前段階として扱うべき問題としてある。

○ 地域の結びつきを担保するものは、いろいろある中で、神道とか、神社のお祭
りのようなものが、そういうコアにあるということはよくあることで、それは、
確かにキリスト教のように教皇がいて、世俗権力に口を出すということでは当然
なく、ここの神社のお祭りのようなものというのは、そういうものではないのだ
という言い方はできると思う。

○ 本当に地元としては、これを全く無視できるのかというのは、やはり非常にき
ついと思う一方で、ただ、そういうものを援助してしまうと、長期的には、やは
りすべての思想信条、宗教、包摂しないといけない地方公共団体に、うまく包摂
できない、包摂されていないと感じてしまう人が、出てくるとは思う。だから、
むしろこれはやはり、神道を憲法上は宗教と、政教分離における宗教として扱わ
なければいけない理由に、むしろなるのではないか。
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○ キリスト教徒が少数派でずっといるのは、日本に受け入れられない事情がある
のではないですかと、言うこともできると思うし、その背景としては、恐らく指
摘できるのは、その排他性であると思う。いわゆる日本的なその宗教感覚から言
うと、そこにキリスト教がまざってくることに、一切違和感はないが、一方で、
キリスト教にこちらがまざることに違和感を感じるという非対称性について、そ
の多数派だからといって、こちらが責任感を感じなければいけないものなのかと
いうのは論点だと思う。
もう一つは、宗教というものが、その排他的であることを原則とするのかとい
うのが一つの論点だと思っていて、つまり、排他的であるとすれば、一つの宗教
に対して、その何らかの機会を提供することが、ほかの宗教に対するネガティブ
な扱いを意味するという、その等価関係が成り立つわけだが、排他的でないとす
れば、別に、それが他の宗教に対するネガティブな扱いには直結しないわけで、
結局、政府なり、地方公共団体なりと、その宗教とのかかわりをどこまで許容す
るかという議論の枠組みに関連してくる。

○ 地方公共団体と国が同性格のものであるという前提で、地方自治法も、憲法も、
組まれているが、日本の地方公共団体が、郡区町村編制法以来、江戸時代の町、
村というコミュニティを前提につくっているとすると、神仏混交があって、それ
から、そのコミュニティを維持するための共通の習俗のようなものがあり、だか
ら、結局、町内会に加入するのと同じように、何か氏子としての費用を出してく
れといって回っているのではないかと思う。

○ 神道が宗教か、宗教でないか、わからないというのは、歴史的、経緯的にもわ
からなくて、つまり、もともと、神社をつくるようになったのは、仏教という新
しいものが入ってきたから、それに対抗するために、建物をつくらなければいけ
ないと考え、何か建ててみたと。ちょうどそれに相当することが明治維新で起き
るわけである。キリスト教徒がやって来て、日本人は野蛮な習俗で生きているか
ら、植民地化して文明化してやると、親切で言ってきてくれた。それに対して、
神道宗教説というものを打ち出して、キリスト教に対抗しようとする。ところが、
今度、国家神道的なものを国家の中心的な原理として神道宗教説をとると。神道
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はワン・オブ・ザ・宗教だから、ほかの例えばキリスト教とかが入ってきたり、
イスラム教とかと同等の扱いを保障しなければいけないわけであり、そうすると、
例えば、神道の御神体の一つとして天皇があるから拝礼するという議論をしたと
きに、僕はキリスト教だから、僕は拝礼しませんという主張を許容することにな
ってしまう。それを許容しないため、今度、神道非宗教説を国家のほうが持ち出
した。天皇に対する拝礼は神道の一部だが、神道は宗教ではなく、基盤的なもの
だから、キリスト教徒の方でも大丈夫という考え方。

○ 一方で、日本の歴史的経緯から言うと、そのコミュニティの中核に、神道だか、
仏教だか、よくわからないものがあって、それが影響してくるということがある
が、そこが一つの国家神道の源泉になるという話で、今考えられているような信
教分離原則が設けられた趣旨だと思う。
ただ、注意しなければいけないのは、もともとのその神仏習合的な、とにかく
寺とか神社の氏子、寺の檀家という形で組織され、だから、そこが地域コミュニ
ティの一部であったという話自体も、やはり制度的な構築物であって、それが江
戸時代の寺請制度であり、寺請制度は、実は宗派は関係なかったはずで、これは
宗教団体というよりは、村役場としての性格が強いものであった。

○ 国という法人と、地方公共団体という法人は、何か性格が違うのではないかと
だんだん思ってきていて、国という法人の構成員は国籍主義である一方で、地方
公共団体というのは属地主義で、そこに住んだら、だれでも加わることができる。
そうすると、様々な人が住むわけで、いろんな人が住むときに、そのコミュニテ
ィを維持するために、近代的な行政庁や役所という観点と、住民自治や、ゲマイ
ンシャフトとしての側面を助長したほうが、地方公共団体として安定的だという
のと両方あって、今まで、ゲマインシャフトとしての側面は全部捨象していく過
程だったが、今、例えば高齢者不在問題とか様々なことで、そういう地域のコミ
ュニティを避ければ避けるほど、何かだれがいるかわからないという属地主義的
な団体を安心できるものに変えようとすると、何か意識的なつながりが必要にな
ってきているのではないか。
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地域コミュニティの形成と宗教が果たす役割
○ 地方公共団体である以上、人間関係的なところからは切断をすべきという考え
方が主流になっていると思う。ただ、それでいいのかという問題提起もわかるが、
そうだとすれば、なぜ地方自治が必要なのかということは、余りうまく説明がで
きない。地方行政事務が必要であるというだけであれば、別に知事公選制なんか
置く必要はなく、昔のように、内務省地方局から知事を送ればよく、そうではな
く、地方ごとに独自の自己決定に基づいて別々のことをするのが正しいという議
論から、地方自治が必要だと言っているとすると、その地方の自治を行う組織と
いうのは、国家とは違う編制原理に基づいていて、例えば国籍主義ではなく、住
民主義であって、意思決定の方式においても、その住民の意思を尊重するのだと。
逆に、その住民の多数派が要望することについては、国家が無理やり強行的に
維持したい人権なんかに抵触しない限りにおいて認めるという言い方もある気
はする。ただ、この場合でも、問題になってくるのは、そのコミュニティの中核
としての自治的な組織という話は理解できるが、現在の市町村に対してはそのよ
うな形を求めてはいないということではある。

○ 逆に、その町内会みたいなものにゲマインシャフト機能を正面から認めるかわ
りに、市町村はやはり地方公共団体であるから、ゲゼルシャフトであるという切
り分けをするというのも、一つの方法である。要するに、規模が大きくなればな
るほど、少数派に対する抑圧の問題というのは激しくなる。小さな自分たちのカ
ルチャーを維持したい人が集まって住む、その集落みたいなものがコミュニティ
ベースで好き勝手なことをやっていても、少数者抑圧というのは基本的にない。
逆に、今の市町村みたいなもので、コミュニティ形成機能みたいなことをやろう
とすると、少数派の抑圧の問題は大きく出てくる。

○ 今、昔ながらのよきコミュニティを復活させよういうような動きが、かいま見
えるが、それは、現代の歴史の発展法則に逆行している感じがして、哀愁漂う、
昔はよかったみたいな話ならよいが、国の政策としてそれをやられるとちょっと
困る。
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○ コミュニティというのは、実は面倒くさいものと個人的には思っていて、明治
以来、そういうものから自由になるという過程が近代化だったと思っているが、
行き着いた国家が、福祉国家としてしっかり運営できるかどうかというところに
来ていて、しかし、そこに税金をすべて投入して、公務員を大幅に増やすという
ことに、コンセンサスが得られないようであれば、新しい公共空間を、どういう
ふうに、だれが担うかというところで、地縁的なコミュニティが必要かどうかと
いう議論ではないかと思っている。市町村合併をどんどん進めたのも、より効率
化して、もう少し正常な空間をつくって、きびきびした行政をしたいという背景
があったからである。

補完性の原理について
○ 補完性の原理というのは、発想としては、家族とかその地域社会、社会集団と
か、もともとは非常に保守主義的な体制の中から出てきて、そこの相互扶助が不
能になった場合に限って、より大規模な高次の集団が介入できるという考えであ
る。ヨーロッパ、ＥＵの場合は、補完性の原理というのは非常に大事な原則であ
るが、それは妥協の余地を残すためという部分もある。カトリック的な流れもあ
るとはいえ、他方で、非常に技術的なオプトワールドがあって、補完性の原理が
あるというのは、とても大事な仕組みだったわけであるが、ここで大事なのは、
その受け皿があるということである。

○ 要は、ローマ教皇が言ったような、まず、個人があり、家族があり、コミュニ
ティがあり、できないことを基礎自治体がやるというふうに、普通は考えている
と思うが、実は、地方分権一括法のころからの議論というのは、家族とか、コミ
ュニティが欠けているというような議論をしている。統治団体としての地方公共
団体と、国とを比べたときに、できるだけ市町村にやってもらったほうがいいと
か、都道府県にやってもらったほうがいいというふうに使ってきた。結局のとこ
ろ、今、では、家族の基盤があるのかとか、それから、このコミュニティの基盤
があるのかという議論になって、ずっとそこが崩れていっているとすると、もう
そこは市役所が引き受けるしかないという考えである。要は、地方公共団体が、
統治機構の中で、もうキャッチオールで、セーフティーネットをしくしかないと
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思っている。だから、補完性の原理というときに、ヨーロッパ流の徹底した、個
人、家族、コミュニティ、基礎自治体というところを踏んでいないと私自身考え
ている。とにかく税金をもらって、しっかり市役所が業務を行うべきであると考
えている。強制的に徴収した税と、強制的に徴収した情報であるから、ほかに漏
らさず、しっかりとやるべきであると考えている。

○ 市役所の方々とお話をしたときに、バブルのころに結構たくさん収入もあり、
それで行政サービスを厚くしていって、余計なことまでたくさん抱え込んでしま
ったと。結局、財源が今なくなって、それを戻したいんだが、戻そうにも受け皿
がないので、その受け皿として何を探すかというので、コミュニティというのが
あればいいというようなニーズがあると。
大学の授業で補完性の原理の説明をすると、学生に異様に受けがいい。やはり
近いところが決定して、近いところでできるだけやるほうがいいという、だから、
耳ざわりがすごくいいが、冷静に補完性の原理の仕組みを考えると、コミュニテ
ィというか、家族に最後は行き着く。だから、最後は家族がいろんなものを背負
うことになるので、それは、本当に今の日本が望むのかどうかという問題と、補
完性の原理という仕組みを使ったときに、確かに補完性の原理という仕組みを言
うことによって、介入の限定というか、より広域の組織からの介入を限定すると
いう面もあるが、また同時に、受け皿としてコミュニティがもうないと。どうに
もならないんだということになれば、逆に、介入を肯定する原理にもなる。でき
ないということは、そのかわり、どこかがやる。そうすると、そのような形で補
完していくような仕組みというのを、本当に、今、望んでいるのかどうか。

○ 確かに、補完性の原理というのは、もともと家族を基礎にして、社会政策とい
うところに国家が介入するのを肯定する、新しい国家、社会、家族関係、今度は、
それにマーケットという、戦後、福祉国家が、それにするときに、そのマーケッ
トにある程度、介入していくことを肯定する。国家と、マーケットと、それから
社会の関係で、ここに国家が介入することを肯定する。つまり、競争はすると。
自己責任というものを前提にするが、そこで不備があるところに関してのみとい
う、そういう介入を肯定するというものである。
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○ 地域コミュニティみたいなものがないところで、現状はないのに、無理やり、
例えば情報と権限だけをおろすということをやったとしても、うまくいかないと。
相互信頼を得ないからだめだというのは、非常によくわかる。
逆に言うと、アメリカのコミュニタリアンの人たちが、それでうまくいくと思
ったのはなぜかというと、コミュニティがあるし、あるべきで、ある状態を考え
ていて、そのコミュニティというのは、非常に相互信頼が高い。その背景にある
のは、アメリカの理念的な話としては、モビリティーがすごく高い。嫌ならどこ
かへ行く。宗教で分裂したら、ほかのコミュニティへ行けばいいんだからという
状態が想定されていて、これは、確かに多分に絵そらごとではあるが、ただ、そ
ういうものがきちんとあるのであれば、そこを基盤として、何かいろんなものを
提供していくというスキームも合理的であり得るだろうと。
逆に、ソーシャル、基盤的なコミュニティの相互信頼がない状況で、家族に過
大なものを負わせずに、社会福祉を提供しようと思ったら、国家なり、地方公共
団体が肥大化するしかないわけだが、財源の問題がある。その方が効率がいいか
と言われたら疑問である。

○ ただ、もし、それが本当に生きているコミュニティであれば、町内には仲がい
い人はいないが、隣の町、道路一つ挟んだところには、すごく仲のいい人がいて、
この人にならお願いできるということもあるだろう。役所がそれをやってしまう
と、そういうところが全くきかなくなってしまう。もっときめ細かくやればいい
というところはあるかもしれないが。
さらに、国家には属してもいいが、地域社会には余りどっぷりしたくないとい
うのは、結局、顔が見えるか、見えないかだと思う。匿名であって、同じように
意見を言ったら、例えば１票の価値というのは、もうだれの投票であっても同じ
で、名前も書かなくていいし、そういう意味では、気が楽な属し方である。

○ 要するに、リベラリズムというのを金科玉条として、国家とコミュニティから
の解放というのをなし遂げてきたわけだが、その果てに何が起きたかというのは、
一つには、要するに、匿名の存在として、ステーブルな関係を持たない人生とい
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うのが、非常に空疎であると感じる人が現実には結構いると。ここが問題で、そ
れぞれの人が、自分自身の決定に責任を負って、自分自身で人生を選択できるよ
うな強い存在であれば、多分リベラリズム原理だけでよかったが、現実には、そ
こまで強くない人がかなりの数おり、これをほうっておくとどうなるかというと、
カルト宗教みたいものに依存したり、地方公共団体に過剰な要求を突きつけてき
たり、あるいは巨大資本に従属したりする。アメリカの場合には、要するに、コ
ミュニタリアンの人たちが警戒していることは、地域コミュニティが衰退したと
ころにウォルマートが出てきて、結局、巨大資本がすべてを支配して、それに住
民の生活が全部侵食されてしまうと。もう一つは、地域で郊外に巨大ショッピン
グセンターができて、駅前の商店街が全部つぶれたところで、そのショッピング
センターがなくなってしまって、もはや生活ができなくなって、住民自体が離散
することに、住民の生活自体が発散してしまうという事態である。そういう観点
で、アメリカでは、ソーシャルキャピタル論というものが登場したわけである。
一方で、顔の見える継続的な社会関係というのは、実は結構多くの人間が必要
としていて、相手のことを疑わなくていい空間というのが要るというのも事実。
他人がいつ裏切るかわからないというような疑念から解放された空間というの
が一定限度ないと、人間は生きていけないので、それをどういうふうに、しかし、
べたべたのコミュニティにならないようにコントロールするかというのが課題
になってきているところはある。

○ 日本国憲法の地方自治の本旨というのは、かなりめずらしい文言で、地方公共
団体については、法律で定めるという条文はいろいろあるわけですけれども、こ
の条項を入れられた経緯を見ていても、はっきりしたことは全然わからなくて、
内務大臣が、これはどういう意味だと聞かれて、よくわかりませんと最初の議会
で答えていたりする。だからこの条項については解釈がかなり分かれていたが、
現在、住民自治と団体自治で、効率的に地方公共団体を運営しましょうというこ
とで、完全に公法学の側、地方公共団体にしますという選択を、かなり最初にし
た。だから、地域コミュニティの問題は、憲法あるいは国家体制の中でどう位置
づけるかということ自体、無視しますという体制をずっと、法解釈学はやってき
たところもある。
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࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋཎᑂࡀ㸪ࡇࡢⅬࡘࡁఱࡽᑂ⌮ุ᩿ࡏࡎ㸪ୖグ㔘᫂ᶒࢆ⾜ࡍࡿࡇࡶ࡞࠸ࡲࡲ㸪ୖグࡢ
ᛰࡿᐇࢆ㐪ἲุ᩿ࡋࡓࡇࡣ㸪ᛰࡿᐇࡢ㐺ྰ㛵ࡍࡿᑂ⌮ࢆᑾࡃࡉ࡞ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ἲ௧ࡢゎ㔘㐺
⏝ࢆㄗࡗࡓ㸪㔘᫂ᶒࡢ⾜ࢆᛰࡗࡓ㐪ἲࡀ࠶ࡿࡶࡢ࠸࠺࡞࠸ࠋ
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࠙㈨ᩱ㸯㸸✵▱ኴ㤋࣭✵▱ኴ⚄♫ᖹ㠃ᅗࠚ

ᅵᆅ㸦㸧 ੍
㸦H6 ྲྀᚓЋᨵⰋ༊㸧

ᅵᆅ㸦㸧 ੍㸦ഃᗈࡀࡿᅵᆅ㸧
㸦H6 ྲྀᚓЋᨵⰋ༊㸧
⚆

ᅵᆅ୕㸦㸧 ੍

✵▱ኴ㤋࣭⚄♫

㸦S45 ྲྀᚓЋᕝᱵ㸧

㸦S45 ᖺᘓタ㸧

ᅵᆅᅄ㸦㸧 ੍
ᅵᆅ୍㸦㸧 ੍

㸦S28 ྲྀᚓЋᕝ➉㸧

㸦S28 ྲྀᚓЋᕝ➉㸧

ୖᕝ㐨㊰
㛤㛓グᛕ☃
ᆅ⚄ᐑ
㫽 ᒃ

࣐ࢵࢳᕤሙ㊧

⾲ ୖᕝ㐨㊰㛤㛓グᛕ☃
୕ග⯋
      ᾏ㐨▱ ⏫ᮧ㔠᭩
࣐ࢵࢳᕤሙ㊧
᫂༑ᖺ✵▱ኴࡢࢻࣟࣖࢼࢠࢆཎᩱ
 ᅜ㐨༑ྕ⥺ࡣ᫂༑ᖺᶟᡞཬࡧ✵▱㞟
࣐ࢵࢳᕤሙࡀࡘࡃࡽࢀࡲࡋࡓ
┘ࡢᅃேࢆᙺࡋ࡚✵▱ኴ㞟┘ฟᙇᡤ
ࢆタ⨨༡ᕤ༊ศࡅ࡚ᝏ᮲௳ࡢୗᕤ
ᖹᡂඖᖺඵ᭶
ࢆ㐍ࡵ༑⢅ࡢୖᕝ௬㐨㊰ࢆᡂࡋࡓࡢࡀࡇ
◁ᕝᕷᩍ⫱ጤဨ
ࡢጞࡲࡾ࡛࠶ࡿࡇࡢ㞴ᕤⱞᙺࡉࢀࡓᗄከ
ࡢ↓ྡࡢ≛≅⪅ࡢ㟋ࢆ៘ࡵ㍤ࡃᮍ᮶ᘓタࡢⅭ
㛤㐨ⓒᖺࢆグᛕࡋ࡚ࡇࡢ☃ࢆᘓ❧ࡍࡿ
ᅄ༑ᅄᖺ᭶
◁ᕝᕷ㛗 ᒣཱྀṇ┤

㸦➨୍ᑂッゴ㈨ᩱ࣭⌧ሙㄪᰝࡼࡾሗ࿌⪅㸻ᮌᮧࡀసᡂ㸧
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࠙㈨ᩱ㸰㸸㤋ෆ㒊ࡢᖹ㠃ᅗࠚ

⚆

ᘬᡞ

ྎᡤ

㞟ሙ

WC

⋞㛵㸰
⋞㛵㸯

ᆅୗᐊ
㸦ᗜ㸧

㸦➨୍ᑂ㈨ᩱࡼࡾሗ࿌⪅㸻ᮌᮧࡀసᡂ㸧

－200－

୍ ᚑ᮶ࡢุࡢᇶ‽
 ุ㸻᠇ἲ 20 ᮲ 1 㡯ᚋẁࠊ3 㡯ࠊ89 ᮲➼ࡘ࠸࡚ࠊ⤫୍ࡢᇶ‽ุ࡛᩿ࠋ
  せ௳ձ㸸ᅜᐙ᐀ᩍࡢࢃࡾྜ࠸࡛࠶ࡿࡇࠋ
      㸻ᅜᐙ⾜Ⅽࡢᑐ㇟ࡀࠊ᐀ᩍᅋయ࡞࠸ࡋ≉ᐃࡢ᐀ᩍࢆಙࡌࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇࠋ
  せ௳ղ㸸ࢃࡾྜ࠸ࡢ⛬ᗘࡀࠕ┦ᙜࡉࢀࡿ㝈ᗘࠖࢆ㉺࠼ࡿࡇࠋ
      Ѝࢃࡾྜ࠸ࡢ┦ᙜᛶุ᩿ࡢᇶ‽ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡤㄝ࠶ࡾࠊ
       ุࡣࠊ┠ⓗຠᯝᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
        ࠕ┠ⓗࡀ᐀ᩍⓗព⩏ࢆᣢࡕࠊࡑࡢຠᯝࡀ᐀ᩍᑐࡍࡿ
ຓࠊຓ㛗ࠊಁ㐍ཪࡣᅽ㏕ࠊᖸ΅➼࡞ࡿࡼ࠺࡞⾜Ⅽࠖ
      ЍᮏุỴࡣࠊࡇࢀࢆ᥇⏝ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ࡞ࡐ㸽

 ┠ⓗຠᯝᇶ‽ࡢព
 ┠ⓗຠᯝᇶ‽㸻᐀ᩍࡢබඹ┠ⓗ࡛ࡢ⏝ࢆチᐜࡍࡿᇶ‽
ุ࠙᭱ 52 ᖺ 7 ᭶ 13 ᪥Ẹ㞟 31 ᕳ 4 ྕ 533 㡫㸦ὠᆅ㙠⚍ุỴ㸧ࡢ࠶࡚ࡣࡵࠚ
ࡲࡓࠊ⌧ᐇࡢ୍⯡ⓗ࡞័⾜ࡋ࡚ࡣࠊᘓ⠏╔ᕤ࠶ࡓࡾᘓ⠏ࡢദཪࡣ⮫ᖍࡢࡶᮏ௳ࡢࡼ࠺࡞
ᘧࢆࡾධࢀࡓ㉳ᕤᘧࢆ⾜࠺ࡇࡣࠊ≉ᕤ
ᕤࡢ↓Ᏻ➼ࢆ㢪࠺ᕤ㛵ಀ⪅ࡘ࡚ࡣࠊḞࡃࡇࡢ࡛
ࡁ࡞࠸⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ๓グࡢࡼ࠺࡞୍⯡ேࡢព㆑ᚩࡍࢀࡤࠊᘓ⠏ࡀ୍⯡ࡢ័
⩦ᚑ࠸㉳ᕤᘧࢆ⾜࠺ࡢࡣࠊᕤࡢ࡞㐍⾜ࢆࡣࡿࡓࡵᕤ
ᕤ㛵ಀ⪅ࡢせㄳᛂࡌᘓ⠏╔ᕤ㝿ࡋ࡚ࡢ
័⩦ࡋࡓ♫ⓗ♩ࢆ⾜࠺࠸࠺ᴟࡵ࡚ୡⓗ࡞┠ⓗࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡘ࡚ࠊ≉ẁ
ࡢࡢ࡞࠸ᮏ௳㉳ᕤᘧࡘ࠸࡚ࡶࠊദ⪅ࡢὠᕷࡢᕷ㛗௨ୗࡢ㛵ಀ⪅ࡀྑࡢࡼ࠺࡞୍⯡ࡢᘓ⠏ࡢ┠ⓗ
␗࡞ࡿࡶࡢࢆࡶࡘ࡚࠸ࡓࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ͐͐௨ୖࡢㅖࢆ⥲ྜⓗ⪃៖ࡋุ࡚᩿ࡍࢀࡤࠊᮏ௳㉳ᕤᘧࡣࠊ᐀ᩍࢃࡾྜ࠸ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡇࢆྰᐃࡋ࠼࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ┠ⓗࡣᘓ⠏╔ᕤ㝿ࡋᅵᆅࡢᖹᏳሀᅛࠊᕤࡢ↓Ᏻࢆ㢪࠸ࠊ♫ࡢ୍
⯡ⓗ័⩦ᚑࡘࡓ♩ࢆ⾜࠺࠸࠺ᑓࡽୡⓗ࡞ࡶࡢㄆࡵࡽࢀࠊࡑࡢຠᯝࡣ⚄㐨ࢆຓࠊຓ㛗ࠊಁ㐍ࡋ
ཪࡣࡢ᐀ᩍᅽ㏕ࠊᖸ΅ࢆຍ࠼ࡿࡶࡢࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ᠇ἲࠐ᮲୕㡯ࡼࡾ⚗Ṇࡉࢀ
ࡿ᐀ᩍⓗάືࡣ࠶ࡓࡽ࡞࠸ゎࡍࡿࡢࡀࠊ┦ᙜ࡛࠶ࡿࠋ

ุ࠙᭱ 63 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥Ẹ㞟 42 ᕳ 5 ྕ 277 㡫㸦⮬⾨ᐁྜ♭ッゴุỴ㸧ࡢ࠶࡚ࡣࡵࠚ
͐͐ᮏ௳ྜ♭⏦ㄳ⮳ࡿ㐣⛬࠾࠸࡚┴㝲༠ຊࡋ࡚ࡋࡓᆅ㐃⫋ဨࡢලయⓗ⾜Ⅽࡣ๓グࡢ࠾ࡾ࡛
࠶ࡿࡇࢁࠊࡑࡢ᐀ᩍࡢࢃࡾྜ࠸ࡣ㛫᥋ⓗ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡑࡢពᅗࠊ┠ⓗࡶࠊྜ♭ᐇ⌧ࡼࡾ⮬⾨㝲ဨࡢ
♫ⓗᆅࡢྥୖኈẼࡢ㧗ᥭࢆᅗࡿࡇ࠶ࡗࡓ᥎ㄆࡉࢀࡿࡇࡣ๓グࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡽࠊࡕࡽ
࠸࠼ࡤࡑࡢ᐀ᩍⓗព㆑ࡶᕼ࡛ⷧ࠶ࡗࡓ࠸ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢ⾜Ⅽࡢែᵝࡽࡋ࡚ࠊ
ᅜཪࡣࡑࡢᶵ㛵ࡋ࡚≉ᐃࡢ᐀ᩍࡢ㛵ᚰࢆࡧ㉳ࡇࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀࢆຓࠊຓ㛗ࠊಁ㐍ࡋࠊཪࡣࡢ
᐀ᩍᅽ㏕ࠊᖸ΅ࢆຍ࠼ࡿࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࡶࡘࡶࡢ୍⯡ேࡽホ౯ࡉࢀࡿ⾜Ⅽࡣㄆࡵ㞴࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᆅ㐃⫋ဨࡢ⾜Ⅽࡀ᐀ᩍࢃࡾྜ࠸ࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚᐀ᩍⓗάື
ࡲ࡛ࡣ࠸࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࠸ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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୕ ᮏุỴࡢุ᩿
Ѝᮏ௳ࡣࠊᆅඖࡢᅵᆅᡤ᭷⪅㸦ᕝẶ㸧ࡀᑠᏛᰯ⏝ᆅᥦ౪ࡢ᮲௳ࡋ࡚ࠊ
ࠑỌᖺࢃࡓࡾࠊࡇࡢ᐀ᩍᅋయ≉ᶒࢆࡋ⥆ࡅࡿࠒෆᐜࡢዎ⣙⥾⤖ࢆồࡵࡓ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ѝࡇࡢዎ⣙ࢆࠊᑠᏛᰯ⏝ᆅྲྀᚓࡢࡓࡵࡢእᙧⓗ᐀ᩍ⾜Ⅽࡋ࡚ṇᙜࡍࡿࠊ
 ௨㝆ࡢᅵᆅ↓ൾ㈚ࡣࠊ࡚ࠕዎ⣙ෆᐜࠖ࠸࠺㠀᐀ᩍⓗᛶ㉁╔┠ࡋࡓ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊ
 Ọᖺࢃࡓࡾ↓ൾ㈚ࡀṇᙜࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ЍᮏุỴࡣࠊࡇ
ࡇ࠺ࡋࡓ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡿዎ⣙ࢆ┠ⓗຠᯝᇶ‽࡛ṇᙜࡋࡓࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ㸽
⌮࠺ࡇܐゎࡍࡿࠊᮏ
ᮏุỴࡣࠊ┠
┠ⓗຠᯝᇶ‽ࢆᗫᲠࡋࡓࡲ࡛ࡣゝ࠼ࡎࠊ
㸦ᐇ㝿ࠊᮏุỴࡢ༙ᖺᚋࡢ୍ุ᭱ᖹᡂ 22 ᖺ 7 ᭶ 22 ᪥ุ 2087 ྕ 26 㡫࣭ⓑᒣ⚄♫⚍ุỴ࡛ࡣࠊ
┠ⓗຠᯝࡽࢃࡾྜ࠸ࡢ┦ᙜᛶࢆุ᩿ࡋࠊྜ᠇ࡢ⤖ㄽࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋ
  ࡇࡢࡣࠊほගάᛶࡢࡓࡵ㙠ᗙ⚍㸻᐀ᩍⓗ⾜ⅭࡀྍḞ࠸࠺≧ἣ࡛ࡢ
   㙠ᗙ⚍ࡢ༠ຊ⾜Ⅽ㸻ࡲࡉእᙧⓗ᐀ᩍ⾜Ⅽࡀၥ㢟࡞ࡗࡓ㸧
 ᚋ⥆ࡢ㛫ࢆᕳࡁ㎸ࡴ㛗ᮇዎ⣙ࡘ࠸࡚ࠊ┠ⓗຠᯝᇶ‽ࡢᑕ⛬ࢆ㐽᩿ࡋࡓุỴࡔ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ

ᅄ ᆅ᪉බඹᅋయࡢබඹ┠ⓗ࡛ࡢ᐀ᩍ⏝࣭ຓࡘ࠸࡚
 ࡇࡢ௳ࡣࠊබඹᅋయࠊࡾࢃࡅᆅඖᐦ╔ᆺࡢᴗົࢆᢸᙜࡍࡿ⮬యࡗ࡚ࠊ㔜せ࡞ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⮬యࡀࠊ᐀ᩍタࢆಖ᭷ࡋࡓࡾࠊ᐀ᩍάືࢆࡶ⾜࠺⏫ෆࢆᨭࡍࡿࡇࡣࡋࡤࡋࡤ࠶ࡿࠋ
 බඹᅋయ᐀ᩍࡢࢃࡾྜ࠸ࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ែᗘࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋ

㸿

チᐜࡉࢀࡿࢃࡾྜ࠸

ྜ᠇ᛶุ᩿ᇶ‽

࠶ࡽࡺࡿࢃࡾྜ࠸ࡣチࡉ࡞࠸

ᑐ㇟ࡢ᐀ᩍⓗᛶ㉁ࡢ᭷↓୍ඖุ᩿

㸸⚄♫ࡢⅆᾘ㜵ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡶࡔࡵࠋ
㹀

㹁

㹂

ᑐ㇟ࡢ㠀᐀ᩍⓗᛶ㉁╔┠ࡋࡓࢃࡾྜ࠸࡞ࡽチᐜ

ᑐ㇟ࡢ᐀ᩍⓗᛶ㉁ࡢ᭷↓

㸸ⅆ࠸࠺ᛶ㉁╔┠ࡋ࡚ᾘ㜵㌴ࢆฟࡍࡇࡣྜ᠇

㸩᐀ᩍⓗ┣┠ࡢᇶ‽

ᑐ㇟ࡢ᐀ᩍⓗᛶ㉁╔┠ࡋࡓࢃࡾྜ࠸ࡢ࠺ࡕࠊ

ᑐ㇟ࡢ᐀ᩍⓗᛶ㉁ࡢ᭷↓

බඹ┠ⓗࡢࢃࡾྜ࠸ࡣチᐜࠋ

㸩┠ⓗຠᯝᇶ‽

ᑐ㇟ࡢ᐀ᩍⓗᛶ㉁╔┠ࡋࡓࢃࡾྜ࠸࡛ࠊ

ᑐ㇟ࡢ᐀ᩍⓗᛶ㉁ࡢ᭷↓

᐀ᩍຓࢆ┠ⓗࡋࡓࡶࡢ࡛ࡶࠊᖖ㆑ࡢ⠊ᅖ࡞ࡽྜ᠇

㸩ᖖ㆑ࡢ⠊ᅖᇶ‽

࠙ཧ↷᮲ᩥ㸸᪥ᮏᅜ᠇ἲࡢᨻᩍศ㞳つᐃࠚ
➨ 20 ᮲ ಙᩍࡢ⮬⏤ࡣࠊఱேᑐࡋ࡚ࡶࡇࢀࢆಖ㞀ࡍࡿࠋ࠸࡞ࡿ᐀ᩍᅋయࡶࠊᅜࡽ≉ᶒࢆཷࡅࠊཪࡣ
ᨻୖࡢᶒຊࢆ⾜ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ఱேࡶࠊ᐀ᩍୖࡢ⾜Ⅽࠊ⚃ࠊᘧཪࡣ⾜ཧຍࡍࡿࡇࢆᙉไࡉࢀ࡞࠸ࠋ
㸱 ᅜཬࡧࡑࡢᶵ㛵ࡣࠊ᐀ᩍᩍ⫱ࡑࡢ࠸࡞ࡿ᐀ᩍⓗάືࡶࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

➨ 89 ᮲ බ㔠ࡑࡢࡢබࡢ㈈⏘ࡣࠊ᐀ᩍୖࡢ⤌⧊ⱝࡋࡃࡣᅋయࡢ⏝ࠊ౽┈ⱝࡋࡃࡣ⥔ᣢࡢࡓ
ࡵࠊཪࡣබࡢᨭ㓄ᒓࡋ࡞࠸ឿၿࠊᩍ⫱ⱝࡋࡃࡣ༤ឡࡢᴗᑐࡋࠊࡇࢀࢆᨭฟࡋࠊཪࡣࡑࡢ
⏝౪ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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࠙㈨ᩱ㸱㸸✵▱ኴ⚄♫ἢ㠉ࠚ
◁ᕝᕷ⦅⧩ጤဨࠗ⚾ࡓࡕࡢ◁ᕝᕷྐୖᕳ࠘
㸦◁ᕝᕷᙺᡤ࣭1999 ᖺ㸧351 㡫
✵▱ኴ⚄♫ࡣᒾぢἑ௨࡛ࡣ⨾ှࡢ✵▱⚄♫ࡶࡶࡗࡶྂ࠸⚄♫ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ᫂
ᖺࠊ㒊ⴠẸࡢ༠ຊ࡛✐㇏✨ࢆ♳㢪ࡋ࡚⌧ᅾࡢ✵▱ኴᑠᏛᰯࡢ࠶ࡓࡾ⚆ࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓࠋࡑࡢ
ᚋ᫂୕ࠐᖺ࡞ࡗ࡚ࠊ୕ᾆᗉసࢆ⥲௦ࡋ࡚ᆅඖࡢబ⸨Ḓᕥ⾨㛛ࠊୖᖾຓࠊ㧗ᮌእḟ㑻࡞
ேࡀ⚄♫タⓎ㢪⪅࡞ࡾࠊ㐨ᗇᅵᆅ୕୍ࠐᆤ㸦⌧✵▱ኴᑠᏛᰯᆅ㸧ࡢࠕᅵᆅ㈚ୗ㢪ࠖࢆ
ᥦฟࡍࡿࡶࠊᐤ㔠୕ࠐࢆເࡗ࡚⚄♫ࢆᘓ❧ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢᖺ᭶ኳ↷⚄ࡢศ㟋ࢆ♭ࡾࠊᮐᖠ⚄♫ࡽⓑ᰿ᐑྖࢆ㏄࠼࡚㙠ᗙ⚍ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋẖᖺ
᭶୍᪥ࢆ⚍♩ࡢ᪥ࡋࠊࡑࡢୡヰࡣ࠸ࡗࡉ࠸㟷ᖺࡀ࠶ࡓࡗࡓࠋ᫂୕භᖺࠊ✵▱ኴᑜᖖᑠ
Ꮫᰯࡢ㛤ᰯࡶ࡞࠸♫ࢆ⌧ᅾࡢ㛤๐グᛕ☃ࡢ⨨㑄ࡋࠊࡑࡢᚋᅄᅄᖺ㛤๐グᛕ☃ᘓ❧ࡢ
㝿⌧ᅾᆅ㑄ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾⚄♫ቃෆ࠶ࡿᆅ⚄ᐑࡣࠊᖺ᭶୍᪥▼ᒣࡢ▼
ࢆ㐠ࢇ࡛ᘓ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࠙㈨ᩱ㸲㸸ᐩᖹ⚄♫ἢ㠉ࠚ
◁ᕝᕷྐ⦅⧩ጤဨࠗ⚾ࡓࡕࡢ◁ᕝᕷྐ DATA ◁ᕝ࠘㸦◁ᕝᕷᙺᡤ࣭1991 ᖺ㸧307 㡫
ᐩᖹ⚄♫ ❧ࡣ᫂ 27 ᖺ 12 ᭶࡛ࠊ⚍⚄ࡣᅜࠋୗ㉥ᖹ㸦⌧ᅾࡢᐩᖹ㸧ᆅ༊ࡣ᫂ 26
ᖺࡽධ᳜ࡀࡣࡌࡲࡗࡓࡀࠊධ᳜⪅ࡓࡕࡢᡭ࡛ 1 ᆤࡓࡽࡎࡢ⚆ࢆᘓ࡚ࡓࡢࡀࡣࡌࡲࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡶࡣ㉥ᖹ⚄♫ࡼࡤࢀࡓࠋ⌧ᅾࡢᘓ≀ࡣṇ 11 ᖺᘓ❧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࠙㈨ᩱ㸳㸸✵▱ኴ⚄♫㛵ࡍࡿ┘ᰝㄳồ┘ᰝ⤖ᯝࠚ
◁┘➨㸯㸰ྕᖹᡂ㸯㸴ᖺ㸰᭶㸯㸴᪥ ఫẸ┘ᰝㄳồ┘ᰝ⤖ᯝ ◁ᕝᕷ┘ᰝጤဨ
 ⚆ࠊ㫽ᒃࡢ㒊ศࡘ࠸࡚ࡶ↓ൾ࡛㈚ࡋ࡚࠸ࡿᐇࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡶࡑࡶ㤋⏝ᆅ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ✵▱ኴᑠᏛᰯཬࡧྠᰯయ⫱㤋ࡢᘓቑ⠏ᑐࡍࡿṇᙜ࡞⿵ൾࡢᐇ࠸࠺ᑓࡽୡⓗ࡞
┠ⓗࡢࡓࡵࠊᆅᇦఫẸࡢ↓ൾ㈚ࢆ᮲௳ᐤ㝃ࢆཷࡅࠊ㆟ࡢ㆟Ỵࡶ⤒ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᕷࡀ⛯㔠ࢆᢞࡌ࡚ྲྀᚓࡋࡓᅵᆅࢆ↓ൾ㈚ࡍࡿሙྜࡣ␗࡞ࡾࠊᆅᇦఫẸ↓ൾ࡛⏝ࡉࡏࡿ
࠸࠺᮲௳ࡢୗ࡛ᐤ㝃ࡉࢀࡓᅵᆅࢆࡇࡢ᮲௳ᚑ࠸↓ൾ㈚ࡍࡿࡇࡣබ㔠ࢆᨭฟࡋࡓࡶࡢ
ࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࡼࡾᐤ㝃ࢆཷࡅࡓᅵᆅࢆᑐ౯ࢆྲྀࡗ࡚㈚ࡋࡅࡿࡇࡣಙ
⩏ࡍࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ᛮ៖ࡍࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 ᐤ㝃ࢆཷࡅࡓ┠ⓗࠊཪ㆟Ỵ࠸࠺ᡭ⥆ࡁࢆ⤒࡚࠸ࡿⅬࡽࡶࠊ⏫ෆ㤋⏝ᆅࡋ࡚⚆ࠊ㫽ᒃࢆ
ྵࡵ࡚↓ൾ㈚ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ≉ᐃࡢ᐀ᩍࢆຓࠊຓ㛗ࡍࡿࡓࡵ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ
ㄳồேᙇࡢ㐪ἲࡣ࡞࠸ุ᩿ࡍࡿࠋ
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࠙㈨ᩱ㸴㸸✵▱ኴ⚄♫௳ᕪᡠ᥍ッᑂࠚ
᥍ッே㸦◁ᕝᕷ㸧ࡽࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡀᥦࡉࢀࡿ
 㸯 ᘓ≀እቨࡢࠕ⚄♫ࠖࡢ⾲♧ࢆ᧔ཤࡍࡿࠋ
 㸰 ᆅ⚄ᐑࡢ⾲㠃ࢆ๐ࡾࠊ
ࠕᆅ⚄ᐑࠖ࠸࠺ᩥᏐࢆᾘࡋ࡚ࠊ
ࠕ㛤ᣅグᛕ☃ࠖ➼ࡢ᐀ᩍⓗⰍᙬࡢ࡞
࠸ᩥᏐࢆ᙮ࡾ┤ࡍࠋ
 㸱 ᘓ≀ෆ࠶ࡿ⚆ࢆྲྀࡾฟࡋࠊ͐㫽ᒃࡢ㏆タ⨨ࡋ┤ࡍࠋ
 㸲 㫽ᒃࠊ⚆ࡢᩜᆅࡋ࡚ࠊᮏ௳ᅵᆅ㸯㸦㸱㸯㸰␒ᅵᆅ㸧ࡢ୍㒊㸦ᅗ㸯Ⅼ⥺㒊㸧ࢆ㐺ṇ౯᱁
࡚㈤㈚ࡍࡿࠋ
 㸳 ㈤㈚㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣮ࣟࣉࢆᙇࡿ࡞ࡑࡢ⠊ᅖࡀእぢⓗࡶ᫂☜࡞ࡿࡼ࠺࡞ᥐ⨨ࢆ
ࡍࠋ
Cf㸸ᅵᆅయ㸸ㆡΏ౯᱁⣙ 1350 ࠊᅛᐃ㈨⏘⛯㢠᥎ᐃ 14  6 ༓㸭ᖺࠊ
㈤ᩱ᥎ᐃ 61  5 ༓㸭ᖺ
   ᅗ㸯Ⅼ⥺㒊㸸ㆡΏ౯᱁⣙ 95 ࠊ㈤ᩱ᥎ᐃ 4  3 ༓㸭ᖺࡢドᣐࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ܐ᪤㸯ࠊ㸳ࡣᐇ῭ࡳ㸦2010 ᖺ 10 ᭶ 7 ᪥⌧ᅾ㸧
ࠋ
 ᮐᖠ㧗ุᖹᡂ 22 ᖺ 12 ᭶ 6 ᪥㸦ሗ࿌ࠊุ㞟ᮍᥖ㍕㸧ࡣࠊࡇࢀࡀࠕྜ⌮ⓗࡘ⌧ᐇⓗࠖ࡞
㐪᠇≧ែࡢゎᾘἲ࡛࠶ࡿࡋ࡚ࠊཎ࿌ࡢㄳồࢆᲠ༷ࠋ

࠙㈨ᩱ㸵㸸✵▱ኴ⚄♫࡛ࡢ⾜୍ࠚ
➨୍ᑂ⏥➨ 7 ྕド㸦ึユࡢෆࡣࡀࡁࡢᩥ㠃㸧

 ✵▱ኴ⚄♫ึユ࡛ࡢࡈෆ
 ᖌ㉮ࢆ㏄࠼ⓙࠎᵝࡣ࡞ࡈከᛁࡢࡈᣏᐹ⏦ࡋୖࡆࡲࡍ
ࡉ࡚ᙜ✵▱ኴ⚄♫ᜏࡢึユࢆඖ᪦ࡢ༗๓㸮ࡼࡾࠗ↓ᜥ⅏࣭ᐙ㐠㝯ᫀ࣭㏻Ᏻ࠘ࡢ㢪࠸ࢆ
ࡇࡵ࡚ྲྀࡾ⾜࠸ࡲࡍ
ᑦࠕ࠾Ᏺࡾࠖ
ࠕᙜࡾ▮ࠖ➼ࡢ‽ഛඹࠕᚚ⚄⡵ࠖ
ࠕ⚟ᘬࠖ➼ࡶࡈ⏝ព⮴ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊከᩘ
ࡢ᪉ࡢࡈཧᣏࢆ㈷ࡾࡓࡃࡈෆࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
 㛫ࡣ⣙୍㛫ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛Ṉࡢ㛫࠾ཧࡾ㡬ࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ
࡞࠾ึユࡢ㏻Ᏻࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣΰ㞧ࡀணࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ≉ẁࡢࡈὀពࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋ

ᖹᡂ༑ᖺ༑᭶ྜྷ᪥
 ྛᵝ
          ✵▱ኴ⚄♫⥲௦㛗  S
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࠙㈨ᩱ㸶㸸✵▱ኴ⚄♫⥲௦㛗 S Ặࡢドゝࠚ
ᖹᡂ㸯㸵ᖺ㸷᭶㸷᪥ ➨୍ᑂ➨ᅄᅇཱྀ㢌ᘚㄽ ドேᑜၥࡼࡾ
⏫ෆ㛗࣭✵▱ኴ⚄♫⥲௦㛗 S Ặ㸦㸵㸶ṓ㸧ࡢ⿕࿌௦⌮ேࡢᑜၥ
ࡇࢁ࡛ࠊ⌧ᅾࡢ⥲௦ࡉࢇ࠶ࡿ࠸ࡣୡヰேࡉࢇࡢ୰ࠊ⚄㐨ࡢಙ⪅ࡣ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍࠋ
 ࠾ࡽ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
୍ேࡶࠊ࡛ࡍࠋ
   ࡣ࠸ࠋ
ⓙࡉࢇࡢ᐀ᩍࡣศࡾࡲࡍࠋ
   ᩍࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ⓙࡉࢇဨ࡛ࡍࠋ
 ࡣ࠸ࠋ
࠶࡞ࡓࢆྵࡵࡓ⥲௦࠶ࡿ࠸ࡣୡヰேࡢ᪉ࠎࡣࠊࡇࡢุ࡛ၥ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿタࡘ࠸࡚ࠊ
࠸ࢃࡺࡿ᐀ᩍᛶࢆᣢࡗࡓ⚄♫࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
   ͐⚄♫ゝࢃࢀࢀࡤ⚄♫ࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠋ
⚄♫࠸࠺ゝⴥ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ᐀ᩍᛶࢆᣢࡗࡓタ࡛࠶ࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ព㆑࡛⥲௦࡞ࡾୡヰே
ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࠋ
   ᫇ࡽࡎࡗ⥆࠸࡚࠸ࡿᆅᇦࡢ⩦࡛ࡶ⏦ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺⾜࡞ࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊ
వࡾ᐀ᩍᛶࢆᖏࡧࡓ࠸࠺ࡩ࠺࡞Ẽᣢࡕࡣࠊ⚾ࡣᣢࡗ࡚ࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
◁ᕝ⚄♫ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡶᣦࡀ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊ࡞ࡐ⾜ࡢࡁ◁ᕝ⚄♫ࡽேࡀ᮶ࡿ
ࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ◁ᕝ⚄♫࡛࠶ࡿᚲ↛ᛶ࠸࠺ࡢࡣࠊఱ࠶ࡿࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
   ࠸ࡸࠊྠࡌ◁ᕝᕷෆࡢ⚄ࡉࢇࡔࡽࠊ◁ᕝ⚄♫ࡢ⚄ࡉࢇࢆ͐ࠋ
ᇶᮏⓗࡣࠊ㏆࠸࠸࠺⌮⏤ࡔࡅ࡛ࡍࠋ
   ࡑࢀ௨እ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠶࡞ࡓࡀ⥲௦ࡢ㸯ே㑅ࡽࡤࢀࡿࠊࡑࢀࡽ⥲௦㛗㑅ࡤࢀࡓࡁࠊ⚾ࠊᩍࡔࡽ⚄㐨
ࡢ⤌⧊࡞ࢇධࢀࡲࡏࢇࡼ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢆ࠾ヰ࡞ࡗࡓࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍࠋ
   ࣭࣭࣭ࡑࡇࡲ࡛ࡣ⪃࠼࡚࠾ࡽ࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋ
࠺ࡋ࡚࡛ࡍࠋ
   ⚄♫ࡑࡢࡶࡢࢆࠊ᐀ᩍⰍࡀᙉ࠸ࡶࡢࡔ࠸࠺ព㆑ࡀవࡾ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࡽࠋ
ࡑࢀࡽࠊ⛅ࡢ⾜ࡘ࠸࡚ࠊᖺ୰⾜ࡔ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᚚ㊃᪨ࡢᚚドゝࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡡࠋ
ࡶ࠺ᑡࡋලయⓗᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍࠋ
   ͐ࡇࢀࡣࠊᆅᇦ࡛࠸ࢃࡺࡿ㛤ᣅ௨᮶ࡎࡗ⥆࠸࡚ࡁ࡚࠾ࡿࡶࡢ࡛ࡍࡽࠊࡢ௦࡛ࡣࠊ
⚾ࡶࠊṦ᭦᐀ᩍᛶࢆ࠺ࢇࡠࢇ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁ㛤ᣅ௨᮶ࡢᆅᇦࡢ័⩦࠸࠺ࠊࡑࢇ
࡞⾜ࡢ୍ࡘࡔᛮࡗ࡚࠾ᡭఏ࠸ࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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࠙㈨ᩱ㸷㸸⌧ᆅࡢ┿ࠚ
㸺┿㸯࣭ୖᕝ㐨㊰㛤㛓グᛕ☃㸼

㸺┿㸰㸸㫽ᒃࡢᵝᏊ㸼
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㸺┿㸱࣭⫼ᚋࡼࡾᙳ㸼

㸺┿㸲㸸㫽ᒃᶓ ᆅ⚄ᐑࡢᵝᏊ㸼
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㸺┿㸳࣭㤋๓᪉ࡼࡾᙳ㸼

㸺┿㸴࣭㤋ྥ࠸ࡢ✵▱ኴᑠᏛᰯ㸼
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㈨ᩱ㸰
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๓ᩥ
๓ᩥ
ࡇࡢ᠇❶ࡢ⥾⣙ᅜࡣࠊேẸࡢពᛮࡣ࠶ࡽࡺࡿࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿ⤫ࡢᶒຊࡢᇶ♏࡛࠶ࡿࠊ
ࡇࡇ⨫ྡࡍࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃホ㆟ࡢຍ┕ᅜࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃホ㆟ࡢ┠ⓗࡀࠊຍ┕ᅜࡢඹ
ࡍࡿୡ⏺ேᶒᐉゝࠊࡾࢃࡅࡑࡢ➨㸰㸯᮲࡛☜ㄆࡉࢀࡓཎ๎ࢆ㉳ࡋࠊࡲࡓࠊᆅ᪉Ẹ
㏻ࡢ㑇⏘࡛࠶ࡿ⌮ཎ๎ࢆ⥔ᣢࡋⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࠊຍ┕ᅜ㛫ࡢࡼࡾ⥭ᐦ࡞⤖ྜࢆ㐩ᡂ
⩏ࡀᇶᮏⓗᶒ࡛࠶ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋࠊࢪ࢙ࣥࢲ㸰㸯ཬࡧࣁࣅࢱࢵࢺ࣭ࢪ࢙ࣥࢲ࡛᫂
ࡍࡿࡇ࠶ࡿࡇࢆ⪃៖ࡋࠊࡇࡢ┠ⓗࢆᐇ⌧ࡍࡿᡭẁࡢ୍ࡘࡀ⾜ᨻศ㔝࠾ࡅࡿ༠ᐃࡢ
♧ࡉࢀࡓࡼ࠺ࠊᆅ⌫つᶍࡢၥ㢟ࡢከࡃᣢ⥆ⓗⓎᒎࡣᆅ᪉࡛ࣞ࣋ࣝᑐฎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
⥾⤖࡛࠶ࡿࡇࢆ⪃៖ࡋࠊᆅ᪉⮬యࡣ࠶ࡽࡺࡿẸ⩏యไࡢせ࡞ᇶ♏ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ
ࡎࠊᅜᐙཬࡧᕞࣞ࣋ࣝࡢᨻᗓᆅ᪉⮬యࡢ㛫࠾ࡅࡿᙉຊ࡞ᑐヰ༠ຊ࡞ࡋࡣ༑ศ
ࡇࢆ⪃៖ࡋࠊබⓗ㡯ࡢ㐠ႠཧຍࡍࡿᕷẸࡢᶒࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃホ㆟ࡢຍ┕ᅜඹ
ゎỴࡉࢀ࡞࠸ࡇࢆㄆ㆑ࡋࠊᆅ᪉⮬యࡣࠊㅖᨻᗓࡢ᭱ࡶ⥭ᐦ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡛࠶ࡾࠊ
᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿẸ⩏ࡢཎ๎ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇࢆ⪃៖ࡋࠊࡇࡢᶒࡀ᭱ࡶ┤᥋ⓗ⾜ࡉ
ࢪ࢙ࣥࢲ㸰㸯ཬࡧࣁࣅࢱࢵࢺ࣭ࢪ࢙ࣥࢲࡢ㐙⾜࠶ࡓࡗ࡚ྍḞࡢᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇࢆㄆ
ࢀ࠺ࡿࡢࡣᆅ᪉ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡇࢆ☜ಙࡋࠊ┿ࡢ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉⮬యࡢᏑᅾࡀࠊຠ
㆑ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᐇᇶ࡙ࡁࠊࡇࡢ᠇❶ࡢ⥾⣙ᅜࡣࠊ⮬⏤ࠊே㛫ࡢᑛཝࠊᣢ⥆ⓗⓎᒎ࠸
ᯝⓗ࡛ᕷẸ㌟㏆࡞⾜ᨻࢆᥦ౪ࡋ࠺ࡿࡇࢆ☜ಙࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜ࠾ࡅࡿ
࠺ᬑ㐢ⓗᢎㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᆅ᪉⮬యࢆᙉࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ
ᆅ᪉⮬ࡢ᧦ㆤᙉࡀẸ⩏ศᶒࡢㅖཎ๎ᇶ࡙ࡃ୍ࡘࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᘓタ㔜
せ࡞ᐤࢆ࡞ࡍࡇࢆㄆ㆑ࡋࠊ௨ୖࡢࡇࡣࠊẸⓗᵓᡂࡉࢀࡓỴᐃᶵ㛵ࢆ᭷ࡋࠊࡘࠊ ࢆ☜ಙࡋࠊබⓗ࡞ົ㈐௵ࡣᕷẸ᭱ࡶ㏆࠸ᙜᒁࡼࡗ࡚㐙⾜ࡉࢀࠊࡇࡢ⿵ᛶࡢཎ
๎ࡣẸ⩏ཧຍࡢⓎᒎࡢᇶ♏࡛࠶ࡾࠊ࠸࡞ࡿົࡸ㈐௵ࡢ㓄ศࡶࡇࡢཎ๎ᚑࢃ࡞
㈐௵ࠊ㈐௵㐙⾜ࡢᡭẁཬࡧࡑࡢ㐙⾜ᚲせ࡞㈨※ࡘ࠸࡚ᗈ⠊࡞⮬ᛶࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉⮬
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇࢆ☜ಙࡋࠊẸⓗ࡞ᆅ᪉⮬యࢆ㏻ࡋ࡚ᆅ᪉ศᶒࢆ᥎㐍ࡋࠊᆅ᪉⮬
యࡢᏑᅾࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ᫂グࡋ࡚ࠊḟࡢ㏻ࡾྜពࡋࡓࠋ
యࡢ㈈ᨻⓗ⤌⧊ⓗ࡞⬟ຊࢆᙉࡍࡿࡇࡼࡾࠊᆅ᪉⮬యࡢ㈈ᨻⓗᣢ⥆ᛶ⮬❧ࢆ☜

ಖࡍࡿࡇᑓᛕࡋࠊ⏨ዪࡢᶵᆒ➼ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢබᖹࡣࠊᆅ᪉Ẹ⩏࣮࣭ࣟ࢝ࣝ

࢞ࣂࢼࣥࢫ࠾ࡅࡿዪᛶࡢᙺࡢᙉ┦ಗࡗ࡚㐍ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡇࢀࡽࡢ┠ᶆࡣ┦

⿵ࡋ࠶࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ಙࡋࠊ㒔ᕷࡢ㈋ᅔ⪅ࠊ㞀ᐖࢆᣢࡘᕷẸཬࡧඛఫẸࡢ

┈ࠊ♫ཧຍࠊே✀ⓗᖹ➼ཬࡧẸⓗ⤫ྜࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᆅ᪉ࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿᙉᅛ

࡞ཧຍࡢᵓ㐀ࢆᚲせࡍࡿࡇࢆ☜ಙࡋࠊே㛫ᒃఫࡢᡓ␎ࠊᨻ⟇ཬࡧࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿ

ពᛮỴᐃ୪ࡧࡑࡢᐇཬࡧ┘ど࠶ࡓࡾࠊࡍ࡚ࡢఫẸཬࡧࡑࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ⤌⧊ࡼ

ࡿᗈ⠊࡞ཧຍỴᐃࢆಁ㐍ࡋྍ⬟ࡍࡿࡇ୍ᒙᑓᛕࡋࠊ⮬⏤࡞㑅ᣲࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉ

ࢀࠊᑓ㛛ⓗつ⠊ඃࢀࡓ࣮࣭ࣟ࢝ࣝ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆక࠺ᆅ᪉⮬యࡼࡿᙉᅛ࡞ᆅ᪉Ẹ

⩏ࡀࠊබⓗ࡞ㄝ᫂㈐௵㏱᫂ᛶࢆ⫱ࡳࠊ⭉ᩋᑐࡋ࡚♫ࢆᙉࡍࡿᡭẁࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ

࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ಙࡋࠊ᫂☜࡞ᙺ㈐௵ཬࡧ༑ศ࡞㈈※ࢆ᭷ࡋࠊ㏱᫂࡞ཧຍᡭ⥆ࢆకࡗࡓ

ᙉᅛ࡞ᆅ᪉⮬యࡢᏑᅾࡀࠊຠᯝⓗ࡛ᕷẸ㌟㏆࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆಖ㞀ࡋࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ᕷẸ

ࡢ♫ⓗ⤒῭ⓗⓎᒎࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࢆ☜ಙࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾྜពࡋࡓࠋ
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➨㸯᮲
➨㸯᮲
⥾⣙ᅜࡣࠊࡇࡢ᠇❶ࡢ➨㸯㸲᮲つᐃࡍࡿ᪉ἲ⠊ᅖ࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ᮲㡯ᣊ᮰ࡉࢀ
⥾⣙ᅜࡣࠊࡇࡢ᠇❶➨  ᮲つᐃࡉࢀࡓ᪉ἲ⠊ᅖ࠾࠸࡚௨ୗࡢ᮲㡯ᣊ᮰ࡉࢀࡿ
ࡿࡇࢆ⣙ࡍࡿࠋ
ࡇࢆ⣙ࡍࡿࠋ


➨Ϩ㒊
➨Ϩ㒊


➨㸰᮲ ࠙ᆅ᪉⮬ࡢ᠇ἲཬࡧἲᚊୖࡢᇶ♏ࠚ
➨㸰᮲ ࠙ᆅ᪉⮬㛵ࡍࡿ᠇ἲཬࡧἲᚊୖࡢᇶ♏ࠚ
ᆅ᪉⮬ࡢཎ๎ࡣࠊᅜἲࠊࡍ࡞ࢃࡕᅜཬࡧᕞࡢἲᚊ࠾࠸࡚ࠊࡲࡓᐇ⾜ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ᠇
ᆅ᪉⮬ࡢཎ๎ࡣᅜෆἲ࠾࠸࡚ࠊࡲࡓᐇ⾜ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ᠇ἲ࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀࡿࡶࡢ
ἲ࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡍࡿࠋ


➨㸱᮲ ࠙ᆅ᪉⮬ࡢᴫᛕࠚ
➨㸱᮲ ࠙ᆅ᪉⮬ࡢᴫᛕࠚ
ձ ᆅ᪉⮬ࡣࠊἲᚊࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊ⮬ࡽࡢ㈐௵࠾࠸࡚ࠊࡑࡢఫẸࡢࡓࡵබⓗ㡯ࡢ ձ ᆅ᪉⮬ࡣࠊἲᚊࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢఫẸࡢࡓࡵࠊ⮬ࡽࡢ㈐௵࡛ᆅ᪉ࡢࡍ
࡚ࡢබⓗ㡯ࢆィ⏬ࡋࠊつไࡋࠊฎ⌮ࡍࡿᆅ᪉⮬యࡢᶒࠊᶒ㝈ཬࡧᶒ⬟ࢆ࠸࠸ࠊࡇ
ᇶᮏⓗ࡞㒊ศࢆつไࡋฎ⌮ࡍࡿᆅ᪉⮬యࡢᶒཬࡧᐇ㉁ⓗ࡞ᶒ⬟ࢆ࠸࠺ࠋ
ࢀࡣᆅ᪉⮬యࡀ⮬ࡽࡢⓎᒎࢆ⮬Ⓨⓗಁ㐍ࡍࡿᶒࡀྵࡲࢀࡿࠋ



ղ ࡇࡢᶒࡣࠊ┤᥋࣭ᖹ➼࣭ᬑ㏻㑅ᣲᶒᇶ࡙ࡁ⛎ᐦᢞ⚊ࡼࡾ⮬⏤㑅ࡤࢀࡓ⪅࡛ᵓ ղ ࡇࡢᶒ㝈ࡣࠊබṇ࡞┤᥋࣭ᖹ➼࣭ᬑ㏻㑅ᣲᶒᇶ࡙ࡁ⛎ᐦᢞ⚊ࡼࡾ⮬⏤㑅ࡤࢀࡓ
㆟ဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿཧཪࡣ㆟ࡼࡗ࡚⾜ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢཧࡣࡑࢀ
ᡂࡉࢀࡿཧཪࡣ㆟ࡼࡗ࡚⾜ࡉࢀࠊࡇࡢཧཪࡣ㆟ࡣࡑࢀᑐࡋ࡚㈐௵ࢆ
㈇࠺ᇳ⾜ᶵ㛵ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢつᐃࡣࠊἲ௧ࡼࡗ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊ ᑐࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇࠺ᇳ⾜ᶵ㛵⫋ဨࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ᕷẸ㞟ࠊఫẸᢞ⚊ࡲࡓࡣࡑࡢࡢ┤᥋ⓗ࡞ᕷẸཧຍࡢ᪉ᘧࢆ⏝࠸ࡿࡇࢆጉࡆࡿࡶࡢ 

࡛ࡣ࡞࠸ࠋ


➨㸲᮲ ࠙ᆅ᪉⮬ࡢ⠊ᅖࠚ
➨㸲᮲ ࠙ᆅ᪉⮬ࡢ⠊ᅖࠚ
ձ ᆅ᪉⮬యࡢᇶᮏⓗᶒ㝈ཬࡧ㈐ົࡣ᠇ἲཪࡣἲ௧ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓ ղ ᆅ᪉⮬యࡢᇶᮏⓗ࡞ᶒ㝈ࠊ⩏ົཬࡧ㈐ົࡣࠊ᠇ἲཪࡣἲᚊࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢつᐃࡣࠊ≉ᐃࡢຍⓗ┠ⓗࡢࡓࡵᆅ᪉⮬యᶒ㝈ཬࡧ㈐ົࢆ
ࡔࡋࠊࡇࡢつᐃࡣࠊἲᚊᚑ࠸≉ᐃࡢ┠ⓗࡢࡓࡵᆅ᪉⮬యᶒ㝈ཬࡧ㈐ົࢆࡍࡿ
ࡍࡿࡇࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ




ղ ᆅ᪉⮬యࡣࠊἲᚊࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊࡑࡢᶒ⬟ࡽ㝖እࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㡯ཪࡣࡢᙜᒁ ձ ᆅ᪉⮬యࡣࠊἲᚊࡼࡗ࡚ࡑࡢᶒ㝈ࡽ㝖እࡉࢀཪࡣࡢᙜᒁ㓄ศࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊ
㓄ศࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㡯⮬ࡽࡢⓎពᇶ࡙࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ⮬⏤ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡍ࡚ࡢᆅ᪉ⓗ㡯ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ࡽࡢⓎពᇶ࡙࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡞⮬⏤ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ

ࡍࡿࠋ




ճ බⓗ࡞㈐ົࡣࠊ୍⯡ࠊᕷẸ᭱ࡶ㌟㏆࡞ᙜᒁࡀඃඛⓗ㐙⾜ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡢ ճ බⓗ࡞㈐ົࡣ୍⯡ᕷẸ᭱ࡶ㌟㏆࡞ᙜᒁࡀ㐙⾜ࡍࡿࡇࢆពࡍࡿࠊ⿵ᛶ㏆᥋
ᙜᒁࡢ㈐ົࡢ㓄ศࡣࠊࡑࡢ௵ົࡢ⠊ᅖᛶ㉁ཬࡧຠ⋡ᛶ⤒῭ᛶࡢせㄳࢆ⪃៖ࡋ࡚⾜
ᛶࡢཎ๎ᚑ࠸ࠊࡢᙜᒁࡢ࠸࡞ࡿ㈐ົࡢ㓄ศࡶࠊᢏ⾡ⓗཪࡣ⤒῭ⓗ࡞ຠ⋡ᛶࡢせ
ࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ồᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᕷẸࡢඹ㏻ࡢ┈ἢ࠺ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤṇᙜࡉࢀ

࡞࠸ࠋ
մ ᆅ᪉⮬యࡉࢀࡿᶒ㝈ࡣࠊ㏻ᖖࠊໟᣓⓗࡘⓗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ մ ᆅ᪉⮬యࡉࢀࡿᶒ㝈㈐ົࡣࠊ㏻ᖖࠊໟᣓⓗࡘⓗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ
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յ ୰ኸᨻᗓཪࡣᆅᇦ⮬యࡀᆅ᪉⮬యᶒ㝈ࢆጤ௵ࡍࡿሙྜࠊᆅ᪉⮬యࡣࠊᶒ㝈⾜
ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾᆅ᪉ࡢᐇ㐺ྜࡉࡏࡿ⮬⏤ࢆࡶࡘࡶࡢࡍࡿࠋ


ն ᆅ᪉⮬యࡣࠊ┤᥋㛵ಀࡍࡿࡍ࡚ࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࠊィ⏬⟇ᐃཬࡧពᛮ
Ỵᐃࡢ㐣⛬࠾࠸࡚㐺ษ࡞ᮇ㐺ᙜ࡞᪉ἲ࡛ពぢࢆồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ







➨㸳᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢቃ⏺ࡢಖㆤࠚ
ᆅ᪉⮬యࡢቃ⏺⥺ࡢኚ᭦ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿᆅᇦඹྠయࡢ๓ࡢ༠㆟ࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡋ࠼࡞࠸
ࡶࡢࡍࡿࠋἲ௧ࡼࡗ࡚ఫẸᢞ⚊ࡢᡭ⥆ࡁࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢᡭ⥆ࡁ
ࡼࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


➨㸴᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢ௵ົࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞⾜ᨻ⤌⧊ேᮦࠚ
ձ ἲ௧ୖࡢ୍⯡つᐃ㐪ࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊᆅ᪉⮬యࡣࠊᆅ᪉ࡢᚲせᛂࡌࠊຠᯝⓗ࡞㐠
Ⴀࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢෆ㒊ࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࢆ⮬ࡽỴᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



ղ ᆅ᪉⮬యࡢ⫋ဨࡢົ᮲௳ࡣࠊົᡂ⦼⬟ຊᇶ࡙ࡁࠊඃࢀࡓ㈨㉁ࡢ⫋ဨࡢ௵⏝
ࢆྍ⬟ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊ༑ศ࡞◊ಟࡢᶵࠊ⤥ཬࡧ᪼㐍ࡢᶵࡀ
ᥦ౪ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ







ᶒ㝈ࡣࠊἲᚊࡀᐃࡵࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊ୰ኸᨻᗓ࡛࠶ࢀᆅᇦ⮬య࡛࠶ࢀࡢᙜᒁࡼࡗ࡚
ᐖࡉࢀไ㝈ࡉࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 

ࡢࣞ࣋ࣝࡢᨻᗓࡢᶒ㝈ࡢศᢸࡣ㑊ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢᶒ㝈ࡣࠊἲᚊࡀつᐃࡍ
ࡿつไཬࡧᣦ㔪ᇶ࡙ࡃሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡢᙜᒁࡼࡗ࡚ᐖࡉࢀཪࡣไ㝈ࡉࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
յ ୰ኸᨻᗓཪࡣᆅᇦ⮬యࡽᶒ㝈㈐ົࢆጤ௵ࡉࢀࡿሙྜࠊᆅ᪉⮬యࡣࠊᆅ᪉ࡢᐇ
࠶ࢃࡏ࡚ࡑࡢᶒ㝈㈐ົࢆ⾜ࡍࡿ⮬⏤ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ն ᆅ᪉⮬యࡣࠊ⮬ࡽᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠶ࡽࡺࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢィ⏬⟇ᐃཬࡧពᛮỴ
ᐃࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ㐺ᙜ࡞ᮇ㐺ษ࡞᪉ἲ࡛ཧຍࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


շ ୰ኸᨻᗓࠊᕞᨻᗓ࡞࠸ࡋᆅ᪉⮬యࡢ㛫ᶒ㝈ࡢ➇ྜᐖࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡾࠊゎࠊㄪ
ཪࡣㄪᩚࡀᚲせ࡞ሙྜ࡛ࡶࠊධࡣࡍ࡚ࠊࡇࡢ᠇❶ࡢ➨㸰᮲࡛ಖ㞀ࡉࢀࡓ⮬ࡢཎ
๎ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


➨㸳᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢᆅ⌮ⓗቃ⏺ࡢಖㆤࠚ
ᆅ᪉⮬యࡢᆅ⌮ⓗቃ⏺ࡢኚ᭦ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿᆅᇦඹྠయࡢ๓ࡢ༠㆟ࡀ࠶ࡿሙྜࡢࡳ
⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



➨㸴᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞⾜ᨻ⤌⧊ேᮦࠚ
ձ ᆅ᪉⮬యࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࠊᆅᇦࡢᚲせᛂࡌຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢ
ෆ㒊ࡢ⾜ᨻ⤌⧊ࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡲࡓ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



ղ ᆅ᪉⮬యࡣࠊ⾜ᨻࠊᢏ⾡ཬࡧ⟶⌮ୖࡢ⬟ຊࠊ୪ࡧࠊᑐᛂࡀ㏿ࡃࠊ㏱࡛᫂ࠊ㈐௵ࢆ
ᯝࡓࡋ࠺ࡿ⤌⧊ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࠶ࡓࡾࠊ㡿ᇦࡢᨻᗓࡢᨭࢆཷࡅࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ ἲᚊࡼࡾᐃࡵࡽࢀࡿᆅ᪉⮬యࡢ⫋ဨࡢົ᮲௳ࡣࠊ᭱ၿࡢࠊ⫋ᴗୖࡢ⬟ຊ
⤒㦂ཬࡧ⏨ዪᖹ➼୪ࡧ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢᕪูࡢ㝖ᇶ࡙࠸࡚㉁ࡢ㧗࠸ேᮦࡢ☜ಖ⥔
ᣢࢆྍ⬟ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊ༑ศ࡞◊ಟࡢᶵࠊ⤥ཬࡧ᪼㐍ࡢᶵ
ࡀ࠼ࡽࢀࠊᆅ᪉⮬యࡣ㉁ࡢ㧗࠸ࢆᡂࡋ㐙ࡆࠊఫẸ᭱㧗ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
ࡶࡢࡍࡿࠋ
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➨㸵᮲ ࠙ᆅ᪉ࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿ㈐௵㐙⾜ࡢ᮲௳ࠚ
➨㸵᮲ ࠙ᆅ᪉ࣞ࣋ࣝ࠾ࡅࡿ㈐ົ㐙⾜ࡢ᮲௳ࠚ
ձ ᆅ᪉㑅ฟ௦⾲ࡢᆅࡣࠊࡑࡢ⫋ົࡢ⮬⏤࡞㐙⾜࠾ࡅࡿᏳඃࢀࡓ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆಖ
ձ ᆅ᪉㑅ฟ௦⾲ࡢᆅࡣࠊࡑࡢ⫋ົࡢ⮬⏤࡞㐙⾜ࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㞀ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ





ղ ࡑࡢᆅࡣࠊᙜヱ⫋ົ㐙⾜せࡋࡓ㈝⏝ࡢ㐺ṇ࡞㈈ᨻⓗ⿵ൾࠊ୪ࡧࠊᚲせࡀ࠶ࢀࡤࠊ ղ ࡇࡢᆅࡣࠊᙜヱ⫋ົࡢ㐙⾜せࡋࡓ㈝⏝ࡢ㐺ṇ࡞㈈ᨻⓗ⿵ൾࠊ୪ࡧࠊ♫ⓗ㐺
ษࡘྍ⬟࡞ሙྜࡣࠊධࡢᦆኻ⿵ൾཪࡣ࡞ࡉࢀࡓᑐࡍࡿሗ㓘ཬࡧ┦ᛂࡢ♫
ධࡢᦆኻ⿵ൾཪࡣ࡞ࡉࢀࡓᑐࡍࡿሗ㓘ཬࡧ┦ᛂࡢ♫ಖ㞀ࡼࡿಖㆤࢆㄆࡵࡿ
ⓗಖㆤࢆㄆࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࡶࡢࡍࡿࠋ




ճ ᆅ᪉㑅ᣲࡼࡿබ⫋ව௵࡛ࡁ࡞࠸⫋ົཬࡧάືࡣࠊἲ௧ཪࡣᇶᮏⓗἲཎ๎ࡼࡗ࡚ ճ ᆅ᪉㑅ᣲࡼࡿබ⫋ව௵࡛ࡁ࡞࠸⫋ົཬࡧάືࡣࠊࡍ࡚ἲᚊ࡛᫂グࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
ᐃࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




➨㸶᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢάືᑐࡍࡿ┘╩ࠚ
➨㸶᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢάືᑐࡍࡿ⾜ᨻ┘╩ࠚ
ձ ᆅ᪉⮬యࡣࠊ⮬ࡽࡢάືཬࡧఫẸ㑅ฟ௦⾲ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆ┘╩ࡋ┘どࡍࡿࡇࡀ࡛

ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ



ձ ᆅ᪉⮬యᑐࡍࡿࡍ࡚ࡢ⾜ᨻ┘╩ࡣࠊ᠇ἲཪࡣἲ௧ࡀᐃࡵࡿᡭ⥆ࡁᚑ࠸ࠊࡘࠊ ղ ᆅ᪉⮬యࡢάືࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀ⛣⟶ࡉࢀࡓάືࢆྵࡵ࡚ࠊ࠸࡞ࡿ┘╩ࡶࡶࡗ
ࡥࡽ᠇ἲཪࡣἲᚊᐃࡵࡽࢀࡓᡭ⥆ᚑ࠸ࠊࡘࠊࡑࡢᐃࡵࡿሙྜࡢࡳ⾜ࢃࢀࠊἲᚊ
ࡑࡢᐃࡵࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡢࡳ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㑂Ᏺࡢ☜ಖࡢࡳࢆ┠ⓗࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ





ղ ᆅ᪉⮬యࡢάືᑐࡍࡿࡍ࡚ࡢ⾜ᨻ┘╩ࡣࠊ㏻ᖖࠊἲᚊཬࡧ᠇ἲཎ๎ࡢ㑂Ᏺࡢ☜ ճ ࡓࡔࡋࠊᆅ᪉⮬యᇳ⾜ࡀጤ௵ࡉࢀࡓົࡘ࠸࡚ࡣࠊୖࡢᙜᒁࡼࡿ⾜ᨻ┘╩
ࡣࠊᅜᐙⓗ୍㈏ᛶཬࡧᅜᐙᨻ⟇ࡢᩚྜᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊྜἲᛶࡢ⤫ไࡢ⠊ᅖࢆ㉸
ಖࡍࡿࡇࡔࡅࢆ┠ⓗࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᆅ᪉⮬యᇳ⾜ࡀጤ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠼ࡿࡇࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ
ົࡘ࠸࡚ࡣࠊୖᙜᒁࡣྜ┠ⓗᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚⾜ᨻ┘╩ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ






ճ ᆅ᪉⮬యᑐࡍࡿ⾜ᨻ┘╩ࡣࠊ┘╩ᙜᒁࡢධࡀࡑࡢಖㆤࡋࡼ࠺ࡍࡿ┈ࡢ㔜せ մ ᆅ᪉⮬యᑐࡍࡿ┘╩ࡢ⛬ᗘࡣࠊಖㆤࡉࢀࡿࡁ┈ẚࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ᛶẚࡍࡿࡇࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛⾜ࢃࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


յ ᠇ἲཪࡣἲᚊࡼࡾᆅ᪉㆟ࡢṆཪࡣゎᩓࠊᇳ⾜ᶵ㛵ࡢ⫋ཪࡣゎ⫋ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚

࠸ࡿሙྜࠊࡑࢀࡽࡣࠊ㐺ษ࡞ㄪᰝࡢᚋࠊࡘࠊ㐺ṇ࡞ἲⓗᡭ⥆ᚑࡗ࡚ࡢࡳ⾜ࢃࢀࡿ

ࡶࡢࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢᆅࠊ⫋ົཬࡧᶒ㝈ࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㏿ࡸᅇࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞

ࡽࡎࠊࡇࢀࡣἲᚊᐃࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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➨㸷᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢ㈈※ࠚ
➨㸷᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢ㈈※ࠚ
ձ ᆅ᪉⮬యࡣࠊᅜࡢ⤒῭ᨻ⟇ࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᶒ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛⮬⏤ฎศࡋ࠺ ձ ᆅ᪉⮬యࡣࠊࡑࡢົཬࡧ㈐௵ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢከᵝ࡞㈈※ࢆಖ㞀ࡉࢀࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋᆅ᪉⮬యࡣࠊࡑࡢᶒ⬟ࡢ⠊ᅖෆ࡛⮬⏤⏝ࡋཪࡣฎศࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ༑ศ
ࡿ༑ศ࡞ᅛ᭷ࡢ㈈※ᑐࡍࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
࡞ᅛ᭷㈈※ཪࡣ⛣㌿㈈※ࢆ࠼ࡽࢀࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

ղ ᆅ᪉⮬యࡢ㈈※ࡣࠊ᠇ἲཬࡧἲᚊࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓ㈐௵ẚࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ ղ ᆅ᪉⮬యࡢ㈈※ࡣࠊࡑࡢົཬࡧ㈐௵ẚࡋࠊ㈈ᨻࡢᣢ⥆ᛶ⮬❧ࢆಖ㞀ࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋᅜࡼࡿົཪࡣ㈐௵ࡢ⛣⟶ཪࡣ⛣ㆡࡣࠊ┦ᛂࡍࡿ༑ศ࡞㈈※ࢆక࠺ࡶࡢ

ࡍࡿࠋ





ճ ᆅ᪉⮬యࡢ㈈※ࡢᑡ࡞ࡃࡶ୍㒊ࡣࠊᆅ᪉⮬యࡀἲ௧ࡢ⠊ᅖෆ࡛⋡ࢆỴᐃࡍࡿᶒ ճ ᆅ᪉⮬యࡢ㈈※ࡢ㒊ศࡣࠊἲᚊࡼࡿᆅ᪉⛯ࠊ⏝ᩱཬࡧᡭᩘᩱࡢᯟ⤌ࡳࡢタᐃ
㝈ࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉⛯ཬࡧㄢᚩ㔠ࡽᚓࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
㸦⛯⋡㝵ᒙ㸧ཪࡣㄪᩚࢃࡽࡎࠊࡑࡢᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ㈝⏝ࢆ㈥࠺ࡓࡵࡢࠊࡘࠊ

⮬ࡽࡑࡢ⋡ࢆỴᐃࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿᆅ᪉⛯ࠊ⏝ᩱཬࡧᡭᩘᩱࡽᚓࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




մ ᆅ᪉⮬యࡀ⏝ࡋ࠺ࡿ㈈※ࡢᇶ♏࡞ࡿ㈈ᨻไᗘࡣࠊࡑࡢ௵ົ㐙⾜せࡍࡿ㈝⏝ࡢ մ ᆅ᪉⮬యࡀ㈿ㄢ࡛ࡁࡿ⛯ࠊཪࡣཧࢆಖ㞀ࡉࢀࡓ⛯ࡣࠊࡑࡢົᚲせᛶẚࡋࠊ
⌧ᐇࡢኚືᐇ㝿࡛ࡁࡿ㝈ࡾᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ༑ศከᵝ࡛ᙎຊⓗ࡛࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ ࡘࠊࡑࡢ㈐௵ࢆ㐜࡞ࡃ㐙⾜࡛ࡁࡿ༑ศ୍⯡ⓗ࡛ࠊఙᙇᛶᰂ㌾ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ
յ ㈈ᨻຊࡢᙅ࠸ᆅ᪉⮬యࡢಖㆤࡣࠊ₯ᅾⓗ㈈※ཬࡧࡇࢀࡽᆅ᪉⮬యㄢࡏࡽࢀࡓ㈈
ᨻ㈇ᢸࡢᆒ➼࡞㓄ศࡢᙳ㡪ࢆṇࡍࡿࡓࡵࡢࠊ㈈ᨻᆒ➼ࡢᡭ⥆ࡁཪࡣࡑࢀྠ➼ࡢ յ ㈈ᨻࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࡣࠊ≉㈈ᨻຊࡢᙅ࠸ᆅ᪉⮬యࡢࡓࡵࠊᆶ┤ⓗ㈈ᨻㄪᩚ㸦ᅜ࣭ᆅ
᪉⮬య㛫㸧࡛࠶ࢀࠊỈᖹⓗ㈈ᨻㄪᩚ㸦ᆅ᪉⮬య㛫㸧࡛࠶ࢀࠊࡲࡓࡑࡢ୧⪅࡛࠶ࢀࠊ
ᥐ⨨ࡢ☜❧ࢆᚲせࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡭ⥆ࡁཪࡣᥐ⨨ࡣࠊᆅ᪉⮬యࡀࡑࡢᅛ᭷ࡢ㈐௵ࡢ
㈈ᨻㄪᩚࡢไᗘࡼࡗ࡚ಖㆤࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
⠊ᅖෆ࡛⾜ࡍࡿ⮬⏤࡞Ỵᐃᶒࢆไ⣙ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ն ᆅ᪉⮬యࡣࠊ㓄ศࡉࢀࡿ㈈※ࡀᙜヱᆅ᪉⮬యࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࠊ 
ն ἲᚊࡣࠊᆶ┤ⓗཬࡧỈᖹⓗㄪᩚࢆྵࡴࠊ㓄ศࡉࢀࡿ㈈※ࡢ୍⯡ⓗᙜ࡚ࢆ⟶⌮ࡍࡿ
㐺ษ࡞᪉ἲ࡛ពぢࢆồࡽࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
つ๎ࡢไᐃᆅ᪉⮬యࡀཧຍࡍࡿࡇࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

շ ᆅ᪉⮬యᑐࡍࡿ⿵ຓ㔠ࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࠊࡑࡢ㏵ࢆ≉ᐃࡢᴗ㝈ᐃࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ շ ᆅ᪉⮬యࡢ㈈※㓄ศࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࠊᆅ᪉⮬యࡢඃඛ㡯ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡶࡢࡋࠊ
≉ᐃࡢᴗᚐࢆ㝈ᐃࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⿵ຓ㔠ࡢࡣࠊᆅ᪉⮬యࡀࡑࡢᅛ᭷ࡢᶒ
࡞࠸ࠋ⿵ຓ㔠ࡢࡣࠊᆅ᪉⮬యࡀࡑࡢᅛ᭷ࡢᶒ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛ᨻ⟇ⓗ㔞ࢆ⾜࠺ᇶᮏ
㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛ᨻ⟇ⓗ㔞ࢆ⾜ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⮬⏤ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ⓗ⮬⏤ࢆࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ




ո ㈨ᮏᢞ㈨ࡢࡓࡵࡢḰࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᆅ᪉⮬యࡣἲᚊࡢ⠊ᅖෆ࡛ᅜࡢ㈨ᮏᕷሙཧ ո ᆅ᪉⮬యࡣࠊ㈨ᮏᢞ㈨ࡢࡓࡵࡢࡾධࢀࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᅜෆཬࡧᅜ㝿ⓗ࡞㈨ᮏᕷሙ
ཧධࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ධ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ




➨  ᮲ ࠙ᕷẸཧຍࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࠚ

ձ ᆅ᪉⮬యࡣࠊ᠇ἲつᐃཪࡣἲᚊࡼࡾࠊពᛮỴᐃ㐣⛬ཬࡧᆅᇦ♫ᑐࡍࡿ࣮ࣜࢲ

࣮ࢩࢵࣉᶵ⬟ࡢ㐙⾜㐣⛬࠾ࡅࡿఫẸཧຍཬࡧᕷẸ㛵ࡢ㐺ษ࡞ᙧែࢆᐃࡵࡿᶒ㝈ࢆ᭷

ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊ♫ⓗ⤒῭ⓗᙅ࠸♫ᒙཬࡧ࢚ࢫࢽࢵࢡ㞟ᅋཪࡣࡢ࣐

ࣀࣜࢸࡢ≉ู࡞௦⾲ࡘ࠸࡚ࡢỴᐃᶒࡶྵࡲࢀࡿࠋ
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➨  ᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢ㐃ྜᶒࠚ
ձ ᆅ᪉⮬యࡣࠊࡑࡢᶒ㝈ࢆ⾜ࡍࡿ࠶ࡓࡾ༠ຊࡋࠊࡲࡓἲᚊࡢ⠊ᅖෆ࡛ࠊඹ㏻ࡢ
┈ࢃࡿ௵ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࠊࡢᆅ᪉⮬య㐃ྜࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ
ղ ඹ㏻ࡢ┈ࡢಖㆤཬࡧቑ㐍ࡢࡓࡵ㐃ྜ⤌⧊ᡤᒓࡋࠊࡲࡓࠊᆅ᪉⮬యࡢᅜ㝿⤌⧊
ຍ┕ࡍࡿᆅ᪉⮬యࡢᶒࡣྛᅜ࠾࠸࡚ᢎㄆࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ճ ᆅ᪉⮬యࡣࠊἲᚊࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿ᮲௳ࡢୗ࡛ࠊᅜࡢᑐᛂࡍࡿᅋయ༠ຊࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ












➨  ᮲ ࠙ᆅ᪉⮬ࡢἲⓗಖㆤࠚ
ᆅ᪉⮬యࡣࠊࡑࡢᶒ㝈ࡢ⮬⏤࡞⾜ཬࡧ᠇ἲཪࡣᅜෆἲᐃࡵࡽࢀࡓᆅ᪉⮬ࡢཎ๎
ࡢᑛ㔜ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊྖἲⓗᩆ῭ッ࠼ࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


 ➨ϩ㒊 㞧๎

➨  ᮲ ࠙⩏ົࠚ
ձ ࡍ࡚ࡢ⥾⣙ᅜࡣࠊ᠇❶➨Ϩ㒊ࡢᑡ࡞ࡃࡶ  ᮲㡯ᣊ᮰ࡉࢀࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋࡇࡢ 
᮲㡯ࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃࡶ  ᮲㡯ࡣḟࡢ᮲㡯ࡽ㑅ᢥࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
  ࣭➨㸰᮲
  ࣭➨㸱᮲➨㸯㡯ཬࡧ➨㸰㡯

 

ղ ᆅ᪉⮬యࡣࠊᕷẸ♫ࡢࡍ࡚ࡢάືయࠊ≉㠀ᨻᗓ⤌⧊ཬࡧᆅ⦕ᅋయࠊ୪ࡧࠊ
Ẹ㛫ࢭࢡࢱ࣮ཬࡧࡢᐖ㛵ಀ⪅ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ⤖ࡧࠊࡇࢀࢆⓎᒎࡉࡏࡿᶒ㝈ࢆ
᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


➨  ᮲ ࠙ᆅ᪉⮬యࡢ㐃ྜࠚ
ձ ᆅ᪉⮬యࡣࠊࡑࡢඹ㏻ࡢ┈ࡢಖㆤཬࡧಁ㐍୪ࡧࡑࡢᵓᡂဨࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢ
ࡓࡵ㐃ྜࡋࠊࡲࡓࠊඹ㏻ࡢ┈㛵ࢃࡿ௵ົࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᆅ᪉⮬య༠ຊࡋ
࡚ἲேࢆタ❧ࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊᆅ᪉⮬యཬࡧࡑࡢ⫋ဨࡢࡓࡵ
ࡢ◊ಟࠊィ⏬ཬࡧㄪᰝࡢᶵ㛵ࢆタ⨨ࡋ㛤Ⓨࡍࡿࡇࡀྵࡲࢀࡿࠋ




ղ ࡢࡍ࡚ࡢࣞ࣋ࣝࡢᨻᗓࡣࠊᆅ᪉⮬ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍἲᚊࢆไᐃࡍࡿሙྜࠊᆅ᪉⮬
యࡢ㐃ྜ༠㆟ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨  ᮲ ࠙ᅜ㝿༠ຊࠚ
ձ ᆅ᪉⮬యࡢ㐃ྜᶒࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᆅ᪉⮬య㐃ྜຍ┕ࡍࡿᶒࢆྵࡴࡶࡢࡍࡿࠋ
ղ ᆅ᪉⮬యࡣࡲࡓࠊἲᚊཪࡣᅜ㝿᮲⣙ࡼࡾࠊᅜࡢᑐᛂࡍࡿᅋయ༠ຊࡍࡿᶒࡶ
᭷ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊᅜቃࢆࡲࡓࡄᆅᇦࡢᑐᛂࡍࡿᅋయࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ճ ᆅ᪉⮬యࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ⢭⚄ᇶ࡙ࡁࠊᆅ᪉⮬యࡢᙺ㈐௵ࡢ⠊ᅖ
㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞⾜ືィ⏬ࡢ΅ᐇ㛵ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


➨  ᮲ ࠙ᆅ᪉⮬ࡢἲⓗಖㆤࠚ
ᆅ᪉⮬యࡣࠊࡑࡢ㈈ᨻཬࡧ⾜ᨻࡢ⮬ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡓࠊࡑࡢ௵ົࢆᐃࡵࡑࡢ
┈ࢆಖㆤࡋ࡚࠸ࡿἲᚊࡢ㑂Ᏺࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊྖἲⓗᩆ῭ッ࠼ࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ

➨ϩ㒊 㞧๎

➨  ᮲ ࠙⩏ົࠚ
ձ ࡍ࡚ࡢ⥾⣙ᅜࡣࠊᮏ᠇❶➨Ϩ㒊ࡢᑡ࡞ࡃࡶ㸱㸮᮲㡯ᣊ᮰ࡉࢀࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋࡇ
ࡢ㸱㸮᮲㡯ࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃࡶ㸯㸰᮲㡯ࡣḟࡢ᮲㡯ࡽ㑅ᢥࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
D ➨㸰᮲
E ➨㸱᮲➨㸯㡯ཬࡧ➨㸰㡯
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!

  ࣭➨㸲᮲➨㸯㡯ࠊ➨㸰㡯ཬࡧ➨㸲㡯
  ࣭➨㸳᮲
  ࣭➨㸵᮲➨㸯㡯
  ࣭➨㸶᮲➨㸰㡯
  ࣭➨㸷᮲➨㸯㡯ࠊ➨㸰㡯ཬࡧ➨㸱㡯
  ࣭➨  ᮲➨㸯㡯
  ࣭➨  ᮲
ղ ྛ⥾⣙ᅜࡣࠊࡑࡢᢈ᭩ࠊཷㅙ᭩ཪࡣᢎㄆ᭩ࢆᐤクࡍࡿࡁࠊᮏ᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼ
ࡾ㑅ᢥࡋࡓ᮲㡯ࢆ࣮ࣚࣟࢵࣃホ㆟⥲ົ㛗㏻࿌ࡍࡿࠋ
ճ ࡍ࡚ࡢ⥾⣙ᅜࡣࠊࡑࡢᚋ࠸ࡘ࡛ࡶࠊᮏ᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡿཷㅙࢆ␃ಖࡋ࡚࠸ࡓᮏ
᠇❶ࡢㅖ᮲㡯ᣊ᮰ࡉࢀࡿ᪨ࢆົ⥲㛗㏻࿌ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᚋ࡞ࡗ࡚⏕ࡌ
ࡿ⩏ົࡣ㏻࿌ࢆ⾜࠺ᙜヱ⥾⣙ᅜࡢᢈࠊཷㅙཪࡣᢎㄆࡢ୍㒊ࡳ࡞ࡉࢀࠊົ⥲㛗ࡼ
ࡗ࡚㏻࿌ࡀཷ㡿ࡉࢀࡓ᪥ࡢᚋ㸱ࣨ᭶ࡢᮇ㛫ࢆ⤒㐣ࡋࡓ᭶ࡢ⩣᭶ࡢ୍᪥ࡽྠࡌຠຊࢆ⏕
ࡎࡿࠋ

➨  ᮲ ࠙᠇❶ࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿ⮬యࠚ
ᮏ᠇❶ྵࡲࢀࡿᆅ᪉⮬ࡢཎ๎ࡣࠊ⥾⣙ᅜࡢ㡿ᇦෆᏑᅾࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢᆅ᪉⮬
య㐺⏝ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊྛ⥾⣙ᅜࡣࠊࡑࡢᢈ᭩ࠊཷㅙ᭩ཪࡣᢎㄆ᭩ࢆᐤクࡍࡿࡁ
ࠊᮏ᠇❶ࡢ㐺⏝ࡢ⠊ᅖࢆไ㝈ࡋࠊⱝࡋࡃࡣࡑࡢ㐺⏝⠊ᅖࡽ㝖እࡉࢀࡿᆅ᪉⮬య࡞࠸
ࡋࠊᆅᇦ⮬యࡢ✀㢮ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽࠊྛ⥾⣙ᅜࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃホ㆟
ົ⥲㛗ᑐࡍࡿᚋࡢ㏻࿌ࡼࡾࡢ✀㢮ࡢᆅ᪉⮬యⱝࡋࡃࡣᆅᇦ⮬యࢆᮏ᠇❶ࡢ㐺⏝
⠊ᅖྵࡵࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ


➨  ᮲ ࠙ሗࡢᥦ౪ࠚ
ྛ⥾⣙ᅜࡣࠊࡇࡢ᠇❶ࡢつᐃࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡓࡵࡗࡓ❧ἲཬࡧࡑࡢࡢᥐ⨨㛵ࡍࡿ୍
ษࡢ㛵㐃ሗࢆ࣮ࣚࣟࢵࣃホ㆟ົ⥲㛗㏦ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ






➨Ϫ㒊 㸦␎㸧


 

F ➨㸲᮲➨㸯㡯ࠊ➨㸰㡯ཬࡧ➨㸲㡯
G ➨㸳᮲
H ➨㸵᮲➨㸯㡯
I ➨㸶᮲➨㸱㡯
J ➨㸷᮲➨㸯㡯ࠊ➨㸰㡯ཬࡧ➨㸱㡯
K ➨  ᮲➨㸯㡯
, ➨  ᮲
ղ ྛ⥾⣙ᅜࡣࠊࡑࡢᢈ᭩ཪࡣཷㅙ᭩ࢆᐤクࡍࡿࡁࠊᮏ᮲➨㸯㡯ࡢつᐃࡼࡾ㑅ᢥࡋ
ࡓ᮲㡯ࢆᅜ㐃ົ⥲㛗㏻࿌ࡍࡿࠋ

ճ ࡍ࡚ࡢ⥾⣙ᅜࡣࠊࡑࡢᚋ࠸ࡘ࡛ࡶࠊᮏ᮲➨㸯㡯ࡢ᮲௳ࡢୗ࡛ཷㅙࡋ࡞ࡗࡓࡇࡢ᠇
❶ࡢㅖ᮲㡯ᣊ᮰ࡉࢀࡿ᪨ࢆົ⥲㛗㏻࿌ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
մ ࡇࡢࡼ࠺࡞ᚋⓗ⏕ࡎࡿ⩏ົࡣࠊࡇࢀࢆ㏻࿌ࡋࡓ⥾⣙ᅜࡢᢈཪࡣཷㅙࡢྍḞࡢ
せ⣲ࡳ࡞ࡉࢀࠊᅜ㐃ົ⥲㛗ࡀ㏻࿌ࢆཷ㡿ࡋࡓ᪥ࡢ㸱㸮᪥ᚋࡽຠຊࢆ⏕ࡎࡿࠋ

➨  ᮲ ࠙᠇❶ࡢ㐺⏝ࢆཷࡅࡿ⮬యࠚ
ᮏ᠇❶ྵࡲࢀࡿᆅ᪉⮬ࡢཎ๎ࡣࠊ⥾⣙ᅜࡢ㡿ᇦෆᏑᅾࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢᆅ᪉⮬
య㐺⏝ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊྛ⥾⣙ᅜࡣࡑࡢᢈ᭩ཪࡣཷㅙ᭩ࢆᐤクࡍࡿࡁࠊᆅ᪉⮬
యཪࡣᆅᇦ⮬యࡢ✀㢮ࢆ≉ᐃࡋ࡚ࠊᮏ᠇❶ࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆไ㝈ࡋࠊⱝࡋࡃࡣࠊࡑࡢ㐺⏝
⠊ᅖࡽ㝖እࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍ᐃࡢ✀㢮ࡢᆅ᪉⮬యࡢ㝖እࢆṇᙜࡍࡿ≉ู࡞⌮⏤
ࡣࠊࡍ࡚ᅜ㐃ົ⥲㛗♧ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋྛ⥾⣙ᅜࡣࠊᅜ㐃ົ⥲㛗ᑐࡍࡿ
ᚋࡢ㏻࿌ࡼࡾࠊᆅ᪉⮬య࡞࠸ࡋᆅᇦ⮬యࡢ✀㢮ࢆ㏣ຍࡋ࡚᠇❶ࡢ㐺⏝⠊ᅖྵࡵࡿ
ࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ

➨  ᮲ ࠙ሗࡢᥦ౪ࠚ
ྛ⥾⣙ᅜࡣࠊᮏ᠇❶ࡢつᐃࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡓࡵࡗࡓ❧ἲཬࡧࡑࡢࡢᥐ⨨㛵ࡍࡿ୍ษ
ࡢ㛵㐃ሗࢆᅜ㐃ົ⥲㛗ᐃᮇⓗ㏦ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨  ᮲ ࠙┘どࠚ
ᮏ᠇❶ࡢᐇ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࠊ⥾⣙ᅜࡼࡾᅜ㝿ⓗ࡞┘どጤဨࡀタ❧ࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋࡇࡢጤဨࡣࠊᆅ᪉⮬యࡢ௦⾲ࢆྵࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡑࡢົᒁࡣᅜ㐃ࡀタ
⨨ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

➨Ϫ㒊 㸦␎㸧
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⮬ࡢಖ㞀ࡣࠊ㈈ᨻୖࡢ⮬ᕫ㈐௵
ࡢᇶ┙ࡶྵࡲࢀࠊ⛯⋡タᐃᶒࢆ᭷ࡍ
ࡿᕷ⏫ᮧᖐᒓࡍࡿ⤒῭㛵㐃ࡢ⛒⛯
㈈※ࡶࡇࡢᇶ┙ࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ

➨㸷㸱᮲㹙㐃㑥᠇ἲุᡤࡢ⟶㎄ᶒ㹛

㹟㸧 እᨻ⟇ཬࡧᅜࡢᅜ㝿㛵ಀ㸹
ᅜḢᕞ㐃ྜࡢ⤌⧊ཬࡧᅜ㝿ⓗ⩏
ົ⏤᮶ࡍࡿᣊ᮰ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚ࠊᅜ

➨㸰㸶᮲㹙ࣛࣥࢺཬࡧᕷ⏫ᮧࡢ᠇ἲ⛛
ᗎ㹛
 ࣛࣥࢺ࠾ࡅࡿ᠇ἲⓗ⛛ᗎࡣࠊࡇ
ࡢᇶᮏἲࡢ㊃᪨༶ࡋࡓඹไⓗ࣭
Ẹⓗཬࡧ♫ⓗ࡞ἲᅜᐙࡢㅖཎ
๎㐺ྜࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࣛࣥࢺࠊ㒆ཬࡧᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᅜẸࡣᬑ㏻࣭┤᥋࣭⮬⏤࣭ᖹ➼ཬࡧ
⛎ᐦࡢ㑅ᣲᇶ࡙࠸࡚タ⨨ࡉࢀࡓ㆟
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㒆
ཬࡧᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿ㑅ᣲ㝿ࡋ࡚
ࡣࠊḢᕞඹྠయࢆᵓᡂࡍࡿ࠶ࡿᅜᐙ
ࡢᅜ⡠ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶࠊḢᕞඹྠ
యࡢἲࡢᇶ‽ᚑࡗ࡚ࠊ㑅ᣲᶒཬࡧ
⿕㑅ᣲᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚
ࡣࠊᕷ⏫ᮧ㞟ࡀ㑅ᣲࡉࢀࡓᅋయ
௦ࢃࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ᕷ⏫ᮧᑐࡋ࡚ࡣࠊἲᚊࡢ⠊ᅖෆ
࠾࠸࡚ࠊᆅᇦⓗඹྠయࡢࡍ࡚ࡢ
㡯ࢆ⮬ᕫࡢ㈐௵࠾࠸࡚つᚊࡍࡿ
ᶒࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋᕷ⏫ᮧ⤌ྜࡶࡲࡓࠊࡑࡢἲᚊୖ
ࡢ௵ົ㡿ᇦࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊἲᚊ
ࡢᇶ‽ᚑࡗ࡚ࠊ⮬ᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋ

ࢻࢶ㐃㑥ඹᅜᇶᮏἲ㸦 ᖺ㸧

ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚ࠊᅜᕞࡼࡾ⾜ࡉࢀ
ࡿࠋ
ղ ௨ୗࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࡣᅜࡢᑓᒓ❧
ἲࡍࡿࠋ

ࢱࣜඹᅜ᠇ἲ㸦 ᖺ㸧

ࢻࢶ
㐃㑥ไ

ࡑࡢᆅ᪉බඹᅋయࡢఫẸࡢᢞ⚊࠾࠸
࡚ࡑࡢ㐣༙ᩘࡢྠពࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤࠊᅜ
ࡣࠊࡇࢀࢆไᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ


 ᖺ᠇ἲ

ࢱࣜ
༢୍ᅜᐙ
➨㸳᮲>ᆅ᪉⮬࣭ศᶒࡢಖ㞀@
୍ࡋ࡚ྍศࡢඹᅜࡣᆅ᪉⮬
ࢆㄆࡵࠊࡇࢀࢆಁ㐍ࡍࡿࠋඹᅜࡣᅜ
ᐙᒓࡍࡿົ࠾࠸࡚ᗈ⠊࡞ศᶒࢆ
⾜࠺ࠋඹᅜࡣ❧ἲࡢཎ⌮᪉ἲࢆ
⮬ศᶒࡢせㄳ㐺ྜࡏࡋࡵࡿࠋ

➨㸳❶ ᕞࠊ┴ࠊᕷ⏫ᮧ
➨㸯㸯㸲᮲>ඹᅜࡢᵓᡂ@
ձ ඹᅜࡣࠊᕷ⏫ᮧࠊ┴ࠊ㒔ᕷᅪࠊ
ᕞཬࡧᅜࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
ղ ᕷ⏫ᮧࠊ┴ࠊ㒔ᕷᅪཬࡧᕞࡣࠊ
᠇ἲᐃࡵࡿཎ๎ᇶ࡙ࡁᅛ᭷ࡢ᠇
❶ࠊᶒ㝈ཬࡧᶒ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ⮬ᅋయ
࡛࠶ࡿࠋ
ճ ࣮࣐ࣟࡣඹᅜࡢ㤳㒔࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ⤌⧊ࡣᅜࡢἲᚊ࡛ᐃࡵࡿࠋ

➨㸯㸯㸴᮲>≉ูᕞ@
㸦␎㸧

➨㸯㸯㸵᮲>ᑓᒓ❧ἲ➇ྜ❧ἲ@
ձ ❧ἲᶒࡣࠊ᠇ἲ୪ࡧḢᕞ㐃ྜࡢ
⤌⧊ཬࡧᅜ㝿ⓗ⩏ົ⏤᮶ࡍࡿᣊ᮰

᪥ᮏᅜ᠇ἲ㸦 ᖺ㸧

࢝ࢼࢲ
㐃㑥ไ

᪥ᮏ

༢୍ᅜᐙ

ୠݰнМУѝ൯ုહн߶Ыѝळေрࠨ෨̢̣ș

➨㸶❶ ᆅ᪉⮬
➨㸷㸰᮲>ᕞ❧ἲᗓࡢᑓᒓⓗᶒ⬟@
➨㸷㸰᮲
ྛᕞ࠾࠸࡚ࡣࠊ❧ἲᗓࡣࠊḟࡢྛ
 ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ㛵ࡍ ྕᥖࡆࡽࢀࡓ㡯㛵ࡋ࡚ࠊᑓᒓⓗ
ࡿ㡯ࡣࠊᆅ᪉⮬ࡢᮏ᪨ᇶ࠸࡚ࠊ ἲࢆไᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ἲᚊ࡛ࡇࢀࢆᐃࡵࡿࠋ
㸯㹼㸵 㸦␎㸧

㸶 ᕞ࠾ࡅࡿᕷ⏫ᮧࡢไᗘ
➨㸷㸱᮲
㸷 ᕞࠊᆅ᪉ཪࡣᕷ⏫ᮧࡢ㟂せࢆࡳ
ձ ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊἲᚊࡢᐃࡵࡿ
ࡓࡍṓධࢆᚩࡍࡿࡓࡵタࡅࡽ
ࡇࢁࡼࡾࠊࡑࡢ㆟ᶵ㛵ࡋ࡚㆟
ࢀࡿၟᗑࠊ㧗⣭㓇ሙࠊᒃ㓇ᒇࠊ➇
ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
ேཬࡧࡑࡢࡘ࠸࡚ࡢචチไ
ղ ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㛗ࠊࡑࡢ㆟ࡢ㆟
ᗘ
ဨཬࡧἲᚊࡢᐃࡵࡿࡑࡢࡢྣဨࡣࠊ
㸯㸮㹼㸯㸴 㸦␎㸧
ࡑࡢᆅ᪉බඹᅋయࡢఫẸࡀࠊ┤᥋ࡇࢀ
ࢆ㑅ᣲࡍࡿࠋ

➨㸷㸲᮲
 ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊࡑࡢ㈈⏘ࢆ⟶⌮ࡋࠊ
ົࢆฎ⌮ࡋࠊཬࡧ⾜ᨻࢆᇳ⾜ࡍࡿᶒ
⬟ࢆ᭷ࡋࠊἲᚊࡢ⠊ᅖෆ࡛᮲ࢆไᐃ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸷㸳᮲
 ୍ࡢᆅ᪉බඹᅋయࡢࡳ㐺⏝ࡉࢀࡿ
≉ูἲࡣࠊἲᚊࡢᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊ




యཬࡧ➨㸵㸲᮲ࡢᐃࡵࡿᾏእබඹᅋ
య࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡢᆅ᪉බඹᅋయࡣ
ࡍ࡚ࠊᚲせ࡞ሙྜࠊᮏ㡯ᡤᐃࡢ

➨㸯㸰❶ ᆅ᪉බඹᅋయ
➨㸵㸰᮲㹙ᆅ᪉බඹᅋయ㹛
ձ ඹᅜࡢᆅ᪉බඹᅋࡣࠊᕷ⏫ᮧࠊ
┴ࠊᕞࠊ≉ูࡢᆅࢆ᭷ࡍࡿබඹᅋ

1

➨㸯᮲㹙ඹᅜࡢᇶᮏཎ⌮㹛 
ձ ࣇࣛࣥࢫࡣࠊྍศࡢࠊ㠀᐀ᩍⓗࠊ
Ẹⓗࡘ♫ⓗ࡞ඹᅜ࡛࠶ࡿࠋ
ࣇࣛࣥࢫࡣࠊฟ⏕ࠊே✀ཪࡣ࠸࡞
ࡿಙ᮲ࢆࡶᑛ㔜ࡍࡿࠋࡑࡢ⤌⧊ࡣࠊ
ᆅ᪉ศᶒࡉࢀࡿࠋ
ղ 㸦␎㸧

➨㸱㸲᮲㹙ἲᚊ㡯㹛
ձ 㸦␎㸧
ղ ἲᚊࡣࠊྠᵝࠊḟࡢ㡯㛵ࡍ
ࡿつᚊࡶᐃࡵࡿࠋ
㸫୧㆟㝔ࠊᆅ᪉㆟ࠊࣇࣛࣥࢫᅜእ
ࡢࣇࣛࣥࢫே௦⾲ᶵ㛵ࡢ㑅ᣲไ
ᗘࠊཬࡧࠊᆅ᪉බඹᅋయ㆟ᵓᡂ
ဨࡘ࠸࡚ࡢ㑅ᣲࡼࡿ㆟ဨ⫋
බ⫋ᑵࡃ᮲௳ࠋ
㸦␎㸧
ճ ἲᚊࡣࠊḟࡢᇶᮏཎ๎ࢆᐃࡵࡿࠋ
㸦␎㸧
㸫ᆅ᪉බඹᅋయࡢ⮬⏤࡞⾜ᨻࠊࡑࡢ
ᶒ㝈ཬࡧࡑࡢ㈈※
㸦␎㸧


ࣇࣛࣥࢫ➨㸳ඹᅜ᠇ἲ㸦 ᖺ㸧

༢୍ᅜᐙ

ࣇࣛࣥࢫ

ᮍ ᐃ ✏

㈨ ᩱ 㸱
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ἲᶒࡀᖐᒓࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᇶᮏཎ๎
ࡢ☜ᐃࡘ࠸࡚ࡣᅜࡢ❧ἲ␃ಖࡉ
ࢀࡿࠋ
մ ᅜࡢ❧ἲ᫂♧ⓗ␃ಖࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕞ❧ἲᶒࡀ
ᖐᒓࡍࡿࠋ
յ ᕞཬࡧࢺࣞࣥࢺ࣎ࣝࢶ࣮ࣀࡢ

㈈ࡢホ౯ཬࡧᩥάືࡢ᥎㐍⤌
⧊㸹ᕞෆࡢ㈓㖟⾜ࠊ㎰ᴗ㖟⾜ࠊಙ
⏝㔠ᗜ㸹ᕞෆࡢᅵᆅ㎰ᴗಙ⏝㔠ᗜࠋ
➇ྜⓗ❧ἲ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕞ❧


➨㸯㸮㸴᮲㹙⛯ධࡢ㓄ศ㹛


 ⛯ධࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡀࣛࣥࢺཪ
ࡣᕷ⏫ᮧ㸦ᕷ⏫ᮧ㐃ྜ㸧ධࡿ⛒⛯
ࡘ࠸࡚ࡢ㐃㑥ἲᚊࡣࠊ㐃㑥ཧ㆟
㝔ࡢྠពࢆᚲせࡍࡿࠋ

ᴗ㸹⛉Ꮫᢏ⾡◊✲⏕⏘ศ㔝ࡢ᪂⪃
ࡢᨭ㸹ᗣࡢ⥔ᣢ㸹㣗ᩱ㸹ࢫ
࣏࣮ࢶ⤌⧊㸹⅏ᐖᩆ㸹ᅜᅵ⏝ィ
⏬㸹Ẹ㛫ࡢ ‴✵ 㸹㍺㏦⯟⾜
ࡢつᶍ㊰⥺㸹㏻ಙไᗘ㸹࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࡢ⏕⏘ࠊ㍺㏦ᅜࡢ㓄⤥㸹⿵
ⓗ⿵ⓗಖ㝤㸹බⓗண⟬ࡢᆒ⾮
㈈ᨻཬࡧ⛒⛯ไᗘࡢㄪᩚ㸹ᩥ⎔ቃ

➨㸯㸮㸳᮲㹙㛵⛯ࠊᑓࠊ⛒⛯㛵ࡍ
ࡿ❧ἲᶒ㝈㹛
 㹼 D  㸦␎㸧

➨㸯㸮㸲㹠᮲㹙㐃㑥ࡼࡿ㈈ᨻຓ㹛


ࡢ㛵ಀ㸹እᅜ㏻ၟ㸹ປാࡢಖㆤᏳ
㸹ᩍ⫱ࠊࡓࡔࡋࠊᩍ⫱タࡢ⮬
⫋ᴗᩍ⫱ཬࡧ⫋ᴗカ⦎ࢆ㝖ࡃ㸹⫋

ճ ௨ୗࡢࡶࡢࡣ➇ྜⓗ❧ἲ㡯࡛࠶
ࡿࠋᕞࡢᅜ㝿㛵ಀᕞḢᕞ㐃ྜ

 ࣭   㸦␎㸧

ሗࡢ⤫ィⓗㄪᩚ㸹▱ⓗ㈈⏘
㹱㸧 㸦␎㸧

2

ᅜᐙ௦⾲ࡢᆅ࠶ࡿ⪅ࡣࠊᨻᗓࡢ
ྛᵓᡂဨࢆ௦⾲ࡋ࡚ࠊᅜⓗ࡞┈ࠊ
⾜ᨻࡢ┘╩ࠊཬࡧἲᚊࡢᑛ㔜㛵ࡍ
ࡿ௵ົࢆ㈇࠺ࠋ
➨㸵㸰᮲ࡢ㸯㹙ఫẸⓎ࣭ఫẸᢞ⚊ᶒ㹛
ձ ྛᆅ᪉බඹᅋయࡢ㑅ᣲேࡀㄳ㢪ᶒ
ࡢ⾜ࡼࡾᙜヱᆅ᪉බඹᅋయࡢᶒ

యࡢ࠺ࡕࡢ୍ᑐࡋ࡚ࠊࡑࡢඹྠ⾜
Ⅽࡢ᪉ᘧࢆ⦅ᡂࡍࡿᶒ㝈ࢆ࠼ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ն ඹᅜࡢᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ࠊ

ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡑࡢᶒ㝈
ࢆ⾜ࡍࡿࡓࡵ」ᩘࡢᆅ᪉බඹᅋ
యࡢ༠ຊࢆᚲせࡍࡿሙྜࡣࠊἲ
ᚊࡣࠊᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ࡞࠸ࡋ㐃ྜ

ࡣ௧ࡢ㐺⏝ࢆ㝖እࡉࢀࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
յ ࠸࡞ࡿᆅ᪉බඹᅋయࡶࠊࡢᆅ
᪉බඹᅋయᑐࡋ࡚ᚋぢ┘╩ࢆ⾜࠺

ᐃࡵࡀ࠶ࡿሙྜࠊᐇ㦂ⓗ㹙ヨ⾜ⓗ㹛
ࡘ㝈ᐃࡉࢀࡓᑐ㇟ᮇ㛫ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࡢᶒ㝈⾜ࢆつᚊࡍࡿἲᚊཪ

࡞ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᆅ᪉බඹᅋయⱝࡋ
ࡃࡣࡑࡢ㐃ྜయࡣࠊἲᚊཪࡣ௧

ࡘࠊබⓗ⮬⏤ཪࡣ᠇ἲୖಖ㞀ࡉࢀ
ࡓᶒࡢ⾜ࡢᮏ㉁ⓗせ௳ࡀၥ㢟

ࡢἲᚊࡼࡿᐖࡢሙྜࡣࠊࣛ
ࡼࡾ⮬⏤⮬ᕫࡢ⾜ᨻࢆ⾜࠸ࠊ⮬ࡽ
ࣥࢺࡢ᠇ἲุᡤッ㢪ࢆ⏦ࡋ❧
ࡢᶒ㝈ࡢࡓࡵ௧㹙᮲㹛ࢆไᐃ
࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ㝈ࡿࠋ
ࡍࡿᶒ㝈ࢆࡶࡘࠋ
㸳 㸦␎㸧
մ ⤌⧊ἲᚊࡀᐃࡵࡿせ௳ᚑࡗ࡚ࠊ

㹯㸧 㸦␎㸧
㹰㸧 ᗘ㔞⾮ࠊィ ἲཬࡧᶆ‽ࡢ
☜ᐃ㸹ᅜࠊᕞཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢ
⾜ᨻࢹ࣮ࢱࡢ㟁⟬ᶵฎ⌮ಀࡿ


  㐃㑥᠇ἲุᡤࡀỴᐃࡍࡿࡢࡣࠊ
ᅋయࡢ୍࡞࠸ࡋ」ᩘࡢබඹᅋయࡢ௦
ḟࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋ
ࢃࡾࠊἲᚊࡼࡗ࡚タࡉࢀࡿࠋ
㸯㹼㸲㹟 㸦␎㸧
ղ ᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊྛẁ㝵࡛᭱Ⰻࡢ
㸲㹠 ࠶ࡿἲᚊࡼࡗ࡚➨㸰㸶᮲ࡢ
ᶒ㝈⾜ࡀ࡛ࡁࡿᙜヱㅖᶒ㝈య
⮬ᶒࡀᐖࡉࢀࡓࡇࢆ⌮⏤
ࡘ࠸࡚Ỵᐃࡍࡿ㈨᱁ࢆࡶࡘࠋ
ࡍࡿࠊᕷ⏫ᮧཬࡧᕷ⏫ᮧ⤌ྜࡢ᠇ ճ ἲᚊࡢᐃࡵࡿせ௳ᚑࡗ࡚ࠊࡇࢀ
ἲッ㢪ࡘ࠸࡚㸹ࡓࡔࡋࠊࣛࣥࢺ
ࡽࡢබඹᅋయࡣࠊ㑅ฟࡉࢀࡿ㆟

ᕞࡼࡾ⾜ࡉࢀࡿࠋ
㹠㸧㹼㹤㸧 㸦␎㸧
㹥㸧 ᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢ⾜ᨻไ
ᗘ⤌⧊
㹦㸧㹼㹭㸧 㸦␎㸧
㹮㸧 ᕷ⏫ᮧࠊ┴ཬࡧ㒔ᕷᅪࡢ㑅
ᣲἲࠊ⤫ᶵ㛵ཬࡧᇶᮏⓗᶒ⬟
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ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᕷẸࡣࠊᕷ⏫
ᮧ㛗ⱝࡋࡃࡣຓᙺࡢ⫋ົࢆ⾜ࡍࡿࡇ
ࡣ࡛ࡁࡎࠊඖ⪁㝔㆟ဨ㑅ᣲࡢ㑅ᣲே
ࡢᣦྡཬࡧඖ⪁㝔㆟ဨࡢ㑅ᣲཧຍࡍ
ࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୧㆟㝔ࡼࡾྠ୍
ࡢᩥゝ࡛⾲Ỵࡉࢀࡓ⤌⧊ἲᚊࡀࠊᮏ᮲
ࡢ⾜せ௳ࢆᐃࡵࡿࠋ

ᅜ⛣ㆡࡉࢀࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠋ
ղ ᕷ⏫ᮧࠊ┴ཬࡧ㒔ᕷᅪࡣࠊᅛ᭷
ࡢ⾜ᨻᶒ⬟ཬࡧᅜཪࡣᕞࡢἲᚊࡼ
ࡾྛࠎࡢᶒ㝈ᇶ࡙ࡁ⛣ㆡࡉࢀࡓᶒ
㝈ࢆಖᣢࡍࡿࠋ
ճ ␎ 
մ ᅜࠊᕞࠊ㒔ᕷᅪࠊ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧ
ࡣࠊ⿵ᛶཎ⌮ᇶ࡙ࡁࠊ୍⯡ⓗ㛵


➨㸯㸯㸷᮲>ᆅ᪉බඹᅋయࡢ㈈ᨻ⮬
ᶒ@


ᚰࡢ࠶ࡿάືࡢ㐙⾜ࡢࡓࡵࠊಶே
ࡋ࡚ࡢᕷẸཬࡧ㞟ᅋࡋ࡚ࡢᕷẸ
ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞ពࢆຓ㛗ࡍࡿࠋ

㸷㸷㸰ᖺ㸰᭶㸵᪥⥾⤖ࡉࢀࡓḢᕞ㐃
ྜ᮲⣙ᐃࡵࡽࢀࡓㅖ᪉ᘧᚑࡗ࡚ࠊ
ᕷ⏫ᮧ㑅ᣲࡢ㑅ᣲᶒ୪ࡧ⿕㑅ᣲᶒ
ࡣࠊࣇࣛࣥࢫᒃఫࡍࡿḢᕞ㐃ྜᕷẸ

ձ ⾜ᨻᶒ⬟ࡣᕷ⏫ᮧᒓࡍࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊࡑࡢ⤫୍ⓗ⾜ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ
ࠊ⿵ᛶࠊ༊ศᛶཬࡧ᭱㐺ᛶࡢཎ
⌮ᇶ࡙ࡁࠊ┴ࠊ㒔ᕷᅪࠊᕞཬࡧ

ඹᅋయࡘ࠸࡚つᐃࠚ
➨㸶㸶᮲ࡢ㸱㹙Ḣᕞ㐃ྜᕷẸࡢᆅ᪉㑅
ᣲᶒ࣭⿕㑅ᣲᶒ㹛
┦⩏ࡢ␃ಖࡢࡶࠊࡘࠊ㸯




➨㸵㸰᮲ࡢ㸱㹼➨㸵㸲᮲ࡢ㸯࠙ᾏእබ


➨㸵㸰᮲ࡢ㸰㹙㈈ᨻ⮬ᶒ㹛

ᚊࡢᐃࡵࡿせ௳ᚑࡗ࡚ࠊ㑅ᣲே
ㅎၥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㝈ᒓࡍࡿၥ㢟ࢆ㆟ࡢ㆟᪥⛬
Ⓩ㍕ࡍࡿࡇࢆせồ࡛ࡁࡿせ௳ࡣࠊ
ἲᚊ࡛ᐃࡵࡿࠋ
ղ ⤌⧊ἲᚊࡢᐃࡵࡿせ௳ᚑࡗ࡚ࠊ
ᆅ᪉බඹᅋయࡢᶒ㝈ᒓࡍࡿ㆟Ỵⱝ
ࡋࡃࡣ⾜Ⅽࡢᥦࢆࠊᆅ᪉බඹᅋయ
ࡢቃ⏺ࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࠊἲ

շ㹼չ 㸦␎㸧

➨㸯㸯㸶᮲>ᕷ⏫ᮧࡢ⾜ᨻᶒ⬟@

ࡑࡢ⤌⧊⮬ᕫᖐᒓࡍࡿᶒ⬟ࡢ㐙
⾜ࡘࡁつ๎ไᐃᶒࢆ᭷ࡍࡿࠋ

㡯ࡘ࠸࡚ࡢつ๎ไᐃᶒࡣᕞᒓ
ࡍࡿࠋᕷ⏫ᮧࠊ┴ཬࡧ㒔ᕷᅪࡣࠊ

ࡿࠋ
ն ᑓᒓⓗ❧ἲ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊつ๎
ไᐃᶒࡣᅜᒓࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊᕞ
ጤ௵ࡋࡓ㡯ࡣ㝖ࡃࠋࡢࡍ࡚ࡢ

⮬┴ࡣࠊࡑࡢᶒ㝈ෆࡢ㡯ࡘࡁࠊ
Ḣᕞ㐃ྜࡢἲ௧ࡢసᡂ┤᥋ཧຍ
ࡋࠊᅜ㝿༠ᐃཬࡧḢᕞ㐃ྜࡢἲ௧ࡢ
ᐇᒚ⾜ᦠࢃࡿࠋࡓࡔࡋࠊᅜࡢ
ἲᚊ࡛ᐃࡵࡿᡭ⥆つᐃࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᅜࡢἲᚊࡣࠊᒚ⾜ࡢ
ሙྜࡢ௦⌮ᶒ㝈ࡢ⾜ࡢ᪉ᘧࢆᐃࡵ

3

－219－




















⏫ᮧࡢᖐᒓᕞࡢኚ᭦㹛

➨㸯㸱㸱᮲㹙┴ࡢ༊ᇦኚ᭦࣭᪂┴ࡢタ
⨨ࠊ᪂ᕷ⏫ᮧࡢタ⨨㹛


➨㸯㸱㸯᮲㹙ྛᕞ㹛

➨㸯㸱㸰᮲㹙ᕞࡢྜే࣭᪂タࠊ┴࣭ᕷ

࡞㏻@

➨㸯㸰㸯᮲>ᕞࡢᶵ㛵ࡑࡢᶒ㝈@

➨㸯㸰㸰᮲>ᕞ㆟㆟ဨࡢ㑅ᣲไᗘࠊᕞ
▱ࡢ㑅ᣲ@

➨㸯㸰㸱᮲>ᕞ᠇❶@

➨㸯㸰㸴᮲㹙ᕞ㆟ࡢゎᩓ㹛

➨㸯㸰㸵᮲㹙ἲᚊࡢせၥ㢟ᆺᑂᰝ㹛

➨㸯㸰㸮᮲>ᕞㄢ⛯ࡢ⚗Ṇࠊᕞ㝿ࡢ⮬⏤

4
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ղ ᆅ᪉⮬ᅋయࡢ✀㢮ࡣࠊἲᚊ࡛ࡇ
ࢀࢆᐃࡵࡿࠋ
➨㸯㸯㸶᮲㹙ᆅ᪉㆟㹛
ձ ᆅ᪉⮬ᅋయ㆟ࢆ⨨ࡃࠋ
ղ ᆅ᪉㆟ࡢ⤌⧊ࠊᶒ㝈ࠊ㆟ဨ㑅ᣲ
ཬࡧᆅ᪉⮬ᅋయࡢ㛗ࡢ㑅௵᪉ἲࠊ

ྜࡍࡿࡓࡕ࡛ಖ㞀ࡉࢀࡿࠋ
ղ 㐃㑥ࡣࠊάືࡍࡿ㝿ࠊ⮬య
࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿࠋ
ճ 㐃㑥ࡣࠊࡑࡢ㝿ࠊ㒔ᕷ࣭㒔ᕷᅪ࣭
ᒣᓅᆅᇦࡢ≉Ṧ≧ἣ㓄៖ࡍࡿࠋ

ࡑࡢᆅ᪉⮬ᅋయࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ
㛵ࡍࡿ㡯ࡣࠊἲᚊ࡛ࡇࢀࢆᐃࡵ
ࡿࠋ

ձ ᆅ᪉⮬ᅋయࡣࠊఫẸࡢ⚟㛵
ࡍࡿົࢆฎ⌮ࡋࠊ㈈⏘ࢆ⟶⌮ࡍࡿࠋ
ἲ௧ࡢ⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊ⮬㛵ࡍ
ࡿつᐃࢆไᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࡞࠸ࠋ

➨㸳㸮᮲
ձ ⮬యࡢ⮬ࡣࠊ࢝ࣥࢺࣥἲ㐺

⤫ἲ㸦 ᖺ㸧

༢୍ᅜᐙ

ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ

⥆ࡢㅖཎ⌮ࡣࠊἲᚊ࡛ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋ⮬యࡢࡑࡢࡢၥ㢟㛵ࡍ
ࡿᶒ㝈ཬࡧ⩏ົ㛵ࡍࡿつᐃࡶࠊྠᵝ
ἲᚊ࡛つᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

➨㸯㸯❶ ྖἲཬࡧ୍⯡⾜ᨻ
➨㸵᮲ 㹙⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⊂❧㹛
ᅜࠊ⮬యࡢ㆟Ỵᶵ㛵ཪࡣබⓗᶵ
㛵ࡣࠊ⚾ேⱝࡋࡃࡣ⮬యᑐࡍࡿබ
ᶒຊࡢ⾜ⱝࡋࡃࡣἲࡢ㐺⏝㛵ࡋࠊ
≉ᐃࡢ௳ࡘ࠸࡚⾜ᨻᶵ㛵ࡀࡢࡼ
࠺࡞ฎศࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࢆ
Ỵᐃࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

➨㸯㸱❶ ᡓதཬࡧᡓதࡢ༴ᶵ
➨㸯㸱᮲㹙⮬యࡢ㆟Ỵᶒࡢไ㝈㹛
⋤ᅜࡀᡓதⱝࡋࡃࡣᡓதࡢ༴㝤ࡉ
ࡽࡉࢀࠊཪࡣᡓதⱝࡋࡃࡣᡓதࡢ༴㝤
ࢆࡶࡓࡽࡍ༴ᶵⓗ≧ἣ࠶ࡿࡁ
ࡣࠊ⮬యࡢ㆟Ỵᶒࡣࠊἲᚊつᐃࡍ

㸯 ྛ㑥ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
ᕷ⏫ᮧࡣࠊ⮬⾜ᨻࡢᶒࢆ᭷ࡍࡿ
ᆅᇦᅋయ࡛࠶ࡾࠊྠ⾜ᨻ⟶㎄༊
ᇦ࡛࠶ࡿࠋྛᅵᆅࡣࠊᕷ⏫ᮧᒓࡉ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ᕷ⏫ᮧࡣ⊂❧ࡢ⤒῭ᅋయ࡛࠶ࡿࠋ
ᕷ⏫ᮧࡣࠊ㐃㑥ཬࡧ㑥ࡢ୍⯡ⓗ࡞ἲ
ᚊࡢ⠊ᅖෆ࡛ྛ✀ࡢ㈈⏘ࢆᡤ᭷࣭ྲྀ
ᚓ࣭ฎศࡋ⤒῭ⓗᴗࢆ⤒Ⴀࡋࠊ୪
ࡧ㈈ᨻ᠇ἲࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡑࡢ㈈ົࢆ
⊂❧ࡋ࡚ᇳ⾜ࡋࠊබㄢࢆᚩࡍࡿᶒ
ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸱 ேཱྀⓒே௨ୖࢆ᭷ࡍࡿᕷ⏫ᮧ

ࡵࠊ⛯ࢆ㈿ㄢࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

➨㸶❶ ἲᚊࡑࡢࡢつ๎
➨㸳᮲㹙⮬య㹛
ᅜᅵࢆ⮬య㓄ศࡍࡿㅖཎ⌮ࡢኚ
᭦ࠊ⮬యࡢ⤌⧊ཬࡧㄢ⛯㛵ࡍࡿᡭ

యᆅᇦⓗ⮬యࡀ࠶ࡿࠋ⮬య
࠾ࡅࡿỴᐃᶒࡣࠊ㑅ᣲࡉࢀࡓ㆟
ࡀ⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰 ⮬యࡣࠊࡑࡢ௵ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓ

ฎ⌮ࡍࡁົࢆつᚊࡍࡿᶒ㝈ࡣࠊ
ᮏ᠇ἲࡢ⥲๎ᚑ࠸ࡇࢀࢆᐃࡵࡿࠋ
㸱 ࣮࢜ࢫࢺࣜᕷ⏫ᮧ㐃ྜཬࡧᕷ㐃
ྜࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢ┈ࢆ௦⾲ࡍࡿ㈨᱁
ࢆ᭷ࡍࡿࠋ

➨㸯㸯㸴᮲㹙ᕷ⏫ᮧࡢᛶ᱁ࠊᶒ⬟㹛

ඹᅋయࢆ࠸࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
㸰 㐃㑥ࡢᶒ㝈᫂♧ⓗᐃࡵࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸㝈ࡾࠊ㑥ࡢ❧ἲࡣࠊᮏ❶ࡢ௨
ୗࡢつᐃࡢཎ๎ᇶ࡙࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧ
ἲࢆᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨㸯㸯
㸶᮲ཬࡧ➨㸯㸯㸷᮲ࡼࡾᕷ⏫ᮧࡀ

ෆ࡛ࠊ┦༠ຊࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺ࠋ

➨㸯㸯㸳᮲㹙ᕷ⏫ᮧࡑࡢᐃࡵ㹛
㸯 ௨ୗ࠾࠸࡚ᕷ⏫ᮧࡣࠊᆅ᪉බ

➨㸰㸰᮲㹙බࡢᶵ㛵┦㛫ࡢ༠ຊ⩏ົ㹛
 ➨㸯❶ ᠇ἲࡢᇶᮏཎ๎
㐃㑥ࠊ㑥ཬࡧᕷ⏫ᮧࡢࡍ࡚ࡢᶵ㛵 ➨㸵᮲㹙⮬య㹛
ࡣࠊࡑࡢἲᚊ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᶒ㝈ࡢ⠊ᅖ 㸯 ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ⋤ᅜࡣࠊᇶ♏ⓗ⮬

࣮࢜ࢫࢺࣜ㐃㑥᠇ἲ㸦 ᖺ㸧

㡑Ẹᅜ᠇ἲ㸦 ᖺ㸧

➨㸶❶ ᆅ᪉⮬
➨㸯㸯㸵᮲㹙ᆅ᪉⮬ᶒࠊᆅ᪉⮬ᅋ
యࡢ✀㢮㹛

ࢫࢫ㐃㑥᠇ἲ㸦 ᖺ㸧

㐃㑥ไ

㐃㑥ไ

࣮࢜ࢫࢺࣜ

㡑ᅜ
༢୍ᅜᐙ

ࢫࢫ

➨㸳㹟᮲㸦⿵ᛶ㸧
ᅜᐙົࡢ㓄ศᐇ⌧㝿ࡋ࡚ࡣࠊ
⿵ᛶࡢཎ๎ࡀᑛ㔜ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ



ୠݰнМУѝ൯ုહн߶Ыѝळေрࠨ෨̢̣ș

ᮧࡣࡑࡢࣂࣛࣥ࢞ࡢάືࡀࠊ࠼ࡽ
ࢀࡓᶒ⬟ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡞࠸ࡼ࠺㓄៖ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

➨㸳⠇㹙㈈ᨻ⮬ᶒ㹛


➨㸲⠇㹙ᆅ᪉ᨻᗓࡢ┘╩㹛
⤫㡿ࡣᆅ᪉ᨻᗓᑐࡋ୍⯡┘╩ᶒ
ࢆ⾜ࡍࡿࠋ┴ࡣࡑࡢᕷ⏫ᮧࡢࠊᕷ⏫

චࠊ௵ᮇࠊሗ㓘ࠊᶒ⬟ཬࡧ⩏ົࠊ࡞ࡽ
ࡧᆅ᪉ᅋయࡢ⤌⧊㐠Ⴀ㛵ࡍࡿ
ࡢ୍ษࡢ㡯ࡘࡁつᐃࢆ࠾ࡃࡶࡢ
ࡍࡿࠋ

ᅜࡣᆅ᪉⮬ἲࢆไᐃࡋࠊศᶒไ
ゎ⫋ㄳồࠊேẸⓎࠊᢎㄆᢞ⚊ࡢᶵ
ᵓࢆഛ࠼ࡓࠊᑐᛂᛶ㈐௵ᛶࡢ࠶ࡿᆅ
᪉ᨻᗓࡘࡁつᐃࢆ࠾࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡲࡓྠἲࡼࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢᆅ
᪉ᨻᗓ༢ࠊᶒ㝈ࠊ㈐௵ཬࡧᡭẁࢆ
㓄ศࡋࠊᆅ᪉බົဨࡢ㈨᱁ࠊ㑅ᣲࠊ௵


➨㸰⠇㹙ᆅ᪉⮬ᶒ㹛
ᆅ᪉⮬యࡣࠊᆅ᪉⮬ࡢᶒ⬟ࢆ᭷
ࡍࡿࠋ

➨㸱⠇㹙ᆅ᪉⮬ἲ㹛

ࡿࠋ

➨㸯㸮᮲ ᆅ᪉ᨻᗓ
➨㸯⠇㹙⮬యࡢ✀ู㹛

➨㸰᮲ ㅖཎ⌮ᅜ⟇ࡢᐉゝ
➨㸰㸳⠇㹙ᆅ᪉⮬㹛 
ᆅ᪉ᨻᗓ࠾ࡅࡿ⮬ࡣಖ㞀ࡉࢀ

ࣇࣜࣆࣥඹᅜ᠇ἲ㸦 ᖺ㸧

༢୍ᅜᐙ

ࣇࣜࣆࣥ
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➨㸰㸮⠇㹙⮬༊ࡢ❧ἲ㡯㹛



6


➨㸯㸶⠇㹙⤌⧊ἲࡢไᐃཬࡧఫẸᢞ⚊㹛


➨㸯㸷⠇㹙⤌⧊ἲࡢไᐃᮇ㝈㹛

㑅ᣲᶒཬࡧ⿕㑅ᣲᶒࡢせ௳ࡣࠊ㑥㆟
ࡢ㑅ᣲἲ࠾ࡅࡿࡼࡾࡶཝࡋࡃᐃ
ࡵࡽࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ͐㑥ࡀせ௳ࢆ
ᐃࡵࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑅ᣲᶒཬࡧ⿕㑅
ᣲᶒࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ㐃ྜࡢࡢᵓᡂ
ᅜࡢᅜẸࡶㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡍ
ࡿࠋ͐
㸱 ᕷ⏫ᮧ㆟ࡢ㆟Ỵࡣࠊ㆟Ỵཧຍ
㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿฟᖍ㆟ဨࡢ༢⣧ከᩘỴ
ࢆᚲせࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡃᐃࡵ
ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀ␗࡞ࡿ㆟Ỵ


➨㸯㸴⠇㹙⤫㡿ࡼࡿ┘╩㹛

➨㸯㸵⠇㹙୰ኸᨻᗓࡢᶒ㝈␃ಖ㹛


⮬༊

➨㸯㸳⠇㹙ᵓᡂ㹛

➨㸯㸱⠇㹙ᆅ᪉ᨻᗓࡢ┦༠ຊ㹛

➨㸯㸲⠇㹙ᆅᇦ㛤Ⓨ㆟㹛

➨㸯㸰⠇㹙┴ᕷࡢ㛵ಀ㹛


➨㸯㸯⠇㹙㒔ᕷᅪᕷ⏫ᮧࡢタ⨨㹛


➨㸷⠇㹙ᆅ᪉㆟ࡢ㑅ᣲ༊㹛

➨㸯㸮⠇㹙ᆅ᪉ᅋయࡢ⮬❧㹛


ࡿ᪉ἲࡼࡾ⾜ࡉࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ 
➨㸴⠇㹙ᅜ⛯ࡢ㓄ᕸ㹛

➨㸵⠇㹙ᅜᐙ┈ࡢ㓄ศ㹛

➨㸶⠇㹙ᆅ᪉⿕㑅ᣲ⫋ࡢ௵ᮇ㹛


ࡓࡔࡋࠊ㑥ἲᚊࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢ༊ᇦෆ
ఫᡤࢆ᭷ࡍࡿࡀࡓࡿఫᡤࢆ᭷ࡋ
࡞࠸ᅜẸࡶ㑅ᣲᶒࢆ᭷ࡍࡿ᪨ࠊᐃࡵ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㑅ᣲἲ࠾࠸࡚ࡣࠊ

㸰 ᕷ⏫ᮧ㆟ࡢ㑅ᣲࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢ༊
ᇦࡓࡿఫᡤࢆ᭷ࡍࡿࡍ࡚ࡢᅜ
Ẹࡢᖹ➼࣭┤᥋࣭⛎ᐦ࣭ᮏேẚ㑅
ᣲᶒࡢཎ๎ᇶ࡙࠸࡚ࠊࡇࢀࢆ⾜࠺ࠋ

E ᕷ⏫ᮧ⌮ࠊ⮬ἲࢆ᭷ࡍࡿ
ᕷ࠶ࡗ࡚ࡣᕷཧ
F ᕷ㛗

ࡼࡗ࡚㑅ᣲࡉࢀࡓ୍⯡ⓗ௦㆟ᶵ
㛵

タࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
D ᕷ⏫ᮧ㆟㸫ᕷ⏫ᮧࡢ㑅ᣲᶒ⪅

➨㸯㸯㸴㹟᮲㹙ᕷ⏫ᮧ⤌ྜ㹛

➨㸯㸯㸵᮲㹙ᕷ⏫ᮧࡢᶵ㛵㹛
㸯 ᕷ⏫ᮧࡢᶵ㛵ࡋ࡚ࠊḟࡢࡶࡢࡣ



ࡣࠊ㑥ࡢ┈ࡀᐖࡉࢀ࡞࠸ࡁࡣࠊ
ࡑࡢ⏦ฟᇶ࡙ࡁࠊ㑥ࡢἲᚊࡼࡗ
࡚ࠊ⮬ἲ㸦ᕷἲ㸧ࢆタࡅࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇࡢἲᚊࡢ㆟Ỵࡣࠊ㐃㑥ᨻ
ᗓࡢྠពࢆᚓࡓሙྜࡢࡳࠊࡇࢀࢆ
බᕸࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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➨㸯㸱㸵᮲㹙᠇ἲุ㡯ࡑࡢ୍ࠊ⾜
ᨻయᑐࡍࡿ㈈⏘ୖࡢㄳồࡢ
ุ㹛
᠇ἲุᡤࡣࠊ㐃㑥ࠊ㑥ࠊᆅ༊ࠊᕷ
⏫ᮧཬࡧᕷ⏫ᮧ⤌ྜᑐࡍࡿ㈈⏘ἲୖ
ࡢㄳồ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㏻ᖖࡢッゴᡭ⥆࠾

ࡧἲᚊ࡛ᐃࡵࡽࢀࡓࡑࡢࡢἲయ
ࡢ㈈ົᇳ⾜≧ἣࡢ᳨ᰝࡣࠊィ᳨ᰝ
㝔ࡢ⫋ົ࡛࠶ࡿࠋ
㸰 㸦␎㸧


➨㸯㸰㸯᮲㹙㈈ົ┘╩ᶵ㛵ࡋ࡚ィ
᳨ᰝ㝔㹛
㸯 㐃㑥ࠊ㑥ࠊᕷ⏫ᮧ⤌ྜࠊᕷ⏫ᮧཬ

࡚┘どᶒࢆ⾜ࡍࡿࠋ
㸰 㑥ࡣࠊࡇࡢࠊᕷ⏫ᮧࡢ㈈ົ
ᇳ⾜ࢆࠊࡑࡢ⠇ೝᛶࠊ⤒῭ᛶཬࡧྜ
┠ⓗᛶࡘࡁᑂᰝࡍࡿࠋ͐

㡿ᇦࢆទᝋࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊἲᚊୖᕷ
⏫ᮧࡢ㈐ົ࡞ࡗ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆᒚ⾜
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡘࡁࠊᕷ⏫ᮧᑐࡋ

㡿ᇦࡢฎ⌮࠾࠸࡚ἲᚊཬࡧ௧
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠊࡃࡑࡢάື

➨㸯㸯㸷㹟᮲㹙㐃㑥ཬࡧ㑥ࡢ┘どᶒ㹛
㸯 㐃㑥ཬࡧ㑥ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡀᅛ᭷άື

ฟࡍࡿࠋ㑥᠇ἲࡣࠊᕷ㆟ࡢ㑅ᣲᶒ
ࢆ᭷ࡍࡿᅜẸࡀᕷ㛗ࢆ㑅ᣲࡍࡿ᪨ࠊ
ᐃࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨㸯㸯㸵᮲㹙ᕷ⏫ᮧࡢάື㡿ᇦ㹛

ࡢせ௳ࢆᐃࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸲 㸦␎㸧
㸳 ᕷ⏫ᮧ㆟࠾࠸࡚௦⾲ࡉࢀࡿ㑅
ᣲᨻඪࡣࠊࡑࡢໃຊᛂࡌ࡚ࠊᕷ⏫
ᮧ⌮࠾ࡅࡿ௦⾲ࢆㄳồࡍࡿᶒ
ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
㸴 ᕷ㛗ࡣࠊᕷ㆟ࡢ㑅ᣲࡼࡗ࡚㑅
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㡯ࡼࡿᕷ⏫ᮧ┘どᐁᗇࡢ௧ࡢ㐪
ἲᛶࡘ࠸࡚ࡣ㛵ಀᕷ⏫ᮧࡢ⏦❧࡚
ࡼࡗ࡚ࡶࠊุࢆ⾜࠺ࠋ͐
㸰㹼㸴 㸦␎㸧

௧ࡢ㐪ἲᛶࡘ࠸࡚ࡣ㐃㑥ᨻᗓࡢ
⏦❧࡚ࡼࡗ࡚ࡶࠊ➨㸯㸯㸷㹟᮲㸴

ᐁᗇࡢ௧ࡢ㐪ἲᛶࡘ࠸ุ࡚ࢆ
⾜࠺ࠋ᠇ἲุᡤࡣࠊ㑥⾜ᨻᐁᗇࡢ

࠸࡚ࡣỴᐃࡉࢀࡎࠊ⾜ᨻᐁᗇࡢฎศ
ࡼࡗ࡚ࡶゎỴࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ
ุࡍࡿࠋ

➨㸯㸱㸷᮲㹙ࡑࡢ㸲ࠊ௧ࡢ㐪ἲᛶࡢ
ᑂᰝ㹛
㸯 ᠇ἲุᡤࡣࠊุᡤⱝࡋࡃࡣ⊂
❧⾜ᨻ㝔ࡢ⏦❧࡚ᇶ࡙࠸࡚ࠊࡓࡔ
ࡋᙜヱ௧ࡀ᠇ἲุᡤಀᒓ୰ࡢ
௳㐺⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿሙྜ
ࡣ⫋ᶒࡼࡗ࡚ࠊ㐃㑥ཪࡣ㑥ࡢ⾜ᨻ
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