学生の確保の見通し等を記載した書類

１ 学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況
（１）学生の確保の見通し
ア 定員充足の見込み
①入学定員設定の考え方
現在，芸術文化学群（以下「本学群」という。
）では入学定員 250 人，収容定員 1,000
人としている。これを，平成 30 年度からは入学定員を 400 人，収容定員 1,600 人に増員
することとした。
本学ではこれまで，近年の人口減少社会による急激な社会的変化に対応するため，大
学改革に積極的に取り組んできた。平成 27 年度には『学校法人桜美林学園第２次中期目
標（平成 27 年度～平成 32 年度）
（以下「中期目標」という。）
』を策定し，
「グローバル
時代における教育の深化」
，「経営基盤の確立」，「桜美林コミュニティの強化」の３つの
重点礎石を定め，次世代を支える人材育成の担い手となり得るよう取り組んでいる。
現在，本学群には，
「演劇専修」「音楽専修」「造形デザイン専修」「映画専修」という
４つの専修を置いているが，上記の中期目標に基づいて検討を重ね，これを新たに「演
劇・ダンス専修」「音楽専修」「ビジュアル・アーツ専修」という，それぞれの学問分野
が隣接し合う３つの専修に再編成する。学生が自らの関心に基づく学問分野を選択し，
講義科目で理論的にその体系等を理解した上で，演習科目や実技科目でプロフェッショ
ナルの世界を体験させることで，より実践的な知識と技術の修得を目指す。また，特定
の分野に偏ることの無い横断的な学修を可能としたカリキュラム構成とすることで，芸
術文化という学問を広くかつ深く学修することが可能となる。
各専修においては，従前どおり定員は設けない。どの学問分野を専ら学修していくか
については，入学時に決定するのではなく，学修を進める過程において学生自らが選択
することに重きを置いているためである。幅広くかつ深く，複合的に芸術文化を学ぶ中
で，学生各々の興味，関心，意欲に対応することを可能としている。
但し，各専修において十分な質を保った教育を行う必要があるため，大まかな内訳と
しての定員の目安を設けている。現行の４専修と再編成後の３専修の１学年あたりの学
生数は下表（表１）のとおりである。
【表１：各専修の１学年あたりの学生数】
〔現行〕
専修名

演劇専修

音楽専修

造形デザイン専修

映画専修

学生数

100 人程度

40 人程度

60 人程度

50 人程度
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〔再編成後〕
専修名

演劇・ダンス専修

音楽専修

ビジュアル・アーツ専修

学生数

180 人程度

70 人程度

150 人程度

なお，学生数の合計は各専修の学生数が前後しても十分に教育の質を担保して対応す
ることができるよう設定している。
本学群の専任教員数は 27 人である。大学設置基準第 13 条に規定される必要専任教員
数 18 人（教授９人）を大きく上回る配置とすることにより，きめ細やかな教育を行う体
制を整えている。職位の内訳は，教授 17 人，准教授７人，講師２人，助教１人である。
上記のうち，今回の収容定員学則変更認可申請（以下「収容定員増」という。）に伴う新
規採用は２人である。現在，本学全体としては必要専任教員数の 1.5 倍程度の専任教員
を配置している。また，本学は研究組織である「学系」と教育組織である「学群」を分
離し，教員の所属は学系としている。言い換えるなら，
「学系に所属し，学群に教えに行
く」という体制を整備している。そのため，大学全体として俯瞰すると，量的に十分な
教員をもって各教育組織の授業を担当しているので，今回の収容定員増に関して支障は
無く，教育の質を担保することが可能となっている。なお，本学群の専任教員のうち完
成年度末までに定年退職を迎える者については，大学全体の人事計画に則って適切に採
用を行うこととしており，この点からも問題は無い。
施設・設備面からは，本学群は町田キャンパスを中心に，大学全体で現在 103,529.67
㎡の校舎面積を有している。多くは既設学群との共用となるが，今回の収容定員増を踏
まえても，大学設置基準上の要件を十分に満たしている。また，中期目標において新施
設の建設や既存校地の整備，施設の更新をマスタープランに沿って進め，教育研究環境
の整備を行っていくこととしている。講義室・演習室等については，教育課程の特色，
教育方法を踏まえ専修ごとに専用のホール，スタジオ，レッスン室，練習室，自習室，
ＡＶ教室，編集室等の実技・実習科目に適した施設を収容定員の増加分に対応して整備・
拡充することとしている。講義科目については，一部を既設学群と共通使用する計画で
あるが，授業科目の登録者数や講義形態の確認を行い，教室の割り当てを適切に行うこ
とで収容定員増に対応して教室数を確保し，学生に不利益の無いようにしている。
さらに，上記の状況を踏まえて設定した入学定員 400 人について，安定的に確保する
ことができるという見通しの根拠として，第三者機関によるアンケート調査を実施した。
詳細は後項において述べるが，収容定員増初年度となる平成 30 年度の主な受験対象者で
ある高校２年生に対して実施したアンケート調査において，
「合格した場合，入学したい」
という本学群に対する強い進学意欲を示した回答は 611 人に及ぶ結果を得ることができ
た。これに加え，後項において詳述する外部資料からみた同系統学部の募集状況及び入
学定員充足率の分析の結果から，本学群が含まれると想定される「芸術系・芸術学部」
は，安定的に入学者を確保できる分野であることが分かった。また本学群の過去５年間
における志願者数の推移及び入学定員充足率からも，安定的に入学定員を満たしている
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状況であることが分かった。
以上のことから，入学定員 150 人，収容定員 600 人を増加した場合でも，入学者選抜
に支障の無い志願者数を確保し，学生の質を落とすことなく長期的かつ安定的に定員を
充足することは可能であると判断した。
②定員を充足する見込み
１）高校生アンケート調査結果における学生の確保の見通し
前項の
「入学定員設定の考え方」及び 18 歳人口減少等による社会的情勢を鑑みつつ，
より客観的な定員充足の見込みについて担保するため，第三者機関である株式会社紀
伊國屋書店及び株式会社高等教育総合研究所に調査を依頼した。
（資料１，別添）
本学の学生募集基盤となる関東近県と沖縄県の高等学校に通学する高校２年生を対
象に実施したアンケート結果では，本学群を「受験したい」と回答した生徒は 1,656
人（全体の 10.0％）であった。この 1,656 人に対し，
「合格した場合，入学したいです
か」と問うたところ，611 人（36.9％）から「合格した場合，入学したい」と強い入学
意欲を示す結果を得ることができた。この結果は入学定員 400 人を十分に上回るもの
である。この他，調査を実施していない東京，神奈川県内の高等学校や，関東近県以
外の高等学校からも多数受験することが予見されることから，十分な定員充足が見込
まれる。
さらに，
「受験しない」を選択した生徒のうち，2,601 人（17.9％）は「興味・関心
のある分野だが，他大学への進学を希望しているから」，834 人（5.7％）は「興味・関
心のある分野だが，更に詳細を知った上で検討したいから」と回答している。これは，
アンケート用紙（資料１，別添）に記載された情報だけで回答しているためであると
考えられるため，後項において詳述する広報活動において，高校訪問や出張講義等の
積極的展開とオープンキャンパスの更なる充実を図っていくことで，より安定した定
員の充足を見込むことができる。
２）外部資料からみた同系統学部の募集状況及び入学定員充足率
資料２（別添）は，日本私立学校振興・共済事業団が公表している「私立大学・短
期大学等入学試験動向（平成 26 年度から平成 28 年度まで）
」の「芸術系の動向」であ
る。これは，私立大学の各学部を系統別に区分したもののうち，芸術系に区分された
「音楽学部」
，
「芸術学部」
，
「造形学部」，
「デザイン学部」，
「その他」の平成 26 年度か
ら平成 28 年度までの入試動向が分かるデータとなっている。平成 26 年度から平成 28
年度までの３年度間における入学定員充足率を見ると，まず，音楽学部はそれぞれ
84.68％，86.82％，86.28％となっている。次に，芸術学部は 105.06％，103.81％，
106.75％となっている。造形学部は 95.77％，98.53％，97.34％，美術学部は 91.30％，
92.80％，96.73％，デザイン学部は 100.53％，103.40％，102.88％という状況となっ
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ている。芸術系全体では 95.53％，96.40％，97.51％と，若干ではあるが定員割れを起
こしていることが見て取れるが，この３年度間の入学定員充足率は漸増してきており，
回復傾向にあることも分かる。なお，本学群が含まれると想定される芸術学部の入学
定員充足率は 105％前後で推移していることから，芸術系の中において好調な分野であ
り，かつ安定的に入学者を確保できる分野であることが分かる。
資料３（別添）は，
「日本私立学校振興・共済事業団 私立大学等入学志願の過去５
年間の動向」のうち，
「芸術系」に区分される学部を過去５年間分抽出・作成したデー
タである。芸術系全体でみると，平成 24 年度の 41,424 人から 40,047 人へと僅かなが
ら志願者数が減少している。
下表（表２）は，本学群の平成 24 年度から平成 28 年度までの過去５年間における
志願者数の推移である。平成 24 年度以降，入学定員 250 人に対し，志願者数は平成 26
年度までは 550 人前後で推移してきた。しかし，広報活動の改善等により平成 27 年度
以降は 709 人，995 人となっており，志願者数が急増してきていることが分かる。さら
に，平成 29 年度入試においては 1,244 人の志願者数を得ることができ，加速度的に志
願者数を増加させている。前述したように，私立大学の芸術系における入学定員充足
率や志願者の推移と比較すると，本学群における学生募集が好調であることがこの資
料からも分かる。また，入学定員充足率をみると，平成 24 年度のみ 100％を割り込ん
でいる。これは，一般入学者選抜及び大学入試センター試験利用入学者選抜において
合格者の歩留まり率が想定より低くなったことによるものである。なお，平成 23 年度
以前及び平成 25 年度以降は，安定的に入学定員を満たしている状況にある。
【表２：本学群の志願者数等の推移】
年度

入学定員

志願者数

志願倍率

入学者数

入学定員
充足率

平成 24 年度

250

594

2.38

245

98.0%

平成 25 年度

250

565

2.26

255

102.0%

平成 26 年度

250

536

2.14

265

106.0%

平成 27 年度

250

709

2.84

279

111.6%

平成 28 年度

250

995

3.98

292

116.8%

平成 29 年度

250

1,244

4.98

－

－

イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要
定員を充足する根拠となる客観的なデータについては，前述の第三者機関に対し，次
のような調査を依頼した。
調査に際しては，平成 30 年度の大学入試において主な志願者層となり得る平成 28 年
度の高校２年生をアンケートの調査対象に，本学に過去３年間において志願実績が平均
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２人以上いる高等学校及び芸術系のコース・課程等を有する高等学校で，関東近県（東
京都，神奈川県，茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，山梨県，長野県，静岡県）
と沖縄県に所在する 1,277 校にＦＡＸにて実施を依頼した。その後，329 校からの回答の
うち 121 校から実施の承認を得ることができ，アンケート用紙を送付した。各高等学校
において調査対象である高校２年生にアンケート用紙を配付の上，回答後その場で回収
し，有効回答 16,566 件を得ることができた。志願実績のある高等学校からの回答という
こともあり，客観性は十分に担保されている。
調査内容については，資料１（別添）の通りである。本学群の概要において，「学群の
名称」，
「収容定員増加の時期」，
「入学定員」，「所在地」，「養成する人材像」，「教育の特
色」
，
「卒業後の進路」
，
「学費」
，
「競合する大学・学部・学科の名称」について明示した。
問６において，本学群の概要を読んだ上で受験の意思について質問した。その結果，
「受
験したい」との回答が 10.0％，1,656 人，
「受験しない」が 87.8％，14,544 人であった。
これは，対象となる高等学校の層が多様であることや，学問分野が芸術という特定の分
野において興味・関心の有無が明確になりやすい中での調査結果であることを踏まえる
と遜色の無い結果であると判断することができる。
問７以降，問９までの３問については，問６で受験したいと回答した層に対し，次の
ように質問した。
問７では，本学群の特色について興味・関心をもった内容を複数回答可の形式で質問
した。最も多かった回答は，
「多様な芸術分野を学べる」が 52.2％，864 人であった。次
に，
「第一線で活躍しているアーティストから学べる」が 20.6％，345 人，
「音楽や美術
の教員免許（中学校・高等学校）が取得できる」が 16.6％，275 人という結果を得た。
最も多い回答となった「多様な芸術分野を学べる」については，本学群が学群制を採用
していることによって隣接領域の他の分野も同時に学修することができることが，アン
ケートに記載した僅かな情報の中で一定程度の理解を得ることができたものと考えられ
る。この他，第一線のアーティストによる指導，資格（教員免許）取得が挙げられてお
り，これらの期待に応えるためにも，着実に本計画を進行させていく。
問８では，本学群に合格した際の入学意思について質問した。その結果，
「入学したい」
が 36.9％，611 人，
「併願大学の結果によっては入学したい」が 61.6％，1,020 人であっ
た。受験したい層は，問７において本学群へ様々な興味・関心を抱いており，第一志望
若しくは併願大学の結果によって本学への入学意志があることを改めて確認することが
できた。なお，
「入学したい」は本学群を第一志望としていることが考えられ，予定して
いる入学定員 400 人を大きく上回る 611 人から本学群に対する強い入学意志を有してい
ることが確認できた。加えて，
「入学したい」及び「併願大学の結果によっては入学した
い」の各回答と問１の居住地における回答をクロス集計したところ，
「入学したい」と回
答した 611 人のうち，150 人が「東京都」，313 人が「神奈川県」に居住している高校生
であることが分かった。これは，本学に自宅からの通学が可能といえる地域に居住して
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いる高校生の入学意欲のみで考えても，予定している入学定員 400 人を上回る結果を得
ることができたことから，本学群が「地元」の高校生に対して一定程度の認知がされて
いることの証左でもあるといえる。
さらに問９において，入学する際に興味のある専修について複数回答可の形式で質問
したところ，
「演劇・ダンス専修」が 33.9％，562 人，
「音楽専修」が 35.8％，593 人，
「ビ
ジュアル・アーツ専修」が 36.8％，609 人という結果となり，各専修間において差はみ
られなかった。また，入学意欲別にクロス集計を行ったところ，
「入学したい」のみでは
「演劇・ダンス専修」が 232 人，
「音楽専修」が 209 人，
「ビジュアル・アーツ専修」が
225 人であり，強い入学意志を示す回答においても各専修間で差が無いことが確認できた。
なお，問 10 では，問６で本学群への受験の意思に関する設問において「受験しない」
と回答した層に対して，
「受験しない理由」を複数回答可の形式で質問した。最も多かっ
た回答は，
「興味・関心のある分野ではないから」が 65.8％，9,573 人であった。次に，
「興味・関心のある分野だが，他大学への進学を希望しているから」が 17.9％，2,601
人，
「卒業後の進路として，大学への進学を考えていないから」が 10.6％，1,542 人と続
く結果であった。分野については，対象となる高等学校の層が多様であることや文系・
理系が混在する中では止むを得ないものと認識している。
その一方で，２番目に多い回答となった「他大学への進学を希望している」や「更に
詳細を知った上で検討したいから」との回答については，アンケート用紙に記載された
ごく限られた情報のみを基にしてアンケートを回答しているためと考えられる。これに
ついては，後述しているように広報活動の体制や内容の充実を図っていくことによって
より多くの情報を提供し，本学群の魅力を最大限にアピールすることによって，さらに
多くの志願者，入学希望者を獲得することが可能であると判断することができる。
（２）学生確保に向けた具体的な取組状況
本学群では，入学者受入れの方針を次のように定め，求める学生像を明確にしている。
［入学者受入れの方針］
（アドミッション・ポリシー）
グローバル化する社会において，他者理解を行う上で人間の営みと密接な関わ
りを持つ文化に対して，理論や歴史，表現を学ぶことは，多様な文化的背景を持
つ人々とともに生きる力を身につけることになります。また，様々な創作活動の
中で行われる試行錯誤は，予測困難な問題を解決に導くことのできる素養を高め
ることとなり，こうした力を持つ人材が，これからの社会で求められます。
一方，芸術の創作活動を通じて社会における芸術文化の発展に寄与する人材，
専門家として作品やパフォーマンスを提供する人材は，高度な知識基盤社会にお
いて必要不可欠な存在であります。
本学群は，学群制という教育システムを通して，
「演劇・ダンス」
「音楽」
「ビジ
ュアル・アーツ」の三つの隣接する学問領域を配置し，自らが深い興味関心を抱
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いた表現やコミュニケーション方法と向き合う中で，必要とされる専門的知識と
技術を身につけていきます。
〔求める学生像〕
本学群では，この教育の考えに共感し，学群での学修や経験を通して，成長を
望む人たちを国や地域を問わず求めます。
また，ここでの学びをはじめようとする人たちには，以下の素養を身につけて
おくことを求め，各選抜において，その資質をはかります。
・高等学校までに身につけておくべき基礎学力を有する者
・創作活動や芸術鑑賞を通して，芸術の学術的な学びに求められる意欲と関心
を有する者
・自ら進んで学ぶ強い意欲と自立心を有する者
・芸術，文化，人，表現，コミュニケーション等に強い関心を持ち，創作活動
やアートマネジメント等に積極的に挑戦する意欲を有する者
・建学の理念を理解し，他者に奉仕し，ともに向上する意欲を有する者
人口減少社会に伴う急激な少子化の影響の煽りを受けることなく，この方針に適う学生
を安定的かつ長期的に確保していくためには，重層的な広報活動の積極的展開が肝要であ
ることは言うまでもないことである。これらを踏まえ，次の体制及び内容等により取り組
んでいくこととしている。
①広報活動の体制
学長を中心として，本学群専任教員及び募集広報活動の主管部署である入試事務室職
員の他，全学的な教職協働体制により，本学群への進学意欲の向上のための広報活動を
展開する。
教員は，主として高等学校への出張講義や高等学校への訪問を中心に行う。実際の教
育・研究を行う教員としての視点で，本学群の入学者受入れの方針に共感して入学した
学生を育成するためにどのような教育を行っていくのかを，高等学校の教員及び生徒等
に示していく。これに加え，高等学校での進学説明会や会場等で行われる進学相談会等
にも職員とともに積極的に参加し，より魅力的な情報の発信を行う。
職員は，オープンキャンパスをはじめとする各種イベントの企画，広報媒体掲載の準
備等を行いつつ，全国の高等学校訪問，進学ガイダンスや進学相談会等に積極的に参加
することとしており，全学的なチーム体制をもって臨むこととしている。
②広報活動の内容
１）高校訪問
本学に自宅から通学できる範囲内にある東京都及び神奈川県を中心として，埼玉県，
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千葉県，山梨県東部，静岡県東部に所在する高等学校を定期的に訪問する。訪問に際
しては進路指導担当教諭に広報活動を行いつつ，当該年度の受験生の進路志望状況等
の情報収集も併せて行う。しかし，本学群は芸術を学修するという特性から，本学他
学群とは少し異なり，比較的全国各地の高等学校からの志願及び進学の実績があるこ
とから，積極的に訪問する。訪問に際しては，当該地域で開催される進学説明会の前
後に各高等学校を訪問し，進学説明会への参加の要請や，進路担当教諭だけでなく本
学への進学希望者がいる場合は，当該生徒との面談も行い，教育内容や入試の実施方
法等についての相談を行う。
全国各地における高校訪問は，教職員だけでなく，本学卒業生や本学在学中の学生
の保護者の協力も得て実施する。本学では在学中の学生の保護者の組織を地域ごとに
設けており，毎年１回，各地で「保護者懇談会」を行い，遠方地域から親元を離れて
通う学生の保護者に対し，教育研究活動の説明や相談をはじめとした懇談を行ってい
る。その説明等の中で，学生の出身高等学校や学習塾，当該地域の高等学校へ出向い
てもらい，ポスターの掲示依頼や進路担当教諭等に説明等を行う。教職員の視点には
ない保護者ならではの視点で本学の魅力を伝えてもらうことが可能であり，高等学校
からの評判も良いことから，本学群についても保護者の視点から全国各地の高等学校
への訪問も行う。
２）出張講義及び模擬授業
本学の通学圏内である東京都及び神奈川県をはじめ，埼玉県，千葉県，山梨県東部，
静岡県東部に所在する高等学校を中心に，専任教員による出張講義や模擬授業を積極
的に実施する。教育関係の広告代理店からの依頼による出張講義や高等学校から直接
の依頼によるものなど，様々な形で数多くの依頼がある。出張講義の内容は具体的に
示されることが多く，その内容に応じて積極的に対応する。その際は，本学群専任教
員全員で対応する。
また，本学は「高大連携制度」を設けており，東京都及び神奈川県の高等学校を中
心に，現在 67 校と協定を締結している（資料４，別添）
。この高大連携協定校を含め，
通学距離圏内にある高等学校に対し，入試事務室と連携して出張講義や模擬授業を行
う。この他，近年は授業の一環で本学へキャンパス見学に訪れる高等学校も数多くあ
るため，生徒や引率の教諭に対しても模擬授業やワークショップ等を行うことで，本
学群の魅力を十分に伝えていく。
３）オープンキャンパス
本学では，例年３月から 11 月にかけて，複数回にわたりオープンキャンパスを実施
している。平成 28 年度は 13,471 人の参加者があり，近年は 13,000 人を超える来場者
（表３）となっている。開催する時期によって対象学年が異なってくることから，随
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時実施内容を変えて行う。主な実施内容としては，大学全体のガイダンスにはじまり，
本学群等の教育内容等に関するガイダンスや体験授業，ワークショップ，海外留学等
の国際交流や在学生との懇談，キャンパスツアー，入試ガイダンス等を実施する。開
催に際しては各学群の専任教員，入試事務室を中心とした各部署の専任職員による教
職員のほか，桜インターンと呼称している本学在学生が多数連携して行う。
大学全体のオープンキャンパスに加え，本学群のみに特化したオープンキャンパス
（「芸術文化学群デー」
）も実施し，声楽や管弦打楽器，ピアノ等の体験レッスンをは
じめ，演劇，ダンス，映画演出・撮影，デジタルアート等のワークショップを展開す
る。
オープンキャンパスは高校生に対して本学の魅力を伝える最大の広報手段の一つと
なっており，本学群においてもこのオープンキャンパスを十分に活用する。
なお，例年 10 月下旬から 11 月上旬にかけて大学祭を開催しており，期間中は，受
験生向けに「受験・進学相談会」も開催している。本学学生が躍動しているところを
高校生に直接見てもらう良い機会であるとともに，本学への関心を高めるものとして
継続的に実施している。
【表３：オープンキャンパス参加者数（平成 24 年度～平成 28 年度）
】
年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

人数

9,686 人

10,579 人

13,138 人

13,704 人

14,549 人

４）ＡＯ・推薦準備セミナー
オープンキャンパスで行う入試ガイダンスとは異なり，本学を第一志望として検討
している高校生を主な対象として，これまでの学びや経験を振り返るとともに，学び
への興味・関心を考えさせる機会としてセミナーを実施している。また，次に述べる
ように学年によってセミナーの内容は異なる。
高校生全体の共通内容としては，これまでの学びと経験を振り返る，学びへの興味・
関心を考える，ＡＯ入試や推薦入試での評価ポイントのチェック等がある。また，高
校３年生独自のセミナーとして，自己申告書や志望理由書を作成するためのヒントと
なるワークショップを行う。高校１・２年生独自のセミナーとしては，未来を拓く充
実した高校生活の過ごし方に関するワークショップを行う。
このように，学年により内容を変化させることにより，本学への志望動機を一層高
めていき，早期から本学を目指す生徒の獲得を図る。
５）ウェブサイト
ウェブサイトは高校生に対し，本学の魅力を伝える手段として最も有効な第一接触
媒体である。現在，大学をはじめとして学園全体におけるウェブサイトのリニューア
ルについて具体の検討を重ねているところである。本学群の学群制をより分かりやす
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く示し，かつ本学群を含む各学群のウェブサイトについても，独自に魅力を発信する
ことができるものとする。文部科学省の「ＰＲ活動について」に従い，学群全体の概
要，三つの方針（入学者受入の方針，教育課程編成の方針，学位授与の方針），学群の
特色や魅力，教員紹介，キャリア，学生生活等を掲載する。掲載内容については，文
字だけでなく動画での紹介も取り入れ，より具体的な魅力を発信していくことができ
るよう努める。
また，高校生のスマートフォン保有率は 90％を超え，スマートフォンを利用したア
クセスが極めて高くなってきていることから，スマートフォン用のウェブサイトも同
等に構築する。
随時更新を行い，常に最新の情報を提供することを心掛けるとともに，学生の声も
多く発信していくことで，高校生が本当に知りたいことを学生の視点から伝えていく
ことにも注力する。
６）進学相談会及び進学説明会への参画
進学情報誌や進学情報サイト等の各種媒体の広告代理店等が主催する全国各地の会
場で開催する進学相談会，高等学校での進学説明会に積極的に参画する。この相談会
や説明会は年間を通じて実施されており，時期により高校３年生だけでなく，１年生
や２年生を対象として実施される。昨今は１年生から進学相談会へ参加する生徒も多
く，早い時期から進路の意識が高まっている。本学群においても，１，２年生のうち
から魅力を伝え，進学を希望してもらえるよう意識づけを行う。
また，これらで出会った生徒たちには，以降も継続して本学の魅力を発信し続けて
いく。郵送物やソーシャルネットワーキングサービスを活用し，発信する時期により
その内容も変えていく。年度初めのうちはオープンキャンパスの情報，その後は留学
等の国際交流，入試日程や入試内容等といったように，手元に届いた高校生が常に新
しい情報に触れることができるようにする。
７）進学情報誌等の媒体への掲出
進学情報誌や進学情報サイトへの掲出も積極的に実施する。掲出に際しては，本学
におけるこれまでの掲出実績を勘案しつつ実施するほか，本学群単体での各種媒体（進
学情報誌や進学情報サイト，新聞，雑誌，メディア等）への掲出も積極的に行う。
８）海外教育機関への訪問
本学は国際的な質保証にも積極的に取り組んでいる。その活動の一環として，世界
大学総長協会（ＩＡＵＰ）や国連アカデミックインパクト（ＵＮＡＩ）をはじめ，ア
ジア・キリスト教大学協会（ＡＣＵＣＡ），国際大学協会（ＩＡＵ），アジア太平洋大
学交流機構（ＵＭＡＰ）等に加盟し，国際的な連携協力体制を整えており，本学群の
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広報活動についてもトップマネジメントによって推し進める。
アジア各国だけでなく，昨今は欧州諸国においても日本の様々な文化や芸術に興味
関心を抱く者が増えていることから，本学群の新たな芸術教育の展開により，日本そ
して本学における芸術教育を海外に発信するとともに，これに共感する外国人留学生
が本学で学びたいと考え，日本人学生と外国人留学生がともに学び合う場となるよう
推し進める。
９）志願予定者の動向分析
上述した高校訪問や進学相談会，オープンキャンパス等で得た志願予定者の動向等
は，入試事務室において情報を集約し，分析を行う。
また，文部科学省等の公的機関や進学媒体等より提供されるデータ等からも受験生
や他大学等の動向も分析し，その分析結果を基に広報活動の内容を不断に改善しつつ，
学生の確保に注力する。

２ 人材需要の動向等社会の要請
（１）人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）
本学群は，建学の精神に基づき，「キリスト教精神に基づいた教養豊かな識見の高い国
際的人材を育成することを基本理念とし，芸術分野における専門知識と技能を身につけ，
グローバルな視野をもって芸術文化の振興に貢献すること」を教育研究上の目的として
いる。この目的を実現するため，体系的に編成したカリキュラムの下で卒業要件を満た
し，本学群が求める知識，技能，能力を身につけた者に対して卒業を認定し学士の学位
を授与することとしている。
（２）上記（１）が社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観
的な根拠
①外部資料からみる本学群の人材需要
平成 12 年度に文学部総合文化学科として設置認可を受け，その後平成 17 年度に文学
部から独立して「総合文化学群」となり，平成 25 年度に芸術分野の専門性を高めること
を学びの主眼として名称を変更した本学群は，これまでにも芸術分野における様々な人
材を世に輩出してきた。
一方，外部資料をみると，平成 28 年６月２日に閣議決定された「日本再興戦略 2016
－第４次産業革命に向けて－」
（資料５，別添）には，我が国の文化芸術資源を活用した
産業の活性化についてまとめられている。我が国の文化芸術資源は，地域の活性化や新
しい技術・手法の開発及び市場拡大，更には海外への発展等，様々な分野において経済
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成長に繋がる可能性を有しており，文化芸術資源を担う人材の育成は我が国の将来にお
いて非常に重要な課題であるといえる。
文化庁において行われた第 16 期文化審議会第１回総会で配付された「文化芸術資源を
活用した経済活性化（平成 28 年４月 13 日）」
（資料６，別添）においても，文化芸術は
観光地の魅力や産業の付加価値などを生み出す源であり、文化芸術への投資は他の様々
な産業分野への経済波及効果を生み出すとされ，平成 23 年時点における日本の文化産業
の経済規模は 53,804 億円と，総ＧＤＰの 1.2％の割合で，今後も成長が見込まれる分野
であるとされている。また，当該資料では，芸術祭やセンターの設立等による文化資源
を活用した経済活性化の事例についての紹介とともに，それらを担う芸術分野の人材育
成と活動を支えるプロデューサー人材の育成の必要性についても記されている。
また，我が国の文化芸術は様々なコンテンツを生み出してきた背景がある。経済産業
省が平成 28 年 12 月に公表した
「コンテンツ産業の現状と今後の発展の方向性」
（資料７，
別添）によると，我が国のコンテンツ産業の市場規模は約 12 兆円と，平成 23 年の東日
本大震災以降回復傾向にあるものの，国内人口のピークアウト等により，成長は横ばい
で推移している状況にある。今後の経済成長のためには，平成 26 年の 5,552 億円から平
成 32 年には 6,993 億円と 3.9％もの成長が予測されている海外での需要獲得こそが重要
であるとして，
「クールジャパン戦略」を紹介している。当該戦略においても同様に，コ
ンテンツを創出する人材及び発信・展開するプロデューサーの育成が非常に重要である，
とされている。
さらに，文部科学省の「学校基本調査」における私立大学の卒業後の進路（資料８，
別添）をみてみると，芸術分野の就職率（卒業者の合計から進学者等を除いた値を正規
職員への就業者で除する数値）は過去５年間の平均で 49.7％となっている。加えて，平
成 24 年以降の就職率は上昇傾向にあり，当該分野における就職者が増加してきているこ
とを意味する。
我が国の文化芸術資源を活用した経済活性化を担う人材は，地域社会からグローバル
社会まで，国境を超えたグローバルなコミュニケーションツールである芸術という分野
において活躍する人材であり，将来的に幅広く需要が増えていくものと考えられる。
これらの社会の需要，期待に応えるべく，本学群では，単に芸術分野の技術修得に留
まらず，最大拠点である町田キャンパスを中心に町田市や相模原市等の市民の方々を交
えた合同発表会やコンサートをはじめとして，地元小学校におけるアウトリーチ活動等
の地域社会との交流を積極的に実施してきている。また，海外の著名なアーティストを
招いた学内レッスン，本場中国での学生による京劇公演等，グローバルな視野での交流
も同様に実施してきている。これらに加えて，従前より行ってきた本学群における英語
教育や海外の芸術文化を体験できる研修プログラムをより一層充実させることで，国内
外の芸術を学び，グローバルな視野と感覚で文化振興に寄与することのできる人材の育
成を行っていく。
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②本学群の卒業後の進路
下表（表４）は，平成 27 年度に本学群を卒業した者たちの学校基本調査における卒業
後の進路の一覧である。学校基本調査上の「就職率」とは，正規の職員等として就職し
た就職者を，進学者数を除いた卒業者数で除した割合で算出している。この基準で本学
群全体の就職率を算出すると 55.4％となる。前出の「
「学校基本調査」私立大学の卒業後
の進路」
（資料８，別添）において「芸術計」の５年間の平均は 49.7％となっており，本
学群全体の就職率は 5.7 ポイント上回っている。同様の観点で専修別に見てみると，演
」に相当すると見
劇専修の 45.6％と映画専修の 51.6％は資料８中の「その他（52.6％）
做した場合，演劇専修は若干下回っているものの，映画専修はほぼ同水準にある。同様
に，音楽専修の 75.0％は「音楽（39.4％）」と極めて大きく上回っていることが分かる。
造形デザイン専修の 63.3％は「美術（44.5％）」及び「デザイン（58.5％）
」のいずれに
も該当するものと見做すことができるが，どちらの場合においても大きく上回っている
ことが分かる。演劇専修が学校基本調査上の就職率から若干下回っている原因について
は，卒業後に芸術活動を選択する者が多くいるためである。演劇専修だけでなく，本学
群では分野の特性から，卒業後は技術や知識，個性を活かしてアーティストや独立とい
った芸術活動等の進路を選ぶ割合が他の分野よりも非常に多い傾向にある。
これは本学群だけということではなく，他大学の芸術系の学部に総じて言えることで
ある。大学進学で芸術系の学修を選択した学生は，卒業後の進路として「企業等への就
職」を選択しない学生が多い。裏を返せば，彼らは「芸術活動」という進路を選択した
ともいえよう。芸術系の分野を学修した学生にとっては，国内外の第一線で活躍できる
アーティストになること等を目標に芸術活動を行っていくことも「就職」と同等若しく
はそれ以上の進路なのである。第一線で活躍している本学群の教員も学生時代にはこの
ような進路を選択し，大変な努力と労苦を重ねてきたこともあって，この進路を選択し
た学生の心情と決断は十分に理解した上でのアドバイジングを行っている。このような
理由から，本学としては，本学群における卒業後の進路としての芸術活動は，
「企業等へ
の就職」として就職率等への数値には反映されなくとも，立派な卒業後の進路選択であ
ると認識している。また，芸術系という学問分野は，企業等への就職率といった，単な
る数値だけでは測ることができない分野であることを，受験生の保護者や社会に対して
周知していく。
一方，当然ながら企業等への就職を選択する学生が数多くいることにも間違いはない。
これは，本学群が芸術系の単科大学とは異なり，総合大学の中の芸術系学群として，ま
た学生が本学の特長の一つである学群制を十分に活用して，自らの興味・関心に応じて
他学群の授業も履修することで，さらに幅広い知識等を修得していることによるもので
ある。
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【表４：
「学校基本調査」における本学群及び専修別卒業後の進路（平成 27 年度）
】
専修

就職率

進学者数

合計

を除いた
人数

進学者数

就職者

就職者

専修学

一時的な

（卒業者

（正規の

（正規の

校・外国

仕事に就

数）

職員等）

職員等で

の学校等

いた者

ない者）

入学者

左記以外

演劇

45.6%

90

90

0

41

8

1

7

33

音楽

75.0%

32

34

2

24

1

0

1

6

造形

63.3%

49

49

0

31

2

1

5

10

映画

51.6%

31

31

0

16

5

0

5

5

総計

55.4%

202

204

2

112

16

2

18

54

下図（図１）は，本学群の平成 27 年度就職状況を専修別かつ業界別に示したものであ
る。各専修によっていくつかの特徴がみられるものの，総合大学の中の芸術系学群とし
て，幅広い業界に就職していることが分かる。演劇専修は「小売業」や「生活関連サー
ビス業・娯楽業」で約半数を占めつつ，他の業界にも数％前後の割合で幅広く就職して
いることが見て取れる。音楽専修は全体的にバランスよく各業界の就職を果たしている
中で，
「学校教育」
「その他の教育・学習支援業」への就職が 10％余りの割合で就職して
いる。これは、教員免許（音楽）の資格やピアノ等の楽器の演奏等で培った技術を活か
した就職であり，幅広い就職先の中にも自ら学修に直結した進路を選択していることが
見て取れる。造形デザイン専修は「小売業」への就職が半数近くを占めており，様々な
デザインについて学修してきたことを企画職やデザイナー等として就職に活かしている
ことが見て取れる。映画専修は「情報通信業」への就職が半数近くを占めている。これ
は，本専修で映画をはじめとする映像に関する技術や知識を就職に活かしていることが
見て取れる。
【図１：本学群専修別卒業生の業界別就職割合（平成 27 年度）】
地方公務
2%

建設業
4%

演劇専修

農業・林業
2%

食料品・飲料・たば
こ・飼料製造業
2%

その他のサービス業
14%
社会保険・社会福
祉・介護事業
2%
その他の教育、学習
支援業
2%
宿泊業、飲食サービ
ス業
6%

繊維工業
2%

生活関連
サービス
業、娯楽業
18%

不動産取引・賃貸・
管理業
2%

情報通信業
8%

小売業
24%

運輸業、郵便業
2%
卸売業
6%

金融業
2%
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音楽専修

複合サービス事業
4%
社会保険・社会
福祉・介護事業
4%
その他の教育、
学習支援業
4%

その他の
サービス業
16%

建設業
8%
情報通信業
16%

学校教育
8%

卸売業
4%

小売業
8%

金融業
4%

保険業
4%
宿泊業、飲食
サービス業
8%

生活関連サービ
ス業、娯楽業
12%

造形デザイン専修
その他のサービス業
医療業、保健衛生
9%
3%
生活関連サービス
建設業
業、娯楽業
9%
3%
その他の専門・技術
サービス業
3%

その他の製造業
6%

情報通信業
15%

小売業
42%

物品賃貸業
3%

卸売業
6%

映画専修
その他のサービス業
10%

建設業
5%

複合サービス事業
5%
社会保険・社会福
祉・介護事業
5%
情報通信業
43%

生活関連サービス
業、娯楽業
10%
その他の専門・技術
サービス業
14%

不動産取引・賃
貸・管理業
5%

小売業
5%
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また，下表（表５）は平成 27 年度に本学群を卒業した者のうち，企業等への就職を希
望した者がどれだけ就職を決定したかを示したものである。これで見ると、学群全体で
は 97.0％，専修別に見ても音楽専修や映画専修は 100％を示す等，就職を希望した学生
は図１に示す業界へ就職を果たしている。
このように，各専修で修得した知識や技術を活かしつつも幅広い業界に就職している
ことから，本学群で修得した技術のみならず，知識や教養が企業活動においても高い評
価を得ていることの証左であるといえる。
【表５：本学群及び専修別卒業者中の就職希望者における就職率（平成 27 年度）
】
就職決定者数
専修

（正規の職員等に正規の

就職希望者数

職員等でない者を加えた

就職決定率

就職者数）

演劇

50

49

98.0%

音楽

25

25

100.0%

造形デザイン

36

33

91.7%

映画

21

21

100.0%

総計

132

128

97.0%

以上のことから，芸術分野及びその他の業界においても，本学群が養成した人材の社
会的需要は十分に高いものと推定することができる。
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１５

１ 調査の概要
◆調査の目的 ： 本調査は、桜美林大学が平成 30 年 4 月に定員増加を構想中の「芸術文化
学群」の学生確保の見通しを、大学外の公正な第三者機関によりアンケ
ートを用いて測ることを目的とする。
◆調 査 期 間 ： 平成 29 年 1～2 月
◆調 査 対 象 ： 平成 30 年度の大学入試を受験する可能性が最も高い、平成 28 年度の高
校 2 年生をアンケートの対象とした。
◆調 査 方 法 ： 桜美林大学の「芸術文化学群」における過去 3 年間の志願実績より、志
願者が平均 2 名以上いる高等学校に加え、芸術系のコース・課程等をも
つ高等学校で、関東近県（東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県）と沖縄県に所在する 1,277
校に FAX にて実施を依頼。実施の承認が得られた 121 校にアンケートを
送付。各校の教員が調査対象である高校 2 年生にアンケート用紙を配布
の上、回答後その場で回収した。
依頼対象校の内訳は以下の通り。
高等学校の所在地

学校数

東京都

323 校

神奈川県

217 校

茨城県

108 校

栃木県

6校

群馬県

2校

埼玉県

160 校

千葉県

152 校

山梨県

36 校

長野県

92 校

静岡県

115 校

沖縄県

66 校

合計

1,277 校
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◆調 査 内 容 ： アンケート項目は全 10 問で、全て選択肢式とした。
主な質問内容は、以下の通りである。
『回答者の基本情報（居住地・性別）について』
『回答者の高校卒業後の希望進路について』
『桜美林大学「芸術文化学群」への受験・入学意欲について』
◆実 施 校 ： 121 校

（実施率 9.5％

◆有 効 件 数 ： 16,566 件

／ 依頼数

1,277 校）

（回収件数 16,616 件 ／ 有効件数率 99.7％ ）

◆実施高校 ： 本アンケートに協力いただいた 121 校の詳細は以下の通り。
１．所在地別の実施高校数
所在地

公立

私立

２．設置者別の実施高校数

合計

割合

東京都

4

21

25

20.7%

神奈川県

37

13

50

41.3%

茨城県

10

4

14

11.6%

埼玉県

2

3

5

4.1%

千葉県

4

2

6

5.0%

山梨県

4

1

5

4.1%

長野県

5

2

7

5.8%

静岡県

3

4

7

5.8%

沖縄県

2

0

2

1.7%

合計

71

50

121

100.0%

割合

58.7%

41.3%

100.0%
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公立, 71.校,
58.7%

私立, 50.校,
41.3%

２ 全質問項目の集計結果
※「構成比」
（％）はいずれも、小数第二位を四捨五入。よって、合計は必ずしも 100.0％
と一致しない。
3～7 ページは、アンケートで回答を得た 16,566 人の回答結果に基づく全質問項目の集計
結果である。

問１

あなたが現在お住まいの都道府県をお答えください。（あてはまるもの１つに○）
番号

選択項目

構成比

1

東京都

3,496

21.1%

2

神奈川県

7,970

48.1%

3

千葉県

1,126

6.8%

4

埼玉県

836

5.0%

5

茨城県

1,728

10.4%

6

栃木県

21

0.1%

7

群馬県

36

0.2%

8

その他

1,353

8.2%

16,566

100.0%

計

問２

回答数

あなたの性別をお答えください。（あてはまるもの１つに○）
番号

選択項目

回答数

構成比

1

男性

7,166

43.3%

2

女性

9,400

56.7%

計

16,566

100.0%
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問３

高校卒業後の希望進路についてお答えください。（あてはまるものすべてに○）

※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。
※ 構成比は、回答者 16,566 人のうち、各項目を挙げた者の割合。

番号

問４

選択項目
1

大学

2

回答数

構成比

12,034

72.6%

短期大学

1,271

7.7%

3

専門学校

3,613

21.8%

4

就職

1,468

8.9%

5

その他

224

1.4%

無回答

47

0.3%

あなたの興味のある学問分野をお答えください。（あてはまるものすべてに○）

※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。
※ 構成比は、回答者 16,566 人のうち、各項目を挙げた者の割合。

番号

選択項目

回答数

構成比

1

芸術

2,671

16.1%

2

文学・歴史・心理

3,132

18.9%

3

経済・経営・ビジネス

3,334

20.1%

4

法学・政治

1,500

9.1%

5

外国語・国際関係

2,673

16.1%

6

社会・社会福祉・観光

1,475

8.9%

7

教育・保育

2,834

17.1%

8

理学・工学・情報

2,219

13.4%

9

農・畜産・水産

698

4.2%

10

医学・歯学・薬学

873

5.3%

11

医療・看護

1,711

10.3%

12

栄養・家政

1,219

7.4%

13

スポーツ・健康科学

2,216

13.4%

14

その他

1,037

6.3%

無回答

159

1.0%
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問５

あなたが好きな芸術の分野をお答えください。（あてはまるもの１つに○）
番号

選択項目

構成比

1

美術

1,316

7.9%

2

音楽

6,885

41.6%

3

演劇

429

2.6%

4

ダンス

1,388

8.4%

5

ミュージカル

674

4.1%

6

デザイン

1,234

7.4%

7

映像・アニメ

3,088

18.6%

8

その他

584

3.5%

無回答

968

5.8%

16,566

100.0%

計

問６

回答数

あなたは桜美林大学の「芸術文化学群」を受験したいと思いますか。（あてはまるもの１つに○）
番号

選択項目

回答数

構成比

1

受験したい

1,656

10.0%

2

受験しない

14,544

87.8%

366

2.2%

16,566

100.0%

無回答
計

以下の問７・問８・問９は、問６で「１．受験したい」を選択した 1,656 人が回答対象である。
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問７

桜美林大学の「芸術文化学群」の特色について、あなたが興味・関心をもった内容をお答えくださ
い。（あてはまるものすべてに○）

※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。
※ 構成比は、回答者 1,656 人のうち、各項目を挙げた者の割合。

番号

問８

選択項目

回答数

1

多様な芸術分野を学べる

864

52.2%

2

第一線で活躍しているアーティストから学べる

345

20.8%

3

キャリア開発センターがあり、学生一人ひとりの就職などをサポート
している

211

12.7%

4

音楽や美術の教員免許（中学校・高等学校）が取得できる

275

16.6%

5

各分野において、充実した施設・設備がある

263

15.9%

6

学費が安い

251

15.2%

7

自宅から通学しやすい

248

15.0%

8

その他

199

12.0%

無回答

35

2.1%

あなたは桜美林大学の「芸術文化学群」に合格した場合、入学したいですか。
（あてはまるもの１つに○）
番号

選択項目
1

合格した場合、入学したい

2

合格した場合、併願大学の結果によっては入学したい

回答数

計

構成比

611

36.9%

1,020

61.6%

25

1.5%

1,656

100.0%

無回答

問９

構成比

桜美林大学の「芸術文化学群」には以下の３つの専修があります。あなたが入学する際に興味
がある専修はどれですか。（あてはまるもの１つに○）

※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。
※ 構成比は、回答者 1,656 人のうち、各項目を挙げた者の割合。

番号

選択項目

回答数

構成比

1

演劇・ダンス専修

562

33.9%

2

音楽専修

593

35.8%

3

ビジュアル・アーツ専修

609

36.8%

80

4.8%

無回答
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以下の問 10 は、問６で「２．受験しない」を選択した 14,544 人が回答対象である。

問 10 あなたが桜美林大学の「芸術文化学群」を「受験しない」とされた理由をお答えください。
（あてはまるものすべてに○）
※ 複数回答項目のため、回答数は延べ。
※ 構成比は、回答者 14,544 人のうち、各項目を挙げた者の割合。

番号

選択項目

回答数

構成比

1

興味・関心のある分野ではないから

9,573

65.8%

2

興味・関心のある分野だが、他大学への進学を希望しているから

2,601

17.9%

3

興味・関心のある分野だが、更に詳細を知った上で検討したいから

834

5.7%

4

卒業後の進路として、大学への進学を考えていないから

1,542

10.6%

5

通学が不便そうだから

1,063

7.3%

6

学費が高いから

1,035

7.1%

7

その他

480

3.3%

無回答

2,304

15.8%
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３ 集計結果のポイント
※「構成比」
（％）はいずれも、小数第二位を四捨五入。よって、合計は必ずしも 100.0％
と一致しない。
● 回答者の 7 割が東京都、神奈川県に居住。
回答者 16,566 人のうち、東京都に 3,496 人（21.1％）、神奈川県に 7,970 人（48.1％）
、
その他の県（千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、その他）に 5,100 人（30.8％）が
居住していると回答した。桜美林大学へのアクセスが良く、自宅からの通学が現実的に可
能と考えられる東京都と神奈川県に居住している回答者の合計は 11,466 人（69.2％）とな
っており、実際の募集を想定した地域にて実施していることから、調査結果の適性は充分
に担保しているといえる。
グラフ

回答者の居住地

（
「問１」結果より）

群馬県, 36人,
0.2%
栃木県, 21人,

その他, 1,353人,
8.2%

0.1%
東京都,
3,496人,
21.1%

茨城県, 1,728人,
10.4%
埼玉県, 836人,
5.0%
千葉県, 1,126人,
6.8%

神奈川県, 7,970人,
48.1%

● 回答者の男女比は男性が 4 割、女性が 6 割。
回答者 16,566 人のうち、男性は 7,166 人（43.3％）
、女性は 9,400 人(56.7％）であった。
グラフ

回答者の性別

（
「問２」結果より）

女性, 9,400人,
56.7%

男性, 7,166人,
43.3%
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● 回答者の 7 割以上が、高校卒業の進路として大学進学を希望。
回答者 16,566 人のうち、72.6％にあたる 12,034 人が高校卒業後の進路として「大学」
を選択しており、他の選択肢と比較して圧倒的に多い回答数となった（複数回答の結果）。
グラフ

高校卒業後の希望進路（「問３」結果より）※複数回答の結果

大学

12,034人

短期大学

1,271人

専門学校

3,613人

就職

1,468人

その他

224人

無回答

47人
人

2,000人

4,000人

6,000人

8,000人

10,000人

12,000人

14,000人

● 興味のある学問分野として「芸術」に 2,671 人が選択。
回答者 16,566 人のうち、興味のある学問分野として、16.1％にあたる 2,671 人が「芸術」
を選択し、全体で 5 番目に多い回答となった（複数回答の結果）
。
グラフ

興味のある学問分野（「問４」結果より）※複数回答の結果、回答の多い順

経済・経営・ビジネス

3,334人

文学・歴史・心理

3,132人

教育・保育

2,834人

外国語・国際関係

2,673人

芸術

2,671人

理学・工学・情報

2,219人

スポーツ・健康科学

2,216人

医療・看護

1,711人

法学・政治

1,500人

社会・社会福祉・観光

1,475人

栄養・家政

1,219人

医学・歯学・薬学

873人

農・畜産・水産

698人

その他

1,037人

無回答

159人
人

500人

1,000人

1,500人

2,000人
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2,500人

3,000人

3,500人

4,000人

● 好きな芸術の分野として、4 割が「音楽」
、2 割が「映像・アニメ」
。
回答者 16,566 人のうち、好きな芸術の分野として 6,885 人（41.6％）が「音楽」、3,088
人（18.6％）が「映像・アニメ」を回答しており、8 分野のなかで回答が目立った。
グラフ

好きな芸術の分野（
「問５」結果より）

その他, 584人,
3.5%
演劇, 429人,
2.6%
ミュージカル,
674人, 4.1%

無回答, 968人,
5.8%

デザイン, 1,234人,
7.4%

音楽, 6,885人,
41.6%

美術, 1,316人,
7.9%
ダンス, 1,388人,
8.4%

映像・アニメ,
3,088人, 18.6%

● 1,656 人が桜美林大学の「芸術文化学群」を「受験したい」と回答。
回答者 16,566 人のうち 10.0％にあたる 1,656 人が、桜美林大学の「芸術文化学群」を「受
験したい」と回答した。同学群は入学定員を 400 人に増加させることを構想中であり、増
加構想中である入学定員の 4.1 倍の高校生より受験意欲を示す回答が得られた。
グラフ

桜美林大学の「芸術文化学群」を「受験したい」高校生（「問６」結果より）

無回答, 366人,
2.2%

受験したい, 1,656
人, 10.0%

受験しない,
14,544人, 87.8%
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● 受験意欲を示した内容として、半数が「多様な芸術分野を学べる」を選択。
桜美林大学の「芸術文化学群」を受験したいと回答した 1,656 人が興味・関心をもった
「芸術文化学群」の特色として、52.2％にあたる 864 人が「多様な芸術分野を学べる」を
選択し、他の選択肢に比べ回答が目立った（複数回答の結果）。
グラフ

興味・関心をもった特色（「問７」結果より）※複数回答の結果、回答の多い順
多様な芸術分野を学べる

864人

第一線で活躍しているアーティストから学べる

345人

音楽や美術の教員免許
（中学校・高等学校）が取得できる

275人

各分野において、充実した施設・設備がある

263人

学費が安い

251人

自宅から通学しやすい

248人

キャリア開発センターがあり、
学生一人ひとりの就職などをサポートしている

211人

その他

199人

無回答

35人
人

100人 200人 300人 400人 500人 600人 700人 800人 900人 1,000人

● 611 人が桜美林大学の「芸術文化学群」に「入学したい」と回答。
桜美林大学の「芸術文化学群」を「受験したい」と回答した 1,656 人に対し、合格した
場合の入学意欲について質問した結果、予定する入学定員 400 人の 1.5 倍となる 611 人が
「入学したい」と回答、1,020 人が「併願大学の結果によっては入学したい」と回答した。
また、
「入学したい」および「併願大学の結果によっては入学したい」の各回答と、問１
の居住地における回答をクロス集計したところ、
「入学したい」と回答した 611 人のうち、
150 人が「東京都」
、313 人が「神奈川県」に居住している高校生であり、桜美林大学にも
っとも通学しやすい地域に居住している高校生の入学意欲のみでも、予定する定員 400 人
を上回る結果となった。
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グラフ

桜美林大学の「芸術文化学群」への受験・入学意欲（「問６」
「問８」結果より）

問６で「芸術文化学群」
を「受験したい」と回答した高校生

1,656人
入学定員の 4.1 倍

問８で「芸術文化学群」へ
入学意欲を示した高校生

611人

1,020人

入学定員の 1.5 倍
「芸術文化学群」
の入学定員（予定）

400人

人

200人

問８で「入学したい」

表・グラフ

400人

600人

800人

1,000人

1,200人

1,400人

1,600人

1,800人

問８で「併願大学の結果によっては入学したい」

所在地別・
「芸術文化学群」への入学意欲（「問１」
「問８」結果より）

併願大学の結果によっては
入学したい

入学したい
所在地
回答数

構成比

回答数

構成比

東京都

150

24.5%

259

25.4%

神奈川県

313

51.2%

513

50.3%

千葉県

33

5.4%

53

5.2%

埼玉県

25

4.1%

49

4.8%

茨城県

39

6.4%

71

7.0%

栃木県

6

1.0%

2

0.2%

群馬県

4

0.7%

1

0.1%

その他

41

6.7%

72

7.1%

611

100.0%

1,020

100.0%

合計

合格した場合、入学したい

150人

313人

33人

併願大学の結果によっては
入学したい

4人

25人 39人

259人

人
東京都

41人

神奈川県

200人
千葉県

6人

49人
71人

53人

2人

513人

400人
埼玉県
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600人
茨城県

1人

72人

800人
栃木県

1,000人
群馬県

1,200人
その他

● 入学する際に興味がある専修として、いずれの専修も均等に回答。
桜美林大学の「芸術文化学群」を受験したいと回答した 1,656 人が興味のある専修とし
て、33.9％にあたる 562 人が「演劇・ダンス専修」
、35.8％にあたる 593 人が「音楽専修」
、
36.8％にあたる 609 人が「ビジュアル・アーツ専修」と回答しており、専修間で差がみら
れなかった（複数回答の結果）
。
また、下記のグラフの通り入学意欲別でクロス集計を行った結果、もっとも回答が少な
かったのは「演劇・ダンス専修」であるが、
「入学したい」のみでは 232 人が回答しており、
もっとも回答が多かった。
グラフ

入学意欲別・入学する際に興味がある専修（「問８」「問９」結果より）

演劇・ダンス専修

232人

音楽専修

329人

209人

ビジュアル・アーツ専修

383人

225人

383人

17人
無回答

41人
人

100人
入学したい

200人

300人

400人

500人

600人

700人

併願大学の結果によっては入学したい

● 834 人が「更に詳細を知った上で検討したいから」と回答。
桜美林大学の「芸術文化学群」を受験しないと回答した 14,544 人にその理由を質問した
ところ、65.8％にあたる 9,573 人が「興味・関心のある分野ではないから」と回答し、もっ
とも多い回答であった。各選択項目の中で、
「興味・関心のある分野だが、更に詳細を知っ
た上で検討したいから」には 5.7％にあたる 834 人が回答している（複数回答の結果）。
表

「芸術文化学群」に受験しない理由（「問１０」結果より）※複数回答の結果、回答の多い順

選択項目

回答数

構成比

興味・関心のある分野ではないから

9,573

65.8%

興味・関心のある分野だが、他大学への進学を希望しているから

2,601

17.9%

卒業後の進路として、大学への進学を考えていないから

1,542

10.6%

通学が不便そうだから

1,063

7.3%
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学費が高いから

1,035

7.1%

興味・関心のある分野だが、更に詳細を知った上で検討したいから

834

5.7%

その他

480

3.3%

無回答

2,304

15.8%

以上の結果より、桜美林大学が平成 30 年 4 月に定員増加構想中である「芸術文化学群」
の学生確保の見通しについては、予定する入学定員を上回る入学意欲を示す回答を得たた
め、入学定員の確保が十分に可能であると判断できる。
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添付資料
「桜美林大学芸術文化学群

定員増加についての高校生アンケート調査」用紙
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2018(平成30)年4月に

定員増加構想中

※ 構想中のため、変更となる場合があります。

定 員 増 加 に つ い て の 高 校 生 ア ン ケ ー ト 調 査
（対象： 2016(平成28)年度現在、高校2年生の皆さん）

桜美林大学は2018(平成30)年4月、芸術文化学群の入学定員を150人増員し、400人にすることを構想しています。
本学ではこのアンケート調査を通して、2018(平成30)年に大学進学時期を迎える現・高校2年生の皆さんからさまざま
なご意見をお聞きし、構想内容に少しでも反映したいと考えています。
なお、回答いただいた皆さんから得られた情報は桜美林大学芸術文化学群の定員増加に係る統計資料としてのみ活用い
たします。高校生の皆さんのアンケート調査へのご協力を、よろしくお願いいたします。
※このアンケート調査は桜美林大学から委託された第三者機関（株式会社紀伊國屋書店および株式会社高等教育総合研究所）が実施しています。

問１

問２

あなたが現在お住まいの都道府県をお答えください。（あてはまるもの１つに○）
１． 東京都

２． 神奈川県

３． 千葉県

４． 埼玉県

５． 茨城県

６． 栃木県

７． 群馬県

８． その他（

あなたの性別をお答えください。（あてはまるもの１つに○）
１． 男性

問３

問４

２．女性

高校卒業後の希望進路についてお答えください。（あてはまるものすべてに○）
１． 大学

２． 短期大学

４． 就職

５． その他（

３． 専門学校
）

あなたの興味のある学問分野をお答えください。（あてはまるものすべてに○）
１． 芸術

２． 文学・歴史・心理

３． 経済・経営・ビジネス

４． 法学・政治

５． 外国語・国際関係

６． 社会・社会福祉・観光

７． 教育・保育

８． 理学・工学・情報

９． 農・畜産・水産

１０． 医学・歯学・薬学

１１． 医療・看護

１３． スポーツ・健康科学

１４． その他（

問５

）

１２． 栄養・家政
）

あなたが好きな芸術の分野をお答えください。（あてはまるもの１つに○）
１． 美術

２． 音楽

３． 演劇

４． ダンス

５． ミュージカル

６． デザイン

７． 映像・アニメ

８． その他（
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）

以下は桜美林大学 芸術文化学群の概要です。
芸術の持つ大きな力を、人と社会と地域のために役立てる。

芸 術 文 化 学 群
学
群
の
概
要

対 象 時 期 ： ２０１８(平成３０)年４月

入 学 定 員 ： ４００人

ク

養
成
す
る
人
材

桜美林大学の芸術文化学群では、実践的な授業を通じて創造

セ

学

開 設 場 所 ： 東京都町田市常盤町３７５８

定員増加構想中

ア

修 業 年 限 ： ４年

力、発想力、表現力、デザイン力、プロデュース力を身につけ、

ス

幅広い知識と理論を培い、社会で活躍する芸術文化の担い手を
養成します。

３つの専修で「創造」と「表現」を学びます。
「演劇・ダンス」「音楽」「ビジュアル・アーツ」の３つの専修があります。各分野の歴史的な経緯や現在の状況といった基礎的な知識にはじまり、企画・制作

群

のための知識や技術、創作や表現を行う具体的な手法など、「理論」と「実技」をバランス良く学んでいきます。

第一線で活躍するアーティストから学びます。
の

それぞれの分野の現役で活躍するプロフェッショナルが授業を担当しています。授業を通じて現場に即した知識が身につくほか、学内外での実習や発
表、公演など、実際の体験を通じて学ぶことができるチャンスを数多く用意しています。

特

国際的な視野と感覚で文化振興に寄与できる人材を育成します。
色

海外での芸術鑑賞や劇場で体験できる「海外芸術研修プログラム」を用意しています。また、海外アーティストを招いて学内レッスンも行います。英語を
はじめとした語学教育も充実しているため、語学力を向上させ、世界各国の芸術を学ぶことも可能です。

卒
業
後
の
進
路

芸術文化学群で身につけた能力を、多様な分野で活かすことが期待されます。

【卒業生の進路実績】
アーティスト、舞台や制作現場などの音響照明や美術をはじめとするスタッフ、デザイナー、音楽・美術の教員、
一般企業（広告、情報通信、商社、流通、金融・保険、サービス業などへの就職実績があります。）
また、桜美林大学には、学生の就職等の支援を行うキャリア開発センターがあり、そこには、キャリアアドバイザーという企業経験の豊
富なスタッフがいます。学生1人ひとりにキャリアアドバイザーが担任し、卒業後の就職支援をきめ細かく行っています。

大学名・学部名・学科名
所在地

初
年
度
学
費
（
他
大
学
を
含
む
）

※

桜美林大学 芸術文化学群
東京都町田市

玉川大学 芸術学部
東京都町田市

日本大学 芸術学部
東京都練馬区

東海大学 教養学部芸術学科
神奈川県平塚市

明治学院大学 文学部芸術学科
神奈川県横浜市

入学金

授業料

実験実習費

教育充実費等
（諸会費は除く）

その他

初年度
学費

100,000

1,114,000

―

50,000

250,000

1,514,000

250,000

1,181,000

245,200

280,000

56,000～
59,000

2,012,200～
2,015,200

260,000

1,020,000

50,000～
150,000

400,000

30,000

1,760,000～
1,860,000

300,000

735,000

309,000～
498,000

370,000

59,200

1,773,200～
1,962,200

200,000

877,000

30,000

218,500

46,900

1,372,400

※桜美林大学芸術文化学群の学費は2019年度予定です。
※他大学の各学部・学科の学費は各大学ホームページ掲載情報に基づきます（2016年12月時点）。
※その他、諸会費が必要な場合があります。

上記の概要は構想中の概要であり、変更となる場合があります。
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（円）

3つの専修の紹介

演劇・ダンス専修

演技やダンスをはじめ、演劇上演に関する全てを実技と理論の両面から学びます。

①シアター教育

演
劇
の
3
つ
の
柱

→脚本をもとに観客を前に上演するための演技、演出、スタッフワークの
すべてのプロセスを学び公演を行います。

②ドラマ教育
→演劇を通して人間教育やコミュニケーション能力を育てる応用ドラマの
手法を学び、ワークショップを実践します。

③古典芸能

広
く
学
べ
る
ダ
ン
ス

クラシックバレエ、コンテンポラリーダンス、日本舞踊のほか、
身体基礎訓練のメソッドを生かした身体トレーニング、ダンス
セラピー、コミュニティ・ダンス、各国の民族舞踊など、「舞う」
「踊る」ことに関して、広く学びます。

→狂言や歌舞伎、京劇（中国）などの古典理解を深めます。

音楽専修

選
べ
る
専
門
分
野

音楽的感性や技術などを磨き、深い人間性と高い音楽技能を養います。

器楽（管弦打楽器）、ピアノ、声楽（オペラ）、パイプオルガン、邦
楽（尺八、箏、三味線）、サウンドクリエイション（作曲）、ミュージカ
ル、音楽療法などさまざまな分野から専門分野を選択します。関
連する音楽学、音楽史、民族音楽研究、和声楽、対位法など多く
の理論科目と実技をバランス良く配置しています。演奏の技術や
感性だけでなく、音楽的な知識も幅広く身につけます。

ビジュアル・アーツ専修
多
様
な
芸
術
を
学
ぶ

問６

ジ
ョ
イ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

ミュージカルは歌って、踊って、演技するパフォーマンスであり、
音楽専修だけでなく演劇・ダンス専修も参加します。
舞台照明、舞台音響、舞台美術、衣装デザインなど、音楽専修
と演劇・ダンス専修やビジュアル・アーツ専修がジョイントしてパ
フォーマンスを作りあげます。

多彩な分野を学び、一人ひとりの才能や可能性を引き出します。

美術、工芸、テキスタイル、グラフィックデザイン、プロダクトデザ
イン、マルチメディア、映画、アニメ、アートマネジメントなど、さま
ざまな分野を学びます。
1年次にさまざまな分野を体験し、視野を広げた上で、自分に合っ
た分野を選択します。一人ひとりの多様な発想や技法をコラボレ
ーションし、創造することを身につけます。

ア
ー
ト
を
発
信
す
る
力

近年、アートの世界では、「いかにアートをプロデュースするか」
が求められており、さまざまな情報を収集・分類・分析、再構築
して新しい価値を発信する力も重要です。
作品の制作とともに、その先の“アートマネジメント”の方法につ
いても学びます。

あなたは桜美林大学の「芸術文化学群」を受験したいと思いますか。（あてはまるもの１つに○）

問７

１． 受験したい

１の方は

２． 受験しない

２の方は 問１０

問８

問９

にお答えください。

にお答えください。
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問７

桜美林大学の「芸術文化学群」の特色について、あなたが興味・関心をもった内容をお答えください。
（あてはまるものすべてに○）
１． 多様な芸術分野を学べる
２． 第一線で活躍しているアーティストから学べる
３． キャリア開発センターがあり、学生一人ひとりの就職などをサポートしている
４． 音楽や美術の教員免許（中学校・高等学校）が取得できる
５． 各分野において、充実した施設・設備がある
６． 学費が安い
７． 自宅から通学しやすい
８． その他

問８

あなたは桜美林大学の「芸術文化学群」に合格した場合、入学したいですか。（あてはまるもの１つに○）

１． 合格した場合、入学したい
２． 合格した場合、併願大学の結果によっては入学したい

問９

桜美林大学の「芸術文化学群」には以下の３つの専修があります。あなたが入学する際に興味がある専修はどれ
ですか。（あてはまるものすべてに○）

１． 演劇・ダンス専修
２． 音楽専修
３． ビジュアル・アーツ専修

問10

あなたが桜美林大学の「芸術文化学群」を「受験しない」とされた理由をお答えください。
（あてはまるものすべてに○）
１． 興味・関心のある分野ではないから
２． 興味・関心のある分野だが、他大学への進学を希望しているから
３． 興味・関心のある分野だが、更に詳細を知った上で検討したいから
４． 卒業後の進路として、大学への進学を考えていないから
５． 通学が不便そうだから
６． 学費が高いから
７． その他、理由があればお書きください。
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学部名

2,106

1,540

1,123

造形学部

美術学部

デザイン学部

- 1 -

460,251

3,464,429

698

2,689

7,733

10,252

15,092

4,179

40,643

志願者

477,631

487

1,129

1,406

2,017

6,268

2,935

14,242

入学者

平成２６年度

103.78%

68.79%

100.53%

91.30%

95.77%

105.06%

84.68%

95.53%

入学定員
充足率

463,697

508

853

1,500

2,106

5,926

3,316

14,209

入学定員

3,513,499

461

2,545

7,165

10,898

15,459

4,066

40,594

志願者

487,064

318

882

1,392

2,075

6,152

2,879

13,698

入学者

平成２７年度

105.04%

62.60%

103.40%

92.80%

98.53%

103.81%

86.82%

96.40%

入学定員
充足率

出典：日本私立学校振興・共済事業団「私立大学入学試験動向」平成26年度・平成27年度・平成28年度

私立大学全体

708

5,966

芸術学部

その他

3,466

14,909

入学定員

音楽学部

芸術系

区分

私立大学における芸術系の志願動向

467,525

48

833

1,500

2,106

5,970

3,396

14,233

入学定員

3,629,277

310

2,256

7,099

11,125

15,149

4,108

40,047

志願者

488,209

218

857

1,451

2,050

6,373

2,930

13,879

入学者

平成２８年度

104.42%

454.17%

102.88%

96.73%

97.34%

106.75%

86.28%

97.51%

入学定員
充足率

日本私立学校振興・共済事業団 私立大学・短期大学等入学試験動向（芸術系）
資料２

日本私立学校振興・共済事業団 私立大学等入学志願の過去５年間の動向（芸術系）

私立大学における芸術系の志願動向
志願者数

区分
学部名

H24

H25

H26

伸び率
H27

H28

H24→H28

41,424

42,305

40,643

40,594

40,047

96.7%

音楽学部

4,709

4,408

4,179

4,066

4,108

87.2%

芸術学部

16,121

15,750

15,092

15,459

15,149

94.0%

造形学部

10,416

11,659

10,252

10,898

11,125

106.8%

美術学部

6,666

6,728

7,733

7,165

7,099

106.5%

デザイン学部

2,573

2,680

2,689

2,545

2,256

87.7%

936

1,080

698

461

310

33.1%

芸術系

その他

芸術系
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

41,424

42,305

40,643

40,594

40,047

H24

H25

H26

H27

H28
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資料３

桜美林大学高大連携協定校一覧

資料４

桜美林大学 高大連携協定校一覧
平成29年３月現在
（オブザーバー校含む、順不同）

学

校

名

学

校

名

1 神奈川県立

相原高等学校

36 神奈川県立

深沢高等学校

2 神奈川県立

生田東高等学校

37 神奈川県立

上鶴間高等学校

3 神奈川県立

伊志田高等学校

38 神奈川県立

綾瀬高等学校

4 神奈川県立

相模原総合高等学校

39 東京都立

府中東高等学校

5 神奈川県立

上溝高等学校

40 東京都立

青梅総合高等学校

6 神奈川県立

上溝南高等学校

41 神奈川県立

城郷高等学校

7 神奈川県立

霧が丘高等学校

42 神奈川県立

白山高等学校

8 神奈川県立

麻生総合高等学校

43 神奈川県私立

麻布大学附属渕野辺高等学校

9 神奈川県立

相模原中等教育学校

44 神奈川県立

菅高等学校

10 神奈川県立

相模田名高等学校

45 神奈川県立

横浜緑園総合高等学校

11 神奈川県立

瀬谷西高等学校

46 神奈川県私立

横浜創学館高等学校

12 神奈川県立

橋本高等学校

47 神奈川県立

藤沢清流高等学校

13 神奈川県立

弥栄高等学校

48 神奈川県立

相模原青陵高等学校

14 東京都私立

桜美林高等学校

49 神奈川県立

藤沢総合高等学校

15 神奈川県立

大和南高等学校

50 神奈川県立

麻生高等学校

16 神奈川県立

横浜清陵総合高等学校

51 東京都立

町田総合高等学校

17 神奈川県立

横浜桜陽高等学校

52 神奈川県私立

星槎学園中高等部 北斗校

18 神奈川県立

座間総合高等学校

53 神奈川県私立

橘学苑高等学校

19 神奈川県立

有馬高等学校

54 埼玉県私立

東野高等学校

20 神奈川県立

瀬谷高等学校

55 神奈川県私立

平塚学園高等学校

21 神奈川県立

大和東高等学校

56 神奈川県私立

横浜隼人高等学校

22 東京都立

小川高等学校

57 神奈川県立

大和西高等学校

23 東京都立

若葉総合高等学校

58 神奈川県立

横浜立野高等学校

24 東京都立

永山高等学校

59 神奈川県私立

横浜創英高等学校

25 神奈川県私立

湘南学院高等学校

60 神奈川県立

厚木東高等学校

26 神奈川県立

湘南台高等学校

61 神奈川県私立

光明学園相模原高等学校

27 東京都立

町田工業高等学校

62 神奈川県私立

柏木学園高等学校

28 東京都立

上水高等学校

63 東京都立

美原高等学校

29 東京都立

翔陽高等学校

64 神奈川県私立

クラーク記念国際高等学校

30 東京都立

片倉高等学校

65 東京都立

調布南高等学校

31 東京都立

桜町高等学校

66 神奈川県立

旭高等学校

32 神奈川県立

金沢総合高等学校

67 東京都私立

八王子実践高等学校

33 神奈川県立

城山高等学校

34 神奈川県立

藤沢西高等学校

35 東京都立

山崎高等学校

- 1 -









-1-









ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶㸰᪥

̿➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ྥࡅ࡚̿

᪥ᮏ⯆ᡓ␎ 

ϫ ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࡢせ⟇࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

Ϫ ᭦࡞ࡿᡂ㛗ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᚋࡢᑐᛂ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

㸦㸰㸧⤒῭ᡂ㛗ࢆษࡾᣅࡃேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ
㸦㸱㸧ᡂ㛗ไ⣙ᡴ◚ࡢࡓࡵࡢ㞠⏝⎔ቃᩚഛࠊከᵝ࡞ാࡁᡭࡢཧ⏬

ࡦࡽ

㸦㸯㸧ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟຊࡢᙉ

㸦㸯㸧᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᑟධ
㸦㸰㸧ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢά⏝㸦ᵓ㐀ᨵ㠉ࡢ✺◚ཱྀ㸧
㸦㸱㸧ᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓไᗘᨵ㠉

㸦㸧ᐁẸ㐃ᦠࡼࡿᾘ㈝࣐ࣥࢻࡢႏ㉳⟇

  㸯㸫㸱㸸ᅜෆᾘ㈝࣐ࣥࢻࡢႏ㉳

㸦㸴㸧ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
㸦㸵㸧୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ㠉᪂
㸦㸶㸧ᨷࡵࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢᒎ㛤㍺ฟຊࡢᙉ
㸦㸷㸧ほග❧ᅜ

  㸯㸫㸰㸸࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡢ῝

㸦㸯㸧➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉㸦,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟㸧
㸦㸰㸧ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜ
㸦㸱㸧⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ไ⣙ࡢඞ᭹ᢞ㈨ᣑ
㸦㸲㸧ࢫ࣏࣮ࢶࡢᡂ㛗⏘ᴗ
㸦㸳㸧᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࡢάᛶ

  㸯㸫㸯㸸᪂ࡓ࡞᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࡢฟ

ϩ ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࠾ࡅࡿ㘽࡞ࡿ⟇࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸳

Ϩ ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯

➨㸯 ⥲ㄽ

日本再興戦略
資料５

-2-

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿ⎔ቃᩚഛ
ձࢹ࣮ࢱά⏝ಁ㐍ྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
ղࢫࣆ࣮ࢻឤ࠶ࡿࣅࢪࢿࢫࡢ᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍
㸧➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆぢᤣ࠼ࡓ᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍࣭ᴗ⦅ࡢ➼
㸧➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ㔠⼥࣭㈨ᮏᕷሙࡢᩚഛ
࢘㸧➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉➼ࢆࡕᢤࡃ▱㈈࣭ᶆ‽ᡓ␎ࡢ᥎㐍
࢚㸧බṇࡘ⮬⏤࡞➇தࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᐇែᢕᥱཝṇ࡞ἲᇳ⾜
ճ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂ࣭ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
մ୰ሀ࣭୰ᑠᴗᑐࡍࡿ ,7࣭ࣟ࣎ࢵࢺά⏝ࡢಁ㐍ࡼࡿ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢἼཬ
յ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ ,7 ⏘ᴗࡢᵓ㐀㌿
նࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ ,7 ά⏝ࡢᚭᗏ➼
㸧ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ
㸧,7 ά⏝ࡢ᥎㐍࣐ࢼࣥࣂ࣮ά⏝ᣑ➼
࢘㸧ᨻᗓ࣭ᆅ᪉⮬యࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱࡢ᥎㐍
շ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿሗ㏻ಙ⎔ቃᩚഛ
㸧ࣔࣂࣝศ㔝ࡢ➇தಁ㐍

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ
㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ϸ㸧➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ㘽ࢆᥱࡿேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ♫ᐇࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢྖ
௧ሪᶵ⬟ࡢ☜❧つไ࣭ไᗘᨵ㠉ࠊᴗࡸ⤌⧊ࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼ࡓࢹ࣮ࢱά⏝ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ➼ࡢ᥎㐍 
ձ⏘Ꮫᐁࢆ⣕ྜࡋࡓேᕤ▱⬟ᢏ⾡ಀࡿྖ௧ሪᶵ⬟ࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࠖࡢタ⨨
ேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭♫ᐇࡢ᥎㐍➼
ղつไ࣭ไᗘᨵ㠉ࠊࢹ࣮ࢱά⏝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢ᥎㐍
࠙ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᢳฟయไࡢᩚഛࠚ
࠙ಶูࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ⾜ᐇ⌧ࠚ
㸺%WR& ࡢࣅࢪࢿࢫ㡿ᇦ㛵㐃㸼
㸧,R7 ࢆά⏝ࡋࡓᗣ࣭་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇᙉ
㸧↓ே⮬ື㉮⾜ࢆྵࡴ㧗ᗘ࡞⮬ື㉮⾜ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
࢘㸧ᑠᆺ↓ேᶵࡢ⏘ᴗ⏝ࡢᣑྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
࢚㸧ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢࢫ࣐࣮ࢺᕤሙࡢᐇ⌧
࢜㸧ḟୡ௦ࣟ࣎ࢵࢺࡢά⏝ಁ㐍
࢝㸧⏘ᴗಖᏳࡢࢫ࣐࣮ࢺ
࢟㸧㜵⅏࣭⅏ᐖᑐᛂಀࡿ ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟࣭ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢά⏝᥎㐍
ࢡ㸧L&RQVWUXFWLRQ
ࢣ㸧)LQ7HFK
ࢥ㸧࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ➼ࡼࡿࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝ಁ㐍
ࢧ㸧,R7 ࢆά⏝ࡋࡓ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ⌧
㸺&WR& ࡢࣅࢪࢿࢫ㡿ᇦ㛵㐃㸸ࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࡢ᥎㐍㸼


Ϩ ᪂ࡓ࡞᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࡢฟࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡢ῝➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

➨㸰 ලయⓗ⟇

Ϻ㸧་⒪࣭ㆤ➼ศ㔝࠾ࡅࡿ ,&7 ࡢᚭᗏ
ձ་⒪➼ศ㔝࠾ࡅࡿ ,' ࡢᑟධ➼
ղࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥಁ㐍ࠊ་⒪⌧ሙࡸᨻ⟇ࡢά⏝
ճಶேࡢ་⒪࣭ᗣ➼ሗࡢ⤫ྜⓗ࡞ά⏝

Ϲ㸧ࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮➼ࡢᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓㆤࡢ㉁࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖ

մᡂ㛗ᚲせ࡞㈨㔠ࡢ౪⤥

㸧⤒Ⴀయࡢᙉ
࢘㸧ḟୡ௦ேᮦࡢ☜ಖ
࢚㸧ࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡢᩚഛ

㸧⤒Ⴀຊࡢ࠶ࡿ㎰ᴗ⪅ࡢ⫱ᡂ

ճ⏕⏘ᛶྥୖࢆᢸ࠺⤒Ⴀయࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ

ղ⡿ᨻ⟇ᨵ㠉ࡢ╔ᐇ࡞ᐇ

ձ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶵᵓࡢᶵ⬟ᙉ➼

ϸ㸧⏕⏘⌧ሙࡢᙉ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸱㸬ᨷࡵࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢᒎ㛤㍺ฟຊࡢᙉ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

ϻ㸧᪥ᮏⓎࡢඃࢀࡓ་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࡢ㛤Ⓨ࣭ᴗࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙ⋓ᚓ࣭ᅜ㝿㈉
⊩
ձ་⒪ศ㔝ࡢ◊✲㛤Ⓨࡢ᥎㐍
ղࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏➼ࡼࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍
ճಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡉࢀࡓࢤࣀ࣒་⒪ࡢᐇ⌧➼
մ␗ᴗ✀ࡸ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡶྵࡵࡓ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
յࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡢ⋓ᚓ࣭ᅜ㝿㈉⊩

ϼ㸧
ࠕᆅᇦ་⒪㐃ᦠ᥎㐍ἲேࠖไᗘࡢලయ





㸰㸬ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ
㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ϸ㸧බⓗಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢά⏝ಁ㐍
ձ་⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅ࢆྵࡵࡓᯟ⤌ࡳᵓ⠏
ղㆤࢆᨭ࠼ࡿಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫᕷሙࡢฟ࣭⫱ᡂ࣭ぢ࠼ࡿ
ճ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙ࡃ㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫᕷሙᵓ⠏
մ᪂ࡓ࡞ᗣᑑᘏఙ⏘ᴗࡢ⮬❧ⓗฟྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
յಖ㝤⪅ᶵ⬟ࡢᙉ➼ࡼࡿᗣ⤒Ⴀࡸࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬➼ࡢ᭦࡞ࡿྲྀ⤌ᙉ



㸧,R7 ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢሗ㏻ಙࣥࣇࣛࡢ㧗ᗘ࣭࿘Ἴᩘᖏ☜ಖ
࢘㸧.࣭. ࡢ᥎㐍
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ոᛴᝈ➼ࡶ༑ศᑐᛂ࡛ࡁࡿእᅜேᝈ⪅ཷධయไࡢᐇ

շ㏻ಙ⎔ቃࡢ㣕㌍ⓗྥୖㄡࡶࡀ୍ேṌࡁ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᐇ⌧

ն࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ⎔ቃࡢ㣕㌍ⓗᨵၿ

յබඹ㏻⏝⎔ቃࡢ㠉᪂























 















ղ ⏘ᴗ⏺ࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓほග⤒Ⴀேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ᙉ

ձୡ⏺Ỉ‽ࡢ '02 ࡢᙧᡂ࣭⫱ᡂ

Ϲ㸧ほග⏘ᴗࢆ㠉᪂ࡋࠊᅜ㝿➇தຊࢆ㧗ࡵࠊᡃࡀᅜࡢᇶᖿ⏘ᴗ




















࣮ࢶᐇ⋡ࡢྥୖ㸧 













ճࢫ࣏࣮ࢶᕷሙࡢᣑࢆᨭ࠼ࡿࢫ࣏࣮ࢶேཱྀࡢቑຍ㸦ᖺ௦ࡸ⏨ዪ➼ࡢ༊ูࡢ࡞࠸ࢫ࣏

ղ⏘ᴗࡢ⼥ྜ➼ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࡢฟ

ձ᪂ࡓ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣓ࢹࣅࢪࢿࢫࡢฟ

Ϻ㸧ࢫ࣏࣮ࢶศ㔝ࡢ⏘ᴗ➇தຊᙉ



 

շᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺࡢୡ⏺Ỉ‽ࡢᨵၿ



ղࢫ࣏࣮ࢶ⤒Ⴀேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏

նᆅ᪉ࡢၟᗑ⾤➼࠾ࡅࡿほග㟂せࡢ⋓ᚓ࣭ఏ⤫ⓗᕤⱁရ➼ࡢᾘ㈝ᣑ



ձᏛࢫ࣏࣮ࢶ⯆ྥࡅࡓᅜෆయไࡢᵓ⠏

յᅾᆺ㎰ᒣ⁺ᮧࡢ☜❧࣭ᙧᡂ 

ոᮾࡢほග⯆



 

Ϲ㸧ࢫ࣏࣮ࢶࢥࣥࢸࣥࢶ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ⤒Ⴀຊᙉࠊ᪂ࣅࢪࢿࢫฟࡢಁ㐍



ղࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭࣋ࢽ࣮ࣗࠖࡢ⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾධࢀࡓከᶵ⬟ᆺタࡢඛ㐍ࡢᙧᡂᨭ

ճᩥ㈈ࡢほග㈨※ࡋ࡚ࡢά⏝᥎㐍

մᬒほࡢඃࢀࡓほග㈨※ࡢಖ࣭ά⏝ࡼࡿほගᆅࡢ㨩ຊྥୖ

ձࢫࢱࢪ࣒࣭࣮ࣜࢼ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃ 



ղᅜ❧බᅬࡢࠕࢼࢩࣙࢼࣝࣃ࣮ࢡࠖࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢻ

ϸ㸧ࢫࢱࢪ࣒࣭࣮ࣜࢼᨵ㠉㸦ࢥࢫࢺࢭࣥࢱ࣮ࡽࣉࣟࣇࢵࢺࢭࣥࢱ࣮㸧



ձ 㨩ຊ࠶ࡿබⓗタ࣭ࣥࣇࣛࡢ⫹࡞බ㛤࣭㛤ᨺ

ϸ㸧ほග㈨※ࡢ㨩ຊࢆᴟࡵࠊᆅ᪉⏕ࡢ♏



㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

ࣥࡢ᥎㐍

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇



㸳㸬ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥࡢᡂ㛗⏘ᴗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸳㸫㸯㸬ࢫ࣏࣮ࢶ⏘ᴗࡢᮍ᮶㛤ᣅ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

ϼ㸧Ỉ⏘ᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗ



պ  ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏྥࡅࡓࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ















 







չఇᬤᨵ㠉















ղཎᮌࡢᏳᐃ౪⤥యไࡢᵓ⠏





ձ᪂ࡓ࡞ᮌᮦ㟂せࡢฟ

ϻ㸧ᯘᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗ











մゼ᪥ࢡ࣮ࣝࢬ᪑ᐈ  ᖺ  ேྥࡅࡓࢡ࣮ࣝࢬ⯪ཷධࢀࡢ᭦࡞ࡿᣑ



ճᆅ᪉✵

յ  ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏྥࡅࡓᑐᛂࡢ‽ഛ



ղ᪂ᖿ⥺ࠊ㧗㏿㐨㊰࡞ࡢ㧗㏿㏻⥙ࡢά⏝ࡼࡿࠕᆅ᪉⏕ᅇᗯࠖࡢഛ

մ ࣈࣛࣥࢻຊࢆⓎࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛ➼

➼ࡢࢤ࣮ࢺ࢙࢘ᶵ⬟ᙉ

ձ᭱ඛ➃ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ㠉᪂ⓗ࡞ฟධᅜᑂᰝ➼ࡢᐇ⌧



ճ 㸴ḟ⏘ᴗࡢ᥎㐍

Ϻ㸧ࡍ࡚ࡢ᪑⾜⪅ࡀࠊࢫࢺࣞࢫ࡞ࡃᛌ㐺ほගࢆ‶ႚ࡛ࡁࡿ⎔ቃ

 

չ0,&( ㄏ⮴ࡢಁ㐍



㸲㸬ほග❧ᅜࡢᐇ⌧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ





ղ ⏕ஙࡢ⏕⏘࣭ὶ㏻ᵓ㐀ࡢᨵ㠉

Ϻ㸧㍺ฟຊࡢᙉ 





ձ ⏕⏘⪅ࡀ᭷࡞᮲௳࡛Ᏻᐃྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿὶ㏻࣭ຍᕤᵓ㐀ࡢᐇ⌧

Ϲ㸧ᅜෆࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥࡢ㐃⤖ 



ոゼ᪥ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡢᡓ␎ⓗ㧗ᗘཬࡧከᵝ࡞㨩ຊࡢᑐእⓎಙᙉ















࢜㸧㒔ᕷ࠾ࡅࡿ᪂⏘ᴗࡋ࡚ࡢ㎰ᴗࡢ⯆ 



շẸἩࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐᛂ



նほග㛵ಀࡢつไ࣭ไᗘࡢ⥲ྜⓗ࡞ぢ┤ࡋ

࢚㸧㠉᪂ⓗᢏ⾡ࡢᑟධࡼࡿ⏕⏘ᛶࡢᢤᮏⓗᨵၿ



յࣅࢨࡢᡓ␎ⓗ⦆



࢘㸧⏘Ꮫ㐃ᦠࡼࡿ᪥ᮏ∧ࣇ࣮ࢻࣂ࣮ࣞࡢᐇ⌧



㸧⏕⏘㈨ᮦࡢ౯᱁ᙧᡂࡢ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋ

ճࠕほගᆅ⏕࣭άᛶࣇࣥࢻࠖࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᒎ㛤
մᐟἩタ㊊ࡢ᪩ᛴ࡞ゎᾘཬࡧከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓᐟἩタࡢᥦ౪



㸧⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠ

յ⏕⏘⌧ሙࡢ࿘㎶࠶ࡿඃࢀࡓ▱ぢࡢ⤖㞟࣭ά⏝

-4-



ձ ࣟ࣎ࢵࢺ᪂ᡓ␎ࡢᐇ⾜࣭㐍







Ϻ㸧୰ᑠᴗᨭᶵ㛵➼ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ༢࡛ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ





մᅜẸ㐠ືࡼࡿ┬࢚ࢿ࣭పⅣ⣲ᆺၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺᣑ

ϸ㸧ࣟ࣎ࢵࢺࡼࡿ᪂ࡓ࡞⏘ᴗ㠉ࡢᐇ⌧

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

ձ㟁ຊศ㔝ࡢ᪂つཧධ &2 ฟᢚไࡢ୧❧

ղ ,7 ࡢά⏝ࡼࡿ࢚ࢿ࣭┬࢚ࢿ⼥ྜᆺ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡸᆅ⏘ᆅᾘᆺࡢ࢚ࢿࣝ





㸶㸬ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗ㠉ࡢᐇ⌧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

Ϻ㸧᪂ࡓ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏➼

ճ ⚟ᓥ┴࠾ࡅࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධᣑ

ղ◊✲㛤Ⓨ࣭つไไᗘᨵ㠉ࡢ᥎㐍



ձ⣔⤫ไ⣙ࡢゎᾘ

պᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢ〈㔝ࡢᗈ࠸ᬑཬࡢಁ㐍

Ϲ㸧⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධಁ㐍

չᆅᇦࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡸၟᗑ⾤ࡢάᛶ

ո୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂ



ճ㐠㍺㒊㛛࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࡢ᥎㐍

շ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢࠕ✌ࡄຊࠖࡢ☜❧ྥࡅࡓ㔠⼥ᶵ⬟ࡢᙉᴗ⏕࣭

ϸ㸧ᚭᗏࡋࡓ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᥎㐍

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

ղẸ⏕㒊㛛࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࡢ᥎㐍

ᴗᢎ⥅



㸬⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ไ⣙ࡢඞ᭹ᢞ㈨ࡢᣑ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

նᆅᇦࡢ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⤒Ⴀᨭᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ



ձ⏘ᴗ㒊㛛࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࡢ᥎㐍



յୗㄳᴗ⪅ࡢྲྀᘬ᮲௳ࡢᨵၿ



մ,7 ά⏝ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ୰ሀᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⏕⏘ᛶྥୖᨭ

ճ ᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍

ղ733 ࢆዎᶵࡋࡓᆅᇦ୰ᑠᴗ➼ࡢᾏእᒎ㛤ᨭ

ձୡ⏺ᕷሙࢆ┠ᣦࡋࡓᆅᇦ୰᰾ᴗࡢᡂ㛗ᨭ

ϸ㸧୰ሀᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢࠕ✌ࡄຊࠖࡢ☜❧



ղᆅᇦࡄࡿࡳ࡛Ꮚ౪ࢆ⫱ࡴ⎔ቃࡢᩚഛ



ձ᪤ᏑఫᏯࢆά⏝ࡋࡓⱝᖺ࣭Ꮚ⫱࡚ୡᖏࡢఫᒃ㈝㈇ᢸࡢ㍍ῶ

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇



Ϻ㸧᪤ᏑఫᏯࢆά⏝ࡋࡓⱝᖺ࣭Ꮚ⫱࡚ୡᖏࡢఫᒃ㈝➼ࡢ㈇ᢸࡢ㍍ῶ

Ϲ㸧ḟୡ௦ఫᏯࡢᬑཬಁ㐍

Ϲ㸧ᴗศ㔝ูࡢ⏕⏘ᛶྥୖ

㸵㸬୰ሀᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ㠉᪂࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



ղⰋ㈨⏘ࡢゎᾘ᪂つᢞ㈨ࡢಁ㐍


ձရ㉁㨩ຊࢆഛ࠼ࡓ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

ϸ㸧⏕⏘ᛶఙࡧ⋡ 㸣ࢆ㐩ᡂࡍࡿᡂ㛗ᴗ㸯♫ࡢฟ



ϸ㸧ఫᏯࡀ㈨⏘ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

㸴㸬ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢάᛶ࣭⏕⏘ᛶྥୖ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ



ղ ࢹࢨࣥࢆ⏝࠸ࡓᡓ␎ⓗ࡞ᩥࡢ₯ᅾຊⓎ

ձ ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ㍈ࡋࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡࣭ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓᩥⓎಙ࣭ᕷሙᣑᡓ␎



㸷㸬᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࢆ୰ᚰࡋࡓఫᏯᕷሙࡢάᛶ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

Ϻ㸧Ᏹᐂᶵჾ࣭⏝⏘ᴗࡢᙉ࣭ᣑ

Ϻ㸧ᆅᇦάᛶࡸࣈࣛࣥࢻຊྥୖ㈨ࡍࡿⱁ⾡ᩥࡢ㨩ຊ㐀Ⓨಙ

ϻ㸧ᩥᐦ᥋㛵㐃ࡍࡿศ㔝ࡢᢞ㈨ࡼࡿἼཬຠᯝࡢⓎ⌧



Ϲ㸧ᩥ㈈࣭ᩥ㈨※ࡢࢥࢫࢺࢭࣥࢱ࣮ࡽࣉࣟࣇࢵࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ㌿



Ϲ㸧⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢᣑ

ϸ㸧ᩥⱁ⾡⏘ᴗཬࡧ⤒῭Ἴཬຠᯝࡢᣑ





ճ◊✲㛤Ⓨ࣭♫ᐇࡢຍ㏿ྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ➼



㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇



ղ ୰ሀ࣭୰ᑠᴗᑐࡍࡿ ,7࣭ࣟ࣎ࢵࢺά⏝ࡢಁ㐍ࡼࡿ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢἼཬ



㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ



㸳㸫㸰㸬ᩥⱁ⾡㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ⤒῭άᛶ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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ղ ไᗘ࣭㐠Ⴀ࣭ᢏ⾡༠ຊࢆࣃࢵࢣ࣮ࢪࡋࡓᚠ⎔⏘ᴗࡢᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ᥎㐍



ճሗ㛤♧ࠊィᇶ‽ཬࡧィ┘ᰝࡢ㉁ࡢྥୖ

ղࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᕷሙᵓ㐀ࡢᐇ⌧

㸧ᣢ⥆ⓗ࡞ᴗ౯್ࡢྥୖࠊ୰㛗ᮇⓗᢞ㈨ࡢಁ㐍

㸧ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㆟࠾ࡅࡿྲྀ⤌

ձᐇຠⓗ࡞ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢ῝

ϸ㸧ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡼࡿᴗ౯್ࡢྥୖ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸰㸬ᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓไᗘᨵ㠉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸰㸫㸯㸬ࠕᨷࡵࡢ⤒Ⴀࠖࡢಁ㐍࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

ϸ㸧

㸦㸯㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

Ͻ㸧ᴗᖺ㔠➼ࡢᨵၿ



ϼ㸧බⓗ࣭‽බⓗ㈨㔠ࡢ㐠⏝➼ࡢぢ┤ࡋ



࢘㸧㔠⼥ᶵ㛵㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠᙉ➼

㸧㔠⼥௰ࡢྲྀ⤌㛵ࡍࡿホ౯ಀࡿከᵝ࡞࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࡢ⟇ᐃ➼

㸧⼥㈨ඛᴗᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᐇ

ղ㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢ᭦࡞ࡿᐇ࣭ᙉ

ձᡃࡀᅜ⏘ᴗ࣭ᴗࡢ➇தຊ࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖ➼ྥࡅࡓᏳᐃⓗ࡞㔠⼥ᶵ⬟ࡢⓎ➼

ϻ㸧㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢ㉁ࡢᨵၿ



Ϻ㸧࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫࡢ᥎㐍➼



 ղ)LQ7HFK ࡢືࡁࡢไᗘⓗ࡞ᑐᛂ

 ձ)LQ7HFK ࡼࡿ㔠⼥㠉᪂ࡢ᥎㐍

Ϲ㸧)LQ7HFK ࢆࡵࡄࡿᡓ␎ⓗᑐᛂ



 չᮾிࢆᅜ㝿㔠⼥ࢭࣥࢱ࣮ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃ᦠᙉ 

 ոᅜ㝿㔠⼥つไᨵ㠉ࡢᡓ␎ⓗᑐᛂࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭㔠⼥༠ຊࡢᙉ



ϩ ⏕⏘ᛶ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿつไ࣭ไᗘᨵ㠉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

 շᐁẸࣇࣥࢻ➼ࡼࡿᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥

Ϲ㸧⏘ᴗࣥࣇࣛࡢᶵ⬟ᙉ

 նᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶ࣭Ᏻᐃᛶࡢ☜ಖ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

ϸ㸧㒔ᕷࡢ➇தຊࡢྥୖ

 յ㔠⼥㈨ᮏᕷሙࡢ౽ᛶྥୖάᛶ

մ㛗ᮇᏳᐃⓗᢞ㈨ࢆᨭ࠼ࡿࢶ࣮ࣝࡢᩚഛ

 ճ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ㈨⏘㐠⏝ࡢ㧗ᗘࡢಁ㐍

 ձᐙィࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࢆಁࡍ⎔ቃᩚഛ࣭ᢞ㈨ᩍ⫱
 ղࣇࢹ࣮ࣗࢩ࣮࣭ࣕࣜࢹ࣮ࣗࢸ࣮ࡢᚭᗏ

ձ ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣥࣇࣛ㍺ฟ➼ࢆ㏻ࡌࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏘ᴗࡢᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ᥎㐍

ϸ㸧ᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥㈨ࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࡢಁ㐍ᕷሙ⎔ቃࡢᩚഛ➼



Ͼ㸧᪥ᮏࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ᚠ⎔⏘ᴗࡢᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ᥎㐍

㸰㸫㸰㸬άຊ࠶ࡿ㔠⼥࣭㈨ᮏᕷሙࡢᐇ⌧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

Ͻ㸧Ᏻᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓཎᏊຊⓎ㟁ࡢά⏝

㸬㒔ᕷࡢ➇தຊࡢྥୖ⏘ᴗࣥࣇࣛࡢᶵ⬟ᙉ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ





Ϻ㸧ᴗ⏕ࡢಁ㐍





ղᅜෆእࢆࡘ࡞ࡄᰂ㌾࡞ /1*࣭ኳ↛࢞ࢫྲྀᘬᕷሙࡢ⫱ᡂ࣭Ⓨᒎ

Ϲ㸧᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍࣭ᴗ⦅ࡢ➼

ձᅜෆእ࡛ࡢ㈨※㛤Ⓨ࣭☜ಖࡢ᥎㐍

ϼ㸧㈨※౯᱁ࡢప㏞ୗ࡛ࡢ㈨※Ᏻಖ㞀ࡢᙉ➼





࢘㸧ィ┘ᰝࡢရ㉁ྥୖ࣭ಙ㢗ᛶ☜ಖ
մᴗᢞ㈨ᐙࡢᑐヰࡢಁ㐍➼

ϻ㸧㠉᪂ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࡢᙉ

㸧ィᇶ‽ࡢရ㉁ྥୖ

㸧ᴗࡢሗ㛤♧ࡢᐇ⾜ᛶ࣭ຠ⋡ᛶࡢྥୖ➼



ࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏

ճỈ⣲♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᢏ⾡ᐇࡢ᥎㐍
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㸧ᣦᐃᅜ❧Ꮫἲேไᗘ

ձ Ꮫᨵ㠉

ϸ㸧ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢼࢩࣙࢼࣝࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢୖࡆ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

Ϫ ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟຊࡢᙉࠊࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄࠶ࡩࢀࡿேᮦࡢ
ฟ➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸯㸬ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟຊࡢᙉ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭





ջᆅᇦ㝈ᐃᩘḟࣅࢨࡢⓎ⤥せ௳ࡢ᭦࡞ࡿ⦆➼

պᖜᗈ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿࠕእᅜேᮦࠖࡢཷධࢀಁ㐍

չ㎰ᐙẸᐟ➼ࡢᐟἩᴗ⪅ࡼࡿ᪑⾜ၟရࡢ⏬࣭ᥦ౪ࡢゎ⚗

ո≉༊࠾ࡅࡿබົဨ➼ࡢࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖࡢඛ⾜ᐇ

շࠕ་⒪ⓗࢣඣࠖࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ┳ㆤ㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞⤌ࡳࡢᵓ⠏

նᑠつᶍㄆྍಖ⫱ᡤᑐࡍࡿࣂࣜࣇ࣮ࣜ᮲ࡢ㐺ྜච㝖ࡢ᫂☜

յᆅᇦࡢᐇ༶ࡋࡓᚅᶵඣ❺ᑐ⟇

մᅜᐙᡓ␎≉༊࠾ࡅࡿࠕẸἩࠖࡢ᳨ド➼

ճᑠᆺ↓ேᶵࡸ⮬ື㉮⾜ಀࡿࠕ㏆ᮍ᮶ᢏ⾡ᐇドࠖࡢ᥎㐍

ղᮾி㛤ᴗ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢭࣥࢱ࣮ࡢᢤᮏⓗᙉ

ձᮾிᅪ࠾ࡅࡿᅜ㝿㒔ᕷᶵ⬟ࡢ᭦࡞ࡿྥୖ➼

Ϻ㸧᭦࡞ࡿつไᨵ㠉㡯ࡢ㏣ຍ➼



Ϲ㸧㎿㏿࡞ᴗࡢලయ࣭ᐇࠊᣦᐃ༊ᇦࡢ㏣ຍ➼



ղ ᴗᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢࠕ❆ཱྀࠖᶵ⬟ࡢᙉ

ձ ṧࡉࢀࡓࠕᒾ┙つไࠖࡢᨵ㠉

ϸ㸧ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢࠕ᪂ࡓ࡞┠ᶆࠖࡢタᐃ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

㸱㸬ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡼࡿ⫹࡞つไᨵ㠉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ



Ϻ㸧ศ㔝ᶓ᩿ࡢ⟇

Ϲ㸧ᡂ⇍ᑐᛂศ㔝࡛ㅮࡎࡁ⟇

࢘㸧Ꮫࡢᶵ⬟ᙉࡢྲྀ⤌ࡢຍ㏿

㸰㸫㸱㸬බⓗࢧ࣮ࣅࢫ࣭㈨⏘ࡢẸ㛫㛤ᨺ㸦3333), ࡢά⏝ᣑ➼㸧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ
㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ϸ㸧ᡂ㛗ᑐᛂศ㔝࡛ㅮࡎࡁ⟇

ἲேࠊᴗ➼ࡢ₯ᅾຊࡢⓎ➼㸧

༟㉺◊✲ဨไᗘࡼࡿேᮦ⫱ᡂ࣭ᙉ㸧

ձ ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉௦༶ࡋࡓୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢேᮦࡢ㍮ฟ㸦༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧
࣭

Ϲ㸧㧗➼ᩍ⫱➼ࢆ㏻ࡌࡓேᮦຊࡢᙉ

     

մ ึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢሗ࠾ࡅࡿⴭసᶒ➼ࡢㄢ㢟ࡢᑐᛂ

ճ ᩍဨࡢᤵᴗຊྥୖ ,7 ⎔ቃᩚഛࡢᚭᗏ

ղ ᩍ⫱ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡼࡿᐁẸࡢ㐃ᦠᙉ

ձ ኚ㠉ࡢ௦ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ࡢᅜᒎ㛤

ϸ㸧ᮍ᮶♫ࢆぢᤣ࠼ࡓึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢᨵ㠉

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸰㸬ከ㠃ⓗࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ➼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸰㸫㸯㸬ேᮦຊࡢᙉ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



ղ Ẹ㛫ࡼࡿ⮬ᚊⓗ࡞ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ᨭ㸦Ꮫ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨ

ࡧࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡢタ⨨㸧

࢘㸧ୡ⏺ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄ㛵ಀ⟇ࡢ୍యⓗ࡞ᐇ㸦ᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ཬ

㸧
ࠕᨷࡵࠖࡢᆅ᪉௳ࡢⓎ᥀

㸧ୡ⏺ࡢ࣋ࣥࢳ࣮࣭࢚ࣕࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᅜ㝿㐃ᦠయไࡢᵓ⠏

ձ ࠕᆅᇦୡ⏺ࡢᯫࡅᶫࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࡢᩚഛ

ϻ㸧
ࠕ࣋ࣥࢳ࣮࣭ࣕࢳࣕࣞࣥࢪ㸰㸮㸰㸮ࠖࡢᐇ⌧

  

մ▱㈈⣮தฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ᙉ

ճ▱㈈࣭ᶆ‽ேᮦࡢ⫱ᡂ

ղᅜ㝿ᶆ‽᥎㐍యไࡢᙉ

ձ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ▱㈈➼ࡢไᗘᩚഛ

Ϻ㸧➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉➼ࢆࡕᢤࡃ▱㈈࣭ᶆ‽ᡓ␎ࡢ᥎㐍



ճ ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼ࡢྲྀ⤌ࡢᙉ

ղ ᅜ❧Ꮫἲேホ౯ࡸᣦᐃᅜ❧Ꮫἲேᣦᐃࡢ࢞ࢻࣛࣥࡢά⏝

ձ Ꮫ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᑐࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃ

Ϲ㸧⤌⧊ࢺࢵࣉࡀ㛵ࡍࡿࠕ⤌⧊ࠖᑐࠕ⤌⧊ࠖࡢᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢ᥎㐍



ճ ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡢᨵ㠉➼㸦
ࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟➼ࡢᙉ㸧

ղ ➇தⓗ◊✲㈝ᨵ㠉

㸧༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧
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⫱࠾ࡅࡿᩘ⌮ᩍ⫱ࡢᙉ

մ ᅾ␃⟶⌮ᇶ┙ᙉᅾ␃㈨᱁ᡭ⥆ࡁࡢ࣭㎿㏿

ճ ᮍ᮶ࢆࡿⱝ⪅ࡢ㞠⏝࣭⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗᑐ⟇ࡢຍ㏿㸦ࠕࢭࣝࣇ࣭࢟ࣕࣜࢻࢵ



㸰㸫㸱㸬ከᵝ࡞ാࡁᡭࡢཧ⏬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭



Ϻ㸧ணぢྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⣮தゎỴࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏➼



Ϲ㸧ປാᕷሙ࡛ࡢぢ࠼ࡿࡢಁ㐍



յ ᣢ⥆ⓗ࡞⤒῭ᡂ㛗ྥࡅࡓ㈤㔠࣭᭱ప㈤㔠ࡢᘬୖࡆࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛ



Ϲ㸧㧗㱋⪅➼ࡢ⛣ືᡭẁࡢ☜ಖ࣭㝲ิ㉮⾜ࡢᐇ⌧

ϸ㸧ࢫࢺࣞࢫࣇ࣮ࣜ࡞ḟୡ௦㒔ᕷ㏻ࢩࢫࢸ࣒

Ϭ ᨵ㠉ࡢ࣓ࣔࣥࢱ࣒ 㹼ࠕᨵ㠉㸰㸮㸰㸮ࠖࡢ᥎㐍㹼࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧ḟୡ௦㒔ᕷ㏻ࢩࢫࢸ࣒࣭⮬ື㉮⾜ᢏ⾡ࡢά⏝



ճ Ḱཬࡧᾏእᢞ⼥㈨ࡢ୍ᒙࡢ㎿㏿୪ࡧᅜ㝿㛤Ⓨ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ

࢚㸧ᅜᐙබົဨࡢྲྀ⤌ಁ㐍

ϼ㸧ࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥࡢ᥎㐍

ղ ᡓ␎ⓗᑐእᗈሗཬࡧࠕ㉁ࡢ㧗࠸ࣥࣇࣛᢞ㈨ࠖࡢᅜ㝿ⓗࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ

࢘㸧ᴗࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢಁ㐍

࢜㸧ᅜⓗ࡞࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ㐠ືࡢᒎ㛤➼

ձ ᡓ␎ⓗ࡞ேᮦ⫱ᡂࡢᐇ

㸧㛫እປാつไࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウ



Ϻ㸧ᑐෆ┤᥋ᢞ㈨ㄏ⮴ࡢᙉ

մ 㛗㛫ປാࡢṇ

ϻ㸧ࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒㍺ฟࡢᣑ 

Ϲ㸧733 ࢆዎᶵࡋࡓ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢᾏእᒎ㛤ᨭ

㸧ປാᇶ‽ἲࡢᇳ⾜ࡢᙉ

ϸ㸧⤒῭㐃ᦠ΅ࠊᢞ㈨༠ᐃ࣭⛒⛯᮲⣙ࡢ⥾⤖࣭ᨵṇࡢ᥎㐍

ճ ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢᐇ⌧➼

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

ղ 㧗ᗘࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝไᗘࡢ᪩ᮇタ

ձ ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ാࡁ᪉ࡢᐇ⌧

ϸ㸧ാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢᐇ⾜࣭ᐇ⌧

ϫ ᾏእࡢᡂ㛗ᕷሙࡢྲྀࡾ㎸ࡳ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ



㸰㸫㸰㸬ാࡁ᪉ᨵ㠉ࠊ㞠⏝ไᗘᨵ㠉࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

㸦እᅜேᮦཷධࢀࡢᅾࡾ᪉᳨ウ㸧

յ እᅜேཷධࢀ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⏕ά⎔ቃᩚഛ

ճ ࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࡍࡿᮏ㑥ᴗ࠾ࡅࡿእᅜேᚑᴗဨࡢཷධࢀಁ㐍

ࢡࠖࡢᑟධ࣭ಁ㐍➼㸧

ղ እᅜே␃Ꮫ⏕ࠊᾏእᏛ⏕ࡢᮏ㑥ᴗࡢᑵ⫋ᨭᙉ

ղ ୰㧗ᖺேᮦࡢ᭱ά⏝

ձ 㧗ᗘእᅜேᮦࢆ᭦ࡧ㎸ࡴධᅜ࣭ᅾ␃⟶⌮ไᗘࡢ᳨ウ

ϻ㸧እᅜேᮦࡢά⏝

ձ ᴗ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ➼ࡢྲྀ⤌ࡢሗᥦ౪ࡢಁ㐍

Ϻ㸧ᴗࡢேᮦ⟶⌮ࡢಁ㐍



Ϻ㸧㞀ᐖ⪅➼ࡢά㌍᥎㐍

ᐇ



յ ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࠊ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯࠊᑓಟᏛᰯ࠾ࡅࡿ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே➼ࡢ㣴ᡂᶵ⬟ࡢ

Ϲ㸧㧗㱋⪅ࡢά㌍᥎㐍

մ ࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖࡢ㛤ദ

࢚㸧
ࠕ⫋ᴗࣉࣟ㣴ᡂᶵ㛵ࠖࡋ࡚ࡢ㉁ᢸಖ࣭ྥୖࡢࣅࣝࢺ࣭ࣥࣥࢭࣥࢸࣈ



ճ ዪᛶࡀാࡁࡸࡍ࠸ไᗘ➼ࡢぢ┤ࡋ

㸧᪂ࡓ࡞௦༶ࡋࡓࠊᰂ㌾࡞Ꮫ⩦⎔ቃࡢᥦ౪

࢘㸧ᩍ࠼ࡿேᮦࡢᰂ㌾࡞☜ಖ࣭⫱ᡂ

ղ ᚅᶵඣ❺ゎᾘྥࡅࡓྲྀ⤌ᙉ

ձ ࢲࣂ࣮ࢩࢸ⤒Ⴀࡢᐇ㊶ࡢಁ㐍

ϸ㸧ዪᛶࡢά㌍᥎㐍

㸧ᚋࡢ⏘ᴗ⏺ࡢேᮦ⋓ᚓࢽ࣮ࢬࡢᫎ

ճ ᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱ࢆ⾜࠺᪂ࡓ࡞㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ
㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇





ࡅࢇ࠸ࢇ

ղ ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟➼ࢆ≌ᘬࡍࡿࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝሗேᮦࡢ⫱ᡂ㧗➼ᩍ
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➼

Ϻ㸧ᡂ⏣✵

࣭⩚⏣✵



ู ࠕᨵ㠉㸰㸮㸰㸮ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ





㸦㸴㸧ᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨ᣑྥࡅࡓㄏ⮴᪉⟇



Ϲ㸧ᮾி

ϸ㸧ほගᆅᇦ

㸦㸳㸧ほගඛ㐍ᅜࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫ



㸦㸲㸧㧗ရ㉁࡞᪥ᮏᘧ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᢏ⾡ࡢᅜ㝿ᒎ㛤㸦་⒪ࡢࣥࣂ࢘ࣥࢻ㸧



Ϲ㸧ᕷ⾤ᆅ࣭✵

ϸ㸧ඛ➃ࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࡼࡿࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝᮍ᮶♫య㦂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

㸦㸱㸧ඛ➃ࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࡼࡿࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝᮍ᮶♫ࡢᐇ⌧



Ϲ㸧㠉᪂ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧

ϸ㸧⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏤᮶ࡢ &2ࣇ࣮ࣜỈ⣲ࡢ⏝

㸦㸰㸧ศᩓᆺ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࡢά⏝ࡼࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃㄢ㢟ࡢゎỴ
   



1


㸦ᡂ㛗ᡓ␎➨ࢫࢸ࣮ࢪࡢ㸧
࣋ࣀ࣑ࢡࢫ➨୍ࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࢱࣈ࣮どࡉࢀ࡚ࡁࡓ㟁ຊࠊ
㎰ᴗࠊ་⒪࡞ࡢศ㔝ࡢࠕᒾ┙つไࠖษࡾ㎸ࡴࡶࠊἲேᐇຠ⛯
⋡ࡢᢤᮏⓗᘬୗࡆࡸ 733㸦⎔ኴᖹὒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ༠ᐃ㸧ࡢ⨫ྡࠊࢥ࣮
࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ࡞ࠊࠕ࡛ࡁࡿࡣࡎࡀ࡞࠸ࠖᛮࢃࢀ࡚ࡁࡓᨵ
㠉ࢆ᩿⾜ࡋ࡚ࡁࡓࠋᡃࡀᅜ࡛ࡢᴗᒎ㛤ࡢ㊊ࡏ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿࠕභ㔜ⱞࠖࡣࠊⓗᨵၿࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊᨻᶒ௦௨㝆ࠊྡ
┠ *'3 ࡣ⣙  ࠊᑵᴗ⪅ᩘࡣ  ே௨ୖቑຍࡋࠊᴗ┈ࡣྐୖ᭱
㧗ࡢỈ‽㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇࡾጞࡵࡓ⤒῭ࡢዲᚠ⎔ࢆࠊᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗㊰⥺
⤖ࡧࡘࡅࠊ
ࠕᡓᚋ᭱ࡢྡ┠ *'3 ࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊẸ㛫ᴗࡢືࡁࡣࠊ࠸ࡲࡔᮏ᱁ⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᡃࡀᅜࡣࠊୡ⏺ඛ㥑ࡅ࡚ᮏ᱁ⓗ࡞ேཱྀῶᑡ♫✺ධࡋࠊ㟂⤥୧㠃࡛
ࡁ࡞ㄢ㢟┤㠃ࡍࡿࠋୡ⏺࡛ࡣࠊඛ㐍ᅜ⤒῭ࡣ᪂ࡓ࡞㟂せฟࡶ₯ᅾᡂ㛗
ຊࡶఙࡧᝎࡴࠕ㛗ᮇㄽࠖࡀᣦࡉࢀࠊዲㄪ࡛࠶ࡗࡓ୰ᅜ➼ࡢ᪂⯆ᅜ⤒
῭ࡶໃ࠸ࢆኻࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࠊඛ⾜ࡁ㏱᫂ឤࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࢀࢆࡾ㉺࠼࡚ࠊ*'3 ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᴗࡀࠊ㇏ᐩ࡞ෆ
㒊␃ಖࢆタഛ࣭ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥேᮦ࠸ࡗࡓᮍ᮶ࡢᢞ㈨✚ᴟᯝᩒ
ࡾྥࡅࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ձ᪂ࡓ࡞ࠕ᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࠖࡢᡓ␎ⓗฟࠊ
ղேཱྀῶᑡక࠺౪⤥ไ⣙ࡸேᡭ㊊ࢆඞ᭹ࡍࡿࠕ⏕⏘ᛶ㠉ࠖࠊ
ճ᪂ࡓ࡞⏘ᴗᵓ㐀ࢆᨭ࠼ࡿࠕேᮦᙉࠖࠊ
ࡢ୕ࡘࡢㄢ㢟ྥࡅ࡚ࠊ᭦࡞ࡿᨵ㠉ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀ
ࡇࡑࡀࠊᡂ㛗ᡓ␎➨ࢫࢸ࣮ࢪࡢ᪂ࡓ࡞࡛࠶ࡿࠋ

ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟࡞ࡢᢏ⾡㠉᪂ࡸࠊ㎰ᴗࡢ㸴ḟ⏘ᴗࢆࡣࡌࡵ
ࡋࡓࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ㌿ࡼࡾࠊࡁ࡞Ⓨᒎࡢྍ⬟ᛶࡀ⌧ᐇࡢࡶࡢ
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡓ࡞౯್ࡢᥦ౪ࡸ♫ⓗㄢ㢟ࡢᑐᛂࡼࡾࠊ₯ᅾ㟂せ
ࢆ㛤ⰼࡉࡏࡿࡶࠊேཱྀῶᑡ♫࡛ࡢ౪⤥ไ⣙ࢆඞ᭹ࡍࡿࠕ⏕⏘ᛶ㠉

Ϩ ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉

➨㸯 ⥲ㄽ           

-9-

࠺ࡀ

2

✀ࡢᯟࢆࡾ㉺࠼ࠊ⤒῭♫యࢃࡓࡿࠊ⏘ᴗᶓ᩿ⓗ࡞ࡁ࡞࠺ࡡࡾ
ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࠋᐁẸ࡛ㄆ㆑ᡓ␎ࢆඹ᭷ࡋࠊ᪂ࡓ࡞᭷ᮃᕷሙࢆฟࡍࡿࠊ
ࠕᐁẸᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖ╔ᡭࡍࡿࠋ

㸦➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࡢฟ㸧
ᚋࡢ⏕⏘ᛶ㠉ࢆᑟࡍࡿ᭱ࡢ㘽ࡣࠊ,R7㸦,QWHUQHW RI 7KLQJV㸧ࠊ
ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࠊேᕤ▱⬟ࠊࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮ࡢᢏ⾡ⓗࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝࢆ
ά⏝ࡍࡿࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉࡛ࠖ࠶ࡿࠋ

ࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࠖࡣࠊ♫ⓗㄢ㢟ࢆゎỴࡋࠊᾘ㈝⪅ࡢ₯ᅾⓗࢽ࣮ࢬࢆ
ࡧ㉳ࡇࡍࠊ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࢆฟࡍࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ᪤Ꮡࡢ♫ࢩࢫࢸ࣒ࠊ
⏘ᴗᵓ㐀ࠊᑵᴗᵓ㐀ࢆ୍ኚࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᪤Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࢆᯝᩒ㌿
ࡋ࡚ࠊୡ⏺ඛ㥑ࡅ࡚♫ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࣅࢪࢿࢫࢆ⏕ࡳฟࡍࡢࠋࡑ
ࢀࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡛ࠊᾏእࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢୗㄳࡅ࡞ࡿ
ࡢࠋ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡣࠊேཱྀῶᑡၥ㢟ᡴࡕࡘࢳࣕࣥࢫ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ
୰㛫ᒙࡀᔂቯࡍࡿࣆࣥࢳࡶ࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡣࠊᢏ⾡ࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࠊാࡁᡭồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝ
ࡸാࡁ᪉⮳ࡿࡲ࡛ࠊ⤒῭⏘ᴗ♫ࢩࢫࢸ࣒యࢆࡁࡃኚ㠉ࡍࡿࠋ᪂ࡓ
࡞♫ࢩࢫࢸ࣒ࡸ⏘ᴗᵓ㐀ࠊᑵᴗᵓ㐀ࡢᑗ᮶ീࢆඹ᭷ࡋࠊࡑࢀྥࡅࡓ┠
ᶆࢆ┠ᣦࡋࡓ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉᇶ࡙࠸࡚ࠊ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃ࡛ࣥᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢫࣆ࣮ࢻࢆ㔜どࡋࠊඛ⾜ⓗ࡞ࢹࢆࠕࡇࡢᣦࡲࢀࠖ
᪉ᘧ࡛ᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡕṧࡿᡓ␎ࡢ➨୍Ṍࡣࠊୡ⏺ࡢせࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢᡓ
␎ࠊᡃࡀᅜࡢࠕᙉࡳ࣭ᙅࡳࠖࢆศᯒࡋࠊ
ࠕྲྀࡾ⾜ࡃࠖศ㔝ࢆ᫂☜ࡍࡿ
ࡇ࡛࠶ࡿࠋᡃࡀᅜࡣࠊ➨㸯ᖥࡢࢿࢵࢺ✵㛫ࡽ⏕ࡌࡿࠕࣂ࣮ࢳࣕࣝࢹ࣮
ࢱࠖࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡛ࡣฟ㐜ࢀࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ➨㸰ᖥࡢࠊᗣ
ሗࠊ㉮⾜ࢹ࣮ࢱࠊᕤሙタഛࡢ✌ാࢹ࣮ࢱ࠸ࡗࡓࠕࣜࣝࢹ࣮ࢱ࡛ࠖࡣࠊ
₯ᅾⓗ࡞ඃᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪤Ꮡࡢᴗࡸ⣔ิࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ࠊ➨㸰ᖥࡢ
ࠕࣜࣝࢹ࣮ࢱ࡛ࠖࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ᡂ㛗ᡓ␎➨ࢫࢸ࣮ࢪ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓⴌⱆࢆࠊ᪤Ꮡࡢ⤌⧊ࡸఏ⤫ⓗ࡞ᴗ

ࠖࢆᙉຊ᥎㐍ࡍࡿࠋ


3


㸦᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᑟධ㸧
ࠕୡ⏺࡛᭱ࡶࣅࢪࢿࢫࡋࡸࡍ࠸ᅜࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ᭦࡞ࡿᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡓ
ࡵࠊ᪂ࡓࡘࡢᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᑟධࡍࡿࠋ

➨㸯ࠊ
ࠕ┠ᶆ㏫⟬࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᪉ᘧࠖࡢᑟධ࡛࠶ࡿࠋ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉
௦࡛ࡣࠊᢏ⾡ࡢணぢࡀ㞴ࡋࡃࠊࢫࣆ࣮ࢻࡀ㔜どࡉࢀࡿࠋ࠸ࡘࡲ࡛ࠊࡢ
ࡼ࠺࡞ᢏ⾡ࢆ♫ᐇࡍࡿࡢࠋ࠶ࡿࡁᑗ᮶ീࢆᐁẸ࡛ඹ᭷ࡋࠊࡑࡇ
ࡽ㏫⟬ࡋ࡚ලయⓗ࡞ไᗘᨵ㠉ࡢᕤ⛬ࢆタィࡍࡿ᪉ᘧࢆᑟධࡍࡿࠋ

➨㸰ࠊᴗ⪅┠⥺࡛ࡢつไ࣭⾜ᨻᡭ⥆ࢥࢫࢺࡢ๐ῶ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ
ᨻᗓ࡛ࡣࠊつไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆⡆⣲ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ ,7 ࡣࠊูࠎ㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᴗ⪅ࡽࡍࢀࡤࠊయࡋ࡚ࡢつไ࣭⾜ᨻᡭ
⥆ࢥࢫࢺࡀࠊ➇தຊࢆᕥྑࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡾࠊᢞ㈨ࢆᅜෆ࡛⾜࠺ᾏእᣢ
ࡗ࡚࠸ࡃࠊࡢỴᐃせ⣲࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊつไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ
,7 ࢆ୍యࡋ࡚ࠊᴗ⪅┠⥺࡛つไ࣭⾜ᨻࢥࢫࢺయࢆ๐ῶࡍࡿࠊ᪂ࡓ
࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᑟධࡍࡿࠋ
 
㸦ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡢᙉ㸧
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿ㘽ࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦ࡛࠶ࡿࠋ
ᢏ⾡ࡢணぢࡀ㞴ࡋ࠸୰ࠊࡶࡣࡸࠕ⮬๓⩏ࠖ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇࡣ᫂ⓑ࡛࠶
ࡿࠋ᪤Ꮡࡢ⏘Ꮫᐁࡢᯟࡸࢩࢫࢸ࣒ࢆ㉸࠼ࠊୡ⏺ࡽࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢேᮦࠊ
ᢏ⾡ࠊ㈨ᮏࢆᘬࡁࡅࡿ㨩ຊ࠶ࡿᅜ࡞ࢀࡿࡢࠊࡀᩋࢆศࡅࡿ࣏ࣥ
ࢺ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡀ㐍⾜ࡍࡿ୰࡛ࠊ⏘ᴗᵓ㐀ࡸᑵᴗᵓ㐀ࡣኚ㠉ࡋ࡚࠸ࡊ
ࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᴗಶேࡢ㛵ಀࡶኚࢃࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋᢏ⾡ࡸ⏘ᴗࡢኚ
㠉ྜࢃࡏ࡚ࠊேᮦ⫱ᡂࡸປാᕷሙࠊാࡁ᪉ࢆ✚ᴟⓗኚ㠉ࡋ࡚࠸࡞ࡅ
ࢀࡤࠊ㞠⏝ᶵࡣኻࢃࢀࠊ㞠⏝ᡤᚓࡣῶᑡࡋࠊ୰㛫ᒙࡀᔂቯࡋ࡚ᴟࡀ
ᴟ➃㐍ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࠋ
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢἼࡣࠊⱝ⪅ࠕ♫ࢆኚ࠼ࠊୡ⏺࡛ά㌍ࡍࡿࠖࢳࣕࣥ
ࢫࢆ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢⱝ⪅ࡀ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉௦ࢆ⏕ࡁᢤࡁࠊ
ᑟ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࢆᚲಟࡍࡿࡶࠊ,7 ࢆά⏝ࡋ࡚
⌮ゎᗘᛂࡌࡓಶูᏛ⩦ࢆᑟධࡍࡿࠋ
Ꮫᨵ㠉ࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡋࠊ⏘Ꮫඹྠ◊✲ࢆᖜᣑ
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4

ࡍࡢࠊୡ⏺ࡢඛ⾜ᴗࡢୗㄳࡅࡢ㏵ࢆྲྀࡿࡢࠋ᪥ᮏࡣࠊṔྐⓗ࡞
ศᒱⅬ࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓኚ㠉ࡢ௦ࢆࡾ㉺࠼ࠊᡂ㛗㌶㐨ࡏࠊ᪥ᮏࢆ
ୡ⏺࡛᭱ࡶ㨩ຊⓗ࡞ᅜࡍࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡢ⨶㔪┙ࡀࠊ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࡛࠶ࡿࠋ




௦ࡣࡁࡃኚࢃࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋኚ㠉ࢆᜍࢀࡎ᪂ࡓ࡞ᡂ㛗ࡢ㏵ࢆ┠ᣦ

ࡳࡕ

ࡍࡿࠋ
ୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢேᮦࢆᘬࡁࡅࡿࡓࡵࠊୡ⏺᭱㏿ࣞ࣋ࣝࡢࠕ᪥ᮏ
∧㧗ᗘእᅜேᮦࢢ࣮࣮ࣜࣥ࢝ࢻࠖࢆᑟධࡍࡿࠋ

㸦᪥ᮏ⯆ᡓ␎ 㸧

5


㸯㸬 ྥࡅࡓࠕᐁẸᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖ

㸯㸫㸯㸸᪂ࡓ࡞᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࡢฟ

 ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉㸦,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟㸧

 ,R7 ࡼࡾ࡚ࡢࡶࡢࡀࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚㞟࣭
✚ࡉࢀࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡀேᕤ▱⬟ࡼࡾศᯒࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝ
ࣟ࣎ࢵࢺࡸሗ➃ᮎ➼ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛ࡲ࡛ീࡔ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
ၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡀḟࠎୡࡢ୰Ⓩሙࡍࡿࠋࢧࣂ࣮✵㛫ࣇࢪ࢝ࣝ✵
㛫ࡀ㧗ᗘ⼥ྜࡋࠊࡲࡓࠊ㈈࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿഃᾘ㈝ࡍࡿഃ࠸ࡗ
ࡓᇉ᰿ࡶྲྀࡾᡶࢃࢀࡿ࡞᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࠊከࡃࡢ♫
ⓗ࡞ㄢ㢟ࡀゎỴࡉࢀࡿࡶࠊ⏕άࡢ㉁ࡶ㣕㌍ⓗྥୖࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ
࠺ࡋࡓ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢἼࡣࠊᡃࠎࡀീࡍࡿ௨ୖࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛ᢲࡋᐤࡏ
࡚࠸ࡿࠋ

 ேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡣே㛫ࢆ㉸࠼ࡿࡢࠊୡ⏺୰࡛ㄽதࡀᕳࡁ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱά⏝ࡢࢹࡼࡗ࡚ࠊㄡࡀ➇தຊࢆ᭷ࡍࡿࡣ୍ኪࡋ࡚
ኚࢃࡿࠋ〇㐀⌧ሙ࡞᪥ᮏࡀᙉࡳࢆᣢࡘศ㔝ேᕤ▱⬟➼ࡢ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉
ࡢ㘽ࢆᥱࡿᢏ⾡ࢆ࠺⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㈇ࡍࡿࡢࠋࡕ┠ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡇࢆ㏨ࡏࡤࡶ࠺ᚋࡣ࡞࠸ࠋ

 ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡣࠊᢏ⾡ࡸࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡀ࠺㠉᪂ࡋ࡚࠸ࡃࡢࠊ᪉
ྥᛶࢆணぢࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋࡃࠊ⤯ᑐⓗࢫࣆ࣮ࢻࡀ㔜どࡉࢀࡿ௦࡛࠶ࡿࠋ
ᐁẸࡶࠕᚅࡕࠖࡢጼໃࡣྲྀࡾ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋ⏘Ꮫᐁࡢⱥ▱ࢆ⤖㞟
ࡋࠊᑗ᮶ࡢ࠶ࡿࡁጼࢆᐁẸ࡛ඹ᭷ࡋࠊࡑࡇࡽࣂࢵࢡ࢟ࣕࢫࢺࡍࡿࡇ
࡛ࠊᢏ⾡ᡃࡀᅜࡢᙉࡳࢆ࠸ࡋࡓࣅࢪࢿࢫᡓ␎ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊẸࡼࡿࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢసࡾ㎸ࡳᐁࡼࡿつไ࣭ไᗘᨵ
㠉ࠊᐁẸ༠ㄪࡼࡿᢏ⾡㛤Ⓨࡢ᥎㐍ࡸࢹ࣮ࢱࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢฟಁ㐍
࡞ලయⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇ࠺
ࡋࡓ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿᙜࡓࡾࠊ,R7 ♫ࡢ฿᮶ࡼࡿࢹ࣮ࢱὶ㏻㔞ࡢ⇿Ⓨ
ⓗ࡞ቑຍࠊࢹ࣮ࢱࡢຍ౯್ࡢ㣕㌍ⓗ࡞ྥୖ➼ᑐᛂࡋࡓࢧࣂ࣮ࢭ࢟

ϩ ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࠾ࡅࡿ㘽࡞ࡿ⟇
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1

6

ࢧࣂ࣮✵㛫ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ୰ᚰࡋࡓྲྀ⤌ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸౯್ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡀ
ḟࠎฟࡉࢀࠊ♫ࡢయࡓࡿேࠎ㇏ࡉࢆࡶࡓࡽࡍࠊே㢮ྐୖ㸳␒┠ࡢ♫࡛࠶
ࡿࠕ㉸ࢫ࣐࣮ࢺ♫ࠖࢆୡ⏺ඛ㥑ࡅ࡚ᐇ⌧㸦Society 5.0㸧ࡋ࡚࠸ࡃ㸦⊁⊟♫ࠊ㎰⪔
♫ࠊᕤᴗ♫ࠊሗ♫⥆ࡃࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞♫ࢆ⏕ࡳฟࡍኚ㠉ࢆ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡀඛᑟࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸࠺ពࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ

 ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
㆟࠾ࡅࡿ 6RFLHW\ࡢᇶᮏ᪉㔪ࡢ᳨ウ㐃ᦠࡋࡘࡘ㐍ࡵࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ⥲ྜⓗ࡞ྖ௧ሪ࡛࠶ࡿࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᐁẸ㆟ࠖࡢ㛤ദ
ղࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࠖ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ࣭⏘ᴗᡓ␎ࡢලయ

 ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᡃࡀᅜయᬑཬࡉࡏࡿ㘽ࡣࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࡛࠶ࡿࠋ
୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢ⌧ሙࢽ࣮ࢬࠊ⌧ሙ┠⥺࡛ ,7 ࡸࣟ࣎ࢵࢺᑟධࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᑠᆺࡢỗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺࡢᑟධࢥࢫࢺࢆᖜᘬࡁୗࡆ
ࡿࡇࡣࡶࡼࡾࠊಶࠎࡢᴗ⪅ࡢࣅࢪࢿࢫࡢᐇែࠊᴗົࣇ࣮ࣟ➼ᛂࡌࠊ
ᑀ ,7 ࡸࣟ࣎ࢵࢺࡢᑟධࢆ᭱㝈ࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 ᛴ⃭㉳ࡇࡿᵝࠎ࡞ኚ㠉ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠋ୍▐ࡢ㐜ࢀࡀ⮴ⓗ࡞ࡾ
ࡡ࡞࠸୰ࠊㄢ㢟ࡣከᒱࢃࡓࡗ࡚࠾ࡾࠊᶓ᩿ⓗ࡞ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿᨻᗓయࡢ᪂ࡓ࡞ྖ௧ሪࡋ࡚ࠊ᪥
ᮏ⤒῭⏕ᮏ㒊ࡢୗࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᐁẸ㆟ࠖࢆ㛤ദࡋࠊᨻᗓࡢྲྀ⤌
యࢆ⤫ᣓࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 ேᮦ⫱ᡂࡶࠊྍཬⓗ㏿ࡸྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➨㸲ḟ⏘ᴗ
㠉ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰࡛ࠊ
ࠕാࡁᡭࠖồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝࡸᴗົࡣఱ࡞ࡢࠋே
ᮦ⫱ᡂࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓᑗ᮶ീࡽࣂࢵࢡ࢟ࣕࢫࢺࡋ࡚ࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࣗࣜࢸ☜ಖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ

 ண ᅔ㞴࡞௦࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼ࠊࣅࢪࢿࢫࡢ᪂㝞௦ㅰࡢࢫࣆ࣮ࢻࢆຍ㏿ࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸᴗศ㔝ࡢ㎿㏿࡞ධ᭰࠼➼
ࡢ㔜せᛶࡀࡲࡍࡲࡍቑࡋ࡚࠸ࡁࠊ㔠⼥࣭㈨ᮏᕷሙࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛௨
ୖᴗᛶᛂࡌࡓᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋ

7

ࢧ࣮ࣅࢫ㟂せࡣᚋ㣕㌍ⓗቑࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᗣ࣭ண㜵
ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ་⒪࣭ㆤ㈝⏝ࡢ㐺ṇຠᯝࡶぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ₯ᅾ㟂せࡢࡁ
ࡉࡣࠊࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫࡢࡁࡉ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬࠊ㉁ࡢ㧗࠸ࢧ
࣮ࣅࢫࢆᰂ㌾ࡘຠ⋡ⓗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࠋᡂ㛗⏘ᴗྥࡅࡓࢧ࣮ࣅࢫᥦ
౪ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ☜❧ࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ࣞࢭࣉࢺࡸᗣデ᩿ࡢࢹ࣮ࢱຍ࠼࡚ࠊ࢙࢘ࣛࣈࣝ➃ᮎ➼ࡢ ,R7 ࡼ
ࡿࢹ࣮ࢱ㞟ࢆά⏝ࡍࢀࡤࠊࡼࡾࣜࣝࢱ࣒࡛ಶேࡢ≧ἣᛂࡌࡓࠊຠ
ᯝⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂ㛗ᡓ␎ࡢྲྀ⤌࡛ࠊࠕࢹ࣮
ࢱ࣊ࣝࢫࠖࡸࠕᗣ⤒Ⴀࠖࡀಖ㝤⪅ࡸᴗᐃ╔ࡋࡘࡘ࠶ࡿ୰ࠊᢏ⾡㠉᪂
ࢆ࠸ࡋ࡚ࡢࡼ࠺࡞ࠕಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢᥦ౪ࢆᚋᢲࡋ࡛ࡁࡿࡢࠊ
᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ,&7 ➼ࢆά⏝ࡋࡓண㜵࣭ᗣ࡙ࡃࡾྥࡅࡓྲྀ⤌
ᑐࡋࠊࣥࢭࣥࢸࣈࡀࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊไᗘタィࢆ㐍ࡵ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 ᚑ๓ࡽࡢ࠸ࢃࡺࡿ་⒪ࠊㆤศ㔝ࡘ࠸࡚ࡶࠊ,&7 ࡢά⏝ຍ࠼ࠊ
ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱேᕤ▱⬟ࠊࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢ᪂ᢏ⾡ࡢά⏝➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉
ࡢᑐᛂࢆຍ㏿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⭾࡞⮫ᗋࢹ࣮ࢱಶࠎࡢᝈ⪅ࡢ
≧ែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⸆ࠊ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨࠊಶูࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡀᐇ⌧ࡋࠊࡇࢀࡲ
࡛௨ୖ㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡀᅜẸ୍ே୍ே⾜ࡁΏࡿࡇ࡞ࡿࠋㆤࣟ

ཬࠊᗣ࣭ண㜵ࢧ࣮ࣅࢫᑐࡍࡿಶேࡢႴዲࡢ㧗ࡲࡾࡸከᵝ➼ࢆ⫼ᬒࠊ

ࡋࡇ࠺

ճつไ࣭ไᗘᨵ㠉㸦ࠕ┠ᶆ㏫⟬࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᪉ᘧࠖࠊ
ࠕつไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻ
ᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 ࡢ୍యⓗ᥎㐍ࠖ㸧
ࠊ
ᴗࡸ⤌⧊ࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼ࡓࢹ࣮ࢱά⏝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢ᥎㐍
ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ
մ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆぢᤣ࠼ࡓ᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍࣭ᴗ⦅ࡢ➼
յࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ࣭
ᩍ⫱㛵㐃⟇➼ࡢලయ
ն୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢἼཬ

 ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜ

 ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ୰࡛ࡣࠊࠕ་⒪ࠖࠊࠕㆤࠖࡢጼࡶ୍ኚࡍࡿࠋ

 ᗣ࣭ண㜵ࢧ࣮ࣅࢫࡢᡂ㛗వຊࡣᴟࡵ࡚ࡁ࠸ࠋ࢙࢘ࣛࣈࣝ➃ᮎࡢᬑ
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㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ➼ࡢά⏝ࡼࡿデ⒪ᨭ࣭㠉᪂ⓗ⸆࣭་⒪ᶵჾ㛤Ⓨ
㸦⒪ࡸ᳨ᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆᗈࡃ㞟ࡋᏳ⟶⌮࣭༏ྡࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᇶ
┙ࢆᐇ⌧㸧
ղ,R7 ➼ࡢά⏝ࡼࡿಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࣞࢭࣉࢺ࣭デ࣭ᗣࢹ࣮ 
ࢱࢆ㞟⣙࣭ศᯒ࣭ά⏝㸧
ࠊᗣ࣭ண㜵ྥࡅࡓಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫά⏝ಁ㐍
ճࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮➼ࡢᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓㆤࡢ㉁࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖ㸦 
ㆤሗ㓘ࡸேဨ㓄⨨࣭タᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆྵࡵไᗘࡢᑐᛂࢆ᳨ウ㸧




࣎ࢵࢺࡸ⏬ീデ᩿ࡽົసᴗࡢຠ⋡➼ࡲ࡛ࠊ་⒪ࠊㆤࡢ⌧ሙ㈇ᢸࡶ
ࡁࡃ㍍ῶࡉࢀࡿࠋᡃࡀᅜࡢࡿࡁᝈ⪅ࡸせㆤ⪅ᐤࡾῧࡗࡓᑀ࡞
ࢧ࣮ࣅࢫࠊࢳ࣮࣒་⒪ࠊࢳ࣮࣒ㆤࠊ⌧ሙࡀࡉࡽᑓᛕࡍࡿࡇࡶྍ⬟
࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ་⒪ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡃࡀᅜࡢࡿᅜẸⓙಖ㝤ไᗘࢆ࠸ࡋ࡚ࠊୡ⏺ෙࡓ
ࡿ་⒪ ,&7 ά⏝ᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋ⒪ࡸ᳨ᰝ➼ࡢ⭾࡞ࢹ࣮ࢱࢆࠊᏳ
ࡘຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᭱ඛ➃ࡢ⸆ࡸ⒪ࠊ་⒪ᶵჾࡢ◊
✲㛤Ⓨࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀຍ࠼ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⭾࡞ࢹ࣮ࢱ
ࡘ࠸࡚ேᕤ▱⬟➼ࡶά⏝ࡍࢀࡤࠊ་⒪⌧ሙ࡛デ⒪ࢆᨭࡍࡿ⤌ࡳࢆᵓ
⠏ࡋࠊࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸་⒪ࡢᐇ⌧ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊㆤࡘ࠸࡚ࡣࠊேᮦ㊊ࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ୰ࠊࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭ
ࣥࢧ࣮ࠊ,&7 ➼ࠊㆤ⌧ሙࢆᨭ࠼ࡿᢏ⾡㐍Ṍࡇࢀࡲ࡛௨ୖྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ,&7 ➼ࡼࡾࠊ⌧ሙࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡉࡏࡿࠋࡇࢀ
ຍ࠼ࠊࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭࣥࢧ࣮➼ࡢᢏ⾡ࢆ᭱㝈ά⏝ࡋ࡚ࠊ⌧ሙࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶ
ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬❧ᨭࡘ࡞
ࡀࡿ㉁ࡢ㧗࠸ㆤࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡀࡲࡓࠊㆤ⌧ሙࡢࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥྥࡅࡓពḧࢆᘬࡁฟࡍ࠸࠺ዲᚠ⎔ࢆ⏕ࡳฟࡍࡼ࠺ࠊ᪩ᛴ᳨ウࢆ
㐍ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 ୡ⏺୍ࡢ㛗ᑑᅜ࡛࠶ࡿᡃࡀᅜࡢᗣ☜ಖࡢ⛎ジࡣࠊୡ⏺ࡽࡢὀ┠ᗘࡶ
㧗࠸ࠋ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆୡ⏺ඛ㥑ࡅ☜❧ࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊᾏእᕷሙࡢ㛤ᣅ┦ᡭᅜࡢ㈉⊩ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

9

 ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ไ⣙ࡢඞ᭹ᢞ㈨ᣑ

 ᆅ⌫つᶍࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ไ⣙ࢆࠊᡃࡀᅜࡢ᭱ඛ➃ᢏ⾡➼
࡛ゎỴࡍࡿࡶࠊ⤒῭ᡂ㛗ྥࡅࡓᢞ㈨ࢆᣑࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢞ㈨ࡣࠊᢞ㈨㢠ࡑࡢࡶࡢᛂࡌࡓ⤒῭ຠᯝຍ࠼ࠊ⏕⏘ᕤ
⛬ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆྜࢃࡏ࡚⾜࠺ࡇ࡛ࠊ༢⣧࡞┬࢚ࢿศࢆ㉸࠼ࡿࢥࢫࢺ๐ῶ
ࡸ〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁ྥୖ➼ࢆ㏻ࡌࡓ➇தຊࡢᙉࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪➼ࣅࢪࢿࢫࡢ㔜ᚰࡀ⛣ࡗ࡚࠸ࡃ
୰ࠊࡇࢀࡲ࡛〇㐀ᴗ୰ᚰ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ┬࢚ࢿᢞ㈨ࡢ᥎㐍ࢆࠊὶ㏻࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫᴗࡸ୰ᑠᴗࡶᣑࡍࡿࡇࡀࠊᡃࡀᅜయࡢ⤒῭ᡂ㛗ࡶࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡃࠋ

 ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜẸ㈇ᢸࡢᢚไࢆᅗࡿࡶࠊ᭱
㝈ࡢᑟධྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ ᖺ㡭ࡢつᶍ࡞Ỉ⣲ࢧࣉࣛ
ࢳ࢙࣮ࣥࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋࠊ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᬑཬࢆ㐍ࡵࡿ࡞ࠊ
Ỉ⣲♫ࡢᐇ⌧ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
 ᮏᖺ㸲᭶ࡣࠊ㟁ຊᑠࡢ㠃⮬⏤ࡀ⾜ࢃࢀࠊከᵝ࡞ᴗ⪅ࡼࡿ᪂
つཧධࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ㟂せᐙഃࡢ㟁ụࡸኴ㝧ගⓎ㟁タഛ➼ࢆ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡘ࡞ࡂ୍యⓗไᚚࡋࡘࡘࠊ᪂ࡓ࡞㟂せ⟶⌮ᡭἲ࡛࠶ࡿࢹ
࣐ࣥࢻࣜࢫ࣏ࣥࢫ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊ⤫ྜⓗ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࣐ࢿࢪ࣓
ࣥࢺࢆ⾜࠺᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡀ⏕ࡲࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡲࡉ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ
㔝࠾ࡅࡿ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜࡢᢏ⾡ⓗ࡞ᙉࡳࢆ࠸ࡋࠊୡ⏺
ᕷሙࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

 ㈨※㛤Ⓨ࣭☜ಖࡣࠊᅜࡢ⤒῭άືࢆᨭ࠼ࡿᇶ┙࡛࠶ࡾࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ど㔝
❧ࡗࡓᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㊊ୗ࡛ࡣࠊ㈨※౯᱁ࡢప㏞ࢆ⫼ᬒ㛤Ⓨᢞ㈨
ࡀࡋ࡚࠾ࡾࠊᑗ᮶ࡢᖜ࡞㟂⤥ࢠࣕࢵࣉ㈨※౯᱁ࡢ㧗㦐ࡶᠱᛕࡉࢀ
ࡿࠋ㈨※౯᱁ࡢప㏞ୗ࠾࠸࡚ࡶࠊᏳᐃⓗ࡞㈨※㛤Ⓨᢞ㈨ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀࠊᏳᐃⓗ࡞⤒῭ᡂ㛗ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
 ձὶ㏻࣭ࢧ࣮ࣅࢫᴗ୰ᑠᴗ➼ࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢞ㈨ࡢಁ㐍
 ղ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධಁ㐍᪂ࡓ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
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㸦⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᬑཬ࡞Ỉ⣲♫ࡢᐇ⌧ࠊ
ࠕ⠇㟁㔞㸦ࢿ
࢞࣡ࢵࢺ㸧ྲྀᘬᕷሙࠖࡢタ㸧
 ճ㈨※Ᏻಖ㞀ࡢᙉ

 ࢫ࣏࣮ࢶࡢᡂ㛗⏘ᴗ

 ࢫ࣏࣮ࢶࡣࠊேࢆክ୰ࡉࡏࠊឤືࡉࡏࡿ㨩ຊࡀ࠶ࡿࠋୡ⏺࡛ࡣࠊࢫ
࣏࣮ࢶࡀ⏘ᴗࡋ࡚┠ぬࡲࡋ࠸Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿࡶ࠶ࡿࠋ ᖺࠊᮾ
ி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࢆ㏄࠼ࡼ࠺ࡍࡿࠊᡃࡀᅜࡢ
ࢫ࣏࣮ࢶࡣࠊࡑࡢ㨩ຊ┦ᛂࡋ࠸⤒῭ⓗ࡞౯್ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

 ேࢆចࡁࡘࡅࡿຊࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊࣅࢪࢿࢫ࡛ゝ࠼ࡤ㞟ᐈຊࡀ࠶ࡿࠊ
࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ༢ࠊほᡓࡋ࡚ᖐࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛⤊ࢃࡽࡏࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊᣢ࡚ࡿ㞟ᐈຊࢆ࠺࠸ࡍࡢࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࡢどⅬࢆᣢ࡚ࡤࠊ
ᡃࡀᅜ࡛ࡶࢫ࣏࣮ࢶࢆᡂ㛗⏘ᴗ㌿ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

 ᆅᇦேࡀ㞟ࡲࡿࠊࡑࢀࡣࠊᆅᇦάᛶࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࡿࠋࢫ࣏࣮ࢶ
ࢆ᰾ᆅᇦάᛶࢆ㐍ࡵࡿࠋ୍ࡘࡢ᭷ຊ࡞ࢹ࡛࠶ࡿࠋࢫࢱࢪ࣒࣭
࣮ࣜࢼࢆࡇ❧ᆅࡋࠊᆅᇦෆእࡽࡢேࢆᆅᇦࡢࡇ㞟ᐈࡍࡿࡇ
ࡀⰋ࠸ࡢࠋヨྜࡀ࠶ࡿ᪥ࠊ୍ࡢࢫ࣏࣮ࢶほᡓࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࿘㎶࢚ࣜ
ࡶྵࡵ୍࡚యⓗᤊ࠼ࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆ᰾ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢࠕሙ࡛ࠖ࠺࠸ࡗࡓ
࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࣥࢺࡸᛮ࠸ฟ࡞ࡿฟ᮶ࢆᥦ౪ࡍࡿࡢࠋࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ⓗ࡞どⅬࠊࠕࣔࣀᾘ㈝ࠖࡽࠕࢥࢺᾘ㈝ࠖࡢ㌿࠸ࡗࡓどⅬࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ

 ࣓ࢹࡢ㟢ฟࠊ᭱᪂ࡢࢹࢪࢱࣝᢏ⾡➼ࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ほᡓࢫࢱ
ࣝࡸࢫ࣏࣮ࢶయ㦂ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠊᗣࠊ㣗ࠊ་⒪ࠊほගࠊࣇࢵࢩࣙࣥࠊᩥ
ⱁ⾡➼ࡢࡢࣅࢪࢿࢫࡢ⼥ྜࡼࡿ᪂ᕷሙࡢฟ࡞ࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢ㨩
ຊࢆ⤒῭౯್㌿ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ᪂
ࡓ࡞ᕷሙࡢฟࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

 ࢫ࣏࣮ࢶࢆ⏘ᴗࡋ࡚ᤊ࠼ࡿୖ࡛ࡶࠊࢫ࣮ࣜࢺ࣭ࣇ࣮ࢫࢺࡀᇶᮏ࡛
࠶ࡿࠋࢫ࣮ࣜࢺࡸࣉ࣮࣮ࣞࣖࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓ⤒῭౯್ࢆ➇ᢏ⎔ቃࡢᗏ
ୖࡆࡸ᭱᪂ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᡭἲࡢᑟධ࡚ࡿࡇ࡛ࠊ➇ᢏࣞ࣋ࣝࠊᡃࡀ

11

ࡲࡓࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡣఫᏯᕷሙࡶゼࢀ࡚࠸ࡿࠋ,R7 ᢏ⾡➼ࡢ᪂ᢏ⾡
ࢆά⏝ࡋࠊ᪂ࡓ࡞⏕άࢫࢱࣝࡸᗣࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆḟୡ௦
ఫᏯࡋ࡚ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ຍ౯್ࡢᥦ౪ࢆྵࡵࡓఫᏯᕷ
ሙࡢ㛤ᣅࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊఫᏯࡢ㈨⏘౯್ࡣ᭦㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ⪃࠼

୍ࡘࡢᐙ㛗ࡃఫࡳࠊᏊࡸᏞᐙࢆṧࡋࡓ࠸⪃࠼ࡿ᪉ࡶ࠸ࢀࡤࠊ⪁ᚋ
࡞ࡗࡓࡽఫᏯࢆᢸಖ⏕ά㈨㔠ࢆㄪ㐩ࡋࡓ࠸⪃࠼ࡿ᪉ࡶ࠸ࡼ࠺ࠋே⏕
ࡢࢫࢸ࣮ࢪᛂࡌ࡚ఫࡴᐙࢆኚ࠼ࡓ࠸ᛮ࠺᪉ࡶ࠸ࡼ࠺ࠋ౯್ほࡣேࡑࢀ
ࡒࢀ࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ᕼᮃࡸᛮ࠸ࢆ࡞࠼ࡿࡓࡵࡶࠊ᪂⠏ᕷሙࡢάᛶ
ຍ࠼ࠊษఫࡳࠊ㐺ษࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆࡍࢀࡤ౯್ࡀୖࡀࡾࠊ㈨⏘ࡋ࡚
ホ౯ࡉࢀࡿࠊࡑ࠺ࡋࡓ᪤ᏑఫᏯᕷሙࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ఫᏯᕷሙࡢάᛶࡣࠊ㟂せႏ㉳ఫᏯ㛵㐃ᢞ㈨ࡢᣑࠊ᪉ࡢほⅬࡽ
⤒῭ᡂ㛗ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ఫᏯࡢ㉎ධࡣࠊ୍⏕ࡢ୰࡛᭱ࡶ㧗౯࡞㈙࠸≀࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸ࠋࡑࢀ
ࡶࢃࡽࡎࠊࠕఫᏯࡣ㉎ධࡋࡓࡽࢦ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠖᛮࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢ
ᚋ≉ẁࡢᡭධࢀࢆࡏࡎ㈨⏘౯್ࡀపୗࡋ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡶከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺ࠋᐇ㝿ࠊᮌ㐀࡛࠶ࢀࡤ⠏ᚋ⣙ 20 ᖺ㹼25 ᖺ࡛౯್ࡀࢮࣟ࡞ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓホ౯ࡣᮏᙜṇࡋ࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ

ᅜࢫ࣏࣮ࢶࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࣈࣛࣥࢻຊࡢྥୖࡘ࡞ࡆࡿࡶࠊ➇ᢏே⏕࣭
⌧ᙺᮇ㛫୰ࢆ㉸࠼୍࡚ே୍ேࡢࢫ࣮ࣜࢺࡢ⮬ᕫᐇ⌧⤖ᐇࡉࡏࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡑࢀࡀࠊḟࡢ᪂ࡓ࡞⤒῭౯್ࡢฟࠊࢫ࣏࣮ࢶࡢᮍ᮶㛤ᣅᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡃࠋࢫ࣏࣮ࢶࢆࡵࡄࡿࡇ࠺ࡋࡓዲᚠ⎔ࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡇࡑࡀࠊ┠ᣦࡍ
ࡁࢦ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
 ձࢫ࣏࣮ࢶタࡢ㨩ຊ࣭┈ᛶࡢྥୖ
ղࢫ࣏࣮ࢶ⤒Ⴀேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏
ճࢫ࣏࣮ࢶ ,7࣭ᗣ࣭ほග࣭ࣇࢵࢩ࣭ࣙࣥᩥⱁ⾡➼ࡢ⼥ྜ࣭ᣑ 
 

 ᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࡢάᛶ
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ࡢᙺࡣࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ࡛࠶ࡿࠋ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⣧⢋࡞ࣔࣀ࡙ࡃ
ࡾࡸ༢⣧ࢧ࣮ࣅࢫࡢຍ౯್ࡣࡲࡍࡲࡍⷧࢀࠊࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ
ᥦ౪㍈㊊ࢆ⛣ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀྍ㑊࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇ࠺ࡋࡓ௦ࡢ㊅ໃ
ࢆࠊពḧ࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢ᪉⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠸࡞ࡀࡽࠊඛ㐍ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࣭,7 

 ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆ≌ᘬࡍࡿᡂ㛗ᴗࡢฟྲྀࡾ⤌ࡴࠋ௦

ࡅࢇ࠸ࢇ

ఫᏯࡢ㈨⏘౯್ࡢྥୖࡣࠊ⪁ᚋᏳࡢゎᾘࡼࡿᾘ㈝ࡢᗏୖࡆࠊ࠸࠺
ᡃࡀᅜࡢᾘ㈝⾜ືࡑࡢࡶࡢࡶኚ㠉ࢆ࠼ࡿࡁ࡞Ἴཬຠᯝࢆ᭷ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓࡇࡶ⫢㖭ࡌࠊྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
 ఫᏯࡀ㈨⏘ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂ


㸯㸫㸰㸸࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡢ῝

 ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ

 ᡃࡀᅜࡢ *'3 ࡢ⣙㸵ࡣࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ࡛༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ㞠
⏝ࡢ᐀ࡶࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ࡛ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᅜẸ୍ே୍ேࡀ⤒῭ᡂ㛗ᆅ
ᇦ♫ࡢάຊࢆᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶࡢ
ྥୖࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ

 ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡣࠊᴗ㛫ࡢ⏕⏘ᛶ᱁ᕪࡀࡁࡃࠊᴗ✀ูᴗົෆᐜࡶ
ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦᐦ╔ᆺࡢᴗ⪅ࡀᅽಽⓗከ࠸ࡓࡵ⟇ࡢᾐ㏱ࡀ
㞴ࡋ࠸࠸࠺≉ᚩࡶ᭷ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ
⏬୍ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ᵝࠎ࡞ゅᗘࡽࡢᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࢀᑀྲྀࡾ⤌ࡳࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ᪤ࠊᖺ㸲᭶ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆ᪥
ᮏ⤒῭⏕ᮏ㒊Ỵᐃࡋࠊᴗ✀ᶓ᩿ࠊᴗ✀ูࠊᆅᇦ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࢆᮏ᱁ࡋࠊࠕᅜつᶍ࡛ࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⏕⏘ᛶྥୖ㐠ືࠖࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ


ࡽࢀࡿࠋ

ࡅࢇ࠸ࢇ
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ղᴗศ㔝ูࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
ճ୰ᑠᴗᨭᶵ㛵➼ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ༢࡛ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ

ձࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆ≌ᘬࡍࡿඛᑟᴗࡢฟ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼

ά⏝ಁ㐍➼ࢆᨭࡋࠊ ᖺࡲ࡛⏕⏘ᛶࡢఙࡧ⋡ 㸣⛬ᗘࡢᡂ㛗ᴗ
ࢆᅜ࡛  ♫ฟࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ࠼ࡤࠊ௦⾲ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ୍ࡘ
᪑㤋ᴗࡀᏑᅾࡍࡿࠋಶࠎࡢ᪑㤋࡛ࡣࠊ࠼ࡤࠊࢹ࣮ࢱࡸࢱࣈࣞࢵࢺࢆά
⏝ࡋࠊಶࠎࡢᐟἩᐈࡢᵝࠎ࡞せᮃࢆ᪑㤋య࡛ඹ᭷ࡋࠊࡇࢀᛂ࠼ࡿ࠸
ࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࠊᵝࠎ࡞᪂ࡋ࠸Ⓨࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࣜࣆ࣮ࢱ࣮ࡢ⋓ᚓ
ຍ࠼ࠊࡑ࠺ࡋࡓホุࡀࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡋ࡚ᗈࡃᣑᩓࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂
つ㢳ᐈࡢ㛤ᣅࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ຍ࠼࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊᆅ
ᇦࡢ㨩ຊࡢྥୖ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࡢ㨩ຊࢆ㏻ࡌࡓ㞟ᐈຊࡢྥୖಶࠎࡢᴗ⪅
ࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖྥࡅࡓྲྀ⤌ࠊࡇࢀࡀ࠶࠸ࡲࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᡂ
㛗ࣔࢹࣝ࡞ࡿࡇࢆࠊᆅᇦࡢ⌧ሙᾐ㏱ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

 ᴗ✀ูࡢ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆࠊᴗ✀ูᴗ⪅ᅋయࡶᐦ᥋
㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᪤ࠊ⌧ሙࣉࣟࢭࢫࡢ࢝ࢮ
ࣥࢆࡣࡌࡵ⏕⏘ᛶࡀ㧗࠸〇㐀ᴗ➼ࡢඃࢀࡓࣀ࢘ࣁ࢘ࢆࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗᬑཬ
ࡉࡏ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡓඛ㐍ⓗ
࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡸᴗົࣇ࣮ࣟࡢᶆ‽ᡭἲ➼ࢆࠊ୰ᑠᴗ➼⤒Ⴀᙉἲ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ᡂ❧㸧ᇶ࡙ࡁ⟇ᐃࡍࡿᴗศ㔝ูᣦ㔪㸦⏕⏘ᛶࡢ
ྥୖྥࡅ࡚ᴗศ㔝ูྲྀࡾ⤌ࡴࡁᣦ㔪㸧ࡶ┒ࡾ㎸ࡳࠊᴗ✀ูᴗ
⪅ᅋయࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵➼ࡶ㐃ᦠࡋ୰ᑠᴗ⟇➼ࡶά⏝ࡋ࡞
ࡀࡽࠊࡑࡢᬑཬಁ㐍ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ

 ᆅᇦࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡶࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡣ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋព㆑ࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡛ࡣࠊᆅ᪉⮬యࠊ୰ᑠᴗᅋయࠊᆅᇦ㔠⼥ᶵ
㛵➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡀ୍ᇽࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖྥࡅࡓࣔࢹࣝ
ࢣ࣮ࢫࡢඹ᭷ࡸࠊಶูࢣ࣮ࢫ㛵ࡍࡿᙺศᢸࠊ,7 ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᑓ㛛ᨭ
ேᮦࡢὴ㐵➼ࡘ࠸࡚⥅⥆ⓗ㆟ㄽࡍࡿ༠㆟➼ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆࠊࡲࡕ࣭ࡦ࣭ࡋࡈ⏕ಀࡿᆅᇦࣈࣛࣥࢹࣥࢢࡢࣉ
࣮ࣟࢳ⤌ࡳྜࢃࡏࠊᆅᇦຊಶࠎࡢᴗ⪅ࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆྜࢃࡏ࡚㐍
ࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺ᆅᇦࡢ⌧ሙാࡁࡅ࡚࠸ࡃࠋ 
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ⓗᨭࡍࡿࡇ࡛ࠊ㣕㌍ⓗ࡞ᡂ㛗ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ

ேᡭ㊊ࡢ୰࡛ࠊ,7 ά⏝ࡢಁ㐍ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡣࠊ୰ᑠ
ᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡗ࡚㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࡢ୰ᑠᴗᨭᶵ㛵
ࡶ㐃ᦠࡋࠊ,7 ά⏝ࢆᑀ⤂ࡍࡿࡇ࡛⤒Ⴀ⪅ࡢ ,7 ά⏝
㛵ࡍࡿព㆑ࡅࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊࣅࢪࢿࢫࡢᐇែྜࢃࡏࡓ ,7 ᢞ㈨ࡸ┬
ຊᢞ㈨➼ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

 ࡉࡽࠊୗㄳᴗ⪅ࡢྲྀᘬ᮲௳ࡢᨵၿࡸࠊᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿᴗᛶホ
౯⼥㈨ࡢಁ㐍ࠊᴗ⏕࣭ᴗᢎ⥅ࡢ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⤒῭ࡢ
ዲᚠ⎔ࢆᅜࡢ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ᣑࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ ୡ⏺ᕷሙࢆ┠ᣦࡋࡓᆅᇦ୰᰾ᴗࡢᡂ㛗ᨭ
ղ 733 ࢆዎᶵࡋࡓᆅᇦ୰ᑠᴗ➼ࡢᾏእᒎ㛤
 ճ,7 ά⏝ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ୰ሀᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⏕⏘ᛶ
ྥୖᨭ
 մࠕ࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࠖ➼ࢆά⏝ࡋࡓᢸಖࡸಶேಖド㢗ࡽ࡞࠸ᡂ
㛗㈨㔠ࡢ౪⤥ಁ㐍ࠊ㔠⼥ᶵ⬟ࡢᙉᴗ⏕࣭ᴗᢎ⥅ࡢຍ㏿





⤒῭ࢆ≌ᘬࡍࡿ୰᰾ᴗࡸពḧ࠶ࡿ୰ᑠᴗࡢୡ⏺ᕷሙࡢᣮᡓࢆᚭᗏ

ࡅࢇ࠸ࢇ

 ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ㠉᪂

ᆅᇦ⤒῭ࡢᙺࡣࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᆅᇦࡢᴗ⪅ࡶኚ㠉ࡢἼࡀᢲࡋᐤࡏ࡚࠸ࡿࠋேཱྀῶᑡࡀ㢧ᅾ
ࡋࠊᴗ⪅⮬㌟ࡢ㧗㱋ࡀࡲࡍࡲࡍ㐍ᒎࡍࡿ࡞ࠊᆅᇦࡢ⤒῭♫ࡢᏑ
❧ࡑࡢࡶࡢࡀ⬣ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓኚ㠉ᑐᛂࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬㌟ࡢᣢ
ࡘ₯ᅾຊࢆ࠸ࡋ࡚᭱㝈Ⓨࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋࡓᴗ⪅ࡢᣮᡓࢆ
ᆅᇦࡢ⌧ሙ࡛ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

733 ࡣࠊᆅᇦࡢᴗࡀୡ⏺࡛ά㌍ࡍࡿࡁ࡞ࢳࣕࣥࢫࢆࡶࡓࡽࡍࠋᆅᇦ

15

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶵᵓࡢᶵ⬟ᙉ
ղ⏕⏘㈨ᮦࡢࢥࢫࢺపῶཬࡧ⏕⏘⪅᭷࡞ὶ㏻࣭ຍᕤᵓ㐀ࡢᐇ⌧
ճேᮦຊࡢᙉ
մ㍺ฟຊࡢᙉ

 ᨷࡵࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢᒎ㛤㍺ฟຊࡢᙉ

ࠕᆅᇦ࡛㡹ᙇࡿ㎰ᴗ⪅ࡢᡤᚓࢆቑࡸࡍࠋ
ࠖࠊࡇࢀࡀ࣋ࣀ࣑ࢡࢫ➨ࢫࢸ
࣮ࢪࡢ㎰ᴗᨵ㠉ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᆅ㞟✚࣭㞟⣙ࢆ㏻ࡌࡓ⏕⏘つᶍ
ࡢᣑࢆ㐍ࡵࠊୖࡆࢆቑࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏕⏘ࢥࢫࢺࡸ୰㛫࣐࣮ࢪࣥࡢ๐ῶࢆ
ᚭᗏⓗ⾜࠸ࠊᅜෆእࡢ᪂ࡓ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺᣮᡓࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࠕ⏘ᴗࠖࡋ࡚
ࡢࠊࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࢆຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

㸶൨ேࡢᕧᕷሙࢆࡘࡃࡾࡔࡍ 733 ࡣࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡗ࡚ࠊࡁ࡞ࢳ
ࣕࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺ࡽࡶホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾࠸ࡋࡃࠊᏳ࡞᪥ᮏࡢ㣗ࢆࠊ
ᚭᗏⓗୡ⏺ࣆ࣮ࣝࡋࠊᡂ㛗ࡍࡿୡ⏺ࡢ㟂せࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡛ࠊ
㈍㊰㛤ᣅ࣭ᣑࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

ୡ௦㛫ࡢࣂࣛࣥࢫࡢࢀࡓᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗᵓ㐀ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗࢆⱝ⪅ࠊዪᛶࡗ࡚㨩ຊ࠶ࡿࠕ⫋ሙࠖࡍࡿࡓࡵࠊ▱ᜨࢆ
⤠ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ຺⤒㦂ࡣࠊ㈈⏘࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡀ୍ேࡢ
㎰ᴗ⪅ࡢ୰㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸࡚ࡣࠊࡲࡉᐆࡢᣢࡕ⭉ࢀ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀ
ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋⱝ⪅࣭ዪᛶࢆྵࡵ࡚ḟୡ௦ᖜᗈࡃ຺⤒㦂ࢆఏᢎࡍࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡶࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࡢぢ࠼ࡿࢆ⾜࠸ࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡸࢱࣈࣞࢵࢺ
➃ᮎ᪥ᖖ⏕άࡽぶࡋࢇ࡛࠸ࡿⱝ⪅ࡸዪᛶࡀຠ⋡ⓗᢏ⾡ࢆಟᚓ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊ㎰ᴗࡢ ,7 ࡸ⮬ືࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏᖺ㸱᭶㸲᪥ࡢᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓᐁẸᑐヰ࡛ࡣࠊ㎰ᴗ⏺⤒῭⏺ࡀ༠ຊ
ࡋ࡚ࠊ㡹ᙇࡿ㎰ᴗ⪅ࢆᆅᇦࡢ⌧ሙࣞ࣋ࣝࡽᅜⓗ࡞ྲྀ⤌ࡲ࡛ࢆ㏻ࡌ࡚ᖜ
ᗈࡃᛂࡍࡿࡢỴពࡀ⾲᫂ࡉࢀࠊ༠ຊయไࡢᵓ⠏ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ⤒Ⴀຊ
ࢆࡣࡌࡵࡍࡿேᮦຊࡢᙉࠊᚭᗏࡋࡓࢥࢫࢺ๐ῶࠊ㍺ฟຊࡢᙉࠊ,7 ࣭
⮬ື࡞ࠊ㎰ᴗ⪅ࡔࡅ࡛ࡣ୍ᮅ୍ኤࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟ࡶከ࠸ࠋᨻᗓ࣭
㎰ᴗ⏺࣭⤒῭⏺࡛ࡋࡗࡾࢱࢵࢢࢆ⤌ࢇ࡛ࠊලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ほග⏘ᴗࢆᡃࡀᅜࡢᇶᖿ⏘ᴗࡍࡿࡓࡵࠊྂ࠸つไ࣭ไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ⾜
࠺ࡶࠊ⏘ᴗࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂࡶຊࢆධࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊࢺࢵࣉࣞ࣋
ࣝࡢ⤒Ⴀேᮦࡽࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿほගᆅ࡙ࡃࡾࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿᆅᇦほගࡢ୰
᰾ࢆᢸ࠺ேᮦࠊ༶ᡓຊ࡞ࡿᆅᇦࡢᐇ㊶ⓗ࡞ほගேᮦ࡞ࠊᖜᗈ࠸ேᮦ⫱
ᡂᮏ᱁ⓗ╔ᡭࡍࡿࠋ

 ͤ'02'HVWLQDWLRQ0DQDJHPHQW0DUNHWLQJ2UJDQL]DWLRQࡢ␎ࠋᵝࠎ࡞ᆅᇦ㈨※ࢆ⤌ࡳྜ
ࢃࡏࡓほගᆅࡢ୍యⓗ࡞ࣈࣛࣥࢻ࡙ࡃࡾࠊ࢙࢘ࣈ࣭616 ➼ࢆά⏝ࡋࡓሗⓎಙ࣭ࣉࣟࣔ
࣮ࢩࣙࣥࠊຠᯝⓗ࡞࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊᡓ␎⟇ᐃ➼ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦࡀయ࡞ࡗ࡚⾜࠺ほ
ගᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ᥎㐍యࠋ


᪂ࡓ࡞┠ᶆࡀ⤮ᥥ࠸ࡓ㣰࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᐟἩタࡸ
&,4ࠊ㏻ࠊ㏻ಙ➼ࡢཷධ⎔ቃᩚഛࢆ᪩ᛴ㐍ࡵࡿࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅜ
ࡋ࡚ࡶᅜ࣮࣋ࢫ࡛ࡢ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊᆅᇦࡈࠊఱࡀㄢ㢟
࡛ࠊࡑࢀ࠸ࡘࡲ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡢࠊᚋࡢほග㟂せࢆぢ㎸ࢇࡔᑐᛂ
ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ

ᅜෆࡢほග㟂せࡢႏ㉳ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᖺᮎᖺጞࠊࢦ࣮ࣝࢹࣥ࢘
࣮ࢡࠊ࠾┅ほග㟂せࡀ㞟୰ࡍࡿࡇࡣࠊᴗ⪅ࠊാࡁᡭࠊほගᐈࡢ࡚
ࡗ࡚࣐ࢼࢫࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࠋࣆ࣮ࢡࡣᐈࡀᢲࡋᐤࡏࠊࣆ࣮ࢡ௨
እࡣ✌ാ⋡ࡀᴟ➃ୗࡀࡿࠋᴗ⪅ࡀ㈍ಁάືࢆ⾜࠺ពḧࢆᣢࡓ࡞ࡗࡓ
ࡋ࡚ࡶࠊ࠶ࡿព⮬↛࡛࠶ࡿࠋാࡁᡭࡗ࡚ࡳ࡚ࡶࠊࣆ࣮ࢡࡢࡳ㠀
ᖖࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀࡿࡇࡀከࡃ࡞ࡾࠊ㨩ຊⓗ࡞⫋ሙࡣゝ࠼࡞࠸ࠋほග
ᐈࡗ࡚ࡶࠊࡇฟࡅ࡚ࡶΰ㞧ࡋࠊᩱ㔠タᐃࡶ㧗࠸ࡓࡵࠊ࠾ࡢࡎ
‶㊊ᗘࡀୗࡀࡾࠊほගពḧࡀῶ㏥ࡋ࡚࠸ࡃࠋほග㟂せࡢᖹ‽ࡣࠊほග❧
ᅜࡢ᥎㐍ྥࡅࠊࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձほග㈨※ࡢ㨩ຊྥୖ㸦㏄㈱㤋➼ࡢ㛤ᨺࠊᩥ㈈࣭ᅜ❧බᅬ࡞ࡢά
⏝㸧
ղほග㛵㐃つไ࣭ไᗘࡢぢ┤ࡋ㸦㏻ヂෆࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑ➼㸧
ճᆅᇦほග⤒Ⴀ㸦'02㸧ࡢ᥎㐍
մほගேᮦࡢ⫱ᡂ
յゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ࡢᣑྥࡅࡓᆅᇦࡢཷධ⎔ቃᩚഛ
նఇᬤྲྀᚓࡢಁ㐍࣭ศᩓ

㸯㸫㸱㸸ᅜෆᾘ㈝࣐ࣥࢻࡢႏ㉳

 ᐁẸ㐃ᦠࡼࡿᾘ㈝࣐ࣥࢻࡢႏ㉳⟇

*'3 ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ㐨ࡢࡾࢆ☜ᐇ࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊẸ㛫ᢞ㈨ࡢ
ಁ㐍ຍ࠼ࠊᾘ㈝࣐ࣥࢻࡢႏ㉳⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

༢⣧࡞㟂せࡢඛ㣗࠸࡛ࡣពࡀ࡞࠸ࠋᅜෆࡢ㟂⤥ࢠࣕࢵࣉࢆゎᾘࡍࡿᾘ

յࢫ࣐࣮ࢺ㎰ᴗࡢ᥎㐍㸦㐲㝸┘どࡼࡿ↓ே⮬ື㉮⾜ࡢᐇ⌧㸸 ᖺ
ࡲ࡛㸧
ն㎰ᴗ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏

 ほග❧ᅜ

ᖺࡢゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘࡣ  ேࠊࡑࡢ᪑⾜ᾘ㈝㢠ࡣ㸱 
൨㐩ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡇࡢ㸱ᖺ࡛㸰ಸ௨ୖࠊ㸱ಸ௨ୖࡁࡃቑຍࡋࡓࠋ
ほගࡣࠊࠕᆅ᪉⏕ࠖࡢษࡾᮐࠊ*'3 㐩ᡂྥࡅࡓᡂ㛗ᡓ␎ࡢᰕ࡛
࠶ࡾࠊゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘࢆ  ᖺ  ேࠊゼ᪥እᅜே᪑⾜ᾘ㈝
㢠ࢆ  ᖺ㸶ࡍࡿ࡞ࡢ᪂ࡓ࡞┠ᶆྥࡅࠊࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࢆ᭦
ຍ㏿ࡋࠊほගࢆᡃࡀᅜࡢᇶᖿ⏘ᴗᡂ㛗ࡉࡏࡿࠋ

ࡇࢀࡲ࡛㝈ᐃⓗࡋ୍⯡බ㛤ࡋ࡚ࡇ࡞ࡗࡓ㏄㈱㤋➼㨩ຊ࠶ࡿබⓗ
タࢆ⫹㛤ᨺࡍࡿࡶࠊᩥ㈈ࡸᅜ❧බᅬ➼ࢆほග㈨※ࡋ࡚ά
⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㨩ຊ࠶ࡩࢀࡿほගᆅ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ⏝ࡢᣑࡼࡾ
⤒῭ⓗ࡞౯್ࢆ㧗ࡵࠊࡑࢀࢆྛࠎࡢタࡢ⮬㈈※ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ほගᆅࠊྛタ⮬㌟ࡀࠊ⮬ᚊࡋࡓほගᆅ⤒ႠࡢⓎ❧ࡗ࡚ດຊࡋ࡚ึ
ࡵ࡚㨩ຊࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࠋ㔜せ࡞ࡢࡣࠊྜពᙧᡂࡢࣉࣟࢭࢫసࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡣࠊእ㒊ேᮦࡶ✚ᴟⓗά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊほගᐈࡀほගᆅồࡵࡿࡶࡢ
ࡣఱ࡞ࡢࠊఱࢆぢࡓࡃ࡚ࠊఱࢆయ㦂ࡋࡓ࠸ࡢࠊࡑ࠺ࡋࡓどⅬ࡛ࡢほග
ᆅ࡙ࡃࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊほගᆅࡢ୍యⓗ࡞࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࠊࣈ
ࣛࣥࢹࣥࢢ➼ࢆᡓ␎ⓗ᥎㐍ࡍࡿᑓ㛛⤌⧊࡛࠶ࡿ᪥ᮏ∧ '02ͤࢆᅜྛ
ᆅ࡛ᙧᡂ࣭⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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18

⏘ᛶྥୖࢆᚭᗏⓗᚋᢲࡋࡍࡿࡓࡵࠊつไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 

ᅜࠖࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊࠕ*'3 ⤒῭ࠖࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᴗ⪅ࡢ⏕

 ಶูศ㔝ࡢᒾ┙つไຍ࠼ࠊᡃࡀᅜࢆࠕୡ⏺୍࡛␒ᴗࡀάືࡋࡸࡍ࠸



ࣥࢆ▐ಟṇࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓᰂ㌾ࡉࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㞳ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡶࠊࡑࢀࢆᐁẸ࡛ྠඹ᭷ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢡࢩࣙ

࠸ࡾ

ไᗘᨵ㠉➼ࢆྠ୪⾜ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࣉ࣮ࣟࢳࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᐃࡢ

ࢆᥥࡁࠊẸࡼࡿᢏ⾡㛤Ⓨ࣭ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢసࡾ㎸ࡳᐁࡼࡿつไ࣭

ࡽࡇࡑࠊ࠶ࡿࡁᑗ᮶ീࢆᐁẸ࡛ඹ᭷ࡋࠊࡑࡇࡽ㏫⟬ࡋ࡚࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ

௦࡛࠶ࡿࠋ▐ࡢ㐜ࢀࡣྲྀࡾࡶ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋඛࡀㄞࡵ࡞࠸௦ࡔ

 ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡣࠊᢏ⾡㠉᪂ࡢணぢࡀ㞴ࡋࡃࠊࢫࣆ࣮ࢻࡀ㔜どࡉࢀࡿ

ไᗘᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡃࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

 ㏕ࡾ᮶ࡿ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࠊ࠸࠺௦ࡢὶࢀࢆ㚷ࡳࢀࡤࠊ᪂ࡓ࡞つไ࣭



 Ᏻಸᨻᶒࡢᨵ㠉⤊ࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ



ࢡࢺ ࠘ࠖ⨨ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡾࠊ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࠾࠸࡚ࡶࠕ ྥࡅࡓࠗᐁẸᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙

┙つไᨵ㠉ࠖࢆ᩿⾜ࡋ࡚ࡁࡓࠋẸ㛫ᢞ㈨ࢆࡧ㎸ࡴࡁ࡞ᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠾

 Ᏻಸᨻᶒࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸ㎰ᴗࠊ་⒪➼ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᡓᚋ௨᮶ࡢᒾ

㈝ࡢᗏୖࡆࡸࠊᚑ᮶ࡢᾘ㈝⾜ື࣭㉎㈙⾜ືኚ㠉ࢆࡶࡓࡽࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᾘ㈝
ࡢฟࡘ࡞ࡀࡿࠕᅜෆᾘ㈝࣐ࣥࢻࡢႏ㉳ࠖࢆᐁẸࠊᨻᗓ࣭ᆅ᪉ࡀ㐃ᦠ
ࡋࠊᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
 ᅜෆᾘ㈝࣐ࣥࢻࡢႏ㉳⟇


㸰㸬⏕⏘ᛶ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿつไ࣭ไᗘᨵ㠉

 ᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᑟධ


19

ࢆ୍యⓗ㐍ࡵࡿ᪂ࡓ࡞ᨵ㠉ᡭἲࢆᑟධࡍࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ ⏘ᴗ㠉᪂ࡢᑗ᮶ീᇶ࡙ࡁタᐃࡋࡓ୰ᮇ┠ᶆࡽࣂࢵࢡ࢟ࣕࢫࢺࡋ
࡚ලయⓗᨵ㠉ࢆᐇࡍࡿ᪉ᘧࡢᑟධ㸦ࠕ┠ᶆ㏫⟬࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᪉ᘧࠖ㸧
ղ ᴗ⪅┠⥺࡛つไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 ࢆ୍యⓗ㐍ࡵࡿ
᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ᡭἲࡢᑟධ

 ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢά⏝㸦ᵓ㐀ᨵ㠉ࡢ✺◚ཱྀ㸧
ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᮶ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫ࢆࠕ㞟୰ᨵ㠉ᙉᮇ㛫ࠖ
ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆࠕ᪂ࡓ࡞┠ᶆࠖࡋ࡚タᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊẸ㛫ࡢ
⬟ຊࡀ༑ศⓎ࡛ࡁࡿୡ⏺୍࡛␒ࣅࢪࢿࢫࡢࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ⤒
῭ᡂ㛗ࡘ࡞ࡆࡿࠋ

ṧࡉࢀࡓࠕᒾ┙つไࠖࡢ✺◚ཱྀࢆ㛤ࡁࠊ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡁ㸴ࡘࡢศ
㔝➼ࢆᐃࡵ࡚ࠊつไᨵ㠉㡯ࡢ㏣ຍࡸ῝᥀ࡾຍ࠼ࠊᚲせ࡞ᣦᐃ༊ᇦࡢ㏣
ຍࡸࠊලయⓗᴗࡢࠕྍどࠖ➼ࡘ࠸࡚ࠊ୍ᒙࡢຍ㏿ⓗ᥎㐍ࢆᅗࡿࠋ

୍ࡘ୍ࡘࡢලయⓗ࡞ࢽ࣮ࢬᖖ࣭⥙⨶ⓗᑐᛂࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿᴗࡢᐇ
⌧ࢆᅗࡿࡓࡵࡢࠕ❆ཱྀ㸦ࢤ࣮ࢺ࢙࢘㸧
ࠖࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࠊ୍ᒙࡢᙉ
ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ

 ᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓไᗘᨵ㠉
㺏㸧ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ᭦࡞ࡿᙉ
ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡣࠊᡂ㛗ᡓ␎ࡢ᭱㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
⨨ࡅኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ*'3 ⤒῭ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᡂ㛗ᕷሙࡀ㢧ᅾ
ࡋࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉࠸࠺⛣ࡾኚࢃࡾࡀ᪩࠸௦ࢆ㏄࠼ࡓࡇࡑࠊ
ࠕᨷࡵࡢ
⤒Ⴀࠖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᴗᢞ㈨ᐙࡢᘓタⓗ࡞ᑐヰࠖࠊࡑࡢᐇຠᛶࢆୖࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㨱ἲࡢ᮫ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㛵ಀ⪅ࡀࠊࡑࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑
ࡋࠊᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࢆࠕᙧᘧࠖࡽࠕᐇ㉁ࠖ῝ࡉࡏ࡚࠸
ࡃࡓࡵࡣࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࢧࢻࡽࠊୖሙᴗᑐࡍࡿാࡁࡅࡢᐇຠᛶ
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21

20

࠺ࡋࡓᢞ㈨ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ ᴗᢞ㈨ᐙࡢᘓタⓗ࡞ᑐヰࡢᇶ┙࡞ࡿᴗࡢሗ㛤♧ࡢᐇຠᛶ࣭
ຠ⋡ᛶࡢྥୖ➼
ղ ᰴ⥲ࣉࣟࢭࢫࡢ㟁Ꮚ

㺐㸧άຊ࠶ࡿ㔠⼥࣭㈨ᮏᕷሙࡢᐇ⌧ࢆ㏻ࡌࡓᡂ㛗㈨㔠ࡢ࡞౪⤥
 ࡼࡾⰋ࠸㈨㔠ࡢὶࢀࢆᐇ⌧ࡋࠊᅜẸࡢᏳᐃⓗ࡞㈨⏘ᙧᡂࡘ࡞ࡀࡿ࣏࣮
ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᐙィ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊ1,6$࣭
ࢪࣗࢽ 1,6$ ࡢ᭦࡞ࡿᬑཬไᗘࡢⓎᒎࡸ㔠⼥࣭ᢞ㈨ᩍ⫱ࡢᙉࢆᅗࡿ
ࡶࠊ㔠⼥ᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㢳ᐈ㸦ᐙィ㸧ࡢ┈ࢆ➨୍⪃࠼ࡓ⾜ື
ࡀࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊ┈┦ࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡸ㐠⏝㧗ᗘ➼ࢆ㏻ࡌ┿
㢳ᐈ࣭ཷ┈⪅ࡢ┈࡞࠺ᴗົ㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊࣇࢹ࣮ࣗࢩࣕࣜ
࣮࣭ࢹ࣮ࣗࢸ࣮ࡢᚭᗏࢆᅗࡿࠋ

 ࡉࡽࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡣࠊᛶࢆ☜ಖࡋࠊ⤒῭ࡸᕷሙࡢࢫࢺࣞࢫ࠾࠸
࡚ࡶ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ༑ศ࡞㔠⼥௰ᶵ⬟ࢆⓎࡍࡿࡇཬࡧᴗᛶホ౯ᇶ
࡙ࡃ⼥㈨ࡸᮏᴗᨭ➼ࢆ㏻ࡌ࡚⏘ᴗ࣭ᴗࡢㄢ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞㉁ࡢ
㧗࠸㔠⼥௰ᶵ⬟ࢆⓎࡍࡿࠋ 

㐣ཤ᭱㧗ࡢᴗ┈࡛ࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡢࣇࣟࣥࢸࢆษࡾᣅ࠸࡚࠸ࡃࠊࡑ

ࡦࡽ


 )LQ7HFK ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏝⪅ಖㆤࡸṇࡢ㜵Ṇ➼ࡢほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ
,7 ࡢ㐍ᒎࢆ㔠⼥ศ㔝ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ➼ࡼࡾࠊ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㧗ᗘࢆᅗ
ࡾࠊ⏝⪅౽ࡢྥୖࡸᡃࡀᅜ⤒῭ࡢᡂ㛗ຊᙉࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࠊไᗘ㠃
ࡢㄢ㢟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠊ)LQ7HFK ᴗࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⎔ቃ
㸦)LQ7HFK ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢᙧᡂࢆ㐍ࡵࡿࠋୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿᾏእᒎ㛤ࡶ
ど㔝ධࢀࡓ᪥ᮏⓎࡢ )LQ7HFK ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢆฟࡋࠊ⏝⪅┠⥺❧ࡗࡓ
㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㠉᪂ࢆ┠ᣦࡍࠋ

 ࡲࡓࠊࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࢆ㏻ࡌࠊ㨩ຊ࠶ࡿほගࡢᥦ౪ࡸࣥࣂ࢘ࣥ
ࢻ㟂せࡢ᭦࡞ࡿႏ㉳ࡸࠕᆅᇦ⤒῭ศᯒࢩࢫࢸ࣒㸦5(6$6㸧ࠖࡢᨻ⟇ⓗά⏝ࡢ
᳨ウ➼ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫỴ῭క࠸ᚓࡽࢀࡿࣅࢵࢢࢹ
࣮ࢱࡢά⏝⎔ቃࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
 ձᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥㈨ࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࡢಁ㐍ᕷሙ⎔
ቃࡢᩚഛ➼
㸦1,6$ ࡢᬑཬࠊ
ࣇࢹ࣮ࣗࢩ࣮࣭ࣕࣜࢹ࣮ࣗࢸ࣮ࡢᚭᗏࠊ
㛗ᮇᏳᐃⓗᢞ㈨ࢆᨭ࠼ࡿࢶ࣮ࣝࡢᩚഛࠊᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶ࣭Ᏻᐃ
ᛶࡢ☜ಖ➼㸧
 ղ㉁ࡢ㧗࠸㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢⓎ㸦ᴗᛶホ౯⼥㈨ࡸᮏᴗᨭ➼ࡢྲྀ⤌ᙉ
㸧
 ճ)LQ7HFK ࡢ᥎㐍㸦)LQ7HFK ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᙧᡂ➼㸧
 մࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝㸦ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻྲྀᘬక࠸ᚓࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱ
ࡢᶆ‽➼㸧

㺑㸧3333), ➼ࡼࡿබⓗࢧ࣮ࣅࢫ࣭㈨⏘ࡢẸ㛫㛤ᨺᣑ

බⓗࢧ࣮ࣅࢫ࣭㈨⏘ࡢẸ㛫㛤ᨺࡣࠊẸ㛫ࡢពᕤኵࢆ࠸ࡋࡓ㉁ࡢ㧗࠸
ࢧ࣮ࣅࢫࡢຠ⋡ⓗ࡞ᥦ౪ࡘ࡞ࡀࡾࠊ᪂ࡓ࡞Ẹ㛫ᢞ㈨ࢆ⏕ࡳฟࡍ㉳⇿
ࡶ࡞ࡾᚓࡿᵓ㐀ᨵ㠉࡛࠶ࡿࠋ

᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫࡢฟࠊẸ㛫ࡢ▱ᜨࢆά⏝ࡋࡓఫẸࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ྥୖࠊຠ⋡ࡢಁ㐍ࡼࡿබⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶ࠸࠺ࠊࡲࡉࠕ୍▼୕㫽ࠖࡢ
ྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋ

ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᢞ㈨ᐙࡣࠊᴗഃࠕẼ࡙
ࡁࠖࢆ࠼ࡿᑐヰࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅㸦&(2㸧ࡢ㑅ゎ
௵ࣉࣟࢭࢫࡸྲྀ⥾ᙺࡢᵓᡂ࣭㐠Ⴀ࣭ホ౯➼ಀࡿୖሙᴗࡢྲྀ⤌≧ἣࢆ
ᢕᥱࠊබ⾲ࡋ࡚࠸ࡃࡇ➼ࢆ㏻ࡌࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇຠᛶྥୖ
ྥࡅࡓୖሙᴗࡼࡿྲྀ⤌ࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࡑࡋ࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆᨭ࠼ࡿᇶ┙ࡋ࡚ࠊᴗࡢሗ㛤♧ࡢᐇຠᛶ࣭
ຠ⋡ᛶࡢྥୖࡸᰴ⥲ࣉࣟࢭࢫ㟁Ꮚ➼ࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋᴗࡢ
ሗ㛤♧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉ࣭ࢥ࣮ࢻࠖᥖࡆࡿᴗᢞ㈨ᐙ
ࡢᑐヰࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウࢆᅵྎࡋ࡞ࡀࡽࠊ ᖺ๓
༙ࢆ┠㏵ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ⓗぢ࡚᭱ࡶᐇຠⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞㛤♧ࡢᐇ⌧ཬࡧᰴ
⥲᪥⛬࣭ᇶ‽᪥ࡢྜ⌮ⓗ࡞タᐃࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ┠ᣦࡍࡇࡍࡿࠋ
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22


✵ ࡸᩥᩍタ㸦ࢫ࣏࣮ࢶタ࣭♫ᩍ⫱タ࣭ᩥタ㸧
ࠊࢡ࣮ࣝࢬ⯪
ྥࡅ᪑ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝタࠊ0,&( タ࡞ࠊᅜෆእࡢほගᐈ➼ࡢቑຍࡼࡾ
㟂せࡢᣑࡀぢ㎸ࡲࢀࡿタ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࡼࡿ᭦
࡞ࡿほගᐈ➼ࡢࡧ㎸ࡳࠊຠ⋡ࡼࡾ⏕ࡲࢀࡿཎ㈨ࢆูࡢᡂ㛗㛵㐃ᢞ㈨
ᅇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡼࡿ┦ຠᯝ➼ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ

᭷ᩱ㐨㊰ࠊỈ㐨ࠊୗỈ㐨ࠊබႠఫᏯ࡞ࠊேཱྀῶᑡࡼࡿ㟂せῶᑡ➼ࡀ
ぢ㎸ࡲࢀࡿタ➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊẸ㛫ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡋࡓࢭࢵࢺ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢ㧗ᗘຍ࠼ࠊᾏእᒎ㛤ࡸタࢆά⏝ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫฟ➼ࡢ᪂つ
ᴗ㛤Ⓨ࡞ࠊࠕᡂ㛗ࠖࡢどⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࢆྵࡵࠊ3333), ➼ࢆ⫹᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
 3333), ➼ࡼࡿබⓗࢧ࣮ࣅࢫ࣭㈨⏘ࡢẸ㛫㛤ᨺᣑ


㸱㸬ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢฟ࣭ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄࠶ࡩࢀࡿேᮦࡢฟ

 ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟຊࡢᙉ
 
࠸ࡼ࠸ࡼࠊᏛᨵ㠉ࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᨵ㠉ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓࠕ⾜ືࡢࠖ
࡛࠶ࡿࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆ㏄࠼ࠊ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᶵ㐠ࡀࡇࢀࡲ࡛௨ୖ
㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᢏ⾡㠉᪂ࡢணぢࡀ㞴ࡋ࠸௦ࡔࡽࡇࡑࠊㄡ⤌ࡴࡢࠊ
⤒Ⴀุ᩿༨ࡵࡿ㔜せᛶࡣ㧗ࡲࡿ୍᪉࡛࠶ࡿࠋᏛࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே
ࡢᮇᚅࡣࡁࡃࠊ㈐௵ࡶ㔜࠸ࠋᏛࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡣᮏᙜ⏕ࡲࢀኚ
ࢃࡿࡢࠊ*'3 ⤒῭ࡢᐇ⌧ࡣࡑࢀࡗ࡚࠸ࡿࠊゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

࡞ࡐࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊ⏘Ꮫ㐃ᦠࡣ㐍ࡲ࡞ࡗࡓࡢࠋࡶࡕࢁࢇᏛࠊᅜ❧◊

23

 
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖᮏ᱁ⓗ╔ᡭࡍࡿࠋ

ࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋ࡚ຍ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍࡢࡣࠕேᮦ࡛ࠖ࠶ࡿࠋேᕤ▱⬟➼
ࡢᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡼࡗ࡚ࠊࡢෆᐜࡸാࡁ᪉ࡣᚋⓗኚࡋ࡚࠸ࡃ

 ⤒῭ᡂ㛗ࢆษࡾᣅࡃேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ

ࡦࡽ

✲㛤Ⓨἲேࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋᏛ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࠊᴗࡢ᪉ࡢ
ࢺࢵࣉࡀࠊࡲࡉࡑࢀࡒࢀࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࡢ୰࡛ࠊ࠺ :LQ:LQ ࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏
ࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋ◊✲⪅ಶேᴗࡢ◊✲㒊㛛ࡢᚤࠎࡓࡿ㐃ᦠ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

≉ࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉࠾ࡅࡿᩋࡢ㘽ࡣࠊேᕤ▱⬟㛵㐃ศ㔝࡛࠶ࡿࠋ
➇தࡢࣇ࣮ࣝࢻࡀࠊ〇㐀⌧ሙ࡞᪥ᮏࡀᙉࡳࢆᣢࡘࣜࣝ࡞ࢹ࣮ࢱࢆࡵ
ࡄࡿᡓ࠸⛣ࡾࡘࡘ࠶ࡿ୰ࠊࡲࡔࠊᶵࡣ࠶ࡿࠋேᕤ▱⬟㛵㐃ᢏ⾡ࣜ
ࣝ࡞ࣅࢪࢿࢫ㡿ᇦ࠾ࡅࡿᡃࡀᅜࡢᢏ⾡ⓗ࡞ᙉࡳࢆ࠺࠸ࡋ࡚➨㸲ḟ
⏘ᴗ㠉ᣮᡓࡋ࡚࠸ࡃࡢࠋᚋᩘᖺࡀ㈇࡛࠶ࡿࠋ⏘Ꮫᐁࡢ⦪ࡾࢆ
㝖ࡋࠊᮏẼ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡡࡤࠊᡃࡀᅜࡢᑗ᮶ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓ༴ᶵ
ឤࢆᣢ࡚ࡿࡢࠊᡃࡀᅜࡢ㐠ࡣࡑࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡣࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢ௦࡛ࡶ࠶ࡿࠋᶵືⓗ࡞ពᛮỴᐃࡢୗࠊ
㎿㏿ࡘ⫹࡞ᣮᡓࡀྍ⬟࡞࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡇࡑࡀࠊ*'3 ⤒῭ᐇ⌧ྥ
ࡅࡓ୰᰾ࢆᢸࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᆅ᪉ࡽࢢ࣮ࣟࣂࣝᣮᡓࡍࡿ࣋ࣥࢳ
࣮ࣕᴗࡶⓏሙࡋࠊᴗࡶ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ┦ᡭඛࡋ࡚ࠊ┠
ࡢⰍࢆኚ࠼࡚᭷ᮃ࡞࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺㏻⏝ࡍࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
ᴗࡢฟྥࡅࡓᶵ㐠ࡣ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ ࠕ⤌⧊ࠖᑐࠕ⤌⧊ࠖࡢᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫ㐃ᦠ㸦ᴗࡽᏛ࣭ᅜ❧◊
✲㛤Ⓨἲே➼ࡢᢞ㈨㸱ಸቑ㸸 ᖺᗘࡲ࡛ࠊᅜෆእࡢࢺࢵࣉே
ᮦࢆ㞟ࡵࡓୡ⏺ⓗ◊✲ᣐⅬ㸳ᡤฟ㸧
ղ ࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࠖ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ࣭⏘ᴗᡓ␎ࡢලయ

ճ ࠕᆅᇦୡ⏺ࡢᯫࡅᶫࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࡢᩚഛ
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Ꮚ௨㝆ࡢฟ⏕ࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ഴྥࡀᴟࡵ࡚ᙉ࠸ࠋ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ⏨ᛶࡢാࡁ᪉
ᨵ㠉࡛࠶ࡿࠋ

ാࡁ᪉ᨵ㠉ࡣࠊ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡶ㈉⊩ࡍࡿࠋാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡲࢀ
ࡓ⮬⏤㛫ࢆ⮬ᕫ◊ࡉࢇ࡚ࡓࡾࠊᐙ᪘㐣ࡈࡍ㛫ࡀቑ࠼ࡿࡇ࡛ᚰ
ࡺࡾࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡞ࠊാࡁ᪉ᨵ㠉ࡼࡿປാࡢࠕ㉁ࠖࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
ዪᛶࡢά㌍᥎㐍ࡣࠊᏳಸᨻᶒࡢᰕ࡛࠶ࡿࠋປാຊࡢ☜ಖ࠸࠺༢࡞ࡿᩘ
ྜࢃࡏࡢ㆟ㄽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⤒῭♫ከᵝ࡞౯್ほࢆࡶࡓࡽࡋࠊࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢฟࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋዪᛶࡢά㌍᥎㐍ࡣࠊᡃࡀᅜ⤒῭♫య
ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵᚲせ࡛࠶ࡾࠊᚅᶵඣ❺ࡢゎᾘࢆࡣࡌࡵࠊᨻ⟇ࢆ
⥲ືဨࡋ࡚࠸ࡃࠋ

▱㆑ࠊ⤒㦂ࠊࣅࢪࢿࢫࣀ࢘ࣁ࢘ࠊே⬦࡞ࠊ㧗㱋⪅ࡢࡶࡘ㈈⏘ࢆά⏝ࡋ
࡞࠸ࡇࡣࠊ⤒῭ⓗࡶࠊḟୡ௦ࡢேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿほⅬࡽࡶࡁ࡞ᦆኻ
࡛࠶ࡿࠋാࡃពḧࡢ࠶ࡿ㧗㱋⪅ࡢ᪉ࡣࠊ⏕ᾭ⌧ᙺ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ♫⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡇࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢᕼᮃࢆ࡞࠼ࡿࡇࡸࠊ⢭⚄
ⓗࡶ㇏࡞⏕άࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ㧗㱋⪅ࡢά㌍᥎㐍ࡶᘬࡁ⥆ࡁ㔜せ࡞
ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ 㛗㛫ປാࡢṇྥࡅࡓྲྀ⤌ᙉ
ղ ዪᛶࡢά㌍᥎㐍㧗㱋⪅ࡢά㌍᥎㐍


㸲㸬ᾏእࡢᡂ㛗ᕷሙࡢྲྀࡾ㎸ࡳ

ᮏᖺ㸰᭶⨫ྡࡉࢀࡓ 733 ࡣࠊୡ⏺ࡢ *'3 ࡢ⣙㸲ࢆ༨ࡵࡿࢪ࣭ኴ
ᖹὒࡢ㸶൨ேࡢᕧᕷሙࡢᡂ㛗ࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡁ࡞ࢳࣕࣥࢫࢆࡶࡓࡽࡍࠋᾏ
እࣅࢪࢿࢫ⢭㏻ࡋࡓᑓ㛛ᐙࢆά⏝ࡋࠊᾏእᴗᡓ␎ࡢ⟇ᐃࠊ⌧ᆅேᮦࡢ
☜ಖࠊ㈍㊰㛤ᣅ➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺࡞ࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ➼ࡢᾏእᒎ
㛤ᨭ⥲ຊࢆᣲࡆࡿࠋ


25

⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊຍ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࢆ⪃࠼ࡿࡢࡣࠕேᮦࠖ
࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕேᮦࠖࡣࠊ୍ᮅ୍ኤ⏕ࡲࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋึ➼୰➼ᩍ
⫱ࠊ㧗➼ᩍ⫱ࠊࡉࡽࡣୡ⏺㏻⏝ࡍࡿࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢேᮦ⫱ᡂ࡞ࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊ௦ࡢὶࢀࢆㄞࡳࠊ▷ᮇ࣭୰ᮇ࣭㛗ᮇ࡞ࡢ㛫
㍈ࡶព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮍ᮶ᢞ㈨ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐍ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡼࡾࠊᩍ⫱ࡢ⌧ሙࡶᵝࠎ࡞ኚ㠉ࡀゼࢀ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀ
ࡲ࡛ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓඃࢀࡓఏ⤫ࠊࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆࡣࡌࡵࡍࡿ ,7 ࢆά
⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᡭἲࡢᑟධࠊࡑࡢࣂࣛࣥࢫࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௦ྜࡗࡓᩍ
⫱ᡭἲࢆ☜❧ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

௦ࡢὶࢀ༶ࡋࡓேᮦ⫱ᡂࡸᩍ⫱ᡭἲࡢ☜❧ࡣࠊᩍ⫱⏺ࡔࡅ࡛ᐇࡋ
ࡼ࠺ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋᐇࣅࢪࢿࢫࡢ୰࡛ᚲせࡉࢀ࡚࠸ࡿேᮦࡣࡢࡼ࠺
࡞ேᮦ࡞ࡢࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡࡛ࡣ࠺࠸ࡗࡓᩍ⫱ᡭἲࡀྍ⬟࡞ࡢࠊᖖ
ሗࢆࢵࣉࢹ࣮ࢺ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳసࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

ࣀ࣮࣋ࢸࣈ࡞Ⓨࢆ⏕ࡳฟࡍࡣࠊேᮦࡢከᵝᛶ㸦ࢲࣂ࣮ࢩࢸ㸧
ࡣḞࡏ࡞࠸せ⣲࡛࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡸ⤒㦂ࠊ⪃࠼᪉ࡢே㛫
ࡀ㞟ࡲࡾࠊࡑࡇ࡛ࡢ่⃭ࡀࠊㄡࡶࡀᛮ࠸ࡘ࡞ࡗࡓⓎࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸
ࡃࠋඃ⚽࡞ேᮦࡢ⋓ᚓ➇தࡣࠊᚋࠊୡ⏺࡛ࡲࡍࡲࡍ⃭ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㧗ᗘ
࡞እᅜேᮦࢆཷࡅධࢀࠊ㛗ᮇࢃࡓࡾᡃࡀᅜࡢ⤒῭ᡂ㛗㈉⊩ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓཷධ⎔ቃࢆᩚഛࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊᡃࡀᅜࡣྲྀࡾṧࡉࢀࡿ୍᪉࡛࠶ࡿࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂ࣭ᩍ⫱⟇
ղ ࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖࡢ㛤ദ
ճ ୡ⏺᭱㏿⣭ࡢࠕ᪥ᮏ∧㧗ᗘእᅜேᮦࢢ࣮࣮ࣜࣥ࢝ࢻࠖࡢタ

 ᡂ㛗ไ⣙ᡴ◚ࡢࡓࡵࡢ㞠⏝⎔ቃᩚഛࠊከᵝ࡞ാࡁᡭࡢཧ⏬

*'3 ⤒῭ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊேཱྀῶᑡၥ㢟ࡣࠊ㑊ࡅ࡚ࡣ㏻ࢀ࡞࠸ㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋ୍้ࡶ᪩ࡃฟ⏕⋡ࡢྥୖྥࡅࡓᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ୍ே┠ࡢᏊ౪ࡀ⏕ࡲࢀࡓኵࡀᐙ࣭⫱ඣཧ⏬ࡋ࡞࠸ࠊ➨

24
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ࢫ⎔ቃᩚഛࡢࡓࡵᢞ㈨༠ᐃ࣭⛒⛯᮲⣙ࡢ⥾⤖࣭ᨵṇྥࡅࡓྲྀ⤌ࡶຍ㏿ࡍ
ࡿࠋ

ࣥࣇࣛ㟂せࡢ㧗ࡲࡾࡣࠊୡ⏺ᗈࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⋓ᚓ➇தࡣⱔⅯࢆ
ᴟࡵ࡚࠸ࡿࠋࢪ㝈ࡽࡎࠊୡ⏺ࡢᖜᗈ࠸ࣥࣇࣛ㟂せᛂ࠼ࡿࡓࡵ
ࡣࠊᐁẸ୍యࡢཷὀྥࡅࡓᚑ᮶ࡢྲྀ⤌ࢆ᭦᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ
ࠕ㉁ࡢ㧗
࠸ࣥࣇࣛ㍺ฟᣑࢽࢩࢸࣈࠖ
㸦ᮏᖺ㸳᭶බ⾲㸧ᇶ࡙ࡁࠊୡ⏺య
ࡢ㈨※ࢆྵࡴࣥࣇࣛ௳ᑐࡍࡿᚋ㸳ᖺ㛫⣙  ൨ࢻࣝࢆ┠ᶆ
ࡍࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿ࣮ࡢ౪⤥ᣑཬࡧ᭦࡞ࡿไᗘᨵၿࠊ୪ࡧ -,&$ࠊ-%,&1(;,ࠊ
-2*0(& ࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢయไ࣭ᶵ⬟ᙉཬࡧ༑ศ࡞㈈ົᇶ┙ࡢ☜ಖࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ➇ྜᅜࡢᕪูࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㈨㔠ⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࢳຍ࠼ࠊᡓ
␎ⓗᑐእᗈሗཬࡧࠕ㉁ࡢ㧗࠸ࣥࣇࣛᢞ㈨ࠖࡢᅜ㝿ⓗࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡸ⌧
ᆅேᮦࡢ⫱ᡂ࡞┦ᡭᅜࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓຠᯝⓗ࡞ᨭࢆᨻᗓᶓ᩿ⓗ
ᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ

733 ࢆዎᶵᡃࡀᅜࢆ㈠࣭᫆ᢞ㈨ࡢᅜ㝿୰᰾ᣐⅬ㸦ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣁࣈ㸧
ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊᑐෆ┤᥋ᢞ㈨ࡶ୍ᒙᣑࡍࡿࠋྛᅜ࡛ࡢㄏ⮴➇தࡀ
⃭ࡋ࡚࠸ࡿࠋእᅜᴗ᪥ᮏ┠ࢆྥࡅ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡣఱࢆࡍࢀࡤⰋ
࠸ࡢࠋ⮬యࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏࡢ㨩ຊࠊᆅᇦࡢࡾࢆࡋࡗࡾ
ࣆ࣮ࣝࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣅࢪࢿࢫ⎔ቃࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⏕
ά⎔ቃࡶྵࡵࠊእᅜᴗእᅜேࡀάືࡋࡸࡍ࠸ᅜࡋ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࡶ୍ᒙ
ᙉࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
ձ ⤒῭㐃ᦠ΅ࠊᢞ㈨༠ᐃ࣭⛒⛯᮲⣙ࡢ⥾⤖࣭ᨵṇࡢ᥎㐍
ղ 733 ࢆዎᶵࡋࡓ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢᾏእᒎ㛤ᨭ
ճ ࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒㍺ฟࡢᣑ
մ ᑐෆ┤᥋ᢞ㈨ࡢಁ㐍

≌ᘬ⪅࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊᡃࡀᅜᴗࡢᾏእᒎ㛤ྥࡅࡓࣅࢪࢿ

ࡅࢇ࠸ࢇ

ຍ࠼࡚ࠊ733 ࡢ㏿ࡸ࡞Ⓨຠཬࡧཧຍᅜ࣭ᆅᇦࡢᣑྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡶࠊ᪥ (8࣭(3$ࠊᮾࢪᆅᇦໟᣓⓗ⤒῭㐃ᦠ㸦5&(3㸧ࠊ᪥୰㡑 )7$
࡞ࡢ⤒῭㐃ᦠ΅ࢆࠊᡓ␎ⓗࠊࡘࢫࣆ࣮ࢻឤࢆᣢࡗ࡚᥎㐍ࡍࡿࠋᡃ
ࡀᅜࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᗈᇦⓗ⤒῭⛛ᗎࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛୰᰾ⓗ࡞ᙺࢆᯝ
ࡓࡋࠊໟᣓⓗ࡛ࠊࣂࣛࣥࢫࡢࢀࡓࠊ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢୡ⏺ࡢ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࡢ
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㸺㘽࡞ࡿ⟇㸼
 ࠕᨵ㠉㸰㸮㸰㸮ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦⮬ື㉮⾜ࠊศᩓᆺ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊඛ➃ࣟ
࣎ࢵࢺ➼㸧

ࢆษࡾᣅ࠸࡚࠸ࡃࠋ

ࡦࡽ

ࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ  ᖺྥࡅ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊᡃࡀᅜୡ⏺ࡢᮍ᮶

ࡓᖜᗈ࠸ㄢ㢟ࡢゎỴ㈨ࡍࡿඛ➃ࣟ࣎ࢵࢺࡢά⏝࡞ࠊᮍ᮶ࢆษࡾᣅࡃࣉ

ࡦࡽ

㸳㸬ᨵ㠉ࡢ࣓ࣔࣥࢱ࣒ࡢά⏝㸦
ࠕᨵ㠉㸰㸮㸰㸮ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍㸧

 ᖺࡣࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡀ㛤ദࡉࢀࡿࠋ
ᡃࡀᅜࡣୡ⏺୰ࡽὀ┠ࢆ㞟ࡵࠊከࡃࡢእᅜேࡀゼ᪥ࡍࡿࠋ ᖺࢆ୍ࡘ
ࡢࢦ࣮ࣝぢ❧࡚ࠊࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡍࡿࡇࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽᨵ㠉࣭ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊࡁ࡞᥎㐍ຊࢆᚓࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ

ࡇࡢࡓࡵࠊ ᖺ௨㝆⥅ᢎ࡛ࡁࡿ㈈⏘㸦ࣞ࢞ࢩ࣮㸧ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ
ࢆ␃ពࡋࡘࡘࠊᡃࡀᅜࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿᢏ⾡ຊ➼ࢆࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ୡ⏺୰࡛᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢᵓ⠏➇த࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⮬ື㉮⾜ࡸୡ⏺
ඹ㏻ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟ࡢゎỴࠊேཱྀῶᑡ㧗㱋࠸ࡗ
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ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢᑐᛂ㸧
᪥ᮏ⤒῭⏕ᮏ㒊ࡢୗ᪂ࡓタ⨨ࡍࡿࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᐁẸ㆟࡛ࠖ
ࡣࠊᨻᗓෆࡢ㛵ಀ㆟㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᡃࡀᅜࡢᙉࡳࢆ࠸ࡋ࡚ୡ⏺㈇
࡛ࡁࡿ㔜Ⅼศ㔝ࡢᡓ␎ࡸࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊேᮦ⫱ᡂࢆࡣࡌࡵࡍࡿᶓ᩿
ⓗ࡞ᨻ⟇ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

㔜Ⅼศ㔝ࡘ࠸࡚ࡣࠊୡ⏺࡛ࣅࢪࢿࢫฟ➇தࡀ⃭ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡽ
ࡇࡑࠊಶࠎࡢ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࡢⱆࢆⰼ㛤ࡏࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝಀࡿᅜෆእࡢ᳨ウ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᐁẸ࡛ඹ᭷ࡍ
ࡁᑗ᮶ࡢ࠶ࡿࡁጼࢆᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢලయᚲせ࡞ᨻ

᳨ウࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ⏘ᴗ➇தຊ㆟ࡀྖ௧ሪ࡞ࡗ࡚≌ᘬࡋ࡚࠸

ࡅࢇ࠸ࢇ


㸦.3, ࣞࣅ࣮ࣗࡼࡿ 3'&$ ࢧࢡࣝࡢᚭᗏ㸧
ᅇࡢᡂ㛗ᡓ␎ࡣࠊᡂ㛗ᡓ␎➨ࢫࢸ࣮ࢪࡋ࡚ࠕ᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࠖ
ࠊ
ࠕ⏕
⏘ᛶ㠉ࠖ
ࠊ
ࠕேᮦᙉࠖࡢ୕ࡘࡢㄢ㢟ྥࡅ࡚ࠊ᭦࡞ࡿᨵ㠉ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ.3, ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⣼ḟࡢᡂ㛗ᡓ␎࡛タᐃࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ᡂ㛗ᡓ␎➨ࢫࢸ࣮ࢪἢ࠺ࡼ࠺⟇⩌ࡈ⤌ࡳ᭰࠼࡚タᐃࡍࡿ
ࠊ᪂ࡋ࠸ศ㔝ࡘ࠸࡚ࡣ᪂ࡓ࡞ .3, ࢆタᐃࡋࠊ᭦࡞ࡿ㧗ࡳࢆ┠ᣦࡏࡿ
ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣୖ᪉ಟṇࡍࡿ࡞ࡋࡓࠋ
.3, ࡢタᐃࡣࠊࡇࢀ⮬యࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ
ᡭẁ࡛࠶ࡿࠋ.3, ࣞࣅ࣮ࣗࢆᚭᗏࡋ࡚⾜࠸ࠊᡂᯝࡀ༑ศୖࡀࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳨ド࣭ホ౯ࢆᚭᗏࡋࠊ࡞ࡐ࠺ࡲࡃ࠸࡞ࡗࡓࡢࠊ┠
ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ㏣ຍⓗ⾜࠺ࡁ⟇ࡣఱࠊࡲࡓࠊ.3, ࡢぢ┤ࡋࡢ
ᚲせࡣ࡞࠸ࠊ࡞ࠊ3'&$ ࢧࢡࣝࢆࡋࡗࡾᅇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࡣࠊ.3, ࡀ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅ࡚㡰ㄪ㐍ᤖࡋ࡚࠸࡞࠸⌮⏤ࢆ୪
ࡿࡇὀຊࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࠊ&㸦ࢳ࢙ࢵࢡ㸧ࡼࡾᾋࡧୖࡀࡿ
ၥ㢟Ⅼࢆࠊ$㸦ࢡࢩࣙࣥ㸧ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊ.3,
ࣞࣅ࣮ࣗࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋ.3, ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⟇⩌ࡣࠊ」
ᩘࡢ⟇࣭」ᩘࡢᗓ┬ᗇࡀ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿࡇࡀከࡃࠊࡑࢀࡽࢆᕳࡁ㎸ࢇ࡛

Ϫ ᭦࡞ࡿᡂ㛗ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᚋࡢᑐᛂ

29

ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊࡑࡇ࡛㢧ᅾࡍࡿไᗘⓗㄢ㢟ࡣᨻᗓࡋ࡚᩿ᅛᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡃࠊࡢពᛮࡢ⾲ࢀࡋ࡚ࠕᐁẸᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖࢆᥦ♧ࡋ࡚

ࡃศ㔝ࣄࢺࠊࣔࣀࠊ࢝ࢿࡀ㞟ࡲࡾࠊࡑࡇ࡛ࡢษ☩⌶☻ࡼࡿ⏕⏘ᛶྥୖ

ࡏࡗࡉࡓࡃࡲ

⟇つไ࣭ไᗘᨵ㠉ࢆྠ୪⾜ⓗᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
ࠕୡ⏺୍࡛␒
ᴗࡀάືࡋࡸࡍ࠸ᅜࠖࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡓつไ࣭⾜ᨻᡭ⥆ࢥࢫࢺࡢ๐
ῶࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿᶓ᩿ⓗ⟇࡛࠶ࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸேᮦ⫱ᡂ
ࡶࠊ࠸ࡼ࠸ࡼᮏ᱁ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋ
ᅜ❧Ꮫᨵ㠉ࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᨵ㠉ࡣࠊ࠸ࡼ࠸ࡼ♫ᐇࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ㘽ࢆᥱࡿேᕤ▱⬟㛵㐃ศ㔝ࡢᢏ⾡ᡓ␎ࡶࠊᡃࡀᅜࡢᢏ⾡
ⓗ࡞ᙉࡳࡸᾏእࡢືྥࡶᗈࡃ࢛࢘ࢵࢳࡋ࡞ࡀࡽࠊᡓ␎⾜ືࡢලయࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡃࠋಶࠎࡢᏛࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡀࠊ⮬ࡽࡢᙉࡳࢆ࣮࣋ࢫࠊఱ
ࢆ┠ᣦࡋࠊㄡ⤌ࡳࠊఱࢆࡍࡿࡢࠊ┠ぢ࠼ࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡃࡇࡍࡿࠋ
ேᮦ⫱ᡂࡶࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉௦ࡢࣅࢪࢿࢫࡢ⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝ
ࡸᴗົෆᐜࡽேᮦ⫱ᡂ࣭ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡀጞࡲ
ࡿࠋồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝࡸᴗົෆᐜࢆྍ⬟࡞㝈ࡾලయࡋࠊࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟ
ࢢ࣒࡛ࣛࠊ࠺ᩍ࠼࡚࠸ࡃࡇࡀ᭱ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿࡢࠊ⏘ᴗ⏺ேᮦ⫱ᡂ࣭
ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡶᕳࡁ㎸ࢇ࡛㆟ㄽࡋࠊᐇ㝿ࡢ⾜ືࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ

ࠕᑵ♫ࠖࡽࠕᑵ⫋ࠖ࠸ࡗࡓὶࢀࡶᚋࡲࡍࡲࡍຍ㏿ࡋࠊാࡁ᪉ࡑ
ࡢࡶࡢࡶࡁࡃኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞ࢹࠊ
ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆᣢࡘே㛫ࡀ㞟ࡲࡾࠊ㆟ㄽࡍࡿࡇ࡛ࣥࢫࣆ࣮ࣞࢩࣙ
ࣥࡀ⏕ࡲࢀࠊ⊂ⓗ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࡽࡍࢀࡤࠊ
ୡ⏺ࡽࣀ࣮࣋ࢸࣈ࡞ேᮦࡀ㞟ࡲࡿᅜࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡶ㧗ࡲ
ࡿ୍᪉࡛࠶ࡿࠋಶࠎேࡢാࡁ᪉ࡣ࠺ኚࢃࡗ࡚࠸ࡁࠊാ࠸ࡓᡂᯝࡣ࠺ホ
౯ࡉࢀࡿࡇࡀ┦ᛂࡋ࠸ࡢࠊࡲࡓࠊᾏእࡢඃࢀࡓேᮦࢆ᪥ᮏࡧ㎸ࢇ
࡛࠸ࡃࡓࡵ࠺ࡍࡁࠊ᭦᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦ࠕᐁẸᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖࡢᐇ⾜࣭ᐇ⌧㸧
ᅇࡢᡂ㛗ᡓ␎࡛ࡣࠊ࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡼࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࡢᡂᯝࢆࠊ
᪂ࡓ࡞ࠕ᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࠖࡋ࡚ࡣࡗࡁࡾୡ♧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊఙࡧ⾜
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࠸࠺ࣂࢺࣥࢆΏࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࡇࡑࠊ⏘Ꮫᐁࡢ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃ࡛ࣥࠊࢫࣆ
࣮ࢻឤࢆᣢࡗ࡚ලయⓗ࡞⾜ືࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡇࡑ
ࡀࠊ࣋ࣀ࣑ࢡࢫ➨ࢫࢸ࣮ࢪࡢᣮᡓ࡛࠶ࡿࠋ


ኚ㠉ࡢ௦ࢆࡾ㉺࠼ࠊ᪥ᮏࡢᑗ᮶ࢆษࡾᣅࡁࠊḟࡢୡ௦㍤ࡃᮍ᮶

ࡦࡽ


ࡅኌಽࢀ⤊ࢃࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ≉ࠊ⤒῭⏺➼ࡶᐦ᥋㐃⤡ࡋࡘ
ࡘࠊྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢෆᐜࢆලయࡋࠊ⌧ሙࡢ⾜ືࡲ࡛ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࠋ
ᐁࡣつไᨵ㠉ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⎔ቃᩚഛࠊẸࡣࠕᨷࡵࡢ⤒Ⴀࠖࡼࡿࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥᢞ㈨ࠊࡲࡉᩥᏐ࠾ࡾࠊᐁẸᣲࡆ࡚ࠊྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ⾜࣭
ᐇ⌧ຊࢆᣲࡆ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖࢆࠊ.3, ࣞࣅࣗ
࣮➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࡋࡗࡾ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸦࣋ࣀ࣑ࢡࢫ➨ࢫࢸ࣮ࢪࡢᣮᡓ㸧
ࠕ*'3 ⤒῭ࠖࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࡣࠊ୍้ࡢ⊰ணࡶチࡉࢀ࡞࠸ࠋᵓ㐀
ᨵ㠉࠸࠺ᖿࠊࡑࢀࢆྲྀࡾᕳࡃᡂ㛗ᕷሙࡸ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ
ฟ࣭⫱ᡂࠊࡉࡽࡣᡂ㛗ࡢᇶ┙࡞ࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢฟࡸேᮦ⫱ᡂࠊ
ࡑࢀࡽࢆ୍యⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ


࠸ࡿࠋ
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㸯㸬 ྥࡅࡓࠕᐁẸᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖ
㸯㸫㸯㸸᪂ࡓ࡞᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࡢฟ
 ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉㸦,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟㸧
ձ⥲ྜⓗ࡞ྖ௧ሪ࡛࠶ࡿࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᐁẸ㆟ࠖࡢ㛤ദ
࣭➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ಀࡿᨻᗓయࡢ᪂ࡓ࡞ྖ௧ሪࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ⤒῭
⏕ᮏ㒊ࡢୗࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᐁẸ㆟ࠖࢆ㛤ദࡋࠊᨻᗓࡢྲྀ⤌
యࢆ⤫ᣓࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࠙ᮏᖺኟࢆ┠㏵㛤ദࠚ

ղࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࠖ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ࣭⏘ᴗᡓ␎ࡢලయ     
  
 ࣭ேᕤ▱⬟ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ⏘Ꮫᐁࢆ⣕ྜࡋࠊᡃࡀᅜࡢᙉࡳࢆ࠸
ࡋࡓᢏ⾡ᡓ␎ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ⾜ࢆᣦࡍࡿྖ௧ሪᶵ⬟ࡋ࡚ᮏᖺ㸲᭶
タ⨨ࡉࢀࡓࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࠖ࠾࠸࡚ࠊ⏘Ꮫᐁ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡁேᕤ▱⬟ࡢ◊✲㛤Ⓨ┠ᶆ⏘ᴗࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆ⟇ᐃࡋࠊ◊
✲㛤Ⓨࡽ♫ᐇࡲ࡛ࢆ୍ඖⓗ᥎㐍ࡍࡿࠋ       
࠙ᮏᖺᗘ୰࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆ⟇ᐃࠚ

ճ つไ࣭ไᗘᨵ㠉㸦ࠕ┠ᶆ㏫⟬࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᪉ᘧࠖ
ࠊ
ࠕつไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ
⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 ࡢ୍యⓗ᥎㐍ࠖ㸧
ࠊ
ᴗࡸ⤌⧊ࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼ࡓࢹ࣮ࢱά⏝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢ᥎㐍
ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ
࣭ᮇ㝈ࢆᐃࡵ࡚┠ᣦࡍࡁᑗ᮶ࡢࣅࢪࢿࢫീࢆᐁẸ࡛ඹ᭷ࡋࡓୖ
࡛ࠊࡑࡇࡽ㏫⟬ࡋ࡚࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆᥥࡁࠊලయⓗᨵ㠉ࢆᐇࡍ

᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࠾࠸࡚ࡣࠊḟ❶ࡢ࠾ࡾࠊᖺࡢࠕࠗ᪥ᮏ⯆
ᡓ␎࠘ᨵゞ ࠖ ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ ࡢ㐍ᤖࢆ᳨ドࡋࡓୖ
࡛ࠊ⟇ࢆᰂ㌾ぢ┤ࡋࠊ᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇ࡢ㏣ຍࠊᕤ⛬⾲
ࡢࣜࣂࢫࢆ⾜࠸ࠊᚋᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃ᪉㔪ࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕࠊ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ᇶ࡙ࡁࠊ⏘ᴗ➇த
ຊ㆟➼࠾࠸࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓ௦⾲ⓗ࡞⟇ࢆᢤࡁฟࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿ
௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㸦ὀ㸸⟇ࡢ♧࡛࠶ࡾࠊ㔜せᗘࡸඃඛ㡰ࢆ
♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸧

ϫ ᪥ᮏ⯆ᡓ␎  ࡢせ⟇
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 ࣭ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡣࠕࢥࢫࢺ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᮍ᮶ࡢᢞ㈨ࠖ 
࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡢୗࠊᡂ㛗⏘ᴗ➼ࢆ㐍ࡵࡘࡘࠊ᪂ࡓ࡞ேᮦ⫱ᡂࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆ⟇ᐃࡍࡿࡶࠊ㔜せࣥࣇࣛ㜵ㆤࡢᅾࡾ᪉ࡸ⾜ືィ
⏬ࡢぢ┤ࡋ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
࠙ᮏᖺᗘ୰ேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⟇ᐃ࣭බ⾲ࠚ
࠙ᮏᖺᗘᮎࡲ࡛⾜ືィ⏬ࡢぢ┤ࡋࠚ

մ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆぢᤣ࠼ࡓ᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍࣭ᴗ⦅ࡢ➼
࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡍ◊✲㛤Ⓨࡸᡓ␎ⓗ࡞ᢞ㈨ࠊ㎿㏿࡞ᴗ
⦅➼ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࠊἲไୖࡢᥐ⨨ࡶど㔝ࠊไᗘⓗᑐᛂࡢ
ᚲせᛶࢆྵࡵࡓ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋ      
࠙ᖺෆࢆ┠㏵⤖ㄽࠚ

յࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ࣭ᩍ⫱㛵㐃
⟇➼ࡢලయ
 ࣭➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉
ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖࢆ㛤ദࡋࠊ㛵ಀ┬ᗇࡸ⏘ᴗ⏺➼ࡢཧຍࢆᚓ࡞ࡀ

࣭ࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࡢ࡞Ⓨᒎྥࡅ࡚ࠊ༠㆟ࢆ❧ࡕୖ
ࡆࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
࠙ᮏᖺ⛅ࢆ┠㏵ྲྀࡾࡲࡵࠚ

ࡿ᪂ࡓ࡞つไᨵ㠉➼ࡢᐇ⾜࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠕ┠ᶆ㏫⟬࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᪉
ᘧࠖࢆᑟධࡍࡿࠋ
࠙ᮏᖺኟ௨㝆ࢆ┠㏵ᑟධࠚ

 ࣭⮬ື㉮⾜ࡸࢫ࣐࣮ࢺᕤሙࡢᐇ⌧ࠊᑠᆺ↓ேᶵࡢ⏘ᴗ⏝ࠊ⏘ᴗಖ
Ᏻࡢࢫ࣐࣮ࢺࠊ)LQ7HFK ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢつไ࣭ไᗘᨵ㠉➼
ࢆ㐍ࡵࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᙉຊ᥎ࡋ㐍ࡵࡿࠋ
࠙⮬ື㉮⾜㸸 ᖺࡲ࡛ᐇドྥࡅࡓไᗘ࣭ࣥࣇࣛᩚഛࠚ
࠙ࢫ࣐࣮ࢺᕤሙ㸸 ᖺࡲ࡛ඛ㐍ࢆ  ௳௨ୖฟࠚ
࠙ᑠᆺ↓ேᶵ㸸ᮏᖺኟࡲ࡛ไᗘタィࡢ᪉ྥᛶࢆྲྀࡾࡲࡵࠚ
࠙⏘ᴗಖᏳ㸸ᮏᖺᗘ୰ ,R7 ά⏝ࢆಁࡍࡼ࠺
つไᰂ㌾࣭ᐇドᴗ㛤ጞࠚ
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 ղ,R7 ➼ࡢά⏝ࡼࡿಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࣞࢭࣉࢺ࣭デ࣭ᗣࢹ
࣮ࢱࢆ㞟⣙࣭ศᯒ࣭ά⏝㸧ࠊᗣ࣭ண㜵ྥࡅࡓಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫά
⏝ಁ㐍
࣭ಶࠎேࡢ≧ἣ࠶ࡗࡓࠕಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢᥦ౪ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡓࡵࠊಖ㝤⪅࣭ᴗࡀ᭷ࡍࡿࣞࢭࣉࢺ࣭デ࣭࢙࢘ࣛࣈࣝ➃ᮎ
➼ࡽ᪥ᖖⓗྲྀᚓ࡛ࡁࡿᗣሗࢆᑐ㇟⪅ࡢྠពࡢୗ࡛㞟⣙࣭

ն ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢἼཬ
 ࣭୰ᑠᴗᅋయ➼ࡢྲྀ⤌ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࢆ ,7ࠊ
  ࢝ࢮࣥάືࠊࣟ࣎ࢵࢺᑟධࡢᑓ㛛ᐙࡀᨭࡍࡿࠋ      
࠙ᚋ㸰ᖺ㛫࡛㸯♫௨ୖᨭࠚ

 ࣭୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢࣟ࣎ࢵࢺᑟධࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡓࡵࠊᑠᆺỗ⏝ࣟ࣎  
ࢵࢺᮏయࡢ౯᱁ᐇせࡍࡿ㈝⏝ࢆ㸰௨ୖᘬࡁୗࡆࡿࡶ
ࠊࣟ࣎ࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࣭ᑟධࢆᨭࡍࡿேᮦ㸦ࢩ
ࢫࢸ࣒ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢱ࣮㸧ࢆಸቑ㸦 ேЍ㸱ே㸧ࡍࡿࠋ
࠙ ᖺࡲ࡛ᐇ⌧ࠚ

 ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜ
 ձࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ➼ࡢά⏝ࡼࡿデ⒪ᨭ࣭㠉᪂ⓗ⸆࣭་⒪ᶵჾ㛤Ⓨ
㸦⒪ࡸ᳨ᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆᗈࡃ㞟ࡋᏳ⟶⌮࣭༏ྡࡍࡿ᪂ࡓ࡞
ᇶ┙ࢆᐇ⌧㸧
 ࣭་⒪ศ㔝➼ࡢሗࢆά⏝ࡋࡓ⸆ࡸ⒪ࡢ◊✲㛤Ⓨࡢಁ㐍ྥࡅ࡚ࠊ
⒪ࡸ᳨ᰝࢹ࣮ࢱࢆᗈࡃ㞟ࡋࠊᏳ⟶⌮࣭༏ྡࢆ⾜࠸ࠊ⏝
ࡘ࡞ࡆࡿࠕ௦⌮ᶵ㛵㸦௬⛠㸧ࠖไᗘࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࠼ࡤࠕ௦
⌮ᶵ㛵㸦௬⛠㸧
࡛ࠖ㞟ࡉࢀࡓ⭾࡞ࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ་⒪⌧ሙ
࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙ࡃデ⒪ᨭࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿ➼ࠊ་⒪
㛵ಀ⪅ࡸᝈ⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆឤࡌࡽࢀࡿ⤌ࡳ࡞ࡿࡼ࠺᳨ウࢆ㐍
ࡵࡿࠋ
࠙᮶ᖺ୰ࢆ┠㏵ᡤせࡢἲไୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠚ



ࡽࠊồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝࡸᴗົ➼ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊேᮦ⫱ᡂ࣭ᩍ⫱ᨻ⟇
➼ᫎࡍࡿࠋ
               ࠙ᮏᖺ୰タ⨨ࠚ
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34

35

ศᯒࡋࠊಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᐇドᴗࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ་
ⓑ⇕ⅉ➼ᣑࡍࡿࠋ ᖺࡲ࡛ࣁ࢘ࢫ࣓࣮࣮࢝➼ࡢ᪂⠏ὀᩥᡞ
⒪ಖ㝤⪅ᑐࡍࡿண㜵࣭ᗣ࡙ࡃࡾࢆᙉࡍࡿࣥࢭࣥࢸࣈᨵ
ᘓఫᏯࡢ㐣༙ᩘࢆࢿࢵࢺ࣭ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮࣭ࣁ࢘ࢫࡍࡿࡶ
㠉ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡶྵࡵࠊ,&7 ➼ࢆά⏝ࡋࡓண㜵࣭
ࠊ┬࢚ࢿࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆಸቑࡍࡿࠋ
ᗣ࡙ࡃࡾࣥࢭࣥࢸࣈࡀࡉࢀࡿࡼ࠺タィࢆ⾜࠺ࠋ             
࠙ᮏᖺᗘ୰ᐇドᴗ㛤ጞࠚ
ղ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධಁ㐍᪂ࡓ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏

㸦⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᬑཬ࡞Ỉ⣲♫ࡢᐇ⌧ࠊ
ࠕ⠇㟁㔞㸦ࢿ
 ճࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮➼ࡢᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓㆤࡢ㉁࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖ㸦
࢞࣡ࢵࢺ㸧ྲྀᘬᕷሙࠖࡢタ㸧
 ࣭Ỉ⣲♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࠊỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᑟධ 
ㆤሗ㓘ࡸேဨ㓄⨨࣭タᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆྵࡵไᗘࡢᑐᛂࢆ᳨ウ㸧
࣭ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢᑟධࡼࡿㆤ⌧ሙࡶࡓࡽࡍ⏕⏘ᛶྥୖ࡞ࡢ
   ࢆຍ㏿ࡍࡿࠋ
࢘ࢺ࣒࢝ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭ศᯒࡢᐇドᴗࢆᮏᖺᗘ୰ࡽ㛤ጞࡍࡿ
࠙⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴㸸ᬑཬྎᩘࢆ  ᖺࡲ࡛  ྎ⛬ᗘࠊ
 ᖺࡲ࡛  ྎ⛬ᗘࡍࡿࠚ
ࡶࠊࡑࡢศᯒ⤖ᯝࡶ㋃ࡲ࠼ࠊㆤ⌧ሙ࡛ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸ
࠙ၟ⏝Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸸 ᖺᗘࡲ࡛ᅜ࡛  ᡤ⛬ᗘࠊ
ពᕤኵࢆᘬࡁฟࡍࣥࢭࣥࢸࣈࡢどⅬࡶ⪃៖ࡋࡘࡘࠊㆤ⌧
 ᖺᗘࡲ࡛  ᡤ⛬ᗘࢆᩚഛࠚ
ሙࡢ㈇ᢸ㍍ῶ㈨ࡍࡿᙧ࡛ࡢࠊㆤሗ㓘ࡸேဨ㓄⨨࣭タࡢᇶ‽ࡢ

ぢ┤ࡋ➼ࡢᑐᛂࢆྵࡵࠊไᗘୖࠊࣟ࣎ࢵࢺ➼ࢆ⏝࠸ࡓㆤࡘ࠸࡚
  ࣭ᐙᗞࡢኴ㝧ගⓎ㟁ࡸ㟁ụ࡞ࢆ ,R7 ࢆά⏝ࡋ࡚⤫ྜⓗ⟶⌮࣭
㐺ษホ౯ࢆ⾜࠺᪉㔪ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊ⾜ᨻࡀ
ไᚚࡋࠊ㟁ຊྲྀᘬά⏝ࡍࡿ᪂ࡓ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࣅࢪ
ồࡵࡿᖒ⚊➼ࡢᩥ᭩㔞ࡢ༙ῶࡸㆤグ㘓ࡢ ,&7 ࡼࡿᴗົศᯒ࣭
ࢿࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⠇㟁ࡋࡓ㟁ຊ㔞ࢆ㈙࡛ࡁࡿࠕ⠇㟁㔞㸦ࢿ
ᶆ‽➼ࡼࡾࠊㆤᴗົࡢᨵၿࢆಁ㐍ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬❧ᨭ㈨
࢞࣡ࢵࢺ㸧ྲྀᘬᕷሙࠖࢆタࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᴗ⪅㛫ࡢྲྀᘬࣝ
ࡍࡿ㐺ษ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡶࠊㆤᴗົࡢ⏕⏘ᛶࡢ
࣮ࣝࢆ⟇ᐃࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵჾࢆ㐲㝸ไᚚࡍࡿࡓࡵࡢ㏻ಙつ᱁ࢆ
ྥୖࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓㆤ⫋ဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡿࠋ
ᩚഛࡍࡿࠋ
   ࠙ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࢆ⏝࠸ࡓㆤࡘ࠸࡚㐺ษホ౯ࢆ⾜࠺᪉㔪
 ࠙ྲྀᘬᕷሙタ㸸᮶ᖺ୰ࠊྲྀᘬ࣮࣭ࣝࣝ㏻ಙつ᱁ࡢᩚഛ㸸
ࡘ࠸࡚ࠊ᮶ᖺᗘ୰᳨ウ࣭⤖ㄽࠚ
 ᮏᖺᗘ୰ࠚ

 ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ไ⣙ࡢඞ᭹ᢞ㈨ᣑ

ձὶ㏻࣭ࢧ࣮ࣅࢫᴗ୰ᑠᴗ➼ࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢞ㈨ࡢಁ㐍
ճ㈨※Ᏻಖ㞀ࡢᙉ
 ࣭┬࢚ࢿࡢ⏘ᴗࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ไᗘࢆὶ㏻࣭ࢧ࣮ࣅࢫᴗᣑࡍ 
 ࣭⊂❧⾜ᨻἲே▼Ἔኳ↛࢞ࢫ࣭㔠ᒓ㖔≀㈨※ᶵᵓ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࣜࢫࢡ࣐
   ࡿࠋ
ࢿ࣮౪⤥➼ࡢᨭ⟇ࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡍࡿࠋ
࠙ ᖺᗘࡲ࡛⏘ᴗࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ㸵ࢆ࢝ࣂ࣮ࠚ


 ࢫ࣏࣮ࢶࡢᡂ㛗⏘ᴗ
  ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮๐ῶ㔞ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊཎ༢ࡢᨵၿࠊᴗ⏺ࡸࢧࣉࣛࢳ 
ձࢫ࣏࣮ࢶタࡢ㨩ຊ࣭┈ᛶࡢྥୖ
   ࢙࣮ࣥ༢࡛ࡢ┬࢚ࢿ➼ࠊ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿᨭไᗘࠊ┬ 
 ࣭➇ᢏሙࡸయ⫱㤋➼ࢆ㨩ຊⓗ࡛┈ᛶࢆ᭷ࡍࡿタ㌿ࡍࡿࡓ
   ࢚ࢿἲᇶ࡙ࡃつไไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ   
ࡵࠊタࡢࢡࢭࢫ࣭つᶍ࣭ᖏタ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࠊタᩚഛ㐠
                  ࠙ᮏᖺᗘ୰ࢆ┠㏵⤖ㄽࠚ
⏝ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ              

                            ࠙ᮏᖺᗘ୰⟇ᐃࠚ
 ࣭ఫᏯࡢ┬࢚ࢿಁ㐍ࡢࡓࡵࠊࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ᇶ‽ࡢᑐ㇟ࢆᮏᖺᗘ୰
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ճࢫ࣏࣮ࢶ ,7࣭ᗣ࣭ほග࣭ࣇࢵࢩ࣭ࣙࣥᩥⱁ⾡➼ࡢ⼥ྜ࣭ᣑ
 
 ࣭ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡㸦,7㸧ࡢά⏝ࡼࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢ᪂ࡓ࡞౯್㐀ࠊᗣ
⏘ᴗ➼ࡢ⏘ᴗࡢ⼥ྜࡼࡿࢫ࣏࣮ࢶ᪂ᕷሙࡢฟ࣭ᣑ➼ྥ
ࡅࡓ᪉⟇ࢆ᳨ウࡋࠊ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
࠙ᮏᖺᗘ୰ࢆ┠㏵⤖ㄽࠚ

36

  ࣭ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾ࣭ၟᴗ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ᪂ᒎ㛤ᨭ⿵ຓ㔠ࠖࢆࡣࡌࡵ 
   ࡍࡿ⟇ࢆ⥲ືဨࡋ ,7 ά⏝➼ࡼࡿ㠉᪂ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ㛤Ⓨ➼ 
   ࢆᨭࡍࡿࡇ࡛ࠊ ᖺࡲ࡛⏕⏘ᛶࡢఙࡧ⋡ 㸣⛬ᗘࡢᡂ
   㛗ᴗࢆᅜ࡛㸯♫ฟࡍࡿࠋ
࠙ ᖺࡲ࡛⏕⏘ᛶࡢఙࡧ⋡ 㸣⛬ᗘࡢᡂ㛗ᴗࢆ㸯♫ฟࠚ

ղᴗศ㔝ูࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
 ࣭୰ᑠᴗ➼⤒Ⴀᙉἲ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ᡂ❧㸧ᇶ࡙ࡁࠊ㸵ศ
㔝㸦㐠㍺ࠊ་⒪ࠊㆤࠊಖ⫱ࠊ㣧㣗ࠊᐟἩࠊ༺࣭ᑠ㸧ࢆྵࡴྛ
ᴗศ㔝ࡘ࠸࡚⏕⏘ᛶྥୖྥࡅࡓᣦ㔪ࢆ⟇ᐃࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ≉
ᛶᛂࡌࡓ ,7 ࡢᑟධࡸ⤒Ⴀᣦᑟ➼ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ձࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆ≌ᘬࡍࡿඛᑟᴗࡢฟ

ࡅࢇ࠸ࢇ

 ᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࡢάᛶ
 ࠐఫᏯࡀ㈨⏘ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂ
  ࣭᪤ᏑఫᏯࡢ㈨⏘౯್ࢆ㐺ษホ౯ࡍࡿὶ㏻࣭㔠⼥➼ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ
ࢆᨭࡍࡿࡶࠊရ㉁㨩ຊࢆഛ࠼ࡓࠕࣉ࣑࣒ࣞ᪤ᏑఫᏯ㸦௬
⛠㸧ࠖࡢⓏ㘓ไᗘࢆタࡍࡿࠋ         ࠙ᮏᖺᗘ୰タࠚ

㸯㸫㸰㸸࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡢ῝
 ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ






ղࢫ࣏࣮ࢶ⤒Ⴀேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ㛵㐃ᅋయࡢ⤌⧊㐠Ⴀࠊ┈ᛶࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ➼ࡢ⤒Ⴀຊྥୖ
ྥࡅࠊࢫ࣏࣮ࢶ⏺ෆእࡢከᵝ࡞ேᮦࢆᑐ㇟ࡋࡓᑓ㛛ⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞⫱
ᡂཬࡧ࣐ࢵࢳࣥࢢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏ྥࡅ᳨࡚
ウࡋࠊ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ         ࠙ᮏᖺᗘ୰ࢆ┠㏵⤖ㄽࠚ

ղ733 ࢆዎᶵࡋࡓᆅᇦ୰ᑠᴗ➼ࡢᾏእᒎ㛤ᨭ
࣭733 ࢆዎᶵࡋࡓᕧᕷሙࡢ㛤ᣅࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ᪂㍺ฟᅜࢥ
ࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠖࡢୗࠊᡃࡀᅜࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗᑐࡋࠊ⥲ྜⓗ࡞ᨭ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࠙ᮏᖺ㸰᭶ࡽᐇࠚ

37


 ճ ,7 ά⏝ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ୰ሀᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⏕⏘
ᛶྥୖᨭ
 ࣭,7 ά⏝ࡢ┦ㄯࡢ㛤ദ➼ࢆ㏻ࡌ࡚⤒Ⴀ⪅ࡢ ,7 ᑐࡍࡿព㆑ᨵ㠉ࢆ
㐍ࡵࡿࡶࠊᚋ㸰ᖺ㛫࡛㸯♫௨ୖࢆࠊ,7ࠊ࢝ࢮࣥάືࠊ
ࣟ࣎ࢵࢺᑟධࡢᑓ㛛ᐙࡀᨭࡋࠊࡉࡽࠊᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿࢿࢵ
ࢺ㈍➼ࡢྲྀ⤌ࡽ୰ᑠᴗࡼࡿࢹ࣮ࢱά⏝࡞ࣅࢪࢿࢫᐇ
ែྜࢃࡏࡓ ,7 ᢞ㈨ࡸ┬ຊᢞ㈨➼ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

 մࠕ࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࠖ➼ࢆά⏝ࡋࡓᢸಖࡸಶேಖド㢗ࡽ࡞࠸ᡂ
㛗㈨㔠ࡢ౪⤥ಁ㐍ࠊ㔠⼥ᶵ⬟ࡢᙉᴗ⏕࣭ᴗᢎ⥅ࡢຍ㏿
  ࣭ᮏᖺ㸱᭶⟇ᐃࡋࡓᴗࡢᗣデ᩿ᣦᶆ࡛࠶ࡿࠕ࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣥࢳ࣐   
  ࣮ࢡࠖࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡸ୰ᑠᴗᨭᶵ㛵ࡀᴗ⪅ᑐ 
  ヰࢆ῝ࡵࠊᢸಖࡸಶேಖド㢗ࡽࡎ⏕⏘ᛶྥୖດࡵࡿᴗ⪅ᑐ
  ࡋ࡚ᡂ㛗㈨㔠ࢆ౪⤥ࡍࡿࡼ࠺ಁ㐍ࡍࡿࠋ



ࡿ୰᰾ᴗೃ⿵ࢆⓎ᥀ࡋࠊୡ⏺ᕷሙࡶぢᤣ࠼ࡓᴗᡓ␎ࡢ❧ࠊ
㈍㊰ࢆぢᤣ࠼ࡓ◊✲㛤Ⓨࠊᾏእ㈍㊰㛤ᣅ➼ࢆ㞟୰ⓗᨭࡍࡿࠋ
࠙ඛᑟⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆẖᖺ  ⛬ᗘࢆ┠Ᏻࠊ
㸳ᖺ㛫࡛⣙  ᨭࠚ

 ࣭ᆅᇦ⤒῭ศᯒࢩࢫࢸ࣒㸦5(6$6㸧ࡢά⏝➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ⤒῭ࢆ≌ᘬࡍ

ࡅࢇ࠸ࢇ

 ࠙ྍ⬟࡞㝈ࡾ㏿ࡸᣦ㔪⟇ᐃࠚ
ճ୰ᑠᴗᨭᶵ㛵➼ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ༢࡛ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
࣭ᆅᇦࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ➇தຊᙉ࣭⏕⏘ᛶྥୖࡢලయ⟇ࡢ᳨ウ࣭ᐇ 
 ⾜࣭ᬑཬࢆ⾜࠺ᆅᇦ༠㆟➼ࡢሙࡢタ⨨ࢆࠊᆅ᪉⏕᥎㐍㔠
 ➼ࢆά⏝ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿࠋ

 ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ㠉᪂
 ձୡ⏺ᕷሙࢆ┠ᣦࡋࡓᆅᇦ୰᰾ᴗࡢᡂ㛗ᨭ
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38

ղ⏕⏘㈨ᮦࡢࢥࢫࢺపῶཬࡧ⏕⏘⪅᭷࡞ὶ㏻࣭ຍᕤᵓ㐀ࡢᐇ⌧
  ࣭㎰ᴗ⪅ࡢᡤᚓྥୖࡢࡓࡵࠊ㎰ᴗ⪅ࡀᑡࡋ࡛ࡶᏳ࠸⏕⏘㈨ᮦࢆ⮬ࡽ 
   㑅ᢥࡋ࡚ㄪ㐩࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡸࠊ㎰ᴗ⪅ࡀ⮬ࡽࡢ㈐ 
   ௵࡛㈍ඛ౯᱁ࢆỴᐃ࡛ࡁࡿከᵝ࡞㑅ᢥ⫥ࡀ⏝ពࡉࢀࡿὶ㏻ᵓ
   㐀ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇➼ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺ⛅ࢆ┠㏵ලయⓗ࡞᪉
   ⟇ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ           
࠙ᮏᖺ⛅ࢆ┠㏵⤖ㄽࠚ

ճேᮦຊࡢᙉ
࣭ேᮦຊࢆᵓᡂࡍࡿ⤒Ⴀຊࠊᢏ⾡ຊࠊປാຊࡢᙉࡢࡓࡵࠊḟୡ௦ࢆᢸ
࠺ேᮦࡢ☜ಖࠊႠ㎰ࡋ࡞ࡀࡽࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᏛࡧࡸࡍ࠸⎔ቃࡢᩚഛ➼ྥ
ࡅࡓලయⓗ࡞᪉⟇ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ

մ㍺ฟຊࡢᙉ
࣭ᡃࡀᅜ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢ㍺ฟຊࢆᙉࡋࠊࢪࢆ୰ᚰᣑࡍࡿୡ⏺
ࡢ㣗ᕷሙࢆᡃࡀᅜ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㈍㊰ྲྀࡾ㎸ࡴࡓࡵࠊ
ࠕ㎰ᯘỈ
⏘ᴗࡢ㍺ฟຊᙉᡓ␎ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥㎰ᯘỈ⏘ᴗ࣭ᆅᇦࡢά
ຊ㐀ᮏ㒊ྲྀࡾࡲࡵ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ㎰ᯘ⁺ᴗ⪅ࡸ㣗ရᴗ⪅ࡼࡿព
ḧⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᨭࠊẸ㛫࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸እᅜࡢつไ➼ࡢᑐᛂ
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

յࢫ࣐࣮ࢺ㎰ᴗࡢ᥎㐍
 ࣭ ᖺࡲ࡛᭷ே┘どୗ࡛ࡢሙෆ↓ே⮬ື㉮⾜ࢩࢫࢸ࣒ࡀᕷ 





࣭㔠⼥ᶵ㛵ᴗ⪅ࡀࡶ⤒Ⴀᨵၿࡸ⏕⏘ᛶྥୖ࡞ࡲ࡛௨ 
 ୖྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ࠊಙ⏝ಖドไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ㐍ࡵࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊຠ  
 ᯝⓗ࡞ᴗ⏕ᨭࡢᐇ⌧ࠊᴗᢎ⥅ࡢࡸᴗᢎ⥅ࢆዎᶵ
 ࡋࡓ⤒Ⴀ㠉᪂➼ࡢಁ㐍ྥࡅ࡚ᚲせ࡞᪉⟇➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

 ᨷࡵࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢᒎ㛤㍺ฟຊࡢᙉ
ձ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶵᵓࡢᶵ⬟ᙉ
࣭㒔㐨ᗓ┴ࡼࡿᶵᵓά⏝ࡢࣥࢭࣥࢸࣈࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᶵᵓࡢ 
ᐇ⦼ࢆୖࡆࡓ㒔㐨ᗓ┴ྛ⯡ࡢ⟇㓄៖ࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿࠋ
࠙ᐇ⦼㞟ィᚋࡢண⟬㓄ศࡽᑟධࠚ

















㈍ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᮏᖺᗘ୰Ᏻᛶ☜ಖ࢞ࢻࣛࣥࢆ
⟇ᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺࡲ࡛ሙ㛫࡛ࡢ⛣ືࢆྵࡴ㐲㝸┘ど
ࡼࡿ↓ே⮬ື㉮⾜ࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍㛵
㐃ไᗘࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࠙ᮏᖺᗘ୰Ᏻᛶ☜ಖ࢞ࢻࣛࣥࢆ⟇ᐃࠚ
࠙㐲㝸┘どࡼࡿ↓ே⮬ື㉮⾜ࢆ  ᖺࡲ࡛ᐇ⌧ࠚ
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࣭᪥ᮏࡢᅜ❧බᅬࢆୡ⏺Ỉ‽ࡢࠕࢼࢩࣙࢼࣝࣃ࣮ࢡࠖࡋ࡚ࣈࣛࣥࢻ
ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎࡣ㸳ᡤࡢᅜ❧බᅬ࡛ࠕᅜ❧බᅬࢫࢸࢵࣉࢵࣉ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦௬⛠㸧ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊẸ㛫ࡢ▱ᜨࡸ㈨㔠ࢆᑟධ
ࡋࠊእᅜேྥࡅ‶ႚ࣓ࢽ࣮ࣗࡢᩚഛࠊୖ㉁ឤࡢฟࠊሗⓎಙࡢᙉ
➼ࢆ㞟୰ⓗᐇࡍࡿࠋ
࠙ᮏᖺᗘෆࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⟇ᐃࠚ

 ほග❧ᅜ
ձほග㈨※ࡢ㨩ຊྥୖ㸦㏄㈱㤋➼ࡢ㛤ᨺࠊᩥ㈈࣭ᅜ❧බᅬ࡞ࡢά⏝㸧
࣭㉥ᆏࡸி㒔ࡢ㏄㈱㤋ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᡃࡀᅜࡢṔྐࡸఏ⤫࠶ࡩࢀࡿබ
ⓗタࢆ⫹୍⯡ྥࡅබ㛤࣭㛤ᨺࡍࡿࠋ

࣭ᩥ㈈ࡘ࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡢࠕಖᏑࢆඃඛࡍࡿᨭࠖࡽࠕᆅᇦࡢᩥ
㈈ࢆ୍యⓗά⏝ࡍࡿྲྀ⤌ࡢᨭࠖ㌿ࡍࡿࡓࡵࠊࠕᩥ㈈
ά⏝࣭⌮ゎಁ㐍ᡓ␎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊ᪥ᮏ㑇⏘ࢆࡣࡌ
ࡵࠊᩥ㈈ࢆ୰᰾ࡍࡿほගᣐⅬࢆᩚഛࡍࡿࠋ
࠙ᮏᖺᗘᙜึࣉࣟࢢ࣒ࣛ⟇ᐃࠊ     
 ᖺࡲ࡛ᅜ  ⛬ᗘࡢᣐⅬᩚഛࠚ

 ࣭㎰ᴗἲேࡀࠊ⏘ᴗࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡸ⤒㦂ࢆᣢࡘேᮦࢆ᥇⏝ࡋࠊ⤒ႠⓎ
ᒎ࠸ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊேᮦࡢ࣐ࢵࢳ
ࣥࢢࡢ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋ

ն㎰ᴗ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠయไࡢᵓ⠏
 ࣭㎰ᴗ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊඛ➃ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿᴗࡢࣔࢹࣝ 
  ⓗᢏ⾡㛤Ⓨࠊᆅᇦࡢၟᕤ㆟ᡤ࣭ၟᕤ➼㐃ᦠࡋࡓ᪂ၟရࡢ㛤Ⓨ
  ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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ղほග㛵㐃つไ࣭ไᗘࡢぢ┤ࡋ㸦㏻ヂෆࢧ࣮ࣅࢫࡢᣑ➼㸧
 ࣭㏻ヂෆࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥㔞ࡢᣑࢆᅗࡿࡓࡵࠊ୍ᐃࡢရ㉁☜ಖࢆ๓
ᥦࠕᴗົ⊂༨つไࠖ࡞㏻ヂ࢞ࢻไᗘ➼ࢆぢ┤ࡍࡶࠊࣛ
ࣥࢻ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡘ࠸࡚ࠊⓏ㘓ไ➼ࡢᑟධࡼࡾᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ
ࡶࠊၥ㢟ࡢ࠶ࡿᴗ⪅ᑐࡋ࡚㐺ษᣦᑟ࣭┘╩࡛ࡁࡿไᗘ
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࠙ ᖺ୰ไᗘぢ┤ࡋࢆᐇࠚ

ճᆅᇦほග⤒Ⴀ㸦'02㸧ࡢ᥎㐍
  ࣭ ᖺࡲ࡛ࠊᅜ  ᡤ࡛㨩ຊ࠶ࡿほගᢞ㈨ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ
ᐇࡋࠊᐁẸࣇࣥࢻ➼࡛ࡇࢀࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡶࠊୡ⏺Ỉ‽
ࡢ '02 ࢆᅜ࡛  ᡤᙧᡂࡍࡿࠋ
࠙ ᖺࡲ࡛ୡ⏺Ỉ‽ࡢ '02 ࢆᅜ࡛  ⤌⧊ᙧᡂࠚ

մほගேᮦࡢ⫱ᡂ
࣭ほග⏘ᴗࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ⤒Ⴀேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ⏘
Ꮫᐁࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤ⓎࡋࠊᅜෆࢺࢵࣉᏛࡢほග
⤒ႠᏛ㝔㸦0%$㸧ࡢタ⨨ᮏ᱁ⓗ╔ᡭࡍࡿࠋ
       ࠙ᮏᖺᗘࡽᮏ᱁ⓗ╔ᡭࠚ

࣭ᆅᇦほගࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᏛ࠾ࡅࡿほග
Ꮫ㒊➼ࡢᶆ‽࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᆅᇦࡢほග⏘ᴗࢆ
ᨭ࠼ࡿ༶ᡓຊ࡞ࡿᆅᇦࡢᐇ㊶ⓗ࡞ほගேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᑓಟ
Ꮫᰯ➼ࡢᩍ⫱ᶵ㛵⏘ᴗ⏺ࡀ㐃ᦠࡋࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵၿ࣭ྥୖ
ࢆᅗࡿࠋ    
    ࠙ᮏᖺᗘࡽᮏ᱁ⓗ╔ᡭࠚ

յゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ࡢᣑྥࡅࡓᆅᇦࡢཷධ⎔ቃᩚഛ
࣭ᖺ㸱᭶タ⨨ࡉࢀࡓᆅ᪉ࣈࣟࢵࢡู㐃⤡࡛᫂ࡽ࡞ࡗࡓྛᆅ
ᇦࡢㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ࠊゼ᪥እᅜே᪑⾜ᐈᩘࡢ᪂ࡓ࡞┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ㄢ㢟ูᐇయᮇ㝈ࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊ᪩ᛴᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࠋ

նఇᬤྲྀᚓࡢಁ㐍࣭ศᩓ
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࣭ᩍ⫱ጤဨࡸᏛᰯᑐࡍࡿᏛᰯఇᴗ᪥ࡢᰂ㌾࡞タᐃ࣭ศᩓࡢാ  
 ࡁࡅࠊ⏘ᴗ⏺ᑐࡍࡿᏛᰯఇᴗ᪥ࡢᰂ㌾࡞タᐃ࣭ศᩓྜࢃ 
 ࡏࡓ᭷⤥ྲྀᚓᖺ㛫㸱᪥ቑࡢാࡁࡅࠊᅜᐙබົဨࡢᏛᰯఇᴗ᪥
 ྜࢃࡏࡓᖺḟఇᬤࡢྲྀᚓࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ


㸰㸬⏕⏘ᛶ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿつไ࣭ไᗘᨵ㠉
 ᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᑟධ
ձ⏘ᴗ㠉᪂ࡢᑗ᮶ീࡽ㏫⟬ࡋ࡚ලయⓗᨵ㠉ࢆタィࡍࡿ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ
᪉ᘧࡢᑟධ
 ࣭ᮇ㝈ࢆᐃࡵ࡚┠ᣦࡍࡁᑗ᮶ࡢࣅࢪࢿࢫീࢆᐁẸ࡛ඹ᭷ࡋࡓୖ࡛ࠊ
ࡑࡇࡽ㏫⟬ࡋ࡚࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆᥥࡁࠊලయⓗᨵ㠉ࢆᐇࡍࡿ᪂ࡓ
࡞つไᨵ㠉➼ࡢᐇ⾜࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠕ┠ᶆ㏫⟬࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᪉ᘧࠖࢆᑟ
ධࡍࡿࠋ
࠙ᮏᖺኟ௨㝆ࢆ┠㏵ᑟධࠚ

ղ ᴗ⪅┠⥺࡛つไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 ࢆ୍యⓗ㐍ࡵࡿ
᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ᡭἲࡢᑟධ
  ࣭ࡲࡎࡣࠊእᅜᴗࡢ᪥ᮏࡢᢞ㈨άື㛵ಀࡍࡿつไ࣭⾜ᨻᡭ⥆ࡢ
ᢤᮏⓗ࡞⡆⣲ࡘ࠸࡚㸯ᖺ௨ෆ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
   ࠙㸯ᖺ௨ෆࢆ┠㏵⤖ㄽ㸦᪩ᮇ⤖ㄽࡀᚓࡽࢀࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ඛ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ᖺෆලయ⟇ࢆỴᐃࡋࠊ㏿ࡸ╔ᡭ㸧
ࠚ

࣭እᅜᴗࡢ᪥ᮏࡢᢞ㈨άື㛵ಀࡍࡿศ㔝௨እࡘ࠸࡚ࡶࠊඛ
⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ㛤ጞ࡛ࡁࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺෆලయ⟇ࢆỴᐃ
ࡋࠊ㏿ࡸ╔ᡭࡍࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓඛ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ୖグྲྀ⤌ࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ
ㅖእᅜࡢྲྀ⤌ᡭἲಀࡿㄪᰝ➼ࢆ⾜࠸ࠊつไ࣭ᡭ⥆ࢥࢫࢺ๐ῶ
ಀࡿᡭἲࡸ┠ᶆタᐃࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛ࠊᮏᖺᗘ୰ࢆ┠㏵
ࠊᮏ᱁ⓗつไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 ࢆ୍యⓗ㐍ࡵ
ࡿࡁ㔜Ⅼศ㔝ࡢᖜᗈ࠸㑅ᐃつไ࣭⾜ᨻᡭ⥆ࢥࢫࢺ๐ῶ┠ᶆࡢ
Ỵᐃࢆ⾜࠸ࠊィ⏬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࠙ඛ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ᖺෆලయ⟇ࢆỴᐃࡋࠊ㏿ࡸ╔ᡭࠚ
࠙ᮏᖺᗘ୰ࢆ┠㏵ࠊ㔜Ⅼศ㔝๐ῶ┠ᶆࢆỴᐃࠚ
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 ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢά⏝㸦ᵓ㐀ᨵ㠉ࡢ✺◚ཱྀ㸧
 ࣭᮶ᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫ࢆࠕ㞟୰ᨵ㠉ᙉᮇ㛫ࠖࡋ࡚ࠊṧࡉࢀࡓࠕᒾ
┙つไࠖࡢ✺◚ཱྀࢆ㛤ࡃ࡞ࡢྲྀ⤌ࢆࠕ᪂ࡓ࡞┠ᶆࠖࡋ࡚タᐃࡍࡿ
ࡇࡼࡾࠊẸ㛫ࡢ⬟ຊࡀ༑ศⓎ࡛ࡁࡿୡ⏺୍࡛␒ࣅࢪࢿࢫࡢࡋ
ࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡘ࡞ࡆࡿࠋ
࠙つไᨵ㠉㡯ࡘ࠸࡚ࠊḟᮇᅜࡶྵࡵࠊ
㏿ࡸἲⓗᥐ⨨➼ࢆㅮࡌࡿࠚ

 ᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓไᗘᨵ㠉
㺏㸧ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᙉ
ձ ᴗᢞ㈨ᐙࡢᘓタⓗ࡞ᑐヰࡢᇶ┙࡞ࡿᴗࡢሗ㛤♧ࡢᐇຠᛶ࣭
ຠ⋡ᛶࡢྥୖ➼
࣭
ࠕࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉ࣭ࢥ࣮ࢻࠖᥖࡆࡿᴗᢞ㈨ᐙࡢᑐヰࢆಁ㐍ࡍ
ࡿほⅬࡽࠊ㔠⼥ᑂ㆟࡛ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウࢆᅵྎࡋ࡞ࡀࡽࠊ㛵ಀ
┬ᗇཬࡧᰴᘧ♫ᮾிドๆྲྀᘬᡤࡀඹྠࡋ࡚ࠊไᗘ࣭┬ᗇᶓ᩿ⓗ࡞᳨
ウࢆ⾜࠸ࠊ♫ἲࠊ㔠⼥ၟရྲྀᘬἲࠊドๆྲྀᘬᡤୖሙつ๎ᇶ࡙ࡃไ
ᗘ㛤♧ࡢ㡯┠ࡢᩚ⌮ࡸ㔜」ゎᾘ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡿࠊᅜ㝿ⓗぢ࡚᭱
ࡶຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞㛤♧ࡢᐇ⌧ཬࡧᰴ⥲᪥⛬࣭ᇶ‽᪥ࡢྜ⌮ⓗ
࡞タᐃࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ  ᖺ๓༙ࢆ┠㏵ᐇ⌧ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦ
ࡍࠋ
     ࠙ᅜ㝿ⓗぢ࡚᭱ࡶຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞㛤♧ࡢᐇ⌧ཬࡧᰴ 
      ⥲᪥⛬࣭ᇶ‽᪥ࡢྜ⌮ⓗ࡞タᐃࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛ㸸
 ᖺ๓༙ࢆ┠㏵ࡋࡓᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠚ
࠙ᴗሗ࿌➼᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࢆ୍యⓗ㛤♧ࡍࡿሙྜࡢ㛵ಀ┬ᗇࡢ
⪃࠼᪉➼ࡢᩚ⌮ඹ㏻ྍ⬟࡞㡯┠ಀࡿලయⓗ࡞㐍ࡵ᪉ࡢỴᐃ㸸
ᮏᖺᗘ୰ࠚ
 ࠙ᅄ༙ᮇ㛤♧㛵ࡍࡿỴ⟬▷ಙࡢぢ┤ࡋࡢෆᐜࠊࡑࡢᙳ㡪ࡸຠᯝࡢ
ホ౯࣭ศᯒࠊᚋࡢᚲせ࡞ᨵၿⅬࡢᢕᥱ㸸ᮏᖺ୰㡰ḟ㛤ጞࠚ

ղ ᰴ⥲ࣉࣟࢭࢫࡢ㟁Ꮚ
 ࣭ᰴ⥲ࡢᣍ㞟㏻▱ῧ᭩㢮㸦ᴗሗ࿌ࡸィ⟬᭩㢮➼㸧ࡢ㟁Ꮚᥦ౪
ࡘ࠸࡚ࠊཎ๎㟁Ꮚᥦ౪ࡍࡿ᪉ྥ࡛ࠊ᮶ᖺ᪩ᮇࡢ♫ἲไࡢᩚഛ
ࡢ╔ᡭࡶ┠ᣦࡋࡘࡘࠊㅮࡎࡁἲไୖࡢලయⓗ࡞ᥐ⨨ෆᐜࢆ᳨ウࡍ
ࡿࠋ        ࠙᮶ᖺ᪩ᮇࡢ♫ἲไࡢᩚഛ╔ᡭࡶ┠ᣦࡍࠚ
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㺐㸧άຊ࠶ࡿ㔠⼥࣭㈨ᮏᕷሙࡢᐇ⌧ࢆ㏻ࡌࡓᡂ㛗㈨㔠ࡢ࡞౪⤥
 ձᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥㈨ࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࡢಁ㐍ᕷሙ⎔
ቃᩚഛ➼
 ࣭ࣇࢹ࣮ࣗࢩ࣮࣭ࣕࣜࢹ࣮ࣗࢸ࣮ࡢᚭᗏࠊ㛗ᮇᏳᐃⓗᢞ㈨ࢆᨭ࠼ࡿ
ࢶ࣮ࣝࡢᩚഛࠊᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶ࣭Ᏻᐃᛶࡢ☜ಖ࠸ࡗࡓㄽⅬ
ࡘ࠸࡚ࠊ㔠⼥ᑂ㆟᳨࡛ウࡍࡿࠋ
࠙ᮏᖺᗘ୰୍ᐃࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠚ
  
ղ㉁ࡢ㧗࠸㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢⓎ㸦ᴗᛶホ౯⼥㈨ࡸᮏᴗᨭ➼ࡢྲྀ⤌ᙉ
㸧
࣭㔠⼥௰ࡢྲྀ⤌㛵ࡍࡿホ౯ಀࡿከᵝ࡞࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ
   ࠙ᮏᖺᗘ୰⟇ᐃࡍࡿࠚ

ճ)LQ7HFK ࡢ᥎㐍㸦)LQ7HFK ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᙧᡂ➼㸧
࣭)LQ7HFK ࢆࡵࡄࡿㅖㄢ㢟ᑐᛂࢆ᳨ウࡋࠊ)LQ7HFK ᴗࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸
ࡃࡓࡵࡢ⎔ቃ㸦)LQ7HFK ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢᙧᡂ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࠙㏿ࡸࠊࣇࣥࢸࢵࢡ࣭࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅㆟࠾࠸࡚
᳨ウࢆ㛤ጞࡍࡿࠚ

մࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝㸦ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻྲྀᘬక࠸ᚓࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱ
ࡢᶆ‽➼㸧
 ࣭ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻྲྀᘬక࠸ᚓࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢᶆ‽ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
              ࠙ᶆ‽ࡘ࠸࡚ࠊᖺෆ⤖ㄽࢆᚓࡿࠚ

 㺑㸧3333), ➼ࡼࡿබⓗࢧ࣮ࣅࢫ࣭㈨⏘ࡢẸ㛫㛤ᨺᣑ
࣭
ࠕ3333), ᥎㐍ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥Ẹ㛫㈨㔠➼ά
⏝ᴗ᥎㐍㆟Ỵᐃ㸧ᥖࡆࡽࢀࡓ  ᖺᗘࡲ࡛ 3333), ࡢ
ᴗつᶍࢆ  ᣑࡍࡿࡢᩘ್┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅࠊ✵ ࠊᩥ
ᩍタ㸦ࢫ࣏࣮ࢶタ࣭♫ᩍ⫱タ࣭ᩥタ㸧ࠊࢡ࣮ࣝࢬ⯪ྥࡅ
᪑ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝタࠊ0,&( タ➼ࡢᡂ㛗ᑐᛂศ㔝᭷ᩱ㐨㊰ࠊỈ㐨ࠊ
ୗỈ㐨ࠊබႠఫᏯ➼ࡢᡂ⇍ᑐᛂศ㔝ࡢ᪉ࡢྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿࠋ
࠙ ᖺᗘࡲ࡛ 3333), ࡢᴗつᶍࢆ  ᣑࠚ
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ࡦࡽ
㸱㸬ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢฟ࣭ࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄࠶ࡩࢀࡿேᮦࡢฟ
 ⤒῭ᡂ㛗ࢆษࡾᣅࡃேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ
 ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟຊࡢᙉ
ձ ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂ࣭ᩍ⫱⟇
ձ ࠕ⤌⧊ࠖᑐࠕ⤌⧊ࠖࡢᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫ㐃ᦠ㸦ᴗࡽᏛ࣭ᅜ❧◊
࣭ึ➼୰➼ᩍ⫱࡛ࡢࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬࡼࡿᏛ⩦ࠊ,7 ࢆ
✲㛤Ⓨἲே➼ࡢᢞ㈨㸱ಸቑ㸸 ᖺᗘࡲ࡛ࠊᅜෆእࡢࢺࢵࣉே
ຠᯝⓗά⏝ࡋࡓಶᛂࡌࡓ⩦⇍ᗘูᏛ⩦ᣦᑟ㸦ࢲࣉࢸࣈ࣭ࣛ
ᮦࢆ㞟ࡵࡓୡ⏺ⓗ◊✲ᣐⅬ㸳ᡤฟ㸧
࣮ࢽࣥࢢ㸧ࠊⓎ㐩ẁ㝵༶ࡋࡓࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡢᚲಟ࡞
࣭ᴗࡽᏛ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᑐࡍࡿᢞ㈨㢠ࢆ  ᖺᗘࡲ
ሗά⏝⬟ຊࡢ⫱ᡂࡢᚭᗏࢆᅗࡿࡓࡵࠊ ᖺᗘࡽ㡰ḟ㛤ጞࡉ
࡛⌧ᅾࡢ㸱ಸࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࣭
ࢀࡿ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐃ᦠࢆᐇ㊶ࡋ࡚ᅜෆእࡽࢺࢵࣉேᮦࡸᢞ㈨ࢆࡧ
࠙ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡢᚲಟ࡞᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᐇ㸸
㎸ࡴᡓ␎◊✲ᣐⅬࢆฟࡍࡿࠋ   
ᑠᏛᰯ  ᖺᗘ㹼ࠊ
  ࠙᮶ᖺᗘ୰ᑡ࡞ࡃࡶ㸳ᣐⅬฟࠚ
୰Ꮫᰯ  ᖺᗘ㹼ࠊ㧗➼Ꮫᰯ  ᖺᗘ㹼ࠚ


ղ ࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࠖ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ࣭⏘ᴗᡓ␎ࡢලయ
࣭㧗➼ᩍ⫱࡛ࡢᩘ⌮࣭ሗᩍ⫱ࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢࢹ

࣮ࢱࢧ࢚ࣥࢸࢫࢺ࡞ࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ㒊࣭Ꮫ㝔ࡢᩚഛࢆಁ㐍
࣭ேᕤ▱⬟ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊ⏘Ꮫᐁࢆ⣕ྜࡋࠊᡃࡀᅜࡢᙉࡳࢆ࠸
ࡍࡿࡶࠊᏛⓗ࡞ᩘᏛᩍ⫱ࡢᙉ㸦ᶆ‽࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⟇
ࡋࡓᢏ⾡ᡓ␎ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ⾜ࢆᣦࡍࡿྖ௧ሪᶵ⬟ࡋ࡚ᮏᖺ㸲᭶
ᐃ㸧➼ࢆᐇࡍࡿࠋ
タ⨨ࡉࢀࡓࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࠖ࠾࠸࡚ࠊ⏘Ꮫᐁ࡛ྲྀࡾ
࠙᮶ᖺᗘࡼࡾලయⓗྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࠚ
⤌ࡴࡁேᕤ▱⬟ࡢ◊✲㛤Ⓨ┠ᶆ⏘ᴗࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆ⟇

ᐃࡋࠊ◊✲㛤Ⓨࡽ♫ᐇࡲ࡛ࢆ୍ඖⓗ᥎㐍ࡍࡿࠋ 
࣭≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜෆࢺࢵࣉࡢ◊✲ᣐⅬࡸᏛ➼ࡀ㐃ᦠ
               ࠙ᮏᖺᗘ୰࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆ⟇ᐃࠚ
ࡋࠊୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅ࢆࡧ㎸ࡳࡘࡘࠊ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭

ேᕤ▱⬟➼࠾ࡅࡿࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ◊✲➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼
ճ ࠕᆅᇦୡ⏺ࡢᯫࡅᶫࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࡢᩚഛ
ࡿேᮦ⫱ᡂࢆ୍యⓗ⾜࠺ࠋ            
࣭ᖺᗘ㛤ጞࡋࡓࠕࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞ᪥ᮏࡢᯫࡅᶫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࠙ᮏᖺᗘࡼࡾᐇࠚ
㛵ࢃࡿྲྀ⤌ࢆࠊ ᖺ㛤ദࡍࡿࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢧ

࣑ࢵࢺ㸦௬⛠㸧ࠖࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇࡶᛕ㢌ࠊࢪࠊࢫ࢚ࣛ
ղ ࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖࡢ㛤ദ
ࣝࠊḢᕞ➼ᣑࡍࡿࠋ
 ࣭➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉
࠙ᮏᖺᗘࡽᐇࠚ
ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖࢆ㛤ദࡋࠊ㛵ಀ┬ᗇࡸ⏘ᴗ⏺➼ࡢཧຍࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ

ồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝࡸᴗົ➼ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊேᮦ⫱ᡂ࣭ᩍ⫱ᨻ⟇➼
࣭ᨻᗓᶵ㛵ࡀ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ⟇ࢆ⥲ືဨࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡛ࡢ᭷ᮃ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
ᫎࡍࡿࠋ࠙ᥖࠚ            
ᴗࡢⓎ᥀ࡽୡ⏺ᕷሙࡢᣮᡓࡲ࡛ࢆ㔜Ⅼᨭࡍࡿࠕᨻᗓᶵ㛵
࠙ᮏᖺ୰㛤ദࠚ
ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠖࢆᵓ⠏ࡍࡿࡶࠊẸ㛫ேᮦࡼࡿࠕࢻࣂ

ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࠖࢆタ⨨ࡋࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢୡ⏺ᕷሙࡢᣮᡓᨭ

ᅜࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭ⟇ಀࡿࢻࣂࢫࢆᐇࠋ                   ճୡ⏺᭱㏿⣭ࡢࠕ᪥ᮏ∧㧗ᗘእᅜேᮦࢢ࣮࣮ࣜࣥ࢝ࢻࠖࡢタ
࠙ᮏᖺᗘ୰ᵓ⠏ࠚ
࣭㧗ᗘእᅜேᮦࡢỌఫチྍ⏦ㄳせࡍࡿᅾ␃ᮇ㛫ࢆ⌧⾜ࡢ㸳ᖺࡽ

ᖜ▷⦰ࡍࡿୡ⏺᭱㏿⣭ࡢࠕ᪥ᮏ∧㧗ᗘእᅜேᮦࢢ࣮࣮ࣜࣥ࢝
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 ᡂ㛗ไ⣙ᡴ◚ࡢࡓࡵࡢ㞠⏝⎔ቃᩚഛࠊከᵝ࡞ാࡁᡭࡢཧ⏬
ձ 㛗㛫ປാࡢṇྥࡅࡓྲྀ⤌ᙉ
࣭᭶  㛫㉸ࡢ㛫እປാࢆࢃࢀࡿᴗሙᑐࡍࡿ┘╩ᣦᑟࡢᚭ
ᗏࠊ᭶  㛫㉸ࡢ㛫እປാࢆᐃࡵࡓ୕භ༠ᐃࡢᒆࡅฟࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓሙྜ➼ࡢᣦᑟຓゝࡢᙉ➼ࠊປാᇶ‽┘╩⨫ࡼࡿ┘╩ᣦᑟࢆ
ᙉࡍࡿࠋ               ࠙ᮏᖺᗘࡽᐇࠚ


࣭ᖺ㸲᭶ᅜᥦฟࡋࡓປാᇶ‽ἲ➼ᨵṇἲࡢ᪩ᮇᡂ❧ࢆᅗ
ࡾࡘࡘࠊ୕භ༠ᐃ࠾ࡅࡿ㛫እປാつไࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ᳨
ウࢆ⾜࠺ࠋ

࣭ປാ㛫➼タᐃᨵၿἲᇶ࡙ࡃ࢞ࢻࣛࣥࠊົ㛫ࣥࢱ࣮ࣂ
ࣝᥐ⨨࡞ࠊࡼࡾ㋃ࡳ㎸ࢇࡔᥐ⨨ࢆ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢලయࡋ࡚┒
ࡾ㎸ࡴࠋ

ղ ዪᛶࡢά㌍᥎㐍㧗㱋⪅ࡢά㌍᥎㐍
࣭ࠕᚅᶵඣ❺ゎᾘຍ㏿ࣉࣛࣥࠖࡢ᥎㐍ࡸࠕᴗᑟᆺಖ⫱ᴗࠖࡢ
✚ᴟⓗ࡞ᒎ㛤ࠊ,&7 ά⏝ࡼࡿᴗົ㈇ᢸ㍍ῶࠊಖ⫱ኈ㈨᱁ࡢྲྀᚓᨭ
➼ಖ⫱ኈࡢ᭦࡞ࡿฎ㐝ᨵၿࡸ࢟ࣕࣜࣃࢫᵓ⠏➼ࠊಖ⫱ࡢཷ
ࡅ─ࡢᩚഛࡸಖ⫱ேᮦࡢ☜ಖࡘ࠸࡚ࠊᏳᐃ㈈※ࢆ☜ಖࡋ࡞ࡀࡽ
╔ᐇ㐍ࡵࡿࠋ           ࠙ᮏᖺᗘࡽ㡰ḟᐇࠚ

࣭ᴗࡢᡂ㛗ᛶࡸ┈ᛶࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿࢲࣂ࣮ࢩࢸ⤒Ⴀࡢᅾ
ࡾ᪉ࢆ᫂☜ࡍࡿࡶࠊᴗ࣭ᢞ㈨ᐙᑐࡍࡿࢲࣂ࣮ࢩࢸ⤒
Ⴀࡢッồຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
࠙᪂ࡓ࡞᳨ウࡢሙࢆ❧ࡕୖࡆࠊᮏᖺᗘ୰୍ᐃࡢ⤖ㄽࠚ

࣭ ṓ௨㝆ࡢ⥅⥆㞠⏝ᘏ㛗ࡸ  ṓࡲ࡛ࡢᐃᖺᘏ㛗ࢆ⾜࠺ᴗ➼ࡢ
ᨭࢆᐇࡍࡿࠋ



ࢻࠖࢆタࡍࡿࠋ
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ղ733 ࢆዎᶵࡋࡓᆅᇦ୰ᑠᴗ➼ࡢᾏእᒎ㛤ᨭ
࣭733 ࢆዎᶵࡋࡓᕧᕷሙࡢ㛤ᣅࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ᪂㍺ฟᅜࢥ
ࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠖࡢୗࠊᡃࡀᅜࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗᑐࡋࠊ⥲ྜⓗ࡞ᨭ
ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࠙ᮏᖺ㸰᭶ࡽᐇࠚ
ճࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒㍺ฟࡢᣑ
࣭බⓗ㔠⼥ᶵ㛵ࡸᐁẸࣇࣥࢻࡼࡿฟ⼥㈨ࡸ㈠᫆ಖ㝤➼ࢆ㏻ࡌࡓᨭ
ࡢᙉຍ࠼ࠊᴗᐇྍ⬟ᛶㄪᰝ㸦)6㸧ࡸᐇドᴗࡢᐇࠊ
⌧ᆅேᮦࡢ⫱ᡂࡸᡓ␎ⓗᑐእᗈሗࠊᅜ㝿ᶆ‽ࡢ⋓ᚓࡸㄆドྲྀᚓࡢࡓ
ࡵࡢヨ㦂࣭ホ౯ᣐⅬࡢᩚഛ࣭㐠⏝࠸ࡗࡓᨭࢆᨻᗓᶓ᩿ⓗຠᯝ
ⓗ⤌ࡳྜࢃࡏࠊᐁẸ୍యࡢཷὀྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿࠋ
࣭-,&$ࠊ-%,&ࠊ1(;,ࠊ-2*0(& ࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢయไ࣭ᶵ⬟ᙉཬࡧ
༑ศ࡞㈈ົᇶ┙ࡢ☜ಖ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

մᑐෆ┤᥋ᢞ㈨ࡢಁ㐍
࣭ᆅᇦ࠾ࡅࡿᡃࡀᅜᴗእᅜᴗࡢᥦᦠࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊ⮬
య࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗ࡞ㄏ⮴ࡢྲྀ⤌ࡢᙉࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊࢺࢵࣉࢭ࣮
ࣝࢫࢆྵࡵࡓᗈሗࡢᙉࡶດࡵࡿࠋຍ࠼࡚ࠊእᅜᴗࢆࡧ㎸ࡴ
ୖ࡛ࡢ㞀ᐖ࡞ࡿᴗ⎔ቃࠊ⏕ά⎔ቃࡘ࠸࡚ࠊつไ࣭⾜ᨻᡭ⥆ࡢ
⡆⣲ࡸ⏕ά⎔ቃ࠾ࡅࡿእᅜㄒᑐᛂࡢಁ㐍➼ࠊᢤᮏⓗ࡞ᨵၿࢆᅗ
ࡿࠋ



ࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊᢞ㈨༠ᐃ࣭⛒⛯᮲⣙ࡢ⥾⤖࣭ᨵṇࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࠙ ᖺࡲ࡛  ࡢᅜ࣭ᆅᇦࢆᑐ㇟ࡍࡿᢞ㈨㛵㐃༠ᐃࡢ⨫ྡ࣭
Ⓨຠࢆ┠ᣦࡍࠚ

ࣥࢫࡢྲྀࢀࡓࠊ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢୡ⏺ࡢ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࡢ≌ᘬ⪅࡞ࡿࡇ

ࡅࢇ࠸ࢇ

㸲㸬ᾏእࡢᡂ㛗ᕷሙࡢྲྀࡾ㎸ࡳ
 ձ⤒῭㐃ᦠ΅ࠊᢞ㈨༠ᐃ࣭⛒⛯᮲⣙ࡢ⥾⤖࣭ᨵṇࡢ᥎㐍
࣭733 ࡢ㏿ࡸ࡞Ⓨຠཬࡧཧຍᅜ࣭ᆅᇦࡢᣑྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡶࠊ᪥ (8࣭(3$ࠊ5&(3ࠊ᪥୰㡑 )7$ ࡞ࡢ⤒῭㐃ᦠ΅ࢆᡓ␎ⓗ
ࡘࢫࣆ࣮ࢻឤࢆᣢࡗ࡚᥎㐍ࡍࡿࠋᡃࡀᅜࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᗈᇦ
ⓗ⤒῭⛛ᗎࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛୰᰾ⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࠊໟᣓⓗ࡛ࠊࣂࣛ
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㸳㸬ᨵ㠉ࡢ࣓ࣔࣥࢱ࣒ࡢά⏝㸦
ࠕᨵ㠉㸰㸮㸰㸮ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍㸧
࣭ྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ≉ࠊᴗࡢᐇయࡸᐇሙ
ᡤࢆཎ๎ࡋ࡚ᮏᖺᗘ୰᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢ⟶⌮ࢆ
ཝ᱁⾜࠺ࡇࠊᚲせ࡞つไᨵ㠉ࢆ᪩ᮇ᫂☜ࡍࡿࡇࠊୡ⏺࡛ࡶ
㢧ᅾࡋࡘࡘ࠶ࡿࡶࡢ➼ࡢ♫ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ㈉⊩ࡋࠊ ᖺ௨㝆
⥅ᢎ࡛ࡁࡿ㈈⏘㸦ࣞ࢞ࢩ࣮㸧ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆ␃ពࡍࡿࡇࠊࢆ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᐇࡍࡁඹ㏻ㄢ㢟ࡍࡿࠋ

࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃ᢞ㈨  > ᖺᗘ@
 㸦Ћ > ᖺᗘ@㸧
ᕷሙつᶍ  > ᖺ@
 㸦Ћ > ᖺ@㸧
ᕷሙつᶍ  > ᖺ@
 㸦Ћ > ᖺ@㸧
ࢧ࣮ࣅࢫᴗຍ౯್  > ᖺ@
 㸦Ћ > ᖺ@㸧
㸴ḟ⏘ᴗᕷሙ  㸦 ᖺᗘ㸧
 㸦Ћ > ᖺᗘ@㸧

⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ไ⣙ࡢඞ᭹ᢞ㈨
ᣑ
ࢫ࣏࣮ࢶ⏘ᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗ
᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࡢά
ᛶ
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ㠉᪂
ᨷࡵࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢᒎ㛤㍺ฟຊࡢ
ᙉ
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እᅜே᪑⾜ᾘ㈝㢠
 > ᖺ@ࠊ > ᖺ@
 㸦Ћ > ᖺ@㸧

ゼ᪥እᅜே᪥ᮏேࡢ᪑⾜ᾘ㈝㢠ྜィ
 > ᖺ@ࠊ > ᖺ@
 㸦Ћ⣙  > ᖺ@㸧

ᕷሙつᶍ  > ᖺ@
 㸦Ћ > ᖺ@㸧

ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜ

ほග❧ᅜ

ຍ౯್ฟ㸸 > ᖺ@

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉

㸦ཧ⪃㸧ࠕ600 ྥࡅࡓࠗᐁẸᡓ␎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 10࠘ࠖࡀࡶࡓࡽࡋᚓ
ࡿ₯ᅾຠᯝ
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ࠓ.3,ࠔ
ࠕ0912㸦0RELOH 9LUWXDO 1HWZRUN 2SHUDWRU㸸௬⛣ືయ㏻ಙ
ᴗ⪅㸧
ࡢዎ⣙ᩘࡘ࠸࡚ࠊ
ᖺ୰  ዎ⣙ࢆ┠ᣦࡍࠋࠖ
㸦ᖺ㸱᭶ᮎ㸸⣙  ዎ⣙㸧
эᖺ  ᭶㸸⣙  ዎ⣙
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ձ⏘Ꮫᐁࢆ⣕ྜࡋࡓேᕤ▱⬟ᢏ⾡ಀࡿྖ௧ሪᶵ⬟ࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡
ᡓ␎㆟ࠖࡢタ⨨ேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭♫ᐇࡢ᥎㐍➼
  ࣭➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ಀࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தࢆࠊ⥲ຊࢆᣲࡆ࡚ࡕᢤ
ࡃࡓࡵࠊᨻᗓࠊᨻᗓ㛵ಀ◊✲ᶵ㛵ࠊᏛࠊ⏘ᴗ⏺➼ಀࡿ࡚
ࡢ⦪ࡾࢆᡴ◚ࡋࠊᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵➼ࡶᡓ␎ⓗ㐃ᦠࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࣜࣝ࡞ࣅࢪࢿࢫ㡿ᇦ࠾ࡅࡿᡃࡀᅜࡢᢏ
⾡㠃➼࡛ࡢᙉࡳࢆ࠸ࡋࡓ⏘ᴗࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢྖ௧ሪᶵ⬟

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ㘽ࢆᥱࡿேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࡸ᪥ᮏࡢᙉࡳࢆ࠸
ࡋࡓ⏘ᴗࢆࠊ⏘Ꮫᐁࢆ⣕ྜࡋ࡚ᡓ␎ⓗ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢྖ௧ሪᶵ⬟ࢆタ
⨨ࡍࡿࡶࠊࢹ࣮ࢱά⏝࣭つไไᗘᨵ㠉ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢⓎ᥀ཬࡧ
ࡑࡢᐇ⾜ᐇ⌧➼ࢆᅜᐙつᶍ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
࠶ࢃࡏ࡚ࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋලయⓗࡣࠊࢫ
ࣆ࣮ࢻឤ࠶ࡿኚ㠉ᑐᛂࡋࡓࣅࢪࢿࢫࡢ᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍ࠊேᮦ࣭ᩍ⫱ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࠾ࡅࡿ ,7 ά⏝ࡢಁ㐍ࠊ࡞ࢹ࣮ࢱὶ㏻
ࡢಁ㐍ࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸཬࡧሗ㏻ಙࣥࣇࣛࡢᩚഛ➼ࡢ ,7 ᇶ┙ࣥࣇࣛ
ࡢᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ㘽ࢆᥱࡿேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ♫ᐇࢆ
ຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢྖ௧ሪᶵ⬟ࡢ☜❧つไ࣭ไᗘᨵ㠉ࠊᴗࡸ⤌⧊ࡢᇉ
᰿ࢆ㉺࠼ࡓࢹ࣮ࢱά⏝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢ᥎㐍





ࠕ ᖺࡲ࡛ࠊሗฎ⌮Ᏻ☜ಖᨭኈࡢⓏ㘓⪅ᩘ  ே㉸
ࠓ.3,ࠔ
ࢆ┠ᣦࡍࠖ
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸯㸬➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢᐇ⌧

Ϩ ᪂ࡓ࡞᭷ᮃᡂ㛗ᕷሙࡢฟࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣀ࣑ࢡࢫࡢ῝➼

➨㸰 ලయⓗ⟇

51

ղつไ࣭ไᗘᨵ㠉ࠊࢹ࣮ࢱά⏝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢ᥎㐍
࠙ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᢳฟయไࡢᩚഛࠚ
  ࣭ᢏ⾡㠉᪂ࡢணぢࡀ㞴ࡋࡃࠊࢫࣆ࣮ࢻࡀ㔜どࡉࢀࡿ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉
ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᮇ㝈ࢆᐃࡵ࡚┠ᣦࡍࡁᑗ᮶ࡢࣅࢪࢿࢫീࢆᐁẸ࡛
ඹ᭷ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡇࡽ㏫⟬ࡋ࡚࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆᥥࡁࠊලయⓗᨵ㠉
ࢆᐇࡍࡿ᪂ࡓ࡞つไᨵ㠉➼ࡢᐇ⾜࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᮏᖺኟ㡭௨㝆ࢆ
┠㏵ᑟධࡍࡿ࠙ᚋᥖࠚ
㸦
ࠕϩ㸯᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡢᑟධࠖ࠾࠸࡚ヲ⣽グ㍕㸧ࠋ
  ࣭➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ➨㸯ᖥࡣࠊࢿࢵࢺୖࡢࢹ࣮ࢱࢆࡵࡄࡿ➇த࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊ➨㸰ᖥࡣࠊ〇㐀⌧ሙ࡞ᡃࡀᅜࡀᙉࡳࢆᣢࡘࣜࣝ࡞ୡ⏺ࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆࡵࡄࡿ➇த࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࠕ,R7 ᥎㐍ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠖ
ࡸࠕࣟ࣎ࢵࢺ㠉ࢽࢩࢸࣈ༠㆟ࠖࡢά⏝➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࣅࢪ
ࢿࢫࡢ༠ㄪ㡿ᇦࡢ≉ᐃࢆ㐍ࡵࠊᴗࡸ⤌⧊ࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼࡚ࢹ࣮ࢱࢆ
㞟ࡵࠊศᯒࡋࠊ㞟✚ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ㈨⏘ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࢆྵࡵࠊ
ࣅࢪࢿࢫࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿࠋ
   㸫ඛ㐍ⓗ࡞ࣅࢪࢿࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢฟཬࡧ♫ᐇࢆຍ㏿ࡍࡿ

ࡋ࡚ࠊᮏᖺ㸲᭶タ⨨ࡋࡓࠕேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࠖ࠾࠸
࡚ࠊ⏘Ꮫᐁ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡁேᕤ▱⬟ࡢ◊✲㛤Ⓨ┠ᶆ⏘ᴗࡢ
࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆᮏᖺᗘෆ⟇ᐃࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡
ࡸඛ➃ィ ศᯒᢏ⾡ࠊᚤ⣽ຍᕤᢏ⾡࡞ᡃࡀᅜࡀᙉࡳࢆ᭷ࡍࡿ
ᢏ⾡ேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡢ⼥ྜศ㔝㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᣐⅬ
ࡢᩚഛཬࡧ◊✲㛤Ⓨࡢᐇࠊ㠉᪂ⓗ࡞ᇶ┙ᢏ⾡ࡢᵓ⠏ࠊேᕤ▱
⬟➼ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘ࣔࢪ࣮ࣗࣝ➼ࡢࢶ࣮ࣝࡢᥦ౪ࡸᶆ‽➼
ࡼࡿேᕤ▱⬟ࡢ♫ᐇࡢຍ㏿ࠊ◊✲⎔ቃࡢྥୖ➼ࢆྵࡵࠊᮏ
ᖺ୰ࢆ┠㏵ୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲࣭⏘ᴗࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞
⟇ࢆලయࡍࡿࡇ࡛ࠊ◊✲㛤Ⓨࡽ♫ᐇࡲ࡛ࢆ୍ඖⓗ
᥎㐍ࡍࡿࠋ
  ࣭ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌୪⾜ࡋ࡚ࠊேᕤ▱⬟ࡢᬑཬཬࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
୪ࡧࡑࡢ♫ࡸே㛫ࡢᙳ㡪ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊேᕤ▱⬟ࡢ㛤Ⓨ
ᙜࡓࡾ␃ពࡍࡁ㡯㸦㏱᫂ᛶࠊไᚚྍ⬟ᛶ➼㸧ࡘ࠸࡚ᅜ㝿
ⓗཧ↷ࡍࡁཎ๎ࡢ⟇ᐃཬࡧࡑࡢ⥅⥆ⓗぢ┤ࡋࡑࡢ㛵㐃ࡍ
ࡿ♫ⓗ࣭⌮ⓗㄢ㢟㛵ࡋࠊᅜෆእ࠾ࡅࡿ⥅⥆ⓗ࡞㆟ㄽࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋ
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ࡓࡵࠊ
ࠕ,R7 ᥎㐍ࣛ࣎ࠖ࠾࠸࡚ձಶูᴗࡢ▷ᮇⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺᑐࡋ࡚ࠊ㈨㔠࣭つไ㸦ᴗᐇド≉࣭ࢢ࣮ࣞࢰ࣮ࣥゎᾘไᗘ
ࡢά⏝➼㸧ࡢ୧㠃ࡽᨭࡍࡿࡶࠊղ」ᩘᴗࡢ୰㛗ᮇⓗ
࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆά⏝ࡋࡓᐇドᴗ㸦ࢫ࣐࣮ࢺࣁ࢘ࢫࠊࣥࣇࣛ
ศ㔝➼㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊつไᨵ㠉࣭࣮ࣝࣝᩚഛ➼ࡢ⎔ቃᩚഛྲྀࡾ⤌
ࡴࠋࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤌ᡂྥࡅ࡚ࠊᴗ࣭⮬య➼ࡢ㐃ᦠ
ಁ㐍ࢆຍ㏿ࡍࡿࡶࠊ᪥ᮏࢆ ,R7 ࣅࢪࢿࢫࡢࣁࣈࡋࠊୡ⏺
ྛᅜࡢ ,R7 ࣅࢪࢿࢫࢆ᪥ᮏࡧ㎸ࡴほⅬࡽࠊḢ⡿ࠊࢪࠊ
୰ᮾ➼ࡢྛᅜᨻᗓཬࡧᾏእᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆຍ㏿ࡍࡿࠋࡉࡽࠊࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ᥀ࢆᅜྛᆅᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢᏛ࣭◊✲
ᶵ㛵ࡸᴗ➼ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ⮬యࡀ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡍࡿࠕᆅ᪉
∧ ,R7 ᥎㐍ࣛ࣎ࠖࡢタ⨨ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
  ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᮏ᱁ⓗ࡞ ,R7 ௦ࡣࠊࢡࣛ࢘ࢻ㞟୰ᆺࡢࢹ࣮ࢱ⟶
⌮࣭ฎ⌮ᵓ㐀ࡽศᩓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࡢ⪃࠼ࢆ୰ᚰᤣ࠼ࡓ
ᵓ㐀⛣⾜ࡍࡿࡇࢆぢᤣ࠼ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘ࡼࡾ࠶ࡽࡺࡿᶵ⬟
ࢆᐇ⌧ࡍࡿ௬ᢏ⾡ຍ࠼ࠊ༠ㄪᆺேᕤ▱⬟ࡸ⤌ࡳ㎸ࡳࢯࣇࢺ
࢙࢘ࢆྵࡴศᩓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡ᡓ
␎ࢆ♧ࡋࡘࡘࠊࣈࣟࢵࢡࢳ࢙࣮ࣥᢏ⾡ࡢ⏘ᴗά⏝ࠊࢹ࣮ࢱὶ㏻ࡢ
ಁ㐍ྥࡅࡓไᗘⓗㄢ㢟➼ಀࡿ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᮏᖺ⛅ࢆ┠㏵ᑐ
ᛂ᪉㔪ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
㸫ࠕࢫ࣐࣮ࢺ ,R7᥎㐍ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠖࡢάື➼ࢆ㏻ࡌࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨ
ἲேሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ㸦1,&7㸧ࡀಖ᭷ࡍࡿࢸࢫࢺ⎔ቃ㸦ࢸࢫࢺ࣋
ࢵࢻ㸧ࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗ➼࠾ࡅࡿά⏝ᢏ⾡㛤Ⓨ➼ࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊ㏻ಙ࣭ᨺ㏦࣭㎰ᴗ࣭་⒪࣭㒔ᕷ㸭ఫࡲ࠸࠸ࡗࡓࠊ⏕
ά㌟㏆࡛ᆅ᪉⏕ࡘ࡞ࡀࡿ㔜Ⅼศ㔝࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ฟᨭࢆ⾜࠺ࠋ
㸫ࠕࣟ࣎ࢵࢺ㠉ࢽࢩࢸࣈ༠㆟ࠖ࠾࠸࡚ࠊ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ
࣮ࢱ➼ࡢά⏝ࡼࡿ〇㐀ᴗࡢࣅࢪࢿࢫኚ㠉࣭ࢫ࣐࣮ࢺಀࡿࢻ
ࢶ➼㐃ᦠࡋࡓᅜ㝿ᶆ‽ᥦࡸඛ㐍࡞ࡿྲྀ⤌ࡢⓎ᥀࣭
ฟྥࡅࡓ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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ᑠᆺ↓ேᶵࡢ⏘ᴗ⏝ࡢᣑྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
  ࣭᪩ࡅࢀࡤ㸱ᖺ௨ෆࢻ࣮ࣟࣥࢆࡗࡓⲴ≀㓄㏦ࢆྍ⬟ࡍࡿࡇ
ࡸ⅏ᐖ⌧ሙ࠾ࡅࡿ⿕⅏≧ἣㄪᰝ࣭ᤚ⣴࣭ᩆຓࠊࣥࣇࣛ⥔ᣢ⟶

↓ே⮬ື㉮⾜ࢆྵࡴ㧗ᗘ࡞⮬ື㉮⾜ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
  ࣭
ࠕᐁẸ ,76 ᵓ࣭࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥㧗ᗘሗ
㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ♫᥎㐍ᡓ␎ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ,7 ⥲ྜᡓ␎ᮏ㒊ࠖ࠸
࠺ࠋ㸧Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ
➇ᢏࡲ࡛ࠊ↓ே⮬ື㉮⾜ࡼࡿ⛣ືࢧ࣮ࣅࢫࡸ㧗㏿㐨㊰࡛ࡢ
⮬ື㉮⾜ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ᮶ᖺࡲ࡛ᚲせ࡞ᐇドࢆྍ⬟ࡍࡿไ
ᗘࡸࣥࣇࣛ㠃ࡢ⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⮬ື㉮⾜ࢆྵ
ࡴ ,76 ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
ྠ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉᇶ࡙ࡁࠊ
⥲ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㆟࠾ࡅࡿᡓ␎ⓗࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
㐀ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦6,3㸧ࡢ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡸࠊ㐨㊰➼タ⨨ࡉ
ࢀࡿ㌴୧ឤ▱ჾ➼ࡢ㏻ࢹ࣮ࢱᇶ┙ࡢᩚഛά⏝➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
  ࣭ᴗࡢᯟࢆ㉺࠼࡚⮬ື㉮⾜ᆅᅗࡢᵝࢆ⤫୍ࡋࠊࡇࢀࢆᇶᮏᖺᗘ
୰ᅜ㝿ᶆ‽ࢆᥦࡍࡿࠋࡲࡓࠊᐁẸ㐃ᦠ࡛ᆅᅗ㛵㐃ࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ
ࢆ㐍ࡵࠊ᪩ࡅࢀࡤ  ᖺࡲ࡛ࡢ᪩ᮇᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡍࠋ


,R7 ࢆά⏝ࡋࡓᗣ࣭་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇᙉ
  ࣭་⒪➼ศ㔝ࡢሗά⏝➼ྥࡅ࡚ࠊḟୡ௦་⒪ ,&7 ᇶ┙༠㆟➼
࠾࠸࡚ࠕ௦⌮ᶵ㛵㸦௬⛠㸧
ࠖಀࡿไᗘࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ࠊ᮶ᖺ୰ࢆ┠㏵ᡤせࡢἲไୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ࠙ᚋᥖࠚ
㸦ࠕ㹇㸰㸬
ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜࠖ࠾࠸࡚ヲ⣽グ㍕㸧ࠋ
  ࣭ಶࠎேࡢ≧ἣྜࡗࡓࠕಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢᥦ౪ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓ
ࡵࠊಖ㝤⪅࣭ᴗࡀ᭷ࡍࡿࣞࢭࣉࢺ࣭デ࣭࢙࢘ࣛࣈࣝ➃ᮎ➼
ࡽ᪥ᖖⓗྲྀᚓ࡛ࡁࡿᗣሗࢆࠊᑐ㇟⪅ࡢྠពࡢୗ࡛㞟⣙࣭ศᯒ
ࡋࠊಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᐇドᴗࢆᮏᖺᗘ୰㛤ጞࡍࡿࠋ
་⒪ಖ㝤⪅ᑐࡍࡿண㜵࣭ᗣ࡙ࡃࡾࢆᙉࡍࡿࣥࢭࣥࢸࣈᨵ
㠉ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡶྵࡵࠊ,&7 ➼ࢆά⏝ࡋࡓண㜵࣭
ᗣ࡙ࡃࡾࡢࣥࢭࣥࢸࣈࡀࡉࢀࡿࡼ࠺タィࢆ⾜࠺㸦
ࠕ㹇㸬
ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜࠖ࠾࠸࡚ヲ⣽グ㍕㸧ࠋ 


࠙ಶูࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ⾜ᐇ⌧ࠚ
㸺%WR& ࡢࣅࢪࢿࢫ㡿ᇦ㛵㐃㸼
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ḟୡ௦ࣟ࣎ࢵࢺࡢά⏝ಁ㐍
  ࣭ḟୡ௦ࣟ࣎ࢵࢺࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ୍ᐃ⛬ᗘᆒ㉁࡞ࢹ
࣮ࢱࡢࣥࣉࢵࢺࢆ๓ᥦࠊ๓ືసࣃࢱ࣮ࣥࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࠊṇ
☜ࡘ㎿㏿సᴗࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࠸ࡗࡓࣟ࣎ࢵࢺࡣ␗࡞ࡾࠊேᕤ
▱⬟ࢆഛ࠼ࡿ➼ࠊᏛ⩦ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ᚊⓗືసࡍࡿḟୡ௦ࣟ࣎ࢵࢺ
ࡢᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡋせ⣲ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋࡉࡽࡣࠊேᕤ▱⬟ࡢ◊
✲㛤Ⓨ࣭⏘ᴗྥࡅࡓྲྀ⤌ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ」ᩘࡢࣟ࣎ࢵࢺ
ࡀ࿘ᅖࡢ⎔ቃ➼ࡶㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊ⮬ᚊⓗ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃ࠸ࡗࡓ
᪂ࡓ࡞ࣟ࣎ࢵࢺ♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊ⥭ᛴࢆྵࡴேࡢ⛣ື࣭≀ࡢ
㍺㏦ࠊ⅏ᐖᑐᛂࠊࣥࣇࣛ⥔ᣢ⟶⌮࡞ࢆࡣࡌࡵࠊᖜᗈ࠸ศ㔝

ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢࢫ࣐࣮ࢺᕤሙࡢᐇ⌧
࣭ ᖺࡲ࡛ࠊࢭࣥࢧ࣮➼࡛㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࠊᕤሙ㛫ࠊᕤሙᮏ
♫㛫ࠊᴗ㛫࡞⤌⧊ࡢᯟࢆ㉺࠼࡚ά⏝ࡍࡿඛ㐍ࢆ  ௳௨ୖ
ฟࡋࠊᅜ㝿ᶆ‽ࢆᥦࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏᖺ㸲᭶ඹྠኌ᫂ࢆⓎฟࡋ
ࡓࢻࢶࢆࡣࡌࡵࠊྛᅜࡢ㐃ᦠࢆ୍ᒙᙉࡍࡿࠋ


⌮ࠊ 㔞ࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗ࡞ࢆྵࡴᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ᑠᆺ↓ேᶵࡀࡼࡾ
୍ᒙά⏝ࡉࢀࡿࡇ➼ࢆ┠ᣦࡋࠊᐁẸࡢ▱ぢࢆ⤖㞟ࡋྲྀࡾࡲࡵ
ࡓࠕᑠᆺ↓ேᶵࡢά⏝ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉไᗘタィ
㛵ࡍࡿㄽⅬᩚ⌮ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥ᑠᆺ↓ேᶵಀࡿ⎔ቃᩚ
ഛྥࡅࡓᐁẸ༠㆟Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊࠕ✵ࡢ⏘ᴗ㠉ࠖࡢᐇ⌧
ྥࡅ࡚ࠊᐁẸࡀ୍య࡞ࡗ࡚ࠊᑠᆺ↓ேᶵࡢᶵయᛶ⬟ࡢホ౯ᇶ
‽ࡢ⟇ᐃࡸ㐠⯟⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ⾪✺ᅇ㑊ᶵ⬟ࡢྥୖ➼ࡢࡓ
ࡵࡢᢏ⾡㛤ⓎࡸᐇドࢆᨭࡍࡿࡶࠊᏳࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ᪂ᢏ
⾡ࡽ㐜࡞ࡃ♫ᐇ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞ᥐ⨨㸦ᑠᆺ↓ேᶵ
ࡢ㐠⯟⟶⌮ࠊ⾪✺ᅇ㑊➼ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝ➼㸧ࡢ᳨ウࢆ㡰ḟ㐍ࡵ࡚
࠸ࡃࠋࡲࡓࠊᮏᖺኟࡲ࡛ࠊᨵṇ⯟✵ἲࡢ㐠⏝ࢆ㋃ࡲ࠼࡚Ᏻ☜
ಖ⟇ࡢయ⣔ⓗᩚ⌮࣭ඹ᭷ࢆᅗࡿࡶࠊᮏᖺኟࡲ࡛Ᏻ☜ಖ
ࡢࡓࡵࡢไᗘタィࡢ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲࡵࠊࡑࡢᚋࠊࡑࡢไ
ᗘタィࡢヲ⣽ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋࡉࡽࠊᮏᖺኟࡲ࡛ࠊ
ࢻ࣮ࣟࣥ➼ࡢ᧯సࡸࢹ࣮ࢱࡢఏ㏦⏝࡛ࡁࡿ࿘Ἴᩘᖏࡢᣑᙇ
ཬࡧ㟁Ἴࡢฟຊቑຊࠊᦠᖏ㟁ヰࡢୖ✵࡛ࡢ⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵ
ᚲせ࡞ไᗘᩚഛࢆ⾜࠺ࠋ


࠾ࡅࡿᢏ⾡㛤Ⓨ࣭ᐇドࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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)LQ7HFK࠙ᚋᥖࠚ
㸦
ࠕϩ㸰ᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓไᗘᨵ㠉ࠖ࠾࠸࡚ 
ヲ⣽グ㍕㸧
࣭ሗ㏻ಙᢏ⾡ࡢ㐍ᒎ➼ࡢ⎔ቃኚᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㖟⾜ἲ➼ࡢ୍
㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࢆ⾜ࡋࠊ௬㏻㈌ࡢᑐᛂࡸ ,7 ࡢ㐍ᒎక࠺

㜵⅏࣭⅏ᐖᑐᛂಀࡿ ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟࣭ࣟ࣎ࢵࢺ
➼ࡢά⏝᥎㐍
࣭⅏ᐖⓎ⏕ࢆᐃࡋࡓࢫ࣮ࣃ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮➼ࡼࡿ⢭⦓࡞ࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢά⏝ࡼࡿ⅏ᐖᑐ⟇ࡢᙉࡸ⅏ᐖ⌧ሙ࠾ࡅ
ࡿ⿕⅏≧ἣㄪᰝ࣭ᤚ⣴࣭ᩆຓࡢࢭࣥࢧ࣮ࡸࣟ࣎ࢵࢺ࣭ᑠᆺ↓ே
ᶵࡢά⏝ࢆࡣࡌࡵ㜵⅏࣭⅏ᐖᑐᛂศ㔝࠾ࡅࡿ ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮
ࢱ࣭ேᕤ▱⬟࣭ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ₯ᅾࢽ࣮ࢬࡢ
ࡁࡉࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡲࡓࠊᑗ᮶ⓗ࡞ᾏእᒎ㛤ࡢྍ⬟ᛶࡶど㔝ࠊᢏ⾡
㛤Ⓨ࣭ᐇドཬࡧᑟධ࣭ᬑཬ➼ࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵࡿࠋ

L&RQVWUXFWLRQ
  ࣭┒ࡾᅵ࣭ษࡾᅵ࡞ࡢᅵᕤ࡛ࡣࠊࢻ࣮ࣟࣥ➼ࡼࡿ㸱ḟඖࢹ࣮ࢱࢆ
ά⏝ࡍࡿ࡞ㄪᰝ࣭ 㔞ࡽタィࠊᕤ᳨࣭ᰝࠊ⥔ᣢ⟶⌮࣭᭦᪂ࡲ࡛
ࡢᘓタ⏕⏘ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ ,&7 ࡢ㠃ⓗ࡞ά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
ᚲせ࡞ࡿᇶ‽㢮ࢆᮏᖺᗘࡼࡾつᶍ࡞ᅜ┤㎄ᴗཎ๎ࡋ࡚
㠃㐺⏝ࡍࡿ㸦᳨ᰝ᪥ᩘࢆ㸳ศࡢ㸯ࠊ᳨ᰝ᭩㢮ࢆ  ศࡢ㸯๐ῶ㸧ࠋ

⏘ᴗಖᏳࡢࢫ࣐࣮ࢺ
  ࣭⏘ᴗಖᏳ㛵ࡋࠊ,R7➼ࢆά⏝ࡋ࡚ᖖ┘どࢆ⾜࠺࡞ࡢ㧗ᗘ࡞⮬
ಖᏳࢆ⾜࠺ᴗ⪅ᑐࡋ࡚つไୖࡢ࣏ࢪࢸࣈࣥࢭࣥࢸࣈࢆᑟ
ධࡍࡿ࡞ࠊಖᏳຊᛂࡌ࡚つไࢆᰂ㌾ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ไᗘࢆ᮶ᖺᗘ
ᙜึࡽᑟධࡍࡿࠋྠࠊᴗࡢᯟࢆ㉺࠼࡚ࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷࣭ά⏝ࢆ
㐍ࡵࡿࡓࡵࣉࣛࣥࢺ➼࡛ࡢᐇドࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᐇド⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂
ࡓ࡞ไᗘࡢぢ┤ࡋࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ,R7➼ࡢά⏝ࢆᫎࡉࡏࡓ᪂ࡓ࡞ಖ
㝤ၟရࡢ㛤Ⓨ➼ࡶಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡛ࢫ࣐࣮ࢺྥࡅࡓࣉࣛࣥࢺ࢜
࣮ࢼ࣮ࡢᢞ㈨ࢆಁࡍࠊ,R7➼ࢆά⏝ࡋࡓࢫ࣐࣮ࢺಖᏳࢩࢫࢸ࣒ࢆ
ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆࣉࣛࣥࢺ➼ࡢࣥࣇࣛ㍺ฟ࠾ࡅࡿᡃࡀᅜࡢᙉ
ࡳࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ➼ࡼࡿࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝ಁ㐍
࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ከᵝࡍࡿᅜෆᾘ㈝⪅ࡸゼ᪥እᅜே
➼ࡢࢽ࣮ࢬࢆⓗ☜ᤊ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊඃࢀࡓၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤
Ⓨࠊ㨩ຊ࠶ࡿほගࡢᥦ౪ࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻ㟂せࡢ᭦࡞ࡿႏ㉳➼ࡘ࡞
ࡆࡿࡓࡵࠊḟࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
㸫ᮏᖺෆࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻỴ῭ࠊ㉎㈙ሗ➼㛵ࡍࡿᚲせ࡞ࢹ࣮
ࢱᶆ‽ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
㸫ᖺᨵṇࡉࢀࡓಶேሗಖㆤἲࡢ⾜ྜࢃࡏ࡚ࠊ㛵㐃ᴗ⪅ᅋ
య➼࠾ࡅࡿࣉࣛࣂࢩ࣮㓄៖ࡋࡓ༏ྡሗಀࡿ࣮ࣝࣝ
ᩚഛ➼ࢆಁࡍࠋ
㸫,7㸦」ᩘࡢࢱࢢሗࢆ㠀᥋ゐ࡛▐ㄞࡳྲྀࡾྍ⬟࡞㟁Ꮚࢱࢢ➼㸧
ࢆά⏝ࡋࠊࢧࣉࣛࢳ࢙࣮࡛ࣥ⏕ࡲࢀࡿከᵝ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㞟⣙࣭
ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ
㸫ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆ⤫ィⓗศᯒࡋࠊྛ✀⤫ィ࣭ㄪᰝࡢᐤࡸࠕᆅ

ᢏ⾡㠉᪂ࡢᑐᛂ࡞ࠊᡤせࡢᨻ௧࣭ෆ㛶ᗓ௧ࢆᩚഛࡍࡿࠋ
࣭㔠⼥ࣅࢪࢿࢫࡢᅜ㝿➇தຊࡢᙉࡢࡓࡵࠊ
ࠕࣇࣥࢸࢵࢡ࣭࣋ࣥࢳࣕ
࣮㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅㆟ࠖ࠾࠸࡚ )LQ7HFK ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟ᑐᛂࢆ᳨
ウࡍࡿࡇࡋࠊ)LQ7HFK ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏➼ྥࡅ࡚ࠊከᵝ࡞
㡿ᇦࡢேᮦࡢ㐃ᦠ࣭⼥ྜࡸෆእࡢ㔠⼥ ,7 㡿ᇦࡢ㛵ಀ⪅ࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡᙧᡂ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭㔠⼥ᶵ㛵㔠⼥㛵㐃 ,7 ᴗ➼ࡢ㐃ᦠᙉ➼ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ)LQ7HFK ࡢ᭦࡞ࡿᒎ㛤➼ࡶぢᤣ࠼ࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡢಁ㐍ࠊ⏝⪅ಖㆤࡸṇࡢ㜵Ṇࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᛶ☜ಖ➼ࡢほⅬ
ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ㔠⼥㛵ಀࡢไᗘ㠃ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ㔠⼥ᑂ㆟࠾
࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ)LQ7HFK ᴗ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ
㐃ᦠ➼ࡢᚋࡢⓎᒎࡢ᪉ྥᛶࢆ༑ศぢᤣ࠼ࡿࡶࠊ⌧⾜ࡢ㖟
⾜௦⌮ᴗไᗘࡢ㛵ಀ➼ࡶ␃ពࡋࡘࡘࠊ)LQ7HFK ᴗ㔠⼥ᶵ㛵
ࡢ㛵ಀࢆࡵࡄࡿἲไࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁࡍ᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘ⎔ቃᩚഛࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻศ㔝࠾࠸࡚ࠊᢏ⾡ຊ࣭ಙ㢗ᗘࡢ㧗࠸Ỵ῭௦⾜ᴗ
⪅᪂ࡓἲⓗ࡞⨨ࡅࢆ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ⊂⮬ࡢ ,7 ᢏ⾡ࢆ
࠸ࡋ࡚ࢿࢵࢺྲྀᘬࡢ౽ᛶྥୖ➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞ἲไୖࡢᥐ
⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
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࣭ࢹ࣮ࢱࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡢᙉࡳࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➇த㡿ᇦ࣭
༠ㄪ㡿ᇦࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊᐁẸ㐃ᦠࡢୗࠊࢹ࣮ࢱࡢ㞟⣙ࠊᴗ㛫➼
࡛ࡢࢹ࣮ࢱඹ᭷ࠊά⏝ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᐇド⎔ቃࡸไᗘ࣭࣮ࣝࣝࡢᩚ

ձࢹ࣮ࢱά⏝ಁ㐍ྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
 ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡀࡑࡢ₯ᅾຊࢆవࡍࡇ࡞ࡃⓎࡋࠊ
➇தຊࢆຍ㏿ᗘⓗ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵ㘽࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡢᚭᗏⓗ࡞ά⏝
ࡣࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࡀ⥭せ࡛࠶ࡿࠋ≉ࠊᴗࡸ⤌⧊ࡢ
ᇉ᰿ࢆ㉺࠼࡚ࢹ࣮ࢱࢆ㞟࣭ศᯒࡍࡿࢹ࣮ࢱࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏ࡸࠊ
ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࠊᏳࡘ࡞ࢹ࣮ࢱὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂ➼ྥ
ࡅ࡚ࡣࠊ⦪ࡾࢆࡋࠊ୍యⓗ࣮ࣝࣝᩚഛ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

㸺&WR& ࡢࣅࢪࢿࢫ㡿ᇦ㛵㐃㸸ࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࡢ᥎㐍㸼
࣭,7 ࡢ㠉᪂ⓗⓎᒎࢆᇶ┙ࡋࡓࠊ㐟ఇ㈨⏘➼ࡢά⏝ࡼࡿ᪂ࡓ࡞⤒῭ά
ື࡛࠶ࡿࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࡢ࡞Ⓨᒎྥࡅ༠㆟ࢆ❧ࡕୖ
ࡆࠊ㛵ಀ⪅ࡢពぢࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᮏᖺ⛅ࢆ┠㏵ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᾘ㈝⪅➼ࡢᏳࢆᏲࡾࡘࡘࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᪂ࣅࢪࢿ
ࢫฟࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪⪅⏝⪅ࡢ┦ホ౯ࡢ
⤌ࡳࡸẸ㛫ᅋయ➼ࡼࡿ⮬ⓗ࡞࣮ࣝࣝᩚഛࡼࡿᑐᛂ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᚲせᛂࡌ࡚᪤Ꮡἲ௧ࡢ㛵ಀᩚ⌮➼ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿ⎔ቃᩚഛ



ࢧ㸧,R7 ࢆά⏝ࡋࡓ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ⌧
࣭እᅜே᪑⾜⪅➼ࡢ୍ேṌࡁࡸᛌ㐺࡞ᅾࢆྍ⬟ࡍࡿࠕ࠾ࡶ࡚࡞
ࡋࠖࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊ,R7 ࡸࢡࣛ࢘ࢻ➼ࢆ⏝࠸ࡓᒓᛶሗ➼ࡢά⏝ࡸ
ᴗ⪅㛫㐃ᦠࡼࡾࠊඛ㐍ⓗࡘከᵝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࠊỴ῭⎔ቃࡢ
ᐇ⌧➼ྥࡅࡓᐇドࢆ⾜࠸ࠊ ᖺࡲ࡛♫ᐇࢆ┠ᣦࡍࠋ



ᇦ⤒῭ศᯒࢩࢫࢸ࣒㸦5(6$6㸧ࠖ࡞ᨻ⟇ⓗά⏝ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍ
ࡿࠋ
㸫ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࢆᏳ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࢡࣞࢪࢵࢺྲྀᘬ㛵ಀࡍࡿᴗ⪅➼ࡀ⟇ᐃࡋࡓࠕᐇ⾜ィ⏬ࠖࡢ
࡞ᐇࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊᚲせ࡞ἲไୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
࠙ᚋ
ᥖࠚ㸦
ࠕϩ㸰ᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓไᗘᨵ㠉ࠖ࠾࠸࡚ヲ⣽グ㍕㸧ࠋ
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ഛࠊᅜ㝿ᶆ‽➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢹ࣮ࢱὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂྥࡅࠊࢹ
࣮ࢱࢆᤵཷࡍࡿ⪅ࡢ㛫࡛ࡢᶒࡸ㈐௵ࡢᖐᒓࠊྲྀᘬ࣮ࣝࣝࡢ᫂☜➼
ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ᪩ᛴ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊ㎿㏿࡞ྲྀ⤌ࡘ࡞ࡆࡿࠋ
࣭ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢹ࣮ࢱ㛵ࡋ࡚ࡣࠊಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡋ࡚ᴗศ㔝
㐺⏝ࡉࢀࡿỗ⏝ⓗ࡞࢞ࢻࣛࣥࡸ༏ྡຍᕤሗࡢྲྀᢅ࠸ಀࡿᚲせ
࡞࣮ࣝࣝࡢᩚഛࢆಶேሗಖㆤጤဨ࠾࠸࡚ᮏᖺ୰ࢆ┠㏵⾜࠺ࠋࡲ
ࡓࠊಶูࢹ࣮ࢱά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࡀᚲせ࡞ࡿ
ศ㔝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ≉ᐃཬࡧࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ
ά⏝ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡿ▱ぢ➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃
ᦠࡋ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊᮏᖺ୰ࢆ┠㏵⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ⾜ᨻᶵ㛵➼ࡢಖ᭷ࡍࡿ
ಶேሗࡢ㐺ṇࡘຠᯝⓗ࡞ά⏝ࡼࡿ᪂ࡓ࡞⏘ᴗࡢฟ୪ࡧάຊ
࠶ࡿ⤒῭♫ཬࡧ㇏࡞ᅜẸ⏕άࡢᐇ⌧㈨ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵ಀἲᚊࡢᩚ
ഛ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ 28 ᖺἲᚊ➨ 51 ྕ㸧㸦⾜ᨻᶵ㛵ಶேሗಖㆤἲ➼
ᨵṇἲ㸧ࡀᡂ❧ࡋࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜࡣࠊᚋࠊᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚
ಶேሗࡢಖㆤ㛵ࡍࡿ⟇ࡢぢ┤ࡋྥࡅࡓ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࠊ
ࡑࡢ࡞᳨ウ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺࡞ࠊᆅ᪉බඹ
ᅋయᑐࡋ࡚༠ຊࢆ⾜࠺ࠋ
࣭,R7ࠊ$, ௦ὶ㏻㔞ࡀቑࡋࡘࡘ࠶ࡿಶே㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢᏳ࣭Ᏻ
ᚰ࡞ά⏝ࡢほⅬࡽࠊࢹ࣮ࢱὶ㏻࠾ࡅࡿಶேࡢ㛵ࡢ⤌ࡳࡸ
࡞ྲྀᘬᕷሙࡢᅾࡾ᪉ࠊಶே⮬ࡽࡀࢹ࣮ࢱࢆಙ㢗࡛ࡁࡿ⪅クࡋಶேࡸ♫
ࡢࡓࡵά⏝ࡍࡿ➼ࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ᢏ⾡࣭ไᗘ㠃ࡽᮏᖺᗘᮎࡲ࡛
ྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
࣭ᮏᖺ㸯᭶Ⓨ㊊ࡋࡓಶேሗಖㆤጤဨࡘ࠸࡚ࠊࢹ࣮ࢱά⏝ಁ㐍
ᅜ㝿ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱὶ㏻⎔ቃࡢᩚഛࡢほⅬࡽᚲせ࡞యไࢆᩚഛࡍࡿࠋ

ղࢫࣆ࣮ࢻឤ࠶ࡿࣅࢪࢿࢫࡢ᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆぢᤣ࠼ࡓ᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍࣭ᴗ⦅ࡢ➼
 ࣭ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀⓗᣑࡍࡿ୰ࠊࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡍ◊✲㛤Ⓨࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇த࡛ࡘࡓࡵࡢ᭷
ᙧ࣭↓ᙧ㈨⏘➼ࡢᡓ␎ⓗ࡞ᢞ㈨ࠊ⤒Ⴀᡓ␎ᇶ࡙ࡃඛࢆぢᤣ࠼ࡓ
ࢫࣆ࣮ࢻឤࡢ࠶ࡿᴗ⦅➼ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⟇ࡘ࠸
᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊไᗘⓗᑐᛂࡢᚲせᛶࢆྵࡵࠊᮏᖺ୰ࢆ┠㏵⤖ㄽࢆ
ฟࡋࠊḟᮇ㏻ᖖᅜࢆྵࡵࠊ᪩ᮇࡢ㛵㐃ἲࡢᥦฟࡶど㔝ࠊᚲせ
࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
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බṇࡘ⮬⏤࡞➇தࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᐇែᢕᥱཝṇ࡞ἲᇳ⾜

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ㔠⼥࣭㈨ᮏᕷሙࡢᩚഛ
 ࣭ࢹ࣮ࢱࡢ࠸᪉➼ࡼࡾຍ౯್ࡢ※Ἠࡀ㠀㐃⥆ⓗኚࢃࡗ࡚࠸
ࡃ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉࠾࠸࡚ࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸᴗศ
㔝ࡢ㎿㏿࡞ධ᭰࠼➼ࡢ㔜せᛶࡀࡲࡍࡲࡍቑࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧
ἣࡢ୰ࠊ㔠⼥࣭㈨ᮏᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࠊᡂ㛗㈨㔠ࡢ
౪⤥ࢆಁࡍࠊᴗࡢ⤒Ⴀ㝕ࡸྲྀ⥾ᙺࡀࠊ⤒Ⴀ⎔ቃࡢኚ
ᑐᛂࡋ࡚ࡑࡢᙺ࣭㈐ົࢆᐇຠⓗᯝࡓࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ࠊᴗ
ᢞ㈨ᐙ࣭ᰴࡢᘓタⓗ࡞ᑐヰࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ࢚ࢡࢸᢞ㈨άᛶࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊᴗᛶホ౯⼥㈨ࡸᮏᴗᨭ➼ࢆ㏻ࡌ࡚⏘
ᴗ࣭ᴗࡢㄢ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞㉁ࡢ㧗࠸㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢⓎ
➼ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃ࠙ᚋᥖࠚ
㸦
ࠕϩ-㸰.ᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓไᗘᨵ㠉ࠖ
࠾࠸࡚ヲ⣽グ㍕㸧ࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉➼ࢆࡕᢤࡃ▱㈈࣭ᶆ‽ᡓ␎ࡢ᥎㐍
  ࣭ሗࡢ㞟✚࣭ຍᕤ࣭Ⓨಙࡢᐜ࣭᫆పࢥࢫࢺࠊⴭస≀ࢆྵࡴሗ
ࡢ⏝ࡢ୍ᒙࡢከᵝࠊேᕤ▱⬟ࡼࡿసࡢฟ⌧➼ࠊⴭసᶒ
ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ▱ⓗ㈈⏘㸦௨ୗࠕ▱㈈ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢಖㆤࡢᅾࡾ᪉ࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ไᗘୖࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡀ㢧ᅾࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟
ࢆศᯒࡋࡓୖ࡛ࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓḟୡ௦▱㈈ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᅾࡾ᪉㛵ࡋࠊⴭసᶒἲ࠾ࡅࡿᰂ㌾ᛶࡢ࠶ࡿᶒไ㝈つᐃ➼ࡘ
࠸࡚ࠊḟᮇ㏻ᖖᅜࢆྵࡵࡓ᪩ᮇࡢἲᨵṇྥࡅ࡚ࠊࡑࡢຠᯝᙳ
㡪ࢆྵࡵලయⓗ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿ࠙ᚋᥖࠚ
㸦ࠕϪ㸯ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢฟຊࡢᙉࠖ࠾࠸࡚ヲ
⣽グ㍕㸧ࠋ
  ࣭➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉➼㛵㐃ࡍࡿ♫ࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨ➇
தࡀ⃭ࡋࡉࢆቑࡍඛ➃ᢏ⾡➼ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊḢ⡿ࡸ୰ᅜ࣭㡑ᅜ
ࡼࡿᅜ㝿ᶆ‽άືࡢᙉࡢືࡁࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᡃࡀᅜࡢඃࢀࡓᢏ
⾡ࡢᅜ㝿ᶆ‽ࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࠋࡉࡽࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⏘ᴗᢏ
⾡⥲ྜ◊✲ᡤࢆࡣࡌࡵࡍࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡀᑐ㇟࡞ࡿ௳
ಀࡿィ⏬సᡂࡸᕤ⛬⟶⌮ࢆ⾜࠺࡞ᅜ㝿ᶆ‽ࢆ᥎㐍ࡍࡿయไ
ࢆᨻᗓᑟ࡛ᮏᖺ୰ᩚഛࡍࡿ࠙ᚋᥖࠚ㸦
ࠕϪ㸯ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ
࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢฟຊࡢᙉࠖ࠾࠸࡚ヲ⣽グ㍕㸧
ࠋ
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մ୰ሀ࣭୰ᑠᴗᑐࡍࡿ ,7࣭ࣟ࣎ࢵࢺά⏝ࡢಁ㐍ࡼࡿ➨㸲ḟ⏘
ᴗ㠉ࡢἼཬ
࣭ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡸࢧ࣮ࣅࢫศ㔝ࢆ୰ᚰࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡼࡿࣟ࣎ࢵ
ࢺᢞ㈨ࢆຍ㏿ࡍࡃࠊᑠᆺỗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺᮏయࡢ౯᱁ᐇせࡍࡿ
㈝⏝ࢆ㸰௨ୖᘬࡁୗࡆࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ➼ࡢࣟ࣎ࢵࢺᑟධࢆຍ
㏿ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊỗ⏝ⓗ࡞సᴗ࣭ᕤ⛬࠼ࠊᇶ┙࡞ࡿඹ㏻ࡢ
ᶵ⬟ࢆഛ࠼ࡓࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ

ճ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂ࣭ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
   ࣭ᮏᖺ㸲᭶  ᪥Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ྥࡅࡓேᮦ⫱ᡂ⥲ྜ
ࢽࢩࢳࣈࠖᇶ࡙ࡁࠊձࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢሗேᮦࡢ⫱ᡂࠊղ
Ꮫ࣭Ꮫ㝔࣭㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢧ࢚ࣥࢸࢫࢺ➼ࡢ⫱ᡂࠊ
ճึ➼୰➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡞ࡢሗά⏝⬟ຊࡢ⫱
ᡂ➼ࡢ ,7 ᩍ⫱࡞ࡢ㸱ᒙᵓ㐀࡛ࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱
ᡂ࣭ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࠙ᚋᥖࠚ
㸦ࠕϪ㸰ከ㠃ⓗࣉ࣮ࣟࢳ
ࡼࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ➼ࠖ࠾࠸࡚ヲ⣽グ㍕㸧ࠋ
  ࣭➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡼࡿ⏘ᴗᵓ㐀࣭ᑵᴗᵓ㐀ࡢᑗ᮶ീ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛ
⏘ᴗ࡛ồࡵࡽࢀࡿ ,7࣭ࢹ࣮ࢱ㛵㐃➼ࡢࢫ࢟ࣝࡸ࣭⫋✀➼ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࠊ⏘ᴗᨻ⟇ࠊ㞠⏝࣭ປാᨻ⟇ࠊᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᐇࡘ࡞ࡆ࡚
࠸ࡃࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖࢆᮏᖺ୰㛤ദࡍࡿࠋࡑ
ࡢ㝿ࠊ㛵ಀ┬ᗇࠊ⏘ᴗ⏺ࠊປാ⏺ࠊᩍ⫱ᶵ㛵➼ᗈࡃཧຍලయ⟇
ࡢᐇ⌧ࡢ༠ຊࢆồࡵࡘࡘࠊලయⓗ࡞᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠙ᚋᥖࠚ
㸦
ࠕϪ
㸰ከ㠃ⓗࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ➼ࠖ࠾࠸࡚ヲ⣽グ
㍕㸧ࠋ




 ࣭ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢ㐍ᒎࠊ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢⓏሙ࡞ᕷሙᨭ㓄ຊ
ࡶྵࡵࡓ⏘ᴗᵓ㐀ࡀࡁࡃኚࡍࡿ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰ࠊ
ࢹࢪࢱࣝᕷሙ࠾ࡅࡿබṇࡘ⮬⏤࡞➇த⎔ቃࢆ☜ಖࡋࠊࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ༠ຊࡋࡘࡘࠊྠᕷሙ࠾
ࡅࡿྲྀᘬᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊࢹࢪࢱࣝᕷሙ
࠾࠸࡚ᕷሙᨭ㓄ຊࢆ᭷ࡍࡿᴗ⪅ࡀබṇࡘ⮬⏤࡞➇தࢆࡺࡀࡵ
࡚࠸࡞࠸ࢆ⤒῭⎔ቃࡸᕷሙࡢኚࢆ㋃ࡲ࠼᳨࡚ドࡍࡿ➼ࡼࡾࠊ
⊂༨⚗Ṇἲ㐪ࡍࡿᐇࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࠊࡇࢀᑐࡋ࡚
ཝṇ࣭ⓗ☜࡞ἲᇳ⾜ࢆ⾜࠺ࠋ

61

նࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ ,7 ά⏝ࡢᚭᗏ➼
ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ☜ಖ
,R7 ࡼࡾ࡚ࡢࣔࣀࡀࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡘ࡞ࡀࡿ௦࠾࠸࡚ࠊ
ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡣࠊ
ࠕࢥࢫࢺ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᅜẸ⏕άࡸᴗࡢ
࡞⤒῭άືࢆᨭ࠼ࡿࠕᮍ᮶ࡢᢞ㈨࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓほⅬࡽࠊ
ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢᡂ㛗⏘ᴗ➼ࢆ㐍ࡵࡘࡘࠊᖺ㛶㆟Ỵᐃࡋࡓ
ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᡓ␎㸦ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶㸲᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧ࡸᖺᡂ
❧ࡋࡓᨵṇࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᇶᮏἲᇶ࡙ࡃᐁẸࢆᣲࡆࡓྲྀ⤌

յ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ ,7 ⏘ᴗࡢᵓ㐀㌿
  ࣭ᡃࡀᅜࡢ ,7 ⏘ᴗࡣࠊᴗົࢩࢫࢸ࣒ࡢཷク㛤Ⓨ࣭㐠⏝㐺ࡋࡓᴗࡀ
ከࡃࠊᢞࡆୗㄳ࣭ከ㔜ୗㄳᵓ㐀ࡽᢤࡅฟࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ,7
ᢏ⾡⪅ࡶࠊປാ㛫౫ࡿホ౯ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊ㛗㛫ປാ᮰⦡ࡉ
ࢀࠊ㐀ⓗ࡛ᑗ᮶ᛶࡢ࠶ࡿ⬟ຊ㛤Ⓨࡀ⾜࠸ࡃ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ≧ἣࡽ⬺༷ࡍࡃࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࠊཌ⏕ປാ┬ࠊ,7 ᴗ⏺ᅋయࠊ
⤒Ⴀ⪅ᅋయࠊປാ⤌ྜ➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡢ༠㆟ࡢሙࢆタࡅࠊከ㔜ୗㄳᵓ㐀
㛗㛫ປാࡢᐇែᢕᥱࢆࡋࠊࡑࡢୖ࡛ࠊᨵၿ᪉⟇ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ
⏘ᴗ⏺ࡢせㄳ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ
,7 ᢏ⾡⪅ࡢ⬟ຊࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࢫ࢟ࣝᶆ‽ࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࠋ


ࣟ࣎ࢵࢺࡢᑟධᡭ㡰ࡢ᫂☜ࢆᅗࡿࠋࡉࡽࠊࣟ࣎ࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࣭ᑟධࢆᨭࡍࡿேᮦ㸦ࢩࢫࢸ࣒ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢱ࣮㸧
ࢆ㸳ᖺ௨ෆಸቑࡍࡿ㸦 ே㸸⌧≧Ѝ㸱ே㸸 ᖺ㸧ࠋ
࣭࠶ࢃࡏ࡚ࠊᡃࡀᅜయ࡛➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᚋ㸰
ᖺ㛫࡛㸯♫௨ୖࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࢆࠊ,7ࠊ࢝ࢮࣥάືࠊࣟ࣎ࢵ
ࢺᑟධࡢᑓ㛛ᐙࡀᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ୰࡛ࠊ୰ሀ࣭୰ᑠ〇㐀ᴗࡢ
⏕⏘⌧ሙࡢ࢝ࢮࣥࡸ ,R7࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡢᑟධࢆᨭࡍࡿࠕࢫ࣐࣮ࢺ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾᛂ㝲ࠖ┦ㄯ࡛ࡁࡿᣐⅬࡢᩚഛࢆࠊᮏᖺᗘࡽ㛤ጞࡍ
ࡿࠋ
࣭ຍ࠼࡚ࠊᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿࢿࢵࢺ㈍➼ࡢ㈍㊰㛤ᣅࡢྲྀ⤌ࡽࠊ
୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿ ,R7 ࡸࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ᪂ၟ
ရ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢฟࠊᴗ✀ࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼ࡓᴗ㛫㐃ᦠࡢ
⮳ࡿࡲ࡛ࠊᴗ⪅ࡢࣅࢪࢿࢫᐇែྜࢃࡏࡓ ,7 ᢞ㈨ࡸ┬ຊᢞ㈨
ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ࡋࠊෆ㛶ᐁᡣሗ㏻ಙᢏ⾡㸦,7㸧⥲ྜᡓ␎ᐊ㸦௨ୗࠕ,7 ⥲ྜᡓ␎ᐊࠖ
࠸࠺ࠋ㸧ࡣྛᗓ┬ᗇࡢㄪᰝ࣭ᅇ⟅≧ἣࢆᮏᖺ㸴᭶ࢆ┠㏵බ⾲ࡋࠊ

࣭ࠕἲ௧➼ᇶ࡙ࡃᡭ⥆➼ࡢᜳⓙㄪᰝࠖ㸦࠸ࢃࡺࡿᩘㄪᰝ㸧㛵

ࡋࡗ࠸

,7 ά⏝ࡢ᥎㐍࣐ࢼࣥࣂ࣮ά⏝ᣑ➼
㸦⾜ᨻᡭ⥆࣭Ẹ㛫ྲྀᘬ࠾ࡅࡿ ,7 ά⏝ࡢ᥎㐍㸧

ࢆ㐍ࡵࠊேᮦ⫱ᡂࠊᨻᗓᶵ㛵ཬࡧ㔜せࣥࣇࣛࡢᑐ⟇ࡸࠊ,R7 ࢩࢫࢸ
࣒ᑐ⟇ࠊ◊✲㛤Ⓨࠊᅜ㝿࣮ࣝࣝ➼ࡢᙧᡂ➼ࢆᙉຊ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭ேᮦ⫱ᡂ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸேᮦ⫱ᡂ⥲ྜᙉ᪉
㔪ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᡓ␎ᮏ㒊Ỵᐃ㸧
ἢࡗ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᴗࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢ᥎㐍ᚲ
せ࡞ᶫΏࡋேᮦᒙࡢ⫱ᡂ⤒Ⴀᒙࡢព㆑ᨵ㠉ࡼࡗ࡚ࠊேᮦ㟂せࡢ
ႏ㉳ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊᚋᚲせ࡞ࡿேᮦീࡢࣅࢪࣙࣥࢆ᫂☜ࡋࠊ
 ᖺࡲ࡛ሗฎ⌮Ᏻ☜ಖᨭኈࡢⓏ㘓⪅ᩘ㸱ே㉸ࢆ┠ᣦ
ࡍࡇࢆࡣࡌࡵࡋ࡚ࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡼࡿᩍ⫱࣭₇⩦ᐇ࣭㈨᱁ᩚ
ഛ➼ࢆ㏻ࡌࡓேᮦ౪⤥ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓேᮦࡢ㟂せ౪⤥ࡢዲᚠ
⎔ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢྛ⟇ࢆࡘ࡞ࡄྲྀ⤌ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊᮏᖺ
ᗘ୰⟇ᐃ࣭බ⾲ࡍࡿḟᮇேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ┒ࡾ㎸ࡴࠋࡉࡽࠊ
ྛᗓ┬ᗇ࠾ࡅࡿྖ௧ሪᶵ⬟ࡢᢤᮏⓗᙉࠊᶫΏࡋࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣭
,7 ேᮦ㸦㒊ෆ⫱ᡂࡢᑓ㛛ேᮦ㸧ࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂࡸᑐฎᶵ㛵࠾ࡅࡿே
ⓗᇶ┙ࡢᙉ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭㔜せࣥࣇࣛ㜵ㆤ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ㔜せࣥࣇࣛࡢሗࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ
⟇ಀࡿ➨㸱ḟ⾜ືィ⏬ࡢぢ┤ࡋྥࡅࡓ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࠖ㸦ᖹᡂ 
ᖺ㸱᭶  ᪥ࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸᡓ␎ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ᚑ࠸ࠊ⤒Ⴀᒙ
࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡸሗඹ᭷ࠊෆ㒊⤫ไࡢᙉࡸ࣐ࢼࣥࣂ࣮ไᗘࡢ㐠
⏝ಀࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ☜ಖ➼ࡢࠕࢧࣂ࣮ᨷᧁᑐࡍࡿయไᙉࠖ
ࠊ
ሗඹ᭷⠊ᅖࡢぢ┤ࡋ➼ࡢࠕ㔜せࣥࣇࣛಀࡿ㜵ㆤ⠊ᅖࡢぢ┤
ࡋࠖࠊᅜ㝿㐃ᦠࡸ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡼࡿேᮦ⫱ᡂ➼ࡢࠕከᵝ࡞㛵ಀ⪅㛫ࡢ
㐃ᦠᙉࠖ➼ಀࡿ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᮏᖺᗘᮎࡲ࡛⾜ືィ⏬ࡢぢ┤ࡋ
ࡘ࠸࡚⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ࡞࠾ࠊ᪩ᛴᑐฎࡍࡁ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ⾜ື
ィ⏬ࡢぢ┤ࡋࢆᚅࡓࡎᑐฎࡍࡿࡇࡍࡿࠋ≉ࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ
ࡼࡿ㔜せࣥࣇ࣭ࣛ⏘ᴗ࠾ࡅࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸேᮦ⫱ᡂ࣭ᢏ⾡㛤Ⓨ
ࡢࡓࡵࡢయไࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵ
ࢡ➇ᢏྥࡅࠊ᮶ᖺᗘ୰ᩚഛࡍࡿࠋ
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㸦ᅜ࣭ᆅ᪉⮬యࡢ IT ࣭BPR ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍㸧
࣭ᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵࠾ࡅࡿᴗົ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜẸࡢ౽ᛶࡸ
බඹ౯್㸦3XEOLFYDOXH㸧ࢆ㧗ࡵࡿほⅬࡽࠊሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝
ࢥࢫࢺ๐ῶ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࠊᴗົࡢຠ⋡➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡢୗࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࠊᖺ㔠ࠊᅜ⛯ࠊⓏグ࣭ἲேタ❧
➼㛵ಀ࠾࠸࡚ࡣࠊ࣭࢜ࣥࣛࣥࢹࢪࢱࣝࢆ๓ᥦࡋࡓᴗົࡢయ⣔
ࡢๅ᪂ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊἲே␒ྕᑟධࢆዎᶵࠊᴗࡀάືࡋࡸ
ࡍ࠸ࣅࢪࢿࢫ⎔ቃᩚഛྥࡅࡓᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡋࠊ
ᴗ㛤ጞࡢ㝿ᚲせ࡞ྛ✀ᡭ⥆࠾ࡅࡿⓏグ㡯ド᫂᭩ࡢῧ┬
␎ࡸ࢜ࣥࣛࣥᡭ⥆ࡢ⏝ಁ㐍➼ᡭ⥆ࡢ⡆⣲࣭㎿㏿ྥࡅࡓぢ
┤ࡋࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡽணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿⓏグሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ
᭦ᨵ➼ᫎࡍࡿࠋ
࣭ᆅ᪉බඹᅋయࡢ ,7 ࣭%35 ᥎㐍ࡢほⅬࡽࠊᚑ᮶ࡢྲྀ⤌ࡽᚓࡽࢀ
ࡓ▱ぢࢆࡢᆅ᪉බඹᅋయ࡛ࡢྲྀ⤌࠸ࡍࡓࡵࠊᅜᆅ᪉බඹ
ᅋయ➼ࡢ㛫ࡢሗ࣭ពぢࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿ⤌ࡳ➼ࢆ᳨ウࡋࠊᮏᖺ
ᗘ୰ྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
࣭⮬యࢡࣛ࢘ࢻࡢྲྀ⤌ࢆ῝᥀ࡾ࣭ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᚋᑟ
ධࡍࡿ⮬యࡢྲྀ⤌㈨ࡍࡿࡼ࠺ᩚ⌮࣭㢮ᆺࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆࠊྛ⮬
యᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡋࠊຓゝࢆᐇࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬
యࢡࣛ࢘ࢻࢆ୰ᚰࢡࣛ࢘ࢻᑟධᕷ༊⏫ᮧᩘࢆ᭦ቑຍࡉࡏࠊ᮶

 

ࡑࡢෆᐜࡘࡁ᳨ドࢆ⾜࠸ࠊྛᗓ┬ᗇ࠾࠸࡚ࡣᚋࡢྲྀ⤌᪉㔪
ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
ࠕ,7 ά⏝ಀࡿᇶᮏᣦ㔪ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ,7 ⥲ྜᡓ␎
ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ᇶ࡙࠸࡚ྛᗓ┬ᗇࡀ⾜࠺⾜ᨻᡭ⥆࣭ไᗘࡢぢ┤ࡋィ⏬
ࡢ⟇ᐃ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ,7 ⥲ྜᡓ␎ᐊࡣࠊྛᗓ┬ᗇ㐃ᦠࡢୗࠊẸ㛫
ࢽ࣮ࢬ➼ࡢほⅬࡽ ,7 ά⏝ࢆඃඛⓗᑟධࡍࡁ⪃࠼ࡽࢀࡿ
ᡭ⥆➼ࢆ≉ᐃࡋࠊᮏᖺᮎࡲ࡛ᑟධᮇཬࡧᚲせ࡞ἲไୖཪࡣࡑࡢ
ࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡑࢀ௨እࡢ⾜ᨻᡭ⥆➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊ,7 ⥲ྜᡓ␎ᐊ࠾࠸࡚
ࡣࠊᢏ⾡㠉᪂ࡸẸ㛫ࢽ࣮ࢬ࡞ࢆ຺ࡋࠊྛᗓ┬ᗇᑐࡋ࡚ ,7 
ά⏝ᑟධࡢࡓࡵᚲせ࡞᮲௳➼ࢆ⫈ྲྀࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆ᳨ドࡍࡿ
ࡶࠊྛᗓ┬ᗇࡣẖᖺ  ᭶ᮎࡲ࡛⟇ᐃࡍࡿぢ┤ࡋィ⏬ࡑࡢ᳨
ド⤖ᯝࢆᫎࡍࡿࠋ
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㸦࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻ࣭࣐ࢼ࣏࣮ࢱࣝࡢά⏝ᣑ㸧
ᖺ㸯᭶㛤ጞࡋࡓ࣐ࢼࣥࣂ࣮ไᗘ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣐ࢼࣥࣂ࣮࢝
࣮ࢻࡢ╔ᐇ࡞➼ࡼࡿᅜẸࡢಙ㢗ᛶ☜ಖࢆ᭱ඃඛࠊ᮶ᖺ㸵᭶
ࡽࡢ࣐ࢼ࣏࣮ࢱࣝࡢᮏ᱁㐠⏝㛤ጞྥࡅࡓྲྀ⤌୪⾜ࡋ࡚ࠊᅜẸ⏕
άࡢ౽ᛶྥୖྥࡅࡓ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻ࣭࣐ࢼ࣏࣮ࢱࣝࡢά
⏝ᣑ㛵ࡍࡿ᳨ウ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ᅜẸࡢᏊ⫱࡚㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡿࡓࡵࠊᕼᮃ⪅ࡀዷፎࠊฟ⏘ࠊ⫱ඣ➼ࡢ
Ꮚ⫱࡚㛵㐃ࡢ⏦ㄳ㛵ࡋ࡚ࠊ❆ཱྀࡢゼၥࡸ᭩㢮㒑㏦࡞ࡋ࡛ᆅ᪉බ
ඹᅋయ࠾ࡅࡿᡭ⥆ࢆ࣐ࢼࣥࣂ࣮ไᗘ࣭࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࡢά
⏝ࡼࡾࠊ୍࡛࢜ࣥࣛࣥᣓࡋ࡚⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊ⌧⾜ἲୖࡢせㄳࢆ㋃
ࡲ࠼ࡘࡘ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ᮶ᖺ㸵᭶௨㝆㏿ࡸᐇ⌧
ࡍࡿࠋ
࣭⅏ᐖⓎ⏕ࡸ⏕άᘓᨭ➼࠾ࡅࡿ࣐ࢼࣥࣂ࣮ไᗘ࣭࣐ࢼ
ࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸ࡓࡼࡾຠᯝⓗ࡞㑊㞴≧ἣ➼ࡢᢕᥱ➼ࡘ࡞ࡀ
ࡿሗඹ᭷ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊᮏᖺᗘ୰ࢆ┠㏵᪉㔪ࢆ
ྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
࣭ἲேࡢ௦⾲⪅ࡽጤ௵ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࢆ⏝࠸࡚ᑐ
㠃࣭᭩㠃࡞ࡃ㟁Ꮚⓗዎ⣙᭩➼ࡢసᡂࠊᥦฟ➼ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞
ࡿࡼ࠺ࠊබⓗಶேㄆドࢧ࣮ࣅࢫࢆά⏝ࡋࡓἲே㛫ྲྀᘬ➼࠾ࡅࡿᶒ
㝈ࡢㄆド➼ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓከᵝ࡞ࢡࢭࢫᡭẁࡸไᗘⓗᥐ⨨ࡘ
࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇᅜἲࢆᥦฟࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ
࡚ࠊ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻཬࡧἲே␒ྕࡶά⏝ࡋࡓࠊㄪ㐩ᡭ⥆ࡢ⡆⣲
➼ࡘ࠸࡚ࡣᮏᖺᗘࡽ㡰ḟᐇ⌧ࡍࡿࠋ
࣭ἲே␒ྕࡢά⏝ࡼࡿἲே㛵㐃ሗࡢ㞟ಀࡿࢥࢫࢺࡢ๐ῶࠊ

ᖺᗘࡲ࡛ಸቑ㸦⣙  ᅋయ㸧ࡍࡿࡇࢆᅗࡿࠋ
࣭⮬యࢡࣛ࢘ࢻᮍᐇࡢᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊᴗົࡢඹ㏻࣭ᶆ‽ࢆ⾜
࠸ࡘࡘࠊ⮬యࢡࣛ࢘ࢻᑟධࡢྲྀ⤌ࢆຍ㏿ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᙜヱሗ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢࢥࢫࢺ๐ῶࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ⮬యࢡࣛ࢘ࢻᑟධᅋయ࠶ࡗ
࡚ࡶ᭦࡞ࡿᴗົࡢඹ㏻࣭ᶆ‽ࡢᐇࡼࡿࢡࣛ࢘ࢻᴗົ⠊ᅖ
ࡢᣑ➼⮬యࢡࣛ࢘ࢻࡢ㉁ࡢ୍ᒙࡢྥୖࢆᅗࡿࠋࡉࡽࠊᅜࡢࠕᨻ
ᗓሗࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࠖࡢ㐍ᤖࢆཷࡅࠊ⮬యࡢሗࢩࢫ
ࢸ࣒ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⮬యࡢሗࢩࢫࢸ࣒
ࡢ㐠⏝ࢥࢫࢺࡢᅽ⦰㸦3 ῶ㸧ࢆᅗࡿࠋ
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,R7 ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢሗ㏻ಙࣥࣇࣛࡢ㧗ᗘ࣭࿘Ἴᩘᖏ☜ಖ

շ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆᨭ࠼ࡿሗ㏻ಙ⎔ቃᩚഛ
ࣔࣂࣝศ㔝ࡢ➇தಁ㐍
࣭ᖺᡂ❧ࡋࡓᨵṇ㟁Ẽ㏻ಙᴗἲ࠾࠸࡚ᦠᖏ㟁ヰ⥙ࡢ᥋⥆࣮ࣝࣝࡢ
ᐇ➼ࡀᅗࡽࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊຍධ⪅⟶⌮ᶵ⬟ࢆࡣࡌࡵࡋࡓྛ✀
ᶵ⬟ࡢ㛤ᨺࡸ 0912 ࢧ࣮ࣅࢫࡢ᭦࡞ࡿ౽ᛶྥୖಀࡿᴗ⪅㛫༠㆟
ࡢಁ㐍ࢆ㏻ࡌࡓ 0912 ࡢᬑཬಁ㐍ࢆᅗࡾࠊࣔࣂࣝᕷሙ࠾ࡅࡿ➇த
⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋࡲࡓࠊゼ᪥እᅜேࡼࡿᅜෆⓎ⾜ 6,0 ࣮࢝ࢻࡢ⏝
ಁ㐍ࢆᅗࡾࠊࣔࣂࣝᕷሙ࠾ࡅࡿ⏝⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ




ᨻᗓ࣭ᆅ᪉⮬యࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱࡢ᥎㐍
ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊࠕ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ
ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ ,7 ⥲ྜᡓ␎ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ᪥ᮏࡢ⏘
ᴗ➇தຊᙉᅜẸ⏕ά࠾ࡅࡿ౽ᛶྥୖ㓄៖ࡋࡘࡘྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋᚋࠊᮏᖺኟࢆ┠㏵ࠊ ᖺࡲ࡛ࡢ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ୍൨
⥲ά㌍♫ࡢᐇ⌧➼ࡢᙉศ㔝࠾ࡅࡿලయⓗ࡞┠ᶆࡢタᐃࢆ⾜࠺ࠋࡑ
ࡢ㝿ࠊᶵᲔุㄞ㐺ࡋࡓᙧᘧࡢࢹ࣮ࢱࡸእᅜㄒࢥࣥࢸࣥࢶࡢᐇ➼ࢆᅗ
ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿᆅᇦ≉ᛶ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ⮬ⓗ࡞ྲྀ
⤌ࡸࠊẸ㛫ᴗ➼ࡼࡿ㜵⅏➼ࡢ༠ㄪⓗ࡞ศ㔝࡛ࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ


ᴗ㛤ጞࡢ㝿ᚲせ࡞⛯ົ࣭♫ಖ㝤➼ࡢྛ✀ᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ࢜ࣥ
ࣛࣥᡭ⥆ࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࡼࡿẸ㛫ᴗ⪅➼࠾ࡅࡿᴗά
ᛶࡸ⾜ᨻົࡢຠ⋡➼ࢆᅗࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊἲே␒ྕࢆేグࡋࡓ
ἲேሗࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ➼ࢆᮏᖺ㸯᭶௨㝆㡰ḟ㛤ጞࡋࠊ᮶ᖺ㸯
᭶ࠕἲே࣏࣮ࢱࣝ㸦௬⛠㸧ࠖࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
࣭⏝⪅ド᫂⏝㟁Ꮚド᫂᭩ࡢᾏእ㌿ฟᚋࡢ⥅⥆⏝➼ࡸᪧጣేグ➼ࡢ
ๆ㠃グ㍕㡯ࡢᐇࠊ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻࡢ࣐࣮࢟㒊ศ㸦බⓗಶ
ேㄆドᶵ⬟➼㸧ࢆά⏝ࡋࡓබඹタࡢ⏝ࡸ⮬య࣏ࣥࢺ➼ࡢ⮬
యࢧ࣮ࣅࢫࡢࢡࣛ࢘ࢻ⏝ࡼࡿຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ⏝ࡸᙜヱ࣏
ࣥࢺࡢၟᗑ⾤➼࡛ࡢ⏝᥎㐍➼ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢྍྰࡶྵࡵ᳨ウࢆ㐍
ࡵࠊྍ⬟࡞ࡶࡢࡽ᮶ᖺᗘ௨㝆㡰ḟᐇ⌧ࡍࡿࠋ
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࢘㸧.࣭. ࡢ᥎㐍

66

࣭,R7 ௦ࡢࢹ࣮ࢱὶ㏻ࢆᨭ࠼ࡿሗ㏻ಙࣥࣇࣛࡢ  ᖺࡲ࡛ࡢᩚഛ
ྥࡅ࡚ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㧗ᗘ➼ࡢࡓࡵࠊࢯࣇࢺ࢙࣭࢘௬
ᢏ⾡➼ࡢά⏝ࡼࡗ࡚⭾࡞ ,R7 ᶵჾ➼ࢆ㎿㏿࣭ຠ⋡ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ᥋⥆ࡍࡿࡓࡵࡢ᭱㐺ไᚚᢏ⾡ࡢᐇ⏝ྥࡅࡓ㛤Ⓨ࣭ᐇドᐇ㦂ࢆ
᮶ᖺᗘᐇࡍࡿࡶࠊࡇࢀࡽࡢᢏ⾡➼ࢆά⏝ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
㐠⏝࣭⟶⌮ồࡵࡽࢀࡿࢫ࢟ࣝࡢ᫂☜ࡸࡑࡢㄆᐃࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚
᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ࡢᆅᇦศᩓࡸࠊࢻ࣍ࢵࢡ
↓⥺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣔࣂ
ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㧗ᗘࡢࡓࡵ 00 ➼ྥࡅᑓ⏝␒ྕࡢᑟධᚲせ
࡞ไᗘᩚഛࢆᮏᖺ୰ࢆ┠㏵⾜࠺ࡶࠊせᦠᖏ㟁ヰᴗ⪅ࡢࢫ
࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ⏝⪅ྥࡅ ,3Y ᑐᛂࡢ᮶ᖺᮎࡲ࡛ࡢ㛤ጞ➼ྥࡅࡓྲྀ
⤌ࢆಁࡍࡓࡵࠊẖᖺᗘ㐍ᤖ≧ἣࡢㄪᰝ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭,R7 ࡀ⏕ࡳฟࡍ᪂ࡓ࡞ࢽ࣮ࢬࡸᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇
ᢏ➼ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ࿘Ἴᩘ⦅ࡢᐇࡸ」ᩘࡢ↓⥺ࢩࢫࢸ࣒
ࡼࡿ࿘Ἴᩘᖏࡢඹ⏝ಁ㐍ࠊ࿘Ἴᩘࢆࡼࡾ㧗ᗘࡘຠ⋡ⓗ⏝ࡍࡿᢏ
⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭ᢏ⾡ヨ㦂ࢆ᥎㐍ࡋࠊ࿘Ἴᩘᖏࡢ☜ಖࢆ㐍ࡵࡿࠋ࠶ࢃࡏ
࡚ࠊ◊✲㛤Ⓨࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚᮶ᖺᗘࡽ➨㸳ୡ௦⛣ື㏻ಙࢩࢫࢸ࣒
㸦*㸧ࡢ⥲ྜᐇドヨ㦂ࢆᆅ᪉㒔ᕷࢆྵࡵඛ⾜ⓗᐇࡍࡿࡶࠊ
ᖹᡂ  ᖺ㡭ࡢࢧ࣮ࣅࢫࣥྥࡅࡓᢏ⾡ᇶ‽⟇ᐃ➼ࡢไᗘᩚഛࢆ㐍
ࡵࡿࠋ
࣭እᅜே᪑⾜⪅➼ࡀほග࣭⅏ᐖࡶ⏝ࡋࡸࡍ࠸ :L)L ⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࠊ ᖺࡲ࡛せ࡞ほග࣭㜵⅏ᣐⅬ࠾ࡅࡿ㔜Ⅼᩚഛ⟠ᡤ㸦㑊
㞴ᡤ࣭㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡉࢀࡓᏛᰯ➼ࢆྵࡴ㸦᥎ィ  ⟠ᡤ㸦ͤ㸯㸧㸧
㸧
ࡘ࠸࡚ࠊᅜࡀᮏᖺ୰సᡂࡍࡿᩚഛィ⏬㸦ͤ㸰㸧ᇶ࡙ࡁࠊ↓ᩱ :L
)L ⎔ቃࡢᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ↓ᩱබ⾗↓⥺ /$1 ᩚഛಁ㐍༠㆟ࠖ
ࢆά⏝ࡋࠊ ᖺࡲ࡛᪤タࡢ :L)L ࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺࡢ᭷ຠά⏝ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡇ➼ࡼࡾࠊ ᡤ௨ୖ࡛ࠊᴗ⪅ࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼࡚ࢩ࣮
࣒ࣞࢫ :L)L ᥋⥆࡛ࡁࡿㄆド㐃ᦠࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
㸦ͤ㸯 ⟠ᡤᩘࡣᚋ᭦⢭ᰝ㸧
㸦ͤ㸰 ᚋࠊẖᖺᗘᨵᐃࢆணᐃ㸧

67

  ᖺᅜࡢୡᖏࡢ⣙ 㸣࡛ど⫈ࡉࢀࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ ᖺࡢ
⾨ᫍᨺ㏦࠾ࡅࡿᐇ⏝ᨺ㏦㛤ጞ࡞ .࣭. ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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ձ་⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅ࢆྵࡵࡓᯟ⤌ࡳᵓ⠏
බⓗಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡀࠊࡑࡢᚋࡢᗣデ᩿ࡸ་ᖌࡸ⸆ᖌࠊಖᖌࠊ
⟶⌮ᰤ㣴ኈ➼ࡢ㛵ࡼࡿࠊ⏕ά⩦័ࡢᨵၿ➼ࡢලయⓗ࡞⾜ືኚᐜࡘ
࡞ࡀࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊබⓗಖ㝤እࡢㆤண㜵ࡸ⏕άᨭ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀࠊ
ᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍⎔ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ་⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅
Ẹ㛫ᴗ⪅ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ⾜࠺ᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊᗣ࣭་⒪ᡓ␎᥎㐍ᮏ㒊ࡢୗࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ཌ⏕ປാ┬࡛ࠊ་⒪㛵
ಀ⪅ࡸẸ㛫ᴗ⪅ᅋయࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓᯟ⤌ࡳᵓ⠏ྥࡅࡓᇶᮏ
ⓗ⪃࠼᪉ࢆࡲࡵࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢศ㔝࡛≉Ẹ㛫ᴗ⪅ࡢ㈉⊩ࡀ

ࠕ ᖺࡲ࡛ᅜẸࡢᗣᑑࢆ㸯ṓ௨ୖᘏఙ
࠙⏨ᛶ  ṓࠊ
ࠓ.3,ࠔ
ዪᛶ  ṓ㸦 ᖺ㸧
ࠚ
ࠖ
э ᖺ㸸⏨ᛶ  ṓࠊዪᛶ  ṓ

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺࡲ࡛࣓ࢱ࣎ேཱྀ㸦≉ᐃಖᣦᑟࡢᑐ㇟⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
㸧
ࢆ  ᖺᗘẚ 㸣ῶ࠙ ே㸦 ᖺᗘ㸧ࠚ
ࠖ
э ᖺᗘ㸸 ᖺᗘẚ 㸣ῶ
 
ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺࡲ࡛ࠊ་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾࡢᑂᰝࣛࢢࠕࠖ
࠙་⸆ရ㸸
㸯᭶ࠊ་⒪ᶵჾ㸸㸰᭶㸦 ᖺᗘ㸧
ࠚ
ࠖ
э ᖺᗘ㸸་⸆ရ  ᖺࠊ་⒪ᶵჾ 㸮ᖺ

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ಶே࣭ಖ㝤⪅࣭⤒Ⴀ⪅➼ᑐࡍࡿᗣ࣭ண㜵ࣥࢭࣥࢸࣈࡢไᗘタィ
➼ࡢᇶ┙ᩚഛࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠊᗣ࣭ண㜵ྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࡀᗈࡀࡾࡘ
ࡘ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࡀࠊᗣቑ㐍ྥࡅࡓಶேࡢ⾜ືኚᐜࠊᣢ⥆ⓗ࡞
ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ☜❧ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡉࡽࠊබ
ⓗಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡼࡿᗣቑ㐍➼ࡲࡽࡎࠊ,&7 ࡸࣟ࣎ࢵࢺࠊேᕤ
▱⬟ࠊࢤࣀ࣒ゎᯒ➼ࡢᢏ⾡㠉᪂ࢆ᭱㝈ά⏝ࡋࠊ་⒪࣭ㆤࡢ㉁ࡸ⏕⏘
ᛶࡢྥୖࠊᅜẸࡢ⏕άࡢ㉁ࡢྥୖࠊ㠉᪂ⓗ࡞་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࡢ㛤Ⓨ࣭
ᴗࡘ࡞ࡆࠊୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡶࠊࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝᕷሙࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡍࠋ

බⓗಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢά⏝ಁ㐍

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸰㸬ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᗣ❧ᅜ

69

ࢫࢣࢧ࣮ࣅࢫ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢡࢸࣈࣞࢪ࣮ࣕࡸ࣊ࣝࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒➼
ࡢㄆドไᗘࢆᬑཬࡉࡏࡿࡶࠊᐈほⓗ࡞᰿ᣐᇶ࡙࠸ࡓ⏘ᴗࡋ࡚
⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊබⓗ◊✲ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁☜ಖ㈨ࡍ

〇ရࡸࢧ࣮ࣅࢫࡣᕷሙࡽῈửࡉࢀࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ㐠ື➼ࡢ࣊ࣝ

࠺ࡓ

ճ࢚ࣅࢹࣥࢫᇶ࡙ࡃ㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫᕷሙᵓ⠏
࣊ࣝࢫࢣศ㔝ࡢ⏘ᴗࡢ࡞Ⓨᒎࡢࡓࡵࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࣞ࣋ࣝࡢప࠸



ղㆤࢆᨭ࠼ࡿಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫᕷሙࡢฟ࣭⫱ᡂ࣭ぢ࠼ࡿ
ㆤศ㔝࡛ࡢಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫᕷሙࢆฟ࣭⫱ᡂࡋࠊㆤ࣭ㄆ▱ண㜵ࠊ
⏕άᨭࡸぢᏲࡾࠊㆤ㣗➼ࡢࠊ㧗㱋⪅ࡀᆅᇦ࡛⮬ศࡽࡋ࠸ᬽࡽࡋࢆ⥆
ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨭ࠼ࡿ㑅ᢥ⫥ࢆᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋᆅᇦ࠾ࡅࡿከ
ᵝ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚⏝⪅ࡸᐙ᪘ࠊ⮬యࡸࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ➼ࡢ㛵ಀ
⪅ࡀ㐺ษሗࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⮬యࡀၟᕤ➼ࡶ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊ
ࢣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡸ㧗㱋⪅➼ᑐࡋࠊᆅᇦࡢಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡘ࠸࡚ࡢㄝ
᫂ࡸయ㦂ࢆᐇࡍࡿ࡞ࡢྲྀ⤌ࢆᨭࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ་⒪࣭ㆤ㛵
ಀ⪅➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡋࠊㆤ㣗ရࡢᬑཬྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᮏᖺᗘ
୰ᐇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᆅᇦ࠾࠸࡚⮬యẸ㛫ᴗ⪅ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕᆅᇦໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ྥࡅࡓබⓗㆤಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢཧ⪃
㞟㸦ಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫά⏝࢞ࢻࣈࢵࢡ㸧ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕
ປാ┬࣭⤒῭⏘ᴗ┬࣭㎰ᯘỈ⏘┬సᡂ㸧ࢆά⏝ࡋ࡚ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᬑཬࡉࡏ
࡞ࡀࡽࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᢸ࠸ᡭࡋ࡚Ẹ㛫ᴗ⪅ࡢά⏝ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ᪨⮬
యᑐࡋ࡚࿘▱ၨⓎࢆ⾜࠺ࠋ



ᮇᚅࡉࢀࡿศ㔝ࢆ᫂☜ࡋࡘࡘࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ࣔࢹࣝᵓ⠏ࢆඹྠ࡛⾜࠺᪨
ࢆ♧ࡋࡓᇶᮏᣦ㔪ࢆࠊᮏᖺᗘ୰⟇ᐃࡍࡿࠋ⟇ᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᆅᇦ
࠾࠸࡚ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࠼ࡤࠊデᮍཷデ⪅ࢆ
ᑐ㇟ࡋ࡚ษࢀ┠࡞࠸ᑐᛂࢆ⾜࠺㝿ࡢࠊẸ㛫ᴗ⪅ࠊಖ㝤⪅ࠊ⮬యࠊ
་⒪ᶵ㛵➼ࡢ㐺ษ࡞ᙺศᢸࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚⪃࠼᪉ࢆ♧ࡍࡃࠊḟ
ୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟࠾࠸࡚ࠊ㛵ಀ⪅࡛㐃ᦠࡋ᳨࡚ウࡋࡓୖ࡛ࡲ
ࡵࡿࠋࡇࡢᇶᮏᣦ㔪ᇶ࡙ࡁࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࠊᆅᇦ∧ḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ
⏘ᴗ༠㆟➼ࢆά⏝ࡋࠊᆅᇦ࠾࠸࡚་⒪࣭ㆤ㛵ಀ⪅බⓗಖ㝤እࢧ
࣮ࣅࢫᴗ⪅ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࢆ⾜࠺ࣔࢹࣝࡢ☜❧ྥࡅ࡚ᐇ
ドࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦࡢᶓᒎ㛤ࢆ┠ᣦࡍࠋ
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յಖ㝤⪅ᶵ⬟ࡢᙉ➼ࡼࡿᗣ⤒Ⴀࡸࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬➼ࡢ᭦࡞
ࡿྲྀ⤌ᙉ
ᗣ⤒Ⴀࡸࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬ࢆ㏻ࡌࡓᴗࡸಖ㝤⪅➼ࡼࡿᗣ࣭ண
㜵ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿࠋᗣ⤒Ⴀࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉁ࡢྥୖ᭦࡞ࡿᬑ
ཬࡢࡓࡵࠊᗣ⤒Ⴀ㖭ࢆ⥅⥆ᐇࡋࠊ㑅ᐃ᪉ἲࡢᨵၿࢆ⾜࠺ࡶࠊ
ಶูᴗࡢᗣ⤒Ⴀࡢྲྀ⤌ᴗᴗ⦼➼ࡢ㛵ಀᛶࡘ࠸࡚⤒ႠᏛⓗど



մ᪂ࡓ࡞ᗣᑑᘏఙ⏘ᴗࡢ⮬❧ⓗฟྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
ᗣᑑᘏఙ⏘ᴗࡀᣢ⥆ⓗ࣭⮬❧ⓗฟࡉࢀ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚ
ഛࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⏘ᴗ➇தຊᙉἲࡢࢢ࣮ࣞࢰ࣮ࣥゎᾘไᗘࢆά⏝ࡋࠊ
ᗣ࣭་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿ㛵ಀἲ௧ࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆ᫂ࡽࡍࡿࡶࠊ
ᚋྠᵝࡢ┤㠃ࡍࡿ᪂つᴗ⪅ࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺ࠊᏳᛶࡸබ⾗
⾨⏕ࡢほⅬࡶ㓄៖ࡋࡓୖ࡛ࠊࢢ࣮ࣞࢰ࣮ࣥゎᾘࢆᩚ⌮࣭බ⾲ࡋ࡚
࠸ࡃࠋࡲࡓࠊᆅᇦ⤒῭άᛶᨭᶵᵓ㸦5(9,&㸧ࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡸᅋయ࣭
࣋ࣥࢺ➼㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂ᴗฟᚲせ࡞㈨㔠౪⤥㸦ᆅᇦ࣊ࣝࢫࢣ
⏘ᴗᨭࣇࣥࢻ➼㸧ࠊᴗᨭேᮦࡢ౪⤥ࠊඃⰋࡢ㢧ᙲ➼ࢆ᭷
ᶵⓗࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡛ࠊ࣊ࣝࢫࢣศ㔝ࡢ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒సࡾࢆ⾜࠺ࠋຍ
࠼࡚ࠊ㣗࣭㎰ࠊほගࠊࢫ࣏࣮ࢶ࡞ࡢᆅᇦ㈨※➼ࢆά⏝ࡋࡓ⏘ᴗฟࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡶࠊ㧗㱋⪅≉᭷ࡢᝈࡢゎ᫂ࡸ⪁࣭ຍ㱋ࡢไᚚࡘ
࠸࡚ࡢᇶ♏◊✲ࡢ᥎㐍ࠊ⮬య࡛ࡢᗣᑑᘏఙྥࡅࡓ⏘ᴗ⫱ᡂࢆಁ
㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣥࣃࢡࢺ࣭࣎ࣥࢻࡢ♫ᐇྥࡅࡓ᳨ウ
ࢆ㐍ࡵࡿࠋ



ࡿࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭✚࣭ホ౯ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウ╔ᡭࡋࠊ᮶ᖺᗘ୰
ࢆ┠㏵ලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࡍࡿࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࡢᖜᗈ࠸࿘▱ࢆᅗ
ࡿࠋࡲࡓࠊᗣ㛵㐃ࡢ㣗ᕷሙࡘ࠸࡚ࡶࠊ㣗ရ➼ࡢᡂศࡸ㣗⩦័ሗࡶ
ྲྀࡾ㎸ࢇࡔࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝ᇶ┙ࢆᵓ⠏ࡋࠊಶูࡢ⏕ά⩦័ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓ㣗⏕άࡢࢧ࣏࣮ࢺࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢⓎᒎࡘ࡞ࡆࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ࡢྲྀ⤌ࢆࠊ࣊ࣝࢫࢣศ㔝࠾࠸࡚⥲ྜⓗά
⏝ࡍࡿ᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊ࠼ࡤࠊ࣊ࣝࢫࢣࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿᴗ⪅ࡀ
⮬ࡽሗⓏ㘓ࢆ⾜࠸ࠊ⏝⪅ࡀࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ⤌ࡳ㸦࠼
ࡤࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࠾ࡅࡿ࣊ࣝࢫࢣࢧ࣮ࣅࢫࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼㸧
ࢆ᳨ウࡋࠊḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟࠾࠸࡚᮶ᖺኟ㡭ࡲ࡛᪉㔪ࢆ
ࡲࡵࡿࠋ
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ࣟ࣎ࢵࢺ࣭ࢭࣥࢧ࣮➼ࡢᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓㆤࡢ㉁࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖ
⾜ᨻࡀồࡵࡿᖒ⚊➼ࡢᩥ᭩㔞ࡢ༙ῶྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ⌧ሙ
ࡢࢽ࣮ࢬࢆᫎࡋࡓ࠸ࡸࡍ࠸ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢ㛤Ⓨᨭࡸࣟ࣎ࢵࢺࡸࢭ
ࣥࢧ࣮ᢏ⾡ࡢㆤ⌧ሙࡢᑟධࢆ᭦㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢᑟධ
ࡼࡿㆤ⌧ሙࡢ⏕⏘ᛶྥୖ࡞ࡢ࢘ࢺ࣒࢝ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭ศᯒࢆ⾜
࠺ࡓࡵࠊᐇドࢆ⾜࠺ࣇ࣮ࣝࢻࢆ᪩ᛴỴᐃࡋࠊᮏᖺᗘ୰ᴗࢆ㛤ጞ
ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭ศᯒ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊㆤ⌧ሙ࡛
ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸពᕤኵࢆᘬࡁฟࡍࣥࢭࣥࢸࣈࡢどⅬࡶ⪃៖
ࡋࡘࡘࠊㆤ⌧ሙࡢ㈇ᢸ㍍ῶ㈨ࡍࡿᙧ࡛ࡢࠊㆤሗ㓘ࡸேဨ㓄⨨࣭
タࡢᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ➼ࡢᑐᛂࡶྵࡵࠊไᗘୖࠊࣟ࣎ࢵࢺ➼ࢆ⏝࠸ࡓㆤ
ࡘ࠸࡚㐺ษホ౯ࢆ⾜࠺᪉㔪ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ᮶ᖺᗘ୰⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ



Ⅼࡶ㋃ࡲ࠼ࡓศᯒ࣭◊✲ࢆᮏᖺᗘ୰ᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏᗣ㆟
࠾࠸࡚ࠊᗣ⤒Ⴀྲྀࡾ⤌ࡴᴗࢆ  ᖺࡲ࡛  ♫ࡍࡿࠋ୰ᑠ
ᴗྥࡅࡣࠊᗣ⤒ႠඃⰋἲேㄆᐃไᗘࢆᮏᖺ⛅ࢆ┠㏵㛤ጞࡍࡿ
ࡶࠊẸ㛫ᴗ⪅㐃ᦠࡋ࡚ࠊㄆᐃᴗᑐࡍࡿ㔠⼥ᕷሙࡸປാᕷሙ
࠾ࡅࡿࣥࢭࣥࢸࣈࡀࡉࢀࡿ⤌ࡳࡢ᳨ウࢆᮏᖺᗘ୰⾜࠺ࠋ
࠶ࢃࡏ࡚ࠊᗣ⤒Ⴀࢻࣂࢨ࣮ࡢᬑཬಁ㐍➼ࢆ㏻ࡌࡓࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᥦ౪
ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬ࡢᅜᒎ㛤ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࠊಖ㝤⪅ᶵ⬟ࢆⓎ
ࡍࡿࡢࡩࡉࢃࡋ࠸つᶍࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊಖ㝤⪅ࡼࡿࢹ࣮ࢱࡢ㞟
⣙࣭ศᯒࡸಖᣦᑟࡢඹྠᐇ➼ࢆᨭࡍࡿࡶࠊ,&7 ௦ࡩࡉ
ࢃࡋ࠸ᑂᰝᨭᡶᶵ㛵ࡢᅾࡾ᪉ࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ,&7 ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ➼ࢆ
ά⏝ࡋࡓಖ㝤⪅ᶵ⬟ࡢᙉࢆᅗࡿࠋࡉࡽࠊࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫィ⏬➼ࡢಖ㝤
⪅ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ㝤⪅ࡀẸ㛫ࡢ࣊ࣝࢫࢣᴗ⪅ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ
⿕ಖ㝤⪅➼ࡢᗣ࣭ண㜵ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆຠᯝⓗ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊཌ⏕
ປാ┬ࡢẸ㛫ᴗ⪅ά⏝࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ➼࠾࠸࡚ࠊẸ㛫ᴗ⪅ࡢ
ά⏝ᣑྥࡅࡓᐇែᢕᥱࡸㄢ㢟ᩚ⌮➼ࢆ⾜࠸ࠊಖ㝤⪅ࡀẸ㛫ᴗ⪅ࢆ
㑅ࡪ㝿ࡢ␃ពⅬࡢᩚ⌮ࠊຠ⋡ⓗ࡞ᴗ⪅㑅ࡧࡢᡭἲࠊᴗ⪅ࡢ㉁ྥୖ
ྥࡅࡓሗ㛤♧ࡢᅾࡾ᪉➼ලయⓗ࡞ᑐᛂࡘ࠸࡚ᮏᖺᗘ୰୍ᐃࡢ⤖
ㄽࢆᚓࡓୖ࡛ࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ᚲせ࡞ᑐᛂࢆᐇࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᖺᗘ
ึࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ᐇࡉࢀࡓࠕࢹ࣮ࢱ࣊ࣝࢫ࣭ண㜵ࢧ࣮ࣅࢫぢᮏᕷࠖࡘ
࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰ᅜ」ᩘ㒔ᕷつᶍࢆᣑࡋ࡚ᐇࡋࠊᖜᗈࡃಖ㝤⪅࣭
⮬యẸ㛫ᴗ⪅ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࠋ
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་⒪࣭ㆤ➼ศ㔝࠾ࡅࡿ ,&7 ࡢᚭᗏ
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ղࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱά⏝ࡼࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥಁ㐍ࠊ་⒪⌧ሙࡸᨻ⟇
ࡢά⏝
ᅜ➼ࡀಖ᭷ࡍࡿ་⒪➼ศ㔝ࡢ㛵㐃ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ་⒪➼
ศ㔝ࢹ࣮ࢱά⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ḟୡ௦་⒪ ,&7 ᇶ
┙༠㆟⟇ᐃ㸧ᩚ⌮ࡋࡓࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝἢࡗ࡚ࠊᝈ⪅ࢹ࣮ࢱࡢ㛗ᮇ㏣
㊧ࡸࠊ་⒪ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒㸦0,'1(7㸧ᇶ┙ᩚഛᴗࡸᑠඣ
⸆ሗ㞟ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛᴗ➼ࡢྛࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㛫ࡢ㐃ᦠࠊẸ㛫
ά⏝ࡢᣑྥࡅ࡚ࠊ╔ᐇᑐᛂࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪤Ꮡࡢἲ௧ࡢ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊ་⒪➼ศ㔝ࡢሗࢆά⏝
ࡋࡓ⸆ࡸ⒪ࡢ◊✲㛤Ⓨࡢಁ㐍ྥࡅ࡚ࠊ⒪ࡸ᳨ᰝࢹ࣮ࢱࢆᗈࡃ
㞟ࡋࠊᏳ⟶⌮࣭༏ྡࢆ⾜࠸ࠊ⏝ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ᇶ
┙ࡋ࡚ࠕ௦⌮ᶵ㛵㸦௬⛠㸧ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊḟୡ௦་⒪ ,&7 ᇶ┙༠㆟
➼࠾࠸࡚ࠕ௦⌮ᶵ㛵㸦௬⛠㸧ࠖಀࡿไᗘࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ
࠼࡚ࠊ᮶ᖺ୰ࢆ┠㏵ᡤせࡢἲไୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࠼ࡤࠕ௦



ձ་⒪➼ศ㔝࠾ࡅࡿ ,' ࡢᑟධ➼
་⒪➼ศ㔝࠾ࡅࡿ␒ྕไᗘࡢά⏝➼㛵ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 
ᖺ  ᭶  ᪥ྠ◊✲ྲྀࡾࡲࡵ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ་⒪ಖ㝤ࡢ࢜ࣥࣛࣥ㈨
᱁☜ㄆཬࡧ་⒪➼ ,' ไᗘࡢᑟධࡘ࠸࡚ࠊ ᖺᗘࡽࡢẁ㝵ⓗ㐠⏝
㛤ጞࠊ ᖺࡽࡢᮏ᱁㐠⏝ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᮏᖺᗘ୰ලయⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒
ࡢ⤌ࡳ࣭ᐇົ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ᮶ᖺᗘࡽ╔ᐇࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࢆᐇ
⾜ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊබⓗಶேㄆドࡸ࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻ࡞࢜ࣥࣛࣥ㈨
᱁☜ㄆࡢࣥࣇࣛࢆά⏝ࡋࠊᅜẸࡗ࡚Ᏻ࡛౽ᛶࡀឤࡌࡽࢀࡿᙧ
࡛ᑟධࡀ㐍ࡴࡼ࠺࡞タィࡋࡓୖ࡛ࠊ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊබ㈝㈇ᢸ
་⒪ࡢ㐺ṇ࡞㐠⏝ࡢ☜ಖࡢほⅬࡽࡶࠊ㏿ࡸ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ࡛ࡁࡿ㝈
ࡾ᪩ᮇᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ་⒪➼ศ㔝ࡢࢹ࣮ࢱࡢᚭᗏⓗ
࡞ࢹࢪࢱࣝࡸᚲせ࡞ᶆ‽ࡢྲྀ⤌ࡶ᥎㐍ࡍࡿࠋ



 ࡲࡓࠊㆤᴗົ➼㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢᶆ‽ࠊㆤグ㘓ࡢ ,&7 ࡼࡿ
ᴗົศᯒ࣭ᶆ‽ࠊ㐺ษ࡞ࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᡭἲࡢᬑཬ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁
ࡢホ౯ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡼࡾࠊㆤᴗົࡢᨵၿࢆಁ㐍ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬❧ᨭ
㈨ࡍࡿ㐺ษ࡞ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ᥎㐍ࡼࡿ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡶࠊㆤ
ᴗົࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓㆤ⫋ဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡿࠋ
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ճಶேࡢ་⒪࣭ᗣ➼ሗࡢ⤫ྜⓗ࡞ά⏝
࢙࢘ࣛࣈࣝ➃ᮎࡽࡢሗ㞟➼᪂ࡓ࡞ᙧែࡀ⌧ࢀࠊ་⒪࣭ᗣ➼
㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉ࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊẸ㛫ࡢព
ᕤኵࢆ⏕ࡋࡓᗣ⟶⌮ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢ᪂ࡓ࡞ࢧ࣮ࣅࢫᕷሙࡢⓎᒎࢆぢ
㉺ࡋ࡚ࠊᚲせ࡞⎔ቃᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎࡣࠊಶࠎேࡢ≧ἣྜࡗࡓ
ࠕಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫࠖࡢᥦ౪ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊಖ㝤⪅࣭ᴗࡀ᭷ࡍࡿ
ࣞࢭࣉࢺ࣭デ࣭࢙࢘ࣛࣈࣝ➃ᮎ➼ࡽ᪥ᖖⓗྲྀᚓ࡛ࡁࡿᗣሗ
ࢆࠊᑐ㇟⪅ࡢྠពࡢୗ࡛㞟⣙࣭ศᯒࡋࠊಶูᗣࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
ᐇドᴗࢆᮏᖺᗘ୰㛤ጞࡍࡿࡶࠊ୰ᑠᴗࡸᆅᇦࡢᶓᒎ㛤ࢆ
ᅗࡿࠋ་⒪ಖ㝤⪅ᑐࡍࡿண㜵࣭ᗣ࡙ࡃࡾࢆᙉࡍࡿࣥࢭࣥࢸࣈ
ᨵ㠉ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡶྵࡵࠊ,&7 ➼ࢆά⏝ࡋࡓண㜵࣭ᗣ
࡙ࡃࡾࣥࢭࣥࢸࣈࡀࡉࢀࡿࡼ࠺タィࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᝈ⪅ᮏே
ࡀ ⮬ ࡽ ࡢ ⏕ᾭ ࢃ ࡓ ࡿ ་ ⒪➼ ࡢ ሗ ࢆ ⤒ ᖺⓗ ᢕ ᥱ ࡛ ࡁ ࡿ ⤌ ࡳ
㸦3HUVRQDO+HDOWK5HFRUG㸦3+5㸧㸧ࡢᵓ⠏ྥࡅࠊḟୡ௦་⒪ ,&7 ᇶ┙
༠㆟ࡢ㆟ㄽࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊࢹ࣮ࢱࡢ࡞ὶ㏻ࡸᴗ⪅ࡢ㐠Ⴀࣔ
ࢹࣝ➼ࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ◊✲ࢆᮏᖺᗘ୰㛤ጞࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢྛ✀ࡢᗣ
⟶⌮ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࡢᥦ౪ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀࠊᅜẸࡢᗣቑ㐍ࡸ⏕άࡢ㉁ࡢྥ
ୖ㈨ࡍࡿࡶ࡞ᙧ࡛Ⓨᒎࡍࡿࡼ࠺ࠊ┦ࡢྲྀ⤌ࡢ㐃ᦠࡸᚲせ
࡞࣮ࣝࣝ➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶࠊ୪⾜ࡋ࡚ࠊᗣ࣭་⒪ᡓ␎᥎㐍ᮏ㒊ࡢ
ୗࠊྛ┬➼ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᚲせ࡞᳨ウ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
   ᖺᗘࡲ࡛ࢆ┠ᶆࡋࡓᆅᇦ་⒪ሗ㐃ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᅜྛ



⌮ᶵ㛵㸦௬⛠㸧࡛ࠖ㞟ࡉࢀࡓ⭾࡞ࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ་⒪⌧ሙ࢚ࣅ
ࢹࣥࢫᇶ࡙ࡃデ⒪ᨭࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿ➼ࠊ་⒪㛵ಀ⪅ࡸ
ᝈ⪅ࡀ࣓ࣜࢵࢺࢆឤࡌࡽࢀࡿ⤌ࡳ࡞ࡿࡼ࠺㛵ಀྛ┬➼࡛㐃ᦠࡋ࡚
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡽࡢࣥࣇࣛࡶ᭱㝈ά⏝ࡋࡘࡘࠊ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓᝈ⪅࣭
ᅜẸᮏࡢ་⒪➼ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡸᣢ⥆ྍ⬟࡞་⒪➼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⌧ࠊ
⏘ᐁᏛࡀ୍య࡞ࡗࡓ◊✲㛤Ⓨࡸ᪂つࢧ࣮ࣅࢫࡢฟྥࡅ࡚ࠊᝈ⪅࣭
ᅜẸࠊ་⒪➼ࡢ⌧ሙࡗ࡚౯್࠶ࡿࢹ࣮ࢱࡀࠊ་⒪➼ࡢ⌧ሙࡀయ
࡞ࡗ࡚⮬ᚊⓗసࡽࢀ࡚࠸ࡃḟୡ௦ᆺࡢ་⒪ሗࡢඹ㏻ࣥࣇࣛࡸࣉ
ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒➼ࡢᅾࡾ᪉ࡸᐇ⌧᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊಖ་⒪ศ㔝࠾ࡅࡿ
,&7 ά⏝᥎㐍᠓ㄯ࠾࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊཌ⏕ປാ┬➼࠾
࠸࡚ᚲせ࡞ᑐᛂࢆᐇࡍࡿࠋ
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ղࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏➼ࡼࡿࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍
ᅜ❧㧗ᗘᑓ㛛་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦1&㸧ࡸᏛ➼ࡀᵓ⠏ࡍࡿᝈⓏ㘓ࢩ
ࢫࢸ࣒࡞ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠺ࠕࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡢᵓ⠏ࢆ᥎㐍ࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞⮫ᗋ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ㐍
ࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡢ᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇ⒪ࡼࡿඛไ་⒪ࡸࠊᝈ⪅ࡢಶேᕪࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓಶู་⒪ࠊ⏕་⒪࠸ࡗࡓඛ➃ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࠊຠᯝⓗ࡞་



ձ་⒪ศ㔝ࡢ◊✲㛤Ⓨࡢ᥎㐍
ᖺ㸲᭶㸯᪥Ⓨ㊊ࡋࡓᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
㸦$0('㸧࠾࠸࡚ࠊᇶ♏◊✲ࡽᐇ⏝ࡲ࡛ษࢀ┠࡞࠸◊✲⟶⌮࣭ᨭ
ࢆ୍యⓗ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ᪥ᮏⓎࡢ㠉᪂ⓗ࡞་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࡢ
ฟྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ་⸆ရฟࠊ་⒪ᶵჾ㛤
Ⓨࠊ㠉᪂ⓗ࡞་⒪ᢏ⾡ฟᣐⅬࠊ⏕་⒪ࠊ࣮࢜ࢲ࣮࣓ࢻ࣭ࢤࣀ࣒་
⒪ࠊࡀࢇࠊ⢭⚄࣭⚄⤒ᝈࠊ᪂⯆࣭⯆ឤᰁࠊ㞴➼ࡢ㡿ᇦࡈࡢྲྀ
⤌ࡢຍ㏿࣭㔜Ⅼࢆᅗࡿࠋ᪂⯆࣭⯆ឤᰁ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞࣡ࢡ
ࢳࣥࡸࠊ᪂ࡓ࡞ᢠ⳦⸆࣭ᢠ࢘ࣝࢫ⸆➼ࡢ㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⮫ᗋ
◊✲㛵ࡍࡿἲⓗᯟ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊ⊂❧⾜ᨻἲே་⸆ရ་⒪
ᶵჾ⥲ྜᶵᵓ㸦30'$㸧ࡢయไᙉ➼ࢆᅗࡾࡘࡘࠊᅜ㝿Ỉ‽ࡢ㉁ࡢ㧗࠸⮫
ᗋ◊✲࣭㦂ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ࢝ࢹ࣑⸆ࡢᴗ㛤Ⓨࡢ⛣⾜ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᴗࡢ
ᡓ␎➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⸆ࡢᨭᶵ⬟ࢆᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋල
యⓗࡣࠊ⸆ࢩ࣮ࢬࡢ㛤Ⓨᒁ㠃ᛂࡌࡓᐁẸඹྠࡢᨭయไࡸࠊ▱㈈
ᶒࡢࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ࡞యไࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

᪥ᮏⓎࡢඃࢀࡓ་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࡢ㛤Ⓨ࣭ᴗࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ᕷሙ⋓ᚓ࣭ᅜ㝿㈉⊩



ᆅࡢᬑཬྥࡅ࡚ࠊᆅᇦ་⒪ㆤ⥲ྜ☜ಖᇶ㔠ࡼࡿᗋࡢᶵ⬟ศ
࣭㐃ᦠࡢࡓࡵࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏㈝⏝ࡢᨭࡸデ⒪ሗ㓘࠾ࡅࡿ ,&7
ࢆࡗࡓሗ㐃ᦠࡢホ౯ࢆά⏝ࡍࡿࡶࠊ┦⏝ࡀྍ⬟࡞ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࡢ⤌ࡳࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢⓎಙࢆᮏᖺᗘ୰⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ་⒪
ࡢᚲせᛶࡀ㧗࠸㔜ᚰ㌟㞀ᐖ⪅➼ࡀᅜࡇ࡛ࡶᏳᚰࡋ࡚ᩆᛴ་⒪ࢆ
ཷࡅࡽࢀࡿࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ

75

մ␗ᴗ✀ࡸ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡶྵࡵࡓ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
་⒪⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓඃࢀࡓ་⒪ᶵჾ➼ࡢ㛤Ⓨ࣭ᴗྥࡅ࡚ࠊ
Ẹ㛫㈨㔠ࡶά⏝ࡋࡘࡘࠊ␗ᴗ✀ࡽࡢཧධࠊ〇ရࢥࣥࢭࣉࢺ࡙ࡃࡾࠊ▱
㈈ᡓ␎ࠊேᮦ⫱ᡂࠊ㈍㊰㛤ᣅ➼ࢆᨭࡍࡿࡶࠊ་⒪⌧ሙ་⒪ᶵ
ჾࡢ㛤Ⓨᴗ⪅ࠊ␗ᴗ✀ཧධᴗ⪅ࠊᆅᇦᨭᶵ㛵➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦་
⒪ᶵჾ㛤Ⓨᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࢆᙉࡍࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪⌧ሙࡶ㐃ᦠࡋࠊ



ճಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡉࢀࡓࢤࣀ࣒་⒪ࡢᐇ⌧➼
ࢤࣀ࣒ሗࡢ་⒪ࡢᐇ⏝ࡀ㐍ࡴࠊࡀࢇࠊ㞴࣭ᕼᑡ㡿ᇦࡘ
࠸࡚ࠊࢤࣀ᳨࣒ᰝ࣭ゎᯒࠊゎ㔘➼㛵ࡍࡿ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿ་⒪ᶵ㛵
ࢆྵࡵࡓࢤࣀ࣒་⒪ᥦ౪యไࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊࢤࣀ࣒ሗࢆ⏝
࠸ࡓ᪂ࡓ࡞〇ရཬࡧᢏ⾡ࡢ⮫ᗋ࠾ࡅࡿᬑཬྥࡅࡓㄢ㢟ゎỴࡘ࠸
᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ྥࡅ㑇ఏᏊ᳨ᰝࣅࢪࢿࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊᗣቑ㐍➼ᛂ⏝
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࠊ㑇ఏᏊ᳨ᰝࡢရ㉁࣭⢭ᗘ⟶⌮ࠊ⛉Ꮫⓗ
᰿ᣐᇶ࡙࠸ࡓሗᥦ౪ࠊಶேሗࡢಖㆤࢆᅗࡿ➼ࠊ࡞Ⓨᒎࢆᅗࡿࠋ



⒪ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊᴗࠊ◊✲ᶵ㛵➼ࡀ⥭ᐦ㐃ᦠࡋࠊேᕤ
▱⬟ࠊ,R7 ᢏ⾡ࠊ㧗⢭⣽ᫎീᢏ⾡➼ࢆά⏝ࡋࡓデ᩿ᨭࢩࢫࢸ࣒࡞ࡢ
㛤Ⓨᨭࡸࠊࡑࢀࡽࡢᐇ⏝ᙜࡓࡗ࡚せ࡞ࡿᛶ⬟ࡸᏳᛶࡢホ౯ᢏ
⾡࣭యไࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊேᕤ▱⬟ࢆά⏝ࡋࡓ་⒪デ᩿ᨭࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆྵࡵ㐺⏝ࡉࢀࡿࠕ་⒪ᶵჾࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᢎㄆ⏦ㄳ㛵ࡍࡿ࢞ࢲ
ࣥࢫࠖ
㸦ᮏᖺ㸱᭶  ᪥බ⾲㸧ࡢ࿘▱ࢆᅗࡾᐇ⏝ࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡶࠊ
⏕་⒪➼〇ရࡸࣂ࢜་⸆ရࡢ〇㐀ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊ᪩ᮇデ᩿ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
➼ࢆᨭࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊ⊂❧⾜ᨻἲே་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵᵓ㸦30'$㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ
⸆ᡓ␎┦ㄯࡼࡿᐇ⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢᨭࢆᙉࡍࡿࡶࠊ⮫ᗋ
ヨ㦂ᡂ⦼➼ࡢࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࠊࢹ࣮ࢱゎᯒ➼ࡼࡿ᪂ࡓ࡞⸆ຠホ
౯ࡢᣦᶆ࣭ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡸ࢞ࢻࣛࣥసᡂ➼ࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓᴗࡼࡿ
㛤Ⓨಁ㐍ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊᮏᖺᗘࡽヨ⾜ⓗྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࡋࡓୖ࡛ࠊ
 ᖺࡣᮏ᱁ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࣞࢠࣗࣛࢺ࣮ࣜࢧ࢚ࣥࢫࢭࣥࢱ࣮ࢆ
タ⨨ࡍࡿࠋࡑࡢྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ0,'1(7 ࡢデ⒪ࢹ࣮ࢱཬࡧ 1& ➼ࡢᝈⓏ
㘓ሗࡢゎᯒࡸࠊᴗࡸ་⒪ᶵ㛵࡛ࡢ 0,'1(7 ࡢά⏝ಁ㐍ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏳ
ᑐ⟇ࡢᙉࢆᅗࡿࠋ
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յࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡢ⋓ᚓ࣭ᅜ㝿㈉⊩
 ᪥ᮏⓎࡢ་⒪࣭ㆤཬࡧ་⒪ᶵჾ➼ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙ࡛ࡢᬑཬࡢࡓࡵࠊ
┦ᡭᅜ࣭ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓᛶ⬟࣭౯᱁Ỉ‽ࡢ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪ᶵჾ➼ಀࡿᐇ⏝ⓗ࡞ホ౯ἲࢆୡ⏺ඛ㥑ࡅ࡚ᥦࡋࠊ
つไ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᇶ‽ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᅜ㝿ᶆ‽ࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࠋ
་⒪࣭ㆤࡢᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ࠺ࡕࠊ࢘ࢺࣂ࢘ࣥࢻࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍
⯡♫ᅋἲே࣓ࢹ࣭࢚࢝ࣝࢡࢭࣞࣥࢫ࣭ࢪࣕࣃࣥ㸦0(-㸧ࡸ⊂❧⾜ᨻἲே
᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓ㸦-(752㸧➼ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᾏእ࡛᪥ᮏࡢ་⒪ᶵ㛵➼
ࡀ㐠Ⴀࡍࡿ⌧ᆅ་⒪ᶵ㛵㸦᪥ᮏᘧ་⒪ᣐⅬ㸧ࡢタ❧ᨭࡸࠊྛᅜ࡛ࡢே
ᮦ⫱ᡂ࣭ไᗘᩚഛࣃࢵࢣ࣮ࢪࡋࡓຠᯝⓗ࡞་⒪࣭ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡸ་
⒪ᶵჾ࣭་⸆ရ➼ࡢ㈍㊰㛤ᣅ࣭௳⤌ᡂᨭࢆ⾜࠺ࠋ་⒪ᶵჾࡢᕷሙ㛤
ᣅࢆ୍ᒙ㐍ࡵࡿᙜࡓࡾࠊ་⒪ᶵჾࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫయไࡢᵓ⠏࣭ᐇࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋ
ྛᅜ࡛ࡢไᗘᩚഛࢆぢ㉺ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊ᪥ᮏࡀᅜ
㝿ಖಀࡿ࣮ࣝࣝᙧᡂࡢሙ࡛ᑟᶒࢆᥱࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᅜ㝿ಖ
ᨻ⟇ேᮦࡢ⫱ᡂ➼ࢆᢸ࠺ேᮦᡓ␎ࡢྖ௧ሪࡢタ⨨➼ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ
ࠊ30'$ ࡢࢪ་⸆ရ་⒪ᶵჾࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿ◊ಟ➼ࢆ



ࢽ࣮ࢬࢆຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗ㞟࣭ศᯒࡍࡿయไࢆᙉࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᆅ
ᇦࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢቑຍ࣭Ⓨᒎྥࡅ࡚ࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥྲྀࡾ⤌ࡴ୰ᑠ
ᴗࡶྵࡵࠊಖ㝤㐺⏝࣭ᅜ㝿ᒎ㛤➼ࡢฟཱྀᡓ␎ࢆぢᤣ࠼ࡓ་⒪ᶵჾ㛤Ⓨே
ᮦࡢ⫱ᡂࢆᙉࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊ་⒪ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᢸ࠺࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢ⯆㛵ࡍࡿ
᠓ㄯ࠾࠸࡚ࠊ་⒪⣔࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢᑗ᮶ࣅࢪࣙࣥࡸᇶ♏◊✲ࡽ⸆
⏦ㄳ➼ࡲ࡛ぢᤣ࠼ࡓᨭࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᑐࡍࡿ◊✲ᨭ
ࡢᐇࠊேᮦ☜ಖࡢᨭࠊ⸆ࡸ⸆౯ࡢ┦ㄯᨭࡢᐇࠊཌ⏕ປാ┬
➼ࡼࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭయไࡢ☜ಖ࡞ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊࡑࡢᥦゝ➼ࢆ㋃
ࡲ࠼࡚ࠊ་⒪⣔࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢᨭ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇࡼࡾࠊᏛࡸ◊✲
ᶵ㛵➼࡛Ⓨぢࡉࢀࡓඃࢀࡓ་⸆ရ࡞ࡢࢩ࣮ࢬࡢᐇ⏝ࢆຍ㏿ࡍࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡶྵࡵ࡚ࠊ⸆ࢩ࣮ࢬ࣭ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᒁ㠃ᛂࡌࡓᨭࢆ᥎㐍
ࡋࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢຍ㏿ࢆᅗࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㏻ࡌ࡚ࠊඃࢀࡓ་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ࢚ࢥࢩࢫࢸ
࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊᗣᑑࡢᘏఙࡸࠊ་⒪ࡢ㉁ࡢྥୖࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࠋ
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ࠕᆅᇦ་⒪㐃ᦠ᥎㐍ἲேࠖไᗘࡢලయ
」ᩘࡢ་⒪ἲே➼ࡢ୍యⓗ⤒Ⴀࢆྍ⬟ࡍࡿࠕᆅᇦ་⒪㐃ᦠ᥎㐍ἲேࠖ
ไᗘࡢタ➼ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ་⒪ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲ
ᚊ➨  ྕ㸧ࡢᡂ❧ࢆཷࡅࠊ᮶ᖺ㸲᭶ࡢ⾜ྥࡅ࡚ࠊ࠸ᡭࡢⰋ࠸ไ
ᗘ࡞ࡿࡼ࠺ᨻ┬௧➼ࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊᆅᇦ࡛ࡢࡼࡾⰋ࠸་⒪
ㆤ㐃ᦠࡸࠊ་⒪ᶵ㛵ࡢ᭱㐺࡞ᴗ㐠Ⴀࠊከᵝ࡞࣊ࣝࢫࢣࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢᥦᦠࠊ་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾࡢ◊✲㛤Ⓨࡢᇶ┙ࡢᐇ➼ࡢከᵝ࡞ࡀᒎ
㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊຠᯝⓗሗⓎಙࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ㝔ࡢ୍యⓗ⤒Ⴀ

㏻ࡌࠊ᪥ᮏࡢ་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࡢつไไᗘ➼ࡢ⌮ゎࢆಁ㐍࣭ᬑཬࡋࠊ
ࢪㅖᅜࡢไᗘ㍺ฟྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊྛ✀ᅜ㝿
㆟ཬࡧᅜ㝿ᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏࡢไᗘࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᬑཬಁ㐍
ດࡵࠊಖㄢ㢟ࡢᑐᛂ࠾࠸࡚᪥ᮏࡢ⤒㦂࣭▱ぢ࣭ᢏ⾡ࡀά⏝ࡉࢀࡿ
ࡃྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 ࠕᅜ㝿ⓗ⬣ጾ࡞ࡿឤᰁᑐ⟇ࡢᙉ㛵ࡍࡿᇶᮏィ⏬ࠖ㸦ᖹᡂ 
ᖺ㸰᭶㸷᪥ᅜ㝿ⓗ⬣ጾ࡞ࡿឤᰁᑐ⟇㛵ಀ㛶㆟Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ
ឤᰁ༴ᶵࡢᅜ㐃ᶵ㛵➼ࡼࡿ㐃ᦠᑐฎࡢᯟ⤌ࡳࠊୡ⏺ಖᶵ㛵㸦:+2㸧
ࡸ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ㈨㔠ᨭࢆ⾜࠺ࠕୡ⏺࢚ࢬ࣭⤖᰾࣭࣐ࣛࣜᑐ⟇ᇶ
㔠ࠖ➼ࡢᨭࠊேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ὴ㐵➼ࡢ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࠊ㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ
⥲ྜⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞་⸆ရ➼ࡢᥦ౪᪉⟇ࡢᒎ㛤ࠊᅜෆࡢឤᰁ༴ᶵ⟶⌮య
ไ࣭ᑐ⟇ࡢᙉࠊឤᰁಀࡿ◊✲⬟ຊ࣭ᶵ⬟ࡢᙉࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲➼
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⸆⪏ᛶ㸦$05㸧ᑐ⟇ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࠖ
㸦ᖹᡂ 
ᖺ㸲᭶㸳᪥ྠ㆟Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ$05 ឤᰁ⒪⸆㛵ࡍࡿᅜ㝿ඹ㏻
⮫ᗋホ౯࢞ࢻࣛࣥࢆ⟇ᐃࡍࡿࠊ᪂ࡓ࡞ไᗘࡢᐇࢆྵࡵࠊ⸆
⪏ᛶឤᰁᑐࡍࡿ᪂⸆ࡢ㛤Ⓨಁ㐍⟇ࡢᅾࡾ᪉ࠊື≀ศ㔝ࡢᑐᛂ➼ࡘ
࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ㏵ୖᅜྥࡅࡓࠕ㢳ࡳࡽࢀ࡞࠸⇕ᖏ㸦17'V㸧ࠖ➼ᑐ
ࡍࡿ࣡ࢡࢳࣥࢆྵࡵࡓ᪂⸆㛤Ⓨࡘ࠸࡚ࡶࠊ᪥ᮏࡢ〇⸆⏘ᴗࡢඃࢀࡓ◊
✲㛤Ⓨࢆ࠸ࡋ࡚ᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋ
 ࡉࡽࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻࡢ᥎㐍ࡋ࡚ࠊゼ᪥እᅜேྥࡅࡢ་⒪ᥦ౪㸦
࠼ࡤ㧗ᗘ࡞⒪ࢆ┠ⓗࡋࡓΏ⯟⪅ࡢ་⒪ᥦ౪ࠊほගᐈࡢ་⒪ࡢᥦ
౪㸧ࡢࡓࡵᚲせ࡞⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠺ࠋ
 ࡇࢀࡽࡼࡾࠊྛᅜࡢಖ་⒪Ỉ‽ࡢྥୖࢆࡣࡌࡵ⌧ᆅࡢㄢ㢟ゎỴ
㈉⊩ࡍࡿࡶࠊ᪂⯆ᅜࢆ୰ᚰᣑࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡢ⋓ᚓࢆᅗ
ࡿࠋ
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ࢆᚿྥࡍࡿᏛ㝃ᒓ㝔ࡢᏛࡽࡢูἲேࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕᆅᇦ་⒪
㐃ᦠ᥎㐍ἲேࠖไᗘྠࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᮏᖺ୰ᚲせ
࡞ไᗘᨵṇࢆ⾜࠺ࡶࠊ㛵ಀ⪅㐃ᦠࡋ࡚╔ᐇ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ



ㄆᐃ㎰ᴗ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ㎰ᴗᑵᴗ⪅㸯ேᙜࡓࡾࡢ✄సಀࡿ㎰ᴗ
ᡤᚓࡀ⏘ᴗᡤᚓྠ➼࡞ࡿಶู⤒Ⴀయ㸦Ỉ✄స㠃✚
KD ௨ୖᒙ㸧

⡿ࡢ㈍㔠㢠ࡀ➨㸯࡞ࡿ✄సయࡢ⤌⧊ἲே⤒Ⴀయ
㸦ᖹᆒỈ✄స㠃✚⣙ KD㸧

79

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺࡢ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟ㢠㸯┠ᶆࢆ๓ಽࡋ࡛㐩
ᡂࡍࡿࠖ
㸦 ᖺ㸸 ൨㸧
э ᖺ㸸 ൨



ࠓ.3,ࠔ
ࠕ㓗㎰ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺࡲ࡛㸴ḟ⏘ᴗࡢྲྀ⤌௳ᩘࢆ  ௳
ࡍࡿࠖ
㸦 ᖺ㸸 ௳㸧
э ᖺ㸦㸲᭶ᮎ㸧
㸸 ௳



ࠓ.3,ࠔ
ࠕ㸴ḟ⏘ᴗࡢᕷሙつᶍࢆ  ᖺ  ࡍࡿࠖ
э ᖺᗘ㸸  
 㣗ᩱ࣭㎰ᴗ࣭㎰ᮧᨻ⟇ᑂ㆟࠾࠸࡚㸴ḟ⏘ᴗࡢᕷሙつ
ᶍࡋ࡚ᩚ⌮ࡉࢀࡓࠊᚋᡂ㛗ࡀぢ㎸ࡵࡿ㸵ศ㔝㸦ຍᕤ࣭┤
ࠊ㍺ฟࠊ㒔ᕷ㎰ᒣ⁺ᮧࡢὶ➼㸧ࡢᕷሙつᶍࡢྜィ



ࠓ.3,ࠔ
ࠕᚋ  ᖺ㛫㸦 ᖺࡲ࡛㸧࡛ἲே⤒Ⴀయᩘࢆ  ᖺẚ⣙㸲
ಸࡢ㸳ἲேࡍࡿࠖ
㸦 ᖺ㸸㸯  ἲே㸧
э ᖺ㸸㸯  ἲே





ࠓ.3,ࠔ
ࠕᚋ  ᖺ㛫㸦 ᖺࡲ࡛㸧࡛㈨ᮦ࣭ὶ㏻㠃➼࡛ࡢ⏘ᴗ⏺ࡢ
ດຊࡶᫎࡋ࡚ᢸ࠸ᡭࡢࢥ࣓ࡢ⏕⏘ࢥࢫࢺࢆ⌧≧ᅜᖹᆒẚ
㸲๐ῶࡍࡿࠖ㸦 ᖺ⏘ࡢᅜᖹᆒࡢࢥ࣓ࡢ⏕⏘ࢥࢫࢺ㸸
 NJ㸧
э ᖺ⏘ࡢᢸ࠸ᡭࡢࢥ࣓ࡢ⏕⏘ࢥࢫࢺ
࣭ಶู⤒Ⴀ  NJ㸦 NJ ᑐࡋ 㸣ῶ㸧
࣭⤌⧊ἲே⤒Ⴀ  NJ㸦 NJ ᑐࡋ 㸣ῶ㸧



ࠕᚋ  ᖺ㛫㸦 ᖺࡲ࡛㸧࡛㎰ᆅ㠃✚ࡢ㸶ࡀᢸ࠸ᡭ
ࠓ.3,ࠔ
ࡼࡗ࡚⏝ࡉࢀࡿࠖ
㸦 ᖺᗘᮎ㸸㸣㸧
э ᖺᗘᮎ㸸㸣

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸱㸬ᨷࡵࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢᒎ㛤㍺ฟຊࡢᙉ
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ճ⏕⏘ᛶྥୖࢆᢸ࠺⤒Ⴀయࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ
⤒Ⴀຊࡢ࠶ࡿ㎰ᴗ⪅ࡢ⫱ᡂ
࣭ពḧ࠶ࡿ㎰ᴗ⪅ࡀࠊ࡛࢜ࣥࣛࣥࡢㅮᗙࡶά⏝ࡋࡘࡘࠊႠ㎰άື୪
⾜ࡋ࡚㈍ࠊ㈈ົࠊ⤌⧊⟶⌮➼ࡢ⤒Ⴀᚲせ࡞㡯ࢆᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁ

ղ⡿ᨻ⟇ᨵ㠉ࡢ╔ᐇ࡞ᐇ
࣭Ỉ⏣㎰ᴗࡢ➇தάᛶࡢࡓࡵࡣࠊಶࠎࡢ⤒Ⴀ⪅ࡀ⮬ࡽࡢ⤒Ⴀุ᩿
ᇶ࡙ࡁస≀ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ ᖺ⏘⡿ࢆ┠㏵ࡍࡿ
⡿ࡢ⏕⏘ㄪᩚࡢぢ┤ࡋྥࡅࡓᕤ⛬ࢆ☜ᐇᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞ᕤ⛬ࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᨻ⟇ࢆ᳨ドࡋࡘࡘࠊ᭦࡞ࡿྲྀ⤌ࡸ
⮬❧ⓗ࡞⤒Ⴀุ᩿ࢆಁࡍࡼ࠺࡞ᨻ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
࣭⡿ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㣗⏝⡿ཬࡧ㣫ᩱ⏝⡿ࢆᑐ㇟⏕⏘ᛶྥୖࡢ .3, ࢆタ
ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ3'&$ࢧࢡࣝࢆ㏻ࡌ☜ᐇ㐩ᡂࡍࡿࠋ㣫ᩱ⏝⡿ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ3'&$ ࢧࢡࣝࢆᅇࡍ๓ᥦࡋ࡚ᮏᖺ⛅ࡲ࡛⏕⏘ࢥࢫࢺࡢෆヂࢆ
ㄪᰝ࣭බ⾲ࡍࡿࡶࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌➼ࢆᇶసᡂࡋࡓ⏕⏘ࢥࢫࢺ
పῶ࣐ࢽࣗࣝࢆ⌧ሙ࿘▱࣭ᚭᗏࡍࡿࠋ

࠺ࠋ
࣭㎰ᆅὶືྥࡅࡓᆅᇦࡢ㎰ᴗ⪅➼ࡢヰྜ࠸ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㎰ᆅ
ሗࢆຠ⋡ⓗබ㛤ࡋࡘࡘࠊᶵᵓ➼ᑐࡋࠊ㎰ᴗἲே⤒Ⴀ⪅ࡸᴗ⤒Ⴀ
⪅ࡢ᭦࡞ࡿⓏ⏝࡞ᙺဨయไࡢᩚഛࠊ㎰ᆅࡢ༊⏬ᐇ⦼ࢆᣲࡆ࡚
࠸ࡿᅵᆅᨵⰋ༊ࡸ㎰ᴗጤဨ࣭㎰ᆅ⏝᭱㐺᥎㐍ጤဨࡢ㐃ᦠᙉࢆ
ྵࡵࡓ⌧ᆅ࡛ࡢࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺάືࡢᐇࠊ㐟ఇ㎰ᆅࡢㄢ⛯ᙉࡢᥐ
⨨ࡢ࿘▱㎰ᆅࡢ㞟✚࣭㞟⣙ࡢࡓࡵࡢᶵᵓ㈚ࡋࡅࡓ㎰ᆅࡢㄢ⛯
㍍ῶࡢᥐ⨨ࡢά⏝➼ࢆせㄳࡍࡿࡶࠊࡑࡢᐇ≧ἣࢆᢕᥱ࣭බ⾲
ࡍࡿࠋ
࣭┦⥆ᮍⓏグࡢ㎰ᆅࡀᶵᵓࡢά⏝ࡢ㜼ᐖせᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢᣦࡀ࠶
ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡶࠊᨻᗓయ
࡛┦⥆Ⓩグࡢಁ㐍࡞ࡢᨵၿ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭㎰ᆅࡢ༊⏬➼ࢆ㐍ࡵࡿ㎰ᆅᩚഛࡘ࠸࡚ࠊᶵᵓࡼࡾ㎰ᆅࡢ㞟✚࣭
㞟⣙ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ༊ᇦ࡛ࡢᐇࢆ୍ᒙᙉࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡼࡾᅵ
ᆅᨵⰋᴗࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏᆺ┤᥋ᨭᡶไᗘࢆ╔ᐇ᥎㐍
ࡍࡿࡶࠊ⏕⏘᮲௳ࡀ࡞୰ᒣ㛫ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ≉ᛶ
ᛂࡌࡓ⏘ᆅࡢ┈ຊྥୖࢆᅗࡿࠋ


ձ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶵᵓࡢᶵ⬟ᙉ➼
㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶵᵓࡢᖺᗘࡢᐇ⦼㸦ධ࣭㌿㈚㸧ࡣࠊึᖺᗘ㸦
ᖺᗘ㸧ࡢ㸱ಸ⛬ᗘቑࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㒔㐨ᗓ┴࡛ᶵᵓࢆ㌶㐨ࡏ
ࡿࡓࡵࠊ᭦ᨵၿࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢ⟇
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭ᶵᵓࡢᐇ⦼ྥୖࡢࡓࡵࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴▱ࡢᙉຊ࡞ᣦᑟຊࡀྍḞ
࡛࠶ࡾࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡼࡿᶵᵓά⏝ࡢࣥࢭࣥࢸࣈࡀ㧗ࡲࡿࡼ࠺ࠊ
ᐇ⦼ࢆୖࡆࡓ㒔㐨ᗓ┴ࡘ࠸࡚ྛ⯡ࡢ⟇㓄៖ࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟ
ධࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊᙜヱ⤌ࡳࡢᑐ㇟࡞ࡿண⟬㡯┠ᶵᵓᴗ
ࡢᐇ⦼ᛂࡌࡓ㓄ศ᪉㔪ࡘ࠸࡚㏿ࡸබ⾲ࡍࡿࡶࠊᙜヱ
᪉㔪ᇶ࡙࠸࡚ࠊᖺᗘࡢᶵᵓᴗࡢᐇ⦼බ⾲ᚋ㓄ศࡉࢀࡿᑐ㇟
ண⟬ࡘ࠸࡚ᶵᵓᴗࡢᐇ⦼ࢆ⪃៖ࡋࠊ㓄ศࡍࡿࡇࡍࡿࠋࡑࢀ
௨㝆ࡢ⟇㓄៖ࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡣࠊ㓄ศࡼࡿຠᯝ➼ࢆ᳨ドࡋ࡞
ࡀࡽࠊᑐ㇟ࡍࡿண⟬ࡸ㓄ศࡢ᪉ࡘ࠸࡚ᚲせᛂࡌぢ┤ࡋࢆ⾜

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ᆅᇦᐦ╔ࡋࡓ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗࢆ㐍ࡵࠊᇶᖿ⏘ᴗ
ࡋ࡚ࡢ⥔ᣢ࣭Ⓨᒎᚑ⪅ࡢᡤᚓࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࠕ᪥ᮏ⯆
ᡓ␎ࠖᇶ࡙ࡁࠊ⡿ᨻ⟇ᨵ㠉ࠊ㎰༠ᨵ㠉➼ࢆ᥎㐍ࡋࠊ㎰ᆅ୰㛫⟶⌮ᶵᵓࡢ
タ➼ࢆ㏻ࡌ㎰ᆅࡢ㞟✚࣭㞟⣙ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊKD ࢆ㉸࠼ࡿ
ࡼ࠺࡞ࡇࢀࡲ࡛࡞࠸つᶍࡢ⤒Ⴀࡶ⏕ࡲࢀࡘࡘ࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࢆ୍
ᒙຍ㏿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㸶൨ேࡢᕧᕷሙࢆࡘࡃࡾࡔࡍ 733 ࡣࠊ㎰
ᯘỈ⏘ᴗࡗ࡚ࡁ࡞ࢳࣕࣥࢫ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕᨷࡵࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࠖࡢ㌿ࡀ
୍ᒙồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࡣࠊ
ࠕ᪥ᮏ⯆ᡓ␎࡛ࠖ♧ࡉࢀࡓᨵ㠉㡯ࡸࠕ⥲ྜⓗ࡞ 733 㛵
㐃ᨻ⟇⥘ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 733 ⥲ྜᑐ⟇ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡃ⟇
ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡶࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࡸࠊ,7 ࢩࢫࢸ࣒࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮
ࢱࡢά⏝➼ࠊ⏕⏘⌧ሙࡢ࿘㎶࠶ࡿඃࢀࡓ▱ぢࢆ⤖㞟࣭ά⏝ࡋࠊୖࡆ
ࡢᣑࡸ⏕⏘ࢥࢫࢺ࣭୰㛫࣐࣮ࢪࣥࡢ๐ῶ➼ࡼࡿ⏕⏘ᛶࡢᚭᗏࡋࡓྥୖ
ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࠊϸ㸧⤒Ⴀయࡢ⫱ᡂ➼ࡼࡿ⏕⏘⌧ሙࡢᙉࠊ
Ϲ㸧㸴ḟ⏘ᴗࡢ᥎㐍➼ࡼࡿࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥࡢ㐃⤖ࠊϺ㸧ୡ⏺ࡢ㣗ᕷ
ሙࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡓࡵࡢ㍺ฟຊࡢᙉࠊϻ㸧ᯘᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗࠊϼ㸧Ỉ⏘ᴗࡢ
ᡂ㛗⏘ᴗྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

⏕⏘⌧ሙࡢᙉ
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մᡂ㛗ᚲせ࡞㈨㔠ࡢ౪⤥
࣭⤒Ⴀయࡢᡂ㛗ᒁ㠃ᑐᛂࡋࡓ࡞㈨㔠౪⤥ࢆࠊಶேಖド㐣ᗘ౫
Ꮡࡋ࡞࠸ᙧ࡛ᐇࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࠊᰴᘧ♫᪥ᮏᨻ⟇㔠⼥

ࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡢᩚഛ
࣭⤒Ⴀ⟶⌮ࢆ㐺ษ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㎰ᴗ⪅ࡢࡓࡵࡢࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺࡋ࡚ࠊ
㎰ᴗ⤒Ⴀయࡢධ╔┠ࡋࡓධಖ㝤ไᗘࡘ࠸࡚ࠊᴗㄪᰝࢆ
㐍ࡵࡿࡶࠊไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡸ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊ㛵㐃ࡍࡿไᗘ㸦㎰
ᴗඹ῭ไᗘ➼㸧ࡢᅾࡾ᪉ࢆྵࡵ᳨࡚ウࡋࠊᚲせ࡞ἲไୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎ
ࡿࠋ
࣭つᶍ⤒Ⴀࡢฟక࠺㞳㎰⪅ࡢᑵປࡢሙࡢ☜ಖࡶ㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ㎰
ᮧᆅᇦᕤᴗ➼ᑟධಁ㐍ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜
࠸㎰ᮧᆅᇦࡢ㞠⏝ࢆ㐀ࡍࡿࠋ


ḟୡ௦ேᮦࡢ☜ಖ
࣭ⱝ⪅ࡢᑵ㎰࣭ᐃ╔ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢ⟇ࡢぢ┤ࡋࡶࠊḟ
ୡ௦ࢆᢸ࠺ேᮦࡢᢞ㈨ࡘ࠸࡚ࡢ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭㎰ᐙᡤᚓࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡ࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ㎰ᴗ㛵㐃
࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢά㌍ࡸཧධࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ⾲ᙲไᗘࡢタ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ


⤒Ⴀయࡢᙉ
࣭ಶே⤒Ⴀࡢἲேࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊἲேࡢ⤒Ⴀᨵၿࢆᨭࡍ
ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㎰ᴗศ㔝࠾ࡅࡿ⛯⌮ኈࠊ୰ᑠᴗデ᩿ኈ࡞ࡢ⤒Ⴀ
ᑓ㛛ᐙࡢࡼࡾ୍ᒙࡢά㌍ྥࡅࠊ㎰ᴗศ㔝ࡢ᥋Ⅼࢆᗈࡆࡿࡓࡵࡢ
ὶࡸ⤒Ⴀᑓ㛛ᐙ㛫࡛ࣀ࢘ࣁ࢘➼ࡢඹ᭷ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ◊ಟ➼ࢆ
㒔㐨ᗓ┴༢࡛ᐇࡍࡿࠋ
࣭ಶࠎࡢ㎰ᴗ⤒Ⴀయࡀ⮬๓࡛◊✲࣭㛤Ⓨ㒊㛛ࢆᣢࡘࡇࡣᢏ⾡ⓗࠊ㈈ᨻ
ⓗᅔ㞴ࡀከ࠸ࡇࡽࠊᏛ࣭ヨ㦂◊✲ᶵ㛵➼ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㎰ᴗ⪅
➼ࡀ⏝ࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛බ⾲ࡍࡿࡶࠊ᫂☜࡞㛤Ⓨ┠ᶆᇶ࡙ࡁࠊ
Ꮫ࣭ヨ㦂◊✲ᶵ㛵࣭ᴗ࣭㎰ᴗ⤒Ⴀయࡀ୍య࡞ࡗ࡚ࠊඛ➃ᢏ⾡ࡢ
㛤Ⓨ࣭⌧ሙᐇドࢆ⾜࠺⤌ࡳࢆタࡅࡿࠋ


ࡿࡼ࠺ࠊᆅ᪉⮬యࠊᏛࠊẸ㛫ᶵ㛵➼ࡼࡿᏛ⩦ࡢሙࢆ❧ࡕୖࡆࠊ
ᐇ࣭ᙉࡍࡿࠋ
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⏕⏘㈨ᮦࡢ౯᱁ᙧᡂࡢ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋ
  ㎰ᴗ⏕⏘㈨ᮦ㸦㎰ᴗᶵᲔࠊ⫧ᩱࠊ㣫ᩱࠊ㎰⸆➼㸧ࡘ࠸࡚ࠊ㎰ᴗ⪅ࡢ
ᡤᚓྥୖࡘ࡞ࡀࡿ౯᱁ᙧᡂࡢ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ௨ୗ
ࡢ㡯➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊ⛅ࢆ┠㏵ලయⓗ࡞᪉⟇ࢆྲྀࡾࡲࡵ
ࡿࠋ
࣭㎰ᴗ⪅ࡀᑡࡋ࡛ࡶᏳ࠸⏕⏘㈨ᮦࢆ⮬ࡽ㑅ᢥࡋ࡚ㄪ㐩࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ᪉⟇
࣭㎰ᴗ⪅ࡢ┿ࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓၟရࡢᥦ౪ࡸ⏕⏘ࢥࢫࢺࡢపῶྥࡅࡓ



յ⏕⏘⌧ሙࡢ࿘㎶࠶ࡿඃࢀࡓ▱ぢࡢ⤖㞟࣭ά⏝
⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠ
࣭㎰ᴗ⏺⏘ᴗ⏺ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊ㎰እࡢ▱ぢࡢά⏝ࡼࡿ⏕⏘ᛶࡢྥ
ୖࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊඛ➃ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿᴗࡢඹྠࡼࡿ᭱ඛ➃ࡢࣔ
ࢹࣝⓗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡸࠊᆅᇦࡢၟᕤ㆟ᡤ࣭ၟᕤ➼㐃ᦠࡋࡓ᪂ၟရ
ࡢ㛤Ⓨ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭㎰ᴗἲேࡀࠊ⏘ᴗࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡸ⤒㦂ࢆᣢࡘேᮦࢆ᥇⏝ࡋࠊ᭦࡞ࡿ⤒
ႠⓎᒎ⏕ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊேᮦࡢ࣐ࢵ
ࢳࣥࢢࡢ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊᚑᴗဨࡢ࢟ࣕࣜࢵࣉࡢಁ㐍
ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㎰ᴗศ㔝ࡢᐇែ༶ࡋࡓᐇ㊶ⓗ࡞ேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
᳨ウ➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

බᗜ➼ࡀᮏᖺ㸰᭶௨㝆ᮏ᱁ⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᴗᛶホ౯⼥㈨ࡘ
࠸࡚ࠊ᮶ᖺ㸲᭶௨㝆ࠊᐇ≧ἣࡢⅬ᳨࣭ホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞ᨵၿࢆ⾜
࠺ࠋ
 ࣭Ẹ㛫㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ㎰ᴗ⼥㈨ࡀάᛶࡍࡿࡼ࠺ࠊẸ㛫㔠⼥ᶵ㛵ࢆᑐ㇟
ࡋࡓ◊ಟࡢ㛤ദ➼ࡼࡾ㎰ᴗ㛵㐃ࡍࡿ▱㆑ࡢ⩦ᚓࡸ㎰ᴗ㛵ಀ
⪅ࡢὶࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊᰴᘧ♫᪥ᮏᨻ⟇㔠⼥බᗜẸ㛫㔠
⼥ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊ㎰ᴗ⼥㈨ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᥦ౪➼ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲ
ࡓࠊẸ㛫㔠⼥ᶵ㛵ࡽࡢ㈨㔠ㄪ㐩㝿ࡋ࡚ಙ⏝ಖドไᗘࡀᖜᗈࡃ⏝
ྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊಖドไᗘࢆぢ┤ࡍࠋ
࣭ពḧ࠶ࡿ㎰ᴗἲேࡼࡿつᶍ࡞⤒ႠⓎᒎࢆ┠ᣦࡍྲྀ⤌ᑐᛂࡍࡿࡓ
ࡵࠊ㎰ᴗἲேᢞ㈨⫱ᡂᴗࡼࡿ㎰ᴗἲேࡢᢞ㈨ࡘ࠸࡚ࠊ㸯ᢞ㈨
య࠾ࡅࡿ㸯ᢞ㈨ඛࡘ࠸࡚ࡢᢞ㈨㔠㢠ࡢẚ⋡ࡢୖ㝈ࢆᘬࡁୖࡆ
ࡿࠋ
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㠉᪂ⓗᢏ⾡ࡢᑟධࡼࡿ⏕⏘ᛶࡢᢤᮏⓗᨵၿ
࣭ປാຊ㊊ࡼࡿᡂ㛗ไ⣙ࢆᡴ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊ⤒㦂ࡢὸ࠸࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮
࡛ࡶ⇍⦎㎰ᴗ⪅୪ࡳࡢࢺࣛࢡࢱ࣮᧯సࡀྍ⬟࡞ࡿ *36 ⮬ື㐠㌿⿵ຓ
⨨ࡢᬑཬࢆᅗࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ‽ኳ㡬⾨ᫍࡢ㸲ᶵయไࡀᩚഛࡉࢀࡿ
 ᖺࡲ࡛ᾏእ〇ရࡼࡾࡶᖜᏳ࠸〇ရࡢᕷሙᢞධࢆ┠ᣦࡋࠊ࣓
࣮࣮࢝ࠊᏛ➼ࡢඹྠ◊✲ࡼࡿᢏ⾡㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭ኪ㛫㉮⾜ࠊ」ᩘ㉮⾜ࠊ⮬ື㉮⾜➼ࡼࡾࠊ⌧⾜ࡢᢏ⾡య⣔ࡢୗ࡛ࡢᅵ
ᆅ⏝ᆺ㎰ᴗࡢつᶍ㝈⏺ࢆᡴ◚ࡍࡿ㧗⢭ᗘ *36 ➼ࡢᆅ⌮✵㛫ሗ㸦*
✵㛫ሗ㸧ࢆά⏝ࡋࡓࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢ⮬ື㉮⾜ࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⏝ࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ᭷ே┘どୗ࡛ࡢሙෆ࡛ࡢ↓ேࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺ
ࡲ࡛〇ရࡀᕷ㈍ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ⏘Ꮫࡢඹྠ◊✲ࢆᨭࡍࡿ
ࡶࠊᮏᖺᗘ୰Ᏻᛶ☜ಖ࢞ࢻࣛࣥࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡉࡽࠊ
ሙ㛫࡛ࡢ⛣ືࢆྵࡴ㐲㝸┘どࡼࡿ↓ே⮬ື㉮⾜ࢩࢫࢸ࣒ࢆ 
ᖺࡲ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊඹྠ◊✲ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡶࠊ㛵㐃
ࡍࡿไᗘᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭㎰ᴗศ㔝࡛ᬑཬࡋࡘࡘ࠶ࡿ ,7 ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㧗ᗘࡸࠊࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢ
ά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㎰ᴗ ,7 ࢩࢫࢸ࣒࡛⏝ࡉࢀࡿྛ✀ࡢྡ⛠ࠊ
つ᱁➼ࡢᶆ‽ࡸࡑࡢᐇࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ࠕ㎰ᴗሗᡂ࣭ὶ㏻
ಁ㐍ᡓ␎ಀࡿᶆ‽࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ ,7 ⥲ྜᡓ

⏘Ꮫ㐃ᦠࡼࡿ᪥ᮏ∧ࣇ࣮ࢻࣂ࣮ࣞࡢᐇ⌧
࣭ඃࢀࡓᅜ㝿➇தຊࢆᣢࡘ㠉᪂ⓗ࡞ ᐊ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ࢜ࣛ
ࣥࢲࡢࣇ࣮ࢻࣂ࣮ࣞࡢ➼ࢆཧ⪃ࠊᡃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡶࠊ࣮࢜ࣉࣥ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡼࡿ㠉᪂ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏᖺ㸲
᭶タ❧ࡉࢀࡓࠕ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ༠㆟ࠖ➼ࢆά⏝ࡋࠊ᪥ᮏ㣗࣭㣗⏘ᴗࡢ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࠊᗣቑ㐍⏘ᴗࡢฟࠊ᪂ࡓ࡞⏕≀⣔⣲ᮦ⏘ᴗࡢฟ
➼ࡢ㸴ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛◊✲ࢆ㐍ࡵࠊᴗ࣭ၟရࡀ᭷ᮃ࡞◊✲ᡂᯝࢆ
⏕ࡳฟࡍࠋ



⏕⏘㈨ᮦ࣓࣮࣮࢝ࡢྲྀ⤌
࣭㎰༠⣔ࠊၟ⣔ࢆၥࢃࡎࠊ㎰ᴗ⪅ࡢࡓࡵ⏕⏘㈨ᮦࢆᏳࡃᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ
ࡢὶ㏻ᴗ⪅㛫ࡢ➇தࢆάᛶࡍࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡸ᪉⟇
࣭⏕⏘㈨ᮦࡢᏳ౯࡞ㄪ㐩ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ㝿බṇࡘ⮬⏤࡞➇தࡀ☜ಖࡉ
ࢀࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
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ձ⏕⏘⪅ࡀ᭷࡞᮲௳࡛Ᏻᐃྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿὶ㏻࣭ຍᕤᵓ㐀
ࡢᐇ⌧
㎰ᴗ⪅ࡢᡤᚓྥୖࡢࡓࡵࠊ⏕⏘⪅ࡀ᭷࡞᮲௳࡛Ᏻᐃྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿὶ㏻࣭ຍᕤࡢᴗ⏺ᵓ㐀ࡢ☜❧ྥࡅࡓ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢ㡯➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊ⛅ࢆ┠㏵ලయⓗ࡞᪉
⟇ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
࣭㎰ᴗ⪅ࡀ⮬ࡽࡢ㈐௵࡛㈍ඛ౯᱁ࢆỴᐃ࡛ࡁࡿከᵝ࡞㑅ᢥ⫥ࡀ⏝ព

㒔ᕷ࠾ࡅࡿ᪂⏘ᴗࡋ࡚ࡢ㎰ᴗࡢ⯆
࣭㒔ᕷ㎰ᴗ⯆ᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡢไᐃࢆཷࡅࠊ㒔ᕷ
ࡋ࡞࠸᪂࡛ከᵝ࡞ษࡾཱྀࢆ⏕ࡋࡓ᪂ࡋ࠸㎰ᴗࢆ⯆ࡍࡿࡓࡵࠊ
᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡢሙ࡞ࡿ㎰ᆅࡢ☜ಖࡸࠊ᪂つᑵ㎰⪅ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕព㆑ࢆ
ᣢࡗࡓᴗ➼ࡢཧධࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢἲᩚഛ➼ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ㒔ᕷ㎰
ᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗࢆᅗࡿࡓࡵࠊ,&7 ࢆά⏝ࡋࡓ㎰ᴗ➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍
ࡵࡿࠋ

ᅜෆࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥࡢ㐃⤖

␎ᮏ㒊࣭᪂ᡓ␎᥎㐍ᑓ㛛ㄪᰝ㎰ᴗศ⛉ྲྀࡾࡲࡵ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᮏ
ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊᖺᗘ⟇ᐃࡋࡓ㎰సᴗࡢྡ⛠ࡸ⎔ቃሗࡢࢹ࣮ࢱ㡯
┠㛵ࡍࡿಶู࢞ࢻࣛࣥ㸦ᮏ᱁㐠⏝∧㸧ࠊᶆ‽⏝つ⣙࢞ࢻ➼ࢆ
ᅜᒎ㛤࣭ᬑཬࡍࡿྲྀ⤌➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ㎰స≀ࡢྡ⛠ࡸ㎰
ᴗሗࡢࢹ࣮ࢱࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ㛵ࡍࡿಶู࢞ࢻࣛࣥ㸦ᮏ
᱁㐠⏝∧㸧ࡢ⟇ᐃ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭$,㸦ேᕤ▱⬟㸧ࡸ ,R7 ࡢά⏝ࡼࡾ㣕㌍ⓗ࡞⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ࠕேᕤ▱⬟ᮍ᮶㎰ᴗ㐀ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦௬⛠㸧
ࠖྲྀࡾ⤌ࡳࠊᡭసᴗࡢ
㍍ປ࣭ຠ⋡ࢆᐇ⌧ࡍࡿࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨࡸࠊࢩ࢙ࣜࣥࢢࡼࡿὶ
㏻ຠ⋡➼ࡢ♫ᐇ㦂ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ඛேࡢ▱ᜨ⛉Ꮫⓗ▱ぢࢆྲྀࡾධࢀࡓᅵ࡙ࡃࡾᢏ⾡ࡢᬑཬࢆ㏻ࡌ࡚ᣢ
⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗࢆ᥎㐍ࡋࠊ᭷ᶵ㎰⏘≀➼ᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍ
ࡿࡓࡵࠊ⏕⏘⪅ࡸ⏕⏘ࢢ࣮ࣝࣉࡀࡁࡵ⣽࡞ᢏ⾡ᣦᑟࢆ༑ศཷࡅࡽ
ࢀࡿࡼ࠺ࠊእ㒊ࡢࠕᅵ࡙ࡃࡾᑓ㛛ᐙࠖᆅᇦࡢᬑཬ⤌⧊➼ࡀ㐃ᦠࡋ࡚
⾜࠺ᅵ࡙ࡃࡾࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭⏕⏘ᇶ┙ࡢᩚഛᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ,&7 ࡢά⏝ࡼࡿỈ⟶⌮ࡢ┬ຊᢏ⾡
ࡢᑟධ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ


- 51 -

86

ճ㸴ḟ⏘ᴗࡢ᥎㐍
࣭㎰ᯘ⁺ᴗᡂ㛗⏘ᴗᨭᶵᵓ㸦$),9(㸧ࡀࠊ༑ศ࡞ᢞ㈨ᐇ⾜ࡼࡾࠊ
㎰ᯘ⁺ᴗ⪅ࡢᡂ㛗ࢆᨭࡍࡿ࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢱ࣮ࡋ࡚ࡢᙺࢆ㐺ษ
ᯝࡓࡍࡇ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ㎰ᴗἲேࡀูἲேࢆసࡽࡎ㸴ḟ⏘ᴗ
ྲྀࡾ⤌ࡴሙྜ࠾ࡅࡿ┤᥋ⓗ࡞ᨭࡢ᪉⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢫࣆ࣮
ࢻឤࢆᣢࡗࡓᴗᒎ㛤ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ௳ᑂᰝࡸ⟶⌮ࡘ࠸࡚⌧
ሙࡢ㔞ࢆᣑࡍࡿࡇࢆồࡵࡿࡶࠊ」ᩘࡢ㒔㐨ᗓ┴ࢆࡲࡓࡄ
㸴ḟ⏘ᴗࡢ௳ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡼ࠺ $),9( ࡼࡿ┤᥋ฟ㈨ࡢ
ά⏝ࢆ㐍ࡵࡿࡼ࠺ồࡵࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑐᛂࡢᡂᯝࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ㐍ᤖࢆ
ぢᴟࡵࡘࡘࠊᢞ㈨ᑐ㇟ࡢᣑ➼ࡢ᭦࡞ࡿไᗘ࣭㐠⏝ࡢᨵၿࡘ࠸᳨࡚
ウࡍࡿࠋ
࣭㎰ᴗ⪅ࡀ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࡢⓎ࡛⏕⏘ࡢࡳ࡞ࡽࡎຍᕤࡸ㈍ྲྀࡾ⤌
ࡴᙜࡓࡗ࡚ㄢ㢟┤㠃ࡋࡓ㝿ࠊࡑࡢศ㔝ࡘ࠸࡚▱ぢࡢ࠶ࡿ␗ᴗ
✀ࡢᑓ㛛ᐙࢆά⏝ࡋ࡚ゎỴࢆᅗࡿྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡌࡓຍ౯್ࡢྥୖྥࡅࠊᣦᐃ⏕ங⏕⏘⪅ᅋయไᗘࡢ㠀ࡸ⌧⾜ࡢ
⿵⤥㔠ࡢᑐ㇟ࡢᅾࡾ᪉ࢆྵࡵࡓᢤᮏⓗᨵ㠉ࡘ࠸࡚ᮏᖺ⛅ࡲ࡛
᳨ウࡋࠊ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ࡍࡿほⅬࡽࠊ㓗㎰ᐙࡢ⤒Ⴀ࣐ࣥࢻᾰ㣴ࠊ⏕⏘࣭ὶ㏻ࡢᰂ㌾ࢆ㏻

ࢇࡼ࠺

ղ⏕ஙࡢ⏕⏘࣭ὶ㏻ᵓ㐀ࡢᨵ㠉
ᣦᐃ⏕ங⏕⏘⪅ᅋయไᗘᑟධᚋࡢ⏕ங㟂⤥ᵓ㐀ࡢኚࡸ㏆ᖺࡢᾘ
㈝⪅ࢽ࣮ࢬࡢከᵝᑐᛂࡋࠊᡃࡀᅜ㓗㎰ᴗࡢ⏕⏘ᇶ┙ࢆᙉࡋࡘࡘࠊ
㓗㎰ᐙࡢ୍ᒙࡢᡤᚓྥୖࢆᅗࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢᣦᐃ⏕ங⏕⏘⪅ᅋయࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿㅖᶵ⬟ࢆホ౯࣭
᳨ドࡋࠊᡃࡀᅜ㓗㎰ᴗࡢᡂ㛗࣭Ⓨᒎࠊ᭱⤊㟂せࡢ୍ᒙࡢ༶ᛂࢆᐇ⌧

ࡉࢀࡿὶ㏻ᵓ㐀ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
࣭㎰⏘≀ࢆᑡࡋ࡛ࡶ㧗ࡃ㈍ࡋࠊ㎰ᴗ⪅ࡢᡭྲྀࡾࢆቑࡸࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿ
㈍࣮ࣝࢺࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ㎰༠⣔⤫ࠊከᵝ࡞㎰ᴗ⪅ࢢ࣮ࣝࣉࡸὶ
㏻ᴗ⪅ࠊ༺ᕷሙ➼ࡢྲྀ⤌
࣭ᵝࠎ࡞ὶ㏻⤒㊰࠾ࡅࡿ್Ỵࡵࡸᡭᩘᩱ➼ࡘ࠸࡚ࠊ㎰ᴗ⪅ࡢ┠⥺࡛
ศࡾࡸࡍࡃ⣡ᚓࡢ࠸ࡃࡶࡢࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
࣭㎰ᴗ⪅᭷࡞᮲௳࡛ࡢ㎰⏘≀ࡢ㈍ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ㝿බṇࡘ⮬⏤
࡞➇தࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡓࡵࡢ᪉⟇
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㍺ฟຊࡢᙉ
ᡃࡀᅜ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢ㍺ฟຊࢆᙉࡋࠊࢪࢆ୰ᚰᣑࡍࡿୡ⏺ࡢ
㣗ᕷሙࢆࠊᡃࡀᅜ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㈍㊰ྲྀࡾ㎸ࡴࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ࠕ㎰ᯘ
Ỉ⏘ᴗࡢ㍺ฟຊᙉᡓ␎ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥㎰ᯘỈ⏘ᴗ࣭ᆅᇦࡢά
ຊ㐀ᮏ㒊ྲྀࡾࡲࡵ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ㎰ᯘ⁺ᴗ⪅ࡸ㣗ရᴗ⪅ࡼࡿពḧ
ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢᨭࠊẸ㛫࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸እᅜࡢつไ➼ࡢᑐᛂྲྀࡾ
⤌ࡴࠋ

յ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏྥࡅࡓᑐᛂࡢ
‽ഛ
࣭ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࢆࠊ᪥ᮏࡢ㣗ᩥ
ᅜ⏘㣗ᮦࢆෆእࣆ࣮ࣝࡍࡿሙࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ
ᚋࠊ⤌⧊ጤဨࡀ⟇ᐃࡍࡿ㣗ᮦࡢㄪ㐩ᇶ‽ࡀᡃࡀᅜࡢ㎰ᴗࡸ⁺ᴗ
⏕⏘ࡢ≉Ⰽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ㄪᩚࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊᇶ♏ⓗ࡞
‽ഛࡋ࡚ࠊ*$3㸦㎰ᴗ⏕⏘ᕤ⛬⟶⌮㸧
࣭+$&&3㸦㣗ရ〇㐀➼㛵ࡍࡿ༴
ᐖせᅉࢆศᯒࡋࠊ≉㔜せ࡞ᕤ⛬ࢆ┘ど࣭グ㘓ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢᑟධ
ࡸࠊ᭷ᶵ㎰ᴗ➼ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞㎰ᴗࡢᬑཬ࣭ᣑࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ*$3࣭
+$&&3 㛵ࡋࠊᅜ㝿ⓗ㏻⏝ࡍࡿỈ‽ࡢㄆドࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺ
ᗘ୰㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࠊᅜ㝿つ᱁ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆຍ㏿ࡍࡿࠋ


մࣈࣛࣥࢻຊࢆⓎࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛ➼
 ࣭㎰ᯘ⁺ᴗ⪅ࡀࠊ⮬ࡽࡢࣈࣛࣥࢻຊࢆ⏕ࡋࠊᅜෆ࣭ᅜእࡢ➇ྜ⏘ᆅ
㐺ṇ➇த࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊᾘ㈝⪅ࡢ⮬ⓗࡘྜ⌮ⓗ࡞㣗ရ㑅ᢥ
ࡢᶵࡢ☜ಖ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊཎᩱཎ⏘ᆅ⾲♧ࡘ࠸࡚ࠊ࡚ࡢຍᕤ㣗
ရࡢᑟධྥࡅࠊᐇ⾜ྍ⬟࡞᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ᆅᇦ⤖ࡧ࠸ࡓ≉Ⰽ࠶ࡿ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡘ࠸࡚ࠊ≉ᐃ㎰ᯘỈ⏘
≀➼ࡢྡ⛠ࡢಖㆤ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ᇶ࡙ࡃᆅ
⌮ⓗ⾲♧㸦*,㸧ࡢⓏ㘓ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊㅖእᅜࡢ *, ┦ಖㆤࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡇࡼࡾᾏእ࠾ࡅࡿ *, ಖㆤࢆ᥎㐍ࡋࠊᾏእ࡛ࡢ᪥ᮏ⏘
ࣈࣛࣥࢻࡢฟ࣭ྥୖࢆᅗࡿࠋ
࣭ࡲࡔ㣗ࡽࢀࡿ≧ែ࡛ᗫᲠࡉࢀࡿ㣗ရࠊ࠸ࢃࡺࡿ㣗ရࣟࢫࡢ๐ῶྥ
ࡅ࡚ࠊ㣗ရᴗ⪅ᾘ㈝⪅ࠊ⾜ᨻࡢ㐃ᦠࡼࡿᅜẸ㐠ືࢆᢤᮏⓗᙉ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⏕⏘࣭ὶ㏻࣭ᾘ㈝࡞ࡢ㐣⛬࡛Ⓨ⏕ࡍࡿᮍ⏝㣗ရࢆࠊ
ᚲせࡋ࡚࠸ࡿேࡸタᒆࡅࡿࣇ࣮ࢻࣂࣥࢡάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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≉ࠊྠᡓ␎࠾࠸࡚᪂ࡓᥦ♧ࡉࢀࡓࠊ
 㸯 ᅾእබ㤋ࠊᾏእ⌧ᆅົᡤࠊ㛵ಀ┬ᗇ➼ࡢᵝࠎ࡞࣮ࣝࢺࡽᚓࡽࢀࡿ
⌧ᆅࢽ࣮ࢬ࡞㍺ฟ㛵ࡍࡿሗࡢ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓ
㸦-(752㸧ࡢ୍ඖⓗ࡞㞟⣙ࠊ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡸ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ➼ࢆά
⏝ࡋࡓ㎰ᯘ⁺ᴗ⪅࣭㣗ရᴗ⪅ࡢᥦ౪
㸰 ᪥ᮏ㣗ᮦࡢရ㉁ࢆୡ⏺ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡓࡵࡢࠊ
࣭᪥ᮏ㎰ᯘつ᱁㸦-$6㸧ࡢ⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏ⏘ရࡢရ㉁ࡸ≉Ⰽࢆᢸಖ
ࡍࡿไᗘࡢ᳨ウ
࣭ࣥࣂ࢘ࣥࢻ⟇ࡢ㐃ᦠࡼࡿࠊእᅜே᪑⾜⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ㎰ᒣ⁺
ᮧࡸ᪥ᮏ㣗࣭㣗ᩥࢆయ㦂࡛ࡁࡿྲྀ⤌➼ࡢᣑ
࣭᪥ᮏᩥ࣭㣗ᩥ୍య࡞ࡗࡓ᪥ᮏⲔࢆྵࡴ᪥ᮏ㣗ᮦࡢ㎸ࡳ
࣭ࠕ㣗ࠖࡸࠕ㎰ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓ᪑⾜ၟရࡢ㛤Ⓨ࣭㈍
࣭ᅾእබ㤋ࡸࢪࣕࣃ࣭ࣥࣁ࢘ࢫࡢ᪥ᮏ⏘ရ࣭᪥ᮏ㣗ᮦࡢⓎಙᣐⅬࡋ࡚
ࡢά⏝
㸱 ᪥ᮏ㣗ᮦࡢᡓ␎ⓗ࡞㈍࣭ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢࠊ
࣭㍺ฟᡓ␎ᐇ⾜ጤဨࡢୗタ⨨ࡍࡿ⏬ᡓ␎㆟࠾࠸࡚ࠊ-(752 ࡢ
ᶵ⬟ࢆ᭱㝈ά⏝ࡋࡘࡘ⾜࠺ࠊᐁẸ୍య࡞ࡗࡓ⤫୍ⓗ࣭ᡓ␎ⓗࣉࣟ
࣮ࣔࢩࣙࣥࡢ⏬࣭ᐇ⾜
࣭ࢪࣕࣃࣥࣈࣛࣥࢻᐃ╔ྥࡅࡓ࣮ࣜࣞฟⲴ࣭࿘ᖺ౪⤥యไࡢᩚഛ
࣭ࣇ࢙ࡢ㔜」㝖ࡸࠊ࣋ࣥࢺ㛫ࡢ㐃ᦠ➼ࢆྍ⬟ࡍࡿࠊ㸯ᖺ௨ୖඛ
ࡢ࣋ࣥࢺሗࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠕᅜ࣭ᆅᇦู࣋ࣥࢺ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࠖࡢᮏ
ᖺኟࡽࡢసᡂ
࣭పࢥࢫࢺ࣭㔞㍺㏦ࢆྍ⬟ࡍࡿ㩭ᗘಖᣢ㍺㏦ᢏ⾡ࡢᬑཬ㛤Ⓨ
 㸲 ᵝࠎ࡞㈍࣮ࣝࢺࡢ㛤ᣅࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ㎰ᯘ⁺ᴗ⪅⮬㌟ࡀᾏእ㈍
ᣐⅬࢆタࡅࠊ⏕㩭ရ୍࣭ḟຍᕤရࢆ┤᥋㍺ฟࡍࡿྲྀ⤌ࡢᨭ
 㸳 ᅜෆࡢ༺ᕷሙࡢ㍺ฟᣐⅬࡢࡓࡵࡢࠊ
࣭༺ᕷሙタࡢᾏእࣂ࣮ࣖࡸ㍺ฟᴗ⪅ࡢ㛤ᨺࡢಁ㐍
࣭ᾏእࣂ࣮ࣖ༺ᴗ⪅ࡢ┤᥋ྲྀᘬࡸࠊᾏእࣂ࣮ࣖࡢ౫㢗ࢆཷࡅࡓ
௰༺ᴗ⪅ࡼࡿ⏘ᆅࡢ┤᥋ྲྀᘬࢆྍ⬟ࡍࡿつไ⦆
࣭༺ᕷሙෆ࡛ࡢ㍺ฟྥࡅࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ➼ࡢᩚഛ
 㸴 ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃ࡛ࣥࡢᖜᗈ࠸㑅ᢥ⫥ࢆᣢࡗࡓ΅ࡼࡾࠊ㣗ရᏳࠊᨺ
ᑕᛶ≀㉁ࠊ᳨ࠊ㏻㛵ᡭ⥆࡞ࡢ㍺ฟ㛵ࡍࡿㅖእᅜࡢつไ➼ࡢ⦆࣭
᧔ᗫࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ㛵ಀ┬ᗇࢆᵓᡂဨࡍࡿࠕ㍺ฟつไ➼ᑐᛂࢳ
࣮࣒㸦௬⛠㸧
ࠖࡢᮏᖺኟࡲ࡛ࡢタ⨨
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ձ᪂ࡓ࡞ᮌᮦ㟂せࡢฟ
࣭᪂ᅜ❧➇ᢏሙ࠾࠸࡚ᅜ⏘ᮦࢆ✚ᴟ⏝ࡍࡿ࡞ࠊఫᏯศ㔝ຍ࠼ࠊ
බඹᘓ⠏≀ࠊၟᴗタࠊ୰㧗ᒙᘓ⠏≀ࡢᮌ㐀࣭ᮌ㉁ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡇ
ࡢࡓࡵࠊ&/7㸦┤㞟ᡂᯈ㸧ࠊᮌ㉁⣔⪏ⅆ㒊ᮦ࡞ࡢ᪂ࡓ࡞ᮌᮦ〇ရࡢ
ά⏝ྥࡅࠊᮏᖺ㸲᭶ࡲ࡛ᩚഛࡋࡓᘓ⠏ᇶ‽ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨
 ྕ㸧ᇶ࡙ࡃ࿌♧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ&/7 ࡢᘓ⠏ᮦᩱࡋ࡚ࡢᬑཬಁ㐍ࢆ
㐍ࡵࡿࡶࠊྛᆅࡢᕤົᗑࢆࡣࡌࡵᐇົ⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸タ
ィ࣭ᕤࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᬑཬࠊᮌ㐀ᘓ⠏ᙉ࠸ேᮦࡢ⫱ᡂࠊ᪂ࡓ࡞ᮌᮦ〇
ရࡢ⏕⏘యไࡢᐇ⪏㟈ᛶ⬟ࡢᐇドࢆྵࡵࡓ᭦࡞ࡿ◊✲㛤Ⓨࡢ᥎
㐍➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊබඹᘓ⠏≀➼࠾ࡅࡿᮌᮦࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵
ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡢぢ┤ࡋࢆྵࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ᮌ㐀
ࡼࡿࡇࡢᑡ࡞ࡗࡓᘓ⠏≀➼ࡢᮌ㐀࣭ᮌ㉁ࡢ᥎㐍ྥࡅ࡚᭦࡞ࡿ
⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭࠶ࢃࡏ࡚ࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢ⏝ಁ㐍ࡸࠊࢭ࣮ࣝࣟࢫࢼࣀࣇࣂ࣮
㸦㗰㕲ྠ➼ࡢᙉࡉࢆᣢࡘ୍᪉࡛ࠊ㔜㔞ࡣ㸳ศࡢ㸯࠸࠺≉ᚩࢆࡶࡘ
㉸ᚤ⣽᳜≀⤖ᬗ⧄⥔㸧ࡢᅜ㝿ᶆ‽࣭〇ရྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨࠊᮌᮦ
ࡢ⣙㸱ࢆ༨ࡵࡿᡂศ࡛࠶ࡿࣜࢢࢽࣥࢆ⏝࠸ࡓ㧗ຍ౯್〇ရࡢ◊
✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ᯘᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗ

㸵 ᅜෆ࡛ࡢ㍺ฟ㛵㐃ᡭ⥆ࡢ⡆⣲࣭㎿㏿ࡢࡓࡵࡢࠊ
࣭1$&&6㸦㍺ฟධ࣭ ‴㛵㐃ሗฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒㸧ࡼࡾ୍ඖฎ⌮࡛ࡁࡿド
᫂᭩ࡢࠊᮏᖺᗘ୰ࢆ┠ᣦࡋࡓ⠊ᅖࡢᣑ
࣭ື᳜≀᳨ࡘ࠸࡚ࠊせᾏ✵ ௨እ࡛ࡢ᪩ᮅ࣭῝ኪ࣭ᅵ᪥࣭⚃᪥ࡢ
ᰂ㌾࡞ᑐᛂ
ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㸵ࡘࡢࢡࢩࣙࣥࠖࡋ࡚㏿ࡸ╔ᡭࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊྠᡓ␎࡛ᐃࡵࡿࠕᅜ࣭ᆅᇦูࡢ㍺ฟᣑᡓ␎ࠖࠕရ┠ูࡢ㍺
ฟຊᙉྥࡅࡓᑐᛂ᪉ྥࠖ
㸦
ࠕ㸰ࡘࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࠖ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᴗ⪅ࡀ
㍺ฟࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡁࡗࡅ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᅜྛᆅ࡛ࡢㄝ᫂ࡢ㛤ദ
ࡸࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ616 ➼ࡢά⏝ࡼࡾ࿘▱ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊ㎰ᯘỈ⏘≀࣭㣗ရࡢ㍺ฟ㢠ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺࡢ
㸯┠ᶆࡢྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇࡢ㐩ᡂࢆ┠ᣦࡋᮏᖺ⛅ࡲ࡛᪂ࡓ࡞㍺ฟ
㢠ࡢ㐩ᡂ┠ᶆࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
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Ỉ⏘ᴗࡢᡂ㛗⏘ᴗ
⁺ᴗ࣭㣴Ṫᴗࢆᣢ⥆ྍ⬟࡞┈ᛶࡢ㧗࠸᧯ᴗయไ㌿ࡍࡿࡶࠊ
Ỉ⏘≀ࡢຍᕤ࣭ὶ㏻ࠊᾘ㈝ࡢᣑࢆಁ㐍ࡋࠊỈ⏘᪥ᮏࡢάࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
௨ୗࡢ⟇ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭⁺ᴗᆅᇦ⮬ࡽࡀࠊ㣗ရᴗࡸὶ㏻ᴗ⪅ࠊၟᕤ➼ࡶ㐃ᦠࡋ࡚࣐࣮ࢣ
ࢵࢺࣥࡢⓎࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡇ➼ࡼࡾࠊ⁺ᴗධࡢྥୖ࣭ࢥࢫࢺ๐
ῶࢆᐇ⌧ࡋࠊ⁺ᴗ࣭⁺ᮧࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡍࠕࡢάຊ⏕ࣉࣛࣥࠖ
ࡢ⟇ᐃࢆ᭦ຍ㏿ࡋࠊᮏᖺᗘᮎࡲ࡛ᅜ࡛Ỉᥭࡆ㔞ࡢ⣙㸵ࢆ࢝ࣂ
࣮ࡍࡿ  ௳ࢆᐇ⌧ࡍࡿ㸦ᖺᗘᮎ࡛  ௳㸧
ࠋࡲࡓࠊ」ᩘࡢ⁺ᮧᆅ
ᇦࡀ㐃ᦠࡋࠊᗈᇦ࡛ࡢᕷሙ⤫ྜࡸᶵ⬟⦅ࠊ୰᰾ⓗᢸ࠸ᡭࡢ⫱ᡂ➼
ྲྀࡾ⤌ࡴࠕᗈᇦࣉࣛࣥࠖࡢ⟇ᐃ┠ᶆࢆࡇࢀࡲ࡛ࡢ⣙㸱ಸ✚ࡳቑࡋࠊ
᮶ᖺᗘᮎࡲ࡛  ᆅᇦ࣭ᴗ✀࡛⟇ᐃࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭ᣐⅬ⁺ ࠾ࡅࡿရ㉁࣭⾨⏕⟶⌮ࡢ㧗ᗘࠊỈ⏘ຍᕤタࡢ +$&&3 ᑐ
ᛂࡢ᥎㐍➼ࡼࡾࠊỈ⏘≀㍺ฟࡢࡼࡾ୍ᒙࡢᣑࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭,7 ࡢά⏝➼ࡼࡾ⏘ᆅᾘ㈝⪅ࢆࡘ࡞ࡆࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺࣥࡼࡿ㧗

ղཎᮌࡢᏳᐃ౪⤥యไࡢᵓ⠏
࣭ᅜ⏘ཎᮌࡢᙅࡳ࡛࠶ࡿᑠつᶍ࣭ศᩓⓗ࡞౪⤥ࢆᨵၿࡋࠊࣟࢵࢺ࡛Ᏻ
ᐃⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞౪⤥ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ᳃ᯘቃ⏺࣭ᡤ᭷⪅
ࡢ᫂☜ࠊᆅ⌮✵㛫ሗ㸦* ✵㛫ሗ㸧 ,&7 ࡢά⏝ࡼࡿ᳃ᯘሗ
ࡢᢕᥱࠊ㊰⥙ࡢᩚഛࠊ㧗ᛶ⬟ᯘᴗᶵᲔࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධ➼ࡸィ⏬ⓗ࡞᳃ᯘ
ᩚഛ㸦ࠕⰼ⢊ࢮࣟ♫ࠖࢆ┠ᣦࡋࡓⰼ⢊ࡢᑡ࡞࠸᳃ᯘࡢ㌿ࢆྵ
ࡴࠋ㸧ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ᳃ᯘἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ 
ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡼࡾࠊᕷ⏫ᮧࡼࡿᯘᆅྎᖒࡢᩚഛࡸࠊඹ᭷⪅ࡢ୍
㒊ࡀᡤᅾ࡛᫂࠶ࡗ࡚ࡶඹ᭷ᯘࡢఆ᥇ࢆྍ⬟ࡍࡿ➼ࡢᥐ⨨ࡀㅮࡌ
ࡽࢀࡓࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᥐ⨨ࡢ࿘▱࣭ά⏝ࡼࡾࠊ᳃ᯘᴗࡢ
㞟⣙ࢆຍ㏿ࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊつᶍ〇ᮦ࣭ྜᯈᕤሙ➼ࡀࠊࣟࢵࢺ
ࡢཎᮌࢆ㐺㐺ษㄪ㐩࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ౪⤥ࢧࢻ㸦ᕝୖ㸧ὶ㏻࣭ຍ
ᕤࢧࢻ㸦ᕝ୰࣭ᕝୗ㸧ࢆ┤⤖ࡍࡿሗඹ᭷ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭〇ᮦ࣭ྜᯈᕤሙࡸᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ⏝タࢆ୰ᚰࠊᕝୖࡽᕝୗࡲ
࡛ࡢᴗ⪅ࡀࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮࡛ࣥࡘ࡞ࡀࡾ┈ᛶࡢ㧗࠸⤒Ⴀࢆᐇ⌧
ࡍࡿࠕᯘᴗᡂ㛗⏘ᴗᆅᇦࠖࢆᅜ༑ᩘᡤࠊࣔࢹࣝⓗ㑅ᐃࡋࠊ
㔜Ⅼⓗ⫱ᡂࡍࡿࠋ
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ຍ౯್ᆺࡢ⁺ᴗࡢྲྀ⤌➼ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊᾘ㈝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓὶ
㏻ࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
࣭㈨※⟶⌮ࡢ㧗ᗘࢆ୍ᒙ㐍ࡵࠊ⁺ᴗ⤒ႠࡢᏳᐃ࣭ᙉࢆᅗࡿࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊ⁺ᴗ⪅➼ࡼࡿ⮬ⓗ࡞㈨※⟶⌮ࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡿ㈨※⟶⌮ィ⏬ࡢ࠺
ࡕࠊᖺᗘ୰㸳ᖺ┠ࢆ⤊࠼ࡓ⣙  ࡢィ⏬ࡘ࠸࡚ࠊホ౯᳨࣭ド
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓぢ┤ࡋ࣭ᨵၿࢆᮏᖺᗘෆࡉࡏࡿࠋࡉࡽࠊ⁺⋓㔞ࡢ
ಶูᙜ᪉ᘧ㸦,4 ᪉ᘧ㸧㛵ࡋ࡚ࠊከ✀ከᵝ࡞ᡃࡀᅜ⁺ᴗࡢ᧯ᴗᐇែ
ྜࡗࡓẁ㝵ⓗ࡞ᑟධࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ࣐ࢧࣂࢆᑐ㇟ࡋ࡚ᐇࡋ࡚
࠸ࡿ ,4 ᐇドヨ㦂ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰୰㛫ⓗホ౯ࢆ⾜࠸᮶ᖺᗘࡢᐇ
ドヨ㦂ྥࡅࡓᨵၿ⟇ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒ⏕≀㈨※ࡢಖᏑཬ
ࡧ⟶⌮㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸶ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ᇶ࡙ࡃ⁺⋓ྍ⬟㔞ไ
ᗘࡘ࠸࡚ࠊ࣐ࢲࣛ࡞㐺⏝㨶✀ࡢᣑྥࡅࡓ⁺ᴗ⪅➼ࡢㄪᩚࢆ
ᮏᖺᗘࡽ㛤ጞࡍࡿࠋ
࣭㣴Ṫᴗࡘ࠸࡚ࠊ㣫ᩱࡸ✀ⱑࡢኳ↛㈨※ࡢ౫Ꮡᗘࢆᘬࡁୗࡆࠊࢥࢫ
ࢺ๐ῶࡸ࿘ᖺ࣭Ᏻᐃⓗ࡞ฟⲴࡼࡿ᭷㈍ࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
㓄ྜ㣫ᩱࡢࢥࢫࢺᑐ⟇ࡸ㣴Ṫ⏝⏕㣵ࡢᏳᐃ౪⤥ᑐ⟇࡛ୗᨭ࠼ࡋࡘࡘࠊ
᪻➼ࡢ⏝ࢆྵࡵ㨶⢊ࡢྜࡢᑡ࡞࠸㓄ྜ㣫ᩱࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬࢆ㐍ࡵ
ࡿࡶࠊඃⰋᙧ㉁ࢆ᭷ࡍࡿ⣔⤫ࡢ⫱✀➼ࡼࡾேᕤ✀ⱑࡢά⏝ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㍺ฟಁ㐍ࡶࡘ࡞ࡀࡿ⏕⏘ᒚṔࡢグ㘓ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ᖺࡢゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘࡣ  ேࠊࡑࡢ᪑⾜ᾘ㈝㢠ࡣ㸱 
൨㐩ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡇࡢ㸱ᖺ࡛㸰ಸ௨ୖࠊ㸱ಸ௨ୖࡁࡃቑຍࡋࡓࠋ 
ほගࡣࠊࠕᆅ᪉⏕ࠖࡢษࡾᮐࠊ*'3 㐩ᡂྥࡅࡓᡂ㛗ᡓ␎
ࡢᰕ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊほගࡀᣢࡘᗈ⠊࡞⤒῭Ἴཬຠᯝࢆᛕ㢌ࠊ
ࠕࣥࣂ
࢘ࣥࢻࠖࠕᅜෆほගࠖࡢ୧㍯ࡼࡿほග⯆ࢆᅗࡿࡶࠊ≉ᐃࡢ
ᆅᇦ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿᅜෆእࡢ᪑⾜⪅ࢆᅜྛᆅศᩓ࣭ᣑࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࠊᚑ᮶ࡢ┠ᶆࢆᖜᘬࡁୖࡆࡿࡶࠊ
᪂ࡓ࡞┠ᶆࢆ㏣ຍࡋࠊࡇࢀࡽࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡗ࡚ࠊほග❧ᅜࡢᐇ⌧
ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ⥲ྜⓗ࣭ᡓ␎ⓗ㐍ࡵࠊほගࢆᡃࡀᅜࡢᇶᖿ⏘ᴗᡂ
㛗ࡉࡏࡿࠋ
࣭ゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘ 㸸 ᖺ  ேࠊ ᖺ  ே
࣭ゼ᪥እᅜே᪑⾜ᾘ㈝㢠㸸 ᖺ㸶ࠊ ᖺ  
  ࣭ᆅ᪉㒊࡛ࡢእᅜேᘏᐟἩ⪅ᩘ㸸 ᖺ  ேἩࠊ ᖺ㸯
൨  ேἩ
࣭እᅜேࣜࣆ࣮ࢱ࣮ᩘ 㸸 ᖺ  ேࠊ ᖺ  ே
࣭᪥ᮏேᅜෆ᪑⾜ᾘ㈝㢠㸸 ᖺ  ࠊ ᖺ  
ࡑࡢࡓࡵࠊᡃࡀᅜࡢ㇏ᐩ࡛ከᵝ࡞ほග㈨※ࢆࠊࡾࢆᣢࡗ࡚☻ࡁୖࡆࠊ
ࡑࡢ౯್ࢆ᪥ᮏேࡶእᅜேࡶศࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡃࠊ㏄㈱㤋➼㨩
ຊ࠶ࡿබⓗタࡢ⫹࡞㛤ᨺࠊ⮬↛ࡸ㎰⏘≀࣭㣗࣭ఏ⤫ᩥ࣭ᬒほ࡞ࠊ
ᆅᇦࡢほග㈨※ࢆ࠸ࡋࡓᆅ᪉ㄏᐈࡢಁ㐍ࠊᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺࡢୡ⏺
Ỉ‽ࡢᨵၿ࡞ゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓほග࿘㐟࣮ࣝ
ࢺࡢᙧᡂಁ㐍ࢆ⾜࠺ࡶࠊᾘ㈝⛯ච⛯ᗑࡢᣑ➼ࢆ㏻ࡌࠊእᅜே᪑
⾜⪅ࡢ᭦࡞ࡿほගᾘ㈝ࡢᣑࢆᅗࡿࠋ
ࡲࡓࠊほගࡢຊ࡛ࠊᆅᇦ㞠⏝ࢆ⏕ࡳฟࡋࠊேࢆ⫱࡚ࠊᅜ㝿➇தຊࡢ
࠶ࡿ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ほග⏘ᴗኚ㠉ࡍࡃࠊᅜྛᆅ࡛ࠕ᪥ᮏ∧ '02



ࠕゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘࢆ  ᖺ  ேࠊ ᖺ
 ࠓ.3,ࠔ
 ேࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
  э ᖺ㸸 ே 㸦 ᖺ㸸 ே㸧
ࠓ.3,ࠔ
ࠕゼ᪥እᅜே᪑⾜ᾘ㈝㢠ࢆ  ᖺ㸶ࠊ ᖺ  
ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
 э ᖺ㸸   ൨ 㸦 ᖺ㸸   ൨㸧

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸲㸬ほග❧ᅜࡢᐇ⌧
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ձ㨩ຊ࠶ࡿබⓗタ࣭ࣥࣇࣛࡢ⫹࡞බ㛤࣭㛤ᨺ
 ࣭㉥ᆏ㏄㈱㤋ࡘ࠸࡚ࠊṔྐఏ⤫࠶ࡩࢀࡿタࡢ㨩ຊࢆෆእⓎಙ
ࡍࡿࡓࡵࠊᮏᖺ㸲᭶ࡽࠊ᥋㐝➼ᨭ㞀ࡢ࡞࠸㝈ࡾ㏻ᖺ୍࡛⯡බ㛤ࢆ
ᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏᖺᗘ➨㸯ᅄ༙ᮇࢆ┠㏵ࡋ࡚ࠊᡃࡀᅜ᭱㧗ࡢࠕ࠾
ࡶ࡚࡞ࡋࠖ✵㛫ࢆ᥋㐝➼ᨭ㞀ࡢ࡞࠸㝈ࡾ≉ู㛤ᨺࡋࠊయ㦂ⓗ
⏝ࡉࡏࠊࡑࡢ㨩ຊࢆෆእⓎಙࡍࡿࠕ≉ู㛤㤋ࠖࡢヨ⾜ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
 ࣭ி㒔㏄㈱㤋ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺ㸲᭶  ᪥ࡽ㸳᭶㸷᪥ࡢヨ㦂බ㛤ࡢ⤖ᯝ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㸵᭶ୗ᪪ࢆ┠㏵ࠊ᥋㐝➼ᨭ㞀ࡢ࡞࠸㝈ࡾ㏻ᖺ୍࡛⯡බ
㛤ࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㉥ᆏ㏄㈱㤋ࡢ≉ู㛤㤋ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡑ
ࡢᐇࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
 ࣭ࡑࡢࡢබⓗタࡘ࠸࡚ࡶࠊほග㈨※ࡋ࡚౯್ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡘ࠸
࡚ࠊ✚ᴟⓗබ㛤ࡍࡿࠋ

㸦'HVWLQDWLRQ0DQDJHPHQW0DUNHWLQJ2UJDQL]DWLRQ㸧ࠖࡢᙧᡂ࣭⫱ᡂࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡶࠊほග⤒Ⴀேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ᙉࡸᐟἩᴗࠊ㏻ヂෆኈ➼
㛵ࡍࡿྂ࠸つไࡢぢ┤ࡋࡼࡿほග⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ➼ࢆᅗࡿࠋຍ࠼
࡚ࠊ㐟ఇ㈨⏘➼ࢆ᭷ຠά⏝࣭ඹ᭷ࡍࡿࠕࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࠖࡢ
᥎㐍ࡶ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊẸἩࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣮ࣝࣝᩚഛ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡉࡽࠊ&,4 ࡸᐟἩタࠊ㏻ಙ࣭㏻࣭Ỵ῭➼࠸ࡗࡓཷධ⎔ቃᩚഛ
㛵ࡋࠊゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ࡢཷධయไࡢᐇࢆ┠ⓗࡋࠊᖺ㸱᭶タ
⨨ࡉࢀࡓᆅ᪉ࣈࣟࢵࢡู㐃⤡➼ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌࠊྛᆅᇦࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚
ㄢ㢟ูᐇయᮇ㝈ࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊ᪩ᛴᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ
᪂ᖿ⥺ࠊ㧗㏿㐨㊰࡞ࡢ㧗㏿㏻⥙ࢆά⏝ࡋࡓࠕᆅ᪉⏕ᅇᗯࠖࡢഛ
ࡼࡿᛌ㐺࡞᪑⾜ࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᖺḟ᭷⤥ఇᬤࡢྲྀᚓಁ㐍ࡸఇ
ᬤྲྀᚓࡢศᩓ➼ࠊほග㟂せࡢᖹ‽ࢆᅗࡿྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⟇ࢆྵࡵࠊ
ࠕ᫂᪥ࡢ᪥ᮏࢆᨭ࠼ࡿほගࣅࢪࣙࣥࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ
㸱᭶  ᪥᫂᪥ࡢ᪥ᮏࢆᨭ࠼ࡿほගࣅࢪࣙࣥᵓ㆟Ỵᐃ㸧ཬࡧࠕほග
ࣅࢪࣙࣥᐇ⌧ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ほගࣅࢪࣙࣥࡢᐇ⌧ྥࡅࡓࢡࢩࣙ
࣭ࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸧
ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ほග❧ᅜ᥎㐍㛶㆟Ỵ
ᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊほග❧ᅜࡢᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋྲྀ⤌ࡢ୰࡛ࠊ.3,
ࡢ㐩ᡂྥࡅࠊ≉ㅮࡎࡁලయⓗ⟇ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ

ほග㈨※ࡢ㨩ຊࢆᴟࡵࠊᆅ᪉⏕ࡢ♏

- 55 -
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մᬒほࡢඃࢀࡓほග㈨※ࡢಖ࣭ά⏝ࡼࡿほගᆅࡢ㨩ຊྥୖ
 ࣭ ᖺࢆ┠㏵ࠊせ࡞ほගᆅ࡛ᬒほィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡃࠊᅜ࠾࠸
࡚ᬒほィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆಁ㐍ࡋࠊᬒほࡢඃࢀࡓほග㈨※ࡢಖ࣭ά⏝ࡼ
ࡿ㨩ຊ࠶ࡿほගᆅ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊほගᆅࡢ㨩ຊྥୖࠊṔྐ
ⓗ⏫୪ࡳࡢಖࠊఏ⤫ⓗ⚍ࡾ➼ࡢᆅᇦᩥࡢ⯆➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
3333), ᡭἲࡢά⏝➼ࡼࡾࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿṔྐⓗ㢼⮴ࡢ⥔ᣢཬࡧྥ
ୖ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕࠋṔྐࡲࡕ࡙ࡃࡾἲ㸧ࡢ㔜Ⅼ
༊ᇦ➼࡛↓㟁ᰕࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ճᩥ㈈ࡢほග㈨※ࡋ࡚ࡢά⏝᥎㐍
 ࣭ᚑ᮶ࡢࠕಖᏑࢆඃඛࡍࡿᨭࠖࡽࠕᆅᇦࡢᩥ㈈ࢆ୍యⓗά⏝
ࡍࡿྲྀ⤌ࡢᨭࠖ㌿ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ࠕᩥ㈈ά⏝࣭⌮ゎಁ㐍ᡓ␎ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ ࠖᇶ࡙ࡁࠊᩥ㈈༢య࡛ࡣ࡞ࡃᆅᇦࡢᩥ㈈ࢆ୍య
ࡋࡓ㠃ⓗᩚഛࡸศࡾࡸࡍ࠸ከゝㄒゎㄝ࡞ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺ
ࡲ࡛  ᴗ⛬ᗘᐇࡋࠊ᪥ᮏ㑇⏘ࢆࡣࡌࡵࠊᩥ㈈ࢆ୰᰾ࡍ
ࡿほගᣐⅬࢆᅜ  ᣐⅬ⛬ᗘᩚഛࡍࡿࠋ


ղᅜ❧බᅬࡢࠕࢼࢩࣙࢼࣝࣃ࣮ࢡࠖࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢻ
 ࣭᪥ᮏࡢᅜ❧බᅬࢆୡ⏺Ỉ‽ࡢࠕࢼࢩࣙࢼࣝࣃ࣮ࢡࠖࡋ࡚ࣈࣛࣥࢻ
ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ
ࠕᅜ❧බᅬ‶ႚࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡋ࡚ࠊẸ㛫ࡢ▱ᜨ
ࡸ㈨㔠ࡢᑟධࡼࡾࠊእᅜேྥࡅ‶ႚ࣓ࢽ࣮ࣗࡢᩚഛ࣭ᨭࠊᅜ❧බ
ᅬ࠾ࡅࡿୖ㉁ឤࡢฟࠊᾏእࡢሗⓎಙᙉ࠸ࡗࡓྲྀ⤌ࢆィ⏬
ⓗࠊ㞟୰ⓗᐇࡍࡿࡓࡵࠊᮏᖺෆࠊࡲࡎࡣ㸳⟠ᡤࡢᅜ❧බᅬ࠾
࠸࡚ࠊ
ࠕᅜ❧බᅬࢫࢸࢵࣉࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦௬⛠㸧ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊ
ᅜ❧බᅬእᅜேࢆࡧ㎸ࡴࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
࣭࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࢆᬑཬ࣭᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᗈሗᙉࢆ⾜࠺ࡶࠊከ
ᵝ࡞࢞ࢻᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿඃࢀࡓேᮦࡢ㣴ᡂࠊඃࢀࡓ⮬↛ᬒほࡸࢪ࢜ࣃ
࣮ࢡࠊ Ἠ࡞ࡢ⮬↛㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ㨩ຊ࠶ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨࠊእᅜ
ேྥࡅࢶ࣮࢞ࢻࡢ⫱ᡂ࡞ࡢࣥࣂ࢘ࣥࢻᑐᛂ࡞ࠊᆅᇦ࠾ࡅ
ࡿ⮬↛ほග㈨※ࡢ㨩ຊྥୖࡸከᵝ࡞⏝ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ
࣒᥎㐍➼ࡢྲྀ⤌ᑐࡋᨭࢆ⾜࠺ࠋ
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շᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺࡢୡ⏺Ỉ‽ࡢᨵၿ
 ࣭ᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺᑐࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒㸦ࣃࣛࢩ࣮ࣗࢺࢳ࣮࣒㸧
ࢆὴ㐵ࡍࡿࡇࡼࡾࠊಟᬒࠊయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤Ⓨ➼ࢆ㔜Ⅼⓗᐇ
ࡍࡿࠋ
 ࣭࢚ࢥࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࠊ㓇ⶶࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࠊࣟࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒➼ࠊྛᆅ
ᇦࡢ㨩ຊ࠶ࡿほග㈨※ࢆࢸู࣮࣐ࡘ࡞ࡄほග࣮ࣝࢺࢆࠊࢥࣥࢸࢫࢺ
᪉ᘧ࡛ᮏᖺᗘ᪩ᮇ㑅ᐃࡋࠊ㞟୰ᨭࡍࡿࠋ
 ࣭ᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺෆ࡛ࠕ㒔ᕷ࿘㐟࣑ࢽ࣮ࣝࢺࠖࢆ㑅ᐃࡋࠊṔྐⓗ㐨
ࡍࡌࡢ⏕ࠊࢺ࣭ࣞఇ᠁タ➼ࡢタ⨨ࠊᆅᇦࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾᅋయࡢά

նᆅ᪉ࡢၟᗑ⾤➼࠾ࡅࡿほග㟂せࡢ⋓ᚓ࣭ఏ⤫ⓗᕤⱁရ➼ࡢᾘ㈝
ᣑ
 ࣭ ᖺࡲ࡛ࠊィ  ᡤࡢၟᗑ⾤࣭୰ᚰᕷ⾤ᆅ࣭ほගᆅ࡛ࡢ⾤୪ࡳ
ᩚഛࠊィ  ⟠ᡤࡢၟᗑ⾤࣭୰ᚰᕷ⾤ᆅ࣭ほගᆅ࡛ࡢእᅜேཷධ⎔
ቃࡢᩚഛࢆ┠ᣦࡋࠊᅜࡢࣥࣂ࢘ࣥࢻ㟂せ⋓ᚓྲྀࡾ⤌ࡴၟᗑ⾤࣭
୰ᚰᕷ⾤ᆅ࣭ほගᆅ࠾࠸࡚ࠊච⛯ᡭ⥆࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡢタ⨨ࠊ:L)L ⎔
ቃᩚഛࠊ࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ➃ᮎᩚഛࠊእᅜேࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ᥦ౪ࠊከゝㄒෆ⾲♧ࠊᗑ⯒ࡢ࠾ࡶ࡚࡞ࡋᙉ➼ࡢྲྀ⤌ᑐࡋ࡚ᨭ
ࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦࡢ✌ࡄຊࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡛ᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶࢆᅗࡿࠋࡲ
ࡓࠊၟᗑ⾤࠾ࡅࡿࣥࣂ࢘ࣥࢻ㟂せ⋓ᚓࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ㞟࣭
࿘▱ࡋࠊࡢၟᗑ⾤ࡢἼཬࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ࣭ ᖺࡲ࡛ࠊእᅜேཷධྍ⬟࡞ఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᆅࡀ  ᡤ௨ୖ
࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊఏ⤫ⓗᕤⱁရ⏘ᆅゼ᪥እᅜே➼ࢆࡧ㎸ࡳࠊ〇
㐀⌧ሙ➼ࡢぢᏛ࣭య㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఏ⤫ⓗᕤⱁရࡢ㨩ຊࢆయឤࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࡇ࡛ࠊእᅜேᐩ⿱ᒙ➼ࡢ㉎㈙ពḧࢆࡁ❧࡚ࡿࡶࠊᾏእ᭷
㆑⪅ࡢ⏘ᆅᣍ࠸ࠊᗈሗᙉࢆ㏻ࡌࠊእᅜே┠⥺࡛ࡢఏ⤫ⓗᕤⱁရࡢ
㨩ຊⓎಙ➼ࢆ⾜࠺ࠋ




յᅾᆺ㎰ᒣ⁺ᮧࡢ☜❧࣭ᙧᡂ
࣭⨾ࡋ࠸㎰ᒣ⁺ᮧ࠾࠸࡚᪥ᮏࡢ⮬↛ࡸ⏕άࢆయឤࡋ‶ႚࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓ
ࡵࠊᆅᇦࡢ㣗ࠊࡑࢀࢆ⏕ࡳฟࡍ㎰ᯘỈ⏘ᴗࢆ᰾ࡋ࡚ゼ᪥እᅜேࢆ
୰ᚰࡋࡓほගᐈࡢㄏ⮴ࢆᅗࡿᆅᇦ࡛ࡢྲྀ⤌ࢆࠕ㣗㎰ࡢᬒᆅࠖ
ࡋ࡚ㄆᐃࡋࠊࡑࡢࣈࣛࣥࢻࢆᙉຊ᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᡃࡀᅜࡀ
ࡿ㎰ᒣ⁺ᮧࡢ㣗ࡢ㨩ຊࢆୡ⏺ྥࡅ࡚ᙉຊࡘ୍యⓗⓎಙࡍࡿࠋ
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ճࠕほගᆅ⏕࣭άᛶࣇࣥࢻࠖࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᒎ㛤
࣭ Ἠ⾤➼ࡢࡲࡲࡾࡢ࠶ࡿ࢚ࣜࢆ୍య࡛ࡈ⏕ࡋࠊほගᆅࡋ
࡚ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆᙉຊᘬࡁฟࡍࡓࡵࠊ
ࠕほගᆅ⏕࣭άᛶࣇࣥ
ࢻ㸦௬⛠㸧ࠖࡢᅜ࡛ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᒎ㛤ྥࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢࠕほගᆅ⏕࣭
άᛶࣇࣥࢻࠖࡢάື≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᐁẸࣇࣥࢻࠊ㛵ಀᶵ㛵
➼ᚲせ࡞㐃ᦠࢆ⾜࠸ࠊほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ㛵ࡍࡿᢞ㈨ࣀ࢘ࣁ࣭࢘ேᮦ
ᨭ㛵ࡍࡿᶵ⬟ࢆᆅᇦ⤒῭άᛶᨭᶵᵓ㸦5(9,&㸧ࡼࡿࣇࣥࢻ
⤌ᡂ⤊ᚋࡶᏳᐃⓗ࣭⥅⥆ⓗᥦ౪࡛ࡁࡿయไࡢᩚഛࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

ձୡ⏺Ỉ‽ࡢ '02 ࡢᙧᡂ࣭⫱ᡂ
 ᖺࡲ࡛ୡ⏺Ỉ‽ '02 ࢆᅜ࡛  ⤌⧊ᙧᡂࡍࡿࡓࡵࠊ≉௨ୗ
ࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ
࣭᪥ᮏ∧ '02 ࡢೃ⿵࡞ࡾᚓࡿἲேࢆⓏ㘓ࡋࠊⓏ㘓ἲேᑐࡋ࡚㛵ಀ┬
ᗇ㐃ᦠࡋ࡚ࠊᨭࡢ㔜Ⅼᐇࡸ┦ㄯࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉᑐᛂ➼ࢆᐇ
ࡍࡿࠋ
࣭ほගᆅᇦࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㺃࣐࣮ࢣࢸࣥࢢࢆࠕㄡ࡛ࡶࠊ⡆༢ࠊຠ⋡ⓗ
ࠖ⾜࠺ࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒㺃ࢶ࣮ࣝࠕ'02 ࢡࣛ࢘ࢻࠖࢆ㛤Ⓨࡋࠊ
'02 ᙧᡂࢆ⾜࠺⪅ᑐࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖྥࡅࠊᕷ༊⏫ᮧ༢࡛ゼ᪥እᅜே➼ࡢᐟ
Ἡ࣭ᒓᛶࢹ࣮ࢱࡸᆅᇦࡢほග㈨※➼ࡢࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆ㞟⣙ࡋࠊㄡ࡛ࡶ
ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࣮࢜ࣉࣥࡋࡓࠕほගணሗࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࡢᬑ
ཬ࣭ᣑࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
࣭ᾏእ▱ぢࡶྲྀࡾධࢀࠊᡃࡀᅜࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ⟇ᐃࡋࠊ◊ಟࢆᐇࡍࡿࡶࠊ⫱ᡂࡋࡓேᮦࡀ≉ᐃࡢᆅᇦࡢࡳ

ほග⏘ᴗࢆ㠉᪂ࡋࠊᅜ㝿➇தຊࢆ㧗ࡵࠊᡃࡀᅜࡢᇶᖿ⏘ᴗ



ոᮾࡢほග⯆
 ࣭ᮾ㸴┴ࡢእᅜேᐟἩ⪅ᩘࢆ  ᖺ  ேἩ㸦 ᖺࡢ㸱ಸ㸧
ࡍࡿࡓࡵࠊᾏእࡢ᪑⾜♫ࡸ࣓ࢹ㛵ಀ⪅➼ࡢᣍㄳࠊ㏻ࣇ࣮ࣜ
ࣃࢫࡢᨵၿࠊᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝࢺᙧᡂࡢಁ㐍ࠊ᪑㤋ࡢ⏕࣭άᛶ➼
ࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠊ᪥ᮏึ࡞ࡿୡ⏺ࢆᑐ㇟ࡋࡓࢹࢫࢸࢿ
࣮ࢩ࣭࣮ࣙࣥ࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢ➨୍ᙎࡋ࡚ࠊᮾࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆᐇ
ࡍࡿࠋ

ղ⏘ᴗ⏺ࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓほග⤒Ⴀேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ᙉ
࣭ほග⏘ᴗࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ⤒Ⴀேᮦࡢᜏᖖⓗ࡞⫱ᡂᣐⅬࢆ
Ꮫ㝔ẁ㝵㸦0%$ ࢆྵࡴࠋ
㸧ᙧᡂࡍࡿࡓࡵࠊᴗ⏺ࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼࡞
ࡀࡽ⏘Ꮫᐁ࠾࠸࡚ᐇ㊶ⓗ࣭ᑓ㛛ⓗ࡞ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ╔ᡭࡍ
ࡿࠋ
࣭ᆅᇦほගࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺ேᮦ⫱ᡂࡢᙉࢆᅗࡿࡓࡵࠊ᪤ᏑࡢᏛほගᏛ
㒊➼ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢኚ㠉ྥࡅࡓᶆ‽࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨಀࡿ
ㄪᰝ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱ࢆ⾜࠺᪂ࡓ࡞㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊ
 ᖺᗘࡢ㛤Ꮫྥࡅࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟࡛ᮏᖺᖺኸࡲ࡛⤖ㄽࢆࡲ
ࡵࠊᮏᖺ୰ᡤせࡢไᗘୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭ᆅᇦࡢほග⏘ᴗࢆᨭ࠼ࡿࠊ᪑⾜⪅ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡿேᮦࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿࡓࡵࠊᑓಟᏛᰯ➼ࡢᩍ⫱ᶵ㛵⏘ᴗ⏺ࡀ㐃ᦠࡋࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢᨵၿ࣭ྥୖࢆᅗࡿࠋ

࡞ࡽࡎᅜྛᆅ࡛ά㌍࡛ࡁࡿ⤌ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
࣭ᆅᇦࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿேᮦ㊊㎿㏿ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᑓ㛛ⓗ࡞▱
㆑ࢆ᭷ࡍࡿ࣐࣮ࢣࢵࢱ࣮ᆅᇦࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࠊᐇ㝿ࡢὴ㐵ࡲ࡛ࢆ
୍యⓗᨭࡍࡿࠋ
࣭㛵ಀᗓ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊᆅ᪉⏕᥎㐍㔠࡞ࡶά⏝ࡋࠊ⤌⧊ࡢ❧
ୖࡆࡽ⮬ᚊⓗ࡞㐠Ⴀࡲ࡛᪥ᮏ∧ '02 ᑐࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞ᨭࢆᐇࡍ
ࡿࠋ
࣭ᐁẸࣇࣥࢻࠊ㛵ಀᶵ㛵ࠊᗈᇦ '02 ➼ࡀ㐃ᦠ࣭ཧ⏬ࡍࡿᯟ⤌ࢆ௳
ᛂࡌ࡚タ⨨ࡋࠊつไᨵ㠉㛵ࡍࡿാࡁࡅࢆ⾜࠺ࡶࠊẸ㛫ࡼ
ࡿ㸯つᶍࡢᴗᑐࡍࡿᨭࢆᐇࡍࡿࠋ

ື➼ࢆࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡛㔜Ⅼᨭࡍࡿࠋ
 ࣭ほගᆅࡢ㨩ຊࢆ㧗ࡵࠊᚋࡢ᭦࡞ࡿࣥࣂ࢘ࣥࢻほග㟂せᑐᛂࡍࡿ
ࡓࡵࠊᆅᇦࡸබඹ㏻㐃ᦠࡋࠊࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽ᪤Ꮡࡢ
㐨㊰ࡸ㥔㌴ሙࡢᐜ㔞࣭✵㛫ࢆ㈼ࡃ࠸ࠊ༶ຠᛶࡢ࠶ࡿᑐ⟇ࢆᙉ
ࡍࡿࠋ
 ࣭ゼ᪥እᅜேࡢᅜෆゼၥᆅ㛫ࡢὶື㔞ࡸ⏝㏻ᶵ㛵➼ࡢᐇែࡀᢕᥱྍ
⬟࡞ゼ᪥እᅜேὶືࢹ࣮ࢱࢆᩚഛࡍࡿࡇࡼࡾࠊᗈᇦほග࿘㐟࣮ࣝ
ࢺࡢᙧᡂࡸᡓ␎ⓗ࡞ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ⟇ࡢ⏬❧࣭ぢ┤ࡋ㈨ࡍࡿ
ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡋ࡚ࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
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յࣅࢨࡢᡓ␎ⓗ⦆
࣭ࣅࢪࢵࢺ࣭ࢪࣕࣃࣥᴗࡢ㔜Ⅼ  ᅜ࣭ᆅᇦࡢ࠺ࡕࠊゼ᪥ᙜࡓࡗ࡚
ࣅࢨࡀᚲせ࡞㸳ᅜ㸦୰ᅜ࣭ࣇࣜࣆ࣭ࣥ࣋ࢺࢼ࣒࣭ࣥࢻ࣭ࣟࢩ㸧
ࢆᑐ㇟ࠊᨻᗓయ࡛ࠊࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡼࡿㄆ▱ᗘྥୖࡸཷධ⎔ቃ
ࡢᩚഛ㐃ᦠࡋ࡚ࠊࣅࢨ⦆ࢆᡓ␎ⓗᐇࡍࡿࠋ
 ୰ᅜྥࡅࡢࣅࢨⓎ⤥せ௳ࡢ⦆㸦ᩘḟࣅࢨಀࡿၟ⏝┠ⓗ࣭ᩥ
ே࣭▱㆑ேࡢᑐ㇟ᣑࠊ᭷ຠᮇ㛫ࡢ᭱㛗  ᖺࡢᘏ㛗ཬࡧ୍ᐃ⠊
ᅖࡢᏛࡢᏛ⏕➼ᑐࡍࡿࣅࢨ⏦ㄳᡭ⥆ࡢ⡆⣲㸧ࡢỴᐃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ኟࡲ࡛ᐇ⛣ࡍࠋ
 ࣟࢩྥࡅࡢᩘḟࣅࢨⓎ⤥せ௳ࡢ⦆㸦ၟ⏝┠ⓗ࣭ᩥே࣭▱㆑ே
ࡢᑐ㇟ᣑࠊ᭷ຠᮇ㛫ࡢ᭱㛗㸳ᖺࡢᘏ㛗➼㸧ࢆ᪩ᮇᐇ⌧ࡍࡿࠋ
 ࣥࢻྥࡅࡢࣅࢨⓎ⤥せ௳ࡢ⦆㸦୍ᐃ⠊ᅖࡢᏛࡢᏛ⏕➼ᑐ
ࡍࡿࣅࢨ⏦ㄳᡭ⥆ࡢ⡆⣲㸧ࢆ᪩ᮇᐇ⌧ࡍࡿࠋ
 ゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ࡢቑຍᑐᛂࡋࠊእᅜே᪑⾜⪅ࡀᡃࡀᅜࡢࣅ
ࢨ⏦ㄳࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊᅾእබ㤋ࡢࣅࢨᑂᰝಀࡿᚲせ࡞≀
ⓗ࣭ேⓗయไࡢᩚഛྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
 ᡓ␎ⓗࣅࢨ⦆ࢆᐇࡋࡓᅜ࠾࠸࡚ࠊࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆ㞟୰
ⓗᐇࡍࡿࠋ

մᐟἩタ㊊ࡢ᪩ᛴ࡞ゎᾘཬࡧከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓᐟἩタ
ࡢᥦ౪
࣭᪑㤋ࠊ࣍ࢸࣝ➼ᐟἩタࡢᩚഛ╔┠ࡋࡓᐜ✚⋡⦆ไᗘࡢタࡸࠊ
ྂẸᐙࢆᐟἩタࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡍࡿᴗ➼ᑐࡋ࡚ᆅᇦࡢ㈨㔠
ࢆά⏝ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࣇࣥࢻࡼࡿ㔠⼥ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊᐟ
Ἡタ㊊ࡢゎᾘྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭ᐟἩタᑐࡍࡿࣥࣂ࢘ࣥࢻᑐᛂಁ㐍ᴗ㸦:L)L ⎔ቃᩚഛࠊከゝ
ㄒᑐᛂࠊ1+. ࣮࣡ࣝࢻ 79 ➼ࡢࢸࣞࣅࡢᅜ㝿ᨺ㏦タഛಀࡿᩚഛᴗ
せࡍࡿ⤒㈝ࡢ 㸦ୖ㝈  㸧ࡢᨭ㸧ࢆ⾜࠸ࠊゼ᪥እᅜே᪑
⾜⪅ࡗ࡚⏝ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡇࡼࡾࠊᐟἩタ㊊ࡢゎᾘཬࡧ
ከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬྜࢃࡏࡓᐟἩタࡢᥦ౪ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊࢡࣛ࢘
ࢻ➼ࡢ ,&7 ࡸ࣐ࣝࢳࢱࢫࢡ➼ࡢᴗົ㐠Ⴀయไࡢぢ┤ࡋࡼࡿᐟἩ
ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
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ոゼ᪥ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡢᡓ␎ⓗ㧗ᗘཬࡧከᵝ࡞㨩ຊࡢᑐእⓎಙᙉ


ࡧᆅᇦάᛶࡢほⅬࡽά⏝ࢆᅗࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊឤᰁ
ࡲࢇᘏ㜵Ṇࡸࢸࣟ㜵Ṇ࡞ࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮ࠊᆅᇦఫẸ➼ࡢࢺࣛࣈࣝ
㜵Ṇ␃ពࡋࡓ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࠕつไ
ᨵ㠉ᐇィ⏬ࠖἢࡗ࡚ࠊ୍ᐃࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡍẸἩࢧ࣮ࣅࢫࢆ㐺ษ࡞
つไࡢୗ࡛᥎㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠕᐙᒃఫᆺࠖࠕᐙᅾᆺࠖࡢ㢮ᆺู
つไయ⣔ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡃࠊཌ⏕ປാ┬ほගᗇ࡛㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠕẸ
Ἡࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ࠾࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊ
ᮏᖺ㸴᭶ࢆ┠㏵᭱⤊ሗ࿌᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵࠊྠྲྀࡾࡲࡵࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
᪩ᛴᚲせ࡞ἲᩚഛྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭
ࠕᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦእᅜேᅾタ⤒Ⴀᴗࠖࡢᐇ≧ἣ➼ࡘ࠸᳨࡚
ドࢆ⾜࠸ࠊලయⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊไᗘࡢࡼࡾ୍ᒙࡢ⏝ࡀᅗ
ࡽࢀࡿࡼ࠺᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ᅜேほගᐈࡢࢽ࣮ࢬࡸ㒔ᕷ㒊࡛ࡢᐟἩ㟂⤥ࡢ㐕㏕≧ἣࡢᑐᛂཬ

ࡦࡗࡥࡃ

շẸἩࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐᛂ
࣭ఫᏯ㸦ᡞᘓఫᏯࠊඹྠఫᏯ➼㸧ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆά⏝ࡋ࡚ᐟἩࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ࠸ࢃࡺࡿࠕẸἩࢧ࣮ࣅࢫࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᛴቑࡍࡿゼ᪥እ

նほග㛵ಀࡢつไ࣭ไᗘࡢ⥲ྜⓗ࡞ぢ┤ࡋ
㏆㞄ࢪㅖᅜࡽࡢゼ᪥᪑⾜⪅ᩘࡢቑຍࡢཷධయไᩚഛࠊ㍍ἑ
ࢫ࣮࢟ࣂࢫᨾࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᪑⾜࠾ࡅࡿᏳ☜ಖࠊ⏕⏘ᛶࡀ㧗ࡃࠊᅜ㝿
➇தຊࡢ࠶ࡿᇶᖿ⏘ᴗࡢ⫱ᡂ࣭ᙉࡢほⅬࡽࠊ௨ୗࡢไᗘぢ┤ࡋࢆ᮶
ᖺ୰ᐇࡍࡿࠋ
 ࣭ከᵝ࡞᪑⾜⪅ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡶࠊ㏻ヂෆࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥
㔞ࡢᣑࢆᅗࡿࡓࡵࠊ୍ᐃࡢရ㉁☜ಖࢆ๓ᥦࠊ
ࠕᴗົ⊂༨つไࠖ➼ࠊ
㏻ヂ࢞ࢻไᗘࢆぢ┤ࡍࠋ
 ࣭┈ඃඛࡢ㉁ࡢప࠸ཪࡣᏳᛶࡢప࠸᪑⾜ၟရࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇࢆ㜵
ࡄࡓࡵࠊࣛࣥࢻ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡘ࠸࡚ࠊⓏ㘓ไ➼ࡢᑟධࡼࡾᐇែࢆ
ᢕᥱࡍࡿࡶࠊၥ㢟ࡢ࠶ࡿᴗ⪅ᑐࡋ࡚㐺ษᣦᑟ࣭┘╩࡛ࡁ
ࡿไᗘࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
࣭➨㸱✀᪑⾜ᴗ⪅ࡸᐟἩᴗ⪅➼ࠊᆅᇦᐦ╔ࡋࡓᴗ⪅ࡀ╔ᆅᆺ᪑⾜
ၟရࢆ⏬࣭ᥦ౪ࡋࡸࡍ࠸ไᗘࡢᩚഛࢆᅗࡿࠋ
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ࡍ࡚ࡢ᪑⾜⪅ࡀࠊࢫࢺࣞࢫ࡞ࡃᛌ㐺ほගࢆ‶ႚ࡛ࡁࡿ⎔ቃ

ͤ,5 ᥎㐍ἲ㸸≉ᐃ」ྜほගタ༊ᇦࡢᩚഛࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ

չ0,&( ㄏ⮴ࡢಁ㐍
࣭ᖺෆࠕ0,&( ᥎㐍㛵ಀᗓ┬㐃⤡㆟㸦௬⛠㸧ࠖࢆタ⨨ࡋࠊᨻᗓᶓ᩿ⓗ
ᨭࡍࡿ 0,&( ௳ࡘ࠸࡚ᨭ⟇ࡢ᳨ウ➼ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ௨
ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ
 ࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥࣅ࣮࣮ࣗࣟࡢ 0,&( ㄏ⮴㛵ࡋ࡚ᅜ㝿➇தຊ࣭యไ
ᙉࡢࡓࡵࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ 0,&( ᙉ㒔ᕷᑐࡋ࡚ࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥ
ࢢࡢ㧗ᗘྥࡅࡓᨭᴗࢆᐇࡍࡿࠋ
 ࣘࢽ࣮ࢡ࣋ࢽ࣮ࣗࡢ⏝ᣑ࣭ᬑཬಁ㐍ࡢࡓࡵࠊタ⟶⌮⪅⏝
⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡢ㱈㱒ࡸㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊタഃࡶㄢ㢟ࡘ࠸࡚ሗඹ
᭷ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭⤫ྜᆺࣜࢰ࣮ࢺ㸦,5㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊほග⯆ࠊᆅᇦ⯆ࠊ⏘ᴗ⯆➼
㈨ࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ๓ᥦ࡞ࡿ≢⨥㜵Ṇ࣭Ᏻ⥔ᣢࠊ
㟷ᑡᖺࡢ⫱ᡂࠊ౫Ꮡ㜵Ṇ➼ࡢほⅬࡽၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵ
ࡢไᗘୖࡢᥐ⨨ࡢ᳨ウࡶᚲせ࡞ࡇࡽࠊ,5 ᥎㐍ἲͤࡢ≧ἣࡸ ,5 
㛵ࡍࡿᅜẸⓗ࡞㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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ձ᭱ඛ➃ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ㠉᪂ⓗ࡞ฟධᅜᑂᰝ➼ࡢᐇ⌧
 ࣭ୡ⏺ึࡢฟධᅜᑂᰝࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢᑟධࡸୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࠊ
ᮏᖺᗘ࠾࠸࡚✵ ࡛ࡢධᅜᑂᰝᚅࡕ㛫  ศ௨ෆࡢ┠ᶆࢆ┠ᣦࡍ
ࡇ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㠉᪂ⓗ࡞ฟධᅜᑂᰝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊࣂ࣮࢜࢝ࢺ





࣭Ḣ⡿ࡸᐩ⿱ᒙࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋ࡚ࠊ᪑⾜ඛࡋ࡚ࡢ᪥ᮏࡢࣈࣛࣥ
ࢻ࣓࣮ࢪࢆ☜❧ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊḢ⡿ࡢ᭷ຊ࡞࢜ࣆࢽ࣮࢜ࣥࣜ
ࢲ࣮➼≉ู࡞᪥ᮏయ㦂ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࡢᫎീࢆᾏእࡢ࣮࢟ᒁ࡛
ᙉຊⓎಙࡍࡿࠊᾏእࡢ᭷ຊ㞧ㄅ➼ࡢ࣓ࢹࡸᐩ⿱ᒙྥࡅ᪑
⾜ၟရࢆᢅ࠺ᾏእࡢ᪑⾜♫ࢆ᪥ᮏྛᆅᖺ㛫  ேᣍㄳࡋࠊࢫࢺ
࣮࣮ࣜᛶࡢ࠶ࡿ᪥ᮏࡢఏ⤫࣭ᩥࢆⓎಙࡍࡿࡶࠊࢱ࣮ࢤࢵࢺ
ッồࡍࡿ᪥ᮏྥࡅࢶ࣮ࡢ㐀ᡂࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
࣭ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡢཧຍᅜ࣭ᆅᇦ
ࡢ┦ὶࢆᅗࡿᆅ᪉⮬యࢆࠕ࣍ࢫࢺࢱ࢘ࣥࠖࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋᾏ
እࡢሗⓎಙࡢᨭࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊྠ㛤ദᆅᇦ᮶ゼࡍ
ࡿ㑅ᡭࡸほගᐈ➼እᅜㄒ࡛㐨ෆ➼ࢆ⾜࠺࣎ࣛࣥࢸேᮦࢆ
⫱ᡂ࣭ᨭࡍࡿࠕ࢜ࣜࣃࣛࣥࣂࢧࢲ࣮㸦௬⛠㸧
ࠖᑟධࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋ
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ղ᪂ᖿ⥺ࠊ㧗㏿㐨㊰࡞ࡢ㧗㏿㏻⥙ࡢά⏝ࡼࡿࠕᆅ᪉⏕ᅇᗯࠖ
ࡢഛ
࣭ࡇࢀࡲ࡛ฟⓎ๓ᾏእࡢ㝈ࡽࢀࡓ᪑⾜௦⌮ᗑ࡛ࡋ㉎ධ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
ࠕࢪࣕࣃ࣭࣮ࣥࣞࣝࣃࢫࠖࡢ᪥ᮏ฿╔ᚋࡢ㉎ධࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࠊᮏ
ᖺᗘᐇドᐇ㦂ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢤ࣮ࢺ࢙࢘ࡽᆅ᪉ࠊᆅ᪉ᆅ
᪉ࢆ⤖ࡪపᗮࡘᣢ⥆ྍ⬟࡞⯟✵⥙ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
࣭ほගᆅࡢࢡࢭࢫࡢ౽ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡈほගᆅ࿘
㎶࡛ࡢ㏻ࡸ᪤Ꮡࡢඹ㏻㌴⯪ๆ➼ࡢ⌧≧ࠊほගᐈࡢ⾜ືࡢᩚྜᛶ
ࢆ⥲Ⅼ᳨ࡋࡓୖ࡛ࠊほගᐈࡢࢽ࣮ࢬྜࡗࡓほගᆅ࿘㎶࡛ࡢ㏻ࡢ
ᐇཬࡧඹ㏻㌴⯪ๆ➼ࡢ㐀ᡂ࣭ᨵၿࢆᅗࡿࡶࠊእᅜㄒࡼࡿ
ຠᯝⓗ࡞ሗⓎಙࡸࠊࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋ
࣭㧗㏿ࣂࢫࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉࢆᅗࡿࡓࡵࠊࢧ࣮ࣅࢫ࢚࣭ࣜࣃ࣮࢟ࣥ
ࢢ࢚ࣜࡢ⥅ᣐⅬᩚഛࠊ㧗㏿ࣂࢫࢫࢺࢵࣉ࠾ࡅࡿࣃ࣮ࢡࣥࢻࣛ
ࢻࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ❧య㐨㊰ไᗘࡢᣑࡼࡾ㕲㐨➼ࡢ⥅
ᙉࡢྲྀ⤌ࢆᐁẸ㐃ᦠ࡛᥎㐍ࡋࠊ㏻࣮ࣔࢻ㛫ࡢ᥋⥆㸦࣮ࣔࢲࣝࢥࢿ
ࢡࢺ㸧ࡢᙉࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦࣂࢫࡢ⏝⎔ቃࡢྥୖྥࡅࡓࠊࢱ
࣭࢘ࣥࣔࣅࣜࢸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊࣂࢫᚅࡕ⎔ቃࡢᨵၿࠊ㐨ࡢ㥐ࡢࢹ࣐
ࣥࢻࣂࢫࡸ࣮࢝ࢩ࢙ࡢ⥅ᣐⅬࠊ%57 ➼ࡼࡿ㍺㏦ຠ⋡࣭┬ே
࡞ࡢྲྀ⤌ࢆᐁẸ㐃ᦠ࡛᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭㐣ᆅ➼࠾ࡅࡿゼ᪥እᅜேࢆࡣࡌࡵࡍࡿほගᐈ➼ࡢ⛣ືࡀࡼࡾ౽
࡛ᛌ㐺࡞ࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ
ࠕᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦἲࠖࡢᯟ⤌ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ
⮬ᐙ⏝⮬ື㌴ࡢά⏝ᣑࢆᅗࡿࠋ
࣭㧗㏿㐨㊰♫ࡀࠊᅜࠊᆅ᪉⮬యࠊࣞࣥࢱ࣮࢝ᴗ⪅➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ
ᆅ᪉ࡢ㧗㏿㐨㊰࠾࠸࡚ࠊᐃ㢠࡛ఱᅇ࡛ࡶ⏝࡛ࡁࡿእᅜே᪑⾜⪅ྥ
ࡅ࿘㐟ࢻࣛࣈࣃࢫ࡞ࡢ⏬ᘬࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ

ᑟධࡼࡿಶே㆑ูሗࡢ๓ྲྀᚓࠊࣉࣞࢡࣜࣛࣥࢫ㸦๓☜ㄆ㸧
ࡢ᪩ᮇᐇ⌧ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿΏ⯟⪅㸦ࢺࣛࢫࢸࢻ࣭ࢺ࣮ࣛ࣋ࣛ㸧ࢆᑐ㇟
ࡍࡿ⮬ືࢤ࣮ࢺไᗘࡢᑟධࠊୡ⏺᭱㧗Ỉ‽ࡢ㢦ㄆドᢏ⾡ࡢᑟධࠊ
እᅜேࡢฟᅜᡭ⥆࠾ࡅࡿ⮬ືࢤ࣮ࢺࡢ⏝ᣑ➼ྥࡅࡓྲྀ⤌
ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ࣭ฟⓎࡢ⯟✵ಖᏳ᳨ᰝಀࡿ᪑ᐈࡢ㈇ᢸࢆᢚ࠼ࠊ᳨ᰝࡢࢆᅗࡾ
ࡘࡘཝ᱁ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊḢ⡿➼࡛ᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿඛ㐍ⓗ࡞ಖᏳ
᳨ᰝᶵჾ㸦࣎ࢹࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸧ࢆᑟධࡍࡿࠋ
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մゼ᪥ࢡ࣮ࣝࢬ᪑ᐈ  ᖺ  ேྥࡅࡓࢡ࣮ࣝࢬ⯪ཷධࢀࡢ᭦
࡞ࡿᣑ
 ࣭ᐤ ᆅࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡿࢡ࣮ࣝࢬ⯪♫ࠊࢡ࣮ࣝࢬ⯪ࢆཷࡅධࢀࡓ࠸ ‴
⟶⌮⪅㸦ᆅ᪉බඹᅋయ㸧ࡢ㛫ࡢࠊ㟂せ౪⤥ࡢࠕ࣐ࢵࢳࣥࢢࠖࢧ࣮
ࣅࢫࢆᅜ㸦ᅜᅵ㏻┬ ‴ᒁ㸧࠾࠸࡚㛤ጞࡋࠊ⏝ྍ⬟࡞ᓊቨࢆࢡ
࣮ࣝࢬ⯪♫⤂ࡍࡿ࡞ࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࠊࢡ࣮ࣝࢬ⯪ᐤ ࡢࠕ࠾᩿ࡾ
ࢮࣟࠖࢆᐇ⌧ࡋࠊᡃࡀᅜࡢࢡ࣮ࣝࢬ⯪ࡢᐤ ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
 ࣭ࢡ࣮ࣝࢬ⯪ࡢᐤ ቑຍࡸᆺᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ᪤Ꮡタࢆά⏝ࡋࡘ
ࡘࠊᓊቨࡢಀ⯪ᰕࡸ㜵⯨ᮦࡢᩚഛࡸࢻࣝࣇ࣭ࣥᱞᶫ➼ࡢᩚഛࢆ᥎㐍



ճᆅ᪉✵ ➼ࡢࢤ࣮ࢺ࢙࢘ᶵ⬟ᙉ
 ࣭ᆅ᪉✵ ࡢࢤ࣮ࢺ࢙࢘ᶵ⬟ࢆᙉࡋࠊᗈᇦⓗ࡞ほග⯆ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ᾏ㐨࠾࠸࡚ࠊ」ᩘ✵ ࡢ୍య㐠Ⴀ㸦බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧ➼㸧ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭ᆅ᪉✵ ࡢᅜ㝿⥺ᑵ⯟ࢆಁ㐍ࡋࠊ
ࠕᆅ᪉࣭ࣥᆅ᪉࢘ࢺࠖࡢὶࢀࢆ
ࡘࡃࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡀᐇࡍࡿᅜ㝿⥺ㄏ⮴➼ࡢྲྀ⤌༠ㄪࡋ࡚ࠊᆅ᪉✵
ࡢᅜ㝿⥺ࡢ╔㝣ᩱࢆ㍍ῶࡍࡿࠋ
 ࣭㤳㒔ᅪ✵ ࡢᶵ⬟ᙉྥࡅ࡚ࠊ⩚⏣✵ ࡢ㣕⾜⤒㊰ࡢぢ┤ࡋ➼ࡘ
࠸࡚ࠊᮏᖺኟࡲ࡛⎔ቃᙳ㡪➼㓄៖ࡋࡓ᪉⟇ࢆ⟇ᐃࡍࡿ࡞ࠊ
ᖺࡲ࡛ࡢ✵ ฎ⌮⬟ຊ⣙㸶ᅇࡢᣑࡘ࠸࡚᭱ඃඛྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲ
ࡓࠊ ᖺ௨㝆ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂ⏣✵ ࡢᢤᮏⓗ࡞ᐜ㔞ᣑ࡞ࡢᶵ⬟
ᙉ᪉⟇ࡢලయྥࡅ࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ㛵ಀ⮬య➼᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ࣭㤳㒔ᅪ✵ ࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫࢪ࢙ࢵࢺࡢཷධ⎔ቃࡢᨵၿࡢࡓࡵࠊ⩚⏣
✵ ࠾ࡅࡿ㥔ᶵྍ⬟ࢫ࣏ࢵࢺࡢቑタࢆ⾜࠺ࡶࠊᡂ⏣✵ ࠾
ࡅࡿཷධ⎔ቃᨵၿࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋࡉࡽࠊ⩚⏣࣭ᡂ⏣୧✵ ࡢ㐃ᦠ
ࡼࡿ᭦࡞ࡿཷධࢆᅗࡿࠋ
 ࣭ᾏ㐨ࡢ୍ᒙࡢほගᐈㄏ⮴ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᾏ㐨ࡢ⋞㛵࡛࠶ࡿ᪂༓ṓ
✵ ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺ  ᭶ୗ᪪ࡽࡢࢲࣖࡼࡾࠊᅜ㝿⥺⯟✵౽ࡢ
Ⓨ╔ᯟࢆᖜᣑࡍࡿࠊ᮶ᖺ㸱᭶ୗ᪪ࡽࡢኟࢲࣖࡼࡾࠊ㸯
㛫ᙜࡓࡾࡢⓎ╔ᯟࢆᣑࡍࡿࠋ
 ࣭㛵す✵ ࡘ࠸࡚ࠊ➨㸯ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢධᅜᑂᰝሙࡢᣑᙇ➼ࡸ᪂ࡓ࡞ /&&
ᑓ⏝ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᩚഛࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊ୰㒊✵ ࡘ࠸࡚ࠊ/&& ࡢ
ᣐⅬࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ/&& ᑓ⏝ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢᩚഛ╔ᡭࡍࡿࠋ
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շ㏻ಙ⎔ቃࡢ㣕㌍ⓗྥୖㄡࡶࡀ୍ேṌࡁ࡛ࡁࡿ⎔ቃࡢᐇ⌧
 ࣭እᅜே᪑⾜⪅➼ࡀほග࣭⅏ᐖࡶ⏝ࡋࡸࡍ࠸ :L)L ⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࠊ ᖺࡲ࡛せ࡞ほග࣭㜵⅏ᣐⅬ࠾ࡅࡿ㔜Ⅼᩚഛ⟠ᡤ㸦㑊
㞴ᡤ࣭㑊㞴ሙᡤᣦᐃࡉࢀࡓᏛᰯ➼ࢆྵࡴ㸦᥎ィ  ⟠ᡤͤ㸯㸧ࠋ
㸧
ͤ㸰
ࡘ࠸࡚ࠊᅜࡀᮏᖺ୰సᡂࡍࡿᩚഛィ⏬ ᇶ࡙ࡁࠊ↓ᩱ :L)L ⎔
ቃࡢᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ↓ᩱබ⾗↓⥺ /$1 ᩚഛಁ㐍༠㆟ࠖࢆά
⏝ࡋࠊ ᖺࡲ࡛᪤タࡢ :L)L ࢡࢭࢫ࣏ࣥࢺࡢ᭷ຠά⏝ࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡇ➼ࡼࡾࠊ ᡤ௨ୖ࡛ࠊᴗ⪅ࡢᇉ᰿ࢆ㉺࠼࡚ࢩ࣮࣒ࣞ



ն࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ⎔ቃࡢ㣕㌍ⓗᨵၿ
 ࣭㸱࣓࢞ࣂࣥࢡࡢᾏእⓎ⾜࣮࢝ࢻᑐᛂ $70 ࡢᩚഛࡘ࠸࡚ࠊᚑ᮶ࠊ
ᖺࡲ࡛ࠊ $70 タ⨨ᣐⅬࡢ⣙༙ᩘ࡛ᩚഛ㸦ィ⣙  ྎ㸧ࡍࡿ᪉㔪
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡢᖜ࡞๓ಽࡋࢆせㄳ㸦 ᖺ୰ࡑࡢ༙ࢆタ⨨㸧
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ$70 タ⨨᭷⏝࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡋࠊࢽ࣮ࢬࡀ㧗࠸ሙᡤ࡛
ࡢඃඛⓗ࡞タ⨨ࢆ⾜࠺➼ࡢᡓ␎ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁࡍࡶࠊྲྀ⤌≧ἣࢆ
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡍࡿࠋ 
 ࣭ ᖺࡲ࡛ࠊእᅜேࡀゼࢀࡿせ࡞ၟᴗタࠊᐟἩタཬࡧほගࢫ
࣏ࢵࢺ࠾࠸࡚ࠕ㸣ࡢࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻỴ῭ᑐᛂࠖཬࡧࠕ㸣ࡢ
Ỵ῭➃ᮎࡢ ,& ᑐᛂࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻỴ῭࣭,& ᑐ
ᛂ➃ᮎࡢᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ



յබඹ㏻⏝⎔ቃࡢ㠉᪂
 ࣭ᛴቑࡍࡿゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ࢆཷࡅධࢀࡿయไࢆᐇࡉࡏࡿࡃࠊᅜᅵ
㏻┬ࡢᆅ᪉ࡢฟඛᶵ㛵ࢆ୰ᚰᖺ㸱᭶タ⨨ࡋࡓᆅ᪉ࣈࣟࢵࢡ
ู㐃⤡ࡘ࠸࡚ࠊ᭦࡞ࡿໃ࠸࡛ቑຍࡍࡿゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ࡼࡾ୍
ᒙࡢᑐᛂࢆᅗࡿࡃࠊᮏᖺᮎࢆ┠㏵ྛᆅ᪉ࣈࣟࢵࢡ࠾࠸࡚ྲྀࡾࡲ
ࡵࢆ⾜࠺ࡶࠊ
ࠕゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ཷධ⎔ቃᩚഛ⥭ᛴᑐ⟇ᴗࠖ
ࢆά⏝ࡋࠊㄢ㢟ゎỴࢆᙉຊᅗࡿࠋ
࣭ ᖺࡲ࡛ᡭࡪࡽほග࢝࢘ࣥࢱ࣮ࢆせ㏻⤖⠇Ⅼタ⨨ࡋࠊᡭ
ࡪࡽほගࡢᇶᖿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࢆᅗࡿࡓࡵࠊᮏᖺᗘᮎࡲ࡛⌧⾜
ࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮ᩘ㸦 ⛬ᗘ㸧ࢆಸቑࡉࡏࡿࠋ



ࡍࡿࡶࠊẸ㛫ࡼࡿព࣭ᕤኵࡀ┒ࡾࡇࡲࢀࡓ᪑ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝ
ࣅࣝࡢᩚഛࢆ↓Ꮚ㈚ไᗘ࡛ᨭࡋࠊ&,4 ࢚ࣜࡸၟᴗᶵ⬟➼ࢆഛ
࠼ࡓᅜ㝿ࢡ࣮ࣝࢬᣐⅬࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
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չఇᬤᨵ㠉
 ᖺࡲ࡛ᖺḟ᭷⤥ఇᬤࡢྲྀᚓ⋡ࢆ 㸣ྥୖࡉࡏࡿࡇࡸఇ
ᬤྲྀᚓࡢศᩓࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఇᬤࡢ⏝ࡼࡿほගࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
≉௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ
 ࣭ປാ⪅ࡀᖺ㛫࡛ᑡ࡞ࡃࡶ㸳᪥㛫ࡢᖺḟ᭷⤥ఇᬤࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺
⏝⪅⩏ົࡅࡿࡇ➼ࢆෆᐜࡍࡿࠊປാᇶ‽ἲᨵṇࡢ᪩ᮇᡂ❧
ࢆᅗࡿࠋ
 ࣭㐃⥆ఇᬤࢆྲྀᚓࡋࡸࡍ࠸Ꮨ࠾ࡅࡿᖺḟ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓࡢ㞟୰ⓗ࡞ᗈ
ሗࡸࠊᆅᇦࡢ࣋ࣥࢺ➼ྜࢃࡏࡓィ⏬ⓗ࡞ᖺḟ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓࡢാࡁ
ࡅ➼ࢆ⾜࠺ࠋ



ոᛴᝈ➼ࡶ༑ศᑐᛂ࡛ࡁࡿእᅜேᝈ⪅ཷධయไࡢᐇ
 ࣭እᅜேࡀᏳᚰ࣭Ᏻ᪥ᮏࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡽࢀࡿయไࢆᐇࡍ
ࡿࡓࡵࠊ་⒪㏻ヂ࣭་⒪ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㓄⨨ᨭࠊ㝔ෆ㈨ᩱࡢከ
ゝㄒ➼ࡢᨭࠊእᅜேᝈ⪅ཷධࢀ་⒪ᶵ㛵ㄆドไᗘ㸦-0,3㸧ࡢㄆド
㝔ࡢᣑࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ ᖺࡲ࡛ࠊゼ᪥እᅜேࡀ≉ከ࠸ᆅᇦࢆ୰
ᚰࠊཷᑐᛂ➼ࡶྵࡵࡓࠕእᅜேᝈ⪅ཷධࢀయไࡀᩚഛࡉࢀࡓ་⒪
ᶵ㛵ࠖࢆࠊ⌧ᅾࡢ⣙㸳ಸᙜࡓࡿ  ᡤ࡛ᩚഛࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࠊ
ࡲࡎࡣᮏᖺᗘࡲ࡛  ᡤ⛬ᗘᣑࡍࡿࠋ









ࢫ :L)L ᥋⥆࡛ࡁࡿㄆド㐃ᦠࡢ⤌ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡉࡽࠊ᪂ᖿ⥺ࢺ
ࣥࢿࣝ࠾ࡅࡿᦠᖏ㟁ヰࡢ㏻ࡌ࡞࠸༊㛫ࡢゎᾘࢆຍ㏿ࡍࡿࠋ
 ͤ㸯⟠ᡤᩘࡣᚋ᭦⢭ᰝ
 ͤ㸰ᚋࠊẖᖺᗘᨵᐃࢆணᐃ
࣭ ᖺࡲ࡛♫ᐇࢆᅗࡿࡢ┠ᶆྥࡅࠊୡ⏺ࡢࠕゝⴥࡢቨࠖ
ࢆ࡞ࡃࡋࢢ࣮ࣟࣂ࡛ࣝ⮬⏤࡞ὶࢆᐇ⌧ࡍࡿࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥィ⏬ࠖࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊከゝㄒ㡢ኌ⩻ヂᢏ⾡ࡢ⢭
ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡶࠊ᪑⾜ヰຍ࠼ࠊῶ⅏࣭㜵⅏ศ㔝ࡸ⏕άศ
㔝ࡢᢏ⾡ࡢᣑࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊከゝㄒ㡢ኌ⩻ヂࢩࢫࢸ࣒ࡢㄆ▱ᗘྥ
ୖ᭦࡞ࡿᬑཬᣑྥࡅ࡚ࠊᆅ᪉ࡢၟᴗタࡸほගᆅ➼࡛ࡢᐇドᐇ
㦂ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭እᅜேࢧࢡࣜࢫࢺࡶ㏻⾜࣮ࣝࣝࢆศࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡓࡵࠊࣆࢡ
ࢺࢢ࣒ࣛࡸ㊰㠃⾲♧ࡢᵝࢆᶆ‽ࡋࠊᏳ࡛ᛌ㐺࡞⮬㌿㌴⏝⎔ቃ
ࢆฟࡍࡿࠋ
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պ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏྥࡅࡓࣘࢽ
ࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥࡢ᥎㐍
࣭ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࢆዎᶵࡋࠊྛᆅ
ࡢほගᆅࡸ㏻ᶵ㛵࠾࠸࡚ࠊࡼࡾ㧗࠸Ỉ‽ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥ
ཬࡧᚰࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ7RN\R ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ
࣭࢞ࢻࣛࣥࠖࡢ⪃࠼᪉ἢࡗࡓ⾤࡙ࡃࡾࡸᚰࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜࢆ
ᅜᒎ㛤ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᅜෆእࡢ㞀ᐖ⪅ࡼࡿᡃࡀᅜ࡛ࡢ᪑⾜
ᑐࡍࡿ₯ᅾ㟂せࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡶࠊ㧗㱋⪅ࡸᏊ⫱࡚ୡ௦ࡶᛌ㐺᪑
⾜࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡛ᾘ㈝άືࢆάᛶࡍࡿࡓࡵࠊ㞀ᐖ⪅ᅋ
య➼ࡢࣄࣜࣥࢢࢆ㔜ࡡࠊ㞀ᐖ⪅ࡢពぢࢆᫎࡋࠊᮏᖺ㸶᭶ࢆ┠㏵
୰㛫ྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜࠸ࠊᖺෆࢆ┠㏵ࠕࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥ ࠖ
ࡋ࡚᭱⤊ྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜࠺ࠋ
 ࣭ࡲࡓࠊ㏻ࣂࣜࣇ࣮ࣜᇶ‽➼ࡢᨵṇࡸ㌴࠸ࡍ⏝⎔ቃᨵၿࡢ᳨ウࠊ
ࢼࣥࣂ࣮ࣉ࣮ࣞࢺᐤ㔠ࡶά⏝ࡋࡓࣂࢫ࣭ࢱࢡࢩ࣮ࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜ
ᨭࠊ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ㛵㐃㥐ࡢ࢚
࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ቑタࡸ࣮࣒࣍ࢻᩚഛࡢᨭࠊᡂ⏣࣭⩚⏣✵ ࡸせ᪑ᐈ
⯪ࢱ࣮࣑ࢼࣝࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜࠊ➇ᢏሙࡸほගᆅࡢ࿘㎶㐨㊰➼ࡢ㐃
⥆ⓗ࣭㠃ⓗ࡞ࣂࣜࣇ࣮ࣜ㐨㊰ෆᶆ㆑ࡢᨵၿࢆ⾜࠺ࠋ









࣭ᆅᇦ࠾࠸࡚ᐙ᪘࡛ᏛࡪᶵࡢᐇࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ᭦ྛᆅ࡛Ꮫᰯ
ఇᴗ᪥ࡢᰂ㌾࡞タᐃ➼ࡢࡓࡵࡢᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡀ㐍ࡴࡼ࠺ᩍ⫱ጤဨ
ࡸᏛᰯ➼ᑐࡋ୍࡚ᒙࡢ࿘▱ࢆᅗࡿࠋ
࣭ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢᰂ㌾࡞ఇᴗ᪥ࡢタᐃྜࢃࡏࠊᖺḟ᭷⤥ఇᬤྲྀᚓࢆᖺ㛫㸱
᪥ቑࡸࡍࡼ࠺⏘ᴗ⏺ാࡁࡅࡿࡇ࡛ࠊᖹ᪥ࡢᐙ᪘᪑⾜ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
 ࣭ᅜᐙබົဨࡘ࠸࡚ࡶࠊᏛᰯఇᴗ᪥ྜࢃࡏࡓᖺḟఇᬤྲྀᚓࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࠋ
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᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
 ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡢ㛤ദࢆዎᶵࡋࠊ
ᅜẸ࣭Ẹ㛫ᴗ࠾ࡅࡿࢫ࣏࣮ࢶ㛵㐃ᾘ㈝࣭ᢞ㈨࣐ࣥࢻࡢྥୖࠊᾏእ
ࡽ᪥ᮏࡢ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ࡞ࡀணࡉࢀࡿ୰ࠊࡇࡢᶵࢆ᭱㝈ά
⏝ࡋࠊ ᖺ௨㝆ࡶᒎᮃࡋࡓࢫ࣏࣮ࢶ⏘ᴗࡢάᛶࢆᅗࡾࠊࢫ࣏࣮ࢶ⏘
ᴗࢆᡃࡀᅜᇶᖿ⏘ᴗᡂ㛗ࡉࡏࡿࠋ

ࢫࢱࢪ࣒࣭࣮ࣜࢼᨵ㠉㸦ࢥࢫࢺࢭࣥࢱ࣮ࡽࣉࣟࣇࢵࢺࢭࣥࢱ
࣮㸧

ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,

ࠓ.3,ࠔ
ࠕᡂேࡢ㐌㸯ᅇ௨ୖࡢࢫ࣏࣮ࢶᐇ⋡ࢆࠊ⌧≧ࡢ 㸣ࡽ 
ᖺࡲ࡛ 㸣ྥୖࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ

ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,
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ղࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭࣋ࢽ࣮ࣗࠖࡢ⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾධࢀࡓከᶵ⬟ᆺタࡢඛ
㐍ࡢᙧᡂᨭ
  ༢ᶵ⬟ᆺࡢࢫ࣏࣮ࢶタ࡛ࡣ࡞ࡃࠊබඹタࡸၟᴗタ࡞ࡢ」ྜ
ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ࡞ࠊ࿘㎶ࡢ࢚࣐ࣜࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆྵࡵࡓࠊࢧ
ࢫࢸࢼࣈࣝ࡞ὶタࡋ࡚ࡢࢫ࣏࣮ࢶタ㸦࠸ࢃࡺࡿࠕࢫ࣐࣮ࢺ࣭
࣋ࢽ࣮ࣗࠖ㸧ࡘ࠸࡚ࠊᅜෆእࡢඛ㐍ࡶཧ⪃ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ᇶ

ձࢫࢱࢪ࣒࣭࣮ࣜࢼ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃ
  ࢫ࣏࣮ࢶほᡓࡢሙ࡞ࡿ➇ᢏሙࡸయ⫱㤋➼ࡘ࠸࡚ࠊほᐈࡗ࡚ఱ
ᗘࡶ᮶ࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞㨩ຊⓗ࡛┈ᛶࢆ᭷ࡍࡿタ㸦ࢫࢱࢪ࣒࣭ࣜ
࣮ࢼ㸧ࡢ㌿ࢆᅗࡿࡓࡵࠊタࡢ❧ᆅ࣭ࢡࢭࢫࠊつᶍࠊᖏタࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫ➼ࠊᩚഛࡸ㐠⏝㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࢆࠊᮏᖺᗘ୰ྲྀࡾࡲ
ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ࢞ࢻࣛࣥࡢసᡂලయⓗ࡞タࡢᩚഛ࣭㐠ႠᐁẸඹ
ྠ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡃࠊᐁẸ㐃ᦠ༠㆟㸦௬⛠㸧ࢆ᪩ᮇ❧ࡕୖࡆࡿࠋ
 





.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ
 ࠓ.3,ࠔ
ࠕࢫ࣏࣮ࢶᕷሙつᶍ㸦ᖺ㸸 㸧ࢆ  ᖺࡲ࡛  ࠊ
 ᖺࡲ࡛  ᣑࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ

㸳㸬ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥࡢᡂ㛗⏘ᴗ
㸳㸫㸯㸬ࢫ࣏࣮ࢶ⏘ᴗࡢᮍ᮶㛤ᣅ



107

ղ⏘ᴗࡢ⼥ྜ➼ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࡢฟ
ࢫ࣏࣮ࢶᗣࠊ㣗ࠊほගࠊࣇࢵࢩࣙࣥࠊᩥⱁ⾡➼ࡢ⼥ྜ␃
ࡲࡽࡎࠊࢫ࣏࣮ࢶࢆࠕࡳࡿࠖ
ࠊ
ࠕࡍࡿࠖᴦࡋࡳࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࠊᣑࡍࡿࡓ
ࡵࠊࢫ࣏࣮ࢶࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ⼥ྜࠊࢹࢪࢱࣝᢏ⾡㸦,7㸧ࢆά⏝ࡋࡓ࢘



ձ᪂ࡓ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣓ࢹࣅࢪࢿࢫࡢฟ
ᡃࡀᅜࣉࣟࠊ࣐ࢳࣗࠊᏛ⏕ࢫ࣏࣮ࢶ࡞ᵝࠎ࡞ࢫ࣏࣮ࢶࢥࣥࢸࣥ
ࢶࡀ᭷ࡍࡿ౯್ࢆ᭱㝈ά⏝ࡋ᪂ࡓ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣓ࢹ࣭ࢥࣥࢸࣥࢶ
ᕷሙࡢฟྥࡅ࡚ࠊ㓄ಙᢏ⾡ࡢ᭷ຠά⏝ࡸᾏእᕷሙ㐍ฟࡢಁ㐍ࠊ᪂ࡓ
࡞ᶒࣅࢪࢿࢫࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࠊㅖእᅜࡢඛ㐍ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ
ᮏᖺᗘࡼࡾ⏘ᐁᏛࡼࡿ᳨ウ㸦ࢫ࣏࣮ࢶ࣓ࢹ᳨ウ㸦௬⛠㸧㸧ࢆ⾜࠺ࠋ

ղࢫ࣏࣮ࢶ⤒Ⴀேᮦࡢ⫱ᡂ࣭ά⏝ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢᵓ⠏
ࢫ࣏࣮ࢶ㛵㐃ᅋయࡢ⤌⧊㐠Ⴀࠊ┈ᛶࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ➼ࡢ⤒Ⴀຊྥୖ
ྥࡅࠊ༶ᡓຊ࡞ࡿ⤒Ⴀேᮦࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࣉ࣮ࣟࣜࢢࠊྛࢫ࣏
࣮ࢶ㛵㐃ᅋయࠊẸ㛫ᴗࠊᩍ⫱ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋࠊࢫ࣏࣮ࢶ⏺ෆእࡢከ
ᵝ࡞ேᮦࢆᑐ㇟ࡋࡓࠊᑓ㛛ⓗ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞⫱ᡂཬࡧ࣐ࢵࢳࣥࢢᶵ⬟ࢆ
᭷ࡍࡿࠕࢫ࣏࣮ࢶ⤒Ⴀேᮦࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸦௬⛠㸧ࠖࡢᵓ⠏ྥࡅ࡚
᳨ウࡋࠊᮏᖺᗘ୰ࢆ┠ฎ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ࢫ࣏࣮ࢶศ㔝ࡢ⏘ᴗ➇தຊᙉ

ձᏛࢫ࣏࣮ࢶ⯆ྥࡅࡓᅜෆయไࡢᵓ⠏
᪥ᮏࡢᏛ➼ࡀᣢࡘࢫ࣏࣮ࢶ㈨※ࡢ₯ᅾຊ㸦ேᮦ㍮ฟࠊ⤒῭άᛶࠊ
ᆅᇦ㈉⊩➼㸧ࢆ࠸ࡍࡶࠊ㐺ษ࡞⤌⧊㐠Ⴀ⟶⌮ࡸ࡞Ꮫࢫ࣏
࣮ࢶࣅࢪࢿࢫࡢ☜❧➼ࢆ┠ᣦࡍᏛᶓ᩿ࡘ➇ᢏᶓ᩿ⓗ⤫ᣓ⤌⧊㸦᪥ᮏ
∧ 1&$$㸦1DWLRQDO&ROOHJLDWH$WKOHWLF$VVRFLDWLRQ㸧
㸧ࡢᅾࡾ᪉ࡘ
࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭ࢫ࣏࣮ࢶᗇࢆ୰ᚰ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࠊᮏᖺᗘ୰タ⨨
ྥࡅࡓ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ࢫ࣏࣮ࢶࢥࣥࢸࣥࢶ࣍ࣝࢲ࣮ࡢ⤒Ⴀຊᙉࠊ᪂ࣅࢪࢿࢫฟࡢಁ㐍



࡙ࡃタࡢタ⨨ྲྀࡾ⤌ࡴᆅ᪉බඹᅋయᑐࡍࡿᑓ㛛ᐙὴ㐵࡞ࡢᅜ
ࡢᨭᥐ⨨ࢆ㏿ࡸ᳨ウࡋࠊࡑࡢලయࢆᅗࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ3333), ࡢ
ά⏝ࡘ࠸࡚ࠊඃⰋࡢᶓᒎ㛤ࢆᅗࡿࡶࠊබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉
ᘧࢆྵࡵࠊከᶵ⬟ᆺタࡢඛ㐍ࡢᙧᡂྥࡅࣀ࢘ࣁ࢘ࡢᥦ౪➼ࡢᨭ
ࢆᐇࡍࡿࠋ
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ճࢫ࣏࣮ࢶᕷሙࡢᣑࢆᨭ࠼ࡿࢫ࣏࣮ࢶேཱྀࡢቑຍ㸦ᖺ௦ࡸ⏨ዪ➼
ࡢ༊ูࡢ࡞࠸ࢫ࣏࣮ࢶᐇ⋡ࡢྥୖ㸧
  ཧຍࡋࡸࡍ࠸᪂ࡋ࠸ࢫ࣏࣮ࢶࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬ➼ࡸ⫋ᇦ࠾ࡅࡿ㌟㏆࡞㐠
ືࢆ᥎ዡࠊࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪᛂࡌࡓ㐠ື࣭ࢫ࣏࣮ࢶࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࡢᐇࠊ
㞀ᐖ⪅ࢫ࣏࣮ࢶࡢ⎔ቃᩚഛ➼ࡢ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᮏᖺᗘ୰ࡑࡢ᪉
ྥᛶࡘ࠸࡚⤖ㄽࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ























࢙ࣛࣈࣝ࡞ᶵჾࡢᑟධࠊ᪂ࡓ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ⏝ရࡢ㛤Ⓨ࣭ά⏝ࠊࢫ࣏࣮ࢶ
㛵㐃ࢹ࣮ࢱࡢὶ㏻ಁ㐍➼ࡼࡗ࡚ࢫ࣏࣮ࢶࡀᣢࡘ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ㐀
ࡘ࡞ࡆࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࢫ࣏࣮ࢶ᪂ᕷሙࡢ㐀࣭ᣑ➼ྥࡅࠊ㛵ಀ┬ᗇ
㐃ᦠࡋ⏘ᴗࡢ⼥ྜྥࡅࡓࣅࢪࢿࢫ࣐ࢵࢳࣥࢢ➼ࡢᨭᥐ⨨
ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊᮏᖺᗘ୰ࢆ┠ฎ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
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ᩥⱁ⾡⏘ᴗཬࡧ⤒῭Ἴཬຠᯝࡢᣑ
ᩥ㈈ࡸఏ⤫ⱁ⬟ࠊⱁ⾡ᩥࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㣗ࠊᩍ⫱ࠊᩥ᭩࣭㡢ኌ࣭ᫎ
ീ࣭ࢤ࣮࣒ࢯࣇࢺ࡞ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࠊࢹࢨࣥ࡞ࡶྵࡵ࡚ᖜᗈࡃᩥ
ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࡑࡢ⤒῭Ἴཬຠᯝࡢᣑࢆᅗࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᩥᗇࢆ୰ᚰ
ࠊᅜෆእࡢᡂຌࡢศᯒ➼ࢆ㐍ࡵࠊᮏᖺᗘ୰ᨻ⟇࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆ
⟇ᐃࡋࠊ⟇ࡢලయࢆᅗࡿࠋ
 
ᩥ㈈࣭ᩥ㈨※ࡢࢥࢫࢺࢭࣥࢱ࣮ࡽࣉࣟࣇࢵࢺࢭࣥࢱ࣮
ࡢ㌿
ࠕᩥ㈈ά⏝࣭⌮ゎಁ㐍ᡓ␎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌
ࡼࡾࠊࠕᩥ㈈࡛✌ࡄࠖ⤌ࡳࡢ㌿ࢆᅗࡿࠋ
   ࣭ᩥ㈈ゎㄝࡢከゝㄒ➼ࢆ㏻ࡌࡓࠊᡃࡀᅜࡢᩥ࣭Ṕྐࢆయ⌧ࡍࡿᩥ
㈈ࡢ౯್࣭㨩ຊࡢศࡾࡸࡍࡃຠᯝⓗ࡞Ⓨಙ



ࠓ.3,ࠔ ᖺࡲ࡛ࠊᩥ *'3 ࢆ  㸦*'3 ẚ㸱㸣⛬ᗘ㸧ᣑ
ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,
ࠓ.3,ࠔ ᖺࡲ࡛ࠊ㚷㈹άືࢆࡍࡿ⪅ࡢྜࡀ⣙ 㸣ࡲ࡛ୖ᪼ࠊ
㚷㈹௨እࡢᩥⱁ⾡άືࢆࡍࡿ⪅ࡢྜࡀ⣙ 㸣ࡲ࡛ቑຍࡍ
ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ᡃࡀᅜࡣࠊ㛗࠸Ṕྐᡴࡕࡉࢀࡓࠊఏ⤫ᩥ࣭ⱁ⬟ࡽࠊ࣐ࣥ࢞ࠊ
ࢽ࣓ࠊࢤ࣮࣒ࡲ࡛ࠊከ✀ከᵝ࡛ࠊࡋࡶୡ⏺㢮ࢆぢ࡞࠸ᩥⱁ⾡㈨※
ࡀ㇏ᐩᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㈨※ࢆ᭱㝈ά⏝ࡍࡿࡇຍ࠼ࠊᩥ
⾜ᨻᮇᚅࡉࢀࡿ᪂ࡓ࡞ᨻ⟇ࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂᚲせ࡞ᶵ⬟ᙉࢆᅗࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᩥᨻ⟇ࡢᯟ⤌ࡳࡸᨻ⟇ᡭἲࡽࢃࢀ࡞࠸ࠊศ㔝ࢆ㉺࠼ࡓྲྀ
⤌ࡸ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ➼ࡼࡾ୍ᒙྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊⱁ⾡ᐙ➼ࡢᾏእὴ㐵ࡸཷධ
ࢀ➼ࡼࡿᅜ㝿ᩥὶࢆ㏻ࡌࡓᩥእࢆࡣࡌࡵᅜෆእࡢຠᯝⓗⓎ
ಙࡼࡿ᪥ᮏࣈࣛࣥࢻࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ➼ࡼࡾࠊᩥⱁ⾡㈨※ࢆࡶ
ࡋࡓ⤒῭Ἴཬຠᯝࢆᣑࡍࡿࠋ

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

 㸳㸫㸰㸬ᩥⱁ⾡㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ⤒῭άᛶ
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ձࢥࣥࢸࣥࢶࢆ㍈ࡋࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡࣭ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓᩥⓎಙ࣭ᕷ
ሙᣑᡓ␎

ᩥᐦ᥋㛵㐃ࡍࡿศ㔝ࡢᢞ㈨ࡼࡿἼཬຠᯝࡢⓎ⌧

   ࣭ᩥ㈈ࡢ㐺ษ࡞ࢧࢡࣝࡼࡿಟ⌮ࠊᘓ㐀≀➼ࡢ⨾➼ࡼࡾࠊ
ほගᐈࢆ㨩ࡍࡿ⎔ቃᐇ
   ࣭᪥ᮏ㑇⏘ࢆࡣࡌࡵࠊᩥ㈈ࢆ୰᰾ࡍࡿከᵝ࡞ࠕ✌ࡂ᪉ࠖࢆྍ⬟
ࡍࡿほගᣐⅬࢆ  ᖺࡲ࡛ᅜ  ᣐⅬ⛬ᗘᩚഛ
࣭ᩥ㈈ࡢ┈ຊྥୖࡘ࡞ࡀࡿᆅ᪉⮬య➼ࡀ⾜࠺࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ
ࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᥎㐍
࣭Ꮫⱁဨࡸᩥ㈈ಖㆤᢸᙜ⪅➼ᑐࡍࡿᩥ㈈ࢆά⏝ࡋࡓほග⯆
㛵ࡍࡿㅮᗙࡢ᪂タ➼ࡼࡿ༤≀㤋ࡢᶵ⬟ᙉࠊ㉁ࡢ㧗࠸ +HULWDJH
0DQDJHU ➼ࡢ㣴ᡂ㓄⨨  ➼
  ࡲࡓࠊᩥタࡘ࠸࡚ࠊ┈ຊྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊタࡢከᶵ⬟
ࡸබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࢆྵࡵࠊඛ㐍ࡢㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜࠺ࡶ
ࠊ௳ᙧᡂྥࡅࡓ 3333), ࡢά⏝➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ᆅᇦάᛶࡸࣈࣛࣥࢻຊྥୖ㈨ࡍࡿⱁ⾡ᩥࡢ㨩ຊ㐀
Ⓨಙ
࣭⏘Ꮫᐁ㸦㤋㸧㐃ᦠࡼࡾࠊᣢ⥆ⓗ࡞ᆅᇦ⤒῭ࡢⓎᒎࡀྍ⬟࡞ࡿᣐ
Ⅼᙧᡂࡸࠊάືࢆᨭ࠼ࡿࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮ேᮦ➼ࡢฟ࣭⫱ᡂྲྀࡾ
⤌ࡳࠊᩥ㈨※ࢆά⏝ࡋࠊ┈ࢆฟࡍࡿ᪂ࡓ࡞♫ࣔࢹࣝࡢᙧᡂ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭ᩥⱁ⾡㈨※ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࠊᆅᇦάᛶࡘ࡞ࡆࡿࠕᩥࣉࣟࢢࣛ
࣒ࠖࡢᅜᒎ㛤㸦 ᖺࡲ࡛  ࣋ࣥࢺ㸧ࡢ᥎㐍ࡸࠊᩥࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿᩥⱁ⾡ሗࡢᅜෆእࡢⓎಙ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡑ
ࡢ㝿ࠊ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏᚋࢆぢᤣ
࠼ࠊ
ࠕEH\RQGࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆ᥎㐍ࡋࠊᅜ࡛ࣞ࢞ࢩ࣮ฟ㈨
ࡍࡿᡃࡀᅜࡢᩥྥୖྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭㞀ᐖ⪅ࡸ㧗㱋⪅ࠊぶᏊ➼ࠊᗈࡃᅜẸࡢᩥⱁ⾡άືࡢཧຍࢆಁ㐍
ࡋࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ₯ᅾⓗ㢳ᐈ࣭ᢸ࠸ᡭ㛤ᣅཬࡧࣅࢪࢿࢫฟࡘ࡞
ࡀࡿඛ⾜ඃⰋࡢㄪᰝ࣭ศᯒཬࡧᶓᒎ㛤ࢆ㐍ࡵࠊᅜつᶍ࡛ࡢ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࡢᐇྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢຍ㏿ࢆᅗࡿࠋ

111

ղࢹࢨࣥࢆ⏝࠸ࡓᡓ␎ⓗ࡞ᩥࡢ₯ᅾຊⓎ
〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢᕪูᡓ␎࠾࠸࡚ࢹࢨࣥࡢ㔜せᛶࡀቑࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᩥࡢ₯ᅾຊⓎࡢほⅬࡽࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿࠋ
 ࣭ከᵝࡍࡿࢽ࣮ࢬࢆࠊ㢳ᐈ┠⥺ࡢࢹࢨࣥࡼࡾྲྀࡾ㎸ࡴ࡞ࠊ
ᴗ⤒Ⴀ࠾ࡅࡿࢹࢨࣥࡢά⏝᪉ἲࡘ࠸࡚ᬑཬ࣭ၨⓎࢆᅗࡿࡃࠊ
ඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ᴗࡢሗⓎಙᙉࡸ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢಁ㐍࡞
ࢆྵࡴࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆᮏᖺᗘ୰⟇ᐃࡍࡿࠋ
  ࣭᪥ᮏྛᆅࡢᆅᇦ᰿ࡊࡋࡓᩥ౯್ࢆㄆ㆑ࡋࠊ⤒῭౯್ኚ
ࡍࡿࡓࡵࠊᴗ࣭ᅋయ➼ࡢࢹࢨࢼ࣮➼ࡢὴ㐵࣭㐃ᦠᨭࡸࢹࢨ
ࢼ࣮ࡼࡿࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉᨭ➼ࢆᐇࡍࡿࠋ
࣭㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵㸦⥲ྜᏛࠊⱁ⾡Ꮫ➼㸧ࡢࠊࢹࢨ࣭ࣥᢏ⾡࣭⤒
Ⴀ୕୍యࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᑟධ➼ࡢேᮦ⫱ᡂᨭ࣭⎔ቃᩚഛ㛵ࡍ
ࡿ⟇ࡢලయࢆᅗࡿࠋ








࣭,R7 ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬࡼࡾࠊࢥࣥࢸࣥࢶᥦ౪ࢩ࣮ࣥࡀᣑࡋࠊ᪂
ᕷሙࡢฟࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋࢥࣥࢸࣥࢶᢏ⾡࣐ࢵࣉᇶ࡙ࡁࠊᢏ⾡㛤
Ⓨࢆಁ㐍ࡋࠊࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥᡓ␎ࡢ᥎㐍ࡶ㈨ࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗ
ࡢ᭦࡞ࡿάᛶ᪂ࡓ࡞⏘ᴗࡢฟࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ≉ࠊࣂ࣮ࢳࣕࣝ
ࣜࣜࢸ㸦95㸧࡞ᡂ㛗ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿศ㔝࠾ࡅࡿ༠ㄪ㡿ᇦ࡛ࡢ
◊✲㛤Ⓨࡸไᗘᩚഛ➼ࢆᐇࡍࡿࠋ
࣭ࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗほගᴗ࣭〇㐀ᴗ➼ࡢ␗ศ㔝㐃ᦠࢆ㏻ࡌࡓຠᯝⓗ࡞
ᆅᇦࡢ㨩ຊⓎಙ࣭ᗈᇦᒎ㛤ࡸ᭷ᮃ࡞ᆅᇦࢡ࢚ࣜࢱ࣮ࡢ⫱ᡂࢆᨭ
ࡍࡿࡶࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢ᪂ࡓ࡞ᾏእᕷሙ㛤ᣅࡢࡓࡵࠊᶒሗ
ࡢ㞟⣙ࡸᏐᖥ࣭྿ࡁ᭰࠼➼ࡢ⌧ᆅ➼ࡢᨭࠊᅜ㝿㐃ᦠᙉࡼ
ࡾࠊࢥࣥࢸࣥࢶࡢ⏝ಁ㐍ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭ୡ⏺ࡿ࣐࣭ࣥ࢞ࢽ࣓࣭ࢤ࣮࣒➼ࡢ࣓ࢹⱁ⾡ศ㔝࠾ࡅࡿ
ᐇ㊶ⓗάື㸦2-7㸧ࢆ㏻ࡌࡓࢡ࢚ࣜࢱ࣮ࡸࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮➼ࡢேᮦ
⫱ᡂࠊ࣓ࢹⱁ⾡ศ㔝ࡢ࣮࢝ࣈࠊᾏእⓎಙࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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⛬ᗘࡢᡂ㛗ᴗࢆᅜ࡛㸯♫ฟࡍࡿࠋࡲࡓࠊಶࠎࡢᴗ⪅ࡀ⮬㌟ࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࢆࠕぢ࠼ࡿࠖࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚⏕⏘ᛶࡢྥୖ➼ࡘ࡞ࡆ
ࡿࡓࡵࡢ᪂ࡓ࡞ㄆドไᗘ࡛࠶ࡿࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋつ᱁ࠖࡢẸ㛫つ᱁ࡋ࡚ࡢ
㐠⏝ࢆᮏᖺኟ୰ࢆ┠㏵㛤ጞࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ
ྥୖ▱ぢࢆ᭷ࡍࡿᶵ㛵ࡸࠊ୰ᑠᴗᅋయࠊ㛵㐃ᴗ⪅ᅋయ➼༠ຊࡋ
࡞ࡀࡽᆅ᪉⮬యࡶ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊㄆドᶵ㛵ࡋ࡚ࡢᑂᰝᐇົࡢ☜❧➼
ྥࡅࡓᐇドᴗ➼ࢆᮏᖺᗘ୰⾜࠸ࠊࡑࡢᡂᯝࡢ࿘▱➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡛
ࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋつ᱁ࠖࡢᬑཬࢆᖜᗈࡃಁ㐍ࡋࠊᖺࡲ࡛ ♫ࡼ
ࡿㄆドࡢྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊ
ࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋつ᱁ࠖࡢ ,62 ྥࡅ࡚ࠊᮏ
ᖺᗘ୰᳨ウ╔ᡭࡍࡿࡶࠊࠕࢧ࣮ࣅࢫᾏእᒎ㛤ࢢࣛࣥࢻࢹࢨ

≌ᘬࡍࡿඛᑟⓗ࡞ᴗ⪅ࡋ࡚ࠊ ᖺࡲ࡛⏕⏘ᛶࡢఙࡧ⋡ࡀ 㸣

ࡅࢇ࠸ࢇ

⏕⏘ᛶఙࡧ⋡ 㸣ࢆ㐩ᡂࡍࡿᡂ㛗ᴗ  ♫ࡢฟ
ᖺ㸵᭶ࡼࡾເ㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠕ᪥ᮏࢧ࣮ࣅࢫ㈹ࠖࢆ㏻ࡌ࡚㞟ࡉࢀࡓ
ඃⰋࡢᅜⓗ࡞ᬑཬࡸࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾ࣭ၟᴗ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ᪂ᒎ㛤ᨭ⿵
ຓ㔠ࠖࢆࡣࡌࡵࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿ⟇ࢆ⥲ືဨࡋࠊ,7 ά⏝➼ࡼࡿ㠉᪂
ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ㛤Ⓨ➼ࢆᨭࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢάᛶ࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆ

ࡢᯟ⤌ࡳᇶ࡙ࡃᴗ✀ูࡢ⏕⏘ᛶྥୖྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢ᭦࡞ࡿᒎ㛤ࠊ୰ᑠ
ᴗᅋయ➼ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ༢࡛ࡢྲྀ⤌ࡢ᥎㐍ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ༠㆟࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶྥୖྥࡅࡓάືࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋ

ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢάᛶ࣭⏕⏘ᛶྥୖࡢ≌ᘬᙺ࡞ࡿᡂ㛗ᴗࡢฟࠊἲᚊ

ࡅࢇ࠸ࢇ

ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶࡢఙࡧ⋡ࡀࠊ ᖺࡲ࡛ 㸣
ࠓ.3,ࠔ
㸦 ᖺ㸸㸣㸧࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠖ
э ᖺ㸸㸣

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢάᛶ࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࢳࣕࣞ
ࣥࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶᪥᪥ᮏ⤒῭⏕ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ
ᖺࡲ࡛ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶࡢఙࡧࢆ㸣ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦ
ࡋࠊᴗ✀ᶓ᩿࣭ᴗ✀ู⟇ࡢࡑࢀࡒࢀࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋᚋ
ࡣࠊ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢྲྀ⤌ࢆ᭦㐍ࡉࡏࡿࡃࠊ

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸴㸬ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢάᛶ࣭⏕⏘ᛶྥୖ
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୰ᑠᴗᨭᶵ㛵➼ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌࡓᆅᇦ༢࡛ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
ࠕᆅᇦࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ➇தຊᙉ࣭⏕⏘ᛶྥୖࠖࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊࡑࡢ
ලయ⟇ࡢ᳨ウ࣭ᐇ⾜࣭ᬑཬࢆᐃᮇⓗ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ᆅᇦ༠㆟➼ࡢሙࢆ
タ⨨ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿྲྀ⤌ࢆࠊᆅ᪉⏕᥎㐍㔠➼ࢆά⏝ࡋࡘࡘ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ༠㆟➼ࡢሙ࡛ࡢពぢ➼ࡶ㏻ࡌ࡚ࠊ୰ᑠᴗ➼⤒Ⴀᙉἲ
ᇶ࡙ࡃᴗศ㔝ูᣦ㔪ࡸྛ✀ඃⰋຍ࠼ࠊᆅᇦᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
ྥࡅࡓ⤒Ⴀᨭ➼ࡢཧ⪃࡞ࡿ⤒Ⴀᣦᶆ࣭ホ౯ᡭἲࡋ࡚ᮏᖺ㸱᭶
⟇ᐃࡋࡓࠕ࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࠖࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡸ୰ᑠ
ᴗᨭᶵ㛵ࡀᴗ⪅ࡢᑐヰࢆ῝ࡵࡿࡇࢆಁࡍࠋࡇࡢྲྀ⤌ࢆዎᶵࡋ
࡚ࠊᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵➼ࡼࡿᴗᛶホ౯ᇶ࡙ࡃ⼥㈨ࡸࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
ᶵ⬟ࡢⓎࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡇ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᢸಖࡸಶேಖド㢗ࡽࡎ⏕
⏘ᛶྥୖດࡵࡿᴗ⪅ᑐࡋ࡚ᡂ㛗㈨㔠ࡀ౪⤥ࡉࢀࡿࡇࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࠋࡉࡽࠊ,7 ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ༠ࡸ ,7 㛵㐃ᅋయ➼༠ຊࡋ࡚⟇ᐃࡋ
ࡓࠊྛᆅᇦࡢ ,7 ࢥࣥࢧࣝேᮦ➼ࡢ ,7 ᑓ㛛ᐙேᮦࣜࢫࢺࡸࢧ࣮ࣅࢫ⌧ሙ
ࡢ࢝ࢮࣥࡸ᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨ➼ಀࡿࢧ࣮ࣅࢫᑓ㛛ᨭேᮦࣜࢫࢺ
ࢆࠊᆅᇦࡢ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ┦ㄯ❆ཱྀ࡛࠶ࡿࠕࡼࢁࡎᨭᣐⅬࠖ

ᴗศ㔝ูࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢศ㔝ࡈࡢ⏕⏘ᛶᨵၿࡢࡓࡵࡢࣔࢹࣝฟ࣭ᶆ‽ࢆ
㐍ࡵࡿࡶࠊᐁẸ࡛タ❧ࡋࡓࠊ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ༠㆟࡛ࠖ
ࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ〇㐀ᴗ➼␗ᴗ✀ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆά⏝ࡋࡓ⏕⏘ᛶࡢྥୖ➼
ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡢᡂᯝࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ᑠᴗࡢ᪂
ࡓ࡞ᴗάືࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦୰ᑠᴗ➼⤒
Ⴀᙉἲ㸧
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ᡂ❧㸧ᇶ࡙ࡁࠊ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࢳࣕࣞ
ࣥࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖᑐ㇟ࡢ㸵ศ㔝㸦㐠㍺ࠊ་⒪ࠊㆤࠊಖ⫱ࠊ㣧㣗ࠊᐟἩࠊ
༺࣭ᑠ㸧ࢆྵࡴྛᴗศ㔝ࡢᣦ㔪ࢆᴗ⪅ᅋయࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽྍ⬟
࡞㝈ࡾ㏿ࡸ⟇ᐃࡋࠊࡑࡢෆᐜ➼ࢆ୰ᑠᴗᅋయ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᖜᗈࡃ࿘
▱ᚭᗏࡋࡘࡘࠊᴗࡢ⤒Ⴀデ᩿ࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠕ࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࠖ
ࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜヱᣦ㔪⨨ࡅࡽࢀࡓࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ≉ᛶᛂࡌ
ࡓ ,7 ࡢᑟධࡸ⤒Ⴀᣦᑟ➼ࢆᨭࡍࡿࡇ࡛ࠊไᗘࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆಁ
㐍ࡍࡿࠋ

ࣥ㸦௬⛠㸧
ࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓ㸦-(752㸧➼ࢆά
⏝ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢᾏእᒎ㛤ࢆᨭࡍࡿࠋ
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ࡢ≌ᘬຊࢆ᭦ᙉࡍࡿほⅬࡽୡ⏺ᕷሙࡢᣮᡓࡢᚋᢲࡋࢆᙉࡋ

115

114

ࡅࢇ࠸ࢇ

ᆅᇦࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥຊྥୖ➼ࡼࡿ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢࠕ✌ࡄ
ຊࠖࡢ☜❧ࠊ⏕⏘ᛶྥୖᢞ㈨ࢆ⾜࠺୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࢆᚋᢲࡋࡍ
ࡿࡓࡵࠊタഛᢞ㈨ῶ⛯➼ࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽࠊ⏕⏘ᛶࢆ㧗ࡵࡿタഛ
ᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᅛᐃ㈨⏘⛯ࡢῶ⛯ᥐ⨨ࢆᑟධࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୰ᑠ
ᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ┦ㄯ❆ཱྀ࡛࠶ࡿࡼࢁࡎᨭᣐⅬࡢᙉ
ࡸዲᚠ⎔ࡢᣑྥࡅࡓ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢྲྀᘬຊࡢᙉ➼ࡶ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ
ᚋࡣࠊᆅᇦࡢ୰᰾ᴗ࡞ࡿ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ⤒῭

ࡇࢀࡲ࡛ࠊᆅᇦ⤒῭ࢆ≌ᘬࡍࡿ୰᰾ᴗࡢฟࡸࠊᆅᇦ㈨※ࡢά⏝࣭

ࡅࢇ࠸ࢇ

ࠓ.3,ࠔ㛤ᴗ⋡ࡀᗫᴗ⋡ࢆୖᅇࡿ≧ែࡋࠊ㛤ᴗ⋡࣭ᗫᴗ⋡ࡀ⡿ᅜ࣭ⱥ
ᅜࣞ࣋ࣝ㸦㸣ྎ㸧࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍ㸦⌧≧㸸㛤ᴗ⋡࣭ᗫᴗ
⋡ࡶ 㸣㸦㹼 ᖺࡢᖹᆒ್㸧
㸧
э ᖺᗘ㸸㛤ᴗ⋡ 㸣ࠊᗫᴗ⋡ 㸣㸦 ᖺᗘ㸸㛤ᴗ⋡ 㸣ࠊ
ᗫᴗ⋡ 㸣㸧
э㉳ᴗάືᣦᩘ  ᖺᗘ㸸㸣  ᖺᗘ㸣 
ͤ㛤ᴗ⋡࣭ᗫᴗ⋡ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ⟇ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫ࡢ
㉳ᴗᑐࡍࡿព㆑ࡢᨵ㠉ࡶᚲせࡋࠊ㛗ᮇⓗ࡞┠ᶆ࡞ࡿࡓ
ࡵࠊᚋ  ᖺ㛫ࢆぢᤣ࠼ࡓ⿵ຓᣦᶆࡋ࡚ࠊ
ࠕ㉳ᴗάືᣦᩘ
㸦ࠕ㉳ᴗᐙ⢭⚄㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ࠾࠸࡚ࠊ
ࠕ㉳ᴗ⪅࣭㉳ᴗணᐃ
⪅࡛࠶ࡿࠖࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓྜ㸧ࢆᚋ  ᖺ㛫࡛ಸቑࡉࡏ
ࡿࠋࠖࢆタᐃࠋ

ࠓ.3,ࠔ ᖺࡲ࡛㯮Ꮠ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࢆ  ♫ࡽ 
♫ቑࡸࡍ
э ᖺᗘ㸸 ♫㸦 ᖺᗘ㸸 ♫㸧

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇

㻌

ࠓ.3,ࠔ⏘ᐁᏛ㔠ࡢ㐃ᦠࡼࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆᙧᡂࡋࠊᆅᇦᢏ⾡ࢆά
⏝ࡋࡓඛᑟⓗᢏ⾡㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆࠊẖᖺ  ⛬ᗘࢆ┠Ᏻ
ࠊ㸳ᖺ㛫࡛⣙  ᨭ
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸵㸬୰ሀᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ㠉᪂

➼ࡢ୰ᑠᴗᨭᶵ㛵ඹ᭷ࡋࡘࡘࠊేࡏ࡚୰ᑠᴗᨭ⟇ࡶά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡛ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ┦ㄯᑐᛂయไࢆᙉࡍࡿࠋ
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ղ733 ࢆዎᶵࡋࡓᆅᇦ୰ᑠᴗ➼ࡢᾏእᒎ㛤ᨭ
 ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡀࠊ733 ࢆዎᶵࡋ࡚ᕷሙ㛤ᣅ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ733 ࡢෆ

ࡍࡿᆅᇦ୰᰾ᴗᡂ㛗࡛ࡁࡿᴗࢆⓎ᥀ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᨭேᮦࢆά
⏝ࡋ࡚ࠊᆅᇦ୰᰾ᴗೃ⿵ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᴗࡸᏛ➼ࡢ㐃ᦠయไࡢᵓ
⠏ࡸࠊᆅᇦ୰᰾ᴗࡢ᭦࡞ࡿᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿᴗᡓ␎ࡢ❧ࡸ㈍㊰㛤
ᣅࠊ㈍㊰ࢆぢᤣ࠼ࡓ◊✲㛤Ⓨࢆᨭࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆྵࡵඛᑟⓗ࡞
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᮏᖺᗘ௨㝆ࠊẖᖺ ⛬ᗘࢆ┠Ᏻࠊ㸳ᖺ㛫࡛⣙ 
ᨭࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ༠㆟ ௬⛠ ࢆタ⨨ࡋࠊᅜ㝿ᕷሙ
㏻⏝ࡍࡿᴗ➼⢭㏻ࡋࡓᑓ㛛ᐙࡽ࡞ࡿࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢥ࣮ࢹࢿ
࣮ࢱ࣮㸦௬⛠㸧ࢆ⤌⧊ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡶど㔝ධࢀࡓᴗᡓ␎
ࡢ❧ࡸ㈍㊰㛤ᣅ➼ࢆᨭࡍࡿࠋ


ᇦࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ⩌ࡢ୰ࡽࠊඃࢀࡓᢏ⾡➼ࢆ᭷ࡋࠊᆅᇦ⤒῭ࢆ≌ᘬ

ࡅࢇ࠸ࢇ

ձୡ⏺ᕷሙࢆ┠ᣦࡋࡓᆅᇦ୰᰾ᴗࡢᡂ㛗ᨭ
ᆅᇦ⏘Ꮫᐁ㔠࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆタ⨨
ࡋࠊᏛ➼ࡢඃࢀࡓᢏ⾡ຊ㛵ࡍࡿ┠ࡁຊࠊᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ᭷ࡍࡿ
ᴗ㛵ࡍࡿሗཬࡧᆅᇦ⤒῭ศᯒࢩࢫࢸ࣒㸦5(6$6㸧ࡢά⏝➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅ

࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊᆅᇦࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥຊࡢᙉྲྀࡾ⤌ࡳࡘࡘࠊ୰ሀ
ᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤒῭ࡢዲᚠ⎔ࢆᅜᣑࡋ
࡚࠸ࡃほⅬࡽࠊ,7 ά⏝ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆᚭᗏⓗᨭ
ࡍࡿࡶࠊ⤒Ⴀᇶ┙ࡢᙉࠊྲྀᘬ᮲௳ࡢᨵၿᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ඃⰋࢆᅜᒎ㛤ࡍࡿࡣࠊᆅᇦࡢᨭᶵ㛵ࡢ༠ຊࡀྍḞ࡛࠶
ࡿࠋࡼࢁࡎᨭᣐⅬࢆ୰ᚰࠊྛᆅᇦࡢᨭᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭㉁
ࡢྥୖྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⤒Ⴀᨭ࣭⤒Ⴀᣦᑟࡢᐇຠᛶࡢྥୖࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ
ேཱྀῶᑡక࠺ேᡭ㊊ᑐᛂࡋࠊᆅᇦࡢ㞠࠸ධࢀ࣭⫋ᴗカ⦎ᨭࢆ᥎
㐍ࡍࡿࠋ
ᚋࠊᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢ㧗㱋ࡀ
ࡲࡍࡲࡍ㐍ᒎࡍࡿྠࠊேཱྀῶᑡࡀ㢧ᅾࡋࠊᆅᇦࡢ⤒῭ᵓ㐀ࡢᅾ
ࡾ᪉ࡑࡢࡶࡢᙳ㡪ࡀ⏕ࡌᚓࡿࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇ࠺ࡋࡓ୰
ᮇⓗ࡞ど㔝❧ࡕࠊ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢᨭࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋ࡚
࠸ࡃࠋ

୰ሀᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢࠕ✌ࡄຊࠖࡢ☜❧
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ճᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍
₯ᅾⓗ㧗࠸◊✲ຊࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦࡢᏛࢆ୰ᚰࡋࡓ  ⛬ᗘࡢᣐⅬ
࠾࠸࡚ࠊඃ⚽࡞እᅜே◊✲⪅ࡢᣍ࠸ࡼࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍ࡸ◊
✲ᨭேᮦࡢ㓄⨨➼ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊୡ⏺㏻⏝ࡍࡿ◊✲ศ㔝ࢆ⫱ᡂ
ࡍࡿࠋ
ᆅᇦࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗᑐࡋࠊᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࢆ᭷ࡍࡿᶫΏࡋ◊✲ᶵ㛵
ࡢඹྠ◊✲ࡢᐇࡼࡿ᪂ᢏ⾡ࡢᐇ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊᶫΏࡋయ
ไ࣭ேᮦࡢᙉ࣭ά⏝➼ࡼࡿᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேබタ
ヨ㦂◊✲ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦࡢࢥᢏ⾡➼㸦➇தຊࡢ※
Ἠ㸧ࢆ᰾ࠊᆅᇦᏛ➼ᴗࣉࣟࢹ࣮ࣗࢫࢳ࣮࣒ࢆタࡍࡿࡇ࡛ࠊ
᪥ᮏᆺࣀ࣋̿ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᙧᡂࢆᅗࡿࠋ
ࡉࡽࠊ᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡽ♫ᐇࡲ࡛ࢆ㞟୰ⓗᐇࡋࠊ᪂ࡓ࡞⏘
ᴗ㞟✚ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅᇦ⤒῭ࡢᗏୖࡆࢆᅗࡿྲྀ⤌ࢆ⚟ᓥ┴㏻ࡾᆅᇦ࡛᥎
㐍ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢥ࣮ࢫࢺᵓࡢୗࠊᅜෆእࡢே
ᮦࢆࡧ㎸ࢇࡔࣟ࣎ࢵࢺ࣭ᗫ⅔➼ࡢ◊✲࣭ᐇドᣐⅬࢆᩚഛࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ศ㔝㸦
ࠕ⚟ᓥ᪂࢚ࢿ♫ᵓ࡛ࠖ⾜࠺ྲྀ⤌ࢆྵࡴࠋ㸧ࡸ㎰ᯘỈ⏘ศ㔝➼
࡛ࡢලయⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᐁẸྜྠࢳ࣮࣒ࡼࡿᆅ
ඖᴗ⪅ࡢᨭࡢᙉ➼ࢆ㏻ࡌࠊᆅᇦෆእࡢᴗࢆᕳࡁ㎸ࡴࡇࡼࡾࠊ
ࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
୰ᑠᴗ࠾ࡅࡿ≉チ➼ࡢᶒ࣭ά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᖺᗘࡽࠊ୰
ᑠᴗࢆᑐ㇟ࡍࡿฟᙇ㠃᥋➼ࡢᶵࡢᐇࠊ㣗ရࡢᶵ⬟ᛶ╔┠ࡋ࡚
≉チࢆㄆࡵࡿ㐠⏝ࡢᬑཬࠊ୰ᑠᴗᨭᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ᥎㐍࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
୰ᑠᴗࡢ▱㈈ᡓ␎ࡢᙉཬࡧᚲせ࡞ᑂᰝయไࡢᙉࢆᅗࡿࡶࠊ
⊂❧⾜ᨻἲேᕤᴗᡤ᭷ᶒሗ࣭◊ಟ㤋㸦,13,7㸧࠾࠸࡚ࠊᮏᖺᗘࡽ▱
㈈ᡓ␎⟇ᐃࡢࡓࡵࡢ▱㈈ㄪᰝ➼ࡢᨭ࣓ࢽ࣮ࣗࡢከᵝࢆ┠ᣦࡋ᳨࡚
ウࢆ㐍ࡵࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ẁ㝵ⓗᨭ࣓ࢽ࣮ࣗࢆᣑࡍࡿࠋ
୰ሀ࣭୰ᑠᴗ➼ࡢඃࢀࡓᢏ⾡࣭〇ရࡢᶆ‽ࡢຍ㏿ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤒
῭⏘ᴗ┬୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏつ᱁༠ -6$ ࡀ⮬యࠊ⏘ᴗ⯆ᶵ㛵ࠊ㔠

ᐜࡸά⏝᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊᑀ࡞ሗᥦ౪ࡸ┦ㄯయไࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࡶ
ࠊᮏᖺ㸰᭶タࡉࢀࡓࠕ᪂㍺ฟᅜࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠖࡢୗࠊᾏእࣅ
ࢪࢿࢫ⢭㏻ࡋࡓᑓ㛛ᐙࢆά⏝ࡋࠊᚲせ࡞ᨭᥐ⨨ࡢㄪᩚࠊᾏእᴗᡓ
␎⟇ᐃࠊ⌧ᆅேᮦࡢ☜ಖࠊᾏእㄆドྲྀᚓࠊ㈍㊰㛤ᣅ➼ࡢᨭࢆ⾜࠸ࠊ⥲
ྜⓗ࡞ᨭࡢᑐ㇟ᴗࡢᕷሙ㛤ᣅ࣭ᴗᣑᡂຌ⋡ 㸣௨ୖࢆ┠ᣦࡍࠋ
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յୗㄳᴗ⪅ࡢྲྀᘬ᮲௳ࡢᨵၿ
 ᅜࡢ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢዲᚠ⎔ࡢᣑࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ
ᨻປྜពࡢᾐ㏱ࢆᅗࡾࠊ
ࠕⰋ࠸ရ㉁ࠖぢྜࡗࡓࠕ㐺ṇ࡞౯᱁ࠖࢆᨭᡶ
࠺ྲྀᘬ័⾜ࢆᡃࡀᅜ⏘ᴗᐃ╔ࡉࡏࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊಙ

մ,7 ά⏝ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ୰ሀᴗ࣭୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⏕
⏘ᛶྥୖᨭ
 ୰ᑠᴗࡢ᪂ࡓ࡞ᴗάືࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲᚊࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲ
ᚊ㸦୰ᑠᴗ➼⤒Ⴀᙉἲ㸧
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ᡂ❧㸧ᇶ࡙ࡁࠊᴗ
ศ㔝ࡈ⤒Ⴀຊྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌➼ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓᴗศ㔝ูᣦ㔪
ࢆࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇ⟇ᐃࡍࡿࡶࠊᴗศ㔝ู⤒Ⴀຊྥୖ᥎㐍ᶵ
㛵㐃ᦠࡋ࡚ࠊ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅➼ࡢ⤒ႠຊྥୖಀࡿඃⰋ
ࢆศࡾࡸࡍࡃᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ⏕⏘ᛶྥୖྲྀࡾ⤌ࡴㄆᐃᴗ
ᑐࡋ࡚㞟୰ⓗᨭࡍࡿࡓࡵࡢ⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡉࡽࠊᑠつᶍᴗ
⪅ࡢ᭱ࡶ㌟㏆࡞ᨭᶵ㛵࡛࠶ࡿၟᕤ࣭ၟᕤ㆟ᡤࡢ⤒Ⴀᣦᑟဨࡼࡿ
ᑠつᶍᴗ⪅ࡢᐤࡾῧࡗࡓᨭࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ⏕⏘ᛶྥୖ➼
ྲྀࡾ⤌ࡴᑠつᶍᴗ⪅ࡢ㈍㊰㛤ᣅ➼ࢆᨭࡍࡿࠋ
 ≉ࠊேᡭ㊊ࡢ୰࡛୰ᑠᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ,7 ࡸࣟ࣎
ࢵࢺ➼ࢆ⏝ࡋࡓ┬ຊࢆᐁẸ㐃ᦠࡋ࡚ಁ㐍ࡍࡿࠋ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ฿
᮶ࡶど㔝ࠊၟᕤ㆟ᡤࠊၟᕤ➼ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ
⟇ࡶ␃ពࡋࡘࡘࠊ,7 ά⏝࣭ᑟධࡢ⤂ཬࡧ┦ㄯࢆ㛤ദࡋࠊ୰ᑠ
ᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢ ,7 ᑐࡍࡿព㆑ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡉࡽࠊᚋ㸰ᖺ㛫࡛㸯♫௨ୖࢆࠊ,7ࠊ࢝ࢮࣥάືࠊࣟ࣎ࢵࢺᑟ
ධࡢᑓ㛛ᐙࡀᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ୰࡛ࠊ୰ሀ࣭୰ᑠ〇㐀ᴗࡢ⏕⏘⌧ሙ
ࡢ࢝ࢮࣥࡸ ,R7࣭ࣟ࣎ࢵࢺᑟධࢆᨭࡍࡿࠕࢫ࣐࣮ࢺࡶࡢ࡙ࡃࡾᛂ
㝲ࠖ┦ㄯ࡛ࡁࡿᣐⅬࡢᩚഛࢆࠊᮏᖺᗘࡽ㛤ጞࡍࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿࢿࢵࢺ㈍➼ࡢ㈍㊰㛤ᣅࡢྲྀ⤌ࡽࠊ୰
ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿ ,R7 ࡸࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ᪂ၟရ࣭᪂
ࢧ࣮ࣅࢫࡢฟࠊᴗ✀ࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼ࡓᴗ㛫㐃ᦠࡢ⮳ࡿࡲ࡛ࠊ
ᴗ⪅ࡢࣅࢪࢿࢫᐇែྜࢃࡏࡓ ,7 ᢞ㈨ࡸ┬ຊᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

⼥ᶵ㛵ࠊᏛ࣭බⓗ◊✲ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋ࡚ᶆ‽௳ࡢⓎ᥀➼ࢆ⾜࠺ࠕᶆ
‽ά⏝ᨭࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉไᗘࠖࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᶵ㛵ࢆᮏᖺᮎࡲ࡛
ᅜ  㒔㐨ᗓ┴ᣑࡍࡿࠋ
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շ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢࠕ✌ࡄຊࠖࡢ☜❧ྥࡅࡓ㔠⼥ᶵ⬟ࡢᙉ
ᴗ⏕࣭ᴗᢎ⥅
 ᆅᇦᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖྥࡅࡓ⤒Ⴀᨭ➼ࡢཧ⪃࡞ࡿ⤒Ⴀᣦᶆ࣭ホ
౯ᡭἲ㸦࣮ࣟ࢝ࣝ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ㸧ࡶά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦࡢ㔠⼥ᶵ㛵ࡸᨭ
ᶵ㛵ࡀᴗᑐヰࢆ῝ࡵࠊᢸಖࡸಶேಖド㢗ࡽࡎ⏕⏘ᛶྥୖດࡵ
ࡿᴗᑐࡋࠊᡂ㛗㈨㔠ࢆ౪⤥ࡍࡿࡼ࠺ಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 ࡲࡓࠊ༴ᶵ࠾ࡅࡿᶵືⓗᑐᛂࡸ⤒Ⴀ⪅ࡢಶேಖド౫Ꮡࡋ࡞࠸⼥
㈨័⾜ࢆᗈࡵࡿࡇࢆࡣࡌࡵ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⤒Ⴀ⎔ቃ➼㓄
៖ࡋࡓ㈨㔠⧞ࡾࢆᮇࡍࡶࠊ㈈ົ㠃ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢᐇ➼ࢆ⾜

նᆅᇦࡢ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⤒Ⴀᨭᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ
 ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢᖜᗈ࠸┦ㄯ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛ᑐᛂࡍࡿ┦ㄯ
❆ཱྀ࡛࠶ࡿࠕࡼࢁࡎᨭᣐⅬࠖࡢᑟࡼࡾࠊၟᕤࠊၟᕤ㆟ᡤ➼ࡢ
ᵝࠎ࡞ᨭᶵ㛵ࡢ㛵ಀ⪅ࡀཧ⏬ࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ẖࡢࠕᆅᇦᨭᶵ㛵㐃ᦠࣇ
࢛࣮࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ࠖࢆ㛤ദࡋࠊሗࡸᆅᇦෆࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵࠊᆅᇦࡢᨭ
ᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜ࠾࠸࡚ࡶࠊྛᆅ࡛⤒Ⴀᨭࢆ⾜࠺ࡼࢁࡎᨭᣐⅬࡸၟᕤ
࣭ၟᕤ㆟ᡤ➼ࡢᅜᅋయࡽ࡞ࡿࠕ୰ᑠᴗᅜᅋయ༠㆟ࠖࢆ㛤
ദࡋࠊྛᅋయࡢ⾜ືィ⏬ࡸᨭᶵ㛵㛫࠾ࡅࡿ㐃ᦠࠊྛᨭᶵ㛵ࡢ
ඃⰋࡢᶓᒎ㛤➼ࡼࡾࠊྛᆅࡢᨭᶵ㛵ࡢᶵ⬟ᙉཬࡧ┦ࡢ㐃ᦠ
ᙉࢆᅗࡿࠋ
ࡉࡽࠊၟᕤ࣭ၟᕤ㆟ᡤࡢ⤒Ⴀᣦᑟဨࡼࡿ⤒Ⴀᨭ⬟ຊࡢྥୖ
ࡢࡓࡵࠊᴗᨭࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ

⩏๎ࡍࡿ⾜Ⅽࡣཝṇᑐฎࡍࡿ࡞ࠊୗㄳྲྀᘬࡢ⌧ሙࡢᐇែࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓᐇຠᛶࡢ࠶ࡿᑐ⟇ࡢᙉࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋୗㄳᴗ⪅ࡀࠊྲྀᘬ
Ṇ࡞ࡢᙳ㡪ࢆᜍࢀ࡚㐺ṇ࡞ྲྀᘬ᮲௳࡛࠶ࡗ࡚ࡶゝ࠸ฟࡍࡇࡀ㞴
ࡋ࠸ᐇែࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᴗࡢㄪ㐩᪉㔪ࡸྲྀ⤌᪉㔪㛵ࡍࡿࣄࣜ
ࣥࢢࠊୗㄳἲ➼ࡢ㐠⏝ࡢᙉࠊྲྀᘬୖࡢၥ㢟ࡸ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫ
ࢆᥖ㍕ࡋࡓୗㄳ࢞ࢻࣛࣥࡢ᭦࡞ࡿ࿘▱ᚭᗏࠊ΅ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᬑཬࡍ
ࡿࡓࡵࡢୗㄳࡅࡇࡳᑎࡢᶵ⬟ᣑ➼ࡼࡗ࡚ࠊᴗࡢྲྀᘬࡢ㐺ṇ
୰ᑠᴗࡢ΅ຊᙉࢆྠ㐍ࡵࠊ୰ᑠᴗࡢྲྀᘬ᮲௳ࡢᨵၿࢆᅗ
ࡿࠋࡲࡓࠊ⥅⥆ⓗྲྀᘬᐇែࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ㐺ṇ࡞ྲྀᘬ័⾜
ࡢᐃ╔ྥࡅࡓᗈሗࢆ⾜࠺ࠋ
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չᆅᇦࡢ୰ᚰᕷ⾤ᆅࡸၟᗑ⾤ࡢάᛶ
 ேཱྀῶᑡࠊᑡᏊ࣭㧗㱋ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰ࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿ୰ᚰᕷ⾤ᆅ➼ࡢ
ࡲࡕ࡞ࠊၟᗑ⾤ᶵ⬟ࡢάᛶ࣭⥔ᣢࢆᅗࡿࡇࡀࠊᆅᇦ⤒῭άᛶࡢ
ࡓࡵྍḞࠋࡇࡢࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶ᮎ⟇ᐃࡋࡓࠕᆅᇦࡢࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾࢆᨭࡍࡿໟᣓⓗᨻ⟇ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ✌ࡄຊࡢศᯒࠊࣅࢪ
࣭ࣙࣥࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃ᳨࣭ド➼ࢆ㏻ࡌࡓࠕ✌ࡆࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖ
ࡢྲྀ⤌ࢆᬑཬ࣭ᣑࡉࡏࡿࡶࠊࡑࡢ୍⎔ࡋ࡚࡞ࡉࢀࡿἼཬຠᯝ

ո୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂ
ᆅᇦෆእࡢⱝ⪅࣭ዪᛶ࣭ࢩࢽ࡞ࡢከᵝ࡞ேᮦࡽᆅᇦࡢ୰ᑠᴗ࣭
ᑠつᶍᴗ⪅ࡀᚲせࡍࡿேᮦࢆⓎ᥀ࡋࠊ⤂ࠊᐃ╔ᨭࢆᐇࡍࡿࠋ
࠼ࡤࠊ୰ᑠᴗࡢ⤒Ⴀ⪅Ꮫ⏕ࡢὶࠊⱝᡭ♫ဨࡢᐃ╔ྥࡅࡓ
◊ಟࠊዪᛶࡢࡓࡵࡢྜྠᴗㄝ᫂ࠊࢩࢽேᮦࡢά⏝⤂࣭ሗ
Ⓨಙࢭ࣑ࢼ࣮ࠊᴗྥࡅ㞠⏝㛵㐃ຓᡂ㔠ά⏝ࢭ࣑ࢼ࣮ࠊ㒔ᕷ㒊ேᮦࡢ
ᆅᇦᴗࡢ㨩ຊࡢⓎಙ➼ࢆࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ᑀᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓࠊ 㐨ᗓ┴ᩚഛࡉࢀࡓࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝேᮦᡓ␎ᣐⅬࡢάື
ࢆᨭࡋࠊ₯ᅾᡂ㛗ຊࢆ᭷ࡍࡿᴗࡢⓎ᥀ࠊ₯ᅾⓗᆅ᪉ࡢ㑏ὶྍ
⬟ᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝேᮦࡢᑵᴗᶵࡢᣑ➼ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ
ࡶࠊ㒔ᕷ㒊ࡢᴗྠᣐⅬࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊ◊ಟ➼ࡢே
ὶࡸࠊᆅ᪉ᮾிࡢවᴗ࡞ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝேᮦࡢ㑏ὶ⤒㊰ࡢከᵝ
ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡉࡽࠊ㞠⏝⟶⌮ไᗘࡢᩚഛ࡞ࢆ㏻ࡌ࡚ᚑᴗဨࡢ⫋ሙᐃ╔ྲྀࡾ⤌
ࡴᴗࡢᨭࢆศ㔝ࢆ㝈ᐃࡏࡎᐇࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ᪂ධ♫ဨ
ࢆᑗ᮶ࢆᢸ࠺୰᰾ேᮦ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓᨭ
ࢆ୰ᑠᴗࡢࡳ࡞ࡽࡎ୰ሀᴗᑐࡋ࡚ࡶᐇࡋ࡚࠸ࡃ࡞ࠊᆅᇦࡢ
୰ሀ࣭୰ᑠᴗ࠾ࡅࡿேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂᘬࡁ⥆ࡁྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ


࠸ࡘࡘࠊ㔠⼥ᶵ㛵ᴗ⪅ࡀࡶ⤒Ⴀᨵၿࡸ⏕⏘ᛶྥୖ࡞ࡲ࡛
௨ୖྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ࠊಙ⏝ಖドไᗘࡢぢ┤ࡋಀࡿヲ⣽࡞ไᗘタィࢆ㐍
ࡵࠊᮏᖺෆࢆ┠㏵ไᗘⓗᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᆅᇦ
୰ᑠᴗࡢᴗ⏕࣭ᴗᢎ⥅ࡢಁ㐍➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊຠᯝⓗ࡞⏕ᨭ
ࡢᐇ⌧ࠊᴗᢎ⥅ࡢࡸᴗᢎ⥅ࢆዎᶵࡋࡓ⤒Ⴀ㠉᪂➼ࡢಁ㐍
ྥࡅ࡚ᚲせ࡞᪉⟇➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊᮏᖺෆࢆ┠㏵ไᗘⓗᑐᛂ➼
ࡘ࠸࡚⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
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պᴗ⥅⥆ィ⏬㸦%&3㸧ࡢ〈㔝ࡢᗈ࠸ᬑཬࡢಁ㐍
 ⅏ᐖ➼ᙉ࠸ࡋ࡞ࡸ࡞⤒῭♫ࢆࡘࡃࡿࡓࡵࠊ㠀ᖖែഛ࠼ࡿࡓ
ࡵࡢᴗ⥅⥆ィ⏬ࡢ⟇ᐃ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗ➼ࢆ➨୕⪅ࡀㄆドࡍࡿ⤌ࡳࢆタ
ࡍࡿࡓࡵࠊᮏᖺ㸰᭶ࠊㄆドಀࡿ࢞ࢻࣛࣥࢆබ⾲ࡋࠊ㸲᭶ࡣㄆ
ドᐇᶵ㛵ࡀࠊㄆドࡢເ㞟ࢆ㛤ጞࡋࡓࡇࢁࠋ
ᚋࠊㄆドࡢᐇᶵ㛵༠ຊࡋ࡚ᅜ࡛ㄝ᫂ࢆ㛤ദࡍࡿ➼ࡼࡾไ
ᗘࡢ࿘▱ࢆᅗࡾࠊᮏᖺᗘ  ௳⛬ᗘࠊ㸱ᖺ㛫࡛  ௳ࡢㄆドࢆ┠ᶆࡍ
ࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊㄆドྲྀᚓᅋయ࠾ࡅࡿ≉➹ࡍࡁྲྀ⤌ࢆ㞟࣭බ⾲ࡍࡿ
ࡶࠊᴗ࠾ࡅࡿㄆドྲྀᚓࡢࣥࢭࣥࢸࣈࡢᐇࢆᅗࡿほⅬ
ࡽࠊ㛵ಀ┬ᗇࡢㄪᩚࡸ %&3 㛵㐃ࡋࡓ⼥㈨➼ࢆ⾜࠺㔠⼥ᶵ㛵➼ࡢㄝ
࣭᫂࿘▱ࢆ㐍ࡵࠊᴗ⥅⥆ࡢྲྀ⤌ࡢ〈㔝ࡢᗈ࠸ᬑཬࢆᅗࡿࠋ

ࡢ㧗࠸ၟᴗタᩚഛ࣭ᨵಟ➼ࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜࡢࣔࢹࣝᆺၟᗑ⾤
࠾ࡅࡿࣥࣂ࢘ࣥࢻ㟂せࡢྲྀ㎸ࡳࠊ࣏ࣥࢺ࣮࢝ࢻࡢά⏝ࡼࡿ㧗㱋
⪅ࡢぢᏲࡾࢧ࣮ࣅࢫ➼ࢆྵࡵࡓᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸᶵ⬟ࡢᙉࠊၟᗑ⾤
యࡢάᛶ࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖ➼ࢆᨭࡍࡿࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓࡢᅜ
ࡢᬑཬࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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㌴⏘ᴗ࡛ࡣࠊ⮬ື㉮⾜࠸࠺᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢᑐᛂࡀᮏ᱁ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᚋࠊࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࡣࠊ〇㐀ᴗయἼཬࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࢫ࣐࣮ࢺᕤሙࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤ࠊ ᖺࡲ࡛ࠊࢭࣥࢧ࣮➼࡛㞟ࡋࡓ

㛗ࡢ≌ᘬᙺ࡛࠶ࡾࠊୡ⏺ෙࡓࡿຠ⋡ⓗ࡞ࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࢆ᭷ࡍࡿ⮬ື

ࡅࢇ࠸ࢇ

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
࠸ࢃࡺࡿࠕභ㔜ⱞࠖࡢゎᾘྥࡅࡓྲྀ⤌ࡣ╔ᐇ㐍ᒎࡋ࡚࠾ࡾࠊ〇㐀ᴗ
ࡢᴗᴗ⦼ࡣᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪉ࠊᑡᏊ㧗㱋ࡢ㐍ᒎࡼࡾேᡭ㊊ឤࡀ
㧗ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᅜෆ⏕⏘ᣑࡢไ⣙せᅉ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ୰ࠊࢹࢪࢱࣝࡢᛴ⃭࡞㐍ᒎࡸࠊ♫ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࢆ⫼ᬒࡋ
ࡓ᪂ࡓ࡞㢳ᐈࢽ࣮ࢬࡢ㢧ᅾࡀ࠶࠸ࡲࡗ࡚ࠊຍ౯್ࡢ※Ἠࡀࠕࣔࣀࠖ
ࡽࠕࢧ࣮ࣅࢫࠖࠊ
ࠕࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࠖ⛣⾜ࠋ⮬♫ࡢᙉࡳࢆ࠸ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ㌿ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
≉ࠊ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟ࡀࡶࡓࡽࡍ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡣࠊࢫ
ࣆ࣮ࢻឤࢆᣢࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡑࡢࡶ
ࡢࡢኚ㠉ࡀண௨ୖࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛㐍ᒎࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊ࠼ࡤࠊᡃࡀᅜ⤒῭ᡂ




ࠓ.3,ࠔሙ㛫࡛ࡢ⛣ືࢆྵࡴ㐲㝸┘どࡼࡿ↓ே⮬ື㉮⾜ࢩࢫࢸ࣒
ࢆ  ᖺࡲ࡛ᐇ⌧
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,

ࠓ.3,ࠔࣟ࣎ࢵࢺㆤᶵჾࡢᕷሙつᶍࠊ ᖺ⣙  ൨ࠊ ᖺ
⣙  ൨࠙⣙  ൨㸦 ᖺ㸧
ࠚ
э ᖺ㸸 ൨


ࠓ.3,ࠔ〇㐀ᴗࡢປാ⏕⏘ᛶࡘ࠸࡚ᖺ㛫㸰㸣ࢆୖᅇࡿྥୖ
э ᖺ㸸㸩㸣㸦ᑐ๓ᖺẚ㸧
㸦 ᖺ㸸㸩㸣㸦ᑐ๓ᖺẚ㸧
㸧


ࠓ.3,ࠔ ᖺࡢࣟ࣎ࢵࢺᅜෆ⏕⏘ᕷሙつᶍࢆ〇㐀ศ㔝࡛  ࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫศ㔝࡞㠀〇㐀ศ㔝࡛  
э ᖺᗘ㸸〇㐀ศ㔝⣙  ൨ࠊ㠀〇㐀ศ㔝⣙  ൨
㸦 ᖺᗘ㸸〇㐀ศ㔝⣙  ൨ࠊ㠀〇㐀ศ㔝⣙  ൨㸧


.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸶㸬ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗ㠉ࡢᐇ⌧

123

ձࣟ࣎ࢵࢺ᪂ᡓ␎ࡢᐇ⾜࣭㐍
ᮏᖺ㸳᭶ᐇࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺ᪂ᡓ␎ᥖࡆࡽࢀࡓࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ
ࡢᐇ≧ἣಀࡿࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛศ㔝㸦ࡶࡢ࡙ࡃࡾࠊࢧ࣮
ࣅࢫࠊㆤ࣭་⒪ࠊࣥࣇ࣭ࣛ⅏ᐖᑐᛂ࣭ᘓタࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗ㸧
ࡢྲྀ⤌ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡶࠊࡑࡢ㐍ࢆᅗࡿࠋ
࣭
ࠕࣟ࣎ࢵࢺ㠉ࢽࢩࢸࣈ༠㆟ࠖ࠾࠸࡚ࠊ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ
➼ࡢά⏝ࡼࡿ〇㐀ᴗࡢࣅࢪࢿࢫኚ㠉࣭ࢫ࣐࣮ࢺಀࡿࢻࢶ➼

ࢹ࣮ࢱࢆࠊᕤሙ㛫ࠊᕤሙᮏ♫㛫ࠊᴗ㛫࡞⤌⧊ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ά⏝ࡍࡿ
ඛ㐍ࢆ  ௳௨ୖฟࡋࠊᅜ㝿ᶆ‽ࢆᥦࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺ
㸲᭶ඹྠኌ᫂ࢆⓎฟࡋࡓࢻࢶࢆࡣࡌࡵࠊྛᅜࡢ㐃ᦠࢆ୍ᒙᙉࡋࠊ
ࡇࢀࢆ╔ᐇᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ຍ࠼ࠊ࠼ࡤࠊᡃࡀᅜࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿ⣲ᮦ㛵㐃ศ㔝࡛ࡣࠊ
㠉᪂ⓗ࡞⣲ᮦࡢ㛤Ⓨ㛵ࡋࠊ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓᴗ㛫ࡢ༠ㄪ㡿
ᇦ࠾ࡅࡿຠ⋡ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿືࡁࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣃࣞࣝᴗ࡛ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ࣐ࢫ࣭࢝ࢫࢱ࣐ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢືࡁࡀ
ຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐀⯪ᴗ࡛ࡶࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡸ ' ࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ㛤
Ⓨ࣭⏕⏘ᕤ⛬ࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖ࠸ࡗࡓືࡁࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࣂ࢜ศ㔝
࡛ࡣࠊேᕤ▱⬟ࢆྵࡴ ,7 ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚㑇ఏᏊࡢᨵኚࠊ⏕⫱᮲௳ࡢไᚚ
➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡛ࠊ⏕≀ࡢᶵ⬟ࢆ᱁ẁᘬࡁฟࡋࠊ⏝ࡋ࡚࠸ࡃࠊ࠸ࡗࡓ
᪂ࡓ࡞₻ὶࡶฟጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ⏘ᴗᶵᲔ࣭ᘓタᶵᲔ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤ࠊᶵᲔ༢య
ࡾࡽࣇࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫࡢᙉࡸࠊ⦓ᐦ࡛ຠ⋡ⓗ࡞ᕤ⟶⌮ࡢᥦ౪࠸ࡗ
ࡓປാຊ㊊ಀࡿࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࡢᥦ౪࠸ࡗࡓࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝኚ
ࠋḟୡ௦ࣟ࣎ࢵࢺࡢᐇ⌧ྥࡅࠊ㧗⢭ᗘࡢࢭࣥࢧ࣮ࡸ࣓࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒➼
ࡢᢏ⾡➼ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㧗࠸Ᏻᛶຠ⋡ᛶࡢせồࡽࠊᮦᩱࡸᶵ⬟ရ࡛ඛ➃ᢏ⾡ࡀᩘከࡃ⏝
ࡉࢀࡿ⯟✵ᶵ⏘ᴗࡣࠊᚋᖺ⋡㸳㸣ࡢᡂ㛗ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿศ㔝ࠋࡲࡓࠊୡ⏺
࡛ࡣࠊ ⾨ᫍࡸྛ✀࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ⾨ᫍ➼ࡢᏱᐂࣥࣇࣛࡢᩚഛ
ࡼࡾࠊ㧗⢭ᗘ࡞⨨࣭⏬ീሗ➼ࢆά⏝ࡋࡓ᪂ᴗ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡀฟࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊᏱᐂ㛵㐃ᕷሙࡢᛴ㏿࡞ᡂ㛗ࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᡂ㛗ศ
㔝࡛ࡢ➇தຊࢆ⥔ᣢ࣭ྥୖࡋࠊᡃࡀᅜ〇㐀ᴗࡢᚋࡢᡂ㛗ࡢⱆࢆ⫱࡚࡚࠸
ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ࣟ࣎ࢵࢺࡼࡿ᪂ࡓ࡞⏘ᴗ㠉ࡢᐇ⌧
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㐃ᦠࡋࡓᅜ㝿ᶆ‽ᥦࡸඛ㐍࡞ࡿྲྀ⤌ࡢⓎ᥀࣭ฟྥࡅࡓ
᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊḟୡ௦ࣟ࣎ࢵࢺࡢᐇ⌧ྥࡅࠊ㧗⢭ᗘࡢࢭࣥࢧ
࣮ࡸ࣓࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒➼ࡢᢏ⾡ேᕤ▱⬟ᢏ⾡ࡢ⼥ྜศ㔝㛵ࡍࡿ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊✲ᣐⅬࡢタ⨨ᮏᖺᗘࡽ╔ᡭࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊேᕤ▱⬟
ᢏ⾡ᡓ␎㆟ࡢ㐃ᦠࡶᅗࡿࠋ
  ຍ࠼࡚ࠊ୍ᐃ⛬ᗘᆒ㉁࡞ࢹ࣮ࢱࡢࣥࣉࢵࢺࢆ๓ᥦࠊ๓ືస
ࣃࢱ࣮ࣥࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࠊṇ☜ࡘ㎿㏿సᴗࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࠸ࡗࡓࣟ࣎ࢵ
ࢺࡣ␗࡞ࡾࠊேᕤ▱⬟ࢆഛ࠼ࡿ➼ࠊᏛ⩦ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ᚊⓗືసࡍࡿ
ḟୡ௦ࣟ࣎ࢵࢺࡢᐇ⏝ࢆ┠ᣦࡋせ⣲ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋࡉࡽࡣࠊே
ᕤ▱⬟ࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭⏘ᴗྥࡅࡓྲྀ⤌ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ」ᩘࡢࣟ
࣎ࢵࢺࡀ࿘ᅖࡢ⎔ቃ➼ࡶㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊ⮬ᚊⓗ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃ࠸ࡗ
ࡓ᪂ࡓ࡞ࣟ࣎ࢵࢺ♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊ⥭ᛴࢆྵࡴேࡢ⛣ື࣭≀ࡢ㍺
㏦ࠊ⅏ᐖᑐᛂࠊࣥࣇࣛ⥔ᣢ⟶⌮࡞ࢆࡣࡌࡵࠊᖜᗈ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿ
ᢏ⾡㛤Ⓨ࣭ᐇドࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ࣥࣇࣛⅬ᳨⏝࠸ࡽࢀࡿࣟ࣎ࢵࢺࡘ࠸࡚ࠊ୍ᐃࡢᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࣟ
࣎ࢵࢺࡢヨ⾜ⓗᑟධࢆᐇࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࣟ࣎ࢵࢺ∧Ⅼ᳨ᡭ
㡰ࢆࠊᮏᖺᗘ௨㝆ࠊศ㔝ู㡰ḟ⟇ᐃࡍࡿ࡞ࠊࣟ࣎ࢵࢺ➼ࢆ⏝࠸ࡓ
ࣥࣇࣛⅬ᳨ࡢ┬ຊྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᛶ⬟ࢆ
᫂ࡽࡍࡿࡇࡼࡾ㛤Ⓨ┠ᶆࢆ♧ࡋࠊᴗពḧࡢ࠶ࡿ㛤Ⓨ࣓࣮
࣮࢝ࡢཧ⏬ࢆಁࡍࠋ⅏ᐖᑐᛂ⏝࠸ࡽࢀࡿࣟ࣎ࢵࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ሙ
᳨ドࡢホ౯⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⌧ሙ᮲௳ᛂࡌࡓඃࢀࡓᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ⅏ᐖ
ㄪᰝཬࡧᛂᛴᪧࣟ࣎ࢵࢺࢆ⅏ᐖ༠ᐃ➼ࡼࡾά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ࠶ࢃ
ࡏ࡚ࠊࣥࣇࣛⅬ᳨ཬࡧ⅏ᐖᑐᛂࣟ࣎ࢵࢺࡘ࠸࡚ࠊ㢼ࡸ㞵ࠊ㟁Ἴ➼
ࡀ」ྜࡍࡿእ⎔ቃୗ࠾ࡅࡿྛ✀ࣟ࣎ࢵࢺࡢᇶ♏ⓗ࡞ᛶ⬟ࢆ」ᩘ
ྠ‶ࡓࡍࡇࢆせồࡍࡿホ౯ᇶ‽➼ࢆసᡂࡍࡿࠋ
࣭⾜ᨻࡀồࡵࡿᖒ⚊➼ࡢᩥ᭩㔞ࡢ༙ῶྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ⌧ሙ
ࡢࢽ࣮ࢬࢆᫎࡋࡓ࠸ࡸࡍ࠸ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢ㛤Ⓨᨭࡸࣟ࣎ࢵࢺࡸ
ࢭࣥࢧ࣮ᢏ⾡ࡢㆤ⌧ሙࡢᑟධࢆࡉࡽ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊࣟ࣎ࢵࢺ➼
ࡢᑟධࡼࡿㆤ⌧ሙࡢ⏕⏘ᛶྥୖ࡞ࡢ࢘ࢺ࣒࢝ࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭
ศᯒࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᐇドࢆ⾜࠺ࣇ࣮ࣝࢻࢆ᪩ᛴỴᐃࡋࠊᮏᖺᗘ୰
ᴗࢆ㛤ጞࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭ศᯒ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ
ㆤ⌧ሙ࡛ࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡸពᕤኵࢆᘬࡁฟࡍࣥࢭࣥࢸࣈ
ࡢどⅬࡶ⪃៖ࡋࡘࡘࠊㆤ⌧ሙࡢ㈇ᢸ㍍ῶ㈨ࡍࡿᙧ࡛ࡢࠊㆤሗ㓘
ࡸேဨ㓄⨨࣭タࡢᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ➼ࡢᑐᛂࡶྵࡵࠊไᗘୖࠊࣟ࣎ࢵࢺ
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ղ୰ሀ࣭୰ᑠᴗᑐࡍࡿ ,7࣭ࣟ࣎ࢵࢺά⏝ࡢಁ㐍ࡼࡿ➨㸲ḟ⏘
ᴗ㠉ࡢἼཬ࠙ᥖࠚ
 ࣭ࡶࡢ࡙ࡃࡾࡸࢧ࣮ࣅࢫศ㔝ࢆ୰ᚰࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡼࡿࣟ࣎ࢵࢺ
ᢞ㈨ࢆຍ㏿ࡍࡃࠊᑠᆺỗ⏝ࣟ࣎ࢵࢺᮏయࡢ౯᱁ᐇせࡍࡿ㈝⏝
ࢆ㸰௨ୖᘬࡁୗࡆࠊ୰ሀ࣭୰ᑠᴗ➼ࡢࣟ࣎ࢵࢺᑟධࢆຍ㏿ࡍࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊỗ⏝ⓗ࡞సᴗ࣭ᕤ⛬࠼ࠊᇶ┙࡞ࡿඹ㏻ࡢᶵ⬟ࢆഛ࠼
ࡓࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊࣟ࣎ࢵࢺࡢᑟ
ධᡭ㡰ࡢ᫂☜ࢆᅗࡿࠋࡉࡽࠊࣟ࣎ࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࣭
ᑟධࢆᨭࡍࡿேᮦ㸦ࢩࢫࢸ࣒ࣥࢸࢢ࣮ࣞࢱ࣮㸧ࢆ㸳ᖺ௨ෆಸቑ
ࡍࡿ㸦 ே㸸⌧≧Ѝ㸱ே㸸 ᖺ㸧ࠋ
࣭࠶ࢃࡏ࡚ࠊᡃࡀᅜయ࡛➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᚋ㸰ᖺ
㛫࡛㸯♫௨ୖࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࢆࠊ,7ࠊ࢝ࢮࣥάືࠊࣟ࣎ࢵࢺᑟ
ධࡢᑓ㛛ᐙࡀᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ୰࡛ࠊ୰ሀ࣭୰ᑠ〇㐀ᴗࡢ⏕⏘⌧
ሙࡢ࢝ࢮࣥࡸ ,R7࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡢᑟධࢆᨭࡍࡿࠕࢫ࣐࣮ࢺࡶࡢ࡙ࡃ
ࡾᛂ㝲ࠖ┦ㄯ࡛ࡁࡿᣐⅬࡢᩚഛࢆࠊᮏᖺᗘࡽ㛤ጞࡍࡿࠋ
࣭ຍ࠼࡚ࠊᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿࢿࢵࢺ㈍➼ࡢ㈍㊰㛤ᣅࡢྲྀ⤌ࡽࠊ୰
ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡼࡿ ,R7 ࡸࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ᪂ၟရ࣭
᪂ࢧ࣮ࣅࢫࡢฟࠊᴗ✀ࡢᇉ᰿ࢆ㉸࠼ࡓᴗ㛫㐃ᦠࡢ⮳ࡿࡲ



➼ࢆ⏝࠸ࡓㆤࡘ࠸࡚㐺ษホ౯ࢆ⾜࠺᪉㔪ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊ᮶ᖺ
ᗘ୰⤖ㄽࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊㆤᴗົ➼㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢᶆ‽ࠊㆤ
グ㘓ࡢ ,&7 ࡼࡿᴗົศᯒ࣭ᶆ‽ࠊ㐺ษ࡞ࢣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᡭἲ
ࡢᬑཬ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢホ౯ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡼࡾࠊㆤᴗົࡢᨵၿࢆಁ㐍ࡋࠊ㧗㱋⪅ࡢ⮬❧ᨭ
㈨ࡍࡿ㐺ษ࡞ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ᥎㐍ࡼࡿ㉁ࡢྥୖࢆᅗࡿࡶࠊ
ㆤᴗົࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓㆤ⫋ဨࡢ㈇ᢸ㍍ῶࢆᅗࡿࠋ
࠙ᥖࠚ
࣭㧗⢭ᗘ *36 ➼ࡢᆅ⌮✵㛫ሗ㸦* ✵㛫ሗ㸧ࢆά⏝ࡋࡓࢺࣛࢡࢱ࣮ࡢ
⮬ື㉮⾜ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊ᭷ே┘どୗ࡛ࡢሙෆ࡛ࡢ↓ேࢩࢫࢸ࣒
ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺࡲ࡛〇ရࡀᕷ㈍ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ⏘Ꮫࡢඹ
ྠ◊✲ࢆᨭࡍࡿࡶࠊᮏᖺᗘ୰Ᏻᛶ☜ಖ࢞ࢻࣛࣥࢆ⟇
ᐃࡍࡿࠋࡉࡽࠊሙ㛫࡛ࡢ⛣ືࢆྵࡴ㐲㝸┘どࡼࡿ↓ே⮬ື㉮⾜
ࢩࢫࢸ࣒ࢆ  ᖺࡲ࡛ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊඹྠ◊✲ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆᅗ
ࡿࡶࠊ㛵㐃ࡍࡿไᗘᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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⯟✵ᶵ⏘ᴗࡢᣑ
*'3 ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊḢ⡿ㅖᅜẚࡋ࡚ᑠつᶍ࡞ᡃࡀᅜ⯟✵ᶵ
⏘ᴗࡘ࠸࡚ࠊᡂᶵᴗࢆᡂ㛗ࡢཎືຊࡋࡓᡂ㛗ࢆᅗࡾࡘࡘࠊࢹࣗ
࣮ࣝࣘࢫࡢほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࡓᡓ␎ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࡢᙉྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡶࠊ⯟✵ᶵࡢ⏕⏘ᕤ⛬ࡢࣟ࣎ࢵࢺࡢ㐺⏝࡞ ,R7 ࢆά⏝ࡋࡓ⏕⏘ᛶ
ࡢᖜ࡞ྥୖࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦ୰᰾ᴗࢆ㍈ࡋࡓᮦᩱ࣭㒊ရ⏘
ᴗࡢᙉࡸᢏ⾡㛤Ⓨ➼ࡼࡾࠊᆅᇦ〈㔝⏘ᴗࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ ᖺࡢᡃ
ࡀᅜ⯟✵ᶵ⏘ᴗࡘ࠸࡚㸰ࡢୖ㧗ࢆ┠ᣦࡍࠋ




ճ◊✲㛤Ⓨ࣭♫ᐇࡢຍ㏿ྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ➼
ࣟ࣎ࢵࢺࡢ◊✲㛤Ⓨࡢຍ㏿ࠊᐇ♫ࡢᑟධ࣭ᬑཬࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ
ᐇドᐇ㦂ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢥ࣮ࢫࢺᵓࡢୗࠊ⚟ᓥ
㏻ࡾᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ↓ே⯟✵ᶵࡸ⅏ᐖᑐᛂࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢᐇドᐇ㦂ࢆ⾜࠺
⣙ KD つᶍࡢࣟ࣎ࢵࢺࢸࢫࢺࣇ࣮ࣝࢻཬࡧ◊✲㛤Ⓨ➼タࡢᩚഛࠊ
ᮏᖺᗘࡢྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩࠸ẁ㝵࡛╔ᡭࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㐺ษ࡞ᛶ⬟ࡸᏳᛶࢆഛ࠼ࡓࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨࡢࡓࡵࠊࣟ࣎ࢵࢺ
ࢸࢫࢺࣇ࣮ࣝࢻ࠾࠸࡚ࠊ≀ὶࠊࣥࣇࣛⅬ᳨ࠊ⅏ᐖᑐᛂࡢศ㔝ࢆᑐ
㇟ࠊࣟ࣎ࢵࢺ࣓࣮࣮࢝ࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࠊᏛ㆑⤒㦂⪅➼ࡽᡂࡿ᳨ウࢳ࣮࣒
ࢆ⤌⧊ࡋࠊᮏᖺᗘࡽࠊศ㔝ࡈồࡵࡽࢀࡿࣟ࣎ࢵࢺࡢᛶ⬟ࡸ᧯⦪ᢏ
⬟➼㛵ࡍࡿᅜ㝿ᶆ‽ࢆぢᤣ࠼ࡓホ౯ᇶ‽ࡸࡑࡢ᳨ドᡭἲࡢ◊✲㛤Ⓨ
ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊ◊✲㛤Ⓨཬࡧ♫ᐇࢆຍ㏿ࡉࡏࡿዎᶵࡋ࡚ࠊᮾி࢜ࣜࣥ
ࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡀ㛤ദࡉࢀࡿ  ᖺࠊୡ⏺ࡀὀ┠
ࡍࡿ㧗ᗘ࡞ࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࢆෆእࡽ㞟⤖ࡉࡏࠊᵝࠎ࡞♫ㄢ㢟ࡢゎỴࢆ
┠ᣦࡋࡓ➇ᢏࡸࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࣟ࣎ࢵࢺᅜ㝿➇ᢏࢆ
㛤ദࡍࡿࠋ㛤ദྥࡅࠊලయⓗ࡞㛤ദᙧᘧ࣭➇ᢏ✀┠ࡘ࠸࡚ࠊᖺ 
᭶タ⨨ࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺᅜ㝿➇ᢏᐇ⾜ጤဨཬࡧࣟ࣎ࢵࢺᅜ㝿➇ᢏ
ᐇ⾜ጤဨㅎၥ㆟࠾࠸᳨࡚ウࡋࠊᮏᖺ୰Ỵᐃࡍࡿࠋ

࡛ࠊᴗ⪅ࡢࣅࢪࢿࢫᐇែྜࢃࡏࡓ ,7 ᢞ㈨ࡸ┬ຊᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡋ࡚
࠸ࡃࠋ
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ࡲࡓࠊࢫ࣮࣌ࢫࢹࣈࣜࡢⓎ⏕㜵Ṇ࡞Ᏹᐂ⏘ᴗࡢᙉ࣭ᣑྍḞ
࡞Ᏹᐂ✵㛫࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ࡞࣮ࣝࣝࡢ⟇ᐃྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ᭦᥎㐍ࡍ
ࡿࠋ

Ᏹᐂᶵჾ࣭⏝⏘ᴗࡢᙉ࣭ᣑ
Ᏹᐂᶵჾ࣭⏝⏘ᴗࡢᕷሙࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋୡ⏺࡛ࡢᛴ㏿࡞ᕷሙᣑ
ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡃࡀᅜᏱᐂ⏘ᴗࡢᡂ㛗┠ᶆࠊࡑࡢᐇ⌧ྥ
ࡅࡓㄢ㢟ࡸ⟇ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓࠕᏱᐂ⏘ᴗࣅࢪࣙࣥ㸦௬⛠㸧
ࠖࢆ⟇ᐃࡍࡿ
ࡇࡋࠊᮏᖺኟ㡭ࢆ┠㏵୰㛫ⓗ࡞ྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜࠺ࠋ
Ᏹᐂᶵჾ⏘ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊᾏእᕷሙ㛤ᣅࢆᮏ᱁ࡋࠊࢪࠊ୰ᮾ➼
ࡢ᭷ᮃᕷሙࡢ௳ᐇ⌧ᮏᖺᗘྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊࠕᏱᐂࢩࢫࢸ࣒ᾏእ
ᒎ㛤ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࠖࡢୗ࡛᪂ࡓ࡞ᐁẸ㐃ᦠࡢᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ᡃࡀᅜᏱᐂ⏘ᴗࡢᅜ㝿➇தຊࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊ+ ࣟࢣࢵࢺࡸḟୡ௦⾨ᫍ
ࡢ㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡉࡽࠊேᕤ⾨ᫍ➼ࡢᡴୖࡆཬࡧேᕤ⾨ᫍࡢ⟶⌮
㛵ࡍࡿἲᚊࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࠊୡ⏺࡛ᣑࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࣟࢣࢵࢺᡴୖࡆ
ᕷሙࡢẸ㛫ᴗ⪅ཧධࡢࡓࡵࡢᴗ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ
ᆅ⌮✵㛫ሗ㸦* ✵㛫ሗ㸧ࡸᏱᐂࢆ⏝ࡋࡓ⏘ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ‽ኳ
㡬⾨ᫍࠊྛ✀࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ⾨ᫍࡸ * ✵㛫ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢά⏝
ࡼࡾࠊ㎰ᴗᶵᲔࡢ⮬ື㉮⾜ࠊࢫ࣐࣮ࢺᯘᴗࠊ↓ேᶵ㈌≀㍺㏦ࡸ㜵⅏ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ㧗ᗘ➼ࠊୡ⏺ඛ㥑ࡅࡓ᪂ᴗ࣭᪂ࢧ࣮ࣅࢫࢆฟࡍࡿࡓࡵࠊ
せศ㔝ࡈࡢ .3, ࢆྵࡵࠊࡑࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆࠊᮏᖺ୰
ࢆ┠㏵⟇ᐃࡍࡿࡶࠊᮏᖺᗘ୰ᆅ⌮✵㛫ሗά⏝᥎㐍ᇶᮏィ⏬
ࢆᨵゞࡍࡿࠋࡲࡓࠊ‽ኳ㡬⾨ᫍࢩࢫࢸ࣒➼㧗ᗘ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆ
⾜࠺ࡇࡼࡾࠊࡑࡢᏳᐃⓗ࡞⏝⎔ቃࢆ☜ಖࡍࡿࠋࡉࡽࠊᏱᐂ࣭㠀
Ᏹᐂศ㔝ࡢᴗࡢ⼥ྜࢆᅗࡿࠕࢫ࣮࣌ࢫ࣭ࢽ࣮࢚ࣗࢥࣀ࣑࣮㐀ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ㸦61(7㸧ࠖࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏱᐂ㛵㐃࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢฟࠊ᪂ࡓ࡞
ࣅࢪࢿࢫࣔࢹ࣭ࣝᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢಁ㐍ࢆᅗࡾࠊ ᖺᗘࡲ࡛ 
ࡢᏱᐂ㛵㐃᪂ᴗࡢฟࢆ┠ᣦࡍࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⾨࣮ᫍࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ
グ㘓ࡢ㐺ṇ࡞ྲྀᢅ࠸ࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿἲᚊࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ⾨࣮ᫍࣜࣔࢺࢭࣥ
ࢩࣥࢢグ㘓ࡢά⏝ᴗࡢࣜࢫࢡపῶࡸ⾨ᫍ㐠⏝࣭⏬ീ㈍ᴗࡢ⫱ᡂ
➼ࢆᅗࡿࠋ
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ձ ရ㉁㨩ຊࢆഛ࠼ࡓ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂ
ࠕ᪂ࡓ࡞ఫᏯᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᵓ⠏ࡋࠊ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ᕷሙࢆᙧᡂࡍࡿ
ࡓࡵࡣࠊရ㉁㨩ຊࢆഛ࠼ࡓ᪤ᏑఫᏯࡢὶ㏻㔞ࡢᣑࠊࡑ࠺ࡋࡓఫ
Ꮿࢫࢺࢵࢡࢆ㐺ṇホ౯ࡍࡿ⤌ࡳ࡙ࡃࡾࢆేࡏ࡚㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ┬࢚ࢿࡸ㛗ᮇඃⰋఫᏯࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢᨭ➼ࢆ⾜࠸ࠊ
᪤ᏑఫᏯࡢ㉁ࡢྥୖࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊᘓ≀≧ἣㄪᰝ㸦ࣥࢫ࣌ࢡࢩࣙ
ࣥ㸧ࡸ⍗⑅ಖ㝤➼ࢆά⏝ࡋࡓ㉁ࡢ☜ಖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

ఫᏯࡀ㈨⏘ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿ᪤ᏑఫᏯὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂ

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ேཱྀῶᑡᑡᏊ㧗㱋ࡀ㐍ࡴ୰ࠊ⤒῭ᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ᪂
⠏ఫᏯࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪂ࡓ࡞ఫᏯᕷሙࢆ㛤ᣅ࣭⫱ᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ
ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊఫᏯ㉎ධࢆࢦ࣮ࣝࡍࡿ⪃࠼ࡸࠊ㉎ධࡋࡓఫᏯࡀᚲࡎࡋࡶ㐺
ษ⥔ᣢ࣭⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ➼ࡼࡾࠊ᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷ
ሙࡢάᛶࡀᅗࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࣜࣇ࢛࣮࣒➼ࡼࡿⰋ㉁࡞ఫᏯࢫࢺࢵࢡࡀᩘ༑ᖺࢆ⤒࡚ࡶ㈨⏘
ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࠊḟୡ௦ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡃࠕ᪂ࡓ࡞ఫᏯᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ
㌿ࢆᅗࡾࠊ᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࢆᙧᡂ࣭άᛶࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲ
ࡓࠊ✵ࡁᐙࡢቑຍࢆᢚไࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ᪂ࡓ࡞ఫᏯᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᵓ⠏ే
ࡏࠊᘓ᭰࠼➼ࡼࡿ᪂㝞௦ㅰࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓࠊ,R7 ᢏ⾡➼ࢆά⏝ࡋࡓḟୡ௦ఫᏯࡢᬑཬࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ
࡞㛵㐃⏘ᴗࡢᡂ㛗ࢆᅗࡿࠋ
ࡉࡽࠊⱝᖺ࣭Ꮚ⫱࡚ୡᖏࡢఫᒃ㈝㈇ᢸࢆ㍍ῶࡋࠊᏳᚰࡋ࡚Ꮚ⫱࡚➼
ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊ✵ࡁᐙࢆྵࡵࡓ᪤ᏑఫᏯࡢά⏝ࢆ᥎㐍
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺࡲ࡛ࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢᕷሙつᶍࢆ  ಸቑࡍࡿࠋ
 ᖺ㸴 ࠋ
ͤྍ⬟࡞㝈ࡾ  ᖺࡲ࡛㐩ᡂࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
эᖺ㸸㸵

ࠓ.3,ࠔࠕ ᖺࡲ࡛᪤ᏑఫᏯὶ㏻ࡢᕷሙつᶍࢆ㸶ಸቑࡍࡿ
㸦 ᖺ㸲㸧ࠋ
ͤྍ⬟࡞㝈ࡾ  ᖺࡲ࡛㐩ᡂࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ

э ᖺ㸸㸲

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸷㸬᪤ᏑఫᏯὶ㏻࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒ᕷሙࢆ୰ᚰࡋࡓఫᏯᕷሙࡢάᛶ
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ձ᪤ᏑఫᏯࢆά⏝ࡋࡓⱝᖺ࣭Ꮚ⫱࡚ୡᖏࡢఫᒃ㈝㈇ᢸࡢ㍍ῶ
᪤ᏑఫᏯࢆά⏝ࡋࠊⱝᖺ࣭Ꮚ⫱࡚ୡᖏࡢఫᒃ㈝㈇ᢸࡢ㍍ῶࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ⱝᖺ࣭Ꮚ⫱࡚ୡᖏࡀࠊᚲせ࡞㉁ࡸᗈࡉࢆഛ࠼ࡓఫᏯపᗮ࡞ᐙ㈤࡛ධᒃ
ࡀᐜ᫆࡞ࡿࡼ࠺ࠊ✵ࡁᐙ➼ࡢ᪤ᏑࡢẸ㛫㈤㈚ఫᏯࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡓ࡞
⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ♫㈨ᮏᩚഛᑂ㆟ఫᏯᏯᆅศ⛉タ⨨
ࡋࡓᑠጤဨ࠾࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊᮏᖺᗘ୰ไᗘࡢ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚
⤖ㄽࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊရ㉁㨩ຊࢆഛ࠼ࡓ᪤ᏑఫᏯࢆ↓⌮࡞ࡃྲྀᚓ࡛ࡁࡿ
᪤ᏑఫᏯᕷሙࢆ᪩ᛴᐇ⌧ࡍࡿࠋ

᪤ᏑఫᏯࢆά⏝ࡋࡓⱝᖺ࣭Ꮚ⫱࡚ୡᖏࡢఫᒃ㈝➼ࡢ㈇ᢸࡢ㍍ῶ

ղⰋ㈨⏘ࡢゎᾘ᪂つᢞ㈨ࡢಁ㐍
✵ࡁᐙࢆྵࡴᪧ⪏㟈ఫᏯࡢ㝖༷࣭ᘓ᭰࠼➼ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ✵ࡁᐙ
ࡢከ࠸࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ᭰࠼➼ࡢಁ㐍ྥࡅࡓྜពᙧᡂ࣮ࣝࣝࡢྜ⌮
➼ࡘ࠸࡚ࠊไᗘྥࡅ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࠋࡉࡽࠊ✵ࡁᐙ➼ࡢᡤ᭷⪅
ࡢᢕᥱࢆᐜ᫆ࡋࠊࡑࡢ㝖༷ࡸᘓ᭰࠼➼ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ┦⥆Ⓩグࡢಁ㐍
ྥࡅࡓไᗘࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊⰋ㈨⏘ࡢゎᾘ᪂
つᢞ㈨ࡢಁ㐍ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ḟୡ௦ఫᏯࡢᬑཬಁ㐍
ከᵝ࡞ᒃఫࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡶࠊ,R7 ᢏ⾡➼ࡢ᪂ᢏ⾡㛵㐃ࡍ
ࡿఫ⏕ά⏘ᴗࡢᡂ㛗ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ,R7 ఫᏯࠊᗣఫᏯࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸఫ
Ꮿ➼ࡢඛ㐍ⓗ࡞ḟୡ௦ఫᏯࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰ࢆ┠㏵ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡸఫ
Ꮿ㛵㐃࣓࣮࣮࢝➼㐃ᦠࡋࠊඛ㐍ࡢ㞟➼ࢆ㏻ࡌࡓḟୡ௦ఫᏯࡢഛ
࠼ࡿࡁᶵ⬟ࡸࡑࡢᑗ᮶ീࡢ᳨ウࠊᾏእᕷሙࡶど㔝ධࢀࡓᬑཬྥࡅࠊ
㛵㐃ᶵჾ➼ࡢつ᱁ࡢᑟධಁ㐍ࡢᅾࡾ᪉➼ࡶྵࡵࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ᢳฟ➼ࢆ⾜
࠺ࠋ

ࡲࡓࠊ᪤ᏑఫᏯࡢ㈨⏘౯್ࢆホ౯ࡍࡿὶ㏻࣭㔠⼥➼ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ
ࡢᨭࢆ⾜࠺ࡶࠊရ㉁ၟရࡋ࡚ࡢ㨩ຊࢆවࡡഛ࠼ࡓࠕࣉ࣑ࣞ
࣒᪤ᏑఫᏯ㸦௬⛠㸧ࠖࡢⓏ㘓ไᗘࢆᮏᖺᗘ୰タࡍࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⟇ࢆ⥲ྜⓗㅮࡌࡿࡇ࡛ࠊఫᏯࡀ㈨⏘ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿ
᪤ᏑఫᏯὶ㏻ᕷሙࡢᙧᡂࢆᅗࡾࠊఫᏯࡢ㈨⏘౯್ࡢ┠ῶࡾࡼࡿ⪁ᚋ
ࡢᏳࡢ⦆ࠊᾘ㈝ᣑ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ղᆅᇦࡄࡿࡳ࡛Ꮚ౪ࢆ⫱ࡴ⎔ቃࡢᩚഛ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᆅᇦࡄࡿࡳ࡛Ꮚࡶࢆ⫱ࡴ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡓ
ࡵࠊබⓗ㈤㈚ఫᏯᅋᆅࡢᘓ᭰࠼➼ࢆዎᶵࡋࡓᏊ⫱࡚ᨭタ➼ࡢㄏ⮴ࠊ
Ẹ㛫ࡢఫᏯᅋᆅ➼࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭタ➼ࡢᩚഛಁ㐍➼ࡢᨭࢆ
⾜࠺ࠋ





























㸬⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ไ⣙ࡢඞ᭹ᢞ㈨ࡢᣑ
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㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇ 
 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢᐇ⾜࢚ࢿࣝࢠ࣮࣑ࢵࢡࢫࡢᐇ⌧ྥࡅ
࡚ࠊ
ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮㠉᪂ᡓ␎ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥⤒῭⏘ᴗ┬Ỵᐃ㸧ࢆ᥎
㐍ࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢞ㈨ࡢᣑ &2 ฟᢚไࢆᅗࡿࠋࡇࡢྲྀ⤌ࢆྵࡵࠊ
ࠕᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ィ⏬ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧ࢆ╔ᐇᐇ
ࡋࠊ⤒῭ᡂ㛗 ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ  ᖺᗘ๐ῶ┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆేࡏ࡚ᐇ⌧
ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㸰Υ┠ᶆࢆ⨨ࡅࡓࣃࣜ༠ᐃࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ᖺࢆぢᤣ࠼࡚

ࠓ.3,ࠔ⠇㟁ࡋࡓ㟁ຊ㔞ࢆྲྀᘬࡍࡿࠕࢿ࢞࣡ࢵࢺྲྀᘬᕷሙࠖࢆ᮶ᖺ୰
タࡍࡿࠋ
эࢿ࢞࣡ࢵࢺྲྀᘬ㛵ࡋ㟂せ๐ῶ㔞ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝホ౯➼ࢆ⾜࠺
ᢏ⾡ᐇドࢆᐇࠋ
 ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࣜࢯ࣮ࢫ࣭ࢢࣜࢤ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣅࢪࢿࢫࡢᮏ᱁ⓗ
❧ୖࡆྥࡅࠊ⏘Ꮫࡢࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᒙ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࣇ࢛
࣮࣒ࣛࡸᐁయ࡛ᐇົ⪅ࣞ࣋ࣝࡀ㞟ࡲࡿ᳨ウ࠸ࡗࡓᨻ⟇᥎
㐍ࡢሙࢆタࠋ

ࠓ.3,ࠔၟ⏝Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ  ᖺᗘࡲ࡛  ⟠ᡤ⛬ᗘࠊ
ᖺᗘࡲ࡛  ⟠ᡤ⛬ᗘᩚഛࡍࡿࠋ
э ⟠ᡤࡀ㛤ᡤ῭㸦ᮏᖺ㸱᭶ᮎ㸧

ࠕ ᖺ㸲᭶㸯᪥㟁ຊࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢ᭱⤊ẁ㝵࡞ࡿ㏦㓄㟁
ࠓ.3,ࠔ
㒊㛛ࡢἲⓗศ㞳ࢆᐇࡍࡿࠋ
ࠖ
эᖺ㸲᭶㸯᪥㟁ຊᗈᇦⓗ㐠Ⴀ᥎㐍ᶵ㛵ࢆタ❧ࠋྠᖺ㸴᭶  ᪥
㏦㓄㟁㒊㛛ࡢἲⓗศ㞳➼ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ㟁Ẽᴗἲ➼ࡢ୍㒊ࢆ
ᨵṇࡍࡿ➼ࡢἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡀᡂ❧ࠋྠᖺ㸷᭶
㸯᪥㟁ຊྲྀᘬ┘ど➼ጤဨࢆタ❧㸦ᮏᖺ㸲᭶㸯᪥㟁ຊ࣭࢞
ࢫྲྀᘬ┘ど➼ጤဨᨵ⦅㸧ࠋᮏᖺ㸲᭶㸯᪥㟁ຊᑠ㠃⮬⏤
ࢆᐇࠋ

ࠓ.3,ࠔ ᖺࡲ࡛⏝㌴ࡢ᪂㌴㈍༨ࡵࡿḟୡ௦⮬ື㌴ࡢྜ
ࢆ㸳㹼㸵ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
э᪂㌴㈍༨ࡵࡿḟୡ௦⮬ື㌴ࡢྜࡣ 㸣㸦 ᖺᗘ㸧

㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ
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ձ⏘ᴗ㒊㛛࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࡢ᥎㐍
〇㐀ᴗ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ከᾘ㈝⏘ᴗྥࡅタᐃࡋ࡚࠸ࡿ┬࢚ࢿࡢ⏘
ᴗࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ไᗘ㸦࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡไᗘ㸧ࢆࠊὶ㏻࣭ࢧ࣮ࣅࢫᴗ
ᣑࡋࠊ ᖺᗘࡲ࡛⏘ᴗࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ㸵ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍ
ࡿࠋᖺᗘࡲ࡛ᅜ  ⟠ᡤᵓ⠏ࡋࡓ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮┦ㄯᆅᇦࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸦┬࢚ࢿᨭᴗ⪅ࡀᆅᇦࡢၟᕤ㆟ᡤࡸ⮬యࠊࢥࣥ
ࢧࣝཬࡧ㔠⼥ᶵ㛵➼༠ຊࡋ࡚సࡿ㐃ᦠయ㸧ࢆᣑࡋࠊ᮶ᖺᗘࡲ࡛
ᅜ┬࢚ࢿྲྀ⤌ಀࡿᨭ❆ཱྀࢆᵓ⠏ࡍࡿ➼ࠊ୰ᑠᴗ➼࠾ࡅࡿ
┬࢚ࢿᢞ㈨➼ࡢᨭࢆᙉࡍࡿࠋࡉࡽࠊᴗࡀ୰ᑠᴗࡢ┬࢚
ࢿᢏ⾡ࡢ౪ࡸ┬࢚ࢿࡢࡓࡵࡢᴗ㐃ᦠࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࡇࢆಁ㐍
ࡍࡿࡓࡵࠊ-ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘࡢ㐃ᦠࡶྵࡵࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ࡢྜ⌮
➼㛵ࡍࡿἲᚊ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕࠋ┬࢚ࢿἲ㸧ᇶ࡙ࡃඹྠ
┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᴗࡢホ౯᪉ἲࡢぢ┤ࡋ㸦ุ᩿ᇶ‽➼ࡢᨵṇ ࢆᮏᖺᗘ
⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊ⤒῭ᡂ㛗┬࢚ࢿࢆྠ㐩ᡂࡍࡿࡃࠊᮏᖺᗘ୰࢚ࢿࣝࢠ
࣮๐ῶ㔞ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊཎ༢ࡢᨵၿ༶ࡋࡓ┬࢚ࢿࡸࠊᴗ⏺ࡸࢧࣉࣛ

ᚭᗏࡋࡓ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᥎㐍

ᆅࡍࡿࡓࡵࠊᮏᖺ㸱᭶➨㸯ᅇࢆ㛤ദࡋࡓᐁẸ୍యࡢࠕ⚟ᓥ᪂࢚ࢿ♫
ᵓᐇ⌧㆟ࠖ࠾࠸࡚ࠊᮏᖺኟࡲ࡛ࠕ⚟ᓥ᪂࢚ࢿ♫ᵓࠖࢆ⟇
ᐃࡍࡿࠋ 

⚟ᓥ┴ࢆ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸᮍ᮶ࡢỈ⣲♫ࢆษࡾᣅ ࡃඛ㥑ࡅࡢ

ࡦࡽ

ᐊຠᯝ࢞ࢫࢆᖜ๐ῶࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᅜẸ㐠ືࢆ᥎㐍ࡋࠊ♫ᵓ㐀
ࡸࣛࣇࢫࢱࣝࡢኚ㠉ࠊᢏ⾡ࡢ♫ᐇ➼㛗ᮇⓗࠊᡓ␎ⓗྲྀ⤌ࡴ
ࠊ
ࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥⥲
ྜ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㆟Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡃ㠉᪂ⓗᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ
ࡢᙉࡸᡃࡀᅜࡀ᭷ࡍࡿඃࢀࡓᢏ⾡ࡢᾏእᒎ㛤ࢆ᥎㐍ࡋࠊୡ⏺ࡢฟ๐
ῶ㈉⊩ࡍࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ㈨※౯᱁ࡢప㏞ࢆ⫼ᬒୡ⏺ⓗ࡞㈨※㛤Ⓨᢞ㈨ࡀࡋࠊୡ
⏺⤒῭ࡀῶ㏿ࡍࡿ୰ࠊୡ⏺⤒῭ࡢᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿࡶࠊ㈨※
ࡢ᐀ࢆ㍺ධ౫Ꮡࡍࡿᡃࡀᅜࡀࡧ㈨※౯᱁㧗㦐┤㠃ࡍࡿࣜࢫࢡ
ࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵࠊ㈨※㛤Ⓨᢞ㈨ࡢಁ㐍⟇ࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡍࡿࡶࠊ
ᅜෆእࢆࡘ࡞ࡄ /1*࣭ኳ↛࢞ࢫྲྀᘬᕷሙࡢ⫱ᡂ࣭Ⓨᒎࢆ㏻ࡌࡓపᗮ࡞㈨
※ㄪ㐩⎔ቃࡢᩚഛྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

133

ճ㐠㍺㒊㛛࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࡢ᥎㐍
   ᖺ᪂㌴㈍༨ࡵࡿḟୡ௦⮬ື㌴ࡢྜࢆ㸳㹼㸵ࡍࡿ
ࡇࢆ┠ᣦࡋࠊಖ᭷ྎᩘ࣮࣋ࢫ࡛㟁Ẽ⮬ື㌴㸦(9㸧ࠊࣉࣛࢢࣥࣁࣈ
ࣜࢵࢻ⮬ື㌴㸦3+9㸧ࡣ  ᖺࡲ࡛᭱  ྎࠊ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴
㸦)&9㸧ࡣ  ᖺࡲ࡛㸲ྎ⛬ᗘࠊ ᖺࡲ࡛  ྎ⛬ᗘࡢᬑ
ཬࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࢀࡽࡢ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅࠊึᮇ㟂せࡢฟࢆᅗࡾࠊ⮬
❧ⓗ࡞ᕷሙࢆ᪩ᮇ☜❧ࡍࡿࡶࠊᬑཬྍḞ࡞㟁ჾࡸỈ⣲
ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋၟ⏝Ỉ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡣ 
ᖺᗘࡲ࡛ᅜ࡛  ᡤࡢᩚഛࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊ୪⾜ࡋ࡚ࢭࣝࣇ
ሸࡢチᐜ➼ࠊỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵ࡍࡿつไࡢぢ┤ࡋࢆ㐍ࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊ
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏤᮶ࡢỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦ẚ㍑ⓗつᶍࡢᑠࡉ࡞ࢫ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᖺᗘࡲ࡛ᅜ࡛  ᡤ⛬ᗘࡢᩚഛ
ࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㌴㍕⏝㟁ụ➼ࡢᖜ࡞ᛶ⬟ྥୖࠊࢥࢫࢺపῶྥࡅࠊᮏᖺ

ղẸ⏕㒊㛛࠾ࡅࡿ┬࢚ࢿࡢ᥎㐍
 ᖺࡲ࡛ࠊࣁ࢘ࢫ࣓࣮࣮࢝➼ࡢ᪂⠏ࡍࡿὀᩥᡞᘓఫᏯࡢ㐣༙ᩘ
ࡀࠊࢿࢵࢺ࣭ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮࣭ࣁ࢘ࢫ㸦=(+㸧࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࡑࢀྥࡅ࡚ࠊせ࡞ࣁ࢘ࢫ࣓࣮࣮࢝➼ࡀ  ᖺࡲ࡛᪂⠏ὀᩥᡞ
ᘓఫᏯࡢ㐣༙ᩘࢆ =(+ ࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࡋ࡚බ⾲ࡍࡿࡇࢆಁࡍࡓ
ࡵࠊᮏᖺᗘࡽ =(+ ࡢࣥࢭࣥࢸࣈࡢ⤌ࡳࢆぢ┤ࡍࠋࡲࡓࠊ
 ᖺࡲ࡛ࠊ┬࢚ࢿࣜࣇ࢛࣮࣒ࢆಸቑࡉࡏࡿࡓࡵࠊ㧗ᛶ⬟࡞❆ཬࡧ
᩿⇕ᮦ➼ࡼࡿ᩿⇕ᨵಟࡸࠊ㧗ຠ⋡࡞⤥タഛ➼ࡢ᭦᪂ࢆᨭࡍࡿࠋ
   ᖺࡲ࡛ࠊ᪂⠏බඹᘓ⠏≀➼࡛ࡢࢿࢵࢺ࣭ࢮ࣭࢚ࣟࢿࣝࢠ࣮࣭
ࣅࣝ㸦=(%㸧ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊᮏᖺᗘࡽᆅᇦࠊ⏝㏵ࠊᵓ㐀➼ᛂࡌࡓ
ᐇドࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚  ᖺᗘࡲ࡛ =(% ࡢタィ࢞ࢻࣛ
ࣥࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊⓎගࢲ࣮࢜ࢻ㸦/('㸧➼ࡢ㧗ຠ⋡↷᫂ࢆ 
ᖺࡲ࡛ࣇ࣮࡛ࣟ 㸣ࠊࡉࡽ  ᖺࢫࢺࢵࢡ࡛ 㸣ࡍࡿ
ࡇࢆ┠ᣦࡋࠊᮏᖺᗘ୰↷᫂ࡢࢺࢵࣉࣛࣥࢼ࣮ᇶ‽ࡢᑐ㇟ࢆⓑ⇕ⅉ
➼ᣑࡍࡿࠋ

ࢳ࢙࣮ࣥ༢࡛」ᩘᴗ⪅ࡀ༠ㄪࡋ࡚⾜࠺┬࢚ࢿ➼ࠊ⏕⏘ᛶࡢྥୖ
ࡘ࡞ࡀࡿྲྀ⤌ࢆᙉຊᚋᢲࡋࡍࡿࡼ࠺ࠊᨭไᗘࡸ┬࢚ࢿἲᇶ࡙
ࡃつไไᗘࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ

- 75 -

ղ,7 ࡢά⏝ࡼࡿ࢚ࢿ࣭┬࢚ࢿ⼥ྜᆺ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡸᆅ⏘
ᆅᾘᆺࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
  㟂せᐙഃࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣜࢯ࣮ࢫ㸦ኴ㝧ගⓎ㟁タഛࠊ㟁ụࠊࢹ࣐
ࣥࢻࣜࢫ࣏ࣥࢫ➼㸧ࢆ ,R7 ࡼࡾ⤫ྜⓗ⟶⌮࣭ไᚚࡋࠊ㟁ຊྲྀᘬ
ά⏝ࡍࡿࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࣜࢯ࣮ࢫ࣭ࢢࣜࢤ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣅࢪࢿࢫࠖࡢ
❧ࡕୖࡆྥࡅࠊࢹ࣐ࣥࢻࣜࢫ࣏ࣥࢫࡢ୍✀࡛࠶ࡿࢿ࢞࣡ࢵࢺྲྀᘬ
ࡢྲྀᘬ࣮ࣝࣝࢆᮏᖺᗘ୰⟇ᐃࡍࡿࡶࠊ᮶ᖺ୰ࢿ࢞࣡ࢵࢺྲྀ

135

134

ձ㟁ຊศ㔝ࡢ᪂つཧධ &2 ฟᢚไࡢ୧❧
ᮏᖺ㸲᭶ࡢ㟁ຊᑠ㠃⮬⏤ࡢୗ࡛ࠊ᪂つཧධక࠺ᢞ㈨ࢆಁ㐍
ࡋࡘࡘࠊ&2 ฟ๐ῶ┠ᶆࢆྠ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊせ࡞ᴗ⪅ࡀཧຍࡍ
ࡿ㟁ຊᴗ⏺ࡢ⮬ⓗᯟ⤌ࡳࡢ┠ᶆ㐩ᡂྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᨻ⟇㠃ࡽಁ
ࡍࠋලయⓗࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣑ࢵࢡࢫཬࡧ &2 ฟ๐ῶ┠ᶆᩚྜࡍ
ࡿ  ᖺᗘࡢ㟁ຊศ㔝ࡢ &2 ฟಀᩘ┠ᶆ㸦NJ&2N:K㸧ࡢ☜ᐇ
࡞㐩ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊ┬࢚ࢿἲࡼࡾⓎ㟁ẁ㝵ࡢຠ⋡ྥୖࢆࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮
౪⤥ᵓ㐀㧗ᗘἲࡼࡾࠊᑠẁ㝵ࡢ㠀▼㟁※ẚ⋡ 㸣௨ୖࢆ┠ᣦ
ࡍ㈍㟁ຊపⅣ⣲ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡢ᥎㐍㛵
ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧㸦 ᑐἲ㸧ᇶ࡙ࡃฟ㔞⟬ᐃ࣭
ሗ࿌࣭බ⾲ไᗘࡢࡓࡵࡢ &2 ฟಀᩘࡢᐇ⦼ࡢሗ࿌ࡢ༠ຊࢆせㄳࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊẖᖺᗘࠊྲྀ⤌ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆホ౯ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊྂ
ࡃ࡚ຠ⋡ࡢᝏ࠸▼ⅣⅆຊࡢఇᗫṆࡸ✌ാῶ᪂つᢞ㈨ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ
ⅆຊⓎ㟁ࡢⓎ㟁ຠ⋡ࢆ᭦ྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊ ᖺᗘ㡭ࡲ࡛ࠊඛ㐍
㉸ࠎ⮫⏺ᅽⅆຊⓎ㟁㸦$86&㸧ࡸ▼Ⅳ࢞ࢫ⇞ᩱ㟁ụ」ྜⓎ㟁㸦,*)&㸧
࡞ḟୡ௦ࡢⅆຊⓎ㟁ᢏ⾡ࢆẁ㝵ⓗ☜❧ࡍࡿࠋ

᪂ࡓ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏➼

ճ⚟ᓥ┴࠾ࡅࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධᣑ
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭱㝈ࡢᑟධࢆᅗࡾࠊᮍ᮶ࡢ᪂࢚ࢿ♫ࢆඛ
ྲྀࡾࡍࡿࣔࢹࣝࢆฟࡍࡿࡓࡵࠊつᶍ㢼ຊⓎ㟁ࡢ㐺ᆅ࡛࠶ࡿ㜿Ṋ㝰
ᒣᆅ࣭⚟ᓥ┴ἢᓊ㒊࠾ࡅࡿ㢼ຊⓎ㟁ィ⏬ࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊຠ⋡ⓗ
㏦㟁⥺ࢆቑᙉࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞ࢆ⾜࠺ࠕ⚟ᓥ᪂࢚ࢿ♫ᵓࠖࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋ

㢼ຊⓎ㟁ࡢᴗ⎔ቃࡢᩚഛࠊ㛗ᮇᏳᐃⓗ࡞ኴ㝧ගⓎ㟁ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ
ࡢつไไᗘࡢぢ┤ࡋ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

ղ◊✲㛤Ⓨ࣭つไไᗘᨵ㠉ࡢ᥎㐍
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⮬❧࣭ᏳᐃࡢࡓࡵࠊⓎ㟁タഛࡢຠ⋡ࠊ
㟁ụࢩࢫࢸ࣒ࡢపࢥࢫࢺࠊ⣔⤫㐠⏝ࡢ㧗ᗘ➼ྥࡅࡓᢏ⾡㛤Ⓨ࣭
ᐇドࡸࠊᾋయᘧὒୖ㢼ຊⓎ㟁➼ࡢḟୡ௦ᆺ࢚ࢿࣝࢠ࣮ಀࡿ◊✲㛤Ⓨ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ㢼ຊ࣭ᆅ⇕ࡢ⎔ቃࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ㎿㏿ࠊ㢼ຊ
ࡢᑟධಁ㐍ྥࡅࡓ࢚ࣜࡢタᐃ➼ࡢᨭࠊ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ㧗࠸ὒୖ

ձ⣔⤫ไ⣙ࡢゎᾘ
  㟁ຊᗈᇦⓗ㐠Ⴀ᥎㐍ᶵ㛵࠾࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰ࠊᑗ᮶ࡢᗈᇦ㐃⣔⣔
⤫ࡢᩚഛཬࡧ᭦᪂㛵ࡍࡿ᪉ྥᛶࢆᩚ⌮ࡋࡓࠕᗈᇦ⣔⤫㛗ᮇ᪉㔪ࠖࡢ
⟇ᐃࢆ┠ᣦࡍࡶࠊᆅᇦ㛫㐃⣔⥺ࡢ㐠⏝࣮ࣝࣝࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊฟຊไᚚࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞࣮ࣝࣝࡢ⟇ᐃࠊኴ㝧ගⓎ㟁ࡸ㢼ຊ
Ⓨ㟁ࡢฟຊண ࡢ㧗⢭ᗘࡸฟຊไᚚᢏ⾡ࠊ㟁ụࡢᨺ㟁ไᚚᢏ⾡ࡢ
㧗ᗘ➼ࡢᢏ⾡㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࠋ


մᅜẸ㐠ືࡼࡿ┬࢚ࢿ࣭పⅣ⣲ᆺၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣐࣮ࢣࢵࢺᣑ
ᨻᗓ࣭ᴗ࣭ᅋయ࣭⮬య➼ࡢ㐃ᦠࡢୗࠊ┬࢚ࢿ࣭పⅣ⣲ᆺࡢၟရ࣭
ࢧ࣮ࣅࢫ࡞ࠊ ᬮᑐ⟇㈨ࡍࡿࠕ㈼࠸㑅ᢥ㸦ࢡ࣮࣭ࣝࢳࣙࢫ㸧ࠖ
ࢆಁࡍᅜẸ㐠ືࢆᢤᮏⓗᙉࡍࡿࡓࡵࠊᮏᖺ㸳᭶タ⨨ࡋࡓ⎔ቃ
⮧ࢆࢳ࣮࣒㛗ࡍࡿࠕ&22/&+2,&(㸦ࢡ࣮࣭ࣝࢳࣙࢫ㸧᥎㐍ࢳ࣮࣒ࠖ
ࡢୗ /(' ࡸ┬࢚ࢿᐙ㟁➼ࡢせศ㔝ẖసᴗࢢ࣮ࣝࣉࢆタ⨨ࡍࡿ
ࡶࠊᅜẸ㐠ືᐇィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋࡇࢀࡽᇶ࡙ࡃຠᯝⓗ࡞ᬑཬ
ၨⓎࡸࠊྛᐙᗞࡢࡁࡵ⣽࡞┬࢚ࢿᑐ⟇ᥦࢆ⾜࠺ᐙᗞ࢚ࢥデ᩿ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ/(' ࡸ┬࢚ࢿᐙ㟁➼ࠊ㛵㐃ᕷሙࢆᣑࡍࡿࠋ

⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධಁ㐍
㟁Ẽᴗ⪅ࡼࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮㟁Ẽࡢㄪ㐩㛵ࡍࡿ≉ูᥐ
⨨ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊཬࡧ㛵㐃ไᗘ➼ᇶ࡙ࡁࠊ⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢ᭱㝈ࡢᑟධᅜẸ㈇ᢸࡢᢚไࡢ୧❧ࢆᅗࡿࡶࠊ௨ୗ
ࡢ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ᗘ  ࡽ 㸳 ᖺ 㛫 ࠊ  ᖺ ᗘ ࡲ ࡛  ⌧ ᅾ ࡢ 㸳 ಸ ࡢ ࢚ ࢿ ࣝ ࢠ ࣮ ᐦ ᗘ
㸦ZKNJ㸧ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇྥࡅࡓඹ㏻ᇶ┙ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍
ࡍࡿࠋ
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ճỈ⣲♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᢏ⾡ᐇࡢ᥎㐍
Ỉ⣲♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊᐙᗞ⏝⇞ᩱ㟁ụࡸ⇞ᩱ㟁ụ⮬ື㌴ࠊࣥࣇ
ࣛ࡞ࡿỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢᑟධࢆຍ㏿ࡋࠊỈ⣲⏝ࡢᣑࢆᅗ
ࡿࡶࠊỈ⣲Ⓨ㟁࢞ࢫࢱ࣮ࣅࣥ⏝⇞↝ჾࡸᾮỈ⣲㐠ᦙ⯪➼ࡢỈ
⣲㛵㐃ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ᐇドࢆ㐍ࡵࠊ ᖺ㡭ࡢỈ⣲Ⓨ㟁ࡢᮏ᱁ᑟධ
つᶍ࡞Ỉ⣲ࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴࠾࠸࡚
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡽỈ⣲ࢆࠕసࡾࠖࠊ
ࠕ㈓ࡵ࣭㐠ࡧࠖ
ࠊ
ࠕ࠺ࠖࣔࢹ
ࣝࢆฟࡍࡿࠋ

㠉᪂ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨࡢᙉ
ୡ⏺ࡢ⎔ቃ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ㘽ࡣࠊ㠉᪂ⓗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ᬑཬ࠶ࡿࠋ▷ᮇⓗࡣ᪤Ꮡᢏ⾡ࡢຠ⋡ྥୖࡸ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᚭᗏⓗ
࡞᥎㐍ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᡃࡀᅜⓎࡢ❅࣒࢞ࣜ࢘㸦*D1㸧➼ࢆά⏝ࡋࡓ㧗
ຠ⋡ࢹࣂࢫࡸࠊḟୡ௦⮬ື㌴ᑟධຍ㏿㈨ࡍࡿ㟁ụࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ
࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࢆྍ⬟ࡍࡿᵓ㐀ᮦᩱ➼ࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭ᐇド࣭ᐇࢆ
㐍ࡵࠊ᪩ᮇࡢᐇ⏝ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࠊᮏᖺ㸲᭶⟇ᐃࡋࡓࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ᡓ␎ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ᖺ㡭ࢆぢᤣ࠼ࠊᚑ᮶ᢏ⾡ࡢᘏ㛗࡛ࡣ࡞࠸᭷ᮃศ
㔝㛵ࡍࡿ㠉᪂ⓗᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ㔜Ⅼࡋࠊᨻᗓ୍య࡞ࡗࡓ◊✲

ᘬᕷሙࡢタࢆ┠ᣦࡍࠋࡉࡽࠊᑗ᮶ᚲせ࡞ࡿ౪⤥ຊ㸦N:㸧ࢆ☜ಖ
ࡍࡿ⤌ࡳ࡛࠶ࡿᐜ㔞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᚋ᳨ウࡉࢀࡿ୰࡛ࡣࠊࢿ࢞࣡ࢵ
ࢺࡢ౯್ࡀ㐺ษホ౯ࡉࢀࡓୖ࡛ྲྀᘬࡉࢀࡿࡼ࠺ࡋࡘࡘࠊ ᖺᗘ
ࡲ࡛ࡣࠊඛ⾜ⓗࢿ࢞࣡ࢵࢺྲྀᘬࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡿ⡿ᅜྠỈ‽㸦᭱
㟂せࡢ㸴㸣㸧ࡢࢿ࢞࣡ࢵࢺࡢά⏝ࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊ㟂せᐙഃࡢ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࣜࢯ࣮ࢫࢆ⤫ྜไᚚࡋࠊ࠶ࡓࡶ୍ࡘࡢⓎ㟁ᡤࡢࡼ࠺ᶵ⬟ࡉ
ࡏࡿࠕࣂ࣮ࢳࣕࣝࣃ࣮࣡ࣉࣛࣥࢺ㸦933㸧ࠖࡢᐇドࢆᐇࡋࠊ ᖺᗘ
  ࣓࢞࣡ࢵࢺࡢ 933 ࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ ᖺᗘࡲ࡛ 933 ࡢ⮬❧ࢆ
┠ᣦࡋࠊᐃ⨨⏝㟁ụࡢ 933 ࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡋࠊ౯᱁పῶࢆຍ㏿ࡉࡏ
ࡿ⤌ࡳࢆ᮶ᖺᗘ୰ᵓ⠏ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᰂ㌾
࣭ᙉ㠌ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦࡢάᛶࡸࣂ࣐࢜ࢫ➼ᆅᇦ㈨※ࡢ᭷ຠ
ࡘᏳᐃⓗ࡞⏝ࡶࡘ࡞ࡀࡿᆅ⏘ᆅᾘᆺࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒
ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡢᨭ⟇ࡢ㐃ᦠࡶᅗࡾࡘࡘࠊࢩࢫࢸ࣒ᑟධࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋ
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ղᅜෆእࢆࡘ࡞ࡄᰂ㌾࡞ /1*࣭ኳ↛࢞ࢫྲྀᘬᕷሙࡢ⫱ᡂ࣭Ⓨᒎ

ձᅜෆእ࡛ࡢ㈨※㛤Ⓨ࣭☜ಖࡢ᥎㐍
㈨※౯᱁ࡢప㏞ࢆ⫼ᬒୡ⏺ⓗ࡞㈨※㛤Ⓨᢞ㈨ࡀࡋࠊୡ⏺⤒῭
ࡀῶ㏿ࡍࡿ୰ࠊ㈨※㛤Ⓨᢞ㈨ࢆ⾜࠺Ẹ㛫ᴗᑐࡋ࡚⊂❧⾜ᨻἲே▼
Ἔኳ↛࢞ࢫ࣭㔠ᒓ㖔≀㈨※ᶵᵓ㸦-2*0(&㸧➼ࢆ㏻ࡌࡓࣜࢫࢡ࣐ࢿ࣮౪
⤥➼ࡢᨭ⟇ࢆ✚ᴟⓗᒎ㛤ࡋࠊⴎ⦰ࡍࡿୡ⏺ࡢ㈨※㛤Ⓨᢞ㈨ࡢࡅࢇ
ᘬࡼࡾୡ⏺⤒῭ࡢᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿࡶࠊᑗ᮶ᡃࡀᅜࡀ
ࡧ㈨※౯᱁㧗㦐┤㠃ࡍࡿࣜࢫࢡࢆ⦆ࡋࠊᏳᐃ౪⤥ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ᅜෆ㈨※㛤Ⓨ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅾ᮶ᆺࡢ▼Ἔ࣭ኳ↛࢞ࢫࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺ
ᗘ୰ᓥ᰿࣭ᒣཱྀἈ࡛ࡢヨ᥀ㄪᰝࢆᐇࡍࡿࠋ
ᾏὒ㈨※ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◁ᒙᆺ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ
୰㸯᭶⛬ᗘࡢ࢞ࢫ⏕⏘ᐇ㦂ࢆᐇࡋࠊ⾲ᒙᆺ࣓ࢱࣥࣁࢻ࣮ࣞࢺ
ࡘ࠸࡚ࠊ㈨※ᅇᢏ⾡ࡢᮏ᱁ㄪᰝ࣭◊✲㛤Ⓨ➼╔ᡭࡍࡿࠋᾏᗏ⇕
Ỉ㖔ᗋࡘ࠸࡚ࠊୡ⏺ึ࡞ࡿ᥇㖔࣭ᥭ㖔ࣃࣟࢵࢺヨ㦂ࢆ᮶ᖺᗘ
ᐇࡍࡿࡶࠊ࣮ࣞࢫࢆྵࡴᾏὒ㖔≀㈨※ࡘ࠸࡚㈨※㔞ࡢ
ヲ⣽࡞ㄪᰝ࣭᥈ᰝࡸ⏕⏘ᢏ⾡ࡢㄪᰝ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⎔ቃᙳ
㡪ホ౯ᡭἲࡢㄪᰝ◊✲ࠊᶵჾ➼㛵㐃ᢏ⾡ࡢᐇド࣭ヨసࢆ㐍ࡵࡿࡶ
ࠊᮏᖺᗘࡽ㛤ጞࡍࡿᢏ⾡⪅ࡢ⫱ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍ
ࡿࡇ➼ࡼࡾࠊᾏὒ⏘ᴗࡢᙉࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ᅜෆእ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓḟ㈨※㸦⏝῭㖄㟁ụࠊ㟁Ꮚ㒊ရࢫࢡࣛࢵࣉ
➼㸧ࡘ࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢࡿ⎔ቃᢏ⾡ࡢඛ㐍ᛶࢆ࠸ࡋࡘࡘ㠀㕲㔠ᒓ
ࡢࣜࢧࢡࣝࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ≉ᐃ᭷ᐖᗫᲠ≀➼ࡢ㍺ฟධ➼ࡢつ
ไ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ㸲ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧࠾ࡅࡿつไࡢᅾࡾ᪉➼
ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪩ᮇᚲせ࡞ᥐ
⨨ࢆㅮࡌࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ
ࠕ㒔ᕷ㖔ᒣࠖࡢ⏝ࢆಁ㐍ࡋࠊࣜࢧࢡࣝᴗ⪅ࡸ
㠀㕲〇㘐ᴗ⪅➼ࡢᡂ㛗ࢆᅗࡿࡓࡵࠊሗᢏ⾡➼ࢆά⏝ࡋࠊື㟼⬦㐃ᦠ
ࡼࡾ࣓ࣞࢱࣝ➼ࡢ㔠ᒓ㈨※ࢆຠ⋡ⓗࣜࢧࢡࣝࡍࡿ㠉᪂ᢏ⾡࣭
ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏᖺᗘ୰ᑠᆺᐙ㟁ࣜࢧࢡࣝἲᇶ࡙
ࡃ㈨※┠ᶆࡢホ౯࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡶࠊᅇ㔞ቑຍྥࡅ࡚
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

㈨※౯᱁ࡢప㏞ୗ࡛ࡢ㈨※Ᏻಖ㞀ࡢᙉ➼

㛤Ⓨయไࢆᙉࡍࡿࡇ࡛ࠊ&2 ฟ㔞ࡢᖜ࡞๐ῶࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ
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ձ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣥࣇࣛ㍺ฟ➼ࢆ㏻ࡌࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏘ᴗࡢᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ
᥎㐍
ࠕ࢚ࢿ࣮࣎ࣝࢩࣙࣥ㸦(QHYROXWLRQ㸧
ࠖࢽࢩࢸࣈࡢୗࠊᮾ༡
ࢪࢆ୰ᚰࡋࡓᑡ࡞ࡃࡶ㸲ᅜᑐࡍࡿࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣐ࢫࢱ࣮ࣉ
ࣛࣥࡢ⟇ᐃᨭࡸࠊ┬࢚ࢿ࣭࢚ࢿ┠ᶆࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ

᪥ᮏࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ᚠ⎔⏘ᴗࡢᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ᥎㐍

ࠕ/1* ᕷሙᡓ␎ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ/1* ࢆྜ⌮ⓗ࡞౯᱁࡛Ᏻᐃⓗㄪ㐩࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊୡ⏺᭱ࡢ /1* ᾘ㈝ᅜ࠸࠺᭷࡞❧ሙࢆ࠸ࡋࠊ ᖺ
௦๓༙ࡲ࡛㌿ࢆไ㝈ࡍࡿྥᆅ᮲㡯ࡢ⦆ࠊᮾࢪᆅᇦࡢ㟂
⤥ࢆᫎࡋࡓ /1* ౯᱁ᣦᶆࡢ☜❧ࠊᅜෆࡢ࢞ࢫ౪⤥ࣥࣇࣛࡢᩚഛಁ
㐍➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ/1*࣭ኳ↛࢞ࢫྲྀᘬࡢὶືᛶࢆྥୖࡋࠊ᪥ᮏࢆ /1* ࡢྲྀ
ᘬࡸ౯᱁ᙧᡂࡢᣐⅬ㸦ࣁࣈ㸧ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢ㝿ࡣࠊᕷሙ
ཧຍ⪅ࡢ౽ᛶࡢほⅬࡽࠊ/1* ඛ≀ཬࡧ㟁ຊඛ≀ࢆྵࡵࠊྛ✀ࡢ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᘬࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛⾜ࢃࢀࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ

Ᏻᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓཎᏊຊⓎ㟁ࡢά⏝
࠸࡞ࡿࡼࡾࡶᏳᛶࢆ࡚ඃඛࡉࡏࠊᅜẸࡢᠱᛕࡢゎᾘ
ຊࢆᣲࡆࡿ๓ᥦࡢୗࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊཎᏊຊつ
ไጤဨࡢᑓ㛛ⓗ࡞ุ᩿ጤࡡࠊཎᏊຊつไጤဨࡼࡾୡ⏺࡛᭱ࡶ
ཝࡋ࠸Ỉ‽ࡢつไᇶ‽㐺ྜࡍࡿㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢุ᩿ࢆ
ᑛ㔜ࡋཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ✌ാࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᅜࡶ๓㠃❧ࡕࠊ❧
ᆅ⮬య࡞㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎ༠ຊࢆᚓࡿࡼ࠺ࠊྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࡲࡓࠊཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑊㞴ィ⏬ࡢ⟇ᐃࠊカ⦎ࡸ◊ಟ࡞
ࡢேᮦ⫱ᡂࡢయไᩚഛࠊ㐨㊰ᩚഛ➼ࡼࡿ㑊㞴⤒㊰ࡢ☜ಖࠊᨺᑕ⥺
㜵ㆤタࡢᩚഛ࡞ࡢᐇ࣭ᙉࢆ᥎㐍ࡋࠊఫẸࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖ
ດࡵࡿࠋྠࠊᆅᇦࡢኌ⪥ࢆഴࡅࠊᨾ᮰ཬࡧ⿕⅏⪅ᨭࡢ
ᐇྥࡅࡓᑐᛂ➼ᨻᗓࢆᣲࡆ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ➼ࠊཎᏊຊᑐࡍࡿ♫
ࡢಙ㢗ࡢᅇດࡵࡿࠋ
ࡉࡽࠊᏳᛶྥୖࡸᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢῶᐜ࣭᭷ᐖᗘపῶ➼ࡢほⅬ
ࡽࠊ᰾ᣑᩓࡢྲྀ⤌ࢆ๓ᥦࠊᅜ㝿༠ຊࡶ㐺ษ㐍ࡵ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏ
ཎᏊຊ◊✲㛤ⓎᶵᵓࡸᏛ➼ࡀᡤ᭷ࡍࡿ㧗㏿ᐇ㦂⅔ࡸ㧗 ࢞ࢫ⅔➼
ࡢヨ㦂◊✲⅔ࡶά⏝ࡍࡿ➼ࠊᑗ᮶ྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ࠶ࢃ
ࡏ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓศ㔝ࡢேᮦ⫱ᡂ➼╔ᐇྲྀࡾ⤌ࡴࠋ







139

ղไᗘ࣭㐠Ⴀ࣭ᢏ⾡༠ຊࢆࣃࢵࢣ࣮ࢪࡋࡓᚠ⎔⏘ᴗࡢᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ᥎
㐍
ቑࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࢪࡢᗫᲠ≀ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ ᅜࡀཧຍࡍ
ࡿࢪኴᖹὒ 5 ᥎㐍ࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆά⏝ࡋ࡚ྛᅜࡢᗫᲠ≀㛵㐃ሗ
ࢆࡲࡵࡓࠕࢪ࣭ኴᖹὒ 5 ⓑ᭩ࠖࢆ᮶ᖺᗘ୰බ⾲ࡋࠊᴗ⪅
ࡑࡢά⏝ࢆಁࡍࠋࡲࡓࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᆺ㈨※ᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྥ
ࡅࡓᨭࢆ㛤ጞࡍࡿࡶࠊ᮶ᖺᗘࡽᚠ⎔⏘ᴗࡢᾏእᒎ㛤ᨭ
᪂ࡓ᪂つཧධᴗ⪅ᯟࢆタࡅࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊẸ㛫ᴗࡀ
᭷ࡍࡿ㧗ຠ⋡࡞ฎ⌮ᢏ⾡➼ࡢᾏእᒎ㛤ࢆࠊᨻᗓ㛫༠ຊࡸ⮬య㛫㐃ᦠ
ేࡏ࡚ᡓ␎ⓗ᥎㐍ࡋࠊ↝༷タഛࡸࣜࢧࢡࣝタഛ➼ࡢ㍺ฟ㢠ࢆ
 ᖺᗘࡲ࡛ಸቑࡉࡏࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ

ࡢඹྠసᡂࠊ$6($1㸲ᅜ㸦ࣥࢻࢿࢩࠊ࣐࣮ࣞࢩࠊࢱࠊ࣋ࢺࢼ
࣒㸧࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮⟶⌮ࡢุ᩿ᇶ‽ࡢ⟇ᐃࡸ㐠⏝⬟ຊྥୖࡢࡓࡵ
ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ᨭࡢ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢᐇ➼ࠊᡃࡀ
ᅜࡀࡇࢀࡲ࡛✚ࡋࡓᨻ⟇❧⤒㦂ࡸඛ㐍ⓗᢏ⾡ࡢά⏝ࢆ㏻ࡌࠊ᪂
⯆ᅜ࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇య⣔ࡢᵓ⠏ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣥࣇࣛࡢᩚ
ഛ㈉⊩ࡍࡿࠋࡉࡽࠊᮏᖺᗘ୰㟁ຊࡢᏳᐃ౪⤥ࡸ⎔ቃ㓄៖࡞ࡢ
Ⓨ㟁ᡤࡢ㉁ࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ ᐃ᪉ἲࢆࡲࡵࡓ࢞ࢻࣛ
ࣥࢆ $3(& ࡛⟇ᐃࡋࠊ㧗ຠ⋡ⅆຊࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㉁ࡢ㧗࠸Ⓨ㟁ᡤࢆᬑ
ཬࡉࡏࡿࠋ
ᅜ㛫࢜ࣇࢭࢵࢺ࣭ࢡࣞࢪࢵࢺไᗘ㸦-&0㸧ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫࣮࣋ࢫࡢ
ᴗࡼࡿ㈉⊩ศࡣูࠊẖᖺᗘࡢண⟬ࡢ⠊ᅖෆ࡛⾜࠺ᨻᗓࡢᴗ
ࡼࡾ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ⣼✚࡛㸳༓㹼㸯൨ W&2 ࡢ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ
ฟ๐ῶ࣭྾㔞ࢆぢ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࠊᮏᖺᗘ୰㸳ᅜ௨ୖ࡛㒔ᕷ㛫㐃
ᦠᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡶࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᅜࡢᣑࡸ௳ᙧᡂࡢᨭ
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊẸ㛫࣮࣋ࢫࡢᴗࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏᴗࡢ㈉⊩ࢆ᫂♧
ࡋࡓୖ࡛ࠊ┦ᡭᅜࡢྜពࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ -&0 ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ -&0 ➼ࢆ㏻ࡌࡓඃࢀࡓపⅣ⣲ᢏ⾡ࡢᾏእᒎ㛤ࡘ࠸࡚ࠊẸ㛫
άຊࢆ᭱㝈ά⏝ࡋࡘࡘࠊ ᖺᗘࡲ࡛ࡢ⣼✚࡛  ࡢᴗつᶍࢆ
┠ᣦࡍࠋ
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ࠕ ᖺࡲ࡛ࠊ㒔ᕷ⥲ྜຊࣛࣥ࢟ࣥࢢ࠾࠸࡚ࠊᮾிࡀ㸱
 ࠓ.3,ࠔ
௨ෆධࡿࠋ
ࠖ
  э ᖺ㸸㸲㸦 ᖺ㸸㸲㸧

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ᡃࡀᅜࡢᅜ㝿➇தຊࢆᙉࡋࠊ⤒῭ᡂ㛗ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㧗つ᱁ᖿ⥺㐨
㊰ࠊᩚഛ᪂ᖿ⥺ࠊࣜࢽ୰ኸ᪂ᖿ⥺➼ࡢ㧗㏿㏻ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊᅜ㝿ᣐⅬ
✵ ࠊᅜ㝿ࢥࣥࢸࢼ࣭ࣂࣝࢡᡓ␎ ‴➼ࡢ᪩ᮇᩚഛ࣭ά⏝ࢆ㏻ࡌࡓ⏘ᴗ
ࣥࣇࣛࡢᶵ⬟ᙉࢆᅗࡿࡶࠊ
ࠕ㈼ࡃᢞ㈨࣭㈼ࡃ࠺ࠖᡓ␎ⓗࣥࣇࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡸࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࣭ࣉࣛࢫ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࠊ
Ẹ㛫ᢞ㈨ࡢႏ㉳ࡸ⏕⏘ᛶྥୖ➼ࡢࣥࣇࣛࡢࢫࢺࢵࢡຠᯝࡀ᭱㝈Ⓨ
ࡉࢀࡿྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ௨ୗࡢ⟇ࢆㅮࡎࡿࠋ

㒔ᕷࡢ➇தຊࡢྥୖ
࣭ື⏘ࡘ࠸࡚ὶືࢆ㏻ࡌࡓ᭷ຠά⏝ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᚋࢽ࣮ࢬࡢቑ
ຍࡀぢ㎸ࡲࢀࡿほගࡸㆤ➼ࡢศ㔝࠾ࡅࡿື⏘ࡢ౪⤥ࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࡶࠊࢡࣛ࢘ࢻࣇࣥࢹࣥࢢ➼ࡢᑠཱྀ㈨㔠ࡼࡿ✵ࡁᐙ࣭✵
ࡁᗑ⯒ࡢ⏕ࠊᐤ➼ࡉࢀࡓ㐟ఇື⏘ࡢ⟶⌮࣭ά⏝ࠊ㚷ᐃホ౯ࢆྵ
ࡴື⏘ሗࡢᐇ➼ᚲせ࡞ἲᨵṇ➼ࢆ୍యⓗ⾜࠸ࠊ ᖺ㡭ࡲ
࡛࣮ࣜࢺ➼ࡢ㈨⏘⥲㢠ࢆ⣙  ಸቑࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭㒔ᕷࡢ㨩ຊࢆྥୖࡉࡏࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᢞ㈨ேᮦࢆࡧ㎸ࡴࡓࡵࠊཎ๎
ࡋ࡚ᣦᐃᚋ㸳ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ࡚ࡢ㒔ᕷ⏕⥭ᛴᩚഛᆅᇦ➼ࡢホ౯ࢆ
ᚋ㸱ᖺ௨ෆ⾜࠺ࡶࠊ㏻ࢡࢭࢫࡢ౽ᛶࡸ㒔ᕷᶵ⬟ࡢ㞟
✚➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࢢ࣮ࣟࣂࣝᴗࡢάືᣐⅬࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸ᆅᇦࡢᣦ
ᐃࡸぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊ㒔ᕷ㛤Ⓨࢆ㞟୰ⓗಁ㐍ࡍࡿࠋ
࣭ ᖺࡲ࡛ᅜ㝿㆟ሙࡸእᅜேᑐᛂࡢ་⒪ࠊᏊ⫱࡚タ➼ࢆ⣙ 
ᡤᩚഛࡍࡿ࡞ࠊඃⰋ࡞Ẹ㛫㒔ᕷ㛤Ⓨᴗࡢᐇࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࡇ
ࡼࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࣅࢪࢿࢫ࣭⏕ά⎔ቃࡢྥୖ➼ࢆᅗࡿࡶࠊ✵ࡁ
ᗑ⯒ࠊ㐟ఇタ➼ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᴗ࡞ᆅᇦࡢࠕ✌ࡄຊࠖࢆ㧗ࡵ
ࡿẸ㛫άືࡢᨭࡼࡾࠊࡲࡕࡢ㈰ࢃ࠸ࢆฟࡍࡿࠋ



.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸬㒔ᕷࡢ➇தຊࡢྥୖ⏘ᴗࣥࣇࣛࡢᶵ⬟ᙉ
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⏘ᴗࣥࣇࣛࡢᶵ⬟ᙉ
㛗㛫ປാࡢ๐ῶྥࡅࡓࢺࣛࢵࢡᴗ⪅࣭Ⲵ➼ࡽᡂࡿ༠㆟࡛
ࡢྲྀ⤌ࠊୗㄳ➼୰ᑠᴗࡢྲྀᘬ᮲௳ᨵၿ࡞㐺ṇྲྀᘬࡢ᥎㐍ྥࡅࡓྲྀ
⤌ࠊ,7 ࢆά⏝ࡋࡓ୰⥅㍺㏦ࢆྵࡴඹྠ㍺㏦ࡢᑟධಁ㐍࡞➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌➼ࢆ᥎㐍ࡋࠊ ᖺࡲ࡛≀ὶᴗ⪅ࡢປാ⏕⏘ᛶࢆ
㸰⛬ᗘྥୖࡉࡏࡿ࡞ࠊࠕ≀ὶ⏕⏘ᛶ㠉ࠖࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿࠋ
࣭㐨㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࢫࢺࢵࢡຠᯝࢆ᭱㝈Ⓨࡉࡏࠊ㎿㏿ࡘ
࡞≀ὶࡢᐇ⌧ࠊ㏻ࡢ⦆➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㤳㒔ᅪ  ⎔≧㐨㊰ࢆࡣ
ࡌࡵࡍࡿ୕㒔ᕷᅪ⎔≧㐨㊰࡞ࡘ࠸࡚ᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶ
ࠊ⏝㔜どࡢ᪂ࡓ࡞ᩱ㔠య⣔ࡢᑟධࡸ (7& ➼ࡢࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆ
ά⏝ࡋࡓࣆ࣏ࣥࣥࢺᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࠋ
࣭㧗㏿㐨㊰➼ࡢࢡࢭࢫᛶࡢ㧗࠸≀ὶᣐⅬࡢᩚഛ➼ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
≀ὶᣐⅬࡢ┤⤖ࡸ㐨㊰✵㛫ࡢ᭷ຠά⏝ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞࣮ࣝࣝࡢ᳨
ウ➼ࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᘓ⠏≀࠾ࡅࡿ㈌≀⏝࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࡸᦙධ㌴୧ᑐᛂࡋࡓኳ㧗ࡢ☜
ಖ➼ࡼࡾᘓ≀ෆࡢ㈌≀ࡢᦙධࢆࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊ≀ὶࢆ⪃៖ࡋ
ࡓᘓ⠏≀ࡢタィ࣭㐠⏝࢞ࢻࣛࣥࢆᮏᖺᗘ⟇ᐃࡍࡿࠋ
࣭㸯ྎ࡛㏻ᖖࡢᆺࢺࣛࢵࢡ㸰ྎศࡢ㍺㏦ࡀྍ⬟࡞ࢲࣈࣝ㐃⤖ࢺࣛࢵࢡ
ࡢᑟධࢆྍ⬟ࡍࡿ≉㌴㏻⾜チྍᇶ‽ࡢ⦆ࢆ⾜࠺ࡶࠊ㟁Ꮚࢹ
࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ⮬ືᑂᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᙉ➼ࡼࡾࠊྠチྍࡢᖹᆒᑂᰝ
ᮇ㛫ࡘ࠸࡚⌧ᅾࡢ⣙㸯᭶ࡽ  ᪥㛫⛬ᗘ▷⦰ࡍࡿࠋ
࣭,R7 ࡸࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ➼ࢆά⏝ࡋࠊẼ㇟༶ᛂࡋࠊᨾ㞀ࢆ๓᳨▱࡛ࡁ
ࡿຠ⋡ⓗ࡞⯪⯧㐠⯟ࡸ⯪⯧ࡢタィ࣭⏕⏘ࡢຠ⋡ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᡃ
ࡀᅜࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿᏳᛶ⬟ࠊ⤒῭ᛶ➼ಀࡿ᱁ࡅไᗘࡢタࡸᡃࡀ
ᅜᑟࡢᅜ㝿つ᱁ࡢ⟇ᐃࡼࡾࠊୡ⏺࠾ࡅࡿᡃࡀᅜࡢ⯪⯧ࡢᘓ㐀ࢩ
࢙ࢆ  ᖺࡲ࡛⣙ 㸣㸦㸣Ѝ㸣㸧ྥୖࡉࡏࡿࠋ
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ᢲࡋࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪂ࡓ࡞௦ᑐᛂࡋࠊ᭦࡞ࡿᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ
᪂ࡓ㸰ࡘࡢᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᑟධࡍࡿࠋ

➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆࡕᢤࡃࠕ┠ᶆ㏫⟬࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ᪉ᘧࠖ
 ࣭ᢏ⾡㠉᪂ࡢணぢࡀ㞴ࡋࡃࠊࢫࣆ࣮ࢻࡀ㔜どࡉࢀࡿ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐ
ᛂࡍࡿࡓࡵࠊᮇ㝈ࢆᐃࡵ࡚┠ᣦࡍࡁᑗ᮶ࡢࣅࢪࢿࢫീࢆᐁẸ࡛ඹ᭷
ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡇࡽ㏫⟬ࡋ࡚࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆᥥࡁࠊලయⓗᨵ㠉ࢆᐇ
ࡍࡿ᪂ࡓ࡞つไᨵ㠉➼ࡢᐇ⾜࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᮏᖺኟ㡭௨㝆ࢆ┠㏵ᑟ
ධࡍࡿࠋ

ᴗ⪅┠⥺࡛つไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 ࢆ㐍ࡵࡿ᪂ࡓ
࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ᡭἲࡢᑟධ
࣭ᡃࡀᅜࢆࠕୡ⏺୍࡛␒ᴗࡀάືࡋࡸࡍ࠸ᅜࠖࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ
ࠕ*'3 ⤒῭ࠖࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᴗ⪅ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆᚭᗏⓗᚋ
ᢲࡋࡍࡿࡓࡵࠊつไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 ࢆ୍యⓗ㐍ࡵࡿ
᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ᡭἲࢆᑟධࡍࡿࡇࡋࠊᴗ⪅┠⥺࡛つไ࣭
⾜ᨻᡭ⥆ࢥࢫࢺࡢ๐ῶࡢྲྀ⤌ࢆࠊ┠ᶆࢆᐃࡵ࡚ィ⏬ⓗᐇࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊࡲࡎࡣࠊእᅜᴗࡢ᪥ᮏࡢᢞ㈨άື㛵ಀࡍࡿつไ࣭⾜
ᨻᡭ⥆ࡢᢤᮏⓗ࡞⡆⣲ࡘ࠸࡚㸯ᖺ௨ෆࢆ┠㏵⤖ㄽࢆᚓࡿ㸦᪩ᮇ
⤖ㄽࡀᚓࡽࢀࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ᖺෆලయ⟇
ࢆỴᐃࡋࠊ㏿ࡸ╔ᡭࡍࡿ㸧
ࠋࡲࡓࠊእᅜᴗࡢ᪥ᮏࡢᢞ㈨άື

ࡋࠊࠕ*'3 ⤒῭ࠖࡢᐇ⌧ྥࡅࡓᴗ⪅ࡢ⏕⏘ᛶྥୖࢆᚭᗏⓗᚋ

ࡲࡓࠊᡃࡀᅜࢆࠕୡ⏺୍࡛␒ᴗࡀάືࡋࡸࡍ࠸ᅜࠖࡍࡿࡇࢆ┠ᣦ

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉࡛ࡣࠊᢏ⾡ࡢணぢࡀ㞴ࡋࡃࠊࢫࣆ࣮ࢻࡀ㔜どࡉࢀࡿࡓࡵࠊ
ㄢ㢟ࡀ㢧ᅾࡋ࡚ࡽつไ࣭ไᗘᨵ㠉ࡢ㆟ㄽࢆጞࡵࡿࡢ࡛ࡣࠊᑐᛂࡀ㐜ࢀ
ࡿࡇࡶ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࠋ࠶ࡿࡁᑗ᮶ീࢆᐁẸ࡛ඹ᭷ࡋࠊࡑࡇࡽ㏫⟬
ࡋ࡚࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆᥥࡁࠊẸࡼࡿᢏ⾡㛤Ⓨ࣭ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢసࡾ㎸ࡳ
ᐁࡼࡿつไ࣭ไᗘᨵ㠉➼ࢆྠ୪⾜ⓗ⾜࠸ࠊᐃࡢ㞳ࡀⓎ⏕ࡋ
ࡓሙྜࡶࠊࡑࢀࢆᐁẸ࡛ྠඹ᭷ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢡࢩࣙࣥࢆ▐ಟ
ṇࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢᑟධ

ϩ ⏕⏘ᛶ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿつไ࣭ไᗘᨵ㠉 
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㛵ಀࡍࡿศ㔝௨እࡘ࠸࡚ࡶࠊඛ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀ㛤ጞ࡛ࡁࡿࡶࡢࡘ࠸
࡚ࡣࠊᖺෆලయ⟇ࢆỴᐃࡋࠊ㏿ࡸ╔ᡭࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓඛ⾜ⓗ࡞
ྲྀ⤌እᅜᴗࡢ᪥ᮏࡢᢞ㈨άື㛵ಀࡍࡿྲྀ⤌ࡢᐇ≧ἣ➼ࢆ
㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊㅖእᅜࡢྲྀ⤌ᡭἲಀࡿㄪᰝ➼ࢆ⾜࠸ࠊつไ࣭ᡭ⥆ࢥࢫ
ࢺ๐ῶಀࡿᡭἲࡸ┠ᶆタᐃࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛ࠊᮏᖺᗘ୰ࢆ┠
㏵ࠊᮏ᱁ⓗつไᨵ㠉ࠊ⾜ᨻᡭ⥆ࡢ⡆⣲ࠊ,7 ࢆ୍యⓗ㐍ࡵࡿ
ࡁ㔜Ⅼศ㔝ࡢᖜᗈ࠸㑅ᐃつไ࣭⾜ᨻᡭ⥆ࢥࢫࢺ๐ῶ┠ᶆࡢỴᐃࢆ
⾜࠸ࠊィ⏬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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㸰㸬ᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓไᗘᨵ㠉
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ࠓ.3,ࠔᚋ㸱ᖺ㛫㸦 ᖺᗘࡲ࡛㸧ࡢ࠺ࡕࠊタഛᢞ㈨ࢆᖺ㛫  
⛬ᗘᣑࡉࡏࡿࡇࢆ┠ᣦࡍ
э ᖺᗘ㸸 
ͤᅇࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ .3,㸦 ᖺᗘࡲ࡛࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ๓
ࡢỈ‽㸦ᖺ㛫⣙  㸦 ᖺࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫ᖹᆒ㸧ᅇ㸧
ࢆኚ᭦ࠋ

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸰㸫㸯㸬ࠕᨷࡵࡢ⤒Ⴀࠖࡢಁ㐍

 ᡃࡀᅜ⤒῭ࡢዲᚠ⎔ࢆ☜࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࡣࠊẸ㛫ᴗࡢ▱ᜨࢆ᭱
㝈࠸ࡍࡇࡢ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊẸ㛫ࡢᮍ᮶ࡢᢞ㈨ࢆ
ಁࡍࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉ࣭ࢥ࣮ࢻཬࡧࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂ
ࢼࣥࢫ࣭ࢥ࣮ࢻࢆ⟇ᐃࡍࡿ࡞ࠊᴗࡢࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᙉྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰ࠊ㸱࣓࢞ࣂࣥࢡࢢ࣮ࣝࣉࢆࡣࡌࡵࠊୖሙ
ᴗ࠾࠸࡚ࠊᨻ⟇ಖ᭷ᰴᘧࡢ⦰ῶྥࡅࡓືࡁࡀぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊබඹ
タ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢᑟධࡼࡾࠊẸ㛫ᴗᑐࡋ࡚බⓗࢧ࣮ࣅࢫᕷሙࡢ㛤ᨺ
ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᡂ㛗ᚿྥࡢἲே⛯ᨵ㠉ࡸᶵᲔཬࡧ⨨ࡢᅛᐃ㈨⏘⛯
ࡢ≉ᥐ⨨ࡢタ➼ࢆ㐍ࡵࡓࠊ
ࠕᮍ᮶ᢞ㈨ྥࡅࡓᐁẸᑐヰࠖ࠾࠸࡚
ࡶࠊᴗࡢ✚ᴟᯝᩒ࡞ᢞ㈨ุ᩿ࢆᚋᢲࡋࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ࠶ࡽࡺࡿᨻ⟇ࢆ⥲ືဨࡋ࡚ࠕୡ⏺࡛᭱ࡶࣅࢪࢿࢫࡀࡋ
ࡸࡍ࠸ᅜࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡶࠊᙧࡔࡅ࡛࡞ࡃᐇຠⓗࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ
࢞ࣂࢼࣥࢫࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿࡇࡼࡿ୰㛗ᮇⓗ࡞ᴗ౯್ࡢྥୖࡸࠊᴗࡢ
ሗ㛤♧ࡢᐇຠᛶ࣭ຠ⋡ᛶࡢྥୖࠊᴗᢞ㈨ᐙࡢᑐヰࡢᐇࠊ୰㛗ᮇⓗ
࡞どⅬࡽࡢᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜẸࡢᏳᐃⓗ࡞㈨⏘ᙧᡂࡘ࡞ࡀࡿ
࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࠊ㉁ࡢ㧗࠸㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢⓎ
➼ࢆ㏻ࡌࡓ⏘ᴗ࣭ᴗࡢ➇தຊ࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖࠊᴗศ㔝ࡈࡢㄢ㢟
ᛂࡌࡓබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢྲྀ⤌ࡢᙉ➼ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡢㄆ㆑ࡢࡶࠊẸ㛫ᴗࡢᮍ᮶ᢞ㈨ࢆ✚ᴟⓗᚋᢲࡋࡍࡿࡓࡵࠊ௨
ୗࡢ⟇ࢆㅮࡎࡿࠋ
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㸧ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㆟࠾ࡅࡿྲྀ⤌
ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㆟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ᳨࣭ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾୖሙ
ᴗࡢࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇຠᛶࡢྥୖࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ᢞ㈨ᐙୖሙᴗࡢࠕᘓタⓗ࡞ᑐヰࠖࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊᶵ㛵ᢞ
㈨ᐙᑐࡋࠊಶูᴗࡸࡑࡢᴗ⎔ቃ➼㛵ࡍࡿ⌮ゎᇶ࡙ࡁࠊᴗ
ഃࠕẼ࡙ࡁࠖࢆ࠼ࡿᑐヰࢆ⾜࠺ࡇࢆಁࡍࡶࠊࢫࢳ࣮ࣗ࣡

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ϸ㸧ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡼࡿᴗ౯್ࡢྥୖ
 ᖺࡣࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫ࣭ࢥ࣮ࢻࡢ⟇ᐃ࣭㐺⏝ࡸᨵṇ♫ἲࡢ
⾜࡞ࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫ㛵ࡍࡿࠕᯟ⤌ࡳࠖࡀࡁ࡞㐍ᒎࢆぢ
ࡏࡓࡇࡽࠊ ᖺࡣࠕࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ඖᖺ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ࣋ࣀ࣑ࢡࢫ
ࡢࢺࢵࣉࢪ࢙ࣥࢲ࡛࠶ࡾࠊᚋࡣࠊࡇࡢᨵ㠉ࢆࠕᙧᘧࠖࡽࠕᐇ㉁ࠖ
῝ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀ᭱ඃඛㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡣࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࢧࢻࡽࡢୖሙᴗᑐࡍࡿാࡁࡅࡢᐇ
ຠᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡼࡾࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞どⅬ❧ࡗ
ࡓࠕᘓタⓗ࡞ᑐヰࠖࡢᐇ⌧ࢆᙉຊ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽࠊ
ࠕࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉ࣭ࢥ࣮ࢻཬࡧࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞
ࣂࢼࣥࢫ࣭ࢥ࣮ࢻࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㆟ࠖ
㸦௨ୗࠕࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㆟ࠖ
࠸࠺ࠋ㸧࠾ࡅࡿ㆟ㄽ᳨࣭ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡀࠊ㢳ᐈ࣭ཷ┈⪅㸦᭱⤊
ཷ┈⪅ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ┈ࢆ➨୍⪃࠼࡚ࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉ㈐௵ࢆ㐺ษ
ᯝࡓࡍࡼ࠺ࠊࡑࡢᚭᗏࢆᅗࡿࡶࠊᢞ㈨ᐙୖሙᴗࡑࢀࡒࢀࡢྲྀ⤌
ࡼࡿᑐヰࡢ㉁ࡢྥୖࢆಁࡍࠋ
࠶ࢃࡏ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㆟࠾࠸࡚ࠊྲྀ⥾ᙺࡢᐇຠⓗ࡞ᶵ⬟Ⓨ
ࡸᨻ⟇ಖ᭷ᰴᘧࡢ⦰ῶྥࡅࡓୖሙᴗࡢྲྀ⤌≧ἣࢆࣔࢽࢱ࣮ࡋࠊࢥ࣮࣏
࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇຠᛶྥୖྥࡅࡓୖሙᴗࢧࢻࡢ㐺ษ࡞ྲྀ⤌ࡢ
☜ಖࢆᅗࡿࠊ㔠⼥ᑂ㆟࠾࠸࡚ࠊ*2(&' ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫ
ཎ๎♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼᪉ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᐇຠᛶ࠶ࡿࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫ
㈨ࡍࡿᕷሙᵓ㐀ࡢᐇ⌧᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᴗࡢᣢ⥆ⓗᡂ㛗୰㛗ᮇⓗ࡞ᴗ౯್ࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ᴗࡢሗ㛤♧ࡢᐇຠᛶ࣭ຠ⋡ᛶࡢྥୖࠊࡑࡢ๓ᥦ࡞ࡿィᇶ‽࣭ィ
┘ᰝࡢရ㉁ྥୖ࣭ಙ㢗ᛶ☜ಖࢆᅗࡿࠋ 

ձᐇຠⓗ࡞ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡢ῝
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㸧ᣢ⥆ⓗ࡞ᴗ౯್ࡢྥୖࠊ୰㛗ᮇⓗᢞ㈨ࡢಁ㐍
࣭&(2 ࡢ㑅ゎ௵ࣉࣟࢭࢫࢆྵࡵ࡚ࠊྲྀ⥾ᙺࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᶵ⬟ࡢᙉ
ࢆ┠ᣦࡍࠋලయⓗࡣࠊ&(2 ࢆ୰ᚰࡍࡿ⤒Ⴀ㝕ᴗົᇳ⾜ࡢỴᐃᶒ
㝈ࢆጤ௵ࡍࡿࡇ࡛ពᛮỴᐃࡢࢫࣆ࣮ࢻࢆ☜ಖࡋࠊྲྀ⥾ᙺࡀ⤒Ⴀᡓ
␎ࡢỴᐃࡸᴗ⦼ホ౯ࢆ୰ᚰ⾜࠺࢞ࣂࢼࣥࢫయไ㛵ᚰࢆᣢࡘᴗ
ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊෆእࡢඛ㐍ⓗ࡞ࢆᩚ⌮ࡋࡘࡘࠊྲྀ⥾ᙺ
ࡢᙺ࣭㐠⏝᪉ἲࠊ&(2 ࡢ㑅ゎ௵࣭ᚋ⥅⪅ィ⏬ࡸࣥࢭࣥࢸࣈሗ㓘
ࡢᑟධࠊ௵ពࡢࡶࡢࢆྵࡴᣦྡ࣭ሗ㓘ጤဨࡢᐇົ➼㛵ࡍࡿᣦ㔪ࡸ
ලయⓗ࡞㞟ࢆࠊᮏᖺᗘෆࢆ┠㏵⟇ᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠊ♫እྲྀ⥾ᙺ
࡞ࡿேᮦࡢ㉁ⓗ࣭㔞ⓗ࡞ྥୖࢆ᭦᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ㛵ಀᅋయ➼
㐃ᦠࡋࡘࡘ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ほⅬࡽ᭱ࡶᮃࡲࡋ࠸ᑐヰ⎔ቃࡢᩚഛࢆᅗࡿࡃࠊ
ሗ㛤♧ࢆᐇࡉࡏࠊᰴࡢ㆟᳨ウᑐヰࡢᮇ㛫ࢆ☜ಖࡍࡿ᪉⟇➼
ࡘ࠸࡚ࠊ᭦࡞ࡿ᳨ウࡸྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࠊᑐヰᆺᰴ⥲ࣉࣟࢭࢫࡢᐇ⌧

ࢻࢩࢵࣉ㈐௵༶ࡋ࡚㢳ᐈ࣭ཷ┈⪅ࡢ┈ἢࡗࡓ㆟Ỵᶒ⾜➼ࡀ☜
ಖࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ㐺ษ࡞┈┦⟶⌮ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
࣭ᢞ㈨ᐙୖሙᴗࡢᘓタⓗ࡞ᑐヰ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊᴗࡀࠊ㈨ᮏᨻ⟇
ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࡶྵࡵࡓ⤒Ⴀ᪉㔪ࠊ⤒Ⴀᡓ␎࣭ィ⏬ࢆᰴศࡾࡸ
ࡍࡃබ⾲ࡍࡿࡇࡸࠊⱥㄒࡼࡾሗⓎಙࡍࡿࡇ࡞ࠊᑐヰࡢᇶ♏
࡞ࡿᴗࡢྲྀ⤌ࢆಁࡍࠋ
࣭ྲྀ⥾ᙺࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㆟ࡢᥦゝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪥
ᮏྲྀᘬᡤࢢ࣮ࣝࣉ➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅㸦&(2㸧ࡢ㑅ゎ௵ࡸྲྀ
⥾ᙺࡢᵓᡂ࣭㐠Ⴀ࣭ホ౯➼㛵ࡍࡿୖሙᴗࡢྲྀ⤌≧ἣࢆᢕᥱࠊබ
⾲ࡍࡿ࡞ࠊ⤒Ⴀ㝕ࡸྲྀ⥾ᙺࡀࡑࡢᙺ࣭㈐ົࢆᐇຠⓗᯝࡓࡋ࡚
࠸ࡃࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆಁࡍࠋ
࣭ᨻ⟇ಖ᭷ᰴᘧࡢ⦰ῶྥࡅࡓୖሙᴗࡢᑐᛂ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏྲྀᘬ
ᡤࢢ࣮ࣝࣉ➼㐃ᦠࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡶࠊᴗ♫ࡸ㔠⼥ᶵ㛵ࡑࢀ
ࡒࢀࡀᨻ⟇ಖ᭷ᰴᘧࢆ⦰ῶࡍࡿ㝿ࡋࠊ
ࠕಖ᭷ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠖഃࡢᴗࡀ
ྲྀᘬ୰Ṇࢆ♧၀ࡍࡿࡇ➼ࡼࡾ༷ࢆጉࡆࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ≧ἣ
ࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫ㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡢᅜ㝿ⓗ࡞⌮
ゎࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃほⅬࡽࠊࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ㆟࠾ࡅࡿ᳨ウࡸྲྀ⤌ࡢ
ෆᐜࢆࠊᾏእྥࡅ࡚ࠊ㐺ࡘຠᯝⓗሗⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ࢆ┠ᣦࡍࠋ
  㸫 ᰴ⥲ࡢᣍ㞟㏻▱ῧ᭩㢮ࡢ㟁Ꮚᥦ౪ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ㛤♧
ሗࡢᐇ➼ࢆᅗࡿࡃࠊᰴࡢಶูᢎㅙ࡞ࡋࠊ᭩㠃௦࠼࡚㟁
Ꮚᥦ౪࡛ࡁࡿሗࡢ⠊ᅖࢆᣑࡋࠊཎ๎㟁Ꮚᥦ౪ࡍࡿ᪉ྥ࡛ࠊ
᪂ࡓ࡞ไᗘࡢᩚഛྥࡅࡓ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋලయⓗࡣࠊᮏᖺ㸲᭶
බ⾲ࡉࢀࡓࠕᰴ⥲ࣉࣟࢭࢫࡢ㟁Ꮚಁ㐍➼㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
ࡼࡿᥦゝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊձᰴ⥲๓ᥦ౪ࡍࡁἲ௧ୖせㄳࡉ
ࢀࡓ࡚ࡢሗࡀࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛㛤♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊղ
:HE ࢻࣞࢫ➼ࡢᚲせ᭱ప㝈ࡢሗࡣ᭩㠃࡛ᰴ㏻▱ࡉࢀࡿࡇ
ࠊճᴗࡀᙜヱไᗘࢆ᥇⏝ࡍࡿୖ࡛ࠊᰴࡽࡢಶูᢎㅙࡣせ
ࡉ࡞࠸ࡇࠊմ࡚ࡢሗࢆ᭩㠃࡛ཷࡅྲྀࡿࡇࢆᕼᮃࡍࡿᰴ
ࡣࠊࡑࡢ᪨ᴗせㄳࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࠊ࠸ࡗࡓㅖእᅜ࠾
ࡅࡿ㟁Ꮚᥦ౪ไᗘࡢඹ㏻Ⅼࢆཧ⪃ࡋࡘࡘࠊᡃࡀᅜࡢᰴ⥲ࢆ
ྲྀࡾᕳࡃไᗘ⎔ቃࡸᐇែࠊᴗᐇົࡢほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ᮶ᖺ᪩ᮇࡢ
♫ἲไࡢᩚഛࡢ╔ᡭࡶ┠ᣦࡋࡘࡘࠊㅮࡎࡁἲไୖࡢලయⓗ࡞
ᥐ⨨ෆᐜ➼ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
  㸫 ᰴ⥲࠾ࡅࡿ㆟Ỵᶒ⾜ࣉࣟࢭࢫయࡢ㟁Ꮚࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᰴࡢ㆟᳨ウᑐヰࡢᮇ㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡛ᶒ⾜ࡢ㉁ࢆ
㧗ࡵࡿࡃࠊձ㆟Ỵᶒ⾜ࣉࣟࢭࢫࡢ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࡸࠊղ㆟Ỵ
ᶒࡢ㟁Ꮚ⾜㛵ࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ྠኈࡢ㐃ᦠࠊճᙜヱࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ㐺ṇࡘ࡞⏝ᡭ⥆ࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࠊ㛵
ಀ⪅ࡸ㛵ಀᅋయ➼᳨ウࡍࡿࡇࢆಁࡋࡓୖ࡛ࠊᖺᗘෆࡑࡢ᳨
ウ≧ἣ➼ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢྜࢆ㛤ദࡍࡿࠋ
  㸫 ⥲᪥ࡸ㆟Ỵᶒ⾜ࡢᇶ‽᪥ಀࡿᅜ㝿ⓗ࣭ᐇົⓗᑐᛂࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓタᐃࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶࠊຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞㛤♧ࡢ᳨ウࡢ≧
ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ㛵ಀ⪅ࡸ㛵ಀᅋయ➼࠾ࡅࡿ᳨ウ≧ἣ➼ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡓࡵࡢྜࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡛ࠊᴗ࣭ᢞ㈨ᐙ࣭ᑐヰᨭ⏘ᴗ
࡞ࡢ㛵ಀ⪅ࡢព㆑⾜ືኚࢆಁࡍࠋ
㸫 ຍ࠼࡚ࠊᑐヰᆺᰴ⥲ࣉࣟࢭࢫࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ㛵ಀ⪅ࡼࡿྲྀ
⤌ࡢ㐍ᒎࡘ࠸࡚ෆእሗⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭(6*㸦⎔ቃࠊ♫ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ㸧ᢞ㈨ࡢಁ㐍࠸ࡗࡓどⅬࡲࡽࡎࠊ
ᣢ⥆ⓗ࡞ᴗ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍᴗ⤒Ⴀ࣭ᢞ㈨ࡢᅾࡾ᪉ࡸࡑࢀࢆホ౯ࡍ
ࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ㛗ᮇⓗ࡞⤒Ⴀᡓ␎ᇶ࡙ࡁேⓗ㈨ᮏࠊ▱ⓗ㈨ᮏࠊ〇
㐀㈨ᮏ➼ࡢᢞ㈨ࡢ᭱㐺ࢆಁࡍ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ⤌ࡳࡸ⤒Ⴀ⪅ࡢᢞ
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㸧ᴗࡢሗ㛤♧ࡢᐇຠᛶ࣭ຠ⋡ᛶࡢྥୖ➼
ᕷሙ࠾ࡅࡿᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥ࢆಁࡋࠊᴗࡢᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࢆᅗࡿࡓࡵ
ࡣࠊᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࠊᴗᢞ㈨ᐙ࣭ᰴࡢᘓタⓗ࡞ᑐ
ヰࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽࠊᢞ㈨ᐙࡀᚲせ
ࡍࡿᴗሗࡀຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗᥦ౪ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ⤫ྜⓗ࡞ሗ㛤
♧ࡢᯟ⤌ࡳࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊᴗࡀᰴ⥲ࡢ᪥⛬ࡸᇶ‽᪥ࢆྜ⌮
ⓗࡘ㐺ษタᐃࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ճሗ㛤♧ࠊィᇶ‽ཬࡧィ┘ᰝࡢ㉁ࡢྥୖ
ᕷሙ࠾ࡅࡿᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥ࢆಁࡋࠊᴗࡢᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࢆᅗࡿࡓࡵ
ࡣࠊᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࠊᴗᢞ㈨ᐙ࣭ᰴࡢᘓタⓗ࡞ᑐ
ヰࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽࠊᢞ㈨ᐙࡀᚲせࡍࡿᴗሗࢆຠᯝⓗࡘຠ⋡
ⓗᥦ౪ࡍࡿࡶࠊィᇶ‽࣭ィ┘ᰝࡢ᭦࡞ࡿရ㉁ྥୖ࣭ಙ㢗ᛶ
☜ಖࢆᅗࡿࡓࡵ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ

ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᕷሙᵓ㐀ࡢ  
ᐇ⌧
*2(&' ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫཎ๎♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊᐇຠⓗ
࡞ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆ☜ಖࡍࡿୖ࡛ࠊドๆᕷሙࡢ࣮ࣝࣝࡣ㔜せ࡞
ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠཎ๎࠾࠸࡚ࡣࠊᰴࡀᴗࡢ୰㛗ᮇⓗ࡞
ᴗ౯್ᇶ࡙࠸࡚ᴗࡢാࡁࡅࢆ⾜࠺๓ᥦࡋ࡚ࠊドๆᕷሙ࠾
࠸࡚බᖹࡘຠ⋡ⓗ࡞౯᱁Ⓨぢᶵ⬟ࡀⓎࡉࢀࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ
ࡢ⪃࠼᪉ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓほⅬࡽࠊ௨ୗࡢⅬࡘ࠸࡚㔠⼥ᑂ㆟᳨࡛ウࢆ⾜࠺ࡶ
ࠊドๆᕷሙࡢ࣮ࣝࣝࢆࡵࡄࡿᅜ㝿ⓗ࡞㆟ㄽࡶ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ᐇຠⓗ࡞ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ☜ಖ➼㈨ࡍࡿྲྀᘬᡤࡢ⮬つไ
ᶵ⬟ࡢⓎࡢᅾࡾ᪉
࣭බᖹࡘຠ⋡ⓗ࡞౯᱁Ⓨぢᶵ⬟ࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸࡞࠸࡞ࡢᣦࡀ࠶ࡿ
ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㧗㏿ྲྀᘬࡀࠊᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶ࣭Ᏻᐃᛶ➼
ཬࡰࡍᙳ㡪

㈨ุ᩿ᢞ㈨ᐙࡢホ౯ࡢᅾࡾ᪉ࠊሗᥦ౪ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍
ࡵࠊᢞ㈨ࡢ᭱㐺➼ࢆಁࡍᨻ⟇ᑐᛂࡘ࠸࡚ᖺᗘෆ⤖ㄽࢆฟࡍࠋ
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ୖሙ♫ࡢሗ㛤♧ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫ἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧
ᇶ࡙ࡃᴗሗ࿌࣭ィ⟬᭩㢮ࠊ㔠⼥ၟရྲྀᘬἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧
ᇶ࡙ࡃ᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࠊドๆྲྀᘬᡤୖሙつ๎ᇶ࡙ࡃỴ⟬▷ಙࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ┠ⓗ࣭ᙺࡀ࠶ࡿ୍᪉ࠊሗࡢ㔜」ࡸົ㈇ᢸࠊ㛤♧
ᮇࡢ㐺ษᛶࠊࡘࡢ┘ᰝሗ࿌➼ࠊㅖእᅜࡣ␗࡞ࡿไᗘ➼ࡢၥ㢟ࡀᣦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ゎỴྥࡅ࡚ࠊ
ࠕࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉ࣭ࢥ࣮ࢻࠖᥖࡆࡿ
ᴗᢞ㈨ᐙࡢᑐヰࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊ࡚ࡢୖሙ♫⩏ົⓗࡘ
ඹ㏻せㄳࡉࢀࡿไᗘ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠊ㡯┠ࡢᩚ⌮ࡸ㔜」ゎᾘ➼ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡼࡾࠊᅜ㝿ⓗぢ࡚ࡶ᭱ࡶຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞㛤♧ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤫ྜⓗ࡞㛤♧ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ᳨ウࡢ➨୍Ṍࡋ࡚ࠊ㔠⼥ᑂ
㆟ࠕࢹࢫࢡ࣮ࣟࢪ࣮࣮ࣕ࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࠖ࠾࠸࡚ሗ࿌᭩ࡀྲྀ
ࡾࡲࡵࡽࢀࠊ୍ᐃࡢ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᴗᢞ㈨ᐙࡢᑐヰࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊ㔠⼥ᑂ㆟
࡛ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウࢆᅵྎࡋ࡞ࡀࡽࠊ㛵ಀ┬ᗇཬࡧᰴᘧ♫ᮾிド
ๆྲྀᘬᡤࡀඹྠࡋ࡚ࠊไᗘ࣭┬ᗇᶓ᩿ⓗ࡞᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ ᖺ๓༙ࢆ┠
㏵ࡋ࡚ࠊᅜ㝿ⓗぢ࡚᭱ࡶຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞㛤♧ࡢᐇ⌧ཬࡧᰴ⥲
᪥⛬࣭ᇶ‽᪥ࡢྜ⌮ⓗ࡞タᐃࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ┠ᣦࡋࠊ௨ୗࡢ⥲ྜ
ⓗ࡞᳨ウཬࡧྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ᴗሗ࿌➼᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࡢ୍యⓗ㛤♧ࠊ୪ࡧࡑࢀ㛵㐃ࡍࡿᖺ
ᗘࡢỴ⟬▷ಙࡸ┘ᰝሗ࿌ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇཬࡧᰴᘧ♫ᮾ
ிドๆྲྀᘬᡤࡀ୍ᇽࡋࠊᢞ㈨ᐙ࣭ᰴࡢᘓタⓗ࡞ᑐヰ✚ᴟⓗ
࡞ᴗ➼ࡢཧ⏬ࡶᚓ࡚ࠊᴗࡢᐇ㝿ࡢ㛤♧ᇶ࡙ࡃᑐ↷⾲ࢆసᡂ
ࡋ࡚ඹ᭷ࡋࡘࡘࠊไᗘⓗせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯ࢆ୍యⓗ㛤♧ࡍࡿሙ
ྜࡢ㛵ಀ┬ᗇࡼࡿ⪃࠼᪉➼ࢆᩚ⌮ࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㛤♧ෆᐜ
ࡢ᭦࡞ࡿไᗘⓗ࡞ඹ㏻ࡀྍ⬟࡞㡯┠ࡀ࠶ࢀࡤࠊᚲせ࡞సᴗෆᐜᮇ
㝈ࢆྵࡵࠊලయⓗ࡞ඹ㏻ࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
࣭ᅄ༙ᮇ㛤♧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞≧ἣࡸ㆟ㄽࡶ㋃ࡲ࠼ࠊไᗘ㛤♧ࡢᚲ
せᛶࡸᅾࡾ᪉➼ࢆ⥅⥆ⓗ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࢁࠊࡲࡎࡣࠊᰴᘧ
♫ᮾிドๆྲྀᘬᡤࡼࡿỴ⟬▷ಙࡢぢ┤ࡋࡢෆᐜࠊࡑࡢᙳ㡪ࡸຠᯝ
ࡢホ౯࣭ศᯒࠊᚋࡢᚲせ࡞ᨵၿⅬ➼ࡢᢕᥱࢆᮏᖺ୰ࡼࡾ㡰ḟ㛤ጞ
ࡍࡿࠋ
࣭ୖグࡢሗ㛤♧㛵ࡍࡿไᗘᨵ㠉➼ࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡘࡘࠊ୍యⓗ࡞ሗ࿌
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࢘㸧ィ┘ᰝࡢရ㉁ྥୖ࣭ಙ㢗ᛶ☜ಖ
᭷ຠ࡞࢞ࣂࢼࣥࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢୗ࡛㧗ရ㉁࡞ィ┘ᰝࢆᥦ౪ࡍ

㸧ィᇶ‽ࡢရ㉁ྥୖ
ᡃࡀᅜ࠾࠸࡚⏝ࡉࢀࡿィᇶ‽ࡢရ㉁ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㈈ົィ
ᇶ‽ᶵᵓࠊᴗィᇶ‽ጤဨࠊ᪥ᮏබㄆィኈ༠ࠊ᪥ᮏྲྀᘬᡤࢢࣝ
࣮ࣉࠊᴗ➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭,)56 ࡢ௵ព㐺⏝ᴗࡢᣑಁ㐍
㛵ಀᶵ㛵➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ,)56 ⛣⾜ࡋࡓᴗࡢ⤒㦂ࢆඹ᭷ࡍࡿᶵ
ࢆタࡅࡿࡶࠊ,)56 ಀࡿゎ㔘ࡘ࠸࡚Ⓨಙ࣭࿘▱ࡍࡿࡇࡼ
ࡾࠊ,)56 㐺⏝ᴗࡸ ,)56 ࡢ⛣⾜ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿᴗ➼ࡢᐇົࡢ
ࢆᅗࡾࠊ,)56 ࡢ௵ព㐺⏝ᴗࡢᣑࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
࣭,)56 㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞ពぢⓎಙࡢᙉ
ࡢࢀࢇࡢィฎ⌮ࡸࣜࢧࢡࣜࣥࢢ㸦ࡑࡢࡢໟᣓ┈ィୖࡋࡓ
㡯┠ࢆࠊ⣧┈ࡾ᭰࠼ࡿィฎ⌮㸧➼㛵ࡋ࡚ࠊᡃࡀᅜࡢ⪃࠼ࡿࠊ
࠶ࡿࡁ ,)56 ࡘ࠸࡚ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ពぢⓎಙࢆ᭦ᙉຊ⾜࠺ࠋ
࣭᪥ᮏᇶ‽ࡢ㧗ရ㉁
ᴗィᇶ‽ጤဨ࠾ࡅࡿᡃࡀᅜࡢ┈ㄆ㆑ᇶ‽ࡢ㧗ရ㉁
ྥࡅࡓ᳨ウࡀຍ㏿ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋ
࣭ᅜ㝿ィேᮦࡢ⫱ᡂ
㛵ಀᶵ㛵➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ,)56 㛵ࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡞ሙ࡛ពぢⓎಙ࡛ࡁࡿ
ேᮦࡢࣉ࣮ࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏබㄆィኈ༠ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ,)56
ᇶ࡙ࡃィ┘ᰝࡢᐇົࢆᢸ࠼ࡿேᮦࡸࡑࡢ⫱ᡂಀࡿ┘ᰝἲேࡢ
≧ἣࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋࠊ┘ᰝἲேᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ྲྀ⤌ࢆಁࡍࠋ


ࢆసᡂࡍࡿࡢᚲせ࡞㛫ࡀỴ⟬᪥௨㝆ᴗഃ༑ศ࠼ࡽࢀࡿ
ࡇࡼࡾᴗࡼࡿ୍యⓗ࡞㛤♧ࢆಁ㐍ࡋࠊࡘࠊᙜヱ୍యⓗ࡞ሗ
࿌ࡀᰴ⥲ࡼࡾࡶ๓༑ศ࡞㛫ⓗవ⿱ࢆࡶࡗ࡚㛤♧࡛ࡁࡿࡼ࠺
ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᢞ㈨ᐙࡢ㆟᳨ウᮇ㛫ࡢ☜ಖࡸᴗࡢᑐヰࢆ
ಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊᑐヰࢆ㔜どࡍࡿᴗࡀᰴ⥲ࡢ᪥⛬ࡸᇶ‽᪥ࢆ
Ḣ⡿ㅖᅜ➼ࡢ≧ἣẚ㍑ࡋ࡚ࡶྜ⌮ⓗࡘ㐺ษタᐃࡍࡿ㸦࠼ࡤࠊ
ㅖእᅜྠᵝࠊỴ⟬᪥ࡽ㸲᭶ᚋᰴ⥲ࢆ㛤ദࡍࡿࠊᇶ‽᪥ࢆỴ
⟬᪥ࡼࡾࡶᚋタᐃࡋ࡚ᇶ‽᪥⥲ࡢ㛫ࡢᮇ㛫ࢆ▷ࡃࡍࡿ➼㸧ࡓࡵ
ࡢ⥲ྜⓗ࡞⎔ቃᩚഛࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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մᴗᢞ㈨ᐙࡢᑐヰࡢಁ㐍➼
ᰴᘧ♫ᮾிドๆྲྀᘬᡤ࡛ࡣࠊ㸱ᖺᖹᆒ 52( ࡸ⊂❧♫እྲྀ⥾ᙺࡢ㑅௵
➼ࢆ㑅ᐃᇶ‽ࡍࡿ -3; ᪥⤒ࣥࢹࢵࢡࢫ  ࢆᑟධࡋࠊࡇࢀᇶ࡙ࡃ
ᰴ౯ᣦᩘ㐃ືᆺୖሙᢞ㈨ಙク㸦(7)㸧ࡶୖሙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏ㖟⾜࡛ࡣࠊタഛ࣭ேᮦᢞ㈨✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᴗ
ࡢᰴᘧࢆᑐ㇟ࡍࡿ (7) ࢆ㈙࠸ධࢀࡿࠊࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡀ
㐍ࡴࡼ࠺ࠊ㛵ಀ⪅ᑐࡋ✚ᴟⓗಁࡍࠋ
ࡲࡓࠊᢞ㈨Ỵᐃᙜࡓࡗ࡚ࠊ(6* せ⣲ࢆ㔜どࡍࡿぢ᪉ࡀᗈࡀࡾࠊ᭦
㐍ࢇ࡛ᅜ㐃ᢞ㈨㈐௵ཎ๎⨫ྡࡍࡿᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࡇࡶ
㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡢ୰㛗ᮇⓗ࡞ᡂ㛗ຊࡸ┈ຊࡢᙉྥࡅ࡚ࠊᴗᢞ㈨
ᐙࡢᑐヰࡀ✚ᴟⓗ㐍ࡴࡼ࠺ಁࡍࠋ



ࡿ┘ᰝἲேࡀࠊᴗࡸᰴࡽ㐺ษホ౯ࡉࢀࠊ᭦㧗ရ㉁࡞ィ┘ᰝ
ࡢᥦ౪ࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺ዲᚠ⎔ࢆ☜❧ࡋࠊィ┘ᰝࡢရ㉁ࡢᣢ⥆ⓗ࡞ྥ
ୖ࣭ಙ㢗ᛶ☜ಖࢆᅗࡿࡓࡵࠊィ┘ᰝࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᠓ㄯࡢᥦゝࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 ࣭┘ᰝἲேࡢ⤌⧊ⓗ࡞㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢཎ๎㸦┘ᰝἲேࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ࣭ࢥ࣮
ࢻ㸧ࢆ⟇ᐃࡋࠊ┘ᰝἲேࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᙉࢆᅗࡿࠋලయⓗࡣࠊ
⫋ᴗⓗᚰࡢⓎࢆಁࡍࡓࡵࡢ⤒Ⴀ㝕ࡼࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢⓎ
ࠊ㐠Ⴀ࣭┘╩ែໃࡢᵓ⠏ࡑࡢ᫂☜ࠊேᮦၨⓎࠊே㓄⨨࣭ホ౯
ࡢᐇ➼ࢆồࡵࡿࠋ
 ࣭┘ᰝἲேᑐࡋ࡚ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ≧ἣࡸィ┘ᰝࡢရ㉁☜ಖࡢࡓࡵࡢ
ྲྀ⤌➼ࡘ࠸࡚㐺ษ㛤♧࣭ㄝ᫂ࡍࡿࡇࢆồࡵࡿࡇ࡛ࠊ㏱᫂ᛶࡀ
㧗ࡃᐇຠⓗ࡞┘ᰝἲேࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ☜❧ྥࡅࡓษ☩⌶☻ࢆಁࡍ
ࡶࠊ┘ᰝඛᴗࡢᰴ࣭ᢞ㈨ᐙࢆྵࡴᕷሙཧຍ⪅ࡸᙜᒁ➼ࠊእ
㒊ࡽࡢࢳ࢙ࢵࢡࡀຠࡁࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ
࣭┘ᰝேࡢ㑅ゎ௵ಀࡿᰴࡢุ᩿ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᴗࡀྠ୍
ࡢ┘ᰝேࡼࡿ┘ᰝࢆཷࡅ࡚ࡁࡓᮇ㛫࡞ࠊᴗ➼ࡼࡿィ┘ᰝ
㛵ࡍࡿ㛤♧ࢆᐇࡉࡏࠊィ┘ᰝ㛵ࡍࡿᰴ➼ࡢሗᥦ౪ࢆᐇ
ࡉࡏࡿࠋ
 ࣭ᙜᒁᡭ࣭‽ᡭ┘ᰝἲே➼ࡢ㛫࡛⥅⥆ⓗ࡞ᑐヰࡢሙࢆタࡅࠊ
ᡭୖሙᴗ➼ࡢィ┘ᰝࢆࡵࡄࡿㄢ㢟➼ࡘ࠸࡚ၥ㢟ព㆑ࡢඹ᭷ࢆ
ᅗࡾࠊ┘ᰝᴗົࡢỈ‽ࡢྥୖࢆᅗࡿࠋ
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Ϲ㸧᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍࣭ᴗ⦅ࡢ➼
ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࡢࢫࣆ࣮ࢻࡀⓗᣑࡍࡿ୰ࠊࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࢆ⏕ࡳฟࡍ◊✲㛤Ⓨࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇த࡛ࡘࡓࡵࡢ᭷ᙧ࣭↓ᙧ㈨⏘
➼ࡢᡓ␎ⓗ࡞ᢞ㈨ࠊ⤒Ⴀᡓ␎ᇶ࡙ࡃඛࢆぢᤣ࠼ࡓࢫࣆ࣮ࢻឤࡢ࠶ࡿ
ᴗ⦅➼ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊไᗘⓗᑐᛂࡢ
ᚲせᛶࢆྵࡵࠊᮏᖺ୰ࢆ┠㏵⤖ㄽࢆฟࡋࠊḟᮇ㏻ᖖᅜࢆྵࡵࠊ᪩ᮇࡢ
㛵㐃ἲࡢᥦฟࡶど㔝ࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ࢚ࢡࢸᢞ㈨άᛶࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ㐍
ࡵࡿࠋ

Ϻ㸧ᴗ⏕ࡢಁ㐍
⚾ⓗᩚ⌮ᡭ⥆࠾ࡅࡿᑐമᶒ⪅ࡀ࠶ࡿሙྜࡶ࡞࠾ᴗ⏕ࢆ㎿㏿
ࡘ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊ᭷㆑⪅᳨ウሗ࿌᭩ࡢෆᐜ➼ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡘࡘࠊ㛵ಀ┬ᗇ࠾࠸࡚ἲⓗᯟ⤌ࡳ➼ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࠶ࢃࡏ࡚ࠊᆅᇦ୰ᑠᴗࡢᴗ⏕࣭ᴗᢎ⥅ࡢಁ㐍➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊຠ
ᯝⓗ࡞⏕ᨭࡢᐇ⌧ࠊᴗᢎ⥅ࡢࡸᴗᢎ⥅ࢆዎᶵࡋࡓ⤒Ⴀ㠉
᪂➼ࡢಁ㐍ྥࡅ࡚ᚲせ࡞᪉⟇➼ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊᮏᖺෆࢆ┠㏵ไ
ᗘⓗᑐᛂ➼ࡘ࠸࡚⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
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ձᐙィࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࢆಁࡍ⎔ቃᩚഛ࣭ᢞ㈨ᩍ⫱
࣭ᐙィ࠾ࡅࡿࡼࡾᏳᐃⓗ࡞㈨⏘ᙧᡂࡢᐇ⌧ࡣࠊᑡ㢠ࡽࡢ✚❧ࢆ
⏝ࡋࡓ㛗ᮇ࣭ศᩓࡼࡿᢞ㈨ᡭἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡇ࠺ࡋ
ࡓ✚❧ࡢᡭἲࡼࡿ㈨⏘ᙧᡂࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊ1,6$ ཬࡧࢪࣗࢽ
1,6$ ࡢ᭦࡞ࡿᬑཬไᗘࡢⓎᒎࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭࠶ࢃࡏ࡚ࠊ✚❧ࢆά⏝ࡋࡓ㛗ᮇศᩓᢞ㈨ࡢຠᯝࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࡍࡿ
ࡇࡢ㔜せᛶ㚷ࡳࠊ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢᐇࡼࡿᅜẸࡢ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ
࣮ࡢ୍ᒙࡢྥୖࢆᅗࡿࡶࠊ⫋ᇦ༢࡛ᙺ⫋ဨ➼ࡀຍධࡋࠊ㔠⼥࣭
ᢞ㈨ᩍ⫱ࡢᥦ౪ࡀཷࡅࡽࢀࡿ⫋ሙ✚❧ 1,6$ ࡢ᭦࡞ࡿᬑཬ࣭ᐃ╔ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࠋྠᵝࠊ⫋ᇦ༢࡛ຍධࡋࠊ㔠⼥࣭ᢞ㈨ᩍ⫱ࡢᶵࡀ࠼ࡽ
ࢀࡿ☜ᐃᣐฟᖺ㔠ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᬑཬ࣭ᐃ╔ࢆ
ᅗࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊᐙィ㈨⏘ࡢከࡃࡣ㧗㱋⪅ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊୖሙᰴᘧ
➼ࡿ┦⥆⛯ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┦⥆ᚋ⣡ᮇ㝈ࡲ࡛ࡢ㛫࠾
ࡅࡿ౯᱁ኚືࣜࢫࢡࡀࡁࡃࠊࡢ㈨⏘ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ࡞ࡓࡵࠊᅜ
Ẹࡢ㈨⏘㑅ᢥṍࡳࢆ࠼࡚࠸ࡿࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡣᏳ

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥㈨ࡍࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࡢಁ㐍ᕷ 
ሙ⎔ቃࡢᩚഛ➼
 ࡼࡾⰋ࠸㈨㔠ࡢὶࢀࢆᐇ⌧ࡋࠊᅜẸࡢᏳᐃⓗ࡞㈨⏘ᙧᡂࡘ࡞ࡀࡿ࣏࣮
ࢺࣇ࢛࣭ࣜ࢜ࣜࣂࣛࣥࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᐙィ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ᪉ᑐ
ࡋ࡚ാࡁࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᐙィᑐࡋ࡚ࡣࠊᑡ㢠ࡽࡢ㛗ᮇ࣭ศᩓ࣭✚❧ᢞ㈨ࡼࡿᏳᐃⓗ࡞㈨⏘
ᙧᡂࢆᗈࡃಁࡍࡃࠊ1,6$࣭ࢪࣗࢽ 1,6$ ࡢ᭦࡞ࡿᬑཬไᗘࡢⓎᒎࢆ
ᅗࡿࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓ㈨⏘ᙧᡂ᭷⏝࡞ᢞ㈨㛵ࡍࡿ㔠⼥࣭ᢞ㈨ᩍ⫱ࢆ
ᙉࡍࡿࠋ
㔠⼥ၟရࡢ㈍࣭㛤Ⓨᦠࢃࡿ㔠⼥ᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㢳ᐈ㸦ᐙィ㸧ࡢ
┈ࢆ➨୍⪃࠼ࡓ⾜ືࡀࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊᐙィࡸᖺ㔠➼ࡢᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ
ࡢ㈨⏘㐠⏝࣭⟶⌮ࢆཷクࡍࡿ㔠⼥ᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࡣࠊ┈┦ࡢ㐺ษ࡞⟶⌮
ࡸ㐠⏝㧗ᗘ➼ࢆ㏻ࡌ┿㢳ᐈ࣭ཷ┈⪅ࡢ┈࡞࠺ᴗົ㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊࣇࢹ࣮ࣗࢩ࣮࣭ࣕࣜࢹ࣮ࣗࢸ࣮ࡢᚭᗏࢆᅗࡿࡇࡋࠊࡇࢀ
ࡼࡾࠊᅜẸࡢᏳᐃⓗ࡞㈨⏘ᙧᡂࡢ㈉⊩ࢆಁࡍࠋ


㸰㸫㸰㸬άຊ࠶ࡿ㔠⼥࣭㈨ᮏᕷሙࡢᐇ⌧
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յ㔠⼥㈨ᮏᕷሙࡢ౽ᛶྥୖάᛶ
࣭ᡃࡀᅜࡢ㈨⏘㐠⏝ᴗࡢ➇தຊᙉྥࡅࠊ㐠⏝㧗ᗘཬࡧ㢳ᐈ┈
᭱ࡢࡓࡵࡢయไ☜❧ࠊ⊂❧⣔㐠⏝ᴗ⪅ࢆྵࡵࡓ㐠⏝ᴗ⪅ࡢከᵝ



մ㛗ᮇᏳᐃⓗᢞ㈨ࢆᨭ࠼ࡿࢶ࣮ࣝࡢᩚഛ
࣭ᐙィࡢ㛗ᮇᏳᐃⓗ࡞㈨⏘ᙧᡂ㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊ᪥ᮏྲྀᘬᡤࢢ࣮ࣝࣉ࠾
ࡅࡿ -3; ᪥⤒ࣥࢹࢵࢡࢫ  ࡢ᭦࡞ࡿᬑཬ࣭ᐃ╔ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡸࠊ
ࢫ࣐࣮ࢺ࣮࣋ࢱᣦᩘ࡞ࡢ᪂ࡋ࠸ᰴ౯ᣦᩘࡢ㛤Ⓨࢆಁࡍࠋ
࣭ᐙィࢆྵࡴከᵝ࡞ᢞ㈨ᐙࡀཧຍ࡛ࡁࡿཌࡳࡢ࠶ࡿᕷሙࢆᙧᡂࡍࡿほⅬ
ࡽࠊᐙィࡢ㛗ᮇᏳᐃⓗ࡞㈨⏘ᙧᡂ㈨ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᰴ౯ᣦᩘࡢ㛤Ⓨࡸ
(7) ࡢ⤌ᡂࠊ(7) ࡢὶືᛶࡢྥୖࡸ㈍ࢳࣕࢿࣝࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࠊ
㔠⼥ᑂ㆟࠾࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ

ճ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ㈨⏘㐠⏝ࡢ㧗ᗘࡢಁ㐍
࣭㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈨⏘㐠⏝ࡢ㧗ᗘࡣࠊᕷሙࡢάᛶࡸᅜẸࡢᏳᐃⓗ࡞㈨⏘
ᙧᡂࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⤒῭ࡢᣢ⥆ⓗᡂ㛗㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡺ࠺ࡕࡻ㖟⾜
ࡸࢇࡱ⏕ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㈨⏘㐠⏝ࡢ㧗ᗘࡘ࠸࡚ࠊ
ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿ㈨⏘㐠⏝ࡢ⨨ࡅࡸ⤒Ⴀࡋ࡚ࡢၥ㢟ព
㆑➼ࢆ☜ㄆࡋࡘࡘྲྀ⤌ࢆಁࡍࠋ

ղࣇࢹ࣮ࣗࢩ࣮࣭ࣕࣜࢹ࣮ࣗࢸ࣮ࡢᚭᗏ
࣭ၟရ㛤Ⓨ࣭㈍࣭㐠⏝࣭㈨⏘⟶⌮࠸ࡗࡓ㢳ᐈࡢ㈨⏘ᙧᡂᦠࢃࡿ
࡚ࡢᴗ⪅࠾࠸࡚ࠊࣇࢹ࣮ࣗࢩ࣮࣭ࣕࣜࢹ࣮ࣗࢸ࣮㸦㢳ᐈᮏࡢ
ᴗົ㐠Ⴀ㸧ࡢᚭᗏࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞ᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ㔠⼥ᑂ㆟
࠾࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
࣭㢳ᐈࡢࢽ࣮ࢬࡸ┈┿㐺࠺ၟရࡢᥦ౪ࡢほⅬࡽࠊᢞ㈨ಙクࡸ㈓
ᛶಖ㝤࡞ࡢࣜࢫࢡᛶၟရࡿᡭᩘᩱࡢ㏱࣭᫂㐺ษྥࡅ
ࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ

ᐃⓗ࡞㈨⏘ᙧᡂࢆാࡁࡅࡿୖ࡛࣐ࢼࢫせᅉ࡞ࡾࡡ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ᨵၿࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭㊊ඖࡢ㡸㔠㔠ࡢపୗ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊಶே࣭ᐙィࡢ㈨⏘㐠⏝ࡢᖜࢆᗈࡆࠊ
ᑡࡋ࡛ࡶ᭷࡞㐠⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿほⅬࡽࠊඖᮏࢀࡢ࡞࠸ಶேྥࡅ
ᅜമࡘ࠸࡚ࠊ㉎ධᡭ⥆ࡁࢆ⡆⣲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊಶேࡀᅜമࢆಖ
᭷ࡋࡸࡍࡃࡍࡿ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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շᐁẸࣇࣥࢻ➼ࡼࡿᡂ㛗㈨㔠ࡢ౪⤥
ᐁẸࣇࣥࢻࠊᨻᗓ⣔㔠⼥ᶵ㛵ồࡵࡽࢀࡿࠊ⿵ᛶࡢཎ๎ࠊእ㒊ᛶ
ࡢཎ๎␃ពࡋࡘࡘࡶࠊ౫↛ࡋ࡚ᡂ㛗㈨㔠౪⤥ᑐࡍࡿࡧỈⓗຠᯝ
ࡢⓎࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧㚷ࡳࠊ᭦࡞ࡿᶵ⬟Ⓨྥࡅࡓྲྀ⤌

նᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶ࣭Ᏻᐃᛶࡢ☜ಖ
࣭ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㧗㏿ྲྀᘬࡢࢩ࢙ࡀቑࡍࡿドๆᕷሙ࠾࠸࡚ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇࡀฟ᮶࡞࠸ᐙィ➼ࡢᢞ㈨ᐙࡢ㛫ࡢබᖹ
ᛶࡸࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞ᴗࡢ┈ᛶࢆᫎࡋࡓ౯᱁ᙧᡂࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿࡇ
ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡲࡓࠊࢩࢫࢸ࣒㠃ࡢࢺࣛࣈࣝࡀᕷሙၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡉ
࡞࠸ࡼ࠺ࠊᕷሙࡢබṇᛶ࣭㏱᫂ᛶ࣭Ᏻᐃᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊ㔠⼥
ᑂ㆟࠾࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ

ࢆᅗࡿඹࠊෆእࡽඃࢀࡓ㐠⏝⪅ࡸ㧗ᗘ㔠⼥ᑓ㛛ேᮦ➼ࢆ
ࡧ㎸ࡴ⎔ቃࢆᐁẸ࡛ᩚഛࡍࡿࠋ
࣭᪥ᮏᣐⅬࡢタ⨨ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿᾏእࡢࢭࢵࢺ㺃࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸭࢜
࣮ࢼ࣮ᑐࡍࡿ୍ඖⓗ࡞❆ཱྀࢆ㔠⼥ᗇෆタ⨨ࡋࠊ┦ㄯࢆཷࡅࡅ
ࡿࠋࡉࡽࠊᮾி㒔ࡀ㐠Ⴀࡍࡿࠕ㔠⼥ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࢧ࣮ࣅࢫࠖࡸ
ࠕᮾி㛤ᴗ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢭࣥࢱ࣮ࠖ➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊᣐⅬ㛤タಀࡿ
㡯⯡ࡘ࠸࡚ࠊ୍ᣓࡋ࡚ࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠺ࠋ
࣭Ỵ῭ࣜࢫࢡࡢ๐ῶࡸᕷሙࡢຠ⋡ᛶࡢྥୖ➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᅜമࡘ࠸
࡚ࡣ  ᖺᗘୖᮇ࠾ࡅࡿ 7 ࡢᐇྥࡅ࡚ࠊᰴᘧ➼ࡘ࠸
࡚ࡣ  ᖺ୰ࡢ࡞ࡿࡃ᪩࠸ᮇ࠾ࡅࡿ 7 ࡢᐇࢆ┠ᶆ
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏドๆᴗ༠➼ࡼࡿྛ✀ࡢྲྀ⤌ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᨻᗓ
ࡋ࡚ࡶࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࡢ╔ᐇ࡞ᐇࢆಁࡍࠋ
࣭ᕷሙཧຍ⪅ࡢ౽ᛶࡢྥୖࡸ᪥ᮏࡢྲྀᘬᡤࡢᅜ㝿➇தຊࡢᙉ࠸
ࡗࡓほⅬࡽࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ⥲ྜྲྀᘬᡤࢆྍཬⓗ㏿ࡸᐇ⌧ࡍࡿ
ࡶࠊ㟁ຊඛ≀࣭/1* ඛ≀ࡢ࡞ୖሙࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺ࠊ✚ᴟⓗ
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ            
࣭ᢞ㈨ᐙࡀࣥࣇࣛ㈨⏘ᐜ᫆ᢞ㈨࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࣥࣇࣛࣇࣥࢻ
ᕷሙࡢᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗ࡢࡓࡵᚲせ࡞⎔ቃᩚഛࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊᴗ⏺ᅋ
య➼㐃ᦠࡋࠊ࣊ࣝࢫࢣᴗ⪅ྥࡅࡢㄝ᫂ࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ࣊
ࣝࢫࢣ࣮ࣜࢺࡢ᭦࡞ࡿᬑཬ࣭ၨⓎྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭മๆᕷሙࡢ౽ᛶྥୖάᛶࢆᅗࡿࡓࡵࠊෆእࡢᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡀཧ
ຍࡍࡿᮾிࣉࣟ࣎ࣥࢻᕷሙࡢάᛶྥࡅࡓᕷሙ㛵ಀ⪅ࡼࡿྲྀ
⤌ࢆᨻᗓࡋ࡚ࡶಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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չᮾிࢆᅜ㝿㔠⼥ࢭࣥࢱ࣮ࡍࡿࡓࡵࡢ㐃ᦠᙉ
ᡃࡀᅜࡢ⤒῭άᛶࡢࡓࡵࡣࠊࡑࡢᇶ┙࡞ࡿ㈨㔠౪⤥ࢆᢸ࠺㔠⼥
ࡢศ㔝ࢆάᛶࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮾிࢆୡ⏺୰

ոᅜ㝿㔠⼥つไᨵ㠉ࡢᡓ␎ⓗᑐᛂࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭㔠⼥
༠ຊࡢᙉ
ୡ⏺ⓗ࡞㔠⼥༴ᶵᚋࠊᅜ㝿ⓗつไᙉࡢືࡁࡀ⥅⥆ࡍࡿ୰࡛ࠊᅜ㝿
ⓗ࡞㔠⼥つไᨵ㠉㛵ࡍࡿၥ㢟ᡓ␎ⓗᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ㐣つไࡢ
ᅇ㑊➼つไࡢ᳨ド➼㛵ࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ពぢⓎಙྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡲࡓࠊ㔠
⼥ᶵ㛵ࡢάືࡸྲྀᘬࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ┘╩ᙜᒁ㛫ࡢᅜ
㝿༠ㄪ࣭㐃ᦠࢆ᭦᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ᅜ㝿ⓗ࡞㔠⼥つไᨵ㠉㛵ࡍࡿၥ㢟ᡓ␎ⓗ࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᗈࡃ
ᅜ㝿ⓗ࡞ࢥࣥࣇࣞࣥࢫࡢሙ➼ࢆά⏝ࡋࠊᙜᒁࡢ⪃࠼᪉ࢆ✚ᴟⓗⓎ
ಙࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣁࣞ࣋ࣝ࡞ᅜ㝿㆟ࢆ᪥ᮏ࡛㛤ദࡍࡿ࡞ࠊᅜ㝿㔠
⼥㛵ಀࡢྛ✀㆟ࠊࢥࣥࣇࣞࣥࢫ➼ࡘࡁࠊ✚ᴟⓗ㛤ദ࣭ㄏ⮴ࢆ
ᐇ⾜ࡍࡿࠋ
࣭ᡃࡀᅜࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࣉࣞࢮࣥࢫࢆ㧗ࡵࠊࡲࡓᮾிࡢᅜ㝿㔠⼥ࢭࣥࢱ࣮
ࡋ࡚ࡢᆅࢆྥୖࡉࡏࡿほⅬࡽࠊ⯡ᮾிᖖタົᒁࢆタ⨨ࡍࡿ
ࡇࡀỴᐃࡋࡓ ,),$5㸦┘ᰝ┘╩ᶵ㛵ᅜ㝿ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ᮶
ᖺ㸲᭶ࡢົᒁ㛤タཬࡧࡑࡢᚋࡢ࡞㐠Ⴀྥࡅࠊᚲせ࡞ᨭࢆ⾜
࠺ࠋ
࣭)LQ7HFK ࡢά⏝ࢆࡵࡄࡿᅜ㝿ⓗ㆟ㄽ➼ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗᑐᛂࡍࡿࠋ
࣭ᾏእࡢ㔠⼥ᙜᒁ➼ࡢ㛫࡛ᑐヰཬࡧ༠ຊ㛵ಀࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㸰ᅜ㛫 
༠㆟ࢆᐇࡍࡿࠋ
࣭ᮏ㑥ᴗ࣭᪥⣔㔠⼥ᶵ㛵ࡢᾏእ㐍ฟᨭࡸࠊ᪥ᮏᢞ㈨ᐙࡼࡿᾏእᢞ
㈨ᶵࢆᣑࡍࡿ࡞ࡢほⅬࡽࠊࢪㅖᅜ➼ᑐࡋࠊ㔠⼥ᙜᒁࡢ
⬟ຊྥୖᨭࡸ㔠⼥ไᗘᩚഛᨭ➼ࡢ῝ᗘ࠶ࡿ㔠⼥༠ຊࢆᐇࡍࡿࠋ
࣭ᾏእࡢ㔠⼥ᙜᒁ࠾ࡅࡿ▱᪥ὴࡢ⫱ᡂࢆ╔ᐇᐇࡋࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞㐃
ᦠࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ㔠⼥㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠾࠸࡚ࠊࢪ
ㅖᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ୰ᮾࡸࣇࣜ࢝ࠊࣛࢸ࣭࣓ࣥࣜ࢝➼ࡽࡶ◊✲ဨ
ࡢཷࡅධࢀࢆᙉࡍࡿࠋࡉࡽࠊཷධࢀࡓ◊✲ဨࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ
ᵓ⠏ࡋࠊᙉࡍࡿࠋ

ࡳࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
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ձ)LQ7HFK ࡼࡿ㔠⼥㠉᪂ࡢ᥎㐍
ୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿᾏእᒎ㛤ࡶど㔝ධࢀࡓ᪥ᮏⓎࡢ )LQ7HFK ࣋ࣥࢳࣕ
࣮ࢆฟࡋࠊ⏝⪅┠⥺❧ࡗࡓ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㠉᪂ࢆ┠ᣦࡍࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓほⅬࡽࠊ⏘࣭Ꮫࡢᖜᗈ࠸㡿ᇦࡢேᮦࡼࡾඛ㐍ⓗࢹࡀ⏕ࡳ
ฟࡉࢀࠊ࢚ࢡࢸᛶࡢ㈨㔠౪⤥➼ࡼࡾࣂࢵࢡࢵࣉࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ
)LQ7HFK ᴗࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⎔ቃ㸦)LQ7HFK ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢᙧ
ᡂࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ)LQ7HFK ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟➼ࢆ᳨ウࡍࡿࠕࣇࣥࢸ

)LQ7HFK ࢆࡵࡄࡿᡓ␎ⓗᑐᛂ
㏆ᖺࠊ)LQ7HFK ࡤࢀࡿ㔠⼥࣭,7 ⼥ྜࡢືࡁࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠾ࡾࠊ㔠⼥ᴗ࣭
ᕷሙኚ㠉ࢆࡶࡓࡽࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ⏝⪅ಖㆤࡸṇࡢ㜵Ṇ➼ࡢほⅬࡶ㋃ࡲ
࠼ࡘࡘࠊ,7 ࡢ㐍ᒎࢆ㔠⼥ศ㔝ྲྀࡾ㎸ࡴࡇ➼ࡼࡾࠊ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㧗
ᗘࢆᅗࡾࠊ⏝⪅౽ࡢྥୖࡸᡃࡀᅜ⤒῭ࡢᡂ㛗ຊᙉ⧅ࡆ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓほⅬࡽࠊ௨ୗࡢ⟇ࢆㅮࡎࡿࠋ



ࡽேᮦࠊሗࠊ㈨㔠ࡀ㞟ࡲࡾࠊᅜෆእࡢᚲせ࡞㒊㛛㈨㔠ࡀ౪⤥ࡉࢀ
ࡿᣐⅬࡍࡿࡓࡵࠊᮾி㒔ࡸẸ㛫➼ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊࣅࢪࢿࢫὶᣐ
Ⅼࡢάᛶࠊᅜ㝿㔠⼥㆟ࡢ㛤ദ࣭ㄏ⮴ࠊ㔠⼥ᩍ⫱➼ࡢ༠ാࡢྲྀ⤌ࢆ୍
ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ᮾிᅜ㝿㔠⼥ࢭࣥࢱ࣮ᵓ᥎㐍ࡢほⅬࡽࠊᮾி㒔࠾࠸࡚ࡣࠊ㔠⼥
ᗇタ⨨ࡍࡿᾏእࡢࢭࢵࢺ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸭࣮࢜ࢼ࣮ᑐࡍࡿ❆ཱྀ
㸦๓ᥖ㸧ࡶ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊእᅜࡢ㔠⼥⣔ᴗᑐࡋࠊࣅࢪࢿࢫ⯡
ࡘ࠸࡚ࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠺ࠕ㔠⼥ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿ
ࠊ)LQ7HFK ᴗㄏ⮴ࡢ᥎㐍➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋᅜ㝿ⓗ࡞㔠⼥つไᨵ㠉
㛵ࡍࡿၥ㢟ᡓ␎ⓗ࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᗈࡃᅜ㝿ⓗ࡞ࢥࣥࣇࣞࣥࢫ
ࡢሙ➼ࢆά⏝ࡋࠊᙜᒁࡢ⪃࠼᪉ࢆ✚ᴟⓗⓎಙࡍࡿࠋ
࣭ࡉࡽࠊᡃࡀᅜࡢ㔠⼥ࡢ୰ᯡᶵ⬟ࡀ㞟✚ࡍࡿᡭ⏫ࡽණ⏫ᆅ༊ࡲ࡛
ࡢỌ௦㏻ࡾ࿘㎶ࡢ࢚ࣜ 㔠⼥㍈ 7RN\R)LQDQFLDO6WUHHW ࡀࠊ
ᖺࡣࠊᾏእࡢ㧗ᗘ㔠⼥ேᮦࡀ㞟✚ࡍࡿࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ
ࡼ࠺ࠊᚋࠊᅜ࣭ᮾி㒔࠾࠸࡚ࠊᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢ᭷ຠά⏝ࠊㄏ⮴ᨭ
⟇ࡢᐇᙉ➼ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
࣭௨ୖࡢ⟇ࡶྵࡵࠊᚋࠊᮾி㒔࣭㔠⼥ᗇ࣭Ẹ㛫ᴗ⪅➼ࡼࡾᵓᡂ
ࡉࢀࡿ᳨ウࢆタ⨨ࡋࠊᵓ᥎㐍㈨ࡍࡿ⟇ࡘ࠸࡚ࠊᙜ㠃ࡢᑐᛂ
ࢆᖺෆࢆ┠㏵ྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
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ղ)LQ7HFK ࡢືࡁࡢไᗘⓗ࡞ᑐᛂ
ሗ㏻ಙᢏ⾡ࡢ㐍ᒎ➼ࡢ⎔ቃኚᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㖟⾜ἲ➼ࡢ୍㒊
ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࢆ⾜ࡋࠊ㔠⼥ᶵ㛵㔠⼥㛵㐃 ,7 ᴗ➼ࡢ㐃ᦠᙉ
➼ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡉࡽࠊ)LQ7HFK ࡢ᭦࡞ࡿᒎ㛤➼ࡶぢ
ᤣ࠼ࠊ⏝⪅ಖㆤࡸṇࡢ㜵Ṇ➼ࡢほⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ㔠⼥㛵ಀࡢไᗘ
㠃ࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࠊ㔠⼥ᑂ㆟࠾࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
)LQ7HFK ᴗ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ➼ࡢᚋࡢⓎᒎࡢ᪉ྥᛶࢆ༑ศぢᤣ࠼
ࡿࡶࠊ⌧⾜ࡢ㖟⾜௦⌮ᴗไᗘࡢ㛵ಀ➼ࡶ␃ពࡋࡘࡘࠊ)LQ7HFK
ᴗ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ㛵ಀࢆࡵࡄࡿἲไࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᳨ウࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋࡲࡓࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁࡍ᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘ⎔ቃᩚഛࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡓࡵࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻศ㔝࠾࠸࡚ࠊᢏ⾡ຊ࣭ಙ㢗ᗘࡢ㧗࠸Ỵ῭௦⾜
ᴗ⪅᪂ࡓἲⓗ࡞⨨ࡅࢆ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ⊂⮬ࡢ ,7 ᢏ⾡ࢆ࠸
ࡋ࡚ࢿࢵࢺྲྀᘬࡢ౽ᛶྥୖ➼ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞ἲไୖࡢᥐ⨨ࢆㅮ
ࡎࡿࠋ

ࢵࢡ࣭࣋ࣥࢳ࣮ࣕ㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅㆟࡛ࠖࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊከᵝ࡞
㡿ᇦࡢேᮦࡢ㐃ᦠࡀᅗࡽࢀࡿሙࡢᵓ⠏ࡸᾏእࡢ㛵ಀ⪅ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ➼ྥࡅࡓ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
㔠⼥㧗ᗘࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᴗ㛫ࡢ㖟⾜㏦㔠㟁ᩥࢆࠊ ᖺࡲ࡛ࢆ
┠㏵ᅜ㝿ᶆ‽࡛࠶ࡿ ;0/ 㟁ᩥ⛣⾜ࡋࠊ㏦㔠㟁ᩥၟὶሗࡢῧࢆ
ྍ⬟ࡍࡿ㔠⼥ (', ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ୰ᑠᴗ➼ࡢ
⏕⏘ᛶྥୖࡸ㈨㔠ຠ⋡㸦࢟ࣕࢵࢩࣗࢥࣥࣂ࣮ࢪࣙࣥࢧࢡࣝ㸸&&&㸧ྥୖ
࡞ࠊ;0/ 㟁ᩥࡢຠᯝࢆ᭱ࡍࡿほⅬࡽࠊ⏘ᴗ⏺ཬࡧ⤒῭⏘ᴗ┬
࠾࠸࡚ࠊ㔠⼥ (', グ㍕ࡍࡿၟὶሗࡢᶆ‽ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺ୰⤖
ㄽࢆฟࡍࠋ
ࡉࡽࠊᏳ౯࡛ᛴࡀ࡞࠸ᅜ㝿㏦㔠㸦࣮࣭ࣟࣂ࣮ࣜࣗ㏦㔠㸧ࢆᐇ⌧ࡍࡿ
᪂ࡓ࡞⤌ࡳࡢᥦ౪ࠊሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ␃ពࡋࡘࡘ㖟⾜ࢩࢫࢸ࣒㐃
ᦠࡋࡓከᵝ࡞㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࡢฟࢆྍ⬟ࡍࡿ㖟⾜ࢩࢫࢸ࣒ࡢ $3,㸦᥋
⥆ཱྀ㸧ࡢබ㛤ཬࡧࣈࣟࢵࢡࢳ࢙࣮ࣥᢏ⾡࡞ࡢ᪂ࡓ࡞㔠⼥ᢏ⾡ࡢά⏝
ࡘ࠸࡚ࠊᐁẸ㐃ᦠࡋ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ࢟ࣕࢵࢩ࣭࣐ࣗࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢ㧗ᗘྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆᐁẸᣲ
ࡆ࡚ᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃయไࢆᩚഛࡍࡿࠋ
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࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫࡢ᥎㐍➼
 ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡢ㛤ദ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫỴ῭ࡢᬑཬࡼࡿ౽ᛶ࣭ຠ⋡ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ᖺ  ᭶㛵ಀ┬ᗇ࡛ྲྀࡾࡲࡵࡓࠕ࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫྥࡅࡓ᪉⟇ࠖ
ᇶ࡙ࡁࠊほගᆅࡸᆅ᪉ࡢ࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ⎔ቃࡢᬑཬ࡞ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻࢆᏳ⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ ᖺ
ࡲ࡛ࠕࢡࣞࢪࢵࢺỴ῭➃ᮎࡢ 㸣ࡢ ,& ᑐᛂࠖࡢᐇ⌧➼ࠊᅜ㝿Ỉ‽ࡢ
ࢭ࢟ࣗࣜࢸ⎔ቃࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊࢡࣞࢪࢵࢺྲྀᘬ㛵ಀࡍࡿᴗ⪅➼ࡀ
⟇ᐃࡋࡓࠕᐇ⾜ィ⏬ࠖࡢ࡞ᐇࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊࡑࡢᐇຠᛶࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵࠊຍ┕ᗑ➼࠾ࡅࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࢆ⩏ົࡅࡿࡇࢆྵࡵࠊ
ᚲせ࡞ἲไୖࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ➼ࡼࡿࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࢆ㏻ࡌ࡚ከᵝࡍࡿ
ᅜෆᾘ㈝⪅ࡸゼ᪥እᅜே➼ࡢࢽ࣮ࢬࢆⓗ☜ᤊ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊඃࢀࡓၟ
ရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤Ⓨࠊ㨩ຊ࠶ࡿほගࡢᥦ౪ࠊࣥࣂ࢘ࣥࢻ㟂せࡢ᭦࡞ࡿႏ
㉳࡞ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࠊḟࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ᮏᖺෆࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻỴ῭ࠊ㉎㈙ሗ➼㛵ࡍࡿᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱᶆ
‽ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭ᖺᨵṇࡉࢀࡓಶேሗಖㆤἲࡢ⾜ేࡏ࡚ࠊ㛵㐃ᴗ⪅ᅋయ➼
࠾ࡅࡿࣉࣛࣂࢩ࣮㓄៖ࡋࡓ༏ྡሗಀࡿ࣮ࣝࣝᩚഛ➼ࢆಁ
ࡍࠋ
࣭,7㸦」ᩘࡢࢱࢢሗࢆ㠀᥋ゐ࡛▐ㄞࡳྲྀࡾྍ⬟࡞㟁Ꮚࢱࢢ➼㸧ࢆ
ά⏝ࡋࠊࢧࣉࣛࢳ࢙࣮࡛ࣥ⏕ࡲࢀࡿከᵝ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㞟⣙࣭ά⏝ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ
࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࡸ㟁Ꮚࢱࢢࡽᚓࡽࢀࡿሗ➼ࢆ⤫ィⓗศᯒࡋࠊྛ✀
⤫ィ࣭ㄪᰝࡢᐤࠊ᪂ࡓ࡞ᾘ㈝⤫ィࡢసᡂࡸࠕᆅᇦ⤒῭ศᯒࢩࢫࢸ
࣒㸦5(6$6㸧ࠖ࡞ᨻ⟇ⓗά⏝ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋࡉࡽࠊ㉎㈙ᒚṔ
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ᾘ㈝⤫ィࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿẸ㛫࣭Ꮫࡼࡿඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌
ࠊࡼࡾከࡃࡢᴗ⪅ࡀཧຍࡍࡿࡇࢆಁࡍࠋ
ࡉࡽࠊ)LQ7HFK ࡼࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁࡍ᪂ࡓ࡞つไ࣭ไᗘ⎔ቃᩚ
ഛࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻศ㔝࠾࠸࡚ࠊᢏ⾡ຊ࣭ಙ㢗ᗘࡢ㧗
࠸Ỵ῭௦⾜ᴗ⪅᪂ࡓἲⓗ࡞⨨ࡅࢆ࠼ࡿࡇࡼࡾࠊ⊂⮬ࡢ ,7 ᢏ
⾡ࢆ࠸ࡋ࡚ຠ⋡ⓗྲྀᘬࡢᏳ☜ಖࢆᅗࡿࡇ➼ࢆྵࡵࠊᚲせ࡞ἲไୖ
ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࡚ࡢ᪑⾜⪅ࡀࠊࢫࢺࣞࢫ࡞ࡃᛌ㐺ほගࢆ‶ႚ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ
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ձᡃࡀᅜ⏘ᴗ࣭ᴗࡢ➇தຊ࣭⏕⏘ᛶࡢྥୖ➼ྥࡅࡓᏳᐃⓗ࡞㔠⼥
ᶵ⬟ࡢⓎ➼
࣭㔠⼥ᶵ㛵ࡣࠊ⤒῭࣭ᕷሙࡢࡁ࡞ኚᶵືⓗᑐᛂࡋࠊ㔠⼥௰ᶵ
⬟ࢆᏳᐃⓗⓎࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᡃࡀᅜ⏘ᴗ࣭ᴗࡢ➇தຊ࣭⏕
⏘ᛶࡢྥୖࡸ࡞᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㔠⼥㠃ࡽᨭ
ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓほⅬࡽࠊ㔠⼥ᶵ㛵࠾ࡅࡿᙉᅛ࡞
⤒Ⴀ⟶⌮࣭ࣜࢫࢡ⟶⌮ែໃࡢᵓ⠏ࡸ㈈ົᇶ┙ࡢ᭦࡞ࡿᙉࢆಁࡋ࡚࠸
ࡃࠋ≉ࠊࢩࢫࢸ࣒ୖ㔜せ࡞㔠⼥ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊᨻ⟇ಖ
᭷ᰴᘧࡢ╔ᐇ࡞⦰ῶࢆồࡵ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊᅜ㝿㔠⼥つไࡢぢ┤ࡋࡸ㊊
ඖࡢప㔠ࡢ≧ἣ➼ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࡣࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ
ࡢኚ㠉➼ࢆ㏻ࡌࡓ⤒Ⴀᇶ┙ࡢᙉࡸ࢞ࣂࢼࣥࢫᙉྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ
ಁࡋ࡚࠸ࡃࠋᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ࠾ࡅࡿேཱྀῶᑡࡸ㧗㱋
࠸࠺≧ἣࡀ⮬ࡽࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ࠼ࡿᙳ㡪➼ࢆศᯒࡍࡿࡇ
ࡸࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᴗᛶホ౯⼥㈨ࡸࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᶵ⬟ࡢⓎ
ࢆಁࡍࠋຍ࠼࡚ࠊᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵ᑐࡋࠊࡢ୰ᑠᴗᨭᶵ㛵ࠊᆅ᪉
Ꮫࡶࠊᆅᇦࡢᡂ㛗ຊᙉࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ཧ⏬࣭㐃ᦠࡍ
ࡿࡼ࠺ಁࡍࡇࡼࡾࠊᆅᇦ⏘ᴗ࣭ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡸ᭦࡞ࡿᡂ㛗ࡢ
ຍ㏿➼ࢆᅗࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌࠊᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵ࡀᆅᇦࡢⓎᒎ
㈉⊩ࡋࡘࡘᣢ⥆ྍ⬟࡞ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿ࠸࠺ほⅬ❧ࡗ

ഛࡍࡃࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᾏእⓎ⾜࣮࢝ࢻᑐᛂ $70 ࡢタ⨨ಁ㐍ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᫂
᪥ࡢ᪥ᮏࢆᨭ࠼ࡿほගࣅࢪࣙࣥࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥᫂᪥ࡢ᪥ᮏࢆᨭ࠼
ࡿほගࣅࢪࣙࣥᵓ㆟Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ ᖺ୰࣓࢞ࣂࣥࢡࡢ $70
タ⨨ᣐⅬࡢ⣙༙ᩘ㸦ィ⣙  ྎ㸧ࡢ༙ࢆᾏእᑐᛂᩚഛࡍࡿࠋ

㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢ㉁ࡢᨵၿ
  㔠⼥ᶵ㛵ࡣࠊேཱྀῶᑡࡸ㧗㱋ࡢ㐍ᒎࠊప㔠ࡢ⥅⥆➼ࠊ⤒Ⴀࢆྲྀࡾ
ᕳࡃᵝࠎ࡞⎔ቃኚ㐺㐺ษᑐᛂࡋࠊᡃࡀᅜ⏘ᴗ࣭ᴗࡢᣢ⥆ⓗᡂ
㛗ࢆ㔠⼥㠃ࡽᨭࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬࡽࠊ㔠⼥
ᶵ㛵ࡢᛶࢆ☜ಖࡋࠊ⤒῭ࡸᕷሙࡢࢫࢺࣞࢫ࠾࠸࡚ࡶ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ
༑ศ࡞㔠⼥௰ᶵ⬟ࢆⓎࡍࡿࡇཬࡧᴗᛶホ౯ᇶ࡙ࡃ⼥㈨ࡸᮏ
ᴗᨭ➼ࢆ㏻ࡌ࡚⏘ᴗ࣭ᴗࡢㄢ㢟ゎỴ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞㉁ࡢ㧗࠸㔠⼥௰
ᶵ⬟ࢆⓎࡍࡿࡇ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᡃࡀᅜ⏘ᴗ࣭ᴗࡢ➇தຊ࣭⏕⏘ᛶ
ࡢྥୖ➼ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࠋ 
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㔠⼥ᶵ㛵㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠᙉ➼

㔠⼥௰ࡢྲྀ⤌㛵ࡍࡿホ౯ಀࡿከᵝ࡞࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࡢ⟇ᐃ➼
ྛ㔠⼥ᶵ㛵ࡀᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㔠⼥௰ᶵ⬟ࡘ࠸࡚ᐈほⓗ࡞ホ౯┠⥺
ᇶ࡙ࡁࠊᴗᛶホ౯ᇶ࡙ࡃ⼥㈨ࡸᮏᴗᨭ➼ࡢಁ㐍ࡘ࠸࡚ࡼࡾ῝
ᗘ࠶ࡿᑐヰࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊୖグᴗࣄࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࡸእ㒊᭷㆑⪅ࡢ▱ぢ
➼ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊከᵝ࡞࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢⓎ≧
ἣࡘ࠸࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅ಖド㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢά⏝ࡶྵࡵࠊ㔠⼥ᶵ㛵
ࡼࡿྛᆅᇦࡢ≉ᛶࡸ⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓពᕤኵࡢ࠶ࡿල
యⓗ࡞㛤♧ࢆಁࡍࠋ

⼥㈨ඛᴗᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᐇ
⼥㈨ඛᴗᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇࡍࡿࡶࠊᙜヱ⤖
ᯝᇶ࡙ࡁ㔠⼥ᶵ㛵ᑐヰࡍࡿࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᴗഃࡢࢽ࣮ࢬ࠶ࡗࡓ
㉁ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆ㔠⼥ᶵ㛵ಁࡍࠋ

ղ㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢ᭦࡞ࡿᐇ࣭ᙉ
㔠⼥ᶵ㛵ࡀᢸಖ࣭ಖド౫Ꮡࡍࡿ⼥㈨ጼໃࢆᨵࡵࠊྲྀᘬඛᴗࡢᴗ
ࡢෆᐜࡸᡂ㛗ྍ⬟ᛶ➼ࢆ㐺ษホ౯㸦ᴗᛶホ౯㸧ࡋࠊ⼥㈨ࡸᮏᴗᨭ
➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦ⏘ᴗ࣭ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡸ࡞᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍ࡀᅗ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊㄢ㢟ࡸ᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊ㔠⼥௰ࡢᨵၿྥࡅࡓ᳨ウ㆟
࠾࠸࡚⥅⥆ⓗ㆟ㄽࡍࡿࠋᙜヱ㆟ㄽࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ✚
ᴟⓗ࡞ᑐᛂࢆಁࡍࡶࠊ≉ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ✚ᴟⓗ㐍ࡵࡿࠋ  

࡚ࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞⤒Ⴀᡓ␎ࢆ⟇ᐃ࣭ᐇ⾜ࡍࡿࡼ࠺ಁࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࡇ
ࢀࡽࡢྲྀ⤌ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᚲせᛂࡌࠊ㔠⼥ᶵ⬟ᙉἲᇶ࡙ࡃ㈨ᮏ
ቑᙉไᗘࡸ㖟⾜➼ಖ᭷ᰴᘧྲྀᚓᶵᵓࡼࡿᰴᘧࡢ㈙ྲྀࡾࡶά⏝ࡍࡿࠋ
࣭㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿᴗࡢᾏእ㐍ฟᨭࡘ࠸࡚ࠊᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡶ
ࠊ࠼ࡤࠊ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࡢඹ᭷ࢆᅗࡿ࡞ࠊ⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ
㛵ಀ┬ᗇ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡼࡿ᭦࡞ࡿྲྀ⤌ࢆಁࡍࠋ
࣭ࡇ࠺ࡋࡓ㔠⼥ᶵ㛵ࡢྲྀ⤌ࢆᚋᢲࡋࡍࡿほⅬࡽࠊつไ┘╩ࠊ࣮ࣝࣝ
ࣉࣜࣥࢩࣉࣝࢆ㐺ษ⤌ࡳྜࢃࡏࠊつไࡢࢥࢫࢺࡸస⏝ࢆ࡛ࡁࡿ
㝈ࡾᢚ࠼ࡘࡘࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢᛶ㔠⼥௰ᶵ⬟ࡢⓎࢆ୧❧ࡉࡏࡿ
ࡶࠊ㔠⼥ᶵ㛵⮬㌟ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮⬟ຊࡢ᩿ࡢᨵၿࡘ࡞ࡀࡿࡼ
࠺࡞ࣉ࣮ࣝࢹࣥࢫᨻ⟇ࡢᯟ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊୖグᯟ
⤌ࡳࡢᐇຠᛶࢆ☜ಖࡍࡿほⅬࡽࠊᚋࡢ㔠⼥ᶵ㛵ᑐࡍࡿࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
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බⓗ࣭‽බⓗ㈨㔠ࡢ㐠⏝➼ࡢぢ┤ࡋ
බⓗ࣭‽බⓗ㈨㔠ࡢ㐠⏝➼ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭷㆑⪅㆟ࡢᥦゝ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛ㈨㔠ࡢつᶍ࣭ᛶ᱁ᛂࡌࠊ㛗ᮇⓗ࡞ᛶࡢ☜ಖ␃ព
ࡋࡘࡘࠊᚲせ࡞⟇ࢆ㎿㏿ࡘ╔ᐇᐇࡍࡃᡤせࡢᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋ

162

ᴗᖺ㔠➼ࡢᨵၿ
   ☜ᐃᣐฟᖺ㔠ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢᡂ❧ᚋࠊࡑࡢ࡞
⾜ࢆᅗࡿࡶࠊ㐠⏝ࣜࢫࢡࢆᴗຍධ⪅➼࡛ศᢸࡍࡿࠕࣜࢫ
ࢡศᢸᆺ☜ᐃ⤥ᴗᖺ㔠ไᗘࠖ➼ࡢᑟධࡼࡾࠊᴗᖺ㔠➼ࡢᬑཬ࣭
ᣑࢆᅗࡿࠋ
   ࠶ࢃࡏ࡚ࠊᖺ㔠ᇶ㔠➼࠾࠸࡚ࠊࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢻࢩࢵࣉ࣭ࢥ࣮ࢻࡢཷ
ධࢀࡢಁ㐍࡞ࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᐇຠᛶࡢྥୖྥࡅࡓྲྀ
⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊຍධ⪅➼ࡢ⪁ᚋᡤᚓࡢᐇࢆᅗࡿࠋ






ᆅᇦ⏘ᴗ࣭ᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖࡸ࡞᪂㝞௦ㅰࡢಁ㐍㈉⊩ࡍࡿほⅬ
ࡽࠊ㔠⼥ᶵ㛵㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠయไ➼ࢆᩚഛࡍࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ➨㸯ࠊ
ࠕ᪥ᮏேᮦᶵᵓࠖ➼㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᴗ㔠⼥ᶵ
㛵ࡢᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࡞ࡗࡓᴗഃࡢㄢ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
⤒Ⴀᖿ㒊ேᮦࡢ☜ಖྥࡅࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁࡍࠋ
➨㸰ࠊ
ࠕ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ㠉ྥࡅࡓປാ࣭㔠⼥㐃⤡㆟ࠖࢆ㛤ദࡍ
ࡿࡶࠊ㞠⏝㐀ᨻ⟇ᑐࡍࡿᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵➼ࡢຓゝ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎
㐍ࡍࡿ࡞ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤒Ⴀ⟶⌮ᨵၿ࣭㞠⏝⟶⌮ᨵၿ
᪉ྲྀࡾ⤌ࡴᴗ➼ࢆ୍యⓗᨭࡋ࡚࠸ࡃࡇࡼࡾࠊᆅᇦ୰ሀ࣭୰
ᑠᴗࡢປാ⏕⏘ᛶྥୖࡢຍ㏿ࡸࠊᡂ㛗⏘ᴗ࠾ࡅࡿேᮦ☜ಖ➼ࢆᅗ
ࡿࠋ
➨㸱ࠊ⼥㈨ࠊ᪤Ꮡಖドࡢぢ┤ࡋཬࡧಖドമົࡢᩚ⌮ᙜࡓࡗ࡚ࠊ⤒
Ⴀ⪅ಖド㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡀ✚ᴟⓗά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺㔠⼥ᶵ㛵
ಁࡍࡶࠊᴗ⪅ࡢ᭦࡞ࡿ࿘▱ࢆᅗࡿࠋ
➨㸲ࠊᴗᛶホ౯ᇶ࡙ࡃ⼥㈨࣭ᮏᴗᨭࡸᴗ⏕ᨭࠊࢳࣕ
ࣞࣥࢪᨭಀࡿ⬟ຊྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ㔠⼥ᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࠕᆅᇦ⤒
῭άᛶᨭᶵᵓࠖࡀ᭷ࡍࡿᶵ⬟㸦ᑓ㛛ᐙࡢὴ㐵ࠊᴗᑐࡍࡿ┤᥋ࡢ
ᴗ⏕ࠊᆅᇦάᛶ࣭ᴗ⏕ࣇࣥࢻࡢฟ㈨࣭㐠Ⴀࠊ⤒Ⴀ⪅ಖド
മᶒ➼ࡢ㈙ྲྀࡾ➼㸧ࡢά⏝ࢆಁࡍࠋ
ࠕᖺ㛫㸦ᖺᗘ㹼ᖺᗘ㸧࡛ 3333),ࡢᴗつᶍࢆ
ࠓ.3,ࠔ
 ᣑࡍࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࢆά⏝
ࡋࡓ 3),ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࢆ┠ᶆࡍࡿࠋ
ࠖ
э ᖺᗘ㹼 ᖺᗘࡢ 3333), ࡢᴗつᶍࡣࠊ⣙  
㸦 ᖺ㸱᭶Ⅼࡢᩘ್㸧
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ලయⓗࡣࠊබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡀᑐ㇟ࡍࡿศ㔝ࢆࠊ
ࠕ✵ ࠊᩥᩍ
タࠊࢡ࣮ࣝࢬ⯪ྥࡅ᪑ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝタࠊ0,&( タ࡞ᅜෆእゼၥᐈቑຍ
➼ࡼࡿ㟂せᣑᑐᛂࡋࡓศ㔝㸦ᡂ㛗ᑐᛂศ㔝㸧ࠖࠕ᭷ᩱ㐨㊰ࠊỈ㐨ࠊ
ୗỈ㐨ࠊබႠఫᏯ࡞ேཱྀῶᑡࡼࡿ㟂せῶᑡ➼ᑐᛂࡋࡓࢭࢵࢺ࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢ㧗ᗘࡸ᪂つᴗ㛤Ⓨࡀᚲせ࡞ศ㔝㸦ᡂ⇍ᑐᛂศ㔝㸧ࠖศ㢮ࡋࠊ
௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࠋ




ͤබඹタ➼㐠Ⴀᶒไᗘࢆά⏝ࡋࡓ 3), ᴗ㸦㢮ᆺϨ㸧
ࠊ┈タࡢేタ࣭ά⏝࡞
ᴗධ➼࡛㈝⏝ࢆᅇࡍࡿ 3333), ᴗ㸦㢮ᆺϩ㸧ཬࡧබⓗື⏘ࡢ᭷ຠά⏝ࢆᅗ
ࡿ 333 ᴗ㸦㢮ᆺϪ㸧ࠋ

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡘ࠸࡚ࡣࠊබඹタ➼ࡢ㐠ႠẸ㛫ࡢ⤒Ⴀཎ⌮
ࢆᑟධࡍࡿࡇࡼࡾࠊཝࡋ࠸㈈ᨻ≧ἣࡢୗ࡛ࡢຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞ࣥࣇ
ࣛᩚഛ࣭㐠Ⴀࢆྍ⬟ࡍࡿࡶࠊẸ㛫ᴗࡁ࡞ᕷሙᅜ㝿➇தຊ
ᙉࡢࢳࣕࣥࢫࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ
ࠕ3333), ᥎㐍ࢡࢩࣙࣥ
ࣉࣛࣥࠖ᪂ࡓᥖࡆࡽࢀࡓᩥᩍタ㸦ࢫ࣏࣮ࢶタ࣭♫ᩍ⫱タ࣭ᩥタ㸧
㸦ᮏᖺᗘࡽ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫࡛㸱௳ࡢබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࢆά
⏝ࡋࡓ 3), ᴗࡢලయ㸧ࡸබႠఫᏯ㸦ᮏᖺᗘࡽ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ
㛫࡛㸴௳ࡢࠕ3333), ᥎㐍ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࠖ࠾ࡅࡿ㸱㢮ᆺͤࡢᴗࡢල
య㸧ࢆྵࡴᩘ್┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ┠ᶆࢆ๓ᥦࠊ3333), ࡢ㔜せ࡞ᰕ࡛࠶ࡿබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢ
᭦࡞ࡿά⏝ᣑྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ㜰ᕷࡢỈ㐨ᴗࠊ⚟ᒸᕷࡢ
࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣇࣟࣥࢺ㛤Ⓨ࣭බඹタ➼㐠Ⴀᶒ௳ࠊᾏ㐨ࡢ」ᩘ✵ ࡞
ࡢඛ⾜௳ࡀඞ᭹ࡍࡁㄢ㢟╔ᐇᑐฎࡍࡿࡇࡍࡿࠋ





.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸰㸫㸱㸬බⓗࢧ࣮ࣅࢫ࣭㈨⏘ࡢẸ㛫㛤ᨺ㸦3333), ࡢά⏝ᣑ➼㸧
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ᡂ㛗ᑐᛂศ㔝࡛ㅮࡎࡁ⟇
࣭Ᏻᛶ㓄៖ࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࠊᅜෆ⥺ࡢಖᏳ༊ᇦෆࡢ᪑ᐈ௨እࡢ
⪅ࡢධሙࠊྠ༊ᇦࡢཔᡣᶵჾ➼ࡢᣢ㎸ࡳࠊᅜෆ⥺ᅜ㝿⥺ࡢಖᏳ᳨
ᰝࡢẁ㝵 &,4 タࡢ⛣タࢆྍ⬟ࡍࡿ⤌ࡳࡢᑟධཪࡣ㐠⏝ࡢ
᫂☜ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
࣭ᅜ㐠Ⴀᶒ⪅ࡢ㛫࡛༊ศᡤ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ &,4 タࡘ࠸࡚ࠊ㐠Ⴀᶒ⪅
ࡢᡤ᭷ᶒ⛣㌿ཬࡧᅜࡢ㈚ࢆ㐍ࡵࠊࢱ࣮࣑ࢼࣝࣅࣝෆࡢᰂ㌾࡞ࣞ
࢘ࢺኚ᭦ࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭฿╔ච⛯ᗑไᗘࡘ࠸࡚◊✲᳨࣭ウࢆ⾜࠺ࠋ
࣭࡞㐠⯟ཬࡧᏳ☜ಖࢆ๓ᥦࠊไ㝈༊ᇦෆ࠾ࡅࡿᕤࡢ㛫ไ
㝈⦆ࡸ⯟✵ⅉⅆ⏝ྍ⬟〇ရࡢ⠊ᅖࡢ᫂☜ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
࣭ᾏ㐨࠾ࡅࡿ」ᩘ✵ ࡢබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᗈᇦⓗ࡞ほග࿘㐟࣮ࣝࢺᙧᡂ࡞ࡢほගᡓ␎ࡢほⅬ࡛ࠊ୍యⓗ࡞ẸႠ
ࢆຠ⋡ⓗ㐍ࡵࡿࠋ
࣭ᕷ⟶⌮✵ ಀࡿᆅ᪉⛯ᥐ⨨ࡸ⿵ຓ➼㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⊂❧᥇⟬ᆺ࡛
ࡣ࡞࠸බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢά⏝ࡼࡗ࡚ࡶ㈈ᨻつᚊࡀᦆ࡞ࢃࢀ
࡞࠸ᙧ࡛ࡢࢥ࣮ࣝࣇࢵࢸࣥࢢࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
࣭௳ᙧᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊタ༢యࡢබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧά⏝ࡢ᳨ウ
ࡲࡽࡎࠊ」ᩘタ➼ࢆᑐ㇟ࡋࡓ」ྜⓗ୍࣭యⓗ࡞ྠ᪉ᘧά⏝
ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ≉ࠊ㒔ᕷ㒊ࡢᩥᩍタࡘ࠸࡚ࡣࠊ࿘㎶ࡢタࡶໟ
ྵࡋࡓ」ྜⓗ㐠Ⴀࢆ᳨ウࡍࡿ⤌ࡳࢆᑟධࡍࡿࠋ
࣭ᩥᩍタࡘ࠸࡚ࠊᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡢ㔜㐺⏝ࡀせ࡞ࡿᡭἲ࡞
ࠊࡢศ㔝ࡢࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛
ᚲせ࡞ࡿㄽⅬࢆ᳨ウࡋࠊᮏᖺᗘ୰ࢆ┠㏵⤖ㄽࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉
බඹᅋయࡀ⾜࠺බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢ‽ഛᴗ➼㛵ࡍࡿ㈇ᢸ
ࡘ࠸࡚ᨭࡢ⤌ࡳࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭ࢡ࣮ࣝࢬ⯪ྥࡅ᪑ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝタ➼ࡘ࠸࡚ࠊබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉
ᘧࡀά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᾏእࡢࡸ࣮ࣘࢨ࣮ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⤌
ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ᪤Ꮡࡢᴗࡢࢥ࣮ࣝࣇࢵࢸࣥࢢࢆᅗࡿ
ࡓࡵࠊ᪤Ꮡࡢไᗘࢆබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧ㐺⏝ࡍࡿ⤌ࡳࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡶࠊᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ㔜㐺⏝࡛せ࡞ࡿᡭἲࡘ࠸࡚ࡶ᳨
ウࡍࡿࠋ
࣭⮫ ᆅ༊࠾ࡅࡿ᪑ᐈࢆᑐ㇟ࡋࡓၟᴗάືࢆ㐍ࡵࡿᡭἲࢆ᳨
ウࡍࡿࡶࠊ0,&( タࡢ࿘㎶⎔ቃᩚഛࡘ࠸࡚ࠊᚲせ࡛࠶ࢀࡤᅜ
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ᐙᡓ␎≉༊➼ࡶά⏝ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭ࢡ࣮ࣝࢬ⯪ྥࡅ᪑ᐈࢱ࣮࣑ࢼࣝタཬࡧ 0,&( タࡘ࠸࡚ࡣࠊබඹ
タ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࢆά⏝ࡋࡓ 3), ᴗࡢ௳ᩘಀࡿᩘ್┠ᶆࡢタᐃ
ࢆ⾜࠺ࠋ

ᡂ⇍ᑐᛂศ㔝࡛ㅮࡎࡁ⟇
࣭Ỉ㐨ᴗ࠾࠸࡚ࠊඛ⾜௳ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࠊබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉
ᘧࡢᅜෆ࠾ࡅࡿᡂᯝࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ๓ྲྀࡾ⤌ࡴ௳࡞୍ᐃࡢࡶ
ࡢ㝈ࡗ࡚ࠊ㔠ࡸ⿵ຓ㔠ࡼࡿᥐ⨨➼ࡼࡗ࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢ
᪂ࡓ࡞㈇ᢸឤࢆ᭱㝈࡞ࡃࡍ⤌ࡳࡢᑟධࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭Ỉ㐨ᴗ➼࠾ࡅࡿබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢᑟධࡢྍྰࢆ᳨ウࡍࡿ㝿
ᚲせ࡞ሗࢆᆅ᪉බඹᅋయ➼ᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊᾏእ࠾ࡅࡿඛ⾜
ࡢ㞟࣭ศᯒࢆᮏᖺ୰⾜࠸ࠊ⤖ᯝࢆ࿘▱ࡍࡿࠋ
࣭Ỉ㐨ᴗ࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀᏳᚰࡋ࡚බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࢆ
ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡀබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧά⏝࠾࠸
࡚ࡶỈ㐨ᴗ㛵࡛ࡁࡿ᰿ᣐࢆṧࡍ⤌ࡳࠊ㐠Ⴀᶒ⪅ࡢ⤒Ⴀ≧ἣࡸ
Ỉ㉁➼ࢆᅜࡀ㔜ⅬⓗⅬ᳨ࡍࡿ⤌ࡳࠊẸ㛫ᴗࡀỈ㐨ᴗࡢ㐠Ⴀ
㛵ࢃࡿࡇࢆ๓ᥦࡋࡓᩱ㔠ཎ౯ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚ࠊỈ㐨ἲ㸦
  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧つᐃࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭㐠Ⴀᶒ⪅ࡀỈ㐨ἲࡸᕤᴗ⏝Ỉ㐨ᴗἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ୖࡢ
ㄆྍࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࡢලయⓗ࡞⏦ㄳᡭ⥆ࡸㄆྍᇶ‽ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺ୰
᫂☜ࡋࡓୖ࡛ᆅ᪉බඹᅋయ➼࿘▱ࡍࡿࠋ
࣭බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࢆᡂ⇍ᑐᛂศ㔝ࡢᴗᑟධࡍࡿᆅ᪉බඹᅋయ
ࡀࠊᙜヱᴗ᭷ࡍࡿമົࢆ㐠Ⴀᶒᑐ౯➼࡛⧞ୖൾ㑏ࡍࡿ㝿ࠊྠ᪉
ᘧࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬࡽࠊ⿵ൾ㔠ࡢච㝖࣭㍍ῶࡸࡑࡢ௦᭰ᥐ⨨
ࡘ࠸࡚ኟࡲ᳨࡛ウࡋࠊᮏᖺ୰⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
࣭Ỉ㐨ᴗ࠾࠸࡚ࠊᮇ୰ࡢタഛᢞ㈨㈝⏝ࢆ‽ഛ㔠➼ࡢᙧ࡛✚ࡳ❧࡚ࡿ
ᥐ⨨ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭Ỉ㐨ᴗࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏝ேཱྀࡢᮏ᱁ⓗ࡞ῶᑡࡢ୰࡛ࠊᏳᐃⓗ࡞⤒Ⴀ
ࢆ☜ಖࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞ᩚഛ࣭⟶⌮ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚ࠊ
ᴗࡢᗈᇦࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢᑟධࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࠋ
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ศ㔝ᶓ᩿ࡢ⟇
࣭ᚋࡢ௳ᣑྥࡅ࡚ࠊẸ㛫ᴗࡢᑐヰࡢሙࢆ㏿ࡸタࡅࠊᢞ
㈨ྍ⬟ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵᚲせ࡞ྲྀ⤌㛵ࡍࡿពぢ⫈ྲྀࢆ⾜࠸ࠊᮏᖺ୰
ࡑࡢෆᐜࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ
࣭ᖜᗈ࠸ศ㔝࡛බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊᚑ᮶ࡣẸ㛫ᴗࡀᢸ
ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓศ㔝ࡀẸ㛫ᴗ㛤ᨺࡉࢀࡿࡇࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿே
ᮦࢽ࣮ࢬ➼ࢆᢕᥱࡋࠊ㐺ษ࡞ேᮦ౪⤥ࡀᅗࡽࢀࠊᾏእࡢᒎ㛤ࡶど㔝
ࠊ㐺ษ࡞⏘ᴗࡋ࡚ࡢⓎᒎࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊᚲせ࡞⎔ቃᩚഛࢆᅗ
ࡿࠋ
࣭ඛ⾜௳ࡢᶓᒎ㛤ࢆᅗࡿୖ࡛ࠊᆅ᪉බඹᅋయ㛫ࡢሗ࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢඹ
᭷ࡀ㔜せ࡞ࡇࡽࠊලయⓗ௳ᙧᡂྥࡅ᳨࡚ウࡍࡿ 3333), ᆅᇦ
ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ☜ᐇ࡞௳ᙧᡂࡘ࡞
ࡀࡿࡼ࠺㐠⏝ࢆᕤኵࡍࡿࠋ

167

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
㸦᪂ࡓ࡞┠ᶆࡢୗ࡛ࡢᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢຍ㏿ⓗ᥎㐍㸧
ࠕᅜᐙᡓ␎≉༊ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᡂ❧ࡋࡓᅜᐙᡓ␎≉
ู༊ᇦἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕࠋᖺ㸵᭶ᨵṇ㸧ᇶ࡙ࡁࠊᖺᗘᮎ
ࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫ࢆ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ࡋࠊ࠸ࢃࡺࡿᒾ┙つไ⯡ࡘ࠸࡚✺◚
ཱྀࢆ㛤࠸࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡼࡾᐇ⌧ࡋࡓつไᨵ㠉㡯ࡣࠊᅜⓗᥐ⨨
➼ࢆྵࡵ  ௨ୖ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ≉ࠊ㒔ᕷィ⏬ࡢᡭ⥆㎿㏿ࠊ࠸ࢃࡺࡿ
ẸἩ㸦ᐟἩྍ⬟࡞ఫᒃ㸧ࡢゎ⚗ࠊ་Ꮫ㒊ࡢ᪂タࠊᆅᇦ㝈ᐃಖ⫱ኈไᗘࡢ
タࠊ㞠⏝᮲௳ࡢ᫂☜㸦㞠⏝ປാ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡢタ⨨㸧
ࠊබ❧ᏛᰯࡢẸ
㛫㛤ᨺࠊ㎰ᴗጤဨࡢົศᢸࡢぢ┤ࡋ࡞ࠊỌᖺࢃࡓࡾᐇ⌧࡛ࡁ࡞
ࡗࡓつไᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊᖹᡂ  ᖺ㸳᭶ࠊᖺ㸶᭶ࠊᮏᖺ㸯᭶㸱ḟࢃࡓࡾᣦᐃࡋ࡚ࡁ
ࡓ  ࡢ༊ᇦ㸦ࠕᮾிᅪࠖ
㸦ᮾி㒔ࠊ⚄ዉᕝ┴ࠊ༓ⴥ┴༓ⴥᕷࠊᡂ⏣ᕷ㸧ࠊ
ࠕ㛵すᅪࠖ
㸦㜰ᗓࠊරᗜ┴ࠊி㒔ᗓ㸧
ࠊ
ࠕ᪂₲┴᪂₲ᕷࠖࠊ
ࠕරᗜ┴㣴∗ᕷࠖ
ࠊ
ࠕ⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷ࣭ᕞᕷࠖ
ࠊ
ࠕἈ⦖┴ࠖ
ࠊ
ࠕ⛅⏣┴ᕷࠖ
ࠊ
ࠕᐑᇛ┴ྎ
ᕷࠖ
ࠊ
ࠕឡ▱┴ࠖࠊ
ࠕᗈᓥ┴࣭ឡ┴ᕷࠖ㸧࠾࠸࡚ࠊྜィ  ࡶࡢᴗ
ࡀࠊࡑࢀࡒࢀ  ᅇࠊ ᅇ㛤ദࡋࡓᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦ㆟㸦௨ୗࠊ
ࠕ༊ᇦ
㆟ࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦㅎၥ㆟ࢆ㏻ࡌෆ㛶⥲⌮⮧ࡼ
ࡾㄆᐃࡉࢀࠊ⌧ᅾࠊ┠ぢ࠼ࡿᙧ࡛㎿㏿㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡉࡽࠊ㞟୰ྲྀ⤌ᮇ㛫ࡢ㞟ᡂࡋ࡚ࠊᮏᖺ㸱᭶ࡣࠊ
ࠕ
ࠗ᪥ᮏ⯆ᡓ
␎࠘ᨵゞ ࠖ┒ࡾ㎸ࢇࡔつไᨵ㠉㡯ຍ࠼ࠊ༊ᇦ㆟ཬࡧᅜ
ࡽເ㞟ࡋࡓᥦࢆࡶࠊ་⒪ࠊほගࠊ㎰ᴗ࡞ࡢศ㔝ಀࡿ᪂ࡓ࡞つ
ไᨵ㠉㡯➼ࢆᐃࡵࡓᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦἲᨵṇࢆࠊᅜᥦฟࡋࠊྠ

Ȼ

ࠕ ᖺࡲ࡛ࠊୡ⏺㖟⾜ࡢࣅࢪࢿࢫ⎔ቃࣛࣥ࢟ࣥࢢ࠾࠸࡚ࠊ
ࠓ.3,ࠔ
᪥ᮏࡀඛ㐍ᅜ㸱௨ෆධࡿࠖ
  э ᖺ  ᭶බ⾲  㸦๓ᖺẚ㸰ᚋ㏥㸧
ͤࣛࣥ࢟ࣥࢢᡭἲࡢኚ᭦ࡼࡾࠊ๓ᖺⅬ࡛ࡢ㡰ࡣ  
ࡽ  ಟṇࠋ
ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺࡲ࡛ࠊୡ⏺ࡢ㒔ᕷ⥲ྜຊࣛࣥ࢟ࣥࢢ࠾࠸࡚ࠊᮾி
ࡀ㸱௨ෆධࡿ㸦 ᖺ㸲㸧
ࠖ
  э ᖺ  ᭶බ⾲㸲㸦๓ᖺྠ㡰㸧

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸱㸬ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡼࡿ⫹࡞つไᨵ㠉
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ղᴗᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢࠕ❆ཱྀࠖᶵ⬟ࡢᙉ
ࡲࡓࠊᅜྛᆅࡢẸ㛫ᴗ⪅ࡸᆅ᪉⮬యࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿไᗘ㠃࡛ࡢ
㜼ᐖせᅉࡘ࠸࡚ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᅜᐙᡓ␎≉༊࠾ࡅࡿᥐ⨨࡞ࡽ࡞࠸ࡶ
ࡢ㸦ᅜⓗᥐ⨨ࡸᵓ㐀ᨵ㠉≉༊࠾ࡅࡿᥐ⨨ຍ࠼ࠊ⌧⾜ไᗘ࠾࠸࡚
ᐇ⌧ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡢ☜ㄆ➼㸧ࢆྵࡵࠊ୍ࡘ୍ࡘࡢලయⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ
ᖖ࣭⥙⨶ⓗᑐᛂࡋࠊ࠶ࡽࡺࡿᴗࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿࡓࡵࡢࠕ❆ཱྀ㸦ࢤ࣮
ࢺ࢙࢘㸧ࠖࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡘ࠸࡚ࠊ⤒῭ᅋయ➼ࡢࡼࡾᐦ᥋࡞㐃ᦠࡢࡶ

ձṧࡉࢀࡓࠕᒾ┙つไࠖࡢᨵ㠉
  ⤒῭♫ໃࡢኚࡢ୰࡛Ẹ㛫ࡀពᕤኵࢆⓎࡍࡿୖ࡛ࡢ㞀ᐖ
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎỌᖺࢃࡓࡾᨵ㠉ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺
࡞ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᒾ┙つไࠖࡘ࠸࡚ࠊᅜᐙᡓ␎≉༊ࡼࡿつไ࣭ไᗘᨵ
㠉ࡢ✺◚ཱྀࢆ㛤ࡃࠋ
ලయⓗࡣࠊᙜ㠃ࠊ࠼ࡤ௨ୗࢆ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴࡁศ㔝࣭㡯
ࡋ࡚ࠊつไᨵ㠉㡯ࡢ㏣ຍࡸ῝᥀ࡾຍ࠼ࠊᚲせ࡞ᣦᐃ༊ᇦࡢ㏣ຍࡸࠊ
ᨵ㠉㡯ࢆά⏝ࡋࡓලయⓗᴗࡢࠕྍどࠖ࡞ࡘ࠸࡚ࠊ୍ᒙࡢຍ㏿
ⓗ᥎㐍ࢆᅗࡿࠋ
࣭ᖜᗈ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿࠕእᅜேᮦࠖࡢཷධࢀಁ㐍
࣭බඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢά⏝➼ࡼࡿࠕࣥࣂ࢘ࣥࢻࠖࡢ᥎㐍
࣭ᖜᗈ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿࠕࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࠖࡢ᥎㐍
࣭ᖜᗈ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿᴗయ㛫ࡢࠕࢥ࣮ࣝࣇࢵࢸࣥࢢࠖࡢᐇ⌧
࣭≉ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ᪂つᴗ➼࠾ࡅࡿࠕከᵝ࡞ാࡁ᪉ࠖࡢ᥎㐍
࣭ᆅ᪉⏕ᐤࡍࡿࠕ➨୍ḟ⏘ᴗࠖࡸࠕほගࠖศ㔝➼ࡢᨵ㠉 
࡞

ᖺ㸳᭶ᡂ❧ࡋࡓࠋ

ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢࠕ᪂ࡓ࡞┠ᶆࠖࡢタᐃ
ᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢࠕ➨ࢫࢸ࣮ࢪࠖࢆຍ㏿ⓗ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᮾி࢜ࣜ
ࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡶど㔝ᖹᡂ  ᖺ㸦 ᖺ㸧ࢆ╮
ࡳࡘࡘࠊࡲࡓࠊ
ࠕᡓᚋ᭱ࡢྡ┠ *'3 ࠖࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ᮶ᖺᗘ
ᮎࡲ࡛ࡢ㸰ᖺ㛫ࢆࠕ㞟୰ᨵ㠉ᙉᮇ㛫ࠖࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆࠕ᪂ࡓ࡞
┠ᶆࠖࡋ࡚タᐃࡍࡿࡇࡼࡾࠊẸ㛫ࡢ⬟ຊࡀ༑ศⓎ࡛ࡁࡿࠊୡ
⏺୍࡛␒ࣅࢪࢿࢫࡢࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ⤒῭ᡂ㛗ࡘ࡞ࡆࡿࠋ
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᭦࡞ࡿつไᨵ㠉㡯ࡢ㏣ຍ➼
ᅜᐙᡓ␎≉༊㛵ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ✚ࡳṧࡋࢆྵࡵࠊᅜࡽເ㞟ࡍࡿ
つไᨵ㠉ᥦຍ࠼ࠊ௨ୗࡢつไᨵ㠉㡯➼ࡘ࠸࡚ࠊᅜᐙᡓ␎≉ู༊
ᇦㅎၥ㆟ࡸᅜᐙᡓ␎≉༊࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࠊᅜᐙᡓ␎≉ู
༊ᇦἲ➼᪂ࡓ㏣ຍࡍࡃ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊḟᮇᅜࡢᥦฟࡶྵࡵࠊ㏿
ࡸἲⓗᥐ⨨➼ࢆㅮࡎࡿࠋ
  ࡑࡢ㝿ࠊᅜᐙᡓ␎≉༊ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡽࡢᥦࡸࠊ⤖ᯝ
ࡋ࡚ᅜᐙᡓ␎≉༊࠾ࡅࡿᥐ⨨࡞ࡽ࡞ࡗࡓᥦࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲせ
ᛂࡌࠊ
ࠕᅜつᶍཪࡣᑡ࡞ࡃࡶ≉༊ࡢ⪅ᢥ୍ࡢୗ࡛ᨵ㠉ࢆᐇ⌧ࡍࡿࠖ
ࡢほⅬࡽᅜつᶍࡢつไᨵ㠉ᥐ⨨ࡋ࡚ࠊࡲࡓࡣࠊᵓ㐀ᨵ㠉≉༊࣭
⥲ྜ≉༊࠾ࡅࡿつไᨵ㠉ᥐ⨨ࡋ࡚✚ᴟⓗ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᐇ⌧ࢆᅗࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦᇶᮏ᪉㔪ࠊ
ࠕᑡ࡞ࡃࡶᖺ㸰ᅇࡣᥦເ㞟ࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࠖࡋ࡚࠸ࡿࡇᇶ࡙ࡁࠊᅜࡢᆅ᪉⮬యࡸẸ㛫ࡽࡢᥦ
ເ㞟ࢆࠊẖᖺ╔ᐇ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊᡂ㛗ᡓ␎࠾ࡅࡿᨵ㠉ࡢ࣓ࣔࣥࢱ࣒࡛࠶ࡿࠕᨵ㠉㸰㸮㸰㸮ࠖ
ಀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㏣ຍࡸ῝᥀ࡾࢆᅗࡿࡓࡵࡢẸ㛫ᴗ⪅ࡸ⮬య
ࡽࡢᥦࡘ࠸࡚ࡶేࡏ࡚ເ㞟ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ࡢᐇ⌧
ࢆᅗࡿࡇࡼࡾࠊྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫಀࡿලయࢆ᥎

Ȼ

ࠊ୍ᒙࡢᙉࢆᅗࡿࠋ

㎿㏿࡞ᴗࡢලయ࣭ᐇࠊᣦᐃ༊ᇦࡢ㏣ຍ➼
  ⌧ᅾࡢ  ࡢᣦᐃ༊ᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦἲᇶ࡙ࡃつไ
ᨵ㠉㡯ࢆవࡍࡇ࡞ࡃά⏝ࡋࠊලయⓗᴗࢆ┠ぢ࠼ࡿᙧ࡛㎿㏿ᐇ
⌧ࡍࡿࡼ࠺ࠊ㛵ಀᆅ᪉⮬య➼ᙉຊ࡞ാࡁࡅࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ㸯ḟᣦᐃࡢ㸴༊ᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊᖺᗘᮎᐇࡋࡓࡇࢀࡲ࡛
ࡢྲྀ⤌ᑐࡍࡿホ౯ࢆཷࡅࠊ᭦࡞ࡿᨵ㠉ࡘ࡞ࡆࡿࡶࠊ㸰ḟᣦᐃ
௨㝆ࡢ༊ᇦࡘ࠸࡚ࡶࠊྠἲཬࡧࠕᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦᇶᮏ᪉㔪ࠖ
㸦ᖹᡂ 
ᖺ㸰᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧ࡢࡗࡾࠊᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦㅎၥ㆟➼࠾
࠸࡚ࠊᨵ㠉ࡢᡂᯝࢆཝ᱁ホ౯ࡋࡓୖ࡛ࠊ3'&$ ࢧࢡࣝࡼࡿ㐍ᤖ⟶⌮
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡲࡓࠊᅜࡢᆅ᪉⮬యࡸẸ㛫ࡽࡢ⤒῭ຠᯝࡢ㧗࠸つไᨵ㠉ᥦࡀ
࠶ࢀࡤࢫࣆ࣮ࢹᑐᛂࡋࠊ୍ࡘ୍ࡘࡢලయⓗᴗࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊ
ࡑࡢࡓࡵᚲせ࡛࠶ࢀࡤࠊ᪂ࡓ࡞༊ᇦࢆᣦᐃࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ղᮾி㛤ᴗ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢭࣥࢱ࣮ࡢᢤᮏⓗᙉ
࣭ᖺ㸲᭶ࡼࡾ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠕᮾி㛤ᴗ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠾ࡅ
ࡿ㉳ᴗ࣭㛤ᴗᚲせ࡞ྛ✀⏦ㄳ➼ࡢཷࡘ࠸࡚ࠊእᅜேࢆྵࡵࡓ㉳
ᴗ࣭㛤ᴗࢆ᭦ಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊⓏグࠊ⛯ົࠊᖺ㔠➼ࡢ㸴ົࡘ࠸࡚
㟁Ꮚ⏦ㄳࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᨭయไ➼ࢆᩚഛࡍࡿࡶࠊ⌧ᅾࠊ
ධᅜ⟶⌮➼ࡢ୍㒊ࡢົࡘ࠸࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡿ❆ཱྀ࠾ࡅࡿ⏦ㄳࡢ
ཷ➼ࡘ࠸࡚ࠊࡍ࡚ࡢົ⠊ᅖࢆᣑࡍࡿ➼ࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ
౽ᛶࡢᢤᮏⓗ࡞ྥୖࢆᅗࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊ㛤ᴗక࠺እᅜேᮦࡢධᅜᡭ⥆ࡁࡢࢆᅗࡿほⅬࡽࠊྠ
ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ⏦ㄳྍ⬟࡞ᅾ␃㈨᱁ࡢᑐ㇟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ⤒Ⴀ࣭⟶⌮ࠖ
ࠊ
ࠕᴗෆ㌿ࠖຍ࠼ࠊ
ࠕᢏ⾡࣭ேᩥ▱㆑࣭ᅜ㝿ᴗົࠖࢆ㏣ຍࡍࡿࠋࡉ
ࡽࠊᅾ␃㈨᱁ࡘ࠸࡚ࠊἲே㛤タᚋྠࢭࣥࢱ࣮࡚⏦ㄳ࡛ࡁࡿᮇ
㝈ࢆࠊ⌧≧ࡢ㸴᭶௨ෆࡽᘏ㛗ࡍࡿࠋ
࣭ࡉࡽࠊྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ⏝⋡ྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡢ୰ᑠ࣭࣋ࣥࢳࣕ
࣮ᴗࡢᨭ⟇ࡶᐦ᥋㐃ᦠࡍࡿࡶࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏ㈠

ձᮾிᅪ࠾ࡅࡿᅜ㝿㒔ᕷᶵ⬟ࡢ᭦࡞ࡿྥୖ➼
࣭ෆእࡢ㔠⼥ᶵ㛵➼ࢆ㞟✚ࡉࡏ㛵㐃ࡢேᮦ⫱ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࡢࠊᮾி㥐࿘
㎶ࡢࠕᮾிࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣅࢪࢿࢫ࣭ࣇࣟࣥࢺࠖࢆᵓᡂࡍࡿ  ᴗࢆጞ
ࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᮾிᅪ࠾࠸࡚ࠊ㒔ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ
➨  ྕ㸧ࡢ≉➼ࢆά⏝ࡍࡿࠕ㒔ᕷ⏕ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣ  ᴗ
ࡶୖࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕᖺᗘᮎࡲ࡛ㄆᐃࡉࢀࡓ  ᴗࡔࡅ࡛ࡶࠊ⤒῭
Ἴཬຠᯝࡣ⣙  ࡶୖࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᘬࡁ⥆ࡁࠊ㒔ᚰᒃఫಁ㐍ࡢࡓࡵࡢఫᏯᐜ✚⋡➼ࡢ⦆㸦ᘓ⠏ᇶ‽ἲ㸦
  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡢ≉㸧ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊࡋ࡚ᮾிᅪ
ࡢᅜ㝿㒔ᕷᶵ⬟ࢆ᭦ྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊ༊ᇦ㆟➼࠾࠸࡚ᚲせ࡞ㄪ
ᩚࢆᛴࡂࠊ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣅࢪࢿࢫ࣭ࠖࡋ࡚ࠊୖグࠕ㒔ᕷ⏕ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢྜィᩘࡘ࠸࡚ࠊᚋ㸰ᖺ㛫࡛  ᴗࡍࡿᵓࢆ
ᥖࡆࠊࡑࡢ᪩ᮇᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭ࡉࡽࠊ
ࠕᐙᨭእᅜேᮦࡢཷධࢀࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊලయⓗࢽ࣮ࢬࡀ
ࡁ࠸ᮾி㒔࠾࠸࡚ࠊ⚄ዉᕝ┴➼ࡢᐇ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡢᐇࢆ
✚ᴟⓗ᳨ウࡋࠊ㏿ࡸ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

㐍ࡍࡿࠋ
㸦ୡ⏺ᡓ࠼ࡿᅜ㝿㒔ᕷࡢᙧᡂࠊᅜ㝿ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᣐⅬࡢᩚഛ㸧
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յᆅᇦࡢᐇ༶ࡋࡓᚅᶵඣ❺ᑐ⟇
࣭㒔ᕷ㒊ࢆ୰ᚰࠊᚅᶵඣ❺ࢆ㏿ࡸゎᾘࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿ୰࡛ࠊ

մᅜᐙᡓ␎≉༊࠾ࡅࡿࠕẸἩࠖࡢ᳨ド➼
࣭ෆእほගᐈ➼ࡢᐟἩࢽ࣮ࢬࡢᛴቑᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾᮾி㒔⏣༊
➼ࡢᅜᐙᡓ␎≉༊࠾࠸࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕẸἩࠖᴗ㸦≉༊
ẸἩ㸧ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᐇ⦼ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᴗᐇక࠺ලయⓗ࡞
ㅖㄢ㢟ಀࡿ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ࡑࡢ㝿ࠊ⌧ᅾ᳨ウ୰ࡢẸἩ࣮ࣝࣝࡢᅜᥐ⨨㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊᅜᐙᡓ␎
≉༊ಀࡿ༊ᇦ㆟࠾࠸࡚ࠊ㝶ࠊ≉༊ẸἩ࠾ࡅࡿ᭱పᐟἩ᪥ᩘ
ࡸ᭱పᗋ㠃✚ಀࡿせ௳࡞ࡶྵࡵࠊ㏣ຍⓗ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ࡘ࠸
࡚Ẹ㛫ᴗ⪅➼ࡽពぢ⫈ྲྀࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ࢆ☜ᐇ
ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡍࡿࠋ

㸦ᚅᶵඣ❺ࡢᑐᛂ࡞ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ಖ㞀ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏㸧

ճᑠᆺ↓ேᶵࡸ⮬ື㉮⾜ಀࡿࠕ㏆ᮍ᮶ᢏ⾡ᐇドࠖࡢ᥎㐍
࣭
ࠕ
ࠗ᪥ᮏ⯆ᡓ␎࠘ᨵゞ ࠖᇶ࡙ࡁࠊᅜᐙᡓ␎≉༊࠾࠸࡚ࡣࠊᑠ
ᆺ↓ேᶵࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㸵᭶ࡢᕷࠊᮏᖺ㸲᭶ࡢ༓ⴥᕷ࡞ࠊࡲ
ࡓࠊ⮬ື㉮⾜ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᖺ㸰᭶ࡢ⚄ዉᕝ┴㸦⸨ἑᕷ㸧
ࠊྠᖺ㸱᭶ࡢ
ྎᕷ࡞࠾࠸࡚ᐇドᐇ㦂➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊᚋ
ࡶࠊᅜᐙᡓ␎≉༊࠾ࡅࡿࠕ㏆ᮍ᮶ᢏ⾡ᐇドࠖࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᮏ
ᖺ㸵᭶ࡢᕷ࠾ࡅࡿᑠᆺ↓ேᶵࡢᅜ㝿➇ᢏࡢ㛤ദࢆጞࡵࠊᚲせ
࡞つไᨵ㠉ࢆక࠺ሙྜࢆྵࡵࡓᐇドᐇ㦂➼ࢆ㧗࠸㢖ᗘ࡛⾜࠸ࠊࡑࡢຠ
ᯝࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ࡲࡓࠊ⮬ື㉮⾜ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࣞ࣋ࣝ㸲㸦⮬ື㉮⾜㸧ࠖࡲ
࡛ࡢᢏ⾡㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࠊ
ࠕᐁẸ ,76 ᵓ࣭࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ ࠖ
㸦ᖹ
ᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ ,7 ⥲ྜᡓ␎ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ᮶ᖺࢆ┠㏵≉
༊➼࠾࠸࡚↓ே⮬ື㉮⾜ࡼࡿ⛣ືࢧ࣮ࣅࢫಀࡿබ㐨ᐇドࢆᐇ
⌧ࡍࡃࠊ㌴ෆ㐠㌿⪅ࡀᅾ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㐲㝸⨨ࢆ㏻ࡌࡓ┘ど➼ࡸࠊ
ࣁࣥࢻࣝཬࡧࢡࢭࣝࡢ↓࠸⮬ື㐠㌿㌴୧ࡼࡿ㉮⾜࡞ࡀࠊබ㐨
࠾ࡅࡿᐇドᐇ㦂ࡋ࡚ྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊ㏿ࡸᡤせࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ

᫆⯆ᶵᵓ➼ࡢᴗ┦ㄯ❆ཱྀ➼࠾ࡅࡿࢭࣥࢱ࣮ࡢ✚ᴟⓗ࡞⤂ࡸࠊ
ᅜෆእࡢᴗᕼᮃ⪅ࡸእᅜᴗ➼ᑐࡍࡿ 35 ࢆᙉࡍࡿࠋ
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ո≉༊࠾ࡅࡿබົဨ➼ࡢࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖࡢඛ⾜ᐇ
࣭ᅜᐙᡓ␎≉༊࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡸ㞠⏝ᙧែࡢᑟධࢆᅗࡿࡓ
ࡵࠊ
ࠕ㞠⏝࢞ࢻࣛࣥࠖࡢᩚഛࠊ
ࠕ㞠⏝ປാ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢタ⨨➼

շࠕ་⒪ⓗࢣඣࠖࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ┳ㆤ㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞⤌
ࡳࡢᵓ⠏
࣭᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛⑱ࡢ྾ᘬࡸ⤒⟶ᰤ㣴➼ࡢࠕ་⒪ⓗࢣࠖࢆᚲせࡍࡿ
Ꮚࡶࡀᛴቑࡍࡿ୰࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ་⒪ⓗࢣඣࠖࡀ⩏ົ
ᩍ⫱ࢆ༑ศཷࡅࡽࢀࡿᶵࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࠊ⌧ᅾࡢゼၥ┳ㆤࡢぢ┤
ࡋࢆྵࡵࠊᏛᰯࡸ㏻Ꮫ➼ࡢᒃᏯ௨እࡢሙᡤ࡛ࡢ┳ㆤࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ
࠺᳨ウࡋࠊ㏿ࡸ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
࣭ࡑࡢ㝿ࠊ㈈※ࡢᅾࡾ᪉ࡸ㈈ᨻไ⣙ࡶ༑ศ⪃៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ㛵ಀྛ┬ࡢ᪤
Ꮡࡢ⟇ࡶᐦ᥋㐃ᦠࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ

նᑠつᶍㄆྍಖ⫱ᡤᑐࡍࡿࣂࣜࣇ࣮ࣜ᮲ࡢ㐺ྜච㝖ࡢ᫂☜
࣭ᚅᶵඣ❺ᑐ⟇ࡋ࡚ᑠつᶍㄆྍಖ⫱ᡤࡢタ⨨ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊඹྠఫ
Ꮿࡢ⏝㏵ኚ᭦ࡼࡿᑠつᶍㄆྍಖ⫱ᡤࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࠊᮾி㒔ࡀࠊࣂ
ࣜࣇ࣮ࣜἲᇶ࡙ࡃࠕᮾி㒔ᘓ⠏≀ࣂࣜࣇ࣮ࣜ᮲➨  ᮲ࠖ
ಀࡿලయⓗ㐠⏝ࡋ࡚ࠊᑠつᶍㄆྍಖ⫱ᡤࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶ‽ࢆ‶ࡓࡉ
࡞ࡃ࡚ࡶ⏝࡛ࡁࡿ᪨ࢆ㏻▱ࡼࡾ᫂☜࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᅜ࠾
࠸࡚ࡶࠊᑠつᶍㄆྍಖ⫱ᡤࡘ࠸࡚ྠἲࡢᘓ⠏≀⛣ື➼ᇶ‽
ࡢ㐺ྜࢆ⩏ົࡅ࡚࠸࡞࠸᪨ࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊᏊࡶࡶྵࡵࡓ⏕ά
⪅ࡢ⮬❧ࡋࡓ⏕άࡢ☜ಖ࠸ࡗࡓྠἲࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑠつᶍㄆྍಖ
⫱ᡤ࠾࠸࡚⏝ࡍࡿ⪅ࡀᐃࡉࢀ࡞࠸タഛ➼㛵ࡍࡿつไࢆồࡵ
࡞࠸࡞ࠊྜ⌮ⓗ࡞㐠⏝ࢆಁࡍࡓࡵࡢᡤせࡢᥐ⨨ࢆ㏿ࡸㅮࡎࡿࠋ

ᮏᖺ㸱᭶  ᪥ཌ⏕ປാ┬ࡀྲྀࡾࡲࡵࡓࠕᚅᶵඣ❺ゎᾘྥࡅ࡚
⥭ᛴⓗᑐᛂࡍࡿ⟇ࡘ࠸࡚ࠖཬࡧࠕࢽࢵ୍࣏ࣥ൨⥲ά㌍ࣉࣛࣥࠖ
ࡢෆᐜཬࡧࡑࡢᐇ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᚲせᛂࡌࠊᆅᇦࡢᐇࡸせ
ᮃ༶ࡋࡓᚅᶵඣ❺ᑐ⟇ࢆ᳨ウࡋࠊ㏿ࡸ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
࣭ࡑࡢ㝿ࡢලయⓗ࡞᳨ウᑐ㇟ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ಖ⫱ࡢ㉁ࢆపୗࡉࡏ࡞࠸ࡇ
ࢆ๓ᥦࠊᅜᐙᡓ␎≉༊ࡢά⏝ࡶྵࡵࠊ࠼ࡤࠊಖ⫱ኈࢆࢧ࣏࣮ࢺ
ࡍࡿಖ⫱ኈ௨እࡢಖ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࡢά⏝ࠊሗබ㛤ࡸ➨୕⪅ホ౯ࡢ᥎㐍
➼ࢆྵࡴࡶࡢࡍࡿࠋ
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պᖜᗈ࠸ศ㔝࠾ࡅࡿࠕእᅜேᮦࠖࡢཷධࢀಁ㐍
࣭ᅜᐙᡓ␎≉༊࠾ࡅࡿࠕእᅜேᮦࠖࡢཷධࢀࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㸵᭶ࡢ
ᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦἲᨵṇἲ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠕᐙᨭேᮦࠖࡸࠕᴗே
ᮦࠖಀࡿ≉ᥐ⨨ᇶ࡙ࡁࠊྠᖺෆࠊࡑࢀࡒࢀ⚄ዉᕝ┴ࠊᮾி㒔ࠊ
⚟ᒸᕷࡢᴗࡀㄆᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᮏᖺ㸱᭶ᅜᥦฟࡋࠊ㸳
᭶ᡂ❧ࡋࡓྠἲᨵṇἲࡣࠊ
ࠕࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥேᮦࠖࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭
ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡸࡑࢀᇶ࡙࠸ࡓᑵປࡢᶵࡢᐇࢆᅗࡿලయⓗ࡞᪉⟇
ࡘ࠸࡚ࠊᮏἲ⾜ᚋ㸯ᖺ௨ෆࢆ┠㏵ࡋ࡚᪩ᛴ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊࡑ
ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ᪨ࡢつᐃࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࠋ
࣭ࡲࡓࠊ
ࠕᅜᐙᡓ␎≉༊࠾ࡅࡿ㏣ຍࡢつไᨵ㠉㡯➼ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ

չ㎰ᐙẸᐟ➼ࡢᐟἩᴗ⪅ࡼࡿ᪑⾜ၟရࡢ⏬࣭ᥦ౪ࡢゎ⚗
࣭ゼ᪥እᅜேࢆྵࡵࡓほගᐈࡢቑຍᑐᛂࡋࠊᆅ᪉⏕ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ
ࡶࠊ㎰ᐙẸᐟ࡞ࠊཷࡅධࢀഃࡢᆅᇦ㸦╔ᆅ㸧࠾ࡅࡿពḧࡢ࠶ࡿ
ᐟἩᴗ⪅➼ࡀࠊᙜヱᆅᇦࡢᅛ᭷ࡢ㈨※ࢆ࠸ࡋࡓࠕᆅᇦ㝈ᐃࠖࡢ᪑
⾜ၟရࢆ⏬࣭ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࡇࡢࡓࡵࠊᐟἩᴗ⪅➼ࡼࡿࡇ࠺ࡋࡓࠕ╔ᆅᆺ᪑⾜ၟရࠖࡢྲྀᢅ࠸
ࡀᗈࡀࡿࡼ࠺ࠊ᪑⾜ᴗἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ୖࡢᚲ⨨㈨᱁࡛
࠶ࡿ᪑⾜ᴗົྲྀᢅ⟶⌮⪅ࡘ࠸࡚ࠊヨ㦂ࡢ⡆⣲➼ࡢぢ┤ࡋࢆࠊᅜᐙ
ᡓ␎≉༊࡛ࡢせᮃࡶ㋃ࡲ࠼᳨࡚ウࡋࠊᡤせࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ


㸦ほගᐈࡶྵࡵࡓእᅜேᮦࡢཷධࢀࡼࡿᆅ᪉⏕ࡢ᥎㐍㸧

ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᡂ㛗ศ㔝ࡢேᮦ⛣ືࢆࡍࡿࡓࡵࠊᙺᡤ
➼ࡽࢫࢱ࣮ࢺࢵࣉᴗࡢேᮦ⛣ືಀࡿ≉ᥐ⨨➼ࡶㅮࡌ࡚
ࡁࡓࠋ
࣭ࡇࢀࡲ࡛ࡢᥐ⨨ᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿࡶࠊ⮬య࡞ᙺᡤ࡛
ඛ⾜ࡋ࡚ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ࠼ࡤࠊྠ୍
ປാྠ୍㈤㔠ྥࡅ࡚ࠊබ❧ಖ⫱ᡤࠊᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮➼ࡢබⓗᴗ
ᡤ࡛ົࡍࡿṇつ⫋ဨ㠀ṇつ⫋ဨࡢᚅ㐝᱁ᕪṇ㛵ࡍࡿྲྀ⤌
ಀࡿ⮬యࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ୍ᐃࡢつไᨵ㠉㡯ࡢ㐺⏝ࡢᅾࡾ᪉ࢆ
᳨ウࡍࡿࡇ➼ࡼࡾࠊᙺᡤ࡛ඛ⾜ࡋ࡚ၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࡇࢆಁࡍࠋ
࣭ࡲࡓࠊ⮬య➼ࡽࡢᥦᇶ࡙ࡁࠊ≉༊ไᗘࢆά⏝ࡋ࡚ࠊබົဨࢆ
ᑐ㇟ࠊ㛫ࡽࢃࢀ࡞࠸ാࡁ᪉ࠊᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ࠊࢸ࣮ࣞ࣡ࢡࡢ
ᖜ࡞ᑟධᣑ➼ࡶᅗࡿࠋ
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ջᆅᇦ㝈ᐃᩘḟࣅࢨࡢⓎ⤥せ௳ࡢ᭦࡞ࡿ⦆➼
࣭ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢࡓࡿ⿕⅏ᆅ➼࠾ࡅࡿほගཬࡧ⯆ᨭࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࠊᆅᇦ㝈ᐃࣅࢨࡢⓎ⤥せ௳ࡢ᭦࡞ࡿ⦆ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡞ࠊ
㏿ࡸᡤせࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࠊほගᐈᩘࡢቑຍࢆᅗࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊేࡏ࡚ࠊ✵ ࡞ࡢྛ✀ࣥࣇࣛࡢබඹタ➼㐠Ⴀᶒ᪉ᘧࡢ
ᑟධࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊࡑࡢ㝿ࠊᅜᐙᡓ␎≉༊ಀࡿ༊ᇦ㆟࠾࠸
࡚ࠊ㝶ࠊ㏣ຍⓗ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ࡘ࠸࡚Ẹ㛫ᴗ⪅➼ࡽពぢ⫈
ྲྀࢆ⾜࠸ࠊᚲせ࡞つไ࣭ไᗘᨵ㠉ࢆ☜ᐇᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢࡍࡿࠋ

 ᖺ㸱᭶㸰᪥ᅜᐙᡓ␎≉ู༊ᇦㅎၥ㆟ࡾࡲࡵ㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ㎰
ᴗࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿእᅜேᮦࡢᑵປゎ⚗ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊ㛵ಀ┬ᗇ࡛㐃ᦠ
ࡋ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇ⤖ㄽࢆᚓࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㛵㐃⏘ᴗࡢάᛶࡸࣥࣂ࢘ࣥࢻᑐᛂࢆಁࡍࡓࡵࠊୖグࡢྛ✀እᅜே
ᮦࡣࡶࡼࡾࠊᅜᐙᡓ␎≉༊࠾࠸࡚ཷධࢀࡿࡁᖜᗈ࠸እᅜேᮦ
ࡘ࠸࡚ࠊᆅ᪉⮬యࡸẸ㛫ࡽࡢᥦ➼ᇶ࡙ࡁࠊཷධࢀಀࡿᚲせ
࡞᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ࡉࡽࠊ
ࠕᐙᨭእᅜேᮦࡢཷධࢀࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊලయⓗࢽ࣮ࢬࡀ
ࡁ࠸ᮾி㒔࠾࠸࡚ࠊ⚄ዉᕝ┴➼ࡢᐇ≧ἣࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᴗࡢᐇࢆ
✚ᴟⓗ᳨ウࡋࠊ㏿ࡸ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ࠙ᥖࠚ
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ࠓ.3,ࠔ
ࠕᖺಧไཪࡣΰྜ⤥ᑐ㇟⪅ࢆࠊ ᖺᗘࡣ  ேࠊ ᖺ
ᗘࡣ㸯ேつᶍࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
э ᖺ  ᭶ࡢᖺಧไ㐺⏝⪅ࡣ⣙  ே㸦㐩ᡂ㸧
ͤᅇࠊ᪂ࡓ࡞ .3, ࢆタᐃ㸦ᅜෆࢭࢡࢱ࣮㛫ࡢ◊✲⪅⛣ື⪅ᩘ
ࢆ  ᖺᗘᮎࡲ࡛㸰ቑຍࡉࡏࡿࠋ
㸧

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺᗘᮎ࡛ྛᏛࡢᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࡢ㓄ศཬࡧࡑࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡿ㐠Ⴀ㈝㔠ࡢ㢠ࢆ㸱㹼㸲ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
э ᖺᗘᐇ⦼㸸㸣㸦 ᖺᗘᐇ⦼㸸㸣㸧
ͤᅇࠊ᪂ࡓ࡞ .3, ࢆタᐃ㸦ᅜ❧Ꮫἲேࡢ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ
㛫㸦 ᖺᗘ㹼 ᖺᗘ㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛᏛࡢᶵ⬟ᙉࡢ
ࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ࡞ᨵ㠉ࡢྲྀ⤌㸦ᨵ㠉ຍ㏿ᮇ㛫୰㸦 ᖺᗘ㹼
ᖺᗘ㸧ࡢᨵ㠉ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ㓄ศཬࡧࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㐠Ⴀ
㈝㔠➼ࡢ㢠ࡢྜࢆ㸲⛬ᗘࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
㸧

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢ 9& ᢞ㈨㢠ࡢᑐྡ┠ *'3 ẚࢆ  ᖺࡲ࡛
ಸቑࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
ͤ⌧≧㸸㸣㸦㹼 ᖺࡢ㸱ᖺᖹᆒ㸧
㸦ෆ㛶ᗓࠕᅜẸ
⤒῭ィ⟬ࠖࠊ9(&ࠕ࣋ࣥࢳ࣮ࣕⓑ᭩ࠖࡼࡾ㸧
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,

ࠓ.3,ࠔ
ࠕᚋ  ᖺ㛫࡛ୡ⏺Ꮫࣛࣥ࢟ࣥࢢࢺࢵࣉ    ᰯ௨ୖධ
ࡿࠋ
ࠖ
эୡ⏺Ꮫࣛࣥ࢟ࣥࢢ  7LPHV +LJKHU (GXFDWLRQ ㄅ㸸
 ௨ෆ㸰ᰯࠊ46 ♫㸸ྠ㸳ᰯࠊୖᾏ㏻Ꮫ㸸ྠ㸲ᰯ

ࠓ.3,ࠔ
ࠕࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦ᢏ⾡ຊ㸧ୡ⏺ࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆ㸳ᖺ௨ෆୡ⏺
➨㸯ࠋࠖ
㸸㹼 ᖺ㸸➨㸳ࠊ㹼 ᖺ㸸➨㸲
э㹼 ᖺࡣᖺࡼࡾ㸯ࡘ㡰ࢆୗࡆ➨㸳



ࠕ ᖺࡲ࡛ᴗࡽᏛࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼ࡢᢞ㈨ࢆ
ࠓ.3,ࠔ
㸱ಸቑࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࠖ
㸸ᴗࡽᏛ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲ
ே➼ࡢ◊✲㈝ᨭฟ㸦 ᖺᗘᐇ⦼㸧 ൨
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸯㸬ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟຊࡢᙉ

ࡩࢀࡿேᮦࡢฟ➼

Ϫ ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟຊࡢᙉࠊࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄࠶
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᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢼࢩࣙࢼࣝࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡢୖࡆ
ᮏᖺ㸳᭶ࡢᅜ❧Ꮫἲேἲࡢ୍㒊ᨵṇἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧㸦௨
ୗࠕᨵṇᅜ❧Ꮫἲேἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ཬࡧ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡼࡿ◊✲
㛤Ⓨ➼ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧㸦௨ୗࠕ≉ᐃ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேἲࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢᡂ❧➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟຊ
ࡢᙉࡢࡓࡵࡢไᗘᩚഛࡸࠊࡑࡢᐇ㔜Ⅼࢆ⛣ࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᮏᖺᗘࡽጞࡲࡗࡓ➨㸳ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺ㸯
᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࡛ᡴࡕฟࡉࢀࡓࠕ6RFLHW\ࠖࡢᐇ⌧࣭ලయྥࡅࠊ
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⥲ྜᡓ␎ ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧
ࡢෆᐜࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏᖺᗘࡽ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫ࡀጞࡲࡗࡓᅜ❧
Ꮫࡢᶵ⬟ᙉࠊᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேࡢࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ࡢᙉࠊᢏ⾡࣭ேᮦ࣭
㈨㔠ࢆ⣕ྜࡍࡿඹࡢሙࡢᙧᡂࡢ᭦࡞ࡿᙉ➼ࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ
㠉ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰ࠊ࣮࢜ࣉࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡼࡿᇶ♏◊✲ࡽ♫ᐇ
ྥࡅࡓ㛤Ⓨࡢ㐃ᦠࢆ㎿㏿ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕ⤌⧊ࠖᑐࠕ⤌⧊ࠖࡢᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫ
ᐁ㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࠊࡑ
ࢀࡼࡾᚓࡽࢀࡓᯝᐇࡢḟࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ✀ࡢᢞ㈨࠸࠺ዲᚠ⎔
ࢆᙧᡂࡋࠊୡ⏺୍ࣀ࣮࣋ࢸࣈ࡞ᅜࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋ
◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡢ┠ᶆࡘ࠸࡚ࡣࠊᐁẸྜࢃࡏࡓ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࢆᑐ *'3 ẚ
ࡢ㸲㸣௨ୖࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࡍࡿࡶࠊᨻᗓ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀᨵ㠉ࡢᇶᮏ᪉㔪 ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧
┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠕ⤒῭࣭㈈ᨻ⏕ィ⏬ࠖࡢᩚྜᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᑐ *'3
ẚࡢ㸯㸣ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࡇࡍࡿࠋ
ᮇ㛫୰ࡢ *'3 ࡢྡ┠ᡂ㛗⋡ࢆ
ࠕ୰
㛗ᮇࡢ⤒῭㈈ᨻ㛵ࡍࡿヨ⟬ࠖࡢ⤒῭⏕ࢣ࣮ࢫᇶ࡙ࡃࡶࡢࡋ࡚ヨ⟬
ࡋࡓሙྜࠊ➨㸳ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ᮇ㛫୰ᚲせ࡞ࡿᨻᗓ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨
ࡢ⥲㢠ࡢつᶍࡣ⣙  ࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ┠ᶆࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࡣࠊᴗ࠾ࡅࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡘ࡞
ࡀࡿ୰㛗ᮇ࣭㠉᪂ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࡢ✚ᴟⓗ࡞ᢞ㈨ࡸࠕࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⤒Ⴀࠖ
ࡢࡓࡵࡢព㆑࣭⾜ືᨵ㠉ࢆ᭱㝈ᚋᢲࡋࡍࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࡶᩚഛࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊࠕ▱ⓗ㈈⏘᥎㐍ィ⏬ ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶㸷᪥▱ⓗ㈈⏘ᡓ␎ᮏ
㒊Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ▱㈈ไᗘࡢᵓ⠏ࠊᅜ㝿ᶆ‽
࣭ㄆドయไࡢᙉ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ



177

Ꮫࡢᶵ⬟ᙉࡢྲྀ⤌ࡢຍ㏿
ᅜ❧Ꮫἲேࡢ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆᮇ㛫㸦ᮏᖺᗘ㹼 ᖺᗘ㸧ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ᶵ⬟ᙉ⤒㈝ࠊᏛ㛗㔞⤒㈝ࠊᖺಧไࡢ⛣⾜➼ࢆྵࡴே⤥ไᗘᨵ
㠉ࡼࡿᙳ㡪㢠➼ࠊྛᏛࡢᶵ⬟ᙉࡢࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ࡞ᨵ㠉ࡢྲྀ⤌㸦ᨵ

༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧
⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᩥ⌮⼥ྜศ㔝࡞␗ศ㔝ࡢ୍యⓗᩍ⫱
ࡸᡃࡀᅜࡢᙉ࠸ศ㔝ࡢ᭱ඛ➃ࡢᩍ⫱ࢆྍ⬟ࡋࠊࡲࡓࠊ」ᩘࡢᏛࠊẸ
㛫ᴗࠊᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேࠊᾏእࡢࢺࢵࣉᏛ➼ࡀ㐃ᦠࡍࡿࠕ༟㉺Ꮫ
㝔㸦௬⛠㸧ࠖࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
ࠕ༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧࡛ࠖࡣࠊ༶ᡓຊࡶ࡞ࡿே
ᮦࢆ᪤Ꮡࡢ◊✲⛉࣭ᑓᨷࡢᯟࢆ㉺࠼࡚⫱ᡂࡍࡿࡶࠊᏛ㝿⼥ྜࡶྵ
ࡵࡓᏛᤵࡶྍ⬟ࡍࡿࠋ
ᮏᖺ㸲᭶⏘Ꮫᐁࡽ࡞ࡿ༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧᳨ウࡢࡓࡵࡢ᭷㆑⪅
㆟ࡀྲྀࡾࡲࡵࡓࠕᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛ࠖ᪂⏘ᴗฟ㈨ࡍࡿ㡿ᇦࢆྵࡴ
㸲ࡘࡢ㡿ᇦࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᖺᗘࡽ㛤ጞࡉࢀࡿᏛ
ᴗ࠾ࡅࡿᵓ㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗࡘᐦ࡞༠㆟ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡸ㐃ᦠయไࡢᩚഛ࡞Ꮫ㝔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᮶ᖺᗘࡽ
㡰ḟᵓ⠏ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ
ࠕ༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧࡛ࠖࡣ⏘Ꮫඹྠ◊✲Ꮫ⏕ࡀཧ⏬ࡍࡿࢣ࣮
ࢫࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᏛ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᑐࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃ㸦ᚋ
㏙㸧ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⏕㛵ಀࡿ࣮ࣝࣝࡶྵࡵࡿࡇࡍࡿࠋ
ᚋࡢ᪥ᮏࡢ⏘ᴗ➇தຊࡢ㘽ࢆᥱࡿேᮦࡢຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞⫱ᡂࢆᅗ
ࡿほⅬࡽࠊ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟ࡸࡶࡢ࡙ࡃࡾ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢ
㥑ື⣔ࡢ⼥ྜ㡿ᇦ➼࠾࠸࡚༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧ࢆᙧᡂࡍࡿሙྜࡣࠊ
ேᕤ▱⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟➼ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࡶࡢࡍࡿࠋ


ձᏛᨵ㠉
ᣦᐃᅜ❧Ꮫἲேไᗘ
ᨵṇᅜ❧Ꮫἲேἲࡢᡂ❧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࢆ┠ᣦࡋࠊ㧗
࠸⤒Ⴀຊࡼࡾᅜෆእࡢᵝࠎ࡞ࣜࢯ࣮ࢫࢆࡧ㎸ࡴᣦᐃᅜ❧Ꮫἲே
ไᗘࡢ㐠⏝ࢆ᮶ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋࠊ᮶ᖺᗘ୰」ᩘࡢᅜ❧Ꮫࡢᣦᐃࢆ┠
ᣦࡍࠋ 
ࡲࡓࠊฟ㈨ᑐ㇟ᴗಀࡿつไ⦆ࢆά⏝ࡋࡓලయⓗ࡞ࣔࢹࣝᴗ
ࡢฟࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
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ղ➇தⓗ◊✲㈝ᨵ㠉
ᮏᖺᗘࡢ➇தⓗ◊✲㈝ࡢ᪂つ᥇ᢥ௳ࡽ㛫᥋⤒㈝ 㸣ࡢᥐ⨨ࢆỴ
ᐃࡋࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ཬࡧෆ㛶ᗓຍ࠼ࠊ㛵ಀᗓ┬࠾࠸࡚ࡶࠊ➇தⓗ◊✲
㈝ࡢ㛫᥋⤒㈝➼ࢆᚲせ࡞ᑂᰝࡢୖࠊ᭱ 㸣ࡲ࡛ㄆࡵࡿᥐ⨨ࢆᮏᖺᗘ
ࡽヨ⾜ⓗᐇࡍࡿࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠊᮏᖺᗘ୰ᅜ❧Ꮫἲே࠾ࡅࡿ㛫᥋⤒㈝➼ࡢ㐺ษ࡞
ᥐ⨨ࡢᚲせᛶ㛵ࡍࡿᐈほⓗ࡞᰿ᣐࡢ㞟࣭ᥦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓࠊෆ㛶ᗓཬࡧ㛵ಀ┬ᗇࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡿᐈほⓗ࡞᰿ᣐࡢᥦ♧
➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ➇தⓗ◊✲㈝㸦➇தⓗ㈨㔠ࢆྵࡴ㸧ࡢ㛫᥋⤒㈝➼ಀࡿᇳ
⾜ࡢ࣮ࣝࣝ➼ࠊ࠸ᡭࡢ᭦࡞ࡿᨵၿྥࡅࡓ᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ
ྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇ᳨ウࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᴗࡘ࠸࡚ࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࢆᙉ
ࡋࠊ᪂ࡓ࡞Ꮫၥ㡿ᇦࡢᡂ➼ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⊂❧ᨭ㸦᥇

㠉ຍ㏿ᮇ㛫୰㸦 ᖺᗘ㹼ᖺᗘ㸧ࡢᨵ㠉ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢ㓄ศཬࡧࡑࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ㐠Ⴀ㈝㔠➼ࡢ㢠ࡢྜࢆ㸲⛬ᗘࡍࡿࡇࢆ┠ᣦ
ࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㈈ົᇶ┙ࡢᙉྥࡅ࡚᪂ࡓㄆࡵࡽࢀࡓᅵᆅ➼ࡢ㈚ᴗ
ࡘ࠸࡚ࠊᅜ❧Ꮫ࠾ࡅࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁࡍࡓࡵࠊᅵᆅ➼ࡢ㈚ᴗ
ࡢ⪃࠼᪉ಀࡿ࢞ࢻࣛࣥࢆᮏᖺᗘ୰⟇ᐃࡍࡿࠋ
ୡ⏺ࡽඃ⚽࡞ேᮦࡀ㞟࠺◊✲ᣐⅬࢆᵓ⠏ࡍࡿୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝ◊
✲ᣐⅬࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦:3,㸧ࢆᘬࡁ⥆ࡁ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊᙜヱࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡀࠊ⼥ྜ㡿ᇦ➼᪂㡿ᇦࡢฟࠊே⤥ᨵ㠉ࠊᾏእࡽࡢඃࢀࡓ◊✲⪅
ࡸᐤ㔠ࡢࡧ㎸ࡳ➼ඃࢀࡓᐇ⦼ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᖺ
ᗘ୰ᙜヱྲྀ⤌ࡢ⤒㦂࣭ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᏛෆእᶓᒎ㛤ࡍࡿ⤌ࡳࢆ᳨ウࡋ
᮶ᖺᗘࡽᑟධࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜ❧Ꮫἲேࡢホ౯ᙜࡓࡗ࡚ࡶࠊ◊✲ຊ
ྥୖࡸᅜ㝿ࡢྲྀ⤌ಁ㐍ྥࡅࡓᨵ㠉ࡢඛ㐍ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ:3, ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ  ᖺᗘࡢᨭ㛤ጞࡽᮏᖺᗘᮎ࡛  ᖺࢆ
㏄࠼ࠊᨭ⤊ᚋࡢᣐⅬࡢඃࢀࡓ◊✲ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢ࣭Ⓨᒎࡢၥ㢟ࡀ㢧
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊࡇࢀࡽࡢࢩࢫࢸ࣒ᨵ㠉ࡢ⥅⥆ࡢࡓࡵࡢ᪉⟇࣭ᅾࡾ
᪉ࡘ࠸࡚ࠊᏛᨵ㠉ࡢྲྀ⤌య࠾ࡅࡿ⨨ࡅࢆ᫂☜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
㐠Ⴀ㈝㔠➇தⓗ⤒㈝ࡼࡿࢹࣗࣝࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ࡢほⅬࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠾࠸࡚ᮏᖺᗘ୰᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ୍ᐃࡢ
⤖ㄽࢆᚓࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
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ճᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡢᨵ㠉➼㸦
ࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟➼ࡢᙉ㸧
Ꮫ➼ࡢᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࢆ᭱▷㊥㞳࡛⏘ᴗ⏺ࡘ࡞ࡄࡓࡵࡢᅜ❧◊✲㛤
ⓎἲேࡢࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ࡢᙉࡸࠊᢏ⾡࣭ேᮦࢆ⣕ྜࡍࡿඹࡢሙࡢᙧ
ᡂࡢ᭦࡞ࡿᙉ㸦ࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡢᑟධࡸẸ㛫ࡢඹྠ◊✲ࡢ
᥎㐍➼㸧ࢆᘬࡁ⥆ࡁ᥎㐍ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊ᮶ᖺᗘࡽ᪂ࡓ࡞୰㛗ᮇ┠
ᶆᮇ㛫ࢆ㏄࠼ࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓࡘ࠸࡚ࠊ୰㛗ᮇ┠
ᶆ࣭୰㛗ᮇィ⏬⊂ⓗ࡞᪂ᢏ⾡ࢩ࣮ࢬฟࡸࠕᶫΏࡋࠖᶵ⬟ࡢᙉ➼
ࡘ࡞ࡀࡿྲྀ⤌ࢆ᫂グࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᆅᇦࡢ୰ᑠ࣭୰ሀᴗࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥྥࡅࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨ
ேබタヨ㦂◊✲ᶵ㛵㸦බタヨ㸧
࣭ᆅ᪉Ꮫ࣭ᾏእ◊✲ᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠᙉ
ࢆᘬࡁ⥆ࡁ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊᶫΏࡋᶵ⬟ࢆᢸ࠺ࡁᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲ
ேࡀࠊᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆ☜ᐇ♫ᐇࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࡢ⤌
ࡳ㸦ࢧࣥࣉࣝᥦ౪ࠊᢏ⾡ࡢᅜ㝿ᶆ‽➼㸧ࢆᮏᖺᗘ୰ᵓ⠏ࡍࡿࠋᾏὒ
㈨※ㄪᰝ࣭㛤Ⓨᢏ⾡ࠊᏱᐂ⯟✵ᢏ⾡ࠊ⮬↛⅏ᐖほ ࣭ண ࣭ᑐ⟇ᢏ⾡ࠊ
㔞Ꮚ⛉Ꮫᢏ⾡࡞ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᅜࡢᡂ㛗ࡢཎືຊ࡞ࡿᇶᖿᢏ⾡ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡼࡿ◊✲㛤Ⓨ࣭♫ᐇࢆ᥎㐍࣭ᙉࡍࡿ
ࡶࠊࡑࡢ㐣⛬࡛ࢫࣆࣥ࢘ࢺࡋ࡚⏕ࡲࢀࡿᢏ⾡➼ࢆ࣮࣋ࢫࡋࡓࠊ
࣋ࣥࢳ࣮ࣕ➼ࡢฟࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡵࡄࡿ⎔ቃࡀண௨ୖࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛ኚࡋ
࡚࠸ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྛ┬ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊᅜෆእࡢ⛉Ꮫ࣭⏘ᴗᢏ⾡ືྥࡢ
ㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ᪥ᮏࡢࠕᙉࡳࠖࠊ
ࠕඃᛶࠖࢆ࠸ࡋࡓᡓ␎࣭࣮ࣟࢻ
࣐ࢵࣉࡢ⟇ᐃࢆ⾜࠺ࡶࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼࠾ࡅࡿࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢฟຍ㏿ྥࡅࡓ◊✲㛤Ⓨᇶ┙ࡢ㧗ᗘࡸ ,P3$&7 ࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿᣮᡓⓗ࣭㠉᪂ⓗ࡞◊✲㛤ⓎࡢⓎᒎ࣭ᒎ㛤ࢆᅗࡿࠋ

⤌⧊ࢺࢵࣉࡀ㛵ࡍࡿࠕ⤌⧊ࠖᑐࠕ⤌⧊ࠖࡢᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ
ࡢ᥎㐍
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛᨵ㠉ࡸᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡢᨵ㠉ࡼࡾࠊᏛ࣭ᅜ❧◊✲
㛤Ⓨἲேࡢ᪉࡛ᶵ⬟ᙉࢆࡣࡌࡵࡋࡓ⮬ᕫᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࡢືࡁࡀල
యࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊ≉እ㒊ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡸᢏ⾡ࡢ♫ᐇᙉ࠸㛵ᚰࡀ
ᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࢆࡣࡌࡵࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡵࡄ

ᢥ⋡࣭㊊⋡ࡢྥୖ㸧ࡸ᪂ᑂᰝ᪉ᘧࡢᑟධࠊ◊✲✀┠ࡢᵓ⠏ࡘ࠸࡚
᳨ウࡋࠊᮏᖺኟ㡭ࢆ┠㏵ྲྀࡾࡲࡵࠊබ⾲ࡍࡿࠋ
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ձᏛ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᑐࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃ
  ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜࡀᮏᖺ㸰᭶ྲྀࡾࡲࡵࡓᥦゝࠕ⏘
Ꮫᐁ㐃ᦠࡼࡿඹྠ◊✲ࡢᙉྥࡅ࡚ࠖࡣࠊᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢ
ᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊ⏘ᴗ⏺ࡽぢࡓᏛࡸᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼ࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊ
⏬ᥦᶵ⬟ࢆྵࡵࡓ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢ᥎㐍యไࠊ▱㈈ࡢྲྀᢅ࠸ࠊႠᴗ⛎ᐦ
ࡢಖㆤࠊඹྠ◊✲ࡢ⤒㈝㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉ࡸ⤒㈝ࡢ㏵ࡢ㏱᫂ᛶࡢྥୖࠊ┦
ࡢࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࢆά⏝ࡋࡓேὶࡢᅾࡾ᪉➼ࠊከᒱ
Ώࡿㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㛵ಀᗓ┬࠾ࡅࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ➼ࢆࡶ
㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊ⏘ᴗ⏺ࡶㄪᩚࡢୖࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬ
ࡽࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ᑐࡍࡿฎ᪉⟢ࡸ⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾࡲࡵࡓ࢞ࢻࣛࣥ
ࢆ㛵ಀᗓ┬ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᮏᖺ⛅ࡲ࡛⟇ᐃࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ࢞ࢻࣛࣥࡣ

ࡿ⎔ቃࡀண௨ୖࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛ኚࡋࠊᅜෆእࢆၥࢃࡎᢏ⾡ࢆᗈࡃྲྀࡾ
㎸ࡴࡇࡀᴗࡗ࡚ࡶࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ࣮࢜ࣉࣥ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᑐࡍࡿᮇᚅࡀࡘ࡚࡞࠸㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡇࢀࡲ࡛◊✲⪅ಶேᴗࡢ୍⤌⧊㸦◊✲㛤
Ⓨᮏ㒊㸧ࡢ㐃ᦠࡲࡾࠊඹྠ◊✲ࡢ㸯௳࠶ࡓࡾࡢ㔠㢠ࡀᅜ㝿ⓗ
ࡶᑡ㢠࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࢆࠊᏛ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே࣭ᴗࡢࢺ
ࢵࣉࡀ㛵ࡍࡿࠊᮏ᱁ⓗ࡛ࣃࣉࡢኴ࠸ᣢ⥆ⓗ࡞⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ㸦つᶍඹ
ྠ◊✲ࡢᐇ⌧㸧Ⓨᒎࡉࡏࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ ᖺᗘࡲ࡛Ꮫ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼ᑐࡍࡿᴗ
ࡢᢞ㈨㢠ࢆ 2(&' ㅖᅜᖹᆒࡢỈ‽ࢆ㉸࠼ࡿ⌧ᅾࡢ㸱ಸࡍࡿࡇࢆ┠ᣦ
ࡍࠋࡲࡓࠊᣦᐃᅜ❧Ꮫἲேไᗘࡸ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேไᗘࢆࡶ㋃ࡲ
࠼ࡘࡘࠊᮏ᱁ⓗ࡞⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐃ᦠࢆᐇ㊶ࡋෆእࡢᴗ➼
ࡽࡢᢞ㈨ࢆࡧ㎸ࡴ୰᰾ⓗ࡞ࣔࢹࣝᶵ㛵ࢆ᮶ᖺᗘᮎࡲ࡛ᑡ࡞ࡃࡶ
㸳ᶵ㛵ฟࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢᶵ㛵ࢆ୰ᚰࡋ࡚ࠊୡ⏺Ỉ‽ࡢሗ㓘࣭ไᗘ࣭
⏕ά⎔ቃࡼࡾୡ⏺୰ࡽࢺࢵࣉேᮦ➼ࢆ㞟ࡵࡿ◊✲㛤Ⓨ࣭ᐇドᣐⅬࡢ
ᙧᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬⤒῭⏘ᴗ┬ࡣࠊ
⏘Ꮫ㐃ᦠࢆ῝ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᏛࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேഃࡢ┠ᶆタᐃࠊయ
ไᙉࡸᴗ࠾ࡅࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢព㆑࣭⾜ືᨵ㠉ࡢಁ
㐍࡞ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞⾜ືࢆ⏘Ꮫᐁࡀᑐヰࢆࡋ
࡞ࡀࡽᐇ⾜࣭ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃሙࢆᮏᖺᗘ୰タࡍࡿࠋࡇࡢࠊ௨ୗࡢྲྀ
⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ



ղᅜ❧Ꮫἲேホ౯ࡸᣦᐃᅜ❧Ꮫἲேᣦᐃࡢ࢞ࢻࣛࣥࡢά
⏝
ẖᖺᗘᐇࡍࡿᅜ❧Ꮫἲேἲᇶ࡙ࡃᅜ❧Ꮫἲே➼ࡢホ౯ᙜ
ࡓࡾࠊձ࡛⟇ᐃࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡢྲྀ⤌
ࡢホ౯ࡢ㝿ࠊཧ↷ࡍࡁྲྀ⤌ࡢࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᣦᐃᅜ❧
Ꮫἲேࡢᣦᐃ㝿ࡋ࡚ࡶࠊ⏘Ꮫ㐃ᦠࢆ⾜࠺ᙜࡓࡗ࡚ձ࡛⟇ᐃࡍࡿ࢞
ࢻࣛࣥࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡣ࡞ࡉࢀࡿィ⏬
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼ࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
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ಀ⪅㛫࡛⾜࠸ࠊᚲせᛂࡌ࡚ࡑࡢᨵၿྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
ࡲࡓࠊ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊࡢᅜ
❧◊✲㛤ⓎἲேࡢἼཬࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼ࡣࠊ⮬ࡽࡢᙉࡳࢆⓎ࡛ࡁࡿሙྜ
࠾࠸࡚ࠊ༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧ࡢᙧᡂ✚ᴟⓗ༠ຊࡍࡿࡶࠊᣦᐃ
ᅜ❧Ꮫἲே➼ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡍࡿࠋ

ࡿ≀ရ࣭ᙺົࡢㄪ㐩࡞ࠊ㐠⏝㡯ࡸไᗘⓗ㝼㊰ࡢᢕᥱ࣭ㄆ㆑ඹ᭷ࢆ㛵

࠶࠸ࢁ

ճ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼ࡢྲྀ⤌ࡢᙉ
  ୡ⏺Ỉ‽ࡢ◊✲ᡂᯝࡢฟࡀᮇᚅࡉࢀࡿ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼
ࡘ࠸࡚ࠊ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟ࡸࡶࡢ࡙ࡃࡾ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢ㥑ື
⣔ࡢ⼥ྜศ㔝ࠊ⏕་⒪ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃࠊࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦ
ᩱ➼ࠊ*'3 ࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛㠉᪂ⓗ࡞ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀồࡵࡽࢀࡿ
ศ㔝➼࠾࠸࡚ࠊᅜෆᴗࡢࢽ࣮ࢬࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㠀➇த㡿ᇦࢆ୰ᚰ⏘
Ꮫᐁ㐃ᦠࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭ᐇドᣐⅬࡢᙧᡂࢆ㐍ࡵࡿྲྀ⤌ᮏᖺᗘ୰╔ᡭࡋࠊ
ཪࡣࡑࡢྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ ᖺ௨ୖඛ㠉᪂ⓗ࡞ᡂᯝࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲ࡢྲྀ⤌ࡢᙉࡸࠊྠ୍ᴗ✀ࡢ」ᩘᴗࡢཧ⏬ࠊᾏእࡢ
ඃࢀࡓ⤌⧊ࡸ◊✲⪅ࡢྲྀࡾ㎸ࡳ➼㓄៖ࡍࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊࢼࣀࢸࢡ࣭ᮦᩱศ㔝࡞ᡃࡀᅜࡀᙉࡳࢆ࠸ࡏࡿศ㔝࠾࠸
࡚ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ➼ࡢᡓ␎ⓗ࡞ඹ᭷࣭ά⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿◊✲
ᣐⅬࢆᙧᡂࡋࠊேⓗ࣭◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡢ
᪉ྥᛶຍ࠼ࠊ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡢᶵ⬟ᙉྥࡅࠊ◊✲㛤Ⓨಀ
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ⓗ㈈⏘ࡢಖㆤ࣭ά⏝ࡑࡢព⩏ࡢ⌮ゎྥࡅࡓᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ᪉ྥᛶἢࡗ࡚ࠊ▱ⓗ㈈⏘㛵ࡍࡿ㈨㉁࣭
⬟ຊࡀᩍ⫱ㄢ⛬⥲యࡋ࡚⫱ࡲࢀࡿࡼ࠺ྛᏛᰯ࠾ࡅࡿᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿࡶࠊᩍ⫱⌧ሙ࠾ࡅࡿ

ᑗ᮶ࡢ▱㈈ேᮦ➼ࡢ㔞࣭㉁ⓗ࡞ᣑࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㐀ᛶࡢᾰ㣴ཬࡧ▱

ճ▱㈈࣭ᶆ‽ேᮦࡢ⫱ᡂ

ղᅜ㝿ᶆ‽᥎㐍యไࡢᙉ
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉➼㛵㐃ࡍࡿ♫ࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨ➇த
ࡀ⃭ࡋࡉࢆቑࡍඛ➃ᢏ⾡➼ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊḢ⡿ࡸ୰ᅜ࣭㡑ᅜࡼࡿᅜ
㝿ᶆ‽άືࡢᙉࡢືࡁࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᡃࡀᅜࡢඃࢀࡓᢏ⾡ࡢᅜ㝿ᶆ
‽ࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ⮬ື㉮⾜ࠊࢫ࣐࣮ࢺᕤሙࠊࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢ㔜Ⅼศ㔝㛵ࡋ
࡚ࠊᢏ⾡ࡢ᳨ドࡸࢹ࣮ࢱࡢ㞟࣭ゎᯒ➼ࡢᐇドసᴗࡶᚲせᛂࡌ࡚⾜࠸
ࡘࡘࠊᡃࡀᅜⓎࡢᅜ㝿ᶆ‽ᥦࡢ㔞ⓗ࣭㉁ⓗᣑࢆᅗࡿࠋ
ࡉࡽࠊᅜ㝿ᶆ‽ᶵ㛵࠾ࡅࡿᡃࡀᅜࡽࡢ㎿㏿࡞ᥦࡢᐇࡸ
ᅜࡽࡢᥦࡢᑐᛂࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ
◊✲ᡤࢆࡣࡌࡵࡍࡿᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡀࠊᑐ㇟࡞ࡿ௳ಀࡿィ⏬
సᡂࡸᕤ⛬⟶⌮ࢆ⾜࠺࡞ࠊᅜ㝿ᶆ‽ࢆ᥎㐍ࡍࡿయไࢆᨻᗓᑟ࡛ᮏ
ᖺ୰ᩚഛࡍࡿࠋ


ձ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓ▱㈈➼ࡢไᗘᩚഛ
,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟➼ࡢ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡ࡢ♫ᐇࡀ㐍ᒎࡍࡿࡇ
క࠸ࠊሗࡢ㞟✚࣭ຍᕤ࣭Ⓨಙࡢᐜ࣭᫆పࢥࢫࢺࠊⴭస≀ࢆྵ
ࡴሗࡢ⏝ࡢ୍ᒙࡢከᵝࠊேᕤ▱⬟ࡼࡿసࡢฟ⌧➼ࠊⴭస
ᶒࢆࡣࡌࡵࡋࡓ▱㈈ࡢಖㆤࡢᅾࡾ᪉ࢆࡵࡄࡗ࡚ไᗘୖࡢ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟
ࡀ㢧ᅾࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ࢆศᯒࡋࡓୖ࡛ࠊ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ᑐᛂࡋࡓḟୡ௦▱㈈
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡋࠊⴭసᶒἲ࠾ࡅࡿᰂ㌾ᛶࡢ࠶ࡿᶒไ㝈つᐃ
➼ࡘ࠸࡚ࠊḟᮇ㏻ᖖᅜࢆྵࡵࡓ᪩ᮇࡢἲᨵṇྥࡅ࡚ࠊࡑࡢຠᯝ
ᙳ㡪ࢆྵࡵලయⓗ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊࡑࡢᑐ㇟ࡍࡿ⾜Ⅽ➼㛵ࡍ
ࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃࠊࣛࢭࣥࢩࣥࢢ⎔ቃࡢᩚഛಁ㐍➼ࡢᚲせ࡞ᥐ⨨
ࢆㅮࡎࡿࠋ
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մ▱㈈⣮தฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ᙉ
▱㈈⣮தฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࠊႠᴗ⛎ᐦࡢಖㆤࡸไᗘࡢ℃⏝㜵Ṇࢆ
⪃៖ࡋࡓ㐺ษࡘබᖹ࡞ドᣐ㞟ᡭ⥆➼ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ▱㈈ࡢ౯್ࢆ
㧗ࡵࠊࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟ㈨ࡍࡿࡼ࠺࡞▱㈈⣮தฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟
ᙉࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ⏘ᴗ⏺ࢆࡣࡌࡵࡋࡓ㛵ಀ⪅ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡘ
ࡘࠊලయⓗ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᮏᖺᗘ୰ἲไᗘࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ୍ᐃࡢ⤖
ㄽࢆᚓࡿࠋ

ࠕ࣋ࣥࢳ࣮࣭ࣕࢳࣕࣞࣥࢪ ࠖࡢᐇ⌧
ࡇࢀࡲ࡛ࡶᨻᗓ࠾࠸࡚ࡣࠊไᗘᩚഛࡸ⿵ຓ㔠࡞ࠊᵝࠎ࡞࣋ࣥࢳࣕ
࣮ᨭ⟇ࢆᐇࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊୡ⏺ᕷሙ࡛ࡢ➇தࡢᅾࡾ᪉ࡸ⏘ᴗᵓ
㐀య㠀㐃⥆࡞㌿ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡼ࠺࡞┿ࡢព࡛ࡢࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ
࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡀᣢ⥆ⓗ⏕ࡳฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡞♫ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᨻᗓ
ᶵ㛵ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㉳ᴗᐙ⮬㌟ࠊᏛࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᆅ᪉➼ࡶྵࡵࠊ
ࠕୡ⏺
ࡢព㆑ࠖࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ㛵ಀ┬ᗇ➼ࡼࡿ⟇ࡢ㐃ᦠࡀ༑ศᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠼࡞
࠸≧ἣ࠶ࡿࠋᨭࢆཷࡅࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗഃࡀ⮬ࡽࡢᴗෆᐜࡸᡂ㛗
ࢫࢸ࣮ࢪ➼↷ࡽࡋ࡚᭱㐺࡞⟇ࢆ᥈ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡉࡽࠊ⟇
⮬యࡣ⮬ࡽࡢ≧ἣ㐺ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⟇ࡀά⏝ࡋ࡚࠸ࡿᨭே
ᮦ࣭ᨭᶵ㛵➼ࢆྛ┬ᗇ➼ࡀ⊂⮬㛤ᣅࡋ࡚ࡁࡓ⤖ᯝࠊᗈ࠸㑅ᢥ⫥ࡢ୰
࡛࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢồࡵࡿࢽ࣮ࢬ᭱ࡶ㐺ࡋࡓᨭேᮦ࣭ᨭᶵ㛵➼ࢆ
࣐ࢵࢳࣥࢢࡍࡿࠊ࠸ࡗࡓࡇࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ࡚᮶࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸

Ꮫ⩦ࢆᆅᇦ࣭♫༠ാࡋ࡚⾜࠺యไࡢᵓ⠏ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ㛵ಀ┬ᗇ
ࡸ㛵ಀᅋయ➼ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠕ▱㈈ᩍ⫱᥎㐍ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒㸦௬⛠㸧ࠖࢆ
ᮏᖺᗘ୰ᩚഛࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ▱㈈ᩍ⫱㈨ࡍࡿᩍᮦ㸦⏘ᴗ㈈⏘ᶒࠊṇ➇த㜵Ṇἲࠊⴭసᶒ
ἲࠊᶆ‽➼㸧ࡢసᡂࢆ㐍ࡵࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊྛᴗ࠾ࡅࡿᶆ‽ࢆ
ᴗ࣭⤒Ⴀᡓ␎ࡢ୍㒊⤌ࡳ㎸ࡴࡃ᭱㧗ᶆ‽㈐௵⪅㸦&62㸧ࡢタ⨨ࢆಁ
ࡍࡶࠊ⏘ᴗ⏺ࡀά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᶆ‽ேᮦಀࡿ᪂ࡓ࡞㈨᱁ไ
ᗘࢆ᮶ᖺᗘタࡍࡿࡇࢆᛕ㢌ࠊ୍⯡㈈ᅋἲே᪥ᮏつ᱁༠ࢆ୰ᚰ
᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᏛ࣭Ꮫ㝔࠾࠸࡚ᩥ⣔࣭⌮⣔ࢆၥࢃࡎ▱㈈࣭
ᶆ‽㛵ࡍࡿㅮᗙࡢタ⨨ᣑࢆ㐍ࡵࡿ➼ࠊ⏘ᐁᏛ࡛㐃ᦠࡋ࡚ᶆ‽ே
ᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
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ձࠕᆅᇦୡ⏺ࡢᯫࡅᶫࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࡢᩚഛ
ᆅᇦࡶྵࡵࠊᅜࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡀୡ⏺ᕷሙᣮᡓࡋ࡚࠸ࡃ㐨➽
࡞ࡿࠕᆅᇦୡ⏺ࡢᯫࡅᶫࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖࢆᩚഛࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
࣭ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡉࢀࡓࠕࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞ᪥ᮏࡢᯫࡅᶫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࠊࢪࠊࢫ࢚ࣛࣝࠊḢᕞ➼ᣑࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊ
 ᖺࡢࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢧ࣑ࢵࢺ㸦௬⛠㸧ࡢ㛤ദࡘ࡞ࡆ
࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊୡ⏺ࡢ࣋ࣥࢳ࣮࣭࢚ࣕࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᅜ㝿㐃ᦠయไࡢ
ᵓ⠏ࢆᅗࡿࠋ
࣭ᆅ᪉ࡢ௳Ⓨ᥀࢟ࣕࣛࣂࣥࡢᐇ➼ࡼࡾࠕᚅࡕ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࠕᨷࡵࠖ
ࡢ௳Ⓨ᥀ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ୡ⏺ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄ㛵ಀ⟇ࢆ୍యⓗᐇࡍࡿࡓࡵᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࢥ
ࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆタ⨨ࡋࠊᆅᇦ࡛ࡢ᭷ᮃ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢⓎ᥀ࡽୡ⏺

ᨻᗓࡸᆅ᪉⮬యࠊᴗࠊᏛ࣭◊✲㛤Ⓨᶵ㛵ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࠊ⤒῭ᅋయ
➼⮳ࡿࡲ࡛㛵ಀᶵ㛵࡚ࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡀ⮬↛Ⓨ⏕ⓗ
㐃⥆ࡋ࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡿࠕ࣋ࣥࢳ࣮࣭࢚ࣕࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠖࢆඹ㏻ࡢ┠
ᶆㄆ㆑ࡋࠊྛࠎࡀୖグࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᙜ⪅
࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆᙉࡃ⮬ぬࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢయࡀࠊ࣋ࣥ
ࢳ࣮ࣕᴗࡢࢽ࣮ࢬᑐࡋ࡛ࡁࡿࡇࢆ✚ᴟⓗ᥈ࡋࠊࡲࡓࠊࡢయ
ࡶ㐃ᦠࡶ῝ࡵ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋࡓࠕᨷࡵࡢ㐠ືᙧᡂࠖࢆࡅࠊࡲ࡛
ࡣḟඖࡢ␗࡞ࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕฟࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ ᖺࢆ୍ࡘࡢ┠ᶆࡋࠊᡃࡀᅜࡢ࣋ࣥࢳ࣮࣭࢚ࣕࢥࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ┠ᣦࡍࡁ⤮ጼࠊࡑࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᨻ⟇ࡢ᪉ྥᛶࠊẸ㛫➼
ࡢ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓᡂయࡢ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆࠊ
ࠕ࣋ࣥࢳ࣮࣭ࣕࢳࣕࣞࣥ
ࢪࠖࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࡓࠋ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥᪥ᮏ⤒῭⏕ᮏ㒊
Ỵᐃ㸧   
⡿ᅜ࡛ࡣࠊᡂຌࡋࡓ㉳ᴗᐙࢆࡣࡌࡵࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࠊᴗ࡞
ᖜᗈ࠸⪅ࡀࠊࣅࢪࢿࢫ࡛ᚓࡓᯝᐇ➼ࢆ♫㑏ඖࡋࠊ♫ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ
㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃ࠸ࡗࡓ࠸ࢃࡺࡿࣇࣛࣥࢯࣟࣆ࣮ࡢᴫᛕࡀ☜❧ࡋࠊ♫
ⓗዲᚠ⎔ࡢࢧࢡࣝࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᡃࡀᅜࡶࡇ࠺ࡋࡓࢧࢡࣝ
ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡇࡣࠊᡂ㛗ศ㓄ࡢዲᚠ⎔ࡢほⅬࡽࡶᴟࡵ࡚㔜せ࡞ㄢ
㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᚋࠊࡇࢀᇶ࡙ࡁࠊୗグࡢ⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ


ࠋࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆᚰᆠ┬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ



185

ୡ⏺ࡢ࣋ࣥࢳ࣮࣭࢚ࣕࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᅜ㝿㐃ᦠయไࡢᵓ⠏
ୡ⏺᭱ඛ➃ࡢ࣋ࣥࢳ࣮࣭࢚ࣕࢥࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞࡢ㉳ᴗ
ᐙࡸ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭᶵ㛵➼᪥ᮏࡢ㉳ᴗᐙ➼ࢆࡘ࡞ࡄᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࡇ࡛ࠊᴗᥦᦠඛࡢⓎ᥀ࡸࣅࢪࢿࢫࣀ࢘ࣁ࢘ࡢྥୖ➼ࢆᨭࡍࡿ
㸦ࠕࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞ᪥ᮏࡢᯫࡅᶫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ➼㸧ࠋ
ࡲࡓࠊࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞࡢ㐃ᦠࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿほⅬࡽࠊᡃࡀᅜࡢ༠
ຊ㛵ಀ⇕ᚰ࡞ࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞࡢ㉳ᴗᨭ⪅➼ࡢⓎ᥀ࢆᙉࡍࡿ
ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆࠊࢪࠊࢫ࢚ࣛࣝࠊḢᕞ➼ࡢࡢඛ➃ᣐⅬ
ࡶ㠃ⓗᣑࡋࠊྛᆅᇦࡢ≉ᛶᛂࡌࡓᡓ␎ⓗ࡞㐃ᦠయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊᾏእࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣝࡼࡿ᪥ᮏࡢ◊✲㛤Ⓨᆺ࣋ࣥࢳ
࣮ࣕࡢᢞ㈨ࢆಁࡍ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࡸୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᢏ⾡࣭▱ぢࢆྲྀࡾ㎸ࢇ
ࡔ◊✲࣭♫ᐇᣐⅬࡢᙧᡂ➼ࠊᾏእࡢ㉳ᴗᐙࡸ㉳ᴗᨭ⪅➼ࡢࡧ㎸
ࡳࢆᙉࡍࡿࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ᴗࡢ㐃ᦠࢆᙉࡋࠊẸ㛫
ࡼࡿ⮬ᚊⓗ࡞ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ ᖺࡢࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢧ࣑ࢵࢺ㸦௬⛠㸧ࠖ
㸦ᮾி
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡀ⾜ࢃࢀࡿ  ᖺࠊୡ⏺୰
ࡽࠊ୍ὶࡢ⤒Ⴀ⪅ࠊ㉳ᴗᐙࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࢟ࣕࣆࢱࣝࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ➼ࢆ
ᣍ࠸࡚ࣅࢪࢿࢫ࣭࣐ࢵࢳࣥࢢ➼ࢆ⾜࠺ୡ⏺つᶍࡢ࣋ࣥࢺࢆ㛤ദணᐃࠋ
㸧
ྥࡅ࡚ࠊࡢᅜ㝿ⓗ࡞つᶍ࣋ࣥࢺ➼ࡶ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᡃࡀᅜࡢ
࣋ࣥࢳ࣮࣭࢚ࣕࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢ㨩ຊࢆᾏእࡢ⤒Ⴀ⪅ࠊ㉳ᴗᐙࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
࢟ࣕࣆࢱࣝࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ➼ྥࡅ࡚ࠕぢ࠼ࡿࠖࡋࠊ㛵ಀ┬ᗇ୍య࡞

ᕷሙࡢᣮᡓࡲ୍࡛Ẽ㏻㈏࡛ᨭࡍࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊྛ
┬ࠊྛ⊂❧⾜ᨻἲே➼ࡀࡇࢀࡲ࡛ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚ࡁࡓẸ㛫ࡢ࣋ࣥ
ࢳ࣮ࣕᨭேᮦ࡛࠶ࡗ࡚࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭ㛵ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᅜ
ෆእᗈࡃ᭷ࡍࡿ⪅➼ࡽᨻᗓయࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭಀࡿࢻࣂ
ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࠊᅜࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭ⟇ࡸಶࠎࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ
ᴗࡢᨭ㛵ࡍࡿࢻࣂࢫ➼ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋࡉࡽࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓࣉࣟࢭࢫ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭேᮦࢆᖜᗈࡃᕳࡁ㎸ࡳࠊᵝࠎ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘
ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡛ࠊᡃࡀᅜࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᨭேᮦࡢ㉁ࠊཌࡳࢆቑࡋ࡚
࠸ࡃࡇࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠊࢻࣂࢨࣜ
࣮࣮࣎ࢻࠊ
ࠕࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞ᪥ᮏࡢᯫࡅᶫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ➼ࡼࡾ
ᣑࡋ࡚࠸ࡃࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆඹ᭷ࡋࠊୡ⏺ࡢ₻ὶ
㐜ࢀࢆࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿࠋ
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ୡ⏺ᆅᇦࢆࡘ࡞ࡄ㛵ಀ⟇ࡢ୍యⓗ࡞ᐇ㸦ᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࢥࣥࢯ
࣮ࢩ࣒ཬࡧࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡢタ⨨㸧
ᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒࡛ࡣࠊ⟇ᗈሗࡢ㐃ືࠊྛ✀࣋ࣥࢺࡢ
ྜྠ㛤ദࠊ⏦ㄳ᭩㢮ࡢඹ㏻ࠊྛ✀ㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᏛⓎ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢᡂ㛗
せᅉศᯒࠊ㉳ᴗάືࡢᅜ㝿ẚ㍑➼㸧ࡢඹ᭷ཬࡧά⏝ಁ㐍ࠊ⤫ィ࣭ࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࡢᩚഛࠊᨻᗓయࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ⟇࣐ࢵࣉࡢసᡂ➼ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡋࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ㐃ᦠࡋᐇࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ࡛ࡣࠊᆅᇦ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢᨷࡵࡢⓎ᥀➼ࢆ㏻
ࡌ࡚ྛᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࡽᥦ➼ࡢ࠶ࡗࡓᡂ㛗ྍ⬟ᛶࢆឤࡌࡿ࣋ࣥࢳࣕ
࣮ᴗ➼㛵ࡍࡿᨭ᪉㔪ࡢࢻࣂࢫࡸࠊእ㒊ᶵ㛵࣭ᴗ➼ࡢᶫΏ
ࡋ➼ࢆᐇࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᨻᗓᶵ㛵ࡣ㐃ᦠࡋ࡚ྛᨻᗓᶵ㛵ࡢ᭷ࡍࡿᨻ⟇
ᨭࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢻࣂࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡣࠊྛ⟇
ࡢᐇࢫ࣮࣒࢟ࡸά⏝ࡍࡁᨭேᮦࡢே㑅➼㛵ࡋࠊࢻࣂࢫࢆ⾜
࠺ࠋ
ࡉࡽࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢ㈨㔠౪⤥ࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆ࡁ

ࠕᆅ᪉∧
ሀᴗࡢⓎ᥀ࠊᆅᇦᏛࢆ㉳Ⅼࡋࡓࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟᨭࠊ
,R7 ᥎㐍ࣛ࣎ࠖࡢタ➼ࡢ⟇ࢆ୍యⓗᐇࡋࠊᆅ᪉௳ࡢࠕᨷࡵࠖ
ࡢ྾ୖࡆࢆᚭᗏࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ຍ࠼࡚ࠊୡ⏺ࡸ㤳㒔ᅪ࡛㉳ᴗࡸ⤒Ⴀࡿ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔேᮦࡀᆅ᪉
⎔ὶࡋࠊᆅ᪉ࡢᴗᑐࡋ࡚ࠕᨷࡵࡢ⤒Ⴀࠖࢆಁࡍࡶࠊ㉳ᴗᐙ
ࡢⓎ᥀ࡸᆅᇦ࡙ࡃࡾ➼ࢆᢸ࠼ࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ♫ⓗ㉳ᴗࢆ┠ᣦࡍᚰ࠶ࡿⱝ⪅ࡢⓎ᥀࣭⫱ᡂࡶྵࡵ࡚ࠊᆅᇦࡢ
ඹ㏻ㄢ㢟ࢆࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࢫࣆࣜࢵࢺẸ㛫ᴗࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢࡗ࡚✚ᴟⓗ
ゎỴࡍࡿࠊࣃࣈࣜࢵࢡ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡢᙧᡂࢆ㐍ࡵࡿࠋ


ࡉࡽࠊᆅᇦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡά⏝ࡼࡿᆅᇦ⤒῭ࢆ≌ᘬࡍࡿ୰ᑠ࣭୰

ࡅࢇ࠸ࢇ

ࠕᨷࡵࠖࡢᆅ᪉௳ࡢⓎ᥀
≉༊ࡢά⏝ࡸࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࡢ᥎㐍➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㐣ࡸேᡭ
㊊➼ࡢᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ᴗࡢᬑཬࢆᚋᢲࡋࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵➼ࡼࡿᆅᇦ௳Ⓨ᥀࢟ࣕࣛࣂࣥࡸᆅ᪉ࡢࢫࢱ࣮
ࢺࢵࣉࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱࠊᴗᨭ⇕ᚰ࡞ᕷ༊⏫ᮧࡢ㐃ᦠᙉࢆᅗ
ࡿࠋ

ࡗ࡚ሗⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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ղẸ㛫ࡼࡿ⮬ᚊⓗ࡞ࣀ࣮࣋ࢩ࢚ࣙࣥࢥࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ᨭ㸦
Ꮫ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࠊᴗ➼ࡢ₯ᅾຊࡢⓎ➼㸧
ᅜ❧ᏛἲேࡼࡿᏛⓎ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᢞ㈨ࡍࡿࣇࣥࢻࡢฟ㈨
ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡇࡽࠊᘬࡁ⥆ࡁᮾிᏛࠊி㒔Ꮫࠊ㜰Ꮫࠊᮾ
ᏛࡢᅄᏛࡢࣇࣥࢻࡼࡿᢞ㈨άືࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛࡢ◊✲ᡂᯝࢆά⏝ࡋ࡚ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᴗ➼ࢆ⾜࠺⪅
ࡢฟ㈨ࢆྍ⬟ࡍࡿᣦᐃᅜ❧Ꮫἲேไᗘࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊᑡ࡞ࡃࡶ㸳ࡘࡢᏛ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡘ࠸࡚ࠊୡ⏺ࡢ
ࢺࢵࣉேᮦࡸᴗࡢඹྠ◊✲タࢆഛ࠼ࡓࠊୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᡓ␎◊✲ᣐ
Ⅼࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋేࡏ࡚ࠊᴗᏛ᪉ࡢࢺࢵࣉࡀ㛵ࡋࡓᮏ
᱁ⓗ࡞⏘Ꮫ㐃ᦠࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊᏛࡼࡿࠊ⤌⧊ࢆᣲࡆࡓ⏘Ꮫ㐃ᦠయ
ไࡢᵓ⠏ཬࡧ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᚭᗏࢆಁࡍࠋ
ຍ࠼࡚ࠊẸ㛫ᴗࡼࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᢞ㈨άᛶ➼ࡢࡓࡵࠊᴗ࣋
ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢ㐃ᦠಁ㐍ࡸᐁẸࣇࣥࢻࡼࡿ࣐ࢵࢳࣥࢢᢞ㈨➼
ࡼࡗ࡚ࠊ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࡸ 9& ࡢฟ㈨ࡸ࣮࢝ࣈ࢘ࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ
ࡑࡢᢞ㈨ඛ࡞ࡿ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᴗࡢቑຍྥࡅ࡚ࠊ㉳ᴗᣮᡓࡍࡿேᮦ
ࡢቑຍࢆ┠ᣦࡋࠊேᮦ⫱ᡂࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⡿ᅜࡢືྥ➼ࡶཧ⪃ࠊᡃࡀᅜ㥆ᰁࡴࠊ࠸ࢃࡺࡿࣇࣛ
ࣥࢯࣟࣆ࣮ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ


᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊᨻᗓㄪ㐩ಀࡿ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࡢ㞟࣭ᶓ
ᒎ㛤➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
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᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ࠕࠗ᪥ᮏ⯆ᡓ␎࠘ᨵゞ ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࡛ࡣࠊ
ேⓗ㈨ᮏࡢᢞ㈨ࡀ☜ᐇࡘ㛗ᮇⓗ࡞ࣜࢱ࣮ࣥࢆᚓࡿࡢ⪃࠼ᇶ࡙
ࡁࠊᮍ᮶ࢆᨭ࠼ࡿேᮦຊࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊ㉳ᴗᐙయ㦂➼ࢆྵࡵࡓ࢟ࣕ
ࣜᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࡸࠊᑓಟᏛᰯ⏘ᴗ⏺ࡀ㐃ᦠࡋࡓᩍ⫱యไࡢᵓ⠏ࠊᏛ
➼࠾ࡅࡿࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢ᥎㐍ࠊᑓ㛛⫋Ꮫ㝔࠾ࡅࡿ㧗ᗘᑓ㛛⫋
ᴗே㣴ᡂᶵ⬟ࡢᐇࠊാࡁᡭࡢ࢟ࣕࣜࢵࣉ㛵ࡍࡿྲྀ⤌➼ࢆᥖࡆࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓேᮦຊᙉಀࡿྲྀ⤌ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡢほⅬࡽࠊⱥㄒ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢྲྀ
⤌ᙉࡸࠊᾏእࡢᏊ౪ࡓࡕࡀ㉁ࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ᅾእᩍ⫱
タ࠾ࡅࡿᩍ⫱⎔ቃᶵ⬟ࡢ୍ᒙࡢᙉࢆᅗࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋྠࠊ᪂ࡓ
࡞➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉࠸࠺ኚ㠉ࢆぢᤣ࠼ࠊᮍ᮶ᢞ㈨࡛࠶ࡿேᮦຊᙉࡢ
ほⅬࡽ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺ㸸㹼 ṓࡢᑵᴗ⋡ 㸣㸦 ᖺ㸸㸣㸧
ࠖ
э ᖺ㸸㸣



ࠓ.3,ࠔ
ࠕᏛ࣭ᑓ㛛Ꮫᰯ➼࡛ࡢ♫ேཷㅮ⪅ᩘࢆ㸳ᖺ㸦 ᖺࡲ࡛㸧
࡛  ேࠖ
㸦 ᖺ㸸 ே㸧
э ᖺ㸸 ே



ࠓ.3,ࠔ
ࠕ↓⥺ /$1 ࡢᬑ㏻ᩍᐊࡢᩚഛࢆ  ᖺᗘࡲ࡛ 㸣ࢆ┠ᣦ
ࡍࠋ
ࠖ
㸦 ᖺᗘ㸸㸣㸧
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,



ࠓ.3,ࠔ
ࠕ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧ࠾ࡅࡿ ,7 ⎔ቃᩚഛィ⏬ࡢ⟇ᐃ⋡ࡘ
࠸࡚ࠊ ᖺᗘࡲ࡛ 㸣ࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
㸦 ᖺᗘ㸸㸣㸧
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,




ࠓ.3,ࠔ
ࠕᤵᴗ୰ ,7 ࢆά⏝ࡋ࡚ᣦᑟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᩍဨࡢྜ
ࡘ࠸࡚ࠊ ᖺࡲ࡛ 㸣ࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
㸦 ᖺᗘ㸸㸣㸧
ͤᅇࠊ᪂ࡓタᐃࡍࡿ .3,

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸰㸬ከ㠃ⓗࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖ➼
㸰㸫㸯㸬ேᮦຊࡢᙉ

ᮍ᮶♫ࢆぢᤣ࠼ࡓึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢᨵ㠉
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢ௦ྥࡅ࡚ࠊ୍ே୍ேࡢከᵝ࡞⬟ຊࢆ᭱㝈ᘬ
ࡁฟࡋࠊ␗࡞ࡿከᵝ࡞▱ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡞ࡀࡽ᪂ࡓ࡞ຍ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡣࠊึ➼୰➼ᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊ♫ࡸୡ⏺ࡢኚᑐᛂࡋࡓ
ࠕ♫㛤ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࢆᆅᇦ࣭♫㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᐇ⌧ࡋࠊ
ࠕḟୡ
௦ࡢᏛᰯࠖ┦ᛂࡋ࠸ࠊࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬࡼࡿᏛ⩦ࡸࠊ
ಶࠎࡢᏛ⩦ࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡶࠊᚲせ࡞ሗࢆά
⏝ࡋ࡚᪂ࡓ࡞౯್ࢆ㐀ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせ࡞ࡿሗά⏝⬟ຊࡢ⫱
ᡂ㸦ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࢆྵࡴ㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ,7 ࡸእ㒊ேᮦࡢά⏝ࡼࡾከᛁ࡞㞧ົࡽᩍဨࢆゎᨺࡋࠊᩍဨ
ࡢ㈇ᢸ㍍ῶᤵᴗྥࡁྜ࠺㛫☜ಖࢆᅗࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅ࡚ࠊᚲせ࡞ࡿึ➼୰➼ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢྲྀ⤌ࡘ
࠸࡚ࠊ௨ୗᥖࡆ࡚࠸ࡃࠋ

189

ձኚ㠉ࡢ௦ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ࡢᅜᒎ㛤
᪂ࡓ࡞௦ྥࡅ࡚ᡃࡀᅜࡢᙉࡳࢆ⏕ࡋࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓ
ࡵࠊᩍဨࡢᤵᴗຊࡢྥୖ✚ᴟⓗ࡞ ,7 ά⏝ࡢ࣋ࢫࢺ࣑ࢵࢡࢫࢆᅗࡾ࡞
ࡀࡽࠊㄒᙡࡸㄞゎຊ࡞ࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠊ㐀ⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴຊࢆ⫱ࡳࠊᑐ
ヰⓗ࣭యⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ㸦ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࡢどⅬࡼࡿᏛ⩦
ᨵၿࡸಶᛂࡌࡓᣦᑟ㸦ࢲࣉࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࢆᚭᗏࡋࠊ
ࠕḟୡ௦
ࡢᏛᰯࠖ┦ᛂࡋ࠸ࠊᏛᰯࡢ୰࠾ࡅࡿㄢ㢟ゎỴຊࡢ⫱ᡂࡸಶࠎࡢᏊ౪
ࡢ⌮ゎᗘᛂࡌࡓᑀ࡞ᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊḟ௦ồࡵࡽࢀࡿࠊㄢ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ ,7 ࢆά⏝࡛ࡁࡿሗά⏝
⬟ຊࢆⓎ㐩ẁ㝵ᛂࡌ࡚⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࡚ࡢᩍ⛉ࡢㄢ㢟Ⓨぢ࣭ゎỴ➼
ࡢࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊྛᩍ⛉ࡢ≉ᛶᛂࡌࠊ,7 ࢆຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࠋࣉ
ࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯ࠾ࡅࡿయ㦂ⓗᏛ⩦ࡍࡿᶵࡢ
☜ಖࠊ୰Ꮫᰯ࠾ࡅࡿࢥࣥࢸࣥࢶ㛵ࡍࡿࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᏛ⩦ࠊ㧗➼Ꮫ
ᰯ࠾ࡅࡿሗ⛉ࡢඹ㏻ᚲᒚಟ⛉┠࠸ࡗࡓࠊⓎ㐩ࡢẁ㝵༶ࡋࡓᚲ
ಟࢆᅗࡿࠋ
  ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆᅜⓗᐇࡍࡿࡓࡵࠊᑠᏛᰯ࠾࠸࡚ࡣ  ᖺ
ᗘࡽࠊ୰Ꮫᰯ࠾࠸࡚ࡣ  ᖺᗘࡽࠊ㧗➼Ꮫᰯ࠾࠸࡚ࡣ  ᖺ
ᗘࡽ㛤ጞࡉࢀࡿ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢぢ┤ࡋ㛵ࡍࡿ⤖ㄽࢆᮏᖺᗘ
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ճᩍဨࡢᤵᴗຊྥୖ ,7 ⎔ቃᩚഛࡢᚭᗏ
  Ꮫᰯ⌧ሙ࡛Ꮚ౪ྥࡁྜ࠺୍ே୍ேࡢᩍဨࡢᤵᴗຊࢆ᭱㝈Ⓨࡉ
ࡏࡿࡓࡵࡣࠊᾏእࡢඃࢀࡓྲྀ⤌ࢆཧ⪃ࡋ࡞ࡀࡽࠊ,7 ࡸẸ㛫ᩍ⫱ࢶ࣮
ࣝࢆຠᯝⓗά⏝ࡍࡿࡇࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩍဨ㣴ᡂ࣭◊ಟ
࠾࠸࡚ࠊ,7 ➼ࢆά⏝ࡋࡓᩍဨࡢᤵᴗຊࢆ᭦ྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆᙉ
ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᩍဨࡢ㈨㉁ྥୖࢆᅗࡿᩍဨ㣴ᡂ࣭
᥇⏝࣭◊ಟࡢ୍యᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢἲࡘ࠸࡚ࠊḟᮇᅜࢆྵࡵࡓ᪩ᮇࡢ
ᥦฟࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࡲࡓࠊᏛᰯ⌧ሙẸ㛫➼ࡢእ㒊ேᮦࡢά⏝ࢆᅗࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࠊᆅᇦ࣭♫ࡢ㐃ᦠ࣭༠ാࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ≉ูචチ≧ࡸ≉ู
㠀ᖖㅮᖌไᗘࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊ,7 ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡣࠊᏛᰯࡢ ,7 ⎔ቃᩚഛࡶ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏛᰯ࡛⏝ࡍࡿ ,7 ᶵჾࡢᩚഛࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⎔ቃ
ࡘ࠸࡚ࠊᾏእࡢඃࢀࡓྲྀ⤌ࡶཧ⪃ࡋࡘࡘࠊᏊ౪ࡀ⏝ࡍࡿ➃ᮎࡢࠕ㸯
ே㸯ྎయไࠖࡸᏳᐃࡋࡓ↓⥺ /$1 ⎔ቃ࡞ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
㝿ࠊಶࠎࡢᏊ౪ᛂࡌࡓከᵝ࡞ᩍᮦࡸື⏬ࢥࣥࢸࣥࢶ࡞ฎ⌮ࡍࡿࢹ࣮
ࢱ㔞ࡀᚑ᮶ࡼࡾ㣕㌍ⓗቑຍࡍࡿഴྥࡸࠊᰯົᨭࢩࢫࢸ࣒➼୍యⓗ

ղᩍ⫱ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡼࡿᐁẸࡢ㐃ᦠᙉ
  ࢡࢸࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡸࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࢆྵࡵࠊᏛᰯ⌧ሙ࡛
⏝ࡉࢀࡿ ,7 ᩍᮦ࣭ࢥࣥࢸࣥࢶࡣ⏬୍ⓗỴࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯ⌧ሙ
ࡢࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ࠊẸ㛫ࡸᩍ⫱⌧ሙࡢពᕤኵࡼࡿᩍဨࡢᤵᴗຊࢆᨭ
࠼ࡿࡶࡢࢆᗈࡃඹ᭷࣭ホ౯ࡋࠊ㐍ࡉࡏ࡞ࡀࡽᬑཬࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࢆ୰ᚰ⤒῭⏘ᴗ┬ࡸ⥲ົ┬ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ
ᮏᖺ୰Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡸᩍ⫱㛵㐃ࡸ ,7 㛵㐃ࡢᴗ࣭࣋ࣥࢳ࣮ࣕ࡞࡛ᵓ
ᡂࡉࢀࡿᐁẸࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࢆタ❧ࡋࠊඃࢀࡓᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㛤Ⓨ࣭
ඹ᭷ࡸᏛᰯࡢእ㒊ேᮦࡢὴ㐵࡞ࡢ ,7 ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ࢆຍ㏿ࡉࡏࡿ
ᐁẸ㐃ᦠࡼࡿྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ


ྲྀ⤌ࢆぢ┤ࡋࡘࡘࠊ⌮ᩘ࣭ሗศ㔝࡛≉ពḧࡸ✺ฟࡋࡓ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ
ᅜࡢᑠ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟ࡋࡓ≉ู࡞ᩍ⫱ࡢᶵࢆタࡅࡿࡇࡼࡾࠊࡑ
ࡢ⬟ຊࢆࡁࡃఙࡤࡍࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ᳨ウ࣭᥎㐍ࡍࡿࠋ

ࡉࡽࠊ᪂ࡓ࡞௦ࢆ≌ᘬࡍࡿ✺ฟࡋࡓேᮦࡢ⫱ᡂྥࡅ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ

ࡅࢇ࠸ࢇ

୰ࡲࡵࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋ

191

ձ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉௦༶ࡋࡓୡ⏺ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢேᮦࡢ㍮ฟ㸦༟㉺
Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧
࣭༟㉺◊✲ဨไᗘࡼࡿேᮦ⫱ᡂ࣭ᙉ㸧
⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮ࢬࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊᩥ⌮⼥ྜศ㔝࡞␗ศ㔝ࡢ୍యⓗᩍ
⫱ࡸᡃࡀᅜࡢᙉ࠸ศ㔝ࡢ᭱ඛ➃ࡢᩍ⫱ࢆྍ⬟ࡋࠊࡲࡓࠊ」ᩘࡢᏛࠊ
Ẹ㛫ᴗࠊᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேࠊᾏእࡢࢺࢵࣉᏛ➼ࡀ㐃ᦠࡍࡿࠕ༟㉺
Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧ࠖࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
ࠕ༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧࡛ࠖࡣࠊ༶ᡓຊࡶ
࡞ࡿேᮦࢆ᪤Ꮡࡢ◊✲⛉࣭ᑓᨷࡢᯟࢆ㉸࠼࡚⫱ᡂࡍࡿࡶࠊᏛ㝿
⼥ྜࡶྵࡵࡓᏛᤵࡶྍ⬟ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏᖺ㸲᭶⏘Ꮫᐁࡽ࡞ࡿ༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧᳨ウࡢࡓࡵࡢ

մึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢሗ࠾ࡅࡿⴭసᶒ➼ࡢㄢ㢟ࡢᑐᛂ
ึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢሗࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊ࠼ࡤࠊᩍဨࡀసᡂࡋࡓ⮬సᩍ
ᮦ➼ࢆࢡࣛ࢘ࢻ➼࡛⟶⌮࣭ඹ᭷ࡍࡿ㝿ࡢⴭసᶒ㛵ࡍࡿㄢ㢟࡞ࢆゎỴ
ࡍࡿࡓࡵࠊᶒࡢಖㆤ⏝ࡢࣂࣛࣥࢫ␃ពࡋࡘࡘࠊⴭసᶒไᗘ
ཬࡧࣛࢭࣥࢫࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊᮏᖺᗘ୰ᩥᑂ㆟
࠾࠸࡚࠶ࡿࡁ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ྲྀࡾࡲࡵࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࡲࡓࠊᚋࡢึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢሗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊᩍ⫱ࢥࣥࢸࣥ
ࢶࡢά⏝ࡸᏊ౪ࡢᏛ⩦ሗ࡞ࢆࢡࣛ࢘ࢻୖ࡛⟶⌮࣭ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊᅜࡢᏛᰯ⌧ሙᬑཬࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᩍ⫱ศ㔝࠾
ࡅࡿࢡࣛ࢘ࢻά⏝ྥࡅࡓᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿಶேሗಖㆤ᮲ࡸ
ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣏ࣜࢩ࣮ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬యࡼࡗ࡚ྲྀᢅ࠸ࡀ
␗࡞ࡿࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊಶேሗࡢಖㆤ࣭ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢ
☜ಖࢡࣛ࢘ࢻά⏝ࡼࡿᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢ౽ᛶ࣭ຠ⋡ᛶࡢᩚྜࡀᅜ࡛
ᅗࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ⥲ົ┬ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊඛ㐍➼ࢆᮏ
ᖺᗘ୰ᩚ⌮ࡋබ⾲ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᏛᰯ⌧ሙ࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢሗࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࠋ

㧗➼ᩍ⫱➼ࢆ㏻ࡌࡓேᮦຊࡢᙉ

ᶵ⬟ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿⅬ࡞ࠊࢯࣇࢺ㠃ࡢせ⣲ࡶ຺ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
 ᖺ௨㝆ࡢᩍ⫱⌧ሙồࡵࡽࢀࡿᐇ⏝ⓗ࣭ຠᯝⓗ࡞ ,7 ⎔ቃࢆᩚഛࡍ
ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓほⅬࢆぢᤣ࠼࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽ
ࢀࡿᶵჾࡸ↓⥺ /$1 ⎔ቃ➼ࡢᶆ‽ࠊᆅ᪉⮬యࡢつᶍࡸᩚഛ≧ἣᛂ
ࡌࡓィ⏬ⓗ࡞⎔ቃᩚഛ࡞ࡢලయⓗ᪉⟇ࢆࠕᩍ⫱ࡢሗຍ㏿ࣉࣛࣥࠖ
ࡋ࡚ኟࡲ࡛ࡲࡵࡓୖ࡛ࠊ,7 ⎔ቃᩚഛィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆಁࡍ࡞ࠊᆅ
᪉⮬య➼࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࠋ
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ࡢ⫱ᡂ㧗➼ᩍ⫱࠾ࡅࡿᩘ⌮ᩍ⫱ࡢᙉ
,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟➼ࡢ㐍ᒎᑐᛂࡋࡓᮍ᮶♫ࢆ㐀ࡍࡿ
ேᮦࡢ⫱ᡂ࣭☜ಖྥࡅ࡚ࠊ㧗➼ᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊ㧗ᗘ࡞ࣞ࣋ࣝࡢࢹ࣮ࢱ
ࢧ࢚ࣥࢸࢫࢺ࡞ࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ㒊࣭Ꮫ㝔ࡢᩚഛࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ⌮ᕤ
⣔ࡢᇶ♏࡞ࡿᩘᏛᩍ⫱ࡢᶆ‽࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤Ⓨ➼ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫⓗ
࡞ᩘ⌮࣭ሗᩍ⫱ࡢᙉࢆ⾜࠺ࡶࠊᩘ⌮࣭ሗᩍ⫱ࢆ⾜࠺⏘Ꮫ㐃
ᦠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡞ࠊᏛ࣭Ꮫ㝔࣭㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ࠾ࡅࡿᩘ⌮࣭
ሗศ㔝㛵ࡍࡿᑓ㛛ேᮦࡢ⫱ᡂᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࠊ≉ᐃᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே➼࠾
࠸࡚ࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼㐃ᦠࡋࠊୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲⪅ࢆ⣕ྜࡋ࡚ ,R7࣭
ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟ࡸࣔࣀ࡙ࡃࡾ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢ㥑ື⣔ࡢ⼥ྜ㡿ᇦ
➼࠾ࡅࡿ◊✲ேᮦ⫱ᡂࢆ୍యⓗ⾜࠺ࡶࠊࢼࣀࢸࢡ࣭ᮦᩱࠊ
ᆅ⌫⎔ቃศ㔝࡞ᡃࡀᅜࡀᙉࡳࢆ࠸ࡏࡿศ㔝࠾࠸࡚ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ
➼ࡢᡓ␎ⓗ࡞ඹ᭷࣭ά⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡢᅜ㝿◊✲ᣐⅬࢆᙧᡂࡋࠊ
ᑓ㛛ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ⼥ྜ㡿ᇦ➼࠾࠸࡚ࠊ༟㉺Ꮫ㝔

ղ,R7࣭ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࣭ேᕤ▱⬟➼ࢆ≌ᘬࡍࡿࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝሗேᮦ

ࡅࢇ࠸ࢇ

᭷㆑⪅㆟ࡀྲྀࡾࡲࡵࡓࠕᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡛ࠖ᪂⏘ᴗฟ㈨ࡍࡿ
㡿ᇦࢆྵࡴ㸲ࡘࡢ㡿ᇦࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏᖺᗘࡽ㛤ጞࡉ
ࢀࡿᏛᴗ࠾ࡅࡿᵓ㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗࡘᐦ࡞༠㆟ࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࡶࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡸ㐃ᦠయไࡢᩚഛ࡞Ꮫ㝔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࢆ᮶ᖺᗘࡽ㡰ḟᵓ⠏ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ
ࠕ༟㉺Ꮫ㝔㸦௬⛠㸧࡛ࠖࡣ⏘Ꮫඹྠ◊✲Ꮫ⏕ࡀཧ⏬ࡍࡿࢣ
࣮ࢫࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᏛ࣭ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᑐࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇
ᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᏛ⏕㛵ಀࡿ࣮ࣝࣝࡶྵࡵࡿࡇࡍࡿࠋ
࠙ᥖࠚ
ࡲࡓࠊඃࢀࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡀᏳᐃࡋࡓ࣏ࢫࢺ⮬⏤࡞◊✲⎔ቃ࡛ά㌍
࡛ࡁࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿ༟㉺◊✲ဨไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᖺ㸰᭶ࡽබ
ເࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊከᩘࡢẸ㛫ᴗࡽࡶ༟㉺◊✲ဨཷධ
ࢀࡢពᛮࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓࡇࡣࠊேᮦ࣭ᢏ⾡ࡢὶືࡢほⅬࡽࡶḼ㏄
ࡍࡁືࡁ࡛࠶ࡿࠋᮏᖺ୰ࡢ༟㉺◊✲ဨཬࡧࡑࡢཷධᶵ㛵ࡢỴᐃࡢᐇ
⦼➼ࢆศᯒࡋࡘࡘࠊᏛࠊᅜ❧◊✲㛤ⓎἲேࠊẸ㛫ᴗ➼࡛ࡢ༟㉺◊
✲ဨࡢཷධࢀࡀ㐍ࡴࡼ࠺ࠊไᗘࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࠋ≉ࠊ≉ᐃ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேࡸᣦᐃᅜ❧Ꮫἲே࡛ࡣࠊᶵ㛵ඛ㥑ࡅ࡚Ẹ㛫
ᴗ➼ࡢࢡࣟࢫ࣏ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࢆά⏝ࡋࡓ༟㉺◊✲ဨࡢཷධ
ࢀࢆ✚ᴟⓗ᥎㐍ࡍࡿࠋ
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᪂ࡓ࡞௦༶ࡋࡓࠊᰂ㌾࡞Ꮫ⩦⎔ቃࡢᥦ౪
ᐇ♫࠾ࡅࡿኚ༶ⓗᑐᛂࡋࠊⱝᖺᒙ࣭♫ேࢆၥࢃࡎ
㧗ᗘ࡞⫋ᴗⓗᑓ㛛ᛶࢆ⩦ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊタ࣭タഛ➼ࡘ࠸࡚ྜ⌮
ⓗࡘᰂ㌾࡞ࡶࡢࡍࡿࡶࠊ♫ேࡀࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸ከᵝ
࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋ

ᩍ࠼ࡿேᮦࡢᰂ㌾࡞☜ಖ࣭⫱ᡂ
ࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡛ᩍ࠼ࡿ㐺ษ࡞ேᮦࢆ༑ศ☜ಖ࣭⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ

ᚋࡢ⏘ᴗ⏺ࡢேᮦ⋓ᚓࢽ࣮ࢬࡢᫎ
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡀ㐍⾜ࡍࡿ୰࡛ኚࡋ࡚࠸ࡃࠊ⏘ᴗ⏺࡛ồࡵࡽࢀࡿ
ேᮦᒙࡸேᮦࢫ࣌ࢵࢡ࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞♫ⓗࢽ࣮ࢬࢆࠊᅜࡸ㛵ಀᴗ⏺
㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㐺ษᢕᥱࡋࠊඃඛ㡰ࢆࡘࡅ࡚ಶࠎࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡸࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛᫎࡁࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋ


ᡃࡀᅜࡢேᮦຊࢆᢤᮏⓗᙉࡍࡿࡲ࡛࡞࠸ࠕ⫋ᴗࣉࣟ㣴ᡂᶵ㛵ࠖ
ࡋ࡚タࡍࡿࠋධ⫋๓ࡢⱝ⪅ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ⌧⫋࡛ࡢࢫࢸࢵࣉࢵࣉ࣭
ࡼࡾά㌍࡛ࡁࡿ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿពḧⓗ࡞♫ே࡞ࠊᖜᗈ࠸ᖺ㱋ᒙࡀᏛࡪ
ሙࡋ࡚ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱ᰂ㌾࡞Ꮫ⩦⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ㛤Ꮫྥࡅࠊ௨ୗࡘ࠸࡚୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟ࡢ㆟ㄽࢆ⤒ࡓ
ୖ࡛ࠊᖺ୰ࢆ┠㏵ᡤせࡢἲⓗᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡉࡽࠊ
ἲᡂ❧ᚋ㏿ࡸࠊ᪂ࡓ࡞௦༶ࡋࡓタ⨨ᇶ‽ࢆᩚഛࡍࡿࠋ


ࡢ㠉᪂ࢆ≌ᘬࡋᚓࡿࠕ㧗ᗘ⫋ᴗேᮦࠖࢆ㍮ฟࡍࡿᩍ⫱ᐇయไࢆഛ࠼ࠊ

ࡅࢇ࠸ࢇ

ճᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱ࢆ⾜࠺᪂ࡓ࡞㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵
⏘ᴗᵓ㐀ࡢᛴ⃭࡞ኚࡶࠊാࡁᡭᚲせࡉࢀࡿ⬟ຊ࣭ᢏ⾡ࡶ
ຍ㏿ᗘⓗኚࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ⌧ᅾࠊㄡࡶࡀࠊᚲせ࡞ࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࠊ㎿㏿
ࡘᰂ㌾㧗ᗘ࡞⫋ᴗⓗᑓ㛛ᛶࢆ㌟ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃᩚഛࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⎔ቃᩚഛࡢᐇ⌧ࢆᢸ࠺ࠕᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗᩍ⫱ࢆ⾜࠺᪂ࡓ
࡞㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࠖࡘ࠸࡚ࠊᑓ㛛ᛶᐩࡳࠊᚑ᮶ࡢᏛ༞ᴗ⏕ྠ➼௨
ୖࡢ㈤㔠࣭Ꮫࢆᚓ࡚ࠊୡ⏺ࡢ⏘ᴗ㠉ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࡼ࠺࡞⌧ሙࣞ࣋ࣝ

㸦௬⛠㸧ࡀᙧᡂࡉࢀࡿሙྜࡸ༟㉺◊✲ဨࡀ㑅ᐃࡉࢀࡿሙྜࡣࠊேᕤ▱
⬟ᢏ⾡ᡓ␎㆟➼ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ༶ᡓຊࡶ࡞ࡿ༤ኈேᮦࡸඃ⚽
࡞◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࠋ
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յᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࠊ㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯࠊᑓಟᏛᰯ࠾ࡅࡿ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே
➼ࡢ㣴ᡂᶵ⬟ࡢᐇ
᪥ᮏ⤒῭ࡢᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿ⤒Ⴀேᮦࢆ㉁࣭㔞ࡶ㇏㍮ฟࡋࠊࢧ࣮
ࣅࢫ⏘ᴗ➼ࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊ⤒Ⴀ⣔ᑓ㛛⫋Ꮫ㝔ࡘ࠸࡚ࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡸᆅᇦᐦ╔ࠊⓎᒎࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ≉ᐃศ㔝ࡢᙉ࠸ࡗࡓྛ
ᰯࡢ≉ᚩࢆఙࡤࡍᙧ࡛ࡢேᮦ㣴ᡂᶵ⬟ࡢᐇࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊᑓ㛛⫋Ꮫ
㝔ไᗘࢆ᪩ᛴぢ┤ࡋࠊᏛ⏕ࡸ⏘ᴗ⏺࡞ከᵝ࡞㛵ಀ⪅ࡢどⅬࢆྲྀࡾධ
ࢀࡓホ౯ࡢᐇࠊᅜ㝿ⓗホ౯ᶵ㛵ࡼࡿホ౯ࡢಁ㐍ࠊᏛ㒊࣭◊✲⛉➼
ࡢ㐃ᦠࡢಁ㐍ࠊᴗ➼ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᰾࡞ࡿ⛉┠ࡢ᫂☜➼ࢆ㐍

մࠕ➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ேᮦ⫱ᡂ᥎㐍㆟ࠖࡢ㛤ദ
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡀ㐍⾜ࡋࠊ⏘ᴗ⏺࡛ồࡵࡽࢀࡿேᮦᒙࡸேᮦࢫ࣌ࢵࢡ
ࡶኚࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀணࡉࢀࡿ୰ࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞⏘ᴗᵓ㐀࣭ᑵᴗᵓ㐀ࡢ
ኚࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡂ㛗⏘ᴗ࡛ά㌍࡛ࡁࡿேᮦࢆࠊᡓ␎ⓗ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㛵ಀ┬ᗇ࣭⏘ᴗ⏺࣭ປാ⏺࣭ᩍ⫱ᶵ㛵࣭⫋ᴗカ⦎
ᶵ㛵ࡸேᮦ⫱ᡂ⏘ᴗ➼ࡀ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊᚋ฿᮶ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ⏘ᴗ
ᵓ㐀࣭ᑵᴗᵓ㐀ࡢኚࠊࡑࡢ୰࡛ᐃࡉࢀࡿ᪂ࡋ࠸⏘ᴗ༶ࡋࡓேᮦ
ീ࣭ࡑࡢ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ㐺ษᥥࡁฟࡍࡶࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᐁẸ࡛ㄆ㆑
ඹ᭷ࡋࠊ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨᨻ⟇࣭ᩍ⫱ᨻ⟇➼ලయⓗᫎࡉࡏࡿ⤌ࡳࢆ
ᮏᖺ୰ᩚഛࡍࡿࠋ

ࡿࠗ㧗ᗘ⫋ᴗேᮦ࠘ࢆ㍮ฟࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࠖ࠸࠺♫ⓗព⩏࣭ࢆ
☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊศ࡞㉁ࢆᢸಖࡋ࡞ࡀࡽㄆྍࡍࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡿࠋ

࡚ࠊୡ⏺ࡢ⏘ᴗ㠉ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࡼ࠺࡞⌧ሙࣞ࣋ࣝࡢ㠉᪂ࢆ≌ᘬࡋᚓ

ࡅࢇ࠸ࢇ

ࠕ⫋ᴗࣉࣟ㣴ᡂᶵ㛵ࠖࡋ࡚ࡢ㉁ᢸಖ࣭ྥୖࡢࣅࣝࢺ࣭ࣥࣥ
ࢭࣥࢸࣈ
ཷㅮ⪅ࡢᑵ⫋⋡࣭㉳ᴗ⋡ࠊ♫ேཷㅮ⋡ࠊཷㅮ⪅‶㊊ᗘ➼ࡢᐇ⦼
ᇶ࡙࠸ࡓᐈほⓗᣦᶆᨭ⟇ࢆࣜࣥࢡࡉࡏࡓホ౯ไᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ
ࠕᑓ㛛ᛶᐩࡳࠊᚑ᮶ࡢᏛ༞ᴗ⏕ྠ➼௨ୖࡢ㈤㔠࣭Ꮫࢆᚓ

ᐇົᐙᩍဨࢆࡣࡌࡵࠊ⏘ᴗ⏺ࡢேᮦ⋓ᚓࢽ࣮ࢬᑐᛂ࡛ࡁࡿእ㒊ேᮦ
ࢆ✚ᴟⓗά⏝ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࢸ࣮ࢳࣥࢢࢫ࢟ࣝࢆ▷ᮇ㛫࡛㌟
ࡅࡽࢀࡿ◊ಟᶵࢆᥦ౪ࡍࡿ➼ࠊᐇົᐙᩍဨࡢຠᯝⓗ࡞Ⓩ⏝ࡀᐇ㉁ⓗ
㐍ࡴ⤌ࡳࡶేࡏ࡚ᩚഛࡍࡿࠋ
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ղ୰㧗ᖺேᮦࡢ᭱ά⏝
ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃኚࡢຍ㏿ࡼࡾࠊᴗෆࡢேᮦ⫱ᡂࡢࡳ࡛ࡣ
ኚ༑ศᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ㌿⫋➼ࡼࡾᵝࠎ࡞࢟ࣕ
ࣜࢆᣢࡘാࡁᡭࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ≉༶ᡓຊࢆᚲせࡋ࡚࠸ࡿ
ᴗ㸦࠼ࡤᆅ᪉ࡢ୰ᑠᴗࡸᡂ㛗㌶㐨࠶ࡿ᪂⯆ᴗ➼㸧࡛ࠊ⬟ຊ⤒
㦂ࢆ᭷ࡍࡿேᮦࡀᣢ࡚ࡿ⬟ຊࢆᏑศⓎ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆᩚഛࡍࡁ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊබ┈㈈ᅋἲே⏘ᴗ㞠⏝Ᏻᐃࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿࠕヨ⾜
ᅾ⡠ฟྥࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆ㏻ࡌࠊヨ⾜ᆺฟྥࡢࣀ࢘ࣁ࣭࢘ㄢ㢟ࢆᩚ⌮࣭ྲྀ

ձᴗ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ➼ࡢྲྀ⤌ࡢሗᥦ౪ࡢಁ㐍
ᴗࡢேᮦ⫱ᡂ➼ࡢྲྀ⤌㛵ࡍࡿሗ㸦௨ୗࠕ⫋ሙሗࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࡘ࠸࡚ࠊồ⫋⪅ࡗ࡚ᐇ⏝ᛶࡀ㧗ࡃࠊேᮦ⫱ᡂ๓ྥࡁྲྀࡾ⤌ࡴ
ᴗࡀ✚ᴟⓗホ౯ࡉࢀࡸࡍ࠸ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ồ⫋⪅᭷┈࡞ࠕ⫋ሙሗࠖࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆసᡂࡋࠊᖜᗈ࠸ࠕ⫋ሙ
ሗࠖࡢ✚ᴟⓗ࡞ᥦ౪ࢆᴗせㄳࡍࡿࠋࡲࡓࠊᴗࡢࠕ⫋ሙሗࠖࢆồ
⫋⪅ᥦ౪ࡍࡿ㝿ࠊᴗ㛫ࡢẚ㍑ࢆᐜ᫆ࡋࠊᕼᮃἢࡗࡓ⫋ᴗ㑅ᢥ
㈨ࡍࡿࡼ࠺ࠊ୍ぴࢆᅗࡿࠋࡇࢀࡽࡘ࠸࡚ࠊ᮶ᖺᗘࡽࡢᐇࢆ┠ᣦ
ࡋࠊᮏᖺᗘ୰ᑐฎ᪉㔪ࢆྲྀࡾࡲࡵࡿࠋ


ࡵࡿࠋ
㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡘ࠸࡚ࠊᚋࡢ♫ࡢኚࡸᴗࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓ
Ꮫ⛉⦅࡞ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢぢ┤ࡋࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ᒎ㛤ࡍࡿ᪥ᮏᴗࢆᨭ࠼ࡿேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࠊᮾ༡ࢪ➼ࡽ㧗➼ᑓ
㛛Ꮫᰯࡢ␃Ꮫ⏕ཷࡅධࢀࡸࠊࡇࢀࡽࡢᅜࡢ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢᾏእᒎ㛤
ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ᑓಟᏛᰯࡘ࠸࡚ࡶࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᑐᛂࡋࡓேᮦ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ␃Ꮫ
⏕ཷධࢀಁ㐍➼㛵ࡍࡿ᪉⟇ࡸࠊ
ࠕ⫋ᴗᐇ㊶ᑓ㛛ㄢ⛬ࠖࡢᐇ⦼᳨ド➼ࢆྵ
ࡵࡓᑓಟᏛᰯᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰᳨ウࡋࠊ⏘ᴗ⏺ࡢࢽ࣮
ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑓಟᏛᰯࡢᑓ㛛ேᮦࡢ⫱ᡂᶵ⬟ࡢᙉ㉁ࡢಖド࣭ྥୖࢆ
ᅗࡿࡓࡵᚲせ࡞ไᗘⓗᥐ⨨➼ࢆ᮶ᖺᗘࡲ࡛ㅮࡌࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡽࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࠾ࡅࡿ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே➼ࡢ㣴ᡂᶵ⬟
ᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞⏘ᴗᵓ㐀ࡢኚࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᡂ㛗⏘ᴗ࡛ά
㌍࡛ࡁࡿேᮦ⫱ᡂࢆᡓ␎ⓗ⾜࠺➼ࡢไᗘࡢᐇࢆᅗࡿࠋ

ᴗࡢேᮦ⟶⌮ࡢಁ㐍
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ճᮍ᮶ࢆࡿⱝ⪅ࡢ㞠⏝࣭⫱ᡂࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗᑐ⟇ࡢຍ㏿㸦ࠕࢭࣝ
ࣇ࣭࢟ࣕࣜࢻࢵࢡࠖࡢᑟධ࣭ಁ㐍➼㸧
ᮍ᮶ࢆᢸ࠺ⱝ⪅ࡀࠊ⫋ᴗ⏕ά࠾࠸࡚⮬㌟ࡢ⬟ຊࡸಶᛶࢆⓎ࡛ࡁࡿ
⎔ቃࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊⱝ⪅㞠⏝ಁ㐍ἲࡢᡂ❧ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊᴗ
ࡼࡿ⫋ሙሗᥦ౪ࡢಁ㐍ࡸࠕࢭࣝࣇ࣭࢟ࣕࣜࢻࢵࢡࠖࡢᑟධಁ㐍➼ࠊ
ᴗ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊᑓ㛛ᐇ㊶ᩍ⫱カ⦎➼ࢆά
⏝ࡋ࡚ࠊປാ⪅ࡢ࢟ࣕࣜᙧᡂ㈨ࡍࡿ ,7 ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡞ࠊ⮬Ⓨⓗ࡞
⬟ຊ㛤Ⓨࢆᨭࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡙ࡃࡾศ㔝ࡢேᮦ⫱ᡂࡢ
ࡓࡵࠊⱝ⪅ࡢᢏ⬟᳨ᐃࡢཷ᳨ᩱࡢῶචࢆ㏿ࡸ᳨ウࡋᮏᖺෆ⤖ㄽࢆ
ᚓࡿࡶࠊᢏ⬟㍯ᅜ㝿ࡢ᪥ᮏࡢㄏ⮴ྥࡅࡓලయⓗ࡞᪉⟇
ࢆ᳨ウࡋࠊ᮶ᖺᗘᖺኸࡲ࡛⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ

ࡾࡲࡵࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢタࢆ┠ᣦࡍ᭦࡞ࡿᨭไᗘࡢᅾࡾ᪉ࢆ᮶ᖺ
ᗘ୰᳨ウࡋࠊ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕࢭࣝࣇ࣭࢟ࣕࣜࢻࢵࢡࠖ➼ࡼࡿ
ⱝᖺᮇࡽࡢ⥅⥆ⓗ࡞࢟ࣕࣜࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡢᶵࢆ☜ಖࡍࡿࠋ

ࠕ㌿⫋ධ⫋⋡㸦ࣃ࣮ࢺࢱ࣒ࢆ㝖ࡃ୍⯡ປാ⪅㸧ࢆᚋ㸳ᖺ㛫
ࠓ.3,ࠔ
࡛㸷㸣ࠖ
㸦 ᖺ㸸㸣㸧
э ᖺ㸸㸣

197

ձ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ാࡁ᪉ࡢᐇ⌧
  ᭦࡞ࡿാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࠊ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ാࡁ᪉ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ
ಶேࡀࠕᑵ♫ࠖព㆑ࡽ⬺༷ࡋࠊ⫋ࡢ㑅ᢥᙜࡓࡾࠊ⫋ሙ㛗㛫ᣊ᮰
ࡉࢀࡎࠊ⬟ຊࡸಶᛶᛂࡌࡓᑓ㛛ᛶࢆ☻ࡁࠊ⮬ࡽࡢ౯್ࢆ᭱㝈ᘬࡁฟ
ࡏࡿ⫋ሙྰࢆ㔜せ࡞⪃៖せ⣲ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ♫ࡢ୰୍࡛ᒙᾐ㏱
ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊປാ㛫ࡸேᮦ⫱ᡂ➼㛵ࡍࡿᴗ
ࡢྲྀ⤌࣭ᐇ⦼ࡢぢ࠼ࡿࢆ᭦㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿ
࠙ᚋᥖࠚ
㸦ࠕϪ㸰㸰Ϲ ປാᕷሙ࡛ࡢぢ࠼ࡿࡢಁ㐍ࠖ࠾࠸࡚ヲ⣽グ
㍕㸧
ࠋࡲࡓࠊാࡁ᪉ᨵ㠉㛵ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᙧ࡛ዲࡢ㞟࣭බ⾲ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊປാ㛫๐ῶࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ⏕⏘ᛶࢆྥୖࡉࡏࠊ┈ࡢᣑ
ࡘ࡞ࡀࡿ࠸࠺どⅬࡶ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢᐇࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊࢸࣞ࣡
࣮ࢡࡢࡼ࠺࡞ᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᴗࡢ⏕⏘ᛶྥୖ㈉⊩ࡍࡿᅾࡾ
᪉ࢆㄪᰝศᯒ࣭බ⾲ࡍࡿࡇ➼ࡼࡾࠊά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ
  ຍ࠼࡚ࠊ
ࠕ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ㠉ྥࡅࡓປാ࣭㔠⼥㐃⤡㆟ࠖࢆ㛤ദࡍ
ࡿࡶࠊ㞠⏝㐀ᨻ⟇ᑐࡍࡿᆅᇦ㔠⼥ᶵ㛵➼ࡢຓゝ➼ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎
㐍ࡍࡿ࡞ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽࠊ⤒Ⴀ⟶⌮ᨵၿ࣭㞠⏝⟶⌮ᨵၿ

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺ㸸㹼 ṓࡢᑵᴗ⋡ 㸣㸦 ᖺ㸸㸣㸧
ࠖ
э ᖺ㸸㸣

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ேཱྀῶᑡࡀࡶࡓࡽࡍ౪⤥ไ⣙ᑐᛂࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁᣢ⥆ⓗ࡞ᡂ㛗ࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵࠊປാᇶ‽ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢ᪩ᮇᡂ❧ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ
⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ാࡁ᪉ࡢᐇ⌧ࡸࠊከᵝ࡞ാࡁᡭࡢཧ⏬ྥࡅࡓാࡁ㐣ࡂ㜵
Ṇࡘ࠸࡚ࠊྲྀ⤌ࢆᙉຊ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢᐇ⾜࣭ᐇ⌧





ࠕኻᴗᮇ㛫㸴᭶௨ୖࡢ⪅ࡢᩘࢆᚋ㸳ᖺ㛫࡛㸰ῶᑡࠖ
㸦
ࠓ.3,ࠔ
ᖺ㸸 ே㸧
э ᖺ㸸 ே

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ

㸰㸫㸰㸬ാࡁ᪉ᨵ㠉ࠊ㞠⏝ไᗘᨵ㠉
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ճྠ୍ປാྠ୍㈤㔠ࡢᐇ⌧➼
ዪᛶࡸⱝ⪅࡞ࡢከᵝ࡛ᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ࡢ㑅ᢥࢆᗈࡆࡿࡃࠊ㠀ṇつ㞠
⏝ປാ⪅ࡢᚅ㐝ᨵၿࢆ᭦ᚭᗏࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊྠ୍ປാྠ୍㈤㔠
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ
ձປാዎ⣙ἲࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാἲࠊປാ⪅ὴ㐵ἲࡢⓗ☜࡞㐠⏝ࢆᅗ
ࡿࡓࡵࠊࡢࡼ࠺࡞ᚅ㐝ᕪࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿཪࡣྜ⌮࡛࠶ࡿࢆ
➼࡛♧ࡍ࢞ࢻࣛࣥࢆ⟇ᐃࡋࠊᬑཬၨⓎࢆ⾜࠺ࠋ
ղ࢞ࢻࣛࣥࡢ⟇ᐃ➼ࢆ㏻ࡌࠊྜ⌮࡞ᚅ㐝ᕪࡋ࡚ṇࡍࡁࡶ
ࡢࢆ᫂ࡽࡍࡿࠋࡑࡢṇࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊḢᕞࡢไᗘࡶཧ⪃
ࡋࡘࡘࠊྜ⌮࡞ᚅ㐝ᕪ㛵ࡍࡿྖἲุ᩿ࡢ᰿ᣐつᐃࡢᩚഛࠊ㠀ṇつ
㞠⏝ປാ⪅ṇつປാ⪅ࡢᚅ㐝ᕪ㛵ࡍࡿᴗ⪅ࡢㄝ᫂⩏ົࡢᩚഛ
࡞ࢆྵࡵࠊປാዎ⣙ἲࠊࣃ࣮ࢺࢱ࣒ປാἲཬࡧປാ⪅ὴ㐵ἲࡢ୍ᣓ
ᨵṇ➼ࢆ᳨ウࡋࠊ㛵㐃ἲࢆᅜᥦฟࡍࡿࠋ

199

㛫እປാつไࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウ
ᖺ㸲᭶ᅜᥦฟࡋࡓປാᇶ‽ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢ

ປാᇶ‽ἲࡢᇳ⾜ࡢᙉ
ປാᇶ‽ἲᇶ࡙ࡃປാᇶ‽┘╩⨫ࡼࡿ┘╩ᣦᑟࢆᙉࡍࡿࠋ≉
᭶  㛫㉸ࡢ㛫እປാࡀࢃࢀࡿ࡚ࡢᴗሙࢆ㔜Ⅼ┘╩ࡢᑐ㇟
ࡋ࡚ࠊ┘╩ᣦᑟࢆᚭᗏࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᭶  㛫㉸ࡢ㛫እປാࢆᐃࡵࡓ୕
භ༠ᐃࡢᒆฟࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜ➼ࡢᣦᑟຓゝࢆᙉࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊປാᇶ‽ἲࡢᇳ⾜ࢆᙉࡍࡿほⅬࡽࠊປാᇶ‽ἲࡢෆᐜࡸ┦
ㄯ❆ཱྀࡢ࿘▱ᚭᗏࢆᨵࡵ࡚ᅗࡿࡶࠊ┘╩ᣦᑟࡢᙉࢆᐇຠ࠶ࡿࡶ
ࡢࡍࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞ேဨయไࡢᩚഛࢆྵࡵࠊ┘╩ᣦᑟ࣭ᤚᰝయไࡢᙉ
ࢆ⾜࠺ࠋ


մ㛗㛫ປാࡢṇ
㛗㛫ປാࢆ๓ᥦࡍࡿാࡁ᪉ࡢᨵ㠉ࢆ⏨ᛶ࣭ዪᛶࢆၥࢃࡎ♫య
࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡼࡾࠊ⫱ඣㆤ➼ࢆ⌮⏤ࡇࢀࡲ࡛ᑵࡅ࡞
ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ാࡁᡭࡢᑵປ➼ࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊປാ㛫ࡢῶᑡࢆ⏕
⏘ᛶྥୖ࡛⿵࠾࠺ࡍࡿᴗࡢᵝࠎ࡞ྲྀ⤌࣭ᕤኵࡸົ㛫ෆ࡛ᡂᯝࢆ
ᣲࡆࡼ࠺ࡍࡿಶேࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㧗ࡲࡾࡀປാࡢࠕ㉁ࠖࢆྥୖࡉ
ࡏࡿࡇࡼࡾࠊᴗࡢ✌ࡄຊࡀྥୖࡍࡿࡶࠊฟ⏘࣭⫱ඣ
ࡢ୧❧ಁ㐍➼ࡼࡾࠊฟ⏕⋡ࡢྥୖࡘ࡞ࡀࡿࡇࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ᑡᏊᑐ⟇ࡢほⅬࡽࡣࠊᡃࡀᅜࡢேཱྀศᕸ➼ࡽࡶࠊ᪩ᛴ㛗㛫ປ
ാṇࡢྲྀ⤌ࢆᙉࡍࡿࡇ࡛ࡼࡾ㧗࠸ຠᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡇ␃ពࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢ⏘ᴗ➇தຊࢆ⥔ᣢࡋࠊᣢ⥆ⓗ࡞⤒῭ᡂ
㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡓࠊ᪥ᮏ♫ࡢᵓ㐀ⓗㄢ㢟࡛࠶ࡿᑡᏊ㧗㱋ᣮ
ᡓࡍࡿࡓࡵࡶࠊ㛗㛫ປാṇࡢྲྀ⤌ࢆࡇࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛㎿㏿ᨻ⟇
Ỵᐃࡋࠊᙉࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᪤ᨻᗓࡢാࡁ᪉ᨵ㠉ྥࡅࡓ
ᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡼࡾࠊാࡁ࡞ࡀࡽฟ⏘࣭⫱ඣࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿ࣐ࣥࢻࡀ
㧗ࡲࡿືࡁࡀ㢧ⴭ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࢱ࣑ࣥࢢࢆᤊ࠼࡚ࠊ᭦ᚋᢲࡋ
ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ


ղ㧗ᗘࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝไᗘࡢ᪩ᮇタ
ࠕ㧗ᗘࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝไᗘࠖࡘ࠸࡚ࠊ㛫࡛ࡣ࡞ࡃᡂᯝ࡛ホ౯
ࡉࢀࡿാࡁ᪉ࢆᕼᮃࡍࡿປാ⪅ࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࠊ㐀ᛶࡢ㧗࠸ാࡁᡭࡀ
ࡑࡢ⬟ຊࢆ༑ศⓎࡋࠊຠ⋡ⓗ࡞ാࡁ᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㑅ᢥ⫥ࢆቑࡸ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ┬௧࡛つᐃࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿ
ᑐ㇟ᴗົࡘ࠸࡚ࠊ௦ࡶኚࡍࡿ᪂ࡋ࠸⏘ᴗࡸᕷሙ࠾ࡅࡿ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࡘ࡞ࡀࡿᴗົࡀࠊປ㛫ࡢ㐺ษ࡞ヰྜ࠸ࡼࡾ㐺ษ
ࡘᰂ㌾ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊປാᇶ‽ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢᡂ
❧ᚋࠊປാᨻ⟇ᑂ㆟࠾࠸᳨࡚ウࡋࠊ᪩ᮇ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
ࡲࡓࠊไᗘᑟධᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ

ᴗഃࡢᨭࡋ࡚ࠊไᗘᑐ㇟⪅ࡢປົ⟶⌮ࢆ⾜࠸ࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ
ᚲせ࡞ሗࡸᑵᴗつ๎グ㍕ࢆἲᐃᣦ㔪ࡸ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ➼᫂グ
ࡍࡿࠋ
ປാ⪅ഃࡢᨭࡋ࡚ࠊไᗘ⏝ᕼᮃ⪅ᑀ࡞ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺
ࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ไᗘᑐ㇟⪅ࡢᏳࢆゎᾘࡋࠊࢺࣛࣈࣝⓎ⏕ࡢ
㎿㏿࡞ၥ㢟ゎỴࢆᨭࡍࡿࠊ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࡢ┦ㄯయไࡢᩚഛ࣭࿘▱➼
ࡢᨭ⟇ࢆᐇࡍࡿࠋ

ࡲࡓࠊ
ࠕṇ♫ဨ㌿࣭ᚅ㐝ᨵၿᐇ⌧ࣉࣛࣥࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥ṇ♫
ဨ㌿࣭ᚅ㐝ᨵၿᐇ⌧ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㠀ṇつ㞠⏝ປാ⪅ࡢṇ♫ဨ
㌿࣭ᚅ㐝ᨵၿࢆᙉຊ᥎㐍ࡍࡿࠋ


᪉ྲྀࡾ⤌ࡴᴗ➼ࢆ୍యⓗᨭࡋ࡚࠸ࡃࡇࡼࡾࠊᆅᇦ୰ሀ࣭୰
ᑠᴗࡢປാ⏕⏘ᛶྥୖࡢຍ㏿ࡸࠊᡂ㛗⏘ᴗ࠾ࡅࡿேᮦ☜ಖ➼ࢆᅗ
ࡿࠋ
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ᅜⓗ࡞࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ㐠ືࡢᒎ㛤➼
 㛗㛫ປാṇྥࡅࡓ♫ⓗẼ㐠ࢆ㔊ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭
ࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡀᅜ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ
ព㆑ၨⓎࡲࡽࡎࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢලయⓗ
࡞ᐇ㊶᪉ἲࡸ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸࢫࡢඹ᭷ࢆᅗࡿࡶࡢෆᐜࢆᐇࡉ
ࡏ࡚࠸ࡃࠋ
 ࡲࡓࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࡢᐇ⌧ࡀᴗࡢᴗ⦼➼ࡶࡓࡽࡍຠ
ᯝࢆᢕᥱ࣭ศᯒࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛ᅜࡢ⾲ᙲࡸ㞟➼ࡢᑐ㇟࡞ࡗ
ࡓᴗ࠾ࡅࡿࡑࡢᚋࡢྲྀ⤌࣭ᐇ⦼ࡘ࠸࡚ࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࢆ⾜࠺ࠋ
ᴗ࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫᐇ⌧ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓ

ᅜᐙබົဨࡢྲྀ⤌ಁ㐍
 ᴗ࡛ࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿୖ࡛ࡶࠊᅜᐙබົဨࡢ㛗㛫ປാࡢṇྥ
ࡅࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊᮏᖺ㸲᭶ࡼࡾᣑࡉࢀࡓࣇࣞࢵࢡࢫ
ࢱ࣒ไࡶά⏝ࡋࡓࠕࡺ࠺άࠖࠊᴗົຠ⋡ࠊ㛗㛫ປാṇྥࡅࡓ⟶
⌮⫋➼ࡢྲྀ⤌࣭ᐇ⦼ࡢேホ౯ࡢᫎࡢᚭᗏ➼ࡢࠕᅜᐙබົဨࡢዪ
ᛶά㌍࣮࣡ࢡࣛࣇࣂࣛࣥࢫ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ᣦ㔪ࠖᇶ࡙ࡃྲྀ⤌ࢆ
㐍ࡵࠊࡇࢀࡽࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࠖࡢ㐍ᤖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿົ㛫
⟶⌮ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠕ㟘ࡀ㛵ࡢാࡁ᪉ᨵ㠉ࢆຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࡢ᠓ㄯࠖ
࡛ࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࣮࣌ࣃ࣮ࣞࢫࡸࢸ࣮ࣞ࣡ࢡ㛵ࡍࡿඛ㐍ࡢᶓ
ᒎ㛤ࢆ㏿ࡸᐇࡍࡿࡶࠊᅜ㛵ಀᴗົࡢຠ⋡ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ⟶⌮⫋ồࡵࡽࢀࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊࡢᢕᥱࡸࡑࡢྥୖྥࡅ
ࡓྲྀ⤌ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ


ᴗࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡢಁ㐍
ἲᇳ⾜ࡢᙉࡢࡓࡵࡢᥐ⨨ຍ࠼ࠊ㛗㛫ປാࡢṇྥࡅࡓᴗࡢ
⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊປാ㛫➼ࡢタᐃࡢᨵၿ㛵ࡍࡿ≉ูᥐ
⨨ἲ㸦ᖹᡂ㸲ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ᇶ࡙ࡃ࢞ࢻࣛࣥࢆᨵṇࡋࠊົ㛫
ࣥࢱ࣮ࣂࣝᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇ࡞ࠊࡼࡾ㋃ࡳ㎸ࢇࡔᥐ⨨ࢆ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌
ࡢලయࡋ࡚┒ࡾ㎸ࡴࠋࡲࡓࠊ㛗㛫ປാṇࡸົ㛫ࣥࢱ࣮ࣂࣝ
ࡢᑟධྥࡅ࡚⮬ⓗྲྀࡾ⤌ࡴᴗࢆᨭࡍࡿࠋ


᪩ᮇᡂ❧ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ୕භ༠ᐃ࠾ࡅࡿ㛫እປാつไࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸
࡚ࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
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ປാᕷሙ࡛ࡢぢ࠼ࡿࡢಁ㐍
 ዪᛶࡢά㌍᥎㐍ᴗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ㛤タ㸦ᮏᖺ㸰᭶㸧ࡸⱝ⪅㞠⏝ಁ㐍
ἲࡼࡿ⫋ሙሗᥦ౪ࡢ㛤ጞ㸦ᮏᖺ㸱᭶㸧➼ࠊ⫋ሙሗࡢࠕぢ࠼ࡿࠖ
ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊேᮦ⫱ᡂࡸ㛗㛫ປാṇ࡞ࡢാࡁ᪉ᨵ㠉✚ᴟⓗ
࡞ᴗປാᕷሙ࡛㑅ࡤࢀࠊࡑࢀࡀᴗࡢ⮬ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ᭦ಁ㐍ࡍ
ࡿࠊ࠸࠺ዲᚠ⎔ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢሗᥦ౪ࡢ⤌
ࡳࡘ࠸࡚᩿ࡢᨵၿࢆᅗࡿࡶࠊⱝ⪅࣭ዪᛶ࠸ࡗࡓᒓᛶ⦡ࡽ
ࢀ࡞࠸౽ᛶࡢ㧗࠸ሗ㛤♧ࡢ⤌ࡳ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᵝࠎ࡞ࠕぢ࠼ࡿࠖ
ࡢྲྀ⤌ࡢ⤫ྜ➼ྥࡅ࡚ࠊձ౽ᛶࡢ㧗࠸᳨⣴ᶵ⬟ࡸᴗ㛫ẚ㍑ࡢ⤌
ࡳࡢᑟධࠊղࠕ࠼ࡿࡰࡋㄆᐃࠖࠕࡃࡿࡳࢇㄆᐃࠖࠕ࣮ࣘࢫ࢚࣮ࣝㄆᐃࠖ
ࠕ࡞࡛ࡋࡇ㖭ࠖࠕᗣ⤒Ⴀ㖭ࠖ࡞ࡢྛ✀ㄆᐃไᗘ➼ࡢ㐃ᦠ㸦ྲྀ
ᚓࡢ᭷↓ࡢ⾲♧➼㸧ࠊճሗᥦ౪ࡢᑐ㇟㡯┠㸦㛗㛫ປാṇࡢほⅬ
ࡽࠊ࠼ࡤࠊ୕භ༠ᐃ࡛⥾⤖ࡉࢀࡓ㛫እປാ㛫ᩘࡘ࠸࡚ࠊᴗࡢ
ሗᥦ౪ࢆྍ⬟ࡍࡿ➼㸧ࠊմ㛗㛫ປാࡢṇࡸከᵝ࡞ാࡁ᪉➼ࠊୖ
ሙᴗ࠾ࡅࡿാࡁ᪉㛵ࡍࡿ᪉㔪ࡢ㛤♧ࡢᅾࡾ᪉➼ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウ
ࡋࡓୖ࡛ࠊ᮶ᖺᗘࡽࡢᐇࢆ┠ᣦࡋࠊᮏᖺᗘ୰ᑐฎ᪉㔪ࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࡿࠋ

ணぢྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⣮தゎỴࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏➼
  ࠕࠗ᪥ᮏ⯆ᡓ␎࠘ᨵゞ ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧ࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊᖺ  ᭶タ⨨ࡋࡓࠕ㏱᫂ࡘබṇ࡞ປാ⣮தゎỴࢩࢫࢸ࣒➼



յᣢ⥆ⓗ࡞⤒῭ᡂ㛗ྥࡅࡓ㈤㔠࣭᭱ప㈤㔠ࡢᘬୖࡆࡢࡓࡵࡢ⎔ቃ
ᩚഛ
࡚ࡢᡤᚓᒙ࡛ࡢ㈤㔠ୖ᪼ᴗ┈ྥୖࡢዲᚠ⎔ࡀᣢ⥆࣭ᣑࡉࢀ
ࡿࡼ࠺ࠊ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍᴗ⪅ࡢ⏕⏘ᛶྥୖ➼ࡢࡓࡵࡢᨭࡸࠊྲྀᘬ
᮲௳ࡢᨵၿ➼ࢆᅗࡾࡘࡘࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊ㈤㔠ᘬୖࡆࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ
᭱ప㈤㔠ࡘ࠸࡚ࠊᖺ⋡㸱㸣⛬ᗘࢆ┠㏵ࡋ࡚ࠊྡ┠ *'3 ࡢᡂ㛗⋡ࡶ
㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽᘬୖࡆດࡵࡿࠋ

ࡵᮏᖺᗘࡼࡾᑟධࡋࡓࠊ࣮࣡ࢡ࣭ࣛࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿᴗࢆ
ᅜࡢㄪ㐩࠾࠸࡚ࡼࡾᖜᗈࡃホ౯ࡍࡿᯟ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰⊂❧
⾜ᨻἲே➼ࡢㄪ㐩ᣑࡋࠊ᮶ᖺᗘࡽཎ๎ᐇࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
ᆅ᪉බඹᅋయࡸẸ㛫ᴗ➼࠾ࡅࡿྠᵝࡢྲྀ⤌ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ
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ࡢᅾࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ࠾࠸࡚ࠊゎ㞠↓ຠ࠾ࡅࡿ㔠㖹ᩆ῭ไᗘ
ࡢᅾࡾ᪉ࡑࡢᚲせᛶࢆྵࡵࠊணぢྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⣮தゎỴࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ
ᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウࢆ㏿ࡸ㐍ࡵࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇ⤖ㄽࢆᚓࡓୖ࡛ປാᨻ
⟇ᑂ㆟ࡢᑂ㆟ࢆ⤒࡚ࠊᡤせࡢไᗘⓗᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ































ࠕ᮶ᖺᗘᮎࡲ࡛⣙  ேศࡢಖ⫱ࡢཷࡅ─ࢆᣑࡋࠊᚅᶵ
ࠓ.3,ࠔ
ඣ❺ࡢゎᾘࢆ┠ᣦࡍࠖ
㸦
ࠕᚅᶵඣ❺ゎᾘຍ㏿ࣉࣛࣥࠖ㸧
э ᖺࠊ ᖺᗘࡢ㸰ᖺࡢಖ⫱ᣑ㔞ࡣ⣙  ே

㸦㧗㱋⪅ࡢά㌍᥎㐍㸧
ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺ㸸㹼 ṓࡢᑵᴗ⋡ 㸣ࠖ
э ᖺ㸸㸣㸦 ᖺ㸸㸣㸧

㸦㞀ᐖ⪅ࡢά㌍᥎㐍㸧
ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺ㸸㞀ᐖ⪅ࡢᐇ㞠⏝⋡ 㸣ࠖ
э ᖺ㸸㸣㸦 ᖺ㸸㸣㸧

㸦㧗ᗘእᅜேᮦࡢά⏝㸧
ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺᮎࡲ࡛  ேࡢ㧗ᗘேᮦㄆᐃࢆ┠ᣦࡍࠋࡉࡽ
 ᖺᮎࡲ࡛  ேࡢ㧗ᗘேᮦㄆᐃࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
э࣏ࣥࢺไࡢᑟධ㸦 ᖺ㸳᭶㸧ࡽ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛㧗ᗘ
ேᮦㄆᐃࡉࢀࡓእᅜேᩘࡣ  ே


203

᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇ 
ዪᛶά㌍᥎㐍ἲࡀᮏᖺ㸲᭶ࡽ㠃⾜ࡉࢀࠊᴗ➼࠾࠸࡚ࠊྠἲ
ᇶ࡙ࡃ⾜ືィ⏬ࡢ⟇ᐃ➼ࡢྲྀ⤌ࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆࡶ㋃ࡲ࠼ࠊዪᛶ
ά㌍ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ྥࡅ࡚ࠊ௨ୗࡢ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
ࠕዪᛶά
㌍ຍ㏿ࡢࡓࡵࡢ㔜Ⅼ᪉㔪 ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ࡍ࡚ࡢዪᛶࡀ㍤
ࡃ♫࡙ࡃࡾᮏ㒊Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡁࠊ㠀ṇつ㞠⏝ࡢዪᛶࡢᚅ㐝ᨵၿࠊࢸࣞ
࣮࣡ࢡࡢ᥎㐍ࢆྵࡵࡓከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡢ᥎㐍ࠊ⏨ᛶࡢᬽࡽࡋ᪉࣭ព㆑ࡢኚ
㠉➼ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ ṓ௨ୖࡢ⪅ࡢ㞠⏝ಖ㝤ࡢ㐺⏝ᣑࡸࢩࣝࣂ࣮ேᮦࢭࣥࢱ࣮
ࡢᴗົᣑ➼ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ㞠⏝ಖ㝤ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ 
ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡀᮏᖺ㸲᭶ࡽ㡰ḟ⾜ࡉࢀࡿࡇࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ㧗㱋⪅



ዪᛶࡢά㌍᥎㐍 
ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺ㸸ዪᛶࡢᑵᴗ⋡㸦㹼 ṓ㸧 㸣ࠖ
э ᖺ㸸㸣㸦 ᖺ㸸㸣㸧

.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ 

㸰㸫㸱㸬ከᵝ࡞ാࡁᡭࡢཧ⏬
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ዪᛶࡢά㌍᥎㐍
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ղᚅᶵඣ❺ゎᾘྥࡅࡓྲྀ⤌ᙉ
᮶ᖺᗘᮎࡢᚅᶵඣ❺ゎᾘࡢᐇ⌧ྥࡅࠊ
ࠕᚅᶵඣ❺ゎᾘຍ㏿ࣉࣛࣥࠖࠊ
ᮏᖺ㸱᭶ྲྀࡾࡲࡵࡓࠕᚅᶵඣ❺ゎᾘྥࡅ࡚⥭ᛴⓗᑐᛂࡍࡿ⟇ࠖ
➼ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⤒῭࣭㈈ᨻ⏕ィ⏬ࡢᯟ⤌ࡳࡢୗࠊᏳᐃ㈈※ࢆ☜ಖࡋࡘ
ࡘࠊಖ⫱ࡢཷࡅ─ࡢᩚഛࡸಖ⫱ேᮦࡢ☜ಖࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࠋලయⓗࡣࠊ
ᮏᖺ㸱᭶ᡂ❧ࡋࡓᏊࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ
 ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ࡼࡾタࡉࢀࡓࠕᴗᑟᆺಖ⫱ᴗࠖࡢᮏᖺᗘ
ࡽࡢ✚ᴟⓗ࡞ᒎ㛤ࠊ,&7 ࡢά⏝➼ࡼࡿᴗົ㈇ᢸ㍍ῶࡸಖ⫱ኈ㈨᱁ࡢ
ྲྀᚓᨭ➼ࡢྲྀ⤌ࡶࠊಖ⫱ኈ➼ࡢ᭦࡞ࡿฎ㐝ᨵၿࡸ࢟ࣕࣜࣃࢫ



ձࢲࣂ࣮ࢩࢸ⤒Ⴀࡢᐇ㊶ࡢಁ㐍
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕ࡞࡛ࡋࡇ㖭ࠖࡸࠕࢲࣂ࣮ࢩࢸ⤒Ⴀᴗ  㑅ࠖ➼
ࡢྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊዲࡢศᯒ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᴗࡢᡂ㛗ᛶࡸ┈ᛶࡢྥ
ୖࡘ࡞ࡀࡿࢲࣂ࣮ࢩࢸ⤒Ⴀ㸦ዪᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊእᅜேࡸ㞀ᐖ⪅➼
ࡢⓏ⏝ࢆᗈࡃྵࡴࠋ
㸧ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᫂☜ࡍࡿࡶࠊ࠼ࡤࠊࢲࣂ࣮
ࢩࢸ⤒Ⴀࢆಁ㐍ࡍࡿሗᥦ౪ࡢᅾࡾ᪉➼ࠊᴗ࣭ᢞ㈨ᐙ᪉ࡢッồ
ຊࢆ㧗ࡵࡿ᪉⟇ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿ᪂ࡓ࡞᳨ウࡢሙࢆ❧ࡕୖࡆࠊᮏᖺᗘ୰
୍ᐃࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
  ࡲࡓࠊୖグ᳨ウࡢሙࡶ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊᴗࡢேᮦ⟶⌮ࡢほⅬࡲ
ࡽࡎࠊ㈨ᮏࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝࠸࠺ほⅬࡽࠊᣢ⥆ⓗ࡞౯್㐀ྥࡅࡓ
ᢞ㈨ࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウ࠾࠸࡚ࠊᣢ⥆ⓗ࡞ᴗ౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵࡢᴗ
⤒Ⴀࡸᢞ㈨ࡢᅾࡾ᪉ࠊࡑࢀࢆホ౯ࡍࡿᡭἲࡘ࠸࡚ࠊ⊃⩏ࡢ (6*㸦⎔ቃࠊ
♫ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊேⓗ㈨ᮏࠊ▱ⓗ㈨ᮏ➼ࢆど㔝ධࢀࡓ
⥲ྜⓗ࡞᳨ウࢆᮏᖺᗘ୰⾜࠸ࠊ୍ᐃࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ



ࡢά㌍ಁ㐍ྥࡅ࡚ࠊ⏕ᾭ⌧ᙺ࡛ά㌍࡛ࡁࡿ♫ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ⎔ቃᩚ
ഛࢆຍ㏿ࡍࡿࠋ
እᅜேᮦࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ,7 ศ㔝࠾࠸࡚ࠊእᅜே ,7 ேᮦࡢ᪥ᮏ
ࡢ␃Ꮫࡸࡑࡢᚋࡢᑵປᨭ➼ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊᖺ  ᭶ࠊࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱࢯࣇࢺ࢙࢘༠ࢆẕయࡋ࡚ࠊࢪ➼ ,7 ேᮦᐃ╔ᨭ༠㆟
ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋୡ⏺ⓗ࡞ேᮦ⋓ᚓ➇தࡀ⃭ࡍࡿ୰ࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡢ᭦࡞ࡿ
άᛶࢆᅗࡾࠊ➇தຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ,7 ேᮦ➼ࡢඃ⚽࡞እᅜேᮦࢆ
ᡃࡀᅜ✚ᴟⓗࡧ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࠋ
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⬟ᙉἲ㝃๎➨㸰᮲ᇶ࡙ࡁࠊ⿕⏝⪅ಖ㝤ࡢ㐺⏝ᣑࡢ⾜ᚋ㸱ᖺ௨ෆ
ࠊ᭦࡞ࡿ㐺⏝ᣑྥࡅࡓ᳨ウࢆ╔ᐇ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
ᅜᐙබົဨࡢ㓄അ⪅ಀࡿᢇ㣴ᡭᙜࡘ࠸࡚ࡣࠊே㝔ᑐࡋ᳨ウࢆ
せㄳࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㏿ࡸᑐฎࡍࡿࠋẸ㛫ᴗ
࠾ࡅࡿ㓄അ⪅ᡭᙜࡘ࠸࡚ࡶࠊཌ⏕ປാ┬࠾࠸࡚ྲྀࡾࡲࡵࡓࠕ㓄അ
⪅ᡭᙜࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウ㛵ࡋ⪃៖ࡍࡁ㡯ࠖࡘ࠸࡚ᗈࡃ࿘▱ࢆᅗࡾࠊ
ປᑐࡋࡑࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ࡳࡕ

ྜពᇶ࡙ࡃ㐺⏝ᣑࡢ㏵ࢆ㛤ࡃไᗘⓗᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࠋࡲࡓࠊᖺ㔠ᶵ

ճዪᛶࡀാࡁࡸࡍ࠸ไᗘ➼ࡢぢ┤ࡋ
ዪᛶࡀാࡁࡸࡍ࠸⛯ไ࣭♫ಖ㞀ไᗘ࣭㓄അ⪅ᡭᙜ➼ࡢぢ┤ࡋࡘ
࠸࡚ࡣࠊാࡁࡓ࠸ேࡀാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃᩚഛࡢᐇ⌧ྥࡅࡓලయⓗ᳨ウࢆ
㐍ࡵࡿࠋ
⛯ไࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕാࡁ᪉ࡢ㑅ᢥᑐࡋ࡚୰❧ⓗ࡞⛯ไࡢᵓ⠏ࢆࡣࡌ
ࡵࡍࡿಶேᡤᚓㄢ⛯ᨵ㠉㛵ࡍࡿㄽⅬᩚ⌮㸦➨୍ḟ࣏࣮ࣞࢺ㸧
ࠖ
㸦ᖹᡂ
 ᖺ  ᭶㸵᪥ᨻᗓ⛯ไㄪᰝྲྀࡾࡲࡵ㸧ࡸࠕ⤒῭♫ࡢᵓ㐀ኚࢆ
㋃ࡲ࠼ࡓ⛯ไࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿㄽⅬᩚ⌮ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᨻᗓ⛯
ไㄪᰝྲྀࡾࡲࡵ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖜᗈࡃᑀ࡞ᅜẸⓗ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋ
♫ಖ㞀ไᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᖺ  ᭶ࡽࡢᴗ࡛ࡢ▷㛫ປാ⪅
ࡢ㐺⏝ᣑࡢ⾜ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ୰ᑠᴗࡘ࠸࡚ࡶࠊປ



ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࠋ
つᶍ࣐ࣥࢩࣙࣥ➼ࡢᘓタࡢಖ⫱タేタࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᐜ✚⋡
⦆ࡢ≉ᥐ⨨ࢆά⏝ࡋࡓಖ⫱タేタࡢࣔࢹࣝࢆྲྀࡾࡲࡵ࡚ࠊ
ᆅ᪉⮬య➼ࡢ࿘▱ࢆᅗࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᆅ᪉⮬యෆ࠾ࡅࡿ㒔ᕷィ⏬
㒊ᒁཬࡧᘓ⠏㒊ᒁಖ⫱㒊ᒁࡢ㐃ᦠ➼ࢆ῝ࡵࠊ㒔ᕷィ⏬ࡢ❧Ⅼࡸࠊ
≉ᥐ⨨ࡢチྍ⏦ㄳⅬࡽࠊ㛵ಀ㒊ᒁ㛫࡛㐃ᦠࡋࡓྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ
࠺ࠊᆅ᪉⮬యࡢ࿘▱ᚭᗏࢆ⾜࠺ࠋ
ᚋࡶࠊዪᛶࡢᑵᴗࡢ᭦࡞ࡿቑຍࡸാࡁ᪉ᨵ㠉ࡢ㐍ᒎࠊಖ⫱ࡢษࢀ
┠࡞࠸ᨭ࡞ࡿ⫱ඣఇᴗࡢྲྀᚓಁ㐍➼ࡢྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊಖ⫱ࡢཷ
ࡅ─☜ಖྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡑࡢ㝿ࠊ୰㛗ᮇⓗࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ᢏ⾡ࢆࡶࡘಖ
⫱ኈࡢ♫ⓗホ౯ࢆྥୖࡉࡏࠊಖ⫱ኈࡀࡼࡾ㨩ຊ࠶ࡿ⫋ᴗ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ
ㅖእᅜ࠾ࡅࡿಖ⫱ኈࡢไᗘ࣭ࡢㄪᰝ࣭ศᯒࢆᮏᖺᗘ୰⾜࠸ࠊಖ
⫱ኈࡢ♫ⓗホ౯ࢆࡼࡾྥୖࡉࡏࡿ᪉⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
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ձ㧗ᗘእᅜேᮦࢆ᭦ࡧ㎸ࡴධᅜ࣭ᅾ␃⟶⌮ไᗘࡢ᳨ウ
㧗ᗘ ,7 ேᮦ࡞ࠊ
᪥ᮏ⤒῭ࡢᡂ㛗ࡢ㈉⊩ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࠊ
▱㆑ࢆᣢࡗࡓእᅜேᮦࢆᡃࡀᅜចࡁࡘࡅࠊ㛗ᮇࢃࡓࡾά㌍ࡋ࡚ࡶࡽ
࠺ࡓࡵࡣࠊㅖእᅜ௨ୖ㨩ຊⓗ࡞ධᅜ࣭ᅾ␃⟶⌮ไᗘࢆᩚഛࡍࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㧗ᗘእᅜேᮦࡢỌఫチྍ⏦ㄳせࡍࡿᅾ␃ᮇ

እᅜேᮦࡢά⏝
➨㸲ḟ⏘ᴗ㠉ࡢୗ࡛ࡢ⇚Ⅿ࡞ࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தᡴࡕࡘࡓࡵࡣࠊ
㧗ᗘ ,7 ேᮦࡢࡼ࠺ࠊሗᢏ⾡ࡢ㐍࣭῝క࠸ᖜᗈ࠸⏘ᴗ࡛㟂せ
ࡀ㧗ࡲࡿ㧗ᗘእᅜேᮦࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞ཷධࢀࢆᅗࡾࠊᡃࡀᅜ⤒
῭యࡢ⏕⏘ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ㧗ᗘእᅜேᮦࡢཷࡅධࢀྥࡅࡓ๓ྥࡁ࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ✚
ᴟⓗⓎಙࡍࡿࡶࠊ⮬ᅜእ࡛ࡢᑵປࢆ┠ᣦࡍ㧗ᗘእᅜேᮦࡗ
࡚ᡃࡀᅜࡢ⏕ά⎔ቃࡸᮏ㑥ᴗࡢ㈤㔠࣭㞠⏝ேయ⣔ࠊධᅜ࣭ᅾ␃⟶⌮
ไᗘ➼ࡀ㨩ຊⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ᭦࡞ࡿᨵၿࢆᅗࡾࠊࡇࢀࡽࡢேᮦࡀ
㛗ᮇࢃࡓࡾᡃࡀᅜ࡛ά㌍ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᡓ␎ⓗ࡞⤌ࡳࢆᵓ⠏
ࡍࡿࠋ

㞀ᐖ⪅➼ࡢά㌍᥎㐍
㞀ᐖ⪅ࠊ㞴ᝈ⪅ࠊࡀࢇᝈ⪅➼ࡢᑵປᨭࢆࡣࡌࡵࡋࡓ♫ཧຍࡢ
ᨭᘬࡁ⥆ࡁ㔜Ⅼⓗྲྀࡾ⤌ࡴࠋ㞀ᐖ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⫋ሙᐃ╔ᨭࡢ
ᙉࡸࠊ㎰ᴗศ㔝࡛ࡢ㞀ᐖ⪅ࡢᑵປᨭ㸦㎰⚟㐃ᦠ㸧➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡶࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᩥⱁ⾡άືࡢ⯆➼ࡼࡾࠊ♫ཧຍࡸ⮬❧ࢆಁ㐍ࡋ
࡚࠸ࡃࠋ



㧗㱋⪅ࡢά㌍᥎㐍
ാࡃពḧࡢ࠶ࡿ㧗ᖺ㱋⪅ࡀᖺ㱋㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊࡑࡢ⬟ຊࡸ⤒㦂ࢆ࠸
ࡋ࡚⏕ᾭ⌧ᙺ࡛ά㌍࡛ࡁࡿ♫ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊ ṓ௨㝆ࡢ⥅⥆㞠⏝ᘏ
㛗ࡸ  ṓࡲ࡛ࡢᐃᖺᘏ㛗ࢆ⾜࠺ᴗ➼ࡢᨭࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅ
ᇦࡢ༠㆟ࢆά⏝ࡋ࡚ከᵝ࡞㞠⏝࣭ᑵᴗᶵࢆ☜ಖࡍࡿ⤌ࡳࢆᅜ
ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡶࠊࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡢࠕ⏕ᾭ⌧ᙺᨭ❆ཱྀࠖࡸ㧗ᖺ㱋
㏥⫋ணᐃ⪅ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡞ࡿࠕ㧗ᖺ㱋㏥⫋ணᐃ⪅
࢟ࣕࣜேᮦࣂࣥࢡࠖࡢά⏝➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㧗ᖺ㱋⪅ࡢᑵ⫋ᨭࢆ⾜࠸ࠊ
㧗ᖺ㱋⪅ࡢά㌍ᶵࡢ㣕㌍ⓗྥୖࢆᅗࡿࠋ
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ղእᅜே␃Ꮫ⏕ࠊᾏእᏛ⏕ࡢᮏ㑥ᴗࡢᑵ⫋ᨭᙉ
 እᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢᑵ⫋⋡ࢆ⌧≧ࡢ㸱ࡽ㸳ྥୖ
ࡉࡏࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࠊ␃Ꮫ⏕ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠊ୰㛗ᮇࣥࢱ࣮ࣥ
ࢩࢵࣉࠊ࢟ࣕࣜᩍ⫱࡞ࢆྵࡵࡓ≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆྛᏛࡀタ⨨ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᥎㐍᪉⟇ࢆ㏿ࡸ⟇ᐃࡋࠊࡲࡓࠊᴗࡢ㐃ᦠᐇ⦼ࠊࣥ
ࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢᐇィ⏬➼ࡢほⅬᇶ࡙࠸ࡓ㐺ษ࡞ㄆᐃ➼ࢆཷࡅࡓ
≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆಟࡋࡓ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛᡤ⟶┬ᗇࡢ㐺ษ
࡞㛵ࡢୗ࡛ࠊᅾ␃㈨᱁ኚ᭦ᡭ⥆ࡁࡢ㝿ᚲせ࡞ᥦฟ᭩㢮ࡢ⡆⣲ࠊ
⏦ㄳಀࡿᑂᰝࡢ㎿㏿➼ࡢඃ㐝ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓୖࠊ᮶ᖺᗘࡼࡾࠊྛ
Ꮫࡀྠࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇࢆᨭࡍࡿࠋ
 ຍ࠼࡚ࠊ␃Ꮫ⏕㛵ಀᅋయ㐃ᦠࡋࡓᬑཬᗈሗࡢᙉࡸእᅜே㞠⏝ࢧ
࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡸᑵ⫋ၨⓎࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢ
ᐇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢᑵ⫋ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪥ᮏᨻᗓࡢ 2'$ ➼ࡢබⓗ㈨㔠ࢆά⏝ࡋࡓࠊࢪྛᅜ࡛ࡢ㧗
ᗘேᮦ⫱ᡂᴗࡼࡾ㍮ฟࡉࢀࡓேᮦࡣࠊᡃࡀᅜࡢぶᛶࡀ㧗࠸⪅
ࡀከࡃࠊᅜෆ⏘ᴗࡢࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊẕᅜࡢⓎᒎ
ࡶ㈉⊩ࡋࠊᡃࡀᅜྛᅜࡢ⣣ᖏࢆᙉࡵࡿ୍ຓࡶ࡞ࡿࡇࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓேᮦࡀ᪥ᮏࢪྛᅜࡢ㛫࡛㑏ὶࡍࡿࡇࢆಁࡍ
ࡓࡵࠊࢪྛᅜࡢᕤᏛ⣔ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝᰯ㸦Ꮫ࣭Ꮫ㝔㸧➼࠾ࡅ
ࡿࠊ᪥ᮏᨻᗓࡢ 2'$ ࡼࡿ㧗ᗘேᮦ⫱ᡂᴗࡢෆᐜ᪥ᮏࡢ⏘ᴗ⏺ࡢ
ࢽ࣮ࢬࢆᫎࡉࡏࠊᐇࢆᅗࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᴗࢆ᪤ᐇࡋ࡚
࠸ࡿᏛ࣭Ꮫ㝔ຍ࠼ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡿᴗࢆᐇࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ
ࢪྛᅜࡢᕤᏛ⣔ࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝᰯ㸦Ꮫ࣭Ꮫ㝔㸧➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ඃ⚽࡞Ꮫ⏕➼ᑐࡋ࡚ḟࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
࣭ᡃࡀᅜࢪࡢ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ᪉࠾ࡅࡿࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ⎔ቃࡢ
ᨵၿࠊேᮦ⫱ᡂࡢ㠃࡛㈉⊩ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㺂᮶ᖺᗘࡽᖹ
ᡂ  ᖺࡲ࡛ࡢ㸳ᖺ㛫࡛  ேࢆ┠ᶆඃ⚽࡞Ꮫ⏕➼ࢆ᪥ᮏᣍ

㛫ࢆ⌧⾜ࡢ㸳ᖺࡽᖜ▷⦰ࡍࡿୡ⏺᭱㏿⣭ࡢࠕ᪥ᮏ∧㧗ᗘእᅜேᮦ
ࢢ࣮࣮ࣜࣥ࢝ࢻࠖࢆタࡍࡿࡇࡋࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ㏿ࡸᚲせ࡞ᥐ⨨
ࢆㅮࡌࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ㧗ᗘேᮦ࣏ࣥࢺไࢆࡼࡾά⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡶࡢࡍ
ࡿほⅬࡽࡢせ௳ࡢぢ┤ࡋཬࡧ᭦࡞ࡿ࿘▱ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㧗㢠ᢞ㈨ᐙࠊ,R7࣭⏕་⒪➼ࡢᡂ㛗ศ㔝࠾࠸࡚ࠊᡃࡀᅜࡢ
㈉⊩ࡀࡁ࠸እᅜேᮦࡢỌఫチྍ⏦ㄳࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࠊྍ
⬟࡞㝈ࡾ㏿ࡸ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
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յእᅜேཷධࢀ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⏕ά⎔ቃᩚഛ
እᅜேࡢཷධࢀ᥎㐍ࡢࡓࡵࡣࠊᅾ␃⟶⌮ไᗘୖࡢྲྀ⤌ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
እᅜேࡀ᪥ᮏ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵᚲせ࡞⎔ቃᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ≉ࠊᩍ⫱⎔ቃࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡢ୍⯡ⓗ࡞බ❧Ꮫᰯ࠾
࠸࡚ࡶ᪥ᮏㄒᣦᑟࢆཷࡅ࡞ࡀࡽᏛᰯ⏕άࢆ㐣ࡈࡏࡿࡼ࠺ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ
᪩ᮇ᪥ᮏㄒᣦᑟࢆᚲせࡍࡿእᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟཷㅮ⋡
㸣ࢆ┠ᣦࡍࡶࠊ≉᪥ᮏㄒᣦᑟࡢᚲせ࡞እᅜேඣ❺⏕ᚐࡢ



մᅾ␃⟶⌮ᇶ┙ᙉᅾ␃㈨᱁ᡭ⥆ࡁࡢ࣭㎿㏿
ᚋࠊ୍ᒙࡢእᅜேᮦࡢཷࡅධࢀࢆ┠ᣦࡍᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶ┙ࡋ࡚ࠊ
እᅜேࡢᅾ␃≧ἣࢆࡼࡾ㐺ษ⟶⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ࠕእᅜே
㞠⏝≧ἣᒆฟࠖࡢグ㍕᪉ἲᅾ␃࣮࢝ࢻࡢグ㍕᪉ἲࢆ⤫୍ࡍࡿ➼ࡼࡾࠊ
እᅜேࡢᑵປ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿ⤌ࡳࢆ᮶ᖺᮎࡲ࡛ᨵၿࡍࡿࡶࠊ
᭦࡞ࡿᅾ␃⟶⌮ࡢ㐺ṇྥࡅ᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ࢜ࣥࣛࣥࢆ
ྵࡵࡓᅾ␃㈨᱁ᡭ⥆ࡢ࣭㎿㏿ࡘ࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡍ
ࡿࡃࠊᡤせࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ

࠸ࡋ㺂㛗ᮇ࣭▷ᮇࡢ◊ಟ㸦᪥ᮏࡢᏛࡢ␃Ꮫࠊ᪥ᮏᴗ࡛ࡢ
ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ➼㸧ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭ඃ⚽࡞Ꮫ⏕➼ࡢ࠺ࡕ᪥ᮏᴗࡢᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ᑐࡋ࡚㺂ࢪࣙ
ࣈࣇ࢙ࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢᴗ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆྛ┬ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ຠᯝⓗ
ᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭ඃ⚽࡞Ꮫ⏕➼࡛࠶ࡗ࡚㺂እົ⮧ࡀ㐺᱁ᛶࢆᑂᰝࡋࡓୖ࡛ㄆᐃࡍࡿ
⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅾ␃㈨᱁ྲྀᚓୖࡢඃ㐝ᥐ⨨㸦ࠕ㧗ᗘேᮦ࣏ࣥࢺไࠖ
࠾ࡅࡿ≉ูຍ⟬ࢆྵࡴࠋ㸧ࡸᅾ␃㈨᱁⏦ㄳࡢࡓࡵࡢᥦฟ᭩㢮ࡢ⡆
⣲➼ࡢ⟇ࢆㅮࡌࡿࠋ

ճࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࡍࡿᮏ㑥ᴗ࠾ࡅࡿእᅜேᚑᴗဨࡢཷධࢀಁ㐍
ᮏᖺ㸱᭶ࡼࡾ㛤ጞࡉࢀࡓࠕ〇㐀ᴗእᅜᚑᴗဨཷධᴗࠖࡢ⤌ࡳࢆཧ
⪃ࡋ࡚ࠊ〇㐀ᴗ௨እࡢᡃࡀᅜ⤒῭ࡢᡂ㛗㈨ࡍࡿศ㔝ࡘ࠸࡚ࡶࠊᡃ
ࡀᅜᴗࡢᙉࡳࢆ࠸ࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝᒎ㛤ࢆಁ㐍ࡍࡿྲྀ⤌ࢆᣑࡍࡿ
ほⅬࡽࠊ≉ᐃࡢᑓ㛛ᢏ⾡ࢆᅜෆ࡛ಟᚓࡍࡿᚲせᛶᛂࡌࠊᙜヱᴗᡤ
⟶⮧ࡢ㛵ࡢୗࠊᴗࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡢ▷ᮇ㛫㌿ࠊᢏ⾡➼ࡢಟᚓࢆ⾜
࠺ࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘෆࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆᐇࡢୖࠊ
᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ
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㸦እᅜேᮦཷධࢀࡢᅾࡾ᪉᳨ウ㸧
 ⤒῭࣭♫ᇶ┙ࡢᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ┿ᚲせ࡞ศ㔝
╔┠ࡋࡘࡘࠊእᅜேᮦཷධࢀࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ⥲ྜⓗࡘලయⓗ࡞᳨
ウࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⛣Ẹᨻ⟇ㄗゎࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞⤌ࡳࡸᅜẸⓗ
࡞ࢥࣥࢭࣥࢧࢫᙧᡂࡢᅾࡾ᪉࡞ࢆྵࡵࡓᚲせ࡞㡯ࡢㄪᰝ᳨࣭ウࢆᨻ
ᗓᶓ᩿ⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ










ከ࠸ᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠕ-6/ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࠾ࡅࡿᣦᑟࡀ☜ᐇᐇ
ࡉࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ་⒪ᶵ㛵ࠊ㖟⾜ࠊ㟁Ẽ࣭࢞ࢫᴗ⪅➼ᑐ
ࡋ࡚ࠊእᅜㄒᑐᛂࡀྍ⬟࡞ᣐⅬ➼㛵ࡍࡿศࡾࡸࡍ࠸ሗⓎಙࢆ⾜
࠺ࡼ࠺㛵ಀ┬ᗇࡽാࡁࡅࡿࡶࠊ≉ࠕእᅜேᝈ⪅ཷධࢀయ
ไࡀᩚഛࡉࢀࡓ་⒪ᶵ㛵ࠖࡘ࠸࡚ࡣᮏᖺᗘ୰  ᡤ⛬ᗘᣑ
ࡍࡿ➼ࠊ⏕ά⎔ቃࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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㸦㸰㸧᪂ࡓㅮࡎࡁලయⓗ⟇
᪂⯆ᅜࢆ୰ᚰᣑࢆ⥆ࡅࡿᾏእࡢᡂ㛗ᕷሙࢆ⋓ᚓࡋࠊࡑࡢᜠᜨࢆᡃࡀ
ᅜࡢᆅᇦྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡓࡵࡢᐁẸ୍యࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋᮏᖺ㸰᭶
⨫ྡࡉࢀࡓ 733 ࡢⓎຠࡣࠊୡ⏺ࡢ *'3 ࡢ⣙㸲ࢆ༨ࡵࡿࢪ࣭ኴᖹὒࡢ
㸶൨ேࡢᕧᕷሙࡢᡂ㛗ࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡁ࡞ࢳࣕࣥࢫࢆࡶࡓࡽࡍࠋࡇࢀࢆዎ
ᶵࡋ࡚ࠊࠕ⥲ྜⓗ࡞ 733 㛵㐃ᨻ⟇⥘ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ 733 ⥲ྜ
ᑐ⟇ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡃ⟇ࢆ╔ᐇᐇࡍࡿࡇࢆྵࡵࠊ୰ሀ࣭୰ᑠ
ᴗࢆྵࡴᢏ⾡ຊࢆᣢࡗࡓᡃࡀᅜᴗࡢ㍺ฟ࣭ᾏእ㐍ฟࢆຍ㏿ࡍࡿࡶ
ࠊᑐෆ┤᥋ᢞ㈨ࢆ୍ᒙᣑࡋࠊᡃࡀᅜࡀࠊ㈠࣭᫆ᢞ㈨ࡢᅜ㝿୰᰾ᣐⅬ㸦ࢢ

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺ⣙  㸦 ᖺ㸸⣙  㸧ࡢࣥࣇࣛࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢཷὀࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ
ࠖ
э ᖺ㸸⣙  
ͤ.3, ࡣࠕᴗᢞ㈨ࡼࡿධ㢠➼ࠖࢆྵࡴࠋ

ࠓ.3,ࠔࠕ ᖺᗘࡲ࡛ᨺ㏦ࢥࣥࢸࣥࢶ㛵㐃ᾏእᕷሙୖ㧗ࢆ⌧ᅾ
㸦 ᖺᗘ㸧ࡢ⣙㸱ಸቑຍࡉࡏࡿࠋ
ࠖ
э ᖺᗘ㸸 ൨㸦 ᖺᗘ㸸 ൨㸧

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺࡲ࡛୰ሀ࣭୰ᑠᴗ➼ࡢ㍺ฟ㢠  ᖺẚ㸰ಸࢆ┠
ᣦࡍࠋ
ࠖ
э ᖺᗘ㸸 㸦 ᖺᗘ㸸 㸧


ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺࡲ࡛ࠊ)7$ ẚ⋡ 㸣㸦 ᖺ㸸㸣㸧ࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠖ
э ᖺᗘᮎⅬ㸸㸣
ͤ᪥ᮏࡢ㈠᫆⥲㢠༨ࡵࡿࠊ ᖺᗘᮎⅬ࠾ࡅࡿ (3$)7$
Ⓨຠ῭࣭⨫ྡ῭ࡢᅜࡢ㈠᫆㢠ࡢྜ㸦 ᖺ㈠᫆㢠࣮࣋
ࢫ㸧
ͤ㸴ᮏࡢ⤒῭㐃ᦠ΅ࢆ᪩ᮇጇ⤖ྥࡅ᥎㐍୰ࠋ

ࠓ.3,ࠔ
ࠕ ᖺࡲ࡛እᅜᴗࡢᑐෆ┤᥋ᢞ㈨ṧ㧗ࢆ  ಸቑ
ࡍࡿ㸦 ᖺᮎⅬ  㸧
ࠋ
ࠖ
э ᖺᮎⅬ㸸 


㸦㸯㸧.3, ࡢ࡞㐍ᤖ≧ἣ


ϫ ᾏእࡢᡂ㛗ᕷሙࡢྲྀࡾ㎸ࡳ
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ࡲࡓࠊᡃࡀᅜᴗࡢᾏእᒎ㛤ྥࡅࡓࣅࢪࢿࢫ⎔ቃᩚഛࡢࡓࡵࠊ
ࠕᢞ㈨
㛵㐃༠ᐃࡢ⥾⤖ಁ㐍➼ᢞ㈨⎔ቃᩚഛྥࡅࡓࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࠖ㸦ᖹᡂ
ᖺ㸳᭶බ⾲㸧ࡢୗࠊᖺࡲ࡛ ࡢᅜ࣭ᆅᇦࢆᑐ㇟ࡍࡿᢞ㈨
㛵㐃༠ᐃ㸦ᢞ㈨༠ᐃཬࡧᢞ㈨❶ࢆྵࡴ⤒῭㐃ᦠ༠ᐃ㸧ࡢ⨫ྡ࣭Ⓨຠࢆ┠
ᣦࡍࠋᮏ┠ᶆྥࡅ࡚ࠊᡓ␎ⓗࡘ✚ᴟⓗ᪂つ༠ᐃࡢ⥾⤖ཬࡧ᪤Ꮡ༠
ᐃࡢᨵṇࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ΅┦ᡭᅜࡘ࠸࡚ࡣࠊ┦ᡭᅜ࣭ᆅᇦࡢᢞ㈨ᐇ
⦼ᢞ㈨ᣑࡢぢ㏻ࡋࠊ⏘ᴗ⏺ࡢせᮃࠊእ᪉㔪ࡢᩚྜᛶࠊ┦ᡭᅜ࣭
ᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬࡸ➼ࢆ⥲ྜⓗ຺ࡢୖࠊẖᖺᗘࠊᨻᗓෆ᳨࡚ウࢆ
⾜࠺ࠋ
༠ᐃࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂つཧධẁ㝵ࡽ↓ᕪูᚅ㐝ࢆせồࡍࡿࠕ⮬
⏤ᆺࠖࡢ༠ᐃࢆᛕ㢌ࠊ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ㉁ࢆ☜ಖࡍࡿࡶࠊ⏘ᴗ⏺
ࡢලయⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡸ┦ᡭᅜࡢ➼ᛂࡌ࡚ࢫࣆ࣮ࢻឤࢆ㔜どࡋࡓᰂ
㌾࡞΅ࢆ⾜࠺ࡇຍ࠼ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡸ㟁Ꮚၟྲྀᘬ➼ࡢศ㔝ࢆྵࡵࡿࡇ
ࡶ᳨ウࡍࡿ࡞ࡋ࡚᪂ࡓ࡞ᴗάືࡶᑐᛂࡋࡓᢞ㈨⎔ቃࢆసࡾୖ
ࡆࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࢆ୍ᒙຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࠊእົ┬ࢆ୰ᚰ
㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋࠊ΅ᐁᩘࡢቑຍࠊẸ㛫ேᮦࡢཧຍಁ㐍࡞ࡼࡾࠊ
΅యไࡢᩚഛ࣭ᙉࢆᅗࡿࠋ
ࡉࡽࠊ࡞ᅜ㝿ⓗᢞ㈨࣭⤒῭ὶࡢಁ㐍ࡼࡾᡃࡀᅜ⤒῭ࢆάᛶ
ࡍࡿほⅬࡽࠊᚋࡶࠊ┦ᡭᅜࡢ⤒῭㛵ಀࠊ⤒῭⏺ࡽࡢせᮃ➼
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㏆ᖺࡢ⤒῭ໃࡢኚᑐᛂࡋࡓ᪤Ꮡࡢ⛒⛯᮲⣙ࡢᨵṇࢆ㐍
ࡵࡿࡶࠊᑗ᮶ⓗᡃࡀᅜࡢᢞ㈨㛵ಀࡢⓎᒎࡀぢ㎸ࡲࢀࡿᢞ㈨ඛ
ᅜࡢ㛫࡛᪂つ᮲⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿࡇ࡛⛒⛯᮲⣙ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑ

㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢୡ⏺ࡢ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࡢ≌ᘬ⪅࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ

ࡅࢇ࠸ࢇ

࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣁࣈ㸧ࡋ࡚ᣢ⥆ⓗᡂ㛗ࢆ㐙ࡆࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊᕤᴗရࡸࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒ࡢᾏእᒎ㛤ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦࡢ≉Ⰽ
ࢆ࠸ࡋࡓᆅሙ⏘ရࠊ㎰⏘ရࡸࠊᨺ㏦ࢥࣥࢸࣥࢶࢆࡣࡌࡵࡍࡿࢥࣥࢸࣥ
ࢶࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢᾏእᒎ㛤ࡶ᥎㐍ࡍࡿࠋࡲࡓࠊྛศ㔝㛫࡛ࡢ┦㐃ᦠࡸࠊほ
ගࢆࡣࡌࡵࡋࡓ⏘ᴗࡢ㐃ᦠࡶᙉࡋࠊᆅᇦ⤒῭ࡢዲᚠ⎔ᣑࢆᅗࡿࠋ

⤒῭㐃ᦠ΅ࠊᢞ㈨༠ᐃ࣭⛒⛯᮲⣙ࡢ⥾⤖࣭ᨵṇࡢ᥎㐍
733 ࡢ㏿ࡸ࡞Ⓨຠཬࡧཧຍᅜ࣭ᆅᇦࡢᣑྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡶ
ࠊ᪥ (8࣭(3$ࠊ5&(3ࠊ᪥୰㡑 )7$ ࡞ࡢ⤒῭㐃ᦠ΅ࢆࠊᡓ␎ⓗࡘ
ࢫࣆ࣮ࢻឤࢆᣢࡗ࡚᥎㐍ࡍࡿࠋᡃࡀᅜࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ᗈᇦⓗ⤒῭⛛
ᗎࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛୰᰾ⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࠊໟᣓⓗ࡛ࠊࣂࣛࣥࢫࡢࢀࡓࠊ
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ᑐෆ┤᥋ᢞ㈨ㄏ⮴ࡢᙉ
733 ࢆዎᶵᡃࡀᅜࡀ㈠࣭᫆ᢞ㈨ࡢᅜ㝿୰᰾ᣐⅬࠕࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣁࣈࠖ
࡞ࡿࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓࠕᨻ⟇ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ 
᪥ᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨᥎㐍㆟Ỵᐃ㸧ᇶ࡙ࡃ⟇ࢆᐇࡋࠊᑐෆ┤᥋ᢞ㈨ࢆ
᭦ಁ㐍ࡍࡿࠋ
ᢞ㈨ㄏ⮴࠾࠸࡚せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍᆅᇦࡢ⮬యࡀྛᆅᇦࡢ࣭
≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᡓ␎ⓗ࡞እ㈨ㄏ⮴᪉㔪ࢆసࡾୖࡆࠊㄏ⮴ࡢᡂຌࢆ✚
ࡳୖࡆ࡚࠸ࡃࡇࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ⮬యᢸᙜ⪅ࡢேᮦ⫱ᡂࡸࠊෆእ
࠾ࡅࡿᢞ㈨ᡂຌࡢᥦ౪ຍ࠼ࠊᆅ᪉⏕᥎㐍㔠ࡢά⏝ࡶྵࡵ
ࡓ⮬యᴗࡢᨭ➼ࠊ⮬యࡢᨭ⟇ࢆᐇࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ
࡛ᾏእࡢ᥋Ⅼࡢ࡞ࡗࡓᆅᇦࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡀࠊእᅜᴗࡢ⤒Ⴀ㈨

ດࡵࡿࠋࡲࡓࠊྲྀ⤌ࢆ୍ᒙຍ㏿ࡍࡿࡓࡵࠊ㛵ಀ┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋࠊ΅
యไࡢᩚഛ࣭ᙉࢆᅗࡿࠋ


733 ࢆዎᶵࡋࡓ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡢᾏእᒎ㛤ᨭ
ࡇࢀࡲ࡛ᾏእᒎ㛤㋃ࡳษࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓᆅᇦᴗࢆࡣࡌࡵࠊ
ᡃࡀᅜࡢ୰ሀ࣭୰ᑠᴗࡀࠊ733 ࡼࡾᵓ⠏ࡉࢀࡿࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣂࣜࣗ
࣮ࢳ࢙࣮ࣥཧ⏬ࡋࠊᕧᕷሙࢆ㛤ᣅࡍࡿࡓࡵࡢ 733 ά⏝ᨭࢆᙉຊ
ᒎ㛤ࡍࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ733 ࡢෆᐜࡸά⏝᪉⟇ࡘ࠸࡚ᑀ࡞ሗᥦ౪
ཬࡧ┦ㄯయไࡢᩚഛࢆ⾜࠺ࡶࠊᮏᖺ㸰᭶タࡉࢀࡓࠕ᪂㍺ฟ
ᅜࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࠖࡢୗࠊᾏእࣅࢪࢿࢫ⢭㏻ࡋࡓᑓ㛛ᐙࢆά⏝ࡋࠊಶࠎ
ࡢᨭᑐ㇟ᴗᑐࡋࠊᚲせ࡞ᨭᥐ⨨ࡢㄪᩚࡸᾏእᴗᡓ␎⟇ᐃࠊ⌧
ᆅேᮦࡢ☜ಖࠊᾏእㄆドྲྀᚓࠊ㈍㊰㛤ᣅ➼ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢ
㝿ࠊ㛵ಀ┬ᗇࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓ㸦-(752㸧ࠊ
ၟᕤ࣭ၟᕤ㆟ᡤࠊᾏእᒎ㛤ࡍࡿ᪥ᮏᴗ⼥㈨ࡸຓゝ➼ࢆ⾜࠺㔠
⼥ᶵ㛵࡞ࡢྛ✀ᨭᶵ㛵ࡀࠊᅾእබ㤋ࡸ 2'$ ➼ࡶά⏝ࡋࡘࡘ㐃ᦠࡍࡿ
ࡇࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢ⤌⧊༢࡛ࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡞ࡗࡓᡂຌࡢฟࡑ
ࡢᶓᒎ㛤ࢆᅗࡿࠋᨭᑐ㇟ࡣࠊᕤᴗ〇ရ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊఏ⤫ᕤⱁ
ရࠊ㎰⏘ရࠊࢧ࣮ࣅࢫ࡞ᖜᗈ࠸ศ㔝ࡍࡿࡶࠊ733 ࡼࡿእ㈨
つไࡢ⦆ࢆ⫼ᬒᾏእᒎ㛤ࡢಁ㐍ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫ࣭ࢫࢺ
࡞ࡢὶ㏻⏘ᴗࡢ㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊ⥲ྜⓗ࡞
ᨭࡢᑐ㇟ᴗࡢᕷሙ㛤ᣅ࣭ᴗᣑᡂຌ⋡ 㸣௨ୖࢆ┠ᣦࡍࠋ
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ࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒㍺ฟࡢᣑ
᪂⯆ᅜࢆ୰ᚰᣑࡍࡿୡ⏺ࡢࣥࣇࣛ㟂せࢆᕠࡾࠊཷὀ⋓ᚓ➇தࡀ
୍ᒙ⃭ࡍࡿ୰ࠊୡ⏺ࡢᖜᗈ࠸ࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࡘࡘཷὀ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓ
ࡵࠊࠕࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒㍺ฟᡓ␎ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᨵゞ∧㸧
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳
᭶  ᪥⤒༠ࣥࣇࣛᡓ␎㆟Ỵᐃ㸧ࡸࠕ㉁ࡢ㧗࠸ࣥࣇࣛࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࢩࢵࣉࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶බ⾲㸧ࡑࡢලయ⟇㸦ᖺ  ᭶බ⾲㸧┒ࡾ㎸
ࡲࢀࡓ⟇ࢆ╔ᐇࡘຠᯝⓗᐇ࣭ά⏝ࡍࡿࡶࠊ
ࠕ㉁ࡢ㧗࠸ࣥ
ࣇࣛ㍺ฟᣑࢽࢩࢸࣈࠖ
㸦ᮏᖺ㸳᭶බ⾲㸧ᇶ࡙ࡁࠊୡ⏺యࡢ㈨
※ࢆྵࡴࣥࣇࣛ௳ᑐࡍࡿᚋ㸳ᖺ㛫⣙  ൨ࢻࣝࢆ┠ᶆࡍ
ࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿ࣮౪⤥ᣑཬࡧ᭦࡞ࡿไᗘᨵၿࠊ୪ࡧࡑࢀࡽ㈨ࡍࡿ
-,&$ࠊ-%,&ࠊ1(;,ࠊ-2*0(& ࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢయไ࣭ᶵ⬟ᙉཬࡧ༑ศ
࡞㈈ົᇶ┙☜ಖࢆ⾜࠺ࠋࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒㍺ฟࡣ᪂⯆ᅜᡃࡀᅜࡢ᪉
ࡢ⤒῭ᡂ㛗㈉⊩ࡍࡿࡢㄆ㆑ࡢࡶࠊ᪥ᮏࡢࣥࣇࣛᴗࡢ㨩ຊࢆ୍
ᒙ㧗ࡵࠊ➇ྜᅜࡢᕪูࢆᅗࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡣࠊ⤒༠ࣥࣇࣛᡓ␎㆟

※ࢆά⏝ࡋ࡚ᢏ⾡ຊᙉࠊ㈍㊰ᣑ➼ࡢᡂ㛗ຊᙉࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ
ฟ㈨࣭ᴗົᥦᦠࢆྵࡵࡓእᅜᴗࡢᥦᦠࢆಁ㐍ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ⥲⌮࣭
㛶ࡢࢺࢵࣉࢭ࣮ࣝࢫࡢຠᯝⓗ࡞ά⏝ࡸࠊᅾእබ㤋➼ࢆ㏻ࡌࡓᗈሗࡢᙉ
ດࡵࡿࡶࠊ-(752 ࡢయไᙉࢆ㏻ࡌࠊᢞ㈨ࣥࢭࣥࢸࣈࡢ
ᥦ౪➼ಶู௳ࡢႠᴗᨭࢆᙉࡍࡿࡇࡼࡾࠊ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛➼
ࡢ㧗ຍ౯್㒊㛛ࡢ✚ᴟⓗㄏ⮴ດࡵࡿࠋ
ࡉࡽࠊእᅜᴗࢆࡧ㎸ࡴୖ࡛ࡢ㞀ᐖ࡞ࡿᴗ⎔ቃࠊ⏕ά⎔ቃࡢ
ᢤᮏⓗ࡞ᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵࠊࠕእᅜᴗࡢ᪥ᮏࡢㄏ⮴ྥࡅࡓ㸳ࡘࡢ⣙
᮰ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨᥎㐍㆟Ỵᐃ㸧ࢆ╔ᐇᐇࡍ
ࡿࡇຍ࠼ࠊୖグࡢࠕᨻ⟇ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖᇶ࡙ࡁࠊእᅜᴗࡢ᪥ᮏ
ࡢᢞ㈨άື㛵ಀࡍࡿつไ࣭⾜ᨻᡭ⥆ࡢᢤᮏⓗ⡆⣲ࡘ࠸࡚  ᖺ௨ෆ
ࢆ┠㏵⤖ㄽࢆᚓࡿࡇࡋࠊࡇࡢ࠺ࡕ᪩ᮇ⤖ㄽࡀᚓࡽࢀࡿࡶࡢࡘ
࠸࡚ࡣඛ⾜ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡋ࡚ᖺෆලయ⟇ࢆỴᐃࡋ㏿ࡸ╔ᡭࡍࡿࠋ୪
ࡧࠊ࡚ࡢᑠᏛᰯࡢእᅜㄒᣦᑟຓᡭ $/7 ➼እ㒊ேᮦ㸰ே௨ୖࡢ
㓄⨨ࡸᩍဨ㣴ᡂ࣭ᐇ㊶ⓗ࡞◊ಟࡢᐇ➼ࡼࡾࠊ࡚ࡢඣ❺⏕ᚐᑐࡍ
ࡿ㉁ࡢ㧗࠸ⱥㄒᩍ⫱ࢆᐇࡍࡿࡶࠊ᪥ᮏἲ௧ࡢእᅜㄒヂࡢᣑࡸ
㧗ᗘேᮦࡢࡧ㎸ࡳࡢᙉࠊእᅜே␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏ࡛ࡢᑵ⫋ಁ㐍ࠊእᅜே
ඣ❺⏕ᚐࡢᩍ⫱⎔ቃࡢᨵၿࠊ᪥ᖖ⏕ά࠾ࡅࡿእᅜㄒᑐᛂࡢಁ㐍ࡶྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࠋ

- 115 -

214

ղᡓ␎ⓗᑐእᗈሗཬࡧࠕ㉁ࡢ㧗࠸ࣥࣇࣛᢞ㈨ࠖࡢᅜ㝿ⓗࢫࢱࣥࢲ
࣮ࢻ
  ᡃࡀᅜࡢࠕ㉁ࡢ㧗࠸ࣥࣇࣛࠖࡢ⌮ᛕࡢゎㄝࡸⓎಙࢆࠊ⥲⌮࣭㛶ࡢ
ࢺࢵࣉࢭ࣮ࣝࢫࠊ㥔᪥㤋ࡢാࡁࡅࠊᅾእබ㤋ࡢά⏝➼ࠊᑐ㇟



ձᡓ␎ⓗ࡞ேᮦ⫱ᡂࡢᐇ
  ࠕ⏘ᴗேᮦ⫱ᡂ༠ຊࢽࢩࢸࣈࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶බ⾲㸧ࡢ╔ᐇ
࡞ᐇࢆྵࡵࠊᖜᗈ࠸᪂⯆ᅜࡢᡂ㛗ᕷሙ࠾࠸࡚ࠊࣥࣇࣛศ㔝ࡢ࢚ࣥ
ࢪࢽ⫱ᡂ࡞ࠊᣢ⥆ⓗᡂ㛗㈨ࡍࡿ⏘ᴗேᮦࡢ⫱ᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋࡑࡢ
㝿ࠊ༶ᡓຊ࡞ࡿ⏘ᴗேᮦࡸࠊ⏘ᴗᨻ⟇⟇ᐃࢆᢸ࠺⾜ᨻᐁࡢ⫱ᡂࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࢆྵࡴᡃࡀᅜ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡸ◊✲ᶵ㛵ࡼࡿ⫱ᡂ࣭
◊✲༠ຊࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣥࣇࣛᩚഛィ⏬ࡢពᛮỴᐃୖࡢ࣮࢟ࣃ
࣮ࢯࣥ࡞ࡿᨻᗓ㛵ಀ⪅➼ᑐࡋࠊᡃࡀᅜࡀẚ㍑ඃ࠶ࡿ⎔ቃࠊᏳࠊ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡➼ࡢᇶ‽ࡢ㔜せᛶ㛵ࡍࡿㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࠊࡑࢀࡽࡢᇶ‽ࢆࠊ
┦ᡭᅜࡢලయⓗつไࠊホ౯ᇶ‽ࡢᙧ࡛⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇࢆ≺࠸ࡍࡿ
ᡓ␎ⓗ࡞ேᮦ⫱ᡂࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽࠊᾏእᒎ㛤ඛ࠾ࡅࡿἲไᗘᩚഛᨭ
➼ࡢࣅࢪࢿࢫ⎔ቃᩚഛࡶ᥎㐍ࡍࡿࠋ



ࢆ㏻ࡌࠊ௳ẖࡢㄪᩚࢳ࣮࣒ࡢタ⨨➼ࡼࡾࠊᨻᗓᶓ᩿ⓗ࡞ᑐᛂࢆ᥎㐍
ࡋࠊ᪥ᮏᴗࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㝿ࠊබⓗ㔠⼥ᶵ㛵
ࡸᐁẸࣇࣥࢻࢆ⥲ືဨࡋࠊฟ⼥㈨ࡸ㈠᫆ಖ㝤➼ࡢᨭࢆᙉࡍࡿࡇ
ຍ࠼ࠊ⌧ᆅேᮦࡢ⫱ᡂࡸᡓ␎ⓗᑐእᗈሗࠊᴗᐇྍ⬟ᛶㄪᰝ )6㸧
ཬࡧᐇドᴗࡢᐇࠊᅜ㝿ᶆ‽ࡢ⋓ᚓࠊㄆドྲྀᚓࡢࡓࡵࡢヨ㦂࣭ホ౯ᣐ
Ⅼࡢᩚഛ࣭㐠⏝➼ࡢᨭࡶྵࡵࠊᵝࠎ࡞ᨻ⟇ࢶ࣮ࣝࢆຠᯝⓗ⤌ࡳྜࢃ
ࡏࠊ㎿㏿࡞ពᛮỴᐃࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊᐁẸ୍యࡢཷὀྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆᑟ
ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒㍺ฟ㛵ࢃࡿ㐣ཤࡢᵝࠎ࡞ࢆ᳨ドࡢୖࠊ
ᩍカ࣭ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵➼࡛ඹ᭷ࡋ࡚ᚋࡢཷὀ࠸ࡍࠋࡉࡽ
ࠊᨻᗓ㛫ᑐヰࡢᯟ⤌ࡳࠊ㤳⬻࣭㛶ࣞ࣋ࣝࡢㄯࡢᶵࠊ⌧ᆅ➼
ඛ᪉ᨻᗓࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡋࠊࡇࢀࡽேᮦ⫱ᡂࠊไᗘᵓ⠏ᨭ
➼ࡢྛ✀ᨭࢶ࣮ࣝࠊẸ㛫ᴗࡼࡿࣥࣇࣛ௳ࡢཷὀྥࡅࡓά
ືࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࡘࡘࠊ┦ᡭᅜᨻᗓࡢ⏘ᴗᨻ⟇ࡸ㛤Ⓨィ⏬ࡢ⟇ᐃẁ㝵
ࡽᡓ␎ⓗ㛵ࡋࠊẸ㛫ᴗࡢཷὀ⤖ࡧࡅࡿලయⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࠋ
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ࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥࡢ᥎㐍
ᖺ  ᭶タ❧ࡉࢀࡓࠕࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥᐁẸ㐃ᦠࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࠖ
ࡢୗ࡛ࠊ㨩ຊ࠶ࡿࢥࣥࢸࣥࢶ࿘㎶⏘ᴗࡀ㐃ᦠࡋࡓ୍యⓗ࡞ᾏእᒎ㛤ࢆ
ᅗࡿࡓࡵࠊ┦ຠᯝ࣭Ἴཬຠᯝࡢ㧗࠸ලయⓗ࡞㐃ᦠ௳ࡢ⤌ᡂࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿࠋලయⓗࡣࠊẸ㛫ࡢࢥࣥࢸࣥࢶ㛵㐃࣋ࣥࢺ➼ࡢᶵࠊࣅࢪࢿࢫ
ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㛤ദࡋ㐃ᦠࡢ⤂➼ࢆ⾜࠺ࡇࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢥࣥࢸࣥࢶศ
㔝ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㣗࣭ほග࣭〇㐀➼ࠊከᵝ࡞㛵㐃ᴗ⪅ࡢ㐃ᦠᑐࡍࡿ㛵
ᚰࢆႏ㉳ࡍࡿࡶࠊ㐃ᦠ㛵ࡍࡿྛศ㔝ࡢࢽ࣮ࢬㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ㐃ᦠ

ճḰཬࡧᾏእᢞ⼥㈨ࡢ୍ᒙࡢ㎿㏿୪ࡧᅜ㝿㛤Ⓨ㔠⼥ᶵ㛵
ࡢ㐃ᦠᙉ
  ᪂⯆ᅜࡽࣥࣇࣛ௳ࡢ᪩ᮇᕤࢆồࡵࡿືࡁࡀࡲࡍࡲࡍᙉࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡇᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊḰࡸᾏእᢞ⼥㈨ࡢ㎿㏿ࡢࡓࡵᨵၿ
ࡉࢀࡓ᪂ไᗘࡘ࠸࡚ࠊ┦ᡭᅜᨻᗓᑐࡋ࡚࿘▱ࢆᅗࡿࡇ➼ࡼࡾࠊ
ά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࠊḰࡢ㨩ຊྥୖࡢࡓࡵࠊ᭦࡞ࡿ㎿㏿ࢆᐇ
ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㸦-,&$㸧ࡀࢪ㛤Ⓨ㖟⾜㸦$'%㸧
ྜពࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᨭࣃࢵࢣ࣮ࢪࡸࠊྠᶵᵓࡀ⡿ᕞ㛤Ⓨ㖟⾜㸦,'%㸧ᣑ
ྜពࡋࡓ༠ㄪ⼥㈨ᯟ⤌ࡳࢆά⏝ࡍࡿࡶࠊᡃࡀᅜேᮦࡢ᥇⏝ಁ㐍
ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ௳⤌ᡂࡢୖὶẁ㝵ࡽ✚ᴟⓗ㛵ࡍࡿලయⓗࢆ
ฟࡍࡿࠋࡉࡽࠊࡑࡢࡢᅜ㝿㛤Ⓨ㔠⼥ᶵ㛵ࡶࠊྠᵝࡢ༠ຊ㛵ಀࡢᵓ
⠏ࢆ㐍ࡵࡿࠋ 

ᛂࡌࡓຠᯝⓗ࡞ᡭẁࢆ⏝࠸ࠊ㛵ಀ┬ᗇ࣭ᶵ㛵ᶓ᩿ⓗᒎ㛤ࡍࡿࡶࠊ
ᮏᖺ୰ᡃࡀᅜࡢࣥࣇࣛᢏ⾡ࡢඃᛶࢆ⤂ࡍࡿ 35 ᫎീ➼ᑐእᗈሗ
㈨ᩱࡢసᡂࡸࠊ୍ඖⓗ࡞ሗⓎಙࡢࡓࡵࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊ
ᡓ␎ⓗ࡞ᑐእᗈሗࢆᐇࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿㆟➼࠾ࡅࡿࠕ㉁ࡢ㧗࠸
ࣥࣇࣛᢞ㈨ࠖࡢᑐእⓎಙࡸࠊᮾࢪ࣭$6($1 ⤒῭◊✲ࢭࣥࢱ࣮ (5,$
ࢆࡣࡌࡵࡋࡓᅜ㝿ᶵ㛵ࡢᴗᐇࢆ㏻ࡌࠊྠᴫᛕࡢᅜ㝿ⓗࢫࢱࣥࢲ࣮
ࢻࡋ࡚ࡢ⨨ࡅࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡍࠋᅜ㝿㛤Ⓨ㔠⼥ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࣥࣇࣛࡢ㉁ࡢ㧗ࡉࢆ⪃៖ࡋࡓㄪ㐩ไᗘᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ാࡁࡅࢆ
⾜࠺ࠋศ㔝ูࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࡣࠊ$3(& ࠾࠸࡚ࠊⓎ㟁ᡤࡢ㉁ࡢ㧗ࡉࢆᢸಖ
ࡍࡿࡓࡵࡢ࢞ࢻࣛࣥࢆᮏᖺᗘෆ⟇ᐃࡍࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ
ࡑࡢࡢศ㔝࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡢࣉ࣮ࣟࢳࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
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௳ࡢᴗࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ศ㔝࣭ᴗ⪅➼ࢆ≉ᐃࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊࡑ
ࢀࡽ㛵㐃ᴗ⪅㛵ಀᶵ㛵ࡀཧຍࡍࡿ࣐ࢵࢳࣥࢢࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ㛤ദࡋࠊ
㐃ᦠೃ⿵௳ࡢⓎ᥀ࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽࠊࡇࢀࡽೃ⿵௳ࡢᴗࢆᨭࡍ
ࡿࡓࡵࠊࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥᶵᵓࡼࡿ㐃ᦠ௳ࡢฟ㈨ྥࡅࡓᴗ
ࢻࣂࢫ࡞ࠊ࣐ࢵࢳࣥࢢᨭ⟇ࡢᙉࢆᅗࡿࠋ
ࡲࡓࠊࢽ࣓࡞ࡢ࣏ࢵࣉ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࡽᩥⱁ⾡➼ࡲ࡛ࡢᖜᗈ࠸ᡃ
ࡀᅜࡢ㨩ຊࢆຠᯝⓗⓎಙࡍࡿࡶࠊᩥ⏘ᴗࢆྵࡵࡓ᪂ࡓ࡞ࢡ࣮
ࣝࢪࣕࣃࣥ㛵㐃⏘ᴗࢆฟࡍࡿほⅬࡽࠊྠࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢୗ᳨
ウࢆタ⨨ࡋࠊ⩚⏣✵ ㊧ᆅ➼࠾ࡅࡿࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥᣐⅬᵓ⠏ྥࡅ
ࡓẸ㛫ࡢྲྀ⤌ࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᣐⅬ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ୍᪉ࠊᾏእ࠾࠸࡚ࡣᅾእබ㤋➼ࡢࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥᣐⅬᶵ
⬟ࡢᢤᮏⓗ࡞ᙉࢆ⾜࠺ࠋ
ࡉࡽࠊࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥࢆᢸ࠺ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊࢡ࣮
ࣝࢪࣕࣃࣥᶵᵓࡼࡿᨭࢆ✚ᴟⓗࡘࡼࡾᰂ㌾ᒎ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࢥࣥࢸࣥࢶࡢᅜ㝿ⓗ࡞Ⓨಙຊࢆᙉࡍࡿࡓࡵࠊࢥࣥࢸࣥࢶ⏘ᴗࡢ⯆ࡢ
ࡓࡵࡢㅖ⟇ࢆㅮࡌࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᆅ᪉Ⓨࡢࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥ௳ࡢⓎ᥀ᶵ
⬟ࢆᙉࡋࠊᆅᇦ⤒῭ࡢ᭦࡞ࡿάᛶࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ-(752 ➼ࡢᨭ
ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊእ㒊ேᮦࡸᾏእࡢ᭷㆑⪅ࢆά⏝ࡋࠊ㨩ຊ࠶ࡿᆅᇦ㈨
※ࡢ☻ୖࡆࡽᾏእ㈍㊰㛤ᣅࡲ࡛ࢆ୍㈏ࡋ࡚ᨭࡍࡿࠋ
᪥ᮏ⏘㓇㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ᪥ᮏ⏘㓇㢮ࡢ㍺ฟಁ㐍㐃⤡㆟ࠖࡢୗ࡛ࠊ᪥
ᮏ㣗➼ేࡏࠊᅾእබ㤋ࡸᅜෆእ࠾ࡅࡿከᵝ࡞ேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡸࢥ
ࣥࢸࣥࢶ➼ࢆά⏝ࡋࡓሗⓎಙࠊゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅➼ᑐࡍࡿ㓇ⶶࢶ࣮
ࣜࢬ࣒➼ࡢࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡢᐇࡸච⛯ᗑไᗘࡢά⏝ࠊᆅ⌮ⓗ⾲♧ไᗘ
ࡢά⏝ࡼࡿຍ౯್ࡢྥୖ➼ࢆᅗࡿࡶࠊ㛵ಀ┬ᗇࡸ -(752 ࡼ
ࡿ㈍㊰ᣑᨭࠊ㍺ฟඛᅜ࠾ࡅࡿ⎔ቃᩚഛ➼ࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ᨻ
ᗓ୍య࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ
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ࡋ࡚ᡂࡋ㐙ࡆࡿࡁ୰᰾࡞ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊᚋୡ௦⥅ᢎ࡛ࡁࡿ㈈⏘
㸦ࣞ࢞ࢩ࣮㸧࡞ࡿࡶࡢࢆࠊᨻᗓࢆᣲࡆ࡚᥎㐍ࡍࡿࠋලయⓗࡣࠊୡ⏺
ࡽࡢὀ┠ᗘࡢୖ᪼ྜࢃࡏࡓᐇ⾜ࡼࡾ㧗࠸ᨻ⟇ຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡀ
࡛ࡁࠊᡃࡀᅜࡢᙉࡳࢆ♫ᐇ࣭ࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡋࠊᾏእࣆ࣮࡛ࣝࡁ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ⤒῭ᡂ㛗ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㸱ࡘࡢ
㔜Ⅼᨻ⟇ศ㔝࠾ࡅࡿ㸴ࡘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᒎ㛤ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ
≉ࠊᴗࡢᐇయࡸᐇሙᡤࢆཎ๎ࡋ࡚ᮏᖺᗘ୰᫂☜ࡋࡓୖ
࡛ࠊࡑࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢ⟶⌮ࢆཝ᱁⾜࠺ࡇࠊᚲせ࡞つไᨵ㠉ࢆ᪩ᮇ᫂☜
ࡍࡿࡇࠊ♫ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ㈉⊩ࡋࠊ ᖺ௨㝆⥅ᢎ࡛ࡁࡿ㈈⏘㸦ࣞ
࢞ࢩ࣮㸧ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆ␃ពࡍࡿࡇࠊࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀᐇࡍ
ࡁඹ㏻ㄢ㢟ࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡶࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡈࠊ୰㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡽࠊゎỴ㈉⊩
ࡍࡁୡ⏺ࡢ♫ⓗㄢ㢟ࡸ  ᖺ௨㝆ࢆど㔝ࣞ࢞ࢩ࣮㸦㈈⏘㸧ࡋ࡚
ṧࡍࡁⅬ➼ࡘ࠸࡚᫂☜ࡍࡿࠋྠࠊ ᖺࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡢᡂ
ຌ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓどⅬࡽࡶࠊ⌧ᅾࡽࡢ✚ୖࡆ  ᖺࡽࡢ㏫⟬ࡢ
᪉ࡽ㐍ᤖ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥࢆ᳨ウ࣭᫂☜ࡋࡘࡘࠊᅜᐙᡓ
␎≉༊ไᗘࡶά⏝ࡋࠊຍ㏿ࡍࡁつไᨵ㠉㡯ࡢ᫂☜ࡸ  ᖺࡢࢩ
࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡢ㝿㔜どࡍࡁⅬࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㛫㍈ࢆ␗ࡍ
ࡿ᪉ࡢどⅬࡽࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌࠊྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ☻ୖࡆ➼ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᚲせᛂࡌࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㏣ຍ࣭ぢ┤ࡋࡶྵࡵࠊᨵ㠉ࡢࣔ
࣓ࣥࢱ࣒ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ᩿ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ≌ᘬᙺ㸦ࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱ㸧ࡋ࡚ࠊ ᖺࡲ࡛ᡃࡀᅜ

ࡅࢇ࠸ࢇ

 ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ➼ࡀ㛤ദࡉࢀࠊᡃࡀ
ᅜࡀୡ⏺୰ࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵࠊከࡃࡢእᅜேࡀゼ᪥ࡍࡿ  ᖺࢆ࣓ࣔࣥࢱ࣒
ࡋ࡚ࠊᨵ㠉࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ➼ࢆᱳᏊ
㸦ࣞࣂࣞࢵࢪ㸧ࠊᡂ㛗ᡓ␎┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ⟇ࢆຍ㏿ࡉࡏࡿࠊᨵ㠉࣭



Ϭ ᨵ㠉ࡢ࣓ࣔࣥࢱ࣒ 㹼ࠕᨵ㠉㸰㸮㸰㸮ࠖࡢ᥎㐍㹼
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ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭᭱ᐤࡾ㥐┠ⓗᆅࢆ⤖ࡪࠕࣛࢫࢺ࣐࣡ࣥࣝࠖ࠾࠸࡚ࠊ⮬ື㉮⾜ᢏ
⾡ࢆά⏝ࡋࠊ⛣ືไ⣙⪅ࡶ⏝ྍ⬟࡞⛣ືᡭẁࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ࡛ࡢ↓ே⮬ື㉮⾜ࡼ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅➼ࡢ⛣ືไ⣙⪅ࢆྵࡴ࡚ࡢேࡀᏳ࣭ᛌ㐺⛣ືࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ♫ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭ேཱྀῶᑡ♫࠾ࡅࡿປാຊ㸦ࢻࣛࣂ࣮㸧㊊ᑐᛂࡍࡿࠋ
࣭ࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮♫ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏳ࣭Ᏻᚰ౽ᛶ
ࡢ᪉ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢసࡾ㎸ࡳࢆ┠ᣦࡍࠋ


㧗㱋⪅➼ࡢ⛣ືᡭẁࡢ☜ಖ࣭㝲ิ㉮⾜ࡢᐇ⌧

մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭ᆅ᪉ࢆྵࡵࠊࡢࡼ࠺ྲྀ⤌ࢆᗈࡃᒎ㛤࣭ᬑཬಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡢࠊල
యⓗ࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀୡ⏺᭱ඛ➃ࡢᢏ⾡Ỉ‽࡛ࠊࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡓࡾᚓࡿ
ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊᢕᥱࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᖺ㸷᭶ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴗ⪅ࢆிᡂࣂࢫᰴᘧ♫Ỵᐃࡋࡓࠋᐇ
ሙᡤ࡞ࡿලయⓗ࡞࣮ࣝࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᖺ㸲᭶⟇ᐃࡉࢀࡓᴗ
ィ⏬࠾࠸࡚ࠊ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏᚋ
ࡢⅬ࡛ࣀ㛛ࡽᅜ㝿ᒎ♧ሙ㥐ࡲ࡛ࡢ㊰⥺ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ➼ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ
࣭ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ຍῶ㏿ࠊ⮬ືᖜᐤࡏ㸦ṇ╔ไᚚ㸧ࠊබඹ㌴୧ඃඛࡢ㏻ࢩࢫ
ࢸ࣒➼ࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭ᐇドࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭㒔ᚰ⮫ᾏ㒔ᚰࢆࠊ⮬ື㐠㌿ᢏ⾡㸦㌴࠸ࡍ➼ࡀຓ࡞ࡋ࡛㝆࡛ࡁ
ࡿࣂࢫṇ╔ไᚚ➼㸧ࢆά⏝ࡋࡓࣂࢫ㊰⥺࡛⤖⠇ࡍࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅➼ࡢ⛣ືไ⣙⪅ࢆྵࡴ࡚ࡢேࡀᛌ㐺⛣ືࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ♫ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࠋ

㸦ᢏ⾡➼ࢆά⏝ࡋࡓ♫ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ㍺ฟ㸧
ḟୡ௦㒔ᕷ㏻ࢩࢫࢸ࣒࣭⮬ື㉮⾜ᢏ⾡ࡢά⏝
ࢫࢺࣞࢫࣇ࣮ࣜ࡞ḟୡ௦㒔ᕷ㏻ࢩࢫࢸ࣒

մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌

219

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᴗ᥇⟬ᛶࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢලయⓗ࡞ᵓ⠏ྥࡅࡓ᳨ウࢆ
㐍ࡵࡿࡓࡵࠊỈ⣲࣭⇞ᩱ㟁ụᡓ␎༠㆟ࡢୗᐇົ⪅࣮࣡࢟ࣥࢢࢢࣝ
࣮ࣉࢆタ⨨ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋ
࣭つᶍỈ⣲〇㐀⨨ࡢᢏ⾡ᐇドᴗࡸỈ⣲㍺㏦ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ᢏ⾡ᐇド
ᴗ➼ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭ᆅ᪉㇏ᐩ㈿Ꮡࡍࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࢆά⏝ࡋ࡚ &2 ࣇ࣮ࣜỈ
⣲ࢆ〇㐀ࡋࠊࡑࢀࢆ㒔ᕷ㒊㍺㏦ࡋ⏝ࡍࡿࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࢆᵓ
⠏ࡍࡿࡇ࡛ࠊᆅ᪉㒔ᕷࡢ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ಀࡿ㟂せ౪⤥ࡢ
ࣥࣂࣛࣥࢫࢆゎᾘࡍࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ୡ⏺ඹ㏻ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡍࠋ


ศᩓᆺ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࡢά⏝ࡼࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃㄢ㢟ࡢゎỴ
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮⏤᮶ࡢ &2 ࣇ࣮ࣜỈ⣲ࡢ⏝

մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭ᴗࡢᐇయࡸᐇሙᡤࢆᮏᖺᗘ୰᫂☜ࡍࡿࠋ
࣭ࠕᐁẸ ,76 ᵓ࣭࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ㸳᭶  ᪥ ,7 ⥲ྜᡓ
␎ᮏ㒊Ỵᐃ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇
ᢏ࡛ࡢ↓ே⮬ື㉮⾜ࡼࡿ⛣ືࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ⌧ྥࡅࠊᚲせ࡞ไ
ᗘࡸࣥࣇࣛࢆᩚഛࡍࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺࡢ㧗㏿㐨㊰➼࡛ࡢࢺࣛࢵࢡࡢ
㝲ิ㉮⾜ࡢᐇ⌧ྥࡅࠊᴗࣔࢹࣝࡢ᫂☜ࠊᢏ⾡㛤Ⓨ࣭ᐇドࠊไᗘ࣭
ᴗ⎔ቃಀࡿ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋࡉࡽࠊ ᖺ௨㝆ࠊ⮬ື㉮⾜ࡢ
ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ᪉⟇➼ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᖺᗘࡽ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ⏘Ꮫᐁࡢࠕ⮬ື㉮⾜ࣅࢪࢿࢫ᳨ウࠖ࠾࠸
࡚ࠊࢽ࣮ࢬࡢ᫂☜ࡸᴗࣔࢹࣝࡢ☜ᐃྥࡅ᳨࡚ウࡀᚲせ࡞ㄢ㢟ࡢ
ᢳฟ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡿ⛣ືࢧ࣮ࣅࢫࢆྍ⬟ࡍࡿࠋ
࣭㧗㏿㐨㊰➼࡛ඛᑟࢺࣛࢵࢡᚋ⥆ࢺࣛࢵࢡࢆ㟁Ꮚ㐃⤖➼ࡉࡏࡿ㝲ิ㉮
⾜ᢏ⾡➼ࢆ☜❧ࡋࠊ㒔ᕷ㛫ࡢࢺࣛࢵࢡ㐠㏦ᴗ࠾࠸࡚ࠊ㝲ิ㉮⾜ࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࠋ
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մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭933 ᴗಀࡿ᭷㆑⪅ࡼࡾࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥇ᢥࠊ㐍ᤖ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࠕ933
ᴗጤဨ㸦௬⛠㸧ࠖ࠾࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ୰ᐇドᴗࡢᐇ⪅ࢆỴᐃࡋࠊ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇయࡸᐇሙᡤࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
࣭㟁ụࡢ⩌ไᚚᢏ⾡➼ࡢ☜❧ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊᘬࡁ⥆
ࡁ㏻ಙつ᱁ࡢᩚഛࡸࢧࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࢸࡢ☜ಖྥࡅࡓ᳨ウࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋࡲࡓࠊ᮶ᖺ୰ࡢࢿ࢞࣡ࢵࢺྲྀᘬᕷሙࡢタྥࡅ࡚ࠕࢿ࢞࣡ࢵࢺ
ྲྀᘬ㛵ࡍࡿ࢞ࢻࣛࣥࠖࡢᨵᐃ➼ࢆ⾜࠺ࠋ

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢฟຊண ࡢࡓࡵࡢẼ㇟ほ ࣭ண ࢹ࣮ࢱά⏝➼
ྥࡅࡓᢏ⾡㛤Ⓨࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᮏᖺ㸯᭶࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭ࣜࢯ࣮ࢫ࣭ࢢࣜࢤ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣅࢪࢿࢫ᳨ウ
ࢆタ⨨ࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵჾࡢ㐲㝸ไᚚಀࡿ㏻ಙつ᱁ࡢᩚഛ➼ࡘ
࠸᳨࡚ウࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭ᆅᇦศᩓࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮Ⓨ㟁タഛࡸ㟁ụ➼
ࠊ㧗ᗘ࡞㟂せ⟶⌮ᡭἲ࡛࠶ࡿࢹ࣐ࣥࢻࣜࢫ࣏ࣥࢫ➼ࢆ⤫ྜⓗไ
ᚚ ࣭ ά ⏝ ࡍ ࡿ ࡇ  ࡛ ࠊ ࠶ ࡓ  ࡶ ୍ ࡘ ࡢ Ⓨ 㟁 ᡤ 㸦ࠕ ௬  Ⓨ 㟁 ᡤ
㸦9339LUWXDO 3RZHU 3ODQW㸧ࠖ㸧ࡢࡼ࠺ᶵ⬟ࡉࡏࡿຠ⋡ⓗ࡞࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᡭἲࢆ☜❧ࡍࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ୡ⏺ඹ㏻ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡍࠋ
࣭ࢩ࢙ࣜࣥࢢ࢚ࢥࣀ࣑࣮ࢆព㆑ࡋࡓࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡢసࡾ㎸ࡳࢆ┠ᣦ
ࡍࠋ

㠉᪂ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧

࣭ᴗࡢᐇయࡸᐇሙᡤࢆᮏᖺᗘ୰᫂☜ࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⤒῭
ᛶࡶព㆑ࡋࡓᴗࣔࢹࣝࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ
࣭Ỉ⣲ࡢ㍺㏦᪉ἲ➼ಀࡿᢏ⾡ᐇドࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊỈ⣲ࢫࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥಀࡿつไぢ┤ࡋ㸦ࢭࣝࣇሸࠊᾮỈ⣲࣏ࣥࣉࡢᐇ⏝➼㸧ࢆࠕつ
ไᨵ㠉ᐇィ⏬ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧➼ࡢࡗࡾࠊᐇ
ࡍࡿࠋ

ᕷ⾤ᆅ࣭✵ ➼

221

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ࣟ࣎ࢵࢺά⏝ಀࡿẸ㛫ᴗ⪅➼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࣟ࣎ࢵࢺ㠉

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭ᕷ⾤ᆅࡸ✵ ࡞ேࠎࡀ᪥ᖖⓗ⾜ࡁ࠺⎔ቃ࠾ࡅࡿࣟ࣎ࢵࢺά⏝
ಀࡿ࣮ࣝࣝࢆᩚ⌮᳨࣭ウࡋࠊᙜヱ࣮ࣝࣝࡢୗ࡛ࠊከᵝ࡞ࣟ࣎ࢵࢺࡀ
බඹ✵㛫ࡢ⮳ࡿᡤ࡛ࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆᖖᥦ౪ࡍࡿጼࢆୡ⏺Ⓨಙࡍࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ேཱྀῶᑡ♫࠾ࡅࡿປാຊ㊊ᑐᛂࡍࡿࠋ
࣭㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊእᅜேࢆྵࡴከᵝ࡞ே㐩ࡢࢫࢺࣞࢫࣇ࣮ࣜ࡞⏕άࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࠋ



մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭ ᖺࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫᵓ⠏ྥࡅࡓࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃࢆ㐍ࡵࡿ
ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝᮍ᮶♫㛵㐃ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼
ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࢆㄢ㢟ࡈタ⨨ࡋࠊᢏ⾡㛤Ⓨ࣭
ᐇドࢆࡣࡌࡵࡍࡿ♫ᐇྥࡅࡓㄢ㢟ࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᖺ㸷᭶᭷㆑⪅ࡼࡿࠕࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝᮍ᮶♫᥎㐍༠㆟ࠖࢆ❧ࡕ
ୖࡆࠊᖺ  ᭶ࡼࡾဨເ㞟ࢆ㛤ጞࡋࡓ㸦ဨᩘ㸸ᮏᖺ㸲᭶⌧ᅾ࡛
 ᴗ࣭ᅋయ㸧
ࠋ
࣭ᮏᖺ㸲᭶ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝᮍ᮶♫᥎㐍༠㆟ࠕ༓ⴥᕷᖥᙇ᪂㒔ᚰ
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖࢆタ⨨ࡋࠊᐇドࣇ࣮ࣝࢻࢆᖥᙇ᪂㒔ᚰᆅᇦࡲ
࡛ᗈࡆࡓࠋ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭᪥ᮏ⛉Ꮫᮍ᮶㤋➼ࡀ࠶ࡾࠊᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ
タ㏆᥋ࡍࡿྎሙཬࡧ㟷ᾏᆅᇦ➼ࢆ୰᰾ࡋ࡚ࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࣔࣅ
ࣜࢸࠊ㉸⮫ሙឤᫎീᢏ⾡ࠊࢹࢪࢱࣝࢧࢿ࣮ࢪࠊከゝㄒ⩻ヂࠊෆ
ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢඛ➃ࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࡢయ㦂ࣇ࣮ࣝࢻࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ேཱྀῶᑡ♫࠾ࡅࡿປാຊ㊊ᑐᛂࡍࡿࠋ
࣭࠶ࡽࡺࡿ⏕ά✵㛫࡛ࣟ࣎ࢵࢺࡀά㌍ࡋࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊእᅜேࢆྵ
ࡴከᵝ࡞ே㐩ࡢࢫࢺࣞࢫࣇ࣮ࣜ࡞⏕άࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ

ඛ➃ࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࡼࡿࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝᮍ᮶♫ࡢᐇ⌧
ඛ➃ࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࡼࡿࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝᮍ᮶♫య㦂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
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ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᖺ㸴᭶ࠊ་⒪ᅜ㝿ᒎ㛤ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡢୗタ⨨ࡉࢀࡓࣥࣂ࢘
ࣥࢻ࣭࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࠕ་⒪Ώ⯟ᨭᴗࡢㄆドཬࡧΏ
⯟ཷデ⪅ཷධᶵ㛵ࡢእᅜࡢሗⓎಙ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉㸫་⒪Ώ⯟ᨭ
ᴗㄆド➼࢞ࢻࣛࣥ㸫ࠖࢆྲྀࡾࡲࡵࠊබ⾲ࡋࡓࠋ
࣭ᖺ㸷᭶ࠊᅜෆ་⒪ᶵ㛵࡛ࡢཷデࢆゼ᪥๓ࡽᖐᅜᚋΏࡾ୍㈏ࡋ
࡚ᨭࡍࡿ་⒪Ώ⯟ᨭᴗࡋ࡚ࠊᰴᘧ♫ࢪ࢙ࢸ࣮ࣅ࣮㸦-7%㸧
ཬࡧ᪥ᮏ࢚࣐࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮ࢩࢫࢱࣥࢫᰴᘧ♫㸦($-㸧ࡢ㸰♫ࢆࠊㄆ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭ ᖺࢆᡃࡀᅜࡢ་⒪ࢆᾏእⓎಙࡍࡿዲᶵᤊ࠼ࠊᾏእࡽࡢࢽ࣮
ࢬࡀ㧗ࡃࠊᡃࡀᅜࡢ་⒪ࡀᅜ㝿ⓗඃᛶࢆ᭷ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿศ㔝
╔┠ࡋ࡚ࠊᅜእࡽࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ㸦デࡸ⒪᳨࣭デ㸦⒪ᚋࡢࣇ
࢛࣮ࣟࢆྵࡴࠋ㸧
㸧ࡢཷデ⪅ࢆ✚ᴟⓗཷࡅධࢀࡿ་⒪ᶵ㛵ࢆࣜࢫࢺ
ࡋࠊΏ⯟ཷデ⪅ࡼࡿᡃࡀᅜ་⒪ࡢᐇయ㦂ࡢᶵࢆᣑࡍࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ୡ⏺ඛ㥑ࡅ㉸㧗㱋♫ᑐᛂࡍࡿᡃࡀᅜ་⒪ࡢୡ⏺ࡢⓎಙࢆ⾜
࠺ࠋ

㧗ရ㉁࡞᪥ᮏᘧ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫ࣭ᢏ⾡ࡢᅜ㝿ᒎ㛤㸦་⒪ࡢࣥࣂ࢘ࣥ
ࢻ㸧

223

մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭ᐇࡢሙᡤࡋ࡚㑅ᐃỴᐃࡋࡓࠊ㔲㊰ᕷ࣭㔠ἑᕷ࣭㛗ᓮᕷࡢ㸱ᕷ࠾

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᖺ  ᭶ᗈࡃᅜࡼࡾᥦࢆເ㞟ࡋࠊᮏᖺ  ᭶ࠊ㔲㊰ᕷ࣭㔠ἑ
ᕷ࣭㛗ᓮᕷࡢ㸱ᕷࢆほග❧ᅜࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋ
࣭㛵㐃┬ᗇࡀ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡿᨭࢳ࣮࣒ࢆタ⨨ࡋࠊពぢࢆᐇࡋࡓࠋ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭ᡓ␎ⓗほගࢆ㐍ࡵࡿᆅ᪉㒔ᕷࢆ㑅ᐃࡋࠊ
ࡑࡢ㒔ᕷ࠾࠸࡚᪥ᮏ∧ '02
ࢆタ❧ࡋࡓୖ࡛ࠊほග㈨※ࡢ☻ୖࡆࠊ࢟ࣕࢵࢩࣗࣞࢫ࣭ከゝㄒ⩻ヂ➼
ࡢ⎔ቃᩚഛࠊᅾእබ㤋➼ࡢά⏝ࡸಶேࡢᒓᛶᛂࡌࡓሗⓎಙ➼ࢆᐇ
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊほගඛ㐍ᅜࢆయ⌧ࡍࡿほගᆅᇦࢆసࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ ᖺゼ᪥እᅜே᪑⾜ᐈ  ேࢆ㐩ᡂࡍࡿ࠸࠺┠ᶆࢆぢᤣ
࠼ࠊほගඛ㐍ᅜࢆ┠ᣦࡍࠋ


㸦ゼ᪥ほගᐈࡢᣑྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ➼㸧
ほගඛ㐍ᅜࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫ
ほගᆅᇦ

մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭0(- ࡚᪥ᮏᅜ㝿㝔㸦௬⛠㸧ࡢᯟ⤌ࡳࡑࡢᇶ‽ࢆࠊ་⒪㛵ಀ⪅ࢆ
୰ᚰࡋࡓ᭷㆑⪅ጤဨ᳨࡛ウࡋ࡚࠾ࡾࠊᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍ་⒪ᶵ㛵ࢆເ
㞟ࡋࠊᮏᖺᗘ୰ࠊ
ࠕ᪥ᮏᅜ㝿㝔㸦௬⛠㸧ࠖ࡞ࡿ་⒪ᶵ㛵ࢆබ⾲ࡍ
ࡿࠋ
࣭་⒪Ώ⯟ᨭᴗㄆド➼࢞ࢻࣛࣥࡢຠᯝ᳨ド࣭ㄢ㢟ᢳฟࢆ⾜࠸ࠊ
ᚲせᛂࡌ᪂ࡓ࡞ᑐᛂࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࣭ᡃࡀᅜ་⒪ࡢᾏእࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⤖ᯝࡶ㋃
ࡲ࠼ࠊᚋࡢᡓ␎ࡢලయࢆ᪩ᮇᅗࡿࠋ

մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭ᮏᖺᗘࡽࠊ⏝ࢩ࣮ࣥࢆᐃࡋࡓᐇドᴗࢆᐇࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࡢᐇሙᡤ࣭ᐇయࢆ᫂☜ࡋࡓୖ࡛ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢලయࢆᅗ
ࡿࠋ
࣭୪⾜ࡋ࡚ࠊࣟ࣎ࢵࢺ㠉ࢽࢩࢸࣈ༠㆟ࢧࣈ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝ
ࣉ࠾࠸࡚ࠊୖグᐇドᴗࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせᛂࡌᏳ☜ಖ㛵
ࡍࡿ࣮ࣝࣝࡢ㏣ຍ࣭ぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࠋ



ド⤌⧊࡛࠶ࡿ୍⯡♫ᅋἲே 0HGLFDO([FHOOHQFH-$3$1㸦0(-㸧ࡀㄆド
ࡋࡓࠋ
࣭ᖺ㸷᭶ࠊࣔࢫࢡ࡛࣡ࡢ་⒪Ώ⯟ᒎ♧᪥ᮏࣈ࣮ࢫࢆฟᒎࠋㄆド
་⒪Ώ⯟ᨭᴗཬࡧᡃࡀᅜࡢ་⒪ᶵ㛵➼ࡀࠊ࣑ࢽࢭ࣑ࢼ࣮ࡸಶู┦
ㄯᑐᛂ➼ࡼࡾࠊᡃࡀᅜ་⒪ࡢ 35 ࢆᐇࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖺ  ᭶ࡶࠊ
ி࡛ࡢ་⒪Ώ⯟ᒎ♧࠾࠸࡚ࠊㄆド་⒪Ώ⯟ᨭᴗ➼ࡀᡃࡀᅜ
་⒪ࡢ 35 ࢆᐇࡋࡓࠋ

ࢽࢩࢸࣈ༠㆟ࠖࣟ࣎ࢵࢺࣀ࣮࣋ࢩ࣮ࣙࣥ࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ
ࢆᖺ㸷᭶タ⨨ࡋࡓࠋ
࣭ྠ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉタ⨨ࡋࡓࢧࣈ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࠊ
ࣟ࣎ࢵࢺά⏝ಀࡿᏳᛶ☜ಖ㛵ࡍࡿ࣮ࣝࣝࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵ
ࡿࡶࠊࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫྥࡅࡓᐇドᴗࡢᐇ➼ࢆ㏻ࡌࡓ࣮ࣘ
ࢫࢣ࣮ࢫࡢฟ➼㛵ࡋ࡚㛵ಀᴗ⪅➼ࡢ㐃ᦠࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࠋ
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մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭ᮾிࡢ➇ᢏሙࡸᡂ⏣࣭⩚⏣✵ ➼ࡽࡢࢡࢭࢫ⤒㊰࠾࠸࡚
ᚲ㡲࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥࢆ㐍ࡵࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊබ
ඹ㏻ᶵ㛵ࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜಶேࡢᒓᛶᛂࡌࡓෆሗᥦ౪ࡸ
ᚰࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜ➼ࢆ㐃ᦠࡉࡏࠊࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡋ࡚ࡢッồຊࢆ㧗ࡵ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏᖺᮎࢆ┠㏵ࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡋ࡚ࡢ

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭බඹ㏻ᶵ㛵ࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ᭷㆑⪅ࡸ㛵ಀᴗ⪅ࠊ
㞀ᐖ⪅ᅋయ➼࡛ᵓᡂࡍࡿ᳨ウࢆタ⨨ࡋࠊ✵ ࡽ➇ᢏሙ➼ࡲ࡛ࡢ
ࢡࢭࢫ⤒㊰ࡢㄪᰝ᳨࣭ウࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭ ᖺᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏࡢ➇ᢏሙࡸࡑࡢ
ࢡࢭࢫ⤒㊰➼࠾ࡅࡿࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥྥࡅ࡚ࠊ
ࠕ7RN\R ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࣭࢞ࢻࣛࣥࠖࢆ⟇ᐃ୰࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢ࠺ࡕᵓ㐀≀ࡢタィᙳ㡪ࡍࡿ㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ⾜ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ
ᮏᖺ㸯᭶ࠊᅜ㝿ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡጤဨࡢᢎࢆᚓࡓࠋ
࣭ᮾி㥐࠾࠸࡚ෆ⾲♧ㄪᰝ࣭Ṍ⾜⪅⛣ືᨭ࡞ࢆᐇࡋࡓࠋ
࣭ᚰࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜࡣࠊ⥅⥆ⓗ࡞ྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡓࠋ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭ᮾிࡢせࢱ࣮࣑ࢼࣝࡸᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ
タ➼ࢆ⤖ࡪ㐃⥆ⓗ࡞࢚ࣜ࠾࠸࡚ࠊࣂࣜࣇ࣮ࣜཬࡧศࡾࡸ
ࡍ࠸ෆሗᥦ౪➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊᚰࡢࣂࣜࣇ࣮ࣜࡘ࠸࡚ᅜẸࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ ᖺゼ᪥እᅜே᪑⾜ᐈ  ேࢆ㐩ᡂࡍࡿ࠸࠺┠ᶆࢆぢᤣ
࠼ࠊほගඛ㐍ᅜࢆ┠ᣦࡍࠋ


ᮾி

࠸࡚ᮏᖺᗘࠊ᪥ᮏ∧ '02 ࡀⓎ㊊ணᐃࠋ
࣭ᮏᖺᗘ୰ࠊᙜヱ᪥ᮏ∧ '02 ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊほග❧ᅜࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫ
ࡋ࡚ほග㈨※ࡢ㨩ຊ☻ୖࡆ➼ࢆ⾜࠺ᐇィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊᙜヱᐇィ⏬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊほග㈨※ࡢ☻ୖࡆ➼ᑐࡋࠊඃඛⓗ
ᨭࡍࡿࠋ
࣭ຍ࠼࡚ࠊほග㈨※ࡢ☻ୖࡆᙜࡓࡗ࡚ᚲせ࡞ࡿつไᨵ㠉ࡘ࠸࡚ࠊ
᫂☜ࢆᅗࡿࡶࠊ㏿ࡸᑐᛂࢆ㐍ࡵࡿࠋ

225


㸦ᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨ࡢᣑࣅࢪࢿࢫ⎔ቃࡢᨵၿ࣭ྥୖ㸧
ᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨ᣑྥࡅࡓㄏ⮴᪉⟇

մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭㕲㐨࣭ࣂࢫࡼࡿ✵ ࢡࢭࢫᨵၿཬࡧಶேࡢᒓᛶᛂࡌࡓᵝࠎ࡞ࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢⓎಙࠊࣂࣜࣇ࣮ࣜሗࡢᥦ౪ࠊ᭱ඛ➃ࡢࢺࣞᩚഛࡘ
࠸࡚ࡣࠊୡ⏺㛤ࢀࡓ᪥ᮏࡢ⋞㛵ཱྀࡋ࡚ࠊࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡩࡉࢃ
ࡋ࠸ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊᮏᖺᗘ୰ලయⓗ࡞ྲྀ⤌ෆᐜཬࡧᐇయ࣭
ᮇࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
࣭ࡑࡢࡓࡵࠊᅜᅵ㏻┬ࢆ୰ᚰࡋ࡚㛵ಀ┬ᗇࡀᐦ᥋㐃ᦠࡍࡿࡶ
ࠊ༠㆟➼ࢆタ⨨ࡋࠊࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࡢ☻ୖࡆࢆᅗࡿࠋ

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ᮏᖺ㸲᭶ࠊ㕲㐨ࡼࡿ✵ ࢡࢭࢫࢆྵࡴࠕᮾிᅪ࠾ࡅࡿᚋࡢ
㒔ᕷ㕲㐨ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦㏻ᨻ⟇ᑂ㆟⟅⏦㸧ࡢྲྀࡾࡲࡵࡀ࡞
ࡉࢀࡓࠋ
࣭ᅜᐙᡓ␎≉༊࠾ࡅࡿ✵ ࢡࢭࢫࣂࢫᴗࢆࠊ≉༊ἲୖࡢ࣓ࢽ࣮ࣗ
ࡋ࡚タࡋࡓࠋࡲࡓࠊ῝ኪ࣭᪩ᮅ㛫ᖏ࠾ࡅࡿ✵ ࢡࢭࢫࣂࢫ
ࡢ౽ᛶྥୖ➼ࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭✵ ࢆሗⓎಙࡢᣐⅬࡍࡃࠊࢹࢪࢱࣝࢧࢿ࣮ࢪࡢᩚഛ࣭ᶵ⬟ࡢ
㧗ᗘྥࡅ࡚ࠊᖺᗘࠊᶆ‽ᵝࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋከゝㄒᑐᛂࡢᢏ⾡㛤
Ⓨࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭ᡂ⏣✵ ࣭⩚⏣✵ ࡢ㕲㐨࣭ࣂࢫࡢࢡࢭࢫᨵၿࠊ✵ ࢆࢤ࣮ࢺ࢙࢘
ࡋࡓሗⓎಙᣐⅬ➼ࡼࡾ౽ᛶ࣭ᛌ㐺ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ ᖺゼ᪥እᅜே᪑⾜ᐈ  ேࢆ㐩ᡂࡍࡿ࠸࠺┠ᶆࢆぢᤣ
࠼ࠊほගඛ㐍ᅜࢆ┠ᣦࡍࠋ

ᴗࡢෆᐜࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
࣭ࡉࡽࠊᅜᅵ㏻┬ࢆ୰ᚰࡋ࡚㛵ಀ┬ᗇࡀᐦ᥋㐃ᦠࡍࡿࡶࠊ
ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥ  㛵ಀᗓ┬➼㐃⤡㆟࠾࠸࡚ࠊࢩ࣮ࣙࢣ
࣮ࢫࡢ☻ୖࡆࢆᅗࡾࡘࡘࠊᅜࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨࣥࡢ♫࡙ࡃࡾ
ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ

ᡂ⏣✵ ࣭⩚⏣✵ 
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մ࡞ㄢ㢟࣭ᚋࡢྲྀ⤌
࣭-%&ࠊ5%&ࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࣋ࣥࢳ࣮࣭ࣕࢧ࣑ࢵࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛤ദྥ
ࡅࡓලయⓗ࡞ᕤ⛬ࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ
࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ࣭࣮࣡ࣝࢻ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡣࠊᡂ㛗ᡓ␎ࡢෆᐜ
ࡢ 35 ➼ྥࡅࡓ᳨ウࢆලయࡍࡿࡇຍ࠼ࠊୡ⏺⤒῭ࣇ࢛࣮࣒ࣛ
㐃ᦠࡋ࡚ᐇࡍࡿᐁẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࡢ㆟ㄽࡢᡂᯝࢆ᳨ウࡋࠊ
ࠕᨵ㠉㸰㸮㸰㸮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࢆࡣࡌࡵࡍࡿᨻᗓࡢᡂ㛗ᡓ␎ᫎ
ࡍࡿ➼ࠊᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨ᣑྥࡅࡓ⟇ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࠋ

ճ⌧ᅾࡲ࡛ࡢྲྀ⤌≧ἣ
࣭ ᖺࡽ  ᖺࡅ࡚㛤ദࡉࢀࡿ 5%& ྥࡅࠊᆅ᪉⮬య࠾
ࡅࡿㄏ⮴ᡓ␎ࡢ⟇ᐃࡸሗⓎಙ➼ࡘ࠸࡚ࠊ-(752 ࢆ㏻ࡌࡓᨭ➼ࢆ
ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᮏᖺ  ᭶ࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ࣭࣮࣡ࣝࢻ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢ㛤ദྥࡅࠊ
ᖺ㸵᭶ࠕࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ࣭࣮࣡ࣝࢻ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛᐁẸ༠ാᐇ⾜ጤဨ
ࠖࢆ㛤ദࡋࠊ㛵ಀ┬ᗇࡸ⤒῭⏺ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡶ༠ຊࡋࠊ࣮࢜ࣝ
ࢪࣕࣃ࡛ࣥᮏࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆᐇࡍࡿయไࢆᩚഛࡋࡓࠋ
࣭ ᖺࡢࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࣋ࣥࢳ࣮࣭ࣕࢧ࣑ࢵࢺࡢ㛤ദྥࡅࡓ⎔ቃᩚഛ
ࡋ࡚ࠊ㉳ᴗᐙࡸᴗෆࡢ᪂ᴗᢸᙜ⪅ࢆࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞὴ㐵ࡍ
ࡿேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍ࡸࠊ6/86+ࠊ6;6: ➼ࡢᅜ㝿ⓗ࡞࣐ࢵࢳ
ࣥࢢ࣋ࣥࢺࡢཧ⏬➼ࢆᐇࡋࡓࠋ

ղࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴫせ
࣭ ᖺࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࣮ࣖࡋ࡚ࠊձ-DSDQ %XVLQHVV &RQIHUHQFH
㸦-%&㸧
ࠊղ5HJLRQDO%XVLQHVV&RQIHUHQFH㸦5%&㸧ࠊճࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ࣭
࣮࣡ࣝࢻ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊմࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ࣋ࣥࢳ࣮࣭ࣕࢧ࣑ࢵࢺ࡞ࠊ
ྛ✀ࣅࢪࢿࢫ࢝ࣥࣇࣞࣥࢫࢆ㛤ദࡋࠊᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨ᣑྥࡅࡓᑐ
እⓎಙࢆᙉࡍࡿࠋ

ձゎỴࡍࡁ♫ⓗㄢ㢟
࣭ᅜ㝿ⓗ࡞ὀ┠ᗘࡢ㧗ࡲࡾࢆࣞࣂࣞࢵࢪࡋ࡚ࠊᑐ᪥┤᥋ᢞ㈨ࢆᣑࡋࠊ
ࣅࢪࢿࢫ⎔ቃࡢᨵၿࢆᅗࡿࠋ
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平成２８年４月１３日
文
化
庁

（文化ＧＤＰの拡大）

文化芸術資源を活用した経済活性化

文化芸術資源を活用した経済活性化（文化ＧＤＰの拡大）
資料６

文化芸術資源を活用した経済活性化（文化ＧＤＰの拡大）について

合計

100.0%

総ＧＤＰの１．２％（諸外国は３～４％）
我が国の多様な文化芸術資源を考えれば伸びしろのある分野

53,804

41.7%

22,411

（劇場、楽団、博物館、美術館など）

その他

11.0%

5,899

新聞

11.8%

14.0%

21.7%

6,326

7,505

11,663

ＧＤＰ（２０１１年）
（億円）
%

出版

（音楽・書道・生け花・茶道教授業など）

個人教授業

（映画・ビデオ・テレビジョン番組・アニメーション制作業など)

業種
映像・音声・文字情報制作業

※数字は入手可能な資料（産業連関表、経済センサス）を基
に、文化関連のものについて文化庁において抽出・試算したも
の。

文化産業の経済規模（文化ＧＤＰ）の拡大

「国民文化祭・あきた2014」の例
観光客および出演者の消費支出による効果
日帰り客
宿泊客
宿泊費
－
8.0億円
飲食費
4.3億円
4.2億円
文化産業以外
への波及
土産費
16.1億円 10.8億円
交通費
11.8億円 10.5億円
入場料
2.2億円
1.0億円
その他
2.3億円
2.2億円
計 36.8億円 36.5億円 73.3億円
観客・出演者数
67万人
7万人 ※全体の経済波及
効果は134億円
・文化芸術資源の活用は、
他の産業や地域経済へ波及効果をもたらす
・国内の芸術祭等の文化事業は年間約２００件以上あり、
それぞれを磨き上げることにより、より大きな波及効果を
生み出す
１

他産業への経済波及効果の創出

全国に存在する我が国の多様な文化芸術資源を一層
活用することにより、ＧＤＰ６００兆円の達成に貢献する
経済波及効果を生み出す。

文化芸術への投資は、他の様々な産業分野への経済波及効果を生み出す。

文化芸術は、観光地の魅力や産業の付加価値などを生み出す源。

１．概要
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・里山を舞台とする地域内外のアーティストによる
作品制作・展示や地域住民との交流、アートを
テーマにした様々なイベントを行う芸術祭。
・４４の国と地域から３１０組のアーティストが参加。
多言語対応（英・中・韓）
・来場者数 約49万人、経済波及効果 約46億5千
万円（事業費 約4.9億円）

■メディア芸術祭
世界86の国と地域から4,417点（うち、海外から半
数を超える2,216点）の作品応募 (第19回)昨年の
受賞作品展には51,153人が来場
■日本映画の製作支援
・「超高速！参勤交代」 興行収入 15.5億円
・「小さいおうち」
興行収入 12.6億円
（文化庁より２千万円製作支援 平成２６年度）

○ 文化庁メディア芸術祭・日本映画の製作支援

・世界最高水準の美術修復、梱包・運搬、展示業者
などの美術関連技術を集積。最先端技術とアート
の融合プロジェクトの実施など。
・アジアを中心とした外国人富裕層の開拓により、新
たな短期滞在需要を喚起。訪日外国人一人当たり
の単価（経済効果）の向上。
・公主体の手法ではなく、民間や自治体が主体となって行う取組を国が支援。

■瀬戸内国際芸術祭2013

・美しい瀬戸内海を船で巡りながら、島の自然や文化
に溶け込んだアートを体感する現代アートの祭典。
・２６の国と地域から２００組のアーティストが参加。
多言語対応（英・仏・中・韓）
・直島町では、首都圏から若い世代が移住し、年２％
強の人口減少率が１％程度にまで改善 しており、
下げ止まり傾向が見られる。
・来場者数 約107万人、経済波及効果 約132億円
（撮影：中村脩氏）
（事業費 約10.2億円）
■大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2012 (新潟県十日町市)

○ 羽田空港跡地を活用した現代アート拠点

○ 国際的な芸術祭の開催

数値目標： ２０２０年までに全国の２０万件の文化プログラムを海外へ発信
２０３０年までに文化芸術クラスター１０拠点形成・プロデューサー人材１００人育成

・「日本の美」総合プロジェクト懇談会の議論をもとに、一過性に終わらない、高い経済効果の創出と人材育成を重視した、息の長い支援を行い、「文
化ＧＤＰ拠点」を集中的・計画的に形成。２０２０年国内での「日本博」での全面的な開花を目指す。
・世界に誇るマンガ・アニメ・ゲームなどのメディア芸術分野の人材育成・アーカイブ化・海外発信の推進

文化芸術の創造への支援と海外への発信

・芸術祭などの文化芸術活動や食文化を含めた「くらしの文化」などの文化芸術資源を掘り起こし、地域活性化へつながる文化プログラムの全国展開・
推奨と国内外への発信
・官民協働による現代アート拠点や文化観光・産業活性化コンソーシアムの形成とその活動を支える人材育成

地方創生に資する地域の文化芸術資源の掘り起こし

２

以下の方向性１～３により、スポーツ・文化・観光の３庁連携をはじめとして関係省庁とも協働しつつ、文化産業・
文化芸術活動の活性化による文化ＧＤＰの拡大、訪日外国人４，０００万人への貢献等による他産業や地域経済へ
の波及効果の創出する。
方向性１：インバウンドの増加・地域の活力の創出

２．取組の方向性
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高齢者のWS

埼玉県立近代美術館 「すごいぞ、これは！」展
・全国の調査研究員と事務局の埼玉県立近代美術館
の館長・学芸員、あわせて１２人が、アーティストをそ
れぞれ１名推薦する形式により作品を展示
・北海道、高知、広島で巡回展を開催

○障害者のアート活動

「文化財活用・理解促進戦略プログラム2020」（仮称）を年内に策定し、「地域の文化財を一体的に活用する取組への支援」等を
通じて、「文化財」を観光資源として開花させる。

方向性３：「文化財で稼ぐ」力の土台の形成

可児市文化創造センター
・年間約３０万人が来館。地域のにぎわい創出に貢献。
・文化芸術を活用して、子育て支援、高齢者の生きがいづくり、
多文化共生などの地域課に取り組む「まち元気プロジェクト」を展開。
ワークショップを実施し、コミュニティの形成に寄与。
・県立高校において自己表現力とコミュニケーション能力の養成を目的にしたワー
クショップを実施。中途退学者が約３分の１となり、新入生の定員割れも解消。

○文化芸術を活用した社会包摂プログラム

数値目標： ２０３０年までにすべての都道府県でワークショップ等の取組を実施

・児童生徒、親子、障害者、高齢者等を対象としたコミュニケーションワークショップなどの社会包摂プログラムの全国展開
・障害のあるアーティストの優れた文化芸術活動の支援

多様性を包容する文化の力を活用、障害者、外国人等、あらゆる人々が活躍する場を創出し、文化芸術活動の裾野を拡大。

方向性２：文化芸術における潜在的顧客・担い手の開拓

・東照宮の歴史や徳川家康の生涯をビデオ
等で上映し、英語テロップを用いてわかりや
すく解説
・絵巻など展示品をデジタル化し、画面タッチ
により、日英の解説を表示

日光東照宮新宝物館

修理中もガイダンス
施設を設置

姫路城天守の大規模改修
・総事業費30億円
・観覧料収入
2.9億円（H26)→
18.7億円（H27）

美装化

○投資リターンを見据えた文化財修理・整備の拡充と美装化

○わかりやすい解説と多言語対応

大内宿の茅葺き民家群再生（福島県）
・地域の文化財の一体的整備を計画的に行い、
観光中心の産業構造へ転換
・観光客数は20年間で約100万人増加
・収益が修理につながる循環型の文化財保存・活用
事業の継続、地元技術者の育成

○文化財を中核とする観光拠点の整備

国指定重要文化財を
結婚式場等に活用

西日本工業倶楽部会館

○歴史的建造物の活用促進

数値目標： ２０２０年までに日本遺産をはじめ、文化財を中核とする多様な「稼ぎ方」を可能とする観光拠点を
全国２００拠点程度整備

・文化財の解説の多言語化等を通じた、我が国の文化・歴史を体現する文化財の価値・魅力の効果的発信
・文化財の適切なサイクルによる修理、建造物等の美装化、文化施設の機能強化による雇用創出とともに観光客を魅了する環境の充実 等
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～参考事例集～

文化資源を活用した経済活性化（文化ＧＤＰの拡大）

４

参考事例① ～保存修理事業等による観光効果～

修理前

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

170,700人

192,650人

227,600人

247,088人

修理後（平成８年）

総 事 業 費：1,987百万円
国庫補助額：1,334百万円
事 業 期 間：Ｓ60年10月
～ Ｈ8年１２月

[保存修理事業概要]

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

69,400人

拝観者数の推移

2015年には「The Wonder500運営事務局」主催「第３２
回伝統的工芸品月間国民会議全国大会」の会場として
大茶堂・回廊を利用。

【H８ 】 保存修理工事完了
【H９ 】 仏殿、法堂、山門の国宝指定
【H14】NHK大河ドラマ「利家とまつ」の放映
【H19】ライトアップ開始
【H20】東海北陸自動車道全線開通
【H21】高岡開町400周年
【Ｈ27】北陸新幹線開通

● 瑞龍寺（富山県高岡市）では、平成８年度に保存修理事業が完了し、平成9年に仏堂、法堂、山門が国宝に指定。
ライトアップ事業等も展開し、北陸新幹線が開通したＨ27年には過去最高の約25万人を記録。
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５

参考事例② ～大遷宮に合わせた計画的な修理による経済波及効果～

本
殿

：国宝

：重要文化財

4.7億円
5.0億円
5.0億円
5.0億円
5.8億円
2.6億円
2.6億円
38.0億円

Ｈ20年度
Ｈ21年度
Ｈ22年度
Ｈ23年度
Ｈ24年度
Ｈ25年度
Ｈ26年度
計（～H29年度）

：約3500人

▲ 本殿 竣工

24.7億円

1.7億円

1.7億円

3.8億円

3.3億円

3.3億円

3.3億円

3.1億円

国庫補助額

（「【改訂】平成の大遷宮の経済波及効果」（2014年3月27日日本銀行松江支店）による）

新規雇用創出効果

県民の雇用者所得増加：113億円

県内への経済波及効果：344億円

指定：昭和27年
建立：延享元年（1744）
修理期間：平成20年12月～25年2月

[本殿の修理内容]
屋根葺替・部分修理

▲ 本殿 素屋根の解体

事業費

年度

● 出雲大社では、平成２５年の「平成の大遷宮」にあわせ、本殿（国宝）をはじめ各種施設について平成
２０年度から計画的に保存修理事業を実施。観光客増加（Ｈ２４：２９１９万人→Ｈ２５：３６７４万人）
による島根県内への経済波及効果は３４４億円に達したと試算されている。
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６

65%
国庫
補助

おんばしらさい

参考事例③ ～御柱祭の効果の持続・発展のための保存修理～

（「平成22年10月29日長野日報（諏訪広域連合調査結果引用）による）

事業費

1.9億円

2.1億円

年度

Ｈ24～26年度

計（～H27年度）

1.1億円

1.0億円

国庫補助額
55%
国庫
補助

▲ 幣殿解体状況

諏訪大社上社
本宮幣殿、本宮拝殿、本宮左右片拝殿(二棟）､本宮脇片拝殿、本宮四脚門
所 在 地：長野県諏訪市大字中洲
建築年代：幣殿・左右片拝殿・脇片拝殿:
天保6年(1835)〔文書、槌〕
四脚門：慶長13年（1608)
拝殿：安政４年(1857)
指
定：昭和58年12月26日
保存修理：平成24年12月～平成27年5月

▲ 拝殿解体状況

この効果を持続し、発展させるため、平成２４年度から国庫補助で本宮幣殿・拝殿等の修理を実施。

▲ 諏訪大社御柱祭

総動員数：169万3000人（Ｈ16：約160万人）

経済波及効果：215億円6000万円

観光消費額：171億1600万円（Ｈ16：160億円）

平成２２年諏訪大社御柱祭の効果

● 諏訪大社では、平成２２年の御柱祭による観光消費額約１７１億円・経済波及効果約２１６億円といった
効果を持続し、さらに発展したものとするため、平成２４年度から主要施設の保存修理に取り組んでいる。
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【H1２．３】第Ⅰ期工事が完成
江戸期の蔵を中心に復元。蔵の内部は発
掘調査の成果が見れるような展示（ガラ
ス張りの床など）、ガイダンス的要素を
盛り込んでいる。

268,251人

入場者数の推移

（年度）

438,634人

【H1８．３】第Ⅱ期工事が完成
江戸期のカピタン（西洋の商館長）が
住んでいた商館を中心に復元。建物の
復元のみならず当時の生活様式も含め
て可能な限り再現した。

476,224人

公有化・
整備の
実施

整備後（平成２６年）

復元後の姿

【江戸時代後期の石倉を復元
→資料館に】

（写真提供：長崎市）

【H22】NHK大河ドラマ「龍馬伝」の放映
【H24】震災以降の修学旅行生の増加／クルーズ船の入港増加
【H25】タブレット端末でCG再現／クレジット・電子マネーでの入場導入

整備前（平成８年）

出島和蘭商館跡（長崎県長崎市）では、平成８年度からの復元整備事業により、入場者数が段階的に増
加。ピークの平成１８年度以降は一旦落ち込んだものの、市の意欲的な取組により再び増加を見せている。

（人）

●

でじまおらんだしょうかんあと

参考事例④ ～史跡の復元整備による観光効果～

８

【
学校教育への活用】

【
商館長の屋敷を復元
地
→域活動の拠点に】

カピタン部屋（内部）

二番蔵（
内部）

貯水槽や放水銃・ポンプの設
置により、木造建築の多い宿
場町を安心して観光

総額374,458千円
（国庫：242,161千円）

防災施設等事業

総額368,644千円
（国庫：215,609千円）

184,369

299,488

114,279

23,565

0

0

0

507,207
3

4

507,234

選定前の大内宿

56 57 58 59 60 61 62 63 元 2

13,099
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22,262

保存修理事業
125,095

11万人
（Ｓ63）

442,712
5

517,806
6

547,419
7

550,985
8

1,009,904

1,159,100

1,029,150

802,810

864,648

797,145

694,953

752,206

697,650

701,494

657,109

661,552

現在の大内宿

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

791,548

116万人（Ｈ21）

911,003

【下郷町大内宿の観光客数の推移】
1,079,709

建物の修理再生により、昔な
がらの町並みの魅力向上

584,864

しもごうまちおおうちじゅく

954,420

アクセスの改善によ
る観光促進、歩行者
の安全確保

駐車場整備

無電柱化（電柱移設）

展示施設整備（本陣復原）

観光拠点の設置、案内
による理解促進

● 福島県下郷町は、大内宿の重要伝統的建造物群保存地区への選定（昭和５６年）も契機として、昔からの
まちなみの再生や展示施設の整備、駐車場の整備などを進め、従来の農業中心の産業から、観光産業への転
換を実現。その結果、平成２１年には観光客数が１１６万人と、昭和６３年（１１万人）の約１０倍に。

参考事例⑤ ～まちなみの活用による観光客の増加～

９

景観に配慮した
まちづくり

瀬戸内国際芸術祭２０１３ （香川県）

参考事例⑥ 文化を中核とした経済活性化

 太鼓芸能集団「鼓童」による世界一の和太鼓公演をメインとした野外フェスティバル。
 メイン公演である「城山コンサート」では、丘の上の豊かな自然に囲まれた野外空間で、
大自然と太鼓の音がコラボレーションする。
 開催期間は８月２１日から２３日（３日間）。
 来場者数は約１万５千人（平成２７年度）、約２億４千万円の経済効果（平成２６年度）
 来場者のうち約１０％の割合を外国人が占め、訪日する外国人にとっても魅力的な取組と
なっている。

地球の祝祭「アース・セレブレーション」（佐渡市）

 里山を舞台とする地域内外のアーティストによる作品制作・展示や地域住民との交流、アート
をテーマにした様々なイベントを行う芸術祭。
 平成２４年に開催された第５回トリエンナーレには、４４の国と地域から３１０組のアーティ
ストが参加。多言語対応（英・中・韓）
 空き家や廃校にもアート作品を展示し、平成２４年には約５００軒ある空き家のうち ４４軒
を、また、２０校ある廃校のうち１１校を展示会場として活用。
 開催期間は、７月２９日～９月１７日（５１日間）
 来場者数は約４９万人に上り、約４６億５千万円の経済効果（事業費約４.９億円）

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ２０１２（新潟県十日町市）

瀬戸内国際芸術祭
（撮影：中村 脩）

城山コンサート

大地の芸術祭での作品展示

 美しい瀬戸内海を船で巡りながら、島の自然や文化に溶け込んだアートを体感する現代アートの祭典。
 ３年ごとに国際芸術祭として開催（次回開催は平成２８年３月２０日～）
 平成２５年に開催された第２回となる国際芸術祭には、２６の国と地域から２００組の
アーティストが参加。多言語対応（英・仏・中・韓）
 直島町では、首都圏から若い世代が移住し、年２％強の人口減少率が１％程度にまで改善
しており、下げ止まり傾向が見られる。
 開催期間は、春期３月２０日～４月２１日、夏期７月２０日～９月１日、
秋期１０月５日～１１月４日（計１０８日間）
 来場者数は約１０７万人、約１３２億円の経済効果（事業費約１０.２億円）
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１０

大分県における地方創生

参考事例⑦ 文化を中核とした経済活性化

世界四大アニメーション映画祭の一つで、国際アニメーションフィルム協会公認映画祭
であり、コンペティション・上映会・ワークショップなどが開かれる総合的な映画祭。
 コンペティションでは７４ヶ国・地域から２，２１７本の応募。
 海外からも１５０人を超える作家・映像関係者がゲスト参加し、市民や学生との交流も
図られた。
 来場者数は約２３万人（応援イベント含む）、約３億３千万円の経済効果



○ 広島国際アニメーションフェスティバル（８月２１日～２５日）

会場の様子

広島メディア芸術推進事業（広島国際アニメーションフェスティバル及びメディア芸術プロジェクト） （広島市）

 作品を巡るトレッキングやロングトレイルツアー、パフォーマンス公演、アーティストイン
レジデンスなどの多彩なアート体験を通じ、国東半島の流れる時間や魅力、場所と出会う
「旅としての芸術祭」。
 海岸線や山間部や集落などの国東半島の特徴的な６エリアを、オノ・ヨーコ氏等２７名の
アーティストが作品化。
 開催期間は、１０月４日～１１月３０日（５８日間）
 来場者数は約６万人、約２億８千万円の経済効果

２０１４国東半島芸術祭

 世界有数の温泉地として知られる大分県別府市を活動拠点とするアートNPO。
国際芸術フェスティバルを開催することをマニュフェストに掲げ、2005年４月に発足して以来、現代芸術の紹介や教育普
及活動、人材育成講座や出版事業、市街地の空き店舗をリノベーションする事業など様々な事業を実施。

BEPPU PROJECT

１１

 民間（ BEPPU PROJECT）主導による創造都市の取組が進展。
 産官学からなる委員会を設置し、芸術文化の振興はもとより、文化を活用して少子高齢化や過疎化への対策、
新商品・サービスの開発等、社会的、経済的な課題にも対応することを目標。
 プロジェクトベースでは、国東半島芸術祭、混浴温泉世界（アートイベント）など様々な動きを加速。
 多彩なアートプロジェクトは、文化振興のみならず、地域・観光振興、産業、福祉、教育・人づくり、定住・移住促進など、
様々な政策文化に効果を発揮し、地方創生に貢献。
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ナント市 （フランス）

 オレゴン州最大の都市、人口約５８万人、農業・林業からハイテク産業中心へ
 クリエイティブ・クラス（※）の出現に対応した街づくり（土地利用密度の高度化による
都市のコンパクト化：２０分都市の形成）
 住居兼ギャラリーを低賃料で貸出すロフト文化により、若いアーティスト達が流入
 若手クリエーターからエリート層、リタイア層に及ぶ多様性に富んだ居住者が移り住むこ
とで、新しいコミュニティを形成（「First Thursday Gallery Walk」で観光客も取り込む）
 ハイテク産業のみならず、スポーツ、観光・サービス産業等の繁栄により全国第2位の成
長率（全国平均1.5％をはるかにしのぐ4.7％）

ポートランド市 （アメリカ）

ビルバオ・グッゲンハイム美術館

※トロント大学のリチャード・フロリダ教授が提唱。新しいアイデアや技術、コンテンツの創造により経済を成長させる頭脳労働者のこと（デザイナーやアーティスト等）。

 スペイン５番目の大都市圏 人口40万人 60～70年代に重工業によって発展を遂げた
が、70年代後半以降、伝統的な工業都市としての産業基盤が急速に衰退
 88年よりグッゲンハイム美術館が多館戦略、国際戦略を推し進め、ビルバオ・グッゲン
ハイム美術館はその戦略とリンクする形で実現 バスク州政府は建設費(１億ドル)を全
額負担し所有。また、運営予算の一部を補助。運営は州政府とグッゲンハイム財団。
 00年に3,000人/日を超えた展覧会は世界で27件であり、うち７件が同美術館の展覧会。
 97年開館後５年間の観客は515万人以上。海外から45%、スペインバスク州以外から35%
 ﾊﾞｽｸ州公的ｾｸﾀｰが95-98年投資額が20億€。7万6千人の雇用と50億€の経済波及効果

ビルバオ市 （スペイン）

ラ・フォルジュルネの様子

First Thursday Gallery Walkの賑わい

参考事例⑧ 海外における文化芸術の持つ創造性を活かした長期的な地域活性化

 フランス６番目の大都市 人口29万人 50年代には造船所をはじめ多くの工場が建設。
60年代には失業率40% 89年に都市再生の柱として文化事業を公約に掲げたエロ-市長が
当選後、市予算の15%(02年)を文化予算に充当
 ナント市の文化事業の受益人口は約80万人。市内文化施設や事業に近隣市町村も補助
 フランスでもっとも住みやすい都市 １位｢住居｣｢娯楽｣｢安全｣｢教育｣など12項目総合
 80年代サービス産業従事者が市労働人口67%から00年には80%まで上昇。若者人口増加
率も高く、文化施設や文化事業が充実しており、複数の企業本社がナント市に移転
 ラ･フォルジュルネなど文化フェスティバルを商品として海外へ売り込み文化産業を創出
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１２

高齢者のWS

 彩の国さいたま芸術劇場芸術監督蜷川幸雄が率いる、
55歳以上の団員による演劇集団。
 2005年11月、当劇場芸術監督に内定した蜷川が、就任後第一に取り組むべき
事業として「年齢を重ねた人々が、その個人史をベースに、身体表現という
方法によって新しい自分に出会う場を提供する」ための集団作りを提案したことに始まる。
 誰もが経験する“老い”を“演劇”に昇華させようと、プロの俳優とは異なる独自の
創造性を発揮し、また、演劇界の枠を越え、日本の高齢化社会の有り様に問いかける
モデル・ケースとして、さいたまゴールド・シアターは結成当時から注目を
集め続けている。
 現在団員は64歳から89歳までの39名。平均年齢76.7歳。（2015年11月現在）
 団員募集時には1266名が応募し、15日間、延べ78時間に渡るオーディションを実施。
 2014年11月から12月にかけてはパリ・香港を含む３ヵ国５都市を巡るツアー公演を実施。
全５会場で8,000人以上の観客を動員。

さいたまゴールドシアター

 県立高校において自己表現力とコミュニケーション能力の養成を
目的に演劇手法を活用したワークショップを実施。
中途退学者が約３分の１となり、新入生の定員割れも解消。
 経済効果：１１．６億円
 雇用効果（岐阜県内）：53人（平成21年度）

可児市文化創造センター

文化芸術活動を通じた活躍の場の創出事例

可児市文化創造センター （岐阜県可児市）

参考事例⑨

 人口１０万人の可児市において年間約３０万人が来館。
地域のにぎわい創出に貢献。
 文化芸術を活用して、子育て支援、高齢者の生きがいづくり、
多文化共生などの地域課に取り組む「まち元気プロジェクト」を展開。
公民館や福祉施設で実施する年間４００回以上のワークショップには
延べ７千人以上の市民が参加し、コミュニティの形成に寄与。
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公演の様子

乳幼児と保護者のWS

児童・生徒のWS

１３
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経済産業省 商務情報政策局
⽂化情報関連産業課
（メディア・コンテンツ課）

コンテンツ産業の現状と
今後の発展の⽅向性

コンテンツ産業の現状と今後の発展の方向性
資料７
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Ⅰ．現状分析

1

映像
4.3兆円

その他
（配信・ス
テージ）
約0.3兆円

テレビ放送・
関連サービス
約3.5兆円

映画
約0.2兆円

映像ソフト
約0.3兆円

携帯電話・
インターネッ
ト配信
約0.1兆円

ラジオ関連
サービス
0.1兆円

コンサート
⼊場料
0.3兆円

カラオケ
約0.4兆円

⾳楽ソフト
約0.4兆円

⾳楽・⾳声
1.3兆円

アーケードゲーム
約0.4兆円

携帯電話向
けゲーム
約0.1兆円

オンラインゲーム
約1.0兆円

ゲームソフト
約0.2兆円

ゲーム
1.7兆円

その他
約0.2兆円

新聞
約1.5兆円

フリーペーパー
約0.2兆円

雑誌
約1.1兆円

書籍
約0.7兆円

図書･新聞･画像･テキスト
3.7兆円

国内コンテンツ市場の全体像

116500

117000

117500

118000

118500

119000

119500

120000

120500

121000

（億円）

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
出典：デジタルコンテンツ⽩書2016（⼀般財団法⼈デジタルコンテンツ協会）

※ネットを媒介するオンライン広告
を抜き出し。雑誌、新聞等の伝
統的なマス広告は、「図書・新聞・
画像・テキスト」に含まれている。

インターネット広告・
モバイル広告
約1.0兆円

複合型※
1.0兆円

市場規模の推移

 近年、震災からの回復は⾒られるものの、国内⼈⼝のピークアウト等により成⻑は横ばい。

 映画・アニメ・TV番組・⾳楽・ゲーム・書籍等の⽇本のコンテンツ産業の市場規模は約12兆円。
CD/DVDや書籍・雑誌が苦戦する⼀⽅、ゲームやインターネット配信が伸⻑。

⽇本のコンテンツ産業の市場規模
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1

2020

2014 2020

2
1
0
0
26 1
21 1

2014

61

20
2
16 11

389

+3.9%

25 3
85

2020

15
15

482

699
75

日本除く海外合計

555
56

3
1
0
1
22 4
13 1

3
1
0
0
24 4
15 1

2014 2020 2014 2020

133
115 7
1
7
7 8 1
28
22 3
5

173
19

203
22

+2.7%

Europe/ Middle East/ Africa

放送

アニメ

7

3
4
1
3
9
2

3
4
2
52 3
14
26
2

2
3
0
7
9
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1 18 7 23 10
0
0
0

2020

+3.0%

2014 2020 2014 2020 2014 2020 2014 2020

105
13 3
1
63 2
21 1

0
3
0
0
0
0
0

キャラクター

Japan

2014

44
22

ゲーム

Asia Pacific

音楽

4
10
21
37
1
2
5
0
0
98
1
1 64 1
13
2 36 8
1 4
1
32 2
161
20

+7.5%

マンガ

Source: Roland Berger

1) 1ドル＝106.85円で換算（2014年平均値）。以下同じ 2) 「映画」、「放送」はアニメを除く 3) 「マンガ」にはアメコミ等の海外コミックも含む 4) マンガ海外市場規模参考値： 米国6.3億ドル、ドイツ
5.4億ドル、フランス5.1億ドル、英国3億ドル（韓国コンテンツ振興院、2010年）、日本マンガ海外市場規模参考値： 米国1.4億ドル（ICv2、2009年）
5) 「キャラクター物販」は他コンテンツ由来のキャ
ラクター、ライセンスビジネス向けに制作されたキャラクター商品の販売。但し、マンガ・ゲーム等他の市場に含む商品、アパレル・アクセサリ関連商品、広告販促品は除く）

2014

5
3
0
56 0
3
45 1

1
1
0
0
17 1
14 0

Latin America

+31.2%

3
2
0
1
2
11
1
3

223
19

25

260

2014 2020 2014 2020

206

27

194
7
0
9 0 170 6
8
5
5 9 0
0
6
22
21
16
15 5
8
7
6

239
21
181

278

+2.5%

North America

（単位：10億米ドル）

映画

 ⽇本を除く海外のコンテンツ市場は、2014年で5,552億⽶ドルであり、アジアを中⼼に市場が拡⼤し、2020年に
は6,993億⽶ドルとなる⾒込み。

海外のコンテンツ産業の市場規模
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3

第⼆条 この法律において「コンテンツ」とは、映画、⾳楽、演劇、⽂芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の⽂字、図形、⾊彩、⾳声、動
作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの⼜はこれらに係る情報を電⼦計算機を介して提供するためのプログラム（電⼦計算機に対する指令であっ
て、⼀の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。）であって、⼈間の創造的活動により⽣み出されるもののうち、教養⼜は娯楽の範囲に属する
ものをいう。

【参考】「コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律（コンテンツ振興法）」におけるコンテンツの定義

出典：博報堂Global HABIT調査（2015年２⽉（サンプル調査：15〜54歳の男⼥が回答））（複数回答）

アジア主要都市における⽇・韓・欧⽶コンテンツ普及度

⽇本コンテンツの潜在⼒
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4

コンテンツ合計
(555)

2.5%(14.1)

：うち⽇本由来コンテンツ売上

：海外市場規模

（凡例）

(単位：10億⽶ドル)

分解

アニメ
(20)

ゲーム
(61)

内訳

キャラクター
(11)

マンガ
(２)

26.9%(0.6)

⾳楽
(16)

0.2%(0.0)

出典: ローランドベルガー調査(2015)

映画
(56)

1.1%(0.6)

8.5%(1.0)

15.2%(9.4)

4.1%(0.8)

放 送
(389)

0.4%(1.7)

コンテンツの市場規模と⽇本由来コンテンツの売上シェア

 ⽇本由来コンテンツの売上は約141億⽶ドルと海外市場規模全体の2.5％を占める。
 ⽇本由来コンテンツの売上シェアは各分野で状況は異なり、マンガ、ゲーム、キャラクター、アニメの順に⼤きい。

世界の市場における⽇本由来コンテンツの売上シェア
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5

224

海外収⼊

2,000

2,500

2002

224

2003

253

1,406

253

1,406

2003

2004

290

2,084

290

2,084

2004

2005

313

2,232

313

2,232

2005

（※） ⽇本動画協会が統計をとりはじめた2002年からのデータを集計。
（※） 「海外収⼊」とは、映像販売、ライセンス等による海外収⼊をさす。

0

500

1,000

1,500

1,366

単位：億円

1,366

市場規模

2002

（参考）アニメ
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312

2,120

312

2,120

2006

2009

153

1,457

153

1,457

2009

海外収⼊

2008

248

1,812

248

1,812

2008

市場規模

2007

268

1,872

268

1,872

2007

2010

172

1,488

172

1,488

2010

2012

2013

2013

2014

195

1,847

195

1,847

2014

169

1,834

169

1,834

144

1,643

144

1,643

2012

出典：⽇本動画協会アニメ産業レポート2015
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160

1,532

160

1,532
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単位：億円
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14,000

16,000

18,000

1996

1,227

1997

1,478

1998

2,141

1999

2,343

2000

2,848

5,779

2001

2,532

5,174

2002

2,255

4,747

41.6% 49.3% 48.9% 47.5%

5,628

37.8%

5,669

27.5%

5,377

25.9%

2004

2,327

4,685

49.7%

2,930

4,115

2005

2,528

4,871

2006

3,629

6,742

2008

2009

5,061

7,230 7,586

海外出荷額

2007

5,600

8,486

10,240

2010

4,115

6,706

2013

2,042 12,341

4,244 14,306

2012

2015

13,747 14,298

15,596 15,848

2014

単位：億円

2011

2012

2,042

4,244

2013

2014

13,747

出典：CESAゲーム⽩書

2,930

5,309

12,341

14,306

2015

7

14,298

15,596 15,848

55.2% 48.1% 86.3% 88.1% 90.2%

5,309

2011

6,706

2010

51.9% 53.8% 66.0% 70.6% 66.7% 61.4%

出荷額（国内＋海外）

2003

1,993

4,299

46.4%

（※） 2013年以降の値は、調査⽅法が変更されたため、2012年以前の値と単純な⽐較はできない。
（※） コンピュータエンタテインメントソフトウェア協会（CESAの前⾝）が統計をとりはじめた1996年からのデータを集計。
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単位：億円

輸出⽐率

出荷額
4,729 5,377 5,669 5,628 5,779 5,174 4,747 4,299 4,685 4,871 6,742 8,486 10,240 7,586
（国内＋海外）
海外出荷額 1,227 1,478 2,141 2,343 2,848 2,532 2,255 1,993 2,327 2,528 3,629 5,600 7,230 5,061

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

（参考）家庭⽤ゲームソフト
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84
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2,029

87

1981
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1,984

77

2029
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85

1,948

79

1984

2007

2009
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2,060

85

1948

2008

2010

79

2,207

68

2060

2009

2011

69

1,812

79

2207

2010

2012

64

1,952

69

1812

2011

2013

78

1,942

64

2014

2015

140

2,171

78

1942

2013

91

2,070

1952

2012

140

2171

輸出額

市場規模

91

2070

2015

出典：⽇本映画製作者連盟「⽇本映画産業統計」

8

単位：億円
2014

（※） ⽇本映画製作者連盟が統計をとりはじめた2000年からのデータを集計。
（※） 輸出額は、連盟加盟者とそのグループ会社が、⽇本映画関連の権利（映画・テレビ映画の海外配給権、海外上映権、リメイク権、海外放送権、海外⼆次利⽤権、映画・テレビキャラクター
商品化権）を利⽤して得た収⼊をさす。
（※） 輸出額は、1ドル＝120円とする。
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9

Ⅱ．施策
- 10 -

（１）コンテンツ海外展開⽀援
（ローカライズ等）
・Ｊ－ＬＯＰ
（２）⽇本でのイベント開催
及び海外情報発信
・コフェスタ
・インフルエンサー招聘

⽇本に対する興味・関⼼を⾼め
る機会の創出

⽇本の魅⼒の
効果的発信

①⽇本ブーム創出

＜戦略的海外展開＞

（２）現地企業とのマッチング
（３）テストマーケティング
（４）リスクマネーの供給
・クールジャパン機構

（１）製品開発・チームづくり
・プロデューサー派遣

⽇本のコンテンツ専⽤チャンネルの確
保や商業施設等における関連商品の
販売

現地で稼ぐための
プラットフォーム構築

②現地で稼ぐ

○⽇本でのイベント開催及び
海外情報発信 （再掲）

ビジット・ジャパンをはじめとする外国
⼈観光客・ビジネス客の集客

⽇本に呼び込み
⼤きく消費を促す

③⽇本で消費

 このため、海外需要を取り込む段階を3つに分け、①⽇本の魅⼒を発信することにより、海外において⽇本ブーム
を創出する段階、②現地で関連商品、サービス等を販売する段階、③観光政策などと連携しつつ、⽇本に関⼼
を持った外国客を実際に⽇本に呼び込むことで消費を促す段階、それぞれの段階での⽀援を講じていく。

 クールジャパン戦略の狙いは、アニメ、ドラマ、⾳楽等のコンテンツや「⾐」「⾷」「住」をはじめ、⽇本の⽂化やライフス
タイルの魅⼒を付加価値に変え、新興国等の旺盛な海外需要を獲得し、⽇本の経済成⻑（企業の活躍・雇⽤
創出）につなげること。

クールジャパン戦略
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10

⑦プロデューサー⼈材育成
バリューチェーン全体を統括し、コンテンツ産業の海外展開の中核となる⼈材を育成するため,海外トップフィルムスクールへの留学等を⽀
援。
⑧コンテンツ技術戦略
CGやVFX等デジタルコンテンツ技術の⾼度化と普及を推進。制作⼯程管理やクラウドサービス活⽤のための取り組みを実施。
11

ビジネスを⽀える基盤整備

⑥留学⽣アンバサダー
⽇本の⽂化やコンテンツを深く理解する⽇本の⼤学または⼤学院在学中の外国⼈留学⽣を通
じて、⽇本のコンテンツの魅⼒を⾃国をはじめ、海外に広く紹介。

マーケティング⽀援

①ローカライズ・プロモーション⽀援（Ｊ－ＬＯＰ）
他産業への波及効果が強い各種コンテンツの海外展開を促進するため、ローカライズ(字幕付与や吹き替えなど)･プロモーション等の
⽀援を実施。
②コ・フェスタ
コンテンツとコンテンツ関連イベントを束ねた「コ・フェスタ」を開催。⽇本コンテンツを海外にアピール。
③クールジャパン機構
財政投融資特別会計（投資勘定）を活⽤（平成25年度500億円）してファンドを設⽴し、産業化に向けたリスクマネーを供給。
④政府間対話
「アジア・コンテンツ・ビジネスサミット（ACBS）」等を官⺠連携により開催し、国際間の課題解決に向けて議論。
⑤海賊版対策
コンテンツ海外流通促進機構（CODA）を通じて、中国を始めとする著作権侵害が特に多発する国における違法コンテンツ削除要
請を推進。

流通フェーズ

経済産業省が実施するコンテンツ振興施策
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電⼦コミック

ドラえもんの海外展開のため、
ＳＨＡＲＰがＡＳＥＡＮ諸国向
けの家電製品のＣＭにキャラクター
を起⽤。

北海道テレビは、地域の魅⼒を発信する番組を制作し、Ｊ－ＬＯ
Ｐにより質の⾼いローカライズを実施できたことで海外での放送を
次々と実現。
番組と連動したキャンペーンを⾏うことでアンテナショップの売上は前年
⽐で約３割向上。
12

パリで開催されるヨーロッパ最⼤のイ
ベント「JAPAN EXPO」において⽇
本コンテンツの共同出展、プロモー
ションを⽀援。

JAPAN EXPO

海外⾒本市への出展例

プロモーション
「ドラえもん」が家電製品を
通じてプロモーションした例
ドラえもん×家電製品

地⽅発コンテンツの海外展開事例

© Fujiko-Pro

『ドラえもん』
発信国・地域：英語圏（全世
界）
株式会社藤⼦・F・不⼆雄プロ

© SAKURA PRODUCTION / NIPPON ANIMATION

『ちびまる子ちゃん』
発信国・地域：中国
日本アニメーション・インターナ
ショナル株式会社

アニメ

ローカライズ

 平成2６年度補正予算（６０億円）においては、⽇本のコンテンツの海外展開を⽀援するため、８５５件のコン
テンツのローカライズやプロモーションへの補助を実施。

 権利情報の集約化、コンテンツの字幕・吹き替え等の現地化（ローカライズ）や国際⾒本市への出展等のプロ
モーションの⽀援により、著作物の利⽤の円滑化に取り組む。（平成2７年度補正6７億円）。

①ローカライズ・プロモーション⽀援
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コ・フェスタ２０１６オフィシャルイベント

13

 コンテンツ産業およびファッション、デザイン等コンテンツと親和性の⾼い産業に関わる各種イベントが連携して開催する世界最⼤規模の
統合的コンテンツフェスティバル。
 コンテンツ業界が連携し,発信⼒を⾼めながら広く海外にアピールすることで,⽇本のコンテンツの海外展開を促進｡

②コ・フェスタ
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東京国際映画祭に併設した国
内外の映画、ＴＶ番組等の映
像コンテンツを中⼼とした⾒本
市。12回⽬（2004年〜）。

TIFFCOM
(東京国際映画祭併設
コンテンツマーケット)
⽇本のアニメ産業の活性化を
⽬的に、ビジネスマッチングの
場を設け、国内外のアニメビジ
ネス情報を発信する。TIAFと
しては6回⽬(2010年〜）。

東京国際アニメ祭秋

会 場：ホテルグランパシフィック LE DAIBA
Zepp DiverCity TOKYO

会 期：2015年10⽉20⽇〜22⽇（3⽇間）

⽇本⾳楽の海外展開を⽬的
として商談会やセミナー開催に
よるビジネスマッチングの機会を
提供する場。12回⽬
（2004年〜）。

東京国際ミュージック
マーケット

海外

国内

0

200

400

600

800

160

156

549

525

2013

バイヤー

1000

146

186

576

584

2014

出展者

1200

出展者

130

217

出展者約5%
バイヤー 約24% 増

バイヤー

1400

795

638

2015

出展者

（⼈）

【出展者・招聘バイヤーの推移
（2015年度）】

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（件）

2013

4,844

2014

14

2015

17% 増

5,699

6,663

【商談件数（2015年度）】

 「Japan Content Showcase（JCS）」とは、映画・放送（テレビ番組等）、⾳楽、アニメ等の主要コンテンツが
統合された国際⾒本市であり、毎年10⽉に東京・お台場にて開催。JCSでは、我が国コンテンツの魅⼒を集中的に
世界へアピールするとともに、他産業との連携を促し、さらなる発信⼒の強化とコンテンツ産業全体の海外展開を促
進することを⽬的としている。
 2015年度は347団体が出展し、1,433名の登録バイヤーが来場した(2014年度：出展団体数：332、登録バ
イヤー数：1,160名)。動画配信など業界の新しいトレンドを捉えたセミナーを実施し、また、ピッチングセッションやマッ
チングイベントが連⽇⾏われるなど、活発な商談を促進した。

②コンテンツの総合国際⾒本市「Japan Content Showcase」

バイヤー
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１０７億円

⺠間出資

※既出資の300億円に
加えて、平成27年度は
政府予算枠300億円を
確保し、必要に応じてこ
の範囲で追加出資を⾏
う。

４１６億円※

（財投特会 等）

政府出資

出資⾦
５２３億円

リスク
マネー
供給機能

出資

※存続期間：概ね20年程度

出資

出資 等

平成２８年４⽉１⽇時点

投資

パティシエ・ケーキ店

高岡銅器

ブライダルサービス

⽇本酒

“地域クールジャパン企業”応援

事業会社 等

出資

コンソーシアム各
企業

⺠間企業 等

［クールジャパン機構］（平成25年11⽉創設）

の整備などを率先して展開し、現在１３件の投資案件を⾏っている。

© BAKUGAN PROJECT

物理的空間型の流通拠点

商品
販売

アニメ

アパレルショップ

コスメ

衣

日本食レストラン

食

インテリアショップ

住

商業施設展開・活⽤（ジャパン・モール）

化粧品
など

出展：NEW PEOPLE資料

テレビ放映・配信等
＋グッズ等販売
玩具
など

©BAKUGAN PROJECT

⽇本のＴＶ番組・アニメ等のコンテンツ
アイドル系
ドキュメンタリー映画
放送
配信

メディア・ネット空間型の流通拠点

＜投資対象の例＞

 平成２５年６⽉に株式会社海外需要開拓⽀援機構法が成⽴し、平成２５年１１⽉に海外需要開拓⽀援
機構（クールジャパン機構）が設⽴された。
 機構は、リスクマネーを供給することで、⺠間部⾨では成し得なかった、海外需要獲得の基盤となる拠点や流通網

③クールジャパン機構
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15

コンテンツ

類型

ジャパン
チャンネル

エンタテイン
メント

海外でのクリ
エイター育成

ジャパン
コンテンツの
ローカライズ

関連ネット販売

正規版アニメ

関連ネット販売

海外向け
ジャパン
コンテンツ

内容
海外に向けて⽇本のマンガ・ア
ニメ等のポップカルチャーの魅⼒
を発信するメディア・ＥＣ事業

概要

スカパーJSAT

１０億円

ントや地域物販等を展開

16

地域企業等
の商品・サー
ビスの海外展
開

⽇本コンテン
ツの対外発信
を加速

⽇本アニメ産業の
海外展開でアニメ
ータの出⼝を拡⼤

地域・中⼩企業やク
リエイター等の海外
展開のプラットフォー
ム

（総事業費 ２１億円）アジア各国向けＴＶ番組で⽇本を発信し、イベ

吉本興業等

４．５億円

（総事業費 １０億円）

アジア等で⽇本コンテンツを活⽤した
ビジネスを⽀えるクリエイター⼈材を
育成する
スクール事業

世界２２カ国に⽇本コンテンツの有料
全世界 （総事業費 １１０億円）
放送チャンネルを展開し、
４４億円
地域物販やインバウンドを促進

（台湾・
タイ等）

アジア

アジア・欧
州・豪州

KADOKAWA
Contents
Academy 等

イマジカ・
ロボットHD等

（総事業費 ５０億円）正規版⽇本アニメのサイマル配信を多
⾔語で⾏う動画配信・ＥＣ事業
１０億円

ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺHD等

Tokyo Otaku
Mode 等
１５億円

（機構の出資規模）

事業主体

８０⾔語以上に対応した⽇本のコン
テンツの世界発信のためのローカライ
全世界 （総事業費 １９０億円）ズの基幹
７５億円
インフラを獲得

全世界

（⽶国・
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ等）

全世界

対象国

③クールジャパン機構の投資決定案件 ※平成28年２⽉時点
※⽀援決定額については、上限額となっており、為替の影響等により⾦額に変動がある。
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(アジア・コンテンツ・ビジネス・サミット)

ACBSメンバー国・地域は、下記テーマについて議論を⾏い、急速に成⻑するアジアのコンテンツ産業に適応す
るため⼀層の連携の重要性を認識するとともに、今後も継続してACBSを開催し、これらのテーマに関する取り
組みを強化することに合意した。
• 進展するデジタルコンテンツ技術分野の展望及び今後の連携
• メンバー国・地域間での国際共同製作の推進
• 起業家ネットワークの構築
• 海賊版対策の連携強化
• 地⽅コンテンツの展開促進
• メンバー国・地域におけるコンテンツ産業活性化に向けた政策の検討
• コンテンツ制作のための資⾦調達⼿法

ＡＣＢＳ 2016 共同声明 概要

第5回会合開催時に参加国・地域の間でACBSとして取り組むテーマと⽅向性について共同声明を採択。
（第5回参加国・地域：⽇本・中国・⾹港・インドネシア・韓国・マレーシア・シンガポール・タイ・カナダ・⽶国）

ACBS

17

【Asia Content Business Summit（ACBS）】
 アジアにおけるコンテンツ産業の官⺠関係者を⼀堂に集め、アジア市場におけるコンテンツ流通の促進、海賊版対策、⼈材
交流、国際共同製作等の国際的な課題について議論し、共同⾏動に結びつけることを⽬指して2008年創設。
※主要メンバー国・地域：⽇本・中国・⾹港・インドネシア・韓国・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ
 2016年9⽉に第5回会合をマレーシア（クアラルンプール）で開催した。
※2009年10⽉に第１回会合を⽇本（東京）、 2011年2⽉に第２回会合をタイ（パタヤ）、2011年12⽉に第３回
会合をシンガポール、2014年10⽉に第４回会合を⽇本（東京）で開催。

④政府間対話〜ACBS〜
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99.20%
99.28%
99.90%
98.47%
99.16%

• CODAとモーション・ピクチャー・アソシエイション（MPA）
は、オンライン著作権侵害に対する新たな善処法の開発や
共同での著作権保護活動の強化を⽬的とする公式同意
書に署名。（2014年3⽉）

【覚書締結先】
Tudou、Youku、ku6、56.com、iQIYI

• CODAと主要な中国動画投稿サイトとの間でネット上の著
作権保護の協⼒に係る覚書を締結。

海賊版DVD等に対しては、CODAが中国等現地取締機関との連携により権利行使を支援
→約691万枚の海賊版DVD押収の実績あり（2005年1月～2016年3月までの累計）

共同エンフォースメント（権利⾏使）⽀援

Youku（中国）
83,973件
Tudou（中国）
67,722件
Ku6（中国）
17,673件
56.com（中国）
10,157件
Pandora.tv（韓国）19,187件

【削除要請URL件数と削除率】（2011年8⽉〜2016年3⽉）

• インターネット上の違法動画コンテンツの削除要請に係る実証実
験を、中国と韓国の動画投稿サイト等に対して実施。
→CODAの削除要請によりほぼ100％の削除実施に成功

インターネット上の海賊版対策

 グローバル市場に対してコンテンツビジネスを展開するうえでの⼤きな障害のひとつは海賊版の存在。
⇒ 中国主要４都市における⽇本コンテンツの被害額は年間5600億円（出典：⽂化庁推計、2013年）
 ⼀般社団法⼈コンテンツ海外流通促進機構（CODA）を通じて、権利者や各国の著作権関連団体と協⼒の
もと海賊版対策を講じている。

⑤海賊版対策

【課題】
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①海賊版の
⼤規模削除

海賊版
サイト

コンテンツ
ホルダー

対象サイト数：356サイト
削除件数：711,697件
削除率：68％

【対策】

海賊版

【国／経済産業省】

掲載作品数：約370点
（平成27年2⽉末時点）
末時点）

manga-anime-here.com
m

「Manga-Anime here」

②正規版リンク集サイト

海外展開

平成26年度

約

• コラボレーションイラスト『JOIN
US,FRIENDS.』
開始１週間で100万JOIN

• スペシャル動画
『Thanks, friends』
YouTube再⽣回数:
80万回

③広報・普及啓発

普及啓発

・周辺対策の継続実施（広告抑⽌要請、フィル
タリング等）
・海賊版対策の効果測定調査
等

更なる連携が必要な分野について、国の海賊版
対策事業にて措置

【国／経済産業省】

①海賊版の⼤規模削除
②正規版リンク集サイトに関する取り組み
③海賊版対策に関する広報・普及啓発活動

出版社及びアニメ関連主要各社からなるマンガ・アニ
メ海賊版対策協議会は、参加企業を拡⼤しつつ、
以下を継続実施

【⺠間／マンガ・アニメ海賊版対策協議会】

平成27年度

 ①海賊版の「削除」を効率的に⾏い、それと同時に②ファンを海賊版から正規版サイトへ「誘導」する仕組みを構築、更に
③国内外の視聴者等に「普及啓発」を⾏うという３つの課題に⼀貫して戦略的に取り組むプロジェクト。
 これらの取組を通じ、国内外のマンガ・アニメのファン層を維持・拡充しつつ、海賊版が市場から消滅していくことで、正規のコ
ンテンツに対価が⽀払われ、新たな作品創造へと繋がる好環境を整備。
 出版社及びアニメ関連企業15社からなるマンガ・アニメ海賊版対策協議会と経済産業省及びCODAが⼀体となり推進。

⑤海賊版対策 Manga-Anime Guardians（MAG） PROJECT

コンテンツの価値の最⼤化
海外視聴者

プロモーション

マーケティング

現地PRイベント

海外インフルエンサーの招聘

■海外イベントへの出展に際して、現地アンバサ
ダーと連携しPRイベントを実施。
■イベントに参加した後、イベント
■コンテンツへの集客やパブリシティに貢献す
主催者に報告書を提出。
る。

消費者反応調査

■アンバサダー認定した海外のインフルエンサー
■JapanContentsShowcaseにて
のうち、影響力のある方々を合同マーケットに
招聘ツアー実施
招待。
■報告書(年度末)
■SNS等を通じて発信。
約200名を任命（平成27年10⽉末時点
20

■海外進出を検討しているコンテンツや、マー
■イベントに参加した後、イベント
ケットへの出展を予定しているコンテンツについ
主催者に報告書を提出。
て、消費者に当て、反応を調査する。

消費トレンド調査

報告形式

■コンテンツ分野において海外で何がどのように ■報告書(随時)
流行しているのかを現地にてヒアリング調査しレ ■セミナー
ポートにまとめる。
■年度末発表会

内容

 ⽇本コンテンツのファンである海外の若者を、留学⽣・現地学⽣を中⼼に「コ・フェスタ アンバサダー」として組織化。
 本組織を活⽤し、コンテンツホルダーと海外消費者を結ぶ、効果的な「マーケティング」と「プロモーション」の機能をコ・
フェスタに付与。コンテンツ業界に対する海外展開⽀援を⾏うことで、⽇本の魅⼒を効果的に発信する。
① コンテンツの海外進出事業の企画・⽴案に直結する消費者ニーズの把握・提供（マーケティング機能）
② 現地におけるインフルエンサー・メディア・バイヤー向けのイベント等の開催を通じて、発信⼒の⾼い関係者との
ネットワークを構築（プロモーション機能）

⑥留学⽣アンバサダー
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（参考）これまでの⼊学校：AFI（American Film Institute） USC（University of
Southern California） UCLA（University of California, Los Angeles）

 ハリウッドなどが培ってきた国際的な⼿法を学ぶことが
できる海外フィルムスクールへの留学を⽀援。
 平成２２年度の制度開始以降、これまでに計９名の留学
を⽀援。
 フィルムスクールへの推薦や、１⼈あたり
最⼤３０，０００ドル/年の費⽤の助成など、総合的な
サポートを実施。

海外留学⽀援制度（平成22年度〜）

 研修やグループワークでのトレーニングを通
して、若⼿⼈材に⼈的交流の機会を提供し、
将来の国際共同製作にむけた⼈的ネットワー
クの構築を図る。

国内⼈材育成⽀援制度

21

 ハリウッドをはじめとする海外のコンテン
ツビジネス関連企業や制作現場における、
プロデュース関連業務の実務研修（イン
ターン）の実施を⽀援。
 具体的な研修内容は、市場調査、マーケ
ティング、プロモーション、脚本開発、映
画製作等。
 実務研修に参加するためのサポートや、必
要経費相当額を基準とする調査費の⽀給な
どを実施。
 これまでに計２名の実務研修実施を⽀援。

海外企業実務研修制度（平成27年度〜）

 このため、海外留学⽀援制度および海外企業実務研修制度（インターン）等を実施する。

 コンテンツ産業の国際展開および国際共同製作を推進するため、資⾦調達・契約・マーケティングといったプロデュース業務を担う「国際コンテンツ
ビジネスプロデューサー」の育成を⽬指す。

⑦プロデューサー⼈材育成
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■マンガ制作⼯程整備 （2014年度）
海賊版対策にも資するマンガ等の国内外同時販
売・配信を促進するため、翻訳等の編集作業や
流通を円滑に進めることができるデジタル技術を
導⼊したマンガ制作⼯程の導⼊について調査、
検討を実施。
今年度、出版社、配信事業者、漫画家、学⽣
等を対象にセミナーを開催し、当該調査報告書
の内容を紹介することで、マンガ制作・流通に携
わる関係者への周知を図った。

コンテンツ制作基盤整備事業

コンテンツ技術が向かうべき⽅向性を提⽰。
技術開発を促進し、⽇本のコンテンツ産業の更なる活
性化と新たな産業の創出が⽬的。2014年度に更新
を実施。

技術マップ（コンテンツ分野）の策定

■Features
各年で注⽬すべき技術を取り上げ、
デモ展⽰や講演、ワークショップを
実施。2015年は、「スポーツを変えるコンテンツ技術」がテーマ。

■Innovative Technologies
コンテンツ産業の発展に⼤きく貢献する
ことが期待される技術を表彰。
将来の産業界への応⽤に期待の持てる先進的なコンテンツ技
術の発掘と国内外での情報発信を促進。

■DCEXPO（デジタルコンテンツエキスポ）
コンテンツ技術の展⽰会。コンテンツ分野の企業関係者や、研
究者、学⽣、クリエイター等に向け、最新のコンテンツ技術を展
⽰、交流を促し、コンテンツ産業の更なる発展を⽬指すもの。
2015年は、10⽉22⽇（⽊）〜25⽇（⽇）に開催（デジ
タルコンテンツ協会・経済産業省 共催）

先進的なコンテンツ技術の発掘・普及促進

コンテンツ技術の⾼度化と普及を⽬指し、技術マップ（コンテンツ分野）を策定し、DCEXPO（デジタルコンテンツエ
キスポ）でのコンテンツ技術発掘・普及の促進や、コンテンツ制作の効率化に資する取組を実施。

CG（コンピュータ・グラフィックス）や⽴体映像などのコンテンツ技術は、様々なコンテンツ創出の基盤。

⑧コンテンツ技術戦略
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