令和元年９月 10 日

新たな公立高等学校入学者選抜制度について
～第二次案を公表するにあたって～
高校教育課
１

入学者選抜制度の変遷
昭和 57 年 職業科に推薦入試導入
平成 ８年 「長野県公立高等学校入学者選抜方法検討会議」の報告
・傾斜配点、普通科の推薦、面接、受験機会の複数化、特色学科の第２志望等
平成 10 年 全日制普通科において学校の判断で推薦入試導入
平成 16 年 前期選抜導入
平成 18 年 全日制の全校で前期選抜実施
平成 23 年 前期選抜の実施を各学校の判断に委ねる
・全日制普通科 28 校が取り止め

２

検討の経緯
（１）学びの改革 基本構想
「学びの改革 基本構想」
（平成 29 年３月）の中で、入学者選抜制度の改革については、
「社
会情勢の変化を踏まえて、将来を生きる高校生に求められる資質・能力が大きく変化している
中、県立高等学校入学者選抜においても、その時代に応じて適切かつ最善な入学者選抜制度に
なっているかを常々点検し続ける必要がある。」としたところである。
その上で「中学校段階で身に付けた「新たな社会を創造する力」が正しく評価され、ひいて
は高等学校においても連続的に身に付いていくための一過程としての入学者選抜になること
が望ましいとした。
」ところである。
（２）入学者選抜制度等検討委員会
「学びの改革 基本構想」を受けて、平成 29 年６月長野県高等学校入学者選抜制度等検討委
員会を設置し、外部有識者等による６回にわたる検討の上、平成 30 年３月「報告書」が提出さ
れた。
報告書においては、現行制度の課題も踏まえ、新たな入学者選抜制度の基本的考え方を次の
とおりとしている。
① 受検者にとって公平かつ適正なものとし、引き続き高等学校においても「新たな社会を創造
する力」の育成につながる制度とする。
② 中学校までに身につけた、学力を含めた多様な資質・能力を適切に評価することができる制
度とする。
③ 学力については、その三要素である「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力等」
「主体的に学
習に取り組む態度」を適切に評価する。
④ 各高等学校の特色に応じた入学者選抜を行う。
⑤ 各高等学校では、受検者が進学先を選ぶ際に自分の学びを見つけられるような「３つの方針」
（
「生徒育成方針」
「教育課程編成・実施方針」
「生徒受入れ方針」
）を、県の策定指針に従い作
成する。
⑥ 現行の前期選抜と後期選抜が一定の評価を得ていることを考慮し、その課題を改善する制度
とする。
⑦ 運用面にも配慮し合理性のある制度とする。
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（３）新たな公立高等学校入学者選抜制度（案）について
この報告を受け、県教育委員会として検討を重ね、本年３月に制度（案）を公表した。
新たな入学者選抜制度のねらいとして、次の３点を示したところである。
① 新しい学習指導要領に即して、学力や多様な資質・能力を伸ばすことにつなげます。
中学校での授業への取り組みに加え、様々な学びや活動の成果を幅広く評価し、受検生
の持つ多様な資質・能力を評価します。
② 自分らしく学ぶ高校を選択するために、志望校の特色をわかりやすくします。
各高校の特色や、どのような生徒を待っているかを示し、それに基づいた選抜を実施し
ます。
③ 目指す高校への挑戦を応援します。
全ての高校において２回の受検機会がある選抜もしくは、１回の受検で２つの異なる基
準のある選抜を実施します。
３

「制度（案）
」から「制度（第二次案）」への主な変更
本年３月に「制度（案）
」を公表し、その後パブリックコメントをはじめ市町村教育委員会、中

学校長、高等学校長等からいただいたご意見を一つひとつ精査し、それぞれに対して県教育委員
会としての考え方をまとめ、
「制度（第二次案）
」とした。
制度（案）からの変更点は以下のとおりである。
（１）制度の複雑さ等の懸念への配慮
「制度が複雑化している」等のご意見を踏まえ、次の点を変更する。
① 前期選抜における学力検査ⅠⅡの各校独自の比率変更はせず、５教科 200 点満点の全県
共通の選抜資料とする。
② 後期選抜における「Ａ基準」
「Ｂ基準」という名称について、趣旨を明確にするため、そ
れぞれ「一般選考」
「得意活用型選考」と名称変更するとともに、円滑な導入を目指し、得
意活用型選考の定員は当分の間、募集人員の 10％以内とする。
③ 前期選抜の実施校については、定着状況を踏まえ、現行の学校・学科での継続実施を原則
とする。
（２）不登校生等への配慮
「不登校生等も将来の夢に挑戦できる制度としてほしい」等のご意見を踏まえ、不登校生
等であっても本人が有する資質や能力を多面的に評価するための説明書（調査書の付票）を
追加し、これまで以上に配慮した選抜とする。
（３）定時制の再募集の志願者への配慮
定時制における現行の追加募集を再募集に統合する。ただし、
「追加募集の廃止に伴う丁寧
な制度設計が必要」等のご意見を踏まえ、これまで志願できなかった後期選抜未受検者も定
時制の再募集へ志願できることとし、受検の機会を保障する。
４

今後の予定
「制度（第二次案）
」については市町村教育委員会、県下中学校等に配布するとともに、学校関

係者および小中学校の児童・生徒・保護者に対する説明会を開催し、再度ご意見をお聞きした上
で新たな「制度（成案）
」を本年中に策定するものとする。
また、制度の細目や運用について定める「選抜要綱（案）」を、次年度の早期に策定・公表する
ものとする。
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長野県公立高等学校入学者選抜制度（第二次案）
以下のとおり、新たな入学者選抜制度を定め、2022 年度（令和４年度）選抜より実施する。新たな選
抜制度は、前期選抜と後期選抜からなり、必要に応じて再募集を実施する。

１ 前期選抜

〔志願:２月上旬 受検:２月中旬 発表:２月下旬〕

ア 募集人数
① 定員の 60％以内とし、各校が設定する。
② 特色学科１）は 90％以内とする。
イ 志願
① 各校が設定する募集の観点に応じて志願を行う。
② 志願時に入学を辞退しない旨の確約を行い、確約書の提出を求めず専願とする。
③ 入学予定者となった場合は、その後他の公立高校に志願することはできない。
ウ 選抜資料
① 学力検査２)
・５教科 200 点満点の学力検査を実施する。内容は中学校３年生の概ね１月までに学習する基
礎的な問題とし、形式は選択式、短答式を主に出題する。
・問題等の詳しい内容は、2020 年度中に問題例を公表する。
② 調査書
・９教科の評定、観点別評価を含め、すべての記載内容を選抜の資料とする。
③ その他の検査
・
「面接」
、
「プレゼンテーション」
、
「グループ討議」
、
「実技」
、
「小論文」
、
「学校独自の検査」な
どから、各校が設定する。
・調査書のうち特定の項目を取り出して、その他の検査として用いることができる。
エ 選抜方法
① ３つの選抜資料（１ ウ ①～③）を用いて総合的に判定する。
② 学力検査、調査書、その他の検査の比率については各校が決定する。
（学力検査は 200 点満点として扱う）

２ 後期選抜

〔志願:２月下旬～３月上旬 志願変更:３月上旬 受検:３月上旬～中旬 発表:３月中旬～下旬〕

ア 募集人数
各校の募集人数は、定員から前期選抜における入学予定者数を除いた数とする。
イ 志願
各校が設定する募集の観点に応じて志願を行う。
ウ 選抜資料
① 学力検査
・国語、数学、社会、理科、英語（リスニングテストを含む）の５教科の学力検査を実施する。
各教科とも 50 分、100 点（合計 500 点満点）
。
・選択式、短答式、記述式問題をバランスよく出題し、特に記述式問題を充実する。
１）本県における特色学科とは、高等学校設置基準第六条における「専門教育を主とする学科」のうち、農業、工業、商業、水産、家庭、
情報、福祉以外の学科で、現時点においては、理数科、探究科、学究科、国際教養科、国際観光科、スポーツ科学科、音楽科をさす。
２）
「学力検査」とは、長野県教育委員会において作成し、全県共通で行われる検査をさす。
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② 調査書
・９教科の評定、観点別評価を含め、すべての記載内容を選抜の資料とする。
③ その他の検査
・
「面接」
、
「プレゼンテーション」
、
「グループ討議」
、
「実技」
、
「小論文」
、
「学校独自の検査」な
どから、各校が設定する。
・調査書のうち特定の項目を取り出して、その他の検査として用いることができる。
エ 選抜方法
① ３つの選抜資料（２ ウ ①～③）を用いて総合的に判定する。
② 一般選考及び得意活用型選考による２つの選抜方法を設定する。
・一般選考は、全県共通の選抜基準。
・得意活用型選考は、各校独自の選抜基準。
③ 前期選抜を行う学校・課程・学科においては、一般選考による選抜のみを実施する。
④ 後期選抜のみを行う学校・課程・学科においては一般選考・得意活用型選考の両選考によ
る選抜を実施する。
・入学予定者は、一般選考、得意活用型選考の順に決定する。
・得意活用型選考の入学予定者は、当分の間、定員の 10％以内とする。
得意活用型選考

一般選考
学力検査

調査書
その他の
検査

３ 再募集

（後期選抜のみの実施校）

○全ての教科を評価対象とし、５教科・各 100 点、
合計 500 点満点で評価する。

○ 評価に用いる教科や、
教科間の比率は各校が
決定する。

○９教科の評定を用い、教科間の比率の変更はしない。

○ ９教科の評定を用い、
教科間の比率は各校が
決定する。

○ 「面接」
「実技」
「学校独自の検査」などから、各校が決定する。
○ 調査書のうち、特定の項目を取り出して用いる場合もある。

〔志願:３月下旬

受検:３月下旬（検査を実施する高校） 発表:３月末日まで〕

ア 実施校
後期選抜の結果、入学予定者が定員に満たなかった学校・学科において実施する。
イ 募集人数
定員から入学予定者数を除いた人数とする。
ウ 志願
① 後期選抜の学力検査を受検した者のうち、入学予定者とならなかった者が志願できる。
② 定時制においては、後期選抜未受検者も志願できる。
エ 選抜資料
後期選抜に準じる。
オ 選抜方法
選抜資料を総合的に判定する。
カ その他
定時制で実施していた追加募集は再募集に統合する。
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４ 制度に係るその他の事項
（１）制度の細目や運用については、県立高等学校入学者選抜要綱に定める。(通信制の選抜も含む)
（２）前期選抜の実施校については、定着状況を踏まえ、現行の学校・学科での継続実施を原則とす
る。
（３）不登校生等であっても本人が有する資質や能力を多面的に評価するための説明書（調査書の付
票）を追加し、これまで以上に配慮した選抜とする。
（４）英語の４技能の「読む」
「聞く」
「話す」
「書く」を適切に評価するために、スピーキングテス
トを導入する方向で検討する。導入までは、現在のリスニングテストと記述のテストで「話す」
力を間接的に測る問題を出題する。
（５）インフルエンザ罹患者への追検査については、現在別室受検等で対応している状況を鑑み、全
国の動向を注視して検討を進める。
（６）隣接県から通学可能な生徒の受け入れについては、その方策について検討するとともに、関係
各県との協議を併せて進める。
（７）ＩＣＴ機器等の活用については、その有効性と信頼性を確認の上、段階的に導入する。

５ 今後のスケジュール
2019 年度（令和元年度） ９月
～12 月
～３月
2020 年度（令和２年度）

2021 年度（令和３年度） ６月
９月
2022 年 （令和４年） ２月～

入学者選抜制度（第二次案）公表
入学者選抜制度 公表
各校の３つの方針 公表
県立高等学校入学者選抜要綱（案） 公表
各校の実施方法（案） 公表
前期選抜問題例 公表
県立高等学校入学者選抜要綱 公表
各校の実施方法 公表
新たな入学者選抜 実施
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あ

長野県公立高等学校入学者選抜制度（第二次案）
2022年度選抜より新しい制度がスタートします

○新しい学習指導要領に即して、学力や多様な資
質・能力を伸ばすことにつなげます
○自分らしく学ぶ高校を選択するために、志望校の特
色をわかりやすくします
○目指す高校への挑戦を応援します

令和元年(2019年)９月10日

長野県教育委員会
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学び応援キャラクター「信州なび助」
©長野県教育委員会信州なび助

１ 入学者選抜制度変更のポイント
●「自分らしく学べる高校」を選択しやすいように、各学校の特色をわかりやすくします。
●みなさんの多様な資質、能力を評価する入学者選抜を実施します。
１ 「前期選抜」で「学力検査」を実施します。
・中学校までに学習した内容について、「基礎的な学力」が身についているか検査します。
・学力検査は５教科200点満点です。主として選択式、短答式で出題します。

２ 前期選抜、後期選抜ともに、各校の「募集の観点」に基づいた「その他の検査」をすべての学校で
実施します。
・「その他の検査」は、面接、プレゼンテーション、グループ討議、実技、小論文、学校独自の検査等です。
・調査書の「特定の項目」(例 総合的な学習の時間、特別活動等)を「その他の検査」とする学校もあ
ります。

３ 「前期選抜を実施しない学校」の後期選抜においては、２種類の選考を行い、高校を選択でき
る幅を広げます。
・一般選考に加え、得意を活かせる得意活用型選考を実施します。
▶一般選考 定員の90％以上
５教科各100点（500点満点）＋調査書９教科の評定＋その他の検査で判定
▶得意活用型選考 定員の10％以内
評価に用いる教科、比率等の評価項目を学校独自に設定し判定

４ 不登校生等であっても本人が有する資質や能力を多面的に評価するための説明書（調査書の
付票）を新たに設け、更に配慮した選抜にします。

２ 入学者選抜の日程
2
月

前期選抜

2月上旬 志願開始
2月中旬 受検

後期選抜

3
月

入学予定者発表

2月下旬 志願開始
3月上旬 志願変更
3月上旬～中旬 受検

再募集

入学予定者発表

●後期選抜で、定員が充足しなかった高校で実施されます。
●後期選抜を受検した生徒で、入学予定者とならなかった生徒が
志願できます。ただし、定時制課程は、これまで受検できなかった
後期選抜を受検しなかった生徒も志願できます。

3月下旬 志願・受検

～３月末日

入学予定者発表

★現行の追加募集は再募集に統合します。また、通信制課程の選抜は選抜要綱で示します。
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３ あたらしい入学者選抜制度のしくみ
○募集定員の上限は、特色学科は90%以内、それ以外の学科
は60%を上限とします。

前期選抜
学力検査
５教科

調査書

合計200点

入学予定者
決定

「その他の検査」

すべての内容

★前期選抜で入学予定者となった場合、入学辞退はできません。
※特色学科とは、理数科、探究科、学究科、国際教養科、国際観光科、スポーツ科学科、音楽科をさします。

後期選抜
前期選抜を実施する学校

一
般
選
考

後期選抜は一般選考のみで選抜します。

学力検査
5教科

調査書

各教科100点
合計500点

前期選抜を実施しない学校

一
般
選
考

得
意
活
用
型

「その他の検査」

すべての内容

入学予定者
決定

後期選抜は、一般選考および得意活用型選考で選抜します。

①まず、受検者全員を【一般選考】で判定し、入学予定者を決定します。

一般選考 入学予定者決定
定員の90％以上を決定

学力検査
5教科
各教科の配点
学校ごと独自配点

調査書

すべての内容
学校ごと独自配点

②次に、入学予定者とならなかっ
た受検者を【得意活用型選考】
で判定し、入学予定者を決定し
ます。

「その他の検査」

得意活用型
選考
入学予定者
決定

例 定員280人（志願者300人）、一般選考で90％(252人)、得意活用型選考で10%(28人)を選抜
する場合
①一般選考で、252人の入学予定者を決定
②一般選考で入学予定者とならなかった48人を、得意活用型選考で判定し28人を入学予定者に決定
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４ あたらしい入学者選抜制度Ｑ＆Ａ
① 前期選抜の学力検査はどのような内容、
形式になりますか。

② 前期選抜を実施しない学校の後期選抜
は、受検生が一般選考，得意活用型選考
の枠を指定して志願するのですか。

前期選抜の学力検査は、中学校３年生の概ね
１月までに学習した内容を基にした５教科の基礎
基本を測る問題（5教科 200点満点）です。
詳しい内容は、2020年度中に問題例を公表し
ます。

受検生は、一般選考、得意活用型選考を選ん
で志願するのではなく、高校名を記入し学校に志
願します。１回の受検で２種類の選考対象となり
ます。

③ 後期選抜に得意活用型選考を設けた理
由は何ですか。

④ 中学校時代不登校であったり、学校へ
行きづらかった生徒の対応は、どのようにな
りますか。

自分らしく学ぶ学校に挑戦する仕組みとして、中
学校で取り組んだ特別活動や得意科目等を活か
せる選抜としたものです。

不登校生等であっても本人が有する資質や能力
を多面的に評価するための説明書（調査書の付
票）を追加し、これまで以上に配慮した選抜としま
す。

⑤ 英語の４技能評価について、どのように
評価するのですか。

⑥ 2022年度選抜から新たな選抜制度を
導入する理由は何ですか。

「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能を適切に
評価するために、スピーキングテストを導入する方
向で検討しています。その導入までは、現在のリス
ニングテストと記述のテストで「話す」力を間接的に
測る問題を出題します。

2019年度の中学１年生が高校１年生になる
年から、高校において新学習指導要領が施行され
ます。学習指導要領に合わせて学びの改革を考え
た時、2022年度選抜からの適用が適切と考えま
す。

５ 実施までのスケジュール

６ その他

時期

○ 前期選抜の実施校については、定着状況を踏まえ、
現行の学校・学科での継続実施を原則とします。

スケジュール

○ＩＣＴ機器等の活用については、その有効性と信
頼性を確認の上、段階的に導入します。

入学者選抜制度（第二次案）公表
2019
年度
(令和元年)

説
明

○ 隣接県から通学可能な生徒の受け入れについては、
その方策について検討するとともに、関係各県との
協議を併せて進めていきます。

入学者選抜制度公表
周
知

各校の３つの方針公表

○ インフルエンザ罹患者への追検査については、現在
別室受検等で対応している状況を鑑み、全国の動
向を注視して検討を進めます。

(生徒募集方針等)

県の選抜要綱（案） 公表

2020
年度
(令和２年)

各校の実施方法（案）
前期選抜問題例

【お問い合わせ】
長野県教育委員会事務局 高校教育課
学びの改革支援課
〒380-8570
住所 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
電話 023-232-0111(代表) 内線4358
026-235-7430(直通)
FAX 026-235-7488
E-mail koko@pref.nagano.lg.jp

公表

周
知

2021
年度

県の選抜要綱
各校の実施方法

公表

(令和３年)

新たな入学者選抜 実施
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㻞㻟 䜎䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛸ᛮ䛖䚹᪂䛧䛔Ꮫ䜃䛜ᐃ╔䛧䚸ᙜ䛯䜚๓䛻䛺䛳䛶䛝䛯㡭䚸 䛿䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ぢ┤䛧䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹
Ꮫຊ᳨ᰝ➼䛾ホ౯䛾ẚ⋡䜢㧗䛟䛩䜛㧗ᰯ䛜ฟ䛶䛝䛶䜒Ⰻ䛔䚹
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䛂グ㏙ᘧၥ㢟䛃䛿䚸୰Ꮫẁ㝵䛛䜙䚸▱㆑䜔ᢏ⬟䜢ά⏝䛧䚸⮬ศ䛾⪃䛘
䜢ே䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛔ᩥ❶䛷䜎䛸䜑䜛ຊ䚸┦ᡭ䜢ㄝᚓ䛷䛝䜛ᩥ❶䜔
⪃䛘䜢⫱䜐ຊ䚸᰿ᣐ䛻ᇶ䛵䛝ㄽ⌮ⓗ䛻≀䜢⪃䛘ㄽ㏙䛩䜛ຊ➼䜢⫱
䜏䚸䛭䛾฿㐩ᗘ䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ྛᏛᰯ䛷䛹䜣䛺┠ᶆ䛷䚸䛹䜣䛺⏕ᚐ䜢⫱䛶䛯䛔䛛♧䛩䛣䛸䛿୰Ꮫ⏕
䛻㈇ᢸ䛜䛝䛔䛸䛔䛖ពぢ䛜䛒䜛䜘䛖䛰䛜䚸䜒䛧䚸୰Ꮫ⏕䛻䛭䛾䜘䛖䛺
ุ᩿䛜䛷䛝䛺䛔䛸䛔䛖䛾䛺䜙䚸୰Ꮫ⏕䜔ಖㆤ⪅䜢㤿㮵䛻䛧㐣䛞䚹䛭䛾
䜘䛖䛺ุ᩿䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸୰Ꮫᰯ䛷⫱䛶䛶䜋䛧䛔䛸ᛮ䛖䚹
୰Ꮫ⏕௦䛿ᵝ䚻䛺䜔䜚┤䛧䜢ಖ㞀䛩䜛䛣䛸䛣䛭䛰䛸⪃䛘䜛䚹䛣
䜣䛺䛻᪩䛟⮬ศ䛾ྍ⬟ᛶ䜢ᅛᐃ䛧㧗ᰯ䛾≉Ⰽ䛷㑅ᢤ䛩䜛䛣䛸䛻
ၥ䜢ឤ䛨䜛䚹
㧗ᰯ䛜ເ㞟Ⅼ䛷ᇶ‽䜢Ỵ䜑䛶䚸㐺ྜ䛩䜛⏕ᚐ䛰䛡ཷ᳨䛷䛝䜛䝅䝇
䝔䝮䛿䚸㐺᱁⪅⩏䜢䛥䜙䛻᥎䛧㐍䜑䚸㧗ᰯ䛻䜘䜛㑅ู䛸ཷ㦂➇த䜢
⃭䛥䛫䜛䛣䛸䛜༴䛥䜜䜛䚹
ᅇ䛾ไᗘ䠄䠅䛾㏻䜚⾜䛘䜀䚸බ❧㧗ᰯ㻤㻟ᰯ䛷㻤㻟㏻䜚䛾㑅ᢤไᗘ
䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䚹㧗ᰯ㛫᱁ᕪ䛜䛥䜙䛻ᗈ䛜䜚䚸䜎䛷௨ୖ䛾䛂ከᵝ䛃
㊰⥺䛸䛺䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
⪅䛻䜘䛳䛶䜚䜙䜜䛯Ꮫᰯ䛷䛿䛺䛟䚸⮬ศ䛷㑅䜣䛰Ꮫᰯ䛻⾜䛡䜛
䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䛣䛭䚸㧗ᰯ䜢㏵୰䛷䝸䝍䜲䜰䛧䛶䛧䜎䛖⏕ᚐ䜢ῶ䜙䛩䚸䛒
䜛䛔䛿୰Ꮫᰯ䛷ᒃሙᡤ䜢ぢ䛴䛡䜙䜜䛺䛛䛳䛯⏕ᚐ䛜䜔䜛Ẽ䜢ྲྀ䜚ᡠ
䛩䛯䜑䛾᪉ἲ䛷䛒䜛䚹
ᬑ㏻䛻Ꮫຊ䜢䛴䛡䚸䜖䛳䛟䜚ᛮ⪃䛥䛫䛶ே᱁䜢ᡂ䛥䛫䜛䚹䛣䜜䛜ᩍ
⫱䛾┠ⓗ䛷䛒䜛䚹㧗ᰯ䛻↓⌮䛻䛂≉Ⰽ䛃䜢స䜙䛫䛺䛔䛷䜋䛧䛔䚹
Ꮫຊ᳨ᰝ䛾ᚓⅬ䛷㍯ษ䜚䛥䜜䛯どⅬ䛷Ꮫᰯ䜢㑅䜆䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᵝ䚻
䛺≉ᚩ䜢ᡴ䛱ฟ䛧䛯㧗ᰯ䛾୰䛛䜙䚸⮬ศ䛜ᮏᙜ䛻Ꮫ䜣䛷䜏䛯䛔Ꮫᰯ
䜢㑅䜣䛷ᮏ≀䜢Ꮫ䜆䛣䛸䚸䛭䛾䜘䛖䛺௦䛜᮶䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹
ධᏛ⪅㑅ᢤไᗘ䛾䛽䜙䛔䛜᫂☜䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛷䚸䛣䜜䛛䜙ඛ䚸ཷ᳨䜢
㏄䛘䜛Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛸䛳䛶䛿䚸⮬ศ䛜⾜䛝䛯䛔Ꮫᰯ䛾≉Ⰽ䛜䛿䛳䛝䜚
䜟䛛䛳䛯䛖䛘䛷䚸ᚿᮃᰯ䜢Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
㧗ᰯ䜒≉Ⰽ䜢ᅗ䜜䚸⏕ᚐ䛾ከᵝ䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛ไᗘ䛷䛒䜛䚹⮬ศ
䜙䛧䛟Ꮫ䜆㧗ᰯ䜢㑅ᢥ䛩䜛䛯䜑ྛ㧗ᰯ䛾≉Ⰽ䜢᫂☜䛻䛧䛶䜋䛧䛔䚹
䛂ᑗ᮶䛾ክ䛃䜢䛿䛳䛝䜚䛥䛫䚸䛂ᚓពศ㔝䛃䜢䜒䛴䛣䛸䛺䛹䜢ồ䜑䛶䛔䜛
䛜䚸Ⓨ㐩ẁ㝵䛷䛿㞴䛧䛔䚹୍䛴䛾᪉ྥ䛻≉䛧䛯䜒䛾䜢䜒䛯䛫䜛䛣䛸
䛜䚸୰Ꮫ⏕ẁ㝵䛷ᚲせ䛛䚹
ᅇ䛾ไᗘ䛿䚸㧗ᰯධヨ䜎䛷䛻ᑗ᮶䛾ክ䜢䛿䛳䛝䜚䛥䛫䚸ᚓពศ㔝
䜢ᣢ䛴䛣䛸䜢㏕䛳䛶䛔䜛䚹ධヨ䛾䛯䜑䛾‽ഛ䛻㏣䜟䜜䚸୰Ꮫᰯ䛾⏕
ά䛜┈䚻ዣ䜟䜜䜛䛣䛸䜢༴䛩䜛䚹
බᩍ⫱䛜ᮏ᮶┠ᣦ䛩䜒䛾䛿䚸ᇶ♏Ꮫຊ䛾ಖ㞀䛷䛒䛳䛯䛿䛪䚹㻌Ꮫᰯ
እ䛾Ꮫ䜃䜎䛷㧗ᰯධヨ䛷ホ౯䛥䜜䜛䛣䛸⮬య䛻ၥ㢟䛜䛒䜛䚹
㧗ᰯධヨ䛷䛿୰Ꮫᰯ䛷䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䛻⨨䛵䛡䜙䜜䛯ᤵᴗ䜢㏻䛧䛶
䛾Ꮫຊ䜢ホ౯䛩䜉䛝䛷䛒䜚䚸ᩍ⫱ㄢ⛬እ䛾Ꮫ䜃䜔Ꮫᰯእ䛷䛾άື䜎
䛷ホ౯䛩䜛䛣䛸⮬య䛻ၥ㢟䛜䛒䜛䚹
ᰯእ䛾άື䛻ྲྀ䜚⤌䜑䜛≧ἣ䛜䛩䜉䛶䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻ಖ㞀䛥䜜䛶䛔
䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹Ꮫᰯ䛷䛾ᤵᴗ䛷Ꮫ䜣䛰ෆᐜ䜢ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜䚸බᖹ
ᛶ䜢ᢸಖ䛩䜛ୖ䛷䜒ᚲ㡲᮲௳䛷䛿䛺䛔䛛䚹
୰Ꮫᰯ䛷䛾Ꮫ⩦䛰䛡䛷䛿㧗ᰯධヨ䛾䛯䜑䛻༑ศ䛺䛾䛛䚹୰Ꮫ⏕
䛻ᑐ䛧䛶Ᏻ䜢䛒䛚䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹㧗ᰯධヨ䛾ẁ㝵䛷䛿䚸䜎䛰䛨䛳䛟䜚
⪃䛘䛯䛔䛸䛔䛖⏕ᚐ䜒ከ䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䛂ᵝ䚻䛺Ꮫ䜃䛾άື䛃䛾䛂ሙ㠃䛃䜔䛂ᡂᯝ䛃䛸䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䜢䜲䝯䞊
䝆䛩䜜䜀䜘䛔䛛䚹㒊άື䜔⫋ሙయ㦂Ꮫ⩦䛿୰Ꮫᰯ䛷䛾Ꮫ䜃䛰䛸ᛮ
䜟䜜䜛䛾䛷䚸ఱ䛜ຍ䛘䜙䜜䜛䛾䛛䛜ၥ䛷䛒䜛䚹
ྛᰯ䛾䛂䠏䛴䛾᪉㔪䛃䛸Ꮫຊ᳨ᰝ䜢ᐦ᥋䛻⧅䛢䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䚹ྛ
ᰯ䛾⪃䛘䛜䚸㑅ᢤ䛾ᇶ‽䛻ᫎ䛥䜜䚸ཷ᳨⏕䛻ఏ䜟䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛶
䜋䛧䛔䚹
䛂䠏䛴䛾᪉㔪䛃䛾䛂⏕ᚐເ㞟᪉㔪䛃䛿ධᏛ⪅㑅ᢤ䛾᪉㔪䛷䛿䛺䛔䛸䚸
┴ᩍጤ䛾せ㡯䛻䛒䜛㏻䜚☜ㄆ䛩䜉䛝䛷䛒䜚䚸ཷ᳨⏕䜔㛵ಀ⪅䛻࿘▱
䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹䛂㧗ᰯධヨ䛾ほⅬ䛃䛿ྛᰯ䛾㈇ᢸ䛜ቑ䛩䛾䛷⡆␎䛧
䛯䜒䛾䛻䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䛩䜉䛶䛾㧗ᰯ䛻䛂䠏䛴䛾᪉㔪䛃䜢⟇ᐃ䛥䛫䚸๓䞉ᚋᮇ䛸䜒䛻䛂ເ㞟䛾ほ
Ⅼ䛃䜢タᐃ䛥䛫䜛䛣䛸䛿䚸ྛ㧗ᰯ䜈≉Ⰽ➇த䛾䝺䞊䝹䛻䜛䛣䛸䜢
ồ䜑䜛䜒䛾䚹䛣䛾≉Ⰽ➇த䛾ྥ䛣䛖䛻㧗ᰯ䛾⤫ᗫྜ䛜ᚅ䛱ᵓ䛘䛶
䛔䜛䛣䛸䜢༴䛩䜛䚹

㻟

グ㏙ၥ㢟䜢ᑟධ䛧䚸Ꮫຊ᳨ᰝၥ㢟䛾ᐇ䜢ᅗ䜛
䛣䛸䛿ษ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛚䜚䚸ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉
⾲⌧ຊ➼䜢ఙ䜀䛩䜘䛖䛺ၥ㢟䜢᳨ウ䛧䛶䜎䛔䜚䜎
䛩䚹
⮬䜙䛾ᑗ᮶䜢ᛮ䛔ᥥ䛔䛶䛔䜛⏕ᚐ䛾ክ䜢ᐇ⌧䛩
䜉䛟䚸ᵝ䚻䛺≉ᚩ䜢ᣢ䛴ከᵝ䛺Ꮫ䜃䛾ሙ䜢ᩚഛ
䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏕ᚐ䛜ᣢ䛴ከᵝ䛺㈨㉁⬟ຊ䜢ホ
౯䛧䚸᭦䛻ఙ㛗䛧䛶䛔䛡䜛䜘䛖䛺㑅ᢤไᗘ䛸䛺䜛
䜘䛖㐍䜑䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹

Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻๎䜚䚸Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䜢㐺ษ䛻ホ
౯䛷䛝䜛㑅ᢤไᗘ䛸䛧䜎䛩䚹Ꮫᰯ䛾ᩍ⫱άື䛿
ᰯෆ䛻␃䜎䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛥䜙䛻⏕ᚐ䛜⮬ⓗ
䛻Ꮫ䜆䛣䛸䛿ษ䛸⪃䛘䜎䛩䚹

䠏䛴䛾᪉㔪䛿䚸᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻♧䛥䜜䛯䜹䝸
䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾⪃䛘䛾䜒䛸䚸ྛᰯ䛜⫱䛶
䛯䛔⏕ᚐീ䛻ᇶ䛵䛔䛶┠ᣦ䛩᪉ྥ䜔≉Ⰽ䜢᫂
☜䛻䛧䚸ᩍ⫱άື䜢య⣔䛩䜛䜒䛾䛷䛩䚹䜎䛯䚸
Ꮫᰯ䛾⏕ᚐເ㞟᪉㔪䛿䚸ධᏛ䜢ᕼᮃ䛩䜛⏕ᚐ
䜈䛾䝯䝑䝉䞊䝆䛸䛧䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛺⏕ᚐ䛾ධᏛ䜢
ᚅ䛳䛶䛔䜛䛛䚸䛹䛾䜘䛖䛺Ꮫᰯ䛷䛹䛾䜘䛖䛺Ꮫ䜃
䛜䛷䛝䜛䛛♧䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹⏕ᚐເ㞟᪉㔪䛸ເ
㞟䛾ほⅬ䜢ぢ䛶⏕ᚐ䛜㧗ᰯ䜢㑅䜆ᣦᶆ䛸䛧䜎
䛩䚹

㧗ᰯ㑅ᢥ䛾㐍㊰ᕼᮃ䛿䛭䛾ᚋ䜒ኚ䛷䛒䜛ಖ㞀䛿䛺䛟䚸ᦂ䜜ື䛟 㧗ᰯ䛻䛿ᵝ䚻䛺≉ᚩ䛜䛒䜚䚸䛭䛾୰䛷ᵝ䚻䛺⤒
Ᏻᐃ䛥䛣䛭䛜㔜せ䛺せ⣲䚹Ꮫᰯ䛿ཷ䛡ධ䜜䛯⏕ᚐ䛾᪉䜈䛾 㦂䜢䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸⏕ᚐ䛾⯆㛵ᚰ䛜ᗈ䛜䜚⮬
㻠㻠 Ⓨ㐩䜢ಖ㞀䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
ᕫ䛾䛒䜚᪉䜢ぢ䛴䛡䛶䛔䛝䜎䛩䚹ከ䛟䛾䝏䝱䝺䞁
䝆䛜䛷䛝䜛㧗ᰯᩍ⫱䜢㐍䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹
㧗ᰯ䛾≉Ⰽ䜔⏕ᚐ䛾ᚓព䛺ศ㔝䜢䜘䜚῝䜑䛶䛔䛟䛯䜑䛻䜒䚸㓄Ⅼᇶ 䛤ᣦ䛾䜘䛖䛻ྛホ౯㡯┠䛾ẚ㔜䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ྛ㧗ᰯ䛷ồ䜑䜛㈨㉁⬟ຊ䜢㐺ษ䛻ホ౯䛷䛝䜛䜘
㻠㻡 ‽䛾ẚ⋡䛾ኚ᭦䚸ຍⅬ䛾㐪䛔䜒Ⰻ䛔䛸ᛮ䛖䚹
䛖䚸ྛᰯ䛷᳨ウ䛧ᐃ䜑䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㛗㔝┴䛾ᆅᇦᛶ䜢⪃䛘䜛䛸」ᩘ䛾ཷ᳨䛾ᶵ䛜䛒䜛䛾䛿㒔ᕷ㒊䛾 」ᩘ䛾ཷ᳨ᶵ䜢タ䛡䚸㧗ᰯ䞉Ꮫ⛉䛾≉ᚩ䜢ぢ
㻠㻢 䜏䛷䛒䜛䚹๓ᮇ䞉ᚋᮇ䛾」ᩘ䛾ཷ᳨䛾ᶵ䜢⥔ᣢ䛧䛯䛣䛸䛿ཷ᳨⏕䛻 䛺䛜䜙ᕼᮃ䛻ྜ䛖㧗ᰯ䜈✚ᴟⓗ䛻䝏䝱䝺䞁䝆䛷
䛝䜛ไᗘ䛸䛧䛯䛔䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䛸䛳䛶䛒䜚䛜䛯䛔䚹
୰Ꮫ⏕䛻䛿䚸ఙ䜀䛧䛯䛔ຊ䜢䛧䛳䛛䜚ព㆑䛧䛺䛜䜙ఙ䜃ఙ䜃䛸Ꮫ䜃䚸
ᚿᮃᰯ䛻⮬ศ䛾Ꮫ䜃䛾⤖ᯝ䜢䜆䛴䛡䚸ክ䜢ᣢ䛳䛶䝏䝱䝺䞁䝆䛧䛶ḧ
㻠㻣 䛧䛔䛸ᛮ䛖䚹」ᩘ䛾ᶵ䛜䛒䜛䛣䛸䛷䚸ᛮ䛔ษ䛳䛯䝏䝱䝺䞁䝆䛜ྍ⬟䛻
䛺䜛䚹
᪂䛯䛺ᥦ䛿䛂Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䛃䜢ホ౯䛩䜛䛸䛧䛶䛔䜛䛜䚸䠍ᅇ䛾ධヨ䛻 Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䜢䛷䛝䜛㝈䜚ከ䛟䜏䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃
㻠㻤 ఱ䜒䛛䜒ワ䜑㎸䜐䛣䛸䛷ホ౯䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛿䛸䛖䛶䛔⪃䛘䜙䜜䛺䛔䚹
䛘䜎䛩䚹
䛶䛾ሙ㠃䛷㡹ᙇ䜜䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻ឤ䛨䜛䚹䛂⮬ศ䜙䛧䛟Ꮫ䜆䛣 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻๎䛳䛶Ⓨ㐩ẁ㝵䛻๎䛧䛯Ꮫຊ
䛾䠏せ⣲䜢㌟䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜䚸䛭䜜௨㝆䛂⮬ศ䜙
㻠㻥 䛸䛜䛷䛝䜛䛃䛛䛹䛖䛛䛿ᐇ㝿䛻㧗ᰯ䛻ධ䛳䛶䛛䜙ศ䛛䜛䛣䛸䛷䛿䛺䛔
䛛䚹䜎䛯䚸䛭䛾ᙳ㡪䛿ᑠᏛᰯ䛾ᩍ⫱䛻䜒ཬ䜆䛸⪃䛘䜛䚹
䛧䛟Ꮫ䜆䛃ᇶ♏䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
୰Ꮫᰯᩍᖌ䛜⏕ᚐ䜔ಖㆤ⪅䛻ṇ☜䛺ሗᥦ౪䛜䛷䛝䜛䛛䛜Ᏻ䛷 ไᗘ䠄➨ḟ䠅ㄝ᫂⏝䛾䝟䞁䝣䝺䝑䝖䜢సᡂ䛧
㻡㻜 䛒䜛䚹䜘䜚䜟䛛䜚䜔䛩䛔ㄝ᫂㈨ᩱ䜢⏝ព䛧䛯බ⾲䚸䛚䜘䜃୰Ꮫᰯ䜈㓄 㓄ᕸ䛧䜎䛩䚹
ᕸ䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䚹
ᑡᏊ䛾ᮏ㉁ⓗཎᅉ䛸䛧䛶䛾᱁ᕪ䛸㈋ᅔၥ㢟䚸Ꮚ⫱䛶⎔ቃ䜔ᩍ⫱㈝ ㄢ㢟䛸䛧䛶ㄆ㆑䛧䛶䛚䜚䚸ᩍ⫱᮲௳ᩚഛ䛻ᘬ䛝
㻡㻝 䛾ᨵၿ䚸ᩍ⫱䛻ᑐ䛩䜛බⓗᨭ䛻䛴䛔䛶ᨵၿ䜢䛩䜉䛝䛸⪃䛘䜛䚹
⥆䛝ດຊ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
ไᗘ䠄䠅䛻䛿䐟๓ᮇ㑅ᢤ䛻䛚䛡䜛ྜᩍ⛉ၥ㢟䚷䐠ⱥㄒ䛾䝇䝢䞊䜻 ไᗘ䠄䠅䛻䛴䛔䛶䛾ᵝ䚻䛺䛤ពぢ䜢㋃䜎䛘䚸ไ
㻡㻞 䞁䜾䝔䝇䝖䛾ᑟධ䚷䐡㏣ຍເ㞟䛾ᗫṆ䚷䛾グ㍕䛜䛺䛟䝁䝯䞁䝖䛷ゐ䜜䛯 ᗘ䠄➨ḟ䠅䜢సᡂ䛧䜎䛧䛯䚹
䛾䜏䚹䛣䜜䜙䛿ᡂ䛻ධ䜜䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䜒䛾䛸⪃䛘䜛䚹
㧗ᰯᨵ㠉䚸ເ㞟ᐃဨ䚸ධᏛ⪅㑅ᢤไᗘ䛾୕୍య䛻䛴䛔䛶ᅇ䛿
㻡㻟 䜂䛸䛴䛾ዲᶵ䛸ᤊ䛘䚸ᗈ䛟᳨ウ䛥䜜䜛䛣䛸䜢ᕼᮃ䛩䜛䚹
䛣䜜䛛䜙䛾௦䜢ᢸ䛖Ꮚ䛹䜒㐩䛾⮬ᛶ䜔ከᵝᛶ䜢⫱䛶䛶䛔䛟ୖ䛷䚸
㻡㻠 ᵝ䚻䛺⤒㦂䜔▱㆑䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖䚹
୰Ꮫᰯ䚸㧗ᰯ䛭䜜䛮䜜䛾ᩍဨ䛾ධヨᴗົ䛻㛵䜟䜛㈇ᢸቑ䛿ᴟຊ㑊
㻡㻡 䛡䛯䛔䛸䛣䜝䛰䛜䚸ኚ䛘䜛䛯䜑䛻㈇ᢸ䛜ᚲせ䛺䛣䛸䜒䛒䜛䚹Ꮚ䛹䜒䛯䛱
䛻㍈㊊䜢⨨䛔䛯ධヨไᗘᨵ㠉䛸䛺䜛䜘䛖ᮇᚅ䛧䛶䛔䜛䚹
㻡㻢

㻡㻣
㻡㻤

㻡㻥

㻢㻜

㻢㻝

㻢㻞

㻢㻟

㻢㻠

㻢㻡

㈗㔜䛺䛤ពぢ䛸䛧䛶䛚ఛ䛔䛧䚸ᚋ䜒᳨ウ䜢㔜
䛽䛶䛔䛝䜎䛩䚹

᪂䛧䛔Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾㊃᪨䛻㚷䜏䚸୰Ꮫᰯ䛻
䛚䛡䜛᪥ᖖⓗ䛺Ꮫ⩦άື䠄Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䠅䛜㐺
ษ䛻ホ౯䛥䜜䜛㑅ᢤไᗘ䛻䛧䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹䛺
㧗ᰯู䛾ከᵝ䛺᳨ᰝ䜈䛾ᑐᛂ䚸ᚿ㢪ኚ᭦䛾㞴䛧䛥䚸ሿ䜈㥑䛡㎸䜐ぶ 䛚䚸ᴗົ䛾㍍ῶ䛻䛴䛔䛶䛿Ꮫᰯ⌧ሙ䛸䛸䜒䛻⪃
Ꮚ䛾ቑຍ䚸ධヨᴗົቑຍ䛻䜘䜛㧗ᰯ䠏ᖺ⏕䜈䛾㐍㊰ᣦᑟ䜈䛾ᙳ㡪䚸 䛘䚸◊✲䜢㔜䛽䛶䛔䛝䜎䛩䚹
ヨ㦂సᡂ⪅䛾㈇ᢸ䚸୰Ꮫᰯ⌧ሙ䞉㧗ᰯ⌧ሙ䞉⏕ᚐ䞉ಖㆤ⪅䛾㈇ᢸ䛜
ᚰ㓄䛷䛒䜛䚹
䛭䜜䛮䜜䛾᳨ᰝ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䚸⏕ᚐ䛿௨ୖ䛻ከᒱ䛻䜟䛯䜛‽
ഛ䛜ᙉ䛔䜙䜜䜛䚹୰Ꮫᰯ⌧ሙ䛷䛾ᴗົ䛜ቑຍ䛩䜛䚹
䛛䛴䛶䛺䛔ᩍ⫱ෆᐜ䚸᪉ἲ䛾ᨵኚ䜢ồ䜑䜛᪂ᣦᑟせ㡿䜈䛾ᑐᛂ䚸㧗
ᰯ䛻䛚䛔䛶䛿Ꮫධヨ䛾ඹ㏻䝔䝇䝖䜈ᑐฎ䚸䛥䜙䛻䛿⦅䛻ྥ䛡䛶
ㅖᴗົ➼䚸Ꮫᰯ⌧ሙ䛿䛛䛺䜚ከᛁ䛻䛺䜛䚹
ඛ⏕᪉䛾㈇ᢸ䜢ῶ䜙䛩㒊ศ䛻䛴䛔䛶䚸ᚋ⪃䛘䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹䜒
䛧䚸䛣䛾㒊ศ䛷㈇ᢸ䛜ῶ䜙䛫䛺䛔䛾䛷䛒䜜䜀䚸䛾㒊ศ䛷ῶ䜙䛩䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᕤኵ䜢䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
ཷ㦂⏘ᴗ䜈䛾౫Ꮡ䛜䛥䜙䛻ᙉ䜎䜛䛣䛸䜒ᠱᛕ䛥䜜䜛䚹䛷䜒ከ㢠䛾ᩍ
⫱㈝㈇ᢸ䜢䛧䛶䛔䜛ಖㆤ⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸᭦䛺䜛⤒῭ⓗ㈇ᢸ䜢㏕䜛䜒䛾䛸
䛺䜚䛛䛽䛺䛔䚹
㧗ᰯ㐍Ꮫ䛸䛔䛖㐍㊰Ỵᐃ䛾ᚋ䜝䛻䛿䚸⩏ົᩍ⫱䠕䜹ᖺ䛾Ꮫ⩦䛾ᡂᯝ
䜒䛒䜛䛣䛸䜢ᛀ䜜䛶䛿䛺䜙䛺䛔䚹䛂䛣䛾㧗ᰯ䛻⾜䛝䛯䛔䛃䛸⪃䛘䛯ඛ䛻
䛿䚸ධᏛヨ㦂䜢✺◚䛧䛺䛔䛸ධ䜜䛺䛔䛯䜑䚸䛭䛾䛯䜑䛾ᑐ⟇䜒ᚲせ䛻
䛺䜛䚹
ไᗘᨵ㠉䛻䜘䜚䚸୰Ꮫᰯ䛾Ꮫ⩦ෆᐜ䛻ኚ䛜⏕䜎䜜䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛩 Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䜢㐺ษ䛻ホ౯䛷䛝䜛㑅ᢤไᗘ䛸䛩
䜛䚹䜎䛯䚸䛭䛾䛾᳨ᰝ䛻䜘䜚䚸䛂యⓗ䛻Ꮫ⩦䛻ྲྀ䜚⤌䜐ែᗘ䛃䠄Ꮫ 䜛䛣䛸䛷䚸୰Ꮫᰯ䛾Ꮫ䜃䛜䜘䜚యⓗ䚸᥈✲ⓗ䛺
ຊ䛾୕せ⣲䠅䜢ホ౯䛷䛝䜛䚹
䜒䛾䛻䛺䜛䛸⪃䛘䜎䛩䚹
⮬䜙䛾⬟ຊ䛾⨨䛵䛡䛿䛹䛖䛛䜢ᮏே䜒▱䛳䛶䛔䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹ಶே 䛣䜜䜎䛷ྠᵝ䚸ண䜑Ꮫ䜃䛾┠ᶆ䜢♧䛧䚸䛭䛾Ꮫ
䛾ᡂ⦼䛾⨨䛵䛡䜢ᮏே䛻ఏ䛘䚸䛭䛾ᮏே䛾ᙅⅬ䛾ඞ᭹ἲ➼䜢ᥦ 䜃䜢ホ౯䛧ᮏே䛻♧䛧䚸ບ䜎䛧䛺䛜䜙㈨㉁⬟ຊ
♧䛧ᩍ⫱䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䛾ྥୖ䛻䛴䛺䛢䜛ᩍ⫱άື䛿ᚲせ䛷䛒䜛䛸⪃䛘
䜎䛩䚹
䛂Ꮫ䜃䛃䛻ᑐ䛩䜛ពḧ䛜పୗ䛩䜛ཎᅉ䛿䚸㐣ᗘ䛺䛂➇த䛃䛻䜘䜛䜒䛾䛜 ᩍ⫱᮲௳ᩚഛ䚸ಖㆤ⪅䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝
ᑡ䛺䛟䛺䛔䛸ㄆ㆑䛧䚸㇏䛛䛺Ꮫ䜃䜢ಖ㞀䛩䜛ᩍ⫱᮲௳ᩚഛ䚸ไᗘタ ྲྀ䜚⤌䜣䛷䜎䛔䜚䜎䛩䚹
ィ䜢◊✲䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
䛂┠ᣦ䛩㧗ᰯ䛃䛜⮬ศ䛾ఫ䜣䛷䛔䜛ᆅᇦ䛻䛺䛟䚸⮬Ꮿ䜢㞳䜜䛺䛡䜜䜀
䛺䜙䛺䛔Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ฟ䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛༴䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛻ᐙᗞ
䛾⤒῭≧ἣ䛜䛝䛺ᙳ㡪䜢䛘䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹

㻠

⫋ဨ䜢ቑ䜔䛩䛣䛸䚸䛩䜉䛶䛾ᑠ୰㧗ᰯ䛷ᑡேᩘᏛ⣭䛻䛩䜛➼䜢䛩䛩 ᩍ⫱᮲௳ᩚഛ䚸ಖㆤ⪅䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝
㻢㻢 䜑䜛䛣䛸䛜ᚲせ䚹
ྲྀ䜚⤌䜣䛷䜎䛔䜚䜎䛩䚹

䕻๓ᮇ㑅ᢤ

㻝

㻞

㻟

㻠

ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

Ꮫຊ᳨ᰝ䛷ホ౯䛷䛝䛺䛔㒊ศ䜢ぢ䜛䛯䜑䛸䛔䛖๓ᮇ㑅ᢤᑟධ䛾㊃
᪨䜢㋃䜎䛘䚸Ꮫຊ᳨ᰝ䛾ᐇ䛾᭷↓䚸᳨ᰝෆᐜ䛿Ꮫᰯ䛾ุ᩿䛻௵
䛫䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹ᚓⅬẚ⋡䜒ኚ䛘䜛䜉䛝䛷䛿䛺䛔䚹
๓ᮇ䛻䛚䛔䛶䚸䛣䜜䜎䛷ே๓䛷ヰ䛩䛣䛸䛾䜏䜢ᚓព䛸䛧䛶䛔䛯ཷ᳨⏕
䛜᭷䛸䜒ホ䛥䜜䛶䛔䛯䛜䚸Ꮫຊ᳨ᰝ䛾ᑟධ䛻䜘䜚䚸䜘䜚㐺ษ䛺䜒䛾䛻
䛺䛳䛶䛔䛟䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸᥎ 䛷䛝䜛䚹
୍ᐃ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䜢ㄢ䛩䛣䛸䛷䚸㠃᥋䛰䛡䛷῭䜐䛸䛔䛖ឤぬ䜢㜵Ṇ䛩
䜛䛣䛸䛻䛴䛺䛜䜛䛸ᛮ䛖䚹ᇶ♏Ꮫຊ䜢ၥ䛖ၥ㢟䜢ㄢ䛩䛾䛿䚸୰Ꮫᮇ䛾
Ꮫ⩦䜢ษ䛻䛩䜛䛸䛔䛖ព䛻䜒䛴䛺䛜䜛䛸ᛮ䛖䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛿䚸⏕ᚐᙺဨ䛾⤒㦂䛜䛒䜛䛸䛛䚸䜘䛟ヰ䛜䛷䛝䜛䛸䛛䚸䛭䛖
䛔䛖ே䛜ྜ᱁䛧䜔䛩䛔ഴྥ䛜䛒䛳䛯䜘䛖䛻ᛮ䛖䚹Ꮫຊヨ㦂䜢タ䛡䜛䛣䛸
䛷䚸䛣䛾䜘䛖䛺ᛕ䛿ゎᾘ䛷䛝䜛䛸ᛮ䛖䚹
䛂ᐃဨ䛾㻢㻜䠂௨ෆ䛃䛸ᯟ䜢ᗈ䛢䜛䛣䛸䛿⏕ᚐ䛾✚ᴟⓗ䛺Ꮫ䜃䜢䜘䜚ᛂ
䛩䜛⤖ᯝ䛻䛴䛺䛜䜛䛯䜑䚸Ⰻ䛔䛣䛸䛸⪃䛘䜛䚹
๓ᮇ䛷ධᏛẚ⋡䜢ୖ䛢䛯䛣䛸䛷䛂᪩䛟ྜ᱁䛧䛯䛔䛃ཷ᳨⏕䛾ᚰ⌮䛸䛧
䛶ᚿ㢪⪅䛜ቑ䛘䚸ከ䛟䛾ྜ᱁⪅䜢⏕䜏ฟ䛩ྍ⬟ᛶ䛿ච䜜䛺䛔䚹

Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䛾䛖䛱䚸䛸䛧䛶▱㆑䞉ᢏ⬟䛸ᛮ⪃
ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䜢㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䚸
๓ᮇ㑅ᢤ䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䛾ᑟධ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
䜎䛯䚸๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿ᇶ♏ⓗ䛺ຊ䜢ぢ䜛
䜒䛾䛷䛒䜚䚸᪥ᖖ䛾Ꮫ⩦䜢ษ䛻䛩䜛୰䛷༑ศ
ᑐᛂ䛷䛝䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹

๓ᮇ㑅ᢤ䛷䛿ពḧ䜢ᣢ䛳䛯⏕ᚐ䛻䛥䜙䛻㛛ᡞ䜢
ᗈ䛢䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹୍᪉䚸⌧⾜䛾㻡㻜䠂䜢
㻢㻜䠂䛻䛧䛯ሙྜ䛷䜒䚸๓ᮇ䛾ເ㞟ேဨ䛿య䛾
⣙䠏ศ䛾䠍⛬ᗘ䛷䛒䜚䚸ᚋᮇ㑅ᢤ䛾ເ㞟ேဨ䛜
㻢
ከ䛟䛺䜛≧ἣ䛿⌧ᅾ䛸ኚ䜟䜚䜎䛫䜣䚹
ᚿ㢪⌮⏤᭩䛻㛵䛧䛶䛿䚸䛺䛟䛩᪉ྥ䛛⡆␎䛩䜛᪉ྥ䛷䛚㢪䛔䛧䛯 ᚿ㢪⌮⏤᭩䛾グ㍕㡯䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ
බ⾲ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ⥘䠄䠅䛾୰䛷♧䛧䛶䛔
㻣 䛔䚹
䛝䜎䛩䚹
ከᵝ䛺≀ᕪ䛧䛷⏕ᚐ䜢ぢ䛯䛔䛸䛔䛖ᮏ᮶䛾㊃᪨䛻ἢ䛳䛯๓ᮇ㑅ᢤ
Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䛾䛖䛱䚸䛸䛧䛶▱㆑䞉ᢏ⬟䛸ᛮ⪃
䛿䚸୍ᐃ䛾ᡂᯝ䜢䜑ᐃ╔䛧䛶䛝䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜛䚹≉ⰍᏛ⛉䛺䛹䛷
ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䜢㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䚸
㻤 䛂ྜᩍ⛉ⓗ䛃䛺Ꮫຊ᳨ᰝၥ㢟䜢⊂⮬䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛୰䚸๓ᮇ䛻Ꮫຊ ๓ᮇ㑅ᢤ䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹๓ᮇ
᳨ᰝ䜢䛒䛘䛶ຍ䛘䜛䛣䛸䛾ព⩏䛜䜟䛛䜙䛺䛔䚹
㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿ᇶ♏ⓗ䛺ຊ䜢䜏䜛䜒䛾䛷䛒䜛
๓ᮇ㑅ᢤ䛜ᑟධ䛥䜜䛯䛾䛿䚸Ꮫຊ᳨ᰝ䛷ホ౯䛷䛝䛺䛔㒊ศ䜢ぢ䜛䛯 䛯䜑䚸≉ⰍᏛ⛉䛻䛚䛔䛶䛿䚸Ꮫ⛉䛻ᛂ䛨䛯᳨ᰝ
䜑䛷䛿䛺䛛䛳䛯䛾䛛䚹㻌ၥ㢟䛿䚸ᇶ♏ⓗ䛺ෆᐜ䛸䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛴䛾ᩍ 䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䚷䛺䛚䚸๓ᮇ㑅ᢤ䛾ၥ㢟䛿
㻥 ⛉䜢ྜయ䛩䜛䜘䛖䛺ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺ၥ㢟䛸䛩䜛䜘䛖䛻᳨ウ䛥䜜䛶䛔䛶䚸 㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ୰䛻බ⾲䛧䜎䛩䚹
ཷ᳨⏕䛿ᑐᛂ䜢㏕䜙䜜䜛䚹
ᅇᑟධ䛜ᥦ䛥䜜䛶䛔䜛Ꮫຊ᳨ᰝ䛿䚸ᚋᮇ㑅ᢤ䛸䛿␗䛺䜚䚸▷ ๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿ᇶ♏ⓗ䛺ຊ䜢䜏䜛䜒䛾
㻝㻜 㛫䛷ᐇ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸ཷ᳨⏕䜈䛾㈇Ⲵ䛸䛔䛖Ⅼ䛷䛿୍ᐃ䛾㓄៖ 䛷䛒䜚䚸᪥ᖖ䛾Ꮫ⩦䜢ษ䛻䛩䜛୰䛷༑ศᑐᛂ
䛜䛺䛥䜜䛯䜒䛾䛰䛸ᛮ䛖䚹
䛷䛝䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜎䛩䚹
๓ᮇᏛຊ᳨ᰝ䛿䚸䛥䜙䛺䜛㈇ᢸቑຍ䛸䛺䜛䚹䜔䜐䜢ᚓ䛪ᐇ䛩䜛䛺䜙
㻝㻝 䜀䚸㧗ᰯ䛷䛾Ꮫ䜃䛻䛭䛺䛘䛶ᇶ♏ⓗᇶᮏⓗ䛺Ꮫຊ䜢䜏䜛䛣䛸䛻㝈ᐃ
䛧䛯ၥ㢟䛸䛩䜉䛝䚹
୰Ꮫᰯẁ㝵䛛䜙≉ᐃ䛾ᩍ⛉䛻ഴᩳ䛧䛯Ꮫ⩦䜢᥎ዡ䛩䜛䛣䛸䛿ཷ䛡ධ ๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿䚸ᇶ♏ⓗ䛺Ꮫຊ䜢䜏䜛䜒
㻝㻞 䜜䜙䜜䛺䛔䚹୰➼ᩍ⫱䜢ಖ㞀䛩䜛䛸䛔䛖ほⅬ䛛䜙䜒Ꮫ⩦䛻೫䜚䛜⏕䛨 䛾䛷䛒䜚䚸ไᗘ䛾」㞧䛥➼䛾ᠱᛕ䜒຺䛧䚸Ꮫຊ
䜛䛣䛸䛜༴䛥䜜䜛䚹
᳨ᰝ䊠䊡䛾ྛᰯ⊂⮬䛾ẚ⋡ኚ᭦䛿䛫䛪䚸䠑ᩍ
䛭䛾䛾᳨ᰝ䛿䚸㠃᥋䚸䝥䝺䝊䞁䛺䛹Ꮫᰯ䛻䜘䛳䛶␗䛺䜚䚸ຍ䛘䛶䚸 ⛉㻞㻜㻜Ⅼ‶Ⅼ䛸䛧䜎䛩䚹
㻝㻟 Ꮫຊ᳨ᰝ䊠䊡䛾ẚ⋡䛜Ꮫᰯ䛤䛸䛻タᐃ䛥䜜䜛䛺䛹୰Ꮫ⏕䛻ΰ䜢
䛘䜛䚹⏕ᚐ䛻ᐤ䜚ῧ䛳䛯ᑀ䛺ᣦᑟ䛜䛷䛝䛺䛟䛺䜛䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䊠䊡䛷Ꮫຊ䜢ᅗ䜛䝕䞊䝍䛜ᚓ䜙䜜䜛䛛ၥ䚹䛥
㻝㻠 䜙䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䛾䊠䊡䛾ẚ⋡䜢ྛᰯ䛷ኚ䛘䜙䜜䜛䛣䛸䛿ไᗘ䜢」㞧
䛧䛶䛔䜛䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛾ẚ⋡䛻㛵䛧䛶䛿䚸䛭䜜䛮䜜䛾Ꮫᰯ䛾䠏䛴䛾᪉
㻝㻡 㔪䛻ᚑ䛔䚸≉Ⰽ䛜♧䛫䜛䛸䜘䛔䚹
㻡

䕻ᚋᮇ㑅ᢤ
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

Ꮫᰯ⊂⮬᳨ᰝ䛾ᐇ䛿䚸䛭䛾䛯䜑䛾‽ഛ䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸㏵୰䛾ᚿ㢪 ྛᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཷ᳨ᖺᗘ䛾䠕᭶䜎
ኚ᭦䛜ᅔ㞴䛸䛺䜛䚹
䛷䛻䛚♧䛧䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸᪂ไᗘ䛷ཷ᳨䛩䜛⌧
ᅾ䛾୰Ꮫ䠍ᖺ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸䛺ᑟධ䜢ᅗ䜛
㻝
䛯䜑䚸ྛᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䠄䠅䜢㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ୰䛻බ
⾲䛧䜎䛩䚹
ᚋᮇ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿䛣䜜䜎䛷䛾䜘䛖䛻䝞䝷䞁䝇Ⰻ䛔ฟ㢟䜢ᕼᮃ䛩䜛䚹䛭 ᚋᮇᏛຊ᳨ᰝ䛿䚸ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑䞉ᢏ⬟䜢ၥ䛖ၥ
㻞 䛾䛾᳨ᰝ䛻㛵䛧䛶䛿䚸ཷ᳨⪅䚸᥇Ⅼ⪅᪉䛻䛒䜎䜚㈇ᢸ䛻䛺䜙䛺䛔 㢟䛛䜙ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䜢ၥ䛖ၥ㢟䜎
᪉ἲ䜢◊✲䛧䚸Ᏻᚰឤ䜢䛒䛯䛘䛶䜋䛧䛔䚹
䛷䚸䝞䝷䞁䝇䛻㓄៖䛧䛺䛜䜙ฟ㢟䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸
᳨ᰝၥ㢟䜒䛣䜜䜎䛷䛾ᘏ㛗ୖ䛾䜒䛾䛜ฟ䛥䜜䜛䛸᥎ 䛥䜜䜛䛜䚸䛭䜜 ཷ᳨⪅䚸᥇Ⅼ⪅᪉䛻䛸䛳䛶㐺ษ䛺䜒䛾䛻䛺䜛
䜘䛖ᕤኵ䜢㔜䛽䛶䛔䛝䜎䛩䚹
㻟 䛿ᮏᙜ䛾ព䛷䛾ከᵝ䛺⏕ᚐ䛾㈨㉁䜔⬟ຊ䜢 䜜䜛䜎䛷䛾䜒䛾䛻䛺
䜛䛾䛛ၥ䚹

㻡

ᚋᮇ㑅ᢤ䛻䛚䛔䛶䚸୍㒊䛷䛿䛒䛳䛶䜒≉ᚩ䛾䛒䜛⏕ᚐ䚸ಶᛶ䛾䛒䜛
㻠 ⏕ᚐ䜈䛾ホ౯䛜䛺䛥䜜䜛䛣䛸䛿䜘䛔䛣䛸䛰䛸ᛮ䛖䚹
ㄪᰝ᭩䛾ホ౯䛻⏝䛔䜛ᩍ⛉䛻㍍㔜䜢䛴䛡䜛䛣䛸䛷䚸୰Ꮫᰯ䛾ᤵᴗ䛾
㻡 ྲྀ䜚⤌䜏䛻㍍㔜䛜ฟ䛶䛟䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
⌮ᩘศ㔝䛾᥈✲䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛㧗ᰯ䜈䛿䚸ᩥ⣔䛾⏕ᚐ䛿ධ䜚䛻䛟䛟䛺
㻢 䜚䚸බᖹᛶ䛜ዣ䜟䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
ᚋᮇ㑅ᢤ䛻䛚䛡䜛䠝ᇶ‽䛸䠞ᇶ‽䛸䛔䛖䜒䛾䛿䚸ྛᰯ䛾≉Ⰽ䛜⌧䜜䜔
㻣 䛩䛔䛯䜑Ꮫᰯഃ䛸䛧䛶䛿ຊ䜢ධ䜜䜛㒊ศ䜢♧䛧䜔䛩䛟䚸ධᏛ⪅䛻䛸䛳
䛶䜒Ꮫᰯ䜢㑅䜆㝿䛾᪂䛯䛺ᇶ‽䛻䛺䜛䚹
䠝ᇶ‽䛸䠞ᇶ‽䛷ᐃ䛥䜜䜛ྜ᱁⪅䛾㏫㌿⌧㇟䛻䜒ㄝ᫂㈐௵䛜⏕
㻤 䛨䚸୧ᇶ‽䛻䜘䜚㈇ᢸቑ䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛䚹
䠞ᇶ‽䛾᭱㻟㻜䠂䛿䚸䠝ᇶ‽䛾㑅ᢤ䛜య䛷䛒䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ไᗘ
㻥 䛷䛒䜛䚹ᇶᮏⓗ䛻䛿䠝ᇶ‽䛷㑅ᢤ䛥䜜䚸ཷ᳨⏕䛿䛥䜙䛻ຊ䜢ධ䜜䛯䛔
⛉┠䛸䛧䛶䠞ᇶ‽䛾㒊ศ䜢ດຊ䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
ᚋᮇ㑅ᢤ䛂䠞ᇶ‽䛃䛾ᑟධ䛿䚸ྛ㧗ᰯ䛜♧䛩䛂≉Ⰽ䛃䛻䜘䛳䛶䛿㛛ᡞ
㻝㻜 䜢⊃䜑➇த䜢⃭䛩䜛䛰䛡䛻䛺䜛䚹≉ᐃ䛾⬟ຊ䛾䜏䛻೫䛳䛯ே㛫ᙧ
ᡂ䜢ຓ㛗䛧䛺䛔䛛ᚰ㓄䚹
ධヨไᗘ䜢」㞧䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᚋᮇ䛿Ꮫຊ᳨ᰝ䜢䛧䛳䛛䜚䛸୰ᚰ
㻝㻝 䛻䛩䛘䛯ධヨไᗘ䛻䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䛸ᛮ䛖䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸ᚋᮇ㑅ᢤ䛻䛚䛔䛶䜒▱㆑ᢏ⬟䛰䛡䛷䛿䛺䛔
㻝㻞 䜒䛾䜢ホ౯䛩䜛ไᗘ䛻ኚ䛘䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䚹
ᚋᮇ㑅ᢤ㻭ᇶ‽䞉㻮ᇶ‽䛾ホ౯ᇶ‽䛾බ㛤䛿ཷ᳨⏕䛻䛸䛳䛶ᚲせ
ྍḞ䛺䜒䛾䛷䛒䜛䚹≉䛻㻭ᇶ‽䞉㻮ᇶ‽䛾ẚ⋡ྜ䚸ㄪᰝ᭩䜔Ꮫຊ᳨
㻝㻟 ᰝ䛾ഴᩳ㓄Ⅼ⛉┠䚸䛭䛾䛾᳨ᰝ㡯┠䛾ẚ⋡ྜ䛺䛹㏱᫂ᛶ䛜ಖ
㞀䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹

⮬ศ䜙䛧䛟Ꮫ䜆Ꮫᰯ䛻ᣮᡓ䛩䜛⤌䜏䛸䛧䛶䚸
୰Ꮫᰯ䛷ྲྀ䜚⤌䜣䛰≉ูάື䜔ᚓព⛉┠➼䜢
ά䛛䛫䜛㑅ᢤ䛸䛧䛶䚸ᚓពά⏝ᆺ㑅⪃䜢ᑟධ䛧
䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸ᐃဨ䛿䚸ᙜศ䛾㛫䚸ເ㞟ேဨ䛾
㻝㻜䠂௨ෆ䛸䛧䚸୍⯡㑅⪃䛾ເ㞟ேဨ䛿㻥㻜䠂䜢
☜ಖ䛧䜎䛩䚹

Ꮫຊ᳨ᰝ䚸ㄪᰝ᭩䚸䛭䛾䛾᳨ᰝ䜢⥲ྜ䛧䛶ุ
ᐃ䛧䚸⏕ᚐ䛾ᣢ䛴ከᵝ䛺㈨㉁⬟ຊ䜢ᵝ䚻䛺ゅ
ᗘ䛛䜙ホ౯䛧䜎䛩䚹
㻞㻜㻞㻜ᖺᗘබ⾲ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ⥘䠄䠅䛚䜘䜃
ྛᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䠄䠅䛾୰䛷♧䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

䕻๓ᮇ㑅ᢤ䞉ᚋᮇ㑅ᢤ䛾䛭䛾䛾᳨ᰝ
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

䛂యⓗ䛻Ꮫ⩦䛻ྲྀ䜚⤌䜐ែᗘ䛃䛺䛹䚸ᇶ‽䜢䛹䛖Ỵ䜑䜛䛾䛛䚹ᐙᗞ
㻝 Ꮫ⩦䛺䛹䛾䛂ᥦฟ⋡䛃䛜೫㔜䛥䜜䜛䛣䛸䜒⪃䛘䜙䜜䚸⏕ᚐ䛾Ꮫ䜃᪉䜈
䛾ᙳ㡪䜒ᚰ㓄䛥䜜䜛䚹
ㄪᰝ᭩䛻ほⅬูホ౯䜢ຍ䛘䜛䛣䛸䛻㛵䛧䛶䚸䛂యⓗ䛻Ꮫ⩦䛻ྲྀ䜚⤌
㻞 䜐ែᗘ䛃䛺䛹䛾ᇶ‽䛜┴䛷⤫୍䛷䛝䜛䛾䛛䚹⏕ᚐ䛸ඛ⏕᪉䛾ಙ㢗
㛵ಀ䛻ᙳ㡪䛜ฟ䜛䛣䛸䛜ᚰ㓄䚹
䛭䛾䛾᳨ᰝ䛷䛿䚸䛂㠃᥋䛃䚸䛂䝥䝺䝊䞁䛃➼䛜䛒䛢䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᚓព
㻟 䛸䛩䜛⏕ᚐ䛸ⱞᡭ䛻䛩䜛⏕ᚐ䛷බᖹឤ䛜䛒䜛䚹
๓ᮇᚋᮇ䛹䛱䜙䜒䝥䝺䝊䞁➼䛾⮬ᕫ⾲⌧䛾ຊ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛜䚸ᘬ䛝
㻠 ฟ䛥䜜䛶䛔䛺䛔⬟ຊ䜒䛒䜛䚹䛭䛾ຊ䜢ᘬ䛝ฟ䛧⫱ᡂ䛩䜛䛣䛭䚸୰
Ꮫ䚸㧗ᰯ䛷ồ䜑䜙䜜䜛ᩍ⫱䛷䛒䜛䚹
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䜒୰Ꮫᰯᩍဨ䛻䜒㈇ᢸ䜢ቑຍ䛥䛫䜛䛂䛭䛾䛾᳨ᰝ䛃䛾
㻡 ᑟධ䛷䛿䛺䛟䚸ㄪᰝ᭩䛾≉ᐃ䛾㡯┠䛾䜏䜢䛭䛾䛾᳨ᰝ䛸䛧䛶⏝䛔
䜛䛸䛧䛶䛿䛹䛖䛛䚹

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾ホ౯䛾᪉㔪䛻๎䛳䛯㐺ṇ䛺ホ౯
䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ྛᰯ䛻♧䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

⏕ᚐ䛾ᣢ䛴ከᵝ䛺㈨㉁⬟ຊ䜢ᵝ䚻䛺ゅᗘ䛛䜙
ホ౯䛩䜛䛯䜑䚸Ꮫຊ᳨ᰝ䚸ㄪᰝ᭩䚸䛭䛾䛾᳨
ᰝ䜢⥲ྜ䛧䛶ุᐃ䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸ㄪᰝ᭩䛾≉ᐃ
䛾㡯┠䜢⏝䛩䜛䛣䛸䜒᳨ウ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

䕻㑅ᢤ䛾ᐇᮇ䞉ᐇᮇ㛫

㻝

㻞
㻟
㻠

ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

๓ᮇⓎ⾲ᚋ䛛䜙ᚋᮇ㑅ᢤ䜎䛷䛾ᮇ㛫䛿䚸ሗ࿌᭩䛻䜘䜚୰Ꮫᰯ䛻䛚䛔
䛶䛾ᣦᑟ䛾ᅔ㞴䛥䛜ᣦ䛥䜜䛶䛔䛯䚹ᅇ䛾ไᗘᨵ㠉䛻䜘䜚䛣䛾ᮇ
㛫䛜▷⦰䛥䜜䜛䛣䛸䛿䚸୰Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟䜢ゎᾘ䛩䜛᪉ྥ䛷䛒䜛䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛸ᚋᮇ㑅ᢤ䛾㛫䛾ᮇ㛫䛜䛣䜜䜎䛷䜘䜚䠍㐌㛫▷⦰䛥䜜䜛䛣䛸
䛿䚸㑅ᢤෆᐜ䛜」㞧䛩䜛䛣䛸䛻ຍ䛘䚸▷⦰䛥䜜䛯ᮇ㛫䛻ཷ᳨⏕䛰
䛡䛷䛺䛟㐍㊰ᣦᑟ䛩䜛୰Ꮫᰯഃ䜒㑅ᢤ䛩䜛㧗ᰯഃ䜒ከᛁ䛻䛺䜛䚹
๓ᮇ㑅ᢤྜ᱁䛾⏕ᚐ䛜ᚋᮇཷ᳨ᰯ䜢Ỵ䜑䜛䛾䛻䛿䚸⌧⾜䛷䜒
㛫䛜㊊䜚䛺䛔䛸⪺䛔䛶䛔䜛䚹୰Ꮫᰯഃ䛷䛾ᣦᑟ䛿ྍ⬟䛺䛾䛛䚹
᳨ᰝ➼䛾ලయⓗ䛺ᥦ䛸᪥⛬䛜䝉䝑䝖䛷♧䛥䜜䛺䛡䜜䜀䚸ᐇ㝿䛾
୰Ꮫᰯ䛷䛾㐍㊰ᣦᑟ䛾䛩䛩䜑᪉䛜䜲䝯䞊䝆䛷䛝䛺䛔䚹⌧ሙ䛷ᐇ㝿䛻
䛷䛝䜛䛾䛛䛹䛖䛛䚸ุ᩿䛜䛷䛝䛺䛔≧ἣ䛷䛒䜛䚹

䛂ሗ࿌᭩䛃䛻䛚䛔䛶䚸๓ᮇ㑅ᢤྜ᱁⪅䛸ᚋᮇ㑅
ᢤཷ᳨⪅䛜ΰᅾ䛩䜛䛣䛸䛷ᣦᑟୖ䛾ᅔ㞴䛥䛜ᣦ
䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸ไᗘ䠄➨ḟ䠅䛷䜒䚸䛭䛾
ᮇ㛫䜢⣙䠍㐌㛫⛬ᗘ▷⦰䛧䜎䛧䛯䚹ᚋ䚸୰Ꮫ
ᰯ䛚䜘䜃㧗ᰯ䛾ពぢ䜒⪺䛝䛺䛜䜙䚸㐺ษ䛺᪥⛬
䜢Ỵ䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹

䕻ເ㞟䞉㏣ຍເ㞟
ពぢ䛾ᴫせ
㻝

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

䠝ᇶ‽䚸䠞ᇶ‽䜢ᐇ䛧䛯㧗ᰯ䛾ເ㞟䛾㑅ᢤ䛿䚸୧᪉䛾ᇶ‽䛻㐺 㻞㻜㻞㻜ᖺᗘබ⾲ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ⥘䠄䠅䛚䜘䜃
ᛂ䛥䛫䛯㑅ᢤ䜢ᕼᮃ䛩䜛䚹
ྛᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䠄䠅䛾୰䛷♧䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

㻢

ᐃไㄢ⛬䛻䛚䛔䛶㏣ຍເ㞟䛜ᗫṆ䛥䜜䜛䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཷ᳨ᶵ
䛾ಖ㞀䛜䛥䜜䛺䛔䛾䛷ៅ㔜䛻ពぢ⫈ྲྀ䜢䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㏣ຍເ㞟䜢䛺䛟䛩䛸䛔䛖ᥦ䛰䛜䚸ᑀ䛺ไᗘタィ䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔
㻟 䛛䚹㏣ຍເ㞟䛻㛵䛧䛶䛂ᐃไ䛻䛴䛔䛶䛿ᚋᮇ㑅ᢤ䜢ཷ᳨䛧䛺䛛䛳
䛯⏕ᚐ䜒ᚿ㢪䛷䛝䜛䛃䛺䛹䛾㓄៖䜢䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㻞

ᐃไ䛻䛚䛡䜛⌧⾜䛾㏣ຍເ㞟䜢ເ㞟䛻⤫
ྜ䛧䜎䛩䚹䛣䜜䜎䛷ᚿ㢪䛷䛝䛺䛛䛳䛯ᚋᮇ㑅ᢤ
ᮍཷ᳨⪅䜒ᐃไ䛾ເ㞟䜈ᚿ㢪䛷䛝䜛䛣䛸䛸
䛧䚸ཷ᳨䛾ᶵ䜢ಖ㞀䛧䜎䛩䚹

䕻ⱥㄒ䛾䠐ᢏ⬟ホ౯
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

ⱥㄒ䝇䝢䞊䜻䞁䜾䝔䝇䝖䛿䚸ホ౯ᇶ‽䛾බṇᛶ䞉බᖹᛶ䜢ಖ䛴䛣䛸䛜 䛾㒔㐨ᗓ┴䛷䛾ᐇ≧ἣ䛺䛹䜢ཧ⪃䛻䚸
㻝 ᅔ㞴䛷䛒䜛䛸䛸䜒䛻䚸୰Ꮫ䜈䛾ᙳ㡪䜒䛝䛔䛣䛸䛛䜙䚸ᑟධ䛩䜉䛝䛷䛿 ᐃ᪉ἲ䛾ጇᙜᛶ䜢ㄪᰝ◊✲୰䛷䛩䚹ᑟධ䛻ྥ
䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹
䛡䛶䛿ẁ㝵䜢⤒䛺䛜䜙᳨ド䜢㔜䛽䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䝇䝢䞊䜻䞁䜾䜢ᑟධ䛧䚸䛂ⱥㄒ䛾䠐ᢏ⬟ホ౯䛃䜢⾜䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶㠃
㻞 ⓗ䛻㈶ᡂ䚹䛣䜜䛛䜙䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛜䛥䜙䛻㐍䜐௦䛷䛿䚸ᅜ䛾ே
䛸ᅜෆእ䛷䚸ⱥㄒ䜢䛂ヰ䛩䛃䛣䛸䛜ᚲ㡲䛻䛺䛳䛶䛟䜛䚹
ⱥㄒ䛾䝇䝢䞊䜻䞁䜾䝔䝇䝖䛾ᑟධ䛾䛯䜑䚸ྛᰯ䛻䝔䝇䝖䛾䛯䜑䛾タഛ
㻟
タ⨨䛜䛷䛝䜛䛾䛛ၥ䚹

䕻Ⓩᰯ➼䛾⏕ᚐ䛾ᑐᛂ
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

Ⓩᰯ⏕ᚐ䜒䛂ᑗ᮶䛾ክ䛃䜔䛂ᣮᡓ䛧䛯䛔䛣䛸䛃䛜䛒䜚䚸䛭䜜䜢䛛䛺䛘䜛
㻝 䛯䜑䛻䚸㑅ᢥ䛧䛯㧗ᰯ䛷⮬㌟䛾ᣢ䛴ຊ䜢༑ศ䛻Ⓨ䛷䛝䜛ཷ᳨⎔ቃ
䜢ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䜒ᚲせ䚹
䛛䛴䛶๓ᮇ㑅ᢤ䛿䚸Ⓩᰯ䛾Ꮚ䛹䜒㐩䛻㛤䛛䜜䛯ධヨไᗘ䛷䛒䛳䛯
䛜䚸䛔䛴䛾㛫䛻䛛๓ᮇ䛿䛶䛜䛷䛝䜛Ꮚ䛹䜒㐩䛾㑅ᢤ䛻᭰䜟䛳䛶䛧
㻞 䜎䛳䛯䚹๓ᮇ㑅ᢤ䛜ጞ䜎䛳䛯䛣䜝䛾⪃䛘᪉䛻ᡠ䛧䚸Ⓩᰯ䛾Ꮚ䛹䜒䛻
䛸䛳䛶䝝䞊䝗䝹䜢ୗ䛢䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹
Ⓩᰯ䛾⏕ᚐ䛻䛸䛳䛶䜒䚸ᙜ↛䛂ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑䞉ᢏ⬟䛃䛸䚸ᚋᚲせ䛸
䛥䜜䜛䛂ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䛃䛿ᚲせ䛷䛒䜛䚹ᑠ୰Ꮫᰯ䛻
㻟 Ⓩᰯ䛷䛒䛳䛶䜒Ꮫ䜃䛯䛔䛸䛔䛖⏕ᚐ䛾䛯䜑䛻䚸Ꮫᰯእ䛷Ꮫ䜉䜛ᨭ
యไ䠄ไᗘ䠅䜢ᩚ䛘䚸䛂ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑䞉ᢏ⬟䛃䛸䚸ᚋᚲせ䛸䛥䜜䜛䛂ᛮ
⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䛃䜢⫱䜑䜛䜘䛖䛻䛩䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹

Ⓩᰯ⏕➼䛷䛒䛳䛶䜒ᮏே䛜᭷䛩䜛㈨㉁䜔⬟
ຊ䜢ከ㠃ⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䛾ㄝ᫂᭩䠄ㄪᰝ᭩䛾
⚊䠅䜢㏣ຍ䛧䚸䛣䜜䜎䛷௨ୖ䛻㓄៖䛧䛯㑅ᢤ䛸
䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸๓ᮇ㑅ᢤ䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䜢ᑟධ䛩䜛
䛣䛸䛷䚸ㄪᰝ᭩䛾ホᐃ௨እ䜒ホ౯䛧䛶䜎䛔䜚䜎
䛩䚹
ᚋ䜒䚸⏕ᚐ䛾Ꮫ䜃䛯䛔ពḧ䛻ᛂ䛘䜙䜜䜛Ꮫ䜃
䛾ሙ䜢ᩚഛ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

䕻ᐇ䜎䛷䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹
┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

ពぢ䛾ᴫせ
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ᑗ᮶䛻䛴䛔䛶䚸⮬䜙ุ᩿䛧䚸⮬䜙⣡ᚓ䛧䛶䚸⮬䜙Ỵ䜑䜙䜜
㻝 䜛䜘䛖䛺⤌䜏䛻䛩䜛䛯䜑䛻ᩍ⫱⌧ሙ䛸䛾༑ศ䛺༠㆟䛸᳨ウ䜢䛧䛯ୖ
䛷ධヨไᗘ䜢Ỵᐃ䛧䛶䜋䛧䛔䚹
ᣋ㏿䛺ᑟධ䛒䜚䛝䛷䛿䛺䛟䚸┴Ẹ䜔䛸䜚䜟䛡ேබ䛷䛒䜛Ꮚ䛹䜒䛾ព
㻞 ぢ䜢༑ศ䛻⪺䛔䛶䜋䛧䛔䚹
ᐇ㝿䛻ᑟධ䛷䛝䜛䛛䛹䛖䛛ุ᩿䛜䛷䛝䛺䛔≧ἣ䛷䛾Ỵᐃ䛿㑊䛡䚸༑
㻟 ศ䛺᳨ウ䛜䛷䛝䜛᮲௳䛷䛾ពぢເ㞟䜢⾜䛳䛶䜋䛧䛔䚹
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻ྜ䛫䛶Ꮫ䜃䛜ኚ䜟䜛䛣䛸䜢⪃䛘䜛䛸䚸ධヨไᗘ䜢ኚ
㻠 䛘䜛ᮇ䛿㻞㻜㻞㻞ᖺᗘ㑅ᢤ䛜ጇᙜ䛷䛒䜛䚹ධヨ䛜ኚ䜟䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸
ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䛾Ꮫ䜃䛾ኚ㠉䜒ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹
ከᵝ䛺⏕ᚐ䜢ホ౯䛩䜛᪉ἲ䜔ෆᐜ䛜♧䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䜒䛝䛺
㻡 Ᏻ䛷䛒䜛䚹䛂⌧୰䠍䛛䜙ᐇ䛃䛸䛔䛖䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛿ၥ䜢ឤ䛨䜛䚹
ධヨ䛻㛵䜟䜛ලయⓗሗ䜢▱䜛ᮇ䛜୰Ꮫ䠏ᖺ⏕䛻䛺䛳䛶䛛䜙䛷䛿
㻢 㐜䛔䛸ឤ䛨䜛䚹᫂☜䛺ሗ䜢䜘䜚᪩䛟䚸ヱᙜ䛩䜛ᖺᗘ䛾⏕ᚐ䜔ಖㆤ⪅
䛻ఏ䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䛂䠏䛴䛾᪉㔪䛃䛸䛂ᐇ᪉ἲ䛃䛜ฟ䛥䜜䛶䚸䛭䛾ෆᐜ䜢୰Ꮫᰯഃ䛜༑ศ
㻣 ⌮ゎ䞉᳨ウ䛩䜛๓䛻䚸᪂䛯䛺ไᗘ䛷䛾ᐇ䛷䛿䚸ྛᰯ䛾┠ᣦ䛩᪉ྥ
䜔ᩍ⫱ෆᐜ䜢⏕ᚐ䛜ᢕᥱ䛷䛝䛺䛔䜎䜎䛻ฟ㢪䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛟䛺䜛䚹

㻣

ไᗘ䠄➨ḟ䠅䛻䛴䛔䛶䛿ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ
䚸┴ୗ୰Ꮫᰯ➼䛻㓄ᕸ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸Ꮫᰯ㛵
ಀ⪅䛚䜘䜃ᑠ୰Ꮫᰯ䛾ඣ❺䞉⏕ᚐ䞉ಖㆤ⪅䛻ᑐ
䛩䜛ㄝ᫂䜢㛤ദ䛧䚸ᗘ䛤ពぢ䜢䛚⪺䛝䛧䛯
ୖ䛷ไᗘ䠄ᡂ䠅䜢ᮏᖺ୰䛻⟇ᐃ䛩䜛ணᐃ䛷
䛩䚹
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻๎䛧䛯Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䜢ホ౯
䛩䜛䛣䛸䛷ᑠ୰Ꮫᰯ䛾Ꮫ䜃䛾ኚ㠉䛸䜒ᛂ䛧䛯
䜒䛾䛸䛧䜎䛩䚹
ไᗘ䛾⣽┠䜔㐠⏝䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻞㻜ᖺᗘබ⾲
ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ⥘䠄䠅䛚䜘䜃ྛᰯ䛾ᐇ᪉
ἲ䠄䠅䛾୰䛷♧䛧䜎䛩䚹

䕻ពぢ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

ไᗘ䜢ኚ䛘䜛๓䛻䚸㼃㻱㻮䛷ពぢ䜢ồ䜑䜛䛰䛡䛷䛿䛺䛟䚸┦ᑐ䛷ㄝ᫂䜢
㻝 䛩䜛ᶵ䜢䛴䛟䜛䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖䚹
୰Ꮫᰯ䛾ඛ⏕᪉䛛䜙ពぢ䜢⪺䛟䛣䛸䚹䛭䛧䛶ಖㆤ⪅䜈䛾࿘▱䜒ᚭᗏ䛧
㻞 䛶䜋䛧䛔䚹
ไᗘ䠄䠅䛻䛴䛔䛶㧗ᰯ䛾ᩍဨ䛻䛿ぢゎ䜢ồ䜑䛪䛻Ⓨ⾲䛥䜜䛯䜒䛾䚹
㻟 ୰Ꮫ䛾ᩍဨ䜒ྠ䛨䛷䛿䛺䛔䛛䚹ᚋ䛿⌧ሙ䛾ኌ䜢⪺䛟䜉䛝䛰䛸ᛮ䛖䚹
ྛᡤ䛛䜙䛾ពぢ䜔䝟䝤䝁䝯䛾ពぢ䜢䜒䛸䛻䛧䛶䚸䛥䜙䛻බ㛤䛾ሙ䛷༑
㻠 ศ䛺᳨ウ䛜⾜䜟䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䝟䝤䝸䝑䜽䝁䝯䞁䝖ᐇ䛸ධᏛ⪅㑅ᢤไᗘබ⾲䛜᪩䛩䛞䜛䚹䝟䝤䝸䝑䜽
㻡 䝁䝯䞁䝖䛻䛴䛔䛶ヰ䛧ྜ䛖㛫䛜ᚲせ䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䝟䝤䝸䝑䜽䝁䝯䞁䝖䜢ཷ䛡䛶䚸ఱ䜢ኚ䛘䚸ఱ䜢ኚ䛘䛺䛔䛾䛛䚸䛹䛾䜘䛖䛻
㻢 ┴Ẹ䛻ㄝ᫂䛩䜛䛾䛛䜢♧䛩ᚲせ䛜䛒䜛䚹

௧ඖᖺ䠒᭶䛻┴ୗ䠐ᆅ༊䛻䛚䛔䛶୰Ꮫᰯ䛾ඛ
⏕᪉䛸䛾ពぢ䚸䠓᭶䛛䜙䠔᭶䛻䛛䛡䛶ᕷ⏫
ᮧᩍ⫱ጤဨ䛸┴ᩍ⫱ጤဨ䛷ពぢ䚸䠔᭶
ᙜึ䜎䛷䛻┴ୗ䛾ྛ✀Ꮫᰯ➼䛛䜙䛾ពぢ䞉せᮃ
䛾ເ㞟䜢ᐇ䛧䜎䛧䛯䚹
ᚋ䛿ไᗘ䠄➨ḟ䠅䜢ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ䚸
┴ୗ୰Ꮫᰯ➼䛻㓄ᕸ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸Ꮫᰯ㛵ಀ⪅
䛚䜘䜃ᑠ୰Ꮫᰯ䛾ඣ❺䞉⏕ᚐ䞉ಖㆤ⪅䛻ᑐ䛩䜛
ㄝ᫂䜢㛤ദ䛧䚸ᗘ䛤ពぢ䜢䛚⪺䛝䛧䛯ୖ
䛷䚸ᮏᖺ୰䛻ไᗘ䠄ᡂ䠅䜢⟇ᐃ䛩䜛ணᐃ䛷䛩䚹

䕻᳨ウ䛾᪉ἲ䚸㐍䜑᪉

㻝
㻞

㻟

㻠

ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

⌧ᅾ䛾㧗ᰯධヨ䛾ᅾ䜚᪉ཬ䜃ၥ㢟Ⅼ䜢䜘䛟ฟ䛧ྜ䛳䛯ୖ䛷䛾ኚ᭦䜢
ษ䛻ᕼᮃ䛩䜛䚹
୰Ꮫ⏕䛾䜋䛸䜣䛹䛜㧗ᰯ䜈㐍Ꮫ䜢ᕼᮃ䛩䜛⌧≧䛛䜙䚸୍ᐃ⛬ᗘ䛾Ꮫ
ຊ䜔ពḧ䜢䛿䛛䜛Ꮫຊ᳨ᰝ䜢⾜䛳䛶䛝䛶䛚䜚䚸ྜ᱁⪅䛜ከ䛟䛺䛔
⌧≧䜢⪃䛘䜛䛸䚸≉䛻ኚ᭦䛧」㞧䛩䜛ᚲせ䛿䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹
⌧⾜ไᗘ䛾ఱ䛜ၥ㢟䛷䛹䛣䜢䛹䛖ᨵṇ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛾䛛䚸䛹䛣
䛻䜒᫂グ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹䛹䛖䛧䛶⌧⾜ไᗘ䜢ኚ䛘䜛䛸䛔䛖⤖ㄽ䛜䛷䛶䛝
䛯䛾䛛ၥ䛷䛒䜛䚹
ẖᖺ䛾ເ㞟䛾ほⅬ➼䛾ኚ᭦䛿䚸䛂⮬ศ䜙䛧䛟Ꮫ䜉䜛䛃䛸ᛮ䛔䜢ᥥ䛔䛶
䛭䛾㧗ᰯ䜢┠ᣦ䛧䛶୰Ꮫ䠏ᖺ㛫䜢Ꮫ䜣䛷䛝䛯⏕ᚐ䛻䛸䛳䛶䚸┤๓䛷䝝
䝅䝂䛜እ䛥䜜䛶䛧䜎䛖ྍ⬟ᛶ䜒䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢⌮ゎ䛧䛶䜋䛧䛔䚹

ධᏛ⪅㑅ᢤไᗘ➼᳨ウጤဨ䛷䛾᳨ウ䜢㋃䜎
䛘䛶ᙜึ䚸➨ḟ䜢సᡂ䛧䜎䛧䛯䚹ᚋ䜒䛤
ពぢ䜢䛚⪺䛝䛧䛯ୖ䛷ไᗘ䠄ᡂ䠅䜢ᮏᖺ୰䛻
⟇ᐃ䛩䜛ணᐃ䛷䛩䚹

㻤

ไᗘ䛾Ᏻᐃᛶ䛸⥅⥆ᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ษ䛺䛤ព
ぢ䛸䛧䛶ཧ⪃䛻䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛩䚹

䊡䚷䝟䝤䝸䝑䜽䝁䝯䞁䝖௨㝆䛻䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗ᰯ䚸ᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ➼䛛䜙䛔䛯䛰䛔䛯䛤ពぢ
䚷䚷䠄ὀ䠅䛂┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉䛃䛷䛿䚸ไᗘ䠄䠅䛻䛚䛡䜛䠝ᇶ‽䜢୍⯡㑅⪃䚸䠞ᇶ‽䜢ᚓពά⏝ᆺ㑅⪃䛸䛧䛶グ㍕䛧䛶䛒䜚䜎䛩䚹

䕻㑅ᢤไᗘయ➼
ពぢ䛾ᴫせ
㻝

㻞

㻟

㻠

㻡

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

Ꮫຊ䛾୕せ⣲䛻䛚䛡䜛䛂యⓗ䛻Ꮫ⩦䛻ྲྀ䜚⤌䜐ែᗘ䛃䛾ホ౯䛿䚸
䛒䜛୍ᐃ䛾ᇶ‽䛺䛟䛧䛶୰Ꮫᰯ䛷ᣦᑟ䛩䜛䛾䛿㞴䛧䛔䚹㧗ᰯഃ䛛䜙䛾
᫂☜䛺ሗᥦ౪䜢ồ䜑䛯䛔䚹
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾䠏ほⅬ䜢䝧䞊䝇䛻ྲྀ䜚⤌䜎䜜䛶䛔䜛ၥ㢟ゎỴⓗ䛺Ꮫ
⩦䜔䚸ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ䛺Ꮫ⩦➼䛷ᇵ䜟䜜䛯⥲ྜⓗ䛺Ꮫ䜃䛜Ꮡศ䛻Ⓨ
䛷䛝䜛㑅ᢤ䛻䛧䛶䜋䛧䛔䚹
ᮍ᮶䜢⏕䛝ᢤ䛟㈨㉁䚸⬟ຊ䜢⫱䜐䛯䜑䚸୰Ꮫᰯ䛷䜒ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉
⾲⌧ຊ➼䛻☻䛝䜢䛛䛡䜙䜜䜛ᤵᴗ䜢ᵓ䛧ᐇ㊶䛩䜛䚹䜎䛯䚸᥈✲ⓗ䛺
Ꮫ䜃䜔䚸ᰯෆእ䛷䛾ᵝ䚻䛺άື䜢✚ᴟⓗ䛻⤌䜏䚸⾲⌧άື䛸䛧
䛶䚸䛂䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅䝵䞁䛃䛂䜾䝹䞊䝥ウ㆟䛃➼䛾Ꮫ⩦άື䜢ከᵝ䛻ᒎ
㛤䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛻䛚䛡䜛ධᏛ⏕䛾Ꮫຊపୗ䛻ṑṆ䜑䜢䛛䛡䜛䛻䛿䚸๓ᮇ
㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛾ᐇ䛷䛿䛺䛟䚸๓ᮇ㑅ᢤྜ᱁⪅䛻䜒䚸ᚋᮇ㑅ᢤ䛸
ྠᮇ䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䛻‽䛪䜛䜒䛾䜢⾜䛖➼䛾᳨ウ䛜ᚲせ䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䜢ṧ䛧䛯䛣䛸䛿䚸⏕ᚐ䛻䛸䛳䛶බ❧㧗ᰯ䛾ཷ᳨ᶵ䛜䠎ᅇ䛒
䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷㈶ᡂ䚹ྛ㧗ᰯ䛜᪂䛧䛔Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻༶䛧䛶䚸≉Ⰽ䛾䛒
䜛Ꮫᰯ䛵䛟䜚䞉ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ䜢ᐇ䛧䜘䛖䛸䛔䛖ពᅗ䛜ఏ䜟䜛䚹

๓ᮇ㑅ᢤ䜢ཷ䛡䜛⏕ᚐ䛸ᚋᮇ㑅ᢤ䜢ཷ䛡䜛⏕ᚐ䛿䛒䜛⛬ᗘ䛾᳇䜏ศ
䛡䛜䛷䛝䛶䛔䛯䚹⌧⾜䛾ไᗘ䛾ၥ㢟Ⅼ䜔᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛸䛾㛵ಀ䛜
㻢 䛒䜛䛾䛺䜙䜎䛪䛭䛣䛛䜙♧䛧䛶䜒䜙䛔䛯䛔䚹
๓ᮇ㑅ᢤྜ᱁⪅䛾Ꮫຊపୗ䜢ṇ䛩䜛䛯䜑䛻䚸๓ᮇ㑅ᢤ䛷䜒Ꮫຊ
᳨ᰝᑟධ䛸䛔䛖䛣䛸䛰䛜䚸ᚋᮇ㑅ᢤ䛾ẚ⋡䜢ୗ䛢䜜䜀䚸యⓗ䛺Ꮫ
㻣 ຊ䛿⤖ᒁୗ䛜䛳䛶䛧䜎䛖䚹䛭䛾䛯䜑๓ᮇ䛾ເ㞟ேᩘ䜢㻡㻜䠂䛛䜙㻢㻜䠂
䛻ୖ䛢䜛ᚲせ䛿䛺䛔䛸⪃䛘䜛䚹

㻤

୰Ꮫ⏕䛜ᕼᮃ䜢ᣢ䛶䜛ไᗘ䛻ぢ䛘䜛䚹㧗ᰯධヨ䛜䝂䞊䝹䛷䛺䛟䚸䝇
䝍䞊䝖䛻䛺䜛䜘䛖䛺ᡂᯝ䛜ୖ䛜䜛䛸䜘䛔䛸ᛮ䛖䚹␃ᖺ䜘䜚୰㏥䜢㑅䜆⏕
ᚐ䛜ฟ䛺䛔䜘䛖䛻㢪䛖䚹

Ꮫᰯูᐇෆᐜ䛾බ⾲䜢᪩䜑䛻䛧䛶䜋䛧䛔䚹䜎䛯䚸୰Ꮫᰯ䛜ṇ䛧䛟ㄝ
᫂䛷䛝䜛䛣䛸䜒䛻䛩䜛䛯䜑䚸㧗ᰯഃ䛻䛿ศ䛛䜚䜔䛩䛔ᇶ‽䛾タᐃ
㻥 䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䚹
⏕ᚐ䛻䛸䛳䛶䛿㑅ᢥ⫥䜢ቑ䜔䛩ᶵ䛜ቑ䛘䜛䛜䚸ᆅᇦ㧗ᰯ䜢ᢪ䛘䜛
㻝㻜 Ꮫ༊䛷䛿䚸༊እ䜈䛾ᣮᡓ䛻䜎䛩䜎䛩ᢿ㌴䛜䛛䛛䜛䛣䛸䛜ண䛥䜜䜛䚹

ᆅᇦ㧗ᰯ䛾㨩ຊ䛜ඹ㏻⌮ゎ䛥䜜䜛䜘䛖䛺ാ䛝䛛䛡㢪䛔䛯䛔䚹
䠏䛴䛾᪉㔪䚸䠞ᇶ‽䛾タᐃ➼䛻䛚䛔䛶䛂≉Ⰽ䛃➇த䜢㐍䜑䚸Ꮚ䛹䜒䛯
䛱䛻᪩ᮇ䛻⮬ศ䛾㈨㉁㐺ᛶ䜢Ỵᐃ䛥䛫䜛ᘢᐖ䛜ฟ䜛䛸䛸䜒䛻䚸┴❧
㻝㻝 㧗ᰯྠኈ䛾⏕ᚐ䛾ྲྀ䜚ྜ䛔䛾≧ἣ䜢⏕䜏ฟ䛩䛣䛸䛻䛴䛺䛜䜛䚹

㻝㻞

ᑗ᮶䛾ክ䛾㑅ᢥ䜢㛫㐪䛘䛺䛔䜘䛖୰Ꮫᰯ䛷䜒㧗ᰯᚋ䛾㐍Ꮫ䛻䛴䛔䛶
ゐ䜜䛶ḧ䛧䛔䚹

๓ᮇ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛾ᑟධ䛜䚸೫ᕪ್ᩍ⫱䛻㝗䜛䛣䛸䛺䛟䚸䛒䜟䛫䛶䚸ᇶ
♏Ꮫຊ䛜䛺䛔⏕ᚐ䛾Ꮫ䜃䛾ሙ䜒⚾❧䛻㢗䜙䛪䚸බ❧㧗ᰯ䛸䛧䛶䜒ಖ
㻝㻟 㞀䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹

୰Ꮫ⏕䛻䚸䛂ᛮ⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䛃䚸䛂᥈✲ⓗ䛺Ꮫ䜃䛃➼䛜ලయ
ⓗ䛻䜟䛛䜚䛻䛟䛔䛾䛷䚸䜒䛳䛸ලయⓗ䛻䛣䜣䛺ຊ䜢䛴䛡䛶䜋䛧䛔䛸᭩䛔
㻝㻠 䛶䜒䜘䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
⌧ᅾ䛷䜒ከ䛟䛾୰Ꮫ⏕䛿䚸㒊άື䜔ᆅᇦάື䛺䛹䛾ᵝ䚻䛺άື䛻✚
㻝㻡 ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹䛒䛘䛶䝯䝑䝉䞊䝆䛻┒䜚㎸䜐ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛺

䛔䚹

㻥

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾ホ౯䛾᪉㔪䛻๎䛳䛯㐺ษ䛺ホ
౯䛻䛺䜛䜘䛖䛻ྛᰯ䛻♧䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䜢䝞䝷䞁䝇䜘䛟ホ౯䛩䜛ධᏛ⪅㑅
ᢤไᗘ䛻䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ᮍ᮶䜢⏕䛝ᢤ䛟㈨㉁⬟ຊ䛾⫱ᡂ
䜢୰㧗䛷ඹ᭷䛧䚸⥅⥆ⓗ䛻⫱ᡂ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜
Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䛾⫱ᡂ䛻䛴䛺䛜䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎
䛩䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛾㈨ᩱ䛸䛧䛶䚸Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䜢㐺ษ
䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑Ꮫຊ᳨ᰝ䜢᪂䛯䛻ᑟධ䛧䜎
䛩䚹
」ᩘ䛾ᶵ䜢タ䛡䚸㧗ᰯ䞉Ꮫ⛉䛾≉ᚩ䜢ぢ䛺
䛜䜙ᕼᮃ䛻ྜ䛖㧗ᰯ䜈✚ᴟⓗ䛻䝏䝱䝺䞁䝆䛷
䛝䜛ไᗘ䛸䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹䜎䛯䚸Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䜢
㐺ษ䛻ホ౯䛧䚸Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛾ከᵝ䛺㈨㉁⬟ຊ
䜢ከ㠃ⓗ䛻ホ౯䛷䛝䜛ไᗘ䛸䛧䜎䛩䚹
ධᏛ⪅㑅ᢤไᗘ➼᳨ウጤဨ䛷䛾᳨ウ䜢㋃
䜎䛘䛶ᙜึ䚸➨ḟ䜢సᡂ䛧䜎䛧䛯䚹ᚋ
䜒䛤ពぢ䜢䛚⪺䛝䛧䛯ୖ䛷ไᗘ䠄ᡂ䠅䜢ᮏᖺ
୰䛻⟇ᐃ䛩䜛ணᐃ䛷䛩䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛷䛿䚸ពḧ䜢ᣢ䛳䛯⏕ᚐ䛻䛥䜙䛻㛛
ᡞ䜢ᗈ䛢䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹୍᪉䚸⌧⾜䛾
㻡㻜䠂䜢㻢㻜䠂䛻䛧䛯ሙྜ䛷䜒䚸๓ᮇ䛾ເ㞟ேဨ
䛿య䛾⣙䠏ศ䛾䠍⛬ᗘ䛷䛒䜚䚸ᚋᮇ㑅ᢤ䛾ເ
㞟ேဨ䛜ከ䛟䛺䜛≧ἣ䛿⌧ᅾ䛸ኚ䜟䜚䜎䛫䜣䚹
⮬䜙䛾ᑗ᮶䜢ᛮ䛔ᥥ䛔䛶䛔䜛୰Ꮫ⏕䛾ክ䜢ᐇ
⌧䛩䜛᪂䛯䛺Ꮫ䜃䜢䚸䛩䜉䛶䛾㧗ᰯ䛷ᒎ㛤䛩
䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸୰Ꮫᰯ䜎䛷䛻㌟䛻䛴䛡䛯㈨㉁
⬟ຊ䛜ṇ䛧䛟ホ౯䛥䜜䚸㧗ᰯ䛻䛚䛔䛶䜒䛭䜜䛜
䛥䜙䛻ྥୖ䛧䚸ḟ䛻䛴䛺䛜䜛䜘䛖䛺㑅ᢤไᗘ䛻
䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
ྛᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䠄䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ
୰䛻බ⾲䛩䜛ணᐃ䛷䛩䚹Ꮫᰯ䞉Ꮫ⛉䛾┠ᣦ䛩
᪉ྥ䛻䛴䛔䛶䚸୰Ꮫ⏕䛻ศ䛛䜚䜔䛩䛟♧䛧䛶
䛔䛝䜎䛩䚹
䛂㧗ᰯᨵ㠉䛃䛻䛚䛔䛶䚸ᆅᇦ㧗ᰯ䛾᭦䛺䜛㨩ຊ
䜢ᅗ䜚䜎䛩䚹
㧗ᰯ䞉Ꮫ⛉䛜䛭䛾≉ᚩ䜢᫂☜䛻♧䛩䛣䛸䛻䜘
䜚䚸୰Ꮫ⏕䛾యⓗ䛺㧗ᰯ㑅ᢥ䛻䛴䛺䛜䜚䚸
䛂⮬ศ䜙䛧䛟Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᚿᮃᰯ䛃䛸䛺䜛䛣䛸
䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ᑗ᮶䛾ክ䛿ᡂ㛗ẁ㝵䛷ኚ䜟䜛䛣䛸䛿༑ศ䛒䜚
ᚓ䜛䛣䛸䛷䛩䛜䚸୰Ꮫᰯ䛷䛿ᑗ᮶䜢ぢᤣ䛘䛯
⏕ᚐ䛾యⓗ䛺㧗ᰯ㑅ᢥ䛻䛴䛺䛜䜛䜘䛖䛺ᣦ
ᑟ䞉ຓゝ䛸ሗᥦ౪䜢䛧䛶䜎䛔䜚䛯䛔䚹
Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䛾䛖䛱䚸䛸䛧䛶▱㆑䞉ᢏ⬟䛸ᛮ
⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䜢㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛䛯
䜑䚸๓ᮇ㑅ᢤ䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿ᇶ♏ⓗ䛺ຊ䜢䜏䜛䜒䛾
䛷䛩䚹
㌟䛻䛴䛡䛶ḧ䛧䛔ຊ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྛᰯ䛾䠏䛴
䛾᪉㔪䜔ᐇ᪉ἲ䠄䠅䜢㏻䛨䛶࿘▱䛩䜛䛸䛸
䜒䛻䚸ᚋ䛾ㄝ᫂䜔䝟䞁䝣䝺䝑䝖䛾୰䛷ලయ
ⓗ䛻♧䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻ດ䜑䜎䛩䚹
Ꮫᰯ䛾ᩍ⫱άື䛿ᰯෆ䛻␃䜎䜛䜒䛾䛷䛿䛺
䛟䚸䛥䜙䛻⏕ᚐ䛜⮬ⓗ䛻Ꮫ䜆䛣䛸䛿ษ䛸⪃
䛘䜎䛩䚹

㑅ᢤไᗘ䛜ኚ䜟䛳䛶䜒䚸䛭䛾ᚋ䛾㧗ᰯ䛾ᤵᴗ䜔యไ䛜ኚ䜟䜙䛺䛡䜜
䜀ព䛜䛺䛔䚹㧗ᰯ䛾ᤵᴗ䛾ኚ㠉䜢ᙉ䛟䛚㢪䛔䛧䛯䛔䚹
㧗ᰯ⦅䛻䛴䛔䛶䜒㑅ᢤไᗘ䛾ኚ᭦䛸୪⾜䛧䛶䛩䛩䜑䛶䜋䛧䛔䚹䛭
㻝㻣 䛧䛶ḟ䛾ẁ㝵䛸䛧䛶䠍䠌ᖺᚋ䜢ᐃ䛧䛶䛾᪉ྥᛶ䜒♧䛧䛶䜋䛧䛔䚹

Ꮫ䜃䛾ᨵ㠉䛾᥎㐍䛻ྥ䛡䛶䚸㧗ᰯ䛾ᤵᴗᨵ
ၿ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛝䜎䛩䚹
⌧ᅾ㐍䜑䛶䛔䜛㧗ᰯᨵ㠉䛷䛿䚸㑅ᢤไᗘᨵ㠉
䛾㆟ㄽ䛸㐃ື䛥䛫䛺䛜䜙䚸⦅䜒ྵ䜑䛶୍య
ⓗ䛻ᨵ㠉䜢᥎㐍䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
୰䠏䛾⏕ᚐ䜔ಖㆤ⪅䜢ᑐ㇟䛻Ꮫ᳨㐃⤡ᰯ➼䛾㧗ᰯഃ䛛䜙䛾ㄝ᫂ ྛ㧗ᰯ䛤䛸䛾Ꮫᰯㄝ᫂䜔య㦂ධᏛ䛷ᑀ
㻝㻤 䜢㛤䛔䛶䜋䛧䛔䚹䜎䛯䚸䛝䛺ไᗘ䛾ኚ᭦䛻䛺䜛䛾䛷䚸ಖㆤ⪅⏕ᚐྥ 䛻ㄝ᫂䜢䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹䝟䞁䝣䝺䝑䝖䛻䛴䛔䛶䜒
䛡䛾䝟䞁䝣䝺䝑䝖➼䛻㈨ᩱ䜢సᡂ䛧㓄ᕸ䛧䛶䜋䛧䛔䚹
సᡂணᐃ䛷䛩䚹
㛤♧䛻䛚䛔䛶䚸䠝ᇶ‽䚸䠞ᇶ‽䛹䛱䜙䛾ᇶ‽䛷ྜ᱁䛧䛯䛾䛛䚸ഴᩳ㓄 㻞㻜㻞㻜ᖺᗘබ⾲ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ⥘䠄䠅䛷♧
㻝㻥 Ⅼ䛷ఱⅬ䛻䛺䜛䛾䛛䛺䛹䛾ヲ䛧䛔䛸䛣䜝䜎䛷㛤♧䜢䛥䜜䜛䛸䚸ᚋ䛾 䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
㐍㊰ᣦᑟ䛻ᙺ❧䛴䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛷䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛾ᚓⅬ㛤♧䛜䛒䜜䜀䛒䜚䛜䛯䛔䚹䛒䜛䛸䛩䜜
㻞㻜
䜀䚸㛤♧䛾ᮇ㛫䜔ෆᐜ䛻䛴䛔䛶බ⾲䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
ྛ㧗ᰯ䛜䚸䠏䛴䛾᪉㔪䛸㑅ᢤ᪉ἲ䛾ᩚྜ䜢䛸䜚䚸ཷ᳨⏕䛾⣡ᚓ䛾䛔䛟 䠏䛴䛾᪉㔪䛿䚸᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛻♧䛥䜜䛯䜹
䜒䛾䛻䛧䛶䜋䛧䛔䚹
䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾⪃䛘䛾䜒䛸䚸ྛᰯ䛜⫱
䛶䛯䛔⏕ᚐീ䛻ᇶ䛵䛔䛶┠ᣦ䛩᪉ྥ䜔≉Ⰽ
䜢᫂☜䛻䛧䚸ᩍ⫱άື䜢య⣔䛩䜛䜒䛾䛷䛩䚹
䜎䛯䚸Ꮫᰯ䛾⏕ᚐເ㞟᪉㔪䛿䚸ධᏛ䜢ᕼᮃ䛩
㻞㻝
䜛⏕ᚐ䜈䛾䝯䝑䝉䞊䝆䛸䛧䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛺⏕ᚐ䛾
ධᏛ䜢ᚅ䛳䛶䛔䜛䛛䚸䛹䛾䜘䛖䛺Ꮫᰯ䛷䛹䛾䜘䛖
䛺Ꮫ䜃䛜䛷䛝䜛䛛♧䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹⏕ᚐເ㞟
᪉㔪䛸ເ㞟䛾ほⅬ䜢ぢ䛶䚸୰Ꮫ⏕䛜㧗ᰯ䜢㑅
䜆ᣦᶆ䛸䛧䜎䛩䚹
㧗ᰯ䛻䛿䚸≉ᐃ䛾䜶䝸䜰䛻ᚿ㢪⪅䛜㞟୰䛩䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䛻䚸䛭䜜 䛂㧗ᰯᨵ㠉䛃䛻䛚䛔䛶䚸ྛ㏻Ꮫ༊䛻㨩ຊ䛒䜛㧗
㻞㻞 䛮䜜䛾㏻Ꮫ༊䛾㧗ᰯ䛻㨩ຊⓗ䛺㧗ᰯ䛵䛟䜚䜔㑅ᢤ᪉ἲ䜢ᥦ䛧䛶䜋 ᰯ䛵䛟䜚䜢㐍䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䛧䛔䚹
㑅ᢤ᪉ἲ䛜⣽ศ䛥䜜䜛䛣䛸䛿䚸ㄪᰝ᭩䛾グ㍕㡯┠䜒䛥䜙䛻⣽䛛䛟䛺 ᴗົ䛾㍍ῶ䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ꮫᰯ⌧ሙ䛸䛸䜒䛻⪃
䜛䛾䛣䛸䛜༴䛥䜜䜛䚹᪂䛯䛺ධヨไᗘ䛾ᑟධ䛻䜘䜚䚸㐍㊰ᴗົ䛜㈇ 䛘◊✲䜢㔜䛽䛶䛔䛝䜎䛩䚹
㻞㻟 ᢸቑ䛸䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻䚸グ㍕ෆᐜ䛾⤫୍䚸グ㏙䛾ῶᑡ䚸グ㍕ෆᐜ䛾
⡆⣲䜢ษᮃ䛩䜛䚹
ධᏛ⪅㑅ᢤ䛾ᴗົ䛸䛧䛶䚸⭾䛺㔞䛾ධຊసᴗ䛜ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹
㻞㻠 Ꮫཷ㦂䛾䜘䛖䛻㼃㻱㻮ฟ㢪䠄㟁Ꮚ፹య䛻䜘䜛⏦ㄳ䠅䛜䛷䛝䜛䛸ᴗົ㔞
䛾๐ῶ䛻䛴䛺䛜䜛䚹䛬䜂᳨ウ䛧䛶䜋䛧䛔䚹
ᮏᰯ䛷䛿㻝ᖺ⏕䠬䠰䠝ཧほ᪥䛾䛒䛸䛾ಖㆤ⪅᠓ㄯ䛷ᩍ㢌䜘䜚ไᗘ ᐇ䜎䛷䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢♧䛧䛯ୖ䛷䚸䝟䞁䝣
䠄䠅䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䛯䚹㉁ၥ䛺䛹䛿≉䛻䛺䛟䛂䜎䛰ඛ䛾䛣䛸䛃䛸䛔䛳䛯 䝺䝑䝖䛾సᡂ䞉㓄ᕸ䛚䜘䜃ㄝ᫂䛾ᐇ➼䜢㏻
㻞㻡 ༳㇟䚹୰Ꮫᰯ䛸䛧䛶䛿ᚋ䜒䠍ᖺ⏕䜔䛭䛾ಖㆤ⪅䜢ᑐ㇟䛻ㄝ᫂䜢㔜 䛨䛶䚸䛺ᑟධ䛻䛺䜛䜘䛖㐍䜑䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹
䛽䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛸ឤ䛨䛶䛔䜛䚹
ධヨไᗘኚ᭦䛻䜘䜛Ᏻឤ䛿ಖㆤ⪅䜔⏕ᚐ䚸Ꮫᰯ⫋ဨ䛻䜒䛒䜛䛯
㻞㻢
䜑䚸ᑀ䛻ㄝ᫂䛧䛯䜚䚸ᑐᛂ䛷䛝䜛ᤵᴗᨵၿ䜢⾜䛳䛯䜚䛧䛶䛔䛝䛯䛔䚹
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾ᐇ䜔᪂䛧䛔௦䛾せㄳ䜒䛒䜚䚸ຬẼ䜢䜒䛳䛶ኚ
㻞㻣 䛘䛶䛔䛟䛣䛸䛿ᚲせ䛺䛣䛸䛷䛒䜚䚸ཷ᳨⏕䛜ᡞᝨ䛔ไᗘኚ᭦䛻䜘䜚
┈䜢䛣䛖䜐䜛䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖䛻䚸୰Ꮫᰯഃ䛷䜒䛧䛳䛛䜚‽ഛ䛧䛯䛔䚹
䛣䛾ไᗘ䛾䛽䜙䛔䛻ᇶ䛵䛟ෆᐜ䛷䛒䜛䛣䛸䜢䚸୰Ꮫഃ䛻䛧䛳䛛䜚⌮ゎ䛧 㑅ᢤไᗘ䛾䛽䜙䛔䛜ṇ䛧䛟࿘▱䛥䜜䜛䜘䛖ດ䜑
㻞㻤 䛶䜒䜙䛖ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛭䜜䛻ᇶ䛵䛔䛯㐍㊰ᣦᑟ䛾ᅾ䜚᪉䜢୰Ꮫഃ䛷䜒 䛶䛔䛝䜎䛩䚹
᳨ウ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
ྍ⬟䛷䛒䜛䛺䜙䜀䠈๓ᮇ㑅ᢤ䜢⾜䛖㧗➼Ꮫᰯ䛜ቑ䛘䛶䜋䛧䛔䛸ᛮ䛖䚹 ๓ᮇ㑅ᢤ䛾ᐇᰯ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᐃ╔≧ἣ䜢㋃
㻞㻥 ྛ㧗➼Ꮫᰯ䛾≉Ⰽ䜢⏕䛛䛧䛯๓ᮇ㑅ᢤ䛸ᚋᮇ㑅ᢤ䜢㐍䜑䛶䜋䛧䛔䚹 䜎䛘䚸⌧⾜䛾Ꮫᰯ䞉Ꮫ⛉䛷䛾⥅⥆ᐇ䜢ཎ๎
䛸䛧䜎䛩䚹
㻝㻢

䕻๓ᮇ㑅ᢤ
ពぢ䛾ᴫせ
㻝
㻞
㻟
㻠

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

☜⣙᭩䛾ᥦฟ䛜䛺䛟䛺䜛䛜䚸㐍㊰ᣦᑟ䛸䛧䛶䛿䚸☜⣙᭩䜢ᥦฟ䛩䜛䛣
䛸䛷䚸᫂☜䛺ධᏛពᛮ䜢♧䛫䜛䛸䛔䛖Ⰻ䛥䜒ឤ䛨䛶䛔䛯䚹
ධᏛ☜⣙᭩䛾ᗫṆ䛻䛴䛔䛶᪤䛻┴䛷䛭䛾䜘䛖䛻ᐇ䛧䛶䛔䜛䛾
䛷䚸㐺ษ䛺ᑐᛂ䛰䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ເ㞟ேဨ䜢᭱䠒䠌䠂䜎䛷ᣑ䛩䜛䛾䛿Ᏻ䛜䛒䜛䚹⾜䛝䛯䛔㧗ᰯ䛷
䛿䛺䛟䚸⾜䛛䜜䜛㧗ᰯ㑅䜃䜢ຓ㛗䛥䛫䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
ເ㞟ேᩘ䛿䚸⌧⾜䛹䛚䜚㻡㻜䠂௨ෆ䛻䛧䛶䜋䛧䛔䚹๓ᮇྜ᱁⪅䛜ᐃဨ
䛾༙ศ䜢㉸䛘䛶䛧䜎䛖䛸䚸ᚋᮇཷ᳨⪅䛾ᚰ⌮ⓗ㈇ᢸ䛜௨ୖ䛻䛝䛟
䛺䜛䚹
୰Ꮫഃ䛸⏕ᚐ䛻ᑐ䛩䜛㐍㊰ᣦᑟ䜔᪂ཷ᳨䝅䝇䝔䝮䛾ᑐᛂ䛾䛯䜑䚸ᚿ
㢪⌮⏤᭩䛿䛺䛟䛩᪉ྥ䛷㐍䜑䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹

๓ᮇྜ᱁⪅䛾䜋䜌䛩䜉䛶䛜☜⣙᭩䜢ᥦฟ䛧
䛶䛔䜛ᐇែ䜒䛒䜚䚸ཷ᳨⏕ཬ䜃୰Ꮫᰯ䛾㈇ᢸ
㍍ῶ䜢ᅗ䜛┠ⓗ䛷☜⣙᭩䛾ᥦฟ䜢䜔䜑䜛䛣䛸
䛻䛧䜎䛩䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛷䛿䚸ពḧ䜢ᣢ䛳䛯⏕ᚐ䛻䛥䜙䛻㛛
ᡞ䜢ᗈ䛢䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹୍᪉⌧⾜䛾
㻡㻜䠂䜢㻢㻜䠂䛻䛧䛯ሙྜ䛷䜒䚸๓ᮇ䛾ເ㞟ேဨ
䛿య䛾⣙䠏ศ䛾䠍⛬ᗘ䛷䛒䜚䚸ᚋᮇ㑅ᢤ䛾ເ
㞟ேဨ䛜ከ䛟䛺䜛≧ἣ䛿⌧ᅾ䛸ኚ䜟䜚䜎䛫䜣䚹

ᚿ㢪⌮⏤᭩䛾グ㍕㡯䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻞㻜ᖺ
ᗘබ⾲ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ⥘䠄䠅䛾୰䛷♧䛧
䛶䛔䛝䜎䛩䚹
ᑓ㛛Ꮫ⛉䜢ᕼᮃ䛩䜛ពḧⓗ䛺ேᮦ䛾☜ಖ䛾䛯䜑䚸ເ㞟ேဨ䛿㻢㻜䠂 ⌧⾜ไᗘ䛷䛾ᚿ㢪≧ἣ䜢㋃䜎䛘ୖ㝈㻢㻜䠂䛜
㻢
䛾ᯟ䜢㉸䛘䛶㻣㻜䠂䛛䜙㻤㻜䠂䛻タᐃ䛷䛝䛺䛔䛛䚹
ጇᙜ䛸ุ᩿䛧䜎䛧䛯䚹
㻡

㻝㻜

๓ᮇ㑅ᢤᏛຊ᳨ᰝ䛜ᇶ♏ⓗ䛺ฟ㢟䛷䛒䜛䛺䜙䜀䚸䝬䞊䜽䝅䞊䝖➼䜢
㻣 ⏝䛧䛯ᙧ䛻䛷䛝䛺䛔䛛᳨ウ䛧䛶䜋䛧䛔䚹

๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䚸ㄪᰝ᭩䚸䛭䛾䛾᳨ᰝ䛾ẚ⋡䜢䚸Ꮫᰯ䛤䛸䛻
Ỵ䜑䜙䜜䜛䛣䛸䜢᫂グ䛧䚸Ꮫຊ᳨ᰝ䜢䛩䜛䛛䛧䛺䛔䛛䜢ྛᰯ䛷Ỵ䜑䜙
㻤 䜛䜘䛖䛻䛧䛶䜋䛧䛔䚹

㑅ᢤไᗘᨵ㠉䛾㊃᪨䜢㋃䜎䛘䛯ฟ㢟䜢ᚰ䛡
䛴䛴䚸㑅ᢤ䛻ಀ䜛᥇Ⅼᴗົ䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛻䛴
䛔䛶䜒᳨ウ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䛾䛖䛱䚸䛸䛧䛶▱㆑䞉ᢏ⬟䛸ᛮ
⪃ຊ䞉ุ᩿ຊ䞉⾲⌧ຊ➼䜢㐺ษ䛻ホ౯䛩䜛䛯
䜑䚸๓ᮇ㑅ᢤ䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜎䛩䚹
ẚ⋡䛻䛴䛔䛶䛿ྛᰯ䛜Ỵᐃ䛧䜎䛩䚹
㐺ษ䛺ᮇ䛾බ⾲䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䛶䛔䛝䜎
䛩䚹

๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝၥ㢟䜢㻞㻜㻞㻜ᖺ㻝㻞᭶䜎䛷䛻୍㒊䜢බ⾲䛩䜛䛸䛔䛖
䛣䛸䛰䛜䚸ከ䛟䛾୰Ꮫᰯ䛷䛿㻝㻞᭶䛾ึ᪪䛛䜙ಖㆤ⪅᠓ㄯ䛜䛒䜛䚹㻝㻝
㻥 ᭶䛛㻝㻜᭶䛻බ⾲䛰䛸䚸୰Ꮫᰯ䛸䛧䛶ಖㆤ⪅䜈䛾㈨ᩱᥦ♧䛜ྍ⬟䛸䛺
䜛䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ㛫䛜▷䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹ᚋᮇ䛾㑅ᢤヨ㦂䛾 ๓ᮇ㑅ᢤ䛷䛿䚸ᇶ♏ⓗ䛺Ꮫຊ䜢ၥ䛖ฟ㢟䜢⪃
ၥ㢟䛾㉁䛸㔞䛸㛫䛾ྠ⛬ᗘ䛷䛿䛹䛖䛛䚹
䛘䛶䛔䜎䛩䚹Ꮫຊ᳨ᰝ䚸ㄪᰝ᭩䚸䛭䛾䛾᳨
㻝㻜
ᰝ➼䜢㑅ᢤ䛾㈨ᩱ䛸䛧䛶䚸Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䜢⥲
ྜⓗ䛻ホ౯䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
୰Ꮫᰯ䛷䛿䚸䛂䛺䛬䛭䛖䛺䜛䛾䛛䠛䛃䜢ษ䛻䛧ᤵᴗᨵၿ䛻ྲྀ䜚⤌䜣 ๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿ᇶ♏ⓗ䛺Ꮫຊ䜢ぢ䜛䜒
㻝㻝 䛷䛔䜛䚹▱㆑䛾ワ䜑㎸䜏䛜୍ᒙ㐍䜐䛸䛔䛖䛣䛸䛜䛺䛔䜘䛖䛻䚸᳨ᰝ䊠 䛾䛸䛧䚸ไᗘ䛾」㞧䛥➼䜈䛾ᠱᛕ䜒຺䛧䚸Ꮫ
ຊ᳨ᰝ䊠䊡䛾ྛᰯ⊂⮬䛾ẚ⋡ኚ᭦䛿䛫䛪䚸䠑
䛚䜘䜃᳨ᰝ䊡䛾ෆᐜ䛻䛴䛔䛶༑ศ䛺᳨ウ䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䚹
๓ᮇヨ㦂䜢ཷ䛡䜛⏕ᚐ䛜ከ䛔䛰䛜䚸䛭䛾Ꮚ䛯䛱䛻䜒䛂ᛮ⪃䛃䛂ุ ᩍ⛉㻞㻜㻜Ⅼ‶Ⅼ䛸䛧䜎䛩䚹䛺䛚䚸㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ䛻๓
ᮇ㑅ᢤᏛຊ᳨ᰝ䛾ၥ㢟䜢බ⾲䛧䜎䛩䚹
㻝㻞 ᩿䛃䛂⾲⌧䛃䛾ຊ䛜䛴䛟䜘䛖䛺Ꮫຊ᳨ᰝ䜢䛚㢪䛔䛧䛯䛔䚹䛭䜜䛻䜘䜚㛗
㔝┴䛾ᑗ᮶䛜ኚ䜟䛳䛶䛟䜛䛸ᛮ䛖䚹
ⱥㄒ䜢䛂Ꮫຊ᳨ᰝ䊠䛃䛾䜏䛻ྵ䜑䛶䛔䛔䛾䛛ၥ䚹䛂Ꮫຊ᳨ᰝ䊡䛃䛻
㻝㻟 䜒ྵ䜑䛯᪉䛜Ⰻ䛔䛾䛷䛿䚹䛒䜛䛔䛿ⱥㄒ䜢⊂❧䛥䛫䚸Ꮫຊ᳨ᰝ䊠
䠄ᅜ䞉♫䠅䚸䊡䠄ᩘ䞉⌮䠅䚸䊢䠄ⱥ䠅䛸䛧䛯᪉䛜ẚ⋡䜢⪃䛘䜔䛩䛔䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛷䚸Ꮫຊ᳨ᰝ䊠䠄ᅜ䞉♫䞉ⱥ䠅㻠㻡ศ䛸䊡䠄ᩘ䞉⌮䠅㻟㻜ศ䛻ศ䛡
㻝㻠 䛯⌮⏤䛜ศ䛛䜙䛺䛔䚹ⱥㄒ䛿≉䛻䝠䝲䝸䞁䜾䜒ධ䜜䛶䜋䛧䛔䚹⪺䛟ຊ䞉
ヰ䛩ຊ䛿ⱥㄒ䛻䛸䛳䛶ྍḞ䛷䛒䜛䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛻䛚䛔䛶Ꮫຊ᳨ᰝ䜢⾜䛖ሙྜ䚸䛶䛾ᒚಟ⠊ᅖ䛜⤊䛧䛶 䛹䛾୰Ꮫᰯ䛻䛚䛔䛶䜒䚸Ꮫຊ᳨ᰝᐇⅬ䛷
䛔䛺䛔ᩍ⛉䜒䛒䜛䚹ฟ㢟䛩䜛ሙྜ䛿䛹䛾䜘䛖䛺㓄៖䛜䛥䜜䜛䛾䛛ㄝ᫂ 䛾᪤⩦䛾ෆᐜ䛛䜙䛾ฟ㢟䛸䛺䜛䜘䛖䛺㓄៖䛧䜎
㻝㻡 䛜ᚲせ䚹
䛩䚹୰Ꮫᰯ䠏ᖺ⏕䛾ᴫ䛽䠍᭶䜎䛷䛻Ꮫ⩦䛧䛯ෆ
ᐜ䛛䜙䛾ฟ㢟䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
Ꮫຊ᳨ᰝ䜢ᐇ䛩䜛௨ୖ䠈䛂䛭䛾䛾᳨ᰝ䛃䛾ྜ䛜㧗䛟䛺䜚䛩䛞䛺 Ꮫຊ᳨ᰝ䜢ᑟධ䛧䛯㊃᪨䜢㋃䜎䛘䚸㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ
බ⾲ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ⥘䠄䠅䛷♧䛧䛶䛔䛝䜎
㻝㻢 䛔䜘䛖䛻䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䛩䚹
๓ᮇ䛾㑅ᢤᴗົ䛻ᑐ䛩䜛⫋ဨ䛾㈇ᢸឤ䛜ቑ䛩䜛䛣䛸䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛 ᴗົ䛾㍍ῶ䛻䛴䛔䛶䛿䚸Ꮫᰯ⌧ሙ䛸䛸䜒䛻⪃
㻝㻣 䛜䚸᳨ᰝ䛾ᐇ᪉ἲ䚸ホ౯ᴗົ䛾㍍ῶ➼䛻䛴䛔䛶䛾䝥䝷䞁䜢᪩䜑䛻 䛘◊✲䜢㔜䛽䛶䛔䛝䜎䛩䚹
♧䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
ᐃไ䜢ᕼᮃ䛩䜛䜘䛖䛺୰Ꮫ⏕䛻䛿๓ᮇ㑅ᢤ䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䛜ㄢ䛥䜜䜛 ๓ᮇ㑅ᢤ䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿ᇶ♏Ꮫຊ䛾ᐃ╔䜢᳨
㻝㻤 䛣䛸䛷㐣ᗘ䛺䝥䝺䝑䝅䝱䞊䜢ឤ䛨䚸Ⓩᰯ䛜ቑຍ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜜䜀䚸ᮏ ᰝ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᐃไ䛻䛚䛔䛶䜒⥲ྜⓗ䛻
ᮎ㌿ಽ䛾ไᗘ䛸䛺䜛䚹
㑅ᢤ䛩䜛ไᗘ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹

䕻ᚋᮇ㑅ᢤ
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

ᬑ㏻⛉ᚿᮃ䛾⏕ᚐ䛜㏵୰䛷ᚿᮃᰯ䜢ኚ᭦䛧䜘䛖䛸䛧䛯䚸㑅ᢤ᪉ἲ ྛᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཷ᳨ᖺᗘ䛾䠕᭶
䛜䛝䛟␗䛺䛳䛶䛔䛶‽ഛ䛜㞴䛧䛔䛸䛔䛳䛯䛣䛸䛾䛺䛔䜘䛖䛻㓄៖㢪䛔 䜎䛷䛻䛚♧䛧䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸᪂ไᗘ䛷ཷ᳨䛩䜛
⌧ᅾ䛾୰Ꮫ䠍ᖺ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸䛺ᑟධ䜢
㻝 䛯䛔䚹
ᅗ䜛䛯䜑䚸ྛᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䠄䠅䜢㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ୰
䛻බ⾲䛧䜎䛩䚹
⌧⾜䛾๓ᮇ䛾㠃᥋ᣦᑟ䛰䛡䛷䜒䛛䛺䜚䛾㛫䛸䚸ከ䛟䛾⫋ဨ䛷ᑐᛂ䛧 ୰Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛᪥ᖖⓗ䛺Ꮫ⩦άື䛜㐺ษ䛻
㻞 䛶䛔䜛䛜䚸ᚋᮇ㑅ᢤ䛾䛭䛾䛾᳨ᰝ䛻䛴䛔䛶䛾‽ഛ䛜㛫ⓗ䛻㞴䛧 ホ౯䛥䜜䜛ไᗘ䛸䛧䜎䛩䚹
䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
䠝᪥⛬䚸䠞᪥⛬䛺䜙䚸䝏䝱䞁䝇䛜䠎ᗘ䛒䜛䛸䛔䛖ព䛿ศ䛛䜛䛜䚸㑅ᢤ ㊃᪨䜢᫂☜䛻䛩䜛䛯䜑୍⯡㑅⪃䚸ᚓពά⏝ᆺ
㻟
᪉ἲ䛷䛿䛂䠝ᇶ‽䛃䛂䠞ᇶ‽䛃䛸䛔䛳䛯ゝ䛔᪉䛿㑊䛡䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
㑅⪃䛸ྡ⛠ኚ᭦䛧䜎䛩䚹
୰ሀᬑ㏻⛉㧗ᰯ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䠞ᇶ‽䛾ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛺䛔䚹๓ᮇ㑅ᢤ ⮬ศ䜙䛧䛟Ꮫ䜆Ꮫᰯ䛻ᣮᡓ䛩䜛⤌䜏䛸䛧䛶䚸
䜢ᐇ䛧䛺䛔ሙྜ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䠞ᇶ‽䜢⏝䛩䜛䛛䛧䛺䛔䛛䜢ྛ㧗ᰯ ୰Ꮫᰯ䛷ྲྀ䜚⤌䜣䛰≉ูάື䜔ᚓព⛉┠➼
㻠 䛾ุ᩿䛻ጤ䛽䛯᪉䛜䜘䛔䚹
䜢ά䛛䛫䜛㑅ᢤ䛸䛧䛶䚸ᚓពά⏝ᆺ㑅⪃䜢ᑟ
ධ䛧䜎䛩䚹

䕻๓ᮇ㑅ᢤ䞉ᚋᮇ㑅ᢤ䛾䛭䛾䛾᳨ᰝ
┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

ពぢ䛾ᴫせ

ㄪᰝ᭩䛻㛵䜟䛳䛶䚸ほⅬูホ౯䛷㧗ᰯ⊂⮬䛻Ⅼᩘ䛥䜜䜛䜘䛖䛺䜙䚸 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾ホ౯䛾᪉㔪䛻๎䛳䛯㐺ษ䛺ホ
๓䛻䛹䛾㡯┠䛻㛵䜟䛳䛶グධ䛜ᚲせ䛛䜢᪩䜑䛻බ⾲䛧䛶䛔䛯䛰䛝 ౯䛻䛺䜛䜘䛖䛻ྛᰯ䛻♧䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹㐠⏝䛻
㻝 䛯䛔䚹
䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻞㻜ᖺᗘබ⾲ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ
⥘䠄䠅䛷♧䛧䜎䛩䚹
㻝㻝

䛂䛭䛾䛾᳨ᰝ䛃䛾ᢅ䛔᪉䛻䜘䜚䠈䠝ᇶ‽䛷䜒ྜྰ䛻ᙳ㡪䛜䛒䜛䛸⪃䛘 㻞㻜㻞㻜ᖺᗘබ⾲ணᐃ䛾┴䛾㑅ᢤせ⥘䠄䠅䚸ྛ
㻞 䜙䜜䜛䛯䜑䠈䛂䛭䛾䛾᳨ᰝ䛃䛾ෆᐜ䛸ྜྰุᐃ䛾ୖ䛷䛾ẚ⋡䛻䛴䛔 ᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䠄䠅䛷♧䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

㻟

㻠
㻡
㻢

䛶᫂☜䛻䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
㠃᥋䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᵝ䚻䛺ᙧ䛷᳨ᰝ䛜⾜䜟䜜䜛ணᐃ䛰䛜䚸Ꮫᰯ⌧ሙ䛷
ᤵᴗ䛾ᐇ䜢ᅗ䜛䛺䛹䛧䛶ලయⓗ䛻ᣦᑟ䛧䛶䛔䛟㝿䛻䚸ホ౯つ‽䛜
䛿䛳䛝䜚䛧䛶䛔䜛䛸ຓ䛛䜛䚹
ྛ㧗ᰯ䛷ᵝ䚻䛺᳨ᰝ䜢⾜䛖䛣䛸䛻䛺䜛䛸䚸䛭䜜䛻ᑐ䛧䛶䛾㐍㊰ᣦᑟ䛜
」㞧䛻䛺䜛䚹Ꮫ⩦ሿ䛻㏻䛘䛺䛔ᆅᇦ䛾Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䚸䛥䜎䛦䜎䛺᳨ᰝ
䜈䛾ᑐᛂ䜢ồ䜑䜙䜛䛸ཝ䛧䛔䚹
䛂䛭䛾䛾᳨ᰝ䛃䛾Ꮫᰯ⊂⮬䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛿䚸୰Ꮫᰯ䛚䜘䜃⏕ᚐ䜈䛾
㈇ᢸ䛜䛝䛔䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛾䛷୍ᐃ䛾ṑṆ䜑䛜ᚲせ䛰䚹
䛂Ꮫᰯ⊂⮬䛾Ꮫຊ᳨ᰝ䛃䜢ᐇ䛩䜛Ꮫᰯ䛷䛿䚸ၥ㢟సᡂ䜔ᐇᚋ䛾
ᑐᛂ䛺䛹䛷ᢸᙜ⪅䛾㈇ᢸ䛜䛝䛟䛺䜛䚹

᪂䛧䛔Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾㊃᪨䛻㚷䜏䚸୰Ꮫᰯ䛻
䛚䛡䜛᪥ᖖⓗ䛺Ꮫ⩦άື䠄Ꮫຊ䛾䠏せ⣲䠅䛜㐺
ษ䛻ホ౯䛥䜜䜛㑅ᢤไᗘ䛻䛧䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹䛺
䛚䚸ᴗົ䛾㍍ῶ䛻䛴䛔䛶䛿Ꮫᰯ⌧ሙ䛸䛸䜒䛻
⪃䛘䚸◊✲䜢㔜䛽䛶䛔䛝䜎䛩䚹

䕻㑅ᢤ䛾ᐇᮇ䞉ᐇᮇ㛫

㻝

㻞

㻟
㻠

ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

⌧Ⅼ䛷䛾䠍䠎᭶䠄ᡈ䛔䛿䠍᭶ୖ᪪䠅䛾ᡂ⦼䛾ฟ䛧᪉䛷㛫䛻ྜ䛖䛾䛛䚹
䜖䛸䜚䜢䜒䛳䛯ཷ᳨ᣦᑟᮇ㛫䜢☜ಖ䛧䛶䜋䛧䛔䚹
๓ᮇ㑅ᢤ䛻Ꮫຊ᳨ᰝ䛜ᐇ䛥䜜䜛䛣䛸䛛䜙᥇Ⅼᴗົ䛺䛹㻞᭶䛾ᮇ
䛻ຍ䜟䜛䛣䛸䛷䚸ᤵᴗ᪥ᩘ䛾☜ಖ䜔Ꮫ᳨ᴗົ䛾㈇ᢸ➼䛜ᠱᛕ䛥䜜
䜛䚹᥇Ⅼᴗົ䛾㈇ᢸ㍍ῶ䛾ᑐᛂ⟇䜢⪃៖䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹䜎䛯䚸ᤵ
ᴗ᪥ᩘ☜ಖ䛾䛯䜑ᖺ㛫⾜䛾䝅䝳䝭䝺䞊䝅䝵䞁䜒ᚲせ䛷䛒䜛䚹
๓ᮇᚋᮇ䛜ྠ䛨ᚿ㢪ᰯ䛺䜙䛔䛔䛜䚸ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿ู䛾Ꮫᰯ䜢ᚿ㢪
䛩䜛ሙྜ䜒ฟ䛶䛟䜛䚹㧗ᰯ䛜ㄢ䛩᳨ᰝ䜈䛾ᑐᛂ䜒⪃䛘䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺
䛟䛺䜛䚹ไᗘ䠄䠅䛾ᮇ㛫䜘䜚䜒䠍㐌㛫⛬ᗘ䛾వ⿱䛜ḧ䛧䛔䚹
ᐇ䜎䛷䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛿䚸㛫䛜༑ศ䛷䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䛖䚹

䛂ሗ࿌᭩䛃䛻䛚䛔䛶䚸๓ᮇ㑅ᢤྜ᱁⪅䛸ᚋᮇ㑅
ᢤཷ᳨⪅䛜ΰᅾ䛩䜛䛣䛸䛷ᣦᑟୖ䛾ᅔ㞴䛥䛜
ᣦ䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸ไᗘ䠄➨ḟ䠅䛷䜒䚸䛭
䛾ᮇ㛫䜢⣙䠍㐌㛫⛬ᗘ▷⦰䛧䜎䛧䛯䚹ᚋ䚸୰
Ꮫᰯ䛚䜘䜃㧗ᰯ䛾ពぢ䜒⪺䛝䛺䛜䜙䚸㐺ษ䛺
᪥⛬䜢Ỵ䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹

䕻ເ㞟䞉㏣ຍເ㞟
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

㏣ຍເ㞟䛜䛺䛟䛺䜛䛸䚸≉䛻ኪ㛫ᐃไ䛿⏕ᚐᩘῶᑡ䛻䛴䛺䛜䜛䛾 ᐃไ䛻䛚䛡䜛⌧⾜䛾㏣ຍເ㞟䜢ເ㞟䛻
䛷䛿䛺䛔䛛䚹ᘬ䛝⥆䛝㏣ຍເ㞟䜒⾜䛘䜛䛸Ⰻ䛔䚹
⤫ྜ䛧䜎䛩䚹䛣䜜䜎䛷ᚿ㢪䛷䛝䛺䛛䛳䛯ᚋᮇ㑅
㻝
ᢤᮍཷ᳨⪅䜒ᐃไ䛾ເ㞟䜈ᚿ㢪䛷䛝䜛䛣
䛸䛸䛧䚸ཷ᳨䛾ᶵ䜢ಖ㞀䛧䜎䛩䚹

䕻ⱥㄒ䛾䠐ᢏ⬟ホ౯
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

ⱥㄒ䛾ヰ䛩ຊ䛿㔜せ䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛜䚸ヨ㦂䜢ᑟධ䛩䜛䛯䜑䛾ᶵ
㻝 ჾ䚸ၥ㢟సᡂ➼䚸㈝⏝ᑐຠᯝ䛻ၥ䛜䛒䜛䚹䝇䝢䞊䜻䞁䜾䝔䝇䝖ᑟධ
䜎䛷䛾㛫᥋ⓗ䛻ホ౯䛩䜛ၥ㢟䛷༑ศ䛰䛸ᛮ䛖䚹
䝇䝢䞊䜻䞁䜾䝔䝇䝖䛿䚸ᅜᏛຊㄪᰝ䛷䜒ᐇ䛥䜜䛯䛜䚸ぢ㏦䛳䛯୰
㻞 Ꮫᰯ䜒ከ䛔䛸⪺䛟䚹㞄䛾⏕ᚐ䛾ኌ䛜⪺䛣䛘䛯䜚䚸ᐇ䛻㝿䛧䛶䛾⎔ቃ䞉
ᶵᮦ䞉ேဨ➼䛾ㄢ㢟䛜䜎䛰䜎䛰ከ䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
ⱥㄒ䛾䠐ᢏ⬟ホ౯䛻䛴䛔䛶䚸ⱥㄒ᳨ᐃ䠏⣭䛺䛹䛾እ㒊ヨ㦂䛾䝇䝁䜰
㻟
䜢ᑟධ䛧䛯䜙䛹䛖䛛䚹

䛾㒔㐨ᗓ┴䛷䛾ᐇ≧ἣ䛺䛹䜢ཧ⪃䛻䚸
ᐃ᪉ἲ䛾ጇᙜᛶ䜢ㄪᰝ◊✲୰䛷䛩䚹ᑟධ䛻
ྥ䛡䛶䛿ẁ㝵䜢⤒䛺䛜䜙᳨ド䜢㔜䛽䛶䛔䛝䜎
䛩䚹

䕻Ⓩᰯ➼䛾⏕ᚐ䛾ᑐᛂ
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

≉ูᨭ䛻ධ⣭䛧䛶䛔䜛⏕ᚐ䜔Ⓨ㐩㞀ᐖ䜢᭷䛩䜛⏕ᚐ䠄≉䛻Ꮫ⩦㞀
㻝
ᐖ䛺䛹䠅䜈䛾㓄៖䛻䛴䛔䛶䜒䚸䜘䜚ලయⓗ䛻♧䛧䛶䛔䛟䜉䛝䛷䛒䜛䚹
Ꮫຊⓗ䛻Ᏻ䜢ᢪ䛘䛯⏕ᚐ䛷䜒䛭䛾⏕ᚐ䛾≉ᛶ䜢ㄆ䜑䛶ྜ᱁䜢ᚓ䜙
㻞
䜜䜛䜘䛖䛺⤌䜏䜢స䛳䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
䜾䝹䞊䝥ウ㆟➼ከᵝ䛻䜘䜚䚸㞟ᅋ㐺ᛂ䛾⏕ᚐ䚸Ⓩᰯഴྥ䛾⏕
㻟
ᚐ䛾㑅ᢥ䛾ᖜ䜢⊃䜑䛺䛔䜘䛖䛻㓄៖䛧䛶䜋䛧䛔䚹

㻝㻞

Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜ᣢ䛴ከᵝ䛺㈨㉁⬟ຊ䜢ホ౯䛧䚸
᭦䛻ఙ㛗䛧䛶䛔䛡䜛䜘䛖䛺㑅ᢤไᗘ䛸䛺䜛䜘䛖
䛻䛧䜎䛩䚹䛺䛚䚸Ⓩᰯ⏕➼䛷䛒䛳䛶䜒ᮏே䛜
᭷䛩䜛㈨㉁䜔⬟ຊ䜢ከ㠃ⓗ䛻ホ౯䛩䜛䛯䜑䛾
ㄝ᫂᭩䠄ㄪᰝ᭩䛾⚊䠅䜢㏣ຍ䛧䚸䛣䜜䜎䛷௨
ୖ䛻㓄៖䛧䛯㑅ᢤ䛸䛧䜎䛩䚹

䕻ᐇ䜎䛷䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹

㻝
㻞
㻟
㻠
㻡

ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

ྛ㧗ᰯ䛾ເ㞟䛾ほⅬ䚸᳨ᰝෆᐜ䛿䛷䛝䜛䛰䛡᪩䜑䛻࿘▱䛥䛫䛯䛔䚹
㻞㻜㻞㻜ᖺ๓༙䛸䛒䜛䛜䚸䛷䛝䜛䛰䛡᪩䛟▱䜙䛫䛶䜋䛧䛔䚹
ྛ㧗ᰯ䛾㑅ᢤᐇ᪉ἲ䛾බ⾲䛜䚸ᑟධ䛾๓ᖺᗘ䛻⾜䜟䜜䜛䛣䛸䛿䚸
‽ഛ䜢䛩䜛Ⅼ䛷ኚ䛒䜚䛜䛯䛔䛷䛩䚹
୰Ꮫᰯ⌧ሙ䛷䛥䜙䛻ᤵᴗᨵၿ䛻ດ䜑䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䛾䛷䚸㻞㻜㻞㻜ᖺ
ᗘ୰䛾๓ᮇ㑅ᢤၥ㢟බ⾲䜢䚸䛷䛝䜛䛰䛡᪩䛟䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹
䠏䛴䛾᪉㔪䛸㐃ື䛩䜛䛣䛸䛿䜟䛛䜛䛜䚸㧗ᰯഃ䛷䛿䚸≉Ⰽ䛵䛟䜚䛾ල
⌧䛷䛒䜛ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ䞉ᐇ䛸㔜䛺䜚䚸ᰯෆ䛷༑ศ䛺㆟ㄽ䜢䛩䜛
㛫䛜☜ಖ䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛䚹
᮶ᖺᗘᐇ᪉ἲබ⾲䛷䛒䜛䛜䚸㧗ᰯഃ䛿ᚋᮇ㑅ᢤ䛾㻮ᇶ‽䛷䛿ホ
౯䛻⏝䛔䜛ᩍ⛉䜔ᩍ⛉Ⅼᩘ䛾ẚ⋡䛾Ỵᐃ䛷䛝䜛䛛ၥ䛜䛒䜛䚹

ྛᰯ䛾ᐇ᪉ἲ䠄䠅ཬ䜃๓ᮇ㑅ᢤ䛾ၥ㢟
䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻞㻜㻞㻜ᖺᗘ୰䛻බ⾲䛩䜛ணᐃ䛷
䛩䚹

ྛᰯ䛾䠏䛴䛾᪉㔪䛸㑅ᢤ᪉ἲ䛾㐃ື䜢ᅗ䜚䛺
䛜䜙䚸ィ⏬ⓗ䛻ᰯෆ㆟ㄽ䜢㐍䜑䛶䛔䛯䛰䛝䛯
䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹

䕻᳨ウ䛾᪉ἲ䚸㐍䜑᪉
ពぢ䛾ᴫせ

┴ᩍ⫱ጤဨ䛾⪃䛘᪉

ᅇ䛾ពぢ䜢䜒䛸䛻䚸┴ᩍጤ䛾ぢゎ䜢♧䛧䛔䛯䛰䛡䜛䛸ᛮ䛖䛜䚸䛷䛝 ධᏛ⪅㑅ᢤไᗘ➼᳨ウጤဨ䛷䛾᳨ウ䜢㋃
䜜䜀䛭䜜䜢㋃䜎䛘䛶䚸䜒䛖୍ᗘᅇ䛾䜘䛖䛺ពぢ䛾㞟⣙䜢䛧䛶䛔䛯䛰 䜎䛘䛶ᙜึ䚸➨ḟ䜢సᡂ䛧䜎䛧䛯䚹ᚋ
㻝 䛟䛸䜘䛔䛸ᛮ䛖䚹
䜒䛤ពぢ䜢䛚⪺䛝䛧䛯ୖ䛷ไᗘ䠄ᡂ䠅䜢ᮏᖺ
୰䛻⟇ᐃ䛩䜛ணᐃ䛷䛩䚹

㻝㻟

