長野県科学技術振興指針
～「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」の実現をめざして～

平成 28 年（2016 年）３月
長野県

≪長野県の科学技術振興に関する基本的な考え方≫
本指針では、当県の科学技術政策の現状を踏まえ、県の科学技術
振興に関する基本的な考え方として、大学・県試験研究機関等にお
いて創出された科学技術を活用※することに重点を置くこととしま
す。
※ 本指針において、「科学技術の活用」とは、科学技術を活用した研究開発や
技術開発に加え、それに付帯する人材の育成・確保や普及啓発、広報等も含
むものとします。

≪指針の総括的めざす姿※の実現に向けた基本的な考え方≫
「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」を
実現するためには、県民や企業、さらには行政などが抱えている様々
な課題（＝地域課題）を解決することが必要となります。従って、
本指針では、指針の総括的めざす姿の実現に向けた基本的な考え方
として、地域課題の解決に重点を置くこととします。
※ 本指針の総括的めざす姿は「『貢献』と『自立』の経済構造への転換」です。
詳細については、
「第２章 １ 指針の総括的めざす姿」
（３頁）を参照して
ください。
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第１章 「第２期長野県科学技術産業振興指針」の見直しにあたって
１ 「第２期長野県科学技術産業振興指針」見直しの趣旨
「長野県科学技術産業振興指針」は、「科学技術基本法」（平成七年十一月十五日法律第百
三十号）に規定されている地方公共団体の責務に基づき、将来の長野県の豊かな県民生活の
実現と産業の創出を図るため、本県の特色を活かした科学技術と産業の振興に資する長期的
な方針を定めることを目的として策定しているものです。
「第２期長野県科学技術産業振興指針」では、基本目標として「世界を常に一歩リードす
る力強い長野県産業を創る科学技術への挑戦」を掲げ、平成 22 年度から平成 31 年度までの
10 年間を計画期間として、これまでに様々な施策を展開してきました。
一方で、指針策定後、国においては「第４期科学技術基本計画」が策定され、課題対応型
に重点化が図られた科学技術政策が推進されてきました。また、平成 28 年度からは「第５期
科学技術基本計画」
（平成 28 年１月 22 日閣議決定）が始まり、国及び国民の安全・安心の確
保と豊かな生活の実現、そして世界の発展に貢献するべく、基本計画が実行される予定です。
さらに、平成 25 年度からは、「第４期科学技術基本計画」と整合性を保ちつつ、科学技術
政策の全体像を含む長期ビジョンと、その実現に向けて実行していく短期の行動プログラム
を併せ持つ、
「科学技術イノベーション総合戦略」が毎年度策定されるなど、日々高まる科学
技術によるイノベーション創出への期待を踏まえ、国の科学技術政策は大きく変化してきて
います。
県においては、少子高齢化の進展、経済のグローバル化や成熟化の進行などの直面する課
題に向き合い、長野県の将来像をめざして確かな一歩を踏み出すため、県政運営の基本とな
る「長野県総合５か年計画（しあわせ信州創造プラン）
」を策定しました。
「
『貢献』と『自立』
の経済構造への転換」などを政策推進の基本方針に掲げ、平成 25 年度から平成 29 年度まで
の５年間を計画期間として、県づくりの課題や方向性を県民と共有しながら、必要な施策を
着実に推進しているところです。
また、平成 27 年 10 月には、地方創生の総合戦略である「長野県人口定着・確かな暮らし
実現総合戦略」を策定しました。平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間を対象期間とし
て、人口減少への歯止めと人口減少を踏まえた地域社会の維持・活性化に向けた施策を実施
し、
「長野県総合５か年計画（しあわせ信州創造プラン）」を深化・展開しているところです。
本指針の計画期間も半分を経過しました。その間の情報通信技術の急速な発展やグローバ
ル化の進展により、科学技術の進歩も大幅に加速しています。また、前述のように国の科学
技術政策や当県の県政運営の方針、当県が直面する様々な課題等も大きく変化しています。
これらの状況変化に的確に対応するとともに、各分野（＝環境保全、保健衛生、工業技術、
農業、水産業、林業）の県試験研究機関等の連携強化を図るための仕組みづくりなど、具体
的な施策の展開を指針に位置づけること等により、指針をより実効性のあるものとし、指針
に基づく取組により、さらなる成果を創出するため、この度指針の内容を全面的に見直す※
こととしました。
※ 「指針見直しの方向性（ポイント）
」については、資料（84 頁）を参照してください。
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２ 計画期間
計画期間は、指針見直しから平成 31 年度までとします。

３ 指針の位置づけ
本指針は、「科学技術基本法」（平成七年十一月十五日法律第百三十号）に規定されている
地方公共団体の責務※に基づき策定するものであり、当県の県政運営の基本となる「長野県総
合５か年計画（しあわせ信州創造プラン）
」の実現を、科学技術の面から支えるものと位置づ
けます。
※ 科学技術基本法（平成七年十一月十五日法律第百三十号）抜粋
（地方公共団体の責務）
第四条 地方公共団体は、科学技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域
の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

４ 指針策定の趣旨
本指針は、科学技術を振興することにより、
「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有
する地域産業」を実現し、
「貢献」と「自立」の経済構造への転換※を促進するための取組に
関する方針を示すために策定するものです。
※ 「長野県総合５か年計画（しあわせ信州創造プラン）」では、３つの政策推進の基本方針を掲げており、
その内の１つが「
『貢献』と『自立』の経済構造への転換」です。その他の基本方針は「豊かさが実感で
きる暮らしの実現」と「『人』と『知』の基盤づくり」です。
●長野県総合５か年計画（しあわせ信州創造プラン）抜粋
～信州の強みに立脚した「貢献」と「自立」の経済構造への転換～
長野県の技術力や豊かな自然環境、多様な農林水産物などを活かし、独創的な研究開発や生産技術、
６次産業化、さらには「おもてなし」の向上などによって商品やサービスなどの「質」を追求し、世
界に評価され、貢献できる付加価値の高い産業づくりを進め、力強く安定した経済をめざします。
合わせて、自然エネルギーの活用や水・食料の確保などにより、地域の自立を支えます。

図１ 長野県科学技術振興指針～「質的に豊かな県民生活」と
「市場競争力を有する地域産業」の実現をめざして～（イメージ）
科学技術を活用することによる地域課題を解決する取組
【課題解決の取組】

【地域課題】
防災

課題

県内企業

健康・福祉
環境保全

公設試験
研究機関

大学

製造業

県

サービス産業

農業

市場競争力を
有する地域産業
の実現

（行政・試験研究機関）

解決

林業・林産業

質的に豊かな
県民生活の実現

産業支援
機関

金融機関

解決手法のビジネス化等
○関係機関と連携しながら、
科学技術を活用する取組を推進
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第２章 指針の総括的めざす姿及び各論的めざす姿
１ 指針の総括的めざす姿
指針の総括的めざす姿は、指針に基づく様々な取組により、県として何をめざすのかを示
すものです。
本指針は、当県の県政運営の基本となる「長野県総合５か年計画（しあわせ信州創造プラ
ン）
」の実現を、科学技術の面から支えるものと位置づけていることから、指針の総括的めざ
す姿も同計画の政策推進の基本方針に整合するものとします。
「長野県総合５か年計画（しあわせ信州創造プラン）
」では、３つの政策推進の基本方針を
掲げていますが、本指針では、その内の経済面の基本方針である「
『貢献』と『自立』の経済
構造への転換」を総括的めざす姿とします。

指針の総括的めざす姿
「『貢献』と『自立』の経済構造への転換」
本指針において重点を置く、地域課題の解決を図ることにより、「質的に豊かな県民生活」
を実現することを「貢献」
、また、地域課題の解決手法をビジネス化等につなげることにより、
「市場競争力を有する地域産業」を実現することを「自立」として捉えると、
「質的に豊かな
県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」の両方を実現することが、本指針の総括的め
ざす姿である「
『貢献』と『自立』の経済構造への転換」の実現につながることになります。
このことは、科学技術基本法（平成七年十一月十五日法律第百三十号）の目的※である「我
が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上」にも整合するものであり、また、その実現にも
寄与するものであるといえます。
※ 科学技術基本法（平成七年十一月十五日法律第百三十号）抜粋
（目的）
第一条 この法律は、科学技術（人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。
）の振興に関する施策の基
本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が
国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与
するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。
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２ 指針の各論的めざす姿
指針の各論的めざす姿は、総括的めざす姿の実現に資するものとして、
「防災」、
「健康・福
祉」や「製造業」
、「農業」等分野別に設定するものであり、各分野において、県として何を
めざすのかを示すものです。
各論的めざす姿を設定する分野は、科学技術を振興することにより、
「質的に豊かな県民生
活」と「市場競争力を有する地域産業」の実現につながる分野とし、従前から指針に位置づ
けていた分野に、新たに２分野を追加※して、以下の７分野とします。
①防災、②健康・福祉、③環境保全、④製造業、⑤サービス産業、⑥農業、
⑦林業・林産業
※ 「①防災」、
「⑤サービス産業」を新たに追加しました。

指針の各論的めざす姿一覧
分

野

めざす姿
迅速かつ正確な災害情報の収集・共有・発信を行う仕組みの強化により、

防災

適時的確な避難行動ができる地域社会の実現
インフラ施設の老朽化による事故等が発生しない、安心して暮らせる地
域社会の実現

健康・福祉

全国トップレベルの健康長寿の将来にわたる継承・発展の実現
誰もが住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせる社会の実現
省エネルギー化が進み、自然エネルギー利用が普及した地域社会の実現
資源の消費抑制や有効活用が進み、廃棄物の環境への負荷が低減された
循環型社会の実現

環境保全

良好な水・大気環境が保全された地域社会の実現
生物の多様性が保全された地域社会の実現
気候変動に適応する技術開発により、地球温暖化による被害が抑制され
た地域社会の実現

製造業
サービス産業

先進的な科学技術の活用による市場競争力を有するものづくり産業の
実現
競争力（生産性及び付加価値）の高いサービス産業の実現
高品質な農産物の安定生産と、生産コストの削減による、農業所得向上

農業

の実現
国内外で認められる信州産農畜産物のブランド化の実現
美しい農村景観や豊かな農村環境が維持・創造される農業・農村の実現
高収益・高効率の自立した林業の実現

林業・林産業

きのこや山菜などの特用林産物の振興による地域経済の活性化の実現
木質バイオマスの活用による地域経済の活性化と循環型社会の実現
農林業及び自然環境等に対する野生鳥獣による被害軽減の実現
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第３章 めざす姿実現を促進するための政策的アプローチ
１ 指針の体系・構成
指針の総括的めざす姿や総括的めざす姿のもとに設定する各論的めざす姿（＝「防災」、
「健
康・福祉」や「製造業」
、
「農業」等分野別に設定するものであり、総括的めざす姿の実現に
資するもの）を実現するための道筋を論理的に提示する体系・構成とします。
図２ 指針の体系・構成
指針の総括的めざす姿：
「貢献」と「自立」の経済構造への転換

「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」の実現

指針の各論的めざす姿
分野別のめざす姿

めざす姿を実現するための方向
めざす姿を実現する
上での課題

課題を解決するため
の方向性

施策の展開
具体的な施策

・各論的めざす姿は、
「防災」、
「健康・福祉」や「製造業」
、
「農業」等分野別に設定するものであり、
総括的めざす姿の実現に資するものです。
・各論的めざす姿、めざす姿を実現するための方向、施策の展開については、相互に関連づけるもの
（＝論理的な道筋）とします。

２ 指針の各論的めざす姿を実現するための政策的アプローチ
指針の各論的めざす姿を実現するための政策的アプローチは分野別に異なることから、以
下のとおり二通りに整理し、指針の体系・構成に位置づけます。
【指針の各論的めざす姿を実現するための政策的アプローチ】
政策的アプローチ①：地域課題の解決からのアプローチ
科学技術を活用し、地域課題を解決することによって、県民の福祉の向上を図
る（＝「貢献」）とともに、県内経済社会の発展につなげ（＝「自立」）、経済
構造の転換実現を促進する。
⇒該当分野：防災、健康・福祉、環境保全
政策的アプローチ②：県内産業の振興からのアプローチ
科学技術を活用し、県内産業の振興を図ることによって、県内経済社会の発展
（＝「自立」）と県民の福祉の向上につなげ（＝「貢献」）、経済構造の転換実
現を促進する。
⇒該当分野：製造業、サービス産業、農業、林業・林産業
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図３ 指針の体系・構成（イメージ）
指針の総括的めざす姿： 「貢献」と「自立」の経済構造への転換
「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」の実現
指針の各論的めざす姿

めざす姿を実現するための方向

施策の展開

政策的アプローチ①【地域課題の解決からのアプローチ】
【防災分野のめざす姿】

【健康・福祉分野のめざす姿】

【環境保全分野のめざす姿】

【めざす姿を実現する上での課題】

【めざす姿を実現する上での課題】

【めざす姿を実現する上での課題】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

【課題を解決するための方向性】

【具体的な施策】

政策的アプローチ②【県内産業の振興からのアプローチ】

【製造業分野のめざす姿】

【 サービス産業分野のめざす姿】

【農業分野のめざす姿】

【林業・林産業分野のめざす姿】

【めざす姿を実現する上での課題】

【めざす姿を実現する上での課題】

【めざす姿を実現する上での課題】

【めざす姿を実現する上での課題】

３ 施策の展開
本指針では、地域課題の解決に重点を置くこととしており、指針中にはめざす姿を実現す
る上での課題や課題の解決に資する施策の展開などを提示しています。提示している施策の
展開には、その実施により直ちに課題の解決につながるものばかりではなく、解決方法等に
ついて調査・検討を実施するなど、今後課題の解決に挑戦していくもの（今後展開の可能性
（＝可否）を調査・検討するもの）も含まれています。また、施策を展開するにあたっては、
課題の解決手法をビジネス化する企業や科学技術を創出する大学、産業支援機関等関係機関
の協力を得ることも必要となります。

４ 県関係部局名の明記
県民や企業などにとって、より分かりやすい指針とするため、提示する施策の展開の部分
に、めざす姿の実現を使命とする部局や施策を展開する上で主導する役割を担う部局等関係
する県関係部局名を明記します。
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５ 指針の各論的めざす姿を実現するための具体的取組
次頁以降、指針の各論的めざす姿を実現するための具体的な取組（＝各論的めざす姿、め
ざす姿を実現する上での課題、課題を解決するための方向性、施策の展開）について、政策
的アプローチ別にフロー図により提示します。
各論的めざす姿を実現するための具体的取組の掲載頁
分

野

めざす姿
迅速かつ正確な災害情報の収集・共有・発信を行う仕組みの

防災

強化により、適時的確な避難行動ができる地域社会の実現
インフラ施設の老朽化による事故等が発生しない、安心して
暮らせる地域社会の実現
全国トップレベルの健康長寿の将来にわたる継承・発展の実

健康・福祉

現
誰もが住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせる社会
の実現
省エネルギー化が進み、自然エネルギー利用が普及した地域
社会の実現
資源の消費抑制や有効活用が進み、廃棄物の環境への負荷が

環境保全

低減された循環型社会の実現

16 頁
20 頁
22 頁

28 頁

先進的な科学技術の活用による市場競争力を有するものづ
くり産業の実現
競争力（生産性及び付加価値）の高いサービス産業の実現
業所得向上の実現
国内外で認められる信州産農畜産物のブランド化の実現
美しい農村景観や豊かな農村環境が維持・創造される農業・
農村の実現
高収益・高効率の自立した林業の実現
きのこや山菜などの特用林産物の振興による地域経済の活
性化の実現

林業・林産業

12 頁

生物の多様性が保全された地域社会の実現

高品質な農産物の安定生産と、生産コストの削減による、農
農業

10 頁

26 頁

が抑制された地域社会の実現

サービス産業

８頁

良好な水・大気環境が保全された地域社会の実現
気候変動に適応する技術開発により、地球温暖化による被害

製造業

頁

木質バイオマスの活用による地域経済の活性化と循環型社
会の実現
農林業及び自然環境等に対する野生鳥獣による被害軽減の
実現
-7-

30 頁
32 頁
40 頁
46 頁
48 頁
52 頁
54 頁
62 頁
64 頁
68 頁
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ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ

ࣛࣇࣥەタࡢ⪁ᮙࡼࡿ
ᨾ➼ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠊᏳᚰࡋ࡚ᬽ
ࡽࡏࡿᆅᇦ♫ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
┴ෆ࠶ࡿ㐨㊰ࠊἙᕝ➼ࡢ
ࣥࣇࣛタࡢከࡃࡀᖺ
ࡽᖺ௦ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᘓタࡽᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋ
࡚࠸ࡿタࡶከࡃࠊタࡢ⪁ᮙ
ࡀࡇࢀࡲ࡛௨ୖᛴ㏿㐍⾜
ࡍࡿࡇࡀணࡉࢀࠊ㏿ࡸ࡞
ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࣥࣇࣛタࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢ⏕
άḞࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ኚ㔜
せ࡞タ࡛࠶ࡾࠊ⪁ᮙࡀ㐍ࡴ
ࠊᏳࠊᏳᚰࡋ࡚⏝ࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋ
࠶ࡿタࢆຠ⋡ⓗࠊຠᯝⓗࠊ
㐺ษ⥔ᣢ⟶⌮ࡋࠊᏳࠊᏳ
ᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿᆅᇦ♫ࡢᐇ⌧
ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
ᚋࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ௨㝆ᩚഛࡉࢀ
ࡓࣥࣇࣛタࡢ⪁ᮙࡀᛴ㏿㐍ࡴࡇ
ࡀணࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᑐ⟇ࢆᐇࡍ
ࡿࡓࡵࠊᑐ㇟タࡢⅬ᳨ཬࡧホ౯ࢆࠊ
㏿ࡸࠊࡘࠊຠ⋡ⓗᐇࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ەタⅬ᳨ሗࢆඹ᭷࣭ά⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ࣥࣇࣛタࡢ⪁ᮙᑐ⟇࠶ࡓࡗ࡚
ࡣࠊ⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧタࡢ᭦᪂ࢆィ⏬ⓗ
ᐇࡋࠊࢺ࣮ࢱࣝࢥࢫࢺࡢ⦰ῶࡸᖹ‽
ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
タⅬ᳨⤖ᯝࡢሗࢆタ⟶⌮⪅ᡤ⟶
ㄢ㛫࡛ඹ᭷ࡋࠊຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ەᮦᩱࡢ⪏ஂᛶྥୖࡼࡿᶵ⬟ࡢ㛗ᮇ☜ಖ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ࣥࣇࣛタࡀᣢࡘᮏ᮶ࡢᶵ⬟ࢆ⥔ᣢ
ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᐃᮇⓗ࡞Ⅼ᳨ࡸ⥔ᣢ⿵ಟ
ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋタࡢຎࡸ⪁ᮙ
ࡀ㐍⾜ࡍࡿࡘࢀࠊ⥔ᣢ⟶⌮せࡍࡿ㈝
⏝ࡀ㛗ᮇⓗ㈇ᢸ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡓࡵࠊ⪏
ஂᛶࡀ࠶ࡾࠊ⤒῭ⓗࡶ᭷࡞ᮦᩱࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸰㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸱ࡢཧ⪃ӑ
ࣥࣇࣛタࡢ⪁ᮙࢆග࡛ィ ࡍࡿ⨨ࡢ◊✲㛤Ⓨ
>㛗㔝ィჾᰴᘧ♫ࠊ࣑࣐࢟㟁Ꮚ㒊ရᰴᘧ♫@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㛗㔝ィჾᰴᘧ♫ཬࡧ࣑࣐࢟㟁Ꮚ㒊ရᰴᘧ♫ࡀࠊᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛ⧄⥔Ꮫ
㒊ࡸ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㐃ᦠࡋࠊᶫࡸࢲ࣒➼ࡢࣥࣇࣛタࡢࡺࡀࡳࡸഴࡁ
ࢆග࡛ィ ࡍࡿ⨨ࡢᬑཬࢆᅗࡿࡓࡵࠊᚑ᮶ࡼࡾࢥࢫࢺࢆᢚ࠼ࡘࡘࠊ㧗⢭ᗘ࣭㧗ᶵ
⬟ࢆ᭷ࡍࡿ⨨ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᡓ␎ⓗᇶ┙ᢏ⾡㧗ᗘᨭᴗ㸦୰ᑠᴗᗇ㸧ࢆά⏝㸧

㛤Ⓨࡋࡓ ᐃჾ

㸦㡫⥆ࡃ㸧
ࡦࡎࡳィ
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ኚィ

ຍ㏿ᗘィ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

▷ە㛫࡛ṇ☜タⅬ᳨࣭ホ౯ࡀ࡛ࡁࡿ
ᢏ⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿ
ࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᚋ⪁ᮙࡀ㐍ࡴ㐨㊰ࡸἙᕝ➼ࡢࣥ
ࣇࣛᑐࡍࡿⅬ᳨ཬࡧホ౯ࢆ▷㛫࡛ṇ
☜⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿᢏ⾡ཬࡧࢩࢫࢸ࣒
ࡢ㛤Ⓨ༠ຊࡍࡿࡶࠊࡑࡢᢏ⾡ཬ
ࡧࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇
ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᘓタ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸱
ەタⅬ᳨ࡢ┬ຊ࣭㧗ᗘᚲせ࡞ࢭࣥ
ࢧ࣮࣭ࣟ࣎ࢵࢺ➼ࡢά⏝ᢏ⾡ࡢㄪᰝࠊ
ࡑࢀᇶ࡙ࡃ᪂つά⏝ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸰㸧͐ࠊ㡫

ەタⅬ᳨ሗࢆඹ᭷࣭ά⏝ࡍࡿᢏ⾡࣭ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⥔ᣢ⟶⌮ࠊタ᭦᪂ࡢࢺ࣮ࢱࣝࢥࢫࢺ
ࡢ⦰ῶཬࡧᖹ‽ࡢࡓࡵࠊタⅬ᳨ሗ
ࢆඹ᭷ࡋࠊά⏝ࡍࡿᢏ⾡ཬࡧࢩࢫࢸ࣒ࡢ
㛤Ⓨ༠ຊࡍࡿࡶࠊࡑࡢᢏ⾡ཬࡧ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆ
ᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᘓタ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸲
ەタⅬ᳨ሗࢆඹ᭷࣭ά⏝ࡍࡿ᭱᪂ࡢᢏ
⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝࠊ㛗㔝┴㐺⏝ࡍࡿ
ሙྜࡢㄢ㢟ࡢᢳฟࠊࡑࡢゎỴ᪉⟇ࡢ◊✲
➼ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭
ᩚഛ

୍ەᒙࡢ⪏ஂᛶྥୖࣛࣇࢧࢡࣝࢥࢫ
ࢺపῶࢆࡵࡊࡋࡓ᪂ᮦᩱࢆฟࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⌧ᅾ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮦᩱࡼࡾࠊ୍ᒙ⪏
ஂᛶඃࢀࠊ⤒῭ⓗࡶ᭷࡞ᮦᩱࡢ㛤
Ⓨ༠ຊࡍࡿࡶࠊタࡢ᭦᪂➼
࠶ࡓࡾࠊᙜヱᮦᩱࡢ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿ⟇
ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᘓタ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸳
ࣛࣇࣥەタ࠾ࡅࡿ㛗ᑑ㸦⪏ஂᛶ
ྥୖ➼㸧㈨ࡍࡿᮦᩱࡢ㛤Ⓨ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸰㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸱ࡢཧ⪃ӑ
㸦㡫ࡽ⥆ࡃ㸧
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ࣃࢯࢥࣥ࡞ࡢᖏタഛࡀ࡞ࡃ࡚ࡶ⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊタ⨨ࡸタᐃࡀ⡆༢࡛ࠊ⪏⎔
ቃᛶඃࢀ࡚࠸ࡿ࡞ࠊ⌧ሙ࡛⏝ࡍࡿ⨨ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡸᛶ⬟ࢆഛ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᖹᡂᖺᗘࡽⓎࢆ㛤ጞࡋࠊຍ㏿ᗘィࠊኚィ࡞ࡢࢭࣥࢧ࣮〇ရ⩌ࢆྲྀࡾᥞ࠼࡚ࠊࣥ
ࣇࣛᵓ㐀≀➼ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡢศ㔝࡛㈉⊩࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ィ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᒎ㛤ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ

ᶫᱱ

ࢲ࣒
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳձ

ᗣ࣭⚟♴ศ㔝
ղ ᗣ࣭⚟♴ศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᗣ࣭⚟♴ศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ەᅜࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᗣ㛗ᑑࡢ
ᑗ᮶ࢃࡓࡿ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㛗㔝┴ࡣࠊᖹᆒᑑࡀ⏨ዪ
ࡶᅜ㸯㸦ᖹᡂᖺ㸧ᅜ
᭷ᩘࡢ㛗ᑑ┴࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᚋ
ᮇ㧗㱋⪅་⒪㈝ࡶపࡃࠊᖺ㱋ㄪ
ᩚṚஸ⋡ࡣ⏨ዪࡶᅜ᭱ప
㸦ᖹᡂᖺ㸧ᅜࢺࢵࣉࣞ࣋
ࣝࡢ㛗ᑑࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢᅜࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᗣ
㛗ᑑࡢᑗ᮶ࢃࡓࡿ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎ
ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

⏕ەά⩦័ࡢண㜵ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ

࠙⌧≧ࠚ
ᡂே⏨ᛶࡢ⣙㸲ࠊዪᛶࡢ⣙㸱ࡀ㧗
⾑ᅽ࡛࠶ࡿࡇࡸࠊ⏨ᛶࡢ⣙㸲ࡀ࣓ࢱ
࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟヱᙜ⪅࣭ணഛ⩌࡛
࠶ࡿࡇࡽࠊࡉࡽ࡞ࡿᗣ㛗ᑑࡢࡓࡵࠊ
ࡇࢀࡽࡢ⏕ά⩦័ࡢண㜵ࡀㄢ㢟࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸱㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸵ࠊ㸶ࡢཧ⪃ӑ
άື㔞ィࢆά⏝ࡋࡓఫẸࡢᗣ࡙ࡃࡾࡢࠕぢ࠼ࡿࠖࡢྲྀ⤌>㥖ࣨ᰿ᕷ@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ࣔࢽࢱ࣮࡞ࡗࡓᕷẸࡣࠕ↓⥺㏻ಙάື㔞ィࠖࢆᦠᖏࡋ࡚ࠊṌᩘࡸ㌟యάືࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆグ㘓ࡋࠊᕷෆタ⨨ࡉࢀࡓࠕࡇࡲࡀࡡᗣࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ㸦་⒪ᶵ㛵ࠊ
ࢫ࣮ࣃ࣮➼㸧ࡢㄞࡳྲྀࡾᶵࡢ⏬㠃࡛ࡑࢀࡒࢀࡢάື≧ἣࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ົᒁ㸦ᕷᆅᇦಖㄢ㸧࡛ࡣࠊㄞࡳྲྀࡾᶵࡽ㏦ಙࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ㞟ィࡋࠊࣔࢽ
ࢱ࣮㏻▱ࡍࡿࡶࠊࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋ࡚ᕷẸࡢᗣ࡙ࡃࡾࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌࣓࣮ࢪ

↓⥺㏻ಙάື㔞ィ 㸿㹋㹌
࣭ᰴᘧ♫ࢥ࣮ࢬ〇స
࣭୰ᙉᗘ㸦Ṍ⾜௨ୖ㸧ࡢάື㛫ࡀィ ྍ⬟
࣭↓⥺㏻ಙᶵ⬟࡛ࢹ࣮ࢱࡢㄞࡳྲྀࡾࡀྍ⬟
࣭㏻ಙ⏝ࣉ࡛ࣜάືࢹ࣮ࢱࢆぢ࠼ࡿ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᖺᗘྲྀ⤌ࢆ㛤ጞࡋࠊᚋᡂᯝ➼ࡘ࠸᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌㸦ᮏྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠊ㛗㔝┴ࡢᚋࡢྲྀ⤌㸧ࠚ
㥖ࣨ᰿ᕷ࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊᑟධࣉࣟࢭࢫࡸຠᯝࡘ࠸࡚ሗⓎಙࡍ
ࡿࡶࠊ㛗㔝┴ḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟࠾ࡅࡿྲྀ⤌࡞ࡶ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ
ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲ࡸᅋయࡢᬑཬࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
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ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙ᗣ⚟♴㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸴
ەᕷ⏫ᮧࡸಖ࣭་⒪㛵ಀᅋయຍ࠼ࠊ⏘
ᴗศ㔝ࡶཧຍࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏
ࡼࡿᐇࣉࣛࣥࡢᒎ㛤
Ѝᗣ㓄៖ࡋࡓ㣗⎔ቃᩚഛࠊᆅᇦࡸ
ᴗ࠾ࡅࡿయࢆືࡍྲྀ⤌➼ࢆಁ㐍

⏕ەά⩦័ࡢண㜵ࡢࡓࡵಙᕞ㸿㹁㹃
㸦࢚࣮ࢫ㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⏕ά⩦័ࡢㄢ㢟ࡉࢀࡿ㧗⾑ᅽࡸ࣓
ࢱ࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࠊ
ᴗ࠾ࡅࡿᚑᴗဨࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢᗣ࡙
ࡃࡾࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⏕⏘ᛶࡸᴗ౯್ࡢྥୖ
ྲྀࡾ⤌ࡴࠕᗣ⤒Ⴀࠖࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡞ࠊ
⏘ᴗປാ㒊㛛㐃ᦠࡋ࡚ಙᕞ㸿㹁㹃
㸦࢚࣮ࢫ㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࢶ࣮ࣝ㸦ࢯࣇࢺ࣭ࣁ࣮ࢻ㸧ࡢ◊
✲㛤Ⓨࡸ㣗ရࡢᡂศ◊✲࡞ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡
ࢆά⏝ࡋࠊಙᕞ㸿㹁㹃㸦࢚࣮ࢫ㸧ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋ
ࡲࡍࠋ

㹙ᗣ⚟♴㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸵
ەಙᕞ㸿㹁㹃㸦࢚࣮ࢫ㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᬑ
ཬ࣭Ⓨಙ
࣭ᴗ࡞ࡢ㸿㹁㹃ࢿࢵࢺࡢຍධಁ㐍
ຍධᅋయ㐃ᦠࡋࡓࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ
࡞ࡼࡿᬑཬ
࣭㸿㹁㹃ᑓ⏝ࢧࢺࡸࣇ࢙ࢫࣈࢵࢡ➼
ࢆά⏝ࡋࡓᗣ࡙ࡃࡾሗࡢⓎಙ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸱㸧͐㡫

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸶
ەಙᕞ㸿㹁㹃㸦࢚࣮ࢫ㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᬑ
ཬ㸦┴Ẹࡢྲྀ⤌ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡞㸧
㈨ࡍࡿࠊ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮➼
ࡼࡿࢶ࣮ࣝ㸦ࢯࣇࢺ࣭ࣁ࣮ࢻ㸧ࡢ◊✲㛤
Ⓨ
࣭ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ$FWLRQ࡛ࡁࠊࡑࡢຠᯝࢆ
ᐇឤ࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸱㸧͐㡫
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸲㸧͐㡫

㹙ᗣ⚟♴㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸷
⏕ەά⩦័ࡢண㜵㈨ࡍࡿ㣗ရࡢ᭷ຠᡂ
ศࡢ≉ᐃࡸࡑࡢᡂศࢆቑࡸࡍᢏ⾡࡞ࡢ
◊✲㛤Ⓨ
㹙ᗣ⚟♴㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㣗ሷῧຍ㣗ရࡢῶሷࡋࡓ㝿ࡢရ㉁ಖᣢᢏ
⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳձ

ᗣ࣭⚟♴ศ㔝
ղ ᗣ࣭⚟♴ศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᗣ࣭⚟♴ศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ەᅜࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᗣ㛗ᑑࡢ
ᑗ᮶ࢃࡓࡿ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㛗㔝┴ࡣࠊᖹᆒᑑࡀ⏨ዪ
ࡶᅜ㸯㸦ᖹᡂᖺ㸧ᅜ
᭷ᩘࡢ㛗ᑑ┴࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊᚋ
ᮇ㧗㱋⪅་⒪㈝ࡶపࡃࠊᖺ㱋ㄪ
ᩚṚஸ⋡ࡣ⏨ዪࡶᅜ᭱ప
㸦ᖹᡂᖺ㸧ᅜࢺࢵࣉࣞ࣋
ࣝࡢ㛗ᑑࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢᅜࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢᗣ
㛗ᑑࡢᑗ᮶ࢃࡓࡿ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎ
ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

⏕ەά⩦័ࡢண㜵ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᡂே⏨ᛶࡢ⣙㸲ࠊዪᛶࡢ⣙㸱ࡀ㧗
⾑ᅽ࡛࠶ࡿࡇࡸࠊ⏨ᛶࡢ⣙㸲ࡀ࣓ࢱ
࣎ࣜࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟヱᙜ⪅࣭ணഛ⩌࡛
࠶ࡿࡇࡽࠊࡉࡽ࡞ࡿᗣ㛗ᑑࡢࡓࡵࠊ
ࡇࢀࡽࡢ⏕ά⩦័ࡢண㜵ࡀㄢ㢟࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧

㸦ᥖ㸧
ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸲㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ㸶ࠊࡢཧ⪃ӑ
ࠕṌ⾜デࠖࡼࡿ᪂ࡓ࡞ࣅࢪࢿࢫࡢྲྀ⤌
㹼యᖿ㸰ⅬṌ⾜ືᦂィࡼࡿ㐠ືຠᯝࡢ᳨ド㹼
>ࢨ࣭࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ㸦ົᒁ㸸బஂᖹ୰ᑠᴗ⯆༠㸧@

࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᗣᑑࢆᘏఙࡍࡿࡓࡵࠊࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓṌ⾜ゎᯒᶵჾࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ࠕṌ⾜デࠖࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊᐷࡓࡁࡾࢮࣟࢆࡵࡊࡍྲྀ⤌࡛ࡍࠋ
ࣂࣛࣥࢫࡢᔂࢀࡓṌ⾜ࡣࠊ⭸ࡸ⭜࡞㈇ᢸࢆࡅࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕṌ⾜ࡢ
㉁ࠖ╔┠ࡋࡓṌࡁ᪉ࡢᨵၿࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊబஂᕷෆࡢࢭࣥࢧ࣮࣓࣮࣮࢝ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ〇ရ㸦యᖿ㸰ⅬṌ⾜ືᦂィ㸧ࢆ
⏝࠸ࠊబஂ⥲ྜ㝔ࡢ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢᣦᑟࡢࡶࠊబஂᆅᇦࡢᴗ➼࡛Ṍ⾜デࡼ
ࡿᗣ࡙ࡃࡾ㐠ືࡢຠᯝ᳨ドࢆᐇࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦ᖹᡂᖺᗘᥦᆺ࣭◊✲㛤Ⓨᆺᆅᇦ⏘ᴗ⫱ᡂᴗ⿵ຓ㔠㸦㛗㔝┴㸧ࢆά⏝㸧

యᖿ㸰ⅬṌ⾜ືᦂィ

ᴗ㸦బஂᕷ㸧ࡢ♫ဨࢆ
ᑐ㇟ࡋࡓṌ⾜デ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ࠕṌ⾜デ࡛ࠖࡣࠊከࡃࡢయ㦂⪅⌮Ꮫ⒪ἲኈࡢᣦᑟࡼࡿࠕṌ⾜ࡢ㉁ࠖࡢኚ
ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡶࠊࠕᶵࡀ࠶ࢀࡤᚋࡶṌ⾜デࢆཷࡅࡓ࠸ࠖࡢᕼ
ᮃࡶከࡃ࠶ࡾࠊࠕṌ⾜デࠖࡀᗣ࡙ࡃࡾ㐠ືࡢࡁࡗࡅࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇࡀ
᳨ド࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
బஂᆅᇦࡽጞࡲࡗࡓࠕṌ⾜デࠖࢆࠊಙᕞ㸿㹁㹃㸦࢚࣮ࢫ㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྲྀ
⤌ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ┴ᬑཬࡉࡏࡿࡓࡵࠊ㛵ಀᶵ㛵➼㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊࠕṌ⾜
デࠖࡢࣅࢪࢿࢫྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ணᐃ࡛ࡍࠋ
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ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

⛉ەᏛᢏ⾡ࢆάࡋࠊᅜࢺࢵࣉࣞ࣋ࣝࡢ
ᗣ㛗ᑑࡢᑗ᮶ࢃࡓࡿ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎ㈨
ࡍࡿ᪂ࡓ࡞᪉⟇ࢆฟ࣭ᥦ౪ࡍࡿࡇ

㹙ᗣ⚟♴㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㛗㔝┴ḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟ࡼ
ࡾࠊ┴ෆ࡛ᵓ⠏ࡀ㐍ࡴࠕࣜࣅࣥࢢࣛ࣎ࠖ
➼ࢆά⏝ࡋࡓࠊᗣ㛗ᑑࢆࡵࡊࡍ⛉Ꮫⓗ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⏬࣭ᐇࢆㄪᰝ᳨࣭
ウ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴ෆ࡛ᵓ⠏ࡀ㐍ࡴࠕࣜࣅࣥࢢࣛ࣎ࠖ
✚࣭ඹ᭷ࡉࢀࡿᗣ㛵㐃ሗࢹ࣮ࢱ
ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡞ࡼࡾࠊᗣ㛗ᑑ
ࡢᑗ᮶ࢃࡓࡿ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࢆࡵࡊࡍ⟇
ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸳㸧͐㡫

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸳㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࡢཧ⪃ӑ
ᕷẸࡢඹࡼࡿᗣ⏘ᴗฟࢆࡵࡊࡋࡓࠕᯇᮏ࣊ࣝࢫ࣭ࣛ࣎ࠖࡢྲྀ⤌
>ᯇᮏ࣊ࣝࢫ࣭ࣛ࣎@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᯇᮏᕷ࡛ࡣࠊᕷẸࡢᗣ࡙ࡃࡾᗣ⏘ᴗࡢฟࢆྠᐇ⌧ࡍࡿྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺ㸷
᭶ࠕᯇᮏ࣊ࣝࢫ࣭ࣛ࣎ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡲࡋࡓࠋ
ࠕᯇᮏ࣊ࣝࢫ࣭ࣛ࣎ࠖࡢဨ࡛࠶ࡿᕷẸࠊᗣࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ㐠ືࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞ࡢᗣ࡙ࡃ
ࡾࡢᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࠊဨ༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᗣ࣭་⒪࣭ㆤ㛵㐃⏘ᴗࡢฟࢆ
ࡵࡊࡍᴗᑐࡋ࡚ࠊ⏬㛤Ⓨࡸヨసရࡢຓゝࠊࡉࡽࡣࣔࢽࢱ࣮࡞ࡗ࡚࠸ᡭࡸຠᯝ
࡞ࢆࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊ⏘ᴗฟࢆᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᖹᡂᖺᗘᗣᑑᘏఙ⏘ᴗฟ᥎㐍ᴗ㸦⤒῭⏘ᴗ┬㸧ࢆά⏝㸧

ࣟࢦ࣐࣮ࢡ

ᐇ㝿ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆయ㦂ࡋࠊࡑࡢయ㦂ࢆඖ
ពぢࢆ⾜࠸ࠊၟရ࡙ࡃࡾᫎ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᾘ㈝⪅࡛࠶ࡿᕷẸࡀၟရࡢ⏬㛤Ⓨ༠ຊࡍࡿࡇ࡛ࠊᕷሙࢽ࣮ࢬࢆᫎࡋࡓ〇ရ࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆ㎿㏿ၟရ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ┴ෆእࡢᴗࡽࠕᯇᮏ࣊ࣝࢫ࣭ࣛ࣎ࠖࡢά⏝ࡢ⏦ࡋ
ฟࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌㸦ᮏྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠊ㛗㔝┴ࡢᚋࡢྲྀ⤌㸧ࠚ
ࠕࣜࣅࣥࢢࣛ࣎ࠖࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࠕᯇᮏ࣊ࣝࢫ࣭ࣛ࣎ࠖࡢྲྀ⤌ࢆཧ⪃ࡍࡿࡶࠊ㐃ᦠ
ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ㛗㔝┴ḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟ࡼࡾࠊᗣ㛗ᑑࢆࡵࡊࡍ⛉Ꮫⓗࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢ⏬࣭ᐇࢆㄪᰝ᳨࣭ウࡋࡲࡍࠋ
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ᗣ࣭⚟♴ศ㔝
ղ ᗣ࣭⚟♴ศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᗣ࣭⚟♴ศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ە㧗㱋ࡢ㐍ᒎక࠸せᨭ࣭せㆤ⪅ࡀ
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ەㄡࡶࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛࠸ࡁ࠸
ࡁᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿ♫ࡢᐇ
⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㧗㱋⪅࣭㞀ࡀ࠸⪅࡞ࢆᆅᇦ
♫య࡛ᨭ࠼ࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏
ࡋࠊㄡࡶࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛࠸
ࡁ࠸ࡁᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿ♫
ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
㛗 㔝 ┴ ࡢ 㧗 㱋  ⋡ ࡣ ࠊ ᖹ ᡂ  ᖺ 
㸣㸦ᅜ㸣㸧㐩ࡋࠊேཱྀࡢ㸲
ே㸯ேࡀ㧗㱋⪅࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸ࢃ
ࡺࡿᅋሢࡢୡ௦ࡀṓ௨ୖ࡞ࡾࠊࡉࡽ
࡞ࡿ㧗㱋ࡢ㐍ᒎࡀண ࡉࢀࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ᚲせ࡞ㆤ࣭
⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᆅ
ᇦໟᣓࢣయไࡢᩚഛࡸ⚟♴ேᮦࡢ☜ಖ
ࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸴㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࡢཧ⪃ӑ
ᅜ㝿➇தຊࢆഛ࠼ࡓ་⒪ᶵჾ㹍㹂㹋ྲྀࡾ⤌ࡴ
୰ᑠࡶࡢ࡙ࡃࡾᴗ㐃ᦠࢢ࣮ࣝࣉࠕ㹑㹃㹑㹑㸿㸦ࢭࢵࢧ㸧ࠖ
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㹑㹃㹑㹑㸿ࡣࠊᅜ㝿➇தຊࡢ㧗࠸་⒪ᶵჾ㹍㹂㹋㸦㛤Ⓨ࣭㔞⏘ཷク㸧ࣅࢪࢿࢫࡢ
☜❧ࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᖹᡂᖺ⤖ᡂࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
㉸⢭ᐦຍᕤ࣓࣮࣮࢝ࡢୡ⏺ⓗ࡞㞟✚ᆅࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿㄶゼᆅᇦࢆᣐⅬࡋ࡚ࠊ⤒㦂
㇏࡞་⒪ᶵჾ࢚ࣥࢪࢽࡢཧຍࡢࡶࠊୡ⏺ⓗඃࢀࡓ᪥ᮏⓎࡢ㧗ᶵ⬟ᮦᩱࢆ
ࡗ࡚ࠊ㧗࠸་Ꮫⓗຠᯝࢆഛ࠼ࡓ་⒪ᶵჾࢆ㛤Ⓨ࣭㔞⏘ࡋࠊ་⒪ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࢆ㏻
ࡋ࡚ୡ⏺ᕷሙᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ
㸺⌧ᅾࡢཧ⏬ᴗ㸼
࣭ඹᰤ㟁ᕤᰴᘧ♫
࣭ᰴᘧ♫ඹ㐍
࣭ᰴᘧ♫ࢼࣀ࣭ࢢࣞࣥࢬ
࣭ᰴᘧ♫ᯇ୍
ୡ⏺᭱⣽⣭ෆど㙾⏝㖀Ꮚ
࣭ᰴᘧ♫࣑ࢡࣟⓎᲄ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
୰ᑠࡶࡢ࡙ࡃࡾᴗࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊ་⒪ᶵჾࡢᡓ␎❧ࡽ◊✲㛤Ⓨࠊ㔞⏘ࠊရ
㉁ಖドࠊἲᑐᛂࡲ࡛ࠊࡉࡽࡣᮦᩱ〇㐀ࡽ㒊ရຍᕤࠊ㒊⤌ࠊ⤌❧ࡲ࡛ࡢ୍㈏ᑐᛂ
ࢆྍ⬟ࡋࡓࠊᅜ㝿➇தຊࡢ㧗࠸ࠕ$OOPDGHLQ-$3$1ࠖࡢ་⒪ᶵჾ㹍㹂㹋యไࢆᵓ
⠏ࠋᅜෆእࡢ་⒪ᶵჾ〇㐀ᒎ♧እᚄ㸯PPࡢヨస㖀Ꮚ࡞ࢆฟᒎࡋࠊከࡃࡢ་⒪
ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡽὀ┠ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑡ㔞࡞ࡀࡽ୍㒊ࡢ〇ရ࡛ࡣ㔞⏘ධࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
་⒪ᶵჾ࣓࣮࣮࢝ࡽෆど㙾⏝ฎ⨨ලࡸෆど㙾⏝ᡭ⾡ලࢆ୰ᚰࡋࡓ㛤Ⓨ࣭㔞⏘
ཷクࢆཷࡅࠊ〇ရྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ་⒪ᶵჾ㹍㹂㹋ࣅࢪࢿࢫࡢ
ᣑྥࡅࠊඃࢀࡓຍᕤᢏ⾡ࢆᣢࡘࠊࡼࡾከࡃࡢ୰ᑠࡶࡢ࡙ࡃࡾᴗࡢ㐃ᦠᙉ
ࡸࠊ㧗࠸་Ꮫⓗຠᯝࡘ࡞ࡀࡿ་⒪ᶵჾྥࡅࡢᢏ⾡☜❧ྲྀࡾ⤌ࡴணᐃ࡛ࡍࠋ
ࡢ୰ᑠࡶࡢ࡙ࡃࡾᴗࡀ་⒪ᶵჾ⏘ᴗཧධࡍࡿ㝿ࡢཧ⪃࡞ࡿࡼ࠺ࠊ㹑㹃
㹑㹑㸿ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠊᅜつᶍ࡛ሗⓎಙࢆࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
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ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙ᗣ⚟♴㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە་⒪࣭ㆤᚑ⪅ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ㛵ಀ⪅ࠊ
ᨭࢆཷࡅࡿ┴Ẹ➼ࡀᢪ࠼ࡿ⌧ሙㄢ㢟ࡢ
ሗࢆࠊࡑࡢゎỴࢆᅗࡿ〇ရ㛤Ⓨࢆᚿྥ
ࡍࡿᆅᇦᴗᥦ౪ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
ە་⒪࣭ㆤᥦ౪యไࢆᩚഛࡍࡿࡇ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㧗㱋ࡢ㐍⾜ࡸேཱྀᐦᗘࡢపୗ㛵ࢃ
ࡽࡎࠊㄡࡶࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛⮬ศࡽࡋ
ࡃᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡿࡓࡵࡣࠊ་
⒪࣭ㆤேᮦఫẸࡀ㐃ᦠࡋࡓᆅᇦ࡙ࡃ
ࡾࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ་⒪࣭ㆤ࣭⏕άᨭ࡞ࠊ
ᬽࡽࡋࡢᏳᚰࢆ୍యⓗᥦ౪ࡍࡿᆅᇦໟ
ᣓࢣయไࡢᵓ⠏ࡸ⚟♴ேᮦࡢ☜ಖࡢࡓ
ࡵࠊㆤ⌧ሙ࠾ࡅࡿㆤࣟ࣎ࢵࢺࡢᑟ
ධಁ㐍࡞ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ⟇ࢆ
ᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە་⒪࣭ㆤᚑ⪅ࠊᝈ⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢ㈇
ᢸ㍍ῶࡀ࡛ࡁࡿ〇ရ㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸴㸧͐㡫

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەㆤண㜵ࡸ㌟యᶵ⬟ᅇࡢࡓࡵࡢᨭჾ
ලࡢ◊✲㛤Ⓨ
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەㆤࣟ࣎ࢵࢺᑟධࡢ᭷⏝ᛶࡘ࠸࡚ㄆ㆑
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊㆤᴗᡤࢆᑐ㇟ࠊ
ඛ⾜ᑟධᴗᡤࡸ᭱᪂ᶵჾࡢ㛤Ⓨ≧ἣࡢ
⤂ࠊᵝࠎ࡞ࢱࣉࡢㆤࣟ࣎ࢵࢺࡢᒎ
♧➼ࢆᐇ
㹙ᗣ⚟♴㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㧗㱋⪅࣭㞀ࡀ࠸⪅➼ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿᨭ
ჾලࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸵㸧͐㡫
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸶㸧͐㡫

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸵㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࡢཧ⪃ӑ
㧗㱋⪅➼ࡢ⏕άືసࢆᨭࡍࡿࣟ࣎ࢸࢵࢡ࢙࢘FXUDUDp㸦ࢡࣛࣛ㸧ࡢ㛤Ⓨ
>ᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛ@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㊊ࡀ⮬⏤࡛᪥ᖖ⏕ά౽ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ㧗㱋⪅࡞
ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛࡀࠊᒣὒ㟁Ẽᰴ
ᘧ♫ཬࡧᰴᘧ♫ࣁ࣮ࣔࢽࢵࢡ࣭ࢻࣛࣈ࣭ࢩࢫࢸ࣒
ࢬࡢඹྠࡼࡾࠊேࡢືࡁྠㄪࡍࡿࡼ࠺㥑ືࡋࠊே
ࡢ㛵⠇ࡢືࡁࢆ⿵ຓࡍࡿࡇ࡛ࠊṌ⾜ືసࢆࢩࢫࢺࡍ
ࡿࣟ࣎ࢸࢵࢡ࢙࢘FXUDUDp㸦ࢡࣛࣛ㸧ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓࡢ⿵ຓᴗࢆά⏝㸧

ࣟ࣎ࢸࢵࢡ࢙࢘
FXUDUDp㸦ࢡࣛࣛ㸧ࡢ╔≧ἣ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᖹᡂᖺᗘࡽ◊✲㛤Ⓨࢆࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊヨసࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽࠊṌ⾜ࢩࢫࢺᶵ⬟ࡢྥୖࡸ
ᑠᆺࠊ㍍㔞ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᚋࡣࡉࡽᑠᆺࠊ㍍㔞ࢆ㐍ࡵࠊᩘᖺᚋࡣᐇ⏝ࡋࠊ㊊ࡢ⮬⏤࡞㧗㱋⪅࡞ࡀ⮬ศ
࡛Ṍ⾜ࡍࡿࠊ࠸ࡁ࠸ࡁࡋࡓ⏕άࡢᐇ⌧㈉⊩࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᮏ⨨ࡢᬑཬࢆᅗࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳձ

ᗣ࣭⚟♴ศ㔝
ղ ᗣ࣭⚟♴ศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᗣ࣭⚟♴ศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ەㄡࡶࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛࠸ࡁ࠸
ࡁᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿ♫ࡢᐇ
⌧

ە㞀ࡀ࠸⪅ᡭᖒᡤᣢ⪅ࡢቑຍࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ
㧗㱋ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㧗㱋⪅࣭㞀ࡀ࠸⪅࡞ࢆᆅᇦ
♫య࡛ᨭ࠼ࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏
ࡋࠊㄡࡶࡀఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛࠸
ࡁ࠸ࡁᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡏࡿ♫
ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
㛗㔝┴ෆࡢ㞀ࡀ࠸⪅ᡭᖒᡤᣢ⪅ᩘࡣᖹ
ᡂᖺᗘࡲ࡛ࡢᖺ㛫࡛㸣ቑຍࡋࠊ
㞀ࡀ࠸⪅ࡢ㧗㱋ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡀᆅᇦ࡛⮬❧ࡋ࡚⏕ά
ࡍࡿࡓࡵࡢᨭࡸᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡍࡓࡵࡢ
⏕άᇶ┙ࡢ☜ಖࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦ᥖ㸧

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸶㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࡢཧ⪃ӑ
ᤣ࠼⨨ࡁᆺᣑㄞ᭩ჾࡢ㛤Ⓨ>ᰴᘧ♫す⃝㟁ᶵィჾ〇సᡤ@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᰴᘧ♫す⃝㟁ᶵィჾ〇సᡤࡣࠊどぬ
㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿᙅどࡢ᪉ࡀࠊᩥᏐࢆㄞࢇࡔࡾࠊ
᭩ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠊᤣ࠼⨨ࡁᆺࡢᣑㄞ᭩
ჾࢆ㛤Ⓨࡋࠊ㈍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᖹᡂᖺᗘࡶࡢ࡙ࡃࡾ୰ᑠᴗ࣭ᑠつᶍ
ᴗ⪅ヨస㛤Ⓨ➼ᨭຓᡂ㔠㸦୰ᑠᴗᗇ㸧
ࢆά⏝㸧

ᤣ࠼⨨ࡁᆺᣑㄞ᭩ჾ
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᣑㄞ᭩ჾ࡛ࡣึ࡞ࡿ᧯సࢆ⿵ຓࡍࡿ㡢ኌ࢞ࢲࣥࢫᶵ⬟ࡸࠊ᪥ᮏㄒ㸦⦪᭩
ࡁ࣭ᶓ᭩ࡁ㸧ࢆᛌ㐺ㄞࡳ㐍ࡵࡽࢀࡿ⦪ᶓ⊂❧ࣈ࣮ࣞ࢟ࢩࢫࢸ࣒ᶵ⬟࡞ࢆᦚ㍕ࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡾࠊᖹᡂᖺࡣࢢࢵࢻࢹࢨࣥ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡲࡋࡓࠋ

࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᚋࡣࠊᮏᶵჾ㛤Ⓨ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆά⏝ࡋࠊቑຍࡀண ࡉࢀࡿᙅどࡢ᪉ࡢ♫
⏕άࢆᨭ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ〇ရ⩌ࡢᐇࢆᅗࡿࡶࠊ᪥ᮏㄒྠᵝࠊ⦪᭩ࡁ࣭ᶓ
᭩ࡁࡀΰᅾࡍࡿࢪᅪࡢ㈍㊰㛤ᣅࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙ᗣ⚟♴㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە་⒪࣭ㆤᚑ⪅ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ㛵ಀ⪅ࠊ
ᨭࢆཷࡅࡿ┴Ẹ➼ࡀᢪ࠼ࡿ⌧ሙㄢ㢟ࡢ
ሗࢆࠊࡑࡢゎỴࢆᅗࡿ〇ရ㛤Ⓨࢆᚿྥ
ࡍࡿᆅᇦᴗᥦ౪ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
㸦ᥖ㸧

ە㞀ࡀ࠸⪅ࡀ⬟ຊࢆⓎ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾ
ࡸ♫ཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㧗㱋⪅࣭㞀ࡀ࠸⪅➼ࡢ⏕άࢆᨭ࠼ࡿᨭ
ჾලࡢ◊✲㛤Ⓨ㸦ᥖ㸧
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸵㸧͐㡫
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸶㸧͐㡫

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㞀ࡀ࠸ࢆ⌮ゎࡋࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࢆᛂࡍࡿ
♫࡙ࡃࡾࡸ⬟ຊࢆⓎ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃ
ࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࡶࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ♫
ཧຍ㞠⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㞀ࡀ࠸⪅ࡀ
ᑵປࡍࡿࡓࡵࡢᨭჾලࡢ㛤Ⓨ࡞ࠊ⛉
Ꮫᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ♫ཧຍࢆ
ᨭࡍࡿྛ✀⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەㆤࣟ࣎ࢵࢺᑟධࡢ᭷⏝ᛶࡘ࠸࡚ㄆ㆑
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊㆤᴗᡤࢆᑐ㇟ࠊ
ඛ⾜ᑟධᴗᡤࡸ᭱᪂ᶵჾࡢ㛤Ⓨ≧ἣࡢ
⤂ࠊᵝࠎ࡞ࢱࣉࡢㆤࣟ࣎ࢵࢺࡢᒎ
♧➼ࢆᐇ㸦ᥖ㸧

㹙ᗣ⚟♴㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㞀ࡀ࠸⪅ࡀᑵປࡍࡿࡓࡵࡢ㌟యᶵ⬟ࢆ⿵
࠺ᨭჾලࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ
ࡢ◊✲㛤Ⓨ
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㞀ࡀ࠸ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ࡞ࡃ࡚ࡶ⏝࡛ࡁࡿ〇
ရ➼ࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬ
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳձ

⎔ቃಖศ㔝
ճ ⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

࣮ࢠࣝࢿ࢚┬ەࡀ㐍ࡳࠊ⮬↛࢚
ࢿࣝࢠ࣮⏝ࡀᬑཬࡋࡓᆅᇦ♫
ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ࠕఫᏯ➼ኴ㝧ගⓎ㟁ࢆᑟ
ධࠖࠊࠕ❆┴⏘ᮦࡢᮌ〇ࢧࢵ
ࢩ࡞ࢆά⏝ࠖࠊࠕᮌ㉁ࣂ࢜
࣐ࢫ➼ࡢᬮᡣࡢά⏝ࠖ࡞ࠊ
┬࢚ࢿ࣭⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮㓄៖
ࡋࡓఫᏯ➼ࡀᬑཬࡋࡓᬽࡽࡋࡢ
ᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊከࡃࡢᴗ⪅ࡀ┬࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࢆ㐍ࡵࠊ⎔ቃࣅࢪࢿࢫࢆ
┒ࡾୖࡆࡿࡶࠊᆅᇦఫẸ
ࡼࡿᴗయࡀᑠỈຊⓎ㟁➼ࢆ
⾜࠸ࠊࡑࡢ┈ࡀᆅᇦ㑏ඖࡍ
ࡿᆅᇦᑟᆺࡢ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࣅࢪࢿࢫࡢᬑཬᣑࡼࡾࠊ⮬
❧ࡋࡓᆅᇦ♫ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋ
ࡲࡍࠋ

࣮ࢠࣝࢿ࢚┬ۻࡢ᥎㐍
ەᐙᗞ㒊㛛ཬࡧᴗάື㒊㛛࠾ࡅࡿ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ๐ῶࡢࡓࡵࡣࠊࡉࡽ࡞
ࡿᢏ⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ➼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᐙᗞ㒊㛛ཬࡧᴗάື㒊㛛࠾࠸࡚ࠊ
┬࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵ࡍࡿᬑཬၨⓎάືࢆᗈ
ࡃᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡉࡽࠊ┬
࢚ࢿデ᩿➼ࢆᐇࡋ࡚ࠊᐙᗞ࠾࠸࡚ࡣ
ࣛࣇࢫࢱࣝࠊᴗ⪅࠾࠸࡚ࡣᴗ
άືᛂࡌࡓ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮⟇ࢆ╔ᐇ
ᐇ⾜ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᚋࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡿ┬㟁ຊࢽ࣮
ࢬᑐᛂࡋࡓᢏ⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡢ◊✲
㛤Ⓨࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸷㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
࣑ࣝ㗪㐀ᕤ⛬ࡢ┬࢚ࢿࡢ◊✲㛤Ⓨ>᭷㝈♫㔠᳃㍍ྜ㔠@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
᭷㝈♫㔠᳃㍍ྜ㔠ࡣࠊබ┈㈈ᅋἲே㛗㔝┴ࢸࢡࣀ㈈ᅋཬࡧ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥ
ࢱ࣮➼ࡢᨭࢆཷࡅࠊ⮬♫ࡢ࣑ࣝ㗪㐀ᕤ⛬࠾࠸࡚㟁Ẽ௦ࡀࡉࡴ୍ᅉ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠊࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ࡢຠ⋡ⓗ࡞㐠㌿᪉ἲࢆ᳨ウࡋࠊ㟁ຊ⏝㔞ࢆ๐ῶࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࣑ࣝ⁐ゎ⅔ࡢ⇕ຠ⋡ࢆồࡵࠊ㧗ຠ⋡ࡼࡾ㹊㹎㹅⏝㔞ࢆ๐ῶࡋࡲࡋ
ࡓࠋ

࣑ࣝ㗪㐀ᕤ⛬ࡢ┬࢚ࢿࡢ◊✲㛤ⓎࡢᵝᏊ
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
࣑ࣝ㗪㐀ᕤ⛬࡛ࡣࠊ࣑ࣝࢆ⁐ࡍ⅔ࡸࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮࠾࠸࡚ࠊ㟁Ẽ௦ࡀ
ࡉࡴࡇࡀㄢ㢟࡛ࡋࡓࠋ
㸦㡫⥆ࡃ㸧
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ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

ە᭱㟁ຊ㟂せࢆᢚไ㸦ࣆ࣮ࢡ࢝ࢵࢺ➼㸧
ࡍࡿᢏ⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᬑཬ➼ࢆಁ
㐍ࡍࡿࡇ

㹙⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەෆࡢ᭱㟁ຊࡢ๐ῶࡢࡓࡵࠊኟ
┴⊂⮬ࡢᩘ್┠ᶆࢆᥖࡆࡓ┴Ẹ⥲ࡄࡿࡳ
ࡢ⠇㟁࣭┬࢚ࢿ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࡢᐇ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴Ẹᑐࡋ࡚ࠊኟࡑࢀࡒࢀࡢ≉㉁
ᛂࡌࡓ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࡓࡵࡢᬑཬၨⓎ
άືࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ᭱㟁ຊ㟂せಀࡿලయⓗ࡞๐
ῶ┠ᶆࢆᥖࡆࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᡭἲಀࡿ
ሗࢆᗈࡃᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ
㛤ࡋࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊ┬㟁ຊࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓᢏ
⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
ە㧗ຠ⋡࡞ᐙ㟁ࡢ㌿ຠ⋡ⓗ࡞࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەィ⏬ⓗ࡞ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡢಁ㐍ࡢࡓࡵࠊ
୍ᐃつᶍ௨ୖࡢᴗ⪅ࠕᴗάື ᬮ
ᑐ⟇ィ⏬᭩ࠖࡢᥦฟࢆ⩏ົࡅࠊᴗ
⪅ࡢ┬࢚ࢿࡢ᥎㐍
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
࣮ࢠࣝࢿ࢚ە౪⤥⪅࡛࠶ࡿ㟁ຊ♫ࡸ࢞ࢫ
♫࡞ࡢ♫ဨࡢࠕ┬࢚ࢿࢻࣂ
ࢨ࣮ࠖࡢⓏ㘓ࠊ࣓࣮ࢱ࣮Ⅼ᳨࡞ࡢᶵ
ࢆά⏝ࡋࡓᐙᗞࡢ┬࢚ࢿࢻࣂࢫ➼
ࡢᐇ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᐇຠᛶࡢ㧗࠸┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᐃ╔ࢆࡵ
ࡊࡋࠊᑓ㛛ࡢࢻࣂࢨ࣮ࡼࡿࠊ┴Ẹ
ᑐࡍࡿ┬࢚ࢿࢻࣂࢫࡸ┬࢚ࢿデ᩿
ࢆᐇࡍࡿࡶࠊᕷ⏫ᮧ➼༠ാࡋ
ࡓ┬࢚ࢿ㛵ࡍࡿㅮ⩦ࡢ㛤ദ࡞ࡢ
⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
ەᴗ⪅ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮⟶⌮ࡸ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᴗάື⏝ࡢᶵჾࡢຠ⋡ⓗ࡞⏝ࡢᚭ
ᗏ࡞ࠊ㐠⏝㠃࡛┬࢚ࢿࣝࢠ࣮⤖ࡧࡘ
ࡃ╔ᐇ࡞ྲྀ⤌ࢆಁࡍࡶࠊຠ⋡ⓗ࡞
ᶵჾࡢィ⏬ⓗ࡞㌿ࢆಁ㐍ࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᴗ⪅ᑐࡋࠊ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ
ฟᢚไಀࡿィ⏬᭩ࡢసᡂሗ࿌ࢆ⩏
ົࡅࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┬ە㟁ຊࢽ࣮ࢬࡢぢ࠼ࡿ㈨ࡍࡿࠊ┴ᕤ
ᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮➼ࡼࡿᢏ⾡࣭ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸷㸧͐ࠊ㡫

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┬ە㟁ຊࢽ࣮ࢬࡢ㧗࠸ᐙ㟁࣭⏘ᴗᶵჾ➼ࡢ
┬㟁ຊᢏ⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸷㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
㸦㡫ࡽ⥆ࡃ㸧
┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢᅽ⦰✵Ẽ✌ാ≧ἣ ᐃ⨨㸦Ẽయὶ㔞ィࠊࣃ࣮࣡ࢼࣛࢨ㸧ࢆ
ά⏝ࡋࠊ┬࢚ࢿ᭷ຠ࡞ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓ࣭ศᯒࡋࠊࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ࡢ㐠㌿᪉ἲࡢኚ᭦ࡸタഛࢆ
᭦᪂ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㟁ຊ⏝㔞ࢆ᭱⣙㸣๐ῶ࡛ࡁࡿࡇࡀศࡾࡲࡋࡓࠋ
⁐ゎ⅔ࡢ⇕ຠ⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵ┬࢚ࢿᆺࣂ࣮ࢼࢆᑟධࡋࠊ㹊㹎㹅⏝㔞ࢆ⣙㸣๐ῶࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ࡢ㐠㌿ྎᩘ๐ῶࠊࣥࣂ࣮ࢱᶵࡢᑟධࠊ࡚ࡢ⁐ゎ⅔ࡢ┬࢚ࢿᆺࣂ࣮ࢼࡢ
ᑟධ࡞࡛ࠊࡉࡽ࡞ࡿ┬࢚ࢿࢆᅗࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳձ

⎔ቃಖศ㔝
ճ ⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

࣮ࢠࣝࢿ࢚┬ەࡀ㐍ࡳࠊ⮬↛࢚
ࢿࣝࢠ࣮⏝ࡀᬑཬࡋࡓᆅᇦ♫
ࡢᐇ⌧
ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚↛⮬ۻᬑཬᣑ
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ࠕఫᏯ➼ኴ㝧ගⓎ㟁ࢆᑟ
ධࠖࠊࠕ❆┴⏘ᮦࡢᮌ〇ࢧࢵ
ࢩ࡞ࢆά⏝ࠖࠊࠕᮌ㉁ࣂ࢜
࣐ࢫ➼ࡢᬮᡣࡢά⏝ࠖ࡞ࠊ
┬࢚ࢿ࣭⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮㓄៖
ࡋࡓఫᏯ➼ࡀᬑཬࡋࡓᬽࡽࡋࡢ
ᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊከࡃࡢᴗ⪅ࡀ┬࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࢆ㐍ࡵࠊ⎔ቃࣅࢪࢿࢫࢆ
┒ࡾୖࡆࡿࡶࠊᆅᇦఫẸ
ࡼࡿᴗయࡀᑠỈຊⓎ㟁➼ࢆ
⾜࠸ࠊࡑࡢ┈ࡀᆅᇦ㑏ඖࡍ
ࡿᆅᇦᑟᆺࡢ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࣅࢪࢿࢫࡢᬑཬᣑࡼࡾࠊ⮬
❧ࡋࡓᆅᇦ♫ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋ
ࡲࡍࠋ

࣮ࢠࣝࢿ࢚↛⮬ە⏝ࡢᴗ࠾࠸࡚ࠊ
ᴗᵓ⠏ࡢᒎ㛤ᚲせ࡞㈨᱁ࠊᢏ⾡ⓗ࡞
ࢩࢫࢸ࣒࡞㛵ࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࡸᴗ
ྥࡅࡓ㈨㔠ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᬑཬࡍࡿୖ࡛ࠊ᭱
ࡢㄢ㢟ࡣ⤒㦂ࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡛࠶ࡾࠊ⤒㦂ࡀ࡞࠸ᆅᇦᑐࡍࡿ
ሗᥦ౪ࠊேᮦ⫱ᡂ࡞ࡢᨭࡀᚲせ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୍᪉ࠊᴗྥࡅ࡚ࡣከ࡞㈨㔠ࢆ
ᚲせࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ⮬ᕫ㈨㔠ࡸ㔠⼥
ᶵ㛵ࡽࡢ⼥㈨ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀㄢ
㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦ᥖ㸧

ە㈨※ࡢᾘ㈝ᢚไࡸ᭷ຠά⏝ࡀ㐍
ࡳࠊᗫᲠ≀ࡢ⎔ቃࡢ㈇Ⲵࡀప
ῶࡉࢀࡓᚠ⎔ᆺ♫ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㛗㔝┴ࡢ⨾ࡋࡃ㇏࡞⮬↛⎔
ቃࢆᏲࡾࠊḟࡢୡ௦ᘬࡁ⥅࠸
࡛࠸ࡃࡓࡵࠊ㔞⏕⏘࣭㔞ᾘ
㈝࣭㔞ᗫᲠࢆᇶㄪࡋࡓ♫
⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡸࣛࣇࢫࢱࣝ
ࢆぢࡘࡵ┤ࡋࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕ᢚ
ไ࣭ᚠ⎔㈨※ࡢ⏝ࠊ㐺ṇ࡞ฎ
ศࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊኳ↛
㈨※ࡢᾘ㈝ࡀᢚไࡉࢀࠊ⎔ቃ
ࡢ㈇Ⲵࡀ࡛ࡁࡿ㝈ࡾపῶࡉࢀࡿ
♫ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
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ە㸱㹐㸦ࣜࢹ࣮ࣗࢫ࣭࣮ࣜࣘࢫ࣭ࣜࢧࢡ
ࣝ㸧ࡢ┴Ẹ࣭ᴗ⪅ࡢព㆑ࡢྥୖ⾜
ືࡢືᶵࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
୍⯡ᗫᲠ≀ࡢ⥲ฟ㔞ࡣࠊᖹᡂᖺᗘ
ࡽࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㏆ᖺࡣᶓࡤ
࠸ࡢഴྥ࠶ࡾࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢ⥲ฟ㔞
ࡣቑຍഴྥ࠶ࡿࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚↛⮬ەᬑཬᣑࡢࡓࡵࡢᨭ
⟇ࠊඛ㐍ⓗ࡞ྲྀ⤌࡞ࡢ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮
㛵ࡍࡿሗࢆඹ᭷ࡍࡿయไ࣭⤌ࡳࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࡇ

㹙⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
࣮ࢠࣝࢿ࢚↛⮬ەಙᕞࢿࢵࢺ㸦⏘ᏛᐁẸ࡛
⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᬑཬྲྀࡾ⤌ࡴࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ⤌⧊㸧➼ࡢ㐃ᦠ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᬑཬྲྀࡾ⤌ࡴࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ⤌⧊ࢆά⏝ࡋࡓሗࡢᥦ౪ࠊ⤒
㦂ࡢ✚ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡽࡢሗࡢ
ᥦ౪ࠊᑓ㛛ᐙὴ㐵࡞ࡢᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ
࠶ࡗࡓᨭࡢࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

ەᆅᇦ㸦୰ᑠᴗ⪅࣭㹌㹎㹍࣭⾜ᨻ➼㸧ࡀ
ྲྀࡾ⤌ࡴ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ᴗࢆᨭࡍࡿ
ࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࡁࡢ㜵⅏ᣐⅬࡢ⮬
↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᑟධࡢࠊᐮ෭ᆅ࡛࠶
ࡿ┴ෆࡢᬮᡣࡸ⤥⇕ࡢ➼ศ㔝ࡣࠊᆅ
୰⇕ࠊࣂ࣐࢜ࢫ⇕ࠊ Ἠ⇕࡞ࡢ⮬↛
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⇕⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ
⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊከ࡞ᢞ㈨ࡀᚲせ࡞ࡿᑠỈ
ຊⓎ㟁ࡘ࠸࡚ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ⼥㈨ࡀ
㐍ࡴ⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇
ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەබඹタ➼ࡢᒇ᰿ࢆࠊࡲࡵ࡚Ⓨ㟁ᴗ
⪅㈚ࡋฟࡍศᩓᆺ࣓࢞ࢯ࣮࣮ࣛᴗࡢ
᥎㐍
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶࢆᅗࡿ㸯ᮧ㸯⮬↛࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓏ㘓ࠊ⮬↛࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ࡙ࡃࡾࡸ⏘ᴗฟࡢ
᥎㐍ࡢࡓࡵࠊᆅᇦᑟᆺࡢ⮬↛࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ฟᴗ㸦㜵⅏ᣐⅬ➼ࡢ⮬↛࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ᑟධࠊ⇕౪⤥࣭⇕⏝ᴗࠊⓎ㟁
ᴗ➼㸧ᑐࡍࡿᨭ

㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᆅᇦ࠾ࡅࡿⓎ㟁ᴗࡢᣑࡸࠊ㎰ᴗ࣭
〇㐀ᴗ➼࠾ࡅࡿ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝
ᣑࡢ㞀ᐖ࡞ࡿᢏ⾡ⓗㄢ㢟ࡢゎỴ᪉⟇
ࡢ◊✲㛤Ⓨ

㹙⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەẸ࣭ᴗ⪅ࡢ㸱㹐ࡢྲྀ⤌ಁ㐍㈨ࡍ
ࡿၨⓎάື➼ࡢᐇ
┴ەẸ࣭ᴗ⪅ࡢ㸱㹐ᑐࡍࡿព㆑ࡢྥୖ
ᐇ㊶ࡢಁ㐍㈨ࡍࡿྛ✀ᨭ⟇ࢆ
⏬࣭ᐇࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴Ẹཬࡧᴗ⪅ࡀᗈࡃ㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽᐇ
ࡍࡿ┴Ẹ㐠ືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊฟᢚไࡸ
⏝➼ࡢྲྀ⤌ࡀᗈࡀࡿࡼ࠺ࠊ┴Ẹ⥲ཧຍ
ࡼࡿࡈࡳࡢῶ㔞㈨ࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤
ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᴗ⪅➼ࠕ⏘ᴗᗫᲠ≀㸱㹐ᐇ㊶༠ᐃࠖ
ࢆ⥾⤖ࡋࠊ⎔ቃࡢྲྀ⤌ࢆබ⾲ࡍࡿࡇ
࡛ᴗ࣓࣮ࢪࡢࢵࣉࢆᅗࡾࠊࡑࡢ⤒
῭άືࢆഃ㠃ᨭ

㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㸱㹐ࡢྲྀ⤌ಁ㐍㈨ࡍࡿࠊᴗࢽ࣮ࢬ
ᛂࡌࡓࡁࡵ⣽ࡸ࡞ᢏ⾡ᨭ
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⎔ቃಖศ㔝
ճ ⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ە㈨※ࡢᾘ㈝ᢚไࡸ᭷ຠά⏝ࡀ㐍
ࡳࠊᗫᲠ≀ࡢ⎔ቃࡢ㈇Ⲵࡀప
ῶࡉࢀࡓᚠ⎔ᆺ♫ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㛗㔝┴ࡢ⨾ࡋࡃ㇏࡞⮬↛⎔
ቃࢆᏲࡾࠊḟࡢୡ௦ᘬࡁ⥅࠸
࡛࠸ࡃࡓࡵࠊ㔞⏕⏘࣭㔞ᾘ
㈝࣭㔞ᗫᲠࢆᇶㄪࡋࡓ♫
⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡸࣛࣇࢫࢱࣝ
ࢆぢࡘࡵ┤ࡋࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕ᢚ
ไ࣭ᚠ⎔㈨※ࡢ⏝ࠊ㐺ṇ࡞ฎ
ศࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇࡼࡾࠊኳ↛
㈨※ࡢᾘ㈝ࡀᢚไࡉࢀࠊ⎔ቃ
ࡢ㈇Ⲵࡀ࡛ࡁࡿ㝈ࡾపῶࡉࢀࡿ
♫ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

ەᗫᲠ≀ࡢ᭷ຠά⏝㸦ࣜࢧࢡࣝ➼㸧ࡸ㐺
ṇฎ⌮ࡢࡓࡵࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ

࠙⌧≧ࠚ
ୡ⏺ⓗ࡞㈨※ไ⣙ࡀ㢧ⴭ࡞ࡾࡘࡘ࠶
ࡿ୰ࠊ㈨※ࡢ᥇ྲྀࡸᗫᲠక࠺⎔ቃࡢ
㈇Ⲵࢆ᭱ᑠࡍࡿᚠ⎔ᆺ♫ࢆᙧᡂࡋ࡚
࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᗫᲠ≀ࡢ᭷ຠά⏝ࡸ㐺ṇฎ
⌮ࡢࡓࡵࡢᢏ⾡㛤Ⓨࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

㸦ᥖ㸧

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ᮍ⏝㈨※ࢆཎᩱࡋࡓ⎔ቃᘓᮦࡢ㛤Ⓨ>࢚㺃࢛࣮࢘ࢱ࣮࣭࢚ࢥࣟࢵ࢝ᰴᘧ♫@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
࢚࣭࢛࣮࢘ࢱ࣮࣭࢚ࢥࣟࢵ࢝ᰴᘧ♫
ࡣࠊᚠ⎔ᆺ♫ࡢᵓ⠏⎔ቃ㈇Ⲵࡢపῶࢆ
㏣ồࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢᡂᯝࡢ୍㒊ࡋ࡚ࠊࣜࢧࢡࣝ㸭ᮍ
⏝㈨※࡛࠶ࡿᗫᮌᮦᗫࣉࣛࢫࢳࢵࢡࢆ
ཎᩱࡋࡓ᪂௦ࡢ࢚ࢥࣟࢪ࣮ᘓᮦࠕ࢚ࢥ
ࣟࢵ࢝ࠖࢆ㛤Ⓨࡋࡲࡋࡓࠋ
┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢᢏ⾡ᨭࡼ
ࡾࠊရ㉁ࡢ㧗࠸ࠊ᪂ࡋ࠸⎔ቃᘓᮦࡢ㛤Ⓨࢆ
ຍ㏿ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ᮏ〇ရࡣࠕಙᕞࣜࢧࢡࣝ〇ရࠖㄆᐃ
㸦ㄆᐃ␒ྕ➨ྕ㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ᮌᮦ

ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ

ᮌᮦ࣭ࣉࣛࢫࢳࢵࢡ」ྜᮦ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ࠕ࢚ࢥࣟࢵ࢝ࠖࡣࠊᮌᮦࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡑࢀࡒࢀࡢඃࢀࡓ≉ᛶࢆවࡡഛ࠼ࠊ㇏
࡞ྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵࡓ᪂⣲ᮦ࡛ࠊබඹタ࣭ၟᴗタ࡞ࠊᵝࠎ࡞ሙᡤ࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ࠕᆅ⌫㈨※ᚠ⎔࢝ࣥࣃࢽ࣮ࠖࢆࡵࡊࡋࠊḟୡ௦ྥࡅࡓ᪂ᮦᩱ࣭᪂ၟရࡢ㛤Ⓨ
ὀຊࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
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ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᗫᲠ≀ࡢ᭱⤊ฎศ㔞๐ῶࡢࡓࡵࠊྛయ
ࡢሗᥦ౪㸦ࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢ㛤ദ㸧
ەᗫᲠ≀ࡢ᭷ຠά⏝㸦ࣜࢧࢡࣝ➼㸧ࢆᚭ
ᗏࡋࠊࣜࢧࢡࣝᅔ㞴࡞ᗫᲠ≀ࡢ㐺ṇฎ
⌮ࡢ☜ಖࡸᗫᲠ≀ฎ⌮㈨ࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨ
ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᗫᲠ≀ࡣࠊࡑࡢ✀㢮ᛂࡌ࡚✀ࠎࡢᙧ
≧ཬࡧᛶ㉁ࢆ᭷ࡋࡲࡍࠋ
ᚠ⎔ᆺ♫ࡢ㌿ࢆࡼࡾ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ
ࡓࡵࡣࠊᗫᲠ≀ࡢ㐺ṇ࡞ᚠ⎔ⓗ⏝ࢆ
ᅗࡗࡓୖ࡛ࠊ࡞࠾ᚠ⎔⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸
ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ㐺ṇฎ⌮ࡢ☜ಖࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⟇ࢆ
ᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⏘ەᴗศ㔝ẖඃඛⓗῶ㔞ࡍࡁ⏘ᴗ
ᗫᲠ≀ࡢᢳฟ࣭≉ᐃ
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⏘ەᴗᗫᲠ≀ࡢ᭱⤊ฎศ㔞ࡢ๐ῶࡢࡓࡵ
ඃඛⓗ๐ῶࡍࡁ✀㢮ࡢᢳฟ࣭≉ᐃ
㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەඃඛⓗῶ㔞ࡍࡁᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕ᢚไ
ࡸ㈨※㸦ࣜࢧࢡࣝ➼㸧ࡢ᪉⟇ࡢ◊✲
㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە᭱⤊ฎศ㔞ࡢከ࠸ᗫᲠ≀ࡢ㈨※᪉⟇ࡢ
◊✲㛤Ⓨ
ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ࡁࡢࡇᇵᆅࢆ⏕ࡉࡏࡿᆺฎ⌮⨨ࡢ㛤Ⓨ>ᰴᘧ♫๓⏣〇సᡤ@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᰴᘧ♫๓⏣〇సᡤࡣࠊࡁࡢࡇᇵᆅࡢ㉎ධ
ࢥࢫࢺࡀ㔜ࡃࡢࡋࡾࠊᗫᲠฎศᅔࡗ࡚
࠸ࡿࡁࡢࡇ⏕⏘⪅ࡢㄢ㢟ゎỴࢆᅗࡿࡓࡵࠊ┴
ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢᢏ⾡ᨭࢆཷࡅ࡞ࡀ
ࡽࠊỈࢆΥࡽΥࡢ㧗 㧗ᅽ≧ែ⥔
ᣢࡍࡿࠕࢯࣇࢺỈ⇕ࣉࣟࢭࢫࠖᢏ⾡ࢆάࡋ
࡚ࠊࡁࡢࡇᇵᆅࡢ⏝ࢆྍ⬟ࡍࡿᆺฎ
⌮⨨ࡢ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
㸦⎔ቃ◊✲⥲ྜ᥎㐍㈝⿵ຓ㔠㸦ḟୡ௦ᚠ⎔ᆺ
♫ᙧᡂ᥎㐍ᢏ⾡ᇶ┙ᩚഛᴗ㸧㸦⎔ቃ┬㸧
ࢆά⏝㸦ᖹᡂᖺᗘࡽᖹᡂᖺᗘࡢ㸱ᖺ㛫
ᐇ㸧㸧
ࡁࡢࡇᇵᆅࢆ⏕ࡉࡏࡿᆺฎ⌮⨨
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
୰㔝ᕷ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࡢඹྠࡼࡾࠊ⨨ࡢᐇドヨ㦂ࢆᐇࡋࡓࡇࢁࠊ⏕ࡋࡓᇵᆅ᪂
ࡋ࠸ᇵᆅࢆຍ࠼ࡿࡇ࡛ࠊఱᗘࡶࡁࡢࡇ᱂ᇵࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ᪂ࡋࡃᇵᆅࢆ㉎ධࡍࡿሙྜẚ㍑
ࡋ࡚ࠊࢥࢫࢺࡀ๐ῶ࡛ࡁࡿࡇࢆᐇドࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᗫᲠ≀ࡋ࡚ฎศᅔࡾࠊᇵᆅࡢ㉎ධࢥࢫࢺࡀ㔜ࡃࡢࡋࡿࡁࡢࡇ⏕⏘⪅ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ
ᮏ⨨ࡢᬑཬࢆᅗࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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⎔ቃಖศ㔝
ճ ⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

†ەࡘ࠸࡚ࡣࠊỈ㉁ࡢᨵၿࡀᅗࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊᕤሙ➼௨እࡢ㠀≉ᐃởᰁ※ࡽ
†ὶධࡍࡿở⃮㈇Ⲵࡢࡉࡽ࡞ࡿ๐ῶ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
Ⰻەዲ࡞Ỉ࣭Ẽ⎔ቃࡀಖࡉࢀ
ࡓᆅᇦ♫ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
Ỉ⎔ቃཬࡧẼ⎔ቃࡣࠊ⏕ά
⎔ቃࡢᇶ┙ࡋ࡚ࠊᖖⰋዲ࡞
≧ἣಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀồࡵ
ࡽࢀࡲࡍࠋ
Ỉ⎔ቃࡘ࠸࡚ࡣࠊἙᕝ࣭†
࣭ᆅୗỈࡢỈ㉁ࡢᖖ┘どࢆ
ᐇࡋࠊ≧ἣࡢᢕᥱດࡵࡿ
ࡶࠊ㠀≉ᐃởᰁ※ࢆ୰ᚰ
ࡋࡓởᰁ※ᑐ⟇࡞ࢆ㐍ࡵࠊỈ
㉁ࡢྥୖࢆᅗࡾࠊከᆅⅬ࡛ࡢ⎔
ቃᇶ‽㐩ᡂࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
Ẽ⎔ቃࡘ࠸࡚ࡣࠊẼࡢ
ᖖ┘どࢆᐇࡋࠊởᰁ≧ἣࢆ
ṇ☜ᢕᥱࡍࡿࡶࠊⓎ⏕
※ࡢ┘ど࣭ᣦᑟࡼࡾࠊΎί
࡞Ẽ⎔ቃࡢ⥔ᣢࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㦁㡢࣭ື࣭ᝏ⮯ࢆ㜵
Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ⎔ቃᇶ‽ࡢ㢮ᆺᣦ
ᐃࡸつไᇶ‽➼ࡢᆅᇦᣦᐃࢆ⾜
࠺ࠊ㦁㡢࡞ࡢㄪᰝࢆᐇ
ࡋࠊⰋዲ࡞⏕ά⎔ቃࡢಖࢆࡵ
ࡊࡋࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
Ἑᕝ࣭†࡞ࡢỈ⎔ቃࡣࠊୗỈ㐨ࡢ
ᬑཬࡸᐙᗞ࣭ᕤሙࡽࡢỈࡢ㐺ṇฎ⌮
ࡼࡾࠊ㛗ᮇⓗࡣᨵၿഴྥ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㹀㹍㹂㸦⏕≀Ꮫⓗ㓟⣲せồ㔞㸧ࡢ⎔
ቃᇶ‽ࢆ㐩ᡂࡋࡓἙᕝࡣࠊᆅⅬࡢෆ
ᆅⅬ࡛ࠊ㐩ᡂ⋡ࡀ㸣Ⰻዲ࡞≧ἣ
࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ㹁㹍㹂㸦Ꮫⓗ㓟⣲せồ
㔞㸧ࡢ⎔ቃᇶ‽ࢆ㐩ᡂࡋࡓ†ࡣࠊ †
ࡢෆ㸴†࡛ࠊ㐩ᡂ⋡ࡣ㸣ࠊࡉ
ࡽỈ㉁ᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ەẼ⎔ቃࡘ࠸࡚ࡣࠊⰋዲ࡞Ỉ‽࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᚤᑠ⢏Ꮚ≧≀㉁㸦㹎㹋㸧➼ࡼࡿ
Ẽ⎔ቃࡢᝏࡀ༴ࡉࢀࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
 Ẽ ⎔ ቃ  ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ┴ ෆ  ᐃ ᒁ
㸦㛗㔝ᕷタ⨨ᒁࢆྵࡴ㸧࡛ᖖ┘どࢆ⾜
࠸ࠊගᏛ࢜࢟ࢩࢲࣥࢺࢆ㝖ࡃ≀㉁ࡣࠊ
 ᐃᒁ࡛⎔ቃᇶ‽ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊᴫ
ࡡⰋዲ࡞≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
ගᏛ࢜࢟ࢩࢲࣥࢺࡣࠊ ᐃᒁ࡛⎔
ቃᇶ‽ࡀᮍ㐩ᡂ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊὀព
ሗࢆⓎ௧ࡍࡿࡲ࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ
ᚤᑠ⢏Ꮚ≧≀㉁㸦㹎㹋㸧ࡣࠊ ᐃ
ᒁ࡛⎔ቃᇶ‽ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ㉺ቃ
ởᰁ➼ࡼࡿᝏࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
㹎㹋ࡸⰼ⢊ࢆ㜵ࡄࠊࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆ⏝ࡋࡓ࣐ࢫࢡࡢ㛤Ⓨ
>ᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛ@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛ⧄⥔Ꮫ㒊ࡣࠊᖹᡂᖺୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࢼࣀࣇࣂ࣮㸦㉸
ᚤ⣽⧄⥔㸧ࡢ㔞⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨᡂຌࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢࢩࢫࢸ࣒࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ
ࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆά⏝ࡋࠊ㹎㹋ࡸⰼ⢊ࢆ㸣௨ୖ㜵ࡄࠊ୍⯡ᾘ㈝⪅ྥࡅࡢ࣐ࢫࢡ
ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ⧊ᕸ࣓࣮࣮࢝➼ࡀ〇ရࡋࡲࡋࡓࠋᮏ࣐ࢫࢡࡣ࡞ࡾⷧ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛ࠊ
࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡋࡓࡲࡲ㉮ࡗ࡚ࡶ྾ᢠឤࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᴗྥࡅࡢࢡ࣮࣮࣒ࣜࣥࣝ⏝㜵ሻ࣐ࢫࢡࡋ࡚ඛ⾜㈍ࡋࠊ〇ရホ౯ࢆ⾜ࡗࡓୖ
࡛ࠊᖹᡂᖺࡽ୍⯡ᾘ㈝⪅ྥࡅᮏ᱁㈍ࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦㡫⥆ࡃ㸧
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ە㠀≉ᐃởᰁ※㈇Ⲵࡢᐇែࡸ≉ᛶࠊ†ෆ⎔
ቃ➼ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࢆᐇࡋࡓୖ
࡛ࠊㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓຠᯝⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ
᳨ウ࣭ᐇࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
Ἑᕝࡸ†ࡢỈ㉁ࡢᝏࡢせᅉ࡛࠶ࡿ
⏕άỈ࣭ᴗሙỈ࡞ࡢ≉ᐃởᰁ※
ᑐ⟇ࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊởᰁ≀㉁ࡢ㈇Ⲵ
ฟ࣏ࣥࢺࡀ≉ᐃࡋࡃ࠸ᕷ⾤ᆅ࣭㎰
ᆅ࣭᳃ᯘ࡞ࡢ㠀≉ᐃởᰁ※ᑐࡍࡿ
⟇ࢆࡉࡽᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

ەẼࡢᖖ┘どࢆᐇࡋࠊởᰁ≧ἣࢆṇ
☜ᢕᥱࡋ࡚ࠊ⿕ᐖ㜵Ṇᑐ⟇ά⏝ࡍࡿ
ࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴ෆྛᆅࡢᕷ⾤ᆅࡸ㏻㔞ࡢከ࠸㐨㊰
࿘㎶࡞࠾࠸࡚ࠊẼởᰁ㜵Ṇἲᇶ
࡙ࡁࠊẼởᰁ≀㉁➼ࡢᖖ┘どࢆ⾜࠸
ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࡤ࠸↮Ⓨ⏕タࡸ୍⯡⢊ࡌࢇⓎ
⏕タ࡞ࠊẼởᰁ≀㉁ࡢⓎ⏕※ᑐ
ࡋ࡚❧ධ᳨ᰝࢆᐇࡋࠊ≧ἣᛂࡌ࡚ᨵ
ၿᣦᑟ➼ࢆ⾜࠺࡞ࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
†ە➼ࡢὶධἙᕝ࠾ࡅࡿỈ㉁ίཬ
ࡧỈ⏕⏕≀ࡢίᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓ†ෆ⎔
ቃࡢᨵၿྥࡅࡓㄪᰝ࣭◊✲

㹙⎔ቃ㒊࣭㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
†ە➼ࡢở⃮⤖ࡧࡘࡁࡃ࠸⫧ᩱ࣭㎰
⸆ࡢ⏝ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ

㹙⎔ቃ㒊࣭ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᅵተ㣗࣭ᔂⴠࡼࡿᅵ◁ὶฟ㜵Ṇᢏ⾡
ࡢ᳨ウ
㹙⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەởᰁⓎ⏕※ࡢᐤྜࢆ᥎ィࡋࠊᐤࡢ
ࡁ࡞Ⓨ⏕※ࡢᑐ⟇ࡢ᥎㐍
㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەởᰁ≧ἣࡢ㎿㏿ࡘ㧗⢭ᗘࡢᢕᥱ㈨ࡍ
ࡿ ᐃ࣭ศᯒᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㹎㹋ࡼࡿᗣ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ
⏝ල࣭⨨➼ࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐ࠊ㡫

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
㸦㡫ࡽ⥆ࡃ㸧
ࡲࡓࠊᖹᡂᖺ㸷᭶ࡢᚚᕌᒣࡢᄇⅆࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓᮌ᭮㒆ᮌ᭮⏫ࡸྠ㒆⋤ᮧ㈉⊩ࡍࡿࡓ
ࡵࠊᮏ࣐ࢫࢡࢆྛᯛᐤ㉗ࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᚋࡣࠊࡼࡾ⢏Ꮚࡢ⣽࠸
࢘ࣝࢫࢆ㜵ࡄ࣐ࢫࢡࢆၟရ
ࡋࠊ㹎㹋ࡸ࢘ࣝࢫ࡞
ࡼࡿᗣ⿕ᐖࡢ㜵Ṇ㈉⊩
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣐ࢫࢡࡢᬑཬࢆ
ᅗࡾࡲࡍࠋ

ࢼࣀࣇࣂ࣮ࢆ⏝ࡋࡓ࣐ࢫࢡ
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳձ

⎔ቃಖศ㔝
ճ ⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ࡢ≀⏕ەከᵝᛶࡀಖࡉࢀࡓᆅᇦ
♫ࡢᐇ⌧

ەᮏ┴࡛ࡣࠊᅜෆ࡛ࡶ≉㇏࡞⏕≀ከᵝ
ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㔛ᒣࡢ⏝⾶㏥ࠊእ
᮶✀ࡢ⦾Ṫ➼ࡀ⏕ែ⣔ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚
࠸ࡿࡇࡸಖάືࢆᢸ࠺యไࡀ༑ศ࡛
࡞࠸ࡇ

࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ಙᕞࡢ㇏࡞⮬↛⎔ቃࡣᮍ᮶
ࡢୡ௦ࡽࡢ㡸ࡾࡶࡢ࡛ࡍࠋ
⏕≀ከᵝᛶࢆಖࡍࡿࡓࡵࠊ
ேࡢ⏕άࡸ⤒῭άືࡢ㛵ࢃࡾ᪉
ࢆࠊࡇࢀࡲ࡛ࡼࡾࡶⰋ࠸ࡶࡢ
ࡋࠊୡ⏺ⓗぢ࡚ࡶ㔜せ࡞㛗㔝
┴ࡢ⏕≀ከᵝᛶࡢ≧ែࡀⰋዲ
ಖࡓࢀࡿࡼ࠺ࠊᆅᇦࡸேࠎࡢ⤎
ࢆ῝ࡵࠊ༴ᶵࢆᅇ㑊ࡍࡿ⾜ືࢆ
ࡾࠊᏊࡶࡓࡕࡢᮍ᮶ࠊࡑ
ࡢᜨࡳࡀᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓᆅᇦ♫
ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
ከᵝ࡞⏕ࡁ≀ࡢ⏕ᜥሙᡤ࡛࠶ࡿ㔛ᒣ࡛
ࡣࠊ㏆ᖺࡑࡢ⏝ᶵࡢῶᑡకࡗ࡚ⲡ
ᆅࡢ᳃ᯘࠊᯘᆅࡸ⏣⏿ࡢⲨᗫ࡞ࠊ㔛
ᒣࡢ㉁ⓗኚࡀ㐍ࡳࠊࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃኚ
㏣࠸ࡘࡅ࡞࠸⏕ࡁ≀ࡣ⏕ᜥ⎔ቃࢆኻ࠺
ࡇ࡞ࡾࠊ⏕≀ࡢከᵝᛶࡢ႙ኻࡀᠱᛕ
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊಖάືྲྀࡾ⤌ࡴᕷẸᅋయࡸ
⾜ᨻᶵ㛵ࡔࡅ࡛ࡣࠊಖάືࢆᨭ࠼ࡿࡇ
㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ⮬↛⎔ቃಖ
ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞ேᮦࡢ㛵ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃ
ࡾࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
⏕≀ከᵝᛶಖࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ༠ᐃ>ಖάືᅋయࠊᴗࠊ㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㛗㔝┴ࡣ㇏࡞⮬↛⎔ቃࢆ᭷ࡍࡿ୍᪉ࠊࡇࡢ
ᖺ࡛⤯⁛ࡢ༴ᶵℜࡍࡿື᳜≀ࡀ✀ࡶቑ
ຍࡍࡿ࡞ࠊ⏕ࡁ≀ࡢ⏕ᜥ⎔ቃࡀཝࡋ࠸≧ἣ
࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ಖάືྲྀࡾ⤌ࡴᕷẸᅋయࡶࠊάື㈨㔠ࡸ
࣐ࣥࣃ࣮࣡㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ┴࡛ࡣᕷẸ
ᅋయᴗ࡞ࡢ༠ാࡼࡿಖάືࡢ࣐ࢵࢳ
ࣥࢢࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
༠ᐃ⥾⤖ࡢ≧ἣ
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᖹᡂᖺᗘࡽᴗᕷẸᅋయࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ╔ᡭࡋࠊᖹᡂᖺ㸶᭶ࡣ➨୍ྕ
ࡢ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡲࡋࡓࠋ
࣭༠ᐃ⥾⤖⪅㸸࣑࣐ࣖᰴᘧ♫ࠊ࣑࣐ࣖࢩࢪ࣑◊✲
࣭༠ᐃෆᐜ 㸸࣑࣐ࣖࢩࢪ࣑㸦⼖㸧ࡢಖㆤάືᑐࡋࠊᴗࡽάື㈨㔠ࢆᥦ౪
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
࣑࣐ࣖᰴᘧ♫ࡢᩜᆅෆ࣑࣐ࣖࢩࢪ࣑㸦⼖㸧ࡢಖㆤ༊ࢆ㐀ᡂࡋࠊᏳᐃⓗ⏕ᜥ
࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊཧຍ♫ဨཬࡧࡑࡢᐙ᪘ᑐࡍࡿ⏕≀ከᵝᛶಖ
㛵ࡍࡿᬑཬၨⓎάືࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ┴ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༠ᐃ⥾⤖ྥࡅࠊࡉࡽ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
- 28 -

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ࡢࢡࢵࣈࢱ࣮ࢹࢻࢵࣞەᨵゞ࡞ࢆ㏻ࡌࡓ
㔝⏕ື᳜≀ࡢ⌧≧ᢕᥱ
⏕ەែ⣔ࡢ⌧≧ࢆヲ⣽ᢕᥱࡋࠊၥ㢟Ⅼࢆ
᫂☜ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊⓗ☜࡞⏕≀ከ
ᵝᛶࡢಖάືࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㔝⏕ື᳜≀ࡢ⏕ᜥ࣭⏕⫱⎔ቃࡣᖖኚ
ືࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ⌧≧ࢆᐃᮇⓗᢕ
ᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࠼ࡤࠕࣞࢵࢻࢹ࣮ࢱࣈࢵࢡࠖࡢᨵゞ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿື᳜≀ࡢ
⌧≧ࢆᢕᥱࡋࠊࡇࢀࢆಖάືᙺ❧࡚
࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ᚋࡣࠊᑗ᮶ࢃࡓࡾಖάືࡀ⥅⥆
࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊಖάືࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢ
⟇ࡸಖㆤάືࡢປຊ㍍ῶࢆᅗࡿࡓࡵࡢ᪂
ࡓ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨ➼ࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㛗㔝┴ࡢ⏕≀ከᵝᛶࡢಖάືᴗࡸ
㒔ᕷ㒊ࡢཧ⏬ࢆಁࡋࠊ♫య࡛⏕≀ከ
ᵝᛶࡢ☜ಖࢆᨭ࠼ࡿ᪂ࡓ࡞⤌ࡳࡢᵓ⠏
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⏕ەែ⣔ࡢၥ㢟Ⅼࢆࠕぢ࠼ࡿ࡛ࠖࡁࡿᢏ
⾡࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨ

㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊࣭ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㔝⏕ື≀ࡢ⏕ែㄪᰝ⏝ࡢᏳ౯࡞ື⏬ࢭࣥ
ࢧ࣮࣓࢝ࣛ࡞ࠊ⏕≀ከᵝᛶࡢಖάື
ᚲせ࡞ᶵჾ࣭ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ື≀⏝㹅㹎㹑㤳㍯Ⓨಙჾࡢ㛤Ⓨ>ᰴᘧ♫ࢧ࣮࢟ࢵࢺࢹࢨࣥ@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᰴᘧ♫ࢧ࣮࢟ࢵࢺࢹࢨࣥࡣࠊ㔝⏕ື≀ࡼࡿேᐙࡸ⏿࡞ࡢ⿕ᐖࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࠊࢥ
ᢏ⾡࡛࠶ࡿ↓⥺ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࠊ㔝⏕ື≀ࡢ⾜ືㄪᰝࢆྍ⬟ࡍࡿື≀⏝㹅㹎㹑㤳㍯Ⓨಙჾࡢ
㛤Ⓨ࣭〇ရྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ⮬యࡸㄪᰝ♫ࡢ༠ຊࡢࡶࠊࢧࣝࡸࣀࢩࢩࠊࢩ࢝ࠊ
ࣛࢢ࣐࡞ࡢ㔝⏕ື≀ࠊ㛤Ⓨࡋࡓື≀⏝Ⓨಙჾࢆྲྀࡾࡅ࡚ࠊㄪᰝྍ⬟⠊ᅖࡸ㤳㍯ࡢ⬺
ⴠᶵ⬟࡞ࡢᐇドヨ㦂ࢆᐇࡋࡲࡋࡓࠋ

ື≀⨨᳨▱ࢩࢫࢸ࣒

ᑠᆺື≀⏝㹅㹎㹑ࢭࢵࢺ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ࢧࣝࡸࢩ࢝࡞ࡢ㔝⏕ື≀ࡢ⾜ືㄪᰝື≀⏝Ⓨಙჾࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᰴᘧ♫ࢧ࣮࢟ࢵࢺࢹࢨࣥࡣࠊࡇࡢື≀⏝Ⓨಙჾࢆᛂ⏝ࡋࠊ㹅㹎㹑ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋࡓື≀
⨨᳨▱ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋᚋࡣࠊ㔝⏕ື≀ࡢ⿕ᐖ㍍ῶ㈉⊩࡛ࡁࡿࡼ
࠺ࠊᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢ〇ရཬࡧᬑཬࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
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⎔ቃಖศ㔝
ճ ⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
⎔ቃಖศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ەẼೃኚື㐺ᛂࡍࡿᢏ⾡㛤Ⓨ
ࡼࡾࠊᆅ⌫ ᬮࡼࡿ⿕ᐖࡀ
ᢚไࡉࢀࡓᆅᇦ♫ࡢᐇ⌧

ەᆅᇦࡈࡢẼ㇟ሗࡀࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ᶵ
㛵࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡸࠊᆅᇦࡈ
ࡢẼ㇟ኚືண ࣭ᙳ㡪ண ࡢ⢭ᗘࡀ㊊
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
┴ෆࡢᵝࠎ࡞◊✲ᶵ㛵ࡀᡤ᭷
ࡍࡿẼ㇟➼ࡢࢹ࣮ࢱࢆ୍ඖ⟶⌮
ࡍࡿࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓࢹ࣮ࢱ
ࢆ⟶⌮ࡍࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡸ◊✲ᶵ㛵ࠊ
Ꮫ⾡ᶵ㛵࡛ᵓᡂࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢆᵓ⠏ࡋࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊྛᶵ㛵࡛ࣉࣛࢵࢺ
ࣇ࢛࣮࣒ࢆᵓᡂࡋࠊ㜵⅏ᑐ⟇ࡢ
୍ᒙࡢ᥎㐍ࠊ㎰ᴗศ㔝࠾ࡅࡿ
᪂ရ✀ࡢ㛤Ⓨࠊᕤᴗศ㔝࠾ࡅ
ࡿ᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ➼ࡼࡾࠊᆅ⌫
ᬮࡢᙳ㡪ࡼࡿ⿕ᐖࡀᢚไ
ࡉࢀࡓᆅᇦ♫ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋ
ࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
ᆅ⌫ ᬮࡢ┴ෆࡢᙳ㡪ࢆ ࡿࡓࡵ
ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ┴ෆࡢᵝࠎ࡞ᶵ㛵ࡸᅋయࠊ
ಶே࠾࠸ู࡚ࠎ㞟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ࡑࢀࡽࡢᵝࠎ࡞ሗࡸࢹ࣮ࢱࢆ⤫ྜࡋࡓ
Ẽ㇟ண ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊᆅ⌫ ᬮࡢ㐺ᛂࢆ㐍ࡵࡿࡓ
ࡵࡢᢏ⾡ࡸᡭἲࡣࠊ┴ෆࡢᵝࠎ࡞ᶵ㛵ࡀ
⊂⮬◊✲࣭㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊẼ㇟
ࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛ᥦ౪࡛ࡁࡿᶵ
㛵ࠊࡑࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱࢆᇶᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ
ࡋࡓ࠸◊✲ᶵ㛵ࡀሗࢆඹ᭷ࡋࠊ᳨ウࡍ
ࡿᶵࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ࠕಙᕞ࣭Ẽೃኚືࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࢆタ❧>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
⢭ᗘࡢ㧗࠸Ẽೃኚືࢆண ࡋ࡚ࠊࡑࡢᙳ㡪ࢆศᯒ
ࡍࡿࡓࡵࠊᅜࠊᏛࠊ┴࡞Ẽ㇟ሗࢆಖ᭷ࡍࡿᶵ
㛵ࡀ㞟ࡲࡾࠊࠕಙᕞ࣭Ẽೃኚືࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࠖࢆタ❧ࡋࡲࡋࡓࠋ
࣭タ
❧㸸ᖹᡂᖺ᭶㸴᪥
࣭ཧຍᶵ㛵㸸ᶵ㛵
࢟ࢵࢡ࢜ࣇࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ≧ἣ
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᆅ⌫ ᬮࡢ┴ෆࡢᙳ㡪ࢆ ࡿࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ┴ෆࡢᵝࠎ࡞ᶵ㛵ࡸᅋయࠊಶ
ே࠾࠸࡚㞟ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢయไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࡇࡼࡾࠊ᭷┈࡞ࢹ࣮
ࢱࢆほ ࡋ࡚࠸ࡿᶵ㛵➼ࡢ㛫࡛ࠊࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷ࡸ⼥㏻ࢆྍ⬟ࡋࠊᜏᖖⓗ࡞ほ ࣭
◊✲ࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
┴ෆࡢྛ◊✲ᶵ㛵┦ࡢሗࠊሗඹ᭷ࢆಁ㐍ࡋࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᅗࡾࠊ
⛉Ꮫⓗሗᇶ࡙ࡃ㛗㔝┴ࡢᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ⟇ࡢ᥎㐍ᐤࡍࡿࡇࢆ
┠ⓗࡋ࡚ࠊ┴⎔ቃ㒊⎔ቃ࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄢࢆ୰ᚰࠊᅜࡸ┴ࠊᕷ⏫ᮧࡢ㛵ಀᶵ㛵ࠊ┴
ෆᡤᅾࡍࡿ◊✲ᶵ㛵ࠊᅋయࠊᏛ➼࡛ᵓᡂࡍࡿࠕಙᕞ࣭Ẽೃኚື㐺ᛂࣉࣛࢵࢺ
ࣇ࢛࣮࣒ࠖࢆᵓ⠏ࡋࡲࡍࠋ
- 30 -

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

✲◊ྛەᶵ㛵➼ࡀಖ᭷ࡍࡿẼ㇟ሗࡸᙳ㡪
ሗࢆ୍ඖⓗᩚഛࡋࠊẼೃኚືண 
ᙳ㡪ศᯒࢆ㐍ࡵࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᖹᡂᖺᗘᵓ⠏ࡋࡓࠕಙᕞ࣭Ẽೃኚ
ືࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ୍࡛ࠖඖ
ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆᵝࠎ࡞ᶵ㛵ඹ᭷ࡋࠊᜏᖖ
ⓗ࡞◊✲యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ
㛤ࡋࡲࡍࠋ

ە㛵ಀ⪅㛫ࡢሗඹ᭷ࠊ◊✲㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍ
ࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᵝࠎ࡞ᶵ㛵┦࡛ࡢሗඹ᭷ࢆಁ㐍ࡋࠊ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙉࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫⓗሗ
ᇶ࡙ࡃ㐺ᛂᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡸ㐺ᛂ⟇ࡢ᥎㐍
ᐤࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᅜࡸ┴➼ࡢ
㛵ಀᶵ㛵࡛ᵓᡂࡍࡿࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ
ᵓ⠏ࡋࠊ㜵⅏ᑐ⟇ࡢ᥎㐍ࠊ㎰ᴗศ㔝࡛ࡢ
᪂ရ✀㛤Ⓨ➼ࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەẼ㇟ࢹ࣮ࢱ➼ࢆಖ᭷ࡍࡿᶵ㛵➼㸦┴ᶵ㛵ࠊ
ᅜᶵ㛵ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேࡢ◊✲タࠊᏛ
➼㸧ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡿࠊࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏⢭ᗘࡢ㧗࠸Ẽೃኚືண ࠊ
ᙳ㡪ศᯒࡢᐇ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

㹙⎔ቃ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊࣭㎰ᨻ㒊࣭ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⏘ەᏛᐁ㐃ᦠయไࡼࡾࠊẼೃኚືࡼࡿ
ᙳ㡪ࡢศᯒ࣭ホ౯ᡭἲࡢ◊✲㛤Ⓨ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⏘ەᏛᐁ㐃ᦠయไࡼࡾࠊẼೃኚືࡼࡿ
ᙳ㡪ࡢ㜵Ṇ᪉⟇ࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࡢཧ⪃ӑ
㉸᩿⇕ࢧࢵࢩࡢ㛤ⓎࡼࡿఫᏯࡢ㧗᩿⇕┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᳨ド
>᭷㝈♫ᘓ⠏タィົᡤ@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
᩿⇕ᛶ⬟ࡀప࠸ఫᏯࡣ෭ᬮᡣࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡀ
ከࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࣜࣅࣥࢢࡸࢺࣞ࡞ఫᏯෆࡢ ᗘᕪࡀ⃭ࡋ
࠸ࡓࡵࠊᗣࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ᩿⇕ᛶ⬟ࢆ㧗ࡵࡿఫࡲ࠸ࡀồࡵࡽࢀࡲࡍ
ࡀࠊࡑࡢᬑཬࡣ༑ศ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ᭷㝈♫ᘓ⠏タィົᡤࡣࠊᆅᇦᮌᮦࢆ
ά⏝ࡋࡓ㉸᩿⇕ࢧࢵࢩࡼࡾࠊఫᏯࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ
ᯝࢆ᳨ドࡋࡲࡋࡓࠋ
㉸᩿⇕ࢧࢵࢩࡢྲྀ≧ἣ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ࢧࢵࢩ⏝ࡍࡿ࢞ࣛࢫᛶ⬟ࠊᙧ≧ࠊྲྀ⨨࡞ࢆ᳨ドࡋࠊ❆ࡢ᩿⇕ᛶ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀࠊ
ఫᏯࡢ෭ᬮᡣࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡢ๐ῶࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ఫᏯࡢ᩿⇕ᛶ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࡇࡣࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡼࡿ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢฟ๐ῶຍ࠼ࠊఫ
Ꮿෆࡢ ᗘᕪࢆࡽࡆࠊᗣቑ㐍ࡶࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍࠋ
㉸᩿⇕ࢧࢵࢩࡣࠊᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ࡸᗣⓗ࡞ఫࡲ࠸ࡢ୧㠃ࡽᮇᚅࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋࠊ〇ရ
㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
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〇㐀ᴗศ㔝
㸦㸰㸧┴ෆ⏘ᴗࡢ⯆ࡽࡢࣉ࣮ࣟࢳ
ձ 〇㐀ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
〇㐀ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ۻㄢ㢟ᢕᥱㄢ㢟ゎỴ᪉⟇ฟࡢどⅬ

ەඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢά⏝ࡼࡿ
ᕷሙ➇தຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ
⏘ᴗࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ✚ᴟⓗ࡞
ά⏝ࡼࡾࠊࠕ㜵⅏ࠖࠊࠕ
ᗣ࣭⚟♴ࠖࠊࠕ⎔ቃಖࠖ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࠖࠊࠕ㎰ᴗࠖࠊ
ࠕᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗࠖ➼ࠊᖜᗈࡃ♫
ᙺ❧ࡕࠊ┴Ẹ⏕άࡢ㉁ⓗྥ
ୖࡘ࡞ࡀࡿ〇ရࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ
࠼ࡿㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ゎ
Ỵࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ᪂ࡋ
࠸〇ရࡢ㛤Ⓨࠊࣅࢪࢿࢫ✚
ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡸᢏ⬟
ఏᢎࡢ㧗ᗘ➼ࡶ᥎㐍ࡋࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝ⤒῭࠾ࡅࡿᕷሙ➇த
ຊࡀ㧗ࡃࠊᆅᇦࡢ㞠⏝ฟࡘ
࡞ࡀࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࢆࡵࡊࡋ
ࡲࡍࠋ

㸨┴ෆᴗࡢㄢ㢟
┴ەẸࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟㸦⾜ᨻㄢ㢟ࢆ
ྵࡴ㸧ࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ
ࡢᢏ⾡ࡸ〇ရࢆ㛤Ⓨࡋࠊࣅࢪࢿࢫࡍࡿ
ྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
┴Ẹ⏕άࡢ㉁ⓗྥୖࡘ࡞ࡆࡿᢏ⾡ࡸ
〇ရࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵࡣࠊࡲࡎࠊ┴ෆ
ᴗࡀࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟㸦ᅔࡗ
࡚࠸ࡿࡇ➼㸧ࢆⓗ☜ᢕᥱࡋࠊḟࠊ
ࡑࡢㄢ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆ〇ရᵝ㸦ᚲせ࡞
ᶵ⬟➼㸧ᫎࡉࡏࠊ〇ရࡍࡿࡇࡀ
ᚲせ࡛ࡍࠋ
┴ෆᴗࡣࠊࡇࢀࡽࡢ〇ရࢆ┴Ẹࡸ
ᆅᇦ➼ά⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᴗࡢ┈
ࡘ࡞ࡆࠊࡑࡢ┈ࢆḟ࡞ࡿ᪂〇ရࡢ㛤Ⓨ
ᢞ㈨ࡍࡿ࡞ࠊࣅࢪࢿࢫࡋ࡚ዲᚠ⎔
ࢆ⏕ࡳฟࡍྲྀ⤌ࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸨⾜ᨻࡢㄢ㢟
┴ەẸࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟㸦⾜ᨻㄢ㢟ࢆ
ྵࡴ㸧ࡢゎỴࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ༠ຊࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
┴Ẹ⏕άࡢ㉁ⓗྥୖࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ⾜ᨻ
ࡣ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢά⏝࠸࠺どⅬࢆࡉࡽព
㆑ࡋࠊ⾜ᨻㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵࠊ⛉Ꮫᢏ
⾡ࢆಖ᭷ࡍࡿ⏘ᴗ⏺ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆ⠏ࡃ
ࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ୡ⏺ࡢỈၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࠊࢡ࣭ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᣐⅬࡼࡿ
Ỉίࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྲྀ⤌
>ᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛࠊᴗࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊ㛗㔝┴➼@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛࠊᰴᘧ♫᪥❧〇సᡤࣥࣇࣛࢩࢫࢸ࣒♫ࠊᮾࣞᰴᘧ♫ࠊ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே≀㉁࣭ᮦᩱ◊✲ᶵᵓࠊ㛗㔝┴➼ࡀඹྠ࡛ࠊୡ⏺ࡢ῝้࡞Ỉ㊊
ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊᾏỈࡸᆅୗỈ➼ࡽሷศࡸἜ➼ࢆ㝖ཤࡋ࡚ࠊ㣧ᩱỈࡸ㎰ᴗ
⏝Ỉࠊᕤᴗ⏝Ỉ➼ࢆ㐀ࡾฟࡍࠊ᪂ࡓ࡞ࠕ㐀Ỉ࣭Ỉᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ◊✲㛤Ⓨ࣭ᐇ⏝
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
㸦㠉᪂ⓗࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥฟࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ࢆά⏝㸦ᖹᡂᖺᗘࡽᖹ
ᡂᖺᗘࡢ㸷ᖺ㛫ࢆணᐃ㸧㸧
㸦㡫⥆ࡃ㸧
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⟇ࡢᒎ㛤

┴ەẸࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊㄢ
㢟ゎỴ᪉⟇ࡢᵝ➼ࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿ⤌ࡳ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴ෆᴗ㸯♫༢⊂࡛ࡣࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼
ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢሗ㞟ࡸࠊ᪂
ࡓ࡞〇ရᵝ➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡣ㝈⏺ࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ┴ෆᴗࡀ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ
࠼ࡿㄢ㢟ࢆⓗ☜ᢕᥱࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿ〇ရᵝ➼ࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

ەᾏእ࠾ࡅࡿᆅᇦㄢ㢟ࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ⤌
ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᾏእ࠾ࡅࡿᆅᇦㄢ㢟ࡶど㔝ࢆᗈࡆࠊ
ࡑࡢㄢ㢟ゎỴࡘ࡞ࡀࡿ〇ရࢆ┴ෆᴗ
ࡀ㛤Ⓨࡍࡿࡇࡼࡾࠊᾏእᕷሙࡢ㐍
ฟࡀྍ⬟࡞ࡾࠊࡲࡓࠊࡁ࡞ࣅࢪࢿࢫ
ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊୡ⏺ⓗ࡞ど㔝࡛ㄢ㢟ࢆᢕᥱ࡛
ࡁࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەẸࡸᆅᇦ➼ࡢㄢ㢟ಀࡿሗࡢᢕᥱཬ
ࡧᥦ౪ࡢሙࡢᵓ⠏
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەㄢ㢟ゎỴ᪉⟇ࡢᵝ㛵ࡍࡿሗᥦ౪ࡸ
᳨ウࡢሙࡢᵓ⠏

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᾏእࡢᆅ᪉ᨻᗓࡸ⏘ᴗᨭᶵ㛵➼ࡢ
ὶ࣭㐃ᦠ➼ࢆ㏻ࡌࡓࠊᾏእ࠾ࡅࡿᆅᇦ
ㄢ㢟ࡢᢕᥱࡢ⤌ࡳᵓ⠏ྥࡅࡓㄪᰝ࣭
᳨ウ
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᾏእ࠾ࡅࡿᆅᇦㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ
ඹྠ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⏬࣭ᐇ
ࡢ⤌ࡳᵓ⠏ྥࡅࡓㄪᰝ᳨࣭ウ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
㸦㡫ࡽ⥆ࡃ㸧
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛ࡛ࡣࠊᚓពࡍࡿࢼࣀ࣮࢝࣎ࣥᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓศ㞳⭷ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ࣮࢝࣎ࣥ⭷ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ࠕ㐀Ỉ࣭Ỉᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢ㘽࡞ࡿ㏱Ỉᛶࠊ⪏ஂ
ᛶඃࢀࡿࡇࡀぢฟࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
࣮࢝࣎ࣥ⭷ࡢ㔞⏘ཬࡧࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ᳨ウࠊࡉࡽࡣỈฎ⌮ࣉࣛࣥࢺࡢ㛤Ⓨ࣭ᛶ⬟ᐇド➼
ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂᖺᗘ௨㝆ࡢᐇ⏝ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᐇ⏝⮳ࡿࡲ࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞㒊ရࡸຍᕤᢏ⾡ࡀᚲせ࡞ࡿࡓࡵࠊ┴࡛ࡣࠊ㛤Ⓨ≧ἣ
ᛂࡌ࡚ࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ຊࢆ᭷ࡍࡿ┴ෆᴗࡢཧ⏬ಁ㐍࡞ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ

ಙᕞᏛᅜ㝿⛉Ꮫࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮
㸦ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰᰾࡞ࡿᣐⅬ㸧

ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾ࡅࡿỈฎ⌮ࡢ࣓࣮ࢪ
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〇㐀ᴗศ㔝
ձ 〇㐀ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
〇㐀ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ۻㄢ㢟ᢕᥱㄢ㢟ゎỴ᪉⟇ฟࡢどⅬ

ەඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢά⏝ࡼࡿ
ᕷሙ➇தຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ
⏘ᴗࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ✚ᴟⓗ࡞
ά⏝ࡼࡾࠊࠕ㜵⅏ࠖࠊࠕ
ᗣ࣭⚟♴ࠖࠊࠕ⎔ቃಖࠖ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࠖࠊࠕ㎰ᴗࠖࠊ
ࠕᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗࠖ➼ࠊᖜᗈࡃ♫
ᙺ❧ࡕࠊ┴Ẹ⏕άࡢ㉁ⓗྥ
ୖࡘ࡞ࡀࡿ〇ရࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ
࠼ࡿㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ゎ
Ỵࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ᪂ࡋ
࠸〇ရࡢ㛤Ⓨࠊࣅࢪࢿࢫ✚
ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡸᢏ⬟
ఏᢎࡢ㧗ᗘ➼ࡶ᥎㐍ࡋࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝ⤒῭࠾ࡅࡿᕷሙ➇த
ຊࡀ㧗ࡃࠊᆅᇦࡢ㞠⏝ฟࡘ
࡞ࡀࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࢆࡵࡊࡋ
ࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧

㸨┴ෆᴗࡢㄢ㢟
┴ەẸࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟㸦⾜ᨻㄢ㢟ࢆ
ྵࡴ㸧ࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ
ࡢᢏ⾡ࡸ〇ရࢆ㛤Ⓨࡋࠊࣅࢪࢿࢫࡍࡿ
ྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
┴Ẹ⏕άࡢ㉁ⓗྥୖࡘ࡞ࡆࡿᢏ⾡ࡸ
〇ရࢆ⏕ࡳฟࡍࡓࡵࡣࠊࡲࡎࠊ┴ෆ
ᴗࡀࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟㸦ᅔࡗ
࡚࠸ࡿࡇ➼㸧ࢆⓗ☜ᢕᥱࡋࠊḟࠊ
ࡑࡢㄢ㢟ゎỴࡢ᪉ἲࢆ〇ရᵝ㸦ᚲせ࡞
ᶵ⬟➼㸧ᫎࡉࡏࠊ〇ရࡍࡿࡇࡀ
ᚲせ࡛ࡍࠋ
┴ෆᴗࡣࠊࡇࢀࡽࡢ〇ရࢆ┴Ẹࡸ
ᆅᇦ➼ά⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᴗࡢ┈
ࡘ࡞ࡆࠊࡑࡢ┈ࢆḟ࡞ࡿ᪂〇ရࡢ㛤Ⓨ
ᢞ㈨ࡍࡿ࡞ࠊࣅࢪࢿࢫࡋ࡚ዲᚠ⎔
ࢆ⏕ࡳฟࡍྲྀ⤌ࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸨⾜ᨻࡢㄢ㢟
┴ەẸࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟㸦⾜ᨻㄢ㢟ࢆ
ྵࡴ㸧ࡢゎỴࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ༠ຊࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
┴Ẹ⏕άࡢ㉁ⓗྥୖࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ⾜ᨻ
ࡣ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢά⏝࠸࠺どⅬࢆࡉࡽព
㆑ࡋࠊ⾜ᨻㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵࠊ⛉Ꮫᢏ
⾡ࢆಖ᭷ࡍࡿ⏘ᴗ⏺ࡢ༠ຊ㛵ಀࢆ⠏ࡃ
ࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧
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⛉ەᏛᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡢㄢ
㢟ゎỴ᪉⟇ಀࡿ◊✲㛤Ⓨཬࡧࣅࢪࢿࢫ
ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴ෆᴗ㸯♫༢⊂࡛ࡣࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼
ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡘ࠸࡚ࡢሗ㞟ࡸࠊ᪂
ࡓ࡞〇ရᵝ➼ࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡣ㝈⏺ࡀ
࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ┴ෆᴗࡀ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ
࠼ࡿㄢ㢟ࢆⓗ☜ᢕᥱࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ࢆゎ
Ỵࡍࡿ〇ရᵝ➼ࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
ە㛤Ⓨࡉࢀࡓㄢ㢟ゎỴ᪉⟇ࡢᐖ㛵ಀ⪅
ࡼࡿヨ⾜࣭ホ౯ࠊࡑࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡ➼
ࡢࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࢆᨭࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
〇ရࢆ᪂ࡓ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ
㛤Ⓨẁ㝵ࡽࠊᐇ㝿〇ရࢆ࠺⏝⪅
ࡢ┠⥺࡛ヨ⾜࣭ホ౯ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡼࡾⰋ
࠸ࡶࡢᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࡀࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ⤌ࡳࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ┴ෆᴗࡀヨసရࡸ〇ရࢆ┴
Ẹ➼ヨ⾜࣭ホ౯ࡋ࡚ࡶࡽ࠺⤌ࡳࢆᵓ
⠏ࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᢕᥱࡋࡓᆅᇦㄢ㢟ࡢゎỴ᪉⟇ฟࡢࡓࡵ
ࡢࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡼࡿ◊✲㛤Ⓨィ⏬ࡢ⟇
ᐃࡽ◊✲㛤Ⓨᡂᯝࡢࣅࢪࢿࢫࡲ࡛ࢆ
ಠ▔ⓗ୍㈏ࡋ࡚ᨭࡍࡿ⤌ࡳ㸦ᣐⅬࠊ
⥲ྜ❆ཱྀ㸧ࡢᵓ⠏ཬࡧไᗘ㸦㈨㔠ᨭࠊ
᪩ᮇࣅࢪࢿࢫᨭ➼㸧ࡢᙉ

㹙⏘ᴗປാ㒊࣭⎔ቃ㒊࣭㎰ᨻ㒊࣭ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەㄢ㢟ゎỴ᪉⟇ಀࡿ◊✲㛤Ⓨࡽ〇ရ
⮳ࡿࡲ࡛ࡢࠊ┴ヨ㦂◊✲ᶵ㛵➼ࡢ㐃ᦠ
ᨭࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەෆ࡛ᵓ⠏ࡀ㐍ࡴࠊ࣊ࣝࢫࢣ〇ရศ㔝
ࡢࠕࣜࣅࣥࢢࣛ࣎ࠖࢆࣔࢹࣝࡋ࡚ࠊ࣊
ࣝࢫࢣ〇ရศ㔝௨እࡢ〇ရศ㔝ࡢࠕࣜ
ࣅࣥࢢࣛ࣎ࠖᵓ⠏ࡢㄪᰝ᳨࣭ウ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸳㸧͐㡫

┴ەẸࡸᆅᇦ➼ࡢㄢ㢟ゎỴᆺࡢᢏ⾡ࡸ〇ရ
ࡢ㛤Ⓨࢆ⏬࣭㐠Ⴀ࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆ
ᨭࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ㄢ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⇍▱ࡋࠊ〇ရ㛤
Ⓨࡢྛẁ㝵࠾࠸࡚ࠊゎỴࡢ㐨➽ࢆࡘࡅ
ࡽࢀࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊㄢ㢟ゎỴᆺࡢ◊✲㛤Ⓨேᮦࡢ
⫱ᡂࢆᅗࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەㄢ㢟ゎỴᆺࡢ◊✲㛤Ⓨேᮦಀࡿ⫱ᡂ
ᴗࡢ⏬࣭ᐇయไࡢㄪᰝ᳨࣭ウ

- 35 -

ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳղ

〇㐀ᴗศ㔝
ձ 〇㐀ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
〇㐀ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ۻᢏ⾡࣭〇ရ㛤ⓎࡢどⅬ
㸨┴ෆᴗࡢㄢ㢟
┴ەෆ〇㐀ᴗࡢຍ౯್ฟຊࡀపୗࡋ࡚
࠸ࡿࡇ

ەඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢά⏝ࡼࡿ
ᕷሙ➇தຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ
⏘ᴗࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ✚ᴟⓗ࡞
ά⏝ࡼࡾࠊࠕ㜵⅏ࠖࠊࠕ
ᗣ࣭⚟♴ࠖࠊࠕ⎔ቃಖࠖ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࠖࠊࠕ㎰ᴗࠖࠊ
ࠕᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗࠖ➼ࠊᖜᗈࡃ♫
ᙺ❧ࡕࠊ┴Ẹ⏕άࡢ㉁ⓗྥ
ୖࡘ࡞ࡀࡿ〇ရࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ
࠼ࡿㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ゎ
Ỵࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ᪂ࡋ
࠸〇ရࡢ㛤Ⓨࠊࣅࢪࢿࢫ✚
ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡸᢏ⬟
ఏᢎࡢ㧗ᗘ➼ࡶ᥎㐍ࡋࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝ⤒῭࠾ࡅࡿᕷሙ➇த
ຊࡀ㧗ࡃࠊᆅᇦࡢ㞠⏝ฟࡘ
࡞ࡀࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࢆࡵࡊࡋ
ࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧
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࠙⌧≧ࠚ
㛗㔝┴ᕤᴗ⤫ィㄪᰝ⤖ᯝሗ࿌᭩ࡼࡿ
ࠊᖹᡂᖺࡽᖹᡂᖺࡅ࡚┴ෆ
〇㐀ᴗࡢຍ౯್⏕⏘ᛶࡀ⣙㸣ῶᑡࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㧗ຍ౯್㸦✌ࡄຊ㸧ࡢ※
Ἠ࡞ࡿ⛉Ꮫᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ┴ෆᴗ
ࡀ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ᪂ࡋ࠸〇ရࡢ㛤Ⓨ✚ᴟ
ⓗྲྀࡾ⤌ࡳࠊຍ౯್ฟຊࢆ㧗ࡵࡿ
ࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ە㐍ฟࡍࡁ㧗ຍ౯್ศ㔝ࡢ᥈⣴࣭ᢳฟ
ຊྥୖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
᪂ࡓ࡞〇ရࢆᕷሙᢞධࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ
ࡣࠊᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬࠊᕷሙືྥࠊᢏ⾡ື
ྥ࡞ࢆぢᤣ࠼ࠊ㐍ฟࡍࡿ㧗ຍ౯್ศ
㔝ࢆⓗ☜᥈⣴ࡋ࡚ᢳฟࡍࡿຊࢆ㧗ࡵࡿ
ࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡍࡊࡵەศ㔝ࡢཧධ㞀ቨ✺◚ຊྥୖࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
࠼ࡤࠕᗣ࣭⚟♴ࠖศ㔝᪂つཧ
ධࡍࡿࡓࡵࡣࠊ་⸆ရࡸ་⒪ᶵჾ➼
㛵ࡍࡿἲつไ࡞ࠊࡑࡢศ㔝ᅛ᭷ࡢ㧗࠸
㞀ቨࢆࡾ㉺࠼࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ㛵ಀ▱㆑ࡢ⩦ᚓࠊᴗ⏺㛵
ಀ⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠊ㛤Ⓨ㈨㔠ຊ
ࡢᙉ࡞ࠊཧධ㞀ቨࢆ✺◚ࡍࡿຊࢆ㧗
ࡵࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⛉ەᏛᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ㧗ຍ౯್ࡢ᪂〇
ရࡸ᪂ᢏ⾡ࢆฟࡍࡿࡓࡵࡢ࣮࢜ࣉࣥ
ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㸦⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ㸧ࡼࡿ◊✲
㛤Ⓨࢆάᛶࡋࠊࡑࡢ◊✲㛤Ⓨᡂᯝࡢ᪩
ᮇᴗࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴ෆࡣࠊ㧗࠸ᢏ⾡ຊࢆಖ᭷ࡍࡿᴗ
ࡀከᩘ㞟✚ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊඛ➃⣲ᮦ࣭ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮➼
ࡢᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࢆ᭷ࡍࡿᅜ❧Ꮫἲேಙᕞ
Ꮫ࡞ࡢ◊✲ᶵ㛵ࠊ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭ
ࣥࢱ࣮ࡸබ┈㈈ᅋἲே㛗㔝┴ࢸࢡࣀ㈈ᅋ
➼ࡢᨭᶵ㛵࡞ࠊ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡼࡿᨭ
యไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ┴ෆࡣࡶࡼࡾࠊᅜෆእࡢ
Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ᭦࡞
ࡿᙉࠊᨭᶵ㛵ࡢᶵ⬟ᙉࢆᅗࡾࠊᡂ
㛗ᮇᚅศ㔝࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ㧗ຍ
౯್〇ရࢆฟࡍࡿࡓࡵࠊ࣮࢜ࣉࣥࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࡼࡿ◊✲㛤Ⓨࢆάᛶࡋࠊ
ࡑࡢᡂᯝࡢࣅࢪࢿࢫࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ
⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەෆᴗࡢᢏ⾡ㄢ㢟ࡸᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱ
ࡋࠊࡑࡢゎỴ᪉⟇ࢆࡢᴗ࣭Ꮫ➼ࡀ
ᥦ࡛ࡁࡿ⤌ࡳ㸦ᢏ⾡ࢽ࣮ࢬᢏ⾡
ࢩ࣮ࢬࡢ᪂ࡓ࡞࣐ࢵࢳࣥࢢࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢ
ᵓ⠏
㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᢏ⾡ࢩ࣮ࢬࡸᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀ
ࡿࠊᅜෆእࡢᏛ࣭◊✲ᶵ㛵࣭⏘ᴗᨭ
ᶵ㛵➼ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࣭ᣑ
ࡼࡿ࣐ࢵࢳࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡢ㧗ᗘ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⏘ەᏛᐁ㐃ᦠࡼࡿ◊✲ࡢ㛤ദࠊ◊✲㛤
Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⏬࣭ᐇ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸴㸧͐㡫
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐ࠊ㡫

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
✲◊ە㛤Ⓨྥࡅࡢ➇தⓗ㈨㔠⋓ᚓ➼ಀࡿ
බ┈㈈ᅋἲே㛗㔝┴ࢸࢡࣀ㈈ᅋ➼ࡢᨭ
ᶵ⬟ᙉ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⛉ەᏛᢏ⾡ά⏝ࡢ୰᰾ᣐⅬ࡞ࡿ┴ᕤᴗᢏ
⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡢᨭᶵ⬟ཬࡧᨭయไ
ᙉࡢ᳨ウ

ە᪂࡞᪂つࢹࡢල⌧㸦〇ရ
⏬࣭ヨస➼㸧ࢆᐇࡋࡸࡍ࠸⤌ࡳ㸦ࣉ
ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒㸧ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛࡀಖ᭷ࡍࡿඛ➃
⣲ᮦ࣭ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮➼ࡢඛ㐍ⓗ࡞ᢏ
⾡ࢩ࣮ࢬࡸ㎰⏘≀࣭ほග㈨※࡞ࠊ㧗
ຍ౯್〇ရࡢ㛤Ⓨάࡏࡿ㇏ᐩ࡞ᆅᇦ
㈨※ࡢᏑᅾࡀᮏ┴ࡢᙉࡳ࡛ࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ┴ෆᴗࡀࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦ㈨
※ࢆάࡋ࡚ࠊᡂ㛗ᮇᚅศ㔝➼࡛➇தඃ
ᛶࡀ࠶ࡾࠊ㧗ຍ౯್ࡘ࡞ࡀࡿ
᪂࡞᪂つࢹࡢල⌧ྲྀࡾ⤌ࡳࡸ
ࡍ࠸⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⛉ەᏛᢏ⾡ά⏝ࡢ୰᰾ᣐⅬ࡞ࡿ┴ᕤᴗᢏ
⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿࠊ᪂࡞᪂つ
ࢹࢆල⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ〇ရ⏬ࡽ
◊✲㛤Ⓨ࣭〇ရࡲ࡛ࢆぢᤣ࠼ࡓ୍㈏ᨭ
ᶵ⬟ࡢ᳨ウ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە᪂࡞᪂つࢹ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࣅࢪࢿ
ࢫࡢࣜࢫࢡࡢ㧗࠸〇ရࡢヨస࣭ᐇ㦂࣭
ホ౯➼ࡢ㈨㔠ⓗᨭไᗘࡢᵓ⠏
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳղ

〇㐀ᴗศ㔝
ձ 〇㐀ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
〇㐀ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

࣒ࢸࢫࢩ⏘⏕ۻᵓ⠏ࡢどⅬ
㸨┴ෆᴗࡢㄢ㢟
ەከᵝࡍࡿᕷሙࢽ࣮ࢬᛂࡌ࡚ࠊ㧗ရ㉁
࡞〇ရࢆࢱ࣒࣮ࣜపࢥࢫࢺ࡛ᥦ౪ࡍ
ࡿྲྀ⤌ᙉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ

ەඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢά⏝ࡼࡿ
ᕷሙ➇தຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ
⏘ᴗࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ✚ᴟⓗ࡞
ά⏝ࡼࡾࠊࠕ㜵⅏ࠖࠊࠕ
ᗣ࣭⚟♴ࠖࠊࠕ⎔ቃಖࠖ
ࠕࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࠖࠊࠕ㎰ᴗࠖࠊ
ࠕᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗࠖ➼ࠊᖜᗈࡃ♫
ᙺ❧ࡕࠊ┴Ẹ⏕άࡢ㉁ⓗྥ
ୖࡘ࡞ࡀࡿ〇ရࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ┴Ẹࡸᆅᇦ➼ࡀᢪ
࠼ࡿㄢ㢟ࢆᢕᥱࡋࠊࡑࡢㄢ㢟ゎ
Ỵࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡸ᪂ࡋ
࠸〇ရࡢ㛤Ⓨࠊࣅࢪࢿࢫ✚
ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡸᢏ⬟
ఏᢎࡢ㧗ᗘ➼ࡶ᥎㐍ࡋࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝ⤒῭࠾ࡅࡿᕷሙ➇த
ຊࡀ㧗ࡃࠊᆅᇦࡢ㞠⏝ฟࡘ
࡞ࡀࡿࡶࡢ࡙ࡃࡾ⏘ᴗࢆࡵࡊࡋ
ࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
᪂⯆ᅜ➼ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࢥࢫࢺ➇த
ᡴࡕࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊࠕ㢳ᐈࡈ
࢝ࢫࢱ࣐ࢬࡋࡓ࠸ࠖࠊࠕ᭱㐺࡞ᮇ
ᚲせ࡞ᩘࡔࡅప౯᱁࡛ᥦ౪ࡋ࡚ࡋ
࠸ࠖ࡞ࠊከᵝࡍࡿᕷሙࢽ࣮ࢬ㎿㏿
ࡘ㐺ษᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ┴ෆᴗࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࢆྲྀࡾ
㎸ࡳ࡞ࡀࡽࠊ㧗ရ㉁࡞〇ရࢆࢱ࣒࣮ࣜ
పࢥࢫࢺ࡛ᕷሙᥦ౪ࡍࡿྲྀ⤌ࢆࡇࢀ
ࡲ࡛௨ୖᙉࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
⏘⏕ەᛶྥୖࡢࡓࡵࡢ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ຊ
ᙉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜ➼ࡼࡾࠊୡ⏺ⓗ
⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡍືࡁࡀά
Ⓨࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ┴ෆᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫ
ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ⏕⏘⌧ሙࡢ⏕⏘ᛶྥୖ
ຍ࠼ࠊ〇ရ⏬ࡽタィࠊ㒊ᮦㄪ㐩ࠊ
⏕⏘ࠊ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ➼⮳ࡿࡲ࡛ࡢᴗ
యࡢ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ຊࡢྥୖࢆᅗࡿ
ࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦ᥖ㸧
ࠊ࢘ࣁ࢘ࣀۻᢏ⬟⥅ᢎࡢどⅬ
㸨┴ෆᴗࡢㄢ㢟
ەᕷሙ➇தຊࢆ᭷ࡍࡿ〇ရ࡙ࡃࡾᚲせ࡞
ᩘ್࡛ࡁ࡞࠸ᢏ⬟ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ⥅ᢎࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭࠾ࡅࡿᕷሙ➇தຊࢆ
ᣢ⥆ⓗⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ㛗ᖺࡢ⤒
㦂ࡸ຺ᇶ࡙ࡁᩘ್࡛ࡁ࡞࠸⇍⦎⪅ࡢ
ᢏ⬟ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆࠊḟࡢୡ௦⥅ᢎࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡞ࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

⛉ەᏛᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓࠊရ㉁࣭ࢥࢫࢺ࣭⣡
ᮇ࡛ඃᛶࡀ࠶ࡾࠊᰂ㌾ᛶࡢ㧗࠸ඛ㐍ⓗ
⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࣭㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ


㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㸱㹂ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡢά⏝࡞ࠊඛ㐍ⓗ⏕⏘
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධྥࡅࡓㄪᰝ᳨࣭
ウ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⢭ᐦຍᕤᢏ⾡ࠊࢭࣥࢧ࣮ࡸ㏻ಙᶵჾ➼
ࡢ࣮࢟ࢹࣂࢫࠊ⏕⏘⌧ሙࡢᰂ㌾ᛶࢆ㧗
ࡵࡿ༟ୖᆺ⏕⏘⨨➼ࠊ┴ෆᴗࡀᣢࡘ
ᢏ⾡ࡢᙉࡳࢆάࡋ࡚ࠊඛ㐍ⓗ࡞⏕⏘ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ྍḞ࡞〇ရࡸ㒊ရࢆ౪
⤥ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊඛ㐍ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࢆ✚ᴟⓗ⏕
⏘⌧ሙᑟධࡋ࡚ࠊရ㉁࣭ࢥࢫࢺ࣭⣡ᮇ
࡛➇தඃᛶࢆ㧗ࡵࡿࡶࠊከᵝ
ࡍࡿᕷሙࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲ
せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆ
ᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

┴ەෆࡢ◊✲ᡤࡸᕤሙࢆ᰾ࡍࡿࠊ㧗⏕⏘
ᛶࢢ࣮ࣟࣂࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆಁ㐍
ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ရ㉁࣭ࢥࢫࢺ࣭⣡ᮇ࠾࠸࡚➇தඃ
ᛶࢆⓎࡍࡿࡓࡵࡣࠊேࠊタഛࠊሗ
࡞ࡢ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࢆࡘ࡞ࡆࡿ㹇㹭㹒࣭
㹇㹭㹃➼ࢆά⏝ࡋࡓࠊ┴ෆࡢ◊✲ᡤࡸᕤ
ሙࢆ᰾ࡍࡿࠊ㧗⏕⏘ᛶࢢ࣮ࣟࣂࣝࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢಁ㐍
ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
➇ەதඃᛶࢆ☜ಖࡍࡿ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㧗
ᗘཬࡧᨵၿάືࡢ᥎㐍
㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᏛࡸ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮➼ࡼࡿࠊ
ඛ㐍ⓗ⏕⏘ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢᵓ⠏ྍḞ࡞
࣮࢟ࢹࣂࢫ㸦ࢭࣥࢧ࣮ࠊ㏻ಙᶵჾࠊ┬
࢚ࢿࢹࣂࢫ➼㸧ࡸ⏕⏘ᢏ⾡㸦ࣟ࣎ࢵࢺ
ࡼࡿ⏕⏘⮬ື࣭┬ຊ࣭↓ேࠊᇶ
┙ᢏ⾡ࡢ㧗ᗘ➼㸧➼ࡢ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍ࡢ
ᙉ

㹙⏘ᴗປാ㒊࣭⏬⯆㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㹇㹭㹒࣭㹇㹭㹃ࡼࡿࢫ࣐࣮ࢺᕤሙࢆ᰾
ࡍࡿࠊ⏕⏘ᛶࡢ㧗࠸ࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥ
ᵓ⠏ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢㄪᰝ᳨࣭ウ
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ୖەグࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥᵓ⠏ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࠊ
⏕⏘ᢏ⾡㹇㹭㹒࣭㹇㹭㹃ࡢ୧᪉⢭㏻
ࡍࡿேᮦ⫱ᡂᴗࡢㄪᰝ᳨࣭ウ

⛉ەᏛᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓࠊᢏ⬟ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ
᪂ࡓ࡞⥅ᢎ᪉ἲࡢฟಀࡿྲྀ⤌ࢆಁ㐍
ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⇍⦎ᢏ⬟⪅ࡼࡿⱝᡭ♫ဨࡢ࣐ࣥ
ࢶ࣮࣐ࣥᣦᑟࠊ㹍㹈㹒ࡼࡿᢏ⬟⥅ᢎ
ຍ࠼ࠊ㹇㹁㹒➼ࢆά⏝ࡋࡓᢏ⬟ࡸࣀ࢘ࣁ
࢘ࡢ᪂ࡓ࡞⥅ᢎ᪉ἲࡢฟಀࡿྲྀ⤌ࢆ
ಁ㐍ࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙⏘ᴗປാ㒊࣭⏬⯆㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㹇㹁㹒➼ࢆά⏝ࡋࡓᢏ⬟ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ᪂
ࡓ࡞⥅ᢎ᪉ἲࠊ㐲㝸ᆅࡢ⏕⏘⌧ሙࡢᢏ
⾡ᣦᑟ᪉ἲ➼ࡢㄪᰝ᳨࣭ウ
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ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝
ղ ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

➇ەதຊ㸦⏕⏘ᛶཬࡧຍ౯್㸧
ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㛗㔝┴࠾࠸࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘
ᴗ㸦➨୕ḟ⏘ᴗ㸧ࡣࠊ┴ෆ⥲⏕
⏘ࡸ㞠⏝ࡢ⣙㸵ࢆ༨ࡵࡿࡁ
࡞⏘ᴗ࡛ࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ
ࢀࡲ࡛య⣔ࡔࡗࡓィ⏬ᇶ࡙ࡃ
⯆ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡣປാ㞟
⣙ᆺࡢࡓࡵࠊᶵᲔࡼࡿຠ⋡
ࡀྍ⬟࡞〇㐀ᴗẚ࡚ࠊປ
ാ⏕⏘ᛶࡸຍ౯್ࡢྥୖࡀ㞴
ࡋ࠸⏘ᴗ࠸࠼ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ┴࡛ࡣᖹᡂᖺᗘ
ࠕ㛗㔝┴ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⯆ᡓ
␎ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡲࡋࡓࠋ
ᡓ␎࡛ࡣࠊ㛗㔝┴ࡢᙉࡳࡸ≉
ᚩࢆάࡋࠊࠕ㹇㹒㸦ሗᢏ
⾡㸧ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ㸦ᗣ㛵
㐃㸧ࠖࠊࠕࢫ࣮ࣔࣝࣅࢪࢿࢫࠖ
ࢆ㸱ࡘࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࡋ࡚ᐃࡵ
ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࡣࠊ≉ᐃ
ࡢᴗ✀ࡢࡳࡢ⯆ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊྠ୍ࡢษࡾཱྀ࡛ከᵝ࡞
ᴗ✀่⃭ࢆ࠼ࠊ⯆ࢆᅗࡿ
ࠕゐ፹ࠖࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍ
ࡶࡢࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㸱ࡘࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࢆ㞟୰
ⓗᨭࡍࡿࡇࡼࡾࠊ┴ෆ
࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ
ࡸຍ౯್ࢆ㧗ࡵࠊ➇தຊࡢ㧗
࠸⏘ᴗࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
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ۻ㹇㹒
ەୗㄳࡅయ㉁࡛⊂⮬ၟရࡀᑡ࡞࠸ࡇ
࠙⌧≧ࠚ
㛗㔝┴ࡣ㹇㹒㛵㐃ᴗࡣከᩘ࠶ࡾࡲ
ࡍࡀࠊ㤳㒔ᅪ➼ࡢᴗࡢୗㄳࡅࢆ࡞
ᴗົࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀከ࠸≧ἣ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊỴࡵࡽࢀࡓᵝ౯᱁ᇶ
࡙࠸࡚ᴗົࢆ⾜࠺ࠕୗㄳࡅయ㉁ࠖ࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊྛᴗ⪅ࡀ✚ᴟⓗ⊂⮬ၟရ
㸦㸻ᕷሙ➇தຊࡸ౯᱁Ỵᐃᶒࢆᣢࡘ㸧ࢆ
㛤Ⓨࡍࡿ⎔ቃࡀᑡ࡞࠸ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

ەேᮦࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
㹇㹒㛵㐃ᴗࡣ㤳㒔ᅪ➼㞟୰ࡋ࡚࠸
ࡿࡇࡸࠊྛ✀ᆺࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ௳
ࡼࡿ㹇㹒ேᮦࡢ㟂せࡢ㧗ࡲࡾ࡞ࠊᆅ᪉
ࡣ༑ศ࡞㹇㹒ேᮦࡀ㞟ࡲࡽ࡞࠸≧ἣ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ⊂⮬ၟရࡢ㛤Ⓨ➼ࡀ༑ศ⾜ࢃ
ࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࢆᣢࡗࡓ㹇㹒ே
ᮦࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍ㸦㉁㔞ࡢ㊊㸧ࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

⮬⊂ە〇ရࡢ㛤Ⓨάືࢆάᛶࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㹇㹒ᴗࡀ➇தຊࢆⓎࡍࡿࡣࠊ༢
࡞ࡿୗㄳࡅᆺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽ⊂⮬ᛶࡢ㧗
࠸ၟရ㛤Ⓨࢆ⾜࠺⏬㛤Ⓨᆺ࡞ࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡣࠊ▱㆑ࡸᢏ⾡ຍ࠼ࠊࡑ
ࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡢゎỴ⤖ࡧ
ࡅ࡚࠸ࡃ⏬ຊ࣭Ⓨຊ➼ࡀồࡵࡽࢀࠊ
ࡑࢀࡽࡢຊࢆᙉ➼ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ
㛤ࡋࡲࡍࠋ
┴ەෆ㹇㹒ேᮦࡢ㈨㉁ྥୖࢆᅗࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴ෆࡢ㹇㹒㛵㐃ᴗࡣ㤳㒔ᅪ➼ࡢ
ᴗࡢୗㄳࡅࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊỴࡵࡽࢀࡓ
ᵝ➼ᇶ࡙࠸ࡓᴗົࢆ⾜࠺ࡇࡀከࡃࠊ
⮬ࡽ⊂⮬ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿᶵ
ࡸ⎔ቃࡀ༑ศ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡲࡓࠊ᭱ඛ➃ࡢᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿᶵࡶ
༑ศ࠶ࡿࡣ࠸࠼ࡲࡏࢇࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ┴ෆࡢ㹇㹒ேᮦࡀ᪂ࡓ࡞ᢏ
⾡ゐࢀࠊ⮬ࡽࡢ⏬ຊࡸⓎຊࢆ㧗ࡵ
࡚ࠊ⊂⮬ࡢၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤Ⓨ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺㈨㉁ྥୖࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓ
ࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەఫẸ⏕άࡢ㉁ⓗྥୖࡸᆅᇦ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ
ྥୖ➼ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵゎỴࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ලయⓗㄢ㢟ࡢᢕᥱࡸࣅࢪࢿࢫᡭἲ
ࡼࡿゎỴ᪉⟇ࡢฟࡀ࡛ࡁࡿሙ࡙ࡃࡾ
㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ➼㸧
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەෆ㹇㹒ேᮦ➼ࡀദࡍࡿ▷ᮇ㞟୰㛤Ⓨ
࣋ࣥࢺࡼࡿ㛤Ⓨ⬟ຊ➼ࡢ㈨㉁ྥୖ
㐃ᦠᙉ

┴ەእࡽࡢ㹇㹒ேᮦࢆㄏ⮴ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴ෆ㹇㹒ேᮦࡢ㈨㉁ྥୖ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ
ᢏ⾡ࡸ⏬ຊࡀ㧗࠸㤳㒔ᅪ➼࡛ά㌍ࡋ࡚
࠸ࡿ㹇㹒ேᮦࢆ┴ෆㄏ⮴ࡋࠊࡑࡢᐃ╔
┴ෆ㹇㹒ேᮦࡢὶࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࡛ࠊ┴ෆ㹇㹒ᴗ⏺ࡢάᛶࢆᅗࡿࡓࡵࡢ
⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەእࡢ㹇㹒ேᮦࢆᑐ㇟ࠕ࠾ࡓࡵࡋࠖⓗ
ᮏ┴ᒃఫ࣭ᴗᐇࢆ⾜࠺ᶵࢆᥦ
౪ࡋࠊᮏ᱁ⓗᒃఫ࣭ᣐⅬタ⨨ࡢㄏᑟ
ࢆᐇ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫
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ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝
ղ ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

➇ەதຊ㸦⏕⏘ᛶཬࡧຍ౯್㸧
ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢᐇ⌧
ࢣࢫࣝ࣊ۻ
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㛗㔝┴࠾࠸࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘
ᴗ㸦➨୕ḟ⏘ᴗ㸧ࡣࠊ┴ෆ⥲⏕
⏘ࡸ㞠⏝ࡢ⣙㸵ࢆ༨ࡵࡿࡁ
࡞⏘ᴗ࡛ࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ
ࢀࡲ࡛య⣔ࡔࡗࡓィ⏬ᇶ࡙ࡃ
⯆ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡣປാ㞟
⣙ᆺࡢࡓࡵࠊᶵᲔࡼࡿຠ⋡
ࡀྍ⬟࡞〇㐀ᴗẚ࡚ࠊປ
ാ⏕⏘ᛶࡸຍ౯್ࡢྥୖࡀ㞴
ࡋ࠸⏘ᴗ࠸࠼ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ┴࡛ࡣᖹᡂᖺᗘ
ࠕ㛗㔝┴ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⯆ᡓ
␎ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡲࡋࡓࠋ
ᡓ␎࡛ࡣࠊ㛗㔝┴ࡢᙉࡳࡸ≉
ᚩࢆάࡋࠊࠕ㹇㹒㸦ሗᢏ
⾡㸧ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ㸦ᗣ㛵
㐃㸧ࠖࠊࠕࢫ࣮ࣔࣝࣅࢪࢿࢫࠖ
ࢆ㸱ࡘࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࡋ࡚ᐃࡵ
ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࡣࠊ≉ᐃ
ࡢᴗ✀ࡢࡳࡢ⯆ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊྠ୍ࡢษࡾཱྀ࡛ከᵝ࡞
ᴗ✀่⃭ࢆ࠼ࠊ⯆ࢆᅗࡿ
ࠕゐ፹ࠖࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍ
ࡶࡢࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㸱ࡘࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࢆ㞟୰
ⓗᨭࡍࡿࡇࡼࡾࠊ┴ෆ
࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ
ࡸຍ౯್ࢆ㧗ࡵࠊ➇தຊࡢ㧗
࠸⏘ᴗࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

㸦ᥖ㸧
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ࢣࢫࣝ࣊ەᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ព㆑ࡀ༑ศ࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ㸦ᗣᑐࡍࡿព㆑ࡣ࠶ࡗ࡚
ࡶࠊࠕᢞ㈨ࠖࡲ࡛࠸࡞࠸㸧

࠙⌧≧ࠚ
㛗㔝┴ࡣࠊ⏨ዪࡶᖹᆒᑑ᪥ᮏ୍
㸦ᖹᡂᖺཌ⏕ປാ┬ㄪ㸧࡛࠶ࡾࠊ㛗
ᑑ┴ࡋ࡚ࡶᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ
ࢀࡣࠊ㔝⳯ᦤྲྀ㔞ࡀከ࠸ࠊ㧗㱋⪅ᑵᴗ⋡
ࡀ㧗࠸࡞ࡢࠊಖ⿵ᑟဨࡸ㣗⏕ά
ᨵၿ᥎㐍ဨ࡞ࡢᗣ࣎ࣛࣥࢸࡼ
ࡿ⮬ⓗ࡞ᗣ࡙ࡃࡾࡢྲྀ⤌ࡸࠊ་ᖌࠊ
ಖᖌࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡞ࡼࡿಖ་⒪
άືࡀάⓎ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡞ࡼ
ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⬻⾑⟶ᝈࡼࡿṚஸ
⋡ࡣᅜᖹᆒࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊᗣ࡛࠶
ࡿ࠺ࡕࡽࠊࡑࡢᗣࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡢᢞ㈨㸦㐠ືࡸ㣗≀ࠊᗣࢳ࢙ࢵࢡ
➼㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ە䝦䝹䝇䝒䞊䝸䝈䝮➼䛾ᕷሙ䛾ㄆ▱ᗘ䛜ప䛔
䛣䛸
࠙⌧≧ࠚ
࣊ࣝࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒➼ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᙧែࡢ
ၟရ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊලయⓗ࡞ᾘ㈝⪅
ࢽ࣮ࢬ㛵ࡍࡿሗࡸᡂຌࡢ✚ࡀ
༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┴ෆࡢᴗ⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡃ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᕷሙつᶍࡀᣑ
ࡏࡎࠊㄆ▱ᗘࡀྥୖࡋ࡞࠸ࡇࡀㄢ㢟
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

ەᗣ⥔ᣢ㈨ࡍࡿබⓗಖ㝤እࢧ࣮ࣅࢫࡢ
ᾘ㈝⪅ࡢ㹎㹐ࡸᗣᢞ㈨ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓ
ࡵࡢព㆑ၨⓎࢆᐇࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
࣊ࣝࢫࢣᑐࡍࡿᾘ㈝⪅ព㆑ࢆࡉࡽ
㧗ࡵࡿࡓࡵࠊᑗ᮶ࡢ་⒪࣭ㆤᨭฟ
ࡽࠊᑗ᮶ᗣ࡛࠶ࡿࡓࡵࡢ⌧ᅾࡢᗣᢞ
㈨ࡢᛮ⪃㌿⾜ືኚᐜࢆಁࡍࡓࡵࡢ
⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

≉ەᚩ䛒䜛䝦䝹䝇䝒䞊䝸䝈䝮➼䛾ၟရ䛻䜘䜚䚸
ᆅᇦ䛾䝦䝹䝇䜿䜰⏘ᴗ䜢άᛶ䛩䜛䛣䛸
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㛗㔝┴ḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟ࡢ
ྲྀ⤌➼ࡼࡾࠊ┴ෆࡢᴗ⪅ࡼࡿ࣊ࣝ
ࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒➼ࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡋࠊᆅᇦࡢ
࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗࡢάᛶࢆᅗࡿࡓࡵࡢྛ
✀⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
ࡢ➼࣒ࢬ࣮ࣜࢶࢫࣝ࣊ەᕷሙࡢㄆ▱ᗘࢆྥ
ୖࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㛗㔝┴ḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟ࡢ
ྲྀ⤌➼ࡼࡾࠊ┴ෆࡢ࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗࡢ
ᕷሙつᶍࡢᣑࢆᅗࡿ࡞ࠊㄆ▱ᗘࢆྥ
ୖࡍࡿࡓࡵࡢྛ✀⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙⏘ᴗປാ㒊࣭ᗣ⚟♴㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەಙᕞ㸿㹁㹃㸦࢚࣮ࢫ㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᬑ
ཬ㸦┴Ẹࡢྲྀ⤌ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡞㸧
㈨ࡍࡿࠊ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮➼
ࡼࡿࢶ࣮ࣝ㸦ࢯࣇࢺ࣭ࣁ࣮ࢻ㸧ࡢ◊✲㛤
Ⓨ㸦ᥖ㸧
࣭ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ$FWLRQ࡛ࡁࠊࡑࡢຠᯝࢆ
ᐇឤ࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࡢ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸲㸧͐㡫

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㛗㔝┴ḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟㐃
ᦠࡋࡓࠕᗣ⤒Ⴀࠖྲྀࡾ⤌ࡴᴗᑐ
ࡍࡿᨭཬࡧࠕᗣ⤒Ⴀࠖࡢᬑཬ

㹙⏘ᴗປാ㒊࣭ᗣ⚟♴㒊࣭ほග㒊࣭
ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㛗㔝┴ḟୡ௦࣊ࣝࢫࢣ⏘ᴗ༠㆟ࡢྲྀ
⤌➼ࢆ㏻ࡌࡓࠊᆅᇦ㈨※ࢆά⏝ࡋࡓ࣊ࣝ
ࢫࢶ࣮ࣜࢬ࣒ࡢၟရࡼࡿᆅᇦࡢ࣊ࣝ
ࢫࢣ⏘ᴗࡢάᛶ
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ࢶࢫࣝ࣊ە㸫ࣜࢬ࣒ࡢၟရ࠶ࡓࡾࠊ᪑
⾜ࡼࡿࢫࢺࣞࢫ࣭⾑ᅽ➼ᑐࡍࡿ་⛉
Ꮫⓗຠᯝ᳨ドࡸᚰࡢ‶㊊ᗘ᳨ドࡢᐇࢆ
᳨ウ
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ࢶࢫࣝ࣊ە㸫ࣜࢬ࣒ၟရࡢᅜෆእྥࡅࡓ
ሗⓎಙ
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳղ

ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝
ղ ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ࢫࢿࢪࣅ࣮ࣝࣔࢫۻ
➇ەதຊ㸦⏕⏘ᛶཬࡧຍ౯್㸧
ࡢ㧗࠸ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢᐇ⌧
ࢫࢿࢪࣅەࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ

࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㛗㔝┴࠾࠸࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘
ᴗ㸦➨୕ḟ⏘ᴗ㸧ࡣࠊ┴ෆ⥲⏕
⏘ࡸ㞠⏝ࡢ⣙㸵ࢆ༨ࡵࡿࡁ
࡞⏘ᴗ࡛ࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇ
ࢀࡲ࡛య⣔ࡔࡗࡓィ⏬ᇶ࡙ࡃ
⯆ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡣປാ㞟
⣙ᆺࡢࡓࡵࠊᶵᲔࡼࡿຠ⋡
ࡀྍ⬟࡞〇㐀ᴗẚ࡚ࠊປ
ാ⏕⏘ᛶࡸຍ౯್ࡢྥୖࡀ㞴
ࡋ࠸⏘ᴗ࠸࠼ࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ┴࡛ࡣᖹᡂᖺᗘ
ࠕ㛗㔝┴ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ⯆ᡓ
␎ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡲࡋࡓࠋ
ᡓ␎࡛ࡣࠊ㛗㔝┴ࡢᙉࡳࡸ≉
ᚩࢆάࡋࠊࠕ㹇㹒㸦ሗᢏ
⾡㸧ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ㸦ᗣ㛵
㐃㸧ࠖࠊࠕࢫ࣮ࣔࣝࣅࢪࢿࢫࠖ
ࢆ㸱ࡘࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࡋ࡚ᐃࡵ
ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࡣࠊ≉ᐃ
ࡢᴗ✀ࡢࡳࡢ⯆ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊྠ୍ࡢษࡾཱྀ࡛ከᵝ࡞
ᴗ✀่⃭ࢆ࠼ࠊ⯆ࢆᅗࡿ
ࠕゐ፹ࠖࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍ
ࡶࡢࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢ㸱ࡘࡢࠕ㔜Ⅼ㍈ࠖࢆ㞟୰
ⓗᨭࡍࡿࡇࡼࡾࠊ┴ෆ
࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ
ࡸຍ౯್ࢆ㧗ࡵࠊ➇தຊࡢ㧗
࠸⏘ᴗࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧
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࠙⌧≧ࠚ
⌧ᅾࠊᵝࠎ࡞♫ㄢ㢟ࡢゎỴࡣࠊ┈
ࡀᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊ⛯㔠ࢆཎ㈨ࡋࡓ⾜ᨻ
ࡢ⟇ࡸࠊၿពᇶ࡙ࡃ࣎ࣛࣥࢸᅋ
య➼ࡢάືࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀከ
ࡃࠊࣅࢪࢿࢫࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡣ㞴
ࡋ࠸ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ە㈨㔠ㄪ㐩ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ㸦᪂ࡋ࠸ࢹ
ᑐࡍࡿ⌮ゎࡢ㊊㸧

࠙⌧≧ࠚ
᪂ࡋ࠸ࢹࡼࡾ♫ㄢ㢟ࡢゎỴ
ࡢ⣒ཱྀࢆぢฟࡋࡓሙྜ࡛ࡶࠊᚑ᮶Ꮡᅾࡋ
࡞ࡗࡓࢹࡣࠊࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ
ࡋ࡚ࡢᐇ⌧ᛶ࣭⥅⥆ᛶ࣭┈ᛶࡀᮍ▱ᩘ
࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᚑ᮶ࡢᯟ⤌ࡳࡼࡿ㈨
㔠ㄪ㐩㸦㸸㔠⼥ᶵ㛵⼥㈨㸧ࡀᅔ㞴࡞ሙ
ྜࡀከ࠸ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ەᕷሙ㟂せࡀᕼⷧ࡞ࡇ㸦࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ
ࡢᅔ㞴ࡉ㸧
࠙⌧≧ࠚ
♫ㄢ㢟ࡢゎỴࡣࠊከࡃࡢሙྜࠊ⾜ᨻ
ࡸ࣎ࣛࣥࢸᅋయ➼ࡼࡿᑐᛂࡀᅗࡽ
ࢀࠊࣅࢪࢿࢫ㸦┈ࡼࡿ⥅⥆ⓗゎ
Ỵ㸧ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀከ࠸
࠸࠼ࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡣࠊㄢ㢟ࡢゎỴᑐࡋ
࡚┦ᛂࡢᑐ౯ࢆᚓࡿࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ
ࡀཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᚑ᮶Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࣅࢪࢿࢫࡣࠊ
ᾘ㈝⪅ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇࡀ㞴ࡋࡃࠊᕷሙ
㟂せࡢணࡀࡘࡵ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࡇ
ࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

⮬⊂ە〇ရࡢ㛤Ⓨάືࢆάᛶࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ㄢ㢟ࡢゎỴࢆᅗࢁ࠺ࡍࡿ᪉ࡣࠊ㹇㹒
ࡸ⛉Ꮫᢏ⾡ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊᚑ᮶ࡣゎ
Ỵ࡛ࡁ࡞ࡗࡓㄢ㢟ࢆゎỴࡋࠊࣅࢪࢿࢫ
ࡋ࡚ᡂ❧ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊྛ✀▱㆑ࡸࢹࢆᣢࡘ
እ㒊ࡢ᪉ࠎࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊ⊂⮬ၟရࡢ
㛤Ⓨࡸ㈨㔠ㄪ㐩ࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەఫẸ⏕άࡢ㉁ⓗྥୖࡸᆅᇦ⏘ᴗࡢ⏕⏘ᛶ
ྥୖ➼ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵゎỴࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ලయⓗㄢ㢟ࡢᢕᥱࡸࣅࢪࢿࢫᡭἲ
ࡼࡿゎỴ᪉⟇ࡢฟࡀ࡛ࡁࡿሙ࡙ࡃࡾ
㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ➼㸧㸦
ᥖ㸧

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ࡲࡕ࡞࣭࠾ࡓࡵࡋࣛ࣎>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㹇㹒ேᮦࡢ┴ෆ㞟✚ࢆᅗࡿ୍ຓࡋ࡚ࠊ㤳㒔ᅪ➼ࡢ
㹇㹒ேᮦࡀ┴ෆ࡛㹇㹒ᴗࢆ⾜࠺ࠕ࠾ࡓࡵࡋࠖࡢᶵ
ࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋලయⓗࡣࠊ┴ࡀࠊఫᒃࡸ࢜ࣇࢫࢆ
ᥦ౪ࡋ࡚ࠊ㸲᭶ࡽ㸳᭶⛬ᗘࠊ┴ෆ࡛ࢆࡋ࡚
ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ࢜ࣇࢫࡋ࡚ࢥ࣮࣡࢟ࣥࢢࢫ࣮࣌ࢫࢆ
⏝ࡋࠊᆅඖࡢᴗ⪅ࡢὶࡢᶵࢆᚓࡿࡇ࡛ࠊ
┴ෆࡢሗࢆධᡭࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡶࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆస
ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᮏ᱁ⓗ࡞┴ෆ⛣ఫ࠶ࡿ࠸ࡣᣐⅬタ⨨ࡘ
࡞ࡆ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ
ࢥ࣮࣡࢟ࣥࢢࢫ࣮࣌ࢫ࡛ᴗࢆ⾜࠺
ࠕࡲࡕ࡞࣭࠾ࡓࡵࡋࣛ࣎ࠖཧຍ⪅
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᖹᡂᖺᗘࡢ᪂つᴗࡋ࡚ࠕ࠾ࡓࡵࡋࠖᕼᮃ⪅㸳⤌ࡢເ㞟ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊ
⤌ࡢᛂເࡀ࠶ࡾࠊᑂᰝࡢ⤖ᯝࠊ㸶⤌ேࢆࠕ࠾ࡓࡵࡋࠖཧຍ⪅ࡋ࡚Ỵᐃࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢࠕ࠾ࡓࡵࡋࠖཧຍ⪅ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᕼᮃࡼࡾࠊᖹᡂᖺ㸷᭶ࡽ᭶ࡅ࡚ࠊ┴ෆ⛣
ືࡋࠊ㛗㔝ᕷࠊୖ⏣ᕷࠊ㣤ᒣᕷࡢࢥ࣮࣡࢟ࣥࢢࢫ࣮࣌ࢫ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂᖺ㸱᭶ࡲ࡛ྛ⮬ࡢ㹇
㹒ᴗࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᮏᖺᗘࡢᴗཧຍ⪅ࡀࠊࠕ࠾ࡓࡵࡋࠖᮇ㛫ࢆ⤊ࡋࡓᚋࡶࠊ┴ෆᐃఫࡸᆅᇦᒃఫࢆ⥆ࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊྛ✀ᨭࢆ⾜࠸ࠊ┴ෆࡢ㹇㹒ேᮦࡢᐃ╔ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᘬࡁ⥆ࡁࠕ࠾ࡓࡵࡋࠖཧຍ⪅ࢆເ㞟ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ┴ෆࡢ㹇㹒ேᮦࡢ㞟✚ࢆᅗࡾ
ࡲࡍࠋ
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㎰ᴗศ㔝
ճ ㎰ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
㎰ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ە㧗ရ㉁࡞㎰⏘≀ࡢᏳᐃ⏕⏘ࠊ
⏕⏘ࢥࢫࢺࡢ๐ῶࡼࡿࠊ㎰ᴗ
ᡤᚓྥୖࡢᐇ⌧

࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ពḧ࠶ࡿ㎰ᴗ⪅ࡀࠊᮏ┴ࡢከ
ᵝ࡞Ẽೃࡸ❧ᆅ᮲௳ࢆάࡋ࡚ࠊ
㎰ᆅࢆຠ⋡ⓗά⏝ࡋ࡚⏕⏘ࡋࠊ
Ᏻᐃⓗ౪⤥ࡉࢀࡿ㎰⏘≀ࡀࠊ
࢜ࣜࢪࢼࣝᛶࠊရ㉁ࠊ᪂㩭ࡉࠊ
Ᏻᛶ➼ࡼࡾࠊከࡃࡢேࠎ
ࡽ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠊ➇தຊࡢ㧗
࠸㨩ຊ࠶ࡿ㎰ᴗࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
≉ࠊᴗⓗ⤒Ⴀࢆᐇ㊶ࡍࡿ
⤒Ⴀయࡀࠊ㎰ᆅࢆ⏝㞟✚ࡋࠊ
᪂ࡓ࡞ရ┠࣭ᢏ⾡ࡢᑟධࡸ㈍㊰
ࡢ㛤ᣅࠊᆅᇦࡽࡢ㞠⏝ࡼࡿ
᪂ࡓ࡞ᴗᒎ㛤ࡸḟ௦ࢆᢸ࠺ᚋ
⥅⪅ࡢ⫱ᡂ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⮬
ࡽࡢ⤒Ⴀࡢࡳ࡞ࡽࡎᆅᇦ㎰ᴗ
ࡶ㈉⊩ࡋࠊክࡢᐇ⌧ࡉࡽ࡞ࡿ
⤒ႠⓎᒎྥࡗ࡚㡹ᙇࡗ࡚࠸
ࡿ㎰ᴗࡢጼࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

ە㎰⏘≀౯᱁ࡢప㏞ࡸࠊ㎰ᴗ⏕⏘㈨ᮦ౯᱁
ࡢ㧗Ṇࡲࡾ࡞ࡼࡾ㎰ᐙᡤᚓࡀῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᢸ࠸ᡭࡢ㧗㱋࣭ῶᑡࠊẼ㇟⅏ᐖࡸ
ᐖࡼࡿ㎰␆⏘≀ࡢရ㉁࣭㔞ࡢపୗࠊ
㎰ᴗ⏕⏘㈨ᮦ౯᱁ࡢ㧗Ṇࡲࡾ➼ࡼࡿ㎰
ᐙᡤᚓࡢῶᑡࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࡢཧ⪃ӑ
㎰సᴗࡢ┬ຊࠊࢥࢫࢺ๐ῶྥࡅࡓከศ㔝㐃ᦠࡼࡿ᪂ᢏ⾡࣭ᶵᲔࡢ㛤Ⓨ
>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㎰ᴗ࠾ࡅࡿ┬ຊࡸ㍍ປࠊࢥࢫࢺ๐ῶ➼ࡢㄢ㢟ゎỴ᪉⟇ࡢฟྥࡅ࡚ࠊ␗
ศ㔝ࡢᏛ࣭ᴗ➼㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡼࡾࠊᚑ᮶ࡣ࡞࠸ࢹ࡛㠉᪂
ⓗ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࠊ〇ရࡲ࡛ࢆ୍యⓗ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ᖹᡂᖺࡽ㛤ጞࡋࠊึᖺᗘࡣࠕࣞࢱࢫ✭ᶵࡢ㛤Ⓨࠖࠊࠕ␏␁㝖ⲡ⟶⌮ᶵࡢ㛤
Ⓨࠖࠊࠕᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ࣎ࣛࡢ㛤Ⓨࠖ╔ᡭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
Ẹ㛫ᴗ㐃ᦠࡋࡓྲྀ⤌࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶࠊ㹊㹃㹂ࡢ
ග࡛ᐖࡢⓎ⏕ࢆᢚไࡍࡿ㜵⻍ჾࠕࣞࣆ࣮࢞ࢻࠖࡸࠊᚤ⏕
≀ࡢຊ࡛ẼࡢⓎ⏕ࢆ㜵ࡄࠕ࣋ࢪ࣮࢟ࣃ࣮ࠖࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ࡁ
ࡲࡋࡓࠋ
ᚋࡣࠊከศ㔝ࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊࡉࡽ㠉᪂ⓗ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨ
ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ

ࣞࣆ࣮࢞ࢻ

࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
Ꮫ࣭Ẹ㛫ᴗ➼㛤Ⓨᵓࢆ⦎ࡾࠊヨసᶵࡢ〇స࣭ᨵⰋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋẸ㛫
ᴗࡀ〇సࡋࡓヨసᶵࡘ࠸࡚ࠊ㎰ᴗ㛵ಀヨ㦂ሙࡀᐇ⏝ᛶࡢホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᨵⰋⅬࢆ
ᥦ♧ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿᨵⰋࢆຍ࠼࡚ᐇ⏝ᶵࡢᡂࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
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⟇ࡢᒎ㛤

ە㧗ရ㉁࡞㎰⏘≀ࢆᏳᐃ⏕⏘ࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤
Ⓨ࣭ᬑཬࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
Ẽ㇟⅏ᐖࡸᐖ⿕ᐖࢆᮍ↛㜵Ṇࡋࠊ
㧗ရ㉁࡞㎰⏘≀ࢆᏳᐃ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵࡢᢏ
⾡㛤Ⓨᬑཬࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ⤒
ႠࡢᏳᐃࢆᅗࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲ
ࡍࠋ

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᐖࡸ㞴㜵㝖㞧ⲡ࡞ࡢ⏕⏘㜼ᐖせᅉ
ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࡢᢏ⾡㛤Ⓨ

㹙㎰ᨻ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㎰ᴗ⏕⏘ࡢྛᕤ⛬࠾ࡅࡿࢽ࣮ࢬࠊ
ᵝࠎ࡞ศ㔝࣭ᴗ✀Ꮡᅾࡍࡿᢏ⾡ࢩ࣮ࢬ
ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜࠺యไࡢᵓ⠏

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە᱂ᇵἲࡢᨵၿࡸᶵᲔࡼࡿపࢥࢫࢺ࣭
┬ຊ࣭㍍ປᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
୍ەᐃࡢ⤒Ⴀつᶍࢆ᭷ࡍࡿᴗⓗ㎰ᴗ⤒Ⴀ
యࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࡓࡵࡢ⏕⏘ᛶྥୖ㈨ࡍ
ࡿࠊ᪂ࡓ࡞పࢥࢫࢺ࣭┬ຊ᱂ᇵᢏ⾡ࢆ
㛤Ⓨ࣭ᬑཬࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┬ຊ࣭㍍ປࡸࠊ⏕⏘ࢥࢫࢺࡢపῶ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿᶵᲔࡸ᱂ᇵᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ࣭ᬑཬ
ࡋࠊᢸ࠸ᡭ㊊ࢆඞ᭹ࡍࡿࡶࠊᬒ
Ẽࡸᅜ㝿ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ࠸⤒Ⴀᇶ┙
ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⤥⮬ࠊࡿࡅ࠾⏘␆ە㣫ᩱࡸ࢚ࢥࣇ࣮ࢻ
➼ࢆ᭷ຠά⏝ࡋࡓపࢥࢫࢺ㣫㣴⟶⌮ᢏ⾡
ࡢ☜❧

㹙㎰ᨻ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ە㎰ᴗ㛵ಀヨ㦂ሙࡸ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥ
ࢱ࣮➼ࡼࡿࠊከศ㔝ࡀ㐃ᦠࡋࡓࠕࣞࢱ
ࢫ✭ᶵࠖࡸࠕỈ⏣␏␁㝖ⲡ⟶⌮ᶵࠖ࡞
ࠊ┬ຊ࣭㍍ປࡢࡓࡵࡢ᪂ᢏ⾡࣭ᶵ
Ეࡢ㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㹇㹁㹒ࢆά⏝ࡋࡓ⏕⏘ࢥࢫࢺࡸປົࡢศ
ᯒࡼࡿຠ⋡ⓗ⏕⏘య⣔ࡢᵓ⠏
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㎰ᴗศ㔝
ճ ㎰ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
㎰ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ە㧗ရ㉁࡞㎰⏘≀ࡢᏳᐃ⏕⏘ࠊ
⏕⏘ࢥࢫࢺࡢ๐ῶࡼࡿࠊ㎰ᴗ
ᡤᚓྥୖࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
ពḧ࠶ࡿ㎰ᴗ⪅ࡀࠊᮏ┴ࡢከ
ᵝ࡞Ẽೃࡸ❧ᆅ᮲௳ࢆάࡋ࡚ࠊ
㎰ᆅࢆຠ⋡ⓗά⏝ࡋ࡚⏕⏘ࡋࠊ
Ᏻᐃⓗ౪⤥ࡉࢀࡿ㎰⏘≀ࡀࠊ
࢜ࣜࢪࢼࣝᛶࠊရ㉁ࠊ᪂㩭ࡉࠊ
Ᏻᛶ➼ࡼࡾࠊከࡃࡢேࠎ
ࡽ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠊ➇தຊࡢ㧗
࠸㨩ຊ࠶ࡿ㎰ᴗࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ
≉ࠊᴗⓗ⤒Ⴀࢆᐇ㊶ࡍࡿ
⤒Ⴀయࡀࠊ㎰ᆅࢆ⏝㞟✚ࡋࠊ
᪂ࡓ࡞ရ┠࣭ᢏ⾡ࡢᑟධࡸ㈍㊰
ࡢ㛤ᣅࠊᆅᇦࡽࡢ㞠⏝ࡼࡿ
᪂ࡓ࡞ᴗᒎ㛤ࡸḟ௦ࢆᢸ࠺ᚋ
⥅⪅ࡢ⫱ᡂ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⮬
ࡽࡢ⤒Ⴀࡢࡳ࡞ࡽࡎᆅᇦ㎰ᴗ
ࡶ㈉⊩ࡋࠊክࡢᐇ⌧ࡉࡽ࡞ࡿ
⤒ႠⓎᒎྥࡗ࡚㡹ᙇࡗ࡚࠸
ࡿ㎰ᴗࡢጼࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

ەᆅ⌫ ᬮక࠺Ẽ㇟ኚືࡼࡾࠊ㧗
᮲௳ୗ࡛ࡢ⏕⫱㞀ᐖ࡞ࠊ㎰␆⏘≀ࡢ⏕
⏘ࡢᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࡀ㢧ᅾࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇ

࠙⌧≧ࠚ
ᆅ⌫ ᬮక࠺㛗ᮇⓗ࡞Ẽ ୖ᪼ࡀࠊ
㛗㔝┴㎰ᴗࡢᣢ⥆ⓗ࡞⥔ᣢ࣭Ⓨᒎᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍᠱᛕࡀ࠶ࡾࠊ⏕⏘⪅ࡀឤࡌࡿᑗ
᮶ࡢᏳࢆᡶᣔࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

㸦ᥖ㸧

ەᅜෆእ䛷ㄆ䜑䜙䜜䜛ಙᕞ⏘㎰␆⏘
≀䛾䝤䝷䞁䝗䛾ᐇ⌧

࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
┴Ẹ୍ேࡦࡾࡽಙᕞ⏘㎰
␆⏘≀ࡢࣈࣛࣥࢻࡑࡢ౯್ࡀ
Ⓨಙࡉࢀࠊᅜෆእ࠾࠸࡚ㄆ▱
ࡉࢀࡿࡶࠊࢪᅪ࡞
ࡢ㈍㊰ᣑࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㎰ᴗ⏘ᴗࡢ㐃ᦠࡸ
㎰ᴗࡽ⏘ᴗࡢ㐍ฟࠊ⏘
ᴗࡽ㎰ᴗࡢ㐍ฟࡼࡿࠊࢫ
ࢣ࣮ࣝࢵࣉࡉࢀࡓຊᙉ࠸⏘ᴗ
ᇶ┙ࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
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ەேཱྀῶᑡࡼࡿ㎰␆⏘≀ࡢᅜෆᾘ㈝㔞ࡢ
ῶᑡࡸࠊᾘ㈝⪅ࢽ࣮ࢬࡢከᵝ࣭」㞧
ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ேཱྀῶᑡ♫ࡢ฿᮶ࡼࡿᾘ㈝ࡢప㏞
ࡸከᵝ࡞ࣛࣇࢫࢱࣝࡢኚࠊ㧗㱋⪅
ࡢቑຍ࡞ࠊࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪࡢᵓᡂኚ
ࡀᛴ㏿㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ከᵝࡍࡿࢽ࣮ࢬᑐᛂࡍ
ࡿࡶࠊ㍺ฟຊᙉྥࡅࡓᅜእᕷ
ሙࢽ࣮ࢬࡢᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤
㹙㎰ᨻ㒊࣭⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ە㎰ᴗ㛵ಀヨ㦂ሙ┴⎔ቃಖ◊✲ᡤ
ࡼࡿࠊᆅ⌫ ᬮࡀ㎰␆⏘≀ཬࡰࡍᙳ
㡪ࡢホ౯ࠊࡑࡢᇶᮏⓗᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉
㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊✲

ەᆅ⌫ ᬮࡀ㎰ᴗཬࡰࡍᙳ㡪ホ౯ᑐ
⟇ᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ࣭ᬑཬࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⏕⏘⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚㎰ᴗྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ
࠺ࠊࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ᢸ࠸ᡭࡀክࢆᣢࡗ࡚
㎰ᴗཧධ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᑗ᮶ⓗ࡞ᆅ⌫
ᬮࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤
ࡋࡲࡍࠋ

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㧗 ᮲௳ୗ࡛ࡶ⏕⫱㞀ᐖࡢ࡞࠸ရ✀ࡢ⫱
ᡂࡸࠊ㐺ᛂᢏ⾡ࡢయ⣔➼ࡢᢏ⾡㛤Ⓨ

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᕷሙࢽ࣮ࢬ㐺ྜࡍࡿ㣗࣭ရ㉁ඃࢀ
ࡓ┴࢜ࣜࢪࢼࣝရ✀ࡢ⫱ᡂ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

ەᅜෆእࡢᕷሙࢽ࣮ࢬ㐺ྜࡍࡿ┴࢜ࣜࢪ
ࢼࣝရ✀ࡢ⫱ᡂࠊࡑࡢ▱ⓗ㈈⏘ࡢಖ
ㆤ࣭ά⏝➼ࡼࡿᕷሙ➇தຊࢆᙉࡍࡿ
ࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⚽࡛ࡓ≉ᚩࢆ᭷ࡋࠊ➇தຊࡢ࠶ࡿ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝရ✀ࡸၟရࡢ㛤Ⓨࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢ
ྲྀᚓ࣭ά⏝ࡼࡾࠊಙᕞ㎰␆⏘≀ࡢඃ
ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙㎰ᨻ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᅜእᕷሙࢽ࣮ࢬࢆㄪᰝ࣭ᢕᥱࡋࠊᅜ㝿ᒎ
㛤ࢆ┠ⓗࡍࡿ㎰␆⏘≀࣭ຍᕤ㣗ရࡢ㛤
Ⓨయไࡢᵓ⠏
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㹂㹌㸿࣐࣮࣮࢝➼ࢆ⏝ࡋࡓ┴⫱ᡂရ✀
ࡢ㆑ูᢏ⾡ࡢ☜❧ࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢಖㆤ࣭
ά⏝
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㎰ᴗศ㔝
ճ ㎰ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
㎰ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ەᅜෆእ䛷ㄆ䜑䜙䜜䜛ಙᕞ⏘㎰␆⏘
≀䛾䝤䝷䞁䝗䛾ᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
┴Ẹ୍ேࡦࡾࡽಙᕞ⏘㎰
␆⏘≀ࡢࣈࣛࣥࢻࡑࡢ౯್ࡀ
Ⓨಙࡉࢀࠊᅜෆእ࠾࠸࡚ㄆ▱
ࡉࢀࡿࡶࠊࢪᅪ࡞
ࡢ㈍㊰ᣑࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㎰ᴗ⏘ᴗࡢ㐃ᦠࡸ
㎰ᴗࡽ⏘ᴗࡢ㐍ฟࠊ⏘
ᴗࡽ㎰ᴗࡢ㐍ฟࡼࡿࠊࢫ
ࢣ࣮ࣝࢵࣉࡉࢀࡓຊᙉ࠸⏘ᴗ
ᇶ┙ࡢᵓ⠏ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

ە㎰␆⏘≀ࡸຍᕤရࡢ㧗ຍ౯್ࡢྲྀ⤌
ࢆࡉࡽᣑ࣭ᙉࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡇ
࠙⌧≧ࠚ
㎰ᴗᡤᚓࢆቑຍࡉࡏࡿࡓࡵࠊຍ౯
್ࡢ㧗࠸㎰␆⏘≀ࡢ㛤Ⓨࡸࠊ㸴ḟ⏘ᴗ
ࡼࡿ㎰␆⏘≀ຍᕤရࡢ⏬࣭㛤Ⓨࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦ᥖ㸧

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ᕷሙࢽ࣮ࢬ㐺ྜࡍࡿ㣗࣭ရ㉁ඃࢀࡓ┴࢜ࣜࢪࢼࣝရ✀ࡢ⫱ᡂ>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᕷሙࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡃࠊ㣗࣭ရ㉁ඃࢀࡓရ✀ࡸࠊᗣ
㛗ᑑ㈉⊩࡛ࡁࡿᶵ⬟ᛶᡂศࢆከࡃྵࢇࡔရ✀ࢆ⊂⮬
㛤Ⓨࡋࠊ㛗㔝┴㎰⏘≀ࡢ➇தຊᙉ㈉⊩ࡋࡲࡍࠋ

ಙᕞ⋤࣡ࢼ

ࢼ࢞ࣀࣃ࣮ࣉࣝ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ࡇࢀࡲ࡛ࠊ⓶ࡈ㣗ࡽࢀࡿ✀↓ࡋࣈࢻ࢘ࠕࢼ࢞ࣀࣃ࣮ࣉࣝࠖࡸࠊ⏑ࡉ㓟
ࡢࣂࣛࣥࢫࡀⰋࡃࠊᾏእ࡛ࡶホ౯ࡢ㧗࠸ࣜࣥࢦࠕࢩࢼࣀࢦ࣮ࣝࢻࠖࠊ෭ࡵ࡚ࡶ࠾࠸
ࡋ࠸㧗ရ㉁⡿ࠕ㢼ࡉࡸࠖࠊᡂ㛗ࡀ᪩ࡃᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚⫗㉁ࡢⰋ࠸ࠕಙᕞ⋤࣡
ࢼࠖ࡞ࢆ㛤Ⓨࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᚋࡶᾘ㈝⪅ࡸຍᕤᴗ⪅ࡽồࡵࡽࢀࡿࠊᕷሙᛶࡢ㧗࠸࢜ࣜࢪࢼࣝရ✀ࡢ㛤Ⓨࢆ
㐍ࡵࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᶵ⬟ᛶࡸຍᕤ㐺ᛶඃࢀࡿ㎰␆⏘≀ࡢ㛤Ⓨ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ་⒪ศ㔝ࡸᕤᴗ
ศ㔝ࡢᏛࠊ◊✲ᶵ㛵ࡶ㐃ᦠࡋ࡚㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
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ە㎰⏘≀ࡸຍᕤ㣗ရࡢᶵ⬟ᛶホ౯ࢆ⛉Ꮫⓗ
㧗ᗘᐇ࡛ࡁࡿయไࢆᩚഛࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᶵ⬟ᛶᡂศࡢศᯒ࣭◊✲యไࢆᙉࡋࠊ
ᶵ⬟ᛶᡂศࢆከࡃྵࡴ㎰␆⏘≀ࡸຍᕤ㣗
ရࡢ㛤Ⓨࢆಁࡍ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

ەᕷሙᛶࡢ㧗࠸㎰␆⏘≀ຍᕤရࡢ⏬࣭㛤
Ⓨࡼࡿࠊ㸴ḟ⏘ᴗࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㸴ḟ⏘ᴗࡢಁ㐍ࡼࡿ㎰ᴗ࣭㣗ရ⏘
ᴗࡢⓎᒎྥࡅࠊཎᩱ࡞ࡿ㎰␆⏘≀ࡢ
Ᏻᐃ౪⤥పࢥࢫࢺ᱂ᇵࠊ᪂ၟရࡢ
⏬࣭㛤Ⓨࢆᨭࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤
㹙㎰ᨻ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᶵ⬟ᛶᡂศࢆ㏿ࡸ࣭Ᏻ౯ศ㞳࣭ᐃ㔞
࡛ࡁࡿ᪂ᢏ⾡࣭᪂⨨ࡢ◊✲㛤Ⓨ
㹙㎰ᨻ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ە㎰ᴗ㛵ಀヨ㦂ሙࡼࡿᶵ⬟ᛶ࡞ຍ
౯್ࢆ㧗ࡵࡿရ✀ᨵⰋࡸ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜ
ࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿ㣗ရ〇㐀ᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ

㹙㎰ᨻ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊࣭ほග㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەẸࡸᕷሙࢽ࣮ࢬࢆ㉳Ⅼࡍࡿࠊ㎰ᐙࠊ
〇㐀ᴗ㛵ಀᴗࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ㛵ಀᴗࠊ
Ꮫ➼ࡽ࡞ࡿࢥࣥࢯ࣮ࢩ࣒ࡼࡿࠊ
᪂つ㧗ຍ౯್㣗ရࡢ㛤Ⓨ
㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᐇ㟂⪅ࡢせᮃᛂ࠼ࡿຍᕤ㐺ᛶඃࢀࡓ
ရ✀ࡢ⫱ᡂࠊຍᕤᴗົ⏝ྥࡅࡢ᱂ᇵᢏ
⾡ࡢ㛤Ⓨ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ᾏእᒎ㛤ྥࡅࡓ㨩ຊ࠶ࡿࠕ㹌㸿㹅㸿㹌㹍ࡢ㣗ࠖࢆ㛤Ⓨ>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㣗ရᢏ⾡㒊㛛࡛ࡣࠊᖹᡂᖺ㸲᭶タ⨨ࡋࡓࠕࡋ࠶ࢃࡏಙᕞ㣗ရ㛤
Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆᣐⅬࠊᴗࠊᑓ㛛ᐙࠊᏛࠊᨭᶵ㛵ࠊ⾜ᨻࡀ୍య࡞ࡗ࡚ࠊࠕᾏእᒎ㛤ࠖ
➼ࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࠊ㇏ᐩ࡞ᆅᇦ㈨※ࡸ㧗ᗘ࡞㣗ရຍᕤᢏ⾡➼ࡢ͆㛗㔝┴ࡢᙉࡳ͇ࢆάࡋࡓ㧗
ຍ౯್㣗ရ㛤Ⓨࣔࢹࣝࡢฟྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

┦ㄯຓゝࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ≧ἣ

ヨ㣗ホ౯ࡢᐇ≧ἣ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᖹᡂᖺ㸱᭶⌧ᅾࠊ┴ෆ࣓࣮࣮࢝㸵♫ࡀᙜᴗࡼࡿၟရ㛤Ⓨྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡲ
࡛ࠊ㍺ฟᨭᶵ㛵ࠊၟ♫➼ࡢ┦ㄯຓゝࡸヨ㣗ホ౯ࢆᐇࡋࠊᾏእᒎ㛤ྥࡅࡓᕷሙࢽ࣮ࢬࡢᢕ
ᥱࡸㄢ㢟ࡢᢳฟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᖹᡂᖺ᭶ࡣࠊᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛ⧄⥔Ꮫ㒊ࡢᾏእ␃Ꮫ
⏕ࡼࡿヨ㣗ࢆ㛤ദࡋࠊᖹᡂᖺ㸰᭶ࡣࠊ㖟ᗙ㹌㸿㹅㸿㹌㹍࠾ࡅࡿヨ㣗ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡶ
ᐇࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᖹᡂᖺᗘࡢၟရྥࡅࠊヨసရࡢࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࡸࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸦ヨ㣗ホ౯㸧ࠊࢸࢫ
ࢺ㈍࡞ࢆ㔜ࡡࠊ㨩ຊ࠶ࡿࠕ㹌㸿㹅㸿㹌㹍ࡢ㣗ࠖࡋ࡚ࡢ᪂ၟရ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
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㎰ᴗศ㔝
ճ ㎰ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
㎰ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

⏘⏕ەᛶࡢྥୖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࡞ᅵተࡸ
Ỉ㈨※ࠊ⏕≀ከᵝᛶࡢಖࡶ㓄៖ࡋࡓ
⏕⏘ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ

࠸ࡋ⨾ە㎰ᮧᬒほࡸ㇏࡞㎰ᮧ⎔
ቃࡀ⥔ᣢ࣭㐀ࡉࢀࡿ㎰ᴗ࣭㎰
ᮧࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㇏࡞⮬↛ࡢ୰࡛ࠊ㎰ᴗ⏕⏘
ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ᭷⏝࡞ᚠ⎔㈨※
ࡢά⏝ࠊ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝
࡞ࠊ㈿Ꮡࡍࡿከᵝ࡞㈨※ࢆά
⏝ࡋࡓ⎔ቃ㈇Ⲵࡢᑡ࡞࠸㎰ᴗ⏕
⏘ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡶࠊࡑࡇ
Ᏻᚰࡋ࡚ᬽࡽࡍேࠎࡢ㎰ᆅ➼ࢆ
Ᏺࡿඹྠάືࡼࡾࠊࡼࡾ⨾ࡋ
࠸㎰ᮧᬒほࡀᙧᡂࡉࢀࠊከࡃࡢ
ேࡀࡇࡢᆅ࡛ᬽࡽࡋ⥆ࡅࡓ࠸
ឤࡌࡿ㎰ᮧࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
㎰ᴗ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏕≀ከ
ᵝᛶࡢಖࡸ┴ᅵࡢಖ࡞ࡼࡾࠊ㇏
࡞┴Ẹ⏕άࡢ㈉⊩ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋ

ە㎰ᴗ⪅ࡢ㧗㱋ࡸࠊ㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖ
➼ࡼࡾ⪔సᨺᲠᆅࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
㎰ᴗ⪅ࡢ㧗㱋ࡸᢸ࠸ᡭ㊊ࠊ㔝⏕㫽
⋇⿕ᐖࡢቑຍࡼࡿ⪔సᨺᲠᆅࡢቑຍ࡞
ࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
᪂つᑵ㎰⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸㎰ᴗᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣐ࢽࣗࣝ>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㧗ရ㉁ࡢ㎰␆⏘≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ
ከࡃࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࡀᚲせ࡛ࠊ᪂つᑵ㎰⪅ࡀ
ཧධࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㞀ᐖ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㎰స≀ࡢ⏕⫱ࢆไᚚࡋࡸࡍࡃࠊ
┬ຊࡀྍ⬟࡞᱂ᇵ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡑࡢ⟶
⌮᪉ἲࢆ࣐ࢽࣗࣝࡍࡿྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

ࢽ࣍ࣥࢼࢩࡢᶞయࢪࣙࣥࢺ❧࡚

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ࢽ࣍ࣥࢼࢩࡢᶞయࢪࣙࣥࢺ❧࡚ࡸࠊࣈࢻ࢘ࡢ▷ᲈᖹ⾜ᩚᯞ❧࡚࡞ࠊ┬ຊ
㸦㡫⥆ࡃ㸧
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⟇ࡢᒎ㛤
㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᐖࡢⓎ⏕ணᐹᇶ࡙ࡃຠ⋡ⓗ࡞㜵㝖
ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ

⎔ەቃㄪࡋࡓᣢ⥆ⓗ࡞㎰ᴗ⏕⏘ᢏ⾡ࢆ
㛤Ⓨ࣭ᬑཬࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㎰ᴗ⎔ቃ୰࠾ࡅࡿ⏕≀ࡢከᵝᛶࢆ☜
ಖࡋࠊ⎔ቃ㈇Ⲵࡢᑡ࡞࠸ᣢ⥆ⓗ㎰ᴗࢆᐇ
⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ▼⇞ᩱࡸᏛྜᡂ㎰⸆ࠊ
Ꮫྜᡂ⫧ᩱ㢗ࡽ࡞࠸㎰ᴗ⏕⏘ᢏ⾡ࢆ
㛤Ⓨ࣭ᬑཬࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᏛྜᡂ㎰⸆౫Ꮡࡋ࡞࠸ᐖ㜵㝖ᢏ
⾡ࡢᐇ⏝ࡢ◊✲
㹙㎰ᨻ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊࣭ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᆅᇦෆᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࢆά⏝ࡋࡓ⎔ቃ
ㄪࡋࡓᬮᡣ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ
㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە᭷ᶵ㉁㈨ᮦࢆά⏝ࡋࡓ⫧ᇵ⟶⌮᪉ἲࡢ㛤
Ⓨ

ە㎰సᴗࡢ㍍ປࡸࠊ᪂つᑵ㎰⪅㸦㧗㱋⪅
ࡸዪᛶྵࡴ㸧ࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸㎰ᴗᢏ⾡
ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㎰సᴗࡢ┬ຊ࣭㍍ປࡸࠊ᪂つᑵ㎰
⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸㎰ᴗᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ࣭ᬑ
ཬࡋࠊከᵝ࡞ᢸ࠸ᡭࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ
⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە᪂つᑵ㎰⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸㎰ᴗᢏ⾡ࡢ
㛤Ⓨ࣐ࢽࣗࣝ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐ࠊ㡫

㹙㎰ᨻ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ە㎰ᴗ㛵ಀヨ㦂ሙࡸ┴ᕤᴗᢏ⾡⥲ྜࢭࣥ
ࢱ࣮➼ࡼࡿࠊከศ㔝ࡀ㐃ᦠࡋࡓࠕࣞࢱ
ࢫ✭ᶵࠖࡸࠕỈ⏣␏␁㝖ⲡ⟶⌮ᶵࠖ࡞
ࠊ┬ຊ࣭㍍ປࡢࡓࡵࡢ᪂ᢏ⾡࣭ᶵ
Ეࡢ㛤Ⓨ㸦ᥖ㸧
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

ە㔝⏕㫽⋇⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿᢏ⾡ࢆᬑཬࡍࡿ
ࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖቑຍࡀࠊ୰ᒣ㛫ᆅ
㎰ᴗࢆ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࡢࡁ࡞ᘢᐖ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖ㜵
Ṇ᪉ἲࢆ㛤Ⓨ࣭ᬑཬࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ
㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙㎰ᨻ㒊࣭ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㔝⏕㫽⋇⿕ᐖ㜵Ṇຠᯝⓗ࡞ධ㜵Ṇᰙ
ࡸࠊ㏣࠸ᡶ࠸᪉ἲࡢ᳨ウ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
㸦㡫ࡽ⥆ࡃ㸧
ࠊ࣐ࢽࣗࣝࡀྍ⬟࡛ࠊ᪂つᑵ㎰⪅ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸᱂ᇵ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
㔞ࡀከࡃࠊసᴗᶵᲔࢆᑟධࡋࡸࡍ࠸ࣜࣥࢦࡢࢺ࣮ࣝࢫࣆࣥࢻࣝ❧࡚ࡸࠊࢺ࣐ࢺࡢ࿘ᖺ᱂
ᇵࡀྍ⬟࡞࣏ࢵࢺ᱂ᇵ࡞ࠊ㎰స≀ࡢ⏕⫱ࢆไᚚࡋࡸࡍࡃ࣐ࢽࣗࣝࡀྍ⬟࡞᱂ᇵ᪉ἲࡢ㛤
Ⓨྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ
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ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ەᮌᮦࡢᦙฟࢥࢫࢺࡀ㧗࠸ࡇ

ە㧗┈࣭㧗ຠ⋡ࡢ⮬❧ࡋࡓᯘᴗ
ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
┴ᅵࡢ㸶ࢆ༨ࡵࡿ᳃ᯘࡣࠊ
ᡓᚋ᳜᱂ࡉࢀࡓከࡃࡀᖺ⏕
ࡽᖺ⏕㐩ࡋࠊࡇࢀࡽࡣࠊ
ඛேࡀ᳜࠼ࡓᮌࢆ⫱࡚ࡿࡇࢆ
୰ᚰࡋ࡚࠸ࡓ௦ࡽࠊᣢ⥆
ྍ⬟࡞㈨※ࡋ࡚ࠊᮌᮦࢆά⏝
ࡍࡿ௦⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊ㍺ධᮌᮦࡢ➇ྜࡸ
᥇⟬ᛶࡢᝏ➼ࡼࡾࠊᯘᴗࡣ
㛗ᮇࢃࡓࡾప㏞ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆඞ
᭹ࡋࠊᅜ㸱ࡢ᳃ᯘ㈨※ᜨ
ࡲࢀࡓᮏ┴࡛ࡣࠊ㇏࡞᳃ᯘ㈨
※ࢆάࡍࡓࡵࠊࠕಙᕞ㹄࣭㹎
㹍㹕㹃㹐ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡞ࠊ
┴⏘ᮦຍᕤὶ㏻యไ࡙ࡃࡾࢆ㐍
ࡵࠊᯘෆ㊰⥙ࡢᩚഛࡸᯘᴗࡢᶵ
Ე࠶ࢃࡏ࡚ࠊ┴⏘ᮦࡢᏳᐃ
౪⤥ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㧗┈࣭㧗ຠ
⋡ࡢ⮬❧ࡋࡓᯘᴗࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
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࠙⌧≧ࠚ
ᮌᮦࡢᦙฟࢥࢫࢺࢆୗࡆࠊ┈ᛶࢆୖ
ࡆࡿࡓࡵࡣࠊ㐺ṇ࡞ᯘෆ㊰⥙ࡢ㓄⨨ࡸࠊ
⌧ሙ᮲௳㐺ྜࡋࡓ㧗ᛶ⬟ᯘᴗᶵᲔࡢᑟ
ධࠊ⤒Ⴀឤぬࢆᣢࡗࡓேᮦࡢ⫱ᡂ࡞ࡀ
ᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ەປാຊཬࡧຠ⋡ⓗ࡞ఆ᥇ᢏ⾡ࡸ⤒Ⴀឤぬ
ࢆᣢࡗࡓேᮦࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᮏ ┴ ࡢ ᯘ ᴗ ᑵ ᴗ ⪅ ᩘ ࡣ ࠊ  ᖺ ๓ ࡢ ⣙
ேࡽ⣙ே㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧
ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣඛேࡀ᳜࠼ࡓᮌࢆ
⫱࡚ࡿࠕಖ⫱ࠖࡢసᴗࡀ୰ᚰ࡛ࡋࡓࡀࠊ
㏆ᖺࡣఆ᥇ࡋࡓᮌᮦࢆᦙฟࡋ࡚⏝ࡍࡿ
ࠕ⣲ᮦ⏕⏘ࠖࡢసᴗࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊຠ⋡ⓗ࡞ఆ᥇ᢏ⾡
ࢆ᭷ࡍࡿᢏ⾡⪅ࡸࠊᮌᮦࡢฟⲴ࣭ὶ㏻ࡲ
࡛ࢆᣦ࡛ࡁࡿ⤒Ⴀឤぬࢆᣢࡗࡓᢏ⾡⪅
ࡢ⫱ᡂࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ە㐀ᯘࡢ᳜᱂ࢥࢫࢺ➼ࡀ㧗ࡃࠊఆ㸦ⓙ
ఆ➼㸧ࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡇ
࠙⌧≧ࠚ
᳃ᯘࢆᣢ⥆ⓗ⏝ࡍࡿࡓࡵࡣࠊఆ
᥇ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ᳜᱂➼ࡼࡾḟୡ௦ࡢ
᳃ᯘࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
᳃ᯘࢆ⫱࡚ࡿ⤒㈝㸦㐀ᯘ⤒㈝㸧ࡋ࡚
ࡣࠊᮌࢆ᳜࠼ࠊ⫱࡚ࡿ⤒㈝ࡢࠊࢩ࢝
➼ࡢ⋇ᐖᑐ⟇ࡢ⤒㈝ࡀ࠶ࡾࠊఆࢆ㐍ࡵ
ࡿࡓࡵࡣࠊ㐀ᯘせࡍࡿࡇࢀࡽࡢ⤒㈝
ࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

ەᯘෆ㊰⥙ࡢᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᩚഛᑐ㇟ᆅ༊ࡢ᳃ᯘ㈨※ࡢ≧ἣࡸᆅ
㉁࣭ᆅᙧ࣭⅏ᐖᒚṔ➼ࡢሗࢆ๓ᢕ
ᥱࡍࡿ᭷ຠ࡞ᡭẁࢆᬑཬࡋ࡞ࡀࡽࠊᮌᮦ
ᦙฟࢩࢫࢸ࣒࠶ࡗࡓ㊰⥙㓄⨨ቯࢀ
ࡃ࠸㊰⥙ᩚഛࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ
㛤ࡋࡲࡍࠋ

ە㧗ᛶ⬟ᯘᴗᶵᲔࡢά⏝➼ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᯘᴗࡢ⏕⏘ᛶࡢྥୖࡸ⏕⏘ࢥࢫࢺࡢప
ῶࠊປാᙉᗘࡢ㍍ῶࡸປാᏳᛶࡢྥୖ
➼ࡼࡿᯘᴗࡢປാ⎔ቃࡢᨵၿࡢࡓࡵ
ࡣࠊ㧗ᛶ⬟ᯘᴗᶵᲔࡢᑟධࡀ᭷ຠ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊࣞࣥࢱࣝࡶྵࡵࡓ㧗ᛶ⬟ᯘ
ᴗᶵᲔࡢᑟධಁ㐍ࡸ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡢ㣴ᡂ
➼ࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㹁㹑❧యᅗ➼ࢆά⏝ࡋࡓࠊపࢥࢫࢺ࡛⪏
ஂᛶඃࢀࡓᯘෆ㊰⥙ᩚഛࡢ᥎㐍

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㧗ᛶ⬟ᯘᴗᶵᲔࡸᯫ⥺⣔ᮌᮦᦙฟᶵᲔࢆ
ά⏝ࡋࡓ㧗ຠ⋡ᦙฟࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ㛤Ⓨ
ᐃ╔

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᯘᴗඛ㐍ᅜ࣮࢜ࢫࢺࣜ➼ࡢᢏ⾡ࡢㄪ
ᰝ࣭ᑟධ࣭⌧ᆅ㐺ᛂ㸦ᢏ⾡ᨵၿ㸧
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐ࠊ㡫

ەపࢥࢫࢺ㐀ᯘࢩࢫࢸ࣒ࢆ☜❧ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ఆ㸦ⓙఆ➼㸧ࢆ⾜࠺㝿ࡣࠊᅵᆅࡢ
⏕⏘ຊ࡞ࡢ⮬↛᮲௳ࡸసᴗᛶ࣭⤒῭ᛶ
࡞ࡢ⤒Ⴀ᮲௳ࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ᐇࡍࡿ
ࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
┴࡛ࡣࠊᖹᡂᖺ㸱᭶ࠕⓙఆᴗᚋ
ࡢ᭦᪂ࡢᡭᘬࡁࠖࢆసᡂࡋࠊ᳃ᯘᡤ᭷⪅
ࡸᯘᴗᴗయᑐࡍࡿㄝ᫂ࢆ㛤ദࡍࡿ
࡞ࠊᬑཬᢏ⾡ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᚋࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࡣࠊ࣏ࢵࢺⱑࡸࢥࣥ
ࢸࢼⱑࡼࡿ᳜᱂ࡢ◊✲ࠊࢩ࢝➼ࡢ㫽⋇
ᐖᑐ⟇㛵ࡍࡿ◊✲࡞ࠊ◊✲ᶵ㛵㐃
ືࡋࡓ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەపࢥࢫࢺ㐀ᯘࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊᢏ⾡ᣦᑟࡸ
ࢥࣥࢸࢼⱑ➼ࡢά⏝ࢆ᥎㐍
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ࡿࡼ࢝ࢩە㣗ᐖࡢຠᯝⓗ࡞ᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ
㜵ㆤᰙ➼ࡢ◊✲㛤Ⓨ
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ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟
ەᮌᮦࡢᦙฟࢥࢫࢺࡀ㧗࠸ࡇ

ە㧗┈࣭㧗ຠ⋡ࡢ⮬❧ࡋࡓᯘᴗ
ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
┴ᅵࡢ㸶ࢆ༨ࡵࡿ᳃ᯘࡣࠊ
ᡓᚋ᳜᱂ࡉࢀࡓከࡃࡀᖺ⏕
ࡽᖺ⏕㐩ࡋࠊࡇࢀࡽࡣࠊ
ඛேࡀ᳜࠼ࡓᮌࢆ⫱࡚ࡿࡇࢆ
୰ᚰࡋ࡚࠸ࡓ௦ࡽࠊᣢ⥆
ྍ⬟࡞㈨※ࡋ࡚ࠊᮌᮦࢆά⏝
ࡍࡿ௦⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊ㍺ධᮌᮦࡢ➇ྜࡸ
᥇⟬ᛶࡢᝏ➼ࡼࡾࠊᯘᴗࡣ
㛗ᮇࢃࡓࡾప㏞ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆඞ
᭹ࡋࠊᅜ㸱ࡢ᳃ᯘ㈨※ᜨ
ࡲࢀࡓᮏ┴࡛ࡣࠊ㇏࡞᳃ᯘ㈨
※ࢆάࡍࡓࡵࠊࠕಙᕞ㹄࣭㹎
㹍㹕㹃㹐ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡞ࠊ
┴⏘ᮦຍᕤὶ㏻యไ࡙ࡃࡾࢆ㐍
ࡵࠊᯘෆ㊰⥙ࡢᩚഛࡸᯘᴗࡢᶵ
Ე࠶ࢃࡏ࡚ࠊ┴⏘ᮦࡢᏳᐃ
౪⤥ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㧗┈࣭㧗ຠ
⋡ࡢ⮬❧ࡋࡓᯘᴗࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧

࠙⌧≧ࠚ
ᮌᮦࡢᦙฟࢥࢫࢺࢆୗࡆࠊ┈ᛶࢆୖ
ࡆࡿࡓࡵࡣࠊ㐺ṇ࡞ᯘෆ㊰⥙ࡢ㓄⨨ࡸࠊ
⌧ሙ᮲௳㐺ྜࡋࡓ㧗ᛶ⬟ᯘᴗᶵᲔࡢᑟ
ධࠊ⤒Ⴀឤぬࢆᣢࡗࡓேᮦࡢ⫱ᡂ࡞ࡀ
ᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ەປാຊཬࡧຠ⋡ⓗ࡞ఆ᥇ᢏ⾡ࡸ⤒Ⴀឤぬ
ࢆᣢࡗࡓேᮦࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᮏ ┴ ࡢ ᯘ ᴗ ᑵ ᴗ ⪅ ᩘ ࡣ ࠊ  ᖺ ๓ ࡢ ⣙
ேࡽ⣙ே㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧
ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣඛேࡀ᳜࠼ࡓᮌࢆ
⫱࡚ࡿࠕಖ⫱ࠖࡢసᴗࡀ୰ᚰ࡛ࡋࡓࡀࠊ
㏆ᖺࡣఆ᥇ࡋࡓᮌᮦࢆᦙฟࡋ࡚⏝ࡍࡿ
ࠕ⣲ᮦ⏕⏘ࠖࡢసᴗࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊຠ⋡ⓗ࡞ఆ᥇ᢏ⾡
ࢆ᭷ࡍࡿᢏ⾡⪅ࡸࠊᮌᮦࡢฟⲴ࣭ὶ㏻ࡲ
࡛ࢆᣦ࡛ࡁࡿ⤒Ⴀឤぬࢆᣢࡗࡓᢏ⾡⪅
ࡢ⫱ᡂࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ە㐀ᯘࡢ᳜᱂ࢥࢫࢺ➼ࡀ㧗ࡃࠊఆ㸦ⓙ
ఆ➼㸧ࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡇ
࠙⌧≧ࠚ
᳃ᯘࢆᣢ⥆ⓗ⏝ࡍࡿࡓࡵࡣࠊఆ
᥇ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ᳜᱂➼ࡼࡾḟୡ௦ࡢ
᳃ᯘࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
᳃ᯘࢆ⫱࡚ࡿ⤒㈝㸦㐀ᯘ⤒㈝㸧ࡋ࡚
ࡣࠊᮌࢆ᳜࠼ࠊ⫱࡚ࡿ⤒㈝ࡢࠊࢩ࢝
➼ࡢ⋇ᐖᑐ⟇ࡢ⤒㈝ࡀ࠶ࡾࠊఆࢆ㐍ࡵ
ࡿࡓࡵࡣࠊ㐀ᯘせࡍࡿࡇࢀࡽࡢ⤒㈝
ࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࡢཧ⪃ӑ
࣮࢜ࢫࢺࣜࡢᯘᴗᢏ⾡ὶࡢྲྀ⤌
>㛗㔝┴ࠊᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛࠊ㛗㔝┴ᾏእᯘᴗᢏ⾡➼ᑟධಁ㐍༠㆟ ➼@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᯘᴗ❧ᅜ࡛࠶ࡾࠊࣂ࣐࢜ࢫ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢඛ㐍ᅜ࡛ࡶ࠶ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣜࡢᢏ⾡
ὶࢆ㞟୰ⓗ㐍ࡵࡿࡇࡼࡾࠊ㛗㔝┴ࡢᯘᴗᢏ⾡⪅ࡢព㆑ᨵ㠉ཬࡧୡ⏺᭱ඛ➃
ࡢᯘᴗ࣭ᮌᮦ⏘ᴗ࣭ࣂ࣐࢜ࢫ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᑟධࢆᅗࡿࡓࡵࠊ࣮࢜ࢫࢺࣜࡢ
㎰ᯘ⎔ቃỈ㈨※⟶⌮┬ࡸᨻᗓ⣔◊✲◊ಟᶵ㛵ᢏ⾡ὶ㛵ࡍࡿぬ᭩ࢆ⥾⤖ࡋࠊᢏ
⾡ᑟධ➼ྥࡅࡓྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦㡫⥆ࡃ㸧
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ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

ەປാຊ☜ಖྥࡅࡓ㞠⏝ࡢᨵၿࠊᴗࢆ
ྜ⌮ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᮏ┴ࡢᯘᴗᑵᴗ⪅ᩘࢆቑຍࡉࡏࡿࡓࡵ
ࡢ᪂つᯘᴗᑵᴗ⪅ࡢ☜ಖ࣭ᐃ╔ྥࡅ࡚ࠊ
ᯘᴗᴗయ࠾ࡅࡿປാ᮲௳ࡸປാ⎔ቃ
ࡢᨵၿࠊᴗࡢྜ⌮➼ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەປാᏳᛶࡢྥୖཬࡧປാ㈇ᢸ㍍ῶࡢࡓ
ࡵࡢᯘᴗࡢᶵᲔࢆಁ㐍
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەປാᙉᗘࡢపῶࢆᅗࡿࡓࡵࡢᶵჾᑟධ➼
ࢆ᳨ウ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᯘᴗඛ㐍ᅜ࣮࢜ࢫࢺࣜ➼ࡢᢏ⾡ࡢㄪ
ᰝ࣭ᑟධ࣭⌧ᆅ㐺ᛂ㸦ᢏ⾡ᨵၿ㸧㸦
ᥖ㸧
ەᯫ⥺ᢏ⾡ࡸ⣲ᮦ⏕⏘࣭〇ᮦ࣭ᮌᮦຍᕤ
㛵ࡍࡿᢏ⾡⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ

эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐ࠊ㡫

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ࠕ⣲ᮦ⏕⏘ࠖࡢసᴗࢩࣇࢺࡍࡿ୰࡛ࠊ
ᮌᮦࢆᦙฟࡍࡿࡓࡵࡢఆ᥇࣭ᦙฟᢏ⾡ࢆ
᭷ࡍࡿᢏ⾡⪅ࡸࠊᶞ✀࡞ࡢ≉ᛶᛂࡌ
࡚ࠊᵝࠎ࡞⏝㏵ⓗ☜〇ᮦ࣭ຍᕤ࡛ࡁ
ࡿᢏ⾡⪅ࡢ⫱ᡂࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡋࠊྛศ㔝
࠾࠸࡚㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࢆ᭷ࡍࡿᢏ⾡⪅ࢆ⫱
ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەᯘᴗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠊ┴ᯘᴗᏛᰯࠊ୍
⯡㈈ᅋἲே㛗㔝┴ᯘᴗປാ㈈ᅋࠊಙᕞᮌ
ᮦㄆド〇ရࢭࣥࢱ࣮➼ࡼࡿᢏ⾡⪅ࡢ⫱
ᡂ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛཬࡧ㛵㐃ᴗ➼
ࡢ㐃ᦠࡼࡿᦙฟᢏ⾡ࡸᮌᮦຍᕤᢏ⾡➼
ࡢㄪᰝ࣭◊✲
ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࡢཧ⪃ӑ

㸦㡫ࡽ⥆ࡃ㸧
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᖹᡂᖺᗘࡽࡢ㸰ᖺ㛫ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣜࡢㄪᰝ◊ಟὴ㐵ࡸ㛗㔝┴ࡢㅮᖌᣍ࠸ࡼࡿ
ࣇ࢛࣮࣒ࣛ➼ࢆᐇࡋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣜゼၥ⪅ࡣ⣙ேࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛ➼ཧຍ⪅ࡣேࢆ㉸࠼
࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࣮࢜ࢫࢺ࡛ࣜ㛤ⓎࡉࢀࡓඃࢀࡓᯘᴗᶵᲔࠊࣂ࣐࢜ࢫᶵჾ➼ࡢᑟධࡸࠊࡑ
ࢀࡽࢆ⏝ࡋࡓᢏ⾡ᨵၿࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
࣮࢜ࢫࢺࣜࡢ㎰ᯘ⎔ቃỈ㈨※⟶⌮
┬ࡢぬ᭩ᇶ࡙ࡁࠊᚋࡶᢏ⾡ὶ
ࢆ㐍ࡵࠊࡑࡢᡂᯝࢆᬑཬࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ࣮࢜ࢫࢺࣜࡢࣔࢹࣝࢆཧ⪃
ࡋ࡚ࠊ≉ࠊ㛗㔝┴࠶ࡗࡓᙧࡢ㊰
⥙ᩚഛࡸᶵᲔࡢ᥎㐍ࠊᑠ㠃✚ⓙఆࡢ
ಁ㐍ࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡼࡿᆅᇦ⇕౪
⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ᳨ウ➼ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
ぬ᭩⥾⤖ࡢ≧ἣ
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㧗ᛶ⬟ᯘᴗᶵᲔ

ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳղ

ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ە㧗┈࣭㧗ຠ⋡ࡢ⮬❧ࡋࡓᯘᴗ
ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
┴ᅵࡢ㸶ࢆ༨ࡵࡿ᳃ᯘࡣࠊ
ᡓᚋ᳜᱂ࡉࢀࡓከࡃࡀᖺ⏕
ࡽᖺ⏕㐩ࡋࠊࡇࢀࡽࡣࠊ
ඛேࡀ᳜࠼ࡓᮌࢆ⫱࡚ࡿࡇࢆ
୰ᚰࡋ࡚࠸ࡓ௦ࡽࠊᣢ⥆
ྍ⬟࡞㈨※ࡋ࡚ࠊᮌᮦࢆά⏝
ࡍࡿ௦⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊ㍺ධᮌᮦࡢ➇ྜࡸ
᥇⟬ᛶࡢᝏ➼ࡼࡾࠊᯘᴗࡣ
㛗ᮇࢃࡓࡾప㏞ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆඞ
᭹ࡋࠊᅜ㸱ࡢ᳃ᯘ㈨※ᜨ
ࡲࢀࡓᮏ┴࡛ࡣࠊ㇏࡞᳃ᯘ㈨
※ࢆάࡍࡓࡵࠊࠕಙᕞ㹄࣭㹎
㹍㹕㹃㹐ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡞ࠊ
┴⏘ᮦຍᕤὶ㏻యไ࡙ࡃࡾࢆ㐍
ࡵࠊᯘෆ㊰⥙ࡢᩚഛࡸᯘᴗࡢᶵ
Ე࠶ࢃࡏ࡚ࠊ┴⏘ᮦࡢᏳᐃ
౪⤥ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㧗┈࣭㧗ຠ
⋡ࡢ⮬❧ࡋࡓᯘᴗࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

㸦ᥖ㸧
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⏘┴ەᮦࡢ⏝ࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡇ
࠙⌧≧ࠚ
┴⏘ᮦ〇ရࡣࠊ౪⤥㠃ࡸရ㉁ࠊ౯᱁㠃
➼ࡢㄢ㢟ࡼࡾࠊබඹᘓ⠏≀ࡸఫᏯࡢ
⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡ➼ࡢ௦᭰ရࡼࡾࠊ
ᮺ࡞ࡢᅵᮌ⏝ᮦࠊᐙලࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜
ࢫ➼ࡢከᵝ࡞⏝㏵ࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡶ㐍
ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ەඃࢀࡓရ㉁ࢆ᭷ࡋࠊᅜෆ࣭ᅜ㝿➇தຊࢆ
᭷ࡍࡿ〇ရ㛤Ⓨࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᅜෆ࣭ᅜ㝿➇தຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡣࠊ
㔞⏕⏘ࡼࡿపࢥࢫࢺྥࡅࡓ〇ရ
㛤Ⓨࡸࠊ㛗㔝┴ࡢᙉࡳࢆάࡋࡓຍ౯
್ࡢ㧗࠸〇ရ㛤Ⓨࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
〇ရ㛤Ⓨ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊタഛᑟධࡸヨ
㦂◊✲ከ㢠ࡢ㈝⏝ࣜࢫࢡࡀక࠺ࡇ
ࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

ەබඹタ➼ࡢ┴⏘ᮦ⏝ࡢಁ㐍ᬑཬ
ၨⓎࢆᅗࡿࡇ

㹙ᯘົ㒊࣭ᘓタ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⏘┴ەᮦࢆ⏝ࡋࡓఫᏯࡢᬑཬ᥎㐍
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
┴ࡀᘓタࡍࡿබඹᘓ⠏≀➼࡛ࡣࠊ┴⏘
ᮦ⏝ಁ㐍㐃⤡㆟➼ࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊ┴
⏘ᮦ⏝ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧ➼ࡢබඹᘓ⠏≀ࡘ࠸࡚
ࡣࠊಙᕞᮌᮦㄆド〇ရࢭࣥࢱ࣮ඹྠ࡛
ㅮ⩦ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞ࠊ┴⏘ᮦ⏝ࡢᬑ
ཬၨⓎࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊၟᴗタ➼ࡢẸ㛫ᘓ⠏≀ࡸఫ
Ꮿࡢ┴⏘ᮦ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇
ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەබඹタ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕබඹᘓ⠏≀➼
࠾ࡅࡿᮌᮦࡢ⏝ࡢಁ㐍㛵ࡍࡿἲ
ᚊࠖᇶ࡙ࡃᮌ㐀࣭ᮌ㉁ࢆ⋡ඛࡋ࡚ᐇ

⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㤳㒔ᅪ➼ᾘ㈝ᆅࡢ㈍㊰ᣑࢆ┠ⓗ
ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࣭ᣑ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ࡩࡿࡉಙᕞ࣭⎔ࡢఫࡲ࠸>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㛗㔝┴࠾ࡅࡿఫᏯࡢ┠ᶆീࡋ࡚ࠕᆅ⌫⎔ቃࡢ㈇Ⲵࡢ㍍ῶ┴⏘ᮦά⏝࡞ࡼࡿᆅᇦ
ࡢ⏘ᴗᚠ⎔ࢆ⪃៖ࡋࠊಙᕞࡢẼೃࡸ㢼ᅵ㐺ྜࡋࡓ㉁ࡢ㧗࠸㨩ຊⓗ࡞ᮌ㐀ఫᏯࠖࢆᥦ♧ࡍࡿᇶ
ᮏᣦ㔪ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡑࡢᬑཬࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
⎔ቃ㓄៖ࡸ⪏ஂᛶ࡞ࡢ࠸ࡃࡘࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋࠊ┴⏘ᮌᮦࢆ⏝ࡋ࡚ࠊᆅሙࡢᕤົᗑࡀ
ᕤࡋࡓఫᏯࡀࡇࢀヱᙜࡋࠊ┴Ẹࡢ㇏࡞ఫ⎔ቃࡢฟࠊᐙ᪘ࡸୡ௦ࢆ㉸࠼ࡓ♫ࡢ㈨⏘
ࡋ࡚ࠊḟࡢୡ௦ᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡃࡇࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡩࡿࡉಙᕞ࣭⎔ࡢఫࡲ࠸
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚ㄆᐃࢆཷࡅࡓఫᏯࡀࠊᖹᡂᖺᗘࡽᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ┴࡛ᡞ
ᘓタࡉࢀࡲࡋࡓࠋ⣙㸯ੑࡢ┴⏘ᮦࡀ⏝ࡉࢀࠊヨ⟬ࡼࡿࠊ⣙㹲㸭ᖺࡢ㓟
Ⅳ⣲ฟ㔞ࡢ๐ῶຠᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
┴⏘ᮦࢆ⏝ࡋࡓ㨩ຊⓗ࡞ᮌ㐀ఫᏯࡢᘓタࡀࡉࡽ㐍ࡴࡼ࠺ࠊຓᡂไᗘ➼⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ᬑ
ཬࡢಁ㐍ࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳղ

ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ە㧗┈࣭㧗ຠ⋡ࡢ⮬❧ࡋࡓᯘᴗ
ࡢᐇ⌧
⏘┴ەᮦࡢ⏝ࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡇ
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
┴ᅵࡢ㸶ࢆ༨ࡵࡿ᳃ᯘࡣࠊ
ᡓᚋ᳜᱂ࡉࢀࡓከࡃࡀᖺ⏕
ࡽᖺ⏕㐩ࡋࠊࡇࢀࡽࡣࠊ
ඛேࡀ᳜࠼ࡓᮌࢆ⫱࡚ࡿࡇࢆ
୰ᚰࡋ࡚࠸ࡓ௦ࡽࠊᣢ⥆
ྍ⬟࡞㈨※ࡋ࡚ࠊᮌᮦࢆά⏝
ࡍࡿ௦⛣⾜ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊ㍺ධᮌᮦࡢ➇ྜࡸ
᥇⟬ᛶࡢᝏ➼ࡼࡾࠊᯘᴗࡣ
㛗ᮇࢃࡓࡾప㏞ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࢆඞ
᭹ࡋࠊᅜ㸱ࡢ᳃ᯘ㈨※ᜨ
ࡲࢀࡓᮏ┴࡛ࡣࠊ㇏࡞᳃ᯘ㈨
※ࢆάࡍࡓࡵࠊࠕಙᕞ㹄࣭㹎
㹍㹕㹃㹐ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡞ࠊ
┴⏘ᮦຍᕤὶ㏻యไ࡙ࡃࡾࢆ㐍
ࡵࠊᯘෆ㊰⥙ࡢᩚഛࡸᯘᴗࡢᶵ
Ე࠶ࢃࡏ࡚ࠊ┴⏘ᮦࡢᏳᐃ
౪⤥ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ㧗┈࣭㧗ຠ
⋡ࡢ⮬❧ࡋࡓᯘᴗࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
┴⏘ᮦ〇ရࡣࠊ౪⤥㠃ࡸရ㉁ࠊ౯᱁㠃
➼ࡢㄢ㢟ࡼࡾࠊබඹᘓ⠏≀ࡸఫᏯࡢ
⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡏࢇࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣛࢫࢳࢵࢡ➼ࡢ௦᭰ရࡼࡾࠊ
ᮺ࡞ࡢᅵᮌ⏝ᮦࠊᐙලࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜
ࢫ➼ࡢከᵝ࡞⏝㏵ࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡶ㐍
ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ەඃࢀࡓရ㉁ࢆ᭷ࡋࠊᅜෆ࣭ᅜ㝿➇தຊࢆ
᭷ࡍࡿ〇ရ㛤Ⓨࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᅜෆ࣭ᅜ㝿➇தຊࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡣࠊ
㔞⏕⏘ࡼࡿపࢥࢫࢺྥࡅࡓ〇ရ
㛤Ⓨࡸࠊ㛗㔝┴ࡢᙉࡳࢆάࡋࡓຍ౯
್ࡢ㧗࠸〇ရ㛤Ⓨࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
〇ရ㛤Ⓨ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊタഛᑟධࡸヨ
㦂◊✲ከ㢠ࡢ㈝⏝ࣜࢫࢡࡀక࠺ࡇ
ࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧

㸦ᥖ㸧

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ಙᕞᆺ᥋╔㔜ࡡᱱࡢ㛤Ⓨ>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᮏ᮶ࠊ↓ᇈࡢᶓᯫᮦࡣFP௨ୖࡢ
ᚄᮦࡽ〇ᮦࡉࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛
ࡍࡀࠊ┴ᯘᴗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮࡛ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛ࡁࡓࠕಙᕞᆺ᥋╔㔜ࡡᱱ࡛ࠖ࠶
ࢀࡤࠊᑠ୰ᚄᮦࡽᱱࡏ࠸ࡢࡁ࡞
ᶓᯫᮦࡢ〇㐀ࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

䠝䝍䜲䝥

䠞䝍䜲䝥

ಙᕞᆺ᥋╔㔜ࡡᱱ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
┴ᯘᴗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ᐇࡋࡓྛ✀ᛶ⬟ホ౯ヨ㦂ࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡁࠊ
ಙᕞᮌᮦㄆド〇ရࢭࣥࢱ࣮ࡀබⓗㄆド㸦ᘓ⠏ᇶ‽ἲ➨᮲ㄆᐃ㸧ࡢྲྀᚓࢆ⏦ㄳ୰࡛
ࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ᘓ⠏ᇶ‽ἲ➨᮲ㄆᐃࢆྲྀᚓࡍࡿࡇࡼࡾࠊ┴ෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᅜᗈࡃ㈍
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࡽࠊ㛗㔝┴⏘ᮦࡢ㈍㊰ᣑࢆᅗࡾࡲࡍࠋ
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ە〇ရࡢရ㉁ྥୖ⏝㛤Ⓨࡢ᥎㐍ཬࡧຍ
ᕤὶ㏻యไࢆᩚഛࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ಙᕞᮌᮦㄆド〇ရไᗘ➼ࡼࡿࠊᏳ
࡛Ᏻᚰࡋ࡚⏝࡛ࡁࡿ〇ရࡢᥦ౪ࠊ㍺ධ
ᮌᮦࡸᮌᮦ௨እࡢ㈨ᮦ➼ࡀ⏝ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓศ㔝࠾ࡅࡿࠊ᪂ࡓ࡞㟂せᑐᛂࡍࡿ
〇ရࡢ㛤Ⓨ➼ࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
⏘┴ەᮦࡢ᪂ࡓ࡞⏝㏵㛤Ⓨࡼࡿࠊ㍺ධᮌ
ᮦࡸᮌᮦ௨እࡢ㈨ᮦ➼ࢆࡗࡓ〇ရࡢ┴
⏘ᮦࡢ㌿
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᮌᮦࡢὶ㏻࣭ຍᕤ➼ࡢ㧗ᗘࢆᅗࡾࠊ౯
᱁࣭ရ㉁➼࡛ᅜ㝿➇தຊࢆ᭷ࡍࡿᮌ〇ရ
ࡢ〇㐀
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࠊࠊࡢཧ⪃ӑ
ಙᕞ㹄࣭㹎㹍㹕㹃㹐ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
>ᚁ▮㔝ᘓᮦᰴᘧ♫ࠊࢯࣖࣀ࢘ࢵࢻࣃ࣮࣡ᰴᘧ♫ࠊᏛࠊ㛗㔝┴ࠊሷᑼᕷ➼@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㛗㔝┴ࡣ┴ᅵࡢ㸶ࢆ᳃ᯘࡀ༨ࡵࠊ᳃ᯘ㠃✚ࡣ
ᅜ㸱␒┠ࡢ᭷ᩘ࡞᳃ᯘ┴࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡑࡢ㇏ᐩ
࡞᳃ᯘ㈨※ࡣᡂ⇍ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊᮏ┴ࡣ㞟୰ᆺຍᕤタ➼ࡀ࡞ࡃࠊ᳃ᯘ
㈨※ࢆάࡋࡁࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ⏘Ꮫᐁࡀ㐃ᦠࡋࡓಙᕞ㹄࣭㹎㹍㹕㹃㹐
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧ࡕୖࡆࠊ᳃ᯘ㈨※ࢆࣇࣝά
ࡏࡿ⏕⏘ᛶ࣭ྜ⌮ᛶࢆවࡡഛ࠼ࡓࠊࠕ㞟୰ᆺᮌᮦ
ຍᕤタࠖࠕᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁タࠖࡢᩚഛ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢯࣖࣀ࢘ࢵࢻࣃ࣮ࢡᬒ
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ࠕ㞟୰ᆺᮌᮦຍᕤタࠖࡀᡂࡋࠊᖹᡂᖺ㸲᭶ࡽ✌ാࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾࠕᮌ㉁ࣂ
࣐࢜ࢫⓎ㟁タࠖࡢᘓタྥࡅ࡚ㄪᩚࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୧タࡢᡂࡼࡾࠊᮍ⏝ᶞ✀ࢆྵࡴᮌᮦࡢᗋᮦ➼ࡢά⏝ࡸᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ⏝ࡼࡿ
᪂ࡓ࡞⏘ᴗࡀฟࡉࢀࡲࡍࠋᙜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡼࡗ࡚ࠊᒣഃࡽ㐠ᦙࠊຍᕤࡲ࡛ࠊᖺ㛫⣙
ேࡢ㞠⏝ฟࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡶࠊ⣲ᮦ⏕⏘㔞ੑࡢᣢ⥆ⓗ࡞ᮌᮦ㟂せࡼࡾࠊᒣᯘᡤᚓ
ࡢྥୖࡀᅗࡽࢀࠊᒣᮧࡢάᛶࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ಙᕞ㹄࣭㹎㹍㹕㹃㹐ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᡂຌࡉࡏࠊᮏ┴ࡢ᪂ࡋ࠸ᯘᴗࢆ⏕ࡍࡿࡓࡵࡣࠊཎᮌ
ࡢᏳᐃ౪⤥ࡀせ࡞ࡿࡇࡽࠊࢧࣉࣛࢳ࢙࣮ࣥࢭࣥࢱ࣮ࡼࡿ㟂⤥ㄪᩚᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿ
ࡶࠊᴗ㞟⣙࣭㊰⥙ᩚഛ࣭ᶵᲔ࣭ேᮦ⫱ᡂ➼ࡢᮌᮦᦙฟࡢࡓࡵࡢᇶ┙ᩚഛࢆ╔ᐇ㐍
ࡵࡲࡍࠋ
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ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

⳦➼ࢣࢱࢶ࣐ە᰿ᛶࡁࡢࡇࡢேᕤ᱂ᇵࡢᢏ
⾡ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ

ࡸࡇࡢࡁەᒣ⳯࡞ࡢ≉⏝ᯘ⏘≀
ࡢ⯆ࡼࡿᆅᇦ⤒῭ࡢάᛶ
ࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
≉⏝ᯘ⏘≀ࡣࠊᒣᮧᆅᇦࡢ㈗
㔜࡞⌧㔠ධ※࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࡽࠊᏳᐃࡋࡓ㔞㉁ࢆ☜ಖ
ࡍࡿ᱂ᇵᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࠊᆅᇦ⤒
῭άᛶࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

࠙⌧≧ࠚ
㛗㔝┴ࡢ࣐ࢶࢱࢣࡢ⏕⏘㔞ࡣࠊᖹᡂ
ᖺᗘࡽᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ᅜ㸯ࢆ⥅⥆
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୍᪉࡛ࠊ࣐ࢶࢱࢣࡢቑ⏘ྥࡅࡓྲྀ⤌
ࡣࠊⓎ⏕⎔ቃࡢᩚഛࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊ࣐ࢶ
ࢱࢣࢆࡣࡌࡵࡋࡓ⳦᰿ᛶࡁࡢࡇࡢேᕤ
᱂ᇵᢏ⾡ࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀㄢ㢟
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ەၟရࡢ⏬୍ࡼࡾࠊ㟂せࡀప㏞ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ

࠙⌧≧ࠚ
⌧ᅾὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡁࡢࡇࡸᒣ⳯㢮ࡢရ
┠ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㟂せࡶ୍ᐃ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊຍ౯್ࡢ㧗࠸᪂
ࡓ࡞ရ┠ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ㟂せࢆᣑࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇࡀᚲせ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
࣍ࣥࢩ࣓ࢪ➼ࡢ⳦ᗋ᱂ᇵᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
㛗㔝┴ࡣᅜ⏕⏘㔞ࡢ⣙㸱ࢆ༨ࡵࡿࡁࡢࡇ⏘ᆅ࡛
ࡍࡀࠊ㏆ᖺつᶍ⏕⏘⪅ࡼࡿ⏕⏘㐣ࡽࠊᕷሙ౯
᱁ࡀୗⴠࡋࠊ୰ᑠつᶍ⏕⏘⪅ࡢ⤒Ⴀ⥔ᣢࡀᅔ㞴࡞≧ἣ
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࡁࡵ⣽࠸⟶⌮ࡀᚲせ࡛ࠊ㔞⏕⏘ྥ
࡞࠸ࡉࢀࡿ࣍ࣥࢩ࣓ࢪ➼ࡢ㧗⣭ࡁࡢࡇࡢ᱂ᇵᢏ⾡ࢆ
㛤Ⓨࡋࠊ୰ᑠつᶍ⏕⏘⪅ࡢ⤒Ⴀࡢྥୖࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
࣍ࣥࢩ࣓ࢪࡢⓎ⏕≧ἣ
࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᮏ┴࠾࠸࡚᱂ᇵࡍࡿࡇ㐺ࡋࡓ⳦ᰴࢆ㑅ᢤࡍࡿࡓࡵࠊ⮬↛⏺ࡽ㑇ఏ㈨※ࢆ
᥈⣴ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ᅾ࣍ࣥࢩ࣓ࢪ⳦ᰴࠊࢩࣕ࢝ࢩ࣓ࢪ㸲⳦ᰴࢆ㞟ࡋࠊேᕤ⎔ቃ
ୗ࠾ࡅࡿᇵ㣴࣭ᏊᐇయⓎ⏕ヨ㦂ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ

࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ேᕤ⎔ቃୗ࠾ࡅࡿᇵ㣴࣭ᏊᐇయⓎ⏕㐺ࡋࡓᇵᆅᡂศ㸦ᑠ㯏⢊ྵ㔞➼㸧ࡢ᳨ウ
ࡸⓎ⏕᧯స࠾ࡅࡿࣅࣥᐜჾࡢࢆ㛤ࡃࢱ࣑ࣥࢢ➼ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
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⟇ࡢᒎ㛤

✚ەᴟⓗ࡞ேᕤ᱂ᇵᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ࡲ࡛ࡢேᕤ᱂ᇵ㛵ࡍࡿ◊✲ᡂᯝࢆ
άࡋࠊᏛ➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ࣐ࢶࢱࢣ➼
ࡢ᱂ᇵᢏ⾡ࡢᐇ⏝ྥࡅࡓ⟇ࢆᒎ㛤
ࡋࡲࡍࠋ
ࡢ≀⏘⏕ە㧗ຍ౯್ࡸ᪂ࡓ࡞ࢽ࣮ࢬࢆ
᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡓࡵࡢ᪂ရ┠ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ࡁࡢࡇ㢮ࡸᒣ⳯࡞ࠊ᪂ࡓ࡞㈨※ࡢⓎ
᥀ࡸ᱂ᇵᢏ⾡ࡢ☜❧ྥࡅࡓ⟇ࢆᒎ㛤
ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەᯘᴗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠊ◊✲ᶵ㛵ࠊᏛ➼
ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ᱂ᇵࡁࡢࡇࡸ࣐ࢶࢱࢣ➼ࡢ
⳦᰿ᛶࡁࡢࡇࠊᒣ⳯࡞ࡢ≉⏝ᯘ⏘≀ࡢ
᱂ᇵᢏ⾡ࡸቑṪᢏ⾡ࢆ◊✲㛤Ⓨ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
࣐ࢶࢱࢣࡢேᕤ᱂ᇵྥࡅࡓྲྀ⤌>㛗㔝┴@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
┴ᯘᴗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ⣙ᖺ㛫ࢃࡓࡾࠊ࣐࢝ࢶᯘࡢⓎ⏕⎔ቃᩚഛࡼࡿ࣐ࢶࢱࢣቑ
⏘ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᚋࡣࡇࢀࡽࡢ▱ぢࢆάࡍࡶࠊᏛ➼㐃ᦠࡋ࡚ࠊ
ඛ➃ᢏ⾡ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇࡼࡾࠊேᕤ᱂ᇵᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

ᣑ

㸦ᬒ㸧

㸦࣐ࢶࢱࢣࡢ⳦᰿㒊㸧
↓⳦ឤᰁⱑᮌ

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᅜ❧ᏛἲேಙᕞᏛ➼࡛㛤Ⓨࡋࡓࠕ↓⳦ឤᰁⱑᮌࠖసᡂࡢᇶ♏ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࡲࡋࡓࠋ⌧ᅾ
ࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ᨵⰋࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㛗㔝┴≉⏝ᯘ⏘⯆➼ࡢ⏕⏘⪅ࡢ㐃ᦠࢆ
ᙉࡋࠊ◊✲ࢆຍ㏿ࡍࡿయไࢆᩚഛࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ࠕ↓⳦ឤᰁⱑᮌࠖసᡂᢏ⾡ࡢࡉࡽ࡞ࡿຠ⋡ຍ࠼ࠊ㹂㹌㸿ゎᯒᢏ⾡ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࠊᢏ⾡㠉
᪂ࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋࡲࡓࠊᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ➼ࢆྵࡵࡓᖜᗈ࠸㐃ᦠ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࠊ
ᵝࠎ࡞ᢏ⾡ࢆᑟධࡋࡲࡍࠋࡉࡽࠊసᡂࡋࡓឤᰁⱑᮌ➼ࢆ᳜࠼࡚ࠊ᪂ࡓ࣐ࢶࢱࢣࢆቑṪࡍࡿ
⌧ᆅヨ㦂ᆅࡢᩚഛࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
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ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ەᮌᮦࡢ࢝ࢫࢣ࣮ࢻ⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ


ەᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢά⏝ࡼࡿᆅ
ᇦ⤒῭ࡢάᛶᚠ⎔ᆺ♫ࡢ
ᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㇏࡞᳃ᯘ㈨※ࢆ᭷ຠά⏝
ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᘓ⠏⏝ᮦ➼ࡢ
⏝࠶ࢃࡏ࡚ࠊ᭤ࡀࡾᮦ➼ࡢప
㉁ᮦࠊᒣᨺ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮍ
⏝ᮦࡸᮌᮦຍᕤⓎ⏕ࡍࡿ➃
ᮦ➼ࢆ↓㥏࡞ࡃά⏝ࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛ࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮍ⏝ᮦ➼ࢆᮌ㉁࣌
ࣞࢵࢺࠊᮌ㉁ࢳࢵࣉࠊ⸄࡞ࡢ
ᙧែ࡛ࠊ⇕➼ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮※
ࡋ࡚ࠊබඹタࡸᬽࡽࡋࡢ୰࡞
ࠊ࠶ࡽࡺࡿሙᡤ࡛⏝ࢆಁ㐍
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ά⏝᪉ἲ➼ࡘ
࠸࡚ࡶㄪᰝ࣭◊✲ࡍࡿࡇࡀᚲ
せ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ
ࡢᆅᾘᆅ⏘ࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊ᳃ᯘ
ࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡸᆅ⌫ ᬮ㜵Ṇࠊ
ࡉࡽࡣࠊᒣᮧᆅᇦࡢ⤒῭άᛶ
➼ࡘ࡞ࡆࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᚠ⎔
ᆺ♫ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
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࠙⌧≧ࠚ
ᮌᮦࡢ࢝ࢫࢣ࣮ࢻ⏝ࡋ࡚ࠊ〇ᮦ➃
ᮦ➼ࡣᴫࡡ᭷ຠά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
୍᪉࡛ࠊఆ᥇ᦙฟⓎ⏕ࡍࡿ᰿ඖࠊ
᭤ࡀࡾᮦࠊᯞ➼ࡢᯘᆅṧᮦࡢࢇࡣࠊ
⏕⏘ࢥࢫࢺぢྜ࠺㟂せඛࡀᑡ࡞ࡃࠊ
⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ەᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢຠ⋡ⓗ࡞
⏝ᙧែ࡛࠶ࡿ⇕⏝ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ⏝ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ
㸦㹄㹇㹒ไᗘ㸧ࡼࡾ⏝ࡀ㐍ࡳࡘࡘ࠶
ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ⇕⏝㛵ࡋ࡚ࡣࠊタ
ഛ㸦㸦㸧ࢫࢺ࣮ࣈࠊᬮᡣ⏝࣎ࣛ➼㸧
ࡢึᮇᢞ㈨ࡸ▼⇞ᩱ➼ࡢ➇ྜ࡞ࠊ
ࢥࢫࢺ㠃ࡢၥ㢟࡛⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞
࠸ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࣭࣮ࣝࣀࢱ࢚࢜ࣂەỈ⣲࣭࢞ࢫⓎ㟁➼
ࡢศ㔝ࡢ◊✲ཬࡧ⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ

࠙⌧≧ࠚ
࢞ࢫⓎ㟁ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┴ෆᩘ⟠ᡤ
࠾࠸࡚ᐇ⏝ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
୍᪉ࠊᮌᮦࡽࡢࣂ࢚࢜ࢱࣀ࣮ࣝࡸ
Ỉ⣲ࡢ⏕⏘➼ࠊࡑࡢࡢ᪂ࡓ࡞⏝ྥ
ࡅࡓㄪᰝ࣭◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࣞ࣋ࣝ
ࡢᐇドヨ㦂➼ࡣᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ᐇ⏝ྥࡅ࡚ࡣࠊᢏ⾡㠃ࠊࢥࢫࢺ㠃ࡀ
ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

ەᮌᮦࡢ〇ᮦ㐣⛬࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ➃ᮦࡸᯘᆅṧ
ᮦ➼ࡢ⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁タࡸᮌ㉁࣌ࣞࢵࢺ
➼ࡼࡿ➃ᮦࡸᯘᆅṧᮦࡢ⏝ಁ㐍

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ࡞ࡢ᪂ࡓ࡞⏝㏵ࡢᣑ
ᚲせ࡞ᶵჾ➼ࡢᑟධࡸཎᩱࢆຠ⋡ⓗ
౪⤥ࡍࡿタഛࢆᑟධࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋ
ࡲࡍࠋ

эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫

ەᐙᗞ࣭ ᾎタ࣭㎰ᴗ⏝ࣁ࢘ࢫ➼࡛⏝
ࡋ࡚࠸ࡿ▼⇞ᩱࢆᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ㌿
ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
▼⇞ᩱࢆ⇞ᩱࡍࡿ࣎ࣛࡢ᭦᪂
ࠊタ⟶⌮⪅ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ࣎ࣛ
ᑟධࡢඃᛶࡸᑟධࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡞ࠊ
ᾎタࡸ㎰ᴗ⏝ࣁ࢘ࢫ➼࠾ࡅࡿࠊᮌ
㉁ࣂ࣐࢜ࢫ࣎ࣛࡼࡿ⇕⏝ࡢಁ㐍
ྥࡅࡓ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ࡸ⸄ەᮌ㉁࣌ࣞࢵࢺ࡞ࡢᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ
ࢆ⏝ࡋࡓࠊᐙᗞ⏝ࢫࢺ࣮ࣈࡸ ᾎタ
➼࡛⏝ࡍࡿᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ࣎ࣛࡢᬑ
ཬಁ㐍

ە⏝ᙧែࡋ࡚ຠ⋡ᛶࡢ㧗࠸⇕⏝ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢ㟂せඛࡋ࡚ࠊᚋ
ᮇᚅࡀ࡛ࡁࡿᆅᇦ⇕౪⤥ࢩࢫࢸ࣒➼ࡘ
࠸࡚ࠊ⇕౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠Ⴀయไࡢᩚഛ
ࡸࠊຠ⋡ⓗ࡞㐠⏝ࡀྍ⬟࡞ࡿ㧗ᛶ⬟࣎
ࣛࡢᑟධ➼ྥࡅࡓ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

࣭࣮ࣝࣀࢱ࢚࢜ࣂەỈ⣲࣭࢞ࢫⓎ㟁➼
ࡢ᪂ศ㔝࠾ࡅࡿẸ㛫➼ࡢ◊✲㛤Ⓨࡢά
ᛶཬࡧᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ⇞ᩱࡢㄪ㐩ᨭ
࡞ࢆᐇࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
Ẹ㛫➼ࡼࡿ᪂ศ㔝ࡢ◊✲㛤Ⓨᑐࡋ
࡚ᨭࢆ⾜࠺ࡶࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ
ࡢຠ⋡ⓗ࡞౪⤥࣭ㄪ㐩ࡢࡓࡵࡢタഛᑟධ
➼ྥࡅࡓ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊࣭㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࢆά⏝ࡋࠊᆅᇦ⎔ቃ
ㄪࡋࡓᬮᡣタഛࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධ

㹙ᯘົ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᏛࡸヨ㦂◊✲ᶵ㛵➼ࢆᣐⅬࡍࡿ⏘Ꮫ
ᐁ㐃ᦠࡼࡿㄪᰝ࣭◊✲

㹙ᯘົ㒊࣭⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁ཬࡧ⇕⏝ࡢ᥎㐍
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐㡫
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ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ەᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢά⏝ࡼࡿᆅ
ᇦ⤒῭ࡢάᛶᚠ⎔ᆺ♫ࡢ
ᐇ⌧

࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㇏࡞᳃ᯘ㈨※ࢆ᭷ຠά⏝
ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᘓ⠏⏝ᮦ➼ࡢ
⏝࠶ࢃࡏ࡚ࠊ᭤ࡀࡾᮦ➼ࡢప
㉁ᮦࠊᒣᨺ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮍ
⏝ᮦࡸᮌᮦຍᕤⓎ⏕ࡍࡿ➃
ᮦ➼ࢆ↓㥏࡞ࡃά⏝ࡍࡿࡇࡀ
㔜せ࡛ࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮍ⏝ᮦ➼ࢆᮌ㉁࣌
ࣞࢵࢺࠊᮌ㉁ࢳࢵࣉࠊ⸄࡞ࡢ
ᙧែ࡛ࠊ⇕➼ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮※
ࡋ࡚ࠊබඹタࡸᬽࡽࡋࡢ୰࡞
ࠊ࠶ࡽࡺࡿሙᡤ࡛⏝ࢆಁ㐍
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡞ά⏝᪉ἲ➼ࡘ
࠸࡚ࡶㄪᰝ࣭◊✲ࡍࡿࡇࡀᚲ
せ࡛ࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ
ࡢᆅᾘᆅ⏘ࡢྲྀ⤌ࡼࡾࠊ᳃ᯘ
ࡢ㐺ษ࡞⟶⌮ࡸᆅ⌫ ᬮ㜵Ṇࠊ
ࡉࡽࡣࠊᒣᮧᆅᇦࡢ⤒῭άᛶ
➼ࡘ࡞ࡆࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᚠ⎔
ᆺ♫ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
㸦ᥖ㸧
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ەᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢ࣐ࢸࣜࣝ⏝➼ࡢ᪂
ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ
࠙⌧≧ࠚ
ᮌ㉁⣔⣲ᮦࡢࣉࣛࢫࢳࢵࢡ௦᭰࡞ࠊ
ᮌᮦࡢ᪂ࡓ࡞࣐ࢸࣜࣝ⏝ྥࡅࡓㄪ
ᰝ࣭◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࣞ࣋ࣝࡢྲྀ⤌
ࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀࠊᆅᇦ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ᪂ࡓ
࡞ྲྀ⤌ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇࡀㄢ㢟࡞ࡗ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

ەᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢ࣐ࢸࣜࣝ⏝ࢆಁ㐍
ࡍࡿࡓࡵࠊ⏘Ꮫᐁࡀ㐃ᦠࡋࡓ◊✲㛤Ⓨࢆ
άᛶࡍࡿࡇ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢ࣐ࢸࣜࣝ⏝ࢆಁ
㐍ࡍࡿࡓࡵࠊẸ㛫➼ࡼࡿၟရ㛤Ⓨࡸ᪂
ศ㔝ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆᨭࡍࡿ⟇ࢆᒎ㛤ࡋ
ࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەᏛࡸヨ㦂◊✲ᶵ㛵➼ࢆᣐⅬࡍࡿ⏘Ꮫ
ᐁ㐃ᦠࡼࡿㄪᰝ࣭◊✲㸦ᥖ㸧

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
᳃ᯘ㈨※ࢆᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ⇞ᩱࡋ࡚ά⏝ࡍࡿྲྀ⤌
>ୗỈෆ㒆ᰤᮧࠊᰤᮧ᳃ᯘ⤌ྜ@

࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ୗỈෆ㒆ᰤᮧࡣࠊ㸶௨ୖࡀ᳃ᯘ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㇏ᐩ࠶ࡿ᳃ᯘ㈨※ࢆάࡋࠊᮌ㉁ࣂ࣐࢜
ࢫࢆ ᾎタࡢ⇕※ࡋ࡚⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞㞠⏝ࡢฟࡸᐃఫ⪅ࡢቑຍࡘ࡞ࡆࠊᮧࢆ
άᛶࡍࡿྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⛣ືᘧᮌᮦ◚○ᶵ

ᮌ㉁ࢳࢵࣉ࣎ࣛᮏయ㸦⇕ฟຊ㹉㹕㸧

࠙ྲྀ⤌ᡂᯝ➼ࠚ
ᮧෆࡢ᳃ᯘࡽษࡾฟࡋࡓᮌᮦࢆࢳࢵࣉຍᕤࡋࠊᮧෆࡢ㜵⅏ᣐⅬ࡛࠶ࡿࠕ㔝ኳ‶ Ἠࠖ
ࡢ⤥࣭ᬮᡣࡢ⇕※ࡢ⇞ᩱࡋ࡚౪⤥ࡍࡿࡓࡵࠊ⛣ືᘧᮌᮦ◚○ᶵࢆᖹᡂᖺᑟධࡋࠊࡲࡓࠊ
ᖹᡂᖺࡣ◚○ࡋࡓࢳࢵࣉࢆಖ⟶ࡋ࡚࠾ࡃಖ⟶ᗜࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡉࡽࠊࢳࢵࣉࡣ┴ෆࡢࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁タ౪⤥ࡍࡿ࡞ࠊ▼⇞ᩱ㢗ࡽ࡞࠸ࠊ⮬❧ࡋ
ࡓᚠ⎔ᆺ⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡀືࡁฟࡋࡲࡋࡓࠋ
࠙ᚋࡢྲྀ⤌ࠚ
ࢳࢵࣉࡢཎᩱ࡞ࡿᮌᮦࡣࠊᙧ≧ࡀᝏࡃࠊ〇ᮦࡣྥ࡞࠸ࠊᒣᨺ⨨ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠕᮍ
⏝ᮦࠖࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢྲྀ⤌ࢆᮧෆࡢࡢ Ἠタᒎ㛤ࡍࡿࡇࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳղ

ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ە㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ㎰ᒣᮧࡢᬽࡽࡋࡢႠࡳࡸ
⮬↛⎔ቃࢆ◚ቯࡍࡿ⿕ᐖࡀከࡃⓎ⏕ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ

ە㎰ᯘᴗཬࡧ⮬↛⎔ቃ➼ᑐࡍࡿ
㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖ㍍ῶࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖᑐ⟇ࡋ
࡚ࡣࠊ⛉Ꮫⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞ಶయᩘ
⟶⌮ࡢࠊ㎰ᆅᒣᯘࡢ㛫ࡢ
⦆⾪ᖏᩚഛ࡞ࠊ㞟ⴠ࿘㎶ࡢ⎔
ቃᩚഛࡸࠊ㎰ᆅࡢ㜵ㆤᰙࡢタ
⨨࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢᑐ⟇ࢆ⥲ྜⓗᐇ
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㔝⏕㫽⋇㈇
ࡅ࡞࠸㎰ᒣᮧ࡙ࡃࡾࡸ⮬↛ࡢ⏕
ែ⣔ಖࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊᤕ⋓ࡋࡓࢽ࣍ࣥࢪ࢝
➼ࡣࢪࣅ࢚ࡋ࡚᭷ຠά⏝ࡋࠊ
ᆅᇦ㈨※ࡋ࡚ࠊࣈࣛࣥࢻࡢ
ᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
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࠙⌧≧ࠚ
㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ㎰ᯘᴗ⿕ᐖࡣᖹᡂᖺ
ᗘࢆࣆ࣮ࢡῶᑡഴྥ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ౫
↛ࡋ࡚⣙൨㸦ᖹᡂᖺ ࡢ
⿕ᐖࡀ࠶ࡾࠊ⪔సពḧࡢῶ㏥࡞ࠊ㎰ᒣ
ᮧࡢάຊపୗࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊ⏕ᜥᩘࠊ⏕ᜥᇦࡢᣑక࠸ࠊ
㧗ᒣ᳜≀ࡢ㣗ᐖ➼⮬↛⎔ቃࢆ◚ቯࡍࡿ⏒
࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀㄢ㢟
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ەᤕ⋓ᑐ⟇ࡣ࣐ࣥࣃ࣮࣡౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡽࠊᤕ⋓㢌ᩘࢆࡇࢀࡲ࡛௨ୖఙࡤ
ࡍࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ
࠙⌧≧ࠚ
⊁⊟⪅ࡣῶᑡഴྥ࠶ࡾࠊᖺ
㸰ே⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ⊁⊟⪅Ⓩ㘓⪅ᩘࡣࠊ
⌧ᅾே⛬ᗘ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ㧗
㱋ࡶ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
┴ᕷ⏫ᮧࡣࠊ㐃ᦠࡋ࡚⊁⊟⪅☜ಖᑐ
⟇ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊࢃ࡞⊟ࡼࡿ⊁⊟⪅ࡣ
ⱝᖸቑຍഴྥ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㖠ࡼࡿ⊁
⊟⪅ࡣ౫↛ࡋ࡚ῶᑡഴྥ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖࢆ㍍
ῶࡍࡿࡓࡵࡢᤕ⋓ᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿୖ࡛ࠊ
⊁⊟⪅ࡢῶᑡࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙ᯘົ㒊࣭㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ە㔝⏕㫽⋇⿕ᐖ㜵Ṇຠᯝⓗ࡞ධ㜵Ṇᰙ
ࡸࠊ㏣࠸ᡶ࠸᪉ἲࡢ᳨ウ㸦ᥖ㸧
ە㔝⏕㫽⋇⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ࣭ᬑ
ཬࡍࡿࡇ

࠙ලయⓗෆᐜࠚ
㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ
ຠ⋡ⓗᑐ㇟㫽⋇ࢆᤕ⋓ࡋࠊ㘒ㄗᤕ⋓ࢆ
ῶᑡࡉࡏࡿࢃ࡞➼ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡶ
ࠊධ㜵Ṇᰙࡘ࠸࡚ࡶࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ
࡛ຠᯝⓗ࡞タ⨨ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࡽࡢᑐ⟇࡛ࡣ⿕ᐖࢆ㜵Ṇ
ࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸㫽⋇ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⩌ࢀ
ࡢᐇែᢕᥱࡸຠᯝⓗ࡞㏣࠸ᡶ࠸ࡘ࠸࡚ࠊ
ㄪᰝ࣭ᬑཬࡍࡿ࡞ࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ࢩࢩࣀࡸ࢝ࢪࣥ࣍ࢽەᤕ⋓⏝ࡢࢃ࡞࢝
ࣔࢩ࢝➼ࡀㄗࡗ࡚ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ㘒ㄗᤕ
⋓ࢆῶᑡࡉࡏࡿࢃ࡞ࡢ㛤Ⓨ
㹙ᯘົ㒊࣭⎔ቃ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
┴ەᯘᴗ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࡸ┴⎔ቃಖ◊✲ᡤ
ࡼࡿࠊ㈗㔜࡞᳜⏕ࢆᏲࡿࡓࡵࡢຠ⋡ⓗ
ࡘຠᯝⓗ࡞ධ㜵Ṇᰙࡢタ⨨᳨ウ
㹙ᯘົ㒊࣭㎰ᨻ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ەධ㜵Ṇᰙࡔࡅ࡛ࡣ⿕ᐖࢆ㜵ࡂࡁࢀ࡞࠸
⋇㸦ࢽ࣍ࣥࢨࣝ࡞㸧ࡢ⩌ࢀࡢᐇែᢕᥱ
ࡸ⥲ྜⓗ࡞㜵ㆤᑐ⟇ࡢᬑཬ

ەຠ⋡ⓗ࡞ᤕ⋓᪉ἲࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
⊁⊟⪅ࡀῶᑡഴྥ࠶ࡾࠊࡉࡽࡣࠊ
⏕ᜥᐦᗘࡀపࡃࠊᤕ⋓ࡀ㞴ࡋ࠸ᆅᇦࡀᣑ
ࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࠊ㣵ࡼࡿㄏᅉᤕ⋓
㸦ࢩ࣮ࣕࣉࢩ࣮ࣗࢸࣥࢢ㸧ࡸࠊ┴ࠊᕷ
⏫ᮧࡢ⾜ᨻ༊ᇦࢆ㉺࠼ࡓᗈᇦ㐃ᦠࡼࡿ
ᤕ⋓࡞ࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ᤕ⋓᪉ἲࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

㹙ᯘົ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ࡸࢢࣥࢸ࣮ࣗࢩࣉ࣮ࣕࢩە㹇㹁㹒ά⏝
ࡼࡿຠ⋡ⓗ࡞ᤕ⋓ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࠊࢻ࣮ࣟࣥ
➼ࢆά⏝ࡋࠊࣜࣝࢱ࣒࡛ࢩ࢝ࡢ⏕ᜥ
ᐦᗘࡢ㧗࠸ሙᡤࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
࡞ࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࡞ᤕ⋓᪉ἲࡢ᳨ウ
эཧ⪃㸸ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧͐ࠊ㡫
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ᨻ⟇ⓗࣉ࣮ࣟࢳղ

ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝
մ ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗྲྀ⤌
ᯘᴗ࣭ᯘ⏘ᴗศ㔝ࡢࡵࡊࡍጼ

ࡵࡊࡍጼࢆᐇ⌧ࡍࡿୖ࡛ࡢㄢ㢟

ە㎰ᯘᴗཬࡧ⮬↛⎔ቃ➼ᑐࡍࡿ
㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖ㍍ῶࡢᐇ⌧
࠙ࡵࡊࡍጼࡢලయീࠚ
㔝⏕㫽⋇ࡼࡿ⿕ᐖᑐ⟇ࡋ
࡚ࡣࠊ⛉Ꮫⓗ࣭ィ⏬ⓗ࡞ಶయᩘ
⟶⌮ࡢࠊ㎰ᆅᒣᯘࡢ㛫ࡢ
⦆⾪ᖏᩚഛ࡞ࠊ㞟ⴠ࿘㎶ࡢ⎔
ቃᩚഛࡸࠊ㎰ᆅࡢ㜵ㆤᰙࡢタ
⨨࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡽࡢᑐ⟇ࢆ⥲ྜⓗᐇ
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㔝⏕㫽⋇㈇
ࡅ࡞࠸㎰ᒣᮧ࡙ࡃࡾࡸ⮬↛ࡢ⏕
ែ⣔ಖࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡉࡽࠊᤕ⋓ࡋࡓࢽ࣍ࣥࢪ࢝
➼ࡣࢪࣅ࢚ࡋ࡚᭷ຠά⏝ࡋࠊ
ᆅᇦ㈨※ࡋ࡚ࠊࣈࣛࣥࢻࡢ
ᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

ەᤕ⋓ࡋࡓࢽ࣍ࣥࢪ࢝➼ࡢά⏝ࡀ㐍ࡲ࡞
࠸ࡇ
࠙⌧≧ࠚ
┴ෆࡢ⋇⫗ฎ⌮タࡀᆅᇦⓗ೫ࡗ࡚
࠸ࡿࡇࡸࠊᆅᙧࡀᛴᓧ࡛タࡢᦙධ
ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࠊࡉࡽࡣࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡣ㟂せࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡞ࡽࠊᤕ
⋓ࡋࡓࢽ࣍ࣥࢪ࢝ࡢෆࠊ㣗⫗ࡋ࡚⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿಶయࡣ⣙㸳㸣ࡲࡗ࡚࠾
ࡾࠊࢩ࢝⫗➼ࡢ᭷ຠ⏝ࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡇ
ࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦ᥖ㸧

ྲྀ⤌⤂㸦㹌㹭㸬㸧Ӑ⟇ࡢᒎ㛤␒ྕࡢཧ⪃ӑ
ࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝ࡋࡓ㫽⋇⿕ᐖᑐ⟇
>ሷᑼᕷࠊሷᑼᕷᑠ㔝ᆅ༊ࠊ㹇㹒㸫ࢢࣜ◊✲@
࠙ྲྀ⤌ᴫせࠚ
ᖹᡂᖺࡽࠊሷᑼᕷᩜタࡉࢀ࡚࠸ࡿࢻ࣍ࢵࢡࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝ࡋࠊᅡሙ
࿘㎶⋇᳨▱ࢭࣥࢧ࣮ࡸࢃ࡞ᤕ⋓ࢭࣥࢧ࣮ࢆタ⨨ࡋࡓࡇࡼࡾࠊ㏣࠸ᡶ࠸ࡸᤕ⋓
ࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
⋇᳨▱ࢭࣥࢧ࣮ࡀ⋇ࢆ᳨▱ࡍࡿࠊࢧࣞࣥ㡢ࡸࣇࣛࢵࢩࣗග࡛⋇ࢆ㏣࠸ᡶ࠺
ࡶࠊࡑࡢ᳨▱ሗࡀࢡࣛ࢘ࢻࢆࡋ࡚㎰ᐙࡸ⊟ᆅᅗࢆῧࡋࡓ࣓࣮ࣝᙧ
ᘧ࡛㓄ಙࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢃ࡞ᤕ⋓ࢭࣥࢧ࣮ࡀࢃ࡞⋇ࡀࡗࡓࡇࢆ᳨▱ࡍࡿ
ࠊࡑࡢሗࡀࢡࣛ࢘ࢻࢆࡋ࡚㎰ᐙࡸ⊟ᆅᅗࢆῧࡋࡓ࣓࣮ࣝᙧᘧ࡛㓄ಙ
ࡉࢀࡲࡍࠋ

ࢽ࣐࢛ࣝ࢘ࢵࢳ࣮ࣕࡢタ⨨
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㸦㡫⥆ࡃ㸧

ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ྥᛶ

ەಙᕞࢪࣅ࢚ࢆ⯆ࡍࡿࡇ
࠙ලయⓗෆᐜࠚ
ಙᕞ⏘ࢩ࢝⫗ࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ
࣐࣮ࢣࢸࣥࢢάືࢆ㐍ࡵࡿࡶࠊ
Ᏻ࣭Ᏻᚰ࡞ࢩ࢝⫗ࡢᏳᐃ౪⤥ࠊ㟂せᣑ
ྥࡅࡓࠕಙᕞ⏘ࢩ࢝⫗ㄆドไᗘࠖࡢ
ᬑཬࡸࠊタᩚഛࠊேᮦ⫱ᡂ➼ࡢྛ✀
⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡲࡍࠋ

⟇ࡢᒎ㛤

㹙ᯘົ㒊࣭⏘ᴗປാ㒊࣭ほග㒊@
⟇ࡢᒎ㛤␒ྕ
ࡢ⫗࢝ࢩەᡂศศᯒ㸦࣭ᰤ㣴ᡂศ➼㸧ࡢ
ᐇ➼ࡼࡿಙᕞ⏘ㄆドࢩ࢝⫗➼ࡢࣈࣛ
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第４章 指針に基づく取組の推進にあたって
１ 県の役割
県は、関係機関と連携しながら、大学・県試験研究機関等において創出された科学技術を
活用した取組を推進することにより、地域課題の解決を図るとともに、解決手法のビジネス
化等につなげ、「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」を実現し、「貢
献」と「自立」の経済構造への転換を促進する役割を担います。

２ 県試験研究機関の役割
各分野（＝環境保全、保健衛生、工業技術、農業、水産業、林業）の県試験研究機関は、
相互に連携しながら、それぞれの機能に応じて、地域課題の解決に資する科学技術の創出や、
科学技術を活用した地域課題の解決方策に係る研究開発から製品化・普及に至るまでの取組
を支援するなど、本指針を推進する上で、中心的な役割を担います。

３ 県試験研究機関の今後の方向性
地球温暖化による気候変動や尐子高齢化の進展など、県が直面する課題も複雑化し、また、
課題解決の困難性が高まる中で、各分野（＝環境保全、保健衛生、工業技術、農業、水産業、
林業）の県試験研究機関単独による取組では、解決できない地域課題が増えています。
このような状況を受け、既に「気候変動による影響の評価と対策技術の研究開発（県環境
保全研究所、県農業関係試験場等）」（
「第３章 ５

指針の各論的めざす姿を実現するため

の具体的取組」のフロー図中の施策の展開番号 51、88 に関連）
、
「醸造適性に優れた酒米の県
オリジナル品種の開発（県農業関係試験場、県工業技術総合センター）」（同 90、95 に関連）
など、各分野の県試験研究機関が連携した取組が行われています。
また、本指針でも、「多分野が連携した『レタス収穫機』や『水田畦畔除草管理機』など、
省力化・軽労化のための新技術・機械の開発（県農業関係試験場、県工業技術総合センター）」
（同 86、102）
、「貴重な植生を守るための効率的かつ効果的な侵入防止柵の設置検討（県林
業総合センター、県環境保全研究所）」（同 128）など、各分野の県試験研究機関が連携し
て取り組む施策の展開を掲げていますが、今後については、今まで以上に各分野の県試験研
究機関等が連携強化を図り、地域課題の解決に取り組んでいくことが必要となります。
このため、本指針では、
「県試験研究機関等の連携支援の仕組みづくり」
（同 57）を施策の
展開として掲げており、この施策を着実に推進し、各分野の県試験研究機関等の連携強化を
図ります。
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４ 科学技術人材の育成・確保
（１）次代の科学技術を担う子どもたちの教育の充実
小中学生を対象とした算数・数学の問題作成、解決方法等を競うコンテストや中学生
サイエンスグランプリなどを開催し、科学への興味・関心を高めるとともに、高等学校
においては、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール事業の成果の普及により、
課題研究の推進、観察・実験を通した体験的・問題解決的な学習を支援し、児童生徒の
科学的な思考力・判断力・表現力等の伸長を図ります。
県立高等学校附属中学校においては、６年間の一貫した教育計画に基づき、基礎的な
内容から発展的な内容までの学習を実施し、学力の充実、創造力の涵養及び科学的探究
心を育みます。
教員の基礎力や専門性を高めるため、大学等と連携した実験実技講習会や実験出前講
座などの取組を実施し、教員の指導力向上を図ります。
また、平成 28 年度に創設する「長野県こどもの未来支援基金」を活用し、全国の中学
生が都道府県を代表して集い、科学の思考力、技能を競う「科学の甲子園ジュニア」全
国大会の本県への誘致を進めるとともに、中学生・高校生を対象とした「科学オリンピ
ック」などの科学分野の大会出場者が活躍できるようにするための実力養成講座や強化
合宿を行うほか、産学連携等を活用した最先端技術開発についての実験、実習等、実践
的な体験学習を行える機会を創出し、ものづくりやそれにつながる基礎研究に対する生
徒の興味喚起・視野拡大を図り、将来の科学技術を担う人材を育成します。
さらに、同基金を活用した奨学金給付制度を創設し、経済的困難を抱えながらも、意
欲や能力が高い大学生が夢と希望を持って科学技術を学ぶことができるよう支援します。
（２）高等教育の振興
科学技術人材の育成・確保のためには、高等教育の充実が不可欠です。
このため、大学等と連携して、県内外から人材が集まる魅力ある学びの場の創出と学
生の県内就職促進のための支援を行う「信州高等教育支援センター」を設置します。
「信州高等教育支援センター」においては、学部・学科の再編等の改革や確かな学力
に基づく課題解決力・創造力を備えた人材を輩出するための取組を支援します。
また、既存の県内大学に無い学部・学科の設置を支援し、応用力を持った産業人材の
育成と人材定着に取り組みます。
（３）長野県立大学（仮称）の開学による魅力ある高等教育の充実
新たに開学する長野県立大学（仮称）
（平成 30 年４月開学予定）では、グローバルな
視野で地域にイノベーションを創出できる人材を育成することとしており、特に、
「グロ
ーバルマネジメント学部グローバルマネジメント学科（仮称）」においては、地域の人と
資源を活かして事業を展開できるビジネスリーダー、地域課題を解決する政策や公共的
サービスの企画立案ができる地域社会のリーダーを育成します。
また、「健康発達学部食健康学科（仮称）」においては、グローバルな視点をもって、
食ビジネスが展開できる「食と健康のプロフェッショナル」を育成します。
全学を通じた特色としては、現場体験を通じて企業や地域の実情について深く学び、
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地域の課題を学生自ら発見して解決することをめざす「課題探求型授業」を行うほか、
異文化体験による視野の拡大、国際感覚、主体的な行動力を育成するため、
「海外プログ
ラム」を全学生に必修とします。１年次は全寮制として、学生の自律性、主体性、人間
関係性を養うとともに、自ら学習する習慣づけを行います。

５ 知的財産の活用促進（創出・保護・活用）
科学技術の振興にあたっては、知的財産を積極的に活用していく観点が必要であることか
ら、知的財産に対する県民意識の醸成を図るとともに、活発な研究開発活動等による知的財
産の創造、生み出された知的財産の適切な権利化、知的財産の利用の促進に取り組みます。

６ 指針に基づく取組の進行管理
本指針の各論的めざす姿、さらには総括的めざす姿である「『貢献』と『自立』の経済構造
への転換」を実現する上では、指針に基づく取組について、適時適切な進行管理を行い、取
組の発展・高度化を図ることが必要です。
このため、指針に基づく取組を着実に推進するため、科学技術に係る外部有識者等を構成
者とする「長野県科学技術振興検討会議（仮称）
」を設置し、進行管理を行います。
具体的には、「長野県科学技術振興検討会議（仮称）」に、指針に基づく取組の状況につい
て報告し、取組上の課題に対する対応や指針見直し後の状況変化を踏まえた施策展開の方向
性について助言等を得て、取組の推進に活かします。
また、指針に基づく個別の取組（研究開発や調査・検討等）については、着実な成果が得
られるよう、取組の関係者により、進行段階や取組内容に応じた個別評価を実施します。
図４ 指針に基づく取組の進行管理（イメージ）

長野県科学技術振興検討会議（仮称）
● 構成者：科学技術に係る外部有識者等

● 役 割：取組状況を踏まえた助言等
【助言例】
・取組上の課題に対する対応の方向性
・指針見直し後の状況変化を踏まえた
施策展開の方向性 等

助言等
報告
県
指針に基づく取組
個別の取組①

個別の取組②

（研究開発や調査・検討等）

（研究開発や調査・検討等）

取組関係者による個別評価

取組関係者による個別評価
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７ 関係機関の参加・協力
本指針に基づく取組は、
「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」を実
現し、
「貢献」と「自立」の経済構造への転換の促進を図るものです。
一方で、県のみで実施できる取組は限られており、指針の実効性を高めるためには、企業
や大学、産業支援機関等関係機関が連携し、一丸となって取り組むことが必要不可欠となり
ます。
関係機関におかれましては、本指針に基づく取組に積極的に参加・協力していただくこと
をお願いします。
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≪資
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・用語解説
・指針見直しの方向性（ポイント）
・長野県科学技術産業振興検討会議
・長野県科学技術産業振興検討会議委員／指針見直しに係る検討経過
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用語解説
ア行
【アクア・イノベーション拠点による水浄化プロジェクト】（掲載頁（以下省略）：32 頁）
水不足という世界的な問題を解決するため、国立大学法人信州大学、企業、研究機関、長
野県等が、オールジャパンの強固な産学官連携体制を構築し、世界中の人々がいつでも十分
な水を手に入れられる「革新的な造水・水循環システム」を創出するプロジェクトのことで
ある。
文部科学省の補助制度（革新的イノベーション創出プログラム）を活用し、平成 25 年度か
ら取り組んでいる。
【インダストリー4.0】（38、81 頁）
ドイツ政府が推進する「第４次産業革命」と称する国家的プロジェクト。インターネット
等の情報技術を駆使して、工場内外のあらゆるモノやサービスをつなげ、顧客の要望に合わ
せて、異なる仕様やデザインの製品を、欲しいときに欲しい数量で、無駄なく低コストで製
造できるよう、製造業の生産システムを高度化する取組のことである。
【エコフィード】（47 頁）
食品残渣（ざんさ）を原料として作られた家畜の飼料である。
【オープンイノベーション】（37 頁）
自社だけでなく、他社や大学、研究機関などが持つ技術を活用し、先進的な製品の開発や
ビジネス化につなげる取組のことである。
カ行
【皆伐】（54、55、56、57 頁）
対象となる区画にある森林の樹木を全て伐採すること。林業における伐採の方法の一つで
ある。
【科学】（掲載箇所多数のため掲載頁は省略）
事柄の間に客観的な決まりや原理を見出し、全体を体系的に組織し、説明すること。また、
その学問。自然科学と社会科学とに大きく分ける。特に、自然に関する科学のことである。
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【科学技術】（掲載箇所多数のため掲載頁は省略）
「科学技術」は、法律上、科学と技術の和集合の概念であり、「科学」及び「技術」のこ
とである。科学と技術を融合することでより大きな力を発揮するとの意味合いを含むもので
ある。（第４回基本政策専門調査会※（平成 22 年１月 27 日開催）資料より抜粋）
※ 国の総合科学技術会議に設置された専門調査会。

また、「科学技術基本法」（平成七年十一月十五日法律第百三十号）において、「科学技
術」には、「人文科学」のみに係るものは含まないことが定義※されている。
※ 科学技術基本法（平成七年十一月十五日法律第百三十号）抜粋
（目的）
第一条 この法律は、科学技術（人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。）の振興に関する施策の基
本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が国
における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与する
とともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。

【カスケード利用】（64 頁）
木材を、質の高い用途から順々に多段階で利用することによって、資源として最大限有効
に活用することである。
【架線系木材搬出機械】（55 頁）
伐採した木材をワイヤーケーブルで搬出するための機械である。
（例）タワーヤーダ（移動式タワー付集材機）、集材機 等
【環境基準】（26 頁）
大気の汚染、水質の汚濁、騒音などの環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環
境を保全する上で、維持することが望ましい基準を行政上の目標値として定めたものである。
【キーデバイス】（39 頁）
製品を構成する上で、中心的な役割を担う部品のことである。
【技術】（掲載箇所多数のため掲載頁は省略）
科学の原理を（産業や医療・事務などの活動に）役立てて、ものを生産したり組織したり
するしかた・わざのことである。
【技術シーズ】（37、47、82 頁）
大学や研究機関などが、基礎研究などにおいて新たに生み出した「技術の種」のことであ
る。
【技術ニーズ】（37 頁）
企業が製品開発を行う際に必要な技術のことである。
【菌根性きのこ】（62、63 頁）
アカマツなどの樹木の根に菌根というものを作り、樹木の根と共生しているきのこである。
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【光化学オキシダント】（26 頁）
工場や自動車などから排出される大気中の窒素酸化物や炭化水素類が、太陽の紫外線によ
り光化学反応を起こして生成される酸化性物質の総称である。
【高性能林業機械】（54、55、56、57 頁）
２つ以上の林業作業を一つの工程の中で行うことができる林業用の機械である。
（例）ハーベスタ（伐倒造材機械）、フォワーダ（積載集材車両） 等
【コンソーシアム】（51 頁）
研究開発など、特定の目的を達成するために結成された複数の組織からなる共同体である。
【コンテナ苗】（55 頁）
根鉢が付いているため、根がむき出しの苗木と比べ、細い根が育っており、根づきが良好
で、初期成長が速く、真夏や土が凍結する時期を除けば、常時植えることができる苗である。
サ行
【再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ制度）】（64 頁）
再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気
を、一定価格で電気事業者が買い取ることを義務づけた制度である。
ＦＩＴとは、Feed-in Tariff の略称である。
【サプライチェーン】（39、61 頁）
企業において、原材料調達から設計、生産、物流、販売に至るまでの流れを、１つのシス
テムとして捉えた用語である。
【産業廃棄物３Ｒ実践協定】（23 頁）
産業廃棄物排出事業者及び処理事業者であって、協定締結要件を満たす者の内、産業廃棄
物の排出抑制、再使用、再生利用及び適正処理を自主的かつ積極的に推進しようとする者と
長野県知事が協定を締結し、協定書を取り交わす制度である。平成 16 年度から実施している。
【省エネデバイス】（39 頁）
家電や携帯電話などに組み込まれ、従来よりも消費電力を尐なくすることができる半導体
の部品のことである。
【障がい者手帳】（18 頁）
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいう。
【信州ＡＣＥ（エース）プロジェクト】（13、14、43、81、83 頁）
生活習慣病予防の重点３項目「Action（体を動かす）」、「Check（健診を受ける）」、「Eat
（健康に配慮して食べる）」の頭文字を組み合わせ、信州保健医療総合計画でも掲げている
「世界で一番（ＡＣＥ）の健康長寿県を目指す」という想いを込めた健康づくり県民運動の
名称である。
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【信州木材認証製品センター】（57、59、60 頁）
県産材製品を対象に、一定基準の品質・規格等のもと生産された製品が供給されるよう認
証する「信州木材認証製品制度」を運営している団体である。
【スマート工場】（39 頁）
インターネットなどを介して工場内外のあらゆるモノやサービスをつなげ、人口知能（Ａ
Ｉ: Artificial Intelligence）が生産工程を管理し、製品を受注すると、最も早く、低コス
トの生産・販売ルートをネットワーク全体で自動的に計算して実行し、生産の最適化を進め
る「考える工場」のことである。インダストリー4.0 における取組の１つである。
【スモールビジネス】（40、42、44 頁）
小規模・小資本で、地域の課題を地域の中で解決するビジネス。既存の商業や飲食業のほ
か、コミュニティビジネス等も包含するものである。
【センシング技術】（14 頁）
音、光、圧力、温度などを測定または判別する技術のことである。
タ行
【地域包括ケア体制】（16、17 頁）
地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ、
自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日
常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
ナ行
【長野県次世代ヘルスケア産業協議会】（12、15、43 頁）
県内各地で展開されている健康長寿の強みを活かしたヘルスケア産業の振興に向けた取組
を加速するとともに、健康づくりの県民運動「信州ＡＣＥ（エース）プロジェクト」とも連
動し、県内において、地方創生の視点も踏まえた次世代のヘルスケア産業を創出することを
目的として、平成 27 年３月に設立された団体である。
【ナノテクノロジー】（37 頁）
原子や分子の配列を、ナノメートル（１mm の 100 万分の１）のサイズで操作・制御するこ
とで、現存する物質とは異なる構造や性質の物質を作り出す技術のことである。
【年齢調整死亡率】（12、14 頁）
年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を全国平均に調整した
死亡率をいう。
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ハ行
【ばい煙】（27 頁）
大気汚染防止法では、燃料その他の物の燃焼、または熱源としての電気の使用に伴って発
生する硫黄酸化物及びばいじんや、物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴って発生する物
質の内、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質で、政令で定めるも
の（有害物質）をいう。
【バイオエタノール】（64、65 頁）
トウモロコシや木材などの生物資源（バイオマス）から作られる再生可能燃料のことであ
る。
【非特定汚染源】（26、27 頁）
個別の排出源を特定しにくい、市街地、農地、森林などからの汚染源をいう。
【粉じん】（27 頁）
粉のように細かく気体中に浮遊する塵（ちり）状の固体の粒子。大気汚染防止法では、人
の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」、その他を「一般粉じん」と定め
ている。
マ行
【マッチングシステム】（37 頁）
新たに生み出した技術シーズを企業などに活用してほしい「大学や研究機関」と、大学や
研究機関が保有する技術シーズを活用して製品開発を行いたい「企業」を結び付ける仕組み
のことである。
【メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）】（12、13、14 頁）
内臓脂肪が蓄積し、高血圧、高血糖、血中の脂質異常などを複合的に発症する病態をいう。
【木質バイオマス】（４、７、20、22、46、53、57、58、60、61、64、65、66、67、85 頁）
「バイオマス」とは、生物資源（Bio）の量（Mass）を表す言葉であり、「再生可能な、生
物由来の有機性資源（化石燃料は除く）」のことである。その中で、木材からなるバイオマ
スのことを「木質バイオマス」と呼ぶ。
【木質ペレット】（64、65、66 頁）
おが粉やかんな屑などを圧縮成型した小粒の固形燃料のことである。
ラ行
【リビングラボ】（15、35 頁）
県民等が広く参加し、県民等のニーズの視点からの新製品・新サービスの提案や、企業が
新たに開発した製品・サービスの試行・評価の場の提供を行う仕組みのことである。
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数字・アルファベット
【３Ｄプリンター】（39 頁）
樹脂や金属を空間に吐出して、デジタルデータを立体物として造形する装置のことである。
【ＡＣＥネット】（13 頁）
健康づくり県民運動「信州ＡＣＥ（エース）プロジェクト」を裾野の広い取組として展開
していくため、健康づくりに取り組む市町村や企業、保険者、医療・保健関係者やボランテ
ィア関係者などが幅広く参加し、情報共有・発信を行う「信州ＡＣＥ（エース）プロジェク
ト推進ネットワーク」の略称である。
【ＢＯＤ】（26 頁）
Biochemical Oxygen Demand の略称。有機物による河川水などの汚濁の程度を示すもので、
水中に含まれている有機物質が一定時間、一定温度のもとで微生物によって酸化分解される
ときに消費される酸素の量をいい、数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを
示している。
【ＣＯＤ】（26 頁）
Chemical Oxygen Demand の略称。有機物による湖沼などの汚濁の程度を示すもので、水中
の汚濁物質を酸化剤によって酸化するときに消費される酸素の量をいう。数値が高いほど有
機物の量が多く、汚れが大きいことを示している。
【ＣＳ立体図】（55 頁）
県林業総合センターで開発した、微小な地形を立体的に表現した地形図である。
ＣＳとは、曲率（Curvature）と傾斜（Slope）の略である。
【ＤＮＡマーカー】（49 頁）
ある特定の遺伝形質に対応し、その目印となる遺伝子の塩基配列である。
【ＩＣＴ】（９、39、47、69 頁）
Information and Communication Technology の略。情報や通信に関する技術の略称である。
【ＩｏＥ】（39 頁）
Internet of Everything の略。「ありとあらゆるモノが接続されたインターネット」とい
う意味で、人やモノ、データ、ソフトウェアなどがインターネットで接続された姿のことで
ある。
【ＩｏＴ】（39 頁）
Internet of Things の略。パソコンや携帯電話だけでなく、世の中に存在する様々なモノ
に通信機能を持たせ、インターネット接続や相互通信を可能にすることにより、モノの自動
認識や自動制御、遠隔計測などができる技術のことである。
【ＩＴ】（40、41、42、44、45、70、71 頁）
Information Technology の略。情報技術の略称である。
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指針見直しの方向性（ポイント）

「第２期長野県科学技術産業振興指針」（平成 22 年３月策定）については、策定後の科学技術
の進歩、国の科学技術政策や当県の県政運営の方針、当県が直面する様々な課題等の変化に的確
に対応するとともに、指針をより実効性のあるものとし、指針に基づく取組により、さらなる成
果を創出するため、指針の内容を以下のとおり全面的に見直します。
（１）県の科学技術振興に関する基本的な考え方
本指針では、当県の科学技術政策の現状を踏まえ、県の科学技術振興に関する基本的な考
え方として、大学・県試験研究機関等において創出された科学技術を活用※することに重点を
置くこととします。
※ 本指針において、「科学技術の活用」とは、科学技術を活用した研究開発や技術開発に加え、それに付帯
する人材の育成・確保や普及啓発、広報等も含むものとします。

⇒「表紙の裏面」
（２）指針の位置づけ
国の科学技術政策や当県の県政運営の方針などを踏まえ、指針の位置づけを明確化し、本
指針が担う役割を明らかにします。
⇒「第１章 ３ 指針の位置づけ」
（３）指針策定の趣旨
指針の位置づけの明確化（＝当県の県政運営の基本となる「長野県総合５か年計画（しあ
わせ信州創造プラン）」の実現を、科学技術の面から支えるものと位置づける）を踏まえ、
指針策定の趣旨を「長野県総合５か年計画（しあわせ信州創造プラン）」の政策推進の基本
方針と整合したものとするため、以下のとおり見直します。
⇒「第１章 ４ 指針策定の趣旨」
●見直し前：「長野県における科学技術の創出と産業のさらなる振興について、県が産業界、
大学及び関係機関と連携して取り組む基本的な施策方針や重点的な取組を明
らかにする。」
●見直し後：「本指針は、科学技術を振興することにより、『質的に豊かな県民生活』と
『市場競争力を有する地域産業』を実現し、『貢献』と『自立』の経済構
造への転換を促進するための取組に関する方針を示すために策定するもの
です。」
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（４）指針の名称
指針の名称を指針策定の趣旨などに整合したものとするため、以下のとおり見直します。
●見直し前：「第２期長野県科学技術産業振興指針」
●見直し後：「長野県科学技術振興指針～『質的に豊かな県民生活』と『市場競争力を有
する地域産業』の実現をめざして～」
（５）指針の基本目標（総括的めざす姿）
指針策定の趣旨の見直し（＝「長野県総合５か年計画（しあわせ信州創造プラン）」の政
策推進の基本方針と整合したものとする）を踏まえ、指針の基本目標（総括的めざす姿）を
以下のとおり見直します。
⇒「第２章 １ 指針の総括的めざす姿」
●見直し前：基本目標
「世界を常に一歩リードする力強い長野県産業を創る科学技術への挑戦」
●見直し後：指針の総括的めざす姿
「『貢献』と『自立』の経済構造への転換」
（６）分野の見直し
従前から指針に位置づけていた分野である「健康・福祉」、「環境保全」、「製造業」、
「農業」、「林業・木材産業」に加え、科学技術を振興することにより、「質的に豊かな県
民生活」と「市場競争力を有する地域産業」の実現につながる分野として、「防災」、「サ
ービス産業」を新たに位置づけます。
また、本指針では、木質バイオマスをプラスチック代替などのマテリアルとして利用する
など、従来の「木材産業」の域を超えて、より幅広い分野に展開していくことを想定してい
ることから、「林業・木材産業」については「林業・林産業」とします。
⇒「第２章 ２ 指針の各論的めざす姿」
（７）指針の総括的めざす姿の実現に向けた基本的な考え方
「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」を実現するためには、県民
や企業、さらには行政などが抱えている様々な課題（＝地域課題）を解決することが必要と
なります。従って、本指針では、指針の総括的めざす姿の実現に向けた基本的な考え方とし
て、地域課題の解決に重点を置くこととします。
⇒「表紙の裏面」
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（８）指針の体系・構成
指針の総括的めざす姿や総括的めざす姿のもとに設定する各論的めざす姿（＝「防災」、
「健康・福祉」や「製造業」、「農業」等分野別に設定するものであり、総括的めざす姿の
実現に資するもの）を実現するための道筋を論理的に提示するため、以下のとおり指針の体
系・構成を見直します。
⇒「第３章 １ 指針の体系・構成」
●指針の体系・構成
指針の総括的めざす姿：「貢献」と「自立」の経済構造への転換

「質的に豊かな県民生活」と「市場競争力を有する地域産業」の実現

指針の各論的めざす姿
分野別のめざす姿

めざす姿を実現するための方向
めざす姿を実現する
上での課題

課題を解決するため
の方向性

施策の展開
具体的な施策

・各論的めざす姿は、「防災」、「健康・福祉」や「製造業」、「農業」等分野別に設定するもので
あり、総括的めざす姿の実現に資するものです。
・各論的めざす姿、めざす姿を実現するための方向、施策の展開については、相互に関連づけるもの
（＝論理的な道筋）とします。

（９）指針の各論的めざす姿を実現するための政策的アプローチ
指針の各論的めざす姿を実現するための政策的アプローチは分野別に異なることから、二
通りに整理し、指針の体系・構成に位置づけます。
⇒「第３章 ２ 指針の各論的めざす姿を実現するための政策的アプローチ」
（10）施策の展開
本指針では、地域課題の解決に重点を置くこととしており、指針中にはめざす姿を実現す
る上での課題や課題の解決に資する施策の展開などを提示しています。提示している施策の
展開には、その実施により直ちに課題の解決につながるものばかりではなく、解決方法等に
ついて調査・検討を実施するなど、今後課題の解決に挑戦していくもの（今後展開の可能性
（＝可否）を調査・検討するもの）も含まれています。また、施策を展開するにあたっては、
課題の解決手法をビジネス化する企業や科学技術を創出する大学、産業支援機関等関係機関
の協力を得ることも必要となります。
⇒「第３章 ３ 施策の展開」
（11）県関係部局名の明記
県民や企業などにとって、より分かりやすい指針とするため、提示する施策の展開の部分
に、めざす姿の実現を使命とする部局や施策を展開する上で主導する役割を担う部局等関係
する県関係部局名を明記します。
⇒「第３章 ４ 県関係部局名の明記」
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（12）県の役割
指針の総括的めざす姿の実現に向けた取組を推進するにあたり、県の役割を明確化します。
⇒「第４章 １ 県の役割」
（13）県試験研究機関の役割
指針における県試験研究機関の役割を明確化します。
⇒「第４章 ２ 県試験研究機関の役割」
（14）県試験研究機関の今後の方向性
各分野（＝環境保全、保健衛生、工業技術、農業、水産業、林業）の県試験研究機関単独
による取組では、解決できない地域課題が増えている中で、県試験研究機関の今後の方向性
を明確化します。
⇒「第４章 ３ 県試験研究機関の今後の方向性」
（15）指針に基づく取組の進行管理
指針に基づく取組を着実に推進するため、科学技術に係る外部有識者等を構成者とする「長
野県科学技術振興検討会議（仮称）」を設置し、進行管理を行います。
⇒「第４章 ６ 指針に基づく取組の進行管理」
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標記検討会議を次のとおり開催する。
１ 目
的
長野県が取り組むべき科学技術産業振興の指針として、平成 22 年３月に策定した「第２期長
野県科学技術産業振興指針」（以下「指針」とする。）について、指針策定後の科学技術産業
を取り巻く環境の変化等を踏まえ、指針の内容について見直しを検討するため、長野県科学技
術産業振興検討会議（以下「検討会議」とする。）を開催する。
２ 検討事項
検討会議は、指針策定後の科学技術産業を取り巻く環境の変化等を踏まえ、指針の内容につ
いて見直しを検討する。
３ 委
員
・検討会議は、別紙の委員をもって構成する。
・委員の任期は、指針の内容について見直しの検討が終了する日までとする。
４ 委 員 長
・検討会議には、委員長を置く。
・委員長は、委員が互選する。
・委員長は、会務を総理する。
・委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
５ 会
議
・検討会議は、産業労働部長が招集する。
・検討会議の議長は、委員長をもって充てる。
・委員長は、必要があると認めるときには、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことがで
きる。
６ 公
開
検討会議は、原則公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著し
い支障が生ずると認められるなど、特別な理由がある場合には、非公開とすることができる。
７ 事 務 局
検討会議の事務は、産業労働部産業政策課において処理する。
８ そ の 他
以上のほか、検討会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
※ 本内容は、平成 27 年１月 30 日付けで決定したもの。
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長野県科学技術産業振興検討会議委員
（平成 27 年１月 30 日現在、敬称略 50 音順）
氏

名

所

植 木 達 人

属 ・ 役

職

国立大学法人信州大学 農学部森林科学科

教授

国立大学法人信州大学

副学長、工学部長、教授

公益財団法人長野県テクノ財団

専務理事

国立大学法人筑波大学 ＵＲＡ研究支援室
（独立行政法人科学技術振興機構より出向中）

主幹リサーチ・
アドミニストレータ

平 林 健 吾

株式会社サイベックコーポレーション

相談役、名誉会長、技術顧問

森

独立行政法人産業技術総合研究所

先進製造プロセス研究部門
名誉リサーチャー

◎大 石 修 治
小 林

宰

二 階 堂 知 己

和 男

計６名 ◎：委員長

指針見直しに係る検討経過
日

付

項

目

平成 27 年
１月 30 日（金）

第１回
長野県科学技術
産業振興検討会議

平成 27 年
５月 21 日（木）

第２回
長野県科学技術
産業振興検討会議

平成 27 年
８月 27 日（木）

第３回
長野県科学技術
産業振興検討会議

平成 27 年
10 月 29 日（木）
平成 28 年
１月６日（水）

第４回
長野県科学技術
産業振興検討会議
第５回
長野県科学技術
産業振興検討会議

内
容
・長野県科学技術産業振興検討会議について
・第２期長野県科学技術産業振興指針について
・指針の取組状況等について
・指針見直しの方向性等に係る意見交換について
・第１回長野県科学技術産業振興検討会議の議論を
踏まえた「第２期長野県科学技術産業振興指針」
の見直しの方向性（案）について
・指針の体系・構成見直し（案）について
・「指針の各論的めざす姿」及び「めざす姿を実現
する上での課題」について
・指針の見直し体制等の変更について
・「第２期長野県科学技術産業振興指針」見直しの
骨子（案）について
・指針の名称変更について
・指針見直し後の内容について
・「第２期長野県科学技術産業振興指針」見直しの
骨子（案）について
・骨子（案）以外の指針見直しの検討状況について
・「長野県科学技術振興指針～『質的に豊かな県民
生活』と『市場競争力を有する地域産業』の実現
をめざして～」（案）について

平成 28 年
県民意見公募
１月 29 日（金）から
・意見件数１件
（パブリックコメント）
２月 29 日（月）
・「長野県科学技術振興指針～『質的に豊かな県民
平成 28 年
部局長会議
生活』と『市場競争力を有する地域産業』の実現
３月 25 日（金）
をめざして～」決定
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