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昨年 12 月 8 日、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法により我々に託された調査活
動は本日終了し、本報告書は、今後、国会議員の皆さまに託されます。
国会議員の皆さまにおかれましては、国会における第三者機関による事故調査という憲政史
上初の試みを確かなものとするために、また、国会による原子力に関する立法及び行政の監視
に関する機能の充実強化に資するために、ぜひ、本報告書をご高覧いただきたく思います。皆
さまの英知を結集して、山積した課題に取り組んでいただきますよう、ここに心からお願い申
し上げます。
我々の約半年間の活動が、今なお避難を余儀なくされている皆さまの将来と日本の未来に少
しでもお役に立つことを願い、御報告の言葉とさせていただきます。
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福島原子力発電所事故は終わっていない。
これは世界の原子力の歴史に残る大事故であり、科学技術先進国の一つである日本
で起きたことに世界中の人々は驚愕した。世界が注目する中、日本政府と東京電力の
事故対応の模様は、日本が抱えている根本的な問題を露呈することとなった。
福島第一原子力発電所は、日本で商業運転を始めた 3 番目の原子力発電所である。
日本の原子力の民間利用は、1950 年代から検討が始まり、1970 年代のオイルショッ
クを契機に、政界、官界、財界が一体となった国策として推進された。
原子力は、人類が獲得した最も強力で圧倒的なエネルギーであるだけではなく、巨
大で複雑なシステムであり、その扱いは極めて高い専門性、運転と管理の能力が求め
られる。先進各国は、スリーマイル島原発事故やチェルノブイリ原発事故などといっ
た多くの事故と経験から学んできた。世界の原子力に関わる規制当局は、あらゆる事
故や災害から国民と環境を守るという基本姿勢を持ち、事業者は設備と運転の安全性
の向上を実現すべく持続的な進化を続けてきた。
日本でも、大小さまざまな原子力発電所の事故があった。多くの場合、対応は不透
明であり組織的な隠ぺいも行われた。日本政府は、電力会社 10 社の頂点にある東京
電力とともに、原子力は安全であり、日本では事故など起こらないとして原子力を推
進してきた。
そして、日本の原発は、いわば無防備のまま、3.11 の日を迎えることとなった。
想定できたはずの事故がなぜ起こったのか。その根本的な原因は、日本が高度経済
成長を遂げたころにまで遡る。政界、官界、財界が一体となり、国策として共通の目
標に向かって進む中、複雑に絡まった『規制の虜（Regulatory Capture）』が生まれた。
そこには、ほぼ 50 年にわたる一党支配と、新卒一括採用、年功序列、終身雇用といっ
た官と財の際立った組織構造と、それを当然と考える日本人の「思いこみ（マインド
セット）
」があった。経済成長に伴い、
「自信」は次第に「おごり、慢心」に変わり始めた。
入社や入省年次で上り詰める「単線路線のエリート」たちにとって、前例を踏襲する
こと、組織の利益を守ることは、重要な使命となった。この使命は、国民の命を守る
ことよりも優先され、世界の安全に対する動向を知りながらも、それらに目を向けず
安全対策は先送りされた。
3.11 の日、広範囲に及ぶ巨大地震、津波という自然災害と、それによって引き起こ
された原子力災害への対応は、極めて困難なものだったことは疑いもない。しかも、
この 50 年で初めてとなる歴史的な政権交代からわずか 18 か月の新政権下でこの事
故を迎えた。当時の政府、規制当局、そして事業者は、原子力のシビアアクシデン
ト（過酷事故）における心の準備や、各自の地位に伴う責任の重さへの理解、そして、
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それを果たす覚悟はあったのか。「想定外」
「確認していない」などというばかりで危
機管理能力を問われ、日本のみならず、世界に大きな影響を与えるような被害の拡大
を招いた。この事故が「人災」であることは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当
局、そして事業者である東京電力による、人々の命と社会を守るという責任感の欠如
があった。
この大事故から９か月、国民の代表である国会（立法府）の下に、憲政史上初めて、
政府からも事業者からも独立したこの調査委員会が、衆参両院において全会一致で議
決され、誕生した。
今回の事故原因の調査は、過去の規制や事業者との構造といった問題の根幹に触れ
ずには核心にたどりつけない。私たちは、
委員会の活動のキーワードを「国民」
「未来」
「世界」とした。そして、委員会の使命を、
「国民による、国民のための事故調査」「過
ちから学ぶ未来に向けた提言」「世界の中の日本という視点（日本の世界への責任）
」
とした。限られた条件の中、６か月の調査活動を行った総括がこの報告書である。
100 年ほど前に、ある警告が福島が生んだ偉人、朝河貫一によってなされていた。
朝河は、日露戦争に勝利した後の日本国家のありように警鐘を鳴らす書『日本の禍機』
を著し、日露戦争以後に「変われなかった」日本が進んで行くであろう道を、正確に
予測していた。
「変われなかった」ことで、起きてしまった今回の大事故に、日本は今後どう対応し、
どう変わっていくのか。これを、世界は厳しく注視している。この経験を私たちは無
駄にしてはならない。国民の生活を守れなかった政府をはじめ、原子力関係諸機関、
社会構造や日本人の「思いこみ（マインドセット）」を抜本的に改革し、この国の信頼
を立て直す機会は今しかない。この報告書が、日本のこれからの在り方について私た
ち自身を検証し、変わり始める第一歩となることを期待している。
最後に、被災された福島の皆さま、特に将来を担う子どもたちの生活が一日でも早
く落ち着かれることを心から祈りたい。また、日本が経験したこの大事故に手を差し
伸べてくださった世界中の方々、私たち委員会の調査に協力、支援をしてくださった
方々、初めての国会の事故調査委員会誕生に力を注がれた立法府の方々、そして、昼
夜を問わず我々を支えてくださった事務局の方々に深い感謝の意を表したい。
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会（国会事故調）
委員長
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調査の概要
当委員会の根拠法令である「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法（以下「委
員会法」という）」1 は、平成 23（2011）年 10 月 30 日に施行され、委員長及び委員
の 10 人は、国会の承認を得て同年 12 月 8 日、両議院の議長より任命された。
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【国会に設置された意味】
当委員会は、日本及びその政府が、国民からの信頼、世界からの信頼を取り戻すた
めに、東京電力あるいは政府（行政府）という、事故の当事者や関係者から独立した
調査を、国家の三権の一つである国会の下で行うために設置された。
当委員会は、国会に設置されたがゆえに、事故の検証に当たり、強い調査権限を有
している。法令上、文書の提出請求権を有する 2 ほか、国政調査権の発動を両院合同
協議会に対し要請する権限を有する。当委員会は、前者の文書の提出請求権を計 13
件の資料等につき行使した。後者の国政調査権は、どうしても調査に協力いただけな
い場合等、調査において必要と認められるときに、当委員会は、両院合同協議会に国
政調査権行使を要請することができ、これを受けた両院合同協議会は必要と認めると
きは、当該要請にかかる事項について国政調査権を行使することができる、というも
のである。本調査活動中は必要とされる参考人等には全て協力をいただいたため、こ
の国政調査権の発動を実際に要請することはなかった。
【当委員会設置の基本的考え方】
当委員会設置の基本的考え方については、
「東京電力福島原子力発電所事故に係る両
議院の議院運営委員会の合同協議会」の幹事会において、以下のように合意がなされ
ている 3。
1

「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法」
（
「付録 4」
参照）

（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO112.html）
2

委員会法第 12 条

3

第 3 回「東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会」における
小平忠正委員長のスピーチ参照。http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index̲kaigiroku.htm
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① 脱原発か原発推進かという結論ありきではなく、専門家による冷静、客観的かつ
科学的な、独立した徹底検証をすること。
② 徹底的な情報公開を原則としつつ、事故原因の究明と真相究明という目的を害す
ることのないよう、公開の是非について適切に判断すること。
③ 世界全体として原発事故再発防止のため、世界的視野に立つことを重視すること。
④ 原子炉の構造上の安全ではなく人間の安全保障を重視した調査を行うこと。
⑤ 地震大国、津波大国における原発という視点からの調査を行うこと。
⑥ 三権分立における国会の役割を再認識する契機となることに鑑み、提言型かつ、
未来志向の調査を行うこと。
【調査の概要】
当委員会は、徹底した検証のため、延べ 1167 人、900 時間を超えるヒアリングを
行うとともに、東京電力福島第一原子力発電所、及び第二原子力発電所、東北電力女
川原子力発電所、日本原電東海第二発電所に対して９回に及ぶ視察を行った。また被
災住民の視点をできる限り理解するために、これまで 3 回のタウンミーティングで合
計 400 人超の被災された方にご参加いただき、生の声をお聞かせいただいた。タウ
ンミーティングのほか被災地である双葉町、大熊町、富岡町、浪江町、楢葉町、川内
村、広野町、葛尾村、南相馬市、田村市、飯舘村、川俣町の 12 市町村を委員が訪問し、
ヒアリングを行った。また被災住民や原発の作業従事者を対象としたアンケート等を
実施した。当委員会は、全ての調査票に目を通し、できるだけ分かりやすい形でまと
めるように努めた。被災住民アンケートでは 1 万 633 人の方から貴重なご意見をい
ただいた。調査票の自由回答欄に回答をいただいた方が 8066 人、また調査票の裏あ
るいは封筒にまでご意見を記入いただいた方が 431 人いた。また平成 23（2011）年
3 月 11 日当時、福島第一原子力発電所において作業に従事されていた方を対象とし
た従業員アンケートでは、2415 人の東京電力及び協力会社の方々からの回答を得た。
当委員会では海外の事例を検討するために計 3 回の海外調査を実施した。各国から得た
情報は報告書に反映されている。
当委員会は、調査の客観性を得るために、これらのヒアリングに加え徹底的な資料
調査を併せて行った。東京電力、規制官庁をはじめ関係者に対する資料請求回数は
2000 件を超えた。
当委員会は、情報公開を徹底するため、開催された 19 回の委員会は全て公開で行い、
事故当時、責任のある立場にあった人を中心に計 38 人の参考人を招致した。福島第
一原子力発電所訪問の後、福島市で行った第 1 回を除き全てが動画配信されている 4。
動画中継は合計 60 時間近くになり、のべ視聴者数は約 80 万人に達した。Facebook
4

http://naiic.go.jp
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や Twitter といったソーシャルメディアでは 17 万件以上の書き込みがあった。全ての
委員会の会議録は既に公開されているが、改めて本編の参考として添付した。また、
委員会は同時通訳を通じ世界に向けてウェブ上で発信してきた。本報告書も日本語と
同時に英語の要約版を公表したが、今後本編も英語版をまとめる予定である。
委員会についての概要は本編の添付資料を、会議録は別冊資料をご参照いただきたい。
東京電力福島原子力発電所事故から 16 カ月がたち、既にその間に政府や東京電力
のみならず数多くの検証の試みがなされ、報告、著書、マスメディアなどの多様な媒
体で公表されている。国内ばかりでなく、国際機関からも、また海外からも発信され
ている。それらに記述されていることと、この委員会報告に記載されていることは、
重複している部分も多くあるだろう。しかし、当委員会が参考人のヒアリングを世界
に対して公開して行った意味は、それを見た一人一人が、それまでのメディアを通じ
た情報と比較しながら、より立体的にまた客観的に事故の原因を把握し、今後何をな
すべきか判断できる材料を提供するということにあると考える。そこにこそ、公開の
意味があるのであり、そのような認識でこの委員会は活動を行い、報告書を作成した。
【当委員会で扱わなかった事項】
設置に際し、委員会法 10 条各号により我々に課せられた課題解決を最優先とする
ため、以下の点については、今回の調査の対象外とした。
１）日本の今後のエネルギー政策に関する事項（原子力発電の推進あるいは廃止も
含めて）
２）使用済み核燃料処理・処分等に関する事項
３）原子炉の実地検証を必要とする事項で、当面線量が高くて実施ができない施設
の検証に関する事項
４）個々の賠償、除染などの事故処理費用に関する事項
５）事故処理費用の負担が事業者の支払い能力を超える場合の責任の所在に関する
事項
６）原子力発電所事業に対する投資家、株式市場の事故防止につながるガバナンス
機能に関する事項
７）個々の原子力発電所の再稼働に関する事項
８）政策・制度について通常行政府が行うべき具体的な設計に関する事項
９）事故後の原子炉の状況の把握及び廃炉のプロセスに関する事項、発電所周辺地
域の再生に関する事項
10）その他、委員の合意によって範囲外と決めた事項等
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【認識の共有化】
平成 23（2011）年 3 月 11 日に起きた東日本大震災に伴う東京電力福島原子力発
電所事故は世界の歴史に残る大事故である。そして、この報告が提出される平成 24
（2012）年 6 月においても、依然として事故は収束しておらず被害も継続している。
破損した原子炉の現状は詳しくは判明しておらず、今後の地震、台風などの自然災
害に果たして耐えられるのか分からない。今後の環境汚染をどこまで防止できるのか
も明確ではない。廃炉までの道のりも長く予測できない。一方、被害を受けた住民の
生活基盤の回復は進まず、健康被害への不安も解消されていない。
当委員会は、
「事故は継続しており、被災後の福島第一原子力発電所（以下「福島
第一原発」という）の建物と設備の脆弱性及び被害を受けた住民への対応は急務で
ある」と認識する。また「この事故報告が提出されることで、事故が過去のものと
されてしまうこと」に強い危惧を覚える。日本全体、そして世界に大きな影響を与
え、今なお続いているこの事故は、今後も独立した第三者によって継続して厳し
く監視、検証されるべきである
（提言７に対応）。
当委員会はこのような認識を共有化して以下のような調査に当たった。
【事故の根源的原因】
事故の根源的な原因は、東北地方太平洋沖地震が発生した平成 23（2011）年 3 月
11 日（以下「3.11」という）以前に求められる。当委員会の調査によれば、3.11 時
点において、福島第一原発は、地震にも津波にも耐えられる保証がない、脆弱な状態
であったと推定される。地震・津波による被災の可能性、自然現象を起因とするシビ
アアクシデント（過酷事故）への対策、大量の放射能の放出が考えられる場合の住民
の安全保護など、事業者である東京電力（以下「東電」という）及び規制当局である
内閣府原子力安全委員会（以下「安全委員会」という）、経済産業省原子力安全・保安
院（以下「保安院」という）
、
また原子力推進行政当局である経済産業省（以下「経産省」
という）が、それまでに当然備えておくべきこと、実施すべきことをしていなかった。
平成 18（2006）年に、耐震基準について安全委員会が旧指針を改訂し、新指針と
して保安院が、
全国の原子力事業者に対して、耐震安全性評価（以下「耐震バックチェッ
ク」という）の実施を求めた。
東電は、最終報告の期限を平成 21（2009）年 6 月と届けていたが、耐震バックチェッ
クは進められず、いつしか社内では平成 28（2016）年 1 月へと先送りされた。東電
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いたにもかかわらず、1 〜 3 号機については、全く工事を実施していなかった。保安
院は、あくまでも事業者の自主的取り組みであるとし、大幅な遅れを黙認していた。
事故後、東電は、5 号機については目視調査で有意な損傷はなかったとしているが、
それをもって 1 〜 3 号機に地震動による損傷がなかったとは言えない。
平成 18（2006）年には、福島第一原発の敷地高さを超える津波が来た場合に全電
源喪失に至ること、土木学会評価を上回る津波が到来した場合、海水ポンプが機能喪
失し、炉心損傷に至る危険があることは、保安院と東電の間で認識が共有されていた。
保安院は、東電が対応を先延ばししていることを承知していたが、明確な指示を行わ
なかった。
規制を導入する際に、規制当局が事業者にその意向を確認していた事実も判明して
いる。安全委員会は、平成 5（1993）年に、全電源喪失の発生の確率が低いこと、原
子力プラントの全交流電源喪失に対する耐久性は十分であるとし、それ以降の、長時
間にわたる全交流電源喪失を考慮する必要はないとの立場を取ってきたが、当委員会
の調査の中で、この全交流電源喪失の可能性は考えなくてもよいとの理由を事業者に
作文させていたことが判明した。また、当委員会の参考人質疑で、安全委員会が、深
層防護（原子力施設の安全対策を多段的に設ける考え方。IAEA〈国際原子力機関〉で
は 5 層まで考慮されている 5）について、日本は 5 層のうちの 3 層までしか対応でき
ていないことを認識しながら、黙認してきたことも判明した。
規制当局はまた、海外からの知見の導入に対しても消極的であった。シビアアクシ
デント対策は、地震や津波などの外部事象に起因する事故を取り上げず、内部事象に
起因する対策にとどまった。米国では 9.11 以降に B.5.b6 に示された新たな対策が講
じられたが、この情報は保安院にとどめられてしまった。防衛にかかわる機微情報に
配慮しつつ、必要な部分を電気事業者に伝え、対策を要求していれば、今回の事故は
防げた可能性がある。
このように、今回の事故は、これまで何回も対策を打つ機会があったにもかかわら
ず、歴代の規制当局及び東電経営陣が、それぞれ意図的な先送り、不作為、あるいは
自己の組織に都合の良い判断を行うことによって、安全対策が取られないまま 3.11
を迎えたことで発生したものであった。
当委員会の調査によれば、東電は、新たな知見に基づく規制が導入されると、既設
5

「【参考資料６. １. ２】
IAEA の深層防護
（Defence in Depth）
とは」
参照。

6

平成 13（2001）年 9 月 11 日の同時多発テロの後、平成 14（2002）年 2 月に NRC（米国原子
力規制委員会）が策定したテロ対策。全電源喪失を想定した機材の備えと訓練を米国の全原子力
発電所に義務付けている。
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炉の稼働率に深刻な影響が生ずるほか、安全性に関する過去の主張を維持できず、訴
訟などで不利になるといった恐れを抱いており、それを回避したいという動機から、
安全対策の規制化に強く反対し、電気事業連合会（以下「電事連」という）を介して
規制当局に働きかけていた。
このような事業者側の姿勢に対し、本来国民の安全を守る立場から毅然とした対応
をすべき規制当局も、専門性において事業者に劣後していたこと、過去に自ら安全と
認めた原子力発電所に対する訴訟リスクを回避することを重視したこと、また、保安
院が原子力推進官庁である経産省の組織の一部であったこと等から、安全について積
極的に制度化していくことに否定的であった。
事業者が、規制当局を骨抜きにすることに成功する中で、
「原発はもともと安全が確
保されている」という大前提が共有され、既設炉の安全性、過去の規制の正当性を否
定するような意見や知見、それを反映した規制、指針の施行が回避、緩和、先送りさ
れるように落としどころを探り合っていた。
これを構造的に見れば、以下のように整理できる。本来原子力安全規制の対象とな
るべきであった東電は、市場原理が働かない中で、情報の優位性を武器に電事連等を
通じて歴代の規制当局に規制の先送りあるいは基準の軟化等に向け強く圧力をかけて
きた。この圧力の源泉は、電気事業の監督官庁でもある原子力政策推進の経産省との
密接な関係であり、経産省の一部である保安院との関係はその大きな枠組みの中で位
置付けられていた。規制当局は、事業者への情報の偏在、自身の組織優先の姿勢等から、
事業者の主張する「既設炉の稼働の維持」
「訴訟対応で求められる無謬性」を後押しす
ることになった。このように歴代の規制当局と東電との関係においては、規制する立
場とされる立場の「逆転関係」が起き、規制当局は電気事業者の「虜（とりこ）」となっ
ていた。その結果、原子力安全についての監視・監督機能が崩壊していたと見ること
ができる 7。
当委員会は、本事故の根源的原因は歴代の規制当局と東電との関係について、
「規制する立場とされる立場が『逆転関係』となることによる原子力安全について
の監視・監督機能の崩壊」
が起きた点に求められると認識する。何度も事前に対策
を立てるチャンスがあったことに鑑みれば、今回の事故は「自然災害」ではなくあ
きらかに
「人災」
である
（提言１に対応）
。

7

これは規制当局が事業者の
「虜
（とりこ）
」となって被規制産業である事業者の利益最大化に傾注す
るという、いわゆる「規制の虜
（Regulatory Capture）
」によっても説明できるものである。
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【事故の直接的原因】
本事故の直接的原因は、地震及び地震に誘発された津波という自然現象であるが、
事故が実際にどのように進展していったかに関しては、重要な点において解明されて
いないことが多い。その大きな理由の一つは、本事故の推移と直接関係する重要な機
器・配管類のほとんどが、この先何年も実際に立ち入ってつぶさに調査、検証するこ
とのできない原子炉建屋及び原子炉格納容器内部にあるためである。
しかし東電は、事故の主因を早々に津波とし、
「確認できた範囲においては」という
ただし書きはあるものの、
「安全上重要な機器は地震で損傷を受けたものはほとんど認
められない」と中間報告書に明記し、また政府も IAEA に提出した事故報告書に同趣
旨のことを記した。
直接的原因を、実証なしに津波に狭く限定しようとする背景は不明だが、第 1 部で
述べるように、既設炉への影響を最小化しようという考えが東電の経営を支配してき
たのであって、ここでもまた同じ動機が存在しているようにも見える。あるいは東電
の中間報告にあるように、
「想定外」とすることで責任を回避するための方便のように
も聞こえるが、当委員会の調査では、地震のリスクと同様に津波のリスクも東電及び
規制当局関係者によって事前に認識されていたことが検証されており、言い訳の余地
はない。
事故の主因を津波のみに限定すべきでない理由として、スクラム（原子炉緊急停止）
後に最大の揺れが到達したこと、小規模の LOCA（小さな配管破断などの小破口冷却
材喪失事故）の可能性は独立行政法人原子力安全基盤機構（JNES）の解析結果も示唆
していること、1 号機の運転員が配管からの冷却材の漏れを気にしていたこと、そし
て 1 号機の主蒸気逃がし安全弁（SR 弁）は作動しなかった可能性を否定できないこと
などが挙げられ、特に 1 号機の地震による損傷の可能性は否定できない。また外部送
電系が地震に対して多様性、独立性が確保されていなかったこと、またかねてから指
摘のあった東電新福島変電所の耐震性不足などが外部電源喪失の一因となった。
当委員会は、事故の直接的原因について、
「安全上重要な機器の地震による損傷
はないとは確定的には言えない」
、特に「１号機においては小規模の LOCA が起き
た可能性を否定できない」との結論に達した。しかし未解明な部分が残っており、
これについて引き続き第三者による検証が行われることを期待する
（提言７に対応）。
【運転上の問題の評価】
発電所の現場の運転上の問題については、いくつか特記すべきことはあるが、むし
ろ、今回のようにシビアアクシデント対策がない場合、全電源喪失状態に陥った際に、
現場で打てる手は極めて限られるということが検証された。1 号機の非常用復水器（IC）
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の操作及びその後の確認作業の是非については、全交流電源喪失（SBO）直後からの
系統確認としかるべき運転操作に迅速に対応できなかった。しかし IC の操作に関して
はマニュアルもなく、また運転員は十分訓練されていなかった。さらに、本事故にお
いてはおそらく早期のうちに IC の蒸気管に非凝縮性の水素ガスが充満し、そのために
自然循環が阻害され、IC が機能喪失していたと当委員会は推測している。こうした事
情を考慮すれば、単純に事故当時の運転員の判断や操作の非を問うことはできない。
東電の経営陣が耐震工事の遅れ及び津波対策の先送りの事実を把握し、福島第一原
発の脆弱性を認識していたと考えられることから、被災時の現場の状態はある程度事
前にも想像できたはずである。少なくとも、発電所の脆弱性を補うためにも、シビア
アクシデント時に現場で対応する準備を行わせるのは、経営として必要なことであっ
た。東電の本店及び発電所の幹部も、このような状況下で、少なくとも緊急時の現場
の対応について準備をすることが必要であった。以上を考えれば、これは運転員・作
業員個人の問題に帰するのではなく、東電の組織的問題として考えるべき事柄である。
ベントライン構成についても、電源が喪失し放射線量の高い中でのライン構成作業
自体が困難であり、かつ時間がかかるものであった。シビアアクシデント手順書の中
の図面も不備であったことが判明しており、見づらい図面を時間に追われつつ、懐中
電灯で解明する作業を強いられた。官邸はベントに時間がかかることから東電への不
信が高まったとしているが、実際の作業は困難を極めるものであった。
多重防護が一気に破られ、同時に 4 基の原子炉の電源が喪失するという中で、2 号
機の原子炉隔離時冷却系（RCIC）が長時間稼働したこと、2 号機のブローアウトパネ
ルが脱落したこと、協力会社の決死のがれき処理が思った以上に進んだことなど、偶
然というべき状況がなければ、2、3 号機はさらに厳しい状況に陥ったとも考えられる。
シビアアクシデント対策がない状態で、直流電源も含めた全電源喪失状況を作り出し
てしまったことで、既にその後の結果は避けられなかったと判断した。
当委員会は「過酷事故に対する十分な準備、レベルの高い知識と訓練、機材の点
検がなされ、また、緊急性について運転員・作業員に対する時間的要件の具体的
な指示ができる準備があれば、より効果的な事後対応ができた可能性は否定でき
ない。すなわち、東電の組織的な問題である」と認識する（提言 4 に対応）。

【緊急時対応の問題】
いったん事故が発災した後の緊急時対応について、官邸、規制当局、東電経営陣に
は、その準備も心構えもなく、その結果、被害拡大を防ぐことはできなかった。保安
院は、原子力災害対策本部の事務局としての役割を果たすことが期待されたが、過去
の事故の規模を超える災害への備えはなく、本来の機能を果たすことはできなかった。
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かった。本来、官邸は現地対策本部を通じて事業者とコンタクトをすべきとされてい
た。しかし、官邸は東電の本店及び現場に直接的な指示を出し、そのことによって現
場の指揮命令系統が混乱した。さらに、15 日に東電本店内に設置された統合対策本部
も法的な根拠はなかった。
1 号機のベントの必要性については、官邸、規制当局あるいは東電とも一致してい
たが、官邸はベントがいつまでも実施されないことから東電に疑念、不信を持った。
東電は平時の連絡先である保安院にはベントの作業中である旨を伝えていたが、それ
が経産省のトップ、そして官邸に伝えられていたという事実は認められない。保安院
の機能不全、東電本店の情報不足は結果として官邸と東電の間の不信を募らせ、その
後、総理が発電所の現場に直接乗り込み指示を行う事態になった。その後も続いた官
邸による発電所の現場への直接的な介入は、現場対応の重要な時間を無駄にするとい
うだけでなく、指揮命令系統の混乱を拡大する結果となった。
東電本店は、的確な情報を官邸に伝えるとともに、発電所の現場の技術的支援とい
う重要な役割を果たすべきであったが、官邸の顔色をうかがいながら、むしろ官邸の
意向を現場に伝える役割だけの状態に陥った。3 月 14 日、2 号機の状況が厳しくなる
中で、東電が全員撤退を考えているのではないかという点について、東電と官邸の間
で認識のギャップが拡大したが、この根源には、両者の相互不信が広がる中で、東電
の清水社長が官邸の意向を探るかのような曖昧な連絡に終始した点があったと考えら
れる。ただし、①発電所の現場は全面退避を一切考えていなかったこと、②東電本店
においても退避基準の検討は進められていたが、全面退避が決定された形跡はなく、
清水社長が官邸に呼ばれる前に確定した退避計画も緊急対応メンバーを残して退避す
るといった内容であったこと、③当時、清水社長から連絡を受けた保安院長は全面退
避の相談とは受け止めなかったこと、④テレビ会議システムでつながっていたオフサ
イトセンターにおいても全面退避が議論されているという認識がなかったこと等から
判断して、総理によって東電の全員撤退が阻止されたと理解することはできない。
重要なのは時の総理の個人の能力、判断に依存するのではなく、国民の安全を守る
ことのできる危機管理の仕組みを構築することである。
当委員会は、事故の進展を止められなかった、あるいは被害を最小化できな
かった最大の原因は「官邸及び規制当局を含めた危機管理体制が機能しなかった
こと」
、そして
「緊急時対応において事業者の責任、政府の責任の境界が曖昧であっ
たこと」
にあると結論付けた（提言２に対応）。
【被害拡大の要因】
事故発災当時、政府から自治体に対する連絡が遅れたばかりではなく、その深刻さ
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も伝えられなかった。同じように避難を余儀なくされた地域でも、原子力発電所から
の距離によって事故情報の伝達速度に大きな差が生じた。立地町でさえ、3km 圏避難
の出た 21 時 23 分には事故情報は住民の 20％程度しか伝わっていない。10km 圏内
の住民の多くは 15 条報告から 12 時間以上たった 3 月 12 日の朝 5 時 44 分の避難指
示の時点で事故情報を知った。しかしその際に、事故の進展あるいは避難に役立つ情
報は伝えられなかった。着の身着のままの避難、多数回の避難移動、あるいは線量の
高い地域への移動が続出した。その後の長期にわたる屋内避難指示及び自主避難指示
での混乱、モニタリング情報が示されないために、線量の高い地域に避難した住民の
被ばく、影響がないと言われて 4 月まで避難指示が出されず放置された地域など、避
難施策は混乱した。当委員会は事故前の原子力防災体制の整備の遅れ、複合災害対策
の遅れとともに、既存の防災体制の改善に消極的であった歴代の規制当局の問題点も
確認している。
当委員会は、避難指示が住民に的確に伝わらなかった点について、
「これまでの
規制当局の原子力防災対策への怠慢と、当時の官邸、規制当局の危機管理意識
の低さが、今回の住民避難の混乱の根底にあり、住民の健康と安全に関して責
任を持つべき官邸及び規制当局の危機管理体制は機能しなかった」と結論付けた
（提言２に対応）
。
【住民の被害状況】
本事故により合計約 15 万人が避難区域から避難した。本事故の収束作業に従事し
た中で、100 ｍ Sv（シーベルト）を超える線量を被ばくした作業員は 167 人とされ
ている。福島県内の 1800km2 もの広大な土地が、年間 5mSv 以上の積算線量をもた
らす土地となってしまったと推定される。被害を受けた広範囲かつ多くの住民は不必
要な被ばくを経験した。また避難のための移動が原因と思われる死亡者も発生した。
しかも、住民は事故から 1 年以上たっても先が見えない状態に置かれている。政府は、
このような被災地域の住民の状況を十分把握した上で、避難区域の再編、生活基盤の
回復、除染、医療福祉の再整備など、住民の長期的な生活改善策を系統的、継続的に
打ち出していくべきであるが、縦割り省庁別の通常業務的施策しかなく、住民の目か
ら見ると、いまだに整合性のある統合的な施策が政府から打ち出されていない。
我々が実施したタウンミーティングや 1 万人を超す住民アンケートには、いまだに
進まない政府の対応に厳しい声が多数寄せられている。
放射線の急性障害はしきい値があるとされているが、低線量被ばくによる晩発障害
はしきい値がなく、リスクは線量に比例して増えることが国際的に合意されている。
年齢、個人の放射線感受性、放射線量によってその影響は変わる。また未解明の部分
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的な健康という観点からして大丈夫なのか、人によって影響はどう違うのか、今後、
どのように自己管理をしていかなければならないのかといった判断をするために、住
民が必要とする情報を示していない。政府は住民全体一律ではなく、乳幼児から若年
層、妊婦、放射線感受性の強い人など、住民個々人が自分の行動判断に役立つレベル
まで理解を深めてもらう努力をしていない。
当委員会は、
「被災地の住民にとって事故の状況は続いている。放射線被ばくに
よる健康問題、家族、生活基盤の崩壊、そして広大な土地の環境汚染問題は深刻
である。いまだに被災者住民の避難生活は続き、必要な除染、あるいは復興の道
筋も見えていない。当委員会には多数の住民の方々からの悲痛な声が届けられて
いる。先の見えない避難所生活など現在も多くの人が心身ともに苦難の生活を強
いられている」と認識する。また、その理由として「政府、規制当局の住民の健康
と安全を守る意思の欠如と健康を守る対策の遅れ、被害を受けた住民の生活基盤
回復の対応の遅れ、さらには受け手の視点を考えない情報公表にある」と結論付け
た
（提言３に対応）
。
【問題解決に向けて】
本事故の根源的原因は「人災」であるが、この「人災」を特定個人の過ちとして処
理してしまう限り、問題の本質の解決策とはならず、失った国民の信頼回復は実現で
きない。これらの背後にあるのは、自らの行動を正当化し、責任回避を最優先に記録
を残さない不透明な組織、制度、さらにはそれらを許容する法的な枠組みであった。
また関係者に共通していたのは、およそ原子力を扱う者に許されない無知と慢心であ
り、世界の潮流を無視し、国民の安全を最優先とせず、組織の利益を最優先とする組
織依存のマインドセット（思いこみ、常識）であった。
当委員会は、事故原因を個々人の資質、能力の問題に帰結させるのではなく、
規制される側とする側の「逆転関係」を形成した真因である
「組織的、制度的問題」
がこのような「人災」を引き起こしたと考える。この根本原因の解決なくして、単に
人を入れ替え、あるいは組織の名称を変えるだけでは、再発防止は不可能である
（提言 4、5 及び 6 に対応）
。

【事業者】
東電は、エネルギー政策や原子力規制に強い影響力を行使しながらも自らは矢面に
立たず、役所に責任を転嫁する経営を続けてきた。そのため、東電のガバナンスは、
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自律性と責任感が希薄で、官僚的であったが、その一方で原子力技術に関する情報の
格差を武器に、電事連等を介して規制を骨抜きにする試みを続けてきた。
その背景には、東電のリスクマネジメントのゆがみを指摘することができる。東電
は、シビアアクシデントによって、周辺住民の健康等に被害を与えること自体をリス
クとして捉えるのではなく、シビアアクシデント対策を立てるに当たって、既設炉を
停止したり、訴訟上不利になったりすることを経営上のリスクとして捉えていた。
東電は、現場の技術者の意向よりも官邸の意向を優先したり、退避に関する相談に
際しても、官邸の意向を探るかのような曖昧な態度に終始したりした。その意味で、
東電は、官邸の過剰介入や全面撤退との誤解を責めることが許される立場にはなく、
むしろそうした混乱を招いた張本人であった。
本事故発生後における東電の情報開示は必ずしも十分であったとはいえない。確定
した事実、確認された事実のみを開示し、不確実な情報のうち特に不都合な情報は開
示しないといった姿勢がみられた。特に 2 号機の事故情報の開示に問題があったほか、
計画停電の基礎となる電力供給の見通しについても情報開示に遅れがみられた。
当委員会は「規制された以上の安全対策を行わず、常により高い安全を目指す姿
勢に欠け、また、緊急時に、発電所の事故対応の支援ができない現場軽視の東京
電力経営陣の姿勢は、原子力を扱う事業者としての資格があるのか」との疑問を呈
した（提言４に対応）
。
【規制当局】
規制当局は原子力の安全に対する監視・監督機能を果たせなかった。専門性の欠如
等の理由から規制当局が事業者の虜（とりこ）となり、規制の先送りや事業者の自主
対応を許すことで、事業者の利益を図り、同時に自らは直接的責任を回避してきた。
規制当局の、推進官庁、事業者からの独立性は形骸化しており、その能力においても
専門性においても、また安全への徹底的なこだわりという点においても、国民の安全
を守るには程遠いレベルだった。
当委員会では「規制当局は組織の形態あるいは位置付けを変えるだけではなく、
その実態の抜本的な転換を行わない限り、国民の安全は守られない。国際的な安
全基準に背を向ける内向きの態度を改め、国際社会から信頼される規制機関への
脱皮が必要である。また今回の事故を契機に、変化に対応し継続的に自己改革を
続けていく姿勢が必要である」
と結論付けた（提言５に対応）。
【法規制】
日本の原子力法規制は、その改定において、実際に発生した事故のみを踏まえた、
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み等を真摯に受け止めて法規制を見直す姿勢にも欠けていた。その結果、予測可能な
リスクであっても、過去に顕在化していなければ対策が講じられず、常に想定外のリ
スクにさらされることとなった。
また、原子力法規制は原子力利用の促進が第一義的な目的とされ、国民の生命・身
体の安全が第一とはされてこなかった。さらに、原子力法規制全体を通じての事業者
の第一義的責任が明確にされておらず、原子力災害発生時については、第一義的責任
を負う事業者に対し、他の事故対応を行う各当事者がどのような活動を行って、これ
を支援すべきかについての役割分担が不明確であった。
加えて、諸外国で取り入れられている深層防護の考え方についても、法規制の検討
に際し十分に考慮されてこなかった。
当委員会では、
「原子力法規制は、その目的、法体系を含めた法規制全般につい
て、抜本的に見直す必要がある。かかる見直しに当たっては、世界の最新の技術
的知見等を反映し、この反映を担保するための仕組みを構築するべきである」と結
論付けた
（提言６に対応）
。
以上のことを認識し、教訓とした上で、当委員会としては、未来志向の立場に立って、
以下の 7 つの提言を行う。今後、国会において十分な議論をいただきたい。
なおこの 7 つの提言とは別に、今後、国会による継続監視が必要な事項を付録とし
て添付した。
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提言
提言１：規制当局に対する国会の監視
国民の健康と安全を守るために、規制当局を監視する目的で、国会に原子力に係る
問題に関する常設の委員会等を設置する。
１）この委員会は、規制当局からの説明聴取や利害関係者又は学識経験者等から
の意見聴取、その他の調査を恒常的に行う。
２）この委員会は、最新の知見を持って安全問題に対応できるよう、事業者、行
政機関から独立した、グローバルな視点を持った専門家からなる諮問機関を
設ける。
３）この委員会は、今回の事故検証で発見された多くの問題に関し、その実施・
改善状況について、継続的な監視活動を行う（
「国会による継続監視が必要な
事項」
として添付）
。
４）この委員会はこの事故調査報告について、今後の政府による履行状況を監視
し、定期的に報告を求める。

提言２：政府の危機管理体制の見直し
緊急時の政府、自治体、及び事業者の役割と責任を明らかにすることを含め、政府
の危機管理体制に関係する制度についての抜本的な見直しを行う。
１）政府の危機管理体制の抜本的な見直しを行う。緊急時に対応できる執行力の
ある体制づくり、指揮命令系統の一本化を制度的に確立する。
２）放射能の放出に伴う発電所外（オフサイト）の対応措置は、住民の健康と安全
を第一に、政府及び自治体が中心となって、政府の危機管理機能のもとに役
割分担を行い実施する。
３）事故時における発電所内
（オンサイト）での対応（止める、冷やす、閉じ込める）
については第一義的に事業者の責任とし、政治家による場当たり的な指示・
介入を防ぐ仕組みとする。

提言３：被災住民に対する政府の対応
被災地の環境を長期的・継続的にモニターしながら、住民の健康と安全を守り、生
活基盤を回復するため、政府の責任において以下の対応を早急に取る必要がある。
１）長期にわたる健康被害、及び健康不安へ対応するため、国の負担による外部・
内部被ばくの継続的検査と健康診断、及び医療提供の制度を設ける。情報に
ついては提供側の都合ではなく、住民の健康と安全を第一に、住民個々人が
自ら判断できる材料となる情報開示を進める。
２）森林あるいは河川を含めて広範囲に存在する放射性物質は、場所によっては
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放射性物質の再拡散や沈殿、堆積等の継続的なモニタリング、及び汚染拡大
防止対策を実施する。
３）政府は、除染場所の選別基準と作業スケジュールを示し、住民が帰宅あるい
は移転、補償を自分で判断し選択できるように、必要な政策を実施する。

提言４：電気事業者の監視
東電は、電気事業者として経産省との密接な関係を基に、電事連を介して、保安院
等の規制当局の意思決定過程に干渉してきた。国会は、提言１に示した規制機関の監
視・監督に加えて、事業者が規制当局に不当な圧力をかけることのないように厳しく
監視する必要がある。
１）政府は電気事業者との間の接触について、ルールを定め、それに従った情報
開示を求める。
２）電気事業者間において、原子力安全のための先進事例を確認し、その達成に
向けた不断の努力を促す相互監視体制を構築する。
３）東電に対して、ガバナンス体制、危機管理体制、情報開示体制等を再構築し、
より高い安全目標に向けて、継続した自己改革を実施するように促す。
４）以上の施策の実効性を確保するため、電気事業者のガバナンスの健全性、安
全基準、安全対策の遵守状態等を監視するために、立ち入り調査権を伴う監
査体制を国会主導で構築する。

提言５：新しい規制組織の要件
規制組織は、今回の事故を契機に、国民の健康と安全を最優先とし、常に安全の向
上に向けて自ら変革を続けていく組織になるよう抜本的な転換を図る。新たな規制組
織は以下の要件を満たすものとする。
１）高い独立性：①政府内の推進組織からの独立性、②事業者からの独立性、③
政治からの独立性を実現し、監督機能を強化するための指揮命令系統、責任
権限及びその業務プロセスを確立する。
２）透明性：①各種諮問委員会等を含めて意思決定過程を開示し、その過程にお
いて電気事業者等の利害関係者の関与を排除する。②定期的に国会に対して、
全ての意思決定過程、決定参加者、施策実施状況等について報告する義務を
課す。③推進組織、事業者、政治との間の交渉折衝等に関しては、議事録を
残し、原則公開する。④委員の選定は第三者機関に１次選定として、相当数
の候補者の選定を行わせた上で、その中から国会同意人事として国会が最終
決定するといった透明なプロセスを設定する。
３）専門能力と職務への責任感：①新しい規制組織の人材を世界でも通用するレ
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ベルにまで早期に育成し、また、そのような人材の採用、育成を実現すべく、
原子力規制分野でのグローバルな人材交流、教育、訓練を実施する。②外国
人有識者を含む助言組織を設置し、規制当局の運営、人材、在り方等の必要
な要件設定等に関する助言を得る。③新しい組織の一員として、職務への責
任感を持った人材を中心とすべく、
「ノーリターンルール」を当初より、例外な
く適用する。
４）一元化：特に緊急時の迅速な情報共有、意思決定、司令塔機能の発揮に向け
て組織体制の効果的な一元化を図る。
５）自律性：本組織には、国民の健康と安全の実現のため、常に最新の知見を取
り入れながら組織の見直しを行い、自己変革を続けることを要求し、国会は
その過程を監視する。

提言６：原子力法規制の見直し
原子力法規制については、以下を含め、抜本的に見直す必要がある。
１）世界の最新の技術的知見等を踏まえ、国民の健康と安全を第一とする一元的
な法体系へと再構築する。
２）安全確保のため第一義的な責任を負う事業者と、原子力災害発生時にこの事
業者を支援する他の事故対応を行う各当事者の役割分担を明確化する。
３）原子力法規制が、内外の事故の教訓、世界の安全基準の動向及び最新の技術
的知見等が反映されたものになるよう、規制当局に対して、これを不断かつ
迅速に見直していくことを義務付け、その履行を監視する仕組みを構築する。
４）新しいルールを既設の原子炉にも遡及適用すること（いわゆるバックフィッ
ト）
を原則とし、それがルール改訂の抑制といった本末転倒な事態につながら
ないように、廃炉すべき場合と次善の策が許される場合との線引きを明確に
する。

提言７：独立調査委員会の活用
未解明部分の事故原因の究明、事故の収束に向けたプロセス、被害の拡大防止、本
報告で今回は扱わなかった廃炉の道筋や、使用済み核燃料問題等、国民生活に重大な
影響のあるテーマについて調査審議するために、国会に、原子力事業者及び行政機関
から独立した、民間中心の専門家からなる第三者機関として（原子力臨時調査委員会
〈仮称〉）を設置する。また国会がこのような独立した調査委員会を課題別に立ち上げら
れる仕組みとし、これまでの発想に拘泥せず、引き続き調査、検討を行う。
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結論 と 提 言

ここに示した７つの提言は、当委員会が国会から付託された使命を受けて調査・作
成した本報告書の最も基本的で重要なことを反映したものである。したがって当委員
会は、国会に対しこの提言の実現に向けた実施計画を速やかに策定し、その進捗の状
況を国民に公表することを期待する。
この提言の実現に向けた第一歩を踏み出すことは、この事故によって、日本が失っ
た世界からの信用を取り戻し、国家に対する国民の信頼を回復するための必要条件で
あると確信する。
事故が起こってから 16 カ月が経過した。この間、この事故について数多くの内外
の報告書、調査の記録、著作等が作成された。そのいくつかには、我々が意を強くす
る結論や提案がなされている。しかし、わが国の原子力安全の現実を目の当たりにし
た我々の視点からは、根本的な問題の解決には不十分であると言わざるを得ない。
原子力を扱う先進国は、原子力の安全確保は、第一に国民の安全にあるとし、福島
原子力発電所事故後は、さらなる安全水準の向上に向けた取り組みが行われている。
一方、わが国では、従来も、そして今回のような大事故を経ても対症療法的な対策が
行われているにすぎない。このような小手先の対策を集積しても、今回のような事故
の根本的な問題は解決しない。
この事故から学び、事故対策を徹底すると同時に、日本の原子力対策を国民の安全
を第一に考えるものに根本的に変革していくことが必要である。
ここにある提言を一歩一歩着実に実行し、不断の改革の努力を尽くすことこそが、
国民から未来を託された国会議員、国権の最高機関たる国会及び国民一人一人の使命
であると当委員会は確信する。
福島原発事故はまだ終わっていない。被災された方々の将来もまだまだ見えない。
国民の目から見た新しい安全対策が今、強く求められている。これはこの委員会の委
員一同の一致した強い願いである。

̺̺

提言の実現に向けて

提言の実現に向けて

要旨 事 故 の 概 要

要旨

事故の概要
平成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波を端緒と
して、東京電力株式会社（以下「東電」という）の福島第一原子力発電所（以下「福
島第一原発」という）は、国際原子力事象評価尺度（INES）8 で「レベル 7」という極
めて深刻な事故を引き起こした。
地震発生時、福島第一原発は、1 号機が定格電気出力一定で運転中、2 号機、3 号
機は定格熱出力一定で運転中、4 〜 6 号機は定期検査中であった。運転中であった 1
〜 3 号機は地震発生直後に自動的にスクラム（原子炉緊急停止）した。
この地震動で、東電新福島変電所から福島第一原発にかけての送配電設備が損傷し、
全ての送電が停止した。また、東北電力の送電網から受電する 66kV 東電原子力線が
予備送電線として用意されていたが、1 号機金属閉鎖配電盤（M/C）に接続するケー
ブルの不具合のため、同送電線から受電することができず、外部電源を喪失してしまった。
その後、地震動を起因として発生した津波により、非常用ディーゼル発電機（D/G）
や冷却用海水ポンプ、配電系統設備、1 号機、2 号機、4 号機の直流電源などが水没
して機能不全となり、6 号機の空冷式非常用ディーゼル発電機 1 台を除く全ての電力
供給機能が失われた。すなわち 1 号機、2 号機、4 号機の全電源喪失及び 3 号機、5
号機の全交流電源喪失（SBO）が生じた。そして、3 号機は、直流電源のみ辛うじて残っ
たものの、3 月 13 日未明には放電し全電源喪失となった。
一方、地震や津波の被害による影響は、電源に対してのみにとどまらなかった。す
なわち、津波は、がれきや車両、重機、重油タンク、土砂等を伴って原子力発電所の
建屋や機器・設備を破壊した。また、3、4 号機超高圧開閉所や運用補助共用施設（共
用プール建屋）にまで津波が及び、主要建屋エリア全体にわたって大量の海水が流れ
込んだ。津波が去った後も、津波漂流物が原子力発電所構内に散乱し、車両の通行や
資機材搬入作業を妨げるとともに、マンホールやグレーチング等のふたを吹き上げて
開口部を作り、地震による発電所構内道路の隆起、沈降、陥没と相まって、アクセス
性が著しく悪化した。また、継続的に発生する大規模な余震や津波は、それへの警戒
と断続的な作業中止を余儀なくさせ、円滑な事故対応を阻害する一因であった。さら
に、電源喪失によって、中央制御室 9 での計装や監視、制御といった中央制御機能、
発電所内の照明、通信手段を一挙に失った。
そのため、有効なツールや手順書もない中、現場運転員たちによる臨機の判断、対
応に依拠せざるを得ず 10、まさに手探りの状態での事故対応となった。
8

INES（International Nuclear Event Scale）とは、国際原子力機関
（IAEA）が策定した原子力事故及び
故障の評価尺度。

9

なお第 2 部では、中央制御室のことを中央操作室又は中操ということもある。

̺̺

炉冷却、すなわち、高圧注水や原子炉減圧、低圧注水、格納容器冷却と減圧、最終ヒー
トシンクへの崩壊熱除去といった、事故回避へ向けた各ステップの実行とその成否は、
電源の存在に強く依存しているためである。また、前述した発電所構内のアクセス性
の悪化は、消防車による代替注水や電源復旧、格納容器ベントのライン構成及びそれ
らの継続的な運用において、大きな障害になった。
詳細は調査報告の本文に詳しく述べるが、結果的に、放射性物質を大量に外部環境
に放出する大事故に至った。
1号機

2号機

3号機

定格出力運転中

4号機
定期検査中

14：46 地震発生
スクラム
外部交流電源喪失
非常用D/G自動起動
炉心冷却開始（IC）

炉心冷却開始（RCIC）

炉心冷却開始（RCIC）

IC弁開閉を反復
15：37ごろ 最大津波襲来
全電源喪失

全交流電源喪失（SBO）

全電源喪失

18：10ごろ 炉心露出開始
18：50ごろ 炉心損傷開始
5：46

淡水注入開始
11 : 36 RCIC停止
12 : 35 HPCI開始

14：30ごろ ベント
15：36 原子炉建屋
水素爆発
復旧作業に影響
19：04 海水注入開始

2：42

HPCI停止

9：10ごろ 炉心露出開始
9：20ごろ ベント
9：25 淡水注入開始
10：40ごろ 炉心損傷開始
3号機水素
SGTS経由で逆流
13：12 海水注入開始

復旧作業に影響

11：01 原子炉建屋
水素爆発

13：25 RCIC停止と判断
17：00ごろ 炉心露出開始
19：20ごろ 炉心損傷開始
19 : 54 海水注入開始

6 : 00ごろ S/C破損？
放射性物質大量放出

事故の推移
10

6 : 00ごろ 原子炉建屋
水素爆発

注）
炉心露出開始、炉心損傷開始時刻はいずれも東京電力の MAAP 解析による

福島第一原発ヒアリング（平成 24〈2012〉
年 3 月 30 日）

̺̺

要旨 事 故 の 概 要

電源喪失によって、適時かつ実効的な原子炉冷却も著しく困難になっていた。原子

要旨 本 文 の 要 旨 第 １ 部

本文の要旨

事故は防げなかったのか？

第１部

事故は防げなかったのか？
第１部では、平成 23（2011）年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震が発生した段階で、
福島第一原子力発電所が地震にも津波にも耐えられない状態であったこと、またシビ
アアクシデント（過酷事故）にも対応できない状態であったこと、その理由として東京
電力株式会社あるいは規制当局がリスクを認識しながらも対応をとっていなかったこ
と、そしてそれが事故の根源的な原因であること、すなわち、これらの点が適正であっ
たならば今回の事故は防げたはずであること、を検証する。

１. １

本事故直前の地震に対する耐力不足
平成 23（2011）年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震発生時の福島第一原
子力発電所
（福島第一原発）は、大津波に耐えられないばかりでなく、強大で
長時間の地震動にも耐えられるとは保証できない状態だった。1 〜 3 号機の
設置許可申請がなされた昭和 40 年代前半は地震科学が未熟であり、敷地周
辺の地震活動は低いと考えられた。そのために、原発の耐震設計において安
全機能保持を確認すべき地震動
（揺れ）の最大加速度はわずか 265Gal（Gal は
加速度の単位）
で、耐震性能は著しく低かった。
昭和 56（1981）年に
「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」が原子
力安全委員会によって決定され、平成 18（2006）年に大きく改訂された
（新
指針）
。経済産業省原子力安全・保安院
（保安院）は直ちに全国の原子力事業
者に対して、新指針に照らした既設原発の耐震安全性評価（耐震バックチェッ
ク）の実施を求めた。東京電力株式会社（東電）は、平成 20（2008）年 3 月に
福島第一原発 5 号機の耐震バックチェック中間報告を提出し、耐震設計の基
準地震動 Ss を 600Gal として、それに対して耐震安全性が確保されるとした。
保安院はこれを妥当としたが、原子炉建屋のほかに耐震安全性を確認したの
は、安全上重要な多数の機器・配管系のうち、わずか 7 設備にすぎなかった。
1 〜 4 号機と 6 号機についても平成 21（2009）年に中間報告を提出したが、
耐震安全性を確認した設備が極めて限定的だったのは 5 号機と同様である。
東電は、これ以後、耐震バックチェックをほとんど進めていなかった。最
終報告の期限を平成 21（2009）年 6 月と届けていたにもかかわらず、社内
では最終報告提出予定を平成 28（2016）年 1 月に延ばしていた。さらに、
評価の計算の途中結果等から、新指針に適合するためには多数の耐震補強工
事が必要であることを把握していたにもかかわらず、1 〜 3 号機については

̺̺

査によって明らかになった。一方、保安院も、耐震補強工事を含む耐震バックチェッ
クを急ぐ必要性を認識していたが、東電の対応の遅れを黙認していた。
及び配管サポートに耐震安全性が確保されていない箇所があることを確認している。
それらについて東電は、現地で目視調査をしたところ有意な損傷がなかったとしてい
るが、非破壊検査等の詳細調査はなされておらず、地震動による破損がなかったとは
何ら結論できない。さらに、5 号機よりも古い 1 〜 3 号機、特に設計が大きく異な
る 1 号機で地震動による損傷がなかったかどうかについては何も言えない。
「第２部
（２. ２. １）」
で述べるように、東北地方太平洋沖地震による福島第一原発の地震動は基
準地震動 Ss を上回るものだった。ところが、そのような地震動に耐えられるような
補強がほとんど行われずに、耐震脆弱性を抱えたまま、3.11 を迎えることになったの
である。

１. ２

認識していながら対策を怠った津波リスク
福島第一原発は 40 年以上前の地震学の知識に基づいて建設された。その後の研究
の進歩によって、建設時の想定を超える津波が起きる可能性が高いことや、その場合
すぐに炉心損傷に至る脆弱性を持つことが、繰り返し指摘されていた。しかし、東電
はこの危険性を軽視し、安全裕度のない不十分な対策にとどめていた。
平成 18（2006）年の段階で福島第一原発の敷地高さを超える津波が到来した場合に
全交流電源喪失に至ること、土木学会手法による予測を上回る津波が到来した場合に
海水ポンプが機能喪失し炉心損傷に至る危険があるという認識は、保安院と東電との
間で共有されていた。
改善が進まなかった背景には少なくとも 3 つの問題がある。第一は、保安院が津波
想定の見直し指示や審査を非公開で進めており、記録も残しておらず、外部には実態
が分からなかったこと。第二は、津波の高さを評価する土木学会の手法の問題である。
この手法は電力業界が深く関与した不透明な手続きで策定されたにもかかわらず、保
安院はその内容を精査せず、津波対策の標準手法として用いてきた。第三としては、
恣意的な確率論の解釈・使用の問題がある。東電は不公正な手続きで算出された低い
津波発生頻度を根拠として、対策を施さないことを正当化しようとしていた。一方で
津波の確率論的安全評価が技術的に不確実であるという理由で実施せず、対策の検討
を先延ばしにしていた。
東電の対応の遅れは保安院も認識していたが、保安院は具体的な指示をせず、バッ
クチェックの進捗状況も適切に管理監督していなかった。
今回重大な津波のリスクが看過された直接的な原因は、東電のリスクマネジメント
の考え方にある。科学的に詳細な予測はできなくても、可能性が否定できない危険な
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事故は防げなかったのか？

東電と保安院は、本事故後の解析・評価によって、5 号機の安全上重要な配管本体
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東北地方太平洋沖地震発生時点でもまったく工事を実施していなかったことが、本調

要旨 本 文 の 要 旨 第 １ 部

自然現象は、リスクマネジメントの対象として経営で扱われなければならない。新知
見で従来の想定を超える津波の可能性が示された時点で、原子炉の安全に対して第一
義的な責任を負う事業者に求められるのは、堆積物調査等で科学的根拠をより明確に

事故は防げなかったのか？

するために時間をかけたり、厳しい基準が採用されないように働きかけたりすること
ではなく、早急に対策を進めることであった。

１. ３

国際水準を無視したシビアアクシデント対策
日本におけるシビアアクシデント対策（SA 対策）はいずれも実効性に乏しいもので
あった。日本は自然災害大国であるにもかかわらず、地震や津波といった外部事象を
想定せず、運転上のミスあるいは設計上のトラブルといった内部事象のみを想定した
SA 対策を行ってきた。
日本では、SA 対策は検討開始当初より自主対策とされてきた。平成 3（1991）年の
原子力安全委員会の共通懇において「アクシデントマネジメント（AM）は、原子炉設置
者の
『技術的能力』、いわゆる
『知識ベース』に依拠するもので、現実の事態に直面して
の臨機の処置も含む柔軟なものであって、安全規制によりその具体的内容が要求され
るものではない」
と明記されている。
自主対策では、規制要件上の工学的安全設備のように高い信頼性が、SA 対策設備に
求められない。そのため、従来の安全設備が機能できない事故時に必要な SA 対策設
備にもかかわらず、その安全設備よりも、そもそも耐力が低く、先に SA 対策設備が
機能を失う可能性が高いという矛盾を抱えた、実効性の乏しい対策となっていた。ま
たその検討、整備も海外に比べて大きく遅れるものとなった。
事業者の自主的な対応であることは、事業者が電気事業連合会（電事連）を通じて、
規制当局に積極的に働きかけを行う余地を生じさせた。特に、海外の動向を受けた平
成 22（2010）年ごろからの規制当局の SA 規制化の流れに当たっては、積極的な働き
かけを行ってきた。事業者から規制当局への折衝方針には、繰り返し、訴訟上問題と
ならないこと、及び既設炉の稼働率低下につながらぬようバックフィットが行われな
いことが挙げられている。このようにして確率は低いが壊滅的な事象を引き起こす事
故シナリオへの対応がなされていなかったのである。

̺̺

事故の進展と未解明問題の検証
がら、論点の考察・評価を行った。また、被災したほかの原子力発電所における事故リスクを
検証するとともに、原子力発電に関する総合的な検討も行い、将来に向けた課題及び教訓を導
出した。さらに、福島第一原発の事故進展におけるいくつかの未解明問題に焦点を当て、詳細
な分析・検証をした。

２. １

事故の進展と総合的な検討
第１部で見てきたように、東電の経営陣は福島第一原発の耐震工事が進んでおらず、
また津波による溢水対策もされていない状況を把握していたと考えられる。それだけ
でなく、事前の過酷事故対策は限定的であった。
電源系統の多重性、多様性、独立性は機能しなかった。具体的には、所内電源系統
は複数の機器・設備が同じ場所に設置されている場合が多く見られた。たとえば、1
号機では全ての常用金属閉鎖配電盤（M/C）と非常用 M/C、常用パワー・センター（P/C）
がタービン建屋 1 階に設置されていた。電源系統の上流と下流に位置する機器・設備
は同一場所又は隣接場所に設置されていた。3 号機では全ての常用 M/C と非常用 M/C、
常用 P/C、非常用 P/C、非常用ディーゼル発電機が隣接するタービン建屋とコントロー
ル建屋の地下 1 階に位置していた。外部送電系統は 7 回線あったが送電鉄塔は 3 ルー
トで、しかも、東電新福島変電所又は東電新いわき開閉所、及び東北電力富岡変電所
からの送電機能を失うだけで全号機が外部電源喪失となる状況であった。また本事故
においては、通常の全交流電源喪失（SBO）では仮定していない直流電源も失われた。
中央制御機能や照明、通信手段の喪失、津波漂流物あるいは道路の破壊による発電
所外からの資材調達の困難さ、余震等、想定を超える状況により現場の作業は困難を
極めた。過酷事故対策に不備があり非常用復水器（IC）を含めてこのような状況下での
マニュアルも事前準備もなく、運転員、作業員の対応についての訓練も十分にはなさ
れていなかった。またベントについても図面が不十分であった。東電の組織的な問題
と捉えるべきである。
1、3、4 号機で水素爆発が起こり、2 号機においては格納容器の破損が生じたと推
測される。他方、5、6 号機では炉心損傷が回避された。しかし、2、3 号機にはさら
に悪い状況が起こり得たこと、4 号機は使用済み燃料プールの損壊による広域の被害
の可能性があったこと、5 号機やほかの原子力発電所も少しの状況悪化で暗転してい
た可能性もあったことから、今回の事故はさらに被害拡大の可能性を含んだ巨大事故
であることが検証された。また、原子炉パラメータによる分析によっても、現在の炉
心の状態は把握できない。事故自体まだ収束していないことには十分な注意が必要で
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第２部では、福島第一原発における地震・津波による被害とその影響及び事故の進展を追いな
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あろう。
この事故により、大規模災害における多重性、多様性、独立性の重要性、複数ユニッ
ト又は互いに近接する原子力発電所の相互作用の問題点、同時多発事故への備えの必

事故の進展と未解明問題の検証

要性等、これまで真剣に考えられていなかった過酷事故対応の問題点も明らかになっ
た。

２. ２

いくつかの未解明問題の分析又は検討
本事故は、地震及び地震に誘発された津波という自然現象に起因するが、事故が実
際にどのように進展していったかに関しては、重要な点において解明されていないこ
とが多い。その大きな理由の一つは、本事故の推移と直接関係する重要な機器・配管
類のほとんどが、この先何年も実際に立ち入ってつぶさに調査、検証することのでき
ない原子炉格納容器内部にあるからである。しかし東電は、事故の主因を津波とし、

「確認できた範囲においては」というただし書きはあるものの、安全上重要な機器で地
震により損傷を受けたものはほとんど認められない、と中間報告書に明記し、政府も
IAEA（国際原子力機関）に提出した事故報告書に、同趣旨のことを記している。当委
員会は、可能な
「原因となり得る要素」を意図的に取捨することなく、安易な対策でよ
しとする結論を導くことがないよう慎重に調査、ヒアリングを行った。事故原因との
関連では、特に以下について、今後規制当局や東電による実証的な調査、検証が必要
であると認識した。
１）スクラム
（原子炉緊急停止）の約 30 秒後に激しい揺れが襲い、50 秒以上揺れ
が続いた。したがって
「止める」機能が働いたからといって原子力発電所が地
震動で無事だったとはいえない。基準地震動に対するバックチェックと耐震
補強がほとんど未了であった事実を考え合わせると、本地震の地震動は安全
上重要な設備を損傷させるだけの力を持っていたと判断される。
２）本地震発生直後に大規模な
「冷却材喪失事故」（LOCA）が起きていないことは、
津波襲来までの原子炉の圧力、水位の変化から明白である。しかし、保安院
が取りまとめた「技術的知見について」で独立行政法人原子力安全基盤機構
（JNES）が公表しているように、配管の微小な貫通亀裂から冷却材が噴出する
小規模の LOCA の場合、原子炉の水位、圧力の変化は、亀裂がない場合とほ
とんど変わらない。このような小規模の LOCA でも 10 時間ほど放置すると
数十トンの冷却材が喪失し、炉心損傷や炉心溶融に至る可能性がある。
３）事故の進展を決定的に悪化させた非常用交流電源の喪失について、東電の中
間報告書はもちろん、東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委
員会
（政府事故調）の中間報告書、保安院の「技術的知見について」など全てが
「津波による浸水が原因」とし、津波第１波は 15 時 27 分ごろ、第 2 波は 15
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波高計の記録上の第 1 波、第 2 波の時刻であり、原子力発電所への到着時刻
ではない。そうすると、少なくとも 1 号機 A 系の非常用交流電源喪失は、津
による浸水と断定する前に、このような基本的な疑問に対する筋の通った説
明が必要である。
４）地震発生当時、1 号機原子炉建屋４階で作業していた東電の協力企業社員数
人が、地震直後に同階で起きた出水を目撃していた。この 4 階には非常用復
水器 IC の大型タンク 2 基が設置され、IC 配管等が取り回されている。本委
員会は、出水が 5 階の使用済み燃料貯蔵プールの地震時のスロッシングによ
る溢水でないことをほぼ断定しているが、現場調査ができないため、出水元
は不明である。
５）1 号機の IC（A、B2 系統）は、14 時 52 分に自動起動したが、自動起動から
わずか 11 分後、1 号機の運転員は IC を 2 系統とも手動で停止した。この手
動停止に関して、東電は一貫して、
「操作手順書で定める原子炉冷却材温度変
化率 55℃ / ｈを順守できないと判断」したからと説明してきた。また政府事
故調の報告書にも政府の IAEA への報告書にもそのように記された。しかし
IC の手動停止に関わった複数の運転員から、原子炉圧力の降下が速いので IC
系配管や他の配管から冷却材が漏れていないかどうかを確認するため IC を止
めた、との説明を得た。運転員の説明は合理的で判断は適切であるのに対し
て、東電の説明は合理性を欠いていると考えられる。
６）1 号機の逃がし安全弁
（SR 弁）に関しては、事故時、必要なときにそれが実際
に作動したことを裏づける弁開閉記録が存在しない（2、3 号機には存在する）。
さらに、2 号機の場合は、中央制御室や現場で SR 弁の作動音が頻繁に聞こ
えたが、1 号機の運転員の中に 1 号機の SR 弁の作動音を耳にした者は一人
もいないことも分かった。以上から、実は 1 号機の SR 弁は作動しなかった
のではないかという疑いが生まれる。もしそうであれば、1 号機では地震動
による小規模の LOCA が起きていた可能性がある。
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事故の進展と未解明問題の検証

波によるものではない可能性があることが判明した。全交流電源喪失は津波
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時 35 分ごろとしている。しかしこれらの時刻は、沖合 1.5km に設置された
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事故対応の問題点

事故対応の問題点

第３部では、東京電力、政府、官邸、福島県それぞれの、事故の初動及びその後の進展過程に
おける対応を通じて、事業者のガバナンス、住民の防護対策、危機管理体制及び情報開示につ
いて、その実態と問題点を検証する。

３. １

事業者としての東電の事故対応の問題点
東電の事故対応には、さまざまな問題があった。第一に、事故時に会長と社長がそ
ろって不在であった点を指摘できる。原子力災害への備えとして本来あってはならな
いことであり、実際に 2 人の不在は、ベントや海水注入など深刻な経営判断を迫られ
る局面で連絡や相談に余計な負荷をかける結果となっており、初動における迅速な事
故対応の妨げになった可能性は否定できない。
第二に、シビアアクシデント対策が機能せず、緊急時のマニュアルも役に立たなかっ
た点を指摘できる。事故時の運転手順書は炉の状態をパラメータ監視できることを大
前提としており、今回のような長時間の全電源喪失といった事態において十分機能す
る内容とはなっていなかった。
第三は、緊急時の指揮命令系統の混乱である。通常の保安院とのコミュニケーショ
ンのチャネルが、保安院 ERC（経済産業省緊急時対応センター）、オフサイトセンター
の機能不全もあって十分に活用できなかった。特に 1 号機のベントに際しては、現場
の困難な状況を官邸及び保安院に十分伝えられず、事業者と官邸との間に不信感を生
み出してしまった。首相が事故現場に出向いて行ってベントの指示をするという前代
未聞の事態は、現場の時間を無駄にするだけでなく、その後の事業者、規制当局、官
邸の指揮命令系統の混乱の原因となった。本店が当初から現場の状況を把握し、事故
対応に追われる現場に代わって、関係各所に現場の過酷な状況について理解を求める
よう積極的に対応していれば、不信感と行き違いを緩和できた可能性はある。この点
でも、初動時に政府と太いパイプを持つ社長や会長が不在であったことの影響は大きい。
第四に、本店側が技術的な援助ができなかった点を指摘できる。吉田昌郎福島第一
原発所長
（吉田所長）は、2 号機が深刻な事態に陥った際、武藤栄東電代表取締役副社
長
（武藤副社長）に技術的なアドバイスを求めたが、武藤副社長はオフサイトセンター
からの移動中だったために対応できなかった。一方、技術面での初歩的な質問が官邸
側から吉田所長に直接投げかけられる状態を放置するとともに、現場の判断と背反す
る安全委員会班目春樹委員長
（班目委員長）の指示を社長が是認するなど、現場の第一
線を支援する意識も体制も整っていなかった。
第五に、東電に染みついた特異な経営体質（エネルギー政策や原子力規制に強い影
響力を行使しながらも、自らは矢面に立たず、役所に責任を転嫁する黒幕のような経
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剰介入問題は、その象徴的出来事であった。①発電所の現場は全面退避を一切考えて
いなかったこと、②東電本店においても退避基準の検討は進められていたが、全面退
緊急対応メンバーを残して退避するといった内容であったこと、③当時、清水社長か
ら連絡を受けた保安院長は全面退避の相談とは受け止めなかったこと、④テレビ会議
システムで繋がっていたオフサイトセンターにおいても全面退避が議論されていると
いう認識がなかったこと等から判断して、全面撤退は官邸の誤解であり、総理によっ
て東電の全員撤退が阻止されたと理解することはできない。しかしながら、官邸に誤
解が生じた根本原因は、民間企業の経営者でありながら、自律性と責任感に乏しい上
記のような特異な経営を続けてきた清水社長が、極めて重大な局面ですら、官邸の意
向を探るかのような曖昧な連絡に終始した点に求められる。その意味で、東電は、官
邸の誤解や過剰介入を責められる立場にはなく、むしろそうした事態を招いた張本人
であると言わなければならない。

３. ２

政府による事故対応の問題点
今回の事故において、政府の事故対応体制は、その本来の機能を果たすことができ
なかった。この背景として、地震・津波の影響によって、通信・交通などのインフラや、
整備してきた災害対策のためのツールが使えなくなったことが大きな影響を及ぼしていた。
政府の事故対応体制の要は、原子力災害対策本部
（原災本部）
、原災本部事務局、原
子力災害現地対策本部（現地対策本部）である。原災本部及びその事務局は、原子力施
設の状況把握や住民の防護対策のための連絡調整をつかさどることになっていたが、
その役割を担えたとは言えない。官邸が事故対応を主導していったことに加えて、原
災本部事務局では、事故の進展や対応の進捗に関する情報収集・共有の機能不全に陥っ
たことが大きく影響を及ぼした。また、現地対策本部でも、避難指示をはじめとする
現場での事故対応にイニシアチブを取れなかった。これは、地震・津波と原発事故と
の同時発生や、事故の長期化・重篤化を想定した上での備えがなかったためであった。
一方、これら要の組織を支援すべき組織を見ると、官邸対策室では、緊急参集チームを
中心に、地震・津波と原発事故に同時並行で対応し、混乱が見られたものの、関係機関の
総合調整や意思決定を迅速に進めた。しかし、組織としての助言を提供できなかった安全
委員会や、放射能拡散状況の把握に当たって、用意してきたツールやシステムを生かしきれ
ず、モニタリングデータの共有も不完全であった文部科学省には多くの問題があった。
また、急速進展する事象への対応では、各種情報をリアルタイムで共有することが
不可欠である。政府は、官邸と関係機関を結ぶテレビ会議システムを用意していたが、
本事故では、官邸はその端末を起動させた形跡がなく、官邸と関係機関との情報共有
には全く活用されなかった。東電は、独自の社内テレビ会議システムをオフサイトセ
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避が決定された形跡はなく、清水社長が官邸に呼ばれる前に確定した退避計画もまた
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営体質）が事故対応をゆがめた点を指摘できる。いわゆる「全面撤退」問題や官邸の過
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ンターに持ち込んで、本店と発電所の間で盛んに活用した。この東電の社内テレビ会
議システムを政府のテレビ会議システムに加えて使うことで、特に初動時の情報共有
がリアルタイムで進んだ可能性があるが、それも行われなかった。

事故対応の問題点

さらに、本事故では、事故対応に関する重要な記録が作成されていなかったことが
判明した。原災本部などでは事故当時、議事録が作成されず、また、官邸 5 階で行わ
れた重要な意思決定についても記録が残されていなかった。大規模災害では、将来の
参考にするための記録を残すことを検討すべきである。

３. ３

官邸が主導した事故対応の問題点
政府の事故対応体制が本来の機能を果たせず、かつ事態が急速に深刻化する中で、
総理を中心とする官邸政治家が事故対応を主導する体制が出来上がった。
政府は、東電から原子力災害対策特別措置法 15 条該当事象の通報を受けてから、
政府の事故対応体制起動の大前提になる原子力緊急事態宣言を出すまでに 2 時間強を
要し、初動から問題点を残した。総理は、緊急事態宣言の発出が全ての事故対応の前
提になることを十分理解しておらず、周囲もこれを十分に説明できなかった。総理を
はじめとする官邸の政治家は、本来、初動対応を担う危機管理センターが地震・津波
への対応で手いっぱいと考え、官邸 5 階の総理執務室等を拠点に、急進展する事故へ
の対応を自ら主導して進めていった。
官邸 5 階には、保安院幹部、安全委員会委員長、東電関係者らが助言者として集め
られたが、これらの関係者は官邸政治家の説明要求を満たせず、官邸政治家たちは不
信感を募らせていった。その後の 1 号機の爆発を契機にこの不信感は頂点に達し、官
邸政治家が前面に立つ事故対応の体制が形成されることとなった。
官邸 5 階は、ベントや海水注入について、東電はじめ関係者が実施を合意し、対応
しているにもかかわらず、その情報を把握できないまま介入し、混乱を引き起こした。
12 日早朝には、情報不足への焦りから、総理が現地視察を行った。2 号機の状況の悪
化を受けた東電による現場からの退避の申し入れに対しては、総理が東電社長を官邸
に呼び出してこれを拒絶し、その後、東電本店に政府・東電の福島原子力発電所事故
対策統合本部が設置されることとなった。
このような中で官邸は、安全委員会以外からも助言を受けようと、原子力の専門家から成
る助言チームの立ち上げや、総理の個人的な人脈で参与の起用などを行ったが、それがど
う事故対応に生かされたのかは明らかではない 。
避難区域の決定も官邸 5 階が主導した。本来、避難指示案の作成を担うべき原子力
災害現地対策本部が機能せず、原子力災害対策本部事務局の対応も遅れる中で、官邸
5 階から避難指示が出された。しかし、避難区域の決定の根拠は乏しく、政府内各機
関との連携が不足していた、避難のオペレーションの検討が不足していた、住民への
説明が不十分であったなどの問題があり、現場に混乱を生じさせる結果となった。
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官邸及び政府
（官僚機構）
の事故対応に対する評価
地震・津波と同時に発生した今回の事故に当たり、人的にも時間的にも厳しい状
況下で、政府関係者が寝食を忘れて対応したことには深い敬意を払わねばならない。

「３. ２」
と
「３. ３」
で述べた官邸及び政府（官僚機構）の事故対応に対する評価を行う。
事故対応を主導した官邸政治家について指摘しなければならない点は、特に２点であ
る。第一は、真の危機管理意識が不足し、また、官邸が危機において果たすべき役割に
ついての認識も誤っていたという点である。東電の撤退問題は、全員撤退か一部退避か
という、官邸と東電間の意思疎通の不徹底が注目されてきたが、東電が退避の了解を求
めるほど、原子炉が予断を許さない深刻な状況であった、ということでもある。このよう
な状況下では、全員撤退が必要な事態に至る可能性を真剣に検討し、これに備えて、住
民避難等の住民の防護対策に政府の総力を結集することこそ、官邸の役割であったので
はないか。ベント、海水注入などの東電自身が対処すべき事項に関与し続けながら、一
転して、東電社長の「撤退は考えておりません」
という一言で発電所の事故収束を東電に任
せ、他方で、統合対策本部を設置してまで介入を続けた官邸の姿勢は、理解困難である。
第二に指摘すべきは、総理の福島第一原発の視察も含めた官邸の直接介入が、指揮
命令系統の混乱、現場の混乱を生じさせた点である。その主要因は、総理の福島第一
原発の視察を契機として、官邸と福島第一原発や東電本店との間に、福島第一原発→
東電本店→保安院→官邸（原災本部）という本来のルートとは異なる情報伝達ルートが
作られたことであった。これにより、東電は保安院への情報伝達だけでなく、官邸へ
の対応も求められることになった。これが、急進展する事象に対処する東電、特に福
島第一原発の現場の混乱に拍車をかけたことは否めない。官邸政治家は、発電所外（オ
フサイト）における住民の防護対策に全力を尽くすべき官邸・政府の役割を認識せず、
第一義的に事業者が責任を負う発電所内（オンサイト）の事故対応への拙速な介入を繰
り返した。その結果、東電の当事者意識を希薄にさせた。
一方、保安院等の官僚機構については、情報を収集、整理し、それらを原災本部等
に意思決定の材料として提供する、という役割が定められていた。しかし、官僚機構は、
平常時の意識にとらわれて受動的な姿勢に終始した上、縦割り意識からも脱すること
ができずに、その役割を果たせなかった。危機に直面したときに国民の安全を守るた
めに臨機応変に対応するべく、官僚は平常時から緊急時を見据えた危機意識を持つと
ともに、訓練によって危機管理能力を培っていくべきである。

３. ５

福島県の事故対応の問題点
福島県の原子力防災体制は、原子力災害と地震・津波災害とは同時発生しない、と
いう前提に基づいたものであった。このため、地震・津波にも襲われた今回の事故では、
初動の対応体制立ち上げ自体に大きな困難を伴った。
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その上で、事故対応の教訓を将来の日本の危機管理体制に生かすために、本章では、
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本事故の発生以降、福島県と政府は相互の動向を把握していなかった。危機感を募
らせた福島県が、過去の防災訓練の経験から独自の判断で福島第一原発から半径 2㎞
圏内の住民に避難指示を出し、その 30 分後に政府が半径 3㎞圏内の住民に避難指示

事故対応の問題点

を出す事態に至った。福島県は、上記の避難指示を住民に周知するよう努めたが、防
災行政無線の回線不足や地震・津波による通信機器の損壊によって、住民への情報伝
達は困難を極めた。
また、福島県では緊急時モニタリング実施に必要な資機材の不備から、迅速な緊急
時モニタリングを実施できなかった。モニタリングポストは、津波による流失や地震
による通信回線の切断により、発災当初に正常に機能したのは 24 カ所中 1 カ所のみ
であった。可搬型モニタリングポストは、3 月 15 日までは通信網の障害で使用でき
なかった。モニタリングカーは、燃料不足から十分に活用できなかった。

３. ６

緊急時における政府の情報開示の問題点
政府は本事故に関するプレス発表について、速報性よりも正確性を重視していた。
枝野官房長官は、情報開示について「確実な情報だけをしっかりとスピーディーに報
告する」という方針を示す一方で、
「万が一の悪い方向での可能性のある事象はできる
だけ早い段階で報告をするよう努めたい」とも述べている。政府は、事故の発生当初、
情報の確実性を十分に確認できない中、確実であると確認された情報のみを発信する
という対応に終始し、かつ官邸政治家、関係省庁及び東電の間で情報の公表方法に関
する意思疎通も不十分であった。結果として、住民の安全を守るという視点で最悪事
態への進展を想定し、これに備えた情報開示をすることはなかった。住民アンケート
調査によれば、原発周辺の 5 町であっても、3 月 12 日 5 時 44 分ごろに福島第一原
発から半径 10㎞圏内を対象にした避難指示が出た際に、事故発生を知っていた住民
は 20％にすぎなかった。
また、事故当時、政府は住民に対して、放射性物質の放出等による影響について、
「万
全を期すため」「万が一」
「直ちに影響は生じない」といった、安心感を抱かせるよう
な表現で説明した。しかし、住民の側から見ると、避難が必要だということは十分説
明されておらず、また、なぜ直ちに影響は生じないのか、という根拠も明確ではなく、
住民はさまざまな不安を持っていた。情報発信は、受け手側がどう受け止めるかを常
に念頭に置いて行われる必要があるが、今回の事故における政府の情報公表は、この
点が不十分であった。
さらに、今回の事故では、公表の要否や内容に関して一貫した判断がなされなかっ
たために、国民の不信感を招いた。国民の生命・身体の安全に関する情報は、迅速に
広く伝える必要がある。仮に不確実な情報であっても、政府の対応の判断根拠となっ
た情報は公表を検討する必要がある。また、緊急時の政府の広報体制の在り方につい
ても基本方針を決めておく必要がある。
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第４部

被害状況と被害拡大の要因
受け止められたのか、そして、適切な住民の避難及び避難生活にどれほど資することができた
のかを、住民の視点に立って検証する。

４. １

原発事故の被害状況
本事故の結果、ヨウ素換算でチェルノブイリ原発事故の約 6 分の 1 に相当するおよそ
900PBq（ペタベクレル）
の放射性物質が放出された。これにより、福島県内の 1800km2
もの広大な土地が、年間 5mSv 以上の空間線量を発する可能性のある地域になった。
住民は、自分たちがどれだけの量の放射線にさらされたかということに大きな不安
を持っているが、一人一人状況が違うため、個々人の具体的な被ばく量は明確にはわ
からない。そのため住民の具体的被ばく量は推計する以外に方法はないが、一例とし
て、福島県の県民健康管理調査において、一部の地域の住民について個々人の行動
記録から推計したデータがある。そのうち、先行調査が行われた比較的高線量地域
の 3 町村の、放射線業務従事経験者を除いた住民約 1 万 4000 人の事故後 4 カ月間の
外部被ばく積算実効線量推計の値は、平成 24（2012）年 6 月発表のデータによれば、
1mSv 未満が 57.0％、1mSv 以上 10mSv 未満が 42.3％、10mSv 以上が 0.7％であった。
総じて数値は低いが、それでも住民の不安はきわめて根強い。政府はきめ細かな調査
を徹底して継続すべきである。

４. ２

住民から見た避難指示の問題点
当委員会の調査によって、住民の多くが、避難指示が出るまで原子力発電所の事故
の存在を知らなかったことが判明した。
また、事故が発生し、被害が拡大していく過程で避難区域が何度も変更され、多く
の住民が複数回の避難を強いられる状況が発生した。この間、住民の多くは、事故の
深刻さや避難期間の見通しなどの情報を含め、的確な情報を伴った避難指示を受けて
いない。
政府の避難指示によって避難した住民は約 15 万人に達した。正確な情報を知らさ
れることなく避難指示を受けた原発周辺の住民の多くは、ほんの数日間の避難だと
思って半ば「着の身着のまま」で避難先に向かったが、そのまま長期の避難生活を送る
ことになった。
しかも、事故翌日までに避難指示は 3km 圏、10km 圏、20km 圏と繰り返し拡大さ
れ、そのたびに住民は、不安を抱えたまま長時間、移動した。その中には、後に高線
量であると判明する地域に、それと知らずに避難した住民もいた。20km 圏内の病院
や介護老人保健施設などでは、避難手段や避難先の確保に時間がかかったこともあり、
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第４部では、発災後の政府の決断、方針、施策、伝達が、住民の側からどのように見えたのか、
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3 月末までに少なくとも 60 人が亡くなるという悲劇も発生した。
また、3 月 15 日には 20 〜 30km 圏の住民に屋内退避が指示されたが、その長期化
によってライフラインがひっ迫し、
生活基盤が崩壊した。それを受けて 3 月 25 日には、

被害状況と被害拡大の要因

同圏の住民に自主避難が勧告された。政府は、住民に判断の材料となる情報をほとん
ど提供していない中、避難の判断を住民個人に丸投げしたともいえ、国民の生命、身
体の安全を預かる責任を放棄したと断じざるをえない。
さらには、30km 圏外の一部地域では、モニタリング結果や、3 月 23 日に開示さ
れた SPEEDI（緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム）の図形によって比較
的高線量の被ばくをした可能性が判明していたにもかかわらず、政府原子力災害対策
本部（以下「原災本部」という）が迅速な意思決定をできず、避難指示が約 1 カ月も遅れた。
「着の身着のまま」の避難、複数回の避難、高線量地域への避難、病院患者等避難に
困難を伴う住民への配慮に欠けた避難などにより、住民の不満は極度に高まった。
当委員会が実施した住民に対するアンケート調査においても、回答欄に加えて、余
白や裏面、封筒、さらには別紙を添付して、混乱を極めた避難の状況や現在の困窮、
将来に向けた要望が詳細に記述されており、その思いの強さが感じられた。

４. ３

政府の原子力災害対策の不備
事故前に原子力防災対策のための数々の課題が挙げられていたにもかかわらず、規
制当局による防災対策の見直しは行われず、結果としてこれらの対応の遅れが、今回
の事故対応の失敗の一因につながった。
安全委員会は平成 18（2006）年に、国際基準となっている防護措置実施の考え方を
取り入れるべく、防災指針の見直しについての検討を始めた。しかし、保安院は、国
際基準の導入がかえって住民の不安を募らせると考えた上、住民の不安がプルサーマ
ル計画推進に影響が出ることも懸念していた。保安院の懸念に対して、安全委員会は
住民の防護に役立つという説明が十分できぬまま、国際基準の導入は実質的に見送ら
れた。この防災指針の見直しは、平成 19（2007）年以降も関係者内部での勉強会など
で行われていたが、安全委員会の原子力施設等防災専門部会で見直しを本格化しよう
とした矢先に、本事故が発生した。
平成 19（2007）年の新潟県中越沖地震を契機として、複合災害を想定した原子力防
災対策の必要性が唱えられていた。これを受けて、保安院は複合災害の発生の蓋然性
は極めて低いという前提に立ちつつも、複合災害の対策を進めようとした。しかし、
国の関係機関や一部立地自治体は、複合災害対策の実施がもたらす負担の大きさ等か
ら反発し、保安院は打開策を見いだせないままに、本事故が発生した。また、複合災
害に備えた防災訓練に対しても保安院は消極的な姿勢を見せていた。
毎年実施される国の原子力総合防災訓練では、シビアアクシデントや複合災害の想
定に欠け、訓練規模拡大に伴う形骸化によって、いわば訓練のための訓練が続けられ
た。このような実践的でない訓練によっては、参加者が SPEEDI に代表される原子力
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の防災訓練が役に立たなかったことが多くの訓練参加者から指摘されている。
住民の防護対策のため、政府は緊急時対策支援システム
（ERSS）、SPEEDI を整備し
ごとの放出量（放出源情報）を予測計算し、その結果をもとに SPEEDI によって放射性
物質の拡散状況等を予測計算して、避難等の住民の防護対策を検討することが想定さ
れていた。毎年の防災訓練でも、この利用法による訓練が繰り返し行われていた。
しかし、ERSS と SPEEDI は、基本的に一定の計算モデルをもとに将来の事象の予測
計算を行うシステムであり、特に ERSS から放出源情報が得られない場合の SPEEDI
の計算結果は、それ単独で避難区域の設定の根拠とすることができる正確性はなく、
事象の進展が急速な本事故では、初動の避難指示に活用することは困難であった。原
子力防災に携わる関係者には、予測システムの限界を認識している者もいたが、事故
前に、予測システムの計算結果に依存して避難指示を行うという枠組みの見直しは実
現に至らなかった。また、予測システムの限界を補う環境放射線モニタリング網の整
備等も行われなかった。
本事故においては、ERSS から長時間にわたり放出源情報が得られなかったため、保
安院や文部科学省を含む関係機関では、SPEEDI の計算結果は活用できないと考えられ、
初動の避難指示に役立てられることはなかった。安全委員会が公表した逆推定計算の
結果は、あたかも予測計算であると誤解されたために、すみやかに公表されていれば
住民は放射線被ばくを防げたはずである、SPEEDI は本事故の初動の避難指示に有効
活用できたはずである、という誤解と混乱が生じた。
他方、緊急被ばく医療体制も、今回のような広域にわたる放射性物質の放出及び多
数の住民の被ばくを想定して策定されていなかった。具体的には、原発から初期被ば
く医療機関の距離が近すぎること、受け入れ可能人数が少ないこと、医療従事者が十
分な被ばく医療訓練を受けていないことなどを鑑みると、緊急被ばく医療機関のほと
んどが多数の住民が被ばくするような状況において想定された機能を果たせないこと
が判明した。

４. ４

放射線による健康被害の現状と今後
住民の最大の関心事のひとつが、放射線の健康への影響である。
「自分や家族がど
れほどの放射線を浴びたのか、それがどれだけ健康に影響するのか」という切実な住
民の疑問に、政府・福島県は十分に応えていない。さらに、政府・福島県の放射線の
健康影響に関する不十分で曖昧な説明は多くの住民を混乱させた。
放射線被ばくには、がんのリスクがあることが広島・長崎の原爆被爆者の疫学調査
ではわかっており、年齢や性別に配慮して体内線量のモニタリングと低減策を実施し
ていく必要性がある。その代表例が放射性ヨウ素の初期被ばくを防ぐヨウ素剤の投与
であるが、原災本部や県知事は住民に対して服用指示を適切な時間内に出すことに失
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てきた。環境放射線モニタリング指針では、ERSS によって放射性物質の核種や時間
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防災のシステムの理解を深めることなどは不可能であった。本事故においては、過去
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敗した。
少しでも住民の被ばく量を減らすためには、今後、中長期的にわたって放射性物質
によって汚染された食品の摂取を制限し、継続的な内部被ばく線量を計測することが
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必要になる。しかし、政府・福島県は放射性セシウムの内部被ばく情報の蓄積に関し
ては、依然としてほぼ無策のままである。
東電は、シビアアクシデント時における作業員の安全対策について事前に想定して
いなかった上、事故直後は作業員に対する環境放射線量の情報の提供が行われない例
や、作業員の被ばく線量管理が集団で行われる例もあるなど、対応が不十分な点もあっ
た。住民の安全を確保するには、原発作業員の被ばく対策が重要であり、今後も事故
対応における作業員の安全確保は重要となる。
他方、健康被害の要因は、放射線だけではない。チェルノブイリ原発事故後も、大
きな社会問題となったメンタルヘルスへの影響が発生している。当委員会は、住民の
心身の健康こそ第一であり、早急に対策を打つべきと考える。

４. ５

環境汚染と長期化する除染問題
いったん流出した放射性物質は、将来にわたって存在し続けることになる。政府は
それを前提として、環境汚染のモニタリングを行うべきである。チェルノブイリ原発
事故後の経緯をみると、広範囲に放出された放射性物質は、山林に長くとどまり、何
十年経っても空間線量は自然には十分に低減しない。また、放射性物質は降雨などに
よって移動し、湖沼の底質などに比較的高線量の場所が形成されやすい。政府は長期
的視野をもって、放射性物質による環境汚染への対応に迅速に取り掛かる必要がある。
現在、政府は除染を大規模に進めており、その手法は除染対象等によって大きく異
なる。除染の是非については住民の帰還や補償とも大きく関係するため、同じコミュ
ニティの住民間でも大きく意見が分かれている。
除染を行っている地域において、最も大きな課題の一つとして挙げられるのが汚染
土壌の仮置き場の確保であり、事前に市町村と住民が綿密な話し合いを持った結果、
仮置き場の設置に成功した例が複数ある。政府・自治体は形式的に法やガイドライン
の定める手続きに則って策定した除染実施計画に従うのみならず、実施計画策定や仮
置き場の選定などのプロセスにおいて、住民とのコミュニケーションに努め、住民の
判断の材料となる情報を提供した上で、住民のニーズに対応した施策を実施すること
が望まれる。
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第５部

事故当事者の組織的問題
問題点など、これまで検証してきた事象について、ガバナンスの観点から分析することで、事
故当事者である東電及び規制当局の組織上あるいは制度上の問題を明らかにし、今後の展望も
含めて検討する。

５. １

事故原因の生まれた背景
今回の事故の原因は、何度も地震・津波のリスクに警鐘が鳴らされ、対応する機会
があったにもかかわらず、東電が対策をおろそかにしてきた点にある。東電は、実際
に発生した事象については対策を検討するものの、そのほかの事象については、たと
え警鐘が鳴らされたとしても、発生可能性の科学的根拠を口実として対策を先送りし
てきた。その意味で、東電のリスクマネジメントの考え方には根本的な欠陥があった。
こうした東電の姿勢を許してきた規制当局の責任も重い。規制当局は、その力量不
足から、電事連を通じた電力業界の抵抗を抑えきれず、指導や監督をおろそかにして
きた。電事連側の提案する規制モデルを丸のみにし、訴訟上のリスクを軽減する方向
で東電と共闘する姿勢は、規制当局としての体を成しておらず、行政側に看過できな
い不作為があったものと評せざるを得ない。
例えば、耐震バックチェックは、最終報告まで至れば、地震・津波等の設計想定を
超えるリスクについても確認される予定であったが、東電は耐震バックチェックを期
限どおりに終了させず、結果として今回の事故を招いた。また、耐震バックチェック
を事業者の任意の作業とすることを許したばかりか、その早期終了を促す努力を怠っ
た保安院にも大いに問題がある。
また、海外での規制実施等を受けて、全交流電源喪失対策の指針への反映や、直流
電源の信頼性に関する検討等が行われたが、指針改訂による規制化は行われなかった。
その後、本事故に至るまで、長時間にわたる全交流電源喪失を考慮する必要はないと
の内容が変更されることはなかった。
さらに、東電及び保安院は、勉強会等を通じて、土木学会評価を上回る津波が到来
した場合に海水ポンプが機能喪失し炉心損傷に至る危険性があること、敷地高さを超
える津波が到来した場合には全電源喪失に至ること、敷地高さを超える津波が到来す
る可能性が十分低いとする根拠がないことを認識していた。東電及び保安院にとって、今
回の事故は決して「想定外」とはいえず、対策の不備について責任を免れることはできない。

５. ２

東電・電事連の
「虜」
となった規制当局
第１部で示した今回の事故の根源的原因のうち地震及び津波対策の未実施、シビア
アクシデント（SA）対策の不備については、電事連がその責任の一端を負っている。電
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第５部では、事故の原因、事前対策の不備、危機管理上の問題点、事故後の被害拡大防止策の
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事連は任意団体ではあるが電気事業者のいわば連合体であり、その意味で電気事業者
の責任も問われるべきである。
電気事業者は耐震安全性の評価に係るバックフィット、SA 対策等の規制強化につなが

事故当事者の組織的問題

る動きをかたくなに拒み続けてきた。その結果、日本では事故リスク低減に必要な規制の
導入が進まず、5 層の深層防護の思想を満たさない点で世界標準から後れを取っていた。
規制及び指針類の検討過程の実態は、安全確保に必要な規制を策定するための健全なプ
ロセスとは懸け離れたものであり、規制側も事業者側も、
「既設の炉を停止しない」という
条件を大前提に、体裁が整うような形で落としどころを探り合うというものであった。
規制側と事業者側は、過去の規制と既設炉の安全性が否定され、訴訟などによって
既設炉が停止するリスクを避けるため、両方の利害が一致するところで、
「原発は安全
がもともと確保されている」という大前提を堅持し、既設炉の安全性、過去の規制の
正当性を否定するような意見が回避、緩和、先送りできるように、主に電事連を通じて、
学界及び規制当局など各方面への働きかけを行ってきた。
当委員会では、事業者と規制当局の関係を確認するに当たり、事業者のロビー活動
に大きな役割を果たしてきた電事連を中心に調査を行った。その結果、日本の原子力
業界における電気事業者と規制当局との関係は、必要な独立性及び透明性が確保され
ることなく、まさに
「虜（とりこ）」の構造といえる状態であり、安全文化とは相いれな
い実態が明らかとなった。

５. ３

東電の組織的問題
東電は、エネルギー政策や原子力規制に強い影響力を行使しながらも、自らは矢面
に立たず、役所に責任を転嫁する黒幕のような経営を続けてきた。そのため、東電の
ガバナンスは、自律性と責任感が希薄で、官僚的であったが、その一方で、原子力技
術に関する情報の格差を武器に、電事連等を介して規制を骨抜きにする試みを続けて
きた。その背景には、東電のリスクマネジメントのゆがみを指摘することができる。
東電のリスクマネジメントは、原子力に関するリスクを検討する会議体はあるが、
それを、自然災害と併せて社会信頼の失墜や稼働率の低下に至るリスクとして扱って
おり、シビアアクシデント
（SA）に至るリスクとして扱うことはなかった。その理由と
しては、原子力の安全は原子力・立地本部ラインの中で担保するもので、経営として
管理すべきリスクとしては扱われていないが、そのことが、東電のリスクマネジメン
トのゆがみを招いた。学会等で津波に関する新しい知見が出された場合、本来ならば、
リスクの発生可能性が高まったものと理解されるはずであるが、東電の場合は、リス
クの発生可能性ではなく、リスクの経営に対する影響度が大きくなったものと理解さ
れてきた。このことは、シビアアクシデントによって周辺住民の健康等に影響を与え
ること自体をリスクとして捉えるのではなく、対策を講じたり、既設炉を停止したり、
訴訟上不利になったりすることをリスクとして捉えていたことを意味する。
原子力部門の経営が厳しくなる中で、近年
「コストカット」及び
「原発利用率の向上」

̺̺

場に対しては、
「 安全確保が最優先」と社内に号令をかけているものの、その一方で、
実態としては安全確保と経営課題との間で衝突が生じ、安全を最優先とする姿勢に問
たことなどはその象徴であって、このことが、今回の事故処理においてベントの遅れ
を招いた原因の一つになっている。
本事故発生後、東電には事故を収束させる責任があるとともに、近隣住民をはじめ、
国民及び全世界の関係者に対して、発生している事実について適時適切に公開する責任が
あった。この点、東電が行った情報公開は必ずしも十分であったとはいえず、結果として
被害拡大の遠因となったと考えられる。例えば、2 号機の格納容器圧力上昇に関わる情
報公開については 3 月 14 日 23 時 0 分に海水注入についてのプレスリリースがあったが、
実際に福島第一原発正門付近の線量上昇は同日の 19 時から 21 時ころであり、この時点
での注意喚起はなされていない。また 2 号機の圧力抑制室の異常発生についても官庁へ
の報告とプレスリリースの時期に大きなずれがあり、また深刻さを控えたものになっていた。
3 月 14 日 8 時の 3 号機の格納容器圧力の上昇に関して、保安院から、プレスリリース
公表の差し止めを指示されたため行わなかったとの東電側の記録があるが、一方で官邸側
は少なくともプレスリリースの際には官邸にも伝えるよう指示をしただけとのことであった。
東電が、官邸や監督官庁からの指示に従って行動するということ自体は、合理的で
あると考えられるかもしれない。しかしながら、近隣住民等が危険にさらされている
状況下において、情報の透明性よりも、官に対する事業者としての体面を重視してい
たことが明らかになった。

５. ４

規制当局の組織的問題
わが国の規制当局には、国民の健康と安全を最優先に考え、原子力の安全に対する
監督・統治を確固たるものにする組織的な風土も文化も欠落していた。わが国の原子力行
政にはどのような構造的欠陥があったのか、組織、法制、人材などの面にわたって徹底し
て解明を行い、反省点を見いだし、教訓をくみ取った上で将来に向けて抜本的な改革を
図ることが必要であり、それこそが失われた国民の信頼回復にとり重要と考えられる。
このためには、第一に、原子力安全が設備・施設の安全にとどまらず、住民・国民
の安全にあることを前提に全ての規制の仕組みを再構築すること、第二に新しい規制
組織の立ち上げに当たっては高い独立性、透明化を進めること、そして、専門的能力
を有し職務に責任を持った人材を採用・育成し、事業者に対する監視能力を強化する
こと、第三に、事業者と規制当局との間の
「虜」の関係を抜本的に変え、国際安全基準
に沿いわが国の安全規制体制を継続的に向上させていくという「開かれた体制」に向け
た思い切った舵の切り替えを行うこと、第四に緊急時の迅速な情報共有、意思決定、
司令塔機能の発揮に向けた効果的な一元化を図る必要がある。
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題が生じていたものと考えられる。例えば、配管計装線図の不備が長年放置されてき
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が重要な経営課題として認識されていた。そのため、原子力・立地本部や発電所の現
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第６部

法整備の必要性

法整備の必要性

第６部では、本事故の検証を踏まえ、法整備の必要性について検討する。さらに、将来にわたっ
てあるべき原子力法規制の策定、実施が担保されるために必要な体制の整備についても検討す
る。

６. １

原子力法規制の抜本的見直しの必要性
本事故では、原子力法規制を抜本的に見直す必要があることが明らかとなった。
日本の原子力法規制は、本来であれば、日本のみならず諸外国の事故に基づく教訓、
世界における関連法規・安全基準の動向や最新の技術的知見等が検討され、これらを
適切に反映した改定が行われるべきであった。しかし、その改定においては、実際に
発生した事故のみを踏まえて、対症療法的、パッチワーク的対応が重ねられてきた。
その結果、予測可能なリスクであっても過去に顕在化していなければ対策が講じられ
ず、常に想定外のリスクにさらされることとなった。また、諸外国における事故や安
全への取り組み等を真摯に受け止めて法規制を見直す姿勢にも欠けており、日本の原
子力法規制は、安全を志向する諸外国の法規制に遅れた陳腐化したものとなった。
まず、規制当局に対して、法律上、内外の事故に基づく教訓と最新の技術的知見等
を反映する法体系を不断かつ迅速に整備し、これを継続的に実行する義務を課し、そ
の履行を監視する仕組みを構築する必要がある。また、改定された新しいルールを、
既設の原子炉に遡及適用
（バックフィット）することを原則とし、それがルール改定の
抑制といった本末転倒な事態につながらないように、廃炉すべき場合と次善の策が許
される場合との線引きを明確にすることが必要である。
さらに、諸外国で取り入れられている原子力の安全に関する考え方を反映すべく、
原子力法規制の全体を通じて、原子力施設の安全確保に対する第一義的な責任は事業
者にあることが明確化されるべきである。また、事業者がかかる責任を果たすことが
できるよう、原子力災害対策特別措置法
（原災法）上、事故対応において、事業者とそ
れ以外の事故対応に当たる当事者との役割分担を明確にすることが重要である。そし
て、原子力の世界において、施設の安全確保のために最も重要な概念とされる深層防
護
（Defence in Depth）
が原子力法規制上十分に確保されることが望ましい。
上記に加え、日本の原子力法規制は、原子力利用の促進が第一義的な目的とされて
きたが、国民の生命、身体の安全を第一とする、一元的な法体系へと再構築すること
が必要である。また、原災法は、複合災害を想定し、災害対策基本法から独立した一
群の法規制として再構築される必要がある。なお、再構築にあたっては、最新の技術
的知見等の重要性から、これを踏まえた検討が行われるべきである。
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１. ３ 国際水準を無視したシビアアクシデント対策 ・・・・・・・・・・・・・ 
１. ３. １ 本事故における実効性のなさ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）設備の準備状況とその問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）体制の整備状況とその問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）手順書の整備状況とその問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）訓練、教育の準備状況とその問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５）事業者と規制当局による改善の乏しさ ・・・・・・・・・・・・・・・ 
１. ３. ２ 事業者と規制当局のなれ合いによる消極的な検討 ・・・・・・ 
１）訴訟と既存炉への影響を判断基準とした SA 対策の検討 ・・・ 
２）起因事象の想定の狭さ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）事業者の自主対策となったことによる実効性のなさ ・・・・・・ 
１. ３. ３ シビアアクシデント対策範囲の狭さと遅れ ・・・・・・・・・・・ 
１）日本における SA 対策の範囲の狭さ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）海外における SA 対策の範囲の広さ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）日本におけるシビアアクシデント対策の遅れ ・・・・・・・・・・ 
第２部

事故の進展と未解明問題の検証 ……


２. １. １ 本事故をより深く理解するために ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）原子炉と 5 重の壁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）原子炉事故、使用済み燃料プール事故 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
２. １. ２ 地震・津波による主な被害とその影響 ・・・・・・・・・・・・・・ 
１）主な被害とその影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２. １

事故の進展と総合的な検討

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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本文詳細目次

２）考察・評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


１）１〜４号機における事故の進展 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）５号機における事故回避努力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）考察・評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２. １. ４ 原子炉パラメータに基づいた放射能放出過程 ・・・・・・・・・ 
１）放射線モニターによって測定された大量の放射能 ・・・・・・・ 
２）１号機における放射能放出に至る事故経過 ・・・・・・・・・・・・ 
３）２号機における放射能放出に至る事故経過 ・・・・・・・・・・・・ 
４）３号機における放射能放出に至る事故経過 ・・・・・・・・・・・・ 
２. １. ５ ほかの原子力発電所における事故回避努力と事故リスク ・・ 
１）福島第二原子力発電所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）女川原子力発電所及び東海第二原子力発電所 ・・・・・・・・・・ 
３）小括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２. １. ６ 検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）事故対応を困難にした要因 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）原子炉事故を回避できた要因 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）事故対応をさらに困難にした可能性のある要因 ・・・・・・・・・ 
４）水平展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５）複数ユニットや近接する原子力発電所の問題点 ・・・・・・・・・ 
６）大規模災害に対する多重性、多様性、独立性の確保 ・・・・・・ 
７）自然災害等に対する適切な設計基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
８）テロ対策の観点からの問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２. ２ いくつかの未解明問題の分析または検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２. ２. １ 東北地方太平洋沖地震による福島第一原発の地震動 ・・・・・ 
１）地震の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）原子炉建屋基礎版上の揺れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）敷地基盤の地震動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）スクラム時刻とその後の長時間の激しい地震動 ・・・・・・・・・ 
５）観測記録による地震応答解析の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
６）余震 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２. ２. ２ 地震動に起因する重要機器の破損の可能性 ・・・・・・・・・・・ 
１）小破口冷却材喪失事故（SB-LOCA）について ・・・・・・・・・・・・ 
２）事故原因分析に有効な「故障の木解析」・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）１号機小破口冷却材喪失事故（SB-LOCA）の FTA ・・・・・・・・・ 
２. １. ３ 原子炉事故の進展

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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本文詳細目次

４）漏えい面積が 0.3cm2 以下の SB-LOCA は、
測定された水位や炉圧の変化からは分からない ・・・・・・・・・ 
５）通常の地震応答解析は、事故原因分析には使えない ・・・・・・ 


２. ２. ３ 津波襲来と全交流電源喪失の関係について ・・・・・・・・・・・ 
１）従前の報告書の判断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）従前の報告書の津波到達時刻の基本的誤りと実測データ ・・・ 
３）非常用交流電源喪失の原因が津波であり得る条件 ・・・・・・・ 
４）全交流電源喪失原因のさらなる検証を ・・・・・・・・・・・・・・・ 
２. ２. ４ 検証すべきさまざまな課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）１号機原子炉建屋内での出水について ・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）非常用復水器
（IC）問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）1 号機の SR 弁は作動したか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）再臨界問題並びに 4 号機の水素爆発について ・・・・・・・・・・ 
２. ２. ５ MARK Ⅰ型格納容器が抱える問題について ・・・・・・・・・・・ 
１）なぜ格納容器の圧力が設計圧力を超えたか ・・・・・・・・・・・・ 
２）水力学的動荷重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）スロッシング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
６）１号機で SB-LOCA が起きた可能性は否定できない

第３部

・・・・・・

事故対応の問題点……


３. １. １ 事故対応における東電の意思決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）事故直後の緊急時態勢と指揮命令系統 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

３. １

事業者としての東電の事故対応の問題点

２）なぜ 1 号機のベント実施は遅れ、
菅総理は福島第一原発に向かったか

・・・・・・・・・・・・・・・・


３）１号機海水注入に関する武黒フェローの不合理な指示 ・・・・ 
４）３号機海水から淡水への切り替えに関する官邸からの提言 ・ 
５）良策を打ち出せなかった水素爆発対応 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
６）海水注入の給水源確保と保安院及び官邸からの干渉 ・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・

７）２号機 SR 弁による減圧操作によって
むき出しになった燃料棒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


９）
「全面撤退」か
「一部退避」か、その真相 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
１０）後手に回った汚染水の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１１）事故対応から垣間見える東電ガバナンスの問題 ・・・・・・・・・ 
３. ２ 政府による事故対応の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
８）どうしても実施したかった 2 号機 D/W ベント
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・・・・・・・・・

本文詳細目次


１）原子力災害が発生した場合の組織体制 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）地震災害等による原子力防災体制への影響 ・・・・・・・・・・・・ 
３. ２. ２ 事故対応の要となるべき組織の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）原子力災害対策本部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）原子力災害対策本部事務局（保安院 ERC）・・・・・・・・・・・・・ 
３）原子力災害現地対策本部（オフサイトセンター）・・・・・・・・・ 
３. ２. ３ 事故対応を支援する組織の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）官邸対策室
（危機管理センター）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）原子力安全委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）文部科学省 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ２. ４ 情報共有におけるツールの活用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）政府のテレビ会議システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）東電の社内テレビ会議システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ２. ５ 意思決定プロセスの記録の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ３ 官邸が主導した事故対応の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ３. １ 官邸の初動対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）緊急事態宣言の発出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）官邸主導による事故対応体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ３. ２ 官邸による具体的な事故対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）ベント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）現地視察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）海水注入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）東電撤退問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５）統合対策本部の立ち上げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ３. ３ 官邸機能の補完 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）助言チームによる検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）参与の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）原子力委員会委員の個人的活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ３. ４ 官邸による避難区域の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）避難指示等の決定の経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）遅れた避難指示のタイミング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）根拠に乏しい避難区域の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）政府内部での連携不足 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５）オペレーションの視点の欠如 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
６）市町村への避難指示の伝達に関する配慮の欠如 ・・・・・・・・・ 
３. ２. １ 原子力災害発生時の政府の組織体制
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・・・・・・・・・・・・・・・

本文詳細目次

３. ４ 官邸及び政府
（官僚機構）の事故対応に対する評価 ・・・・・・・・・・・・ 
３. ４. １ 官邸主導の対応に関する評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）危機管理意識の不足 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）指揮命令系統の破壊 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）政府・官邸の役割に関する認識の不足 ・・・・・・・・・・・・・・・ 


５）問題の多かった政府内の情報収集・伝達体制 ・・・・・・・・・・ 
６）東電との間の意思疎通の不徹底 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
７）危機管理に必要な
「心構え」の不足 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ４. ２ 官僚機構に関する評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）政治家に対する事前の説明の不足 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）平常時の意識にとらわれた受動的な対応 ・・・・・・・・・・・・・ 
３）縦割り意識による弊害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）緊急時対応能力を持つ専門家の不足 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５）危機において持つべき使命感の不足 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ５ 福島県の事故対応の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ５. １ 福島県による初動対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）原子力災害発生時の福島県の組織体制 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）初動対応の実態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ５. ２ 住民避難における福島県の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）福島県独自の判断による避難指示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）困難を極めた避難指示の周知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ５. ３ 緊急時モニタリングにおける福島県の初動対応 ・・・・・・・・ 
１）緊急時モニタリングにおいて地方自治体が果たすべき役割 ・ 
２）十分に行えなかった初動時のデータ収集 ・・・・・・・・・・・・・ 
３. ６ 緊急時における政府の情報開示の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ６. １ 政府の公表姿勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）保安院の炉心溶融発言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）３号機の格納容器圧力上昇の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   ３）緊急時モニタリングデータ及び評価結果の公表 ・・・・・・・・・ 
４）SPEEDI データの公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５）住民への情報伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ６. ２ 公表に当たっての表現 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３. ６. ３ 政府の情報公表の方針と体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）公表の要否や伝達方法に関する方針の必要性 ・・・・・・・・・・ 
２）緊急時の政府の広報体制の在り方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）総合力発揮のための組織運営ノウハウの欠如
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第４部

被害の状況と被害拡大の要因……


１）汚染の程度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）避難者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）被ばくの実態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４. ２ 住民から見た避難指示の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４. ２. １ 遅かった事故情報の伝達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）事故を知った時刻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）事故を知った情報源 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４. ２. ２ 住民から見た避難の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）避難指示を知った時刻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）避難指示の情報源 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）避難した時刻 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）
「着の身着のまま」での避難 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５）避難区域の拡大と多段階避難 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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̺̺

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本文詳細目次


４. ４. ５ 原発作業員の被ばく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）政府による原発作業員の線量基準の引き上げ ・・・・・・・・・・ 
２）高度の被ばく被害の実態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
３）被ばく低減措置の対応

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３）不十分な原発作業員への放射線防護教育と
現場判断による放射線防護対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 


４. ４. ６ 避難の長期化によるメンタルヘルスへの影響 ・・・・・・・・・ 
１）以前から指摘されるメンタルヘルス対策の重要性 ・・・・・・・ 
２）本事故における住民への精神的影響と対策 ・・・・・・・・・・・・ 
４. ５ 環境汚染と長期化する除染問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４. ５. １ 環境汚染 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）環境における放射性物質の蓄積 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）生活圏への環境汚染の影響とその対策 ・・・・・・・・・・・・・・・ 
４. ５. ２ 除染問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）除染の目的及び政府の方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
２）汚染状況重点地域の除染における線量低減効果とその限界 ・ 
３）除染に伴う諸問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）除染以外の被ばく低減策の必要性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
５）除染特別地域の除染の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
６）除染の在り方と住民の選択権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
４）原発作業員の労働環境

第５部

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事故当事者の組織的問題……


５．
１．１ 耐震バックチェックの遅れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）保安院による耐震バックチェックの指示 ・・・・・・・・・・・・・ 
２）耐震バックチェックの中間報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５．１
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１）技術的知見等の反映とバックフィットの必要性 ・・・・・・・・・ 
２）諸外国の原子力安全に関する考え方の反映 ・・・・・・・・・・・・ 
６. １. ３ 原子力法規制の課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
１）
「国民の生命・身体の安全」を中核に据えた法体系 ・・・・・・・ 
２）不適正な安全審査指針類への依存の見直し ・・・・・・・・・・・・ 
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６. １

原子力法規制の抜本的見直しの必要性

̺̺
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凡

例

１）人物の役職・肩書きは、特に断りがない限り、当時のものである。
２）本文中で
【参考資料○○○】として参照しているものは、別冊の
【参考資料】に掲載
しているものである。
３）略語・英略語は、本文中で定義しているが、本編の
「付録１
にも、略語表・英略語表を掲載している。
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略語表・用語解説」
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➨୍ཎⓎ㸧ࡣࠊὠἼ⪏࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊᙉ࡛㛗㛫ࡢᆅ㟈ືࡶ⪏࠼ࡽࢀ
ࡿࡣಖド࡛ࡁ࡞࠸≧ែࡔࡗࡓࠋ㹼ྕᶵࡢタ⨨チྍ⏦ㄳࡀ࡞ࡉࢀࡓᖺ௦๓༙ࡣᆅ
㟈⛉Ꮫࡀᮍ⇍࡛࠶ࡾࠊᩜᆅ࿘㎶ࡢᆅ㟈άືࡣప࠸⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊཎⓎࡢ⪏㟈
タィ࠾࠸࡚Ᏻᶵ⬟ಖᣢࢆ☜ㄆࡍࡁᆅ㟈ື㸦ᦂࢀ㸧ࡢ᭱ຍ㏿ᗘࡣࢃࡎ*DO㸦*DO
ࡣຍ㏿ᗘࡢ༢㸧࡛ࠊ⪏㟈ᛶ⬟ࡣⴭࡋࡃపࡗࡓࠋ
㸦㸧ᖺࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖࡀཎᏊຊᏳጤဨ
ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡁࡃᨵゞࡉࢀࡓ㸦᪂ᣦ㔪㸧
ࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ཎᏊຊ
Ᏻ࣭ಖᏳ㝔㸦ಖᏳ㝔㸧ࡣ┤ࡕᅜࡢཎᏊຊᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ᪂ᣦ㔪↷ࡽࡋࡓ᪤タཎ
Ⓨࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯㸦⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㸧ࡢᐇࢆồࡵࡓࠋᮾி㟁ຊᰴᘧ♫㸦ᮾ㟁㸧
ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୰㛫ሗ࿌ࢆᥦฟࡋࠊ
⪏㟈タィࡢᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࢆ*DOࡋ࡚ࠊࡑࢀᑐࡋ࡚⪏㟈Ᏻᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡋࡓࠋ
ಖᏳ㝔ࡣࡇࢀࢆጇᙜࡋࡓࡀࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ⪏㟈Ᏻᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࡢࡣࠊᏳୖ㔜
せ࡞ከᩘࡢᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢ࠺ࡕࠊࢃࡎタഛࡍࡂ࡞ࡗࡓࠋ㹼ྕᶵྕᶵࡘ࠸࡚
ࡶᖹᡂ㸦㸧ᖺ୰㛫ሗ࿌ࢆᥦฟࡋࡓࡀࠊ⪏㟈Ᏻᛶࢆ☜ㄆࡋࡓタഛࡀᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ
ࡔࡗࡓࡢࡣྕᶵྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊࡇࢀ௨ᚋࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆࢇ㐍ࡵ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ᭱⤊ሗ࿌ࡢᮇ㝈ࢆ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᒆࡅ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊ♫ෆ࡛ࡣ᭱⤊ሗ࿌ᥦฟணᐃࢆᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶ᘏࡤࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽࠊホ౯ࡢィ⟬ࡢ㏵୰⤖ᯝ➼ࡽࠊ᪂ᣦ㔪㐺ྜࡍ
ࡿࡓࡵࡣከᩘࡢ⪏㟈⿵ᙉᕤࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊ㹼ྕ
ᶵࡘ࠸࡚ࡣᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈Ⓨ⏕Ⅼ࡛ࡶࡲࡗࡓࡃᕤࢆᐇࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ
ࡀࠊᮏㄪᰝࡼࡗ࡚᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊಖᏳ㝔ࡶࠊ⪏㟈⿵ᙉᕤࢆྵࡴ⪏㟈ࣂࢵࢡ
ࢳ࢙ࢵࢡࢆᛴࡄᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮾ㟁ࡢᑐᛂࡢ㐜ࢀࢆ㯲ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᮾ㟁ಖᏳ㝔ࡣࠊᮏᨾᚋࡢゎᯒ࣭ホ౯ࡼࡗ࡚ࠊྕᶵࡢᏳୖ㔜せ࡞㓄⟶ᮏయཬࡧ㓄
⟶ࢧ࣏࣮ࢺ⪏㟈Ᏻᛶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⟠ᡤࡀ࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡘ
࠸࡚ᮾ㟁ࡣࠊ⌧ᆅ࡛┠どㄪᰝࢆࡋࡓࡇࢁ᭷ព࡞ᦆയࡀ࡞ࡗࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㠀◚ቯ᳨
ᰝ➼ࡢヲ⣽ㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᆅ㟈ືࡼࡿ◚ᦆࡀ࡞ࡗࡓࡣఱࡽ⤖ㄽ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽࠊྕᶵࡼࡾࡶྂ࠸㹼ྕᶵࠊ≉タィࡀࡁࡃ␗࡞ࡿྕᶵ࡛ᆅ㟈ືࡼࡿᦆയࡀ
࡞ࡗࡓ࠺ࡘ࠸࡚ࡣఱࡶゝ࠼࡞࠸ࠋ
ࠕ➨㸰㒊㸦㸰㸰㸯㸧
࡛ࠖ㏙ࡿࡼ࠺ࠊᮾ
ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᆅ㟈ືࡣᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࢆୖᅇࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡇ
ࢁࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᆅ㟈ື⪏࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞⿵ᙉࡀࢇ⾜ࢃࢀࡎࠊ⪏㟈⬤ᙅᛶࢆᢪ
࠼ࡓࡲࡲࠊࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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㸯㸯
㸯㸯 ⚟ᓥ
ᓥ➨୍ཎⓎࡢᴫせ
⚟ᓥ
ᓥ➨୍ཎⓎࡣ
ࡣࠊᮾிࡢ
ᮾ⣙NP
NPࠊ⚟ᓥ┴ࡢ
ࡢኴᖹὒᓊࡢࡰ୰ኸ
⨨ࡋࠊྠ┴
┴ⴥ
㒆ࡢ
⇃⏫ⴥ
ⴥ⏫ࡲࡓࡀ
ࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᅗ㸯㸯㸯
㸯㸯ࠖཧ↷㸧
㸧ࠋᩜᆅ㠃✚
✚ࡣ⣙P
Pt࡛࠶
ࡿࠋ


ᅗ㸯㸯㸯㸯 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ
⚟
ࡢ⨨ᅗ㸦ྑ㸧せタࡢ
ࡢ㓄⨨ᅗ㸦ᕥ㸧ࠋ㸦ᕥ㸧ᅗࡢ
ࡢ5%ࡣཎᏊ⅔ᘓ
ᘓᒇࠊ
ࡣࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ
ᒇࠋ
7%ࡣ


ᩜᆅ
ᆅࡣࡶࡶ
ࡰᖹᆠ࡞
࡞ୣ㝠㸦ᶆ㧗
㧗㹼P㸧࡛
࡛࠶ࡾࠊ༡ᘏࡧࡿᛴᓧ
ᓧ࡞ᾏ㣗ᓴ࡛
࡛ኴᖹ
ὒⴠ
ⴠࡕ㎸ࢇ࡛࠸
࠸ࡓࠋᮏᨾ
ᨾࡢ┤๓ࡢ
Ⅼ࡛ᇶࡢἛ
Ἓ㦐Ỉᆺ㍍Ỉ⅔
⅔㸦%:5㸧ࡀ
ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ
ࡽࡣୣ
ୣ㝠ࢆ⣙PP᥀ࡾୗࡆ࡚タ
タ⨨ࡉࢀࡓࠋ㐀ᡂࡉࢀࡓ
ࡓᩜᆅ㧗ࡉࡣࠊ⇃⏫ഃࡢ
ࡢ㹼ྕᶵ࡛
࡛23
㸦ᑠྡ
ྡ ᕤᇶ
ᇶ‽㠃㸧P
Pࠊⴥ⏫ഃࡢ
ࡢࠊྕᶵ࡛
࡛23P࡛
࡛࠶ࡿࠋྛྕᶵ
ྕᶵࡶෆ㝣ഃ
ഃ㸦す
ഃ㸧
ཎᏊ⅔ᘓᒇ
ᒇ㸦5%㸧ࠊᾏ
ᾏഃ㸦ᮾഃ㸧ࢱ࣮ࣅࣥ
ࣥᘓᒇ㸦7%㸧ࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊ
ࠊཎᏊ⅔ᘓᒇ
ᒇࡣᩜ
ᆅࡽ⣙Pୗࡢ
ࡢἾᒾタ⨨ࡉ
ࡉࢀࡓ㸦࠙ཧ
ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯㸱ࠚཧ
ཧ↷㸧ࠋ
せ
せ࡞タࡢ㓄
㓄⨨ᅗࢆࠕᅗ
ᅗ㸯㸯㸯㸯
㸯ࠖ♧ࡍࠋࡲࡓࠊࠕ⾲㸯㸯㸯㸯ࠖ
ࠖࠊྛྕᶵ
ᶵࡢ
ࡋ࡚
࡚タ⨨㛵ࢃ
ࢃࡿせ┠ࢆ♧
♧ࡍࠋᇶࡢ⥲
⥲Ⓨ㟁タഛᐜ
ᐜ㔞ࡣ
N:࡛࠶ࡗ
ࡗࡓࠋྕᶵࡣ
ࡣࠊᮾ
㟁ࡗ࡚ࡣึࡵ
ࡵ࡚ࡢཎⓎ࡛
࡛࠶ࡾࠊᮏᨾ
ᨾࡢ᪥ᚋ
㐠㌿㛤ጞ
ࡽᖺࡀ⤒
⤒㐣ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡢ୰࡛




 ࢘ࣛ
ࣛࣥ⇞ᩱࡢ᰾ศ
ศ㐃㙐ᛂࢆ⥔
⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ
ࡢῶ㏿ᮦࠊཎᏊ
Ꮚ⅔ࡢ⅔ᚰࡢ⇕ࢆ
ࢆྲྀࡾฟࡍࡓࡵ
ࡵࡢ෭༷ᮦࠊ㍍Ỉ
㍍ 㸦ᬑ
㏻ࡢ
ࡢỈ㸧ࢆ⏝࠸ࡿ
ࡿⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔ࢆ
ࢆ㍍Ỉ⅔࠸࠺
࠺ࠋ⡿ᅜ࡛㛤Ⓨࡉ
ࡉࢀࡓࠋ㍍Ỉ⅔
⅔ࡢ࠺ࡕࠊ෭༷Ỉ
ỈࡀཎᏊ⅔ᅽຊ
ຊᐜჾࡢ
୰࡛
࡛Ἓ㦐ࡋࠊྲྀࡾฟࡉࢀࡓẼࡀ
ࡀ┤᥋ࢱ࣮ࣅࣥ
ࣥࢆᅇࡋ࡚Ⓨ㟁ࡍ
ࡍࡿࢱࣉࡢࡶࡢࡀἛ㦐Ỉᆺ㍍
㍍Ỉ⅔࡛࠶ࡿࠋ
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

ࡣ᭱᪂ࡢྕᶵ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᪤ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

⅔ᆺ
᱁⣡ᐜჾᙧᘧ

ྕᶵ

ྕᶵ

ྕᶵ

ྕᶵ

ྕᶵ

%:5

%:5

%:5

%:5

%:5

ྕᶵ
%:5

0$5.,

0$5.,

0$5.,

0$5.,

0$5.,

0$5.,,

㟁Ẽฟຊ㸦N:㸧













⇕ฟຊ㸦N:













ཎᏊ⅔タ⨨チྍ⏦ㄳ













ཎᏊ⅔タ⨨チྍ













╔ᕤ













⮫⏺













㐠㌿㛤ጞ













ዎ⣙⪅

*(

*(ᮾⰪ

ᮾⰪ

᪥❧

ᮾⰪ

*(ᮾⰪ

㺏㺎㺕㺡㺖㺢㺃㺒㺻㺚㺼㺤㺏

(%$6&2

(%$6&2

ᮾⰪ

᪥❧

ᮾⰪ

(%$6&2

ཎᏊ⅔⣔

*(*(76&2

*(ᮾⰪ

ᮾⰪ

᪥❧

ᮾⰪ

*(ᮾⰪ

ᅽຊᐜჾ

*(*(76&2
ᮾⰪ▼

*(*(76&2
ᮾⰪ▼

ᮾⰪ▼

᪥❧
㺨㺼㺪㺼㺘㺍㺖᪥❧

ᮾⰪ▼

*(*(76&2
ᮾⰪ▼

*(*(76&2

*(

ᮾⰪ

᪥❧

ᮾⰪ

*(

*1)-1),

*1)-1),

*1)-

1),

1),$5(9$13

1),

*(*(76&2

*(ᮾⰪ*(76&2

ᮾⰪ

᪥❧

ᮾⰪ

*(ᮾⰪ*(76&2

ࢱ࣮ࣅࣥ

*(*(76&2

*(ᮾⰪ*(76&2

ᮾⰪ

᪥❧

ᮾⰪ

*(*(76&2

ᅵᘓᕤ

㣕ᓥὒ㛫
๓⏣⇃㇂*(

⇃㇂㮵ᓥ

㮵ᓥὒ㛫
๓⏣⇃㇂

⇃㇂㮵ᓥὒ

㮵ᓥ⇃㇂㛫
๓⏣ὒ

౪ ⅔ᚰ
⤥ ⇞ᩱ
⪅
Ẽ⣔⤫

㮵ᓥ⇃㇂

ࠉྛྕᶵࡢཎᏊ⅔タ⨨㸦ኚ᭦㸧チྍ⏦ㄳ᭩ཬࡧࠗཎᏊຊᕷẸᖺ㚷࠘㸦ཎᏊຊ㈨ᩱሗᐊࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࡼࡿࠋ



⾲㸯㸯㸯㸯 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㹼ྕᶵࡢࡋ࡚タ⨨㛵ࢃࡿせ┠


㸯㸯㸰 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࡢኚ㑄
ᮏᨾ┤๓ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈ᛶ⬟ࢆ᳨ウࡍࡿᙜࡓࡾࠊᘓタᙜึ௨㝆⪏㟈タィཪࡣ⪏
㟈Ᏻᛶホ౯ࡢᇶ‽ࡀࡁࡃኚ㑄ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡃࠋ᭱ึࠊ㛵㐃ࡍࡿᇶ♏
▱㆑ࢆ⡆༢ㄝ᫂ࡍࡿࠋ

㸯㸧ཎⓎࡢ⪏㟈タィࡢᴫせ
ࠕᆅ㟈ࠖࡣᆅୗࡢᒾ┙ࡀ◚ቯࡋ࡚ᆅ㟈Ἴࢆᨺฟࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࡀࠊᆅ㟈Ἴࡀ฿㐩ࡋ࡚ᆅ㠃ࡀ
ᦂࢀࡿࡇࢆࠕᆅ㟈ືࠖࡪࠋᆅ㟈ືࡀᘓ⠏ࠊᅵᮌࠊᶵᲔ࡞ࡢᵓ㐀≀ࢆືࡉࡏࡿࠊᵓ
㐀≀ෆࡢ⮳ࡿࡇࢁ࡞ࡾᑠ࡞ࡾ᪂ࡓ࡞ኚᙧ㸦ṍࡳ㸧ࡸຊ㸦ᛂຊ㸧ࡀⓎ⏕ࡋࠊࡑࢀࡽࡀᵓ
㐀≀ࡢᙉᗘࢆ㉸࠼ࡿᦆയࡸᶵ⬟㞀ᐖࡘ࡞ࡀࡿࠋᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ᵓ㐀≀ຊࡀຍࢃࡿࡳ࡞
ࡋ࡚ࠕᆅ㟈ຊࠖ࠸࠺ゝⴥࡶࢃࢀࡿࠋ
ཎⓎࡢ⪏㟈タィࡣࠊᩜᆅᆅ┙ணࡉࢀࡿ᭱ᙉࡢᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ࡶࠊྛ✀ᵓ㐀≀Ⓨ⏕ࡍ
ࡿኚᙧࡸᛂຊࡀチᐜ⠊ᅖෆࡲࡗ࡚ࠊᨺᑕ⬟₃ฟࡢ㜵Ṇ࠸࠺Ᏻᶵ⬟ࡀᦆ࡞ࢃࢀ࡞࠸ࡼ࠺
ࠊᘓ≀ࠊᵓ⠏≀ࠊᶵჾࠊ㓄⟶⣔ࢆタィࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋኚᙧࡣࠊᆅ㟈ຊࡀ࡞ࡃ࡞ࡿඖ




 ≀యෆ㒊௵ពࡢ㠃ࢆ⪃࠼ࡓࡁࠊࡑࡢ༢㠃✚ࢆ㏻ࡋ࡚୧ഃࡢ≀య㒊ศࡀ࠸ཬࡰࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿຊࠋ㠃ᆶ
┤࡞ᡂศ㸦ᘬࡗᙇࡾ࠶࠺ሙྜᢲࡋ࠶࠺ሙྜࡀ࠶ࡿ㸧㠃ᖹ⾜࡞ᡂศ㸦ࡎࢀᛂຊࠊࡏࢇ᩿ᛂຊ㸧ศゎ࡛ࡁࡿࠋ
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ᡠࡿࠕᙎᛶኚᙧࠖࠊኚᙧࡀṧࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠕረᛶኚᙧࠖࡀ࠶ࡿࠋࢇ࡞ࡁ࡞ᆅ㟈ຊࡀຍ
ࢃࡗ࡚ࡶཎⓎタࡢ࠶ࡽࡺࡿࡶࡢࡀᙎᛶኚᙧࡢ⠊ᅖࡲࡿࡢࡀ⌮ࡔࡀࠊ⌧ᐇࡣྍ⬟࡞
ࡢ࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ௨ୖᙉ࠸ᆅ㟈ືᑐࡋ࡚ࡣࠊከᑡࡢረᛶኚᙧࢆࡋ࡚ࡶ㸦ࡘࡲࡾከᑡᦆയࡋ࡚ࡶ㸧
ྛタഛ࣭ᶵჾ➼ࡢᏳᶵ⬟ࡀಖᣢ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⪏㟈タィࡢฟⓎⅬࡣࠊᩜᆅᆅ┙ணࡉࢀࡿᆅ㟈ື㸦⪏㟈タィࡢᇶ‽ࡍࡿᆅ㟈ື㸧ࢆ㐺ษ
タᐃࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ᭱ᙉࡢᆅ㟈ືࢆࡶࡓࡽࡍᆅୗࡢᆅ㟈ࢆⓗ☜ᐃࡋࠊ
㟈※ࡽᩜᆅࡲ࡛ࡢᆅ㟈Ἴࡢఏࢆ㐺ษホ౯ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋḟࠊ㸦ཎᏊ⅔ᘓᒇࡘ
࠸࡚࠸࠼ࡤ㸧ᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ᘓᒇࡢᇶ♏ࡽୖ㝵ࡲ࡛ࡀࡢࡼ࠺ືࡍࡿࢆゎᯒࡋ㸦௨ୗ
ࠕᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࠖ࠸࠺㸧ࠊྛ㒊ࡢኚᙧࡸᛂຊࢆ⟬ฟࡍࡿࠋཎᏊ⅔ᘓᒇෆࡢᶵჾࠊ㓄⟶⣔
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡽࡀᤣ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᗋࡢືࢆࡋࡓᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࢆࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

㸰㸧ᆅ㟈ືࡢᇶᮏⓗ࡞ࡇ
࠶ࡿ୍ࡘࡢᆅ㟈ືࡣࠊኚࠊ㏿ᗘࠊຍ㏿ᗘ࠸࠺✀㢮ࡢぢ᪉࡛ᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋኚ
ࡣࠊᆅ㠃ࡀఱFPື࠸࡚࠸ࡿࡢࠊ㏿ᗘࡣࠊ⛊ᙜࡓࡾఱFPࡢ㏿ࡉ࡛ື࠸࡚࠸ࡿࡢࠊຍ㏿
ᗘࡣࠊ⛊ᙜࡓࡾఱFPVࡢ㏿ᗘኚࢆࡋ࡞ࡀࡽື࠸࡚࠸ࡿࡢࠊ࡛࠶ࡿࠋᆅ㟈ືࡣᆅ㟈ィ࡛
グ㘓ࡉࢀࡿࡀࠊ࡞⏝ㄒࡸᴫᛕ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸦㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆྵࡴ㸧ࠋ
ձ้ṔἼᙧ㸸㛫ࡶ」㞧ኚࡍࡿᆅ㟈ືࡢࢲࢢ࣒ࣛࠋᕤᏛ࡛ࡣຍ㏿ᗘ้
ṔἼᙧࡀࡼࡃฟ࡚ࡃࡿࠋ
ղ᭱ኚ㸦㏿ᗘࠊຍ㏿ᗘ㸧㸸ᦂࢀࡢ㛫ࠊࠎ้ࠎ㐪ࡗࡓ್ࢆࡿኚ㸦㏿ᗘࠊຍ㏿ᗘ㸧
ࡢ୰࡛ࠊ᭱ࡢ್ࠋᡂศࡑࢀࡒࢀ࡛ྥࡁࡀ࠶ࡿࡀ㸦༡࡞㸧ࠊ⤯ᑐ್ὀ┠ࡍࡿࠋ
ճ*DO㸸࢞ࣝㄞࡴࠋຍ㏿ᗘࡢ༢ࠋ*DO㸻⛊ᙜࡓࡾFPVࡢ㏿ᗘኚ㸦FPV㸧ࠋ
մ࿘ᮇ㸸ᆅ㟈ືࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿື⌧㇟࠾࠸࡚ࠊ୍ᦂࢀ㸦ືࡀ 㸧ࡍࡿ㛫ࠋ
յື⥅⥆㛫㸸୍ࡘࡢᆅ㟈ືࡀጞࡲࡗ࡚ࡽ⤊ࢃࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠋ
նᅛ᭷࿘ᮇ㸸࠶ࡽࡺࡿ≀యࡣࠊࡁࡉࡸ㔜ࡉࡸ๛ᛶࡼࡗ࡚ࠊ⮬⏤ᦂࢀࡿࡁࡢ࿘ᮇࡀ
Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ࿘ᮇࠋᵓ㐀≀ࡣࠊᅛ᭷࿘ᮇ➼ࡋ࠸࿘ᮇࡢᆅ㟈ືࢆཷࡅࡿᦂࢀ
ࡀⴭࡋࡃቑࡍࡿ㸦ඹ㸧ࠋ
շῶ⾶ᐃᩘ㸸ືࡀࠊఱࡽࡢᢠࡼࡗ࡚㛫ࡶῶ⾶ࡍࡿᗘྜ࠸ࢆ⾲ࡍࠋ್ࡀᑠ
ࡉࡅࢀࡤࠊ࡞࡞ῶ⾶ࡏࡎࠊࡁࡅࢀࡤ㏿ࡸῶ⾶ࡍࡿࠋ
ոᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸸୍⯡ࠊᆅ㟈ືࡣࡉࡲࡊࡲ࡞࿘ᮇࡢᦂࢀࢆྵࢇ࡛࠾ࡾࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢᅛ




 ࡇࡢࡼ࠺࡞ゎᯒᇶ࡙ࡃ⪏㟈タィἲࢆࠕືⓗ᪉ἲࠖ࠸࠺ࠋࡑࢀࡣูࠕ㟼ⓗ᪉ἲࠖ㸦୍⯡ᵓ㐀≀ࡢ⪏㟈タィἲࡢᶆ
‽ⓗᡭἲ㸧ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ㟼ⓗ᪉ἲ࡛ࡣࠊᆅ㟈ືࡀື⌧㇟࡛࠶ࡿࡇࢆ↓どࡋ࡚ࠊᆅ㟈ຊࢆ୍ᐃࡢ㟼ⓗ࡞㸦㛫౫
Ꮡࡋ࡞࠸㸧Ỉᖹຊ⨨ࡁ࠼࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ

 㛗ࡉࡢᇶᮏ༢ࡣPࡔࡀࠊᆅ㟈ືࡢሙྜࡣFPࡢ᪉ࡀ⌧ᐇⓗ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ᆅ㟈ືࡣ✵㛫ⓗࡣ୕ḟඖࡢືࡁ࡛࠶ࡿࡽࠊỈᖹᡂศ㖄┤ᡂศศゎࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࡢࡀᬑ㏻ࠋ༡㸦16㸧
᪉ྥࠊᮾす㸦(:㸧᪉ྥࠊୖୗ㸦8'㸧᪉ྥࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ

 ᆅ㟈ືࡢຍ㏿ᗘࡀᆅ㟈ຊ┤⤖ࡍࡿࡇࡽࠊ㛗ᖺ㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᭱㏆ࡣᆅ㟈ືࡢ㏿ᗘࡀᆅ㟈⿕ᐖ㛵ಀࡍ
ࡿࡇࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ཎⓎࡢሙྜࠊᏳୖ㔜せ࡞ᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢᅛ᭷࿘ᮇࡣ␎㹼⛊࡛࠶ࡿࠋ
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

᭷࿘ᮇࡢᵓ㐀≀ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡣᆅ㟈ືࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࠋ࠶ࡿᆅ㟈ືࡀࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᅛ᭷࿘
ᮇࢆᣢࡘᵓ㐀≀ࢀࡔࡅࡢᦂࢀ㸦ᛂ⟅㸧ࢆࡶࡓࡽࡍࢆ♧ࡍࡓࡵࠊᶓ㍈࿘ᮇࠊ⦪㍈
ኚ㸦㏿ᗘࠊຍ㏿ᗘ㸧ࡢ᭱ᛂ⟅್ࢆࡗࡓࢢࣛࣇࢆࠊኚ㸦㏿ᗘࠊຍ㏿ᗘ㸧ᛂ⟅ࢫ࣌
ࢡࢺࣝ࠸࠺ࠋ࡞࠾ࠊᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝ࠾࠸࡚ࡣࠊᦂࡽࡉࢀࡿഃࡢῶ⾶ᐃᩘࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ್ࡀᑠࡉࡅࢀࡤᛂ⟅್ࡀࡁࡃ࡞ࡾ㸦ᙳ㡪ࡀࡁ࠸㸧ࠊࡁࡅࢀࡤᛂ⟅್ࡀᑠࡉ
ࡃ࡞ࡿ㸦ᙳ㡪ࡀᑠࡉ࠸㸧ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸧⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈タィࡢᇶᮏⓗᯟ⤌ࡳࡢẁ㝵ࡢኚ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈タィ᪉㔪ࡢᇶᮏⓗᯟ⤌ࡳࡣࠊᘓタᙜึࢆྵࡵ࡚ࠊẁ㝵ࡁࡃኚ㑄ࡋ
࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢၥ㢟Ⅼࡣ㡰㏙ࡿࡀࠊᴫ␎ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ㹼㸦㹼㸧ᖺཎᏊ⅔タ⨨チྍ⏦ㄳࡀ࡞ࡉࢀࡓᙜࡣࠊᏳつไࡢࡓࡵ
ࡢ⪏㟈タィᇶ‽ࡀ࡞ࡃࠊᏳᶵ⬟ࡀಖᣢࡉࢀࡿࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢᆅ㟈ື㸦ᶵ⬟ಖᣢ᳨ウ⏝
ᆅ㟈ື㸧ࡣᮾ㟁ࡀ⊂⮬タᐃࡋࠊ⤒㦂⩏ⓗᑂᰝࡉࢀࡓࠋ
ḟࠊཎᏊ⅔タ⨨ࡢᏳᑂᰝ࠾ࡅࡿ⪏㟈タィ᪉㔪ࡢᑂᰝࡢࡼࡾࡇࢁࡋ࡚ࠊ㸦㸧
ᖺᏳጤဨࡀࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖ
㸦௨ୗࠕ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖ
࠸࠺㸧ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ᪤✌ാࡋ࡚࠸ࡓ㹼ྕᶵࡢ⪏㟈ᛶࡀࡇࡢᣦ㔪㐺ྜࡋ࡚
࠸ࡿ࠺ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡀᨵゞࡉࢀࠊᇶ‽ࡀ⯡ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࡇ
ࡼࡾࠊࡑࢀ↷ࡽࡋࡓ⪏㟈Ᏻᛶࡢホ౯ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ
௨ୖࡢὶࢀࡼࡗ࡚ࠊ⪏㟈タィࡢᇶ‽ࡍࡿᆅ㟈ືࡢ᭱ຍ㏿ᗘࡀࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚
ࡣࠊᘓタࡢ*DOࡽࠊ*DOࠊ*DO㧗ࡵࡽࢀࡓࡢࡔࡀࠊ᭶᪥ࡢᮏᨾࡢ┤๓
ᮏᙜ*DO⪏࠼ࡽࢀࡿᐇຊࢆഛ࠼࡚࠸ࡓࡢ࠺ࡀࠊࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ


㸯㸯㸱 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᘓタᙜึࡢ⪏㟈⬤ᙅᛶ

㸯㸧ᆅ㟈⛉ᏛࡀᮍⓎ㐩࡛ᆅ㟈࣭ᆅ㟈ືࡢᐃࡀ⏑ࡍࡂࡓ
D⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢᙜึࡢᆅ㟈ືࡢᐃ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࢆ᪂タࡍࡿࡓࡵࠊ㸦㸧ᖺ᭶᪥ᮾ㟁ࡽෆ㛶⥲⌮⮧
ࠕ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢཎᏊ⅔タ⨨チྍ⏦ㄳ᭩ࠖࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋࡑࡢῧ᭩㢮ࡣࠊᩜᆅ
㏆ࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࠕ⚟ᓥ┴࿘㎶ࡣࠊὠ㏆ࢆࡢࡒ࠸࡚ࡣࠊࢇ㢧ⴭ࡞ᆅ㟈⿕ᐖࢆ⏕
ࡌ࡚࠾ࡽࡎࠊᅜⓗぢ࡚ࡶᆅ㟈άືᛶ㸦ࢧࢫ࣑ࢩࢸ㸧ࡢప࠸ᆅᇦࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿப࠼
ࡼ࠺ࠖࠕ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᩜᆅ㏆ࡣࠊ⚟ᓥ┴ෆ࠾࠸࡚ࡶᆅ㟈άືᛶ㸦ࢧࢫ࣑ࢩࢸ㸧




 ้ṔἼᙧࡽィ⟬࡛ồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᐃࡍࡿᆅ㟈ືࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡀࢇ࡞≉ᛶࢆᣢࡘࢆࠊ
ᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡀ࠼ࡽࢀࢀࡤࠊ࠸ࡃࡘࡢ௬ᐃࢆ⨨
ࡃࡇࡼࡗ้࡚ṔἼᙧࢆィ⟬ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ

 ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࠊཎᏊຊබ㛤㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮➼୍࡛⯡බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡢప࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖࠕ⚟ᓥⓎ㟁ᡤᩜᆅ㏆࡛ࡣࠊࡘ࡚㟈ᐖࢆ⤒㦂ࡋ
ࡓࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡼࡗ࡚ࠊࠕࢡࣛࢫ$V࠾ࡼࡧࢡࣛࢫ$ࡢタィࡣࠊᇶ┙࠾ࡅࡿ᭱ຍ㏿ᗘ
J㸦ࢪ࣮㸧ࡢᆅ㟈ືᑐࡋ࡚Ᏻ࡛࠶ࡿࡼ࠺タィࡉࢀࡿࠖࠕࢡࣛࢫ$Vࡢタࡘ࠸࡚
ࡣࠊୖグࡢJࡢಸࡢຍ㏿ᗘࡢᆅ㟈ືᑐࡋ࡚ࠊᶵ⬟ࡀᦆ࡞ࢃࢀ࡞࠸ࡇࡶ☜ࡵࡿࠖ
ࡉࢀࡓࠋJࡣ*DOࠊJࡢಸ㸦㸻J㸧ࡣ*DO┦ᙜࡍࡿࠋ*DO࠸࠺
᭱ຍ㏿ᗘࡣࠊඛ⾜ࡋࡓᩔ㈡ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵࡀࠊ㸦㸧ᖺ⚟ᆅ㟈㸦࣐ࢢࢽࢳ
࣮ࣗࢻࠑ0ࠒ㸧ࢆ⪃៖ࡋ࡚᭱ຍ㏿ᗘ*DOࡢᶵ⬟ಖᣢ᳨ウ⏝ᆅ㟈ືࢆ⪃៖ࡋࡓࡢẚ
ࡿࠊ┦ᙜప࠸ࠋ༢⣧࠸࠺ࠊᩔ㈡ࡢ࠺ࡀ⚟ᓥࡢಸࡃࡽ࠸ᙉ࠸ࡇ࡞ࡿࠋ
 ௨ୖࡢᆅ㟈άືᛶ㛵ࡍࡿぢゎ⪏㟈タィࡢᇶᮏ᪉㔪ࡣࠊ㸦㸧ᖺ᭶᪥ཎ
Ꮚຊጤဨጤဨ㛗ࡽෆ㛶⥲⌮⮧ᥦฟࡉࢀࡓ⟅⏦ࡢ୰࡛ࡑࡢࡲࡲ㋃く࣭ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜࡋ࡚ࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸㠃ࡀ࠶ࡗࡓࡣ࠸࠼ࠊࡇࢀࡽࡢᐃࡣⴭࡋࡃ⏑࠸
ࡶࡢ࡛ࠊᙜึࡢ⪏㟈タィࡣ᫂ࡽ༑ศࡔࡗࡓࠋࡑ࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊᆅ㟈
ᑐ⟇ࡢ᰿ᣐࡋࡓᮾிኳᩥྎ⦅ࠗ⌮⛉ᖺ⾲ᖺᗘ࠘㸦ᆅ㟈⦅㸧㸦ࠑࠒᖺ㸧ࠊ
Ἑゅᗈࠕࢃࡀᅜ࠾ࡅࡿᆅ㟈༴㝤ᗘࡢศᕸࠖᮾிᏛᆅ㟈◊✲ᡤᙡሗᕳ㸦ࠑࠒ
ᖺ㸧ࠊ㔠Ύࠕ᪥ᮏ࠾ࡅࡿᘓ≀㟈ᐖࢆཷࡅࡓᗘᩘࡢศᕸࠖᮾிᏛᆅ㟈◊✲ᡤᙡሗ
ᕳ㸦ࠑࠒᖺ㸧࡞ࡀྂࡵࡋ࠸◊✲⤖ᯝࡔࡗࡓࡇࠊ㏆௦ⓗ࡞ᆅ㟈ほ ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡽࡢᆅ㟈άືࡀ⚟ᓥཎⓎ❧ᆅⅬ㏆࡛పㄪࡔࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࢀ࡛ࡶࠊࡑࡢᚋࡢᆅ㟈⛉ᏛࡢⓎᒎࠊᆅ㟈ほ ࢹ࣮ࢱࡢ✚ࠊ⪏㟈ᇶ‽ࡢᘬࡁୖࡆ࡞
ᛂࡌ࡚⪏㟈Ᏻᛶࡢぢ┤ࡋ⪏㟈⿵ᙉࢆ⮬Ⓨⓗ㎿㏿⾜࠼ࡤࡼࡗࡓࡢࡔࡀࠊࠕ㸯㸯
㸳࡛ࠖ㏙ࡿࡼ࠺ࠊ᭱ప㝈ࡢᨵၿࡍࡽᛰࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣉࣛࣥࢺࡢ㒊ࡼࡗ࡚
ࡣࠊࡇࡢࡁࡢ⪏㟈⬤ᙅᛶࡀᮏᨾࡲ࡛ṧᏑࡋ࡚࠸ࡓ࠸ࡍࡽ࠶ࡾࠊᚋࡉࡽ᳨ドࡍ
ࡁࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


E⌧௦ᆅ㟈Ꮫࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㏆ࡢᆅ㟈࣭ᆅ㟈ືࡢᐇ
ᆅ⌫⾲ᒙࡢᆅ㟈࣭ⅆᒣάືࡸᆅ㉁࣭ᆅᙧኚືࡢཎᅉࢆㄝ᫂ࡍࡿࠕࣉ࣮ࣞࢺࢸࢡࢺࢽࢡࢫࠖ
࠸࠺⌮ㄽࡀࠊ㸦㸧ᖺḢ⡿୍࡛ᣲᡂ❧ࡋࠊᩘᖺ௨ෆ᪥ᮏิᓥࡶᗈࡃ㐺⏝
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡼࡗ࡚ࠊᾏ㐨㹼ᮾᆅ᪉ࡢᮾ᪉Ἀࡢ༓ᓥᾏ⁁㹼᪥ᮏᾏ⁁ࡽ




 Ᏻᛶᑐࡍࡿタࡢ㔜せᗘᛂࡌ࡚$Vࠊ$ࠊ%ࠊ&ࡢࢡࣛࢫศ㢮ࡍࡿ࠸࠺㔜せᗘศ㢮ࡣࠊᙜࡍ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 J㸦ࢪ࣮㸧ࡣ㔜ຊຍ㏿ᗘ࡛*DOࠋ*᭩ࡃࡇࡀከ࠸ࡀࠊࡇࡇࡣཎᩥࡢࡲࡲ㸦*ࡣ᭷ᘬຊᐃᩘ࠸࠺ูࡢពࡶ࠶ࡿ㸧
ࠋ

ᮾ㟁⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤタ⨨チྍ⏦ㄳ᭩ᮏᩥཬࡧῧ᭩㢮

 ᪥ᮏཎᏊຊⓎ㟁ᰴᘧ♫ࡀ⚟┴ᩔ㈡ᕷタ⨨ࠋ㟁ẼฟຊN:ࠊ㸦㸧ᖺ᭶タ⨨チྍࠊ㸦㸧
ᖺ᭶㐠㌿㛤ጞࠋ

 ᓮ㡰ᙪࠕ➨,❶ධຊ㸪᩿ᒙ㸪ືⓗゎᯒ➼ࠖᓮ㡰ᙪ࣭Ώ㒊┘ಟࠗཎᏊ⅔タࡢ⪏㟈タィ࠘㸦⏘ᴗᢏ⾡ฟ∧ࠊ
ࠑࠒᖺ㸧㹼࣮࣌ࢪ

 ⛉Ꮫᢏ⾡ᗇཎᏊຊᒁࠕཎᏊຊጤဨ᭶ሗࠖ➨ᕳ➨ྕ㸦ࠑࠒᖺ㸧
KWWSZZZDHFJRMSMLFVW1&DERXWXJRNLJHSSRX9191KWPO 㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀
ぴ㸧㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ⟅⏦ูῧࡉࢀࡓཎᏊ⅔Ᏻᑓ㛛ᑂᰝ㸦ྥᆓ㝯㛗㸧ࡢᑂᰝሗ࿌୰グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

ᮾ᪥ᮏࡢୗኴᖹὒࣉ࣮ࣞࢺࡀỿࡳ㎸ࢇ࡛࠸࡚ࠊᾏ㐨Ἀ㹼୕㝣Ἀ㹼Ⲉᇛ┴Ἀ࡛0㹼ࡢ
ᆅ㟈ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋⓎ⏕ࡍࡿ࠸࠺ᆅ㟈Ⓨ⏕ㄽࡀ☜❧ࡋࡓࠋ㸦㸧ᖺ᭶㟷᳃┴ᮾ
᪉Ἀ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ༑Ἀᆅ㟈㸦0㸧ࡀࡑࡢᴫᛕ࡛⌮ゎࡉࢀࠊ㸦㸧ᖺ᭶ࡢ᰿ᐊ༙
ᓥἈᆅ㟈㸦0㸧ࡀࡇࡢ⪃࠼᪉ࡼࡗ࡚๓ண ࡉࢀࡓࠋ
୍᪉ࠊἙゅᗈࡸ㔠Ύࡢࡇࢁࡣᆅ㟈ࡢ㟈※ࡢලయⓗ࣓࣮ࢪࡀ࡞ࡗࡓࡀࠊᖺ௦༙
ࡤࠊࠕᆅ㟈※㸻㟈※᩿ᒙ㠃ࡢࡎࢀ◚ቯࠖ࠸࠺ࠕᆅ㟈ࡢ᩿ᒙᶍᆺㄽࠖࡀ☜❧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
ࣉ࣮ࣞࢺࢸࢡࢺࢽࢡࢫ⤖ࡧྜࡗ࡚ࣉ࣮ࣞࢺࡢቃ⏺࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࠕࣉ࣮ࣞࢺ㛫ᆅ㟈ࠖࡢ࣓࣮
ࢪࢆලయࡍࡿࡶࠊᖺ௦༙ࡤ௨㝆ࡣࠊᆅ㟈※ࡽᨺฟࡉࢀࡿᆅ㟈Ἴࡼࡿ≉ᐃ
ᆅⅬࡢᆅ㟈ື㸦ᦂࢀ㸧ࡢィ⟬ࡶࠊᚎࠎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᭱᪂▱ぢࡼࢀࡤࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣつᶍ࡞ࣉ࣮ࣞࢺỿࡳ㎸ࡳቃ⏺ᇦ⮫ࡳࠊ
ᆅ⌫ୖ࡛ࡶ᭷ᩘࡢᆅ㟈ᖏ⨨ࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡛࠶ࡾࠊⓎ⏕ᮇࡣูࡋ࡚ࠊ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ
ᆅ㟈ࡼࡿᆅ㟈ືࡢ᭱ຍ㏿ᗘࡀ*DOࢆᖜ㉸࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇࡣண࡛ࡁࡓ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᆅ㟈⛉Ꮫࡢഃࡽࡢ✚ᴟⓗ࡞ሗⓎಙࡀ࡞ࡃࠊཎᏊຊ㛵ಀ⪅ࡶ᭱᪂▱
ぢࢆྲྀࡾධࢀࡼ࠺ࡋ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ❧ᆅ᮲௳ࡸ⪏㟈タィࡢぢ┤ࡋࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࢀࡇࢁࠊ㸦㸧ᖺ᭶ᥦฟࡢࠕཎᏊ⅔タ⨨ኚ᭦チྍ⏦ㄳ᭩㸦ྕ⅔ቑタ㸧ࠖࡲ
࡛ࠊࡲࡗࡓࡃྠࡌෆᐜ࡛⧞ࡾ㏉ࡋ⏦ㄳࡉࢀࠊቑタࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

㸰㸧⡿ᅜ*(♫〇ཎⓎࡢࢱ࣮࣮ࣥ࢟ዎ⣙࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡣࠊ⡿ᅜ᭱ࡢ㔜㟁ᶵ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿࢮࢿ࣭࢚ࣛࣝࣞࢡࢺࣜࢵࢡ♫㸦௨
ୗࠕ*(♫ࠖ࠸࠺㸧ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ%:5ࢆࠊ╔ᕤࡽ㐠㌿㛤ጞࡲ࡛*(♫㈐௵ࢆ㈇ࢃࡏࡿࠕࢱ࣮
࣮ࣥ࢟᪉ᘧ࡛ࠖᮾ㟁ࡀዎ⣙㸦ࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ*(♫ࡀጞࡵࡓࡇࡢ
᪉ᘧࡣᅜ㝿ⓗὀ┠ࡉࢀࠊࢫ࣌ࣥࡢࢧࣥࢱ࣐࣭ࣜࢹ࣭࣮࢞ࣟࢽࣕཎⓎ㸦௨ୗࠕࢫ࣌ࣥ⅔ࠖ
࠸࠺㸧ࢆཷὀࡋ࡚࠸ࡓࠋࣄࣜࣥࢢࡼࢀࡤࠊᮾ㟁ࡀ*(♫Ỵࡵࡓࡁ࡞⌮⏤ࡣࠊࡇࢀࡽ
ࡢᐇ⦼ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢫ࣌ࣥ⅔ྠࡌタィࡢࡶࡢࢆ᥇⏝ࡍࢀࡤタィᅗࡸ〇㐀ᅗ㠃ࡀά⏝࡛ࡁ࡚
Ᏻ࠸࠸࠺⤒῭ᛶࡶ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋ
࡞࠾ࠊࠕ⾲㸯㸯㸯㸯ࠖ࠶ࡿࡼ࠺ࠊࣉࣛࣥࢺ⯡ࡢタィᴗົࡣ*(♫㛵ಀࡢ῝࠸(%$6&2
♫ࡀᢸᙜࡋࠊ⅔ᚰ㛵ಀࠊẼ⣔⤫ࠊࢱ࣮ࣅࣥ࡞ࡣ*(♫*(76&2♫ࡀᢸᙜࡋࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢ࣓࣮
࣮࢝ࡶࡢタഛࢆศᢸࡋࡓࠋ
ᮾ㟁ཎᏊຊ㛤Ⓨᮏ㒊࠾࠸࡚*(♫ࡢዎ⣙᮲௳ࡢ⟇ᐃᵝࡢ☜ᐃᙜࡓࡗࡓụடுẶ㸦ᚋ
ᮾ㟁♫㛗ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ἐ㸧ࡀグࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࡼࢀࡤࠊࢱ࣮࣮ࣥ࢟ዎ⣙ࡢ




 ࡑࡶࡑࡶ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡀ❧ᆅࡍࡿୣ㝠ᆅࡣࠊᆅ㉁ᖺ௦ࡢⱝ࠸ࠊᰂࡽ࠸ᆅᒙࡀP ௨ୖ࠶ࡾࠊࡋࡗࡾࡋࡓᇶ┙ࡣᾏ㠃
ୗP ࡶࡢ῝ࡉ࠶ࡗ࡚ࠊཎⓎᘓタࡣᮏ᮶㐺ࡉ࡞࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋᾏᢤP ࡲ࡛ୣ㝠ࢆ๐ࡗ࡚タࢆ㐀ࡗࡓࡇࡘ࠸
࡚ࡣὠἼᑐ⟇ࡢほⅬࡽᢈุࡀ࠶ࡿࡀࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢᨭᣢᒙࢆᾏ㠃ࡼࡾୗồࡵ࡚࠸ࡿࡃࡽ࠸࡛ࠊࡼࡾ㧗ᡤࡢᘓタࡣ
ྍ⬟㏆࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯㸱ࠚཧ↷㸧ࠋ

 ᮾி㟁ຊ♫ྐ⦅㞟ጤဨࠗᮾி㟁ຊ୕༑ᖺྐ࠘㸦ᮾி㟁ຊᰴᘧ♫ࠊࠑࠒᖺ㸧

 ඖᮾ㟁ᖿ㒊ࣄࣜࣥࢢ

 ụடுࠕึྕᶵࡢㄌ⏕ࠖᵻࡢᮌ࣭ᮾ㟁ཎᏊຊ⦅ࠗ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵ㐠㌿㛤ጞ࿘ᖺグᛕᩥ㞟࠘㸦ᖹ
ᡂࠑࠒᖺ㸧࣮ࠥ࣌ࢪ
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ᩥ᭩సᴗࡣཝᐦ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᚋ᪥ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢺࣛࣈࣝࡀ⏕ࡌࡓࠋࡁ࡞ၥ㢟ࡣࠊࢫ࣌ࣥ
ࡢඛ⾜⅔ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀྠᆺ࡛࠶ࢀࡤప౯᱁࠸࠺ࡇ࡛ዎ⣙ࡋࡓࡢࠊࢫ࣌ࣥ⅔ࡢᘓタࡀ
㐜ࢀ࡚ࠊ⚟ᓥྕᶵࡢ᪉ࡀඛ⾜ࡋࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋࢫ࣌ࣥࡢ⤒㦂ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡣࡎࡀࠊ࠶ࡽࡺ
ࡿࢺࣛࣈࣝࢆ⚟ᓥࡀ᭱ึ⤒㦂ࡋ࡚ᑐฎࡍࡿ⩚┠࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽ⪏㟈タィᇶ‽ࡀࢫ࣌ࣥ⏝ࡢཎタィẚ࡚ཝࡋ࠸ࡓࡵࠊᶵჾࡢ
ᨭᣢᵓ㐀≀ࡢ⿵ᙉࡀྛᡤ࡛ᚲせ࡞ࡗࡓࠋ≉᱁⣡ᐜჾࡢ୰ࡀኚ࡛ࠊࡶࡶ⊃࠸0$5.,
ᆺ᱁⣡ᐜჾ㸦ࠕ㸰㸰㸳ࠖཧ↷㸧ࡢ୰ከࡃࡢ⿵ᙉᮦࢆධࢀࡓࡓࡵࠊ✵㛫ࡢవ⿱ࡀ࡞ࡃ࡞
ࡾࠊ㐠㌿㛤ጞᚋࡢసᴗᅔ㞴ࢆ⏕ࡌࠊ↓㥏࡞㛫వィ࡞⿕ࡤࡃࡀቑࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓ
࠸࠺ࠋࡇࢀࡣࠊࡑࡢᚋࡢ⿵ಟ࣭⿵ᙉࡶၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡓ⪃࠼ࡽࢀࠊࠕ㸯㸯㸳࡛ࠖ㏙
ࡿ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㐜ࡶᙳ㡪ࢆ࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
᪥ᮏഃࡢᙜࡢ⪏㟈タィࡢᵝࡀ*(♫ࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪၟရ㐺ษ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࡢ
࠸࠺ࡇࡀࡁ࡞ၥ㢟ࡔࡀࠊụடẶࡀグࡍࡇࢁࡣࠊ*(♫ࡢタィࡣṇࡋࡃධࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ᘓタ୰ࡑࡢሙࡋࡢࡂ࡛⿵ᙉࡋࡓࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡢ㈨ᩱࡼࢀࡤࠊ㹼ྕᶵࡢ㐠㌿㛤ጞᚋࠊᑠࡉࡲࡊࡲ࡞ึᮇࢺࣛࣈࣝࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋ
ⴭ⪅ࡣࠊ*(♫ࡢ〇ရࡣ⡿ᅜ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ⏕ࡋ࡚ᨵၿࡀᅗࡽࢀࠊၟᴗࣉࣛࣥࢺࡢᇦ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡣࡎࡔ⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊࠕணእḟࡽḟࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࡓࡢࡣ㦫ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠖ㏙
࡚࠸ࡿࠋ࡞ࢺࣛࣈࣝࡋ࡚ࠊ⇞ᩱࢳࣕࣥࢿࣝ࣎ࢵࢡࢫࡢᦆയࠊ⇞ᩱ◚ᦆࠊ㓄⟶ࡢᛂຊ⭉㣗
ࢀ㸦6&&㸧࡞ࡀ࠶ࡾࠊண ࡛ࡁ࡞ࡗࡓపࢧࢡࣝ⇕⑂ປ◚ቯ㸦㹼ྕᶵࡢཎᏊ⅔⤥Ỉࣀࢬ
ࣝ୪ࡧไᚚᲬ㥑ືỈᡠࡾࣀࢬࣝ㸧㛵ࡋ࡚ࡣタィኚ᭦ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓࠋ6&&ࡣ⌧ᅾࡲ࡛ၥ
㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸯㸴ࠚཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊ0$5.Ϩᆺ᱁⣡ᐜჾࡀ῝้࡞ၥ㢟ࢆᢪ
࠼࡚࠸ࡓࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸰㸰㸳࡛ࠖ㏙ࡿࠋ
ཎⓎ㛵ࡍࡿ᪥ᮏࡢ⮬ⓗ࡞ᢏ⾡ࡀࢇⓙ↓࡞୰࡛*(♫〇ရࢆࡈᑟධࡋࡓࡇ
ࡀࠊࡑࡢᚋᨵಟࢆ㔜ࡡࡓࡣ࠸࠼ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛ᮏᨾ┤๓ࡢ⪏㟈⬤ᙅᛶࡋ࡚ᑿࢆ
ᘬ࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᚋࡢࡁ࡞᳨ウㄢ㢟ࡢ୍ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


㸯㸯㸲 ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢไᐃ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
㸯㸧ᣦ㔪ࣂࢵࢡࣇࢵࢺࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
㸦㸧ᖺ᭶බᕸࡉࢀࡓࠕ᰾ཎᩱ≀㉁ࠊ᰾⇞ᩱ≀㉁ཬࡧཎᏊ⅔ࡢつไ㛵ࡍࡿἲ
ᚊࠖ㸦௨ୗࠕཎᏊ⅔➼つไἲࠖ࠸࠺㸧ࡼࡾࠊᐇ⏝Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔ࡢ᪂࣭ቑタࡣෆ㛶⥲⌮⮧
㸦ࠑࠒᖺࡽ㏻ၟ⏘ᴗ⮧ࠊᖹᡂࠑࠒᖺࡽ⤒῭⏘ᴗ⮧㸧ࡢチྍࢆཷࡅ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㹼ྕᶵࡢタ⨨ࡀチྍࡉࢀࡓᙜࡣࠊᏳᑂᰝࡢ࢞ࢻࣛ




 ㇏⏣ṇᩄࠗཎᏊຊⓎ㟁ࡢṔྐᒎᮃ࠘㸦ᮾிᅗ᭩ฟ∧ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠊཬࡧ㇏⏣ṇᩄࠕ⚟ᓥྕᶵࡢᛮ࠸
ฟࠖᵻࡢᮌ࣭ᮾ㟁ཎᏊຊ⦅ࠗ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵ㐠㌿㛤ጞ࿘ᖺグᛕᩥ㞟࠘㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
࣮ࠥ࣌ࢪ

0$5., ᆺ᱁⣡ᐜჾࡢ୰ከࡃࡢ⿵ᙉᮦࢆධࢀࡓࡇࡀࠊࡑࡢᚋࡢ⿵ಟ࣭⿵ᙉࡸ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᙳ㡪
ࢆཬࡰࡋࡓࡢ࠺ࠊࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢᢏ⾡ࡀࢇ࡞࠸≧ែ࡛ࢱ࣮࣮ࣥ࢟ዎ⣙ࡼࡗ࡚ཎⓎࢆᑟධࡋࡓࡇ
ࡀࠊࡑࡢᚋࡢ⪏㟈⬤ᙅᛶ࠺㛵㐃ࡋࡓࡢࠊࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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ࣥ࡞ࡿࡼ࠺࡞ᇶ‽➼ࡣࢇᡂᩥࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋᏳᑂᰝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ⪏㟈タィ᪉
㔪ࡢጇᙜᛶࡢホ౯ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛ࠊಶูࡢ⤒㦂⩏ⓗ࡞ᑂᰝጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸦㸧ᖺࡼ࠺ࡸࡃᚋ㏙ࡢ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡀไᐃࡉࢀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡣࡑ
ࢀࡀᨵゞࡉࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢỴᐃ๓タ⨨チྍࡉࢀࡓཎⓎᑐࡋ࡚ࡉࡢࡰࡗ࡚㐺⏝ࡍࡿ
㸦ࠕࣂࢵࢡࣇࢵࢺࠖ࠸ࢃࢀࡿ㸧ἲⓗ⤌ࡳࡣఱࡶ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ୍ᛂࡣࠊ᪤タཎⓎࡀ
᪂ࡓ࡞ᣦ㔪↷ࡽࡋ࡚ࡶᏳ࠺ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ㸦ࠕ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࠖ࠸ࢃࢀࡿ㸧
ࡀつไᙜᒁࡽ㟁ຊᴗ⪅ồࡵࡽࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒ➼ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞ᣦ㔪㐺ྜࡋ
࡞࠸ุ᫂ࡍࡿタഛࡀ࠶ࡾᚓࡿࢃࡅࡔࡀࠊࡑࡢሙྜࡣᴗ⪅ࡀ⮬ⓗ⿵ᙉᕤࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛
ゎᯒࢆࡸࡾ࡞࠾ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᣦ㔪ࢆࢡࣜࡋ࡚࠸ࡿࡋ࡚ࠕ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࠖሗ࿌ࢆࡍࡿࡢ
ࡀ㏻࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸧㸦㸧ᖺࡢᪧ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢไᐃࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
ཎᏊຊጤဨࡣࠊ㸦㸧ᖺ᭶ࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖ
ࢆไᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⩣᭶ᏳጤဨࡀⓎ㊊ࡋࠊ㸦㸧ᖺ᭶Ᏻጤဨࡀࠊᘓ⠏ᇶ
‽ἲࡢᨵṇࢆྲྀࡾධࢀ࡚ࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ྠᣦ㔪ࢆỴᐃࡋࡓ㸦௨ୗࠕᪧᣦ㔪ࠖ࠸࠺㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ
ཎⓎࡢ᪂࣭ቑタࡢᏳᑂᰝࡢ㝿⪏㟈タィ᪉㔪ࡢጇᙜᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᪧᣦ㔪ࡢ࡞ෆᐜࢆࠕ⾲㸯㸯㸲㸯ࠖ♧ࡍࠋࡑࡇ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ⪏㟈タィ⏝ࡢᆅ㟈ືࡣࠊ
ゎᨺᇶ┙⾲㠃࠾࠸࡚✀㢮㸦ᇶ‽ᆅ㟈ື66㸧⟇ᐃࡍࡿࡇࡋࡓࠋࡉࡽࠊ⪏㟈㔜せᗘ
ศ㢮ࢆᐃࡵࠊ$ࢡࣛࢫࡢタࡣ6ᑐࡋ࡚ᙎᛶ⠊ᅖෆࡲࡿࡇࠊ$Vࢡࣛࢫࡢタࡣ6୍࡛
㒊ረᛶᇦධࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡀᏳᶵ⬟ࢆಖᣢࡍࡿࡇࢆせồࡋࡓࠋ
ᪧᣦ㔪Ỵᐃࡽᖺࡶࡓࡗࡓᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇබ┈ᴗ㒊㸦ᙜ㸧ࡣࠊ
㟁㐃ࢆ㏻ࡌ࡚ཎⓎᴗ⪅ᑐࡋࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇࡋ࡚⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ
ࡇࢀᑐࡋ࡚ᮾ㟁ࡣࠊᖺ㐜ࢀࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊ㹼ྕᶵࡢࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ࠕ⪏㟈
ᛶホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩ࠖࢆᥦฟࡋࡓࠋ୍᪉࡛ᮾ㟁ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶チྍࡉࢀࡓู௳ࡢタ
⨨ኚ᭦チྍ⏦ㄳࡢ୰࡛ࠊᪧᣦ㔪ᚑࡗ࡚ᇶ‽ᆅ㟈ືࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠊ6'ࡀ᭱ຍ㏿ᗘ
*DOࠊ6'ࡀ᭱ຍ㏿ᗘ*DOࠊ61ࡀ᭱ຍ㏿ᗘ*DO࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸦ࠕ⾲㸯㸯㸲㸰ࠖ
࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸯㸲㸯ࠚཧ↷㸧ࠋ




 Ⓨ㟁ᡤᩜᆅࡢᆅୗࡢᇶ┙㠃ୖ⾲ᒙࡸᵓ㐀≀ࡀ࡞࠸௬ᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᇶ┙㠃ⴭࡋ࠸㧗పᕪࡀ࡞ࡃࠊࡰỈᖹ
࡛࠶ࡗ࡚┦ᙜ࡞ᗈࡀࡾࡢ࠶ࡿ⾲㠃ࢆ࠸࠺ࠋࡇࡇ࡛ࠕᇶ┙ࠖࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ➨୕⣖ᒙཬࡧࡑࢀ௨๓ࡢሀ∼࡞ᒾ┙࡛
࠶ࡗ࡚ࠊⴭࡋ࠸㢼ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆᣦࡍࠋ

 ᮾ㟁㈨ᩱ
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ࠕ⪏㟈ᛶホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩࡛ࠖࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢྛྕᶵࡶࠊձ6ࡼࡾồࡵࡓᶍᨃᆅ㟈Ἴࢆ
ධຊࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿⲴ㔜ཪࡣᛂຊࢆィ⟬ࡋࡓ⤖ᯝࠊᏳవ⿱ࡀ࠶ࡿࡢ࡛⪏㟈Ᏻᛶࡣ☜ಖࡉࢀࡿࠊ
ղ6ࡼࡾồࡵࡓᶍᨃᆅ㟈Ἴࢆධຊࡋ᳨࡚ウࡋࡓ⤖ᯝࠊタࡢᏳᶵ⬟ࡣ⥔ᣢࡉࢀࡿࠊࡉࢀࡓࠋ
ࡋࡋྛྕᶵࡶࠊ㔜せ࡞㓄⟶ࡢホ౯Ⅼࡢ࠺ࡕࠊⓎ⏕ᛂຊ್ࡢチᐜ್ᑐࡍࡿྜࡀࢆ㉸
࠼ࡿࡼ࠺࡞Ⅼࡀ」ᩘᏑᅾࡋࠊ⣙௨ୖࡢ⟠ᡤࡶ࠶ࡗࡓࠋᇶ‽ᆅ㟈ືࡀࡶࡗࡁࡃ࡞ࡗࡓሙ
ྜㄢ㢟ࢆᢞࡆࡅࡿ⤖ᯝ࠸࠼ࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸯㸲㸰ࠚཧ↷㸧ࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢࡁ㝈ࡗࡓࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⪏㟈ᛶࡢホ౯⏝࠸ࡽࢀࡿゎᯒࢥ࣮ࢻࡢಙ㢗ᛶࡀ
㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋཎᏊຊᕤᏛヨ㦂ࢭࣥࢱ࣮ከᗘὠᕤᏛヨ㦂ᡤࡢᆺ㧗ᛶ⬟ືྎタഛ࡛
㸦㸧ᖺᐇࡉࢀࡓࠊཎᏊ⅔ᚠ⎔⣔ࡢຍヨ㦂ࡼࡿゎᯒࢥ࣮ࢻࡢ᳨ドࡼࢀࡤࠊ
㓄⟶⣔ᨭᣢࡉࢀࡓ㔜࠸ᚠ⎔࣏ࣥࣉࡢືࡁࡢࣔࢹࣝࡀ㞴ࡋࡃࠊゎᯒࢥ࣮ࢻࡢண ᛶ⬟ಙ
㢗ᛶࡣ༑ศࡣ࠸࠼࡞ࡗࡓࡉࢀࡿࠋ




⾲㸯㸯㸲㸰 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈タィࡢᇶ‽ࡉࢀࡓᆅ㟈ືࡢኚ㑄
ͤᶵ⬟ಖᣢ᳨ウ⏝ᆅ㟈ືࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6ࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡘ࠸࡚ࠊỈᖹືࢆ♧ࡍࠋ


㸯㸯㸳 ᨵゞ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᑐࡍࡿࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ⮴ⓗ࡞ഛ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶Ᏻጤဨࡀᪧᣦ㔪ࢆᨵゞࡋࠊಖᏳ㝔ࡀᅜࡢཎᏊຊᴗ⪅ᑐࡋ




 ᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺ࡛ࣝ࠼ࡽࢀࡓᆅ㟈ືࡢ≉ᛶࢆ‶ࡓࡍࡼ࠺ࠊ࠸ࡃࡘࡢ௬ᐃࡢࡶᩘᏛⓗసᡂࡉࢀࡓ้Ṕ
Ἴᙧࡢࡇࠋ

 ㈈ᅋἲேཎᏊຊᕤᏛヨ㦂ࢭࣥࢱ࣮࣭㈈ᅋἲேⓎ㟁タഛᢏ⾡᳨ᰝ༠ࠕཎᏊຊⓎ㟁タ⪏㟈ಙ㢗ᛶᐇドヨ㦂ࠖཎᏊຊⓎ㟁
タಙ㢗ᛶᐇドヨ㦂ࡢ⌧≧㸦ࠑࠒᖺ㸧㹼 ࣮࣌ࢪ

- 69 -

࡚ࠊᨵゞᣦ㔪↷ࡽࡋࡓ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᐇࢆồࡵࡓࠋࡋࡋᮾ㟁ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ
⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆࠊᮏᨾ┤๓ࡢⅬ࡛ࢃࡎࡋᐇࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊᨵゞᣦ
㔪ࡢせồࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸ᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡀከᩘ࠶ࡿࡇࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ⪏㟈⿵ᙉᕤࢆ
ࢇ⾜ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆᛴࡄᚲせᛶࡘ࠸࡚ࠊᮾ㟁ࡶಖᏳ㝔ࡶㄆ㆑ࡋ࡚
࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊᮾ㟁ࡣ᭱⤊ሗ࿌ᥦฟணᐃࢆᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡋ࡚࠾ࡾࠊ୍᪉ಖᏳ
㝔ࡣᮾ㟁ࡢᑐᛂࡢ㐜ࢀࢆ㯲ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕ㸰㸰㸯࡛ࠖ㏙ࡿࡼ࠺ࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᆅ㟈ືࡣࠊຍ㏿
ᗘࣞ࣋ࣝື⥅⥆㛫࠾࠸࡚ࠊᨵゞᣦ㔪ᚑࡗ࡚⟇ᐃࡋࡓᆅ㟈ືࢆୖᅇࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᆅ㟈ື⪏࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞⿵ᙉࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲࠊᮏᆅ㟈ࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓࢃ
ࡅ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡇࡢၥ㢟ࢆ㏙ࡿࠋ


㸯㸧ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ㜰⚄㺃ῐ㊰㟈⅏ࡼࡗ࡚ࠊ⪏㟈ᕤᏛᑐࡍࡿᅜẸࡢಙឤࡀ୍
ᣲ㧗ࡲࡾࠊཎⓎࡶᆅ㟈࡛ᦆയࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᏳࡀቑࡋࡓࠋࡲࡓࠊཎⓎ㛵ᚰࢆ
ᣢࡘேࠎࡢ㛫࡛ࡣࠊᪧᣦ㔪ࡣᆅ㟈⛉Ꮫࡢ᭱᪂▱ぢࡽࡳ࡚ྂࡍࡂࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ၥࡀ
࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡀ㢧ᅾࡋࡓࠋᏳጤဨࡣᪧᣦ㔪ࡢᨵゞ࡞࡞╔ᡭࡋ࡞ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉㸦௨ୗࠕศ⛉ࠖ࠸࠺㸧ࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊࡼ࠺ࡸࡃᨵゞ
సᴗࢆጞࡵࡓࠋㄪᰝᑂ㆟ࡣᖺ௨ୖࢆせࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥᪂ࡓ࡞ࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔
タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖ
㸦௨ୗࠕ᪂ᣦ㔪ࠖ࠸࠺㸧ࡀᏳጤဨ࡛ṇᘧỴᐃࡉࢀࡓࠋ
࡞࠾ࠊ௨ୖࡣᚑ᮶࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓᣦ㔪ᨵゞࡢ⤒⦋࡛࠶ࡿࡀࠊᮏㄪᰝࡀ᫂ࡽࡋࡓࡇࢁࡼࢀ
ࡤࠊศ⛉ࡢタ⨨௨๓ࡶ௨ᚋࡶࠊ㟁㐃ࠊಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࡀ༠ാࡋ࡚ࠊ㠀බ
㛤ࡢሙ࡛ᐇ㉁ⓗ᪂ᣦ㔪ࡀᙧ࡙ࡃࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᐇࡣࠕ㸳㸰㸯࡛ࠖヲ㏙ࡍࡿࠋ
᪂ᣦ㔪ࡢ࡞ෆᐜࢆࠊᪧᣦ㔪ࡢẚ㍑ࡢᙧ࡛ࠕ⾲㸯㸯㸲㸯ࠖ♧ࡍࠋ᪂ᣦ㔪ࡀᪧᣦ㔪
ࡽࡁࡃኚࢃࡗࡓⅬࡣࠊᇶ‽ᆅ㟈ື㸦66ࢆ6V୍ᮏࠊ᳨ウ⏝ᆅ㟈ࠊᆅ㟈ືホ౯ᡭἲ࡞㸧ࠊ
ά᩿ᒙࡢホ౯ᮇ㛫㸦㐣ཤᖺ㛫ࡽ㹼ᖺ㛫㸧ࠊ㖄┤᪉ྥࡢᆅ㟈ື㸦ୖୗື㸧ࡢಶ
ูホ౯ࠊ⪏㟈㔜せᗘศ㢮㸦$ࢡࣛࢫࢆ$Vࢡࣛࢫ⤫ྜࡋ࡚6ࢡࣛࢫࡍࡿ㸧ࠊᆅ㟈㝶క㇟㸦࿘
㎶ᩳ㠃ᔂቯ➼ࠊὠἼ㸧ࡢ᫂グࠊ࡞࡛࠶ࡿࠋ㔜せᗘศ㢮6ࢡࣛࢫࡢタࡣࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡼ
ࡿᆅ㟈ຊᑐࡋ࡚Ᏻᶵ⬟ࡀಖᣢ࡛ࡁࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ6Vࡼࡾ୍ᐃ⛬ᗘప࠸ᙎ
ᛶタィ⏝ᆅ㟈ື6Gࡶᑟධࡉࢀࡓࠋ
ᪧᣦ㔪ࡢࠊ0┤ୗᆅ㟈ࢆᐃࡋࡓᇶ‽ᆅ㟈ື61௦ࢃࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ᪂ᣦ㔪࡛ࡣࠕ㟈※
ࢆ≉ᐃࡏࡎ⟇ᐃࡍࡿᆅ㟈ືࠖࡀᑟධࡉࢀࠊᇶ‽ࡀཝࡋࡃ࡞ࡗࡓࡼ࠺࠸ࢃࢀࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣ0
⛬ᗘࡲ࡛ࢆ⪃៖ࡋࡓࡍࡂ࡞࠸ࠋ᭱ຍ㏿ᗘࡣ*DO⛬ᗘࡋ࡞ࡽࡎࠊᪧᣦ㔪ࡀᖜᙉ
ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ㡯ࡸά᩿ᒙࡢホ౯ᮇ㛫࡞ࡣࠊ᪤ᏑཎⓎᙳ㡪ࡀཬࡤ࡞࠸ࡼ࠺
ᴗ⪅ഃࡀ㠀ᖖẼࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡛࠶ࡾࠊࠕ㸳㸰㸯࡛ࠖ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ㟁㐃ࡀ




 ⌧ᐇࡣࠊ
ࠕ㟈※ࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠖᖹᡂ㸦㸧ᖺ㫽ྲྀ┴す㒊ᆅ㟈㸦0㸧ࡀ㉳ࡁ࡚࠾ࡾࠊ㟈※ᇦ㏆ഐࡢᆅ୰࡛*DO
ࡢ᭱ຍ㏿ᗘࡀほ ࡉࢀࡓࠋ
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≉ᐃࡢጤဨࢆ㏻ࡌ࡚ศ⛉ᙳ㡪ຊࢆ⾜ࡋࡓࠋά᩿ᒙࡣᛮᝨ࠾ࡾࡣ࠸࡞ࡗࡓࡀࠊ
ࠕ㟈
※ࢆ≉ᐃࡏࡎ⟇ᐃࡍࡿᆅ㟈ືࠖࡢၥ㢟ࡣࠊࠕ㸳㸰㸯ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㟁㐃ࡢᕼᮃ࠾ࡾ
࡞ࡗࡓࠋ

㸰㸧ಖᏳ㝔ࡼࡿ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ♧ࠊᮾ㟁ࡢ୰㛫ሗ࿌ࠊࡑࡢ᳨ウ࣭ᑂ㆟
Ᏻጤဨࡼࡿ᪂ᣦ㔪Ỵᐃࡢ⩣᪥ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊಖᏳ㝔ࡣࠊཎᏊຊᴗ
⪅ᑐࡋࠊ✌ാ୰ཪࡣᘓタ୰ࡢⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ➼ࡘ࠸࡚ࡢ᪂ᣦ㔪↷ࡽࡋࡓ⪏㟈Ᏻᛶホ
౯㸦௨ୗࠕ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࠖ࠸࠺㸧ࡢᐇࠊࡑࡢࡓࡵࡢᐇィ⏬ࡢసᡂࢆồࡵࡓࠋࡇ
ࡢࡁಖᏳ㝔ࡣࠊ
ࠕࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ࣮ࣝࣝࠖ
㸦⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠊホ౯ᡭἲࠊ
☜ㄆᇶ‽㸧ࡢ⟇ᐃࡶ⾜ࡗࡓࠋ
ࡉࡽಖᏳ㝔ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥Ⓨ⏕ࡋࡓ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈㸦0㸧ࢆཷࡅ࡚ࠊ
ྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ᮇࡘ☜ᐇホ౯ࢆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊཎᏊຊᴗ⪅ᐇィ⏬ࡢぢ┤ࡋࢆᣦ♧ࡋ
ࡓࠋࡲࡓྠᖺ᭶᪥ࡣࠊ୰㉺Ἀᆅ㟈ࡢ▱ぢࢆ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᫎࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ

ࡇࢀࡽᑐࡋ࡚ᮾ㟁ࡣࠊྠᖺ᭶᪥⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᐇィ⏬ࡢぢ┤ࡋ⤖ᯝ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࢆሗ࿌ࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥⚟ᓥ➨୍ཎⓎ
ྕᶵཬࡧ⚟ᓥ➨ཎⓎྕᶵಀࡿ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୰㛫ሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡉࡽࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶᪥⚟ᓥ➨ཎⓎ㹼ྕᶵಀࡿ୰㛫ሗ࿌᭩ࢆࠊྠᖺ᭶᪥⚟ᓥ➨୍ཎ
Ⓨ㹼ྕᶵཬࡧྕᶵಀࡿ୰㛫ሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋࡓࠋ
ಖᏳ㝔ࡣࠊࠕ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㒊⪏㟈࣭ᵓ㐀タィᑠጤဨࠖࡢ
ୗタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᆅ㟈࣭ὠἼ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖཬࡧࠕᆅ㉁࣭ᆅ┙࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖ
ࡼࡿࠕྜྠ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖ୪ࡧࠕᵓ㐀࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖ」ᩘࡢࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉ
ࢆタ⨨ࡋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵཬࡧ⚟ᓥ➨ཎⓎྕᶵࡘ࠸࡚ࡣࠕྜྠ$ࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉࠖཬࡧ
ࠕᵓ㐀$ࢧࣈࢢ࣮ࣝࣉࠖ࠾࠸࡚ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୰㛫ሗ࿌᭩ࡢጇᙜᛶࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊಖᏳ㝔ࡋ࡚ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵಀࢃࡿホ౯⤖ᯝ


ࡀྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࡓࠋ


㸱㸧ᮾ㟁ࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୰㛫ሗ࿌ᑐࡍࡿಖᏳ㝔ࡢホ౯
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᮾ㟁ࡢ୰㛫ሗ࿌ᑐࡍࡿಖᏳ㝔ࡢホ౯ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

Dᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡘ࠸࡚
ᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡢ⟇ᐃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᚲせ࡞ᆅ㉁࣭ᆅᙧ࣭ά᩿ᒙ➼ࡢㄪᰝࡀᐇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ




 ▼ᶫඞᙪࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞࡢㅖၥ㢟㸦➨ ᅇ㸧㸫ᇶ‽ᆅ㟈ືࢆ⪃࠼ࡿ㸦㸧࠾ࡼࡧ ᖺ᪂₲┴
୰㉺Ἀᆅ㟈ࠖࠗ⛉Ꮫ࠘ ᕳ ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧㹼 ࣮࣌ࢪ

 ಖᏳ㝔ࠕ⪏㟈Ᏻᛶホ౯㸦⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㸧ࡢᐇィ⏬ࡢぢ┤ࡋ㛵ࡍࡿ㟁ຊ♫➼ࡽࡢሗ࿌ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 ಖᏳ㝔ࠕ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞక࠺ᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸳ྕᶵ⪏㟈Ᏻᛶಀࡿ୰㛫ሗ
࿌ࡢホ౯ࡘ࠸࡚ࠖᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥KWWSZZZQLVDPHWLJRMSVKLQJLNDLILOHVSGI
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ࠕ㟈※ࢆ≉ᐃࡋ࡚⟇ᐃࡍࡿᆅ㟈ືࠖࡋ࡚ࠊⴥ᩿ᒙࡼࡿᆅ㟈㸦㛗ࡉNPࠊ0㸹ෆ㝣
ᆅẆෆᆅ㟈㸧ࠊሷᒇᓮἈࡢᆅ㟈㸦0ཬࡧ0㸹ࣉ࣮ࣞࢺ㛫ᆅ㟈㸧୪ࡧᐃᩜᆅୗ᪉ࡢᆅ
㟈㸦0㸹ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺෆᆅ㟈㸧ࢆ᳨ウ⏝ᆅ㟈ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣጇᙜࡉࢀࡓࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࡢ㟈※ࣔࢹࣝ☜ࡉࡢ⪃៖ࠊࡉࡽᆅ㟈ືホ౯ᡭἲࡶጇᙜ࡛
࠶ࡾࠊෆ㝣ᆅẆෆᆅ㟈ࣉ࣮ࣞࢺ㛫ᆅ㟈ࡢホ౯⤖ᯝࢆໟ⤡ࡉࡏࡓタィ⏝ᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᇶ
‽ᆅ㟈ື6Vࡋࠊᾏὒࣉ࣮ࣞࢺෆᆅ㟈ࡢホ౯⤖ᯝࢆໟ⤡ࡉࡏࡓタィ⏝ᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᇶ
‽ᆅ㟈ື6Vࡋࠊࡉࡽࠕ㟈※ࢆ≉ᐃࡏࡎ⟇ᐃࡍࡿᆅ㟈ືࠖࡼࡿタィ⏝ᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝ
ࢆᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡋ࡚タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶጇᙜ࡞ࡶࡢุ᩿ࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇࡽࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6V㸦Ỉᖹᡂศ6V+ࡢ᭱ຍ㏿ᗘ*DO㸧ࠊ6V㸦Ỉᖹᡂ
ศ6V+ࡢ᭱ຍ㏿ᗘ*DO㸧ཬࡧ6V㸦Ỉᖹᡂศ6V+ࡢ᭱ຍ㏿ᗘ*DO㸧ࡣጇᙜ࡞ࡶ
ࡢ⤖ㄽࡉࢀࡓ㸦ࠕ⾲㸯㸯㸲㸰ࠖཧ↷㸧ࠋ

Eタࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࡘ࠸࡚
ᘓ≀࣭ᵓ⠏≀ཬࡧᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ⪏㟈Ᏻ
ᛶホ౯⏝࠸ࡽࢀࡓᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࣔࢹࣝཬࡧධຊᆅ㟈ືࡢホ౯ࡣጇᙜ࡞ࡶࡢࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࠊ6Vཬࡧ6Vࡼࡿᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࡢ⤖ᯝࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ⪏㟈ቨࡢࡏࢇ
᩿ࡦࡎࡳࡢ್᭱ࡣホ౯ᇶ‽್௨ෆ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡀ☜
ಖࡉࢀࡿࡶࡢุ᩿ࡉࢀࡓࠋ
⪏㟈Ᏻୖ㔜せ࡞ᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢᵓ㐀ᙉᗘホ౯⏝࠸ࡽࢀࡓᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒᡭἲࠊᛂຊホ౯
ᡭἲࠊᗋᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢᣑᖜࠊỈᖹ࣭㖄┤᪉ྥࡢᆅ㟈ຊࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ᪉ἲࠊῶ⾶ᐃᩘཬࡧ
ホ౯ᇶ‽್ࠊࡲࡓไᚚᲬᤄධᛶ㛵ࡍࡿホ౯⏝࠸ࡽࢀࡓᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒᡭἲࠊῶ⾶ᐃᩘཬࡧ
ホ౯ᇶ‽್ࡣࠊࡑࢀࡒࢀጇᙜ࡞ࡶࡢࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢᵓ㐀ᙉᗘホ౯ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࠊ6Vཬࡧ6Vࡼࡿᆅ㟈ຊᆅ㟈௨እࡢⲴ㔜ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⟬ᐃࡋ
ࡓホ౯㒊ࡢⓎ⏕ᛂຊࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶホ౯ᇶ‽್௨ୗ࡛࠶ࡿࡇࠊไᚚᲬࡢᤄධᛶ㛵ࡍࡿホ
౯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࠊ6Vཬࡧ6Vࡼࡿ⇞ᩱ㞟ྜయࡢ┦ᑐኚࡀࠊヨ㦂ࡼࡾ
ᤄධᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ┦ᑐኚࡼࡾᑠࡉ࠸ࡇࡽࠊྕᶵࡢ⪏㟈Ᏻୖ㔜せ࡞ᶵჾ࣭㓄⟶⣔
ࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡣ☜ಖࡉࢀࡿุ᩿ࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢࡇࡽࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇཬࡧᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡣᇶ‽ᆅ㟈ື6Vᑐࡋ࡚ࡶ⪏㟈Ᏻ
ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡶࡢ⤖ㄽࡉࢀࡓࠋ

Fၥ㢟Ⅼ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᮾ㟁ࡢ୰㛫ሗ࿌᭩グ㍕ࡉࢀࠊಖᏳ㝔ࡀ⪏㟈Ᏻᛶࢆホ౯ࡋࡓタࡣࠊཎ
Ꮚ⅔ᘓᒇࡢࡣࠊཎᏊ⅔ࢆ㺀Ṇࡵࡿ㺁ࠊ㺀෭ࡸࡍ㺁ࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࢆ㺀㛢ࡌ㎸ࡵࡿ㺁ಀࡿᏳୖ
㔜せ࡞6ࢡࣛࢫࡢタഛࡢ࠺ࡕタഛ㸦ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࠊཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾࠊ⅔ᚰᨭᣢᵓ㐀≀ࠊṧ
␃⇕㝖ཤ⣔࣏ࣥࣉࠊṧ␃⇕㝖ཤ⣔㓄⟶ࠊẼ⣔㓄⟶ཬࡧไᚚᲬ㸦ᤄධᛶ㸧㸧ࡍࡂ࡞࠸ࠋ
ࡋࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢタഛࡢホ౯ᑐ㇟㒊ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟タഛࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛⪏
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㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛ࠊྕᶵయࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡣ฿ᗏ
ゝ࠼࡞࠸ࠋ⌧ࠊಖᏳ㝔⮬㌟ࡀࠕᚋࡢ᳨ウㄢ㢟ࠖ㸦᭱⤊ሗ࿌ᫎࡍࡁ㡯㸧ࡋ࡚ࠊ
 せタ㸦ཎᏊ⅔ᘓᒇࢆྵࡴ㸧௨እࡢᏳୖ㔜せ࡞タಀࡿ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࡢጇᙜᛶࠊ
 せタࡢ୰㛫ሗ࿌࠾ࡅࡿホ౯ᑐ㇟㒊௨እࡢ㒊ࡢホ౯⤖ᯝࡢ☜ㄆࠊࢆ᫂グࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊࠕ㸳㸯㸯࡛ࠖ㏙ࡿࡼ࠺㟁㐃ཬࡧಖᏳ㝔ࡣࠊࠕᶵჾࡢホ౯ࡣ୰㏵
࡛࠶ࡾࠊせタഛࡢ୍ࢆ♧ࡋࠊᴫࡡၥ㢟࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡍࡇࡣ࠶ࡗ࡚
ࡶࠊⓎ㟁ᡤタഛࡢ⪏㟈Ᏻᛶࢆᅜ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖᩚ⌮ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㟁㐃ཬࡧಖᏳ㝔᪉ࡢᢸᙜ⪅ᨵࡵ࡚☜ㄆࡋࡓࡇࢁࠊ୰㛫ሗ࿌ࡢᶵჾࡢホ౯
ࡣ୰㏵࡛࠶ࡿࡓࡵࠊཎⓎタࡢ⪏㟈Ᏻᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡶࢃࡽࡎࠊᮾ㟁ࡣྛྕᶵࡢ୰㛫ሗ࿌࠾࠸࡚ࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡼࡾᏳୖ㔜せ
࡞ᘓ≀࣭ᵓ⠏≀ࠊᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ႖ఏࡋࠊ
ಖᏳ㝔ࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㸦ḟ㡯࡛㏙ࡿ㸧ཬࡧྕᶵ㸦๓㏙㸧ࡢ୰㛫ሗ࿌ࡢ
ホ౯ࢆࡋ࡚ࠊ⪏㟈Ᏻᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿබ⾲ࡋ࡚ࡁࡓࠋ

Gྕᶵ࠾ࡅࡿࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝࡢᑟධಖᏳ㝔ࡢホ౯
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝᑟධィ⏬㛵ࡋ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥బ⸨㞝
ᖹ⚟ᓥ┴▱ࡀ┤ᔱṇ⾜⤒῭⏘ᴗ⮧㸦ᙜ㸧ࢆゼࡡࠊࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝᐇྠពࡍࡿ࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣࠊᚲせྍḞ࡞ᢏ⾡ⓗ᮲௳ࡢ୍ࡘࡀ⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆ࡛࠶ࡿせᮃࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ
࡚ಖᏳ㝔ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣ௦⾲ྕᶵࡋ࡚ྕᶵࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୰㛫ሗ࿌ࡢホ౯
ࡀ῭ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊྕᶵࡘ࠸࡚ࡶ≉ู࡞ᢅ࠸ࡋ࡚ᮾ㟁୰㛫ሗ࿌ࡢホ౯సᴗ
╔ᡭࡋࠊྠᖺ᭶᪥ホ౯⤖ᯝࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡋࡋࠊྕᶵྠᵝࠊᢅࡗࡓᶵჾ࣭㓄⟶
⣔ࡣࢃࡎタഛ࡛࠶ࡾࠊ⪏㟈Ᏻᛶࡀ༑ศ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤖ㄽ࡙ࡅࡿࡣ㠀ᖖ༑ศ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸲㸧ᮾ㟁ࡢᐇ㝿ࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡసᴗ≧ἣ 
⚟ᓥ➨୍ཎⓎཬࡧ➨ཎⓎࡘ࠸࡚⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ୰㛫ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊᮾ
㟁ࡽ㛤♧ࢆཷࡅࡓ㈨ᩱࠊ୪ࡧᙜጤဨࡽࡢ㉁ၥᑐࡍࡿᮾ㟁ࡽࡢᅇ⟅ࡼࢀࡤࠊࡑ




 㟁㐃㈨ᩱ
 ಖᏳ㝔ཬࡧᮾ㟁ຊࣄࣜࣥࢢ

 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤཬࡧ⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࠗⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪࠘ࡢᨵゞక࠺
⪏㟈Ᏻᛶホ౯⤖ᯝ ୰㛫ሗ࿌᭩ࡢᴫせࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥㸧

 ಖᏳ㝔ࠕ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞక࠺ᮾி㟁ຊᰴᘧ♫ ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵ ⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
ྕᶵ⪏㟈Ᏻᛶಀࡿ୰㛫ሗ࿌ࡢホ౯ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 ಖᏳ㝔ࠕ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞక࠺ᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵ⪏㟈Ᏻᛶಀࡿホ౯
ࡘ࠸࡚㸦せ࡞タࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯㸧ࠖᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥
KWWSZZZQLVDPHWLJRMSJHQVKLU\RNXGRXNRXILOHVSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

 ᮾ㟁ࠕ Ⅼ࠾ࡅࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㹼 ྕᶵࡢᶵჾ࣭㓄⟶㢮ࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ≧ἣࠖཬࡧࠕ⪏㟈ᙉᕤࢆᚲせ
ࡍࡿタഛࡢෆᐜࠖᑐࡍࡿᅇ⟅㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥㸧
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ࢀ௨㝆ࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣᮏᨾࡢⅬ࡛ࢇ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ♫ෆ㆟࠾࠸࡚ࠊࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎཬࡧ➨ཎⓎࡘ࠸࡚ࡣ⪏㟈ࣂࢵࢡ
ࢳ࢙ࢵࢡ᭱⤊ሗ࿌ࡀᖺ᭶㸦⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㸧ࠊ⪏㟈ᙉᕤࡢ⤊ࡣࡑࢀ௨㝆࠸࠺
ᕤ⛬࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≧ἣࡣ᪂ᣦ㔪ࡢᑐᛂࢆ㏿ࡸ⾜࠺ほⅬ࠾࠸࡚ࠊᅜཬࡧᆅඖࡢチᐜ⠊ᅖ
ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀࠊ⪏㟈⿵ᙉᕤῶᑡࡢࡓࡵࡢྜ⌮ࡸ᭱⤊ሗ࿌᭩
ᥦฟᮇࡢ๓ಽࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ༑ศ࡞ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯
㸯㸳ࠚཧ↷㸧ࠋ

DᮏᨾⅬ࠾ࡅࡿ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ≧ἣ㛵ࡍࡿᮾ㟁ࡢᅇ⟅
 ᮏᨾࡢⅬ࠾ࡅࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྛྕᶵࡢᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢゎᯒホ౯ࡢணᐃ㐍⾜≧ἣࠊ
⪏㟈⿵ᙉᕤࡢணᐃ㐍⾜≧ἣࡘ࠸࡚ࠊᮾ㟁ᑐࡋᑐ㇟タഛࢆලయⓗ♧ࡋ࡚ᅇ⟅ࡍࡿࡇ
ࢆồࡵࡓࡇࢁࠊ௨ୗࡢᅇ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

Ⅼ࠾࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣥࢺ࣓࣮࡚࢝⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࢆᐇ୰࡛࠶

ࠊࠊࠊྕ

ࡾࠊࡑࡢⅬ࠾࠸࡚ᕤィ⏬ࡣᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᶵ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

ࣉࣛࣥࢺ࣓࣮࡚࢝⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࢆᐇ୰࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୍㒊ホ౯⤖ᯝ

ྕᶵ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖺ᭶ࡽᕤᐇணᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋ'*6:࣏ࣥࣉ➼ࡢ୍
㒊ࡢᶵჾࡘ࠸࡚ᕤࢆᐇ୰ࠋ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

ࣉࣛࣥࢺ࣓࣮࡚࢝⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࢆᐇ୰࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୍㒊ホ౯⤖ᯝ

ྕᶵ

ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ୍㒊ࡢ㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺࡘ࠸࡚ᖺ㸯᭶ࡽᕤࢆᐇ୰ࠋ


ࡲࡓࠊⅬ࠾ࡅࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྛྕᶵࡢᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢ࠺ࡕ⪏㟈⿵ᙉᕤࢆᚲせ
ࡍࡿタഛࡢྡ⛠ࠊሙᡤࠊホ౯ᇶ‽್ィ⟬್ࡘ࠸࡚ᮾ㟁ᑐࡋㄝ᫂ࢆồࡵࡓࡇࢁࠊ௨ୗ
ࡢᅇ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

Ⅼ࠾࠸࡚ࡣࠊホ౯ᐇ୰ࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊᕤ⟠ᡤ➼ࡣ☜

ࠊࠊࠊྕᶵ

ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

'*6:࣏ࣥࣉᇶ♏࣎ࣝࢺࠊࢧࣉࣞࢵࢩࣙࣥࢳ࢙ࣥࣂ⬮㒊㸦ྲྀࡾࡘࡅ

ྕᶵ

࣎ࣝࢺ㸧ࡘ࠸࡚ᙉᕤࢆࡍࡿࡇࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺࡢ୍㒊ࡘ࠸࡚ᖺ᭶ࡽᙉᕤࢆᐇࡋ࡚

ྕᶵ

࠸ࡓࠋ⟠ᡤࡢ⿵ᙉࡣᐇ῭ࠋ

ࡇࢀࡽࡢᅇ⟅ࡼࢀࡤࠊࠊྕᶵࡢࡈࡃࢃࡎ࡞⟠ᡤࢆ㝖ࡁࠊⅬ࠾࠸࡚ࠊ⚟ᓥ➨
୍ཎⓎྛྕᶵࡢᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ⪏㟈⿵ᙉᕤࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
ᅇ⟅ῧࡉࢀࡓࠕⅬ࠾ࡅࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᶵჾ࣭㓄⟶㢮ࡢゎᯒ㐍ᤖ≧ἣࠖࡼ


 ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ෭༷⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

ࢀࡤࠊྕᶵࠊྕᶵࡢ㓄⟶ࡢホ౯ࡣࢮࣟࠊྕᶵࡢ㓄⟶ホ౯ࡣಶࠊྕᶵࡢ㓄⟶ホ౯ࡣಶ࡛
࠶ࡾࠊࢇ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸯㸳ࠚཧ↷㸧ࠋ

Eࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᮍ࡞ࡀࡽ⪏㟈⿵ᙉᕤࡢᚲせ⟠ᡤࢆከᩘㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ
㛤♧ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡼࢀࡤࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᮍࡢ≧ἣୗ࡛ࡶࠊᮾ㟁ࡣࠊ♫ෆ
㆟࠾࠸࡚ࠊࡍ࡛⪏㟈⿵ᙉᕤࡀᚲせ࡞タഛࡢᏑᅾࢆㄆ㆑ࡋࠊ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࠋ࠼ࡤࠊձ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢ5&:㓄⟶㸦ཎᏊ⅔⿵ᶵ෭༷Ỉ⣔㓄⟶㸧ࡣࠊᘓタᙜࡣ⪏㟈%ࢡࣛࢫ࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊ⌧⾜ࡣ⪏㟈6ࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vᑐࡍࡿ⪏㟈Ᏻᛶࡣ☜ಖࡉࢀ࡞࠸
ぢ㎸ࡳࠊղྕᶵࡢ+&8 Ỉᅽไᚚࣘࢽࢵࢺ ⪏㟈ࢧ࣏࣮ࢺᯫྎ㔠≀㒊ཬࡧ⁐᥋㒊ࡣࠊᘬࡗᙇ
ࡾ࣭ࡏࢇ᩿ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏᛂຊࡢィ⟬್ࡀホ౯ᇶ‽್ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠊճ᯽ᓮส⩚ཎⓎࡢ⪏㟈⿵
ᙉᕤࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊ➨ཎⓎ࠾࠸࡚ࡶ㓄⟶࣭㟁㊰࣭ࢲࢡࢺ࣭ᨭᣢᵓ㐀≀ࡘ
࠸࡚㏣タᕤࡀᚲせࠊ➼ࡢ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸯㸳ࠚཧ↷㸧ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᮾ㟁ࡽ㛤♧ࢆཷࡅࡓᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥Ⅼ࠾ࡅࡿࠕᑐ㇟タഛ⪏㟈
ᙉᕤせྰࡢぢ㎸ࡳࡘ࠸࡚ࠖࡼࢀࡤࠊ┤๓ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྛྕᶵ࠾࠸࡚⪏㟈
⿵ᙉᕤࢆᚲせࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⪏㟈⿵ᙉᕤࢆᚲせࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡍࡿタഛ➼ࡣࠊ௨ୗࡢ
࠾ࡾከᒱࢃࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋ⚟ᓥ➨ཎⓎࡘ࠸࡚ࡣ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸯㸳ࠚࢆཧ↷ࠋ
䛂ᑐ㇟タഛ䛸⪏㟈ᙉᕤせྰ䛾ぢ㎸䜏䛻䛴䛔䛶䛃⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
㻔ὀ䠖⪏㟈ᙉᕤ䛾ᚲせ䛸䛥䜜䛯せ䛺タഛ䜢ᢤ⢋㻕
䠄ซ䠖㽢ᚲせ䚸䕧ྍ⬟ᛶ䛒䜚䠅

㻌

タഛࠊᶵჾ➼

ྕ

ྕ

ᅵᮌ

࿘㎶ᩳ㠃





ཎᏊ⅔ᘓᒇᒇ᰿ࢺࣛࢫ







ཎᏊ⅔ᘓᒇኳࢡ࣮ࣞ
࢙࣮ࣥࣛࣥ࢘࢞ࢱ







ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾ

ڹ

㠀ᖖ⏝࢞ࢫ
ฎ⌮⣔㓄⟶
ཎᏊ⅔⿵ᶵ
㓄⟶
෭༷⣔㓄⟶
ࡑࡢࡢ㓄
⟶
Ỉᅽไᚚࣘ
ᗋ⨨䛝ᶵჾ
ࢽࢵࢺ
ཎᏊ⅔ᘓᒇኳࢡ࣮ࣞ
ࣥ
⏝῭⇞ᩱ㈓ⶶࣛࢵࢡ









ڹ

ڹ

⇞ᩱྲྀ᭰ᶵ

ᘓ⠏

ᶵჾ

ྕ

ྕ

ྕ

ྕ











ڹ





ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ







ڹ



ڹ

ڹ

ڹ

ڹ





ڹ







ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ

ڹ



ڹ

ڹ

ڹ

ὀ㻖䠖䛣䜜䜙䛾䚸ඹ⏝䝥䞊䝹䚸䜻䝱䝇䜽ಖ⟶ᗜ䛻䛴䛔䛶䜒ホ౯ᑐ㇟ᩳ㠃䛜䛒䜛
䚷㻖㻖䠖㻿㻛㻯ᨭᣢ⬮䝪䝹䝖䚸䝇䝍䝡䝷䜲䝄䞊䚸䝅䝱䝷䜾➼䛻⪏㟈ᛶྥୖᕤⓎ⏕䛾ྍ⬟ᛶ䛒䜚
䚷㻖㻖㻖䠖㻞䠈㻟䠈㻡ྕᶵ䛻䛴䛔䛶䛿䚸つᶍ䛺⿱ᗘྥୖᕤ䛜ᚲせ䛸䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛

㻌

䚷㻖㻖㻖㻖䠖⏝ᮦ䛾㐪䛔䛻䜘䜚䚸⪏㟈వ⿱䛜ᑡ䛺䛔䛯䜑䚸⪏㟈ᛶྥୖᕤ䛜ᚲせ䛸⪃䛘䜙䜜䜛䛜䚸ᕤἲ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛜ᚲせ

⾲㸯㸯㸳㸯 ᑐ㇟タഛ⪏㟈ᙉᕤせྰࡢぢ㎸ࡳࡘ࠸࡚
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ࡇࢀຍ࠼࡚ࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡሗ࿌᭩ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞࠸タഛ࡛࠶ࡿᑠཱྀᚄ㓄⟶ࠊ㟁⥺
⟶ࠊࢣ࣮ࣈࣝࢺࣞࡘ࠸࡚ࡶࠊྛྕᶵࡍ࡚࠾࠸࡚⪏㟈⿵ᙉᕤࡀᚲせ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᮾ㟁ࡀ㛤♧ࡋࡓࠕ)ᕤㄆ㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺᨵ㐀ࠖࡣࠊ㓄⟶ࡢ୍㒊
࡛࠶ࡿࡀࠊィ⟬್ࡀホ౯ᇶ‽್ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿከᩘࡢ⟠ᡤࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞ࡣࠊ⁐᥋
㒊ࡢࠕ᭱ᛂຊ㸭チᐜᛂຊࠖࡀᨵ㐀๓㸭Ѝᨵ㐀ᚋ㸭ࠊᨵ㐀๓㸭Ѝᨵ㐀
ᚋ㸭࠸ࡗࡓࠊᨵ㐀๓ࡢィ⟬್ࡀᴟࡵ࡚ࡁ࠸⟠ᡤࡀ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯
㸯㸳ࠚཧ↷㸧ࠋ

F⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢⴭࡋ࠸㐜ࢀ
ᮾ㟁ࡢෆ㒊㈨ᩱࡼࢀࡤࠊᮏᨾⅬ࠾ࡅࡿ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟணᐃࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ♧ࡽ⣙ᖺࡶඛ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏᨾⅬ࠾࠸࡚ࠊゎᯒసᴗࡢ‽ഛᚲせྍḞ࡞ࠕ㓄⟶ィᅗࠖࡸࠕࢯ࣓ࢺ
ࣜࢵࢡᅗࠖ࡞ࡢᅗ㠃ࡶ༑ศᩚࡗ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ♧ࡀ
ฟࡉࢀ࡚ࡽᖺ༙ࡢᖺ᭶ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣࠊᏳᛶࡢ☜ಖ
⇕ᚰ࡛࠶ࡿࡇࡢ⾲ࢀ⪃࠼ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊಖᏳ㝔ࡣࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣᠱᛕࢆᢪࡁࠊཱྀ㢌࡛╩ಁࡋ࡚
࠸ࡓ࠸࠺ࡀࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㐍ᤖ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ

㸳㸧ᮏᨾᚋࡢゎᯒ࡛ྕᶵࡢ⪏㟈6ࢡࣛࢫࡢタഛ⪏㟈Ᏻᛶ㊊ࢆ☜ㄆ
ᮏᨾᚋࠊᮾ㟁ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢ⪏㟈6ࢡࣛࢫࡢ࡚ࡢタࡘ࠸࡚ࠊ୍ḟࢫࢡ࣮ࣜ
ࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᛂ⟅ẚ㸦ᅇࡢᆅ㟈Ⲵ㔜➼タィ࠾ࡅࡿᛂ⟅್➼ࡢẚ㸧ࡀタィࡢ⿱ᗘ㸦タ
ィᇶ‽್ィ⟬್ࡢẚ㸧ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿタഛࡘ࠸࡚ࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡼࡿゎᯒホ౯ࢆᐇࡋ
ࡓ㸦ࡓࡔࡋࠊẼ⣔㓄⟶ࠊṧ␃⇕㝖ཤ⣔㓄⟶ᮏయࡣᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢᆅ㟈ື㸧ࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊྕᶵ࡛ࡣ௨ୗࡢ⟠ᡤ࡛Ⓨ⏕ᛂຊࡢィ⟬್ࡀホ౯ᇶ‽್ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ

㸦༢㸸03D㸧
ホ౯ᑐ㇟タഛ ホ౯㒊

ᛂຊศ㢮

ィ⟬್

ホ౯ᇶ‽್

ཎᏊ⅔෭༷ᮦ 㓄⟶ᮏయ

୍ḟᛂຊ





ᚠ⎔⣔

ࢧ࣏࣮ࢺ

୍ḟᛂຊ





⤥Ỉ⣔

㓄⟶ᮏయ

୍ḟᛂຊ





ࢧ࣏࣮ࢺ

୍ḟᛂຊ






 ᮾ㟁ཬࡧ࣓࣮࣮࢝ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
 ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ಖᏳ㝔 ᘓ⠏≀࣭ᵓ㐀㛵ࡍࡿពぢ⫈ྲྀ㓄ᕸ㈨ᩱ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࠊ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ
᭶᪥㸧
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

ཎᏊ⅔㝸㞳 㓄⟶ᮏయ

୍ḟᛂຊ





෭༷⣔

ࢧ࣏࣮ࢺ

୍ḟᛂຊ





㧗ᅽὀỈ⣔

㓄⟶ᮏయ

୍ḟᛂຊ





ࢧ࣏࣮ࢺ

୍ḟᛂຊ





άᛶ࢞ࢫ⣔ 㓄⟶ᮏయ

୍ḟᛂຊ





ࢧ࣏࣮ࢺ

୍ḟᛂຊ





ṧ␃⇕㝖ཤᾏ 㓄⟶ᮏయ

୍ḟᛂຊ





Ỉ⣔

ࢧ࣏࣮ࢺ

୍ḟᛂຊ





ṧ␃⇕㝖ཤ⣔ 㓄⟶ᮏయ

୍ḟᛂຊ





ࢧ࣏࣮ࢺ

୍ḟᛂຊ






ࡇࢀࡽࡣࠊᮏᨾ௨๓⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡀᮍ࡛࠶ࡗࡓྕᶵࡢ㓄⟶ࠊ⪏㟈Ᏻᛶࡀ
☜ಖࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡀᮍ࡛࠶
ࡿࡢྕᶵࡢ㓄⟶ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⪏㟈Ᏻᛶࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⟠ᡤࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡣ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୰㛫ሗ࿌࡛ࡣᑐ㇟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸6ࢡࣛࢫࡢ⟠ᡤ࡛࠶ࡾࠊ
୰㛫ሗ࿌࡛ࡣ⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇࢆᨵࡵ࡚♧ࡍࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊࡇࢀࡽྕᶵࡢၥ㢟⟠ᡤࡘ࠸࡚ࠊ⌧ሙ࡛ぢࡓ㝈ࡾ࡛ࡣ␗ᖖࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ
ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㠀◚ቯ᳨ᰝ➼ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᴟࡵ࡚☜ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
⪏㟈ᏳᛶࡣⓎ⏕ᛂຊࡢ್ࡀホ౯ᇶ‽್ෆ࠶ࡿࡇࡼࡗ࡚☜ಖࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊホ౯ᇶ
‽್ࢆ㉸࠼࡚ࡣ࠸ࡿࡀぢࡓࡇࢁ␗ᖖࡣ࡞࠸࠸࠺ホ౯᪉ἲࡣࠊཎⓎࡢ⪏㟈タィᛮࡢᇝእ࡛
࠶ࡗ࡚ࠊ⪏㟈Ᏻᛶࡀಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠸࠺ゝ࠸ヂࡣࡲࡗࡓࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


㸯㸯㸴 ⪁ᮙࡀᮏᨾࡢⓎ⏕ᙳ㡪ࡋ࡚࠸࡞࠸㸽
ࠕ㸯㸯㸯࡛ࠖぢࡓࡼ࠺ࠊᮏᨾⓎ⏕ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡣࠊ㐠㌿㛤ጞࡽ⣙ᖺࡀ
⤒㐣ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠊྕᶵࡶ⣙ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊタഛࡢຎࡀᮏᨾࡢⓎ⏕ཪ
ࡣᣑᙳ㡪ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᠱᛕࡀᗈࡃ࠶ࡾࠊࠕཎᏊຊᏳ㛵ࡍࡿ,$($㛶㆟
ᑐࡍࡿ᪥ᮏᅜᨻᗓࡢሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ㧗⤒ᖺࠖࡼࡿᙳ
㡪ࡢヲ⣽࡞ホ౯ࡸᨾせᅉࡢ㛵ಀࡢ᳨ド➼ࡀㄢ㢟ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚ಖᏳ㝔ࡣࠊࠕ㧗⤒
ᖺᢏ⾡ホ౯㛵ࡍࡿពぢ⫈ྲྀࠖ㸦௨ୗࠕពぢ⫈ྲྀࠖ࠸࠺㸧ࢆタࡅ࡚ᑓ㛛ᐙࡢពぢࢆ
⫈ࡁࡘࡘࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ࠾ࡅ
ࡿ⤒ᖺຎࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࠖ㸦௨ୗࠕሗ࿌᭩ࠖ࠸࠺㸧ࢆྲྀࡾࡲࡵ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ




 ಖᏳ㝔ࠕ㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯㛵ࡍࡿពぢ⫈ྲྀࠖ
KWWSZZZQLVDPHWLJRMSVKLQJLNDLBBLQGH[KWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠊ➨
ᅇྜ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧௨᮶ࡢ㆟せ᪨ࠊ㆟㘓ࠊ㓄ᕸ㈨ᩱࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ࠾ࡅࡿ⤒ᖺຎࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࠖ
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㸯㸧タഛࡢຎࡣᨾࡢⓎ⏕࣭ᣑᙳ㡪ࡋ࡞ࡗࡓࡍࡿಖᏳ㝔ࡢぢゎ
ሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡢពぢ⫈ྲྀࡢ㆟ㄽࡣࠊ➨ᅇ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࡽ➨ᅇ㸦ᖹ
ᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓ㸦ࡓࡔࡋࠊ➨ᅇࡣሗ࿌᭩㛵ࡍࡿᑂ㆟ࡣ࡞ࡗࡓ㸧ࠋ
᳨ウࡣࠊ௨ୗࡢࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚⾜ࢃࢀࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㹼ྕᶵࡘ࠸࡚ྕᶵࡈࡢศᯒࡀ
࡞ࡉࢀࡓࠋ


Dᅇࡢᆅ㟈ືࡀ⤒ᖺຎཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ᳨ド
ࡇࢀࡣࠊᆅ㟈ື⮬యࡀࠊᶵჾ࣭㓄⟶ࡢຎᐤࡋ࡞࠸ࠊ࠸࠺ほⅬࡽࡢ᳨ド࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊձᛂຊ⭉㣗ࢀࠊղ㓄⟶ῶ⫗࣭⭉㣗ࠊճపࢧࢡࣝ⑂ປࢀࠊմ୰ᛶᏊ↷ᑕ⬤ࠊ
յ↷ᑕㄏ㉳ᆺᛂຊ⭉㣗ࢀࠊն┦ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰ࡢ⇕ຠࠊշ㟁Ẽ࣭ィရࡢ⤯⦕పୗࠊո
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᙉᗘపୗཬࡧ㐽࠸⬟ຊపୗࡢ㡯┠ࡢຎࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊձղࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯㸦ྕᶵ㸧ཬࡧᖺ㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯
㸦ྕᶵࠊྕᶵ㸧࠾࠸࡚ࠊࠕ⌧≧ࡢಖάືࡢ⥅⥆ࡼࡾタഛᛶࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ☜ㄆ῭ࡳ࡛ࠖ࠶ࡿࡋ࡚ࠊࡑࢀ௨ୖࡢ᳨ウࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽࠊնշոࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᆅ㟈Ⓨ⏕࠾ࡅࡿ⤒ᖺຎࡼࡿᙳ㡪ࡣ⪃࠼ࡀࡓ࠸ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡶ᳨ウᑐ㇟ࡽእࡋࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊពぢ⫈ྲྀ࡛ከᑡࡶ᳨ウࡉࢀࡓࡢࡣճմյࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋճపࢧࢡࣝ⑂ປࢀ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤྕᶵࡢཎᏊ⅔ᚠ⎔⣔࣏ࣥࣉฟཱྀᘚ㸦ᘚ⟽㸧ࡢሙྜࠊᆅ㟈ືࡼࡿ⑂
ࢀ⣼✚ಀᩘࡣࠕࠖࡉࢀࠊࡃᙳ㡪ࡀ࡞࠸ࡉࢀࡓࠋմ୰ᛶᏊ↷ᑕ⬤ཬࡧյ↷ᑕㄏ
㉳ᆺᛂຊ⭉㣗ࢀࡘ࠸࡚ࡶࠊࢇᙳ㡪ࡣ࡞࠸ุ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


E⤒ᖺຎࡀ⪏㟈ᛶ⬟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ᳨ド
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛⌧㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿຎࡀࠊ⪏㟈ᛶ⬟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊᨾࡢ
Ⓨ⏕ཪࡣᣑᙳ㡪ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊ࠸࠺ほⅬࡽࡢ᳨ドࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊձ
ཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ⪏㟈ቨࡢᙉᗘపୗ࣭㐽࠸⬟ຊపୗࠊղཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᇶ♏࣎ࣝࢺࡢ㠃⭉
㣗ࠊճཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾࢻ࢙ࣛ࢘ࣝࡢ㠃⭉㣗ࠊմྕᶵཎᏊ⅔Ṇ෭༷⣔෭༷࣏ࣥࣉ㸦ࠊ
ྕᶵࡣṧ␃⇕㝖ཤ⣔࣏ࣥࣉ㸧ࡢᇶ♏࣎ࣝࢺࡢ㠃⭉㣗ࠊյࢩࣗࣛ࢘ࢻࢧ࣏࣮ࢺࡢ⑂ປࢀࠊ
⢏⏺ᆺᛂຊ⭉㣗ࢀࠊնྕᶵཎᏊ⅔Ṇ෭༷⣔㓄⟶㸦ࠊྕᶵࡣṧ␃⇕㝖ཤ⣔㓄⟶㸧ࡢ
⑂ປࢀࠊշẼ⣔㓄⟶ࡢ⑂ປࢀࠊὶࢀຍ㏿ᆺ⭉㣗ࠊᾮ⾪ᧁ࢚࣮ࣟࢪࣙࣥࠊոไᚚᲬ
ࡢ↷ᑕㄏ㉳ᆺᛂຊ⭉㣗ࢀࠊ⢏⏺ᆺᛂຊ⭉㣗ࢀࠊ㠎ᛶపୗࡢ㡯┠ࡢຎࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢁࡀࠊձղճոࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᑐ㇟タഛࡢືᛂ⟅≉ᛶୖࠊࡲࡓࡣᵓ㐀࣭ᙉᗘୖࠊ
ᅇࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ࡢᙳ㡪ࡀࠗ᭷ព࠘࡞㇟࡛ࠖࡣ࡞࠸ࡋ࡚ࠊ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
մࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㛫࡛㸣ࡢ⭉㣗ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶࠊࡏࢇ᩿ᛂຊࡢቑຍࡣࢃࡎ࡛チᐜᛂຊ


KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
 ࠼ࡤࠊ➨ᅇពぢ⫈ྲྀ㈨ᩱཧ↷ࡢࡇࠋ
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ࡣ༑ศ࡞⿱ᗘࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࠋࡲࡓࠊյնշࡢ࠺ࡕ⑂ປࢀ௨እࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグ㧗⤒ᖺ
ᢏ⾡ホ౯࡛ホ౯῭ࡳ࡛࠶ࡿࡉࢀࠊ⑂ປࢀࡢࡳࡀᑐ㇟ࡋ࡚ṧࡗࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶチᐜ್ࢆ
‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࢆ⤒࡚ࠊ➨ᅇࡢពぢ⫈ྲྀ࡛ࡣࠊࠕ㧗⤒ᖺࡼࡿຎ㇟ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁
ᡤᨾࡢⓎ⏕࣭ᣑࡢせᅉ࡞ࡗࡓࡇࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠖࡍࡿሗ࿌᭩ࡀᥦ♧ࡉࢀࡓ
㸦➨ᅇពぢ⫈ྲྀ㈨ᩱ㸧ࠋ


㸰㸧ពぢ⫈ྲྀ࠾ࡅࡿᑐពぢሗ࿌᭩ࡢಟṇ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽྠሗ࿌᭩ᑐࡋ࡚ࡣࠊ➨ᅇពぢ⫈ྲྀ࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ᐙࡽᙉ࠸ᑐព
ぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ࠼ࡤ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ࠕ௬㐣ཤࡢ㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯ࢆㄆࡵࡿࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢࡇࡽゝ࠼ࡿࡇࡣࠊ༢ࠊ
⤒ᖺຎࡼࡿᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ドᣐࡣࡇ࠺࠸࠺ᡭἲ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓ࠸࠺
ࡇࡔࡅ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡣ⪃࠼ࡀࡓ࠸ࠊຎ㇟ࡀⓎ⏕ᣑࡢせᅉ
࡞ࡗࡓࡇࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡲࡵࢆࡉࢀࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ
ㄽ⌮ⓗ
ࡶ࠾ࡋ࠸ࠖ㸦➨ᅇ㆟㘓࣮࣌ࢪ㸧
࣭ࠕࡑࢀࡒࢀࡢᶵჾࡀ⤒㦂ࢆࡋࡓᅽຊࠊࡑࢀࡽࠊ ᗘ࡞ࡢ࠸ࡗࡓ⎔ቃ᮲௳ࡢᒚṔࡀ
ศࡽ࡞࠸௨ୖࠊ
㧗⤒ᖺࡢᙳ㡪ࡀ࡞ࡗࡓ⤖ㄽࡍࡿࡢࡣ㠀ᖖ᪩ィ࡛࠶ࡗ࡚ࠖ
ࠕࡇ
࠺࠸࠺᩿ᐃⓗ࡞ࡶࡢࡢゝ࠸᪉ࡣᑡࡋ㑊ࡅࡓ᪉ࡀࡼࢁࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ㸦➨ᅇ㆟
㘓࣮࣌ࢪ㸧

ࡇࡢ⤖ᯝࠊሗ࿌᭩ࡣࠊ⤖ㄽࡋ࡚ࠕ⌧Ⅼ࡛ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ▱ぢᇶ࡙ࡃホ౯ࡢ⤖ᯝࠊ⪏㟈
Ᏻୖ㔜せ࡞せタഛࢆྵࡵ࡚ࠊᅇࡢᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ᶵ⬟ࢆኻ࠺ࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡣ
⪃࠼㞴ࡃࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽᨾࡀ㐍ᒎࡋタィୖ࡛⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿ᮲௳ࢆ㉸࠼ࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡣࠊ⤒ᖺ
ຎ㇟ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢⓎ⏕࣭ᣑࡢせᅉ࡞ࡗࡓࡣ⪃࠼㞴࠸ࡢ⤖ᯝ
࡞ࡗࡓࠖࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࠕࡓࡔࡋࠊ⌧Ⅼ࠾࠸࡚ࡣࠊ⌧ሙ࠾ࡅࡿタഛࡢ☜ㄆ
ࢆ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏሗ࿌ࡣࠊ㐣ཤࡢ㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯ࡢ⤖ᯝࢆά⏝ࡋࡓゎᯒ➼
ࡼࡗ࡚ࠊ⤒ᖺຎࡢᙳ㡪ࢆᮘୖホ౯ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᚋࠊ⌧ᆅ☜ㄆࡀᐇࡉࢀࡿ➼ࡼ
ࡾࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࡣࠊ⤒ᖺຎࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚㏣ຍⓗ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡇࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠖࡢ␃ಖࢆຍࡋࡓࠋ


㸱㸧ၥ㢟Ⅼ
㓄⟶ࡦࡧࢀࡸῶ⫗ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇࢁᆅ㟈ࡼࡿᦂࢀࡀࡶࡓࡽࡉࢀࢀࡤࠊᦆയࡀ⏕ࡌ
࡚࠸࡞࠸㓄⟶ẚ࡚⪏㟈Ᏻᛶࡀప࠸ࡢࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢁࡀࠊ㓄⟶ࡢࡘ࡞ࡂ┠㸦⁐᥋㒊㸧ࡢヲ⣽ㄪᰝࡣࠊẖᅇࡢᐃᮇ᳨ᰝ࡛ࡍ࡚ࡢ⟠ᡤᑐࡋ
࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚠ⎔⣔㓄⟶ࡢࡼ࠺࡞᳨ᰝ㢖ᗘࡢ᭱ࡶ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
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ᖺ㛫࡛యࢆࡦࢃࡓࡾ᳨ᰝࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᛮࢃࡠ⟠ᡤᛮࢃ
ࡠᙧ࡛ᦆയࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣ༑ศ࠶ࡾ࠼ࡿࡇ࡛ࠊࡑࢀࡽࡘ࠸࡚ᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ホ౯ࢆࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ⥔ᣢつ᱁ࡼࡿᛶホ౯ࢆᑟධࡋࡓࡇࡼࡾࠊᏳୖ㔜せ࡞㓄⟶ࡦࡧࢀࡀぢ
ࡘࡗ࡚ࡶࠊ㓄⟶ࢆྲྀࡾ᭰࠼ࡓࡾடࢆ㝖ཤࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊடࢆṧࡋࡓࡲࡲ㐠㌿ࢆ⥅
⥆ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊᮾ㟁ຊዪᕝཎⓎྕᶵ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊᚠ⎔
⣔㓄⟶ࡢ㉸㡢Ἴ᥈യ᳨ᰝࢆᐇࡋࡓࡇࢁࠊ୍ࡘࡢ⁐᥋㒊࡛㛗ࡉPPࠊ῝ࡉPPࡢࡦࡧࢀ
ࡀⓎぢࡉࢀࡓࠋࡇࢁࡀࠊࡑࡢᚋࡢᖺ㛫ࢆண ࡋࡓᛶホ౯ࢆ⤒ࡓ࠺࠼࡛ࠊடࢆࡑࡢࡲ
ࡲࡋ࡚㐠㌿ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᮾ㟁ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ಖᏳ㝔ᥦฟࡋࡓࠊ㐠㌿㛤ጞᚋᖺ┠ࡢྕᶵࡢ㧗⤒ᖺᑐ⟇
㛵ࡍࡿሗ࿌᭩ࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢࣁ࢘ࢪࣥࢢ㈏㏻㒊࡛⪏㟈ᛶᑐࡍࡿホ౯⤖ᯝࡀ㍕ࡏ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ពぢ⫈ྲྀ࡛㆟ㄽࡉࢀ࡞ࡗࡓࡢࡣࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ྕᶵࡢᖺ┠ࡢሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ୰ᛶᏊ᮰ィ ࣁ࢘ࢪࣥࢢཬࡧไᚚᲬ㥑ືᶵᵓࣁ࢘ࢪࣥࢢᑐ
ࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢࡁࡉࡢḞ㝗ࡀ㍈᪉ྥ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇࢆ௬ᐃࡋ࡚ࠊᆅ㟈ື6ࡼࡿ⪏㟈Ᏻ
ᛶホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⟬ฟ⤖ᯝࡣࠕⓎ⏕ᛂຊࡁᏳᐃ㝈⏺ᛂຊࠖ࠸࠺ᛂຊࡢẚࡋ࡚♧ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊไᚚᲬ㥑ືᶵᵓࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢᛂຊẚࡣࠊ୰ᛶᏊ᮰ィ ࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢᛂຊẚࡣ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᛂຊẚࡀࢆ㉸࠼ࢀࡤடࡀ㐍ᒎࡋ࡚⟶ࡀ◚ቯࡍࡿࡇࢆពࡍࡿࠋࡇ
ࡢホ౯࡛ࡣࠊࡃ୰ᛶᏊ᮰ィ ࣁ࢘ࢪࣥࢢࡣࢇవ⿱ࡀ࡞ࡃࠊᆅ㟈ື6Vࡸᮾᆅ᪉ኴᖹ
ὒἈᆅ㟈ࡼࡿᆅ㟈ື࡛ホ౯ࡍࢀࡤࠊࢆ㉸࠼࡚◚ቯ⮳ࡿྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࠶ࡿࠋ
⤖ᒁࡢࡇࢁࠊᆅ㟈ື⮬యࡀᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢຎᐤࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊࡇࢀࡲ࡛⌧㐍ᒎ
ࡋ࡚࠸ࡿຎࡀ⪏㟈ᛶ⬟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊᨾࡢⓎ⏕ཪࡣᣑᙳ㡪ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡣࠊᐇ㝿
タഛࢆヲ⣽᳨ᰝࡋ࡚ࡳ࡞ࡅࢀࡤศࡽ࡞࠸ࠋ


㸲㸧ᑠ ᣓ
௨ୖࡢ࠾ࡾࠊಖᏳ㝔ࡣࠕ⤒ᖺຎ㇟ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᨾࡢⓎ⏕࣭ᣑࡢせᅉ࡞ࡗࡓ
ࡣ⪃࠼㞴࠸ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢุ᩿ࡣࠊᚑ๓ࡢ᳨ᰝ࣭ホ౯ぢⴠࡋࡀ࡞ࡃࠊᖺ㧗⤒ᖺ
ᢏ⾡ホ౯㸦ྕᶵ㸧ཬࡧᖺ㧗⤒ᖺᢏ⾡ホ౯㸦ࠊྕᶵ㸧ࡀಙ㢗࡛ࡁࡿࡇࢆ๓ᥦ࡞ࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᛂຊ⭉㣗ࢀ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸯㸴ࠚཧ↷㸧ࡢ㐍ᒎ࡞ࡢ⤒ᖺຎࡢಶูࡢ
㇟ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡓ࡞᳨ドࡀ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊྕᶵࡽྕᶵࡲ࡛ࡢタഛࡢ
ຎࡀࠊᨾࡢⓎ⏕ཪࡣᣑᙳ㡪ࡋࡓ࠺ࡣࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣ᫂࠸࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ





㓄⟶ࡢ⁐᥋㒊ࡦࡧࢀࡀぢࡘࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡦࡧࢀࡢ㐍ᒎண ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊẖᅇࡢᐃᮇ᳨ᰝ࡞࠸ࡋࡣ
㝸ᅇࡢᐃᮇ᳨ᰝ࡛ヲ⣽᳨ᰝࢆ⾜࠺ࠋ

 ཎᏊຊタሗබ㛤ࣛࣈ࣮ࣛࣜࠕࢽ࣮ࣗࢩࠖᥖ㍕KWWSZZZQXFLDMS㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀
ぴ㸧

 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵ 㧗⤒ᖺᑐ⟇㛵ࡍࡿሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧

 ศ㛫⡿࢞ࣟࣥ㸦⣙O㸧ࡢỈ㸦෭༷ᮦ㸧ࡢ₃࠼࠸ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡁࡉࡢடࠋ
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㸯㸯㸵 ᮏᨾ┤๓ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈⬤ᙅᛶ㛵ࡍࡿᑠᣓ
௨ୖ㏙ࡓࡇࡽࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢⓎ⏕┤๓࠾ࡅࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢྛྕᶵࡣࠊ
ࠕṆࡵࡿ࣭෭ࡸࡍ࣭㛢ࡌ㎸ࡵࡿࠖ࠸࠺Ᏻᶵ⬟ࡗ࡚㔜せ࡞ᶵჾ࣭㓄⟶⣔యࡀࠊ᭱ຍ
㏿ᗘ*DOࡢᇶ‽ᆅ㟈ື6V⪏࠼ࡽࢀࡿ≧ែ࠶ࡗࡓࡣಖド࡛ࡁ࡞࠸ࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨
㝆ࡉࢀࡿࡁ㔞ࡢ⪏㟈⿵ᙉࡀࢇᐇࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓᐇ↷ࡽࡏࡤࠊࡴࡋࢁ6V
ࣞ࣋ࣝࡢᆅ㟈ືࡣ⪏࠼ࡽࢀ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡇࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
⪁ᮙࡶ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ⪏㟈㔜せᗘศ㢮ࡀ%ࡸ&ࡢ⟠ᡤ࡛ࡣ࡞࠾࠸ࡗࡑ࠺ࠊᪧᣦ㔪ࡼࡿᇶ‽ᆅ
㟈ື6㸦᭱ຍ㏿ᗘ*DO㸧ࡸࠊᘓタᙜึࡢᶵ⬟ಖᣢ᳨ウ⏝ᆅ㟈ື㸦᭱ຍ㏿ᗘ*DO㸧ᑐ
ࡋ࡚ࡉ࠼༑ศ࡞ᙉᗘࢆಖᣢࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ࠸ࡍࡽ࠶ࡿࠋ㹼ྕᶵ࡛᱁⣡ᐜჾෆ❧ࡕධࡗ࡚
ヲ⣽࡞ㄪᰝࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ㐲࠸ඛࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊ┿┦✲᫂ࡣྍ⬟㏆࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ၥ㢟ព㆑ࢆᅜ࣭ୡ⏺ࡢཎⓎࡢಖᏲⅬ᳨➼⏕ࡍࡁࡔࢁ࠺ࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ศࠊᇶ‽ᆅ㟈ືࡢ
ಸ௨ୖࡢᙉ㟈ື⥅⥆㛫ࢆࡶࡕࠊᇶ‽ᆅ㟈ືྠ➼ࡸࡸୖᅇࡿຍ㏿ᗘᖜࢆ᭷ࡍࡿᮾᆅ᪉
ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢᙉ㟈ືくࢃࢀࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣࠊỴࡋ࡚⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢࡳࡢ≉Ṧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᪧᣦ㔪⟇ᐃ๓タ
⨨チྍࡉࢀࡓᅜࡢၟᴗⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔ඹ㏻ࡢၥ㢟ࡔᛮࢃࢀࡿࠋࡉࡽࠊ᪂ᣦ㔪ᑐࡍࡿ
ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ⪏㟈⿵ᙉࡢഛ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ᭷↓ࢆཎⓎࡘ࠸࡚ᚭᗏⓗㄪᰝࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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㸯㸰 ㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞ࡀࡽᑐ⟇ࢆᛰࡗࡓὠἼࣜࢫࢡ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣᖺ௨ୖ๓ࡢᆅ㟈Ꮫࡢ▱㆑ᇶ࡙࠸࡚ᘓタࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡢ◊✲ࡢ㐍Ṍ
ࡼࡗ࡚ࠊᘓタࡢᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇࡸࠊࡑࡢሙྜࡍࡄ⅔ᚰᦆ
യ⮳ࡿ⬤ᙅᛶࢆᣢࡘࡇࡀࠊ⧞ࡾ㏉ࡋᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᮾ㟁ࡣࡇࡢ༴㝤ᛶࢆ㍍
どࡋࠊᏳ⿱ᗘࡢ࡞࠸༑ศ࡞ᑐ⟇ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢẁ㝵࡛⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᩜᆅ㧗ࡉࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜὶ
㟁※႙ኻ⮳ࡿࡇࠊᅵᮌᏛᡭἲࡼࡿண ࢆୖᅇࡿὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜᾏỈ࣏ࣥࣉ
ࡀᶵ⬟႙ኻࡋ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡣࠊಖᏳ㝔ᮾ㟁ࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
ᨵၿࡀ㐍ࡲ࡞ࡗࡓ⫼ᬒࡣᑡ࡞ࡃࡶࡘࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ➨୍ࡣࠊಖᏳ㝔ࡀὠἼᐃࡢ
ぢ┤ࡋᣦ♧ࡸᑂᰝࢆ㠀බ㛤࡛㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊグ㘓ࡶṧࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊእ㒊ࡣᐇែࡀศࡽ࡞
ࡗࡓࡇࠋ➨ࡣࠊὠἼࡢ㧗ࡉࢆホ౯ࡍࡿᅵᮌᏛࡢᡭἲࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᡭἲࡣ㟁
ຊᴗ⏺ࡀ῝ࡃ㛵ࡋࡓ㏱᫂࡞ᡭ⥆ࡁ࡛⟇ᐃࡉࢀࡓࡶࢃࡽࡎࠊಖᏳ㝔ࡣࡑࡢෆᐜࢆ
⢭ᰝࡏࡎࠊὠἼᑐ⟇ࡢᶆ‽ᡭἲࡋ࡚⏝࠸࡚ࡁࡓࠋ➨୕ࡋ࡚ࡣࠊពⓗ࡞☜⋡ㄽࡢゎ㔘࣭
⏝ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᮾ㟁ࡣබṇ࡞ᡭ⥆ࡁ࡛⟬ฟࡉࢀࡓప࠸ὠἼⓎ⏕㢖ᗘࢆ᰿ᣐࡋ࡚ࠊ
ᑐ⟇ࢆࡉ࡞࠸ࡇࢆṇᙜࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛ὠἼࡢ☜⋡ㄽⓗᏳホ౯ࡀᢏ⾡ⓗ
☜ᐇ࡛࠶ࡿ࠸࠺⌮⏤࡛ᐇࡏࡎࠊᑐ⟇ࡢ᳨ウࢆඛᘏࡤࡋࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᮾ㟁ࡢᑐᛂࡢ㐜ࢀࡣಖᏳ㝔ࡶㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊಖᏳ㝔ࡣලయⓗ࡞ᣦ♧ࢆࡏࡎࠊࣂࢵࢡࢳ࢙
ࢵࢡࡢ㐍ᤖ≧ἣࡶ㐺ษ⟶⌮┘╩ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ᅇ㔜࡞ὠἼࡢࣜࢫࢡࡀ┳㐣ࡉࢀࡓ┤᥋ⓗ࡞ཎᅉࡣࠊᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⪃࠼
᪉࠶ࡿࠋ⛉Ꮫⓗヲ⣽࡞ண ࡣ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶࠊྍ⬟ᛶࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸༴㝤࡞⮬↛⌧㇟ࡣࠊ
ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᑐ㇟ࡋ࡚⤒Ⴀ࡛ᢅࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᪂▱ぢ࡛ᚑ᮶ࡢᐃࢆ
㉸࠼ࡿὠἼࡢྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓⅬ࡛ࠊཎᏊ⅔ࡢᏳᑐࡋ࡚➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࢆ㈇࠺ᴗ
⪅ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊሁ✚≀ㄪᰝ➼࡛⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࢆࡼࡾ᫂☜ࡍࡿࡓࡵ㛫ࢆࡅࡓࡾࠊ
ཝࡋ࠸ᇶ‽ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ാࡁࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪩ᛴᑐ⟇ࢆ㐍ࡵࡿࡇ
࡛࠶ࡗࡓࠋ




㸯㸰㸯 ὠἼᐃ⿕ᐖண ࡢኚ㑄
ὠἼࡀᐃࢆ㉸࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇࡸࠊᐃࢆ㉸࠼ࡓὠἼࡣᐜ᫆⅔ᚰᦆയࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ
ࡇࢆࠊᮾ㟁ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆ఱᗘࡶᣦࡉࢀࠊᨾࡢ༴㝤ᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

˟ிʮᩓщᅦҾ܇щႆᩓʙᛦ௹ۀՃ˟

ὠἼᐃ䛸⿕ᐖண 䛾ኚ㑄
ὠἼ䛜ᐃ䜢㉸䛘䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔䛣䛸䜔䚸ᐃ䜢㉸䛘䛯ὠἼ䛿⅔ᚰᦆയ䜢ᘬ䛝
㉳䛣䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸䜢䚸ᮾ㟁䛿ㄆ㆑䛧䛶䛔䛯䛜༑ศ䛺ᑐᛂ䜢䛧䛺䛛䛳䛯
ὠἼỈ䛾ኚ㑄䛸ᮾ㟁䛾ᑐᛂ
ᮾி㟁ຊ

ὠἼᐃ
䛾ᶵ

㛫㍈

ᐃỈ㻖䚸⿕ᐖㄆ㆑

㻠㻝ᖺ

ซ䠖

㼍

ᮏᩥ䛾㡯┠䛻ᑐᛂ

ᑐᛂ

㻿㻠㻝ᖺ㻝㻝᭶ 㻟㻚㻝㻞㻞㼙
㻝ྕᶵタ⨨チྍ⏦ㄳ

㼍

㻴㻢ᖺ㻟᭶ 㻟㻚㻡㼙

㼎

ᖹᡂ 㻡ᖺ
㻴㻡ᖺ㻝㻜᭶
㈨※䜶䝛䝹䜼䞊ᗇ䛜
ὠἼᏳᛶホ౯䜢ᣦ♧

㻝㻞ᖺ
㻴㻝㻞ᖺ㻞᭶
㟁㐃䛜ὠἼᙳ㡪ホ౯

㼏

㻴㻝㻠ᖺ㻞᭶
ᅵᮌᏛ䛜
ὠἼホ౯ᢏ⾡䜢⟇ᐃ

㼐

㻴㻝㻠ᖺ㻣᭶
ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊䛜
㛗ᮇホ౯䜢Ⓨ⾲

㼑

㻴㻝㻤ᖺ㻝䡚㻣᭶
⁄Ỉຮᙉ

㼒

㻞㻚㻡㼙䛾Ᏻ⿱ᗘ
䠄㻝ྕᶵ㠀ᖖ⏝ᾏỈ䝫䞁䝥䜢㻡㻡㻚㻢㼙
䛻タ⨨䠅

ᐃ䛾㻝㻚㻞ಸ䛷䝫䞁䝥Ṇ

㻴㻝㻠ᖺ㻟᭶ 㻡㻚㻣㼙

㻢ྕᶵ㠀ᖖ⏝ᾏỈ䝫䞁䝥㟁ືᶵ䛾
㻞㻜㼏㼙䛛䛥ୖ䛢䚸ᘓᒇ㈏㏻㒊䛾ᾐ
Ỉ㜵Ṇᑐ⟇䚸ᡭ㡰᭩䛾ᩚഛ

㻝㻤ᖺ

㼓

䝫䞁䝥䛾ᾐỈ䛻䜘䜛⅔ᚰᦆയ
䛾ྍ⬟ᛶ䜢ㄆ㆑

ᑐᛂ䛥䜜䛪

㻴㻝㻤ᖺ㻥᭶
Ᏻጤဨ䛜
⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪䜢ᨵゞ䚹
ಖᏳ㝔䛜ὠἼᏳᛶホ౯䜢ᣦ♧
㻴㻝㻤ᖺ㻝㻜᭶
ಖᏳ㝔䛜ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䚸
ᐃ௨
ୖ䛾ὠἼ䛻ᑐ䛩䜛ලయⓗᑐᛂ䜢
せᮃ䚹ୖᒙ㒊䜈ఏ㐩䜢ᣦ♧

ලయⓗ䛺ᑐᛂ䛿ྲྀ䜙䜜䛶䛔䛺䛔
䠄ᾏỈ䝫䞁䝥䛾Ỉᐦ䛾䜏᳨ウ䠅

㻴㻞㻜ᖺ㻢᭶ 㻝㻡㻚㻣㼙

ᑐᛂ䛿ྲྀ䜙䜜䛶䛔䛺䛔

㻞㻝ᖺ

㼔

㻴㻞㻝ᖺ㻢᭶
⥲ྜ㈨※䜶䝛䝹䜼䞊ㄪᰝ
䛾ᑓ㛛ᐙྜ䛻䛚䛔䛶㈆ほὠἼ
䛜⚟ᓥ䛷䜒䛝䛛䛳䛯䛸ᣦ

㻴㻞㻝ᖺ㻞᭶ 㻢㻚㻝㼙
㻴㻞㻝ᖺ㻤᭶ 㻥㻚㻞㼙

ලయⓗ䛺ᑐᛂ䛿ྲྀ䜙䜜䛶䛔䛺䛔
䠄ᕤィ⏬䛿❧䛶䜙䜜䛶䛔䛺䛔䠅
㻴㻞㻝ᖺ㻝㻝᭶
㻡㻚㻢ྕᶵᾏỈ䝫䞁䝥䜢㻢㻚㻝㼙ᑐᛂ䛻
Ỉᑒ㻖㻖

ὀ㻖䠖Ỉ䛿㻻㻚㻼㻚㻗䛾್䛸䛧䛶⾲グ
㻖㻖䠖Ỉᑒ䛸䛿䚸ᶵჾ䛾୍㒊䛜Ỉ䛻ᾐ䛛䛳䛯㝿䚸㛤ཱྀ㒊䛛䜙Ỉ䛜ᾐධ䛧䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛ฎ⨨䚹Ỉ୰䛻䛻ἐ䛩䜛䛸ᨾ㞀䛩䜛䚹
㻺㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻰㼕㼑㼠㻌㼛㼒㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻌㻌㻲㼡㼗㼡㼟㼔㼕㼙㼍㻌㻺㼡㼏㼘㼑㼍㼞㻌㻭㼏㼏㼕㼐㼑㼚㼠㻌㻵㼚㼐㼑㼜㼑㼚㼐㼑㼚㼠㻌㻵㼚㼢㼑㼟㼠㼕㼓㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻯㼛㼙㼙㼕㼟㼟㼕㼛㼚㻌㻭㼘㼘㻌㻾㼕㼓㼔㼠㼟㻌㻾㼑㼟㼑㼞㼢㼑㼐
ฟ䠖㛵ಀ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䚸ᮾ㟁㈨ᩱ䚸ᮾ㟁䛂⚟ᓥཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩䠄୰㛫ሗ࿌᭩䠅䛃䚸ᨻᗓᨾㄪ䛂୰㛫ሗ࿌䛃


ᅗ㸯㸰㸯㸯 ὠἼᐃࡢ⣔ิ
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㸯㸧ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊ࡢ㛗ᮇホ౯௨๓
Dタ⨨チྍ⏦ㄳ㸸㸦㸧ᖺ᭶
ྕᶵࡢタ⨨チྍ⏦ㄳ᭩㸦ࠕ㸯㸯㸬㸱㸯㸧Dࠖཧ↷㸧ࡣࠊῧ᭩㢮㸴ࡢࠕỈ⌮ ᾏ
㇟ࠖࡢ⟠ᡤ࡛ࠊࠕ⌧ᆅ࠾࠸࡚ࡣࠊ₻ほ ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᩜᆅ༡᪉⣙NPᑠྡ 
࠾ࡅࡿ₻ࡣࠊୗグࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠖࡋ࡚ࠕ᭱㧗₻23㸦ᑠྡ ᕤᇶ‽㠃㸧P
㸦ࢳࣜᆅ㟈ὠἼ㸧ࠖࠕ᭱ప₻23P㸦ࢳࣜᆅ㟈ὠἼ㸧ࠖグ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋཎᏊ⅔Ᏻᑓ㛛ᑂᰝࡢᑂᰝሗ࿌᭩ࡶࠊࡇࢀࢆ᭩ࡁࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢホ౯࡛タ⨨ࡣチྍࡉࢀࠊPࡢୣ㝠ࢆ23Pษࡾୗࡆ࡚ཎⓎࡀᘓタࡉࢀࡓࠋ
23P࠸࠺㧗ࡉࡣࠊᆅ㉁≧ἣࠊỈჾ෭༷ỈࡢᥭỈᚲせ࡞ືຊ㈝ࠊᅵᕤ㈝ࠊཬࡧ㧗Ἴ࣭
ὠἼᑐࡍࡿᏳᛶࢆ຺ࡋ࡚ࠊᮾ㟁ࡢᅵᮌ㛵ಀ⪅ࡀ⊂⮬Ỵᐃࡋࡓࠋ

EὠἼᏳᛶホ౯㸸ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶㸦ᅇ┠ࡢὠἼᐃぢ┤ࡋ㸧
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᾏ㐨༡すἈᆅ㟈ὠἼࢆཷࡅ࡚ࠊ㏻⏘┬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇࡣྠᖺ᭶
㟁㐃ᑐࡋὠἼᏳᛶホ౯ࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡢᐃࡣࠊୖ᪼ഃ࡛23Pሗ࿌ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ୰࡛ࠊᩥ⊩グ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿᖺ௨㝆ࡢࡢᆅ㟈ὠἼࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࡽẚ㍑ࡋ
⚟ᓥᆅⅬ࠾ࡅࡿ᭱ࡢὠἼࡣࢳࣜᆅ㟈ὠἼ࡛࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ

F㟁㐃ࡢὠἼᙳ㡪ホ౯㸸ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
㟁㐃ࡣᙜ᭱᪂ࡢᡭἲ࡛ὠἼᐃࢆィ⟬ࡋࠊཎⓎࡢᙳ㡪ࢆㄪࡓࠋᐃㄗᕪࡀ⏕
ࡌࡿࡇࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊᐃࡢಸࠊಸࠊಸࡢỈ࡛㠀ᖖ⏝ᶵჾࡀᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠺
ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣᐃࡢಸ㸦23P㹼P㸧࡛ᾏỈ࣏ࣥࣉ࣮ࣔࢱ࣮ࡀ
Ṇࡲࡾࠊ෭༷ᶵ⬟ᙳ㡪ࡀฟࡿࡇࡀศࡗࡓࠋᅜࡢཎⓎࡢ࠺ࡕࠊୖ᪼ഃಸ࡛ᙳ㡪ࡀ
ฟࡿࡢࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ௨እࡣᓥ᰿ཎⓎ㸦୰ᅜ㟁ຊ㸧ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊὠἼᑐࡋ࡚వ⿱ࡢᑠࡉ
࠸ཎⓎ࡛࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸰㸯ࠚཧ↷㸧ࠋ

GᅵᮌᏛࡢὠἼホ౯ᢏ⾡㸸ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶㸦ᅇ┠ࡢὠἼᐃぢ┤ࡋ㸧
ᅵᮌᏛࡢࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢὠἼホ౯ᢏ⾡ࠖ㸦௨ୗࠕᅵᮌᏛᡭἲࠖ࠸࠺㸧⟇ᐃࢆཷ




 ྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡢ㟁ືᶵࡣ23Pࡢࡇࢁタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊὠἼࡀࡇࢀࢆ㉸࠼ࡿ෭༷ᶵ⬟ࡀ႙
ኻࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ㐣ཤ᭱㧗ࡉࢀࡓ23PࠊPࡢᏳవ⿱ࢆຍ࠼ࡓ㧗ࡉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 బṇࠕ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᅵᮌᕤࡢᴫせ㸦㸧ࠖࠗᅵᮌᢏ⾡࠘ᕳྕ㸦ࠑࠒᖺ㸧࣮ࠥ࣌ࢪ

 ᮾ㟁ࡢ㛤♧ࡋࡓ᭩㠃ࡼࡿࠋ

 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍࣭➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ὠἼࡢ᳨ウࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧

 㟁㐃㈨ᩱ

 ᅵᮌᏛࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢὠἼホ౯ᢏ⾡ࠖࡣࠊึᮇࡢཎⓎࡀᘓタࡉࢀࡓࡢࡕࠊᛴ㏿㐍ṌࡋࡓὠἼࡢண ᢏ⾡ࢆ
ᶆ‽ࡋࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳタィྲྀࡾධࢀࡿ┠ⓗ࡛ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡲࡵࡽࢀࡓࠋ㐣ཤࡢὠἼࢆ㉳
ࡇࡋࡓᆅ㟈ࡢ㟈※ᇦࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࡢᾏᗏࡢኚືࢆᩘ್ィ⟬ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࣔࢹࣝࡢ☜ࡉࢆ⪃៖ࡋ࡚᩿ᒙࡢഴ
ࡁ࡞ࢆఱ㏻ࡾࡶィ⟬ࡋࠊὠἼࡀ᭱࡞ࡿ᮲௳ࢆ᥈ࡍࠋࡇࡢ᪉ἲࡼࡗ࡚ࠊ࠾࠾ࡴࡡ᪤ ᭱ࡢὠἼ㧗ࡉࡢ⣙
ಸ⛬ᗘࢆᐃᩘ್ࡋ࡚⟬ฟࡋࡓࠋᮾᆅ᪉࡛ࡣᩥ⊩ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐣ཤ⣙ᖺศࡢࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓὠἼࡋ
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ࡅ࡚ࠊᮾ㟁ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢὠἼᐃࢆ23PᘬࡁୖࡆಖᏳ㝔ሗ࿌ࡋࡓࠋᮾ㟁ࡣࠊ
ྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ㟁ືᶵࢆFPࡉୖࡆࡋࠊࡲࡓࠊᘓᒇ㈏㏻㒊ࡢᾐỈ㜵Ṇᑐ⟇ᡭ
㡰᭩ࡢᩚഛࢆᐇࡋࡓࠋ

㸰㸧ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊ࡢ㛗ᮇホ౯௨㝆
Hᆅ㟈ᮏ㒊ࡢ㛗ᮇホ౯㸸ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
ᨻᗓࡢᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊㸦௨ୗࠕᆅ㟈ᮏ㒊ࠖ࠸࠺㸧ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊࠕ୕
㝣Ἀࡽᡣ⥲Ἀࡅ࡚ࡢᆅ㟈άືࡢ㛗ᮇホ౯ࡘ࠸࡚ࠖࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ⚟ᓥ➨
୍ཎⓎࡢἈྜࢆྵࡴ᪥ᮏᾏ⁁ἢ࠸࡛ࠊ0ࢡࣛࢫࡢὠἼᆅ㟈ࡀᖺ௨ෆ㸣⛬ᗘࡢ☜⋡࡛Ⓨ
⏕ࡍࡿண ࡋࡓࠋࡇࡢ㛗ᮇホ౯ࡣࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢ㟈※ᇦࡢ୍㒊ࡋ᥎ᐃ࡛ࡁ࡚
࠸࡞ࡗࡓࡀࠊᮏᨾࡢ㧗࠸ὠἼࡣࡇࡢ㛗ᮇホ౯ࡽࡔࡅ࡛ࡶண ࡛ࡁࡓࠋᮾ㟁ࡀᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶ࡈࢁィ⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡼࡿࠊࡇࡢ㛗ᮇホ౯ࡢண ࡍࡿὠἼᆅ㟈ࡣࠊ⚟ᓥ➨
୍ཎⓎࡢᩜᆅ23㹫ࡢὠἼࢆࡶࡓࡽࡋࠊྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ࿘㎶ࡣPࡢ㧗ࡉ࡛ᾐỈࡍ
ࡿணࡉࢀࡓࠋ

I⁄Ỉຮᙉ㸸ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
ࢫ࣐ࢺࣛἈὠἼ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧࡛ࣥࢻ࣭࣐ࢻࣛࢫཎⓎࡢ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀ㐠㌿
⬟࡞ࡗࡓࡇࡸࠊᐑᇛ┴Ἀࡢᆅ㟈㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧࠾࠸࡚ዪᕝཎⓎ࡛ᇶ‽ࢆ
㉸࠼ࡿᦂࢀࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇࡽࠊᐃࢆ㉸࠼ࡿ㇟ࡶ୍ᐃࡢ☜⋡࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡢၥ㢟ព㆑
ࢆᣢࡕࠊಖᏳ㝔⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓ㸦௨ୗࠕ-1(6ࠖ࠸࠺㸧ࡣᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶⁄Ỉຮᙉࢆタ⨨ࡋࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢຮᙉ࡛ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ
ࡢᐃእὠἼࡘ࠸࡚ᮾ㟁ࡀ᳨ウ≧ἣࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ23PࡢὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜࠊ㠀ᖖ
⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀᶵ⬟႙ኻࡋ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠊࡲࡓ23PࡢὠἼࡀ฿᮶ࡋ
ࡓሙྜࠊᘓᒇࡢᾐỈ࡛㟁※タഛࡀᶵ⬟ࢆኻ࠸ࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࠊእ㒊ὶ㟁※ࠊ
┤ὶ㟁※࡚ࡀ࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚㟁※႙ኻ⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡽࡢ
ሗࡀࠊࡇࡢⅬ࡛ᮾ㟁ಖᏳ㝔࡛ඹ᭷ࡉࢀࡓࠋ


ᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀ௨ୖࡢ㛫㝸࡛㉳ࡁࡿὠἼࡣᐃࡢᑐ㇟እ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ὠἼࡢ᳨ウ̿ᅵᮌᏛཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢὠἼホ౯ᢏ⾡㛵
ࢃࡿ᳨ウ̿ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧

 ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ㜰⚄㺃ῐ㊰㟈⅏ࢆዎᶵࡋ࡚ᨻᗓᆅ㟈ᮏ㒊ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋ┠ⓗࡢ୍ࡘࡣࠊࠕᆅ㟈㛵ࡍࡿ
ほ ࠊ 㔞ࠊㄪᰝࡲࡓࡣ◊✲ࢆ⾜࠺㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࠊᏛ➼ࡢㄪᰝ⤖ᯝ➼ࢆ㞟ࡋࠊᩚ⌮ࡋࠊཬࡧศᯒࡋࠊ୪ࡧ
ࡇࢀᇶ࡙ࡁ⥲ྜⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇࠖ㸦ᆅ㟈㜵⅏ᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ➨᮲➨㡯➨ྕ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛◊✲ᶵ㛵
ࡸ◊✲⪅ࡀᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࡢሗࢆࡤࡽࡤࡽⓎಙࡋ࡚ࡁ࡚㜵⅏ᙺ❧ࡓ࡞ࡗࡓ┬ࡽࠊᨻᗓࡋ࡚ࡾࡲ
ࡵࡿᙺࢆᯝࡓࡍࡉࢀࡓࠋ

 ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊 ᆅ㟈ㄪᰝጤဨࠕ୕㝣Ἀࡽᡣ⥲Ἀࡅ࡚ࡢᆅ㟈άືࡢ㛗ᮇホ౯ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶᪥㸧KWWSZZZMLVKLQJRMSPDLQFKRXVDNDLNRXBSGIVDQULNXBERVRSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ
᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

 ᮾ㟁㈨ᩱ

 ᮾ㟁㈨ᩱ

 ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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⁄Ỉຮᙉࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ➨ᅇᏳሗ᳨ウ࠾࠸࡚ࠊ
ಖᏳ㝔ࡢᢸᙜ⪅ࡣࠕࣁࢨ࣮ࢻホ౯⤖ᯝࡽṧవࡢࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ᛮࢃࢀࡿࢧࢺ࡛ࡣᛕࡢࡓ
ࡵಶࠎᑐᛂࢆ⪃࠼ࡓ᪉ࡀࡼ࠸࠸࠺ᮦᩱࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋᾏỈ࣏ࣥࣉࡢᙳ㡪࡛ࡣࠊࣁࢨ
࣮ࢻ☜⋡Ҹ⅔ᚰᦆയ☜⋡ࠖⓎゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ➨ᅇᏳሗ᳨ウ㈨ᩱࡣࠊࠕᩜᆅࣞ࣋ࣝPࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜࠊ࠸ࡎࢀࡢࣉࣛ
ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡶᾐỈࡢྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ⚟ᓥ➨୍ྕᶵࠊ
Ἡ㺂ྕᶵࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᆅㄪᰝࢆᐇࡋࠊୖグ᳨ウ⤖ᯝࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠖグ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

J⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞ㸸ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶㸦ᅇ┠ࡢὠἼᐃぢ┤ࡋ㸧
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊᏳጤဨࡀ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࢆᨵゞࡋࠊὠἼࡘ࠸࡚ࡣࠕタ
ࡢ౪⏝ᮇ㛫୰ᴟࡵ࡚ࡲࢀ࡛ࡣ࠶ࡿࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᐃࡍࡿࡇࡀ㐺ษ࡞ὠἼ
ࡼࡗ࡚ࡶࠊタࡢᏳᶵ⬟ࡀ㔜࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࠾ࡑࢀࡀ࡞࠸ࡇࠖᐃࡵࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊᅵᮌᏛᡭἲᇶ࡙࠸࡚ὠἼᐃࢆFPᘬࡁୖࡆ23Pࡋࠊࡑࢀక
࠸ᾏỈ࣏ࣥࣉ࣮ࣔࢱ࣮ࡢᶵჾࡉୖࡆ࡞ࡢᑐ⟇ࢆᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡲ࡛ᐇࡋ
ࡓࠋ

K㈆ほὠἼ⪃៖ࡢᣦ㸸ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ 
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝࡢᑓ㛛ᐙྜ࠾࠸࡚ࠊ㈆ほᆅ㟈㸦
ᖺ㸧࡛⚟ᓥࡶ㠀ᖖࡁ࡞ὠἼࡀ᮶࡚࠸ࡓࡇࡀጤဨࡽᣦࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡢᮾ㟁ࡢ
ィ⟬ࡼࡿࠊ㈆ほὠἼࡢἼ㧗ࡣ⚟ᓥ➨୍ࡢᆅⅬ࡛23P࡞ࡾࠊᮾ㟁ࡣࡑࡢᩘ್ࢆᖹ
ᡂ㸦㸧ᖺ᭶ಖᏳ㝔ሗ࿌ࡋࡓࠋ


㸯㸰㸰 ὠἼࡼࡿὶ㟁※႙ኻཬࡧ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿ⬤ᙅᛶࡢ㍍ど
ᮾ㟁ࡣࠊᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿ⬤ᙅᛶࢆ㍍どࡋࠊಖᏳ㝔ࡢཱྀ㢌
ᣦ♧ᑐࡋ࡚ࡶ༑ศᑐᛂࡋ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⁄Ỉᑐ⟇ࡀᐇࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲᮏᨾࢆ㏄࠼
ࡓࠋ

㸯㸧ࡶࡶᐃᑐࡍࡿ⿱ᗘࡀప࠸
ࠕ㸯㸰㸯 㸯㸧F࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊ㟁㐃ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺᐇࡋࡓㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ




 ᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼ࠸࠺ࣁࢨ࣮ࢻ㸦༴㝤㸧ࡀⓎ⏕ࡍࡿ☜⋡ࠋ
 ὠἼࡢⓎ⏕☜⋡ࡀ⅔ᚰᦆയࡢ☜⋡ࢇ➼ࡋ࠸࠸࠺ࡇࡣࠊ㸦ᾏỈ࣏ࣥࣉࢆṆࡵࡿࡼ࠺࡞㸧ὠἼࡀ᮶ࢀࡤ
ࡰ⅔ᚰᦆയ㸦⅔ᚰ⁐⼥ࢆྵࡴ㸧⮳ࡿ࠸࠺ព࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

 ಖᏳ㝔㈨ᩱ

 Ᏻጤဨࠕ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠕ㸯㸯㸳㸯㸧ࠖཧ↷

 ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㒊 ⪏㟈࣭ᵓ㐀タィᑠጤဨᆅ㟈࣭ὠἼࠊᆅ㉁࣭ᆅ┙ྜྠ࣮࣡࢟
ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸦➨ᅇ㸧㆟㘓㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧KWWSZZZQLVDPHWLJRMSVKLQJLNDL
JLMLURNXSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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⚟ᓥ➨୍ࡣὠἼᑐࡍࡿవ⿱ࡀᑠࡉ࠸ࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺὠἼᐃࢆ23Pࡽ23Pᘬࡁୖࡆࡓ㝿ࠊࡑࢀక࠺ᑐ⟇ࡣ୍㒊ࡢ࣏ࣥࣉࢆ
ࡉୖࡆࡋࡓࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋὠἼᐃࡢỈᑐࡋ࡚ࠊ㠀ᖖ⏝࣏ࣥࣉࡢ࣮ࣔࢱ࣮ୗ➃ࡲ࡛
ࡋవ⿱ࡀ࡞ࡃࠊᅵᮌᏛᡭἲ㸣⛬ᗘࡢㄗᕪࡀ⏕ࡌࡓࡔࡅ࡛࣏ࣥࣉࡢᶵ⬟ࡀኻࢃࢀࡿ
≧ែࡔࡗࡓ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸰㸰ࠚཧ↷㸧ࠋ

㸰㸧⁄Ỉຮᙉ➼ࢆཷࡅࡓᴗ⪅ࡢᾘᴟⓗ࡞ᛂ
ࠕ㸯㸰㸯 㸰㸧Iࠖࡢ⁄Ỉຮᙉࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㟁㐃ࡢෆ㒊࡛ࡣࠊᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡼࡗ
࡚⅔ᚰᦆയࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀඹ㏻ㄆ㆑࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢࣜࢫࢡࢆ㍍どࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ௨ୗࠊ㟁㐃㈨ᩱࡽᘬ⏝ࡍࡿࠋ

ࠕᅜࡢᛂࡣࠊᅵᮌᏛᡭἲࡼࡿὠἼࡢᐃᑐࡋ࡚ࠊᩘ༑FPࡣㄗᕪࡢㄆ
㆑ࠋవ⿱ࡢᑡ࡞࠸ࣉࣛࣥࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࣁࢨ࣮ࢻ☜⋡Ҹ⅔ᚰᦆയ☜⋡ࠖࡢㄆ
㆑ࡢࡶࠊࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ࣉࣛࣥࢺࡘ࠸࡚ࡣᛕࡢࡓࡵಶูࡢᑐᛂࡀᮃࡲࢀࡿࡢ
ㄆ㆑ࠋࠖ

 ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᚋࡢᑐᛂࡋ᳨࡚ウࡉࢀࡓࡢࡣࠊࡍࡄᑐᛂࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ


ࠕᅵᮌᏛࡢᡭἲࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊಖᏲᛶࢆᙇࠋὠἼ36$ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟁
ຊඹ◊ࡼࡾ᳨ウࢆ⥅⥆ࡋࡘࡘࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡵࠊὠἼࣁࢨ࣮ࢻࡢࣞ࣋ࣝࢆᢕ
ᥱࡋࠊࣜࢫࢡࡀᑠࡉ࠸ࡇࢆᙇࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࠖ

 ࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࠋ

㸱㸧ὠἼᐃぢ┤ࡋ㛵ࡍࡿಖᏳ㝔ࡽࡢཱྀ㢌ᣦ♧ᮾ㟁ෆ࡛ࡢ㠀ඹ᭷
ಖᏳ㝔ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡಀࡿ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ᐇィ
⏬᭩ࡘ࠸࡚ࠊ㟁Ẽᴗ⪅ᑐࡍࡿ୍ᣓࣄࣜࣥࢢࢆ㛤࠸ࡓࠋࡇࡢᖍୖ࡛ࠊಖᏳ㝔ࡢᢸᙜ⪅
ࡽὠἼᑐᛂࡘ࠸࡚ࠕᮏ௳ࡣࠊಖᏳ㝔㛗௨ୗࡢᣦ♧࡛ࡶࡗ࡚ࠊಖᏳ㝔ࢆ௦⾲ࡋ࡚ゝࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࡽࠊྛ♫ࠊ㔜ࡃཷࡅṆࡵ࡚ᑐᛂࡏࡼࠖࡋࠊ௨ୗࡢෆᐜࡀཱྀ㢌࡛ఏ࠼ࡽࢀࡓࠋ

ࠕࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㸦ὠἼᐃぢ┤ࡋ㸧࡛ࡣ⤖ᯝࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊಖᏳ㝔ࡣࡑࡢᑐᛂ⟇
ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡍࡿࠋ⮬↛⌧㇟࡛࠶ࡾࠊタィᐃࢆ㉸࠼ࡿࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿ⪃࠼
ࡿࡁࠋὠἼవ⿱ࡀᑡ࡞࠸ࣉࣛࣥࢺࡣලయⓗࠊ≀⌮ⓗᑐᛂࢆྲྀࡗ࡚ࡋ࠸ࠋὠ
Ἴࡘ࠸࡚ࠊὠἼ㧗ࡉᩜᆅ㧗ࡉࡀᩘ༑FP࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸ࢧࢺࡀ࠶ࡿࠋホ
౯ୖ2.࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬↛⌧㇟࡛࠶ࡾࠊタィᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ᮶ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ
ᐃࢆୖᅇࡿሙྜࠊ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀᶵ⬟႙ኻࡋࠊࡑࡢࡲࡲ⅔ᚰᦆയ࡞ࡿࡓࡵ
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Ᏻవ⿱ࡀ࡞࠸ࠋᅇࡣࠊಖᏳ㝔ࡋ࡚ࡢせᮃ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢሙࢆࡾ࡚ࠊྛ♫
ࡋࡗࡾ࿘▱ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ཷࡅṆࡵࠊྛ♫ୖᒙ㒊ఏ࠼ࡿࡇࠖ

ᮾ㟁ෆ࡛ࡣཎᏊຊ㒊㛛ᢸᙜ♫㛗ࡲ࡛ࡣඹ᭷ࡉࢀࡓࡀࠊ♫㛗࣭㛗ࡲ࡛ࡣఏ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓ


ࠋ


㸲㸧⁄Ỉᑐ⟇ࡢᮍᐇ
㟁㐃ࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢࠊὠἼࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡍࡿಖᏳ㝔ᡴࡕྜࢃࡏࡢᖍୖ
࡛ࠊᮾி㟁ຊࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡘ࠸࡚ᑐ⟇ࢆྲྀࡿ᪉㔪ఏ࠼ࠊᾏỈ࣏ࣥࣉࡢỈᐦࡸᘓᒇࡢ
タ⨨࠸ࡗࡓᑐᛂ⟇ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊᨾⅬࡲ࡛ࠊᾏỈ࣏ࣥࣉࡢỈᑒಀࡿ㍍ᚤ
࡞ᑐᛂ⟇ࢆ㝖࠸࡚ࠊලయⓗ࡞ᑐᛂ⟇ࡣྲྀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ


㸯㸰㸱 ὠἼ㧗ࡉぢ┤ࡋ࠾ࡅࡿၥ㢟
ᮾ㟁ࡣࠊὠἼㄪᰝᾘᴟⓗ࡞ጼໃࢆ⥆ࡅࠊᆅ㟈ᮏ㒊ࡢ㛗ᮇホ౯ࡸ㈆ほὠἼࡘ࠸࡚ᑐᛂࡢඛ
ᘏࡤࡋࢆᅗࡗࡓࠋ

㸯㸧ᮾ㟁ࡢὠἼㄪᰝࡢᾘᴟⓗጼໃ
ᮾ㟁ຊࡣዪᕝཎⓎࡢὠἼᐃࡢࡓࡵࠊ㸦㸧ᖺࡈࢁࡽ⮬ࡽὠἼሁ✚≀ࢆㄪᰝࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣᖺࡋࡉࡢࡰࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ᩥ⊩ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⿵㊊ࡋࠊࡉࡽྂ࠸
ὠἼࡢᐇែࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
㏻ᖖࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࡣⓎ᥀సᴗ࡞㈝⏝ࡀࡉࡴࡓࡵࠊᏛ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ◊✲ࡀ࡞ࡾ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵྎᖹ㔝ࡽ༡ࡢὠἼሁ✚≀ㄪᰝࡣࠊ᭱ึࡢㄽᩥࡀሗ࿌ࡉࢀࡓᖹᡂ
㸦㸧ᖺ௨㝆ࡶࢹ࣮ࢱࡀ࡞࡞㞟ࡲࡽ࡞ࡗࡓࠋᮾ㟁ࡣཎⓎࡢᏳホ౯ࡢࡓࡵࠊ⋡ඛࡋ࡚
ㄪᰝࡍࡿࡁ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࠕᚋࡢ◊✲ࡢ㐍ᒎࢆᚅࡕࡓ࠸ࠖ࠸࠺ே௵ࡏࡢᾘᴟⓗ࡞ጼໃ
ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘ௨㝆ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢጤクࡼࡿ㔜Ⅼㄪᰝ࡛ࠊࡼ࠺ࡸࡃࡇࡢᆅᇦ࡛ࡢᮏ᱁
ⓗ࡞ㄪᰝࡀጞࡲࡾࠊᮾᏛ࡞ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⣙NP࡛ᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘᐇࡋࡓ
ὠἼሁ✚≀ࡢㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊ㈆ほὠἼࢆྵࡵ㐣ཤᅇࡢὠἼࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓࡇࡀุ᫂ࡋࡓ


ࠋࡇࡢᚋࠊᮾ㟁ࡀྠᵝࡢㄪᰝࢆ⚟ᓥ┴ἢᓊ࡛ጞࡵࡓࡢࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ࡛࠶ࡾࠊᮾ㟁ຊ

ࡽᖺ௨ୖฟ㐜ࢀ࡚࠸ࡓࠋ











ಛᜏஂᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ㛗 ➨ᅇጤဨ
Ỉ୰యࡀἐࡋ࡚ࡶࠊỈࡀୗࡀࡗࡓ࠶ࡍࡄ㐠㌿ྍ⬟࡞ᵝࡍࡿࡇࠋ

㟁ືᶵࡢ୍㒊ࡀỈᾐࡗ࡚ࡶ㛤ཱྀ㒊ࡽỈࡀᾐධࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋỈ୰ἐࡍࡿᨾ㞀ࡍࡿࠋ
㜿㒊ኖࠕྎᖹ㔝࠾ࡅࡿ㈆ほᖺ㸦ᖺ㸧୕㝣ὠἼࡢ㊧㧗ࡢ᥎ᐃࠖᆅ㟈ࠊ➨㍴ࠊᕳࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺࠊ㹼࣮࣌ࢪ

 ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࡀࠊᆅ㟈ᮏ㒊ᾏ⁁ᆺศ⛉ጤဨ㏦ࡗࡓ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ

 Ἠಇᩥࠗᮾᆅ᪉ኴᖹὒἢᓊᇦ࠾ࡅࡿᆅ㉁ㄪᰝ ᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈࠾ࡅࡿ㔜Ⅼⓗㄪᰝほ 㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧
ᡂᯝሗ࿌᭩࣮࠘ࠥ࣌ࢪ
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽


㸰㸧ᆅ㟈ᮏ㒊ࡢ㛗ᮇホ౯ࡢᑐᛂࡢ㐜ࢀ
ᙜጤဨࡢὠἼ◊✲⪅ᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࡼࡿࠊᮾ㟁ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᆅ㟈ᮏ㒊
ࡢண ࡘ࠸࡚ࠊⓎ⾲┤ᚋ」ᩘࡢ◊✲⪅ពぢࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠋ
࠼ࡤண Ⓨ⾲ࡢ㸯㐌㛫ᚋࠊᮾ㟁࡛ὠἼᐃࢆᢸᙜࡍࡿ⪅ࡣࠊᆅ㟈ᮏ㒊࡛㛗ᮇホ౯ࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࡓᾏ⁁ᆺศ⛉ጤဨពぢ↷ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆ㏦ࡗࡓࠋᮾ㟁ࡢᢸᙜ⪅ࡣࠕ㸦ᅵᮌᏛ㸧
␗࡞ࡿぢゎࡀ♧ࡉࢀࡓࡇࡽⱝᖸᅔᝨࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖࡋࠊᆅ㟈ᮏ㒊ࡀࡇࡢࡼ࠺࡞㛗ᮇホ౯
ࢆⓎ⾲ࡋࡓ⌮⏤ࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋࠊጤဨࡣࠕᖺࠊᖺࡢὠἼᆅ㟈ࡢἼ※ࡀࡣࡗ
ࡁࡾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ㛗ᮇホ౯࡛ࡣᾏ⁁ἢ࠸ࡢࡇ࡛㉳ࡁࡿࢃࡽ࡞࠸ࠊࡋࡲࡋࡓࠖᅇ⟅ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ሗࡀ࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊᮾ㟁ࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊࡇࡢὠἼண ࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡇࢆぢ㏦ࡗࡓࠋᩥ⊩ୖࡣ⚟ᓥ┴Ἀ࡛ὠἼᆅ㟈ࡀ㉳ࡁࡓࡇࡀ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࡢࡀ࡞⌮⏤ࡔ
ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡣࠊᅵᮌᏛὠἼホ౯㒊ࡀࠊ᪥ᮏᾏ⁁࡛㉳ࡁࡿᆅ㟈ヲࡋ࠸ᆅ㟈Ꮫ⪅
ேࣥࢣ࣮ࢺࢆ㏦ࡾࠊᆅ㟈ᮏ㒊ࡢ㛗ᮇホ౯ࡘ࠸࡚ពぢࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕὠἼ
ᆅ㟈ࡣ㸦⚟ᓥἈࢆྵࡴ㸧ࡇ࡛ࡶ㉳ࡁࡿࠖࡍࡿ᪉ࡀࠊࠕ⚟ᓥἈࡣ㉳ࡁ࡞࠸ࠖࡍࡿุ᩿ࡼࡾ
᭷ຊࡔࡗࡓࠋ
ᆅ㟈ᮏ㒊㛗ᮇホ౯ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺⅬ࡛ࡢᮾ㟁ࡢ᪉㔪ࡣࠊྠ♫ࡀ㛤♧
ࡋࡓᩥ᭩ࡼࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࡗࡓࠋ

ࠕ᥎ᮏ㸦ᆅ㟈ᮏ㒊㸧࡛ࠊ୕㝣࣭ᡣ⥲ࡢὠἼᆅ㟈ࡀᐑᇛἈ㹼ⲈᇛἈࡢ࢚ࣜࡢ
ࡇ࡛㉳ࡁࡿศࡽ࡞࠸ࠊࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣᐇ࡛࠶ࡿࡀࠊཎᏊຊࡢタィࣉࣛࢡ
ࢸࢫࡋ࡚ࠊタィ࣭ホ౯᪉㔪ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸦୰␎㸧
௨ୖࡘ࠸࡚᭷㆑⪅ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿ㸦Ỵࡋ࡚ࠊᚋ࡞ࢇࡽᑐᛂࢆࡋ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊィ⏬ⓗ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡀࠊ࠸ࡃࡽ࡞ࢇ࡛ࡶࠊ⌧ᐇၥ㢟࡛ࡢ᥎ᮏ༶᥇⏝ࡣ
ᮇᑦ᪩࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࢽࣗࣥࢫ㸧
௨ୖࡣࠊ⤒Ⴀᒙࢆ࠼ࡓ⌧Ⅼ࡛ࡢ୍ᐃࡢᙜ♫⤖ㄽ࡞ࡾࡲࡍࠋࠖ

ࠕ࠸ࡃࡽ࡞ࢇ࡛ࡶᮇᑦ᪩࡛ࡣ࡞࠸ุ᩿ࠖࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊᑐ⟇ࡀᅔ㞴࡛ࠊᐇ⌧ࡍࡿࡋ࡚
ࡶᕧ㢠ࡢ㈝⏝ࡀࡿぢ㎸ࡲࢀࡓࡓࡵᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋඛᘏࡤࡋࡋ࡚ࡶࡼ࠸᰿ᣐࡣ࡞
ࡗࡓ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸰㸱ࠚཧ↷㸧ࠋ





 ὠἼ◊✲⪅ࣄࣜࣥࢢ
 ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧᩥ᭩ᅇ⟅

 ᅵᮌᏛᥦฟ㈨ᩱ
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㸱㸧ᖜ࡞ᐃ㉸࠼ࡢㄆ㆑
⪏㟈ᣦ㔪ᨵゞక࠺ὠἼᐃぢ┤ࡋࡢࡓࡵࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆ᆅ㟈ᮏ㒊ࡢ㛗ᮇホ౯
ࡼࡿὠἼ㈆ほὠἼࡢ୧⪅ࡘ࠸࡚ィ⟬ࡋࠊᚑ᮶ࡢᐃࢆᖜ㉸࠼ࡿࡇࢆ▱ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
㎿㏿࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᮾ㟁ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡈࢁ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆồࡵࡓࡇࢁࠊࠕ⚟ᓥ┴Ἀᾏ⁁ἢ࠸࡛
ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊἼ※ࡋ࡚⪃៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠖࡢពぢ
ࡀฟࡉࢀࡓࡇࢆཷࡅ࡚ࠊ㐜ࡃࡶᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ୗ᪪ࡽ᭶ୖ᪪ࡈࢁࡲ࡛ࠊᆅ㟈ᮏ
㒊ࡢ㛗ᮇホ౯ᇶ࡙ࡁࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㏆࡛23Pࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㏆࡛
23Pࠊᩜᆅ༡㒊࡛23P࠸ࡗࡓᐃἼ㧗ࡢᩘ್ࢆᚓࡓࠋࡋࡋࠊṊ⸨ᮏ㒊㛗
ࡣࠊὠἼ฿᮶ࡢ⥭ᛴᛶࡣప࠸⪃࠼ࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡋ࡚ࠊ௦⾲ࣉࣛࣥࢺ࡛࠶ࡿ⚟ᓥ➨
୍ཎⓎྕᶵཬࡧ⚟ᓥ➨ཎⓎྕᶵࡢ୰㛫ሗ࿌ࢆಖᏳ㝔ᥦฟࡋࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ཬ
ࡧ᭶ࠊࠕ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㒊⪏㟈࣭ᵓ㐀タィᑠጤဨᆅ㟈࣭
ὠἼࠊᆅ㉁࣭ᆅ┙ྜྠ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀࠊ୰㛫ሗ࿌ࡢホ౯ࢆࡋࡓ㝿ࠊࡑࡢጤဨࡀࠊ㈆
ほᆅ㟈㸦ᖺ㸧࡛⚟ᓥࡶ㠀ᖖࡁ࡞ὠἼࡀ฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡇࢆᣦࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡈࢁࠊಖᏳ㝔ࡢᑂᰝᐁࡣᮾ㟁ࡽὠἼホ౯㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᅵᮌᏛᡭἲᇶ࡙ࡃホ౯್ࢆᖜୖᅇࡿὠἼࡀ฿᮶ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆࠊ
ಖᏳ㝔ࡶㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣᮏᨾࡢ⣙༙ᖺ๓ࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡽᅇࢃࡓࡾࠊὠἼᑐ⟇ಀࡿ᳨ウ㸦⚟
ᓥᆅⅬὠἼᑐ⟇࣮࣡࢟ࣥࢢ㸧ࢆ㛤ࡁࠊ㜵₻ሐࠊ㜵ἼሐࠊᾏỈ࣏ࣥࣉࡢỈᐦ➼ࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚
᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ᮾ㟁ࡀ㛤ദࡋࡓ⚟ᓥᆅⅬὠἼᑐ⟇࣮࣡࢟ࣥࢢ㸦➨ᅇ㸧࡛ࡣࠊᅵ
ᮌᏛࡢࣔࢹࣝࢆ⏝ࡋࡓὠἼࡢ᭱㧗Ỉࡣ23P࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᆅ㟈ᮏ㒊ࡼࡿ▱ぢ
ࡸ㈆ほὠἼࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ♫ෆࡢィ⟬࡛ࡣࠊὠἼࡢ᭱㧗Ỉࡣ23Pホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢホ
౯⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊᮾ㟁ᅵᮌᢏ⾡ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ㜵₻ሐタ⨨ࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࡶࡢࡢࠊ࿘㎶㞟ⴠ
ࡣ࠼ࡗ࡚ὠἼࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃ࡞ࡿ➼ࡢ⌮⏤ࡽ㜵₻ሐࡢᘓタࡣྲྀࡾṆࡵࠊྛタഛ࡛ࡢᑐᛂࡀ
௦᭰ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ྠᖺ᭶᪥ࡢ➨ᅇ⚟ᓥᆅⅬὠἼᑐ⟇࣮࣡࢟ࣥࢢ࡛ࡣࠊ➨ᅇࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ23Pࡲ࡛
ࡢὠἼᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࠊྛ㒊㛛ࡼࡾᑐ⟇ᕤࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡒࢀࡢᑐ
⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕤࡢ⥭ᛴᗘᛂࡌ࡚ࠊᅵᮌᏛᡭἲࡢᨵゞࡉࢀࡿᮇ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ
᭶㸧ࡲ࡛ࡣ╔ᡭࡉࢀࡿࡼ࠺⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ὠἼᑐ⟇࣮࣡࢟ࣥࢢ࠾࠸࡚ࡇ࠺ࡋࡓὠἼᑐ⟇ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢࡢࠊᮏᨾࡢⅬ࡛ࡣ




 ᮾ㟁 Ṋ⸨ᰤ๓♫㛗ࣄࣜࣥࢢ
 ࠕ㸯㸯㸳㸰㸧ࠖཧ↷

 ᨻᗓᨾㄪࠕ୰㛫ሗ࿌㸦ᮏᩥ⦅㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧࣮࣌ࢪ
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ࠕࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࡀᚲせࠖࡢ⌮⏤ࡽࠊὠἼሁ✚≀ㄪᰝࡀᐇࡉࢀࡓࡢࡳ࡛ࠊලయⓗ࡞ᕤィ
⏬ࡣఱ୍ࡘ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ


㸯㸰㸲 ಖᏳ㝔ᅵᮌᏛࡢ㏱᫂ᛶ
ὠἼࣜࢫࢡࢆ㍍どࡋ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࠊಖᏳ㝔ࡢ㏱᫂࡞┘╩ࡢᅾࡾ᪉ࠊᅵᮌᏛࡀබṇ࡞
ᡭ⥆ࡁ࡛⟇ᐃࡋࡓᡭἲࢆࠊಖᏳ㝔ࡀ⢭ᰝࡏࡎ⏝ࡋ࡚࠸ࡓၥ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

㸯㸧ಖᏳ㝔ࡢཱྀ㢌ᣦ♧グ㘓ഛࡼࡿ㏱᫂ᛶ
ಖᏳ㝔࡛ࡣࠊὠἼࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ♧ࡸᑂᰝ⤖ᯝ࡞ࠊ㠀ᖖ㔜せ࡞㐃⤡ࢆཱྀ㢌࡛ࡢࡳ
ᴗ⪅ఏ࠼ࠊグ㘓ࢆṧࡉ࡞࠸ࡲࡲ㏱᫂࡞ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊಖᏳ㝔ࡣࠊ᪂ᣦ㔪ᇶ࡙ࡃὠἼࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡘ࠸࡚ࠕᅵᮌᏛ
ᡭἲࡼࡿホ౯࡛ࡼ࠸ཱྀࠖ㢌࡛㟁㐃ఏ࠼ࡓࠊᮾ㟁ࡣ㏙࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ಖᏳ
㝔ࡣࠕᣦࡢᐇࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ௬ࠊᮾ㟁ࡢゝ࠺࠾ࡾ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊಖ
Ᏻ㝔ࡣὠἼᐃࡢぢ┤ࡋ⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡋࠊᅵᮌᏛᡭἲྵࡲࢀ࡞࠸ᆅ㟈ᮏ㒊ࡢ㛗ᮇホ౯ࡸࠊ㈆
ほᆅ㟈ࢆ᭱ึࡽษࡾᤞ࡚࡚࠸ࡓࡇ࡞ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⁄Ỉຮᙉࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕᮏ௳ࡣࠊಖᏳ㝔㛗௨ୗࡢᣦ♧࡛ࡶࡗ࡚ࠊಖᏳ㝔ࢆ௦
⾲ࡋ࡚ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡽࠊྛ♫ࠊ㔜ࡃཷࡅṆࡵ࡚ᑐᛂࡏࡼࠊࡲࡓࠊᮏ௳ࠊୖᒙ㒊ࡶఏ࠼ࡼࠖ
ࡢ㊃᪨ࢆࠊཱྀ㢌࡛ࡢࡳ㟁㐃ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ྠᵝࡢࡇࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢὠἼᐃぢ┤ࡋࡶ࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡢሗ࿌ෆᐜࡣ
ᮏᨾ࠾ࡅࡿཎⓎࡢὠἼᐃࢆỴࡵࡓ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᮾ㟁ࡼࢀࡤࠊ
ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣಖᏳ㝔ࡽᮾ㟁ཱྀ㢌࡛ᣦ♧ࡉࢀࠊ⤖ᯝࡶሗ࿌ࡋࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊಖ
Ᏻ㝔ࡣࠊᣦ♧ࡸᑂᰝࢆࡋࡓグ㘓ࡣ࡞ࡃࠊෆᐜࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢὠἼᏳᛶホ౯ࡢ㝿ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋᮾ㟁ࡢࣄࣜࣥࢢࡼࡿ
ࠊࡇࡢሗ࿌᭩ࡢෆᐜࡣࠊ㏻⏘┬ཎᏊຊⓎ㟁ᢏ⾡㢳ၥ࡛ᑂ㆟ࡉࢀࠊᢎࡉࢀࡓ᪨ࡀཱྀ㢌࡛㐃
⤡ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊಖᏳ㝔ࡢ᭩㠃ࡼࡿᅇ⟅ࡼࢀࡤࠊᑂᰝࡢ᭷↓ࡸሗ࿌ࢆᢎࡋࡓࡘ࠸
࡚㈨ᩱࡀ࡞࠸ࡓࡵ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





 ᮾ㟁ࡽࡢ࠾▱ࡽࡏࠕᖹᡂᖺಖᏳ㝔ࡽὠἼࡼࡿ㟁※႙ኻࡢࣜࢫࢡࢆఏ࠼ࡽࢀࠊᚲせ࡞ᑐ⟇ࢆࡽ࡞
ࡗࡓ࠸࠺ᐇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠖKWWSZZZWHSFRFRMSQXIXNXVKLPDQSLQIRMKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

 ಖᏳ㝔ࡢ᭩㠃ࡼࡿᅇ⟅㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 ᖹᡂ㸦㸧ᖺࠕᅵᮌᏛᡭἲࠖ⟇ᐃࢆཷࡅࠊᮾ㟁ࡀὠἼᐃࢆ23Pᘬࡁୖࡆࡓ㝿ࡢಖᏳ㝔ࡢሗ࿌

 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ὠἼࡢ᳨ウ̿ᅵᮌᏛࠗཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢὠἼホ౯ᢏ⾡࠘
㛵ࢃࡿ᳨ウ̿ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧

 ಖᏳ㝔ඖᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍࣭➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ὠἼࡢ᳨ウࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧

 ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ಖᏳ㝔ࡢ᭩㠃ࡼࡿᅇ⟅㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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㸰㸧ಖᏳ㝔ᮾ㟁ࡼࡿᐃぢ┤ࡋࡢ㠀බ㛤
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢὠἼᐃぢ┤ࡋࡼࡾࠊὠἼᐃࡣ23Pࠊᘓタࡢ⣙ಸ
ᘬࡁୖࡆࡽࢀࡓࠋ
ࡋࡋᮏᨾᚋ⮳ࡿࡲ࡛ࠊᮾ㟁ࡸಖᏳ㝔ࡣࡇࡢࡁࡢሗ࿌᭩ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᮏᨾᙜࠊࡢࡼ࠺࡞ὠἼࢆᐃࡋࠊࢇ࡞ഛ࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࠊእ㒊ࡣᐇែࡀศ
ࡽ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸧ᅵᮌᏛᡭἲࡢၥ㢟
ᅵᮌᏛᡭἲࡢࡼ࠺࡞Ẹ㛫࡛⟇ᐃࡋࡓᢏ⾡ᇶ‽ࢆࠊつไ⏝࠸ࡿࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞せ௳ࡀᚲ
せࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձ⟇ᐃࣉࣟࢭࢫࡀබṇࠊබᖹࠊබ㛤ࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ㸦೫ࡾࡢ࡞࠸࣓ࣥࣂ࣮ᵓᡂࠊ
㆟ࡢබ㛤ࠊබ⾗ᑂᰝࡢᐇࠊ⟇ᐃᡭ⥆ࡁࡢᩥ᭩ཬࡧබ㛤࡞㸧ࠋ
ղᢏ⾡ᇶ‽ࡸࡑࡢࡢἲ௧ཪࡣࡑࢀᇶ࡙ࡃᩥ᭩࡛せồࡉࢀࡿᛶ⬟ࡢ㡯┠࣭⠊ᅖ࠾
࠸࡚ᑐᛂࡀࢀࡿࡇࠋ
㸦௨ୗ␎㸧
ࡋࡋࠊᅵᮌᏛᡭἲࡣࠊࡇࢀࡽࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋձࡢࠕබṇࠊබᖹࠊබ㛤ࠖࡘ
࠸࡚ࡣࠊᡭἲࡢ◊✲㈝ࡢ㢠㸦൨㸧ࠊᡭἲࡢᑂ㆟ࡢࡓࡵᅵᮌᏛጤクࡋࡓ㈝⏝ࡢ
㢠㸦㸧ࢆ㟁ຊ♫ࡀ㈇ᢸࡋ࡚࠾ࡾࠊබṇᛶ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ࣓ࣥࣂ࣮ᵓᡂࡘ࠸࡚
ࡶࠊᅵᮌᏛὠἼホ౯㒊࠾ࡅࡿᅵᮌᏛᡭἲ⟇ᐃࡢጤဨ࣭ᖿ➼ேࡢ࠺ࡕேࡀ㟁ຊ
♫ࠊேࡀ㟁ຊ୰ኸ◊✲ᡤࠊேࡀ㟁ຊࡢࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢᡤᒓ࡛࠶ࡾࠊ㟁ຊᴗ⏺೫ࡗ࡚࠸ࡓ


ࠋ㆟ࡢබ㛤ࡘ࠸࡚ࡶࠊᴟࡵ࡚༑ศ࡞㆟せ᪨ࡀࠊᮏᨾ࢝᭶ᚋࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺ

᭶ࡼ࠺ࡸࡃබ㛤ࡉࢀࡿ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋղࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊᅵᮌᏛᡭἲ࡛⟬ฟࡉࢀࡿ
ᐃὠἼ㧗ࡉࡀࠊᏳᑂᰝᣦ㔪ࡀồࡵࡿᛶ⬟㐺ྜࡋࠊࡇࡢᡭἲᚑ࠼ࡤཎⓎࡢᏳࡣ☜ಖ࡛
ࡁࡿࡢࠊ᳨ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᅵᮌᏛᡭἲࢆࡲࡵࡓᅵᮌᏛཎᏊຊᅵᮌጤဨὠἼホ౯㒊ࡢጤဨ㸦ᏛࡢὠἼ◊✲⪅㸧
ࡣࠊᅵᮌᏛᡭἲࡼࡿᐃࢆ㉸࠼ࡓὠἼࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࢆくࡗࡓࡇࡘ࠸࡚ࠊࠕࡲࡗࡓࡃ
㦫࡞ࡗࡓࠖドゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡑࡢྍ⬟ᛶࡣఱᗘࡶᙇࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᐇࡀ࡞࠸ࡇࡣࠊ
㟁ຊ♫ᑐࡋࠊ㈝⏝ࡀࡿᑐ⟇ࡲ࡛⤖ࡧࡘࡅࡿㄝᚓຊࡀ࡞ࡗࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊᮾ㟁ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ಖᏳ㝔ᑐࡋࠊᅵᮌᏛᡭἲ࡛ᐃࡍࡿὠἼ㧗ࡉࡘ




 ᖹᡂ㸦㸧ᖺࠕᅵᮌᏛᡭἲࠖ⟇ᐃࢆཷࡅࠊᮾ㟁ࡀὠἼᐃࢆ23Pᘬࡁୖࡆࡓ㝿ࡢಖᏳ㝔ࡢሗ࿌
 ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㒊ཎᏊ⅔Ᏻᑠጤဨ㸦➨ᅇ㸧㈨ᩱࠕᏛ༠つ᱁ࡢつไࡢά
⏝ࡢ⌧≧ᚋࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 ᮾ㟁᭩㠃ᅇ⟅ࡼࡿ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 ᅵᮌᏛཎᏊຊᅵᮌጤဨὠἼホ౯㒊ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢὠἼホ౯ᢏ⾡ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧

 ࠕⓎ㟁⏝㍍ỈᆺཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿᏳタィᑂᰝᣦ㔪ࠖ㸦Ᏻタィᑂᰝᣦ㔪㸧࡛ࡣࠊࠕᣦ㔪㸬⮬↛⌧㇟ᑐࡍࡿ
タィୖࡢ⪃៖ࠖ㛵ࡍࡿゎㄝ࡛ὠἼࡶᣲࡆࠊண ࡉࢀࡿ⮬↛᮲௳ࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ㐣㓞ᛮࢃࢀࡿ᮲௳ࢆ⪃៖ࡋࡓタィ
࡛࠶ࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ

 ᅵᮌᏛཎᏊຊᅵᮌጤဨὠἼホ౯㒊ࡢጤဨࣄࣜࣥࢢ
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࠸࡚ࠊ
ࠕ≀ࢆ㐀ࡿ࠸࠺ほⅬ࡛ᐃࡉࢀࡿὠἼࡢPD[࡛࠶ࡿࠖㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㝿ࠊ
ᅵᮌᏛᡭἲ࡛⟬ᐃࡉࢀࡿỈࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀく᮶ࡍࡿ㢖ᗘࡣᖺࡽᖺᅇ㉳ࡁࡿ
⛬ᗘ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᅵᮌᏛᡭἲࡀࡑࢀࡢᏳᛶࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠺
㛵ࡋ࡚⛉Ꮫⓗ࡞᰿ᣐࡣ࡞ࡃࠊᮾ㟁ࡢᢸᙜ⪅ࡢ᥎ ࡍࡂ࡞ࡗࡓࠋᙜࡢಖᏳ㝔ࡢᢸᙜ⪅
ࡣࡇࢀⓗ࡛ࠊᖺࡽᖺᅇࡣᐃࢆ㉸࠼ࡿࣞ࣋ࣝࠊࡑࢀ௨ୗࡢ㢖ᗘࡽ࠼
࡚࠸ࡓドゝࡋ࡚࠸ࡿࠋูࡢಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࡣࠊᅵᮌᏛᡭἲࡘ࠸࡚ࠕࡲࡔㄢ㢟ࡀከࡃṧࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊึṌⓗ࡞ࡶࡢ࠸࠺ㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊつไᙜᒁࡣࠊࡇ
ࡢᅵᮌᏛᡭἲࢆᐇୖࡢᇶ‽ࡋ࡚つไ⏝࠸࡚ࡁࡓࠋ


㸯㸰㸳 ☜⋡ㄽࡢពⓗ࡞⏝
⛉Ꮫⓗ᰿ᣐஈࡋ࠸ᡭἲ࡛⟬ฟࡉࢀࡓὠἼࡢⓎ⏕㢖ᗘࡼࡾࠊὠἼࡢࣜࢫࢡࡀ㐣ᑠホ౯ࡉࢀ
࡚࠸ࡓᛮࢃࢀࡿࠋ୍᪉ࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇࡛ࡣࠊὠἼࡢ☜⋡ㄽⓗᏳホ౯ࡣᢏ⾡ⓗ
☜ᐇࡋ࡚ࠊ᳨ウ⮬యࡀඛᘏࡤࡋࡉࢀᑐ⟇ࡀࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ὠἼࣜࢫࢡࢆ᫂☜
ࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊᮾ㟁ࡣ☜⋡ㄽⓗ࡞ホ౯ࢆ⮬♫㒔ྜࡢ࠸࠸ࡼ࠺ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᅵᮌᏛࡢὠἼホ౯㒊ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆ࠊὠἼࡢ☜⋡ㄽⓗࣜࢫࢡホ౯ࡢ◊✲╔
ᡭࡋࡓࠋࡑࡢᡂᯝࢆࡶࠊᮾ㟁ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢὠἼࡢ༴㝤ᛶࢆィ⟬ࡋࡓⱥᩥㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡼࡿࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊࠕᅵᮌᏛᡭἲ࡛ᐃࡋࡓ23P௨ୖࡢὠ
Ἴࡀ฿㐩ࡍࡿ㢖ᗘࡣᩘ༓ᖺ୍ᅇ⛬ᗘ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㛵ಀ⪅ᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࡼࢀࡤࠊࠕࡲ
ࡔᡂࡉࢀࡓᡭἲ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࣜࢫࢡࣞ࣋ࣝࡣ㧗ࡃ࡞࠸ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠖࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ᮾ㟁ࡣࡇࡢィ⟬⤖ᯝࢆࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡣᏳጤဨጤဨ㛗ࡶㄝ᫂ࡋࠊᅵᮌᏛ
ᡭἲࡢᐃࢆ㉸࠼ࡿ㢖ᗘࡣప࠸ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊὠἼࡢⓎ⏕㢖ᗘࡣࠊᙜࡢᅵᮌᏛὠἼホ౯㒊ࡢጤဨ࣭ᖿேእ㒊ᑓ㛛ᐙ
ேࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆࡶ⟬ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋே୰ࠊὠἼࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡣ࡞࠸㟁ຊ♫ࡢ♫ဨ
ࡀ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊከᵝ࡞◊✲ཬࡧᐇົᶵ㛵ࡽᑓ㛛ᐙࢆ㑅ᐃࡍࡿ࠸࠺ࠊ᪥ᮏཎᏊຊᏛࡀᐃࡵࡓᡭ
㡰ࡽእࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡓࣜࢫࢡホ౯ࡢᩘ್ࡣࠊಙ㢗ᛶࡀஈࡋ
ࡃࠊᑡ࡞ࡃࡶ⛉Ꮫⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᐇ㝿ࠊ-1(6ࡀᮏᨾ௨๓ࡢᆅ㟈Ꮫⓗ࡞ሗᇶ࡙࠸࡚ࠊᅵᮌᏛᡭἲ࡛⟬ᐃࡉࢀࡿỈࢆ㉸















ᮾ㟁㈨ᩱ
ᮾ㟁ࡀᨻᗓᨾㄪ㏦ࡗࡓ᭩㠃ᅇ⟅ࠕ᭶᪥ࣄࣜࣥࢢࡢᅇ⟅ෆᐜಀࡿ࠾ᑜࡡࡢࡈᅇ⟅ࠖ
ᮾ㟁ඖᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ಖᏳ㝔ඖᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ಖᏳ㝔ඖᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ಖᏳ㝔ࡣࠊὠἼࡣಶูࡢཎⓎࡈᑂᰝࡋ࡚࠾ࡾࠊᅵᮌᏛᡭἲࢆつไᇶ‽ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ಖ
Ᏻ㝔ࣄࣜࣥࢢࡼࡿ㸧ࠋࡋࡋᮾ㟁ࡣࠕᅜෆཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᶆ‽ⓗ࡞ὠἼホ౯᪉ἲࡋ࡚ᐃ╔ࠖ㸦ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ
ཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧࣮࣌ࢪ㸧㏙࡚࠸ࡿࠋ

 ᮾ㟁㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ᮾ㟁㈨ᩱ

 -1(6ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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࠼ࡿὠἼࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᢲࡋᐤࡏࡿ㢖ᗘࢆィ⟬ࡋࡓࡇࢁࠊ⣙ᖺᅇ⛬ᗘ࡞ࡾࠊᮾ㟁
ࡢィ⟬ࡼࡾಸ௨ୖࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸰㸳ࠚཧ↷㸧ࠋ










ཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓࠕ☜⋡ㄽⓗὠἼホ౯ᇶ࡙ࡃタィᇶ‽ὠἼసᡂ㛵ࡍࡿ-1(6ࣔࢹࣝࡑࡢ᳨ド㸫୰㛫ሗ࿌ࠖ
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧 
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

㸯㸱 ᅜ㝿Ỉ‽ࢆ↓どࡋࡓࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇

᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇㸦6$ᑐ⟇㸧ࡣ࠸ࡎࢀࡶᐇຠᛶஈࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
᪥ᮏࡣ⮬↛⅏ᐖᅜ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᆅ㟈ࡸὠἼ࠸ࡗࡓእ㒊㇟ࢆᐃࡏࡎࠊ㐠
㌿ୖࡢ࣑ࢫ࠶ࡿ࠸ࡣタィୖࡢࢺࣛࣈࣝ࠸ࡗࡓෆ㒊㇟ࡢࡳࢆᐃࡋࡓ6$ᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚
ࡁࡓࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ6$ᑐ⟇ࡣ᳨ウ㛤ጞᙜึࡼࡾ⮬ᑐ⟇ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢཎᏊຊ
Ᏻጤဨࡢඹ㏻᠓࠾࠸࡚ࠕࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦$0㸧ࡣࠊཎᏊ⅔タ⨨⪅ࡢࠗᢏ
⾡ⓗ⬟ຊ࠘
ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠗ▱㆑࣮࣋ࢫ࠘౫ᣐࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ⌧ᐇࡢែ┤㠃ࡋ࡚ࡢ⮫ᶵࡢ
ฎ⨨ࡶྵࡴᰂ㌾࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏳつไࡼࡾࡑࡢලయⓗෆᐜࡀせồࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠖ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⮬ᑐ⟇࡛ࡣࠊつไせ௳ୖࡢᕤᏛⓗᏳタഛࡢࡼ࠺㧗࠸ಙ㢗ᛶࡀࠊ6$ᑐ⟇タഛồࡵࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢᏳタഛࡀᶵ⬟࡛ࡁ࡞࠸ᨾᚲせ࡞6$ᑐ⟇タഛࡶࢃ
ࡽࡎࠊࡑࡢᏳタഛࡼࡾࡶࠊࡑࡶࡑࡶ⪏ຊࡀపࡃࠊඛ6$ᑐ⟇タഛࡀᶵ⬟ࢆኻ࠺ྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸࠸࠺▩┪ࢆᢪ࠼ࡓࠊᐇຠᛶࡢஈࡋ࠸ᑐ⟇࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࡑࡢ᳨ウࠊᩚഛࡶᾏእ
ẚ࡚ࡁࡃ㐜ࢀࡿࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ
ᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡿࡇࡣࠊᴗ⪅ࡀ㟁㐃ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊつไᙜᒁ✚ᴟⓗാ
ࡁࡅࢆ⾜࠺వᆅࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓࠋ≉ࠊᾏእࡢືྥࢆཷࡅࡓᖹᡂ㸦㸧ᖺࡈࢁࡽࡢ
つไᙜᒁࡢ6$つไࡢὶࢀᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ✚ᴟⓗ࡞ാࡁࡅࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᴗ⪅ࡽつ
ไᙜᒁࡢᢡ⾪᪉㔪ࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࠊッゴୖၥ㢟࡞ࡽ࡞࠸ࡇࠊཬࡧ᪤タ⅔ࡢ✌ാ⋡ప
ୗࡘ࡞ࡀࡽࡠࡼ࠺ࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡇࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࡋ
࡚☜⋡ࡣప࠸ࡀቯ⁛ⓗ࡞㇟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍᨾࢩࢼࣜ࢜ࡢᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ










ᖹᡂ㸦㸧ᖺཎᏊຊᏳጤဨ ඹ㏻ၥ㢟᠓ㄯ ࠕࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࡢ᱁⣡ᐜჾᑐ⟇㛵ࡍ
ࡿ᳨ウሗ࿌᭩ࠖ

㟁Ẽᴗ㐃ྜࠋ㸦㸧ᖺ᭶タ❧ࡉࢀࡓ㟁ຊ♫ࡢ㐃ྜࠋᾏ㐨㟁ຊࠊᮾ㟁ຊࠊᮾி㟁ຊࠊ୰
㒊㟁ຊࠊ㝣㟁ຊࠊ㛵す㟁ຊࠊ୰ᅜ㟁ຊࠊᅄᅜ㟁ຊࠊᕞ㟁ຊࠊἈ⦖㟁ຊࡢ♫ࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

᪤タ⅔ࡶ᭱᪂ᇶ‽ࡢ㐺ྜࢆ⩏ົࡅࡿไᗘ
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㸯㸱㸯 ᮏᨾ࠾ࡅࡿᐇຠᛶࡢ࡞ࡉ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ㸦௨ୗࠕ6$ࠖ࠸࠺㸧ᑐ⟇ࡋ࡚ࠊタഛࠊయไࠊᡭ㡰᭩ࠊ
カ⦎࣭ᩍ⫱ࡢᩚഛࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᐇຠᛶஈࡋࡃࠊᮏᨾ࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡀ㢧ᅾࡋࠊ
ᨾࡢ⦆ࠊ㜵Ṇࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸯㸧タഛࡢ‽ഛ≧ἣࡑࡢၥ㢟
6$ᑐ⟇タഛࡢᩚഛࡣձཎᏊ⅔Ṇᶵ⬟ࠊղཎᏊ⅔ཬࡧ᱁⣡ᐜჾࡢὀỈᶵ⬟ࠊճ᱁⣡ᐜ
ჾࡽࡢ㝖⇕ᶵ⬟ࠊմᏳᶵ⬟ࡢࢧ࣏࣮ࢺᶵ⬟ࡽ࡞ࡾࠊ࠺ࡕղ㹼մࡢࡑࢀࡒࢀࠊᑐ⟇ࢆࡋ
࡚࠸ࡓࡀᐇຠᛶࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓⅬࠊⱝࡋࡃࡣࡑࡶࡑࡶᑐ⟇ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓⅬࡀᣦࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡓ6$ᑐ⟇タഛࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ࠕ⾲㸯㸱㸯
㸯ࠖཧ↷㸧ࠋ






















ࠕタィᇶ‽㇟ࠖࢆᖜ㉸࠼ࡿ㇟࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏳタィࡢホ౯ୖᐃࡉࢀࡓᡭẁ࡛ࡣ㐺ษ࡞⅔ᚰࡢ෭༷ཪࡣ
ᛂᗘࡢไᚚࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ⅔ᚰࡢ㔜࡞ᦆയ⮳ࡿ㇟ࠋタィᇶ‽㇟ࡣࠊཎᏊ⅔タࢆ
␗ᖖ࡞≧ែᑟࡃྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㇟ࡢ࠺ࡕࠊཎᏊ⅔タࡢᏳタィࡑࡢホ౯ᙜࡓࡗ࡚⪃៖ࡍࡁࡉࢀࡓ
㇟ࠋ㸦㏻⏘┬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇࠕࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᚋࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚ࠖᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

⾲㸯㸱㸯㸯 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾ࡅࡿ6$ᑐ⟇タഛᩚഛ≧ἣ


ࡇࢀࡽࡢ6$タഛ࠾࠸࡚ࠊᮏᨾࡼࡾ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᐇຠᛶࡢၥ㢟Ⅼࡀ㢧ᅾࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢᐇຠᛶࡢၥ㢟ࡣࠊᮏᨾ௨๓ࡽᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢᅇุ᫂ࡋࡓࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࠋ



ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩚഛሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶㸧ࢆࡶసᡂࠋ
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⾲㸯㸱㸯̾㸰 6$ᑐ⟇タഛࡢᐇຠᛶࡢஈࡋࡉ


D ᐇຠᛶࡀḞࡅ࡚࠸ࡓᑐ⟇ձ㸸ᾘⅆ⣔࣏ࣥࣉࡼࡿཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾࡢὀỈᡭẁ
ᾘⅆ⣔࣏ࣥࣉࡼࡿཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾࡢὀỈᡭẁࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨๓ࡼࡾᐇຠᛶࡢၥ㢟ࡀ
ᣦࡉࢀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᨵၿࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃᮏᨾࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

0$5.Ϩᆺ᱁⣡ᐜჾ࡛ࡣࠊୖ㒊タ⨨ࡉࢀࡓ᱁⣡ᐜჾࢫࣉࣞࡢࡳࡀ᱁⣡ᐜჾ෭༷⣔ࡋ
࡚ഛࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊᨾࡢ6$ᑐ⟇ࡋ࡚᱁⣡ᐜჾ㞺ᅖẼࡢ෭༷ࠊᅽຊᐜჾࡽ⁐ࡅฟࡋ࣌
ࢹࢫࢱࣝෆ᱁⣡ᐜჾࡢᗋࡢୖࡓࡲࡗࡓࢹࣈࣜ㸦⁐⼥⅔ᚰ㸧ࡢ෭༷ࡢ୧᪉ࡢᶵ⬟ࢆᣢࡓࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
0$5.ϩᆺ᱁⣡ᐜჾᨵⰋᆺἛ㦐ỈᆺཎᏊ⅔㸦$%:5㸧࡛ࡣࠊ᱁⣡ᐜჾୖ㒊࠶ࡿࢫࣉࣞ
ࡽࡢỈࡀᵓ㐀ୖ┤᥋࣌ࢹࢫࢱࣝࡢୗ㒊ὶධࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ࣌ࢹࢫࢱࣝୗ㒊┤᥋ὀỈࡍࡿ
ࣛࣥࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉0$5.Ϩᆺ࡛ࡣ᱁⣡ᐜჾࡢᵓ㐀ୖࠊୖ㒊ࢫࣉࣞࡽࡢὀỈ
ࡀ᭱⤊ⓗ࣌ࢹࢫࢱࣝୗ㒊ὶධࡍࡿࡇࡽࠊ࣌ࢹࢫࢱࣝୗ㒊ࡢ┤᥋ὀỈࣛࣥࡣቑタ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸦ࠕᅗ㸯㸱㸯㸯ࠖཬࡧࠕᅗ㸯㸱㸯㸰ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡋࡋࠊୖ㒊ࢫࣉࣞࡽ࣌ࢹࢫࢱࣝୗ㒊ࡢὶධ⤒㊰ࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿୖࠊᐇ㝿ࡢᨾ
ࡣ᱁⣡ᐜჾෆࡢ㞺ᅖẼࡶ┦ᙜ㧗 ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀணࡉࢀࠊୖ㒊ࢫࣉࣞࡽࡢὀ
Ỉࡢࡳ࡛ࡣࠊ᱁⣡ᐜჾ㞺ᅖẼࡢ෭༷ࡢࡳ⏝ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ࣌ࢹࢫࢱࣝୗ㒊ࡢ᱁⣡ᐜჾࡢ
ᗋୖⴠࡕࡓ⁐⼥ࢹࣈࣜࡢ෭༷ࡣຠ࡞࠸ࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ௦᭰ὀỈࡍࡿࡓࡵࡢᾘⅆ⣔㓄⟶ࡣ⪏㟈ࢡࣛࢫ&࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᫂☜࡞ドᣐࡣぢ
ࡘࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᅇࡢᆅ㟈⅏ᐖࡢ㝿ࡣࡢᏳタഛࡼࡾඛ◚ᦆࡋ⏝⬟࡞ࡗ࡚
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࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ヲ⣽ࡣࠕ㸯㸱㸰㸱㸧࡛ࠖᚋ㏙㸧ࠋ


ᅗ㸯㸱㸯㸯 ௦᭰ὀỈタഛࡢᴫᛕᅗ


ᅗ㸯㸱㸯㸰 ࣉࣛࣥࢺ✀㢮ูࡢ᱁⣡ᐜჾࡢὀỈᶵ⬟





ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩚഛሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶㸧ࢆࡶసᡂࠋ
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EᐇຠᛶࡀḞࡅ࡚࠸ࡓᑐ⟇ղ㸸⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺ
⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺ࡛ࡣࠊ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ࣋ࣥࢺࡢᨺᑕᛶ≀㉁㝖ཤຠᯝࡀ᮲௳ࡼࡗ࡚పୗࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡀࠊᨾ௨๓ࡽ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ㟁※ࡀ࠶ࡾ୰ኸไᚚᐊ࡛᧯సࡍࡿࡇࢆ๓
ᥦࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᨾࢆ㏻ࡌ࡚ᐇຠᛶࡢஈࡋࡉࡀุ᫂ࡋࡓࠋ

᪥ᮏ࡛ᩚഛࡉࢀࡓ⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺࡣࠊࢧࣉࣞࢵࢩࣙࣥࣉ࣮ࣝࢆ㏻ࡋࡓ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ࣋ࣥ
ࢺ࡛࠶ࡿ㸦ࠕᅗ㸯㸱㸯㸱ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡇࡢ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ࣋ࣥࢺ࡛ࡣࠊࣉ࣮ࣝࢫࢡࣛࣅࣥࢢ㸦Ỉࣇࣝࢱ࣮㸧ࡼࡾᨺᑕᛶ≀㉁
ࢆ')㸦㸧⛬ᗘపῶࡍࡿຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡋࡋࠊࡇࡢ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ࣋ࣥ
ࢺ࡛ࡣࠊᨾࢧࣉࣞࢵࢩࣙࣥࢳ࢙ࣥࣂ࣮ෆࡢ ᗘୖ᪼ࡘࢀ࡚పῶຠᯝࡀ㏻ᖖ ᗘࡢ
')ࡽ')㸦㸧⛬ᗘࡲ࡛పୗࡍࡿྍ⬟ᛶࡸࠊᕼ࢞ࢫ➼㝖ཤ࡛ࡁ࡞࠸ᨺᑕᛶ≀㉁ࡶ
࠶ࡿࡇࠊ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ᑐࡋ࡚ࡣ㝖ཤຠᯝࡀศࡽ࡞࠸ࡇ࡞ࡢၥ㢟ࡀᣦࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓὀỈ࡞ࡼࡾࢧࣉࣞࢵࢩࣙࣥࢳ࢙ࣥࣂ࣮ࡢỈ㠃ࡀୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠊᅇᨾࡢ
ࡼ࠺࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ࣋ࣥࢺࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࢻ࢙ࣛ࢘ࣝࡽࡢ࣋ࣥࢺࡼࡾ┤᥋Ẽయࢆ
㏨ࡀࡍᚲせࡀฟ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢሙྜࡣᨺᑕᛶ≀㉁ࡢపῶຠᯝࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡼࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜ௨㝆ࠊ᱁⣡ᐜჾࣇࣝࢱ࣮ࢆタ
⨨ࡍࡿࡇࡀὶ࡛࠶ࡾࠊᖺ௦᪤(8ࡢࣇࣝࢱ࣮࣋ࣥࢺࡢᢏ⾡ሗࡣ᪥ᮏࡶඹ᭷
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢἛ㦐ỈᆺཎᏊ⅔㸦%:5㸧ࡣ࣓ࣜ࢝ࡢࣉࣛࣥࢺྠᵝ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ
࣋ࣥࢺ࡛༑ศ࡛࠶ࡿࡋ࡚ࣇࣝࢱ࣮ࡣタ⨨ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ᮾ㟁࠾࠸࡚ࡶࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ6$ᑐ⟇᳨ウึᮇࣇࣝࢱ࣮࣋ࣥࢺࡢ᭷ຠᛶࡣㄆ㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆ⤒࡚ࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࣇࣝࢱ࣮࡞ࡋࡍࡿࡇࡀỴᐃࡉ
ࢀࡓࠋ

ࣇࣝࢱ࣋ࣥࢺࡣ☜ࣜࢫࢡపῶ㈨ࡍࡿࡀࠊࠕࡑࢀࢆࡸࡗ࡚࠾ࡅࡤ᱁⣡ᐜ
ჾࡣኵࠖ࠸࠺༳㇟ࢆᗈࡃ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠕ⚄ヰࠖࡀࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㐍ᒎ㜵Ṇࠊ᱁⣡ᐜჾⲴ㔜పῶࡢⅬࡽࡶࠊࡼࡾᮏ㉁ⓗࡣ⁐⼥ࢹࣈࣜࡢ෭༷ࡀ
ษ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣSUHYHQWLRQ$0ඹ㏻㡯ࢆከࡃᣢࡘࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠸ࢃࡺࡿࣇ࢙
ࢬ㸯 $0ࡢᐇࡀࡇࢀࢆຓࡅࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢSUHYHQWLRQ$0ࡣタ⨨⪅ࡢ᩿ࡢࣜࢫࢡపῶດຊࡢ୍㒊ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊFRVW
㸫HIIHFWLYH࡞$0ࡋ࡚⮬ⓗ㟁ຊ࡚⪃࠼࡚ࡺࡃ᪉ྥ࠶ࡿࠋ
⁐⼥ࢹࣈࣜࡢ෭༷ࢆ୰ᚰࡋࡓᑐ⟇ࢆタィୖ᥇⏝ࡋ࡚㸦᱁⣡ᐜჾタィࡢ͆ഛ͇
ࢆ⿵࠺࠸࠺ᙧ࡛ࡢ㸧ࣇࣝࢱ࣋ࣥࢺࡣ࡞ࡋࡍࡿࡇࡀዲࡲࡋ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ



ࡲࡓࠊࡇࡢ࣋ࣥࢺᘚࢆ᧯సࡍࡿࡓࡵࡢᅽ⦰✵Ẽ࣎ࣥ࣋ࡽᘚࡲ࡛ࡢ㓄⟶ࡶࠊᾘⅆ⣔㓄⟶


') ࡣ㝖ᰁಀᩘ㸦'HFRQWDPLQDWLRQ)DFWRU㸧ࡢ␎ࠋ
ᮾ㟁㈨ᩱ
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ྠᵝ⪏㟈ࢡࣛࢫ&࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅ㟈⅏ᐖࡢ㝿ࡣࡢᏳタഛࡼࡾඛ◚ᦆࡋ⏝⬟࡞
ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀᏑᅾࡍࡿ㸦ヲ⣽ࡣࠕ㸯㸱㸰㸱㸧࡛ࠖᚋ㏙㸧ࠋ
ࡉࡽࠊࡇࡢ࣋ࣥࢺ᧯సࡣ㟁※ࡀ࠶ࡾ୰ኸไᚚᐊ࡛᧯సࡍࡿࡇࡀ๓ᥦ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᘚ
ࡢࢫࢵࢳࢆືࡍࡔࡅ࠸࠺᭱ࡶ⡆༢࡞᧯సࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ㟁※ࢆኻࡗࡓᚋࡢ
ᡭື㛤᧯సࡣᡭ㡰᭩ࡶグࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓᅗ㠃ࡸᡭື᧯స㒊ရࡢᩚഛഛࡼࡾᡭື᧯
సࡣ㠀ᖖᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ


ᅗ㸯㸱㸯㸱 ⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺタഛ㸦ᴫᛕᅗ㸧



FᐇຠᛶࡀḞࡅ࡚࠸ࡓᑐ⟇ճ㸸㟁※⼥㏻
㟁※⼥㏻࡛ࡣࠊᮏᨾࢆ㏻ࡌࠊ」ᩘࣉࣛࣥࢺࡢ㟁※႙ኻࡸ㓄㟁┙ࡈᾐỈࡍࡿࡇࢆ⪃
៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡼࡿᐇຠᛶࡢஈࡋࡉࡀุ᫂ࡋࡓࠋ

㟁※⼥㏻㸦㞄᥋ࣉࣛࣥࢺࡽࡢ9ཬࡧN9ࡢ᥋⥆㸧ࡢᑐ⟇㸦ࠕᅗ㸯㸱㸯㸲ࠖཧ↷㸧
ࡣࠊᅇࡢࡼ࠺እ㒊㇟ࡼࡗ࡚㞄᥋ࡢ」ᩘࣉࣛࣥࢺࡢ㟁※ࡀ୍ᩧ႙ኻࡋᚓࡿࡇࢆ⪃
៖ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦௨ୗࠕ'*ࠖ࠸࠺㸧ࡢ
ᑓ⏝ࠊ」ᩘࡼࡿ㟁※ࡢከ㔜ࡘ࠸࡚ࡶࠊ」ᩘࡢ'*ࡀ࡚ᆅୗタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾỈ
ἐࡋࡓࡇࠊࡲࡓ㟁※ࢆࣁࣈࡋ࡚୰⥅ࡋ࡚࠸ࡿ㓄㟁┙࢝ᡤࡶᆅୗᏑᅾࡋࡓࡓࡵỈἐ
ࡋࠊᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㟁※⼥㏻ࡢ6$ᑐ⟇ࡣእ㒊㇟ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࡓ࠼




ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩚഛሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧ࢆࡶసᡂࠋ
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㟁※႙ኻࡋ࡚ࡶ᫂☜࡞᰿ᣐ࡞ࡃ㛫௨ෆࡣ㟁※ࡀᪧࡍࡿࡋࡓࡇ࡛ࠊὠἼ࠸࠺ྠ
୍ࡢ㉳ᅉ㇟ࡼࡾ࡚◚ࡽࢀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ6$ᑐ⟇ࡣࠊከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࢆḞ࠸ࡓࠊ
ᐇຠᛶஈࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㸯㸰࡛ࠖ㏙

ࡓࠕ⁄Ỉຮᙉࠖࡼࡾᴗ⪅ഃࡣ๓ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
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ᅗ㸯㸱㸯㸲 㟁※ࡢ⼥㏻㸦ᴫᛕᅗ㸧




ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩚഛሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧ࢆࡶసᡂࠋ
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Gᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓᑐ⟇
ձ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ┤᥋ὀỈ⣔
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊ6$ᑐ⟇タഛࡋ࡚⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ┤᥋௦᭰ὀỈࣛࣥࡣタ⨨
ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ෭༷⣔ࡣከ㔜㜵ㆤࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏᨾ࡛ࡣࠊᐃᮇ᳨ᰝ࡛Ṇࡋ࡚࠸ࡓྕ
ᶵ࠾࠸࡚⇞ᩱࣉ࣮ࣝὀỈࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡓࡀࠊ┤᥋௦᭰ὀỈࣛࣥࡀ࡞ࡗࡓࡇࡽ
ᨺỈ㌴ࡼࡿὀỈࡀ⾜ࢃࢀࠊ༴ᶵ≧ែࡢ᥎⛣ࡀ㣗࠸Ṇࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢྕᶵ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ෭༷ࡣࠊ⡿ᅜࡀᮏᨾ㐍ᒎࡢ୰࡛༴㝤どࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿࠋ⡿ᅜ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢࢸࣟ௳ࢆᶵࠊཎᏊຊつไጤဨ㸦௨ୗࠕ15&ࠖ
࠸࠺㸧ࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡛Ⓨ⾜ࡋࡓࠕᬻᐃⓗ࡞Ᏻ㆙ഛࡢ⿵ᥐ⨨㛵
ࡍࡿ௧᭩㸦,&02UGHU㸧ࠖࡢ➨%㸬㸬E㡯㸦௨ୗࠕ%㸬㸬Eࠖ࠸࠺㸧ࡢ୰࡛ᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣᚋ㏙ࡢࡼ࠺ࠊࡇࡢ%㸬㸬Eࡢ▱ぢࢆ6$ᑐ⟇ᫎࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࡓࡵࠊᨺỈ㌴࡛ࡢὀỈ࠸࠺௦᭰ᡭẁࢆ⾜ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ

ղィ⣔ࡢᙉ
6$ᑐ⟇࡛ࠊࡶ࠺୍ࡘぢⴠࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊィ⣔ࡢᙉ࡛࠶ࡿࠋᅇࡢᨾࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࢫ࣮࣐ࣜࣝᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᨾ㸦௨ୗࠕ70,ᨾࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࡶ᭱ࡶ
㔜せ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡛࠶ࡿཎᏊ⅔ࡸຍᅽჾࡢỈࡀィ ࡛ࡁࡎ⅔ᚰ⁐⼥⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢ
ᨾ࡛ࡣ㟁※႙ኻࡼࡿィ⣔ࡢᶵ⬟႙ኻࡀࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௬㟁※ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ⅔
ᚰ⁐⼥ᚋࡣࠊタィ᮲௳ࢆࡣࡿ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊィ ჾࡑࡢࡶࡢࡀࡇࡲ࡛ᶵ⬟ࡍࡿࠊ᪤タ
ཎⓎ࡛ࡢィჾ㢮ࡢ⪏ᛶホ౯ࢆᐇࡋࠊタഛࡢᙉཬࡧቑタࢆྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸰㸧యไࡢᩚഛ≧ἣࡑࡢၥ㢟
ཎᏊ⅔௵ᢏ⾡⪅ࡢ㓄⨨㐠㌿ဨࡢᙜ┤యไࡣࠊ」ᩘࣉࣛࣥࢺྠከⓎᨾᑐᛂࡍࡿࡣ
༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ」ᩘࣉࣛࣥࢺేタࡢ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ6$ᑐ⟇ࡋ࡚ࠊᨾᑐᛂయไࡢ‽ഛࡀ
㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠋ


DཎᏊ⅔௵ᢏ⾡⪅ࡢ㓄⨨
ཎᏊ⅔➼つไἲ࡛ࡣࠊཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿ಖᏳࢆ┘╩ࡍࡿࡓࡵࠊ⅔ࡈཎᏊ⅔௵ᢏ⾡⪅ࡢ㑅
௵ࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣே࡛」ᩘ⅔ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ⾲㸯㸱㸯㸱ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊཎᏊ⅔௵ᢏ⾡⪅ࡀ㐣㓞ᨾᑐࡍࡿ≉ู࡞カ⦎➼ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⥭ᛴࡢ㐠
㌿ಖᏳࢆ┘╩ࡍࡿ࠸࠺Ⅼࡽࡣࠊไᗘࡀᙧ㧁ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠼ࡿࠋ
ᮾ㟁ࡣ」ᩘࣉࣛࣥࢺࢆே࡛ཷࡅᣢࡘయไࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡣ♧ࡉ࡞ࡗࡓࡀ


ࠊᅇࡢࡼ࠺࡞」ᩘከⓎᨾࡢሙྜࠊᛴ㏿࡞ᨾ㐍ᒎࡀぢࡽࢀࡓ㹼ྕᶵࢆྠಖᏳ

┘╩ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ





ᮾ㟁ࣄࣜࣥࢢ

- 104 -

➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽


E㐠㌿ဨࡢᙜ┤యไ
ᮾ㟁࡛ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㸦࣭ྕᶵࠊ࣭ྕᶵࠊ࣭ྕᶵ㸧ࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎྕᶵ
㸦࣭ྕᶵࠊ࣭ྕᶵ㸧ࠊ᯽ᓮส⩚ࡢ࣭ྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣥࢺ୍࡛ࡘࡢ୰ኸไᚚᐊ
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊྠከⓎᨾᑐᛂࡍࡿࡣ㐠㌿ᙜ┤ဨࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࠕ⾲㸯㸱㸯
㸲ࠖཧ↷㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࡶᙜ┤㛗ࠊᙜ┤㛗ேࡎࡘࡀࣉࣛࣥࢺࡢᣦ
ࢆᇳࡗ࡚࠾ࡾࠊࣉࣛࣥࢺᙜࡓࡾࡢ㐠㌿ဨࡶࣉࣛࣥࢺ୰ኸไᚚᐊࡢ᯽ᓮส⩚ࠥྕᶵ࡞
ẚ࡚ᑡ࡞࠸యไࡔࡗࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ♫ෆ࡛ࡢ㔜せ㆟࡛ࠊࣉࣛࣥࢺ୰ኸไᚚᐊࡢᙜ┤యไࡘ࠸
࡚ࠊᙜ┤㛗ࡣேࡢࡲࡲ࡛ኚ࠼࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᙜ┤㛗௵ࢆࡑࢀࡒࢀேቑဨࡋࠊ⿵ᶵ
᧯సဨࡶேࡍࡿࣉࣛࣥࢺேቑࡢయไᙉࢆㅎࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏᨾࡲ࡛ᑐᛂࡉࢀ࡞
ࡗࡓࠋ



⾲㸯㸱㸯㸱 ཎᏊ⅔௵ᢏ⾡⪅ࡢ㓄⨨






ᙜ┤㛗ࡣእ㒊ࡢ㏻ሗ㐃⤡ࡢᙺࡀከࡃࠊࣉࣛࣥࢺࡢᣦ࡛ࡣᙜ┤㛗ࡀ㔜せ࡞ᙺ࡞ࡿࠋ
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⾲㸯㸱㸯㸲 㐠㌿ဨᙜ┤యไࡢẚ㍑


㸱㸧ᡭ㡰᭩ࡢᩚഛ≧ἣࡑࡢၥ㢟
ᮾ㟁ࡢᨾ㐠㌿ᡭ㡰᭩ࡣࠊ㟁※ࡀ࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᮏᨾࡢࡼ࠺࡞㟁※
႙ኻ➼ࡢែ࡛ࡣᶵ⬟࡛ࡁ࡞࠸ࠊᐇຠᛶḞ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᮾ㟁ࡢᨾ㐠㌿ᡭ㡰᭩ࡣࠊࠕ㇟࣮࣋ࢫࠖࠕᚩೃ࣮࣋ࢫࠖࠕࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࠖࡢࡘ
ศࢀ࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձࠕ㇟࣮࣋ࢫࠖ
ᐃࡉࢀࡓ␗ᖖ㇟ࡲࡓࡣᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ㉳ᅉ㇟ࡽ㐣Ώ≧ែࡀ᮰ࡍࡿࡲ
࡛㐺⏝ࡍࡿࡶࡢࠋ
ղࠕᚩೃ࣮࣋ࢫࠖ
㉳ᅉ㇟ࢃࡽࡎࠊほ ࡉࢀࡿࣉࣛࣥࢺࡢೃᛂࡌ࡚ࠊ㸦㸧ཎᏊ⅔ࡢᮍ⮫⏺ࡢಖᣢࠊ
㸦㸧ཎᏊ⅔ࡢ෭༷⅔ᚰᦆയࡢ㜵Ṇࠊ㸦㸧୍ḟ᱁⣡ᐜჾࡢᛶࡢ☜ಖࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᧯సᡭ
㡰ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࠋ
ճࠕࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࠖ
ᚩೃ࣮࣋ࢫࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜ㸦ୖグ㸦㸧㸦㸧㸦㸧ࡀ⾜࠼࡞࠸ሙྜ㸧㐺
⏝ࡍࡿࡶࡢࠋ

ᨾࠊࠕᚩೃ࣮࣋ࢫࠖࡽࠕࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࠖᡭ㡰᭩ࡢ⛣⾜ࡣࠊ᱁⣡ᐜჾ㞺ᅖẼࣔ
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ࢽࢱࣜࣥࢢ⣔㸦௨ୗࠕ&$06ࠖ࠸࠺㸧ࡼࡿྛ✀ࣃ࣓࣮ࣛࢱ⟶⌮࡛⅔ᚰᦆയࡀⓎ⏕ࡋࡓࡳ࡞
ࡉࢀࡓሙྜ࡛࠶ࡿࡀࠊ㟁※႙ኻࡣ&$06ࡢ⥺㔞ィ ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᅇࡢᨾ࡛ࡣࠕࢩ
ࣅࢡࢩࢹࣥࢺࠖ⛣⾜ࡏࡎࠊ⌧ሙ࡛ࡢᑐᛂࡣカ⦎➼ᇶ࡙ࡃᛂ⏝ືస࡞ࡾࠊᡭ㡰᭩ࡣ
ά⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㟁※ࡀ࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚࠾ࡾࠊ㟁※႙ኻᚋࡢᑐᛂ᧯స㸦࠼ࡤ࣋ࣥࢺᡭື㛤᧯స
࡞㸧ࡣᡭ㡰᭩グࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᐇຠᛶḞ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᡭ㡰᭩ࡢ⛣⾜ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⌧ሙ㈐௵⪅ࡢேࡀࠕࡇࡢ⛣⾜ᇶ‽ࡢࡗࡗ࡚
ఱุ᩿ࡋࡓ࠸࠺ࡇࡣࡃ࡞ࡃ࡚ࠊ㟁※ὶ㟁※ࢆ႙ኻࡋࡓⅬ࡛ࠊࡇࢀࡣࢩࣅ
ࢡࢩࢹࣥࢺ㇟ヱᙜࡋᚓࡿุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠸ࡕ࠸ࡕࡇ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞ᡭ㡰᭩㛫ࡢ⛣
⾜ࡢ㆟ㄽ࠸࠺ࡢࡣࠊ⚾ࡢ㢌ࡢ୰࡛ࡣ㣕ࢇ࡛࠸ࡲࡍࡡࠖᨻᗓᨾㄪࡢࣄࣜࣥࢢ⟅࠼࡚
࠾ࡾࠊᅇࡢᨾᡭ㡰᭩ࡣ⏕ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ


㸲㸧カ⦎ࠊᩍ⫱ࡢ‽ഛ≧ἣࡑࡢၥ㢟
%:5㐠㌿カ⦎ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ6$ᡭ㡰᭩᧯సࡣᙜ┤㛗ࠊᙜ┤㛗ࢆᑐ㇟ࡋࡓᮘୖカ⦎ࡢࡳ࡛
࠶ࡾࠊ㐠㌿カ⦎ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡲࡓカ⦎ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡣ㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦௨ୗࠕ,&ࠖ
࠸࠺㸧ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࣋ࣥࢺ➼ࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦௨ୗࠕ$0ࠖ࠸࠺㸧᧯స
ࡶࣃࢯࢥ࡛ࣥᶍᨃࡋࡓࡢࡳ࡛ࠊᐇຠᛶࡢ࠶ࡿカ⦎ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋᴗ⪅ࡀࢧࢺࡈ
タ⨨ࡍࡿࢧࢺࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱカ⦎࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ


D%7&࡛ࡢカ⦎
%:5ࢆ✌ാࡉࡏ࡚࠸ࡿ㟁ຊᴗ⪅ࡣࠊ࣓࣮࣮࢝ᴗ⪅ࡢฟ㈨ࡼࡿ%:5㐠㌿カ⦎ࢭࣥࢱ࣮
㸦௨ୗࠕ%7&ࠖ࠸࠺㸧࡛ࠊᐇ㝿ࡢ୰ኸไᚚᐊྠᆺ㸦%:5ࠊࠊ$%:5ᆺ㸧ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ
ࡼࡿカ⦎ࡸᮘୖカ⦎ࠊ㐠㌿ဨヨ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᡭ㡰᭩㸦௨ୗࠕ623ࠖ࠸࠺㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ┤㛗ࠊᙜ┤
㛗ࢆᑐ㇟ᮘୖ࡛ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡢࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࣥࢺ᧯స➼$0┙᧯సࡘ࠸࡚ࡣカ⦎ྍ
⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࣃࢯࢥࣥ⏬㠃࡛$0┙ࢆᶍᨃࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛ࠊ㛤㛢ືసࡢカ⦎ࡣ࣐࢘ࢫࢆ
ࢡࣜࢵࢡࡍࡿ࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡾࠊ623๓ࡲ࡛ࡢカ⦎࡛ࡣᐇ㝿ࡢᶵჾࢆྛ㐠㌿ဨࡢື⥺ࡶྵࡵ
࡚᧯సࡋ࡚࠸ࡿࡇẚࠊ⌧ᐇ༶ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢ,&ࡘ࠸࡚
ࡣࣃࢯࢥࣥ⏬㠃࡛ࡢᶍᨃࡶ࡞ࡃࠊᨾᑐᛂᙜࡓࡗࡓ⌧ሙ㈐௵⪅ࡢேࡣࠕ⚾ࡣ,&ࢆࡗ
ࡓ⤒㦂ࡶ࡞࠸ࡋࠊ㐠㌿ဨࡣ,&ࡢ᧯సࠊ㸨㸨ྩࡣࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
⚾⮬㌟ࡣ,&ࡑࡢࡶࡢࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ᪉ࡔࠊࡑ࠺࠸࠺ࡢࡣࢇศࡾࡲࡏࢇࠖ
㏙࡚࠸ࡿࠋ




ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᨻᗓᨾㄪࣄࣜࣥࢢ㈨ᩱ

᯽ᓮส⩚%7&࡛ࡢタカ⦎どᐹࠊᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ

ᨻᗓᨾㄪࣄࣜࣥࢢ㈨ᩱ
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ࡇࢀࡽࡢ6$ᑐᛂࡢタഛࡀࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱᫎࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ⫼ᬒࡣࠊ623ࡢࡓࡵࡢࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢱࡢᨵ㐀ࡀ㧗ࢥࢫࢺ࡛࠶ࡾࠊᴗ⪅㸦%7&ࡢᰴ࡛࠶ࡿ㸧࡚せࡢุ᩿ࡀ࠶ࡾࠊ
ᮘୖカ⦎ࡲࡗࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ


Eࢧࢺࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࡛ࡢカ⦎
ᮾ㟁ࡣྛࢧࢺࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࢆᩚഛࡋ࡚࠾ࡾࠊ⚟ᓥཎⓎ࡛ࡣ%:5ᆺࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࡛カ
⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ%7&ྠᵝࡢカ⦎≧ἣ࡛࠶ࡾ623ࡢᑐᛂࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ලయⓗ࡞ᚩೃ࣮࣋ࢫᡭ㡰᭩㸦௨ୗࠕ(23ࠖ࠸࠺㸧ࠊ623ࡢカ⦎ࡣᐇᆅカ⦎࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡋࡓࡀࠊ࣋ࣥࢺ㛤㛢᧯సࡘ࠸࡚ࡣ$0┙ࡢ๓❧ࡕࠊ㈨ᩱࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ᧯సࢆㄝ᫂ࡍࡿ࠸
࠺ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏᨾࡣࠊ㟁※႙ኻࡼࡾ୰ኸไᚚᐊࡽࡢ࣋ࣥࢺ᧯సࡀ⬟࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽ๓ࡢカ⦎ࡣᨾࡢ‽ഛࡋ࡚ࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ


㸳㸧ᴗ⪅つไᙜᒁࡼࡿᨵၿࡢஈࡋࡉ
ᴗ⪅࠾ࡅࡿ6$ᑐ⟇ࡣࠊつไᙜᒁࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡ࣭ホ౯ࠊᴗ⪅⮬㌟ࡼࡿᐃᮇᏳࣞ
ࣅ࣮ࣗ㸦௨ୗࠕ365ࠖ࠸࠺㸧ࡼࡾᐇຠᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ᪂▱ぢࢆྵࡵᨵⰋࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࡁ࡞ᨵၿࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡲࡲᮏᨾࢆ㏄࠼ࡓࠋ


Dᴗ⪅࠾ࡅࡿᨵၿࡢஈࡋࡉ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺྛྕᶵࡢ$0᳨ウሗ࿌᭩ࡀฟࡉࢀࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ$0ᩚഛሗ࿌᭩ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅྕᶵ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ365ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ୰࡛ࡣࠊ$0ᑐ⟇タഛ㛵ࡋ࡚࡞㏣ຍࡸᨵၿࡣぢࡽࢀ࡞࠸
㸦ࠕ⾲㸯㸱㸯㸳ࠖཧ↷㸧ࠋ

Eつไᙜᒁࡢホ౯ࡼࡿᨵၿࡢஈࡋࡉ
ࡇࢀࡽࡢᴗ⪅ࡢ$0ᑐ⟇ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺಖᏳ㝔ࡀ$0ᩚഛ⤖ᯝࡢホ౯ሗ
࿌᭩ࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢሗ࿌࡛ࡣᴗ⪅ࡢᑐᛂࢆ☜ㄆࡋࡓࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ6$ᑐ⟇ࡘ
࠸࡚ࡢᐇຠᛶ☜ㄆࡸᨵⰋࡢᣦ࡞ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ6$ᑐ⟇ࢆ⮬つไࡋ࡚ᴗ⪅ࡢᑐᛂ
㈐௵ࡋࡓࡇࡼࡾࠊつไᙜᒁࡋ࡚ᴗ⪅ࡢཎᏊຊᏳᑐ⟇ࢆࢳ࢙ࢵࢡࠊྥୖࢆಁࡍ
࠸࠺ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡉ࡞࠸ࡲࡲࠊᐇຠᛶࡢ࡞࠸6$ᑐ⟇ࡣつไᙜᒁࡼࡾ┳㐣ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ




ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ᳨ウሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠊᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩚഛሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠊᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵ
ᐃᮇᏳࣞࣅ࣮ࣗ㸦➨ᅇ ሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠊᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵᐃᮇᏳࣞࣅ࣮ࣗ
㸦➨ᅇ ሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠋࡇࡢ㛫ࠊ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࢆཷࡅࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚ࡶ㟁※㌴ࡢ
㓄⨨࡞ࡢᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣୖグ㈨ᩱ୰ࡢ$0ᑐ⟇ࡘ࠸࡚グ㍕ࠋ

ಖᏳ㝔ࠕ$0ᩚഛ⤖ᯝࡢホ౯ሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
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⾲㸯㸱㸯㸳 $0⟇ᩚഛࡢኚ㑄㸦⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㸧



ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ᳨ウሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠊᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊ



Ⓨ㟁ᡤࡢࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩚഛሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠊᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ྕᶵ ᐃᮇᏳ
ࣞࣅ࣮ࣗ㸦➨ ᅇ ሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠊᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ྕᶵᐃᮇᏳࣞࣅ࣮ࣗ㸦➨ ᅇ
ሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋ
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㸯㸱㸰 ᴗ⪅つไᙜᒁࡢ࡞ࢀྜ࠸ࡼࡿᾘᴟⓗ࡞᳨ウ
᪥ᮏࡢ6$ᑐ⟇ࡣࠊつไᙜᒁᴗ⪅ࡢ㊊୪ࡳࡀࡑࢁࡗࡓ᳨ウ㐣⛬ࡢ୰࡛ࠊッゴࣂࢵࢡࣇ
ࢵࢺࡼࡿ᪤タ⅔ࡢ✌ാ⋡ࡢᙳ㡪ࡀ࡞࠸ࡇࢆ㔜せ࡞ุ᩿ᇶ‽ࡋ࡚ᑐᛂࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⤖ᯝ
ࡋ࡚⌧≧ࡢ6$ᑐ⟇ࡣࠊᴗ⪅ࡼࡿࠕ▱㆑࣮࣋ࢫࠖࡢ⮬ᑐ⟇ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊእ㒊㇟ࠊ
ேⅭⓗ㇟ࡢ᳨ウࡶ✚ᴟⓗ㐍ࡵࡽࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ

㸯㸧ッゴ᪤Ꮡ⅔ࡢᙳ㡪ࢆุ᩿ᇶ‽ࡋࡓ6$ᑐ⟇ࡢ᳨ウ
ᴗ⪅つไᙜᒁࡢ㛫࡛ࡣࠊッゴࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡼࡿ᪤タ⅔ࡢ✌ാ⋡ࡢᙳ㡪ࡀ࡞࠸ࡇ
ࡀඹ㏻ࡢ㔜せ࡞ุ᩿ᇶ‽࡞ࡾࠊ࡞ࢀྜ࠸ࡢ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᳨ウ㐣⛬ࡽࡣࠊ
ཎᏊຊᏳࡢྥୖࢆ᭱ඃඛ⪃࠼ࡎࠊ┠ඛࡢッゴࡸ✌ാ⋡ࢆඃඛࡍࡿᴗ⪅つไᙜᒁࡢయ㉁
ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

Dᴗ⪅ࡽつไᙜᒁࡢാࡁࡅ
ᾏእࡢືྥࢆཷࡅࡓᖹᡂ㸦㸧ᖺࡈࢁࡽࡢつไᙜᒁࡼࡿ6$つไࡢὶࢀᑐࡋ࡚ࠊ
ᴗ⪅ࡣࠊッゴࡢᙳ㡪᪤タ⅔ࡢᙳ㡪ࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࡿࡃࠊ㟁㐃ࢆ㏻ࡌ࡚つไᙜᒁ
ࡢ✚ᴟⓗ࡞ാࡁࡅࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢ㟁㐃㈨ᩱ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ
࠺࡞つไᙜᒁࡢᢡ⾪᪉㔪ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦D㸧6$つไ㛵ࡋつไഃᢡ⾪ࡍࡿୖ࡛ࠊᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆ
ㄝ᫂ࡋ᪂タ⅔ࡘ࠸࡚ࡣᏳᛶࡢࡉࡽ࡞ࡿྥୖࢆࡣࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿᴗ
⪅ࡢ6$ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ
㸦ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡋ࡚㸧
᪤タ㸸⌧᭷タഛࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚ᑐᛂ㸫ᖹᡂᖺ௨㝆ࡢ$0⟇ࡼࡾࠊ㏣ຍタ
ഛ࡞ࡣᚲせ࡞࠸ࠋ

㸦E㸧ࡑࡢୖ࡛ࠊ6$ࡢつไࡣᇶᮏㄆ㆑ղࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜⣙ࡋ࡚࠾ࡃࡓ
ࡵࠊཎᏳጤࡼࡿ᭱ୖᩥ᭩ࡼࡾࠕ⌧⾜ࡢつไయ⣔ࡼࡾ᪤タ⅔ࡢࣜ
ࢫࢡࡣ༑ศᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽタ⨨⪅࠾ࡅࡿ⮬ⓗᩚഛࡉࢀࡓ
$0ࡼࡾࣜࢫࢡࡣ࠸ࡗࡑ࠺ᑠࡉ࠸ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠖ᪨ࡢᐉゝࢆࡋ࡚㡬ࡃࡼ
࠺せㄳࡍࡿࠋ
㸦ᇶᮏㄆ㆑ࡋ࡚㸧
ձ᪤タ⅔ᑐࡍࡿッゴࡢほⅬࡽᙳ㡪ࡢ࡞࠸ࡇ




ࠕ▱㆑࣮࣋ࢫࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࠊᏳጤဨඹ㏻ၥ㢟᠓ㄯࠕࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࡢ᱁⣡ᐜჾᑐ⟇
㛵ࡍࡿ᳨ウሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࠊ㏻⏘┬㏻㐩ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤෆ࠾ࡅࡿࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᩚ
ഛࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧࡞ࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇࡛ࡣ୍㈏ࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㟁㐃㈨ᩱ
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ղ᪤タ⅔ࡣ$0⟇ࢆㅮࡌᏳỈ‽ࡣ༑ศ࡞ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡇ

㸦F㸧6$ࡢつไࣃࢱ࣮ࣥࡋ࡚ࡣࠊ㹡㸦ࠕᅗ㸯㸱㸰㸯ࠖཧ↷㸧ࡢ⾜ᨻᣦ
ᑟࢆᥦࡍࡿࠋࡋࡋつไഃࡀ┬௧ࡶྵࡵࡓἲ௧ࡢពྥࡀᙉ࠸ሙྜࡣୖ
グࡢཎᏳጤ᭱ୖᩥ᭩ࡀฟࡉࢀࡿࡇ௨ୗࡢࡘࢆ᮲௳ࡋࡘࡘࠊᨵࡵ࡚
᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ձἲ௧ࡋ࡚ࡣࠊ᪤タ࡛ᐇ⌧ྍ⬟࡞㸦$0ᩚഛ௨ୖ㸧せồࢆࡋ࡞࠸ࡇ
㸦᪂タࡢせồࡀ᪤タࡼࡾ㧗࠸ሙྜࡣࠊ᪤タ᪂タࢆ᫂☜ษࡾศࡅࡿࡇ
㸧ࡀ᫂☜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ղ6$ホ౯⤖ᯝ㛵ࡋ࡚ᚋẁつไࡢಖᏳ᳨ᰝ➼࡛ᚲせ௨ୖヲ⣽࡞つไせ
ồࡢ࡞࠸ࡇ


ࡉࡽࠊ᪉㔪㸦F㸧࠾࠸࡚」ᩘࡢ6$つไࣃࢱ࣮ࣥࢆ᳨ウࡋ㸦ࠕᅗ㸯㸱㸰㸯ࠖཧ↷㸧ࠊ
ୖグᇶᮏㄆ㆑ձࠊղࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ᪤タ⅔ࡢᙳ㡪ࡀ᭱ࡶᑡ࡞࠸⾜ᨻᣦᑟࡀᥦࡉࢀࡓࠋ
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ᅗ㸯㸱㸰㸯 ᴗ⪅ࡼࡿ6$つไࡢᢡ⾪≧ἣ


ୖグࡢࡼ࠺ࠊ6$ᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡢᴗ⪅ࡽつไᙜᒁࡢᢡ⾪᪉㔪ࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࠊッゴ
ୖၥ㢟࡞ࡽ࡞࠸ࡇཬࡧ᪤タ⅔ࡢࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡇࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡢ㆙ᡄࡣࠊㄆ㆑ղ㸦ࠕᅗ㸯㸱㸰㸯ࠖཧ↷㸧ࠕ㐠㌿Ṇ⮳ࡿࡇ
ࡀ࡞࠸ࡇࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ✌ാ⋡పୗࡢᠱᛕࡀ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊッゴୖࡢ
㆙ᡄ㛵ࡋ࡚ࡶࠊཎⓎタ⨨チྍࢆ⾜ࡗࡓつไᙜᒁഃࡢᩋッࢆཷࡅࡓ㐠㌿Ṇࡼࡿ✌ാ⋡ప
ୗࢆᠱᛕࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ


Eᴗ⪅ࡼࡿつไᙜᒁࡢࡾ㎸ࡳ
ᴗ⪅ഃつไഃ࡛㠀බᘧ࡞ពぢࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࠊ๓グD࡛ࡢᴗ⪅ࡽࡢᢡ⾪ᑐࡋࠊ
つไᙜᒁࡶ⌮ゎࢆ♧ࡋࠊⴠࡋࡇࢁࡀ᥈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦௨ୗ㟁㐃㈨ᩱࡼࡾᢤ⢋㸧ࠋ





㟁㐃㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋ
㟁㐃㈨ᩱ
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ࠕᚋࡶಖᏳ㝔⥅⥆ⓗពぢࢆ⾜࠸ࠊᴗ⪅ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ1,6$ࡸཎ
Ᏻጤᑐᛂ≧ἣࠊㅖእᅜࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊッゴୖࡢࣜࢫࢡࢆ࡞ࡿࡃ㍍ῶࡋࠊ᪤Ꮡ
⅔ࡶᙳ㡪ࡀᑡ࡞࠸6$ᑐ⟇ಀࡿᑐᛂࢆ᳨ウࡋࡓࡇࡽࠊಖᏳ㝔ᡴࡕฟࡋࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁ༠㆟ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡍࡿࠖ

ࠕ6$ᑐ⟇ࡣ⅏ᐖ㜵Ṇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡞ࢃࡕチㄆྍせ௳ࡣ㛵ಀ࡞࠸࠸࠺๓ᥦ࡛ࠊ
⅏ᐖ㜵Ṇ࡛ࡣ࡞ࡃᏳᛶࡢ୍ᒙࡢྥୖࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࠊ᪂タᑐࡋ࡚ᇶᮏタ
ィẁ㝵࡛ࡢጇᙜᛶࠊヲ⣽タィẁ㝵࡛ࡢᵝ➼࠾ࡼࡧᕤㄆẁ㝵࡛ࡢሗ࿌ཪࡣㄝ᫂ࢆ
⾜࠺ࡇࢆグ㍕ࡋࡓ1,6$ᩥ᭩ࢆⓎฟࡍࡿࠋ
ᴗ⪅ࡣࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࠊಖᏳつᐃࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ
ᚲせ࡞ᡭ㡰ࡢᩚഛࠊᩍ⫱➼ࠊ365ࡢᐇ㡯┠36$6$ࢆ᫂グࡋ࡚⏦ㄳࡍࡿࠖ

ࠕ6$つไࡢᠱࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᇶᮏ࣏ࢪࢩࣙࣥ㸦㸧ࠖ
࣭ ᪤Ꮡ᪂タ㸦᪤タィ᪂タࢆྵࡴ㸧ࡣ㠀ࡶษࡾศࡅࡿࡁ
࣭ 6$つไཷࡅධࢀ⠊ᅖࡣᴗ⪅ࡽᥦࡍࡁ
࣭ 6$つไࡢᙧࡣ࠶ࡿ⛬ᗘつไⰍࡀᙉࡃ࡞ࡿࡢࡣᚲ↛ࠊᙳ㡪ࡣࡼࡃ᳨ウ
࣭ 6$つไࡣẁ㝵ᑟධࠊᮇࡣᖹᡂᖺ


ࡲࡓࠊᴗ⪅ಖᏳ㝔ࡢᡴࡕྜࢃࡏࡢሙ࡛ࠊಖᏳ㝔ࡢ⪃࠼ࡀ௨ୗࡢࡼ࠺㏙ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ

ࠕ᪤タ⅔ᙳ㡪ࡀཬࡤ࡞࠸᪉ἲ࡛ࡢつไࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡀ⡆༢࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
ࠕᚋࡶᴗ⪅ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼᳨ウࢆ㐍ࡵࡓࡃࠊ⥅⥆ⓗᡴྜࡏࢆᐇࡋࡓ࠸ࠖ

ࠕつไ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࢆぢᐃࡵࡿࡓࡵࠊ᪤タ⅔ࡢᐇຊࢆ♧ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠖ

ࡇ࠺ࡋࡓࡸࡾྲྀࡾࡽࠊᴗ⪅ࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊつไഃ࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ࡶࠊࠕ᪤タ⅔ࡢᙳ㡪ࡀ
࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊᴗ⪅ඹ6$つไࡢⴠࡋࡇࢁࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓࡇ
ࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ

㸰㸧㉳ᅉ㇟ࡢᐃࡢ⊃ࡉ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ✚ᴟⓗᾏእࡢ▱ぢࢆᑟධࡋࠊ☜ᐇ࡞ࣜࢫࢡᑐᛂࡋ࡚Ᏻࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍጼ
ໃḞࡅ࡚࠾ࡾࠊ⮬↛⅏ᐖᅜࡶࢃࡽࡎእ㒊㇟ࡸேⅭⓗ㇟ࡣᐃࡉࢀࡎࠊෆ㒊㇟
ࡢࡳࡀ⪃៖ࡉࢀࡓ6$ᑐ⟇࡞ࡗࡓࠋࡋࡶࠊෆ㒊㇟ࡢࡳࡢ36$⤖ᯝࡣᾏእᇶ‽ᑐࡋ⅔ᚰᦆ
യ☜⋡ࡀప࠸࠸࠺㧗ホ౯࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ༑ศ࡞Ᏻᑐ⟇ࡀࢀ࡚࠸ࡿㄆ㆑ࡉࢀࠊࡉࡽ࡞ࡿ




㟁㐃㈨ᩱ
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6$ᑐ⟇ࡢᨵၿࢆᛰࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ


Dእ㒊㇟ࡢ㠀ᐃ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ6$ᑐ⟇᳨ウ㛤ጞࡽ⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ࠊෆ㒊㇟ࡢࡳࡀᑐ㇟
ࡉࢀࠊእ㒊㇟ࡣ6$ᑐ⟇ᫎࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

ᑐࡋ࡚⡿ᅜ࡛ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࡼࡾእ㒊㇟ࢆྵࡵࡓ☜⋡ㄽⓗᏳホ౯㸸እ㒊せᅉホ౯
㸦௨ୗࠕ,3(((ࠖ࠸࠺㸧ࡢᐇࢆᴗ⪅せồࡋࠊ௨ୗࡢእ㒊㇟ࡘ࠸࡚㸦ࠕ⾲㸯㸱
㸰㸯ࠖཧ↷㸧ホ౯ᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋホ౯ࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡣ⤊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡶࠊ6$ᑐ⟇ࡢ᳨ウึᮇ࠾࠸࡚᪤ࠊつไᙜᒁ࡛࠶ࡿ㏻⏘┬ࡸᴗ⪅ࡢ㛫࡛
ࡣ,3(((ࡢᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺࡣ㏻⏘┬࡛ࠕ㸦$0ᑐ⟇ࡣ㸧ᆅ㟈ࣜࢫ
ࢡࡢ㛵ಀࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ,3(((ࡼࡗ࡚ᆅ㟈ࣜࢫࢡࡀࢻ࣑ࢼࣥࢺ㸦せ࡞㸧࡞ሙྜࡢ$0࡛
࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᪤Ꮡࡢ⪏㟈タィ࡛Ⰻ࠸ࡢ࠺ࠊࡼࡃ⪃࠼࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࠖὀពࡀಁࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ㟁㐃ࡢ㆟ㄽ࠾࠸࡚ࡣࠕእⓗ㇟ࡢホ౯ࡣෆⓗ㇟
ࡢホ౯ẚ☜ᐇࡉࡀࡁ࠸ࡓࡵࠊᅇࡢᑐᛂ࠾࠸࡚☜⋡ㄽᇶ࡙ࡃ᳨ウࢆ⾜࠺㝿ࡣ
ෆⓗ㇟ࢆᑐ㇟ࡍࡿࡇࠖࡉࢀࠊ6$ᑐ⟇ᫎࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ


⾲㸯㸱㸰㸯 እ㒊㇟ࡢᐃࡢ᪥⡿ẚ㍑


ୖグࡢࡼ࠺ࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚၏୍ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣᆅ㟈36$࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᖹᡂ




㏻⏘┬ ཎᏊຊⓎ㟁ᢏ⾡㢳ၥ㸦⥲ྜண㜵ಖ㸧➨ᅇࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇᳨ウ
㟁㐃㈨ᩱ

㟁㐃㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋ
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㸦㸧ᖺࡈࢁᴗ⪅ഃཬࡧつไᙜᒁഃࡢ᪉࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࡢホ౯⤖
ᯝ࡛ࡣᅜෆࡢ⅔ᚰᦆയ㢖ᗘࡢᇶ‽ࢆࡁࡃୖᅇࡿࣉࣛࣥࢺࡀከᩘᏑᅾࡋࡓࡓࡵࠊබ⾲ࡉࢀࡿ
ࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ᴗ⪅ഃ࡛ࡢホ౯࡛ࡣࠊホ౯ᑐ㇟࡞ࡗࡓⓎ㟁ᡤᇶࡢ୰࡛ࠊ⅔ᚰᦆയ☜⋡ࡀᅜෆᇶ
‽ࡼࡾ㧗ࡃࠊᇶ‽‶ࡓ࡞࠸ࡶࡢࡀᇶᏑᅾࡍࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊࣇࣛࣥࢫࡢᇶ‽
࡛ࡣἩⓎ㟁ᡤ㸦ᾏ㐨㟁ຊ㸧௨እࡢ࡚ࡢホ౯ᑐ㇟ࡀᇶ‽‶ࡓ࡞࠸ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ㟁㐃࠾ࡅࡿ㟁ຊᴗ⪅㛫ࡢ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡢࡓࡵࠊබ⾲ࡉࢀࡿࡇ
ࡣ࡞ࡗࡓ㸦௨ୗཎᩥᘬ⏝㸧ࠋ

>᪤ᏑཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡢබ⾲ࡘ࠸࡚@
㟁ຊ⮬ࡢᆅ㟈36$࡞ࡼࡾᐃ㔞ⓗ♧ࡍࡇࡘ࠸࡚ࠊ⮬యࡸ࣐ࢫࢥ࣑ࡢ
Ᏻឤࢆゎᾘࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࡼࡾࡶࠊෆ㒊㇟ẚ㍑ࡋ࡚ホ౯್ࡀᩘ᱆ࡁ࠸ࡇ
ࡸ୍㒊Ⓨ㟁ᡤ࠾࠸࡚⅔ᚰᦆയ㢖ᗘࡀᅜࡢᛶ⬟┠ᶆ࡛࠶ࡿᖺࢆ‶㊊ࡋ࡞࠸⤖
ᯝ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾホ౯್ࡢඃຎࡀ┠❧ࡘ࡞ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀࡁ࠸⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࡓࡵࠊ✚ᴟⓗබ⾲ࡍࡿࡇࡣࠊᙜ㠃ࠊྲྀࡾࡸࡵࡿࠋ

ࡲࡓࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺධࡾ6$ᑐ⟇ࡢつไせ௳ࡢ㆟ㄽࢆཷࡅࠊࡼ࠺ࡸࡃᴗ⪅࠾࠸
࡚እ㒊㇟ࡢ☜⋡ㄽⓗᏳホ౯ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ๓ᚋ
ࢆࡵヨホ౯ࢆᐇࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡈࢁᏳつไࢆᮏ᱁ࡉࡏࡿࠊ࠸ࡗࡓணᐃ
᳨࡛ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᅗ㸯㸱㸰㸰ࠖཧ↷㸧ࠋ









ಖᏳ㝔ࡀᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㈈ᅋἲேཎᏊຊⓎ㟁ᢏ⾡ᶵᵓጤクࡋ࡚ᐇࡋࠊᖹᡂ  ᖺ᭶ሗ࿌᭩ࡋ
࡚බ㛤ࡉࢀࡓࠕ☜⋡ㄽⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡓタィ⏝ᆅ㟈ືࡢసᡂᡭἲࡢᩚഛ㛵ࡍࡿᴗࠖࡼࡿࠋࡇࡢሗ࿌᭩ࡢᡂᯝ
ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ᭶タ❧ࡉࢀࡓ-1(6ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡓࠋ-1(6࡛ࡣࠊᙜヱヨ⟬ࡣᡭἲࡢ㛤Ⓨࡢࡓࡵᐇࡋࡓࠊ
⌧ᐇ༶ࡉ࡞࠸௬ᐃࢆ⨨࠸ࡓヨ⟬࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡢࣉࣛࣥࢺホ౯ࡋ࡚ࡣ㐺ษࡋ࡚࠸ࡿ㸦-1(6ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
ࡢ⪏㟈ᛶ㛵ࡍࡿẖ᪥᪂⪺ࡢሗ㐨ࡘ࠸࡚ࠖࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࠋ

㟁㐃㈨ᩱ

㟁㐃㈨ᩱ
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ᾏእ䛻ᑐ䛩䜛እ㒊㇟᳨ウ䛾㐜䜜
⡿ᅜ䛷䛿ᖹᡂ㻝㻠䠄㻞㻜㻜㻞䠅ᖺ䛻እ㒊㇟䛻䛴䛔䛶ホ౯䜢⤊䚹䛭䜜䛻ᑐ䛧᪥ᮏ䛾ᴗ⪅䛷䛿
ᖹᡂ㻟㻞䠄㻞㻜㻞㻜䠅ᖺ௨㝆䜢䜑䛹䛻䝻䞊䝗䝬䝑䝥䜢᳨ウ䛧䛶䛚䜚䚸 ⡿ᅜ䛻㻞㻜ᖺ௨ୖ䛾㐜䜜䛸䛺䜛
እ㒊㇟䛾☜⋡ㄽⓗᏳホ౯䛾䝻䞊䝗䝬䝑䝥
㻝㻥㻥㻜

⡿ᅜ

㻝㻥㻥㻡

㻞㻜㻜㻜

㻞㻜㻜㻡

㻞㻜㻝㻜

㻞㻜䠍㻡

㻞㻜㻞㻜

㻞㻜㻞㻡

z 㻝㻥㻥㻝
௨ୗ䛾እ㒊㇟䛾☜⋡ㄽⓗᏳ
ホ౯䠄㻵㻼㻱㻱㻱䠅㛤ጞ䜢㏻▱
¾ ᆅ㟈
¾ ෆ㒊ⅆ⅏
¾ ᙉ㢼䞉䝖䝹䝛䞊䝗
¾ እ㒊ὥỈ
¾ ㍺㏦ཬ䜃㏆タ䛷䛾ᨾ
z 㻝㻥㻥㻢
ホ౯⤊

• ⡿ᅜ䛷䛿䚸㻝㻥㻥㻜ᖺ௦䛻
ᆅ㟈䚸ὥỈ䛺䛹䛾እ㒊
㇟䛻䛴䛔䛶䛾Ᏻホ
౯䜢⤊䚹ᖹᡂ㻝㻠
䠄㻞㻜㻜㻞䠅ᖺ䛻▱ぢሗ࿌
᭩䜢බ⾲
z 㻞㻜㻜㻞
㻵㻼㻱㻱㻱▱ぢሗ࿌᭩䠄㻺㻾㻯䠅
z 㻞㻜㻜㻠๓ᚋ䡚
ᆅ㟈䛻䛴䛔䛶ᴗ⪅䛷䛾㻼㻿㻭ヨホ౯䚸つไᙜᒁ䛾☜ㄆ
z 㻞㻜㻝㻟
⁄Ỉ䛻䛴䛔䛶

᪥ᮏ

z 㻞㻜㻝㻠
ⅆ⅏䛻䛴䛔䛶
z 㻞㻜㻝㻡
ὠἼ䛻䛴䛔䛶

z 㻞㻜㻞㻟ᖺ

㻿㻭
Ᏻ

つ
ไ
ᮏ
᱁


• ᪥ᮏ䛷䛿㻞㻞㻜㻜㻜ᖺ௦ึ㢌
䛻ᆅ
ᆅ㟈㻼㻿㻭䜢㛤ጞ䚹
• ᖹᡂ㻞㻡䠄㻞㻜㻝㻟䠅ᖺ௨㝆䚸
⁄Ỉ䚸ⅆ⅏䚸ὠἼ䛻䛴
䛔䛶㡰ḟホ౯䜢㛤ጞ
• ᖹᡂ㻟㻡䠄㻞㻜㻞㻟䠅ᖺ䜢䜑䛹
䛻Ᏻつไᮏ᱁䛾䝇
䜿䝆䝳䞊䝹䛷᳨ウ

᪥ᮏ䛾እ㒊㇟䛾ホ౯䛿⡿䛻㻞㻜ᖺ௨ୖ䛾㐜䜜
㻺㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻰㼕㼑㼠㻌㼛㼒㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻌㻌㻲㼡㼗㼡㼟㼔㼕㼙㼍㻌㻺㼡㼏㼘㼑㼍㼞㻌㻭㼏㼏㼕㼐㼑㼚㼠㻌㻵㼚㼐㼑㼜㼑㼚㼐㼑㼚㼠㻌㻵㼚㼢㼑㼟㼠㼕㼓㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻯㼛㼙㼙㼕㼟㼟㼕㼛㼚㻌㻭㼘㼘㻌㻾㼕㼓㼔㼠㼟㻌㻾㼑㼟㼑㼞㼢㼑㼐
ฟ䠖䛂䝅䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䠄㻿㻭䠅䛻ᑐ䛩䜛☜⋡ⓗᏳホ౯䠄㻼㻿㻭䠅ά⏝䛾᪉ྥᛶ䛻䛴䛔䛶䠄㆟ㄽ⏝䠅䛃㟁㐃
Ᏻタィጤဨᖹᡂ㻞㻝ᖺ㻝㻜᭶



ᅗ㸯㸱㸰㸰 ᾏእᑐࡍࡿእ㒊㇟᳨ウࡢ㐜ࢀ


EேⅭⓗ㇟ࡢ㠀ᐃ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊࢸࣟ➼ࡢேⅭⓗ㇟ࡘ࠸࡚ࡶ6$ᑐ⟇ࡣ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࡞࠸ࠋ
15&࡛ࡣࠊྠከⓎࢸࣟࢆዎᶵࡋࡓࢸࣟᑐ⟇ࡋ࡚ࠊ%㸬㸬Eࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ヲ⣽
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸯㸱㸱࡚ࠖᚋ㏙㸧ࠋ
%㸬㸬Eࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᗘࠊಖᏳ㝔ࡢᑂ㆟ᐁ
ࢡࣛࢫ-1(6ࡽ࡞ࡿㄪᰝᅋࡀΏ⡿ࡋ15&ࡼࡾㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊ௨ୗࡢ⤒⦋࡛ࡑࢀࡀ᪥
ᮏࡢつไᫎࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
࣭15&࡚%㸬㸬Eࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡿࡶࠊࢥࣥࣇࢹࣥࢩࣕࣝࢆ⌮⏤ゝࢆ⚗ࡌࡽ
ࢀ㈨ᩱࡶཷ㡿࡛ࡁ࡞ࡗࡓୖࠊእ㒊ᨷᧁࡢᑐฎࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࢩࣅࢡࢩࢹ
ࣥࢺᑐ⟇ࡣ⤖ࡧࡘࡅ࡚⪃࠼ࡎࠊ┤᥋ᅜෆࡢᏳᑐ⟇ά⏝ࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

ཱྀ࣭㢌࡛ㄝ᫂ࢆཷࡅࡿࡶ㘓㡢ࡣ⚗Ṇ࡛࠶ࡾࠊ⪺ࡃࡔࡅ࠸࠺᮲௳ࠋࡲࡎࠊཱྀእ
ࡋ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸᪨ࠊᙉࡃᛕࢆᢲࡉࢀࠊࡑࡢᚋㄝ᫂ࢆཷࡅࠊࡑࡢᚋ㛫⛬ᗘ
ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡿࠋㄝ᫂ࡢ༙ศ௨ୖࡣࠊእ㒊ࡽࡢ⯟✵ᶵ⾪✺ࡸࠊⅆ⅏ࡢሙྜ
ࡢᑐฎࡢㄝ࡛᫂࠶ࡾࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡣ⤖ࡧࡅ࡞ࡗࡓࠋ
࣭࣍ࢸ࡚ࣝࠊཧຍ⪅ဨ࡛ᛮ࠸㉳ࡇࡋࢆࡍࡿࡀࠊᖐᅜᚋࡢሗ࿌᭩࡞ࡽ࡞࠸




ᙜࡢಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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⪃࠼ࠊእົ┬ࢆ㏻ࡌ㈨ᩱࢆ15&せㄳࡋࡓࠋ
࣭᪥ᮏ࡛ࡣᆅ㟈ᑐ⟇ࡸࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡣู㏵᳨ウࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ%㸬㸬
Eᆅ㟈ὠἼᑐ⟇㸦タィᇶ‽㇟㸧ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚ࡣ⪃࠼࡞ࡗࡓࠋࢸࣟࡣᆅ㟈ࠊ
ὠἼࡢ➨ᒙࢆࡉࡽୖᅇࡿᵝ࡞≧ἣᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ
࣭ᙉࡃཱྀṆࡵࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣఏ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ

ࡲࡓࠊᏳጤဨᑐࡋ࡚ࡶࠊ%㸬㸬Eࡘ࠸࡚ࡢሗᥦ౪ࢆᛰࡗ࡚࠸ࡓࠋᙜጤဨ࡛ࠊᏳ
ጤဨࡢ⌜┠ᶞጤဨ㛗ࡣࠕ%㸬㸬E࡞ࢇ⮳ࡗ࡚ࡣࠊᏳጤဨࡣࡃᐇࡣ▱ࡽ࡞ࡗ
ࡓࠋᅇึࡵ࡚▱ࡗ࡚ࠊ࠶࠶ࠊࡇࢀࢆࡶࡗࡕࡷࢇㄞࡳ㎸ࢇ࡛࠾ࡃࡁࡔࡗࡓࠋ᰾ࢭ࢟
ࣗࣜࢸ࣮ࡢヰࡋ࡚࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊᏳጤဨࡢᡤᤸ࡛ࡣ࡞ࡃཎᏊຊጤဨࡢᡤᤸ࡛ࠊᏳጤ
ဨࡣ⺅ᖒࡢእ⨨ࢀࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸧ᴗ⪅ࡢ⮬ᑐ⟇࡞ࡗࡓࡇࡼࡿᐇຠᛶࡢ࡞ࡉ
ᾏእ࡛ከࡃࡢ6$ᑐ⟇ࡀつไせ௳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᴗ⪅ࡢ⮬ᑐ⟇ࡋࡓࡇ
࡛ࠊつไせ௳ࡢ㧗࠸ಙ㢗ᛶࢆ⋓ᚓࡋᚓࡎࠊᐇຠᛶࡢ࡞࠸6$ᑐ⟇࡞ࡗࡓࠋ


Dつไせ௳ࡉࢀࡿᾏእ⮬ᑐ⟇࡞ࡿ᪥ᮏ
࣓࡛ࣜ࢝ࡣ㸦㸧ᖺỈ⣲ไᚚつ๎ࠊ㸦㸧ᖺ$7:6つ๎ࠊ
㸦㸧ᖺ6%2つ๎࡞ࡀ┦ḟ࠸࡛タࡅࡽࢀࠊつไせồࡢୗ࡛ලయⓗ࡞6$ᑐ⟇ࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚ࡶ᱁⣡ᐜჾ⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺ㸦௨ୗࠕ&9࣋ࣥࢺࠖ࠸࠺㸧ࢆྵ
ࡵࠊつไせồࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ⾲㸯㸱㸰㸰ࠖཧ↷㸧ࠋ





⌜┠ᶞཎᏊຊᏳጤဨጤဨ㛗 ➨ ᅇጤဨ
せᨾࢩ࣮ࢣࣥࢫࡢࠕࢫࢡ࣒ࣛ⬟㐣Ώ㇟ࠖ

㟁※႙ኻ≧ែࢆ♧ࡍࠕࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࣈࣛࢵࢡ࢘ࢺࠖ

ཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓ 6$᳨ウົᒁ ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠕ6$ᇶ‽ᑐࡍࡿ᪤タⓎ㟁ᡤࡢ㐺ྜᛶࡘ࠸
࡚㸦⿵㊊㈨ᩱ㸧ࠖ

㟁㐃㈨ᩱ
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⾲㸯㸱㸰㸰 ᪥⡿ࡢ6$ᑐ⟇ࡢつไ≧ἣ


ࡇࢀᑐࡋ᪥ᮏ࡛ࡣ6$ᑐ⟇ࡣ᳨ウ㛤ጞᙜึࡼࡾ⮬ᑐ⟇ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ
ࡢᏳጤဨࡢඹ㏻᠓ሗ࿌᭩࠾࠸࡚ࠕ$0ࡣཎᏊ⅔タ⨨⪅ࡢࠗᢏ⾡ⓗ⬟ຊ࠘ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠗ▱
㆑࣮࣋ࢫ࠘౫ᣐࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ⌧ᐇࡢែ┤㠃ࡋ࡚ࡢ⮫ᶵࡢฎ⨨ࡶྵࡴᰂ㌾࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊᏳつไࡼࡾࡑࡢලయⓗෆᐜࡀせồࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸ࠖ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ6$ᑐ⟇
ࡢ᳨ウ㛤ጞᙜึࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺࡣ㏻⏘┬ෆ࡛ࠕᐇຊ࣮࣋ࢫ࡛6$☜ᐇືࡃࠖࡶࡢ
ࡍࡿࡁ࡛ࡣ࠸࠺㆟ㄽࡶฟࡉࢀࡓࡀࠊ௨㝆⌧ᅾ⮳ࡿࡲ࡛ࠕ▱㆑࣮࣋ࢫࠖࡢ⮬ᑐ⟇ࡢ
⨨ࡅࡀኚࢃࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ᗈ℩◊ྜྷඖಖᏳ㝔㛗ࡣࠊᙜጤဨ࡛ࠕ$0ࡢせồࢆἲ௧ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡘ࠸࡚ࡢୡ⏺ⓗ࡞
≧ἣࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡶ࠺୍Ṍ㐍ࡵ࡚ලయⓗྲྀࡾ⤌ࡴດຊࡀ༑ศ࡛࡞ࡗࡓࠋ$0⮬యࠊ
ᖺࡽྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡀࠊࡶࡗᙉࢆࡋ࡚࠸ࡃດຊḞࡅ࡚࠸ࡓࠖࠕ㸦$0ࡢἲつไࢆࡋ࡞
ࡗࡓࡇࡘ࠸࡚㸧ࡢ㔜Ⅼࢆ㐠㌿ẁ㝵ࡢⰍࠎ࡞Ᏻつไࡢᐇ⨨࠸࡚࠸࡚ࠊඃඛᗘࢆ
ࡑࡕࡽ⨨࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠖ㏙࡚࠾ࡾࠊ6$ᑐ⟇つไࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㐜ࢀࡸᾘᴟᛶ
㛵ࡋ࡚ㄆ㆑ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㔜せどࡉࢀ࡞ࡗࡓ≧ἣࡀ࠺ࡀࢃࢀࡿࠋ


E⮬ᑐ⟇࡞ࡗࡓࡇࡼࡿᐇຠᛶࡢ࡞ࡉ
᪥ᮏ࠾ࡅࡿ⮬ᑐ⟇࡛ࡣࠊ6$ᑐ⟇タഛᑐࡋ࡚ࠊつไせ௳ୖࡢᕤᏛⓗᏳタഛࡢࡼ࠺࡞




Ᏻጤဨඹ㏻ၥ㢟᠓ㄯࠕࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࡢ᱁⣡ᐜჾᑐ⟇㛵ࡍࡿ᳨ウሗ࿌᭩ࠖ
㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧

ᖹᡂ㸦㸧ᖺ๓ᚋ࡞ࡾࠊᾏእࡢ㊅ໃࢆཷࡅᏳጤဨࠊಖᏳ㝔ࡢつไᙜᒁ࡛ࠊ6$ᑐ⟇ࡢつไࡀ᳨ウࡉࢀ
ጞࡵࡿࠋᏳጤဨ࡛ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࡽ⥆ࡃࠕ$0㛵ࡍࡿཎᏳጤỴᐃࠖࢆᗫṆࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᮎ
ࡣ᪂ࡓ࡞つไࡢỴᐃࢆࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᗈ℩◊ྜྷඖཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔㛗 ➨ᅇጤဨ
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

㧗࠸ಙ㢗ᛶࡀồࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᚑ᮶ࡢᏳタഛࡀᶵ⬟࡛ࡁ࡞࠸ᨾᚲせ࡞6$
ᑐ⟇タഛࡶࢃࡽࡎࠊࡑࡢᏳタഛࡼࡾࡶࡑࡶࡑࡶ⪏ຊࡀపࡃࠊඛ6$ᑐ⟇タഛࡀᶵ⬟
ࢆኻ࠺ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࠸࠺▩┪ࢆᢪ࠼ࡓࠊᐇຠᛶࡢஈࡋ࠸ᑐ⟇࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ᮏᨾࡣࠊ௦᭰ὀỈᶵ⬟ࡋ࡚ࡢ6$ᑐ⟇࡛࠶ࡿᾘⅆ⣔㓄⟶ࡣ⪏㟈ࢡࣛࢫ&ࡔࡗࡓࡓࡵࠊ
ᆅ㟈ࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋಖᏳ㝔ࡢᮾ㟁ᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢ
㈨ᩱࡼࡿࠊࠕᾘⅆ⣔ࣛࣥࡣ⪏㟈⣔ࡀ&ࢡࣛࢫࡔࡗࡓࡓࡵࠊࣛࣥᵓᡂࡀ࡛ࡁ࡚ࡶ㓄
⟶◚ᦆ➼࡛㏵୰࡛₃࠼࠸ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊᐇ㝿ὀỈ࡛ࡁࡿᏳࡀ࠶ࡗࡓࠋᨾᙜࡢ
⌧ሙ㈐௵⪅ࡢ୍ேࡼࡿࠗཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࢆῶᅽࡋ༶ᗙᾘⅆ⣔࡛ὀỈࡍࡿ㸦ࡑ࠺ࡋ࡞࠸
ᛴ⃭Ỉࡀୗࡀࡾ⅔ᚰࡀ㟢ฟࡍࡿ㸧ࡢࡣ୍ඵࡢ㉃ࡅ࠘ࠖࡢㄆ㆑ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᱁⣡ᐜჾࡽࡢ㝖⇕ᶵ⬟ࡋ࡚ࡢ6$ᑐ⟇࡛࠶ࡿ⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡶࠊᘚࡢ㛤
᧯సᚲせ࡞࣎ࣥ࣋ᘚࢆ᥋⥆ࡍࡿ㓄⟶ࡀ⪏㟈ࢡࣛࢫ&࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ◚ᦆࡋࡓྍ⬟ᛶࡶᣦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖᏳ㝔ࡢࣄࣜࣥࢢ࡛ࡣࠕ㛤᧯స✵Ẽᅽࡀᚲせ࡞$2ᘚࡢ㛤≧ែࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡢࡣ㞴ࡋࡗࡓᶍᵝࠋ㸦୰␎㸧㓄⟶ࡢ⪏㟈ࢡࣛࢫࡣపࡗࡓ㸦࠾ࡑࡽࡃ&ࢡࣛࢫ㸧ࡓࡵࠊᆅ
㟈ࡼࡿ◚ᦆࡢྍ⬟ᛶࡶࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡢᠱᛕࡣࠊ6$ᑐ⟇ࡢ᳨ウึᮇࡽᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ㏻⏘┬ཎᏊຊⓎ
㟁ᢏ⾡㢳ၥ࡛ࡣࠕᏳタഛ࡛࡞࠸ゝ࠺ࡢࠊ㔜せᗘศ㢮࡛༊ศࡉࢀࡿࠗᏳᶵ⬟࠘ࢆ
᭷ࡍࡿタഛ⪃࠼ࡿ࠶ࡿࡀࠊᏳタഛゝࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡢពぢࡀ㢳
ၥࡼࡾⓎゝࡉࢀࠊูࡢ㢳ၥࡽࡣࠕ$0タഛࡀᆅ㟈࡛ඛቯࢀ࡚ᙺ❧ࡓ࡞࠸࠸࠺ࡇࡶẼ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࠕ⪏㟈&ࢡࣛࢫ࡛ࡲࡎ࠸ࡇࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࠊᆅ㟈ࣜࢫࢡホ౯࡛ࢡࣞࢪࢵࢺࡀࢀ࡞࠸ࡔࡅࡢヰࡔࠋ⪏㟈ᛶࡢ࠶ࡿ$0タഛࡀᚲせ
࠺ࡣࠊయࡢࣜࢫࢡࡢࣃࢳ࣮ࣕࢺࡢ୰࡛ᆅ㟈ࡀࡢࡼ࠺࡞⨨ࡅࡼࡿࡶࡢࡔࠖ
࠸ࡗࡓពぢࡸࠊࠕ㸦⪏㟈&ࢡࣛࢫࡢタഛ࡛ࡼ࠸ࡣ㸧36$ࡢ୰࡛ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࢆࢪࣕࢵࢪ࡛
ࡁࢀࡤࡼ࠸ࠖゝࡗࡓពぢࡀฟࡉࢀࠊࡇࡢၥ㢟ࡣ┳㐣ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊ⪏㟈ᛶࡢప࠸6$ᑐ⟇タഛ࡛ࡼ࠸ࡇࢆእⓗせᅉ㸦ᆅ㟈㸧ࡢ36$ࡼࡿࣜࢫ
ࢡホ౯࡛☜ㄆࡍࡿࠊࡋ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᐇ㝿ࡣᚋ㏙ࡢࡼ࠺እⓗせᅉࡢ36$ࡣᡭ
ἲࡢ☜ᐇᛶࡀ㧗࠸ࡋ࡚㛗࠸㛫ᐇࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

6$ᑐ⟇࡛ࠊࡶ࠺ࡦࡘぢⴠࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊィ⣔ࡢᙉ࡛࠶ࡿࠋᅇࡢᨾࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ70,ᨾ࠾࠸࡚ࡶࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡛࠶ࡿཎᏊ⅔ࡸຍᅽჾࡢỈࡀィ ࡛ࡁ
ࡎ⅔ᚰ⁐⼥⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢᨾ࡛ࡣ㟁※႙ኻࡼࡿィ⣔ࡢᶵ⬟႙ኻࡀࡁ࡞ၥ㢟࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊタィ᮲௳ࢆ㉸࠼ࡓ୰࡛ィ ჾࡀࡇࡲ࡛ᶵ⬟ࡍࡿࡢࠊ᪩ᛴ᪤タཎⓎ࡛ィჾ㢮
ࡢ⪏ᛶホ౯ࢆᐇࡋࠊタഛࡢᙉཬࡧቑタࢆྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ




ಖᏳ㝔㈨ᩱ
㏻⏘┬ ཎᏊຊⓎ㟁ᢏ⾡㢳ၥ㸦⥲ྜண㜵ಖ㸧ࠕ➨ࠊᅇࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇᳨ウࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
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㸯㸱㸱 ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇⠊ᅖࡢ⊃ࡉ㐜ࢀ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ,$($㸦ᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸧࡛ࡢᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤࡢ⪃࠼᪉ᑐࡋ࡚ࠊ➨ᒙࢆ▱㆑࣮࣋
ࢫࡢᑐ⟇࠸࠺⨨ࡅࡋ࡚つไᑐ㇟ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㉳ᅉ㇟ࡋ࡚ࡶෆ㒊せᅉࡢࡳࢆ
⪃៖ࡋࠊᗈ⠊ᅖࡢ㇟ࢆᐃࡋ࡞࠸ࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ6$ᑐ⟇ࡢ⠊ᅖࡀ㠀ᖖ
⊃࠸ࡶࡢ࡞ࡗࡓ㸦ࠕᅗ㸯㸱㸱㸯ࠖཧ↷㸧ࠋ

㸯㸧᪥ᮏ࠾ࡅࡿ6$ᑐ⟇ࡢ⠊ᅖࡢ⊃ࡉ
,$($ࡣࠊཎᏊຊᏳᑐ⟇࠾࠸࡚ࠊᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨㹼ᒙ
ࡣ⅔ᚰࡢᦆയࢆ㜵ࡄࡲ࡛ࡢ3UHYHQWLRQࠊ➨ᒙࡣ⅔ᚰࡢ῝้࡞ᦆയࡑࡢᙳ㡪ࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ0LWLJDWLRQࠊ➨ᒙࡣᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡽఫẸࢆᏲࡿࡓࡵࡢ(YDFXDWLRQࡉࢀࡿࠋࡋࡋࠊ
᪥ᮏࡢつไࡣ➨ᒙࡲ࡛ࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ➨ᒙࡢ6$ᑐ⟇ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᴗ⪅ࡢ⮬ᑐᛂࡼࡿ
ࠕ▱㆑࣮࣋ࢫࠖࡢᑐ⟇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
6$ࡢ㉳ᅉ㇟ࡋ࡚ࡣࠊෆ㒊㇟㸦ᶵᲔᨾ㞀ࠊࣄ࣮࣐࢚࣮ࣗࣥࣛ࡞㸧ࠊእ㒊㇟㸦ᆅ㟈ࠊ
ὠἼࠊྎ㢼➼㸧ࠊேⅭⓗ㇟㸦ࢸࣟ➼㸧ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ෆ㒊㇟ࢆ
ᑐ㇟ࡋࡓ6$ᑐ⟇ࡀ᳨ウࡉࢀࠊእ㒊㇟ࠊேⅭⓗ㇟㛵ࡋ࡚ࡣᑐ⟇ࡀஈࡋࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ➨㹼ᒙ࡛ࡣ㉳ᅉ㇟ᛂࡌࡓಶูࡢᑐ⟇ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊ⅔ᚰᦆയ⮳ࡗࡓᚋࡢ➨
ᒙࡸᨺᑕᛶ≀㉁ᨺฟᚋࡢ➨ᒙ࡛ࡣࠊᗈ⠊ᅖࡢ㉳ᅉ㇟ࢆᐃࡋࡓ6$ᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡋ
ࡋࠊࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏ࡛ࡣ㐣ཤࡸᾏእࡢ▱ぢࡽᏛࡧࠊᗈ⠊࡞㉳ᅉ㇟ࢆᐃࡋࡓᑐ⟇ࢆࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡎࠊᨾࡀ㉳ࡇࡿࡑࡢᨾࡢࡳᑐᛂࡍࡿ࠸࠺ࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡⓗ࡞ᑐ⟇⤊ጞࡋ࡚ࡁ
ࡓࡓࡵࠊࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡢ⠊ᅖࡀ⊃࠸ࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ





Ᏻጤဨඹ㏻ၥ㢟᠓ㄯࠕࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࡢ᱁⣡ᐜჾᑐ⟇㛵ࡍࡿ᳨ウሗ࿌᭩ࠖ
㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧
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˟ிʮᩓщᅦҾ܇щႆᩓʙᛦ௹ۀՃ˟

῝ᒙ㜵ㆤ䛾⪃䛘᪉䛸᪥ᮏ䛾ᑐᛂ
ᾏእ䛷䛿ᗈ䛔㇟䜢ᐃ䛧῝ᒙ㜵ㆤ䛾➨㻡ᒙ䜎䛷᳨ウ䛧䛶䛔䜛䛾䛻ᑐ䛧䚸᪥ᮏ䛷䛿タィᇶ
‽ෆ䛾ෆ㒊㇟䛾䜏䛾⊃䛔㡿ᇦ䛻ᑐ䛧䚸㇟䛤䛸䛾䝟䝑䝏䝽䞊䜽ⓗ䛺㻭㻹ᑐ⟇䜢⾜䛳䛶䛝䛯
䜰䜽䝅䝕䞁䝖ᑐ⟇
ෆ㒊㇟
㻵㻭㻱㻭䛾῝ᒙ㜵ㆤ

➨ 咈ᒙ

• タィᇶ‽ෆ䜈
䛾ᨾ䛾ไᚚ

➨ 咉ᒙ

㻹㼕㼠㼕㼓㼍㻙
㼠㼕㼛㼚

• ᨾ䛾㐍ᒎ㜵
Ṇཬ䜃䝅䝡䜰
䜰䜽䝅䝕䞁䝖䛾
ᙳ㡪⦆

እ㒊㇟
䈈

ᆅ㟈

䐟  ㇟厶叉叏吨吚吘呆呎吆ⓗᑐ⟇

➨ 咇ᒙ

㻼㼞㼑㼢㼑㼚㼠㼕㼛㼚

• ␗ᖖ㐠㌿䛾ไ
ᚚཬ䜃ᨾ㞀䛾
᳨ฟ

䐟  ㇟厶叉叏吨吚吘呆呎吆ⓗᑐ⟇

➨ 咆ᒙ

• ␗ᖖ㐠㌿ཬ䜃
ᨾ㞀䛾㜵Ṇ

ᶵᲔᨾ㞀

䝠䝳䞊䝬
䞁䜶䝷䞊

ὠἼ

ேⅭⓗ㇟
䈈

⯟✵ᶵ
䝔䝻

䝃䜲䝞䞊
䝔䝻

䈈

䛣䜜䜎䛷䛾
᪥ᮏ䛾⊃䛔
㻭㻹ᑐ⟇㡿ᇦ

䐠䛥䜎䛦䜎䛺㇟䜢ᐃ䛧䛯
ᗈ䛔ᑐ⟇

➨ 咊ᒙ

㻱㼢㼍㼏㼡㻙
㼍㼠㼕㼛㼚

• ᨺᑕᛶ≀㉁ᨺ
ฟ䛻䜘䜛ᨺᑕ
⥺ᙳ㡪䛾⦆

ཧ⪃㈨ᩱ䠖䛂㻵㻭㻱㻭ᇶ‽䛾ືྥ䛃 㻶㻺㻱㻿㻞㻜㻝㻝㻚㻟㻚㻞

䐠䛥䜎䛦䜎䛺㇟䜢ᐃ䛧䛯ᗈ䛔ᑐ⟇

᪥ᮏ䛸ᾏእ䛾ẚ㍑

᪥ᮏ
䞉タィᇶ‽ᨾ䛾➨㻟
ᒙ䜎䛷䛾䜏䜢ᐃ䚹➨
㻠ᒙ䛿䛂▱㆑䝧䞊䝇䛃
䞉㇟䛤䛸䛻䝟䝑䝏䝽䞊
䜽ⓗ䛺ᑐ⟇䛻⤊ጞ

ᾏእ䠄㻵㻭㻱㻭䠅
䞉ᐃᇶ‽䜢㉸䛘䛯䝅
䝡䜰䜰䜽䝅䝕䞁䝖䚸㔞
ᨺฟ䜎䛷䜢ᐃ
䞉➨㻠䚸㻡ᒙ䛷䛿䚸䛥䜎䛦
䜎䛺㇟䜢ᐃ䛧䛯ᗈ
䛔ᑐ⟇䛜ᚲせ

㻺㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻰㼕㼑㼠㻌㼛㼒㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻌㻌㻲㼡㼗㼡㼟㼔㼕㼙㼍㻌㻺㼡㼏㼘㼑㼍㼞㻌㻭㼏㼏㼕㼐㼑㼚㼠㻌㻵㼚㼐㼑㼜㼑㼚㼐㼑㼚㼠㻌㻵㼚㼢㼑㼟㼠㼕㼓㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻯㼛㼙㼙㼕㼟㼟㼕㼛㼚㻌㻭㼘㼘㻌㻾㼕㼓㼔㼠㼟㻌㻾㼑㼟㼑㼞㼢㼑㼐



ᅗ㸯㸱㸱㸯 ῝ᒙ㜵ㆤࡢ⪃࠼᪉᪥ᮏࡢᑐᛂ


ࡇࢀࡽ6$ᑐ⟇᳨ウ⠊ᅖࡢ⊃ࡉࡀつไᙜᒁࡶၥ㢟ព㆑ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡣࠊ௨ୗࡢ
ࡼ࠺ᙜጤဨ࡛ࡢཧ⪃ேⓎゝࡽࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊᨵၿࡀ⾜ࢃࢀࡿ๓ᮏᨾࢆ㏄࠼ࡓࠋ


ࠕࡑࡶࡑࡶ6$ࢆ⪃࠼࡚࠸࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡢࡣኚ࡞㛫㐪࠸ࡔࡗࡓࠋỴᐃㄽⓗ࡞
⪃࠼᪉ࡔࡅ࡛࡞ࡃ☜⋡ㄽⓗ࡞⪃࠼᪉Ⰽࠎ࡞ࡶࡢࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㐺ษ⪃࠼࡞
ࡉ࠸ᅜ㝿ⓗ࡞Ᏻᇶ‽ࡣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡃ㏣࠸ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ࠶ࡿព࡛ࡣ
ᖺ๓ࡢᢏ⾡ఱ࡛Ᏻᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇࡀ࠶ࡿࠖ㸦⌜┠ᶞཎ
ᏊຊᏳጤဨጤဨ㛗㸧
ࠕⰍࠎ࡞ఱࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡢഛ࠼ࠊయไࡢၥ㢟࠶ࡿ࠸ࡣ
Ᏻᇶ‽ࡢၥ㢟ࠊⰍࠎ࡞ᙧࠊព࡛ࡢഛ࠼ࡀ༑ศ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸୰࡛ែࡀⓎ⏕ࡋ
ࡓࠖࠊࠕែࡀⓎ⏕ࡋࡓᚋࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡶഛ࠼ࡘ࠸࡚㊊ࡾ࡞࠸Ⅼࡀከࡃ࠶ࡗ
ࡓࠋつไᙜᒁࡋ࡚ኚၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠖ㸦ᑎᆏಙ๓ཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔㛗㸧

㸰㸧ᾏእ࠾ࡅࡿ6$ᑐ⟇ࡢ⠊ᅖࡢᗈࡉ
ᾏእ࡛ࡣࠊ῝ᒙ㜵ㆤࡢ➨ᒙ㸦⡿ᅜ࡛ࡣ➨ᒙ㸧ࡲ࡛ࢆᐃࡋࠊእ㒊㇟ࡸேⅭⓗ㇟ࡘ࠸




⌜┠ᶞཎᏊຊᏳጤဨጤဨ㛗ࠊᑎᆏಙ๓ཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔㛗 ➨ᅇጤဨ
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࡚⪃៖ࡋࡓ῝ࡃᗈ࠸6$ᑐ⟇ࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ


Dᾏእ࡛ࡢ῝ᒙ㜵ㆤ࠾ࡅࡿ῝ࡉ
᪥ᮏ࠾ࡅࡿ➨ᒙࡲ࡛ࡢᑐ⟇ᑐࡋࠊᾏእ࡛ࡣᖺ௦༙ࡤࡽ➨ᒙࡲ࡛ࡢᑐ⟇ࡢᚲせ
ᛶࡀၐ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜᨾ┤ᚋࡣࠊ,$($ࡼࡿሗ࿌᭩,$($,16$*㸦
ࠑࠒᖺ㸧࡚➨ᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤࡲ࡛ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡢ,16$*㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ㸧࡛ࡣ6$ᑐᛂᙉࡢࡓࡵᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤᨵゞࡉࢀࠊ௨㝆ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ
,16$*ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᏳᇶ‽165࠾࠸࡚ࡶ୍㈏ࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋ➨ᒙࡲ࡛ࡢ⪃
࠼᪉ࠊᑐ⟇ࡢᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⡿ᅜ࠾࠸࡚ࡶᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢつ᱁
185(*&5࡛ึࡵ࡚➨ᒙࡢ⪃࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀࠊࡑࡢᚋࡢ185(*࡛ࡶࡑࡢᑐ⟇ࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦ࠕᅗ㸯㸱㸱Ѹ㸰ࠖཧ↷㸧ࠋ185(*࡛ࡣࡉࡽ➨ᒙࡋ࡚6LWLQJ ❧ᆅ ࡀᐃ⩏ࡉ
ࢀࠊእⓗ㇟ࡢⓎ⏕㢖ᗘ㝈⏺ࢆせ௳ࡋ࡚ồࡵ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ⾲㸯㸱㸱Ѹ㸯ࠖཧ↷㸧ࠋ


ᅗ㸯㸱㸱㸰 ᾏእ࠾ࡅࡿ῝ᒙ㜵ㆤࡢ⪃࠼᪉ࡢኚ㑄
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

㻺㻾㻯 㻺㼁㻾㻱㻳㻝㻤㻢㻜㻌㻌㻰㼑㼒㼑㼚㼟㼑㻙㼕㼚㻙㼐㼑㼜㼠㼔㻌㼜㼞㼛㼢㼕㼟㼕㼛㼚㼟
῝ᒙ㜵ㆤ

≀⌮ⓗ䛺㜵ㆤ

䠄䠍䠅ᨾព䚸ཬ䜃៖䛾㇟ ⤫ྜⓗ䛺
䜢⪃៖
タィ䝥䝻䝉䝇

㐠㌿䛾Ᏻᐃᛶ
⤫ྜⓗ䛺
タィ䝥䝻䝉䝇

㜵ㆤ䝅䝇䝔䝮
⤫ྜⓗ䛺
タィ䝥䝻䝉䝇

㜵ㆤ䝞䝸䜰䛾
ᛶ
⤫ྜⓗ䛺
タィ䝥䝻䝉䝇

㜵ㆤᑐᛂ⾜Ⅽ
⤫ྜⓗ䛺
タィ䝥䝻䝉䝇

ᨾᑐᛂ䛸䛧䛶᳨ウ䛩䜉䛝㡯┠
ᨾ㜵Ṇ䛸⦆
ᨾ㜵Ṇ䛸⦆
䞉⇞ᩱᦆയᗘ䛾ᇶ‽
䞉㜵ㆤ䝞䝸䜰䛾
䞉෭༷ྍ⬟䛺㓄⨨ᇶ
ᛶᇶ‽
‽

䠄䠎䠅タィ䛷⅔ᚰᦆയ㜵Ṇ䛸 Ᏻホ౯䛸
ᙳ㡪⦆䜢⪃៖
Ᏻᛶ⬟ᣦᶆ

㇟Ⓨ⏕䛾
⣼✚㢖ᗘ䛾ไ㝈

䠄䠏䠅タィ䚸ᘓタ䚸ಖ䚸㐠
㌿䛾㻝せ⣲䛻
㢗䜙䛺䛔ከ㔜ᛶ䜢⪃៖

ཎᏊ⅔Ṇᑐ⟇䛚䜘
」ᩘ䛾㜵ㆤ⟇䛜ኻ 䜃ᔂቯ⇕䛾㝖ཤᑐ
᭱ప㻞㔜䛾䝞䝸䜰䜢
㻙㻣
ᩋ䛩䜛☜⋡䠘㻝㻜 䜢 ⟇䛾䛯䜑䚸⊂❧䛧䛯 ‽ഛ
䝞䝑䜽䜰䝑䝥ᡭẁ䜢
☜ಖ
‽ഛ

⥭ᛴ㐠㌿䛾ᑐᛂ
䛸䚸タィ䛸⤫ྜ䛧䛯䜰
䜽䝅䝕䞁䝖䝬䝛䝆䝯䞁
䝖䛾ᵓ⠏
㻱㻼

῝ ᒙ 㜵ㆤ叏⪃厪双厬厳召῝厷

Ᏻホ౯䛸
Ᏻᛶ⬟ᣦᶆ

㻺㻾㻯䛷䛿䚸῝ᒙ㜵ㆤ䛾➨㻠ᒙ䛸➨㻡ᒙ䛻
ຍ䛘䚸➨㻢ᒙ䜢⊂⮬䛻ᐃ⩏䜢䛧䛶
㻺㼁㻾㻱㻳㻙㻝㻤㻢㻜䛾୰䛷ᑐ⟇䛻ゝཬ

䜂䛸䜚䛾ே㛫䛻䜘䜛
⾜Ⅽ䜔䜂䛸䛴䛾ᶵჾ
䛻䜘䛳䛶Ᏻᶵ⬟䛜
ᦆ䛺䜟䜜䛺䛔䛣䛸

䠄䠐䠅ᛶ⬟䛸Ᏻ䝬䞊䝆䞁䛾 Ᏻホ౯䛸
☜ᐇᛶ䜢⪃៖
Ᏻᛶ⬟ᣦᶆ

㻼㻾㻭䠄☜⋡ㄽⓗ䝸䝇䜽
ホ౯䠅䛸▩┪䛺䛟ಙ㢗
ᛶ䛸ᐇ⾜ྍ⬟ᛶ䛜㧗 ⇞ᩱ䛸㻾㻯㻿䛛䜙⊂❧
䛔┠ᶆ
䛧䛯ᨺᑕ⬟᱁⣡ᶵ⬟
ಙ㢗ᛶಖド䝥䝻䜾䝷
䛾ᥦ౪
䝮
ಙ㢗ᛶಖド䝥䝻䜾䝷
䝮
ಖᏲⓗ䛺䝋䞊䝇䝍䞊
㐠㌿㝈⏺䛻ᑐ䛩䜛Ᏻ
䝮䛾⏝
⿱ᗘ䛾ᢸಖ
ಖᏲⓗ䛺䝋䞊䝇䝍䞊
䝮䛾⏝
ᙜᒁつไ䛻䜘䜛ไ⣙
䛻Ᏻ⿱ᗘ䜢☜ಖ
ᙜᒁつไ䛻䜘䜛ไ⣙
䛻Ᏻ⿱ᗘ䜢☜ಖ

䠄䠑䠅ᨺᑕᛶ≀㉁䛾チᐜ䛧ᚓ Ᏻホ౯䛸
䛺䛔ᨺฟ䛾㜵Ṇ
Ᏻᛶ⬟ᣦᶆ

」ᩘ䛾㜵ㆤ⟇䛜ኻ
ᩋ䛩䜛☜⋡䠘㻝㻜㻙㻣 䜢 㻺㻛㻭
☜ಖ

⇞ᩱ䛸㻾㻯㻿䛛䜙⊂❧
䜰䜽䝅䝕䞁䝖䝬䝛䝆䝯
䛧䛯ᨺᑕ⬟᱁⣡ᶵ⬟
䞁䝖
䛾ᥦ౪

እ㒊㇟䛾⣼✚㢖
ᗘ䜈䛾ไ㝈

㻺㻛㻭

䠄䠒䠅❧ᆅ

Ᏻホ౯䛸
Ᏻᛶ⬟ᣦᶆ

㻺㻛㻭

㻱㻼
Ᏻ⿱ᗘ䛾䛯䜑䚸ಖ
Ᏺⓗ䛺䝋䞊䝇䝍䞊䝮
䜢⏝

㻱㻼

    ⾲㸯㸱㸱㸯 15&185(*'HIHQVHLQGHSWKSURYLVLRQV
ͤ(3⥭ᛴᑐᛂ


Eᾏእ࡛ࡢᐃ㇟ࡢᗈࡉ
ᾏእ࡛ࡣෆ㒊㇟ࢆ㉸࠼ࠊእ㒊㇟ࡸ⯟✵ᶵࢸࣟ➼ࡢேⅭⓗ㇟ࡘ࠸࡚ࡶᐃࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
እ㒊㇟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜ࡛ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࡼࡾࠊᆅ㟈ࠊෆ㒊ⅆ⅏ࠊᙉ㢼࣭ࢺࣝࢿ࣮
ࢻࠊእ㒊ὥỈࠊ㍺㏦ཬࡧ㏆タ࡛ࡢᨾ࡞ࡢእ㒊㇟ࡘ࠸࡚ࠊಶูࣉࣛࣥࢺࡢ☜⋡ㄽ
ⓗᏳホ౯㸦,3(((㸧ࢆᐇࡋࠊࢠࣜࢫ࡛ࡶᆅ㟈ࡸᴟ➃࡞Ẽ㇟ࡘ࠸࡚ࡢᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ேⅭⓗ㇟ࡘ࠸࡚ࡶࠊḢᕞྛᅜ࡛ࡣ⯟✵ᶵࢸࣟࢆᐃࡋࡓタィせồࢆ⾜࠸㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ
㸯㸱㸯ࠚཧ↷㸧ࠊ⡿ᅜ࡛ࡶᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢࢸࣟࢆཷࡅࡓ%㸬㸬E࡚ᐃࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

%㸬㸬E࡛ࡣࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ◚ᦆഛ࠼ࡓእ㒊ὀỈࣛࣥࡢᩜタࡸࠊ௬ࣉ࣮ࣝ
ࢆෙỈ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࢫࣉࣞࡼࡗ࡚⏝῭⇞ᩱࢆ෭༷ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿ࡞ࠊ
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ཎᏊ⅔ࡢࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐࡋ࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊタయᑐࡋ࡚㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢᏳᑐ⟇
ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡞᪥ᮏࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡣࡑ࠺ࡋࡓᑐ⟇ࡣࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ᅇࡢᨾ࡛ࠊ࠼ࡤྠཎⓎྕᶵࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡣࠊ⇿Ⓨࡼࡿᦆቯࡢつᶍࡀࡉࡽ
ⴭࡋ࠸࡞ࡢ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣࠊ෭༷Ỉࡀಖᣢ࡛ࡁࡎࠊ༴㝤࡞≧ἣ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡶࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊࡍ࡚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡣ᪩
ᛴ%㸬㸬E࡛ᣦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑐ⟇ࡢᑟධࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
%㸬㸬E࡛ࡣ௨ୗࡢලయⓗ࡞ᑐᛂࡀࠊࣇ࢙࣮ࢬ㹼ࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ࣇ࢙࣮ࢬࠚ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝ࠾ࡅࡿ⇞ᩱ㓄⨨ࡘ࠸࡚ࠊᔂቯ⇕ࡢ㧗࠸᪂ࡋ࠸⏝
῭ࡳ⇞ᩱࠊྂ࠸⏝῭ࡳ⇞ᩱࡢ㓄⨨ࢆᕷᯇᶍᵝ≧㓄⨨ࡍࡿ
࠙ࣇ࢙࣮ࢬࠚ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ㟁※ࢆᚲせࡋ࡞࠸እ㒊ὀỈࠊཬࡧࢫࣉࣞࣛ
ࣥࢆᩜタࡍࡿ
࠙ࣇ࢙࣮ࢬࠚཎᏊ⅔㝸㞳෭༷⣔㸦5&,&㸧ࡀ┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡼࡗ࡚⏝⬟࡞ࡗࡓ
ሙྜࡣࠊ⌧ሙ࡛࣐ࢽࣗࣝ᧯సࡼࡾ㉳ືࡍࡿ
ᮏᨾࡢ┤ᚋ࠾࠸࡚ࡣࠊ㟁※႙ኻࡼࡗ࡚୰ኸไᚚᐊ࡛ࡢ᧯సࡸ┘どࡀ⬟࡞ࡾࠊ
ᮍ⤒㦂ࡢసᴗࡀⓎ⏕ࡋ࡚ᑐᛂ㛫ࡀࡗࡓࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ%㸬㸬Eࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ
ࡼࡾࠊᑗ᮶ࡢᨾᑐᛂ⬟ຊࡀᙉࡉࢀࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


㸱㸧᪥ᮏ࠾ࡅࡿࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡢ㐜ࢀ
᪥ᮏ࠾ࡅࡿ6$ᑐ⟇ࡣࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜᨾࢆཷࡅࡓ㸦㸧ᖺࡢ᳨ウ㛤ጞࡽᖹᡂ
㸦㸧ᖺࡢᩚഛࡲ࡛ᖺࡢᮇ㛫ࢆせࡋࠊᖺ௦ࡽᖺ௦๓༙࡛࡞6$ᑐ⟇◊✲
$0⟇ᩚഛࡀࡋ࡚࠸ࡓḢ⡿ᑐࡋࠊࡁࡃ㐜ࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓ㸦ࠕᅗ㸯㸱㸱Ѹ㸱ࠖཧ↷㸧ࠋ

ୡ⏺࡛ࡣ㸦㸧ᖺࡢ70,ᨾ௨㝆ࠊ☜⋡ㄽⓗᏳホ౯ࡸ6$ᑐ⟇ࡀ᪩ᮇ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
⡿ᅜ࡛ࡣ㸦㸧ᖺࠕ㐣㓞ᨾᨻ⟇ኌ᫂ࠖࡼࡾಶูࣉࣛࣥࢺࡼࡿ☜⋡ㄽⓗᏳホ
౯㸦,3(㸧ᐇࡸ6$ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࡘ࠸࡚ᚲせ࡞ᨵၿࡀồࡵࡽࢀࠊᖹᡂඖ㸦㸧ᖺࡣ0$5.
Ϩᆺ%:5ࡢᙉ࣋ࣥࢺࡢ⮬ⓗᩚഛࢆ່࿌ࡍࡿ࡞ࠊ▮⥅ࡂ᪩᳨ウࠊᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ㸦㸧ᖺࠕチᐜ࡛ࡁ࡞࠸ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ㇟ࡢⓎ⏕☜⋡ࢆ⅔ᖺ௨
ୗᢚ࠼ࡿࠖࡇࢆỴᐃࡋࡓࡀࠊ⩣ᖺࡢホ౯࡛ࡣ┠ᶆࡀ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵྛ✀ᚩೃ
࣮࣋ࢫᡭ㡰᭩ࢆᩚഛࡋࠊࢧࣥࢻࣇࣝࢱ࣮ࢆࡗࡓ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺ⣔ࡢྛཎⓎࡢ㓄ഛࢆᖹᡂ
ඖ㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢻࢶ࡛ࡣ㸦㸧ᖺཎᏊຊᏳጤဨࡽࣇࣝࢱ࣮ࡁ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺ
⣔ࡢᇶᮏせ௳㛵ࡍࡿ່࿌ࡀฟࡉࢀࠊ᪤タཎⓎ㡰ḟ㓄ഛࡉࢀࡓࠋ

ࡇ࠺ࡋࡓྛᅜࡢືࡁᑐࡋࠊ᪥ᮏࡢᑐᛂࡣᚋᡭᅇࡗࡓࠋ㸦㸧ᖺࡢࢳ࢙ࣝࣀࣈ
ࣜᨾࢆཷࡅࠊ㏻⏘┬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇࡀබ⾲ࡋࡓᏳᛶ㧗ᗘィ⏬ࠕཎᏊຊⓎ㟁Ᏻ☜ಖᑐ
⟇ࡢࡼࡾ୍ᒙࡢᐇࡘ࠸࡚̾ࢭࣇࢸ࡛̾ࠖ6$◊✲ᚩೃ࣮࣋ࢫᡭ㡰᭩ࡢᩚഛ᳨ウࢆ㛤ጞࠋ
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➨㸯㒊 ᨾࡣ㜵ࡆ࡞ࡗࡓࡢ㸽

ࡲࡓࠊᏳጤဨࡢࠕࢯ㐃ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝሗ࿌᭩ࠖ࠾࠸࡚ࡶ6$◊✲ࡢᚲせࡀᣦࡉࢀࠊ
᪥ᮏ࡛ࡢ6$◊✲ࡀᮏ᱁ⓗ㛤ጞࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤෆ࠾ࡅࡿࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᩚഛ
ࡘ࠸࡚ࠖࡢ㏻⏘┬㏻㐩ᩥ᭩ࡼࡾ$0⟇ࡢᩚഛࡀ㛤ጞࡉࢀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡣᴗ⪅ࡽྛ
Ⓨ㟁ᡤࡘ࠸࡚ࡢࠕࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩚഛሗ࿌᭩ࠖࡀฟࡑࢁ࠸ࠊಖᏳ㝔ࡼࡿ☜ㄆࢆ
ࡶࡗ࡚᪥ᮏ࠾ࡅࡿ6$ᑐ⟇ࡀࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ


ᅗ㸯㸱㸱㸱 ᪥ᮏࡢࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡢ㐜ࢀ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド


➨㸰㒊࡛ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾ࡅࡿᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪ཬࡧᨾࡢ㐍ᒎࢆ㏣
࠸࡞ࡀࡽࠊㄽⅬࡢ⪃ᐹ࣭ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⿕⅏ࡋࡓࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᨾ
ࣜࢫࢡࢆ᳨ドࡍࡿࡶࠊཎᏊຊⓎ㟁㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗ࡞᳨ウࡶ⾜࠸ࠊᑗ᮶ྥࡅࡓㄢ㢟
ཬࡧᩍカࢆᑟฟࡋࡓࠋ
ࡉࡽࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᨾ㐍ᒎ࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘࡢᮍゎ᫂ၥ㢟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊヲ⣽࡞ศᯒ࣭
᳨ドࢆࡋࡓࠋ








ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ⌧ᆅㄪᰝᙳ
ࠊྕᶵ୰ኸไᚚᐊ㸦ྕᶵไᚚ┙㸧
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

㸰㸯 ᨾࡢ㐍ᒎ⥲ྜⓗ࡞᳨ウ

➨㸯㒊࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊᮾ㟁ࡢ⤒Ⴀ㝕ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈ᕤࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡽࡎࠊࡲࡓ
ὠἼࡼࡿ⁄Ỉᑐ⟇ࡶࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
๓ࡢ㐣㓞ᨾᑐ⟇ࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㟁※⣔⤫ࡢከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࡣᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊᡤෆ㟁※⣔⤫ࡣ」ᩘ
ࡢᶵჾ࣭タഛࡀྠࡌሙᡤタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋྕᶵ࡛ࡣ࡚ࡢᖖ⏝㔠
ᒓ㛢㙐㓄㟁┙㸦0&㸧㠀ᖖ⏝0&ࠊᖖ⏝ࣃ࣮࣡ࢭࣥࢱ࣮㸦3&㸧ࡀࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ㝵タ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㟁※⣔⤫ࡢୖὶୗὶ⨨ࡍࡿᶵჾ࣭タഛࡣྠ୍ሙᡤཪࡣ㞄᥋ሙᡤタ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋྕᶵ࡛ࡣ࡚ࡢᖖ⏝0&㠀ᖖ⏝0&ࠊᖖ⏝3&ࠊ㠀ᖖ⏝3&ࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮
ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡀ㞄᥋ࡍࡿࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᘓᒇࡢᆅୗ㝵⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋእ㒊
㏦㟁⣔⤫ࡣᅇ⥺࠶ࡗࡓࡀ㏦㟁㕲ሪࡣ࣮ࣝࢺ࡛ࠊࡋࡶࠊᮾ㟁᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤཪࡣᮾ㟁᪂࠸
ࢃࡁ㛤㛢ᡤࠊཬࡧᮾ㟁ຊᐩᒸኚ㟁ᡤࡽࡢ㏦㟁ᶵ⬟ࢆኻ࠺ࡔࡅ࡛ྕᶵࡀእ㒊㟁※႙ኻ
࡞ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ㏻ᖖࡢὶ㟁※႙ኻ㸦6%2㸧࡛ࡣ௬ᐃࡋ
࡚࠸࡞࠸┤ὶ㟁※ࡶኻࢃࢀࡓࠋ

୰ኸไᚚᶵ⬟ࡸ↷᫂ࠊ㏻ಙᡭẁࡢ႙ኻࠊὠἼ⁻ὶ≀࠶ࡿ࠸ࡣ㐨㊰ࡢ◚ቯࡼࡿⓎ㟁ᡤእ
ࡽࡢ㈨ᮦㄪ㐩ࡢᅔ㞴ࡉࠊవ㟈➼ࠊᐃࢆ㉸࠼ࡿ≧ἣࡼࡾ⌧ሙࡢసᴗࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋ㐣
㓞ᨾᑐ⟇ഛࡀ࠶ࡾࠊ㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦,&㸧ࢆྵࡵ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࡢ࣐ࢽࣗࣝ
ࡶ๓‽ഛࡶ࡞ࡃࠊ㐠㌿ဨࠊసᴗဨࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡢカ⦎ࡶ༑ศࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ࣋ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡶᅗ㠃ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋᮾ㟁ࡢ⤌⧊ⓗ࡞ၥ㢟ᤊ࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ


ࠊࠊྕᶵ࡛Ỉ⣲⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡾࠊྕᶵ࠾࠸࡚ࡣ᱁⣡ᐜჾࡢ◚ᦆࡀ⏕ࡌࡓ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
᪉ࠊࠊྕᶵ࡛ࡣ⅔ᚰᦆയࡀᅇ㑊ࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊࠊྕᶵࡣࡉࡽᝏ࠸≧ἣࡀ㉳ࡇ
ࡾᚓࡓࡇࠊྕᶵࡣ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢᦆቯࡼࡿᗈᇦࡢ⿕ᐖࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࡇࠊ
ྕᶵࡸࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡶᑡࡋࡢ≧ἣᝏ࡛ᬯ㌿ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡗࡓࡇࡽࠊ
ᅇࡢᨾࡣࡉࡽ⿕ᐖᣑࡢྍ⬟ᛶࢆྵࢇࡔᕧᨾ࡛࠶ࡿࡇࡀ᳨ドࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ཎᏊ⅔ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡼࡿศᯒࡼࡗ࡚ࡶࠊ⌧ᅾࡢ⅔ᚰࡢ≧ែࡣᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᨾ⮬యࡲ
ࡔ᮰ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡣ༑ศ࡞ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ࡇࡢᨾࡼࡾࠊつᶍ⅏ᐖ࠾ࡅࡿከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࡢ㔜せᛶࠊ」ᩘࣘࢽࢵࢺཪ
ࡣ࠸㏆᥋ࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ┦స⏝ࡢၥ㢟ⅬࠊྠከⓎᨾࡢഛ࠼ࡢᚲせᛶ➼ࠊ
ࡇࢀࡲ࡛┿⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ㐣㓞ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
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㸰㸯㸯ᮏᨾࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓཎᏊ⅔ᨾࢆࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡋࠊࠕ㸰㸯㸰ࠖ௨㝆
࡛㆟ㄽࡍࡿ⪃ᐹ࣭ホ౯ཬࡧ᳨ウࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞ሗࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ

㸯㸧ཎᏊ⅔㔜ࡢቨ
DཎᏊ⅔᰾⇞ᩱ
㟁ẼฟຊN:ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛㐠㌿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௦⾲ⓗ࡞Ἓ㦐ỈᆺཎᏊ⅔㸦%:5 ࡣࠊẖ
⣙WࡶࡢẼࢆࢱ࣮ࣅࣥ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ୰ࡢỈࡀᩘศ㛫࡛✵ࡉ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺࢚ࢿࣝࢠ࣮࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮※ࡀ᰾⇞ᩱ࡛࠶ࡿࠋⅆຊⓎ㟁ᡤ࡛࠶ࢀࡤᖺ㛫
⣙Pࡢᾮኳ↛࢞ࢫࡀ⇞↝ࡉࢀࡓࡁ┦ᙜࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀࠊప⃰⦰࢘ࣛࣥࡢ᰾⇞
ᩱ࠾࠸࡚ࡣ⣙Wจ⦰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢಸ㔞ࡢ᰾⇞ᩱࢆࡰᰕࡢᙧࡲࡵࡓ㡿ᇦ
㸦┤ᚄ⣙Pࠊ㧗ࡉ⣙P㸧ࡀ%:5࠾ࡅࡿ⊃⩏ࡢࠕཎᏊ⅔࡛ࠖ࠶ࡾࠊ෭༷ỈࡶཎᏊ
⅔ᅽຊᐜჾࡢ୰ᚰ㒊㏆⨨ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࡑࡢࡓࡵࡋࡤࡋࡤࠕ⅔
⅔ᚰࠖࡶࡤࢀࡿ㸧ࠋཎᏊ
⅔ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢᛂࢆไᚚࡍࡿࡓࡵไᚚᲬࡶ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཎᏊ⅔ࡀ㐠㌿୰
࡛࠶ࡿࡣࠊ⅔ᚰࡀ⮫
⮫⏺ಖࡓࢀ࡚࠸ࡿ≧ែࢆពࡍࡿࠋ༴㝤࡞≧ែࡢࡼ࠺ᛮࢃࢀࡀࡕ࡞
ゝⴥ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊཎᏊ⅔ࡗ࡚ࡢ⮫⏺ࡣࠊṇᖖ㐠㌿୰࡛࠶ࡿሙྜࡢᖹᖖ࡞≧ែ࡛࠶ࡾࠊ
Ỵࡋ࡚␗ᖖࢆ♧၀ࡍࡿ㇟ࡢࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
᰾⇞ᩱࡶ㐠㌿ࡼࡗ࡚ࠕ⇞↝ࠖࡍࡿࠋࢃࡀᅜࡢ%:5࡛ࡣࠊᖺవࡾ㐠㌿ࡋࡓᚋࠊࡑࡢⅬ
ࡲ࡛࡛᭱ࡶ⇞↝ࡋࡓ⇞ᩱࢆ⣙ศࡢࡔࡅྲྀࡾฟࡋ࡚᪂⇞ᩱࡋࠊཎᏊ⅔ࢆᵓᡂࡍࡿ⇞ᩱ
㐠㌿ࢧࢡࣝഛ࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ⇞ᩱࡢࡓࡵࡢ㐠㌿ఇṆ
ࢆయⓗ㓄⨨ࡋ࡚ḟࡢ㐠
ᮇྜࢃࡏ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞᳨ᰝࡸ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࠊᨵ㐀ᕤ࡞ࡢసᴗࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ⇞ᩱࡣࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞╔⬺సᴗ㐺ࡋࡓᙧ≧ᡂᙧࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྛ㐠㌿ࢧࢡࣝᮎᮇྲྀࡾฟࡉࢀࡿࠕ᭱
ࡶᾘ⪖ࡋࡓ⇞ᩱࠖࡣࠊゝ࠸࠼ࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺ࡋ࡚ࢧࢡࣝࡢ㐠㌿ࢆ⤒ࡓࠕ⏝῭ࡳ
⇞ᩱ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ḟࢧࢡࣝࡢ㐠㌿ྥ࠺ཎᏊ⅔ࡣࠊ᪂⇞ᩱࠊࢧࢡࣝ┠ࠊ
ࢧࢡࣝ┠ࠊࢧࢡࣝ┠ࡢ⇞ᩱࡀࠊࡰศࡢࡎࡘΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㐠㌿ࢆጞࡵࡓࡤࡾࡢ᪂⇞ᩱࡽᨺฟࡉࢀࡿ᰾ศ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣࠊேᕤⓗ⃰⦰ࡉࢀࡓ࢘
ࣛࣥࡢྠయ8ࡢཎᏊ᰾ࡀศࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ᰾
᰾ศ∦ࡢ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮᰾ศ⏕ᡂ≀
ࡢᨺᑕ⥺࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ᰾ศ∦ࡢ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ▐⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮
ኚࡉࢀࡿࠋ᪉ࠊᨺᑕ⥺࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡢ᰾ศ⏕ᡂ≀ࡢ༙ῶᮇࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ▷࠸ࡶࡢࡣ᪩ࠎ㒊ศࡢᨺฟࢆ⤊࠼ࡿࡶࡢࡢࠊ㛗࠸ࡶࡢࡣ㠀ᖖ㛗ᮇࢃࡓ
ࡾᨺฟࡋ⥆ࡅࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣࠊ᰾ศࡶᨺฟࡉࢀࡿᡂศᨺᑕ⥺
ࡋ࡚ᨺฟࡉࢀࡿᡂศࡀ࠶ࡿࠋᐇࡣࠊ㐠㌿୰ࡢཎᏊ⅔ෆ࡛⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ
࠺ࡕࠊᚋ⪅ࡢᡂศࡢྜࡣ㸣௨ୖࡶ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊཎᏊ⅔ࢆ⥭ᛴṆࡉࡏࡿࡇ
࡛᰾ศࢆṆࡉࡏ࡚ࡶࠊࡑࢀࡼࡾ๓⪅ࡢᡂศࡘ࠸࡚ࡣ▐᩿ࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ
ᔂቯ⇕࡛࠶ࡿࠋ

ࡢࠊᚋ⪅ࡢᡂศࡀᘏࠎᚋࢆᘬࡁⓎ⇕ࡀ⤊ࢃࡽ࡞࠸ࡇࢆពࡍࡿࠋࡇࢀࡀᔂ
ኳ↛࢘ࣛࣥࡢ㒊ศࢆ༨ࡵࡿྠయඖ⣲8ࡢ୍㒊ࡣࠊ᰾ศࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ෆࢆ㣕ࡧ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘㸦3X㸧࡞ࡿࠋࡇࡢࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡶࡲࡓ
ࡗ࡚࠸ࡿ୰ᛶᏊࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛ࣉ
8ࡢࡼ࠺ࡿ⯙࠸ࠊ᰾ศࢆ㉳ࡇࡋ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᨺฟࡍࡿࠋࢧࢡࣝ┠ࠊࢧࢡ
ࣝ┠ࠊࢧࢡࣝ┠㐠㌿Ṕࢆ⤒ࡿࡈࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࡀቑ࠼࡚࠸ࡁࠊࡑࢀࡀศࡍࡿࡇ
࡛ᨺฟࡉࢀࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ༨ࡵࡿ⋡ࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࢆฎ⌮ᕤ⛬ࡼࡗ࡚
02;⇞ᩱࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࣝ
⏝῭ࡳ⇞ᩱࡽேᕤⓗᢳฟࡋࠊ8ΰྜࡉࡏࡓ⇞ᩱࡀ0
ࢺࢽ࣒࢘ࡢᡂศẚ╔┠ࡋࡓሙྜࠊ02;⇞ᩱࡣࠊ᪂⇞ᩱࡢ࠺ࡕࡇࡑ㏻ᖖࡢ࢘ࣛࣥ⇞ᩱ⤌ᡂ
ࡀࡁࡃ␗࡞ࡿࡀࠊ㐠㌿ࢧࢡࣝࢆ⤒ࡿࡈ୧⪅ࡢᕪ␗ࡀ⦰ࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋ02;⇞ᩱࡢࣉࣝ
ࢺࢽ࣒࢘ᡂศࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࡢᑐࡋࠊ࢘ࣛࣥ⇞ᩱࡢࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ᡂศࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡃࡽ
࡛࠶ࡿࠋ

E㛢ࡌ㎸ࡵࡿᶵ⬟㸦➨ࠊ➨ࡢቨ㸧ࡘ࠸࡚
࢘ࣛࣥ⇞ᩱࡣࠊ
㓟࢘ࣛࣥࡢ⢊ᮎࢆᑠࡉ࡞ᰕ≧㸦┤ᚄࠊ㧗ࡉࡀࡑࢀࡒࢀ⣙FP㸧↝
⇞ᩱ࣌ࣞࢵࢺࡤࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㢧ᚤ㙾࡛ࣞ࣋ࣝࡣ⢏Ꮚ㛫✵㝽
⤖ࡋ࡚సࡿࠋࡇࢀࡀ⇞
ࡀ࠶ࡾࠊ᰾ศ⏕ᡂ≀ࡣࠊᅛయᡂศࡶẼయᡂศࡶࠊࡲࡎࡣࡇࡢ㝽㛫ᑒࡌ㎸ࡵࡽࢀࡿࠋ࠸ࢃ
ࡺࡿࠕ㛢ࡌ㎸ࡵࡿࠖᶵ⬟ࡢ➨ࡢቨࡀࠊࡇࡢ࣌ࣞࢵࢺࡑࡢࡶࡢࡢෆ㒊࠶ࡿ✵㝽࡛࠶ࡿࠋ✵
㝽ࢆྵࡴࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ࣌ࣞࢵࢺࡢᐦᗘࡣ㓟࢘ࣛࣥࡢ⌮ㄽᐦᗘࡢ㸣௨ୖཬࡪࡓࡵ
࡞ࡾ⛻ᐦ࡛࠶ࡿࠋ⛻ᐦࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊⓎᡂศࡢ㏻㐣ࢆ㐽ࡿ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᰕ≧ࡢ
⇞ᩱ⿕そ⟶ࡢ୰ሲࡉࢀࡿࠋ㐠㌿୰ࠊ⇞ᩱ⿕そ⟶࣌
࣌ࣞࢵࢺࡣࠊཌࡉ⣙PPࡢ⣽㛗࠸⇞
ࣞࢵࢺࡢ㝽㛫ࡼࡗ࡚ࡁ࡞ ᗘᕪࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࣒࣊ࣜ࢘࢞ࢫࡀሲࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⇞ᩱ
⿕そ⟶ࡢᮦᩱࡣࠊᶵᲔⓗࠊᏛⓗࠊ᰾ⓗ࡞せ௳ຍᕤᛶ㸦ᶵᲔຍᕤࠊ⁐᥋㸧࡞ࢆ⪃៖ࡋ࡚
㑅ᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆ࡚‶㊊ࡍࡿ㑅ᢥ⫥ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋ㛤Ⓨึᮇࡢࡇࢁ㸦ᖺ௦㸧ࠊ
ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰ࡀヨࡉࢀࡓࡇࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊᛂຊ⭉㣗ࢀࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ㐺ࡉࢀࠊ
⤖ᒁ⌧ᅾࡢࢪࣝࢥࢽ࣒࢘ࢆᡂศࡋࡓྜ㔠㸦ࢪ
ࢪࣝ࢝ࣟ㸧ࡀࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡓࡔ
ࡋࠊࡇࡢᮦᩱ࠾࠸࡚ࡉ࠼ࡶ↓Ḟࡢ㑅ᢥࡔࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚋ㏙ࡍࡿ▷ᡤࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡶ࠶ࢀࠊࡇࡢ⇞ᩱ⿕そ⟶ࡀ➨ࡢࠕ㛢ࡌ㎸ࡵࠖࡢቨ࡛࠶ࡿࠋ
⇞ᩱᲬࠖࡤࢀࠊࡇࡢ⇞ᩱᲬࢆࠊ
⇞ᩱ⿕そ⟶⇞ᩱ࣌ࣞࢵࢺࢆሲࡋࡓࡶࡢࡀࠕ⇞
ࢳࣕࣥࢿ࣭ࣝ࣎ࢵࢡࢫࠖࡤࢀࡿ
ࡢࡼ࠺ṇ᪉ᙧࡢ㍯㒌ෆ㓄ิࡉࡏࠊࡑࢀࡒࢀࢆࠕࢳ
ࡸࡣࡾࢪࣝ࢝ࣟ〇ࡢ୰✵ࠊゅᙧࡢᑟ⟶ෆࡵ࡚ୖ㒊ྲྀᢅ⏝ࡢྲྀࡗᡭࢆࡅࡓࡶࡢࡀ
ࠕ⇞
⇞ᩱ㞟ྜయࠖࡤࢀࡿࠋ⅔ᚰࡋ࡚⇞ᩱ㞟ྜయࢆ㓄ิࡉࡏࡿࡓࡵࠊୖ㒊ୗ㒊ࡀỈᖹ᪉
ྥᨭᣢࡉࢀࡿࠋୖ㒊ࡣࠊ⇞ᩱ㞟ྜయࢆࡢ㓄ิࡋ࡚ࡵࡿ᱁Ꮚᯈࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ୰ኸ
༑Ꮠᙧࢆࡋࡓไ
ไᚚᲬࡀᮏ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ୰ᛶᏊࡢ྾ᮦ࡛࠶ࡿⅣ࣍࢘⣲ࢆ
ࢭࣝࠖࡀᵓᡂࡉࢀࠊ⅔ᚰࡣࠊᩘⓒయࡢ
ෆ㒊ሲࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡼࡗ୍࡚ࡘࡢࠕࢭ
⇞ᩱ㞟ྜయࡑࡢ⣙ศࡢࡢᮏᩘࡢไᚚᲬ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

F㛢ࡌ㎸ࡵࡿᶵ⬟㸦➨ࡢቨ㸧ࡘ࠸࡚
➨ࡢቨࡣࠊཝᐦࡣࠕཎ
ཎᏊ⅔෭༷ᮦᅽຊࣂ࢘ࣥࢲࣜࠖࡤࢀࡿࠋቨࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡢ
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ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀ᥋⥆ࡉࢀࡓከᩘࡢ㓄⟶ࡀ࠶ࡿࡽ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㓄⟶
ࡀཎ
ࡢḟᘚࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࡀࡇࡢࣂ࢘ࣥࢲ࡛ࣜ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ୍ḟ࡛ࡣ࡞ࡃḟᘚࡲ࡛࠸࠼ࡤࠊ༢
୍ᨾ㞀ࢆ௬ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸タィࡢ㕲๎ࡀ࠶ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᅽຊࣂ࢘ࣥࢲࣜࡀࠊࢇ࡞ࡁ࡛ࡶࡃỈࡶẼࡶ₃ࡽࡉࡠࡢࡶࡢ࠸࠼ࡤᚲ
㔠ᒓ2ࣜࣥࢢࢆ
ࡎࡋࡶࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠼ࡤࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡣࠊ㖟࣓ࢵ࢟ࡀࡉࢀࡓ㔠
ࢡ࣮ࣜ
ࡋ࡚࣎ࣝࢺ࡛ୖࡪࡓࡀྲྀࡾࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋタィ᮲௳ࢆⴭࡋࡃ㉸࠼ࡿ㧗 ࡛࣎ࣝࢺࡀࢡ
ࣉࡋᙇຊࡀᘱ⦆ࡍࢀࡤࠊᙜヱ㒊ࡢࢩ࣮ࣝᛶࡀኻࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᘚࡢ࣎ࣥࢿࢵࢺ࣭ࣇࣛ
ࣥࢪࡸࢢࣛࣥࢻ㒊ࡣࠊࣟࢵࢡ࣮࢘ࣝ࡞ࢆᮦࡋࡓ࢞ࢫࢣࢵࢺࡸࣃࢵ࢟ࣥࡀࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡸࡣࡾⴭࡋ࠸㧗 ࡢ⎔ቃୗ࠾࠸࡚ࡣࢩ࣮ࣝᛶࡀపୗࡍࡿࠋཎᏊ⅔ᚠ⎔࣏ࣥࣉࡢࢩࣕ
ࣇࢺ㒊ࡢࢩ࣮ࣝࡣ࣓࢝ࢽ࣭࢝ࣝࢩ࣮ࣝࡀࢃࢀࠊ㏻ᖖࡣࢩ࣮ࣝỈ෭༷Ỉࡀእ㒊⣔⤫ࡽ
౪⤥ࡉࢀ࡚ᛶ⬟ࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡀṆࡋࡓሙྜࡣ₃࠼࠸ࢆ࿊ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
୍᪉ࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ␗ᖖ࡞ᅽຊୖ᪼ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ✚ᴟⓗῶᅽࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
65ᘚ㸧࡛࠶ࡿࠋ65ᘚࡽฟࡉࢀࡓ
࡞࠸ࠋࡑࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࠶ࡿࡢࡀẼ㏨ࡀࡋᏳᘚ㸦6
Ẽࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿ➨ࡢቨࢆᵓᡂࡍࡿᅽຊᢚไᐊࡢࣉ࣮ࣝỈᑟࢀࠊจ⦰ࡉࢀࡿࠋ
65ᘚࡀᨾ㞀ࡋ࡚㛤ᨺࡋࡓࡲࡲ㸦㛤ᅛ╔㸧࡞ࢀࡤࠊཎᏊ⅔෭༷ᮦᅽຊࣂ࢘ࣥࢲࣜࡽࡢ෭
༷Ỉࡢ႙ኻࡣᛴ⃭㐍⾜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊཎᏊ⅔෭༷ᮦᅽຊࣂ࢘ࣥࢲࣜࡽ෭༷ᮦࡀኻࢃ
ࢀࡿ⌧㇟㸦୍⯡෭༷ᮦ႙ኻᨾࠑ/2&$ࠒ⛠ࡉࢀࡿ⌧㇟㸧ࡣࠊྠࣂ࢘ࣥࢲࣜᒓࡍࡿ㓄⟶
ࡢ◚᩿ࡼࡗ࡚ࡶ⏕ࡌࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㓄⟶ࡢ◚᩿ࡣࠊᮦᩱᛂࡌ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿᜍࢀࡢ࠶ࡿᛂຊ
6&&㸧ࡸὶࢀຍ㏿ᆺ⭉㣗㸦)
)$&㸧ࡼࡿຎᆅ㟈࡞ࡼࡿእ㒊Ⲵ㔜ࡀ㔜」ࡋ࡚
⭉㣗ࢀ㸦6
Ⓨ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
/2&$ࡣࠊࡑࡢつᶍࡼࡗ࡚ࡣࠊ㛫ⓗ⊰ணࡢチࡉࢀ࡞࠸ᴟࡵ࡚῝้࡞ែ࡛࠶ࡿࠋ⅔ᚰࡀ
㟢ฟࡋ࡚⇞ᩱࡢᦆയࡀጞࡲࡿ๓෭༷Ỉࢆ㏦ࡾ㎸ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ⣔⤫ࡀ㠀
ᖖ⏝⅔ᚰ෭༷⣔㸦(&&6㸧࡛࠶ࡿࠋᴟࡵ࡚㔜せ࡞⣔⤫࡛࠶ࡿࡓࡵࠊከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࡀタィせ௳
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ㥑ື⏝ࡢືຊࡋ࡚㟁※౫Ꮡࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢ㟁※ᑐࡋ࡚ࡶከ㔜ᛶከᵝᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㓄⟶◚᩿ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊᡤእ㟁※ࡢ㏦㟁⥙ࡶኻࢃࢀ࡚࠸ࡿ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᡤෆ㠀ᖖ⏝㟁
※ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ㏻ᖖࡇࡢ㟁※ࡋ࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ/2&$ࡢⓎ⏕
ࡽࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡀ㉳ືࡋ(&&6ࡀసືࡋ࡚ὀỈࡀጞࡲࡿࡲ࡛ࡀ⣙⛊ࠊ࠸ࡗࡓࢇ㟢ฟࡋ
ࡓ⅔ᚰୖ㒊ࡀෙỈࡍࡿࡲ࡛ࡀ⣙ศ࠸࠺タィᇶ‽ࡽࡶࠊ/2&$ࡢ⬣ጾ(&&6ࡢ㔜
せࡉࡀศࡿࠋ

G㛢ࡌ㎸ࡵࡿᶵ⬟㸦➨ࡢቨ㸧ࡘ࠸࡚
➨ࡢቨ࡛࠶ࡿ᱁
᱁⣡ᐜჾ㸦ᚋ㏙ࡍࡿ⌮⏤ࡼࡾࠊࠕ୍ḟ᱁⣡ᐜჾࠖ⛠ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸧




 ༢୍ᨾ㞀ࡣࠊ༢୍ࡢཎᅉࡼࡗ୍࡚ࡘࡢᶵᲔჾලࡀᡤᐃࡢᏳᶵ⬟ࢆኻ࠺ࡇࢆ࠸࠸ࠊ༢୍ࡢཎᅉࡼࡗ࡚ᚲ
↛ⓗⓎ⏕ࡍࡿせᅉᇶ࡙ࡃከ㔜ᨾ㞀ࢆྵࡴࠋ

 ࡇࡢሙྜࡣࠊ୍ḟᘚࡣᨾ㞀ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢぢ࡞ࡍ࠸࠺௬ᐃࢆ࠸࠺ࠋ
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ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㍍ᚤ࡞₃࠼࠸ࡀチᐜࡉࢀࠊ₃࠼࠸ヨ㦂ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡀ‶㊊ࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡣ࠸࠼ࠊ/2&$ࡼࡾ㧗 ࡛㧗ᅽࡢỈࡸẼࡀᄇฟࡋࡓ㝿ࠊ㐃㙐ⓗ◚ᦆࡋ࡚ࡋࡲ
࠺ࡢ࡛ࡣࠊቨࡋ࡚ࡢᙺ┠ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚᱁⣡ᐜჾࡣࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞/2&$ࡢ୰࡛ࡶ᭱ᝏࡢࢣ࣮ࢫ㸦᱁⣡ᐜჾෆ࠶ࡿཱྀ᭱ᚄ㓄⟶ࡢ୧◚ཱྀ᩿㛤ᨺ࡞ࡿࢠ
ࣟࢳࣥ◚᩿㸧࠾ࡅࡿ ᗘᅽຊࢆ᮲௳ࡋ࡚タィࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕ᭱ᝏࡢ
ࢣ࣮ࢫࠖࢆタィ᮲௳ࡋ࡚࠸ࡿࡣ࠸࠼ࠊ࠸ࡗࡓࢇࡣୖ㒊ศࡢࡀỈ㠃ୖ㟢ฟࡍࡿ⅔ᚰࡀࠊ
⮬ື㉳ືࡍࡿ(&&6ࡼࡗ࡚ࠊࡲࡔᦆയࡢጞࡲࡽ࡞࠸࠺ࡕෙỈࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᐇࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᮇᚅࡶ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡉࡽ㐣㓞࡞ࢣ࣮ࢫࡶㄽ⌮ⓗࡣ
࠶ࡾᚓࡿࠋ࠼ࡤࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡑࡢࡶࡢࡢᦆቯࡸ/2&$ࡀᨺ⨨ࡉࢀ⥆ࡅࡿࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡛
࠶ࡿࠋὶ㟁※႙ኻ㸦66%2㸧ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែ⮳ࡽࡋࡵࡿ㇟࡛࠶ࡿࡀࠊ/2&$ࡀᨺ⨨
ࡉࢀ⥆ࡅࡿࢣ࣮ࢫࡣཎᏊ⅔ᨾࡢ㐍⾜ࢆࡉࡽ᪩ࡵࠊࡘែࢆ୍ᒙᝏࡉࡏࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
ࠊ᱁⣡ᐜჾࡢタィࡣࠊ⅔ᚰᦆയࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࡶࡢࡍࡿࡁ࡞๓ᥦ᮲௳ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ
ⴭࡋࡃ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊࡸࡣࡾ◚ᦆࡀචࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
%:5ࡢ᱁⣡ᐜჾࡣࠊࡑࡢᐜ✚ࡀᑠࡉࡃ࡚ࡶ῭ࡴࡼ࠺ࠊ/2&$ࡢ ᗘࠊᅽຊࡢୖ᪼ࢆᢚ
ᅽຊᢚไᐊࠖࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇࡣࠊ/2&$᱁⣡ᐜჾ‶ࡍࡿ㧗 ࡢẼࢆจ
࠼ࡿࡓࡵࠊࠕᅽ
⤖ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ㔞ࡢ෭Ỉࡀ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᱁⣡ᐜჾࡢ࠺ࡕࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ࡞ࡢ➨
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝࠖࡧࠊࡇࢀᑐࡋ࡚㔞ࡢ
ࡢቨᒓࡍࡿᶵჾࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㡿ᇦࢆ≉ࠕࢻ
෭Ỉࡀ࠼ࡽࢀࡓࣉ࣮࡛ࣝ࠶ࡿᅽຊᢚไᐊࡢ᪉ࡣࠕ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝࠖࡤࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊ/2&$ࡼࡗ࡚⅔ᚰࡀ㟢ฟࡋࡓᚋࠊ┤ࡕ(&&6ࡀసືࡋ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊ⇞ᩱࡢᦆ
യࡀጞࡲࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⇞ᩱ⿕そ⟶ࡸࢳࣕࣥࢿ࣭ࣝ࣎ࢵࢡࢫࡀࢪࣝ࢝ࣟ〇࡛࠶ࡿࡇࡀၥ㢟
ࢪࣝࢥࢽ࣒̺࢘Ỉᛂ
㸦=U+2Ѝ =U2
࡞ࡿࠋ
Υࢆ㉸࠼ࡿ㧗 ࡢẼ㞺ᅖẼ୰࡛ࡣࠊ
+㸧ࡀ㐍⾜ࡋࠊỈ⣲࢞ࢫࡀⓎ⏕ࡍࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ⅔ෆࡣࠊࡑࡢሙྜࡢཎᩱ࡛࠶ࡿࢪࣝ
࢝ࣟࡀ㔞ᏑᅾࡍࡿࠋࡋࡶࡇࡢᛂࡣⓎ⇕ᛂ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡗࡓࢇጞࡲࡿ⮬ᕫಁ㐍ຠ
ᯝࡀ࠶ࡿࠋ/2&$ࡢ◚ཱྀ᩿ࡽࡣỈ⣲ࡀᨺฟࡉࢀࠊ᱁⣡ᐜჾࢆ‶ࡓࡍࡇ࡞ࡿࠋỈ⣲ࡣࠊ✵
Ẽ୰ࡢయ✚⃰ᗘࡀ㸣ࢆ㉸࠼ࡿ㎶ࡾࡽ⇞↝ᛶࢆ࿊ࡋጞࡵࠊ༑ᩘࣃ࣮ࢭࣥࢺ㐩ࡍࡿ⃭ࡋ
࠸⇿Ⓨࢆ㉳ࡇࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ➨ࡢቨࡢ◚ᦆ➨ࡢቨࡢᦆയࡣ㐃㙐ᛶࡀ࠶ࡾᚓࡿࠋࡑࡇ
❅⣲࡛‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡇࡢ㐃㙐ᛶࢆ᩿ࡘࡓࡵࠊ㐠㌿୰ࡢ᱁⣡ᐜჾෆ㒊ࡢ㞺ᅖẼࡣࠊ❅
ࣁࢵࢳࡀୗ᪉タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝࡣࠊᆺᶵჾࡢᦙฟධసᴗࡢࡓࡵࡢࡁ࡞ࣁ
ୖ᪉ࡣࠊཎᏊ⅔ࡢ⇞ᩱࢆ⾜࠺㝿ࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢୖࡪࡓࢆእࡍࡓࡵᚲせ࡞ࢡࢭ
ࢫࢆᚓࡿࡓࡵࡢࡉࡽ୍ᅇࡾࡁ࡞ୖ
ୖࡪࡓࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣁࢵࢳࡸୖࡪࡓࡢࣇࣛࣥࢪ㒊
ࡣࢦ࣒ࡢࣃࢵ࢟ࣥࡀ⏝ࡉࢀࠊ࣎ࣝࢺ࡛⥾ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᱁⣡ᐜჾࡢෆ㒊ࡣࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᶵჾࡀタ⨨ࡉࢀࠊࡑࢀࡽࡢࡓࡵࡢືຊ⏝ࠊಙྕఏ㏦⏝࡞ࡢ㟁Ẽࢣ࣮ࣈࣝࡀෆእࢆ㈏㏻
㟁Ẽ࣌ࢿࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࠖࡤࢀࠊࡑࡢࢩ࣮ࣝᮦࡣࠊ
ࡋ࡚ᩜタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㈏㏻㒊ࡀࠕ㟁
࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡࡞ࡀࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㒊ရࡶࠊ୍ᛂࠊࠕ᭱ᝏࡢ/2&$ࠖᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸
ࡿタィ᮲௳ࡢ⎔ቃࡣ⪏࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊ᪤㏙ࡢࡼ࠺ࠊࡇࢀࢆୖᅇࡿࡉࡽ㐣㓞࡞㧗 ࣭




 ࡇ࠺ࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡓ0$5.,ᆺ᱁⣡ᐜჾࡢタィᅽຊࡣN3D࡛࠶ࡿࠋ
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㧗ᅽࡢ⎔ቃࡣ⪏࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⪏࠼ࡽࢀ࡞࠸⎔ቃࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜࠊࡑࡢࡲࡲ᱁⣡ᐜჾࡢ◚ቯࡀ㉳ࡇࡿ㝈⏺ࡲ࡛
ᨺ⨨ࡍࡿࠊቨࡋ࡚ࡢᮏ᮶ࡢᙺࢆㆡṌࡋ✚ᴟⓗෆ㒊ࡢᅽຊࢆእ㒊⎔ቃ㛤ᨺࡋ࡚◚ቯ
ࢆ㜵ࡄࠊࡕࡽࡢ㑅ᢥࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⤖ᒁࠊᚋ⪅ࡢ㑅ᢥࡀࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡀᨺᑕᛶ≀㉁ࡢࠕ↓⛛ᗎ࡞ᨺᩓࠖࡘ࡞ࡀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡢᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣ
⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺࠖ
ࠕ⟶⌮ࡉࢀࡓᨺฟࠖ
ࡔࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ
ࠕ⪏
ࣛࣉࢳ࣮࣭ࣕࢹࢫࢡࡀእ㒊⎔ቃࡢ᭱⤊ࣂ࢘ࣥࢲࣜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜ
ࡤࢀࡿ⣔⤫࡛ࠊࣛ
ヱ⣔⤫ࡀࣛࣥᵓᡂࡉࢀࠊࣛࣉࢳ࣮࣭ࣕࢹࢫࢡࡀ◚ቯࡉࢀࡓࡁࠊ᱁⣡ᐜჾෆ‶ࡋ࡚
࠸ࡿẼయࡀẼ⟄ࡢ㡬➃ࡽᨺฟࡉࢀࠊࡑࡢⅬࡢẼ㇟᮲௳㸦㢼ྥࠊ㢼㏿ࠊẼᏳᐃᗘ࡞㸧
ᛂࡌ࡚ᣑᩓࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋእ㒊⎔ቃࡢᙳ㡪ࡣࠊࡑࡢࡁࡢẼయࢀࡔࡅࡢ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀
㉁ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿᕥྑࡉࢀࡿࠋ

H㛢ࡌ㎸ࡵࡿᶵ⬟㸦➨ࡢቨ㸧ࡘ࠸࡚
➨ࡢቨ࡛࠶ࡿཎ
ཎᏊ⅔ᘓᒇࡣࠊḟ᱁⣡ᐜჾࡶࡤࢀࡿࠋ୍ḟ᱁⣡ᐜჾᑐࡋ࡚ࡣࠊ᭱
ᝏࡢ/2&$ࢆ⪃៖ࡋ࡚タᐃࡋࡓタィᅽຊ࠾ࡅࡿ᪥ᙜࡓࡾࡢチᐜ₃࠼࠸㔞㸦࠼ࡤࠊෆ㒊Ẽ
✚ࡢ㸣㸧ࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊḟ᱁⣡ᐜჾ࡛࠶ࡿཎᏊ⅔ᘓᒇࡢࣂ࢘ࣥࢲࣜࡋ࡚ࡢẼ
ᐦᛶࡣࠊ㠀ᖖ⏝࢞ࢫฎ⌮⣔㸦66*76㸧ࢆ㐠㌿ࡉࡏࠊෆ㒊ࢆ㈇ᅽ㸦࠼ࡤ̺PP+2㸧ࡍࡿࡇ
࡛☜ಖࡉࢀࡿࡶࡢࡋࠊእ㒊ࡢ₃࠼࠸┦ᙜࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱࡋ࡚ࡣࠊ6*76ࡼࡗ࡚
᪥ᙜࡓࡾฟࡉࢀࡿᘓᒇෆ✵Ẽࡢ㔞㸦࠼ࡤ㸣㸧ࣇࣝࢱ࣮ຠ⋡㸦࠼ࡤ㸣㸧ࢆつ
ᐃࡍࡿࡇ࡛࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊỈ⣲⇿Ⓨࡢࡼ࠺࡞㇟ࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ᘓᒇ⮬యࡀ◚
ᦆࡋࡓሙྜࡣࠊࡇࡢᶵ⬟ࡀኻࢃࢀࠊࣇࣝࢱ࣮ࢆ⤒⏤ࡋ࡞࠸Ẽࡀ┤᥋እ㒊⎔ቃᨺฟࡉ
ࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ᘓᒇෆࡢẼ㓄⟶ࡀ◚᩿ࡋࡓሙྜࠊᛴ⃭࡞ෆᅽࡢୖ᪼ࡼࡗ࡚ᘓᒇࡀ◚ቯࡉࢀࡿᠱᛕࡀ࠶
ࡿࠋ⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺࡢࣛࣉࢳ࣮࣭ࣕࢹࢫࢡ┦ᙜࡍࡿࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡢಖㆤ⏝ࡋ࡚ࡣࠊ
ࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸧ཎᏊ⅔ᨾࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝᨾ
DཎᏊ⅔ࡢᭀ㉮ࠊ᰾⇿Ⓨࡢྍ⬟ᛶ
᰾ศ㐃㙐ᛂࡢ୰⥅ࢆᢸ࠺୰ᛶᏊࡣ✀㢮࠶ࡿࠋ᰾ศకࡗ࡚┤ࡕᨺฟࡉࢀࡿࠕ༶
༶
㐜Ⓨ୰ᛶᏊ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㏻ᖖ㐠
Ⓨ୰ᛶᏊࠖ࠶ࡿ✀ࡢ᰾ศ⏕ᡂ≀ࡽࡺࡗࡃࡾᨺฟࡉࢀࡿࠕ㐜
㌿୰ࡢཎᏊ⅔ࡣࠊ୧⪅ࡽࡢᐤ࡛⮫⏺ࡀ⥔ᣢࡉࢀࠊᛂ⟅ࡀẚ㍑ⓗ⦆៏࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
௬ఱࡽࡢཎᅉ࡛㐃㙐ᛂࡀ✺↛άⓎ࡞ࡿࡼ࠺࡞㇟ࡀ࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊ㐜Ⓨ୰ᛶᏊࡢ
㈇ࡢࣇ࣮
ᐤࡼࡾࡑࡢୖ᪼ࡢ᪉ࡣ༑ศࡺࡗࡃࡾ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊୖ᪼ࢆᢚ࠼ࡿຠᯝ㸦ࠕ㈇
ࢻࣂࢵࢡࠖࡤࢀࠊỈ ࡢୖ᪼ࠊẼἻࡢᙧᡂ࡞ࡀࡇࢀᙜࡓࡿ㸧ࡀ⮬↛ാࡁࠊᭀ㉮ࡍ
ࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋࠊ෭ ṆࡸཎᏊ⅔㉳ື᧯సࡢึᮇẁ㝵࡞≉Ṧ࡞≧ἣୗ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐜Ⓨ୰ᛶ

- 134 -

➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

Ꮚྜࢆୖᅇࡿ㐣࡛ᛴ⃭࡞ᛂᗘ༳ຍࡼࡾࠊ༶Ⓨ୰ᛶᏊࡔࡅ࡛㐃㙐ᛂࡀᨭ㓄ࡉࢀ࡚ࡋ
༶Ⓨ⮫⏺㸧ࡶ㉳ࡇࡿࡓࡵࠊࡑࡢሙྜࡣ㈇ࡢࣇ࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ㏣࠸ࡎᭀ㉮ࡀ
ࡲ࠺≧ἣ㸦༶
㉳ࡇࡾᚓࡿࠋࡋࡋࠊ㧗⃰⦰࡛ࡣ࡞ࡃప⃰⦰㸦㸣๓ᚋ㸧ࡢ࢘ࣛࣥ⇞ᩱࢆ࠸ࠊ⮫⏺ᚲせ
࡞ศ௨ୖࡢᛂᗘ㸦వ
వᛂᗘ㸧ࡀ㐣࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺タィࠊ⟶⌮ࡉࢀࡓ⇞ᩱࡀⲴࡉࢀ
࡚࠸ࡿၟᴗ⏝ཎᏊ⅔࠾࠸࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿཎᏊ⇿ᙎ㸦㉸㧗⃰⦰㔠ᒓ⇞ᩱࡢྜయࡼࡿ㧗㏿⣔㸧
ࡢࡼ࠺࡞᰾⇿Ⓨࡣ㉳ࡇࡾᚓ࡞࠸ࠋࡇࡢᐇࡣࠊ㍍ỈᆺⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔ࡢ㛤Ⓨึᮇ࠾࠸࡚ࠊ⡿
ᅜࡀᐇ㦂ⓗ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Eᔂቯ⇕ᨺᑕ⬟ࡢᛧࡉ
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢỈࢆᩘศ㛫࡛✵ࡍࡿࡢ࣮࣌ࢫ࡛ࠊẖ⣙WࡶࡢẼࢆࢱ࣮ࣅ
ࣥ㏦ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿཎᏊ⅔ࡢ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣࠊࡓ࠼ࡑࡢ㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⭾࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡀࠊཎᏊ⅔⥭ᛴṆ㸦ࢫࢡ࣒ࣛ㸧ᡂຌࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ┤ᚋ౫↛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿཎᏊ⅔
ෆࡢᔂቯ⇕࡛࠶ࡿࠋᔂቯ⇕ࡢⓎ⏕ࡣࠊࡑࡢᚋ㛫ࡶపୗࡋ࡚࠸ࡃࠋศᚋࡣ㸣
ࡲ࡛ୗࡀࡾࠊศᚋࡣ㸣ࠊ㛫ᚋࡣ㸣ࠊ᪥ᚋࡣ㸣ࠊ᪥ᚋࡣ㸣ࠊ
᪥ᚋࡣ㸣ࡢࡼ࠺⾶࠼࡚࠸ࡃࠋࡋࡋࠊඖࡢ್ࡀ⭾࡛࠶ࡿࡔࡅࠊ㸣࠸ࡗ࡚ࡶ
౫↛࡞ࡾࡢⓎ⇕㔞┦ᙜࡍࡿࠋࡇࡢᔂቯ⇕ࢆ㝖ཤࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊᔂቯ⇕ࡢⓎ⏕※࡛࠶ࡿ⇞ᩱ
࣌ࣞࢵࢺࡸ⇞ᩱ⿕そ⟶ࡢ ᗘࡀୖ᪼ࢆ⥆ࡅࠊ⁐⼥ࡸᦆയࠊᔂቯࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࢀࡼࡾ
ࡶ⼥Ⅼࡢ㧗࠸⅔ᚰࢆᨭᣢࡍࡿࢫࢸࣥࣞࢫ㗰〇ࡢᵓ㐀≀ࡶྠᵝࡢែࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇ
ࢀࡽࡢ⌧㇟ࡀ≧ἣࡸẁ㝵ᛂࡌ࡚ࠊ⇞ᩱᦆയࠊ⅔ᚰᦆയࠊ⅔ᚰ⁐⼥㸦࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥ㸧ࠊ࣓ࣝ
ࢺࢫ࣮ࣝࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ≉㔜せ࡞ࡢࡣཎᏊ⅔Ṇ┤ᚋࡢ㝖⇕࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸
ࡣ/2&$࠸࠺㇟ࡘ࠸࡚࠸࠺࡞ࡽࡤࠊ(&&6ࡼࡿෙỈࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ㎿㏿࡞ᛂ⟅ࡢ㔜
せᛶ࡛࠶ࡿࠋึᮇ෭༷ኻᩋࡋࡓሙྜࠊࡑࡢᚋࡢᪧࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛」㞧࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠋ➨ࠊ➨ࠊ➨ࠊḟࠎቨࢆ✺◚ࡋ࡞ࡀࡽࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡋࡲ࠺
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⾲㸰㸯㸯㸯ࠖࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿ㛗ᮇⓗ㓄៖ࡢᚲせᛶࢆ♧၀ࡍࡿ
୍⩌ࡢᩘ್ࢆ♧ࡍࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺࠊ0,7ࡀⓎ⾜ࡋࡓ 7KHIXWXUHRI1XFOHDU3RZHU
࠶ࡿሗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊึᮇ⃰⦰ᗘ㸣ࠊ⇞↝ᗘ*:Wࡢ3:5⇞ᩱWᑐࡍࡿᴫᩘ࡛࠶
ࡿࡀࠊ%:5ࡢཎᏊ⅔ᑐࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢఱศࡢ࠸࠺࣮࢜ࢲ࣮ࡋ࡚㞧ᢕᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋ
᪤㏙ࡢࡼ࠺ࠊ㐠㌿୰ࡢ%:5ࡢཎᏊ⅔ࡣࠊ᪂⇞ᩱ➨㹼➨ࢧࢡࣝ┠ࡲ࡛ࡢ⇞ᩱࡀΰᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
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⤒㐣ᖺᩘ

ᨺᑕ⬟㔞㸦7%T㸧

ᔂቯ⇕㸦:㸧

ᨺᑕ⬟ẘᛶ㸦Ỉ NO㸧

 ᖺᚋ



㸼



 ᖺᚋ







 ᖺᚋ







 ᖺᚋ







 ᖺᚋ







 ᖺᚋ







 ᖺᚋ







㸦ẚ㍑㸧 ⍇⍈†ࡢ㈓Ỉ㔞 NO
⾲㸰㸯㸯㸯 ⤒㐣ᖺᩘูࡢᨺᑕ⬟㔞ᔂቯ⇕ࠊᨺᑕ⬟ẘᛶ㸦3:5⇞ᩱWᙜࡓࡾ㸧


ࡑࡋ࡚๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊᔂቯ⇕ࡣᮎ㛗ࡃᨺฟࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࠋࠕᨺ
ᨺᑕ⬟ẘᛶࠖࡣࠊྵ᭷ࡉ
ࢀࡿẘ≀ࢆࢀࡔࡅࡢỈ㔞࡛ᕼ㔘ࡍࢀࡤᗣୖၥ㢟࡞ࡃ㣧⏝ࡋ࡚࠼ࡿ࠸࠺≉ᛶ࡛ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊWࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡚ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᕼ㔘ᚲせ࡞Ỉ㔞ࡋ࡚⾲
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊWࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱྵࡲࢀࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊᖺᚋ⍇⍈†ࡢỈ࡛ᕼ
㔘ࡋ࡚ࡶࡲࡔ㣧ࡵ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢሗࡣࠊቨࢆ✺◚ࡋ࡚እ㒊⎔ቃᨺฟࡉࢀࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᙳ㡪ࢆࠊᐃ㔞ⓗᢕᥱࡍࡿ
ୖ࡛ཧ⪃࡞ࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊቨࡋ࡚࡞ࡐࠕ㔜ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡓࡢࡀ
᥎ ࡉࢀࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡢⓎ➃࡞ࡿཎᏊ⅔ᨾࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࠊⓎ⏕ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ㝿ࡑࡢᙳ㡪ࢆᴟຊᑠࡉࡃࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡀⓎ
⏕ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࡢࡼ࠺㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡞ࡢࢆ௨ୗ࡛㏙ࡿࠋ

FཎᏊ⅔ᨾ6%2
ࡲࡎࠊཎᏊ⅔タഛ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿᨾࡣࠊタ
タィᨾ㸦௨ୗࠕ'%$ࠖ࠸࠺㸧タィእ
ᨾ㸦௨ୗࠕ%'%$ࠖ࠸࠺㸧࠸࠺ศ㢮ࡀ࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣࠊཎᏊຊタഛࢆタィࡍࡿ㝿ࠊᑐฎ
ࡢࡓࡵࡢ⮬ືᶵ⬟ࢆලഛࡉࡏࡿᑐ㇟ࡋ࡚࠶ࡽࡌࡵ⪃៖ࡋ࡚࠾ࡃᨾࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ࠼
ࡤ๓㏙ࡢ/2&$ࡣࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ/2&$ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ᱁⣡ᐜჾෆࡢᅽຊࡀ
ୖ᪼ࡍࡿࡀࠊࡇࡢಙྕࢆཷࡅ࡚┤ࡕཎᏊ⅔ࢆṆࡉࡏࠊ(&&6ࢆ㉳ືࡍࡿࠋࡇࢀࡀ⮬ືⓗ
㉳ࡇࡿࠋࡑࡢ☜ᐇᛶࢆᮇࡍࡓࡵࠊಙྕ⣔⤫ࡶ(&&6⣔ࡶࠊࡑࢀࢆ㥑ືࡉࡏࡿ㟁※⣔ࡶࠊከ㔜
ᛶࠊከᵝᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚タィࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞タィୖࡢ๓ᥦࢆ㉸࠼ࠊᮏ᮶ࡢ⮬ື
㐣㓞ᨾࡶ⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬ືᶵ⬟ࡔࡅ
ᶵ⬟ࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ᨾࡀ%'%$࡛࠶ࡾࠊ㐣
࡛ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸࡞ࡿࠊᚋࡣேⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㐣㓞ᨾࡢ୰࡛᭱ࡶ௦




 ᅜ┬㏆␥ᆅ᪉ᩚഛᒁ⍇⍈†Ἑᕝົᡤ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
KWWSZZZELZDNRNDVHQJRMSLQIRIDTTOLVWTOLVWHHKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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⾲ⓗ࡛ࠊࡘ⅔ᚰᦆയ⮳ࡽࡋࡵࡿⓎ⏕㢖ᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢࡋ࡚㛗ᖺ㆙ᡄᑐ㇟ࡔࡗࡓࡢࡀ6%2
࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚6%2ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊᾏእ࠾࠸࡚㐣ཤᐇࡉࢀࡓ⭾࡞◊✲ᡂᯝࡀ࠶
ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞◊✲ᡂᯝࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ⡿ᅜ15&㸦⡿ᅜཎᏊຊつไጤဨ㸧ࡽࡢጤクࡼࡾ
࣮࢜ࢡࣜࢵࢪᅜ❧◊✲ᡤࡀᐇࡋࠊ㸦㸧ᖺ᭶Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࣈࣛ࢘ࣥࢬ࣭ࣇ࢙ࣜ
࣮ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵᑐࡍࡿゎᯒ᭩ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡿࠊᙜヱཎᏊ⅔࠾࠸࡚ࡣࠊ6%2
ࡢⓎ⏕㸦7 㸧ࡽᚋࠊࠕ⾲㸰㸯㸯㸰ࠖ♧ࡍせ࡞⣔ิࢆ⤒࡞ࡀࡽᨾࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸
ࡃࠋ┤๓ࡲ࡛ᐃ᱁ฟຊ࡛㐠㌿୰ࡔࡗࡓཎᏊ⅔ࡣࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜ㟁※ࡀᾘ⪖ࡋ࡚ษࢀࡿ㛫ᚋ
࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥ㸧
ࠊ
ࡲ࡛+3&,ࡼࡗ࡚෭༷ࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡇࡽඛࡣࠊ
⅔ᚰᦆയࠊ
⅔ᚰ⁐⼥
㸦࣓
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᦆയ㸦࣓
࣓ࣝࢺࢫ࣮ࣝ㸧ࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᦆയ㸦㟁Ẽ࣌ࢿࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢࣈ࣮ࣟ
࢘ࢺ㸧ࠊ᱁⣡ᐜჾᗏ㒊ࡢ࣓ࣝࢺࢫ࣮ࣝࠊཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧ࡢ࣓ࣝࢺࢫ࣮ࣝ࠸࠺㡰㐍ࢇ
࡛࠸ࡃࠋᨾᑐᛂࡢࡓࡵࡢᡭࢆࡃຍ࠼࡞࠸࠸࠺๓ᥦ࡛࠶ࡿࡀࠊ⣙㛫ࡢ࠺ࡕཌࡉP
ཬࡪཎᏊ⅔ᘓᒇࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ〇ᇶ♏∧ࡶ㈏㏻ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ㛫ࡓࡗࡓᚋࡣỈศ
ࡶῶࡗ࡚ࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᦆയ㒊ࡽእ㒊₃ฟࡍࡿẼయࡢ㔞ࡶࣆ࣮ࢡᮇࡢᩘ༑ศࡢ࡞ࡿࠋ
ࢪࣝࢥࢽ࣒̺࢘Ỉᛂࡣࠊ⇞ᩱ⿕そ⟶ྵ᭷ࡉࢀࡿࢪࣝࢥࢽ࣒࢘ࡢ࠺ࡕࡢ㸣ᑐࡋ࡚㉳ࡇ
ࡾࠊ㔜㔞ࡋ࡚⣙NJࡢỈ⣲࢞ࢫࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡋࡋࡇࡢゎᯒ᭩ࡼࢀࡤࠊࡑࢀࡽ⣙
㛫ᚋάⓎࡍࡿཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ㒊ࡽᔂⴠࡋࡓ⁐⼥≀ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᏛ
ᛂ㸦&&&,㸧ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿỈ⣲୍㓟Ⅳ⣲ࡢ㔞ࡶ㢧ⴭ࡛࠶ࡾࠊศ㛫ᙜࡓࡾᩘNJ࣮࢜ࢲ࣮
ࡢỈ⣲NJ௨ୖࡶࡢ୍㓟Ⅳ⣲ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᛂࡀࠊ
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ㈏㏻ࡍࡿᩘ㛫ࡶࡢ㛫⥅⥆ⓗ㉳ࡇࡿࡶࡢࡍࡿࠊ࣓ࣝࢺࢫ࣮ࣝࡢᚋࡽ
⭾࡞㔞ࡢྍ⇞ᛶ࢞ࢫࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
6%2 Ⓨ⏕ࡽࡢ

㇟

⤒㐣㛫

 ศ
 ศ

6%2 Ⓨ⏕ࠋ
ࣂࢵࢸ࣮ࣜ㟁※႙ኻࡢࡓࡵ +3&, Ṇࠋ
ཎᏊ⅔Ỉప㸦ᮏ᮶ࡢ +3&, ࡢ㉳ືタᐃ್㸧ࡲ࡛㝆ୗࠋ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ ᗘ Υࠊ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ ᗘ Υࠋ

 ศ

⅔ᚰࡢ㟢ฟࡢጞࡲࡾࠋ

 ศ

⅔ᚰୖ㒊ࡢ✵㛫 ᗘ Υࠋ

 ศ

⅔ᚰୖ㒊ࡢ✵㛫 ᗘ Υࠋ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝࠊ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝࡢ ᗘ Υࠊᅽຊ 03Dࠋ

 ศ

⅔ᚰ⁐⼥ࡢጞࡲࡾࠋ

 ศ

ཎᏊ⅔Ỉࡀ⅔ᚰᨭᣢᯈࡲ࡛పୗࠋ

 ศ

⅔ᚰᨭᣢᯈࡢᦆയࠋ

 ศ

⁐⼥≀ࡀཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ㒊ᔂⴠ㸦࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥ㸧ࢆ㛤ጞࠋ
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 ศ

ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ㒊ࡽࡢ₃࠼࠸㛤ጞࠋ

 ศ

ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾᗏ㒊ࡢᦆയࠋ᱁⣡ᐜჾᅽຊ 03D ୖ᪼ࠋ

 ศ

⅔ᚰ⁐⼥≀㸦ึᮇ ᗘ Υ㸧ࡀࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᛂࢆ㛤ጞࡋⓎ⇕ࠋ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝࡢ㟁Ẽ࣌ࢿࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ ᗘࡀ Υࢆ㉸࠼ࠊࣈ࣮ࣟ࢘ࢺⓎ⏕ࠋẖ

 ศ

⛊ NJࠊNJࠊNJࠊNJ ࡢỈẼࠊỈ⣲ࠊ㓟Ⅳ⣲ࠊ୍㓟Ⅳ⣲ࡀᨺ
ฟࡉࢀࠊ᱁⣡ᐜჾࡽࡢ₃࠼࠸⋡ẖ⛊ Pࠋ

ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝࠊ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝᅽຊ 03Dࠋࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ ᗘ Υࠊ࢙࢘ࢵࢺ࢘

 ศ

࢙ࣝ ᗘ Υࠋ᱁⣡ᐜჾࡽࡢ₃࠼࠸⋡ẖ⛊ Pࠋ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ ᗘ Υࠊ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ ᗘ Υࠋ

 ศ

᱁⣡ᐜჾࡽࡢ₃࠼࠸⋡ẖ⛊ Pࠋ

⣙  ศ

ཌࡉ FP ࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸦ཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧㸧ࢆ㈏㏻ࠋ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ ᗘ Υࠊ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ ᗘ Υࠋ

 ศ

᱁⣡ᐜჾࡽࡢ₃࠼࠸⋡ẖ⛊ Pࠋ

⾲㸰㸯㸯㸰 6%2ᨾࡢ㐍ᒎゎᯒ㸦ࣈࣛ࢘ࣥࢬ࣭ࣇ࢙࣮ࣜཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵ㸧


Gࡉࡽ㐣㓞࡞ཎᏊ⅔ᨾ
௨ୖࡢ6%2࡛ࡣࠊ+3&,ࡼࡿ⅔ᚰ෭༷ࡀⓎ⏕ᚋ㛫⥆ࡃࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡶࡋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞෭༷ࡉ࠼ᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࡽ࠺࡞ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡶࡋ༢࡞ࡿ6%2࡛ࡣ࡞ࡃࡑࢀ
/2&$ࡀ㔜」ࡋ࡚࠸ࡓࡽ࠺࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡉࡽ㐣㓞࡞ཎᏊ⅔ᨾࡢࢩࢼࣜ࢜ࡶ࠶ࡾᚓ
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᐇࡣ๓㏙ࡢ࣮࢜ࢡࣜࢵࢪᅜ❧◊✲ᡤࡼࡿゎᯒࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡶໟྵ
ࡍࡿ௨ୗࡢࡘࡢࢩࢼࣜ࢜ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࢩࢼࣜ࢜

6%2 㔜」ࡍࡿ㇟



+3&,5&,& ࡀṇᖖ㉳ືࡋ  㛫㐠㌿ࠋ



+3&,5&,& ࡀṇᖖ㉳ືࡋ  㛫㐠㌿ࡍࡿࡀࠊ65 ᘚ㛤ᅛ╔Ⓨ⏕ࠋ





+3&,5&,& ࡀṇᖖጞືࡋ࡞࠸ࡓࡵ 65 ᘚࢆ㛤࠸࡚ᛴ㏿ῶᅽࡉࡏ⇞ᩱࢆẼ෭༷ࠋ
ࡑࡢ㛫 5&,& ࢆ࣐ࢽࣗࣝጞືࠋ
ୖグྠᵝࠊ65 ᘚࡼࡿẼ෭༷ࠋ5&,& ࢆ࣐ࢽࣗࣝጞືࠋ
ࡓࡔࡋ 65 ᘚ㛤ᅛ╔Ⓨ⏕ࠋ



+3&,5&,& ࡀጞືࡏࡎࠋ



+3&,5&,& ࡀጞືࡏࡎࠋ65 ᘚ㛤ᅛ╔ࠋ

⾲㸰㸯㸯㸱 6%2ᨾࡢ㐍ᒎゎᯒ࠾ࡅࡿ6%2㔜」㇟


ᚋ㆟ㄽࡉࢀࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢᨾࡣࠊ᪩ᮇࡢ࠺ࡕ,&⣔ࢆ႙ኻࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕࢩࢼ
ࣜ࢜ࠖ㏆࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊࡇࢀ/2&$ࡢྍ⬟ᛶࢆຍࡍࡿ࡞ࡽࡤࠕࢩࢼࣜ࢜ࠖ
㏆ࡃ࡞ࡿࠋ
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ணࡉࢀࡿࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㇟ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓሙྜࡣࠊ⅔ᚰ⁐⼥ࡢጞࡲࡾࡸ
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᦆയࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᦆയ㛫ࡀⴭࡋࡃ᪩ࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿ㸦ࠕ⾲㸰㸯
㸯㸲ࠖཧ↷㸧ࠋ࡞࠾ࠊ⾲୰ࠊࠕ࢙࢘ࢵࢺ࢙࢘ࣝ◚ᦆࠖ࠶ࡿࡢࡣࠊᙉຊ࡞Ẽࡢᄇᑕࡸจ
⦰ືక࠺ືⲴ㔜ࡼࡗ࡚ᅽຊᢚไᐊࡀᦆቯࡍࡿ࠸࠺ண࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜࡢ0$5.,ᆺ᱁
⣡ᐜჾᑐࡋ࡚ࡣࠊᖺ௦ࠊ/2&$ࡢືⲴ㔜࡞ᑐࡍࡿ୍㐃ࡢ⿵ᙉᕤࡀᐇࡉࢀ࡚
ࡣ࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡢ㐣㓞ᨾక࠺ືⲴ㔜ᑐࡋ࡚ࡲ࡛ࡶໟྵࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
༢㸸ศ
ཎᏊ⅔ࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᦆയ
ࢩࢼ
ࣜ࢜

⅔ᚰ
㟢ฟ

ෙỈ 㟢ฟ

᱁⣡ᐜჾࡢᦆയ

⁐⼥

࣓ࣝࢺ

ᗏ㒊

㛤ጞ

ࢲ࢘ࣥ

ᦆയ

࢙࢘ࢵࢺ

㟁Ẽ࣌

ࢻࣛ

࢙࢘ࣝ

ࢿ₃࠼

࢙࢘ࣝ

◚ᦆ

࠸㛤ጞ

ᦆയ

























































































































⾲㸰㸯㸯㸲 ࢩࢼูࣜ࢜ࡢᦆയ㛫


௨ୖࡢ୍㐃ࡢゎᯒ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡽࡀᖺ௨ୖࡶ๓ᐇࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺
Ⅼ࡛⢭ᗘᑐࡍࡿᛕࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡑࡢᚋࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ホ౯ࡢ⤖ᯝẚ
࡚ࡶࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽᖺᚋࠊᗘࡣࢧࣥࢹᅜ❧◊✲ᡤࡀ15&⫋ဨࡢ◊ಟ
⏝⦅㞟ࡋࡓ㈨ᩱ185(*&5ࡢෆᐜẚ㍑ࢆࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ᭷ព࡞ᕪ␗ࡣぢཷࡅࡽࢀ
࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋ185(*&5ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿヲ⣽࡞▱ぢࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ⅔ᚰ⁐⼥ࡀ㐍
⾜ࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊ⼥Ⅼࡢప࠸ไᚚᲬࡔࡅࡀඛ⾜ࡋ࡚⁐ࡅⴠࡕࠊ㉥⇕ࡢ⇞ᩱ㞟ྜయࡔࡅࡀ⅔ᚰ
ṧࡿ࠸࠺௬ⓗ࡞≧ἣᑐࡍࡿ༴㝤ᛶࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊῶ㏿ᮦࡢỈࡀ࡞
࠸ࡇ࡛⮫⏺࡞ࡿࡇࡣ࡞࠸ࡀࠊ௬ࡑࡢࡲࡲࡢ≧ែ࡛ὀỈࡉࢀࡓሙྜࡣ⮫⏺㉸㐣㸦ᭀ
㉮㸧ࡀ㉳ࡇࡾᚓࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆᐇ㝿⌧ฟࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ⇞ᩱ㞟ྜయࡔࡅ
ࡀ⁐⼥ࡏࡎᩚ↛ṧࡾࠊὀỈࡉࢀࡓࡁࡢ⇕⾪ᧁࡶ⪏࠼࡚⇞ᩱᲬࡢᙧ≧ࢆಖࡘ࠸࠺࠾
ࡼࡑ㉳ࡇࡾᚓ࡞࠸≧ἣࢆᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡇࢀࡣ⌧ᐇࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡶࡢุᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢඛᦆയࡀ㐍⾜ࡍࡿ⅔ᚰࡢ≧ἣࠊࡉࡽࠊ࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥᚋࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ
㒊ࡓࡲࡗࡓ⁐⼥≀ࠊ࣓ࣝࢺࢫ࣮ࣝᚋཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ㒊ࡽ₃ࢀ࡚࣌ࢹࢫࢱࣝෆ
␃ࡍࡿ⅔ᚰ⁐⼥≀ᑐࡋ࡚ࡶࠊࡶࡣࡸࡑࢀࡽࡢ⮫⏺ᛶࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣ࡞ࡃࠊ⤖ᒁࠊ㐍⾜ࡍ
ࡿཎᏊ⅔ᨾࡢ㐣⛬࠾ࡅࡿ
⮫⏺ࡢྍ⬟ᛶࡣࠊ⌧ᐇⓗ࡞ᠱᛕࡋ࡚ࡣᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲ
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ࡓࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ㒊ࡲ࡛Ỉࡀపୗࡋࡓᚋࠊ⅔ᚰᨭᣢᯈࡀ⁐ࡅⴠࡕࡿࡇ࡛ᔂⴠࡍ
ࡿ⅔ᚰ⁐⼥≀ࡀỈἐධࡍࡿ㝿ࠊỈẼ⇿Ⓨࢆ㉳ࡇࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᠱᛕࡘ࠸࡚ࡶ㆟
ㄽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇࡉࢀࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᐇ㦂⤖ᯝࢆ᰿ᣐࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᠱᛕࡶᐇ㉁ⓗࡣ࡞࠸
ࡢ㊃᪨ࡀ㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⅔ᚰ⁐⼥≀ࡀࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ㣗ࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⁐⼥≀ࢆ⇕ࡋࡓ㕲ࡢᰕ
ࡸᒣ┒ࡾࡢࡃࡂ࡛ᶍᨃࡋࡓᐇ㦂ࡼࡗ࡚᥎ ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᐇ㦂ࡼࢀࡤࠊ⁐⼥≀ࡣࢥ
ࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ⁐ࡋ࡞ࡀࡽỿ㝆ࡋࠊỈẼࠊỈ⣲ࠊ㓟Ⅳ⣲ࠊ୍㓟Ⅳ⣲࡞ࡢẼయࢆⓎ
⏕ࡉࡏࠊ㕲➽ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࡀゐ፹࡞ࡗ࡚࣓ࢱࣥ࢞ࢫࡶⓎ⏕ࡉࡏࡿ࠸࠺ࠋࡑ
Ẇࠖࢆᙧᡂࡉࡏࠊࡑࡢୗ࢞
ࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⁐⼥≀ࡢୖࡣ㏻Ẽᛶࡢ࠶ࡿࠕẆ
ࢫࡔࡲࡾࢆసࡿࡇ࡛ࠊୖࡽࡢỈࡼࡿ෭༷ຠᯝࢆపୗࡉࡏࡿ࠸࠺ࠋࡇࡢࡁⓎ⏕ࡍࡿ
࢞ࢫࡣࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡞ࡽⓎࡏࡽࢀࡓ⢏Ꮚᡂศࢆྵࡳࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᨺᑕᛶ≀㉁ࢆ㐠ᦙࡍ
ᨺᑕ⬟࢚ࣟࢰࣝ㸧࡞ࡿࠋ
ࡿ፹య㸦ᨺ
ࢳࣕࢼ࣭ࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟ㸦ᇶ♏∧ࢆ㈏㏻ࡋࡓ⅔ᚰ⁐⼥≀ࡀࠊࡉࡽୗ㝆ࢆ⥆ࡅ
࠸ࢃࡺࡿࠕࢳ
࡚࠸ࡃ⌧㇟㸧ࠖࡢ⌧ᐇᛶࡘ࠸࡚ࡶᐇ㦂ゎᯒࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢻࢶࡢ◊✲ᶵ㛵ࡀࠊྠᅜ
ࡢ௦⾲ⓗ࡞つᶍࡢ3:5ᆺཎᏊ⅔ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓゎᯒ⤖ᯝࡼࢀࡤࠊ⅔ᚰ⁐⼥≀ࡣࠊࢥࣥࢡࣜ
࣮ࢺࡢᒙࢆ᪥ࡅ࡚㣗ࡋࠊ῝ࡉ⣙Pࡲ࡛㐩ࡍࡿࡀࠊࡘ࠸ࡇࡢⅬ࡛⁐⼥≀ࡢ⾲
㠃ࡽࡢᨺ⇕⁐⼥≀ࡢⓎ⇕ࡀࣂࣛࣥࢫࡋ࡚ᡂ㛗ࡀṆࡲࡾࠊࡇࡢඛࡣ⦰ᑠ㌿ࡎࡿ࠸࠺ࠋ
ࡶࡋࠊPࡶࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᒙࡀᏑᅾࡏࡎࠊ㈏㏻ࡋࡓᇶ♏∧ࡢࡍࡄୗᆅୗỈࡀ࠶ࡿሙྜ
ࡣࠊ⁐⼥≀ࡣࠊࡇࢀ᥋ࡍࡿ๓ᆶ┤᪉ྥࡢᡂ㛗ࢆṆࡵỈᖹ᪉ྥᗈࡀࡿࡀࠊ᪥┠
࡛⭾⬽ࡽ⦰ᑠ㌿ࡎࡿࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ

Hᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ
ཎᏊ⅔ᨾࡢ㐍ᒎࡼࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢẁ㝵ࡋ࡚㉳ࡇࡿࠋ௨ୗࡣࠊ㍍
Ỉ⅔ᨾࡢࢯ࣮ࢫࢱ࣮࣒ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿ185(*㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶Ⓨ⾜㸧࠶
ࡿෆᐜᇶ࡙ࡃࠋࡲࡎࠊ⇞ᩱ⿕そ⟶ࡀᦆയࡋࡓⅬ࡛ࡣࠊ⇞ᩱ࣌ࣞࢵࢺࡢ✵㝽ࡽእഃ₃
Ⓨᡂศࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᕼ
ᕼ࢞ࢫࠊࣁ
ࣁࣟࢤࣥࠊ
ࣝ࢝
ࢀ࡚⇞ᩱ⿕そ⟶ࡢ୰㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࢠࣕࢵࣉ࣭࣮ࣜࣜࢫࠖࡤࢀࠊෆⶶ㔞ࡢ࠺
ࣜ㔠ᒓࡀᨺฟࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡁࡢᨺฟࡣࠊࠕࢠ
ࡕࡢࡑࢀࡒࢀ⣙㸣ᙜࡓࡿ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⇞ᩱ⿕そ⟶ࡀᦆയࡍࡿࡁࡢ ᗘࢆ
⪃៖ࡋࡓሙྜࠊࡇࡢࡁࡢ௦⾲ⓗ࡞ࣝ࢝ࣜ㔠ᒓ࡛࠶ࡿࢭࢩ࣒࢘ࡣࠊ௦⾲ⓗ࡞ࣁࣟࢤࣥඖ⣲
࡛࠶ࡿࣚ࢘⣲Ꮫ⤖ྜࡋࠊࣚ
ࣚ࢘ࢭࢩ࣒࢘ࡋ࡚ᨺᩓࡉࢀࡿࠋ
ᨾࡀ㐍ᒎࡋ࡚⇞ᩱ࣌ࣞࢵࢺࡢ⁐⼥ࡀ㉳ࡇࡿࠊ✵㝽ࡢ୰㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓᡂศࡶᨺ
ฟࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡇࢀ࡛ᕼ࢞ࢫࡣࡰ㸣ᨺฟࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࣝ࢝ࣜ㔠ᒓࣁࣟࢤ
ࢸࣝࣝࠊࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡶ᪂ࡓྵࡲࢀࡿࠋࡇࡢ
ࣥඖ⣲ࡶ㹼㸣ࡀࡑࢀࡒࢀᨺฟࡉࢀࡿࠋࢸ
ࡁࡢᨺฟࡣࠕ᪩
᪩ᮇ⅔ෆᨺฟࠖ⛠ࡉࢀࡿࠋ
⅔እᨺฟࠖࡀ㉳ࡇࡿࠋ๓㏙ࡢ&&,
ᨾࡀ࣓ࣝࢺࢫ࣮ࣝࡢẁ㝵ࡲ࡛㐍ࢇࡔሙྜࡣࠊࠕ⅔
క࠺ᨺᑕ⬟࢚ࣟࢰࣝࡼࡿᨺฟ࡛࠶ࡿࠋࣝ࢝ࣜ㔠ᒓࣁࣟࢤࣥඖ⣲ࡢ㹼㸣ࡀ᪂ࡓ
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ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘࡞ࡶྵࡲࢀࡿ࠸
ᨺฟࡉࢀࠊࢸࣝࣝࡢ㸣ࠊࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡢ㸣ຍ࠼ࠊࣉ
ᚋᮇ⅔ෆᨺฟࠖࡶ࠶
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⅔እᨺฟ୪⾜ࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆࡢṧ␃≀ࡽࡢࠕᚋ
ࡿࡀࠊ㔞ⓗࡣ㍍ᚤ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊ௨ୖࡢᨺฟࣃࢱ࣮ࣥࡣࠊཎᏊ⅔Ṇᚋ㛫ࡶ࡞ࡃࡋ࡚ཎᏊ⅔ᨾࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜ࡛ࠊ
ࡋࡶࠊேⅭⓗ࡞ᨾᑐᛂࡀࡃᅾࡋ࡞࠸ሙྜ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡀ
࡞ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊᨺฟࣃࢱ࣮ࣥࡣ࠸ኚࡋᚓࡿࠋࡉࡽࠊᕼ࢞ࢫࣚ࢘⣲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ཎᏊ⅔ࡀṆࡋ࡚ࡽᨺฟࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ⤒㐣㛫ࡼࡗ࡚ࠊ⿕ࡤࡃ⟶⌮ୖ᭷ព࡞ඖ⣲ࡑࡢ
ྠయࡀ࠸␗࡞ࡿࠋ࠼ࡤᕼ࢞ࢫࡢሙྜࠊṆ┤ᚋࡢᨺฟ࠾࠸࡚ࡣࢡࣜࣉࢺࣥࡶ᭷ព
࡞ᨺᑕᛶ≀㉁ࡋ࡚ᢅࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ᪥ࢆ⤒㐣ࡋ࡚ࡽ࡛࠶ࢀࡤ࢟ࢭࣀࣥẚ㍑
ࡋ࡚↓どࡋ࡚ࡶࡼࡃࠊࡲࡓࠊࡑࡢሙྜࡢ࢟ࢭࣀࣥࡢྠయ㛵ࡋ࡚ࡶࠊ᪥┠ࡽ᪥┠㎶ࡾ
ࡲ࡛ࡢᨺฟ࠾࠸࡚ࡣ;H;Hὀ┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ᪥┠ࢆࡍࡂࡓࡇࢁ
ࡽࡣ;Hࡔࡅὀ┠ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋࣚ࢘⣲ࡢሙྜࡶྠᵝ࡛ࠊ┤ᚋࡣ,ࠊ,ࠊ,ࠊ
,ࠊ,ࡢ࡚ࡢྠయὀ┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ༙᪥ᚋࡽࡣ,ࢆ㝖እࡋࠊ
᪥┠ࡽࡣ,ࠊ᪥┠ࡽࡣ,ࠊ᪥┠ࡽࡣ,㡰ḟ㝖እࡋࠊ௨㝆ࡣ,ᑐ
ࡋ࡚ࡢࡳὀ┠ࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ
᭱ᚋࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ※࡞ࡿࣥ࣋ࣥࢺࣜࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊཎᏊ⅔ཬࡧ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ
࣮ࣝ✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⥲ᨺᑕ⬟ࢆ♧ࡍࠋࡇࢀࡣࠊཎᏊ⅔ᨾࡢ₯ᅾⓗ࡞ࣜࢫࢡࡢୖ㝈ࢆホ౯
ࡍࡿࡓࡵྍḞ࡞ሗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᨾ┤๓ࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࠾ࡅࡿ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆࠕ⾲㸰㸯㸯㸳ࠖ♧ࡍࠋ
ཎᏊ⅔ෆࡢ⥲ᨺᑕ⬟ࡣࠊ㐠㌿୰࡛࠶ࡗࡓࠊࠊྕᶵࡀᐃᮇ᳨ᰝ୰ࡢࠊྕᶵẚ㍑ࡋ࡚
ᙜ↛ࡁࡃࠊࡑࢀࡒࢀ%Tࠊ%Tࠊ%T࡛࠶ࡗࡓࠋ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ
࣮ࣝෆࡢ⥲ᨺᑕ⬟ࡣࠊྕᶵࡀྕᶵẚ㍑ࡋ࡚ࡁࡃࠊ%T࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓඹ⏝ࣉ
࣮ࣝෆࡣయࡶࡢ⇞ᩱ㞟ྜయࡀಖ⟶ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⥲ᨺᑕ⬟ࡶ%Tྕᶵࡢ⏝
῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝḟࡄ㔞࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࣘࢽࢵࢺ
ྕᶵ
ྕᶵ
ྕᶵ
ྕᶵ
ྕᶵ
ྕᶵ
ඹ⏝ࣉ࣮ࣝ

ཎᏊ⅔
⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝ
⇞ᩱ㞟ྜయᩘ ⥲ᨺᑕ⬟ %T
⇞ᩱ㞟ྜయᩘ ⥲ᨺᑕ⬟ %T

(

(

(

(

(

(
 

(

(

(

(

(

(
ࠉࠉࠉ㸫

(
㻖㻌㻠ྕᶵ䛾ᐃ᱁
㻖㻖⅔ෆ䛻⇞ᩱ䛜ධ䛳䛶䛔䛯䛸௬ᐃ䛧䛯ሙྜ䛾್


⾲㸰㸯㸯㸳 ཎᏊ⅔ཬࡧ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝෆࡢ⇞ᩱ㞟ྜయᩘཬࡧ⥲ᨺᑕ⬟






 ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶࠊᙜጤဨసᡂࠋ࡞࠾ࠊ⾲୰ࡢ࠼ࡤ(ࡢ⾲グࡣࢆពࡍࡿࠋ
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I⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ෭༷Ỉ႙ኻᨾ
⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ෭༷Ỉ႙ኻᨾ㛵ࡋ࡚ࡣࠊཎᏊ⅔ෆ࡛ࡢ⇞↝ࡼࡾ᰾ศᛶ≀㉁
ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊཎᏊ⅔ෆ࡛ࡢ⇞↝ࡽ㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠾ࡾࠊᔂቯ⇕ࡀࡑࢀࡔࡅపୗࡋ
࡚࠸ࡿࡇࠊ෭༷Ỉࢆ႙ኻࡋࡓሙྜࡢ㞺ᅖẼࡀ✵Ẽ࡛࠶ࡿࡇࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝᑐࡋ
࡚ࡣ➨ࡢቨ㸦ཎᏊ⅔ᘓᒇ㸧௨እࡢ㛢ࡌ㎸ࡵࡿᶵ⬟ࡀ࡞࠸ࡇࠊཎᏊ⅔ࡼࡾࡶከ㔞ࡢ⇞ᩱࡀ
㈓ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠶ࡿࡇ࡞ࠊཎᏊ⅔ෆࡣ␗࡞ࡿ᮲௳ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ẚ㍑ⓗⓎ⇕㔞ࡢࡁ࠸⏝῭ࡳ⇞ᩱࡀಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ෭༷Ỉࡀ႙
ኻࡋࡓሙྜࠊᦆയཬࡧࡑࡢ㐍ᒎ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣࠊ㐣⇕ࡼࡿࠕࢪ
ࢪࣝࢥࢽ࣒࢘ⅆ⅏ࠖࡢᠱᛕࡀ
࠶ࡿࠋ⡿ᅜ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᠱᛕࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔ࡽྲྀࡾฟࡋࡓ⏝
῭ࡳ⇞ᩱࢆᕷᯇᶍᵝࡋ࡚⏝῭ࡳ⇞ᩱࣛࢵࢡ㓄⨨ࡍࡿᴫᛕࡀࠊ⡿ᅜ⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮㸦1$6㸧
ࡽࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢሗ࿌᭩࠾࠸࡚ᥦၐࡉࢀࠊࡇࢀࢆཷࡅࡓ15&ࡽࡢ௧᭩㸦%㸬㸬
E㸧࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢࠕࣇ࢙࣮ࢬ,ࠖࡋ࡚ࠊࡇࡢ㐠⏝ࡀཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ᣦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊཎᏊ⅔ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝෆࡢ⇞ᩱ⟶⌮ࡶ༑ศ࡞㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊཎᏊ⅔ᨾ┤๓ࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥Ⅼࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ
࠾ࡅࡿ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ㈓ⶶ≧ἣࢆࠕ⾲㸰㸯㸯㸴ࠖ♧ࡍࠋ
ྕᶵඹ⏝ࣉ࣮ࣝࡢ༨᭷⋡ࡣࡰ㸣㏆ࡃࠊࡑࢀࡒࢀ㸣ࠊ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥Ⅼ࡛ࡶ౫↛ࡋ࡚㧗࠸ᔂቯ⇕ࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࡇ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ


⾲㸰㸯㸯㸴 ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ㈓ⶶ≧ἣ


㸰㸯㸰 ᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿ࡞⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪
ᮏᨾࡢ㉳ᅉ࡞ࡗࡓᆅ㟈࣭ὠἼࡣࠊከ࡞⿕ᐖᙳ㡪ࢆ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡇࡢ⿕ᐖᙳ㡪ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛⾜࠺ࡁᏳᑐ⟇ࢆᐇࡏࡎඛᘏࡤࡋࡋ࡚ࡁࡓཎᏊຊⓎ
㟁ᡤࡢᙅࡳࢆࠊⓑ᪥ࡢୗࡉࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣࠊᆅ㟈࣭ὠἼࢆ㉳ᅉࡋࡓ
࡞⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪ࢆᴫᣓࡋࠊࡑࢀࡽ⪃ᐹ࣭ホ౯ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡛ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶ㛵
ࡍࡿㄢ㢟ࢆᑟฟࡋࡓࠋ

㸯㸧࡞⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ศⓎ⏕ࡋࡓᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡣࠊᮾ㟁᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤ




 ᮾ㟁㈨ᩱཬࡧᮾ㟁ࠕ⚟ᓥཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ῧ㈨ᩱࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࢆࡶࠊ
ᙜጤဨసᡂࠋ
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ࡽ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡅ࡚ࡢ㏦ኚ㟁タഛࢆᦆയࡉࡏࠊ㏦㟁ࢆṆࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊᮾ㟁ຊࡢ㏦
㟁⥙ࡽཷ㟁ࡍࡿN9ᮾ㟁ཎᏊຊ⥺ࡀணഛ㏦㟁⥺ࡋ࡚⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊྕᶵ㔠ᒓ㛢㙐㓄
㟁┙㸦0&㸧᥋⥆ࡍࡿࢣ࣮ࣈࣝࡢලྜࡢࡓࡵྠ㏦㟁⥺ࡽཷ㟁ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡎࠊ࡚ࡢ
እ㒊㟁※ࢆ႙ኻࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽ⣙ศᚋ᮶くࡋࡓὠἼࡼࡗ࡚ࠊከࡃࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡸ
෭༷⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࠊᡤෆ㓄㟁⣔⤫タഛࠊ┤ὶ㟁※タഛ➼ࡀᾐỈࡋࡓࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝࠊࠊࠊྕᶵ࡛ࡣ㟁※ࢆࠊࠊྕᶵ࡛ࡣὶ㟁※ࢆ႙ኻࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋࡉ
ࡽࠊྕᶵࡶ᭶᪥ศࡣ┤ὶ㟁※ࡀᯤῬࡋࠊ㟁※ࢆ႙ኻࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡢ⿕ᐖࡼࡿᙳ㡪ࡣࠊ㟁※ᑐࡋ࡚ࡢࡳࡲࡽ࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ὠἼࡣࡑࡢᙉຊ࡞㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡶࡀࢀࡁࡸ㌴୧ࠊ㔜ᶵࠊ㔜Ἔࢱࣥࢡࠊᅵ◁➼ࢆకࡗ࡚
Ⓨ㟁ᡤᢲࡋᐤࡏࠊᘓᒇࡸᶵჾ࣭タഛࢆ◚ቯࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠊྕᶵ㉸㧗ᅽ㛤㛢ᡤࡸ㐠⏝⿵ຓඹ
⏝タ㸦ඹ⏝ࣉ࣮ࣝᘓᒇ㸧ࡲ࡛ὠἼࡀཬࡧࠊせᘓᒇ࢚ࣜయࢃࡓࡗ࡚㔞ࡢᾏỈࡀὶ
ࢀ㎸ࢇࡔࠋὠἼࡀཤࡗࡓᚋࡶࠊὠἼ⁻ὶ≀ࡀⓎ㟁ᡤᵓෆᩓࡋࠊ㌴୧ࡢ㏻⾜ࡸ㈨ᶵᮦᦙධస
ᴗࢆጉࡆࡿࡶࠊ࣐࣮ࣥ࣍ࣝࡸࢢ࣮ࣞࢳࣥࢢ➼ࡢࡩࡓࢆ྿ࡁୖࡆ࡚㛤ཱྀ㒊ࢆసࡾࠊᆅ㟈
ࡼࡿⓎ㟁ᡤᵓෆ㐨㊰ࡢ㝯㉳ࠊỿ㝆ࠊ㝗ἐ┦ࡲࡗ࡚ࠊࢡࢭࢫᛶࡀⴭࡋࡃᝏࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
⥅⥆ⓗⓎ⏕ࡍࡿつᶍ࡞వ㟈ࡸὠἼࡣࠊࡑࢀࡢ㆙ᡄ᩿⥆ⓗ࡞సᴗ୰Ṇࢆవ࡞ࡃࡉࡏࠊ
࡞ᨾᑐᛂࢆ㜼ᐖࡍࡿ୍ᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽࠊ㟁※႙ኻࡼࡗ࡚୰ኸไᚚᐊ࡛ࡢ┘
どࡸไᚚ࠸ࡗࡓ୰ኸไᚚᶵ⬟ࠊⓎ㟁ᡤෆࡢ↷᫂ࠊ㏻ಙᡭẁࢆ୍ᣲኻࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᭷ຠ
࡞ᡭẁࡸᡭ㡰᭩ࡶ࡞࠸୰ࠊ⌧ሙ㐠㌿ဨࡸసᴗဨࡓࡕࡼࡿ⮫ᶵࡢุ᩿ࠊᑐᛂ౫ᣐࡏࡊࡿࢆᚓ
ࡎࠊࡲࡉᡭ᥈ࡾࡢ≧ែ࡛ࡢᨾᑐᛂࢆᙉ࠸ࡽࢀࡓࠋ 
㟁※႙ኻࡼࡗ࡚ࠊ㐺ࡘᐇຠⓗ࡞ཎᏊ⅔෭༷ࡶⴭࡋࡃᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊཎ
Ꮚ⅔෭༷ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗ᅽὀỈࡸཎᏊ⅔ῶᅽࠊపᅽὀỈࠊ᱁⣡ᐜჾ෭༷ཪࡣῶᅽࠊ᭱⤊ࣄ࣮ࢺ
ࢩࣥࢡࡢᔂቯ⇕㝖ཤ࠸ࡗࡓࠊ෭ Ṇྥࡅࡓྛࢫࢸࢵࣉࡢᐇ⾜ࡑࡢᡂྰࡣࠊ㟁※ࡢᏑ
ᅾᙉࡃ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡋࡓⓎ㟁ᡤᵓෆࡢࢡࢭࢫᛶࡢᝏࡣࠊᾘ㜵㌴
ࡼࡿ௦᭰ὀỈࡸ㟁※㌴ࡼࡿ௬タ㟁※ࠊ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡢࣛࣥᵓᡂཬࡧࡑࢀࡽࡢ⥅⥆ⓗ࡞
㐠⏝࠾࠸࡚ࠊࡁ࡞㞀ᐖ࡞ࡗࡓࠋ

㸰㸧⪃ᐹ࣭ホ౯
D㟁※⣔⤫ࡢከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࡣ⮬↛⅏ᐖ࡛ࡶᶵ⬟ࡋࡓ
㟁※႙ኻࢆ⤒㦂ࡋࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳ☜ಖ࠾ࡅࡿ㟁※ࡢ౫Ꮡᛶࠊࡑࢀక࠺㟁※












ࢢ࣮ࣞࢳࣥࢢࡣࠊ㗰ᮦࢆ᱁Ꮚ≧⤌ࢇࡔ⁁ࡪࡓࡢࡇࢆ࠸࠺ࠋ
࡞࠾➨㒊࡛ࡣࠊ୰ኸไᚚᐊࡢࡇࢆ୰ኸ᧯సᐊཪࡣ୰᧯࠸࠺ࡇࡀ࠶ࡿࠋ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ከ㔜ᛶࡣࠊྠ୍ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿྠ୍ࡢᛶ㉁ࡢ⣔⤫ཪࡣᶵჾࡀࡘ௨ୖ࠶ࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋከᵝᛶࡣࠊྠ୍ࡢᶵ⬟
ࢆ᭷ࡍࡿ␗࡞ࡿᛶ㉁ࡢ⣔⤫ཪࡣᶵჾࡀࡘ௨ୖ࠶ࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ⊂❧ᛶࡣࠊࡘ௨ୖࡢ⣔⤫ཪࡣᶵჾࡀタィୖ⪃
៖ࡍࡿ⎔ቃ᮲௳ཬࡧ㐠㌿≧ែ࠾࠸࡚ࠊඹ㏻せᅉཪࡣᚑᒓせᅉࡼࡗ࡚ࠊྠࡑࡢᶵ⬟ࡀ㜼ᐖࡉࢀ࡞࠸ࡇࢆ
࠸࠺ࠋ
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ࡢ㔜せᛶࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓࠋྠࠊ㟁※⣔⤫ࡀཎᏊຊⓎ㟁ᡤෆእᗈ
ࡀࡿ୍㐃ࡢ⣔࡛࠶ࡿ࠸࠺≉ᚩࡶㄆ㆑ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ
࡛ࡣࠊ㟁※⣔⤫ࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࠊ㟁※႙ኻࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡣ࠺ࡋࡓࡽࡼࡗࡓࡢࡔࢁ
࠺ࠋ㐣㓞ᨾ࠾࠸࡚ࡑࡢᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࡀᚲせྍḞ࡞ࡿᶵჾ࣭タഛ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ༢୍ᨾ
㞀ࡢࡳ╔┠ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ࡛ࡣᑐฎ࡛ࡁ࡞࠸㡿ᇦࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳ
ᑐࡍࡿ⬣ጾࡀ」ྜࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࠊ」ᩘࡢᶵჾ࣭タഛࡢᏳᶵ⬟ࡀྠኻࢃࢀࡿ㇟ᑐࡋ
࡚ࡶࠊཎᏊຊⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒యࡋ࡚ࡢᏳᛶࢆ☜ಖࡍࡿ࠸࠺どⅬᇶ࡙࠸ࡓከ㔜ᛶࠊከ
ᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࢆᣢࡘタィࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ⓨ⅏ᙜࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾ࡅࡿ㟁※⣔⤫ࡢタィࡣࡢࡼ࠺ࡔࡗࡓࠋࡇࢀࢆᡤෆ㟁※⣔
⤫እ㒊㏦㟁⣔⤫ศ㢮ࡋࠊ௨ୗ᳨࡛ドࡍࡿࠋ

ձᡤෆ㟁※⣔⤫㸦ࠕ⾲㸰㸯㸰㸯ࠖࠊࠕᅗ㸰㸯㸰㸯ࠊ㸰ࠖࢆཧ↷㸧
࣭」ᩘࡢᶵჾ࣭タഛࡀࠊྠ୍ሙᡤタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤྕᶵ࡛
ࡣࠊ࡚ࡢᖖ⏝0&㠀ᖖ⏝0&ࠊᖖ⏝ࣃ࣮࣡ࢭࣥࢱ࣮㸦3&㸧ࡀࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ㝵タ⨨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊ㟁※⣔⤫ࡢୖὶୗὶ⨨ࡍࡿᶵჾ࣭タഛࡀྠ୍ሙᡤཪࡣ㞄᥋ሙᡤタ⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤྕᶵ࡛ࡣࠊ࡚ࡢᖖ⏝0&㠀ᖖ⏝0&ࠊᖖ⏝3&ࠊ㠀ᖖ⏝3&ࠊ
㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡀࠊ㞄᥋ࡍࡿࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᘓᒇࡢᆅୗ㝵タ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࡑࡢࡓࡵࠊ⯡ࡢὠἼࡼࡾ⌧ᐇࡋࡓእ㒊⁄Ỉࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊෆ㒊⁄Ỉࡸⅆ⅏࠸ࡗࡓእ
㒊㇟ࠊពᅗⓗ࡞◚ቯ⾜Ⅽ➼ࡢ⬣ጾᑐࡋ࡚ࡶ⬤ᙅᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉ᐃࡢ࢝ᡤ࠾ࡅࡿ
⿕ᐖࡔࡅ࡛ὶ㟁※႙ኻ㝗ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ





 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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⾲㸰㸯㸰㸯 ᡤෆ㟁※⣔⤫タഛࡢタ⨨ሙᡤ⿕ᐖ≧ἣཬࡧ⏝ྍྰࡢ≧ἣ 






ᅗ㸰㸯㸰㸯 ྕᶵࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇཬࡧࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᘓᒇᆅୗ㝵ᖹ㠃ᅗ㸦୍㒊㸧 





 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ῧ㈨ᩱࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࢆࡶࠊᙜጤဨస
ᡂࠋ

 ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶࠊᙜጤဨసᡂࠋ

- 145 -




ᅗ㸰㸯㸰㸰 㹼ྕᶵ༢⥺⤖⥺ᅗ㸦0&ࠊ3&ࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸧 


ղእ㒊㏦㟁⣔⤫㸦ࠕᅗ㸰㸯㸰㸱ࠖࢆཧ↷㸧
࣭㹼ྕᶵࡢ㏦㟁⣔⤫ࡣࠊ⇃⥺ྕࠊ⇃⥺ྕࠊ⇃⥺ྕࠊ⇃⥺ྕࠊኪࡢ᳃⥺
ྕࠊኪࡢ᳃⥺ྕࠊᮾ㟁ཎᏊຊ⥺ࡢᅇ⥺࡛࠶ࡗࡓࠋ
୍࣭᪉ࠊ㏦㟁࣮ࣝࢺࡣࠕ⇃⥺ࠊྕࠖࠕ⇃⥺ࠊྕ࣭ኪࡢ᳃⥺ࠊྕేᯫࠖࠊࠕᮾ
㟁ཎᏊຊ⥺ࠖࡢ࣮ࣝࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ࡲࡓࠊࠕ⇃⥺ࠊྕࠖࠕ⇃⥺ࠊྕ࣭ኪࡢ᳃⥺ࠊྕేᯫࠖࡣᮾ㟁᪂⚟ᓥኚ㟁
ᡤཬࡧᮾ㟁᪂࠸ࢃࡁ㛤㛢ᡤࢆࠊࠕᮾ㟁ཎᏊຊ⥺ࠖࡣᮾ㟁ຊᐩᒸኚ㟁ᡤࢆ⤒⏤ࡍࡿࠋ
࣭ࡉࡽࠊࠕᮾ㟁ཎᏊຊ⥺ࠖࡣⓎ⅏ᙜࠊࢣ࣮ࣈࣝලྜࡼࡾ⏝⬟࡞≧ែࡔࡗࡓࠋ






 ᮾ㟁ࠕ㟁Ẽᴗἲ᮲➨㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡃሗ࿌ࡢᚩᑐࡍࡿሗ࿌ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ᥖ
㍕ࡢᅗࠊㄝ᫂ࡢ౽ᐅୖࠊᙜጤဨຍ➹ࠋ
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ᅗ㸰㸯㸰㸱 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㏦㟁⣔⤫ᴫ␎ᅗ


ࡑࡢࡓࡵࠊ⯡ࡢᆅ㟈ືࡼࡾ⌧ᐇࡋࡓ㏦㟁㕲ሪࡢಽቯ㸦ࠊྕᶵ᥋⥆ࡍࡿኪࡢ᳃⥺
ࠊྕ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྎ㢼ࡸ❳ᕳࠊ㞷࠸ࡗࡓእ㒊㇟ࠊពᅗⓗ࡞◚ቯ⾜Ⅽ➼ࡢ⬣ጾᑐ
ࡋ࡚ࡶ⬤ᙅᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡘࡢ㏦㟁࣮ࣝࢺࡀࡶᶵ⬟ࢆኻ࠺ࠊ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤཪࡣ᪂
࠸ࢃࡁ㛤㛢ᡤࠊཬࡧᐩᒸኚ㟁ᡤࡽࡢ㏦㟁ᶵ⬟ࢆኻ࠺ࡔࡅ࡛ࠊ㹼ྕᶵ࡚ࡀእ㒊㟁※႙ኻ
㝗ࡿ≧ἣࡔࡗࡓࠋ

㟁※⣔⤫㛵ࡍࡿ௨ୖࡢ᳨ドࡽࠊ⮬↛⅏ᐖᑐࡍࡿ㟁※⣔⤫యࡋ࡚ࡢከᵝᛶࠊ⊂❧
ᛶࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᑐࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞⬣ጾᑐฎࡋᚓ
ࡿࠊ㟁※⣔⤫యࡋ࡚ࡢከᵝᛶ⊂❧ᛶࢆ᭷ࡋࡓタィࡢᅾࡾ᪉ࢆᨵࡵ࡚ᩚ⌮ࡋ┤ࡋࠊࡑࢀ
ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

Eᮾ㟁᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡢ⪏㟈ᛶࡣࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡔࡗࡓ
᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡣࠊN9᪼ᅽ௨᮶ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠾ࡾタഛຎࡀ࠶ࡿࡇࡸࠊᩜᆅࡢᆅ┙
≉ᛶࡢࡓࡵ㝆㞵㐀ᡂᆅ┙ἲ㠃ࡢᔂቯࡀᩓⓎࡉࢀ࡚࠸ࡿ➼ࡢၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ」㞧࡞
ᆅ┙ᵓ㐀㸦ⴥ᩿ᒙ㸧ୖ❧ᆅࡍࡿࡓࡵࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾ࡅࡿᇶ‽ᆅ㟈ືࢡࣛࢫࡢᆅ㟈
ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤᆅⅬ࡛ࡣᆅ㟈ືࡀቑࡋࠊゎᨺᇶ┙㠃࠾ࡅࡿ᭱ຍ㏿
ᗘࡀ*DOࡶ㐩ࡍࡿࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮾ㟁ࡢ᳨ウ㈨ᩱࡣࠊゎᨺᇶ┙㠃࡛᭱ຍ㏿ᗘ
*DOࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡘ࠸࡚ࠊ⌧≧ࡢ⪏㟈⬟ຊ࡛⿕⅏ࡋࡓሙྜࡣࠊእ㒊㟁※ࢆ᪥௨ෆ
ᪧࡍࡿࡇࡣᅔ㞴ࡢグ㍕ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ
᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤཬࡧ㛵㐃ࡍࡿ㏦㟁⣔⤫ࡢ⪏㟈ᙉࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺணᐃࡔࡗࡓࡓࡵࠊ




 ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶࠊᙜጤဨసᡂࠋ
 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢሙྜࠊᪧ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᇶ࡙ࡃᇶ‽ᆅ㟈ື6ࡣ᭱ຍ㏿ᗘ*DOࠊྠᇶ‽ᆅ㟈ື6㸦┤ୗᆅ㟈㸧

ࡣ᭱ຍ㏿ᗘ*DO࡛࠶ࡗࡓࠋᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾ࡼࡧ⚟ᓥ➨ཎⓎࠗⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂ
ᰝᣦ㔪࠘ࡢᨵゞక࠺⪏㟈Ᏻᛶホ౯⤖ᯝ ୰㛫ሗ࿌᭩ࡢᴫせࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 ᮾ㟁㈨ᩱ

 ᮾ㟁㈨ᩱ
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ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥Ⅼ࡛ࡣ࠸ࡲࡔ⪏㟈⬤ᙅᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⯡ࡢᆅ㟈ື
 
ࡼࡗ࡚㐽᩿ჾ➼ࡢኚ㟁タഛࡀᦆയࡋ࡚࠾ࡾࠊእ㒊㟁※႙ኻࡢ୍ᅉ࡞ࡗࡓࠋ

F୰ኸไᚚᶵ⬟ࡸ↷᫂ࠊ㏻ಙᡭẁࡢ႙ኻࡼࡗ࡚ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ
ձ୰ኸไᚚᶵ⬟㸦୰ኸไᚚᐊ࡛ࡣᨾᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㸧
୰ኸไᚚᶵ⬟ࢆኻࡗࡓࡓࡵࠊ㐠㌿ဨࡀཎᏊ⅔ࡢ≧ែࡸᨾࡢᛴ㏿࡞㐍ᒎࢆṇࡋࡃᢕᥱࡋࠊ
ุ᩿ࡋࠊ⾜ືࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୰ኸไᚚᐊ࡛ᑐᛂᙜࡓࡗࡓ㐠㌿ဨࡣᡴ
ࡘᡭࢆኻ࠸ࠊᩘ㛫ࢆ↓㥏ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋࡉࡽᝏ࠸ࡇࠊᬑẁ࡛࠶
ࢀࡤ୰ኸไᚚᐊ࡛㞟୰ฎ⌮ࡋ࡚࠸ࡿ┘どࡸไᚚ࡞ࡢከࡃࡢసᴗࢆࠊྛᶵჾ࣭タഛࡀ」㞧
㓄⨨ࡉࢀࡓ⌧ሙ࠾࠸࡚ࠊ┤᥋ᐇࡍࡿࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊཎᏊ⅔ࡢ≧ែࡸᨾࡢᛴ㏿࡞㐍ᒎ㛵ࡍࡿ୍ḟሗࢆᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࡣࠊⓎ㟁
ᡤእࡢᐖ㛵ಀ⪅ࡀᚲせ࡞ሗࢆධᡭࡋࠊุ᩿ࡋࠊ⾜ືࡍࡿࡇࢆࡶⴭࡋࡃᅔ㞴ࡋΰ
ࢆࢇࡔⅬࡣࠊ㔜せ࡞Ἴཬⓗᙳ㡪࡛࠶ࡗࡓࠋ

ղ↷᫂㸦⌧ሙ࡛ࡢᨾᑐᛂసᴗࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠊཪࡣ㐜ࢀࡓ㸧
୰ኸไᚚᶵ⬟ࡢ႙ኻࡼࡗ࡚ࠊᨾᑐᛂసᴗࡢከࡃࢆ⌧ሙ࡛┤᥋ᐇࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗ
ࡓࡀࠊ↷᫂ࢆኻࡗࡓࡓࡵ࡞ᬯ㯮࡞ࡗࡓⓎ㟁ᡤෆ࡛ࡢసᴗࡣࠊ୰ኸไᚚᐊࡸⓎ㟁ᡤ⥭ᛴ
ᑐ⟇ᐊ࡛ࡢᅗ㠃➼ࡼࡿ๓☜ㄆ㐠㌿ဨࡢグ᠈ࢆ㢗ࡾࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᆅ
㟈࣭ὠἼࡼࡿ㐨㊰ࡢ◚ቯࡸࡀࢀࡁࠊ⁻ὶ≀ࠊ␃ࡋࡓ㔞ࡢᾏỈ࡞ࡢ㞀ᐖ≀ࡢᙳ㡪↷
᫂ࡢ႙ኻࡀ┦ࡲࡗ࡚ࠊ⌧ሙ⾜ࡗ࡚ࡶᨾᑐᛂసᴗࢆ㐙⾜࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡾࠊ㐜ࡋ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡾࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊ↷᫂ࡢ႙ኻࡣࠊవ㟈ࡼࡗ࡚㡪ࡃࡈ࠺㡢ᦂࢀࡼࡿᜍᛧឤࡶ࠶ࡾࠊ⌧ሙ୍้
ࡶ᪩ࡃࡓࡾ╔ࡇ࠺ࡍࡿ㐠㌿ဨࡢẼຊࢆࡦࡿࡲࡏࡿࡢᙳ㡪ຊࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣࠊ≉ẁࡢ
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ճ㏻ಙᡭẁ㸦ධᡭࡋࡓሗࡢఏ㐩ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠊ㐜ࢀࡓࠊཪࡣㄗࡗࡓ㸧
ᆅ㟈࣭ὠἼࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚ࠊⓎ㟁ᡤෆࡸⓎ㟁ᡤ୰ኸไᚚᐊ㛫ࡢ㏻ಙᡭẁ࡛࠶ࡿ࣮࣌ࢪࣥ


ࢢ ࡸ3+6࣭ᅛᐃ㟁ヰࡢಖᏳ㟁ヰ➃ᮎࠊ
ࢺࣛࣥࢩ࣮ࣂࡀ⏝⬟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵ⌧ሙ࡛ࡣࠊ
㐺ᙜ࡞㛫㝸࡛ேဨࢆ㓄⨨ࡋኌࡼࡿఏゝ࡛ሗఏ㐩ࡋࡓࡾࠊㄗసື࡛Ⓨ㬆ࡋ࡚࠸ࡿⅆ⅏ሗ
▱ჾࡢ㡢ࢆ⏝ࡋ࡚ᛂᛴࡢಙྕࡋࡓࡾࡉࡲࡊࡲ࡞ពᕤኵࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡋࡋࠊࡇࢀ
ࡽࢆࡶࡗ࡚ࡋ࡚ࡶࠊሗఏ㐩ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡾࠊ㐜ࡋࡓࡾࠊ⌧ሙࡢసᴗຠ⋡ࡀⴭࡋࡃప




 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
 Ⓨ㟁ᡤ⥭ᛴᑐ⟇ᐊࡸᮏᗑ⥭ᛴᑐ⟇ᐊࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠊཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔㸦௨ୗࠕಖᏳ㝔ࠖ࠸࠺㸧➼ࡢ
㛵ಀᐁᗇࠊᆅ᪉බඹᅋయࠊ࿘㎶ఫẸ➼࠸ࡗࡓయࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ࣮࣌ࢪࣥࢢࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤෆྛ⟠ᡤタ⨨ࡉࢀࡓࣁࣥࢻࢭࢵࢺࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢫࣆ࣮࡛࢝ᵓᡂࡉࢀࡓᡤෆ㐃
⤡⏝㏻ಙタഛࢆ࠸࠺ࠋ᧯సࡀ⡆༢࡛㧗㦁㡢⎔ቃୗ࡛ࡶ᫂░࡞ᨺ㏦ཬࡧ㏻ヰࡀྍ⬟ࠋ

 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ୗࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㏻ಙᡭẁࡢไ⣙ࡀ㐠㌿ဨࡢᏳ☜ಖࢆᅔ㞴ࡋࡓࡇࡣീ
㞴ࡃ࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊྛ୰ኸไᚚᐊⓎ㟁ᡤ⥭ᛴᑐ⟇ᐊ㛫ࡢ㏻ಙᡭẁࡶࠊࡑࢀࡒࢀ࣍ࢵࢺࣛࣥᅇ⥺ࡎ
ࡘ㝈ᐃࡉࢀࡓࡓࡵࠊ
ฎ⌮ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⭾࡞ሗ㔞ࢆ๓ࠊ
㘒⥈ࡋࡓ≧ែࡔࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊఏ࠼ࡿࡁሗࡀㄗࡗ࡚ఏࢃࡗࡓࡇࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊሗࡣ୰ኸไᚚᐊࡽⓎ㟁ᡤ⥭ᛴᑐ⟇ᐊࡢ୍᪉ྥὶࢀࡿࡇࡀከࡃࠊᆅ㟈ࡸὠ
ἼࠊࡢࣘࢽࢵࢺࡸⓎ㟁ᡤࠊᐙ᪘ࡢᏳྰ࠸ࡗࡓእ㒊ሗࢆ୰ኸไᚚᐊ࡛ࡣᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁ
࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡇࡀ㐠㌿ဨࡢ⢭⚄ⓗࢫࢺࣞࢫ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᨾᑐᛂࢆ୍ᒙᅔ㞴ࡋࡓ
୍ᅉ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ

ձ㹼ճ࠾ࡅࡿ᳨ドࡢࡼ࠺ࠊ୰ኸไᚚᶵ⬟ࡸ↷᫂ࠊ㏻ಙᡭẁࡢ☜ಖࡣࠊ㐣㓞ᨾ࠸࠺
⥭ᛴែᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᇶᮏࣥࣇ࡛ࣛ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㟁※⣔⤫ྠᵝࠊ
ࡑࡢタィẁ㝵࡛ከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࢆᣢࡓࡏࡿࡶࠊ⥭ᛴࢆᖖព㆑ࡋࡓ㐠⏝ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

G୰ኸไᚚᐊࡣᶵ⬟ᛶᒃఫᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡓ
ᨾᑐᛂࡢ᭱๓⥺࡞ࡿ୰ኸไᚚᐊࡣࠊᶵ⬟ᛶᒃఫᛶࡀ᭱ࡶ㧗࠸ሙᡤ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ⢭⚄ⓗࠊ⫗యⓗ㐣㓞࡞⎔ቃࡢୗࠊ㝈ࡽࢀࡓேᩘࡢ㐠㌿ဨࡀ㛗㛫ࢃࡓࡗ࡚୰ኸไᚚ
ᐊࡲࡾࠊᨾᑐᛂࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ⌧ᐇࡣࠊ୰ኸไᚚᶵ⬟ࡸⓎ㟁ᡤෆእࡢ↷᫂ࠊ㏻ಙᡭẁࢆ႙ኻࡋࠊཎᏊ⅔ࢆᏳ
Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࡢከࡃࢆ㟁※႙ኻࡼࡗ࡚ኻࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ୰ኸไᚚᐊࡢᶵ⬟ᛶࡣ‶
㊊࠸ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊ୰ኸไᚚᐊࡢᒃఫᛶࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ୰ኸไᚚᐊ࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺㜵ㆤኻᩋࡋࡓࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ୰ኸไᚚᐊෆࢆṇᅽ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡛ᨺᑕ⬟ࢆ㜵ㆤࡍࡿ✵ㄪ࣭Ẽࢩࢫࢸ࣒ࡀࠊ㟁
※႙ኻࡼࡗ࡚༑ศാ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⅔ᚰᦆയࡢ㐍ᒎࡶ₃ฟࡋࡓᨺᑕ⬟ࡀ
୰ኸไᚚᐊࡶὶධࡋࠊ୰ኸไᚚᐊෆ࡛ࡢᨺᑕ⬟⿕ࡤࡃ࠸࠺㔜࠸㈇ᢸࢆ㐠㌿ဨᙉ࠸ࡓࠋ

ࡲࡓࠊ㛗㛫ࢃࡓࡿ㐣㓞࡞ᨾᑐᛂࢆᨭ࠼ࡿࡁ㣧㣗ࡸ╧╀ࠊࢺࣞ࠸ࡗࡓ⏕άୖࡢ
ᇶ♏ࡶࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡇࡶࠊ୰ኸไᚚᐊࡢᒃఫᛶࢆ☜ಖࡍࡿୖ࡛㊊ࡋ࡚࠸
ࡓⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ



















⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢሙྜࠊⓎ㟁ᡤ⥭ᛴᑐ⟇ᐊࡣච㟈㔜せᲷෆタ⨨ࡉࢀࡓࠋ
ᮾ㟁㈨ᩱ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
୰ኸไᚚᐊࡢᒃఫᛶࡣࠊᨾⓎ⏕࠾࠸࡚ࡶࠊᨾࡀ᮰ࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࢃࡓࡾ㐠㌿ဨࡀࡲࡗ࡚ࠊྛ
✀ࡢ┘どࡸ᧯సࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆ࠸࠺ࠋ

 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡇࡢࡼ࠺ࠊ୰ኸไᚚᐊࡣᨾᑐᛂࡢ᭱๓⥺࡞ࡿࡓࡵࡢ༑ศࡘ㐺ษ࡞ᶵ⬟ᛶᒃఫᛶ
ࢆഛ࠼࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ㟁※႙ኻ➼ࡢ㐣㓞ᨾࢆ๓ᥦࡋ࡚ࡶ࡞࠾ࠊ୰ኸไᚚᐊࡢᶵ⬟ᛶ
ᒃఫᛶࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿタィࡑࡢ㐠⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

HⓎ㟁ᡤእࡽࡢ㈨ᶵᮦᨭᙉࡃ౫Ꮡࡋ࡚ࡢᨾᅇ㑊ࡣຠᯝⓗࡔࡗࡓ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢ㈨ᶵᮦᨭせㄳࡣࠊᾘ㜵㌴ࡸ㟁※㌴ࠊ࣮࣍ࢫࡸࢣ࣮ࣈࣝࠊ⇞ᩱࠊࣂࢵ
ࢸ࣮ࣜࠊ࣏ࣥࣉࠊ࣮ࣔࢱ࣮ࠊཎᏊ⅔෭༷⏝ࡢỈࠊᨺᑕ⥺㜵ㆤ⏝ࡢഛရࡸᾘ⪖ရ㢮࡞ࠊከ✀
ከᵝ࡛㔞ࡶ⭾࡛࠶ࡗࡓࠋ㹼ྕᶵࡢྜィࣘࢽࢵࢺࡀྠ⿕⅏ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡀཎᏊ⅔
ᨾྥࡗ࡚㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡃែࠊᚲせ࡞㈨ᶵᮦࡢከࡃࢆⓎ㟁ᡤෆ࡛ㄪ㐩ࡋࠊ༶ᗙ⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡞๓ࡢഛ࠼ࡀ࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣࠊⓎ㟁ᡤእࡽࡢ㈨ᶵᮦᨭᙉࡃ౫Ꮡ
ࡋ࡚ࡢᨾᅇ㑊ࡣ࡞ࡋᚓࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࢀࡣከࡃࡢᅔ㞴ࡀకࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ㏫ࠊⓎ㟁ᡤෆ࡛ࠊཪࡣⓎ㟁ᡤ࿘㎶ࡽ㎿㏿
㈨ᶵᮦࢆㄪ㐩࡛ࡁࡿഛ࠼ࡀ࠶ࢀࡤࠊཎᏊ⅔ᨾࢆ㜵Ṇཪࡣ⦆࡛ࡁ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ᮏᨾࡢሙྜࠊ㏻ಙᡭẁࡣ㝈ᐃࡉࢀࠊពᛮఏ㐩ࡢ㱈㱒ࡶ㑊ࡅࡽࢀࡎࠊ㐨㊰ࡢ◚ቯὠἼ
⁻ὶ≀ࡢᩓ࡛ࢡࢭࢫᛶࡀᝏࠊⓎ㟁ᡤ࿘㎶ࡢᨺᑕ⥺ࣞ࣋ࣝࡶ㧗ࡲࡗࡓࡓࡵ㍺㏦ࡀ୍
Ṇࡋࠊࡼ࠺ࡸࡃ୍㒊ࡢ㈨ᶵᮦࡀ฿╔ࡋ࡚ࡶᮍ╔ࡢ㈨ᶵᮦ୍⥴⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤᨾᑐᛂ
࡛ࡣᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊཎᏊ⅔ᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊⓎ㟁ᡤእࡽࡢ㈨ᶵᮦᨭࡣࡉࡲࡊࡲ࡞㝈⏺ࡀ࠶
ࡿࡓࡵࠊᨾᑐᛂୖ㔜せ࡞㈨ᶵᮦࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎ㟁ᡤෆ࡛ࠊཪࡣⓎ㟁ᡤ࿘㎶ࡽࡶㄪ㐩࡛
ࡁࡿഛ࠼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ


㸰㸯㸱 ཎᏊ⅔ᨾࡢ㐍ᒎ
ࠕ㸰㸯㸰᳨࡛ࠖドࡋࡓࡼ࠺ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚
㟁※ࢆ႙ኻࡋࠊ༴㝤࡛㐣㓞࡞⌧ሙ⎔ቃຍ࠼ࠊཎᏊ⅔෭༷ࡶᅔ㞴࡞≧ἣ㝗ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞⎔ቃࡢ୰ࠊ㐠㌿ဨࡣཎᏊ⅔ᨾࢆᅇ㑊ࡍࡃᑐᛂࢆ⥆ࡅࡓࡀࠊ㹼ྕᶵࡣཎᏊ⅔ᨾࠊ
ྕᶵࡣཎᏊ⅔ᘓᒇࡀ⇿Ⓨࡋ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡀእ㒊⎔ቃ㟢ฟࡍࡿᨾ⮳ࡗࡓࠋࡑࢀ
ᑐࡋ࡚ࠊྕᶵࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࡶ෭ Ṇᡂຌࡋࡓࠋ
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ㹼ྕᶵ࠾ࡅࡿᨾࡢ㐍ᒎࢆ⥲ྜⓗᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ࠊᨾࡢ㐍ᒎ㛵ࡍࡿㅖㄽ
Ⅼࡘ࠸࡚ྕᶵู⪃ᐹ࣭ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྕᶵࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢࣉࣟࢭࢫ᳨࡛ドࢆ⾜
ࡗࡓࠋ

















ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁㈨ᩱ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
࠼ࡤࠊᾏỈ࣏ࣥࣉࡸ࣮ࣔࢱ࣮ࠊ௦᭰ὀỈタഛࠊ࣮࣍ࢫࠊ㟁※㌴ࠊࢣ࣮ࣈࣝࠊᡤෆᐜ㔞㟁※➼ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

- 150 -

➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

㸯㸧㹼ྕᶵ࠾ࡅࡿᨾࡢ㐍ᒎ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢྛྕᶵ࠾ࡅࡿ⿕⅏≧ἣࡑࢀࡒࢀࡢᨾࡢ㐍ᒎ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪤࠸ࡃࡘ
ࡢㄪᰝሗ࿌᭩࠾࠸࡚⣔ิⓗゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏሗ࿌᭩࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞
⣔ิⓗ࡞ゎㄝࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇࡣ᥍࠼ࠊྠ⿕⅏ࡋࡓ㹼ྕᶵࡢཎᏊ⅔ᑐࡋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ
ࡢ㐠㌿ဨࡀࡢࡼ࠺࡞ᑐฎࢆヨࡳࡓࡢࠊࡑࡢ⯡ⓗ࡞ὶࢀࢆ⥲ྜⓗᩚ⌮ࡋࡓࠋ

Dᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥
ձᙜึࠊ᭱ࡶ༴㝤ࡔࡉࢀࡓྕᶵ
ᆅ㟈ࡼࡾࢫࢡ࣒ࣛṆࡋࠊẼ㝸㞳ᘚࡢ㛢㙐ࡼࡗ࡚Ỉჾࡢ⇕ࡀ㐽᩿ࡉࢀࡓ
ྕᶵࡢཎᏊ⅔ࡣࠊࡶࡶ,&ࡼࡿᅽຊㄪᩚᡭẁࡀ࠶ࡗࡓࠋ,&ࡣࠊࡇࢀ⮬యࡀ᭱⤊ࣄ࣮ࢺ
ࢩࣥࢡ࡛࠶ࡾࠊཎᏊ⅔ࡽࡢᔂቯ⇕ࢆẼ⟶ࡽཷࡅධࢀࠊෆ㒊ࡢ⣽⟶ࢆࡋ࡚⬗ഃࡢỈ
ఏ࠼ࡿࡇ࡛㝖⇕ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࠋࡸࡀ࡚⬗ഃࡢỈࡣἛ㦐ࡋ࡚ῶᑡࡋጞࡵࡿࡀࠊࡇࢀࢆ⿵⤥
ࡍࡿࡓࡵࡢ⣔⤫ࡶ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡽࡢὶ㟁※ࡶࣂࢵࢸ
࣮ࣜࡽࡢ┤ὶ㟁※ࡶ႙ኻࡋࠊ,&ࡢ᧯సࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡀࠊ,&ࡀ㝸㞳ࡉ
ࢀࡓࢱ࣑ࣥࢢ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢᨾࡢᒎ㛤ࢆᛴ⃭ᝏࡉࡏ
ࡓࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢࡁࡢྕᶵ࠾࠸࡚㉳ࡇࡗࡓ㔜࡞≧ἣࡢኚࡀ㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛ㄆ▱ࡉࢀࡎ
༑ศඹ᭷ࡶࡉࢀࡎࠊࡑࡢ௦ࢃࡾࠊ㐠㌿≧ἣࡀ᫂࡞ࡗࡓྕᶵࡢ5&,&ὀពࡀᘬࡁ
ࡅࡽࢀࡓࠋὶ㟁※┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡣྕᶵ࠾࠸࡚ࡶⓎ⏕ࡋࡓࡓࡵࠊࡑࡢࡇࡼࡗ࡚ࠊ
ࡑࢀࡲ࡛ṇᖖ㐠㌿ࢆࡋ࡚࠸ࡓ5&,&ࡀṆࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎㔞ࡋࡓࡽ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢሙྜࠊཎᏊ⅔Ỉࡣศࡲ࡛᭷ຠ⇞ᩱ㡬㒊㸦7$)㸧ࣞ࣋ࣝࡲ࡛పୗࡍࡿࡇ
࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᮾ㟁ࡣศࠊཎᏊຊ⅏ᐖ≉ูᥐ⨨ἲ➨᮲ヱᙜࡋࡓุ᩿ࡋࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ែࢆᨻᗓሗ࿌ࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊ┿ࡗඛNPᅪෆࡢఫẸ㑊㞴ࢆࡧࡅࡓࡢࡣ⚟ᓥ┴ࡔࡗࡓࠋⳢ⥲⌮ࡀࡇࢀࢆ
NPᣑࡋ࡚ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࡢࡣࡑࢀࡽ⣙ศᚋࡢศ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ղᐇࡣࠊྕᶵࡢ᪉ࡀ༴㝤ࡔࡗࡓ
⌧ሙࡣࠊ5&,&ࡢ㐠㌿≧ែࡢ☜ㄆࢆᛴࡄ୍᪉ࠊཎᏊ⅔Ỉࡢ☜ㄆࡶᛴ࠸ࡔࠋࡶࡋ5&,&ࡀṆ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡞ࡽࡤཎᏊ⅔Ỉࡀ7$)ࣞ࣋ࣝᮍ‶࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡣࡎࡢ้ࡶࡍࡂ࡚ࠊศ
ࡼ࠺ࡸࡃỈィࡢᣦ♧ࡀᅇࡋࡓࠋ7$)PP࡛࠶ࡗࡓࠋࡦࡲࡎࡇࢀ࡛Ᏻᚰࡋࠊࡇࡢ᪨ࢆ
ᨻᗓࡶ㐃⤡ࡋࡓࠋḟ࠸࡛ࠊཎᏊ⅔ᅽຊ᱁⣡ᐜჾᅽຊࡢᣦ♧ィࡀᪧࡋࠊ୧᪉ṇᖖ࡛࠶ࡿ
ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦ศ㸧ࠋ
ᬯ㯮㝗ࡗࡓࠊྕᶵẚࠊὶ㟁※ࡣኻࡗࡓࡶࡢࡢ┤ὶ㟁※ࡀṧࡗ࡚࠸ࡓྕᶵࡣࡲ
ࡔᗄศᖾ㐠ࡔࡗࡓࠋཎᏊ⅔Ỉ࡞ࢆ┘どࡍࡿࡓࡵࡢィ ჾࡶṇᖖᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ5&,&
ࡢ㐠㌿≧ែࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ+3&,ࡶ࠼ࡿ≧ἣ࠶ࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋࡈࢁࡣᑠᆺ࣏࣮ࢱࣈ
ࣝⓎ㟁ᶵࡀᣢࡕ㎸ࡲࢀࠊࠊྕᶵࡢ୰ኸไᚚᐊࡣ᫂ࡿࡉࡀᡠࡗࡓࠋ
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ճᛴ㏿㐍⾜ࡍࡿྕᶵࡢ⅔ᚰᦆയ
୍᪉ࠊ᪤ศࡈࢁࡣࠊྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡢᨺᑕ⥺ࣞ࣋ࣝࡀୖ᪼ࡋࠊ❧ධ⚗Ṇࡀᩜ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋᚋࠊྕᶵ,&ࡢ㐠㌿≧ἣᑐࡋࠊච㟈㔜せᲷࡢᑐ⟇ᐊ࡛ࡣࡑࢀᏳࢆឤ
ࡌ࡚࠸࡞ࡗࡓࡢ㛵ಀ⪅ࡢゝࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ࡞ࡾ᪩࠸ࡽࠕḟࡢᡭࠖࡀᡴࡓ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋᾘⅆ⣔ࢆ⅔ᚰࢫࣉࣞ⣔ࣛࣥᵓᡂࡉࡏࠊࡑࡢࡲࡲࢹ࣮ࢮ࣭࣏ࣝࣥࣉࢆ㉳ື
ࡋ࡚ᚅᶵ㐠㌿ࡋࡓ㸦ศ㸧ࠋࡇࢀ࡛ཎᏊ⅔ᅽຊࢆ03D௨ୗῶᅽࡍࢀࡤࠊཎᏊ⅔
ᅽຊᐜჾࡢὀỈࡀྍ⬟࡞ࡿࠋࡣ࠸࠼ࠊࡇࡢࡁࡲ࡛ࡣ᪤,&ࢆ㝸㞳ࡋ࡚ࡽ⣙
㛫ࡀࡍࡂ࡚࠾ࡾࠊ᪤⅔ᚰୖ㒊ࡀ㟢ฟࡋࠊ⁐⼥ࡶጞࡲࡗ࡚࠸ࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡑ࠺ࡔࡍࢀ
ࡤࠊࢪࣝࢥࢽ࣒࢘ỈᛂࡼࡿỈ⣲ࡢⓎ⏕ࡶ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡲࡓࡲ┤ὶ㟁※ࡀᖐࡋࡓศࠊ㐠㌿ဨࡀࢫࢵࢳࢆධࢀࡧ,&⣔ࢆാࡏࡼ࠺
ヨࡳࡓࠋࡋࡋࠊࡋࡤࡽࡃࡢ㛫ࡔࡅ⬗ഃẼ⟶ࡽᗄࡽࡢẼࡀฟࡉࢀࡿ㡢ࡀ⪺ࡇ࠼ࡓ
ࡀࠊࡸࡀ࡚ᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋẼ㓄⟶ࡽ⣽⟶ὶࢀ࡚ࡁࡓࡢ
ࡀᮏ᮶ࡢỈẼ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㠀จ⦰ᛶࡢỈ⣲࢞ࢫࡔࡗࡓࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡶ⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿࠋ

,&ࡣࠊసືࡋࡉ࠼ࡍࢀࡤࠊཎᏊ⅔ᅽຊࢆᛴ㏿ῶᅽࡍࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿࠋࡋࡋࠊࡍࡂ
 ᐃࡋࡓཎᏊ⅔ᅽຊࡣ03Dࡔࡗࡓሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡛ࡣ㉳ືࡋࡓᾘⅆ࣏ࣥࣉࡽ
ࡢὀỈࡣࡲࡔጞࡲࡗ࡚ࡶ࠸࡞࠸ࠋศⅬ࡛ࡢཎᏊ⅔Ỉࡀࠊ7$)PPࡢࡇ࡛࠶
ࡾࠊ᪤Ỉィࡢ⾲♧ࡶ␗ᖖࡀ⌧ࢀࡿ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
⅔ᚰᦆയࡣ࡞ࡾࡢẁ㝵ࡲ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ❧ධ⚗ṆࡀᩜࢀࡓⅬ࡛ࡣࠊ
᪤ᨺᑕ⬟ࡀ‶ࡋࡓ᱁⣡ᐜჾࡽཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ₃ฟࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡓ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ
≧ἣࡣࠊ᪤㏙ࡢ࣮࢜ࢡࣜࢵࢪᅜ❧◊✲ᡤࡢゎᯒሗ࿌᭩ࡶ▩┪ࡀ࡞࠸ࠋྠሗ࿌᭩ࡼࢀࡤࠊ
&&,ࡶጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ㛫࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊỈ⣲࢞ࢫࡶ⁐⼥≀ࡀ⁐ࡅⴠࡕࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜ
ࢺࡢࣇࣟࡽࡣࠊ㔞ࡢ୍㓟Ⅳ⣲ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡞ࡢࠊ
ศࡣ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡀタィᅽຊࢆ㉸㐣ࡋࠊ03D>DEV@ࢆᣦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྕᶵࡢ༴㝤ࡢ
ࣞ࣋ࣝࡣ้ࠎ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋ

Eᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥
ձྕᶵࡢཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡀ◚ᦆ
ྕᶵࡣࡉࡽ༴㝤࡞≧ែ࡞ࡾࠊࡍࡂࡣ࣋ࣥࢺࡀ᳨ウࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ⇞ᩱษࢀࡢ
ࢹ࣮ࢮࣝ㥑ື࣏ࣥࣉࡣࠊࡲࡔ୍ᗘࡶὀỈࡋ࡞࠸࠺ࡕṆࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢࡲࡲጞືࡋ
࡞ࡗࡓࡓࡵ⏝ࡉࢀࡎࠊཎᏊ⅔ῶᅽᚋࡢὀỈ⏝ࡋ࡚ࡣᾘ㜵㌴ࡀ࡚ࡽࢀࡓࠋࡶࡶⓎ
㟁ᡤෆ㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡓᾘ㜵㌴ࡣྎ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕྎࡣᨾ㞀ࡋ࡚࠼ࡎࠊࡶ࠺ྎࡶ
ᆅ㟈ࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚ࠊྕᶵഃࡽ⛣ືࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊ၏୍⏝ྍ⬟࡞ྎࡀྕᶵ




 ᶵჾస⏝ࡍࡿᅽຊࡢ⾲♧᪉ἲࡣࠊẼᅽᡂศ㸦⣙03D㸧ࢆྵࡴࠕ⤯ᑐᅽຊࠖ⾲♧Ẽᅽᡂศࢆ㝖࠸ࡓࠕࢤ
࣮ࢪᅽຊࠖ⾲♧ࡀ࠶ࡿࠋ୧⪅ࢆ᫂☜༊ูࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ⤯ᑐᅽຊࡣ>DEV@ࢆࠊࢤ࣮ࢪᅽຊࡣ>J@
ࢆᮎᑿグࡍࡿࠋ
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࡚ࡽࢀࡓࠋࡋࡋࠊ⤖ᒁ,&ࡀ㝸㞳ࡉࢀ࡚ࡽ୍ᗘࡶὀỈࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡲࡲࠊศࠊ
࠺࠺ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ◚ᦆࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ᱁⣡ᐜჾࡢ
ᅽຊࡀྠࡌ್࡞ࡾࠊࡶ03Dࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᅽ࡞ࡗࡓ᱁⣡ᐜჾࡽࡣ㟁Ẽ࣌ࢿࢺ
࣮ࣞࢩࣙࣥࡸ᱁⣡ᐜჾࢺࢵࣉࣇࣛࣥࢪࠊᶵჾࣁࢵࢳ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᐃᖖⓗཎᏊ⅔ᘓᒇ࢞ࢫࡀ
ᄇฟࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ୰ࡣࠊᨺᑕ⬟ࡸỈẼࠊỈ⣲➼࡛‶ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᨺᑕ⬟ࡣཎᏊ⅔ᘓᒇࡽእ㒊⎔ቃࡶ₃ࢀฟࡋࠊᩜᆅቃ⏺ࡢᨺᑕ⥺ࣞ࣋ࣝࡶୖ᪼ࢆ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿࠋᒇእ࡛ࡢᨾᑐᛂዑ㉮ࡍࡿసᴗဨࡶࠊ୰㟁ⅉࡢ᫂ࡾࡔࡅࢆ㢗ࡾ୰ኸไᚚᐊෆ࡛
ᇳົࡍࡿ㐠㌿ဨࡶࠊⓙ㠃࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇࡣࠊࡇࡢࡇࢁᨺฟࡉࢀ࡚࠸ࡿᨺᑕᛶࣚ
࢘⣲ࡣࠊᚋ᪥ὀ┠ࡉࢀࡿ,ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༙ῶᮇࡢ▷࠸,ࠊ,ࠊ,ࠊ,
ࡶ㔞ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ศࡣ㑊㞴༊ᇦࡀ༙ᚄNPᣑࡉࢀࡓࠋ⤖ᒁࡇࡢⅬࡲ࡛ࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔ᑐࡋ
࡚ࡣࠊఱ୍ࡘࡋ࡚᭷ຠ࡞ᑐᛂࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᱁⣡ᐜჾࡽࡢ₃࠼࠸㔞ࡀቑࡋࡓࡓࡵ࡞
ࡢࠊ᱁⣡ᐜჾෆ㒊࡛ࡢ&&,ࡼࡿ࢞ࢫࡢⓎ⏕㔞ࡀపୗࡋࡓࡓࡵ࡞ࡢࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊ㸦ࡍ
࡞ࢃࡕࡇࢀࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊ࡛ࡶ࠶ࡿ㸧ࡀపୗࢆጞࡵࠊࡼ࠺ࡸࡃཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢὀỈࡀྍ
⬟࡞ࡗࡓࠋᾘⅆỈࢱࣥࢡࡢỈࡀᾘⅆ࣏ࣥࣉࡼࡗ࡚㏦ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶ
ᾘⅆ࣏ࣥࣉࡗ࡚ࡣࠊᅽຊࡣ࡞ࡾ㧗ࡃࠊ༑ศ࡞ὶ㔞ࢆ㏦ࡾ㎸ࡵࡿ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ

ղࠊྕᶵࡢ⥘ࡔࡗࡓ5&,&
ྕᶵ࡛ࡣࠊࡲࡔ┤᥋㐠㌿≧ែࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓࡀࠊཎᏊ⅔Ỉࡀⴠࡕ
╔࠸࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ5&,&ࡢ㐠㌿ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࡶࡢᛮࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ࠸ࡘࡲ࡛㐠㌿
ࡀ⥆ࡃࡶࡢࡶ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊ๓᪥ࡽ㧗ᅽὀỈࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࠊࡈࢁ฿╔ࡋࡓ
㟁※㌴ࢆྕᶵࡢ㏆ࡃṆࡵࠊ࣍࢘㓟Ỉὀධ⣔㸦6/&㸧࣏ࣥࣉࡼࡿὀỈྥࡅࡓࢣ࣮ࣈࣝᩜ
タసᴗࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋᐜ㔞ⓗࡣไᚚᲬ㥑ືᶵᵓ㸦&5'㸧࣏ࣥࣉࡢ᪉ࡀᮃࡲࡋࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊྠ࣏ࣥࣉࢆ㐠㌿ࡍࡿࡓࡵࡣࡉࡲࡊࡲ࡞࿘㎶ᶵჾࡶྠ㐠㌿࡛ࡁࡿ≧ែࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ぢ㏻ࡋࡀᝒほⓗ࡛࠶ࡿࡇࡽ᩿ᛕࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
5&,&ࡢ㐠㌿ࡣࠊࡲࡔ┤ὶ㟁※ࡀ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓྕᶵࡢ᪉࡛ඛṆࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸦
ศ㸧ࠋࡋࡋᖾ࠸ࡶࠊࡑࡢ㛫ᚋࡢศࡣ+3&,ࡀ⮬ື㉳ືࡋࠊࡧཎᏊ⅔Ỉ
ࢆᅇࡉࡏࡓࠋ

ճ↔ࡿᨻᗓ㐍ࡲ࡞࠸ྕᶵ࣋ࣥࢺ
ࡇࢀඛ❧ࡗ࡚ᮾ㟁ࡣࠊྕᶵ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡢᐇࡘ࠸࡚⤒῭⏘ᴗ⮧ࡽࡢ௧ࢆ
ཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ⥆࠸࡚Ⳣ⥲⌮ࡀ⌧ᆅࢆゼࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪤᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡣࣆ࣮ࢡࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾࠊ
⇿Ⓨᛶ࢞ࢫ㸦Ỉ⣲ࠊ୍㓟Ⅳ⣲㸧ࡢ₃ฟࡼࡾࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡣḟ➨༴㝤࡞⎔ቃኚࢃࡗ࡚
࠸ࡗࡓࠋ
୍้ࢆத࠺࣋ࣥࢺ᧯స࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆㞄ఫẸࡢ㑊㞴ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡽᐇ⾜ࡍࡿࡶࡢࡉࢀࠊ
ࡇࢀࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊྕᶵ୰ኸไᚚᐊ࡛⤖ᡂࡉࢀࡓ㐠㌿ဨ≉ูࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ࠶ࡽ
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ࡌࡵ࣒ࣚ࢘࢝ࣜ࢘ࡢ㘄ࢆ᭹⏝ࡋ࡚ᚅᶵࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ࠸ࡊチྍࡀୗࡾ࡚ᐇ⾜⛣ࡗ
ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢ᧯సࡣᛮ࠸ࡢእ㞴⯟ࡋࡓࠋ⤖ᒁࠊ࢚࣮࣭ࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ࢆᡭ㓄ࡍࡿ࡞ࠊ
ࡉࡽ㛫ࡀࢀࠊࡼ࠺ࡸࡃ㐙⾜࡛ࡁࡓࡢࡣศ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࠕ᪩ࡃࡋࢁ࠸࠺ࡇࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊ࠾⪺ࡁࡢ࠾ࡾࠊ㟁※ࡀ࡞࠸ࠊ✵
Ẽᘚࡶ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊࣂࣝࣈࡀࠊࡑࡢࠊ㛤㛢࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛ࠊࡑ࠺ࡍࡿࠊ
࣐ࢽ࡛ࣗࣝ࠸ࡃࡋ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡡࠋ ྕᶵࡘ࠸࡚ࡣࠊࡶ࠺⥺㔞ࡀୖࡀࡗ࡚ࡁ
ࡓࡢ࡛ࠊ㠀ᖖཝࡋ࠸≧ែ࡛ࠊ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ࠋ࠸ࢁࢇ࡞ࡸࡾ᪉⪃࠼ࡲࡋࡓࠋࢥ
ࣥࣉࣞࢵࢧ࣮࡞ࢇࡶࠊࡶ࠺ࡑࡢࠊ࢞ࢫࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ࢆࠊ࣋ࣅ࣮ࢥࣥࡗ࡚ࡕࡗ
ࡕࡷ࠸ࡸࡘ࡛ࡸࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊ࠶ࢀࡌࡷ࠵↛ື࡞ࡗࡓࢇ࡛ࠊ༠ຊᴗࡉࢇ
࠾㢪࠸ࡋ࡚ࠊᅵᮌᴗࡢ࠺࡛సᴗࡋࡓࡾ࡞ࢇࠊ⤖ᒁࠊࡑࡢࠊືࡍࡓࡵࡢᡭ
㛫ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀࠊࡍࡈࡃࡾࡲࡋ࡚࡛ࡍࡡࠋ࣭࣭࣭㸦୰␎㸧࣭࣭࣭
ࡔࡽࠊࡳ࡞ࡉࢇࡀ࣋ࣥࢺࠊ࣋ࣥࢺ࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚ࡿࢇ࡛ࡍࡅࠊ⌧ሙࡽゝ
࠺࡛ࡍࡡࠊࡑࡢ࣋ࣥࢺ⮬యࡀ࡛ࡍࡡࠊᮏᙜ࡛ࡁ࡚ࢇࡢ࠺ࡀ࡛ࡍࡡࠊࢃ
ࡽ࡞࠸≧ែ࡛ࡍࠋ࡛ࡍࡽࠊࡶ࠺ࡑࡇຊࡅ࡚ࡲࡋࡓࡽࠊ࠶ࡢࠊࢹࢫ
ࢱ࣮ࣈࡉࢀࡓ࡛ࡍࡡࠊ࠸࠺ヰࡶ࠶ࡿࢇ࡛ࡍࡅࠊࡶ࠺ࣃ࡛ࣛࡶ⌧ሙ࡛࠸ࢁ࠸
ࢁ⪃࠼࡚ࡸࢀࡗ࡚ࢇ࡛ࠊᣦ♧ࡋ࡚ࡸࡗ࡚ࡲࡋࡓࡽࠊ㑧㨱ࡉࢀࡓࡗ࡚࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ
సᴗࡑࡢࡶࡢࡀࠊ࡞࡞㐍ࡲ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࡼࡡࠋ࣭࣭࣭㸦୰␎㸧࣭࣭࣭
ࡇࡗࡕࡽࡍࡿࠊᚲṚ࡛ࡸࡗ࡚࡚࠶ࢀࡔࡗࡓࢇ࡛ࡍࡼࠖ

մྕᶵࡢ⇿Ⓨྕᶵࡢᙳ㡪
ྕᶵࡢ6/&࣏ࣥࣉࡢࢣ࣮ࣈࣝᩜタࡣࠊᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞⫗యປാ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡼ࠺ࡸࡃࡑࡢ
ࡀ㏆࡙࠸࡚࠸ࡓࠋࡇࢁࡀศࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇࡀ⇿Ⓨࡋࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢດຊࡀ
୍▐ࡋ࡚⢊○ࡉࢀࡓࠋேࡢ㈇യ⪅ࡀⓎ⏕ࡋࠊᩜタࡋࡓࢣ࣮ࣈࣝࡶᦆയࡋࡓࠋࡀࢀࡁࡀ࿘
ᅖࡲࡁᩓࡽࡉࢀࠊࡇࡢࡁࡢ⾪ᧁࡼࡗ࡚ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡢࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡀ⬺
ⴠࡋࡓࠋ
ᩜᆅቃ⏺ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢᨺᑕ⥺ࣞ࣋ࣝࡀP6YKࢆ㉸࠼ࠊศࠊ㑊㞴༊ᇦࡢ⠊
ᅖࢆ༙ᚄNPᣑࡍࡿỴᐃࡀⳢ⥲⌮ࡽⓎ⾲ࡉࢀࡓࠋྕᶵ࡛ࡣࡑࡢᚋࡢศࠊࡼ࠺
ࡸࡃᾘ㜵㌴ࡼࡿᾏỈὀỈࡀጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ศ⌧ᅾࠊྕᶵࡢ5&,&ࡢ㐠㌿ࡣࡲࡔ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊཎᏊ⅔ࡽࡢᔂቯ⇕ࡀ㧗
ࡢẼࡼࡗ࡚㍺㏦ࡉࢀ⥆ࡅࡓᅽຊᢚไᐊࡢࣉ࣮ࣝỈࡣ࡞ࡾࡢ㧗 㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
ࡼࡗ࡚᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡶୖ᪼ࢆ⥆ࡅࡓࠋࡇࡢഴྥࢆᠱᛕࡋ࡚ࠊ࣋ࣥࢺࡢ‽ഛࡀጞࡵࡽࢀࡓࠋ

୍᪉ࠊศࠊྕᶵࡢ┤ὶ㟁※ࡢ୍㒊ࡀᯤῬࡋࠊࢻ࢙ࣛ࢘ࣝᅽຊࡢᣦ♧್ࡀᾘ࠼ࠊ
ศᚋࡣཎᏊ⅔Ỉࡢᣦ♧್ࡶᚓࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶ+3&,ࡢ㐠㌿ࡣ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ





ྜྷ⏣ᫀ㑻ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ㛗ࣄࣜࣥࢢ
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Fᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥
ձ༴ᶵ㌿ⴠࡍࡿྕᶵ
ྕᶵࡢ+3&,ࡣศṆࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊཎᏊ⅔ࡢὀỈᡭẁࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋཎᏊ
⅔ᅽຊࡀᛴୖ᪼ࡋࠊࢹ࣮ࢮࣝ㥑ືࡢᾘⅆ࣏ࣥࣉ࡛ࡣ㏦Ỉ࡛ࡁࡎࠊศࡽࡣ⅔ᚰࡢ㟢
ฟࡀጞࡲࡗࡓࠋᙜ↛ࠊࡇࡢࡁࡽࢪࣝࢥࢽ࣒࢘Ỉᛂࡼࡿ㔞ࡢỈ⣲ࡢⓎ⏕ࡶጞࡲࡗ
ࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ㐠㌿ဨࢳ࣮࣒ࡀ࣋ࣥࢺ᧯సࢆ⾜࠺ࡓࡵࢺ࣮ࣛࢫᐊධࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡲ࡛
ࡢ5&,&ࠊ+3&,ࠊẼ㏨ࡀࡋᏳᘚ㸦65ᘚ㸧ࡢ᧯సࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ࡽࡢ⭾࡞ᔂቯ⇕ࡀ㍺
㏦ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⴭࡋ࠸㧗 ⎔ቃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡣཎᏊ⅔ᅽຊࡀ03Dࢆ㉸࠼ࠊỈࡣ
7$)PP࡞ࡾࠊ࡞࠾ࡶୗࡀࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡶୖ᪼ࡋࠊศࡣ
03D>DEV@࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋศࡣཎᏊ⅔Ỉࡀ⅔ᚰᨭᣢᯈࡲ࡛పୗࡋࡓࠋ
ศࠊ࣋ࣥࢺ᧯సᡂຌࡋࠊ᭱㧗03D>DEV@ࡲ࡛ୖ᪼ࡋࡓ᱁⣡ᐜჾᅽຊࡀࡼ࠺ࡸࡃ
పୗ㌿ࡌࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊᩜᆅቃ⏺ࡢᨺᑕ⥺ࣞ࣋ࣝࡣࠊȣ6YKࡲ࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ65ᘚ
ࢆ㛤ࡃ㟁☢ᘚࢆ᧯సࡍࡿࡓࡵࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜ㞟ዑ㉮ࡋ࡚࠸ࡓసᴗဨࡀᡠࡾࠊࡑࢀࡽࢆࡘ࡞
࠸࡛ཎᏊ⅔ࡢῶᅽࡶᡂຌࡋࡓࠋศࡲ࡛ࡣཎᏊ⅔ᅽຊࢆ༑ศప࠸ࡇࢁࡲ࡛ୗࡆࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࠊ᪩㏿ὀỈࡀጞࡲࡗࡓࠋ㛫ࡶ࡞ࡃ7$)ࡲ࡛ࡢෙỈᡂຌࠋࡇࢁࡀศࠊ
ὀỈ⏝ࡢỈࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋὀỈ⏝ࡢỈ※ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾసᴗࡀ୰᩿ࡋࡓࡇ࡛ࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔
Ỉࡣࡧ7$)ࣞ࣋ࣝ௨ୗ࡞ࡾࠊࡣ7$)PPࢆᣦ♧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋᾏỈὀධࡶ⾜
ࡗࡓࡀࠊ7$)ࣞ࣋ࣝࢆᅇࡋ࡞࠸ࡲࡲཎᏊ⅔ᘓᒇධࡾཱྀࡢ࢚ࣟࢵࢡᡬ࡛P6YKࡶࡢᨺᑕ
⥺ࣞ࣋ࣝ࡞ࡾࠊ୰ኸไᚚᐊࡶP6YK㐩ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊྕᶵ࡛ࡣ5&,&ࡀ㐠㌿ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡶࡈࢁࡣ࡞ࡾཝࡋ࠸≧ἣᕪ
ࡋࡗ࡚ࡁࡓᛮࢃࢀࡓࠋ㏿ࡸ࡞ཎᏊ⅔ῶᅽᾘ㜵㌴ࡼࡿὀỈࡢ‽ഛࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

Gᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥
ձྕᶵࡢ⇿Ⓨ
ྕᶵࡢ✵ࡔࡁ≧ែࡣ⥆ࡁࠊศࡣ⅔ᚰࡀ㟢ฟࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᾘ㜵㌴ࡸ⮬⾨㝲
ࡢ⤥Ỉ㌴ࡀ⥆ࠎᛂࡢࡓࡵ฿╔ࡋࠊὀỈࡢ‽ഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ᭱୰ࡢศࠊ࢜ࣞ
ࣥࢪⰍࡢ㛝ගࢆᨺࡗࡓḟࡢ▐㛫ࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇࡀ⇿Ⓨࡋࡓࠋᑠࡢࡀࢀࡁ⢊ࡌࢇࢆ
ᩘⓒ࣓࣮ࢺࣝࡢ㧗ᗘࡲ࡛⯙࠸ୖࡆࠊࡑࢀࡽࡢ㝆ୗࡼࡾࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇࡢኳࡣᕧ࡞✰ࡀ
㛤࠸ࡓࠋ᪂ࡓேࡶࡢ㈇യ⪅ࡀⓎ⏕ࡋࠊసᴗࡀ୰᩿ࡋࡓࠋࡧ⌧ሙ⤖㞟ࡋࠊཎᏊ⅔ࡢ
ᾏỈὀධࡀ㛤ࡉࢀࡓࡢࡣ㛫௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡓศ࡞ࡗ࡚ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྕᶵࡢ⇿Ⓨࡶࡲࡓࠊྕᶵࡢᨾᑐᛂసᴗᙳ㡪ࡋࡓࠋཎᏊ⅔ࡢὀỈ⏝ᩜタࡋࡓ࣮࣍
ࢫᾘ㜵㌴ࡀᦆയࡋࠊసᴗࡀࡾฟࡋᡠࡗࡓࠋసᴗဨࡓࡕࡣཎᏊ⅔ࡢὀỈࣛࣥࡢᵓ
⠏ࢆヨࡳࡿࡀࠊᩓࡋࡓࡀࢀࡁࡀ㧗ࣞ࣋ࣝࡢᨺᑕ⥺※࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⌧ሙ࡛ࡢᪧసᴗࡣᅔ
㞴ࢆᴟࡵࡓࠋ

ࠕ ྕࠊ ྕࡣࠊᾏỈὀධࡢࣛࣥࢼࢵࣉࡀ࡛ࡁ࡚ࠊࡓࡔࠊỈࡀ࡞࠸ࢇ࡛࡛ࡍࡡࠊ
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୰᩿ࡋࡓࡾࡔࠊࡑࢇ࡞ࡇ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࠊࣛࣥࡀ࡛ࡁ࡚ࠊ᭤ࡀࡾ࡞ࡾ
ࡶὀධࡀ࡛ࡍࡡࠊ࡛ࡁࡿ≧ែࡔࡗࡓࠋ࡛ࠊ ྕᶵࢆࡸࡽࢇ࠸ࢇᛮࡗ࡚ࡓࢇ
࡛ࡍࡅࡶࠊ ྕᶵࡢ‽ഛࡀࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࠊᩚࡗ࡚ࡁࡓࡁࠊ ྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡀ
࠶ࡗ࡚ࠊ࡛ࠊࡶ࠺ࠊᾏỈὀධࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ  ྕࠊ ྕࠊ ྕྵࡵ࡚࡛ࡍࡡࠊ⎰♟࡛
࡛ࡍࡡࠊࡲࡗࡕࡷࡗࡓࠋ࡛ࠊࡇࢀࡀࢲ࣓ࡔࡗࡕࡹ࠺ࢇ࡛ࠊࡳࢇ࡞ࡶ࠺ࠊ࠶ࡢࠊ
ྕࡀ⇿Ⓨࡋ࡚࢜ࢱ࢜ࢱ≧ែ࡛࡛ࡍࡡࠊဨ୍ᅇᘬࡁᥭࡆࡉࡏࡓࢇ࡛ࡍࡅࠊᝏ࠸
ࡅࠊࡶ࠺ࡇࢀ௨ୖ⇿Ⓨࡋ࡞࠸ࡽࠊ⌧ሙ⾜ࡗ࡚ࠊ⎰♟∦࡙ࡅ࡚ࠊὀධࣛࣥࡢ
ᵓᡂ㢗ࡴࠋ୍ࡘࡢᅵᮌᒇࡀ࡛ࡍࡡࠊ࠶ࡢࠊࣂࢵࢡ࣮࡛࣍⎰♟ࢆ∦ࡅࡿࢳ࣮
࣒ࠊࡔࡽ࠶ࡢࠊᾘ㜵㌴ࡢᾘ㜵࣏ࣥࣉࡀ⏕ࡁ࡚ࡿ࠺☜ㄆࡋ࡚ࠊࡑࡢࣛ
ࣥࢼࢵࣉࢆࡍࡿࢳ࣮࣒࡛ࡍࡡࠊࡲࡓࡑࢀࡢᡭఏ࠸ࡢࢳ࣮࣒ศࡅ࡚࡛ࡍࡡࠊࡑ
ࡇࡽฟࡋࡓࢇ࡛ࡍࡼࠋࡔࡅࠊࡶ࠺ࡡࠊ⌧ሙࡢ⎰♟ࡀࡍࡈࡃ࡚࡛ࡍࡡࠋ࣭࣭࣭
㸦୰␎㸧࣭࣭࣭࠶ࡢ⥺㔞ࡢ㧗࠸⎰♟ࢆ࡛ࡍࡡࠊࡼࡃࡡࠊᮏᙜ༠ຊᴗࡉࢇ࡞ࢇ
࡛ࡍࡅࡡࠊࡽࡣࡳࢇ࡞ࣂࢵࢡ࣮࣍࡞ࢇࡣࠊ࢚ࣥࢪࢽࡢே㛫ࡀ࡛ࡁ࡞ࡁࡷ
࠸ࡅ࡞࠸࡞ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊࡘࡃ࡙ࡃᛮࡗࡓࢇࡔࡅࠋ༠ຊᴗࡉࢇࡀࡸࡗ࡚ࡃࢀ
ࡲࡋ࡚ࡡࠋ࡛ࠊ▷㛫࡛ࠊࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿࡼࡾࡼࡗࡱ▷㛫࡛ࡸࡗ࡚ࡃࢀ࡚ࠊ
ࣛࣥࢼࢵࣉࡢᵓᡂࡶ࡛ࡍࡡࠊࡸࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ࡛ࠊࡼ࠺ࡸࡃ࡛ࡁࡑ࠺ࡔࡗࡓࢇ࡛
ࡍࡅࠊ࠼࣮ࠊ ྕᶵࡢሙྜࡣ࡛ࡍࡡࠊ㛗ࡃࠊࡇ࠺ࠊᘬࡗᙇࡗ࡚ࡓࢇ࡛ࠊ᱁⣡
ᐜჾࡢ୰ࡢࠊୗࡢࢧࣉࣞࢵࢩࣙࣥࢳ࢙ࣥࣂ࣮ࡢ ᗘࡀ㠀ᖖ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡿࠋࡑࡇ
Ẽ㏨ࡀࡍࢇ࡛ࡍࡅࠊࡇࢀᬑ㏻ࡢ Υࡄࡽ࠸ࡢ࠶ࢀࡔࡍࡄจ⦰ࡍࡿࢇ࡛
ࡍࡅࠊࡇࡇࡢ ᗘࡀⓒఱ༑ᗘࡔࡗࡓࢇ࡛ࠖ

ղྕᶵࡢ5&,&ࡶࡘ࠸Ṇ
ศࡣࠊࡇࡇࡲ࡛ᘏࠎཎᏊ⅔ࢆ෭ࡸࡋ⥆ࡅࡓྕᶵࡢ5&,&ࡀṆࡋࡓࠋཎᏊ⅔Ỉ
ࡣ౫↛7$)PPࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊศࡲ࡛ࡣ⅔ᚰࡢ㟢ฟࡀጞࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࢆ▱ࡾࡘࡘࡶࠊసᴗࡣᙉ࠸వ㟈㜼ࡲࢀ୰᩿ࡋࡓࠋసᴗࡀ㛤ࡉࢀࡓࡣࠊཎᏊ⅔
Ỉࡣ7$)PPࡲ࡛పୗࡋ࡚࠸ࡓࠋ≧ἣࡣࡑࡢࡲࡲᅇྥ࠺ࡇ࡞ࡃࠊ⅔ᚰࡢ㟢ฟ
ࡀጞࡲࡗࡓࠋ
ศࠊ⅔ᚰࡀ㟢ฟࡋࡓࠋཎᏊ⅔ᅽຊࢆୗࡆࡿࡓࡵ65ᘚࢆ㛤࠸ࡓࡀࠊ᱁⣡ᐜჾࡢ
ᅽຊࡣணࡋࡓୖ᪼ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᱁⣡ᐜჾࡽཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ₃࠼࠸ࡀ⏕ࡌ
࡚࠸ࡓࡶࡢ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡼ࠺ࡸࡃཎᏊ⅔ᅽຊࢆ03Dࡲ࡛పୗࡉࡏࡓࡀࠊᾘ㜵㌴ࡢ⇞ᩱ
ษࢀ࡛ὀỈࡀ࡛ࡁࡎࠊཎᏊ⅔ࡢ✵ࡔࡁ≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋศࡈࢁࡽศࡈࢁࡲ
࡛ࡢ㛫ࠊὀỈࡍࡿཎᏊ⅔ᅽຊࡀୖ᪼ࡋ࡚ὀỈࡀṆࡋࠊࡧཎᏊ⅔ᅽຊࢆୗࡆ࡚ࡽὀỈ
ࡍࡿࡧཎᏊ⅔ᅽຊࡀୖ᪼ࡍࡿ࠸࠺⌧㇟ࡀࡉࢀࡿࠋศྎࡢ65ᘚࢆ㛤ࡃࡇ
࡛ཎᏊ⅔ࡢῶᅽࢆຍ㏿ࡋࠊࡇࢀࡀຌࢆዌࡋ࡚ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢὀỈࡀ㐍ࡴࡼ࠺࡞ࡾࠊ
ࡣ7$)PPࡲ࡛ᅇࡋࡓࠋ




ྜྷ⏣ᫀ㑻ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ㛗ࣄࣜࣥࢢ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎ

ᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ
ࡢ᳨ド


Hᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥
ձ
ձྕᶵ᱁⣡
⣡ᐜჾࡢ◚ᦆ
ᦆ
55&,&ࡼࡿὀ
ὀỈࡀṆࡋ
ࡋࡓྕᶵࡢཎ
ཎᏊ⅔ࡣࠊࡑ
ࡑࡢࡲࡲ✵ࡔ
ࡔࡁ≧ែࡽ⬺
⬺ฟࡍࡿࡇ
ࡀ࡛
ࡁࡎ
ࡎࠊࡉࡽࢻ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ
ࣝᅽຊࡶୖ᪼
᪼ࡋࠊศ
ศⅬ࡛0
03D>DEV@㐩
㐩ࡋࡓࠋ
ࡣࢻ
ࣛ
࢙࢘ࣝᅽຊ
ຊࡀ03D>DEV@࡞ࡾࠊཎᏊ⅔Ỉ
ࡣ7$)PPࢆ♧ࡋࡓ
ࡓࠋ
ࣛࢫᐊ࠾࠸
ࡇࡢࡁྕ
ྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓ
ᘓᒇ࡛⇿Ⓨࡀ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋྠࡌࡇࢁࠊྕᶵࡢࢺ࣮

࠸࡚ࡶ
ࡈ࠺㡢ࡀ⪺ࡇ࠼
࠼ࡓࡢࡇ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ࡢ┤ᚋࡢṇ㛛
㛛࠾ࡅࡿᨺ
ᨺᑕ⥺ࣞ࣋ࣝࡀ
ࡀP6YK㏆
㏆ࡃࡲ
࡛ୖ
ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡿࠋ
⌧
⌧ሙ⎔ቃࡀᝏ
ᝏࡋࠊࡉࡽ
ࡽ࡞ࡿ༴㝤ࡀண
ண▱࡛ࡁ࡞࠸
࠸≧ἣ࡞ࡗ
ࡗࡓࡓࡵࠊከ
ከᩘࡢసᴗဨ
ဨࢆ⚟
ᓥ➨
➨ཎⓎ㑊
㑊㞴ࡉࡏࡿࡇ
ࡇࢆỴᐃࡋ
ࡋࡓࠋศ
ศࡽศ
ศࡅࠊྕ
ྕᶵࡢ┘どࡀ
ࡀ୰᩿
ࡋ࡚࠸ࡓ㛫ࠊ᱁
᱁⣡ᐜჾࡢᅽ
ᅽຊࡀ003D>DEV@ࡲ࡛
࡛పୗࡋ࡚࠸
࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ
ㄆࡉࢀࡓࠋࡇ
ࡇࢀࡀ
᱁⣡
⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡼࡿࡶࡢ
ࡢ࡛࡞࠸ࡇࡣ᫂ࡽ࡛ࠊ
ࠊ᱁⣡ᐜჾࡢ
ࡢ◚ᦆࢆ♧၀ࡍ
ࡍࡿࡶࡢ᥎
᥎ ࡉ
࡚࠸ࡿࠋ
ࢀ࡚





┿㸰
㸰㸯㸱㸯 ᨾᚋࡢ⚟ᓥ
ᓥ➨୍ཎⓎ㹼
㹼ྕᶵ㸦ᮾഃ
ࡽ㸧
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┿㸰
㸰㸯㸱㸰 ᨾᚋࡢ⚟ᓥ
ᓥ➨୍ཎⓎ㹼
㹼ྕᶵ㸦༡ഃ
ࡽ㸧 


㸰㸧ྕᶵ࠾ࡅ
ࡅࡿᨾᅇ㑊
㑊ດຊ
㏨ࡀࡋᘚᶵ⬟
⬟
D࠼࡞࠸㏨
Ⓨ
Ⓨ⅏ᙜࠊྕ
ྕᶵ࡛ࡣ㉳
㉳ືྥࡅࡓ
ࡓཎᏊ⅔ᅽຊᐜ
ᐜჾࡢ⪏ᅽ₃
₃࠼࠸ヨ㦂ࡀ
ࡀᐇࡉࢀ࡚
࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀ
ࢀࢆᐇࡍࡿ
ࡿࡓࡵᮾ㟁ࡣ
ࡣࠊ65ᘚྎࡢ
ࡢ࠺ࡕྎࡢ
ࡢᏳᘚࡋ࡚
࡚ࡢᶵ⬟ࡢࡳ
ࡳࢆṧࡋࠊṧࡾࡢ
ṧ
ྎᑐࡋ࡚ࡣࠊᏳᘚࡋ࡚ࡶ㏨ࡀࡋᘚ
ᘚࡋ࡚ࡶస
సື࡛ࡁ࡞࠸
࠸≧ែࡋ࡚࠸
࠸ࡓࠋࡋࡓࡀ
ࡀࡗ࡚ࠊ
㏨ࡀࡋᘚᶵ⬟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊྎ࡚ࡢ665ᘚࡀ୍ⓗ
ⓗ࠼࡞࠸
࠸≧ែࡔࡗࡓ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠊྛ65
ᘚࡢ❅⣲࢟ࣗ
࣒࣮ࣗࣞࢱ
ࡽ㥑ື⏝ࢩ
ࢩࣜࣥࢲ࣮ࡲ࡛
࡛ࡢ㛫࠶ࡿ
ࡿ㝸㞳ᘚࢆ㛢
㛢ࡵࠊࡑࡢୗὶ
ὶ࠶
ࡿࣈ࣮ࣟᘚࢆ㛤
㛤࠸ࡓ≧ែ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋཎ
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜ
ᐜჾࡣ‶Ỉ࡛
࡛ࠊᅽຊࡣ⣙003Dࠊ ᗘࡣ⣙
⣙Υ
ಖ
ಖࡓࢀ࡚࠸ࡓ
ࡓࠋ
ᆅ
ᆅ㟈࣭ὠἼ
ࡼࡿ6%2ࡀྕ
ྕᶵ࠾࠸࡚
࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࡢ
ࡢࡣࠊࡇࡢࡼ࠺
࠺࡞≧ែ࠶
࠶ࡿࡁ࡛࠶
࠶ࡗࡓࠋ
ᐃᮇ
ᮇ᳨ᰝධࡗ
ࡗࡓࡢࡀᖹᡂ
ᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡔࡗࡓ
ࡓࡓࡵࠊᔂቯ
ቯ⇕ࡢⓎ⏕㔞ࡀ
ࡀࡲࡔࡁࡃ
ࡃࠊࡑ
ࡢࡓ
ࡓࡵཎᏊ⅔ᅽ
ᅽຊᐜჾࡢᅽ
ᅽຊୖ᪼ࡶ㏿
㏿ࡃࠊ᭶᪥ࡍࡂࡣ
ࡣ03Dࢆ㉸࠼
࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚
03D
㐩
㐩ࡋࡓศࡍࡂࠊྎ
ྎࡢ65ᘚࡢ࠺ࡕྎࡢᏳ
ᘚᶵ⬟ࡀస
సືࡋࡓࠋ
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ୗࠕD㹼Gࠖࡣ
ࡣࠊᮾ㟁⚟ᓥ
ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ
ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥ
ࣥࢢ
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E࠺ࡍࢀࡤῶᅽ࡛ࡁࡿ
㧗ᅽ≧ែ࠶ࡿཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢῶᅽࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ㐠㌿ဨࡣḟࡢࡼ࠺࡞᧯సᑐᛂࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡎࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊୖࡪࡓ㡬㒊࠶ࡿ✵Ẽసືᘚ㸦$2ᘚ㸧ࢆ㛤
ࡃࡇࡋࡓࠋ⪏ᅽヨ㦂ࢆ⾜࠺ࡓࡵ᭱㡬㒊ࡲ࡛Ỉᙇࡾࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ$2ᘚࢆ㛤ࡃࡇ࡛ࠊ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝᶵჾࢻ࣭ࣞࣥࢧࣥࣉỈࡋῶᅽࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ᪤$2ᘚࡢ㥑
ືᚲせ࡞ィ⏝✵Ẽ㸦,$㸧ࡀ㟁ࡼࡗ࡚ᾘ⪖ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᧯స⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㐠㌿ဨ
ࡼࢀࡤࠊ㟁ᚋࡢ,$ࡢᾘ⪖ࡣ᪩ࡃࠊᕤ⏝ᅽ⦰✵Ẽ㸦6$㸧ࡼࡿࣂࢵࢡࢵࣉࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ
ẚ㍑ⓗ▷㛫ࡢ࠺ࡕῶᅽࡋ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ࠋ
,$ࡼࡿ㥑ືࡀᅔ㞴ศࡗࡓࡇࡽࠊḟ㧗ᅽ❅⣲࢞ࢫࢆࡗ࡚ࡢ㥑ືࢆヨࡳࡓࠋᒇ
እࡣᾮ❅⣲ࡢࢱࣥࢡࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡀࡉࢀ࡚❅⣲࢞ࢫࡀసࡽࢀࡿࠋࡇࡇࡽཎᏊ⅔ᘓ
ᒇෆᘬࡁ㎸ࡲࢀࡓ㓄⟶ࡣࠊ,$㓄⟶୕᪉ษࡾ࠼ᘚ࡛ྜὶࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏻ᖖࡣࠊࡇࡢ୕᪉ษ
ࡾ࠼ᘚࢆࡋ࡚,$㓄⟶ࡽࡢᅽ⦰✵Ẽࡀࣉࣛࣥࢺෆタ⨨ࡉࢀࡓಶࠎࡢ✵Ẽసືᘚศ
㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ㐠㌿ဨࡣࡲࡎࠊࡇࡢ୕᪉ษࡾ࠼ᘚࢆ࣮࣭࣮࣍ࣝ࢟ࡼࡗ࡚ᙉ
ไⓗษࡾ᭰࠼ࡍࡿࡇ࡛ࠊᅽ⦰✵Ẽ௦ࢃࡗ࡚❅⣲࢞ࢫࡀὶࢀࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ἲ
ࡼࡗ࡚ࠊ,$࡛ࡣ᧯స࡛ࡁ࡞ࡗࡓཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ࣋ࣥࢺᘚࢆ㛤ࡃࡇᡂຌࡋࡓࠋࡋࡋ
ࡍࡂࠊฟඛࡢࢻ࢙ࣛ࢘ࣝᶵჾࢻ࣭ࣞࣥࢧࣥࣉࡀ‶Ỉ࡞ࡾࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡀ⣙03Dࡲ
࡛పୗࡋࡓࡇࢁ࡛୰᩿ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࡉࡽ࡞ࡿῶᅽ᧯సࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᙉไⓗ65ᘚࢆ㛤ࡃࡇࡋࡓࠋ๓㏙ࡢ㧗ᅽ❅⣲ࢆ
࣒࣮࢟ࣗࣞࢱࢆ⤒⏤ࡋ࡚㥑ື⏝ࢩࣜࣥࢲ࣮ෆᑟࡁࠊ65ᘚࢆ㛤ࡃࡓࡵࡢࣆࢫࢺࣥࢆ᧯సࡍ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᱁⣡ᐜჾෆධࡿࡓࡵࡢᶵჾࣁࢵࢳࡣࡲࡔ㛤ᨺࡉࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ↷᫂ࡢ
࡞࠸ᘓᒇࡣᬯ㯮࡛ࠊ㐠㌿ဨࡀ┠ⓗࡢ65ᘚࡢタ⨨ሙᡤࡓࡾ╔ࡃࡓࡵࡣࠊ㏵୰ࠊࡣࡋࡈࡢ
᪼ẁࡶ࠶ࡿ⊃㝼࡛㧗 ࠊ༴㝤࡞ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝࡢ୰ධࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡋ
ࡶࠊᙉ࠸వ㟈ࡀ㢖Ⓨࡍࡿ୰ࠊ㟁ヰࡸ࣮࣌ࢪࣥࢢ࡞Ᏻ☜ಖࡢࡓࡵࡢ㏻ヰᡭẁࡶ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㐠㌿ဨࡣࠊㄗືసࡼࡗ࡚㬆ࡾࡗᨺࡋ࡞ࡗ࡚࠸ࡓⅆ⅏ሗ▱ჾࡢࢣ࣮ࣈࣝࢆእ
ࡋ࡚࠸ࡗࡓࢇ㬆ࡾṆࡲࡏࡓୖ࡛ࠊࡇࢀࢆ␗ᖖࠕᖐ㑏ࠖࢆᣦ♧ࡍࡿಙྕ㡢ࡋ࡚ࠊ࠼ࡤ
ᅇࡢ᩿⥆㡢ࡼࡗ࡚ఏ࠼ࡿ࡞ࡢ࣮ࣝࣝࢆ⮫సࡗ࡚☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊ㐠㌿ဨࢳ࣮࣒ࢆ⌧
ሙὴ㐵ࡋࡓࠋ᪤㏙ࡢࡼ࠺ࠊ65ᘚࢆ㥑ືࡍࡿࢩࣜࣥࢲ࣮ࡢ㏦ẼࣛࣥୖࡢᘚࡣࡇࡢⅬ
࡛ࡣ㛢Ṇࡉࢀࠊࣈ࣮ࣟᘚࡀ㛤ᨺ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࢻ࢙ࣛ࢘ࣝධࡗ࡚࠸ࡗࡓ㐠㌿ဨࢳ࣮
࣒ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᘚࡢ㛤㛢≧ែࢆ㏫ࡍࡿసᴗࡀクࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㛫ࡶ࡞ࡃࡋ࡚ࠊὴ㐵ࡉࢀࡓ
㐠㌿ဨࢳ࣮࣒ࡀ↓ᘚ᧯సࢆ⤊࠼ࠊࡑࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࡓ୰ኸไᚚᐊࡢ᧯సဨࡣࠊᙜヱ65ᘚࢆ
సືࡉࡏࠊࡼ࠺ࡸࡃཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᅽຊࢆపୗࡉࡏࡿࡇᡂຌࡋࡓࠋࡇࢀࡀ᭶᪥
ࡈࢁࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ࡣࡇࢀඛ⾜ࡋ࡚Ỉ⿵⤥Ỉ⣔㸦08:&㸧࣏ࣥࣉࡢᪧࢆ⤊࠼ࠊ
ࣇ࣮ࢻ࣭ࣥࢻ࣭ࣈ࣮ࣜࢻࢆ☜ಖࡍࡿ‽ഛࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ





 ࣇ࣮ࢻ࣭ࣥࢻ࣭ࣈ࣮ࣜࢻࡣࠊཎᏊ⅔ὀỈࡋࠊ⅔ᚰ෭༷࡛Ⓨ⏕ࡍࡿẼࢆᅽຊᢚไᐊᨺฟࡋจ⦰ࡍࡿࡇ
ࢆ࠸࠺ࠋ
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F㟁※ᪧࠊ෭ Ṇ㸦ࡑࡢ㸧
ྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵᇶࡣ࠸ࡎࢀࡶ࠼࡞࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⏕ࡁṧࡗࡓ
ྕᶵࡢ✵෭ᘧ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦%㸧ࢆ㟁※ࡋ࡚ྛᶵჾ௬タࢣ࣮ࣈࣝࢆᩜタࡋ
ᪧࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢ⤥㟁⤒㊰ࡣࠊ㏻ᖖ࡛ࡣ⏝ࡍࡿࡇࡢ࡞࠸ࢡࣟࢫ࣭ࢱࢆࡋࡓࡾࠊప
ᅽ㸦3&㸧ࡽ㧗ᅽ㸦0&㸧ࡢ㏫ὶࢆࡋࡓࡾ࠸ࡗࡓࠊ࡞ࡾኚ๎ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ୖ࡛ࠊ࡞ࡾࡢປຊࢆせࡍࡿ௬タࢣ࣮ࣈࣝᩜタసᴗࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ෭ Ṇྥࡅࡓά
ື࠾ࡅࡿྕᶵࡗ࡚ࡢⱞປࡣࠊࡴࡋࢁࡇࡢඛࡔࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ
෭ Ṇࢆ┠ᣦࡋࡓᑐᛂࡣẁ㝵࡛ᐇࡉࢀࡓࠋ➨ẁ㝵ࡋ࡚ࠊపᅽὀỈ⏝ࡢ࣏ࣥࣉࢆᚅ
ᶵ㐠㌿ࡉࡏࡓୖ࡛ࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺65ᘚࡢ㏨ࡀࡋᘚᶵ⬟ࡼࡾཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࢆ༑ศῶᅽࡋࠊ
ࣇ࣮ࢻ࣭ࣥࢻ࣭ࣈ࣮ࣜࢻࡼࡗ࡚⅔ᚰࡢ෭༷ࢆ⥔ᣢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢ㐠㌿≧ែ࡛ࡣࠊᔂ
ቯ⇕ࢆཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ୰ࡽᅽຊᢚไᐊࡢࣉ࣮ࣝỈ⛣ືࡉࡏ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊࡸࡀ
࡚ࣉ࣮ࣝỈࡀἛⅬ㏆࡙ࡃࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࡢ๓ࠊḟࡢ➨ẁ㝵⛣⾜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ➨ẁ㝵ࡋ࡚ࠊᅽຊᢚไᐊࡢࣉ࣮ࣝỈ࠼ࡽࢀࡓ⇕ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆ࡛
Ⓨ⏕ࡍࡿᔂቯ⇕ࢆ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡ⇕ࡍࡿ⣔⤫ࢆᪧࡍࡿࠋᮏ᮶ࡇࡢ┠ⓗ࡛タ⨨ࡉࢀ࡚
࠸ࡿṧ␃⇕㝖ཤ⣔
㸦5+5㸧
ࠊ
⇕ჾࢆࡋ࡚ࡑࡢ⇕ࢆᾏฟࡍࡿṧ␃⇕㝖ཤᾏỈ⣔
㸦5+56㸧
ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ⏝࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ5+5࣏ࣥࣉࡀཷ㟁ࡋ࡚࠸ࡿ0&ࡣὠἼ࡛⿕ỈࡋࠊྲྀỈ
ཱྀ㠃ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ5+56࣏ࣥࣉࡣࠊὠἼࡢ┤ᧁࢆཷࡅ࡚ᦆቯࡋ࡚࠸ࡓࠋ
➨ẁ㝵࡛࠶ࡿࣇ࣮ࢻ࣭ࣥࢻ࣭ࣈ࣮ࣜࢻࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂࡋ࡚ࡣࠊỈ㈓ⶶࢱ
ࣥࢡࡢỈࢆࠊ08:&࣏ࣥࣉࢆࡗ࡚ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾὀỈࡍࡿࡓࡵࠊྠ࣏ࣥࣉࡢ㟁※ᪧࡀ⾜
ࢃࢀࡓࠋྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦%㸧ࡣ0&㸦'㸧㟁※ࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ
N9ࡽ┤᥋9ࡢ08:&࣏ࣥࣉ㏦ࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡲࡎࡣ0&㸦'㸧ࡽࡑࡢ
┤⣔ࡢ3&㸦'㸧ࠊࡇࢀࡣูࡢ0&㸦&㸧ࡽࡑࡢ┤⣔ࡢ3&㸦&㸧ࢆ㐃⤡ࡍࡿ᪤タࡢ
ࢡࣟࢫ࣭ࢱࢆ㏻㟁ࡉࡏࡓࠋ3&㸦&㸧ࡽࡣࠊࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ࣮ࣔࢱࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢭࣥࢱ࣮
㸦0&&㸧㸦&㸧ྠ0&&㸦&㸧ࡀཷ㟁ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࡢ0&&㸦&㸧
ࡽ08:&࣏ࣥࣉྥࡅ࡚௬タࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタసᴗࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚08:&࣏ࣥࣉࡀ᭶᪥
ศ㉳ືࡉࢀࠊᚋࡣ65ᘚࡼࡿῶᅽࢆᚅࡘࡔࡅ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡀᐇ⾜ࡉࢀཎᏊ⅔ᅽຊ
ᐜჾࡢὀỈࡀጞࡲࡗࡓࡁࠊཎᏊ⅔ ᗘࡣΥࡲ࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

G㟁※ᪧࠊ෭ Ṇ㸦ࡑࡢ㸧
➨ẁ㝵࡛࠶ࡿ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡ⇕ࡍࡿ⣔⤫ࡢᪧ࠾࠸࡚ࡣࠊ௬タ࣏ࣥࣉࡸ࣮࣍ࢫࠊ
⥅ࡂᡭ࡞୍ᘧࡢ㈨ᮦࡀᚲせ࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡀ฿╔ࡋ࡚タ⨨ࢆ⤊࠼ࡓࡢࡣ᭶᪥࡛࠶
ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ⅔ᚰᦆയࢆ㉳ࡇࡋࡓ㹼ྕᶵࡽࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࡣࠊࡇࡢࡁࡢ୍㐃
ࡢάືࡶᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡓࠋ
5+5࣏ࣥࣉࡣࠊ0&㸦&㸧ࡽ௬タࢣ࣮ࣈࣝࢆᩜタࡋࡓࠋ୍᪉ࠊὠἼ࡛◚ᦆࡋࡓ5+56࣏ࣥ
ࣉ௦࠼࡚௬タ࣏ࣥࣉࡀタ⨨ࡉࢀࠊࡇࢀࡣ௬タࢣ࣮ࣈࣝࡀᩜタࡉࢀࠊ㟁※㌴ࡽࡢ㟁※ࡀ
࡚ࡽࢀࡓࠋ᭶᪥ศࡇࡢ௬タ࣏ࣥࣉࡀጞືࡉࢀࠊྠ᪥ࡣ5+5࣏ࣥࣉࡶ㐠㌿ࢆ

- 160 -

➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

㛤ጞࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㐠㌿ࡼࡗ࡚ྕᶵࡀ෭ Ṇ㐩ࡋࡓࡢࡣࠊ⩣᪥᭶᪥ࡢศ࡛
࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸧⪃ᐹ࣭ホ౯
Dྕᶵ
ձ,&㛵ࡍࡿ᧯సཬࡧุ᩿⾜ືࡣጇᙜ࡛࠶ࡗࡓ
ᚋࡽࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࢀࡤࠊ㟁※႙ኻࡢ㝿ࠊ,&ࡢ㐠㌿≧ែࢆᢕᥱࡋࠊ㝸㞳≧ែ࠶ࡿሙྜ
ࡣ㏿ࡸ㐠㌿≧ែᪧࡉࡏࡿࡇࡀࠊ୍้ࢆத࠺ఱࡼࡾࡶඃඛᗘࡢ㧗࠸ᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࠋ
അ↛୍ⓗ┤ὶ㟁※ࡀᪧࡋࡓ㝿ࠊ㐠㌿ဨࡀࡑࡢ㝸㞳≧ែẼ࡙࠸࡚ࣥࢧ࣮ࣅࢫࡋࡓ
ࡁࡣࠊ᪤ࡇࡢ㔜せ࡞⣔⤫ࡢᶵ⬟ࡀྍ㏫ⓗኻࢃࢀࠊᡭ㐜ࢀࡢ≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟
ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊタᐃᅽຊࢆ㉸࠼ࡓ65ᘚࢆࡋ࡚ࡢẼฟࡼࡿࠊཪࡣ㓄⟶◚ᦆࡀ࠶ࡗࡓሙྜ
ࡣࡑࡢ◚ᦆ⟠ᡤࡽࡢ෭༷ᮦ႙ኻࡼࡿ⅔ෆࡢỈపୗక࠸ࠊ⇞ᩱୖ㒊ࡢ㟢ฟࡸ㐣⇕ࡼ
ࡿᦆയࠊỈẼࡢᛂࡼࡿỈ⣲࢞ࢫࡢⓎ⏕ࡀ᪤࠶ࡿ⛬ᗘ㐍⾜ࡋࠊ,&ࡢ⬗ഃࡣࡲࡔ༑
ศ࡞෭༷Ỉࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊ⣽⟶✚ࡋࡓ㠀จ⦰ᛶࡢỈ⣲࢞ࢫࡼࡗ࡚⮬↛
ᚠ⎔ࡀാ࡞࠸≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
࠸ࡗࡓࢇࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ㝗ࡗࡓ,&ࢆࡧᮏ᮶ࡢ≧ែᖐࡉࡏࡿࡇࡣࠊࡑࡢタィୖᐇ
㉁ⓗྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᚋࠊ㐠㌿ဨࡀࡧ,&ࢆ㝸㞳ࡉࡏࡓ⾜Ⅽࡀ㐺ษࡔࡗࡓ㐺ษࡔࡗ
ࡓࢆㄽࡌࡿࡇࡣࠊࡶࡣࡸࡑࢀ㔜せ࡞ពࡣ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋࠊὠἼࡢ᮶くࡑࢀకࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻ㝿ࡋࠊࡑࡢ┤ᚋࡽࠊ,&
ࡢ⣔⤫☜ㄆ㐠㌿≧ែࡢᪧ᧯స㎿㏿ᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ⫼ᬒࡣ␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ⌧ሙ☜ㄆࡢࡓࡵࡢฟⓎ้ࡀࠊ,&ࡢ႙ኻᚋࠊⱝࡋࡃࡣ㐠㌿ᛶࡀ᫂࡞ࡗ࡚ࡽ
㛫༙௨ୖࡶ⤒㐣ࡋࡓศ࡛࠶ࡗࡓࡇࠊࡑࡢ☜ㄆ┠ⓗࡀ,&ࢆඃඛࡋࡓࡶࡢ࡛࡞ࡗ
ࡓࡇࠊ,&ࡢ⬗ഃࡢỈ☜ㄆ࠸࠺㔜せ࡞௵ົࢆ⌧ሙࡢởᰁࣞ࣋ࣝࡀᗄศୖ᪼ࡋࡓ࠸࠺⌮
⏤ࡼࡗ࡚⡆༢᩿ᛕࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࠊ⬗ഃࡢ෭༷Ỉࡀఱࡽࡢཎᅉࡼࡗ࡚႙ኻࡋࡓྍ
⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋ⿵⤥ࡢࡓࡵࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ⣽⟶㠀จ⦰ᛶࡢỈ⣲࢞ࢫࡀ✚ࡋ࡚⮬
↛ᚠ⎔ࡀṆࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇᛮ⪃ࡀཬࡤ࡞ࡗࡓࡇࠊศ࡞ࡗ࡚☜ㄆࡉࢀࡓỈ
ࡀࠊ7$)PP࡛࠶ࡗࡓࡇᛕࢆᢪ࡞ࡗࡓࡇ࡞ࠊ୍㐃ࡢุ᩿⾜ື࠾࠸࡚
㔜࡞ᢏ⾡ⓗᙅⅬࡀ࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊࡇࢀࢆ㐠㌿ဨಶேࡢၥ㢟ᖐࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ,&ࡸ㐣㓞ᨾ㛵ࡍࡿ
๓ࡢഛ࠼ࡀ࡞ࡃࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㐠㌿ဨᑐࡍࡿᩍ⫱࣭カ⦎ࡀ༑ศᩚഛ࣭㐠⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ࣉࣛࣥࢺ㐠㌿ࡸᐃᮇ᳨ᰝ➼࡛ࡶ,&ࢆసືࡉࡏࡓࡇࡀ࡞ࡗࡓࡇ࡞ࠊࡑࡢ⫼ᬒࡣᮾ㟁
ࡢᏳᑐࡍࡿ⤌⧊ⓗ࡞ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ,&㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢヲ⣽ࡣࠊࠕ㸰㸰㸲㸰㸧ࠖࡶేࡏ࡚ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

ղỈ⣲⇿Ⓨࡣྍ㑊࡛࠶ࡗࡓ
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,&ࡢᶵ⬟႙ኻᚋࠊྕᶵࡣ⅔ᚰ⁐⼥ྥࡗ࡚ᛴ㏿≧ἣࡀᝏࡋࡓࡀࠊỈ⣲⇿Ⓨࡲ࡛ࡢ
㐍ᒎࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㧗ᅽࡢࡲࡲࡢཎᏊ⅔ෆᑐࡋ࡚࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ+3&,
ࡼࡿὀỈࡀ⮬ືⓗ㉳ࡇࡗ࡚࠸࡚ࡶࡼࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡀ㉳ࡇࡽ࡞ࡗࡓཎᅉࡣ┤ὶ
㟁※ࡢ႙ኻ࠶ࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊὠἼࡀ࠼ࡓᙳ㡪ࡢ୰࡛ࡶ┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༴ᶵ
ⓗ≧ἣ࠾࠸࡚≉⮴ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡶࡗࡶࠊ௬┤ὶ㟁※ࡀࡇࡢⅬ࡛႙ኻࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊタィ࠾ࡾ+3&,ࡀാ࠸࡚࠸ࡓ
ࡋ࡚ࡶࡑࡢඛࡀࡃᏳὈࡔࡗࡓ࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᚋྕᶵ࡛ヨ⾜ࡉࢀࡓࡼ࠺ࠊ⅔ෆ
ࡢỈࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢὶ㔞ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ୖࠊࡸࡀ࡚⅔ᅽࡢపୗࡘࢀ࡚ὀỈᅽຊࡸὶ㔞
ࡀ⾶࠼࡚࠸ࡁࠊࡑ࠺࡛࡞ࡃࡶඛ┤ὶ㟁※ࡢ㟁ụࡀᾘ⪖ࡋไᚚ⬟࡞ࡾࠊࡸࡀ࡚+3&,
ࡼࡿᘏࡢ㝈⏺ࢆ㏄࠼ࡿࡇ࡞ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ,&ࢆᶵ⬟႙ኻࡋࡓᚋࡢྕᶵ࠾ࡅࡿỈ⣲⇿Ⓨࡲ࡛ࡢ㐍ᒎࡣࠊྍ㑊࡛࠶ࡗ
ࡓᛮࢃࢀࡿࠋ

ճ▷༙ῶᮇࡢᨺᑕ⬟ࡼࡿᙳ㡪ᑐᛂࡣ࠺࡛࠶ࡗࡓ
ࠊྕᶵࡣ␗࡞ࡿྕᶵࡢᨾࡢ≉ᚩࡋ࡚ࠊ⅔ᚰᦆയࡢጞࡲࡾࡀᴟࡵ࡚᪩ࡃࠊ⌧ሙ࡛
ᑐᛂᙜࡓࡗࡓ㐠㌿ဨࡶࠊᒇእ࡛⮬ື㌴ࡢࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆእࡋࡓࡾ࣮࣍ࢫࡸࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタࢆ
ࡋࡓࡾዑ㉮ࡋࡓ༠ຊᴗࡢసᴗဨࡶࠊ▷༙ῶᮇࡢᨺᑕᛶࣚ࢘⣲᭚㟢ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
࠸࠺Ⅼࢆᣦࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
๓㏙ࡢࡼ࠺ࠊ,ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡢࡣࠊࣉࣛࣥࢺṆࡽ༙᪥ࡀ
⤒㐣ࡋࡓ㎶ࡾࡽ࡛ࠊ,ࡘ࠸࡚ࡣ᪥┠㎶ࡾࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ⌧ᐇࡣࠊ᪤ࡇࢀࡽ
ࡀཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ୰‶ࡋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᩜᆅෆࢆそࡗ࡚࠸ࡓࡣࡎࡢ᭶᪥ኪࡽྕᶵ
ࡀ⇿Ⓨࡍࡿ⩣᪥᭶᪥ศࡲ࡛ࡢ㛫ࠊከࡃࡢᮾ㟁♫ဨ༠ຊᴗࡢసᴗဨࡀࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞ཝࡋ࠸⎔ቃࡉࡽࡉࢀࡓࠋ㠃࣐ࢫࢡࡸ࣒ࣚ࢘࢝ࣜ࢘ࡢ㘄ࡣဨ⾜ࡁᒆ࠸࡚࠸ࡓ
ࡢࠋ௬ࡑ࠺࡛࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊຠᯝⓗ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࠋ⌧ሙࡀ᭱ࡶΰࢆࡋ࡚࠸
ࡓ᭱୰࡛࠶ࡾࠊ༑ศ࡞ᣦ♧ࡑࡢᚭᗏࠊ≧ἣᢕᥱࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠺ࡘ࠸࡚ࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜࠺వ⿱ࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺ࡶᛮ࠼࡞
࠸ࠋࡼ࠺ࡸࡃࡑࢀࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊ㛵ಀ⪅ࡀ࣮࣭࣍ࣝ࣎ࢹ࣭࢝࢘ࣥࢱ࣮ࢆཷ᳨ࡋጞࡵ
ࡓࡁࡣࠊ,ࡶ,ࡶࡍࡗࡾᾘ⁛ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢၥ㢟ࡣࠊⓎ㟁ᡤࡢᩜᆅእ࡛ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᙜ᪥ࡢẼ㇟ሗ
ࡼࢀࡤࠊྕᶵࡢ⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡿ┤๓ࡢ᭶᪥ࠊ㢼ࡣす྿࠸࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋす㸦
㸧ࠊす㸦㸧ࠊ┿㸦㸧ࠊᮾ㸦㸧ྥࡁࢆኚ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⚟
ᓥ➨୍ཎⓎࡽᮾNPࡢᆅⅬ࠶ࡿዪᕝཎⓎ࡛ࡣࠊ᭶᪥ࡈࢁᩜᆅෆࡢࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢ୍ࡘࡢᣦ♧್ࡀȣ6YKࢆ㉸࠼ࠊศࡣྠᆅⅬ࠾ࡅࡿ᭱㧗್ȣ6YK
ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡇࢀࡣᖹᆒ㢼㏿㹼Pࡢ㢼࡛⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ㐠ࡤࢀ࡚ࡁࡓࡇࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
㑊㞴༊ᇦࡢ༙ᚄࡀNPࡽNPᣑࡉࢀࡓ᭶᪥ศࡢ๓ᚋࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㇟
ࡶ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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Eྕᶵ
ձ5&,&ࡣ࡞ࡐ㛗㛫㐠㌿࡛ࡁࡓࠊ㛗㛫㐠㌿ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡽ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
ྕᶵࡢ5&,&ࡣࠊ⣙㛫ࢃࡓࡗ࡚㐠㌿ࡀᣢ⥆ࡋࡓࠋࡇࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊ┤ὶ㟁※ࡢ႙
ኻࡼࡗ࡚5&,&ᑐࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿᏳಖㆤࡢࣥࢱ࣮ࣟࢵࢡᶵ⬟ࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ᮶ࡣࠊ5&,&࣏ࣥࣉࡼࡿὀỈᶵ⬟ࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔Ỉࡀୖ᪼ࡋࠊ࠶ࡽࡌࡵタᐃࡉࢀࡓ
ୖ㝈್㸦/ࣞ࣋ࣝ㸧㐩ࡋࡓࡇࢁ࡛⮬ືⓗ5&,&ࢱ࣮ࣅࣥࢆṆࡉࡏࡿಖㆤᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ
㐣࡞ὀỈࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࣅࣥࢆ㥑ືࡍࡿẼ㓄⟶Ỉࡀΰධࡍࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿࡇࠊ65ᘚ
ࠕ㛤ᅛ╔ࠖࡢ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࡇࡢಖㆤᶵ⬟ࡀാࡎࠊᐇ
㝿ୖ㝈್ࢆ㉸࠼ࡿཎᏊ⅔Ỉ㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊࡑࡋ࡚5&,&ࢱ࣮ࣅ
ࣥࡣẼΰࡌࡗ࡚ከ㔞ࡢỈࡶὶࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎ5&,&ࡣാࡁ⥆
ࡅࠊࡑࡢ㛫ࠊཎᏊ⅔ࡢ෭༷ࢆ⥔ᣢࡋ⥆ࡅࡓࠋ65ᘚࠕ㛤ᅛ╔ࠖࡀ㉳ࡇࡽ࡞ࡗࡓࡇࡶᖾ㐠
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡸࡀ࡚ᅽຊᢚไᐊࡢ ᗘࡀୖ᪼ࡋࠊ5&,&ࢱ࣮ࣅࣥࡢẼ⟶ࡢᅽຊࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋᮏ᮶
࡞ࡽࡤࠊࡇࢀᑐࡋ࡚ࡶ࠶ࡿタᐃ್࡛ࠕẼ⟶ᅽຊ㧗ࠖࡼࡿಖㆤᶵ⬟ࡀാࡁ5&,&ࢱ࣮ࣅࣥ
ࡣṆࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡼࡗ࡚ࡑࡢಙྕࡀⓎࡏࡽࢀࡿࡇࡶ࡞ࡃ5&,&
ࡣ㐠㌿ࢆ⥆ࡅࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⥲ࡌ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅔ㞴ࢆᙉ࠸ࡓ┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡶࠊྕᶵࡢ5&,&㐠㌿㛵ࡋ
࡚ࡣࠊᅗࡽࡎࡶࡑࢀࡼࡗ࡚㦫␗ⓗ࡞㛗㛫㐠㌿ࢆᨭ࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㐠㌿⬟ຊ☜ᐇᛶࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇ࡛㐠㌿ࡀ㏵⤯࠼ࡿࡣ
ࡃྍ▱࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡶࠊ᭱⤊ⓗఱࡼࡗ࡚5&,&ࡀṆࡋࡓࡢࡣᐃ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡋࡋࠊ5&,&ࡢ㐠㌿ࡀ⣙㛫ࢃࡓࡗ࡚ᣢ⥆ࡏࡎࠊ᪩ࡵṆࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣࠊ
ྕᶵࡢཎᏊ⅔ᨾࡢ㐍ᒎࡀྕᶵࡢࡑࢀ㔜࡞ࡾࠊᑐᛂࢆࡼࡾᅔ㞴ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋྠࠊྕᶵࡽࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡢࢱ࣑ࣥࢢࡀ᪩ࡲࡾࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣࡃ␗࡞
ࡿᨺᑕ⬟ởᰁࡢᶍᵝࢆᥥ࠸࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻ5&,&ࡢ㐠㌿ᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏᨾᚋࠊ⡿ᅜ࠾࠸࡚࠶ࡿㄽ㆟ࡀ㉳
ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ᮶5&,&ࡢ㐠㌿ᛶࡣࠊ┤ὶ㟁※ࢆ౪⤥ࡍࡿࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢᯤῬࡶṆࡍࡿ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿ%㸬㸬Eᑐᛂࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿ⅔ᚰ෭༷ࢆ
☜ಖࡍࡿࡓࡵࠕ5&,&ࡢᡭື㐠㌿ࠖࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋࡋࡋࠊᐇ㝿ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕᡭື㐠㌿ࠖࡀ
ྍ⬟࠺ࡘ࠸࡚ࡣࠊ15&ෆࡶᛕࢆ࿊ࡍࡿࢫࢱࢵࣇࡀ࠸ࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁࠊ
ྕᶵ࠾ࡅࡿ5&,&ࡢ㐠㌿ᐇ⦼ࡣࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢᯤῬࡇࢁࠊ᭱⤊ⓗ࡞㉳ື᧯సᚋࠊ㛫ࡶ࡞
ࡃࡋ࡚▐┤ὶ㟁※ࢆ႙ኻࡋ࡚ࡶࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡞ࡃࠊ࠸ࢃࢇࡸࠕᡭື㐠㌿ࠖࡢࡓ
ࡵࡢேᡭࢆせࡍࡿࡇࡶ࡞ࡃࠊࡑࡢࡲࡲാࡁ⥆ࡅࡓࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ղࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡢ⬺ⴠࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࡽ
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ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡣ⇿Ⓨࢆචࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥎ᐃࡉࢀࡿ⅔ᚰᦆയࡢ㔜⠜ࡉࡑࢀక࠺Ỉ⣲ࡢ
Ⓨ⏕㔞ࡽࠊࠊྕᶵྠᵝࠊ⇿Ⓨࡣᐃෆࡢ⌧㇟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⌧ᐇࡣᅇ㑊ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ
⌮⏤ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿㄝࡀࠊࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡢ⬺ⴠ࡛࠶ࡾࠊ➽ࡋ࡚ࡣࡇࢀ
ྠពࡍࡿࠋ
ࡉࡽࠊᙜヱࡢࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡢ⬺ⴠཎᅉࡘ࠸࡚ࡣࠊྕᶵࡢ⇿Ⓨࡼࡿ⾪ᧁ
ࡢㄝ᫂ࡀ᭷ຊ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇቨࡣྕᶵࡢ⇿Ⓨࡼࡿ㣕⩧≀ࡢ⾪✺ࡢ
⤖ᯝࡳࡽࢀࡿ㊧ࡀᗈ⠊ᅖほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿᐇࡽࡶࠊࡇࡢㄝ᫂ᑐࡋ࡚ࡢ␗ㄽࡣ࡞࠸ࠋ
ࡓࡔࡋࠊ᮲௳ࡼࡗ࡚ࡣࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡢ⬺ⴠࡀ㉳ࡇࡽࡎࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ྕᶵࡢཎ
Ꮚ⅔ᘓᒇ࠾࠸࡚ࡶ⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡿࠋ
⤖ᯝⓗࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕ⬟㔞ࡢ࠺ࡕࠊྕᶵཎᏊ⅔ࡽࡢᨺฟ㔞ࡀ
࡞ࡾࡁ࡞㒊ศࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊ୍ぢࠊ⇿Ⓨࡢ᭷↓ࡣእ㒊⎔ቃࡢᨺᑕᛶ≀㉁ᨺฟ㔞㛵ࡍ
ࡿ㝈ࡾࠊࡑࢀᕥྑࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡋࠊ௬ࡇࢀࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓሙྜࡣࠊࠊྕᶵྠᵝ㈇യ⪅ࢆ⏕ࡳࠊ㧗ࣞ࣋ࣝࡢ
ᨺᑕ⥺※࡞ࡿከ㔞ࡢࡀࢀࡁࢆᩓࡉࡏࠊࡑࡢᚋࡢᪧάືࡢࡁ࡞ጉࡆ࡞ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶
ࡾࠊ㹼ྕᶵࡢཎᏊ⅔ᨾࢆࡉࡽ῝࠸ࣞ࣋ࣝࡲ࡛㐍ᒎࡉࡏࠊࡑࡢᚋࡢែᣠࢆⴭࡋࡃ
ᅔ㞴ࡋࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡗࡓࠋ

ճ࡞ࡐࠊࡢࡼ࠺ࡋ࡚ᅽຊᢚไᐊࡢ◚ᦆࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ
 タィᨾࡶ㐣㓞ᨾࡶ⪏ஂᛶࡀຎࡿ0$5.,ᆺ᱁⣡ᐜჾ
0$5.,ᆺ᱁⣡ᐜჾࡢᶵᲔⓗ࡞ᙉᗘ㊊㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖺ௦ᮎࡈࢁࡽ㔜せ࡞Ᏻၥ㢟
ࡋ࡚⡿ᅜ࡛㆟ㄽࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࡑࡢ⿵ᙉᕤࡣࣂࢵࢡࣇࢵࢺ㡯┠ࡋ࡚ྛࣉࣛࣥࢺ
ᑐࡋ࡚ᐇࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡶᖺ௦⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢᙉᗘ
㊊ࡣࠊ/2&$࠾࠸࡚ࠊᅽຊᢚไᐊస⏝ࡍࡿつ๎ࠊ㠀ᑐ⛠࡞⾪ᧁⓗືⲴ㔜ᑐࡋ࡚
࡛࠶ࡾࠊᕤࡉࢀࡓ୍㐃ࡢ⿵ᙉᕤ࠾࠸࡚ࡣࠊ㓄⟶㈏㏻㒊࡞ࡢᙉᗘⓗవ⿱ࡢᑡ࡞࠸㒊
ศᑐࡍࡿ⿵ᙉᮦࡢྲྀࡾࡅࠊⓎ⏕ࡍࡿືⲴ㔜ࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢ㒊ရࡢ㏣ຍ࡞ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ/2&$ࡢࡼ࠺࡞タィᨾࡣศ㢮ࡢ␗࡞ࡿ㐣㓞ᨾࠊ≉6%2ࡼࡗ࡚㐍⾜ࡍࡿཎᏊ
⅔ᨾ࠾࠸࡚ࡶࠊ᱁⣡ᐜჾࡢ⪏ஂᛶࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊ㸦㸧ᖺ
࣮࢜ࢡࣜࢵࢪᅜ❧◊✲ᡤࡼࡿゎᯒ࣏࣮ࣞࢺࡋ࡚Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ㈨ᩱ࡛ࡣࠊⓎ⏕ࡶ
5&,&+3&,ࡼࡿึᮇ෭༷ࡀᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᴟ➃࡞ࢩࢼࣜ࢜ࡢ6%2࠾࠸࡚ࡣࠊᴟࡵ࡚▷
㛫ᅽຊᢚไᐊࡢ◚ᦆࡲ࡛㐍ᒎࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺ࠊ⯡ࡢ6%2ᨾࡢ㐍ᒎඛࠕᅽຊᢚไᐊࡢ◚ᦆࠖ࠸࠺㇟ࡣࠊ࡞ࡾ⌧
ᐇⓗ࡞ࡶࡢࡋ࡚ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞㇟ࡀྕᶵ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࡽࡋ࠸ࡢࠋ




 ࠼ࡤࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡽࡢ࣓ࣝࢺࢫ࣮ࣝࠊࡑࡢᚋࡢ⅔ᚰࢹࣈࣜࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᛂక࠺ᨺᑕᛶ࢚ࣟࢰ
ࣝࡢᨺᩓࠊ᱁⣡ᐜჾࡢ◚࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド


 ཝࡋ࠸ࠕ✵ࡔࡁࠖ⬟⋡ࡀୖࡀࡽ࡞ࡗࡓึᮇࡢ෭༷
ྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊ5&,&ࡀ㦫␗ⓗ࡞⪏ஂຊࢆ♧ࡋࡘࡘ㛗㛫ࡢ㐠㌿ࢆ⥆ࡅࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᅽ
ຊᢚไᐊࡢࣉ࣮ࣝỈࢆ㧗 ࡋࡓࠋࡑࡢࡇࡣᙜ↛ࠊᅽຊᢚไᐊෆࡢᅽຊࢆࡶ㧗ࡃࡋࡓࠋ
᭶᪥ศࠊࡘ࠸5&,&ࡀṆࡋࠊศࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆࡢỈࡀ7$)
ࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛పୗࡋ࡚ࠊࡇࡇࡽཎᏊ⅔ෆࡢ≧ἣࡣᛴኚࡋ࡚࠸ࡃࠋ
᭷ຠ⇞ᩱୗ➃ %$) 㸦㸻7$)PP㸧ࡲ࡛Ỉࡀపୗࡋࠊ⅔ᚰࡢᇦࡀ㟢ฟࡋࡓࡢࡣ
ศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡣࡃὀỈࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡇࡢཝࡋ࠸ࠕ✵
ࡔࡁࠖࡢ⌧㇟ࡼࡗ࡚⅔ᚰ⁐⼥ࡀࠊ୰ኸ㒊ศࡽ㐍⾜ࡋࡓࠋ
ࡼ࠺ࡸࡃ‽ഛࡀᩚ࠸ᾏỈὀධࡀጞࡲࡗࡓࡢࡀࠊࡑࢀࡽࡉࡽ㛫༙ࡶ⤒㐣ࡋࡓ
ศ࡛࠶ࡗࡓࠋཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ㒊ṧࡗࡓỈࡣࠊ⅔ᚰᨭᣢᯈࡽ࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥࡋࡓ⁐⼥
≀ࡀᔂⴠࡋࠊࡉࡽⓎࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ࿘㎶㒊㏆ᔂⴠࡏࡎṧ
ࡗ࡚࠸ࡿ⅔ᚰᨭᣢᯈࡢୖ㠃ࡶ㧗 ࡢዃ㞧≀ࡀṧ␃ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㍽ᑕ⇕ࢆᨺࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ศࡽศࡅ࡚ὀỈࡀ⾜ࢃࢀࡓࡁࡢཎᏊ⅔ࡢ≧ἣࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ
᥎ ࡉࢀࡿࠋ
⅔ᚰࢫࣉࣞ⣔ࢆ⤒⏤ࡋ࡚㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓỈࡣࠊึࡵࡢࡇࢁࡣࠊࢫࣃ࣮ࢪࣕ⮳ࡗࡓࡇࢁ
࡛Ẽࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢᚋ⥆࠸ࡓὀỈࡶࠊࢫࣃ࣮ࢪࣕࡽ⅔ࡢ୰ᚰ㒊ࡲ࡛ࢫࣉࣞࢆᥥࡃ
ࡢᄇᑕ㏿ᗘࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡕࡽ࠸࠼ࡤࠊࢲࣛࢲࣛୗࡇࡰࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡽࡀⅎ⇕ࡢዃ㞧≀ゐࢀࡓࡁࡣࠊࡸࡣࡾ▐Ẽࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊཎᏊ⅔ᅽ
ຊᐜჾෆ㒊ࡢẼ┦ᇦࡣࠊ㉸⮫⏺ࡢỈẼ‶ࡓࡉࢀࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࣏ࣥࣉ࡛ὀࡀࢀࡓỈࡣࠊ
▐㛫ⓗẼ࡞ࡗ࡚ᅽຊࢆ㧗ࡃࡋࡓࡓࡵࠊࡑࡢᅽຊࡼࡾ࣏ࣥࣉࡢὀỈࡣ㐽ࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢࡇࢁࡲ࡛ࡣཎᏊ⅔෭༷ᮦᅽຊࣂ࢘ࣥࢲࣜࡣ᪤༑ศᦆയࡋ࡚࠾ࡾࠊእ㒊
ࡢ₃࠼࠸⟠ᡤࡀྛᡤ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠼ࡤࠊ⅔ᗏ㒊ࡢ୰ᛶᏊ᳨ฟჾࣁ࢘ࢪࣥࢢࡸ&5'ࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢ㈏㏻㒊ࠊ&5'ࣁ࢘ࢪࣥࢢࡢ
ୗ㒊ࣇࣛࣥࢪ࠶ࡿ㔠ᒓ2ࣜࣥࢢࢥ࣮ࢸࣥࢢࡉࢀࡓࢸࣇࣟࣥࡶ᪤ຎࡋ࡚࠸ࡿࠋཎᏊ
⅔ᚠ⎔⣔㓄⟶ࡢ୰ࡲࡗ࡚࠸ࡓỈࡣࠊཎᏊ⅔ഃࡽࡢᅽຊ࡛ᢲࡉࢀࠊ࣏ࣥࣉ࣭ࢩࣕࣇ
ࢺ㒊ࡢ࣓࢝ࢽ࣭࢝ࣝࢩ࣮ࣝࡽ᱁⣡ᐜჾฟࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋᅽຊࣂ࢘ࣥࢲࣜࢆᵓ
ᡂࡋ࡚࠸ࡿᘚࡢ࣎ࣥࢿࢵࢺ࣭ࣇࣛࣥࢪࡸࢢࣛࣥࢻ࣭ࣃࢵ࢟ࣥ࡞ࡶࠊࡶࡣࡸ༑ศ࡞ࢩ࣮ࣝᛶ
ࢆಖࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢୖࡪࡓ࡛ࡉ࠼ࠊࡸࡀ࡚ࡣࡑࡢྲྀࡾࡅ࣎ࣝࢺࡀ㧗 ࢡࣜ
࣮ࣉࡼࡗ࡚ᘱ⦆ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࣇࣛࣥࢪ㒊ࡢ㔠ᒓ2ࣜࣥࢢࡀࢩ࣮ࣝࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࢩࣗࣛ࢘ࢻࡢ⬗㒊ࢆ⁐ࡋ࡚ᶓ✰ࢆసࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡇࡽ₃ࢀฟ
ࡓ⁐⼥≀ࡀࠊḟࡣཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ⬗㒊࠶ࡿ㓄⟶ࢆᦆയࡋጞࡵࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ
࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿཎᏊ⅔෭༷ᮦᅽຊࣂ࢘ࣥࢲࣜࡤࢀ࡚࠸ࡓ⠊ᅖࡢᛶࡣࠊࡸⴭࡋࡃຎ
ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢὀỈࡣࠊẼࡼࡗ࡚┤ࡕ㧗ᅽẼ࡞ࡾ࣏ࣥࣉࡢὀỈࢆ㐽ࡿࡀࠊ
ࡸࡀ࡚㐺ᙜ࡞₃࠼࠸⟠ᡤࢆ㏻ࡋ࡚᱁⣡ᐜჾ₃ฟࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡣῶᅽ
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ࡀࠊ᱁⣡ᐜჾࡣ᪼ᅽࡀ㉳ࡇࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊῶᅽࡋࡓཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡣࡧὀỈࡉࢀ࡚ࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ࢧࢡࣝࡀࡉࢀࡿࠋྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡉࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢼࣜ࢜ྜ⮴ࡋࡓ
ኚࡀ㛗࠸㛫ࢃࡓࡗ࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ᅽຊᢚไᐊࡢつᶍ࡞ᦆയ
᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊୖ᪼ࡣࠊࡑࡢ㞺ᅖẼ࢞ࢫࢆᅽຊᢚไᐊᢲࡋฟࡍࠋỈ ࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࡍࡂ
ࡓᅽຊᢚไᐊࡢỈࡣ༑ศ࡞จ⦰⬟ຊࡀ࡞ࡃỈ㠃ୖẼἻࢆᨺࡍࠋࡑࡢࡓࡵᅽຊᢚไᐊࡣࠊ
᩿⥆ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣᣢ⥆ⓗ࡞ືࡀ㉳ࡇࡿࠋࡋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡀࠊෆᅽࡢୖ᪼ྠ㉳ࡇ
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣࠊᅽຊᢚไᐊࡗ࡚ࡣࠊ⪏ᅽヨ㦂⪏㟈ヨ㦂ࡀྠ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡞㐣㓞ࡉ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡘࡢ㒊࠾࠸࡚つᶍ࡞ᦆയ㸦ࣂ࣮ࢫࢺ㸧ࡀ㉳ࡇࡿศࡽ࡞
࠸ࡀࠊ⧞ࡾ㏉ࡋࡢヨࡳࡀኻᩋࡋ࡚࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓྕᶵ࠾࠸࡚ࠊ᭶᪥ࡢࡈ
ࢁࠊࡘ࠸ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸᥎ ࡉࢀࡿࠋ

Fྕᶵ
ձ5&,&ࡸ+3&,ࡼࡿᘏࡣࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆకࡗࡓ
ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ࠾ࡅࡿ⇿Ⓨࡢᚋࠊ᭱ୖ㝵ࡽỈẼࡢⓑ↮ࡀ⃭ࡋࡃ❧ࡕୖࡿࡢࡀほᐹ
ࡉࢀࠊ⮬⾨㝲ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡼࡿᩓỈࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡸࡣࡾཎᏊ⅔ᘓᒇࡀ⇿Ⓨࡋࡓྕᶵ࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ᥎ ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞つᶍࡢ₃࠼࠸ࢆ⏕ࡌࡉࡏࠊ㛢ࡌ㎸ࡵࡿᶵ⬟ࢆኻࡗࡓཎᅉࡣࠊຠᯝⓗ࡞ཎᏊ⅔ࡢ෭༷ࡀ
⾜ࢃࢀࡿࡲ࡛㛗㛫ࢆせࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊ᱁⣡ᐜჾࡀ㛗㛫ࢃࡓࡗ࡚ⴭࡋ࠸㧗 ࣭㧗
ᅽ⎔ቃࡉࡽࡉࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⤖ᒁࠊ5&,&ࡸ+3&,ࡢ㐠㌿ࡼࡿᘏࡣࠊᚋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆక࠺₯ᅾᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡓࠋ


ղ┤ὶ㟁※ࡀ⏕ࡁṧࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊᨾࢆᅇ㑊࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡢࡣ࡞ࡐ
ྕᶵࡢሙྜࠊ┤ὶ㟁※┙ࡣᾐỈࢆචࢀࠊ65ᘚ᧯సࡸ࣋ࣥࢺ᧯సࡢࡓࡵࡢ✵Ẽసືᘚࡢ㛤
᧯సࡀྍ⬟࡞≧ែࡀ᭶᪥ศࡲ࡛⥔ᣢࡉࢀࠊࡲࡓࠊ+3&,ࡶ㐠㌿ྍ⬟ࡔࡗࡓࠋࡋࡋࠊ
≧ἣࡀ」㞧ࡋΰࡋࡓ୰࡛ࡣࠊࡇࡢᖾ㐠ࢆ༑ศ⏕ࡍࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ᚋ᪥ࠊ࠶ࡿᅜእࡢ%:5ࣉࣛࣥࢺ㐠㌿ᴗ⪅ࡀࠊᮏᨾ⮫ࢇ࡛ࡢࡼ࠺࡞㐠㌿ୖࡢᑐᛂࢆ
⾜࠺ࡇ࡛᪩ᮇែࡢ᮰ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࢆホ౯ࡋࠊࡑࡢ㊃᪨ࢆㄽᩥࡋ࡚Ⓨ
⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㦵ᏊࡣࠊཎᏊ⅔Ỉࡢ⥔ᣢᣊἾࡏࡎࠊὀỈ࣏ࣥࣉࡢྤฟᅽຊࢆୗᅇࡿ
ࡲ࡛㏿ࡸཎᏊ⅔ࢆῶᅽࡋࠊࡑࡢᚋ㛫㧥ࢆධࢀࡎὀỈࡋ୍࡚ẼཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࢆෙ
Ỉࡍࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࢆචࢀࠊ65ᘚࡢ᧯సࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓྕᶵࡢࡳࠊࡇࡢᐇ⾜ࡼࡿཎᏊ⅔




 &KXQNXDQ 6KLK 7VRQJ6KHQJ )HQJ .DL&KXHQ +XDQJ &KLQ&KHK &KDQJ -RQJ5RQJ :DQJ ͆2Q 539
'HSUHVVXUL]DWLRQ6WUDWHJ\DQG$OWHUQDWH:DWHU6\VWHPVLQ6%2RI1XFOHDU3RZHU3ODQWV͇7UDQVDFWLRQVRI
WKH$PHULFDQ1XFOHDU6RFLHW\9RO  SS
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ᨾᅇ㑊ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊⓎ㟁ᡤෆእ౫㢗ࡋࡓᩆࡶࡑࡢඃඛ㡰ࡣ㟁※ࢆ
႙ኻࡋࡓࠊྕᶵࡼࡾࡶຎᚋࡋࠊὀỈࡢࡓࡵࡢᾘ㜵㌴ࡣྎྕᶵࡢᑐᛂࡢࡓࡵ࡚ࡽࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊࡢ⅏ᐖຓࡢせㄳࡢ㘒⥈ࡸ㏻⥙ࡢᙳ㡪ࡢࡓࡵ㎿㏿࡞ᑐᛂࡀᮇᚅ࡛ࡁࡎࠊ
ᐇ⾜ࡢࡓࡵࡢዲᶵࢆ㐓ࡋࡓࠋ
ࡸࡀ࡚ཎᏊ⅔Ỉࡀపୗࡋࠊ+3&,ࡀ⮬ື㉳ືࡋࡓ᭶᪥ศⅬ࡛ࡶ┤ὶ㟁※ࡣ⥔
ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⩣᪥ࡢ᭶᪥ศࠊࡘ࠸┤ὶ㟁※ࡀᾘ⪖ࡋ࡚ࡽࡣᐇ㉁ⓗ
ࠊྕᶵྠࡌ≧ἣ㝗ࡗࡓࡇ࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࡢཎᏊ⅔ࡢᙉไⓗ࡞ῶᅽ᧯సࡸ᱁⣡ᐜჾ
ࡢ࣋ࣥࢺ᧯సࡣࡸࡣࡾᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋࡋࡶࠊࡼ࠺ࡸࡃᡂຌࡋࡓ࣋ࣥࢺ᧯సࡣࠊ☜ࡑࡢ
ᚋࡢᪧάືࢆ๓㐍ࡉࡏࡿୖ࡛ྍḞ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ
࡛ࡢ⇿ⓎࢆㄏⓎࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ

ճ⇿Ⓨࡢ࢜ࣞࣥࢪⰍࡢ⅖ࡀࢀࡁࡢ㧗ࣞ࣋ࣝᨺᑕ⬟ࡣఱࢆ♧၀ࡍࡿ
᭶᪥ศⓎ⏕ࡋࡓྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ⇿Ⓨࡣࠊࡑࡢᫎീࢆほᐹࡍࡿ㝈ࡾࠊ࢜ࣞࣥ
ࢪⰍࡢගࡀࡁࡽࡵ࠸ࡓ▐㛫⥆࠸࡚Ⓨ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊኳ㒊ࢆ✺ࡁ◚ࡗ࡚⯙࠸ୖࡀࡗࡓ⢊ࡌࢇ
ࡀ⣙Pࡢୖ✵ࡲ࡛㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋⴠୗࡋࡓࡀࢀࡁࡣࡁ࡞ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺሢࡶྵࡲࢀ࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡛ࠊࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇࡢᒇୖⴠୗࡋ࡚࡛ࡁࡓᛮࢃࢀࡿ✰ࡢࡁࡉࡣࠊᾘ㜵㌴ࡢ㌴యࡀ
ධࡿぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ✰ࡢ⦕ࡢ᩿㠃ࡣࠊୖࡽୗࡢ᪉ྥ᭤ࡆࡽࢀࡓ㕲➽ࡀከᩘほᐹ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྕᶵࡢཎᏊ⅔ࡣࠊࡶࡶ⣙Wࡢࢪࣝ࢝ࣟࡀධࡗ࡚࠸ࡓࠋ⿕そ⟶ࡋ࡚⣙Wࠊࢳ
ࣕࣥࢿ࣭ࣝ࣎ࢵࢡࢫࡋ࡚⣙W࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊࡑࢀࡽࡀ࡚ࢪࣝࢥࢽ࣒࢘Ỉᛂࢆ㉳ࡇࡋ
࡚Ỉ⣲ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡓ௬ᐃࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ㔞ࡣࠊ㔜㔞ࡋ࡚⣙NJࠊᶆ‽≧ែࡢయ✚
⟬ࡋ࡚Pࡶ࡞ࡿࠋࡑࡢⓎ⇕㔞ࡣ⣙*-࡛ࠊ717ⅆ⸆⟬ࡋ࡚⣙W࡞ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ⅔ෆࡢࢪࣝ࢝ࣟࡀࠊ࡚ࢪࣝࢥࢽ࣒࢘Ỉᛂࢆ㉳ࡇࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿
ࡑࢀࡀ⅔ෆ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࡢࡣࠊ࠼ࡤ᪤㏙ࡢ࣮࢜ࢡࣜࢵࢪᅜ❧◊✲ᡤࡢゎᯒ᭩࠾࠸࡚
ࡣࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ⣙㸣ࡔࡅ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᭶᪥ࡽ⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡿࡲ࡛ࡣᩘ
ᗘࡢ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡀᐇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢᡂຌࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢ್ࡢᛴୖ᪼
ࡼࡗ࡚ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ୍㒊ࡣࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇࡶὶࢀ࡚⇿Ⓨࢆᘬࡁ
㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺⪃࠼ࡿࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔࠶ࡗࡓࢪࣝ࢝ࣟࡼࡿࢪࣝࢥࢽ࣒࢘Ỉᛂࡔࡅ
࡛ࠊᯝࡓࡋ࡚ࡇࢀࡢ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍỈ⣲ࡢⓎ⏕ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠸࠺ၥࡀ࠸࡚ࡃࡿࠋ

ࡑࡇ࡛ᛮ࠸ฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⌧㇟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ&&,࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡗ࡚ỈẼࠊ
Ỉ⣲ࠊ୍㓟Ⅳ⣲ࠊ㓟Ⅳ⣲࡞ࡀ⭾࡞㔞ࠊᨺᑕ⬟࢚ࣟࢰࣝࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࠋ௬ࡇ
ࢀࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ௬ᐃࡋࡓሙྜࡣࠊ⌧≧ࡸࡸ㊊Ẽឤࡌࡽࢀࡿ⇿ⓎᛶẼయࡢ㔞ࡶ
ᖜቑ㔞ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⇿Ⓨࡢ┤๓ほᐹࡉࢀࡓ㛝ගࡢࠕ࢜ࣞࣥࢪⰍࠖࡘ࠸
࡚ࡣࠊ⇿ⓎᛶẼయྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ୍㓟Ⅳ⣲ࡢᛶ⇞↝࡛࠶ࡗࡓ᥎ㄽࡍࡿ⌮ゎࡋࡸ
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ࡍ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ&&,ࡼࡿ࢚ࣟࢰࣝࡣࠊ㧗⃰ᗘࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵࢇ࡛࠾ࡾࠊ⇿Ⓨ࡛ᩓࡋࡓࡀࢀ
ࡁࡢⴭࡋࡃ㧗࠸ᨺᑕ⥺ࣞ࣋ࣝࡘ࠸࡚ࡶㄝ᫂ࡀࡘࡃࠋ௨ୖࡽࠊ&&,ࡢᐤᛶࢆຍࡋ࡚⪃
࠼ࡿࠊྕᶵࡢ⇿Ⓨࡢㄝ᫂ࡀࡼࡾᐜ᫆࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࡑࡢࡇࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ࣓ࣝ
ࢺࢫ࣮ࣝ࣌ࢹࢫࢱࣝෆ࠾ࡅࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ㣗ࡀࠊᐇ㝿ࡣࡉࡽつᶍ࡞࡛ࣞ࣋ࣝ
㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ

Gྕᶵ
ձྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡀ⇿Ⓨࡋࡓࡢࡣ࡞ࡐ
ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡀ⇿Ⓨࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊྕᶵ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓỈ⣲ࡀ6*76⣔ࢆ㏫ὶࡋ࡚ྕᶵཎᏊ
⅔ᘓᒇᅇࡾ㎸ࡳࠊཎᏊ⅔ᘓᒇෆࡀ⇿Ⓨᛶ㞺ᅖẼ࡞ࡗࡓࡇࢁࠊఱࡽࡢ╔ⅆ※ࡀ㉳ᅉ
࡞ࡗ࡚Ỉ⣲⇿Ⓨࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡶࡢㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊྕᶵࡽ㏫ὶࡋࡓỈ⣲ࡢࡳ࡛ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡀ⇿Ⓨᛶ㞺ᅖẼࡲ࡛฿㐩ࡍࡿ
࠺ࡣៅ㔜᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡘࠊ࠸ࡲࡔ❧ドࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊゎᯒ➼ࡼࡿ
ᚋࡢ᳨ドࡀᮃࡲࢀࡿࠋ

ղྕᶵ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝ㉳ᅉࡍࡿᝒほⓗ᥎ ࡀㄽฟࡋࡓࡢࡣ࡞ࡐ
ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡀ⇿Ⓨࡼࡾ◚ࡋࠊࡑࡢ┤ᚋࡽ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡀⓑ↮ࢆୖࡆ⥆
ࡅࡓ㇟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ┤ᚋࡽࡉࡲࡊࡲ࡞᥎ ࡀㄽࡌࡽࢀࡓࠋ⡿ᅜ15&ࡣᅾ᪥⡿ᅜே
ᑐࡋ࡚࣐ࣝᅪෆࡽࡢ⬺ฟࢆࡧࡅࠊᅜෆ࠾࠸࡚ࡶ༴㝤⠊ᅖࡀ㤳㒔ᅪࡲ࡛ཬࡪྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢෆ㒊㈨ᩱࡀࡲࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓᐇࡀᚋ᪥Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᒁࠊᙜヱ⏝῭
ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡣ༑ศ࡞Ỉࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ᥎ ᇶ࡙࠸ࡓ㆟ㄽࡣỴ╔ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡶࡑࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ᝒほⓗ᥎ ࡀㄽฟࡋࡓ⫼ᬒࡣࠊึᮇࡢỴᐃⓗ࡞ሗ
㊊ຍ࠼ࠊ௨ୗࡢᢏ⾡ⓗ⌮⏤ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋ
࣭⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝỈィࡀ࡞ࡃࠊࢸࣞࣅ࣓࢝ࣛࡼࡿ≧ἣ☜ㄆࡶ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇ
࣭ᙉ࠸ᆅ㟈⇿Ⓨࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢᦆയ₃࠼࠸ࢆᠱᛕࡍࡿࡔࡅࡢ⌮⏤
ࡀ࠶ࡗࡓࡇ
࣭ᨺᑕ⥺ࣞ࣋ࣝ㛵ࡍࡿሗࡀࠊࡑࢀ௨๓Ⓨ⏕ࡋࡓྕᶵࡢᙳ㡪ࡶ㔜࡞ࡾࠊṇࡋࡃศᯒ
ࡋ㞴ࡗࡓࡇ
࣭ࢪࣝࢥࢽ࣒࢘ⅆ⅏ࡢ⌧㇟㛵ࡍࡿᐇ㦂࡞㐣ཤࡢ▱ぢࡀᐇࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⌧ᐇⓗ࡞᥎ ࢆ
⾜࠺ࡓࡵࡢゎᯒࢶ࣮ࣝࡶᩚࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ
࣭⡿ᅜ࡛ࡣ᪤㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㧗⇕㔞ࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱࡢᕷᯇᶍᵝ㓄ิࡀࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣࡲࡔ᳨
ウࡉ࠼ጞࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ㧗⇕㔞ࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱࡀᒁᡤⓗ㞟୰ࡋ࡚㓄ิࡉࢀ࡚
࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࣭⡿ᅜ࡛ࡣ᪤㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕ%㸬㸬Eࠖࡢᑐ⟇ࡀࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣ࠸ࡲࡔ᳨ウࡉ࠼ጞࡲࡗ
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࡚࠾ࡽࡎࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࢆእ㒊Ỉ※࡛෭༷ࡍࡿタഛࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ

ճཎᏊ⅔࢟ࣕࣅࢸࡽ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ₃࠼࠸ࡀ࡞ࡗࡓࡽ
ྕᶵ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࢆᕠࡿᝒほⓗ᥎ ࡣࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝ༑ศ࡞ࣞ࣋ࣝࡢỈ
ࡀṧᏑࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇࡼࡗ࡚ᡴࡕᾘࡉࢀࡓࡀࠊ࡞ࡾࡢỈ㔞ࡀṧࡗ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡛᪂ࡓ࡞ၥࡀ⏕ࡌࡓࠋ⤖ᒁࡑࡢㄝ᫂ࡋ࡚ࡣࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࢤ࣮ࢺࡢᵓ㐀ⓗ࡞
≉ᚩࡼࡾࠊᙜ‶Ỉ≧ែࡔࡗࡓཎᏊ⅔࢟ࣕࣅࢸཬࡧࡑࢀ㐃⤡ࡍࡿᶵჾ㈓ⶶࣆࢵࢺࡽ
ࡢỈࡀࠊⓎࡼࡗ࡚Ỉࡀపୗࡋࡓ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝὶࢀ㎸ࢇࡔࡓࡵㄝ᫂ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢㄝ᫂ࡣྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡾࠊࡘࠊᐇ㝿ཎᏊ⅔࢟ࣕࣅࢸᶵჾ㈓ⶶࣆࢵࢺࡢỈࡀ
పୗࡋ࡚࠸ࡿᐇࡶ➢ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊཎᏊ⅔࢟ࣕࣅࢸᶵჾ㈓ⶶࣆࢵࢺࡀ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝྠࡌỈಖࡓࢀ࡚
࠸ࡿ࠸࠺≧ἣࡣࠊ㏻ᖖࠊ⇞ᩱࡀᐇࡉࢀࡿィ⏬Ṇᮇ㛫୰ࡔࡅ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᮇ㛫ࡣ㐠㌿ࢧࢡࣝࡢ㹼㸣ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ
࣮ࣝ࠾ࡅࡿ෭༷ᶵ⬟ࡢ႙ኻ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡢࣉ࣮ࣝࡽࡢὶỈࢆᮇᚅࡍࡿࡢࡣ
㠀ಖᏲⓗ࡞௬ᐃ࡛࠶ࡾࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡀ㛗ᮇࢃࡓࡗ࡚෭༷ࡉࢀ࡞࠸ࢩࢼࣜ࢜ࡣࠊ
⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝ࠶ࡿỈ㔞ࡔࡅࢆᢸಖࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ホ౯
ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢỈ㔞ࡣ᪩ᬌ࡚Ⓨࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ၥ㢟ࡣࡑࡇࡽඛࡢ㐍ᒎ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤࡢᩥ⊩ࡣࠊ᮲௳ࡼࡗ࡚ࡣࢪࣝࢥࢽ࣒࢘ⅆ⅏ࢆⓎ
⏕ࡉࡏࡿࡲ࡛ࡢ㧗 㐩ࡍࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊࢪࣝ࢝ࣟ〇ࡢ⇞
ᩱ⿕そ⟶ࡶ◚ᦆࡋࠊෆⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ⇕ࡼࡗ࡚እ㒊⎔ቃᨺᩓࡉࢀࡿ
ࡇ࡞ࡿࠋᾏእ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡀ⌧ᐇᛶࡢ࠶ࡿᠱᛕ࡛࠶ࡿྰࡢุᐃࢆࡼࡾ㧗࠸⢭ᗘ
࡛⾜࠺ࡓࡵࡢゎᯒࢥ࣮ࢻࡀᩚഛࡉࢀࠊࡑࡢ᳨ドࡢࡓࡵࡢᐇ㦂ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Hྕᶵ
ձྕᶵࡀ㏻ᖖ㐠㌿୰࡛࠶ࡗࡓࡽ
ྕᶵࡣࠊ᭶᪥ศྕᶵ✵෭ᘧ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ % ࡽࡢ㟁※⼥㏻ᡂ
ຌࡋࠊ༴ᶵࢆ⬺ࡍࡿࡁࡗࡅࢆࡘࢇࡔࠋࡑࡋ࡚ࠊ65ᘚ08:&ࡼࡿ᩿⥆ⓗ࡞ཎᏊ⅔Ỉㄪ
ᩚࢆ⤒࡚෭ Ṇࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊྕᶵࡀ㏻ᖖ㐠㌿୰࡛࠶ࡗࡓ௬ᐃࡋࡓࡽࠊཎᏊ⅔ᨾࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ௬ᐃࢆ⨨ࡃࠊⓎ⅏ᙜࡢཎᏊ⅔Ỉࡸᅽຊࠊ┤ᚋࡽⓎ⏕ࡍࡿᔂቯ⇕ࡣ
㹼ྕᶵྠỈ‽࡛ࠊὶ㟁※᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࡢ⇕࣮ࣝࢺࢆ႙ኻࠊ㞄᥋ࣉࣛࣥࢺ
ࡀᐃᮇ᳨ᰝ୰ࠊ࠸࠺ྕᶵࡀ⨨ࢀࡿ≧ἣࡣࠊཎᏊ⅔ᨾ⮳ࡗࡓྕᶵྠ᮲௳࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࡑࡢࡓࡵࠊ㧗ᅽὀỈࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᘏࢆᅗࡿࡶࡢࡢࠊྕᶵࡽࡢ㟁※⼥㏻ᡂຌࡍࡿ๓
┤ὶ㟁※ࢆ႙ኻࡋࠊ㧗ᅽὀỈ㝈⏺ࡀゼࢀࡿࡲ࡛᱁⣡ᐜჾ෭༷ཪࡣῶᅽపᅽὀỈࢆ㐙




 ࡞࠾ࠊࡇࡢ⫼ᬒ࠶ࡿᠱᛕࡣࠊ㟁※႙ኻ࡞ࡼࡿ෭༷ᶵ⬟ࡢ႙ኻᑐࡋ࡚࡛ࡶᆅ㟈ࡼࡿ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝ
ࡢ◚ᦆᑐࡋ࡚࡛ࡶ࡞ࡃࠊࢸࣟࣜࢫࢺࡼࡿពᅗⓗ࡞◚ቯάືᑐࡋ࡚࡛࠶ࡿⅬࡣグࡋ࡚࠾ࡃࠋ
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ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊྕᶵ㢮ఝࡋࡓᨾ㐍ᒎࢆࡓࡾཎᏊ⅔ࡢᭀ㉮ࢆチࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ


㸰㸯㸲 ཎᏊ⅔ࣃ࣓࣮ࣛࢱᇶ࡙࠸ࡓᨺᑕ⬟ᨺฟ㐣⛬
ᮏᨾࡣࠊ⅔ᚰ෭༷ᶵ⬟ࡀኻࢃࢀࠊ⅔ᚰ⁐⼥ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࠸࠺ព࡛ࠕࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࠖ
࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᮏᨾࡣࠊ᱁⣡ᐜჾཬࡧཎᏊ⅔ᘓᒇࡢᶵ⬟ࡀኻࢃࢀࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊ⁐⼥⅔
ᚰࡽᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕ⬟ࡀ㔞⎔ቃᨺฟࡉࢀࡓࡇࠊࡲࡓࠊ⁐⼥⅔ᚰࡀไᚚ⬟࡞≧ែ
࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ➼ࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢᐃࢆࡣࡿ㉸࠼ࡿ◚ᒁⓗᨾ࡞ࡗࡓࠋ

ᮏ⠇࡛ࡣࠊᨾ⤒㐣ࡢண ᇶ࡙࠸࡚⅔ᚰᨺᑕ⬟ࡢᨺฟ㐣⛬ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡀࠊࡇࡢᨾ⤒㐣ࡢ
ண ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᨾ⌧ሙ࠾࠸࡚ྲྀᚓࡉࢀࡓཎᏊ⅔ࣃ࣓࣮ࣛࢱᇶ࡙࠸࡚᥎ᐃࡍࡿࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽᨺᑕ⬟ࡀᨺฟࡉࢀࡿ㐣⛬ࡣࠊᮾ㟁ࡸಖᏳ㝔ࡼࡿ」㞧ࡘ⭾࡞ࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓホ౯࡛ࡣࢇ⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡣᨾࡼࡗ࡚◚ቯࡉࢀࡓ⚟ᓥ➨୍
ཎⓎࡢ≧ἣࡀศࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㐺ษ࡞ィ⟬ࣔࢹࣝࡀᵓ⠏࡛ࡁ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᨾ
㐠㌿ဨࡼࡗ࡚ྲྀᚓࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ㐺ษศᯒ࣭ホ౯ࡍࢀࡤࠊᐃᛶⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀྜ⌮ⓗᨺ
ᑕ⬟ࡢᨺฟ㐣⛬ࢆホ౯ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊഅ↛ࡢᖾ㐠ࡀᨾࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐍ᒎࢆ㜵Ṇ
ࡋࡓࡇ➼ࠊᨾ㐣⛬࠾ࡅࡿ≉ᚩⓗ࡞㇟ࢆฟࡍࡿࡢࡶᮏ⠇ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ


㸯㸧ᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱ࣮ࡼࡗ࡚ ᐃࡉࢀࡓ㔞ࡢᨺᑕ⬟
ࠕᅗ㸰㸯㸲㸯ࠖࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣮࢝ࡼࡗ࡚⚟ᓥ➨୍ཎⓎᵓෆ࡛ ᐃࡉࢀࡓᨺᑕ⥺㔞
࡛࠶ࡿࠋ᪥ ᐃࡉࢀࡓᨺᑕ⬟ࡣࠊ᪥῝ኪࡽ⅔ᚰ⁐⼥ࢆ㉳ࡇࡋࡓྕᶵࡽᨺฟࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ࡽ᪥ࡅ࡚ࡣࠊ᪥⅔ᚰ⁐⼥ࢆ㉳ࡇࡋࡓྕᶵࡽᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕ
⬟ࡀຍࢃࡗ࡚ ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ࡽࡣࠊṇ㛛㏆୍࡛ẁ㧗࠸ᨺᑕ⥺㔞ࡀ ᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊྕᶵࡽࡢᨺᑕ⬟ᨺฟࡢᐤࡀࡁ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪥ࡽ᪥ࡲ࡛ ᐃࡉࢀࡓᨺᑕ⥺㔞ࢆぢࡿࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㹼ྕᶵࡽす᪉ྥ
⨨ࡍࡿ03ࡢᨺᑕ⥺㔞ࡀ༡すࡸ༡᪉ྥࡢ ᐃ್ẚ࡚ಸ⛬ᗘ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ ᐃ್
ࡢ㐪࠸ࡣࠊᨺᑕ⥺㔞ࡀ㢼ྥࡁᙉࡃ౫Ꮡࡍࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ࡽ᪥ࡅ࡚ࠊ
ṇ㛛㏆࡛ ᐃࡉࢀࡓᨺᑕ⥺㔞ࡣࠊ」ᩘᅇࡢ㧗࠸ࣆ࣮ࢡ⥺㔞ࢆకࡗ୍࡚ẁ㧗࠸ᨺᑕ⥺㔞ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㧗࠸⥺㔞ᑐᛂࡍࡿᨺᑕ⬟ࡢᨺฟ※ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿࠕ㸱㸧ࠖࡢᨾ⤒㐣ࡽุ᩿
ࡍࡿࠊྕᶵ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠊྕᶵྕᶵࡢᨺᑕ⬟ᨺฟࡢ㐪࠸ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ᭱ࡢせᅉࡣࠊ㢼ྥࡁ᱁⣡ᐜჾ6&࣋ࣥ
ࢺ࡛࠶ࡿࠋࠊྕᶵ࡛ࡣࠊࡇࡢ࣋ࣥࢺࡼࡾࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ㸦':㸧ᅽຊࢆᖜపୗࡉࡏࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊྕᶵ࡛ࡣࠊ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ':ᅽຊࡀ㹼03D>J@




 ᮾ㟁࣮࣒࣮࣍࣌ࢪKWWSZZZWHSFRFRMSQXIXNXVKLPDQSIGDWDLQGH[MKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࿘㎶ࡢᨺᑕ⥺㔞 ᐃࡢࡓࡵࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎタෆከᩘタ⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡋࡋࠊ㟁※႙ኻࡼࡾࡑࡢ࡚ࡣసືࡏࡎࠊࢹ࣮ࢱࡀᏑᅾࡍࡿࡢࡣࠊࡇࡇ࡛ᘬ⏝ࡋࡓ⛣ືᘧࡢࣔࢽࢱࣜࣥ
ࢢ࣮࢝ࡼࡿᑡᩘᆅⅬࡢ ᐃࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

࠸࠺㧗ᅽ≧ែࡀ⥅⥆ࡋࠊᨾึᮇ᱁⣡ᐜჾ':ࡢ◚ᦆࢆᣍ࠸ࡓࡇࡀࠊ㔞ࡢᨺᑕ⬟ᨺฟ
ࢆᣍࡃせᅉ࡞ࡗࡓࠋ


ͤࡇࡇ࡛ ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿᨺᑕ⥺ࡣࡋ࡚;Hࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ㸰㸯㸲㸯 ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣮࢝ࡼࡗ࡚⚟ᓥ➨୍ཎⓎᵓෆ࡛ ᐃࡉࢀࡓᨺᑕ⥺㔞


㸰㸧ྕᶵ࠾ࡅࡿᨺᑕ⬟ᨺฟ⮳ࡿᨾ⤒㐣
ྕᶵࡣࠊ㟁※႙ኻᚋࠊ⅔ᚰ෭༷⣔ࡀᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ㇟ࡣ༢⣧࡛࠶ࡾࠊ᭱▷ࡢ
ᨾ⤒㐣࡛⅔ᚰ⁐⼥ࡽཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ◚ᦆࠊ⁐⼥⇞ᩱࡢ᱁⣡ᐜჾᗏ㠃ࡢⴠୗ⮳ࡗࡓ᥎ᐃ
ࡉࢀࡿࠋࡋࡋࠊᆅ㟈࣭ὠἼ┤ᚋࡢΰࡢ୰࡛ࠊ᪥῝ኪࡽ᪥᪩ᮅࡅ࡚ࡢཎᏊ⅔ࣃࣛ
࣓࣮ࢱࡢ ᐃࢹ࣮ࢱࡣኚᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊྕᶵࡢᨾ⤒㐣㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⡿ᅜ15&ࡽࡢጤ
クࡼࡾ࣮࢜ࢡࣜࢵࢪᅜ❧◊✲ᡤࡀᐇࡋࡓὶ㟁※႙ኻ㇟㛵ࡍࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ࡶࠊඹ㏻ᛶࡀከ࠸ࡓࡵཧ⪃ࡋࡓ㸦ࠕ⾲㸰㸯㸯㸰㹼㸲ࠖཧ↷㸧ࠋ

D㟁※႙ኻࡼࡿ⅔ᚰ෭༷⣔ࡢᶵ⬟႙ኻࡼࡿཎᏊ⅔ࡢ✵ࡔࡁ
ձ ⅔ᚰ⁐⼥⁐⼥⅔ᚰࡽࡢⓎᛶᨺᑕᛶ≀㉁ࡢࡰ㸣ࡢᨺฟ
⅔ᚰ෭༷ࡀࢇᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛ࡣࠊ⅔ᚰ ᗘࡢୖ᪼ࡼࡾࠊ㟁※႙ኻࡽ⣙
㛫ศᚋࡣཎᏊ⅔Ỉࡣ⅔ᚰୖ➃ࡲ࡛పୗࡋࠊ㛫ᚋࡣࢪࣝࢥࢽ࣒࢘Ỉᛂࡀᛴ㏿
㐍ᒎࡋࠊ㛫ศᚋࡣ⅔ᚰ⁐⼥ࡶጞࡲࡿࠋ⅔ᚰ⁐⼥ࡢ㐍ᒎࡶࠊ⁐⼥⅔ᚰࡢ ᗘ




 /-2WW&):HEHU&5+\PDQ͆6WDWLRQ%ODFNRXW&DOFXODWLRQVIRU%URZQV)HUU\͇&21)2DN
5LGJH1DWLRQDO/DERUDWRU\  
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ࡣΥ௨ୖ࡞ࡾࠊᕼ࢞ࢫࡸࣚ࢘⣲ࠊࢭࢩ࣒࢘ࠊࢸࣝࣝ➼ࡢⓎᛶᨺᑕ⬟ࡣࡰ㸣ࡀ
⁐⼥⅔ᚰࡽⓎࡋࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆࡢẼᒙᨺฟࡉࢀࡓࠋ

ղཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ◚ᦆཎᏊ⅔ෆࡢ㧗 ࣭㧗ᅽẼయࡢ᱁⣡ᐜჾ':ࡢὶฟ
ࡑࡢᚋࠊ⅔ᚰࡢ࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥࡼࡾࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾᗏ㒊㏆㎶◚ᦆࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇࡢ⌧㇟
ࡣࠊࠕᅗ㸰㸯㸲㸰ࠖ࠾࠸࡚ཎᏊ⅔ᅽຊ':ᅽຊࡀࡰྠࡌ್࡞ࡗࡓ᪥ศ
ࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㧗 ࣭㧗ᅽࡢẼⓎᛶᨺᑕ⬟ࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊ
ᐜჾࡽ᱁⣡ᐜჾ':⛣⾜ࡋࡓࠋࡇࡢ⛣⾜ࡣࠊ᱁⣡ᐜჾ':ཬࡧ6&ࡢ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞ࣔࢽࢱ
࣮':㸦&$06㸧ཬࡧ6&㸦&$06㸧ࡢᛴୖ᪼ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊྕᶵࡢ
᱁⣡ᐜჾᨺᑕ⥺㔞ࡀ ᐃࡉࢀࡿࡢࡣ᪥ධࡗ࡚ࡽ࡛࠶ࡾ ࠕᅗ㸰㸯㸲㸰ࠖཧ↷㸧ࠊ
᪥᪩ᮅ㉳ࡇࡗࡓᨺᑕ⬟ࡢὶධࢆ┤᥋ほᐹࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ


ᅗ㸰㸯㸲㸰 ྕᶵ࠾ࡅࡿཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ◚ᦆࠊ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࠊỈ⣲⇿Ⓨࠊ⅔ᚰᨺᑕ⬟ࡢ᱁⣡ᐜ
ჾࡢ⛣⾜

ճ᱁⣡ᐜჾ':ࡽཎᏊ⅔ᘓᒇࡢỈ⣲ࡸᨺᑕ⬟ࡢ₃ฟỈ⣲⇿Ⓨ
᱁⣡ᐜჾ':ᨺฟࡉࢀࡓ㧗 ࣭㧗ᅽࡢẼࡣࠊ᱁⣡ᐜჾࡢタィ ᗘᅽຊࢆᖜ㉸࠼
࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ᱁⣡ᐜჾࣇࣛࣥࢪ㒊ࡸ≀ရᦙධཱྀ➼ࡢࣃࢵ࢟ࣥࢆຎࡉࡏࠊࡑࡢẼᐦࡣ◚ࡽࢀ
ࡓࠋࠊྕᶵ࠾ࡅࡿỈ⣲⇿ⓎࡣࠊẼᐦࡢ◚ࢀࡼࡿỈ⣲ࡸᨺᑕ⬟ࠊỈẼ➼ࡀ᱁⣡ᐜჾ
ࡽཎᏊ⅔ᘓᒇ㔞₃ฟࡋࡓࡇࢆᐇ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཎᏊ⅔ᘓᒇ₃ฟࡋࡓᨺᑕ
⬟ࡣࠊỈ⣲⇿Ⓨࡼࡗ࡚እ㒊⎔ቃ୰ᨺฟࡉࢀࡓࠋ
᱁⣡ᐜჾࡢẼᐦࡢ◚ࢀࡼࡿཎᏊ⅔ᘓᒇࡢᨺᑕ⬟Ỉ⣲ࡢ₃࠼࠸ࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢỈ⣲⇿




 <YHV3RQWLOORQ*«UDUG'XFURV330DOJRX\UHV%HKDYLRXURIILVVLRQSURGXFWVXQGHUVHYHUH3:5DFFLGHQW
FRQGLWLRQV 9(5&256 H[SHULPHQWDO SURJUDPPH3DUW  *HQHUDO GHVFULSWLRQ RI WKH SURJUDPPH 1XFOHDU
(QJLQHHULQJDQG'HVLJQ9RO  SS
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Ⓨࡣࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ࡛ࡶண ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓ㇟࡛࠶ࡗࡓࠋ


մ⁐⼥⅔ᚰࡢ᱁⣡ᐜჾᗋ㠃ࡢⴠୗ
ྕᶵ࡛ࡣࠊ᪥ศࡲ࡛ࡣཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ㒊㏆◚ᦆࡀ⏕ࡌࡓࠋὶືᛶᐩ
ࡳࠊᐦᗘࡢࡁ࡞⁐⼥⅔ᚰࡢ㒊ศࡣࠊ◚ᦆཱྀࡢᣑࡶ㛫⛬ᗘ࡛᱁⣡ᐜჾᗏ㒊
ⴠୗࡋࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋⴠୗࡋࡓ⁐⼥⅔ᚰࡢ୍㒊ࡣࡑࡢὶືᛶࡼࡗ࡚࣌ࢹࢫࢱࣝࡢ㛤ཱྀ㒊
ࡽᶓ᪉ྥᗈࡀࡿ୍᪉ࠊ㒊ศࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆ⇕ศゎࡋ࡞ࡀࡽୗ᪉ྥࡅ࡚⛣ືࡋࡓ
ᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢ㒊ศࡀ᱁⣡ᐜჾᗋ㠃ⴠୗࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ⁐⼥⇞ᩱࡀࠊ⌧ᅾࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚ࡣఱࡶศࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

յ᱁⣡ᐜჾ6&࣋ࣥࢺࡼࡿ᱁⣡ᐜჾࡢῶᅽ
ࠕᅗ㸰㸯㸲㸰ࠖࡀ♧ࡍࡼ࠺ࠊ᪥ࡈࢁࡽྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾ':ࡣタィᅽຊࢆᖜ
㉸࠼ࡿ⣙03D>J@௨ୖࡢ㧗ᅽ≧ែ࠶ࡾࠊ᱁⣡ᐜჾ◚ᦆࡢ༴ᶵⓗ≧ἣ࠶ࡗࡓࠋ
ศࡈࢁࠊຎᝏ࡞సᴗ᮲௳ࡶࢃࡽࡎࠊ㐠㌿ဨࡣ᱁⣡ᐜჾ6&࣋ࣥࢺࢆᡂຌࡉࡏࡓࠋ':
ᅽຊࡣᖜపୗࡋࠊᨾึᮇ࠾ࡅࡿ᱁⣡ᐜჾ◚ᦆࡣචࢀࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢ࣋ࣥࢺࡢ᧯స
ᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣋ࣥࢺࡢᐇ⾜ࡀせồࡉࢀࡿᨾࡢ㧗ᨺᑕ⥺㔞ᑐࡍࡿ㓄៖ࡀࡃ࡞ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࣋ࣥࢺࡀ㐙⾜ࡉࢀࡿࡲ࡛㛫௨ୖࢆせࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣋ࣥࢺࡢ
ᖜ࡞㐜ࢀࡣࠊྕᶵ࠾ࡅࡿỈ⣲⇿Ⓨཬࡧእ㒊⎔ቃࡢᨺᑕ⬟ᨺฟࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞
ࡗࡓ୍ᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋ

Eᾘ㜵㌴ࡽࡢὀỈࡼࡿ᱁⣡ᐜჾᗋ㠃ⴠୗࡋࡓ⁐⼥⅔ᚰࡢ෭༷
ཎᏊ⅔ᅽຊࡣ᪥ศࡣ⣙03D>J@㏆ࡲ࡛పୗࡋࠊᾘ㜵㌴ࡼࡿཎᏊ⅔ὀỈࡀྍ
⬟࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿタࡢ◚ቯΰࡢ୰࡛ࠊὀỈࡢ‽ഛᡭ㛫ྲྀࡾࠊ
ᐇ㝿ὀỈࡀ㛤ጞ࡛ࡁࡓࡢࡣ᪥ศ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡶࡈࢁࡲ࡛ࡣ㛫ᙜࡓ
ࡾWྎࡢࢃࡎ࡞ὀỈ㔞ࡀࡸࡗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࡇࡢὀỈࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ⁐⼥⅔ᚰࡣ㧗
ࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡀࡽ᱁⣡ᐜჾࡢᗏࢆ✺ࡁ◚ࡾࠊᆅୗỈ┤᥋᥋ゐࡍࡿែ⮳ࡗࡓࡶࡢ᥎ᐃࡉ
ࢀࡿࠋ

Fᾘ㜵㌴ࡼࡿཎᏊ⅔ὀỈ⣔タ⨨ࡢ┠ⓗࠊ⤒⦋ࠊព⩏
ᮏᨾ࡛ࡣࠊᾘ㜵㌴ࡼࡿὀỈࡀࠊ⁐⼥⅔ᚰࢆ෭༷ࡋ⌧ᅾࡢࠕᐃᖖⓗぢ࠼ࡿ≧ἣࠖࢆస
ࡾฟࡍࡢᙺ❧ࡗࡓ၏୍ࡢὀỈ⣔࡛࠶ࡿࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦$0㸧ᑐ⟇ࡋ࡚ࠊࢁ㐣ỈࢱࣥࢡࢆỈ※
ࡋࠊ㟁ື࣏ࣥࣉࢹ࣮ࢮ࣭࣏ࣝࣥࣉࡽ࡞ࡿᾘⅆ⣔ࡢὀỈࣛࣥࡽཎᏊ⅔ὀỈ࡛ࡁࡿ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡲ࡛タ⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᾘ㜵㌴ࡼࡿᙜヱὀỈࣛࣥ
ࡢὀỈཱྀࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶タ⨨ࡉࢀࡓࠋᮏᨾࡢ㉳ࡇࡿ⣙࢝᭶๓࡛࠶ࡗࡓࠋ
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ࡇࢀࡽࡢᑐ⟇ࡣᮏ᮶ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾ࡅࡿᾘ㜵࣭ᾘⅆタᣑࢆ┠ⓗࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ
ᅇࡢࡼ࠺࡞ᨾࢆᐃࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊᅇࡇࡢὀỈ⣔ࡀᙺ❧
ࡗࡓࡢࡣഅ↛ࡢᖾ㐠ぢ࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࢆ☜ಖࡋࡼ࠺ࡍࡿព
ᅗࡀ࠶ࡗࡓࡽࠊ๓㏙ࡢὀỈཱྀࡽࡶཎᏊ⅔ὀỈ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊ༢࡞ࡿഅ
↛ࡢᖾ㐠࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ

 
GཎᏊ⅔ᘓᒇᆅୗᐊ㔞₃ฟࡍࡿᙉᗘࡢởᰁỈ
ᨾࡽ࢝᭶ࡀ⤒㐣ࡍࡿ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶࠊ⁐⼥⇞ᩱࢆ෭༷ࡍࡿࡓࡵࡢ෭༷Ỉࡢὀධࡣ⥅
⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⁐⼥⇞ᩱࡀࠊࡇࠊࡢࡼ࠺Ꮡᅾࡍࡿࡢࠊࡲࡓࠊࡢࡼ࠺෭༷ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡃ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊࡃ෭༷Ỉࡢὀධࡣ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ෭༷Ỉ
ࡣཎᏊ⅔ᘓᒇὶฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୰ྵࡲࢀࡿᨺᑕ⬟ࡣࠊ⅔ᚰෆⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࢭࢩ࢘
࣒ࡢ㒊ศࡀࠊࡲࡓࠊࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡶ⅔ᚰෆⶶ㔞ࡢ⣙㸣ࡣὶฟࡋ࡚࠸ࡿ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣᮏሗ࿌ࠕ➨㒊ࠖࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ

㸱 ྕᶵ࠾ࡅࡿᨺᑕ⬟ᨺฟ⮳ࡿᨾ⤒㐣
D5&,&ࡢ⥅⥆㐠㌿Ṇ
ྕᶵ࡛ࡣࠊእ㒊㟁※ࢆ႙ኻࡋࡓᚋࡶ5&,&ࡀṆࡍࡿࡇ࡞ࡃ㐠㌿ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊࠕᅗ㸰㸯㸲㸱ࠖ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ5&,&ࡀṆࡍࡿ㛫௨ୖ๓ࡢ᪥ࡲ
࡛ࡣࠊཎᏊ⅔Ỉࡣపୗࡋጞࡵࡿ୍᪉ࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡣୖ᪼㌿ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⌧㇟ࡣ5&,&
ࡀࡶࡣࡸ⅔ᚰ෭༷⣔ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ႙ኻࡋ࡚࠸ࡓࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


ᅗ㸰㸯㸲㸱 ྕᶵ5&,&ṆᚋࡢཎᏊ⅔ῶᅽࠊ65ᘚ㛤ࠊཎᏊ⅔Ỉࡢపୗ




 ᨻᗓᨾㄪࠕ୰㛫ሗ࿌㸦ᮏᩥ⦅㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧࣮࣌ࢪ
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E65ᘚࡢ㛤᧯సཎᏊ⅔Ỉࡢపୗ
୰ኸไᚚᐊ࡛ࡣࠊ65ᘚࢆ㛤ࡃࡇࡼࡿཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᛴ㏿ῶᅽࢆ┠ᣦࡋࡓࡀࠊࣂࢵࢸ
࣮ࣜࡢ‽ഛࡀ㛫ྜࢃࡎࠊࡰࠊ㛫㐜ࢀ࡚65ᘚ㛤ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㛫ࡶཎᏊ⅔Ỉ
ࡣపୗࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ㐜ࢀࡢ⌮⏤ࡣࠊྕᶵỈ⣲⇿Ⓨ┤ᚋࡢΰࡼࡾࠊ㔞ࡢࣂࢵࢸ
࣮ࣜࢆ‽ഛࡍࡿࡢ㛫ࡀࡗࡓࡇ࠶ࡿࠋ65ᘚ㛤ࡼࡿཎᏊ⅔ᅽຊࡢపୗࡀ㛤ጞࡉࢀ
ࡓࡁࡣࠊཎᏊ⅔Ỉࡣ᪤⅔ᚰ㒊ࡢ༙ศ⛬ᗘࡲ࡛పୗࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋ㛫ࡶ࡞ࡃ%$)
฿㐩ࡋࠊ⅔ᚰࡽ෭༷Ỉࡀኻࢃࢀࡓࠋ

FཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ◚ᦆࠊ':ᅽຊࡢୖ᪼ࠊཎᏊ⅔ᨺᑕ⬟ࡢ':ࡢὶධཎᏊ⅔ᘓᒇ
ࡢὶฟ
ࠕᅗ㸰㸯㸲㸲ࠖ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ᪥ࢆࡍࡂࡓࡇࢁࡽ':ᅽຊࡢୖ᪼ࡀጞࡲࡾࠊ
ࡈࢁࡣ':ᅽຊཎᏊ⅔ᅽຊࡀࡰྠࡌ್࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ◚ᦆࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ⅔ᚰ⁐⼥ࡀጞࡲࡗ࡚ࡽࡑࢀ㛫ࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾᗏ㒊࠸࠺ࡼࡾࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ᥋⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㓄⟶⣔ࢆ㏻ࡋࡓ◚ᦆ
᥎ᐃࡉࢀࡿࠋྠ':ෆࡢᨺᑕ⥺㔞ࡀୖ᪼ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ◚ᦆ
ࡼࡿཎᏊ⅔ෆᨺᑕ⬟ࡢ':ෆࡢὶฟࡢ㛤ጞࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊཎᏊ⅔ᅽຊ':ᅽຊࡣࠊ
ྠࡌ್ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽୖ᪼ࡋࠊタィᅽຊ 03D>J@ ࢆᖜ㉸࠼ࡿࠥ03D>J@ࡢ㧗ᅽ
≧ែࢆ㛫௨ୖࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊཎᏊ⅔ෆࡢᨺᑕ⬟ࡀ':ഃὶฟࡋࡓࠋࡇࢀ
ࡣᛴ㏿ቑࡍࡿ':ᨺᑕ⥺㔞ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࠋ
㧗 ࣭㧗ᅽ࡞ࡗࡓ᱁⣡ᐜჾࡢࣇࣛࣥࢪ㒊➼ࡽࠊỈ⣲࢞ࢫࡸࣚ࢘⣲ࠊࢭࢩ࣒࢘ࠊࢸࣝࣝ
➼ࡢᨺᑕ⬟ᛶ࢞ࢫࡀཎᏊ⅔ᘓᒇᨺฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨ࡛♧ࡉࢀࡓࡶࡢ
ྠᵝࡢ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㛫ࡢ6&ᅽຊࡣࠊ':ᅽຊࡣ␗࡞ࡾపୗഴྥࢆ♧ࡋࡘࡘࠊ᪥ࡈࢁࡣ03D>J@
ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢపୗࡣᅽຊィࡢᨾ㞀᥎ᐃࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢཎᅉࡋ࡚᱁⣡ᐜჾ◚ᦆࡀⓎ⏕
ࡋࡓࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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G᱁⣡ᐜჾ':◚ᦆࡀⓎ⏕ࡋࠊ':ᅽຊࡀᛴῶ
᪥ࡽࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ':ᅽຊཎᏊ⅔ᅽຊࡣࡶ⣙03D>J@ࡽᛴపୗࡍࡿࠋ
≉ࠊ':ᅽຊࡣẼᅽࡲ࡛పୗࡍࡿࠋࡇࡢᛴ⃭࡞ῶᅽࡣ':ࡢࡇẚ㍑ⓗࡁ࡞◚ᦆࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓࡇࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᱁⣡ᐜჾࡢẼᐦࡀ◚ࡽࢀࠊཎᏊ⅔ෆཬࡧ':ෆ
ࡢ㧗⃰ᗘࡢᨺᑕ⬟ࢆྵࢇࡔ㔞ࡢẼయࡀࠊ▷ᮇ㛫ཎᏊ⅔ᘓᒇὶฟࡋࡓࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ㛫࠾ࡅࡿᅽຊࢹ࣮ࢱࡣࠊྕᶵỈ⣲⇿Ⓨࡢᙳ㡪ࡼࡾࡇࡢⅬࡋྲྀࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ

H⁐⼥⅔ᚰࡢ࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾᗏ㒊ࡢ◚ᦆ
ࡲࡓࠊ':ᅽຊపୗࡢ┤ᚋࠊཎᏊ⅔ᅽຊ':ᅽຊྠᮇࡋࡓ㗦࠸ࣆ࣮ࢡࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཎᏊ⅔ᅽຊࡣᛴ㝆ୗࡽ୍㌿ࠊῶᅽ๓ྠࡌ03D>J@ࡲ࡛ᛴ⃭ୖ᪼ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ┤ᚋ
ࡧᛴ㝆ୗࡋ࡚࠸ࡿࠋ':ᅽຊࡢࣆ࣮ࢡࡣཎᏊ⅔ᅽຊࢫࣃࢡࡢ⣙༙ศࡢ㧗ࡉ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡰྠᮇࡋ࡚┦ఝࡢᙧ≧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢཎᏊ⅔ᅽຊࡢᛴୖ᪼ཬࡧᛴ㝆ୗࡣࠊ▷㛫㠀ᖖ㔞ࡢỈẼⓎ⏕ࡀཎᏊ⅔ෆ࡛࠶
ࡗࡓࡇࠊࡑࡢẼࡀ':ഃὶฟࡋࠊࡉࡽࠊ':ࡢ◚ᦆཱྀࡼࡾཎᏊ⅔ᘓᒇഃὶฟࡋࡓࡇ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋཎᏊ⅔ෆ࡛ࡢẼࡢ㔞Ⓨ⏕ࡣࠊ⁐⼥⅔ᚰࡀཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾᗏ㒊࣓ࣝࢺ
ࢲ࢘ࣥࡋࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾᗏ㒊ṧᏑࡋ࡚࠸ࡓ෭༷Ỉ⁐⼥⅔ᚰࡀ᥋ゐࡋࡓࡇࡼࡿࡶ
ࡢ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᗏ㒊ࡶẚ㍑ⓗࡁ࡞᪂ࡋ࠸◚ᦆࡀⓎ⏕ࡋࡓ
᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
ཎᏊ⅔࡛㔞Ⓨ⏕ࡋࡓࡇࡢẼࡣࠊ⁐⼥⅔ᚰࡽⓎࡋࡓ㔞ࡢⓎᛶᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵ
ࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ẼయࡀࠊཎᏊ⅔ࡽ':ෆ㔞ὶฟࡋࡓࠋཎᏊ⅔ᅽຊࡀప
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ୗࡋẼᅽ᥋㏆ࡍࡿࡶࠊࡇࡢᨺᑕᛶẼయࡢὶฟࡶῶᑡࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣࠊ':
⥺㔞ࡀ6YK್᭱ࢆ♧ࡋࡓᚋࠊᚎࠎపୗࡋ࡚࠸ࡿࡇࡼࡾ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊཎᏊ⅔ᅽຊ':ᅽຊࡀࠊࡰẼᅽࡲ࡛పୗࡋࡓⅬ ᪥ ࡛ࡶࠊ':⥺㔞ࡣ
6YK⛬ᗘࡲ࡛ࡋపୗࡏࡎࠊᨺᑕ⬟ࡢ⣙ศࡢᙉࡣ᱁⣡ᐜჾෆࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
⥺㔞ࡢపୗࡣࠊࡋ࡚;Hࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋẼ୰ᨺฟࡉࢀࡓࢭࢩ࣒࢘ࡸࣚ࢘⣲࡞
ࡢᨺᑕ⬟ࡣ㹼㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢ㒊ศࡣ᱁⣡ᐜჾࡢ୰ࡲࡗ࡚࠸ࡿ᥎
ᐃࡉࢀࡿࠋ

Iᮾ㟁ࡼࡿᨾゎᯒࢥ࣮ࢻࠕ0$$3ࠖࡼࡿゎᯒࡢᐇែ
ᮾ㟁ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ཎᏊ⅔ᨾゎᯒࢥ࣮ࢻࠕ0$$3ࠖࢆ⏝࠸ࡓ᭱᪂ࡢゎᯒ
⤖ᯝࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛♧ࡉࢀࡓゎᯒ᪉ἲࡢᇶᮏⓗၥ㢟ࡘ࠸࡚ᣦࡋࡓ࠸ࠋྠሗ࿌
᭩࣮࣌ࢪᅗ࡛ࡣࠊ᱁⣡ᐜჾᅽຊኚࡢゎᯒ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠሗ࿌᭩ῧ
࣮࣌ࢪᅗ࡛ࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾᅽຊࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᅽຊࢹ࣮ࢱࡢᅗࡣࠊࠕᅗ㸰㸯㸲㸱ࠊ㸲ࠖᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᮾ㟁ࡢゎᯒ
⤖ᯝ࡛ࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾཬࡧ᱁⣡ᐜჾࡢ୧⪅ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿᅽຊኚࡢࣃࣝࢫⓗᣲື
ࡣ↓どࡉࢀࠊ࡞ࡔࡽῶᑡࡍࡿᅽຊኚࡀ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᅽຊ᭤⥺࡛ࡣࠊཎ
Ꮚ⅔ᅽຊᐜჾࡸ᱁⣡ᐜჾࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢᨺᑕ⬟ࢆྵࡴ㔞ࡢẼࡢὶฟ⌧㇟ࡶࡃண ࡉ
ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ࠾ࡅࡿ㔞ࡢẼⓎ⏕ࡶぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋὶయࡢὶື
ࡣࠊᅽຊࡢኚࠊࡍ࡞ࢃࡕᅽຊࡢᚤศࡼࡾ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢኚࢆᖹᆒࡋ࡚࡞ࡔࡽ࡞᭤
⥺࡛⨨ࡁ࠼ࡓࡁࠊὶయࡢ≧ែࡢ⃭ࡋ࠸ኚࡣᖹᆒࡉࢀ࡚ᾘኻࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ」㞧ࠊ㧗౯
࡞ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢥ࣮ࢻࡼࡿண ࡢពࡣఱ࡞ࡢࠊၥࡀṧࡿࠋ

JྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ࡛Ỉ⣲⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡽ࡞ࡗࡓ⌮⏤ཎᏊ⅔ᘓᒇࡽ⎔ቃࡢᨺᑕ
⬟ࡢὶฟ⤒㊰
ཎᏊ⅔ᘓᒇὶฟࡋࡓ㔞ࡢᨺᑕ⬟ཬࡧỈ⣲ࡣྕᶵ㝵࠶ࡿࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡢ
ࡁ࡞㛤ཱྀ㒊ࡽ⎔ቃᨺฟࡉࢀࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
ྕᶵ࡛ࡣࠊỈ⣲⇿Ⓨࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡢ㛤ཱྀࢆヨࡳࡓࠋࡋࡋࠊ
ࡑࢀࢆᡂຌࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊỈ⣲⇿Ⓨࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ྕᶵ࡛ࡣࠊ
᪥ࡣࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡀ㛤࠸࡚࠸ࡓドᣐ┿ࡀᏑᅾࡍࡿࠋྕᶵࡢࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭
ࣃࢿࣝࢆ㛤ᨺ≧ែࡋࡓࡢࡣࠊ᪥ࡢྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ࠾ࡅࡿỈ⣲⇿Ⓨࡢ㝿ࡢ⇿㢼࡛࠶ࡿ
᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡋࢁࠊࡇࡢࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝࡢഅ↛ࡢ㛤ᨺࡣࠊỈ⣲⇿Ⓨࢆ㜵Ṇࡋࡓࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊཎᏊ⅔ᘓᒇὶฟࡋࡓᨺᑕ⬟ࡀ┤ࡕ⎔ቃᨺฟࡉࢀࡿࡇࢆ㜵ࡄࡶࠊᨺฟࡉࢀ
ࡿᨺᑕ⬟㔞ࡢపῶࢆࡶࡓࡽࡋࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊࣈ࣮ࣟ࢘ࢺ࣭ࣃࢿࣝタ⨨ࡢ┠ⓗࡣࠊẼ㓄⟶◚ᨾ࡞࡛ࠊẼࡀཎᏊ⅔ᘓ




 ᮾ㟁ࠕ0$$3ࢥ࣮ࢻࡼࡿ⅔ᚰ࣭᱁⣡ᐜჾࡢ≧ែࡢ᥎ᐃࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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ᒇࡸࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ㔞ᄇฟࡋࡓ㝿ࠊෆᅽࡢᛴ⃭࡞ୖ࡛᪼ᘓᒇయࡀ◚ቯࡍࡿࡢࢆ㜵ࡄ
ࡇ࠶ࡗࡓࠋ

K᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡣᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓ
ྕᶵ࡛ࡣᅇࠊ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࣛࣥࢆᵓᡂࡋ᱁⣡ᐜჾῶᅽࢆヨࡳࡓࡀࠊࡍ࡚ኻᩋ⤊
ࢃࡾࠊ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡣᡂຌࡋ࡞ࡗࡓࠋ

㸲 ྕᶵ࠾ࡅࡿᨺᑕ⬟ᨺฟ⮳ࡿᨾ⤒㐣
Dྕᶵ࠾ࡅࡿὶ㟁※႙ኻᚋࡢ⅔ᚰ෭༷⣔ࡢసືṆ
᪥ศࡈࢁࡢὶ㟁※႙ኻᚋࠊྕᶵ࡛ࡣࠊ⏕ࡁṧࡗࡓ┤ὶ㟁※ࢆ⏝࠸࡚
ศ5&,&ࢆ㉳ືࡋࡓࠋࡇࡢ5&,&ࡣ᪥ศṆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔Ỉపୗࡼࡾࠊ
᪥ศ+3&,ࡀ⮬ື㉳ືࡋࡓࠋ+3&,㉳ືᚋࠊ03D>J@࠶ࡗࡓཎᏊ⅔ᅽຊࡀࠊ㉳ື
ศᚋࡢศࡣ03D>J@࡞ࡾࠊศࡣ03D>J@ࠊࡣ03D>J@ࠊ᪥
ศࡢ+3&,Ṇࡣ03D>J@ࡲ࡛పୗࡋࡓ㸦ࠕᅗ㸰㸯㸲㸳ࠖཧ↷㸧ࠋཎᏊ⅔ᅽຊ
ࡣࠊ+3&,Ṇࡢ㛫ᚋࡣࡧ03D>J@ࡲ࡛ୖ᪼ࡋࠊ㛫ᚋࡣ03D>J@ୖ᪼ࡋ
ࡓࠋ


ᅗ㸰㸯㸲㸳 ྕᶵ+3&,㉳ືక࠺ᅽຊࡢపୗࠊ65ᘚ㛤ࡼࡿཎᏊ⅔ᅽຊࡢᛴ㏿పୗ


E65ᘚ㛤ࡼࡿཎᏊ⅔ᅽຊࡢᛴపୗ᱁⣡ᐜჾᅽຊࡢᛴୖ᪼
᪥ศࠊ65ᘚ㛤᧯సࡼࡾࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡣ03D>J@ࡽ03D>J@ࡲ࡛ᛴ㏿పୗ
ࡋࡓࠋྠࠊ㧗 ࣭㧗ᅽ࡞ࡗࡓ෭༷ᮦࡢὶධࡼࡗ࡚':ᅽຊࡣタィᅽຊࢆ㉸࠼ࠊ
03D>J@ࡲ࡛ᛴୖ᪼ࡋࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡰྠࡌ್࡞ࡗࡓࠋ
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F᱁⣡ᐜჾ6&࣋ࣥࢺࡼࡿ᱁⣡ᐜჾῶᅽ⅔ᚰ㒊࠾ࡅࡿ⃭ࡋ࠸ẼࡢⓎ⏕
ࠕᅗ㸰㸯㸲㸴ࠖ♧ࡍࡼ࠺ࠊ':ᅽຊࡣタィᅽຊ03D>J@ࢆ㉸࠼࡚㧗ᅽ࡞ࡗࡓ
ࡢ࡛ࠊ┤ࡕ᱁⣡ᐜჾ6&࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ':ᅽຊࡣᛴ㏿㝆ୗࡋࡓࡀࠊ࣋ࣥࢺᘚࡢࠕ㛤ࠖ
≧ែࡣᏳᐃ࡛ࠊ▷㛫࡛ࠕ㛢ࠖ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡧ࣋ࣥࢺᘚࢆ㛤᧯సࡋࡓ
ࡀࠊࡲࡓࡶࡸ▷㛫࡛ࠕ㛢ࠖ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣋ࣥࢺᘚࡢ㛤㛢ࢆᅇ⛬ᗘ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ㛤㛢ࡢ⾜ࢃࢀࡓ㇟ࡢᅇᩘ㛫ࡣࠊ㉥ᩘᏐࡼࡗ࡚ࠕᅗ㸰㸯㸲㸴ࠖ♧ࡍࠋ
ࡇࡢ㛫ࠊཎᏊ⅔ᅽຊ':ᅽຊᛴ⃭࡞ኚࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᛴୖ᪼ࡣཎᏊ⅔⅔ᚰ㒊
ࡽ㔞ࡢẼࡢⓎ⏕ࡀ࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⁐⼥⅔ᚰࡢ࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡁࡢཎᏊ⅔ᅽຊ':ᅽຊࡢᛴ⃭࡞పୗࡣࠊ
࣋ࣥࢺࡼࡿࡁ࡞ῶᅽຠᯝࢆ᫂☜♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᮇ㛫⾜ࢃࢀࡓ᱁⣡ᐜჾ6&࣋
ࣥࢺࡣࠊ᱁⣡ᐜჾᅽຊࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࠸ᙺ❧ࡗࡓࡇࡣ☜࡛࠶ࡿࠋࠕᅗ㸰㸯
㸲㸴ࠖࢆぢࢀࡤศࡿࡼ࠺ࠊྕᶵࡣ⧞ࡾ㏉ࡋῶᅽࡉࢀࠊྕᶵࡣ␗࡞ࡾࠊ03D>J@௨
ୖࡢ㧗ᅽ≧ែ㛗ᮇ㛫ࡉࡽࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ᅇ┠ࡢ࣋ࣥࢺ┤ᚋࡢ᪥ศཎᏊ⅔ᘓᒇ࡛Ỉ⣲⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋࡇࢀࡣỈ⣲ࡸᨺ
ᑕ⬟ࠊỈẼࡀཎᏊ⅔ᘓᒇ㔞ὶฟࡋ࡚࠸ࡓࡇࠊࡲࡓࠊὶฟࡋࡓᨺᑕ⬟ࡀ┤᥋⎔ቃ
ᨺฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ◚ᦆࡢṇ☜࡞㛫ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ':⥺㔞ࡀୖ᪼ࢆ㛤ጞࡍࡿᮇࡢ
ࢹ࣮ࢱࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ':⥺㔞ࡀ᪥ࡈࢁࡣ6YK㐩ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡽ᥎ᐃࡍࡿࠊᅇ┠ࡢ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺ๓ᚋࡑࡢ◚ᦆࡀⓎ⏕ࡋࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ


ͤ࣋ࣥࢺࡢᅇᩘ㛫ࡣ㉥ۑᩘᏐ▮༳࡛♧ࡉࢀࡿࠋ
ᅗ㸰㸯㸲㸴 ྕᶵ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡼࡿᅽຊࡢᛴపୗ⃭ࡋ࠸ẼࡢⓎ⏕
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㸰㸯㸳 ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᨾᅇ㑊ດຊᨾࣜࢫࢡ
ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈⿕⅏ࡋࡓࡢࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ⚟ᓥ➨ཎⓎࡸዪ
ᕝཎⓎࠊᮾᾏ➨ཎⓎࡶࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡗ࡚ከ࡞⿕ᐖᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࠋࡋࡶࡑࢀࡣࠊᮏ
ᨾࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊ㛵ಀ⪅ࡢࡼࡾ㧗࠸㛵ᚰࢆ㞟ࡵ࡚ࡋࡿࡁࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡑࢀ௨ୖ
ᙉㄪࡍࡁࡇࡣࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪ཬࡧᨾᑐᛂࡀ⌧ᐇᑡࡋ࡛ࡶ␗࡞ࡗ
࡚࠸ࢀࡤࠊࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡶཎᏊ⅔ᨾ⮳ࡿ₯ᅾᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࢆ୰ᚰᨾᑐᛂࢆᩚ⌮ࡋ⪃ᐹ࣭ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽࠊዪ
ᕝཎⓎᮾᾏ➨ཎⓎ㛵ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡽࡢᨾࣜࢫࢡࢆᴫほࡋࡓࠋ

㸯㸧⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
D࡞⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪
ձᆅ㟈ࡼࡿ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪
⚟ᓥ➨ཎⓎ࡛ࡣࠊN9ᐩᒸ⥺ྕᅇ⥺ࡢࡳࡀ㎞࠺ࡌ࡚㏦㟁ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋࡓࡓࡵእ㒊㟁
※႙ኻࢆචࢀࡓࡀࠊᅇ⥺㸦N9ᐩᒸ⥺ᅇ⥺N9ᒾᡞ⥺ᅇ⥺㸧ࡢ㏦㟁⥺ࡢ࠺ࡕᅇ
⥺ࡀ㏦㟁ᶵ⬟ࢆ႙ኻࡋࡓࠋ
ලయⓗࡣࠊᐩᒸ⥺ྕࡣ⣔⤫ഃࡢ᩿㊰ჾ☀Ꮚ◚ᦆࡢࡓࡵࠊᒾᡞ⥺ྕࡣⓎ⅏Ⅼ࡛Ⅼ᳨
ᕤ୰࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᒾᡞ⥺ྕࡣࡑࢀ⮬యᦆയ➼ࡣ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢኚ㟁ᡤࡢ㑊㞾ჾᦆ
യࡢᪧࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀ㏦㟁ࢆṆࡋࡓࠋ

ղὠἼࡼࡿ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪
㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦ᇶ୰ᇶ㸧ࡸᡤෆ㓄㟁⣔⤫タഛ㸦0&㸸㠃୰㠃ࠋ3&㸸
㠃୰㠃㸧ࠊ5+56࣏ࣥࣉ㸦ྎ୰ྎ㸧➼ࡀࠊὠἼࡢᾐỈࡼࡿ┤᥋ⓗ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪ࡼࡗ
࡚ᶵ⬟ࢆ႙ኻࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢᶵჾ࣭タഛࡀᨾ㞀ཪࡣ⏝⬟࡞ࡗࡓࡇࡀࠊᨾᑐᛂࢆ㐍ࡵࡿᙜ
ࡓࡗ࡚㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎ࠾ࡅࡿᨾᅇ㑊ດຊࡢᴫせࢆ
☜ㄆࡍࡿࠋ

Eᨾᅇ㑊ດຊࡢᴫせ
Ⓨ⅏ᙜࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎ࡛ࡣ㹼ྕᶵᇶࡀᐃ᱁⇕ฟຊ୍ᐃ࡛㐠㌿୰࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮾᆅ
᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿᆅ㟈ຍ㏿ᗘಙྕࡼࡗ࡚᭶᪥ศࢫࢡ࣒ࣛṆࡋࡓࠋእ㒊
㏦㟁⣔⤫ᅇ⥺ࡀ㏦㟁ᶵ⬟ࢆኻࡗࡓࡶࡢࡢࠊᐩᒸ⥺ྕᅇ⥺ࡼࡗ࡚㎞࠺ࡌ࡚እ㒊㟁※ࡀ☜
ಖࡉࢀࡓࠋ⥆࠸࡚ศࡣὠἼ➨୍Ἴࡀ฿㐩ࠊ༡ᮾࡢ᪉ゅࡽ⚟ᓥ➨ཎⓎ᮶くࡋࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞⿕ᐖᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࡇࡣ๓㏙ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ




 ಖᏳ㝔ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢእ㒊㟁※ಀࡿ≧ἣࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
 ಖᏳ㝔ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢእ㒊㟁※ಀࡿ≧ἣࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ῧ㈨ᩱࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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ࡑࡢᚋࡢྛྕᶵ࠾ࡅࡿ༴ᶵ⬺ฟάືࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡲࡎࠊ5&,&ࡢ㐠㌿ࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ࡢᅽຊỈࢆไᚚࡋࡘࡘࠊḟࡢẁ㝵ഛ࠼࡚ࠊእ㒊ࡢ
Ỉ※ࡽཎᏊ⅔ὀỈࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢሙྜࡢ㛫ⓗవ⿱ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
5&,&ࡢ㐠㌿ࡼࡗ࡚ᅽຊᢚไᐊࡢࣉ࣮ࣝỈ ᗘࡀୖ᪼ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡀ㐣ᗘ㐍⾜ࡋࡓᚋࡽ
࡛ࡣཎᏊ⅔ῶᅽࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊࡑࢀ⥆ࡃపᅽὀỈࡀࡲࡍࡲࡍᅔ㞴࡞ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
⚟ᓥ➨ཎⓎ࡛ࡣࠊ㟁※ࡀỈἐࡋ࡚⏝⬟࡞ࡗࡓྕᶵ $ ࠊ & ௨እࡢ08:&࣏ࣥࣉࡣ
࡚࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊྛྕᶵࡢᙜ┤㛗ࡣࠊᨾ᧯సᡭ㡰᭩ (23 ࡋࡓࡀࡗ࡚㐠
㌿ဨ08:&࣏ࣥࣉࢆ㉳ືࡉࡏࠊḟ࠸࡛ࠊ65ᘚࢆ㛤࠸࡚ཎᏊ⅔ῶᅽࡋࠊ᭶᪥ࡍࡂࡈࢁ
ࡽࠊ㹼ྕᶵࡢཎᏊ⅔ὀỈࢆᚎࠎ5&,&ࡽ08:&ษࡾ᭰࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊྕᶵࡔࡅ
ࡀ08:&࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㧗ᅽ⅔ᚰࢫࣉࣞ⣔㸦+3&6㸧ࡼࡗ࡚ࡑࡢᚋࡢ5+5ࡼࡿṧ␃⇕㝖ཤ㐠㌿
ᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ+3&6ࡀ㐠㌿ྍ⬟ࡔࡗࡓࡓࡵࠊ㧗ᅽࡽపᅽࡲ࡛㐠㌿⠊ᅖࡢᗈ
࠸+3&6ࢆ5&,&⥆࠸࡚⏝ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡉ࡚ࠊ5&,&ࡽ08:&ཪࡣ+3&6ὀỈᡭẁࡀษࡾ᭰࠼ࡽࢀࠊཎᏊ⅔෭༷ࡣḟࡢࢫࢸࢵࣉ
㐍ࢇࡔࠋࡋࡋࠊ࠸ࡲࡔᣢ⥆ྍ⬟࡞≧ែ࡛ࡣ࡞࠸ࠋཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾෆ✚ࡉࢀࡿ⇕ࡣࠊ
5+5ࡼࡗ࡚᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡ࡛࠶ࡿᾏฟࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊ
᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡᪧࡲ࡛ࡢάືࢆྕᶵࡈᴫ㏙ࡍࡿࠋ

ձ ྕᶵ
ᇶࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡀ⁛ࡋࠊ0& & ࠊ+3&6ࡢ㠃ࢆ႙ኻࡋࡓࡀࠊ0& ' 㠃ࡀ
⿕ᐖࢆචࢀࡓࠋࡇࢀࡀ%⣔࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ5+5࣏ࣥࣉ % ࠊ((&:࣏ࣥࣉ % ࠊ5+5&࣏ࣥࣉ ' ࠊ
5+56࣏ࣥࣉ % ࢆᪧࡉࡏࡿࡇࡋࠊ┤ࡕ⏝ࡢ࣮ࣔࢱ࣮ࢆᡭ㓄ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ((&:
࣏ࣥࣉࡣ5+5&ࡸ5+56ࡢࡼ࠺ࡣከ㔜ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ%⣔ᒓࡍࡿ၏୍ࡢ((&:࣏ࣥࣉ % ࡀỈ
ἐࡋ࡚࠾ࡾࠊࡸࡣࡾࡀᚲせࡔࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡑࢀ௨ୖᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡢࡣࠊࡑࢀࡽࡢ㟁
※┙࡛࠶ࡿ9ࡢ3&ࡀᶵ⬟႙ኻࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊྕᶵ3&ࡢከࡃࡣᾐỈࡋ
⏝⬟ࡔࡗࡓࡓࡵࠊ⿕ᐖࢆචࢀࡓᗫᲠ≀ฎ⌮ᘓᒇࡢ3&ࡽ㟁※ࢆᚓࡿࡇࡋࡓࠋ
ᡭ㓄ࡋࡓ5+5&࣏ࣥࣉ ' ⏝࣮ࣔࢱ࣮⬺╔సᴗࡸ5+56࣏ࣥࣉ % ࡢᪧࡢࡓࡵࡢࢣ࣮ࣈࣝᩜ
タసᴗࡣከࡃࡢᅔ㞴ࡀకࡗࡓࡀࠊ᭶᪥୰ࡢᪧࡇࡂ╔ࡅࡓࠋ
ṧࡿࡣ((&:࣏ࣥࣉ % ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡶ࣮ࣔࢱ࣮ࡀ⿕Ỉࡋ࡚⏝⬟࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㟁
※㌴ࢆᡭ㓄ࡋኚᅽཬࡧࢣ࣮ࣈࣝᩜタࢆࡋࠊ᭶᪥((&:࣏ࣥࣉ % ࢆ㉳ືࡉࡏࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ၏୍⿕ᐖࢆචࢀࡓ5+5࣏ࣥࣉ % ຍ࠼ࠊ5+5&࣏ࣥࣉ ' ࠊ5+56࣏ࣥࣉ % ࠊ((&:
࣏ࣥࣉ % ࡢᪧసᴗࡀࡋࠊ᭱ᑠ㝈ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡼࡿࢺࣞࣥࢆᵓᡂࡉࡏࠊࡘ࠸᭶
᪥ศࠊ08:&ࡼࡿཎᏊ⅔෭༷ࡽ5+5ࡼࡿṧ␃⇕㝖ཤ㐠㌿ษࡾ᭰࠼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ




- 181 -


ᅗ㸰㸯㸳㸯 ⚟ᓥ➨ཎⓎྕᶵ⣔⤫ᴫ␎ᅗ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥Ⅼ㸧


ղྕᶵ
㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵᇶཬࡧ0&㠃ࡀ࡚⿕ᐖࢆචࢀࡓࠋࡋࡋࠊ3&ࡣ$⣔ࡶ%⣔ࡶᾐ
Ỉ⿕ᐖࢆཷࡅࠊࡉࡽ$⣔ᒓࡍࡿ((&:࣏ࣥࣉ $ ࠊ5+56࣏ࣥࣉ $ ࠊ & ࡀ⏝⬟ࡔࡗࡓࡓ
ࡵࠊᪧ⌜ࡣࠊẚ㍑ⓗ⿕ᐖࡢᑡ࡞ࡗࡓ%⣔ࢆᪧࡢᑐ㇟㑅ࢇࡔࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ
࣏ࣥࣉᑐࡍࡿ㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタసᴗࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
5+5&࣏ࣥࣉ % 5+56࣏ࣥࣉ % ᑐࡋ࡚ࡣࠊྕᶵྠᵝࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ᘓᒇࡢ3&ࡽᘏࠎ
ᩘⓒ࣓࣮ࢺࣝࢃࡓࡗ࡚㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࢆᩜタࡋࡓࠋ
ṧࡿ((&:࣏ࣥࣉ % ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⿕ᐖࡢචࢀࡓ㞄ࡢྕᶵᘓᒇ࠶ࡿ3&ࡢணഛࡢྲྀࡾฟࡋ
ࡽࢣ࣮ࣈࣝࢆᩜタࡋ࡚⤥㟁ࡍࡿࡇࡋࡓࠋᩜタࡍࡿࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛗ࡉࡀⴭࡋࡃ▷⦰ࡉࢀࠊ
㟁※㌴ࡢࡼ࠺㐠㌿⏝ࡢ⇞ᩱࢆᚰ㓄ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࡇࡀࡁ࡞Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
సᴗࢆ᭶᪥ࡲ࡛⤊࠼ࠊྠ᪥ศࠊ08:&ࡼࡿཎᏊ⅔෭༷ࡽ5+5ࡼࡿṧ␃⇕㝖
ཤ㐠㌿ษࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓࠋ

ճྕᶵ




 ᮾ㟁㈨ᩱࠋ࡞࠾ࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎ㹼ྕᶵࡢ⣔⤫ࡣࠊྕᶵࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
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$⣔ࡢ3&ࡇࢀࡽཷ㟁ࡍࡿ࣏ࣥࣉࡢྎࡀᾐỈࡼࡗ࡚⏝⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ
࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵᇶཬࡧ0&㠃ຍ࠼ࠊ%⣔ࡢ3&ࡑࡢ㈇Ⲵࡢ࡚ࡀ⿕ᐖࢆචࢀࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵࠊᙜᗙࡢᪧసᴗࢆせࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊࡍࡄ%⣔ࡢ5+5ࢆ㐠㌿ࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ

᭶᪥ศࡣࠊ᪩ࠎ5+5ࡼࡿṧ␃⇕㝖ཤ㐠㌿ษࡾ᭰࠼ࡽࢀࡓࠋ

մྕᶵ
ᾏỈ⇕ᘓᒇࡢ≀ᦙධཱྀࡀ◚ቯࡉࢀ࡚ᾐỈࡋࡓࡇࡼࡿ⿕ᐖࡣࡁࡃࠊ3&ࡀ$⣔ࠊ
%⣔ࡶ႙ኻࡋࠊ$⣔ࡢ㈇Ⲵ࡛࠶ࡿྎࡢ࣏ࣥࣉࡶ⁛ࡋࡓࠋ%⣔࠾࠸࡚⿕ᐖࢆචࢀࡓࡢࡶࠊ
((&:࣏ࣥࣉ % 5+56࣏ࣥࣉ ' ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ5+5&࣏ࣥࣉ % ࡢ࣮ࣔࢱ࣮ࢆࡋࠊ
ࡇࢀࡽࡢ㟁※ࢆ☜ಖࡍࢀࡤ᭱ᑠ㝈ᚲせ࡞ࢺࣞࣥࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ((&:
࣏ࣥࣉ % ࡣ㟁※㌴ࢆ࡚ࠊ5+5&࣏ࣥࣉ % 5+56࣏ࣥࣉ % ࡣྕᶵࡢ3&ࡽࡢ㟁※ࢆ
࡚ࡿࡇࡋࡓࠋ
ᪧࡣ᭶᪥ࡲ࡛⤊࠼ࠊྠ᪥ศࠊ08:&ࡼࡿὀỈ෭༷ࡽ5+5ࡼࡿṧ␃⇕㝖ཤ
㐠㌿ษࡾ᭰࠼ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

௨ୖࢆࡶࡗ࡚ࠊ㹼ྕᶵࡢ08:&ཪࡣ+3&6ࡽ5+5ࡼࡿṧ␃⇕㝖ཤ㐠㌿ࡢ⛣⾜ࡀࡋ
ࡓࠋࡑࡢᚋࠊྕᶵࡣ᭶᪥ศࠊྕᶵࡣ᭶᪥ศࠊྕᶵࡣ᭶᪥
ศࠊྕᶵࡣ᭶᪥ศࠊࡑࢀࡒࢀ෭ Ṇࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋ

F⪃ᐹ࣭ホ౯
ձ6%2㝗ࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡗࡓ
⚟ᓥ➨ཎⓎྕᶵࡢ㉳ືኚᅽჾࡀ၏୍⏕ࡁṧࡗࡓᐩᒸ⥺ྕࡽ㟁※ࢆᚓࡿࡓࡵࡣࠊ
㧗㉳ືኚᅽჾࢆ㏻㐣ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡ࡞ࡗࡓ㧗㉳ື
ኚᅽჾࡀᆅ㟈ࡼࡿᦆയࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࢥࣥࢧ࣮࣋ࢱ㸦⭾⬽ࢱࣥࢡ㸧ࡽἜ₃ࢀࢆ㉳ࡇࡋ࡚
࠸ࡓࠋ
ᖾ࠸ࠊኚᅽჾࡋ࡚ࡢᶵ⬟⮴ⓗ࡛ࡣ࡞ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡢ㔜せᶵ⬟ᦆയࡀཬ
ࡧኚᅽჾࡀ㐽᩿ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࡣࠊ᪤࡚ࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࢆ႙ኻࡋ࡚࠸
ࡓࠊྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊ6%2㝗ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ

ղཎᏊ⅔ᨾࡢ༴ᶵࢆᅇ㑊࡛ࡁࡓࡢࡣ࡞ࡐ
⚟ᓥ➨ཎⓎࠊࠊྕᶵࡢ6&ࣉ࣮ࣝỈࡢ ᗘࡣࠊ᭶᪥ศྕᶵ࡛ࠊศ
ྕᶵ࡛ࠊศࡣྕᶵ࡛Υࢆ㉸࠼ࡿ≧ἣ࡞ࡗࡓࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ➨୍
ཎⓎࠊྕᶵ࡛ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ᒎ㛤㝗ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡶཎᏊ⅔ᨾࡢ༴ᶵ┤㠃ࡋ




 ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
 ࡞࠾ࠊ⏕ࡁṧࡗ࡚࠸ࡓࠊྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡢ㟁ຊࢆࠊN9㉳ື⏝㛤㛢ᡤࢆࡋ࡚⼥㏻ࡋࠊࠊྕ
ᶵ⤥㟁ࡍࡿ࠸࠺ᡭẁࡀ࠸ࡲࡔṧࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
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࡚࠸ࡓ࠸࠼ࡿࠋ
䝴䝙䝑䝖
㻝ྕᶵ
㻞ྕᶵ
㻠ྕᶵ

᭱㧗
᭱㧗ᅽຊ
ᗘ 䠄䝀䞊䝆ᅽ䠅
㻝㻟㻜䉝
㻞㻤㻞㼗㻼㼍
㻝㻟㻥䉝
㻞㻣㻥㼗㻼㼍
㻝㻟㻣䉝
㻞㻠㻡㼗㻼㼍

ᕥグ᭱㧗ᅽຊ䛻
ᑐᛂ䛩䜛㣬 ᗘ
㻝㻟㻝䉝
㻝㻟㻝䉝
㻝㻞㻣䉝



⾲㸰㸯㸳㸯 ⚟ᓥ➨ཎⓎ ࠊࠊྕᶵࡢྛࣃ࣓࣮ࣛࢱ

ࡇࡢⅬࠊཎᏊ⅔ᨾࡢᅇ㑊࠾࠸࡚ᖾ㐠ࡔࡗࡓࡢࡣࠊྕᶵࡀ㎞࠺ࡌ࡚6%2ࢆචࢀࠊ08:&
࣏ࣥࣉࡀ㐠㌿ྍ⬟ࡔࡗࡓࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋྠ࣏ࣥࣉࡣࠊࠊྕᶵ࡛ࡣࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇᆅୗ㝵
タ⨨ࡉࢀࠊࠊྕᶵ࡛ࡣྠᘓᒇᆅ㝵㝵タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㹼ྕᶵࡢሙྜ
ࡣࠊࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ≀ᦙධཱྀࡢࢩࣕࢵࢱ࣮ࡀὠἼࡢ┤ᧁࡼࡗ࡚◚ࡋ୍Ẽ㔞ࡢᾐỈࡀ
࠶ࡗࡓࡀࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡢሙྜࡣࡇࢀࢆචࢀࡓࠋࡲࡓࠊྕᶵ࠾࠸࡚ࡣཎᏊ⅔ᘓᒇᒓ
Ჷࡽࠊྕᶵ࠾࠸࡚ࡣᾏỈ⇕ჾᘓᒇࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇࢆ㐃⤡ࡍࡿࢺࣞࣥࢳࡽᾐỈࡀ
࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊỈࡣᘓᒇෆࡢࡼࡾప࠸⟠ᡤタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧࣥࣉὶࢀࠊ08:&࣏ࣥࣉࡀ┤
᥋ᾐỈࡍࡿែࡣචࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠊྕᶵࡢ≧ἣࡣࡉࡽ㍍ᚤ࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠋ
⤖ᒁࠊ㟁※ࡀỈἐࡋ࡚࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓྕᶵࡢ08:&࣏ࣥࣉ $ ࠊ & ௨እࡣ࡚
࡛࠶ࡗࡓࡇࡽࠊྛྕᶵࡢᙜ┤㛗ࡣࠊᨾ᧯సᡭ㡰᭩㸦(23㸧ᚑࡗ࡚㐠㌿ဨ08:&
࣏ࣥࣉࢆ㉳ືࡉࡏࡓࠋḟ࠸࡛ࠊ65ᘚࢆ㛤࠸࡚ཎᏊ⅔ᅽຊࢆపୗࡉࡏࡓୖ࡛ࠊཎᏊ⅔ࡢὀỈ
ࢆᚎࠎ5&,&ࡽ08:&ษࡾ᭰࠼࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊཎᏊ⅔ᨾࡢ༴ᶵࢆ⬺ࡋࡓࠋ

ճ6%2ࡢሙྜࠊᨾᑐᛂࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
08:&࣏ࣥࣉࡢ≉ᛶࡣࠊᥭ⛬㹼P࡛ࡢὶ㔞ࡀ㹼PK࡛ࠊ⥾ࡵษࡾࡢᥭ⛬ࡣ㹼
P࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ5&,&ࡽ08:&ࡢὀỈษࡾ᭰࠼ࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡀ03Dࢆୗᅇࡗࡓ㏆
ࡽᚎࠎጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ≉ᛶࡣ㔜せ࡛ࠊࡶࡋ5&,&ࡽࡢὀỈษࡾ᭰࠼
ࡀࠊཎᏊ⅔ῶᅽࡀ࡞ࡾ㐍ࡴࡲ࡛㛤ጞࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ6&ࣉ࣮ࣝỈࡢ ᗘ࣭ᅽຊࡣࡉࡽ
㧗ࡃ࡞ࡾࠊࡘ࠸ࡣࡑࡢࡇࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢῶᅽ᧯సࡀ㝈⏺㐩ࡋࠊ5&,&ࡽ
పᅽὀỈࡢษࡾ᭰࠼ࡀᅔ㞴࡞ࡾࠊࠕ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࠖ࠸࠺ูࡢ᧯సࢆせࡍࡿᒁ㠃ࢆ㏄
࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋࡑࢀࡀᅇ㑊࡛ࡁࡓࡢࡶ08:&࣏ࣥࣉࢆ㥑ືࡍࡿὶ㟁※ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬࡣࠊࡑࢀࢆ႙ኻࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢࡁ࡞ᕪ␗࡛࠶ࡗࡓࡇ
ࡣ๓㏙ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊὶ㟁※ࢆ႙ኻࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᚋࡢ┤ὶ㟁※ࡢᾘ⪖ࡢ㏿ࡉࡶࡼࡿࡀࠊ65ᘚࡢ
᧯స᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ✵Ẽసືᘚࡢ᧯సࡶᅔ㞴࡞ࡾࠊᨾᑐᛂࡢᅔ㞴ࡉࡣࡼ
ࡾ῝ᗘࢆቑࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡞ࡿࠋ

մ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࡢ⇕࣮ࣝࢺࡢᪧసᴗࡣࡢࡼ࠺࡞ᅔ㞴ࡀకࡗࡓ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

᭶᪥ศ᮶くࡋࡓὠἼࡼࡗ࡚0&ࡸ3&ࡀᨾ㞀ࡋࡓࡓࡵࠊཷ㟁࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
࣮ࣔࢱ࣮ࡣࠊᨾ㞀ࢆචࢀࡓูࡢ0&ࡸ3&ࠊ㟁※㌴ࡽ┤᥋ࢣ࣮ࣈࣝࢆᘬ࠸࡚┤⤖⥺ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࡑࢀࡼࡾඛࠊ࣏ࣥࣉࡸ0&ࠊ3&ࡢ⏝ྍྰࢆ᪩ࡃṇ☜ᢕᥱ
ࡋࠊࡢࡼ࠺⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾࡽ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࡲ࡛ࡢ⇕࣮ࣝࢺࢆ☜
❧ࡍࡿࢆỴᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡣ࠸࠼ࠊ⿕ᐖࡢᐜࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀᇶ࡙࠸࡚᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࡲ࡛ࡢ⇕࣮ࣝࢺࢆỴ
ᐃࡋࠊᚲせ࡞✀㢮ᩘ㔞ࡢ࣮ࣔࢱ࣮ࡸࢣ࣮ࣈࣝࠊ㟁※㌴࡞ࢆᡭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ㛫ࡀ
ࡾࡍࡂ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛Ⓨ㟁ᡤ⥭ᛴᑐ⟇ᐊ࡛ࡣᪧ⌜ࡀ❆ཱྀ࡞ࡾࠊᚲせᛮࢃࢀࡿ㈨ᶵ
ᮦࢆ₃ࡽࡉࡎᡭ㓄ࡍࡿࡓࡵࠊࡊࡗࡥ࡞ࡀࡽࡶ᪉ࠎ㐃⤡ࢆࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ⭾࡞㔞ࡀ㓄㐩ࡉ
ࢀࡓࠋ
ࢣ࣮ࣈࣝᩜタࢆ⾜࠺ࡶᩘⓒ࣓࣮ࢺࣝࡢ㊥㞳ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡔὠἼࡀཤࡗࡓࡤࡾ࡛ࠊᩓࡋ
ࡓ㊰㠃ࡢࡀࢀࡁࢆ∦ࡅ࡞ࡀࡽࡢసᴗ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᪧ⌜ࡢ⥭ᛴᡭ㓄࡛฿╔ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ
ኴࡃ࡚◳࠸ⰺࢆࡼࡾྜࢃࡏࡓࢣ࣮ࣈࣝࡣ㔜ࡃࠊࡲࡎࡣࡑࢀࡀᕳࢀࡓᕧ࡞࣐ࣥࢻࣞࣝࢆ
࠺ᢅ࠺࠸࠺ࡇࡽᝎࡲࡉࢀࡓࠋ⤖ᒁࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅࡢேᡭࢆ㞟ࡵࠊேᾏᡓ⾡࡛ᩜタస
ᴗࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᮏ᮶࡞ࡽࡤᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ᕤ᪉ἲ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊྲྀࡾ࠶࠼ࡎࡣ㣴⏕ࡋ࡞࠸ࡲ
ࡲ㊰㠃┤᥋ᩜタࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢసᴗࡣࠊᮾ㟁♫ဨ༠ຊᴗࡢసᴗဨே
௨ୖࡀືဨࡉࢀࠊࡇࡢ㐣㓞࡞⫗యປാྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ࡲࡓࠊ5+5&࣏ࣥࣉ ' ⏝ࡢ࣮ࣔࢱ࣮ࡢᪧ࠾࠸࡚ࡣࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ᘓᒇࡽᘏࠎᩜタࡋ
ࡓࢣ࣮ࣈࣝࡢ➃ᮎࢆྠ࣮ࣔࢱ࣮ࡢ➃Ꮚྎ┤ࡅࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞➃
ᮎฎ⌮ࢆ⾜࠼ࡿ⇍⦎ᢏ⬟⪅ࡀᑡ࡞ࡃࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇົࡢࢇࢆ㛗ᖺ༠ຊᴗ౫Ꮡࡋ࡚
ࡁࡓᮾ㟁ࡢయ㉁ࡢၥ㢟Ⅼࢆࠊࡇࡢ③ឤࡋࡓ࠸࠺ࠋࡋࡋࠊ࠺ࡇࡢసᴗࡶ⤊ࢃࡽ
ࡏࠊ᭶᪥ࡢ࠺ࡕࡣ5+5&࣏ࣥࣉ㸦'㸧ࢆ㉳ືࡍࡿࡲ࡛ࡇࡂ╔ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
௬タ࡞ࡀࡽࡶ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࢆᪧࡉࡏࡓࡀࠊ୍㐃ࡢసᴗࢆ⤊࠼ࡓ㛵ಀ⪅ࡢᚰࡣỴࡋ
࡚✜ࡸ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡢᏳᚰឤࡣ࡞ࡗࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋཝࡋ࠸⎔ቃୗࠊ✺㈏࡛ⰺ
ฟࡋసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࣏ࣥࣉࡘ࡞࠸ࡔ࣮ࣔࢱ࣮ࡀࠊࡑࡢࡲࡲᏳᐃࡋ࡚㐠㌿ࢆ⥆ࡅ࡚ࡃࢀࡿࡢ
Ᏻࡀ࠶ࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ⣔⤫ࡢ㐠㌿ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆಙྕࡋࡓᏳಖㆤࡢࣥࢱ࣮ࣟࢵࢡࡶ
ാ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ௦ࢃࡾேࡀ┘どࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࿘ᅖࡢ⎔ቃࡣࠊὠἼ
ࡀ㐠ࢇ࡛ࡁࡓἾࡸ◁ࡀ⇱ࡋࡓሙྜ⯙࠸ୖࡀࡿ⢊ሻࠊሷศࡀ࠶ࡾࠊ࣋ࣜࣥࢢ࡞ࡢᦾື
㒊ࡸࠊࢹࣜࢣ࣮ࢺ࡞㟁Ẽ⣔ࢆᨾ㞀ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㟁ὶࢆ ࡾࠊࢧ࣮ࣔࢢ
ࣛࣇ࡛ ᗘࢆ┘どࡋࠊ₶Ἔࢆศᯒࡋࠊࡉࡽࠎ㐠㌿ࢆఇࡵࠊⅬ᳨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㟁※㌴ࡢ
⇞ᩱࡢᾘ㈝ࡣ㏿ࡃࠊ㢖⦾⤥Ἔࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋᆅ㟈ࡸὠἼࡀ࠸ࡘ᮶ࡍࡿ
ࡶศࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋ୍࡚ࡢ༴ᶵࡣࡾษࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊࡇࡢ≧ἣࡣ⣽࠸⥘Ώࡾࡢឤࡀ࠶ࡾࠊ㛵




 ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
 ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ಀ⪅༑ศ࡞Ᏻሚࢆチࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡼ࠺ࡸࡃ☜ಖࡋࡓṧ␃⇕㝖ཤ㐠㌿ࡣࠊ5+5ࠊ5+5&ࠊ
5+56ࠊ((&:ࡢ㐃ᦠࡼࡗ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ⣔⤫࡛࠶ࡾࠊ୍᪥ࡶ᪩ࡃࠊከ㔜⣔ࢆ☜ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ
ࡧ༴ᶵࡀゼࢀ㐣㓞࡞ᑐᛂࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ⌧ᐇ༴ᶵᅇ㑊ࢆࡉࡏࡓᐇ⦼ࡀ⮬
ಙ࡞ࡿࡣ࠸࠼ࠊḟ㉳ࡇࡿែࡀ┤๓ࡢࡑࢀࢆୗᅇࡿ࠸࠺ಖドࡶ࡞࠸ࠋ⌧ሙࡢ㛵ಀ⪅
ࡀᪧࢆ㐩ᡂࡋࡓឤᚓࡍࡿࡲ࡛ࡣࠊࡇࡢᚋࡉࡽ㐌㛫ࡢᅔ㞴࡞సᴗࡀᚲせ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ

յ୍㐃ࡢᨾᑐᛂࡽఱࢆᏛࡪ
⚟ᓥ➨ཎⓎ࠾࠸࡚㐙⾜ࡉࢀࡓ୍㐃ࡢᨾᑐᛂࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࡳࡿࠊ⮫ᶵᛂኚ࡞ᑐᛂࡶ
࠶ࡗࡓࡀࠊែࢆࡼࡾ㐣㓞ࡋᚓࡿせᅉࡣ࠸ࡃࡽ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡇࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ3&ࢆ㠃ኻ࠺ࡈ⭾࡞సᴗࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀࠊ⮬↛ࡢጾຊࡢᑡ
ࡋࡢຍῶࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿሙྜࡣࡑࡢ⿕ᐖཬࡧᙳ㡪ࢆࡲࡶཷࡅࠊ࠶ࡿሙྜࡣචࢀࡿ
࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࠾࠸࡚ࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྠࡌ≧⮳ࡽ࡞ࡗ
ࡓ⌮⏤ࡣࠊᚤጁ࡞അ↛ᛶࡶ࠶ࡗࡓࡇࢆㄆࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔ᨾࡢᅇ㑊ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᚤጁ࡞അ↛ᛶ౫Ꮡࡋ࡞࠸ࡓࡵࡣࠊࡼࡾៅ㔜
࡞タィ᪥ᖖⓗ࡞ഛ࠼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊᚋࡢᩍカࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

㸰㸧ዪᕝཎᏊຊⓎ㟁ᡤཬࡧᮾᾏ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
DዪᕝཎⓎ࠾ࡅࡿᨾࣜࢫࢡ
ዪᕝཎⓎ࡛ࡣࠊN9ᯇᓥᖿ⥺ྕᅇ⥺N9∻㮵ᖿ⥺ᅇ⥺ࠊN9ሯᨭ⥺ᅇ⥺ࡀࠊ
ᆅ㟈ࡼࡿ⣔⤫ಖㆤᅇ㊰ືసࡼࡗ࡚㟁ࡋࠊእ㒊㟁※ࡣN9ᯇᓥᖿ⥺ྕᅇ⥺ࡢࡳࡼ
ࡗ࡚☜ಖࡉࢀࡓࡀࠊእ㒊㟁※႙ኻࡢᅇ㑊ࡣ༢࡞ࡿᖾ㐠ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᆅ㟈ࡼࡗ࡚Ⓨ㟁ᡤయࡀPᆅ┙ỿୗࡋࡓࡓࡵࠊせᘓᒇ࢚ࣜࡢᩜᆅ㧗ࡉࡣ
23Pỿ㝆ࡋࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚᮶くࡋࡓὠἼ㧗ࡉࡣ23⣙P࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊὠἼ㧗ࡉᑐࡍࡿᩜᆅ㧗ࡉࡢ⿱ᗘࡣࢃࡎ⣙P࡛࠶ࡾࠊⓎ⅏้࠾ࡅࡿ₻ࡣ
ᖸ₻㏆ࡗࡓࡇ➼ࢆ຺ࡍࡿࠊせᘓᒇ࢚ࣜࡢὠἼࡢᾐỈࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡓࡇࡶࡲࡓࠊᖾ㐠ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ὠἼࡢ≉ᚩࡣࠊࡑࡢⓎ⏕☜⋡ࡸつᶍࠊᾐධ⤒㊰ࠊせᘓᒇ࢚ࣜὶࢀ㎸ࢇࡔࡢ⿕ᐖࡸ
ᙳ㡪ࡢ⠊ᅖࠊ⛬ᗘᴟࡵ࡚㧗࠸☜ᐇᛶࡀᏑᅾࡋࠊࡘࠊࢡࣜࣇ࢚ࢵࢪຠᯝࢆ᭷ࡍࡿⅬ




 ᮾ㟁ຊ㈨ᩱ
 ࠕ㸰㸯㸳㸰㸧ࠖ㝈ࡾࠊࠕ23ࠖࡣዪᕝཎⓎᕤ⏝ᇶ‽㠃ࡢࡇࠋ23sPࡣᮾி‴ᖹᆒᾏ㠃㸦73㸧ࡽ
Pࡢ㧗ࡉࠋ

 ᮾ㟁ຊ㈨ᩱ

 ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢᐑᇛ┴▼ᕳᕷ㩗ᕝࡢ‶₻ࡣศ࡛₻FPࠊᖸ₻ࡣศ࡛₻FPࡔࡗ
ࡓࠋ

 ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ࢡࣜࣇ࢚ࢵࢪຠᯝࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾࠸࡚ࠊ୍ࡘࡢⓎ㟁ᡤࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢᑠࡉ࡞㐓⬺ࡢ⤖ᯝࠊ࠶ࡿⓎ㟁ᡤࡢ≧
ែࡽูࡢ≧ែࡢᛴ⃭࡞⛣⾜ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿࠊ㏻ᖖࡽࡁࡃእࢀࡿⓎ㟁ᡤᣲືࡢ࡛࠶ࡾࠊධຊࡢᑠࡉ࡞
ኚືᛂࡋ࡚Ⓨ㟁ᡤࡢ≧ែࡀ✺↛ࡁࡃኚືࡍࡿࡇࢆ࠸࠺ࠋ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

࠶ࡿࠋዪᕝཎⓎ㛵ࡋ࡚ࡣࠊὠἼ㧗ࡉࡀᩜᆅ㧗ࡉࢆ㉸㐣ࡋࡓሙྜࢆ㆟ㄽࡋ࡞࠸ࢃࡅࡣ࠸
࡞࠸ࠋࡑࡢሙྜࡣࠊᾏᓊ࢚ࣜ㏆᥋ࡍࡿࠊྕᶵࡸྕᶵࡢዟ⨨ࡍࡿྕᶵࡘ࠸࡚ࠊ
ṧ␃⇕㝖ཤ⣔⤫ࡸ⿵ᶵ෭༷⣔⤫⏝ࡢᾏỈ࣏ࣥࣉࡸࠊ0&ࠊ3&࠸ࡗࡓᡤෆ㓄㟁⣔⤫タഛ➼ࠊ
ྛࣉࣛࣥࢺࡢᶵჾ࣭タഛ࠼ࡿ⿕ᐖࡸᙳ㡪ࡣᅗࡾ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊⓎ㟁ᡤᵓෆ࠾ࡅࡿࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ὠἼ⁻ὶ≀ࡢᩓࡸᾏỈࡢṧ␃ࡼࡿ⌧ሙ⎔ቃࡢᝏࡀࠊ⌧ሙࡢᨾᅇ㑊ᑐᛂ
࠼ࡿᙳ㡪ࡶ༑ศ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ዪᕝཎⓎ࡛ࡣࠊ≧ἣዴఱ࡛ࡣཎᏊ⅔ᨾࡢᅇ㑊ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ

Eᮾᾏ➨ཎⓎ࠾ࡅࡿᨾࣜࢫࢡ
ᮾᾏ➨ཎⓎ࡛ࡣࠊᆅ㟈ࡼࡗ࡚࡚ࡢእ㒊㟁※ࢆ႙ኻࡋࡓࠋࡲࡓࠊᾏᓊἢ࠸ࡢᾏỈ࣏ࣥ
ࣉ࢚ࣜഃ㸦ᩜᆅ㧗ࡉ㸸+3⣙P㸧タ⨨ࡉࢀࡓᶵჾ࣭タഛࡢ࠺ࡕࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮ
ࣝⓎ㟁ᶵ෭༷⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ & ࡀὠἼ㸦ὠἼ㧗ࡉ㸸+3⣙P㸧ࡼࡗ࡚Ỉἐࡋࠊࡑࡢᙳ
㡪࡛㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ & ࡀ⏝⬟࡞ࡗࡓࠋ᪉ࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ෭༷
⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ & 㞄᥋ࡍࡿṧ␃⇕㝖ཤ⣔ᾏỈ࣏ࣥࣉ $ ࠊ & ࡣ࣏ࣥࣉ㒊ศࡲ࡛ࡢᾐỈ
ࡲࡾࠊࡑࡢୖ㒊⨨ࡍࡿ㟁ືᶵ㒊ศࡀᾐỈࢆචࢀࡓࡓࡵࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋࡋࡋࠊ
㟁ືᶵ㒊ศࡢᾐỈࢆᅇ㑊ࡋࡑࡢᶵ⬟ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡓࡇࡣࠊ๓ࡢᑐ⟇ࡀ┙▼ࡔࡗࡓࡓࡵ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ༢࡞ࡿᖾ㐠ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊᾐỈ⿕ᐖ࠶ࡗࡓ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ෭༷⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ & ࡸṧ␃⇕㝖ཤ⣔ᾏ
Ỉ࣏ࣥࣉ $ ࠊ & ྠࡌᾏỈ࣏ࣥࣉ࢚ࣜ⨨ࡋࠊࡑࡢ༡ഃタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠀ᖖ⏝ࢹ
࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ෭༷⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ ' ࠊ+3&6ṧ␃⇕㝖ཤ⣔ᾏỈ࣏ࣥࣉ % ࠊ ' ࡣᾐỈࢆචࢀ
ࡓࠋࡋࡋࠊὠἼࡢつᶍࡸጾຊࠊ㢖ᗘࠊࡑࡢᾐධ⤒㊰ࡼࡗ࡚ࡣࠊṧ␃⇕㝖ཤ⣔ᾏỈ࣏ࣥࣉ
$ ࠊ & ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ෭༷⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉ ' ࠊ+3&6ཬࡧṧ␃⇕㝖ཤ
⣔ᾏỈ࣏ࣥࣉ % ࠊ ' ࡶỈἐࡋࠊࡑࡢᶵ⬟ࢆኻࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢሙྜࠊ࡚ࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡀᶵ⬟ࢆ႙ኻࡋᡤෆὶ㟁※ࢆኻ࠺ࡓࡵࠊ⌧ᐇ
Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡓእ㒊㟁※႙ኻ┦ࡲࡗ࡚ὶ㟁※႙ኻ⮳ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࡚ࡢṧ␃⇕㝖ཤ
⣔ᾏỈ࣏ࣥࣉࡶᶵ⬟ࢆ႙ኻࡍࡿࡓࡵࠊ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࡢ⇕࣮ࣝࢺࡶኻ࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊὶ㟁※႙ኻࡘ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡ႙ኻ࠸࠺⚟ᓥ➨ཎⓎ௨ୖཝࡋ࠸≧ἣ
㝗ࡿࡇ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊᮾᾏ➨ཎⓎ࡛ࡶཎᏊ⅔ᨾࡢᅇ㑊ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ࡞࠾ࠊ㟁ụᐊ࠾ࡅࡿ⁄Ỉࡶ⌧☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ┤ὶ㟁※⣔ࡢ⬣ጾࡶ࠶ࡗࡓⅬ
ࡣ␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸱㸧ᑠᣓ
ᮏ⠇ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᆅ㟈࣭ὠἼࡢ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪ࠊᨾࣜࢫࢡࢆ᳨




 ᪥❧ ᕤ⏝ᇶ‽Ỉ㠃ࡢࡇࠋ+3sPࡣᮾி‴ᖹᆒᾏ㠃㸦73㸧ࡽPࡢ㧗ࡉࠋ
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ドࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀࡽࢆ㏻ࡌ࡚᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡇࡣ௨ୗࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡶࠊᆅ㟈࣭ὠἼࢆ㉳ᅉࡋࡓከ✀ከᵝ࡞⿕ᐖᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᑐࡍࡿ⬣ጾࡢ๓ࡢഛ࠼ࡣ┙▼࡞ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡶࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪ཬࡧᨾᅇ㑊ດຊࡀ⌧ᐇᑡࡋ
࡛ࡶ┦㐪ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊཎᏊ⅔ᨾ⮳ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ༑ศ࠶ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊࠕ⾲㸰㸯㸳㸰ࠖࡣࠊྛཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ⿕ᐖࡑࡢᙳ㡪ཬࡧᨾᅇ㑊ດຊࡢ
ᡂྰࢆᩚ⌮ࡋࠊࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⿕ᐖ䛸䛭䛾ᙳ㡪ཬ䜃ᨾᅇ㑊ດຊ䛾ᡂྰ
ᆅ㟈

ὠἼ
Ṇ䜑䜛

᭱ຍ㏿ᗘ䐟
ᇶ‽ᆅ㟈ື䐠
ᕪ䐠䠉䐟
ᾐỈ㧗䛥䐡
䠄せᘓᒇ䜶䝸䜰䠅
ᩜᆅᾏᢤ䐢䠄ྠୖ䠅
ᕪ䐢䠉䐡
䝇䜽䝷䝮

ཎᏊ⅔ᇶ♏∧ୖ䛷ほ 䛥䜜䛯᭱ຍ
㏿ᗘ䛷䚸ᇶ‽ᆅ㟈ື䛸䛾ᕪ䛜᭱䜒䛝
䛔᪉㠃䛾ᩘ್䜢グ㍕䚷䠄༢䠖㻳㼍㼘䠅
⚟ᓥ➨୍ཬ䜃➨䛿㻻㻚㻼㻚䠄ᑠྡ䠅䚸
ዪᕝ䛿㻻㻚㻼㻚䠄ዪᕝ䠅䚸ᮾᾏ➨䛿㻴㻚㻼㻚
䠄᪥❧ 䠅䛻䛚䛡䜛ᇶ‽㠃䛛䜙䛾㧗䛥䜢
グ㍕䚷䠄༢䠖㼙䠅

㻝ྕᶵ 㻞ྕᶵ
㻠㻢㻜
㻡㻡㻜
㻠㻤㻣
㻠㻟㻤
㻞㻣
䕧㻌㻝㻝㻞

䕿

ᡤෆ㟁※ 㠀ᖖ⏝㻰㻛㻳
┤ὶ㟁※ ┤ὶ㟁※タഛ
ᡤෆ㓄㟁
⣔⤫

㻝㻠㻚㻡

㻝㻜
䕧㻌㻡㻚㻡

㻝㻟
䕧㻌㻝㻚㻡

䕿

እ㒊㟁※ ㏦㟁䚸ኚ㟁

㻹㻛㻯
㻼㻛㻯

㧗ᅽὀỈ
෭䜔䛩

㽢
䠄㻜㻛㻞䠅
㽢
䠄㻜㻛㻞䠅
㽢
䠄㻜㻛㻡䠅
㽢
䠄㻜㻛㻡䠅

䕿

䕿
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ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋᬑẁࡣࡃ⏝ࡍࡿࡇࡀ࡞ࡃࠊ࠺カ⦎ࡶࡋ࡚࠸
࡞࠸᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࣛࣥࡢぢ㞴࠸ᅗ㠃ࢆࠊ㛫㏣ࢃࢀࠊ↷᫂ࡀᾘ࠼ࠊ୰㟁ⅉࢆ࠸࡞
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ࡀࡽゎㄞࡍࡿసᴗࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋ
௨ୖࡢ⌧ሙࡢ≧ἣࢆ຺ࡍࢀࡤࠊ࣋ࣥࢺࣛࣥࢆᵓᡂࡋ㐙⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࡇࢆ▷⤡ⓗᢈุࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞」㞧࡛సᴗᛶࡢᝏ࠸࣋ࣥࢺࣛ
ࣥタィ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇࡀᮏ㉁ⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠶ࡿሙྜ
ࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ࡣ᪩ᛴࡑࡢᨵၿࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

E㐣㓞ᨾᑐࡍࡿᇶ♏▱㆑ࠊᑐᛂᡭ㡰ࠊᚲせ㈨ᶵᮦࡢᩚഛࠊカ⦎
ᑐᛂᙜࡓࡗࡓ㛵ಀ⪅ࡢ୰ࡣࠊ෭༷ࡀ᩿ࡓࢀࡓཎᏊ⅔ࡀࡑࡢᚋࡢࡼ࠺࡞㐍ᒎࢆࡓࡿ
ࡢ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ▱㆑ࢆ᭷ࡋࠊࡑࡢᚋࡢᑐᛂ⟇ࡢ㦵Ꮚࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࡀࠊᑡ࡞ࡽ
ࡎᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᐇ㝿ࡢཎᏊ⅔ᨾ┤㠃ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞▱ぢࡢ࡞࠸⪅✺↛ࡇࢀ
ࢆᢨ℡ࡍࡿࡇࡀࠊࠕᨾᑐᛂࡢኈẼ࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢィࡾࡡࡓࡓࡵ
࠾࠸ᬯ㯲ࡀ⥆࠸ࡓࠖᙜ ୰࠸ࡓ㐠㌿ဨࡢ୍ேࡀㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㐍ᒎࡀ㏿ࡃ≧ἣࡀࡁࡃኚࡍࡿཎᏊ⅔ᨾ⮫ࢇ࡛ࡣࠊᑐᛂᡭ㡰⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ㛫ⓗ࡞せ௳ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋྠᵝࠊࡑࢀ
ࡀ୰ኸไᚚᐊ࡛ᨾᑐᛂ࠶ࡓࡿ㐠㌿ဨࢳ࣮࣒ෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡘ࠸࡚ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࡢ☜ㄆࡀ࡞࠸≧ἣୗ࡛ࠊᨾᑐᛂࡋ࡚ࡢࢡࢩࣙࣥࡀỴᐃࡉࢀᣦ♧
ࡀఏ࠼ࡽࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀᐇసᴗᚑ⪅ࡢᙉ࠸ពᛮࡼࡿᮏ᮶ࡢᮃࡲࡋ࠸⾜ືࡣࡘ࡞
ࡀࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
᪉ࠊ⩏ົࡉࢀࡓᩍ⫱ࡸ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡌ࡚㐣㓞ᨾᑐࡍࡿࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸ணഛ▱
㆑ࢆᣢࡕࠊࡑࢀᇶ࡙ࡃ⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚カ⦎ࢆ⾜࠸ࠊᚲせ㈨ᶵᮦࡢⅬ᳨ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊࡼ
ࡾḞⴠࡢᑡ࡞࠸๓ࡢഛ࠼ࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞ᚋࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡓྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊᡤෆ࠶ࡗࡓᾘ㜵㌴ࡸᘓᒇෆ㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࢭࣝࣇ࣭࢚࣭࣐ࣛࣥ
ࢫࢡࡣࡶࡶᾘⅆάືࡢࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶཎᏊ⅔ᨾ⮫ࢇ࡛ࡢᚲせ㈨ᶵᮦࡋ࡚ᢸ
ಖࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㝸㞳ࡉࢀࡓࡲࡲࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓྕᶵ,&ࡢ㐠㌿≧ែࢆ
☜ㄆࡋᪧࡉࡏࡿࡓࡵࡢᑐᛂࡸࠊ㐠㌿≧ែࡀᢕᥱ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓྕᶵ5&,&ࡢ㐠㌿≧ែࢆ☜
ㄆࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂ࡞࡞ࡾࡢ㛫ࢆせࡋ࡚࠸ࡿࠋ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡞ཝࡋ࠸≧ἣࡼࡗ࡚ᨾᑐᛂࡀ㜼ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡓࡘ࠸࡚ࡣ຺ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ⥭ᛴᛶࡀࡢ⛬ᗘලయⓗ᫂♧ࡉࢀࡓୖ࡛ᑐᛂᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓࡢ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ⪅ࢆྵࡴከࡃࡢ㛵ಀ⪅ࡢ㠃ㄯࡢᚋࡶ࡞࠾᫂࡞Ⅼࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ

F㐣㓞ᨾ࠾ࡅࡿ㐠㌿᧯సࡢᩍ⫱࣭カ⦎ࡢ㊊
ᰴᘧ♫%:5㐠㌿カ⦎ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ㐣㓞ᨾࡢᩍ⫱࣭カ⦎ࡣࠊ┤ὶ㟁※ࡀ☜ಖࡉࢀ୰
ኸไᚚᐊࡢไᚚ┙ࡀ࠼ࡿ࠸࠺᮲௳࡛࠶ࡾࠊᮏᨾࡢࡼ࠺┤ὶ㟁※ࡲ࡛႙ኻࡋࠊ୰ኸไ
ᚚᐊࡢไᚚ┙ࡀ࠼࡞࠸᮲௳࡛ࡢ㐣㓞ᨾࡣᑐ㇟ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡘࠊࡑࡇ࡛ࡢᩍ⫱࣭
カ⦎ࡣࠊ
ࠕ㐣㓞ᨾᑐᛂࠖࡢෆᐜࢆࠕㄝ࡛᫂ࡁࡿࠖࡇࡀ┠ᶆࡢᮘୖカ⦎ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ




 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ᐇᢏカ⦎ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣࠊ㐣㓞ᨾᑐᛂࡣ୰ኸไᚚᐊ࠸ࡿ㐠㌿ဨࡢࡳ࡛ࡣ
࡛ࡁࡎࠊᨾタ⨨ࡉࢀࡿ⥭ᛴᑐ⟇ᐊ࡞ࡢ୰ኸไᚚᐊ௨እࡢ⤌⧊ཬࡧேဨࡢ㐃ᦠືస
ࡀ࡞ࡿࡓࡵࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ᶍᨃ୰ኸไᚚᐊ㐠㌿ဨࢆ㞟ࡵࡓࡔࡅ࡛ࡣカ⦎ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࡽࡔ࠸࠺ࠋࡑࡢࡢ⌮⏤ࡣࠊ㐣㓞ᨾࡢᐇᢏカ⦎ᑐࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ࡽ
ࡢࢽ࣮ࢬࡀ࡞ࡗࡓࡇࡔ࠸࠺ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ㟁※႙ኻ௨㝆ࡢᨾᑐᛂᡭ㡰㛵ࡍࡿ๓᳨ウࡣᙜ↛ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᮏᨾ
࡛ࡣࠊ㐠㌿ဨࡼࡿヨ⾜㘒ㄗࡢ㐃⥆㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᨾᙜࡢ⌧ሙ࠾ࡅࡿ㐠㌿ဨࡢุ᩿ࡸ᧯సࡀࠊᨾᚋ༑ศ㛫ࢆࡅࡓ
᳨ウࡼࡗุ࡚᫂ࡋࡓ᭱ၿࡢุ᩿ࡸ᧯స࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡇࢆࡶࡗ࡚ࠊࡑࡢ㠀ࢆၥ࠺ࡇࡣ㓞
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡴࡋࢁၥ࠺ࡁࡣࠊ᧯సᡭ㡰ࡶỴࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎᩍ⫱࣭カ⦎ࡶࡋࡓࡇࡀ࡞࠸㐣㓞
ᨾࠊ㐠㌿ဨࢆ┤㠃ࡉࡏࡿࡇ࡞ࡗࡓ┿ࡢཎᅉࡣఱ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

G㏻ᖖ㐠㌿㐣㓞ᨾᑐᛂࡢ༊ู
ᮏᨾ࡛ࡣࠊᨾᑐᛂ࠶ࡓࡿ୰ኸไᚚᐊࡢ㐠㌿ဨᑐࡍࡿ┤᥋ⓗ࡞⌧ሙᨭཬࡧᚋ᪉ᨭ
ࢆࠊᮾ㟁ࡢసᴗ⟶⌮ࢢ࣮ࣝࣉࡸᐃᮇ᳨ᰝࢢ࣮ࣝࣉࠊⓎ㟁⌜ࡀᢸᙜࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⪅ࡢከࡃ
ࡣࣉࣛࣥࢺ㐠㌿⤒㦂⪅࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ୍⯡ⓗ࡞ࣉࣛࣥࢺ㐠㌿ࡸ㏻ᖖࡢᩍ⫱࣭カ⦎ྵࡲ
ࢀࡿ㐣㓞ᨾࡢᨭࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠕ㸯㸱᳨࡛ࠖドࡋࡓࡼ࠺ࠊᮾ㟁ࡢ㐣㓞ᨾᑐ⟇࠾࠸࡚ࡣࡑࡢⓎ⏕ྍ⬟ᛶࡣ㍍
どࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᩍ⫱࣭カ⦎ࡢෆᐜࡣ༑ศ࡛ᐇຠᛶࡢஈࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊసᴗ
⟶⌮ࢢ࣮ࣝࣉࡸᐃᮇ᳨ᰝࢢ࣮ࣝࣉࠊⓎ㟁⌜ᒓࡍࡿ⪅ࡣࠊ㐣㓞ᨾ≉ࡋࡓᢏ⾡ⓗᨭࢆ
ᑓ㛛ࡋࠊࡘࠊࡑࡢ⬟ຊ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᅇࡢࡼ࠺࡞ཎᏊ
⅔ᨾࡢᛴ㏿࡞㐍ᒎ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺ࡘຠᯝⓗ࡞ᢏ⾡ⓗᨭࢆ⾜࠺ࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᖹࡢࣉࣛࣥࢺ㐠㌿᭷ࡢ㐣㓞ᨾᑐᛂࢆ᫂☜༊ูࡋࠊ㐣㓞ᨾࡢᢏ
⾡ⓗᨭࢆᑓ㛛ࡍࡿ⤌⧊ࡢタ⨨ࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᩍ⫱࣭カ⦎ࢆྵࡵࡓᙜヱ⤌⧊ࡢ㐺ษ࡞㐠Ⴀࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

Hࡑࡢࡢせᅉ
㹼ྕᶵ࠾ࡅࡿཎᏊ⅔ᨾࡢᑐᛂࢆᅔ㞴ࡋࡓせᅉࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢせᅉࡶᐤࡋ࡚࠸ࡓ
ᛮࢃࢀࡿࠋ

ձ 㧗ᅽὀỈࡢ᩿ᛕ
ྕᶵᑐࡍࡿᨾᑐᛂࡢึᮇࠊ3&ࡢ⿕Ỉࢆචࢀࠊཷ㟁ྍ⬟ࡔࡗࡓ&5'࣏ࣥࣉ6/&࣏ࣥ
ࣉࢆ㧗ᅽὀỈࡢࡓࡵᪧࡍࡿࡇࡀヨࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࢆᐇ⏝ࡍࡿࡓࡵࡣᅔ㞴ࡶண












ᰴᘧ♫%:5㐠㌿カ⦎ࢭࣥࢱ࣮ࣄࣜࣥࢢ
ᰴᘧ♫%:5㐠㌿カ⦎ࢭࣥࢱ࣮ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ௬タ㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタࢆࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋࡋࠊࡑࡢ
ࢃࡎᩘศᚋྕᶵࡢ⇿ⓎࡀⓎ⏕ࡋࠊ㣕ᩓࡋࡓࡀࢀࡁࡼࡿࢣ࣮ࣈࣝᦆയࡼࡗ࡚ࠊᙜึ
┠ᣦࡋࡓ㧗ᅽὀỈࢆ᩿ᛕࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓࠋཎᏊ⅔ࢆῶᅽ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡼࡿὀỈసᴗࡢ
ࡣࡑࡢᚋࡓࡧࡓࡧ⤒㦂ࡉࢀࠊ⅔ᚰᦆയࡢ㐍ᒎࠊ᱁⣡ᐜჾࡢẼᐦᛶࡢຎࢆಁ㐍ࡉࡏࠊࡦ
࠸࡚ࡣእ㒊⎔ቃࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ㔞ࢆቑຍࡉࡏࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ղࣜࣝࢱ࣒࡛᭦᪂࡛ࡁࡿ㐣㓞ᨾ㐍ᒎணゎᯒࢶ࣮ࣝ
ཎᏊ⅔ᨾࡢᑐᛂྲྀࡾ⤌ࡴ㛵ಀ⪅ྠኈࡢሗࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ணゎᯒࢶ࣮ࣝࡢά
⏝ࡀ᭷┈ࡔࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ⌧ᐇࡣࡑࡢࡼ࠺࡞‽ഛࡀⓎ㟁ᡤഃ࠾࠸࡚ࡶᮏᗑഃ
࠾࠸࡚ࡶᩚࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᨾ㐍ᒎࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑㝸ࡓࡾࡀ⏕ࡌࠊࡦ࠸࡚ࡣࠊᅜෆእ
ᑐࡍࡿሗⓎಙࡶᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋ

㸰㸧ཎᏊ⅔ᨾࢆᅇ㑊࡛ࡁࡓせᅉ
Dච㟈㔜せᲷࡢᯝࡓࡋࡓᙺ
⤖ᯝⓗཎᏊ⅔ᨾࡢ㐍ᒎࢆ㣗࠸Ṇࡵࡽࢀࡓ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊྕᶵࡸ⚟ᓥ➨ཎⓎࠊዪ
ᕝཎⓎࠊᮾᾏ➨ཎⓎ࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀ࠾ࡅࡿ⿕⅏┤ᚋࡢ᮲௳ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㟁※⣔
⤫ࡸ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࡢᦆቯ≧ἣࠊᩜᆅෆཬࡧᘓᒇෆࡢᾐỈ≧ἣ࡞⠊ᅖࡸ㍍㔜ࡢᕪ␗
ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࡞ࡾࡢ⥭ᙇឤࢆᣢࡗࡓᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡾࢃࡅ⚟ᓥ➨ཎⓎࡢ≧ἣࡣࠊᙜࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ≧ἣࢆぢࡸࡿవ⿱ࡀ࡞
ࡗࡓࠖㄒࡿࠊษ⩚ワࡲࡗࡓ≧ἣࡔࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ཝࡋ࠸≧ἣୗ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺
ษ࡛㎿㏿࡞≧ἣุ᩿ࡀ㔜せࡔࡗࡓࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ุ᩿ࢆᐇ⾜⛣ࡍࡓ
ࡵࡢ㈨ᶵᮦ㇏ᐩ࡞ேᮦࡢ☜ಖࡶ➼ࡋࡃ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡗࡓࠋ
⿕⅏ᙜࠊࡇࢀࡽࡢⓎ㟁ᡤෆࠕච㟈㔜せᲷࠖࡤࢀࡿ⥭ᛴᑐ⟇タࡀ᪤࠶ࡗࡓࡇ
ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣟࢪࢫࢸࢡࢫୖࡢほⅬࡽࠊཎᏊ⅔ᨾࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᑐᛂࢆ㐙࡛
ࡁࡓ⫼ᬒࡋ࡚ࡁ࡞ពࢆᣢࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢච㟈㔜せᲷෆࡣࠊᙜ⌧ሙ࡛ᪧά
ືᚑࡋࡓᩘⓒேつᶍࡢసᴗဨࡀ㉳ᒃࡍࡿ༑ศ࡞ࢫ࣌㸫ࢫࡀ☜ಖࡉࢀࠊ⥭ᛴࡋ࡚ࡣẚ
㍑ⓗⰋዲ࡞⎔ቃୗ࡛ࠊᑡ࡞࠸࡞ࡀࡽࡶ㣗ࡸఇ᠁ࢆྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ච㟈㔜せᲷࡶࠊࡑࡢྡࡢ࠾ࡾච㟈ᛶ࠾࠸࡚ࡣ⬟ຊࢆⓎࡋࡓࡶࡢ
ࡢࠊᚋ᪥ࠊᙜጤဨࡀྛཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢྠタࢆどᐹࡋࡓ⤖ᯝࡼࢀࡤࠊච㟈㔜せᲷࡢ㟁※
ࢆࣉࣛࣥࢺࡢ㠀ᖖ⏝㟁※ࡽཷ㟁ࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡢ⊂❧ᛶࡢၥ㢟ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣮࣭࣍ࣝ
࣎ࢹ࣭࢝࢘ࣥࢱ࣮ࡸᨺᑕ⥺ศᯒᐊࠊ࢚࣭࣐ࣛࣥࢫࢡࡢ✵Ẽ࣎ࣥ࣋ࡢሲ⨨ࡶ༑ศ
ഛ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚ࡣᨺᑕ⬟㐽ⶸ⬟ຊࠊẼᐦᛶࡢ㊊ࠊ⚟ᓥ➨ཎ
Ⓨ࠾࠸࡚ࡶ㝵㒊ศࡀᾐỈࡍࡿ࡞ࠊᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
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E༠ຊᴗࡼࡿᨭࡢ㔜せᛶ
ච㟈㔜せᲷ࠸࠺๓⥺ᇶᆅࡀཎᏊຊⓎ㟁ᡤෆ☜ಖࡉࢀࡓ୰࡛ࠊᴟ㝈ⓗ࡞≧ἣୗ࡛ࡇࡢሙ
㋃ࡳࡲࡗࡓ㟁ຊ♫ࡢ♫ဨ༠ຊᴗࡢ┘╩⪅࣭సᴗဨࡽࡀࠊྠࡌ┠ⓗࡢࡓࡵດຊ
ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࠸ࡢಙ㢗ᅋ⤖ᚰࡀ㔊ᡂࡉࢀࠊ⮬↛Ⰻዲ࡞⢭⚄ⓗ⎔ቃࡀసࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢ୍᪉ࠊ㟁※㌴ࡢ୪ิ㐠㌿ࡸࢣ࣮ࣈࣝᩜタ࡞ࠊ༠ຊᴗ௵ࡏࡁࡾࡔࡗࡓ⌧ሙࡢసᴗ
ࢆ୍⥴⾜ࡗࡓ⤒㦂ࢆ㏻ࡌࠊࡑࡢࡼ࠺࡞సᴗ࠾࠸࡚ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞≉Ṧᢏ⬟ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ
ࡸࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᐇົ⤒㦂▱㆑ࡀⴭࡋࡃḞዴࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛࠸ᮾ㟁ࡀ༠ຊᴗ
㠃ⓗ౫Ꮡࡋ࡚ࡁࡓࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄆ㆑ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹࡽࡢ༠ຊᴗࡢಙ㢗㛵ಀࡀࠊ
⥭ᛴ࠾࠸࡚࠸㔜せ࡛࠶ࡿࢆ③ឤࡋࡓ࠸࠺ࠋ
ࡑࡢࡓࡵཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ࡣࠊᐇົ⤒㦂ࡸ▱㆑ࡀཎᏊຊⓎ㟁ᡤဨ✚ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ศ㔝
ࢆⅬ᳨ࡋࡓୖ࡛ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤဨࡢᢏ⬟ྥୖࡸࠊ༠ຊᴗࡢ㛫࡛ࡢᐇົ⤒㦂ࡸ▱㆑ࡢඹ
᭷࣭㐃ᦠᖹࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⥭ᛴࡢᑐᛂ᪉㔪ࢆ๓᳨ウࡋ࡚࠾ࡃࡇࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊㄡ㸦ఱ㸧ࡀࠊ
ࡢࡼ࠺࡞⬟ຊ㸦ᶵ⬟㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠸ࡿ㸦࠶ࡿ㸧ࡢࢆ࠶ࡽࡌࡵࣜࢫࢺࡋࠊ
⥭ᛴࡶ㎿㏿ᑐᛂ㸦ㄪ㐩㸧࡛ࡁࡿഛ࠼ࡶຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ

F㐠㌿ဨࡓࡕࡢẼᴫ
ᬯ㜌ࡢ୰ࠊ้ࠎ≧ἣࡢᝏࡍࡿཎᏊ⅔ࡀ᱁⣡ࡉࢀ࡚࠸ࡿᘓᒇ㊊ࢆ㋃ࡳධࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞ࡗࡓ㐠㌿ဨࡢᚰ୰ࡣࠊཎᏊ⅔ᨾ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡶ࠶ࡗࡓࡔࡅ࡞ࡾࡢぬᝅࡀ࠶ࡗ
ࡓࡶࡢᐹࡏࡽࢀࡿࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊ⇍⦎ࡢ㐠㌿ဨࡀ⮬ࡽ㐍ࢇ࡛P6YK
ࡶࡢ⎔ቃ❧ࡕྥࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࣉࣛࣥࢺ㐠㌿ࡣࠊ㟁ຊ♫ࡀ༠ຊᴗ౫Ꮡࡋ࡚࠸࡞࠸၏୍⊂ຊࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡗࡓࠋ༴㝤࡞
⎔ቃ❧ࡕྥࡗࡓࡁࡢᚰቃࢆᑜࡡࡓᙜጤဨࡢၥ࠸ᑐࡋ࡚ᙼࡽࡀㄒࡗࡓࡢࡣࠊࣉࣛࣥ
ࢺ㐠㌿ࢆᢸ࠺㐠㌿ဨࡋ࡚ࡢࣉࣟព㆑ࠊᐙ᪘ࡢఫࡴᆅඖࡢឡ╔ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋᖾ࠸ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞⎔ቃࢆ⤒㦂ࡏࡎ῭ࢇࡔࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ㐠㌿ဨࡶྠࡌࡼ࠺࡞Ẽᴫࡀ࠶ࡾࠊ
㏫ࡑࡢࡼ࠺࡞Ẽᴫࡢ࠶ࡿ㐠㌿ဨࡢຬẼ⾜ືࡶᨭ࠼ࡽࢀࠊ༴ᶵ࠶ࡗࡓཎᏊ⅔ࡀ෭ 
Ṇࡲ࡛ᑟࢀࡓᐇࡣ≉➹ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㐠㌿ဨࢳ࣮࣒ࡣࣇ࣑࣮ࣜ⛠ࡉࢀࠊࣉࣛࣥࢺ㐠㌿ࡸカ⦎ࢆࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞᪥ࠎࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࣇ࣑࣮ࣜࡋ࡚ࡢ୍యឤ㐃ᖏឤࡀ㔊ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
ࡇࡀࠊࣉࣛࣥࢺ㐠㌿࠸࠺ᖹࡽཎᏊ⅔ᨾࡢ༴ᶵ࠸࠺⥭ᛴࡢ⃭ኚࡶᑐᛂࡋࠊ


















ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢࠊᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
⡿ᅜࡢ᰾ࢸࣟࡢᑐᛂ࣐ࢽࣗࣝ࠾࠸࡚࡛ࡉ࠼ࠊP6YKࢆ㉸ࡍ⎔ቃୗ࡛ࡣάືࢆ᥍࠼ࡿࡼ࠺㏙࡚࠶ࡿࠋ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ᨾᅇ㑊ྥࡅࡓసᴗᚑࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ୍ᅉ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Gᑗ᮶ࡢᨾᑐᛂࡢᠱᛕ
௨ୖ㏙ࡓᡂຌせᅉࡀࠊᮏᨾࡢ⤒㦂ࡼࡗ࡚ࡉࡽ☜ᐇ࡞ࡶࡢࡋ࡚ᙉࡉࢀࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁᙅࡉࢀࡿᠱᛕࡶ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊཎᏊ⅔ᨾࡢ༴㝤ࡸᜍᛧࡀබ▱࡞ࡗࡓ
ࠊ௬ḟࡢཎᏊ⅔ᨾࡀ㉳ࡇࡗࡓሙྜࡶࠊᮏᨾྠỈ‽ࡢᨾᑐᛂࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࡢࠊ
࠸࠺ᠱᛕ࡛࠶ࡿࠋ
ᡂຌせᅉࡀࡉࡽᙉࡉࢀࡿࡓࡵࡣࠊཎᏊຊ㛵ಀ⪅ࡀࠕ▱㆑ࢆഛ࠼ࡓຬẼࠖࢆᣢࡕࠊ
ࡘࠊᐇ⾜ࡍࡿពᛮࡀಶே࡛ࣞ࣋ࣝࢥ࣑ࢵࢺࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡀ㔜せ⪃࠼ࡿࠋࡋࡋࠊ
᪤㛵ಀ⪅ࡽࡣࠊ௬ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆಶே㏕ࡿࡼ࠺࡞ሙྜࡣࡶࡕࢁࢇࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ㄽ㢟ࢆ┿ṇ㠃ࡽ㆟ㄽࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶࠊཎᏊຊࢆ⥅ᢎࡍࡿḟࡢேᮦࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢᠱᛕࡢኌࡶ⪺ࡇ࠼࡚࠸ࡿⅬࡣࠊࡇࡇ≉グࡍࡿࠋ

㸱㸧ᨾᑐᛂࢆࡉࡽᅔ㞴ࡋࡓྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿせᅉ
D┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡀ5&,&ࡢ㉳ື᧯సࡢ๓㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࡽ
ྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐠㌿ဨࡀ5&,&ࡢ㉳ື᧯సࢆ⾜ࡗࡓ⣙ศᚋὶ㟁※┤ὶ㟁※ࢆ႙
ኻࡋࠊ௨ᚋࠊ᧯స⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ5&,&ࡢ㉳ື᧯సࡣ┤ὶ㟁※ࡀᚲせࡔࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊὶ㟁※┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡀ5&,&ࡢ㉳ື๓Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡋࡓࡽࠊࡑࡢᚋࡢ
㉳ືࡀ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋྠࡌ⌮⏤ࡼࡾ+3&,ࡢ㉳ືࡶ⬟࡞ࡾࠊ㛫ࡶ࡞ࡃ⅔ᚰᦆയᛴ
㌿ࡋࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ྕᶵࡢሙྜࠊ5&,&ࡢ㐠㌿Ṇ୰ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡛ࡶᖾ㐠
࡞ࡇ┤ὶ㟁※ࡢࣂࢵࢸ࣮ࣜ㓄㟁⣔⤫ࡀ⏕ࡁṧࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡛ࠊࡧ5&,&ࢆ㉳ື࡛ࡁࡓࠋ
ࡋࡋࠊࡶࡋྕᶵࡢࡼ࠺┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡲ࡛ేⓎࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣࠊྕᶵࡶࡲࡓࠊࢃࡎ
ࡤࡾࡢ㛫ⓗ⊰ணࡢᚋࠊ⅔ᚰᦆയᛴ㌿ࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ⚟ᓥ➨ཎⓎ࡛ࡣࠊྕᶵ࠾࠸࡚㐠㌿ဨࡀὠἼࡢ᮶くࡢᚋ5&,&ࢆ㉳ື᧯సࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊࡶࡋࡶྛྕᶵ࠾ࡅࡿ⿕⅏≧ἣࡀࡼࡾ㐣㓞࡛ࠊὶ㟁※┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡀⓎ⏕
ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣࠊᙜヱྕᶵࡢ5&,&ࡸ+3&,ࢆ㐠㌿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡸࡣࡾ㛫ࡶ࡞ࡃ
ࡋ࡚⅔ᚰᦆയྥࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ᱁⣡ᐜჾࡢ◚ࢆక࠺ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ᪩ᮇ㔞ᨺฟࡀචࢀࡓぢࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࢃࡎ࡞≧ἣࡢᝏࡸ༢࡞ࡿࠕ㐠ࡢᕠࡾྜࢃࡏࠖࡼࡗ࡚ࡣࠊ
㏆㞄ఫẸࡢ㑊㞴άືࡀ㛫ྜࢃ࡞࠸ែࡀᛴ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡋࡶཎᏊ⅔
ᨾ⮳ࡽ࡞ࡗࡓཎᏊ⅔࠾࠸࡚ࡉ࠼ࡶࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊᖾ࠸ࡑࡢࡼ࠺࡞ែࢆᅇ㑊࡛
ࡁࡓࡇᚲ↛ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
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⾲㸰㸯㸴㸯 5&,&㉳ື᧯స┤ὶ㟁※ࡢ㛵ಀ


E65ᘚࡢ㟁☢ᘚࡀᨾ㞀ࡋ࡚࠸ࡓࡽ
65ᘚࡢ᧯సࡼࡿཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢῶᅽ᧯సࡣࠊ⅔ᚰᦆയࡀ࡞ࡾ㐍⾜ࡋࠊ᱁⣡ᐜჾෆࡢ
ᗘࡀ࡞ࡾୖ᪼ࡋ࡚ࡽ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ᧯సࡢᡂຌࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊྤฟᅽຊࡢప࠸ᾘⅆ࣏ࣥ
ࣉࡼࡿཎᏊ⅔ὀỈࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊ᱁⣡ᐜჾෆ ᗘࡀ࡞ࡾୖ᪼ࡋ࡚ࡽࡢῶᅽ᧯సࡣ༑ศ࡞☜ᐇᛶࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ65ᘚࡢ᧯సࡣࠊ࣒࣮࢟ࣗࣞࢱ࠼ࡽࢀࡓ㧗ᅽࡢ❅⣲࢞ࢫࢆࡑࡢ㥑ືࢩࣜࣥࢲ
࣮㏦ࡾ㎸ࡴࡇࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡢษࡾ᭰࠼ࢆࡘࡉࡿ㟁☢ᘚࡀṇᖖືసࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㟁☢ᘚࡢษࡾ᭰࠼ࡣ┤ὶ㟁※ࡀᚲせ࡛ࠊࡑࢀࢆ႙ኻࡋࡓࡇᑐᛂࡍࡿ
ࡓࡵࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚ࡣ⮬ື㌴ࡢࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆእࡋ࡚ᅇࡍࡿసᴗከࡃࡢ⪅ࡀዑ㉮
ࡋࡓࠋࡋࡋࠊᐇࡣࡇࡢ㟁☢ᘚࡢṇᖖ࡞ືసࡣࠊ┤ὶ㟁※ࡢ☜ಖࡢࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㠀㔠
ᒓ〇ࡢ⧄⣽࡞㒊ရࡢᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡀ㧗 ࡼࡗ࡚ຎࡋࡓሙྜࠊ㟁☢ᘚࡀᨾ
㞀ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊ65ᘚࡢ㟁☢ᘚᑐࡋ࡚ࡣΥࠊ࣋ࣥࢺᘚࡢ㟁☢ᘚᑐࡋ࡚ࡣΥࡢ⎔ቃୗ࡛స
ືࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏᨾ࡛ᐇ㝿⤒㦂ࡋࡓࠊࡼࡾ㐣㓞࡞⎔ቃୗ࠾࠸࡚ࡶసືࡍࡿ
࠺ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ࡣ࡛᫂࠶ࡗࡓࠋ
ᐇ㝿ࠊసືࢆヨࡳࡓࡶࡢࡢᛂ⟅ࡋ࡞ࡗࡓ65ᘚࡶ࠶ࡗࡓࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢሙྜࠊసື
ࡍࡿࡶࡢࢆ᥈ࡋᙜ࡚ࡿࡓࡵࠊḟࠎูࡢ65ᘚࢆヨࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ㛵ಀ⪅ࡢゝࡶᚓ࡚࠸ࡿࠋ
࡚ࡢ65ᘚࡢ㟁☢ᘚࡀ㧗 ࡢࡓࡵᨾ㞀ࡋ࡚࠸ࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᚋࡢཎᏊ⅔ᅽຊᐜ
ჾࡢὀỈᡭẁࡀࡃ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ὀỈᡭẁࡀ㏿ࡸ☜ಖ࡛ࡁࡓ
ࡣ⪃࠼㞴࠸ࠋ௬☜ಖ࡛ࡁࡓࡋ࡚ࡶࠊ࠸ࡎࢀᚲせ࡞ࡿཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢῶᅽ᪉ἲࡋ࡚
ࡢࡼ࠺࡞ᐇ⾜ྍ⬟࡞௦᭰ᡭẁࡀ࠶ࡗࡓࡢࡶၥࡀṧࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏᨾࢆ
ࡉࡽ㐣㓞࡞≧ἣᑟ࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ





 ᮾ㟁᭩㠃ᅇ⟅
 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

 ࠼ࡤࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࠾࠸࡚᩿ᛕࡉࢀࡓ&5'࣏ࣥࣉࠊ6/&࣏ࣥࣉࡼࡿ㧗ᅽὀỈࠋ
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FⓎ⅏ࡢࢱ࣑ࣥࢢࡀᝏࡗࡓࡽ
ᮏᨾࡢ㉳ᅉ࡞ࡗࡓᆅ㟈ࡣࠊ᭶᪥㸦㔠㸧ศ࠸࠺ᖹ᪥ࡢ㏻ᖖົ㛫ᖏⓎ
⏕ࡋࡓࠋᙜ᪥ࡣᬕኳ࡛ࠊᒇእάືࢆጉࡆࡿᙉ㢼ࡸ㝆㞵ࡶ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᪥ࠎࡀᩘ᪥⥆࠸ࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᖸ₻㏆࠸₻ࡢ้ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㹼ྕᶵࡣᐃᮇ᳨ᰝ୰࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊࡶࡋᆅ㟈ࡢⓎ⏕ࡀࡑࡢࡼ࠺࡞㛫ᖏ࠾࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜ᪥ࡑࡢᚋࡢ
ึᮇάືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓᮇ㛫ᝏኳೃ࡛࠶ࡗࡓࡽࠊ‶₻࡛࠶ࡗࡓࡽࠊ㹼ྕᶵࡀ㏻ᖖ㐠㌿
୰࡛࠶ࡗࡓࡽࠊࡉࡽࡢࡼ࠺࡞ᅔ㞴ࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊᨾᑐᛂཧຍ࡛ࡁࡓసᴗဨࡣᑡ࡞ࡃࠊᪧάືࡣ㐜ࢀࠊసᴗ⎔ቃࡣ༴
㝤ࢆቑࡋࠊ㈇യࢆࡋࡓࡾయㄪࢆᔂࡋࡓࡾࡍࡿసᴗဨࡢᩘࡶቑ࠼࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᾘⅆ࣏ࣥ
ࣉࡢ‽ഛࡸ࣮࣍ࢫࡢᩜタసᴗࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢᅇసᴗࡀ㐜ࢀࡿࡇ࡛ࠊᨾࡢ㐍ᒎࡀຍ㏿ࡋࠊ
≧ἣᢕᥱࢆ㐜ࡽࡏࠊᝏࢆಁࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽࠊ࿘㎶ఫẸࡢ㑊㞴⾜ືࡶᨭ㞀ࡀ⏕
ࡌࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ㢼ྥࡁࡸ㝆㞵ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㏆㞄࠾ࡅࡿᨺᑕ⬟ởᰁᐦᗘࢆⴭࡋࡃ㧗ࡃ
ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᖹ᪥ࡢ㏻ᖖົ㛫ᖏ࡛㹼ྕᶵࡀᐃᮇ᳨ᰝ୰࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊⓎ⅏ࠊྛ୰ኸไᚚ
ᐊࡣࠊྕᶵ࡛ேࠊࠊྕᶵ࡛ேࠊࠊྕᶵ࡛ேࡀົ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᨾᑐ
ᛂᙜࡓࡿேဨࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊᮏᨾࡢⓎ⅏ࡢࢱ࣑ࣥࢢࡣࠊᨾᑐᛂ᭷࡞᮲௳ࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠼


ࡿ ࠋࡋࡋࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡣ࠸ࡘⓎ⏕ࡍࡿศࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡢࡼ࠺࡞᮲௳ୗ࡛ཎ
Ꮚຊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀᑐฎࡋᚓࡿయไࡢᵓ⠏ࡑࡢᐇຠᛶ࠶ࡿ㐠⏝ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

୰ኸไᚚᐊ
㻝䚸㻞ྕᶵ
㻟䚸㻠ྕᶵ
㻡䚸㻢ྕᶵ

ᙜ┤

సᴗ⟶⌮㻳 ᐃᮇ᳨ᰝ㻳
㻝㻠
㻝㻜
㻙
㻥
㻤
㻝㻞
㻥
㻤
㻞㻣

༢䠖ே
ྜィ
㻞㻠
㻞㻥
㻠㻠



⾲㸰㸯㸴㸰 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ୰ኸไᚚᐊ࠾ࡅࡿⓎ⅏ࡢ㐠㌿ဨᩘ


GࣉࣛࣥࢺṆᮇ㛫୰࡛࠶ࢀࡤࠊ6%2ࡀ㉳ࡁ࡚ࡶᏳ
Ⓨ⅏ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ⪏ᅽ₃࠼࠸ヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ≉ู࡞ฎ⨨ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊヨ㦂୰ࡢㄗືసࡸࣄ࣮࣐࣭࢚ࣗࣥࣛ
࣮ᑐ⟇ࡋ࡚ࠊ65ᘚࡢ㏨ࡀࡋᘚᶵ⬟㛵ࡋ࡚ࡣࠊእ࡞ࡃྎࡢ࡚ᑐࡋ࡚సື࡛ࡁ࡞࠸
≧ែࡋ࡚࠾ࡁࠊᏳᘚᶵ⬟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྎᑐࡋ࡚సື࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺ฎ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋ6%2ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≉Ṧ࡞≧ἣୗ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࠊ᭱ᚋࡢ㐠㌿Ṇ᪥ࡽࡲࡔ㐌㛫࠶
ࡲࡾࡋࡓࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᅽຊࡣࠊ⣙㛫ᚋࡣ
03Dࡲ࡛ୖ᪼ࡋࠊࡑࡢᚋࡣ ᗘࡶୖ᪼ࡋࠊ᭶᪥ࡣ⣙Υ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟࡢᠱᛕࡀᾋࢇ࡛ࡃࡿࠋ




 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
 ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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࣭ᐃᮇ᳨ᰝᮇ㛫ࡀࡉࡽ▷ࡃࠊᔂቯ⇕ࡀࡁ࠸ሙྜࠊࡢࡼ࠺࡞ែ⮳ࡗ࡚࠸ࡓࡢ
࣭65ᘚࡢ㏨ࡀࡋᘚᶵ⬟ᑐࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃᏳᘚᶵ⬟ᑐࡋ࡚ࡶ࡚సືࡋ࡞࠸ฎ⨨ࡀㅮ
ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓሙྜࠊ ᗘᅽຊࡢୖ᪼ࡣࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ
࣭ヨ㦂ࡢࡓࡵㅮࡌ࡚࠸ࡓฎ⨨ࡢゎ㝖ࡶࡗ㛫ࡀࡗ࡚࠸ࡓሙྜࠊࡢࡼ࠺࡞ࡇ
ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓࡢ
࣭ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣛࣥࢺṆᮇ㛫୰ࡢὶ㟁※႙ኻ㸦6%2㸧ᑐࡍࡿᏳᑐ⟇ཬࡧᨾᅇ
㑊ࡢࡓࡵࡢᡭ㡰ࡣ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࣭ࣉࣛࣥࢺṆᮇ㛫୰ࡢ6%2ᑐࡍࡿᩍ⫱࣭カ⦎ࡣᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ

ࣉࣛࣥࢺṆᮇ㛫୰ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞Ᏻᶵ⬟ࡸ⣔ࢆṆࡵ࡚࠸ࡓࡾࠊࣉࣛࣥࢺ࣭ࣃ࣓࣮ࣛࢱ
ࢆ㏻ᖖ㐠㌿ࡢࡑࢀࡽពᅗⓗ㞳ࡉࡏࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ෭ Ṇ
ྥࡅࡓ୍⯡ⓗ࡞ࢫࢺࣛࢸࢪࡣ㐪ࡗࡓᨾᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣉࣛࣥࢺṆ≉᭷ࡢᨾࣜࢫࢡࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋࠊࣉࣛࣥࢺṆᮇ
㛫୰Ⓨ⏕ࡍࡿ㐣㓞ᨾ㛵ࡍࡿᩍ⫱࣭カ⦎ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡌࡵഛ࠼࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ


㸲㸧Ỉᖹᒎ㛤
Dᮾ㟁௨እࡢ㟁ຊ♫ࡀᡤ᭷ࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ᨾࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡽ
⪃ᐹࡢ⠊ᅖࢆᗈࡆࠊ⯡ࡢཎᏊ⅔ᨾࡀᮾ㟁௨እࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓሙྜࠊ
ࡢ⅔ᆺࡸ᱁⣡ᐜჾᆺᘧࢆ᭷ࡍࡿཎᏊ⅔࠾࠸࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡓሙྜ࡞ࢆ⪃࠼ࡿࠊࡑࢀࡽ
ࡢ୰ࡣࠊ⯡ࡢཎᏊ⅔ᨾࢆࡋࡢࡄᙳ㡪ࢆᣍࡃሙྜࡀ࠶ࡿࡇẼࡉࢀࡿࠋ
ᙜጤဨࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆ༢࡞ࡿᮘୖࡢ✵ㄽࡋ࡚ᢅࢃࡎࠊࡑࢀࡒࢀᑐࡋ࡚᫂☜࡞
⟅࠼ࢆぢ࠸ࡔࡍࡓࡵࡢ┿࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௨ୗ࡛ࡣ
ࢆᥦ♧ࡋ᳨ウࡍࡿࠋ

ձᮏ♫ࡢᡤᅾᆅ
⯡ࡢཎᏊ⅔ᨾࡀࠊᮾிᮏ♫ࡢ࠶ࡿᮾ㟁௨እࡢ㟁ຊ♫ࡀᡤ᭷ࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾
࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࡋࡓࡽ࠺ࡔࢁ࠺ࠋᐇ㝿ࠊᾏ㐨㟁ຊࠊᮾ㟁ຊࠊ୰㒊㟁ຊࠊ㛵す㟁ຊࠊ
୰ᅜ㟁ຊࠊᕞ㟁ຊࠊᅄᅜ㟁ຊࡢྛ♫ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㏦㓄㟁ࢸࣜࢺ࣮ࣜෆࡢせ㒔ᕷᮏ♫
ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏᨾ࡛⾜ࢃࢀࡓࡼ࠺ࠊᨻᗓࡸせᐁᗇࡢ㛵ಀ⪅ࡀࠊཎᏊ
⅔ᨾࡢᙜ⪅࡛࠶ࡿ㟁ຊ♫ࡢᢸᙜᖿ㒊ࡽྠࡌࢸ࣮ࣈࣝࡋ࡚ᑐᛂࢆ㆟ㄽࡍࡿ࠸
࠺ࡇࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊ๓㏙ࡢࣜࣝࢱ࣒࡛᭦᪂࡛ࡁࡿ㐣㓞ᨾ㐍
ᒎணゎᯒࢶ࣮ࣝࡢ㓄ഛࡀࡼࡾ᭷┈࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ

ղ⤒Ⴀつᶍ 
ᮾ㟁ࡣࠊࢃࡀᅜ᭱ࠊୡ⏺ⓗつᶍࡢ㟁ຊ♫࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ⌧ᅾࠊࢃࡀᅜ࡛Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔

- 198 -

➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ࢆ㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡿ㟁ຊ♫ࡀࠊ࡚ࡇࢀ‽ࡎࡿࡢつᶍ࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡤࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࠼ࡤᐩᒣᕷᮏ♫ࡢ࠶ࡿ㝣㟁ຊࡸ᪥ᮏཎᏊຊⓎ㟁ࡢሙྜࠊࠕ⾲㸰㸯㸴㸱ࠖグ㍕ࡢ
つᶍ࡛⤒Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀつᶍ࡛ࡶࠊࠕ᰾ཎᩱ≀㉁ࠊ᰾⇞ᩱ≀㉁ཬࡧཎᏊ⅔
ࡢつไ㛵ࡍࡿἲᚊࠖ㸦௨ୗࠕཎᏊ⅔➼つไἲࠖ࠸࠺㸧➨᮲➨㡯➨ྕࡢᐃࡵࡿࠕཎᏊ
⅔ࢆタ⨨ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⤒⌮ⓗᇶ♏ࠖࡣ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋࡋࠊᮏᨾࡢ⤒㦂ࡽࠊཎᏊ⅔ᨾࢆᣠࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞⤒⌮ⓗᇶ♏ࡸேⓗࣜࢯ࣮
ࢫ➼㛵ࡋ࡚ࡣࡃ༑ศ࡛࠶ࡾࠊ⌧⾜ࡢཎᏊຊᦆᐖ㈺ൾไᗘ࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࢆ⿵ࡍࡿ
ᐇຠⓗ࡞ᡭ❧࡚ࡶᮍ☜❧࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀつᶍࡢ㟁ຊ♫ࡀཎᏊ⅔ᨾࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࡣࠊ
ᣠࡉࡏࡿࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࡶⴭࡋ࠸ᅔ㞴ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ⮬ຊ࡛ࡢ㐙ࡀ㡻ࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡉ࠼⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
♫ྡ
ᮾி㟁ຊ
㝣㟁ຊ
᪥ᮏཎᏊຊⓎ㟁

䝥䝷䞁䝖ᩘ
䠄ᇶ䠅
17
2
4*

⥲㈨⏘
ᖺ㛫ୖ㧗 ᚑᴗဨᩘ
䠄൨䠅
䠄൨䠅
䠄ே䠅
147,904
53,685
52,970
13,812
4,942
6,568
8,165
1,752
2,198
㻖㻌ᗫ⅔䝥䝷䞁䝖㻝ᇶ䜢ྵ䜐



⾲㸰㸯㸴㸱 ྛ♫ࡢ⤒Ⴀつᶍ



ճᆅ⌮ⓗ᮲௳
ࡇࢀࡲ࡛⏒࡞⿕ᐖᙳ㡪ࡀࠊᮏᨾࡢⓎ⏕ᆅⅬ࡛࠶ࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎཬࡧࡑࡢ࿘㎶
ཬࢇࡔࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶࡑࡢᆅ⌮ⓗ᮲௳ࡽࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࢆᢪ࠼ࡿࡢཎᏊ
ຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡢᨾẚ㍑ࡋࡓሙྜࡣࠊ┦ᑐⓗࣥࣃࢡࢺࡀᑠࡉ࠸᪉ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ᮾ㏻ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸸༡NPࡢᆅⅬࠊ⮬⾨㝲⡿㌷ࡢ୕ἑᇶᆅࡀ࠶ࡾࠊྠᇶᆅෆ࠶ࡿ
タഛࡀᨺᑕ⬟ࡼࡗ࡚ởᰁࡍࢀࡤࠊ᪥⡿ࡢ㜵⾨άືࡶᙳ㡪ࡀཬࡪྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 ᮾᾏ➨ཎⓎ㸸༡NPᡂ⏣✵ ࡀ࠶ࡾࠊᨺᑕ⬟ởᰁࡀࡑࡇࡲ࡛ཬࢇࡔሙྜࠊ✵ Ṇ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿᅜෆእࡢ⯟✵♫ᒓࡍࡿ⯟✵ᶵࡢᶵయࠊᗜಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈌≀ࠊ㥔㌴ሙࡢ
㌴࡞ࡀởᰁࡋࠊே≀ရࢆࡋࡓởᰁ≀㉁ࡢᅜෆ࡛ࡢᣑᾏእὶฟࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋሙྜ
ࡼࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀࡽࡢ⛣ືࡀṆࡍࡿࠋ
 ᒸཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸸NPࡢ㑊㞴༊ᇦࢆタᐃࡋࡓሙྜࠊᮾᾏ㐨᪂ᖿ⥺ᮾྡ⮬ື㌴㐨ࡀࡑ
ࡢᅪෆධࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㏻ࡋࡓሙྜࡢ㏻ᶵ⬟ࡢᙳ㡪ࡣ⏒࡛ࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣ௦᭰ࡀࡁ
࡞࠸ࠋ
 ⋞ᾏཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸸す⣙NPࡣኍᒱᓥࡀ࠶ࡾࠊே㏆ࡃࡢఫẸࡀ⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㑊㞴ࡀᣦ♧ཪࡣ່࿌ࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊఫẸࡣ㏿ࡸᓥࢆ⬺ฟࡍࡿᡭẁࡀ࡞࠸ࠋ≉ࠊྎ
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㢼ࡢ᮶く㔜࡞ࡗࡓሙྜࡣࡑࡢሙࡲࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ㮚ᓥࠊᑠᕝᓥࠊຍ၈ᓥࠊ㤿Ώ
ᓥࡲ࡛ࡣNP࡛ࠊຍ㒊ᓥࡲ࡛ࡣࢃࡎNPࡉࡽ㏆࠸ࠋᕞᮏᅵࡘ࡞ࡀࡿᶫࡀ୍ᮏᯫ
ࡗ࡚࠸ࡿᓥࡶ࠶ࡿࡀࠊᆅ㟈࡛ᦆയࡍࢀࡤ࠼࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡸࡣࡾᓥࡢఫẸࡣ⬺ฟᅔ㞴࡞ࡿࠋ


մࡢ⅔ᆺཎᏊຊタ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㹼ྕᶵࡣࠊ⅔ᆺࡣ%:5%:5ࠊ᱁⣡ᐜჾᆺᘧࡣ0$5.,ᆺᒓࡍࡿࠋࡋ
ࡋࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎ㹼ྕᶵࡶ῝้࡞༴ᶵࡀཬࢇࡔᐇࡽ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊྠࡌ᮲௳ୗ
࠾࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎ㹼ྕᶵࡢࡼ࠺࡞%:5ᆺ⅔ࠊ0$5.ϩᆺ᱁⣡ᐜჾࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
ࡗ࡚ࡶᨾᅇ㑊ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ$%:5ࡸ3:5ࡢ⅔ᆺ࠾࠸࡚࡛ࡉ࠼ࠊ6%2ࡸ┤ὶ㟁※႙ኻࠊ᭱⤊ࣄ
࣮ࢺࢩࣥࢡ႙ኻࡢ࡚ࡀ㔜࡞ࡗࡓ⯡ࡢ㇟ࡀ⌧ࡋࡓሙྜࡣࠊྠࡌࡼ࠺࡞ཎᏊ⅔ᨾࡢ
ᅇ㑊ࢆྍ⬟ࡍࡿ≉ู࡞ᶵ⬟ࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏᨾࡣࠊ⅔ᆺࡸ᱁
⣡ᐜჾᆺᘧࢃࡽࡎ㉳ࡇࡾᚓࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡑࡶࡑࡶ6%2ࡸ┤ὶ㟁※႙ኻࠊ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡ႙ኻࡢ㉳ࡇࡾࡸࡍࡉ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ಶࠎࡢ⅔ᆺࡸ᱁⣡ᐜჾᆺᘧ↓㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊಶࠎࡢࣉࣛࣥࢺࡢ㓄⨨タィࠊ⪏㟈タィࠊ⪏Ỉタ
ィࠊࡑࡢᚋࡢཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ࡢᏳάືࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡞ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊⓎ⏕ࡢཎᅉࡸ☜⋡ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣ࠶ࡿࡋ࡚ࡶࠊ௬ཎᏊຊ⅏ᐖࡀ㧗㏿ቑṪ⅔ࡸ
ฎ⌮タ࡛⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊ㍍Ỉ⅔ᨾࡣࡃ␗࡞ࡿᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡿࠋ࠼ࡤࠊὀ
ពὀỈࢆ⾜࠼ࡤࠊ๓⪅࠾࠸࡚ࡣつᶍ࡞⇿Ⓨࡸⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࠊᚋ⪅࠾࠸࡚ࡣ⮫⏺ᨾ
ࡀⓎ⏕ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ㐣㓞ᨾ㛵ࡍࡿゎᯒࢥ࣮ࢻࡶᮍ㛤Ⓨ࡛ࠊ༑ศ࡞▱㆑⤒㦂ࢆ᭷ࡍ
ࡿᢏ⾡⪅ࡢᩘࠊࣞ࣋ࣝࡶ࡛᫂࠶ࡿࠋ


㸳㸧」ᩘࣘࢽࢵࢺࡸ㏆᥋ࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢၥ㢟Ⅼ
D༢୍ࣘࢽࢵࢺ」ᩘࣘࢽࢵࢺ࡛ࡣࡕࡽࡀࡼࡾᏳ
Ⓨ⅏ᙜṆ୰࡛ࠊḟࢧࢡࣝྥࡅࡓ㉳ືࡢ‽ഛࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ⪏ᅽ₃࠼
࠸ヨ㦂ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡓ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ┤ὶ㟁※⏝ࣂࢵࢸ࣮ࣜࡣ⿕⅏
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡋࠊὶ㟁※ࡽࡢ㟁ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡛ࡣࡸࡀ࡚ᨺ㟁ࡋ࡚ࡋࡲ
࠸ࠊ࠼ࡤ୰ኸไᚚᐊ࡛ࡢ㔜せ࡞ཎᏊ⅔⣔㐠㌿ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢㄞࡳྲྀࡾࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ65
ᘚࡢ㏨ࡀࡋᘚᶵ⬟ࡶ࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢ₯ᅾⓗ࡞ၥ㢟ᑐࡋ࡚ࡢᩆ࠸࡞ࡗࡓࡢࡀࠊ
㐣ཤ$0ᑐ⟇ࡋ࡚ᐇࡋ࡚࠸ࡓྕᶵࡢ0&&㸦&㸧ࡽࡢࢡࣟࢫ࣭ࢱ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ
ࡣࠊ」ᩘࣘࢽࢵࢺࡢ༢୍ࣘࢽࢵࢺᑐࡍࡿタィୖࡢඃᛶぢ࡞ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ㔜⠜࡞ཎᏊ⅔ᨾࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓ㹼ྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊၥ㢟ࡢ┦స⏝ࠊ
ቑᖜస⏝࡛ࡶ࠸࠺ࡁ࣐ࢼࢫ㠃ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓࡢᑐࡋࠊ㏫ཎᏊ⅔ᨾࢆᅇ㑊ࡋ
ࡓࠊྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊࣘࢽࢵࢺ㛫ࡢຓຠᯝ࠸࠺ࣉࣛࢫ㠃ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ」ᩘ
ࣘࢽࢵࢺࡣࠊᨾࡢண㜵㸦3UHYHQWLRQ㸧ࡢẁ㝵࡛ࡣࣉࣛࢫࠊᨾᚋࡢᑐᛂ㸦0LWLJDWLRQ㸧ࡢ




࡞࠾ࠊ᭱㏆ᑟධࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࣃࢵࢩࣈタィࢆྲྀࡾධࢀࡓ᪂ᆺ⅔ࡸḟୡ௦⅔࠾࠸࡚ࡣ⪏ஂᛶࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪤タࣉࣛࣥࢺ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠕ%㸬㸬Eᑐ⟇ࠖࡀ㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿཎᏊ⅔࠾࠸࡚ࡣ⪏ஂᛶࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ẁ㝵࡛ࡣ࣐ࢼࢫࡢᐤࡀ࠶ࡿࡼ࠺ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ḟࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㞄᥋ࣘࢽࢵࢺࡽࡢࣂࢵࢡࢵࣉ㟁※౪⤥ࡢ᭷↓≧ែࣉࣛࣥࢺࡢ㐠㌿
≧ែࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡘ࠸࡚ࠊ⅔ᚰᦆയᨾᅇ㑊ࡢ㞴᫆ᗘࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿࠋ⚟ᓥ➨୍ཎ
Ⓨ㹼ྕᶵࠊྠྕᶵࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎ㹼ྕᶵࡢᐇ⦼ࢆᙜ࡚ࡣࡵࡿࠕ⾲㸰㸯㸴㸲ࠖࡢࡼ
࠺࡞ࡿࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊࠕࡶࡋྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦%㸧
ࡽࡢ㟁※⼥㏻ࡀ࡞ࡗࡓࡽࠖ࠸࠺ၥ࠸ヱᙜࡍࡿࡢࡀࠊࠕ㸽ࠖࡢḍ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
⪃࠼ࡿࠊᨾࡢᅇ㑊ࡀᡂຌࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊ༑ศ࡞☜ᐇᛶࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



⾲㸰㸯㸴㸲 ྛࣉࣛࣥࢺ≧ែཬࡧ㟁※☜ಖ≧ἣ࠾ࡅࡿཎᏊ⅔ᨾࡢྍ⬟ᛶ



E」ᩘࣘࢽࢵࢺࡢⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ┦స⏝ࢆ⪃៖ࡋࡓಖᏳつᐃ
࠼ࡤࠊࢶ࣭ࣥࣘࢽࢵࢺࡢࣉࣛࣥࢺࡢ୍᪉࡛ཎᏊ⅔ᨾࡀ㉳ࡁࡓሙྜࠊ᪉ࡢࣘࢽࢵࢺ
ࡢ㐠㌿ࡘ࠸࡚ࡣࡢࡼ࠺ࡍࡿࡁࠋ┤ࡕ෭ Ṇࢆ┠ᣦࡋ࡚Ṇ᧯సࢆ⾜࠺ࡁࠋ
ᨾࢆ㉳ࡇࡋࡓࣘࢽࢵࢺ࠾࠸࡚࣋ࣥࢺ᧯సࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࠊ᪉ࡢࣘࢽࢵࢺࡢ✵ㄪ⣔ࡣ㐠
㌿ࢆ⥅⥆ࡍࡁࡔࢁ࠺ࠋ⌧⾜ࡢಖᏳつᐃ࡛ࡣ㐠㌿⥅⥆ࢆồࡵ࡚࠸࡚ࡶࠊᚲせᨺᑕᛶ≀
㉁ࢆᣢࡕ㎸ࡲ࡞࠸ࡼ࠺Ṇࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࠾࠸࡚ࡣࠊ㹼ྕᶵࡢ⅔ᚰᦆയࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊእ㒊⎔ቃ
ࡢᨺᑕ⬟ởᰁࡀ༑ศணࡉࢀࡿ୰ࠊᛴࣆࢵࢳ࡛6*76ࡢ㟁※ᪧάືࡀ⾜ࢃࢀࠊᐇ㝿ࠊᪧ
ࡍࡿࡸྰࡸ㐠㌿ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗 Ṇ≧ែࡢࣉࣛࣥࢺ࠾࠸࡚ࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ✵ㄪࢆ
႙ኻࡋࡓሙྜࡣࠊ☜ಖᏳつᐃ࡛ࡣ6*76ࡢ㐠㌿ࡀồࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡳࡍࡳࡍᘓᒇෆᨺᑕ
⬟ởᰁࢆᘬࡁ㎸ࡴࡓࡵ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡶぢཷࡅࡽࢀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≉Ṧ࡞᮲௳ୗ࠾ࡅࡿ
㐺ษ࡞ุ᩿ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

FྠከⓎ㇟ᑐࡍࡿഛ࠼
ᮏᨾࡣࠊつᶍ࡞⮬↛⅏ᐖࡀࠊ୍ཎᏊ⅔タࡢࡉࡲࡊࡲ࡞Ᏻ⣔⤫࠾ࡅࡿከ㔜ᛶࠊከ
ᵝᛶࠊ⊂❧ᛶ㔜࡞ࢳࣕࣞࣥࢪࢆㄢࡍࡔࡅࡲࡽࡎࠊ୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤෆ࠶ࡿ」ᩘࣘ
ࢽࢵࢺࡢཎᏊ⅔ᑐࡋ࡚ྠྠᵝ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊࡉࡽࠊ࠸㏆᥋ࡍࡿ」ᩘࡢཎᏊຊ
Ⓨ㟁ᡤᑐࡋ࡚ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋᚓࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ
≉⇿Ⓨࡣࠊ」ᩘࣘࢽࢵࢺཬࡧ㏆᥋ࡍࡿ」ᩘࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ┦㛵ಀࢆ」㞧ࡋࡓࡁ
࡞㇟࡛࠶ࡗࡓࠋྕᶵࡢ⇿Ⓨࡼࡗ࡚㣕ᩓࡋࡓࡀࢀࡁࡢࡓࡵࠊྕᶵࡢ㟁※┙⤥㟁ࡋࡼ࠺
ᩜタࡋࡓ㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࡀᦆയࡋࠊᪧ⟇ࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘࢆࡘࡪࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊྕ
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ᶵࡢ⇿Ⓨࡼࡗ࡚ࡶࠊྕᶵࡢᪧసᴗࡣྰᛂ࡞ࡃࡾฟࡋᡠࡉࢀࡓࠋྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ
⇿ⓎࡣࠊྕᶵࡽὶධࡋࡓỈ⣲ࡀཎᅉ⌮ゎࡉࢀࠊࡇࡇࡶࣘࢽࢵࢺ㛫ࡢᙳ㡪ࡀぢཷࡅࡽ
ࢀࡿࠋࡉࡽ㹼ྕᶵࡢᨾࡣࠊⓎ㟁ᡤ࿘㎶ࡢᨺᑕ⥺㔞ࢆୖ᪼ࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ㏆᥋ࡍࡿࠊ
ྕᶵᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊࡉࡽࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ⣙NP㞳ࢀࡓ⚟ᓥ➨ཎⓎࡢᪧάືࡶ
ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࠋ
ࡇࡢࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣ%:5ࠊ%:5ࠊ%:5࠸࠺⅔ᆺࡀేᏑࡍࡿ」ᩘࣘࢽࢵࢺࡢཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛࠶ࡾࠊࣘࢽࢵࢺࡑࢀࡒࢀᅛ᭷ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡇࡶࠊᨾᑐᛂࢆ㞴ࡋࡃ
ࡋࡓ୍ᅉ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡣ%:5ࡢ⅔ᆺࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊྠⓎ
㟁ᡤ࡛ࡣࠊࣘࢽࢵࢺ࡛㉳ࡁࡓࡇࢆࣘࢽࢵࢺ㢮᥎ࡋỈᖹᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡛ᨾᅇ㑊ᑐᛂ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋ
⌧ᅾࠊᮾ㏻ཎⓎᮾᾏ➨ཎⓎࢆ㝖ࡃ࡚ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ」ᩘࣘࢽࢵࢺࡋ࡚㐠㌿ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ࡇࡢ≉ᚩ㛵ࡍࡿ₯ᅾⓗ࡞ၥ㢟Ⅼࡘ࠸࡚༑ศ⪃ᐹࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ」㞧ࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊ࠶ࡽࡌࡵࣜࢯ࣮ࢫࡸ㈨ᶵᮦࢆࡾᙜ࡚ࠊ
ࣘࢽࢵࢺู⊂❧యไࢆసࡗ࡚⮫ࡴࡇࡶ㑅ᢥ⫥ࡋ࡚࠶ࡾᚓࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ
ྠ୍ࡢⓎ㟁ᡤ⥭ᛴᑐ⟇ᐊ࠾࠸࡚ᐇ㝿ࡑࡢࡼ࠺࡞ᐇົࢆ⤫⋡ࡍࡿࡇࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊ
ᗘ㔜࡞ࡿᶍᨃカ⦎ࡼࡗ࡚᭱ၿࡢ᪉ἲࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡢࡼ࠺࡞㇟ࡀࠊࣘࢽࢵࢺ㛫ཬࡧ㏆᥋ࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㛫࡛ࡢἼཬⓗᙳ㡪ࢆ㉳ࡇ
ࡋᚓࡿࡣࠊಶูࡢホ౯ࡼࡗุ࡚ᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᚋࡢヲ⣽࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ


G」ᩘࣘࢽࢵࢺࡢⓎ㟁ᡤ㐺⏝ࡉࢀࡿᏳ┠ᶆ
ࠕᏳ┠ᶆࠖࡀࠊಶࠎࡢཎᏊ⅔ࢆᑐ㇟ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡿ⌧ᅾࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ」ᩘࣘࢽࢵࢺ
ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡸ㏆᥋ࡍࡿ」ᩘࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ࿘㎶ఫẸࡢ❧ሙࡽࡣྜ⌮࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡿᆅⅬࡽࡢ༙ᚄNP௨ෆࡘࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ
Ꮡᅾࡍࡿᆅᇦࡀ࠸ࡃࡘᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇᒃఫࡍࡿఫẸࡣࠊࡼࡾ㧗࠸ࣜࢫࢡࡢୗ⨨
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᒃఫ⪅ࡢ❧ሙࡽࣜࢫࢡࡢබᖹᛶࢆ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ከᩘࡢࣘࢽࢵ
ࢺࡀ㞟୰ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤᑐࡋ࡚ࡣࠊࡼࡾಖᏲⓗ࡞Ᏻ┠ᶆࡀタᐃࡉࢀࡿ
ࡁࡍࡿᴫᛕࡶ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㸴㸧つᶍ⅏ᐖᑐࡍࡿከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࡢ☜ಖ
ᮏᨾࡣࠊ༢୍ᨾ㞀ᑐࡍࡿ㜵ᚚࡋ࡚ࡢከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࡀࠊつᶍ࡞⮬↛⅏ᐖࡢ




ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢࠊᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

ᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

Ᏻ┠ᶆ㸦6DIHW\*RDO㸧ࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀࡢ⛬ᗘᏳ࡛࠶ࢀࡤ༑ศᏳ࠸࠼ࡿ㸦+RZVDIHLVVDIHHQRXJK"㸧
࠸࠺Ỉ‽ࢆ♧ࡍ┠ᶆࢆ࠸࠺ࠋ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

๓࡛ࡣࢇ↓ຊ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊୡ⏺ᑐࡍࡿᩍカࡋ࡚↝ࡁࡅࡓࠋ
୍ᮏࡢ㕲ሪࡢಽቯ࡛⣔ࡢᡤእ㟁※ࢆ႙ኻࡋࠊ୍ᐊࡢᾐỈ࡛⣔ࡢ࣏ࣥࣉࡀᨾ㞀ࡋࡓࠋ୍ᐊ
㓄⨨ࡉࢀࡓ㛤㛢ჾࡣᾐỈࡼࡗ࡚ࡲࡵ࡚ᨾ㞀ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑ࠺࡞ࡿࠊࡶࡣࡸᡤእ㟁※ࡸ
ᡤෆ㠀ᖖ⏝㟁※ࠊ┤ὶ㟁※ࡢ᭷↓ࡣࢇ↓ព࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶᐇឤࡋࡓࠋ
つᶍ࡞⮬↛⅏ᐖᑐࡋ࡚ࡶᐇຠᛶࡢ࠶ࡿከ㔜ᛶࠊከᵝᛶࠊ⊂❧ᛶࡣࡢࡼ࠺࡞タィ࡛࠶
ࡿࡁ࡞ࡢࠊᨵࡵ࡚ࡑࡢฟⓎⅬࡽ᳨ウࡋࠊ᫂☜࡞ᐃ⩏ࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸵㸧⮬↛⅏ᐖ➼ᑐࡍࡿ㐺ษ࡞タィᇶ‽
Dᆅ㟈࣭ὠἼᑐࡍࡿタィᇶ‽ 
ࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊほ ࡉࢀࡓ᭱ᆅ㟈ຍ㏿ᗘࡀタィᆅ㟈ຍ㏿ᗘࢆ㉸㐣ࡍࡿࡀࠊ⯡
ࡢᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈క࠺⚟ᓥ➨୍ཎⓎዪᕝཎⓎ࠾ࡅࡿࢣ࣮ࢫࡶྵࡵࡿࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ௨㝆☜ㄆࡉࢀࡓࡔࡅ࡛ࡶࢣ࣮ࢫཬࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㉸㐣㢖ᗘࡣ␗ᖖ
࡛࠶ࡾࠊ࠼ࡤࠊ㉸㐣㢖ᗘࢆᖺᅇᮍ‶ࡋ࡚タᐃࡋ࡚࠸ࡿḢᕞせᅜẚ࡚ࡶࠊⴭ
ࡋࡃ㠀ಖᏲⓗ࡛࠶ࡿᐇែࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ὠἼ㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ⡿ᅜࡢᮾᾏᓊ࣓࢟ࢩࢥ‴ᓊᑐࡋ࡚ࡣࠊᆅ㟈ㄏⓎࡉࢀࡿ
ὠἼ࡛ࡣ࡞ࡃࣁࣜࢣ࣮ࣥࡼࡿἼᾉࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ15&ࡀỴᐃㄽⓗࠕண᭱㧗Ἴ㧗ࠖࢆタᐃ
ࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᣦ㔪5*㸧ࠊᮾᾏᓊࡢࢳ࢙ࢧࣆ࣮ࢡ‴ධࡾཱྀ࡛Pࠊ࣓࢟ࢩࢥ‴ᓊࡢ࣑ࢩࢩ
ࢵࣆ࣮ᕝἙཱྀ㏆࡛P♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏิᓥྠࡌᆅ㟈ከⓎᆅᖏᒓࡍࡿ࢝ࣜࣇ࢛ࣝ
ࢽᕞすᾏᓊ࠶ࡿࢹࣈ࣭ࣟ࢟ࣕࢽ࢜ࣥཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾࠸࡚ࡶࠊࡶࡶࡣࡑࡢࡼ࠺
࡞ಖᏲⓗ࡞Ỵᐃㄽᇶ࡙࠸࡚Pタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᐇࡋࡓᾏᗏ
ᆅࡾࢆ⪃៖ຍ࠼ࡓ☜⋡ㄽⓗὠἼࣁࢨ࣮ࢻゎᯒࡢ⤖ᯝࠊࡇࢀࡀࡰᖺᅇࡢ㢖ᗘ
┦ᙜࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ࡼࡿࣉࣛࣥࢺࡢᏳᑐ⟇
ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ಖᏲⓗタᐃࡉࢀࡓタィᇶ‽ᑐࡋ࡚ࡉࡽవ⿱ࢆࡅຍ࠼ࠊ᭱⤊ࣄ࣮ࢺࢩ
ࣥࢡࡢᾏỈ࣏ࣥࣉࡣࠊ㧗ࡉPࡶࡢࢩࣗࣀ࣮ࢣࣝࢆ⠏࠸࡚⿕Ỉࡽಖㆤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ẚ㍑ࡍࡿ㝈ࡾࠊࢃࡀᅜࡢタィᇶ‽ࡢタᐃ᪉ἲࡣಖᏲᛶࢆḞ࠸࡚࠾ࡾࠊཎᏊ
ຊⓎ㟁ᴗ⪅ࡼࡿᏳᑐ⟇ࡢᐇົࡶ༑ศࡔࡗࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢࡣࠊࡑࡢ᭱ࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋホ౯ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶タᐃࡋࡓࡉࢀࡿPࡢタィὠἼ㧗ࡉࡶࡉࡿࡇ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀᑐࡍࡿᮾ㟁ࡢᑐᛂࡣࠊ
ᾏỈ࣏ࣥࣉࡢ࣮ࣔࢱ࣮ࡢࢩ࣮ࣝࢆᙉࡍࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋὠἼ࠸࠺⌧㇟ࡀ༢࡞ࡿ✜ࡸ࡞
Ỉୖ࡛᪼࠶ࡿ࡞ࡽࡤࡇࢀ࡛ࡶࡼ࠸ࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᐇ㝿ࡣࠕὠἼ㧗ࡉࠖࠕᾐỈ㧗ࡉࠖ
ࠕ㐳ୖ㧗ࡉࠖࡣࡑࢀࡒࢀู≀࡛㸦ὠἼ㧗ࡉ㸺ᾐỈ㧗ࡉ㸺㐳ୖ㧗ࡉ㸧ࠊࡑࡢྥ࠺ඛ࠶ࡿ≀
ᑐࡋࠊỈὶࡔࡅࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡀ୍⥴㐠ᦙࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᾋ㐟≀࡞ࢆ⾪✺ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇࡣ࿘▱࡞ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᾐỈ㧗ࡉ࡛ࡶ࡞ࡃタィὠἼ㧗ࡉ࡛Ỉἐࡍࡿ࣮ࣔࢱ࣮ࡢࢩ࣮ࣝ
ࢆᙉࡋࡓࡇࡀࠊ᭷ຠ࡛༑ศ࡞ὠἼᑐ⟇ࡔࡗࡓㄽࡎࡿᮾ㟁ࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ᪥ࡢᅜ㝿ⓗ࡞
ཎᏊຊᏳࡢタィᛮࡽࡁࡃ❧ࡕ㐜ࢀ࡚࠸ࡿホࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
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Eࡢ⌧㇟ࠊ⬣ጾᑐࡍࡿタィᇶ‽
᭱㏆ࠊࢃࡀᅜࡢྛᆅ࠾࠸࡚ࡶ❳ᕳࡀⓎ⏕ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࡑࡢ⿕ᐖࡀሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⡿ᅜࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ୰ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞❳ᕳࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ᘓᒇࡢᒇ᰿ࡀ◚ቯࡉࢀ࡞࠸ࡼ
࠺ࠊ⮬ⓗࠕࢺࣝࢿ࣮ࢻ࣭࣮ࣜࣜࣇ࣭࣋ࣥࢺࠖࢆྲྀࡾࡅ࡚࠸ࡿࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ⡿ᅜ࡛ࡣࠊ
ࢺࣝࢿ࣮ࢻࡢ᮶くᑐࡋ࡚ࡣᖺᅇࡢ㢖ᗘ┦ᙜࡍࡿつᶍ࡛タᐃࡍࡿࡼ࠺ᐃࡵࡽࢀ
࡚࠾ࡾ㸦ᣦ㔪5*㸧ࠊࡑࡢሙྜࠊ௦⾲ⓗ࡞㢖Ⓨᆅᖏ࠾࠸࡚ࡣ㢼㏿PV࡛ࠊ㣕⩧≀
࡞ࡿ㌴య㔜㔞NJࡢ⮬ື㌴ࡀࠊPVࡢ㏿ᗘ࡛⾪✺ࡍࡿࡇࡶᐃࡍࡿࡇࡀᐃࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡇࢀᑐࡋࠊࢃࡀᅜࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᘓᒇࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕࢺࣝࢿ࣮ࢻ࣭࣮ࣜࣜࣇ࣭࣋
ࣥࢺࠖࡣྲྀࡾࡅࡽࢀ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢୖࢆ❳ᕳࡀ㏻㐣ࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᛴ⃭
⏕ࡌࡿࡁ࡞ᕪᅽࡢࡓࡵᒇ᰿ࡀ◚ቯࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡁࡢ◚∦ࠊⱝࡋࡃࡣูࡢࡁ࡞
㣕⩧≀ࡀ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝⴠୗࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࢀక࠺⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢᦆയ
ࡼࡗ࡚Ỉࡀపୗࡋࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࢆ㟢ฟࡉࡏࠊࡦ࠸࡚ࡣᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡘ࡞ࡀࡿࣜࢫ
ࢡࡘ࠸࡚ࡶホ౯ࡋࠊ㜵Ṇࡢࡓࡵᚲせ࡞ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋࠊᙉ㢼ࡢ⮬↛⌧㇟ࡋ࡚ࡣࠊᏑᅾࡍࡿ㐣ཤࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱࡢࡳᇶ࡙࠸࡚タᐃࡉࢀࡓ
ྎ㢼ࡔࡅࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ᪂⌧㇟࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ❳
ᕳࡣࢃࡀᅜࡢࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢタィᇶ‽ࡶྵࡲࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊᆅ㟈ࡸὠἼᑐࡋ࡚ྠᵝࠊ௨ୖ㏙ࡓ❳ᕳࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊⅆ⅏㜵ㆤ
ࡢタィࡸෆ㒊⁄Ỉࠊࢧࣂ࣮࣭ࢸࣟᑐ⟇࡞ࡶど㔝ࢆᗈࡆࡿࡇ࡛᪤タࣉࣛࣥࢺࡢᏳᛶ
ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪤タࣉࣛࣥࢺᑐࡍࡿᏳᛶྥୖࡢࡓࡵࡣࠊ
ࣉࣛࣥࢺ㛫ࠊ
ཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅㛫࡛ࡢタィᛮཬࡧࢢࢵࢻࣉࣛࢡࢸࢫࢆඹ᭷ࡋࠊ⤯࠼ࡎᨵၿࢆ㔜ࡡ࡚࠸
ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸶㸧ࢸࣟᑐ⟇ࡢほⅬࡽࡢၥ㢟Ⅼ
D㐣㓞ᨾᑐ⟇ࡶ㏻ࡌࡿࢸࣟᑐ⟇
⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋ࡚⮬↛ࡀ࠼ࡓᙳ㡪ࢆேⅭⓗ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ⴭࡋ࠸ᦆᐖࢆ
࠼ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ┤๓ࡢ≧ἣࡲ࡛⮳ࡽࡋࡵࡓୖ࡛⬣㏕ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚
ᴟࡵ࡚᭷࡞΅᮲௳ࢆసࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ₯ᅾⓗࢸࣟࣜࢫࢺࡀᏛࢇࡔࡶࡢ⪃࠼࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛Ḣᕞ࡛ࡣࠊ᪩㏿ࡇࢀࢆᑒࡌࡿࡓࡵࡢᑐᛂ⟇ࡀ᳨ウࡉࢀࠊࡑࡢᮘୖカ
⦎ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶࣮ࣘࣟࢭ࣮ࣇ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸧ࠋ
୍᪉ࠊࡇࢀ㏫ࡢㄽ⌮ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶Ⓨ⾜ࡉࢀࡓ15&ࡢࢱࢫ
ࢡ࣭ࣇ࢛࣮ࢫ࣭࣏࣮ࣞࢺࡢ୰࡛ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕᑐ⟇ࠖࡋ࡚ᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶᪥15&ࡽࡢ௧᭩ࡢࠕ%㸬㸬E࡛ࠖせồࡉࢀࡓᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡓࡇࡼࡾࠊ⡿
ᅜࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡢཎᏊ⅔ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓⅬ࡛ࠊ᪤㐣㓞࡞6%2┤
ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡢ㔜」ࡋࡓ≧ἣᑐᛂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢸࣟᨷᧁࡣࠊཎᏊຊᏳᑐࡋ࡚ࡢෆ㒊㇟ࠊእ㒊㇟ḟࡄ➨୕ࡢ⬣ጾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ

- 204 -

➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ᑐࡍࡿ㜵⾨ࡢᙉࡀ⮬ືⓗෆ㒊㇟ࡸእ㒊㇟ࡢ㜵ᚚࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࡢ♧၀࡛
ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡇ⮬యࡣ㦫ࡁ್ࡍࡿࡇ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࢃࡀᅜࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤᫎࡉࢀ࡚࠸࡞
ࡗࡓ࠸ࡃࡘࡢ㔜せ࡞㡯┠ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣࠊᙜ↛ࠊࢃࡀᅜࡢཎᏊຊᏳࡢ᥎㐍άືᑐࡍࡿ
⇕ពၥࢆᢞࡆࡅࡿࠋᐇ㝿ࠊ๓ᫎࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤᮏᨾࢆᅇ㑊࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࠺
ࡲ࡛ࡣᐃ࡛࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶ㍍ῶ࡛ࡁ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ⡿ᅜࡣࠊᮏᨾࡢ㢭ᮎࢆศᯒࡋࠊࠕ%㸬㸬E㡯ࠖᑐࡍࡿࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࡢᚲせᛶࢆ
ឤᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚᪩㏿ࡑࡢᑐᛂᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊࡶࡶࠊෆ㒊㇟ᑐ
ࡍࡿᑐ⟇እ㒊㇟ᑐࡍࡿᑐ⟇ࠊࢸࣟᨷᧁᑐࡍࡿᑐ⟇ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡀࡃูࠎ࡞ࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ⥭ᐦ࡞ඹ㏻ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ࠾ࡅࡿཎᏊຊᏳࡢ᥎㐍άື
࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ᇶ࡙ࡃᐇ㊶ࡀᑗ᮶ࡢ ࡞ែ࠾࠸࡚ᙺ❧ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

E⯟✵ᶵࢆࡗࡓࢸࣟᨷᧁᑐࡍࡿ㜵⾨ࡀᫎࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ͐͐
ಖᏳ㝔ࡀ⟶࡛࠶ࡿࡇࢁࡢࠕ㟁Ẽᴗἲࠖᒓࡍࡿ⤒῭⏘ᴗ┬௧ࡢ୍ࡘࠕⓎ㟁⏝ཎᏊຊ
タഛ㛵ࡍࡿᢏ⾡ᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ┬௧ࠖࡢ➨᮲➨㡯ࡣࠊࠕ⯟✵ᶵࡢቒⴠࡼࡾཎᏊ⅔ࡢᏳ
ᛶࢆᦆ࡞࠺࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ㜵ㆤᥐ⨨ࡑࡢࡢ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୍ぢࠊ⡿ᅜ࠾ࡅࡿつไ&)5ࠕ$LUFUDIW,PSDFW
$VVHVVPHQW㸦⯟✵ᶵࡢ⾪ᧁᑐࡍࡿホ౯㸧ࠖᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ᥎ ࡉࡏࡽࢀࡿࠋ
⡿ᅜࡢࡇࡢつไࡢ㊃᪨ࡣࠊ⯟✵ᶵࢆࡗࡓࢸࣟᨷᧁࢆᐃࡋࠊᑗ᮶ᘓタࡉࢀࡿཎᏊຊⓎ㟁
ᡤᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᨷᧁࡶᑐฎ࡛ࡁࡿ≉ᛶࢆ࠶ࡽࡌࡵタィẁ㝵࡛┒ࡾ㎸ࡴࡇࢆ
ồࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢつไせ௳ࢆཷࡅࠊ⡿ᅜ࡛ᘓタணᐃࡢೃ⿵ᣲࡀࡗࡓ$%:5⅔ࡣࠊ
⅖ୖࡋ࡚᥋㏆࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓཎᏊ⅔ᘓᒇࡽ༑ศ㐲ࡃタ⨨ࡉࢀࡓ≉ู࡞⪏ⅆᵝࡢᘓᒇ
ࡽࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࢆῶᅽࡋ࡞ࡀࡽ㧗ᅽ⅔ᚰὀධ⣔ࡢ࣏ࣥࣉྠ➼ࡢ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ㧗ᅽ࣏
ࣥࣉࢆ࠸ࠊཎᏊ⅔⤥Ỉ⣔ࡢ㓄⟶┤᥋ὀỈࢆ⾜࠼ࡿ᪂ࡋ࠸⣔⤫ࡀ㏣ຍࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௬
ࡇࡢࡼ࠺࡞⣔⤫ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢཎᏊ⅔ලഛࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ⯡ࡢᆅ㟈࣭ὠἼࡶ⪏࠼࡚࠸
ࡓࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢᚋࡢᑐᛂࡀ࡞ࡾዲ㌿ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ๓㏙ࡢࢃࡀᅜࡢ┬௧➨᮲➨㡯ࡣࠊࡇࢀࡣࡃ␗࡞ࡗࡓ᪉ἲ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⯟
✵ᶵࡢቒⴠࡼࡾཎᏊ⅔ࡢᏳᛶࢆᦆ࡞࠺࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜࠖࡢ๓ẁࡢ௬ᐃࢆࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞ቒⴠࡢᠱᛕࡀ༑ศప࠸࠸࠺☜⋡ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚ᡴࡕᾘࡋࠊᚋẁ࠶ࡿࠕ㜵ㆤᥐ⨨ࡑࡢ
ࡢ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࠖࢆせࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞☜⋡ㄽࠊࠕᐇ⏝Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔タ
ࡢ⯟✵ᶵⴠୗ☜⋡ᑐࡍࡿホ౯ᇶ‽ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡓࡢࡀࠊ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇࡀົᒁࢆົࡵ
ࡓ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝ࣭ཎᏊຊᏳಖᏳ㒊࣭ཎᏊ⅔Ᏻᑠጤဨ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᡭἲ
ࢆጇᙜㄆࡵࡓࡢࡀཎᏊຊᏳጤဨ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᡭἲᇶ࡙ࡃྛཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅ࡢホ౯




᪤タࣉࣛࣥࢺᑐࡍࡿせ௳ࡣࠊ๓㏙ࡢ%㸬㸬Eᑐࡍࡿᑐᛂࡋ࡚ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡲ࡛ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ࡛
ࡣูࡢつไࠊ&)5ࡢ KK  㡯ࡋู࡚㏵ไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ලయⓗࡣࠊ6RXWK7H[DV3URMHFWྕᶵࠊྕᶵࠋ

ࡇࡢ᪂ࡋ࠸⣔⤫ࡣࠊ$), $X[LOLDU\)HHGZDWHU,QMHFWLRQ ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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⤖ᯝࢆᢎㄆࡋࠊࠕ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࠖࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࡞࠸ࡢุ᩿ࢆᐉゝࡋࡓࡢࡀಖᏳ㝔㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶᪥ᩥ᭩㸧࡛࠶ࡿࠋ
᪤⯟✵ᶵࢸࣟࡀ⌧ᐇⓗ࡞⬣ጾ࡛࠶ࡗࡓᮇࠊ࠶࠼࡚௨ୖࡢࡼ࠺࡞ุᐃࢆᑟ࠸ࡓୖグ୕
⪅ࡢ㐃ᦠࣉࣟࢭࢫࡣࠊබṇ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ┬௧➨᮲➨㡯㏙ࡽࢀࡿࠕ㐺
ษ࡞ᥐ⨨ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶཧ⪃ࡋࠊ┿ᦸ๓ྥࡁ᳨ウࡉࢀࡿࡁ࡛࠶
ࡿ⪃࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୍㐃ࡢホ౯ពᛮỴᐃࡢࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚බ⾗ࡢಙ㢗ࢆᚓࡿ
ࡓࡵࡣࠊಙ㢗ࡉࢀࡓ⊂❧ᶵ㛵ࡢᙺࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋୖグࡢ୕⪅ࡢ㐃ᦠࣉࣟࢭࢫࡣࠊࡑࡶ
ࡑࡶࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬࡽ㐺ษ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ









⡿ᅜ࠾ࡅࡿ⡿ᅜ⛉Ꮫ࢝ࢹ࣑࣮࡞ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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㸰㸰 ࠸ࡃࡘࡢᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢศᯒࡲࡓࡣ᳨ウ

ᮏᨾࡣࠊᆅ㟈ཬࡧᆅ㟈ㄏⓎࡉࢀࡓὠἼ࠸࠺⮬↛⌧㇟㉳ᅉࡍࡿࡀࠊᨾࡀᐇ㝿
ࡢࡼ࠺㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㔜せ࡞Ⅼ࠾࠸࡚ゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀከ࠸ࠋ
ࡑࡢࡁ࡞⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣࠊᮏᨾࡢ᥎⛣┤᥋㛵ಀࡍࡿ㔜せ࡞ᶵჾ࣭㓄⟶㢮ࡢࢇࡀࠊ
ࡇࡢඛఱᖺࡶᐇ㝿❧ࡕධࡗ࡚ࡘࡪࡉㄪᰝࠊ᳨ドࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾෆ
㒊࠶ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋᮾ㟁ࡣࠊᨾࡢᅉࢆὠἼࡋࠊ
ࠕ☜ㄆ࡛ࡁࡓ⠊ᅖ࠾࠸࡚
ࡣࠖ࠸࠺ࡓࡔࡋ᭩ࡁࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᏳୖ㔜せ࡞ᶵჾ࡛ᆅ㟈ࡼࡾᦆയࢆཷࡅࡓࡶࡢࡣ
ࢇㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠊ୰㛫ሗ࿌᭩᫂グࡋࠊᨻᗓࡶ,$($㸦ᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸧ᥦฟࡋ
ࡓᨾሗ࿌᭩ࠊྠ㊃᪨ࡢࡇࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜጤဨࡣࠊྍ⬟࡞ཎᅉⓗせ⣲ࢆពᅗⓗ
ྲྀᤞࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊᏳ᫆࡞ᑐ⟇࡛ࡼࡋࡍࡿ⤖ㄽࢆᑟࡃࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ៅ㔜ㄪᰝࠊࣄ
ࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋᨾཎᅉࡢ㛵㐃࡛ࡣࠊ≉௨ୗࡘ࠸࡚ࠊᚋつไᙜᒁࡸᮾ㟁ࡼࡿ
ᐇドⓗ࡞ㄪᰝࠊ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡋࡓࠋ

㸯㸧ࢫࢡ࣒ࣛ㸦ཎᏊ⅔⥭ᛴṆ㸧ࡢ⣙⛊ᚋ⃭ࡋ࠸ᦂࢀࡀく࠸ࠊ⛊௨ୖᦂࢀࡀ⥆࠸ࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕṆࡵࡿࠖᶵ⬟ࡀാ࠸ࡓࡽ࠸ࡗ࡚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀᆅ㟈ື࡛↓ࡔࡗࡓ
ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋᇶ‽ᆅ㟈ືᑐࡍࡿࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ⪏㟈⿵ᙉࡀࢇᮍ࡛࠶ࡗ
ࡓᐇࢆ⪃࠼ྜࢃࡏࡿࠊᮏᆅ㟈ࡢᆅ㟈ືࡣᏳୖ㔜せ࡞タഛࢆᦆയࡉࡏࡿࡔࡅࡢຊ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓุ᩿ࡉࢀࡿࠋ
㸰㸧ᮏᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋつᶍ࡞ࠕ෭༷ᮦ႙ኻᨾࠖ
㸦/2&$㸧ࡀ㉳ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇࡣࠊὠἼ
く᮶ࡲ࡛ࡢཎᏊ⅔ࡢᅽຊࠊỈࡢኚࡽ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊಖᏳ㝔ࡀྲྀࡾࡲࡵ
ࡓࠕᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚࡛ࠖ⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓ㸦-1(6㸧ࡀබ⾲ࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ࠊ㓄⟶ࡢᚤᑠ࡞㈏㏻டࡽ෭༷ᮦࡀᄇฟࡍࡿᑠつᶍࡢ/2&$ࡢሙྜࠊཎᏊ⅔
ࡢỈࠊᅽຊࡢኚࡣࠊடࡀ࡞࠸ሙྜࢇኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑠつᶍࡢ
/2&$࡛ࡶ㛫ᨺ⨨ࡍࡿᩘ༑ࢺࣥࡢ෭༷ᮦࡀ႙ኻࡋࠊ⅔ᚰᦆയࡸ⅔ᚰ⁐⼥⮳
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㸱㸧ᨾࡢ㐍ᒎࢆỴᐃⓗᝏࡉࡏࡓ㠀ᖖ⏝ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡘ࠸࡚ࠊᮾ㟁ࡢ୰㛫ሗ࿌᭩
ࡣࡶࡕࢁࢇࠊᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᨾㄪᰝ᳨࣭ドጤဨ㸦ᨻᗓᨾㄪ㸧
ࡢ୰㛫ሗ࿌᭩ࠊಖᏳ㝔ࡢࠕᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ࡞࡚ࡀࠕὠἼࡼࡿᾐỈࡀཎᅉࠖ
ࡋࠊὠἼ➨Ἴࡣศࡈࢁࠊ➨Ἴࡣศࡈࢁࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡇࢀࡽࡢ
้ࡣࠊἈྜNPタ⨨ࡉࢀࡓἼ㧗ィࡢグ㘓ୖࡢ➨Ἴࠊ➨Ἴࡢ้࡛࠶ࡾࠊཎᏊ
ຊⓎ㟁ᡤࡢ฿╔้࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿࠊᑡ࡞ࡃࡶྕᶵ$⣔ࡢ㠀ᖖ⏝ὶ㟁※
႙ኻࡣࠊὠἼࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋὶ㟁※႙ኻࡣὠ
ἼࡼࡿᾐỈ᩿ᐃࡍࡿ๓ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᇶᮏⓗ࡞ၥᑐࡍࡿ➽ࡢ㏻ࡗࡓㄝ᫂ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸧ᆅ㟈Ⓨ⏕ᙜࠊྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ㝵࡛సᴗࡋ࡚࠸ࡓᮾ㟁ࡢ༠ຊᴗ♫ဨᩘேࡀࠊᆅ㟈
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┤ᚋྠ㝵࡛㉳ࡁࡓฟỈࢆ┠ᧁࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㝵ࡣ㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦,&㸧ࡢᆺࢱ
ࣥࢡᇶࡀタ⨨ࡉࢀࠊ,&㓄⟶➼ࡀྲྀࡾᅇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜጤဨࡣࠊฟỈࡀ㝵ࡢ⏝῭
ࡳ⇞ᩱ㈓ⶶࣉ࣮ࣝࡢᆅ㟈ࡢࢫࣟࢵࢩࣥࢢࡼࡿ⁄Ỉ࡛࡞࠸ࡇࢆࡰ᩿ᐃࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ⌧ሙㄪᰝࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊฟỈඖࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
㸳㸧ྕᶵࡢ,&㸦$ࠊ%⣔⤫㸧ࡣࠊศ⮬ື㉳ືࡋࡓࡀࠊ⮬ື㉳ືࡽࢃࡎศᚋࠊ
ྕᶵࡢ㐠㌿ဨࡣ,&ࢆ⣔⤫ࡶᡭື࡛ṆࡋࡓࠋࡇࡢᡭືṆ㛵ࡋ࡚ࠊᮾ㟁ࡣ୍㈏
ࡋ࡚ࠊ
ࠕ᧯సᡭ㡰᭩࡛ᐃࡵࡿཎᏊ⅔෭༷ᮦ ᗘኚ⋡Υ㹦ࢆ㡰Ᏺ࡛ࡁ࡞࠸ุ᩿ࠖ
ࡋࡓࡽㄝ᫂ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓᨻᗓᨾㄪࡢሗ࿌᭩ࡶᨻᗓࡢ,$($ࡢሗ࿌᭩ࡶࡑ
ࡢࡼ࠺グࡉࢀࡓࠋࡋࡋ,&ࡢᡭືṆ㛵ࢃࡗࡓ」ᩘࡢ㐠㌿ဨࡽࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡢ
㝆ୗࡀ㏿࠸ࡢ࡛,&⣔㓄⟶ࡸࡢ㓄⟶ࡽ෭༷ᮦࡀ₃ࢀ࡚࠸࡞࠸࠺ࢆ☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵ,&ࢆṆࡵࡓࠊࡢㄝ᫂ࢆᚓࡓࠋ㐠㌿ဨࡢㄝ᫂ࡣྜ⌮ⓗุ࡛᩿ࡣ㐺ษ࡛࠶ࡿࡢᑐ
ࡋ࡚ࠊᮾ㟁ࡢㄝ᫂ࡣྜ⌮ᛶࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸴㸧ྕᶵࡢ㏨ࡀࡋᏳᘚ㸦65ᘚ㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊᨾࠊᚲせ࡞ࡁࡑࢀࡀᐇ㝿సື
ࡋࡓࡇࢆ࡙ࡅࡿᘚ㛤㛢グ㘓ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸㸦ࠊྕᶵࡣᏑᅾࡍࡿ㸧
ࠋࡉࡽࠊྕ
ᶵࡢሙྜࡣࠊ୰ኸไᚚᐊࡸ⌧ሙ࡛65ᘚࡢసື㡢ࡀ㢖⦾⪺ࡇ࠼ࡓࡀࠊྕᶵࡢ㐠㌿ဨ
ࡢ୰ྕᶵࡢ65ᘚࡢసື㡢ࢆ⪥ࡋࡓ⪅ࡣ୍ேࡶ࠸࡞࠸ࡇࡶศࡗࡓࠋ௨ୖࡽࠊ
ᐇࡣྕᶵࡢ65ᘚࡣసືࡋ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋࡶࡋࡑ࠺࡛
࠶ࢀࡤࠊྕᶵ࡛ࡣᆅ㟈ືࡼࡿᑠつᶍࡢ/2&$ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ



ͤᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ⌧ᆅㄪᰝᙳ
ྕᶵࡢ,&ᘚ᧯స┙

- 208 -

➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

㸰㸰㸯 ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᆅ㟈ື
ᮏᆅ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᆅ㟈ື㸦ᦂࢀ㸧ࡣࠊᩜᆅࡢ㹼ྕᶵഃࡢᇶ┙࠾࠸࡚ࠊ᭱ຍ
㏿ᗘࡶື⥅⥆㛫ࡶࠊ⪏㟈タィࡢᇶ‽ࡍࡿᆅ㟈ືࢆୖᅇࡗࡓࠋ㐠㌿୰ࡔࡗࡓ㹼ྕᶵࡢཎ
Ꮚ⅔ࡣ⮬ືⓗࢫࢡ࣒ࣛ㸦ཎᏊ⅔⥭ᛴṆ㸧ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ⣙⛊ᚋ⃭ࡋ࠸ᦂࢀࡀく࠸ࠊᐃ
ࢆࡁࡃ㉸࠼ࡿ㛗㛫㸦⛊௨ୖ㸧⥆࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕṆࡵࡿࠖᶵ⬟ࡀാ࠸ࡓࡽ࠸ࡗ
࡚ࠊཎⓎࡀᆅ㟈ື࡛↓㸦ࠕ෭ࡸࡍࠖᶵ⬟ࠕ㛢ࡌ㎸ࡵࡿࠖᶵ⬟ࡶಖᣢࡉࢀࡓ≧ែࢆᣦࡍ㸧࡛
࠶ࡗࡓࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋಖᏳ㝔ࡣᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ࡶᏳᶵ⬟ࢆಖᣢ࡛ࡁࡿ≧ែ࠶ࡗࡓ᥎ᐃࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ᰿ᣐࡀ㠀ㄽ⌮ⓗ࡛ㄝᚓຊࡣ࡞࠸ࠋᇶ‽ᆅ㟈ືᑐࡍࡿࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ⪏㟈⿵ᙉࡀ
ࢇᮍࡔࡗࡓᐇࢆ⪃࠼ྜࢃࡏࡿࠊᮏᆅ㟈ࡢᆅ㟈ືࡣࠊࡴࡋࢁࠊᏳୖ㔜せ࡞ᶵჾࠊ
㓄⟶⣔ࢆᦆയࡍࡿຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓุ᩿ࡉࢀࡿࠋ

㸯㸧ᆅ㟈ࡢᴫせ
᭶᪥ศࡈࢁࠊᮾᆅ᪉ࡢᮾ᪉Ἀ࡛࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ㸦0㸧ࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㸦Ẽ
㇟ᗇࡀࠕᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࠖྡࠋ௨ୗࠕᮏᆅ㟈ࠖࡪ㸧ࠋ
㟈※㸦ᆅୗࡢ᩿ᒙ㐠ືࡢฟⓎⅬ㸧ࡣᐑᇛ┴∻㮵༙ᓥࡢᮾ༡ᮾ⣙NPࡢ῝ࡉNP㏆࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ᩿ᒙ㐠ືࡣ᪉ཬࡧ༡᪉ᣑࡋࠊ㟈※᩿ᒙ㠃ࡣ༡ࡢ㛗ࡉ⣙NPࠊᮾすࡢᖜ⣙NP
㐩ࡋࡓࠋ᩿ᒙ㐠ືࡢࡲ࡛せࡋࡓ㛫ࡣ⣙⛊ཬࡧࠊࡑࡢ㛫୰ࠊᆅ㟈Ἴࢆᨺฟࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᗈ࠸⠊ᅖ࡛⃭ࡋ࠸ᦂࢀ㸦ᆅ㟈ື㸧ࡀ㛗㛫⥆ࡁࠊྛᆅࡢ㟈ᗘ㸦ᦂࢀࡢᙉࡉ㸧ࡣࠊ
᭱ࡀᐑᇛ┴ᰩཎᕷࡢ࡛ࠊᾏ㐨ᮾ㒊ࡽ୰㒊ᆅ᪉ࡲ࡛ࡀ㟈ᗘ௨ୖ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᾏᗏࡢ⃭ࡋ࠸㝯㉳ࡼࡗ࡚ὠἼࡀⓎ⏕ࡋࠊᒾᡭ࣭ᐑᇛ࣭⚟ᓥ┴࡛≉Ἴ㧗ࡀ㧗ࡗ
ࡓࠋᮏᆅ㟈ࡼࡿ⅏ᐖࡀࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ⣙ேࡢṚ⪅࣭⾜᪉᫂⪅ࡢ㒊ศࡀ
ὠἼࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏᆅ㟈ࡼࡾ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡶ㟈ᗘᙉ㸦᭱ᐤࡾࡢⴥ⏫᪂ᒣࡢィ 㟈ᗘࡀ㸧ࡢ⃭ࡋ࠸ᆅ㟈
ືぢ⯙ࢃࢀࡿࡶࠊᦂࢀࡽ⣙ศࡋ࡚ὠἼࡀく᮶ࡋࠊࡉࡽ⣙ศᚋὠἼくࢃ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊᮾ㟁ࡢ*36 㔞➼ࡼࡿᩜᆅయࡀ⣙FPỿ㝆ࡋࡓࠋὠἼࡘ࠸࡚ࡣᚋ࡛㏙
ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣᆅ㟈ືㄽⅬࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇࡍࡿࠋᮾ㟁୪ࡧᨻᗓᨾㄪࡢ୰㛫ሗ࿌ࡣ
ᆅ㟈ືࡘ࠸࡚⡆༢ゐࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ㔜せ࡞ᶵჾࠊ㓄⟶⣔ࡀᆅ㟈ື࡛ᦆയࡋࡓྰ
ࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࠊࡑࡢᛶ≧ࢆṇࡋࡃᢕᥱࡍࡿࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸧ཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧ୖࡢᦂࢀ
ᮾ㟁ࡢሗ࿌ࡼࡾࠊࠥྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇࡢᇶ♏∧ୖ࡛ほ ࡉࢀࡓ᭱ຍ㏿ᗘ್ࠊᇶ




ಖᏳ㝔ࠕᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢ▱ぢࢆ⪃៖ࡋࡓཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᆅ㟈࣭ὠἼࡢホ౯ࡘ࠸࡚㹼୰㛫ྲྀࡾ
ࡲࡵ㹼ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ྲྀᚓࡉࢀࡓᆅ㟈ほ グ㘓ࡢศᯒಀࢃ
ࡿሗ࿌ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧KWWSZZZWHSFRFRMSFFSUHVVEHWXBMLPDJHVDESGI㸦ᖹ
ᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

㹼ྕᶵࡣᆅୗ㝵ࠊྕᶵࡣᆅୗ㝵ࡢࠊ࠸ࡎࢀࡶᘓᒇᇶ♏ᗋࠋ
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‽ᆅ㟈ື6VᑐࡍࡿཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧ࡢᦂࢀࡢ್᭱㸦᭱ᛂ⟅ຍ㏿ᗘ್㸧ࢆࠊࠕ⾲㸰
㸰㸯Ѹ㸯ࠖ♧ࡍࠋほ ࡉࢀࡓຍ㏿ᗘᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࠊᇶ‽ᆅ㟈ືᑐࡋ࡚ィ⟬ࡉࢀࡓຍ㏿
ᗘᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢẚ㍑㸦ࠥྕᶵ㸧ࡣูᥖࡆࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯Ѹ㸰ࠚཧ↷㸧ࠋ࡞࠾ࠊ
ᮏᆅ㟈ᙜࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᆅ㟈ほ Ⅼࡢ㓄⨨㛵ࡋ࡚ࡣ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯Ѹ㸯ࠚࢆཧ↷ࡉ
ࢀࡓ࠸ࠋ

ほ

ࡉࢀࡓ᭱ຍ㏿ᗘ್

ᇶ‽ᆅ㟈ື㹑Vᑐࡍࡿ᭱ᛂ⟅ຍ㏿ᗘ್

ྕᶵ
㸦ほ Ⅼྡ㸧

༡ 16 ᪉ྥ

ᮾす (: ᪉ྥ

ୖୗ 8' ᪉ྥ

༡ 16 ᪉ྥ

ᮾす (: ᪉ྥ

ୖୗ 8' ᪉ྥ

㸯ྕᶵ㸦5㸧













㸰ྕᶵ㸦5㸧













㸱ྕᶵ㸦5㸧













㸲ྕᶵ㸦5㸧













㸳ྕᶵ㸦5㸧













㸴ྕᶵ㸦5㸧












㸦༢㸸*DO㸧 

⾲㸰㸰㸯̾㸯 ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྛྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧ୖࡢ᭱ຍ㏿ᗘ
್ࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vᑐࡍࡿ᭱ᛂ⟅ຍ㏿ᗘ್ࡢẚ㍑


ࠕ⾲㸰㸰㸯Ѹ㸯ࠖࡼࢀࡤࠊࠊࠊྕᶵࡢᮾす᪉ྥࡢ᭱ຍ㏿ᗘ್ࡀࠊ᭱ᛂ⟅ຍ㏿ᗘ್
ࢆࡑࢀࡒࢀ㸣ࠊ㸣ࠊ㸣ୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋᮾ㟁ࡢ୰㛫ሗ࿌᭩ࡣࠊほ ್ࡀࠕ᭱ᛂ⟅ຍ㏿ᗘ
ࢆ୍㒊㉸࠼ࡓࡶࡢࡢࠊࢇࡀୗᅇࡗࡓࠖࠊࡲࡓᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡘ࠸࡚ࡣࠕ୍㒊࿘ᮇᖏ
࠾࠸࡚ᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡼࡿᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆୖᅇࡗࡓࡀࠊᴫࡡྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠖ
ࡋ࡚ࠊࠕᅇࡢᆅ㟈ືࡣタഛࡢ⪏㟈ホ౯ࡢᐃᴫࡡྠ⛬ᗘࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓゝ࠼ࡿࠖ㏙
ࠊၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡢࡼ࠺グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᇶ‽ᆅ㟈ືᑐࡍࡿᛂ⟅ຍ㏿ᗘࢆୗᅇࡿࡢࡀ
ᙜ↛࡛ࠊ୍㒊࡛ࡶୖᅇࡿࡇࡣ⪏㟈タィୖ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࡁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕ⾲㸰㸰㸯Ѹ㸯ࠖほ ್ࢆᥖࡆࡓᆅ㟈ィࡀࠊᡂ
ศࡶࠊほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢලྜࡼࡗ࡚グ㘓㛤ጞࡽࠥ⛊⛬ᗘ࡛グ㘓ࡀ୰᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡛࠶ࡿ㸦ࠕᅗ㸰㸰㸯Ѹ㸯 㹢㸧ࠖࡀ୍㸧ࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ᮾ㟁ࡢሗ࿌ࡣࠊྕᶵཎᏊ⅔ᘓ
ᒇᇶ♏∧ୖ࡛ࡣ㏆᥋ࡋࡓูࡢᆅ㟈ィ࡛࡞グ㘓ࡀᚓࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅ࡢຍ㏿ᗘ้ṔἼᙧ୪
ࡧᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆẚ㍑ࡍࡿࠊ᭱ຍ㏿ᗘ್ཬࡧᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ୧᪉ࡀ࠾࠾ࡴࡡྠ⛬ᗘ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊグ㘓୰᩿ࡣࡁ࡞ၥ㢟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㏙࡚࠸ࡿࠋ




ࠕ㸯㸯㸳ࠖࢆཧ↷ࠋ
6V㹼6Vᑐࡋ࡚ィ⟬ࡉࢀࡓᛂ⟅್ࡢ࠺ࡕࡢ᭱ࡢ್ࠋ

ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ྲྀᚓࡉࢀࡓᆅ㟈ほ グ㘓ࡢศᯒಀࢃ
ࡿሗ࿌ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
 KWWSZZZWHSFRFRMSFFSUHVVEHWXBMLPDJHVDESGI ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ 

ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ྲྀᚓࡉࢀࡓᆅ㟈ほ グ㘓ࡢศᯒಀࢃ
ࡿሗ࿌ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
 KWWSZZZWHSFRFRMSFFSUHVVEHWXBMLPDJHVDESGI ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ 

ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ྲྀᚓࡉࢀࡓᆅ㟈ほ グ㘓ࡢศᯒಀࢃ
ࡿሗ࿌ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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ࡋࡋࡑࢀࡣࠊ้ṔἼᙧ㸦ᮾ㟁ࡢሗ࿌ཧ↷㸧ࡽ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊグ㘓୰᩿ᚋࡢᦂࢀࡀẚ
㍑ⓗᑠࡉ࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠊྕᶵഃࠥྕᶵഃ࡛ࡣࠊࠕ㸱㸧E.࡛ࠖ㏙ࡿࡼ࠺ᆅୗᵓ㐀ࡸ
ᆅ┙ቑᖜ≉ᛶࡀᑡࡋ㐪ࡗ࡚࠸࡚ᦂࢀ᪉ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ௬ྕᶵ࡛グ㘓୰᩿ࡢᙳ㡪ࡀ
ᑠࡉࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࠥྕᶵ࡛ࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋᚋࠕ㸲㸧᳨࡛ࠖウࡍࡿࡼ࠺
ࠊྕᶵ࡛ࡣࡴࡋࢁࡁ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱㸧ᩜᆅᇶ┙ࡢᆅ㟈ື
D㹼ྕᶵഃ࡛ࡣᇶ‽ᆅ㟈ືࢆ㉸࠼ࡓ
ࠕᅗ㸰㸰㸯㸯ࠖࡢ㸦㹟㸧ࡣࠊᩜᆅ༡㒊㸦㹼ྕᶵഃ㸧ࡢࠕ⮬⏤ᆅ┙⣔༡ᆅⅬࠖࡢ23
㸦ᑠྡ ᕤᇶ‽㠃㸧P࠾ࡅࡿ(:㸦ᮾす㸧᪉ྥࡢほ Ἴᙧ࡛࠶ࡿ㸦ྠᆅⅬࡢ㖄┤
᩿㠃ࡣ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯㸱ࠚཧ↷㸧ࠋࡇࡢ῝ࡉࡣࠊᇶ‽ᆅ㟈ືࢆ⟇ᐃࡋࡓゎᨺᇶ┙⾲㠃
㸦23P㸧ࡰྠࡌࡔࡀࠊࡇࡢほ Ἴᙧࢆᇶ‽ᆅ㟈ືࡢἼᙧẚࡿࡓࡵࡣࠕࡣࡂ
ࡾゎᯒࠖ࠸࠺సᴗࢆ⤒ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕᅗ㸰㸰㸯㸯ࠖࡢ㸦㹠㸧ࠕࡣࡂࡾἼࠖࡢ(:᪉ྥࢆ♧ࡍࠋᅗࡢ㸦㹡㸧ࡣࠊẚ㍑
ࠕࡣࡂࡾἼࠖࡢ᭱ຍ㏿ᗘࡣ*DO
ࡢࡓࡵᇶ‽ᆅ㟈ື6V+㸦6VࡢỈᖹᡂศ㸧ࢆ♧ࡍࠋ
࡛࠶ࡾࠊᇶ‽ᆅ㟈ືࡢ*DOࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦㹠㸧㸦㹡㸧ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡶ࠺୍ࡘ㔜せ࡞Ⅼ
ࡣࠊື⥅⥆㛫ࡀᇶ‽ᆅ㟈ື6V+ࡣయ࡛ࡶ⛊ࠊᙉ࠸ᦂࢀ㸦*DO⛬ᗘ௨ୖ㸧ࡣ
༑ᩘ⛊ࡍࡂ࡞࠸ࡢᑐࡋ࡚ࠊࠕࡣࡂࡾἼ࡛ࠖࡣࠊ࡞ࡾࡢᦂࢀࡀ⛊⛬ᗘࠊ
ᙉ࠸ᦂࢀ㝈ࡗ࡚ࡶ⛊௨ୖ⥆࠸࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊཎⓎタయࠕ⧞ࡾ㏉ࡋⲴ
㔜ࠖࡋ࡚ཝࡋࡃస⏝ࡋࠊ⑂ປ◚ቯࢆ㉳ࡁࡸࡍࡃࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠕᗋᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࠖ


ࢆࡁࡃࡋ࡚ཎᏊ⅔ᘓᒇྛ㝵ࡢᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢᙳ㡪ࢆቑࡉࡏࡿഴྥࢆᣢࡘࠋ
ᩜᆅ㒊㸦ࠊྕᶵഃ㸧ࡢࠕ⮬⏤ᆅ┙⣔ᆅⅬࠖࡢほ Ἴᙧ㛵ࡋ࡚ࡶࠕᅗ㸰㸰㸯㸯ࠖ

ྠᵝࡢᅗࢆసࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡘ࠸࡚ࡣ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯㸲ࠚࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ


 KWWSZZZWHSFRFRMSFFSUHVVEHWXBMLPDJHVDESGI ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ 

ಖᏳ㝔ࠕ⚟ᓥ➨୍࣭⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᖹᡂᖺ㸦ᖺ㸧ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢᆅ㟈ほ グ㘓ࡢ
ศᯒࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ᆅ㟈࣭ὠἼ㛵ࡍࡿពぢ⫈ྲྀ㸦➨ᅇ㸧㓄ᕸ㈨ᩱ
KWWSZZZQLVDPHWLJRMSVKLQJLNDLSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࡼࡿࠋ

ࠕ㸯㸯㸲ࠖཧ↷ࠋ

ゎᨺᇶ┙⾲㠃ࡣࠊࡑࡢୖ⾲ᒙࡶᵓ㐀≀ࡶ࡞࠸௬ᐃࡋࡓࡢᑐࡋ࡚ࠊPࡢほ Ἴࡣࠊࡑࡢୖ⾲ᒙࡀ࠶ࡗ࡚
ᇶ‽ᆅ㟈ືࡣືࡢ᮲௳ࡀ㐪࠺ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠕࡣࡂࡾゎᯒࠖࡣࠊほ Ἴᙧᇶ࡙ࡁࠊୖ㒊ࡢᆅᒙࡢᙳ㡪ࢆྲྀ
ࡾ㝖࠸࡚ࠊPࡢゎᨺᇶ┙⾲㠃ࡀ࠺ᦂࢀࡿࢆồࡵࡿࠋࡇࡢゎᯒࡣ୍⯡࠸ࡃࡘࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏሗ࿌
᭩࡛ࡣゐࢀ࡞࠸ࠋゎᯒࡢ⤖ᯝᚓࡽࢀࡿᆅ㟈ἼࡣࠕࡣࡂࡾἼࠖࡤࢀࡿࠋ

ಖᏳ㝔ࠕ⚟ᓥ➨୍࣭⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᖹᡂᖺ㸦ᖺ㸧ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢᆅ㟈ほ グ㘓ࡢ
ศᯒࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ᆅ㟈࣭ὠἼ㛵ࡍࡿពぢ⫈ྲྀ㸦➨ᅇ㸧㓄ᕸ㈨ᩱ
KWWSZZZQLVDPHWLJRMSVKLQJLNDLSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࡼࡿࠋ

ಖᏳ㝔ࠕ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞక࠺ᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵ⪏㟈Ᏻᛶಀࡿホ౯
ࡘ࠸࡚㸦せ࡞タࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQLVDPHWLJRMSJHQVKLU\RNXGRXNRXILOHVSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
ࡼࡿࠋ

ࠕ㸯㸯㸳࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊᇶ‽ᆅ㟈ືࡣࠊື⥅⥆㛫ࡀࡸࡸ㛗࠸6V+㸦᭱ຍ㏿ᗘ*DO㸧ࡶ࠶
ࡿࡀࠊ≧ἣࡣ6V+ࡓ࠸ࡋ࡚ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ6V+㸦᭱ຍ㏿ᗘ*DO㸧ࡣື⥅⥆㛫ࡀࡶࡗ▷࠸ࠋ

ᆅ㟈ືᑐࡍࡿᘓ≀ࡢྛ㝵ࡢᗋࡢືࡢᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࠋ
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⮬⏤ᆅ┙⣔༡ᆅⅬᆅⅬࡢࠕࡣࡂࡾἼࠖᇶ‽ᆅ㟈ືࡢᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢẚ㍑ࡘ࠸
࡚ࡶูᥖࡆࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯㸳ࠚཧ↷㸧ࠋࡑࢀࡼࡿࠊ༡ᆅⅬ࠾࠸࡚ࡣࠊ≉
(:᪉ྥࡢࠕࡣࡂࡾἼࠖࡢᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡀࠊ✀㢮ࡢᇶ‽ᆅ㟈ືࢆᑡࡋ㉸࠼࡚࠸ࡿࡢࡀ
ศࡿࠋ
ᆅⅬ࡛ࡣࠊ้ṔἼᙧ࡛ࡳ࡚ࡶᛂ⟅ࢫ࣌ࢡࢺ࡛ࣝぢ࡚ࡶࠊࠕࡣࡂࡾἼࠖࡣࢇᇶ
‽ᆅ㟈ື௨ୗࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ




ᅗ㸰㸰㸯㸯 ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᦂࢀᇶ‽ᆅ㟈ືࡢຍ㏿ᗘ้ṔἼᙧ㸦୍
㸧ͤ D ⮬⏤ᆅ┙⣔༡ᆅⅬࡢ23Pࡢほ Ἴ㸦(:᪉ྥ㸧ࠊ E ᕥグࡢࠕࡣࡂࡾἼࠖ㸦(:᪉ྥ㸧ࠊ F
ᇶ‽ᆅ㟈ື6V+㸦6VࡢỈᖹᡂศ㸧ࠊ G ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧ୖࡢほ Ἴ㸦(:᪉ྥ㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢฟ
ࡣᮏᩥཧ↷ࠋᶓ㍈ࡣ࠶ࡿ้ࡽࡢ⤒㐣㛫ࠊ⦪㍈ࡣຍ㏿ᗘ࡛ࠊࡶࢫࢣ࣮ࣝࢆࡑࢁ࠼࡚࠶ࡿࠋ㉥
࠸⦪⥺ࡣྕᶵࡀࢫࢡ࣒ࣛࡋࡓ้㸦 D ࠊ E ࠊ G ࡛ඹ㏻㸧ࠋۂཪࡣڸᩘᏐࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢἼᙧࡢ᭱
ຍ㏿ᗘࡢ⨨⤯ᑐ್ࠋ▼ᶫඞᙪⴭࠗཎⓎ㟈⅏ؐ㆙㚝ࡢ㌶㊧࠘㸦ࡘ᳃᭩㤋ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࡢ
ᅗຍ➹࣭ಟṇࠋ



E⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᆅୗᵓ㐀ᆅ┙ቑᖜ≉ᛶࡢ༡ࡼࡿ┦㐪ࡢྍ⬟ᛶ
࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯㸳ࠚࡀ♧ࡍୖ㏙ࡢᐇࡣࠊྠࡌ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᩜᆅෆ࡛ࡶࠊ㹼ྕ
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ᶵࡀᏑᅾࡍࡿ༡㒊ࠊࠊྕᶵࡀᏑᅾࡍࡿ㒊࡛ࡣࠊ㹼NPࡋ㞳ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࠊᆅ
ୗᵓ㐀ࡸᆅ┙ቑᖜ≉ᛶࡀࡸࡸ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋࡇࡢࡇࡣࠊ⮬⏤ᆅ┙⣔༡ᆅ
ⅬᆅⅬࡢྛ῝ᗘ㸦23Pࡽᆅ⾲㏆ࡲ࡛㸧ࡢᆅ㟈Ἴᙧࡢẚ㍑ࡽࡶศࡾࠊ≉
(:᪉ྥࡢ23P௨῝࡛ࡣ༡ࡢᆅ㟈ືࡢ᪉ࡀᙉ࠸ࠋ༡࡛ࡢᆅ㟈ືࡢᕪ␗ࡣಖᏳ㝔ࡶㄆࡵ
࡚࠸ࡿࠋ
ഃ࡛ࡶࠊὸ࠸㒊ศࡸཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧ୖࡢ᭱ຍ㏿ᗘ್ࡣᑠࡉࡃࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᆅୗࡢᛶ
≧ࡀ」㞧࡞ࠊᆅⅬ῝㒊ࡢᆅ㟈ィၥ㢟ࡀ࠶ࡿᜍࢀࡶ㝖ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡇࡢࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡃࠊྕᶵࡢᆅ㟈グ㘓ࡸᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒ⤖ᯝࢆࡑࡢࡲࡲ㹼ྕᶵ࠶
࡚ࡣࡵࡿࡇࡣࠊཝៅࡴࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸲㸧ࢫࢡ้࣒ࣛࡑࡢᚋࡢ㛗㛫ࡢ⃭ࡋ࠸ᆅ㟈ື
ࠕᅗ㸰㸰㸯㸯㸦㹢㸧ࠖ࠶ࡿࡼ࠺ࠊྕᶵࡢࢫࢡ࣒ࣛࡢ⤯ᑐ้ࡣ᭶᪥ศ
⛊ࡈࢁ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢫࢡ้࣒ࣛࡣࠊࠕ᪂₲┴ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳ⟶⌮㛵ࡍࡿ
ᢏ⾡ጤဨࠖࡢࡶࡢࠕᆅ㟈ࠊᆅ㉁࣭ᆅ┙㛵ࡍࡿᑠጤဨࠖ࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡽࡶጇᙜ࡛࠶
ࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢ㸦㹢㸧࠾࠸࡚ᴟࡵ࡚᫂░࡛㔜せ࡞ࡇࡣࠊ⃭ࡋ࠸ᦂࢀࡀཎᏊ⅔ᘓᒇࢆく
ࡗࡓࡢࡣࡑࢀࡽ⛊ࡓࡗ࡚ࡽࡔ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᅗ㸰㸰㸯㸯ࠖࡢ㸦㹟㸧㸦㹠㸧㸦㹢㸧ࡢᶓ㍈ࡣࠊ࠶ࡿⅬࡽࡢ⤒㐣㛫࡛࠶ࡿࡀࠊ
้ࢆࡑࢁ࠼࡚࠶ࡿ㸦⦪㍈ࡢຍ㏿ᗘࡢࢫࢣ࣮ࣝࡶ㸧ࠋ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡇࡣࠊྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ
♏∧ୖࡢἼᙧࡀୖグࡢࠕ㸰㸧࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺グ㘓㛤ጞࡽ⛊⛬ᗘ࡛୰᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕࡣ
ࡂࡾἼࠖࡢ้Ṕࡽぢ࡚ࠊグ㘓୰᩿௨㝆ࡶᙉ࡞ຍ㏿ᗘࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ
࡛࠶ࡿࠋ᭱ຍ㏿ᗘࡀグ㘓㛤ጞࡽ⛊௨㝆⏕ࡌࡓ࠸ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ㛵ࡋ࡚ࡣಖᏳ
㝔ࡀࠊࠕ࡞࠾ࠊཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧ୖタ⨨ࡋࡓᆅ㟈ほ ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰᩿௨㝆ࡢ㛫ࡢ⠊
ᅖ࠾࠸࡚ࡶ᭱ຍ㏿ᗘ್ࡢࡳࡣグ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊศᯒࡢ⤖ᯝࠊ୰᩿グ㘓ࡋᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸
ྕᶵ࠾ࡅࡿ᭱ຍ㏿ᗘ್ࡣࠊ้Ṕࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㛫࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ
ࡓࠖグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࣄࣜࣥࢢࡼࢀࡤࠊಖᏳ㝔ࡣᮾ㟁ࡢㄝ᫂ࢆ᭩࠸ࡓࡔࡅ࡛࠶




ಖᏳ㝔ࠕᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡢ▱ぢࢆ⪃៖ࡋࡓཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᆅ㟈࣭ὠἼࡢホ౯ࡘ࠸࡚㹼୰㛫ྲྀࡾ
ࡲࡵ㹼ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
 KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

ࠕ㸯㸯㸰㸯㸧ࠖཧ↷ࠋ

▼ᶫඞᙪࠗཎⓎ㟈⅏ؐ㆙㚝ࡢ㌶㊧࠘㸦ࡘ᳃᭩㤋ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࡢᅗࠋᮾ㟁ࡀබ⾲ࡋࡓ㐣Ώ⌧㇟グ㘓⨨
ࢹ࣮ࢱࡢཎᏊ⅔ฟຊࡢኚࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࡶࡢࠋ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢࢫࢡ้࣒ࣛ➼ࡀᑂ㆟ࡉࢀࠊጤဨࡢ㉁ၥࡢᅇ⟅ࡋ࡚ᮾ㟁ࡀ᭶᪥ࡢ➨ᅇྜ࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡁࡢ㆟㘓ཬࡧ㓄ᕸ㈨ᩱࡼࢀࡤࠊྕᶵ࡛ࡣศ⛊๓ᚋࡽࠊྕᶵ࡛ࡣྠ⛊๓ᚋࡽࠊྕᶵ࡛ࡣྠ
⛊๓ᚋࡽࠊࡑࢀࡒࢀ㹼⛊௨ෆ㸦ᵝ್㸧ࢫࢡ࣒ࣛࡋࡓࡔࢁ࠺࠸࠺ࠋ
KWWSZZZSUHIQLLJDWDOJMSJHQVKLU\RNXMLVLQJLMLKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࢆཧ↷ࠋ


ಖᏳ㝔ࠕᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཬࡧ⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢཎᏊ⅔ᘓᒇ➼ࡢᙳ㡪࣭ホ
౯ࡘ࠸࡚㹼୰㛫ྲྀࡾࡲࡵ㹼ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
࣮࣌ࢪ

ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡾࠊᆅ㟈ほ ⨨ࡢࡢࡼ࠺࡞⤌ࡳࡼࡗ࡚᭱ຍ㏿ᗘ್ࡢṇ☜࡞ྲྀᚓࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡣ
☜ㄆࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࠋ
せࡍࡿࠊྕᶵ࡛ࡣࠊࢫࢡ࣒ࣛࡋ࡚ࡽ࠸ࡗࡓࢇᦂࢀࡀᑡࡋᙅࡃ࡞ࡗࡓࡀࠊ⛊ࡓࡗ
࡚ࡽ⃭ࡋ࠸ᦂࢀࡀཎᏊ⅔ᘓᒇࢆく࠸ࠊࡑࢀࡀ⛊௨ୖࡢ㛗㛫⥆࠸ࡓࡇ࡞ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
グ㘓୰᩿ᦂࢀࡀᙅࡃ࡞ࡗࡓࡼ࠺ぢ࠼ࡿࡶࡢࡀࠊ⛊వࡢᚋࡧ⾪ᧁⓗ࡞ᦂࢀࡀくࡗ࡚
ࡁࡓࡶ࠸࠼ࡿࠋࡇࡢ≧ἣࡣࠊ㞄᥋ࡍࡿ㹼ྕᶵ࡛ࡶࡰྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ㛗࠸⃭ࡋ
࠸ᦂࢀࡢ㛫ఱࡀ㉳ࡁࡓࡢࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿゅᗘࡽヲࡋࡃㄪᰝࠊ᳨ウࡍࡁㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ༢⣧
ࠕ↓⥭ᛴṆࡋࡓࡽཎᏊ⅔ࡣ⃭ࡋ࠸ᦂࢀ⪏࠼ࡓࠖࡣ࠸࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸧ほ グ㘓ࡼࡿᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࡢၥ㢟Ⅼ
ಖᏳ㝔ࡣࠊᮾ㟁ࡽሗ࿌ࡉࢀࡓ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒ⤖ᯝࠊྕᶵࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆ᰿ᣐ
ࡋ࡚ࠊᏳᶵ⬟ಖᣢ㛵ࢃࡿ㔜せ࡞ᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢᆅ㟈ືࡼࡿᦆയࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ
ྕᶵ࡛⏕ࡌ࡞ࡗࡓ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡇࢀࡣࠊㄽ⌮ᛶࢆḞࡃᮭ࡞ุ᩿࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࡣࠊྕᶵ࠾࠸࡚ࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࠊࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇࠊࠕṆࡵࡿࠊ෭ࡸࡍࠊ㛢ࡌ㎸
ࡵࡿࠖᶵ⬟ಀࡿ⪏㟈6ࢡࣛࢫࡢせ࡞タࠊཬࡧ㏣ຍࡢタഛࢆᑐ㇟ࠊྛྕᶵࡢᇶ♏∧
ࡢほ グ㘓ࢆධຊࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊィ⟬್ࡣホ౯ᇶ‽್ࢆୗᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅ㟈ཬࡧ
ᆅ㟈┤ᚋ࠾࠸࡚Ᏻᶵ⬟ࢆಖᣢ࡛ࡁࡿ≧ែ࠶ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺࠸࠺ࠋ
ḟࠊ⌧ᆅㄪᰝࡀྍ⬟࡛ὠἼཬࡧỈ⣲⇿Ⓨࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ྕᶵࢆ௦⾲ྕᶵࡋ࡚ࠊ
せタ௨እࡢ⪏㟈6ࢡࣛࢫࡢ࡚ࡢᶵჾ࣭㓄⟶ࡘ࠸୍࡚ḟࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊᇶ
‽ᆅ㟈ື6Vᑐࡍࡿᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୍㒊ࡢ㓄⟶ᮏయཬࡧ㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺࢆ
㝖ࡁࠊィ⟬್ࡣホ౯ᇶ‽್ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋィ⟬್ࡀホ౯ᇶ‽್ࢆୖᅇࡗࡓ㓄⟶ᮏయཬࡧࢧ࣏
࣮ࢺࡢ㒊㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᆅ࡛┠どㄪᰝࢆࡋࡓࡇࢁ᭷ព࡞ᦆയࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࠊᏳᶵ
⬟ࢆಖᣢ࡛ࡁࡿ≧ែ࠶ࡗࡓ㢮᥎ࡋࡓ࠸࠺ࠋࡋࡋࠊ㠀◚ቯ᳨ᰝ࡞ࡢヲ⣽ㄪᰝࢆࡋࡓࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡽࠊᴟࡵ࡚☜ᐇ࡛࠶ࡿ㸦ࠕ㸯㸯㸳㸳㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ
ಖᏳ㝔ࡣࠊグ㘓ࡀ୰᩿ࡋࡓほ ࢹ࣮ࢱࢆධຊᆅ㟈ືࡋ࡚ゎᯒ⏝࠸ࡿࡇࡣጇᙜ࡛࠶ࡿ
ࡋ࡚ୖ㏙ࡢุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍ᛂᆅ㟈グ㘓㛵ࡍࡿ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓྕᶵࡔࡅ࡞ࡽࡶࡃࠊ
ᩜᆅ༡㒊ࡢ㹼ྕᶵࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡓࡼ࠺ࠊࡇࢀࡣ㐺ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ≉ࠊྕ
ᶵࡼࡾ㹼ᖺྂࡃ࡚タィࡶ␗࡞ࡿྕᶵ࡛ࡣࠊྕᶵ࡛ᦆയࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࡽྕᶵ࡛
ࡶᦆയࡣ࡞ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡞࠸࠺㢮᥎ࡣࡃᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࠋ




ಖᏳ㝔ࠕᖹᡂᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཬࡧ⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢཎᏊ⅔ᘓᒇ➼ࡢᙳ㡪࣭ホ
౯ࡘ࠸࡚㹼୰㛫ྲྀࡾࡲࡵ㹼ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୰㛫ሗ࿌ྠࡌ࡛ࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࠊẼ⣔㓄⟶ࠊཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾࠊṧ␃⇕㝖ཤ⣔㓄⟶ࠊ
ṧ␃⇕㝖ཤ⣔࣏ࣥࣉࠊ⅔ᚰᨭᣢᵓ㐀≀ࠊไᚚᲬ㸦ᤄධᛶࢆホ౯㸧ࠋ

ྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝Ỉჾ⣔㓄⟶ࠊྠཎᏊ⅔ᚠ⎔⣔㓄⟶ࠊྠ࣋ࣥࢺ⟶࣭ࢲ࣐࣭࢘ࣥ࢝ࣜࣥࢢ࣊ࢵࢲࠊྕᶵࡢ࣋ࣥࢺ
⟶࣭ࢲ࣐࣭࢘ࣥ࢝ࢧࣉࣞࢵࢩࣙࣥࢳ࢙ࣥࣂࠊྠ⅔ᚰࢫࣉࣞ⣔㓄⟶ࠊྕᶵࡢ㧗ᅽὀỈ⣔㓄⟶ࠋ

ࠕ⾲㸯㸯㸯㸯ࠖཧ↷ࡢࡇࠋཎᏊ⅔タ⨨チྍ⏦ㄳ᪥㐠㌿㛤ጞ᪥ࡢ୧᪉࡛ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

࡞࠾ಖᏳ㝔ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡀᮍᥦฟ࡛࠶ࡾࠊᅜࡢホ౯
ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᇶ‽ᆅ㟈ື6Vᑐᛂࡋࡓ⪏㟈⿵ᙉᕤࡀࢇᐇࡉࢀ࡚࠸
࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ୍㒊ࡢ㓄⟶ᮏయཬࡧ㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺࡢホ౯㸦ࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡢᛂ
⟅ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ㸧࠾࠸࡚ィ⟬್ࡀホ౯ᇶ‽್ࢆୖᅇࡗࡓࡀ࠶ࡿ᫂グࡋ࡚࠸
ࡿࠋࠕ㸯㸯㸳࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊ⪏㟈⿵ᙉᕤࡀᐇࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡣྕᶵ࡛ࡣࡶ
ࡗࡣ࡞ࡣࡔࡋࡃࠊᙉᗘࡀపࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊୖ㏙ࡢ୍㐃ࡢゎᯒࡸ⌧ᆅㄪᰝ
ࡼࡿุ᩿ࡣࠊࢇពࢆ࡞ࡉ࡞࠸࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ಖᏳ㝔ࡣࠊ㹼ྕᶵࡢタഛ࣭ᶵჾ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣉࣛࣥࢺ࣭ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢศᯒࡸࣉࣛࣥࢺᣲ
ືゎᯒ➼ࡼࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗ࡞Ᏻᶵ⬟ࢆᦆ࡞࠺ࡼ࠺࡞ᦆയ➼ࡀ⏕ࡌࡓࡇࢆ♧ࡍሗࡣᚓࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᆅ㟈ືࡢ㆟ㄽࡣู࡞ࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣゐࢀ࡞࠸ࠋࠕ㸰㸰
㸰ࠖ௨㝆᳨࡛ウࡉࢀࡿࠋ

㸴㸧వ㟈
ᮏ㟈┤ᚋࡽవ㟈ࡀ㢖ࠎⓎ⏕ࡋࠊᮏሗ࿌ᇶ‽᪥࡛ࡶࡲࡔάⓎ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⓎ⏕⠊
ᅖࡣࠊᒾᡭ┴ἈࡽⲈᇛ┴Ἀࡅ࡚ࠊᮏ㟈ࡢ㟈※ᇦࡰᑐᛂࡍࡿ㛗ࡉ⣙NPࠊᖜ⣙NP
࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ࿘㎶࡛ࡶከᩘࡢㄏⓎᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋవ㟈ࡢヲࡋ࠸⾲ࡣ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰
㸰㸯Ѹ㸴ࠚࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
ࣄࣜࣥࢢࡼࢀࡤࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊྕᶵࡢ୰ኸไᚚᐊ࠾࠸࡚ࡶࠊᮏ㟈ᚋࠊవ㟈࡛స
ᴗࡀࡋࡤࡋࡤ୰᩿ࡉࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋⴥ⏫᪂ᒣ࡛㟈ᗘࢆグ㘓ࡋࡓศࠊศࠊ
ศࠊศࠊศࠊศ㸦ᮏሗ࿌ᇶ‽᪥࡛ࡢ᭱వ㟈㸧ࠊศ࡞ࡢవ㟈࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
ࡋࠊࡇࢀࡽࡢవ㟈ࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᩜᆅෆࡢ᭱ຍ㏿ᗘࡣࡓࡔ*DO௨ୗ࡛࠶ࡾ㸦࠙ཧ
⪃㈨ᩱ㸰㸰㸯Ѹ㸴ࠚཧ↷㸧ࠊవ㟈ࡢᦂࢀࡼࡗ࡚ᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢᦆയ㸦ཬࡧᦆയࡢᣑ㸧ࡀ
⏕ࡌࡓྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊᘓᒇࡢୖ㝵࠸ࡃᦂࢀࡣᙉࡃ࡞ࡿ
ࡽࠊᮏ㟈ࡼࡿ◚ᦆࡢᣑࡸ᪂ࡓ࡞ᦆയࡢⓎ⏕ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓྍ⬟ᛶࢆྰᐃࡍࡿࢃࡅ
ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᮏ㟈ࡢᆅ㟈ືࠊὠἼࠊ⇿Ⓨ࡞࡛◚ᦆࡋࡓࡾᏳᐃ࡞ࡗࡓࡾࡋࡓ≀య
ࡢ㌿ಽࠊⴠୗ࡞ࡢవ㟈ࡢᙳ㡪ࡶ࡞ࡗࡓࡣ࠸࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


㸰㸰㸰 ᆅ㟈ື㉳ᅉࡍࡿ㔜せᶵჾࡢ◚ᦆࡢྍ⬟ᛶ
ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡗ࡚⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣࠕ㛗ࡃ⃭ࡋ࠸㸦ᙉ࠸㸧ᦂࢀࠖぢ⯙ࢃࢀࡓࠋ
ࠕ㸰㸰㸯࡛ࠖヲࡋࡃ㏙ࡓࡼ࠺ࠊࡑࡢᙉࡉࡣ᪂ᣦ㔪ᇶ࡙ࡃᇶ‽ᆅ㟈ື6Vࡰྠ⛬ᗘ࡛
࠶ࡗࡓࡳ࡞ࡏࡿࡀࠊᙉ࠸ᦂࢀࡢ⥅⥆㛫ࡣእⓗ㛗ࡗࡓࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣࠊᇶ‽ᆅ㟈ື
6Vᑐࡍࡿࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡽᇶ‽ᆅ㟈ື6Vᑐࡍࡿࠕ⪏ຊࠖࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ
࠺ࡉ࠼࡛᫂࠶ࡿࡀࠊᅇࡢࡼ࠺ᦂࢀࡢ⥅⥆㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿࠊ㔜せ࡞㓄⟶స⏝ࡍ




୍⯡ࠊ㛫✵㛫ⓗ㞟୰ࡋࡓ㢧ⴭ࡞ᆅ㟈άືࡢ࡞ࡢ᭱ࡢᆅ㟈ࢆࠕᮏ㟈㸦㟈㸧ࠖ࠸࠺ࠋ
ᮏ㟈ࡢ㟈※᩿ᒙ㠃㸦ࣉ࣮ࣞࢺቃ⏺㠃㸧ἢ࠸࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ┤᥋ⓗవ㟈㸦⊃⩏ࡢవ㟈㸧ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᾏ⁁ࡢᮾഃࡢኴ
ᖹὒࣉ࣮ࣞࢺෆࠊỿࡳ㎸ࢇࡔኴᖹὒࣉ࣮ࣞࢺෆ㒊ࠊ㝣ࡢࣉ࣮ࣞࢺෆࡢὸ࠸㒊ศ࡞࡛ㄏⓎࡉࢀࡓᆅ㟈ࠋ

ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⌧ሙ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡿࠕᆅ㟈ຊࠖࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᅇᩘࡀከࡃ࡞ࡾࠊ㓄⟶ࡀࠕ㔠ᒓ⑂ປ◚ቯࠖࢆ㉳ࡇࡉ࡞ࡗࡓ࠺
ࡶၥ㢟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡋࡋ᱁⣡ᐜჾࡢ୰ධࡗ࡚ఱࡀ㉳ࡁࡓࢆㄪࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇ
࠺࠸࠺ሙྜࠊࠕᨾ㞀ࡢᮌゎᯒࠖ㸦)7$㸧ࡼࡗ࡚ࠊఱࡣ㉳ࡁᚓࡓࠊఱࡣ㉳ࡁᚓ࡞ࡗࡓࠊ
࡞ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ᥎᩿ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓ㸦-1(6㸧ࡀྕ
ᶵࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓ)7$ࡣࠊᑠ◚ཱྀ෭༷ᮦ႙ኻᨾ㸦6%/2&$㸧ࡀ㉳ࡁࡓྍ⬟ᛶࢆࠊᑡ࡞ࡃࡶ⌮
ㄽⓗࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠ◚ཱྀ෭༷ᮦ႙ኻ࠸࠼ࡶࠊ㛗㛫ᨺ⨨ࡉࢀࡿࠊ
⅔ᚰᦆയࡸ⅔ᚰ⁐⼥ࡘ࡞ࡀࡾࡡ࡞࠸ࠋ௨ୗ࡛ࡑ࠺ࡋࡓࡇࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ


㸯㸧ᑠ◚ཱྀ෭༷ᮦ႙ኻᨾ㸦6%/2&$㸧ࡘ࠸࡚
࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊᮏᨾࡢ≀⌮ⓗ࡞ཎᅉࡢㄪᰝࢆᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞ࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⫢ᚰࡢ
ᨾ⌧ሙࢆ┤᥋Ꮚ⣽ㄪࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋཎᅉㄪᰝࡢୖ࡛▱ࡿᚲせࡢ࠶ࡿࡇࡢࢇ
ࡀࠊேࡀ┤᥋❧ࡕධࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸᱁⣡ᐜჾࡢෆ㒊࠶ࡿࠋࡍ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ
᱁⣡ᐜჾෆ࣓࢝ࣛࡸᑠᆺࣟ࣎ࢵࢺࢆධࢀ࡚ෆ㒊ࡢ≧ἣࢆㄪࡿࡇࡣ࡛ࡁࡿࠋࡋࡋ࠶ࡃࡲ
࡛͆ᵝᏊ͇ࡀࢃࡿ⛬ᗘ࡛ࠊ᱁⣡ᐜჾෆࢆ⦪ᶓ㉮ࡿᑠࡉࡲࡊࡲ࡞㓄⟶ࡢ࠺ࡕࡢ࠸ࡎࢀࡀࠊ
ᆅ㟈ࡢᦂࢀ㸦ᆅ㟈ື㸧ࡼࡾࠊࠕᑠ◚ཱྀ෭༷ᮦ႙ኻᨾ㸦6%/2&$㸧ࠖ㸦ᚋ㏙㸧ࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸
ࡓ࠺ࡲ࡛ࡣࠊ࡚ࡶࢃࡽ࡞࠸ࠋ6%/2&$ࡣࠊ㓄⟶⏕ࡌࡓᚤᑠ࡞㈏㏻டࡼࡗ࡚㉳
ࡇࡾᚓࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞டࡣࠊ㓄⟶ࢆそࡗ࡚࠸ࡿ᩿⇕ᮦࡸ㗰〇࢝ࣂ࣮ࢆࡍ࡚㝖ཤࡋࡓୖ࡛ࠊ
㓄⟶ࡢ⾲㠃ࢆᴟࡵ࡚ὀព῝ࡃ᳨ᰝࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ぢࡘࡿࡶࡢࡔࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᳨ᰝࡣࡇࡢඛఱ
ᖺࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ┤᥋ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿᑠࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡢ㔜せ࡞㓄⟶̿̿Ẽ⟶ࠊ⤥Ỉ
⟶ࠊᚠ⎔⣔ฟཱྀ㓄⟶ࠊᚠ⎔⣔ධཱྀ㓄⟶ࠊ(&&6⣔㓄⟶ࠊ,&⣔㓄⟶࡞̿̿ࢆࠊᮏ㡯࡛ࡣࡦ
ࡲࡵࠕཎᏊ⅔⣔㓄⟶ࠖࡪࡇࡍࡿࠋࡑࡢཎᏊ⅔⣔㓄⟶ࡀ◚ᦆࡍࡿࠊ෭༷ᮦ㸦㍍Ỉ㸧
ࡀཎᏊ⅔እ㒊ᄇฟࡍࡿࠕ෭༷ᮦ႙ኻᨾࠖ㸦/RVV2I&RRODQW$FFLGHQW/2&$㸧Ⓨᒎࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ/2&$ࡢ⛬ᗘࡣࠊᙜ↛ࠊ㓄⟶ࡢ✀㢮ࡸ◚ᦆࡢつᶍࡼࡿࠋཱྀᚄࡢ㓄⟶ࡀ◚
᩿㸦ࢠࣟࢳࣥ◚᩿㸧ࡍࢀࡤࠊ◚ཱྀ/2&$㸦/%/2&$㸧࡞ࡿࡋࠊྠࡌཱྀᚄࡢ㓄⟶࡛ࡶ◚ᦆ
ࡀᚤᑠ㈏㏻ட࡞ࡽᑠ◚ཱྀ/2&$㸦6%/2&$㸧࡞ࡿࠋࡲࡓ୰㛫ⓗ࡞୰◚ཱྀ/2&$㸦0%/2&$㸧ࡶ࠶
ࡿࠋ
ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ࠊ㹼ྕᶵ࡛/%/2&$ࡸ0%/2&$ࡀ㉳ࡁ࡞ࡗࡓ
ࡇࡔࡅࡣࡰ☜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞/2&$ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓࡽࠊཎᏊ⅔ỈࡸཎᏊ⅔ᅽຊ㸦⅔ᅽ㸧
ࡀ▷㛫࡛ᛴ㏿㝆ୗࡋࡘ࡙ࡅࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊᮾ㟁ࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࡽὶ㟁
※႙ኻ㸦6%2㸧ࡲ࡛ࡢࣉࣛࣥࢺࢹ࣮ࢱࢆぢࡿࡂࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㝆ୗࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋᑠ
◚ཱྀ/2&$ࡢሙྜࠊཎᏊ⅔Ỉࡶ⅔ᅽࡶᛴ㏿㝆ୗࡋ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡽࠊබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣉࣛ
ࣥࢺࢹ࣮ࢱࡔࡅࡽࠊ6%/2&$ࡀ㉳ࡁࡓ㉳ࡁ࡞ࡗࡓࢆ᩿ᐃⓗゝ࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ




/%/2&$ࡣ/DUJH%UHDN/2&$ࡢ␎ࠋࡲࡓ6%/2&$ࡣ6PDOO%UHDN/2&$ࠊ0%㸫/2&$ࡣ0HGLXP%UHDN/2&$ࡢ␎࡛࠶ࡿࠋ
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㸰㸧ᨾཎᅉศᯒ᭷ຠ࡞ࠕᨾ㞀ࡢᮌゎᯒࠖ
᱁⣡ᐜჾෆ㒊┤᥋ධࡗ࡚ཎᏊ⅔⣔㓄⟶ࡢ≧ἣࢆ⣽☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺
ࡁ࡞ไ⣙ࡢ୰ࠊࠕᆅ㟈┤ᚋࡢ6%/2&$ࡢྍ⬟ᛶࠖࢆ᳨ウࡍࡿ୍ࡘࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊ≉ᐃࡢཎᏊ⅔
⣔㓄⟶࠸ࡃࡘࡢࡁࡉࡢᚤᑠடࢆᐃࡋ࡞ࡀࡽᨾ㐍ᒎゎᯒࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࠊᐇ㝿
グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿཎᏊ⅔Ỉࡸ⅔ᅽ࡞ẚ㍑↷ྜࡋ࡚ࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠕᨾ㞀ࡢᮌゎ
ᯒࠖ㸦)DXOW7UHH$QDO\VLV㸸)7$㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ)7$ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᨾࡢཎᅉⓗせ⣲ࢆᢳฟࡍࡿୖ࡛ᴟࡵ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࡀࠊ
ᮾ㟁ࡣᨾⓎ⏕௨᮶᪥ࡲ࡛ࠊ)7$㛵ࡋ࡚㸦ᑡ࡞ࡃࡶබࡣ㸧୍ᗘࡶゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊಖᏳ㝔ࡣᖺࡢኟࡈࢁࡽ-1(6౫㢗ࡋ࡚)7$ࢆ࠸ࡃࡘヨࡳ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝ
ࡣಖᏳ㝔ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶タ⨨ࡋࡓࠕᢏ⾡ⓗ▱ぢ㛵ࡍࡿពぢ⫈ྲྀ࡛ࠖ㆟ㄽࡉࢀࠊ
᭱⤊ⓗᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡲࡵ࡚බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⾲㸰㸰㸰㸯ࠖࡣ-1(6ࡀసᡂ
ࡋࡓ)7$୍ぴ࡛ࠊࡇࢀࡣࠊྕᶵࡢ,&ࡀศ⮬ື㉳ືࡋ࡚ࢃࡎศ㛫࡛࡞ࡐཎᏊ⅔ᅽ
ຊࡀ⣙03Dࡽ⣙03Dࡲ࡛ᛴ⃭㝆ୗࡋࡓࡢࠊࡑࡢࠕཎᏊ⅔ᛴῶᅽ㇟ࠖࡢ᳨ウホ౯
⤖ᯝࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ
୍⯡ࠊ)7$࡛ࡣࠊᐇ㝿Ⓨ⏕ࡋࡓ㇟㸦ࡇࡢሙྜࡣࠕཎᏊ⅔ᛴῶᅽ㇟ࠖ㸧ࢆࠕ㡬ୖ㇟ࠖ
ࡧࠊࡑࡢ㡬ୖ㇟ࢆࡶࡓࡽࡋࡓྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿཎᅉⓗ㇟ࢆ⣽ࡃࣜࢫࢺࢵࣉࡋࠊࡑࢀࡽ
ࡀᮏᙜ㡬ୖ㇟ࡢཎᅉ࡞ࡾᚓࡿࢆࠊ୍ࡘ୍ࡘゎᯒࡋ࡚ㄪ࡚࠸ࡃࠋ࡚ࡢཎᅉⓗ㇟ࢆ
ㄪࡿࡣ࡞ࡾࡢ㛫ປຊࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࠊྍ⬟ᛶࡢ㧗ࡑ࠺࡞ࡶࡢࡽ⾜࠺ࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋ

࡞࠾ࠊࠕ⾲㸰㸰㸰㸯ࠖ࠾࠸࡚ࠊ㯤Ⰽࡢ㒊ศࡀࠕ㡬ୖ㇟ࠖࠊ㟷Ⰽࡢ㒊ศࡀᐇ㝿ゎᯒ
ࡉࢀࡓ㒊ศࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ









ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ཧ⪃
㈨ᩱ࣮࣌ࢪ
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⾲㸰㸰㸰Ѹ㸯 ྕᶵཎᏊ⅔ᛴῶᅽᑐࡍࡿ)7$
ͤฟ㸸ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥㸧ཧ⪃㈨ᩱ࣮࣌ࢪ
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㸱㸧ྕᶵᑠ◚ཱྀ෭༷ᮦ႙ኻᨾ㸦6%/2&$㸧ࡢ)7$
ಖᏳ㝔-1(6ࡼࡿࡇࡢ)7$ࡼࡗ࡚ࠊ࠸ࡃࡘ㔜せ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᅗ㸰㸰㸰㸯ࠖࡣࠊࡑࡢ)7$㸦ࠕ⾲㸰㸰㸰㸯ࠖཧ↷㸧࠾࠸࡚ᐃࡉࢀࡓ࣮ࣜࢡ⟠ᡤ
㸦Ẽ┦ࡲࡓࡣᾮ┦ࡋ࡚ࡢ෭༷ᮦ₃࠼࠸⟠ᡤ㸧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ,&ࡢࢻࣞࣥ⟶㸦'㸧㺂Ẽ⟶
㸦'㸧ࠊ,&ࡢࢻࣞࣥ⟶᥋⥆ഃࡢ%⣔ᚠ⎔⣔㓄⟶㸦%㸧ࠊ㠀᥋⥆ഃࡢ$⣔ᚠ⎔⣔㓄⟶㸦$㸧ࠊ
୪ࡧẼ⟶㸦&㸧ࡢィ࢝ᡤ࡛࠶ࡿࠋ



ᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸯 ྕᶵ)7$㓄⟶࣮ࣜࢡ⟠ᡤ
ͤฟ㸸ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥㸧ཧ⪃㈨ᩱ࣮࣌ࢪᥖ㍕ࡢᅗᙜጤဨ࡛ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡓࠋ


ࡇࡢ୍㐃ࡢ)7$࣮ࣜࢡゎᯒ࡛ࡣࠊࠕᅗ㸰㸰㸰㸯ࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿྜィࡘࡢᐃ₃࠼࠸⟠
ᡤࡢࡑࢀࡒࢀᑐࡋ࡚ࠊࠕ⾲㸰㸰㸰㸰ࠖࡢࡼ࠺ࠊ✀㢮ࡲࡓࡣ✀㢮ࡢ₃࠼࠸㠃✚ ᚤᑠட
ࡢ㛤ཱྀ㠃✚ ࡀ௬ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ࣮ࣜࢡゎᯒࡣࣉࣛࣥࢺື≉ᛶゎᯒࢥ࣮ࢻࠕ5(/$302'ࠖࢆࡗ࡚⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ









,&㸦㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸧ࡘ࠸࡚ࡢヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡣࠕ㸰㸰㸲 㸰 ࠖ㡯ࢆཧ↷ࡢࡇࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ15&ࡀ࣮ࣜࣜࢫࡋࡓ5(/$302'ࡢ᭱᪂ࣂ࣮ࢪࣙࣥࢆ-1(6ࡀᑟධࡋࡓࠋ
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₃࠼࠸⟠ᡤ

₃࠼࠸㠃✚㸦FP㸧

ࢣ࣮ࢫྡ

ᚠ⎔⣔㓄⟶



$

,& 㠀᥋⥆ഃ㸦$㸧



$



$

ᚠ⎔⣔㓄⟶



%

,& ᥋⥆ഃ㸦%㸧



%

Ẽ⟶



&

㸦Ẽ┦㸧



&



&

,& ࢻࣞࣥ⟶㸦ᾮ┦㸧



'

,& Ẽ⟶㸦Ẽ┦㸧



'

⾲㸰㸰㸰㸰)7$࡛ᐃࡋࡓ₃࠼࠸㠃✚
ͤฟ㸸ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥㸧ཧ⪃㈨ᩱ࣮࣌ࢪࢆࡶసᡂࠋ


㸲㸧₃࠼࠸㠃✚ࡀFP௨ୗࡢ6%/2&$ࡣࠊ ᐃࡉࢀࡓỈࡸ⅔ᅽࡢኚࡽࡣศࡽ࡞࠸
ࠕᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸰㹼㸲ࠖࡣࠊࠕ⾲㸰㸰㸰Ѹ㸰ࠖࡢࢣ࣮ࢫ'ࠊ$ࠊ&ࡢ⤖ᯝࠊᐇ㝿
ᐃࡉࢀࡓ್ࢆࠊཎᏊ⅔ࡢᅽຊỈ㛵ࡋ࡚ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ₃࠼࠸㠃✚ࡀFPࠊ࡞ࡾࡁ࡞㓄⟶◚ᦆࡀ௬ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊゎ
ᯒࡼࡿཎᏊ⅔Ỉࡣᛴ㏿㝆ୗࡋ࡚࠸࡚ࠊ ᐃࡉࢀࡓᐇ㝿ࡢỈࡽࡁࡃ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇࡽࠊᆅ㟈┤ᚋࠊ,&㓄⟶㸦ࢻࣞࣥ⟶㸧ࠊᚠ⎔⣔㓄⟶㸦,&㠀᥋⥆ഃ㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
Ẽ⟶ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡁ࡞◚ᦆࡣ⏕ࡌ࡞ࡗࡓ࠸࠼ࡿ㸦ᮏሗ࿌᭩࡛ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࡀࠊ
ࡢࢣ࣮ࢫࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇࡀ࠸࠼ࡿ㸧ࠋ
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ᅗ㸰㸰㸰ѸѸ㸰,&ࢻࣞࣥ
ࣥ⟶FPࡢ₃
₃࠼
࠸ࡀ࠶ࡿሙྜ
ྜ㸦ࢣ࣮ࢫ'㸧

ᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸱ᚠ⎔⣔
⣔㓄⟶FPࡢ₃࠼
ࡢ
࠸ࡀ࠶ࡿሙྜ
ྜ㸦ࢣ࣮ࢫ$㸧
㸧

ᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸰㹼㸰
㸰㸰㸰Ѹ㸲
ฟ㸸ಖᏳ㝔ࠕᮾ
ᮾி㟁ຊᰴᘧ
♫⚟ᓥ➨୍
୍ཎᏊ
ͤฟ
ຊⓎ
Ⓨ㟁ᡤᨾࡢᢏ
ᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ
ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑ
ࠒᖺ᭶᪥
᪥㸧ཧ⪃㈨ᩱ㹼࣮࣌
࣮ࢪ



ᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸲Ẽ⟶
⟶FPࡢ₃࠼
࠼࠸ࡀ
࠶ࡿሙྜ㸦ࢣ
ࢣ࣮ࢫ&㸧
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୍᪉ࠊࠕᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸳ࠖࠊࠕᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸴ࠖࡣ₃࠼࠸㠃✚ࢆศࡢࡢFPࡋࡓሙྜ
࡛࠶ࡿ㸦ࢣ࣮ࢫ$ࠊࢣ࣮ࢫ&㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᅗࡽศࡿࡼ࠺ࠊ₃࠼࠸㠃✚ࡀࡇࡢ⛬ᗘᑠ
ࡉ࠸ሙྜࠊཎᏊ⅔ᅽຊ㛵ࡋ࡚ࡶỈ㛵ࡋ࡚ࡶࠊゎᯒ⤖ᯝ㐠㌿ ᐃࡉࢀࡓ್ࡢ㛫
ࡁ࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋゝⴥࢆ࠼ࢀࡤࠊᆅ㟈Ⓨ⏕㓄⟶ࡀ◚ᦆࡋ࡚ࠊ₃࠼࠸㠃✚ࡀFP
௨ୗࡢ6%/2&$ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶࠊ ᐃࡉࢀࡓཎᏊ⅔ࡢᅽຊࡸỈࡢኚࡽࡑࢀࢆ᥎
ࡍࡿࡇࡶྰᐃࡍࡿࡇࡶᐇୖྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ₃࠼࠸㠃✚ࡀFP㠀ᖖᑠࡉ࠸ࡶࢃࡽࡎࠊࢣ࣮ࢫ$ࡢሙྜࠊ⛊㛫ᙜࡓࡾ
ࡢ෭༷ᮦ႙ኻ㔞ࡣ⣙FF࡞ࡿࡇࡀゎᯒ࡛ศࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛫࡛Wࠊ㛫࡛ࡣW
ࡶ࡞ࡿࠋ㛫௨ෆ⇞ᩱᦆയࡀ㉳ࡁ࡚ࡶᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸㔞෭༷ᮦ႙ኻ࡛࠶ࡿࠋ




 ᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸳ᚠ⎔⣔㓄⟶FPࡢ₃࠼࠸

ᅗ㸰㸰㸰Ѹ㸴Ẽ⟶FPࡢ₃࠼࠸

 ࡀ࠶ࡿሙྜ㸦ࢣ࣮ࢫ$㸧

ࡀ࠶ࡿሙྜ㸦ࢣ࣮ࢫ&㸧


ͤฟ㸸ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥㸧ཧ⪃㈨ᩱࠊ࣮࣌ࢪ





㛫ࡶཎᏊ⅔ᅽຊࡀୗࡀࢀࡤ₃࠼࠸㔞ࡶῶᑡࡍࡿࡢ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞༢⣧ィ⟬ࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡀࠊྕᶵࡢሙྜࠊ
බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣉࣛࣥࢺࢹ࣮ࢱࢆぢࡿࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽᑡ࡞ࡃࡶ⣙㛫௨ୖࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡣ03D๓ᚋಖࡓࢀ
࡚࠸ࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
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㸳㸧㏻ᖖࡢᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࡣࠊᨾཎᅉศᯒࡣ࠼࡞࠸
ࠕ㸯㸯㸳ࠖヲࡋࡃ᭩࠸ࡓࡼ࠺ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㹼ྕᶵࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ᪂ᣦ㔪ࠖ㸦⪏㟈
タィᑂᰝᣦ㔪ᖺ∧㸧ᑐࡍࡿ࡞ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࠕ⾲㸰
㸰㸯Ѹ㸯ࠖ♧ࡋࡓࡼ࠺ࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏∧ୖࡢ᭱ຍ㏿ᗘࡣࠊ
᪂ᣦ㔪ᇶ࡙ࡃᇶ‽ᆅ㟈ື6Vᑐࡍࡿ᭱ᛂ⟅ຍ㏿ᗘࠊ࠾࠾ࡴࡡྠ⛬ᗘࡳࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࠕ㸰㸰㸯㸳㸧ࠖグࡋࡓࡼ࠺ࠊᮾ㟁ࡣࠊὠἼࡸỈ⣲⇿Ⓨࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ྕᶵࢆ
௦⾲ᶵࡋ࡚㑅ࡧࠊᇶ‽ᆅ㟈ື6Vᇶ࡙ࡃᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ୍㒊ࡢ㓄⟶㸦⤥Ỉ⟶㸧
ࡸ㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺࡀホ౯ᇶ‽್ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ┠ど᳨ᰝࡢ⤖ᯝࠊᦆയࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࡓ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ௦⾲ᶵࡢྕᶵၥ㢟ࡀ࡞ࡗࡓࡽ࠸ࡗ࡚ࠊྕᶵࡼࡾࡶ㹼ᖺࡶྂ࠸
㹼ྕᶵࡶၥ㢟ࡣ࡞ࡗࡓࡍࡿࢃࡅࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ෆ㒊❧ࡕධࡗ࡚ᦆയ≧ἣࢆᏊ⣽ㄪᰝࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸㹼ྕᶵ㛵ࡋ࡚ࠊᆅ㟈ࡢᦂࢀ
࡛ཎᏊ⅔⣔㓄⟶ࡸࡑࢀࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺၥ㢟ࡀ࡞ࡗࡓ࠺ࢆ᳨ウࡋࡼ࠺ࡍࡿ࡞ࡽࠊᮾ㟁
ࡀ⾜ࡗࡓࡼ࠺࡞ࠕ㏻ᖖࡢࠖᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࡼࡗ࡚ࡑࢀࢆࡍࡿࡢࡣࠊᴟࡵ࡚㐺ษ࡛࠶ࡿࠋ⌮⏤
ࡣ༢⣧࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ㓄⟶㸦⣔㸧ࡀᆅ㟈ࡢᦂࢀ࡛ᦆയࡋ࡞ࡗࡓ࠺ࠊࡑࡢᛶࢆ⌮ㄽⓗ
᥎ ࡋࡼ࠺ࡍࡿࡁࠊࡑࡢ㓄⟶㸦⣔㸧ࢆᨭ࠼ࡿከᩘࡢᨭᣢᵓ㐀≀ࡣࡍ࡚࡛࠶ࡿ
࠸࠺ࠕ↓᮲௳ࡢ๓ᥦࠖࡀࢃࢀࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
᱁⣡ᐜჾࡢ୰࡛ࡣఱࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿศࡽ࡞࠸ࠋࡃᐃࡋ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡞ࡇࡀ㉳ࡁ࡚࠸
ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᨾࡣ ࠎࡋ࡚ࡑ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㓄⟶⣔ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿ㔜せ࡞ᨭᣢᵓ
㐀≀ࡀࠊᆅ㟈ࡢ㛗ࡃ⃭ࡋ࠸ᦂࢀ࡛◚ᦆࡋࡓࡾእࢀࡓࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓࡇࡀ㉳ࡇࢀࡤࠊ
㓄⟶ࡿᆅ㟈ຊࡣࡁࡃኚࢃࡾࠊ㓄⟶ࡀ◚ᦆࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞
ࢣ࣮ࢫࡀ᳨ウࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒ⤖ᯝࢆࡁࡃᕥྑࡍࡿࡶࡢࠕῶ⾶
ᐃᩘࠖ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋῶ⾶ᐃᩘࢆ࠸ࢁ࠸ࢁኚ࠼ࡓឤᗘゎᯒࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᨾゎᯒ࡛ࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢣ࣮ࢫࢆ⪃࠼࡚ࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊᮾ㟁
ࡀ⾜ࡗࡓ๓㏙ࡢᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࡣࠊタィࡸࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ⾜࠺✀㢮ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᨾ
ゎᯒࡣྥ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊᆅ㟈ᛂ⟅ゎᯒࡑࡢࡶࡢࡢၥ㢟ࡀ࠸ࢁ࠸ࢁᣦࡉࢀࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢯࣇࢺ
ࡀ㣕㌍ⓗྥୖࡋ࡚ࡁࡓ࠸ࡗ࡚ࡶࠊᐇ≀ࡢᛂ⟅ࡀṇࡋࡃண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ


㸴㸧ྕᶵ࡛6%/2&$ࡀ㉳ࡁࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸
㐠㌿ဨࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡽุ᩿ࡍࡿࠊࡶࡋ࠶ࡢࡢ᪥ࠊᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔⣔㓄⟶
ࡀ◚ᦆࡋ࡚6%/2&$ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓࡍࢀࡤࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ୍␒㧗࠸ࡢࡣࡸࡣࡾྕᶵ࡛ࡣ࡞࠸
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᙜጤဨࡀᮾ㟁ࡽධᡭࡋࡓ㈨ᩱࡼࢀࡤࠊྕᶵࡢ࠶ࡿ㐠㌿ဨࡣࠊ͆ࡑࡢ㡢͇ࢆࠕᑜᖖ
࡛ࡣ࡞࠸㡢ࠖ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙜጤဨࡼࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ㐠㌿ဨࡣࠊ
ࡑࡢ㡢ࢆ⪥ࡋࡓࡢࡣࢫࢡ࣒ࣛ┤ᚋ࡛࠶ࡗࡓ㏙ࡓࡀࠊ୍᪉࡛ࠊࡑࡢࡁࡣࡍ࡛,&ࡀ⮬ື




ᮾ㟁㈨ᩱ
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㉳ືࡋ࡚࠸ࡓࡶ㏙ࡓࠋࢫࢡ࣒ࣛࡣศࠊ,&ࡢ⮬ື㉳ືࡣศ࡛࠶ࡾࠊศ㛫ࡢࡎ
ࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㡢ࡀ⪺ࡇ࠼ࡓࡢࡣᜍࡽࡃᑡࡋ๓࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇࢁูࡢ㐠㌿ဨࡀࠕ⪺ࡇ࠼
࡚࠸ࡿࡇࡢࢦ࣮ࢵ࠸࠺㡢ࠊࡇࢀఱࡔࢁ࠺ࠋࠖ⪺࠸ࡓࡢ࡛ࠊࠕ,&ࡢ≧ἣ㡢㸦ࡘࡲࡾࠊ,&ࡢ
Ẽ⟶ࡽฟࡿẼࡢ㡢㸧࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡑࡢ㐠㌿ဨࡣ⟅࠼ࡓ࠸࠺ࠋࡑࡋู࡚ࡢ㐠㌿ဨ୰ኸ
ไᚚᐊᚋ㒊ࡢᡬࢆ㛤ࡅࡉࡏ࡚ࠊ㡢ࡀ,&ࡢࡘࡢẼཱྀ㸦㏻⛠ࠊࣈࢱࡢ㰯㸧ࡢ᪉ࡽ⪺ࡇ࠼࡚ࡃ
ࡿࡢࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸࠺ࠋ
࠺࠸࠺ࡇࡶ࡞࠸ヰࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊᚲࡎࡋࡶࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ,&ࡣศᡭືṆ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᐇ㉁ศࡋసືࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋṆࡢ,&ࡢࢱࣥࢡࡢỈࡢ ᗘࡣࡏ࠸ࡐ࠸
Υࠋࡇࢀ࡛ࡣࣈࢱࡢ㰯ࡽẼࡇࢁẼࡶฟ࡚ࡇ࡞࠸ ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ,&ࡢ≧
ἣ㡢࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡣࡁࢃࡵ࡚ప࠸ࠋ࡛ࡣఱࡢ㡢ࠋ
୰ኸไᚚᐊࡢྕᶵ⏝࣍࣡ࢺ࣮࣎ࢻࡣࠊࠕᗯୗഃࡽࢩ࣮ࣗࢩ࣮ࣗ㡢᭷ࠖ᭩ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ้ヲࠋఱࡢ㡢ࡶ᫂ࠋᙜጤဨࡢࣄࣜࣥࢢ࡛ࠊ㐠㌿ဨ㸦」ᩘ㸧ࡣࠊㄡࡀࡑࢀࢆ࣍
࣡ࢺ࣮࣎ࢻ᭩࠸ࡓࡢࡶ▱ࡽ࡞࠸ࠊ⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ
㏫ࠊ⪺ࡇ࠼ࡓࡣࡎᛮࢃࢀࡿྕᶵࡢ65ᘚࡢసື㡢ࢆࠊྕᶵࡢ㐠㌿ဨࡣㄡ୍ே⪺࠸࡚࠸࡞
࠸࠸࠺ᛮ㆟ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸰㸰㸲㸰㸧ࠖヲࡋࡃグࡍࠋ


㸰㸰㸱ὠἼく᮶ὶ㟁※႙ኻࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚
㸯㸧ᚑ๓ࡢሗ࿌᭩ࡢุ᩿
ᮏᨾ࠾࠸࡚ᨾࡢ㐍ᒎࢆỴᐃⓗᝏࡉࡏࡓ㠀ᖖ⏝ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛
බ⾲ࡉࢀࡓᮏᨾ㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌ࡣ࡚ࠊὠἼࡼࡿᾐỈࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௦⾲ⓗ࡞ࡋ࡚ᨻᗓᨾㄪࡢ୰㛫ሗ࿌᭩ࢆᘬ⏝ࡍࢀࡤࠊࠕ᭶᪥ศ㡭ཬࡧྠ᪥
ศ㡭ࡢᗘࢃࡓࡾࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎὠἼࡀ฿㐩ࡋࠊ㐳ୖࡋ࡚ࠊ㹫┙タ⨨ࡉࢀࡓ㠀ᖖ⏝
ᾏỈ⣔࣏ࣥࣉタഛࡀ⿕Ỉࡋࠊࡉࡽࠊ㹫┙ࠊ㹫┙ࡢୖࡲ࡛㐳ୖࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࠊࢱ࣮ࣅ
ࣥᘓᒇཬࡧࡑࡢ࿘㎶タࡢከࡃࡀ⿕ỈࡋࡓࠋὠἼ฿㐩ࡢⅬ࡛ࠊ㹼ྕᶵࡣ࠸ࡎࢀࡶ㠀ᖖ⏝ࢹ
࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡽὶ㟁※ࡢ౪⤥ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊὠἼࡢᙳ㡪࡛ࠊỈ෭ᘧࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮ
ࣝⓎ㟁ᶵ⏝ࡢ෭༷⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡸከᩘࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵᮏయࡀ⿕Ỉࡋ㸦ྕᶵ⏝ࡢ%ࠊ
ྕᶵ⏝ࡢ%ࠊྕᶵ⏝ࡢ%ࢆ㝖ࡃ㸧ࠊࢇࡢ㟁※┙ࡶ⿕Ỉࡍࡿ࠸ࡗࡓែࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊྠ᪥ศࡽྠ᪥ศࡅ࡚ࡢࡇࢁࠊ㹼ྕᶵࡣࠊྕᶵࡢ✵෭ᘧࢹ
࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦%㸧ࢆ㝖ࡁࠊ࡚ࡢὶ㟁※ࢆኻࡗࡓࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖᏳ㝔ࡀྲྀࡾࡲࡵ
ࡓᢏ⾡ⓗ▱ぢࡶࠊ᪥ᮏᨻᗓࡀ,$($ᥦฟࡋࡓሗ࿌᭩ࡶࠊᮾ㟁ࡢ୰㛫ሗ࿌᭩ࡶලయⓗ࡞⾲⌧ࡣู
ࡋ࡚グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡣࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ




ᨻᗓᨾㄪࠕ୰㛫ሗ࿌ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧➨❶㹼࣮࣌ࢪ
ձಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧㹼ࠊ
㹼࣮࣌ࢪࠊղཎ⅏ᮏ㒊ࠕཎᏊຊᏳ㛵ࡍࡿ,$($㛶㆟ᑐࡍࡿ᪥ᮏᅜᨻᗓࡢሗ࿌᭩ ᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊ
ຊⓎ㟁ᡤࡢᨾࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧Ϫ㹼ࠊϫࠊϫࠊϫࠊϫࠊϫࠊϫࠊ
ϫ࣮࣌ࢪࠊճᮾ㟁ࠕ⚟ᓥཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࠊࠊࠊ
ࠊࠊ࣮࣌ࢪ
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㸰㸧ᚑ
ᚑ๓ࡢሗ࿌᭩
᭩ࡢὠἼ฿㐩
㐩้ࡢᇶᮏ
ᮏⓗㄗࡾᐇ ࢹ࣮ࢱ
࡚
࡚ࡢሗ࿌᭩ࡀ
ࡀグ㍕ࡋ࡚࠸
࠸ࡿ➨Ἴࡀศࡈࢁ
ࢁࠊ➨Ἴࡀ
ศࡈࢁ࠸࠺ὠἼ฿
฿㐩
้ࡣࠊ
ࠊᮾ㟁ࡢሗ࿌
࿌ᚑࡗࡓࡶ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮾ㟁ࡢሗ࿌
࿌ࡢ᰿ᣐࡣἈ
ἈྜNPᆅⅬ
Ⅼタ⨨ࡉࢀ
ࢀࡓἼ
㧗ィࡢ
ࡢグ㘓ୖࡢ➨
➨Ἴࠊ➨Ἴ
Ἴࡢ้࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ
ࡣἈྜNPᆅ
ᆅⅬࡢ฿㐩
้࡛࠶ࡾ⚟
⚟ᓥ➨
୍ཎⓎ
Ⓨࡢ฿㐩
้࡛ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋ


ᅗ㸰㸰㸱㸯 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎἈ
⚟
ἈྜNPࡢἼ
Ἴ㧗ィࡼࡿὠ
ὠἼᐇ Ἴᙧ


ᓥ➨୍ཎⓎࢆ
ࢆくࡗࡓὠἼ
Ἴࡢ၏୍ࡢᐇ
ᐇ ್࡛࠶ࡿἼ
Ἴ㧗ィࡢࢹ࣮
࣮ࢱࢆぢࡿ
ࠊ➨ἼࡣἼ
Ἴ㧗P
⚟ᓥ
⛬ᗘ࡛
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ
ࡢᚋᖜἼ
Ἴ㧗ࡢ㧗࠸➨
➨Ἴࡀく᮶ࡋ
ࡋࡓࡇࡀศࡿࠋἼ㧗ィ
ィࡢ ᐃ㝈⏺
⏺ࡣs
Pࡉࢀ࡚࠾ࡾ
ࡾࠊ➨ἼࡢἼ
Ἴ㧗ࡣ࡛᫂
࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸧㠀
㠀ᖖ⏝ὶ㟁
㟁※႙ኻࡢཎ
ཎᅉࡀὠἼ࡛
࡛࠶ࡾᚓࡿ᮲௳
௳
㠀ᖖ
ᖖ⏝㟁※ࢆᵓ
ᵓᡂࡍࡿ㠀ᖖ
ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝ
ࣝⓎ㟁ᶵ➼ࡣ
ࡣᩜᆅ㧗ࡉ
P㸦ྕᶵ㹼ྕᶵ㸧P
P㸦ࠊ
ྕᶵ
ᶵ㸧ࡢᘓᒇෆ࠶ࡾࠊἼ㧗
㧗ࡀPࡼࡾ
ᖜప࠸ὠ
ὠἼ࡛ࡣᾐỈ
Ỉࡋ࡞࠸ࠋ᪉
᪉ࠊࢹ࣮ࢮ
ࢮࣝⓎ
㟁ᶵࢆ
ࢆ෭༷ࡍࡿᾏ
ᾏỈ࣏ࣥࣉࡣ
ࡣࠊᩜᆅ㧗ࡉPࡢᾏഃ࢚ࣜ
ࣜ㸦P┙㸧࠶ࡾࠊ┙ୖ
ୖPࡲ࡛ᾐ
ᾐỈࡍ
ࡿ⿕
⿕ỈṆࡍࡿ
ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿ
ࡿࠋᾏỈ࣏ࣥࣉ
ࣉࡀṆࡍࡿ
ࡿᾏỈ࡛෭
෭༷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢮࣝ
ࣝⓎ㟁




ᮾ㟁
㟁᭩㠃ᅇ⟅㸦ᖹ
ᖹᡂࠑࠒᖺ
ᖺ᭶᪥㸧
୍⯡
⯡ⓗ࡞▱ぢ࡛ࡣ
ࡣỈ῝P๓ᚋࡢ
ࡢᾏࢆὠἼࡀNP㐍ࡴࡣศ
ศ⛬ᗘࢆせࡋࠊୖ
ୖグᮾ㟁ᅇ⟅ࡼ
ࡼࢀࡤᮾ㟁ࡢ
⌧ィ⟬
࡛ࡶ
ࡶἼ㧗ィタ⨨
⨨ࡽNPࡢ
ࡢὠἼఏᡤせ
㛫ࡣ⣙ศ༙࡛
࡛࠶ࡗࡓࠋ

ಖᏳ
Ᏻ㝔ࠕᆅ㟈࣭ὠ
ὠἼ㛵ࡍࡿពぢ
ぢ⫈ྲྀࠖ㓄
㈨ᩱ㸫㸫㸦ᖹᡂࠑࠒ
ࠒᖺ᭶᪥㸧ࡢ
ࡢᅗᙜጤဨ
ࡀὠἼ
ࡢ➨
➨㸯Ἴ➨㸰Ἴ
ἼࡢἼ㧗ィグ㘓
้ࢆຍ➹ࡋ࡚
࡚సᡂࡋࡓࠋ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ᶵࡣṆࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ✵෭ᘧࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦ྕᶵ࣭ྕᶵ࣭ྕᶵࡢྛ%⣔㸧ࡣࡶࡕࢁ
ࢇࠊỈ෭ᘧ࡛ࡶྕᶵ$⣔ࡣᾏỈ࣏ࣥࣉṆࡼࡿṆಙྕࡢタᐃࡀ࡞࠸ࡢ࡛ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀ⿕
Ỉࡋ࡚ࡶṆࡋ࡞࠸ࠋ
௨ୖࡢ᮲௳ࡽࠊྕᶵ$⣔ࠊྕᶵ%⣔ࠊྕᶵ%⣔ࡘ࠸࡚ࡣ㟁※႙ኻ้๓➨Ἴࡀ฿㐩
ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ㠀ᖖ⏝ὶ㟁※႙ኻࡢཎᅉࡣὠἼ࡛ࡣ࠶ࡾᚓࡎࠊࡑࡢࡢ㠀ᖖ⏝㟁※ࡘ࠸
࡚ࡶࠊ㟁※႙ኻ้๓➨Ἴࡀ฿㐩ࡋࡓࠊ➨Ἴ࡛ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀ⿕ỈṆࡋࡓࡢ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊ
㠀ᖖ⏝ὶ㟁※႙ኻࡢཎᅉࡣὠἼ࡛ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇࢆලయⓗ᳨ドࡋࡓሗ࿌᭩ࡣࠊ
ࡢࡇࢁࠊᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ

㸲㸧ὶ㟁※႙ኻཎᅉࡢࡉࡽ࡞ࡿ᳨ドࢆ
ὠἼ➨Ἴࢆ㐃⥆ⓗᙳࡋࡓ┿ࢆぢࡿࠊ➨Ἴࡣᮾഃࡽᢲࡋᐤࡏࡿࡀࠊ༡ഃࡽ᮶
ࡓἼࡀඛྕᶵᾏഃ࢚ࣜ╔ᓊࡋ࡚࠸ࡿࠋྕᶵᾏഃ࢚ࣜ╔ᓊࡋࡓ㝿ࡢ┿㜵Ἴሐ✺
➃㐩ࡋࡓ㝿ࡢ┿ࡢᙳ้ᕪࡀ⛊࡛࠶ࡿࡇࠊἼ㧗ィタ⨨⨨ࡽ㜵Ἴሐ✺➃ࡲ࡛ࡢ⣙
PࢆὠἼࡀ㐍ࡴࡢࡿ㛫ࡀỈ῝⣙Pࡢሙྜ㹼⛊⛬ᗘ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡽࠊἈ
ྜNPᆅⅬࢆศ㏻㐣ࡋࡓ➨Ἴࡀྕᶵᾏഃ࢚ࣜ฿㐩ࡋࡓ้ࡣศࡈࢁ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋὠἼࡀP┙㐳ୖᾐỈࡋ㠀ᖖ⏝㟁※ᶵჾ㐩ࡍࡿࡢࡣࡉࡽᑡࡋᚋ࡞ࡿࠋ
➨Ἴく᮶ࡢࡇࢁ㐃⥆ⓗᙳࡉࢀࡓぢࡽࢀࡿ┿࡛ྕᶵP┙ୖࡢᘓ≀ࡢእቨୗ➃
ࡀぢ࠼࡚࠸ࡿุ᩿࡛ࡁࡿࡇࠊࡑࡢࡇࢁ ෆࢆ⯟⾜୰ࡢ⯪⯧ࡢဨཬࡧྕᶵᮾഃࢆྕᶵ᪉
ྥ㑊㞴୰ࡢ⪅ࡢドゝࡽᮾഃࡽ㜵Ἴሐࢆࡁࡃ㉺࠼ࡿἼࡣ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ
ࡽࠊ㹼ྕᶵ࡛ࡣ➨ἼࡼࡿᾏỈ࣏ࣥࣉ⿕ỈṆࡣ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡽࠊᙜጤဨࡢࣄࣜࣥࢢ࡛ศศṆㄆࡵࡽࢀࡿྕᶵ$⣔ࡢ㟁※႙ኻ
ࡢཎᅉࡣὠἼ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋศṆࡢྕᶵ%⣔ཬࡧྕᶵ$⣔ࠊศṆ
ࡢྕᶵ$⣔ཬࡧ%⣔ࡶࠊ㟁※႙ኻࡀὠἼࡼࡿ࠸࠼ࡿࡣၥࡀ࠶ࡿࠋ㠀ᖖ⏝㟁※ᶵჾࡢヲ
⣽᳨ᰝᮍࡢẁ㝵࡛ࠊὠἼࡀ࡞ࡅࢀࡤ6%2⮳ࡽ࡞ࡗࡓࡢぢゎᇶ࡙࠸࡚⾜ືࡍࡿࡇࡣ
ៅࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ




ᾏỈ࣏ࣥࣉࡢ㟁ືᶵࡢ⿕ỈṆᚋࠊ࣏ࣥࣉࡢྤฟᅽࡀ୍ᐃ್௨ୗࡢ≧ែࡀ⛊㸦ྕᶵࡢࡳ⛊㸧⤒㐣ࡍࡿࢹ
࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵṆಙྕࡀฟࡿ㸹ᙜጤဨࡢ↷ᑐࡍࡿᮾ㟁᭩㠃ᅇ⟅㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

ᮾ㟁᭩㠃ᅇ⟅

ᮾ㟁ࡀ᭶᪥බ⾲ࡋࡓྕᶵ༡ഃࡢᗫᲠ≀㞟୰ฎ⌮ᘓᒇࡽᙳࡋࡓᯛ⤌ࡳࡢ┿ࢆྵࡴᯛ⤌ࡳࡢ┿ࡢ
୍㒊ࠋ┿ࡢ⏬ീࡢ㔜せ࡞ࡶࡢࡣཧ⪃㈨ᩱᥖ㍕ࡍࡿࠋ

ᙜጤဨࡢࣄࣜࣥࢢ࡛ࠊྕᶵഃࡢộぢᆏୗࡢ㥔㌴ሙ࠾࠸࡚3+6้࡛ࢆ☜ㄆࡋࡓࡢࡀศ࡛ࠊࡑࡢᚋ
➨ἼࡀP┙㐳ୖࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ộぢᆏࢆୖࡗ࡚㑊㞴ࡋࡓ㏙ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿࠋ➨Ἴࡀ༡ഃ㸦ྕᶵഃ㸧ࡽࢧ
ࢺく᮶ࡋࡓࡇࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ➨ἼࡢP┙㐳ୖࡣࠊ㹼ྕᶵ㏆ࠊ≉ྕᶵ㏆࡛ࡣࠊศࡼࡾ┦ᙜ⛬
ᗘ㐜࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

ᮾ㟁ࡀ᭶᪥බ⾲ࡋࡓྕᶵ༡ഃࡢᗫᲠ≀㞟୰ฎ⌮ᘓᒇࡽᙳࡋࡓᯛ⤌ࡳࡢ┿ࢆྵࡴᯛ⤌ࡳࡢ┿ࡢ
୍㒊

ᮾ㟁ࡣࠊᙜጤဨࡢࣄࣜࣥࢢᚋࣄࣜࣥࢢ࡛ࡢドゝ⪅ᗘ☜ㄆࡋ࡚ࡇࢀࢆそࡍドゝࢆᚓࡓ᪨ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥ᅇ⟅㸧ࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡶ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸱ࠚ᳨࡛ウࠊㄝ᫂ࡍࡿࠋ

ྕᶵ$⣔ࡣ%⣔ࡼࡾඛṆࡋࡓࡇ୧⣔⤫ࡢ⨨㛵ಀࡽࡶὠἼࡀཎᅉࡣ⪃࠼ࡀࡓ࠸ࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡶ࠙ཧ
⪃㈨ᩱ㸰㸰㸱ࠚ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
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㸰㸰㸲 ᳨ドࡍࡁࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟
㸯㸧ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇෆ࡛ࡢฟỈࡘ࠸࡚
 ᭶᪥ศࡢᮏ㟈Ⓨ⏕┤ᚋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇෆ࡛ฟỈࡀ࠶ࡗࡓࡇ
ࡀࠊᙜࠊฟỈ⌧ሙ㏆࡛సᴗࢆࡋ࡚࠸ࡓᮾ㟁ࡢ༠ຊᴗࡢ♫ဨ㸦」ᩘ㸧ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪ
ᰝࡽ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

Dࠕ␚ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࢪࣕࢵࡁࡓࠖ
༠ຊᴗࡢ♫ဨࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡼࢀࡤࠊฟỈࡣྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ㝵ࡢ༡ഃࡢቨ㏆࠸ࡇ
ࢁ࡛㉳ࡁࡓࠋྠ㝵ࡣ,&⏝ᆺࢱࣥࢡᇶࡀタ⨨ࡉࢀࠊ,&⏝㓄⟶ࡀ」㞧ྲྀࡾᅇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ฟỈࡀ㉳ࡁࡓࡁࠊ」ᩘࡢ༠ຊᴗࡢ♫ဨࠊྜィேࡀࠊྠ㝵ࡢ㓄㟁┙ࡢⅬ᳨⏝㊊ሙࡢタ
⨨సᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᙜጤဨࡣࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍ேࡢ$Ặࡽࠊࡉࡽ᪥ࢆᨵࡵ࡚ࡶ࠺୍ேࡢ%
Ặࡽヰࢆ⫈࠸ࡓ㸦$Ặ%Ặࡣูࡢ༠ຊᴗ♫ဨ㸧ࠋ୧Ặࡢヰࡣࠊ⣽࠸Ⅼ࡛ࡣ␗࡞ࡿࡇ
ࢁࡶ࠶ࡿࡀࠊ➽࡛ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
%Ặࡼࢀࡤࠊᆅ㟈ࡢᦂࢀࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ%Ặࡣဨࡑࡢሙࡲࡿࡼ࠺ኌ࡛
ᣦ♧ࡋࡓࠋࡑࡢ࠶ࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ༡ഃࡢቨࡢ㏆ࡃ࡛ฟỈࡀ㉳ࡁࡓࠋࡑࡢࡁ%Ặࡣࡑࡢቨ
ࡽᑡࡋ㞳ࢀࡓࡇࢁࠊቨ⫼ࢆྥࡅ࡚❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋᕥᶓࡣ≀ᦙධཱྀ㸦≀ࡢᶵჾࡸ
ᶵᮦࢆ㝵ࡽཎᏊ⅔ᘓᒇྛ㝵ᦙධࡍࡿࡓࡵࠊྛ㝵ࡢᗋタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍㎶Pࡢ
ṇ᪉ᙧࡢ㛤ཱྀ㒊㸧ࡀࠊࡲࡓࡍࡄࡑࡤࡣࢪࣈࢡ࣮ࣞࣥ㸦᪕ᅇᘧࡢᑠᆺᅛᐃࢡ࣮ࣞࣥ㸧ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋỈࡣ%Ặࡢྑᶓࡢୖ᪉ࡽࠕ␚ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࢪࣕࢵࠖࡁࡓࠋ%Ặࡣࠕࡑࢀࢆࡪࡗࡓࡽ
⤊ࢃࡾࡔࠖᛮ࠸ࠊⓙࠕ㏨ࡆࢁ㸟ࠖྉࡧࠊ⮬㌟ࡶᇶࡢ,&ࢱࣥࢡࡢ㛫ࢆ㉮ࡾᢤࡅࠊࡑࡢ
ඛ࠶ࡿഃࡢ㝵ẁࡽࡢ♫ဨࡶᆅୖࡲ࡛㥑ࡅୗࡾࡓࠋᛴ࠸࡛㏨ࡆࡓࡢ࡛ࠊỈࡢ㔞
ࡸࠊỈࡀ෭ࡓࡗࡓ⇕ࡗࡓࠊẼࢆకࡗ࡚࠸ࡓ࠸࡞ࡗࡓࠊ࡞ࡣศࡽ࡞࠸
࠸࠺ࠋ
୍᪉ࠊ$Ặࡣࠊ%ẶࡢࠕṆࡲࢀ㸟ࠖࡢᣦ♧ࢆ⪥ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ,&ࢱࣥࢡ᱁⣡ᐜჾࡢ㛫㏨
ࡆ㎸ࡳࠊ㏆ࡃ࠶ࡗࡓ㓄⟶ࡢྲྀࡗᡭࡋࡀࡳࡘ࠸࡚ᦂࢀ⪏࠼࡚࠸ࡓࡀࠊࠕ㏨ࡆࢁࠖࡢኌࡀ
ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢኌࡢ᪉㸦%Ặࡢ᪉㸧ࢆぢࡓࡽࠊᩳࡵᗘࡃࡽ࠸ࡢゅᗘ࡛ࠊỈࡀୖࡢ࠺ࡽ
ࠕࣂ࣮ࢵࠖฟ࡚ࡁࡓࡢࡀぢ࠼ࡓࡢ࡛ࠊៃ࡚࡚ࢱࣥࢡࡢ⬥ࢆ㉮ࡾᢤࡅࠊࡸࡣࡾഃࡢ㝵ẁࢆ
㥑ࡅୗࡾࡓࠋ

EฟỈඖࡣࡘࡵࡎ
ୖ㝵㸦㝵㸧ࡣࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱ㈓ⶶࣉ࣮ࣝࡢ᭱ୖ㒊ࡀ㢦ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ┠
ᧁࡉࢀࡓỈࡣࣉ࣮ࣝ᭱ୖ㒊ࡽࡢ⁄Ỉ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ࣉ࣮ࣝ
Ỉࡀ⃭ࡋࡃᦂࢀ࡚㸦ࢫࣟࢵࢩࣥࢢ⌧㇟㸧୍㒊ࡀᗋ⁄ࢀฟࡋࠊୗࡢ㝵ὶࢀⴠࡕ࡚ࡁࡓࡇ
ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ㝵ࡽ㝵ὶࢀⴠࡕ࡚࠸ࡃ⤒㊰ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ㝵ࡢ≀ᦙධཱྀࡀ⪃




ᮾ㟁᯽ᓮส⩚ཎⓎࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈࡛ࡁ࡞⿕ᐖࢆ⿕ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊྕᶵࡽྕᶵ
ࡲ࡛ࢫࣟࢵࢩࣥࢢࡼࡾ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢỈࡀ⁄Ỉࡋࠊ≉ྕᶵࡢሙྜࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵࡴỈࡀ⇞ᩱྲྀ᭰ᶵࡢࢣ࣮ࣈ
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࠼ࡽࢀࡿࡀࠊฟỈࠊ%Ặࡣ㝵ࡢ≀ᦙධཱྀࢆぢୖࡆࡿ⨨࠸ࡓࡢ࡛ࠊฟỈࡢ᪉ྥࡀ୍⮴
ࡋ࡞࠸㸦ฟỈࡣ%Ặࡢྑᶓ᪉ྥ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
⏝῭ࡳ⇞ᩱ㈓ⶶࣉ࣮ࣝࡢቨࡢ᭱ୖ㒊ࡣከᩘࡢࠕẼཱྀࠖࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᆅ㟈
Ⓨ⏕ࡑࡢẼཱྀὶධࡋࡓࣉ࣮ࣝỈࡀẼࢲࢡࢺ⤒⏤࡛㝵ὶࢀⴠࡕ࡚ࡁࡓࡇࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ḟ㡯ࠕ㸰㸰㸲㸰㸧ࠖグࡍࡼ࠺ࠊྕᶵ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ,&⣔㓄⟶ࡀᆅ㟈ື࡛◚ᦆࡋ࡞
ࡗࡓ࠺ࡀࡓࡧࡓࡧၥ㢟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺ࠊฟỈࡀ┠ᧁࡉࢀࡓཎᏊ⅔ᘓᒇ
㝵ࡣ,&⣔㓄⟶ࡀ」㞧ྲྀࡾᅇࡉࢀࠊ୍㒊ࡢ㓄⟶ࡣ┠ᧁࡉࢀࡓฟỈ⌧ሙ㏆ࡃࡲ࡛ఙࡧ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡽࠊᙜጤဨࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ⿕ࡤࡃࡋ࡚࡛ࡶ㝵ࢆᐇᆅㄪᰝࡋࡓ࠸᪨ࠊᮾ㟁
⏦ࡋධࢀࡓ㸦ㄪᰝࡢ┠ⓗࡣ࠶࠼࡚ఏ࠼࡞ࡗࡓ㸧ࠋࡋࡋࠊཎᏊ⅔ᘓᒇෆࡣ↷᫂ࡀ࡞ࡃ
㛫ࡶ┿ࡗᬯ࡛࠶ࡿࡇࠊỈ⣲⇿Ⓨࡼࡗ࡚࠸ࡓࡿࡇࢁࡀࢀࡁࡀᩓࡋ࡚࠸ࡿ࠺࠼≀
ᦙධཱྀࡢࡼ࠺࡞㛤ཱྀ㒊ࡶ࠶ࡗ࡚㠀ᖖ༴㝤࡛࠶ࡿࡇࠊᮾ㟁ࡋ࡚ࡣᚑᴗဨవィ࡞⿕ࡤࡃ
ࢆࡉࡏࡓࡃ࡞࠸ࡢ࡛ᙜጤဨࡢㄪᰝࡣྠ⾜࡛ࡁ࡞࠸ࡇࠊ࡞ࢆఏ࠼࡚ࡁࡓࠋ⇍⪃ࡢᮎࠊ
ᙜጤဨࡣཎᏊ⅔ᘓᒇෆㄪᰝࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ

⤖ᒁࠊ⌧Ⅼ࡛ᙜጤဨࡀ᩿ᐃⓗゝ࠼ࡿࡇࡣࠊྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ㝵ࡢ༡ഃࡢቨ㏆࡛
ᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋฟỈࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋᮾ㟁୪ࡧಖᏳ㝔ࡼࡗ࡚ࠊฟỈඖࡀ
ᚭᗏⓗㄪᰝࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᮾ㟁ࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ᙜࠊཎᏊ⅔ᘓᒇ㝵࡛༠ຊᴗࡢ♫ဨᩘྡࡀసᴗࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ
ࢆᙜ↛ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࡽࠊᮾ㟁ᨾㄪᰝࢳ࣮࣒ࡣ┤ࡕᙼࡽࡽ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡚ࡋࡿࡁ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᙜጤဨࡀ$ࠊ%୧Ặࡽ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓⅬ


࡛ࡶ࡞࠾ࠊࡑࢀࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ


㸰㸧㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦,&㸧ၥ㢟
ྕᶵࡢ㐠㌿ဨࡽࡣཎᏊ⅔ᅽຊࡢᛴ㏿࡞㝆ୗࢆぢ࡚ࠊࠕ㓄⟶₃࠼࠸ࠖࡀ࡞࠸࠺ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡓ㝆ୗࡋࡍࡂࡓᅽຊࢆᡭ୰ࡵࡿࡃࠊ,&ࢆᡭືṆࡋࡓࠋᮾ㟁ࡀᙇࡋ࡚
࠸ࡿ෭༷ᮦ ᗘኚ⋡ࠕΥK௨ୗࠖࡢ㡰ᏲࡀᡭືṆࡢ┤᥋ࡢືᶵ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᡭືṆࡣ
ேࡢ㐠㌿ဨࡢጇᙜ࡞ุ᩿㐃ᦠࡢࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᆅ㟈ືࡼࡗ࡚,&⣔㓄⟶ᑠつ
ᶍ෭༷ᮦ႙ኻᨾࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ᚤᑠ◚ᦆࡀ⏕ࡌ࡞ࡗࡓ࠺㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡢ
⣽࡞᳨ᰝࡀ࡛ࡁ࡞࠸⌧≧࡛ࡣࠊ᩿ᐃⓗఱࡶゝ࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௨ୗヲࡋࡃグࡍࠋ



ࣝ㈏㏻㒊ࡽ㠀⟶⌮༊ᇦࡢỈタഛ₃࠼࠸ࡋࠊ᭱⤊ⓗⓎ㟁ᡤእᨺฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆᩍカࠊ᯽ᓮส⩚ཎⓎ
⚟ᓥ➨୍ࠊ➨ཎⓎࡢྕᶵࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱ㈓ⶶࣉ࣮ࣝࡢ࿘ᅖ㧗ࡉ⣙Pࡢᰙࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ

$Ặࡣࠊ┠ᧁࡋࡓฟỈࡀఱࠊ⿕ࡤࡃࡋࡓྍ⬟ᛶࡣ࡞࠸ࠊ࡞ࢆᨾ┤ᚋࡽᮾ㟁ఱᗘၥ࠸ྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ࡞࡞┦ᡭࡉࢀࡎࠊᮾ㟁ࡀ$Ặࡢồࡵᛂࡌ࡚ෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࢆᐇࡋࡓࡢࡣ᭶ᮎࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥୪ࡧྠ᭶᪥

- 229 -

D㐠㌿ဨࡣ࡞ࡐ㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦,&㸧ࢆᡭືṆࡋࡓ
ձ,&ࡢᙺືసཎ⌮
ཎⓎࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ୰࡛᰾⇞ᩱࢆࡗ࡚ỈࢆἛ㦐ࡉࡏࠊⓎ⏕ࡋࡓ㔞ࡢẼ㸦ᅽຊ
⣙03Dࠊ ᗘ⣙Υ㸧ࢆẼ⟶࡛ࢱ࣮ࣅ࣭ࣥⓎ㟁ᶵ㏦ࡾࠊ㟁Ẽࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊศẼ㝸㞳ᘚ㸦06,9㸧ࡀ✺↛㛢ṆࡋࡓࡓࡵࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ୰࡛Ⓨ⏕
ࡍࡿ㔞ࡢẼࡀ⾜ࡁሙࢆኻ࠸ࠊཎᏊ⅔ᅽຊ㸦⅔ᅽ㸧ࡀୖ᪼ࡋጞࡵࡓࠋ≉ཎᏊ⅔ࢫࢡ࣒ࣛ
┤ᚋࡣ᰾ศ⏕ᡂ≀ࡼࡿᔂቯ⇕ࡀࡁࡃࠊ⅔ᅽࡢୖ᪼ࡣ㏿࠸ࠋศࠊ⅔ᅽࡢ㧗ࡲࡾࢆ
ឤ▱ࡋࡓ㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦,&ࠊᅗ㸰㸰㸲㸯㸧ࡀ⮬ື㉳ືࡋࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊᮾ㟁ࡼࢀࡤࠊ,&ࡢ⮬ື㉳ືࡣࡶࡼࡾࠊࡇࡢࡼ࠺,&ࡀసືࡋࡓࡇ⮬యࠊ
㸦㸧ᖺࡢྕᶵႠᴗ㐠㌿㛤ጞ௨㝆ࠊᅇࡀึࡵ࡚ࡉࢀࡿࠋ




ᅗ㸰㸰㸲̾㸯 ྕᶵ,&ࡢ⣔⤫ࡢᴫ␎
ͤᮏᅗࡣᮾ㟁ࠕ⚟ᓥཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࡢῧࡢᅗ
ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏሗ࿌᭩ࡢㄝ᫂ࡢ౽ᐅࡢࡓࡵ୍㒊ຍ➹ࡋࡓࠋ


ྕᶵࡢ,&ࡣἛ㦐ỈᆺཎⓎ㸦%:5㸧ⲡᮇࡢタഛ࡛࠶ࡾࠊ⚟ᓥཎⓎ࡛ࡣྕᶵࡔࡅࡀ,&ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ,&ࡢタഛయࡣࠕᅗ㸰㸰㸲㸯ࠖࡢࡈࡃ$ࠊ%⣔⤫࡛ᵓᡂࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⣔ࡣࠊ෭༷Ỉࢆ࠼ࡓࠕỈჾࢱࣥࢡࠖࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾୖ㒊ࡽྲྀࡾฟࡋࡓẼࢆỈ




⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㐠㌿᧯సᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࣭ྕᶵࠊ࣭ྕᶵࠊ࣭ྕᶵࠊࡑࢀࡒࢀᑐࡋ࡚ࠊᙜ┤㛗ேࠊ
ᙜ┤㛗ேࠊᙜ┤௵ேࠊᙜ┤௵ேࠊᶵ᧯సဨேࠊ⿵ᶵ᧯సဨேࠊࡢྜィேࡽ࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊ≉
༊ูࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᮏሗ࿌࡛ࡣࡍ࡚ࠕ㐠㌿ဨ࡛ࠖ⤫୍ࡍࡿࠋ

᪥ᮏࡢཎⓎ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ᭱ྂࡢ%:5ᆺཎⓎࠊ᪥ᮏཎ㟁࣭ᩔ㈡ྕᶵ㸦ࠑࠒᖺႠᴗ㐠㌿㛤ጞ㸧タ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ჾࢱࣥࢡᑟࡃࠕẼ⟶ࠖࠊỈჾࢱࣥࢡࡢ୰࡛Ẽࡀ෭༷ࡉࢀ࡚࡛ࡁࡓỈࢆཎᏊ⅔ᅽຊᐜ
ჾୗ㒊ࡢᚠ⎔⣔㓄⟶ᑟࡃࠕࢻࣞࣥ⟶ࠖࠊࡑࡋ࡚ಶࡢ02ᘚ㸦㟁ືᘚ㸧࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢᘚ࡛࠶ࡿࡀࠊ$⣔ࠊ%⣔ྛಶࡢᘚࡢ࠺ࡕࠊ$⣔ࡢ$ᘚ%⣔ࡢ%ᘚࡣࠊ㐠㌿୰ࠕᖖ㛢
ࡌ࡚࠸ࡿࠖࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࡢᘚ㸦$ࠊ$ࠊ$ᘚࠊ%ࠊ%ࠊ%ᘚ㸧ࡣࠕᖖ㛤࠸࡚࠸ࡿࠖࠋ
ࡋࡋఱࡽࡢཎᅉ࡛㸦࠼ࡤࠊ06,9ࠑẼ㝸㞳ᘚࠒࡀ✺↛㛢Ṇࡋ࡚㸧⅔ᅽࡀୖ᪼ࡋࠊࡑ
ࡢᅽຊࡀ03Dࢆ⛊௨ୖ⥅⥆ࡋ࡚㉸࠼ࡿࠊࡑࢀࡲ࡛㛢ࡌ࡚࠸ࡓ$ᘚ%ᘚࡀ⮬ືⓗ
㛤ࡃࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
$ᘚࠊ%ᘚࡀ㛤ࡃࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆࡢ㧗 ࣭㧗ᅽࡢẼࡣẼ⟶ࢆ㏻ࡗ࡚᱁⣡ᐜჾእ
タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿỈჾࢱࣥࢡ$ࠊ%ධࡾࠊࡑࡇ࡛෭༷Ỉ⇕ࡋࠊ᭱⤊ⓗࡣඖࡢẼ
ᗘࡼࡾࡶప࠸ ᗘࡢỈจ⦰ࡍࡿࠋẼࡀỈኚࡍࡿࡁ࡞య✚จ⦰ࡀ㉳ࡇࡿࡢ࡛ࠊ
㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓ⅔ᅽࡣపୗࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ㠀ᖖ⏝Ỉჾࢱࣥࢡ$ࠊ%ࢆฟࡓỈࡣࡑࢀࡒࢀࡢࢻ
ࣞࣥ⟶ࢆ㏻ࡗ࡚᱁⣡ᐜჾෆධࡗࡓ࠶ࠊᅗࡢ3Ⅼ࡛ྜయࡋࠊ$ࠊ%ࠊ⣔⤫࠶ࡿᚠ⎔⣔㓄⟶
ࡢ࠺ࡕࡢ%⣔⤫ࡢᚠ⎔࣏ࣥࣉධࡾཱྀ㸦ᅗ୰ࡢ4Ⅼ㸧㏆ࡽཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾᮏయᡠࡗ࡚
࠸ࡃࠋ
,&ࡢ᭱ࡢ≉ᚩࡣࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࡀࠊ࣏ࣥࣉ࡞ࡢ≉ู࡞ືຊࢆᚲせࡋ࡞࠸ࠕ⮬
↛ᚠ⎔ࠖࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⮬↛ᚠ⎔ࡢࡓࡵࠊࢱࣥࢡ$ࠊ%ࡣཎᏊ⅔ᅽຊᐜ
ჾࡢ᭱ୖ㒊ࡰྠࡌࣞ࣋ࣝタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ,&ࡣࡶ࠺୍ࡘࡁ࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
ཎᏊ⅔෭༷ᮦࡀ㛢ࡌࡓ࣮ࣝࣉ㸦ཎᏊ⅔ЍẼ⟶ЍỈჾЍࢻࣞࣥ⟶ЍཎᏊ⅔㸧ࢆᚠ⎔ࡍࡿࡔ
ࡅ࡞ࡢ࡛ࠊཎᏊ⅔Ỉࡣࡁࡃኚࡋ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ղศࠊࠕၥ㢟ࡢࠖ,&ᡭືṆ
ࠕᅗ㸰㸰㸲̾㸰ࠖࡣࠊᆅ㟈ࡼࡾࢫࢡ࣒ࣛࡍࡿᑡࡋ๓ࡽࠊ࠾ࡼࡑศᚋࡢὶ㟁※
႙ኻ㸦6%2㸧ࡲ࡛ࡢཎᏊ⅔ᅽຊࡢ࣌ࣥࣞࢥ࣮ࢲグ㘓࡛࠶ࡿࠋࡇࡢグ㘓ࢆᴫほࡍࡿ͐͐ᆅ㟈
Ⓨ⏕┤๓ࡢྕᶵࡢ㐠㌿୰ࡢཎᏊ⅔ᅽຊࡣ⣙03Dࡔࡗࡓࡀࠊᆅ㟈ࡼࡾཎᏊ⅔ࡀ⮬ືⓗ
ࢫࢡ࣒ࣛࡋ㸦ձ㸧ࠊࡑࢀࡼࡾཎᏊ⅔ෆࡢ෭༷ᮦࡢẼἻ㸦࣎ࢻ㸧ࡀ₽ࢀࠊ⅔ᅽࡀపୗࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊ06,9ࡀ㛢Ṇࡋࡓࡓࡵ⅔ᅽࡀୖ᪼ࡋࡣࡌࡵࡓ㸦ղ㸧ࠋࡑࡋ࡚⅔ᅽࡀつᐃ್03D
㐩ࡋࡓࡓࡵࠊศࠊ,&ࡀ⮬ື㉳ືࡋ㸦ճ㸧ࠊࡑࡢࡓࡵ⅔ᅽࡀ㝆ୗࡋࡣࡌࡵࡓࠋࡋࡋ
ࡑࡢ⣙ศᚋࡢศࠊ㝆ୗࡋ࡚࠸ࡓ⅔ᅽࡀ✺↛9Ꮠᅇࡋ࡚࠸ࡿ㸦մ㸧ࠋᮾ㟁ࡣࡑࡢ⌮
⏤ࢆࠊ㐠㌿ဨࡀ,&ࡢ$ᘚ%ᘚࢆ୰ኸ᧯సᐊ㸦୰ኸไᚚᐊ㸧ࡽᡭື᧯స࡛㛢ࡌ࡚,&ࢆṆ
ࡉࡏࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊ≉ࢫࢡ࣒ࣛ┤ᚋࡣࡁ࡞ᔂቯ⇕ࡼࡾ
Ẽࡀ㔞Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ,&ࡀṆࡍࢀࡤཎᏊ⅔ᅽຊࡣᙜ↛ᛴୖ᪼㌿ࡌࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊմࡣ,&ࢆᡭືṆࡋࡓࡓࡵࠊࡍࡿᮾ㟁ࡢㄝ᫂ࡑࢀ⮬య≉ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࠋၥ㢟ࡣࠊ⮬
ື㉳ືࡋࡓ,&ࡀ࡞ࡐศᚋᡭືṆࡉࢀࡓ࡛࠶ࡿࠋ
ศࡽศࡲ࡛ࡢࢃࡎศ㛫ࡢ,&సື࡛ࠊ⅔ᅽࡣ⣙03Dࡽ୍Ẽ⣙
03Dࡲ࡛ⴠࡕ࡚࠸ࡿࠋᯝࡓࡋ࡚ࡇࢀࡣṇᖖ࡞ᅽຊ㝆ୗ࡞ࡢࠋ,&⣔㓄⟶ࡲࡓࡣࡢ㓄⟶ࡀࠊ




ࡇࡇグࡋࡓ㛫ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ᮾ㟁ࡀබ⾲ࡋࡓࠕྛ✀᧯సᐇ⦼ྲྀࡾ⧳ࡵࠖࡼࡿࠋ
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㛗ࡃ⃭ࡋ࠸ᆅ㟈ືࡼࡗ࡚◚ᦆࡋࠊࡑࡢ◚ᦆ⟠ᡤࡽ෭༷ᮦࡀ₃ࢀฟࡍࡼ࠺࡞ࢺࣛࣈࣝࡀ㉳
ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ̿̿ࡇࢀࡣࠊྕᶵࡢᨾࡢ᥎⛣ࢆㄽࡌࡿࡁࠊ↓どࡍࡿࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸㔜
せ࡞ၥ࡛࠶ࡾࠊᛕ࡛࠶ࡿࠋᐇࠊᨻᗓᨾㄪࡣࠊ୰㛫ሗ࿌᭩࡛࡞ࡾࡢ࣮࣌ࢪࢆࡇࡢ
ၥ㢟ࡢ᳨ド࠸࡚࠸ࡿࠋ




ᅗ㸰㸰㸲㸰 ྕᶵࡢ⅔ᅽࡢኚ
ͤグ㘓⣬ࡢ୰ኸグࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘᏐࠊࠊ͐ࡣࠊ᭶᪥ࡢ༗ᚋࡢࠊࠊ͐ࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ฟ㸸ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㐠㌿グ㘓ཬࡧᨾグ㘓ࡢศᯒᙳ㡪ホ౯ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥බ⾲㸧



ճ෭༷ᮦ ᗘኚ⋡ࠕΥK௨ୗࠖࢆ㡰Ᏺࡋࡓࠊࡣྜ⌮
ࡇࡢ,&ᡭືṆ᧯స㛵ࡋ࡚ࠊᮾ㟁ࡣ᪥ࡲ࡛ࠊ⮬♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡣࡌࡵࠊ
グ⪅ぢࠊ
ྛ✀ሗ࿌᭩࡞ࠊ࠶ࡽࡺࡿሙࠊ࠶ࡽࡺࡿᶵࢆ㏻ࡌࠊ,&ࡀᡭືṆࡉࢀࡓࡢࡣࠊཎᏊ⅔෭༷
ᮦࡢ㛫ᙜࡓࡾࡢ ᗘኚ⋡ࡣΥK௨ୗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ᮾ㟁ࡢ㐠㌿つ๎ࢆ




ᨻᗓᨾㄪࠕ୰㛫ሗ࿌㸦ᮏᩥ⦅㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
෭༷ᮦࡢ㛫ᙜࡓࡾࡢ ᗘኚ⋡ࢆΥK௨ୗᢚ࠼ࡿࡇࡢ┠ⓗࡣࠊࡁࡃ㸰ࡘ࠶ࡿࠋ㸯ࡘࡣࠊᶵჾࠊ㓄⟶࡞
㐣ᗘࡢ⇕⑂ປᦆയࢆຍࡋ࡞࠸ࡓࡵࠋࡶ࠺㸯ࡘࡣࠊᛴ⃭࡞ ᗘኚࡼࡿཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ⅔ᚰ㒊ࡢ⬤ᛶ◚ቯ
㜵Ṇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ ᗘኚ⋡ࡢไ㝈ࡣࠊḢ⡿ࡢⅆຊⓎ㟁ࡸᏛࣉࣛࣥࢺࡢ㐠㌿࡛᫇ࡽࢃࢀ࡚ࡁࡓ⤒㦂๎ࠊࠕ⳹
ẶᗘK௨ୗࠖ⏤᮶ࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉⌮ㄽⓗ࡞つ๎࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⡆༢ゝ࠼ࡤࠊᶵჾࡸ㓄⟶ࡁ࡞
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

㐠㌿ဨࡀ㡰Ᏺࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠊᙉࡃᙇࡋ࡚ࡁࡓࠋᐇ㝿ࠊᮾ㟁ࡀ᭶᪥බ⾲ࡋࡓᨾ
ㄪᰝሗ࿌᭩ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋ


㠀ᖖ⏝Ỉჾࡢ᧯సࡘ࠸࡚ࡣࠊᡭ㡰᭩࡛ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢᙳ㡪⦆ࡢほⅬ
ࡽཎᏊ⅔෭༷ᮦ ᗘኚ⋡ࡀ ΥK ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡼ࠺ㄪᩚࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿ࠊ㠀ᖖ⏝Ỉჾࡢసືᛴ⃭ ᗘࡀపୗࡋࡓᚋࠊṆ᧯సࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ᧯సࡣᡭ㡰᭩๎ࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ


 ᨻᗓᨾㄪࡶࠊᮾ㟁ࡢᙇࢆ௨ୗࡢࡼ࠺ࡑࡢࡲࡲཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࠋ


ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤཎᏊ⅔タಖᏳつᐃࠖ➨  ᮲➨  㡯ࠊ⾲  ࡼ
ࢀࡤࠊཎᏊ⅔෭༷ᮦ ᗘኚ⋡ࡣ ΥK ௨ୗᐃࡵࡽࢀࠊࡇࢀࢆ㐠㌿ୖࡢไ㝈
ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁࠊ ᭶  ᪥    ศ㡭ࠊᙜ┤ࡣࠊ ྕᶵࡢཎᏊ⅔ᅽຊࡢపୗࡀ㏿
ࡃࠊࡇࡢࡲࡲ ,& ࡢࡘࡢ⣔⤫ࢆࡗ࡚෭༷ࡍࢀࡤࠊྠಖᏳつᐃ࡛ᐃࡵࡿཎᏊ⅔෭
༷ᮦ ᗘኚ⋡ࢆ㉸࠼࡚ཎᏊ⅔෭༷ᮦ ᗘࡀ㝆ୗࡋࠊྠಖᏳつᐃࢆ㑂Ᏺ࡛ࡁ࡞࠸
⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᙜ┤ࡣࠊ㏻ᖖࡢ᧯సᡭ㡰ᚑ࠸ࠊసື୰ࡔࡗࡓ ,& ࡢ  ⣔⤫㸦$
⣔ࠊ% ⣔㸧ࡢᡠࡾ㓄⟶㝸㞳ᘚ㸦02$ࠊ%㸧ࡢࡳࢆ㛢᧯సࡋ࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡢ ,& ࡶᡭ
ື࡛Ṇࡋࡓࠋ


せࡍࡿࠊᮾ㟁ࡶᨻᗓᨾㄪࡶࠊ㐠㌿ဨࡣ㐠㌿ᡭ㡰᭩ࡸᮾ㟁ಖᏳつᐃグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ෭
༷ᮦ ᗘኚ⋡ࡣΥK௨ୗࠖ࠸࠺つ๎ࢆᏲࢀ࡞࠸ุ᩿ࡋ࡚,&ࢆᡭືṆࡋࡓࠊㄝ᫂
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௨ୗࡢᐇࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓㄝ᫂ࡀྜ⌮࡛࠶ࡿࡇࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡲࡶ࡞࠾
ྜ⌮࡞ㄝ᫂⮬↛࡞ࡲ࡛ᇳ╔ࡋ࡚࠸ࡿᮾ㟁ࡢጼໃࡣࠊ,&ఱࢺࣛࣈࣝࡀ㉳ࡁࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠊ,&⣔㓄⟶ࡣ◚ᦆࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸ࡗࡓᛕࢆ⏕ࡳฟࡍࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡶࡑࡶ,&ࡀ࡞ࡐ⮬ື㉳ືࡋࡓࡢ࠸࠼ࡤࠊ06,9ࡀ✺↛㛢Ṇࡋ࡚⅔ᅽࡀୖ᪼ࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࡑࡢᅽຊࢆᢚไࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡶࡕࢁࢇࠊ,&ࡀ⮬ື㉳ືࡍࡿࡼ࠺ࢭࢵࢺࡋ࡚࠸
ࡓࡢࡣ࡞ࡽࡠᮾ㟁⮬㌟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮾ㟁ࡣ,&ࡀ$⣔ࠊ%⣔㸰⣔⤫ྠ⮬ື㉳ືࡍ
ࢀࡤࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡸ෭༷ᮦ ᗘࡀࡢࡼ࠺ኚࡍࡿࢆ̿̿ゝ࠸࠼ࢀࡤ,&ࡢ㐠㌿ᛶ⬟ࢆ
̿̿༑ศ▱ࡗࡓୖ࡛ࠊ,&ࡢ⮬ື㉳ືࢆࢭࢵࢺࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡶࢃࡽࡎࠊ෭༷ᮦࡢ ᗘኚ⋡ࢆΥK௨ୗᢚ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛,&ࢆᡭືṆࡋࡓ


ᗘᕪࡀࡘ࡞࠸ࡼ࠺ࢯࣇࢺ㐠㌿ࡋࡼ࠺࠸࠺ࡶࡢࡔࠋ
ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

ᐇ㝿ࡣࠊᙜヱᡭ㡰᭩ 06,9㛢ᑐࡍࡿᡭ㡰᭩ ࡢヱᙜ㒊ศΥK㛵ࡍࡿグ㏙ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࠕᡭ㡰᭩๎ࡗ࡚
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡢࡣࠊࢇഇゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ

ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤཎᏊ⅔タಖᏳつᐃࠖࡣࠊ㟁Ẽᴗἲࡢồࡵࡋࡓࡀࡗ࡚ᮾ㟁ࡀసᡂࡋࡓࡶࡢࠋࡑࡢ
୰ࠊΥK௨ୗ࠸࠺ไ㝈್ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ᨻᗓᨾㄪࠕ୰㛫ሗ࿌㸦ᮏᩥ⦅㸧࣮ࠖ࣌ࢪ
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ࡍࡿ࡞ࡽࠊྕᶵࡢ,&ࡣ෭༷⬟ຊࡀ㧗ࡍࡂ࡚ᐇ㝿ࡣ࠺ࡲࡃ࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ḟ㝗⨨
࡛࠶ࡗࡓࠊ,&⣔㓄⟶ࡀ◚ᦆࡋࡓࡓࡵΥK௨ୗࡢไ㝈ࡀᏲࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢࠊ࠸ࡎࢀ
࡛࠶ࡿࠋΥK௨ୗࡢไ㝈ࢆ㡰ᏲࡍࡿࡓࡵṆࡵࡓࠊ࠸࠺ᮾ㟁ࡢᙇࡣࠊ᫂ࡽ⮬ᐙ᧐
╔㝗ࡗ࡚࠸ࡿࠋ,&ࡀ࡞ࡐᡭືṆࡉࢀࡓࡢ㛵ࡋ࡚ࠊࡶࡗྜ⌮ⓗ࡛ㄝᚓຊࡢ࠶ࡿ⌮⏤
ࡀぢฟࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ゝࡍࢀࡤࠊࠎ้ࠎࡢ෭༷ᮦ ᗘኚ⋡ࡀ୰ኸไᚚᐊࡢ᧯స┙ᩥᏐࡲࡓࡣࢢࣛࣇ࡛┤
᥋⾲♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㐠㌿ဨࡀࠊ࠶ࡿ㛫ෆࡢ෭༷ᮦ ᗘኚ⋡ࢆ
▱ࡾࡓࡅࢀࡤࠊࡑࡢ㛫ෆࡢཎᏊ⅔ᅽຊࡢኚࡽィ⟬࡛ࡑࢀࢆồࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ
,&ࡀ⮬ື㉳ືࡋࡓ࠶ࠊ㐠㌿ဨࡀࡑࡢࡼ࠺࡞ィ⟬ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡣ୍㐃ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
࡛᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

մ㐠㌿ဨࡣ㓄⟶₃࠼࠸ࡀ㉳ࡁ࡚࠸࡞࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵᡭືṆࡋࡓ
ᙜጤဨࡣࠊྕᶵࡢ㐠㌿᧯సᐇ㝿㛵ࢃࡗࡓ」ᩘࡢ㐠㌿ဨࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆఱᅇ
ศࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࡣ,&ࡢ᧯స㛵ࡍࡿࠊ࠶ࡿ㐠㌿ဨࡢⓎゝࡢせ⣙࡛࠶ࡿࠋ

⤒㦂ࡋࡓࡇࡀ࡞࠸ࡢ⃭ࡋ࠸ᆅ㟈ࡢᦂࢀࠊྕᶵࡢ୰ኸไᚚᐊ࠸ࡓ㐠㌿ဨࡣ㌟ࡢ
Ᏻࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵᗋఅࡋࡓࠋᦂࢀ࡚࠸ࡿ㛫ࡀ㠀ᖖ㛗ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㐠㌿ဨࡣᗋఅࡋ
ࡓࡲࡲୗࡽ᧯స┙ࢆぢୖࡆࡿࡼ࠺ࡋ࡞ࡀࡽࠊⅬⅉ࣭Ⅼ⁛ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ࣛࣥࣉࢆ࠸
ᣦࢆࡉࡋ࡞ࡀࡽ☜ㄆࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺୰࡛,&ࡢ$ࠊ%ࠊ⣔⤫ࡀ⮬ື㉳ືࡋࡓࡇࡶ☜ㄆࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ㐠㌿ᑐᛂ㏣ࢃࢀࡿ୰ࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡀ⣙03Dࡽ⣙03Dࡲ࡛ࡁࡃ㝆ୗ
ࡋࡓ࠸࠺ሗ࿌ࢆࡢ㐠㌿ဨࡽཷࡅࡓࠋ⅔ᅽࢆᡭ୰ࡵࡓࡗࡓࡢ࡛,&ࢆṆࡵࡓࠋ⅔ᅽ
ࡀᅇࡋࡓᚋࡣࠊ06,9㛢ᑐࡍࡿᡭ㡰᭩࠶ࡿࡼ࠺ࠊᡭື࡛,&ࢆ᧯స㸦㉳ື࣭Ṇ㸧ࡋ
࡞ࡀࡽࠊཎᏊ⅔ᅽຊࢆ㹼03Dࡄࡽ࠸ࡢ㛫࣮࢟ࣉࡋࡓࠋ%⣔ࢆṆࡵࡓࡲࡲࠊ$⣔ࡔࡅࢆ᧯స
ࡋࡓࠋࡑࡢࡁࡣࠊ࠶ࡣᡭ㡰᭩࠾ࡾ෭ Ṇࡲ࡛ࡶࡗ࡚࠸ࡅࡿ⮬ಙࡀ࠶ࡗࡓࠋ㐠㌿᧯స
ࡣᡭ㡰᭩ᚑࡗࡓࡀࠊ㐠㌿ဨࡣ࠸ࡕ࠸ࡕᡭ㡰᭩ࢆ┠ࡢ๓ᗈࡆ࡞ࡀࡽ㐠㌿ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᡭ㡰ࡣ%:5ࡢ㐠㌿カ⦎ࢭࣥࢱ࣮࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥカ⦎ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛యᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊྕᶵࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ,&ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥカ⦎ࡣཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋΥ
㸭Kไ㝈ࡢࡇࡣࡍ࡚ࡢ㐠㌿ဨࡀ⇍▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅽຊࢆኚࡉࡏࢀࡤᙜ↛ ᗘࡶኚࡍࡿ
ࡢ࡛ࠊ㐠㌿ဨࡣ࠸ࡘࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅ ᗘⓗࢯࣇࢺ࡞㐠㌿ࢆࡋࡼ࠺ࡣᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ
ᗘኚ⋡ࡢࡓࡵ,&ࢆṆࡵࡓ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅽຊࢆᡭ୰ࡵࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࡲࡓ௨ୗࡣࠊูࡢ᪥⾜ࡗࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠾ࡅࡿྕᶵ㐠㌿ဨࡢࠊ,&ᡭືṆ㛵ࢃࡿ
Ỵᐃⓗ㔜せ࡞Ⓨゝࢆࠊࡰࡑࡢࡲࡲグࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡗࡇෆࡣᙜጤဨࡼ




ᙜጤဨࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㐠㌿ဨࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥㹼᭶᪥ᩘᅇ⾜ࡗࡓࠋ
ᮾ㟁ࠕཎᏊ⅔ࢫࢡ࣒ࣛᨾ㸭ཎᏊ⅔ࢫࢡ࣒ࣛ㸭㸦%㸧Ẽ㝸㞳ᘚ㛢ࡢሙྜࠖࠗྕᶵᨾ㐠㌿᧯సᡭ㡰᭩㸦
㇟࣮࣋ࢫ㸧࠘㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ࡿὀ࡛࠶ࡿࠋ

ࢯࢥࣥ㸦,&ࡢࡇ㸧ࡀືసࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ሗࢆ㸦ࡢ㐠㌿ဨࡽ㸧ཷࡅࡓࡀࠊ⚾ࡣࠊ
ࠕ⅔ᅽࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛₃࠼࠸ࡀ࡞࠸ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ⅔ᅽࡢୗࡀࡾࡀ㏿ࡃࠊࡇࡢࡲࡲࡔ
ᅽຊᐜჾࡢᛶࡀಖ࡚࡞࠸ࠋ୍ᗘṆࡵ࡚₃࠼࠸ࡀ࡞࠸ࡶ☜ㄆࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸
࠺᧯సࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠖᙜ┤㛗☜ㄆࡋࡓࠋ⅔ᅽࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ
ᗘኚ⋡ࡶࡲࡎ࠸ࡋࠊᮏᙜࢯࢥࣥࡔࡅ࡛⅔ᅽࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠺ࡶศࡽ࡞࠸ࠋ
ࢯࢥࣥࢆṆࡵ࡚⅔ᅽࡀᅇࡍࢀࡤࢯࢥࣥ௨እࡶ₃࠼࠸ࡀ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋࡑࢀࢆ☜ㄆࡋ
ࡓ࠸ࠊࡔࡽࢯࢥࣥࢆṆࡵࡓ࠸ࡀࠊṆࡵ࡚࠸࠸ࢆᙜ┤㛗ᑜࡡࡓࡽࠊチྍࡀฟࡓࡢ࡛ࠊ
ࠕࡷࡌࠊࢇࡉۑۑᅇࠊࢯࢥࣥࡢᘚࢆ㛢ࡵ࡚ࠖ㢗ࢇࡔࠋ

௨ୖࡢࡼ࠺ࠊศࡢ,&ࡢᡭືṆࡣࠊᙜ┤㛗ࢆྵࡴேࡢ㐠㌿ဨࡢጇᙜ࡞ุ᩿㐃ᦠ
ࡢࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ,&ࢆᡭືṆࡋࡓ┤᥋ࡢ⌮⏤ࡣ෭༷ᮦࡢ ᗘኚ⋡࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㓄⟶
ࡽࡢ₃࠼࠸ࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆࠊࡑࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔ᅽຊࢆᡭ୰ࡵ㐠㌿᧯సᡭ㡰᭩ࡋࡓࡀࡗ࡚
᭱⤊ⓗࡣ෭ Ṇᣢࡕ㎸ࡴࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
,&ᡭືṆᑐࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠕΥK௨ୗ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ₃࠼࠸ࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆࡔࡗࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊᆅ㟈ືࡼࡿ㓄⟶◚ᦆ࠸࠺ࡸࡗ࠸࡞ၥ㢟ࢆច㉳ࡋࡡ࡞࠸ࠕ₃࠼࠸ࡢ᭷↓ࡢ☜
ㄆࠖ࠸࠺ゝⴥࡢ⏝ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ௦ࢃࡾࠊ෭༷ᮦࡢ ᗘኚ⋡ࡣΥ㸭K௨ୗࢆ๓㠃
ฟࡋ࡚ࠊ,&ࡢᡭືṆࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺ࡋ࡚ࡁࡓᛮࢃࢀࡿࠋ


E,&⣔㓄⟶ࡣᆅ㟈ື࡛◚ᦆࡋ࡞ࡗࡓ
ᨻᗓᨾㄪࡣ᭶᪥බ⾲ࡋࡓࠕ୰㛫ሗ࿌㸦ᮏᩥ⦅㸧࡛ࠖࠊ,&㛵ࡋ࡚ᴟࡵ࡚ከࡃࡢ࣌
࣮ࢪࢆ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞᳨ド⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡘࠊࠕᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ,&㓄⟶ࡢ
◚᩿ࡢྍ⬟ᛶࠖࡀ࠶ࡾࠊྠᨾㄪࡣ᭱⤊ⓗ௨ୗࡢࡘࡢ⌮⏤ࢆᣲࡆ࡚ࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ
ྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨୍ࠊ,&㓄⟶ࡣࠕ◚᳨᩿ฟᅇ㊰ࠖࡀ࠸࡚࠾ࡾࠊ,&㓄⟶ࡀ◚᩿ࡍࢀࡤࣇ࢙࣮ࣝࢭ࣮ࣇ
ᶵ⬟ࡀാ࠸࡚ᘚࡀ㛢ࡌࡿࡢ࡛ࠊᆅ㟈ᚋ,&ࡣసືࡋ࡞ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ➨ࠊࡶࡋ◚᩿ࡍ
ࢀࡤཎᏊ⅔ᅽຊཎᏊ⅔Ỉࡀᛴ⃭పୗࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ➨୕ࠊཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾእࡢ,&
㓄⟶◚᩿ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊ◚᩿⟠ᡤࡽ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵࡴẼࡀ₃࠼࠸ࡋࠊࠕᙜ┤ဨ
ࡢ⏕Ṛࡶ㛵ࢃࡿែࡀ⏕ࡌ࡚ࠖ࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ◚᳨᩿ฟᅇ㊰ࡣ,&㓄⟶ࡀ◚᩿ࡋࡓሙྜసືࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ㓄⟶ࡢᑠ◚ཱྀ/2&$
ᑐࡋ࡚ࡣసືࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓཎᏊ⅔ᅽຊࡸỈࡀᛴ⃭ኚࡍࡿࡢࡣ◚ཱྀ࠶ࡿ࠸ࡣ୰◚ཱྀ
/2&$ࡢሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᑠ◚ཱྀ/2&$ࡢሙྜࡣᚲࡎࡋࡶࡑ࠺࡞ࡽ࡞࠸ࡇࡣ᪤᭩࠸ࡓ㸦ࠕ㸰
㸰㸰ࠖཧ↷㸧ࠋࡉࡽࠊ➨୕ࡢ⌮⏤ࡣࡑࡢ⌮⏤⮬యࡀㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋࡓ࠼ࠊ,&⣔㓄⟶ࡀ◚




ᨻᗓᨾㄪࠕ୰㛫ሗ࿌㸦ᮏᩥ⦅㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧㹼࣮࣌ࢪ
ᨻᗓᨾㄪࠕ୰㛫ሗ࿌㸦ᮏᩥ⦅㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧࣮࣌ࢪ



- 235 -

᩿ࡋࡓࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡼࡾேࡢ⏕Ṛ㛵ࢃࡿࡢ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀࡑࡢሙࡲࡁᩓࡽ
ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋཎᏊ⅔෭༷ᮦࡢ୰ࠊᖖࠊࡑࢀ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ෭༷ᮦ୰㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡍࢀࡤࠊࡑ
ࢀࡣࠊ㓄⟶ࡀ◚᩿ࡍࡿ๓ࠊ᰾⇞ᩱᲬࡀࠊ࠼ࡤᆅ㟈ື࡛ࡦࡃ◚ᦆࡋࠊ㔞ࡢ᰾ศ⏕ᡂ
≀ࡀ෭༷ᮦ୰ᨺฟࡉࢀ࡚࠸ࡓሙྜ࡞ࠊᴟࡵ࡚≉Ṧ࡞ሙྜ㝈ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊᮾ㟁ࡣ᭶᪥ᥦฟࡋࡓᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧࡛ࠊ,&⣔㓄⟶ࡢ┠ど☜ㄆ
ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࠕ㠀ᖖ⏝Ỉჾᮏయࡢᦆയࠊ㓄⟶ࡢ◚᩿ࠊࣇࣛࣥࢪ㒊ࡽࡢ₃ὤࠊᘚࡢ⬺ⴠ
࡞ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠖࡋࠊῧ㸦㸧┠ど☜ㄆࡢ┿ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ
ࡑࢀࡽࡢ┿ࡽࡶศࡿࡼ࠺ࠊᇶᮏⓗ㓄⟶㢮ࡣಖ ᮦ㗰〇࢝ࣂ࣮࡛そࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
㓄⟶ᮏయࢆ┤᥋┠ど☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᑠ◚ཱྀ/2&$ࡢཎᅉ࡞ࡿࡼ࠺࡞⣽㛗࠸ࡦ
ࡧࢀࡣࠊࡊࡗࡥ࡞┠ど☜ㄆ࡛ࡣ࡞࡞Ⓨぢࡉࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ,&⣔㓄⟶ࡣ᱁⣡ᐜჾෆ
ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ┠ど☜ㄆࡣ᱁⣡ᐜჾእࡢ㓄⟶㢮ᑐࡋ࡚ࡢࡳ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


⤖ㄽࡋ࡚ࠊᆅ㟈ືࡼࡗ࡚,&㓄⟶ࠊ◚᳨᩿ฟᅇ㊰ࡀసືࡍࡿࡢ◚ᦆࡣ⏕ࡌ࡞ࡗ
ࡓࡋ࡚ࡶࠊ᱁⣡ᐜჾࡢ୰ධࡗ࡚ヲ⣽᳨ᰝࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸⌧ẁ㝵࡛ࡣࠊᆅ㟈ືࡼ
ࡾ,&㓄⟶⣽㛗࠸ࡦࡧࢀࡀ⏕ࡌࠊࡑࡇࡽ෭༷ᮦࡀᄇฟࡍࡿࡼ࠺࡞ᑠ◚ཱྀ/2&$ࡣ㉳ࡁ࡞
ࡗࡓࠊ᩿ゝࡍࡿᐈほⓗ᰿ᣐࡣఱࡶ࡞࠸ࠋ

F6%2௨㝆,&ࡣᶵ⬟ࡋࡓ
ձ,&㝸㞳ᘚࡣࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇᶵ⬟࡛ࠕ㛢ࠖ࡞ࡗࡓࡢ
㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦,&㸧ࡢ㐠㌿᧯స㛵ࡍࡿᨻᗓᨾㄪࡢㄪᰝࡣ㠀ᖖඞ࡛᫂ࠊࡑࡢ୰㛫ሗ࿌
࠾ࡅࡿㄽ㏙ࡣᩍ࠼ࡽࢀࡿࡇࡶከ࠸ࡶࡢࡢࠊࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇࡢ㆟ㄽࡣྠពࡍࡿࡇࡀ㞴ࡋ
࠸ࠋ
ᨻᗓᨾㄪ㸦୪ࡧᮾ㟁ࠊಖᏳ㝔㸧ࡣࠊ┤ὶ㟁※࡛సືࡍࡿࠕ㓄⟶◚᳨᩿ฟᅇ㊰ࠖࡀ6%2
ࡼࡗ࡚┤ὶ㟁ὶࡀὶࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ᶵ⬟႙ኻࡋࡓࡓࡵࠊᏳഃືసࡍࡿಙྕࡀⓎಙࡉࢀࠊ,&
ࡢࡍ࡚ࡢᘚ㸦$㹼$ࠊ%㹼%㸧ࡀࠕ㛢ࠖ࡞ࡗࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ༢ࠊࡑࡢࡼ࠺Ᏻ
ഃືసࡍࡿಙྕࡀⓎࡏࡽࢀࡿࡇࢆࡶࡗ࡚ࠕࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇࠖࡪࡇࡣྠព࡛ࡁ࡞
࠸ࡋࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇࡀᐇ㝿సືࡋࡓࡍࡿぢゎࡶྠព࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ௨ୗࡑࡢ⌮⏤ࢆグࡍࠋ
࠶ࡿᶵჾࡀࠕࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇ࡛タィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺ࡇࡣࠊࡑࡢືసࡢᘬࡁ㔠࡞ࡿಙ
ྕࡢᛶ㉁ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᭱⤊ⓗࡑࡢᶵჾࡀືసࡍࡿࡲ࡛ࡢయⓗ࡞ᵓᡂࡘ࠸࡚⪃៖ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࡑࡢᶵჾࡢືసᚲせ࡞ືຊࠊไᚚಙྕࢆ႙ኻࡋࡓ㝿ࣃࢵࢩࣈ࡞࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࡼࡗ࡚Ᏻഃືసࡍࡿ࠺ࠊ࠸ࡗࡓⅬࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࣃࢵࢩࣈ࡞ືసࢆࡍࡿ
௦⾲ⓗᶵჾࡋ࡚ࡣࠊ✵Ẽసືᘚࡸ㟁☢ᘚࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣ㥑ືຊ㸦✵Ẽసືᘚ࠾࠸࡚ࡣ✵
Ẽᅽࠊ㟁☢ᘚ࠾࠸࡚ࡣ☢ຊ㸧ࢆኻࡗࡓ▐㛫ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡑࢀᣕᢠࡋ࡚࠸ࡓຊ㸦ࢫࣉࣜࣥࢢ
ຊ㸧ࡀඖࡢ㥑ືຊࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚Ᏻഃືసࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋලయⓗࡣࠊ
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

ࢫࢡ࣒ࣛᘚࡸ06,9ࢆ♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᨻᗓᨾㄪࡢ⪃࠼᪉ࡣࠕࣇ࢙ࣝࠖࡘ࠸࡚ࡶࠕࢭ࣮ࣇࠖࡘ࠸࡚ࡶほⓗ࡛࠶ࡿࠋࠕࣇ࢙
ࣝࠖࡣࠊ┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻ࠸࠺ᙧែࡶ☜࠶ࡿࡀࠊ᳨ฟᅇ㊰⮬యࡀാ࡞ࡃ࡞ࡿሙྜ̿
̿ࡘࡲࡾࠊᐇ㝿㓄⟶◚᩿ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡶ㓄⟶◚᩿ᤊ࠼࡞࠸ᨾ㞀࣮ࣔࢻ̿̿ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍
᪉ࠊ㝸㞳ືసࡣࠊ㓄⟶◚᩿ᑐࡋ࡚ࡣࠕࢭ࣮ࣇ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿,&⣔ࡀືసࡍࡁ㝸㞳
ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣࡴࡋࢁᏳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚ཎᏊຊࡢタィ
࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴫᛕࡣࠊᨻᗓᨾㄪࡀ୰㛫ሗ࿌᭩グࡋࡓࡼ࠺࡞༢⣧࡞ࠕࣇ࢙ࣝࢭ࣮
ࣇ࡛ࠖࡣ࡞࠸ࠋㄗືసㄗືసࡢ୧᪉ࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ」ᩘࡢ᳨ฟჾࡽࡢ
ಙྕࢆࡗࡓㄽ⌮ᅇ㊰ࠊ࠼ࡤࠊRXWRIࡸRXWRIࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋཎᏊ⅔ࢫࢡ࣒ࣛ
ࢆ㉳ࡇࡉࡏࡿཎᏊ⅔ಖㆤ⣔㸦536㸧ࡣࡇࡢ⪃࠼᪉ࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
,&⣔ࡢྜィྎࡢ㝸㞳ᘚ㸦$㹼$ࠊ%㹼%㸧ࡣ㟁ືᘚ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀືຊࢆኻࡗࡓሙྜࡣࠊ
ࠕࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇࠖࡋ࡚ᛂ⟅ࡍࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊࠕࣇ࢙࣭ࣝࢬ࣭ࢬ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊືຊࢆኻࡗࡓሙྜࡢᘚ㛤ᗘࡣࠊࡑࡢⅬ࠾ࡅࡿᘚ㛤ᗘ࡛࠶ࡾࠊ㛤ࡶ㛢ࡶࠊࡑࢀࡽࡢ
୰㛫⨨ࡶ᭷ࡾᚓࡿࠋಙྕ⣔ࡀࡢࡼ࠺࡞ືసࢆពᅗࡋࡓಙྕࢆ㏦ࢁ࠺ࡶ㛵ಀࡀ࡞࠸ࠋ
ᐇࠊ⡿ᅜࡢ࢜ࢫࢱ࣮ࢡ࣮ࣜࢡཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ)6$5㸦᭱⤊Ᏻゎᯒሗ࿌᭩㸧ࡶ࠶ࡿࡼ࠺
㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰㸰㸲㸯ࠚཧ↷㸧ࠊ,&⣔ࡢ㝸㞳ᘚࡢሙྜࠊ㝸㞳ືసࡀᖖᏳഃࡢືస࡛
࠶ࡿࡣ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊሙྜࡼࡗ࡚ࣂࣃࢫࡉࢀࡿࡁ᭷ᐖ࡞ືసࡳ࡞ࡋ࡚
࠸ࡿ≧ἣࡉ࠼࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᨻᗓᨾㄪࡢ࠸࠺ࠕࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇࠖࡣࠊࡑࡶࡑࡶᚲࡎࡋࡶ
ࡑࡢࡼ࠺࡞タィពᅗ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡶࡢࢆࠊពⓗࡑࡢࡼ࠺ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺ࡶぢཷࡅࡽࢀ
ࡿࠋ
௬ᨻᗓᨾㄪࡀ⪃࠼ࡿࡼ࠺ࠊ㝸㞳ືసࡢಙྕ࡛࠶ࡿ┤ὶ㟁※ࡀ႙ኻࡋࡓሙྜ㛢ືసࡍ
ࡿࡢࡀࠕࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇࠖࡢືస࡛࠶ࡿࡍࡿ࡞ࡽࠊὶ㟁ືᘚ㸦02ࠊ02㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
┤ὶ㟁※ࢆኻࡗ࡚ࡶὶ㟁※ࡀάࡁ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ6%2࡛㉳ࡁࡿࡇ
㏫ࡢࡇ࡛࠶ࡿ㸦6%2࡛ࡣὶ㟁※ࢆ႙ኻࡋ࡚ࡶ┤ὶ㟁※ࡣάࡁ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ┤ὶ㟁※
ࡣࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜࡽࡢ౪⤥ࡢࠊὶ㟁※ࡽࡢࣂࢵࢸ࣮࣭ࣜࢳ࣮ࣕࢪ࣮ࣕ㸦㟁ჾ㸧ࡽ
ࡢ౪⤥ࡶ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊὶ㟁※ࡀάࡁ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊඛ┤ὶ㟁※ࡀ႙ኻࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ
ࡣ࡞࠸ࠋ㏫┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶࡑࡢ๓ὶ㟁※ࡀ႙ኻࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆពࡋࠊ
ᨻᗓᨾㄪࡀ⪃࠼ࡿࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇࡢືసࡣࠊཎ⌮ⓗྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ,&⣔ࡢὶ㟁ືᘚ㸦02ࠊ
02㸧ࢆ㥑ືࡍࡿࡓࡵࡢὶ㟁※ࡢࢯ࣮ࢫࡣࠊᡤእ㟁※ᡤෆ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ௨እ
Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢ࠺ࡕᡤእ㟁※ࡀᆅ㟈ࡢ┤ᚋ႙ኻࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣᛕࡢవᆅࡀ࡞ࡃࠊᡤෆ
㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡘ࠸࡚ࡶࠊὠἼ㸦➨Ἴ㸧᮶くࡢ้ྠࡌ㡭ࠊᙉ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊࡴ
ࡋࢁࡑࢀࡼࡾࡶ๓Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧၀ࡍࡿグ㘓ࡉ࠼࠶ࡾ㸦ࠕ㸰㸰㸱ࠖཧ↷㸧ࠊὶ㟁
※ࡀ┤ὶ㟁※ࡼࡾࡶඛ႙ኻࡋ࡚࠸ࡓࡇࢆ♧၀ࡍࡿሗࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ㏫ࢆࡅࡿࡶࡢ
ࡣ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊὠἼࡢᚋࠊྕᶵࡢ୰ኸไᚚᐊ࠾࠸࡚㟁※ࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡃᵝᏊࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶
᪥ศࡽྠศࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ↷᫂ィჾࡢ⾲♧ⅉࠊไᚚ⣔ࢆᚎࠎ႙ኻࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇࠊ
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+3&,,&ࡢ㐠㌿≧ែࢆ♧ࡍ⾲♧ⅉࡶᾘኻࡋࡓࡢ᪨ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢ↷᫂ࡀࡋࡤ
ࡽࡃᣢࡕࡇࡓ࠼ࡓࡢࡣ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡽࡢ⤥㟁ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㠀ᖖ⏝
ࣂࢵࢸ࣮ࣜࡽࣥࣂ࣮ࢱ࣮ࢆ⤒⏤ࡋࡓὶ9ࡢ↓㟁㟁※㸦ࣂࢱࣝ㟁※㸧ࡀാ࠸࡚࠸ࡓ
ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㟁※࡛ࡣࠊ୕┦9ࡢὶ㟁※ࡀᚲせ࡞,&⣔ࡢὶ㟁ືᘚ㸦02ࠊ02㸧ࢆ
㥑ືࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ┤ὶ㟁※ࢆ႙ኻᚋࡶఱࡽࡢ⌮⏤ࡼࡗ࡚ὶ㟁※ࡀാࡁ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠖࡍ
ࡿᨻᗓᨾㄪࡢ᥎ ࡣࠊࡑࢀࢆྍࡍࡿࢩࢼࣜ࢜ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ

ղ,&⣔ࢆ⬟ࡋࡓ┿ࡢ⌮⏤
ᨻᗓᨾㄪࡣࠊ┤ὶ㟁※ࡢ႙ኻࡀὶ㟁※ࡢ႙ኻࡼࡾࡶඛ⾜ࡋࡓ࠸࠺ࠊ⌧ᐇࡢࢩࢼࣜ࢜
ࡋ࡚ࡣ᭷ࡾᚓ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿ⮬↛࡞௬ᐃᇶ࡙ࡁࠊ,&⣔㓄⟶ࡢᦆയ㸦◚᩿㸧ಙྕࡀⓎಙࡉࢀࠊ
ࡑࡢࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇࡢタィࡀ⅏࠸ࡋࠊࢻ࢙ࣛ࢘ࣝෆഃࡢ㝸㞳ᘚ㸦02$ࠊ02$㸧ࢆࢇ
㛢㏆࠸⨨࡛㛢Ṇࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ࠸ࡗࡓࢇࡑࡢࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡽ㟁※ࢆኻࡗࡓࡇ࡛௨ᚋ
᧯స⬟࡞≧ែ࡞ࡗࡓุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࢀ௨㝆ࡣࠊࢻ࢙ࣛ࢘ࣝእഃࡢ㝸㞳ᘚ
㸦02$ࠊ02$㸧ࡔࡅࢆ㛤࠸࡚ࡶᡭ㐜ࢀ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ㄽㄪ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢඛࡣࠊ୍้
ࡶ᪩ࡃཎᏊ⅔ᅽຊࢆୗࡆࠊ'')3࡛పᅽὀỈࢆ⾜࠺ࡇᑓᚰࡍࡁ࡛࠶ࡗࡓࡢ㊃᪨ࢆ㏙
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ᑐࡋ࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺⪃࠼ࡿࠋ
ࡶࡋࠊୖ㏙ࡢ⮬↛࡞௬ᐃࡀ⌧ᐇ㉳ࡇࡗࡓሙྜࡣࠊᨻᗓᨾㄪࡢ⪃࠼᪉ྠពࡍࡿࠋࡋ
ࡋࠊࡑࡢ⌧ᐇᛶᑐࡋ࡚ࡣ῝࠸࠸ࢆᢪࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ศ௨㝆ࡢᙜ┤㐠㌿ဨࡼࡿ,&⣔㸦$㸧ࡢ᧯సྠ⣔ࡀṇᖖ
ᛂ⟅ࡋ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠊ02$ࠊ02$ࡀࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇ࡛ࢇ㛢⨨㛢ࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓ
ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢⅬࡲ࡛ࡢࠕ✵ࡁࠖ≧ែ࡛ࡍ࡛༑ศ㐍⾜ࡋࡓ⅔ᚰᦆയࡼࡿࢪࣝࢥ
ࢽ࣒̺࢘Ỉᛂࡢ⤖ᯝⓎ⏕ࡋࡓỈ⣲㸦㠀จ⦰ᛶ࢞ࢫ㸧ࡀࠊẼ㓄⟶ࢆఏࡗ࡚,&ࡢ⣽⟶᮰
␃ࡋࠊ⮬↛ᚠ⎔ࡢᶵ⬟ࢆ႙ኻࡉࡏ࡚ࡋࡲࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚ࡶࡲࡗࡓࡃ▩┪ࡀ࡞ࡃࠊࡴࡋ
ࢁࡇࢀࡀ┿ࡢ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓ᥎ ࡍࡿࠋ

ճᙜጤဨࡽࡢ㉁ၥ≧ᑐࡍࡿࣉࣛࣥࢺ࣓࣮࣮࢝ࡽࡢᅇ⟅
ᙜጤဨࡣࠊ᭶᪥ศࡍࡂࠊᙜ┤㐠㌿ဨࡀ⾜ࡗࡓ02$ࠊ02$ࡢ᧯స,&⣔ࡀᮇᚅ
㏻ࡾᛂ⟅ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ┤᥋ࡢཎᅉࡋ࡚ࠊ᪤⅔ᚰᦆയࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢪࣝࢥࢽ࣒̺࢘Ỉ
ᛂࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ㔞ࡢỈ⣲࢞ࢫࡀ,&ࡢ⣽⟶᮰␃ࡋࠊ⮬↛ᚠ⎔ࡢ㥑ືຊࡋ࡚ᚲせ࡞จ
⤖Ỉࡢⴠᕪࡀᚓࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࡢྍ⬟ᛶࢆࠊᙜึࡽ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊ,&⣔ࡢཎ⌮ࡀ⬻࠶ࢀࡤᐜ᫆ᛮ࠸ᙜࡓࡿ⌧㇟࡛ࠊᐇࠊ㏻ᖖࡢࣉࣛࣥࢺ㐠㌿
࠾࠸࡚ࡶࠊཎᏊ⅔Ỉࡢᨺᑕ⥺ศゎࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ㠀จ⦰ᛶ࢞ࢫ㸦Ỉ⣲ࠊ㓟⣲㸧ࡢ␃ࢆ㜵ࡄ
ࡃࠊ,&⣔Ẽ㓄⟶ࡢ㧗ᡤࡣ࣋ࣥࢺࣛࣥࡀタࡅࡽࢀࠊࡇࡇࡽ⤯࠼ࡎ06,9ࡢୗὶẼࡀὶ
ࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࡶ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᙜጤဨࡣࠊᛕࡢࡓࡵࡇࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ᅜෆࡢ%:5ࣉࣛࣥࢺ࣓࣮࣮࢝♫㉁ၥ≧ࢆ
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Ⓨฟࡋ࡚ぢゎࢆồࡵࡓࠋ
ࣉࣛࣥࢺ࣓࣮࣮࢝ࡽࡢᅇ⟅ෆᐜࡣࠊ♫ࡶ➽ྠࡌ࡛ࠊᙜጤဨࡀணࡋࡓ࠾ࡾࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞␃ࡀ࠸ࡗࡓࢇ⏕ࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓᚋ,&⣔ࡣᶵ⬟ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ࠸࠺㊃᪨࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡦࡓࡧࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែ㝗ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ,&⣔ࢆάࡉࡏࡿ᪉ἲࡣ࠶ࡿࡢၥ࠸ࠊ
$♫ࡣࡑࡶࡑࡶࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣタィୖ⪃៖ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎάྍ⬟⋡┤ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊ%
♫ࡣࡢࡼ࠺࡞ᨵ㐀ࡀ⾜ࢃࢀࢀࡤࡑࡢࡼ࠺࡞άࡀྍ⬟࡞ࡿ࠸࠺ᴫᛕࡔࡅࢆ㏙ࠊᙜ
ࡋ࡚ࡢᐇ⾜ྍ⬟࡞ᡭẁࡀ࡞ࡗࡓࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᙜጤဨࡣᮾி㟁ຊᑐࡋ࡚ࡶ㉁ၥ≧ࢆⓎฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺Ỉ⣲࢞ࢫࡀ✚
ࡋ࡚ᶵ⬟ࢆኻࡗࡓ,&⣔ࢆάࡉࡏࡿ᪉ἲࡋ࡚ࠊ࣋ࣥࢺࣛࣥࡽ06,9ࡢୗὶỈ⣲ࢆฟࡉ
ࡏࡿࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇࡣࡋ࡞ࡗࡓࡢᑜࡡࡓࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡣࠊỈ⣲⇿Ⓨࡢྍ
⬟ᛶࡶక࠺ᴟࡵ࡚༴㝤࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ㏉࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸧ྕᶵࡢ65ᘚࡣసືࡋࡓ
᩿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᮾ㟁ࡀබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣛࣥࢺࢹ࣮ࢱ୪ࡧᙜጤဨࡼࡿ㐠㌿ဨࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾㄪᰝࡽุ᩿ࡍࡿࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢẼ㏨ࡀࡋᏳᘚ㸦65ᘚ㸧ࡣࠊᨾ㐍ᒎࡢ
ࡉ࡞ࠊ⤖ᒁ୍ᗘࡶ㸦࠶ࡿ࠸ࡣࠊࢇ㸧సືࡋ࡞ࡗࡓ࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢሙྜࡣࠊ
ᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋ࡞ࡀࡋࡢཎᏊ⅔⣔㓄⟶㸦ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ┤᥋ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ㓄⟶㸧ࡀᆅ
㟈ືࡼࡗ࡚◚ᦆࡋࠊᑠ◚ཱྀ෭༷ᮦ႙ኻᨾࡀ㉳ࡁࠊࡑࡇὶ㟁※႙ኻ㸦6%2㸧࠸࠺ᝏ
᮲௳ࡶຍࢃࡗ࡚ࠊ᭱⤊ⓗᨾࡀ⇞ᩱᦆയࠊ⇞ᩱ⁐⼥ᣑࡋ࡚࠸ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

Dྕᶵ෭༷ᮦ႙ኻࠊ㸰ࡘࡢࢩࢼࣜ࢜
㸯ྕᶵࡀ᪩ࠎ⅔ᚰ⁐⼥ᨾࢆ㉳ࡇࡋࡓࡢࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡽ෭༷ᮦ㸦㍍Ỉ㸧ࡀᛴ㏿
ኻࢃࢀ࡚࠸ࡗࡓࡽ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢᛴ⃭࡞෭༷ᮦ႙ኻᑐࡍࡿྍ⬟࡞ᨾࢩࢼࣜ
࢜ࡣࠊᇶᮏⓗ㸰ࡘ࠶ࡿࠋ
ࠕᅗ㸰㸰㸲Ѹ㸱ࠖࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢศẼ㝸㞳ᘚ 06,9 ࡀ㛢ࡌࡓ▐㛫ࡢ
ྕᶵࡢỈࠊẼ⣔⤫ࡢᴫ␎ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ





ࡘࡢࢩࢼࣜ࢜ࡀྠ୪⾜ⓗ㐍⾜ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ㝖እࡍࡿࠋ
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ᅗ㸰㸰㸲Ѹ㸱 Ẽ㝸㞳ᘚ㸦06,9㸧ࡀ㛢ࡌࡓ▐㛫ࡢྕᶵࡢ≧ែࠋࡇࡢ┤ᚋࡽ᰾ศ⏕ᡂ≀ࡢᔂቯ
⇕࡛ཎᏊ⅔ᅽຊࡀୖ᪼ࡋጞࡵࡿࠋᅗ୰ࠊ㯮࠸୕ゅᙧࡣᘚࡀ㛢ࡌ࡚࠸ࡿࡇࢆࠊⓑᢤࡁࡢ୕ゅᙧࡣᘚࡀ㛤
࠸࡚࠸ࡿࡇࢆពࡍࡿࠋ


ࠑᨾࢩࢼࣜ࢜ࠒ ෭༷ᮦ႙ኻࡣࠊࡶࡗࡥࡽ65ᘚࡢ㛤㛢ືసࢆ㏻ࡋ࡚㉳ࡁࡓࠊࡍࡿࡶ
㸧ࠋᮾ㟁୪ࡧಖᏳ㝔ࡣᇶᮏⓗࡇࡢᨾࢩࢼࣜ࢜ࢆᐃࡋ࡚
ࡢ㸦ࠕᅗ㸰㸰㸲Ѹ㸲ࠖཧ↷㸧
࠸ࡿࠋ06,9ࡀ㛢Ṇࡋࡓࡓࡵ᰾ศ⏕ᡂ≀ࡢᔂቯ⇕ࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ᅽຊࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋࡋࡋᑡ
࡞ࡃࡶ6%2㝗ࡿࡲ࡛ࡢ⣙ศ㛫ࡣࠊ㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦,&㸧ࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ᅽຊࡣ⣙03D
௨ୗᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ6%2௨㝆ࡢᩘ㛫㛵ࡋ࡚ࡣࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡸཎᏊ⅔Ỉ࡞ࡢࢹ࣮
ࢱࡀࢇᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡀఱࡼࡗ࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀ࡚࠸ࡓࢆ☜ᐃⓗ
ゝ࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ6%2௨㝆ࡢᜍࡽࡃ࡞ࡾ᪩࠸ⅬࡽࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡣࡋ࡚65
ᘚࡼࡗ࡚⮬ືⓗࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀࠊࡋࡋࡲࡉࡑࡢࡓࡵࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ࡋ࡚ᛴ㏿࡞
෭༷ᮦ႙ኻࡀ㉳ࡁࡓࠋ
ࡲࡎࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡀ⣙03Dࡲ࡛ୖ᪼ࡋࠊࡑࢀࡼࡾ65ᘚࡀ⮬ືⓗ㛤ࡁࠊཎᏊ⅔ᅽຊ
ᐜჾࡽ㔞ࡢẼࡀ୍Ẽᅽຊᢚไᐊ㸦6&㸧ࡢỈࡢ୰ධࡾࠊࡑࡇ࡛Ỉจ⦰ࡋࡓ㸦ࠕᅗ
㸰㸰㸲Ѹ㸲ࠖཧ↷㸧ࠋࡑࡢ㝿ࡁ࡞య✚จ⦰ࡀ㉳ࡁࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡀపୗࡋࡓࠋཎᏊ⅔ᅽຊ
ࡀపୗࡍࢀࡤ65ᘚࡣ⮬ືⓗ㛢ࡌࡿࡀࠊ65ᘚࡀ㛢ࡌࡿᔂቯ⇕ࡼࡾཎᏊ⅔ᅽຊࡀࡧ
03Dࡲ࡛ୖ᪼ࡋࠊࡑࡢࡓࡵ65ᘚࡀ㛤ࡁࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾෆࡢẼࡀ㔞6&ྥ࠸͐͐ࠊ
ྠࡌࡇࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚65ᘚࡀ㛤ࡃࡓࡧ㔞ࡢ෭༷ᮦࡀཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡽ6&
⛣⾜ࡋࠊࡑࡢࡓࡵཎᏊ⅔Ỉࡣᛴ㏿పୗࡋࠊ᭱⤊ⓗ⇞ᩱࡀᦆയࠊ⁐⼥ࡋࡓࠋ





ྕᶵࡢ㏨ࡀࡋᏳᘚ㸦65ᘚ㸧ࡣࠊ⣙03D࡛ᘚࡀ㛤ࡃࠕ㏨ࡀࡋᘚࠖࠊ⣙03D࡛ᘚࡀ㛤ࡃࠕࣂࢿᘧᏳᘚࠖࡢ
ࡘࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏨ࡀࡋᘚࡋ࡚సືࡍࡿࡣࠊᶵᵓୖ㟁※ࢆᚲせࡍࡿࡢ࡛ࠊ㟁※႙ኻ௨㝆ࡣࡶࡗ
ࡥࡽࣂࢿᘧᏳᘚࡋ࡚సືࡋࡓࡶࡢ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
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ᅗ㸰㸰㸲̾㸲 65ᘚࡀ㛤ࡃࡓࡧ㔞ࡢ෭༷ᮦࡀᅽຊᢚไᐊ⛣⾜ࡋࠊཎᏊ⅔Ỉࡀᛴ㏿ୗ㝆ࡋࠊ᭱
⤊ⓗ⅔ᚰᦆയࠊ⅔ᚰ⁐⼥⮳ࡗࡓ㸦ᨾࢩࢼࣜ࢜㸧


ࠑᨾࢩࢼࣜ࢜ࠒ ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡼࡿ㛗ࡃ⃭ࡋ࠸ᆅ㟈ືࡼࡗ࡚ࠊᆅ㟈┤ᚋ
㸦06,9ࡀ㛢ࡌࡿ┤๓ࡲࡓࡣ┤ᚋ㸧ࠊ࡞ࡀࡋࡢཎᏊ⅔⣔㓄⟶ࡀ◚ᦆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚◚ᦆࡋ
ࡓ㒊ࡽ෭༷ᮦࡀࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ㸦':㸧ෆᄇฟࡋࠊ࣋ࣥࢺ⟶ࠊ࣋ࣥࢺ࣊ࢵࢲ࣮ࠊࢲ࢘ࣥ
࣐࣮࢝࡞ࢆ⤒⏤ࡋ࡚6&ෆࡢỈ୰⛣⾜ࡋࡓ㸦ࠕᅗ㸰㸰㸲Ѹ㸳ࠖཧ↷㸧ࠋ◚ᦆ⟠ᡤࡽࡢ
෭༷ᮦ႙ኻࡀṆࡲࡽࡎࠊࡑࡢࡓࡵ᭱⤊ⓗ⇞ᩱࡀᦆയࠊ⁐⼥ࡋࡓࠋࡇࡢᨾࢩࢼࣜ࢜࠾࠸
࡚ࡣࠊ㓄⟶◚ᦆࡼࡗ࡚ᅽຊࡢ㧗ࡲࡾࡀᢚไࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ65ᘚࡀ⮬ືⓗసືࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ
ప࠸ࠋᮾ㟁ࠊಖᏳ㝔ࡣࡇࡢᨾࢩࢼࣜ࢜㸰ࢆᐇୖࡰྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ



    



ᅗ㸰㸰㸲̾㸳 ཎᏊ⅔⣔㓄⟶ࡢ◚ᦆࡼࡿ෭༷ᮦ႙ኻ㸦ᨾࢩࢼࣜ࢜㸧ࠋ◚ᦆ⟠ᡤࡽᄇฟࡋࡓ෭༷
ᮦࡣࠊ⊛Ⅿ࡞ໃ࠸࡛࣋ࣥࢺ⟶ࠊ࣋ࣥࢺ࣊ࢵࢲ࣮ࠊࢲ࣐࣮࢘ࣥ࢝ࢆ⤒࡚ࠊ6&ධࡿࠋ
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Eྕᶵࡢ65ᘚࡢసືࢆࡅࡿࡶࡢࡀᏑᅾࡋ࡞࠸
ྕᶵྕᶵࡣࠊ65ᘚࡢ㛤㛢ືసࢆ⮬ືⓗグ㘓ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀᏑᅾࡍࡿࠋᐇ㝿ࠊᮾ㟁
ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥බ⾲ࡋࡓ୍㐃ࡢࣉࣛࣥࢺࢹ࣮ࢱࡣࠊࠊྕᶵࡢ65ᘚࡀ࠸ࡘ
㛤ࡁࠊ࠸ࡘ㛢ࡌࡓࢆ♧ࡍグ㘓ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋྕᶵ㛵ࡋ࡚ࡣࡑࡢグ㘓ࡀ࡞࠸ࠋ
65ᘚࡢ㛤㛢ࢆ⮬ືⓗグ㘓ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡑࡢࡶࡢࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊྕᶵࡢ65ᘚࡀ㛤㛢ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡇࢆ࡙ࡅࡿᐈほⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
୍᪉ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㐠㌿ဨࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊពእ࡞ࠊࡋࡋᴟࡵ࡚㔜
せ࡞ᐇࡀᾋୖࡋࡓࠋ㐠㌿ဨࡼࢀࡤࠊ≉ὶ㟁※႙ኻ㸦6%2㸧௨㝆ࡣࠊ୰ኸไᚚᐊࡶࠊ
ཎᏊ⅔ᘓᒇෆࡶࠊ㐠㌿ဨࡢኌ௨እࠊ⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢࡀఱࡶ࡞࠸㟼࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ྕᶵࡢ㐠㌿ဨ㸦」ᩘ㸧ࡣࠊࡑࢇ࡞㟼ࡅࡉᬯ㜌ࡢ୰࡛ࠕ65ᘚࡢసື㡢ࠖࢆ⪥ࡋ
࡚࠸ࡓࠊḟࡢࡼ࠺ヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
ձྕᶵࡣ࡞ࡾ㢖⦾65ᘚࡀసືࡋ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢ㒔ᗘࢻࢻࢻ࣮ࣥ࠸࠺㡢ࡀࡋࡓࠋ
ղᆅ㟈ᆅ㬆ࡾࡢࡼ࠺࡞㡢ࠋࢻࢻࢻ࣮ࣥ࠸࠺ࡼࡾࡣࢬࢬࢬ࣮ࣥ࠸࠺ឤࡌ࡛࠶ࡿࠋ
ճ୰ኸไᚚᐊ࡛⪺ࡇ࠼ࡿࡑࡢ㡢ࡣࡶࡗࡥࡽྕᶵഃࡽ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡓࠋ
㸯ྕᶵഃࡽࡢ㡢
ࡣ⪺࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ
մ ࢬࢬࢬ࣮ࣥ࠸࠺㡢ࡢ㛫㛫㝸ࡣࡑࢀ▷ࡃࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㛫ࡀ⤒ࡗ࡚ࡽ࡛
࠶ࡿࠋ
յ௦࡛ྕᶵࡢ⌧ሙ㸦ཎᏊ⅔ᘓᒇ㸧⾜ࡗࡓࡀࠊ⌧ሙ࡛ࡑࡢ㡢ࢆ⪺࠸ࡓᅇᩘࡣᩘᅇࡇ
ࢁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ࡉࡽࠊูࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢᢡࠊ65ᘚࡣసື㡢ࡀࡍࡿࡶࡢ࠸࠺ᙜጤဨࡽࡢ㉁
ၥᑐࡋ࡚ࠊྕᶵࡢ࠶ࡿ㐠㌿ဨࡣࠊࠕⱝ࠸ࡇࢁ⌧ሙ࡛ࡣ⪺࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊ୰ኸไᚚ
ᐊ࡛ࡣ⪺࠸ࡓࡇࡣ࡞࠸ࠖ⟅࠼ࡓࠋ୍᪉ࠊྠᖍࡋ࡚࠸ࡓูࡢ㐠㌿ဨࡣࠊࠕ࡞ࡾ᫇ࠊྕ
ᶵ࡞ࢇ࡛ヨ㦂ⓗᡭ࡛65ᘚࢆ㛤ࡅࡓࡇࡀ࠶ࡿࡀࠊࢧࣉࣞࢵࢩࣙࣥࢳ࢙ࣥࣂ࣮Ẽࡀ
࠸ࡃࡢ࡛ࠊࡑࡢ▐㛫୰ኸไᚚᐊ࡛ࢬࢩࣥ࠸࠺ືࢆឤࡌࡓグ᠈ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㟼࡞≧
ἣ࡛ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡽࠊ࡞࠾ࡉࡽࡑ࠺ឤࡌࡓࡢࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ͐͐ࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࢀࡽࡢヰࡽࠊ㟼ᐢ࡞≧ἣ࡛࡞ࡽ65ᘚࡢసື㡢ࡀ⌧ሙ࡛ࡶ୰ኸไᚚᐊ࡛ࡶ⪺ࡇ࠼ࡿゝ
࠼ࡑ࠺ࡔࡀࠊ୍᪉ࠊࡑࡢᚋ⾜ࡗࡓྕᶵࡢ㐠㌿ဨேࡢྠ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡛ࠊᨾࡀ㐍ᒎ
ࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰ྕᶵࡢ65ᘚࡢసື㡢ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ⪥ࡋࡓ࠺ࢆᑜࡡࡓࡇࢁࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞㡢ࢆ⪥ࡋࡓ㐠㌿ဨࡣ୍ேࡶ࠸࡞ࡗࡓࠋ
ཎⓎࡢ65ᘚࡣࡑ࠺㢖⦾సືࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡽࠊᙜጤဨࡢ㝈ࡽࢀࡓᩘࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪ




ྕᶵࡢ㐠㌿ဨྕᶵࡢ㐠㌿ဨࡣษࡾࡢ࡞࠸ᗈ࠸୰ኸไᚚᐊ࡛ྛྕᶵࡢ㐠㌿ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜጤဨࡀᮾ㟁ࡽධᡭࡋࡓᨾㄪᰝෆ㒊㈨ᩱࡼࢀࡤࠊྕᶵࡢ㐠㌿ဨࡶࡰྠࡌࡇࢆヰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㐠㌿
ဨࡼࢀࡤࠕ୰᧯㸦୰ኸไᚚᐊ㸧࡛ࡶࢦ࢛࣮ࠊࢦ࢛࣮ࡗ࡚㡢ࡀᙜึࡽࡋ࡚࠸ࡓࠖ࠸࠺ࠋ
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ᰝࡔࡅ࡛ࠊ65ᘚࡢసື㡢ࡘ࠸࡚ఱࢆ᩿ᐃⓗゝ࠺ࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡋ࡚ࡶࠊྕᶵࡢ65ᘚ
ࡢసື㡢ࢆ⪥ࡋࡓ⪅ࡀㄡࡶ࠸࡞࠸࠸࠺ᐇࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
65ᘚࡀ⧞ࡾ㏉ࡋసືࡍࡿࡇࡣᮾ㟁ࡸಖᏳ㝔ࡀᐃࡋ࡚࠸ࡿࠕᨾࢩࢼࣜ࢜ࠖࡢ๓ᥦ
࡛࠶ࡿࡽࠊᙜጤဨࡋ࡚ࡣࠊྕᶵࡢ65ᘚࡢసືࢆࡅࡿࡶࡢࡀࢹ࣮ࢱⓗࡶࠊ㡢ⓗ
ࡶࠊ⤖ᒁఱ୍ࡘᏑᅾࡋ࡞࠸࠸࠺ࠕᐇࠖࢆᮏሗ࿌᫂グࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡶࡋ65ᘚࡀసືࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊྕᶵࡢ෭༷ᮦ႙ኻࡣࠊᨾࢩࢼࣜ࢜ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᨾࢩࢼࣜ࢜ࡼࡿ̿̿ࡍ࡞ࢃࡕࠊᆅ㟈ືࡼࡿཎᏊ⅔⣔㓄⟶ࡢ◚ᦆࡼࡿ̿̿ࡶࡢ
࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ

㸲㸧⮫⏺ၥ㢟୪ࡧྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡘ࠸࡚
ᨾᚋࡢཎᏊ⅔ཬࡧ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝ࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞᰾ศᛂ㸦⮫⏺㸧ཬࡧỈ⣲⏕ᡂ
ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ

Dእ㒊ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ್ࡢ☜ㄆ
⮫⏺ࡼࡾ⏕ᡂࡍࡿ▷ᑑ᰾✀ࡘ࠸࡚ࠊእ㒊ࣔࢽࢱ࣮ࢹ࣮ࢱࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
⩌㤿┴㧗ᓮᕷࡢ&7%7ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺ࡛ࡣ᭶᪥㏆࡛▷ᑑ᰾✀ࢆྵࡵከࡃࡢ᰾
✀ࡢࢧࣥࣉ್ࣝࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࡑࢀࡽࡣ㏻ᖖ㐠㌿୰⏕ᡂࡋࡓࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑ
ࡢ᰾✀ࡢ㌿᰾✀࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
᪥ᮏศᯒࢭࣥࢱ࣮ࡢ ᐃ್࡛ࡣࠊࢸࣝࣝࠊࢸࣝࣝࠊࣚ࢘⣲ࠊ࢟ࢭࣀࣥࡢ್
ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣ㏻ᖖ㐠㌿㉳※ࢆᣢࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࣔࢽࢱ್࣮ࡽࡣࠊ⮫⏺ࢆ᫂ࡽ♧ࡍࢹ࣮ࢱࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᭶㹼᪥
ࡈࢁ᪥ࡈࢁྕᶵࡽᨺᑕᛶ≀㉁ࡢつᶍ࡞ᨺฟࡀ⏕ࡌࡓࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᪥
ࡽ᪥ࡅ࡚ࡢᨺฟࡣྕᶵࡢ6&ཬࡧ':ࡢ◚ᦆࡼࡿᨺฟࠊྕᶵࡢ࣋ࣥࢺỈ⣲⇿
Ⓨࡀᅉ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊ᪥ࠊ᪥ࡢୖ᪼ࡣྕᶵࡢࢹࣈࣜࡢ⁐⼥ࢆ࠺ᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ

E㸱ྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝෆࡢ⇕※
Ỉ⣲⇿Ⓨࡢᙳ㡪ࡋ࡚ࠊ⇿Ⓨࡢ┤ᚋࡸ⩣᪥ࠊ⩣ࠎ᪥ⓑ↮ࡀ❧ࡕୖࡗ࡚࠸ࡿ㸦┿㸰㸰
㸲㸯ཧ↷㸧ࠋ




බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏᅜ㝿ၥ㢟◊✲ᡤ ㌷⦰࣭ᣑᩓಁ㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠕ㧗ᓮタ⨨ࡉࢀࡓ&7%7ᨺᑕᛶ᰾✀᥈▱ほ ᡤ
࠾ࡅࡿᨺᑕᛶ᰾✀᥈▱≧ἣ ᭶᪥Ⅼ ࠖ
KWWSZZZFSGQSMSSGIB7DNDVDNLBUHSRUWB0DUSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

㈈ᅋἲே᪥ᮏศᯒࢭࣥࢱ࣮ࠕ᪥ᮏศᯒࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿ✵㛫ᨺᑕ⥺㔞⋡ᕼ࢞ࢫ⃰ᗘㄪᰝ⤖ᯝվࠖᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶᪥KWWSZZZMFDFRUMS㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

)7DQDEH͆$VFHQDULRRIODUJHDPRXQWRIUDGLRDFWLYHPDWHULDOVGLVFKDUJHWRWKHDLUIURPWKH8QLWUHDFWRU
LQWKH)XNXVKLPD'DLLFKL133DFFLGHQW͇-RXUQDORI1XFOHDU6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\9RO1R㸦㸧

SS

)7DQDEH͆$QDO\VHVRIFRUHPHOWDQGUHPHOWLQWKH)XNXVKLPD'DLLFKLQXFOHDUUHDFWRUV͇-RXUQDORI1XFOHDU
6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\9RO1R㸦㸧SS
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ࡲࡓ⇿Ⓨᚋࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝෆࡢほᐹࡼࢀࡤࠊつᶍ࡞⇞ᩱᦆയࡀ⏕ࡌࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࣉ࣮ࣝෆࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊ⇿Ⓨᚋࡢ㔞ὀỈࡼࡾᘓᒇཬࡧࡑࡢ࿘㎶
ࡲࡾࠊ㐲᪉ࡢᣑᩓࡣᢚไࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㞵Ỉ࡞ࡼࡗ࡚ᾏὶࢀ㎸ࢇ࡛
࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࣉ࣮ࣝࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱࡢᔂቯ⇕ࡣࠊࣉ࣮ࣝቨࡢᨺ⇕ࢆ↓どࡋࡓィ⟬ࡼࡿࠊỈ ࢆ
Υ⛬ᗘ⥔ᣢࡋࠊࡘࠊⓎࡼࡾ⣙P᪥࠸࠺Ỉపୗ㏿ᗘࢆᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡞ࡿ
ࡢ࡛ࠊᮾ㟁ࡢ⣙P㸭᪥࠸࠺ホ౯ࡰᩚྜࡍࡿࠋ
࡛ࡣࠊࣉ࣮ࣝࡽⓑ↮ࡋ࡚ỈẼࡀ㸦᩿⥆ⓗ㸧❧ࡕୖࡿࡔࡅࡢከ㔞ࡢ⇕㔞ࡣࡇࡽ
᮶ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋⓑ↮ࡣỈ⣲⇿Ⓨࡢ┤ᚋࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⩣᪥ࡸ⩣ࠎ᪥ࡁࡃⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣉ࣮ࣝෆ࡛◚ᦆࡋࡓ⇞ᩱࡼࡿ୍ⓗ࡞ࡁ࡞Ⓨ⇕ࡀ⏕ࡌࡓཎᅉࢆ᳨ウࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ




 ┿㸰㸰㸲㸯  㸦Ỉ⣲⇿Ⓨᚋࠊⓑ↮ࢆୖࡆࡿ㸱ྕᶵ㸧


ྕᶵࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝ࠾ࡅࡿ㞟ྜయ㓄⨨ࢆぢࡿࠊձᮍ⏝⇞ᩱయࡣࡰ୍
࢝ᡤᅛࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡋࡶࡑࡢ࿘㎶ࡢࣛࢵࢡࡣ✵࡛࠶ࡿࠋղ⏝῭ࡳ⇞ᩱࡣࡰ༙ศࡀ୍
࢝ᡤᅛࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣉ࣮ࣝỈࡀỈ⣲⇿Ⓨࡢ⾪ᧁἼࢆཷࡅࢀࡤࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱ
㞟ྜయࡸᮍ⏝ࡢ⇞ᩱ㞟ྜయࡀᢡࡾ㔜࡞ࡿࡼ࠺ᅽ㏕ࡉࢀ࡚┦ࡢ㊥㞳ࡀ⦰ࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ




ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥ ཧ⪃
㈨ᩱ࣮࣌ࢪᮾ㟁ࠕྕᶵ࢞ࣞ࢟᧔ཤࡢࡓࡵࡢ⏝῭⇞ᩱࣉ࣮ࣝỈ୰๓ㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥㸧KWWSZZZPHWLJRMSHDUWKTXDNHQXFOHDUSGIBIISGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

ᮾி㟁ຊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪKWWSSKRWRWHSFRFRMSGDWHMMKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

ᮾ㟁㈨ᩱ

- 244 -

➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ᳨ド

࠶ࡾࠊࣉ࣮ࣝෆ⮫⏺᮲௳ࡑࢀࡔࡅ㏆࠸࠸࠼ࡿࠋ

FྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨ
ձᮍゎ᫂ࡢⅬࡀ࠶ࡿ
ྕᶵࡣ᭶᪥༑ᩘศཎᏊ⅔ᘓᒇ࡛⇿Ⓨࢆ㉳ࡇࡋࡓࠋࡇࡢཎᅉࡋ࡚ᮾ㟁ࡣࠊྕᶵ
ࡽࡢỈ⣲ࡀ㠀ᖖ⏝࢞ࢫฎ⌮⣔Ẽ⟶㸦6*76㓄⟶㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ྕᶵࡢ㝵ὶࢀ㎸ࡳࠊ㝵ࡢ
ࡇࡀ╔ⅆ※࡞ࡗ࡚Ỉ⣲⇿Ⓨࢆ㉳ࡇࡋࡓ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢỈ⣲㔞ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡑࡢ้ࡣ᪤࣓࢝ࣛࡿࡢ࿘ᅖࡢ᫂ࡿࡉ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊࡑࡢ
グ㘓⏬ീࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋṇ☜࡞⇿Ⓨ้ࡶᐈほⓗ࡞グ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ࡛᫂
࠶ࡿࠋ

ղྕᶵ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝỈࡢᨺᑕ⥺ศゎࡼࡿỈ⣲Ⓨ⏕
᭶᪥ࡢᨾᙜࠊྕᶵࡣᐃ᳨୰࡛ࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㸦539㸧ࡢࢩࣗࣛ࢘ࢻྲྀࡾ᭰࠼స
ᴗࡢᕤ⛬࠶ࡗࡓࠋྕᶵࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡣࠊᴟࡵ࡚ከ㔞ࡢ⇞ᩱ㞟ྜయࡀ✚ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊᔂቯ⇕ࢆฟࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡓ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ỉࡢᨺᑕ⥺ศゎ࡛ࡣࠊỈ ࡀᐊ ⛬ᗘࡢሙྜࠊⓎ⏕Ỉ⣲㔞ࡣ↓ど࡛ࡁࡿ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡋ-$($ࠊᮾ࡞ࡢ◊✲ࡼࢀࡤࠊỈ ࡀୖ᪼ࡋࠊỈẼẼἻࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿỈ⣲࢞
ࢫⓎ⏕㔞ࡣ᱆㐪࠸ࡁࡃ࡞ࡿࠋྕᶵᘓᒇࡢᐜ✚↷ࡽࡏࡤࠊ⇿㬆Ẽࢆᙧᡂࡍࡿࡣ
PࡢỈ⣲ࡀ࠶ࢀࡤ༑ศ࡛࠶ࡿࡉࢀ㺂ࡇࢀࡣ᪥㛫ࡢἛ㦐ୗỈ⣲Ⓨ⏕࡛༑ศ࡛࠶ࡾࠊ
᪥ᙜࡓࡾPࡢỈ⣲ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⇿ⓎࡋࡓỈ⣲ࡣྕᶵࡽࡢࡶࡢ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮࡛ࣝⓎ⏕ࡋࡓࡶࡢࡢ
୧᪉ࡀᐤࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࡀࠊᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯ࡣ⌧ẁ㝵࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ


㸰㸰㸳 0$5.Ϩᆺ᱁⣡ᐜჾࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡘ࠸࡚
㸯㸧࡞ࡐ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡀタィᅽຊࢆ㉸࠼ࡓ
㹼ྕᶵࡲ࡛ಶࠎࡢヲ⣽࡞ᨾࢩࢼࣜ࢜ࡣ␗࡞ࡿᛮࢃࢀࡿࡀࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡀタィᅽຊ
ࢆᖜ㉸࠼ࠊྕᶵ࡛ࡣಸ㏆ࡃࡲ࡛ୖ᪼ࡋࡓࠋ᱁⣡ᐜჾࡢᇶᮏⓗᙺࡣ㓄⟶◚᩿࡞ࡢᨾ
ᨺᑕᛶ≀㉁ࢆ㛢ࡌ㎸ࡵࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊ0$5.,ᆺ᱁⣡ᐜჾࡢሙྜࡣ ࠕᅗ㸰㸰㸳㸯ࠖཧ↷
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ㸦':㸧ࡽ࣋ࣥࢺ⟶ࢆ㏻ࡋ࡚ᅽຊᢚไࣉ࣮ࣝẼࢆᑟࡁࠊỈจ⦰ࡍࡿࡇ
࡛ᅽຊࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿࠋ




ಖᏳ㝔 ➨ᅇᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ㛵ࡍࡿពぢ⫈ྲྀ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ
᭶᪥㸧㓄ᕸ㈨ᩱ㺀㛢㎸ᶵ⬟㛵ࡍࡿ᳨ウ㺁

ᮧᗤࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ➨ᅄྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡢㅦ̿Ἓ㦐Ỉࡢࣛࢪ࢜ࣜࢩࢫỈ⣲⃰⦰̿ࠖࠗᨺᑕ⥺Ꮫ࠘
➨ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧㹼࣮࣌ࢪ㸹ᒣୗ┿୍ࠊᖹฟဴஓࠕ⚟ᓥ➨୍ྕᶵࡢ⇞ᩱಖ⟶ࣉ࣮ࣝ࠾ࡅࡿ
Ἓ㦐Ỉᨺᑕ⥺↷ᑕࡢỈ⣲Ⓨ⏕ỈẼࡼࡿỈ⣲⃰⦰ࡢྍ⬟ᛶࠖ᪥ᮏཎᏊຊᏛࠕᖺ⛅ࡢࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶ࠊᕞᅜ㝿㆟ሙ㸧㸹ᮧᗤࠊᯇᾆ༓ᑜࠕἛ㦐Ỉࡢᨺᑕ⥺ศゎࠖ᪥ᮏཎᏊຊᏛࠕ
ᖺࡢᖺࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊ⚟Ꮫ㸧

ᮧᗤࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ➨ᅄྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡢㅦ̿Ἓ㦐Ỉࡢࣛࢪ࢜ࣜࢩࢫỈ⣲⃰⦰̿ࠖ
ࠗᨺᑕ⥺Ꮫ࠘
➨ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧㹼࣮࣌ࢪ
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0$5.,ᆺ᱁⣡ᐜჾࡢタィᅽຊࡣࠊཎᏊ⅔⣔㓄⟶ࡢ࠺ࡕࡢཱྀ᭱ᚄࡢᚠ⎔⣔ฟཱྀ㓄⟶ࡀ▐㛫
ⓗࢠࣟࢳࣥ◚᩿ࡋࡓሙྜࡢ㐣Ώⓗ࡞ᅽຊࡢ࠺ࡕࡢ್᭱ࢆࡶ⣙Ẽᅽタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ㓄⟶◚᩿ྠ(&&6㸦⥭ᛴ⅔ᚰ෭༷⨨㸧ࡀసືࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊタィ
ᅽຊࢆ㉸࠼ࡿែࡣᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᮏᨾ࡛᱁⣡ᐜჾᅽຊࡀࡑࡢタィᅽຊࢆᖜ㉸࠼ࡓཎᅉࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᮾ㟁
ࡸಖᏳ㝔ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࢩࢼࣜ࢜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ㸦ࠕᅗ㸰㸰㸲㸲ࠖཧ↷㸧ࠋ6%2௨㝆ࠊཎᏊ⅔ᅽ
ຊࡣࡶࡗࡥࡽ65ᘚࡢ㛤㛢ࢆ㏻ࡋ࡚ᢚไࡉࢀࠊࡑࢀకࡗ࡚෭༷ᮦࡀᅽຊᢚไᐊ㸦6&㸧⛣⾜
ࡋࡓࡀࠊ6%2ࡼࡾᅽຊᢚไᐊࡢỈࡀ෭༷ࡉࢀ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊཎᏊ⅔ࡽὶධࡍࡿ
Ẽࡣᛮ࠺ࡼ࠺จ⦰ࡉࢀࡎࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡀ㧗ࡲࡾࡣࡌࡵࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⅔ᚰᦆയࠊ⅔ᚰ⁐⼥
ࡀ㉳ࡁࡿ୰ࠊⓎ⏕ࡋࡓỈ⣲➼ࡢ㠀จ⦰ᛶ࢞ࢫࡸỈẼࡀ㔞6&ὶࢀ㎸ࡳࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᅽ
ຊࢆᢲࡋୖࡆࡓࠋࡉࡽࡑࡢᚋࠊཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡀᦆയࡋࠊỈ⣲➼ࡢ㠀จ⦰ᛶ࢞ࢫࡸỈẼࡀ
┤᥋ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ㸦':㸧୍Ẽᄇฟࡋࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡀᛴ⃭㧗ࡲࡾࠊタィᅽຊࢆࡁ
ࡃ㉸࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ⚟ᓥཎⓎࡢ0$5.,ᆺ᱁⣡ᐜჾࡣࠊࡑࡢᚋࡢᨵⰋᆺ0$5.,ᆺ᱁⣡ᐜჾẚ࡚ᑠᆺ࡛ᐜ
✚ࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊᅽຊࡢୖ᪼ࡀ㏿ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊࠕ㸰㸰㸲㸱㸧Dࠖࡢࠕࢩࢼࣜ࢜㸰࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ᆅ㟈┤ᚋ㓄⟶ࡀ◚ᦆࡋࠊᑠ
◚ཱྀ/2&$ࡀ㉳ࡁࡓሙྜࠊỈẼࡸỈ⣲➼ࡢ㠀จ⦰ᛶ࢞ࢫࡣࡍ࡚㓄⟶ࡢ◚ᦆ⟠ᡤࠊ୪ࡧཎᏊ
⅔ࡢ◚ᦆ⟠ᡤࡽ':┤᥋ᄇฟࡋࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࢆᛴ⃭ୖ᪼ࡉࡏࡓࡇ࡞ࡿࠋ


㸰㸧ỈຊᏛⓗືⲴ㔜
 㐠㌿୰ࡢ᱁⣡ᐜჾࡢ୰ࡣࠊࡰ㸯Ẽᅽࡢ❅⣲࡛‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋ◚ཱྀ/2&$ࡀ㉳ࡁࡿࠊ
':ࡽ6&㔞ࡢ❅⣲Ẽࡀ㧗㏿࡛ὶࢀ㎸ࡳࠊ6&ෆࡢࣉ࣮ࣝỈ㠃ࡢືᦂࡸẼࡢจ⦰
ື࡞」㞧࡞ືⓗⲴ㔜ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡇࢀࢆࠕỈຊᏛⓗືⲴ㔜ࠖ࠸࠸ࠊᢏ⾡ᣦ㔪ࢆࡶ6&
࡞ࡢᙉᗘࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⲴ㔜ࡣ%:5ᆺ᱁⣡ᐜჾඹ㏻࡛࠶ࡿࡀࠊ≉0$5.,ᆺ᱁⣡
ᐜჾ࠾࠸࡚ࡣࠕᅗ㸰㸰㸳̺㸰ࠖࡢࡼ࠺ཝࡋ࠸Ⲵ㔜ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢᢏ⾡ᣦ㔪࡛⪃៖
ࡉࢀ࡚࠸ࡿẼయࡣ࠶ࡃࡲ࡛Ẽ❅⣲࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊ⚟ᓥཎⓎᨾ࡛ࡣ᭱⤊ⓗཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡀ◚ᦆࡋࠊ':ࡣỈẼࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᴟ
ࡵ࡚㧗࠸ ᗘࡢỈ⣲➼ࡢ㠀จ⦰ᛶ࢞ࢫࡀ㔞ᨺฟࡉࢀࡓ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢ㧗 ࡢỈ
Ẽࡸ࢞ࢫࡀ':⾪ᧁⲴ㔜ࡋ࡚ຍࢃࡾࠊࡲࡓࠊ6&ෆὶධࡋ࡚㧗 ୗ࡛ࡢ⃭ࡋ࠸ỈຊᏛⓗື
Ⲵ㔜ࢆࡶࡓࡽࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡶࡋ㹼ྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾࡀ◚ᦆࡋ࡚࠸ࡿࡍࢀࡤࠊࡑࡢཎᅉ
ࡣࡇ࠺ࡋࡓ㧗 ୗ࡛ࡢ⾪ᧁⲴ㔜ࡸỈຊᏛⓗືⲴ㔜ࡼࡗ࡚࠸ࡿࡇࡶ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱㸧ࢫࣟࢵࢩࣥࢢ
ᅽຊᢚไࣉ࣮ࣝࡢỈ㠃ࡣࠊᆅ㟈ື࡛࿘ᮇⓗ࡞ἼࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦ࠕᅗ㸰㸰㸳㸱ࠖ




ᏳጤဨỴᐃࠕ%:5࣭0$5.Ϩᆺ᱁⣡ᐜჾᅽຊᢚไ⣔ຍࢃࡿືⲴ㔜ࡢホ౯ᣦ㔪ࠖ㸦ࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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➨㸰㒊 ᨾࡢ㐍ᒎ

ᮍゎ᫂ၥ㢟ࡢ
ࡢ᳨ド

ཧ↷㸧
㸧ࠋࡇࡢỈ㠃
㠃ືᦂࢆࢫࣟ
ࣟࢵࢩࣥࢢ࠸࠺ࠋ
ᖹᡂ
ᡂ㸦㸧ᖺࡢ᯽ᓮส
ส⩚ཎⓎࢆくࡗ
ࡗࡓ᪂₲┴୰
୰㉺Ἀᆅ㟈࡛
࡛ࠊࡍ࡚ࡢྕ
ྕᶵ࡛⏝῭
῭ࡳ⇞
ᩱ㈓ⶶ
ⶶࣉ࣮ࣝࡢỈ
Ỉ㠃ࡀࡁࡃᦂࢀࠊࣉ࣮ࣝ
ࣝࡢ෭༷Ỉࡀ
ࡀ㔞⁄ࢀ
ࢀฟࡋࡓࠋ⚟
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ
Ⓨ࠾
࠸࡚ࡶ
ࡶࠊ⏝῭ࡳ
ࡳ⇞ᩱ㈓ⶶࣉ
ࣉ࣮ࣝᅽຊ
ຊᢚไࣉ࣮ࣝࡀ
ࡀࠊᆅ㟈ື࡛
࡛Ỉ㠃ືᦂࡋ
ࡋࡓ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ
ᖺ㉳ࡁࡓ༑
༑Ἀᆅ㟈࡛
࡛ࡣࠊ㟈※ࡽ
ࡽNP௨ୖ㞳
㞳ࢀࡓ▼Ἔࢱ
ࢱࣥࢡࡀࠊࢫ
ࢫࣟࢵ
ࢩࣥࢢ
ࢢ࡛ᦆയࡋⅆ
ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ
ࡋࡓࠋᶵᲔᵓ
ᵓ㐀≀ࠊ≉㓄
㓄⟶࡞ࡣᅛ
ᅛ᭷࿘ᮇࡀ⣙
⣙⛊⛬ᗘ࡛
࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ
ᆺࢱࣥࢡࡢ
ࡢࢫࣟࢵࢩࣥ
ࣥࢢࡣ⛊ࡽ
ࡽ⛊㐩ࡍ
ࡍࡿࠋ0$5.Ϩᆺ᱁⣡ᐜჾࡢ
ࡢࢫࣟࢵࢩࣥ
ࣥࢢࡣ
⣙㹼
㹼⛊⛬ᗘ᥎
᥎ ࡉࢀࡿࠋ≉ࠊ㛗࿘
࿘ᮇᡂศࡢከ
ከ࠸ᆅ㟈ືࡀ
ࡀࡃࡿࠊᅽຊ
ຊᢚไᐊࡢỈ
Ỉ㠃ࡀ
ືᦂࡋࠊࢲ࢘ࣥ࢝
࣐࣮࢝ࡢඛ➃
➃ࡀỈ㠃ࡽእ
እฟ࡚ࡋࡲ
ࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ
ࡀ࠶ࡿࠋฟࡓ▐
▐㛫ỈẼ
Ẽࡣᅽ
ไᐊࡢẼ┦㒊
㒊ྤࡁฟࡉ
ࡉࢀࠊᅽຊᢚไ
ไᶵ⬟ࡀാ
ࡎࠊタィ᮲
᮲௳ෆ࡛ࡶ᱁⣡
⣡ᐜჾࡀ㐣ᅽ
ᅽࡋ࡚
ຊᢚไ
ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶
࠶ࡿࠋᅽຊ
ຊᢚไࣉ࣮ࣝࡢ
ࡢࢫࣟࢵࢩࣥ
ࣥࢢࡣࠊ0$5.
.ϩᆺ୪ࡧ
$%:5ࡢ5&&9
9࡛ࡶ
㉳ࡇࡾᚓࡿࡀࠊࢲ
ࢲ࣐࣮࢘ࣥ࢝
࣮ࡢ㟢ฟࡍࡿྍ⬟ᛶࡣࠊ0
0$5.Ϩᆺࡀ᭱
᭱ࡶ㧗࠸ࠋ≉
≉ࠊ㛗࿘ᮇ
ᮇࡢື
ᦂࡀ㛗
㛗㛫⥆ࡃሙ
ሙྜࡣ༑ศ
ศ࡞᳨ウࢆせ
せࡍࡿࠋ

ࢺࢵࣉ࣊ࢵࢻ
ࢻࣇࣛࣥࢪ


ᅗ㸰㸰㸳㸯 0$5.Ϩᆺ᱁⣡
0
⣡ᐜჾ

 




ᮾ㟁
㟁㈨ᩱ
ᚋ⸨
⸨ᨻᚿࠕ᱁⣡ᐜ
ᐜჾࡢᶵ⬟႙ኻࡢ
ࡢពࠖࠗ⛉Ꮫ
Ꮫ࠘9ROࠊ1R㸦ᖹᡂࠑ
ࠒᖺ᭶㸧

ᚋ⸨
⸨ᨻᚿࠕ᱁⣡ᐜ
ᐜჾࡢᶵ⬟႙ኻࡢ
ࡢពࠖࠗ⛉Ꮫ
Ꮫ࠘9ROࠊ1R㸦ᖹᡂࠑ
ࠒᖺ᭶㸧
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ᅗ㸰㸰㸳㸰 ࠕ%:5࣭0$5.Ϩᆺ᱁⣡ᐜჾᅽຊᢚไ⣔ຍࢃࡿືⲴ㔜ࡢホ౯ᣦ㔪ࠖ 㸦㸧ᖺ
᭶㸳᪥ ཎᏊຊᏳጤဨỴᐃ



ᅗ㸰㸰㸳㸱 0$5.Ϩᆺ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊᢚไᐊࡢỈࡢࢫࣟࢵࢩࣥࢢ
ᆅ㟈ືⓎ⏕ࡢᅽຊᢚไᐊࣉ࣮ࣝỈࡢࢫࣟࢵࢩࣥࢢ࣭ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࠋᅗࡢ㉥࠸ࡇࢁ࡛ࡁ࡞ࢫࣟ
ࢵࢩࣥࢢࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㟷࠸㒊ศࡣࠊࡁ࡞ࢫࣟࢵࢩࣥࢢࡢࡓࡵࢲ࣐࣮࢘ࣥ࢝ฟཱྀࡀỈ㠃ࡽእฟ
࡚࠸ࡿ㒊ศࠋ࡞࠾ࠊࢲ࣐࣮࢘ࣥ࢝ฟཱྀࡀỈ㠃ࡽእฟ࡚ࡋࡲ࠺ࠊỈẼࡀᅽຊᢚไᐊࡢẼ┦㒊ྤ
ࡁฟࡉࢀࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡀୖ᪼ࡍࡿࠋ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ


➨㸱㒊࡛ࡣࠊᮾி㟁ຊࠊᨻᗓࠊᐁ㑰ࠊ⚟ᓥ┴ࡑࢀࡒࢀࡢࠊᨾࡢึືཬࡧࡑࡢᚋࡢ㐍ᒎ㐣
⛬࠾ࡅࡿᑐᛂࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᴗ⪅ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࠊఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࠊ༴ᶵ⟶⌮యไཬࡧሗ
㛤♧ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᐇែၥ㢟Ⅼࢆ᳨ドࡍࡿࠋ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

㸱㸯 ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᮾ㟁ࡢᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ᮾ㟁ࡢᨾᑐᛂࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ➨୍ࠊᨾ㛗♫㛗ࡀࡑࢁࡗ࡚
ᅾ࡛࠶ࡗࡓⅬࢆᣦ࡛ࡁࡿࠋཎᏊຊ⅏ᐖࡢഛ࠼ࡋ࡚ᮏ᮶࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡛࠶
ࡾࠊᐇ㝿ேࡢᅾࡣࠊ࣋ࣥࢺࡸᾏỈὀධ࡞῝้࡞⤒Ⴀุ᩿ࢆ㏕ࡽࢀࡿᒁ㠃࡛㐃⤡ࡸ
┦ㄯవィ࡞㈇Ⲵࢆࡅࡿ⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊึື࠾ࡅࡿ㎿㏿࡞ᨾᑐᛂࡢጉࡆ࡞ࡗ
ࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
➨ࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡀᶵ⬟ࡏࡎࠊ⥭ᛴࡢ࣐ࢽࣗࣝࡶᙺ❧ࡓ࡞ࡗࡓⅬ
ࢆᣦ࡛ࡁࡿࠋᨾࡢ㐠㌿ᡭ㡰᭩ࡣ⅔ࡢ≧ែࢆࣃ࣓࣮ࣛࢱ┘ど࡛ࡁࡿࡇࢆ๓ᥦࡋ
࡚࠾ࡾࠊᅇࡢࡼ࠺࡞㛗㛫ࡢ㟁※႙ኻ࠸ࡗࡓែ࠾࠸࡚༑ศᶵ⬟ࡍࡿෆᐜࡣ࡞
ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
➨୕ࡣࠊ⥭ᛴࡢᣦ௧⣔⤫ࡢΰ࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖࡢಖᏳ㝔ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢳ
ࣕࢿࣝࡀࠊಖᏳ㝔(5&㸦⤒῭⏘ᴗ┬⥭ᛴᑐᛂࢭࣥࢱ࣮㸧
ࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟
ࡶ࠶ࡗ࡚༑ศά⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ≉ྕᶵࡢ࣋ࣥࢺ㝿ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ሙࡢᅔ㞴࡞≧ἣࢆ
ᐁ㑰ཬࡧಖᏳ㝔༑ศఏ࠼ࡽࢀࡎࠊᴗ⪅ᐁ㑰ࡢ㛫ಙឤࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
㤳┦ࡀᨾ⌧ሙฟྥ࠸࡚⾜ࡗ࡚࣋ࣥࢺࡢᣦ♧ࢆࡍࡿ࠸࠺๓௦ᮍ⪺ࡢែࡣࠊ⌧ሙࡢ
㛫ࢆ↓㥏ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢᚋࡢᴗ⪅ࠊつไᙜᒁࠊᐁ㑰ࡢᣦ௧⣔⤫ࡢΰࡢཎ
ᅉ࡞ࡗࡓࠋᮏᗑࡀᙜึࡽ⌧ሙࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᨾᑐᛂ㏣ࢃࢀࡿ⌧ሙ௦ࢃࡗ࡚ࠊ
㛵ಀྛᡤ⌧ሙࡢ㐣㓞࡞≧ἣࡘ࠸࡚⌮ゎࢆồࡵࡿࡼ࠺✚ᴟⓗᑐᛂࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊಙឤ
⾜ࡁ㐪࠸ࢆ⦆࡛ࡁࡓྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛ࡶࠊึືᨻᗓኴ࠸ࣃࣉࢆᣢࡘ♫
㛗ࡸ㛗ࡀᅾ࡛࠶ࡗࡓࡇࡢᙳ㡪ࡣࡁ࠸ࠋ
➨ᅄࠊᮏᗑഃࡀᢏ⾡ⓗ࡞ຓࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓⅬࢆᣦ࡛ࡁࡿࠋྜྷ⏣ᫀ㑻⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ
㛗㸦ྜྷ⏣ᡤ㛗㸧ࡣࠊྕᶵࡀ῝้࡞ែ㝗ࡗࡓ㝿ࠊṊ⸨ᰤᮾ㟁௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸦Ṋ⸨
♫㛗㸧ᢏ⾡ⓗ࡞ࢻࣂࢫࢆồࡵࡓࡀࠊṊ⸨♫㛗ࡣ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢ⛣ື
୰ࡔࡗࡓࡓࡵᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᢏ⾡㠃࡛ࡢึṌⓗ࡞㉁ၥࡀᐁ㑰ഃࡽྜྷ⏣ᡤ㛗
┤᥋ᢞࡆࡅࡽࢀࡿ≧ែࢆᨺ⨨ࡍࡿࡶࠊ⌧ሙࡢุ᩿⫼ࡍࡿᏳጤဨ⌜┠
ᶞጤဨ㛗㸦⌜┠ጤဨ㛗㸧ࡢᣦ♧ࢆ♫㛗ࡀㄆࡍࡿ࡞ࠊ⌧ሙࡢ➨୍⥺ࢆᨭࡍࡿព㆑ࡶయ
ไࡶᩚࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
➨ࠊᮾ㟁ᰁࡳࡘ࠸ࡓ≉␗࡞⤒Ⴀయ㉁㸦࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡸཎᏊຊつไᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆ
⾜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⮬ࡽࡣ▮㠃❧ࡓࡎࠊᙺᡤ㈐௵ࢆ㌿᎑ࡍࡿ㯮ᖥࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀయ㉁㸧ࡀ
ᨾᑐᛂࢆࡺࡀࡵࡓⅬࢆᣦ࡛ࡁࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕ㠃᧔㏥ࠖၥ㢟ࡸᐁ㑰ࡢ㐣ධၥ㢟ࡣࠊ
ࡑࡢ㇟ᚩⓗฟ᮶࡛࠶ࡗࡓࠋձⓎ㟁ᡤࡢ⌧ሙࡣ㠃㏥㑊ࢆ୍ษ⪃࠼࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࠊղ
ᮾ㟁ᮏᗑ࠾࠸࡚ࡶ㏥㑊ᇶ‽ࡢ᳨ウࡣ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㠃㏥㑊ࡀỴᐃࡉࢀࡓᙧ㊧ࡣ࡞
ࡃࠊΎỈ♫㛗ࡀᐁ㑰ࡤࢀࡿ๓☜ᐃࡋࡓ㏥㑊ィ⏬ࡶࡲࡓ⥭ᛴᑐᛂ࣓ࣥࣂ࣮ࢆṧࡋ࡚㏥
㑊ࡍࡿ࠸ࡗࡓෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࡇࠊճᙜࠊΎỈ♫㛗ࡽ㐃⤡ࢆཷࡅࡓಖᏳ㝔㛗ࡣ㠃㏥
㑊ࡢ┦ㄯࡣཷࡅṆࡵ࡞ࡗࡓࡇࠊմࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒࡛⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡓ࢜ࣇࢧࢺࢭ
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ࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡶ㠃㏥㑊ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄆ㆑ࡀ࡞ࡗࡓࡇ➼ࡽุ᩿ࡋ࡚ࠊ
㠃᧔㏥ࡣᐁ㑰ࡢㄗゎ࡛࠶ࡾࠊ⥲⌮ࡼࡗ࡚ᮾ㟁ࡢဨ᧔㏥ࡀ㜼Ṇࡉࢀࡓ⌮ゎࡍࡿࡇ
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᐁ㑰ㄗゎࡀ⏕ࡌࡓ᰿ᮏཎᅉࡣࠊẸ㛫ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡾ࡞
ࡀࡽࠊ⮬ᚊᛶ㈐௵ឤஈࡋ࠸ୖグࡢࡼ࠺࡞≉␗࡞⤒Ⴀࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓΎỈ♫㛗ࡀࠊᴟࡵ࡚
㔜࡞ᒁ㠃࡛ࡍࡽࠊᐁ㑰ࡢពྥࢆ᥈ࡿࡢࡼ࠺࡞᭕࡞㐃⤡⤊ጞࡋࡓⅬồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢព࡛ࠊᮾ㟁ࡣࠊᐁ㑰ࡢㄗゎࡸ㐣ධࢆ㈐ࡵࡽࢀࡿ❧ሙࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࡑ࠺ࡋࡓ
ែࢆᣍ࠸ࡓᙇᮏே࡛࠶ࡿゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ



㸱㸯㸯 ᨾᑐᛂ࠾ࡅࡿᮾ㟁ࡢពᛮỴᐃ
ᅇࡢᨾᑐᛂ࠾࠸࡚ࠊᮾ㟁ࡢ⥭ᛴែໃࡸᣦ௧⣔⤫ࡢၥ㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕពᛮỴᐃࡢ㐜
ࢀࡸㄗࡗࡓุ᩿➼ࡣ࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ≉㔜せࡔࡗࡓ࠸ࡃࡘࡢᨾᑐᛂࢆྲྀ
ࡾୖࡆࠊᮾ㟁ෆ㒊ࡢࢸࣞࣅ㆟ࡢᫎീ➼ࢆཧ⪃ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⣔ิ᳨࡛ドࢆ⾜࠺ࠋ


㸯㸧ᨾ┤ᚋࡢ⥭ᛴែໃᣦ௧⣔⤫

D⥭ᛴែໃ㸦୍⯡⅏ᐖ㸧
ᮾ㟁࡛ࡣࠊ⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ㸦ࠑࠒᖺἲᚊ➨ྕ㸧ࡑࡢ㛵ಀἲ௧ᇶ࡙ࡁࠊ
୍⯡⅏ᐖ⏝ࡢ㜵⅏ᴗົィ⏬ࢆసᡂࡋࠊ㠀ᖖ⅏ᐖࡢⓎ⏕ཪࡣࡑࡢணᑐࡋ࡚ࠊ㠀ᖖែໃࢆᩜ
ࡃࡇࡋ࡚࠸ࡓࠋᮾ㟁ࡢ㜵⅏ᴗົィ⏬࡛ࡣࠊ⅏ᐖࡢつᶍࠊᪧࡲ࡛ࡢぢ㏻ࡋᮇ㛫➼ᛂࡌ
࡚ࠊ㠀ᖖែໃࢆ㍍࠸ࡶࡢࡽ㡰ࠊ➨㠀ᖖែໃࡽ➨㠀ᖖែໃࡢࡘ༊ศࡋࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊ
ᮏᗑ୪ࡧᚲせ࡞ᨭᗑཬࡧᴗᡤ㠀ᖖ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᨾඛ❧ࡘᆅ㟈Ⓨ⏕ࡣࠊ➨㠀ᖖែໃࡀⓎ௧ࡉࢀࠊ㠀ᖖ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢࠊΎỈṇᏕᮾ㟁௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㸦௨ୗࠕΎỈ♫㛗ࠖ࠸࠺㸧ࡣᅾ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
♫㛗ࡀᖐ♫ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⸨ᮏᏕᮾ㟁௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࡀᮏᗑ㠀ᖖ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㛗௦⾜ࢆົ
ࡵࠊྜྷ⏣ᫀ㑻ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᡤ㛗㸦௨ୗࠕྜྷ⏣ᡤ㛗ࠖ࠸࠺㸧ࡀᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤ㸦௨ୗࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠖ࠸࠺㸧㠀ᖖ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᮏ㒊㛗ࢆົࡵࡓࠋ

E⥭ᛴែໃ㸦ཎᏊຊ⅏ᐖ㸧
ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺἲᚊ➨ྕ㸧㸦௨ୗࠕཎ⅏ἲࠖ࠸࠺㸧
ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢⓎ⏕ཪࡣᣑࢆ㜵ṆࡍࡿࡓࡵࠊཎᏊຊᴗᡤࡈཎᏊຊ㜵⅏⤌⧊㸦ᮾ
㟁࡛ࡣ⥭ᛴᑐ⟇ᮏ㒊ࡤࢀࡿ㸧ࡢタ⨨ཬࡧࡑࢀࢆ⤫ᣓ⟶⌮ࡍࡿཎᏊຊ㜵⅏⟶⌮⪅ࡢ㑅௵ࠊ
୪ࡧཎᏊຊᴗ⪅㜵⅏ᴗົィ⏬ࡢసᡂࠊᒆฟࢆ⩏ົࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᮾ㟁ࡢཎᏊຊᴗ⪅㜵⅏ᴗົィ⏬࡛ࡣࠊ
Ⓨ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ⥭ᛴᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ⥭ᑐᮏ㒊ࠖ
࠸࠺㸧ࢆ⤫ᣓ⟶⌮ࡍࡿⓎ㟁ᡤᑐ⟇ᮏ㒊㛗ཎᏊຊ㜵⅏⟶⌮⪅࡛࠶ࡿⓎ㟁ᡤ㛗ࡀࠊࡲࡓࠊⓎ
㟁ᡤࡢ⥭ᑐᮏ㒊ࢆᨭࡍࡿᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ࡢᮏ㒊㛗ࡣ♫㛗ࡀᑵࡃࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ♫㛗ࡀ

- 252 -

➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ᅾࡢሙྜࡣ♫㛗ཪࡣᖖົྲྀ⥾ᙺࡀࡑࡢ㡰ࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ㒊㛗ࢆ௦⾜ࡍࡿࡇ࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
᭶᪥ࠊᮾ㟁ࡣࠊὠἼࡢく᮶ࡼࡾ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢྛྕᶵ࡛ὶ㟁※ࡀ႙ኻࡋࡓࡇ
ࡽࠊཎ⅏ἲ➨᮲㏻ሗࢆ⾜࠸ࠊ➨ḟ⥭ᛴែໃࢆⓎ௧ࡋ࡚⥭ᑐᮏ㒊㸦ཎᏊຊ⅏ᐖ㸧ࢆタ
⨨ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࠊΎỈ♫㛗ࡣฟᙇ୰࡛ᅾ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓṊ⸨ᰤᮾ㟁௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ཎᏊຊ࣭❧ᆅ
ᮏ㒊㛗㸦௨ୗࠕṊ⸨♫㛗ࠖ࠸࠺㸧ࡶ࣐ࢽࣗࣝᚑ࠸⚟ᓥࡢ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ྥ
ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊㛗࡛࠶ࡿᑠ᳃᫂⏕ᮾ㟁ᖖົྲྀ⥾ᙺ㸦௨ୗࠕᑠ᳃ᖖົࠖ
࠸࠺㸧ࡀᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊㛗௦⾜ࢆົࡵࡓࠋ

Fᨾᙜࡢ㈐௵⪅ࡢືྥᣦ௧⣔⤫㛵ࡍࡿㄆ㆑
Ϩ ΎỈ♫㛗
᭶᪥ࠊ᪥⤒῭ᅋయࡢྜฟᖍࡋࠊ᪥༗ᚋࠊ㟁Ẽᴗ㐃ྜ㛗ࡋ࡚ዉⰋࡢ
ᖹᇛᐑ㊧ࢆどᐹ୰ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
ᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽᩘ㛫ᚋࠊ⯟✵⮬⾨㝲ᑠ∾ᇶᆅࡽ㍺㏦ᶵࢆ⏝ࡋ࡚ᮾிᡠࢁ࠺࠸ࡗࡓ
ࢇ㞳㝣ࡋࡓࡶࡢࡢࠊᨻᗓࡢุ᩿࡛ᘬࡁ㏉ࡍࡇ࡞ࡾࠊ᪥Ẹ㛫࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆࢳ࣮ࣕࢱ
࣮ࡋ᪂ᮌሙ฿╔ࠊ♫฿╔ࡋࡓࡢࡣ๓࡛࠶ࡗࡓࠋ
ΎỈ♫㛗ࡣࠊᖐ♫ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᦠᖏ㟁ヰ࡛ᮾ㟁ᮏᗑ㐃⤡ࢆࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢⅬ࡛
ᑠ᳃ᖖົࡽ┦ㄯࢆཷࡅࡓࡢࡣ࣋ࣥࢺࡢࡇࡔࡅࡔࡗࡓ㏙࡚࠸ࡿࠋ

ϩ ಛ㛗
ᆅ㟈Ⓨ⏕ᙜࠊಛᜏஂᮾ㟁௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗㸦௨ୗࠕಛ㛗ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊ⓻⣖⏨ᮾ㟁
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ࡶ୰ᅜฟᙇࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅ㟈ࡢ୍ሗࢆ⪺࠸ࡓ㝿ࠊ༶ᗙ⯟✵ᶵࡢᡭ
㓄ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ㟈⅏ࡢᙳ㡪࡛ᡂ⏣ཬࡧ⩚⏣✵ ࡀ⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⩣᪥᪥᭱ࡶ᪩࠸
౽࡛ᖐᅜࡋࡓࠋᡂ⏣✵ ࡣ᪥ࡈࢁ฿╔ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ㐨㊰≧ἣࡀᝏࡗࡓࡓࡵࠊ㟁
㌴ࢆࡾ⥅ࡂࠊࡈࢁᮏᗑ฿╔ࡋࡓࠋ
ಛ㛗ࡣࠊ୰ᅜ࠸ࡿ᭱୰ࡣࠊ㛫࡞࠸ࡋ㛫ᮏ⛬ᗘࡢ㟁ヰࢆ㏻ࡌ࡚ཎᏊຊⓎ㟁
ᡤࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ࡢ༙ࡈࢁࡣࠊᮾ㟁ᮏᗑࡽࡢ㟁ヰ࡛࣋ࣥࢺࡢᐇࢆఏ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ᪥ࡈࢁᡂ⏣✵ ฿╔ࡋࡓᚋࡣࠊࡈࢁᮾ㟁ᮏᗑ฿
╔ࡍࡿࡲ࡛ࠊᮾ㟁ᮏᗑ㟁ヰ࡛ヰࡋྜࡗ࡚࠸࡞࠸㏙࡚࠸ࡿࠋ




ΎỈṇᏕ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗➨ᅇጤဨ
ΎỈṇᏕ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗➨ᅇጤဨᮾ㟁㈨ᩱ
 ᯞ㔝ᖾ⏨๓ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁグ⪅ぢ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSQHWWYJRYRQOLQHJRMSSUJSUJKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

ΎỈṇᏕ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗➨ᅇጤဨ

ಛᜏஂᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ㛗➨ᅇጤဨ

ಛᜏஂᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ㛗➨ᅇጤဨ
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Ϫ Ṋ⸨♫㛗
Ṋ⸨♫㛗ࡣᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡢ᪥ศࡈࢁࠊᆅඖࡢㄝ᫂ࡢࡓࡵ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ
ࡢ୰㉺Ἀᆅ㟈ࡢ┬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㟈⅏ࡣࠊ⤒Ⴀᒙࡀ⌧ᆅ┤᥋ฟྥ࠸࡚ᆅᇦఫẸࡸ♫
ᑐࡋ࡚ሗࢆⓎಙࡍࡿࡼ࠺࣐ࢽࣗࣝ➼ᐃࡵ࡚࠸ࡓ㸧ᮏᗑࢆᚋࡋࠊ᪂ᮌሙ⤒⏤࡛࣊ࣜ
ࢥࣉࢱ࣮࡛⌧ᆅྥ࠸ࠊࡈࢁᮾ㟁⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸦௨ୗࠕ⚟ᓥ➨ཎⓎࠖ
࠸࠺㸧ࡢࢢࣛ࢘ࣥࢻ฿╔ࡋࡓࠋ
⌧ᆅࡢ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡗ࡚ᮾ㟁ᮏᗑࡸⓎ㟁ᡤࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ฿╔ᚋࡣࣜࣝࢱ࣒࡛ពᛮỴᐃཧຍࡋࡓࠋ

ϫ ᑠ᳃ᖖົ
ΎỈ♫㛗ࡀᾏእฟᙇ୰࡛࠶ࡾࠊṊ⸨♫㛗ࡀ⚟ᓥฟⓎࡋࡓࡓࡵࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢึືᑐᛂ
ࡣࠊᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ࡢᣦᙜࡓࡗࡓࠋグ⪅ぢ࡞࡛ᖍࢆእࡍࡁࡣࠊᮾ㟁᯽ᓮส⩚
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸦௨ୗࠕ᯽ᓮส⩚ཎⓎࠖ࠸࠺㸧ࡢᡤ㛗⤒㦂⪅࡛࠶ࡿ㧗ᶫ᫂⏨ᮾ㟁ࣇ࢙࣮ࣟ㸦௨
ୗࠕ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟࠖ࠸࠺㸧ࢆ୰ᚰࠊ௦⌮ࡢ⪅ᣦࢆ㢗ࢇࡔࠋ

Ϭ ྜྷ⏣ᡤ㛗
ᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡁࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢົᲷ࠶ࡿᡤ㛗ᐊ࠸ࡓࡀࠊ┤ࡕච㟈㔜せᲷ
⛣ືࡋ࡚ࠊ௨ᚋࠊ⌧ሙࡢ㝕㢌ᣦࢆᇳࡾ⥆ࡅࡓࠋᮾ㟁ᮏᗑࡢᑠ᳃ᖖົࡸ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ
࣮ࡢṊ⸨♫㛗ࡣࠊࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡌ࡚ពᛮ㏻ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ϭ Ṋ㯮ࣇ࢙࣮ࣟ
᭶᪥ࡈࢁࠊ⤒῭⏘ᴗ┬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇࡽᮾ㟁ᮏᗑᑐࡋࠊཎᏊຊࡢᢏ⾡ⓗ࡞
ヰࡀ࡛ࡁࡿ⪅ࢆᐁ㑰ᕪࡋྥࡅࡿࡼ࠺せㄳࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊཎᏊຊရ㉁࣭Ᏻ㒊㛗
ࡀὴ㐵ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊⳢ┤ேෆ㛶⥲⌮⮧㸦௨ୗࠕⳢ⥲⌮ࠖ࠸࠺㸧ࡀ㆟ฟᖍ
ࡍࡿࡓࡵࠊཎᏊຊࡢᑓ㛛ᐙ࡛ୖᖍ⪅࡛࠶ࡿṊ㯮୍㑻ᮾ㟁ࣇ࢙࣮ࣟ㸦௨ୗࠕṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࠖ
࠸࠺㸧ࡶᐁ㑰⾜ࡃࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ௨ᚋࠊṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡣࠊᮾ㟁ᮏᗑ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁
ᡤᨾᑐ⟇⤫ྜᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ᪥ࡲ࡛ࠊఱᗘฟධࡾࡋࡓࡶࡢࡢᇶᮏⓗࡣᐁ㑰ワࡵ
࡚࠸ࡓࠋ

Gึື࠾ࡅࡿ⤒Ⴀࢺࢵࣉࡢᅾᣦ௧⣔⤫⏕ࡌࡓၥ㢟
ᆅ㟈Ⓨ⏕ᙜࠊΎỈ♫㛗ಛ㛗ࡣࡶฟᙇ୰࡛࠶ࡗࡓࠋ⤒Ⴀࢺࢵࣉࡀࡑࢁࡗ࡚ᅾ
࡞ࡿࡇࡣཎᏊຊᴗ⪅ࡗ࡚ࡣᮏ᮶࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊಛ㛗ࡣΎ




Ṋ⸨ᰤ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊㛗➨ᅇጤဨ
ᑠ᳃᫂⏕ᮾ㟁ᖖົྲྀ⥾ᙺࣄࣜࣥࢢ

ྜྷ⏣ᫀ㑻ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ㛗ࣄࣜࣥࢢ
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Ỉ♫㛗ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡲࡲᾏእฟᙇฟࡅ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊΎỈ♫㛗ࡣほග᪑⾜
㏆࠸⏝࡛ᅾ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮾ㟁ࡣࠊཎᏊຊᴗ⪅ࡋ࡚ࡢ⥭ᙇឤࡀⴭࡋࡃ
Ḟዴࡋ࡚࠸ࡓゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࠊࡸࡴࢆᚓࡎᑠ᳃ᖖົࡀᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ࡢᣦࢆᇳࡿࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࡢࡁ
ࡽࢀࡓᣦ௧⣔⤫ࡘ࠸࡚ࠊྛ㈐௵⪅ࡢ㛫࡛ㄆ㆑ᚤጁ࡞ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ΎỈ♫㛗ࡣࠊᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡢᶒ㝈ཬࡧ㈐௵ࡣࠊᮏ㒊㛗௦⌮࡛࠶ࡿṊ⸨
♫㛗࠸ࡗࡓࢇࡣ⛣㌿ࡋࠊࡑࡢᚋࡉࡽ࡞ࡿ௦⌮ࡋ࡚ᑠ᳃ᖖົ⛣ࡗࡓ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡛࠶ࡿࡀࠊᑠ᳃ᖖົࡣࠊ౫↛ࡋ࡚ΎỈ♫㛗ࡀពᛮỴᐃࢆ⾜࠺ࡶࡢㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾࠊΎỈ♫㛗ࡢ୰ࡶࡑ࠺ࡋࡓព㆑ࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ᐇ㝿ࠊᑠ᳃ᖖົࡣᾏỈὀධࡘ࠸࡚ࠊṊ⸨♫㛗ΎỈ♫㛗ᑐࡋࠊ㟁ヰ࡛☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ
㏙࡚࠸ࡿࠋΎỈ♫㛗ࡶࡲࡓࠊᆅᇦఫẸࡀᨺᑕᛶ≀㉁ࢆᾎࡧࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ
࣋ࣥࢺࡘ࠸࡚ࡣ⮬ࡽࡀỴᐃࡍࡁࡶࡢ⪃࠼ࠊ㟁ヰ࡛ࡢ┦ㄯᛂࡌࡓ㏙࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢΰࡣࠊ࠸ࡃࡽᨾᑐᛂࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊேయᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ࣋ࣥࢺࡸᗫ⅔ࢆỴᐃ࡙
ࡅࡿᾏỈὀධࡘ࠸࡚ࡣࠊู㏵♫㛗㸦ሙྜࡼࡗ࡚ࡣ㛗㸧ࡢุ᩿ࡀᚲせࡔ࠸࠺ឤぬࡼ
ࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ୍้ࢆத࠺ึືࡢẁ㝵࡛ࠊ㐲㝸ᆅ࠸ࡓ♫㛗➼┦
ㄯࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡀຍࢃࡗࡓࡇࡣࠊᨾࡢᑐᛂࡗ࡚వィ࡞ᡭ㛫ࢆせࡍࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊཎᏊຊ㒊㛛ࡢࢺࢵࣉ࡛࠶ࡿṊ⸨♫㛗ࡀ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮⛣ືࡋࡓࡢࡣ୰㉺Ἀ
ᆅ㟈ࡢᩍカᚑࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡔᨾࡢᐜࡀࡃᢕᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࠊ
ᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ࡢᣦࡼࡾࡶᆅඖࡢㄝ᫂ࢆඃඛࡉࡏࡿࡓࡵᮏᗑࢆᚋࡋࡓࡇࡀࠊᯝࡓࡋ࡚
ྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡗࡓྰࡘ࠸࡚ࡣၥࡀṧࡿࠋ

Hᐁ㑰ࡢពྥࢆ㔜どࡍࡿጼໃࡀᣦ௧⣔⤫࠼ࡓၥ㢟
ࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺୖࡢ࣮࡛ࣝࣝࡣࠊ࠼ࡤ࣋ࣥࢺᐇࡢุ᩿⪅ࡣⓎ㟁ᡤ㛗࡞ࡗ
࡚࠾ࡾࠊᐇົୖࡣࠊⓎ㟁ᡤᮏᗑ࡛┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽỴᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏᨾᑐᛂ
࠾࠸࡚ࡣࠊᐁ㑰࠸ࡿṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡽ┤᥋⚟ᓥ➨୍ཎⓎᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊ⌜┠ᶞෆ㛶
ᗓཎᏊຊᏳጤဨጤဨ㛗㸦௨ୗࠕ⌜┠ጤဨ㛗ࠖ࠸࠺㸧ࡽ┤᥋ᣦ♧ࡀධࡗࡓࡾࡍࡿ࡞ࠊ
ᣦ௧⣔⤫࠶ࡿ✀ࡢ◚⥢ࡀぢࡽࢀࡓࠋ♫㛗ࡸ㛗ࢆࡣࡌࡵྛ㈐௵⪅ࡣ࠸ࡎࢀࡶ➨୍⩏ⓗ
࡞ពᛮỴᐃᶒࡀⓎ㟁ᡤ࠶ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊᐁ㑰ࡽࡢᣦ♧ࡸせㄳ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࢆᑛ㔜ࡍࡁࡔࡢ⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊಛ㛗ࡣࠊⳢ
⥲⌮ࡽࡢᣦ♧ࢆᢲࡋᡠࡍ࠸࠺ࡇࡣ࡞࡞㋃ࡳษࢀ࡞ࡗࡓ㏙࡚࠸ࡿࡋࠊṊ㯮




 ΎỈṇᏕ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗➨ᅇጤဨ
 ᑠ᳃᫂⏕ᮾ㟁ᖖົྲྀ⥾ᙺࣄࣜࣥࢢ

 ᑠ᳃᫂⏕ᮾ㟁ᖖົྲྀ⥾ᙺࣄࣜࣥࢢ

 ΎỈṇᏕ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗➨ᅇጤဨ

 ᮾ㟁㈨ᩱ

 ಛᜏஂᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ㛗➨ᅇጤဨ
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ࣇ࢙࣮ࣟࡶࠊᨻᗓࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕཎ⅏ᮏ㒊ࠖ࠸࠺㸧ࡢᮏ㒊㛗࡛࠶ࡿⳢ⥲⌮
ࡢุ᩿ࢆ㔜どࡍࡿࡇࡀᨾฎ⌮ࡢୖ࡛㔜せࡔ⪃࠼ࡓ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓព㆑ࡀࠊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ⌧ሙᑐᛂవィ࡞㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ᰿ᮏ
ⓗ࡞ཎᅉࡣࠊᙺᡤᡭࢆᥱࡾ࡞ࡀࡽᙺᡤ㈐௵㌿᎑ࡍࡿ࠸ࡗࡓ㯮ᖥࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀࡢయ㉁
ồࡵࡽࢀࡿࠋẸ㛫ᴗࡋ࡚ഛ࠼ࡿࡁ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᇶᮏࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࠊᮾ㟁ࡣࠊ
ᐁ㑰ࡢ㐣ධࡢ⿕ᐖ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࢆᣍࡁධࢀࡓᙇᮏேࡶ࠸࠼ࡿࠋ





Ṋ㯮୍㑻ᮾ㟁ࣇ࢙࣮ࣟ➨ᅇጤဨ
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ᅗ㸱㸯㸯㸯 ᨾᑐᛂ࠾ࡅࡿせ࡞ሗఏ㐩ពᛮỴᐃ㸦ᮾ㟁ࡢᨾᑐᛂ㸧
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㸰㸧࡞ࡐྕᶵࡢ࣋ࣥࢺᐇࡣ㐜ࢀࠊⳢ⥲⌮ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྥࡗࡓ
ᆅ㟈ࡼࡿὠἼࡀ฿㐩ࡋࡓ┤ᚋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣὶ㟁※႙ኻ㸦6WDWLRQ%ODFN2XWࠊ6%2㸧
௨ୗࠕ6%2ࠖ࠸࠺ ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྕᶵࡣ㠀ᖖ⏝Ỉჾ㸦,VRODWLRQ&RQGHQVHUࠊ
,&㸧㸦௨ୗࠕ,&ࠖ࠸࠺㸧ࡀసືࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢁࡀࠊ᪥ࡍࡂࡣྕᶵ
ࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ㸦':㸧ᅽຊࡀN3D⾲♧ࡉࢀࡓࡇࡽࠊ᱁⣡ᐜჾࡀ༴㝤࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀㄆ㆑ࡉࢀࠊྕᶵ࣋ࣥࢺࡢ‽ഛࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
 ྕᶵ࣭࣋ࣥࢺᐇࡲ࡛ࡢ⤒⦋
 ᭶  ᪥

 



ὶ㟁※ࢆ႙ኻࠋ



⚟ᓥ➨୍ཎⓎ୰ኸไᚚᐊ࠾࠸࡚ࠊ࣋ࣥࢺ᧯సᡭ㡰ࡢ☜ㄆࢆ㛤ጞࠋ

 ᭶  ᪥

 



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࠊ ྕᶵ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡢ‽ഛࢆᣦ♧ࠋ



Ⳣ⥲⌮ࠊᾏỤ⏣㔛⤒῭⏘ᴗ⮧㸦௨ୗࠕᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࠖ࠸࠺㸧ࡀࠊṊ㯮ࣇ࢙ࣟ
࣮ࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࠊᖹᒸⱥ⤒῭⏘ᴗ┬ཎᏊຊ࣭ᏳಖᏳ㝔㸦௨ୗࠕಖᏳ㝔ࠖ࠸࠺㸧
ḟ㛗㸦௨ୗࠕᖹᒸಖᏳ㝔ḟ㛗ࠖ࠸࠺㸧ࡽࡢㄝ࡛᫂࣋ࣥࢺࢆᢎࡋࠊ Ⓨ⾲ࢆ⾜
ࡗࡓᚋ࣋ࣥࢺࢆᐇࡍࡿࡇࢆỴᐃࠋ



ᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࠊᑎᆏಙಖᏳ㝔㝔㛗㸦௨ୗࠕᑎᆏಖᏳ㝔㛗ࠖ࠸࠺㸧ࠊᑠ᳃ᖖົࡀ
ඹྠグ⪅ぢࢆᐇࡋࠊ ࡈࢁࢆࡵ࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡇࢆⓎ⾲ࠋ



 ྕᶵ࣋ࣥࢺᐇ࡛ࡁࡎࠋ

㹼
ࡈࢁ






ಖᏳ㝔ࡽ࣋ࣥࢺసᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡀᐁ㑰ఏ࠼ࡽࢀࡎࠊ࣋ࣥࢺࡀᐇࡉࢀ࡞࠸ࡇ
ᑐࡋ࡚ᐁ㑰࡛ࡣ࠸ࡽ❧ࡕࢆເࡽࡏ࡚࠸ࡓࠋ
Ⳣ⥲⌮ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢゼၥࢆỴᐃࠋ
Ⳣ⥲⌮ࡀࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡽඹ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྥࡅ࡚ฟⓎࠋ
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡀࠊᮾ㟁ᑐࡋ࡚᰾ཎᩱ≀㉁ࠊ᰾⇞ᩱ≀㉁ཬࡧཎᏊ⅔ࡢつไ㛵ࡍࡿ
ἲᚊ㸦 ࠑࠒᖺἲᚊ➨  ྕ㸧㸦௨ୗࠕཎᏊ⅔➼つไἲࠖ࠸࠺㸧➨  ᮲
➨  㡯ᇶ࡙ࡁ࣋ࣥࢺࡢᐇࢆ௧ࠋ
Ⳣ⥲⌮ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ฿╔ࠋྜྷ⏣ᡤ㛗ࡽ㠃ࡋࠊ࣋ࣥࢺࡀᐇࡉࢀ࡞࠸⌮⏤ࢆၥ
࠸ࡓࡔࡋࡓࠋⳢ⥲⌮ࡢゼၥࡼࡗ࡚ࠊཎᏊ⅔ࡢᑐᛂ┤᥋ᚑࡋ࡚࠸ࡿసᴗ⪅ࡢᡭࢆ
Ṇࡵࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡉࢀࡓࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ╔㝣ሙᡤࡢ☜ಖࠊ
╔㝣ሙᡤࡽච㟈㔜せᲷࡢ⛣ືᡭẁࡋ࡚ࡢࣂࢫࡢ‽ഛ࡞ࠊᑐᛂࡣ┦ᛂࡢປຊ
ࢆ㈝ࡸࡋࠊࡲࡓṊ⸨♫㛗ࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡽᣦᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿ㈐௵⪅ࡀ  ศ⛬ᗘࡢᑐ
ᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



Ⳣ⥲⌮ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࢆฟⓎࠋ



ᮾ㟁ࡣࠊఫẸࡢ㑊㞴≧ἣࢆ☜ㄆࡢୖࠊ ࡈࢁ࣋ࣥࢺࢆᐇࡍࡿ᪨ࢆ⚟ᓥ┴㐃⤡ࠋ



 ྕᶵ࣋ࣥࢺᐇ࡛ࡁࡎࠋ



 ྕᶵ࣋ࣥࢺᡂຌࠋ



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡼࡾࠊ ྕᶵࡢ࣋ࣥࢺࡼࡾᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡓ᪨ࡀಖᏳ㝔➼㛵ಀᶵ㛵
ࣇࢵࢡࢫ࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ

⾲㸱㸯㸯㸯 ྕᶵ࣭࣋ࣥࢺᐇࡲ࡛ࡢ⤒⦋




ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ

ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ


ྕᶵࡣࠊ6%2ࡼࡾ⅔ࡢ≧ែࡀᢕᥱ࡛ࡁࡎࠊᐇ㝿ࡣṆࡋ࡚࠸ࡓ,&ࡀసືࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡞ࡀࠊ࣋ࣥࢺࡢᚲせᛶࡢㄆ㆑ཬࡧ‽ഛࢆ㐜ࡽࡏࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ
࣋ࣥࢺࡢᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡽᐇࡲ࡛ࡢ㛫㛫ࢆせࡋࡓࡢࡣࠊពᛮỴᐃࢆࡕࡹ࠺ࡕࡻࡋ
ࡓࡓࡵࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ♫㛗ཬࡧ㛗ࡀᅾ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㐃⤡ࡸ┦ㄯ㈇Ⲵࡀࡗࡓࡢ
ࡣ☜࡛࠶ࡿࡀࠊ࣋ࣥࢺࡢᐇ㛵ࡍࡿ⤒Ⴀุ᩿ࡣẚ㍑ⓗ㏿ࡸ⾜ࢃࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊᅇࡣ
♫㛗ཬࡧ㛗ࡢ㟁ヰ㐃⤡ࡀྲྀࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓሙྜࡢࡇࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ୧ྡࡀ
ᅾ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆṇᙜ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࣋ࣥࢺࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊὠἼࡼࡿ┤ὶ㟁※႙ኻࡼࡾ✵Ẽᅽࡼࡗ࡚సືࡍࡿᘚࡢື
ຊࡀኻࢃࢀࡓࡓࡵࠊⓎ㟁ᡤෆࡽᣢࡕᐤࡗࡓᅵᮌ⏝ࡢ࢚ࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ࢆ᥋⥆ࡍࡿ࡞ヨ⾜
㘒ㄗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ࣋ࣥࢺ᧯స⮬యࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡇࡀ㞀ᐖ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣋ࣥࢺタഛ
ࡣಖᏳつᐃእࡢࡓࡵᐃᮇⅬ᳨ࡢᑐ㇟ࡣ࡞ࡽࡎࠊࡲࡓᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽᖹࡢ㐠㌿୰እ㒊
ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ᨺฟࢆక࠺࣋ࣥࢺࡀᐇࡉࢀࡿࡣࡎࡶ࡞ࡃࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣᐇ㝿࣋ࣥࢺ᧯స
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࡣ୍ᗘࡶ࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ㚷ࡳࢀࡤࠊ⌧ሙ࡛సᴗᙜࡓࡗࡓ♫ဨࡀ࣋
ࣥࢺ᧯సࡑࡢ⤌ࡳ༑ศ⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡣ⪃࠼ࡃࡃࠊຍ࠼࡚┤ὶ㟁※႙ኻࡼࡾ࣋ࣥࢺ
ࡢືຊࢆኻࡗࡓ≧ែ࡛ࠊ࣋ࣥࢺࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢ⮫ᶵࡢᑐᛂࢆ㎿㏿⾜࠺ࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ
㐪࠸࡞࠸ࠋ
᪉࡛ࠊᐁ㑰ࡣࡑ࠺ࡋࡓࡀᮾ㟁ᮏᗑࡽ༑ศఏ࠼ࡽࢀࡎࠊ࣋ࣥࢺࡀᐇࡉࢀ࡞࠸⌮
⏤ࡀ⌮ゎࡉࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᮾ㟁ᑐࡍࡿಙឤࡀ⏕ࡌࠊⳢ⥲⌮ࡀ┤᥋⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡲ࡛ฟ
ྥ࠸࡚ࡲ࡛࣋ࣥࢺᣦ♧ࢆ⾜࠺࠸࠺ែ⮳ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᨾᙜึࠊ6%2ࡼࡾࢇఱࡢ
ሗࡶྲྀᚓ࡛ࡁࡎࠊ༑ศ࡞ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᮾ㟁
ࡣ㏻ሗඛ࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ᑐࡋ࡚ࠊ㏻ሗཬࡧᐁᗇ㐃⤡⌜ࢆ㏻ࡌ࡚ᴟຊሗࢆఏ࠼࡚࠾ࡾࠊಖᏳ㝔
ࡣ࣋ࣥࢺసᴗࡢ㐍ᤖࡘ࠸࡚࠶ࡿ⛬ᗘᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊಖᏳ㝔ࡽᐁ㑰ᑐࡋ࡚ࡑࡢ
ሗࡀఏ࠼ࡽࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ᮾ㟁ࡗ࡚ࠊἲᚊୖࡢ㏻ሗඛࡣ᪥㡭ࡼࡾሗ࿌ᑐ㇟࡞ࡗ࡚࠸ࡿಖᏳ㝔࡛࠶ࡾࠊᐁ㑰┤᥋
ࡸࡾྲྀࡾࡍࡿࡇࡣᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐁ㑰ワࡵ࡚࠸ࡓṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡶ⮬ࡽ
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿᙺࡀࡘࡳࡁࢀࡎࠊᮾ㟁ᮏ♫ࡽࡢ㐃⤡ࡶ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊⓗ☜࡞
ሗᥦ౪ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊಙឤࢆᣍࡃ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡀࠊࡑࡢᚋࡢᐁ㑰ࡽࡢධࡸ
ᣦ௧⣔⤫ࡢΰࢆࡶࡓࡽࡍཎᅉ࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊᮾ㟁ࡣࠊᐁ㑰ࡼࡿ㐣ධࡢ༢⣧࡞
≛≅⪅࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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㸱㸧ྕᶵᾏỈὀධ㛵ࡍࡿṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡢྜ⌮࡞ᣦ♧
 ྕᶵ࣭ᾏỈὀධࡢ⤒⦋
 ᭶  ᪥

ࡈࢁ

 
 ྕᶵῐỈὀධࢆ㛤ጞࠋ
ᙜึࡣࠊ㜵ⅆ⏝Ỉ㸦W㸧ࡽῐỈࢆᾘ㜵㌴࡛⅔ὀධࡋࠊ㜵ⅆ⏝ỈࡀᯤῬࡋ࡞
࠸ࡼ࠺ࠊῐỈࢆ㏣ຍࡋ࡚࠸ࡃసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᆅ㟈ࡢᙳ㡪ࡽࢁ㐣Ỉࡀ₃Ỉࡋ࡚࠾ࡾࠊⓎ㟁ᡤෆࡢῐỈࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
ῐỈὀධࡢᐇ୪⾜ࡋ࡚ࠊᾏỈὀධࡢ᳨ウཬࡧุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋῐỈࡀ࡞ࡃ࡞
ࢀࡤࠊ⅔ࢆ෭ࡸࡍࡓࡵࡣᾏỈࢆὀỈࡍࡿࡼࡾᡭẁࡣ࡞ࡃࠊసᴗᙜࡓࡿⓎ㟁ᡤ
ࡋ࡚㌋㌉ࡣ࡞ࡗࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊᾏỈὀධࡢุ᩿ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠ᳃ᖖົ
ࡽΎỈ♫㛗ᑐࡋሗ࿌ࠊ㏣ㄆࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ



 ྕᶵὀධࡋ࡚࠸ࡓῐỈࡀᯤῬࠋ



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࠊ ྕᶵࡢᾏỈὀධࢆᣦ♧ࠋ



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࠊಖᏳ㝔➼㛵ಀᶵ㛵ࠊ ྕᶵࡢᾏỈὀධࢆ⾜࠺᪨ࢆࣇࢡࢫ࡛ሗ࿌ࠋ



 ྕᶵࡢᾏỈὀධࡢ‽ഛࡀࠋ



 ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡀỈ⣲⇿Ⓨࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊᩜタࡋࡓ࣮࣍ࢫࡸ࣍࢘㓟ὀධ⣔ࡢ㟁※タഛ࡞ࡀ◚ᦆࠋ



 ྕᶵࡢᾏỈὀධࡢ‽ഛࡀࡧᩚࡗࡓࡓࡵࠊᾏỈὀධࢆ㛤ጞࠋ



ᮾ㟁ࡽಖᏳ㝔ᑐࡋ࡚  ྕᶵࡢᾏỈὀධ㛤ጞࢆሗ࿌ࠋ



ᐁ㑰ࡢṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡣࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡢ㟁ヰࡼࡾᾏỈὀධࡢ㛤ጞࢆㄆ㆑ࡋࡓࡀࠊ
ᐁ㑰࡚ᾏỈὀධࡢࣜࢫࢡࡘ࠸᳨࡚ウ୰࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚ᾏỈ
ὀධࡢ࠸ࡗࡓࢇṆࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢⓎヰୖᾏỈὀධࡢ୰᩿ࢆࡎࡿࡶࠊᐇ㝿ࡣ
ᾏỈὀධࡢ⥅⥆ࢆᣦ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᾏỈὀධࡣ୰᩿ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ



Ⳣ⥲⌮ࡀࠊᾏỈὀධࢆゎࠋ



ᐁ㑰ࡢṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡽྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋࠊᾏỈὀධࡘ࠸࡚Ⳣ⥲⌮ࡀゎࡋࡓ᪨
ࢆ㐃⤡ࠋ



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࠊ ྕᶵࡢᾏỈὀධ㛤ࢆᣦ♧ࠋ



㟈ᗘ  ࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࠋࡑࡢᚋࠊ   ศࡲ࡛వ㟈ࡀ  ᅇ⥆࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢᆅ㟈
ࡼࡿὠἼࢆ㆙ᡄࡋࡓసᴗဨࡣసᴗࢆ࡚୰᩿ࡋࠊ⌧ሙࡽ࠸ࡗࡓࢇ㏥㑊ࡋࡓࠋ



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊ㏥㑊ࡋࡓసᴗဨࡽࠊᾏỈὀධࡣṆࡵ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ࣏ࣥࣉࡢస
ືࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡣศࡽ࡞࠸᪨ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᮏ
ᗑὠἼሗࢆồࡵࡿࡶࠊ ᪥  ࡍࡂᾏỈࡀὀධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ☜ㄆ
ࡢࡓࡵ⌧ሙྥ࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ᪨ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ



ᮏᗑࡢ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋࠊᐁ㑰ࡀᾏỈὀධࡢ⤊ぢ㎸ࡳ้
ࡢሗ࿌ࢆồࡵ࡚࠸ࡿ᪨ࢆఏ㐩ࡋࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᾏỈࡢὶ㔞➼ࡀᢕ
ᥱ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⤊ぢ㎸ࡳ้ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸᪨ᅇ⟅ࡋࡓࠋ

 ᭶  ᪥

 



ᮏᗑࡽྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚ࠊ㡰ㄪᅽຊᐜჾ‶Ỉ⮳ࡿࡇࢆ๓ᥦࠊᐁ㑰ࡀࠕᙜ
ึࡢ┠ᶆ࠾ࡾ  ᅽຊᐜჾࡀ‶Ỉ࡞ࡗࡓࠖࣉࣞࢫⓎ⾲ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣ‶Ỉ࡞ࡿ้ࢆ᫂☜ண
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊࣉࣞࢫⓎ⾲๓ࡲ࡛ࠊ☜ㄆ࡛ࡁࡿỈ
ィ࡞ࡽ᥎ ࡋࠊ‶Ỉ้ࡢィ⟬ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋ



ᐁ㑰ࡽᅽຊᐜჾ‶Ỉ࡞ࡗࡓࡢⓎ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚ࡣ
‶Ỉࡲ࡛ࠊ㡰ㄪ⾜ࡗ࡚ࡶࡉࡽ  㛫⛬ᗘࡢὀỈࡀᚲせ࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓࠋ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

 ྕᶵ࣭ᾏỈὀධࡢ⤒⦋
ࡲࡓࠊ๓᪥ࡢࡍࡂᾘ㜵㌴ࡼࡿὀỈࢆࡋࡓ㝿⅔Ỉࡀୖࡀࡽ࡞ࡗࡓࡇ
ࡽࠊ࣋ࢵࢭࣝཪࡣ 3/5㸦ཎᏊ⅔ᚠ⎔⣔㸧✰ࡀ㛤࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶணࡉࢀࠊ
ᅽຊᐜჾࢆ‶Ỉࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ


࣏ࣥࣉࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓసᴗဨࡽࡢሗ࿌ࢆཷࡅࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᮏᗑᑐࡋ࡚ᾏ
Ỉὀධࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࢆఏ㐩ࡋࡓࠋ



ᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟࢆ⤒⏤ࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋ࡚ᾏỈὀ
ධࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࠊᐁ㑰⮳ᛴ㐃⤡ࡍࡿࡇࢆせㄳࡋࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ྜྷ⏣ᡤ
㛗ࡣࠕᐁ㑰ࠊ࠸ࡘࡶ㟁ヰࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࢇࡔࡼࠋఱ࡛ࡁ࡞࠸㸽ࠖ࠸ࡽ❧ࡕࢆ
ぢࡏ࡞ࡀࡽࡶᑐᛂࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊ ྕᶵࡢᾘⅆ࣏ࣥࣉࡀື࠸࡚࠸ࡿࠊὀỈࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ
ࡢᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡽࡢ㉁ၥᑐࡋࠊྤฟᅽ➼ࡽὀỈࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿุ᩿
ࡋࡓ᪨ࠊᮏᗑࢆ㏻ࡌ࡚ᅇ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾲㸱㸯㸯㸰 ྕᶵ࣭ᾏỈὀධࡢ⤒⦋


ྕᶵࡢᾏỈὀධࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚ࡽ⣙ศࡀࡓࡗࡓࡇࢁࠊṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡣྜྷ⏣ᡤ㛗ࡽࡢ
㟁ヰ࡛ᾏỈὀධࡀጞࡲࡗࡓࡇࢆ▱ࡗࡓࡀࠊᐁ㑰࡛ᾏỈὀධࡢࣜࢫࢡࡘ࠸᳨࡚ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡓࡓࡵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚ᾏỈὀධࢆ࠸ࡗࡓࢇᚅࡘࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊⳢ⥲⌮ࡸᐁ㑰
ෆࡽࡢᣦ♧࡛ࡣ࡞ࡃࠊṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡀࠊࣜࢫࢡࡘ࠸᳨࡚ウ୰࡛࠶ࡗࡓᐁ㑰ࡢ㛵ಀࢆ࠾ࡶ
ࢇࡥࡾࠊࠕ᭱㧗㈐௵⪅࡛࠶ࡿ⥲⌮ࡢᚚ⌮ゎࢆᚓ࡚㐍ࡵࡿ࠸࠺ࡇࡣ㔜せࡔࠖ⪃࠼࡚ࠊ
⊂᩿࡛ᣦ♧ࢆࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⣙㛫๓ࡢศࡣࣇࢡࢫ࡛ᐁ㑰ࢆྵࡴ㛵ಀྛᡤᾏỈὀධࡢពྥࡀఏ࠼ࡽࢀࠊ
ศࡣᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡽᾏỈὀධ௧ࡀᐁ㑰࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡽࠊྜྷ⏣ᡤ㛗
ࡽᾏỈὀධ㛤ጞࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡣࠊࡑࡢᐇࢆࡑࡢࡲࡲᐁ㑰ఏ࠼ࡿࡁ࡛࠶
ࡗࡓࠋṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡢᣦ♧ࡣྜ⌮ᛶࡀ࡞ࡃࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢᣦ௧⣔⤫ࡢΰࢆᣍ࠸
ࡓࠋ
ࡇࡢࠊᐁ㑰࡛ࡣࠊⳢ⥲⌮ࡀῐỈࡽᾏỈษࡾ᭰࠼ࡿࠕ⮫⏺ࠖࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡢၥࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࡑࡢゎᾘ⭉ᚰࡋ࡚࠸ࡓࠋⳢ⥲⌮
ࡣࠊ᪤ᾏỈὀධࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡓࡇࢆ▱ࡽ࡞ࡗࡓࡓࡵ㛫ࡀ࠶ࡿᛮࡗ࡚ៅ㔜☜ㄆࡋ
ࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᢏ⾡ⓗࡣ↓㥏࡞㆟ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊࡏࡗࡃ㛤ጞࡋࡓᾏỈὀධࢆ୰Ṇࡍࡿࢃࡅࡣ࠸࡞࠸⪃࠼ࠊࢸࣞࣅ㆟ୖ
ࡣ୰᩿ࡋࡓぢࡏࡅ࡞ࡀࡽࠊ⮬ࡽࡢุ᩿࡛ᾏỈὀධࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊᨻᗓࡢពᛮỴ
ᐃࡢΰࡑࢀࢆཷࡅࡓṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡢᣦ♧ࡣࠊᾏỈὀධࡑࢀ⮬యࡣ࡞ࢇࡽᙳ㡪ࢆ࠼࡞
ࡗࡓࠋ









ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋ
Ṋ㯮୍㑻ᮾ㟁ࣇ࢙࣮ࣟ➨ᅇጤဨ
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㸲㸧ྕᶵᾏỈࡽῐỈࡢษࡾ᭰࠼㛵ࡍࡿᐁ㑰ࡽࡢᥦゝ
 ྕᶵ࣭ῐỈᾏỈษࡾ᭰࠼ࡢ⤒⦋
 ᭶  ᪥

 



⚟ᓥ➨୍ཎⓎᪧ⌜ࡽࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚ࠕ ྕᶵࡶ  ྕᶵ୪ࡳᾏỈࡋ㛫
ྜࢃ࡞ࡃ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ࠸࠸࡛ࡍࠖࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࠊྜྷ
⏣ᡤ㛗ࡣᢎࡋࡓࠋ



⌧ሙసᴗ⪅ࡽࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚ࠊ⏝࡛ࡁࡿῐỈṧ㔞ࡀᑡ࡞࠸ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᾏỈࢆධࢀࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ
ᐁ㑰ワࡵ࡚࠸ࡓཎᏊຊရ㉁࣭Ᏻ㒊㛗ࡽࠊᮏᗑ⤒⏤࡛ྜྷ⏣ᡤ㛗㐃⤡ࡀ࠶ࡾࠊ
ῐỈࡀ࠶ࡿ࠺ࡕࡣῐỈࢆඃඛࡋ࡚ࡗ࡚ࡣ࠺ࡢᐁ㑰ࡽࡢᥦゝࡀఏ࠼ࡽࢀ
ࡓࠋ



⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕ࠼࠼ࡡࠋᐁ㑰ࡽࠊ࠶ࡢࠊࡕࡻࡗᾏ
ᾏỈࢆ࠺ࡗ࡚࠸࠺ุ᩿ࢆࡍࡿࡢࡀ᪩ࡍ
ࡂࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࠊ࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡀࡁࡲࡋࡓࠋ࡛ࠊᾏỈ࠺࠸࠺ࡇࡣࠊ
ࡶ࠺ᗫ
ᗫ⅔ࡍࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁ࠺ࠊࡇ࠺࠸࠺ヰ࡛ࠊᴟ
ᴟຊࢁ
㐣Ỉ࡞ࡾࠊ┿Ỉࢆ࠺ࡇࢆ⪃࠼࡚ࡃࢀࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㸸
ࠕࡌࡷ࠶ࠊࡕࡻࡗࡑࡢᣦ♧ᚑࡗ࡚ࠊࢁ㐣Ỉࡔࡅ࡛ධࢀࡽࢀࡿࡇࢁࡽ࠸
࠺ࡇ࡛ࡍࠊ⤥Ỉࡣ㐜ࢀࡲࡍࡅࠊࡑࢀ࡛㡰ḟ࠸ࡁࡲࡍࠖ



 ྕᶵࡢ 65 ᘚ㸦Ẽ㏨ࡋᏳᘚ㸧ࡀ㛤࠸ࡓࡇࡼࡾࠊཎᏊ⅔ࡢῶᅽᡂຌࠋ



ࢱࣥࢡ W ࡋῐỈࡀṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊῐỈࡀᑾࡁࡿ๓ᾘⅆ⣔
ࡽ࣍࢘㓟Ỉὀධ⣔ษࡾ᭰࠼ࡿࡇཬࡧᾘⅆ⣔ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵỈࢆ౪⤥ࡍࡿ
ࡇࢆ᭱ඃඛࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡢ᪉㔪ࢆཷࡅࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢṊ⸨♫㛗ࡣᾏỈࡢὀධࢆど㔝ධ
ࢀࡿࡇࢆᥦࡍࡿࡀࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᙜ㠃ῐỈ࡛ᑐᛂࡍࡿ᪉㔪࡛࠶ࡿࡢ㏉⟅ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ





࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮Ṋ⸨♫㛗㸸
ࠕࡶ࠺ᾏỈࡶ⪃࠼࡞ࡃࡕࡷ࡞ࡽ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ࡢ㸽 ࡇࢀᐁ㑰ࡈ┦ㄯ࡛ࡍ
㸽ࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡍࡳࡲࡏࢇࠋ  ྕᶵࡕࡻࡗ 6/&㸦࣍࢘㓟Ỉὀධ⣔㸧ࠊ࣍࢘㓟ࢆධࢀࡓࢇ
࡛ࡍࡀࠊᾏ
ᾏỈࡣ࡞ࡋ࡛࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᴟຊ┿Ỉࢆ㞟ࡵ࡚ࡁ࡚ࢱࣥࢡ
࡛࣓࢟ࣕࢵࣉࡍࡿ᪉㔪࡛⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠖ
ῐỈ W ࡢὀධࡀ⤊ࡋࡓࡀࠊḟࡢῐỈ☜ಖࡢࡵࡀ❧ࡓ࡞࠸ࡓࡵࠊᾏỈὀධࡢ
‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

⾲㸱㸯㸯㸱 ྕᶵ࣭ῐỈᾏỈษࡾ᭰࠼ࡢ⤒⦋
࡞࠾ࠊᮾ㟁♫ෆࡢヰ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᮾ㟁ࡢࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㘓⏬ᫎീ
ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡼࡿᴫせ࡛࠶ࡿ㸦௨ୗࠊ➨㸱㒊ࡘ࠸࡚ྠࡌ㸧ࠋ


⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊῐỈࡢṧ㔞ࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊྕᶵᑐࡋ࡚᭱ึࡽᾏỈࢆὀ
ධࡍࡿࡼ࠺‽ഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊᐁ㑰ワࡵ࡚࠸ࡓཎᏊຊရ㉁࣭Ᏻ㒊㛗
ࡽࠊῐỈࡀ࠶ࡿ࠺ࡕࡣῐỈࢆඃඛࡋ࡚ࡗ࡚ࡣ࠺ࡢᥦゝࡀఏ࠼ࡽࢀࠊࡇࢀᚑ࠸ࠊ᪤




ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋୗ⥺ࡣᙜጤဨࡼࡿࠋ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ᾏỈὀධࡢ‽ഛࡀᩚࡗ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊῐỈࢆඃඛࡋ࡚ධࢀࡿࡓࡵὀỈࣛࣥࡢษࡾ
᭰࠼సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋᨾᑐᛂࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓྍ⬟ᛶࡣప࠸ࡀࠊࡇࡢసᴗᩘ༑ศࡢ㛫
ࢆせࡋࡓࠋ
ࡇࡢせㄳࡘ࠸࡚ࠊసᴗࢆᢸᙜࡋࡓ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㟁※ᪧ⌜ࡽࡣࠊࠕྕࡢࡶ࠶ࡾࠊῐ
Ỉ࡛ࡣࡶࡓ࡞࠸ࡽࠊᾏỈࢆ᭱ึࡽὀධࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡛ྜྷ⏣ࡉࢇࡽᢎㅙࢆࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊᅜࡽᗫ⅔ࡍࡿࡘࡶࡾゝࢃࢀࠊῐỈὀධࡋ࡚ࡃࢀྜྷ⏣ࡉࢇࡽゝࢃࢀࡓࠖࠊ
ᐁ㑰ࡽࡢᙉ࠸せㄳࡀ࠶ࡗࡓࡍࡿドゝࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊࠕᐁ㑰ࡽࡢᥦࡶ࠶
ࡗࡓࡇࡣᐇࡔࡀࠊ㜵ⅆỈᵴ┿Ỉࡀ࠶ࡾࠊᾏỈࡢᘬࡁࡇࡳࡼࡾࡶ㊥㞳ࡢ㠃࡛ᐜ࡛᫆࠶ࡗࡓ
ࡇࠊ⮬⾨㝲ࡀ┿Ỉࢆ⏝ពࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࡇࡸࠊῐỈᾏỈࡢษࡾ᭰࠼
ࡣᩘ༑ศ௨ෆ࡛⾜࠼ࡿࡇ࡞ࡢ᮲௳ࢆ⪃៖ࡋࠊᮏ㒊┦ㄯࡢୖࠊᡤ㛗⮬ࡽࡀỴᐃࡋࡓࠖ㏙
࡚࠸ࡿࠋ

㸳㸧Ⰻ⟇ࢆᡴࡕฟࡏ࡞ࡗࡓỈ⣲⇿Ⓨᑐᛂ
Ỉ⣲⇿Ⓨᑐ⟇ࡢ᳨ウ⤒⦋
 ᭶  ᪥

 



᯽ᓮส⩚ཎⓎ࡛సᡂࡉࢀࡓሗ⌜ࡼࡿ㆟࣓ࣔࡣࠕ)㸦ͤ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ  ྕ
ᶵ㸧Ỉ⣲ࡀẼ࡞ࡿࠖࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࡑࡢᚋࠊ ྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡲ࡛ࠊ
≉Ỉ⣲⇿Ⓨࡢࣜࢫࢡࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀࡓᵝᏊࡣ࡞࠸ࠋ



 ྕᶵỈ⣲⇿Ⓨࠋ

 ᭶  ᪥



 
 ྕᶵࡘ࠸࡚ࡶࠊ ྕᶵࡢࡼ࠺࡞Ỉ⣲⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྜྷ
⏣ᡤ㛗ࡽࠕỈ⣲ࡀ᪥ࡢཎᅉࡣࡣࡗࡁࡾศࡽ࡞࠸ࡀࠊ ྕᶵࡢࡼ࠺࡞⇿Ⓨࢆ
ᘬࡁ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡀ㠀ᖖ㔜せ࡞࣏ࣥࢺࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᮏᗑࢆ
ྵࡵ࡚▱ᜨࢆฟࡋྜࡗ࡚ࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࠖࠊᮏᗑᑐࡋ࡚Ỉ⣲⇿Ⓨࡢ㜵Ṇ⟇ࡘ࠸
࡚ࡢ᳨ウࡀ౫㢗ࡉࢀࡓࠋ
ಖᏳ㝔ࡽࠊ ྕᶵࡢࡼ࠺࡞⇿Ⓨࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ ྕᶵࡘ࠸࡚ࡶࣈ࣮ࣟ࢘
ࢺࣃࢿࣝࢆ㛤ࡅࡿ➼ࡢᑐ⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡓࠋ





ᮏᗑ㸸
ࠕࡕࡻࡗ࠸࠸࡛ࡍ ) ࡉࢇࠋࠊಖᏳ㝔ࡽᣦ♧ࡀ᮶ࡲࡋ࡚ࠊಖᏳ㝔ࡋ࡚ࡣ
3&9 ࣋ࣥࢺ㸦⪏ᅽᙉ࣋ࣥࢺ㸧ࡢ  㛫๓ࡽ࿘㎶⥺㔞ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
࣋ࣥࢺ๓ࡽ 3&9 ࡽ₃ࢀ࡚࠸ࡓᛮࡗ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ࡇࡣࠊ) ࡢࡼ࠺࡞
ࡇࠊ⇿Ⓨ࡞ࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࠼ࡤࠊࣈ࣮ࣟ࢘
ࢺࣃࢿࣝࢆศࡅࡿࡼ࠺࡞ᑐ⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡇࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᣦ♧ࡀࡁ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡣ࠸ࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕࡑࢀࠊ᳨ウ㢪࠸ࡲࡍࠋࡇࡗࡕ࡛ࡶࠊࡕࡻࡗ⪃࠼ࡿࡅࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕ࠼ࡗࠊ㏫ࡑࡇࡣࡉࡗࡁࡶゝࡗࡓࡼ࠺ࡳࢇ࡞࡛⪃࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠊ࠸࠺ヰࡡࠖ
ᮏᗑᪧ⌜ࡽ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋࠊỈ⣲⇿Ⓨ㜵Ṇ⟇ࡢ᳨ウ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ ྕᶵࡢ
ࣈ࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝࢆ㛤ࡅࡿࡇࡣࠊ≀⌮ⓗ࡞ၥ㢟ཬࡧᏳୖࡢၥ㢟ࡽᅔ㞴࡛࠶
ࡿ᪨ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ


ྜྷ⏣ᫀ㑻ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ㛗ࣄࣜࣥࢢ
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 ྕᶵᘓᒇෆ࠾࠸࡚ࡶ┦ᙜ㔞ࡢỈ⣲ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᐃࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࣈ
࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝࡢ㛤ᨺ࡞ࡢᑐ⟇ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᐁ㑰ࠊಖᏳ㝔┦ㄯࡢୖࠊ
Ỉ⣲⇿Ⓨࡍࡿྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࣉࣞࢫࢆ⾜࠺᪨ࠊᮏᗑࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠊ⚟ᓥ➨
୍ཎⓎ࡛ྜពࡉࢀࡓࠋ
Ỉ⣲⇿Ⓨࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊᮏᗑࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊ᯽ᓮส⩚
ཎⓎࢆ࠼࡚༠㆟ࡉࢀࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡽ≀ࢆⴠୗࡉࡏ࡚ᘓᒇࡢᒇ᰿ࢆ✺ࡁ◚ࡿ
➼ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢹࡀ᳨ウࡉࢀࡓࡶࡢࡢ᭷ຠ࡞ᑐ⟇ࡀぢ࠸ࡔࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᮏᗑ㸸
ࠕᮏ
ᮏᗑ࡛ࡶ୪⾜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ┦ᙜࡁࡘ࠸࡞࠸࠺ࡇ࡛ࡕࡻࡗ㢌ࡦ
ࡡࡽࡋࡕࡷ࠸ࡲࡍࠋࡍ࠸ࡲࡏࢇࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㸸
ࠕ㠀ᖖᭀ࡞ពぢ࡛ࡍࡅࠊࣈ࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝࡣ↓⌮࡞ࡢ࡛ࠊ㏆࡙ࡃࡢࡣ↓
⌮࡞ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊୖࡢ᪉ࡽኳ͐͐࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛ࡁ࡚ࠊఱ✺ࡁ◚ࡽࡏࡿࠋ
⏝῭ࡳ⇞ᩱࡀከᑡ࠶ࡗࡓࡗ࡚ࠊ⏝῭ࡳ⇞ᩱࡢẚࡌࡷ࡞ࡃࠊࣥ࣋ࣥࢺࣜฟ
࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡽࠊࡑࡕࡽࡢ᪉ࡶ㑅ᢥࡍࡿవᆅࡶ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕᮏᗑ࡛ࡶྠࡌពぢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡅࢀࡶࠊ⤖ᒁࠊⅆⰼࡀฟ࡚ᘬⅆࡋ࡚⇿Ⓨࡋ࡚
ࡶྠࡌࡌࡷ࡞࠸ࠊࡑࢀᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠖ
࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮Ṋ⸨♫㛗㸸



ࠕࡑ࠺࠸࠺ࡇࡔᛮ࠺࡞ࠋࡴࡋࢁࠊ⌧ሙ࡛ࡑࡢసᴗࡋ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡀኚࠋ
ྕࡢẚ࡚࠺࡞ࡢࡕࡻࡗ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊࡼࡃὀពࡋ࡞࠸ࠖ
ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕ㑊㞴ࡢၥ㢟ࡑ࠺࠸࠺ࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࡼࡡࠖ
᯽ᓮส⩚ཎⓎ㸸
ࠕࡣࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢࡸࡘࡣ㈶ᡂࡔࡅࡡࠊ㢼ྥࡁぢ࡚ࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕࡉࡗࡁࡢఱⴠࡍヰ࡛ࡍ㸽ࠖ
᯽ᓮส⩚ཎⓎ㸸
ࠕࡑ࠺ࠊ㢼ྥࡁぢ࡚ࡉࠊ⇿Ⓨࡍࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࡅࡶࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿࡗ࡚ࡇ࡛ࡍࡡࠖ
᯽ᓮส⩚ཎⓎ㸸
ࠕ࠺ࢇࠊࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࠋ⇿Ⓨࡣࡍࡿࡼࠊ࡛ࡶ㢼ྥࡁࡀⰋࡅࢀࡤࡡࠋࡓࡔࡋࠊ᪥
ࡢᫎീࢆࡼࡃὀពࡋ࡚ぢ࡚࠾࡞࠸㥏┠ࡔࡡࠋࢀࡃࡽ࠸ࡢ㧗ࡉࡽⴠࡉ
࡞࠸͐͐ࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕ࠾ࡗࡋࡷࡿ࠾ࡾࠊ࠾ࡗࡋࡷࡿ࠾ࡾࠋ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ⴠࡕࡓࡽࠊඖࡶᏊࡶ࡞࠸
࡛ࡍࡽࠖ



᯽ᓮส⩚ཎⓎࡢⅆ⅏ࡢ㝿ᣦᑟࢆཷࡅࡓእ㒊ᑓ㛛ᐙࡽຓゝࢆồࡵࡿࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋ






እ㒊ᑓ㛛ᐙࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ❅⣲ᑒධࡸ⤥Ẽࣇࣥ࡞ࡼࡾỈ⣲
ࢆฟࡍࡿ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿࡶࡢࡢࠊ㟁※㌴ࡢ‽ഛࠊ᥋⥆ࡀ㎿㏿⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿ࠸࠺ㄢ㢟ࡶ࠶ࡾࠊỴࡵᡭ࡞ࡿ᪉ἲࡀぢ࠸ࡔࡏ࡚࡞࠸ࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡑࢀ࡛ࠊᑐ⟇ࡢ᪉ࡣࠊࢇ࡞≧ἣ࡞ࡢ㸽ࠖ
ᮏᗑ㸸
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ࠕᑐ⟇ࡣᘓ≀ࡢࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ⤥Ẽࣇࣥࡀ 7%㸦ࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ㸧࠶ࡿࡶࡢ࡛
ࡍࡽࠊࡑࡇ㟁※ࡘ࡞࠸࡛ࠊࡑࡇࡽᙉไⓗ㏦ࡾ㎸ࡴࡇ࡛Ỉ⣲ࢆࣃ࣮ࢪ
ࡉࡏࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ❅⣲ࢆ‶ࡉࡏ࡚ΰࡐࡕࡷ࠺ࠊ࠶ࠊ࠸ࢁࢇ࡞ඛ⏕᪉ࡢ
ࡈពぢࡶ୪⾜ࡋ࡚ఛࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞࡞Ỵࡵᡭ࠸࠺ࡣ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀࡶࠊ
ࡑࢀ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡓࡔࠊ㟁※ࡀၥ㢟ࠋ㟁※㌴㸽ࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕࡣ࠸ࠋࡑࢀࢆࡘ࡞ࡆ࡚࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡕࡻࡗࡑࢀࢆࡸࡿࡋ࡚ࡶࠊࡍࡄ࡛ࡁࡿࡄࡽ࠸ࡌࡷ࡞࠸ࠋ㟁※㌴ࡣ࠶ࡿ
ࡢ࡞㸽ࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕࡕࡻࡗࠊ࡞࡞㛫ࡀࡾࡑ࠺࡛ࡍࡡࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕ
㛫ࡾࡑ࠺㸽ࡇࢇ࡞ᝆ㛗࡞ࡇ࡛࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡇࡔࡼ࡞ࠋᡭ
ࡣ࡞࠸㸽ࠖ


ཎᏊ⅔ᘓᒇࡢ⤥Ẽࣇࣥ௬タ㟁※㌴ࢆࡘ࡞ࡂࠊ✵Ẽࢆ㏦ࡿࡇ࡛Ỉ⣲ࢆ㏣࠸ฟࡍ
ࡍ᪉ἲࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ௬タ㟁※㌴ࡽࢣ࣮ࣈࣝࡢ᥋⥆⣙  㛫ࢆせࡍࡿぢ
㎸ࡳ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓసᴗᐇࡶከࡃࡢ༴㝤ࡀక࠺➼ࠊ㎿㏿ᑐ⟇࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡀ⥅
⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ࣈ࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝ✰ࢆ㛤ࡅࡿ᪉ἲࡼࡾỈ⣲ࢆฟࡍࡿ᪉ἲࡀ᳨ウࡉࢀࡓࡀࠊ
ᙜヱసᴗࡣసᴗ㊊ሙࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊከ࡞㛫ࢆせࡍࡿࡓࡵ⌧ᐇⓗ࡛࡞࠸ุ
᩿ࡉࢀࡓࠋ



ᮏᗑࡼࡾࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢእࡽసᴗࢆ⾜࠺᪉ἲࡋ࡚ࠊᾘ㜵ࡸ⮬⾨㝲ࡢࡣࡋࡈ㌴➼
ࢆ⏝ࡋࠊእࡽ✰ࢆ㛤ࡅࡿࡀᣲࡀࡾࠊᮏᗑഃ࡛ᕤල㢮ࡶྵࡵ࡚ᅜᑐࡋ࡚ㄪᩚ
ࢆ౫㢗࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࠸ࡗࡓࡇࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࠋ



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࠊᮏᗑᑐࡋ࡚ࠊ ྕᶵࡢᘓᒇࡘ࠸࡚ࡶᨺᑕ⥺㔞ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ๓ࣈࣟ
࣮࢘ࢺࣃࢿࣝࢆ㛤ࡅ࡚࠾ࡁࡓ࠸᪨ࢆᥦࠋ

 ᭶  ᪥


 
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡽࠊ ྕᶵࡢ ': ᅽຊࡀୖࡀࡾࠊ ྕᶵྠᵝࡢỈ⣲⇿Ⓨࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢὀពႏ㉳ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡾࠊ࣮ࣖࢻ࡛ࡢసᴗࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡞ࡗࡓࠋ



࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮Ṋ⸨♫㛗㸸
ࠕྜྷ⏣ࡉࢇࠊᑡࡋࡇࡇⴠࡕ╔࠸࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡢ࡛ࠊ⌧ሙࡢసᴗࢆ࠺ࡍࡿࡗ࡚
ࡇࡶྵࡵ࡚ࠊࡶ࠺୍ᅇࡕࡻࡗ⪃࠼ࡲࡏࢇ㸽ࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡣ࠸ࠋࡓࡔࠊ࠶ࡢ᱁⣡ᐜჾࡢ࠶ࢀࡣࡶࡃࡋ࡚ࠊ㸯ྕࡢࡼ࠺࡞ྍ⬟ᛶࡣ༑
ศ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࡢ᱁⣡ᐜჾᅽຊ࠸࠺ࡇࡣࠊỈ⣲ࡢⓎ⏕ࠊࡑ࠺࠸࠺ព
࡛ࠊᨺᑕ⬟࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ༴㝤సᴗ࠸࠺ព࡛ゝ࠼ࡤࠊ࣮ࣖࢻேࢆ㓄ࡍࡿ
࠸࠺ࡢࡣᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡅࡶࠖ



 ྕᶵࡀỈ⣲⇿Ⓨࠋ
ᮏᗑΎỈ♫㛗ࡣࠊᐁ㑰ࠊಖᏳ㝔ࠊ㛵ಀྛᡤࡢ㐃⤡ࢆ༶⾜࠺ࡼ࠺ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊ㏥㑊Ᏻྰ☜ㄆࡢᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ᮏᗑࡼࡾࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚ࠊ ྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨ㜵Ṇᑐ⟇ࡋ࡚ࠊࣈ࣮ࣟ࢘ࢺࣃ
ࢿ࢛࣮ࣝ࢘ࢱ࣮ࢪ࢙ࢵࢺ࡛✰ࢆ㛤ࡅࡿィ⏬ࡀఏ㐩ࡉࢀࡓࠋ
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ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡽᮏᗑᑐࡋࠊࠕ୰ࡽ࡛ࡣࠊ㊊ሙ࠺ࢇࡠࢇ࡞ࡾ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊࡶ࠺⮳
ᛴࠊእࡽ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛ࡶ࡞ࢇ࡛ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࠊ✰ࢆ㛤ࡅࡿࡇࢆ⪃࠼࡚ࡶࡽ࠼ࡲ
ࡏࢇ࡛ࡋࡻ࠺ࠖせㄳࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ᮏᗑࡣࠊࡣࡋࡈ㌴࢛࣮࢘ࢱ࣮ࢪ࢙ࢵࢺࢆ
╔ࡋࠊ✰ࢆ㛤ࡅࡿ᪉ἲࢆィ⏬୰࡛࠶ࡿࡀࠊὠἼ㆙ሗࡢࡓࡵᚲせ࡞㔜ᶵ㢮ࡢ⛣㏦
ࡀࡗ࡚࠸ࡿ᪨ࢆㄝ᫂ࠋ



 ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡢࣈ࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝࡀഅⓎⓗ㛤࠸࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
୍᪉ࠊ ྕᶵࡢࣈ࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛤࠸࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
࡞࠾ࠊ ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡢỈ⣲⇿Ⓨᑐ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀࡓᙧ㊧ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ

⾲㸱㸯㸯㸲 Ỉ⣲⇿Ⓨᑐ⟇ࡢ᳨ウ⤒⦋


⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊ⇞ᩱᲬࡢᦆയక࠸Ỉ⣲ࡀⓎ⏕ࡋࠊ᱁⣡ᐜჾࡸ㓄⟶➼ࡽỈ⣲ࡀ₃ฟࡋ
ࡓࡇࡼࡾࠊྕᶵࠊྕᶵࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔ᘓᒇࡀỈ⣲⇿Ⓨࡋࡓ᥎ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཎᏊ⅔
ᘓᒇࡣࠊ㠀ᖖ⏝࢞ࢫฎ⌮⣔㸦6*76㸧ࡼࡾ྾╔ࣇࣝࢱࢆ㏻ࡋ࡚ᘓᒇࡢẼࢆ⾜࠺タィࡀ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤᘓᒇෆỈ⣲ࡀࡓࡲࡗࡓሙྜ࡛ࡶฟࡀ࡛ࡁࡿタഛࢆഛ࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ
㓄㟁┙ࡢ⿕Ỉ➼ࡼࡿ㟁※႙ኻ㧗⥺㔞ࡼࡿసᴗ⎔ቃࡢᝏࡽࠊᙜヱタഛࡼࡿẼࢆ⾜
࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࢆዎᶵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡢࡧࡅࡀ࠶ࡾࠊ
ࡢཎᏊ⅔ᘓᒇࡢỈ⣲⇿Ⓨࢆ㜵ࡄ᪉⟇ࡘ࠸࡚ࠊᮏᗑࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠊ᯽ᓮส⩚ཎⓎࠊ
⚟ᓥ➨ཎⓎࢆ࠼࡚ࠎㅈࠎࡢ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋእ㒊ࡢᑓ㛛ᐙࡽࡢຓゝࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ❅⣲
࡚Ỉ⣲ࢆ㏣࠸ฟࡍࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛㔜㔞≀ࢆⴠࡋཎᏊ⅔ᘓᒇ✰ࢆ㛤ࡅࡿࠊ㔜ᶵࡢඛྲྀࡾ
ࡅࡓ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࢪ࢙ࢵࢺ࡛ཎᏊ⅔ᘓᒇ✰ࢆ㛤ࡅࡿ࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞᪉ἲࡀ᳨ウࡉࢀࡓࡀࠊࡘ
࠸ࡣ㎿㏿ᐇ࡛ࡁࡿ᭷ຠ࡞ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊഅⓎⓗࣈ࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝࡀ㛤
࠸ࡓྕᶵࢆ㝖ࡁࠊྕᶵཬࡧྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡀỈ⣲⇿Ⓨ⮳ࡗࡓࠋ
Ỉ⣲⇿Ⓨࢆ㜵ࡄࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ➨୍ࡢせᅉࡣࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢỈ⣲₃ฟࣜࢫࢡࡀ༑ศ
ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㟁※႙ኻཎᏊ⅔ᘓᒇࡢẼࢆ⾜࠺ᡭẁࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ
࠶ࡿࠋ
➨ࡢせᅉࡋ࡚ࡣࠊᐃእࡢ༴ᶵᑐࡋ࡚ࠊᡭẁࢆၥࢃࡎᐇ⌧ྍ⬟࡞ᑐ⟇ࢆ⮫ᶵᡴࡕฟ
ࡋࠊ㐙⾜ࡍࡿ࠸ࡗࡓ⤌⧊ⓗ༴ᶵᑐᛂ⬟ຊࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿⅬ࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ࠾ࡾᘓᒇࡢẼ
ᡭẁࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㔜ᶵࡸ㐨ල㢮ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌧ሙࡢࡳࡢᑐᛂ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡗࡓ࠸
࠺≧ἣࡽࠊ⌧ሙࡽᮏᗑഃᚲせ࡞ᶵჾ㢮ࡢ‽ഛࡶྵࡵࡓ᪉⟇ࡢ᳨ウࡀ౫㢗ࡉࢀࡓࢃࡅࡔࡀࠊ
ᮏᗑ࡛ࡣ⌧ሙࡢᐇࢆᢕᥱࡋษࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᐇຠᛶࡸ⥭ᛴᛶ࠸ࡗࡓ㠃࡛ࠊ⌧ሙࡢ ᗘᕪࡀ
ࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢹ⮬యࡀᡭワࡲࡾ≧ែ࡛࠶ࡗࡓᮇ㛫ࡶ㛗ࡃࠊྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡽ
ྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡲ࡛㛫༙ࡢ㛫ࠊ࠸ࡎࢀࡢィ⏬ࡶࠊ⌧ሙ࠾࠸࡚ලయⓗ࡞ᐇ⌧᪉ἲࡢヨ⾜
㘒ㄗࢆ⾜࠺ẁ㝵ࡲ࡛⮳ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ᭶᪥ศࡈࢁࡣࠊྕᶵᘓᒇࡢࣈ
࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝ㛤ᨺࡢ☜ㄆྠࠊྕᶵᘓᒇࡘ࠸࡚ࡣࣈ࣮ࣟ࢘ࢺࣃࢿࣝࡀ㛤ᨺࡉࢀ


ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋୗ⥺ࡣᙜጤဨࡼࡿࠋ
ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢᮾ㟁㈨ᩱ
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࡚࠸࡞࠸᪨☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡢྍ⬟ᛶࢆ┳㐣ࡋࠊỈ⣲⇿Ⓨ
ࡢᑐᛂ‽ഛࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊᘓᒇࡢỈ⣲⇿Ⓨࢆ㜼Ṇࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᮾ㟁࡛ࡣࠊ᭶᪥௨㝆ࠊᮾ
㟁2%࡛࠶ࡿ᪩℩భ୍ᮾ㟁㢳ၥࡀ୰ᚰ࡞ࡾࠊᑿᮏᙲཎᏊຊጤဨጤဨࡽᮾ㟁ฟ㌟⪅ࢆ㞟ࡵ࡚ࢸ
ࢡࢽ࢝ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢳ࣮࣒ࡀ⦅ᡂࡉࢀࡓࠋࡇࡢࢳ࣮࣒࡛ࡣࠊᮾ㟁2%⌧⫋♫ဨࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ࠊ
ᢏ⾡㠃ࡽࠊᙜ㠃ඃඛ㡰ࢆ㧗ࡃ⨨࡙ࡅ࡚▷ᮇⓗ᥇ࡿࡁᑐ⟇ࠊࡑࡢᚋ୰㛗ᮇ᥇ࡿ
ࡁᑐ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡇࡢ᳨ウࢆ⤒࡚ࠊ᱁⣡ᐜჾࡢỈ⣲⇿Ⓨࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊࡽྕᶵࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃྕᶵ⏝
῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢᑐᛂࡶ㞴ࡋࡃ࡞ࡿሙྜࢆᐃࡋࠊ㐽ⶸࡸ࢟ࣜࣥ࠸ࢃࢀࡿὀỈᶵࡢ࣮ࣜࣔ
ࢺࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ➼ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐁ㑰ࡽ㐃⤡ࢆཷࡅࡓ㤿ῡ
ኵ⾗㆟㝔㆟ဨࡀࠊෆ㛶⥲⌮⮧⿵బᐁࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㈐௵⪅࡞ࡾࠊࢫ࣮ࣛࣜᑐ⟇➼ࡀ
㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
ཎᏊຊ⅏ᐖ࠾࠸࡚ࡣࠊᮏᨾࡢࡼ࠺ែࡀᛴ㏿㐍ᒎࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊࡲࡉ
Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿែࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⌧ሙࡸᮏᗑࡢ⥭ᑐᮏ㒊ࡀࠊྠࡑࡢᚋࡢ㐍ᒎࢆண
ࡋࠊ▷ᮇཬࡧ୰㛗ᮇࡢྛᑐ⟇ࢆ᳨ウࠊᐇࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡞ሙྜࡀᐃࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᗈࡃ▱ぢࢆ㞟ࡋࠊᨾࡢ㐍ᒎண ࡸࠊࡑࡢᚋࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊୖグࡢࢸࢡࢽ࢝ࣝࢧ࣏
࣮ࢺࢳ࣮࣒ࡢࡼ࠺࡞ࠊᨾᑐᛂࢆ⾜࠺⤌⧊ࡣูࡢయไࢆᖹࡽ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ

㸴㸧ᾏỈὀධࡢ⤥Ỉ※☜ಖಖᏳ㝔ཬࡧᐁ㑰ࡽࡢᖸ΅
ᩜᆅࡀᾏᢤPࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊᾏ㠃ࡽ┤᥋ᾏỈࢆࡃࡳୖࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࣏ࣥࣉࡀ
࡞ࡃࠊὠἼࡼࡗ࡚അ↛ᾏỈࡀࡓࡲࡗ࡚࠸ࡓྕᶵ㞄ࡢ㏫Ὑᘚࣆࢵࢺࡽࠊྕᶵཬࡧྕᶵ
ὀỈࢆ⾜࠸ࠊ㏫ὙᘚࣆࢵࢺࡣࠊⓎ㟁ᡤෆࡢูࡢሙᡤࡽᾏỈࢆ㐠ࡧࠊ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
᭶᪥ࡈࢁࠊ㏫Ὑᘚࣆࢵࢺᑐࡍࡿ⤥Ỉࡀ㏣࠸ࡎࠊࣆࢵࢺࡢᾏỈࡀ✵࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡼࡾྕᶵཬࡧྕᶵࡢὀỈࡀṆࡋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣ㏫Ὑᘚࣆࢵࢺࡢ⤥Ỉࢆ᭱ඃඛ
ㄢ㢟ࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ᪉ࠊྕᶵࡢὀỈࡣࠊྕᶵࡢὀỈὶ㔞ࢆቑࡸࡍࡓ
ࡵ᪩࠸ẁ㝵࡛ពᅗⓗṆࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊཎᏊ⅔㝸㞳෭༷⣔㸦5&,&㸧ࡀ㉳ືࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ':
ᅽຊࡣ㧗࠸࡞ࡀࡽࡶẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓ≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊὀỈࣛࣥࡀ☜ಖ
࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛ࡢῶᅽࡣỈࡢపୗࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿࡢ⪃࠼ࡽࠊῶᅽࡑࡢࡢసᴗࡼࡾ㏫Ὑᘚ
ࣆࢵࢺࡢ⤥Ỉࢆඃඛࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࡀࠊࡇࢀᑐࡋࠊಖᏳ㝔ཬࡧᐁ㑰ࡽࡣࠊᮏᗑࢆ㏻
ࡌ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞㉁ၥࡸせㄳࡀᢞࡆࡅࡽࢀࡓࠋ
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DಖᏳ㝔ࡽࡢせㄳ
⤥Ỉ※☜ಖࡢ⤒⦋㸦ಖᏳ㝔ࡽࡢせㄳ㸧
 ᭶  ᪥

 
ಖᏳ㝔ࡽᮾ㟁ᑐࡋ࡚ࠊ
 ྕᶵࡢ 5&,& ࡀసືࡋ⅔Ỉࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠺ࡕࠊ
ᾘ㜵࣏ࣥࣉࡼࡿὀỈࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿ࠸࠺せㄳࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᮏᗑࡣࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋࠊࢧࢺࡢぢゎࢆ⮳ᛴᮏᗑᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧
ࡋࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ཬࡧ➨୍㐠㌿⟶⌮㒊㛗ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ➨୍㐠㌿⟶⌮㒊㛗㸸
ࠕࡣ࠸ࠋኪࡶㄝ᫂ࡋࡓ࠾ࡾ࡛ࠊ ྕࡢᾘⅆ⣔ࡢษࡾ᭰࠼ࡘ࠸࡚ࡣ‽ഛࡀᩚ
ࡗ࡚࠸ࡲࡋ࡚͐͐ᩚࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᾏỈࡢࣆࢵࢺࡀࡲࡓ✵࡞ࡗࡕࡷࡗ࡚
࠸ࡲࡋ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ 㸦ྕᶵ㸧 㸦ྕᶵ㸧ࡢᾘⅆ⣔ࡢὀධࡶ࠸ࡗࡓࢇ
Ṇࡋ࡚ࠊ⌧ሙࡢᑐᛂࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⌧ሙࡢᑐᛂࡸࡗ࡚࠸ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣࠊᾏỈࡢࣆ
ࢵࢺࢆ‶ࡓࡍ᧯సࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࠊᾏỈ⣔ࡢὀධࡀ 㸦ྕᶵ㸧ࡶ 㸦ྕᶵ㸧
ࡶṆࡲࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡍࠋࡓࡔࡋࠊᾏỈࣆࢵࢺࡀࡲࡓ‶ࡓࡉࢀࢀࡤࠊ㸦ྕᶵ㸧ࡶ
㸦ྕᶵ㸧ࡶྠࡌࡼ࠺⥅⥆άࡋ࡚ࡘࠊ ྕࡶ‽ഛࡀᩚ࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡓࡔࡋ  ྕࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡶኪゝࡗࡓࡼ࠺ࠊ3&9 ࡢ࣋ࣥࢺࣛࣥࡢࢥࣥ
ࣉࣞࢵࢧ࣮ࡢ㏣ຍࠋせࡍࡿᙉຊ࡞ࠊ࢚ࣥࢪࣥࡁࡢࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ࢆ๓㏣ຍ
ࡋ࡚࠾ࡃ࠸࠺ࡢࡀࡲࡔ͐͐ࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸



ࠕࡍ࠸ࡲࡏࢇࠋࡇࢀ㸦ࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮㸧ࡣࠊࡲࡔ ) ࡢ᪉ࡽ฿╔ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊཷࡅ
ධࢀ࡚࡛ࡍࡡࠊ⌧ሙᣢࡕ㎸ࢇ࡛ࡘ࡞ࡂ㎸ࡳࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ➨୍㐠㌿⟶⌮㒊㛗㸸
ࠕᾘⅆ⣔ࡢษࡾ᭰࠼㛵㐃ࡋ࡚ࠊせ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࡢ࠺ࡕࡢཎᏊ⅔ࡢᅽຊࡀぢ࠼
࡚࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡼࠋࡇࢀࡶぢ࠼ࡿࡼ࠺ࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆࡘ࡞ࡂ㎸ࢇ࡛࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇ
ࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢀࡤࡶࢁࡶࢁࡢ᮲௳ࡀᩚ࠺ࡢ࡛ࠊ
ᾏỈ⣔ࡢᢞධࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕࡌࡷ࠶ࠊᇶᮏⓗࡇࢀࡣಖᏳ㝔ࡢゝ࠺ࡼ࠺ࠊࡑࡢ᪉ྥࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࡅࡶࠊࡑ
ࡢ᮲௳ࡀࡲࡔᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢ᮲௳ࡀᩚ࠺ດຊࢆ୍⏕ᠱ⥆ࡅ࡚࠸࡚ࠊࡑࢀ
ࡀᩚ࠸ḟ➨ࡸࡾࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛࠸࠸ࡡࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ➨୍㐠㌿⟶⌮㒊㛗㸸
ࠕࡣ࠸ࠋࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠖ
ࡇࢀࡽࡢసᴗࡀࡍࢀࡤᾏỈὀධࡀྍ⬟࡞ࡿ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊᇶᮏⓗࡣಖᏳ㝔ࡢ
⪃࠼୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿᅇ⟅ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡶࢸࣞࣅ㆟࡛ࡣࠊࣆࢵࢺࡢ⤥Ỉࡀ᭱ඃඛ
࡛࠶ࡿ᪨ࡢሗඹ᭷ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᚋࡶᅜࡽࡉࡲࡊࡲ࡞ᣦ♧ࡀ᮶ࡿࡇ
ࡀண ࡉࢀࡿࡇࡽࠊᮏᗑࡸ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠࠊ㆟ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ಖᏳ㝔ࡣᮾ㟁ᑐࡋ࡚ࠊ ྕᶵࡢῶᅽὀỈࢆᐇࡍࡿ้ࢆỴᐃࡍࡿࡼ࠺せㄳࡋࡓࠋ⚟
ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣὀỈࡢ‽ഛࡀ࡛ࡁḟ➨ࠊῶᅽὀỈࢆᐇࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ⤥Ỉ
※☜ಖࡢసᴗࡀᛮ࠺ࡼ࠺㐍ࢇ࡛࠸࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊᮏᗑࡽྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚ࠊ
ῶᅽ᧯సࡢணᐃ้ࡣ  ༙࡛ࡼ࠸ࠊࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᮏᗑ㸸



ࠕඛࠊಖᏳ㝔ࡢ᪉࠾ヰࢆࡋࡲࡋ࡚ࠊಖᏳ㝔ࡋ࡚ࡣࢬࣝࢬࣝᘏࡧࡿࡢࡣ  ྕࠊ
 ྕࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡶ࠺㛫ࢆỴࡵ࡚ῶᅽὀỈࡣࡋ࡚ࡋ࠸ࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕ ༙ࡣࡕࡻࡗཝࡋ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࠸ࢁ࠸ࢁ⌧ሙࡢ≧ἣࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡅ
ࢀࡶࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕࢬ
ࢬࣝࢬࣝࡍࡿࠊࡲࡓᙺᡤࡀᛣࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡢ࡛ࠖ
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⤥Ỉ※☜ಖࡢ⤒⦋㸦ಖᏳ㝔ࡽࡢせㄳ㸧
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡶ
ࡶࡕࢁࢇศࡗ࡚ࢇࡔࡅࠊࣇࣝࡸࡗ࡚࠸࡚ࠊࡇࢇ࡞ࡶࢇ࡞ࢇࡔࡽࡉ࠵ࠖ
ಖᏳ㝔ࡣᮾ㟁ᑐࡋ࡚ࠊ ༙ῶᅽ᧯సࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࠊࡧせㄳࡋࡓࠋ



ᮏᗑ㸸
ࠕ࠶ࡿ⛬ᗘᾘ㜵㌴ࢆ㏣ຍࡋࡓࡾࡋ࡚ᾏỈࣆࢵࢺᾏỈࡀ㡰ㄪධࡾጞࡵࡓࡽࠊ‶ࢱ
ࣥ࡞ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ᧯సࢆࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡁࡿࢇࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ࡇ࡛ࠊ ༙࠸࠺ࡇ
࡛࠺ࡗ࡚࠸࠺ࣜࢡ࢚ࢫࢺࡀࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕ⏦ࡋヂ࡞࠸ࢇࡔࡅࠊ ྕࡔࡅࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊࡲࡔ࠶ࢀ࡞ࢇࡔࡅࠊ ྕ㸯ྕࡶὀ
ỈࢆṆࡵ࡚࠸ࡿࢇࡔࡼࡡࠋ  ྕᶵࡀࢡࣜࢸ࢝ࣝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡲࡎࡣ 
ྕࢆ⤥Ỉࡋࡓ࠸ࠖ
ಖᏳ㝔ࡽࡢࣜࢡ࢚ࢫࢺᛂࡌ࡚ࠊ㛫┠ᶆࢆỴࡵ࡚సᴗࢆᐇࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿᮏᗑ
ᑐࡋࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊ༑ศ࡞Ỉࢆ☜ಖ࡛ࡁࡓୖ࡛ῶᅽ᧯సࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤࠊࡼࡾ༴㝤
࡞≧ែ࡞ࡿࡓࡵࠊ㛫┠ᶆࡼࡾࡶᏳࢆඃඛࡋࠊᾏỈࡢ☜ಖࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࡣᣋ
㏿࡞ῶᅽ᧯సࢆ⾜࠺ࡁ࡛࡞࠸᪨ㄝ᫂ࡋࡓࠋ



⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕ࠶ࡢࠊࡍࡳࡲࡏࢇࠋࡇࡢၥ㢟ࡣᏳ᭱ඃඛ࡞ࢇ࡛ࠊ㛫ࡶ࠶ࡾࡲࡍࡅࢀࡶࠊ⤖
ᒁษࡾ᭰࠼ࡓࣄ
ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࡢ㔞ࡀ㊊ࡾ࡞ࡅࢀࡤࡶࡗ༴ᶵ㝗ࡗࡕࡷ࠺ࢃࡅ
ࡔࡽࡡࠊࡔࡽࡑࡇࡣ⌮ゎࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࢇ࡛ࡍࡼࠋࡔࡽࡣ࠶ࢇࡲࡾ
㛫ࢆᣦᐃࡋࡓࡃ࡞࠸ࡢࡣࠊ᪩ࡃࡸࡾࡓ࠸ࢇࡔࡅࢀࡶࠊỈࡘ࠸࡚༑ศ࡞⮬ಙࡀᣢ
࡚࡞࠸ࡽ㛫ゝ࠼࡞࠸ࢇ࡛ࡡࠋࡑ
ࡑࡇࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔ࡞࠸ࠊ࠼ࡗ࡚㠀Ᏻ
ഃືࡁࡲࡍࡽࠋỈࡓࡲࡗ࡚࡞ࡅࢀࡤࠊ⚾ࡣ  ࡞ࡗ࡚ࡶࡸࡾࡲࡏࢇࡽ
ࡡࠖ
ᮏᗑᑠ᳃ᖖົ㸸
ࠕࡑࢀࡣࠊỈࡀࡓࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢῶᅽࡍࡿ࡞ࢇ࡚ࠊ୍␒ᝏ࠸ࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕ ྕࠊ ྕࠊ ྕᶵࡢ㡰␒࡛ὀỈࡋࠊࡑࡢ  ྕᶵࡢὀ
ὀỈ㛫ࡀ  ࠸࠺ࡢࡣ㞴ࡋ
࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡔࡽࠊࡔࡽ㞴ࡋ࠸࡛ࡋࡻ࠺ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡶࠋࡶ
ࡶ࠺ศࡗ࡚ࠋఱᅇㄝ᫂ࡋ࡚ࡶ
࠶ࢀ࡞ࢇࡔࡅࠊࣆࢵࢺࡀࡓࡲࡽ࡞࠸ࡇࡣ㥏┠࡞ࢇ࡛ࡍࠖ

⾲㸱㸯㸯㸳 ⤥Ỉ※☜ಖࡢ⤒⦋㸦ಖᏳ㝔ࡽࡢせㄳ㸧


Eᐁ㑰ࡢᑐᛂ
⤥Ỉ※☜ಖ䛾⤒⦋䠄ᐁ㑰䛛䜙䛾せㄳ䠅㻌
 ᭶  ᪥

 
ᮏᗑࡽ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋ࡚ࠊᐁ㑰ࡀ⏝ពࡋࡓᾘ㜵㌴ࢆ࡞ࡐ⏝ࡋ࡞࠸ࡢࡘ࠸
࡚ࠊㄝ᫂ࢆồࡵࡓࠋࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᾘ㜵㌴ࢆ㐠㌿࡛ࡁࡿసᴗဨࡀ㊊ࡋ
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡲࡔ⏝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸᪨ࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ



ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕᐁ
ᐁ㑰ࡀ⏝ពࡋ࡚ࡃࢀࡓ  ྎࡢᾘ㜵㌴ࢆ ) 㐠ࢇࡔࡣࡎ࡞ࢇࡔࡅࠊࡑࢀࡀ࠼
࡞࠸ࠋ㥏
㥏┠࡞⌮⏤ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ㸽ᐁ㑰⟅࠼࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㸸
ࠕ᪥ࡢ㛫࡛ࡍࡡࠊࡲࡎ  ྎ᮶ࡲࡋࡓࠖ
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⤥Ỉ※☜ಖ䛾⤒⦋䠄ᐁ㑰䛛䜙䛾せㄳ䠅㻌
ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕṧࡾࡢ  ྎࡣ㸽ࠖ
ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕᮏᙜࡘࡲࡽ࡞࠸ヰࢆࡋ࡚⏦ࡋヂ࡞࠸ࢇࡔࡅࠊᐁ㑰ᑐᛂࡢヰࡔࡅࠊ᪩ࡃࡑࡢ
㸦࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ㸧
 ྎ⌧ሙᣢࡗ࡚⾜ࡗ࡚ఱࡗ࡚ࡋ࠸ࢇࡔࡅࡉ
࠵ࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕᇶᮏⓗேࡀ࠸࡞࠸ࠋ≀ࡔࡅࡶࡽࡗ࡚ࡶேࡀ࠸࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡼࠋ༡᫂ࡉࢇ㸦ͤ♫㸧
ࡀ࠸࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡼࠋ࡞ࡾ⥺㔞ⓗ࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࡋࠖ
㹼


㏫Ὑᘚࣆࢵࢺ࠶ࡿ⛬ᗘࡢỈࡀࡓࡲࡗࡓࡓࡵ  ྕᶵࡢὀධࢆ㛤ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ 
ࡈࢁࡼࡾ⅔Ỉࡀࢲ࢘ࣥࢫࢣ࣮ࣝࡋࠊ᱁⣡ᐜჾᅽຊࡀᛴୖ᪼ࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵྜྷ⏣ᡤ㛗
ࡣࠊὀỈసᴗဨࢆච㟈㔜せᲷ㏥㑊ࡉࡏࡓࠋ

㹼


 ྕᶵࡣࠊ&$06㸦᱁⣡ᐜჾ㞺ᅖẼࣔࢽࢱ㸧࡛ィ ࡋࡓࡇࢁࠊ⅔ᚰᦆയྜࡣ 㸣
ホ౯ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ᱁⣡ᐜჾᅽຊࡀⴠࡕ╔࠸ࡓࡓࡵࠊࣆࢵࢺỈࢆධࢀࡿࡇࢆ᭱ඃඛࡋࠊస
ᴗࢆ㛤ࡋࡓࠋ
ᐁ㑰ࡽࡢせㄳࢆཷࡅ࡚ࠊᮏᗑࡽ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋ࡚ၥ࠸ྜࢃࡏࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜヱၥ࠸ྜࢃࡏෆᐜࡣࠊ┤๓ᮏᗑ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ヰࡋྜࢃ
ࢀࡓ⤖ᯝࠊᮏᗑỴᐃ㡯ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ





ᮏᗑ㸸
ࠕ) ྜྷ⏣ᡤ㛗ࠊ) ྜྷ⏣ᡤ㛗ࠋᐁ㑰ࡽࡢᣦ♧ࡀ᮶࡚ࡲࡋ࡚ࠊ ศ௨ෆ㐃⤡ࡃࡔ
ࡉ࠸࠸࠺ࡇ࡛ࠊ㐃⤡ࡋ࡚ࡋ࠸ࡢࡣᾏỈࢆධࢀࡿࣉࣛࣥࢺࡢ㡰␒ࠋ) ࡣࠊ
ධࢀ࡚࡚ࠋࡑࡢḟࡣ ࠊ ࡛࠸࠸ࡢ࠸࠺ࡇࠊࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣛࣥࢺࢀࡃ
ࡽ࠸ࡢὶ㔞ࢆධࢀࡼ࠺ࡋ࡚ࡿࡢࠋࡑࡢ┠Ᏻ㔞ࠋ㡰␒┠Ᏻ㔞ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࠖ
ྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡑࢀࠊ
࠶࡞ࡓ⪺࠸࡚࡞ࡗࡓ㸽ࡑࢀࡣᮏᗑࡀỴࡵࡿࡗ࡚ゝࡗࡓࡼࠖ
ᮏᗑ㸸
ࠕ࠶ࠊࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠋゎࡋࡲࡋࡓࡼࠖ
ᐁ㑰ワࡵ࡚࠸ࡿṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡽࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᣦ♧ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓࠋ
ձ ྕᶵࢆ WK ࡛⥅⥆ࡋ࡚෭༷ࡍࡿࡇࠋ
ղ㸦 ྕᶵࡼࡾ㸧 ྕᶵࢆඃඛࡋ࡚෭༷ࡍࡿࡇࠋ
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊ➨୍㐠㌿⟶⌮㒊㛗ᑐࡋ࡚ࠊୖグᐁ㑰ࡽࡢᣦ♧ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ
ᐇ㛫ࢆሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⾲㸱㸯㸯㸴 ⤥Ỉ※☜ಖࡢ⤒⦋㸦ᐁ㑰ࡽࡢせㄳ㸧


ᨾ┤ᚋ࠾ࡅࡿྕᶵ࣋ࣥࢺࠊᾏỈὀධ࡞ࡢᑐᛂ⏕ࡌࡓಙឤᣦ௧⣔⤫ࡢ
ΰࡀࡉࡽ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡋࠊ⤥Ỉ※ࡢ☜ಖࢆ᭱ඃඛࡍࡿ࠸࠺Ᏻୖ㔜せ࡞⌧ሙࡢពᛮỴ
ᐃᑐࡋ࡚ࡲ࡛ࠊᐁ㑰ࡸಖᏳ㝔ࡽࡉࡲࡊࡲ࡞ᖸ΅ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ᮶ࠊᮏᗑࡣࠊእ㒊
ࡽࡢ㠀ྜ⌮ⓗ࡞ᖸ΅ࡽ⌧ሙࡢពᛮỴᐃࡸసᴗࡢ㐙⾜ࢆㆤࡿᙺࢆᯝࡓࡍࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ
ᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ㛵ಀྛᡤࡢពྥࢆࡑࡢࡲࡲ⌧ሙఏ࠼ࠊࡣ⌧ሙࡢពᛮỴᐃࢆ⪃៖ࡏࡎࠊ
ᐁ㑰ࡸಖᏳ㝔ࡢពྥᚑ࠺ࡼ࠺せㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋಖᏳ㝔ࡸᐁ㑰ࡢせㄳࡣࠊ࣋ࣥࢺࡢ㛫┠ᶆࡢ
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ᣦᐃࡸࠊὀỈࡢὶ㔞ࡢᣦᐃ࠸ࡗࡓෆᐜ࡛࠶ࡾࠊಖᏳ㝔ࠊᐁ㑰ࡢሗᢕᥱࡸࣉࣞࢫࡢ㒔ྜࠊ
ᮾ㟁ࡢᑐᛂࡢಙឤࡽ⏕ࡌࡓ⪃࠼ࡽࢀࠊ⌧ሙࡢ≧ἣࡸᢏ⾡ⓗࣜࢫࢡࢆ༑ศ⪃៖ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ሙࡢពᛮỴᐃඃඛࡋ࡚ᚑ࠺ࡁྜ⌮ᛶࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓಖᏳ㝔
ࡸᐁ㑰ࡢせㄳᑐࡋࠊ⌧ሙࡢពᛮỴᐃࢆᕪࡋ⨨࠸࡚ࡲ࡛ᚑ࠾࠺ࡍࡿᮏᗑࡢጼໃࡽࡣࠊ
ᨾ⌧ሙࡢ⌧ᐇࡼࡾࡶࠊᴗࡋ࡚ࡢ㈐௵ᅇ㑊ࢆඃඛࡉࡏࡓ࠸ࡍࡿពᅗࡀᇉ㛫ぢ࠼ࡿࠋ

㸵㸧ྕᶵ65ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࡼࡗ࡚ࡴࡁฟࡋ࡞ࡗࡓ⇞ᩱᲬ
ྕᶵࡣᖾ㐠ࡶ5&,&ࡀ㛗㛫సືࡋ࡚࠾ࡾࠊཎᏊ⅔ࡢὀỈࡀ⥅⥆ⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ
ࡢࠊ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡣ㧗ࡃࠊ࣋ࣥࢺࡢᚲせᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

 ྕᶵ࣭65 ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࡢ⤒⦋
 ᭶  ᪥
ࡈࢁ
 ᭶  ᪥

 
 ྕᶵࡶ࠸ࡎࢀ࣋ࣥࢺࡀᚲせ࡞ࡿࡢண ࡽࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡢᣦ♧ࡼࡾ࣋ࣥࢺࣛ
ࣥࡢᵓᡂࢆ⾜࠸ࠊࣛ
ࣛࣉࢳ࣮ࣕࢹࢫࢡࢆ㝖ࡃ࡚ࡢ࣋ࣥࢺࣛࣥࡀᡂࡋࡓࠋ
 



Ỉ⣲⇿Ⓨࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ ྕᶵ 6&㸦ᅽຊᢚไᐊ㸧࣋ࣥࢺᘚ㸦ᘚ㸧
 ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇࡢỈ
ࡢ㟁☢ᘚບ☢⏝ᅇ㊰ࡀእࢀࠊᾘ㜵㌴ࠊ ྕᶵ㏫ὙᘚࣆࢵࢺࡢỈ
Ỉ※ᶵ⬟ࢆኻࡗࡓࠋࡇࡢ
ࡓࡵࠊ᪂ࡓὀỈࣛࣥࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ



ಖᏳ㝔ࡼࡾࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༡ NP ࡢ❧ࡕධࡾ⚗Ṇ௧ࡀฟࡉࢀࡓࠋ



ಖᏳ㝔ࡢ❧ࡕධࡾ⚗Ṇ௧ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞ὀỈࣛࣥࢆᵓ⠏ࡍࡿసᴗࡀࡗ࡚࠸ࡓ
ࡓࡵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣᮏᗑᑐࡋࠊಖᏳ㝔ࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࡼ࠺౫㢗ࡋࡓࠋ



ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟࡽࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋ࡚ࠊಖᏳ㝔ࡢㄪᩚࡀ῭ࢇࡔࡓࡵࠊసᴗ
ࢆ㛤ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ



ΎỈ♫㛗ࡽࠊ⌧ᆅࡢᑐᛂࢆⓎ㟁ᡤ㛗୍௵ࡋࠊࡑࡢࡓࡵࡢᑐ⟇ཬࡧᨭࢆᮏᗑࡀ⾜
࠺᪉㔪ࡍࡿࡇࡀ᫂ゝࡉࢀࡓࠋ
㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟࡽྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋ࡚ࠊᚋࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡢᐁ㑰ࡽࡢᣦ♧ࡀఏ࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ



ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕᐁ
ᐁ㑰ࡽ㟁ヰࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡃᛴࡆゝ࠺ࡇ࡛ࠊ⥺㔞ࡢࡇࡣᵓࢃࡎࠊ

࣑ࣜࡲ࡛࠸࠸ࢇࡔࡽࡸࢀࠊࡑ࠺࠸࠺ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠖ








 ྕᶵࡢཎᏊ⅔ᅽຊࡀୖ᪼ࡋࠊ65 ᘚࡀ⮬ື࡛㛤࡞ࡗࡓࡓࡵࠊྠᅽຊࡀᛴ⃭పୗࡋ
ࡓࠋ
 ྕᶵࡢ 65 ᘚࡀ྿ࡁṆࡲࡾࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡀ㧗࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⅔Ỉࡀᛴ
⃭పୗࡋࡓࡓࡵࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣ 5&,& ࡀṆࡋࡓุ᩿ࡋࠊཎ⅏ἲ  ᮲ヱᙜ㇟ࡢ㏻
ሗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏᗑࡽ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋࠊᮏᗑಖᏳ⌜ಖᏳ㝔ࡢㄪᩚࡢ⤖ᯝࠊ⥭ᛴᪧసᴗဨ
ࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞㝈ᗘࢆ P6Y ࡽ P6Y ࡲ࡛ᘬࡁୖࡆࡿ᪉㔪ࡋࡓࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ
ࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽᮏᗑᑐࡋ࡚ࠊ ྕᶵ  ྕᶵࡢ㛫ࡢ 7 Ꮠ㊰࠾࠸࡚⮬⾨㝲ࡢᩓỈ
㌴ࡀ  ྎ㑧㨱ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡀࢀࡁࡢ∦ࡅࠊᾘⅆᰦࡽࣆࢵࢺࡲ࡛ࡢ⤥Ỉࡀ࡛ࡁ࡞
࠸᪨ࡢሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
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 ྕᶵ࣭65 ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࡢ⤒⦋



 ྕᶵ 6& ࡢỈ ࡀ Υࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊ65 ᘚࢆ㛤࠸࡚ࡶỈ
Ẽࡀ༑ศจ⦰ࡉࢀࡎࠊ⅔ᅽࡀୗࡀࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡢぢゎ୍࡛⮴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊῶᅽࡢࡓࡵࡣࠊ65 ᘚࢆ㛤ࡃ๓ 3&9㸦᱁⣡ᐜჾ㸧࣋ࣥࢺࡼࡗ࡚ 6& ࡢ
ᅽຊཬࡧỈ ࢆୗࡆࠊཎᏊ⅔ᅽຊࢆୗࡆࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ



ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟࡣࠊᐁ㑰ࡽ┤ࡕ  ྕᶵࡢὀỈࢆ⾜࠺ࡼ࠺せㄳࡀ࠶ࡗࡓࡇࢆሗ
࿌ࡋࡓࠋ



⌜┠ጤဨ㛗ࡽྜྷ⏣ᡤ㛗㟁ヰࡀ࠶ࡾࠊ ྕᶵࡢῶᅽࡘ࠸࡚ࠕ3&9 ࣋ࣥࢺࣛࣥࢆ
⏕ࡍࡼࡾࠊ㸦65 ᘚࢆ㛤ࡁ㸧ῶᅽࡋ࡚ὀỈࢆඛࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠋῶᅽࡍࢀࡤỈ
ࡣධࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔࡽࠊ᪩ࡃỈࢆධࢀࡿࡁࠖࡢពぢࡀఏ࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ⌜
⌜┠ጤဨ㛗ࡢᥦࡘ࠸࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎཬࡧᮏᗑ᳨࡛ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ⌧
≧ 6& ࡢ ᗘࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊẼࡀจ⦰ࡏࡎ༑ศ࡞ῶᅽࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡾࠊὀ
ὀỈࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲỈࡔࡅᛴపୗࡍࡿࣜࢫࢡࡀᠱᛕࡉࢀࡓࡓࡵࠊ
ᮾ㟁ࡢ᪉㔪㸦࣋ࣥࢺࣛࣥࡢᵓᡂࢆ᭱ඃඛࡍࡿ᪉㔪㸧࡛⥆⾜ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ



ୖグࢆཷࡅࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊ⌧ሙᑐࡋ࡚࣋ࣥࢺணᐃ㛫ࢆ  タᐃࡋ㸦7$)ࠑ᭷ຠ
⇞ᩱ㡬㒊ࠒ฿㐩ண้    ศ㸧ࠊᘬࡁ⥆ࡁ 3&9 ࣋ࣥࢺࣛࣥ㸦::ࠑ࢙࢘ࢵࢺ
࢙࢘ࣝࠒ㸧ࡢᵓᡂࢆඃඛࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᮏᗑᑐࡋ࡚ࠊ⌜
┠ጤဨ㛗ࡢㄝ᫂ཬࡧࣇ࢛࣮ࣟࢆ⾜࠺ࡼ࠺せㄳࡋࡓࠋ



᪤ :: ࣋ࣥࢺࣛࣥᵓᡂࡢ‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡓసᴗဨࡽࠊ㟁※ࢆ᥋⥆ࡋࡓࡀ࣋ࣥࢺᘚ
ࡀື࡞࠸᪨ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྠసᴗဨࡼࡿࠊ✵Ẽࢆ㏦ࡿࡓࡵࡢࢥࣥࣉࣞ
ࢵࢧ࣮ࡣసືࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᅽຊࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊᅽຊࡢ ᐃᡭẁࡀ
࡞࠸ࡓࡵࠊ᪉⟇ࡋ࡚ࡣືࡃࡲ࡛ᚅࡘࡋ࡞࠸ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ



ΎỈ♫㛗ࡣࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡢពぢᚑࡗ࡚
ୖグࡸࡾྲྀࡾࢆ⪺࠸࡚࠸ࡓΎ
ඛ 65 ᘚࢆ㛤ࡅࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊ⇞ᩱᏳゎᯒࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿṊ⸨♫㛗ពぢࢆồࡵࡓ
ࡀࠊᅾ㸦࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡽᮏᗑ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛⛣ື୰㸧࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㏉⟅
ࡀ࡞ࡃࠊΎỈ♫㛗ࡢពぢᚑࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣᘬࡁ⥆ࡁ :: ࣋ࣥࢺࣛࣥᵓᡂ
ࡢᚲせᛶࢆᙉࡃㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊసᴗဨᑐࡋ࡚ࠊῶᅽ᧯స୪⾜ࡋ࡚࣋ࣥࢺࣛࣥࡢ
ᵓᡂసᴗࢆ⥅⥆ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࠊ ྕᶵ 65 ᘚ㛤ᨺࡼࡿῶᅽ᧯సࢆᣦ♧ࠋ

ࡈࢁ  ྕᶵ 65 ᘚࡀ㛤࡞ࡿࡀࠊὀỈࡣ౫↛ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠋ
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣᐁ㑰ᑐࡋ࡚ࠊ ྕᶵ 65 ᘚࢆ㛤ࡁῶᅽ᧯సࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࡢࠊẼࡀจ⦰ࡏ
ࡎ༑ศῶᅽ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲ⅔Ỉࡀపୗࡋࠊⰾࡋࡃ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡇࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋ




⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕᮾி㟁ຊࡢྜྷ⏣࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ ྕᶵࡣ 65 ᘚࡀ㛤ࡁࡲࡋࡓࡀࠊ᱁⣡ᐜჾෆࡢ ᗘ
ࡀ㧗࠸ࡶࢇ࡛ࡍࡽࠊ࡞࡞Ẽࡀจ⦰ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢ≧ែ࡛⅔Ỉࡀୗࡀࡗ࡚
࠸ࡿ࠸࠺࠶ࡲࡾⰋࡃ࡞࠸≧ἣ࡛ࠊࡲ࠵ୗࡀࡗࡓࡣୗࡀࡗࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺
≧ἣ࠾ࡿ࠸࠺ࡇࢆሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠖ
⅔Ỉࡢᛴ㏿࡞పୗࡼࡾࠊ ྕᶵࡢỈࡣ࣐ࢼࢫ PP ࡞ࡾࠊ⇞ᩱࡀࡴࡁฟࡋ
ࡢ≧ែ࡞ࡗࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎᢏ⾡⌜㸸
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

 ྕᶵ࣭65 ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࡢ⤒⦋
ࠕ7
7$) ࡢ฿㐩ࡀ    ศ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢᚋࠊࡴࡁฟࡋ࡞ࡗࡓࡢࡀ    ศ࠸
࠺ࡇ࡛ࠊ   ศࡢࡴࡁฟࡋ࡞ࡗࡓࡇࢁࡽࠊ⣙  㛫࡛⅔ᚰ⁐⼥ࡀጞ
ࡲࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࠊࡇࢀࡊࡗࡃࡾࡋࡓぢ✚ࡶࡾ࡛ࡍࠋࡑࡢᚋࠊ⅔ᚰ⁐⼥ࡽ 
㛫ࡓࡘ 539㸦ཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾ㸧ࡢᦆയ࡞ࡿࡔࢁ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࠊ$0㸦
ࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧࢞ࢻ᭩࠸࡚࠶ࡿᩘ್ࢆࡗࡓࡶࡢ࡛ࡍࠖ
ィ⟬ୖࡣὀỈࡀྍ⬟࡞⅔ᅽ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎỈࡀᅇࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ⚟ᓥ➨୍ཎ
Ⓨ࡚ὀỈࣛࣥࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊᾏỈࢆࡃࡳୖࡆࡿᾘⅆ࣏ࣥࣉࡢ⇞ᩱษࢀࡀ
ุ᫂ࡋࠊ⇞ᩱࡢ⿵⤥ྥࡗࡓࠋ




⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡇࡢᅽຊ࡞ࡿࠊᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽධࡿࡣࡎ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠊỈࡀᅇࡋ
࡞࠸࠸࠺ࡇࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⌧ሙࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࢁ࠺ࡶ
ᾘ㜵࣏ࣥࣉࡢᾏࡽࡃࡳྲྀࡗ࡚࠸ࡿ᭱ึࡢ࣏ࣥࣉࡀࠊṆࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ヰࡀධ
ࡗ࡚ࡁ࡚ࡿࢇ࡛ࠊ⇞ᩱධࢀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿヰࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛⮳ᛴᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠖ
 ྕᶵࡢ 65 ᘚࡀᗘ㛢࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࠋ
⇞ᩱࡢ⿵⤥ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡼࡾࠊᾘⅆ࣏ࣥࣉࡀ✌ാࡋࡓࠋ



⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕỈࡣࡡ࠻ࠊ ศ๓ࡃࡽ࠸ࡽ࠺ࡶධࡾጞࡵࡓࡳࡓ࠸࡞ឤࡌ࡛ࡍࠋ⌧ሙ⾜ࡗࡓே
㛫ࡶࠊỈࠊ࠶ࡢ࣏ࣥࣉࡣᅇࡗ࡚࠸ࡿゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠖ
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᾘⅆ࣏ࣥࣉ✌ാᚋࡶཎᏊ⅔Ỉࡀᅇࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊᾘⅆ࣏ࣥࣉࡢᅽຊࡀ
㊊ࡋ࡚࠸ࡿุ᩿ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ ྕᶵࡢὀỈࢆṆࡋࠊᾘⅆ࣏ࣥࣉࡢᅽຊࢆ
࡚  ྕᶵྥࡅࡿࡇ࡛ຍᅽࡍࡿ᪉㔪ࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ





⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡸࡸࡇࡋ࠸ࡽᩚ⌮ࡍࡿࠊࠊ ྕࠊ ྕỈ※ྠࡌ࡛⾜ࡗ࡚ࡲࡍࠋ࡛ࠊ࣏ࣥࣉ
ࡀ㏵୰࡛  ࡘࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ  ࡘ┠ࢆฟࡓࡇࢁ࡛ࠊ∦᪉ഃࢆࢩࣕࢵࢺࡍ
ࡿࡶ࠺  ࡘഃຍᅽࡉࢀࡿࢇ࡛ࡍࡼࠋࡔࡽࠊࡑ࠺࠸࠺ᙧ࡛  ྕධࡗ࡚࡞
ࡉࡑ࠺ࡔࡽࠊࡑࢀࡸࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋࡔࡽࠊࡑࡢ㛫ࡣ  ྕᶵࡀ୍ⓗ⤥Ỉࡀ
Ṇࡋࡲࡍࡼ࠸࠺ࡇ࡞ࢇ࡛ࡍࡅࢀࡶࠖ
ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕࡣ࠸ࠋゎࠋࡣ࠸ࠋゎࡋࡲࡋࡓࠖ
 ྕᶵࡢὀỈࢆṆࡋࠊ ྕᶵࡢ 65 ᘚࢆ㛤᧯సࡋࡓࡇࡼࡾࠊ ྕᶵࡢ⅔Ỉࡀ
ᅇࡋጞࡵࡓࠋ

⾲㸱㸯㸯㸵 ྕᶵ࣭65ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࡢ⤒⦋


ᙜࡢྕᶵࡢ6&ࡣ㧗 ≧ែ࠶ࡾࠊ࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺๓65ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࢆ⾜࠺ࠊὀỈ
ࡀྍ⬟࡞ᅽຊࡲ࡛ῶᅽࡉࢀ࡞࠸≧ែ࡛ᛴ㏿Ỉࡀపୗࡍࡿࣜࢫࢡࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓ
ࡵࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊ᪤65ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࡼࡾࡶ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࢆඃඛࡋ࡚⾜࠺᪉㔪࡛
࣋ࣥࢺ᧯సࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣᑐࡋࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡽ࣋ࣥࢺࡼࡾࡶῶᅽ᧯స
ࢆඛ⾜ࡗ࡚ὀỈࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡾࠊ୍ᗘࡣỈపୗࣜࢫࢡࢆ⌮⏤ᚑ๓ࡢ᪉㔪࡛࣋ࣥࢺ᧯
సࡀ⥆⾜ࡉࢀࡓࡀࠊ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡀᡂຌࡋ࡞࠸ᵝᏊࢆぢࡓΎỈ♫㛗ࡀࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡢᣦ♧
ᚑ࠺ࡇࢆࡌࡓࠋ65ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࡀ⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝࠊὀỈࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡲࡲỈࡀᛴ㏿




ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋୗ⥺ࡣᙜጤဨࡼࡿࠋ
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పୗࡋࠊ▷㛫࡛⇞ᩱࡀࡴࡁฟࡋࡢ≧ែ࡞ࡗࡓࠋ
ῶᅽ᧯సᚋὀỈࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓせᅉࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊᾏỈࢆࡃࡳୖࡆࡿ࣏ࣥࣉࡢ⇞ᩱࡀษ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇࡸࠊ᭱⤊ⓗྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇ࡞ࢆ⪃៖
ࡍࢀࡤࠊᙜヱពᛮỴᐃࡀྕᶵࡢ≧ែᝏࡢ⛬ᗘᙳ㡪ࢆ࠼ࡓࢆホ౯ࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸
ࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ᙜึࡽᠱᛕࡋ࡚࠸ࡓ࠾ࡾࠊ65ᘚࡼࡿῶᅽ᧯సࡢᚋᛴ⃭
࡞Ỉࡢపୗࢆᣍࡁࠊ⇞ᩱ㟢ฟࡢࢱ࣑ࣥࢢࢆᖜ᪩ࡵࡓ࠸࠼ࡿࠋ
ΎỈ♫㛗ࡣࠊ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ≧ἣࢆឤࡌྲྀࡗࡓ࠸࠺ࡀ࠶ࡿࡏࡼࠊ⮬ࡽ
⌧ሙࡢពᛮỴᐃᚑ࠺᪨ࡢᐉゝࢆ⾜ࡗࡓᚋࡇࢀࢆ⩻ពࡋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎཬࡧᮏᗑ࡛ࡢពᛮỴ
ᐃࡋ࡚ࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡢពぢᚑ࠺ࡇࢆࡌࡓࠋ௬⌜┠ጤဨ㛗ࡀཎᏊ⅔㛵ࡍࡿ㇏ᐩ࡞
▱ぢࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶࠊᨾᙜࡢཎᏊ⅔ࡢ≧ែࡸࠊ⌧ሙࡢࡉࡲࡊࡲ࡞≧ἣࢆ⪃៖࡛ࡁࡿ
ࡢሗࢆ▱ࡾᚓࡿ≧ἣ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ᳨࡛ウࡉࢀࡓពᛮỴᐃࡼࡾࡶࠊ⌜┠ጤဨ㛗
ࡢពぢࡀඃඛࡉࢀࡿྜ⌮ⓗ࡞⌮⏤ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᮾ㟁ᮏᗑࡣࠊ⌧ሙࡢุ᩿ࡀ᭱ඃඛ࠸࠺❧
ሙࢆᶆᴶࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⌧ᐇࡣᐁ㑰ࡽࡢᣦ♧ࢆඃඛࡉࡏࡓ⤖ᯝࠊᐇ㝿ุ᩿ࢆㄗࡾᨾࡢ㐍
⾜ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓᐇࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

㸶㸧࠺ࡋ࡚ࡶᐇࡋࡓࡗࡓྕᶵ':࣋ࣥࢺ
᪥ኤ᪉ࡈࢁࡼࡾ⅔Ỉࡀపୗࡋࠊ୍ࡣ᭷ຠ⇞ᩱୗ➃㸦%$)㸧ࡲ࡛฿㐩ࡋࡓྕᶵࡶࠊ
᪥ࡣὀỈࡀ㛤ጞࡉࢀࠊᑡࡋࡎࡘ⅔Ỉࢆᅇࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࡑࡢᚋࠊ࣋ࣥࢺࣛࣥࡀ
ᵓᡂ࡛ࡁࡎ⅔ᅽࡢୖ᪼ཬࡧ':ᅽຊࡀᚎࠎୖ᪼ࡋࠊὀỈ⥅⥆ࡀྍ࡞ࡾࠊᅽຊᐜჾ◚ᦆ
ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ༴ᶵⓗ≧ἣ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ



 ྕᶵ࣭': ࣋ࣥࢺࡢ⤒⦋
 ᭶  ᪥

 



⅔Ỉ࣐ࢼࢫ PPࠊ⅔ᅽ03Dࠊ': ᅽຊ03D



⅔Ỉ࣐ࢼࢫ PPࠊ⅔ᅽ0SDࠊ': ᅽຊ03D



⅔Ỉ࣐ࢼࢫ PPࠊ⅔ᅽ03Dࠊ': ᅽຊ03D



୰ኸ᧯సᐊࡽ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ ྕᶵ 65 ᘚࡀ  ࡘ㛢ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ⅔ᅽࡀ㧗࠸
ࡓࡵࠊὀỈࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ65 ᘚࢆ㛤ࡅࡿࡓࡵࡣࣂࢵࢸ࣮ࣜ✵
Ẽᅽࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊಖ⌜ᙜ┤࡛ㄪᩚࡋࠊ㏿ࡸ 65 ᘚࢆ㛤ࡅࡿᡭẁࢆ☜ಖ
ࡍࡿࡇࡋࡓࠋ



⅔Ỉࢲ࢘ࣥࢫࢣ࣮ࣝࠊ⅔ᅽ03Dࠊ': ᅽຊ03D



 ྕᶵࡢ 65 ᘚཬࡧ :: ࣋ࣥࢺࣛࣥࡀ㛢ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂ࠋ



⅔ᅽ03Dࠊ': ᅽຊ03D
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊ': ࣋ࣥࢺࡢᐇࢆᣦ♧ࠋ
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 ྕᶵ࣭': ࣋ࣥࢺࡢ⤒⦋
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛  ྕᶵࡢ ': ࣋ࣥࢺࡢ᧯సᑾຊࡍࡿࡶᡂຌࡋ࡞࠸≧ἣࡀ⥆ࡃ୰ࠊ
ᮏᗑ࡛ࡣࠊᛣኌඹࡦࡓࡍࡽ࣋ࣥࢺ௧ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓࠋ
ᮏᗑ㢳ၥ㸸
ࠕ࡛ࡁࡓࡽࡍࡄࡸࡗ࡚ࡼࠋࡇࡗࡕ࡛ࡣࠊࡔࡗ࡚ࠊࡑࢀࡸࢀࡗ࡚ࢇࡔࡅࠊ⌧ሙ
ࡽࡑࢀ࡛ࡁ࡞࠸ࡗ࡚ゝࡗࡓࢇࡔࡽࠋࡎࡗࠋࡇࡢ ࠊ 㛫ࠖ



ᮏᗑṊ⸨♫㛗㸸
ࠕࡑࢀࡣ㐪࠺ࠋࣂࣝࣈࡢヰࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕ㐪࠺ࢇ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣูࡢ͐͐ࠖ
ᮏᗑ㢳ၥ㸸
ࠕྜྷ⏣ᡤ㛗ࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕࡣ࠸ࠖ
ᮏᗑ㢳ၥ㸸
ࠕᮏᗑ࡛ࡍࡅࢀࡡ࠻ࠋ': ࡪࡗቯࡋࡓࡽࡲࡎ࠸ࡽࡉ࠵ࠋ᪩ࡃ ': ࡢᑠᘚࡔࡅ
࡛ࡶ㛤ࡅ࡚ࡃࢀࡼ࠽ࠖ
ᮏᗑ㢳ၥ㸸
ࠕ
)ࡢⓙࡉࢇࠊ⪃࠼࡚ࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࠊ
': ࡢᅽຊࡣࡡࠊ6&ࡢᅽຊࡼࡾ㧗
࠸ࡢࡣ࠾ࡋ࠸࡛ࡍࡼࠋࡔࡽࠊ6& ࡣ ': ࡢᅽຊࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛ࡍ
ࡽࠊࡑࡇࢆࡼࡃ⪃࠼࡚᧯సࡋ࡚ࡋ࠸ࢇ࡛ࡍࡅࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྜྷ⏣ᡤ㛗㸸
ࠕ͐
͐͐ࡲࡗࠊ࠸࠸ࡽ᧯స㞟୰ࡋ࡚ࠖ
ᮏᗑࡽࡣࠊ࣋ࣥࢺ᧯సࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ሙࡢ≧ἣཬࡧ࣋ࣥࢺࣛ
ࣥࡢᵓᡂࡘ࠸࡚༑ศᢕᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊⓗࢆᑕ࡞࠸ᣦ♧ࡀᩓぢࡉࢀࡓࠋ



ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕࡀᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ ᘚࡢᑠᘚࢆ㛤ࡅࡿࡢࡣ࠸࠸ࢇࡔࡅࠊࡑࡢඛࡲ
ࡔࠊᘚࡢ $2㸦㟁Ẽసື㸧ᘚࡢ  ࡗ࡚࠸࠺ࡢࡀ࠶ࡿࡢࡼࠋࡇࢀࡘ㛤࡞࠸
࣋ࣥࢺ࡛ࡁ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ࡗ࡚ᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࢇࡔࡅࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㸸
ࠕ࠸ࡸࠊᑠᘚࡣᘚࡢࣂࣃࢫᘚ࡛ࡍࡽࠊᑠᘚࡀ㛤ࡅࡤ࠸ࡃࡣࡎ࡛ࡍࠖ
ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕ࠸
࠸ࡸࠊࡑࢀศࡗ࡚ࢇࡢࡣࠊࡑࡢඛࡶ࠺୍ࡘ  ᘚࡣࠋせࡍࡿࠊ ᘚࡢ
ࣂࣃࢫࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆゝࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡋࡻ㸽ࡑࡢඛࡲࡔ $2 ᘚࡀ࠶ࡿ
ࡢࠊࣇ࢙࣮ࣝࢡ࣮ࣟࢬࡢࠖ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㸸
ࠕࡑࢀࡣ࡞࠸࡛ࡍࠖ
ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕ࡞࠸ࡢ㸽ࠖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㸸
ࠕࡑࡢඛ࠶ࡿࡢࡣ 02㸦㟁ື㥑ື㸧ᘚ࡛ࠊ02 ᘚࡣ᪤㛤ࡅ࡚࠶ࡾࡲࡍࠖ
ᮏᗑ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟ㸸
ࠕゎࠋࡌࡷ㡹ᙇࡗ࡚ࡃࢀࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࠖ

⾲㸱㸯㸯㸶 ྕᶵ࣭':࣋ࣥࢺࡢ⤒⦋


ྕᶵ᱁⣡ᐜჾࡢ◚ᦆࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊ୕ࢃࡓࡾ':࣋ࣥࢺࡢᐇࡀヨࡳࡽࢀࡓࡀᡂຌ




ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋୗ⥺ࡣᙜጤဨࡼࡿࠋ
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ࡏࡎࠊ⤖ᯝⓗࡣ⩣᪥ᮅࡣᮏᨾ࠾ࡅࡿ᭱⣭ࡢᨺᑕᛶ≀㉁₃ὤࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋ
':࣋ࣥࢺࡣ::࣋ࣥࢺࡼࡾࡶ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡓࡀࠊ㧗ᅽࡢࡲ
ࡲ᱁⣡ᐜჾࡀ◚ᦆࡋࡓሙྜࠊⓎ㟁ᡤࡀ༴ᶵⓗ≧ἣ⮳ࡿྍ⬟ᛶࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⓎ㟁ᡤࡶᮏ
ᗑࡶࠊ':࣋ࣥࢺࢆᐇࡍࡿࡇࡘ࠸࡚㌋㌉ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡣ୍ษㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ᪉࡛ࠊ┤
ὶ㟁※႙ኻ࡛ືຊࢆኻࡗࡓ࣋ࣥࢺ᧯స⣔⤫⮬ື㌴ࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆࡘ࡞ࡂࠊᠱ᧯సࢆヨࡳࡿ
⌧ሙᑐࡋࠊᮏᗑࡣ࣋ࣥࢺࢆᐇࡍࡿࡼ࠺௧ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊⓎ㟁ᡤࡢ≧ἣࢆ༑ศ
⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࢃࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊᮏ᮶ࠊ⌧ሙᑐࡋ࡚ಠ▔ࡋࡓどⅬ࡛ᚲせ࡞ᢏ⾡ⓗຓゝࢆ⾜࠺
ࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿᮏᗑ࡛࠶ࡿࡀࠊ࣋ࣥࢺᘚࡢᵓᡂࢆㄗㄆࡋ࡚࠸ࡓࡾࠊ6&':ࡢᅽຊ⾲♧ࡀ㏫
㌿ࡋ࡚࠸ࡿ⌧㇟ࡘ࠸࡚ࠊᮏᗑ࡛ཎᅉࡢᐃࢆ⾜࠺ࢃࡅ࡛ࡶ࡞ࡃ⌧ሙุ᩿ࢆ௵ࡏࡓࡾࡍࡿ࡞
ࠊ᭷⏝࡞ຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊࡴࡋࢁ࣋ࣥࢺ᧯సΰࢆ᮶ࡍࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㸷㸧ࠕ㠃᧔㏥ࠖࠕ୍㒊㏥㑊ࠖࠊࡑࡢ┿┦
᭶᪥ኤ᪉௨㝆ࠊྕᶵࡢ⇞ᩱࡀࡴࡁฟࡋࡢ≧ែ࡞ࡾࠊච㟈㔜せᲷࡢᨺᑕ⥺㔞ࡀୖ᪼ࡍࡿ
࡞ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⎔ቃࡀᝏࡋ༴ᶵࡀ㧗ࡲࡗࡓࡓࡵࠊᮾ㟁ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢ㏥㑊᪉ἲ
ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᙜヱ㏥㑊ࡘ࠸࡚ࠊᮾ㟁ࡢΎỈ♫㛗ࡣࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࠊᯞ㔝ᖾ⏨ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ㸦௨ୗࠕᯞ
㔝ᐁᡣ㛗ᐁࠖ࠸࠺㸧ࠊᑎᆏಖᏳ㝔㛗࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡇࢁ㟁ヰ࡛┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐁ㑰ഃ
ࡣࡇࡢ┦ㄯࢆࠕ㠃᧔㏥ࠖࢆ⏦ࡋฟࡓࡶࡢᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⏦ࡋฟࢆⳢ⥲⌮ࡀ㜼Ṇࡋࡓ
ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀᑐࡋࠊᮾ㟁ࡣࠕసᴗ┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸ேဨࠖࢆࠕ㏥㑊ࠖࡉࡏࡿࡇࢆ⏦ࡋ
ฟࡓࡍࡂ࡞࠸ᙇࡋ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅ࡢㄆ㆑ࡀ㣗࠸㐪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᭶᪥ศࡈࢁࠊⳢ⥲⌮ࡣᮾ㟁ᮏᗑ᮶♫ࡋࠊ⥭ᑐᮏ㒊࠸ࡿᮾ㟁♫ဨࡢ๓࡛ࠊ⃭ࡋ࠸
ཱྀㄪ࡛₇ㄝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮾ㟁ࡢグ㘓ࡼࡿࠊᙜࡢⳢ⥲⌮ࡢ࡞Ⓨゝෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ⿕ᐖࡀ⏒ࡔࠋࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ᪥ᮏࡀ⁛ஸࡔࠖ
 ࠕ᧔㏥࡞࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋᠱࡅ࡛ࡸࢀࠖ
 ࠕ㏨ࡆ࡚ࡳࡓࡗ࡚㏨ࡆษࢀ࡞࠸ࡒࠖ
 ࠕ ࡞ࡿᖿ㒊㐃୰ࡣ⌧ᆅ⾜ࡗ࡚Ṛࢇࡔࡗ࡚࠸࠸ࢇࡔࠋನࡶ⾜ࡃࠖ
 ࠕ♫㛗ࠊ㛗ࡶぬᝅࢆỴࡵ࡚ࡸࢀࠖ
᭶᪥ศࡈࢁࠊ⥲⌮ᐁ㑰࠾࠸࡚ࠊⳢ⥲⌮ΎỈ♫㛗ࡀ㠃ࡋࡓ㝿ࡣࠊⳢ⥲⌮Ύ
Ỉ♫㛗ࡢ㛫࡛㠃᧔㏥ࡢணᐃࡀ࡞࠸ࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢⓎゝࡼ
ࢀࡤࠊᐁ㑰ഃࡣྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࡲࡔᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡶࢃࡽࡎࠊⳢ⥲⌮ࡀᮾ㟁ᮏᗑ࡛⃭ࡋ࠸ཱྀㄪ࡛₇ㄝࢆ⾜ࡗࡓࡇࡽࡍࢀࡤࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊ


ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢᮾ㟁㈨ᩱ
ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢᮾ㟁㈨ᩱ




ᯞ㔝ᖾ⏨๓ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ➨ ᅇጤဨ
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ᮾ㟁ᮏᗑᑐࡋ࡚┦ᙜࡢಙឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࡇࡀ࠺ࡀࢃࢀࡿ㸦ࠕ㸱㸱㸰 㸲㸧ࠖཧ↷㸧


ࠋ
ࡇࡢⳢ⥲⌮ࡢ₇ㄝࢆ⪺࠸ࡓᮾ㟁ᖿ㒊ࡣ୍ᵝࠕ㐪ឤࢆぬ࠼ࡓࠖⓎゝࡋ࡚࠾ࡾࠊྜྷ⏣ᡤ

㛗ࡶࡲࡓࠊࡇࡢࡢࡇࢆࡾ㏉ࡗ࡚ࠊ⌧ሙࡣ㏨ࡆ࡚࠸࡞࠸ࡋࡉࢆࡌࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡣࠊ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞㣗࠸㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡓࡢࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊᐇࡢ⤒⦋ࢆ㏣࠸࡞ࡀࡽࡇࡢၥ㢟
ࡢ┿┦ࢆ☜ㄆࡍࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ㔜せ࡞ࡿどⅬࡣࠊձ᭱ᝏࡢែࢆᐃࡋ࡚ࠊࡑࡢሙྜࡢᑐᛂ
⟇ࢆ᳨ウࡋࡓࡾࠊ┦ㄯࡋࡓࡾࡍࡿࡇࠊղᐇ㝿Ỵᐃࡉࢀࡓᑐᛂ⟇ࢆ⏦ࡋධࢀࡿࡇࢆ༊ู
ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ

Dᮾி㟁ຊࡢỴᐃෆᐜ
ᮾ㟁ࡢࢸࣞࣅ㆟㘓ࡢⓎヰࡽࡣࠊ᪥ࡢศࡣ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠸ࡓᑠ᳃ᖖ
ົࡀࠕ㏥㑊ᇶ‽ࡢ᳨ウࠖࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮾ㟁⫋ဨᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࡼࢀࡤࠊ
ศࡈࢁࡣࠊṊ⸨♫㛗ࡀ㒊ୗᑐࡋࠕ㏥㑊ィ⏬ࠖࡢ⟇ᐃࢆࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇࢁࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠸ࡓྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊࠕ㏥㑊ࡀ᳨ウࡉࢀࡓⅬ࡛ࠊࡀࢀࡁࡢ∦ࡅ
࡞ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓዪᛶࡸ㛵ಀ♫ࡢேࡀࡲࡔṧࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡎࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓேࡓࡕࢆ
ඃඛⓗ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽᖐࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡓࠋఱேṧࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡢุ᩿ࡣ㞴ࡋ
ࡃࠊࡑࡢⅬ࡛ேᩘࡲ࡛ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᭱ᚋࡢ᭱ᚋࡣࠊ᫇ࡽ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
ேࡃࡽ࠸ࡣ୍⥴Ṛࢇ࡛ࡃࢀࡿ࡞ࠊ࠸࠺ࡇࡣ⪃࠼ࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋసᴗᚑ⪅
ࡽࡶࠕ⌧ሙࢆᨺᲠࡋ࡚㏥㑊ࡍࡿࡇ࡞ࠊ୍ᗘࡓࡾࡶ⪃࠼ࡓࡇࡣ࡞࠸ࠖࡢドゝࡀᚓ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᙜࠊᨻᗓࡢཎᏊຊ⅏ᐖ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࠖ࠸࠺㸧
ࡢᮏ㒊㛗ࡋ࡚࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠸ࡓụ⏣ඖஂ⤒῭⏘ᴗ⮧㸦௨ୗࠕụ⏣⤒⏘⮧ࠖ
࠸࠺㸧ࡼࢀࡤࠊࠕ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ㏥㑊ィ⏬ࡣࠊ᭱ึࡽ୍㒊ࢆṧࡍࡇࢆ๓
ᥦࡋ᳨࡚ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓࠖࡢࡇ࡛࠶ࡾࠊᑡ࡞ࡃࡶ⚟ᓥ➨୍ཎⓎཬ
ࡧ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊဨࢆ㏥㑊ࡉࡏࡿࡇࡀỴᐃࡉࢀࡓᙧ㊧ࡣ࡞࠸ࠋ
ࢸࣞࣅ㆟㘓࡛ࡣࠊ㧗ᶫࣇ࢙࣮ࣟࡀ࠶ࡓࡶဨࡀ⚟ᓥ➨ཎⓎ㏥㑊ࡍࡿࡼ࠺࡞Ⓨゝࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢⓎゝᑐࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ┤ᚋΎỈ♫㛗ࡀࠕ⌧Ⅼ࡛ࠊࡲࡔ᭱⤊㑊㞴ࢆỴᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆࡲࡎ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠕࣉࣛࣥࢺࡢ≧ἣࢆุ᩿͐͐࠶
ࡢࠊ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ͐͐Ỵࡵࡲࡍࡢ࡛ࠖⓎゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡽࡳ࡚ࠊᮾ㟁ᮏᗑ࠾࠸
࡚ࡶࠊࡇࡢⅬ࡛ࠕဨ㏥㑊ࠖࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㏥㑊ࡢ᳨ウ࠶
ࡓࡗ࡚ࡶࠊ㏥㑊ᚋࡢཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆ๓ᥦࡋ࡚ࠊ࣏ࣥࣉࡢ⇞ᩱ⿵⤥ࠊ࣋ࣥࢺࣛ
ࣥᵓᡂࡘ࠸࡚ࡢᣦ♧᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆᨺᲠࡍࡿពᅗࡣ࡞࠸ࡇ


Ⳣ┤ே๓ෆ㛶⥲⌮⮧➨ ᅇጤဨ



ಛᜏஂᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ㛗➨ ᅇጤဨṊ⸨ᰤ๓ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊㛗➨ ᅇጤဨ
ྜྷ⏣ᫀ㑻ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ㛗ࣄࣜࣥࢢ

ྜྷ⏣ᫀ㑻ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ㛗ࣄࣜࣥࢢࠋゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡇࡢ ே࠸࠺ࡢࡣࠊṚࢆぬᝅࡋࡓࡁྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀ₍
↛ᛮ࠸ᾋࡓ௰㛫ࡢேᩘ࡛࠶ࡗ࡚ࠊṧࡿேᩘࢆ ேỴࡵࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ
᪥ࡢศࠊྕᶵࡢᅽຊᐜჾࡢὀỈࡀᡂຌࡋࠊỈࡀᅇࡋࡓࡇࡽࠊᮾ㟁ෆ
㒊ࡣ୍ᵝᏳሚឤࡀᗈࡀࡾࠊ㏥㑊ᇶ‽㛵ࡍࡿ᳨ウࡣࡦࡲࡎᲴୖࡆ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ
᪥ࡀ᪥ኚࢃࡿࡇࢁࠊ᱁⣡ᐜჾ࣋ࣥࢺࡀ࡛ࡁࡎྕᶵࡢ≧ែࡀࡧᝏࡋࡓࡇࡽࠊ
ᨵࡵ࡚㏥㑊ࡢᇶ‽ィ⏬ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗࡣࠊ᪥ศࡢẁ㝵࡛ࠊ
㏥㑊ィ⏬ࢆグࡋࡓ࣮࣌ࣃ࣮ࡀ☜ᐃࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡇࡣ⥭ᛴᑐ⟇࣓ࣥࣂ࣮௨እࡢ⪅ࡀ㏥㑊ࡍࡿ
ẁྲྀࡾࡀグࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢⅬࡽࡍࢀࡤࠊᮾ㟁ࡢ᳨ウࡋࡓ㏥㑊ィ⏬ࡣࠊཎᏊ⅔ࡢᨺᲠࢆពᅗࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡲࡓࠊဨࡢ㏥㑊ࢆỴᐃࡋࡓᙧ㊧ࡶㄆࡵࡽࢀࡎࠊ᭱ప㝈ᚲせ࡞࣓ࣥࣂ࣮ࢆṧࡋ࡚㏥㑊ࡍࡿ๓
ᥦ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡘࡁࠊᮾ㟁సᡂࡢࠕ୰㛫ሗ࿌࡛ࠖࡣࠊࠕᙜ♫ࡀᐁ㑰⏦ࡋୖࡆࡓ㊃᪨ࡣࠊࠗࣉࣛ
ࣥࢺࡀཝࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊసᴗ┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸♫ဨࢆ୍ⓗ㏥㑊ࡉࡏࡿࡇࡘ࠸
࡚ࠊ࠸ࡎࢀᚲせ࡞ࡿࡓࡵ᳨ウࡋࡓ࠸࠘࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊဨ᧔㏥ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⪃࠼ࡓࡇ
ࡶࠊ⏦ࡋୖࡆࡓࡇࡶ࡞࠸ࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᭶᪥ࡢಛ㛗ࡢグ⪅ぢ
࠾࠸࡚ࠊࠕᙜࠊேࢆ㉸࠼ࡿேࡓࡕࡀ➨୍ࡢⓎ㟁ᡤ࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕᙜ↛ࡢ
ࡇ࡞ࡀࡽࠊ┤᥋㐠⏝➼ࠎ㛵ࢃࡽ࡞࠸ேࡓࡕࡶ࠾ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓ༙ศࡃࡽ࠸ࡢே
ဨࡣ᧔㏥ࡍࡿࡇࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࡅࢀࠊయࡋ࡚ࠊⓎ㟁ᡤࡢ㐠Ⴀ㛵ࢃࡿேࡓࡕࡣࠊỴࡋ
࡚ࡑࢇ࡞ࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࡇࡣࠊࡕࡻࡗࠊⱝᖸࡢㄗゎ
ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠖࡢⓎゝࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊࢸࣞࣅ㆟㘓➼ࡽ࠺ࡀࢃࢀࡿᵝᏊࡸྜྷ⏣ᡤ㛗ࡢⓎゝ➼ࡽࡍࢀࡤࠊ᪥ࡽ
᪥ࡅ࡚ᮾ㟁ࡀ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓ㏥㑊ࡢィ⏬ࡣࠊᚲせ࡞ேࡔࡅࢆ␗ືࡉࡏࡿ࠸ࡗࡓ⏕ࡸ
ࡉࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᚲせྍḞ࡞⪅ࡔࡅࢆṧࡋ࡚ከᩘࢆ㏥㑊ࡉ
ࡏࡿ࠸ࡗࡓࡶࡢࡔࡗࡓࡇࡀ࠺ࡀࢃࢀࡿࠋᐁ㑰ഃࡣࠊᚲせ࡞ேဨࢆ⛣ືࡉࡏࡿࡔࡅ࡞
ࡽࠊࢃࡊࢃࡊᐁ㑰ၥ࠸ྜࢃࡏ࡞ࡗࡓࡣࡎࡔ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡉ┦ㄯࡀᚲせ࡞
つᶍ࡞⛣ື࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࠊࡇࡢⅬ㛵ࡍࡿᮾ㟁ࡢㄝ᫂ࡣࠊᢈุࢆᜍࢀࡿ࠶ࡲࡾṇ☜࡞
ࡗࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

EΎỈ♫㛗ࡢ┦ㄯᐁ㑰ࡢㄗゎ
Ϩ ΎỈ♫㛗ࡽᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡢ㟁ヰ
ᮾ㟁ࡢ㟁ヰグ㘓ࡼࢀࡤࠊΎỈ♫㛗ࡣࠊ᪥ࡽ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⮬ࡽཪࡣ⛎᭩
ࢆ㏻ࡌ࡚ྜィᅇᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡢ⛎᭩ᐁ㟁ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࢇࡣ㏻ヰ㛫ࡀᩘ
⛊࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᐇ㝿㏻ヰࡀ࡞ࡉࢀࡓᛮࢃࢀࡿࡢࡣࠊձ᪥ศࡽࡢ⛊ࠊղ
᪥ศࡽࡢ⛊ࠊճ᪥ศࡽࡢ⛊࡛࠶ࡿࠋᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡼࡿࠊΎ
Ỉ♫㛗㟁ヰࢆࡋࡓᅇᩘࡸ้ࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊձࡽճࡢ⛎᭩ᐁᐄࡢ㟁ヰࡀᾏ
Ụ⏣⤒⏘⮧ྲྀࡾḟࡀࢀࡓ࠺ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋᑎ⏣Ꮫෆ㛶⥲⌮⮧⿵బᐁ㸦௨ୗࠕᑎ
⏣⿵బᐁࠖ࠸࠺㸧ࡼࢀࡤࠊࠕ᪥ࡢ͐͐ࡑࢇ࡞῝ኪ࡞ࡿ๓ࠖᾏỤ⏣⤒⏘⮧ᯞ㔝
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ᐁᡣ㛗ᐁࡀ᧔㏥ၥ㢟ࢆヰࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕࡑࡢࡁ⤒⏘⮧ࡢ⛎᭩ᐁࡀ࠾㒊ᒇධࡗ࡚ࡁ࡚ࠊ
⤒⏘⮧ᮾ㟁ࡽ࠾㟁ヰ࡛ࡍ࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⤒⏘⮧ࡀゝࢃࢀࡓࡢࡣࠊࡑࡢ⛎᭩
ᐁᑐࡋ࡚ࠗ࠸࠸ࡼࠊࡑࡢ㟁ヰࡣࡶ࠺᩿ࡗࡓࡽ࠸࠸ࡼ࠘࠸࠺ヰࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓࠖࡢ࡛ࠊࠕൗ
㉺࡞ࡀࡽᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࠗࡑࡢࡼ࠺࡞࠾ヰ࡛࠶ࢀࡤࠊࡶ࠺୍ᗘࡕࡷࢇ㟁ヰฟࡽࢀ࡚ࠊ
ࡋࡗࡾ᩿ࡽࢀࡓ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡼ࠘࠸࠺ࡇࢆ⏦ࡋୖࡆࡓࡇࢁࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧
ࡶࠗࡑ࠺ࡔ࡞࠘ゝࡗ࡚࠾㒊ᒇࢆฟࡽࢀࡓࠖࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡀṇࡋ࠸ࡍࢀࡤࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊࡲࡎձࡢ㟁ヰࢆྲྀࡾḟࡀࢀࠊΎỈ♫㛗ࡀࠕ
ဨ᧔㏥ࠖࢆ⏦ࡋฟࡓ⌮ゎࡋࠊࡑࢀࢆ᩿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳࠊΎỈ♫
㛗ࡣࠊ┤๓ࡢศᑎᆏಖᏳ㝔㛗㟁ヰࢆࡅ࡚࠾ࡾࠊᢡࡾ㏉ࡋᑎᆏಖᏳ㝔㛗ࡽ
ࡗ࡚ࡁࡓ㟁ヰ࡛ࠊࡈࢁྠ㊃᪨ࡢ┦ㄯࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑎᆏಖᏳ㝔㛗ࡣࠊࡇࡢࡢΎỈ♫㛗
ࡢヰᑐࡋ࡚ࠊࠕఱࢆఏ࠼ࡓ࠸ࡢせ㡿ࢆᚓ࡞࠸ࡢ༳㇟ࢆᣢࡗࡓࡶࡢࡢࠊࠗ㠃᧔㏥࠘
ࢆ⏦ࡋฟ࡚࠸ࡿࡣㄆ㆑ࡋ࡞ࡗࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
ղࡢ㟁ヰࡣᑎ⏣⿵బᐁࡀ┠ᧁࡋࡓࡶࡢࡔࡍࢀࡤࠊࡇࡢ㟁ヰ࡛ࡣࢇヰࡀࢃࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇࡀศࡿࠋ
ճࡢ㟁ヰࡀᾏỤ⏣⤒⏘⮧ྲྀࡾḟࡀࢀࡓ࠺ࡶ᫂࡞ࡓࡵࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
᪥㛤ദࡉࢀࡓᙜጤဨ࠾࠸࡚ᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡀゝཬࡋࡓ㏻ヰෆᐜࡀࠊձࡢࡢࡶࡢ
ճࡢࡢࡶࡢࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢ㟁ヰ࡛ࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊΎỈ♫㛗ࡽࠊ
ࠕ➨୍Ⓨ㟁ᡤࡽ➨Ⓨ㟁ᡤࠖࠊ᧔㏥࠸࠺ゝⴥ࡛ࡣ࡞ࡃᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊࠕ㏥㑊ࠖ
࠸࠺ゝⴥࢆ⪺ࡁࠊࡑࢀࢆࠕဨ᧔㏥ࠖࡢ⏦ࡋฟ⌮ゎࡋࡓࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᙜヱ㟁ヰ࠾
࠸࡚ࡣࠊࠕ㠃ࠖ࠸࠺ゝⴥࡶࠕ୍㒊ࠖ࠸࠺ゝⴥࡶࢃࢀࡓグ᠈ࡣ࡞࠸㏙࡚࠸ࡿࡀࠊ
ΎỈ♫㛗ࡀ⤒⏘⮧┤᥋㟁ヰࢆࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊ♫ࡋ࡚㔜࡞ពᛮࢆఏ࠼ࡓࡗࡓ
ࡶࡢ⪃࠼ࡓࡇࡽࠊࠕ㏥㑊ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆࠕ㠃᧔㏥ࠖࡢ⏦ࡋฟཷࡅṆࡵࡓ㏙࡚
࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࠕD࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊࡇࡢⅬ࡛ᮾ㟁ࡀࠕ㠃᧔㏥ࠖࢆỴࡵ࡚࠸ࡓᙧ㊧ࡀ
࡞࠸௨ୖࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡢཷࡅṆࡵ᪉ࡣㄗゎࡔࡗࡓࡇ࡞ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓㄗゎࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓ᭱ࡢཎᅉࡣࠊΎỈ♫㛗ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢྲྀࡾ᪉࠶ࡗ
ࡓࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋᾏỤ⏣⤒⏘⮧ཬࡧᑎᆏಖᏳ㝔㛗ࡢⓎゝࡽࠊΎỈ♫㛗ࡣᾏỤ⏣
⤒⏘⮧ᑐࡋ࡚ࠊࠕཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆᨺᲠࡍࡿࡘࡶࡾࡣ࡞ࡃࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢேဨࢆ
ṧࡍ๓ᥦ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᐇࢆࠊ᫂☜ఏ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇࡣ᫂ࡽࡔࡽ࡛࠶
ࡿࠋΎỈ♫㛗ࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㔜せ࡞ᐇࢆఏ࠼ࡎせ㡿ࢆᚓ࡞࠸ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ⌮⏤ࡣᚲࡎࡋࡶ
᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
 ᮾ㟁ࡋ࡚ࡢពᛮࢆ᫂☜ఏ࠼ࡿ๓ࠊᐁ㑰ഃࡢពྥࢆ᥈ࡾࡓ࠸࠸࠺ពᅗࡀാࡁࠊ
᭕࡛せ㡿ࢆᚓ࡞࠸ㄝ᫂࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊලయⓗ࡞㏥㑊ィ⏬ࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊṧࡿேᩘࡘ࠸࡚ࡶ᫂☜࡞ᇶ
‽ࡀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊཎᏊຊ㒊㛛ࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡣ࡞࠸ΎỈ♫㛗ࡣࠊࡑࡢᚋࡶࡋཎᏊ⅔ࡢ≧
ែࡀ᭱ᝏࡢ⤒㐣ࢆࡓࡗࡓሙྜࠊࡢ⛬ᗘࡢேဨࡀᚲせ࡞ࡿࡢุ᩿ࡀࡘࡎࠕ᭱
ప㝈ࡢேဨࡀṧࡿࠖ࠸࠺ࡇࢆ᫂ゝࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
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 ࠕᚅ㑊ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࠊཎᏊຊࡢಖᏳୖࡣࡇࡢ₎Ꮠࢆ⏝࠸ࠊཎᏊ⅔ᑐࡍࡿࢥࣥࢺࣟ
࣮ࣝࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡀࡽ୍ⓗᏳ࡞ሙᡤ㑊㞴ࡍࡿࡇࢆពࡍࡿࡀࠊࡇࡢࠕᚅ㑊ࠖ
࠸࠺ゝⴥࡢࡳ࡛ࠊཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆᨺᲠࡋ࡞࠸࠸࠺᪨ࡀఏࢃࡿ₍↛
⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
 ཎᏊ⅔ࡢ≧ែࡀ᭱ᝏࡢ⤒㐣ࢆࡓࡿࠊ᭱ᚋࡲ࡛ཎᏊ⅔ࢆᏲࡿ࡛࠶ࢁ࠺㒊ୗࡽࡣࠕṚ
ஸࠖࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊࡑࢀࢆ₍↛ព㆑ࡋࡘࡘࡶࠊゝⴥฟࡋ࡚ࡣࡗࡁࡾ
ࡉࡏࡿࡇࡀࡣࡤࡽࢀࠊᬯ㯲ࡢ๓ᥦࡋ࡚⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡶࡢᮇᚅࡋࡓࠋ
࡞ࡢྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ΎỈ♫㛗ࡀࡇ࠺ࡋࡓ᭕࡛せ㡿ࢆᚓ࡞࠸ఏ࠼᪉ࢆࡍࢀࡤࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡀࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ
ᮾ㟁ᮏᗑᑐࡍࡿಙឤ┦ࡲࡗ࡚ࠊࠕ♫㛗⮬ࡽࡀࠊ࡚ࡶఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞㔜࡞ពᛮ
ࢆఏ࠼ࡁࡓࠋࡘࡲࡾ㠃᧔㏥࡛ࡣ࡞࠸ࠖ⪃࠼ࡿࡢࡣ⮴ࡋ᪉ࡀ࡞࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋࠕ㏥㑊ࠖ
࠶ࡿ࠸ࡣࠕᚅ㑊ࠖ࠸࠺ゝⴥࡣࠊࠕ୍ⓗ࡛࠶ࡿࠖ࠸ࡗࡓㄒឤࡣ࠶ࡿࡀࠊᚲࡎࡋࡶࠕ୍㒊ࠖ
࠸࠺ࢽࣗࣥࢫࢆྵࡴࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࠕဨ᧔㏥ࠖࡢ㊃᪨ఏࢃࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋࡋ
ࡋࠊ᪤㏙ࡓࡼ࠺ᮾ㟁ෆ㒊࡛㠃᧔㏥ࡀỴࡲࡗࡓᙧ㊧ࡣ࡞ࡃࠊࡸࡣࡾࡑࢀࡣࠕㄗゎࠖ
࡛࠶ࡗࡓࠋ

ϩ ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢ㟁ヰ
ΎỈ♫㛗ࡣࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁ㟁ヰࡋࡓぬ࠼ࡣ࡞࠸㏙࡚࠸ࡿࠋΎỈ♫㛗┤᥋☜ㄆࡋ
ࡓࡇࢁࡼࢀࡤࠊࡇࡢⓎゝࡣࠊᙜࡢグ᠈ࡀ᭕࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⌧Ⅼ࡛ධᡭྍ⬟࡞ᮾ㟁
ࡢ㟁ヰグ㘓ࢆㄪࡓࡇࢁࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁ㏻ヰࡋࡓグ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࢆ᰿ᣐ
ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊᙜࡢ㟁ヰグ㘓ࡢ࡚ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ᰿ᣐஈࡋ
࠸ࠋ㏫ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢグ᠈ࡣ㩭࡛᫂࠶ࡾࠊᜍࡽࡃ᪥ࡢᮍ᫂ᮾ㟁ࡢ᧔㏥ၥ㢟࡛Ⳣ⥲⌮
ࢆ࠼ࡓ㆟ࢆ⾜࠺๓୍ᗘࡔࡅ㟁ヰ࡛ΎỈ♫㛗ヰࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊΎỈ♫㛗ࡽࡢ㟁ヰᑐࡋ࡚ࠕࡑࢇ࡞ࡇࢆࡋࡓࡽࢥࣥࢺ࣮ࣟ
࡛ࣝࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊࢇࢇែࡀᝏࢆࡋ࡚࠸ࡗ࡚Ṇࡵࡼ࠺ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍ
࠸࠺ࡼ࠺࡞㊃᪨ࡢࡇࢆ⚾ࡢ᪉ࡽᣦࠖࡋࡓࡇࢁࠊࠕࡑࢀᑐࡋ࡚ࠊཱྀࡈࡶࡗࡓ࠸࠺
ࠊ࠾⟅࠼࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊ㒊ศⓗṧࡍ࠸࠺㊃᪨࡛࡞ࡗࡓࡢࡣ᫂☜ࠖࡢㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊࠕ㠃᧔㏥ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ⪺࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊΎỈ♫㛗ࡢᛂᑐࡽ
㠃᧔㏥ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡓุ᩿ࡋࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡶΎỈ♫㛗ࡣࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁᑐࡋࠊ




ΎỈṇᏕ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗➨ᅇጤဨ
ᮾ㟁ࡢ㟁ヰグ㘓ࡽࡣࡇࡢ㏻ヰࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ᪥ࡢศࡈࢁࠊᮏᗑࡢ௦⾲㟁ヰࡽ⥲⌮ᐁ㑰㟁ヰ
ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫ᖏࡣࠊಛ㛗ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࢸࣞࣅ㆟ࡢ⏬ീᫎࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ΎỈ♫㛗ࡀᐁ㑰ࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ௬ࠊࡇࢀࡀΎỈ♫㛗ࡽᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢ㟁ヰ࡛࠶ࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊᑎ
⏣⿵బᐁࡢⓎゝࡘࡌࡘࡲࡀྜ࠺ࡇ࡞ࡿࡀࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢⓎゝ㣗࠸㐪࠺ࡇ࡞ࡿࡓࡵࠊΎỈ♫㛗ᯞ㔝
ᐁᡣ㛗ᐁࡢ㏻ヰ้ࡣཝᐦࡣ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ᯞ㔝ᖾ⏨๓ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ➨ᅇጤဨ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ࡑࡢᠱᛕࢆᡶᣔࡍࡿࡓࡵࠊཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆᨺᲠࡍࡿពᛮࡀ࡞࠸ࡇࢆ᫂☜ఏ࠼
ࡿࠊ࠸࠺ࡇࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
 ࡇࡢⅬ࡛ࡣࠊලయⓗ࡞㏥㑊ᇶ‽ࡀỴࡲࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊࡶࡋཎᏊ⅔ࡢ≧ែࡀᝏࡋ࡚࠸
ࡗࡓሙྜࠊࡢࡼ࠺࡞ែໃࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡞ࡿ࡛᫂࠶ࡗࡓࡓࡵࠊཎᏊ⅔ࡢᢏ
⾡ⓗ▱ぢஈࡋ࠸ΎỈ♫㛗ࡣࠊཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ႙ኻࡢᠱᛕࢆ᫂☜ྰᐃࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
 ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ㏥㑊ࡣࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢேဨࢆṧࡍ๓ᥦ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࡞≧ែ
ẚࢀࡤែໃࡀᙅయࡍࡿࡇࡣྰࡵ࡞࠸࠸ࡗࡓᚋࢁࡵࡓࡉࡶ࠶ࡾࠊཎᏊ⅔ࡢࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝ႙ኻࡢᠱᛕࢆ᫂☜ྰᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
࡞ࡢྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊΎỈ♫㛗ࡣࠊᶵࢆ࠼ࡽࢀ࡞ࡀࡽࡶᐁ㑰ࡢㄗゎࢆᡶᣔࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊᐁ
㑰ࡣࠊᮾ㟁ᑐࡋ࡚ࠕ㠃᧔㏥ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠖࡢᛕࢆᙉࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ

Ϫ ᐁ㑰ࡽྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡍࡿ☜ㄆ
᪥ศࡢⅬ࡛ࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊ⣽㔝ᚿෆ㛶⥲⌮⮧⿵బᐁ㸦௨ୗࠕ⣽㔝⿵బᐁࠖ
࠸࠺㸧ࡢ㟁ヰࢆ௦ࢃࡿᙧ࡛ྜྷ⏣ᡤ㛗㏻ヰࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
᪥ࡢᙜጤဨࡢ⫈ྲྀࡼࢀࡤࠊࡇࡢ㟁ヰ࡛ࠊⳢ⥲⌮ࡣྜྷ⏣ᡤ㛗ࡽࠕࡲࡔࡸࢀࡿࠖ⪺࠸࡚
࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢᙜጤဨࡢ⫈ྲྀࡼࢀࡤࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡶࠊ᪥ᮍ᫂Ⳣ⥲
⌮ࡢ㆟ࢆ⾜࠺๓ྜྷ⏣ᡤ㛗㐃⤡ࢆࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕᮏ♫ࡀ㠃᧔㏥ࡳࡓ࠸࡞ࡇࢆゝࡗ
࡚࠸ࡿࡅࢀࡶࠊ⌧ሙࡣ࠺࡞ࢇࡔࠊࡲࡔࡸࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡍࠖゝࡗࡓࡇࢁࠊࠕࡲ
ࡔࡸࢀࡲࡍࠊ㡹ᙇࡾࡲࡍࠖ࠸࠺㏉ࢆཷࡅࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋᑎᆏಖᏳ㝔㛗ࡼࢀࡤࠊ
᪥ᮍ᫂Ⳣ⥲⌮ࡢ㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡿ┤๓ࠊᐁ㑰࡛ࡣࠊⓎ㟁ᡤࡢ⌧ሙᮾ㟁ᮏᗑ࡛㣗࠸㐪
࠸ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇࡀ㆟ㄽ࡞ࡗࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᮾ㟁ᮏᗑᑐࡍࡿಙឤࡀᙉ
ࡃࠊ௬╀୰ࡔࡗࡓⳢ⥲⌮ࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࠊᮾ㟁ࡢࠕ㠃᧔㏥ࠖࢆ㜼Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ㆟ࡀ㛤ࢀࡓࠋ
ᮾ㟁ᮏᗑᑐࡍࡿಙឤࡀ࡞ࡐ⏕ࡲࢀࡓࡢࡣᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶᪥ࡢᙜጤဨ࠾ࡅࡿᾏỤ⏣⤒⏘⮧ᑐࡍࡿ⫈ྲྀࡼࢀࡤࠊ࣋ࣥࢺࡸᾏỈὀධࡀ
㐜ࢀࡓࡇࡽᮾ㟁ᮏᗑࡢಙឤࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࡢ୰࡛ࠊΎỈ♫
㛗ࡽࠕཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆᨺᲠࡋ࡞࠸ࠖࠕ୍㒊ࢆṧࡍࠖ࠸ࡗࡓ㔜せ࡞ᐇࡀఏ࠼ࡽ
ࢀࡎࠊࡲࡎࡣᾏỤ⏣⤒⏘⮧ㄗゎࡀ⏕ࡌࡓࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡢㄗゎࡣᯞ㔝
ᐁᡣ㛗ᐁࡶఏࡋࠊ᭱⤊ⓗࡣⳢ⥲⌮ఏࢃࡗࡓࠋ௬╀ࡽ㉳ࡇࡉࢀࡓⳢ⥲⌮ࡗ࡚ࡣࠊ
㆟ࡢฟᖍ⪅ࡢ㛫࡛᪤ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊᮾ㟁ࡀࠕ㠃᧔㏥ࠖࢆ⏦ࡋฟ࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄝ
᫂ࢆ࠺ࡇࡣ㞴ࡋࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ

Fࡲࡵ
࠸ࢃࡺࡿࠕဨ᧔㏥ࠖၥ㢟ࡣࠊΎỈ♫㛗ࡢ᭕࡞┦ㄯࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࡌࡵᐁ㑰ഃࡢ
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ᮾ㟁ᮏ♫ᑐࡍࡿಙឤ㉳ᅉࡍࡿ⾜ࡁ㐪࠸ࡽ⏕ࡌࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢၥ㢟ࢆᘬࡁ
㉳ࡇࡋࡓ᭱ࡢ㈐௵ࡣࠊᮾ㟁ࡢ᭱㧗㈐௵⪅࠸࠺❧ሙ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᙺᡤᡭࢆᥱࡿࡇ࡛
㈐௵ࢆ㌿᎑ࡍࡿഴྥࢆᣢࡗࡓᮾ㟁ࡢ㯮ᖥⓗ࡞⤒Ⴀࡢయ㉁ࡽࠊࠕཎᏊ⅔ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆᨺ
Რࡋ࡞࠸ࠖࠕ᭱ప㝈ࡢேဨࢆṧࡍࠖ࠸࠺㔜࡞ᐇࢆఏ࠼ࡽࢀࡎࠊ᭕࡛せ㡿ࢆᚓ࡞࠸ㄝ
᫂⤊ጞࡋࡓΎỈ♫㛗࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊࡇࡢ࠸ࢃࡺࡿࠕဨ᧔㏥ࠖၥ㢟ࡣᐁ㑰
ࡢㄗゎ࡛࠶ࡗࡓࡣ࠸࠼ࠊΎỈ♫㛗ࡀ⮬ࡽᣍ࠸ࡓฟ᮶࡛࠶ࡿࡽࠊᮾ㟁ࡢഃࡀᐁ㑰ࢆ୍᪉
ⓗᢈุࡍࡿࡢࡣ࠾㛛㐪࠸࡛࠶ࡿゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
᪉࡛ࠊⳢ⥲⌮ࡀᮾ㟁ᮏᗑ᮶♫ࡋࠊぬᝅࢆ㏕ࡿ₇ㄝࢆ⾜࠺๓ࡣࠊ᪤ᮾ㟁ࡣ⥭ᛴᑐ⟇
࣓ࣥࣂ࣮ࢆṧࡍ㏥㑊ィ⏬ࢆ❧࡚࡚࠾ࡾࠊⳢ⥲⌮ࡀࠕ㠃᧔㏥ࠖࢆ㜼Ṇࡋࡓ࠸࠺ᐇࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊⳢ⥲⌮ࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤᮾ㟁ࡣဨ᧔㏥ࡋ࡚࠾ࡾ᪥ᮏࡣ῝้࡞༴㝤ࡉ
ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓ㐪࠸࡞࠸ࠊ࠸ࡗࡓࢫࢺ࣮࣮ࣜࡶࡲࡓ⮬↛࡛࠶ࡿゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ


㸯㸮㸧ᚋᡭᅇࡗࡓởᰁỈࡢฎ⌮
ᮾ㟁ࡣࠊ᭶᪥ࡈࢁࠊ㞟୰ᗫᲠ≀ฎ⌮タ㸦5:㸧ࡓࡲࡗࡓởᰁỈࢆᾏὒᨺฟࡋࠊ
ࡉࡽྠ᪥ࡈࢁࠊྕᶵཬࡧྕᶵࡢࢧࣈࢻࣞࣥࡓࡲࡗࡓởᰁỈࡘ࠸࡚ࡶྠᵝᾏὒᨺ
Ỉࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㞟୰5:ࡢởᰁỈࡣࠊὠἼࡼࡾࡓࡲࡗࡓᾏỈࡀࡑࡢᚋࡢཎᏊ⅔෭༷సᴗ➼క࠸ởᰁࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ㹼ྕᶵ7%➼ࡓࡲࡗࡓ㧗⃰ᗘởᰁỈࡢ⛣㏦ඛࡋ࡚㞟୰5:
ࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵᾏὒᨺỈࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࢧࣈࢻࣞࣥࡢởᰁỈࡣὠἼࡼࡿᾏỈࡸ
㞵ỈࡼࡾⓎ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྕᶵཬࡧྕᶵࡢ࣓ࢱࢡࣛᐊ㸦㟁Ẽရᐊ㸧ࡢ₃࠼࠸ࢆᅇ㑊
ࡍࡿࡓࡵᾏὒᨺỈࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
᭶᪥ࡢⓎ⅏௨㝆ࠊᮾ㟁ࡣࠊཎᏊ⅔ࡸ⏝῭ࡳ⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢ㔞ࡢὀỈࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᙜヱὀỈక࠸Ⓨ⏕ࡍࡿởᰁỈࡢฎ⌮ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣᙜึࡽㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᮾ㟁
ࡼࡿࠊởᰁỈࡢၥ㢟ࡀ㢧ᅾࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡀᐃࡼࡾࡶ▷ࡗࡓࡓࡵࠊ⛣㏦ඛࡢ௬タ
ࢱࣥࢡ➼ࡢ‽ഛࡀ㛫ྜࢃࡎࠊ⤖ᯝⓗởᰁỈࡢᾏὒᨺỈࢆࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡞ࡗࡓࡢ
ࡇ࡛࠶ࡿࠋ᭶᪥ᾏὒᨺỈࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢởᰁỈ㛵ࢃࡿⓎ⏕㇟ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ᮾ㟁ࡀởᰁỈฎ⌮ࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ᮏ᱁ⓗᑐ⟇ࢆ⾜ࡗࡓࡢࡣࠊ᭶᪥ࡢ࣮࣋ࢱ⥺⇕യᨾ
௨㝆࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊⓎ⅏┤ᚋࡽῐỈࠊᾏỈࡢཎᏊ⅔ࡢὀධࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⇞ᩱࡢᦆയࡶ
᭶᪥ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㔞ࡢởᰁỈࡀⓎ⏕ࡋࠊฎ⌮ࡢᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣࠊ
ᙜึࡼࡾண ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ௬ởᰁỈࡢฎ⌮᪉ἲࡘ࠸࡚ࡶⓎ⅏┤ᚋࡽ༑ศ࡞᳨ウࠊᑐ⟇
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊởᰁỈࡢᾏὒᨺỈࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡿែࢆᅇ㑊࡛ࡁࡓྍ⬟ᛶࡣ༑ศ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒᨺỈ㛵ࢃࡿࣉࣞࢫⓎ⾲㛵ࡋ࡚ࡶࠊᨺỈᐇ㛫㝿࡛ࡢᑐᛂ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ
㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎࢆࡣᚓࡽࢀ࡞࠸ࡲࡲᨺỈࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊᨺỈィ⏬ࡘ࠸࡚㐺ษ࡞
ㄝ᫂ࢆ⾜࠺㛫ⓗవ⿱ࡀ࠶ࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ែࢆ㑊ࡅࡽࢀࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ởᰁỈࡢᾏὒᨺỈ⮳ࡿ⤒⦋
 ᭶  ᪥

 
࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ྜྠ㆟ࡀ㛤ࢀࠊởᰁỈࡢฎ⌮ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࠶ࡾࠊ㧗
ὠᾈ᫂ᮾ㟁ᖖົྲྀ⥾ᙺࡽᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ᑐࡋ࡚ᑐ⟇ࡢᚲせᛶࡀఏ࠼ࡽࢀࡓࠋࡑ
ࢀᑐࡋ࡚ࠊᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ࡢṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡣࠊᐇែㄪᰝࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼
࡚ᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ᳨ウࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 


 ᭶  ᪥

 ྕᶵ 7% ࡢᆅୗ  㝵࡛ࢣ࣮ࣈࣝࢆᘬࡃసᴗࢆࡋ࡚࠸ࡓᮾ㟁ࡢ༠ຊ♫ࡢసᴗဨ 
ேࡀ⿕ࡤࡃࡋࠊࡇࡢ࠺ࡕ  ேࡣࠊᨺᑕ⥺࡛⓶ࡀᦆയࡍࡿ࣮࣋ࢱ⥺⇕യࡢ࠸ࡀ
࠶ࡿࡋ࡚㝔ᦙ㏦ࡉࢀࡓࠋ


 ᭶  ᪥

 
 ᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ࡣࠊ௬タࢱࣥࢡཬࡧࢩࣝࢺࣇ࢙ࣥࢫࡢⓎὀࢆ⾜ࡗࡓࠋ

 ᭶  ᪥

 



⚟ᓥ➨୍ཎⓎಖᏳ⌜ࡽࡢሗ࿌ࡼࡾࠊศᯒࡢ⤖ᯝࠊ㹼 ྕᶵࡢ 7% ࡓࡲࡿở
ᰁỈࡀ㧗⃰ᗘ࡛࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ



ᮏᗑ࡚㛤ദࡉࢀࡓ≉ูࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➨  ᅇ㆟࡛ࠊ7% Ỉᅇ࣭㝖ᰁࢳ࣮࣒ࢆ
ྵࡴ  ࡘࡢ≉ูࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡀṇᘧタ⨨ࡉࢀࡓࠋ

 ᭶  ᪥

 
 ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ࢆゼࢀࠊởᰁỈࡢฎ⌮ࠊᑐᛂࢆせㄳࡋࡓࠋ

 ᭶  ᪥

 
㹼 ྕᶵࡢ㧗⃰ᗘởᰁỈࢆ㞟୰ 5: ⛣㏦ࡍࡿࡓࡵࠊ7% Ỉᅇ࣭㝖ᰁࢳ࣮࣒
ࡀࠊ≉ูࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➨  ᅇయ㆟࡚ࠊ㞟୰ 5: ࡢởᰁỈࡢᾏὒᨺỈィ⏬
ࢆᥦฟࡋࡓࠋ



ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡀࠊࠊ ྕᶵࢧࣈࢻࣞࣥࡢởᰁỈࡢฎ⌮ࠊᑐᛂࢆᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊せㄳࡋ
ࡓࠋ
 


 ᭶  ᪥

 ᭶  ᪥

 ᭶  ᪥

ᮾ㟁ࡼࡿࠊ㹼 ྕᶵࡓࡲࡗࡓ㧗⃰ᗘởᰁỈࢆ㞟୰ 5: ⛣㏦ࡍࡿࡓࡵࠊ㞟
୰ 5: ࡓࡲࡗࡓởᰁỈࢆᾏὒᨺỈࡍࡿࡇࢆᮾ㟁ෆ࡛Ỵᐃࡋࡓࠋ

 
ᮾ㟁ࡼࡿࠊᐁ㑰ࡀởᰁỈࡢᾏὒᨺỈࢆᢎㅙࡋ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ㹼 ྕᶵࡢ㧗⃰
 ᗘởᰁỈࡢ⛣㏦ඛ࡛࠶ࡿ㞟୰ 5: ࡢởᰁỈࢆࠊ ྕᶵ 7% ෆ⛣㏦ࡍࡿࡼ࠺Ỵᐃࡋ
ࡓࠋ
 



 ྕᶵྲྀỈཱྀࡽࠊ㧗⃰ᗘởᰁỈࡀᾏὒὶฟࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ



㞟୰ 5: ࡢởᰁỈࢆ  ྕᶵ 7% ⛣㏦㛤ጞࡋࡓࠋ

 ᭶  ᪥


 
㧗⃰ᗘởᰁỈࢆ  ྕᶵ 7% ⛣㏦ࡋࡓࡇࢁࠊ ྕᶵ❧࡚ᆙỈࡀୖ᪼ࡋࡓࡓࡵ㸦
ྕᶵ  ྕᶵࡀᆅୗ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸧ࠊ⛣㏦సᴗࢆ୰Ṇࡋࡓࠋ



㞟୰ 5: ཬࡧ ࠊ ྕᶵࢧࣈࢻࣞࣥởᰁỈࡢᾏὒᨺỈࢆỴᐃࡋࠊ ᮲㏻ሗࡢୖࠊ⚟
ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢపࣞ࣋ࣝởᰁỈࡢᾏὒᨺỈࡘ࠸࡚ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ



㞟୰ 5: ࡢởᰁỈࡢᾏὒᨺỈࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ



ࠊ ྕᶵࢧࣈࢻࣞࣥࡢởᰁỈࡢᾏὒᨺỈࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

⾲㸱㸯㸯㸷 ởᰁỈࡢᾏὒᨺỈ⮳ࡿ⤒⦋




ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂࠋ
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ᮏᗑ⥭ᑐᮏ㒊ࡢ㔜せ࡞ᙺࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊಠ▔ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ㛗ᮇⓗ࡞どⅬࡽᪧసᴗᑓᛕ
ࡍࡿ⌧ሙࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊởᰁỈࡢฎ⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏᗑ⥭
ᑐᮏ㒊ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆ༑ศⓎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

㸯㸯㸧ᨾᑐᛂࡽᇉ㛫ぢ࠼ࡿᮾ㟁࢞ࣂࢼࣥࢫࡢၥ㢟
ᮾ㟁ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡸཎᏊຊつไᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆ⾜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⮬ࡽࡣ▮㠃❧ࡓࡎ
ᙺᡤ㈐௵ࢆ㌿᎑ࡍࡿ㯮ᖥࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᅇࡢᨾᑐᛂ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ᮾ㟁ࡣࠊᖖࠕᨻᗓࠖࡢពྥࢆ᥈ࢁ࠺ࡋࠊᚲせ࡞ࡲ࡛ࡑࢀ᧿ࡾྜࢃࡏࡼ࠺ࡍࡿጼໃ
ࢆࡗࡓࠋ
ᐁ㑰ࡣࠊᅇࡢཎᏊຊᨾࡀᅜᐙⓗ⅏ᐖ࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡽࠊᮾ㟁ෆࡢᣦ௧⣔⤫
ධࡋࡓࠋࡋࡋࠊᐁ㑰ࡣࠊᖹ࠾࠸࡚ᮾ㟁┤᥋㛵ಀࢆᣢࡘࡇࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓ⥭ᛴ࠾࠸
࡚ࡶ㏻ሗ㐃⤡ඛࡶᣦᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊᨾ┤ᚋᐁ㑰ࡽࡢせㄳ࡛Ṋ㯮ࣇ࢙࣮ࣟ
ࢆ㏦ࡾ㎸ࢇࡔࡶࡢࡢࠊᮾ㟁ࡽࡢሗᥦ౪ࡀ༑ศ⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊⓎ⅏┤ᚋ
ࡼࡾᮾ㟁ࡽሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓಖᏳ㝔ࡽࡶࠊᖹ࠾࠸࡚ᐁ㑰┤᥋ࡢ㛵ಀࢆᣢࡓࡎࠊ
⥭ᛴࡢ㐃⤡ែໃࡶලయⓗᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡽࠊࡸࡣࡾᐁ㑰ሗࡢᥦ౪ࡣ⾜ࢃ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋ࡽࠊᮾ㟁ࡢᨾᑐᛂᑐࡋ࡚ಙឤࢆᣢࡗࡓᐁ㑰ࡀ┤᥋ᣦ௧
⣔⤫ධࡋࡓࡓࡵࠊ⥭ᛴែໃࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫΰࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᮾ㟁ࡢᨾᑐᛂࡢጼໃࡣࠊᖹ࠾ࡅࡿཎⓎᨾࣜࢫࢡᑐࡍࡿጼໃྠᵝࡢഴྥࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋᮾ㟁ࡣࠊ⌧ᐇ㉳ࡇࡾᚓࡿࣜࢫࢡᑐᛂࡍࡿࡼࡾࡶࠊつไᗇࢆࠕ㸦ࡾࡇ㸧ࠖࡋࠊ
つไ⮬యࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡛ࠊ⮬ࡽࡢ㈐௵ࢆᅇ㑊ࡋ࡚ࡁࡓࠋᨾᚋࡢᑐᛂ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ᮏᗑഃࡣࠊ⌧ሙࡢᐇࡽุ᩿ࡉࢀࡿⓎ㟁ᡤࡢពᛮỴᐃࡼࡾࡶࠊᐁ㑰ࡸಖᏳ㝔ࡢᣦ♧ࠊせㄳ
ᚑ࠺ࡇ࡛ࠊᨾᑐᛂ࡛⏕ࡌࡿ⤖ᯝ㈐௵ࢆᅇ㑊ࡋࡼ࠺ࡍࡿືࡁࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᮏᗑ
ࡢጼໃࡽࠊࡸࡀ࡚ᮏᗑ⌧ሙࡢពᛮỴᐃ㞳ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡞ࡾࠊ᭱⤊ⓗࡣࠊⓎ㟁ᡤ
࠾࠸࡚ࡶࠊ⌧ሙ࡛ୗࡋࡓุ᩿ࠊᮏᗑཬࡧᐁ㑰ࠊಖᏳ㝔ࡢᣦ♧ࡢ㛫࡛ࠊᚋ⪅ࡢពྥࢆࡃࡴ
࠸ࡗࡓពᛮỴᐃࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᮏᨾᑐᛂ࡛ࡣࠊࠕⓎ㟁ᡤෆࡢุ᩿ࡣ⌧ሙࡀ᭱ඃ
ඛࠖ࠸࠺ᮏ᮶࠶ࡿࡁጼࡅ㞳ࢀࡓពᛮỴᐃࡀᩓぢࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ⫼ᬒࡣࠊ㈐௵ࢆᅇ㑊
ࡋࡼ࠺ࡍࡿᮾ㟁⤒Ⴀ⪅ࡢጼໃࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣྰࡵ࡞࠸ࠋ
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㸱㸰 ᨻᗓࡼࡿᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ᅇࡢᨾ࠾࠸࡚ࠊᨻᗓࡢᨾᑐᛂయไࡣࠊࡑࡢᮏ᮶ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒࡋ࡚ࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚ࠊ㏻ಙ࣭㏻࡞ࡢࣥࣇࣛࡸࠊᩚഛࡋ
࡚ࡁࡓ⅏ᐖᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࡀ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡀࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᨻᗓࡢᨾᑐᛂయไࡢせࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸦ཎ⅏ᮏ㒊㸧
ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࠊཎᏊຊ
⅏ᐖ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㸦⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㸧࡛࠶ࡿࠋཎ⅏ᮏ㒊ཬࡧࡑࡢົᒁࡣࠊཎᏊຊタࡢ≧
ἣᢕᥱࡸఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆࡘࡉࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᙺࢆ
ᢸ࠼ࡓࡣゝ࠼࡞࠸ࠋᐁ㑰ࡀᨾᑐᛂࢆᑟࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇຍ࠼࡚ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ࡛
ࡣࠊᨾࡢ㐍ᒎࡸᑐᛂࡢ㐍ᤖ㛵ࡍࡿሗ㞟࣭ඹ᭷ࡢᶵ⬟㝗ࡗࡓࡇࡀࡁࡃᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊࡛ࡶࠊ㑊㞴ᣦ♧ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⌧ሙ࡛ࡢᨾᑐᛂ
ࢽࢩࢳࣈࢆྲྀࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᆅ㟈࣭ὠἼཎⓎᨾࡢྠⓎ⏕ࡸࠊᨾࡢ㛗ᮇ
࣭㔜⠜ࢆᐃࡋࡓୖ࡛ࡢഛ࠼ࡀ࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊࡇࢀࡽせࡢ⤌⧊ࢆᨭࡍࡁ⤌⧊ࢆぢࡿࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊ࡛ࡣࠊ⥭ᛴཧ㞟ࢳ࣮࣒ࢆ୰
ᚰࠊᆅ㟈࣭ὠἼཎⓎᨾྠ୪⾜࡛ᑐᛂࡋࠊΰࡀぢࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ⥲
ྜㄪᩚࡸពᛮỴᐃࢆ㎿㏿㐍ࡵࡓࠋࡋࡋࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢຓゝࢆᥦ౪࡛ࡁ࡞ࡗࡓᏳጤ
ဨࡸࠊᨺᑕ⬟ᣑᩓ≧ἣࡢᢕᥱᙜࡓࡗ࡚ࠊ⏝ពࡋ࡚ࡁࡓࢶ࣮ࣝࡸࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏕ࡋࡁࢀ
ࡎࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷ࡶ࡛࠶ࡗࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣከࡃࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᛴ㏿㐍ᒎࡍࡿ㇟ࡢᑐᛂ࡛ࡣࠊྛ✀ሗࢆࣜࣝࢱ࣒࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇࡀྍḞ
࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡣࠊᐁ㑰㛵ಀᶵ㛵ࢆ⤖ࡪࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏᨾ࡛
ࡣࠊᐁ㑰ࡣࡑࡢ➃ᮎࢆ㉳ືࡉࡏࡓᙧ㊧ࡀ࡞ࡃࠊᐁ㑰㛵ಀᶵ㛵ࡢሗඹ᭷ࡣࡃά⏝
ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋᮾ㟁ࡣࠊ⊂⮬ࡢ♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ᣢࡕ㎸ࢇ
࡛ࠊᮏᗑⓎ㟁ᡤࡢ㛫࡛┒ࢇά⏝ࡋࡓࠋࡇࡢᮾ㟁ࡢ♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆᨻᗓࡢࢸ
ࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ຍ࠼࡚࠺ࡇ࡛ࠊ≉ึືࡢሗඹ᭷ࡀࣜࣝࢱ࣒࡛㐍ࢇࡔྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡶ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊᨾᑐᛂ㛵ࡍࡿ㔜せ࡞グ㘓ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡀุ᫂ࡋ
ࡓࠋཎ⅏ᮏ㒊࡞࡛ࡣᨾᙜࠊ㆟㘓ࡀసᡂࡉࢀࡎࠊࡲࡓࠊᐁ㑰㝵࡛⾜ࢃࢀࡓ㔜せ࡞
ពᛮỴᐃࡘ࠸࡚ࡶグ㘓ࡀṧࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋつᶍ⅏ᐖ࡛ࡣࠊᑗ᮶ࡢཧ⪃ࡍࡿࡓࡵ
ࡢグ㘓ࢆṧࡍࡇࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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㸱㸰㸯 ཎᏊຊ⅏ᐖⓎ⏕ࡢᨻᗓࡢ⤌⧊యไ
ᨻᗓࡢཎᏊຊ㜵⅏యไࡣࠊཎᏊຊ⥭ᛴែᐉゝ㸦௨ୗࠕ⥭ᛴែᐉゝࠖ࠸࠺㸧ࡀⓎ௧ࡉࢀ
ࡓᚋࠊཎ⅏ᮏ㒊࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡉࢀࡓ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࢆ୰ᚰࠊ㛵ಀㅖᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࠊ
༠ຊࡋ࡚ᨾᑐᛂࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

㸯㸧ཎᏊຊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢ⤌⧊యไ
ཎᏊຊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢᨻᗓࡢయไࡣࠊཎ⅏ἲࠊ㜵⅏ᇶᮏィ⏬ࠊཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇࣐ࢽࣗ
ࣝ㸦௨ୗࠕཎ⅏࣐ࢽࣗࣝࠖ࠸࠺㸧➼࠾࠸࡚ヲ⣽ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ཎ⅏࣐ࢽࣗࣝ➼ࡼࢀࡤࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢᑐᛂࡢ୰ᚰ࡞ࡿ⤌⧊ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ཬࡧ⌧ᆅᑐ
⟇ᮏ㒊࡛࠶ࡿࠋෆ㛶⥲⌮⮧㸦௨ୗࠕ⥲⌮⮧ࠖ࠸࠺㸧ࡀ⥭ᛴែᐉゝࢆⓎฟࡍࡿࠊᐁ㑰
ཎ⅏ᮏ㒊㸦ᮏ㒊㛗㸸⥲⌮⮧㸧ࡀࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀࡿࠋ⌧ᆅ
ᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊㛗ࡢᶒ㝈ࡢ୍㒊ࡢጤ௵ࢆཷࡅࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢᨭ⮬య➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵
ࡢᨭ࣭༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊ㑊㞴ᣦ♧➼ࡢᨾᑐᛂࢆ⌧ᆅࡢᐇᛂࡌ࡚⾜࠺㸦ࠕᅗ㸱㸰㸯
㸯ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡇࢀࡽ⤌⧊㛫ࡢ㐃ᦠࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᐁ㑰ࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢົᒁࡀタ⨨ࡉࢀࡿಖᏳ㝔
(5&㸦⤒῭⏘ᴗ┬⥭ᛴᑐᛂࢭࣥࢱ࣮㸧ࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠊᨾᑐᛂࡢຓゝ⤌⧊࡛࠶ࡿෆ
㛶ᗓཎᏊຊᏳጤဨ㸦௨ୗࠕᏳጤဨࠖ࠸࠺㸧➼ࡢ㛫ࡣࠊ⤫ྜཎᏊຊ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊࣜࣝࢱ࣒࡛ࡢሗࡀྍ⬟࡞ࡼ࠺ࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢሗ㏻ಙᶵ
ჾࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ



ᅗ㸱㸰㸯㸯 ཎᏊຊ㜵⅏㛵ࡍࡿ⤌⧊ࡢᴫせ㸦ᮏᨾࡢሙྜ㸧
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㸰㸧ᆅ㟈⅏ᐖ➼ࡼࡿཎᏊຊ㜵⅏యไࡢᙳ㡪
ୖグࡢཎᏊຊ㜵⅏యไࡣࠊ㏻ಙ⥙ࠊ㏻⥙ࢆྵࡴࣥࣇࣛࡀᖹᖖྠᵝᶵ⬟ࡍࡿࡇࢆ
๓ᥦࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢࣥࣇࣛࡢᶵ⬟ࡀ႙ኻࡋࡓሙྜࡘ࠸࡚ࡢࠊ๓
ࡢ༑ศ࡞ᐃࠊᑐ⟇ࡣྲྀࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊᨾⓎ⏕ඛ❧ࡘ
ᆅ㟈⅏ᐖ➼ࡼࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢタഛࡀᙳ㡪ࡸᦆയࢆཷࡅࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ᨻᗓ➼ࡼࡿᮏᨾࡢ
ᑐᛂࡣᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡽࡁࡃ㜼ᐖࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

D㏻ಙ⥙ࡢ㏵⤯࣭ΰ
ᆅ㟈➼ࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢᆅୖ⣔㏻ಙᅇ⥺ࡢ㒊ศࡀ㏵⤯ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᨻᗓ
⚟ᓥ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ┴⅏ᑐᮏ㒊ࠖ࠸࠺㸧ࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ⚟ᓥ┴ෆࡢ㛵
ಀᶵ㛵ࡢ㛫ࡢ㏻ಙࡀࠊⴭࡋࡃᅔ㞴࡞ࡗࡓ㸦ࠕ㸱㸰㸰㸱㸧ࠖཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴ࡀ
タ⨨ࡋ࡚࠸ࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡽࠊ⎔ቃ୰ࡢᨺᑕ⥺㔞ࢆィ ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡍࡿࡇ
ࡶࢇྍ⬟࡞ࡗࡓ㸦ࠕ㸱㸳㸱㸰㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊᆅ㟈ࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ࡀ⏝ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺
ࡢ㒊ศࡢᅇ⥺ࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡞ࡾࠊᕷ⏫ᮧࡑࡢࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㛫ࡢ㏻ಙ⬟ຊࡀ
ࡁࡃኻࢃࢀࡓ㸦ࠕ㸱㸳㸯㸰㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡉࡽࠊᦠᖏ㟁ヰࢆྵࡴ୍⯡බ⾗ᅇ⥺࡛ࡶࠊᮾி㒔ෆ࡛ࡣᆅ㟈┤ᚋࡽࠊ㏻ಙ㔞ࡢᛴቑ
ࡼࡗ࡚㏻ಙ㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ⅏ᐖඃඛᅇ⥺ࡶᅇ⥺ᐜ㔞ࡀࡦࡗ㏕ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᡭẁ౫Ꮡࡋ࡚
࠸ࡓ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㛫࡛ࡣࡣ⛬㐲࠸㏻ಙ≧ែ㝗ࡗࡓࠋ

E㏻⥙ࡢ㏵⤯࣭ΰ
ᆅ㟈➼ࡼࡿ㏻⥙ࡢ㏵⤯࣭ΰࡼࡗ࡚ࠊᮾிࡽ⚟ᓥ┴ෆࡢ⛣ືࠊࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴ෆ
࡛ࡢ⛣ືⴭࡋ࠸ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢせဨࡢཧ㞟ࡀࡁࡃ
㐜ࢀࡓ㸦ࠕ㸱㸰㸰㸱㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ

Fࡑࡢࡢタഛ㠃ࡢᙳ㡪
࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊ㠀ᖖ⏝Ⓨ㟁ᶵࡀᆅ㟈ࡼࡗ࡚ᨾ㞀ࡋࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ
࣮ࡢ❧ࡕୖࡆࡀ㐜ࢀࡿ୍ᅉ࡞ࡗࡓ㸦ࠕ㸱㸰㸰㸱㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ



㸱㸰㸰 ᨾᑐᛂࡢせ࡞ࡿࡁ⤌⧊ࡢ≧ἣ
ᨻᗓࡢᨾᑐᛂయไࡢせࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊࡛࠶ࡿࠋཎ⅏ᮏ㒊ཬ
ࡧࡑࡢົᒁࡣࠊཎᏊຊタࡢ≧ἣᢕᥱࡸఫẸࡢ㑊㞴࡞ࡢ⥭ᛴែᛂᛴᑐ⟇ࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆࡘ
ࡉࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᐁ㑰ࡀᨾᑐᛂࢆᑟࡋࡓࡇ㸦ࠕ㸱㸱ࠖཧ↷㸧ຍ࠼ࠊཎ
⅏ᮏ㒊ົᒁࡀᨾࡢ㐍ᒎࡸᑐᛂ㛵ࡍࡿሗ㞟࣭ඹ᭷ࡢᶵ⬟㝗ࡗࡓࡇࡀࡁࡃᙳ
㡪ࡋ࡚ࠊᡤᮇࡢᙺࢆᢸ࠼࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡶࠊ㑊㞴ᣦ♧ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⌧ሙ࡛
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ࡢᨾᑐᛂࢽࢩࢳࣈࢆྲྀࢀ࡞ࡗࡓࠋᆅ㟈࣭ὠἼཎⓎᨾࡢྠⓎ⏕ࡸࠊᨾࡢ㛗
ᮇ࣭㔜⠜ࢆᐃࡋ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡇࡀࡑࡢせᅉ࡛࠶ࡗࡓࠋ


㸯㸧ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊


Dᙺ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊཎ⅏ἲࡼࢀࡤࠊ⥲⌮⮧ࡀ⥭ᛴែᐉゝࢆⓎฟࡋࡓᚋࠊ⥭ᛴែᛂᛴᑐ⟇
ࢆ᥎㐍ࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢ⥲ྜㄪᩚࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊෆ㛶ᗓ⮫タ⨨ࡉࢀࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᨾࡢሙྜࠊ⥲⌮⮧ࡀᮏ㒊㛗ࢆࠊ⤒῭⏘ᴗ⮧㸦௨ୗࠕ⤒⏘⮧ࠖ
࠸࠺㸧ࡀᮏ㒊㛗ࢆົࡵࡿࠋࡲࡓࠊཎ⅏࣐ࢽࣗࣝࡼࢀࡤࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢົᒁࡣࠊᨾࡢ
Ⓨ⏕ࡋࡓཎᏊຊタࡢᏳつไᢸᙜ┬ᗇ⨨ࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊಖᏳ㝔
(5&タ⨨ࡉࢀࡓࠋ


Eカ⦎ࡣ␗࡞ࡿពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࡼࡿΰ
ẖᖺ⾜ࡗ࡚ࡁࡓཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡀཎᏊຊⓎ㟁ᡤ➼ࡽࡢሗࢆ
ྲྀࡾࡲࡵࠊࡑࢀࢆᇶཎ⅏ᮏ㒊ࡸ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀ㜵ㆤᑐ⟇ࢆỴᐃࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡸ⌧
ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀྛ᪉㠃ᑐ⟇ࢆᣦ♧ࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏᨾ࡛ࡣࠊึືࡢ᭶᪥ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࠊィᅇࡢཎ⅏ᮏ㒊㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋࡋ
ࡋࠊᨾᑐᛂࡢせ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐁ㑰㝵ࡢ⥲⌮ᇳົᐊࡸᛂ᥋ᐊཧ
㞟ࡋ࡚࠸ࡓ⥲⌮⮧ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㛵ಀ⪅㸦௨ୗࠕᐁ㑰㝵ࠖ࠸࠺㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ㇟ࡀᛴ
㏿㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓࡓࡵࠊࠕ㸱㸲㸯࡛ࠖヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊཎ⅏ᮏ㒊㆟࡛༠㆟ࡍࡿ㛫ࡶ࡞
ࡃࠊᐁ㑰㝵ࡀᮾ㟁ࠊಖᏳ㝔ࠊཎᏊຊᏳጤဨ➼ࡢពぢࢆ┤᥋⫈ࡁྲྀࡾࠊࡑࢀࡽᇶ࡙࠸࡚
Ỵᐃࢆୗࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ


㸰㸧ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁ㸦ಖᏳ㝔(5&㸧


Dᙺ
ᮏᨾ࠾࠸࡚ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊಖᏳ㝔(5&タࡅࡽࢀࠊཎ⅏ᮏ㒊ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࢆ
ࡣࡌࡵࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡀ㐍ࡵࡿᨾᑐᛂࡢ❧ㄪᩚᶵ⬟ࢆᢸ࠺ࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋලయ
ⓗࡣࠊࣉࣛࣥࢺሗࡸᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣ㛵ࡍࡿண ࣭ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝ➼ࢆ㞟ࡋࠊ
ࡇࢀࢆᇶࠊ㑊㞴ᣦ♧➼ࡢఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢ❧ࡸࠊ≀㈨➼ࡢ⥭ᛴ㍺㏦ࡢㄪᩚ➼ᙜࡓࡿࠋ
≉ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ❧ࡕୖࡆ๓ࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ㛵ಀ⮬య㑊㞴➼ࢆᣦ♧ࡍࡿሙྜࡣࠊཎ
⅏ᮏ㒊ົᒁࡀᣦ♧ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㏿ࡸసᡂࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊㛗ୖ⏦ࡍࡿ➼ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ
㒊௦ࢃࡗ࡚ᨻᗓࡢᨾᑐᛂࡢせ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡓࡵࠊಖᏳ㝔(5&ࡣࠊ⥭ᛴᑐ⟇ᚲせ࡞タഛࡋ࡚ࠊཎ⅏ᮏ
㒊㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡿᐁ㑰㆟ᐊࠊᏳጤဨࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮➼᥋⥆ࡉࢀࡓࢸࣞࣅ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ
ၥ㢟Ⅼ

(',࠸࠺⥭
⥭ᛴ࠾ࡅࡿண ࢩࢫࢸ
ࢸ࣒ࡢࢹ࣮ࢱ
ࢱ⾲♧➃ᮎࡀ
ࡀ」ᩘ
㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊ(56663((
⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡓࠋࡲࡓࠊே
ேဨࡢ㠃࡛ࡶ
ࡶࠊෆ㛶ᐁᡣࠊ
ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬
┬㸦௨ୗࠕᩥ
ᩥ⛉┬ࠖ࠸
࠸࠺㸧ࠊ
タ⨨
ཌ⏕
⏕ປാ┬㸦௨
௨ୗࠕཌປ┬
┬ࠖ࠸࠺㸧࡞
࡞ࡢ㛵ಀ┬
┬ᗇࡽάື
ືᚲせ࡞せဨ
せဨࡀὴ㐵ࡉࢀ
ࢀࠊ㑊
㞴ㄏ
ㄏᑟ➼ࡢᛂᛴ
ᛴᑐ⟇ࡘ࠸
࠸࡚ࠊὴ㐵ඖࡢ
ࡢᶵ㛵ࡢㄪ
ㄪᩚࢆ
㐍ࡵࡿయไࡀ
ࡀᩚ࠼ࡽࢀࡿ
ࡿࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ



ᅗ㸱㸰㸰㸯 ᮏᨾ࠾ࡅࡿ
ᮏ
ࡿཎᏊຊ⅏ᐖᑐ
ᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁ
ᒁࡢᵓᡂ


E༑ศ⤊
⤊ࢃࡗࡓሗ
ሗ㞟
ᮏ
ᮏᨾ࠾࠸
࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥ
ᓥ➨୍ཎⓎ࠾
࠾ࡅࡿὶ
ὶ㟁※႙ኻࡢ
ࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ(566ࡢࢹ࣮
࣮ࢱఏ
㏦ࢧ
ࢧ࣮ࣂࡀṆ
Ṇࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡢࡓࡵࠊ(566
ࡼࡿእ㒊
ࡢᨺᑕᛶ≀
≀㉁ࡢᨺฟ㔞
㔞࣭㛫ࡢண ィ⟬
ࡸࠊ
ࠊ63((',ࡼ
ࡼࡿ(566ࡢィ⟬
⟬⤖ᯝࢆ⏝࠸
࠸ࡓᨺᑕᛶ≀
≀㉁ࡢᣑᩓண
ண ィ⟬ࢆ⾜࠼
࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
ࡓ㸦ࠕ㸲
㸱㸲ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊᮏ᮶ண
ணᐃࡉࢀ࡚࠸
࠸ࡓࠊ⚟ᓥ➨୍
୍ཎⓎࡢ⌧ሙ
ሙࡢሗࡶ༑
༑ศᚓࡽࢀ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࡇࡢᙺ
ࢆᢸ࠺ࡁࠊ⚟ᓥ➨୍ཎ
ཎᏊຊಖᏳ᳨
᳨ᰝᐁົᡤࡢཎᏊຊಖᏳ
Ᏻ᳨ᰝᐁ㸦௨
௨ୗࠕಖᏳ᳨
᳨ᰝᐁࠖ
࠸࠺㸧ࡣࠊᆅ
ᆅ㟈Ⓨ⏕ࠊಖᏳ᳨ᰝᐇ
ࡢࡓࡵ⚟ᓥ
ᓥ➨୍ཎⓎࢆ
ࢆゼࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ࢜ࣇࢧ
ࢧࢺ
࠸
ࢭࣥࢱ࣮❧ࡕୖ
ୖࡆᚲせ࡞
࡞ேဨࢆ㝖࠸
࠸࡚࠸ࡗࡓࢇࡣ
ࡣ⌧ሙ
ࡲࡗࡓࠋࡋ
ࡋࡋࠊᮾ㟁⫋
⫋ဨࡀ
ᨾ
ᨾᑐᛂᛁẅ
ẅࡉࢀࡿ୰࡛
࡛ࠊ༑ศ࡞⌧ሙ
⌧ሙࡢሗࡣ
㞟࡛ࡁ࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓ
ࡓࠊእ㒊ࡢ㏻
㏻ಙᡭ




(5566㸦⥭ᛴᑐ⟇
⟇ᨭࢩࢫࢸ࣒㸧
㸧ࡣࠊཎᏊຊ
ຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᨾࠊཎ
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡽ
ࡽ㏦ಙࡉࢀࡿ
ሗᇶ
࡙
࡙࠸࡚ࠊཎᏊ⅔ࡢ
ࡢ≧ែࢆ┘どࡋࠊᨾࡢ㐍ᒎࢆ
ࢆゎᯒ࣭ண ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶
࠶ࡿࠋ63((',㸦⥭
⥭ᛴ㎿㏿ᨺᑕ
ᑕ⬟ᙳ㡪
ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࢡࢩࢫࢸ࣒㸧ࡣࠊẼ୰ࡢ
ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑ
ᣑᩓ≧ἣࢆண ィ⟬ࡍࡿࢩࢫࢸ
ࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸦ࠕ㸲㸱
㸲ࠖཧ↷㸧ࠋ
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ẁࡶ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ᪥ࡈࢁࡣಖᏳ᳨ᰝᐁဨࡀ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ᘬࡁᥭ
ࡆࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊᮾ㟁ࡢᑐᛂ≧ἣࢆྵࡴ⌧ሙࡢሗࢆ┤᥋㞟ࡍࡿᡭ
ẁࢆኻࡗࡓࠋ
᪥ࡣࠊ⤒⏘⮧ࡢᣦ♧ࢆཷࡅࠊಖᏳ᳨ᰝᐁࡀࡧ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㉱ࡁࠊὀỈసᴗࡢែ
ໃ➼ࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ሗ࿌ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊሗ㞟ࡣච㟈㔜せᲷෆ࡛ࡋ
⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊಖᏳ᳨ᰝᐁࡣࠊྕᶵᘓᒇࡢ⇿Ⓨࡸྕᶵࡢᅽຊᐜჾ➼ࡢᅽຊࡢ
ୖ᪼࡞ࠊែࡀᝏࡋ࡚㌟ࡢ༴㝤ࢆឤࡌࡓࡇࡽࠊಖᏳ᳨ᰝᐁົᡤᡤ㛗ࡢᢎㅙࢆᚓࡓ
ୖ࡛ࠊ᪥ኤ᪉ࡣဨࡀ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮㏥㑊ࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⌧ሙࡢሗࢆ┤᥋
㞟ࡍࡿᡭẁࡣࡧኻࢃࢀࡓࠋ
࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ㟁※ࡢᅇᚋ᪩࠸ẁ㝵࡛ࠊᮾ㟁ࡀ⮬♫ࡢࣈ࣮ࢫෆ♫ෆࡢࢸࣞ
ࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊ࠊⓎ㟁ᡤᑐ⟇ᮏ㒊➼ࣜࣝࢱ࣒࡛㏻ヰ࡛ࡁࡿ
⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓ㸦ࠕ㸱㸰㸲㸰㸧ࠖཧ↷㸧ࠋࡋࡋࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ㏻ಙᶵ⬟ࡀⴭࡋ
ࡃኻࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢ㏻ヰෆᐜࡢヲ⣽ࡀ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡽཎ⅏ᮏ㒊ົᒁሗ࿌
ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣୗ࡛ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊ⌧ሙࡢ≧ἣࢆࠊᮾ㟁ࡽ㏦ࡉࢀࡿࣇࢡࢫᮾ
㟁ࡽࡢὴ㐵せဨࡼࡿᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ↷ࡼࡗ࡚ሗ㞟ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋཎ⅏ᮏ
㒊ົᒁࡣࠊከᩘࡢࣇࢡࢫࢆཷಙࡋ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㞟ࡢ᪉࡛ࡣ㛫ࡀࡾࠊ
ᚲせ࡞ሗࡋ࡚ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᏳつไᐁᗇᴗ⪅ࡢ㛫
ࡣ⥺ᘬࡁࡀᚲせ࠸࠺ᖹᖖࡢព㆑ࡽࢃࢀࠊᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊せဨࢆὴ㐵ࡋ࡚ሗ㞟
ᙜࡓࡽࡏࡿ࡞ࠊሗ㞟ែໃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢ✚ᴟⓗ࡞ᑐᛂࡣྲྀࡽ࡞ࡗࡓࠋ

Fࡢ㛵ಀᶵ㛵ᑐࡍࡿ༑ศ࡞ሗఏ㐩
ཎ⅏࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊ㛵ಀ┬ᗇࡽࡶせဨࡀὴ㐵ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᮏᨾ┤ᚋࡢึືẁ㝵࡛ࡣࠊᆅ㟈࣭ὠἼ⅏ᐖࡢᑐᛂ➼㏣ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ⌮⏤ࠊせဨࢆὴ㐵ࡋ࡞࠸┬ᗇࡀ࠶ࡗࡓࠋཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊ㛵ಀᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࠊ
ࣇࢡࢫࢆ⏝࠸࡚ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ㏦ಙᩥ᭩ࡢෆᐜࡀࠊཎᏊຊ㛵ࡍࡿᑓ㛛▱ぢࡀ࡞࠸
⪅࡛ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶ┠❧ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣇࢡࢫࢆཷࡅྲྀ
ࡗࡓ⪅ࡀែࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡎࠊሗࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ࡶศࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊグ㍕ෆᐜࢆ⤌⧊ෆ࡛ඹ᭷
ࡋ࡞࠸ࡶⓎ⏕ࡋࡓࠋ

Gᚋᡭᅇࡗࡓᨾᑐᛂ 
ᮏᨾ࡛ࡣࠊಖᏳ㝔ࡀᨾᑐᛂ㏣ࢃࢀ࡚࠸ࡿែࢆཷࡅ࡚ࠊ㛶㆟Ỵᐃࡼࡾࠊཎ⅏ᮏ㒊
ࡢᗢົࡣෆ㛶ᐁᡣࡀ⾜࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊෆ㛶ᐁᡣಖᏳ㝔ࡢ㛫࡛ࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡞
సᴗࡘ࠸࡚ࡣಖᏳ㝔ࡀᢸᙜࡍࡿࠊࡢᩚ⌮ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ




 㛶㆟ỴᐃࠕཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ࡋࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ࡛ࡣࠊୖ㏙ࡋࡓ༑ศ࡞ሗ㞟࣭ඹ᭷ຍ࠼࡚ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊
ࡢᶵ⬟࠸࠺ᐃእࡢែ┤㠃ࡋࠊᨾᑐᛂࡢ᳨ウ࣭ᐇࡀᚋᡭᅇࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
࠼ࡤࠊఫẸ㑊㞴㛵ࡋ࡚ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣ㑊㞴⠊ᅖࢆ᳨ウࡋ࡚ࡣ࠸ࡓࡶࡢࡢࠊලయⓗ࡞⤖
ㄽࡀฟ࡞࠸࠺ࡕࠊᐁ㑰㝵ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆỴᐃࡋࡓ㸦ࠕ㸱
㸱㸲ࠖཧ↷㸧ࠋࡇࢀࡣࠊࡑࡢᚋࡢ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢ㝿ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋཎ⅏ᮏ㒊
ົᒁဨࡽࡣࠊᮏ᮶ࠊ⮬ศࡓࡕࡀሗᥦ౪ࡋࡓୖ࡛Ỵᐃࡉࢀࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓ㑊㞴༊ᇦࡀࠊ▱
ࡽ࡞࠸㛫᪤Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡓࡇࢆ▱ࡾࠊḟ➨ᐁ㑰ࡢᣦ♧ࢆཷࡅ࡚ືࡃ࠸࠺ཷࡅ㌟ࡢጼ
ໃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ௨እࡢᨾᑐᛂࡘ࠸࡚ࡶࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡀᐁ㑰ᑐ
ࡋ࡚ᐇຠⓗ࡞ᥦ➼ࢆ⾜ࡗࡓᙧ㊧ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊᐁ㑰㝵࠾ࡅࡿ㑊㞴ᣦ♧ࡢỴᐃෆᐜࡘ࠸࡚㛵ಀ⮬య
ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊᮾ㟁ࡽධᡭࡋࡓሗࢆᐁ㑰㏦ࡋࡓࡾ࠸ࡗࡓࠊᚋⓗࠊཷື
ⓗ࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡍࡂ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ

㸱㸧ཎᏊຊ⅏ᐖ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㸦࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮㸧


Dᙺ
⥭ᛴែᐉゝࡀⓎฟࡉࢀࡓሙྜࠊ⌧ᆅ࠾࠸࡚ࠊᨻᗓࡢ⅏ᐖᑐᛂࡢάືࡢࢽࢩࢳࣈࢆ
ྲྀࡿ⤌⧊ࡀ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮㸦⥭ᛴែᛂᛴ
ᑐ⟇ᣐⅬタ㸧タ⨨ࡉࢀࠊ❧ᆅ㐨┴࣭ᕷ⏫ᮧࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡶཎᏊຊ⅏ᐖྜྠᑐ⟇
༠㆟㸦௨ୗࠕྜྠ༠㆟ࠖ࠸࠺㸧ࢆ⤌⧊ࡋ࡚ࠊሗ࣭┦༠ຊࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢᑐᛂᣐⅬࡋ࡚ࠊཎᏊຊタࡈᣦᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ-&2ᨾࡢ㝿㢧ᅾࡋࡓㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ไᐃࡉࢀࡓཎ⅏ἲ
࠾࠸࡚ࠊཎᏊຊ㜵⅏యไࡢᣐⅬࡋ࡚⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ
࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ⅏ᐖᑐᛂࡢάືᚑࡍࡿせဨࡋ࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇ࣭❧ᆅ㐨┴࣭
ᕷ⏫ᮧࡽேဨࡀὴ㐵ࡉࢀࡿࡶࠊάືᚲせ࡞㏻ಙᅇ⥺ࠊಖᏳ㝔(5&➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵
᥋⥆ࡉࢀࡓࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊ(566࣭63((',ࡢ➃ᮎ➼ࡶᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⅏ᐖᑐ
ᛂࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗㸦ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᨾࡢሙྜࡣ⤒῭⏘ᴗ⮧㸧
ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊㛗ࡽࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊఫẸ㑊㞴ࠊ㣧㣗≀ࡢᦤྲྀไ㝈ࠊᏳᐃࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝
➼㛵ࡍࡿᣦ♧➼ࡢᶒ㝈ࡢ୍㒊ࡀጤ௵ࡉࢀࡿࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࣭⚟ᓥ➨ཎⓎࡘ࠸࡚ࡣࠊ⇃⏫ࡢ⚟ᓥ┴ཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮㞄᥋ࡍࡿ⚟ᓥ
┴ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ࢭࣥࢱ࣮ࡀࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᅗ㸱㸰㸰㸰 ᮏᨾ࠾ࡅࡿ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢྛ⤌⧊ࡢᵓᡂ


E❧ࡕୖࡆ࠾ࡅࡿ㞀ᐖ
ᮏᨾ࠾ࡅࡿ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡉࢀࡿྛ⤌⧊ࡢ❧ࡕୖࡆࡣࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࢆ
ࡣࡌࡵࡍࡿせဨࡢ฿╔ࡢ㐜ࢀࡸ୰Ṇࠊ
タ࣭タഛࡀཷࡅࡓᆅ㟈ࡢᙳ㡪ࡽࠊ㛫ࢆせࡋࡓࠋ
 ࡲࡎࠊᆅ㟈࣭ὠἼ⅏ᐖࡢᑐᛂ㏣ࢃࢀ࡚࠸ࡓ❧ᆅ⏫ࡽࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ࠶ࡿ
⇃⏫ࢆ㝖ࡁࠊせဨὴ㐵ࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ
⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࢆົࡵࡿụ⏣⤒⏘⮧ࡽ⤒⏘┬࣭ಖᏳ㝔ࡽࡢὴ㐵せဨࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤
ᚋࡢ᭶᪥ࡈࢁࡣ⤒⏘┬ࢆ⮬ື㌴࡛ฟⓎࡋ࡚⌧ᆅྥࡗࡓࡶࡢࡢࠊᆅ㟈క࠺
㏻ࡢᙳ㡪࡛ࠊ㏵୰࡛⛣ືࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⮬⾨㝲ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ⏝ࡋ࡚
⌧ᆅྥ࠺ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊᦚᐃဨࡢไ㝈ࡢࡓࡵࠊ⌧ᆅྥ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣụ⏣
⤒⏘⮧ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ᮏ㒊㛗ࢆົࡵࡿಖᏳ㝔ᑂ㆟ᐁ࡞ࡢ୍㒊ࡲࡗࡓࠋ⚟ᓥ┴
ࡽࡢὴ㐵せဨࡶࠊᆅ㟈➼ࡼࡿ㐨㊰ࡢᑍ᩿ࡢᙳ㡪ࡼࡾ⛣ື㛫ࢆせࡋࡓࠋ⤖ᒁࠊࡇࢀ
ࡽࡢὴ㐵せဨࡀ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮฿╔ࡋࡓࡢࡣࠊ⥭ᛴែᐉゝⓎฟࡽ㛫వࡾࡀ⤒
㐣ࡋࡓ᪥ࡈࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢁࡀࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊࡑࡢⅬ࡛ࠊᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛㠀ᖖ⏝Ⓨ㟁ᶵࡀᨾ㞀ࡋࠊ㟁
※႙ኻ≧ែ㝗ࡗ࡚࠸ࡓࠋὴ㐵せဨࡣࠊ࠸ࡗࡓࢇ㞄᥋ࡍࡿ⚟ᓥ┴ཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮ධࡗࡓࡶ
ࡢࡢࠊ༑ศ࡞άືࡣ࡞ࡋᚓࡎࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᐇ㉁ⓗ࡞❧ࡕୖࡆࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ
㠀ᖖ⏝Ⓨ㟁ᶵࡀᪧࡋࡓ᪥ࡈࢁࡲ࡛ࡎࢀ㎸ࡴࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣᨾⓎ⏕┤ᚋࡢᮇࡑࡢᶵ⬟ࢆࡃⓎࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡎࠊࡇࡢ㛫ࡢᨾᑐᛂఱࡽࡢᐤࡶ࡞ࡋᚓ࡞ࡗࡓࠋ

F㐠⏝࠾ࡅࡿ㞀ᐖ
࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ㟁※ࡢᅇᚋࡶᆅ㟈࣭ὠἼࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚ࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࠊ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

㟁ヰࠊࣇࢡࢫ➼ࡢࡓࡵࡢᆅୖ⣔ࡢ㏻ಙᅇ⥺ࡢ㏵⤯ࡀ⥆࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ
࣮እ㒊ࡢ㏻ಙࡣࠊࡶࡗࡥࡽᩘྎࡢ⾨ᫍ㟁ヰ౫Ꮡࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢሗඹ
᭷࣭㐃⤡ㄪᩚⴭࡋ࠸ᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓࠋ≉ࠊ᪤㏙ࡢࡼ࠺⇃⏫ࢆ㝖ࡃ❧ᆅ⏫ࡽせဨࡀཧ
㞟࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ❧ᆅ⏫ࡢሗඹ᭷ࡣࢇ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊୖグࡢ㏻ಙᅇ⥺㏵⤯ࡢᙳ㡪࡛ࠊࣉࣛࣥࢺሗࠊ(566ሗࠊ63((',ሗࡢྲྀᚓࡶྍ
⬟࡞ࡾࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡣⴭࡋࡃᅔ㞴࡞ࡗ
ࡓࠋ
ࡉࡽࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀ㞟ࡋࡓሗࢆྠࢭࣥࢱ࣮ෆ࡛ᐃᮇⓗ
グ⪅ぢࢆࡋ࡚බ⾲ࡍࡿࡇࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏᨾᚋࡣࠊሗ㐨ᶵ㛵ࡀ࢜ࣇࢧࢺࢭ
ࣥࢱ࣮㞟ࡲࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊሗබ⾲ࡢሙࡣタࡅࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ
㒊㛗ࢆࡣࡌࡵࡍࡿὴ㐵せဨࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡃດຊࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊᙜࠊཎ
⅏ᮏ㒊ᮏ㒊㛗ࡽ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࡢᶒ㝈ጤ௵ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿྰࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛࡞
ࡗࡓࡀࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࡣࠊᏳᐃࣚ࢘⣲ࡢᢞ‽ഛ➼㛵ࡍࡿᣦ♧ࢆⓎฟࡍࡿ➼ࡢάື
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ≧ἣࡣᚑ᮶ࡢᐃࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇࡽࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢྛ⤌⧊ࡣࠊཎ⅏ἲ➼࡛ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᙺࢆ༑ศᯝࡓࡍ
ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

Gែࡢ㛗ᮇ࣭㔜⠜࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ⛣㌿
ࡑࡢᚋࠊ㑊㞴༊ᇦࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪ௨㐲ࡲ࡛ᣑࡋࡓࡇࡼࡾࠊ⚟ᓥ➨
୍ཎⓎࡽNP⨨ࡍࡿ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㑊㞴༊ᇦࡢ୰࡛Ꮩ❧≧ែ࡞ࡾࠊᚲせ࡞
⇞ᩱࠊ㣗ᩱࡑࡢࡢ≀㈨ࡢㄪ㐩ࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢධࢆ㐽᩿ࡍࡿ࢚ࣇࣝࢱ࣮ࡀタ⨨ࡉࢀ
࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ࿘㎶ࡢᨺᑕ⥺㔞ࡢୖ᪼ྜࢃࡏ࡚ᘓ≀ෆ㒊ࡢᨺᑕ⥺㔞ࡶୖ᪼ࡋࠊせ
ဨࡢᗣࡢᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀࡿ≧ែ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ
༠㆟ࡢୖࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟ࢆ㑊㞴༊ᇦእ⛣㌿ࡍࡿࡇࢆỴ᩿ࡋࡓࠋࡋࡋࠊ
௦᭰タࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⚟ᓥ┴༡┦㤿ྜྠᗇ⯋㸦༡┦㤿ᕷ㸧ࡣࠊ᪤⚟ᓥ┴┦ᆅ
᪉⯆ᒁࡀࠊᆅ㟈࣭ὠἼ⅏ᐖᑐᛂࡢࡓࡵࡢᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊవࢫ࣮࣌ࢫࡀ࡞
ࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ
᪥ࢆࡶࡗ࡚⚟ᓥ┴ᗇෆ⛣㌿ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⫋ဨࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙺࢆᯝࡓࡍ
ࡃດຊࡋࠊΰࡢᴟࡳࡢ୰࡛ࠊ᪥ࠎࡢάື≧ἣࢆグ㘓ṧࡋ࡚࠸ࡓࡇࡣホ౯್ࡍࡿࠋࡋ
ࡋࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢ≧ἣࡣᚑ᮶ࡢᐃࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽࠊ༑ศ࡞
ఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆྲྀࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊ⚟ᓥ┴ᗇ⛣㌿ࡋࡓᚋࡣࠊᚎࠎᮏ᮶ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᶵ⬟ࢆᅇࡋࠊ




❧ᆅ⏫ࡽࡢせဨὴ㐵ࡀࢇ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊᨻᗓ࣭┴࣭
⏫ࡢ༠㆟ᶵ㛵࡛࠶ࡿཎᏊຊ⅏ᐖྜྠᑐ⟇༠㆟ࡢᏑᅾࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡀḟ➨ஈࡋࡃ࡞ࡾࠊྛᶵ⬟⌜ࡶࠊᐇୖࠊ
ᨻᗓࡢ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡢୗ࡛άືࢆ⾜࠺≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
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ఫẸࡢࡓࡵ⢭ຊⓗάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⿕⅏⪅ࡢせᮃࢆྲྀࡾࡲࡵࠊᨻᗓఏ࠼ࡿ࠸
ࡗࡓάືࡶ⾜ࡗࡓࠋ

H」ྜ⅏ᐖᨾࡢ㛗ᮇ࣭㔜⠜㛵ࡍࡿᐃ㊊
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᮏ᮶ࡢᶵ⬟ࢆ༑ศⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎ⛣㌿ࢆవ
࡞ࡃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺ࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࠊᮏᨾࡢࡼ࠺࡞ࠊᆅ
㟈࣭ὠἼ⅏ᐖཎᏊຊ⅏ᐖࡀྠⓎ⏕ࡍࡿ」ྜ⅏ᐖࡸࠊែࡢ㛗ᮇ࣭㔜⠜ࢆ༑ศ
ᐃࡋࡓ≀ⓗ࣭ேⓗయไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᑡ࡞ࡃࡶࠊ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢ⥲ົ┬ࡼࡿ⾜ᨻホ౯࣭┘どࡢ⤖ᯝࠊᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢ࢜ࣇࢧ
ࢺࢭࣥࢱ࣮ෆ࡛ࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡘ࠸࡚పῶ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡣᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ
ࡶࢃࡽࡎࠊಖᏳ㝔ࡣࠊẼᐦᛶࡢ☜ಖ➼ࢆࡍࢀࡤᑐ⟇ࡋ࡚༑ศ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࣇࣝࢱ࣮
ࡢタ⨨ࡣせࠊ⤖ㄽ࡙ࡅ࡚ࠊ༑ศ࡞ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ



㸱㸰㸱 ᨾᑐᛂࢆᨭࡍࡿ⤌⧊ࡢ≧ἣ
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ๓⠇࡛㏙ࡓᨾᑐᛂࡢせ࡞ࡿ⤌⧊ᑐࡋ࡚ࠊணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᨭࡀᥦ౪ࡉࢀ
ࡓࡢ࠺ࢆぢࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᨾⓎ⏕ᚋࡢึືᑐᛂᙜࡓࡿᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࠊᢏ⾡ⓗᑓ㛛ⓗຓ
ゝࢆᥦ౪ࡍࡿᏳጤဨࠊఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇᳨ウࡢࡓࡵࡢᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࡢ ᐃࡸண ࢩࢫࢸ࣒㛤
Ⓨᙜࡓࡗ࡚ࡁࡓᩥ⛉┬ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
⥲ᣓࡍࢀࡤࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡢ⥭ᛴཧ㞟ࢳ࣮࣒ࡣࠊᆅ㟈࣭ὠἼཎⓎᨾࡢࡘྠ୪⾜࡛ᑐ
ᛂࡍࡿ୰࡛ࠊΰࡀぢࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ⥲ྜㄪᩚ࣭ពᛮỴᐃࢆ㎿㏿㐍ࡵࡓ࠸࠼ࡼ
࠺ࠋࡋࡋࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢ▱ぢࢆ㞟ࡵࡓຓゝࢆᥦ౪࡛ࡁ࡞ࡗࡓᏳጤဨࡸࠊᨺᑕ⬟ᣑᩓ≧
ἣࡢᢕᥱ࠾࠸࡚ࠊ⏝ពࡋ࡚ࡁࡓࢶ࣮ࣝࡸࢩࢫࢸ࣒ࢆάࡋࡁࢀ࡞ࡗࡓᩥ⛉┬ࡣከࡃࡢၥ
㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸯㸧ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊ㸦༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮㸧


Dᙺ 
༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࠊᆅୗ㕲ࢧࣜࣥ௳ࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺࡢᅾ࣮࣌ࣝ᪥ᮏᅜබ㑰༨ᣐ௳ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢࣟࢩࢱ࣮ࣥ࢝㐼㞴࣭
Ἔὶฟᨾ➼ࢆཷࡅ࡚ࠊෆ㛶ࡢ༴ᶵ⟶⌮ᶵ⬟ᙉࡢ୍⎔ࡋ࡚タ⨨ࠊᩚഛࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᐁ㑰
ᆅୗ࠶ࡿྠࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊከᵝ࡞ែᑐฎࡍࡿࡓࡵࠊᖿ㒊㆟ᐊࠊ࣮࢜࣌ࣞࢩ࣮ࣙࣥࣝ
࣒➼ࡀ࠶ࡾࠊሗ㞟⣙࣭ศᯒࡢࡓࡵࡢᫎീ࣭㏻ಙ࣭ሗฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡸ㛵ಀ┬ᗇࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡀ㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㟁Ἴ₃ὤᑐ⟇࣭ཝ᱁࡞ධ㏥ᐊ⟶⌮ࡼࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ࣮ࡢ
☜ಖࡶᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⥭ᛴែᑐࡍࡿᨻᗓࡢึືᑐฎែໃࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧ࠖ
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ࡼࢀࡤࠊෆ㛶༴ᶵ⟶⌮┘㸦௨ୗࠕ༴ᶵ⟶⌮┘ࠖ࠸࠺㸧ࡀ⥭ᛴែᛂࡌ࡚ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࢆ
タ⨨ࡋࠊྛ┬ᗇࡢᒁ㛗⣭ࡢせဨࡽ࡞ࡿ⥭ᛴཧ㞟ࢳ࣮࣒ࢆ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮⥭ᛴཧ㞟ࡉࡏ
࡚ࠊᨻᗓࡢึືᥐ⨨㛵ࡍࡿሗࢆ㞟⣙ࡍࡿᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡀᮏ᱁ⓗືࡁጞࡵࡿࡲ࡛ࡢึືᑐᛂࢆ
⾜࠺⤌⧊࡛࠶ࡾࠊཎ⅏ᮏ㒊ཬࡧົᒁࡢάືࡀ㌶㐨ࡗࡓẁ㝵࡛ࠊᴗົࢆཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ
ᘬࡁ⥅ࡄࡇࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡢ
㛵ಀࡣࠊཎ⅏࣐ࢽࣗࣝୖᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ

Eᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡼࡿᮏᨾࡢᑐᛂ
ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡣࠊ᭶᪥ศࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ࡽศᚋࡢศタ⨨ࡉࢀࠊᙜึࡣᆅ
㟈࣭ὠἼ⅏ᐖࡢᑐᛂᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᮾ㟁ࡽࡢཎ⅏ἲ➨᮲ヱᙜ㇟ࡢ㏻ሗࢆཷࡅࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊⳢ⥲⌮ᑐ
ࡋ࡚⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࢆୖ⏦ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊཎ⅏࣐ࢽࣗࣝୖᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊಖᏳ㝔
㛗༴ᶵ⟶⌮┘➼ࡢ๓༠㆟ࡣ⾜ࢃࢀࡎࠊ༴ᶵ⟶⌮┘➼ࡀⳢ⥲⌮ࡢୖ⏦ᡭ⥆ࡁྠᖍ
ࡍࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊୖグࡢཎ⅏࣐ࢽࣗࣝࡢ᫂☜ࡉຍ࠼ࠊẖᖺࡢཎᏊຊ⥲
ྜ㜵⅏カ⦎ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊཬࡧ⥭ᛴཧ㞟ࢳ࣮࣒ࡢ㛵ಀ⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊಖᏳ㝔ࡢ
ᖿ㒊ཬࡧᢸᙜ⪅ࡽࡀࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊ➼ࡢ㛵ࡍࡿᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚ヲ⣽ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ
ࡼࡿࡶࡢᛮࢃࢀࡿࠋ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡢタ⨨ᚋࠊ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ෆࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩ࣮࣒ࣙࣥࣝࡣࠊᆅ㟈⅏ᐖ࣭ὠἼ⅏ᐖ
ࡢᑐᛂࢆ୰ᚰ⾜࠺ࣈ࣮ࢫࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢᑐᛂࢆ୰ᚰ⾜࠺ࣈ࣮ࢫศࢀࠊᮏ
ᨾࡢᑐᛂࢆᮏ᱁ⓗ㛤ጞࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰ࠊⳢ⥲⌮ࡽᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ࣮࢜࣌ࣞࢩ࣮ࣙࣥࣝ
࣒ࡀ㦁↛ࡋ࡚࠾ࡾࠊពᛮỴᐃࡢሙ࡞ࡌࡲ࡞࠸࠸ࡗࡓ⌮⏤ࡽࠊᆅୗ୰㝵ࡢᑠ㒊ᒇࠊ
ḟ࠸࡛ᐁ㑰㝵ࡢ⥲⌮ᇳົᐊ࿘㎶⛣ືࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛫࡛ሗࡢ᩿
⤯ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡞ࡗࡓ㸦ࠕ㸱㸱㸯ࠖཧ↷㸧ࠋ

Fᐁ㑰ᑐ⟇ᐊಖᏳ㝔࣭ཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡢ㛵ಀ
ᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡢ⥭ᛴཧ㞟ࢳ࣮࣒ࡣࠊ୍ᐃࡢỴᐃᶒ㝈ࡢ࠶ࡿ㛵ಀ┬ᗇࡢᒁ㛗ࢡࣛࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ✀ࠎࡢ⮬↛⅏ᐖ➼࡛ᣍ㞟ࡉࢀࠊ⥭ᛴᑐᛂ័ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
ᮏᨾᑐᛂ㛵ࡍࡿ㛵ಀ┬ᗇ㛫ࡢㄪᩚࡣ⥲ࡌ࡚㎿㏿⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡓࡔࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢ㛫ࡢሗඹ᭷ࡢⅬ࡛ࡣၥ㢟ࡶ࠶ࡗࡓࠋᮏ᮶ࠊࣉࣛࣥࢺሗࡣࠊ(5&
ࡢཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ㞟⣙ࡉࢀ࡚ࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊὴ㐵ࡉࢀࡓಖᏳ㝔⫋ဨఏ㐩ࡉࢀࠊࡉࡽᐁ
㑰ࡢ㛫࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏᨾ࠾࠸࡚ཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺ࣉ




 ཎ⅏࣐ࢽࣗࣝࡼࢀࡤࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢ㝿ࠊ⥭ᛴែ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ⤒⏘┬㸦ಖᏳ㝔㸧ࡣࠊ᭩㠃ࢆ
ࡶࡗ࡚ෆ㛶ᐁᡣࠊෆ㛶ᗓཬࡧ㛵ಀ⮬యᑐࡋཎᏊຊ⥭ᛴែࡢබ♧ཬࡧ㛵ಀ⮬యࡢ㛗ࡢᣦ♧ࢆ㏦ࡋࠊ
༴ᶵ⟶⌮┘ࠊಖᏳ㝔㛗ࡽࡣࠊࡇࢀࡽࡢࢆ㏿ࡸ༠㆟Ỵᐃࡢୖࠊ⤒⏘⮧ࡀࠊ༴ᶵ⟶⌮┘ࠊ㜵⅏ᢸᙜ⮧ྠᖍࡢ
ࡶ⥲⌮⮧ሗ࿌ࡋࠊỴᐃࢆ௮ࡄࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࣛࣥࢺሗ࡞⌧ሙࡢሗࢆ༑ศ㞟࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊಖᏳ㝔ࡣࠊᖿ㒊ࡀཎ⅏ᮏ㒊
ົᒁࡸᐁ㑰㝵ࡢᑐᛂᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡢ┬ᗇࡢࡼ࠺ᖿ㒊ࢆ⥭ᛴཧ㞟ࢳ࣮࣒ᖖ
㥔ࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊ࡛ࡣࠊࣉࣛࣥࢺሗࡢ㞟ࡀࢫ࣒࣮ࢬ
㐍ࡲࡎࠊᮾ㟁ᮏᗑᑐࡋ࡚ᮾ㟁⫋ဨࡢὴ㐵ࢆせㄳࡋࠊࣉࣛࣥࢺሗࡢ㞟➼ࢆ⾜࠺ࡼ࠺
࡞ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳࠊ⚟ᓥཎⓎࡢྕᶵࡢ⇿Ⓨ㛵㐃ࡋࡓ➨୍ሗཬࡧ➨ሗࡣࠊ⚟ᓥ┴㆙ࡢ㆙
ᐹᐁࡼࡗ࡚㆙ᐹᗇ⤒⏤࡛ᐁ㑰ࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡢ୰ࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡢ⥭ᛴཧ㞟
ࢳ࣮࣒㛵ಀ⪅ࡣࠊḟ➨ಖᏳ㝔ᑐࡍࡿಙࠊ‶ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡗࡓࠋ


㸰㸧ཎᏊຊᏳጤဨ


Dᙺ
ᏳጤဨࡣࠊཎᏊຊ㜵⅏άື࠾࠸࡚ࠊཎᏊຊ㛵ࡍࡿᑓ㛛ᐙ⤌⧊ࡋ࡚ࠊཎ⅏ᮏ㒊㛗࣭
⥲⌮⮧ࡽࡢせㄳࢆཷࡅࠊⓗ☜࡞ຓゝࢆ⾜࠺ᙺࢆᢸ࠺ࠋ㜵⅏ィ⏬ࡼࢀࡤࠊᏳጤဨ
ࡣࠊᴗ⪅ࡽ᮲㏻ሗࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊົᒁ⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ࡢᮏ㒊⤌⧊ࢆ㛤タࡍࡿ
ࡶࠊᏳጤဨࡸ⥭ᛴែᛂᛴᑐ⟇ㄪᰝጤဨ㸦௨ୗࠕㄪᰝጤဨࠖ࠸࠺㸧➼ࢆ࢜ࣇࢧࢺ
ࢭࣥࢱ࣮ὴ㐵ࡋ࡚⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ࡢ⌧ᆅ⤌⧊ࢆ㛤タࡋࠊሗࡢ㞟ࠊㄪᰝࠊศᯒࡸᢏ⾡
ⓗຓゝࡢ‽ഛࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ


E⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ࡢ❧ࡕୖࡆࡢ㐜ࢀ
ᮏᨾᚋࠊᏳጤဨࡣࠊ୍ᩧᦠᖏ࣓࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒ࢆࡗ࡚ㄪᰝጤဨࢆᣍ㞟ࡋࠊ⥭ᛴᢏ⾡
ຓゝ⤌⧊ࢆ❧ࡕୖࡆࡼ࠺ࡋࡓࠋࡋࡋࠊ࣓࣮ࣝࡀ୍㒊ࡢㄪᰝጤဨᒆࡎࠊࡲࡓࠊ㏻ᶵ
㛵ࡸ㏻ಙࡢΰ➼ࡼࡾࠊᣍ㞟ࢆཷࡅࡓㄪᰝጤဨࡢࢇࡀ᪥୰ཧ㞟࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊึືẁ㝵࠾࠸࡚ࡣࠊᏳጤဨࠊㄪᰝጤဨࡢ⌧ᆅὴ㐵ࡶ⾜ࢃࢀࡎࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ
࣮⌧ᆅ⤌⧊ࡀ㛤タࡉࢀࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋ
ᏳጤဨࡣࠊᨻᗓࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࡢཧຍຍ࠼ࠊ⊂⮬㜵⅏カ⦎ࢆᐇࡋ࡚⥭
ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ࡢ❧ࡕୖࡆࡢᡭ㡰ࢆ₇⩦ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿ㏻ᶵ㛵ࡸ㏻
ಙࡢΰࡘ࠸࡚ࡣ๓ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊୖグࡢࡼ࠺࡞❧ࡕୖࡆࡢ㐜ࢀࢆᣍ࠸ࡓࠋ

Fᐁ㑰ࡽồࡵࡽࢀࡓᐃእࡢᴗົ
ཎ⅏࣐ࢽࣗࣝࡼࢀࡤࠊᏳጤဨࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊㛗࡛࠶ࡿ⥲⌮⮧ࡽࠊ⥭ᛴែᛂᛴ
ᑐ⟇ࡢᐇ㛵ࡍࡿᢏ⾡ⓗ㡯ࡘ࠸࡚ຓゝࢆせㄳࡉࢀࡓሙྜࠊࡇࢀᛂࡌࡿࡇࡀணᐃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏᨾᚋࠊ⌜┠ጤဨ㛗ཬࡧᒾᶫ⌮ᙪᏳጤဨົᒁ㛗ࡣࠊᐁ㑰ࡢせㄳࢆཷࡅ࡚ࠊ᭶




 Ᏻጤဨົᒁࡣேࡢㄪᰝጤဨ➼ᣍ㞟ࢆࡅࡓࡀࠊ᭶᪥Ᏻጤဨཧ㞟ࡋࡓࡢࡣࢃࡎேࡔࡗࡓࠋ

 ཧ㆟㝔ண⟬ጤဨ㆟㘓➨ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊ⌧ᆅᏳጤဨࡀὴ㐵ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ
ᨾࡽ࢝᭶௨ୖ⤒㐣ࡋࡓ᭶᪥࡛࠶ࡿࠋ
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᪥ศࡽࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢ➨ᅇᮏ㒊㆟ฟᖍࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡽࡣࠊ࠸ࡗࡓࢇ
Ᏻጤဨົᒁᡠࡗࡓࡀࠊᐁ㑰ࡢせㄳࢆཷࡅ࡚ᗘᐁ㑰ᡠࡾࠊࡑࡢᚋࠊ᪥ࡈࢁࡲ࡛ࠊ
ᐁ㑰㝵ࡢ༠㆟ຍࢃࡿࡓࡵࠊᐁ㑰ࡰᖖ㥔ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊஂᮌ⏣㇏Ᏻጤဨ
㛗௦⌮㸦௨ୗࠕஂᮌ⏣ጤဨ㛗௦⌮ࠖ࠸࠺㸧ࡶࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢ➨ᅇᮏ㒊㆟㝙ᖍࡍࡿࡓࡵ
ᐁ㑰ฟྥ࠸ࡓࡀࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡢせᮃ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊྠጤဨ㛗ࢆ⿵బࡍࡿࡓࡵࠊ᪥ࡈࢁࡲ
࡛ᐁ㑰ࡰᖖ㥔ࡋࡓࠋ
ᐁ㑰㝵࠾࠸࡚ࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡸஂᮌ⏣ጤဨ㛗௦⌮ࡣࠊ㞟ࡉࢀࡓࣉࣛࣥࢺሗ➼ࢆ㋃ࡲ
࠼ࠊᢏ⾡ⓗ▱ぢᇶ࡙ࡃຓゝࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡣጤဨࡋ࡚ࡢពぢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊጤဨ㛗ࡽࡢ
ಶேࡢពぢࡍࡂ࡞ࡗࡓࠋᏳጤဨࡣࠊᮏ᮶ࠊᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿேࡢጤဨࡢ▱ぢࢆ⤖㞟ࡋ
࡚ຓゝࢆ⾜࠺ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊᅇࡢࡼ࠺ࠊせㄳࡉࢀࡓຓゝࡑࡢሙ࡛༶⟅ࡍࡿ࠸ࡗࡓࡇ
ࡣᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋᏳጤဨࡢጤဨேࡢ࠺ࡕேົᒁ㛗ࡀྠጤဨࢆ㛗㛫
ᅾࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊᏳጤဨࡣࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢ⬟ຊࢆⓎࡍࡿࡇࡀⴭࡋࡃጉࡆࡽࢀ
ࡓࠋ

Gከᒱࢃࡓࡿຓゝ౫㢗┦ㄯ
Ᏻጤဨࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊㛗ࡸ㛵ಀᶵ㛵➼ࡢồࡵᛂࡌ࡚ᢏ⾡ⓗ࡞ຓゝ➼ࢆ⾜࠺ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊຓゝࡢᑐ㇟ࢸ࣮࣐ࡸ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣝࣝࡀ᫂☜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᮏᨾⓎ⏕ᚋࠊᏳጤဨົᒁࡣࠊ㎰ᯘỈ⏘┬ࠊཌປ┬ࠊᩥ⛉┬ࠊ⎔ቃ┬
ࢆ୰ᚰࠊከࡃࡢᐁබᗇࡽከ✀ከᵝ࡞ຓゝ౫㢗ࠊ┦ㄯࠊ㉁ၥࡀẅ฿ࡋࡓࠋࡑࡢ୰ࡣࠊࠕΏ
ࡾ㫽ࡀ⚟ᓥࡽᮾி㣕ࢇ࡛ࡁࡓࡽ࠺࡞ࡿࠖࠊࠕఫẸࡣ㑊㞴ࡉࡏࡓࡀࠊᐙ␆ࡣ࠺ࡋࡓ
ࡽࡼ࠸ࠖ࠸ࡗࡓᏳጤဨࡢᑓ㛛㡿ᇦࢆ㉸࠼ࡿ㉁ၥࡸࠊࠕὠἼ➼ࡼࡿ≛≅⪅ࡢ㑇యࡀ
ᨺᑕ⥺࡛ởᰁࡉࢀ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡢࡼ࠺ྲྀࡾᢅࡗࡓࡽࡼ࠸ࠖ࠸ࡗࡓᚲࡎࡋࡶ
ᢏ⾡ⓗၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸㉁ၥࡶከࡃࠊົᒁṧࡗࡓጤဨ࣭⫋ဨࡣࡑࢀࡽࡢᑐᛂ㏣ࢃࢀࡓࠋᏳ
ጤဨࡋ࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ㉁ၥࠊຓゝࡢせㄳࢆࡃᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢ⬟ຊࢆ㉸࠼ࡿ㈇
ᢸ࡞ࡗࡓࠋ

㸱㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬


Dᙺ
ᩥ⛉┬㜵⅏ᴗົィ⏬ࡼࢀࡤࠊ⤒⏘┬ࡢᡤ⟶ࡍࡿཎᏊຊタ࠾࠸࡚ཎ⅏ἲ᮲࣭᮲
㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊᩥ⛉┬࡛ࡣࠊ┬ෆཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᨭᮏ㒊ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ᩥ⛉┬ࡢᐃࡵࡿཎᏊຊᨾ࣭⅏ᐖᑐᛂ࣐ࢽࣗࣝࡼࢀࡤࠊᩥ⛉┬ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᨭ
ᮏ㒊࡛ࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ᨺᑕ⥺⌜ࡀ⾜࠺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢຓゝࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮
ࢱࡢศᯒࠊ⥭ᛴ་⒪ὴ㐵ࢳ࣮࣒ࡢ⌧ᆅὴ㐵➼ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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E༑ศ࡞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᨭ
㜵⅏ᇶᮏィ⏬ࡼࢀࡤࠊᩥ⛉┬➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡣࠊ⮬యせဨཬࡧᶵᮦࢆὴ㐵ࡋࠊ⮬య
ࡢ⾜࠺⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢάືࢆᨭࡍࡿࡇࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡢタ⨨ࡋࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢࢇࡀᆅ㟈࣭ὠἼࡢᙳ㡪
࡛⏝⬟࡞ࡗࡓࡇࢆཷࡅࠊᩥ⛉┬ࡣࠊ᭶᪥ࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡢࣔࢽࢱࣜࣥ
ࢢ࣮࢝➼ࡢὴ㐵ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡋࡋࠊ⌧ᆅࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣮࢝ྎࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⏝ࡍ
ࡿ୍⯡㌴୧ྎཬࡧࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢせဨࡀ฿╔ࡋࡓࡢࡣ᪥࡛࠶ࡾࠊྠ┬ࡢᨭ㒊㝲ࡀࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࢆᐇ࡛ࡁࡓࡢࡣ᭶᪥࡞ࡗ࡚ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡶࠊᩥ⛉┬ࡼࡿᨭࡣࠊ
ែࡢ㛗ᮇࢆᛕ㢌⨨࠸࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣮࢝ࡢ⇞ᩱ➼ࡢ㈨ᮦࡀ㊊ࡋࠊ
᪥⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀ⚟ᓥ┴ᗇ⛣㌿ࡍࡿ㝿ࡣࠊ⇞ᩱ㊊࡞ࡗࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣮࢝ࢆ࢜
ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ṧࡉࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊᨾ๓ᐃࡋ࡚࠸ࡓ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ᭶᪥
༗๓ࠊᐁ㑰࠾࠸࡚ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࢆ୰ᚰࠊᙺศᢸࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ௨㐲
࡛ᐇࡉࢀࡿ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾࡲࡵࢆᩥ⛉┬ࡀࠊࢹ࣮ࢱࡢホ
౯ࢆᏳጤဨࡀ⾜࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠕ㸱㸴㸯㸱㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊᩥ⛉┬ࡣࠊ᭶᪥ᮍ᫂ࡽ⯟✵ᶵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᐇࡋࡼ࠺ィ⏬ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ
ᐇ⌧ࡣᖜࡎࢀ㎸ࢇࡔࠋ㜵⾨┬ࡢㄪᩚࡢ⤖ᯝࠊ᪥㜵⾨┬ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡀ⯟✵ᶵࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡢᐇࡢࡓࡵᚅᶵࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㐃⤡ࡢ⾜ࡁ㐪࠸ࡼࡾࠊᩥ⛉┬ࡢせဨࡣࡇࢀ
ᦚࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᶵࢆኻࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊ⯟✵ᶵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣࠊ᭶
᪥࡞ࡗ࡚ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᏱᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸦-$;$㸧ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ

F㸬ᾏእࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ⯟✵ᶵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡢά⏝
᭶᪥௨㝆ࠊ⡿ᅜ࢚ࢿࣝࢠ࣮┬ࡽࠊ⡿㌷ᶵࢆ⏝࠸࡚ᐇࡋࡓ⯟✵ᶵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢹ
࣮ࢱࡀࠊእົ┬⤒⏤࡛ᩥ⛉┬ཬࡧಖᏳ㝔ఏ㐩ࡉࢀࡓࠋᩥ⛉┬ࡣࠊࡇࡢࢹ࣮ࢱࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ
⡿ᅜࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡾࠊྠ┬ࡀࢹ࣮ࢱྲྀࡾࡲࡵࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡋ࡚ࠊᏳጤဨࡸᐁ㑰ఏ㐩ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡀᐁ㑰㝵ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ
ఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿㈨ᩱࡢ୍ࡘ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ



㸱㸰㸲 ሗඹ᭷࠾ࡅࡿࢶ࣮ࣝࡢά⏝≧ἣ
ᛴ㏿㐍ᒎࡍࡿ㇟ࡢᑐᛂ࡛ࡣࠊྛ✀ࡢሗࢆࣜࣝࢱ࣒࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀྍḞ࡛
࠶ࡿࠋᨻᗓࡣࠊ⤫ྜཎᏊຊ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࠊᐁ㑰㛵ಀྛᶵ㛵ࢆ⤖ࡪࢸࣞࣅ㆟ࢩ




ᩥ⛉┬ྠᵝࠊ⡿ᅜ࢚ࢿࣝࢠ࣮┬ࡽࠊ⯟✵ᶵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࢆཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡓಖᏳ㝔ࡶࠊࢹ࣮ࢱࢆࡢᐁ
බᗇࡸᐁ㑰㏦ࡋࡓᙧ㊧ࡀ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᚋ᪥ࠊ⡿ᅜࡽ⯟✵ᶵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡀෆ㛶ᐁᡣཬࡧཌປ┬ࡶఏ
㐩ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࢹ࣮ࢱࡶᐁ㑰ఏ㐩ࡉࢀࡓᙧ㊧ࡣ࡞࠸ࠋ
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ࢫࢸ࣒ࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᅇࡢᨾ࡛ࡣࠊᐁ㑰࠾࠸࡚ࡣࡑࡢ➃ᮎࢆ㉳ືࡉࡏࡓᙧ㊧ࡀ࡞ࡃࠊ
ᐁ㑰㛵ಀྛᶵ㛵ࡢ㛫ࡢሗඹ᭷ࡣࡃά⏝ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊᮾ㟁ࡣࠊ⊂⮬ࡢ♫ෆࢸࣞ
ࣅ㆟ࢆ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ᣢࡕ㎸ࢇ࡛ࠊᮏᗑࠊⓎ㟁ᡤࡢ㛫࡛┒ࢇά⏝ࡋࡓࠋࡇࡢᮾ㟁ࡢ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆࠊᨻᗓࡢࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ຍ࠼࡚࠺ࡇ࡛ࠊ≉ึືࡢሗඹ᭷ࡀࣜࣝ
ࢱ࣒࡛㐍ࢇࡔྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡶ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ


㸯㸧ᨻᗓࡢࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒
ࠕ㸱㸰㸯࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊᨻᗓ࡛ࡣ⤫ྜཎᏊຊ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࠊཎᏊຊ⅏ᐖ
ࡢᑐᛂᙜࡓࡿྛ⤌⧊ࢆ⤖ࡪࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡓࠋẖᖺ⾜࠺ཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ
⦎࡛ࡶࠊࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚㛵ಀᶵ㛵ࡢ㛫ࡢሗඹ᭷ࡸㄪᩚࢆ㎿㏿⾜࠺ᡭ㡰ࡀ₇⩦ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊᅇࡢᨾ࡛ࡣࠊᐁ㑰ෆࡢ㆟ᐊタ⨨ࡉࢀࡓࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ➃ᮎࡀ㉳ືࡉ
ࢀࡎࠊࡑࡢࡓࡵࠊཎ⅏ᮏ㒊㆟࠾࠸࡚ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵ࣜࣝࢱ
࣒࡛ࡢሗඹ᭷ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊཎ⅏ᮏ㒊㆟௨እࡢᶵ࡛ࡶࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࡀሗ
ඹ᭷ࡢࡓࡵά⏝ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ᐁ㑰ഃࡀࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ➃ᮎࢆ㉳ືࡉࡏ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ௬
ࠊࡇࡢ➃ᮎࡀカ⦎ࡢࡁྠᵝ㉳ືࡋ࡚࠸ࡓࡍࢀࡤࠊཎ⅏ᮏ㒊࣭ᐁ㑰ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົ
ᒁࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡢሗඹ᭷ࡣࠊᅇࡢᑐᛂࡼࡾࡶ࡞ࡾࡢ⛬ᗘࢫ࣒࣮ࢬ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊࠕ㸱㸱࡛ࠖྲྀࡾୖࡆࡿࠊᐁ㑰㝵ࡢሗ࣭⤌⧊ࡽࡢᏙ❧ࡶ
㜵ࡄࡇࡀ࡛ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

㸰㸧ᮾ㟁ࡢ♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒
ᮾ㟁࡛ࡣࠊᮏᗑཬࡧྛཎᏊຊⓎ㟁ᡤ➼ࢆ⤖ࡪ♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⊂⮬ᩚഛࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕ㸱㸯㸯㸯 ࡛ࠖヲ㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊᮏᨾᚋࡣྠࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊ࠊⓎ
㟁ᡤᑐ⟇ᮏ㒊➼ࡢ㛫࡛ࣜࣝࢱ࣒ࡢሗඹ᭷ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᮾ㟁ࡣࠊᨾⓎ⏕ᚋࡢ᪩ᮇࡢ
ẁ㝵࡛⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㸦࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮㸧ෆࡢ⮬♫ࣈ࣮ࢫྠࢩࢫࢸ࣒ࡢ➃ᮎࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊ
ᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊ࠊⓎ㟁ᡤᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ㛫࡛ࡶࣜࣝࢱ࣒ࡢሗඹ᭷ࡀྍ⬟࡞ࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓࠋ
⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀ⚟ᓥ┴ᗇ⛣㌿ࡋࡓ㝿ࡶࠊᮾ㟁ࡣࠊ⛣㌿ඛ㏿ࡸ➃ᮎࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊሗ
ඹ᭷ά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᮾ㟁ࡢ♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏑᅾࡣࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ෆ࡛ᗈ
ࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿ࠊᮾ㟁♫ဨ௨እࡢ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡢせဨࡶࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࢆࡋ࡚ࠊᮏ
ᗑᑐ⟇ᮏ㒊ࠊⓎ㟁ᡤᑐ⟇ᮏ㒊➼ࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ሗ㞟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮せဨࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊࡇ
ࡢ♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏑᅾࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢせဨࡀ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡽ
௦ࡢࡓࡵཎ⅏ᮏ㒊ົᒁᡠࡗࡓᚋࡶࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡀ㏿ࡸᮾ㟁➃ᮎࡢタ⨨ࢆồ
ࡵࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋಖᏳ㝔(5&ᮾ㟁♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ➃ᮎࡀタ⨨ࡉࢀ࡚ࠊཎ⅏ᮏ
㒊ົᒁࡀᮾ㟁♫ෆࡢ≧ἣࢆࣜࣝࢱ࣒࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ᭶᪥࡞ࡗ࡚
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ࡽࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡕ࡞ࡳࠊࡇࡢᮾ㟁ࡢ♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏑᅾࡣࠊึືᐁ㑰ὴ㐵ࡉࢀࡓᮾ㟁♫
ဨࡽᐁ㑰▱ࡽࡉࢀࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊྠࢩࢫࢸ࣒ࡢ➃ᮎࡣᐁ㑰ෆᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ
ࡀࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊ᪤ᮾ㟁ᮏᗑ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾᑐ⟇⤫ྜᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀࠊᐁ㑰࣭ᮾ
㟁㛫ࡢሗࡀඹ᭷ࡉࢀࡿయไ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࠕ㸱㸬㸱ࠖࠊࠕ㸱㸬㸲࡛ࠖᚋ㏙ࡍࡿࠊึື࠾ࡅ
ࡿᐁ㑰ᮾ㟁ࡢ㛫ࡢሗඹ᭷ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࠊᮾ㟁♫ෆࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡀᙺ❧࡚
ࡽࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ



㸱㸰㸳 ពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࡢグ㘓ࡢ≧ἣ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊཎ⅏ᮏ㒊ࢆࡣࡌࡵࡍࡿࠊᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ᅇࡢᨾ㛵
ࡍࡿ㆟ࡘ࠸࡚ࠊ㆟㘓ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋබᩥ᭩➼ࡢ⟶⌮㛵ࡍ
ࡿἲᚊ࡛ࡣࠊබᩥ᭩ࡢసᡂ࣭⟶⌮ࡘ࠸࡚ࡣつᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㆟㘓ࡸ㆟ᴫせࡘ࠸࡚ࡣල
యⓗ࡞グ㏙ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊෆ㛶ᗓබᩥ᭩⟶⌮ጤဨࡀ⾜ࡗࡓࣄࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊពᛮỴᐃࣉࣟ
ࢭࢫࢆグ㘓ࡍࡿሙྜࠊࡢ⛬ᗘලయⓗグ㘓ࢆṧࡍࡁ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡣࠊྛ㆟
ࡢᢸᙜ⪅ࡼࡗ࡚ࡁ࡞ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ཎ⅏࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢ㆟㘓ࡣཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡀసᡂࡍࡿࡇࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡢಖᏳ㝔ࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊⓎ⅏ᙜึࡢཎ⅏ᮏ㒊ࡢᗢົࢆෆ㛶ᐁᡣࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ
ࡇࡶ࠶ࡾࠊ㆟㘓ࢆసᡂࡍࡿ⮬ぬࡀ࡞ࡗࡓࠋཎ⅏ᮏ㒊ࡢ㆟ᴫせࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶᪥බ㛤ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢෆᐜࡣಶேⓗ࡞࣓ࣔࡸฟᖍࡋࡓ㛶ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ➼ࢆᇶࡲ
ࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༑ศඖࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠺ࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋ
ᨾࡢᑐᛂ࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ពᛮỴᐃࡣࠊᐁ㑰㝵࡛⾜ࢃࢀࡓࠋᐁ㑰ࡢពᛮỴᐃࡘ࠸࡚ࡢ
ࡼ࠺࡞⠊ᅖ࡛グ㘓ࡵࡿࡣࡉࡲࡊࡲ࡞㆟ㄽࡀ࠶ࡾᚓࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶࠊつᶍ⅏ᐖ➼
࠾࠸࡚ࡣࠊᑗ᮶ࡢཧ⪃ࡍࡿࡓࡵពᛮỴᐃࡢ㐣⛬ࢆグ㘓ṧࡍࡇࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ෆ㛶ᗓබᩥ᭩⟶⌮ጤဨࡣࠊࡇࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕṔྐⓗ⥭ᛴែᑐᛂࡍࡿ㆟➼ࡢ㆟ෆ
ᐜࡢグ㘓ࡢసᡂࠊᚋసᡂࡢሙྜࡢ᪉ἲ࣭ᮇ㝈㸦୰␎㸧ࠊグ㘓ࡢసᡂࡢ㈐௵యไࠊグ㘓ࡢసᡂ
ࡶྵࡵࡓカ⦎➼ࢆ⾜࠺ࡇࢆ᫂☜ࡍࡿ➼ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡁ࡛࠶ࡿࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ





ෆ㛶ᗓ
ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᑐᛂࡍࡿࡓࡵタ⨨ࡉࢀࡓ㆟➼ࡢ㆟ෆᐜࡢグ㘓ࡢసᡂ࣭ಖᏑ≧ἣㄪᰝࠖ
㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥㸧
 KWWSZZZFDRJRMSNRXEXQLLQNDLLLQNDLVDLKDLIXSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

ෆ㛶ᗓබᩥ᭩⟶⌮ጤဨࠕᖺᗘබᩥ᭩⟶⌮ጤဨ➨ᅇ㓄ᕸ㈨ᩱ୍ぴࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZFDRJRMSNRXEXQLLQNDLLLQNDLVDLKDLIXKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

ෆ㛶ᗓබᩥ᭩⟶⌮ጤဨࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᑐᛂࡍࡿࡓࡵタ⨨ࡉࢀࡓ㆟➼ࡢ㆟ෆᐜࡢグ㘓ࡢᮍసᡂࡘ
࠸࡚ࡢཎᅉศᯒཬࡧᨵၿ⟇ྲྀࡾࡲࡵࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZFDRJRMSNRXEXQLLQNDLLLQNDLVDLWRULPDWRPHSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ
᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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࡞࠾ࠊࠕ㸱㸰ࠖࡢグ㏙ࡣ௨ୗᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ⌜┠ᶞᏳጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨࠊᑎᆏಙಖᏳ㝔㛗➨
ᅇጤဨࠊᾏỤ⏣㔛⤒῭⏘ᴗ⮧➨ᅇጤဨࠊᯞ㔝ᖾ⏨ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ➨ᅇጤဨࠊⳢ┤ேෆ㛶⥲⌮⮧➨
ᅇጤဨࠊబ⸨㞝ᖹ⚟ᓥ┴▱➨ᅇጤဨࠊụ⏣ඖஂ⤒῭⏘ᴗ⮧ࣄࣜࣥࢢࠊ⚟ᒣဴ㑻ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁࣄ
ࣜࣥࢢࠊ⣽㔝ᚿෆ㛶⥲⌮⮧⿵బᐁࣄࣜࣥࢢࠊᑎ⏣Ꮫෆ㛶⥲⌮⮧⿵బᐁࣄࣜࣥࢢࠊ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧ
㈨ᩱ㸦ಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨࠊෆ㛶ᐁᡣࠊෆ㛶ᗓࠊ⤒⏘┬ࠊᩥ⛉┬ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓࠑ-1(6ࠒࠊ⚟ᓥ
┴ࠊᮾ㟁㸧ࠋ
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㸱㸱 ᐁ㑰ࡀᑟࡋࡓᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ  

ᨻᗓࡢᨾᑐᛂయไࡀᮏ᮶ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡏࡎࠊࡘែࡀᛴ㏿῝้ࡍࡿ୰࡛ࠊ⥲⌮ࢆ
୰ᚰࡍࡿᐁ㑰ᨻᐙࡀᨾᑐᛂࢆᑟࡍࡿయไࡀฟ᮶ୖࡀࡗࡓࠋ
ᨻᗓࡣࠊᮾ㟁ࡽཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢ㏻ሗࢆཷࡅ࡚ࡽࠊᨻᗓࡢ
ᨾᑐᛂయไ㉳ືࡢ๓ᥦ࡞ࡿཎᏊຊ⥭ᛴែᐉゝࢆฟࡍࡲ࡛㛫ᙉࢆせࡋࠊึື
ࡽၥ㢟Ⅼࢆṧࡋࡓࠋ⥲⌮ࡣࠊ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࡀ࡚ࡢᨾᑐᛂࡢ๓ᥦ࡞ࡿࡇࢆ༑
ศ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ࿘ᅖࡶࡇࢀࢆ༑ศㄝ࡛᫂ࡁ࡞ࡗࡓࠋ⥲⌮ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᐁ㑰ࡢᨻ
ᐙࡣࠊᮏ᮶ࠊึືᑐᛂࢆᢸ࠺༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡀᆅ㟈࣭ὠἼࡢᑐᛂ࡛ᡭ࠸ࡗࡥ࠸⪃
࠼ࠊᐁ㑰㝵ࡢ⥲⌮ᇳົᐊ➼ࢆᣐⅬࠊᛴ㐍ᒎࡍࡿᨾࡢᑐᛂࢆ⮬ࡽᑟࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸
ࡗࡓࠋ
ᐁ㑰㝵ࡣࠊಖᏳ㝔ᖿ㒊ࠊᏳጤဨጤဨ㛗ࠊᮾ㟁㛵ಀ⪅ࡽࡀຓゝ⪅ࡋ࡚㞟ࡵࡽࢀࡓ
ࡀࠊࡇࢀࡽࡢ㛵ಀ⪅ࡣᐁ㑰ᨻᐙࡢㄝ᫂せồࢆ‶ࡓࡏࡎࠊᐁ㑰ᨻᐙࡓࡕࡣಙឤࢆເࡽ
ࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡢྕᶵࡢ⇿Ⓨࢆዎᶵࡇࡢಙឤࡣ㡬Ⅼ㐩ࡋࠊᐁ㑰ᨻᐙࡀ๓㠃
❧ࡘᨾᑐᛂࡢయไࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ᐁ㑰㝵ࡣࠊ࣋ࣥࢺࡸᾏỈὀධࡘ࠸࡚ࠊᮾ㟁ࡣࡌࡵ㛵ಀ⪅ࡀᐇࢆྜពࡋࠊᑐᛂࡋ࡚࠸
ࡿࡶࢃࡽࡎࠊࡑࡢሗࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲධࡋࠊΰࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋ᪥᪩ᮅ
ࡣࠊሗ㊊ࡢ↔ࡾࡽࠊ⥲⌮ࡀ⌧ᆅどᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋྕᶵࡢ≧ἣࡢᝏࢆཷࡅࡓᮾ
㟁ࡼࡿ⌧ሙࡽࡢ㏥㑊ࡢ⏦ࡋධࢀᑐࡋ࡚ࡣࠊ⥲⌮ࡀᮾ㟁♫㛗ࢆᐁ㑰ࡧฟࡋ࡚ࡇࢀ
ࢆᣄ⤯ࡋࠊࡑࡢᚋࠊᮾ㟁ᮏᗑᨻᗓ࣭ᮾ㟁ࡢ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾᑐ⟇⤫ྜᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉ
ࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛ᐁ㑰ࡣࠊᏳጤဨ௨እࡽࡶຓゝࢆཷࡅࡼ࠺ࠊཎᏊຊࡢᑓ㛛ᐙࡽᡂ
ࡿຓゝࢳ࣮࣒ࡢ❧ࡕୖࡆࡸࠊ⥲⌮ࡢಶேⓗ࡞ே⬦࡛ཧࡢ㉳⏝࡞ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡀ
࠺ᨾᑐᛂ⏕ࡉࢀࡓࡢࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㑊㞴༊ᇦࡢỴᐃࡶᐁ㑰㝵ࡀᑟࡋࡓࠋᮏ᮶ࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡢసᡂࢆᢸ࠺ࡁཎᏊຊ⅏ᐖ⌧
ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀᶵ⬟ࡏࡎࠊཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁࡢᑐᛂࡶ㐜ࢀࡿ୰࡛ࠊᐁ㑰㝵ࡽ㑊
㞴ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊ㑊㞴༊ᇦࡢỴᐃࡢ᰿ᣐࡣஈࡋࡃࠊᨻᗓෆྛᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡀ
㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠊ㑊㞴ࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢ᳨ウࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠊఫẸࡢㄝ᫂ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡞ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊ⌧ሙΰࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ
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㸱㸱㸯 ᐁ㑰ࡢึືᑐᛂ
࡚ࡢᨾᑐᛂࡢ๓ᥦ࡞ࡿ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࡀࠊᮾ㟁ࡽࡢཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢ㏻ሗ
ࡽ㛫ࡶ㐜ࢀ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊᮏ᮶ࠊึືᑐᛂࢆᢸ࠺༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡀᆅ㟈࣭
ὠἼࡢᑐᛂ࡛ᡭ୍ᮼ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࠊᐁ㑰㝵ࡢ⥲⌮ᇳົᐊ➼ࢆᣐⅬࠊᛴ㏿㐍ᒎࡍࡿ㇟
ࡢᑐᛂࢆ⮬ࡽᑟࡋ࡚㐍ࡵࠊᨾᑐᛂࡢ๓㠃❧ࡘయไࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ

㸯㸧⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟ
⥭ᛴែᐉゝⓎฟࡣࠊཎ⅏ἲୖࠊཎ⅏ᮏ㒊タ⨨ࡢ๓ᥦ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⥭ᛴែᐉゝⓎฟ
ࡢ㐜ࢀࡣࠊࡑࡢᚋࡢཎ⅏ᮏ㒊ࡼࡿᨾᑐᛂ࡚ࡢ㐜ࢀࡘ࡞ࡀࡿࠋ
ࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡼࡿ⥭ᛴែᐉゝୖ⏦ᑐࡋ࡚ࠊⳢ⥲⌮ࡀᢏ⾡ⓗ࡞
ཎᅉࡸἲⓗᡭ⥆ࡁ࡞ࡇࡔࢃࡾࠊ⥭ᛴែᐉゝⓎฟࢆᢎࡋ࡞࠸ࡲࡲඪ㤳ㄯࡢࡓࡵᖍ
ࢆእࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ᭶᪥ศᮾ㟁ࡽཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢ㏻ሗࢆཷࡅ࡚ࡽ
㛫௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡓศ࡞ࡗ࡚ࠊࡼ࠺ࡸࡃ⥭ᛴែᐉゝࡀⓎฟࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡢಖᏳ㝔
ࡼࡿゎᯒ⤖ᯝࡼࢀࡤࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࡛ࡣࠊࡈࢁࡣ⅔ᚰᦆയࡀጞࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ࡈࢁࡣཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࡢ◚ᦆࡲ࡛⮳ࡗ࡚࠸ࡓࠋᮏᨾࡢ㐍ᒎࡢ᪩ࡉࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊ
ཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢ㏻ሗࡽ⥭ᛴែᐉゝⓎฟࡲ࡛ࡢ㛫ᙉࡀᨾᑐᛂ࠼ࡓᙳ㡪ࡀ㠀
ᖖࡁࡗࡓࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ


D㛫ࢆせࡋࡓཎᏊຊ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟ
᭶᪥ศࠊᮾ㟁ࡽཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢ㏻ሗࢆཷࡅࠊಖᏳ㝔ࡣࠊ⥭ᛴែᐉゝ
ࡢୖ⏦‽ഛࢆ⾜࠸ࠊศࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡀࠊ⥭ᛴែᐉゝⓎฟࡘ࠸࡚Ⳣ⥲⌮ࡢゎ
ࢆᚓࡿࡓࡵࠊ⥭ᛴែᐉゝୖ⏦ࢆᦠ࠼࡚ᐁ㑰ࢆゼࢀࡓࠋ
Ⳣ⥲⌮ࡣࠊࠕᮏᙜ㒊ⴠࡕࡓࡢࠖࠊࠕணഛࡢࣂࢵࢸ࣮ࣜࡀ࠶ࡿࡣࡎࡔࠖ࡞ࠊ⥭ᛴ
ែᐉゝࡢⓎฟཎ⅏ᮏ㒊ࡢ㏿ࡸ࡞タ⨨ࡢᚲせᛶࡼࡾࡶࠊ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ែ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࡢ࠸࠺ᢏ⾡ⓗ࡞ほⅬࡸࠊἲ௧ୖࡢᘓ࡚ࡅ㛵ࡍࡿ㉁ၥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࠕ࡞ࡐࡇࢇ࡞ࡇ࡞ࡗࡓࡢࠖࠊࠕᮏᙜ࡚ࡢྍ⬟ᛶࡀ࡞࠸ࡢࠖ⧞ࡾ㏉ࡋ㉁ၥࡋࠊ
ࠕࡇࢀࡣኚ࡞ࡇࡔࡼࠖⓎゝࡋ࡚ࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡸಖᏳ㝔ᖿ㒊ࡽ୕ࢃࡓࡾࠊ
ࠕ⥲
⌮ࠊࡇࢀࡣἲᚊᇶ࡙࠸࡚ࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࠖࠊࠕ⥭ᛴែᐉゝࢆฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠖ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࢆせㄳࡉࢀ࡚ࡶࠊࡇࢀࢆゎࡋࡼ࠺ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ
ศ࡞ࡿࠊⳢ⥲⌮ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㔝ඪඪ㤳ㄯฟᖍࡍࡿࡓࡵࠊୖ⏦ᡭ⥆ࡁࡣ࠸
ࡗࡓࢇ୰᩿ࡉࢀࡓࠋ⤖ᒁࠊ⥭ᛴែᐉゝࡀⓎฟࡉࢀࡓࡢࡣࠊⳢ⥲⌮ࡀ㔝ඪඪ㤳ㄯࡽᡠ
ࡗࡓᚋศ࡞ࡗ࡚ࡢࡇࡔࡗࡓࠋ
Ⳣ⥲⌮ែࡢ῝้ࡉᑐࡍࡿㄆ㆑ࡸ༴ᶵឤࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡶ




 ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾಀࡿ ྕᶵࠊ ྕᶵཬࡧ ྕᶵࡢ⅔ᚰࡢ≧ែ㛵ࡍࡿホ౯
ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥㸧
 KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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せ䛺ሗఏ㐩䚸ពᛮỴᐃ䛾ὶ䜜 䠉 ⥭ᛴែᐉゝ䛾Ⓨฟ
ሗఏ㐩䚸ពᛮỴᐃ䛾⤒㊰
㛫㍈
㻟㻛㻝㻝
㻝㻠㻦㻜㻜

ᨾ䛾㐍ᒎ
㻝㻠㻦㻠㻢
ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈Ⓨ⏕

㻝㻡㻦㻟㻣㻙㻠㻝 㻝䡚㻠ྕᶵ
ὶ㟁※႙ኻ

㻝㻢㻦㻟㻢 㻝䚸㻞ྕᶵ
ཎᏊ⅔Ỉ䜢☜ㄆ䛷䛝䛪䚸ὀỈ
≧ἣ䛜᫂䛻

ಖᏳ㝔
㻱㻾㻯

ᮾி㟁ຊ

ᐁ㑰㻡㝵

➨㻟㠀ᖖែໃ䜢⮬ືⓎ௧
㻝㻡㻦㻜㻢
㠀ᖖ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䜢ᮏᗑ䛻
タ⨨

㻝㻡㻦㻠㻞
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ䛻䛚䛔䛶ཎ⅏ἲ
➨㻝㻜᮲䛻ᐃ䜑䜛㇟䛜⏕䛨䛯᪨
䛾㏻ሗ䜢㻲㻭㼄㏦ಙ

㻝㻢㻦㻠㻡
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ䛻䛚䛔䛶ཎ⅏ἲ
➨㻝㻡᮲䛻ᐃ䜑䜛㇟䛜⏕䛨䛯᪨
䛾㏻ሗ䜢㻲㻭㼄㏦ಙ

㻝㻢㻦㻠㻡
⥭ᛴែᐉゝⓎฟ䛾‽ഛ䜢
㛤ጞ

㻝㻣㻦㻟㻡
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧䚸
⥭ᛴែᐉゝ䛾Ⓨฟ䜢ᢎ

㻝㻣㻦㻠㻞
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧䚸
⥭ᛴែᐉゝ䛾䜢ᦠ䛘䛶ᐁ㑰
䛻฿╔䚸Ⳣ⥲⌮䜈Ⓨฟ䛾ᢎ䜢
ồ䜑䜛
Ⳣ⥲⌮䚸ᨾཎᅉ䜢⧞䜚㏉䛧ᑜ
䛽䜛➼䛧䚸⥭ᛴែᐉゝ䛾Ⓨฟ
䜢ᢎ䛫䛪

㻝㻤㻦㻜㻜
㻝㻤㻦㻝㻞
Ⳣ⥲⌮䚸㔝ඪඪ㤳ㄯ
ฟᖍ䛾䛯䜑⥲⌮ᇳົᐊ䜢㞳䜜䜛

㻝㻤㻦㻡㻜䛤䜝
Ⳣ⥲⌮䚸⥲⌮ᇳົᐊ䛻ᡠ䜚ᗘ
ㄝ᫂䜢ཷ䛡䜛

㻝㻥㻦㻜㻟
Ⳣ⥲⌮䚸⥭ᛴែᐉゝ䜢Ⓨฟ

㻝㻥㻦㻠㻡
ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁ䚸⥭ᛴែᐉゝ䛜
グ⪅ぢ䛷Ⓨ⾲
Ⓨฟ䛥䜜䛯᪨䜢グ

ฟ㻦㻌㻌㛵ಀ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䚸ᮾி㟁ຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩䚸ᨻᗓᨾㄪᰝጤဨሗ࿌᭩

ᅗ㸱㸱㸯㸰 せ࡞ሗఏ㐩ࠊពᛮỴᐃࡢὶࢀ㸫⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟ
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ࢃࡽࡎࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊࡍࡄᅇ⟅ࢆᚓࡿࡇࡢᅔ㞴࡞ࠊᨾࡢⓎ⏕ཎᅉࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᑜࡡࡓࡾࠊ
㔝ඪඪ㤳ㄯࡢฟᖍࢆඃඛࡉࡏ࡚ࠊࠕኚ࡞ࡇࠖࡢึືᑐᛂࡢ➃⥴࡞ࡿࡣࡎࡢ⥭ᛴ
ែᐉゝⓎฟࡢゎࢆᚋᅇࡋࡋࡓࠋ
ཎ⅏ἲ➨᮲ࡼࢀࡤࠊ⥲⌮⮧ࡣࠊົ⮧ࡽཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢⓎ⏕ࡢሗ࿌ࢆཷ
ࡅࡓሙྜࠊ┤ࡕ⥭ᛴែᐉゝࢆⓎࡋࠊ⥭ᛴែᛂᛴᑐ⟇ࢆᐇࡍࡁ༊ᇦ➼ࢆබ♧ࡍࡿࡼ
࠺ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖ࠾࠸࡚ࡣࠊ⥭ᛴఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆྲྀࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࡣࠊཎ⅏ἲࡢつᐃୖࠊཎ⅏ᮏ㒊ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ
㒊ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡢタ⨨ࡢ๓ᥦࡋ࡚ᚲせ࡛࠶ࡾࠊᨻᗓࡼࡿᨾᑐᛂࢆ㛤ጞࡍࡿୖ࡛
ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࡶࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊົ⮧࡛࠶ࡿᾏỤ⏣⤒⏘⮧
ࡽ⥭ᛴែᐉゝⓎฟࡢୖ⏦ࢆཷࡅࡓᚋࠊ┤ࡕྠᐉゝࢆⓎฟࡍࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࡀ㐜ࢀࡓࡢࡣࠊୖ㏙ࡢཎ⅏ἲࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊ
Ⳣ⥲⌮ㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊⳢ⥲⌮ࡑࡢ▱㆑ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠊⱝࡋࡃࡣά⏝ྍ⬟࡞▱
㆑࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⮬㌟ࡢ༴ᶵឤࢆ⮬ᕫࡢᙺ༶ࡋࡓ⾜ືࡘ࡞ࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁ
࡞ࡗࡓࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㛫ࠊୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࡛ࡣࠊ
ࡈࢁࡣ⅔ᚰᦆയࡀጞࡲࡾࠊ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊ㟁※႙ኻࡼࡗ࡚ィჾ㢮ࡸ㏻ಙᶵჾ➼ࡢከࡃ
ࡀ⏝⬟࡞ࡿ୰ࠊ≧ἣᢕᥱᨾࡢ᮰ྥࡅࡓᚲṚࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ
ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊ⥭ᛴែᐉゝࢆ┤ࡕⓎฟࡋ࡞ࡗࡓⳢ⥲⌮ࡢព㆑⌧ሙࡢព㆑ࡢ࠸㞳
ࡣࡁࡗࡓ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
⤖ᯝࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࠾࠸࡚ࡣࠊᴗ⪅ࡽࡢཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ
㇟ࡢ㏻ሗࡽศࡽศ⛬ᗘ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࡀᖜ㐜ࢀࠊࡑࡢᚋࡢ
㑊㞴ᣦ♧➼ࡢᐇࡀ㐜ࢀࡿཎᅉࡢ୍ࡘ࡞ࡗࡓࠋ

E⥲⌮ࢆㄝᚓࡋᚓ࡞ࡗࡓ⥲⌮࿘㎶
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡀⳢ⥲⌮ࡢୖ⏦㉱࠸ࡓⅬ࡛ࠊಖᏳ㝔࡛ࡣࠊᮏᨾࡀཎ⅏ἲ᮲ヱ
ᙜࡍࡿࡇࢆ᳨ウࠊ☜ㄆ῭ࡳ࡛࠶ࡾࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡶ☜ㄆ῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊⳢ⥲⌮
ࡀ㔝ඪඪ㤳ㄯฟᖍࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࠊᐁ㑰࡛ࡣࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࢆ୰ᚰࠊཎ⅏ἲ᮲ࡢヱ
ᙜᛶ➼ࡘ࠸࡚ࠊἲ௧ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࡽࠊⳢ⥲⌮ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢሙ࠸ࡓಖᏳ㝔ࡢ㈐௵⪅ࡽ࠾࠸࡚ࡶࠊ⥭
ᛴែᐉゝⓎฟ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࡸࠊ⥭ᛴែ࠾࠸࡚࡞ࡍࡁࡇࡢඃඛ㡰ࡅࡀ
ᩚ⌮࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡗࡓㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

㸰㸧ᐁ㑰ᑟࡼࡿᨾᑐᛂయไ

Dᐁ㑰ᨻᐙࡼࡿᑐᛂᣐⅬࡢᙧᡂ
ᮏᨾࡣࠊⓎ⏕ᙜึࡽࠊ」ᩘࡢཎᏊ⅔࡛ྠᐃእࡢ㏿ࡉ࡛༴ᶵࡀ㐍⾜ࡋࡓࠋつᶍࠊ
」㞧ࡉࠊࢫࣆ࣮ࢻࡢ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶࠊ㐣ཤࡢ㜵⅏カ⦎࡛ࡣᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ
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ࡓࠋࡲࡓࠊᨻᗓࡣࠊᆅ㟈ࡸὠἼࡼࡾᴟࡵ࡚ᗈ⠊ᅖ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ⏒࡞⿕ᐖࡢᑐ⟇
࠸࠺ࡁ࡞ㄢ㢟ࡶᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊṇ㠃࠾࠸࡚ᅔ㞴࡞ᑐᛂࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ୍้ࡢ⊰ணࡶチࡉࢀ࡞࠸༴ᶵⓗ࡞≧ἣࢆཷࡅࠊᐁ㑰ᨻᐙࡢ㛫࡛ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎ
Ⓨࡘ࠸࡚ࠊࠕ୍య࠸ࡘ⇿Ⓨࡍࡿࡢࠋ࠸ࡘ࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥࡀጞࡲࡿࡢࠋ┠ࡢ๓࡛㢼⯪ࡀ
ࢇࢇ⭾ࡽࢇ࡛࠸ࡃࡼ࠺࡞ឤぬࠖࡀᗈࡀࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᙉ࠸༴ᶵឤࢆᣢࡘᐁ㑰ᨻᐙࡢ┠
ࡣࠊᮏᨾࡢึືᑐᛂࢆᢸ࠺ᐁ㑰ࡢ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡢᑐ⟇࡛ࠕࡶ࠺ᡭ
୍ᮼ࡞≧ែࠖᫎࡗࡓࠋᑡ࡞ࡃࡶࠊᐁ㑰ᨻᐙࡗ࡚ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊከᩘࡢせ
ဨࡀ࠾ࡾࠊ㛫᩿࡞ࡃ㟁ヰࡀ㬆ࡾ㡪ࡃᐇ㦁↛ࡋࡓሙᡤ࡛ࠊࠕཎⓎࡀࡇࡢඛ࠺࡞ࡿ
㠀ᖖࢭࣥࢩࢸࣈ࡞㆟ㄽࠖࡸࠕ≀ࢆỴࡵࡿࠖሙ࡛ࡣ࡞࠸ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰㝵ࡢ⊃࠸ࢫ࣮࣌ࢫࡸࠊᐁ㑰㝵ࡢ⥲⌮ᇳົᐊ࿘㎶㝈ࡽ
ࢀࡓேဨࡀ㞟ࡲࡾࠊᨾᑐᛂࡢ᪉㔪ࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡗࡓࠋⳢ⥲⌮ࠊᾏỤ⏣⤒⏘
⮧ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁ➼ࡢ㛵ಀ㛶ࠊ⥲⌮⿵బᐁ࣭⥲⌮⛎᭩ᐁ➼ࡢᐁ㑰ᖿ㒊ࢫࢱࢵࣇࠊಖᏳ㝔ࡢ
ᖿ㒊ࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࠊṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࢆࡣࡌࡵࡍࡿᮾ㟁ᖿ㒊ࡽࡀࠊᐁᶵᵓࡣᐇୖศ᩿ࡉ
ࢀࡓ≧ែ࡛ࠊ㝈ࡽࢀࡓࣉࣛࣥࢺሗ➼ࢆᇶࠊ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࢆࡣࡌࡵࡍࡿᨾᑐ⟇ࢆᐇ
㉁ⓗỴᐃࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ

EཎᏊຊᑓ㛛ᐙᑐࡍࡿಙឤ
⥭ᛴែᐉゝⓎฟ㛵ࡍࡿ༠㆟㝿ࡋࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊࠕࡇ࠺࠸࠺ሙྜࡤ࡞ࡁࡷ࠸ࡅ࡞࠸
ேࢆ࡚ࠖࠕᢏ⾡ࡢศࡿே㛫ࢆࠖᣦ♧ࡋࠊಖᏳ㝔ᖿ㒊ࡸ⌜┠ጤဨ㛗ࠊᮾ㟁㛵ಀ
⪅ࡽࡀࠊᐁ㑰ᨻᐙᑐࡍࡿㄝ᫂⪅ࠊⱝࡋࡃࡣࢻࣂࢨ࣮ࡋ࡚ᛴࡁࡻᐁ㑰㞟ࡵࡽࢀࡿ
ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
Ⳣ⥲⌮ࢆ୰ᚰࡋࡓᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊಖᏳ㝔ࡢᖿ㒊ࡽᑐࡋ࡚ཎⓎࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞ᢏ
⾡ⓗㄝ᫂ࢆせồࡋࡓࡀࠊࡑࡢせồࡣ‶ࡓࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋᮏᨾⓎ⏕┤ᚋ⥲⌮ᇳົᐊࡤ
ࢀࡓᑎᆏಖᏳ㝔㛗ࡣࠊࡑࡢሙ࠶ࡿᅗ㠃➼ࡢ㈨ᩱࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊⳢ⥲⌮ࡽࡢ
ࠕ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝࡣࡇ⨨࠸࡚࠸ࡓࡢࠖࠕ࡞ࡐὶࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࠖ࡞࠸ࡗࡓ
ᢏ⾡ⓗᑓ㛛ⓗ࡞㉁ၥ༑ศ⟅࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ᐁ㑰㝵㞟ࡲࡗࡓ㛵ಀ⪅ࡢ┠ࡣࠊࠕ୍⏕ᠱ⟅࠼࡚ࡣ࠸ࡓࠖᫎࡗࡓ⌜┠ጤဨ㛗ࡣ
ࡶࡃࠊ≉ಖᏳ㝔㛵ಀ⪅ࢆ୰ᚰࡋࡓཎᏊຊࡢᑓ㛛ᐙࡓࡕࡣࠊఱࢆ⪺ࢀ࡚ࡶࠕࡩࡷࡩ
ࡷࡋ⟅࠼࡞࠸࠸࠺≧ែ࡛ࠖࠊࠕḟఱࢆࡍࡁࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡞ᥦࡣ୍ษ࡞ࡃࠊ
ࠕࡲࡿ࡛ᐟ㢟ࢆࡸࡗ࡚ࡇ࡞࠸⏕ᚐࡢࡼ࠺⥲⌮ࡽ┠ࢆྜࢃࡏ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࠖࡼ࠺
ᫎࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᨻᗓෆࡢཎᏊຊᑓ㛛ᐙࡓࡕᑐࡍࡿᐁ㑰ᨻᐙࡢಙឤࡣᚎࠎⰍ⃰ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡗࡓࠋ⌜┠ጤဨ㛗ࡀࠕ㉳ࡁ࡞࠸᩿ࠖゝࡋ࡚࠸ࡓ⇿Ⓨࡀ᪥ศྕᶵ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ
ࡇࢆዎᶵࠊᐁ㑰ᨻᐙ࠾ࡅࡿᨻᗓෆࡢཎᏊຊᑓ㛛ᐙᑐࡍࡿಙឤࡣ㡬Ⅼ㐩ࡋࠊᐁ
㑰ᨻᐙࡀ๓㠃❧ࡘᮏᨾࡢᑐᛂయไࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
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㸱㸱㸰 ᐁ㑰ࡼࡿලయⓗ࡞ᨾᑐᛂ
ᐁ㑰㝵ࡣࠊ࣋ࣥࢺࡸᾏỈὀධࢆࡣࡌࡵࡍࡿᨾᑐᛂࠊ༑ศ࡞ሗࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲ
ධࡋࠊΰࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋྕᶵࡢ≧ἣࡢᝏࢆཷࡅࡓᮾ㟁ࡼࡿ⌧ሙࡽࡢ㏥㑊ࡢ⏦ࡋ
ධࢀࢆᶵࠊⳢ⥲⌮ࡣΎỈ♫㛗ࢆᐁ㑰ࡧฟࡋ࡚ࡇࢀࢆᣄ⤯ࡋࠊࡑࡢᚋࠊᮾ㟁ᮏᗑᨻᗓ࣭
ᮾ㟁ࡢ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾᑐ⟇⤫ྜᮏ㒊㸦௨ୗࠕ⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࠖ࠸࠺㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡇ
࡞ࡗࡓࠋ

㸯㸧࣋ࣥࢺ
ᮏᨾ࠾࠸࡚ࠊ࣋ࣥࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡢㄆ㆑ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࠊᏳጤဨࠊ
ᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊ࠊⓎ㟁ᡤᑐ⟇ᮏ㒊࡞ࡢ㛵ಀྛᶵ㛵୍࡛⮴ࡋࠊᐇࡘ࠸࡚ゎࡀᚓࡽࢀࠊ⌧ࠊ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎෆ࡛ࡣ࣋ࣥࢺᐇྥࡅ࡚సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊᾏỤ⏣⤒⏘
⮧ࡽࠊཎᏊ⅔➼つไἲ➨᮲➨㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡃ࣋ࣥࢺࡢᐇ௧ࡀⓎฟࡉࢀࡓࠋ
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊ୍ᗘࡣᐇࡀᢎࡉࢀࡓ࣋ࣥࢺࡀ࠸ࡘࡲ࡛ࡶᐇࡉࢀ࡞࠸ࡇࡽࠊᮾ
㟁ࡢ࣋ࣥࢺᐇᑐࡍࡿጼໃᛕࠊಙឤࢆᢪࡃࡶࠊẸ㛫ᴗ࡛࠶ࡿᮾ㟁ࡀ⏕ࡢ༴
㝤ࢆక࠺సᴗࢆ⌧ሙࡌࡿᙜࡓࡾࠊ௧ࢆฟࡍࡇ࡛ᅜࡀᚋᢲࡋࢆࡋ࡚ࠊᮾ㟁⤒Ⴀ⪅ࡢ㈐
௵ࢆ⫪௦ࢃࡾࡋࡼ࠺⪃࠼ࡓࠊㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾ㟁ࡀ࣋ࣥࢺᐇྥࡅࡓసᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡇࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢࡇࡀ⤒⏘┬ࡢࢺࢵࣉ࡛࠶ࡿᾏỤ⏣⤒⏘
⮧ࡲ࡛ఏ࠼ࡽࢀࡓ࠸࠺ᐇࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᐁ㑰㝵ࡀ⌧ሙࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ
࠼࡞࠸ࡲࡲᨾᑐᛂ㛵ࡍࡿ࠸࠺ΰࡀ⏕ࡌࡓࠋ
⌜┠ጤဨ㛗ࡣࠊ᭶᪥ࡈࢁࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚┤ὶ㟁※ࡶኻࢃࢀࡓ▱ࡾࠊࠕᅽ
ຊࢆୗࡆ࡚ࠊỈࢆࡪࡕ㎸ࢇ࡛ࠊ࣋ࣥࢺࡍࡿࡋ࡞࠸ࠖ⪃࠼ࠊࠕ᪩ࡃ࣋ࣥࢺࢆࠖᮾ㟁ಁࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㐜ࡃࡶ᭶᪥ศࡈࢁࡣࠊᐁ㑰㝵࠾࠸࡚ࡶ࣋ࣥࢺࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᮾ㟁ཬࡧ⌜┠ጤဨ㛗ࡀࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ྠᖍࡢࡶࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵྕᶵࡢ࣋ࣥࢺ
ࡢᚲせᛶࢆⳢ⥲⌮ㄝ᫂ࡋࠊᐇࡢゎࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊศࡣࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧
ᑠ᳃ᖖົࡀඹྠグ⪅ぢࢆ⾜ࡗ࡚ࠊ࣋ࣥࢺᐇࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ
ࡇࢁࡀணᐃ้ࢆ㐣ࡂ࡚ࡶ࣋ࣥࢺࡀᐇࡉࢀࡎࠊᐁ㑰㝵࡛ࡣࠊࠕ࡞ࡐࠖ࠸࠺ኌࡀࡁ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ࣋ࣥࢺࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࠊᨺᑕ⥺㔞ࡢୖ᪼ࡍࡿࣉࣛࣥࢺෆ࡛ᡭື
ࡼࡿసᴗࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠊ࠸ࡗࡓㄝ᫂ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊᐁ㑰㝵࡛ࡣࠊࡑࡢ┿ࡢ⌮⏤ࡀே
Ⅽⓗ࡞ࡶࡢ࡞ࡢࠊసᴗୖࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡢࠊṇ☜ᢕᥱ࡛ࡁࡎࠊ୰ࡣࠊᮾ㟁ࡀ࣋ࣥ
ࢺࡢᐇ㌋㌉ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ឤࡌࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

せ䛺ሗఏ㐩䚸ពᛮỴᐃ䛾ὶ䜜 䠉 䝧䞁䝖
ሗఏ㐩䚸ពᛮỴᐃ䛾⤒㊰
㛫㍈
㻟㻛㻝㻝
㻝㻠㻦㻜㻜

ᨾ䛾㐍ᒎ

㻝㻠㻦㻠㻢
ᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈
Ⓨ⏕

㻝㻡㻦㻟㻣 㻝ྕᶵ
ὶ㟁※႙ኻ

ᮾி㟁ຊ
Ⓨ㟁ᡤ

ᮏᗑ

➨㻟㠀ᖖែໃ䜢⮬ືⓎ௧

㻝㻡㻦㻜㻢
㠀ᖖ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊䜢ᮏᗑ
䛻タ⨨

ಖᏳ㝔
㻱㻾㻯

ᐁ㑰㻡㝵

㻝㻢㻦㻟㻢 㻝ྕᶵ
୰ኸไᚚᐊ䛻䛚䛔䛶䝧䞁
䝖䛾᧯సᡭ㡰䛾☜ㄆ㛤ጞ

㻟㻛㻝㻞
㻜㻦㻜㻢 㻝ྕᶵ
ྜྷ⏣ᡤ㛗䚸᱁⣡ᐜჾ䝧䞁
䝖䛾‽ഛ䜢ᣦ♧

㻝㻦㻟㻜
Ⳣ⥲⌮䚸ᾏỤ⏣⤒⏘⮧
䛜䚸Ṋ㯮䝣䜵䝻䞊䚸⌜┠ጤ
ဨ㛗䚸ᖹᒸḟ㛗䜙䛾ㄝ᫂
䛷䝧䞁䝖䜢ゎ

ᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊䚸Ⓨ㟁ᡤᑐ⟇ᮏ㒊䜈㻟䛾ぢᚋ䛻䝧䞁
䝖䜢ᐇ䛩䜛᪨ᣦ♧

㻜㻟㻦㻜㻜

㻟䛻Ⓨ⾲䛧䝧䞁䝖䜢ᐇ
䛩䜛᪨Ỵᐃ

㻟㻦㻜㻢 ඹྠグ⪅ぢ
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧䚸ᑎᆏ㝔㛗ཬ䜃ᑠ᳃ᖖົ䚸䝧䞁䝖䜢ᐇ
䛩䜛᪨䜢グ⪅ぢ䛷Ⓨ⾲
ಖᏳ㝔䚸ᮾ㟁䛛䜙䝧䞁䝖
సᴗ䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢ᢕᥱ
䛩䜛䛜䚸ᐁ㑰䛻䛿ఏ䛘䛪

㻟㻦㻟㻜䛤䜝䜢䜑䛹䠛 㻝ྕᶵ
䝧䞁䝖ணᐃ䜒ᐇ䛷䛝䛪

㽢

㻜㻢㻦㻜㻜
㻢䠖㻟㻟
䠄⇃⏫䛛䜙㒔㊰᪉㠃䜈
㑊㞴⛣ື䜢᳨ウ䠅

㻜㻥㻦㻜㻜

㻝㻡㻦㻜㻜

㻥㻦㻜㻜䛤䜝䜢䜑䛹䠛 㻝ྕᶵ
䝧䞁䝖ணᐃ䜒ᐇ䛷䛝䛪

㻝㻠㻦㻟㻜 㻝ྕᶵ
䝧䞁䝖ᡂຌ

㻢㻦㻡㻜
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧䚸ཎᏊ⅔
➼つไἲ➨㻢㻠᮲➨㻟㡯䛻
ᇶ䛵䛝䚸䝧䞁䝖ᐇ䜢
௧

㻣㻦㻝㻝
Ⳣ⥲⌮䚸⚟ᓥ➨୍ཎⓎ䛷
ྜྷ⏣ᡤ㛗䜙䛸㠃䚸䝧䞁䝖
䛾ᮍᐇ䛻䛴䛔䛶⌮⏤䜢
ၥ䛔䛯䛰䛩
ྜྷ⏣ᡤ㛗䚸㻥䛤䜝䜢䜑䛹
䛻䝧䞁䝖䜢ᐇ䛾᪨ሗ࿌
㻤㻦㻜㻠
Ⳣ⥲⌮䚸⚟ᓥ➨୍ཎⓎ䜢
ฟⓎ
㻤㻦㻞㻣
⇃⏫䛾୍㒊䛜㑊㞴䛷䛝
䛶䛔䛺䛔䛸䛾ሗ䜢☜ㄆ

㻟䡚㻠䛤䜝
䝧䞁䝖సᴗ䛾㐍ᤖ≧ἣ䛜
ఏ䜟䜙䛪
䝧䞁䝖䛜ᐇ䛥䜜䛪䛔䜙
❧䛱
㻠㻦㻝㻜
Ⳣ⥲⌮䚸⚟ᓥ➨୍ཎⓎど
ᐹ䜢Ỵᐃ
㻢㻦㻝㻡
Ⳣ⥲⌮䚸⌜┠ጤဨ㛗䜙䛸
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ䜈ฟⓎ

㻤㻦㻟㻣
㑊㞴≧ἣ䜢☜ㄆ䛾ୖ䚸㻥
䛤䜝䛾䝧䞁䝖ᐇணᐃ
䜢⚟ᓥ┴䜈㐃⤡

㻝㻡㻦㻞㻜
ྜྷ⏣ᡤ㛗䛛䜙ಖᏳ㝔➼㛵ಀᶵ㛵䛻ᑐ䛧䛶䚸㻝ྕᶵ䛾䝧䞁䝖䛻䜘䛳䛶ᨺᑕᛶ≀㉁䛜ᨺ
ฟ䛥䜜䛯䛣䛸䛜㻲㻭㼄䛷ሗ࿌䛥䜜䜛

㻝㻡㻦㻟㻢 㻝ྕᶵ
ཎᏊ⅔ᘓᒇ䛜Ỉ⣲⇿Ⓨ

ฟ㻦㻌㻌㛵ಀ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䚸ᮾி㟁ຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩䚸ᨻᗓᨾㄪᰝጤဨሗ࿌᭩


ᅗ㸱㸱㸰㸯 せ࡞ሗఏ㐩ࠊពᛮỴᐃࡢὶࢀ㸫࣋ࣥࢺ
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࡞࠾ࠊࡇࡢࡁࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ࡛ࡣࠊ࣋ࣥࢺࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ✵Ẽసືᘚ㏆ࡢᨺᑕ⥺㔞ࡀ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࣋ࣥࢺᐇ㛫ࢆせࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡢ⌧ሙࡢ≧ἣࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᢕᥱࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡋࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊᐁ㑰㝵ࡣᮾ㟁㛵ಀ⪅ࡀ࠸ࡿࡽࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ≧ἣࢆ
⮬ศࡓࡕྠ➼ࠊⱝࡋࡃࡣࡑࢀ௨ୖඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ࣋ࣥࢺࡀ
ᐇࡉࢀ࡞࠸⌮⏤ࡘ࠸࡚ၥࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓᐁ㑰㝵ࠊᙜヱ≧ἣࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ



㸰㸧⌧ᆅどᐹ
ୖグࡢࡼ࠺࣋ࣥࢺᐇࡘ࠸࡚ᐁ㑰㝵↔ࡾࡀᗈࡀࡿ୰ࠊ᪥ศࠊⳢ⥲⌮ࢆࡣࡌࡵ
ࡍࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢどᐹྥࡗࡓࠋ
ฟⓎᙜࡓࡗ࡚ࠊⳢ⥲⌮ࡀ⌧ᆅどᐹࡢពྥࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⪺࠸ࡓᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊⳢ⥲⌮
ᑐࡋࠕ⥲⌮ࡀ⾜ࡗࡓࡽ㑧㨱࡞ࡗࡓࢇࡌࡷ࡞࠸ࡢ࠸࠺ࠊᚲࡎ୰യⓗࠊឤⓗ࡞ᨻⓗᢈุ
ࡣචࢀࡲࡏࢇࠋ࡛ࡍࡽࡑ࠺࠸࠺ほⅬࡽࡣ࡚ࡶ࠾່ࡵ࡛ࡁࡲࡏࢇࠖ࠸࠺㊃᪨ࡢ㐍ゝࢆࡋࠊ
ࡲࡓࠊᑎ⏣⿵బᐁࡶࠊⳢ⥲⌮ࡽ⌧ᆅどᐹࡘ࠸࡚ពぢࢆồࡵࡽࢀࡓ㝿ࠊࠕᐁ㑰ࡢୖ࣊ࣜ
ࢥࣉࢱ࣮ࡶṆࡲࡗ࡚࠸ࡿࡽࠊ⾜ࡃ࠸࠺ࡇࡀ༑ศ࣐ࢫࢥ࣑▱ࡽࢀࡓ୰࡛ࠊࡸࡗࡥࡾࡸࡵ
ࡿ࠸࠺ࡇ⮬యࡀᣢࡘࣥࣃࢡࢺ࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡇࢆྵࡵࡓୖ࡛
ࡈุ᩿ࡉࢀࡓ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠖⓎゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡗࡶࠊࡇࢀࡽࡢⓎゝࡣࠊᨻᐙࡋ
࡚ࡢホ౯ࢆ㓄៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏᨾᑐᛂࡢ᭱㧗㈐௵⪅࡛࠶ࡾࠊᣦ⪅࡛࠶ࡿⳢ⥲⌮ࡀᐁ
㑰ࢆ㞳ࢀࡿࡇࡢ༴ᶵ⟶⌮ୖࡢၥ㢟ࢆᣦࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
Ⳣ⥲⌮ࡣࠊᮾ㟁ࡽ࣋ࣥࢺ➼㛵ࡍࡿሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ≧ἣࢆ┤᥋☜
ㄆࡍࡿࡇࡸࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ⌧ᆅどᐹࢆỴ᩿ࡋࡓࠊ࡞ㄝ᫂ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
Ⳣ⥲⌮ࡢ⌧ᆅどᐹࡼࡗ࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎഃࡢᨾᑐᛂ࠾࠸࡚ࠊලయⓗఱࡽࡢᨭ㞀ࡀ
⏕ࡌࡓᐇࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡀࠊ࣋ࣥࢺࡢᐇࡀ᪩ࡲࡗࡓ࠸࠺ᐇࡶㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊⳢ
⥲⌮ࡢ⌧ᆅどᐹᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࡢụ⏣⤒⏘⮧ࡽࡀ⚟ᓥ┴ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇
ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺㸧ࡽ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ⛣ືࡋࡓࠋࡇࡢ⛣ືࡼ
ࡗ࡚ࠊᨾᑐᛂ࠶ࡓࡾࠊලయⓗఱࡽࡢᨭ㞀ࡀ⏕ࡌࡓ࠸࠺ᐇࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ➨ᅇᶵ⬟⌜㈐௵⪅㆟ࡢ㛤ദࡀࠊⳢ⥲⌮ࡢ⚟ᓥ
➨୍ཎⓎฟⓎᚋ㐜ࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢ⌧ሙどᐹࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࠊⳢ⥲⌮ࡽࡽ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮➼ᑐࡋ࡚ሗᥦ౪ࡀ
࡞ࡉࢀࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋ
᪉࡛ࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࠾࠸࡚ࠕ࡞ࡐ࣋ࣥࢺࡀᐇ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡞┦ᙜ
ཝࡋ࠸ᵝᏊࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࠊ㏙ࡿ⪅ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࡽࡍࡿࠊⳢ⥲⌮ࡢ⌧ሙ
どᐹࡣࠊ⌧ሙࡢኈẼࢆ㰘⯙ࡋࡓ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊ⮬ᕫࡢ࠸ࡽ❧ࡕࢆࡪࡘࡅࡿࡇ࡛ࠊࡴࡋࢁసᴗ
ᙜࡓࡿ⌧ሙࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆ࠼ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

㸱㸧ᾏỈὀධ
᭶᪥ศࡈࢁࠊᮾ㟁ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ➼ᑐࡋࠊྕᶵࡘ࠸࡚ࠕᚋࠊ‽ഛࡀᩚ
࠸ḟ➨ࠊᾘⅆ⣔࡚ᾏỈࢆὀධࡍࡿணᐃࠖࡢ㐃⤡ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⌧ሙ࠾࠸
࡚ࡶᾏỈὀධྥࡅࡓ‽ഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡶࢃࡽࡎࠊศࠊᾏỤ⏣⤒⏘
⮧ࡽᮾ㟁ᑐࡋ࡚ࠊྕᶵཎᏊ⅔ᐜჾෆࢆᾏỈ࡛‶ࡓࡍࡼ࠺ࠊཎᏊ⅔➼つไἲ➨᮲➨
㡯ᇶ࡙ࡃᥐ⨨௧ࡀⓎฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢᥐ⨨௧⮳ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠊᮾ㟁ࡀᗫ⅔ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ᮾ㟁ࡢಙឤࠊ๓㏙ࡢ࣋ࣥࢺ㛵ࡍࡿ௧ྠᵝࠕᅜࡼࡿᚋᢲࡋࠖ࠸࠺᭕
࡞ㄽ⌮ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௧Ⓨฟࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚ᨻᗓෆ࡛ලయⓗ࡞᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓᙧ㊧
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ௧Ⓨฟࡼࡗ࡚ࠊ⌧ሙ࠾ࡅࡿᾏỈὀධྥࡅࡓసᴗࡀಁ㐍
ࡉࢀࡓ࠸࠺ᐇࡶㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽࠊᐁ㑰㝵࡛ࡣᾏỈὀධࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㛵ಀ⪅ࡢㄆ㆑ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㐣ࡂࡈ
ࢁࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊ⮫⏺ࡢྍ⬟ᛶ➼ࡘ࠸࡚ࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡀࠕࢮ࡛ࣟࡣ࡞࠸ࠖࡢ⾲⌧࡛ᅇ⟅ࡋ
ࡓࡇࢆཷࡅ࡚ࠊࠕኚࡌࡷ࡞࠸ࠖᠱᛕࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀᑐࡋࠊᾏỈὀධࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑
ࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎࡢ⪅ࡓࡕࡽࡣࠊࡑࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚༑ศⳢ⥲⌮ㄝ᫂ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ⌜┠ጤ
ဨ㛗ࠊཪࡣஂᮌ⏣ጤဨ㛗௦⌮ࡣࠊࠕ⮫⏺ࡣࠊࡲࡎ㉳ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚࠸࠸ࠖ࠸࠺㊃᪨ࡢㄝ᫂
ࢆࡋࡓࡀࠊⳢ⥲⌮ࡽࠊࠕࡑ࠺ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶࠊ࡞࠸ゝࡗ࡚࠸ࡓỈ⣲⇿Ⓨࡀ㉳ࡁࡓࡌࡷ࡞࠸ࠖ
ゝࢃࢀࡿࠊࡑࢀ௨ୖఱࡶゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊᾏỈὀධࡢᥐ⨨
௧Ⓨฟࡘ࠸࡚ࠊⳢ⥲⌮ሗ࿌ࡋࡓ㏙࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢሙ࠸ࡓ㛵ಀ⪅ࡢ୰࡛ࠊࡑࡢࡇ
ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ࠸࡞࠸ࠋ⤖ᒁࠊࡑࡢሙ࡛ࡣᾏỈὀධࡘࡁⳢ⥲⌮ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡎࠊὀỈ‽ഛసᴗ㛫ࡀࡿࡇࡽࠊసᴗࡀࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫⮫⏺ࡢྍ⬟ᛶ➼ࡘ
࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡋ࡚ࠊ㆟ㄽࡣࠕษࡾ┤ࡋࠖ࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᾏỈὀධࡢᥐ⨨௧ࡀ᪤
Ⓨฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࢃࡽࡎࠊᐇୖࠊᨻᗓࡋ࡚ࡢᾏỈὀධࡢ㠀㛵ࡍࡿุ᩿ࡣᐂ
ᾋ࠸ࡓᙧ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
Ⳣ⥲⌮ࡀࠕ⮫⏺ࠖࡢᠱᛕࡽࢃࢀ࡚ࠊᾏỈὀධࡢᚲせᛶࢆㄝ᫂ࡍࡿኌ༑ศ⪥ࢆഴࡅ
࡞ࡗࡓ㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢሙ࠸ࡓㄡࡽࡶࠊⳢ⥲⌮ᑐࡋࠊ᪤⌧ሙ࠾࠸࡚ࡣᾏỈὀධࡢ
ᐇྥࡅ࡚ື࠸࡚࠸ࡿࡇࡸࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡼࡿᾏỈὀධࡢᥐ⨨௧ࡶⓎฟ῭ࡳ࡛࠶ࡿ
ࡇࢆ࿌ࡆࡿືࡁࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊᐂᾋ࠸ࡓ≧ែࡣࠊⳢ⥲⌮ᑐࡍࡿㄝ᫂㡯ࢆᩚ
⌮ࡋࡓୖࠊᗘㄝ᫂ࢆࡋ࡚ࠊᾏỈὀධࢆ⣡ᚓࡋ࡚ࡶࡽ࠺ศࡈࢁࡲ࡛⥆࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ㛫ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣࠊศྕᶵࡢᾏỈὀධࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢᐇࡣ
ᐁ㑰㝵ࡣఏ㐩ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡣࠊⳢ⥲⌮ࡢゎࢆᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࢆཷࡅ
࡚ࠊศࡈࢁࠊྜྷ⏣ᫀ㑻⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ㛗㸦௨ୗࠕྜྷ⏣ᡤ㛗ࠖ࠸࠺㸧ᑐࡋࠊᐁ㑰᳨࡛
ウ୰࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮⏤ࠊᾏỈὀධࢆᚅࡘࡼ࠺ᣦ♧ࡋࠊᮾ㟁ᮏᗑࡶ୰᩿ࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ุ᩿
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣࠊᾏỈὀධࡢᚲせᛶࢆᙉࡃឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊཎᏊຊᨾࡢᑓ㛛ᐙ࡛ࡣ
࡞࠸ᐁ㑰㝵ࡽࠊ⌧≧ࢆᢕᥱࡏࡎ࠶ࢀࡇࢀ௧ࡸᣦ♧ࡀ࡞ࡉࢀࠊᮾ㟁ᮏᗑࡶࡇࢀᢠࡍ
ࡿࡇࢆࡋ࡞࠸⌧≧ᑐࡋࠊ‶༴ᶵឤࢆぬ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊែࡢ㐍ᒎࢆ㣗࠸Ṇࡵࡿࡓ
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せ䛺ሗఏ㐩䚸ពᛮỴᐃ䛾ὶ䜜 䠉 ᾏỈὀධ
ሗఏ㐩䚸ពᛮỴᐃ䛾⤒㊰
㛫㍈
㻟㻛㻝㻞
㻜㻠㻦㻜㻜

㻝㻡㻦㻜㻜

ᨾ䛾㐍ᒎ

ᮾி㟁ຊ
Ⓨ㟁ᡤ

ᮏᗑ

ಖᏳ㝔
㻱㻾㻯

ᐁ㑰㻡㝵

㻜㻠䠖㻜㻜 㻝ྕᶵ
ῐỈὀධ㛤ጞ

㻝㻠䠖㻡㻟 㻝ྕᶵ
㻝ྕᶵ䛾ῐỈ䛜ᯤῬ

㻝㻠䠖㻡㻠 㻝ྕᶵ
ྜྷ⏣ᡤ㛗䚸ᾏ
ᾏỈὀධ䜢ᣦ
♧

㻝㻡䠖㻜㻠 㻝ྕᶵ
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧䚸ᾏỈὀ
ධ䛾௧ྍ⬟ᛶ䛻ゝཬ

㻝㻡䠖㻞㻜 㻝ྕᶵ
ྜྷ⏣ᡤ㛗䚸 ಖᏳ㝔➼㛵ಀᶵ㛵䛻ᑐ䛧䛶䚸㻝ྕᶵ䜈䛾ᾏỈὀධ䜢⾜䛖᪨㻲㻭㼄䛷ሗ࿌
㻝㻡䠖㻟㻜 㻝ྕᶵ
ᾏỈὀධ‽ഛ
㻝㻡䠖㻟㻢 㻝ྕᶵ
ཎᏊ⅔ᘓᒇ䛜Ỉ⣲⇿Ⓨ
ᾏỈὀධ䝩䞊䝇➼◚ᦆ

㻝㻤㻦㻜㻜
㻝㻤䠖㻜㻡 㻝ྕᶵ
ᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊䚸Ⓨ㟁ᡤᑐ⟇ᮏ㒊䚸ᾏỈὀධ௧䜢ᢕᥱ

㻝㻥䠖㻜㻠 㻝ྕᶵ
ᾏỈὀධ‽ഛ䛜䜃ᩚ䛔䚸
┤䛱䛻ᾏỈὀධ䜢㛤ጞ

ᾏỈὀධ䜢⥅⥆

㻞㻝㻦㻜㻜

㻝㻣䠖㻡㻡 㻝ྕᶵ
ᾏỤ⏣⤒⏘⮧䚸ཎᏊ⅔
➼つไἲ➨㻢㻠᮲➨㻟㡯䛻
ᇶ䛵䛝䚸ᾏ
ᾏỈὀධ䜢௧

㻝㻥䠖㻝㻡 㻝ྕᶵ
ᮾ㟁䚸ಖᏳ㝔䛻ᾏỈὀධ㛤ጞ䜢ሗ࿌䛩䜛䛜䚸ᐁ㑰䛻䛿
ఏ䜟䜙䛪

㽢

ྜྷ⏣ᡤ㛗䚸ᾏỈὀධ୰᩿
䜢ᐉゝ䛧䛴䛴䚸ᐇ㝿䛻䛿
ᾏỈὀධ⥅⥆䜢ᣦ♧

㻝㻤䠖㻜㻜䛩䛞
Ⳣ⥲⌮䚸⣽㔝⿵బᐁ䚸⌜
┠ጤဨ㛗䚸ᖹᒸḟ㛗䚸Ṋ
㯮䝣䜵䝻䞊䜙ᾏỈὀධ䛾
㠀䜢㆟ㄽ
Ⳣ⥲⌮䚸⮫⏺䜢ᠱᛕ

㻝㻥䠖㻞㻡
Ṋ㯮䝣䜵䝻䞊䚸ྜྷ⏣ᡤ㛗䛸
䛾㟁ヰ䛷ᾏỈὀධ㛤ጞ䜢
▱䜚䚸ྜྷ⏣ᡤ㛗䛻ᑐ䛧䚸ᐁ
㑰䛷᳨ウ୰䛷䛒䜚䚸ᾏỈ
ὀධ䜢ᚅ䛴䜘䛖ᣦ♧
䛯䛰䛧䚸䛣䛾⤒⦋䛿䛾
⪅䛻▱䜙䛥䜜䛪

㻝㻥䠖㻡㻡
Ⳣ⥲⌮䚸ᾏỈὀධ䜢⣡ᚓ
㻞㻜㻦㻝㻜
Ṋ㯮䝣䜵䝻䞊䛛䜙ྜྷ⏣ᡤ
㛗䜈䛭䛾᪨㟁ヰ㐃⤡

㻞㻜㻦㻞㻜
ྜྷ⏣ᡤ㛗䚸ᨵ䜑䛶ᾏỈὀ
ධ䜢ᣦ♧

ฟ㻦 㛵ಀ⪅䝠䜰䝸䞁䜾䚸ᮾி㟁ຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩䚸ᨻᗓᨾㄪᰝጤဨሗ࿌᭩

ᅗ㸱㸱㸰㸰 せ࡞ሗఏ㐩ࠊពᛮỴᐃࡢὶࢀ㸫ᾏỈὀධ
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ࡵࡣࠊࡼ࠺ࡸࡃ㛤ጞ⮳ࡗࡓᾏỈὀධࢆ୰᩿ࡍࡁ࡛࡞࠸⪃࠼ࠊࡸࡴࢆᚓࡎࠊᮾ㟁ᮏᗑ
ᑐࡋ࡚ࡣᾏỈὀධࢆ୰᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢࡏࡘࡘࠊᐇ㝿ࡣᾏỈὀධࢆ⥆⾜ࡋࡓࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ
ᨻᗓࡢពᛮỴᐃࡢΰࠊࡇࢀࢆཷࡅࡓṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡼࡿᾏỈὀධぢྜࢃࡏࡘ࠸࡚ࡢᣦ♧
ࡣࠊᾏỈὀධࡢ⤖ᯝᑐࡋ࡚ఱࡽពࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ሙ࠾࠸࡚ᾏỈὀධࡀ⥆⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊᮾ㟁ᮏᗑࡶṇࡋ࠸ᐇࡀ
ఏ࠼ࡽࢀࡎࠊࡇࢀࡼࡾࠊᮾ㟁ᮏᗑࡶࠊᾏỈὀධࡀ୍Ṇࡉࢀࡓ࠸࠺ࠊᐇࡣ␗࡞ࡿㄆ
㆑ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀ௨㝆ࡢᾏỈὀධ㛵ࡍࡿᮾ㟁ࠊᨻᗓࡢㄝ᫂ࡣᐇ␗࡞ࡗࡓࡶ
ࡢ࡞ࡾࠊᅜẸಙࢆ࠼ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㸲㸧ᮾ㟁᧔㏥ၥ㢟

D᧔㏥㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢᕪ
᭶᪥ኪࡽ᪥᫂ࡅ᪉࠾ࡅࡿᮾ㟁᧔㏥ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐁ㑰㝵ᮾ㟁ࡢ㛫࡛ㄆ㆑
ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᐁ㑰㝵㞟ࡗࡓᨻᗓ㛵ಀ⪅ࡣࡑࢁࡗ࡚ࠊࠕᮾ㟁ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ㠃ⓗ᧔㏥ࡋࡼ࠺
ࡋ࡚࠸ࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋΎỈ♫㛗ࡽࠊࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢ㏥㑊ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠖ࠸࠺
㐃⤡ࢆཷࡅࡓᐁ㑰㝵࡛ࡣࠊ♫㛗⮬ࡽࡢ㟁ヰ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᐇࢆ㔜ࡃཷࡅṆࡵࠊᮾ㟁ࡀ⚟ᓥ
➨୍ཎⓎࡽせဨࡢဨࢆ᧔㏥ࡉࡏࡿពྥ࡛࠶ࡿᤊ࠼࡚ࡑࡢྍྰࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ
᪉࡛ࠊᐁ㑰㝵ࡤࢀࡓΎỈ♫㛗ࡣࠊⳢ⥲⌮ࡽ᧔㏥ࡍࡿࡢᑜࡡࡽࢀࡓ㝿ࠊࠕ᧔
㏥ࡣ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠖࡇࢀࢆྰᐃࡋࡓࠋࡇࡇࡽศࡿࡇࡣࠊᮾ㟁ࡢពྥࢆ㠃᧔㏥
ㄆ㆑ࡋࠊࡁ࡞⾪ᧁࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ࠸࠺ᐁ㑰㝵ᮾ㟁ࡢ㛫࡛ࠊྠࡌၥ㢟ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸
ࡓࡣᛮ࠸㞴࠸ࠊㄆ㆑ࠊពྥࡢᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
᭶᪥ࡢኪࠊᮾ㟁ࡽ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢࠕ㏥㑊ࠖࡢᡴデࢆཷࡅࡓ㝿ࠊᐁ㑰ࡣࠊࠕ᭱
ึࡣ࠸ࢁ࠸ࢁⓙ࡛⫈࠸࡚࠸ࡓࡀࠊ⫈ࡅࡤ⫈ࡃ㥏┠ࡔ࠸࠺㞺ᅖẼ࡞ࡗ࡚ࠊ᭱ᚋࡣⓙ
ᅛࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࠕᨻᐙ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ୍ᵝ࠶ࡁࡽࡵ࣒࣮ࢻࡔࡗࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ
ᨻᐙࡣࠊࠕࢃࡿࡇ࡞ࡢ࡛ࡕࡻࡗࡦࡿࢇࡔࠖࡶㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀᑐࡋࠊఀ
⸨ဴᮁෆ㛶༴ᶵ⟶⌮┘㸦௨ୗࠕఀ⸨༴ᶵ⟶⌮┘ࠖ࠸࠺㸧ࠊᏳṇஓ⤒⏘┬⮧ᐁᡣᑂ㆟ᐁࠊ
⌜┠ጤဨ㛗ࡽࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽဨࡀ᧔㏥ࡋࡓࡽࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⚟ᓥ➨
ཎⓎࢆྵࡵ࡚ไᚚ⬟࡞ࡾኚ࡞ࡇ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠊࡲࡔ࡛ࡁࡿࡇࡣ࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠊ
᧔㏥ࡉࡏࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸ࡗࡓពぢࢆ㏙࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰ࠊⳢ⥲⌮ࡀࠊᨻ
ᐙࡢ୰࡛ࡣ၏୍ࠊဨ᧔㏥ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡢᙉ࠸ពྥࢆ♧ࡋࠊྜྷ⏣ᡤ㛗㟁ヰ㐃⤡ࡋ࡚≧
ἣࢆ☜ㄆࡋࡓࡾࠊΎỈ♫㛗ࢆᐁ㑰ࢇ࡛ᨻᗓࡋ࡚ࡢពྥࢆ┤᥋ఏ㐩ࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊ᪤㏙ࡓࡼ࠺ࠊᮾ㟁ࠊ≉⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊᙜึࡽဨࡢ
᧔㏥ࡣ⪃࠼࡚࠸࡞ࡗࡓࡶࡢㄆࡵࡽࢀࠊୖグࡢⳢ⥲⌮ࡢ⾜ືࡼࡗ࡚ࠊᮾ㟁ࡢဨ᧔㏥ࡀ
ᅇ㑊ࡉࢀࡓࠊ࠸ࡗࡓᐇࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ
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EཎᏊ⅔ࡢ≧ἣᑐࡍࡿᐁ㑰㝵ࡢㄆ㆑
ΎỈ♫㛗⮬ࡽࡀࠊᐁ㑰ᨻᐙࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢ㏥㑊ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠖ㐃⤡ࢆࡋ࡚ࡁࡓ
ࡇࡽ⪃࠼ࡿࠊᮾ㟁ࡋ࡚ࡣࠊᙜࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢཎᏊ⅔ࡢไᚚࡀᅔ㞴࡞≧ែ㝗ࡗ
࡚࠾ࡾࠊࣉࣛࣥࢺෆࡢせဨ┦ᙜ㔞ࡢ⿕ࡤࡃࡢ༴㝤ࡀ㏕ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞༴ᶵⓗ≧ἣ࠶ࡗ࡚ࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊᮾ㟁ࡀ᧔㏥ࡢពྥࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿㄆ㆑ࡋࡓᚋࠊᗘᮾ㟁ࡽ㟁ヰࡀࡗ࡚ࡁࡓࡇࢆ⛎᭩ᐁࡼࡾ࿌ࡆࡽࢀࡿࠊᙜึ
ࡣ㟁ヰฟࡼ࠺ࡋ࡞ࡗࡓࠋ㏆ࡃ࠸ࡓ⪅ࡽࠊ㔜せ࡞ヰ࡞ࡢࡔࡽࡶ࠺୍ᗘ㟁ヰฟࡓ
᪉ࡀࡼ࠸㐍ゝࡉࢀ࡚ࡼ࠺ࡸࡃ㟁ヰฟ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇࡣ㏥㑊ၥ㢟⮬ࡽ῝ࡃ㛵ࢃࡾࡓࡃ࡞
࠸࠸ࡗࡓᾘᴟⓗ࡞ጼໃࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ⣽㔝⿵బᐁࡶࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡽࠊᮾ㟁ࡀ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ᧔㏥ࡍࡿពྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ⪺࠸ࡓᚋࠊΎỈ♫㛗ࡽࡗ࡚ࡁࡓ
㟁ヰ⮬ࡽᑐᛂࡏࡎࠊᮾ㟁ࡢ┿ពࡸཎᏊ⅔ࡢ≧ἣ➼ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊᐁ
㑰㝵࠾࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢ㠃᧔㏥ࡢྍྰࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࡢࡳ࡛ࠊ
ᮾ㟁ࡢ᧔㏥ࡢ᭷↓ࢃࡽࡎࠊཎᏊ⅔ࡀไᚚ⬟࡞≧ែ㝗ࡗࡓሙྜࡢᨻᗓࡋ࡚ࡢᑐᛂ
⟇ࢆ᳨ウࡋࡓࡾࠊఀ⸨༴ᶵ⟶⌮┘ࡽࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែ⮳ࡗࡓሙྜഛ࠼ࡓఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇
➼ࡢ᳨ウࢆᣦ♧ࡋࡓࡇࡶㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ

㸳㸧⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ❧ࡕୖࡆ
Ⳣ⥲⌮ࡣࠊᮾ㟁᧔㏥ၥ㢟ࢆࡁࡗࡅࡋ࡚ࠊ┤᥋ᮾ㟁ᮏᗑࡾ㎸ࡴࡇࢆỴ᩿ࡋࠊ᭶
᪥᪩ᮅࠊ⮬ࡽᮾ㟁ᮏᗑ⾜ࡁࠊศࠊᨻᗓᮾ㟁ࡼࡿ⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࢆ❧ࡕୖࡆࡿࡇࢆ
ᐉゝࡋࡓࠋ⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊᮏ㒊㛗ࢆⳢ⥲⌮ࠊᮏ㒊㛗ࢆᾏỤ⏣⤒⏘⮧ཬࡧΎỈ♫㛗ࠊົ
ᒁ㛗ࢆ⣽㔝⿵బᐁࡀົࡵࠊᨻᗓ࣭ᮾ㟁ࡀ୍య࡞ࡗ࡚ᨾᑐᛂᙜࡓࡿࡶࡢࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࡣࠊ⣽㔝⿵బᐁࢆ୰ᚰࡍࡿᨻᗓ⫋ဨࡀᮾ㟁ᮏᗑࡢᮏᗑᑐ⟇ᮏ㒊ᖖ㥔ࡋࠊᮾ㟁♫ဨ
ඹᨾᑐᛂᙜࡓࡗࡓࠋ



㸱㸱㸱 ᐁ㑰ᶵ⬟ࡢ⿵
ᐁ㑰ࡣࠊᏳጤဨ௨እࡽࡶຓゝࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊཎᏊຊࡢᑓ㛛ᐙࡽᡂࡿຓゝࢳ࣮࣒ࢆ
❧ࡕୖࡆࡓࡾࠊⳢ⥲⌮ࡢಶேⓗ࡞ே⬦ࡽཧࢆ㉳⏝ࡋࡓࡾࡋ࡚ຓゝࢆồࡵࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᑓ㛛
ᐙࡣࠊ ែࢩࢼࣜ࢜ࡢ⟇ᐃࡸ㡯┠ࡢᥦゝ➼ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡀᐇ㝿ࡢᨾᑐᛂ࠾࠸
࡚ࡢࡼ࠺ᙺ❧࡚ࡽࢀࡓࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

㸯㸧ຓゝࢳ࣮࣒ࡼࡿ᳨ウ

Dຓゝࢳ࣮࣒ࡢ❧ࡕୖࡆ
᭶᪥ࠊཎᏊຊᕤᏛฟ㌟࡛࠶ࡿẸඪࡢ✵ᮏㄔ႐⾗㆟㝔㆟ဨ㸦௨ୗࠕ✵ᮏ㆟ဨࠖ࠸࠺㸧
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ࡣࠊᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ᐁ㑰ࡢࡓࡵ㒊㝲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠊ࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ㆟
ဨࡽࠊࠕࡢࡼ࠺࡞⤌⧊ࡀ࠸࠸ࡢே㑅ࢆྵࡵ࡚⪃࠼࡚ࡳ࡚ࡋ࠸ࠖ࠸ࡗࡓ᪨ࡢ౫㢗
ࢆཷࡅࡓࠋ✵ᮏ㆟ဨࡣࠊྠ᪥ࠊⳢ⥲⌮ࡢゎࢆᚓ࡚ࠊⓎ㟁ᡤෆ㸦࢜ࣥࢧࢺ㸧ࡘ࠸࡚ࡣෆ
㛶ᗓཎᏊຊጤဨ㸦௨ୗࠕཎᏊຊጤဨࠖ࠸࠺㸧ࡢ㏆⸨㥴ጤဨ㛗㸦௨ୗࠕ㏆⸨ጤဨ㛗ࠖ
࠸࠺㸧ࢆࠊⓎ㟁ᡤእ㸦࢜ࣇࢧࢺ㸧ࡘ࠸࡚ࡣᑠబྂᩄⲮᮾᩍᤵ㸦ࡢࡕཧ࡞ࡿࠋ௨
ୗࠕᑠబྂཧࠖ࠸࠺㸧ࢆ୰ᚰ࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚ࠊཎᏊຊࡢᑓ㛛ᐙࡼࡿຮᙉ㸦࠸ࢃࡺࡿ
ࠕຓゝࢳ࣮࣒ࠖ㸧ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋࡑࡢࡢཧຍ⪅ࡣࠊᑿᮏᙲཎᏊຊጤဨጤဨ㸦ᮾ㟁ฟ㌟ࠊ
௨ୗࠕᑿᮏጤဨࠖ࠸࠺㸧ࠊಖᏳ㝔ᑂ㆟ᐁࠊ㟁ຊ୰ኸ◊✲ᡤࡢᑓ㛛ᐙ࡞࡛࠶ࡗࡓࠋᐁ㑰ഃ
ࡣࠊ⣽㔝⿵బᐁࡸᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡀཧຍࡍࡿࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋຓゝࢳ࣮࣒ࡣࠊṇつࡢຓゝ⤌⧊
࡛࠶ࡿᏳጤဨ௨እࡢཎᏊຊᑓ㛛ᐙᐁ㑰ࢆࡘ࡞ࡄࣃࣉᙺࢆᢸ࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋ


Eຓゝࢳ࣮࣒ࡼࡿ᳨ウࠊ ែࢩࢼࣜ࢜㡯┠ࡢᥦゝ
ຓゝࢳ࣮࣒ࡢຮᙉࡣࠊ᭶᪥௨㝆ࠊࡋ࡚㏆⸨ጤဨ㛗ࡀദ⪅࡞ࡗ࡚㛤ദࡉࢀࠊ
๓グࡢ࠾ࡾࠊࡣ⣽㔝⿵బᐁࠊᏳጤဨጤဨࡽࡶཧຍࡋࡓࠋ㏆⸨ጤဨ㛗ࡣࠊⓎ⅏௨㝆ࠊ
ᨾࡢ㐍ᒎࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚ࠊྕᶵࡢ᭱ᝏࡢࢣ࣮ࢫ࡞ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊᙜヱຮ
ᙉ࡛ࡣࠊ⮳ᛴ᭱ᝏࢩࢼࣜ࢜ࢆసᡂࡍࡿࡁࡔ࠸࠺㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㏆⸨ጤဨ㛗ࡣࠊᑿᮏጤဨࠊ◚ᒁⓗ࡞ࢩࢼࣜ࢜ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ౫㢗ࡋࡓࠋࡇࡢ౫㢗ࢆཷࡅ
᳨࡚ウࡉࢀࡓ࡞ࢩࢼࣜ࢜ࡣࠊྕᶵࡽྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾỈ⣲⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡿ࡞ࡋ࡚つ
ᶍ࡞◚ᦆࡀ⏕ࡌࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ྕᶵࡢ⏝῭ࡳ᰾⇞ᩱࣉ࣮ࣝࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࢣ࣮
ࢫࠊྕᶵࡢ⏝῭ࡳ᰾⇞ᩱࢥ࣭ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᛂ㸦⅔ᚰ⁐⼥≀ࡀཎᏊ⅔ᅽຊᐜჾࢆ㈏
㏻ࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾࡢᗋ࠶ࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆศゎ࣭㣗ࡍࡿࡇ㸧ࡀ㉳ࡁࡿࢣ࣮ࢫ➼
࡛࠶ࡗࡓࠋ≉ࠊ᱁⣡ᐜჾ⇿Ⓨࡼࡗ࡚⁐⼥ࡋࠊሁ✚ࡋࡓ⇞ᩱࡀẼࡉࡽࡉࢀࡿࡼ࠺࡞
ែ࡞ࡿࠊ୍Ẽ࿘㎶ࡢ⥺㔞ࡀୖࡀࡾࠊྕᶵࢆྵࡵ࡚ྛྕᶵࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ
࠸࠺ࠊ㐃㙐ⓗ࡞ែࡀ᭱ࡶ༴ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
᭶᪥ࡈࢁࠊ㏆⸨ጤဨ㛗ࡣⳢ⥲⌮ࡽࠕࡑࢁࡑࢁⴠࡕ╔࠸࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ᭱ᝏࡢࢩࢼࣜ࢜
ࢆ⪃࠼࡚ࡃࢀ࡞࠸ࠖ౫㢗ࡉࢀࡓࠋ㏆⸨ጤဨ㛗ࡣࠕⴠࡕ╔࠸ࡓࡽ᭱ᝏࢩࢼࣜ࢜ࡣせࡽ࡞࠸
ࢇࡌࡷ࡞࠸࡛ࡍࠊࡀ᭱ᝏ࡛ࡍࡼࠖ⟅࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ㐌㛫࡛ࡍࠊ᪥࡛ࡍࠖᑜࡡ
ࡓࡇࢁࠊⳢ⥲⌮ࡣࡁࡻࢇࡋࡓ㢦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠕࡌࡷ᪥ࡄࡽ࠸࡛సࡾࡲࡋࡻ࠺ࠖ
ゝࡗࡓࠋⳢ⥲⌮ࡣ⣽㔝⿵బᐁࡑࡢᑐᛂࢆࡌࡓࠋ
㏆⸨ጤဨ㛗ࡣࠊᑿᮏጤဨࡢࠊಖᏳ㝔ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓ㸦-1(6㸧ࠊ⊂
❧ἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸦-$($㸧ࡽࡢᑓ㛛ᐙࢆ㞟ࡵ࡚ࠊ㏆⸨ጤဨ㛗ࡀ࠶ࡽࡌࡵ᳨ウ
ࡋ࡚࠸ࡓࢩࢼࣜ࢜ࢆୗᩜࡁࡋ࡚ࠊ᪥㛫࡛ࡇࡢసᴗࢆ⤊࠼ࡓࠋฟ᮶ୖࡀࡗࡓࠕ⚟ᓥ➨୍ཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ ែࢩࢼࣜ࢜ࡢ⣲ᥥࠖ㸦௨ୗࠕᮏ㈨ᩱࠖ࠸࠺㸧ࡣ⣽㔝⿵బᐁఏ࠼ࡽࢀ
ࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ᭱ᝏࡢࢩࢼࣜ࢜⮳ࡿࡲ࡛㛫ⓗవ⿱ࡀ࠶ࡿࡇࠊࡉࡋ࠶ࡓࡾ⌧ᅾࡢ㑊
㞴༊ᇦࡢぢ┤ࡋࢆࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࡇࢆ⤖ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢ᳨ウࡢᮇࡀᨾࡽ᪥௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊ᳨ウࢆ౫㢗ࡋࡓ㝿ࡢⳢ
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⥲⌮ࡢⓎゝࡽࠊࡇࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆࠊᑗ᮶ⓗ࡞㑊㞴ィ⏬⏝࠸ࡿ࠸࠺᫂☜࡞ពᅗࡀ࠶ࡗࡓ
࠺ࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᮏ㈨ᩱᐃࡉࢀࡿ㇟௨እࡢ᭱ᝏࡢែࡘ࠸࡚ࠊ࠸
࡞ࡿ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸰㸧ཧࡢά⏝
Ⳣ⥲⌮ࡣࠊᨻᗓෆࡢ᪤Ꮡࡢຓゝ⤌⧊ࡢᑓ㛛ᐙᑐࡍࡿಙឤࡽࠊಶேⓗ࡞ே⬦ࢆ㢗ࡗ࡚ࠊ
᭶᪥ࡽྠ᭶᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊḟࠎࠊேࡢᑓ㛛ᐙࢆෆ㛶ᗓᮏᗓཧ㸦௨ୗࠕཧࠖ࠸࠺㸧
㉳⏝ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡽཧࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶⳢ⥲⌮ಶேຓゝࡍࡿࡢࡳ࡛ࠊࡑࡢຓ
ゝෆᐜࡀᨻᗓෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡎࠊᨾᑐᛂᙺ❧࡚ࡽࢀࡿࡇࡣࢇ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊᑠ
బྂཧࡽࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࡢၥ㢟ࢆ୰ᚰࠊྛ┬ᗇ࡛ᡭࡀᅇࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓ㡯ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ࡇࡢ᳨ウࡣࠊ᭶ୖ᪪ࡲ࡛㡯┠ࡢࠕᥦゝࠖࡲࡵࡽࢀ࡚㛵ಀྛ┬ᗇ㏦ࡉࢀࡓࡀࠊᨻ
ᗓࡢഃࡀࡑࢀࢆࡢ⛬ᗘཧ⪃ࡋࡓࡣ࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠊཧࡢ୰ࡣࠊཎᏊຊ㛵ࡍࡿ༑
ศ࡞ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡢ୰ࡣࠊⓎ㟁ᡤሙ㐪࠸࡞㉁ၥࢆࡋ
ࡓࡋ࡚ࠊⓎ㟁ᡤࡢ⌧ሙࡽ‶ࢆᣢࡓࢀࡓࡶ࠶ࡿࠋ


㸱㸧ཎᏊຊጤဨጤဨࡢಶேⓗάື
ཎᏊຊጤဨࡣࡑࡢᡤᤸୖࠊⳢ⥲⌮ᑐࡍࡿຓゝ⤌⧊ࡋ࡚ࡣ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡓࡵࠊ㏆⸨ጤဨ㛗ࡣࠊⓎ⅏┤ᚋࠊཎᏊຊጤဨࡢ࣓ࣥࣂ࣮㐃⤡ࡋ࡚ࠊᙜ㠃ࠊጤဨࡋ࡚ࡢ
άື࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛጤဨࡀಶேࡋ࡚άືࡍࡿࡇࢆ⏦ࡋྜࢃࡏࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㏆⸨ጤဨ㛗ࡣࠊ㐣
ཤࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓᑓ㛛ᐙࡋ࡚ࠊỈ⣲⇿Ⓨࡢ㐃㙐ࢆ㜵Ṇࡍࡿ᪉ἲࢆ
᳨ウࡍࡿࠊᾏእࡢᑓ㛛ᐙ࣓࣮ࣝࢆ㏦ཷಙࡍࡿࠊࡲࡓࠊᾏእࡽࡢᨭ⏦ࡋฟࢆ㛵ಀྛ┬㐃
⤡ࡍࡿ࡞ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊṇᘧ࡞ຓゝ⤌⧊ࡣᏳጤဨࡀᢸࡗ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࡽࡢሗࡣᚲࡎࡋࡶ᭷ຠά⏝ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᑿᮏጤဨࡣᮾ㟁ࡢ2%⌧♫ဨࡀ୰ᚰ࡞ࡗࡓࢸࢡࢽ࢝ࣝࢧ࣏࣮ࢺࢳ࣮࣒ཧຍࡋࠊ
ᅇࡢᨾᑐࡍࡿ୰㛗ᮇࢆྵࡵࡓᑐ⟇ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡶಶேࡋ࡚ࡢཧຍ࡛࠶ࡗࡓࠋ



㸱㸱㸲 ᐁ㑰ࡼࡿ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ
ᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᗈ࠸⠊ᅖᣑᩓࡋࠊከࡃࡢఫẸࡀ⿕ࡤࡃࡢ⬣ጾࡉࡽࡉࢀࡓᮏᨾ࠾࠸࡚ࠊ
㑊㞴༊ᇦࢆᐇ㉁ⓗỴᐃࡋࡓࡢࡣᐁ㑰㝵࡛࠶ࡗࡓࠋᐁ㑰㝵ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪ
ෆࠊᅪෆࠊᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦࢆḟࠎỴᐃࡋ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡢỴᐃ᰿ᣐࡣᚲࡎࡋࡶ
᫂☜࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋᨻᗓෆ㒊࡛ࡢ㐃ᦠࡶ㊊ࡋࠊ⌧ሙ࡛ࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢどⅬࡶḞࡅ࡚࠸ࡓࠋ




ᾏእࡽࡢᨭࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠼ࡤࠊ15&㸦⡿ᅜཎᏊຊつไጤဨ㸧ࡀ㛤♧ࡋࡓ㟁ヰ㆟㘓ࢆぢࡿࠊ᪥ᮏࡣ⡿ᅜ
ࡽࡢᨭ⏦ࡋฟᑐࡋ࡚ࠕWe’ve offered and they’ve said,͆No, they don’t need any.͇ࠖᅇ⟅ࡋࠊఱᗘ࡞
ࡃ᩿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊྠ㟁ヰ㆟㘓ࡽࡣࠊ⡿ᅜᑐࡋ࡚༑ศࡘࢱ࣒࣮ࣜሗࢆඹ᭷࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡞ࠊ
᪥ᮏࡢึືᑐᛂࡢΰࡪࡾࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ⡿ᅜࡢ㐃ᦠࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶᪥௨㝆ࠊ⣽㔝⿵బᐁࢆ୰ᚰࡋࡓ᪥⡿
㆟ࡸࠊᢏ⾡⪅ࢆ୰ᚰ15&ࡢྜࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࡑࡢᚋࡢᑐᛂ⟇ࡀ⥅⥆ⓗ༠㆟ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ㸦࠙ཧ
⪃㈨ᩱ㸱㸱㸱 ⥭ᛴ࠾ࡅࡿ15&ࡢᑐᛂ≧ἣࠑබ㛤㆟㘓ࡽࠒࠚཧ↷㸧ࠋ
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ࣅ➼ࡢ࣓ࢹ㢗ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ

㸯㸧㑊㞴ᣦ♧➼ࡢỴᐃࡢ⤒⦋


D༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧
᭶᪥ศࠊⳢ⥲⌮ࡣ⥭ᛴែᐉゝࢆⓎฟࡋࡓࡀࠊࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ
Ẽ⟄ࣔࢽࢱཬࡧᩜᆅ࿘㎶ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢᣦ♧್➼␗ᖖࡀ࡞ࡃࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿ
እ㒊ࡢᙳ㡪ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⇃⏫ࠊⴥ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊᐩᒸ⏫ࡢఫẸ
ྥࡅ࡚ࠊ┤ࡕ≉ู࡞⾜ືࢆ㉳ࡇࡍᚲせࡣ࡞࠸ࡀࠊ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࠊࣛࢪ࢜ࠊࢸࣞࣅ➼ࡼ
ࡿሗὀពࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡿࡲࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊศࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆࡢఫẸ➼ᑐࡍࡿ㑊㞴ᣦ♧
ཬࡧ༙ᚄNPᅪෆࡢఫẸ➼ᑐࡍࡿᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

E༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧
Ⳣ⥲⌮ࡣࠊྕᶵཬࡧྕᶵࡢ࣋ࣥࢺࡢᐇணᐃ้࡞ࡗ࡚ࡶ࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡇࢆ
ཷࡅࠊ࣋ࣥࢺࡀᡂຌࡏࡎ᱁⣡ᐜჾ࡛⇿ⓎࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧࡛ࡣ
༑ศ࡛࠶ࡿࡋ࡚ࠊ᭶᪥ศࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆࡢఫẸ➼ᑐࡍࡿ㑊㞴
ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

F༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧
᭶᪥ศྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓỈ⣲⇿ⓎࡼࡾࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢᒇ᰿ࡸቨ㠃
ୖ㒊ࡀᦆቯࡋࡓࠋⳢ⥲⌮ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿ⇿Ⓨ࡞ࢆ༴ࡋࠊศࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄ
NPᅪෆࡢఫẸ➼ᑐࡍࡿ㑊㞴ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

G༙ᚄ㹼NPᅪෆࡢᒇෆ㏥㑊ᣦ♧࣭⮬㑊㞴່࿌
ᐁ㑰㝵࡛ࡣࠊྕᶵ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓỈ⣲⇿Ⓨྠᵝࡢ㇟ࡀࠊࡢཎᏊ⅔࡛ࡶⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚ࠊ᭶᪥ศࡢグ⪅ぢ࠾࠸࡚ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀࠊࠕỈ⣲
ࡀࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡢୖ㒊ࡢ୍␒እഃࡓࡲࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀྰᐃ࡛ࡁࡎࠊྕ⅔࠾࠸࡚ࡶ
ྕ⅔࡛⏕ࡌࡓࡼ࠺࡞Ỉ⣲⇿Ⓨࡢྍ⬟ᛶࡀ⏕ࡌࡓࠖᗈሗࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ᭶᪥ศᐇ㝿ྕᶵཎᏊ⅔ᘓᒇ࡚⇿Ⓨࡀ࠶ࡗࡓࡇ➼ࢆཷࡅ࡚ࠊ
᭶᪥ศࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNP௨ୖNPᅪෆࡢఫẸ➼ᑐࡍࡿᒇෆ




 ⥭ᛴ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊࣭ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࠕᖹᡂ㸦㸧ᖺᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ࡘ࠸࡚㸦➨ ሗ㸧ࠖ
㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ ᭶ ᪥㸧 
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ᅗ㸱㸱㸲㸯 ሗఏ㐩ࠊពᛮỴᐃࡢ⣔ิ㸫㑊㞴ᣦ♧
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㏥㑊ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᣦ♧ࡣࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡽࡽࡢࠊ㑊㞴༊ᇦࡢᣑ࡛ࡣ࡞ࡃᒇෆ㏥㑊ࢆ
⾜࠺ࡁࠊࡢຓゝᇶ࡙࠸࡚Ⓨฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊࡇࡢᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡢ᪥ᚋࡢ᭶᪥ࡢグ⪅ぢ࠾࠸࡚ࠊᒇෆ㏥㑊ࡢ
㛗ᮇ⥅⥆ࡼࡿఫẸࡢ⏕άࣞ࣋ࣝࡢపୗࠊ≀㈨ࡢᦙධࡢᅔ㞴ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᒇෆ
㏥㑊ᣦ♧༊ᇦ࠾ࡅࡿ⮬㑊㞴ࡢಁ㐍ࢆᆅඖᕷ⏫ᮧ౫㢗ࡋࡓࠋ㜵⅏ᣦ㔪࡛ࡣࠊᒇෆ㏥㑊ࢆ
᪥ࡶࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ࡍࡿࡇࡣᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࢃࡽࡎࠊᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡣࠊୖグ
ࡢ᭶᪥ࡢᐁᡣ㛗ᐁグ⪅ぢࡲ࡛ₔ↛⥅⥆ࡉࢀࡿᙧ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ


Hィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ࣭⥭ᛴ㑊㞴‽ഛ༊ᇦࡢタᐃ
᭶᪥ཬࡧ᪥ࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊձ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆࢆ㆙ᡄ༊ᇦタᐃࡍࡿࡇ
ࠊղ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPࡽNPᅪෆࡢᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࠊճⴱᑿᮧࠊ
ᾉỤ⏫ࠊ㣤⯓ᮧࠊᕝಛ⏫ࡢ୍㒊ཬࡧ༡┦㤿ᕷࡢ୍㒊ࢆィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦタᐃࡍࡿࡇࠊմ
ᗈ㔝⏫ࠊᴍⴥ⏫ࠊᕝෆᮧࠊ⏣ᮧᕷࡢ୍㒊ཬࡧ༡┦㤿ᕷࡢ୍㒊ࢆ⥭ᛴ㑊㞴‽ഛ༊ᇦタᐃ
ࡍࡿࡇࢆᣦ♧ࡋࡓࠋ


㸰㸧㐜ࢀࡓ㑊㞴ᣦ♧ࡢࢱ࣑ࣥࢢ
᪤㏙ࡢࡼ࠺ࠊᮾ㟁ࡽࡢཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢ㏻ሗࡽࠊⳢ⥲⌮ࡼࡿ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎ
ฟࡲ࡛㛫ᙉࢆせࡋࠊࡑࡢ㛫ࠊࣉࣛࣥࢺࡢ≧ἣࡣᝏࡢ୍㏵ࢆࡓࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡏࡵ࡚⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࡉࢀࡓᚋࡣࠊ᪩ᮇලయⓗ࡞㑊㞴ᣦ♧ࡀ᳨ウ࣭Ⓨฟࡉࢀࡿᚲせࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊ᭱ึࡢ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡀⓎࡏࡽࢀࡓࡢࡣࠊ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࡽࡉࡽ
㛫వࡾࡀ⤒㐣ࡋࡓศ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㛫ࠊ⚟ᓥ┴ࡀࠊᨻᗓࡽ㑊㞴ᣦ♧➼ࡀฟࡉࢀ࡞࠸ࡇ
༴ᶵឤࢆເࡽࡏࠊ⊂⮬ࡢุ᩿࡛༙ᚄNPᅪࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆⓎࡋ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ⮬య
ࡸఫẸࡢ㛫ࡁ࡞ΰࡀ⏕ࡌࡓࠋ

㸱㸧᰿ᣐஈࡋ࠸㑊㞴༊ᇦࡢỴᐃ
ᐁ㑰㝵࡛ࡣࠊⳢ⥲⌮ࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࠊᖹᒸಖᏳ㝔ḟ㛗ࠊ⚟ᒣဴ㑻ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ࡞ࡀ㞟ࡲ
ࡾࠊ༙ᚄᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊཎᏊຊᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿ⌜┠ጤဨ㛗ࡸᖹᒸಖ
Ᏻ㝔ḟ㛗࡞ࡽࠊ㐣ཤࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࡢ⤒㦂ࡸࠊᮏᨾ๓㛵ಀྛ┬ᗇ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡓண㜵ⓗᥐ⨨⠊ᅖ㸦3$=㸧➼ࡢᅜ㝿ᇶ‽ࢆᑟධࡍࡿ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋసᴗࢆᇶࡋࡓຓゝࢆ
ᚓࡓ㸦ࠕ㸲㸱㸯㸳㸧ࠖ㸧ཧ↷㸧ࠋ
ࡇࢀᑐࡋࠊࡑࡢᚋࡢ༙ᚄᅪෆࠊྠᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦ➼ࡢỴᐃࡣࠊࡇࢀࡽࡢ▱㆑ᇶ
࡙࠸࡚࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ༙ᚄᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦࡣࠊ࣋ࣥࢺࡀ୍ྥᐇࡉࢀࡎࠊ




⥭ᛴែᛂᛴᑐ⟇ᚑࡍࡿ⪅௨እࡢ⪅ࡢ❧ࡕධࡾࡀཎ๎⚗Ṇࡉࢀࡿᆅᇦࠋ
࠾࠾ࡴࡡ᭶⛬ᗘࡢ㛫ࠊࡑࡢఫẸ➼ࡀ㡰ḟᙜヱ༊ᇦእ㑊㞴ࡢࡓࡵࡢ❧㏥ࡁࢆ⾜࠺ࡁᆅᇦࠋ

ఫẸ➼ࡀᖖ⥭ᛴ㑊㞴ࡢࡓࡵࡢ❧㏥ࡁཪࡣᒇෆࡢ㏥㑊ࡀྍ⬟࡞‽ഛࢆ⾜࠺ࡁᆅᇦࠋ
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ࡇࡢࡲࡲ᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡃࡍࢀࡤࠊ༙ᚄᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦ࡛༑ศ࠺
࡛᫂࠶ࡿ࠸࠺⌮⏤ࡢࡳࡽỴᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ༙ᚄᅪෆࡋࡓࡢࡣࠊࡑࢀࡀ㜵⅏
ィ⏬ୖᐃࡵࡽࢀࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࢆ㔜Ⅼⓗᐇࡍࡁᆅᇦࡢ⠊ᅖ㸦(3=㸧ࡢ᭱ᇦ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ
ࡍࡂࡎࠊఱࡽࡢලయⓗィ⟬ࡸྜ⌮ⓗ᰿ᣐᇶ࡙ࡃุ᩿࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ༙ᚄᅪෆࡢ
㑊㞴༊ᇦࡣࠊྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࢆྵࡴែࡢ㐍ᒎࢆཷࡅࠊ༙ᚄࢆ㉺࠼ࡓ⠊ᅖࡋ࡚༙ᚄ
࠸࠺ᩘᏐࡀᣲࡆࡽࢀࠊ୍㒊ࡢ⪅ࡀಶேⓗ▱ぢᇶ࡙ࡁኵࡔࢁ࠺ุ᩿ࡋࡓ⤖ᯝỴᐃࡉ
ࢀࡓࡶࡢࡍࡂࡎࠊࡇࢀࡶࠊྜ⌮ⓗ᰿ᣐᇶ࡙ࡃุ᩿ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㑊㞴༊ᇦࡢุ᩿ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊᮏ᮶ࠊά⏝ࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ
ሗࡸᏳጤဨࡽࡢຓゝࡀά⏝ࡉࢀࡓ࠸࠺ᐇࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋᏳጤဨࡢ⌜┠ጤဨ㛗
ࡸஂᮌ⏣ጤဨ㛗௦⌮ࡣࠊᐁ㑰㝵࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡢሙ㠃ྠᖍࡋ࡚ຓゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ
ࡑࢀࡽࡣࠊᏳጤဨࡋ࡚ࡢពᛮỴᐃᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡀಶேࡋ࡚ࡢពぢ
ࢆồࡵࡽࢀࡓࡍࡂ࡞ࡗࡓࠋ

㸲㸧ᨻᗓෆ㒊࡛ࡢ㐃ᦠ㊊
ཎ⅏࣐ࢽࣗࣝୖࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᶵ⬟ࡀ❧ࡕୖࡀࡿࡲ࡛ࡢẁ㝵ࡢ㑊㞴༊ᇦࡢỴᐃࡘ࠸࡚
ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡀᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡶࡢࡉࢀࠊᐁ㑰㝵ࡼࡗ࡚㑊㞴༊ᇦࡀỴᐃࡉ
ࢀࡿ࠸࠺ែࡣ๓ࡣᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊
ࡸᏳጤဨ➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㛫࡛ࡣࠊཎ⅏࣐ࢽࣗࣝࡀணᐃࡋ࡚࠸ࡓ༠ຊయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡞
ࡗࡓࠋ
ཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ࡛ࡣࠊ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦỴᐃ๓ࡢ᭶᪥ศⅬ࡛ࠊྕᶵࡢ࣋
ࣥࢺࢆᐃࡋࠊࡑࡢᙳ㡪☜ㄆࡢࡓࡵࠊ௬ᐃ್ࢆ⏝࠸ࡓ63((',ࡼࡿண ィ⟬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲ
ࡓࠊᩥ⛉┬ࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᨭᮏ㒊࠾࠸࡚ࡶࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ➼ࡽࡢ↷ഛ࠼࡚ࠊ
௨㝆ࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎ࠾ࡅࡿ༢㔞ᨺฟࢆ௬ᐃࡋࡓ63((',ࡼࡿண ィ⟬ࢆ㛫࠾ࡁ⾜
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡽࡢ᳨ウ⤖ᯝࡀᐁ㑰㝵ࢆྵࡴᨻᗓෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀ
ࡣ↓㛵ಀ㑊㞴༊ᇦࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋ
⤖ᒁࠊ㑊㞴༊ᇦࡢỴᐃᙜࡓࡗ࡚⬟ືⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡁཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊᐁ㑰㝵
ᑐࡋ࡚ఱࡢᥦ➼ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊᐁ㑰㝵ࡀ⊂⮬Ỵᐃࡋࡓ㑊㞴ᣦ♧ࢆࠊࡑࡢ᰿ᣐࡶศࡽ
࡞࠸ࡲࡲཷࡅྲྀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ




 ࠸ࡗࡓࢇࡣᐁ㑰㝵࠾࠸࡚㑊㞴༊ᇦࡢ⠊ᅖࢆỴᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᚋࠊỴᐃࡢሙຍ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓ⪅ࡢពぢ࡛Ỵ
ᐃࡀそࡉࢀࡓࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋ࠼ࡤࠊ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢỴᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᙜึࠊᐁ㑰㝵ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍
ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆࡶ㑊㞴༊ᇦࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚲせᛶࢆᐁ㑰ᑐ
⟇ᐊᖿ㒊ࡽၥࢃࢀࡓ⤖ᯝࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆࡢࡳࡀ㑊㞴༊ᇦࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ༙ᚄNPᅪෆࡢᒇෆ
㏥㑊ᣦ♧ࡢỴᐃࡢ㝿ࡶࠊᙜึࡣ༙ᚄNPᅪෆࢆ㑊㞴༊ᇦࡋ୍࡚㒊ࡢ⮬యࡣ㐃⤡ࡶࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚲせᛶࡘ
࠸࡚ࡧᐁ㑰ᑐ⟇ᐊᖿ㒊ࡽၥࡀ࿊ࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊ
ᒇෆ㏥㑊༊ᇦࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ
ᚋ⪅ࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୍㒊࡛ࠊ༙ᚄNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧ࡀⓎฟࡉࢀࡓሗ㐨ࡉࢀࡿΰࢆᣍ࠸ࡓࠋ



ᮏᨾ࠾࠸࡚ࠊ㑊㞴༊ᇦࡢุ᩿࠺63((',➼ࡢண ࢩࢫࢸ࣒ࡀ⏝ࡉࢀࡓࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸲㸱㸲࡛ࠖヲ㏙ࡍࡿࠋ
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㸳㸧࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢどⅬࡢḞዴ
༙ᚄᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦࡣࠊཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࠾࠸࡚ࡶ㑊㞴༊ᇦࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵࠊ㑊㞴༊ᇦྵࡲࢀࡿලయⓗ࡞㑊㞴ᑐ㇟ᆅ༊ࡢᢕᥱᨭ㞀ࢆ᮶ࡋࡓ࠸࠺ᐇࡣㄆࡵࡽࢀ
࡞ࡗࡓࠋ༙ᚄᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦࡶࠊ㜵⅏ィ⏬ࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊⴭࡋ࠸ΰࡣㄆࡵࡽ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴༊ᇦࡣࠊ๓ࡣࡃᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⠊ᅖ࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵࠊྠ༊ᇦྵࡲࢀࡿᕷ⏫ᮧࡢᢕᥱࡶㄗࡾࡀ⏕ࡌࡓࡇຍ࠼࡚ࠊ㑊㞴ᙜࡓࡗ࡚ධ㝔
ᝈ⪅➼ࡢᦙ㏦ࡸࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢᐇ➼㠀ᖖ࡞ᅔ㞴ࡀ⏕ࡌࠊఫẸⴭࡋ࠸㈇ᢸࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ

ᮏ᮶ࠊᨾᑐᛂࡢྛ✀࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࡣࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡀ㎿㏿࡞ㄪᩚࢆ㐍ࡵࡿࡶࡢ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊఫẸ㑊㞴ࡢᐇࡘ࠸࡚ࡶࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡀࠊ⌧ᆅࡢ⮬యࠊ㆙ᐹࠊᾘ㜵ࡢ⥭ᐦ
࡞㐃⤡ࢆ⾜࠸ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋୖグࡢ༙ᚄNPᅪෆࡢ
㑊㞴ࡢᐇࢆࡵࡄࡿΰࡣࠊᐁ㑰㝵ࡀࠊᐁ㑰ᑐ⟇ᐊࡢ༑ศ࡞༠ຊែໃࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁ࡞࠸ࡲࡲ㑊㞴༊ᇦࢆỴᐃࡋࡓࡇ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

㸴㸧ᕷ⏫ᮧࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢఏ㐩㛵ࡍࡿ㓄៖ࡢḞዴ
㑊㞴ᣦ♧➼ࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓᕷ⏫ᮧࡢᣦ♧ෆᐜࡢఏ㐩᪉ἲࡶࠊ㓄៖ࢆḞࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᕷ⏫ᮧࡣࠊఫẸ㑊㞴ࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥᙜࡓࡾࠊఫẸᑐࡍࡿ┤᥋ࡢᑐᛂࢆᢸ࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
ࡇࢁࡀࠊ୍㒊ࡢᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧㛵ࡍࡿ㐃⤡ࢆᨻᗓ࣭⚟ᓥ┴ࡽ┤᥋ཷࡅࡿࡇ
࡞ࡃࠊࢸࣞࣅ࡞ࡢ࣓ࢹࢆ㏻ࡌ࡚▱ࡗࡓ࠸࠺ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
㎿㏿࡞㑊㞴ᣦ♧ࡢఏ㐩ࡢࡓࡵࡣࠊ࣓ࢹࢆ㏻ࡌࡓሗⓎಙࢆ⾜࠺ࡇ⮬యࡀ୍ᴫྰᐃ
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᐁ㑰㝵ࡣࠊ⚟ᓥ┴ᕷ⏫ᮧࡢ㛫ࡢ㏻ಙ⥙ⴭࡋ࠸ᨭ㞀ࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࡇࢆᢕᥱࡏࡎࠊᕷ⏫ᮧᑐࡍࡿ☜ᐇ࡞ሗఏ㐩ࡢᡭẁࢆ☜ಖࡋ࡞࠸ࡲࡲࠊₔ↛࣓
ࢹ㢗ࡗࡓሗఏ㐩ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡶࠊఫẸ㑊㞴࠾ࡅࡿΰࡢࡁ࡞せᅉ࡞ࡗࡓࠋ


࡞࠾ࠊࠕ㸱㸱ࠖࡢグ㏙ࡣ௨ୗᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ⌜┠ᶞᏳጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨࠊᑎᆏಙಖᏳ㝔㛗➨
ᅇጤဨࠊṊ⸨ᰤᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗➨ᅇጤဨࠊṊ㯮୍㑻ᮾ㟁ࣇ࢙࣮ࣟ➨ᅇጤဨࠊಛᜏஂᮾ㟁㛗➨ᅇ
ጤဨࠊᯇỌኵ⤒⏘┬ົḟᐁ➨ᅇጤဨࠊᾏỤ⏣㔛⤒῭⏘ᴗ⮧➨ᅇጤဨࠊᯞ㔝ᖾ⏨ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ➨
ᅇጤဨࠊⳢ┤ேෆ㛶⥲⌮⮧➨ᅇጤဨࠊబ⸨㞝ᖹ⚟ᓥ┴▱➨ᅇጤဨࠊΎỈṇᏕᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗➨
ᅇጤဨࠊụ⏣ඖஂ⤒῭⏘ᴗ⮧ࣄࣜࣥࢢࠊ⚟ᒣဴ㑻ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁࣄࣜࣥࢢࠊ⣽㔝ᚿෆ㛶⥲⌮⮧⿵బ
ᐁࣄࣜࣥࢢࠊᑎ⏣Ꮫෆ㛶⥲⌮⮧⿵బᐁࣄࣜࣥࢢࠊ㤿ῡኵ⾗㆟㝔㆟ဨࣄࣜࣥࢢࠊ✵ᮏㄔ႐⾗㆟㝔㆟ဨࣄࣜ
ࣥࢢࠊ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧ㈨ᩱ㸦ಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨࠊෆ㛶ᐁᡣࠊ⤒⏘┬ࠊᩥ⛉┬ࠊཎᏊຊጤဨࠊ⊂❧⾜ᨻἲே
ཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓࠑ-1(6ࠒࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࠑ-$($ࠒࠊ⚟ᓥ┴ࠊᮾ㟁㸧ࠋ
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㸱㸲 ᐁ㑰ཬࡧᨻᗓ㸦ᐁᶵᵓ㸧ࡢᨾᑐᛂᑐࡍࡿホ౯

ᆅ㟈࣭ὠἼྠⓎ⏕ࡋࡓᅇࡢᨾᙜࡓࡾࠊேⓗࡶ㛫ⓗࡶཝࡋ࠸≧ἣୗ࡛ࠊ
ᨻᗓ㛵ಀ⪅ࡀᐷ㣗ࢆᛀࢀ࡚ᑐᛂࡋࡓࡇࡣ῝࠸ᩗពࢆᡶࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
ᨾᑐᛂࡢᩍカࢆᑗ᮶ࡢ᪥ᮏࡢ༴ᶵ⟶⌮యไ⏕ࡍࡓࡵࠊᮏ❶࡛ࡣࠊ
ࠕ㸱㸰ࠖࠕ㸱
㸱࡛ࠖ㏙ࡓᐁ㑰ཬࡧᨻᗓ㸦ᐁᶵᵓ㸧ࡢᨾᑐᛂᑐࡍࡿホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ
ᨾᑐᛂࢆᑟࡋࡓᐁ㑰ᨻᐙࡘ࠸࡚ᣦࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ⅼࡣࠊ≉㸰Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
➨୍ࡣࠊ┿ࡢ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࡀ㊊ࡋࠊࡲࡓࠊᐁ㑰ࡀ༴ᶵ࠾࠸࡚ᯝࡓࡍࡁᙺࡘ࠸࡚
ࡢㄆ㆑ࡶㄗࡗ࡚࠸ࡓ࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᮾ㟁ࡢ᧔㏥ၥ㢟ࡣࠊဨ᧔㏥୍㒊㏥㑊࠸࠺ࠊ
ᐁ㑰ᮾ㟁㛫ࡢពᛮ㏻ࡢᚭᗏࡀὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᮾ㟁ࡀ㏥㑊ࡢゎࢆồࡵࡿࠊ
ཎᏊ⅔ࡀண᩿ࢆチࡉ࡞࠸῝้࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛
ࡣࠊဨ᧔㏥ࡀᚲせ࡞ែ⮳ࡿྍ⬟ᛶࢆ┿᳨ウࡋࠊࡇࢀഛ࠼࡚ࠊఫẸ㑊㞴➼ࡢఫ
Ẹࡢ㜵ㆤᑐ⟇ᨻᗓࡢ⥲ຊࢆ⤖㞟ࡍࡿࡇࡇࡑࠊᐁ㑰ࡢᙺ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࣋ࣥ
ࢺࠊᾏỈὀධ࡞ࡢᮾ㟁⮬㌟ࡀᑐฎࡍࡁ㡯㛵ࡋ⥆ࡅ࡞ࡀࡽࠊ୍㌿ࡋ࡚ࠊᮾ㟁♫㛗
ࡢࠕ᧔㏥ࡣ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠖ࠸࠺୍ゝ࡛Ⓨ㟁ᡤࡢᨾ᮰ࢆᮾ㟁௵ࡏࠊ᪉࡛ࠊ⤫
ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࢆタ⨨ࡋ࡚ࡲ࡛ධࢆ⥆ࡅࡓᐁ㑰ࡢጼໃࡣࠊ⌮ゎᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
➨ᣦࡍࡁࡣࠊ⥲⌮ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢどᐹࡶྵࡵࡓᐁ㑰ࡢ┤᥋ධࡀࠊᣦ௧⣔
⤫ࡢΰࠊ⌧ሙࡢΰࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢせᅉࡣࠊ⥲⌮ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢどᐹ
ࢆዎᶵࡋ࡚ࠊᐁ㑰⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡸᮾ㟁ᮏᗑࡢ㛫ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎЍᮾ㟁ᮏᗑЍಖᏳ
㝔Ѝᐁ㑰㸦ཎ⅏ᮏ㒊㸧࠸࠺ᮏ᮶ࡢ࣮ࣝࢺࡣ␗࡞ࡿሗఏ㐩࣮ࣝࢺࡀసࡽࢀࡓࡇ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᮾ㟁ࡣಖᏳ㝔ࡢሗఏ㐩ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐁ㑰ࡢᑐᛂࡶồࡵࡽࢀࡿࡇ
࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡀࠊᛴ㐍ᒎࡍࡿ㇟ᑐฎࡍࡿᮾ㟁ࠊ≉⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⌧ሙࡢΰ
ᢿ㌴ࢆࡅࡓࡇࡣྰࡵ࡞࠸ࠋᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊⓎ㟁ᡤእ㸦࢜ࣇࢧࢺ㸧࠾ࡅࡿఫẸࡢ㜵
ㆤᑐ⟇ຊࢆᑾࡃࡍࡁᐁ㑰࣭ᨻᗓࡢᙺࢆㄆ㆑ࡏࡎࠊ➨୍⩏ⓗᴗ⪅ࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺
Ⓨ㟁ᡤෆ㸦࢜ࣥࢧࢺ㸧ࡢᨾᑐᛂࡢᣋ㏿࡞ධࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᮾ㟁ࡢᙜ
⪅ព㆑ࢆᕼⷧࡉࡏࡓࠋ
୍᪉ࠊಖᏳ㝔➼ࡢᐁᶵᵓࡘ࠸࡚ࡣࠊሗࢆ㞟ࠊᩚ⌮ࡋࠊࡑࢀࡽࢆཎ⅏ᮏ㒊➼ពᛮ
Ỵᐃࡢᮦᩱࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࠊ࠸࠺ᙺࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᐁᶵᵓࡣࠊᖹᖖ
ࡢព㆑ࡽࢃࢀ࡚ཷືⓗ࡞ጼໃ⤊ጞࡋࡓୖࠊ⦪ࡾព㆑ࡽࡶ⬺ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊ
ࡑࡢᙺࢆᯝࡓࡏ࡞ࡗࡓࠋ༴ᶵ┤㠃ࡋࡓࡁᅜẸࡢᏳࢆᏲࡿࡓࡵ⮫ᶵᛂኚᑐ
ᛂࡍࡿࡃࠊᐁࡣᖹᖖࡽ⥭ᛴࢆぢᤣ࠼ࡓ༴ᶵព㆑ࢆᣢࡘࡶࠊカ⦎ࡼࡗ࡚
༴ᶵ⟶⌮⬟ຊࢆᇵࡗ࡚࠸ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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㸱㸲㸯 ᐁ㑰ᑟࡢᑐᛂ㛵ࡍࡿホ౯
㇟ࡢᛴ㏿࡞㐍ᒎࡢ୰ࠊᨾᑐᛂ㏣ࢃࢀࡿᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࡢ㊊ࢆ㟢࿊ࡋࠊ
ᣦ௧⣔⤫ࢆ◚ቯࡋࡓࠋᐁ㑰ࡣࠊⓎ㟁ᡤእ㸦࢜ࣇࢧࢺ㸧࡛ࡢఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ຊࢆᑾࡃ
ࡍ࠸࠺ࠊ⮬ࡽࡢᮏ᮶ࡢᙺࢆ⮬ぬࡏࡎࠊ➨୍⩏ⓗࡣᴗ⪅௵ࡏࡿࡁⓎ㟁ᡤෆ㸦࢜ࣥࢧ
ࢺ㸧ࡢᨾ᮰ධࡋࡓ⤖ᯝࠊᨾ᮰ࡁ࡞ᨭ㞀ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
ᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ᪥ᮏᅜᐙࡢᮍ᭮᭷ࡢ༴ᶵ࡛࠶ࡿࡢ⮬ぬࢆᣢࡕࠊᅜᐙࡀ᭷ࡍࡿ⤌⧊ࡸሗࢆ
⥲ືဨࡋ࡚⥲ຊࢆᑾࡃࡋ࡚ᨾᑐᛂᙜࡓࡿࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋᐁ㑰ᨻᐙࡼࡿ୍㐃ࡢᮏᨾᑐ
ᛂࡣࠊ᪥ᮏࡢ༴ᶵ⟶⌮యไࡢᅾࡾ᪉ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟ࢆṧࡋࡓࠋ

㸯㸧༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࡢ㊊
ᮾ㟁᧔㏥ၥ㢟ࡣࠊ┤᥋ⓗࡣࠊࠕ㸴㸧࡛ࠖᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊᴟࡵ࡚㔜࡞ᒁ㠃࠾ࡅࡿᐁ㑰
㝵ᮾ㟁㛫ࡢពᛮ㏻ࡢᚭᗏࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡶቑࡋ࡚
≉➹ࡍࡁࡣࠊᮾ㟁ࡢ᧔㏥㸦㏥㑊㸧ࡢ⏦ࡋධࢀᑐࡍࡿᐁ㑰ᨻᐙࡢᤊ࠼᪉ࠊព㆑ࠊᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋ
ဨ᧔㏥ࠊ୍㒊ࢆṧࡋ࡚ࡢ㏥㑊࠸࠺Ⅼࡣࡶࡃࠊᑡ࡞ࡃࡶཎᏊ⅔ࡀไᚚ⬟࡞≧
ែ㝗ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࡽࡇࡑࠊᮾ㟁ࡣ᧔㏥㸦㏥㑊㸧ࡢ⏦ࡋධࢀࢆࡋࡓࡇࡣ☜࡛࠶ࡿࠋ
≉ࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࡇࡢ⏦ࡋධࢀࢆဨ᧔㏥࠸࠺༴ᶵⓗ≧ἣཷࡅྲྀࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊࡇ
ࡢពࡢ㔜ᛶࢆㄆ㆑ࡋࠊᨻᗓࡋ࡚ࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡍࡿࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡋࡋࠊᐁ㑰࡛ࡣࠊᮾ㟁ࢆ᧔㏥ࡉࡏࡿࡁྰ࠸࠺ࡇࡢࡳࡽࢃࢀ࡚ࠊ᧔㏥ࡣࡋ࡞
࠸࠸࠺ᮾ㟁ࡢᅇ⟅ᏳሚࡋࠊཎᏊ⅔ࡢᐈほⓗ༴㝤ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚㑊㞴༊ᇦࡢᣑ➼ࡢᑐ⟇ࢆ᳨
ウࡍࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ๓ᚋࠊ⥲⌮ࡢゎࡢࡶࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢᣑࢆᐃࡋࡓ᳨ウࡶ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᮾ㟁ࡢ᧔㏥㸦㏥㑊㸧ࡢ⏦ࡋධࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ᳨ウࡢຍ㏿➼ࡀ౫㢗ࡉࢀࡓᙧ㊧ࡶ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊࡇࡢࡇࡑࠊᨻᗓࡋ࡚ࠊ ࡢែࡢᑐᛂࢆ⪃࠼ࡿࡁ࡛
࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆࡿࡇࡀ࡞ࡗࡓᐁ㑰ᨻᐙࡢែᗘࡣࠊ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࡢ
పࡉࢆዴᐇ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡲࡓࠊⳢ⥲⌮ࡀ⌧ᆅどᐹ㉱ࡃ㝿ࠊࡢᐁ㑰ᨻᐙࡽࡣࠊᨻⓗほⅬࡸ࣐ࢫࢥ࣑ࡢᛂ
➼ࡢほⅬࡽࡢពぢࡣฟࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡀᅜࡢ༴ᶵ⟶⌮ୖࠊၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࡣᣦ
ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡽࡶࠊᐁ㑰ᨻᐙࡢ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࡢ㊊ࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ

㸰㸧ᣦ௧⣔⤫ࡢ◚ቯ
Ⳣ⥲⌮ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡾ㎸ࢇࡔࡇࢆዎᶵࡋ࡚ࠊᮏ᮶ࠊಖᏳ㝔ࡽࠊ࠶ࡿ࠸ࡣಖᏳ㝔
ࢆ⤒⏤ࡋ࡚Ⓨࡏࡽࢀࡿࡁࠊ࢜ࣥࢧࢺ㛵ࡍࡿࠊᮾ㟁ࡢᣦ♧࣭௧ࡀࠊ┤᥋ᐁ㑰ࡽฟࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊᐇୖ」ᩘࡢᣦ♧௧⣔⤫ࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ⥭ᛴ࠾࠸࡚ࡣࠊ༴ᶵ⟶⌮ୖࠊᣦ௧⣔⤫ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࡇࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࡀࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡀ࣋ࣥࢺࡸᾏỈὀධࡢ௧ࢆⓎฟࡋࡓᚋ࡛ࠊᐁ㑰
ࡀ╩ಁࡸࡉࡽ࡞ࡿධࢆࡋࠊࡇࢀࡀ⌧ሙΰࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
ᣦ௧⣔⤫ࡢ◚ቯࡼࡿ⌧ሙࡢᙜᝨࡘ࠸࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣḟࡢࡼ࠺㏙
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࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ㔜ࡃཷࡅṆࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ࠕᣦ♧௧⣔⤫ࡀ࣒ࢳࣕࢡࢳࣕ࡞ࢇ࡛ࡍࡼࠋ⤖ᒁࠊ㟁ヰࡀࡗ࡚ࡁࡓࡽṊ㯮ࡀᐁ㑰࠸࡚ࠊ
Ṋ㯮ࡽ㟁ヰࡀࡗ࡚ࡁ࡚ࠊࠗ࠾ࡲ࠼ࠊᾏỈὀධࡣ࠘ࠊࠗࡸࡗ࡚ࡲࡍࡼ࠘ゝ࠺ࠊࠗ࠼
ࡗ࠘ࠊࠗࡶ࠺ጞࡲࡗ࡚ࡲࡍࡽ࠘ࠊࠗ࠾࠸࠾࠸ࠊࡸࡗ࡚ࢇࡢ࠘ࠋࠗṆࡵࢁ࠘ゝ࠺ࡢ࡛ࠊ
ࠗఱ࡛࡛ࡍ࠘ࠋࠗ࠾ࡲ࠼ࠊ࠺ࡿࡏ࠼ࠋᐁ㑰ࡀࠊࡶ࠺ࢢࢪࢢࢪゝࡗ࡚ࢇࡔࡼ࠘࡞ࢇ࡚ゝ࠺
ࡽࠊ㸦⚾ࡀ㸧ࠗఱゝࡗ࡚ࢇ࡛ࡍ࠘ゝࡗ࡚ࠊ࠶ࢀࠊษࢀࡕࡷࡗࡓࡼࠊࡑࡇ࡛ࠖ
ࠕᣦ௧⣔⤫ࡀࠊ࠼ࡤࠊᮏ᮶ࠊᮏᗑࡀṆࡵࢁゝ࠺ࢇࡔࡗࡓࡽࠊࡑࡇ࡛㆟ㄽ࡛ࡁࡿࢇ࡛
ࡍࡅࠊ↛ࢃࡁࡢᐁ㑰ࡽ㟁ヰࡲ࡛ࡗ࡚ࡁ࡚Ṇࡵࢁ࠸࠺ヰ࡞ࢇ࡛ࠊఱ࡛ࡍࠊࡑࢀ
ࡣࠋ࡛ࠊ༑ศ࡞㆟ㄽࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࠊ㟁ヰ࡛ࡍࡽࡡࠋ࡛ࠊᅄࡢࡢゝࢃࡎṆࡵࢁ࡛
ࡍࡽࠖ
ࠕನࡣṆࡵ࡞࠸ࡼゝࡗࡓࢇࡔࡅࠊᐁ㑰ࡀゝࡗ࡚࠸ࡿࡽࡋࡻ࠺ࡀࡡ࠼ࡔࢁ࠺࠸࠺ヰ
࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋࡔࡽࠊせࡍࡿࠊࡑࡢࡁࡶࠊᣦ♧௧⣔⤫ࡀࡇ࠶ࡿࡢ࠸࠺ࡢ
ࡀ㠀ᖖศᩓࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࠊࡣࡇࢀࡣࡶ࠺᭱ᚋࡣࡢุ᩿ࡔᛮࡗࡓࢇ࡛ࡍࠖ

ࡉࡽࠊᐁ㑰ᨻᐙࡀ࢜ࣥࢧࢺࡢᑐᛂ┤᥋ධࡍࡿጼໃࢆ♧ࡋࡓࡇࡼࡗ࡚ࠊᮾ㟁ഃ
ࡀᐁ㑰ᨻᐙᑐࡍࡿᚲせ࡞㓄៖ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ᨾᑐᛂࡀጉࡆࡽࢀࡿࡶ࠶ࡗࡓࠋ

࠼ࡤࠊྕᶵࡢᾏỈὀධᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊⳢ⥲⌮ࡢࠕ⮫⏺ࠖⓎゝࢆዎᶵࠊᐁ㑰㝵࡛㆟ㄽ
ࡀษࡾ┤ࡋ࡞ࡾࠊࡑࢀࢆཷࡅࡓṊ㯮ࣇ࢙࣮ࣟࡽྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋᾏỈὀධṆࡀᣦ♧ࡉࢀࠊ
ྜྷ⏣ᡤ㛗ࡢุ᩿ࡼࡗ࡚ᾏỈὀධࡀ⥆⾜ࡉࢀࡿ࠸࠺ΰࢆᣍ࠸ࡓ㸦ࠕ㸱㸱㸰㸱㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊྕᶵࡢᾏỈὀධࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣࠊᐁ㑰࠸ࡓᮾ㟁㛵ಀ⪅ࡣࠊ⌧ሙ࡛ࡣᾏỈὀධࡢ‽ഛࡀ
㐍ࢇ࡛࠸ࡓࡇࢆ▱ࡽࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲࠊྜྷ⏣ᡤ㛗ᑐࡋࠊῐỈࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡞ࡽῐỈࢆ࠺ࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠊពぢࢆ㏙ࡓࠋࡇࡢゝⴥࢆࠊ⌧ሙࡢྜྷ⏣ᡤ㛗ࡣᐁ㑰ᨻᐙࡢពྥཷࡅṆࡵ
ࡓୖ࡛ῐỈὀධࡢ‽ഛࢆ᭱ึࡽࡸࡾ┤ࡋࠊ㈗㔜࡞㛫ປຊࢆᾉ㈝ࡋࡓ㸦ࠕ㸱㸯㸯㸲㸧ࠖ
ཧ↷㸧ࠋࡉࡽࠊྕᶵࡢᅽຊୖ᪼㛵ࡍࡿࣉࣞࢫⓎ⾲ࢆࡵࡄࡿΰࡶࠊࣉࣞࢫⓎ⾲ࢆ⾜࠺᪨
ࢆ๓ሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺ᐁ㑰ᨻᐙࡽồࡵࡽࢀࡓᮾ㟁ࡀࠊࡇࢀࢆࠊⓎ⾲ෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ๓
ᐁ㑰ᨻᐙࡢゎࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⌮ゎࡋࡓࡇ㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠕ㸱㸴㸯㸰 ࠖ
ࠕ㸳㸱㸲㸰㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊᐁ㑰ᨻᐙࡼࡿᣦ௧⣔⤫ࡢ◚ቯࡀ࡞ࡅࢀࡤ⏕ࡌ࡞ࡗࡓၥ㢟࡛
࠶ࡿࠋ

㸱㸧ᨻᗓ࣭ᐁ㑰ࡢᙺ㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢ㊊
ᅇࡢᨾᑐᛂࢆぢࡿࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧➼ࡢఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࠊఫẸࡸ⮬యࡢ
ㄝ᫂ࢆࡣࡌࡵࡍࡿࠊ࢜ࣇࢧࢺࡢᑐᛂຊࢆᑾࡃࡍ࠸࠺ᨻᗓ࣭ᐁ㑰ࡢᙺࢆṇࡋࡃㄆ㆑




ྜྷ⏣ᫀ㑻ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎⓎᡤ㛗ࣄࣜࣥࢢ
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ࡋ࡚࠸ࡓࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ㸱㸱㸯ࠖࠊࠕ㸱㸱㸲ࠖࡢ࠾ࡾࠊ⥭ᛴែᐉゝࡢ㐜ࢀࡸ㑊
㞴ᣦ♧ࡢ㐜ࢀ࡞ࠊᐁ㑰ࡢάືࡣከࡃࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊែࡢ㐍ᒎࡸ
ᮾ㟁➼ࡽࡢሗ㊊↔ࡾࠊ➨୍⩏ⓗᴗ⪅ࡢ㈐௵௵ࡏࡿࡁ࢜ࣥࢧࢺࡢᨾᑐᛂ
ධࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
࠼ࡤࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㉱ࡁࠊ㐣㓞࡞᮲௳ୗ࡛ᨾᑐᛂᑓᛕࡋ࡚࠸ࡓྜྷ⏣ᡤ㛗
ࡽᑐࡋࠊ࣋ࣥࢺࡀᐇࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡞ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࡽ❧ࡕࢆࡪࡘࡅࡓࠋᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡣࠊ
ᐁ㑰㝵࠾࠸࡚ᐇࡀỴࡲࡗࡓ࣋ࣥࢺࡀ࡞࡞ᐇࡉࢀ࡞࠸ࡇࡼࡿ↔ࡾࡸᮾ㟁ᑐࡍ
ࡿᛕ➼ࡽࠊἲᚊᇶ࡙ࡃ࣋ࣥࢺࠊᾏỈὀධࡢᐇ௧ࢆⓎฟࡋࠊḟࠎ⌧ሙࡢᨾᑐᛂ
ධࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⌧ሙࢆྵࡴᮾ㟁ᑐࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㉁ၥࠊၥ
࠸ྜࢃࡏࢆ㐃Ⓨࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᐁ㑰ᨻᐙࡢ⾜ືࡣࠊᮏᨾᑐᛂ࠾ࡅࡿᮾ㟁ࡢᙜ⪅ព㆑ࠊ
ࡘࡲࡾⓎ㟁ᡤࡢไᚚࡣᮾ㟁ࡢ㈐௵࡛࠶ࡿ࠸࠺ព㆑ࢆⷧࡵࡿ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᮾ㟁ࡢᙜ⪅ព㆑ࡢᕼⷧࢆỴᐃ࡙ࡅࡓࡢࡀࠊ⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࡢタ⨨࡛࠶ࡿࠋ⤫ྜ
ᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ❧ࡕୖࡆඛ❧ࡕࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊᐁ㑰㝵ࡧฟࡋࡓΎỈ♫㛗ࡢࠕ᧔㏥ࡣ⪃࠼
࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠖࡢⓎゝࢆཷࡅࠊ༴ᶵࢆ㏄࠼࡚࠸ࡓཎᏊ⅔ࡢไᚚࢆᮾ㟁௵ࡏࡿ࠸࠺ែᗘࢆ
᫂ࡽࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢁࡀࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࢆ❧ࡕୖࡆ࡚࢜ࣥࢧࢺࡢᨾᑐ
ᛂࡢධጼໃࢆࡼࡾᙉࡵࡿ࠸࠺ࠊ▩┪ࡶྲྀࢀࡿ⾜ືฟ࡚࠸ࡿࠋࡋࡶࠊ⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊
ࡣࠊⳢ⥲⌮ࢆᮏ㒊㛗ࡋࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ΎỈ♫㛗ࢆᮏ㒊㛗ࡍࡿ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊᮾ㟁ࡋ
࡚ࡣࠊ⮬ࡽࡀ᭱⤊㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡞ࡃࠊලయⓗ࡞ᨾᑐᛂࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥᙜࡓࡿ࠸࠺⤌
⧊ᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ❧ࡕୖࡆࡼࡗ࡚ࠊᨻᗓࡼࡿᮾ㟁ࡢᨾᑐ
ᛂࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢධࡣࡼࡾᐜ᫆࡞ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ࢜ࣥࢧࢺࡢᨾᑐᛂ࠾࠸࡚
ᴗ⪅࡛࠶ࡿᮾ㟁ࡀᣢࡘࡁࠊᙜ⪅ព㆑ࡸ⮬ᛶࢆ႙ኻࡉࡏ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢಶูᑐᛂࡢ㈐௵ࡀ᭕
࡞ࡶࡢ࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࡢタ⨨ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ሗࡀ⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊୍ඖⓗ㞟ࡲࡿࡼ࠺
࡞ࡾࠊሗࡢὶࢀࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋࡋࡋࠊሗࡢὶࢀࡢ୍ඖࡣࠊᨻᗓࡢධ
ᡭࡋᚓࡿሗࡀࠊᴗ⪅࡛࠶ࡿᮾ㟁ࡢ⟶⌮ୗ࠶ࡿࡶࡢࡢࡳ೫ࡿࡇࢆࡶពࡋ࡚࠸ࡿࠋᨻ
ᗓࡋ࡚ࡣࠊุ᩿ࡢ㐺ษᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ࠶ࡽࡺࡿ᪉㠃ࡽሗ㞟ࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
⤫ྜᑐ⟇ᮏ㒊ࡢタ⨨ࡼࡗ࡚ࠊᨻᗓࡀሗ※ࡢ೫ࡾ㉳ᅉࡍࡿㄗࡗࡓุ᩿ࢆ⾜࠺ࣜࢫࢡࡀ⏕ࡌ
ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ


㸲㸧⥲ྜຊⓎࡢࡓࡵࡢ⤌⧊㐠Ⴀࣀ࢘ࣁ࢘ࡢḞዴ
ᅜᐙⓗ࡞༴ᶵ࡞ࡗࡓᮏᨾ㎿㏿ࠊⓗ☜ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡣࠊᨻᗓࡢ⥲ྜຊࡀⓎࡉࢀࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊࡑࡢࡓࡵᚲせ࡞⤌⧊㐠Ⴀࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡶ༑ศ
᭷ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ᅇࡢᨾᑐᛂ࡛ࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊᨻᗓࡼࡿᑐᛂࡢᣦ⪅ࡋ࡚ࠊᨻᗓྛ⤌⧊ࡢ⬟ຊࢆ
ά⏝ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⥲ྜຊࢆ࡛᭱ࡁࡿࡼ࠺࡞యไࡢᵓ⠏ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡋ࡚ࠊࠕ㸱㸰ࠖ
࠾࠸࡚ヲ㏙ࡋࡓ࠾ࡾࠊᮏᨾࡢᑐᛂᙜࡓࡿ⤌⧊ࡢከࡃࡣࠊᙜࠊᆅ㟈࣭ὠἼᮏᨾ
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ࡢṇ㠃࡛ࡢᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀࡿ࠸࠺ᐃእࡢែ┤㠃ࡋࠊணᐃࡉࢀࡓᶵ⬟ࢆᚲࡎࡋࡶ༑ศ
Ⓨࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ㝗ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊᐁ㑰ᨻᐙࡼࡿ㐺ษ࡞≧ἣᢕᥱ
ࡑࢀᇶ࡙ࡃ⤌⧊㛫ࡢ┦ㄪᩚࡢᚲせᛶࡣ≉㧗ࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊྛ⤌⧊ࡢᶵ⬟ࡑࢀక࠺ሗ㊊↔ࡾࡸ‶ࢆເࡽࡏࡿ୰
࡛ࠊᐁ㑰㝵࠸࠺ࠊᨻᗓࡢ᪤Ꮡ⤌⧊ࡽ㝸⤯ࡉࢀࡓ✵㛫ࢆពᛮỴᐃࡢሙࡋ࡚㑅ᢥࡍࡿ࡞ࠊ
ᨻᗓࡢ⥲ຊࡢ⤖㞟ࡀࡴࡋࢁᅔ㞴࡞ࡿࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆྲྀࡗࡓࠋᨻᗓࡢຊࢆ⥲ືဨ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞య
ไࢆసࡾୖࡆࡿࡃࠊຊࡀὀࡀࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ༴ᶵᑐᛂᙜࡓࡿேⓗ㈨※ࡢ㓄⨨ࡘ࠸࡚ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢࡶၥࡀṧࡿࠋ
࠼ࡤࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊᮏᨾࡢᑐᛂ㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡁࡶࡢᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ⌜┠
ጤဨ㛗࣭ஂᮌ⏣ጤဨ㛗௦⌮ࡸᑎᆏಖᏳ㝔㛗࣭ᖹᒸಖᏳ㝔ḟ㛗ࢆࠊᐁ㑰㝵➼ࡢពᛮỴᐃࡢሙ
㛗㛫ࡵ⨨࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྛேࡣࠊᮏ᮶ࡢᡤᒓ⤌⧊ࡽ┦ᙜ⛬ᗘ㝸⤯ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊᡤᒓ⤌⧊ࡀᶵ⬟ࡍࡿୖ࡛ࡶࠊࡲࡓ⮬ࡽࡀᚲせ࡞ሗࢆᚓ࡚ᐁ㑰㝵ࡢពᛮỴᐃ
ࡢࡓࡵຓゝࡍࡿୖ࡛ࡶၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࠋ
ࡲࡓࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊᮏᨾᚋࡢࡈࡃึᮇࡢẁ㝵࠾࠸࡚ࠊᮾ㟁ࡽࡢ౫㢗ࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅ
ධࢀࡿᙧ࡛ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㐃ᦠࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡲࡲࠊ⮬ࡽ㟁※㌴ࡢᡭ㓄ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ
ࡋࠊᮏ᮶ࠊࡇࢀࡣ༴ᶵ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚༑ศᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡘࠊ⌧ᑐᛂࡀ㐍ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢⅬࡶࠊᐁ㑰ᨻᐙࡀࠊ⮬ࡽࢆྵࡵࡓேⓗ㈨※ࡢ㓄⨨ࢆ᭱㐺ࡍࡿ࠸࠺⤌⧊㐠Ⴀࡢࣀ࢘
ࣁ࢘ࢆ༑ศ᭷ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࢆ♧ࡍ୍ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ


㸳㸧ၥ㢟ࡢከࡗࡓᨻᗓෆࡢሗ㞟࣭ఏ㐩యไ
༴ᶵ⟶⌮࠾࠸࡚ࡣࠊⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿែ㛵ࡍࡿṇ☜࡞ሗࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ᪩ࡃ㞟ࡋࠊ㐜
࡞ࡃỴᐃᶒ⪅ࡶࡓࡽࡍࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊỴᐃᶒ⪅ࡽ㛵ಀᶵ㛵ࡸ⌧ᆅᐇ⾜㒊
㝲ࡢ㐃⤡᪉ἲࢆ☜❧ࡍࡿࡇࡶᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ༴ᶵ⟶⌮యไࡢᵓ⠏ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊሗ㞟ཬ
ࡧ᪉ྥࡢఏ㐩ᡭẁࡘ࠸࡚≉㓄ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᙺࡀࡁ࠸ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡸಖᏳ㝔ᐁ㑰ࡢሗఏ㐩ࡣ
≉㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣ㑊㞴ᣦ♧ᙜࡓࡗ࡚ࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗㸦⤒⏘⮧㸧ࡢ
ពぢࡀᐁ㑰ᒆ࠸࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᆅ㟈ࡼࡿ㏻ಙࣥࣇࣛࡢẋᦆ➼ࡼࡾࠊ࠶ࡽࡌࡵ
‽ഛࡋ࡚࠶ࡗࡓ࣮ࣝࢺ࡛ࡢሗఏ㐩ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᨻᗓࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡋ࡚ࠊ⌧
ሙࡢሗࢆ㎿㏿ࡘṇ☜㞟ࡋ࡚ఏ㐩ࡍࡿࡘ࠸࡚ࠊ▱ᜨࢆ⤠ࡾࠊᕤኵࡍࡿࡇࡀྍḞ
ࡔࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊᮾ㟁ࡸಖᏳ㝔ࡽࡢሗఏ㐩ࡀ㐜࠸ࡇ↔ࡗ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊ
ሗఏ㐩᪉ἲࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊࡦ࠸࡚ࡣṇᖖ࡞ᣦ௧⣔⤫ࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵఱࡽࡢලయ
⟇ࢆ⮬ࡽㅮࡌࡓࡾࠊᐁᶵᵓᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࡾࡋࡓᙧ㊧ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡴࡋ
ࢁࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊಶูලయⓗ࡞ᨾᑐᛂࡘ࠸࡚⮬ࡽពᛮỴᐃࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚ࠊᐁ⤌
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⧊ࡸᮾ㟁ᑐࡋ࡚ࠊᮏᨾࡢᑐᛂࡣᐁ㑰ᨻᐙࡀᑟࡍࡿ࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ㏦ࡾࠊࡑࢀࢆ
ཷࡅࡓᐁ⤌⧊ࡣࠊᐁ㑰ᨻᐙࡢồࡵᛂࡌ࡚ሗඹ᭷࣭ఏ㐩ࢆ⾜࠼ࡤࡼ࠸࠸࠺ㄗࡗࡓព㆑
ࢆᣢࡘ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡀࠊࡉࡽᨻᗓෆࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞ሗඹ᭷࣭ఏ㐩ࢆጉࡆࡿ࠸
࠺ᝏᚠ⎔ࢆᣍ࠸ࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࡣከࠎぢࡽࢀࡓࠋ࠼ࡤࠊ㟁※㌴ࡢᡭ㓄㛵ࡋ࡚ࡣࠊせồࡉࢀࡿ㟁※㌴ࡢࢫ࣌
ࢵࢡ➼ࡢᚲせሗࢆᮾ㟁ࡽ㞟࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⤖ᯝⓗ⌧ᆅ฿╔ࡋࡓከࡃࡢ㟁※㌴ࡀ
ᙺ❧ࡓࡎࠊ㈗㔜࡞㛫㈨※ࢆᾉ㈝ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁᐁ㑰㝵ࡢ
༑ศ࡞㐃⤡యไࡼࡗ࡚ࠊᐁ㑰㝵࣋ࣥࢺࡸᾏỈὀධྥࡅࡓ‽ഛ≧ἣࡸ㐜ࢀࡢཎᅉࡀ༑ศ
ఏࢃࡽ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊᐁ㑰㝵࡛ࡣᮾ㟁ࡢಙឤࡀ⏕ࡌࠊ⌧ሙసᴗࡀ᪤㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࢃࡽࡎࠊᾏỤ⏣⤒⏘⮧ࡀ࣋ࣥࢺࡸᾏỈὀධࡢᐇ௧ࢆฟࡍែࡀ⏕ࡌࡓࠋ㑊㞴༊
ᇦࡢỴᐃᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᐁ㑰㝵ᑐࡋ࡚ࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ➼ࡢ⌧ᆅࡢሗࡸ⌧ᆅ
ᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࡢពぢࠊᏳጤဨ⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ࡽࡢຓゝ➼ࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
᭶᪥௨㝆ࠊ⡿ᅜ࢚ࢿࣝࢠ࣮┬ࡽ⯟✵ᶵࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡀఏ㐩ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡀࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾࡲࡵࢆ⾜࠺ᩥ⛉┬ࡸཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࢆົࡵࡿಖᏳ㝔ࡽࠊᐁ㑰
㝵ሗ࿌ࡉࢀࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊᮾ㟁᧔㏥ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊࡛ࡣࠊᮾ㟁
ࡀဨ᧔㏥ࡢពྥࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㛵ಀ⪅ࡽ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢሗࡀ
⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ᐁ㑰㝵࡛ඹ᭷ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
௬ࠊᐁ㑰ᨻᐙࡀࠊሗ㞟࣭ఏ㐩యไࡢᵓ⠏ࡢ㔜せᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⌧ᐇ⏕ࡌ࡚࠸ࡓሗ
㞟➼ࡢᨭ㞀ࡘ࠸࡚ᡴ㛤⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࢀࡤࠊᨻᗓࡢ༴ᶵ⟶⌮ᑐᛂࡣࡼࡾຠ⋡ⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ

㸴㸧ᮾ㟁ࡢ㛫ࡢពᛮ㏻ࡢᚭᗏ
ሗఏ㐩ࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽࠊཷಙഃࡀⓎಙ⪅ࡢពᛮࠊᣦ♧ࢆṇ☜⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ఏ
㐩ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ≉⥭ᛴ࠾࠸࡚ࡣࠊពᛮ㏻ࡢᚭᗏࡼࡗ࡚ཷಙഃࡢ⌮ゎ
㊊ࡸㄗࡗࡓ⌮ゎࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣࡁ࡞༴㝤ࢆక࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ពᛮ㏻ࡢᚭᗏࡼࡿ༴㝤ࡀ⏕ࡌࡓᆺࡀࠊ᭶᪥᫂ࡅ᪉࠾ࡅࡿᮾ㟁᧔
㏥ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᐁ㑰㝵࠸ࡓᨻᗓഃࡣࠊᮾ㟁ࡢ⏦ࡋฟࢆ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢసᴗせဨࡢဨ
᧔㏥ཷࡅṆࡵࠊ᪉࡛ࠊᮾ㟁ཬࡧಖᏳ㝔ࡣࠊᚲせ࡞ேဨࡣṧࡍࡇࢆ๓ᥦࡋࡓ୍㒊㏥㑊
⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ᪉ࡢㄆ㆑ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ୍Ṍ㛫㐪࠼ࡤㄗゎᇶ࡙ࡃㄗࡗࡓពᛮỴᐃࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ᮶ࠊ⥭ᛴࡢᨾᑐᛂ࡛ࡣࠊᨻᗓᴗ⪅ࡣࠊ⥭ᐦ࡞ពᛮ㏻ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊᨻᗓࡣ࢜ࣇ
ࢧࢺ࡛ࠊᴗ⪅ࡣ࢜ࣥࢧࢺ࡛ࠊྛ⮬ࡢ❧ሙࡽຊ࡛ែࡢᣠᙜࡓࡿࡁ㛵ಀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᐁ㑰㝵ࡣࠊᮏᨾⓎ⏕ᚋࠊ༑ศ࡞ሗࢆᚓࡽࢀ࡞࠸ࠊ࣋ࣥࢺࡀ㐜ࢀࡓ࡞ࡢࡶࢁࡶ
ࢁࡢࡽࠊᮾ㟁ࡢ㛫࡛ㄆ㆑࣭ሗࡢඹ᭷ࡸពᛮ㏻ࡢᚭᗏࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊែࡢ
῝้క࠺Ᏻឤࡢቑࡶࠊᮾ㟁ᑐࡍࡿಙឤࢆᙉࡵ࡚࠸ࡗࡓࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
┦ಙ➃ࢆⓎࡋࠊ࠸ࡢㄆ㆑ࢆࡋࡗࡾඹ᭷࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ព࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ࣥࡢࢠࣕࢵࣉࡀ࠸ࢃࡤᴟ㝈ࡲ࡛㐩ࡋࡓࡓࡵࠊᮾ㟁ࡀဨ᧔㏥ࡢពᛮࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㉳ࡍࡿ
⣲ᆅࡀᙧᡂࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚⏕ࡌࡓࡢࡀࠊᮾ㟁᧔㏥ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸵㸧༴ᶵ⟶⌮ᚲせ࡞ࠕᚰᵓ࠼ࠖࡢ㊊
༴ᶵ⟶⌮ࡢ⌧ሙࡣಟ⨶ሙ࡞ࡿࡇࡀከࡃࠊ༴ᶵࡢ⛬ᗘࡀᙉ࠸ࠊᙜ↛ࠊࡑࡢഴྥࡣᙉࡃ
࡞ࡿࠋ༴ᶵ⟶⌮ᙜࡓࡿᣦᐁࡣࡘࡢほⅬ࡛ᚰᵓ࠼ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡎࠊ༴ᶵࡢ⌧ሙ࡛ࡣࠊᑐᛂᙜࡓࡿせဨࡢ⏕ࠊ㌟యࡢ༴㝤ࡀ⏕ࡌࡿែࡶ㉳ࡇࡾᚓࡿࠋ
༴ᶵ⟶⌮ࡢᣦᐁࡣࠊࡣࡑࡢࡼ࠺࡞༴㝤ࢆᢎ▱࡛ᑐฎࡍࡿࡼ࠺ࠊ㒊ୗࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ཝࡋ࠸❧ሙ࠶ࡿࠋᣦᐁࡣࠊࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࡶ෭㟼ỿ╔ᛮ៖ࡋࡓୖ࡛ࠊᚲせ࡞
ࡽࡤ㔜࠸Ỵ᩿࡛ࡶࡕࡹ࠺ࡕࡻ࡞ࡃᐇ⾜ࡋᚓࡿุ᩿ຊࠊỴ᩿ຊࠊ⫹ຊཬࡧぬᝅࡀᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࢆ῝ࡃ⮬ぬࡍࡿࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᨾ࡛ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡢᑐᛂࡣࠊࡲࡉ⏕ࡢ༴㝤ࡢ୰ࠊ⌧ሙࡢ㛵ಀ⪅ࡢỴṚࡢᛮ࠸࡛
ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ༴ᶵ⟶⌮ࡢᣦᐁ࡞ࡗࡓᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊࡑࡢ㔜㈐ᚲせ࡞
ᚰᵓ࠼ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓᛮࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ゝືࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࠕࢃࡿࡇ࡛ࠖ࠶ࡿ
࠸࠺⌮⏤࡛ᛮ⪃Ṇࡋࠊᚲせ࡞Ỵ᩿ࢆᅇ㑊ࡋ࡚ேጤࡡ࡚ࡋࡲ࠺࠸࠺ጼໃࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ
ᨾᑐᛂࡢᣦᐁࡣࡩࡉࢃࡋࡃ࡞࠸ࠋ
➨ࠊ⥭ᛴࡢᑐᛂᙜࡓࡿ⤌⧊ࡢ㈐௵⪅ࡣࠊ⮬ࡽࡢⓎࡍࡿゝⴥࡢᣢࡘ㔜ࡳࡸᙳ㡪ࡘ࠸
࡚༑ศ㓄៖ࢆࡵࡄࡽࡏࡿࡶࠊࡢ⤌⧊ࡢពᛮ㏻᫂☜࡞Ⅼࢆṧࡉ࡞࠸ࡼ࠺≉
␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Ⳣ⥲⌮ࡣࠊྕᶵࡢᾏỈὀධࡀ࠸ࡗࡓࢇ୰᩿ࡉࢀࡓࡇࡢ㛵ࡘ࠸࡚ࠊ⮫⏺ࡢྍ⬟ᛶ
➼ࢆ᳨ウࡉࡏࡓࡶࡢࡢࠊὀỈࡢ୰Ṇࢆᣦ♧ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠊᙇࡍࡿࠋࡋࡋࠊ⥲⌮ࡢࠕ⮫
⏺ࠖⓎゝࢆዎᶵࠊᐁ㑰㝵࡛ᾏỈὀධࡢ㆟ㄽࡀษࡾ┤ࡋ࡞ࡾࠊࡑࢀࢆཷࡅࡓṊ㯮ࣇ࢙ࣟ
࣮ࡢሗ࿌ࡼࡗ࡚ᮾ㟁ᮏᗑࡀᾏỈὀධṆࢆỴ᩿ࡍࡿ⮳ࡗࡓࠋᴗ⪅ࡋ࡚ᨻᗓࡢ┘╩ࢆཷ
ࡅࡿᮾ㟁ഃࡀࠊᨻᗓࡢ௦⾲⪅࡛࠶ࡿⳢ⥲⌮ࡽᐁ㑰ᨻᐙࡢⓎゝ㐣ᛂࡋࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ
ࡢពྥࢆ࠾ࡶࢇࡥࡗࡓᛂࢆࡍࡿែࡣ༑ศணᮇࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊࡑ࠺
ࡋࡓែࡀ㉳ࡇࡿྍ⬟ᛶࢆ༑ศ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛Ⓨゝࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡽࡍࢀࡤࠊ⥲⌮ࡀࠊ
ὀỈṆࡢཎᅉࢆ㐣ᛂࡋࡓ⪅ࡢᑐᛂồࡵࡿࡇࡣ㐪ឤࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮾ㟁᧔㏥ၥ㢟࠾࠸࡚ࠊᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ㏥㑊ࡢពྥࢆఏ࠼ࡿΎỈ♫㛗ࡽࡢ㟁ヰࢆཷ
ࡅࠊΎỈ♫㛗ᑐࡋࠊᮾ㟁ࡢ┿ࡢពᅗࡘ࠸࡚┤᥋ⓗ࡞⾲⌧࡛ၥ࠸ࡓࡔࡍࡇࡢ࡞࠸ࡲࡲࠊᮾ
㟁ࡀဨ᧔㏥ࡢពᅗࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢㄗࡗࡓㄆ㆑ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡇࡢⅬ࡛ࠊᮾ㟁ࡀ㠃᧔㏥ࢆ⾜࠺୍㒊㏥㑊ࢆ⾜࠺ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢᨻᗓࡋ࡚ࡢᑐ
ᛂࡣࡁࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⥭㏕ࡋࡓሙ㠃࡛ࠊᙜ⪅ࡢ┿ࡢពᅗ
ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎ㱈㱒ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡇࡣࠊᨻᗓ࠾ࡅࡿ㔜࡞ពᛮỴᐃࡢㄗࡾࡘ࡞ࡀࡾࡡ
࡞࠸ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡶࡕࢁࢇࠊࠕ㸱㸯㸯㸷㸧࡛ࠖヲ㏙ࡋࡓ࠾ࡾࠊࡇࡢ㱈㱒ࡀ⏕ࡌࡓ⫼ᬒ
ࡣࠊΎỈ♫㛗ࡼࡿ㐺ษ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣ☜࡛࠶ࡿࡀࠊᐁ㑰
ᨻᐙࡀ㱈㱒ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆఱࡽྲྀࡽ࡞ࡗࡓࡇࡶࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿពᛮ㏻ࡋ
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࡚ࡣ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓࠋ
➨୕ࠊ⥭ᛴែࡣࠊண ࢆ㉸࠼ࡓ㇟ࡀ⏕ࡌᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡢࡼ࠺࣐ࢽࣗࣝ➼
ࢆᩚഛࡋ࡚ࡶࠊᐃእࡢ㇟ࡀ㉳ࡇࡾᚓࡿࠋࡇࡢᐃእࡢ㇟ⓗ☜ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡣࠊ᪥
㡭ࡽࠊ⌧ᐇឤࢆᣢࡗࡓ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࡀᚲせ࡞ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ༴ᶵ⟶⌮ព㆑ࢆᮏᨾ๓ࡽ
᭷ࡋ࡚࠸ࡓㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࡣࢇぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋࠕ㸱㸱࡛ࠖࡢ᳨ドࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊⳢ
⥲⌮ࢆ㝖࠸ࡓᐁ㑰ᨻᐙࡣࠊ༴ᶵ⟶⌮ྍḞ࡞ࠊ෭㟼ỿ╔࡞ᛮ៖㔜࠸Ỵ᩿ࢆୗࡍࡓࡵࡢࠕᚰ
ᵓ࠼ࠖࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓㄆࡵࡽࢀࡿࠋ᪉ࠊⳢ⥲⌮ࡣࠊࡢᐁ㑰ᨻᐙẚ㍑ࡋ࡚ཎᏊຊⓎ
㟁ᡤ㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢⓎ⏕࠸࠺➨୍ሗ᥋ࡋࡓ
ẁ㝵࡛ࠊែࡢ῝้ࡉࢆ┦ᙜ⛬ᗘ࣓࣮ࢪࡋᚓࡓᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ㛵ᚰࡣཎᏊ⅔ࡢ≧ែ࡞
ྥࡅࡽࢀࠊᨻᗓࡋ࡚㏿ࡸ࡞ᑐᛂࡀᚲせ࡞ࡘ࠸࡚ᛮ⪃ࢆ༑ศࡵࡄࡽࡍࡇࡣ࡞
ࡗࡓࠋ



㸱㸲㸰 ᐁᶵᵓ㛵ࡍࡿホ౯
ᮏᨾࡣࠊ᪤ゐࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊᚑ᮶ࡢไᗘࡸᐁࡓࡕࡢᐃࢆ㉸࠼ࡓࠊつᶍ࡞ཎᏊຊ
⅏ᐖ࡛࠶ࡾࠊࡘ㇟ࡀᛴ㏿㐍ᒎࡍࡿᅜᐙⓗ࡞༴ᶵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘࠊ࣐ࢽࣗࣝࡢᐃࢆ㉸࠼ࡓ༴ᶵ┤㠃ࡋࡓሙྜࠊ࣐ࢽࣗࣝ࠾࠸࡚ᐃ
ࡉࢀࡓᨾࢆ๓ᥦࡋࡓᚑ᮶ࡢᴗົࡢ㐙⾜᪉ἲ࡛ࡣࠊ㒔ྜ࡞ែࡀ⏕ࡌࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᐁࡓࡕࡣࠊᅜẸࡢ⏕࣭㌟యࡢᏳ➼ࡢ☜ಖࡢࡓࡵࠊ⮫ᶵᛂኚែᑐฎࡍࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡋࡋࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࠊᛂᛴᑐ⟇ࡘ࠸࡚㔜せ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡁ㛵ಀᐁᗇ➼
ࡢᐁࡓࡕࡣࠊ࣐ࢽࣗࣝ࡞ࡁ༴ᶵ┤㠃ࡋ࡚ΰࡋࠊ⮫ᶵᛂኚືࡃࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ


㸯㸧ᨻᐙᑐࡍࡿ๓ࡢㄝ᫂ࡢ㊊
⥭ᛴ࠾࠸࡚ࠊྛ┬ᗇࡢ㈐௵⪅ࡋ࡚ࡢᨻᐙࡀᐁᶵᵓᑐࡋ࡚㐺ษᣦ௧ᶒ㝈ࢆ
⾜ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᐁᶵᵓࡢഃ࡛ࠊ࠶ࡽࡌࡵᨻᐙᑐࡋࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁ
ࡸά⏝ࡍࡁไᗘࡸ⤌ࡳࡘ࠸࡚༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊᨻᗓࡢ㈐௵⪅ࡋ࡚ᮏᨾ┤㠃ࡋࡓᨻᐙࡀࠊཎ⅏ἲࢆ୰ᚰ
ࡍࡿཎᏊຊ㜵⅏㛵ࡍࡿไᗘࡢᘓ࡚ࡅࡸᡭ⥆ࡁࡢὶࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ63((',➼ࡢཎᏊຊ㜵⅏
⏝࠸ࡽࢀࡿࢩࢫࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆ༑ศ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢࡓࡵࠊᨻᐙࡼࡿ㐺㐺
ษ࡞ุ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓㄆࡵࡽࢀࡿ㇟ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊᮏᨾࡢⓎ⏕ඛ❧ࡕࠊᐁᶵᵓ࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤌⧊ࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡿᨻᐙ
ᑐࡍࡿㄝ᫂ࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ࡛ࠊᐁᶵᵓࡣ
⮬ࡽࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡶࡢホ౯ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸰㸧ᖹᖖࡢព㆑ࡽࢃࢀࡓཷືⓗ࡞ᑐᛂ
ಖᏳ㝔➼ࡢ㛵ಀᐁᗇࡣࠊᮍ᭮᭷ࡢᅜᐙⓗ༴ᶵᙜࡓࡗ࡚ࠊཎⓎ࠾ࡅࡿែࡢᝏᅜẸ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ࡢ⿕ᐖࡢ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊᖹᖖࡢᴗົࡣࡃ␗࡞ࡿࠊពᕤኵࡼࡿ⬟ືⓗ࡞άືࡀồࡵࡽ
ࢀࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᐇែࡣࠊᖹᖖࡢព㆑ࢆ㌿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓࠊཷືⓗ࡞ᑐ
ᛂࡀ┠❧ࡕࠊᚲせ࡞ᑐᛂࢆ⮬ࡽ⪃࠼⬟ືⓗࡾฟࡍ࠸ࡗࡓጼໃࡣ⛬㐲ࡗࡓ࠸ࢃࡊࡿ
ࢆᚓ࡞࠸ࠋ

DಖᏳ㝔࠾ࡅࡿၥ㢟
ᮏᨾࡢࡼ࠺ࠊつไᐁᗇࡸᴗ⪅ࡢู࡞ࡃࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡀඹྠࡋ࡚
ᨾᑐᛂᙜࡓࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᅜᐙⓗ༴ᶵ࠾࠸࡚ࡶࠊಖᏳ㝔ࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊつไᐁᗇ
ᴗ⪅ࡢ㛫ࡢ⊂❧ᛶࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࠊᖹᖖࡢつไᐁᗇࡋ࡚ࡢព㆑ࡀᙉࡗ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊಖᏳ㝔ࡣࠊࣉࣛࣥࢺሗࡀ༑ศධᡭ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࠸࠺⮬ぬࡣ࠶ࡗࡓࡶ
ࢃࡽࡎࠊ⮬ࡽᮾ㟁ᮏᗑேဨࢆὴ㐵ࡋ࡚ᮾ㟁ࡢሗ㞟యไࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᑐ
ᛂࢆࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊಖᏳ㝔ࡣࠊ㑊㞴⠊ᅖࡢ᳨ウࡶከࡃࡢ㛫ࢆ㈝ࡸࡋࠊලయⓗ࡞㑊㞴⠊ᅖࡢタᐃ➼ࡢ
㉳ࡶ㎿㏿⾜࠼࡞ࡗࡓࠋ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ௨እࡘ࠸࡚ࡶࠊᐁ㑰㝵࡛ࡢ༠㆟࠾࠸࡚ࠊ
ࡑࡢሙཧຍࡋ࡚࠸ࡓᖹᒸಖᏳ㝔ḟ㛗ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊⳢ⥲⌮ࡽᐁ㑰ᨻᐙᨾᑐᛂࡘ࠸࡚ࡢ
ពぢࢆ㏙ࡓᙧ㊧ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡉࡽࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ㸦ࠕ㸱㸴㸯࡛ࠖヲ
㏙㸧ࡸ63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢබ⾲㸦ࠕ㸲㸱㸲㸳㸧࡛ࠖヲ㏙㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⛉┬ཬࡧ
Ᏻጤဨࡢ㛫ࡢᙺศᢸࡘ࠸࡚ࡢㄪᩚࢆయⓗ⾜ࢃ࡞࠸࡞ࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡋ
࡚ồࡵࡽࢀࡿ㛵ಀᐁᗇ㛫ࡢㄪᩚᴗົࡶ༑ศᐇࡋ࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡓேࡢಖᏳ᳨ᰝᐁࡣࠊᮾ㟁㛵ಀ⪅ࡀࡲࡉỴṚࡢ
ぬᝅ࡛ᮏᨾࡢ⌧ሙᑐᛂ⮫ࡴ୰ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ≧ἣࡢᝏࢆཷࡅࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ
࣮⛣ືࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶࠊつไᙜᒁࡀ᪩ࠎ⮬ࡽࡢ⫋㈐ࢆ࠺ࡍࡿࡇࢆ᩿ᛕࡋࡓࡢ
༳㇟ࢆ࠼ࡡ࡞࠸⾜ື࡛࠶ࡗࡓࠋ

EᏳጤဨ࠾ࡅࡿၥ㢟
⌜┠ጤဨ㛗ࡽࡀᐁ㑰㝵࡛ࡢ༠㆟ຍࢃࡗ࡚࠸ࡿ㛫ࠊྠጤဨ㛗ࡽᑐࡋࠊࡢᏳጤဨࡸ
Ᏻጤဨົᒁࡽᚲせ㈨ᩱࡢᥦ౪➼ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ⾜ࢃࢀࡓᙧ㊧ࡣ࡞ࡃࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡽࡣࠊ
ᇶᮏⓗ⮬ࡽࡢ▱㆑ࡢࡳࢆࡶㄝ᫂ࡸຓゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡣࠊᏳጤဨ
ົᒁࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡽࢆ⤌⧊ⓗࢧ࣏࣮ࢺࡋࡼ࠺࠸࠺ጼໃࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇࡼࡗ࡚
⏕ࡌࡓ࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏳጤဨࡣࠊ᭶᪥௨㝆ࠊ⮬ࡽ63((',ࢆ⏝࠸ࡓィ⟬ࢆ㛤ጞࡋࡓ㸦ࠕ㸲㸱㸲㸱㸧ࠖ
࡛ヲ㏙㸧ࠋࡋࡋࠊᏳጤဨࡣྛศ㔝ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࢆ᭷ࡍࡿᑓ㛛ᐙࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࡽࠊࡶࡗ᪩࠸ẁ㝵࡛ࠊఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢほⅬࡽࠊᑓ㛛ᐙࡑࡢά⏝᪉ἲࡘ࠸࡚ព
ぢࢆồࡵࡿ࡞ࠊ✚ᴟⓗ࡞⾜ືࢆࡿࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
☜ࠊᏳጤဨࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊㛗➼ࡢせㄳࢆཷࡅ࡚ຓゝࢆ⾜࠺ࡇࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ⮬ࡽ✚ᴟⓗຓゝࢆࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀἲࡢ㊃᪨ࡍࡿࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋᮏᨾࡢࡼ࠺
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࣐ࢽࣗࣝࡢ࡞࠸ែ࠾࠸࡚ࡣࠊ࣐ࢽࣗࣝ➼࡛ᐃࡉࢀࡓຓゝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜẸࡢ
⏕ࠊ㌟య➼ࡢ㜵ㆤ࠸࠺ほⅬࡽ⮬ࡽయⓗ⾜ືࡍࡿࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ

Fᩥ⛉┬࠾ࡅࡿၥ㢟
ᩥ⛉┬ࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿᨾࡢሙྜࠊಖᏳ㝔ࡀົࡵࡿཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ➼ࡢ㛵ಀᶵ
㛵ࡽࡢせㄳᛂࡌ࡚ᨭࢆ⾜࠺࠸࠺⤌⧊㐠Ⴀࡀᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࡶࠊᩥ
⛉┬ࡣࡇ࠺ࡋࡓጼໃࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ࠼ࡤࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡘ࠸࡚ࡶࠊᐇయࡣ⚟ᓥ┴࡛࠶ࡿࡢᘓ๓
ࡽࢃࢀࠊఫẸ㜵ㆤ࠸࠺┠ⓗࡢࡓࡵ⮬ࡽ⬟ືⓗ⾜ືࡍࡿ࠸࠺Ⓨࡀ࡞ࡃࠊᨭ㒊㝲
ࡢὴ㐵ࡢ㐜ࢀࢆᣍ࠸ࡓࠋ
ᮏᨾࡀࠊᨻᗓ➼ࡀ୍࡞ࡗ࡚ᑐᛂᙜࡓࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸つᶍ࡛࠶ࡗࡓࡇࡣࠊᙜࡶ
᫂ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣࠊᨭࢆᚲせࡍࡿᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠊᶵ㛵ᨭࢆ
ồࡵࡿࡇࡍࡽᡭࡀᅇࡽ࡞࠸≧ែ㝗ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆᚾᗘࡋࠊࡴࡋࢁᨭࢆ⾜
࠺ഃ࠾࠸࡚ࠊ⮬ࡽ✚ᴟⓗᨭάືࢆᒎ㛤ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡶࢃࡽࡎࠊ㛵ಀᶵ㛵
ࡽࡢせㄳࢆᚅࡗ࡚ᨭࢆ⾜࠺ࡢጼໃࢆሀᣢࡋࡓᩥ⛉┬ࡢᑐᛂࡣࠊཷࡅ㌟ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
⮬ࡽㄢࡏࡽࢀࡓᨭࡢᙺࢆᐇ㉁ⓗᛰࡗ࡚࠸ࡓࡉ࠼࠸࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸱㸧⦪ࡾព㆑ࡼࡿᘢᐖ
⥭ᛴែ࠾࠸࡚ࡣ≉ࠊ㛵ಀᶵ㛵ྠኈࡀ⦪ࡾព㆑ࡽ⬺ࡋࠊ⤌⧊ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚㐃ᦠࡋ࡚
ᨻᗓࡢⱥ▱ࢆ⤖㞟ࡋࠊ⥲ຊࢆᣲࡆ࡚㎿㏿ᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㛵ಀᶵ㛵ࡢᢸᙜ⪅ࡀཧ㞟ࡋ࡚
ᵓᡂࡉࢀࡿཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡸ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠾ࡅࡿྛᶵ⬟⌜ࡢᏑᅾព⩏ࡣࠊࡲࡉࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᮏᨾࡢᑐᛂ࡛ࡣ⦪ࡾព㆑ࡼࡿᘢᐖࡀ┠❧ࡗࡓࠋ

ࡑࡢ୍ࡀࠊ63((',ࡢ㐠⏝࡛࠶ࡿࠋࠕ㸲㸱㸲㸱㸧࡛ࠖヲ㏙ࡍࡿ࠾ࡾࠊᮏᨾᚋࠊᩥ⛉
┬ࠊಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨࡢྛᢸᙜ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀ⊂⮬63((',ࡼࡿண ィ⟬ࢆ⾜࠸ࠊ┦ࡢ㐃
ᦠࡀྲྀࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ63((',ࡢ㐠⏝ࡢㄝ᫂ࡘ࠸࡚ࡶࠊྛᶵ㛵ࡢ㛫୍࡛⮴ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
ᩥ⛉⮧ࡣࠊグ⪅ぢ࠾࠸࡚ࠊ63((',ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡣᏳጤဨ୍ඖࡋࡓㄝ᫂ࡋࠊ
ᩥ⛉┬ࡣཧ㆟㝔㆟ဨᑐࡋ࡚Ᏻጤဨࡢ୍ඖࡀ⾜ࢃࢀࡓ࠸࠺㊃᪨ࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓࡳ
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊෆ㛶ࡣࠊ㉁ၥព᭩ࡢ⟅ᘚ᭩࠾࠸࡚ࠊᏳጤဨࡢ୍ඖࡢ
ᐇࡣ࡞࠸⟅ᘚࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶᪥ࠊࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾࡲࡵࡣᩥ⛉┬ࡀࠊࢹ࣮ࢱ
ࡢホ౯ࡣᏳጤဨࡀ⾜࠺ࡢᙺศᢸࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊᏳጤဨࡽࡣࠊࡑࡢᚋࠊ
ṇ☜࡞ホ౯ࡢࡓࡵᚲせ࡞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡢ㞟≧ἣࡢヲ⣽ሗࡀᩥ⛉┬ࡽᥦ౪
ࡉࢀ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊホ౯ᅔ㞴࡞ࢹ࣮ࢱࡀᒆࡃ࡞ࡢពぢࡶฟࡉࢀࡓࠋ




➲ᮌ❳୕ᩥ⛉⮧グ⪅ぢ㘓㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
ཧ㆟㝔ᩥᩍ⛉Ꮫጤဨ㆟㘓➨ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

ෆ㛶⥲⌮⮧ࡼࡿୖ㔝㏻Ꮚཧ㆟㝔㆟ဨࡢ㉁ၥព᭩ᑐࡍࡿ⟅ᘚ᭩㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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ࡉࡽࠊእົ┬ࡣࠊ⡿ᅜ࢚ࢿࣝࢠ࣮┬ࡽධᡭࡋࡓ⡿㌷ᶵࢆ⏝࠸࡚ᐇࡋࡓ⯟✵ᶵࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࢆྛᐁබᗇᒆࡅࡓࡀࠊࡑࡢᐇࡀᐁ㑰ఏ㐩ࡉࢀࡓᙧ㊧ࡣ࡞࠸ࠋᩥ⛉┬ࡣࠊࡇ
ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⮬ࡽࡀᡤ⟶ࡍࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊࡢᐁබᗇࡸᐁ㑰ఏ㐩ࡋ࡞
ࡗࡓࠋಖᏳ㝔࠾࠸࡚ࡶࠊヲ⣽ࡣ᫂ࡔࡀࠊࡢᐁබᗇࡸᐁ㑰㏦ࡋࡓᙧ㊧ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓሗඹ᭷ࡢഛࡀ⏕ࡌࡓࡢࡣࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡀᖹᖖࡢ⦪ࡾព㆑ࡽ⬺༷࡛ࡁ࡞ࡗ
ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᐁࡓࡕࡢཷືⓗ࡞ᑐᛂࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋᖹᖖࡢ⦪ࡾព㆑ࡽࢃ
ࢀ࡚⮬ࡽࡢ㈐௵ࢆᅇ㑊ࡋࡼ࠺ࡋࡓᐁࡓࡕࡢᾘᴟⓗ࡞ጼໃࡣ┬ࢆ㏕ࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸧⥭ᛴᑐᛂ⬟ຊࢆᣢࡘᑓ㛛ᐙࡢ㊊
ᮏᨾ࡛ࡣࠊಖᏳ㝔㛵ಀ⪅ࡸᏳጤဨጤဨ➼ࡢᑓ㛛ᐙࡀࡑࡢᙺࢆᯝࡓࡏࡎࠊᐁ㑰ᨻᐙ
ࡼࡿពᛮỴᐃࡣࠊᑓ㛛ᐙࡼࡿ⤌⧊ⓗࡘ㐺ษ࡞ຓゝࢆḞ࠸ࡓ≧ែ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᐁ㑰ᖿ㒊ࡢ୍ேࡀసᡂࡋࡓ࣓ࣔࡢࠕᢈุࡉࢀ࡚ࡶ࠺ࡘࡴ࠸࡚ᅛࡲࡗ࡚㯲ࡾ㎸ࡴࡔࡅࠖࠊࠕゎ
Ỵ⟇ࡸⓎ㜵Ṇጼໃࢆࡃ♧ࡉ࡞࠸ᢏ⾡⪅ࠊ⛉Ꮫ⪅ࠊ⤒Ⴀ⪅ࠖ࠸࠺グ㍕ࡀ➃ⓗ≀ㄒࡿ࠾
ࡾࠊᑓ㛛ᐙࡣࠊᮏᨾࡢᑐᛂ࠾࠸࡚ࠊ⥲ࡌ࡚ࠊㄝ᫂ࢆồࡵࡿഃࡀఱࢆồࡵ࡚࠸ࡿࢆᚾᗘ
ࡏࡎࠊ⛉Ꮫ⪅ࡋ࡚ࡢពぢࢆ༑ศ࡞ㄝ᫂ࡶ࡞ࡃ㏙ࡿࡤࡾ࡛ࠊ⮫ᶵᛂኚ࡞ᑐᛂࢆྲྀࡿࡇࡀ
࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽᑓ㛛ᐙࡀ㇏ᐩ࡞▱ぢࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ␗ㄽࡀ࡞࠸ࡀࠊ⥭ᛴ࠾࠸
࡚ఱࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ≧ἣุ᩿ࡶ࡞ࡃࠊᖹᖖྠᵝࡢពぢࢆ㏙ࡿࡢࡳ࡛ࡣࠊᑓ㛛ᐙ
ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡋࡓࡣホ౯ࡋ㞴࠸ࠋ
ᚋࠊ⥭ᛴ༶ᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿᑓ㛛ᐙࡢ㓄⨨ࠊᑓ㛛ᐙᑐࡍࡿカ⦎ࡸᩍ⫱࡞ࡢ
ᐇࡀᛴࡀࢀࡿࠋ

㸳㸧༴ᶵ࠾࠸࡚ᣢࡘࡁឤࡢ㊊
᭶᪥ࠊ㥐㌴୰ࡢ㟁㌴ࡢ୰࡛ᆅ㟈㐼㐝ࡋࡓ࠶ࡿⱝ࠸㆙ᐹᐁࡣࠊὠἼ㆙ሗࡀⓎ௧
ࡉࢀࡓࡇࢆᐈࡽ⪺ࡃࠊ┤ࡕᐈဨࡢ㑊㞴ㄏᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࠊ㐺ษ࡞㑊㞴
ඛࢆ㑅ᢥࡋࡓୖ࡛ࠊὠἼࡀ⫼ᚋ㏕ࡿ୰ࠊ୍ேࡢ⬺ⴠ⪅ࡶฟࡍࡇ࡞ࡃ㑊㞴ㄏᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡀⓎฟࡉࢀࡓᚋࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓࡢ༴㝤ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࠊఫẸࢆ࡚㑊㞴ࡉ
ࡏࡿࡲ࡛⿕⅏⌧ሙࡲࡾࠊ㑊㞴ㄏᑟᑾຊࡋࡓᾘ㜵ᅋဨࡶᩘከ࠸ࠋ
࣐ࢽࣗࣝ࡞ࡁ༴ᶵ┤㠃ࡋࡓᙼࡽࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ⓗ☜ࡘຬᩒ࡞⾜ືࢆྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ
ࡢࡣࠊఫẸ୍ே୍ேࢆᏲࡿ࠸࠺⮬ࡽࡢࢆࠊ௳ࠊᨾഛ࠼ࡓ᪥㡭ࡢカ⦎ࡸᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ
࡚ࡓࡓࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ಖᏳ㝔➼ࡢ㛵ಀᐁᗇࡼࡿᨾᑐᛂࡶࡲࡓࠊୖグࡢ㆙ᐹᐁࡽࡢάືྠࡌࡃࠊᅜẸࡢ⏕ࡸ
㌟యࡢ㜵ㆤࢆ┠ⓗ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊୖ㏙ࡋࡓᐁࡓࡕࡢᾘᴟⓗࠊཷືⓗ࡞ᑐᛂ
ࡽࡣࠊᅜẸࡢ⏕ࡸ㌟యࢆᏲࡿ࠸࠺Ẽᴫࡸឤࡣឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋᐁࡓࡕࡣࠊᖹᖖࡢ
カ⦎ࡸᩍ⫱ࡼࡗ࡚ࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿឤ⾜ືຊࢆ⤌⧊ⓗᇵ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ




ୗᮧ୍ෆ㛶ᐁᡣෆ㛶ᗈሗᐊෆ㛶ᑂ㆟ᐁసᡂࡢ࣓ࣔ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧
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⚟ᓥ┴ࡢཎᏊຊ㜵⅏యไࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖᆅ㟈࣭ὠἼ⅏ᐖࡣྠⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠊ࠸࠺๓
ᥦᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡶくࢃࢀࡓᅇࡢᨾ࡛ࡣࠊึືࡢ
ᑐᛂయไ❧ࡕୖࡆ⮬యࡁ࡞ᅔ㞴ࢆకࡗࡓࠋ
ᮏᨾࡢⓎ⏕௨㝆ࠊ⚟ᓥ┴ᨻᗓࡣ┦ࡢືྥࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ༴ᶵឤࢆເࡽࡏࡓ
⚟ᓥ┴ࡀࠊ㐣ཤࡢ㜵⅏カ⦎ࡢ⤒㦂ࡽ⊂⮬ࡢุ᩿࡛⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄᅪෆࡢఫẸ
㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࠊࡑࡢศᚋᨻᗓࡀ༙ᚄᅪෆࡢఫẸ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍែ⮳ࡗ
ࡓࠋ⚟ᓥ┴ࡣࠊୖグࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆఫẸ࿘▱ࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡓࡀࠊ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡢᅇ⥺㊊
ࡸᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿ㏻ಙᶵჾࡢᦆቯࡼࡗ࡚ࠊఫẸࡢሗఏ㐩ࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴࡛ࡣ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢᐇᚲせ࡞㈨ᶵᮦࡢഛࡽࠊ㎿㏿࡞⥭ᛴࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࢆᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡣࠊὠἼࡼࡿὶኻࡸᆅ㟈ࡼࡿ㏻ಙ
ᅇ⥺ࡢษ᩿ࡼࡾࠊⓎ⅏ᙜึṇᖖᶵ⬟ࡋࡓࡢࡣ࢝ᡤ୰࢝ᡤࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋྍᦙᆺ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡣࠊ᭶᪥ࡲ࡛ࡣ㏻ಙ⥙ࡢ㞀ᐖ࡛⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
࣮࢝ࡣࠊ⇞ᩱ㊊ࡽ༑ศά⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ



㸱㸳㸯 ⚟ᓥ┴ࡼࡿึືᑐᛂ
⚟ᓥ┴ࡢཎᏊຊ㜵⅏యไࡣࠊ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋྠ
ィ⏬ࡣࠊᆅ㟈➼ࡢ⮬↛⅏ᐖࡼࡿཎᏊຊ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࢆ๓ᥦࡣࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ


㸯㸧ཎᏊຊ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ⚟ᓥ┴ࡢ⤌⧊యไ
⚟ᓥ┴࠾࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅ࡼࡗ࡚ࠊཎᏊຊ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ
⤌⧊యไࢆᐃࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅࡛ࡣࠊཎ⅏ἲ᮲㏻ሗࢆཷࡅࡓሙྜࠊ⚟ᓥ┴ᗇ㸦ᮏᗇ⯋㸧┴⅏ᑐᮏ㒊ࢆ
タ⨨ࡋࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮⚟ᓥ┴ࡢཎᏊຊ⌧ᆅ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ┴⌧ᆅᮏ㒊ࠖ࠸࠺㸧
ࢆタ⨨ࡍࡿࡼ࠺ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ┴⅏ᑐᮏ㒊ࡢୗࡣࠊࡘࡢᶵ⬟⌜㸦⥲ᣓ⌜ࠊሗ㞟⌜ࠊ㏻
ಙ⌜ࠊᗈሗ⌜ࠊ΅እ⌜ࠊάືᨭ⌜ࠊᩆ⌜ࠊ≀㈨⌜ࠊఫẸ㑊㞴࣭Ᏻ⌜㸧ࢆ⨨ࡁࠊሗ㞟
ࡸᕷ⏫ᮧࡀ⾜࠺ఫẸ㑊㞴ࡢᨭ➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅ࡢࡶࠊ㟈⅏ᑐ⟇⦅ࡀ࠶ࡿࠋ㟈⅏ᑐ⟇⦅࡛
ࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶࡘ࠸࡚ࠊࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸦⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࠊ⚟ᓥ➨ཎᏊ
ຊⓎ㟁ᡤ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜࡀࡑࡢ⪏㟈Ᏻᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅ㟈ࡼࡗ࡚ཎᏊຊ⅏ᐖࡀⓎ⏕
ࡍࡿࡇࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠖグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ୖࡣࠊᆅ㟈➼ࡢ⮬
↛⅏ᐖࡼࡿཎᏊຊ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡀ๓ᥦࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ㟈⅏ᑐ⟇⦅࡛ࡣ㟈⅏Ⓨ⏕




⚟ᓥ┴㜵⅏㆟ࠕ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦㟈⅏ᑐ⟇⦅㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧 ࣮࣌ࢪ
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ᅗ㸱㸳㸯㸯 ⚟ᓥ┴⅏ᐖᑐ⟇
⚟
⟇ᮏ㒊ࡢึືࡢ
ࡢ⤌⧊యไ


ࡢ⤌⧊
⧊యไࡀᐃࡵ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛
࡛ࡣࠊཎᏊຊ⅏
⅏ᐖᑐ⟇⦅
ᐃࡵࡽࢀࡓ
ࡓࡶࡢྠࡌ
ࡌࡘࡢ
ᶵ⬟⌜
⌜ᇶ࡙ࡃά
άືࡀᐃࡉ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

㸰㸧ึ
ึືᑐᛂࡢᐇ
ᐇែ

Dᆅ㟈࣭ὠἼ
Ἴ⅏ᐖᑐ⟇ࡀ
ࡀඃඛࡉࢀࡓ
ࡓ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ
ᮏ㒊ࡢయไ
ᮏ
ᮏᨾࡀⓎ⏕
⏕ࡋࡓ㝿ࠊ⚟
⚟ᓥ┴ᗇ࡛ࡣ
ࡣࠊከᩘࡢ⫋ဨ
ဨࡀᆅ㟈࣭ὠ
ὠἼᑐ⟇ࢆㅮ
ㅮࡌࡿࡃࠊ⚟
⚟ᓥ┴
ᆅᇦ
ᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢ
ࡢ㟈⅏ᑐ⟇⦅
⦅ࡢࡗࡗ
ࡗ࡚๓㏙ࡢ┴
┴⅏ᑐᮏ㒊ࡢྛᶵ⬟⌜ࡢᴗ
ᴗົᙜࡓࡗ
ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ
ࠋࡑࡢࡓࡵࠊཎᏊຊ⅏ᐖ
ᐖᑐᛂ࡛ࡁࡿ
ࡿ⫋ဨࡣⴭࡋ
ࡋࡃ㝈ࡽࢀࡿ
ࡿࡇ࡞ࡾࠊཎᏊຊ⅏ᐖ
ᐖᑐ⟇
࡛ᐃࡉࢀ࡚
⦅࡛
࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞
࡞యไࡣྲྀࢀ
ࢀ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑ
ࡑࡇ࡛ࠊ⚟ᓥ
ᓥ┴࡛ࡣࠊ㟈
㟈⅏ᑐ⟇⦅ᐃ
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸
࠸ࡿ⤌⧊యไ
ไࠊᑓࡽཎᏊ
Ꮚຊ⅏ᐖࡢࡓ
ࡓࡵ
ᑐᛂ
ᛂࡍࡿཎᏊຊ
ຊ⌜࠸࠺ᶵ
ᶵ⬟⌜ࢆᛴࡁࡻ᪂タࡋࡓࠋ
ࠋࡋࡋࠊࡑࡢேᩘࡶ㝈
ࡑ
ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛
࡛࠶ࡗ
ࡓୖ
ୖࠊཎᏊຊ
ຊ⌜ࡀᢸ࠺
ࡁᴗົࡶ᫂☜
☜࡛ࡣ࡞࠸ࡲ
ࡲࡲࠊཎᏊຊ
ຊࡸᨺᑕ⥺㛵
㛵ࡍࡿᑐᛂࢆ
ࢆ୍ᡭ
ᢸ
ᢸ࠺ࡇ࡞
࡞ࡗࡓࠋ
ࡶࡗࡶࠊཎ
ཎᏊຊ⌜ࡢ⫋
⫋ဨࡣࠊཎᏊຊ
ຊ⅏ᐖࡢᑐᛂ
ᛂࡣࠊ࠶ࡃࡲ
ࡲ࡛࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࢆ
ࢆ୰ᚰ
ᐇ
ᐇࡉࢀࡿࡶ
ࡶࡢㄆ㆑ࡋ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥ
ࣥࢱ࣮ࡢᶵ⬟
⬟ࡼࡗ࡚ࠊ⚟ᓥ┴
ࡼࡿ
ᮏ
ᨾࡢᑐᛂ
ᛂࡣΰ㝗
㝗ࡗࡓࠋ࠼ࡤࠊᮾ㟁ࡽ
ࡽ౫㢗ࡀ࠶ࡗ
ࡗࡓ㟁※㌴ࡢ
ࡢᡭ㓄ࡸࠊ㑊㞴
㞴ࡋࡓ

- 335 -

ఫẸࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢᑐᛂ࡞ࠊ⚟ᓥ┴ࡀ๓ᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓᴗົࡶࠊ┴⅏ᑐᮏ
㒊࡛ᐇࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ


E┴ᗇ⯋ࡢ⏝⬟㏻ಙᶵ⬟ࡢ႙ኻ
⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࠾࠸࡚ࡣࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ࢆཎ๎ࡋ࡚┴ᗇᮏᗇ⯋㝵タ⨨ࡍࡿࡶࡢ
ᐃࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊ┴ᗇᮏᗇ⯋ࡣࠊ㸦㸧ᖺᘓタࡉࢀࡓ⪏㟈ᛶࡢప࠸ᘓ≀࡛࠶ࡾࠊ⚟ᓥ┴
࡛ࡣࠊ⪏㟈ഛࡢၥ㢟ࢆㄆ㆑ࡋࠊ⪏㟈⿵ᙉᕤ➼ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏᨾᙜࡣᨵၿࡉ
ࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ┴ᗇᮏᗇ⯋ࡣࠊᮏᨾࡢᆅ㟈ࡼࡗ࡚⏝⬟࡞ࡾࠊ┴⅏
ᑐᮏ㒊ࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡞≧ἣ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏᨾᑐᛂࡢ୰ᚰⓗᙺࢆᢸ࠺ࡁ
ཎᏊຊ㜵⅏㛵㐃ࡢᢸᙜㄢࡢᣐⅬࡣࠊ┴ᗇすᗇ⯋࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡶ⪏㟈ᛶࡢၥ㢟ࡽ⏝ᅔ
㞴࡞≧ែ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ⚟ᓥ┴ࡣࠊ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࠾࠸࡚┴ᗇᮏᗇ⯋ࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡢ௦᭰
タᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚟ᓥ┴⮬㤋㝵ᚲせ࡞㈨ᶵᮦࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ࢆタ⨨ࡋ
ࡓࠋࡋࡋࠊ⚟ᓥ┴⮬㤋㝵ࡣࠊ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ㔜せ࡞㏻ಙ⥙࡛࠶ࡿ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡀࠊ
┴ᗇᮏᗇ⯋㝵ࡢᅇ⥺ᑐࡋࠊࢃࡎᅇ⥺ࡋタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ┴ᕷ
⏫ᮧཬࡧࡑࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㛫ࡢ㏻ಙ⥙ࡣ⬤ᙅ࡞≧ែ㝗ࡾࠊᮏᨾࡢᑐᛂࡣࡶࡕࢁࢇࠊ
ᆅ㟈࣭ὠἼ⅏ᐖࡢᑐᛂ࠾࠸࡚ࡶࠊ㐃⤡ㄪᩚከ࡞ᨭ㞀ࢆ⏕ࡌࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋཎᏊຊ
⅏ᐖ㝈ࡽࡎࠊ⅏ᐖ࠾࠸࡚㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡀ㔜せ࡞ࡇࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿࠊண⟬➼ࡢไ⣙ࡣ࠶ࡿࡋ࡚ࡶࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ࡀタ⨨ࡉࢀࡿணᐃࡢᘓ≀ࡢ⪏㟈⿵ᙉࢆඃඛ
ࡋ࡚⾜ࢃࡎࠊ௦᭰タ༑ศ࡞㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࢆタ⨨ࡍࡿ࠸ࡗࡓᨵၿࡶ⾜ࢃ࡞ࡗࡓ⚟ᓥ┴
ࡣࠊ༴ᶵព㆑ࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡗࡓ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊ⚟ᓥ┴㆙ᐹᮏ㒊࠾࠸࡚ࡣࠊ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ⅏ᐖ㆙ഛᮏ㒊ࡢタ⨨ሙᡤࢆ⚟ᓥ┴ྠᵝ
┴ᗇᮏᗇ⯋ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௦᭰タࡋ࡚⚟ᓥ㆙ᐹ⨫ࢆᣦᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⚟ᓥ㆙ᐹ⨫ࡣ┴
ᗇᮏᗇ⯋‽ࡌࡿつᶍࡢ㏻ಙタഛࢆ࠶ࡽࡌࡵタ⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏᨾࡢึື࠾
ࡅࡿ㏻ಙࡁ࡞ᨭ㞀ࡣ⏕ࡌ࡞ࡗࡓࠋ

F┴ࡢ⌧ᆅ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᶵ⬟
⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊⓎ⅏┤ᚋࡽࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࢆὴ㐵ࡋ࡚┴⌧ᆅᮏ㒊ࢆ❧ࡕୖࡆ
ࡓࡀࠊᮏ᮶ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
㐣ཤࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠾࠸࡚ࡣࠊ┴⌧ᆅᮏ㒊࠾ࡅࡿ༠
㆟ࡼࡗ࡚┴ࡋ࡚ࡢពྥࢆྲྀࡾࡲࡵࠊཎᏊຊ⅏ᐖྜྠᑐ⟇༠㆟࠾࠸࡚ᕷ⏫ᮧ࣭ᨻᗓ
ࡢ㛫࡛ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠊ࠸࠺⤌ࡳࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊ㇟ࡢ㐍ᒎࡀ
ᛴ㏿࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ┴⌧ᆅᮏ㒊࠾ࡅࡿ༠㆟ࡶࠊཎᏊຊ⅏ᐖྜྠᑐ⟇༠㆟ࡢ㛤ദࡶᐇ㉁ⓗ
ࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ┴⌧ᆅᮏ㒊࡛άື࡛ࡁࡓ⫋ဨࡣᖖࠊே㝈ࡽࢀࠊ≉᭶᪥௨㝆ࡣࠊ࢜ࣇࢧ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ࢺࢭࣥࢱ࣮ࢆ⚟ᓥ┴ᗇ⛣㌿ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛᴗົ㏣ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ┴Ẹࡢ≧
ἣ㓄៖ࡋࡓ⥭ᛴែᛂᛴᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ



㸱㸳㸰 ఫẸ㑊㞴࠾ࡅࡿ⚟ᓥ┴ࡢᑐᛂ
ᮏᨾࡢⓎ⏕௨㝆ࠊ⚟ᓥ┴ᨻᗓࡣ┦ࡢືྥࢆᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ୰࡛༴ᶵឤࢆເ
ࡽࡏࡓ⚟ᓥ┴ࡣࠊ⊂⮬༙ᚄᅪෆࡢఫẸ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࡀࠊࡑࡢศᚋᨻᗓࡀ༙ᚄ
ᅪෆࡢఫẸ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍ࠸࠺ែ⮳ࡗࡓࠋ๓㏙ࡋࡓࠊ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡢᅇ⥺㊊ࡸᆅ
㟈࣭ὠἼࡼࡿ㏻ಙᶵჾࡢᦆቯࡢࡓࡵࠊఫẸࡢሗఏ㐩ࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓࠋ

㸯㸧⚟ᓥ┴⊂⮬ࡢุ᩿ࡼࡿ㑊㞴ᣦ♧
⚟ᓥ┴ࡣࠊᨻᗓࡀ㑊㞴༊ᇦࢆ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆỴᐃࡋࡓ⣙ศ๓ࡢ᭶᪥
ศࠊ༙ᚄNPᅪෆࡢఫẸᑐࡋ࡚⊂⮬ࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
┴⅏ᑐᮏ㒊ࡣࠊᮾ㟁ࡽࡢሗࢆᚓ࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ≧ἣࡀᛴ㏿ᝏࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆㄆ
㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᨻᗓࡼࡿ⥭ᛴែᐉゝࡢⓎฟࡣࠊᮾ㟁ࡽࡢཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟Ⓨ⏕
ࡢ㏻ሗࢆཷࡅࡓ⣙㛫ᚋ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽࠊ⥭ᛴែᐉゝࡀⓎฟࡉࢀࡓ࠸࠺㐃⤡ࡀ⚟ᓥ┴
ᒆ࠸ࡓࡢࡣࠊⓎฟࡢࡉࡽ⣙㛫༙ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋ⚟ᓥ┴ࡋ࡚ࡣࠊ┴⮬ࡽࡣ㑊㞴ᣦ♧ࢆⓎฟ
ࡍࡿ᫂☜࡞ἲⓗ᰿ᣐࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᨻᗓࡽ㑊㞴ᣦ♧ࡀฟࡉࢀ
࡞࠸ࡇ༴ᶵឤࢆເࡽࡏ࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆࡢఫẸ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࠋ༙
ᚄNPᅪෆ࠸࠺⠊ᅖࡣࠊ㐣ཤࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛༙ᚄNPᅪෆࡢఫẸࡢ㑊㞴カ⦎ࢆ⾜ࡗࡓ
ࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᚲせ᭱ᑠ㝈ࡢ㊥㞳ࡋ࡚⚟ᓥ┴ࡀ⊂⮬Ỵᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⚟ᓥ┴ࡣࠊୖグࡢ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍࡲ࡛ࠊᨻᗓ࠾ࡅࡿ㑊㞴༊ᇦࡢ᳨ウ≧ἣࢆ
ᢕᥱࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ᪉࡛ࠊ⚟ᓥ┴ࡶࠊᨻᗓᑐࡋࠊ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆⓎฟࡋࡓ᪨
ࢆ㐃⤡ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᨻᗓࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡼࡿ㑊㞴ᣦ♧ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡲࡲࠊࡑࡢ⣙ศᚋࡢ
ศࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆⓎฟࡋࡓࠋ

㸰㸧ᅔ㞴ࢆᴟࡵࡓ㑊㞴ᣦ♧ࡢ࿘▱
⚟ᓥ┴ࡣࠊୖグࡢ༙ᚄNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧Ⓨฟᚋࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ワࡵ࡚࠸ࡓグ⪅ࡽᑐࡋ࡚
グ⪅ぢࢆ⾜ࡗࡓୖࠊ⚟ᓥ┴㆙ࡢ㆙ᐹ↓⥺ࡸᗈᇦᾘ㜵ࡢᾘ㜵↓⥺➼ࡶά⏝ࡋ࡚ࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡢᕷ
⏫ᮧཬࡧఫẸࡢ࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊୖグࡢࡼ࠺ࠊᕷ⏫ᮧࡢ㔜せ࡞ሗఏ㐩ᡭẁ࡞ࡿ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡣࠊᅇ⥺ᩘࡢ
㊊ࡼࡾࡑࡢᶵ⬟ࢆⓎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୍㒊ࡢ⏫ᮧᙺሙ࡛ࡣࠊᆅ㟈࣭ὠἼ➼
ࡼࡿ㏻ಙᶵჾࡢᦆቯࡶぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡀཎᅉ࡛ࠊ⚟ᓥ┴ࡽᕷ⏫ᮧᑐࡍࡿ㑊㞴ᣦ♧ࡢఏ
㐩ࡣᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞≧ែ࠶ࡗࡓࠋ
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㸱㸳㸱 ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࠾ࡅࡿ⚟ᓥ┴ࡢึືᑐᛂ
⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢᐇᚲせ࡞㈨ᶵᮦࡢഛࡽࠊ㎿㏿࡞⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥ
ࢢࢆᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡣࠊὠἼࡼࡿὶኻࡸᆅ㟈ࡼࡿ㏻ಙᅇ⥺ࡢษ᩿
ࡼࡾࠊⓎ⅏ᙜึṇᖖᶵ⬟ࡋࡓࡢࡣ࢝ᡤ୰࢝ᡤࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋྍᦙᆺࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏
ࢫࢺࡣࠊ᭶᪥ࡲ࡛ࡣ㏻ಙ⥙ࡢ㞀ᐖ࡛⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣮࢝ࡣࠊ⇞ᩱ㊊
ࡽ༑ศά⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

㸯㸧⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࠾࠸࡚ᆅ᪉⮬యࡀᯝࡓࡍࡁᙺ
⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ ᐃࢹ࣮ࢱࡣࠊ㑊㞴༊ᇦࡢỴᐃࠊ㑊㞴ㄏᑟࡢᐇ➼ࡢࡓࡵᴟࡵ
࡚㔜せ࡞ពࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࠊఫẸࡢ㜵ㆤ⟇ࡢᐇ⾜➼㔜࡞ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍࡇ࡞ࡿࠋ
⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡼࢀࡤࠊ⚟ᓥ┴ࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢᩚഛ࣭⥔ᣢࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
せဨࡢ☜ಖ➼ࢆᅗࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⥭ᛴែᐉゝᚋ࠾࠸࡚ࡣࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥ
ࢢࡢ⤖ᯝࢆྲྀࡾࡲࡵࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ὴ㐵ࡋࡓ⫋ဨ㐃⤡ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸧༑ศ⾜࠼࡞ࡗࡓึືࡢࢹ࣮ࢱ㞟
⚟ᓥ┴ࡣࠊ㜵⅏ᇶᮏィ⏬࣭⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬➼ᇶ࡙ࡁࠊ┴ෆ࢝ᡤࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏
ࢫࢺࢆタ⨨ࡋࠊ⚟ᓥ┴ཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱࡢ┘
どࢆ⾜࠺ࡶࠊࢹ࣮ࢱࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼࡛බ⾲ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᮏ
ᨾ࡛ࡣࠊ࢝ᡤࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢ࠺ࡕ࢝ᡤࡀὠἼࡼࡗ࡚ὶኻࡋࠊ࢝ᡤࡣ㏻ಙᅇ
⥺ࡢษ᩿ࡼࡗ࡚ࢹ࣮ࢱఏ㏦ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮏᨾᚋṇᖖ࡞ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋࡓ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡣ࢝ᡤࡢࡳ࡞ࡾࠊ⚟ᓥ┴ࡣࡶࡼࡾࠊᨻᗓ➼࠾࠸࡚ࡶࠊ⎔ቃᨺᑕ⥺
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ ᐃࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡇࡀࢇྍ⬟࡞≧ែ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ᭶᪥ࡢ᪩ᮅࡽࠊཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࡀྎࡢྍᦙᆺࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࢆタ⨨
ࡋࡓࡀࠊࢹ࣮ࢱఏ㏦⏝࠸ࡿᦠᖏ㟁ヰࡢ㏻ಙ㞀ᐖࡢࡓࡵࠊ᭶᪥ࡲ࡛ࢹ࣮ࢱ㞟ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊ┴⌧ᆅᮏ㒊࡛ࡣࠊ᭶᪥᪩ᮅࡽࠊከゅⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ᥇ྲྀᶵ⬟ࡸศᯒᶵ⬟ࢆഛ࠼࡚
࠸ࡿ┴ಖ᭷ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣮࢝ࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡶ⾜ࡗࡓࡀࠊ࢞ࢯࣜࣥࡀ㊊ࡋࠊࡑࡢ⿵
ࡢ᪉⟇ࡶ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ᭶᪥ࡽࡣ✌ാ⬟࡞ࡗࡓࠋࡋࡶࠊ᭶᪥ࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺ
ࢭࣥࢱ࣮ࡽࡢ᧔ࡢ㝿ࠊ࢞ࢯࣜࣥ㊊ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣮࢝➼ࡢ㈨ᶵᮦࢆ⌧ᆅṧࡉࡊࡿࢆᚓ
࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢୗ࡛ࠊ⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡣࠊࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ❧ᆅ㐨┴ࡽࡢᛂせဨ࣭ᶵᮦ
ࡼࡿ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࡣࠊཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮ሗ࿌ࡍࡿࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮ࡽNPࢆ㉸࠼ࡿ↓⥺ࡀᒆ࡞࠸ࡓࡵ㟁Ἴࡀᒆࡃ⨨




ṇᖖ࡞ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡶࠊ ᭶ ᪥ ࡈࢁࡣ㠀ᖖ⏝Ⓨ㟁ᶵࡢ⇞ᩱษࢀࡼࡗ࡚ ᐃ⬟࡞
ࡾࠊ᭱⤊ⓗ࡚ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢᶵ⬟ࡀኻࢃࢀࡓࠋ
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ᡠࡗ࡚ሗ࿌ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡗࡓࡇ࡞ࠊ㎿㏿࡞ࢹ࣮ࢱ㞟ࡣ༑ศ࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉ
ࡽࠊࠕ㸱㸰㸱㸱㸧࡛ࠖ㏙ࡓࡼ࠺ࠊᩥ⛉┬ࡽࡢᨭࡶ༑ศཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊ
⥲ࡌ࡚ࠊึືࡣࠊ༑ศ࡞⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ


࡞࠾ࠊࠕ㸱㸳ࠖࡢグ㏙ࡣ௨ୗᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋబ⸨㞝ᖹ⚟ᓥ┴▱➨ᅇጤဨࠊụ⏣ඖஂ⤒῭⏘ᴗ⮧ࣄ

ࣜࣥࢢࠊ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧ㈨ᩱ㸦⚟ᓥ┴ᗇࠊ⚟ᓥ┴㆙ࠊ⚟ᓥ┴ཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮ࠊಖᏳ㝔ࠊᩥ⛉┬ࠊᏳጤဨ㸧ࠋ
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ᨻᗓࡣᮏᨾ㛵ࡍࡿࣉࣞࢫⓎ⾲ࡘ࠸࡚ࠊ㏿ሗᛶࡼࡾࡶṇ☜ᛶࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠋᯞ㔝ᐁ
ᡣ㛗ᐁࡣࠊሗ㛤♧ࡘ࠸࡚ࠕ☜ᐇ࡞ሗࡔࡅࢆࡋࡗࡾࢫࣆ࣮ࢹ࣮ሗ࿌ࡍࡿࠖ
࠸࠺᪉㔪ࢆ♧ࡍ୍᪉࡛ࠊ
ࠕࡀ୍ࡢᝏ࠸᪉ྥ࡛ࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ㇟ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩࠸ẁ㝵
࡛ሗ࿌ࢆࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡓ࠸ࠖࡶ㏙࡚࠸ࡿࠋᨻᗓࡣࠊᨾࡢⓎ⏕ᙜึࠊሗࡢ☜ᐇᛶ
ࢆ༑ศ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸୰ࠊ☜ᐇ࡛࠶ࡿ☜ㄆࡉࢀࡓሗࡢࡳࢆⓎಙࡍࡿ࠸࠺ᑐᛂ⤊ጞ
ࡋࠊࡘᐁ㑰ᨻᐙࠊ㛵ಀ┬ᗇཬࡧᮾ㟁ࡢ㛫࡛ሗࡢබ⾲᪉ἲ㛵ࡍࡿពᛮ㏻ࡶ༑ศ
࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊఫẸࡢᏳࢆᏲࡿ࠸࠺どⅬ࡛᭱ᝏែࡢ㐍ᒎࢆᐃࡋࠊࡇࢀ
ഛ࠼ࡓሗ㛤♧ࢆࡍࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋఫẸࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࢀࡤࠊཎⓎ࿘㎶ࡢ⏫
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᭶᪥ศࡈࢁ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄᅪෆࢆᑐ㇟ࡋࡓ㑊㞴ᣦ♧
ࡀฟࡓ㝿ࠊᨾⓎ⏕ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓఫẸࡣ㸣ࡍࡂ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᨾᙜࠊᨻᗓࡣఫẸᑐࡋ࡚ࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ➼ࡼࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ
ࢆᮇࡍࡓࡵࠖ
ࠊ
ࠕࡀ୍ࠖ
ࠊ
ࠕ┤ࡕᙳ㡪ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠖ࠸ࡗࡓࠊᏳᚰឤࢆᢪࡏࡿࡼ࠺࡞⾲
⌧࡛ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡋࡋࠊఫẸࡢഃࡽぢࡿࠊ㑊㞴ࡀᚲせࡔ࠸࠺ࡇࡣ༑ศㄝ᫂ࡉࢀ࡚
࠾ࡽࡎࠊࡲࡓࠊ࡞ࡐ┤ࡕᙳ㡪ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡢࠊ࠸࠺᰿ᣐࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫẸࡣࡉࡲ
ࡊࡲ࡞Ᏻࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋሗⓎಙࡣࠊཷࡅᡭഃࡀ࠺ཷࡅṆࡵࡿࢆᖖᛕ㢌⨨࠸࡚
⾜ࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊᅇࡢᨾ࠾ࡅࡿᨻᗓࡢሗබ⾲ࡣࠊࡇࡢⅬࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࡉࡽࠊᅇࡢᨾ࡛ࡣࠊබ⾲ࡢせྰࡸෆᐜ㛵ࡋ୍࡚㈏ࡋࡓุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵ
ࠊᅜẸࡢಙឤࢆᣍ࠸ࡓࠋᅜẸࡢ⏕࣭㌟యࡢᏳ㛵ࡍࡿሗࡣࠊ㎿㏿ᗈࡃఏ࠼ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௬☜ᐇ࡞ሗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᨻᗓࡢᑐᛂࡢุ᩿᰿ᣐ࡞ࡗࡓሗࡣබ⾲ࢆ
᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⥭ᛴࡢᨻᗓࡢᗈሗయไࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶᇶᮏ᪉㔪ࢆỴࡵ
࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



㸱㸴㸯 ᨻᗓࡢබ⾲ጼໃ
 ᅇࡢᨾ࠾࠸࡚ࠊᨻᗓࡢሗබ㛤ࡣࠊ᭱ᝏែࡢ㐍ᒎࢆᐃࡋ࡚ࠊࡑࢀഛ࠼࡚
ఫẸࡢᏳࢆᏲࡿ࠸࠺どⅬ❧ࡗࡓࡶࡢࡣ࠸࠼࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᏳࢆᏲࡿࡓࡵ࠸
ࡕ᪩ࡃఏ࠼ࡿࠊ࠸࠺ጼໃࡶḞࡅ࡚࠸ࡓࠋᨻᗓࡣࠊ☜ᐇ࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሗࡢ
ࡳࢆⓎಙࡍࡿ࠸࠺ࠊሗⓎಙഃࡢ㈐௵ᅇ㑊ࡶࢀࡿᑐᛂ⤊ጞࡋࡓࠋࡕ࡞ࡳࠊఫẸ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࡽࡣࠊᨾࡸ㑊㞴ᣦ♧㛵ࡍࡿሗࡀఫẸఏࢃࡿࡢࡀ㐜ࢀࡓࡇ
ࡢࡶࠊཎⓎᨾࡢྍ⬟ᛶࡸᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃࡢ༴㝤ᛶࡶఫẸ༑ศఏࢃࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
⿕ᐖࡀᣑࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦
࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸲㸰㸯ࠊ㸲㸰㸰ࠚཧ↷㸧
ࠋ




ᯞ㔝ᖾ⏨๓ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁグ⪅ぢ㘓㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥㸧
 ᮏ⠇ࡣࠊᯞ㔝ᖾ⏨๓ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ➨ ᅇጤဨࠊ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧ㈨ᩱ㸦ಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨࠊෆ㛶ᐁᡣࠊ⤒⏘
┬ࠊᩥ⛉┬ࠊᮾ㟁㸧ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
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㸯㸧ಖᏳ㝔ࡢ⅔ᚰ⁐⼥Ⓨゝ
ಖᏳ㝔ࡢᑂ㆟ᐁࡀࠊ᭶᪥ࡢグ⪅ぢ࡛ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࠾ࡅࡿ⅔ᚰ⁐⼥ࡢྍ⬟ᛶ
ゝཬࡋࡓࠋಖᏳ㝔ࡼࢀࡤࠊࡇࡢゝཬᑐࡋ࡚ᐁ㑰ࡀᠱᛕࢆ♧ࡋࠊ௨ᚋࠊಖᏳ㝔ࡢグ⪅Ⓨ⾲
࠾࠸࡚ࠊࠕ⅔ᚰ⁐⼥ࠖ࠸࠺⾲⌧ࡣ⏝ࡉࢀࡎࠊࠕ⅔ᚰ࠶ࡿ࠸ࡣ⇞ᩱࡢᦆയࠖ࠸ࡗࡓ⾲⌧
ኚ᭦ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊྠᑂ㆟ᐁࡣぢᢸᙜࢆ௦ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊᐁ㑰㛵ಀ⪅ࡣࠊྠᑂ㆟ᐁࡢゝཬ㛵ࡋ࡚ࠊ⅔ᚰ⁐⼥࠸࠺⾲⌧ࡘ࠸࡚ᠱᛕࢆ♧ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓⓎゝࢆࡍࡿ㝿ࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵᐁ㑰ㄪᩚࢆࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࡍ
ࡂ࡞࠸ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊಖᏳ㝔ࡢ㛫࡛ㄆ㆑ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
グ⪅ぢࡢ⤒㐣ࠊⓎ⾲ෆᐜࡣḟ⾲ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࠊಖᏳ㝔ࡀྕᶵࡢ⅔ᚰ⁐⼥㸦࣓ࣝࢺࢲ࢘
ࣥ㸧ࢆබᘧㄆࡵࡓࡢࡣ᭶᪥ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ

Ⓨ⾲᪥

Ⓨ⾲ෆᐜ

3/12 9:45

1 ྕᶵࡢ⿕そ⟶ࡀ୍㒊⁐ࡅጞࡵ࡚࠸ࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⇞ᩱࡢ୍㒊ࡀ⁐ࡅጞࡵ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

3/12 13:00

1 ྕᶵ࡛⇞ᩱ⁐⼥ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ᩿ᐃࡍࡿࡢࡣࡲࡔ᪩࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

3/12 14:00

⅔ᚰ⁐⼥ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⅔ᚰ⁐⼥ࡀࡰ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

3/12 21:30

㸦1 ྕᶵࡢ࣓ࣝࢺࢲ࢘ࣥ㛵ࡍࡿ㉁ၥᑐࡋ㸧ࡢ⛬ᗘ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡣᢎ▱ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋ⅔ᚰࡢ◚ᦆࡣ࡞ࡾ㧗࠸☜⋡ࡔᛮ࠺ࡀṇ☜ࡣࢃࡽ࡞࠸ࠋ⌧Ⅼ࡛࣓ࣝࢺࢲ
࢘ࣥࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

3/13 5:30

㸦1 ྕᶵࡢ⅔ᚰ⁐⼥㛵ࡍࡿ㉁ၥᑐࡋ㸧ྍ⬟ᛶࡀྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡣࠊᛕ㢌⨨࠸࡚
࠾࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ

3/13 17:15

3ྕᶵࡣ༙ศ⛬ᗘࡢ⇞ᩱࡀỈࡽฟ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
⇞ᩱᲬࡢᦆയࡣචࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

3/14 9:15

㸦3 ྕᶵࡢ⅔ᚰ⁐⼥㛵ࡍࡿ㉁ၥᑐࡋ㸧⁐⼥ࡢẁ㝵࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୍㒊⇞ᩱࡘ࠸࡚ࠊእ
ഃࡢ⿕そᮦࡢᦆയ࠸࠺ࡢࡀ㐺ษ࡞⾲⌧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

3/14 16:45

㸦3 ྕᶵࡢ⅔ᚰ⁐⼥㛵ࡍࡿ㉁ၥᑐࡋ㸧3 ྕᶵᑡ࡞ࡃࡶ⅔ᚰࡢẋᦆࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡿࡢࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ⁐⼥ࡲ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࡼࡃࢃࡽ࡞࠸ࠋ

3/14 21:45

2 ྕᶵࡣ⅔ᚰᦆയࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ

4/18

1 ྕ⅔ࠊ2 ྕ⅔ࠊ3 ྕ⅔࠾࠸࡚ࡣࠊ
㸦࣓ࣝࢺࢲ࡛࢘ࣥࡣ࡞ࡃ㸧⇞ᩱ࣌ࣞࢵࢺࡀ⁐⼥ࡋ
࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ⇞ᩱ࣌ࣞࢵࢺࡢ⁐⼥ᗘྜ࠸ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿⇞ᩱࢆྲྀࡾฟ
ࡍࡲ࡛☜ᐃࡋ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ

⾲㸱㸴㸯㸯 ಖᏳ㝔ࡼࡿ⇞ᩱࡢ≧ែ㛵ࡍࡿⓎ⾲ࡢ᥎⛣




 ಖᏳ㝔ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾಀࡿ ྕᶵࠊ ྕᶵཬࡧ ྕᶵࡢ⅔ᚰࡢ≧ែ㛵ࡍࡿホ౯
ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥㸧
 KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

 ಖᏳ㝔ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ ྕ⅔ࠊ ྕ⅔ࠊ ྕ⅔ࡢ⅔ෆ≧ἣࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥㸧
 KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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᭶᪥ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁ⮬㌟ࡀグ⪅ぢ࡛⅔ᚰ⁐⼥ࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚⫯ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡽࠊᐁ㑰ࡣࠕ⅔ᚰ⁐⼥ࠖ࠸࠺⾲⌧⮬య␗ࢆၐ࠼ࡓࡶࡢࡣᛮࢃࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᑡ࡞ࡃ
ࡶࠊಖᏳ㝔ࡢᑂ㆟ᐁࡼࡿࠕ⅔ᚰ⁐⼥ࡢྍ⬟ᛶࠖࡢゝཬࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊᐁ㑰࡛ࡣಖᏳ㝔ࡢぢ
ࡢᅾࡾ᪉ࡀၥ㢟どࡉࢀࠊ௨ᚋࠊಖᏳ㝔ࡀぢෆᐜࢆᐁ㑰๓ሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࡇࡣ
ᐇ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊಖᏳ㝔ࡀぢᢸᙜ⪅ࡢ௦ࢆዎᶵࠊࠕ⅔ᚰ⁐⼥ࠖ࠸࠺⾲⌧ࢆ㑊ࡅࠊ
ែࡀᨵၿࡋࡓㄆ㆑ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ⾲⌧ࡢࡳࢆࠕ⇞ᩱᦆയࠖ➼ኚ࠼ࡓࡇࡶᐇ࡛࠶
ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋ࡢ୰࡛ࠊಖᏳ㝔ࡢබ⾲ጼໃࡣ࠶ࡿ✀ࡢⴎ⦰ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊࡼࡾៅ㔜
࡞ࡗࡓࡇࡣྰࡵ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊಖᏳ㝔ࡀࠊᨾࡢ㐍ᒎࡸ≧ἣ㛵ࡍࡿ┿ᐇࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㞃
ⶸࡋࡓࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆ࠼ࡿࡇࡘ࡞ࡀࡗࡓࡇࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊᨻᗓࡼ
ࡿᨾ≧ἣࡸ⅔ࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿබ⾲ෆᐜࡢಙ㢗ᛶࢆపୗࡉࡏࠊ↓⏝࡞᠈ ࢆᣍࡃ୍ᅉ࡞ࡗࡓࠋ


㸰㸧ྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾᅽຊୖ᪼ࡢබ⾲
᭶᪥ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡀ⇿Ⓨࡋࡓᚋࠊᮾ㟁⚟ᓥົᡤࡀ⚟ᓥ┴ᑐࡋ࡚≧ἣㄝ᫂ࢆࡍ
ࡿᵝᏊࡀᅜࢽ࣮ࣗࢫ࡛ὶࢀࡓ㝿ࠊᐁ㑰ࡀᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸┿ࡀࢃࢀࡓࡓࡵࠊᮾ㟁ࡣᯞ㔝ᐁ
ᡣ㛗ᐁࡽὀពࢆཷࡅࠊ᪥௨㝆ࡣࠊሗඹ᭷ࢆᚭᗏࡍࡿࡓࡵࠊࣉࣞࢫⓎ⾲㈨ᩱࢆᐁ㑰ࡶ
๓ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
᭶᪥ࡢ๓ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࡛᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࡀ␗ᖖୖ᪼ࡋࡓ㝿ࠊᮾ㟁ࡣࠊ‽ഛ
ࡋࡓࣉࣞࢫⓎ⾲ෆᐜࡘ࠸࡚ࠊᐁ㑰ࡽࠊሗඹ᭷ࢆᚭᗏࡍࡿࡓࡵ๓ᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ᣦ
♧ࡀฟ࡚࠸ࡿࡋ࡚ࠊᐁ㑰࠸ࡓಖᏳ㝔⫋ဨ☜ㄆࢆồࡵࡓࠋྠ⫋ဨࡣୖྖ☜ㄆࢆྲྀࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡎᮾ㟁ࡢᅇ⟅ࡀ㐜ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮾ㟁ࡀࣉࣞࢫⓎ⾲ࡘ࠸ู࡚㏵ࠊಖᏳ㝔
☜ㄆࡋࡓࡇࢁࠊⓎ⾲ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᙉࡃせㄳࠊᣦ♧ࡉࢀࡓ㸦ࠕ㸳㸱㸲㸰㸧ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡇࡢྕᶵ᱁⣡ᐜჾࡢ༴ᶵⓗ≧ἣࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡀࠊ᪥ࡽࡢ㒊㛗㆟࡛Ⓨ⾲ࡋࠊྠ㆟ࢆ
࣓ࢹබ㛤ࡍࡿពྥ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᮾ㟁ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡲ࡛බ⾲ࡋ࡚ࡋ࠸⏦ࡋฟ࡚࠸
ࡓࠋࡋࡋࠊୖグࡢ⤒⦋ࡽࠊᮾ㟁ࡼࡿබ⾲ࡣ㒊㛗㆟๓ࡣ⾜ࢃࢀࡎࠊ⚟ᓥ┴ࡣ㒊㛗㆟
࡛ᮏ௳ࢆⓎ⾲࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊྕᶵࡢ≧ἣࡣࠊศࡈࢁࡽࡢಖᏳ㝔ࡼࡿグ
⪅ぢ࡛බ⾲ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢබ⾲ࡘ࠸࡚ࠊᨻᗓࡣࠊᮾ㟁ࡣࣉࣞࢫⓎ⾲ࡍࡿࡇࢆሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊⓎ⾲ෆᐜࡘ࠸࡚ᐁ㑰ࡢゎࢆᚓࡿࡼ࠺ồࡵࡓࡇࡶࠊఱࡽࡢಟṇࢆồࡵࡓࡇࡶ࡞
࠸ࠊࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᮾ㟁ࡣࠊᨻᗓࡢ๓ሗ࿌ࡣࠊᐇୖࠊࣉࣞࢫⓎ⾲ࡘ࠸࡚ゎࢆᚓ
ࡿࣉࣟࢭࢫཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ୧⪅ࡢㄆ㆑ࡢࡎࢀࡼࡗ࡚ࠊ༴ᶵⓗ≧ἣࡀ㛫௨ୖࡶᅜ
Ẹ▱ࡽࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ


㸱㸧⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱཬࡧホ౯⤖ᯝࡢබ⾲
⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢබ⾲ࡘ࠸࡚ᨻᗓࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ୖࠊ≉ẁࡢᐃࡵࡀ࡞ࡗࡓࠋබ⾲ࡍࡿሙྜࡣࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀグ⪅ぢ࡛⾜࠺ࡇࡀᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊࠕ㸱㸰㸰㸱㸧࡛ࠖヲ㏙ࡋࡓ࠾ࡾࠊᮏᨾ㝿ࡋ࡚ࡣࠊሗ㐨ᶵ㛵ࡀ࢜ࣇࢧࢺ
ࢭࣥࢱ࣮㞟ࡲࡽࡎࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊࡛グ⪅ぢࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ⌧ᆅᑐ⟇
ᮏ㒊ࡣࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱཬࡧ ᐃሙᡤࠊ᪥➼ࡢሗࢆࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡀබ⾲
ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼࡚ཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࣇࢡࢫ㏦ࡋࡓࠋࡋࡋࠊୖグࡢࡼ࠺ࡑࡶࡑࡶබ⾲
ࡘ࠸࡚ࡢᐃࡵࡀ࡞ࡗࡓࡇࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀ༑ศㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸࡞
ࡗࡓࡇࡽࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆ᩿∦ⓗࡋබ⾲ࡋ࡞ࡗࡓ


ࠋⓎ⾲ෆᐜࡶࠊ ᐃ್ࡢ⨶ิࡢࡳ࡛ࠊࡑࢀࡀࡢࡼ࠺࡞ែࢆពࡋࠊఫẸࡢ⾜ືࡢࡼ

࠺࡞ពྜ࠸ࢆᣢࡘࡢࡘ࠸࡚ࠊఱࡽㄝ᫂ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
Ⓨ⅏┤ᚋࡽࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࢆ୰ᚰࡋࡓ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢᨭࡀᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓ
ࡓࡵࠊ᭶᪥ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢᣦ♧࡛ࠊᩥ⛉┬ࡀࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾࡲࡵࢆࠊᏳ
ጤဨࡀࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡢホ౯ࢆ⾜࠺࠸࠺ᙺศᢸࡀ᫂☜ࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢ㝿
ࡶࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡢබ⾲ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣ౫↛ࠊᐁබᗇ㛫࡛᫂☜࡞ྲྀࡾỴࡵࡀ
࡞ࡉࢀࡎࠊᏳጤဨࡀࢹ࣮ࢱࡢホ౯⤖ᯝࢆබ⾲ࡋࡓࡢࡣ᭶᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ


㸲㸧63((',ࢹ࣮ࢱࡢබ⾲
63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡣࠊᮏᨾⓎ⏕┤ᚋࡢẁ㝵࡛ࡣබ⾲ࡀࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᚋィ⟬
⤖ᯝࢆබ㛤ࡋࡓ㝿ࡶࠊࡑࢀࡽィ⟬⤖ᯝࡢᅗᙧࡢពࡸホ౯➼ࡘ࠸࡚ࠊᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡞ㄝ᫂
ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊఫẸࠊࡇࡢ⤖ᯝࡀ᪩ࡃබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃࡣ㜵ࡆ
ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨻᗓࡣ㒔ྜࡢᝏ࠸ሗࢆ㞃ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢಙឤࢆ࠼ࡓ
㸦63((',ࢹ࣮ࢱཬࡧ୍㐃ࡢබ⾲ࡢ⤒⦋ࡣࠕ㸲㸱㸲࡛ࠖヲ㏙㸧ࠋ


㸳㸧ఫẸࡢሗఏ㐩
ᨻᗓࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࠊ᭶᪥ศ᮲㏻ሗࢆࠊྠ᪥ศ᮲㏻ሗࢆཷ
ࡅࠊᮏᨾࡀ㉳ࡁࡓࡇࢆᢕᥱࡋࡓࠋ᪥ศࡣࠊᅜẸྥࡅ࡚⥭ᛴែᐉゝࢆⓎฟࡋࠊ
ศ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ༙ᚄNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࠋࡇࢁࡀࠊᙜጤဨࡀ⾜ࡗࡓఫ
Ẹࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࢀࡤࠊཎⓎ࿘㎶ࡢ⏫㸦ⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊᴍⴥ⏫ࠊᾉỤ⏫㸧ࡢ
ఫẸ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᭶᪥ศࡈࢁࡢ༙ᚄᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࠊᨾࡢⓎ⏕ࢆ▱ࡗ࡚
࠸ࡓఫẸࡣࢃࡎ㸣ࡲࡿ㸦ࠕᅗ㸲㸰㸯㸯ࠖཧ↷㸧ࠋ
㑊㞴ᣦ♧ࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎ௧ᚋᩘ㛫ࡢ࠺ࡕࠊᕷ⏫ᮧࡽࡢ㜵⅏↓⥺ࡼࡗ࡚࿘▱ࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡢࠊఫẸࡣᮏᨾࡢⓎ⏕ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ㄝ᫂ࡣཷࡅ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ╔ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲ࡛




ཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡀᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡢ࡚ࡀබ⾲ࡉࢀࡓࡢࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢࡇ࡛࠶
ࡗࡓࠋ

ᩥ⛉┬ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥௨㝆ᐇࡋࡓ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚ࠊ⊂⮬බ⾲ࢆ㛤ጞࡋ࡚
࠸ࡓࠋ
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㑊㞴ࡍࡿఫẸࡀ⥆ฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࠕ┤ࡕᙳ㡪ࡣ࡞࠸ࠖࡋ
ఏ࠼ࡽࢀࡎࠊ㑊㞴ࡀ㐜ࢀ࡚↓⏝࡞ᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧࡿ࡞ࠊఫẸࡉࡲࡊࡲࠎ࡞ᨭ㞀ࡸᏳࢆࡶࡓ
ࡽࡋࡓࡇࡀࠊఫẸࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡽ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ


࣭㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍ㝿ࡏࡵ୍࡚ゝ࡛ࡶࠊཎⓎ㛵ಀゐࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢ‽ഛ
ࢆࡋ࡚ࠊᡞ⥾ࡾࡸࠊࡏࡵ࡚㈗㔜ရࡣᣢࡕฟࡋ࡚㑊㞴ධࢀࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ╔ࡢ
ࡳ╔ࡢࡲࡲࡢ㑊㞴ࠊ୍ᖐᏯࡢᗘᐙࡢ୰ࡣ┐㞴ධࡽࢀࠊ࢞ࢵ࡛࢝ࣜࡍࠋ
ཎⓎᨾ㛵ࡍ
࣭ὠᓥ㸦ᾉỤ⏫㸧ࡢ᪉㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺࠸ࢃࢀ࡚ࡸࡗࡢᛮ࠸࡛ὠᓥᑠᏛᰯ࡛ኪࢆ᫂
ࡿሗఏ㐩
ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢᨾⓎ⏕ࡢࢆࡶࡗලయⓗㄝ᫂ࡀ࠶ࢀࡤὠᓥ࡛࡞ࡃࡶ
ࡗ㐲ࡃࡲ࡛㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭Ⓨ㟁ᡤࡀỈ⣲⇿Ⓨࡋࡓࡀࢃࡽࡎࠊఱ࡛㑊㞴ࡍࡿࡢศࡽ࡞ࡗࡓࠋ

࣭ཎⓎᨾࡢึᮇࡢሗࡀࡇࡢᆅᇦࡃ࡞ࡗࡓࠋᨺᑕ⥺ࡶ IAEA ࡀㄪᰝධࡗ
ࡓ௨㝆▱ࡽࡉࢀࡓࠋ㹒㹔࡛ࡣᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀࠕࡍࡄᗣᙳ㡪ࡀ࠶ࡿᨺᑕ
⥺㔞࡛࡞࠸ࠖ⧞ࡾ㏉ࡋᨺ㏦ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣሗ᧯స௨እࡢ࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
㣤⯓ᮧẸࡣ 4 ᭶ 22 ᪥㸦ィ⏬㑊㞴㸧࡞ࡿࡲ࡛ᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃ
࣭ࡓࡔࡕᙳ㡪ࡣ࡞࠸ゝ࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ㑊㞴ࡢㄝ᫂ࡀ 4 ᭶ 16 ᪥࡛ࡋࡓࠋࡶࡗ᪩ࡃ
㛵ࡍࡿሗఏ㐩
ㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࢀ࡚ࡓࡽࠊ㑊㞴ඛࡢ☜ಖࡀ᪩ࡃ࡛ࡁࡓᛮ࠺ࠋ
࣭ሗࢆࡶࡗ᪩ࡃ୍⯡බ㛤ࡋ࡚ࡋࡗࡓࠋᨻᗓࡣΰࢆᣍࡃ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ
㠀බ㛤ࡋࡓࡢࡶࢃࡽ࡞࠸ࡇࡶ࡞࠸ࡀබ㛤ࡋ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊఫẸࡢ୰ࡣ⥺㔞
ࡢ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋࡓ᪉ࡀ࠸ࡿࠋ
⾲㸱㸴㸯㸰 㑊㞴ᣦ♧㛵ࡍࡿఫẸࡢኌ



㸱㸴㸰 බ⾲ᙜࡓࡗ࡚ࡢ⾲⌧
 ᨾᙜࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ➼ࡼࡿఫẸࡢᙳ㡪㛵ࡋ࡚ࠊグ⪅ぢ࡛
ㄝ᫂ࡍࡿ㝿ࠊࠕࢆᮇࡍࡓࡵࠖࠕࡀ୍ࠖࠕ┤ࡕᙳ㡪ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠖ࠸ࡗࡓࠊఫẸᏳᚰ
ឤࢆᢪࡏࡿࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆከ⏝ࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓㄝ᫂ࡢከࡃࠊ᰿ᣐ࡞ࡿලయⓗ࡞ㄝ
᫂ࡀకࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ࡞ࡐ㑊㞴ࡀᚲせ࡞ࡢࠊ࡞ࡐ┤ࡕᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡢ࠸ࡗࡓࡇࡀఫ
Ẹᚲࡎࡋࡶ༑ศఏࢃࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ≉ࠊࠕ┤ࡕᙳ㡪ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠖ࠸࠺⾲⌧ᑐࡋ
࡚ࡣࠊᏳ࠺ࡀศࡾࡃࡃࠊ࠼ࡗ࡚Ᏻ࡞ࡿ࠸࠺ኌࡀୖࡀࡗࡓࠋ
ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊᙜጤဨ࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ఫẸࡀᏳࢆ㡬࠸ࡓⅬࡘ࠸࡚┬Ⅼࡣ࠶
ࡿࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ㛗ᮇ㑊㞴ࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜㄡࡶㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓᘚ᫂ࡋࡓࠋࡋ
ࡋࠊ᭶᪥ཬࡧ᪥ࡢぢ࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ᪥ࡣࠊࡽᅪෆࡘ࠸࡚ࠊࠕእ
ฟࡏࡎᘓ≀ෆ㒊࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠊࠕ❆ࢆ㛢ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁẼᐦᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠖ࡞
ࠊᒇෆ㏥㑊ࢆᣦ♧ࡋࡓᅪෆ࠾ࡅࡿᡞእ࡛ࡢάືၥ㢟ࡀ࠶ࡿཷࡅṆࡵࡽࢀࡿㄝ᫂ࢆࡍ
ࡿ୍᪉ࠊ᪥ࡣࠊᅪෆࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕእ࡛άືࡋࡓࡽ┤ࡕ༴㝤࡛࠶ࡿ࠸࠺ᩘ್࡛ࡣ
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➨㸱㒊 ᨾᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼ

ࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠖࠊ㑊㞴ᣦ♧ࢆࡋࡓᅪෆ࠾࠸࡚ᡞእ࡛άືࡋ࡚ࡶ༴㝤࡛ࡣ࡞࠸᪨ㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂᥋ࡋ࡚ࠊఫẸࡣ࠺⾜ືࡍࡁุ᩿㏞࠺࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ

㸦ᖹᡂ ࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥    ศࡈࢁࡢグ⪅ぢ㸧
࣭ᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵࡴ✵Ẽࡢ୍㒊እ㒊ࡢᨺฟࡀ⾜ࢃࢀࡲࡍࡀࠊ⟶⌮ࡉࢀࡓ୰࡛ࡢ
༙ᚄ NP ᅪෆࡢ
ᨺฟ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
㑊㞴ᣦ♧
࣭NP ᅪእฟ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊࡲࡉࢆᮇࡍࡓࡵ࡛ࡈࡊ࠸ࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢⅬࡈ␃ពࢆ࠸ࡓࡔࡁ͐͐ࠋ

㸦ᖹᡂ ࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥    ศࡈࢁࡢグ⪅ぢ㸧
࣭ࡀ୍ࠊࡇࢀࡀ᪥ࡢࡼ࠺࡞⇿Ⓨࢆ⏕ࡌࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸦୰␎㸧ཎᏊ⅔ᮏయࠊ
 ྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨ ᱁⣡ᐜჾࡘ࠸࡚ࡣၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ
࣭ࡇࡢ⇿Ⓨⓗ࡞ࡇࡀࡀ୍⏕ࡌࡓሙྜ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࡶ㸦୰␎㸧㑊㞴ࢆࡋ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸࡚࠸ࡿ࿘㎶ࡢⓙᵝࡢᗣᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡞≧ἣࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ


㸦ᖹᡂ ࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥  ࡈࢁࡢグ⪅ぢ㸧
࣭NP ࡽ NP ࡢᅪෆ࠸ࡽࡗࡋࡷࡿⓙࡉࢇࡣࠊእฟࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊᘓ≀࡞
ෆ㒊࠸࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࠸࠺ࡇࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
࣭ࡑࡢᢡࡣࠊ❆ࢆ㛢ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊẼᐦᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋẼࡣࡋ࡞
࠸࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋὙ℆≀ࡣᒇෆᖸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
༙ᚄ NP ᅪෆእ

ࡢ㑊㞴➼
㸦ᖹᡂ ࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥  ࡈࢁࡢグ⪅ぢ㸧
࣭┤ࡕேయᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡞ᩘ್࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࣭NP ࡼࡾෆഃࡘ࠸࡚ࡣእฟ࡚ࡃࡔࡉ࠸࠸࠺≧ἣࡢᣦ♧ࢆ࠸ࡓࡋ࡚ࡣ࠾ࡾ
ࡲࡍࡀ㸦୰␎㸧ࡑࡇࡢᆅᇦ࡛ࠊእ࡛άືࢆࡋࡓࡽ┤ࡕ༴㝤࡛࠶ࡿ࠸࠺ᩘ್
࡛ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ


⾲㸱㸴㸰㸯 ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡼࡿఫẸࡢᏳ㛵ࡍࡿⓎゝ


ࡲࡓࠊࠕ㸲㸰㸰࡛ࠖヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊఫẸࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡽࡣࠊከࡃࡢఫẸࡀࠊࠕࡍࡄ
ᡠࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼࡚༑ศ࡞‽ഛࢆࡏࡎ㑊㞴ࡋࡓࠖࠊࠕ࢝᭶ᚋィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ
ᣦᐃࡉࢀࡿࡲ࡛ᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ࡞ࠊࡸࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋሗⓎಙ
ഃࡣࠊཷࡅᡭഃࡀ࠺ཷࡅṆࡵࡿࡢࢆᖖᛕ㢌⨨࠸࡚ሗࢆබ⾲ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ
ᨾ࠾ࡅࡿᨻᗓࡢሗබ⾲ࡣࠊࡇࡢⅬࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



㸱㸴㸱 ᨻᗓࡢሗබ⾲ࡢ᪉㔪యไ
ᮏᨾ࠾ࡅࡿᨻᗓࡢሗබ⾲ࡣࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿሗⓎಙ࠸࠺Ⅼ↷ࡽࡍࠊࣜࢫࢡ
㛵ࡍࡿሗࡢ࠺ࡕఱࢆබ⾲ࡋࠊఱࡣබ⾲ࡋ࡞࠸ࡢࡢุ᩿ࡘ࠸࡚ᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑ
ࢀࡀᅜẸࡢಙឤࢆᣍࡃ⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ
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㸯㸧බ⾲ࡢせྰࡸఏ㐩᪉ἲ㛵ࡍࡿ᪉㔪ࡢᚲせᛶ
ᮏᨾ࡛ࡣࠊබ⾲ࡢせྰࠊෆᐜ㛵ࡋ୍࡚㈏ࡋࡓุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡎࠊሙᙜࡓࡾⓗබ⾲ࡉࢀࡓ
ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡀࠊᨻᗓࡢබ⾲ጼໃࡸබ⾲ෆᐜ㛵ࡋ࡚ࠊᅜẸᛕࢆ࠼ࡓࡾࠊ
㞃ⶸᝨࡸಙឤࢆᣍ࠸ࡓࡾࡋࡓࠋ
 ⥭ᛴ㎿㏿ࡘ㐺ษ࡞බ⾲ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊබ⾲ࢆせࡍࡿሗࡑࡢఏ㐩᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ
ⓗ☜࡞ุ᩿ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊࡇࢀࡽࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡽࡌࡵᨻᗓෆ࡛ᇶᮏⓗ࡞᪉㔪
ࢆỴࡵ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
≉ࠊ࠶ࡿⅬ࡛බ⾲ࡣ㐺ᙜ࡛࡞࠸ุ᩿ࡋࡓሗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊබ⾲ྍ⬟࡞ࡗࡓⅬ࡛ࠊ
㠀බ⾲ࡋ࡚࠸ࡓ⌮⏤ࡶබ⾲ࡍࡿࡇࡶ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊඛ㏙ࡓࡼ࠺ࠊ
ᅜẸࡢ⏕࣭㌟యࡢᏳࢆᏲࡿ࠸࠺どⅬ❧࡚ࡤࠊᚲࡎࡋࡶ☜ᐇ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᨻᗓࡢุ᩿᰿
ᣐ࡞ࡿࡼ࠺࡞ሗࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣබ⾲ࡍࡿ᪉ྥ᳨࡛ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡶࡕࢁࢇࠊ༢බ⾲ࢆࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊሗࢆᩚ⌮࣭ホ౯ࡋࡓୖ࡛ࠊ☜ᐇ࡛࠶ࡿ⌮
⏤ࡸࡑࡢ⛬ᗘ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆྵࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋබ⾲ෆᐜࡀࠊ63((',ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡼ࠺ࠊከࡃ
ࡢᅜẸࡗ࡚⌮ゎࡀ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄗゎࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢሙྜࡣࠊ༑ศ࡞ㄝ᫂
ࢆࡋ࡚බ⾲ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊண 㛵ࢃࡿሗࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ண ࢹ࣮ࢱࢆࠊࡢࡼ࠺࡞ࢱ࣑ࣥࢢ࡛ࠊࡢࡼ
࠺࡞ㄝ᫂ඹබ⾲ࡍࡿࡁࠊ༑ศ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸰㸧⥭ᛴࡢᨻᗓࡢᗈሗయไࡢᅾࡾ᪉
ᨻᗓࡢሗබ㛤࣭බ⾲ࡢ୰࡛ࡣࠊᨻᗓࡢグ⪅ぢࡀࠊ≉ఫẸࡢᗈሗ࠸࠺ほⅬ࡛㔜せ࡞
ࡇࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ๓グࡢఫẸࡢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡽࡣࠊᨻᗓࡢබ⾲࠾ࡅ
ࡿㄝ᫂࡞㊊ࡀ࠶ࡾࠊグ⪅ぢᑐࡋ࡚ከࡃࡢ‶ࢆᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ๓グࡢࡼ
࠺࡞ᨻᗓࡢබ⾲ጼໃࡀཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࡀࠊ⥭ᛴ࠾࠸࡚㎿㏿࡞බ⾲ࢆ⾜࠺ࡓࡵ
ࡢ‽ഛ᳨ウࢆ⾜࠺వ⿱ࡀ㊊ࡋ࡚࠸࡚࠸ࡿࡇࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒࡣࠊ
ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀᙜጤဨ࡛㏙࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊ⥭ᛴࠊᗈሗࡢᙺᐁබᗇ㛫ࡢㄪᩚᴗົ
ࢆྠ⾜࠺ࡇࡀᐁᡣ㛗ᐁࡗ࡚㐣ᗘࡢ㈇ᢸ࡞ࡗࡓࡇࡶ୍ᅉᛮࢃࢀࡿࠋ
⥭ᛴࡢᨻᗓࡢᗈሗయไࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ≉ఫẸࡢᗈሗ࠸࠺Ⅼ࡛ᨻᗓෆ࠾࠸࡚ᇶ
ᮏⓗ࡞᪉㔪ࢆỴࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊグ⪅ぢ࡛㉁ၥࡉࢀࡿᢏ⾡ⓗၥ㢟ࡶⓗ☜⟅࠼
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᑓ㛛ᐙࡢ㓄⨨ࡶྵࡵ࡚యไࢆᩚഛࡋ࡚࠾ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ


➨㸲㒊࡛ࡣࠊⓎ⅏ᚋࡢᨻᗓࡢỴ᩿ࠊ᪉㔪ࠊ⟇ࠊఏ㐩ࡀࠊఫẸࡢഃࡽࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡓ
ࡢࠊཷࡅṆࡵࡽࢀࡓࡢࠊࡑࡋ࡚ࠊ㐺ษ࡞ఫẸࡢ㑊㞴ཬࡧ㑊㞴⏕άࢀ㈨ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡓࡢࢆࠊఫẸࡢどⅬ❧ࡗ᳨࡚ドࡍࡿࠋ
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㸲㸯 ཎⓎᨾࡢ⿕ᐖ≧ἣ

ᮏᨾࡢ⤖ᯝࠊࣚ࢘⣲⟬࡛ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢ⣙ศࡢ┦ᙜࡍࡿ࠾ࡼࡑ3%T
㸦࣌ࢱ࣋ࢡࣞࣝ㸧ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢNPࡶࡢᗈ
࡞ᅵᆅࡀࠊᖺ㛫P6Y௨ୖࡢ✵㛫⥺㔞ࢆⓎࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᆅᇦ࡞ࡗࡓࠋ
ఫẸࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡀࢀࡔࡅࡢ㔞ࡢᨺᑕ⥺ࡉࡽࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇࡁ࡞Ᏻࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊ୍ே୍ே≧ἣࡀ㐪࠺ࡓࡵࠊಶࠎேࡢලయⓗ࡞⿕ࡤࡃ㔞ࡣ᫂☜ࡣศࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵఫẸࡢලయⓗ⿕ࡤࡃ㔞ࡣ᥎ィࡍࡿ௨እ᪉ἲࡣ࡞࠸ࡀࠊ୍ࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ┴ࡢ┴
Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝ࠾࠸࡚ࠊ୍㒊ࡢᆅᇦࡢఫẸࡘ࠸࡚ಶࠎேࡢ⾜ືグ㘓ࡽ᥎ィࡋࡓࢹ࣮
ࢱࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊඛ⾜ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓẚ㍑ⓗ㧗⥺㔞ᆅᇦࡢ⏫ᮧࡢࠊᨺᑕ⥺ᴗົᚑ
⪅ࢆ㝖࠸ࡓఫẸ⣙ேࡢᨾᚋ࢝᭶㛫ࡢእ㒊⿕ࡤࡃ✚⟬ᐇຠ⥺㔞᥎ィࡢ್ࡣࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶Ⓨ⾲ࡢࢹ࣮ࢱࡼࢀࡤࠊP6Yᮍ‶ࡀ㸣ࠊP6Y௨ୖP6Yᮍ‶ࡀ㸣ࠊ
P6Y௨ୖࡀ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ⥲ࡌ࡚ᩘ್ࡣప࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶఫẸࡢᏳࡣᴟࡵ࡚᰿ᙉ࠸ࠋ
ᨻᗓࡣࡁࡵ⣽࡞ㄪᰝࢆᚭᗏࡋ࡚⥅⥆ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸧ởᰁࡢ⛬ᗘ
ᮏᨾ࡛Ẽ୰ᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ⥲㔞ࡣࠊࣚ࢘⣲⟬㸦ᅜ㝿ཎᏊຊᣦᶆᑻᗘࠑ,1(6
ホ౯ࠒ㸧ࡋ࡚⣙3%T㸦ࣚ࢘⣲㸸3%Tࠊࢭࢩ࣒࢘㸸3%T㸧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢳ࢙ࣝࣀ
ࣈࣜཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾ࠾ࡅࡿ,1(6ホ౯3%Tẚ㍑ࡋ࡚⣙ศࡢࡢᨺฟ㔞࡞ࡿࠋ
ᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡣࠊᆅ⾲㝆ୗࡋࡓ⤖ᯝࠊḟࡢᆅᅗ♧ࡍࡼ࠺ᅵተỿ╔ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ







ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾక࠺Ẽࡢᨺฟ㔞᥎ᐃࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂᖺ᭶⌧ᅾ࠾ࡅࡿホ౯㸧ࠖ㸦ᖹ
ᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



⥲ᨺฟ㔞ࡢ᥎ィ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸲㸯㸯ࠚཧ↷ࡢࡇࠋ



ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢẚ㍑ࡢࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣࢭࢩ࣒࢘ࡢࡳᢅ࠺ࠋ
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ᅗ㸲㸯㸯 ࢭࢩ࣒࢘ࡢ✚㔞㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥Ⅼ㸧

ͤᩥ⛉┬సᡂࡢᅗࠊㄝ᫂ࡢ౽ᐅࡢࡓࡵࠊᙜጤဨࡀ┴ྡཬࡧ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢ㊥㞳ࢆຍ➹


⎔ቃ┬ࡼࡿࠊᖺ㛫P6YࠊP6Y௨ୖࡢ✵㛫⥺㔞࡞ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᅵᆅࡢ㠃✚ࡣࠊࡑࢀ
ࡒࢀ⚟ᓥ┴ෆࡢNPࠊNP࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡼࡗ࡚ᨺฟࡉࢀࡓ
ࢭࢩ࣒࢘ࡼࡿởᰁ㠃✚ࡣࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩࠊ࢘ࢡࣛࢼཬࡧࣟࢩࡢ࢝ᅜ࡛ᖺⅬ࡛
NP㸦N%TP௨ୖ㸧ࠊNP㸦N%TP௨ୖ㸧࡛࠶ࡿࡉࢀࡿࠋ




⎔ቃ┬ࠕ㝖ᰁ➼ࡢᥐ⨨➼కࡗ࡚⏕ࡌࡿᅵተ➼ࡢ㔞ࡢ᥎ᐃࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧



,$($͆(QYLURQPHQWDOFRQVHTXHQFHVRIWKH&KHUQRE\O$FFLGHQWDQGWKHLU5HPHGLDWLRQ7ZHQW\<HDUVRI
([SHULHQFH͇5DGLRORJLFDO$VVHVVPHQW5HSRUW6HULHV㸦㸧
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ᅗ㸲㸯㸰 ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜᨾࡼࡿࢭࢩ࣒࢘ࡢ✚㔞


㸰㸧㑊㞴⪅ᩘ
ᮏᨾࡼࡿ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡣࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢᕷ⏫ᮧཬࢇࡔࠋ㑊㞴ࡋࡓேᩘࡣࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶᪥Ⅼ࠾࠸࡚ࠊ㆙ᡄ༊ᇦ㸦⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪ㸧࡛⣙ேࠊィ⏬ⓗ㑊
㞴༊ᇦ㸦NP௨㐲࡛ᖺ㛫✚⟬⥺㔞ࡀP6Y㐩ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿᆅᇦ㸧࡛⣙ேࠊ⥭ᛴ㑊
㞴‽ഛ༊ᇦ㸦༙ᚄ㹼NPᅪ࡛ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦཬࡧᒇෆ㑊㞴ᣦ♧ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓᆅᇦࢆ㝖ࡃᆅᇦ㸧
࡛⣙ேࠊྜィ࡛ࡣ⣙ே㐩ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾࡼࡾᖺ௨ෆ㑊㞴ࢆࡋࡓேᩘ
ࡣࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩࠊ࢘ࢡࣛࢼཬࡧࣟࢩࡢ࢝ᅜྜィ࡛ே᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ
ᮏᨾࡼࡿ㑊㞴⪅ࡣࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢࡰྠ➼ேᩘ࠸࠺ࡇ࡞ࡿ㸦ࠕ⾲㸲
㸯㸯ࠖཧ↷㸧ࠋ









(XURSHDQ&RPLVVLRQ-RLQW5HVHDUFK&HQWUH(QYLURQPHQW,QVWLWXWH͆$WODVRIFDHVLXPGHSRVLWRQRQ(XURSHDIWHU
WKH&KHUQRE\ODFFLGHQW͇㸦㸧



ෆ㛶ᗓཎᏊຊ⿕⅏⪅⏕άᨭࢳ࣮࣒ࠕཧ⪃㈨ᩱࠖ᪂⥘⟇ᐃ㆟㸦➨ᅇ㸧㈨ᩱ➨ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧
࣮࣌ࢪ



,$($͆&KHUQRE\O V/HJDF\+HDOWK(QYLURQPHQWDODQG6RFLRHFRQRPLFV,PSDFWVDQG5HFRPPHQGDWLRQVWRWKH
*RYHUQPHQWVRI%HODUXVWKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQDQG8NUDLQH͇㸦㸧
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㆙ᡄ༊ᇦ

ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ

⥭ᛴ㑊㞴‽ഛ༊ᇦ

ྜィ㸦ே㸧

⇃⏫

⣙   



⣙   

ⴥ⏫

⣙ 



⣙ 

ᐩᒸ⏫

⣙   



⣙   

ᾉỤ⏫

⣙   

⣙ 



⣙   

㣤⯓ᮧ



⣙ 



⣙ 

ⴱᑿᮧ

⣙ 

⣙ 



⣙ 

ᕝෆᮧ

⣙ 

⣙ 

⣙ 

ᕝಛ⏫





⣙ 

⏣ᮧᕷ

⣙ 

⣙ 

⣙ 

ᴍⴥ⏫

⣙ 

⣙ 

⣙ 

ᗈ㔝⏫



⣙ 

⣙ 

⣙ 

⣙   

⣙   

⣙   

⣙   

⣙   

༡┦㤿ᕷ

⣙   

ྜィ

⣙   

⣙ 



⾲㸲㸯㸯 㑊㞴༊ᇦࡽ㑊㞴ࡋࡓேᩘ 


㸱㸧⿕ࡤࡃࡢᐇែ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶⌧ᅾࠊཎⓎࡽᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࢆཎᅉࡍࡿ㔜⠜࡞ᗣ⿕ᐖࡣ
☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡀὶฟࡋࡓࡇࡣ⣮ࢀࡶ࡞࠸ᐇ࡛࠶ࡾࠊఫẸࡀࡃ
⿕ࡤࡃࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
✚⟬⿕ࡤࡃ㔞ࡣேࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡾࠊಶࠎேࡢ✚⟬⿕ࡤࡃ㔞ࢆㄪᰝࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋእ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶࠎேࡀ⥺㔞ィࢆᖖᦠᖏࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊෆ㒊⿕ࡤ
ࡃ⥺㔞ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࡚ࡢఫẸ࣮࣭࣍ࣝ࣎ࢹ࣭࢝࢘ࣥࢱ㸦యෆᏑᅾࡍࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ㔞
ࢆ ᐃࡍࡿᶵჾࠋ௨ୗࠕ:%&ࠖ࠸࠺㸧ࡼࡿ᳨ᰝࡀ⥅⥆ⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

DఫẸࡢప⥺㔞⿕ࡤࡃ
⿕ࡤࡃࡢ᭷↓ࢆᢕᥱࡍࡿ᳨ᰝࡢ୍ࡘࠊ㌟య⾲㠃ởᰁࢆ ᐃࡍࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝࡀ࠶
ࡿࠋࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝࡣయ⾲㠃ࡢⓎࡍࡿᨺᑕ⥺㔞ࡢ ᐃ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡛ࡢಶࠎேࡢ㌟
యࡢởᰁࣞ࣋ࣝࡣࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝࡼࡗ࡚࠶ࡿ⛬ᗘᢕᥱࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ




ෆ㛶ᗓཎᏊຊ⿕⅏⪅⏕άᨭࢳ࣮࣒ࠕཧ⪃㈨ᩱࠖ᪂⥘⟇ᐃ㆟㸦➨ᅇ㸧㈨ᩱ➨ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧
࣮࣌ࢪ



እ㒊⿕ࡤࡃࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ㌟యࡢእ࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦࠊࡇࢀࡽⓎࡏࡽࢀࡿᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧࡿࡇࠋ᪉ࠊ㌟
యởᰁࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ⾰᭹ࡸ㌟య╔ࡍࡿࡇࠋ
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ࡼࡗ࡚ࠊ⾰᭹ࡸ㌟య⾲㠃ࡢእ㒊ởᰁࡢ᭷↓ࡢุᐃࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲➼ࡢ྾ධࡼࡿෆ㒊⿕ࡤ
ࡃࡢ᭷↓ࡢ୍ḟⓗ࡞ࢳ࢙ࢵࢡࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢⅬࠊởᰁࡢࣞ࣋ࣝࡀࡑࡢࡲࡲ⿕ࡤࡃࡢ⛬ᗘࢆ⾲ࡍ࠸࠺ࡇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋẚ㍑ⓗ㧗࠸ࣞ
࣋ࣝࡢởᰁࡉࡽࡉࢀࡓே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⬺⾰ࡋࡓ࠺࠼࡛㌟య㝖ᰁࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡣࠊ┦ᙜ⛬
ᗘࡢởᰁࡢ㝖ཤࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᚲࡎࡋࡶ㧗ᗘࡢ⿕ࡤࡃࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣࡂࡽ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡽ᭶᪥ࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓ㑊㞴ఫẸࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨
ᰝࡢ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢᩘ್

᳨ᰝேᩘ

FSP௨ୗ

ே       

FSP௨ୖ㹼FSPᮍ‶

ே       

FSP௨ୖ

ே       

ィ

ே       

⾲㸲㸯㸰 ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥㹼᭶᪥ࡢ㑊㞴ఫẸࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢ⤖ᯝ


๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝࡣእ㒊⿕ࡤࡃࡸෆ㒊⿕ࡤࡃࡢྍ⬟ᛶࢆ᥎ࡋ㔞ࡿࡓࡵࡢ
┠Ᏻࡍࡂ࡞࠸ࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡛ࡣ⿕ࡤࡃࡋࡓேᩘࡸヲࡋ࠸⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡣศࡽ࡞࠸ୖࠊ
ಶࠎேࡢṇ☜࡞⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵ⚟ᓥ┴࡛ࡣࠊ┴Ẹᗣ⟶⌮
ㄪᰝ㸦௨ୗࠕ┴Ẹᗣㄪᰝࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࠊಶࠎேࡢ⾜ືグ㘓ࡽእ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆ᥎
ィࡍࡿࡇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࡢಶࠎேࡢࠕ⾜ືグ㘓ࠖࢆᇶࠊ
⊂❧⾜ᨻἲேᨺᑕ⥺་Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸦௨ୗࠕᨺ་◊ࠖ࠸࠺㸧ࡀ㛤Ⓨࡋࡓホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝
࠸࡚ࠊࡑࡢ࢝᭶㛫ࡢእ㒊⿕ࡤࡃ✚⟬ᐇຠ⥺㔞ࡢ᥎ィࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍㒊ᆅᇦࡢ⤖ᯝࡀⓎ
⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ࠺ࡕࠊඛ⾜ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᕝಛ⏫ᒣᮌᒇᆅ༊ࠊᾉỤ⏫ࠊ㣤⯓ᮧࡢఫẸ࡛ᨺᑕ⥺ᴗົᚑ
⪅ࢆ㝖ࡃேࡘ࠸࡚ࡢ᥎ィ⤖ᯝࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶Ⓨ⾲ࡢⅬ࡛௨ୗࡢ࠾ࡾ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅ࢆ㝖ࡃ    ேࡢ✚⟬ᐇຠ⥺㔞᥎ィ⤖ᯝ
P6Y ᮍ‶

 ே    

㸣    

P6Y㹼P6Y ᮍ‶

 ே    

㸣    

 ே    

㸣    

P6Y ㉸

⾲㸲㸯㸱 ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥㹼᭶᪥ࡢᆅᇦ࣭ேࡢእ㒊⿕ࡤࡃ✚⟬ᐇຠ⥺㔞᥎ィ




⚟ᓥ┴㈨ᩱ



:+2㸦ୡ⏺ಖᶵ㛵㸧ࡣእ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢࡳ࡞ࡽࡎෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ᥎ィࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



⚟ᓥ┴ࠕ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝࠗᇶᮏㄪᰝ࠘ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࠖ➨ᅇࠕ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝ᳨ࠖウጤဨ㈨ᩱ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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EP6Y௨ୖ⿕ࡤࡃࡋࡓཎⓎసᴗဨ
ୖグࡢࡼ࠺ඛ⾜ㄪᰝᆅᇦࡢఫẸࡢእ㒊⿕ࡤࡃ✚⟬ᐇຠ⥺㔞ࡣᴫࡋ࡚ᑠࡉ࡞ᩘ್ࡀ᥎ィ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᨾ࡛ఫẸࡼࡾࡶࡉࡽ㧗࠸ᨺᑕ⥺㔞ࢆᾎࡧࡓࡢࡀཎⓎసᴗဨ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᮏᨾࡢ᮰సᴗᚑࡋࡓᮾ
㟁ཬࡧ༠ຊ♫ࡢసᴗဨࡣࠊࡑࢀࡒࢀேཬࡧே࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ㟁㞳ᨺᑕ⥺
㞀ᐖ㜵Ṇつ๎ࡢ≉㛵ࡍࡿ┬௧ࡼࡾᐃࡵࡽࢀࡿࠊ⥭ᛴసᴗ࠾ࡅࡿ⥺㔞ୖ㝈ࡢP6Y
ࢆ㉸࠼ࡿ⥺㔞㸦እ㒊⿕ࡤࡃཬࡧෆ㒊⿕ࡤࡃࡢ✚⟬㸧ࢆ⿕ࡤࡃࡋࡓᮾ㟁సᴗဨࡣே࡛࠶ࡾࠊ
ᗣ⿕ᐖࡢⓎ⏕ࡢ┠ᏳࡉࢀࡿP6Yࢆ㉸࠼ࡿ⥺㔞㸦እ㒊⿕ࡤࡃཬࡧෆ㒊⿕ࡤࡃࡢ✚⟬㸧
ࢆ⿕ࡤࡃࡋࡓᮾ㟁ཬࡧ༠ຊ♫ࡢసᴗဨࡣࡑࢀࡒࢀேཬࡧே࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮾ㟁ཬࡧ
༠ຊ♫ࡢసᴗဨࡢᖹᆒ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡣࠊࡑࢀࡒࢀP6YཬࡧP6Y࡛࠶ࡿࠋ


ᨺᑕᛶ≀㉁ཬ䜃ᨺᑕ⥺䛾༢



䝧䜽䝺䝹䠄㻮 㼝䠅
㻝⛊㛫䛻ᔂቯ䛩䜛ཎᏊ᰾䛾ᩘ䚹ᨺᑕᛶ≀㉁䛾㔞䜢⾲䛩ሙྜ䛻⏝䛔䜙䜜䜛༢䚹
䜾䝺䜲䠄㻳㼥䠅
≀㉁㻌㻝㼗㼓䛒䛯䜚䛻྾䛥䜜䜛䜶䝛䝹䜼䞊㔞䠄྾⥺㔞䠅䚹≀㉁䛾྾䛧䛯ᨺᑕ⥺
㔞䜢⾲䛩ሙྜ䛻⏝䛔䜙䜜䜛༢䚹
䝅䞊䝧䝹䝖䠄 㻿㼢䠅
ᨺᑕ⥺䛾✀㢮䜔⤌⧊䞉⮚ჾ䛻䜘䜛ேయ䜈䛾ᙳ㡪䛾㐪䛔䜢ᫎ䛧䚸㊊䛧ྜ䜟䛫
ྍ⬟䛻䛧䛯༢䛷䛒䜚䚸➼౯⥺㔞䛸ᐇຠ⥺㔞䛾㻞䛴䛜䛒䜛䚹
➼౯⥺㔞䛿ᨺᑕ⥺䛾✀㢮䛻䜘䜛ᙳ㡪䜢⪃៖䛧䛶䚸྾⥺㔞䛛䜙⟬䛧䛯್䚹
䜰䝹䝣䜯⥺㻌㻝㻳㼥䛿㻞㻜㻿㼢䛻䚸䝧䞊䝍⥺䛸䜺䞁䝬⥺㻌㻝㻳㼥䛿㻝㻿㼢䛻┦ᙜ䛩䜛䚹
ᐇຠ⥺㔞䛿⤌⧊䞉⮚ჾ䛤䛸䛾➼౯⥺㔞䛻㔜䜏䛡䜢䛧䛶䚸ྜ⟬䛧䚸㌟䛾⿕䜀䛟
㔞䛸䛧䛯್䚹
䝅䞊䝢䞊䜶䝮䠄㼏㼜㼙䠅
㻝ศ㛫䛻ィ 䛥䜜䜛ᨺᑕ⥺䛾ᩘ䚹ேయ䛾⿕䜀䛟㔞䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛻䚸㏻ᖖ䚸
䝅䞊䝧䝹䝖䛻⟬䛧䛶⏝䛔䜛䚹




ࠕ㸲㸲㸯ࠖཧ↷ࡢࡇࠋ



ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤసᴗ⪅ࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢホ౯≧ἣࡘ࠸࡚ࠖῧ㈨ᩱ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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㸲㸰 ఫẸࡽぢࡓ㑊㞴ᣦ♧ࡢၥ㢟Ⅼ

ᙜጤဨࡢㄪᰝࡼࡗ࡚ࠊఫẸࡢከࡃࡀࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡀฟࡿࡲ࡛ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾࡢᏑᅾ
ࢆ▱ࡽ࡞ࡗࡓࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᨾࡀⓎ⏕ࡋࠊ⿕ᐖࡀᣑࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛㑊㞴༊ᇦࡀఱᗘࡶኚ᭦ࡉࢀࠊከࡃࡢఫẸ
ࡀ」ᩘᅇࡢ㑊㞴ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ≧ἣࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊఫẸࡢከࡃࡣࠊᨾࡢ῝้ࡉࡸ㑊
㞴ᮇ㛫ࡢぢ㏻ࡋ࡞ࡢሗࢆྵࡵࠊⓗ☜࡞ሗࢆకࡗࡓ㑊㞴ᣦ♧ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᨻᗓࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡼࡗ࡚㑊㞴ࡋࡓఫẸࡣ⣙ே㐩ࡋࡓࠋṇ☜࡞ሗࢆ▱ࡽࡉࢀࡿࡇ
࡞ࡃ㑊㞴ᣦ♧ࢆཷࡅࡓཎⓎ࿘㎶ࡢఫẸࡢከࡃࡣࠊࢇࡢᩘ᪥㛫ࡢ㑊㞴ࡔᛮࡗ࡚༙ࡤࠕ╔
ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲ࡛ࠖ㑊㞴ඛྥࡗࡓࡀࠊࡑࡢࡲࡲ㛗ᮇࡢ㑊㞴⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡋࡶࠊᨾ⩣᪥ࡲ࡛㑊㞴ᣦ♧ࡣNPᅪࠊNPᅪࠊNPᅪ⧞ࡾ㏉ࡋᣑࡉࢀࠊࡑࡢࡓ
ࡧఫẸࡣࠊᏳࢆᢪ࠼ࡓࡲࡲ㛗㛫ࠊ⛣ືࡋࡓࠋࡑࡢ୰ࡣࠊᚋ㧗⥺㔞࡛࠶ࡿุ᫂
ࡍࡿᆅᇦࠊࡑࢀ▱ࡽࡎ㑊㞴ࡋࡓఫẸࡶ࠸ࡓࠋNPᅪෆࡢ㝔ࡸㆤ⪁ேಖタ࡞
࡛ࡣࠊ㑊㞴ᡭẁࡸ㑊㞴ඛࡢ☜ಖ㛫ࡀࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊ᭶ᮎࡲ࡛ᑡ࡞ࡃࡶ
ேࡀஸࡃ࡞ࡿ࠸࠺ᝒࡶⓎ⏕ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ᭶᪥ࡣ㹼NPᅪࡢఫẸᒇෆ㏥㑊ࡀᣦ♧ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ㛗ᮇࡼࡗ࡚ࣛ
ࣇࣛࣥࡀࡦࡗ㏕ࡋࠊ⏕άᇶ┙ࡀᔂቯࡋࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚᭶᪥ࡣࠊྠᅪࡢఫẸ
⮬㑊㞴ࡀ່࿌ࡉࢀࡓࠋᨻᗓࡣࠊఫẸุ᩿ࡢᮦᩱ࡞ࡿሗࢆࢇᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸
୰ࠊ㑊㞴ࡢุ᩿ࢆఫẸಶேᢞࡆࡋࡓࡶ࠸࠼ࠊᅜẸࡢ⏕ࠊ㌟యࡢᏳࢆ㡸ࡿ㈐௵
ࢆᨺᲠࡋࡓ᩿ࡌࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽࡣࠊNPᅪእࡢ୍㒊ᆅᇦ࡛ࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝࡸࠊ᭶᪥㛤♧ࡉࢀࡓ63((',
㸦⥭ᛴ㎿㏿ᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢᅗᙧࡼࡗ࡚ࠊẚ㍑ⓗ㧗⥺㔞ࡢ⿕
ࡤࡃࢆࡋࡓྍ⬟ᛶࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊᨻᗓཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸦ཎ⅏ᮏ㒊㸧
ࡀ㎿㏿࡞ពᛮỴᐃࢆ࡛ࡁࡎࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡀ⣙࢝᭶ࡶ㐜ࢀࡓࠋ
ࠕ╔ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲࠖࡢ㑊㞴ࠊ」ᩘᅇࡢ㑊㞴ࠊ㧗⥺㔞ᆅᇦࡢ㑊㞴ࠊ㝔ᝈ⪅➼㑊㞴ᅔ㞴
ࢆక࠺ఫẸࡢ㓄៖Ḟࡅࡓ㑊㞴࡞ࡼࡾࠊఫẸࡢ‶ࡣᴟᗘ㧗ࡲࡗࡓࠋ
ᙜጤဨࡀᐇࡋࡓఫẸᑐࡍࡿࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠾࠸࡚ࡶࠊᅇ⟅ḍຍ࠼࡚ࠊవⓑࡸ
㠃ࠊᑒ⟄ࠊࡉࡽࡣู⣬ࢆῧࡋ࡚ࠊΰࢆᴟࡵࡓ㑊㞴ࡢ≧ἣࡸ⌧ᅾࡢᅔ❓ࠊᑗ᮶ྥࡅ
ࡓせᮃࡀヲ⣽グ㏙ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᛮ࠸ࡢᙉࡉࡀឤࡌࡽࢀࡓࠋ



㸲㸰㸯 㐜ࡗࡓᨾሗࡢఏ㐩

㸯㸧ᨾࢆ▱ࡗࡓ้
ᮾ㟁ࡽ᭶᪥ศ᮲㏻ሗࠊศ᮲ሗ࿌ࡀ⤒῭⏘ᴗ⮧ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ❧ᆅ
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⏫ᑐࡋ࡚㏻▱ࡉࢀࠊศࡣᅜࡽཎᏊຊ⥭ᛴែᐉゝࡀⓎࡏࡽࢀࡓࡀࠊ⩣᪥ᮅ
NP㑊㞴ᣦ♧ࡀⓎ௧ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊఫẸࡢཎⓎᨾᑐࡍࡿㄆ▱ᗘࡣ⯡పࡗࡓࠋࡲࡓࠊྠ
ࡌࡼ࠺ఫẸࡢ㑊㞴ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡓᆅᇦ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊཎⓎࡽࡢ㊥㞳ࡼࡗ࡚ᨾሗࡢఏ
㐩㏿ᗘࡁ࡞ᕪࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
ᙜጤဨࡀఫẸᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡿࠊཎⓎ࿘㎶ࡢ⏫㸦ⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊ
ᐩᒸ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊᴍⴥ⏫㸧ࡢఫẸ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᭶᪥๓ࡢNP㑊㞴ᣦ♧ࡼࡾ๓ᨾࡢⓎ
⏕ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓఫẸࡣࢃࡎ㸣௨ୗࡲࡿࠋ



ᴾ
ᅗ㸲㸰㸯㸯 ᨾࡢⓎ⏕ࢆ▱ࡗࡓఫẸࡢྜ㸦㸣㸸㑊㞴ࡋࡓఫẸ㸧ͤᙜጤဨࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࡼࡿ㸦௨ୗྠࡌ㸧




ࠕ㸱㸯㸯ࠖཬࡧࠕ㸱㸱㸯ࠖࢆཧ↷ࡢࡇࠋ



ᙜጤဨࡼࡿఫẸࣥࢣ࣮ࢺࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
ㄪᰝ┠ⓗ㸸㑊㞴ᣦ♧࣭㑊㞴ࠊཎⓎࡢ༴㝤ᛶ㛵ࡍࡿㄝ᫂➼ࡢᐇែࡢᢕᥱ
ㄪᰝ᪉ἲࠊᐇᮇ㛫㸸㒑㏦ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥㹼᭶᪥
ㄪᰝᑐ㇟㸸㑊㞴༊ᇦࡀᣦᐃࡉࢀࡓ௨ୗࡢᕷ⏫ᮧࡽ㑊㞴ࢆ⾜ࡗࡓఫẸ㸦⣙ୡᖏ㸧ࡢ࠺ࡕࠊᕷ⏫ᮧู↓
సⅭᢳฟࡉࢀࡓ⣙ୡᖏ
ᑐ㇟ᕷ⏫ᮧ㸸ⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊᴍⴥ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊᗈ㔝⏫ࠊ⏣ᮧᕷࠊ༡┦㤿ᕷࠊᕝෆᮧࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫ࠊ
㣤⯓ᮧ
ᅇᩘ㸸㏻㸦ᅇ⋡⣙㸣㸧



ẕᩘࡣࠊ4ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡼࡗ࡚㑊㞴ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠖࠕࡣ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕࠊ4ࠕ⚟
ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ᨾࡀ࠶ࡗࡓ▱ࡗࡓࡢࡣ࠸ࡘ࡛ࡍࠖᑐࡋ࡚᪥้࣭ඹグධࡋࡓᅇ⟅⪅ᩘࠋẕᩘࡣ
௨ୗࡢ࠾ࡾ㸹ⴥ⏫㸸ࠊ⇃⏫㸸ࠊᐩᒸ⏫㸸ࠊᴍⴥ⏫㸸ࠊᾉỤ⏫㸸ࠊᗈ㔝⏫㸸ࠊ⏣ᮧᕷ㸸
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㸰㸧ᨾࢆ▱ࡗࡓሗ※
ከࡃࡢఫẸࡗ࡚ࠊᨾࡢሗ※ࡣࢸࣞࣅ࡞ࡢ࣓ࢹ࡛࠶ࡗࡓࠋࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅ࡼ
ࡿࠊ⮬యࡸ㆙ᐹ⤒⏤࡛ᨾሗࢆ▱ࡗࡓఫẸࡣࠊⴥ⏫ࠊᴍⴥ⏫࡛ࡣ⣙㸣ࢆ༨ࡵࡿࡀࠊ
༡┦㤿ᕷࠊᕝಛ⏫ࠊ㣤⯓ᮧ࡛ࡣࢃࡎ㸣ྎࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ༡┦㤿ᕷࠊᕝಛ⏫ࠊ㣤⯓ᮧ
ຍ࠼࡚ࠊᕝෆᮧࠊⴱᑿᮧ࡛ࡣࠊ༙ᩘ௨ୖࡢఫẸࡀࢸࣞࣅ࡞ࡢ࣓ࢹࡼࡗ࡚ᨾⓎ⏕ࢆ▱
ࡗࡓ࠸࠺ࠋ





ᅗ㸲㸰㸯㸰 ᨾሗࡢሗ※








ࠊ༡┦㤿ᕷ㸸ࠊᕝෆᮧ㸸ࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫㸸ࠊ㣤⯓ᮧ㸸ࠋ


ẕᩘࡣࠊ4ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢሗ※ࡣఱ࡛ࡋࡓࠖࡢᅇ⟅ᩘࡋࠊேࡢᅇ⟅⪅ࡀ」ᩘࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ
ᅇ⟅ࡋࡓሙྜࡣࡑࢀࡒࢀ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋẕᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ㸹ⴥ⏫㸸ࠊ⇃⏫㸸ࠊᐩᒸ⏫㸸ࠊ
ᴍⴥ⏫㸸ࠊᾉỤ⏫㸸ࠊᗈ㔝⏫ࠊࠊ⏣ᮧᕷ㸸ࠊ༡┦㤿ᕷ㸸ࠊᕝෆᮧ㸸ࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫㸸
ࠊ㣤⯓ᮧ㸸ࠋ
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㸯㸧㑊㞴ᣦ♧ࢆ▱ࡗࡓ้
ᨾⓎ⏕ᚋࠊᨻᗓࡣ㑊㞴༊ᇦࢆẁ㝵ⓗᣑࡋ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊఫẸࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢఏ㐩ࡣࠊ⮬
యࡼࡗ࡚㎿㏿⾜ࢃࢀࡓࠋ
࠼ࡤࠊ⏫ࡢከࡃࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢNPᅪෆྵࡲࢀࡿⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊᐩᒸ⏫࡛ࡣࠊNP
㑊㞴ᣦ♧ࡢฟࡓ᪥༗๓๓ࡽ⣙㛫ᚋࡢࡈࢁࡣࠊఫẸࡢ⣙㸣ࡀ㑊㞴ᣦ♧ࡘ࠸
࡚▱ࡗ࡚࠸ࡓࠋᾉỤ⏫ࡘ࠸࡚ࡶࠊNPᅪෆࡢఫẸᑐࡋ࡚ࡣ༑ศ㎿㏿㑊㞴ᣦ♧ࡀఏ࠼ࡽࢀ
ࡓࠋ
⚟ᓥ➨ཎⓎࡢ❧ᆅ⏫࡛࠶ࡿᴍⴥ⏫࡛ࡣࠊᨻᗓࡢ㑊㞴ᣦ♧ඛ❧ࡗ࡚᪥⏫Ẹ㑊㞴
ࢆỴᐃࡋࡓࡀࠊࡈࢁࡣఫẸࡢ㸣ࡀ㑊㞴ᣦ♧ࢆㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋⴱᑿᮧࡶᨻᗓࡢ㑊㞴ᣦ♧
ඛ❧ࡕࠊ᪥ᮧᙺሙࡢุ᩿࡛ᮧẸ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࡀࠊࡑࡢ┤ᚋࡣఫẸࡢ㸣ࡀ
ㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡕࡽࡶఏ㐩ࡀᴟࡵ࡚᪩ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ




ᅗ㸲㸰㸰㸯 㑊㞴ᣦ♧ࢆ▱ࡗࡓఫẸࡢྜ㸦㸣㸸㑊㞴ࡋࡓఫẸ㸧




ẕᩘࡣࠊ4ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡼࡗ࡚㑊㞴ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠖࠕࡣ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕࠊ4ࠕ⮬
ศࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ㑊㞴ᣦ♧ࡀ࡛࡚࠸ࡿࡇࢆ▱ࡗࡓࡢࡣ࠸ࡘ࡛ࡍࠖᑐࡋ࡚᪥้࣭ඹグධࡋࡓᅇ⟅⪅
ᩘࠋẕᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ㸹ⴥ⏫㸸ࠊ⇃⏫㸸ࠊᐩᒸ⏫㸸ࠊᴍⴥ⏫㸸ࠊᾉỤ⏫㸸ࠊᗈ㔝⏫㸸ࠊ
⏣ᮧᕷ㸸ࠊ༡┦㤿ᕷ㸸ࠊᕝෆᮧ㸸ࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫㸸ࠊ㣤⯓ᮧ㸸㸦 ᕝಛ⏫ࠊ㣤⯓ᮧࡣࢧࣥࣉࣝ
ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊᩘ್ࡢಙ㢗ᛶࡣప࠸㸧ࠋ
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㸰㸧㑊㞴ᣦ♧ࡢሗ※
ఫẸࡗ࡚ࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡢሗ※ࡣ⮬యࡽࡢ㐃⤡࡛࠶ࡾࠊᆅඖࡢ⮬యఫẸࡼ
ࡿሗఏ㐩ຊࡢ㧗ࡉࡀ⾲ࢀࡓࠋ
ᨻᗓࡢ㑊㞴ᣦ♧ඛ❧ࡗ࡚ᙺሙࡀఫẸ㑊㞴ࢆỴᐃࡋࡓᴍⴥ⏫ⴱᑿᮧࡣࠊఫẸࡢ㸣ࡀ⮬
యࡽࡢ㐃⤡ࡼࡗ࡚㑊㞴ᣦ♧ࢆ▱ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNPᅪෆࡢᆅᇦ
ྵࡲࢀࡿከࡃࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡶࠊఫẸࡢ㹼㸣ࡣ㑊㞴ᣦ♧ࢆ⮬య➼㸦⮬యࠊ㜵⅏↓⥺ࠊ㆙
ᐹ㸧ࡽධᡭࡋ࡚࠸ࡿࠋࢸࣞࣅ࡞ࡢ࣓ࢹࡼࡗ࡚㑊㞴ᣦ♧ࢆ▱ࡗࡓఫẸࡢྜࡣ㹼
㸣⛬ᗘࡲࡿࠋ
᪉ࠊ༡┦㤿ᕷࠊ㣤⯓ᮧࠊᕝಛ⏫࡞ࠊ᭶࡞ࡗ࡚ࡽィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦタᐃࡉࢀࡓᆅᇦ
ࢆྵࡴᕷ⏫ᮧ࡛ࡣࠊ㸣⛬ᗘࡢఫẸࡀࢸࣞࣅ࡞ࡢ࣓ࢹࡼࡗ࡚㑊㞴ᣦ♧ࢆ▱ࡗࡓࠋ





ᅗ㸲㸰㸰㸰 㑊㞴ᣦ♧ࡢሗ※ 


ࡲࡓࠊᨻᗓࡽ⮬యࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢఏ㐩ࡣ࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᨻᗓࡽ⮬యࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢ㐃⤡ࢆཷಙ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊ⏣ᮧᕷࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ




ẕᩘࡣࠊ4ࠕ᭱ึ㑊㞴ᣦ♧ࢆ▱ࡗࡓሗ※ࡣఱ࡛ࡋࡓࠖࡢᅇ⟅ᩘࡋࠊேࡢᅇ⟅⪅ࡀ」ᩘࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᅇ⟅
ࡋࡓሙྜࡣࡑࢀࡒࢀ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋẕᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ㸹ⴥ⏫㸸ࠊ⇃⏫㸸ࠊᐩᒸ⏫㸸ࠊᴍⴥ
⏫㸸ࠊᾉỤ⏫㸸ࠊᗈ㔝⏫㸸ࠊ⏣ᮧᕷ㸸ࠊ༡┦㤿ᕷ㸸ࠊᕝෆᮧ㸸ࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫㸸ࠊ
㣤⯓ᮧ㸸ࠋ
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㑊㞴ᣦ♧䛾㐃⤡

⮬య䜈䛾
ᨾⓎ⏕䛾㐃⤡

㻝

ⴥ⏫

㻝㻡᮲ሗ࿌䠖
ᮾ㟁䛛䜙㟁ヰ㐃⤡㻖㻝
㻔㻟᭶㻝㻝᪥༗ᚋ㻠㻟㻢ศ䛤䜝㻕

㻞㼗㼙

㻟㼗㼙

㻝㻜㼗㼙

㻞㻜㼗㼙

┴䛛䜙
㐃⤡㻖㻝

ᨻᗓ䛛䜙
㐃⤡㻖㻝

┴䛛䜙㐃⤡㻖㻟
ᨻᗓ䛛䜙㻲㻭㼄
䠄㻟᭶㻝㻞᪥༗๓
㻢㻞㻥ศ䠅㻖㻞

䠉

㻖㻞

ᮾ㟁⫋ဨ㻞ே䛜≧ἣㄝ᫂
㻔㻟᭶㻝㻝᪥༗ᚋ㻡䛤䜝㻕
㻝㻜᮲㏻ሗ䠖㟁ヰ㐃⤡㻖㻠
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㻞
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㻝㻡᮲ሗ࿌䠖㟁ヰ㐃⤡㻖㻠
㻔㻟᭶㻝㻝᪥༗ᚋ㻡䛤䜝㻕

㐃⤡䛺䛧㻖㻠

ሗ㐨䛷
ㄆ▱㻖㻠

⚟ᓥ➨䛻䛴䛔䛶
㻝㻜᮲㏻ሗ䚸㻝㻡᮲ሗ࿌䜢ཷಙ㻖㻡
ᐩᒸ⏫

㻡
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ᮾ㟁⫋ဨ㻞ே䛜≧ἣㄝ᫂㻖㻞
㻔㻟᭶㻝㻝᪥༗ᚋ㻝㻜㻟㻜ศ䛤䜝㻕

ሗ㐨䛷ㄆ▱㻖㻤

⣽㔝⿵బᐁ䛛
䜙㟁ヰ㐃⤡
䠄㻟᭶㻝㻞᪥༗๓
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ሗ㐨䜔⇃⏫
䛾㜵⅏↓⥺
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䠉

䠉
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ሗ㐨䛷
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䠉

䠉

㻢

ᗈ㔝⏫

䠉

䠉

㻟᭶㻝㻞᪥
ᕝಛ⏫䜈㑊㞴
䝞䝇䚸⮬ᐙ⏝㌴➼㻖㻞

ィ⏬ⓗ㑊㞴

㻞ᅇ┠௨㝆
㻟᭶㻝㻥᪥
䛥䛔䛯䜎䝇䞊䝟䞊
䜰䝸䞊䝘䜈㑊㞴㻖㻞
䠉
㻟᭶㻟㻜᪥
ᇸ⋢┴ຍ㡲ᕷ
ᪧ㥽す㧗ᰯ䜈㑊㞴㻖㻞

㻟᭶㻝㻞᪥
༗๓㻢㻟㻜ศ㡭
㻠᭶㻟᪥
⏣ᮧᕷ䚸㒆ᒣᕷ䚸୕
ὠⱝᯇᕷ䜈㑊㞴㻖㻞㻘㻠
⏫䚸ᑠ㔝⏫䜈㑊㞴㻖㻞㻘㻠

䠉

㻟᭶㻝㻞᪥༗๓㻤㡭
㻟᭶㻝㻢᪥
ᕝෆᮧ䜈㻢㻜㻜㻜ே㑊㞴 䝡䝑䜾䝟䝺䝑䝖䜅䛟䛧䜎
䝬䜲䜽䝻䝞䝇䠄ᕝෆᮧ䛜‽
㻖㻞㻘㻡
䜈㑊㞴
㻖㻞㻘㻢
ഛ䠅

䠉

㻟᭶㻝㻞᪥
㻟᭶㻝㻞᪥༗๓㻤㻟㻜ศ
㻟᭶㻝㻢᪥
䛔䜟䛝ᕷ䜈㑊㞴㻖㻞㻘㻣
ᴍⴥ⏫⊂⮬䛻
ὠ⨾㔛⏫䜈㑊㞴㻖㻞㻘㻣
䝞䝇䠄ᴍⴥ⏫䛸ᨻᗓ䛜‽
⏫Ẹ㑊㞴ᣦ♧㻖㻞
ഛ䠅

䠉

㻟᭶㻝㻞᪥ᮅ
ᐩᒸ⏫⊂⮬䛻
⏫Ẹ㑊㞴ᣦ♧㻖㻡

㻟᭶㻝㻞᪥༗๓㻢
ᾉỤ⏫⊂⮬䛻㻝㻜㼗㼙ᅪ
㻟᭶㻝㻞᪥
እ䜈䛾㑊㞴ᣦ♧㻖㻤
ྠ⏫ὠᓥᆅ༊䜈㑊㞴

ሗ㐨䛷
ㄆ▱㻖㻤

㐃⤡䛺䛧㻖㻤

䠉

ሗ㐨䛷
ㄆ▱㻖㻥

㻖㻤
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ᕝෆᑠᏛᰯ䜈㑊㞴
㻟᭶㻝㻢᪥
㒆ᒣᕷ䜈㑊㞴㻖㻝㻞

㻟᭶㻝㻠᪥༗ᚋ㻥㻠㻡ศ
⚟ᓥᕷ䜈㑊㞴

㻟᭶㻝㻠᪥༗ᚋ㻥㻝㻡ศ
ⴱᑿᮧ⊂⮬䛻
ᮧẸ㑊㞴ᣦ♧㻖㻝㻠

䝞䝇䠄ⴱᑿᮧ䛜‽ഛ䠅㻖㻝㻠

䠉

㻝㻝

ᕝಛ⏫

ⴥ⏫㛗䚸ᾉỤ⏫㛗䛛䜙䛾
㑊㞴ཷ䛡ධ䜜せㄳ䛷
ᨾⓎ⏕䜢ㄆ▱㻖㻝㻡
䠄㻟᭶㻝㻞᪥䠅

䠉

䠉

䠉

䠉

䠉

㻝㻞

㣤⯓ᮧ

ሗ㐨䛷ㄆ▱㻖㻝㻢

䠉

䠉

䠉

䠉

䠉

㻟᭶㻝㻥䡚㻞㻜᪥
㧗⥺㔞ᆅᇦ䛾ఫẸ
㻡㻜㻜ே䛜㮵䛻㑊㞴
㻖㻝㻢

ฟ

㻖㻝㻌Ᏻጤဨ㻌➨㻝㻡ᅇ㜵⅏ᣦ㔪᳨ウ䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥ཧ⪃㈨ᩱ㻞䛂㑊㞴⮬య䛾ᐇែㄪᰝ䝠䜰䝸䞁䜾䛃䠄ᖹᡂ㻞㻠㻨㻞㻜㻝㻞㻪ᖺ㻟᭶䠅
㻖㻞㻌ᅜཎᏊຊⓎ㟁ᡤᡤᅾᕷ⏫ᮧ༠㆟㻌ཎᏊຊ⅏ᐖ᳨ウ䝽䞊䜻䞁䜾䜾䝹䞊䝥䛂⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ䛻䜘䜛ཎᏊຊ⅏ᐖ⿕ᐖ⮬య➼ㄪᰝ⤖ᯝ䛃䠄ᖹᡂ㻞㻠㻨㻞㻜㻝㻞㻪ᖺ㻟᭶䠅
㻖㻟㻌ᡞᕝඞ㶾ⴥ⏫㛗䚷➨㻟ᅇጤဨ
㻖㻠㻌Ώ㎶⥘⇃⏫㛗㻌➨㻝㻝ᅇጤဨ
㻖㻡㻌ᐩᒸ⏫䝠䜰䝸䞁䜾
㻖㻢㻌ᐩᒸ⏫䝠䜰䝸䞁䜾
㻖㻣㻌ᴍⴥ⏫䝠䜰䝸䞁䜾
㻖㻤㻌㤿ሙ᭷ᾉỤ⏫㛗䚷➨㻝㻜ᅇጤဨ
㻖㻥㻌ᗈ㔝⏫䝠䜰䝸䞁䜾
㻖㻝㻜㻌ᗈ㔝⏫㈨ᩱ
㻖㻝㻝㻌⏣ᮧᕷ䝠䜰䝸䞁䜾
㻖㻝㻞㻌ᕝෆᮧ䝠䜰䝸䞁䜾
㻖㻝㻟㻌ⴱᑿᮧ䝠䜰䝸䞁䜾
㻖㻝㻠㻌ⴱᑿᮧ㈨ᩱ
㻖㻝㻡㻌ᕝಛ⏫䝠䜰䝸䞁䜾
㻖㻝㻢㻌㣤⯓ᮧ䝠䜰䝸䞁䜾


⾲㸲㸰㸰㸯 ྛᕷ⏫ᮧࡢ㑊㞴ࡢ⤒⦋
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㸱㸧㑊㞴ࡋࡓ้
⮬యࡀఫẸᑐࡋ࡚㑊㞴ᣦ♧ࢆⓎ௧ࡋࡓᚋࠊఫẸࡢ㑊㞴ࡣ㏿ࡸᐇࡉࢀࡓࠋ
ከࡃࡢᆅᇦࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNPᅪෆྵࡲࢀࡿⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊᐩᒸ⏫ࡢఫẸࡣࠊ⮬
యࡼࡿ㑊㞴ᣦ♧ࡢⓎ௧ࡽᩘ㛫ᚋࡣࠊࡑࡢ㹼㸣ࡀ㑊㞴ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡓࠋᾉỤ⏫࡛ࡶ
NPᅪෆྵࡲࢀࡿᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊࡰྠᵝࡢഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋᴍⴥ⏫ࡣ᪥ศ⏫
Ẹ㑊㞴ࢆỴᐃࡋࠊࡑࡢᩘ㛫ᚋࡲ࡛ࡣ㸣ࡢఫẸࡀ㑊㞴ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋⴱᑿᮧ࠾࠸࡚ࡶࠊ
᪥ศᙺሙࡀฟࡋࡓ㑊㞴ᣦ♧ࡼࡗ࡚ࠊ᪥῝ኪࡲ࡛ࡣఫẸࡢ㸣ࡀ㑊㞴ࡋࡓࠋ
⏣ᮧᕷࠊᗈ㔝⏫࡛ࡣࠊ⮬యࡼࡿ㑊㞴ᣦ♧ࡢᩘ㛫ᚋࡣࠊ㸣㏆ࡃࡀ㑊㞴ࢆᐇࡋ࡚࠸
ࡿࠋNPᅪෆࡢᆅᇦࢆྵࡳࠊ᭱⤊ⓗከࡃࡢఫẸࡀ㑊㞴ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓᕝෆᮧ༡┦㤿ᕷ࡛
ࡣࠊNP㑊㞴ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡓ᪥ࡢⅬ࡛ࡣ㹼㸣⛬ᗘࡢఫẸࡋ㑊㞴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ
ᚋࠊ⮬ⓗ㑊㞴ࡋࡓఫẸࡢྜࡀᚎࠎቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪉࡛ࠊ᭶ධࡗ࡚ࡽィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡉࢀࡓ㣤⯓ᮧᕝಛ⏫࡛ࡣࠊ᭶᪥Ⅼ࡛
ࡣఫẸࡢከࡃࡣ㑊㞴ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋNPᅪࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶᪥ᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࠊ᭶
᪥⮬㑊㞴せㄳࡀฟࡉࢀࡓࡀࠊᐇ㝿ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᨻᗓࡢᣦ♧ࢆᚅࡘࡇ࡞ࡋࠊ⮬ⓗ㑊
㞴ࢆ⾜ࡗࡓఫẸࡀ⥆ฟࡋࡓࠋ



ᅗ㸲㸰㸰㸱 㑊㞴ࡋࡓఫẸࡢྜ




ẕᩘࡣࠊ4ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡼࡗ࡚㑊㞴ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠖࠕࡣ࠸ࠖᅇ⟅ࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢ࠺ࡕࠊ4
ࠕᐇ㝿㑊㞴ࢆ㛤ጞࡋࡓࡢࡣ࠸ࡘ࡛ࡍࠖᑐࡋ࡚᪥้࣭ඹグධࡋࡓᅇ⟅⪅ࡋ࡚࠸ࡿࠋẕᩘࡣ௨ୗࡢ࠾
ࡾ㸹ⴥ⏫㸸ࠊ⇃⏫㸸ࠊᐩᒸ⏫㸸ࠊᴍⴥ⏫㸸ࠊᾉỤ⏫㸸ࠊᗈ㔝⏫㸸ࠊ⏣ᮧᕷ㸸ࠊ༡┦
㤿ᕷ㸸ࠊᕝෆᮧ㸸ࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫㸸ࠊ㣤⯓ᮧ㸸ࠋ
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㸲㸧ࠕ╔ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲ࡛ࠖࡢ㑊㞴

DཎⓎᨾ▱ࡽࡎ㑊㞴ࡋࡓఫẸ
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⮬⏤ᅇ⟅࠾࠸࡚ࠊ≉ⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊᴍⴥ⏫ࠊ༡
┦㤿ᕷࠊᗈ㔝⏫ࡢఫẸࡽࡣࠊࠕᨾሗࡀ࡞ࡗࡓࠊ╔ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲࡢ㑊㞴ࡔࡗࡓࠊཎⓎ
ᨾࡔᛮࢃ࡞ࡗࡓࠖ࠸࠺ពぢࡀከࡃᐤࡏࡽࢀࡓࠋ௨ୗ࠸ࡃࡘࡢఫẸࡢኌࢆ⤂ࡍ
ࡿࠋ

ⴥ⏫ࡢఫẸ
ࠕࡾ࠶࠼ࡎ㑊㞴╔ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲ࡛ᐙࢆᚋࡋࠊ㑊㞴ඛࡶ㌴࡛⛣ື୰㜵⅏↓
⥺࡛▱ࡗࡓࡼ࠺࡞≧ែ࡛ࡋࡓࠋᬑẁ࡞ࡽ  㛫ࡢ㊥㞳ࢆ  㛫௨ୖࡗ࡚
᭱ึࡢ㑊㞴ᡤ฿╔ࠋࡇࡢ㛫ࠊ㐲ࡃఫࡴᜥᏊࡽࠗᙜศᖐࢀ࡞࠸ᛮ࠺ࡼ࠘
㟁ヰ࡛ゝࢃࢀࠊᑡࡋࡎࡘ⌧ᐇࡀࢃࡾࡅࡓࡼ࠺ぬ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋᐙࢆ㏣ࢃࢀࠊ
ேࠊ▱ே㞳ࢀࡤ࡞ࢀࡢ⏕άࡀࢇ࡞ࡶࡢࢃࡾࡲࡍࠖ

⇃⏫ࡢఫẸ
ࠕ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍ㝿ࡏࡵ୍࡚ゝ࡛ࡶࠊཎⓎ㛵ಀゐࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢ‽
ഛࢆࡋ࡚ࠊࡏࡵ࡚㈗㔜ရࠊᡞࡌࡲࡾࡃࡽ࠸ࡣᣢࡕฟࡋ࡚㑊㞴ධࢀࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
╔ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲࡢ㑊㞴ࠊ୍ᖐᏯࡢᗘᐙࡢ୰ࡣ┐㞴ධࡽࢀࠊ࢞ࢵ࡛࢝ࣜࡍࠖ

ᐩᒸ⏫ࡢఫẸ
ࠕ᭱ึࡢ㑊㞴ࡢࠊࡋࡤࡽࡃᡠࢀ࡞࠸ࡣࡗࡁࡾゝࡗ࡚ࡋࡗࡓࠋ㈗㔜ရࡶ
ᣢࡕฟࡏࡎࠊ≉་⒪㛵ಀࡢ᭩㢮➼ࡀ࡞࠸ࡓࡵ୧ぶඹ≧ࡀᝏࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
╔ࡢ㌟╔ࡢࡲࡲ࡛ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡣࡁࡘ࠸ࠋᐙࡢࡓࡵࠊᐩᒸᇳ╔ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ఫࢇ࡛ࡿ௬タࡎࡗᒃࢀ࡞࠸࡞ࡽࠊᐙࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ➼ࡢၥ㢟ࡀከ࠸ࠋ⏕άಖㆤࡢ
άࢆᮃࡴࠋͤ㑊㞴ࠊㄏᑟࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢࡀ┴ࡸ⏫ࡢ⫋ဨ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ∗ࡢ་⒪㛵ಀ
ࡢ᪉ࠎ࡛ࠊ∗ࡀࡇ㑊㞴ࡋࡓࢃࡽࡎࠊ᥈ࡍࡢ༙᪥ࡗࡓࠋ㑊㞴⪅ྡ⡙
➼ࡢసᡂࡀ㐜࠸ࠖ
㻌
ᾉỤ⏫ࡢఫẸ
ࠕ ᮅࠊ⏫ࡢయ⫱㤋࡛ᰯෆᨺ㏦࡛ࠊཎⓎࡢᨾࡼࡾࡶࠊὠἼࡀᮾ୰Ꮫᰯࡲ࡛᮶
࡚࠸ࡲࡍࠊὠᓥࡢ᪉㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺࠸ࢃࢀ࡚ࠊࡸࡗࡢᛮ࠸࡛ὠᓥᑠᏛᰯ࡛ኪࢆ
᫂ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡢࠊᨾⓎ⏕ࡢࡇࢆࡶࡗලయⓗㄝ᫂ࡀ࠶ࢀࡤࠊὠᓥ
࡛࡞ࡃࡶࡗ㐲ࡃࡲ࡛㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ㐃⤡ࡀ࡞ࡗࡓࡇࡀṧᛕ࡛ࡍࠖ
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ᴍⴥ⏫ࡢఫẸ
ࠕ㑊㞴ᣦ♧ࡣࠊཎⓎᨾࡢ᫂ゎ࡞ෆᐜࡣ࡞ࡃ᫂░࡛࠶ࡗࡓࠋఱ࡛㑊㞴ࢆࡍࡿ
ࡢศࡽ࡞࠸ࡲࡲࡢ㑊㞴ࡣࠊᏳࡔࡅࢆᡪ࠸ࡔࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᚋࡣࠊᅜࠊ
ᮾ㟁ࡢಙឤࡀ⭾ࡽࡳࠊࡶࡗ࡚ኚࢃࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊᮾ㟁ࡢ♫ဨࡢ᪉
ࡢ‶࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᮾ㟁࠸࠺ᴗయ㉁ࡢḭ▇ࡀチࡏ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋᨾࡣ࠺ࡋ
࡚㉳ࡇࡗࡓࡢ㸽 ᆅ㟈࡛ࠊὠἼࡼࡗ࡚ึࡵ࡚㉳ࡇࡗࡓࡢ㸽 ࡑࡢᚋࡢᑐ
ᛂࠊ㞃ࡉࢀ࡚ሗ㐨ࡉࢀ࡚࡞࠸ᐇࡣ࡞࠸ࡢࠋཎᅉ✲᫂ᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖ

༡┦㤿ᕷᑠ㧗༊ࡢఫẸ
ࠕⓎ㟁ᡤࡀỈ⣲⇿Ⓨࡋࡓࡀࢃࡽࡎࠊ࡞ࢇ࡛㑊㞴ࡍࡿࡢࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋᙜ
ࡢᡤ㛗ࡀࢸࣞࣅ࡛ࠊ࠶ࡢࡣṚࡠᛮࡗࡓゝࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢇ࡞ሗࡶఫ
Ẹ┤ࡕ▱ࡽࡏࡿࡁ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࠋࡃࠊሗࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋఫẸࢆ㍍
ࡃᢅࡗ࡚࠸ࡿࠖ

ᗈ㔝⏫ࡢఫẸ
ࠕ⚾ࡣᮾ㟁ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ࡢᨾࡣࢃࡽࡎࠊ࡞ࡐ㑊㞴ࡍࡿࡢࢃࡽࡎ
⏫ࡽᨺ㏦࡛㑊㞴ࡍࡿࡼ࠺࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡓࡔᆅ㟈ࠊὠἼ࡛㟁ẼࡸỈ㐨ࡀฟ࡞
࠸ࡢ࡛㑊㞴ࢆࡋࡲࡋࡓࡀࠊ᪩ࡃཎᏊຊࡢᨾࡔᩍ࠼࡚ࡋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
᪩ࡃᐙᖐࡾࡓ࠸࡛ࡍࠖ

Eࠕᛕࡢࡓࡵࠖࡢ㑊㞴ᣦ♧
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ཬࡧNPᅪෆࡢᒇෆ㏥㑊㛵ࡋ࡚ࠊཎᏊຊ⥭ᛴែ
ᐉゝࡀฟࡉࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣ᭶᪥ኪࡢグ⪅ぢ࡛ࠊྠⅬ࠾ࡅࡿ
≧ἣ㑊㞴ࡢ⌮⏤ࢆ௨ୗࡢ࠾ࡾㄝ᫂ࡋࡓࠋ

ࠕࡇࢀࡣᛕࡢࡓࡵࡢᣦ♧࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠊ㑊㞴ᣦ♧࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋᨺᑕ⬟ࡣ⌧ᅾࠊ
⅔ࡢእࡣ₃ࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋࡢⅬ࡛ࡣ⎔ቃ༴㝤ࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠖ

ࡲࡓࠊNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧ཬࡧ⚟ᓥ➨ཎⓎࡽNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧㝿ࡋ࡚ࡣࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗
ᐁࡣ᪥༗๓ࡢグ⪅ぢ࠾࠸࡚ࠊᮾ㟁ᑐࡋ࡚⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢྕᶵཬࡧྕᶵࡢ࣋ࣥࢺᣦ
♧ࢆ⾜ࡗࡓࡇ୪ࡧ⚟ᓥ➨ཎⓎྕᶵࠊྕᶵࠊྕᶵ㛵ࡍࡿ᮲ሗ࿌ཬࡧཎᏊຊ⥭ᛴ
ែᐉゝࡀฟࡉࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧ࡘ࠸࡚ձࡢ࠾
ࡾࠊ⚟ᓥ➨ཎⓎࡽNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧ࡘ࠸࡚ղࡢ࠾ࡾㄝ᫂ࡋࡓࠋ

ձࠕࡇࡢ⟶⌮ࡉࢀࡓ≧ἣ࡛ࡢᨺฟࢆ࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊNP ᅪእฟ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡢࡣࠊࡲࡉࢆᮇࡍࡓࡵ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢⅬࡈ␃
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ពࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊⴠࡕ╔࠸࡚㏥㑊ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖ


ղࠕࡇࡕࡽ➨ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⌧Ⅼ࡛ᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵࡴእ㒊ࡢὶฟࡣ☜ㄆࢆࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋࡢᥐ⨨ࢆྲྀࡿࡃࠊNP ᅪෆࡢఫẸ㏥㑊ࡢᣦ♧ࢆࡋࡓ
ࡇࢁ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖ

ࡉࡽࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧㝿ࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨ
ཬࡧᾏỈὀධ࠸࠺ᨾࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣ᪥ኪࡢグ⪅ぢ࠾࠸࡚ࠊྠ
Ⅼ࠾ࡅࡿ㑊㞴ࡢᣦ♧ࢆ௨ୗࡢ࠾ࡾㄝ᫂ࡋࡓࠋ

ࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐᛂ᪉㔪ྠᵝࠊᅇࡢᥐ⨨ࡼࡗ࡚  ࡽ  ࡢ㛫ࡢⓙࡉࢇ
ලయⓗ༴㝤ࡀ⏕ࡌࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ᪂ࡓ࡞ᑐᛂࢆྲྀࡿࡇࡢ
ྍ⬟ᛶࡀฟࡓࡇ㚷ࡳࠊᛕࡢࡓࡵࠊࡉࡽࢆᮇࡍほⅬࡽ  ᣑ࠸
ࡓࡋࡓࡶࡢ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠖ

࠸ࡎࢀࡢグ⪅ぢ࠾࠸࡚ࡶࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊᐁ㑰ࡽఫẸࡢሗఏ㐩ࡋ࡚ࠕᛕࡢ
ࡓࡵࠖࡸࠕࢆᮇࡍࡓࡵࠖ࠸࠺ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊᨾࡀᐇ㝿ࡢ⛬ᗘ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࠊࡑࡢⅬ࡛ᨾࡢ㐍ᒎࡢぢ㏻ࡋࡀ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࠊ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࡣゐࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
ᑡ࡞ࡃࡶㄝ᫂ࡢෆᐜࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕࡀ୍ࡢሙྜ࠾ࡅࡿᛕࡢࡓࡵࠖࡸࠕࢆᮇࡍࡓࡵࠖ
࠸࠺ࡇࢆᙉㄪࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఫẸࡢᏳ࡞Ẽᣢࡕ㓄៖ࡋࡓୖ࡛ࠊ≧ἣᢕᥱཬࡧุ᩿
㈨ࡍࡿࡓࡵࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ศࡗ࡚࠸ࡿࡇศࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆㄝ
᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊᬻᐃⓗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᑗ᮶ࡢண ࡋ࡚ཎᏊ⅔ࡀࡢࡼ࠺࡞ࡿࡇࡀண ࡉࢀࡿ
ࡢࠊఱ᪥㛫⛬ᗘࡢ㑊㞴࡞ࡢࠊ㑊㞴㛵ࡋ࡚࠺࠸ࡗࡓ‽ഛࡀᚲせࠊ࠸ࡗࡓⅬࢆఏ࠼
ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ඛᘬ⏝ࡋࡓ࠾ࡾࠊఫẸࡢኌࡣ㑊㞴ᣦ♧ࡢෆᐜᑐࡍࡿ‶ࡀᙉࡃࠊᮏᨾ࠾ࡅࡿ
ึᮇࡢ㑊㞴ᣦ♧㛵ࡋ࡚ࠊᨻᗓཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕཎ⅏ᮏ㒊ࠖ࠸࠺㸧ࡀ㑊㞴ᙺ
❧ࡘሗࢆ▱ࡾࡓ࠸࠸࠺ఫẸࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼࡚࠸࡞࠸ᐇែࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ

㸳㸧㑊㞴༊ᇦࡢᣑከẁ㝵㑊㞴

Dᅇ௨ୖ㑊㞴ࡋࡓఫẸࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ
ᙜጤဨࡢ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺࡼࢀࡤࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㏆࠸ⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊᴍ
ⴥ⏫ࠊᗈ㔝⏫ࠊᾉỤ⏫࡛ࡣࠊ㸣ࢆ㉸࠼ࡿఫẸࡀᅇ௨ୖࡢ㑊㞴ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ
ᨻᗓࡀNPࠊNPࠊNPẁ㝵ⓗ㑊㞴༊ᇦࢆᣑࡋࡓࡓࡵࡔࡀࠊ⤖ᯝⓗఫẸࡣࡁ࡞
㈇ᢸ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
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ᅗ㸲㸰㸰㸲 ྛᕷ⏫ᮧࡢఫẸࡀᖹᡂ  ᖺ᭶ࡲ࡛㑊㞴ࡋࡓᅇᩘ 


ࡇࡢⅬࠊࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤ᅇ⟅ḍ࠾࠸࡚ࡶࠊ≉⇃⏫ࠊᐩᒸ⏫ཬࡧ༡┦㤿ᕷࡢఫẸ
ࡽࡣࠕ㑊㞴ሙᡤࢆ㌿ࠎࡋࠊఱᗘࡶ㑊㞴ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠖ࠸࠺ኌࡀከᩘᐤࡏࡽࢀࡓࠋ

⇃⏫ࡢఫẸ
ࠕ㆙ᐹㄡࠊⓑ࠸࣐ࢫࢡࢆࡋࡓேࡀࡓࡔࠗす࠘㏨ࡆࢁப࠺ࡔࡅ࡛ලయⓗ࡞
ᣦ♧ࡣ࡞ࡗࡓࠋ⚾ࡶࡣᕝෆᮧࢆ┠ᣦࡋࡓࡀ㌴ࡀᖏࡋ࡚ࠊᬑẁ  ศ⛬ࡢ⾜⛬
ࢆ  㛫ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᕝෆᮧ࡛ࡣ㐨㊰ࡶᗈሙࡶࡇࡶࡋࡇࡶ㌴࡛࠸ࡗ
ࡥ࠸࡛ⴱᑿᮧ㑊㞴ࡋࠊ Ἡࡋࡓࡀࠊࡑࡢᬌࡑࡇࡶ㑊㞴ᑐ㇟༊ᇦ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋ ᡯࡢᏞ୍⥴࡛ኚᚰ㓄ࡋࡓࡋࠊ࡛ࡶᚰ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡣ㏱ᯒᝈ⪅࡛
㝔ࢆᠱᛕࡋࡓࡀࠊᖾ࠸㒆ᒣ࡛㏱ᯒฟ᮶࡚Ⰻࡗࡓࡀࠊ 㐌㛫㏱ᯒฟ᮶࡞࠸ே
ࡶ࠸ࡓ⪺ࡃࠋ㝔ࡶᅜࡢᶵ㛵࡛ྲྀࡾᢅࡗ࡚ḧࡋ࠸ࠖ





ࢧࣥࣉࣝᩘࡣ4ࠕࡲ࡛ఱᅇ㑊㞴ࡉࢀࡲࡋࡓࠖᅇ⟅ࡋࡓᅇ⟅⪅ᩘࠋࢧࣥࣉࣝᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋⴥ⏫㸸
ࠊ⇃⏫㸸ࠊᐩᒸ⏫㸸ࠊᴍⴥ⏫㸸ࠊᾉỤ⏫㸸ࠊᗈ㔝⏫㸸ࠊ⏣ᮧᕷ㸸ࠊ༡┦㤿ᕷ㸸ࠊ
ᕝෆᮧ㸸ࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫㸸ࠊ㣤⯓ᮧ㸸ࠋ



ᅇ௨ୖ㑊㞴ࡋࡓேࡢẚ⋡ࡀ᭱ࡶከࡗࡓࡢࡣᾉỤ⏫ࡔࡀࠊྠ⏫ఫẸࡢᅇ⟅࡛ࡣࠊࡑࢀࡼࡾࡶࠕ⥺㔞ࡢ㧗࠸ᆅᇦ
㑊㞴ࡋࡓࠋ63((',ሗࡣ༶㛤♧ࡍࡁࡔࡗࡓࠖ࠸ࡗࡓពぢࡢ᪉ࡀᙉࡃ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᐩᒸ⏫ࡢఫẸ
ࠕࢃࡅࡀࢃࡽࡎࠊᕝෆᮧ㑊㞴ࡋࢁᨺ㏦ࡀ࠶ࡾࠊᗘࡋ࡚ᕝෆᮧྥ࠸ࡲࡋ
ࡓࡀࠊᕝෆᮧࡣ࠸ࡗࡥ࠸࡛㐪࠺ᡤ㑊㞴ඛࢆኚ᭦ࡋ࡚ࠊ୕╔ࡁࡲࡋࡓࡀࡑࡇ
ࡶ࠸ࡗࡥ࠸࡛ࠊᮏᐑࡢ㑊㞴ᡤ⾜ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡶఱ࢝ᡤ⛣ືࡋࡲࡋࡓ
ࡀࠊࡣ࠸ࢃࡁᕷࡢࡾୖࡆఫᏯ࠸ࡲࡍࠋ࠶ࢀࡽ  ᖺ⤒ࡕࡲࡍࡀ⚾ࡓࡕࡣ
࠺࡞ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠖ

ᾉỤ⏫ࡢఫẸ
ࠕᾉỤᡠࡗ࡚ࡶࠊᒇ᰿⎰ࡀⴠࡕࠊ୍ᖐᏯࡍࡿࡓࡧࠊᨺᑕࡢ㞵₃ࡾࡀࡦࡃࠊ
࡚ࡶఫࡲࢀࡿ࠸࠺ឤࡌࡣࡋࡲࡏࢇࠋᖐᏯࡍࡿࡓࡧࠊ⭡ࡀ❧ࡘࠋᐙࡢᜥᏊࡶࠊ
ࡇࡇఫࡴࡣࠊࡶ࠺↓⌮ࡔゝࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᭶  ᪥ኤ᪉ࠊࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࢺ  ᯛࠊ
࣮ࣟࣉ  ᮰㈙ࡗ࡚᮶࡚ࠊ ᪥ᮅࡽᒇ᰿ࡅࡼ࠺ᛮࡗ࡚⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࡇࢁ
ࠊ㜵⅏↓⥺ࠊ⤌㛗ࡉࢇࡽࠊࡍࡄὠᓥࡢᏛᰯయ⫱㤋⾜ࡃࡼ࠺
ゝࢃࢀ࡚ࠊὠᓥ ࠊ ᪥ᒃࡓࠋᨺᑕ⥺ࡢ㧗࠸ᡤ࡛ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࠊ┴ෆእ  ࢝ᡤ
ࡶṌ࠸࡚ࠊࡢᡤⴠࡕࡘ࠸ࡓ㸦ᮏᯇ㸧
ࠖ

E࠶ࡽࡌࡵᗈ⠊ᅖࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆࡍࢀࡤࡼࡗࡓࡢ
ከẁ㝵㑊㞴㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗ㏙ࡿ࠾ࡾࠊࡘࡢၥࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ

ձẁ㝵ⓗ࡞㑊㞴ᣦ♧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᭱ึࡢⅬ࡛⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNP࠸࠺ᗈࡵࡢ㑊㞴
༊ᇦࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊከᩘᅇࡢ㑊㞴ࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡶ῭ࢇࡔࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ෆ㛶ᗓཎᏊຊᏳጤဨ㸦௨ୗࠕᏳጤဨࠖ࠸࠺㸧ࡢ⌜┠ጤဨ㛗ࡣࠊ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ
ࡘ࠸࡚ࡣࢩࣕࢻ࢚࢘ࣂ࢚࢟ࣗࢩࣙࣥ࠸࠺ၥ㢟ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࠸࠺㊃᪨
ࡢࡇࢆ㏙࡚࠸ࡿࠋࢩࣕࢻ࢚࢘ࣂ࢚࢟ࣗࢩࣙࣥࡣࠊ㑊㞴ࡍࡿᚲせᛶࡢ࡞࠸ሙᡤࡢఫ
Ẹࡀ㑊㞴ᣦ♧㐣ᛂࡋࡓ⤖ᯝࠊ㑊㞴⏝ࡢ㏻㊰ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࠊ࠼ࡗ࡚㑊㞴ࡍࡁఫ
Ẹࡢ㑊㞴ࡀ㐜ࢀࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ⌜┠ጤဨ㛗ࡣࠊᮏᨾᑐᛂࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀࡓẁ㝵ⓗ࡞㑊㞴ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ≧ἣࢆ㚷ࡳࡓ⤖ᯝࡢẁ㝵ⓗ࡞㑊㞴༊
ᇦࡢタᐃ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢၥ㢟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࠕṇࡋࡗࡓࠖᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

௬ࠊึᮇࡢⅬ࡛ࠊNPᅪෆࡢ༊ᇦ࠾ࡅࡿ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡓ࡞ࡽࡤࠊ㑊㞴㊰ࡀ㝈ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ≧ἣୗ࡛ࡣࠊ᭱ࡶ㑊㞴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ཎⓎࡢ㏆㞄ఫẸࡢ㑊㞴ࡀ㐜ࢀࡿ࠸࠺ၥ㢟
ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࡑࡢព࡛ࡣࠊࠕᙜึࡽNPᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠾ࡅ
ࡤࡼࡗࡓࠖࡣᚲࡎࡋࡶ࠸࠼࡞࠸ࠋ
ᐇ㝿ࠊఫẸࡢពぢࡢ୰࡛ࡶࠊึᮇ㑊㞴ࢆ㛤ጞࡋࡓཎⓎ㏆㞄ࡢⴥ⏫ཬࡧᐩᒸ⏫࠾࠸࡚
ࡣࠊࠕࡸ㐨㊰≧ែࡢᝏࡉࡼࡾࠊ㑊㞴ሙᡤࡓࡾ╔ࡃࡲ࡛㛫ࡀࡗࡓࠖ࠸࠺ព




⌜┠ᶞᏳጤဨጤဨ㛗ࣄࣜࣥࢢ
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ղ᭱ึࡢ㑊㞴ᣦ♧࡛ࠊ㑊㞴ඛࢆ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNP௨㐲ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊከᩘᅇࡢ
㑊㞴ࢆࡋ࡞ࡃ࡚῭ࢇࡔࡢ࡛ࡣ࡞࠸
⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅㸧㸦௨ୗࠕ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࠖ࠸࠺㸧ࡼࢀࡤࠊ
NPᅪ㸦(3=㸸(PHUJHQF\3ODQQLQJ=RQH┦ᙜࡍࡿ㸧ෆࡢ⏫ᮧࡣࠊ⮬ࡽ⏫ᮧࡢᆅᇦ㜵⅏ィ
⏬ࢆసࡿࡇࠊཬࡧ㑊㞴ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ➨୍⩏ⓗᇶ♏
⮬యࡀ㑊㞴ィ⏬ࡢ⟇ᐃࡑࡢᐇ⩏ົࢆ㈇࠺ࡶࡢࡉࢀࠊᕷ⏫ᮧࢆࡲࡓ࠸ࡔᗈᇦࢃࡓࡿ
㑊㞴ࡀၥ㢟࡞ࡿሙྜࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡀ㑊㞴ィ⏬ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᐇ㝿ࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡣᮏᨾࡢ௨๓ࡣᗈᇦࡢ㑊㞴ࢆࡃᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᮏᨾ
࠾࠸࡚ࡶᗈᇦࡢ㑊㞴ࡢ‽ഛ㛵ࡋ࡚ࢇᑟⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ⚟ᓥ┴ࡀ
ᑟⓗᕷ⏫ᮧࢆࡲࡓ࠸ࡔ㑊㞴ඛࡢㄪᩚ༠ຊࡋࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNP
ᅪෆࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢ㝿ࡢⴥ⏫⇃⏫ࡔࡅ㸦ⴥ⏫ࡢ㑊㞴ඛࡢᣦᐃࡣᕝಛ⏫ࠊ⇃⏫ࡢ㑊㞴
ඛࡢᣦᐃࡣ⏣ᮧᕷ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊึᮇࡢ୍ḟ㑊㞴ࡣ➨୍⩏ⓗ⏫ᮧጤࡡࡽࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ୍ḟ㑊㞴ඛࡀ⮬ࡽ
ࡢᕷ⏫ᮧෆࡢ㑊㞴ᡤ࡛࠶ࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊཎⓎࡢ≧ἣࡀヲ⣽ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸୰࡛ࡢ
㑊㞴࡞ࡗࡓࠋ⚟ᓥ┴ࡀᑟࡋ࡚ࠊึᮇࡢ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࡢẁ㝵࡛NPᅪእࡢ㑊㞴ࢆㄏᑟ
ࡍࡿ࡞ࠊඛࢆㄞࢇࡔᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊከẁ㝵㑊㞴ࡼࡿఫẸࡢ㈇ᢸࢆ⦆࡛ࡁ
ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࠾ࡅࡿᗈᇦ㑊㞴ࡢ‽ഛ࣭ᐃ㊊ࡣၥ㢟
ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ

㸴㸧㛗ᮇࡢᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡼࡿ⏕άᇶ┙ࡢᔂቯ

Dᒇෆ㏥㑊ࡀఫẸࡶࡓࡽࡋࡓࡶࡢ
᭶᪥⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNP㹼NPᅪෆᑐࡍࡿᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡀฟࡉࢀ࡚௨㝆ࠊ
᭶᪥⮬㑊㞴せㄳࡀฟࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ⮬ⓗ㑊㞴ࡋࡓே௨እࡢఫẸࡣࠊ᪥㛫ࢃࡓࡗ
࡚ᒇෆ㏥㑊ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ᭶᪥௨㝆ࡶ⮬㑊㞴ࢆࡋ࡞ࡗࡓఫẸࡣࠊ
᭶᪥ࡢᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ゎ㝖ࡲ࡛࢝᭶௨ୖࢃࡓࡾᒇෆࡲࡗࡓࡇ࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
ᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡢᑐ㇟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ༡┦㤿ᕷࠊ㣤⯓ᮧࠊᾉỤ⏫ࠊⴱᑿᮧࠊ⏣ᮧᕷࠊᕝෆᮧࠊ
ᴍⴥ⏫ࠊᗈ㔝⏫ࠊ࠸ࢃࡁᕷࡢࡑࢀࡒࢀࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕࠊ≉ࠊ༡┦㤿ᕷࠊ࠸ࢃࡁᕷࠊ⏣ᮧᕷࠊ㣤⯓ᮧࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡛ࡣࠊᒇෆ㏥㑊ࡢ㛗ᮇ
ࡼࡗ࡚ࠊ≀ὶࡸၟᴗࡀࡋࠊఫẸࡢ⏕άᇶ┙ࡀᔂቯࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࠋ




㜵⅏ᣦ㔪࠾࠸࡚ࠕཎᏊຊ㜵⅏ᑐ⟇ࢆ㔜Ⅼⓗᐇࡍࡁᆅᇦࡢ⠊ᅖ㸦(3=㸧ࡢ┠Ᏻࠖࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࠊཎᏊຊⓎ
㟁ᡤࡽ༙ᚄࡽNPᅪෆࡢᆅᇦࠋ



᭶᪥ࡢⅬ࡛⏫㑊㞴ࢆࡋࡓᴍⴥ⏫ࠊྠ᪥ఫẸࡢ⮬㑊㞴せㄳࢆฟࡋࡓᗈ㔝⏫ࠊ᭶᪥ࡲ࡛ᮧ࡛⚟ᓥᕷ
ෆࡢ㑊㞴ࢆỴᐃࡋࡓⴱᑿᮧࠊ᭶᪥ࡲ࡛⏫࡛ᮏᯇᕷෆࡢ㑊㞴ࢆỴᐃࡋࡓᾉỤ⏫ࠊཬࡧ᭶᪥ࡲ࡛㒆
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NPࡽNPᅪෆࡢఫẸࠊ≉༡┦㤿ᕷࡽࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⮬⏤ᅇ⟅ᐤࡏࡽࢀࡓࠊᒇ
ෆ㏥㑊㸦⥭ᛴ㑊㞴‽ഛ༊ᇦᑐࡍࡿពぢࢆྵࡴ㸧㛵ࡍࡿఫẸࡢពぢࢆ⤂ࡍࡿࠋ

༡┦㤿ᕷࡢఫẸ㸦NP ࡽ NP ᅪෆ㸧
ࠕ㑊㞴ࢆࡋࡓࡃ࡚ࡶࠊㄆ▱ࡢぶࡀ࠸ࡿࡓࡵ㑊㞴ࡣฟ᮶࡞ࡗࡓࠋ㑊㞴⪅ࡣࡶ
⢭⚄ⓗⱞ③ࡋ࡚⿵ൾࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬Ꮿ࠸ࡓ⚾㐩ࡣ  ᅇࡢ⿵ൾ࡛⤊ࡾࠊ㒊ⴠ
ࡢ㝖ᰁࢆࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⢭⚄ⓗⱞ③ࡣ⮬Ꮿ㑊㞴⪅ࡶྠࡌ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࠋ㑊㞴
ࡋࡓே㐩ࡣ࣍ࢸ࣭ࣝ᪑㤋➼⛣ࡾࠊᨭ≀㈨ࢆࡶࡽࡗ࡚  㐌㛫  ᅇ⮬Ꮿᡠࡾࠊ
≀㈨ࡶᣢࡗ࡚᮶ࡓࡼ࠺ࡔࠋ⮬Ꮿ࠸ࡓ⚾㐩ࡣᗑࡀ㛢ࡗ࡚㉎ධฟ᮶࡞࠸ࠋ࢞ࢯࣜࣥ
ࡶ㊊ࡋ࡚ࢀ࡞ࡗࡓࠋᮾ㟁ࡼࡾ NP ௨ෆࡣࡶࡃࠊᪧ⥭ᛴ㑊㞴ᆅᇦࡢ㑊
㞴ฟ᮶࡞ࡗࡓே㐩ࡶ⪃៖ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ

༡┦㤿ᕷࡢఫẸ㸦NP ࡽ NP ᅪෆ㸧
ࠕ༡┦㤿ᕷཎ⏫༊㤿ሙᅾఫ࡛ࡋࡓࡀࠊᒇෆ㏥㑊ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊᙜࡣ࡚ࡶ
ᐙ࠸ࢀࡿ≧ἣ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
㸦⏫ேࡣ࠸࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㣗ᩱࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡋ࡚㸦࢞
ࢯࣜࣥࡶ㸧
ࠊ⮬ศࡓࡕࡢุ᩿࡛㑊㞴ࡋࠊ⮳ࡿ㸦㑊㞴⥅⥆୰㸧
ࠋ ᖺࡓࡗ࡚ࠊ
ࡈࢁ࡞ࡾࠊᮏᙜࡢཎⓎࡢ≧ἣࢆ࣐ࢫࢥ࣑➼࡛⪺ࡉࢀ࡚ࡶࠊࡋ࠸㝈ࡾ࡛ࡍ㸟㸟
㆙ᡄ༊ᇦ࡞ࡗࡓேࡓࡕࡢ᪉ࡀࠊ࠸ࢁ࠸ࢁࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊཎ⏫ࡢேࡣᮏᙜࡘࡽ
ࡗࡓᛮ࠺ࠖ

Eࡑࡶࡑࡶ▷ᮇᐃࡔࡗࡓᒇෆ㑊㞴
ࡑࡶࡑࡶࠊᒇෆ㏥㑊ᥐ⨨ࡣ▷ᮇ㛫ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᒇෆ㏥㑊ࡀ㛗ᘬࡅࡤࠊ
㛗ᘬࡃఫẸࡢ⏕άࡀ㎞࠸ࡶࡢ࡞ࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋ
ᒇෆ㏥㑊ࡣࠊᒇෆ㏥㑊ࡍࡿࡇࡼࡾᨺᑕᛶࣉ࣮࣒ࣝ㸦㞼㸧ࡀ㏻㐣ࡍࡿᮇ㛫ࢆࡸࡾ㐣ࡈ
ࡍࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࡍࡂࡎࠊᏳጤဨసᡂࡿࠕཎᏊຊタ➼ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡘ
࠸࡚ࠖ㸦௨ୗࠕ㜵⅏ᣦ㔪ࠖ࠸࠺㸧࡛ࡶࠊ᪥㛫ࡶࢃࡓࡿࡇࡣᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㜵⅏ᣦ㔪ୖࡣ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡀ᭱㐺ࡉࢀࡿ᪥ᩘࡘ࠸࡚
㜵⅏ᣦ㔪ࡀཧ⪃ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞ྜព࡛ࡣ᭱㛗᪥⛬ᗘࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㜵⅏ᣦ㔪ࡣࠊࡇ࠺࠸
ࡗࡓᅜ㝿ྜពࢆཧ⪃ࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏⓗࡣྠᵝࡢ⪃࠼᪉ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ⪃࠼


ᒣࡢ㑊㞴ࢆỴᐃࡋࡓᕝෆᮧࡢ⏫ᮧࡢከࡃࡢఫẸࡘ࠸࡚ࡣࠊᒇෆ㏥㑊ࡣ㛗ᮇࡋ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


ᒇෆ㏥㑊㛵ࡋ࡚ࡣ༡┦㤿ᕷࡽከࡃᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࡇࢀࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋ



ᏳጤဨỴᐃࠕཎᏊຊタ➼ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦 ࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥㸧
㜵⅏ᣦ㔪ࡢᘬ⏝ࡍࡿᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢ⪃࠼᪉ࡼࢀࡤ᪥⛬ᗘࡢᒇෆ㏥㑊࠾࠸࡚㹼P6Yࡢᐇຠ⥺㔞ࡀᅇ



㑊࡛ࡁࡿࡇࠊᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵ࡢ⪃࠼᪉ࡼࢀࡤᒇෆ㏥㑊ࡢ᭱㛗ண 㛫᪥㛵ࡋ࡚P6Yࡢᐇຠ⥺㔞ࡀᅇ㑊࡛ࡁ
ࡿࡇࡀ᭱㐺ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸹㜵⅏ᣦ㔪 ᒓ㈨ᩱ㸹♫ᅋἲே᪥ᮏࢯࢺ࣮ࣉ༠ࠗᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢ
ᖺ່࿌࠘ 3XEOLFDWLRQ 㸦ၿࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
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ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊࡑࡶࡑࡶᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡣᇶᮏⓗࡣ▷ᮇ㛫ࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࡋ࡚ၟᴗ࣭≀ὶࡀࡍࡿࡼ࠺࡞≧ἣࡲ࡛ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋఫẸࡢどⅬ❧
ࡘࠊᒇෆ㏥㑊ࡀ㛗ᮇࡍࡿぢ㏻ࡋ࡞ࡗࡓⅬ࡛ࠊఫẸࡢ⏕άᇶ┙ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨
ࢆㅮࡌࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࡣࠊᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡢⅬ࡛࠶ࡽࡌࡵ㏥㑊ᮇ㛫ࡢぢ㏻ࡋࢆ
♧ࡍࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊ᭶᪥ࡢNPࡽNPᅪෆᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡓ㝿ࡣࠊᮇ㛫
ࡢぢ㏻ࡋࡣࡃ♧ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ≀ὶ࣭ၟᴗࡢࡽఫẸࡣ༑ศ࡞⏕άᇶ┙ࢆ
ኻࡗࡓࠋཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡼࡿᒇෆ㏥㑊༊ᇦࡢ⿕⅏⪅ࡢᨭࡀࠊ㐜ࡃࡶ᭶᪥ࡽࡣ
㛤ጞࡉࢀࡓࡀࠊ≀㈨ᨭࡣ༑ศ⾜ࡁᒆ࠸࡚ࡣ࠸࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࡽࡳ࡚ࡶࠊᨻ
ᗓࡢఫẸ⏕άࡢどⅬࡣࡃ㊊ࡾ࡚࠸࡞ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ

㸵㸧༴㝤ྰࡢุ᩿ࢆఫẸጤࡡࡓ⮬㑊㞴

DఫẸࡣ⮬㑊㞴ࢆ࠺ぢࡓ




ᅗ㸲㸰㸰㸳 ⮬ⓗ࡞ุ᩿ࡼࡿ㑊㞴ࢆ⾜ࡗࡓఫẸࡢྜ 










㜵⅏ᣦ㔪࡛ᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࢆฟࡍᣦᶆࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ┠Ᏻࡢ್ࡣࠊእ㒊⿕ࡤࡃᐇຠ⥺㔞ࡢண ⥺㔞㸦ఱࡽࡢ㜵
ㆤᑐ⟇ࡶㅮࡌ࡞࠸ሙྜ⏕ࡌࡿண ࡉࢀࡿ⥺㔞㸧ࡀP6YࡽP6Yࡢᖜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ಖᏳ㝔㈨ᩱ



ࢧࣥࣉࣝᩘࡣࠊ4ࠕ㑊㞴ࡣᨻᗓ࣭⮬యࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡍࠊ⮬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠖᅇ⟅ࡋࡓᅇ⟅⪅ᩘࠋ
ࢧࣥࣉࣝᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋⴥ⏫㸸ࠊ⇃⏫㸸ࠊᐩᒸ⏫㸸ࠊᴍⴥ⏫㸸ࠊᾉỤ⏫㸸ࠊᗈ㔝⏫㸸
ࠊ⏣ᮧᕷ㸸ࠊ༡┦㤿ᕷ㸸ࠊᕝෆᮧ㸸ࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫㸸ࠊ㣤⯓ᮧ㸸
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ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊ᭶᪥ࠊNP㹼NPᅪෆࡢᒇෆ㏥㑊ᣦ♧༊ᇦࡢᕷ⏫ᮧᑐࡋ࡚ࠊఫẸ
ᑐࡋ࡚⮬㑊㞴ࢆಁࡍࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓ᪨ࠊグ⪅ぢ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
ᙜጤဨࡢ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊࡑࡢ㒊ศࡀNPᅪእ࡛࠶ࡾࠊᨻᗓࡼࡿ㑊㞴ᣦ♧ࡀ
ẚ㍑ⓗ㐜ࡗࡓᆅᇦ㸦༡┦㤿ᕷࠊᕝෆᮧࠊ⏣ᮧᕷࠊ㣤⯓ᮧࠊᕝಛ⏫㸧࡛ࡣࠊ⮬㑊㞴ࡋࡓఫ
Ẹࡢྜࡀ㧗ࡗࡓࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
௨ୗࠊࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤ᅇ⟅ḍᐤࡏࡽࢀࡓ⮬㑊㞴㛵ࡍࡿពぢࢆ⤂ࡍࡿࠋ≉༡
┦㤿ᕷཬࡧᕝෆᮧࡢఫẸࡢពぢࡀከࡗࡓࠋ

༡┦㤿ᕷ㸦NP ࡽ NP ᅪෆ㸧ࡢఫẸ
ࠕ⮬㑊㞴࠸࠺ࡓࡕࡍࡿࡁ࡞ࡢࠊࡇ㞴ࡋ࠸㑅ᢥ࡛ࡋࡓࠋࡲࡓཎ
Ⓨࡢᨾࡢᚋࡣ͆እࡣฟࡿ࡞͇
͆❆ࡣ㛤ࡅࡿ࡞͇ࡢࡇ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊᕷࡢᗈሗ
㌴ࡀ༙᪥㸯ᅇ⛬ᗘᕠᅇࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡐࢇࡐࢇ⪺ࡁྲྀࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛
ࡋࡓࠋ⚾ࡶࡣᕷ⾤ᆅ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࡽࡢヰࡶ࡞ࡃࠊᕷእࡢぶᡉ⪅ࡽࠊ༊
㛗ࡼࡾ⮬㑊㞴ࡢヰࡀ࠶ࡗࡓࡢࡇࢆ⪺ࡁࡲࡋࡓࠋ
㸦୰␎㸧1+. ᨺ㏦࡚ࡢཎ
Ⓨࡢᨾᮾ㟁ᖿ㒊ࡢ᪉ࠎࡢ㈐௵ࢆឤࡌ࡞࠸ጼໃ㠀ᖖᝒࡋࡃᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
⏝ᖺᩘࢆ㉺࠼࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀࡁ࡞ཎᅉ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺
ࠋᐃእ࡞࠶ࡾ࠼ࡲࡏࢇࠋ୍␒ࡢᛮ࠸ࡣᏊ౪㐩ࡢࡇ࡛ࡍࠖ

ᕝෆᮧ㸦NP ࡽ NP ᅪෆ㸧ࡢఫẸ
ࠕ ᭶  ᪥ᨾࡢ➨୍ሗࢆ⪺࠸࡚ࡽࠊ┤ᚋࠊᮧከࡃࡢ᪉ࡀ㑊㞴ࡋ࡚ࡁࡲࡋ
ࡓࠋⱝ࠸ேࡓࡕࡣࢣ࣮ࢱ࡛ࠊࢳ࢙࣮࣓࣮ࣥࣝࡢࡼ࠺ࠗ㏨ࡆࢁ࠘㐃⤡ࡋ࠶ࡗ
࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶࠊṇᘧ㑊㞴ࡘ࠸࡚ࡢሗࡣࠊࡇࡽࡶධࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
㜵⅏↓⥺࡛ᒇෆ㏥㑊࠸ࢃࢀࡓࡔࡅ࡛ࡍࠋ㆙ᐹᐙ᪘ࡀົࡋ࡚࠸ࡿ㏆ᡤࡢேࡀࠊ
ࠗ࡞ࢇࡔ༴࡞࠸ࡽ㏨ࡆࡿ࠘࠸࠺ࡢࢆ⪺࠸࡚ࠊ⮬㑊㞴ࡋࡲࡋࡓࠋ ᪥ࡣࠊ
㆙ᐹࡣࡶ࠺ᕝෆᮧࢆฟ࡚࠸ࡓ⪺ࡁࡲࡍࠋ࣎ࣛࣥࢸ࡛ᮧෆࡢ⅕ࡁฟࡋࢆࡋ࡚
࠸ࡓேࡣࠊᮧෆࡢ⛣ື࡛࢞ࢯࣜࣥࢆ࠸ᯝࡓࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋᑡࡋ࡛ࡶ᪩ࡃ㏨ࡆࡿ
ࡢࢆຓࡅ࡚ࡋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋぢẅࡋࡉࢀࡓ࠸࠺ᛮ࠸ࡀᾘ࠼ࡲࡏࢇࠖ

E⮬㑊㞴ࡣᨻᗓࡢ㈐௵ࡢᨺᲠ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡀࠊᕷ⏫ᮧࢆ㏻ࡌ࡚ఫẸࡢ⮬㑊㞴ࢆಁࡍ࠸࠺ࡇࡣࠊ㑊㞴ࡍࡿྰࡢุ
᩿ࢆఫẸጤࡡࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡣࠊᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓⅬࡽ᪂ࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ➼ࡢኚ᭦




ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁグ⪅ぢ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



ᗈ㔝⏫࡛ࡣࠊ᭶᪥㑊㞴ሙᡤࢆᑠ㔝⏫ᐃࡵࡿ๓ࡢ᭶᪥࠾࠸࡚⏫እࡢ⮬㑊㞴ࢆಁࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ
᭶᪥⏫Ẹ㑊㞴ᣦ♧ࢆỴᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ⮬㑊㞴⪅ࡀከࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁグ⪅ぢ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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ࡀ࡞࠸ࡇࡽࠊ᪂つ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࢆ⾜࠺ᚲせᛶࡣ࡞࠸ࡋࡘࡘࠊᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࡢ⤖ᯝࠊ
ၟᴗࡸ≀ὶࡢࡼࡾఫẸࡢ⏕άࡢ⥅⥆ࠊ⥔ᣢࡀᅔ㞴࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇࡽࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞⮬㑊㞴ࢆಁࡍᣦ♧ࢆฟࡋࡓㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ๓ᚋࡽࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁࡣࠊᒇෆ㏥㑊ࡋ࡚࠸ࡿఫẸࡢ⏕άᨭຍ࠼࡚ࠊ⮬㑊
㞴⪅ࡢᨭࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ┴ᑐࡋ࡚ᐟἩタࡢሗᥦ౪ࡸࠊ⛣ືᡭẁࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿሗ
ᥦ౪ࠊ≀㈨ࡢᨭ➼ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢࠕ⮬㑊㞴ࠖࡣ㜵⅏ᣦ㔪ཬࡧ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡶグ㍕ࡢ࡞࠸᪂ࡋ࠸ᴫᛕ࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊఫẸࡣΰ㝗ࡗࡓࠋఫẸࡀ⮬ࡽࡢᗣࢆᏲࡿࡓࡵࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡉࡽࡉࢀࡿྍ
⬟ᛶࡢ࠶ࡿሙᡤࡽ⮬ศࡢពᛮ࡛㏥㑊ࢆࡍࡿࡇ⮬యࡣࠊᙜ↛ࡢᶒ࡛࠶ࡾࠊ㑊㞴ࡢุ᩿ࢆ
ಶேጤࡡࡿࡇࡣࠊಶேࡢ⮬⏤ࢆᑛ㔜ࡋࡓุ᩿ࡢࡼ࠺ࡶ⪺ࡇ࠼ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀ࡛ࡶ㑊
㞴ࡢุ᩿ࢆఫẸጤࡡࡓࡢࡣ㐺ษ࡛ࡣ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅜࡣᅜẸࡢ⏕㌟యࡢᏳࢆಖㆤࡍࡿ㈐ົࡀ࠶ࡾࠊཎᏊຊ⅏ᐖ࡞ࡢ⥭ᛴ࠾࠸࡚
ࡣࠊࡲࡉᅜᐙࡣࡇࡢ㈐ົࢆᯝࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋึᮇࡢNPࠊNPࠊNPࡢ㑊㞴ᣦ♧
ཬࡧࡑࡢᚋࡢィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᨻᗓ࣭ཎ⅏ᮏ㒊ࡣࡲࡉᅜᐙࡢ㈐ົࢆᯝࡓ
ࡍࡃᙉไⓗ࡞㑊㞴ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊNP㹼NPᅪෆࡢఫẸࡘ࠸࡚ࡣࡃ␗࡞ࡿᑐᛂࡋ
࡚ࠊఫẸ⮬ࡽ㑊㞴ࡢุ᩿ࢆጤࡡࡓࠋࡇࡢⅬࠊ࠼ࡤࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺ᨺᑕ
ᛶ≀㉁ࡢ᪂ࡓ࡞ᨺฟ➼ࡢኚ᭦ࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᒇෆ㏥㑊ᥐ⨨ࢆゎ࠸ࡓ࠺࠼࡛ࠊ≀ὶࡸ
ၟᴗࡢࢆ㜵ࡄᡭ❧࡚ࢆྲྀࡿࡇࡶ࡛ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊ༊ᇦෆࡽࡢ㑊㞴ࡀᚲせ࡛࠶ࢀࡤࠊ
㑊㞴༊ᇦࡢᣑࢆࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᐇ㝿ᚋ㏙ࡢ࠾ࡾࠊ᭶᪥ࡢⅬ࡛ཎ⅏ᮏ
㒊ࡣࠊ᭶᪥タᐃࡉࢀࡓィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢᇶ♏࡞ࡿሗࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊࡇ
ࡢⅬ࡛ཎ⅏ᮏ㒊ࡀࡋࡓࡇࡣᒇෆ㏥㑊ࡢゎ㝖ࠊ㑊㞴༊ᇦࡢᣑ࠸࠺ุ᩿ࢆඛ㏦ࡾࡋࠊ
㑊㞴ࢆఫẸࡢุ᩿ጤࡡࡿ࠸࠺ᑐᛂࢆࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᨻᗓ࣭ཎ⅏ᮏ㒊ࡣᅜẸࡢ⏕ࠊ㌟
యࡢᏳࡢ☜ಖ࠸࠺ᅜᐙࡢ㈐ົࢆᨺᲠࡋࡓ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ

㸶㸧ởᰁ༊ᇦࡢ㑊㞴
ᨾⓎ⏕ᚋࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ㑊㞴༊ᇦࢆཎⓎࡽྠᚰ≧タᐃࡋࡓࠋᙜึࡣởᰁ≧ἣࡀ᫂
࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡢࡇ⮬యࡀᚲࡎࡋࡶ㐺ᙜ࡞ᥐ⨨ࡔࡗࡓゝ࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᐇ㝿ࠊᖹ
ᡂ㸦㸧ᖺཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣྠᚰࡢ㑊㞴ࡀᇶᮏ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࡣྠᚰ≧ᗈࡀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿ࡢởᰁࡢᗈࡀࡾ᪉ࡣࠊ
㢼ྥࡁ࡞ࡢኳೃᕥྑࡉࢀࡿࠋᮏᨾ࡛ࡣࠊఫẸࡀ୍ḟ㑊㞴ࢆࡋࡓඛࡀࠊ⤖ᯝⓗࡣᨺᑕ⥺
㔞ࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ሙᡤࡔࡗࡓࡇࡀᚋุ᫂ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋ

Dẚ㍑ⓗ㧗࠸⥺㔞ࡢᆅᇦ㑊㞴ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓఫẸࡢኌ
ᾉỤ⏫ࡣࠊ᭶᪥ࠊ⏫⊂⮬ࡢỴᐃ࡛ࠊ⏫ෆࡢཎⓎࡽNPᅪእࡢὠᓥᆅ༊ࡢ㑊㞴ࢆỴ




ಖᏳ㝔㈨ᩱ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

ᐃࡋࡓࠋⴥ⏫ࡶࠊྠ᪥ࠊ⚟ᓥ┴ࡽࡢᣦ♧ࡼࡗ࡚ᕝಛ⏫ࡢ㑊㞴ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊ༡
┦㤿ᕷ࡛ࡣࠊ᭶᪥௨㝆ࠊ⮬㑊㞴⪅ࡀ㣤⯓ᮧࠊᕝಛ⏫᪉㠃㑊㞴ࡋࡓࠋࡋࡋࠊࡇࢀ
ࡽࡢ㑊㞴ඛࡣ࠸ࡎࢀࡶᚋ㧗࠸⥺㔞ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡇࡽࠊࡑࡢᚋィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡉ
ࢀࡓࠋ
ᙜጤဨࡢ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺࡼࡿࠊᚋ㆙ᡄ༊ᇦ࣭ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡉࢀࡓᆅᇦ
㑊㞴ࡋࡓఫẸࡢྜࡣࠊᾉỤ⏫ࡢ⣙㸣ࢆࡣࡌࡵࠊⴥ⏫ࡢ⣙㸣ࠊᐩᒸ⏫ࡢ⣙㸣࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡶࠊ㑊㞴ࡋࡓఫẸࡢ㹼㸣⛬ᗘࡀࠊ⤖ᯝⓗᚋ㑊㞴༊ᇦ
ᣦᐃࡉࢀࡿ⥺㔞ࡢ㧗࠸ᆅᇦ㑊㞴ࡋࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ


ᅗ㸲㸰㸰㸴 ᚋ㆙ᡄ༊ᇦ࣭ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡉࢀࡿᆅᇦ㑊㞴ࡋࡓࡇࡀ࠶ࡿఫẸࡢྜ


ࡇࢀࡽࡢ㑊㞴⪅ࡣࠊᏳࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㑊㞴ࡋࡓࡶࢃࡽࡎࠊᐇ㝿ࡣ㧗⥺㔞⎔ቃ
࡛࠶ࡗࡓᆅᇦࠊࡑࢀ▱ࡽࡎ୍ᐃᮇ㛫ᅾࡋࡓࡇࡀᚋุ᫂ࡋࠊࡑࡢࡇࡼࡗ࡚⢭⚄
ⓗࢫࢺࣞࢫࢆཷࡅ࡚࠸ࡿఫẸࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀ㛵㐃ࡍࡿၥ㢟ࡋ࡚ࠊ63((',㸦⥭ᛴ㎿㏿ᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㸧
ࡢࢹ࣮ࢱࡢሗ㛤♧ಀࡿၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
Ᏻጤဨࡣࠊ᭶᪥ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ63((',ࢆࡗ࡚᥎ィࡋࡓᨺฟ※
ሗࢆ⏝࠸࡚ィ⟬ࡋࡓࣚ࢘⣲ࡢᑠඣ⏥≧⭢➼౯⥺㔞ࡢ✚⟬⥺㔞ࢆ⾲ࡋࡓᅗᙧࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡇࡢ
ᅗᙧࡣࠊ㣤⯓ᮧࠊᕝಛ⏫ᒣᮌᒇᆅ༊ཬࡧᾉỤ⏫ὠᓥ࣭㉥Ᏹᮌᆅ༊࡞࡛ࠊ⏥≧⭢➼౯⥺㔞




ࢧࣥࣉࣝᩘࡣ4ࠕᚋ㆙ᡄ༊ᇦ࣭ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡉࢀࡿሙᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠖᅇ
⟅ࡋࡓᅇ⟅⪅ᩘࠋࢧࣥࣉࣝᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋⴥ⏫㸸ࠊ⇃⏫㸸ࠊᐩᒸ⏫㸸ࠊᴍⴥ⏫㸸ࠊᾉỤ⏫㸸
ࠊᗈ㔝⏫㸸ࠊ⏣ᮧᕷ㸸ࠊ༡┦㤿ᕷ㸸ࠊᕝෆᮧ㸸ࠊⴱᑿᮧࠊᕝಛ⏫㸸ࠊ㣤⯓ᮧ㸸



ヲ⣽ࡣࠕ㸲㸱㸲ࠖཧ↷ࡢࡇࠋ
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P6Yࢆ㉸࠼ࡿࣚ࢘⣲⿕ࡤࡃࢆࡋ࡚࠸ࡿఫẸࡀ࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇ
࠺ࡋࡓᆅᇦࡢఫẸࡽࡣࠕ63((',ࡢࢹ࣮ࢱࢆᨻᗓࡀ㎿㏿බ⾲ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊ⮬ศࡓࡕࡣ↓⏝
࡞༴㝤ࡉࡽࡉࢀࡎ῭ࢇࡔࠖࡢኌࡀୖࡀࡗࡓࠋࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤ᅇ⟅ᐤࡏࡽࢀࡓࠕ⥺
㔞ࡢ㧗࠸ᆅᇦ㑊㞴ࡋࡓࠋ63((',ሗࡣ༶㛤♧ࡍࡁࡔࡗࡓࠖ࠸࠺㊃᪨ࡢఫẸࡢኌࢆ⤂
ࡍࡿࠋ

ᾉỤ⏫ࡢఫẸ
ࠕ63((', ࡀබ⾲ࡉࢀࡎࠊ୍␒ᨺᑕ⥺ࡢ㧗࠸ᡤ㑊㞴ࡋࡓࡇࡣࠊ୍⏕ᗣ㠃࡛⬣
ࡉࢀࡲࡍࠋ࡞ࡐබ⾲ࡋ࡞ࡗࡓࡢࠊேࡢࢆఱᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
⮬Ꮿࡢ᪉ࡶ࡚ࡶఫࡵࡿ≧ែ࡛࡞ࡃࠊࣥࣇࣛࡢᩚഛࠊ㝖ᰁ࡞㞴ࡋࡃࠊࡲࡓ୰
㛫㈓ⶶタࡀ㏆ࡃࠊࡁ࡞Ᏻࢆឤࡌࡲࡍࠖ

ᾉỤ⏫ࡢఫẸ
ࠕ ൨ࡶࡅࡓ 63((', ࡛ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓண ࡸᨺᑕ⥺㔞ࡢሗࢆ⾜ᨻఏ
࠼࡚࠾ࡅࡤࠊ⥺㔞ࡢ㧗࠸ὠᓥᆅ༊ࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡣࠊᡃࠎᾉỤ⏫Ẹࡣฟࡉࢀ࡞
ࡗࡓᛮ࠺ࠊ㠀ᖖṧᛕ࡛ࡋࡃᛮ࠸ࡲࡍ㸦⚾ࡣ  ᪥ࡽ  ᪥ࡲ࡛ὠᓥ
ᅾ㸧
ࠋࡐࡦ㞃ࡍࡇࡀ࡞ࡃࠊ┿ᐇࡢཎᅉ✲᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊᗘࡇࡢࡼ࠺࡞
ᨾࡀ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࡼ࠺㢪࠺㸟ࠖ

༡┦㤿ᕷࡢఫẸ
ࠕጔࡣዷፎึᮇ࡛ࡋࡓࠋ63((', ࢆ᪩ࡃබ⾲ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊᏳࡀࡶࡗᑡ࡞
ࡃ࡚῭ࢇࡔࡢᛮ࠸ࡲࡍࠋ㣤⯓ࡢᐇᐙЍ⚟ᓥࠊᨺᑕ⥺ࡢẚ㍑ⓗ㧗࠸ᡤ⛣ື
ࡋࡲࡋࡓࠋࡍࡈࡃṧᛕࠖ

Eㄗゎࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓᨻᗓࡢ༑ศ࡞ሗᥦ౪
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊᏳጤဨࡀ63((',ࡢィ⟬ᅗᙧࢆබ⾲ࡋࡓࠋ
බ⾲ࡉࢀࡓィ⟬ᅗᙧࢆぢ࡚ࠊᾉỤ⏫ࠊ༡┦㤿ᕷࡸ㣤⯓ᮧࡢఫẸࡽࡢ㛫ࡣࠊࠕ63((',ࡼࡾ
ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓࡀண ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊබ⾲ࡀ㐜ࢀࡓࡇ࡛⥺㔞ࡀ㧗࠸ᆅᇦ
㑊㞴ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠊ⿕ࡤࡃࢆࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖཷࡅṆࡵࡓேࡀከࡃࠊ㠀㞴ࡢኌࡀୖࡀࡗࡓࠋ

ࡋࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥Ᏻጤဨࡽබ⾲ࡉࢀࡓᅗᙧࡣࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢࡼࡿᨺᑕᛶ᰾✀⃰ᗘࡢᐇ ್ࡽࠊᨺฟ※ሗࢆ㏫᥎ᐃࡋࠊࡑࢀࢆࡶ㐣ཤࡢᨺᑕ
ᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࢆ⌧ィ⟬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨๓ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ63((',ࡢண ィ⟬
ࡼࡿᅗᙧࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡣ␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏳጤဨࡼࡿ⌧ィ⟬ࡢ⤖
ᯝࡣࠊᐇ㝿ࡢ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝࡢᐇ ್ྜ⮴ࡍࡿࡼ࠺ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ
㐣ཤࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡓ⌧ィ⟬ࠊᐇ㝿ࡢ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖
ᯝ࡛▩┪ࡀ࡞࠸ࡢࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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ヲ⣽ࡣࠕ㸲㸱㸲࡚ࠖᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊ63((',ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࠊᏳጤဨࡼࡿ
63((',ࢆ⏝࠸ࡓ㏫᥎ᐃィ⟬ࡢ⤖ᯝࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏳጤဨࡼࡿ63((',ࢆ⏝࠸ࡓ㏫
᥎ᐃィ⟬ࡢ⤖ᯝࡣࠊᨻᗓࡢึືࡢ㑊㞴ᣦ♧ཬࡧ㑊㞴༊ᇦタᐃࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋከ
ࡃࡢఫẸࡣࠊᏳጤဨࡼࡿ63((',ࢆࡗࡓᨺฟ※ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬ࡼࡿᅗᙧࡀࠊ࠶
ࡓࡶ63((',ࡀᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓண ࢆࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࡢࡼ࠺ఏࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡼ
ࡾᾉỤ⏫ࢆࡣࡌࡵࡍࡿከࡃࡢఫẸࡀࠊ63((',ࡢࢹ࣮ࢱ㛤♧ࡢ㐜ࢀࡀᨻᗓࡢึືࡢ㑊㞴ᣦ♧
࠾ࡅࡿ᭱ࡢၥ㢟ࡔࡗࡓཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ఫẸᗈࡀࡗࡓㄗゎࡣࠊᨻᗓࡢఫ
Ẹᑐࡍࡿㄝ᫂ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸷㸧ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ
ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡀタᐃࡉࢀࡓ⤒⦋ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ᭶᪥NPࡽNPᅪෆࡢ༊ᇦࡢఫẸᒇෆ㏥㑊ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊ
ᒇෆ㏥㑊ࡢ㛗ᮇࡼࡾఫẸࡢ⏕άᇶ┙ࡢၥ㢟ࡀ㢧ᅾࡋࠊࡘࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡢởᰁࣞ࣋ࣝ
ࡢᐇែࡶᚎࠎ᫂ࡽ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ᪂ࡓ࡞㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࢆࡍࡿ
ࡇࡶࠊ࠸ࡗ࡚ᒇෆ㏥㑊ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡶࡏࡎࠊ᭶᪥ࡣ⮬㑊㞴せㄳࢆࡍࡿ
ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭶᪥࡞ࡗ࡚ࡼ࠺ࡸࡃࠊィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࢆタᐃࡋࡓࠋ
ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNP௨㐲࡛ࠊᖺ㛫ࡢ✚⟬⥺㔞ࡀP6Y㐩
ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋఫẸࡀࠕ࠾࠾ࡴࡡ࢝᭶௨ෆࠖࠊูࡢሙᡤࡢ㑊㞴ࢆࡍ
ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡉࢀࡓࠋලయⓗࠊࡇࡢィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡉࢀࡓࡢࡣࠊởᰁࣞ࣋ࣝࡢ
㧗ࡗࡓཎⓎࡽす᪉ྥࡢ࢚ࣜࡢࠊⴱᑿᮧࡢ୍㒊ࠊᾉỤ⏫ࡢ୍㒊ࠊ㣤⯓ᮧᇦࠊᕝಛ⏫ࡢ
୍㒊㸦ᒣᮌᒇᆅ༊㸧ཬࡧ༡┦㤿ᕷࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ

Dィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢఫẸࡽࡢኌ
ᙜጤဨࡀ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࢀࡤࠊィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡉࢀࡓᕷ⏫ᮧࡢ࠺ࡕࠊ
≉ࠊ㣤⯓ᮧࠊᕝಛ⏫ࡢఫẸࡽࡣࠊィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࡀ㐜ࡗࡓ࠸࠺ᢈุࡀᐤࡏࡽ
ࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ㣤⯓ᮧࠊᕝಛ⏫࡛ࡣࠊ᭶᪥ࡢⅬ࡛ࡍ࡛㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓఫẸࡣࠊ᭱⤊ⓗ
ࡣ㑊㞴ࡋࡓఫẸࡢ࠺ࡕࡢ㹼㸣ࡍࡂࡎࠊࡇࡢⅬ࡛ࡣከࡃࡢఫẸࡀ⏫ᮧෆṧࡗ࡚࠸ࡓ


ࠋ௨ୗࠊఫẸࡽࡢኌࡢ୍ࢆ♧ࡍࠋ

㣤⯓ᮧࡢఫẸ
ࠕ⚾㐩ࡣィ⏬ⓗ㑊㞴ᆅᇦ࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊཎⓎᨾࡢࡶ㑊㞴ᣦ♧ࡶఱࡶฟ࡚࠸࡞࠸
ࡢ࡛ࠊᑠࡉ࠸Ꮚ౪እࢆṌ࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ⿕ࡤࡃࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡔ




 ࡑࡢࠊ༡┦㤿ᕷࡢఫẸࡽࡢኌ࡛ࡣࠊィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࡀ㐜ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡼࡾࡶࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡀ࡞ࡗ
ࡓࡇࡸ⮬㑊㞴㛵ࡍࡿᢈุ࣭‶ࡀከࡗࡓࠋࡲࡓࠊⴱᑿᮧࡢఫẸࡽࡢ㑊㞴ᣦ♧㛵ࡍࡿᢈุࠊ‶ࡣࡢ

ᕷ⏫ᮧẚ࡚ᑡ࡞ࡃࠊⴱᑿᮧࡀᨻᗓඛ㥑ࡅ࡚⊂⮬㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࡇࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ᑠࡉ࠸  ᡯ  ࢝᭶ࡃࡽ࠸ࡢᏊ౪ࡀࡍࡈࡃ㧗࠸ᨺᑕ⬟ࡢ୰㐣ࡈࡋ࡚ࠊእ࡛ᖹẼ࡛
㐟ࡤࡏ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡶࡗ᪩ࡃ 63((', ࡛ὶࢀࡀࢃࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍࡽࠊⓎ⾲ࡋ
࡚ࡋࡗࡓ࡛ࡍࠋୖࡢ᪉ࡢேࡢ⪃࠼ࡀࢃࡾࡲࡏࢇࠋᡃࠎᗢẸࡔࡗ࡚ࡣ࡞
ࡢ࡛ࡍࡽࠋᏊ౪ࡀྍឡ࠸ࡢࡣୖࡢேࡶୗࡢேࡶྠࡌ࡛ࡍ䛃㻌
㻌
ࠕཎⓎᨾࡢึᮇࡢሗࡀࡇࡢᆅᇦࡃ↓ࡗࡓࠋᨺᑕ⥺ࡶ ,$($ ࡀㄪᰝධࡗ
ࡓ௨㝆▱ࡽࡉࢀࡓࠋ79 ࡛ࡣᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀࠗࡍࡄᗣᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࠘ᨺᑕ
⥺㔞࡛࡞࠸⧞ࡾ㏉ࡋᨺ㏦ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣሗ᧯స௨እࡢ࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
㣤⯓ᮧẸࡣ  ࡲ࡛㸦ィ⏬㑊㞴࡞ࡿࡲ࡛㸧ᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡢ
㈺ൾ㔠ࡢᨭᡶ࠸࡛ࡶ  ᖺ⤒㐣ࡋࡓࡶࢃࡽࡎࠊ㈈≀ᑐࡍࡿᦆᐖ㈺ൾࡶࡉࢀ
࡞࠸ࡲࡲࠊ㑊㞴༊ᇦぢ┤ࡋࢆࡋ࡚ࢦ࣐ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠖ
㻌
ᕝಛ⏫ࡢఫẸ
ࠕࡓࡔࡕᙳ㡪ࡣ↓࠸ゝ࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ㑊㞴ࡢㄝ᫂ࡀ  ࡛ࡋࡓࠋࡶࡗ᪩ࡃㄝ
᫂ࡋ࡚ࡃࢀ࡚ࡓࡽࠊ㑊㞴ඛࡢ☜ಖࡀ᪩ࡃ࡛ࡁࡓᛮ࠺ࠋᗈ⠊ᅖࡢ⿕⅏࠸࠼ࡶࠊ
ᑐᛂࡀ㐜࠸ᛮ࠺ࠋ᭱ࡶษ࡞ึᮇࡢ⌧ἣᢕᥱᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡚࡞࠸ࡋࠊ
ࠗ⤫୍ࡋࡓ
ᑐ⟇࠘ᣦ௧ࡀ࡞ࡗࡓࡼ࠺ឤࡌࡓࠋ༴ᶵ㝿ࡋ࡚‽ഛࢆồࡵࡓ࠸ࠊᮍ᭯᭷ࡢ
⅏ᐖ࡞ࡢඪඪ␎ࡤࡾࠊே㛫ᛶࢆ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺ேࢆ㑅ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓᡃࠎᅜ
Ẹࡶ㈐௵ࡣ࠶ࡿࠊṧᛕ࡛ࡍࡀࠖ
㻌
ࠕᨾࡢ᳨ドㄪᰝࡶᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊᨺᑕ⬟ởᰁࡉࢀࡓᆅᇦ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓᡤᮏ᮶㑊㞴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢఫࡳ⥆ࡅࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆࠊࡋࡗ
ࡾㄪᰝࡍࡁࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ࡞ࡐ㑊㞴ࡉࡏࡽࢀ࡞ࡗࡓࡢ㸽 63((', ࡢࢹ࣮
ࢱࢆά⏝ࡋ࡞࠸࡛ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢேࠎࡀ  ࢝᭶ࡶ㐜ࢀࡓࡢ㸽 㝖ᰁࡢຠᯝࡶ
༑ศᚓࡽࢀ࡞࠸ࡢᖐ㑏ࡉࡏࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ᳨ドࡶ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠖ

E࢝᭶ࡶ㑊㞴༊ᇦᣦᐃࡀ㐜ࢀࡓ⌮⏤
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱࡸ᭶᪥ࡢ63((',ࡢᑠඣ⏥≧⭢➼౯⥺㔞ࡢ✚⟬
ᅗᙧࡽࠊ㐜ࡃࡶ᭶᪥ࡢⅬ࡛ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ㣤⯓ᮧࠊᕝಛ⏫ᒣᮌᒇᆅ༊ࠊᾉỤ⏫
ὠᓥᆅ༊࿘㎶ࡢ✚⟬⥺㔞ࡀ㧗࠸ࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࢀࡽࡢᆅᇦࡀィ
⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦᐃࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠊࡑࢀࡽ࢝᭶ࡶᚋࡢ᭶᪥ࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐࡇࢀ
㐜ࢀࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱࡼࡗ࡚ࠊ᭶᪥ࡢⅬࡇࢁࡽࠊ㣤⯓ᮧࡸᾉỤ⏫
ὠᓥᆅ༊࿘㎶࡛ẚ㍑ⓗ⥺㔞ࡢ㧗࠸ᆅᇦࡀᏑᅾࡍࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࠼ࡤࠊᩥ⛉┬ࡢࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡼࢀࡤࠊ᭶᪥ศࡽศࡢⅬ࡛ࠊᾉỤ⏫᭮᰿ࢺࣥࢿࣝ㏆࠾
࠸࡚ࠊȣ6YKࡽȣ6YKࡢ✵㛫⥺㔞⋡ࡀィ ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࡣ⩣᭶᪥
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ࡣࠊᩥ⛉┬ཬࡧᐁᡣ㛗ᐁグ⪅ぢ࠾࠸࡚☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀ௨㝆ࡶࠊᾉỤ⏫㉥Ᏹ
ᮌᆅ༊ࠊ㣤⯓ᮧ㛗Ἶᆅ༊࿘㎶ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࣥࢺ࠾࠸࡚ȣ6YKࢆ㉸࠼ࡿ✵㛫⥺㔞
⋡ࡀィ ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐁ㑰࡛ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡣඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡉࡽࠊ᭶᪥ࠊᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨ㸦௨ୗࠕ,&53ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊ⥭ᛴࡢ㜵ㆤᥐ⨨
ࡣP6YࡽP6Yࢆᇶ‽⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᖺ່࿌ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᥐ⨨ࢆྲྀࡿࡁ
࡛࠶ࡿ࠸࠺᪥ᮏᨻᗓᑐࡋ࡚㏻▱ࢆⓎࡋࡓࠋ
ࡲࡓ,$($ࡣࠊ
᭶᪥ࡣࠊ
እົ┬ᑐࡋ࡚ࠊ
㣤⯓ᮧ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍࡁ࡛࠶ࡿࡢ່࿌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ᭶᪥ࡲ࡛᪂ࡋ࠸㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࡀᖜ㐜ࢀࡓ⌮⏤ࡣࠊձ㛵ಀࡍࡿ⤌⧊㛫ࡢពぢㄪᩚཬ
ࡧղ᪂ࡓ㑊㞴༊ᇦࢆỴࡵࡿ㝿ཧ↷ࡍࡁᇶ‽ࡢ㆟ㄽࡢࡓࡵ㛫ࡀࡗࡓࡇ࠶
ࡿࠋ
ࡲࡎࠊձࡘ࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥ┴ཬࡧᨻᗓཎᏊຊ⅏ᐖ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࠖ
࠸࠺㸧ࡣࠊ᭶᪥ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔㸦௨ୗࠕಖᏳ㝔ࠖ࠸࠺㸧ᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕ㣕ࡧᆅⓗᅪᇦࢆタᐃࡍࡿࡇࡣࠊᆅᇦఫẸࡇ࡛ࡶⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᚰࢆ
⏕ࡌࡉࡏࠊ┴య↓⏝ࡢΰࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇࠖࡸࠕᒇෆ㏥㑊ࡸ㑊㞴ᣦ♧ࡢ༊ᇦࢆኚ᭦ࡍ
ࡿࡇࡣࠊᆅᇦఫẸᑐࡍࡿΰࡀ⏕ࡌࡿࡇࡀᐃࡉࢀࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣࡶྵࡵ࡚⥲ྜⓗ຺
ࡍࡿៅ㔜ุ᩿ࡍࡁ⪃࠼ࡿࠖ࡞ࡢ⌮⏤࡛㑊㞴༊ᇦࡢኚ᭦ࡘ࠸࡚ࡣៅ㔜ุ᩿ࡍ
ࡁពぢල⏦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㣤⯓ᮧࡘ࠸࡚ࡶࠊᮧ㛗ࡀࠊ᭶᪥ࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢ
ពぢ࡛ࠊ㑊㞴༊ᇦࢆᗈࡆࡿࡇࡣఫẸࡢᏳࢆ࠶࠾ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊዲࡲࡋ࠸ࡇᛮࢃ
࡞࠸࠸࠺㊃᪨ࡢⓎゝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᙜ⪅࡛࠶ࡿ㣤⯓ᮧࡸ⚟ᓥ┴ࡀ㑊㞴༊ᇦ
ࡢᣑࢆᮃࢇ࡛࠸࡞࠸࠸࠺ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ㛵ಀ⪅ࡢពぢㄪᩚ㛫ࢆせ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊᏳጤဨࡶ᭶᪥ࡈࢁࡽࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡼࡾᒁᡤⓗẚ㍑
ⓗ⥺㔞ࡢ㧗࠸ሙᡤࡀ࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦ㑊㞴༊ᇦぢ┤ࡋࡢ᳨ウࡢᚲせᛶゝཬࡋ࡚࠸ࡓࡢ
ࡶࢃࡽࡎࠊ᭶᪥௨㝆ࡣࠊ㑊㞴༊ᇦぢ┤ࡋࡢ᳨ウࡢᚲせᛶࢆྰᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳጤဨ
ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୍㈏ࡋ࡞࠸ែᗘࢆྲྀࡾࠊពぢㄪᩚⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡓཎ⅏ᮏ㒊ᑐࡋ࡚ࠊຓゝ
ᶵ㛵ࡋ࡚ࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ḟࠊղࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊࡛ࡣ㑊㞴༊ᇦࢆỴࡵࡿ㝿ཧ↷ࡍࡿᇶ‽㛵㐃ࡋࠊ,&53
ࡢᖺ່࿌3XEࡢཧ⪃ࣞ࣋ࣝࢆ᥇⏝ࡍࡁ࡞ࡢࠊ᥇⏝ࡍࡿሙྜ࡛ࡶලయⓗ࡞ᇶ‽ࢆ
ࡢࡼ࠺ᐃࡵࡿࡁࠊ࠸࠺Ⅼࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋᮏ᮶ࡢཎ๎ᚑ࠼ࡤࠊ㑊㞴༊ᇦࢆᐃࡵࡿ㝿




 ♫ᅋἲே᪥ᮏࢯࢺ࣮ࣉ༠ࠗᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢᖺ່࿌࠘㸦3XEOLFDWLRQ㸧㸦ၿࠊᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧
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ࡢᇶ‽ࡋ࡚ࡣࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡀᐃࡵࡿண ⥺㔞ࡢᇶ‽ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣண ⥺㔞ࡀእ㒊⿕ࡤࡃᐇ
ຠ⥺㔞P6Yཪࡣ⏥≧⭢➼౯⥺㔞P6Y௨ୖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ↷ࡽࡏࡤࠊNP㹼NPᅪ
ෆཬࡧNP௨㐲ࡢẚ㍑ⓗ㧗⥺㔞ࡢᆅ༊ࡀࠊ㜵⅏ᣦ㔪ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᇶ‽ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡣ
ㄆࡵࡽࢀࡎࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡀᙉไⓗ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍࡇࡣṇᙜࡶ᭱㐺ࡶࡉࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀ
ᑐࡋࠊ,&53ࡀᐃࡵࡿ⥭ᛴࡢධࡢཧ⪃ࣞ࣋ࣝࡣᐇຠ⥺㔞㹼P6Yࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇ
ࡢ᭱ᑠ್ࢆ๓ᥦᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊᙉไⓗ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍࡇࡣ᭱㐺ࡉࢀࡿࠋࡋ
ࡋࠊࡇࡢ᳨ウࡣ㛫ࢆせࡋࠊ᭱⤊ⓗP6Yᖺࡢ✚⟬⥺㔞ࡢᇶ‽ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ᭶᪥ࡢⅬ࡛ࡍ࡛,&53ࡽ່࿌ࡀฟ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊᏳጤဨ
ࡽࡢຓゝ㎿㏿࡞ពᛮỴᐃࡀ࠶ࢀࡤࠊ,&53ࡢཧ⪃ࣞ࣋ࣝᚑࡗ࡚ᇶ‽ࢆᐃࡵࠊ㧗⥺㔞ᆅ༊
ࡢఫẸᑐࡋ㑊㞴ᣦ♧ࢆࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㐠⏝ୖࡢධࣞ࣋ࣝࡋ࡚ࠊ࠶ࡽ
ࡌࡵ㑊㞴ᣦ♧ࢆฟࡍࡁ✵㛫⥺㔞⋡ࢆᐃࡵ࡚࠾ࡅࡤࠊᇶ‽ࢆ㉸࠼ࢀࡤ⮬ືⓗ㑊㞴ᣦ♧ࢆ
ฟࡏࡿࢃࡅ࡛ࠊ᪂ࡓ࡞㑊㞴ᇶ‽ࢆᐃࡵࡿࡓࡵ㛫ࢆᾉ㈝ࡍࡿᚲせࡶ࡞ࡗࡓࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ពぢࡢㄪᩚࡸᇶ‽ࡢỴᐃ㛫ࡀࡗࡓࡓࡵࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡀ᭱⤊ⓗࠊᏳ
ጤဨࡢṇᘧ࡞ຓゝࢆᚓ࡚ࠊィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࢆⓎ⾲ࡋࡓࡢࡣ᭶᪥࡞ࡾࠊᐇ㝿ࡢ
༊ᇦࡢタᐃࡣ᭶᪥࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ཎ⅏ᮏ㒊ࡢ㏞㉮ࡣࠊఫẸࡢᏳࢆ➨୍⪃࠼࡚
࠸࡞ࡗࡓホ౯ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ

㸯㸮㸧≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦཬࡧ㆙ᡄ༊ᇦࡢእ࡛ࠊᆅᇦⓗ࡞ᗈࡀ
ࡾࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᖺ㛫ࡢ✚⟬⥺㔞ࡀP6Yࢆ㉸࠼ࡿ᥎ᐃࡉࢀࡿᆅⅬ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㝖ᰁࡀᐜ࡛᫆
ࡣ࡞࠸ᆅⅬࢆࠊ≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬᐃࡵࠊࡑࡢᆅⅬࡢఫẸᑐࡋ࡚ࡣὀពࢆႏ㉳ࡋࠊ㑊㞴ࢆᨭ
ࠊಁ㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬᣦᐃࡉࢀࡓᆅⅬࡣࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶ࡢⅬ࡛ࠊఀ㐩ᕷࡢᆅⅬ㸦ୡᖏ㸧ࠊ༡┦㤿ᕷࡢᆅⅬ㸦ୡᖏ㸧ࠊᕝ
ෆᮧࡢᆅⅬ㸦ୡᖏ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬࡢไᗘ࡛ࡣࠊୡᖏ༢ࡢᣦᐃ࡛࠶ࡾࠊᣦᐃࡉࢀࡓୡᖏࡢᒃఫ⪅ࡣࠊ㑊
㞴ࢆࡍࡿྰࢆ㑅ࡪࡇࡀ࡛ࡁࠊ㑊㞴ᕼᮃ⪅ࡢࡳࡀᨭᥐ⨨㸦ᮾ㟁ࡽࡢ㈺ൾࡸࠊ་⒪ಖ㝤
ཬࡧᅜẸᖺ㔠ಖ㝤ࠊㆤಖ㝤ࡢච㝖࡞㸧ࡢᑐ㇟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊఫẸࡽࡣࠕఫᒃ༢࡛
ᣦᐃࡉࢀࡿࡇࡽᆅᇦࡀṑᢤࡅ≧ែ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡸࠕ㑊㞴ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡛⿵ൾࡸᨭࢆ᫂♧ࡍࡿࡇࠖ࠸ࡗࡓኌࡀ࠶ࡿࡀࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓୡ
ᖏ༢࡛ࡣ࡞ࡃᆅᇦ࡛ࡢᣦᐃࢆồࡵࡿఫẸࡢせồࡸṧ␃⪅ᑐࡍࡿ⿵ൾࡢせồࡢᑐᛂࢆ⾜




 Ᏻጤဨࠕ
ࠗィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ࠘ࠗ⥭ᛴ㑊㞴‽ഛ༊ᇦ࠘ࡢタᐃࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ ࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥㸧



 ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁグ⪅ぢ㸦ᖹᡂ ࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥ཬࡧ  ᭶  ᪥㸧



 ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࠕᨾⓎ⏕ᚋᖺ㛫ࡢ✚⟬⥺㔞ࡀP6Yࢆ㉸࠼ࡿ᥎ᐃࡉࢀࡿᆅⅬࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



 ఀ㐩ᕷఫẸࣄࣜࣥࢢ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾᚋࡢࣟࢩࠊ࢘ࢡࣛࢼࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩ࡛ࡣࠊᐇຠ⥺
㔞ࡀP6Y௨ୖP6Yᮍ‶ࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦᣦᐃ࡛ࡢ⛣ఫࡢᶒࢆㄆࡵࠊ⛣ఫᕼᮃ⪅ࡶṧ␃
ᕼᮃ⪅ࡶබⓗ࡞ᨭࢆ⾜࠺㑊㞴ᨻ⟇㸦௵ព⛣ఫಖド༊ᇦࡢタᐃ㸧ࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬᣦᐃࡢᇶ‽ࡀ⮬యࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇࡢ‶ࡶ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ
ఀ㐩ᕷ࡛ࡣᆅୖ㧗Pࡢ✵㛫⥺㔞ȣ6YK㸦⿕ࡤࡃ⥺㔞P6Yᖺ┦ᙜ㸧ࢆᇶ‽ࡋࡘࡘࡶࠊ
ᇶ‽㐩ࡋ࡞࠸ୡᖏࡘ࠸࡚ࡶᆅᇦࡢ࡞ࡶ⪃៖ࡋ࡚ᣦᐃࡍࡿࡶࠊ≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅ
Ⅼ㏆ഐࡢዷ፬ࡸᏊࡶࡢ࠸ࡿୡᖏ࡞ࢆᖜᗈࡃᣦᐃࡋࡓࠋ༡┦㤿ᕷࡣࠊ⊂⮬ࡢᇶ‽ࢆᐃࡵ࡚ᣦ
ᐃࡋࠊ≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬ㏆ഐ࡛ዷ፬ࡸᏊࡶࡢ࠸ࡿୡᖏࡘ࠸࡚ࡣ⊂⮬ࡢูࡢᇶ‽㸦Ꮚࡶ࣭
ዷ፬ᇶ‽㸧࡛ᣦᐃࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ༡┦㤿ᕷ࠾࠸࡚ࡣࠊᏊࡶࡸዷ፬ࡢ࠸ࡿࡍ࡚ࡢୡᖏࡢᣦ
ᐃࡘࡁᏊࡶ࣭ዷ፬ᇶ‽ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪉ࠊ⚟ᓥᕷࡣᕷෆȣ6YK௨ୖࡢᆅⅬࡀ࢝ᡤ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢୡᖏࡢఫẸࡀ㑊㞴ࢆᕼᮃ
ࡋ࡞ࡗࡓࡇࢆ⌮⏤≉ᐃ㑊㞴່ዡᆅⅬࡢᣦᐃࢆぢ㏦ࡾࠊ㝖ᰁࢆඃඛࡍࡿࡋࡓࠋㄝ࡛᫂
ఫẸࡣࠊᆅᇦ༢࡛ࡢᣦᐃࡸᏊࡶࡸዷ፬ࡢ࠸ࡿᐙᗞࡢᣦᐃ㛵ࡍࡿ⊂⮬ࡢᇶ‽ࡢ㐺⏝ࢆồࡵ
ࡓࡀࠊ⚟ᓥᕷࡣᛂࡌ࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓఫẸࡢពྥࡸᆅᇦࡢᐇࡣࡃࡳྲྀࡽࢀࡎࠊ㑊㞴ṧ
␃ࡘ࠸࡚ࡢఫẸࡢ㑅ᢥࡣ༑ศᑛ㔜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ
㏙ḍࡽࠊ༡┦㤿ᕷࡢఫẸࡢኌࢆ⤂ࡍࡿࠋ

༡┦㤿ᕷࡢఫẸ
ࠕ⚾㐩ࡢᆅ༊ࡣࠊᅜࡢᣦ♧ࡼࡾ㑊㞴ࡋࡓே㐩ࠊ㑊㞴ࢆࡃࡋ࡞ࡗࡓே㐩ࡀ
࠸ࡲࡍࠋཎⓎᨾࡼࡾཷࡅࡓ⢭⚄ⓗⱞ③ᑐࡋ࡚ࠊᖹ➼⿵ൾࢆࡍࡁᛮ࠸
ࡲࡍࠋ㑊㞴ࢆࡋ࡞ࡗࡓே㐩ࡶၟᗑ⾤ࡀ㛢ᗑࠊ㝔ࡶ㛢㙐ࠊᏛᰯࡶ㛢㙐ࠊ⮬ᐙ㔝
⳯ࡶ㣗ࡽࢀ࡞࠸⿕᭚ࡼࡿᚰ㓄ࠊ㑊㞴່ዡᆅⅬࡢᆅᇦࡣ࡚ᖹ➼⿵ൾࢆࡍ
ࡁ⪃࠼ࡲࡍࠖ

ࠕ⚾㐩ࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅ༊ࡣࠊ≉ᐃ່ዡᆅⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊୡᖏ༢࡛࡞ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋᨺᑕ⥺㔞ࡀྠࡌ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏊ౪ࡀ࠸ࡿࠊ࠸࡞࠸࡛እࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ
ࢇ࡞ᆅ༊࡞ࡀࡽࠊ࢞ࣛࢫࣂࢵࢳࡉ࠼㓄ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࠋ⚾㐩ࡣぢᤞࡽࢀ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋᆅᇦศ᩿ࡶࠊ⌧ᐇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ⿕ᐖ⪅ྠኈ࡞ࡢࠊ࡞ࡐᚋࢁࡵࡓ࠸
⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋఱࡢࡓࡵࡢᣦᐃ࡞ࡢࠊ⪃࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ ᭶  ᪥ࠊ࡛ࡶ
௬タࠊ㑊㞴ࠊࡇࢀࡽධࡾࡲࡍ࠸࠺ேࡶ࠸ࡲࡍࠖ




⾗㆟㝔ࠕࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾ➼ㄪᰝ㆟ဨᅋሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧
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㸲㸰㸱 㝔ࡢᝈ⪅㑊㞴
ᮏᨾ┤ᚋࠊ㑊㞴༊ᇦࡉࢀࡓཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆ࡛ࡣࠊ㝔ࡢධ㝔ᝈ⪅࡞⮬ຊ࡛ࡢ
㑊㞴ࡀᅔ㞴࡞ேࡓࡕࡀྲྀࡾṧࡉࢀࡓࠋ㟈⅏┤ᚋࡢΰࡢ୰ࠊࡇࢀࡽࡢ㝔ᑐࡋ࡚ࡣ⾜ᨻࡽ
ࡢ༑ศ࡞ᨭࡀ࡞ࡉࢀࡎࠊ་⒪㛵ಀ⪅ࡽࡣ⊂ຊ࡛㑊㞴ᡭẁࢆ᥈ࡋࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀඛࢆ☜
ಖࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ㏻ಙᡭẁࡀ㝈ࡽࢀࠊ༑ศ࡞ሗࡶධᡭ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡢ୰ࠊධ㝔ᝈ
⪅ࡢ㑊㞴ࡣᅔ㞴ࢆᴟࡵࠊ㑊㞴ࡢ㐣⛬࡛≧ࡀᝏࠊཪࡣṚஸࡍࡿࡀ⥆ฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
㝔ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡸ་⒪㛵ಀ⪅ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ㑊㞴ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ከ࡞㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡽࢀࡓࠋ≉㌟
యࡢ㈇ᢸࡀ㍍࠸㏻ᡭẁࡸ᪩ᮇ་⒪タഛࡀ࠶ࡿ㑊㞴ඛࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㝔ධ㝔ࡋ
࡚࠸ࡓ㔜⠜ᝈ⪅ࡣࠊ῝้࡞ែ㝗ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓែࢆࡶࡓࡽࡋࡓせᅉࡣࠊᗈ⠊࡞㑊㞴༊ᇦ
タᐃࢆక࠺つᶍ࡞ཎᏊຊ⅏ᐖࢆᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓᆅ᪉⮬యཬࡧ་⒪ᶵ㛵ࡢ㜵⅏ィ⏬ࡢ
ഛ࠶ࡗࡓゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡣ-&2ᨾつᶍࡢᨾࢆᐃࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㝔ࡢ㑊㞴ィ⏬ࡢసᡂࡸ
㑊㞴ࡢᐇࢆ㝔ࡀ⊂ຊ࡛⾜࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢᨾࡣࡑࡢᐃࢆࡣࡿୖᅇࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ㝔ࡀ⊂ຊ࡛㑊㞴ඛࡸ㑊㞴ᡭẁࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ⚟ᓥ┴ࡸᕷ⏫ᮧࡣࡇࢀ
ᾘᴟⓗ࡞㛵ࡋᯝࡓࡉ࡞ࡗࡓࠋᮏᨾࡼࡿ㑊㞴ᣦ♧ࡀᝈ⪅㐣࡞㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡓཎᅉ
ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ཎᏊຊ⅏ᐖࡢഛ࠼ࡢḞዴࡀ࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
ᮏ㡯࡛ࡣࠊࡲࡎ㑊㞴༊ᇦෆࡢ㝔ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡀᙉ࠸ࡽࢀࡓ㑊㞴ࡢᐇែࢆ᫂ࡽࡋࡓୖ࡛ࠊ
⚟ᓥ┴ࠊᕷ⏫ᮧࠊ㝔ࡀධ㝔ᝈ⪅ࡢ㑊㞴࠾࠸࡚ᯝࡓࡋࡓᙺࢆ᳨ドࡋࠊ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬
ࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦࡍࡿࠋ

㸯㸧㑊㞴ࡢᐇែ

DᨾⓎ⏕ࡢཎⓎ࿘㎶ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡢᴫせ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNPᅪෆࡣࠊ⇃⏫ࠊⴥ⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊᾉỤ⏫ࠊ༡┦㤿ᕷࡢᕷ⏫
ࡘࡢ㝔ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ┴❧㔝㝔㸦⇃⏫㸧ࠊⴥ㝔㸦ྠ㸧ࠊⴥཌ⏕㝔㸦ⴥ⏫㸧
ࡀNPᅪෆࠊᮧ㝔㸦ᐩᒸ⏫㸧ࠊす㝔㸦ᾉỤ⏫㸧ࡀNPᅪෆࠊᕷ❧ᑠ㧗㝔㸦༡┦
㤿ᕷ㸧ࠊᑠ㧗㉥ᆏ㝔㸦ྠ㸧ࡀNPᅪෆ࠶ࡿࠋᨾᙜࡇࢀࡽࡢࡘࡢ㝔ࡣྜィ⣙
ேࡢᝈ⪅ࡀධ㝔ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࠕᅗ㸲㸰㸱㸯ࠖཧ↷㸧ࠋࡑࡢ࠺ࡕ⣙ேࡀேᕤ㏱ᯒࡸ⑱ࡢ྾
ᘬࢆᐃᮇⓗᚲせࡍࡿ࡞ࡢ㔜⠜࡞≧ࢆᣢࡘࠊཪࡣ࠸ࢃࡺࡿᐷࡓࡁࡾࡢ≧ែ࠶ࡿᝈ⪅
࡛࠶ࡗࡓ㸦௨ୗࠕ㔜⠜ᝈ⪅ࠖ࠸࠺㸧ࠋ
ᮏᨾࡼࡗ࡚㑊㞴ᣦ♧ࡀⓎ௧ࡉࢀࡓ㝿ࠊࡇࢀࡽࡢ㝔ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡣ㏆㞄ࡢఫẸࡸ⮬య
ࡽྲྀࡾṧࡉࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㝔ࡀ⊂ຊ࡛㑊㞴ᡭẁࡸཷࡅධࢀඛࡢ☜ಖࢆ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞ࡗࡓ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸲㸰㸱㸯ࠚཧ↷㸧ࠋ




་⒪ἲ➨᮲ࡢ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠕ㝔ࠖࡣࠊࠕ་ᖌཪࡣṑ⛉་ᖌࡀࠊබ⾗ཪࡣ≉ᐃከᩘேࡢࡓࡵ་ᴗཪࡣṑ⛉་ᴗ
ࢆ⾜࠺ሙᡤ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ༑ே௨ୖࡢᝈ⪅ࢆධ㝔ࡉࡏࡿࡓࡵࡢタࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࠖࢆᣦࡍࠋ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ
ἣ⿕ᐖᣑࡢ
ࡢせᅉ


ᅗ
ᅗ㸲㸰㸱㸯 NPᅪෆࡢ
ࡢ㝔ࡢᴫせ


Eᩆ࠼࡞ࡗ
ࡗࡓேࡢ

ᙜጤဨࡢㄪ
ㄪᰝࡼࡿ
ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᮎ
ᮎࡲ࡛ࡢṚஸ
ஸ⪅ᩘࡣࡘࡢ
ࡢ㝔ཬࡧ
ㆤ⪁
ேಖ
ಖタࡢྜ
ྜィ࡛ᑡ࡞ࡃ
ࡃࡶே
ୖࡗࡓࠋࠕ㟈
㟈⅏ᚋࡢ㑊㞴
㞴๓ࡢⅬࠖࡽࠕูࡢ
㝔
ࡢ⛣
⛣㏦ࠖࡲ
ࡲ࡛Ṛஸࡋ
ࡋࡓධ㝔ᝈ⪅
⪅ᩘࡣࠊⴥ
ⴥ㝔ேࠊ
ⴥཌ⏕㝔
㝔ேࠊᮧ
ᮧ㝔
ேࠊ
ࠊす㝔ே
ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊⴥ
㝔ࡢ⣔ิࡢ
ࡢㆤ⪁ேಖ
ಖタࡢධᡤ
ᡤ⪅ࡣྠ㝔
㝔ࡢᝈ
⪅୍⥴㑊㞴
㞴ࡋࡓࡀࠊࡑ
ࡑࡢ࠺ࡕே
ேࡀṚஸࡋ࡚࠸
࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊṚஸ⪅ࡢ༙ᩘ
ᩘ௨ୖࡀṓ
ṓ௨ୖ
ࡢ㧗
㧗㱋⪅࡛࠶ࡿ
ࡿࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
᭶ᮎࡲ࡛
ேࡢṚஸ⪅
⪅ࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ⴥ㝔ࡣࠊ་⒪
タഛ
ഛࡢ࠶ࡿ㑊㞴
㞴ඛࡸ㑊㞴ᡭ
ᡭẁࡢ☜ಖࡀ
ࡀẚ㍑ⓗ㐜ࡗ
ࡗࡓୖධ㝔
㝔ᝈ⪅ᩘࡶከ
ከࡃࠊᮏᨾ
ࡼࡿ
㑊㞴
㞴࠾࠸࡚᭱
᭱ࡶ㐣㓞࡞⎔
⎔ቃ࠾ࢀ
ࢀࡓ࠸࠼ࡿࠋ
ࠋ

Fᝈ⪅ࡢ㈇
㈇ᢸࡢ㝔
ࡼࡿᕪ
NPᅪෆྵ
ྵࡲࢀࡿࡘࡢ㝔ࡢ㛫࡛
࡛ࡣࠊ㑊㞴ඛ
ඛࡢ་⒪ᶵ㛵
㛵㑊㞴ᡭẁࡢ
ࡢ☜ಖࡀ࡛ࡁ
ࡁࡓ
ྰࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢᝈ
ᝈ⪅ࡢ㈇ᢸ
ᢸࡁ࡞ᕪࡀ
ࡀ⏕ࡌࡓࠋ
┴
┴❧㔝㝔
㝔ࠊⴥཌ⏕
⏕㝔ࠊᕷ❧ᑠ
ᑠ㧗㝔ࡣࠊ᪩ᮇ㑊㞴
㞴ᡭẁࡸ㑊㞴ඛ
ඛࡢ་⒪ᶵ㛵
㛵ࢆ☜
ಖ࡛ࡁࠊ㏆㞄ࡢ
ࡢఫẸࡢ㑊㞴
㞴ࡰྠ
࡛࠶ࡿ᭶
᪥ࡲ࡛ධ
ධ㝔ᝈ⪅ဨࡀ
ࡀ㑊㞴ࡋࡓࠋ┴❧




࡞࠾
࠾ࠊྛධ㝔ᝈ⪅ࡢ
ࡢṚஸࡀ㑊㞴ࢆ
ࢆ┤᥋ࡢཎᅉࡍ
ࡍࡿྰࡘ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡇ࡛
࡛ࡣ㏙࡚࠸࡞࠸
࠸ࠋ
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㔝㝔ཬࡧᕷ❧ᑠ㧗㝔࠾ࡅࡿṚஸ⪅ࡣ࠾ࡽࡎࠊⴥཌ⏕㝔࡛ࡣேࡀṚஸࡋࡓࡶࡢ
ࡢࠊ࠸ࡎࢀࡶ㑊㞴ࡼࡿ㈇ᢸࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸Ṛุ᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪉ࠊ㑊㞴ඛࡢ་⒪ᶵ㛵㑊㞴ᡭẁࡢ☜ಖࡀ㞴⯟ࡋࡓࡢࡣᮧ㝔ࠊす㝔ࠊᑠ㧗㉥ᆏ
㝔ཬࡧⴥ㝔ࡔࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㝔ࡣ㏆㞄ఫẸࡸ⮬యࡼࡾࡶ㑊㞴ࡀ㐜ࢀ㐣㓞࡞≧ἣ
㏣࠸㎸ࡲࢀࡓࠋ㝔ඹ㏻ࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠊ་⒪㛵ಀ⪅ࡢ㑊㞴ࡼࡿ㝔ࡢேᡭ㊊ࡸࠊ㔜⠜
ᝈ⪅ࡢࣂࢫࡼࡿ㑊㞴ࠊ་⒪タഛࡀ࡞࠸㑊㞴ඛࡢ⛣㏦࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵከࡃࡢ
ᝈ⪅ࡢᐜែࡢᝏࢆᣍࡁࠊ୰ࡣṚஸ⪅ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠸࠺⿕ᐖࡢᣑࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸦ࠕᅗ㸲
㸰㸱㸰ࠖཧ↷㸧ࠋ

㔜⠜ᝈ⪅䛾
㑊㞴ᡭẁ䛾ᡭ㓄᪉ἲ

㔜⠜ᝈ⪅䛾
㏥㑊᪥

㔜⠜ᝈ⪅䛾
㑊㞴ᡭẁ

㔜⠜ᝈ⪅䛾
୍ḟ㑊㞴ඛ

3᭶ᮎ䜎䛷䛾
Ṛஸ⪅ᩘ

┴❧㔝

12᪥༗๓䛻OFC䛻䝞䝇䚸
ᾘ㜵䛻ᩆᛴ㌴䜢౫㢗

12᪥༗๓

ᩆᛴ㌴

ᕝෆᮧ䛾ಖ⚟♴
་⒪⥲ྜタ

0ே

ⴥཌ⏕

12᪥䛻┴❧་㝔䛾་ᖌ䛛䜙㐃⤡
䛜䛒䜚䚸ྠ་ᖌ䛜⮬⾨㝲䝦䝸䜢ᡭ㓄

12᪥ኪ䡚
13᪥༗๓

⮬⾨㝲䝦䝸

ᮏᯇᕷ䞉
┴⏨ዪඹ⏕䝉䞁䝍䞊
ྎᕷ䞉㟘┠㥔ᒡᆅ

4ே

ᕷ❧ᑠ㧗

12᪥䛻ᾘ㜵䛻ᨭ䜢ồ䜑䚸ᩆᛴ㌴䜢
ᡭ㓄䚹⫋ဨ䛜ᝈ⪅㑊㞴䛾䛯䜑䛻
䝬䜲䜽䝻䝞䝇䜢⏝ព䛧䛯䚹

13᪥

ᩆᛴ㌴
䝬䜲䜽䝻䝞䝇

༡┦㤿ᕷ❧
⥲ྜ㝔

0ே

ᮧ

12᪥䛻┴䛻ᩆຓ䜢せㄳ䚹
䜎䛯ධ㝔䛧䛶䛔䛯㆙ᐹᐁ䜢㏻䛧
㆙ᐹ䛻ᩆຓ䜢౫㢗

13᪥ኪ䡚
14᪥ᮍ᫂

⮬⾨㝲䝦䝸

㒆ᒣᕷ䛾㧗ᰯ

3ே

す

12᪥䛻⏫䜔㆙ᐹ䛜䝞䝇䜢⏝ព䛧䛯䛜
ᝈ⪅䛾≧䛻ྜ䜟䛺䛔䛯䜑᩿ᛕ䚹
14᪥䜎䛷⮬⾨㝲䝦䝸䜢ᚅ䛱䚸
୍㒊䛾ᝈ⪅䛿㆙ᐹ㌴୧䛷㑊㞴

14᪥ኪ

⮬⾨㝲䝦䝸
㆙ᐹ㌴୧

⚟ᓥ┴❧
་㝔䛺䛹

3ே

ᑠ㧗㉥ᆏ

12᪥䚸13᪥䛻༊ᙺᡤ䛻ᨭ䜢ồ䜑䛯
䛜ఱ䛾ᨭ䜒䛺䛟䚸14᪥䛻᮶㝔䛧䛯
㆙ᐹ䛜ኤ᪉䛻䝞䝇䜢ᡭ㓄

14᪥ኪ

䝞䝇

䛔䜟䛝ᕷ䛾㧗ᰯ

0ே

ⴥ

⏫䛛䜙㔜⠜ᝈ⪅䛻ᑐ䛩䜛ᨭ䛿䛺䛟䚸
12᪥䜘䜚ᾘ㜵䞉㆙ᐹ䜔⮬⾨㝲䛻ᩆຓ䜢
ồ䜑䛯䛜䚸㔜⠜ᝈ⪅䜢㐠䜆䝞䝇䞉⮬⾨
㝲㌴୧䛿14᪥䞉15᪥䛻฿╔

14᪥䡚15᪥

䝞䝇
⮬⾨㝲㌴୧

䛔䜟䛝ᕷ䛾㧗ᰯ
ᮏᯇᕷ䞉┴⏨ዪඹ
⏕䝉䞁䝍䞊䛺䛹

40ே

㝔ྡ


ᅗ㸲㸰㸱㸰 㝔ࡢ㑊㞴ᮇ㏻ᡭẁࡢ㐪࠸ࡼࡿᙳ㡪


㸰㸧㐣㓞࡞≧ἣ㝗ࡗࡓせᅉ
ᮏᨾࡼࡿ㝔ࡢᝈ⪅㑊㞴࠾࠸࡚ࠊᝈ⪅㐣࡞㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡓ⫼ᬒࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
ཎᏊຊ⅏ᐖ≉᭷ࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
D ┳ㆤᖌ࡞་⒪ࢫࢱࢵࣇࡀ㑊㞴ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ་⒪㛵ಀ⪅ࡀ㊊ࡋࡓࠋ
E 㑊㞴༊ᇦࡀᗈ⠊ᅖཬࡧࠊ࿘㎶ఫẸࡶ㑊㞴ᡭẁࢆᚲせࡋࡓࡓࡵࠊ㏻ࣥࣇࣛࡀࡦࡗ
㏕ࡋࠊά⏝࡛ࡁࡿ㑊㞴ᡭẁࡀ㝈ᐃࡉࢀࡓࠋ
F 㑊㞴༊ᇦࡀᗈ⠊ᅖཬࢇࡔࡓࡵᝈ⪅ࡀ㛗㊥㞳ࠊ㛗㛫ࡢ㑊㞴ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡓࠋ
G ᨺᑕ⥺ࡼࡿ⿕ᐖࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ▷ᮇ㛫࡛㑊㞴ඛࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࠊ༑ศ࡞་




㝔㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ 



ᑡேᩘࡢᝈ⪅ࡢ⛣㏦⏝࠸ࡓ⫋ဨࡢ㌴࡞ࡣ㝖࠸ࡓࠋྛ㝔ᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࡼࡿᙜጤဨࡲࡵ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

⒪タഛࡢ࡞࠸㑊㞴ᡤ୍ḟ㑊㞴ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ㝔ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

D་⒪㛵ಀ⪅ࡢ㊊
ᨾ┤ᚋࠊ᩿⥆ⓗ࡞Ỉ⣲⇿Ⓨࡼࡾࠊᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࢆᜍࢀࡓ┳ㆤᖌ࡞་⒪㛵ಀ⪅ࡀ᪩ᮇ
㝔ࢆ㞳⬺ࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㑊㞴༊ᇦṧࡉࢀࡓධ㝔ᝈ⪅ᑐࡋࠊ┳ㆤᖌ࡞ࡢ㝔⫋ဨࡢ
ேᩘࡀ㊊ࡋࠊࣛࣇࣛࣥࡸ་⒪≀㈨ࡀ࡞࠸୰࡛ࠊ༑ศ࡞⒪ࡸ┳ㆤࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
࠼ࡤࠊす㝔࡛ࡣࠊ᪥༗ᚋࠊỈ⣲⇿Ⓨࢆᶵࣃࢽࢵࢡࡀ⏕ࡌࠊᐙ᪘ࢆᚰ㓄ࡋࡓ┳ㆤᖌ
ࡽேࡀ⫋ሙࢆ㞳⬺ࡋࡓ࠸㝔㛗ఏ࠼ࡓࠋ୍ࡣ㝔࠸ࡿ┳ㆤᖌࡀࢮࣟ࡞ࡗࡓࡀࠊ⏫
ࡢ⸆ᖌࡸࠊᐙ᪘ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓᚋ㝔ᡠࡗ࡚ࡁࡓ┳ㆤᖌ࡞ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢ㑊
㞴ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᮧ㝔࡛ࡶࠊ㔜⠜ᝈ⪅ே㝔⫋ဨேࢆṧࡋ࡚ࠊ㍍ᝈ⪅ࢇࡢ㝔⫋ဨࡀ
ࡁῧ࠸ࠊᕝෆᮧ㑊㞴ࡋࡓࠋ
ⴥ㝔࡛ࡣࠊ᪥ࡽ᪥ࡅ࡚➨㝕ࡽ➨㝕ศࢀ㑊㞴ࡋࡓࠋṌ⾜ྍ⬟࡞㍍
ࡢධ㝔ᝈ⪅ࢆ⛣㏦ࡍࡿ➨㝕ࡢ㑊㞴㸦᪥㸧ࡢ㝿ࠊ㝔㛗ேࢆṧࡋ࡚㝔ෆ࠸ࡓ┳ㆤᖌࡸ་
ᖌࡽ⫋ဨဨࡀྠ⾜ࡋࡓࠋ㝔ࡣேࡢ㔜⠜ᝈ⪅ࡀṧࡉࢀࡓࡀࠊⴥ㝔⣔ิ࡛㞄᥋ࡢ
ㆤ⪁ேಖタࡢ⫋ဨࠊ㝔ᡠࡗ࡚ࡁࡓ་ᖌࡽࡼࡾࠊ㑊㞴ࡲ࡛ࡢ᪥㛫ࠊከ࠸
࡛ࡶࢃࡎேࡢ་⒪㛵ಀ⪅࡛⒪┳ㆤࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏕ά≀㈨ࡶ་⒪≀㈨ࡶ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
↷᫂ჾලࡣࣟ࢘ࢯࢡࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ་ᖌࡽࡣ⒪ࢆ᭱㝈ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ᪥ࡲ࡛ேࡀ
㝔ෆ࡛┦ḟ࠸࡛Ṛஸࡋࡓࠋ
す㝔ࠊᮧ㝔ཬࡧⴥ㝔ࡢࣄࣜࣥࢢࡼࡿࠊࠕṧࡗ࡚ࡋ࠸Ẽᣢࡕࡣ࠶ࡗࡓ
ࡀࠊᨺᑕ⥺ࡢᜍࢀࡶ࠶ࡾࠊ⫋ဨࡑࢀࡒࢀࡶᐙ᪘ࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࠊṧࡗ࡚ࡃࢀࡣᙉࡃゝ࠼࡞
ࡗࡓࠖࠕ་⒪ࢫࢱࢵࣇࡀῶࡗ࡚ࡶࠊࡍࡄᨭࡀ᮶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᑡேᩘ࡛ࡶᣢࡕࡇࡓ
࠼ࡽࢀࡿᛮࡗࡓࠖヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ

E㝈ࡽࢀࡓ㑊㞴ᡭẁᩆຓ
ᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊከᩘࡢఫẸᑐࡋ࡚㑊㞴ᣦ♧ࡀⓎ௧ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ㏻ࣥࣇࣛࡀࡦࡗ
㏕ࡋࠊ་⒪ᶵ㛵ࡀά⏝࡛ࡁࡿ㑊㞴ᡭẁࡣᴟࡵ࡚㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
≉ࠊྛ㝔ࡀ┤㠃ࡋࡓ᭱ࡢၥ㢟ࡀࠊ㔜⠜ᝈ⪅ࡢ⛣㏦ࡔࡗࡓࠋ࠼ࡤࠊす㝔ࡣ᪥ࠊ
┴㆙ࡽேࡾࡢࣂࢫࡢᥦ౪ࢆᡴデࡉࢀࡓࡀࠊ㌟య㯞⑷ࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊⅬࢆࡋ࡚࠸ࡓࡾࡍ
ࡿ࡞ࡢ㔜⠜ᝈ⪅ࢆ⛣㏦ࡍࡿࡣࠊ㹼ேࡋࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠺࠼ࠊ㌟యࡢ㈇ᢸࡀ
ࡁ࠸ࡇࢆ⌮⏤ࠊ㝔㛗ࡀࣂࢫ࡛ࡢ⛣㏦ࡣᅔ㞴ุ᩿ࡋࡓࠋ
㔜⠜ᝈ⪅ࡢ⛣㏦࠾࠸࡚ࡣᩆᛴ㌴ࡸ⮬⾨㝲ࡢ࣊ࣜ࡞ࠊ་⒪ᶵჾࡀᦚ㍕࡛ࡁࡿࡇࡸ㌟య




㝔㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ



㝔㛵ಀ⪅ࡣࠊࠕ㝕ࡀ㑊㞴ࡍࡿ㝿⇃⏫ᙺሙࡢ⫋ဨࡶ㝔㛗ᝈ⪅ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆఏ࠼࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡍࡄ
ᛂࡢ㌴୧ࡀ᮶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡓࠖヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ



㝔㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡢ㈇ᢸࡢᑡ࡞࠸ࡇࢆ‶ࡓࡍ⛣ືᡭẁࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊከᩘࡢ㔜⠜ᝈ⪅ࢆ⛣㏦ࡍࡿࡇࡣᅔ
㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ

F㛗㊥㞳࣭㛗㛫ࡢ㑊㞴
ᮏᨾ࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡢ⛣ືࡣ㛗㊥㞳ࠊ㛗㛫࡞ࡗࡓࠋ
࠼ࡤࠊⴥ㝔࠾࠸࡚ࡣࠊ⣙NP௨ୖࡢ㛗㊥㞳ࡘ㛫࠸࠺㛗㛫ࡢ⛣ື࡛ࠊ
ᝈ⪅ࡀయຊࢆኻ࠸ࠊṚஸ⪅ࡀฟࡓࠋ᪥༙ࠊ㞄᥋ࡍࡿㆤ⪁ேಖタṧࡗ࡚࠸ࡓ
ேࠊⅬࢆࡣࡎࡋ࡚ࡶู≧ࡀ࡞࠸ุ᩿ࡉࢀࡓ㔜⠜ᝈ⪅ேࡢྜィேࡀࠊ⮬⾨㝲
ᡭ㓄ࡢᆺࣂࢫ➼࡛㝔ࢆฟⓎࡋࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝࢆཷࡅࡿࡓࡵ࠸ࡗࡓࢇ༡┦㤿ᕷࡢ
ಖᡤྥ࠸࡞ࡀࡽࠊే⾜ࡋ࡚㑊㞴ඛ࡞ࡿ㝔ࢆ┴⅏ᑐᮏ㒊ࡀ᥈ࡋࡓࡶࡢࡢぢࡘࡅࡽࢀ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡲࠊ࠸ࢃࡁᕷෆࡢ㧗ᰯ฿╔ࡋࡓࠋ㑊㞴㏵୰ࡢ㌴ෆ࡛ேࡀࠊ࠸
ࢃࡁᕷෆࡢ㧗ᰯ฿╔ᚋࠊ⩣᪥ࡢ᪩ᮅࡲ࡛ேࡀṚஸࡋࡓ㸦ࠕᅗ㸲㸰㸱㸱ࠖཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓࠊᑠ㧗㉥ᆏ㝔࡛ࡶྠᵝࡢែࡀ⏕ࡌࡓࠋྠ㝔ࡣࠊ᪥༗ᚋ㔜⠜ᝈ⪅ࢆ࠸ࢃࡁ
ᕷෆࡢᏛᰯࡢయ⫱㤋ほගࣂࢫࡼࡗ࡚㑊㞴ࡉࡏࡓࡀࠊฟⓎࡽ฿╔ࡲ࡛㛫༙ࠊNP
௨ୖࢆ⛣ືࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

ᅗ㸲㸰㸱㸱 ⴥ㝔ࡢ㑊㞴⤒㊰







┴⅏ᑐᮏ㒊ࣄࣜࣥࢢ
㝔㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ 
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G୍ḟ㑊㞴ඛࡢ☜ಖ
㑊㞴༊ᇦෆࡢ㝔ࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿ⿕ࡤࡃ⿕ᐖࢆᴟᑠࡉࡏࡿࡓࡵࠊ⛣㏦ඛࡢ་⒪
ᶵ㛵ࢆỴࡵࡿవ⿱ࡶ࡞ࡃࠊ㑊㞴ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ୰࡛ࡶᑠ㧗㉥ᆏ㝔ཬࡧⴥ㝔
ࡣࠊ㔜⠜ᝈ⪅ࢆ་⒪タഛࡢ࡞࠸య⫱㤋࡞୍ḟ㑊㞴ࡉࡏ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡋࡶࠊ
㑊㞴㛤ጞࡣ⾜ࡁඛࡍࡽ▱ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊࢇࡢ㝔࡛ࡣࠊ୍ḟ㑊㞴ඛࡽࡢ⛣㏦ඛ࡞ࡿ་⒪ᶵ㛵ࢆ㝔⫋ဨࡀ⊂
⮬᥈ࡉ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ᮧ㝔࡛ࡣ᪥ࠊ་⒪タഛࡢ࡞࠸య⫱㤋ࡢ୍ḟ㑊㞴ࡀ⤊ࡋࡓᚋࠊ་⒪⎔ቃࡢ☜ಖ
ࡢࡓࡵ┴⅏ᑐᮏ㒊㟁ヰࡋࡓࡇࢁࠊࠕ⮬ຊ࡛᥈ࡋ࡚ࡋ࠸ࠖᣦ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊྠ
㝔་ᖌࡢ▱ࡾྜ࠸㟁ヰࢆࡅࡓࡀࠊ᩿ࡽࢀࡿࠊඛ᪉ࡢேဨ㊊ࡽ┳ㆤᖌ࣊ࣝࣃ࣮ࡢ
ྠ⾜࡞ࡽሙᡤࢆ㈚ࡍ࠸࠺᮲௳ࡁࡢᢎㅙࡀࢇ࡛࠶ࡾࠊ㌿㝔ࡢ⤊ࡣ᪥࡞ࡗࡓࠋ
㑊㞴ࢆᚅࡘ㛫ࠊయ⫱㤋࡛ᚅᶵࡋ࡚࠸ࡓ㔜⠜ᝈ⪅ࠊⓎ⇕ࠊప㓟⣲⾑࡞ࠊ᫂ࡽ࡞ᐜែࡢ
ᝏࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ⴥ㝔࡛ࡣࠊయ⫱㤋ࡽඛࡢ㌿㝔ඛࡢᡭ㓄ࡢ୍㒊ࡣ┴⅏ᑐᮏ㒊ࡀᢸᙜࡋࡓࡀࠊ㒊ศࡣ
ⴥ㝔ࡢ㛵ಀ⪅⮬㌟ࡼࡿᡭ㓄࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ୍ᗘከᩘࡢᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿ㝔ࡣ
ࢇ࡞ࡃࠊ┴ෆእࡢ㝔ᑡேᩘࡎࡘศࢀ࡚㌿㝔ࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊ㌿㝔ඛࡣィ
࢝ᡤཬࢇࡔࠋ

㸱㸧ᆅ᪉⮬య་⒪ᶵ㛵ࡀᯝࡓࡋࡓᙺࡢ᳨ド
㑊㞴༊ᇦෆࡢ㝔ࡣ㑊㞴ࡢᐇ࠾࠸࡚㐣㓞࡞⎔ቃ⨨ࢀࡓࡀࠊ⚟ᓥ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧࡣ㝔
ࡢ㔜⠜ᝈ⪅ࡢ㑊㞴㛵ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡞ᨭࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࠋ㝔ࡣࠊ⾜ᨻࡽࡢᨭࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡎࠊ༑ศ࡞ሗࡶ࡞࠸୰ࠊ⊂ຊ࡛ᝈ⪅ࡢ㑊㞴ᡭ㓄ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ⤖ᯝࡋ࡚㐺ษ࡞
㑊㞴ඛཬࡧ㑊㞴ᡭẁࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ㝔ࡢᝈ⪅ࡣ㐣࡞㈇ᢸࢆᙉ࠸ࡽࢀࡓࠋ

D⚟ᓥ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᯝࡓࡋࡓᙺ
ୖ㏙ࡢࡼ࠺ࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ࡣࠊ㝔ᑐࡋ୍࡚ḟ㑊㞴ࡋ࡚་⒪タഛࡢ࡞࠸㑊㞴ᡤࡢ㑊
㞴ࢆᣦ♧ࡋࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࡢ㑊㞴ඛࡢ་⒪ᶵ㛵ࡢ☜ಖࡣ༑ศ࡞ᨭࢆ⾜ࢃࡎࠊከࡃࡢ
㝔ࡀ⮬ࡽ㑊㞴ඛࢆ☜ಖࡍࡿࡇ㏣ࢃࢀࡓࠋ་⒪タഛࡢ࡞࠸㑊㞴ᡤ࡛ࡣ㔜⠜ᝈ⪅ࡣ༑ศ࡞་
⒪ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊᐜែࡀᝏࡋࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࠊᨾ┤ᚋࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡶࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ᩆ⌜ࡣ✚ᴟⓗ㛵ࡋ࡞ࡗࡓࠋࠕẼ࡙
࠸ࡓࡽ⮬⾨㝲ࡀⴥཌ⏕㝔ࡢ㑊㞴ື࠸࡚࠸ࡓࠖࠕ᪥ࡣෆ㛶ᗓࡽࠗ㆙ᡄ༊ᇦෆࡢ
㝔ࡢ㑊㞴ࢆᨭࡋࢁࠊᛴࡆ࠘࠸࠺ᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ෆᚅᶵࡋ࡚࠸ࡓ⮬⾨㝲
ࡑࡢࡲࡲఏ࠼ࡓࠖ࡞ࠊ┴ࡣయⓗ㝔ࡢᝈ⪅㑊㞴㛵ࢃࡿጼໃ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡇࡀ




㝔㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ 



┴⅏ᑐᮏ㒊ᩆ⌜ࣄࣜࣥࢢ
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❚࠼ࡿࠋ

Eᕷ⏫ᮧࡢᯝࡓࡋࡓᙺ
ྛ㝔ࡢᡤᅾࡍࡿᕷ⏫ᮧࡶࠊ✚ᴟⓗ㝔ࡢ㑊㞴㛵ࢃࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽᕷ⏫ᮧ
ࡢࢇࡣࠊ㝔ࡢ≧ἣࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊ㝔ࡢ㏥㑊ࡼࡾࡶඛᙺሙᶵ⬟ࢆ
⛣㌿ࡉࡏࡓࠋ
┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡼࡿࠊᕷ⏫ᮧࡢ㝔ࡢᝈ⪅㑊㞴ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㛵ಀᕷ⏫ᮧࡣࠊ⅏ᐖ
せㆤ⪅ྥࡅࡓሗࡢᥦ౪ࠊ㑊㞴ㄏᑟࠊ㑊㞴ᡤ࡛ࡢ⏕ά㛵ࡋ࡚ࠊ㧗㱋⪅ࠊஙᗂඣࠊዷ
⏘፬ࠊയ⪅ࠊ㞀ࡀ࠸⪅ ඣ ཬࡧእᅜே➼ࡢ࠸ࢃࡺࡿࠗ⅏ᐖせㆤ⪅࠘༑ศ㓄៖ࡍࡿࡶ
ࡢࡍࡿࠋ≉ࠊ⅏ᐖせㆤ⪅ࡢ㑊㞴ᡤ࡛ࡢᗣ≧ែࡢᢕᥱ➼ດࡵࡿࡶࡢࡍࡿࠖ࠸
࠺グ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᐇ㝿ࡣࢇࡢᕷ⏫ᮧࡣఫẸࡢ㑊㞴ࡢᑐᛂ㏣ࢃࢀࠊ㝔ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡢ㑊
㞴ᑐࡋ࡚ࡣࢇᑐᛂ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ⇃⏫㛵ಀ⪅ࡣ㝔ࡢධ㝔ᝈ⪅ࡢ㑊㞴ࡼࡾࡶ᪩
ࡃࠊ᪥୰㸣௨ୖࡢ⏫Ẹࡢ㑊㞴ࢆࡉࡏࠊ⏫ᙺሙᶵ⬟ࢆ⛣㌿ࡋࡓࡇࡘ࠸࡚ࠕࣂࢫࡶ
ྥࢃࡏࡓࡀࠊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡽ⮬⾨㝲ࢆ㢗ࢇࡔࡢ࡛ࠊ⮬⾨㝲ࡀ࠸ࡅࡤ࠺࡞ࡿࡔࢁ࠺
ᛮࡗࡓࠖヰࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿⮬⾨㝲ࡀ㝔ྥࡗࡓࡢࡣ᪥௨㝆ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ⴥ⏫㛵ಀ⪅ࡣࠊࠕ㝔ࡢ㑊㞴ࡣ㝔ࡀ⟶⌮ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠖࡢㄆ㆑ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
す㝔ࡀ࠶ࡿᾉỤ⏫ࡣࠊ⫋ဨࢆ㝔ὴ㐵ࡋࠊ㑊㞴ࢆࡧࡅࡓࡶࡢࡢࠊ㔜⠜ᝈ⪅ᑐࡍ
ࡿ㐺ษ࡞㑊㞴ᡭẁࡢᡭ㓄ࡣ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࠋᮧ㝔ࡀ࠶ࡿᐩᒸ⏫ࡣࠕࣂࢫࢆᡭ㓄ࡋࡼ࠺
ࡋࡓࡀࠊ㏻ࡾࡢࣂࢫࡣࡇࡶฟᡶࡗ࡚࠾ࡾྎࡶᡭ㓄࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ᪥༗ᚋ⏫ᙺሙ
ࡣ᧔㏥ࡋࡓࡀࠊṧࡉࢀࡓ㝔➼ࡣ⏫࡛ࡣ࡞ࡃูࠗࡢᑐᛂ࠘ࡀࡉࢀࡿ⪺࠸ࡓࠋ⤖ᯝⓗࡑࢀ
ࡀ⮬⾨㝲࡛࠶ࡾ┴㆙ࡔࡗࡓࠖヰࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏫ࡋ࡚ࡶ㑊㞴ᡭẁࡢᡭ㓄ࡀ㞴ࡋࡗࡓ࠸࠺ࠋ

㛵ಀᕷ⏫ᮧࡋ࡚ࡣࠊ㝔ࡢ㑊㞴ࡣ⮬⾨㝲ཪࡣ㝔⮬య௵ࡏษࡾࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀᐇែ࡛
࠶ࡿࠋ

FཎⓎ࿘㎶་⒪ᶵ㛵ࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐࡍࡿഛ࠼
㝔୰㝔ࡣࠊ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࡛ཎᏊຊ⅏ᐖ㝔ࡀ⊂ຊ࡛ᝈ⪅ࡢ㑊㞴ࢆ⾜ࢃࡡࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ▱ࡽ࡞ࡗࡓࠋ၏୍ࠊཎⓎᨾࡢ㑊㞴࣐ࢽࣗࣝࢆ⏝ព




┴⅏ᑐᮏ㒊ᩆ⌜ࡣࠊᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀඛࡢ☜ಖࡢࡓࡵ┴ෆࡢ㝔㟁ヰࡣࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࠋ┴⅏ᑐᮏ㒊ᩆ⌜ࣄ
ࣜࣥࢢ



⚟ᓥ┴㜵⅏㆟ࠕ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺᗘಟṇ㸧࣮࣌ࢪ



ᕷ⏫ᮧ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ 



ࠕᅗ㸲㸰㸰㸱㑊㞴ࡋࡓఫẸࡢྜࠖཧ↷ࠋ



ᕷ⏫ᮧ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ 



ᕷ⏫ᮧ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ



㝔㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡋ࡚࠸ࡓᮧ㝔࠾࠸࡚ࡶࠊᝈ⪅ࡢ㑊㞴ࡸ」ྜ⅏ᐖࢆᐃࡋࡓࡶࡢࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ྠ㝔ࡢ㛵ಀ⪅ࡣࠕᐃእ࡛ࡃᙺ❧ࡓ࡞ࡗࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࠊ࣐ࢽࣗࣝࢆ‽ഛࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ㝔࡛ࡣࠊࠕࡑࡶࡑࡶཎⓎࡽNPᅪࡢ㝔ࡀ
ᝈ⪅㑊㞴ࡍࡿ࡞ࢇ࡚ᐃእࠋ⾜ᨻࡢᨭࡀᚲせࡔࡗࡓࠖࠕࣛࣇࣛࣥࡶ㏻ಙᡭẁࡶ࡞࠸
୰ࠊ㝔࡛㑊㞴ࡋࢁゝࢃࢀ࡚ࡶᡭࡶ㊊ࡶฟ࡞ࡗࡓࠖࠕே⛬ᗘࡢᝈ⪅࡞ࡽヰࡣูࡔࡀࠊ
ᝈ⪅ࡢ㑊㞴࡞ࡿࠊ⊂⮬࡛㑊㞴ᡭẁࡸ㌿㝔ඛࢆ☜ಖࡍࡿ࡞ࢇ࡚ྍ⬟ࠖ࡞ࡢኌࡀୖࡀ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┴㝔༠㛵ಀ⪅ࡣࠊࠕᆅ㟈ࡢ㑊㞴カ⦎ࡸཎⓎᨾࡢカ⦎࡛ࡶᝈ⪅ࡢ㑊㞴
ࡣᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊࣛࣇࣛࣥࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡇࡀ๓ᥦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠖヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ


㸲㸧つᶍཎᏊຊ⅏ᐖഛ࠼ࡓ་⒪ᶵ㛵ࡢ㑊㞴ィ⏬ࡢၥ㢟Ⅼ
ࡇࢀࡲ࡛㏙ࡓࡼ࠺ࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡼࡿᝈ⪅㑊㞴࠾࠸࡚ࠊᝈ⪅ࡢ㈇ᢸࡢ㍍ῶࡢࡓࡵ
ࡣࠊ᪩ᮇࡢ㑊㞴ඛ㑊㞴ᡭẁࡢ☜ಖࡀỴᐃⓗせᅉ࡞ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏᨾ࠾ࡅࡿ㑊㞴
ඛ࣭㑊㞴ᡭẁࡢ☜ಖࡣࠊྛ㝔ࡢಶูࡢດຊ౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊไᗘࡋ࡚ᢸಖࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡗࡓࠋᅇ㑊㞴ඛ㑊㞴ᡭẁࡀ☜ಖ࡛ࡁࡓ㝔࠾࠸࡚ࡶࠊᗘཎᏊຊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ
㑊㞴ඛ࣭㑊㞴ᡭẁࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿಖドࡣ࡞ࡃࠊཎᏊຊ⅏ᐖഛ࠼ࡓ⤌ࡳࡢᩚഛࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ



D㑊㞴ඛ࣭㑊㞴ᡭẁࡢ☜ಖ࠾ࡅࡿไᗘⓗᢸಖࡢḞዴ
ᅇ࠸ࡃࡘࡢ㝔࡛㑊㞴ඛ㑊㞴ᡭẁࡀ☜ಖ࡛ࡁࡓせᅉࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮㏆ࡃ
ሗࡀྲྀᚓࡋࡸࡍࡗࡓࠊ⮬⾨㝲⥭ᛴࡢ⅏ᐖὴ㐵ࢆせㄳࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠊ㑊㞴ඛࡢ㝔
ࡢὶࡀ࠶ࡗࡓ࡞ࠊ㝔ᅛ᭷ࡢࡼࡿࡇࢁࡀࡁࡃࠊไᗘⓗᢸಖࡉࢀࡓࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡗࡓࠋ

ձ ┴❧㔝㝔ࡢ㑊㞴ඛ࣭㑊㞴ᡭẁ☜ಖࡢ᪉ἲ
┴❧㔝㝔ࡣࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮㏆ࡃࠊຍ࠼࡚ࠊึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ᣦᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇࡽࠊཎⓎᨾࡢ㜵⅏カ⦎࡞࡛᪥ࡈࢁࡽὶࡀ࠶ࡗࡓࠋ㏻ಙࡀ㏵⤯࠼࡚࠸
ࡓࡶࡢࡢࠊ㝔⫋ဨࡀ㝔࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࢆ⾜ࡁ᮶ࡋࠊ㑊㞴ᣦ♧㛵ࡍࡿሗࡢධ
ᡭࡸࠊࣂࢫࡢ☜ಖ࡞ࢆ㏿ࡸ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵᝈ⪅ࡢ㝔ࡽࡢ㏥㑊ࡣࠊ
⇃⏫Ẹࡢ㑊㞴ࡼࡾࡶ᪩࠸᪥ࡢ༗๓୰ࡋࡓࠋཷࡅධࢀඛࡣࣂࢫ࡛⛣ືࡋ࡞ࡀࡽ᥈
ࡋࠊᕝෆᮧࡢಖ⚟♴་⒪」ྜタỴࡲࡗࡓࠋ

ղ ⴥཌ⏕㝔ࡢ㑊㞴ඛ࣭㑊㞴ᡭẁ☜ಖࡢ᪉ἲ
ⴥཌ⏕㝔ࡢሙྜࠊ㟈⅏ᚋ┴ᗇࢆゼࢀࡓ⚟ᓥ┴❧་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔㸦௨ୗࠕ┴❧་
㝔ࠖ࠸࠺㸧ࡢ་ᖌࡀࠊ㝔㛗ࡢᪧࡔࡗࡓࡇࡀᖾ࠸ࡋࡓࠋྠ་ᖌࡣ⅏ᐖὴ㐵་⒪ࢳ




⚟ᓥ┴㝔༠㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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࣮࣒㸦'0$7㸧ࡢ㝲ဨ࡛࠶ࡾࠊⓎ⅏ᚋ┴⅏ᑐᮏ㒊㥑ࡅࡘࡅࡓࠋ
ྠ་ᖌࡣࠊཎⓎࡀ༴࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡇࢆ㝔㛗㟁ヰ㐃⤡ࡍࡿࡶࠊ⮬⾨㝲ࠕ┴
▱ࡢ௧࡛㝔ᝈ⪅ࡢᩆ῭ྥࡗ࡚ࡋ࠸ࠖఏ࠼ࠊ⮬⾨㝲࣊ࣜࢆྥࢃࡏࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊྠ㝔ࡽࡢ㏥㑊ࡣ᪥༗๓୰ࡣ⤊ࡋࡓࠋ

ճ ༡┦㤿ᕷ❧ᑠ㧗㝔ࡢ㑊㞴ඛ࣭㑊㞴ᡭẁ☜ಖࡢ᪉ἲ
༡┦㤿ᕷ❧ᑠ㧗㝔ࡣࠊ᭶᪥ࠊ௨๓ࡼࡾὶࡀ࠶ࡗࡓྠᕷ❧⥲ྜ㝔㸦NPᅪෆ㸧
ࡼࡿཷࡅධࢀࡀỴࡲࡾࠊᩆᛴ㌴⫋ဨࡀᡭ㓄ࡋࡓࣂࢫࡼࡗ࡚ࠊ⩣᪥ࡣ㑊㞴ࢆࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

մ 㑊㞴ࡀ㏆㞄ఫẸࡼࡾࡶ㐜ࢀࡓṧࡾ㝔
㑊㞴ࡀ㐜ࢀࡓᮧ㝔ࠊす㝔ࠊᑠ㧗㉥ᆏ㝔ཬࡧⴥ㝔࡛ࡣࠊ㒊ศࡢ㏻ಙᡭẁࡀ
㏵⤯࠼ࡓࡓࡵࠊ㝔⫋ဨࡀࠊ⏫ᙺሙࠊ㆙ᐹࠊ⮬⾨㝲࡞┤᥋ࠊ㑊㞴ᨭࢆồࡵฟྥ
࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ධ㝔ᝈ⪅ࡢࢇࡀ㔜⠜ࡔࡗࡓす㝔࡛ࡣࠊᾉỤ⏫⫋ဨࡸ┴㆙ࡽࠊࣂࢫࡼࡿ⛣㏦
ࡢᥦࢆཷࡅࡓࡀࠊᝈ⪅ࡢ༴㝤ࡀཬࡪࡓࡵぢ㏦ࡽࢀࠊ⮬⾨㝲࣊ࣜࢆᚅࡗࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㑊㞴ࡣ㐜ࢀࠊ᪥ኪ࡞ࡗࡓࠋᮧ㝔ࡣࠊ㆙ᐹࡸ┴ᨭࢆồࡵࠊ᪥ኪࡽ᪥ᮍ
᫂ࡅ࡚㑊㞴ࡋࡓࠋ
ᑠ㧗㉥ᆏ㝔ཬࡧⴥ㝔࡛ࡣࠊ㝔⫋ဨࡀᕷ⏫ෆࢆ㉮ࡾᅇࡾࠊᾘ㜵ࡸ┴㆙࡞㑊㞴
ᨭࢆồࡵࡓࡀࠊࡇࢀࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊᑠ㧗㉥ᆏ㝔ࡣ᪥ኪࠊⴥ
㝔ࡣ᪥༗๓࡞ࡗ࡚㏥㑊ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

E┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࠾ࡅࡿつᶍཎᏊຊ⅏ᐖࡢᐃ㊊
┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࡛ࡣࠊ㝔ࡢᝈ⪅㑊㞴ࡣᇶᮏⓗ㝔⊂ຊ࡛⾜࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ┴ᆅᇦ㜵⅏
ィ⏬ࡼࡿࠊࠕᏛᰯࠊ㝔ࠊᕤሙཬࡧࡑࡢ㜵⅏ୖ㔜せ࡞タࡢ⟶⌮⪅ࡣࠊࡑࢀࡒࢀసᡂ
ࡍࡿᾘ㜵ィ⏬ࡢ୰௨ୗࡢ㡯␃ពࡋ࡚㑊㞴㛵ࡍࡿィ⏬ࢆసᡂࡋࠊ㑊㞴ᑐ⟇ࡢࢆᅗ
ࡿࡶࡢࡍࡿࠖࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㝔ࡢ㑊㞴ィ⏬ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㝔࠾࠸࡚ࡣࠊᝈ⪅ࢆࡢ་⒪ᶵ㛵ࡲࡓࡣᏳ࡞ሙᡤ㞟ᅋⓗ㑊㞴ࡉࡏࡿሙྜࢆᐃ
ࡋࠊ⿕⅏࠾ࡅࡿ㝔タෆࡢಖࠊ⾨⏕ࡢ☜ಖࠊධ㝔ᝈ⪅ࡢ⛣㏦ඛタࡢ☜ಖࠊ㌿㏦ࢆ
せࡍࡿᝈ⪅ࡢ⮫ᐜሙᡤࠊᦙ㏦ࡢࡓࡵࡢ㐃⤡᪉ἲᡭẁࠊ≧ࡢ⛬ᗘᛂࡌࡓㄏᑟ᪉ἲࠊ




 ┴❧་㝔་ᖌࣄࣜࣥࢢ 



 ┴❧་㝔་ᖌࣄࣜࣥࢢࡼࡿࠕ┴▱ࡢ௧ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊཎⓎࡀ༴㝤࡞≧ἣ࡛㝔ࡢᝈ⪅ࢆຓࡅࡿ᪉ἲ
ࡣࡑࢀࡋ࡞ࡗࡓࠖヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ



 ࡞࠾ࠊ་ᖌࡣࠊࡑࡢᚋࡶ㝔ࡽࡢධ㝔ᝈ⪅ࡢ㑊㞴ࡘ࠸࡚ᣦࢆࡾࠊᮧ㝔ࠊす㝔ྥࡅ࡚ࡶྠᵝ⮬⾨
㝲࣊ࣜࢆせㄳࡋࡓ࠸࠺ࠋ┴❧་㝔་ᖌࣄࣜࣥࢢ



 ⚟ᓥ┴㜵⅏㆟ࠕ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺᗘಟṇ㸧࣮࣌ࢪ
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ᦙ㏦⏝㌴୧ࡢ☜ಖཬࡧ㝔࿘㎶ࡢᏳ࡞㑊㞴ሙᡤཬࡧ㑊㞴ᡤࡘ࠸࡚ࡢ㏻㝔ᝈ⪅ᑐࡍࡿ
࿘▱᪉ἲ➼ࡘ࠸࡚࠶ࡽࡌࡵᐃࡵ࡚࠾ࡃࡶࡢࡍࡿࠖ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡣࠊNPᅪ࠸࠺ᗈᇦࡢ㑊㞴༊ᇦࡀタᐃࡉࢀࡿつᶍࡢ
ཎⓎᨾࢆᐃࡋ࡚సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦࡞࠾ࠊ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡀᗈᇦࡢ㑊㞴ࢆᐃࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡇࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㸲㸱ࠖཧ↷㸧
┴⅏ᑐᮏ㒊ᩆ⌜ࡣࠕ㝔యࢆືࡍࡇࡣ㜵⅏ィ⏬࡛ࡣᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠖ┴ᆅ
ᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢഛࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᨾࡼࡗ࡚ࠊつᶍཎᏊຊ⅏ᐖ࠾࠸࡚ࡣࠊ㝔ࡀ⊂⮬㑊㞴ඛ་⒪ᶵ㛵㔜⠜ᝈ⪅
ࡢ㑊㞴㐺ᙜ࡞㑊㞴ᡭẁࢆ☜ಖࡍࡿ࠸࠺㜵⅏ィ⏬ࡣᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ
ࡓࠋ
ᚋࠊ⅏ᐖ⮬ຊ࡛㑊㞴࡛ࡁ࡞࠸ධ㝔ᝈ⪅ࡽࡀྲྀࡾṧࡉࢀࠊṚஸ⪅ࡀከᩘฟࡿ≧ἣࢆ㜵
ࡄࡓࡵࠊ
ᅇࡢᩍカࢆάࡋࡓᑐ⟇ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ
⅏ᐖࡢධ㝔ᝈ⪅ࡽࡢ㑊㞴ᨭഛ࠼ࠊ
⚟ᓥ┴ࢆࡣࡌࡵࡍࡿཎⓎ❧ᆅ㐨┴ཬࡧᕷ⏫ᮧࠊ୪ࡧཎⓎ࿘㎶ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖ
ᑐᛂࡍࡿ࣐ࢽࣗࣝࡢぢ┤ࡋࡸカ⦎ࠊ㏻ಙᡭẁࡢᩚഛࠊᨾࡢ㐃ᦠ࡞ࢆ᳨ウࡋࠊᩚഛ
ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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ᨾ๓ཎᏊຊ㜵⅏ᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢᩘࠎࡢㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊつไᙜᒁ
ࡼࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࡢぢ┤ࡋࡣ⾜ࢃࢀࡎࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢᑐᛂࡢ㐜ࢀࡀࠊᅇࡢᨾᑐᛂ
ࡢኻᩋࡢ୍ᅉࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
Ᏻጤဨࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࠊᅜ㝿ᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㜵ㆤᥐ⨨ᐇࡢ⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾධ
ࢀࡿࡃࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆጞࡵࡓࠋࡋࡋࠊಖᏳ㝔ࡣࠊᅜ㝿ᇶ‽ࡢᑟ
ධࡀ࠼ࡗ࡚ఫẸࡢᏳࢆເࡽࡏࡿ⪃࠼ࡓୖࠊఫẸࡢᏳࡀࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝィ⏬᥎㐍ᙳ
㡪ࡀฟࡿࡇࡶᠱᛕࡋ࡚࠸ࡓࠋಖᏳ㝔ࡢᠱᛕᑐࡋ࡚ࠊᏳጤဨࡣఫẸࡢ㜵ㆤᙺ❧ࡘ
࠸࠺ㄝ᫂ࡀ༑ศ࡛ࡁࡠࡲࡲࠊᅜ㝿ᇶ‽ࡢᑟධࡣᐇ㉁ⓗぢ㏦ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ
┤ࡋࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆ࡶ㛵ಀ⪅ෆ㒊࡛ࡢຮᙉ࡞࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᏳጤဨ
ࡢཎᏊຊタ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊࡛ぢ┤ࡋࢆᮏ᱁ࡋࡼ࠺ࡋࡓ▮ඛࠊᮏᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ

ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࢆዎᶵࡋ࡚ࠊ」ྜ⅏ᐖࢆᐃࡋࡓཎᏊຊ㜵⅏ᑐ⟇
ࡢᚲせᛶࡀၐ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊಖᏳ㝔ࡣ」ྜ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡢ↛ᛶࡣᴟࡵ࡚ప
࠸࠸࠺๓ᥦ❧ࡕࡘࡘࡶࠊ」ྜ⅏ᐖࡢᑐ⟇ࢆ㐍ࡵࡼ࠺ࡋࡓࠋࡋࡋࠊᅜࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸ
୍㒊❧ᆅ⮬యࡣࠊ」ྜ⅏ᐖᑐ⟇ࡢᐇࡀࡶࡓࡽࡍ㈇ᢸࡢࡁࡉ➼ࡽⓎࡋࠊಖᏳ㝔ࡣ
ᡴ㛤⟇ࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࡲࡲࠊᮏᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ」ྜ⅏ᐖഛ࠼ࡓ㜵⅏カ⦎ᑐ
ࡋ࡚ࡶಖᏳ㝔ࡣᾘᴟⓗ࡞ጼໃࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࠋ
ẖᖺᐇࡉࢀࡿᅜࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡸ」ྜ⅏ᐖࡢᐃḞ
ࡅࠊカ⦎つᶍᣑక࠺ᙧ㧁ࡼࡗ࡚ࠊ࠸ࢃࡤカ⦎ࡢࡓࡵࡢカ⦎ࡀ⥆ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ᐇ㊶ⓗ࡛࡞࠸カ⦎ࡼࡗ࡚ࡣࠊཧຍ⪅ࡀ⥭ᛴ㎿㏿ᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫ
ࢸ࣒㸦63((',㸧௦⾲ࡉࢀࡿཎᏊຊ㜵⅏ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡞ࡣྍ⬟࡛࠶
ࡗࡓࠋᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐣ཤࡢ㜵⅏カ⦎ࡀᙺ❧ࡓ࡞ࡗࡓࡇࡀከࡃࡢカ⦎ཧຍ⪅
ࡽᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢࡓࡵࠊᨻᗓࡣ⥭ᛴᑐ⟇ᨭࢩࢫࢸ࣒㸦(566㸧
ࠊ63((',ࢆᩚഛࡋ࡚ࡁࡓࠋ
⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪࡛ࡣࠊ(566ࡼࡗ࡚ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ᰾✀ࡸ㛫ࡈࡢᨺฟ㔞
㸦ᨺฟ※ሗ㸧ࢆண ィ⟬ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶ63((',ࡼࡗ࡚ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣ➼
ࢆண ィ⟬ࡋ࡚ࠊ㑊㞴➼ࡢఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋẖᖺࡢ㜵⅏
カ⦎࡛ࡶࠊࡇࡢ⏝ἲࡼࡿカ⦎ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊ(56663((',ࡣᇶᮏⓗࠊ୍ᐃࡢィ⟬ࣔࢹࣝࢆࡶᑗ᮶ࡢ㇟ࡢண ィ⟬ࢆ⾜
࠺ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࠊ≉(566ࡽᨺฟ※ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡢ63((',ࡢィ⟬⤖ᯝࡣࠊࡑ
ࢀ༢⊂࡛㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࡢ᰿ᣐࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿṇ☜ᛶࡣ࡞ࡃࠊ㇟ࡢ㐍ᒎࡀᛴ㏿࡞ᮏ
ᨾ࡛ࡣࠊึືࡢ㑊㞴ᣦ♧ά⏝ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋཎᏊຊ㜵⅏ᦠࢃࡿ㛵ಀ⪅
ࡣࠊண ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㝈⏺ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶ࠸ࡓࡀࠊᨾ๓ࠊண ࢩࢫࢸ࣒ࡢィ⟬⤖ᯝ
౫ᣐࡋ࡚㑊㞴ᣦ♧ࢆ⾜࠺࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋࡣᐇ⌧⮳ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊண ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ㝈⏺ࢆ⿵࠺⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⥙ࡢᩚഛ➼ࡶ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ
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ᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ(566ࡽ㛗㛫ࢃࡓࡾᨺฟ※ሗࡀᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊಖᏳ㝔ࡸ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࢆྵࡴ㛵ಀᶵ㛵࡛ࡣࠊ63((',ࡢィ⟬⤖ᯝࡣά⏝࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࠊึືࡢ㑊
㞴ᣦ♧ᙺ❧࡚ࡽࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋᏳጤဨࡀබ⾲ࡋࡓ㏫᥎ᐃィ⟬ࡢ⤖ᯝࡣࠊ࠶ࡓ
ࡶண ィ⟬࡛࠶ࡿㄗゎࡉࢀࡓࡓࡵࠊࡍࡳࡸබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤఫẸࡣᨺᑕ⥺⿕ࡤ
ࡃࢆ㜵ࡆࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠊ63((',ࡣᮏᨾࡢึືࡢ㑊㞴ᣦ♧᭷ຠά⏝࡛ࡁࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠊ
࠸࠺ㄗゎΰࡀ⏕ࡌࡓࠋ
᪉ࠊ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡶࠊᅇࡢࡼ࠺࡞ᗈᇦࢃࡓࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟཬࡧከᩘࡢఫ
Ẹࡢ⿕ࡤࡃࢆᐃࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋලయⓗࡣࠊཎⓎࡽึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵
ࡢ㊥㞳ࡀ㏆ࡍࡂࡿࡇࠊཷࡅධࢀྍ⬟ேᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇࠊ་⒪ᚑ⪅ࡀ༑ศ࡞⿕ࡤࡃ་⒪
カ⦎ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡞ࢆ㚷ࡳࡿࠊ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢࢇࡀከᩘࡢఫẸࡀ
⿕ࡤࡃࡍࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࠾࠸࡚ᐃࡉࢀࡓᶵ⬟ࢆᯝࡓࡏ࡞࠸ࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ



㸲㸱㸯 㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋྥࡅࡓືࡁ
ᮏᨾ࡛ࡣࠊᚑ๓ࡢࠕཎᏊຊタ➼ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࠖ㸦௨ୗࠕ㜵⅏ᣦ㔪ࠖ࠸࠺㸧࡛
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓண ᇶ࡙ࡃ㑊㞴༊ᇦࡣタᐃࡉࢀࡎࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡽྠᚰ
≧㑊㞴༊ᇦࡀタᐃࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ྠᚰ≧ࡢ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࢆྵࡴ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡣࠊཎᏊຊ㜵⅏ᦠࢃࡿ㛵ಀ
⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠊ᪤ᮏᨾࡢᖺ๓ࡽ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㐜ࠎࡋ࡚㐍ࡲ࡞࠸≧
ἣ࠶ࡗࡓࠋ



㸯㸧᪥ᮏࡢཎᏊຊ㜵⅏ࡢᯟ⤌ࡳ
᪥ᮏࡢཎᏊຊ㜵⅏㛵ࡍࡿᯟ⤌ࡳࡣࠊἲ௧ࠊྛ✀㜵⅏ィ⏬ࠊᏳጤဨࡢᐃࡵࡿ㜵⅏ᣦ㔪➼
ࡢᣦ㔪ࡸሗ࿌᭩ࠊྛ✀㜵⅏࣐ࢽࣗࣝࠊ᮲⣙➼ᇶ࡙ࡁᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᅗ㸲㸱㸯㸯ࠖ
ཧ↷㸧ࠋ
ཎᏊຊ㜵⅏ᑐ⟇ࡣࠊ⡿ᅜࡢࢫ࣮࣐ࣜࣝᓥཎⓎᨾࡢᩍカ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊྛ✀㜵⅏ィ⏬ࡸ
Ᏻጤဨࡢᣦ㔪㢮ࢆ୰ᚰᩚഛࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢᰴᘧ♫
ࢪ࢙࣮࣭ࢩ࣮࣭࣮࢜ࡢ࢘ࣛࣥຍᕤᕤሙ࠾ࡅࡿ⮫⏺ᨾ㸦௨ୗࠕ-&2ᨾࠖ࠸࠺㸧ࢆዎᶵ
ࡋ࡚ࠊྠᖺ᭶ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ㸦௨ୗࠕཎ⅏ἲࠖ࠸࠺㸧ࡀไᐃࡉࢀࠊࡑࢀᇶ
࡙࠸ࡓྛ✀㜵⅏ィ⏬ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢᩚഛࡀ⾜ࢃࢀࠊ⌧ᅾࡢᯟ⤌ࡳࡀᙧ࡙ࡃࡽࢀࡓࠋ






ᮏ⠇ࡣࠊ⌜┠ᶞཎᏊຊᏳጤဨጤဨ㛗 ➨ᅇጤဨࠊᗈ℩◊ྜྷඖཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔㛗➨ᅇጤဨࠊ㛵ಀ⪅
ࣄࣜࣥࢢཬࡧ㈨ᩱ㸦ಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨࠊ⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓࠑ-1(6ࠒࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏཎᏊຊ
◊✲㛤Ⓨᶵᵓࠑ-$($ࠒࠊ㟁㐃㸧ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
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㸰㸧㜵⅏ᣦ㔪ࡢᙺᨵゞࡢືྥ
㜵⅏ᣦ㔪ࡣࠊᅜࠊ⮬యࠊཎᏊຊᴗ⪅➼ࡀཎᏊຊ㜵⅏㛵ࡍࡿィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ㝿ࡸࠊ⥭ᛴ
࠾ࡅࡿ㜵ㆤᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿ㝿ࡢᣦ㔪ࡋ࡚ࠊᏳጤဨࡀྲྀࡾࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᨻᗓ
ࡢ㜵⅏ᇶᮏィ⏬➨⦅㸦⌧➨⦅㸧ࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅࡛ࡣࠊ㜵⅏ᑐ⟇ಀࡿᢏ⾡ⓗ࣭ᑓ㛛ⓗ
㡯ࡘ࠸࡚ࡣ㜵⅏ᣦ㔪ࢆ༑ศᑛ㔜ࡍࡿ᪨つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㜵⅏ᣦ㔪ࡣࠊཎ⅏ἲࡶࠊཎ
Ꮚຊ⥭ᛴែ࠾ࡅࡿఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢ୰ᚰ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
⌧ᅾࡢ㜵⅏ᣦ㔪ࡣࠊࢫ࣮࣐ࣜࣝᓥཎⓎᨾࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㸦㸧ᖺ⟇ᐃࡉࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࡶࠊ-&2ᨾࡸᅜ㝿ືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨵゞࡣ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࢳ࢙ࣝ
ࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢࡼ࠺࡞ែࡣ⪃࠼㞴࠸ࡋ࡚ࠊᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࡣࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
Ᏻጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࠊᅜ㝿ᇶ‽࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㜵ㆤᥐ⨨ᐇࡢ⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾධ
ࢀࡿࡃࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆጞࡵࡓࠋࡋࡋࠊಖᏳ㝔ࡢⓎ࠶࠸ࠊ༑ศ࡞
ᨵゞࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋࡉࡽࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡽᖹᡂ
㸦㸧ᖺࡅ࡚ࡶࠊᏳጤဨࡀཎᏊຊタ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊᳨࡛ウࢆ㐍ࡵࡼ࠺ࡋࡓࡀࠊ
ࡑࡢ▮ඛᮏᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆ࡢ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋࡢ᳨ウ⤒⦋ࢆぢࡿࠊᏳጤဨཬࡧಖᏳ㝔ࡢ࠸ࡎ
ࢀࡶࠊఫẸࡢᏳ☜ಖࢆ᭱ඃඛࡍࡿ࠸࠺どⅬࡀḞࡅ࡚࠸ࡓࠋ
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㸱㸧ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ᳨ウ㛵ࡍࡿ⤒⦋
D3$=➼ࡢᑟධࡢ᳨ウࢆጞࡵࡓዎᶵ

㜵⅏ᣦ㔪䛾ぢ┤䛧䛾᳨ウ䛻㛵䛩䜛⤒⦋
䠄ᖹᡂ18䚾2006䚿ᖺ䡚ᖹᡂ19䚾2007䚿ᖺ䠅
᪥ 

Ᏻጤဨ䛸ಖᏳ㝔䛾
䜔䜚ྲྀ䜚

ฟ᮶

3᭶14᪥ • Ᏻጤဨ䛻㜵⅏ᣦ㔪WG䜢タ⨨䠄➨13ᅇᏳጤဨཎᏊຊ
タ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊䠅
3᭶29᪥ • ᖹᡂ18 䠄2006䠅ᖺ➨1ᅇ㜵⅏ᣦ㔪WG
4᭶18᪥ • Ᏻጤဨ䛜ಖᏳ㝔䛻ᑐ䛧䛶IAEA䛾⪃䛘᪉䜢㜵⅏ᣦ㔪䛻ᑟධ
䛩䜛ணᐃ䛷䛒䜛᪨䜢㐃⤡
4᭶24᪥ • ಖᏳ㝔䛜Ᏻጤဨ䛻ᑐ䛧䛶䛂㜵⅏ᣦ㔪䛾᳨ウ䛻㝿䛧䛶䠄ព
ぢ䠅䛃䜢ᥦฟ
4᭶26᪥ • ಖᏳ㝔䛜Ᏻጤဨ䛻ᑐ䛧䛶䛂⏦䛧ධ䜜䠄䝯䝰䠅䛃䜢ᥦฟ䛧䚸㜵⅏
ᣦ㔪ぢ┤䛧᳨ウ⤖䜢⏦䛧ධ䜜
4᭶27᪥ • ᖹᡂ18 䠄2006䠅 ᖺ➨2ᅇ㜵⅏ᣦ㔪WG
• ಖᏳ㝔䛜Ᏻጤဨ䛻ᑐ䛧䛶㟁ヰ䛷㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤䛧᳨ウ⤖
䜢⏦䛧ධ䜜
ᖹᡂ
ᖺ
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5᭶24᪥ • Ᏻጤဨ䛸ಖᏳ㝔䛸䛾㣗䠄ಖᏳ㝔䛜㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤䛧᳨
ウ䜢ៅ㔜䛻⾜䛖䜘䛖⏦䛧ධ䜜䠅
6᭶9᪥

• Ᏻጤဨ䛜ಖᏳ㝔䛻ᑐ䛧䛶㜵⅏ᣦ㔪䛾ᨵゞ䠄➨3ᅇ㜵⅏
ᣦ㔪WGணᐃ㈨ᩱ䠅䜢ᥦ♧䚸ಖᏳ㝔䛿䛂㜵⅏ᣦ㔪䛾᳨ウ䝨䞊
䝟䞊䛻ᑐ䛩䜛ពぢ䛃䜢ᥦฟ䛧䚸ಟṇ䜢せㄳ

6᭶14᪥ • Ᏻጤဨ䛜ಖᏳ㝔䛻ᑐ䛧䛶䛂㜵⅏ᣦ㔪䛾᳨ウ䝨䞊䝟䞊䛻ᑐ
䛩䜛ពぢ䠄ᅇ⟅䠅䛃䜢ᥦฟ䛧䚸ಖᏳ㝔䛾⏦䛧ධ䜜䛿ཷ䛡ධ䜜䜙䜜
䛺䛔䛸ㄽ
6᭶15᪥ • ಖᏳ㝔䛜Ᏻጤဨ䛻ᑐ䛧䛶䛂㜵⅏ᣦ㔪䛾᳨ウ䛻ᑐ䛩䜛ពぢ䛃
䜢ᥦฟ䛧䚸㜵⅏ᣦ㔪ᨵゞぢ┤䛧䜢ᨵ䜑䛶⏦䛧ධ䜜
6᭶19᪥ • Ᏻጤဨ䛜ಖᏳ㝔䛻ᑐ䛧᪂䛯䛺ᨵゞ䜢ᥦ♧䚸ಖᏳ㝔䛿
᳨ウ䜢せㄳ

ᖹᡂ
ᖺ
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7᭶4᪥

• Ᏻጤဨཬ䜃ಖᏳ㝔䛾㛫䛷㜵⅏ᣦ㔪䛾ᨵゞ䛻䛴䛝ྜព

8᭶2᪥

• ᖹᡂ18 䠄2006䠅ᖺ➨3ᅇ㜵⅏ᣦ㔪WG

10᭶5᪥ • ᖹᡂ18 䠄2006䠅ᖺ➨4ᅇ㜵⅏ᣦ㔪WG
11᭶28᪥ • ᖹᡂ18 䠄2006䠅ᖺ➨5ᅇ㜵⅏ᣦ㔪WG䠄㜵⅏ᣦ㔪䛾ᨵゞྲྀ䜚
䜎䛸䜑䠅
12᭶14᪥ • ➨14ᅇ㜵⅏ᑓ㛛㒊
4᭶24᪥ • ➨15ᅇ㜵⅏ᑓ㛛㒊䠄⚟┴⏦䛧ධ䜜䠅
5᭶24᪥ • ➨34ᅇᏳጤဨ⮫㆟䠄㜵⅏ᣦ㔪䛾ᨵゞỴᐃ䠅


ᅗ㸲㸱㸯㸰 㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡢ᳨ウ㛵ࡍࡿ⤒⦋㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㹼ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧




 Ᏻጤဨົᒁࠕᖹᡂᖺࡢ3$=➼㛵ࡍࡿ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋ࠾ࡅࡿཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔ࡽࡢ⏦ࡋධࢀࠊពぢ
➼㛵ࡍࡿ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧KWWSZZZQVFJRMSLQIRKWPO
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ಖᏳ㝔㈨ᩱࢆࡶసᡂࠋ
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ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸦,$($㸧ࡢᏳᇶ‽ጤဨ㸦&66㸧࠾࠸࡚Ᏻ
ᣦ㔪
㸦'6ࠑ⌧ᅾࡢ*6*ࠒ
ࠊ
ࠕ$UUDQJHPHQWIRU3UHSDUDWLRQIRU1XFOHDURU5DGLRORJLFDO
(PHUJHQF\ࠑཎᏊຊཪࡣᨺᑕ⥺⥭ᛴែᑐࡍࡿ‽ഛᩚഛࠒࠖ㸧ࡀᢎㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆዎ
ᶵࠊᏳጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊཎᏊຊタ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊㜵⅏ᣦ㔪᳨
ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࢆ❧ࡕୖࡆࠊ㜵⅏ᣦ㔪'6࡛᥇⏝ࡉࢀࡓᅜ㝿ᇶ‽ࢆᑟධࡍࡿࡇ
ࡢ᳨ウࢆጞࡵࡓࠋ௨ୗࠊ⌧⾜ࡢ㜵⅏ᣦ㔪ࡢၥ㢟ⅬᏳጤဨࡀ᳨ウࢆ㛤ጞࡍࡿ⮳ࡗࡓ⤒
⦋ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ

ࡲࡎࠊ,$($ࡢᏳᣦ㔪࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᅜ㝿ᇶ‽ࡢᴫせࡣ௨ୗࡢᅗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


ᅗ㸲㸱㸯㸱 ,$($ࡢᏳᣦ㔪࡛ᐃࡵࡽࢀࡓᅜ㝿ᇶ‽ࡢᴫせ


⌧⾜ࡢ㜵⅏ᣦ㔪࡛ࡣࠊண㜵ⓗ㜵ㆤᥐ⨨ࢆ‽ഛࡍࡿ༊ᇦ㸦3$=㸧┦ᙜࡍࡿᴫᛕࡣ࡞ࡃࠊ⥭
ᛴ㜵ㆤᥐ⨨ࢆ‽ഛࡍࡿ༊ᇦ㸦83=㸧ࡰྠᵝࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊ⥭ᛴィ⏬༊ᇦ㸦(3=㸸




 ⌧⾜ࡢ㜵⅏ᣦ㔪࡛ࡣࠕ3$=┦ᙜࡍࡿ⠊ᅖࡢタᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧⾜ࡢ㜵⅏ᣦ㔪つᐃࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࠗ㜵⅏ᣦ㔪ࢆ
㔜Ⅼⓗᐇࡍࡁᆅᇦࡢ⠊ᅖ࠘ࡋ࡚ࠊ(3=ࡢ⪃࠼᪉ࡀ᪤ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ㜵⅏ᣦ㔪࡛ゝཬࡋ
࡚࠸ࡿ3$=ࡣࠊ83=ࡢࡇࢆᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ᏻጤဨ㈨ᩱ㸧ࠋ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

(PHUJHQF\3ODQQLQJ=RQH㸧ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㜵⅏ᑐ⟇ࢆ㔜Ⅼⓗᐇࡍࡁᆅᇦࡢ⠊ᅖ
࡛࠶ࡾࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㛵ࡋ࡚ࡣ⣙㹼NPࡀ┠Ᏻ㸧ࠋ
ࡶࡗࡶࠊ᪥ᮏࡢ㜵ㆤᥐ⨨ࡣࠊཎᏊຊタࡢ≧ែᇶ࡙࠸࡚࠶ࡽࡌࡵᐃࡵࡽࢀࡓ㜵ㆤᥐ
⨨ࢆ‽ഛࡋ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ(566ࡸ63((',࠸ࡗࡓ⥭ᛴ࠾ࡅࡿண ࢩࢫࢸ࣒ࢆࡶ
ุ᩿ࡉࢀࡿࡶࡢࡋ࡚‽ഛࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ(566ࡸ63((',ࢆ⏝࠸ࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ
ᨺฟ≧ἣࡢண ኻᩋࡋࡓሙྜࡸࠊࡇࢀࡀ㎿㏿⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊఫẸࡢ㏥㑊ࠊ㑊
㞴ࡀ⾜ࢃࢀࡎࠊఫẸᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃࡀ⏕ࡌࡿࣜࢫࢡࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞(566ࡸ63((',࠸ࡗࡓ⥭ᛴ࠾ࡅࡿண ࢩࢫࢸ࣒㢗ࡗࡓ㜵ㆤᥐ⨨ࡢỴᐃ
᪉ἲࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡈࢁࡽࠊཎᏊຊ㜵⅏ᦠࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛ၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ලయⓗࡣࠊ(566ࡼࡿᨾ㇟ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥゎᯒࡸࡑࡢ(566ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ
63((',ࡢᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண ࡣಙ㢗࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠸࠺ၥࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᖹ
ᡂ㸦㸧ᖺࡢ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋࡢ᳨ウ㐣⛬࡛ࡶࠊ⅔ᚰᦆയ⮬యࡣண ྍ⬟࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ
᱁⣡ᐜჾࡀ◚ᦆࡍࡿࡇ࡞ࡘ࠸࡚ࡢண ࡣ㠀ᖖ㞴ࡋࡃࠊᨾⓎ⏕ᚋࠊ㜵ㆤᥐ⨨ࡢุ᩿
ࡀᚲせ࡞ࡈࡃึᮇࡢẁ㝵࡛ࠊᨺฟ㔞ࡸ⥺㔞ࢆṇ☜ண ࡍࡿࡇࡣࢇྍ⬟࡛࠶ࡿ
࠸ࡗࡓᣦࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊ☜ᐇᛶࢆྵࡴ63((',ࡢィ⟬⤖ᯝ౫ᣐࡋ࡚㑊㞴ᣦ♧
ࢆỴᐃࡍࡿࡇࡀᮏᙜ࡛ࡁࡿࡢ࠸࠺ၥࡣࠊᨾⓎ⏕ࡢ⣙࢝᭶๓㛤ദࡉࢀࡓᏳ
ጤဨࡼࡿ㜵⅏カ⦎ࡢ┬࡛ࡶᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⥭ᛴ࠾ࡅࡿண ࢩࢫࢸ࣒㢗ࡗ࡚㜵ㆤᥐ⨨ࢆỴᐃࡍࡿ᪉ἲࡣࠊᅜ࡛ࡣ
ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊண ⓗᡭἲ㢗ࡽ࡞࠸㜵ㆤᥐ⨨ࢆᑟධࡍࡃࠊᏳጤဨࡣࠊ㜵⅏ᣦ
㔪ぢ┤ࡋࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

EಖᏳ㝔ࡢⓎ
Ᏻጤဨࡀ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࡇᑐࡋࠊಖᏳ㝔ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶ࡽ᭶ࡅ࡚ពぢ᭩ࢆᥦฟࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊᏳጤဨᑐࡋᗄᗘ࡞ࡃ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤
ࡋࡢ᳨ウࡢ⤖ࢆồࡵࡓࠋಖᏳ㝔ࡣࠊつไᙜᒁࡋ࡚ᮏ᮶➨୍⩏ⓗ㏣ồࡍࡁࠊఫẸࡢ
Ᏻࡢ☜ಖ࠸࠺ほⅬࢆ⪃៖ࡏࡎࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋᑐࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ಖᏳ㝔ࡀ᳨ウࡢ⤖ࢆồࡵࡓ࡞⌮⏤ࡣࠊ௨ୗࡢⅬ㞟⣙ࡉࢀࡿࠋձᖹᡂ㸦㸧ᖺ




ᏳጤဨࠕཎᏊຊタ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊㜵⅏ᣦ㔪᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ➨ᅇ㓄ᕸ㈨ᩱࠗ,$($ᩥ᭩࠾࠸࡚♧ࡉ
ࢀࡓ⥭ᛴ㜵ㆤᥐ⨨ィ⏬⠊ᅖ㸦83=㸧ࡘ࠸࡚࠘ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQVFJRMSVHQPRQVKLGDLERXVLQERXVLQVLU\RSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



ࡇ࠺ࡋࡓၥࢆཷࡅࠊ࠼ࡤࠊᖹᡂᖺᗘࡢᅜࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊཎ⅏ἲ᮲㏻ሗࡢẁ㝵ࡽఫẸ㑊㞴➼
ࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿ࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᰿ᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࡣ࠸࠼࡞ࡗࡓࠋ



ᏳጤဨࠕཎᏊຊタ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊㜵⅏ᣦ㔪᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ➨ᅇ㏿グ㘓ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
KWWSZZZQVFJRMSVHQPRQVRNLERXVLQERXVLQBVRKWP㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



 Ᏻጤဨົᒁࠕᖹᡂᖺࡢ3$=➼㛵ࡍࡿ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋ࠾ࡅࡿཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔ࡽࡢ⏦ࡋධࢀࠊពぢ
➼㛵ࡍࡿ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQVFJRMSLQIRKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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᭶ࡲ࡛ཎ⅏ἲࡢ⾜≧ἣࢆ᳨ウࡋ࡚ཎ⅏ἲࡑࡢࡶࡢࡢᨵṇࡣᚲせ࡞࠸ࡢពぢࢆྲྀࡾࡲ
ࡵࡓࡶࢃࡽࡎࠊࡑࡢ┤ᚋࠊ ಖᏳ㝔ࡢㄆ㆑ࡋ࡚ࡣ㸧༑ศ࡞┦ㄯ࡞ࡃᏳጤဨ
ࡀ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋࡢ᳨ウࢆጞࡵࡓࡇᑐࡍࡿ‶ࠊղ3$=ࡣ↓᮲௳༶㑊㞴ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸༊ᇦ࡛࠶ࡿ࠸࠺ㄗゎࢆఫẸ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡞ࠊᚑ᮶ࡢㄝ᫂ࡢኚ᭦క࠺
ఫẸࡢᏳࡢቑࡸΰࢆ㑊ࡅࡿᚲせᛶࠊճࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝᑟධィ⏬࠾ࡅࡿᆅᇦఫẸࡢㄝ
᫂ࡢᙳ㡪ࠊ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊཎᏊຊᏳࡢ☜ಖ࠸࠺ಖᏳ㝔ࡢタ⨨┠ⓗࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊつไᙜᒁࡋ࡚ࡢᮏ᮶ᅾࡿࡁጼࡣ┦࠸ࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡎࠊࡑࡶࡑࡶ⌮⏤ձ࡛ᣲࡆࡿ‶ࡣᚲࡎࡋࡶಖᏳ㝔ࡢ⥲ព࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ㸦㸧
ᖺࠊಖᏳ㝔ෆ㒊࠾࠸࡚ࡶࠊ୍㒊ᑂ㆟ᐁࡽࡣ⌧⾜ࡢ㜵⅏యไࡣᅜ㝿ⓗỈ‽ࡽࡅ㞳ࢀ
࡚࠾ࡾഛࡀ࠶ࡿࡋ࡚ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡁ࠸࠺ពぢࡀฟ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᗈ
℩◊ྜྷಖᏳ㝔㛗㸦ᙜ㸧ࡣࠊཎ⅏ἲᇶ࡙ࡃ㜵⅏యไࡣࠕᑡ࡞ࡃࡶᖺࡃࡽ࠸ࡣ⌧⾜ࡢయ
ไ࡛ືࡍࡁࠖ࠸࠺⪃࠼ࢆ㏙࡚ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࢆぢ┤ࡍᚲせࡣ࡞࠸ࡢ⤖ㄽࢆୗࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊಖᏳ㝔ཎᏊຊ㜵⅏ㄢࡶࠕ(566ࡣ㛫ⓗవ⿱ࡀ࡞࠸ࡁࡣࠊ⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡾ
ᚓࡿࠖ࠸࠺ㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊཎ⅏ἲࡢᨵṇࡣᚲせ࡞࠸࠸࠺ุ᩿ࡢᙳ㡪ࢆ⪃࠼ࠊ
㝔㛗ࡢጼໃྠㄪࡋࡓࠋ
ḟࠊಖᏳ㝔ࡣࠊ⌮⏤ղࡋ࡚ࠊఫẸࡢᏳࡢቑࡸΰࢆᣍࡃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ3$=➼ࡢ
ᑟධࡀࠊఫẸࡢᏳࢆቑࡋࡓࡾࠊΰࢆᣍ࠸ࡓࡾࡍࡿࡶࡢ࠺ࡘ࠸࡚ලయⓗ᳨ウ
ࡋࡓᙧ㊧ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽࠊ⌮⏤ճࡢࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝᑟධィ⏬ࡢゝཬࡣࠊᮏ᮶ࠊಖᏳ㝔ࡣཎᏊຊ᥎㐍ࡽ⊂❧
ࡋࡓ❧ሙ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊཎᏊຊ᥎㐍ࡢ❧ሙ㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢಖᏳ㝔ࡢ⪃࠼ࡢ᰿ᗏࡣࠊཎᏊຊ㜵⅏࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿㜵ㆤᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡿᨾࡣᐃࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⌮⏤ࡣࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣࠊᏳᑂᰝཬࡧ㐠㌿⟶⌮➼ࡢཎᏊຊᏳつไࡣཝ᱁⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊタࡢ❧ᆅチྍࡣࠊタࡢᇶᮏタィᑐࡋ
࡚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡼࡗ࡚ཎᏊຊ㜵⅏యไࡢᩚഛࢆྵࡵࡓᏳᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋつไᙜᒁࡣࠊᅜࡀ࡚ࡢᏳᛶࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢆ⮬ぬࡋࠊఫẸ
㜵ㆤࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊᙜࡢࡸࡾࡾࡽࡣࠊࡑࡢጼໃࡣࡃㄆࡵࡽ




 ᩥ⛉┬࣭ཎᏊຊᏳつไ➼᠓ぶ࣭ཎᏊຊ㜵⅏᳨ウࠕཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲࡢ⾜≧ἣࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶㸧
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKRXVDJLM\XWXVKLU\RBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BHSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



 ಖᏳ㝔ࠕ㜵⅏ᣦ㔪ࡢ᳨ウᑐࡍࡿពぢࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQVFJRMSLQIRVLU\RSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



ಖᏳ㝔㈨ᩱ



ಖᏳ㝔㈨ᩱ



 ಖᏳ㝔㈨ᩱ
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ࢀ࡞࠸ࠋ

FᏳጤဨࡼࡿ3$=➼ࡢᑟධࡢᐇ㉁ⓗ࡞ぢ㏦ࡾ
Ᏻጤဨࡣࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢᨵゞࡋ࡚ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ⅏ᐖᑐࡋ࡚ࡣࠊ≉☜
ᐃⓗᙳ㡪ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊタࡢ≧ែᇶ࡙࠸࡚ࠊᨺฟ๓ཪࡣ┤ᚋ⥭ᛴ㜵ㆤᑐ⟇ࢆᐇ
ࡍࡿࡇࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ᩥࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊಖᏳ㝔ࡢⓎࢆཷࡅ࡚ࠊࠕᨺ
ᑕᛶ≀㉁➼ࡢᨺฟ๓ཪࡣᨺฟᚋ┤ࡕࠊᆅᇦࡢᐇࡸែࡢᚋࡢぢ㏻ࡋ➼ࢆ຺ࡋࠊண㜵
ⓗᒇෆ㏥㑊࠶ࡿ࠸ࡣ㑊㞴➼ࡢᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࡀ᭷ຠ࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࠖ࠸࠺ෆᐜኚ
᭦ࡋࡓࠋࡇࡢᩥࡣࠊᆅᇦࡢಶูᇶ࡙ࡁண㜵ⓗ࡞㜵ㆤᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡇࡀ᭷ຠ࡞ሙྜࡶ
࠶ࡿࡇࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊಶูࡢุ᩿ࢆ๓ᥦࡋࡓಶูࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆពࡍࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ᨵゞࡢෆᐜࡣࠊ୍ᐃࡢ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ࠶ࡽࡌࡵᐃࡵࡽ
ࢀࡓ㜵ㆤᥐ⨨ࢆࡿ࠸࠺3$=ࡢ⪃࠼᪉ࢆ༑ศᫎࡉࡏࡓࡶࡢࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ࡇࢀࡽࡢಟṇࡢ㐣⛬࡛ࠊᏳጤဨࡀಖᏳ㝔ᑐࡋࠊఫẸࡢ㜵ㆤࡢࡓࡵ3$=➼ࡢᅜ㝿ᇶ‽
ࡢᑟධࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ほⅬࡽㄝᚓࡋࡓᙧ㊧ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
᭱⤊ⓗࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᨵゞࡉࢀࡓ㜵⅏ᣦ㔪࡛ࡣࠊࠕᨺᑕᛶ≀㉁➼ࡢᨺฟ๓ཪ
ࡣᨺฟ㛤ጞᚋ┤ࡕࠊᆅᇦࡢᐇࡸែࡢᚋࡢぢ㏻ࡋ➼ࡼࡗ࡚ࡣࠊண㜵ⓗᒇෆ㏥㑊࠶
ࡿ࠸ࡣ㑊㞴➼ࡢᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠖᐃࡵࡽࢀࠊ3$=➼ࡢᅜ㝿ᇶ‽ࡢᑟධࡣ
ᐇ㉁ⓗぢ㏦ࡽࢀࡓࠋ
࡞࠾ࠊ3$=ࡸ83=ࡣࠊ୍ᐃࡢ⥭ᛴែࢆዎᶵࡋ࡚⮬ືⓗ㜵ㆤᥐ⨨ࢆⓎືࡉࡏࡿ༊ᇦ࡛࠶
ࡿࡽࠊⓎືせ௳࡞ࡿ⥭ᛴែ༊ศࡑࡢᇶ‽㸦($/ࡸ2,/㸧ࡀලయⓗᐃࡲࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀ
ࡤᶵ⬟ࡋ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᏳጤဨࡣ3$=ࡢᑟධࢆ᳨ウࡍࡿᙜࡓࡾࠊ($/ࡸ2,/ࢆ༑ศ᳨
ウࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚❧ᆅ⮬యࡽᢈุࢆཷࡅࡓࠋ




 ࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ,$($ࡢᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤࡢ᰾࡞ࡿ๓ẁྰᐃࡢㄽ⌮㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸴㸯㸰ࠚཧ↷㸧ἢࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ



 Ᏻጤဨ㈨ᩱ



 Ᏻጤဨ㈨ᩱ



 ᮏᩥ࡛ᣲࡆࡓࡶࠊᏳጤဨࡼࡿ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋࡢ᳨ウࡣ༑ศ࡞Ⅼࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
࠼ࡤ㜵⅏ᣦ㔪᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࠾࠸࡚ࠊཎᏊ⅔タࡽࡢᨺᑕᛶ≀㉁ཪࡣᨺᑕ⥺ࡢᨺฟࡢᙧែࡋ࡚ࠊ
ᕼ࢞ࢫཬࡧࣚ࢘⣲ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢭࢩ࣒࢘➼ࡀᨺฟࡉࢀࡿᨾࢆᐃࡍࡁࡢពぢࡀฟࡓࡶࡢࡢࠊලయⓗ࡞᳨ウ
ࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ㜵⅏ᣦ㔪ᨵゞᑐࡍࡿពぢࡢ୰࡛ࠊᆅ㟈⅏ᐖ㉳ᅉࡍࡿཎᏊຊ⅏ᐖ
ࡃゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇᑐࡍࡿᢈุࡀከࡃᐤࡏࡽࢀࡓࡀࠊࡑࡢᢈุࢆཷࡅࡓぢ┤ࡋࢆࡍࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋ

ࡲࡓࠊᏳጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ᨵゞࡋࡓ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪࠾࠸࡚ࠊࠕṧవࡢࣜࢫࢡࠖ㸦ᐃ
ࡉࢀࡓᆅ㟈ືࢆୖᅇࡿᆅ㟈ືࡢᙳ㡪ࡀタཬࡪࡇࡼࡾࠊタࡀࡁࡃᦆയࡋࠊタࡽ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ
ᨺᩓࡉࢀࡿࣜࢫࢡ㸧ࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡓࡀࠊ㜵⅏ᣦ㔪࠾࠸࡚ࡣࠕṧవࡢࣜࢫࢡࠖࢆព㆑ࡋ࡚ᆅ㟈⅏ᐖࢆ⪃៖ࡋࡓ㜵ㆤ
ᑐ⟇ࡀྲྀࡽࢀࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋ
ᏳጤဨࠕཎᏊຊタ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊➨ᅇ㏿グ㘓ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQVFJRMSVHQPRQVRNLVLVHWXERVLVHWXERBVRSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



 ᏳጤဨࠕཎᏊຊタ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊➨ᅇ㓄ᕸ㈨ᩱࠗཎᏊຊタ➼ࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࡘ࠸࡚㸦㜵⅏ᣦ㔪㸧ᨵゞ
ᑐࡍࡿពぢࡘ࠸࡚㸦⚟┴㸧࠘ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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㸲㸧ᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆ࡢ᳨ウ㛵ࡍࡿ⤒⦋

Dᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆ࡢ3$=➼ࡢᑟධࡢ᳨ウ≧ἣ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ㜵⅏ᣦ㔪ᨵゞᚋࠊᏳጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘ⊂❧⾜ᨻἲே
᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸦-$($㸧ᑐࡋ࡚3$=ࡢㄪᰝࢆጤクࡍࡿࡶࠊྠᖺࡽࠊಖᏳ
㝔ࡢᥦࢆཷࡅ࡚ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓ㸦-1(6㸧ࠊ-$($ࠊಖᏳ㝔ࠊᩥ⛉┬ཎᏊ
ຊᏳㄢ㜵⅏⎔ቃᑐ⟇ᐊ⥅⥆ⓗ3$=➼㛵ࡍࡿຮᙉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᙜࡣࠊಖᏳ㝔ࡶ
ᖿ㒊ࡢ௦ࡀ࠶ࡗࡓ࡞ࡢࡽࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡈࢁࡣ␗࡞ࡾࠊ3$=➼ࡢᑟධᑐ
ࡋᑐࡍࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊຮᙉཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ
୍᪉ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ,$($࠾࠸࡚⥭ᛴάືࣞ࣋ࣝ㸦($/㸧➼㛵ࡍࡿᏳᣦ㔪㸦'6
ࠑ⌧ᅾࡢ*6*ࠒࠊࠕ&ULWHULDIRU8VHLQ3UHSDUHGQHVVDQG5HVSRQVHIRU1XFOHDURU
5DGLRORJLFDO(PHUJHQF\ࠑཎᏊຊཪࡣᨺᑕ⥺⥭ᛴែࡢィ⏬ᑐᛂ⏝࠸ࡿᇶ‽ࠒࠖ ࡀᢎ
ㄆࡉࢀࡓࠋ
Ᏻጤဨࡣࡇ࠺ࡋࡓᅜ㝿ⓗ࡞ືྥࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡲࡓࠊཎᏊຊ㜵⅏ᦠࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡢ⌮ゎࡀ
ᚓࡽࢀࡓࡇࡽࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡢ᳨ウࢆጞࡵࡿࡇࢆ
Ỵᐃࡋࡓࠋࡋࡋࠊᮏᨾ๓ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢᨵゞࡣࡋ࡞ࡗࡓࠋ






KWWSZZZQVFJRMSVHQPRQVKLGDLVLVHWXERVLVHWXERVLU\RSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


 -$($ࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タࡢ⅏ᐖ࠾ࡅࡿண㜵ⓗᥐ⨨⠊ᅖ㸦3$=㸧ࡢㄪᰝࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧
KWWSZZZQVFJRMSVHQPRQVKLGDLERXVLQERXVLQBVVLU\RSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧




 ᏳጤဨỴᐃࠕཎᏊຊᏳጤဨࡢᙜ㠃ࡢ⟇ࡢᇶᮏ᪉㔪ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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E㆟ㄽࡢᣋ㏿ࡉࡑࡢ⫼ᬒ࠶ࡿᨾᐃࡢ⏑ࡉ

㜵⅏ᣦ㔪䛾ぢ┤䛧䛾᳨ウ䛻㛵䛩䜛⤒⦋
䠄ᖹᡂ22䚾2010䚿ᖺ䡚ᖹᡂ23䚾2011䚿ᖺ䠅
᪥ 

Ᏻጤဨ䛸㟁㐃䛾
䜔䜚ྲྀ䜚

ฟ᮶

ᖹᡂ

10᭶12᪥ • Ᏻጤဨ䛜㟁㐃➼䛻䝕䞊䝍䛾ᥦ౪䜢౫㢗
• ➨74ᅇᏳጤဨ⮫䠄䛂ཎᏊຊᏳጤဨ䛾ᙜ㠃⟇䛾ᇶ
ᮏ᪉㔪䛻䛴䛔䛶䛃䜢ᨵゞ䛧䚸㜵⅏ᣦ㔪䜈䛾ᅜ㝿ᇶ‽䛾ྲྀ䜚ධ䜜䛾
᳨ウ䜢⾜䛖䛣䛸䜢Ỵᐃ䠅

12᭶3᪥

• 㟁㐃䛜Ᏻጤဨ䛻ᑐ䛧≧ἣሗ࿌

ᖺ

12᭶2᪥

22

12᭶22᪥ • Ᏻጤဨ䛸㟁㐃䛸䛾ᡴ䛱ྜ䜟䛫
1᭶13᪥

• 㟁㐃䛜Ᏻጤဨ䛻ᑐ䛧⮬య䜈䛾ᙳ㡪䜢ሗ࿌

ᖹᡂ

2᭶3᪥

• 㟁㐃䛜Ᏻጤဨ䛻ᑐ䛧⮬య䜈䛾ᙳ㡪䜢㏣ຍሗ࿌

ᖺ

2᭶25᪥

• Ᏻጤဨ䛜㟁㐃➼䛻ᑐ䛧ᅜ㝿ⓗ䛺ືྥ➼䜢㋃䜎䛘㜵⅏ᣦ
㔪䛾ᨵゞ䜢⾜䛖䛯䜑䛾ᑂ㆟䜢㛤ጞ䛩䜛䛣䛸䜢ㄝ᫂

3᭶9᪥

• Ᏻጤဨ䛜㟁㐃䛻ᑐ䛧Ẽ㇟䝕䞊䝍䛾ᥦ౪䜢ᨵ䜑䛶౫㢗

23




ᅗ㸲㸱㸯㸲 㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡢ᳨ウ㛵ࡍࡿ⤒⦋㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㹼ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧 


Ᏻጤဨࡣ❧ᆅ⮬యࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡲ࡛ಖᏳ㝔௵ࡏ࡚࠸ࡓ❧ᆅ⮬య
ࡢㄝ᫂ཧຍࡍࡿ࡞ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢᨵゞྥࡅ࡚✚ᴟⓗάືࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊᖹᡂ㸦 ᖺࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺᙜ࠾ࡅࡿᏳጤဨࡢ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ
┤ࡋసᴗࡣࠊᣋ㏿࡞㠃ࡶ࠶ࡗࡓࠋᏳጤဨࡣࠊᅜ㝿ᇶ‽ࢆᑟධࡍࡿゝ࠸࡞ࡀࡽࠊ᪉
࡛ࠊ᪤Ꮡࡢ㜵⅏ᣦ㔪ࡢᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ(3=ࢆ⥔ᣢࡋࠊࡘࠊࡑࡢ⠊ᅖࢆNPࡍࡿ᪉㔪ࢆ᥇ࡿ
ࡇࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᏳጤဨࡣࠊ㟁㐃ᑐࡋ࡚ࠊྛཎᏊຊタ࠾ࡅ
ࡿ㢼ྥ➼ࡢࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࢆ౫㢗ࡍࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ(3=ࡢ┠Ᏻࡀ㹼NPࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢጇᙜ
ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ⌧≧ࡢᯟ⤌ࡳࡢኚ᭦ࡣせ࡛࠶ࡿࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࡓ




 Ᏻጤဨົᒁࠕᖹᡂᖺࡽᖺࡅ࡚3$=➼㛵ࡍࡿ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋྥࡅࡓ᳨ウ࠾ࡅࡿ㟁Ẽᴗ㐃ྜ
ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪౫㢗㛵ࡍࡿ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㏣⿵㸧
KWWSZZZQVFJRMSLQIRKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧㟁㐃㈨ᩱࢆࡶసᡂࠋ



 Ᏻጤဨົᒁࠕᡴྜࡏ࣓ࣔࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQVFJRMSLQIRVLU\RSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



 Ᏻጤဨົᒁࠕᖹᡂᖺࡽᖺࡅ࡚3$=➼㛵ࡍࡿ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋྥࡅࡓ᳨ウ࠾ࡅࡿ㟁Ẽᴗ㐃ྜ
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ࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᏳጤဨࡣࠊ3$=ࡸ($/ࡢᑟධࡣ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ83=ࡸ2,/ࡢ᳨ウࡣᾘᴟⓗ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ᏻጤဨࡢጼໃࡘ࠸࡚ࠊ-1(6ࠊ-$($ࠊಖᏳ㝔ࠊᩥ⛉┬ࠊᏳጤဨࡢ⪅
࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓຮᙉࡢཧຍ⪅ࡢ୰ࡣࠊၥࢆᢪࡃ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ
Ᏻጤဨࡀᅜ㝿ᇶ‽ࡢᑟධࢆ㐍ࡵࡿࡋࡘࡘࡶᚑ᮶ࡢᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ(3=ࢆ᥇⏝ࡋࠊࡲࡓࠊ
ࡑࡢ⠊ᅖࡣNP࡛༑ศ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓ⌮⏤ࡋ࡚ࠊᏳጤဨࡣᙜࠊ᱁⣡ᐜჾࡀ◚ᦆ
ࡍࡿ㐣㓞ᨾࡸ㛗ᮇ㟁※႙ኻࡀ⏕ࡎࡿᨾࡀⓎ⏕ࡍࡿࡣᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᙜ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋⓎࡋ࡚࠸ࡓಖᏳ㝔ࡢᛮ
⪃ඹ㏻ࡍࡿ༑ศ࡞ᨾᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ୖグࡢ࠾ࡾࠊᏳጤဨࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿ᇶ‽ࢆᑟධࡍࡁሙ㠃࠾࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡢཎᏊຊ
Ᏻつไࡢ๓ᥦࡇࡔࢃࡾࠊࡇࢀࢆᢤᮏⓗぢ┤ࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ㛵ಀᶵ㛵ࡀࠊఫẸ
ࡢᏳࢆ➨୍⪃࠼࡚┿ᦸ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ

F㟁㐃ࡢാࡁࡅࡳࡽࢀࡿ㟁Ẽᴗ⪅ࡢ㜵⅏ព㆑ࡢⷧࡉ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺࡅ࡚ࠊ㟁㐃ࡣࠊᏳጤဨᑐࡋࠊ㜵⅏ᣦ
㔪ࡢぢ┤ࡋ㛵ࡋ࡚ࠕッゴ➼࡛ࣥࣃࢡࢺࡀࡁ࠸ࠖࠕ㜵⅏ᴗົィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ⠊ᅖࡀᗈࡀ
ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ᣠࡀࡘ࡞ࡃ࡞ࡿࠖࠕ᪂ࡓ࡞⮬యࡢᑐᛂࡀቑ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠖ࡞ࡢᠱᛕࢆ⾲
᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ(3=ࡢ┠Ᏻࡢぢ┤ࡋࡣ⮬యࡢ㔠ࡀ⤡ࡴࡇࠊ3$=➼ࡢᑟධࡣ⮬
యࡼࡿ㐨㊰ᩚഛࡸ㔠ࡢせồࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡡ࡞࠸ࡇࠊᆅᇦ⤒῭ᙳ㡪ࡀ⏕ࡌᚓࡿ
ࡇཬࡧఫẸࡀᅜࡢ㜵⅏ᑐ⟇ಙឤࢆぬ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡞ࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋࡇࡢ㟁
㐃ࡢゝືࡽࡣࠊᴗ⪅ࡋ࡚యⓗ㜵⅏యไᦠࢃࢁ࠺࠸࠺ព㆑ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
㟁㐃ࡣࠊᏳጤဨࡀࠊ㜵⅏ᣦ㔪㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ༑ศ⾜ࢃࡎ⤖ㄽࢆฟࡍࡇࢆᠱᛕ
ࡍࡿࡶࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢᨵゞࡀ㟁Ẽᴗ⪅ᙳ㡪ࡢᑡ࡞࠸⠊ᅖࡲࡿࡼ࠺ാࡁࡅࡿ
ពᅗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㟁㐃ࡢෆ㒊࠾࠸࡚ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡘ


ࡢࢹ࣮ࢱᥦ౪౫㢗㛵ࡍࡿ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㏣⿵㸧
KWWSZZZQVFJRMSLQIRKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


㟁㐃㈨ᩱ



୍ࡋ࡚ࠊ83=ࡣࠊᒁᡤⓗࢭࢩ࣒࢘➼ࡼࡿ㧗⃰ᗘởᰁ༊ᇦࡀ⏕ࡌࡿࡇࢆ⪃៖ࡋ࡚⠊ᅖࢆỴࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡀࠊ㜵⅏ᣦ㔪࠾ࡅࡿ(3=ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⪃៖ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ(3=83=ࡣ␗࡞ࡿࡢ㊃᪨ࡢᣦࢆཷࡅࡓࡢ
ᑐࡋࠊᏳጤဨࡢཧࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ㞵࡛ⴠࡕ࡚㧗⃰ᗘởᰁ༊ᇦࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣ࠶ࡾᚓࡎࠊ83=࠸
࠺ᴫᛕࢆᣢࡕฟࡍᚲせࡣ࡞࠸㏙࡚࠸ࡓ㸦Ᏻጤဨ㈨ᩱࠊ㟁㐃㈨ᩱ㸧ࠋ



㟁㐃㈨ᩱ



㟁㐃ࠕ㜵⅏ᣦ㔪ࡢᨵゞෆᐜ㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢඹ᭷ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQVFJRMSLQIRVLU\RSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
㟁㐃ࠕ㸦᭶᪥㈨ᩱࡢ㏣⿵㸧ᅜ㝿ᇶ‽㸦3$=83=($/2,/㸧ᑟධక࠺⮬యᙳ㡪ࡢ᥎ᐃࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQVFJRMSLQIRVLU\RSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

࠸࡚ࠊࠕ㛵ಀ⪅㛫ࡢពぢࡢࡍࡾྜࢃࡏࡣ༑ศࡣ࠸࠼ࡎࠊࡇࡢࡲࡲබ㛤ࡢሙ࡛㆟ㄽࡀ㛤ጞࡉ
ࢀࡿ≧ἣࡣᮃࡲࡋ࠸ጼ࡛࡞࠸ࠖࠕᏳጤဨົᒁᑐࡋࠊᴗ⪅ࢆྵࡵࡓ㛵ಀ⪅㛫ࡢ๓
ᡴࡕྜࢃࡏࡢᐇࡘ࠸࡚⥅⥆ⓗせㄳࡋ࡚࠸ࡃࠖ࡞ࡢ᪉㔪ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡶ
⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸳㸧ᮏᨾࡢᙳ㡪
ᮏᨾ࡛ࡣࠊྠᚰ≧ࡢ༊ᇦ㑊㞴ᣦ♧ࡀⓎฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ≧ἣ
ࡀศࡽ࡞࠸୰࡛⾜ࢃࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࡀࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡢ㆟ㄽฟ࡚ࡃࡿ3$=ࡢ⪃࠼᪉
㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᨾࡢᙜࠊᐁ㑰㝵ཧ㞟ࡋࡓཎᏊຊᑓ㛛ᐙࡢ୰ࡣࠊᏳጤဨ࡛ࠊ㜵
⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡢ㆟ㄽࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶ」ᩘ࠾ࡾࠊᐁ㑰㝵ࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢ
Ỵᐃࡢ㐣⛬࡛ࡶࠊ⌜┠ጤဨ㛗ࡀࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇゝཬࡋ࡚࠸ࡓࠋ
᪉࡛ࠊᮏᨾ௨๓ࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿண ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ(566ࡸ63((',ࢆ⏝࠸ࡓ㑊㞴カ⦎
ཧຍࡋ࡚࠸ࡓఫẸᑐࡋࠊᴗ⪅ࢆྵࡵࡓཎᏊຊ㜵⅏㛵ಀ⪅ࡽࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋࡢ᪉ྥᛶ
ࡀఏ㐩ࡉࢀࡓࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋఫẸࡀࠊ3$=➼ࡢ⪃࠼᪉ࢆྵࡴ㜵⅏ᣦ㔪ぢ┤ࡋࡢሗࢆ▱ࡗ࡚
࠸ࢀࡤࠊᨾᙜ᪥ࠊఫẸࡀࠊ㑊㞴カ⦎ࡣ␗࡞ࡿ㑊㞴ᣦ♧࡛࠶ࡗ࡚ࡶΰࡍࡿࡇ࡞ࡃ㑊㞴ࢆ
⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ










㟁㐃㈨ᩱ
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㸲㸱㸰 」ྜ⅏ᐖഛ࠼ࡓ㜵⅏యไࡢഛ
ᮏᨾࡢ⿕ᐖࡀᣑࡋࡓ୍ᅉࡋ࡚ࠊᨻᗓࡶ⮬యࡶࠊᆅ㟈࣭ὠἼཎᏊຊ⅏ᐖࡢྠ
Ⓨ⏕࠸࠺」ྜ⅏ᐖഛ࠼ࡓ㜵⅏యไࡀ࡞ࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿ࠊ᯽ᓮส⩚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾࠸
࡚ኚᅽჾⅆ⅏ࡸᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵࡴỈ₃ࢀ➼ࡢࢺࣛࣈࣝࡸලྜࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇࢆཷࡅ࡚ࠊ」ྜ
⅏ᐖࢆᐃࡋࡓཎᏊຊ㜵⅏యไࡢᚲせᛶࡀᣦࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊᅜ⮬యࡀ୍య࡞ࡗ࡚」
ྜ⅏ᐖഛ࠼ࡓ㜵⅏యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ࡞࠸ࡲࡲࠊᮏᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊᮏ⠇࡛ࡣࠊࠕ」ྜ⅏ᐖࠖࡣࠊᆅ㟈➼ࡢつᶍ⮬↛⅏ᐖྠཪࡣ┦๓ᚋࡋ࡚ࠊཎᏊ
ຊ⅏ᐖࡀ⏕ࡌࡿ㇟࠸࠺ព࡛⏝࠸ࡿ㸦௨ୗࠊูࡢព࡛⏝࠸ࡿࡇࢆ᫂グࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
ࡣࠊୖグࡢᐃ⩏࡛⏝࠸ࡿ㸧ࠋ

㸯㸧ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࠾ࡅࡿ㜵⅏యไぢ┤ࡋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

Dᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢᙺ
ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧᕷ⏫ᮧࡀཎᏊຊ⅏ᐖᑐᛂ࠾࠸࡚ྲྀࡿࡁᇶᮏⓗ࡞ᑐᛂࢆ
ᐃࡵࡓィ⏬࡛࠶ࡿࠋෆ㛶ᗓᡤ⟶ࡢ୰ኸ㜵⅏㆟ࡀసᡂࡍࡿ㜵⅏ᇶᮏィ⏬ᩚྜࡍࡿࡓࡕ࡛ࠊ
ྛ⮬యࡀసᡂࡍࡿࠋ
ಖᏳ㝔ࡣࠊ」ྜ⅏ᐖഛ࠼ࡿࡓࡵ❧ᆅ⮬యࡀᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࢆぢ┤ࡍ㝿ࡢ⪃࠼᪉ࢆ᳨ウ
ࡋࡼ࠺ࡋࡓࡀࠊࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᅜࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸཎᏊຊタࡢ୍㒊❧ᆅ⮬యࡽࡢⓎ
ࡶ࠶ࡾࠊᨾ⮳ࡿࡲ࡛ᡴ㛤⟇ࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞ࡗࡓࠋ

E」ྜ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡢ↛ᛶࡣప࠸࠸࠺⪃࠼ᇶ࡙࠸ࡓ᳨ウ
᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࠊ᪂₲┴ࢆ୰ᚰࡋࡓཎᏊຊタࡢ❧ᆅ⮬యࡽࠊಖᏳ㝔ࡑࡢ
ࡢᅜࡢ㛵ಀᶵ㛵ᑐࡋ࡚ࠊ」ྜ⅏ᐖ㸦ࡇࡇ࡛ࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀつᶍ⮬↛⅏ᐖࡼࡗ࡚
⿕⅏ࡋࠊⱝࡋࡃࡣ⿕⅏ࡍࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿሙྜࢆྵࡴ㸧ᑐࡍࡿ㜵⅏ᑐ⟇㛵ࡍࡿせᮃࡀ
ฟࡉࢀࡓࠋ
᪂₲┴࡛ࡣࠊᆅ㟈⅏ᐖཎᏊຊ⅏ᐖࡀ୪⾜ࡋ࡚㉳ࡇࡗࡓሙྜࠊᅜࡸ㟁Ẽᴗ⪅ࡽࠊ⮬
యࡸఫẸሗࢆఏ࠼ࡿ⤌ࡳࡀ࡞࠸ࡇࡀၥ㢟どࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ᪂₲┴ࡽࡣࠊᆅ㟈
ࡼࡗ࡚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊఫẸࡢ㑊㞴ᣦ♧ࢆ㎿㏿ฟࡏࡿ⤌ࡳࡸࠊᆅ
㟈Ⓨ⏕ᚋࡢཎᏊ⅔ࡢ≧ែࢆබ⾲ࡍࡿ⤌ࡳࡢᵓ⠏ࡀせᮃࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ಖᏳ㝔࡛ࡣࠊ」ྜ⅏ᐖ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆẸ㛫ጤクࡋࠊ」ྜ⅏ᐖ࠾࠸࡚ࡶ




ᮏ⠇ࡣࠊబ⸨㞝ᖹ⚟ᓥ┴▱➨ᅇጤဨࠊ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧ㈨ᩱ㸦ಖᏳ㝔ࠊ⚟ᓥ┴ࠊ᪂₲┴㸧ᇶ࡙࠸࡚
࠸ࡿࠋ



᪂₲┴㜵⅏ᒁ㈨ᩱ



᪂₲┴㜵⅏ᒁ㈨ᩱ



ᮾிᾏୖ᪥ືࣜࢫࢡࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᰴᘧ♫ࠕᖹᡂᖺᗘ ཎᏊຊタ㛵ࡍࡿ⮬↛⅏ᐖ➼ࡢྠᮇⓎ⏕ࡢᑐ
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ά⏝ྍ⬟࡞ཎᏊຊ㜵⅏࣐ࢽࣗࣝࡢసᡂࢆ┠ᣦࡋࡓࠋࡇࡢጤクㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊಖᏳ㝔
ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠕཎᏊຊ⅏ᐖ➼ྠᮇཪࡣ┦๓ᚋࡋ࡚ࠊつᶍ⮬↛⅏ᐖ
ࡀⓎ⏕ࡍࡿែᑐᛂࡋࡓཎᏊຊ㜵⅏࣐ࢽࣗࣝ➼ࡢసᡂୖࡢ␃ព㡯㸦⣲㸧ࠖ
㸦௨ୗࠕ⣲
ࠖ࠸࠺㸧ࢆసᡂࡋࠊ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㒊ཎᏊຊ㜵⅏ᑠጤဨ
ᥦฟࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢ⣲ࡣࠊጤクㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡢᣦ㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡳࡘࡘࡶࠊࠕ」ྜ⅏ᐖࡣ↛
ᛶࡢᴟࡵ࡚ప࠸㇟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ」ྜ⅏ᐖࡢᑐᛂࡣࠊ⌧ᅾࡢཎᏊຊࡢ㜵⅏యไࢆᇶᮏࠊ
ຠᯝⓗࡘຠ⋡ⓗ࡞ᑐᛂࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࠖ㏙ࠊ᪤Ꮡࡢ㜵⅏యไࡽࡢ
ࡁ࡞ኚ᭦ࡣᾘᴟⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊ⣲࡛ࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡣཎᏊຊ⅏ᐖྜྠᑐ⟇༠
㆟ࡼࡗ࡚༠㆟ࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠾ࡾ㎿㏿ᛶࡀ㧗࠸ࡣゝ࠸㞴ࡃࠊࡲࡓࠊሗබ⾲ࡣ࢜ࣇ
ࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢࣉࣞࢫⓎ⾲ጤࡡࡽࢀࠊ≉ẁࡢ⤌ࡳࡀసࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࡞ࠊ᪂₲┴ࡢ
せᮃࡣཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞ࡗࡓࠋ
⣲ࡢᶆ㢟ࠕཎᏊຊ⅏ᐖ➼ྠᮇཪࡣ┦๓ᚋࡋ࡚ࠊつᶍ⮬↛⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿែࠖ
ࡽࡶศࡿࡼ࠺ࠊಖᏳ㝔ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶつᶍ⮬↛⅏ᐖ㉳ᅉࡋࡓ㸦ᅉᯝ㛵ಀࡢ࠶ࡿ㸧ཎ
Ꮚຊ⅏ᐖ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡀࠊࡓࡲࡓࡲࠊつᶍ⮬↛⅏ᐖྠⓎ⏕ࡍࡿែࡋ
ᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊಖᏳ㝔ࡀࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡣᴟࡵ࡚ཝ᱁࡞Ᏻᑂᰝᇶ࡙࠸࡚
タィࡉࢀ࡚࠸ࡿ❧ᆅ⮬యㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡋ࡚ࠊつᶍ⮬↛⅏ᐖࡼࡗ࡚ཎᏊ
ຊ⅏ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇࡀ࠶ࡿ࠸࠺๓ᥦࢆ⨨ࡃࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࡇࡀ⫼ᬒ
࠶ࡗࡓࠋ

Fᅜࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸ୍㒊ࡢ❧ᆅ⮬యࡽࡢⓎ
ಖᏳ㝔ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺࡅ࡚ࠊ⣲ࡘ࠸࡚ࠊᅜࡢ㛵ಀᶵ
㛵ཬࡧཎᏊຊタࡢ❧ᆅ⮬యពぢ↷ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀᑐࡋࠊᅜࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸ୍㒊ࡢ
❧ᆅ⮬యࡽࡣࠊⓎ㏆࠸ពぢࡀᐤࡏࡽࢀࠊ」ྜ⅏ᐖࡢᑐ⟇ࡣ㐍ࡲ࡞ࡗࡓࠋ
⣲ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖ⮬↛⅏ᐖࡀྠⓎ⏕ࡍࡿሙྜࢆཎᏊຊ⅏ᐖࡢ㜵⅏ィ⏬ࡸ㜵⅏యไ
ࡢ๓ᥦ᮲௳ྲྀࡾ㎸ࡴෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀᑐࡋࠊពぢ↷ඛࡽࡣࠊᙜヱ๓ᥦ᮲௳ࡢኚ᭦
⮬యࡀࡶࡓࡽࡍᖜ࡞ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢኚ᭦క࠺㈇ᢸࡸࠊᙜヱ๓ᥦ᮲௳ࡢኚ᭦ࡀ୍᪉ⓗ࡛࠶
ࡿࡇࢆၥ㢟どࡍࡿពぢ➼ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ」ྜ⅏ᐖࡘ࠸࡚ࠊ⿕ᐖࡢᐃࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࡲ࡛ཎᏊຊ㜵⅏యไࡢᐇࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡢศࡽ࡞࠸ᡞᝨ࠺ពぢ


ᛂ㛵ࡍࡿㄪᰝᴗሗ࿌᭩ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZPHWLJRMSPHWLBOLEUHSRUWI\(SGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


ࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ,$($ࡢᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤࡢ᰾࡞ࡿ๓ẁྰᐃࡢㄽ⌮㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸴㸯㸰ࠚཧ↷㸧ἢࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ



ಖᏳ㝔㈨ᩱ



ಖᏳ㝔ࠕࠗཎᏊຊ⅏ᐖ➼ྠᮇཪࡣ┦๓ᚋࡋ࡚ࠊつᶍ⮬↛⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿែᑐᛂࡋࡓཎᏊຊ㜵⅏࣐ࢽࣗ
ࣝ➼ࡢసᡂୖࡢ␃ព㡯㸦⣲㸧࠘ࡢᚋࡢྲྀᢅ࠸᪉㔪ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZPHWLJRMSFRPPLWWHHVXPPDU\BBBSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
≉ࠊ୍㒊ࡢ❧ᆅ⮬యࡽࡢⓎࡣࡁࡃࠊ࠼ࡤࠕ㍍ࠎ⮬↛⅏ᐖཎᏊຊ⅏ᐖࡀྠ
㉳ࡇࡾᚓࡿࡋࠊࡑࡢᑐᛂࡢࡓࡵࡢ␃ព㡯ࢆබ♧ࡋࠊ┴࣭ᕷ⏫ᮧࢆᣦᑟࡍࡿࡢ㊃
ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ┴࣭ᕷ⏫ᮧࡢດຊࢆ࡞࠸ࡀࡋࢁࡍࡿࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ࠸࠺㊃᪨ࡢពぢࡲ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୍㒊ࡢ❧ᆅ⮬యࡽࡣࠊ⣲ࢆᆅᇦ㜵⅏ィ⏬➼ᫎࡍࡿࡇࢆᮇᚅࡍࡿ
࡞ࡽࠊෆ㛶ᗓᡤ⟶ࡢ୰ኸ㜵⅏㆟➼ࡢᑂ㆟ࢆ⤒࡚㏻▱ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࠸࠺ពぢࡶᐤ
ࡏࡽࢀࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊ㜵⅏ᦠࢃࡿ⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠊᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡢࡶ࡞ࡿᨻᗓࡢ㜵⅏
ᇶᮏィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿ୰ኸ㜵⅏㆟ࡀࠊ⮬యࡢཎᏊຊ㜵⅏యไᵓ⠏ᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡿࠋ-&2ᨾᚋ▷ᮇ㛫࡛ไᐃࡉࢀࡓཎ⅏ἲࡣࠊᚲࡎࡋࡶ᪥ᮏࡢ
ཎᏊຊ㜵⅏యไࢆయ⣔࡛ࡁ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊཎ⅏ἲࢆᡤ⟶ࡋ࡚࠸ࡓಖᏳ㝔ࡔࡅ࡛ࡣ❧ᆅ⮬య
ࢆㄝᚓ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ᫂ࡿࡳฟࡓࠋ

Gᡴ㛤⟇ࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞ࡗࡓಖᏳ㝔
ಖᏳ㝔ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ពぢᑐࡋ࡚ㄝᚓⓗ࡞ㄽࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊ㆟ㄽࡣ⭺╔≧ែ
࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᡴ㛤⟇ࢆぢ࠸ࡔࡏ࡞࠸ࡲࡲࠊ」ྜ⅏ᐖࡢᑐ⟇ࡣ㐍ࡲ࡞ࡗࡓࠋ
ಖᏳ㝔ࡣࠊ⣲ᥦฟᚋᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࡓᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢཎᏊຊ㜵⅏ᑠጤဨ
࠾࠸࡚ࠊᨵࡵ࡚⣲ࢆ୍ࡽぢ┤ࡋࠊձᚋࡢᑐᛂ᪉㔪ࢆ୰ኸ㜵⅏㆟༠㆟ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵෆ㛶ᗓ┦ㄯࡍࡿࡇࠊղ」ྜ⅏ᐖࡢ⮬యࡢࣜࢯ࣮ࢫ㊊ഛ࠼࡚ࠊᨭయ
ไࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊղࡢ᳨ウࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞༠㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡣࠊୖグࡢཎᏊຊ㜵⅏ᑠጤဨࡽ
࢝᭶వࡾᚋࡢᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊಖᏳ㝔ࡽෆ㛶ᗓᑐࡋ࡚ୖグձ
ࡢ┦ㄯࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊෆ㛶ᗓࡢᢸᙜ⪅
ࡽࡣࠊ」ྜ⅏ᐖ࠸࠼ࡶཎᏊຊࡢၥ㢟࡞ࡢ࡛ࠊ୰ኸ㜵⅏㆟࡛ࡣ᳨ウ࡛ࡁ࡞࠸ࠊಖᏳ㝔
࡛ᑐᛂࡍࡁᅇ⟅ࡉࢀࡓࠋ
ᅜࡸ⮬యࡀࠊ᪤ᏑࡢཎᏊຊ㜵⅏యไࡢᩚྜᛶࡸ᳨ウࣉࣟࢭࢫࡇࡔࢃࡗࡓࡇࡀࠊ᪩
ᮇࡢぢ┤ࡋᐇ⌧ࡢ㞀ᐖ࡞ࡾࠊ⤖ᯝࡋ࡚ఫẸࡢᏳ☜ಖࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ

Hᮏᨾࡢᙳ㡪
ୖグࡢ࠾ࡾࠊ」ྜ⅏ᐖᑐ⟇ࡢ᳨ウࡀ㐍ࡲ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࠾࠸࡚」ྜ




ಖᏳ㝔㈨ᩱ



⤒⏘┬ࠕ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㒊ཎᏊຊ㜵⅏ᑠጤဨ➨ᅇ㆟㘓ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥㸧

 KWWSZZZPHWLJRMSFRPPLWWHHVXPPDU\JLMLURNXSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


ಖᏳ㝔㈨ᩱ



ಖᏳ㝔㈨ᩱ
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⅏ᐖᑐ⟇ࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡓ⮬యࡣࢃࡎ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓ⚟ᓥ┴ࡢᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅㸧࠾࠸࡚ࡣࠊ」ྜ⅏ᐖࡢ
ᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡣ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊఫẸࡢ㑊㞴࡞࠾࠸࡚ࠊᅜࡣࡶࡼ
ࡾ⮬య࠾ࡅࡿᑐᛂࡢᩚྜᛶࠊ୍㈏ᛶࢆḞࡁࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ΰ➼ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓࡇࡣࠊ
ࠕ㸱㸳ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㸰㸧ཎᏊຊ㜵⅏カ⦎࠾ࡅࡿ」ྜ⅏ᐖࡢ༑ศ࡞ᐃ

DཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡢᴫせ
ཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡣࠊᅜࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࠊᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ᇶ࡙࠸࡚ᐃᮇⓗ⾜ࢃ
ࢀࡿཎᏊຊタࡢ❧ᆅ⮬యཪࡣ㞄᥋ࡍࡿ⮬యࡼࡿཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡀ࠶ࡿࠋከࡃࡢ㐨ᗓ
┴࡛ࡣࠊཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࢆẖᖺᅇᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣ」ྜ⅏ᐖࢆ
ᐃࡋࡓカ⦎ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇࡣ࡞ࡗࡓࡀ㸦ࠕ㸲㸱㸱ࠖཧ↷㸧ࠊ୍㒊⮬య࡛ࡣࠊ」ྜ⅏
ᐖྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆጞࡵ࡚࠸ࡓࠋ

EཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡢಖᏳ㝔ࡢᾘᴟⓗ࡞ຓゝ
᪂₲┴ࡼࡿཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡢィ⏬ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ᪂₲┴
ෆࡢཎᏊຊ㜵⅏㛵ಀᶵ㛵ࡀཧຍࡍࡿᢸᙜ⪅㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋࡇࡢሙ࡛ࠊ᪂₲┴ࡽࠊᆅ㟈
ཎᏊຊ⅏ᐖࡢྠⓎ⏕ࢆカ⦎ࡢᐃࡍࡿࡀᥦ♧ࡉࢀࠊ㆟ㄽࡀࢃࡉࢀࡓࠋ
ྠᖺ᭶᪥ࠊ᪂₲┴ࡽಖᏳ㝔ᑐࡋ࡚」ྜ⅏ᐖᆺࡢཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡢカ⦎ᐃࡘ࠸
࡚┦ㄯࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ᪂₲┴ࡢᐃෆᐜࡣࠊࠕ୰㉺ᆅᇦ࡛ᙉ࠸ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊⓎ㟁ᡤࡢタ
ࡶ୍㒊࡛⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡶࡢࡢཎᏊ⅔␗ᖖࡣぢࡽࢀࡎࠊ࿘㎶⎔ቃࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡶぢ
ࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ❧ᆅᆅᇦࡢ㑊㞴⤒㊰ࡸ㑊㞴タࡶቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࡀࠊ㑊㞴




せᮃࢆ⏦ࡋධࢀ࡚࠸ࡓ᪂₲┴࡛ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪂₲┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅㸧ࡢぢ┤ࡋࡀ
⾜ࢃࢀࠊ」ྜ⅏ᐖࡢᑐᛂࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ᙜ࠾࠸࡚」ྜ⅏ᐖࡢᑐᛂࢆ᫂グࡋ࡚࠸
ࡓࡢࡣ᪂₲┴㟼ᒸ┴ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
᪂₲┴㜵⅏ᒁࠕ᪂₲┴ሗ㐨㈨ᩱࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZSUHIQLLJDWDOJMSJHQVKLU\RNXKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



⚟ᓥ┴㜵⅏㆟ࠕ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬㸦ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅㸧㸦ᖹᡂᖺᗘಟṇ㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧



ಖᏳ㝔ࠕᖹᡂᖺᗘ᪂₲┴ཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡢカ⦎ᐃࢆᕠࡿ⤒⦋ᑐࡍࡿぢゎࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

KWWSZZZQLVDPHWLJRMSRVKLUDVHKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

 ࡞࠾ࠊ㆟୰ࡢ㆟ㄽࡋ࡚ࡣࠊࠕࡢ࠾ࡾࠊᆅ㟈㉳ᅉࡋ࡞࠸ࢺࣛࣈࣝⓎ⏕ࡀጇᙜࠖࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓ୍᪉࡛ࠊ
ࠕᆅ㟈ࡼࡗ࡚ࠊⓎ㟁ᡤෆ࡛ఱࡽࡢࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࡓ࠸࠺ᐃࡢ᪉ࡀࠊఫẸཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣࠖ࠸
࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓ㸦᪂₲┴㜵⅏ᒁࡽࡢ᭩㠃ᅇ⟅㸧ࠋ


ಖᏳ㝔ࠕᖹᡂᖺᗘ᪂₲┴ཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡢカ⦎ᐃࢆᕠࡿ⤒⦋ᑐࡍࡿぢゎࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

KWWSZZZQLVDPHWLJRMSRVKLUDVHKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

 ࡞࠾ࠊྠࢧࢺ࡛ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥᪂₲┴ࡀࠕ㟈ᗘᙅࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ࠖࡢカ⦎ᐃࢆᥦ♧ࡋࡓࡍࡿࠋ
ࡋࡋࠊ᪂₲┴ࡢㄆ㆑ࡋ࡚ࡣࠊ᪂₲┴ࡽࠕ㟈ᗘᙅࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ࠖࡢカ⦎ᐃࢆᥦ♧ࡋࡓࡇࡣ࡞࠸㸦᪂₲┴
㜵⅏ᒁ㈨ᩱࠊ᪂₲┴㜵⅏ᒁࡽࡢ᭩㠃ᅇ⟅㸧ࠋ
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⤒㊰ࡸタࡢ୍㒊⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡓࠋࡑࡢᚋࠊཎᏊ⅔タ࡛㸦ᆅ㟈ࢆ㉳ᅉࡋ࡞࠸㸧ࢺࣛࣈࣝ
ࡀⓎ⏕ࡋࠊ⎔ቃ୰ከ㔞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࡓࡵࠊఫẸ㑊㞴➼ࡢ㜵
ㆤᑐ⟇ࡀᚲせ࡞≧ែ࡞ࡗࡓࠖ࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊᆅ㟈ࢆ㉳ᅉࡋ࡞࠸ࡀࠊ
ࢆྠࡌࡃࡋ࡚ཎᏊຊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋಖᏳ㝔ࡣࠊࡇࡢカ⦎ᐃ
ࡢᑐࡋࠊ㑊㞴タࡸ㑊㞴⤒㊰ࡢ୍㒊⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡿ⛬ᗘࡢᆅ㟈࡛ཎᏊ⅔ࢺࣛࣈࣝࡀ⏕
ࡌࡿཷࡅྲྀࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୰㏵༙➃࡞ᐃ࡛カ⦎ࢆ⾜࠼ࡤࠊ㏫ఫẸ
వィ࡞Ᏻࢆ࠼ࡿ⤖ᯝ࡞ࡾࡡࡎࠊᅜࡋ࡚༠ຊࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠊ࡞ࡢᣦࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
᪂₲┴ࡢㄆ㆑ࡋ࡚ࡣࠊᆅ㟈⅏ᐖཎᏊຊ⅏ᐖࡢྠⓎ⏕ࢆᐃࡋࡓ㜵⅏カ⦎ࡣࠊఫẸ
ㄗゎࡸᏳࢆ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊಖᏳ㝔ࡢㄪᩚࡀ⾜࠸ࡁࢀࡎࠊ㜵⅏
カ⦎ࡑࡢࡶࡢࡀ୰Ṇ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᖺࡪࡾࡢカ⦎ࢆᐇࡋ࡞࠸ࡼࡾࡣࡋࡓ᪉
ࡀࡼ࠸⪃࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᆅඖࡢ᯽ᓮᕷࡸส⩚ᮧᑐࡋ࡚ࡶカ⦎ᐃࡘ࠸࡚ពぢ⫈ྲྀࢆ
⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊྠᖺ᭶᪥ࡢཎᏊຊ㜵⅏㛵ಀᶵ㛵ࡢᢸᙜ⪅㆟ࡢሙ࡛ࠊࠕ」ྜ⅏ᐖࡢᑐᛂ
ࢆ᳨ド࡛ࡁࠊఫẸㄗゎࡸᏳࢆ࠼࡞࠸カ⦎ᐃࡋ࡚ࠊࡢ㞷ࡶ⪃៖ࡋࠊ㞷ᐖࢆ
ᐃࡍࡿࡇࡋࡓࠖㄝ᫂ࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㛫࡛ྜពࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘ᪂₲┴ཎᏊຊ㜵
⅏カ⦎ࡣࠊྠᖺ᭶᪥⾜ࢃࢀࡓࠋ
ಖᏳ㝔ࡣࠊつᶍ⮬↛⅏ᐖࡀཎᏊຊ⅏ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇࡀ࠶ࡿࡢࡼ࠺ཷࡅྲྀࡽࢀࡿ
カ⦎ᐃࢆ⨨ࡃࡇᢠࡀ࠶ࡗࡓࡇࡢ࡞⌮⏤ࡋ࡚ࠊձཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢタ⨨ẁ㝵࡛ᴟ
ࡵ࡚ཝ᱁࡞Ᏻᑂᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㐣㓞࡞ᨾࡣ㉳ࡇࡾᚓ࡞࠸࠸࠺๓ᥦ❧ࡗ࡚࠸
ࡓࡇࠊղ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࡢ㝿ࡢ᯽ᓮส⩚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿⅆ⅏ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡣ
␗㉁࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳタഛࡣᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ࠸࠺ㄆ㆑ࡀ࠶ࡗࡓࡇࠊճఫ
ẸㄗゎࡸᏳࢆ࠼࡞࠸ࡇࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊⲈᇛ┴࡛ࡣࠊᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࠾࠸࡚ఫẸཧຍᆺࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࢆ⾜࠺ࡇࢆ
ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡣࠊᆅ㟈ཎᏊຊ⅏ᐖࡀྠⓎ⏕ࡍࡿࡇࢆᛕ
㢌࠾࠸ࡓఫẸཧຍᆺࡢⲈᇛ┴ཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ୍㒊ࡢ⮬
య࠾࠸࡚ࡣࠊ」ྜ⅏ᐖࢆᛕ㢌࠾࠸ࡓ㜵⅏カ⦎ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋࡋ
ࡋࠊಖᏳ㝔ࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿ」ྜ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡢ↛ᛶࡣప࠸࠸࠺๓ᥦࢆᔂࡍࡇ
ࡣ࡞ࡃࠊ」ྜ⅏ᐖࢆᛕ㢌⨨࠸ࡓ㜵⅏カ⦎ࡀಖᏳ㝔ࡢᑟࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ


㸱㸧」ྜ⅏ᐖᑐ⟇㛵ࡍࡿ⥲ົ┬່࿌ࡢᙧᘧⓗ࡞ᑐᛂ
᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࢆࡁࡗࡅࡋ࡚ࠊཎᏊຊ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せ࡞タࠊタഛ




᪂₲┴㜵⅏ᒁ㈨ᩱ



ಖᏳ㝔㈨ᩱࠊ᪂₲┴㜵⅏ᒁ㈨ᩱ



᪂₲┴㜵⅏ᒁࡽࡢ᭩㠃ᅇ⟅



ಖᏳ㝔ࠕᖹᡂᖺᗘ᪂₲┴ཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡢカ⦎ᐃࢆᕠࡿ⤒⦋ᑐࡍࡿぢゎࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ
᭶᪥㸧KWWSZZZQLVDPHWLJRMSRVKLUDVHKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

ᆅ㟈ᑐ⟇ࡢഛ࠼ࡀ࡞࠸ࡇࡀၥ㢟どࡉࢀࡓࠋ⥲ົ┬ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺࡽᖹᡂ㸦㸧
ᖺࡅ࡚ᐇࡋࡓࠕཎᏊຊࡢ㜵⅏ᴗົ㛵ࡍࡿ⾜ᨻホ౯࣭┘ど⤖ᯝᇶ࡙ࡃ່࿌㸦➨୍ḟ㸧ࠖ
㸦௨ୗࠕ⥲ົ┬່࿌ࠖ࠸࠺㸧ࡢ୰࡛ࡶࠊつᶍᆅ㟈ཎᏊຊ⅏ᐖࡢ」ྜ⅏ᐖࢆᛕ㢌⨨࠸ࡓ
ᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗࡣࠊ⥲ົ┬່࿌ࡢࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ୖ㔜せ࡞タ➼ࡢᆅ㟈ᑐ⟇ࠖ㸦௨
ୗࠕ㔜せタ➼ࡢᆅ㟈ᑐ⟇່࿌ࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡣࠊ⥭ᛴᑐ⟇ᐊࠊእ㒊ࡢ
ሗ㏦ಙୖ㔜せ࡞タഛ࡞ࠊ⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ୖ㔜せ࡞ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢタ࣭タഛࡢᆅ㟈ᑐ⟇ࡘ
ࡁࠊཎᏊຊᴗ⪅ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆᣦᑟࡋࠊཎᏊຊᴗ⪅ࡈࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚බ⾲
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊಖᏳ㝔ࡣࠊྛᴗ⪅ᑐࡋࠊ㔜せタ➼ࡢᆅ㟈ᑐ⟇່࿌ᇶ࡙ࡁࠊ୰ኸฎ⌮⨨ࡢ
ᆅ㟈ᑐ⟇㛵ࡋ࡚ࠕ⮬⾨ᾘ㜵ཬࡧሗ㐃⤡࣭ᥦ౪ಀࡿࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࠖ㸦௨ୗࠕࢡࢩࣙ
ࣥࣉࣛࣥࠖ࠸࠺㸧ࢆᥦฟࡉࡏࡓࠋྛᴗ⪅ࡀ⤒῭⏘ᴗ┬ᥦฟࡋࡓࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ୰
ࡣࠊࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࢹ࣮ࢱฎ⌮⨨ࡢᅛᐃࡼࡿ⪏㟈ᛶྥୖࠖ࠸࠺㡯┠ࡀ࠶ࡾࠊಖ
Ᏻ㝔ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥Ⅼ࡛ࠊྛᴗ⪅ࡽࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࢆྵࡵࡓ࡚ࡢཎᏊ
ຊᴗᡤ࠾࠸࡚ᑐᛂࡀࡋ࡚࠸ࡿࡢሗ࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊᨾᙜ᪥Ⓨ⏕ࡋࡓᆅ㟈ཬࡧὠἼࡢᙳ㡪ࡼࡿὶ㟁※႙ኻࡢࡓࡵࠊ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎᩜᆅෆࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡀ࡚┘ど⬟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ≧ἣࡽࡍࢀࡤࠊᴗ⪅ࡣࠊ㔜せタ➼ࡢᆅ㟈ᑐ⟇່࿌᫂♧ࡉࢀࡓ」ྜ⅏ᐖᑐ⟇ࡘ
࠸࡚ᙧᘧⓗ࡞ᑐᛂࡋࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊಖᏳ㝔ࡢ☜ㄆࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊ
ᴗ⪅ཬࡧಖᏳ㝔ࡀࠊ」ྜ⅏ᐖⓎ⏕ࢆ┿ᐃࡋ࡚タഛࢆᐇࡉࡏ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊ⚟
ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢᨺᑕ⥺㔞ࡢ₃ฟ≧ἣࡢᢕᥱࡀ༑ศ࡞ࡾࠊࡇࢀࡀ㐺ษ࡞ఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡀ
ྲྀࡽࢀ࡞ࡗࡓ୍ᅉ࡞ࡗࡓࠋ








⥲ົ┬ࠕཎᏊຊࡢ㜵⅏ᴗົ㛵ࡍࡿ⾜ᨻホ౯࣭┘ど⤖ᯝᇶ࡙ࡃ່࿌㸦➨୍ḟ㸧㹼つᶍᆅ㟈ࡼࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
ࡢ⿕⅏ࡢᅜࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㹼ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧
KWWSZDUSQGOJRMSLQIRQGOMSSLGZZZVRXPXJRMSVQHZVSGIBBSGI
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
࡞࠾ࠊྠሗ࿌᭩࣮࣌ࢪࡣࠊࠕཎᏊຊᴗᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊ㐠㌿ୖࡢᨾࡸࢺࣛࣈࣝ㸦⮬ᦆᨾ㸧ࡢࠊつᶍ
ᆅ㟈࡞እࡽຍ࠼ࡽࢀࡿせᅉ࡛⿕⅏ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠖࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊつᶍᆅ㟈ཎᏊຊ⅏ᐖࡢ㛫ᅉᯝ㛵
ಀࡀ࠶ࡾᚓࡿ࠸࠺⌮ゎࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ



㔜せタ➼ࡢᆅ㟈ᑐ⟇ࡣࠊᮾ㟁᯽ᓮส⩚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾࠸࡚ࠊ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࡢ㝿ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺ➼
࡛ ᐃࡋࡓᨺᑕ⥺㔞ࡢࢹ࣮ࢱࢆࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼㏦ಙࡍࡿ୰ኸฎ⌮⨨ࡀᆅ㟈ᶓࡎࢀࡋࠊࢣ࣮ࣈࣝࢥࢿࢡࢱ
ࡀ᥋ゐⰋࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࢹ࣮ࢱ㏦ಙࡀ⾜࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡢ┬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐ⟇࡛࠶ࡿࠋ



⤒⏘┬ࠕ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㒊ཎᏊຊ㜵⅏ᑠጤဨ➨ᅇ㓄ᕸ㈨ᩱࠗᴗ⪅࠾ࡅࡿ
ሗ㐃⤡㛵ࡍࡿࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢྲྀ⤌≧ἣ୍ぴ㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡲࡵ㸧࠘ࠖ
KWWSZZZPHWLJRMSFRPPLWWHHPDWHULDOVGRZQORDGILOHVJEMSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀
ぴ㸧
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㸲㸱㸱 ᅜࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࡢᙧ㧁
ᅜࡀẖᖺᅇᐇࡋ࡚࠸ࡿཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࡣࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡸ」ྜ⅏ᐖࢆఱࡽ
ᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᨾࡢഛ࠼ࡋ࡚ࠊࢇពࢆᣢࡓ࡞ࡗࡓࠋ


㸯㸧ᅜࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࡢᴫせ
๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡣࠊᅜࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࠊཎᏊຊタࡢ❧ᆅཪࡣ㞄
᥋ࡍࡿ⮬యࡼࡿཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡀ࠶ࡿࠋᅜࡀయ࡞ࡗ࡚ẖᖺᅇᐇࡉࢀࡿཎᏊຊ⥲ྜ
㜵⅏カ⦎㸦ཎ⅏ἲ➨᮲㸧ࡣࠊẖᖺࠊᐃࡍࡿᨾࡢ⛬ᗘࡸ‽ഛࠊᐇ≧ἣࡀࡁࡃኚࢃࡿࡇ
࡞ࡃࠊᙧ㧁ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

㸰㸧ᙧ㧁ࡋࡓᅜࡢཎᏊຊ㜵⅏カ⦎ࡢᐇែ

Dࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢྍ⬟ᛶࡢᐃ㊊
ཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࡣࠊཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡢⓎ⏕ࡲ࡛ࡣᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᮏᨾࡢࡼ࠺
࡞㔜⠜࡞ែࡲ࡛ࡣᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡢᨾࢆᐃࡋ࡚ᐇࡉࢀࡓࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎㸦௨
ୗࠕᖹᡂᖺᗘ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࠖ࠸࠺㸧ࢆࡿࠊྠカ⦎࡛ᐃࡉࢀࡓែࡣࠊ㠀ᖖ⏝
⅔ᚰ෭༷タഛ➼」ᩘࡢタഛᨾ㞀ࡼࡿ෭༷ᶵ⬟ࡢ႙ኻࡼࡿ⅔ᚰᦆയ࡛࠶ࡗࡓࠋࡶࡗࡶࠊ
ࡑࡢᐃ࠾࠸࡚ࡣࠊᨾⓎ⏕ࡽ㛫ᚋཎ⅏ἲ᮲ᐃࡵࡿ㇟ࠊࡉࡽࡑࡢ㛫ᚋࠊ
ࡘࡲࡾᨾⓎ⏕ࡽ㛫ᚋཎ⅏ἲ᮲ヱᙜ㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㇟ࡢ㐍
ᒎࡀ⦆ࡸ࡞ࢩࢼࣜ࢜ࡔࡗࡓࠋ
ಖᏳ㝔ࡀカ⦎࡛ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃࠼࡞ࡗࡓ⫼ᬒࡢ୍ࡘࡣࠊࢩࣅࢡ
ࢩࢹࣥࢺࡢྍ⬟ᛶࢆ๓ᥦࡍࡿᨾᐃࡣࠊカ⦎ᐇ⮬యཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠸࠸࠺⪃࠼
ࡀ᰿ᗏ࠶ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋ

E」ྜ⅏ᐖࡢᐃ㊊
ಖᏳ㝔ࡣࠊ」ྜ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡍࡿ↛ᛶࡀᴟࡵ࡚ప࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࡓࡵࠊཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ
⦎ࢆ⾜࠺㝿ࠊཎᏊຊᨾࡢⓎ⏕ྠ␗ᖖែࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࢆࡃᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᮾிࡽ⌧ᆅࡢせဨὴ㐵ࡀᅔ㞴࡞ࡿࠊཎ⅏ᮏ㒊⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊࡞ࡢ㛫ࡢ㏻
ಙ㞀ᐖࡀ⏕ࡌࡿ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠊ」ྜ⅏ᐖⓎ⏕⏕ࡌ࠺ࡿែࡢ⪃៖ࡣࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࠼ࡤࠊᖹᡂᖺᗘ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ὴ㐵ࡉࢀࡿせဨࡣࠊཎ⅏ἲ᮲ᐃ
ࡵࡿ㇟ࡢⓎ⏕ᚋ⛣ືࢆ㛤ጞࡋࠊ㛫௨ෆ⌧ᆅ฿╔ࡍࡿࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ




ᮏ⠇ࡣࠊబ⸨㞝ᖹ⚟ᓥ┴▱➨ᅇጤဨࠊ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧ㈨ᩱ㸦ಖᏳ㝔ࠊ⚟ᓥ┴ᗇ㸧ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ



ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ⿵㸦Ᏻಖ㞀࣭༴ᶵ⟶⌮ᢸᙜ㸧ෆ㛶ᗓᨻ⟇⤫ᣓᐁ㸦㜵⅏ᢸᙜ㸧ࠕᖹᡂᖺᗘཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ
⦎ᐇせ㡿࣮ࠖ࣌ࢪ
KWWSZZZPHWLJRMSFRPPLWWHHPDWHULDOVGRZQORDGILOHVJEMSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀
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ࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㛗ࢆࡣࡌࡵࡍࡿὴ㐵せဨࡢ⌧ᆅࡢ⛣ື㛫ࡀࡗࡓࠋ


Fカ⦎つᶍᣑక࠺ᙧᘧ
ཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࡣࠊ⅏ᐖⓎ⏕ᨻᗓయࡢᣦࢆࡿ⥲⌮ࡸ⤒⏘⮧ࢆྵࡴከᩘࡢ
㛵ಀ⪅ࡀཧຍࡍࡿࠊつᶍ࡞カ⦎࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊカ⦎ᐇ๓ࠊ㛗㛫ࠊከᩘᅇཬࡪ
ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠸ࠊ‽ഛከ࡞ປຊࡀ㈝ࡸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࢆᢸᙜࡍࡿಖ
Ᏻ㝔ཎᏊຊ㜵⅏ㄢࡣࠊᖺᅇࡢカ⦎ࡢࡓࡵࠊ⏬❧ẁ㝵ࡽᩘ࠼࡚⣙ᖺ㛫ࢃࡓࡿ‽
ഛᮇ㛫ࢆ㈝ࡸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂᖺᗘ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊᐇ㝿カ⦎ࡀᐇࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ⣙࢝᭶㛫ࢃࡓࡾࠊᅜࠊ
⮬యཬࡧᴗ⪅㛫ࡢㄪᩚ➼ࢆ┠ⓗࡍࡿㄪᩚ㆟ࡀィᅇࠊ㣕⾜㐠⾜㛵ಀ⪅➼㆟ࡀᅇࠊ
⚟ᓥ┴ࡼࡿᆅඖ㛵ಀᶵ㛵ࢆᑐ㇟ࡋࡓㄝ᫂ࡀᅇࠊࡑࢀࡒࢀᐇࡉࢀࡓࠋ
ཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎ࡢཧຍ⪅ࡣࠊᨻᶒ௦ࡸே␗ື࡞ࡼࡾẖᖺኚࢃࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᢸᙜㄢ࠾࠸࡚ࡣࠊカ⦎ࡢ㒔ᗘࠊཧຍ⪅ࡢㄝ᫂ࢆࢮࣟࡽࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ
ୖࠊᐁࡸᨻᐙ࡞ࡢᨻᗓࡽࡢཧຍ⪅ࡢㄝ࡚᫂ࡽࢀࡿ㛫ࡣ㠀ᖖ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡿ‽ഛࡢᮎࡢカ⦎ᐇࡶࢃࡽࡎࠊᐇ㝿ࡣࠊணᐃࡉࢀࡓࢩࢼࣜ࢜࠾ࡾࡢ
カ⦎ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊᐇຠᛶࡢ࠶ࡿカ⦎࡛࠶ࡗࡓࡣ฿ᗏゝ࠸㞴࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸱㸧ᮏᨾࡢᙳ㡪
㜵⅏カ⦎ࡢ┠ⓗࡣࠊᐇ㝿㑊㞴ࢆయ㦂ࡍࡿࡇࡸ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇࡔࡅࡲࡽ࡞࠸ࠋ
ᐇຠᛶ࠶ࡿカ⦎ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊุ᫂ࡍࡿᐇ㊶ୖࡢၥ㢟ⅬࢆὙ࠸ฟࡋࠊ
ᐃእࡢែࡸ⥭ᛴࡢᑐᛂ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᅜࡼࡿཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊఫẸࡢᏳࠊΰࢆቑᖜࡋ࡞࠸ࠊ❧ᆅ⮬యࡢ
❧ሙࡶ㓄៖ࡍࡿ࠸࠺⌮⏤࡛ࠊ࠸ࢃࡤࠕカ⦎ࡢࡓࡵࡢカ⦎ࠖࡀ⥆ࡅࡽࢀࡓࠋᙧᘧⓗ࡛࠶ࡗ࡚
ࡶࡃࠕカ⦎ࠖࢆ⾜࠼ࡤ㊊ࡾࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊᐇ㝿ࡢᨾⓎ⏕ഛ࠼ࡿጼໃḞࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ⓗ࡛࡞࠸カ⦎࡛ࡣࠊཧຍ⪅ࡀࠊཎᏊຊ㜵⅏ࡢࡓࡵ⏝ពࡉࢀࡓ63((',➼ࡢࢩࢫ
ࢸ࣒ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡣᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᙜጤဨࡀᐇࡋࡓఫẸࣥࢣ࣮ࢺ
ࠕᅗ㸲㸱㸱㸯ࠖࡼࢀࡤࠊᨻᗓࠊ⮬యࡼࡿ㑊㞴カ⦎ᐇ㝿ཧຍࡋࡓࡇࡢ࠶ࡿఫẸ
ࡣࠊ❧ᆅ⏫࡛ࡉ࠼ࡶ㹼㸣⛬ᗘࡍࡂ࡞࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏᨾ࠶ࡓࡾࠊ
㐣ཤࡢ㜵⅏カ⦎࡛ࡢ⤒㦂ࡀᙺ❧ࡗࡓ㏙ࡿ⮬య㛵ಀ⪅ࡸఫẸࡣⓙ↓㏆࠸ࠋ



ぴ㸧


ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ⿵㸦Ᏻಖ㞀࣭༴ᶵ⟶⌮ᢸᙜ㸧ෆ㛶ᗓᨻ⟇⤫ᣓᐁ㸦㜵⅏ᢸᙜ㸧ࠕᖹᡂᖺᗘཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ
⦎ሗ࿌᭩࣮ࠖ࣌ࢪ
KWWSZZZPHWLJRMSFRPPLWWHHPDWHULDOVGRZQORDGILOHVJFMSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀
ぴ㸧

- 409 -

㻽㻝㻡㻚ᨾⓎ⏕௨๓䛻䚸ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ䛾ᨾ䜢
ᐃ䛧䛯㑊㞴カ⦎䜢ཷ䛡䛯䛣䛸䛜䛒䜛䛸ᅇ⟅䛧䛯ఫẸ䛾ྜ
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ⴥ⏫
⇃⏫
ᴍⴥ⏫
ᐩᒸ⏫
ᗈ㔝⏫
ᾉỤ⏫
ᕝෆᮧ
ⴱᑿᮧ
⏣ᮧᕷ
ᕝಛ⏫
༡┦㤿ᕷ
㣤⯓ᮧ



ᅗ㸲㸱㸱㸯 ᨾⓎ⏕๓㑊㞴カ⦎ࢆཷࡅࡓࡇࡢ࠶ࡿఫẸ㸦㸣㑊㞴ࡋࡓఫẸ㸧
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㸲㸱㸲 ⥭ᛴ࠾ࡅࡿண ࢩࢫࢸ࣒
ཎᏊຊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿ࡢఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢ᳨ウࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊᨻᗓࡣࠊ(566  63((',
ࢆᩚഛࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊᮏᨾࡣ㇟ࡢ㐍ᒎࡀᛴ㏿࡛࠶ࡾࠊ(566 ࡽࡢᨺฟ※ሗࡶ㛗
㛫ࢃࡓࡾᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ63((', ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡣࠊึືࡢ㑊㞴ᣦ♧ᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏᨾ௨๓ࡽࠊཎᏊຊ㜵⅏ᦠࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡢ୰ࡣࠊண ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㝈⏺ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓ
⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡋࡋࠊண ࢩࢫࢸ࣒ࡢィ⟬⤖ᯝ౫ᣐࡋ࡚㑊㞴ᣦ♧ࢆ⾜࠺࠸࠺᪤Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࡢ
ぢ┤ࡋࡣᐇ⌧⮳ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ63((', ࡢ㝈⏺ࢆ⿵࠺ᑐ⟇ࡸࠊண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡢά⏝᪉
ἲࡘ࠸࡚ࠊ⤌⧊ⓗ࡞᳨ウࡣ࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

㸯㸧⥭ᛴ࠾ࡅࡿண ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ
ཎᏊຊ⅏ᐖࡢᛂᛴᑐ⟇ࢆ㎿㏿ࡘⓗ☜⾜࠺ࡓࡵࠊᅜࡣࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿண ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡀ(56663((',࡛࠶ࡿࠋᨾⓎ⏕ࡣࠊ(566ࢆ⏝࠸࡚ࠊཎᏊຊタࡽ
Ẽ୰ᨺฟࡉࢀࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ᰾✀ࡸ㛫ࡈࡢᨺฟ㔞㸦௨ୗࠕᨺฟ※ሗࠖ࠸࠺㸧ࢆ⟬
ฟࡋࠊࡇࡢᨺฟ※ሗࢆࡶࠊ63((',ࢆ⏝࠸࡚ᨾࡢ㐍ᒎక࠺⎔ቃࡢᙳ㡪ࡢண ィ⟬ࢆ
⾜࠸ࠊ63((',ࡢィ⟬⤖ᯝࢆࡶࠊ㑊㞴➼ࡢᛂᛴᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ



ᅗ㸲㸱㸲㸯 (56663((',ࡢ㐃ಀࡢᴫせ


D(566㸦⥭ᛴᑐ⟇ᨭࢩࢫࢸ࣒㸧
(566ࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡽ㏦ಙࡉࢀࡿࣉࣛࣥࢺ➼ࡢሗᇶ࡙ࡁࠊձཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢࣉ
ࣛࣥࢺࡢ≧ែࢆ┘どࡋࠊղᨾࡢ㐍ᒎࢆண ࡋ࡚ࠊእ㒊ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡢ≧ἣࢆண
ィ⟬ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ
(566ࡣࠊ㸦㸧ᖺࡢࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࢆዎᶵࠊ㸦㸧
ᖺࡽཎᏊຊᕤᏛヨ㦂ࢭࣥࢱ࣮㸦ᙜ㸧ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ㐠⏝




ᮏ⠇ࡣࠊ⌜┠ᶞཎᏊຊᏳጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨࠊᯞ㔝ᖾ⏨๓ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ➨ᅇጤဨࠊబ⸨㞝ᖹ⚟ᓥ
┴▱➨ᅇጤဨࠊ⣽㔝ᚿෆ㛶⥲⌮⮧⿵బᐁࣄࣜࣥࢢࠊ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧ㈨ᩱ㸦ಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨ
ࠊෆ㛶ᐁᡣࠊ⤒⏘┬ࠊᩥ⛉┬ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓࠑ-1(6ࠒࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵ
ᵓࠑ-$($ࠒࠊ㈈ᅋἲேཎᏊຊᏳᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࠊ⚟ᓥ┴ᗇ㸧ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ

- 411 -

ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ(566ࡢᩚഛࠊ⥔ᣢࠊ⟶⌮ᶵ⬟ᣑࡣࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢᡤ⟶㡯ࡉࢀࠊゎᯒࠊ
ண ィ⟬ࡢᐇࢆྵࡴ(566ࡢᐇ㝿ࡢ㐠⏝⟶⌮ࡣࠊ-1(6ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
(566ࡣࠊձࣉࣛࣥࢺࡢ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡽࠊ㟁※ࡢసື≧ἣࠊཎᏊ
⅔➼ࡢ෭༷≧ែࠊཎᏊ⅔ᅽຊ࣭Ỉࠊᨺᑕ⥺ ᐃ್➼ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⮬ືⓗ㞟ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆࡶࠊ୍ᐃࡢィ⟬ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊཎᏊ⅔ࠊཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾ➼ࡢ≧ែࢆุ᩿ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊղࡇࢀࡽࡢࣉࣛࣥࢺࡢ≧ែ㛵ࡍࡿุ᩿⤖ᯝࢆ୍ᐃࡢィ⟬ࣔࢹࣝධຊࡍࡿࡇࡼ
ࡗ࡚ࠊ⅔ᚰ⁐⼥ࠊཎᏊ⅔ᐜჾ◚ᦆ࣭᱁⣡ᐜჾᛶ႙ኻ➼ࡢᨾࡢ㐍ᒎண ࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ
ᨺฟ※ሗࡢண ィ⟬ࢆ⾜࠺ࠋ
࡞࠾ࠊࣉࣛࣥࢺሗࡀධᡭ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ๓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡉࢀ࡚࠸ࡿᆺⓗ࡞
ᨾᐃཬࡧࡑࡢゎᯒࢹ࣮ࢱࢆࡶᨾ㐍ᒎࢆண ࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
(566ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡣࠊఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢ᳨ウࡢࡓࡵࠊಖᏳ㝔(5&㸦⤒῭⏘ᴗ┬
⥭ᛴᑐᛂࢭࣥࢱ࣮㸧ࠊᏳጤဨࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵㏦ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ḟ㏙ࡿ࠾ࡾࠊ(566ࡽᚓࡽࢀࡿᨺฟ※ሗࡢண ィ⟬⤖ᯝࡣࠊ63((',ࡼࡿண ィ⟬
⏝ࡉࢀࡿࠋ

E63((',㸦⥭ᛴ㎿㏿ᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒㸧
63((',ࡣࠊཎᏊຊタࡽእ㒊ᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡿᨾࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࠊᨺฟ※
ሗཬࡧẼ㇟ண ➼ࢆࡶࠊ࿘㎶⎔ቃ࠾ࡅࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࡸఫẸࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞➼
ࢆண ィ⟬ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᆅᅗୖᅗᙧࡋ࡚⾲♧ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ
63((',ࡣࠊ㸦㸧ᖺࡢࢫ࣮࣐ࣜࣝᓥᨾࢆዎᶵࠊ᪥ᮏཎᏊຊ◊✲ᡤ㸦ᙜ㸧
ࡼࡗ࡚㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ㸦㸧ᖺࡽ㐠⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ㛤Ⓨᙜึࡣࠊタ࿘㎶
ࡢ⎔ቃ࠾ࡅࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢศᕸ≧ἣ⿕ࡤࡃ⥺㔞࡞ࡢண ࢃࢀࡿࡇࡀᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊཎᏊຊ㜵⅏ศ㔝࡛ࡶά⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ63((',ࡢᩚഛࠊ⥔ᣢࠊ⟶
⌮ᶵ⬟ᣑࡣࠊᩥ⛉┬ࡢᡤ⟶㡯ࡉࢀࠊண ィ⟬ࡢᐇࢆྵࡴ63((',ࡢ㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㈈ᅋἲேཎᏊຊᏳᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕཎᏳᢏࢭࣥࢱ࣮ࠖ࠸࠺㸧ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
63((',ࡣࠊձ(566ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࠊղ༢㔞ᨺฟ㸦%TK㸧ࠊճࡑࡢࡢ௬ᐃ್ࠊ
࠸ࡗࡓᨺฟ※ሗࡸࠊᆅᙧ➼ࡢࢹ࣮ࢱࠊẼ㇟ண ሗ➼ᇶ࡙ࡁࠊ୍ᐃࡢィ⟬ࣔࢹࣝࢆ⏝
࠸࡚ࠊእ㒊ᨺฟࡉࢀࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢẼ୰⃰ᗘࠊᆅ⾲ỿ╔㔞ࠊ✵Ẽ྾⥺㔞⋡ࡸࠊ࿘㎶ఫ
Ẹࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞➼ࢆண ィ⟬ࡍࡿᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢィ⟬ࡢ⠊ᅖࡣࠊ᭱NPᅄ᪉㸦㧗
ゎീᗘࡣNPᅄ᪉㸧ࠊᨺฟࡽ࠾࠾ࡴࡡ㛫ᚋࡲ࡛ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋィ⟬⤖ᯝࡣࠊᆅᅗୖ
ᅗᙧ࡛⾲♧ࡉࢀࠊᩥ⛉┬ࠊಖᏳ㝔(5&ࠊᏳጤဨࠊ❧ᆅ㐨┴ᗇࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮➼
タ⨨ࡉࢀࡓ➃ᮎ࡛㜀ぴ࡛ࡁࡿࠋ

㸰㸧ᮏᨾ๓ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓண ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙺ
(56663((',ࡣࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡸ⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪㸦௨ୗࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪ࠖ࠸
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

࠺㸧࠾࠸࡚ࠊ㑊㞴ᣦ♧➼ࡢఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢ᳨ウࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞ࢶ࣮ࣝ⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㜵⅏カ⦎࠾࠸࡚ࡶࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪ᚑ࠸ࠊ(56663((',ࢆ⏝࠸ࡓఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇
ࡢ᳨ウࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ₇⩦ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
᪉ࠊཎᏊຊ㜵⅏ᦠࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡣࠊᮏᨾࡢ๓ࡽࠊண ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㝈⏺ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸
ࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᨾ๓ࠊண ࢩࢫࢸ࣒ࡢィ⟬⤖ᯝ౫Ꮡࡋ࡚㑊㞴ᣦ♧ࢆ⾜࠺࠸࠺᪤
Ꮡࡢᯟ⤌ࡳࡢぢ┤ࡋࡣࠊᐇ⌧⮳ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

Dࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪࠾ࡅࡿ⨨࡙ࡅ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪ࡼࢀࡤࠊ(56663((',ࡢලయⓗ࡞㐠⏝᪉ἲࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


ձ ᨾⓎ⏕ᚋࡢึᮇẁ㝵࡛ࡣࠊ୍⯡ࠊᨺฟ※ሗࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊ
%TK㸦༢㔞ᨺฟ㸧➼ࡢ௬ᐃ್ࢆධຊࡋ࡚ 63((', ࡛ࡢィ⟬ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢィ⟬⤖ᯝ
ࢆࡶࠊẼ୰ࡢᨺᑕ⥺㔞➼ࢆ ࡿ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࠋ
ղ (566 ࡼࡿண ィ⟬ࡼࡗ࡚ᨺฟ※ሗࡀධᡭ࡛ࡁࡓሙྜࠊࡇࢀࢆࡶ 63((',
࡛ࡢィ⟬ࢆ⾜࠸ࠊ㜵ㆤᑐ⟇ࡢ᳨ウࡢࡓࡵ᪩ᮇධᡭࡀᮃࡲࢀࡿእ㒊⿕ࡤࡃࡼࡿᐇ
ຠ⥺㔞ࡢศᕸ➼ࡢᅗᙧసᡂࠊ㓄ಙࢆ⾜࠺ࠋ
ճ ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ⤖ᯝ 63((', ࡼࡿண ィ
⟬ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㜵ㆤᑐ⟇ࡢ᳨ウࠊᐇά⏝ࡍࡿྛ✀ᅗᙧࢆ⏝ពࡍࡿࠋ

ࡇࡢࡼ࠺ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪࠾࠸࡚ࡣࠊ(566ࡽᨺฟ※ሗࡀᚓࡽࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊ༢
㔞ᨺฟ➼ࡢ௬ᐃ್ࢆ⏝࠸࡚63((',ࡼࡿண ィ⟬ࢆ㐍ࡵࠊᨺฟ※ሗࡀᚓࡽࢀḟ➨ࠊࡑࢀࢆ
63((',ධຊࡋ࡚ண ィ⟬ࢆ⾜࠺ࡶࡢᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ(566ࡽᨺฟ※ሗࡀ㛗
㛫ᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜ࠾ࡅࡿᑐᛂ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉᫂♧ⓗ࡞グ㍕ࡣ࡞࠸ࠋ

EཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࠾ࡅࡿྲྀࡾᢅ࠸
ẖᖺࡢཎᏊຊ⥲ྜ㜵⅏カ⦎࡛ࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪ࡢᐃࡵᚑ࠸ࠊᐇ㝿ࠊ(566ࡼࡿண
ィ⟬࡛ᚓࡽࢀࡓᨺฟ※ሗࢆ⏝࠸࡚63((',ࡼࡿண ィ⟬ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁ㑊㞴
⠊ᅖࢆỴᐃࡍࡿカ⦎ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ(566ࡽᨺฟ※ሗࡀ㛗㛫ᚓࡽࢀ࡞࠸࠸
࠺ᐃᇶ࡙ࡃカ⦎ࡣ⾜ࢃࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

Fண ࢩࢫࢸ࣒ࡢᙺࡘ࠸࡚ࡢཎᏊຊ㜵⅏㛵ಀ⪅ࡢㄆ㆑
(566ࡸ63((',ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪࡛ࡢ⨨࡙ࡅࡸ㜵⅏カ⦎࡛ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆཷࡅࠊᐁࡓࡕ




㜵⅏ᣦ㔪ࡣࠕẼ㇟ሗᨺฟ※ሗࢆධຊࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ㎿㏿ᨺᑕ⬟ࡢᙳ㡪ࡀண ࡛ࡁࡿ63((',ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡࢩࢫࢸ࣒ࠊཎᏊຊᴗ⪅ࡽ㏦ࡽࢀࡿタࡢ㐠㌿ሗ➼ࢆࡶࠊタࡢ≧ែண ➼ࢆ⾜࠺(566➼ࡢᩚഛࢆ㐍
ࡵࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖ࠶ࡾࠊ㔜せ࡞⨨࡙ࡅࢆ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
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ࡣࠊḟ➨ࠊ(566ࡸ63((',ࡣࠊ㑊㞴ᣦ♧ࡢุ᩿ᮦᩱ࡞ࡿ㔜せ࡞ࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠊ࠸࠺ព
㆑ࡀᾐ㏱ࡋࡓࠋ
᪉ࠊಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨࠊ-1(6ࠊ-$($ࡢཎᏊຊ㜵⅏ᦠࢃࡿ㛵ಀ⪅ࡣࠊ㜵⅏カ⦎࠾
ࡅࡿ┬➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ(566ࡸ63((',ࡢィ⟬⤖ᯝ౫ᣐࡋ࡚㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ➼ࢆ⾜࠺ࡇ⮬య
ⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᣢࡘ⪅ࡶฟ࡚ࡁࡓࠋ㛵ಀ⪅ࡢ࡞ၥࡋ࡚ࡣࠊձ(566ࡢゎᯒࢥ࣮ࢻ࡛
ࡣࠊࣉࣛࣥࢺࡢ᱁⣡ᐜჾࡀ◚ᦆࡍࡿᮇࡸ⛬ᗘࡢண ࡀ㞴ࡋࡃࠊ᱁⣡ᐜჾࡽࡢᨺᑕᛶ≀㉁
ࡢᨺฟࢆ๓ண ࡍࡿ☜ᗘࡣప࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊղ(566ࡢࣥࣉࢵࢺሗ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸
ᶵჾࡢㄗసື࡞ࡢ⌮⏤ࡼࡾࣉࣛࣥࢺࡢᨾ㐍ᒎᙳ㡪ࡀཬࡧࠊ(566ࡢᨾ㐍ᒎண ᶵ⬟
ࡀാ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊճ63((',ࡣࠊᒁᡤⓗ࡞㝆㞵ࠊ㝆㞷➼ࡢẼ㇟᮲௳ࢆ
ᫎࡋࡓᣑᩓண ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋࡋࠊࠕ㸲㸱㸯࡛ࠖヲ㏙ࡋࡓ࠾ࡾࠊ(566ࡸ63((',ࡢィ⟬⤖ᯝ౫ᣐࡋ࡞࠸㑊㞴ᣦ♧
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ㜵⅏ᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋసᴗࡣࠊ㎿㏿ࡣ㐍ࡲ࡞ࡗࡓࠋ

㸱㸧ᮏᨾⓎ⏕ࡢண ࢩࢫࢸ࣒ࢆࡵࡄࡿ㛵ಀᶵ㛵ࡢᑐᛂ
ᮏᨾ࡛ࡣࠊ(566ࡽ㛗㛫ࢃࡓࡾᨺฟ※ሗࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡎࠊ㇟ࡢ㐍ᒎࡀᛴ㏿࡛
࠶ࡾࠊᗈ⠊ᅖᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᣑᩓࡉࢀࡿᮇࢆண ࡍࡿࡇࡶᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ63((',ࡼ
ࡿィ⟬⤖ᯝࡣึື࠾ࡅࡿ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ⏝ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ

D(566ࡢ✌ാ≧ἣ
ᮏᨾ࡛ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢእ㒊㟁※ࡀ႙ኻࡋࠊᆅ㟈Ⓨ⏕┤ᚋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎタ⨨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓཎᏊ⅔ෆࡢሗ➼ࢆ(566㏦ಙࡍࡿࡓࡵࡢࢧ࣮ࣂࡀṆࡋ࡚ࠊࣉࣛࣥࢺࢹ࣮ࢱࡢఏ
㏦ࡀ୰᩿ࡉࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊࢹ࣮ࢱఏ㏦ࡢࡓࡵࡢᨻᗓࡢᑓ⏝ᅇ⥺ࡶ᩿⥺ࡋࡓࠋࡑࡢࡇࢁࠊཎᏊ
⅔ࡢࣉࣟࢭࢫィ⟬ᶵࡢ㟁※ࡶኻࢃࢀࡓࡇࡽࠊ(566ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢࣉࣛࣥࢺ≧ែࢆᢕᥱ
ࡍࡿᶵ⬟ࢆṆࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
(566ࡼࡿᨺฟ※ሗࡢྲྀᚓᙜࡓࡗ࡚ࠊ㟁※ࡢ႙ኻࡀၥ㢟࡞ࡾᚓࡿࡇࡣࠊᮏᨾ๓
ࡽㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡶࢃࡽࡎࠊ
ᨾ๓㠀ᖖ⏝㟁※ࡀ᥋⥆ࡉࢀࡎᨺ⨨ࡉࢀࠊࡲࡓࠊ
ࢹ࣮ࢱఏ㏦࣮ࣝࢺࡶከ㔜ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ-1(6ࡣࠊᮾ㟁ࡽࡢࣇࢡࢫࡸ㟁ヰࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ㝈ࡽ
ࢀࡓࣉࣛࣥࢺሗ㸦ᶵჾࡢ㉳ືࠊṆࠊᘚࡢ㛤㛢➼㸧ࡸࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡽྲྀࡾฟࡋࡓ㢮ఝ
㇟ࡢゎᯒ⤖ᯝࢆࡶࠊ(566ࡼࡿᨾ㐍ᒎࡢண ィ⟬➼ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ୍㒊ࡣᐁ㑰ࡶ㏦
ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㢮ఝ㇟ࡢゎᯒ⤖ᯝᇶ࡙ࡁண ࡉࢀࡓᨺฟ※ሗࡶಖᏳ㝔ᥦ౪ࡉࢀࡓ
ࡀࠊᐇ㝿ࡢࣉࣛࣥࢺࣃ࣓࣮ࣛࢱᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṇ☜ᛶḞࡅࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠋ

E63((',ࡢ✌ാ≧ἣ
ᮏᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ(566ࡽࡢᨺฟ※ሗࡀᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ63((',࡛ࡣࠊᙜึࠊ
༢㔞ᨺฟࡢᨺฟ※ሗࡸࠊ(566ࡼࡿ㢮ఝ㇟ࡢゎᯒ⤖ᯝᇶ࡙ࡁண ࡉࢀࡓᨺฟ※ሗ
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ࢆ⏝࠸࡚ࠊண ィ⟬➼ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡲࡎࠊཎᏳᢏࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᩥ⛉┬ࡢᣦ♧ࡼࡾࠊ᭶᪥ศ༢㔞ᨺฟࡼࡿண
ィ⟬ࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࡣࠊ㛫ࡈࠊಖᏳ㝔ࢆࡣࡌࡵࡍࡿ㛵ಀᶵ㛵㓄ಙࡉࢀࡓࠋ
᭱ึィ⟬ࡉࢀࡓ༢㔞ᨺฟࡼࡿண ィ⟬ᅗᙧࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


ᅗ㸲㸱㸲㸰 63((',ࡢ༢㔞ᨺฟࡼࡿண ィ⟬ᅗᙧ㸦᪥ࡢ✵Ẽ྾⥺㔞⋡ண 㸧


ࡲࡓࠊಖᏳ㝔ࠊᩥ⛉┬ࠊᏳጤဨົᒁࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊᮏᨾⓎ⏕ᚋࠊࡑࢀࡒࢀࠊ༢㔞
ᨺฟ௨እࡢ௬ᐃ್ࢆ⏝࠸ࡓண ィ⟬ࡶ⾜ࡗࡓࠋ


FᏳጤဨࡼࡿ63((',ࢆ⏝࠸ࡓᨺฟ※ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬
᭶᪥ࠊᏳጤဨࡣࠊᩥ⛉┬ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ63((',ࢆ⏝࠸ࡓィ⟬ࢆࠊ┤᥋ࠊཎᏳᢏࢭ
ࣥࢱ࣮౫㢗ࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᨺฟ※ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬ཬࡧࡑࡢ⤖ᯝᇶ




ᩥ⛉┬ࠕ⥭ᛴ㎿㏿ᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ 63((',  ༢㔞ᨺฟࢆ௬ᐃࡋࡓண ィ⟬⤖ᯝࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ㸧
KWWSZZZERXVDLQHMSVSHHGLURNSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



ᨺฟ※ሗࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ௬ᐃ್ࡣࠊ࠼ࡤࠊձタ⨨チྍ⏦ㄳ᭩グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௬ᨾࠊ㔜ᨾࡢ
ᐃᨺฟ㔞ࢹ࣮ࢱࠊղタ⨨チྍ⏦ㄳ᭩グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⅔ෆࡢᨺᑕ⥺㔞ࠊճ(566ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ᨾࡢᨺฟ㔞ࡢண ࢹ࣮ࢱࠊ➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋᩥ⛉┬ࡢᢸᙜ⪅ࡣ௳ࠊಖᏳ㝔(5&ࡢᢸᙜ⪅ࡣ௳ࡢィ⟬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
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࡙ࡃᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࡢ⌧ィ⟬ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
63((',ࢆ⏝࠸ࡓᨺฟ※ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬ࡣࠊ⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ
࠶ࡿᆅⅬࠊ࠶ࡿ㛫ᖏࡢᨺᑕ⥺㔞ࡢᐇ ್ࠊ63((',ࡢ༢㔞ᨺฟࡼࡿண ィ⟬ࡼࡗ࡚
ᚓࡽࢀࡓྠࡌᆅⅬࠊྠࡌ㛫ᖏࡢᨺᑕ⥺㔞ࡢண ್ࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࡢẚ⋡ࢆࡶࠊ㐣ཤࡢ
ᨺฟ※ሗࢆࡉࡢࡰࡗ࡚᥎ᐃࡍࡿࠊ࠸࠺ィ⟬᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊࡇࡢ㏫᥎ᐃィ⟬ࡼ
ࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ㐣ཤࡢᨺฟ※ሗࢆࡶࠊᗘ63((',ࡼࡿィ⟬ࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ
Ⅼࡲ࡛ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࢆ⌧ࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⌧ィ⟬ࡼࡿ⤖ᯝࡣࠊ
⎔ቃởᰁ≧ἣࡢయീࡢᢕᥱᙺ❧ࡕࠊ㜵ㆤᑐ⟇ࡢཧ⪃㈨ᩱ࡞ࡿࠋ
ࡶࡗࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᨺฟ※ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬ࡣࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡸ-&2ᨾࡢ
㝿⾜ࢃࢀࡓࡇࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊᡭ㡰᭩ࡶ‽ഛࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡽ㐣
ཤࡢᨾࡢ㝿㏫᥎ᐃィ⟬ࢆ⤒㦂ࡋࡓ⪅௨እࡢ⪅ࡗ࡚ࡣࠊ㏫᥎ᐃィ⟬ࢆᐇࡍࡿࡇ⮬
యࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㏫᥎ᐃィ⟬ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡣࠊᐇ㝿ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓࡀጞࡲࡗ࡚ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᮇ
㛫ࡀ⤒㐣ࡋࠊẚ㍑ᑐ㇟࡞ࡿ⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡼࡿᐇ ್ࡀ┦ᙜᩘ✚ࡉࢀࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᨾⓎ⏕ࡽ㏫᥎ᐃィ⟬ࡢᐇࡀྍ⬟࡞ࡿࡲ࡛㛫ࢆせࡋࡓࠋ
Ᏻጤဨࡣࠊ㐣ཤ㏫᥎ᐃィ⟬ࢆ⤒㦂ࡋࡓᑓ㛛ᐙࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥ
ࢢࡼࡿᐇ ್ࡢ✚୪⾜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏫᥎ᐃィ⟬ཬࡧᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࡢ⌧ィ⟬ࢆ
㐍ࡵࡓࠋ᭶᪥௨ᚋࠊ㏫᥎ᐃィ⟬ᚲせ࡞ᨺᑕᛶ᰾✀ࡢẼ୰⃰ᗘࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡿࡢ
㛫ࢆせࡋࡓࡀࠊ㏫᥎ᐃࡢィ⟬ࡣ᪥ᮅࡈࢁ⤊ࡋࡓࠋ

Gᨻᗓࠊ⚟ᓥ┴ࡼࡿ63((',ࡢண ィ⟬⤖ᯝࡢྲྀࡾᢅ࠸
ࠕ㸱㸧Dࠖࡢ࠾ࡾࠊᮏᨾࡢࡼ࠺ᨾⓎ⏕ᚋ㛗㛫ࢃࡓࡗ࡚(566ࡽᨺฟ※ሗࡀ
ᚓࡽࢀࡎࠊ༢㔞ᨺฟࡸ௬ᐃ್ࢆ⏝࠸ࡓ63((',ࡢண ィ⟬ࡢࡳࡀྍ⬟࡞ࡿែࡣࠊࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢᣦ㔪ࡶᐃࡵࡀ࡞ࡃࠊಖᏳ㝔ࡸᩥ⛉┬ࢆྵࡴ㛵ಀᶵ㛵ࡣᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽ㛵ಀᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠊᖿ㒊ࡶᢸᙜ⪅ࡶࠕᮏᨾࡣ63((',
ࡀ࠼ࡿែ࡛ࡣ࡞࠸ุ᩿ࠖࡋࠊᇶᮏⓗ63((',ࡣά⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࠸࠺⤖ㄽ㐩ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊᮏᨾࡢึື࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㛫ࡣࡶࡼࡾࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢෆ㒊࡛ࡶࠊ
63((',ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡢά⏝ἲࡘ࠸࡚⤌⧊ⓗ᳨ウࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
63((',ࡼࡿண ィ⟬ࡣࠊ୍㒊࠾࠸࡚ࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ ᐃᆅⅬࡢỴᐃࡸࢫࢡ࣮ࣜ
ࢽࣥࢢࡢඃඛ㡰ࡢุ᩿ࡢࡓࡵࡢཧ⪃㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮏᨾࡢ
㝿ࠊఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆᐇ㉁ⓗ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓᐁ㑰ᨻᐙᑐࡋ࡚ࠊึື63((',ࡼࡿண
ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡀఏ㐩ࡉࢀࡿࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋ
63((',ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡣࠊ᭶᪥௨㝆ࠊ⚟ᓥ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡶ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ㏦
ಙࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊྠᮏ㒊࠾࠸࡚ࡶࠊண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆ⤌⧊ⓗά⏝ࡍࡿ࠸࠺ព㆑ࡀⷧ




⚟ᓥ┴ࡣࠊ┴ᗇすᗇ⯋㝵ࡢཎᏊຊᏳᑐ⟇ㄢෆ63((',➃ᮎࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ㏻ಙᅇ⥺ࡢ᩿⤯ࡼࡾࠊᆅ
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ࡃࠊཷಙࡋࡓྜィ㏻ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢ࠺ࡕ㏻ࢆࠊ⤌⧊ෆ࡛ሗඹ᭷ࡋ࡞࠸ࡲࡲ๐㝖ࡋࡓࠋ

㸲㸧ண ࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟࣭ά⏝ྍ⬟ᛶᑐࡍࡿホ౯
(56663((',ࡣࠊᇶᮏⓗࠊ୍ᐃࡢィ⟬ࣔࢹࣝࢆࡶᑗ᮶ࡢ㇟ࡢண ィ⟬ࢆ⾜࠺ࢩࢫࢸ
࣒࡛࠶ࡿࠋ63((',ࡣά⏝࡛ࡁࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊᅇࡢᨾ࡛ࡣࠊ⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡼ
ࡿ⿵ࡶ࡛ࡁࡎࠊึືࡢ㑊㞴ᣦ♧⏝ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋண ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㝈⏺ࢆ⿵ࡋ
࡚ࡇ࡞ࡗࡓ㛵ಀᶵ㛵ࡢጼໃࡣࡁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

D(566ࡢᶵ⬟ࡢ㝈⏺
ࠕ㸯㸧Dࠖࡢ࠾ࡾࠊ(566ࡣࠊࣉࣛࣥࢺࡽࡢሗ➼ࢆࡶᑗ᮶ࡢᨾࡢ㐍ᒎࢆゎᯒࡋࠊ
ᨺฟ※ሗࢆண ィ⟬ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊ
ࠕ㸰㸧࡛ࠖᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ(566
ࡢゎᯒࢥ࣮ࢻ࡛ࡣࠊࣉࣛࣥࢺࡢ᱁⣡ᐜჾࡽᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ㔞ࢆ๓ண ࡍࡿ☜ᗘࡣ㧗
࠸ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡇࡽࠊ(566ࡼࡗ࡚⟬ฟࡉࢀࡿᨺฟ※ሗࡣࠊ୍ᐃࡢ☜ᐇᛶࢆྵࢇࡔ
ࡶࡢ࡞ࡿ࠸࠺㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋࡶࠊᮏᨾࡢሙྜࡣࠊࣉࣛࣥࢺሗࡀᚓࡽࢀࡎࠊ(566ࡼࡿᨾࡢ㐍ᒎண ࡣࠊ๓
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡉࢀ࡚࠸ࡿᆺⓗ࡞ᨾᐃᇶ࡙ࡁ⾜ࢃࢀࡓࡓࡵࠊࣉࣛࣥࢺሗࡀᚓࡽ
ࢀࡿሙྜẚ࡚ࠊᨺฟ※ሗࡣ࠸ࡗࡑ࠺☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ

E63((',ࡢᶵ⬟ࡢ㝈⏺
ࠕ㸯㸧Eࠖࡢ࠾ࡾࠊ63((',ࡢண ィ⟬⏝࠸ࡽࢀࡿ್ࡣࠊձ(566ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖
ᯝࠊղ༢㔞ᨺฟ㸦%TK㸧ࠊճࡑࡢࡢ௬ᐃ್ࠊࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊձࡢ(566ࡼࡿண ィ
⟬ࡢ⤖ᯝࡣࠊࠕ㸲㸧Dࠖࡢ࠾ࡾ☜ᐇᛶࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊղࠊճࡘ࠸࡚ࡣࠊࡶ
ࡶ௬ᐃ್ࡍࡂ࡞࠸ୖࠊ㔞ᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡿᮇࡀ࡛᫂࠶ࡿሙྜࡣࠊ
ࡢᮇࡢィ⟬ࢆ๓ᥦࡋ࡚㑊㞴࣭㏥㑊ࢆุ᩿ࡍࡁ࡛᫂࠶ࡿࠋ㢼ྥࡁࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ
ࡁࡢ▷㛫ࡢண ィ⟬ࡣࠊ୍㑊㞴ࡢࡓࡵࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢṇ☜ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠼ࡿࡀࠊ㛗ᮇ㛫
ࡢ㑊㞴ࢆᐃࡍࡿࡁࡣࠊண ィ⟬ࢆ᰿ᣐࡋ࡚㑊㞴ᣦ♧ࢆỴᐃࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

ண ィ⟬⏝࠸ࡽࢀࡿẼ㇟ண ሗࡶࠊ≉ᒁᡤⓗ࡞㝆㞵ࠊ㝆㞷➼ࡢண ⢭ᗘࡣ㝈⏺ࡀ
࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ้ࠎኚࡍࡿẼ㇟ሗࢆᫎࡉࡏ࡚㑊㞴᪉ྥࡢᣦ♧ࢆฟࡍࡇࡣ⌧ᐇᅔ㞴࡛
࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ63((',ࡢண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡶࠊࡑࡢṇ☜ᛶࡣ㧗࠸ࡣゝ࠸ࡀࡓࡃࠊ≉ࠊ(566
ࡼࡿᨺฟ※ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊࡑࢀࡢࡳࢆࡶࡗ࡚ࠊึື࠾ࡅࡿ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃ


㟈Ⓨ⏕┤ᚋࡽཷಙྍ⬟࡞≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⚟ᓥ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢせㄳࢆཷࡅࠊ63((',ࡼࡿண
ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡀཎᏳᢏࢭࣥࢱ࣮ࡽ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ㏦ಙࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ


⚟ᓥ┴⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾⓎ⏕ᙜึࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡼࡿ63((',ヨ⟬⤖ᯝࡢྲྀᢅ࠸≧ἣ
ࡢ☜ㄆ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZSUHIIXNXVKLPDMSQXFOHDULQIRKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ࡢ᰿ᣐࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢṇ☜ᛶࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ࠊཧ⪃ࡲ࡛ࠊᮏᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓ᭶᪥ࡽ᪥ࡅ࡚ࡢ63((',ࡼࡿண ィ⟬
ࡢ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕᅗ㸲㸱㸲㸱ࠖࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆ㑊
㞴ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡿ┤๓ࡢࡶࡢࠊࠕᅗ㸲㸱㸲㸲ࠖࡣ༙ᚄNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡿ┤
๓ࡢࡶࡢࠊࠕᅗ㸲㸱㸲㸳ࠖࡣ༙ᚄNPᅪෆ㑊㞴ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡿ┤๓ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ᅗ㸲㸱㸲㸱 63((',ࡢ༢㔞ᨺฟࡼࡿண ィ⟬ᅗᙧ㸦᪥ࡢ✵Ẽ྾⥺㔞⋡ண 㸧

ᅗ㸲㸱㸲㸲 63((',ࡢ༢㔞ᨺฟࡼࡿண ィ⟬ᅗᙧ㸦᪥ࡢ✵Ẽ྾⥺㔞⋡ண 㸧




ᩥ⛉┬ࠕ⥭ᛴ㎿㏿ᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ 63((',  ༢㔞ᨺฟࢆ௬ᐃࡋࡓண ィ⟬⤖ᯝࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ㸧

 KWWSZZZERXVDLQHMSVSHHGLURNSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ᅗ㸲㸱㸲㸳 633((',ࡢ༢㔞
㔞ᨺฟࡼࡿண
ண ィ⟬ᅗᙧ㸦᪥
ࡢ✵Ẽ྾
྾⥺㔞⋡ண 㸧


F63((',ࡼ
ࡼࡿィ⟬⤖ᯝ
ᯝࡢά⏝ྍ⬟
⬟ᛶ
ᮏ
ᮏᨾࡢࡼ࠺
࠺ࠊ63((',
,ࡀึືࡢ㑊㞴
㞴༊ᇦࡢタᐃ
ᐃά⏝࡛ࡁ
ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᅇᏳ

ጤ
ጤဨࡀᐇ
ࡋࡓ㏫᥎ᐃ
ᐃィ⟬ࢆࡣࡌ
ࡌࡵࡋ࡚ࠊఫẸࡢ㜵ㆤᑐ
ఫ
ᑐ⟇ࡢ᳨ウ࠶
࠶ࡓࡗ࡚ࡣ✚
✚ᴟⓗ
ά
ά⏝ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿሙ
ሙ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ

࠼ࡤࠊࣔࢽ
ࢽࢱࣜࣥࢢᣦ
ᣦ㔪࠶ࡿࡼ࠺ࠊ⥭ᛴ
ࣔࢽࢱࣜࣥ
ࣥࢢィ⏬ࡢ⟇
⟇ᐃ࠶ࡓࡾࠊ
ࠊ┘ど
ࢆᙉ
ᙉࡍࡿ᪉
ࡸሙᡤ࡞
ࡢỴᐃࡢ㝿
㝿ࠊ☜ᐇ࡛࠶
࠶ࡿࡋ࡚ࡶ
ࡶཧ⪃ሗࡋ࡚ά⏝࡛ࡁ
ࡁࡿሙ
ྜࡀ࠶ࡿࠋ
ࢺ࡞ࡢᨺᑕ
ᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟᮇࢆ⮬ࡽ
ࡽỴࡵࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿሙ
ሙྜࡣࠊ௬ᐃ
ᐃ್
ࡲࡓࠊ࣋ࣥࢺ
࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶
࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ㇟ࡢⓎ⏕
⏕ᨺฟࡀ
ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ
ࡢ௬ᐃࡋ࡚663((',ࡼࡿ
ࡿண
ᇶ࡙
ィ⟬
⟬ࢆ⾜࠺ࡇ
ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᚋࡢఫẸ
Ẹࡢ㜵ㆤᑐ⟇
⟇ࡢ᳨ウࡢ୍
୍㈨ᩱࡀᚓࡽࢀ
ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ
ࡀ࠶ࡿࠋ


   


ᩥ⛉
⛉┬ࠕ⥭ᛴ㎿㏿
㏿ᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண
ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࢡࢩࢫࢸ࣒ 63(
((', ༢㔞ᨺฟ
ฟࢆ௬ᐃࡋࡓண
ண ィ⟬⤖ᯝࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ㸧

 KWWWSZZZERXVDDLQHMSVSHHGLURN
SGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


ᩥ⛉
⛉┬ࠕ⥭ᛴ㎿㏿
㏿ᨺᑕ⬟ᙳ㡪ண
ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࢡࢩࢫࢸ࣒ 63(
((', ༢㔞ᨺฟ
ฟࢆ௬ᐃࡋࡓண
ண ィ⟬⤖ᯝࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ㸧

 KWWWSZZZERXVDDLQHMSVSHHGLURN
SGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ࡉࡽࠊ63((',ࡣࠊ㑊㞴ࡣ㏫ࠊேᩆຓάື➼ࡢ⌧ᆅṧࡗ࡚⾜࠺άືࡢ୰᩿ࢆỴࡍ
ࡿุ᩿ࢶ࣮ࣝࡋ࡚ࡶࠊά⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓᛮࢃࢀࡿࠋᮏᨾ࡛ࡣࠊᑐ㇟⪅ࢆ㝈ᐃ
ࡍࡿࡇ࡞ࡃྠᚰ≧㑊㞴⠊ᅖࢆタᐃࡋࡓࡇࡼࡾࠊᆅ㟈ࡸὠἼࡢ⿕⅏⪅ࡢᩆຓάື
ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡓᾘ㜵ᅋဨ➼ࡶάືࡢ୰᩿ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࠊṧᛕ࡞ᛮ࠸ࢆᢪ࠸ࡓேࡶ࠸ࡓࠋே
ᩆຓάືࡢࡼ࠺ࠊࡑࡢ୰᩿ࡼࡗ࡚ኻࢃࢀࡿ┈ࡀᴟࡵ࡚ࡁ࠸άືࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ⥅⥆ࡍ
ࡿࡓࡵࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢሗ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡛ࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓࡢᙳ㡪ࡀẚ㍑ⓗᑡ
࡞࠸ணࡉࢀࡿᆅᇦࢆண ࡋࠊࡑࡢሗࢆ㐺άືࡢ⌧ሙఏ㐩ࡍࡿࡇࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

G⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⥙ࡢᩚഛࡢᚲせᛶ
ࠕ㸰㸧Dࠖࡢ࠾ࡾࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦ㔪࠾࠸࡚ࡶࠊఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࡢ᳨ウࡣࠊ63((',
ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡢࡳ౫Ꮡࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ63((',ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖ᯝ⎔ቃᨺᑕ
⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆ⥲ྜࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡋ࡚ࠊᮏᨾࡢࡼ࠺ࠊ
(566ࡼࡿᨺฟ※ሗࡀᚓࡽࢀࡎࠊ63((',ࡼࡿண ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡢ☜ᐇᛶࡀప࠸ሙྜࡣࠊ
⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆ㎿㏿ࡘᗈ⠊ᚓࡿࡇࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊ⚟ᓥ┴㏻ࡾ೫ᅾࡋ࡚࠸ࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡀᆅ㟈ཬࡧὠἼࡢ
ᙳ㡪࡛⏝࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊึືẁ㝵࠾࠸࡚⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆᚓࡿࡇࡣࢇ
࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ᨾⓎ⏕ࡲ࡛ࠊᩥ⛉┬ࡣࠊ63((',ࡀ⥭ᛴࡢ㑊㞴ᣦ♧ᙺ❧ࡘࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿᙇࡋࠊ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘࡲ࡛⣙൨ࡶࡢᅜ㈝ࢆ㈝ࡸࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏ࢫࢺࡢᗈ
⠊ᅖࡘከᩘ⟠ᡤࡢタ⨨ࡀ༑ศ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ63((',ࡢ㛤Ⓨ࣭㐠⏝ከ㢠ࡢᅜ㈝
ࢆᢞධࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ㝈⏺ࢆ⿵ࡍࡿᑐ⟇ࢆ༑ศㅮࡌ࡚࠸࡞ࡗࡓᩥ⛉┬ࠊ63((',ࡢ㝈⏺
ࢆᐹ▱ࡋ࡞ࡀࡽࡇࢀࢆ┳㐣ࡋ࡚ࡁࡓಖᏳ㝔ࡸᏳጤဨࡢጼໃࡣࠊ࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㸳㸧ㄗゎΰࢆ᮶ࡋࡓ63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢබ⾲
᭶᪥ࠊᏳጤဨࡣࠊ㏫᥎ᐃィ⟬ᇶ࡙ࡃᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࡢ⌧ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆබ
⾲ࡋࡓࠋබ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢࡀண ィ⟬ࡢ⤖ᯝㄗゎࡉࢀࡓࡓࡵࠊ63((',ࡢィ⟬⤖ᯝࡀࡍࡳࡸ
බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤఫẸࡣᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃࢆ㑊ࡅࡽࢀࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠊ㑊㞴ࡸ㏥㑊ࡢᑐ⟇࠼ࡓ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࡢㄗゎࡀ⏕ࡌࡓࠋ

D63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢබ⾲⤒⦋
ᮏᨾᚋࠊᩥ⛉┬ࠊಖᏳ㝔➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡣࠊࠕ㸱㸧Gࠖࡢ࠾ࡾࠊᮏᨾ࠾ࡅࡿఫẸࡢ
㜵ㆤᑐ⟇ࡢ᳨ウ࠶ࡓࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗ63((',ࡣά⏝࡛ࡁ࡞࠸ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ࠶ࡃࡲ
࡛63((',ࡢィ⟬⤖ᯝࡣࠊఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵ㛵ಀᶵ㛵ࡢᢸᙜ⪅ࡀ⏝ࡍࡿሗ
࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆఫẸࡀ┤᥋⏝ࡍࡿࡇࢆᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᙜึࠊ63((',ࡢィ
⟬⤖ᯝࢆබ⾲ࡏࡎࠊሗ㐨㝕ࡽࡢබ⾲せồࡶᛂࡌ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ

- 421 -

ࡑࡢᚋࠊᯞ㔝ᖾ⏨ෆ㛶ᐁᡣ㛗ᐁ㸦௨ୗࠕᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࠖ࠸࠺㸧ࡢᣦ♧ࡼࡗ࡚ࠊᏳጤ
ဨࡀࠊ᭶᪥ࠊ㏫᥎ᐃィ⟬ᇶ࡙ࡃᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࡢ⌧ィ⟬ࡢ⤖ᯝࢆබ⾲ࡋ
ࡓࠋ
ࡉࡽࠊᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡢᣦ♧࡛ࠊ᭶᪥௨㝆ࠊ㛵ಀྛ┬ᗇࡣࠊ63((',ࡢண ィ⟬ࡢ⤖ᯝ
ࢆ㡰ḟබ㛤ࡋࡓࠋࡶࡗࡶࠊ⤖ᯝࡢබ㛤ࡣࠊᏳጤဨࠊಖᏳ㝔ࠊᩥ⛉┬ࡀࡑࢀࡒࢀ⾜࠸ࠊ
ࡲࡓࠊ⣽㔝ᚿෆ㛶⥲⌮⮧⿵బᐁ㸦௨ୗࠕ⣽㔝⿵బᐁࠖ࠸࠺㸧ࡀ࠸ࡗࡓࢇࡣ࡚ࡢィ⟬
⤖ᯝࢆබ⾲ࡋࡓグ⪅ぢ࡛㏙ࡓᚋ࡛ࠊ୍㒊ࡢ┬ᗇ࡛බ⾲₃ࢀࡀ᫂ࡽ࡞ࡿ࠸ࡗࡓΰ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ᮏᨾ࠾ࡅࡿ63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢබ⾲⤒⦋ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

᪥

ෆᐜ

3/15

ᩥ⛉┬ࡢグ⪅ぢ࡛ࠊSPEEDI ࡢィ⟬⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡼ࠺ሗ㐨㝕ࡽせᮃࡀฟࡉࢀࡿ

3/23

Ᏻጤဨࡀᨺฟ※ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬ࡼࡿィ⟬್ࢆබ⾲
㸦ୗグ(a)ࡘ࠸࡚ࠋᑠඣࡢ⏥≧⭢ࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࡢ✚⟬⥺㔞ࡢヨ⟬್㸧

4/10

Ᏻጤဨࡀᨺฟ※ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬ࡼࡿィ⟬್ࢆබ⾲
㸦ୗグ(a)ࡘ࠸࡚ࠋእ㒊⿕ࡤࡃ㛵ࡍࡿ✚⟬⥺㔞ࡢヨ⟬್㸧

4/25

ᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡀࠊSPEEDI ࡢィ⟬⤖ᯝࢆ࡚බ㛤ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧

4/26 ௨㝆

ᩥ⛉┬࣭Ᏻጤဨࡢබ⾲
㸦ୗグ(b)ࡘ࠸࡚ࠋ࡞࠾ࠊୗグ(b)ࡢィ⟬ࡣࠊ⌧ᅾࡣᩥ⛉┬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡲࡵ࡚බ⾲㸧

4/30

⣽㔝⿵బᐁ㸦⤫ྜᮏ㒊ົᒁ㛗㸧
ࠊグ⪅ぢ࡛ SPEEDI ࡢィ⟬⤖ᯝࡣ࡚බ⾲ࡋࡓⓎ⾲

5/2

⣽㔝⿵బᐁ㸦⤫ྜᮏ㒊ົᒁ㛗㸧
ࠊグ⪅ぢ࡛ᮍබ㛤ࡢ SPEEDI ィ⟬⤖ᯝࡀ࠶ࡿࡇࢆⓎ⾲

5/3 ௨㝆

ᩥ⛉┬࣭ಖᏳ㝔ࡢබ⾲㸦ୗグ(c)ࡘ࠸࡚㸧

(a) ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᩘ್➼ࡼࡿᨺฟ※ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬ࡢ⤖ᯝ
(b) ERSS ࡼࡿᨺฟ※ሗࡀ᫂࡞ẁ㝵ࡢ༢㔞ᨺฟࡼࡿண ィ⟬⤖ᯝ
(c) ERSS ࡼࡿᨺฟ※ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡢ௬ᐃࡢᨺฟ㔞ࢆධຊࡋࡓண ィ⟬⤖ᯝ

⾲㸲㸱㸲㸯 63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢබ⾲⤒⦋


ࡇࢀࡽ63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢබ⾲ᙜࡓࡗ࡚ࠊᨻᗓࡣࡑࡢᶵ⬟➼ࡘ࠸࡚༑ศㄝ᫂ࢆ
⾜ࢃ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊࠕ63((',ࡣᅇࡢᨾࡢึືࡢ㑊㞴ᣦ♧᭷ຠά⏝࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠖࡢㄗゎΰࢆఫẸࡶࡓࡽࡋࡓࠋ

E㏫᥎ᐃィ⟬ࡢ⤖ᯝබ⾲࠾ࡅࡿᨻᗓࡢ༑ศ࡞ㄝ᫂
Ᏻጤဨࡀ᭶᪥බ⾲ࡋࡓࠊ㏫᥎ᐃィ⟬ᇶ࡙ࡃᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓ≧ἣࡢ⌧ィ⟬
ࡢ⤖ᯝࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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ᅗ㸲㸱㸲㸴 Ᏻጤဨࡀ
Ᏻ
᪥බ⾲ࡋࡓ
ࡓ63((',ࢆ⏝࠸
࠸ࡓᨺฟ※ሗ
ሗࡢ㏫᥎ᐃィ⟬
ィ⟬ࡢ⤖ᯝ
㸦ᑠ
ᑠඣࡢ⏥≧⭢ࡢ
ࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࡢ✚⟬⥺㔞ࡢ
ࡢヨ⟬್㸧


Ᏻ
Ᏻጤဨࡀ
ࡀ᭶᪥බ
බ⾲ࡋࡓィ⟬
⟬⤖ᯝࡣࠊ⥭
⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡼࡿ
ࡿᨺᑕᛶ᰾✀
✀⃰ᗘ
ࡢᐇ
ᐇ ್ࡽࠊᨺฟ※ሗ
ሗࢆ㏫᥎ᐃࡋࠊ
ࠊࡑࢀࢆࡶ
㐣ཤࡢᨺ
ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑ
ᣑᩓ≧ἣࢆ
⌧ィ
⟬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
࠶ࡿࠋ⌧ィ
ィ⟬ࡢ⤖ᯝࡣࠊ
ࠊᐇ㝿ࡢ⥭ᛴ
ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝࡢᐇ
ᐇ ್ྜ⮴
⮴ࡍࡿ
ࡼ࠺ィ⟬ࡋ࡚
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
࠶ࡿࡽࠊ㐣ཤ
ཤࡢᨺᑕᛶ≀
≀㉁ࡢᣑᩓ≧
≧ἣࡋ࡚⟬ฟ
ฟࡉࢀࡓ⌧
⌧ィ⟬
ࠊ
ࠊᐇ㝿ࡢ⥭ᛴ
ᛴࣔࢽࢱࣜ
ࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ
ᯝ࡛▩┪ࡀ࡞࠸
࠸ࡢࡣࠊᙜ↛
↛ࡢࡇ࡛࠶
࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊ᪥
᪥ࡢබ⾲ᙜ
ᙜࡓࡗ࡚ࠊᨻᗓ
ᗓࡣࠊ⌧ィ
ィ⟬ࡢᛶ㉁ࡸ
ࡸࠊ㏻ᖖࡢ63(((',ࡼࡿண
ண ィ
⟬ࡢ㐪࠸ࡘ
ࡘ࠸࡚༑ศ࡞
࡞ㄝ᫂ࢆࡏࡎ
ࡎࠊ༢63(('
',ࡼࡿヨ⟬
⟬ࡋ࡚බ⾲
⾲ࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡼࡗ
࡚ࠊ
ࠊఫẸࡢ㛫
ࠊᨻᗓࡣ63((',ࡼࡗ࡚
࡚ṇ☜࡞ண ィ⟬ࡢ⤖ᯝ
ᯝࢆᚓ࡚࠸࡞ࡀ
ࡀࡽ㞃࠸ࡋ
ࡋ࡚࠸
ࡓࠊ
ࠊᨺᑕ⥺⿕ࡤ
ࡤࡃࢆ㑊ࡅࡽ
ࡽࢀࡿࡇࡀ࡛
࡛ࡁࡓࡣࡎ࡛
࡛࠶ࡗࡓࠊ࠸ࡗࡓㄗゎࡀ
ࡀᗈࡀࡿࡇ
࡞
ࡗࡓ
ࡓࠋ





Ᏻ
ጤဨࠕ⥭ᛴ
ᛴ㎿㏿ᨺᑕ⬟ᙳ
ᙳ㡪ண ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒
࣒㸦63((',㸧ࡢヨ
ヨ⟬ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑ
ࠒᖺ
᭶᪥㸧
KWWWSZZZQVFJJRMSLQIR
BWRSBVLU\RSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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F63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢබ⾲ࡢᅾࡾ᪉
63((',ࡼࡿィ⟬⤖ᯝࡢࡼ࠺ࠊ☜ᐇᛶࡀᚲࡎࡋࡶ㧗ࡃ࡞࠸ሗࢆ☜ᐇ࡞ሗ༊ูࡏࡎ
බ⾲ࡋࡓሙྜࠊఫẸ↓⏝࡞Ᏻࢆ࠼ࡓࡾࠊΰࢆᣍ࠸ࡓࡾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ሗࡘ࠸࡚බ⾲ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊሗࡢཷࡅᡭ࡛࠶ࡿఫẸࡀࡑࡢෆᐜ࣭
ពࢆṇ☜⌮ゎࡍࡿࡓࡵヲ⣽ࡘᑀ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࢁࡀࠊ᪥⮳ࡿࡲ࡛ࠊᅜ⟅ᘚࡸグ⪅ぢ➼࠾ࡅࡿᨻᗓࡢㄝ᫂ࡣ୍㈏ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࠼ࡤࠊ63((',ࡢ⏝⠊ᅖࡣࡶࡶ⊃ࡗࡓࠊⓎゝࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊᮏᨾ࠾࠸
࡚ࡶ63((',ࡀά⏝ࡉࢀࢀࡤࡼࡾⰋ࠸ᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠊㄝ᫂ࡍࡿ⪅ࡀ࠸ࡿ࡞ࠊ63((',
㛵ࡋ࡚ᨻᗓ㛵ಀ⪅ࡽṇᑐࡶࢀࡿⓎゝࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᨾ࠾ࡅࡿ63((',ࡢィ⟬⤖ᯝࡢබ⾲࠾ࡅࡿᨻᗓࡢᑐᛂࡣࠊၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓゝࢃࡊ
ࡿࢆᚓ࡞࠸㸦࡞࠾ࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿ⯡ⓗ࡞ᨻᗓࡢሗ㛤♧ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㸱㸴ࠖ
ヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
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㸲㸱㸳 ᨾ࡛᫂ࡽ࡞ࡗࡓ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡢഛ

㸯㸧⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢᙺ
⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖࢆྵࡴᨺᑕ⥺ᨾࡸ⅏ᐖࡼࡾởᰁࡸ⿕ࡤࡃࡋࡓᝈ⪅ࡀⓎ
⏕ࡋࡓ㝿ᑐᛂࡍࡿ་⒪ࢆᣦࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ởᰁཪࡣ⿕ࡤࡃࢆࡋࡓᝈ⪅ᑐࡋ࡚≉ู࡞⒪ࢆ
⾜࠺ࡓࡵࡢ་⒪ᶵ㛵ࢆ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࠸࠺ࠋཎⓎ❧ᆅ㐨┴ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡢ࠸ࡃࡘࡣ⥭ᛴ
⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᨺ་◊࡞࠶ࢃࡏ࡚⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࢆᙧᡂࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ-&2ᨾࢆዎᶵぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡋࡋࠊ
ࡑࢀࡣ-&2ᨾࡢつᶍࢆᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᗈᇦᨺᑕᛶ≀㉁ࢆᨺฟࡍࡿࡼ࠺࡞ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ
ᛂ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
Ᏻጤဨࡀ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡘ࠸࡚ྲྀࡾỴࡵࡓࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ
ࡢᇶᮏ⌮ᛕࡼࢀࡤࠊࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡣࠊ␗ᖖែࡢⓎ⏕ேࡢᗣࢆᏲࡿཎᏊ
ຊᏳࡢࠗࢭ࣮ࣇࢸࢿࢵࢺ࡛࠘࠶ࡿࡇࠖࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜࠊ⮬యࠊཎᏊຊ
ᴗ⪅ཬࡧ་⒪㛵ಀ⪅࡞ࡀࠕ࠸ࡘ࡛ࡶࠊࡇ࡛ࡶࠊㄡ࡛ࡶ᭱ၿࡢ་⒪ࢆཷࡅࡽࢀࡿࠖ࠸࠺
ࡢどⅬ❧ࡗࡓᩆᛴ་⒪ࠊ⅏ᐖ་⒪ࡢཎ๎❧⬮ࡋࠊ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡢᵓ⠏⥔ᣢⓎᒎ
ດࡵࡿࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡋ࡚ᅜ࢝ᡤࡢ㝔ࡀ⮬యࡽᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᙺࡣ
ࠕཎᏊຊタ㏆㞄࠾࠸࡚ởᰁࡢ᭷↓ࢃࡽࡎᦙ㏦ࡉࢀ࡚ࡁࡓᝈ⪅ᑐࡋ୍࡚⯡ࡢᩆᛴ
デ⒪ࡢᑐ㇟࡞ࡿയࡢᑐᛂࢆྵࡴึᮇデ⒪ࢆ⾜࠺ࠖࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗࡣࠊྠ
ᶵ㛵ࡣࠊࢧ࣮࣓࣮࣋ࢱ➼ࢆ࠸ᝈ⪅ࡢᨺᑕ⥺㔞ࢆ⡆᫆ ᐃࡋࠊởᰁࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣᩆ
ᛴデ⒪ຍ࠼࡚ࠊࡩࡁྲྀࡾ㝖ᰁࡸࣚ࢘⣲ࡢᢞ࡞ࢆᐇࡍࡿࠋ
ᝈ⪅ࡀཷࡅࡓ⥺㔞ࡀ㧗࠸࡞ࡢ⌮⏤࡛ࠊึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛ᑐฎ࡛ࡁ࡞࠸ุ᩿ࡉࢀࡓᝈ
⪅ࡣḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ᦙ㏦ࡉࢀࡿࠋḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡣࠊࠕཎⓎタཬࡧึᮇ⿕ࡤࡃ་
⒪ᶵ㛵ࡽ㐺ษ࡞ᦙ㏦᪉ἲࡼࡾẚ㍑ⓗ▷㛫࡛ᦙ㏦ྍ⬟࡞ᆅⅬࠖ⨨ࡋࠊෆ㒊⿕ࡤࡃ
ᐃࡸࢩ࣮ࣕ࣡࡞ࡼࡿ㌟య㝖ᰁࠊᚲせᛂࡌ࡚ධ㝔デ⒪ࡶ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

୕ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡣࠊᮾ᪥ᮏす᪥ᮏࡑࢀࡒࢀᣐⅬ࠶ࡾࠊᮾ᪥ᮏ࡛ࡣᨺ་◊ࠊす᪥ᮏ
࡛ࡣᗈᓥᏛࡀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋึᮇ࣭ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛ᑐฎࡍࡿࡇࡀᅔ㞴ࡉࢀࡿ㔜
⠜࡞⿕ࡤࡃᝈ⪅ࡢ⥺㔞ホ౯ࡸデ⒪ࢆᐇࡋࠊ᰾✀ᛂࡌࡓᑐᛂࢆ⾜࠺ࠋ

㸰㸧❧ᆅཬࡧཷࡅධࢀྍ⬟ேᩘࡢၥ㢟
⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡣ-&2ᨾࡢ┬ࡽࠊྠつᶍࡢᨾࢆᐃࡋࡓᑐ⟇ࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀ




Ᏻጤဨࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶୍㒊ᨵゞ 



Ᏻጤဨࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶୍㒊ᨵゞ 



Ᏻጤဨࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶୍㒊ᨵゞ 
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࡚࠾ࡾࠊᗈᇦᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᣑᩓࡍࡿࡼ࠺࡞ᨾࡢᐃࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊཎⓎ
タෆࡢയởᰁᝈ⪅㎿㏿ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡣࠕཎᏊຊタ㏆㞄࡛ࠖ࠶ࡿ
ࡇࡀᣦᐃࡢ᮲௳ࡉࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊཎⓎࡽ㊥㞳ࡢ㏆࠸㝔ࡀึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢᣦ
ᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢࡀᐇ≧࡛࠶ࡾࠊᮏᨾࡢࡼ࠺࡞ཎᏊຊᨾࡢⓎ⏕ࡣ㑊㞴༊ᇦෆྵࡲࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊึᮇ࣭ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢཷࡅධࢀྍ⬟ேᩘࡢୖ㝈ࡀ࡞࠸ࡋே⛬ᗘࡍࡿ㝔ࡀ༙
࡛࠶ࡾࠊከᩘࡢఫẸࡀ⿕ࡤࡃࡍࡿ≧ἣࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠸
ࡇࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

Dึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢ❧ᆅၥ㢟
⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢせ௳ࡢࡦࡘࡋ࡚ࠊᩆᛴ་⒪ཬࡧ⅏ᐖ་⒪ࡀ⾜࠼ࡿࡇ࡞
ຍ࠼࡚ࠕཎᏊຊタࡽࡢᦙ㏦㸦ᦙ㏦⤒㊰ࠊᦙ㏦㊥㞳ཬࡧᦙ㏦㛫㸧ཬࡧࡢ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་
⒪ᶵ㛵ࡢ㌿㏦ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࡇࠖࡀ࠶ࡿࠋึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣࠕཎᏊຊタ
㏆㞄࡛ࠖ࠶ࡿࡇࡀᣦᐃࡉࢀࡿ࠺࠼࡛⪃៖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⚟ᓥࡢึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡣࠊ༡┦㤿ᕷ❧⥲ྜ㝔 ༡┦㤿ᕷ ࠊⴥཌ⏕㝔㸦ⴥ⏫㸧ࠊ
┴❧㔝㝔㸦⇃⏫㸧ࠊᮧ㝔㸦ᐩᒸ⏫㸧ࠊ࠸ࢃࡁᕷ❧⥲ྜ☬ᇛඹ❧㝔㸦࠸ࢃࡁᕷ㸧ࠊ
⚟ᓥປ⅏㝔㸦ྠᕷ㸧ࡢ㝔࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊⴥཌ⏕㝔ࠊ┴❧㔝㝔ཬࡧᮧ
㝔ࡢ㝔ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNPᅪෆࠊ༡┦㤿ᕷ❧⥲ྜ㝔ࡀNPᅪෆ⨨ࡋࠊࡇࢀࡽ
ࡢ㝔࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡢ㑊㞴ࢆࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋṧࡾࡢ㝔ࡶᆅ㟈ࡸὠἼࡼࡾ᩿Ỉ࡞
ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࠊ㏻ᖖࡢ㝔ᴗົࢆ⾜࠺ࡢࡶᅔ㞴࡞≧ἣ㝗ࡾࠊᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ
་⒪ࡣᑐฎ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ᅜⓗぢࡿࠊࡢึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢ࠺ࡕཎⓎࡽNPᅪෆ࠶ࡿ㝔ࡣ㸣ࢆ㉸
࠼ࡿࠋᮏᨾࡢࡼ࠺࡞ᆅ㟈࣭ὠἼࡼࡿ⮬↛⅏ᐖཎᏊຊ⅏ᐖࡀ」ྜⓗⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊከ
ࡃࡢึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡀྠᵝᶵ⬟㝗ࡿࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ㸦ࠕᅗ㸲㸱㸳㸯ࠖ
ཧ↷㸧






ࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢᩚഛ㝿ࡋ࡚ࡣࠊḟࡢ㡯ࢆ‶㊊ࡍࡿ་⒪ᶵ㛵࡛࠶ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࡋ࡚ࠊࡘࡢせ௳ࡀ
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏳጤဨࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ
᭶୍㒊ᨵゞ 



Ᏻጤဨࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶୍㒊ᨵゞ 
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ᅗ㸲㸱㸳㸯 ึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢ❧ᆅ

E⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢཷࡅධࢀྍ⬟ᝈ⪅ᩘ
ձึᮇ࣭ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵
Ᏻጤဨࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ⾜ࡗࡓᅜࡢ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ᑐࡍࡿཷࡅධࢀேᩘ
ࡢㄪᰝࡼࡿࠊࡩࡁྲྀࡾ㝖ᰁ➼ࡢึᮇᥐ⨨ࢆ⾜࠺ึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢཷࡅධࢀྍ⬟࡞ே
ᩘࡣ࡞࠸ࡋே⟅࠼ࡓ㝔ࡀ㸣ࢆࡋࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕởᰁᝈ⪅ࡀ」ᩘⓎ⏕ࠊ㝖ᰁᚋ୍⯡
ᐊᐜ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ၥ࠸ᑐࡋ࡚ࠕ࡛ࡁࡿࠖ⟅࠼ࡓ㝔ࡣ࠾ࡼࡑ༙ᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࢝ᡤࡢ࠺ࡕᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣ㝔࡛ࠊ୍ᗘཷࡅධࢀࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿ᭱ཷࡅධࢀྍ⬟ேᩘࡀே࡞࠸ࡋே⟅࠼ࡓ㝔ࡀ㸣ࢆ༨ࡵࡓ㸦ࠕᅗ㸲㸱㸳㸰ࠖ
ཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊࠕởᰁᝈ⪅」ᩘⓎ⏕ࠊ㝖ᰁᚋ୍⯡ᐊᐜ࡛ࡁࡿࠖ࠸࠺ၥ࠸ᑐࡋ
࡚ࠕ࡛ࡁࡿࠖ⟅࠼ࡓ㝔ࡣ⣙㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ

ղ୕ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵
ᮾ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ୕ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛࠶ࡿᨺ་◊ࡢᐜ⬟ຊࡣ㔜ᝈ⪅ேࠊ㍍ᝈ⪅
ே࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᝈ⪅ேᩘࡀᨺ་◊ࡢᐜ⬟ຊࢆ㉸࠼ࡓሙྜࡣᛂᛴฎ⨨ᚋ༠ຊ㝔ᦙ
㏦ࡍࡿࠋᨺ་◊ࡢ༠ຊ㝔ࡋ࡚㝔࠶ࡿࡀࠊ㝔࠶ࡓࡾࡢཷࡅධࢀྍ⬟ᩘࡣேࡀ㝈ᗘ
࡛࠶ࡿࠋす᪥ᮏࡢ୕ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛࠶ࡿᗈᓥᏛࡢᐜ⬟ຊࡣࠊ༠ຊ㝔ࡶྜࢃࡏ࡚㔜
ᝈ⪅ேࠊ୰ᝈ⪅ே࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᗈᓥᏛࡣᐜ⬟ຊ௨እࡶㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
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ࡍ࡞ࢃࡕࠊᗈᓥᏛࡣࠊ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ᚲせࡉࢀࡿ㝖ᰁタഛࡢᩚഛࡀࡋ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘ୰ᘓタࡉࢀࡿணᐃࡔ࠸࠺ࠋ

ึᮇ䞉ḟ⿕䜀䛟་⒪ᶵ㛵䛾᭱ཷ䛡ධ䜜ேᩘ
ึᮇ⿕䜀䛟㝔ᩘ

ḟ⿕䜀䛟㝔ᩘ

59%

ᨺᑕ⬟ởᰁ䛜ᠱᛕ䛥䜜䜛
ᝈ⪅䛾୍ᗘ䛾ཷ䛡ධ䜜ྍ
⬟ேᩘ䛜䚸䛂1ே䛺䛔䛧
2ே䛃䛸⟅䛘䛯㝔䛿䚸ึ
ᮇ⿕䜀䛟་⒪䛷75%䚸ḟ
⿕䜀䛟་⒪䛷79䠂䛷䛒䜛

46%
33%
16%

13%

13%

17%

4%

0ே

1ே

2ே

3䡚5ே

ͤᅇ⟅⋡䠖ึᮇ⿕䜀䛟་⒪ᶵ㛵36䠂䚸ḟ⿕䜀䛟་⒪ᶵ㛵76䠂


ᅗ㸲㸱㸳㸰 ึᮇ࣭ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢ᭱ཷࡅධࢀேᩘ


㸱㸧㝖ᰁタഛࡢ㊊㝔⫋ဨᑐࡍࡿᨺᑕ⥺ᩍ⫱ࡢၥ㢟Ⅼ
ᮏᨾ࠾࠸࡚㟢࿊ࡋࡓ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡢၥ㢟ࡢ୍ࡘࡣࠊ㝖ᰁタഛࡢ㊊ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ᮏᨾ࠾࠸࡚ࠊప⥺㔞⿕ࡤࡃࢆࡋࡓఫẸࡢ㌟య㝖ᰁ୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋࡓࡢࡣࠊ⥭ᛴ⿕
ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣ࡞ࡃ⮬⾨㝲ࡔࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᮏᨾ࠾࠸ุ࡚᫂ࡋࡓ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢၥ㢟ࡋ࡚ࠊ་⒪ᶵ㛵
ົࡍࡿ་⒪ᚑ⪅ᑐࡍࡿᨺᑕ⥺ᩍ⫱ࡢᚭᗏࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏᨾࡢ᮰సᴗᚑ⪅ࡣ㧗
⥺㔞ࡢ⿕ࡤࡃࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿᝈ⪅ࡀ࠸ࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀᑐࡋ࡚┴ෆࡢ⥭ᛴ⿕ࡤ
ࡃ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣࠊ㝔⫋ဨࡢᨺᑕ⥺㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡼࡾࠊởᰁࡢ࠾ࡑࢀࡀ
࠶ࡿᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿ㝿ΰࡀ⏕ࡌࡓࠋ⌧⾜ࡢ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣࠊᨺᑕ⥺ཬࡧࡑࡢ㜵
ㆤ㛵ࡋ࡚ṇࡋ࠸▱㆑ࢆᬑཬࡉࡏࡿࡓࡵᨺ་◊➼ࡀࢭ࣑ࢼ࣮ࡸカ⦎ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊཧຍ⪅
࡛࠶ࡿ㝔⫋ဨࡶᾘᴟⓗ࡞ጼໃ࡛࠶ࡾࠊࢭ࣑ࢼ࣮ࡢཧຍேᩘࡶఙࡧᝎࢇ࡛࠸ࡿࠋ

D㊊ࡋࡓ㝖ᰁタഛ
⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣࠊởᰁᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀྍ⬟ேᩘࡀᑡ࡞ࡃࠊከᩘࡢఫẸࡢ㝖ᰁࢆࡍ
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ࡿࡇࡣ๓ᥦࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏᨾ࡛ࡣࠊNPᅪእࡢ༡┦㤿ᕷࡸ࠸ࢃࡁᕷึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪
ᶵ㛵ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊࡢึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ྠᵝከேᩘࡢᝈ⪅ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㝖ᰁタഛ
ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊఫẸࡢ㝖ᰁࡘ࠸࡚ࡣ⮬⾨㝲ࡀ⏝ពࡋࡓ㝖ᰁ⏝ࡢࢸࣥࢺ࠾࠸࡚⾜
ࢃࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊᮏᨾࡢ᮰㛵ࢃࡿཎⓎసᴗဨࡸ⮬⾨㝲ဨ➼ࡢ୰ࡣࠊ㝖ᰁࡀᚲせࡉࢀࡿ㧗⥺
㔞ࡢ⿕ࡤࡃࢆࡋࡓேࡀ࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᝈ⪅ࡣࠊᑓ㛛ࡢ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛⥺㔞ࡢ ᐃࡸ㝖ᰁ
࡞ࡢฎ⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮࠸ࡓ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊་⒪⌜ࡢࣄࣜࣥࢢ
ࡼࡿࠊ㧗⥺㔞⿕ࡤࡃࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿởᰁᝈ⪅ࡣ࠸ࡗࡓࢇ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮㐠ࡤࢀࡓࡀࠊ
་ᖌࡣ࠸ࡓࡶࡢࡢ་⒪ჾලࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ┴ෆࡢึᮇཪࡣḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢᦙ㏦ࡀᚲせ
ࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡢᙳ㡪࡛┴ෆࡢ㝔ࡢከࡃࡀ᩿Ỉ࡞ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵࠊᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ┴ෆࡢ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡣ┴❧་㝔ࡢࡳ࡛ࠊࡋ
ࡶ୍ᗘᩘேࡢ㝖ᰁᑐᛂࡀ㝈ᗘࡔࡗࡓࠋ

Eᨺᑕ⥺ᑐࡍࡿ▱㆑㊊ࡼࡿ㝔⫋ဨࡢΰ
ḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛࠶ࡿ┴❧་㝔ࡣࠊ㟈⅏ࡢᙳ㡪࡛᩿Ỉぢ⯙ࢃࢀࠊ㝖ᰁ⏝ࡢỈࡀ
☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࡋ࡚ࠊᨾⓎ⏕┤ᚋࡼࡾởᰁࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀࡣៅ㔜ࡔࡗࡓࠋ
ࡲࡓྠ㝔ࡢ⫋ဨࡢ୰ࡣࠊởᰁࡉࢀࡓᝈ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿࡇࡼࡿᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࢆᜍࢀࠊ
㝔ࢆᚋࡍࡿ་ᖌࡸ┳ㆤᖌࡶ࠸ࡓࠋྠ㝔࡛ࡣ⫋ဨࡢᏳࡢኌ⟅࠼ࡼ࠺ᨾ┤ᚋ
ᨺᑕ⥺ࡢᑓ㛛ᐙࢆࡧࠊࡑࡢ༴㝤ᛶࡘ࠸࡚㝔⫋ဨࢆᑐ㇟㆟ㄽࡢሙࢆタࡅࡓࠋࡲࡓࠊᑓ
㛛ᐙࢆ࠼࡚ᖿ㒊ࡢ㛫࡛㝔ࡢᑐᛂࢆ༠㆟ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀయไࡢᩚഛࡣࡌࡵ
࡚ྲྀࡾࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺୍⯡㝔ࡣࡶࡼࡾࠊ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⿕ࡤࡃᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀ
㌋㌉ࡋࡓࡢࡣࠊ་ᖌࡢࡳ࡞ࡽࡎ┳ㆤᖌࠊົ⫋ဨ࡞ࢆྵࡴ་⒪ᶵ㛵ࡢ⫋ဨᨺᑕ⥺ࡘ
࠸࡚ࡢ▱㆑ࡀ㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚲせ௨ୖᏳࢆᢪ࠸ࡓࡇࡀせᅉࡢ୍ࡘࡔࡗࡓࠋ

F⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ᚑ⪅ࡢᨺᑕ⥺㛵ࡍࡿᩍ⫱㊊
ࡇࡢࡼ࠺࡞ែࢆ㜵ࡄࡓࡵࡣࠊ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢ་⒪㛵ಀ⪅ࡀࠊᐃᮇⓗ࡞◊ಟࡸカ
⦎ࢆཷࡅࡿࡇࡼࡾ⿕ࡤࡃ་⒪Ỉ‽ࡢ⥔ᣢࠊྥୖດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ་ᖌࡣ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ◊ಟࡣ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽࠊึᮇ࣭ḟ⿕ࡤ
ࡃ་⒪ᶵ㛵ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝔࡛ࡣࠊ་ᖌࡢ௦ࡀ㢖⦾࡞ࡓࡵࠊ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ◊ಟࢆཷࡅ
ࡓ་ᖌࡀ㝔⛣ືࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡶ࠶ࡾࠊ◊ಟࢆཷࡅࡓ་ᖌࡀ⥅⥆ࡋ࡚㝔ᅾ⡠ࡍࡿ
࠸࠺⎔ቃࡣᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᨺ་◊࡛ᐇࡋࡓࠕ1,56⿕ࡤࡃ་⒪ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖཧຍࡋࡓ་ᖌᩘࡣࠊᖹᡂ㸦㸧㹼ᖹ




⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊་⒪⌜ࣄࣜࣥࢢ
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ᡂ㸦㸧ᖺᮎࡢᐇศ࠾࠸࡚ྜィே๓ᚋࡢཧຍᯟᑐࡋ࡚ࠊᅜࡢึᮇ⿕ࡤࡃ་
⒪ᶵ㛵ࡽࡢཧຍ⪅ࡀேࠊḟ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡽࡣேࠊ㠀ᖖᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࠕ⾲㸲
㸱㸳㸫㸯ࠖཧ↷㸧ࠋཎᏊຊᏳ◊✲༠࡛ࡣࠊྛ㝔ㅮᖌࢆὴ㐵ࡋ࡚ㅮ⩦ࢆᐇࡋ࡚
ࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢ㝔ᖿ㒊ࡣࠕ་ᖌ㊊࡛ᡭࡀ㊊ࡾ࡞࠸୰࡛⥅⥆ⓗ
࠸ࡿࡀࠊ
་ᖌࡀཧຍࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠖࠕẖ᭶࠶ࡿࡀෆᐜࡶࢇኚࢃࡽࡎࠊᘧࡳࡓ࠸࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠖ࡞ࡢኌࡀୖࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊཷㅮᑐࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞ጼໃ࡛࠶ࡗࡓࠋ

◊ಟྡ

1,56 ᨺᑕ⥺ᨾ
ึືࢭ࣑ࢼ࣮

㛤ദᮇ㛫

་⒪ࢭ࣑ࢼ࣮

་⒪ᶵ㛵

་⒪ᶵ㛵

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥





➨㸰ᅇ

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥





➨㸱ᅇ

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥





➨㸲ᅇ

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥









➨㸯ᅇ

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥





➨㸰ᅇ

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥





➨㸱ᅇ

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥





➨㸲ᅇ

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥

















ィ
⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᣦ

ḟ⿕ࡤࡃ

➨㸯ᅇ

ィ

1,56 ⿕ࡤࡃ

ึᮇ⿕ࡤࡃ

➨㸯ᅇ

ᖹᡂ   ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥

ᑟ⪅⫱ᡂࢥ࣮ࢫ

ィ

⾲㸲㸱㸳㸯 ᨺ་◊࡛ᐇࡋࡓࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᖺᗘูཧຍேᩘ


⌧≧ࡢ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไ࡛ࡣࠊᮏᨾࡢࡼ࠺࡞ᗈᇦࢃࡓࡾᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᨺฟࡉࢀࡿ
ᨾࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣึᮇ⿕ࡤࡃ་⒪ᶵ㛵ࡢ❧ᆅࡀᗈᇦ࡞
ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡢᑐᛂࡽ⪃࠼ࡿ㐺ᙜ࡛࡞࠸ࡇࠊཷࡅධࢀྍ⬟ᝈ⪅ᩘࠊ㝖ᰁタഛࠊ
་⒪㛵ಀ⪅ᑐࡍࡿᨺᑕ⥺ᩍ⫱ࡢ㊊࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆᣦࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎỴࡋࠊᖹ
ࡽᨺᑕ⥺ࡢᑐฎࡢഛ࠼ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊᮏᨾࡢࡼ࠺࡞ሙྜᏳጤဨࡀᥖࡆࡿ
ࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪యไࡣࠊ␗ᖖែࡢⓎ⏕ேࡢᗣࢆᏲࡿཎᏊຊᏳࡢࠗࢭ࣮ࣇࢸ
ࢿࢵࢺ࡛࠘࠶ࡿࡇࠖ࠸ࡗࡓᇶᮏ⌮ᛕࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡞࠸ࠋ








⚟ᓥ┴་⒪ᶵ㛵ࣄࣜࣥࢢ



ᙜጤဨసᡂ



Ᏻጤဨࠕ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶୍㒊ᨵゞ ࣮࣌ࢪ
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㸲㸲 ᨺᑕ⥺ࡼࡿᗣ⿕ᐖࡢ⌧≧ᚋ

ఫẸࡢ᭱ࡢ㛵ᚰࡢ୍ࡘࡀࠊᨺᑕ⥺ࡢᗣࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⮬ศࡸᐙ᪘ࡀࢀࡢ
ᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧࡓࡢࠊࡑࢀࡀࢀࡔࡅᗣᙳ㡪ࡍࡿࡢࠖ࠸࠺ษᐇ࡞ఫẸࡢၥࠊ
ᨻᗓ࣭⚟ᓥ┴ࡣ༑ศᛂ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽࠊᨻᗓ࣭⚟ᓥ┴ࡢᨺᑕ⥺ࡢᗣᙳ㡪㛵ࡍࡿ
༑ศ࡛᭕࡞ㄝ᫂ࡣከࡃࡢఫẸࢆΰࡉࡏࡓࠋ
ᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃࡣࠊࡀࢇࡢࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿࡇࡀᗈᓥ࣭㛗ᓮࡢཎ⇿⿕⇿⪅ࡢᏛㄪᰝ࡛ࡣศ
ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖺ㱋ࡸᛶู㓄៖ࡋ࡚యෆ⥺㔞ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢపῶ⟇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡃᚲせ
ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௦⾲ࡀᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡢึᮇ⿕ࡤࡃࢆ㜵ࡄࣚ࢘⣲ࡢᢞ࡛࠶ࡿࡀࠊཎ⅏
ᮏ㒊ࡸ┴▱ࡣఫẸᑐࡋ࡚᭹⏝ᣦ♧ࢆ㐺ษ࡞㛫ෆฟࡍࡇኻᩋࡋࡓࠋ
ᑡࡋ࡛ࡶఫẸࡢ⿕ࡤࡃ㔞ࢆῶࡽࡍࡓࡵࡣࠊᚋࠊ୰㛗ᮇⓗࢃࡓࡗ࡚ᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡗ
࡚ởᰁࡉࢀࡓ㣗ရࡢᦤྲྀࢆไ㝈ࡋࠊ⥅⥆ⓗ࡞ෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆィ ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᨻᗓ࣭⚟ᓥ┴ࡣᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡢෆ㒊⿕ࡤࡃሗࡢ✚㛵ࡋ࡚ࡣࠊ౫↛ࡋ࡚
ࡰ↓⟇ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ࠾ࡅࡿసᴗဨࡢᏳᑐ⟇ࡘ࠸࡚๓ᐃࡋ࡚࠸࡞
ࡗࡓୖࠊᨾ┤ᚋࡣసᴗဨᑐࡍࡿ⎔ቃᨺᑕ⥺㔞ࡢሗࡢᥦ౪ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࡸࠊస
ᴗဨࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞⟶⌮ࡀ㞟ᅋ࡛⾜ࢃࢀࡓࡶ࠶ࡿ࡞ࠊᑐᛂࡀ༑ศ࡞Ⅼࡶ࠶ࡗࡓࠋఫẸ
ࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿࡣࠊཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃᑐ⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᚋࡶᨾᑐᛂ࠾ࡅࡿ
సᴗဨࡢᏳ☜ಖࡣ㔜せ࡞ࡿࠋ
᪉ࠊᗣ⿕ᐖࡢせᅉࡣࠊᨺᑕ⥺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾᚋࡶࠊࡁ࡞♫
ၥ㢟࡞ࡗࡓ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢᙳ㡪ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜጤဨࡣࠊఫẸࡢᚰ㌟ࡢᗣ
ࡇࡑ➨୍࡛࠶ࡾࠊ᪩ᛴᑐ⟇ࢆᡴࡘࡁ⪃࠼ࡿࠋ



㸲㸲㸯 ᨺᑕ⥺ࡢᗣᙳ㡪

㸯㸧ᛴᛶ㞀ᐖᬌⓎ㞀ᐖ
ᨺᑕ⥺ࡣࡁ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵయࡢ୰ࢆ㈏㏻ࡋࠊࡑࡢ㏻ࡾ㐨࠶ࡿ⣽⬊ࢆയ
ࡘࡅࡿࠋᨺᑕ⥺ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ẚ㍑ࡍࡿࠊ⏕≀ࡢయࢆᙧసࡗ࡚࠸ࡿ࠶ࡽࡺࡿศᏊࡀ⤖ࡧࡘ࠸
࡚࠸ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ᱆㐪࠸ᑠࡉ࠸㸦࠼ࡤࢭࢩ࣒࢘ࡢฟࡍ࣮࣋ࢱ⥺ࡢ⣙ศࡢ㸧ࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊᨺᑕ⥺ࡀࡓ࠼ᮏ࡛ࡶ⣽⬊ࡢ୰ࢆ㏻ࡿࠊࡑࡢ㏻ࡾ㐨ᙜࡓࡿศᏊࡢ⤖ྜࡣ⡆༢
ษࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢᶵ⬟ࡀᦆയࡉࢀࡿࠋᨺᑕ⥺ࡢ㏻ࡾ㐨ࡣࣛࣥࢲ࣒࡞ࡢ࡛ࠊయࡢタィᅗ࡛࠶ࡿ
'1$ࢆษ᩿ࡍࡿࡇࡶ࠶ࡿࠋ
'1$ࡢಟᶵ⬟ࡶ࠶ࡿࡀࠊ㔞ࡢᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧࡿ'1$ࡢษ᩿ᩘࡶከࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢಟࡀ㛫
ྜࢃࡎࠊ⣽⬊ࡣṚࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢࡓࡵ㌟୍ᗘ㔞ࡢ⿕ࡤࡃࢆࡍࡿᛴᛶ㞀ᐖࢆ㉳ࡇࡍࠋ
ࡑࡢ≧ࡣ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡶࡼࡾࠊ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀ㍍࠸ሙྜࡣࠊࣜࣥࣃ⌫ࡸⓑ⾑⌫ࡢῶᑡࠊྤࡁ
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ẼࠊⓎ⇕ࠊୗ⑩࡞ࡢ≧࡛ࡲࡿࡀࠊ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀከࡃ࡞ࡿୗ⾑ࠊ⣸ᩬࠊ⬺ẟ࡞ࡀ㉳
ࡁ࡚Ṛஸࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
ᖾ࠸ࡋ࡚ࠊᮏᨾ࡛ࡣ㔜⠜࡞ᛴᛶ㞀ᐖࡢⓎࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᛴᛶ㞀ᐖࡣ࠶ࡿ⥺㔞௨
ୖᾎࡧࡿ☜ᐇ⌧ࢀࡿࡢ࡛ࠊ☜ᐃⓗᙳ㡪ࡶ࠸ࢃࢀࡿࠋࡇࡢ⥺㔞௨ୗ࡛ࡣ㉳ࡁ࡞࠸ቃ⏺ࡢ⥺
㔞ࡣࠕࡋࡁ࠸್ࠖࡤࢀࠊࡑࢀࡣ≧ࡶࡼࡿࡀࠊ୍⯡ⓗࡣP6YࡽP6Y࠸ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ప⥺㔞㸦P6Y௨ୗ㸧ࡢᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧࡓሙྜࠊᩘᖺࡽᩘ༑ᖺᚋࡀࢇࠊⓑ⾑ࡸ㑇ఏⓗ
㞀ᐖ࡞ࡢᬌⓎ㞀ᐖࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᬌⓎ㞀ᐖࡣᾎࡧࡓேᩘࡢ࠺ࡕࠊ⿕ࡤࡃ⥲⥺㔞ᛂ
ࡌ࡚ࠕࡑࡢ࠺ࡕࡢఱேࠖ࠸࠺ࡼ࠺୍ᐃࡢ☜⋡࡛⌧ࢀࡿࡢ࡛ࠊ☜⋡ⓗᙳ㡪ࡶ࠸ࢃࢀࡿࠋᨺ
ᑕ⥺ࡀⓎࡀࢇࡢཎᅉ࡞ࡿࡢࡣࠊ'1$」㞧࡞ᦆയࢆ㉳ࡇࡍࡽ࡛࠶ࡿࠋ
'1$ࡢᦆയࡣᵝࠎ࡞せᅉ࡛᪥ᖖⓗⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⣽⬊ࡣࡑࡢࢇࢆಟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᨺᑕ⥺ࡣ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀࡁ࠸ࡓࡵࠊࡑࡢᦆയࡣ」㞧࡛ࡋࡃࡃࠊࡋ࡚ࡶ㛫㐪࠸ࢆ
㉳ࡇࡋࡸࡍ࠸ࠋࡶࡋ㛫㐪ࡗ࡚ࡍࠊࡑࡢ㒊ศࡢ㑇ఏᏊ✺↛ኚ␗ࡀ⏕ࡌࡿࠋ✺↛ኚ␗ࡣඖ
ᡠࡽ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑࡢ⣽⬊ࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ㝈ࡾṧࡾࠊ⣽⬊ࡀศࡍࡿࡑࡢፉ⣽⬊ᘬࡁ⥅ࡀࢀ
࡚࠸ࡃࠋ✺↛ኚ␗ࢆᣢࡘ⣽⬊ࡀࡉࡽᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧ࡚ࠊയࡢࡋ㛫㐪࠸ࡀ㉳ࡁࡿࠊูࡢ㑇ఏ
Ꮚ✺↛ኚ␗ࡀ㉳ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺✺↛ኚ␗ࡣ⣽⬊ࡢ୰ࡓࡲࡗ࡚ࡺࡁࠊࡀࢇࡢཎᅉ࡞ࡿࡇ
ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᨺᑕ⥺ࡢࣜࢫࢡࡣ✚ࡍࡿࠋ
ᨺᑕ⥺ࢆᢅ࠺సᴗ⪅ࡀ⥺㔞ィࢆ╔ࡅ࡚⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆຍ⟬ࡋ࡚ࡺࡃࡢࡣࠊ⥲⥺㔞ࢆ▱ࡾ㐣
⿕ࡤࡃࡋ࡞࠸ࡓࡵࡢ㜵ㆤᡭẁ࡛࠶ࡿࠋᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁᆅᇦࡽ㑊㞴ࡍࡿࡢࡶࠊ㝖ᰁࢆࡍ
ࡿࡢࡶࠊ㣧㣗≀ไ㝈್ࢆタࡅࡿࡢࡶࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ㏣ຍⓗᾎࡧࡿ⥺㔞ࢆపࡃᢚ࠼ࠊࣜࢫࢡࢆ
ቑࡸࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡛ᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊࡑࢀ௨ୖᾎࡧ࡞ࡅࢀࡤࠊయ
ࡋ࡚⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆᢚ࠼ࠊࣜࢫࢡࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

㸰㸧⿕ࡤࡃ⥺㔞Ⓨࡀࢇࣜࢫࢡ
ᨾᚋࠊ᭶᪥ࡣྛᆅࡢᨺᑕ⥺㔞ࡀᛴ⃭ୖ᪼ࡋࡓࠋ㧗⃰ᗘࡢᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࠊࢭࢩ࣒࢘
ࡸࢭࢩ࣒࢘➼ࢆྵࢇࡔᨺᑕᛶࣉ࣮࣒ࣝࡀ㢼࡛㐠ࡤࢀࠊఫẸࡣ྾ࡸ㣧ᩱỈࡽࡇࢀࡽࡢᨺ
ᑕ⬟ࢆయෆྲྀࡾ㎸ࢇࡔࠋᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡀ⏥≧⭢✚ࡋ࡚⏥≧⭢ࡀࢇࡢཎᅉ࡞ࡿࡇࡣࠊ
ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢᚋࡼࡃ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵᏳᐃࣚ࢘
⣲ࢆ㣧ࡴࡢࡔࡀࠊᅇࡣ᭹⏝࡛ࡁࡓఫẸࡣ㠀ᖖᑡ࡞ࡗࡓࠋ
⿕ࡤࡃ⥺㔞Ⓨࡀࢇࡢ㛵ಀࡣᏛㄪᰝ࡛ㄪࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ⓗ᭱ࡶಙ㢗ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄪᰝ
ࡢ୍ࡘࡀᗈᓥ࣭㛗ᓮཎ⇿⿕⇿⪅ࡢ⏕ᾭ㏣㊧ㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ⿕⇿⪅ே㸦ᖹᆒ⥺㔞㸸P6Yࠊ
㸣௨ୖࡀP6Y௨ୗࡢ⿕ࡤࡃ㸧ࢆࠊ㸦㸧ᖺࡽᖺ㛫ࢃࡓࡗ࡚㏣㊧ㄪᰝࡋ࡚࠸




1DWLRQDO5HVHDUFK&RXQFLO+HDOWKULVNVIURPH[SRVXUHWRORZOHYHOVRILRQL]LQJUDGLDWLRQ%(,5Ϯ 3KDVH
7KH1DWLRQDO$FDGHPLHV3UHVV 



2]DVD.HWDO͆6WXGLHVRIWKH0RUWDOLW\RI$WRPLF%RPE6XUYLYRUV5HSRUW̽$Q2YHUYLHZ
RI&DQFHUDQG1RQFDQFHU'LVHDVHV͇5DGLDWLRQ5HVHDUFK9RO  SS̽
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ࡿࠋⓑ⾑ࢆ㝖ࡃᅛᙧࡀࢇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡀࢇṚᩘࡣ⿕ࡤࡃ⥺㔞ẚࡋ࡚┤⥺ⓗቑຍࡍࡿࠋ
ࡋࡋࠊཎ⇿⿕⇿⪅ࡢㄪᰝ࡛P6Y௨ୗࡢ⥺㔞࡛ࡶࡀࢇࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⤫ィⓗ᭷ព
ࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣᏛⓗド᫂ࡍࡿࡇࡀᅔ㞴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௬P6Y௨ୗࡢ⥺㔞࡛ࡣⓎࡀࢇࡢࣜࢫࢡࡣᏛⓗド࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡋࡓࡽࠊࡑࢀࢆ▱ࡿ᪉
ἲࡣ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋศࡽ࡞࠸㒊ศࡢࣜࢫࢡࢆ᥎ᐃࡍࡿࣔࢹࣝࡣ㏻ࡾ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ࠕᅗ㸲㸲㸯㸯ࠖཧ↷㸧
ࠋࡇࡢ୰࡛,&53ࡀ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣDࡢࡋࡁ࠸್࡞ࡋ┤⥺㸦௨ୗ
ࠕ/17ࠖ
࠸࠺㸧ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕⓎࡀࢇࡣࡇࢀ௨ୗ࡛࠶ࢀࡤᏳ࡛࠶ࡿ࠸࠺͆ࡋࡁ࠸್͇
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࢀࡤࠊࡑࢀࡋࡓࡀࡗ࡚ࣜࢫࢡࡣῶᑡࡍࡿࡀࠊࢮࣟ࡞ࡿࡢࡣᨺᑕ
⥺ࡀࢮࣟࡢሙྜࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊᨺᑕ⥺ᙳ㡪㛵ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡞ᶵ㛵࡛ᗈࡃᢎㄆࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ




ᅗ㸲㸲㸯㸯 Ⓨࡀࢇࡢࣜࢫࢡ᥎ᐃࣔࢹࣝ 


/17ࣔࢹࣝࡀᅜ㝿ⓗྜពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊཎ⇿⿕⇿⪅ࢆࡣࡌࡵࡍࡿᏛㄪᰝຍ࠼࡚ࠊ
⭾࡞ᩘࡢື≀ᐇ㦂ࡸヨ㦂⟶ෆࡢᐇ㦂࡞ࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
P6Y௨ୖࡢ⿕ࡤࡃࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⛉┬ࡶᏳጤဨࡶ⥺㔞ᛂࡌ࡚ࡀࢇṚࡀቑ࠼ࡿࡇࡣ




%UHQQHU'-HWDO͆&DQFHUULVNVDWWULEXWDEOHWRORZGRVHVRILRQL]LQJUDGLDWLRQ$VVHVVLQJZKDWZH
UHDOO\NQRZ͇3URFHHGLQJVRIWKH1DWLRQDO$FDGHP\RI6FLHQFHV9RO  SS



%UHQQHU'-HWDO͆&DQFHUULVNVDWWULEXWDEOHWRORZGRVHVRILRQL]LQJUDGLDWLRQ$VVHVVLQJZKDWZH
UHDOO\NQRZ͇3URFHHGLQJVRIWKH1DWLRQDO$FDGHP\RI6FLHQFHV9RO  SSࡼࡾసᡂ
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ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ,&53ࡢ/17ࣔࢹࣝࡽィ⟬ࡍࡿࠊP6Yࡢ⿕ࡤࡃ࡛ࡣ㸣ࡀࢇṚࡀቑ࠼ࡿࠋࡇ
ࢀࡣேࡀP6Y⿕ࡤࡃࡍࡿࠊࡀࢇ࡛Ṛஸࡍࡿேࡀேቑ࠼ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏே
ࡢࡀࢇṚஸ⋡ࡣ⣙㸣࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊே୰ேࡀࡀࢇ࡛Ṛஸࡍࡿ࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ேࡀP6YᾎࡧࡿࠊࡀࢇṚࡍࡿேࡀேቑ࠼ࡿ᥎ᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊP6Y௨ୗ
ࡢ⥺㔞ᑐࡍࡿࡀࢇṚࣜࢫࢡࡢ᥎ᐃࡶࠊୖ㏙ࡓࡼ࠺⥺㔞ẚࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊP6Y
࡛࠶ࢀࡤே୰㸯ேࡢቑຍ࡛࠶ࡾࠊࡀࢇṚࢆேࡽேቑࡸࡍィ⟬࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ࡋࡁ࠸್ࡢ࡞࠸ⓎࡀࢇᛶᏛ≀㉁ࡣேேࡢⓎࡀࢇ⋡ࢆᐇ㉁Ᏻ㔞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺P6Y௨ୗ࡛ࡶࣜࢫࢡࡣ࠶ࡿࡋ࡚㜵ㆤࢆࡍࡿࡇࡀࠊఫẸࡢᗣࢆᏲࡿࡓࡵ
ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ࠶ࡃࡲ࡛,&53ࡢࣔࢹࣝࡋࡓࡀࡗ࡚ィ⟬ࡋࡓ್ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊࡇࡢࣔࢹ
ࣝࡀ㐣ᑠホ౯࡛࠶ࡿࡍࡿ⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡿࠋ

㸱㸧⿕ࡤࡃࡢ᪉ࡼࡗ࡚ࣜࢫࢡࡣ㐪࠺ࡢ
ᮏᨾࡢởᰁࡼࡿ⎔ቃࡽࡢ⿕ࡤࡃࡣ㛫ࢆࡅ࡚ᾎࡧࡿప⥺㔞⋡⿕ࡤࡃ࡛࠶ࡿࠋྠࡌ㔞
ࡢᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧࡿࡢ࡛ࡶࠊཎ⇿⿕⇿⪅ࡢࡼ࠺㔞ࢆ୍▐࡛ᾎࡧࡿ㧗⥺㔞⋡⿕ࡤࡃࡣ␗࡞ࡿࠋ
ྠࡌ㔞ࡢᨺᑕ⥺࡛ࡶࠊ୍ᗘᾎࡧࡿሙྜ㛫ࢆࡅ࡚ᾎࡧࡿሙྜ࡛ࡣࣜࢫࢡࡣ㐪࠺ࡢ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋ,&53ࡣࡺࡗࡃࡾᾎࡧࡿ᪉ࡀࣜࢫࢡࡣప࠸ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ್ࢆ୍ᗘᾎࡧࡓཎ⇿⿕⇿⪅ࡽᚓࡽࢀࡓࣜࢫࢡࡢ༙ศぢ✚ࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡇ
ࢀࡣ␗ㄽࡶ࠶ࡾࠊᨺᑕ⥺ࡢᾎࡧ᪉ࡼࡿ㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡿࠋ
ᮏᨾ㢮ఝࡍࡿ⎔ቃởᰁࡼࡿఫẸࡢ⿕ࡤࡃࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ࠊࣟࢩࡢࢸࢳࣕᕝὶᇦఫẸ
ே࡛ㄪᰝࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸧ᖺࡽᖺ㛫ࢃࡓࡾ࢘ࣛࣝᒣ⬦ࡢ༡ᮾ
⨨ࡍࡿ࣐࣮ࣖࢡ⏕⏘ඹྠయࡢタࡽఫẸ▱ࡽࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊ᰾ᗫᲠ≀ࡀࢸࢳࣕᕝὶ
ࡉࢀࡓࠋࡇࡢὶᇦఫẸࡢᖹᆒ✚⟬⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡣP6Y࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㸣ࡣෆ㒊⿕ࡤࡃ࡛࠶ࡿࠋ
6YᙜࡓࡾࡢᅛᙧࡀࢇࡼࡿṚஸࠊⓑ⾑ࡣᑐ↷ࡢࡑࢀࡒࢀ⣙ಸࠊಸሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᰾タࡢປാ⪅ࡘ࠸࡚ࡣࠊ,$5&㸦ᅜ㝿ࡀࢇ◊✲ᶵ㛵㸧ࡀ࢝ᅜࡢ᰾タປാ⪅ᅄ༑ᩘே
ࡢࡀࢇṚࣜࢫࢡࡢㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࡿࠊປാ⪅ࡢ㸣௨ୖࡣP6Y௨ୗࡢ
⿕ࡤࡃ࡛ࠊࡀࢇṚࡣ⥺㔞౫Ꮡࡋ࡚ቑ࠼ࠊⓑ⾑ࢆ㝖ࡃᅛᙧࡀࢇࡘ࠸࡚ࡣ6Yᙜࡓࡾࡢࡀ
ࢇṚࡣᑐ↷ࡢಸ࡛࠶ࡾࠊ៏ᛶࣜࣥࣃᛶⓑ⾑ࢆ㝖ࡃⓑ⾑ࡘ࠸࡚ࡣᑐ↷ࡢ⣙ಸ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ




♫ᅋἲே᪥ᮏࢯࢺ࣮ࣉ༠ࠗᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢᖺ່࿌࠘ 3XEOLFDWLRQ 㸦ၿࠊᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧



♫ᅋἲே᪥ᮏࢯࢺ࣮ࣉ༠ࠗᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢᖺ່࿌࠘ 3XEOLFDWLRQ 㸦ၿࠊᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧



(XURSHDQ&RPPLWWHHRQ5DGLDWLRQ5LVN͆5HFRPPHQGDWLRQVRIWKH(&557KH+HDOWK(IIHFWVRI([SRVXUH
WR/RZ'RVHVRI,RQL]LQJ5DGLDWLRQ͇  



.UHVWLQLQD/<HWDO͆6ROLGFDQFHULQFLGHQFHDQGORZGRVHUDWHUDGLDWLRQH[SRVXUHVLQWKH7HFKDULYHU
FRKRUW͇,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI(SLGHPLRORJ\9RO  SS



&DUGLV(HWDO͆7KHFRXQWU\FROODERUDWLYHVWXG\RIFDQFHUULVNDPRQJUDGLDWLRQZRUNHUVLQWKHQXFOHDU
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

ࢻࢶࠊⱥᅜࠊࢫࢫࡢᅜࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࿘㎶NP௨ෆఫࡴṓ௨ୗࡢᏊࡶⓑ⾑ࡀ
ቑຍࡋࡓ࠸࠺ሗ࿌ࡀฟࡉࢀࡓࠋࢻࢶࡢሙྜཎⓎ࿘㎶ࡢ⥺㔞ࡣᖺ㛫P6Y࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢࢹ࣮ࢱࡽぢࡿᨺᑕ⥺ࡣࡺࡗࡃࡾᾎࡧࡓࡽ࠸ࡗ࡚ࡑࡢࣜࢫࢡࡀపࡃ࡞ࡿࡣ࠸࠼
࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊࣥࢻࠊࢣࣛࣛᆅ᪉ࡣࢺ࣒ࣜ࢘ࢆྵࡴࣔࢼࢨࢺࡼࡿ㧗⮬↛ᨺᑕ⥺ᆅᇦࡋ࡚
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊఫẸࡢᏛㄪᰝ࡛ࡣⓎࡀࢇࡢቑຍࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡋࠊࡇࡢ◊✲
ࡣࠊほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࢇࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ⤫ィⓗ᭷ព࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡸࠊఫẸࡀ㛗ᖺ㧗⥺㔞ᆅ
༊ఫࡳ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵᨺᑕ⥺ឤཷᛶࡢ㧗࠸ேࡀ㑅ᢥⓗῈửࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋప⥺
㔞⿕ࡤࡃࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ㌟యᙳ㡪ࡘ࠸࡚ศࡗ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡶከࡃࠊᑓ㛛ᐙࡢ㛫࡛ࡶពぢࡀ
ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊᚋㄪᰝࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ

㸲㸧ᖺ㱋ࡸಶேࡼࡗ࡚␗࡞ࡿᨺᑕ⥺ឤཷᛶ
ᩥ⛉┬ࡼࡿ⚟ᓥࡢᏛᰯ㛤ᇶ‽ࡋ࡚ࡢᖺ㛫P6YࡣࠊᏊࡶࢆᣢࡘぶࢆᚰ㓄ࡉࡏࠊᅜ㝿
ⓗࡶࡁ࡞ᢈุࢆᾎࡧࡓࠋᨺᑕ⥺ࡢឤཷᛶࡣᖺ㱋ࡀప࠸㧗࠸ࡇࡣᗈᓥࠊ㛗ᓮࡢཎ
⇿⿕⇿⪅ࡢㄪᰝ࡛ࡶ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⿕ࡤࡃࠊᖺ㱋ࡀࢮࣟṓ࡛࠶ࡿṓ࡛⿕ࡤࡃࡋ
ࡓሙྜẚ࡚ࡑࡢࣜࢫࢡࡣዪᛶ࡛⣙ಸࠊ⏨ᛶ࡛⣙ಸ࡞ࡿィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᅗ㸲㸬㸲㸬
㸯㸫㸰ࠖཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊ⫾ඣᮇ㹫6Yࡽ㹫6Y⿕ࡤࡃࡍࡿᑠඣⓑ⾑ࡸᑠඣᅛᙧࡀࢇࡢ
ࣜࢫࢡࡀಸ࡞ࡿࡍࡿሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋⱝᖺ⪅ࡣᨺᑕ⥺ឤཷᛶࡀ㧗࠸࠸࠺ᐇࡢࠊ
≉㓄៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣᙼࡽࡢవࡀ㛗࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㛫ࡧ⿕ࡤࡃࡢࣜࢫࢡ
ࢆ㈇࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ✚ࡍࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋᖺ㛫P6YࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡞࡛ാࡃᡂே
ࡢᖺ㛫ࡢᖹᆒ⿕ࡤࡃ⥺㔞㝈ᗘ࡛࠶ࡿࠋ⫾ඣࢆྵࡵࡓᖺᑡ⪅ࡢឤཷᛶࡢ㧗ࡉࢆ⪃៖ࡍࡿࠊ⚟
ᓥࡢⱝᖺ⪅ࡣᨺᑕ⥺సᴗ⪅௨ୖࡢࣜࢫࢡࢆ⫼㈇࠺ࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓ㞟ᅋࡢ୰ࡣ୍ᐃࡢྜ࡛
ᨺᑕ⥺ឤཷᛶࡢ㧗࠸ேࡶ࠸ࡿࡢ࡛ࠊᨻ⟇ࡋ࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᨺᑕ⥺ᙅ⪅ᑐࡍࡿ㓄៖ࡶᚲせ


LQGXVWU\(VWLPDWHVRIUDGLDWLRQUHODWHGFDQFHUULVNV͇5DGLDWLRQ5HVHDUFK9RO  SS


.RHUEOHLQ$͆&$183,6VWXG\VWUHQJWKHQVHYLGHQFHRILQFUHDVHGOHXNDHPLDUDWHVQHDUQXFOHDUSRZHUSODQWV͇

,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI(SLGHPLRORJ\9RO  SS6FKPLW])HXHUKDNH,HWDO͆/HXNHPLD
LQWKHSUR[LPLW\RID*HUPDQERLOLQJZDWHUQXFOHDUUHDFWRUHYLGHQFHRISRSXODWLRQH[SRVXUHE\FKURPRVRPH
VWXGLHVDQGHQYLURQPHQWDOUDGLRDFWLYLW\͇(QYLURQPHQWDO+HDOWK3HUVSHFWLYHV9RO6XSSOHPHQW  
SS


1DLU55HWDO͆%DFNJURXQGUDGLDWLRQDQGFDQFHULQFLGHQFHLQ.HUDOD,QGLD.DUDQDJDSSDOO\FRKRUWVWXG\͇

+HDOWKSK\VLFV9RO  SS


᰾ᡓத㜵Ṇᅜ㝿་ᖌ㆟ࡣ㧗ᮌᩥ⛉⮧P6Yࡣࠕ᭷ᐖ࡛࠶ࡾࠊ᧔ᅇࡍࡁࠖ࠸࠺᭩⡆ࢆ㏦ࡗࡓ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ᭶᪥㸧ࠋᚋⳢ⥲⌮ࡶ່࿌᭩ࢆ㏦ࡗࡓ㸦᭶᪥㸧ࠋ⡿ᅜࡢ♫ⓗ㈐௵ࡢࡓࡵࡢ་ᖌࡢࡣグ⪅ぢ࡛
P6Yᇶ‽ࡢᢈุࢆ⾲᫂ࡋࡓ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ࠋࡋࡋࠊᨾᚋᯞ㔝ᐁᡣ㛗ᐁࡽᐁ㑰ᨺᑕ
⥺ࡢேయᙳ㡪ࡸ㜵ㆤࡘ࠸࡚ຓゝࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓཎᏊຊ⅏ᐖᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡢᑓ㛛ᐙࡣࠕ⚟ᓥࡢ࿘㎶ఫẸࡢ⌧ᅾࡢ
⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡣP6Y௨ୗ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࡣ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࠖゝ࠸ษࡗ࡚࠸ࡿࠋ



3UHVWRQ'/HWDO͆6WXGLHVRIPRUWDOLW\RIDWRPLFERPEVXUYLYRUV5HSRUW6ROLGFDQFHUDQGQRQFDQFHU
GLVHDVHPRUWDOLW\͇5DGLDWLRQ5HVHDUFK9RO  SS



:DNHIRUG5HWDO͆5LVNFRHIILFLHQWIRUFKLOGKRRGFDQFHUDIWHULQWUDXWHULQHLUUDGLDFWLRQDUHYLHZ͇

,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI5DGLDWLRQ%LRORJ\9RO  SS
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࡛࠶ࡿࠋ


ᅗ㸲㸲㸯㸰 ᖺ㱋ࠊᛶูࡼࡗ࡚ኚࡍࡿᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪㸦ࡀࢇࡢⓎ⏕ேᩘ㸧


㸳㸧ᨺᑕ⥺ࡼࡿࡀࢇ௨እࡢᝈ
ࡇࢀࡲ࡛ᨺᑕ⥺㞀ᐖࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ'1$ᦆയࡀཎᅉ࡞ࡿࡀࢇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊ⿕ࡤࡃࡼࡿᗣᙳ㡪࡛ࡇࢀࡽὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊࡀࢇࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᗈᓥ࣭㛗ᓮཎ⇿⿕⇿⪅⏕ᾭ㏣㊧ㄪᰝ࡛ࡶࠊࡀࢇ௨እࡢᝈࡼࡿṚஸ⋡ࡀࠊ⥺㔞౫Ꮡࡋ࡚ቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚰ⮚ᝈࡸᚰ⮚⾑⟶ࠊ྾ჾࠊᾘჾࠊἪᒀჾ⣔
ᝈ࡞ࡶ⥺㔞౫Ꮡࡋ࡚ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡽᖺࡓࡕࠊࡇࢀࡲ࡛ࡣ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓᨺᑕᛶ≀㉁
ࡼࡿởᰁᆅᇦఫẸࡢᗣ≧ែࡀࠊ᭱㏆┦ḟ࠸࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ࢘ࢡࣛࢼࡽࡢሗ࿌࡛ࡣࠊở
ᰁᆅࡽࡢ㑊㞴⪅ࡸᨾฎ⌮⪅ࠊᙼࡽࠊᙼዪࡽࡢᏊࡶࠊởᰁᆅᇦఫࡴᏊࡶࡓࡕࡢචຊ
ࡢపୗࡀ㢧ⴭ࡛ࠊෆศἪ⣔➼ࡢᝈࢆᣢࡘྜࡀ㧗࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㤳┦ᐁ㑰ࡸᩥ⛉┬࡞




1DWLRQDO5HVHDUFK&RXQFLO+HDOWKULVNVIURPH[SRVXUHWRORZOHYHOVRILRQL]LQJUDGLDWLRQ%(,5Ϯ 3KDVH

7KH1DWLRQDO$FDGHPLHV3UHVV ࡼࡾసᡂ


6KLPL]X<HWDO͆5DGLDWLRQH[SRVXUHDQGFLUFXODWRU\GLVHDVHULVN+LURVKLPDDQG1DJDVDNLDWRPLFERPE
VXUYLYRUGDWD͇%ULWLVK0HGLFDO-RXUQDO9RO  E



ࣦ࢛ࣟࢹ࣑࣮࣭࣮ࣝ࣍ࣟࢩࣕ ࢘ࢡࣛࢼ㠀ᖖែ┬ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜ❧ධ⚗Ṇ༊ᇦ⟶⌮ᗇ㛗ᐁ ➨ᅇጤဨ
<DEORNRY9HWDO&KHUQRE\O&RQVHTXHQFHVRIWKH&DWDVWURSKHIRU3HRSOHDQGWKH(QYLURQPHQW$QQDOV

RIWKH1HZ<RUN$FDGHP\RI6FLHQFHV9RO  


ෆ㛶ᐁᡣࠕཎᏊຊ⅏ᐖᑓ㛛ᐙࢢ࣮ࣝࣉࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࠖ➨୕ᅇࠕࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜᨾࡢẚ㍑ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒ
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ࡢබᘧぢゎ࡛ࡣࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾ࡛ቑຍࡋࡓࡢࡣᑠඣ⏥≧⭢ࡀࢇࡢࡳࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
⏥≧⭢ࡀࢇࡢࡳࢆࡗ࡚ࡳ࡚ࡶࠊᨾᙜṓ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓே⨯ᝈ⋡ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㛗ᮇ㛫ᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁᆅఫࡴࡇࡣᗣࠊ≉Ꮚࡶࡢᗣࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ
࠼ࡿࡣࡇࢀࡽࡢ᪥ᮏࡗ࡚㔜࡞㛵ᚰ࡛࠶ࡿࠋ࢘ࢡࣛࢼࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩཬࡧࣟࢩ
࠾࠸࡚ᙜጤဨࡀ⾜ࡗࡓㄪᰝ⤖ᯝࡸᙜጤဨࡢཧ⪃ேࡽࡢドゝࡣࠊᑗ᮶ࢆ⪃࠼ࡿཧ⪃
࡞ࡿࠋࡇࡢᅜඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡣࠊᏊࡶࡓࡕࡢᗣࢆᏲࡿࡓࡵࠊẖᖺ㐌㛫⛬ᗘࠊᙼ
ࡽࢆ㠀ởᰁᆅ༊࠶ࡿࢧࢼࢺ࣒ࣜ࢘㏦ࡾࠊởᰁࡢ࡞࠸㣗ࢆ࠼ࠊẼࡢ࠶ࡿᏊࡶࡣ⒪
ࡋࠊ୍⯡ⓗࡣయຊࠊචຊࡢቑ㐍ດࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜἲࡀไᐃ
ࡉࢀࠊᖺ㛫P6YࡽP6Yࡢởᰁᆅᇦ࡛ࡣࠊᕼᮃࡍࢀࡤ⛣ఫࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥࡢᖺ㛫
P6Yᇶ‽ࡀ≉ឤཷᛶࡢ㧗࠸Ꮚࡶࡓࡕࡗ࡚࠸㧗࠸⥺㔞࡛࠶ࡿࡀศࡿࠋ


㸴㸧ᨻᗓࠊ㟁ຊ♫ࡣᨺᑕ⥺ࡢࣜࢫࢡࢆ࠺ఏ࠼ࡓ

Dࡇࢀࡲ࡛ࡢᨺᑕ⥺ࡢࣜࢫࢡࡢఏ࠼᪉
ᙜጤဨࡀ⾜ࡗࡓࢱ࣑࣮࢘ࣥࢸࣥࢢ࡛ࠊࠕᆅ㟈ᚋࡲࡎ㢌ᾋࢇࡔࡇࡣఱ࡛ࡍࠖ
࠸࠺ၥ࠸ᑐࡋ࡚ࠊࠕࠗཎⓎࡣኵ࡞ࡢ㸽࠘ᚰ㓄ࡋࡓࠖࡢ⟅࠼ࡣࠊ≉ཎⓎ❧ᆅ
㏆࠾࠸࡚ᑡ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣఫẸࡢ᪉ࠎࡀࠊᖖ᪥㡭ࠊ㟁ຊ♫ࡽ⤯ᑐᨾࡣ㉳ࡁ࡞࠸ࠊ
⧞ࡾ㏉ࡋఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ
Ꮚࡶࡢࡇࢁࡽࠊ㏆ࡃ࠶ࡿᮾ㟁ࡢᒎ♧㤋⾜ࡃࠕཎⓎࡣ◳࠸ᒾ┙ࡢୖᘓࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ᆅ㟈ࡀ᮶࡚ࡶኵࠖࠕ㔜ࡢቨᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛Ᏻᚰࠖᩍ࠼ࡽࢀࡿࠋཎᏊຊⓎ㟁
ࢆࡍࢀࡤᚲࡎฟ࡚ࡃࡿᨺᑕ⥺㛵ࡋ࡚ࡶࠊࠕᨺᑕ⥺ࡣኴྂࡢ᫇ࡽ࠶ࡾࠊே㛫ࡣࡑࡢ୰࡛⏕
ࡁ࡚ࡁࡓࡢࡔࡽᚰ㓄ࡋ࡞ࡃ࡚࠸࠸ࠖࠕᨺᑕ⥺ࡣ་⒪ࠊᕤᴗ࡞⏝ࡉࢀ࡚࠸࡚᭷⏝࡛࠶
ࡿࠖ࠸࠺ࡼ࠺ࠊᨺᑕ⥺ࡢᏳᛶࠊ⏝ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡢࡳࢆᩍ࠼ࡽࢀࠊᨺᑕ⥺⏝క࠺ࣜ
ࢫࢡࡘ࠸࡚ࡣᩍ࠼ࡽࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢᨾࡼࡗ࡚ࠊᏳ࡛࠶ࡗࡓࡣࡎࡢཎⓎࡀᇶ୍ᗘቯࢀࡓࡇ࡛ࠊ♫ࡣࡑࡢḭ▇
Ẽࡁࠊࡇࢀࡲ࡛ཎᏊຊࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓᨻᗓࠊ㟁ຊ♫ࡢಙ㢗ࡣࡁࡃᦆ࡞ࢃࢀࡿࡇ
࡞ࡗࡓࠋᙜጤဨࡢཧ⪃ே⫈ྲྀ࡛ࡶࠊᏳጤဨࠊಖᏳ㝔ࠊᩥ⛉┬ࡀཎⓎࡢ༴㝤ᛶࢆᢲࡋ


ᖺ᭶᪥㸧


ᩥ⛉┬ࠕᨺᑕ⥺ࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ ᩍ⫱⌧ሙࡢⓙᵝࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



,331: *)6͆+HDOWK(IIHFWVRI&KHUQRE\O\HDUVDIWHUWKHUHDFWRUFDWDVWURSKH,331:DQG*)65HSRUW
 



ࣞ࢜ࢽࢻ࣭ࢱࣂࢳࢽ࣮ ࢘ࢡࣛࢼ㠀ᖖែ┬ỈᩥẼ㇟Ꮫᒁ୰ኸᆅ⌫≀⌮ほ ᡤᡤ㛗 ➨ᅇጤဨ࢘ࢡࣛ
ࢼᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ



࣮࣋ࣛࣝࢩᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ



ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜἲᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ



ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜἲᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ
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㞃ࡋࠊᏳᑐ⟇ࢆᛰࡗ࡚ࡁࡓᐇែࡀ᫂ࡽࡉࢀࡓࠋ㸦ࠕ㸲㸬㸱㸬㸯ࠖཧ↷㸧

Eᮏᨾ࠾ࡅࡿᨺᑕ⥺ࡢࣜࢫࢡࡢఏ࠼᪉
ᐇ㝿ᮏᨾࢆ㏻ࡌ࡚ᨺᑕ⥺㛵ࡋ࡚ࡢࣜࢫࢡࡢఏ࠼᪉ࡣ࠺ࡔࡗࡓࡢ㸽
ᨺᑕ⥺ࡣឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊప⥺㔞࡛࠶ࢀࡤࡍࡄࡣࡑࡢᙳ㡪ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋࡋ
ࡋࠊᩘᖺࠊᩘ༑ᖺᚋࡣⓑ⾑ࡸࡀࢇࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡣࠊࢇඹ
㏻ㄆ㆑࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᨾᚋࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࢆཷࡅࡓ⎔ቃࡢ୰⏕άࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓఫẸࡣࠊᨺ
ᑕ⥺ࡢ༴㝤ᛶࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࡢᇶ‽࡞ࡿሗࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠋ≉ẕぶࡣᏊࡶ࠼ࡿ㣧
㣗≀ࡢởᰁᗘࡸ⎔ቃࡽཷࡅࡿᨺᑕ⥺㔞ࠊࡑࢀࡀᗣཬࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸࡚ṇ☜࡞▱㆑ࢆồ
ࡵࡓࠋࡋࡋࠊᩥ⛉┬ࡼࡿ⎔ቃᨺᑕ⥺ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀఫẸ▱ࡽࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇࠊᏛ
ᰯࡢ㛤ྥࡅ࡚ᖺ㛫P6Yࢆᡴࡕฟࡋࠊ⚟ᓥ┴ࡢẕぶࢆ୰ᚰୡࡢⓎࢆᾎࡧࡓࠕ㸲㸬㸲㸬
㸲ࠖཧ↷ ࡇ㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊఫẸࡀ⣡ᚓࡍࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ᨻᗓࡣࠕ⮬ศࡓࡕࡢᆅᇦࡀࢀࡢᨺᑕ⥺㔞࡛ࠊࡑࢀࡀࢀࡔࡅᗣᙳ㡪ࡍࡿࡢࠖ
࠸࠺ษᐇ࡞ఫẸࡢၥ࠸ࡲࡔ⟅࠼࡚࠸࡞࠸ࠋᨾᚋὶࡉࢀ࡚࠸ࡿሗࡢෆᐜࡣᨾ
௨๓ኚࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊඣ❺࣭⏕ᚐᑐࡋ࡚ࡶࡑࡢጼໃࡣྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࡣ⥺㔞ẚࡋ࡚ቑຍࡋࠊᏳ㔞ࡣ࡞࠸࠸࠺ᅜ㝿ⓗ࡞ㄆ㆑ࡀఏ࠼ࡽࢀࠊࡲ
ࡓࡑࡢࣜࢫࢡࡀ⏕άࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺࡞ពࢆᣢࡘࡢࠊ࠺ࡸࡗ࡚ ᐃࡋࠊ࠺ࡍࢀࡤᙳ㡪
ࢆῶࡽࡏࡽࢀࡿࡢࡀศࢀࡤࠊࡢࡼ࠺᪥ࠎࢆ㐣ࡈࡏࡤࡼ࠸ࡢุ᩿ࡢຓࡅ࡞ࡿࠋ
ࡲࡓఫẸ࠸ࡗ࡚ࡶ୍ᚊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊஙᗂඣࡽⱝᖺᒙࠊዷ፬࠶ࡿ࠸ࡣ≉ᨺᑕ⥺ឤཷᛶࡢ
㧗࠸ே࡞ࡑࢀࡒࢀཷࡅᡭࡢ㐪࠸ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ㄝ᫂ࡋࠊཷࡅᡭࡀ࠺ุ᩿ࡋ⾜ືࡍࢀࡤࡼ
࠸ࡢࠊศࡿࡲ࡛⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠺ດຊࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᨾࡀ㉳ࡁࡓ㝿ࡶࠊ㐣ཤྠ
ࡌࡼ࠺ᏳࠊᏳᚰࡢ୍᪉ⓗ࡞ሗᥦ౪࡛ࡣࠊಖㆤ⪅ࡶ⏕ᚐࡶࠊಙࡌࡿࠊಙࡌ࡞࠸ࡢ
⪅ᢥ୍ࢆ㏕ࡽࢀࡿࡓࡕ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ⮬ศ࡛࠺ุ᩿ࡍࡿࡢᇶ‽ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ

㸵㸧ᑗ᮶ࢆᢸ࠺Ꮚࡶࡢఏ࠼᪉
ୡ⏺ྛᅜࡢᩍ⫱ࢆぢࡿࠊᨺᑕ⥺ࡸࡑࡢᗣᙳ㡪ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⤌ࡳࡸ㐣ཤࡢཎᏊຊⓎ
㟁ᡤᨾࡢᩍカ㛵ࡍࡿෆᐜࢆヲ⣽ᩍ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋཎᏊຊࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣇࣛࣥ
ࢫࡸࢠࣜࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊ༢࡞ࡿཎᏊຊ࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ⌮ゎࡢᬑཬࢆ┠ᣦࡍࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎᏊຊࡢࡶࡓࡽࡍ༴㝤౽┈㸦ࣜࢫࢡࠊ࣋ࢿࣇࢵࢺ㸧ࢆᅜẸࡢ㑅ᢥㄢ㢟ࡋ࡚Ꮫ
ᰯᩍ⫱࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ⱥ࡛ࡣཎᏊຊࠊᨺᑕ⥺࠸࠺ศ㔝ࡀࠊ⛉Ꮫⓗ࡞ᐇྠࠊᗈ⠊࡞♫ⓗ࡞ၥ㢟ࢆྵࡴ
ࡶࡢࡋ࡚ࠊ⌮⛉ࡢศ㔝࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⛉Ꮫ⪅ࢆ┠ᣦࡍᏛ⩦⪅ᑐࡋ࡚ࡶࠊ୍⯡ⓗ࡞
⛉Ꮫᢏ⾡ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡶࠊ⛉Ꮫⓗ࡞▱㆑ྠᵝࠊࡑࡢ♫ⓗ࡞ഃ㠃ࢆࡶ⪃࠼࡚
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⾜ືࡍࡿࡇࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡽࡔ࠸࠺ࠋ
ࡾࢃࡅࢠࣜࢫ࡛ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨ᚋࠊཎᏊຊࡸ᰾࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢศ㔝ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣜ
ࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᚲせᛶࡽࠊ♫ⓗ⌧ᐇⓗ࡞ၥ㢟ࢆྵࡵ≀⌮ࠊ⛉Ꮫ࡞ࡢ⌮⣔ࡢᩍ
⛉᭩ࡢ୰࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ㉳ࡇࡗࡓ∵ᾏ⥥≧⬻㸦%6(㸧௳ࢆዎ
ᶵࠊᩍ⫱ࡸබⓗᶵ㛵ࡢⓎࡍࡿሗᑐࡍࡿಙ㢗ࡢ႙ኻࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢၨⵚ⩏ᩍ⫱ほࡢ
ၥ㢟Ⅼࢆ⥲ᣓࡋࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ⫱࡚ࡿ᪉ྥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ྥᛶࢆᖜ
ྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱ኚ㠉ࡋ࡚࠸ࡗࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊⱥ࠸࠺ཎⓎ᥎㐍せᅜ࠾࠸࡚ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ⓗ࡞ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮃࡲ
ࡋ࠸♫ᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ࠸࠺ࠊ♫ⓗᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓ⛉Ꮫᨻ⟇Ỵᐃࡢ᪉ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢどⅬᇶ࡙࠸ࡓᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡇࢀࡔࡅࡢᨾࢆ㉳ࡇࡋࠊࡑࢀࡀ࠸ࡘ⤊ᜥࡍࡿࡶศࡽ࡞࠸≧ἣ࠶ࡾ
࡞ࡀࡽࠊᨻᗓࠊᴗ⪅ࡢㄆ㆑ࡣᨾ௨๓ኚࢃࡽࡎࠊ༴ᶵឤࡀࡃឤࡌࡽࢀ࡞࠸ࠋ㠃ࠊఫẸ
ࡣ⮬ࡽሗࢆᚓ࡚⮬ࡽᏛࡰ࠺ࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ጼໃኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᐈほⓗ᰿ᣐࠊ⛉Ꮫⓗ᰿
ᣐᇶ࡙࠸ࡓᢈุⓗᛮ⪃㸦FULWLFDOWKLQNLQJ㸧ࠊᖖၥ࠸ࢆᢞࡆࡅࡿጼໃࢆᏛࡧࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ᨻᗓࠊᴗ⪅ࡢㄆ㆑ࡀኚࢃࡽ࡞࠸୰࡛ࠊఫẸࡣࡇࡢᨾࢆዎᶵ☜ᐇ㈼ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ὶࢀࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ⓗ࡞ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮃࡲࡋ࠸♫ᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ᪉ྥࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡾࠊᏊࡶࡓࡕࡶཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ










ⱥ⡿ࡸ(8࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪥ᮏࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂ࡋࡓㄽ⪃ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ⏣୰ஂᚨࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢྥୖࢆࡵ
ࡄࡗ࡚㸫බඹᨻ⟇ࡢ♫ⓗྜពᙧᡂࡢほⅬࡽ㸫ࠖࠗࣞࣇࣞࣥࢫ࠘ᕳ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧



ࡇࡢࡼ࠺࡞ၨⵚ⩏ᩍ⫱ほࢆḞዴࣔࢹࣝ࠸࠺ࠋḞዴࣔࢹࣝࡣ͆ఏ⤫ⓗ࡞⛉Ꮫᢏ⾡ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠾࠸࡚
ᑐ㇟࡞ࡿ୍⯡ᕷẸࢆࠕṇ☜࡞⛉Ꮫ▱㆑ࡢḞዴࡋࡓ≧ែࠖ࠶ࡿ⪅ᤊ࠼ࠊᙼࡽ▱㆑ࢆὀධࡍࡿࡇࢆࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗぢ࡞ࡍⓎ͇ࠋ▱㆑ࢆᚓࢀࡤࠊᏳࡣᾘ⁛ࡋࡑࡢ⏝ࡶ⌮ゎࡀ㐍ࡴࡍࡿࠋᑠᯘബྖࠗࢺࣛ
ࣥࢫࢧ࢚ࣥࢫࡢ௦࠘㸦177ฟ∧ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࡇࡢ㛫ࡢࢠࣜࢫࡢ≧ἣࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ᭩ヲࡋ࠸ࠋࡲ
ࡓࠊᅇࡢ⚟ᓥཎⓎᨾᩥ⛉┬ࡢᑐᛂࡢၥ㢟Ⅼࢆࠊࢠࣜࢫࡢ⤒㦂ࡽศᯒࡋࡓㄽ⪃ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ➟₶ᖹࠕ୰Ꮫᰯ⌮⛉࡛ࡢࠗཎᏊຊ࠘ࡢᢅ࠸᪉ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࠖࠗᏛࡢ≀⌮ᩍ⫱࠘➨ᕳࠊ➨ྕ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ㸧
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㸲㸲㸰 㜵ㆤ⟇ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓᏳᐃࣚ࢘⣲
ᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡣ㌟యྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿ⏥≧⭢㞟✚ࡋࠊ⏥≧⭢ࡀࢇࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡀࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡢ⏥≧⭢ࡢ㞟✚ࢆ㜵ࡄࡓࡵᏳᐃࣚ࢘⣲㸦௨ୗࠕࣚ࢘⣲ࠖ࠸࠺㸧
ࢆ᭹⏝ࡍࡿࡇࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᏳጤဨࡽฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕཎᏊຊ⅏ᐖ
࠾ࡅࡿᏳᐃࣚ࢘⣲ண㜵᭹⏝ࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠖ㸦௨ୗࠕࣚ࢘⣲᭹⏝ࡢ⪃࠼᪉ࠖ࠸
࠺㸧ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢࣚ࢘⣲ࡢண㜵᭹⏝ࡘ࠸࡚ࡢ୍⯡ⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ┴ᆅᇦ
㜵⅏ィ⏬ࡼࡿࠊࣚ࢘⣲㓄ᕸ࣭᭹⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡢᣦ♧ཪࡣ┴▱ࡢุ᩿ᇶ࡙
ࡁࠊ┴⅏ᑐᮏ㒊ࡀఫẸ➼ᑐࡋᣦ♧ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ᣦ♧ࢆࡵࡄࡗ࡚ࠊཎ⅏ᮏ㒊ཬࡧ⚟ᓥ┴▱ࡣࣚ࢘⣲ࡢ
᭹⏝㐺ᙜࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿ㛫ෆ᭹⏝ᣦ♧ࢆฟࡉ࡞ࡗࡓࠋᏳጤဨࡢࣚ࢘⣲ᢞ㛵
ࡍࡿຓゝࡣ᭕࡛ࠊ⚟ᓥ┴ཬࡧ㛵ಀᕷ⏫ᮧຓゝࡀᒆ࠸࡚࠸ࡿྰࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊఫẸᑐᛂ㏣ࢃࢀࡓᕷ⏫ᮧࡣࠊࣚ࢘⣲ࢆ᭹⏝ཪࡣ㓄ᕸࡋࡓ⮬యࠊ㓄
ᕸࡏࡎᣦ♧ࢆᚅࡗࡓ⮬యศࢀࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢᕷ⏫ᮧࡣࣚ࢘⣲ࡢഛࡣ
࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢఫẸࡢከࡃࡣ᭹⏝࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ


㸯㸧ࣚ࢘⣲ᑠඣ⏥≧⭢ࡀࢇ
㸦㸧ᖺ㉳ࡁࡓࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾ࡛ࡣࠊ࿘㎶࢝ᅜ࠾࠸࡚ᨺᑕᛶࣚ࢘⣲
ࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡼࡿ⏥≧⭢ࡢෆ㒊⿕ࡤࡃ㉳ᅉࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿᑠඣ⏥≧⭢ࡀࢇࡢᛴቑࡀ᭱ࡶ
ࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡗࡓࠋ᪉ࠊྠᨾࢆཷࡅ࡚ఫẸᑐࡋ࡚ண㜵ⓗࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ᣦ♧ࢆฟࡋ
ࡓ࣏࣮ࣛࣥࢻ࡛ࡣࠊᑠඣ⏥≧⭢ࡀࢇࡢⓎࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡣ྾ࡼࡾẼ㐨ࠊ⫵ࡽࠊཪࡣ㣧㣗≀ࢆ㏻ࡋ࡚⾑ᾮ୰⛣⾜ࡍࡿࠋ⾑ᾮධ
ࡗࡓࣚ࢘⣲ࡣ㛫௨ෆ⏥≧⭢㞟✚ࡍࡿࡓࡵࠊࣚ࢘⣲ࢆ᭹⏝ࡋ࡚⾑୰ࡢᏳᐃࣚ࢘⣲ࡢ⃰
ᗘࢆ㧗ࡵ࡚࠾ࡃࡇࡼࡾࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡀ⏥≧⭢㞟✚ࡍࡿࡇࢆᢚไࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

࡞࠾ࠊࣚ࢘⣲᭹⏝ࡢᮇࡣ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡀయෆྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿ㛫๓ࡽ
┤ᚋ᭹⏝ࡍࡿࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡢ⏥≧⭢ࡢ㞟✚ࢆ㸣௨ୖᢚ࠼ࡿࡀࠊ㛫௨㝆ࡢ᭹⏝
࡞ࡿ㜼Ṇ⋡ࡣ㸣௨ୗ࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊࣚ࢘⣲ࡣࡢᨺᑕᛶ≀㉁ᑐࡍࡿຠᯝࡣ࡞࠸ࠋ


㸰㸧ࣚ࢘⣲᭹⏝ᣦ♧࠾ࡅࡿᅜ┴ࡢࡍࢀ㐪࠸
⚟ᓥ┴ࡣࠊⓎ⅏┤ᚋࡽࠊఫẸᑐࡍࡿࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸཬࡧ᭹⏝ᣦ♧ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࣚ࢘⣲




ᏳጤဨཎᏊຊタ➼㜵⅏ᑓ㛛㒊ࠕཎᏊຊ⅏ᐖ࠾ࡅࡿᏳᐃࣚ࢘⣲ண㜵᭹⏝ࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ㸧



⚟ᓥ┴㜵⅏㆟ࠕ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺᗘಟṇ∧㸧࣮࣌ࢪ



࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸲㸲㸰㸯ࠚཧ↷



ᏳጤဨཎᏊຊタ㜵⅏ᑓ㛛㒊ࠕཎᏊຊ⅏ᐖ࠾ࡅࡿᏳᐃࣚ࢘⣲ண㜵᭹⏝ࡢ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶㸧࣮࣌ࢪ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

ࡢ㓄ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋ⚟ᓥ┴ࡀ‽ഛࡋ࡚࠸ࡓࣚ࢘⣲ࡢ㔞ࡣࠊཎⓎ࿘㎶❧ᆅ⏫ཬࡧ⚟ᓥ➨୍
ཎⓎࡽ༙ᚄNP௨㐲ࡢᕷ⏫ᮧࡢศࡶྵࢇ࡛࠾ࡾࠊ⚟ᓥ┴ࡣᙜึࡼࡾ┴ෆࡢഛ㔞ࡢ☜ㄆࢆ⾜
ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊࡇࢀࡽࡢఫẸࡢேᩘࡽ㊊ࡋ࡚࠸ࡿᩘࡢධᡭື࠸࡚࠸ࡓࠋ
Ᏻጤဨࡣ᪥ࠊ63((',ࡢሗࡀ࡞ࡃࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱࡶ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝ⤖ᯝࢆᇶ‽ࣚ࢘⣲ࢆ᭹⏝ࡍࡿࡼ࠺ຓゝࢆฟࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢຓゝࡣ⚟ᓥ┴ࡸྛᕷ⏫ᮧࡣఏࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ┴▱ࡣỴᐃᶒ㝈ࡀ࠶ࡾ
࡞ࡀࡽࠊఫẸ➼ཬࡧྛᕷ⏫ᮧᑐࡋ࡚ࠊࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ♧ࡣࡋ࡞ࡗࡓࠋ


Dᒆ࡞ࡗࡓ᭹⏝ᣦ♧
Ᏻጤဨࡼࡿࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ་⒪⌜Ᏻጤဨࡣࠊ᪥῝ኪࡽࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥ
ࢢࣞ࣋ࣝ㛵ࡍࡿᡴࡕྜࢃࡏࢆ㛤ጞࡋ࡚࠾ࡾࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࣞ࣋ࣝ㸯FSPࡢ್ࢆ㉸࠼ࡓ
ேࡣࣚ࢘⣲ᢞ࠸࠺ᡭ㡰ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ᏻጤဨࡣࠊ᪥ࡍࡂࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡽ┴▱ࠊ⇃⏫㛗ࠊⴥ⏫㛗ࠊᐩᒸ⏫㛗
ཬࡧᾉỤ⏫㛗ᑐࡍࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ㛵ࡍࡿᣦ♧㸦௨ୗࠕᣦ♧ࠖࡍࡿ㸧ᑐࡍࡿຓゝࡀ
ồࡵࡽࢀࡓࠋᏳጤဨࡣࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢᐇ࠶ࡓࡗ࡚ࠕFSPࢆᇶ‽ࡋ࡚㝖ᰁཬ
ࡧᏳᐃࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ࢆᐇࡍࡿࡇࠖᡭ᭩ࡁ࡛ຍ➹ࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ་⒪⌜ᐄࣇ
ࢡࢫ㏦ಙࡋࡓࠋᏳጤဨࡢࣄࣜࣥࢢࡼࡿࠊࡑࡢሙᖖ㥔ࡋ࡚࠸ࡓᏳጤဨົ
ᒁဨࡀཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ་⒪⌜ဨࡇࢀࢆᡭࡋࡓ࠸࠺ࡀࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡣఏࢃࡽ࡞
ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊᏳጤဨࡢຓゝࡀᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᣦ♧ࢆࠊ┴ࡸヱᙜᕷ
⏫ᮧࡑࡢࡲࡲⓎ㏦ࡋࡓࠋ
ຓゝࡀᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᣦ♧ࡣࠊྠ᪥Ᏻጤဨࡶᒆ࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࡢⅬ࡛ຓゝࡀ㐺ษ
⌧ᆅᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࡇࡣᢕᥱࡉࢀࡓࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᏳጤဨࡣ☜ㄆࡸᗘࡢຓゝࡣ
⾜ࢃ࡞ࡗࡓࠋ
⚟ᓥ┴࡛ࡣ᪥ࠊ㝖ᰁࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢᇶ‽ࢆFSPࡽFS㹫࠶ࡆ࡚㐠⏝ࡋ࡚
࠸ࡓࠋᏳጤဨࡣࠊFSPࡢ ᐃ್ࡀฟࡓሙྜࠊࡑࡢࡍ࡚ࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࡀࣚ࢘⣲
ࡼࡿࡶࡢࡍࡿࠊࠕᏳᐃࣚ࢘⣲ᢞࡢᇶ‽್࡞ࡿ➼౯⥺㔞⣙P6Y┦ᙜࡍࡿࠖࡓ
ࡵࠊᇶ‽ࢆ⦆ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ຓゝࡋࡓࠋࡋࡋࠊ⌧ᆅ࡛ࡣࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢᇶ‽ࡀࠕࣚ࢘⣲ᢞ
ᇶ‽࡞ࡿࠖ࠸࠺ㄆ㆑ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢຓゝࡶࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ᏳጤဨጤဨࡢࣄࣜࣥࢢࡼࡿࠕFSP࡛㣧ࡴࡼ࠺ゝࡗ࡚࠶ࡗࡓࡢ࡛ࣚ࢘⣲




ಖᏳ㝔㈨ᩱ



Ᏻጤဨጤဨົᒁࣄࣜࣥࢢ



ᏳጤົᒁࣄࣜࣥࢢᏳጤဨົᒁ㈨ᩱ



Ᏻጤဨົᒁ㈨ᩱ



ಖᏳ㝔⌧ᆅ2)&ὴ㐵ဨࣄࣜࣥࢢ



Ᏻጤဨົᒁࣄࣜࣥࢢ



ಖᏳ㝔㈨ᩱᏳጤဨጤဨࣄࣜࣥࢢ



ᅜࡽ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪ᑐᛂࡢࡓࡵ⌧ᆅὴ㐵ࡉࢀࡓ་ᖌࣄࣜࣥࢢ
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ࡣ᭹⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡔᛮࡗ࡚࠸ࡓࠖヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪉ࠊಖᏳ㝔ᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢ
ࡼࢀࡤࣚ࢘⣲ᢞ㛵ࡍࡿຓゝࢆཷࡅྲྀࡗࡓࡣࡎࡢཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ࡛ࡣࠊࠕࡑࡢࡼ࠺࡞
ᩥ᭩ࢆᤵཷࡋࡓேࢆぢࡅࡽࢀ࡞࠸ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ᏻጤဨࡣࠊᯝࡓࡍࡁᙺࡘ࠸࡚ࠕຓゝࢆⓎฟࡍࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊᣦ♧Ỵᐃࡣ㛵
ࡋ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࠋᑐ⟇ຓゝࡀᫎࡉࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊሗఏ㐩ࡢ☜ㄆࡸពぢල⏦ࢆ⾜࠺
࠸࠺ᙺ┠ࡣ㈇ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᒁࠊཎᏊຊ⅏ᐖ࠾࠸࡚᭱ࡶ㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡓࣚ࢘⣲ࡼࡿึᮇ⿕ࡤࡃᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࠊ
ᢸᙜ㒊ᒁ࡛࠶ࡿཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ་⒪⌜ཬࡧᏳጤဨ࠾ࡅࡿㄆ㆑ࡢඹ᭷ࡸᣦ♧ఏ㐩ࡢ☜
ㄆࡣ࡞ࡗࡓࠋ


Eᣦ♧ࢆฟࡉ࡞ࡗࡓ┴▱
᪉ࠊ┴ࡣᅜࡽࡢᣦ♧ࢆᚅࡕ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ┴ࡀ᭱ึࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ♧ࢆཷࡅ
ྲྀࡗࡓㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㑊㞴༊ᇦ㸦༙ᚄNPᅪෆ㸧ࡢṧ␃⪅ᑐࡋ࡚㑊㞴ࣚ࢘⣲
ࢆᢞࡍࡿࡼ࠺㏻㐩ࡍࡿ᪥ࡢᩥ᭩࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᏑᅾẼ࡙࠸ࡓࡢࡣ᪥࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ᪤ࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊNPᅪෆࡢఫẸࡢ㑊㞴ࡣࡋ࡚࠾ࡾࠊ⚟ᓥ┴ࡣࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭
᭹⏝ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
┴▱ࡀᅜࡢᣦ♧ࢆᚅࡓࡎࡶ⊂⮬ࡢุ᩿࡛᭹⏝ᣦ♧ࢆฟࡍࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡶ
ࢃࡽࡎࠊ⚟ᓥ┴ࡣࠊࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ♧ࡢⓎฟ㛵ࡍࡿ⊂⮬ࡢุ᩿ᶒ㝈ࡘ࠸࡚
ࡣࡃ᳨ウࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⚟ᓥ┴ࡣࠊ⊂⮬ุ᩿ࡼࡗ࡚ఫẸࡽᑐࡍࡿࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ♧ࢆฟࡍࡓࡵᚲせ
࡞ᇶ♏ሗࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㟈⅏ᙜึࠊ┴ෆࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣏
ࢫࢺᶵࡢ࠺ࡕࠊཎⓎ࿘㎶࡛ࡣᶵࡢࡳࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴ࡣ63((',ࡢሗࡶཷ
ࡅྲྀࡗ࡚࠾ࡾ ┴ࡣᚋ63((',ࡢࢹ࣮ࢱࢆᾘཤࡋ࡚࠸ࡿ ࠊᅜࡸᮾ㟁ࡽཷࡅྲྀࡗࡓཎⓎࡢ
≧ἣ㛵ࡍࡿሗࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡀಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋ┴ࡢ⥭ᛴ⎔ቃᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
࡛ᆅᇦࡼࡗ࡚㧗࠸✵㛫⥺㔞ࡢ࠶ࡿࡇࡶㄆ㆑ࡋࠊ᪥ཎⓎࡽ࠾ࡼࡑ㹼NPࡢᆅⅬ࡛
᥇ྲྀࡋࡓⴥ⳯ࡽࡣ%TNJ௨ୖࡢ㧗࠸ࣚ࢘⣲ࡢ᳨ฟࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚟ᓥ┴ࡣࠊࣚ࢘




Ᏻጤဨጤဨࣄࣜࣥࢢ



ಖᏳ㝔ࣄࣜࣥࢢ



Ᏻጤဨጤဨࣄࣜࣥࢢ



Ᏻጤဨ⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊
ࠕ㑊㞴ᆅᇦ
㸦༙ᚄNP௨ෆ㸧
ࡢṧ␃⪅ࡢ㑊㞴࠾ࡅࡿᏳᐃࣚ࢘⣲ࡢᢞࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



⚟ᓥ┴ࡢࣄࣜࣥࢢࡼࡿࠊᙜ㔞ࡢᩥ᭩ࡀࣇࢵࢡࢫ࡛ᒆ࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᩥ᭩ࢆㄡΏࡍࡁ࡞ࡢΰ
ࡀ࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋ



⚟ᓥ┴㜵⅏㆟ࠕ⚟ᓥ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬࣭ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇⦅ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺᗘಟṇ㸧࣮࣌ࢪ
ࠕ┴㸦⌧ᆅᮏ㒊㸧ࡣఫẸ➼ࡢᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࠊᅜࡢཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊➼ࡼࡾᏳᐃࣚ࢘⣲ࡢண㜵᭹⏝ࡢᮇ
ࡘ࠸࡚ᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓሙྜཪࡣ▱ࡢุ᩿ࡼࡾࠊఫẸ➼ᑐࡋᏳᐃࣚ࢘⣲ࢆ㓄ᕸࡋࠊ᭹⏝ࢆᣦ♧ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠖ




ಖᏳ㝔㈨ᩱ
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⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓᕷ⏫ᮧẚࡋ࡚ࠊ✵㛫⥺㔞ࡸཎᏊ⅔ࡢ≧ἣ࡞ࠊᏳᐃࣚ࢘⣲
ࡢ᭹⏝ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢሗࡣᡭඖ࠶ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ⚟ᓥ┴▱ࡣࠊୖグࡢ࠾ࡾ᭹⏝ᣦ♧ࡣࡋ࡞ࡗࡓࠋ⚟ᓥ┴▱ࡣࠊ➨ᅇᙜጤ
ဨ࡛ࡢពぢ⫈ྲྀ࠾࠸࡚ࠊ᭹⏝ᣦ♧ࢆฟࡉ࡞ࡗࡓ⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠊࠕᅜ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࡸ
ࡗ࡚࠸ࡓࠖ
ࠕ┴ࡋ࡚ࡣ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡲࡏࢇࠖヰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⚟ᓥ┴ࡢᑐᛂࡣࠊ
ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓホ౯ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ


F᭹⏝ࢆᣦ♧ࡋࡓᕷ⏫ᮧ
ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺ࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢ್ࡀFSPࢆ㉸࠼ࡓሙྜࣚ࢘⣲ࢆ᭹⏝ࡍࡿ࠸࠺
ᣦ♧ࡣࠊᐄඛ࡛࠶ࡿ⚟ᓥ┴▱ࡸཎⓎ❧ᆅ⏫࡞ࡣᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋᅜࡸ┴▱ࡽᣦ♧ࡀ
࡞࠸୰ࠊࣚ࢘⣲ࢆᡭඖഛࡋ࡚࠸ࡓྛ⮬యࡢᑐᛂࡣศࢀࡓࠋⴥ⏫ࠊᐩᒸ⏫ࠊ⇃
⏫ཬࡧ୕⏫ࡢ⏫ࡣࠊ⊂⮬ࡢุ᩿࡛⏫Ẹᑐࡋ࡚ࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋⴥ⏫ࠊ
ᐩᒸ⏫ཬࡧ୕⏫ࡢࣄࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊ⏫ࡣࠕ┴ࡢᣦ♧ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊࡀ୍ࠊᨺᑕ⥺
ࡢᙳ㡪ࡀࡁ࠸ሙྜࢆ⪃៖ࡋࠊ᭹⏝ࡉࡏࡿࡁุ᩿ࡋࡓࠖ࠸࠺ඹ㏻ࡋࡓㄆ㆑࡛᭹⏝ࢆᣦ
♧ࡋࡓࠋ
୕⏫ࡣࠊ་ᖌࡸࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡼࡗ࡚స⏝ࡢሗࢆᢕᥱࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ᪥ኪࡢྜ
࡛ࠊ᪥୕⏫ཎⓎࡽᮾ㢼ࡀ྿ࡁᨺᑕᛶࣉ࣮࣒ࣝࡀ㏻ࡿ࠸࠺ሗࢆࡶࣚ࢘⣲
ࡢ᭹⏝ࢆỴࡵࡓࠋ
ࠕస⏝ࡢᠱᛕࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᨺᑕ⬟ࡢ⿕ᐖࡀ㧗ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
Ᏻഃࢆࡗ࡚᭹⏝ࡉࡏࡓࠖྠ⏫ᢸᙜ⪅ࡣヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⇃⏫ࡣࠊ୕⏫㑊㞴ࡋࡓఫẸ⣙ேᑐࡋࠊ⌧ሙุ᩿࡛᭹⏝ࡉࡏࡓ࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ
᭹⏝ࡉࡏࡓ⏫ࡣࠊ᭹⏝ࡢ㝿❧ࡕྜ࠺་ᖌࢆࡍ࡚ࡢ㑊㞴ᡤࡣ㓄⨨࡛ࡁࡎࠊᏊࡶࡢ
᭹⏝ࡘ࠸࡚ࡣಖᖌࡸ⸆ᖌࡀ㘄ࢆ○࠸ࡓ࠺࠼࡛㔞ࢆไ㝈ࡋ࡚㣧ࡲࡏࡓࠋ


G㓄ᕸࡢࡳᐇࡋࡓ࠸ࢃࡁᕷᴍⴥ⏫
ࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸࡢࡳࢆᐇࡋࡓࡢࡣࠊ࠸ࢃࡁᕷྠᕷ㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡓᴍⴥ⏫ࡔࡗࡓࠋ࠸ࢃ
ࡁᕷ࡛ࡣ᪥༗๓ࡽᕷ㛗ࡢᐉゝࡢࡶࠊᕷࡢ❆ཱྀࡸྛᨭᡤࠊ㑊㞴ᡤ࡞࡛ࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ
ࡀጞࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࠸ࢃࡁᕷ㑊㞴ࡋࡓᴍⴥ⏫ࡶࠊ࠸ࢃࡁᕷࡀࣚ࢘⣲ࢆ㓄ᕸࡍࡿ࠸࠺ヰ
ࢆཷࡅ࡚๓᪥᪥㓄ᕸࡋࡓࠋ
᭹⏝ࡢุ᩿ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࢃࡁᕷࡣࠊࠕᕷ⏫ᮧࡣ✵㛫⥺㔞ࡸ⅔㛵ࡍࡿሗࡀ࡞ࡃࠊ᭹⏝
ࡢࢱ࣑ࣥࢢࡶࢃࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡾࠊ㣧ࡲࡏࡿࡁྰࡢุ᩿ࡀ㞴ࡋࡗࡓࠖヰࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴍⴥ⏫ࡣ᭹⏝ࡢุ᩿ࡘ࠸࡚ࠕ㣧ࡴࡢࡣᅇࡔࡅ࠸࠺つᐃࡢ୰࡛ࠊཎⓎࡀࡲ




బ⸨㞝ᖹ⚟ᓥ┴▱ ➨ᅇጤဨ



ྛᕷ⏫ᮧࣄࣜࣥࢢ



⇃⏫㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢࡼࡿࠊࠕ᭶᪥㓄ᕸࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣே࡛࠶ࡿࡀࠊྠࡌ㑊㞴ᡤ࠸ࡓ⇃
⏫௨እࡢ⏫Ẹࡶ㓄ᕸࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୕⏫ࡢࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ࡘ࠸࡚ࡣᚋⓗ⫋ဨࡽሗ࿌ࢆཷࡅࡓࠖヰࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
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ࡣุ᩿ࡀ㞴ࡋࡗࡓࠖヰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ఫẸࡢ㓄ᕸࢆᐇࡋࡓ࠸ࢃࡁᕷࡶᴍⴥ⏫ࡶࠊ᭹⏝ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢᮇࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢ
ሗࡀ࡞ࡃࠊᅜࡸ┴ࡽࡢᣦ♧ࢆᚅࡘࡼࡾ࡞ࡗࡓࠋ




ᅗ㸲㸲㸰㸯 ࣚ࢘⣲ࢆ᭹⏝࣭㓄ᕸࡋࡓᕷ⏫ᮧࡢ≧ἣ



H㓄ᕸ࣭᭹⏝ࢆᐇࡋ࡞ࡗࡓNPᅪෆࡢᕷ⏫ᮧ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ༙ᚄNPᅪෆ⨨ࡋࠊ၏୍᭹⏝ࡶఫẸࡢ㓄ᕸࡶࡋ࡞ࡗࡓࡢࡀᾉỤ
⏫ࡔࡗࡓࠋᾉỤ⏫ࡣ᪥⏫ࡢ⅏ᑐᮏ㒊ࡀከࡃࡢఫẸࡶ⏫ෆࡢὠᓥᆅ༊㑊㞴ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ㝿ࣚ࢘⣲ࢆᦠᖏࡋࠊ㑊㞴ᡤ㓄ഛࢆࡋࡓࡀࠊᅜࡸ┴ࡽࡢᣦ♧ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊఫẸ
ࡢ㓄ᕸࡣぢ㏦ࡗࡓࠋᾉỤ⏫ࡣ᭹⏝ᣦ♧ࡘ࠸࡚ࠕ✵㛫⥺㔞ࡶศࡽ࡞࠸ࠊ㏻ಙᡭẁࡶ࡞࠸୰
࡛ࠊ⏫ࡋ࡚᭹⏝ᣦ♧ࡣ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋస⏝࡞࡛ࡀ୍ࡶṚࡘ࡞ࡀࡗࡓࡾࠊఫẸࡀ
ࣃࢽࢵࢡ࡞ࡗࡓࡾࡋࡓࡽㄡࡀ㈐௵ࢆྲྀࡿࡢุ᩿࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠖヰࡋ࡚࠾ࡾࠊሗࡀ࡞
࠸୰࡛ពᛮỴᐃࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ
ཎⓎࡽ༙ᚄ㹼NPᅪ⨨ࡍࡿ༡┦㤿ᕷ࡛ࡣ᪥ࠊᕷࡢ⅏ᑐᮏ㒊㆟࡛ᑠ㧗༊ఫẸ
ࡢ㓄ᕸࢆỴᐃࡋ‽ഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ㑊㞴༊ᇦࡢᣑࡸྕᶵࡢ⇿Ⓨ࡞࡛ࡍ࡛ᕷ
Ẹࡢከࡃࡀ⮬㑊㞴ࢆጞࡵ࡚࠸ࡓ≧ἣ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㓄ᕸࡀ㛫ྜࢃ࡞ࡗࡓࠋ
ከࡃࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࡣࠊᅜࡸ┴ࡢᣦ♧ࡀ࡞࠸ࡇຍ࠼࡚ࠊࡑࡶࡑࡶ⥺㔞ሗࡸ⅔ࡢሗࡀ࡞
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࠸≧ἣ࡛᭹⏝ࡢุ᩿ࢆࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ


㸱㸧་⒪㛵ಀ⪅ࡢ❧ࡕ࠸ᚋࡢㄢ㢟
ࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝㛵ࡋ࡚ࠊᏳጤဨࡣࣚ࢘⣲ࡢຓゝᩥ᭩ࠕ་ᖌࡢ⟶⌮ࡢࡶࡢࡳ᭹
⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ᪥ ࠖࠕ་⒪㛵ಀ⪅ࡢ❧ࡕ࠸ࡢࡶ⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࠊ᪥ ࠖ࡞ࠊ
་ᖌཪࡣ་⒪㛵ಀ⪅ࡢ❧ࡕ࠸ࡘ࠸࡚᫂グࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ㊃᪨ࡣࠕస⏝ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠖ


࡛࠶ࡿࠋ☜ࠊᏳጤဨࡣࠊࠕࣚ࢘⣲᭹⏝ࡢ⪃࠼᪉ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊస⏝➼ഛ࠼་

⒪㛵ಀ⪅ࢆ࿘㎶ఫẸ➼ࡀ㏥㑊ࡋ㞟ྜࡋࡓሙᡤ➼ὴ㐵ࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ
ཌປ┬ࡼࡿࠊ⥭ᛴࡢࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࠾࠸࡚ࡣࠊ་ᖌࡢ❧ࡕ࠸ࡀ࠶ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ
࠸ࡶࡢࡢࠊ⥭ᛴࡣᚲ㡲࡛ࡣ࡞࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࠊࡑࡶࡑࡶࣚ࢘⣲ࡢస⏝ࡢ☜⋡ࡣ㠀ᖖప࠸⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋప࠸☜⋡࡛ࣚ࢘
⣲㐣ᩄ࡞≉␗࡞ࣞࣝࢠ࣮య㉁ࡢேⶼ㯞⑈࡞ࡢࣞࣝࢠ࣮ᛂࡀฟࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋࣚ
࢘⣲ࢆேᢞࡋࡓ࣏࣮ࣛࣥࢻࡢ㸦ᅇᢞ㸧࡛ࡣࠊⱝᖺ⪅࠾࠸࡚㔜⠜࡞స⏝
ࡢሗ࿌ࡣ࡞ࡗࡓࠋᮏᨾ࡛ࡶࠊ᭹⏝ࢆᣦ♧ࡋࡓ୕⏫࡛ࠊఫẸࡽࠕྤࡁẼࡀࡍࡿࠖࠕࣚ
࢘⣲ࡢࣞࣝࢠ࣮ࡀ࠶ࡿࡢ᭹⏝ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࠕẼศࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓࠖ࡞ࡢኌࡀୖࡀࡗࡓ
࠸࠺ሗ࿌ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢఫẸࡶ㍍࡛࠶ࡗࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࠊࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ᣦ♧
ࢆ⾜ࡗࡓᕷ⏫ᮧ࠾࠸࡚ࡶࠊఫẸ㔜⠜࡞స⏝ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࠸࠺ሗ࿌ࡣ࡞࠸ࠋ
ຍ࠼࡚ࠊస⏝ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᭹⏝⪅ࡀ୍㔜⠜࡞స⏝ࡀⓎ⌧ࡋࡓሙྜࠊ㐣ᢞ࡛ࡣ
࡞࠸࡞㐺ṇ࡞⏝┠ⓗᇶ࡙ࡃ㐺ṇ࡞⏝࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ་⸆ရస⏝⿕ᐖᩆ῭ไᗘ࡛⿵
ൾࡉࢀࡿ࠸࠺ࠋࡴࡋࢁࠊཎᏊຊᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ⌮⏤ࡽ་⒪㛵ಀ⪅ࡀせồࡉࢀࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊṓ௨ୗࡢᑠඣࣚ࢘⣲ࢆ᭹⏝ࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ⸆ἲୖࡢࠕ⸆࡛ࠖ࠶ࡿ⢊ᮎ
ࡢࣚ࢘⣲ࢆࡗ࡚ࢩࣟࢵࣉࢆసࡿࡇࠊཪࡣ⸆ࢆ○࠸࡚㐺㔞ࢆㄪࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ㑊㞴ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ࡢࡓࡵ་⒪㛵ಀ⪅ࠊ≉⸆ᖌࡀ࠸ࡿ
ࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ


㸲㸧㈐௵ࡢᡤᅾᑐᛂ⟇
┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࢀࡤࠊఫẸ➼ࣚ࢘⣲ࢆ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ♧ࡍࡿᶒ㝈ࡀ࠶
ࡿࡢࡣࠊ➨୍⩏ⓗ⚟ᓥ┴࡛࠶ࡿࠋࡑࡢせ௳ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡼࡿᣦ♧ཪࡣ
┴▱ࡢุ᩿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞▱ࡢᶒ㝈ࡢ⾜ࡀࠊከࡃࡢᕷ⏫ᮧ࡛ࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹




NPᅪෆࡢ⮬య⏝ࡋ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓࡇࢁࠊࠕ᪩ࡃ㑊㞴ࡋࡓࡢ࡛ᚰ㓄ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠖ㸦ⴱᑿ
ᮧ㸧ࠊࠕࣚ࢘⣲ࡣᮧẸ㑊㞴ࡀ⤊ࢃࡗࡓ᪥ࡢኪࠊᙺሙᒆ࠸ࡓࠋㄝ࣭᫂ὀព㡯ࡢఏ㐩ࡶ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⏝
ࡋ࡞ࡗࡓࠖ㸦ᕝෆᮧ㸧ࠊࠕࡑࢀࡲ࡛ࡣሗࡶ࡞ࡃ㑊㞴ࡢᡭ㓄ࡀࡓ࠸ࢇ࡛ࣚ࢘⣲ࡲ࡛Ẽࡀᅇࡽ࡞ࡗࡓࠖ㸦ᗈ
㔝⏫㸧ࠊࠕ┴ࡽࡢᣦ♧ࢆᚅࡗ࡚࠸ࡓࠖ㸦⏣ᮧᕷ㸧࡞ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ



Ᏻጤဨົᒁࣄࣜࣥࢢ



ཌປ┬ࣄࣜࣥࢢ



࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸲㸲㸰㸯ࠚཧ↷



⊂❧⾜ᨻἲே་⸆ရ་⒪ᶵჾ⥲ྜᶵᵓἲ㸦ᖹᡂ ࠑࠒᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ཌປ┬ࣄࣜࣥࢢ
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⏝ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓせᅉࡢ୍ࡘ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࠊཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ་⒪⌜ࡣࠊ᪥ࡢᏳጤဨࡼࡿࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ࡢຓゝࢆཷࡅ
ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊຓゝࢆᫎࡋࡓࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ♧ࢆ⚟ᓥ┴ᑐࡋ࡚Ⓨฟࡋ࡞ࡗࡓࠋ
᪉ࠊ⚟ᓥ┴ࡣࠊᅜࡽࡢࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ♧ࢆᚅࡕ⥆ࡅࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴▱ࡢ⊂⮬ࡢุ᩿㛵ࡋ࡚ࡣࠊ▱ࡣࡑࡢᶒ㝈ࢆ⾜ࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊᅜࡽࡢᣦ
♧ࢆᚅࡕ⥆ࡅࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊከࡃࡢᕷ⏫ᮧࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ཪࡣ┴▱ࡢࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ࣭᭹⏝ᣦ
♧ࢆᚅࡗࡓࡓࡵࠊࣚ࢘⣲ࢆ㓄ഛࡋ࡚࠸ࡓࡶࢃࡽࡎࠊఫẸᑐࡋ࡚ࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ᣦ♧
ࢆ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏᨾᚋࡢྛᕷ⏫ᮧࡢᑐᛂ࠾࠸࡚ࠊఫẸᑐࡋ࡚ࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝࣭ᣦ♧ࡀ࡞ࡃࠊఫẸࡢึ
ᮇ⿕ࡤࡃࡢపῶᥐ⨨ࡀྲྀࡽࢀ࡞ࡗࡓ㈐௵ࡣࠊ⥭ᛴሗఏ㐩ኻᩋࡋࡓཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ་
⒪⌜Ᏻጤဨࠊࡑࡋ࡚ᢞࢆุ᩿ࡍࡿሗࡀ࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎ᭹⏝ᣦ♧ࢆฟࡉ࡞ࡗ
ࡓ┴▱࠶ࡿࠋ
ᚋࠊᮏᨾྠ➼ཪࡣࡑࢀ௨ୖࡢつᶍࡢཎᏊຊ⅏ᐖࡀ㉳ࡇࡗࡓሙྜࠊఫẸᑐࡋ࡚✵㛫⥺
㔞ࡸཎᏊ⅔ࡢ≧ἣᛂࡌ࡚㐺ࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ᣦ♧ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࡣࠊ㐠⏝ୖࡢ
ධࣞ࣋ࣝࡋ࡚ࡢࣚ࢘⣲ࡢ᭹⏝ᇶ‽ࢆᐃࡵࡓࡾࠊ᭹⏝ᣦ♧ࢆ㏿ࡸఫẸఏ㐩ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᕷ⏫ᮧࡢᑐᛂ⟇ࢆᩚഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉⏥≧⭢ࡀࢇࡢࣜࢫࢡࡀ㧗࠸ࡉࢀࡿᑠඣࡀ㐺ษ
ࣚ࢘⣲ࢆ᭹⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺యไࢆᩚ࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

㸲㸲㸱 ෆ㒊⿕ࡤࡃᑐ⟇ᚋࡢᗣ⟶⌮
ෆ㒊⿕ࡤࡃࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵࡴ✵Ẽࡢ྾ධࡼࡿሙྜࠊᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁࡉࢀࡓ㣗ရࡢ
⤒ཱྀᦤྲྀࡼࡿሙྜࡢࡘࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏᨾ࡛ࡣᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡀᨺฟࡉࢀࡓࠋᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡣࠊ㌟యྲྀࡾ㎸ࡴෆ㒊⿕ࡤࡃࡼ
ࡾࠊ⏥≧⭢ࡀࢇࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡲࡎࠊᨾⓎ⏕┤ᚋࡢึᮇ࠾࠸࡚ࡣࠊ
ఫẸࡀࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࢆ྾ධࡍࡿࡇࡼࡾෆ㒊⿕ࡤࡃࡍࡿࣜࢫࢡ㸦ึᮇ⿕ࡤࡃࡢࣜࢫࢡ㸧ࡀ
㧗ࡃࠊࡑࡢㄪᰝࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ༑ศ࡞ㄪᰝࢆ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏᨾࡼࡾᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡣᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡢࡳ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ẚࡋ࡚༙
ῶᮇࡀ㛗࠸ᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡀẼ୰ཬࡧᾏὒᨺฟࡉࢀࠊࡲࡓᅵተࡸ†࡞ỿ╔ࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵ⎔ቃࡽ㣗ရࡢᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡢ⛣⾜ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୰㛗ᮇⓗࡣࠊ
ఫẸࡀࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡾởᰁࡉࢀࡓ㣗ရࢆ⤒ཱྀᦤྲྀࡍࡿࡇࡼࡾ⿕ࡤࡃࡍࡿࣜࢫࢡ㸦୰㛗
ᮇⓗ࡞ෆ㒊⿕ࡤࡃࡢࣜࢫࢡ㸧ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ
ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾᚋࠊᪧࢯ㐃ᨻᗓࡣࠊࡲࡎࠊ⥭ᛴⓗ࡞ởᰁ㣗ရࡢつไ್ࢆỴࡵࠊࡑࡢ
ᚋᚎࠎつไࢆᙉࡋࡓࠋࡑࡢᨻ⟇ࡣࢯ㐃ᔂቯᚋࡢࣟࢩࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩࠊ࢘ࢡࣛࢼᘬࡁ⥅
ࡀࢀࠊᑐ㇟㣗ရࡶ㛫ࡢ⤒㐣ࡶ⣽ศࡉࢀࠊ᪥ࡲ࡛㣗ရࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࡢ⟶
⌮ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽ࢝ᅜࡣࠊఫẸࡢෆ㒊⿕ࡤࡃ㔞ࢆ᳨ᰝࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓㄪ
ᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᗣቑ㐍ࡢࡓࡵࡢタ㸦㏻⛠㸸ࢧࢼࢺ࣒ࣜ࢘㸧࡛ࡢಖ㣴ᨻ⟇࡞ࢆ᥇⏝
ࡍࡿࡇ࡛ࠊఫẸࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࡢపῶດຊࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡶࠊᨻᗓ࣭⮬యࡣࠊ㣗ရ
ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁࢆつไࡼࡾ⟶⌮ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᐃᮇⓗ࡞ఫẸࡢෆ㒊⿕ࡤࡃ㔞ࡢࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢࢆᐇࡋࠊࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊಶࠎேࡢ⏕άྜࡗࡓࡁࡵ⣽࠸ᑐ⟇ࢆ
❧࡚࡚࠸ࡃࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ᮏ㡯࡛ࡣࠊึᮇ⿕ࡤࡃࡢホ౯ࡢ㔜せᛶゝཬࡋࡓ࠶ࠊᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡼࡿ୰㛗ᮇⓗ࡞ෆ
㒊⿕ࡤࡃࡢపῶ࠸࠺ほⅬࡽࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᐃࡵࡽࢀࡓ㣗ရࡢᬻᐃつไ್ࡢタᐃ
ཬࡧฟⲴつไࡢయไࢆ᳨ドࡍࡿࡶࠊ⚟ᓥ┴࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝࡢㄢ㢟ࡘ
࠸࡚ᣦࡍࡿࠋ


㸯㸧༑ศ࡞ึᮇ⿕ࡤࡃホ౯
ᮏᨾ࡛ࡣᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ┤᥋⎔ቃᨺฟࡉࢀࠊ⣙ேࡢఫẸࡀ㑊㞴ࡋࡓࠋ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ
ࡽᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡸᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘࡞ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊᨺᑕᛶࣉ࣮࣒ࣝࡋ࡚Ẽ㇟
≧ἣᛂࡌ࡚ᣲືࡋࠊ㞵ࡸ㞷࡞ࡢᙳ㡪࡛㝆ୗࡋࡓ⤖ᯝࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽぢ࡚すࡢ᪉ྥࡢ
ᅵተỿ╔ࡋࡓࠋཎ⅏ᮏ㒊ཬࡧ⚟ᓥ┴ࡀࠊࡇࢀࡽࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿఫẸࡢᗣᙳ㡪ࢆపῶ
ࡍࡿ⟇ࢆㅮࡌࡿࡓࡵࡣࠊఫẸࡢ㛗ᮇ⿕ࡤࡃࡢࡳ࡞ࡽࡎึᮇࡢ⿕ࡤࡃ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀ




ࢭࢩ࣒࢘ࡢ༙ῶᮇࡣᖺࠊࢭࢩ࣒࢘ࡢ༙ῶᮇࡣᖺ࡛࠶ࡿࠋ



࠼ࡤ࣮࣋ࣛࣝࢩࡢࢧࢼࢺ࣒࡛ࣜ࢘ࡣࠊࢡࣛࢫ༢࡛㐌㛫ಖ㣴ࡍࡿࠋᤵᴗࡶ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊ་⒪㛵ಀ⪅ࡶᖖ㥔
ࡋ࡚࠾ࡾࠊึ᪥:%&᳨ᰝ࡛ෆ㒊⿕ࡤࡃࡢ ᐃࢆ⾜࠸ࠊᚲせᛂࡌண㜵ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡍࡿ㸦࣮࣋ࣛࣝࢩࢧࢼ
ࢺ࣒ࣜ࢘㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ㸧ࠋ

- 447 -

㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⚟ᓥ┴⥭ᛴ⿕ࡤࡃ་⒪άື࣐ࢽ࡛ࣗࣝࡶࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡢ㝿ࡣ㑊㞴⤒㊰ࡸ⿕ࡤࡃ⥺㔞
ࢆグ㘓ࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࡣ㔞ࡢ㑊㞴⪅ࡢᑐᛂ࡛グ㘓ࢆࡿࡇࡣ
ࢇ࡛ࡁࡎࠊఫẸࡢึᮇࡢ⿕ࡤࡃ㔞ㄪᰝࡀ༑ศ⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࡋࡋࠊࣚ࢘⣲ࡢᐇຠ༙ῶᮇࡣࠊஙᗂඣ࣭ᑠඣ࡛ࡣ㹼᪥⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ᪩ᮇ ᐃࢆ
⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤᐇែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢ⤒㦂ࡽࠊᨺᑕ
ᛶࣚ࢘⣲ࡢෆ㒊⿕ࡤࡃᑐࡋ࡚ࡣࠊึᮇࡢ⥭ᛴⓗ࡞⿕ࡤࡃホ౯ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
⿕ࡤࡃࡣෆ㒊⿕ࡤࡃእ㒊⿕ࡤࡃࡀ࠶ࡿࡀࠊఫẸࡢึᮇࡢእ㒊⿕ࡤࡃࡣࠊᨺᑕᛶࣉ࣮࣒ࣝ
ࡢᣲືࡸ⿕ࡤࡃࢆཷࡅࡓேࠎࡢ⾜ື౫Ꮡࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ಶࠎࡢఫẸࡢ⾜ືグ㘓ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
࠺࠼࡛ࠊࡑࡢ⿕ࡤࡃ㔞ࢆ᥎ィࡍࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿࠋእ㒊⿕ࡤࡃ㔞ࡢ᥎ィ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⚟ᓥ┴
ࡀయ࡞ࡗ࡚ࠊࠕ⚟ᓥ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝࠖ㸦௨ୗࠕ┴Ẹᗣㄪᰝࠖ࠸࠺㸧ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊ
᭶᪥ࡽ࢝᭶ࡢࠕእ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞᥎ィㄪᰝࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸲㸬㸲㸬㸱
㸯ࠚཧ↷㸧
᪉ࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃࡢㄪᰝࡣࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀ⾜ࡗࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᆅ
ᑐ⟇ᮏ㒊ࡣࠊᏳጤဨࡢ౫㢗ࢆཷࡅ࡚ࠊ᭶᪥ࡽ᪥ࡅ࡚࠸ࢃࡁᕷࠊᕝಛ⏫ࠊ㣤⯓
ᮧ࠾࠸࡚ேࡢᑠඣࠊඣ❺㸦ṓࡽṓ㸧ࢆᑐ㇟⏥≧⭢⿕ࡤࡃ᳨ᰝࢆᐇࡋࡓࠋࡇ
ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊᏳጤဨࡣࠊ⏥≧⭢➼౯⥺㔞ࡋ࡚P6Yࢆ㉸࠼ࡿ⪅ࡣ࠸࡞ࡗࡓ
ホ౯ࡋࡓࠋ
ࡋࡋࠊࡇࡢ᳨ᰝࡣP6Yヱᙜࡍࡿࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࣞ࣋ࣝࢆ㉸࠼ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿྰࢆㄪ
ࡿ⡆᫆࡞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛࠶ࡾࠊ⢭ᗘࡢప࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇࡣࠊᏳጤဨ⮬㌟ࡶㄆࡵ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࣞ࣋ࣝ௨ୗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀP6Yࢆ㉸࠼ࡓᑠඣࡀே࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡣㄪᰝࡢᣑࢆᮃࡲ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠕ㏣㊧ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇࡀࠊᮏ
ேᐙ᪘ཬࡧᆅᇦ♫ከ࡞Ᏻࢆ࠼ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠖࡇ࡞ࢆ⌮⏤ࠊࡇࡢᑠඣࡢࠕ㏣
㊧ㄪᰝࡣᚲせ࡞࠸᪨ࡢຓゝࠖࢆᏳጤဨồࡵࡓࠋ᭱⤊ⓗᏳጤဨࡣཎ⅏ᮏ㒊ࡢពྥࢆ
ᫎࡋࡓᙧ࡛ࠕⓎ㟁ᡤࡢᚋࡢ≧ἣࢆぢࡘࡘࠊ᭱⤊ⓗ࡞㏣㊧ㄪᰝࡢᐇࡢ᭷↓ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡍ




ᐇຠ༙ῶᮇࡣࠊయෆྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓᨺᑕᛶ᰾✀ࡢ≀⌮ⓗ༙ῶᮇࠊἥ࡞ࡼࡗ࡚⏕⌮ⓗ༙ῶࡍࡿ⏕≀Ꮫⓗ
༙ῶᮇࡢ୧⪅ࡢస⏝ࡼࡗ࡚ᨺᑕ⬟㔞ࡀ༙ῶࡍࡿᮇ㛫ࢆ࠸࠺ࠋ



,&53͆$JHGHSHQGHQW'RVHVWR0HPEHUVRIWKH3XEOLFIURP,QWDNHRI5DGLRQXFOLGHV3DUW,QJHVWLRQ'RVH
&RHIILFLHQWV䇿,&533XEOLFDWLRQ  



⚟ᓥ┴ࠕ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝࠗᇶᮏㄪᰝ࠘ࡢᐇ≧ἣࡘ࠸࡚ࠖ➨ᅇ⚟ᓥ┴ࠕ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝ᳨ࠖウጤဨ㸦ᖹ
ᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



᭶᪥Ᏻጤဨࡀබ⾲ࡋࡓࠊ63((',ࡼࡾ㏫᥎ᐃࡉࢀࡓᨺฟ※ሗᇶ࡙ࡁ᭶᪥ࡽ᭶᪥ࡲ࡛㛫
ᒇእ࠸ࡓ௬ᐃࡋ࡚ヨ⟬ࡉࢀࡓ㸯ṓඣࡢෆ㒊⿕ࡤࡃ⮚ჾ➼౯⥺㔞ࢆ♧ࡋࡓᅗᙧࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽNPᅪእ
࠾࠸࡚ࡶࠊ⏥≧⭢➼౯⥺㔞࡛P6Yࢆ㉸ࡍ⿕ࡤࡃࢆࡋࡓேࡀ࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊᏳጤဨ
ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ᑐࡋ࡚ࠊ᭶᪥ࠊ⏥≧⭢➼౯⥺㔞ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿホ౯ࡉࢀࡓᆅᇦཬࡧᒇෆ㏥㑊༊ᇦࡢᑠඣࢆᑐ㇟
⏥≧⭢⥺㔞ࢆ ᐃࡍࡿࡇࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ



Ᏻጤဨࠕᑠඣ⏥≧⭢⿕ࡤࡃㄪᰝ⤖ᯝᑐࡍࡿホ౯ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖ࠸࠺ຓゝࢆⓎࡋࡓࠋࡇࡢ᳨ᰝࢆ᭱ᚋࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࡇࢀ௨ୖᑠඣࡢ⏥
≧⭢⿕ࡤࡃ㔞ࡢ᳨ᰝࡣ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾⚟ᓥ┴ࡶࠊᙜ⊂⮬ఫẸࡢ⏥≧⭢⿕ࡤࡃࡢ᳨ᰝࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡓ◊✲⪅ᑐࡋࠊෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡢ୰Ṇࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊཎ⅏ᮏ㒊ཪࡣ⚟ᓥ┴ࡣࠊ༑ศᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࢆᐇࡋ࡚
࠸࡞࠸ࡓࡵࠊఫẸࡢᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡼࡿึᮇࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࡢᐇែࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⤖ᯝࡋ࡚┴Ẹᗣㄪᰝࡢ୰࡛ࠊṓᮍ‶ࡢ┴Ẹᑐࡋ୍⏕ᾭࡢ⏥≧⭢᳨ᰝࡀᐇࡉࢀࡿࡇ
࡞ࡗࡓࡀࠊึᮇࡢ⿕ࡤࡃ㔞ࡀ࡛᫂࠶ࡿࡇࡣホ౯ࡢ࠺࠼࡛ᙅⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾ࡛ࡣࠊᪧࢯ㐃ᨻᗓࡀࣚ࢘⣲ࡢ㓄ᕸ᭹⏝ࡼࡿఫẸࡢ㜵ㆤᥐ⨨ࢆྲྀ
ࡽࡎࠊࡉࡽᖺఫẸࡣởᰁሗࡀ㞃࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ⮬ᐙ〇ࡢ∵ஙࡸ㔝⳯ࡢở
ᰁ⃰ᗘࡢ᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࡇ࡛ࡉࡽࣚ࢘⣲⿕ࡤࡃࡢቑຍࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡋࡋࠊఫ
Ẹࡢึᮇࡢෆ㒊⿕ࡤࡃㄪᰝ࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊᨾⓎ⏕ࡽࡰ࢝᭶ࡢ㛫࢘ࢡࣛࢼ࡛⣙
ேࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩ࡛⣙ேࡢᏊࡶ㟷ᑡᖺࡢ⏥≧⭢⿕ࡤࡃ㔞ࡢᐇ ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࢳ࢙ࣝ
ࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢᑐᛂẚ㍑ࡋ࡚ࡶ᫂ࡽ࡞ࡼ࠺ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡢึᮇ⿕ࡤࡃࡢㄪᰝࡣࠊ
༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ


㸰㸧ᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿ㣗ရࡢởᰁෆ㒊⿕ࡤࡃᑐ⟇
୰㛗ᮇⓗఫẸࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࢆ㜵Ṇཪࡣపῶࡍࡿࡓࡵ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇࡣࠊ࠸ᨺᑕᛶ≀
㉁ࡼࡾởᰁࡉࢀࡓ㣗ရࡢᦤྲྀࢆ㜵ࡄࠊ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊつไᙜᒁࡀ㣗ရࡢᦤྲྀ
ไ㝈ཬࡧฟⲴつไࢆࡢࡼ࠺⾜࠺ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ
ᮏᨾⓎ⏕ᚋࠊཌປ┬ࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡾởᰁࡉࢀࡓ㣗ရࡢὶ㏻ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢࠕ㣧㣗≀ᦤྲྀไ㝈㛵ࡍࡿᣦᶆࠖᇶ࡙ࡁ㣗ရ⾨⏕ἲࡢᨺ




Ᏻጤဨົᒁࠕ᭶᪥ࡅ⿕⅏⪅ᨭࢳ࣮࣒་⒪⌜ࡽࡢཎᏊຊᏳጤဨࡢ↷ᑐࡍࡿᅇ⟅ࠖ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



ᘯ๓Ꮫ⿕ࡤࡃ་⒪⥲ྜ◊✲ᡤࣄࣜࣥࢢࠋྠ◊✲ᡤࡢࢳ࣮࣒ࡣࠊᾉỤ⏫ὠᓥᆅ༊ᅾࡋ࡚࠸ࡓேࠎ࡞ஙᗂඣ
ࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ࡢィேࡢ⏥≧⭢ෆ㒊⿕ࡤࡃࢆᐇ ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ⚟ᓥ┴ᆅᇦ་⒪ㄢࡽࠕேࢆ ࡿࡢࡣᏳ
ࢆࡁ❧࡚ࡿࡽࡸࡵ࡚ࡋ࠸ࠖせㄳࡉࢀࡓࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣே୰ேࡽࣚ࢘⣲ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓ㸦᭶᪥ࡽ
᪥ࡢ᳨ᰝ㸧ࠋ᭶᪥ࡢࣉ࣮࣒ࣝࡽࡢ྾ධࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿࠊࡇࢀࡽࡢఫẸ࠾࠸࡚⏥≧⭢➼౯⥺㔞࡛P6Yࢆ
㉸࠼ࡓேࡣ࠸࡞ࡗࡓࠋࡋࡋᐇ ࡢ᭱㧗್ࡽ᥎ᐃࡍࡿࠊP6Yࡢ⿕ࡤࡃࢆ㉸࠼ࡿஙᗂඣࡀ࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ♧၀
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ



0LQLVWU\RI8NUDLQHRI(PHUJHQFLHV͆7ZHQW\ILYH<HDUVDIWHU&KHUQRE\O$FFLGHQW6DIHW\IRUWKH)XWXUH͇

1DWLRQDO5HSRUWRI8NUDLQH .L0 


࣮࣋ࣛࣝࢩ㛶㆟ࠕ࣮࣋ࣛࣝࢩ࿘ᖺࢼࢩࣙࢼ࣏࣮ࣝࣞࢺࠖ  



࡞࠾ࠊᬻᐃつไ್ࡣࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࡢᐃࡵࡿᣦᶆ್ຍ࠼࡚ࠊୡ⏺ಖᶵ㛵㸦௨ୗࠕ:+2ࠖ࠸࠺㸧ཬࡧᅜ㝿㐃ྜ㣗ᩱ
㎰ᴗᶵ㛵㸦௨ୗࠕ)$2ࠖ࠸࠺㸧ࡼࡾタ⨨ࡉࢀࡓᨻᗓ㛫ᶵ㛵࡛࠶ࡿࢥ࣮ࢹࢵࢡࢫጤဨࡼࡾᐃࡵࡽࢀࡓつ᱁㸦௨
ୗࠕࢥ࣮ࢹࢵࢡࢫࠖつ᱁࠸࠺㸧ࡶ㋃ࡲ࠼࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࣚ࢘⣲㛵ࡋ࡚ࡣࠊஙඣࡢ⏥≧⭢ࡢ
ᙳ㡪ࡀࡁ࠸ࡇࡽࠊ∵ங࣭ங〇ရ㛵ࡍࡿᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡢᇶ‽ࡣࠊࢥ࣮ࢹࢵࢡࢫつ᱁ࢆཧ↷ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
%TNJࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ஙඣ⏝ㄪᩚ⢊ஙཬࡧ┤᥋㣧⏝౪ࡍࡿங⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࡇࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
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ᑕᛶ≀㉁㛵ࡍࡿᬻᐃつไ್ࢆタᐃࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
᪥௨㝆ࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢ⾜࠺᳨ᰝࡼࡾᬻᐃつไ್ࢆ㉸࠼ࡓ㣗ရࡀⓎぢࡉࢀࡓሙྜࠊཎ⅏ἲ➨
᮲➨㡯ᇶ࡙ࡁ㣗ရࡢฟⲴไ㝈ࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜึࡣ᳨ᰝᶵჾࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇࠊ᳨ᰝရ
┠ࡸ᳨ᰝᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࠊᙜึࡢᬻᐃつไ್᰾✀ࡢ₃ࢀࡀ࠶ࡗࡓࡇࠊởᰁࡉࢀࡓ✄
ࢃࡽ࡛㣫⫱ࡉࢀࡓ∵⫗ࠊཎᮌ࢟ࣀࢥ࡞ᬻᐃつไ್ࢆ㉸㐣ࡍࡿởᰁࡉࢀࡓ㣗ရࡀ┦ḟ࠸࡛Ⓨぢ
ࡉࢀࡓࡇ࡞ࡽࠊᅜẸࡢ㣗ࡢᏳᑐࡍࡿಙឤࡀ⏕ࡌࡓࠋཌປ┬ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶᪥ࠊᬻᐃつไ್ࡼࡾಸ⛬ᗘཝࡋ࠸᪂ᇶ‽್ࢆᐃࡵࠊ⌧ᅾࡣࡇࢀᇶ࡙ࡁ㣗ရࡢฟⲴつไ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜẸࡢ㣗ࡢᏳᑐࡍࡿಙឤࡀ༑ศゎᾘࡉࢀ࡚࠸ࡿࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ


Dᬻᐃつไ್ࡢタᐃ㣗ရࡢฟⲴไ㝈
ᮏᨾࡢⓎ⏕ࢆཷࡅ࡚ࠊཌປ┬ཬࡧ㎰Ỉ┬ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ኪ༙ࡽ⩣᪥
ᮍ᫂ࡅ࡚ࠊ㣗ရ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࢆつไࡍࡿᚲせᛶࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ᭶
᪥ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊࠾࠸࡚ࡶࠊ㛵ಀ㛶ࡸྛ┬⫋ဨࡼࡿ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ྠ᪥᭶᪥ࠊ⚟ᓥ┴ࡀᐇࡋࡓ⎔ቃヨᩱࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡼࡾࡽ
ࡢᆅⅬࡢ㞧ⲡࡽࠊࣚ࢘⣲ %㹯㹼%T ࠊࢭࢩ࣒࢘
㸦%T㹼%T ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡇࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡓཎ⅏ᮏ㒊
ົᒁࡢఫẸᏳ⌜ࡣࠊ᭶᪥ࠊᏳጤဨ⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ᑐࡋ࡚㣧㣗≀ᦤྲྀไ㝈
ࡘ࠸࡚ࡢຓゝࢆồࡵࠊࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊᏳጤဨ⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ࡣࠊ⚟ᓥ㏻ࡾ࠸ࢃࡁᕷ
㒊௨ࠊྠ୰㏻ࡾᆅ᪉ࢆᑐ㇟ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥௨㝆᥇ྲྀࡉࢀࡓ⮬ᐙ〇ࡢ㔝⳯㢮
㸦᰿⳯ࠊࣔ㢮ཬࡧࣁ࢘ࢫෆ࡛᱂ᇵࡉࢀࡓࡶࡢࡣ㝖ࡃ㸧⮬ᐙ〇∵ஙᑐࡋ࡚ᦤྲྀไ㝈ࢆ່
࿌ࡍࡿࡼ࠺ຓゝࡋࡓࠋ
ཌປ┬ࡣࠊྠ᭶᪥ࠊࡿᏳጤဨ⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ࡢຓゝࡸཎ⅏ᮏ㒊࡛ࡢヰࡋྜ࠸
ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ㣗ရ⾨⏕ἲࡢᨺᑕᛶ≀㉁㛵ࡍࡿᬻᐃつไ್ࢆタᐃࡋࡓࠋ




࡞࠾ࠊᮏᨾ௨๓ࡣࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢⓎ⏕ࢆཷࡅ࡚ࠊཌປ┬ࡀ㍺ධ㣗ရࡘ࠸࡚㣗ရ⾨⏕ἲୖࡢᨺᑕ
ᛶ≀㉁ࡢᬻᐃ㝈ᗘࢆᐃࡵ࡚࠸ࡓࡇ㸦ᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ཬࡧࡢྜィ࡛%TNJ㸧ࢆ㝖ࡁࠊᅜ⏘㣗ရࡘ࠸࡚ࡢ
ᨺᑕᛶ≀㉁㛵ࡍࡿἲⓗ࡞つไ್ࡣタᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋᮏᨾ๓࠾࠸࡚ࠊ᳨ᡤ➼࡛ᬻᐃ㝈ᗘࢆ㉸࠼ࡿᨺᑕ
ᛶ≀㉁ởᰁࡉࢀࡓ㣗ရࡀⓎぢࡉࢀࡓሙྜࡣ㍺ධᴗ⪅ᑐࡋ࡚✚ࡳᡠࡋᣦ♧ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋཌປ┬ࠕᨺᑕ⬟ᬻ
ᐃ㝈ᗘࢆ㉸࠼ࡿ㍺ධ㣗ရࡢⓎぢࡘ࠸࡚㸦➨ሗ㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧࡞



⎔ቃヨᩱࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡀ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ᇶ࡙ࡁ⾜ࡗࡓⴥ⳯ࠊ㞧ⲡ➼ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࡇࢆ࠸࠺ࠋ




ୖグ㛵ࡋ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥Ⅼ࡛⚟ᓥ┴ࡼࡾබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣࠊཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮⚟ᓥᨭᡤࡢ
ୖỈࡽ᳨ฟࡉࢀࡓࣚ࢘⣲ࡘ࠸࡚%Tཬࡧࢭࢩ࣒࢘ࡘ࠸࡚%Tࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᮏᩥグ㍕ࡢ
ࣚ࢘⣲ࡢ᳨ฟࡘ࠸࡚ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢⅬ࡛ࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊࣭⚟ᓥ┴ࠕմ⚟
ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࿘㎶ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝ୍ぴ㸦⎔ቃヨᩱ㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



Ᏻጤဨ⥭ᛴᢏ⾡ຓゝ⤌⧊ࠕ㣧㣗≀ࡢᦤྲྀไ㝈ࡘ࠸࡚㸦ຓゝ㸧
ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥㸧



ཌປ┬ࡣࠊ㜵⅏ᣦ㔪ࠕ㣧㣗≀ࡢᦤྲྀไ㝈㛵ࡍࡿᣦᶆࠖࢆᬻᐃつไ್ࡋࠊࡇࢀࢆୖᅇࡿ㣗ရࡘ࠸࡚ࡣࠊ㣗ရ⾨
⏕ἲ➨᮲➨ྕࡢࠕ᭷ẘ࡞ࠊⱝࡋࡃࡣ᭷ᐖ࡞≀㉁ࡀྵࡲࢀࠊⱝࡋࡃࡣ╔ࡋࠊཪࡣࡇࢀࡽࡢ࠸ࡀ࠶ࡿࡶࡢࠖヱ
ᙜࡍࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ㣗⏝౪ࡉࢀࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺㈍ࡑࡢࡘ࠸࡚༑ศฎ⨨ࡉࢀࡓ࠸᪨ࡢ㏻▱㸦㣗ᏳⓎ
➨ྕ㸧ࢆⓎฟࡋࡓࠋ ᬻᐃつไ್ࡣࠊ⥭ᛴࢆせࡍࡿࡓࡵ㣗ရᗣᙳ㡪ホ౯ࢆཷࡅࡎᐃࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཌປ┬
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

㣗ရ⾨⏕ἲࡼࡿつไࡣࠊつไ್ࢆタᐃࡋࠊ➨୍⩏ⓗࡣࠊ㎰ᐙࡸᑠࡾࢆྵࡵࡓᴗ⪅
ࡀࠊ๓ࡢ⮬᳨ᰝࢆ⾜࠺ࡶࡢ⨨ࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊᕷሙὶ㏻ࡍࡿ㣗ရࡢಶ᳨ูᰝཬࡧᇶ
‽್ࢆୖᅇࡿ㣗ရࡀ☜ㄆࡉࢀࡓሙྜࡢ㈍⚗Ṇ➼ࡢᥐ⨨ࢆಶูࡢᴗ⪅ᑐࡋ࡚⾜࠺ࡇ
ࡀᇶᮏࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ๓ࡢฟⲴไ㝈ࡣཎ๎ࡋ࡚ணᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡋࡋࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃ⿕ᐖࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ㜵Ṇࡋࠊ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࡣࠊᴗ
⪅ࡼࡿ๓ࡢ⮬᳨ᰝὶ㏻ᚋⓗ᳨ᰝ࣭㈍⚗Ṇ➼ࡢᥐ⨨ࢆࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊண
ࡵࠊởᰁࡉࢀࡓ㣧㣗ရࡢฟⲴࢆไ㝈ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊࡑࡢᑐ㇟ᆅᇦࡘ࠸࡚ࠊ
㜵⅏ᣦ㔪ᇶ࡙ࡁ⟇ᐃࡉࢀࡓ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㣧㣗≀➼ࡢᦤྲྀไ㝈ᥐ⨨ࡣࠊ
ᇶᮏⓗࠊᨾ࿘㎶ᆅᇦࢆᑐ㇟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡀᗈᇦ
ࢃࡓࡿࡇࡽࠊᗈᇦࢆᑐ㇟ࡋࡓ㣧㣗≀ฟⲴไ㝈ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢἲᚊୖࡢᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ୖつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚟ᓥ┴௦ࢃࡾࠊ⮬ࡽࡀయ࡞
ࡗ࡚ࠊཎ⅏ἲᇶ࡙ࡁࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢ⾜࠺᳨ᰝࡼࡾᬻᐃつไ್ࢆ㉸࠼࡚ởᰁࡉࢀ࡚࠸ࡿ㣗ရ
ࢆ☜ㄆࡋࡓሙྜࡣࠊྠᆅᇦࢆྵࡴ୍ᐃࡢᆅᇦ㛵ࡋ࡚㒔㐨ᗓ┴▱ࡢྡ࡛ฟⲴไ㝈ࢆ⾜࠺
ᣦ♧ࢆฟࡍ࠸࠺ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ
⚟ᓥ┴ࠊᮾி㒔ࠊᰣᮌ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ⩌㤿┴ࡣࠊ᭶᪥௨㝆㣗ရࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ㛤ጞࡋࠊ
ཌປ┬ࡣ᭶᪥ࡲ࡛ࡢᬻᐃつไ್ࢆ㉸࠼ࡓࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋཎ⅏ᮏ㒊㛗ࡣࠊྠ᭶
᪥ࠊཎ⅏ἲ➨᮲➨㡯ᇶ࡙ࡁࠊ⚟ᓥ┴▱ࠊⲈᇛ┴▱ࠊᰣᮌ┴▱ཬࡧ⩌㤿┴▱
ᑐࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ⚟ᓥࠊⲈᇛࠊᰣᮌࠊ⩌㤿┴ࡢ࣍࢘ࣞࣥࢯ࢘࢝࢟ࢼཬࡧ⚟ᓥ┴⏘ࡢཎங
ࡘ࠸࡚ฟⲴไ㝈ࢆᣦ♧ࡋࡓࠋࡉࡽࠊྠ᭶᪥ࡲ࡛ࠊ᪂ࡓᬻᐃつไ್ࢆ㉸࠼ࡿởᰁ
ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࡇࡽࠊཎ⅏ᮏ㒊㛗ࡣࠊྠ᭶᪥ࠊ⚟ᓥ┴▱ᑐࡋ࡚ࠊୖグ㏣ຍࡋ࡚
⚟ᓥ┴⏘ࡢ⤖⌫ᛶⴥ⳯㢮࡞ࡢᦤྲྀไ㝈ཬࡧฟⲴไ㝈ᣦ♧ࢆࠊⲈᇛ┴▱ᑐࡋ࡚ࠊⲈᇛ┴
⏘ࡢཎங࣭ࣃࢭࣜࡢฟⲴไ㝈ᣦ♧ࢆฟࡋࡓࠋ


ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ㣗ရᏳጤဨᑐࡋ࡚ࠊ㣗ရ⾨⏕ἲ➨᮲➨㡯ᇶ࡙ࡁ௵ព㣗ရᙳ㡪ホ౯ࢆ
ồࡵࡓࠋࡇࢀᑐࡋ㣗ရᏳጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡛ࠕᨺᑕᛶ≀㉁㛵ࡍࡿ⥭ᛴࡾࡲࡵࠖࢆ
Ⓨ⾲ࡋࡓࠋྠጤဨࡣࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡘ࠸࡚ᖺ㛫P6Yࡢ⏥≧⭢➼౯⥺㔞ཬࡧᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡘ࠸࡚ᖺ㛫P6Y
ࡣࠊ㣗ရ⏤᮶ࡢᨺᑕ⥺᭚㟢ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ┦ᙜࡢᏳᛶࢆぢ㎸ࢇࡔࡶࡢࡢホ౯ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣᮏᨾⓎ⏕
ࡼࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ࠸࠺≉Ṧࡘ༴ᶵⓗ࡞♫ⓗ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྠ⥭ᛴࡾࡲࡵࡘ࠸࡚㏻
ᖖࡢ≧ἣ࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ⟶⌮ᥐ⨨ࡢ᰿ᣐࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡍࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊྠጤဨࡣࠊࡉࡽᅇࡢ࣮࣡࢟
ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⤒࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡚ࠕ㣗ရᗣᙳ㡪ホ౯ࡋ࡚㣗ရᏳጤဨࡀ᳨ウ
ࡋࡓ⠊ᅖ࠾࠸࡚ࡣࠊᨺᑕ⥺ࡼࡿᙳ㡪ࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㏻ᖖࡢ୍⯡⏕ά࠾࠸࡚ཷࡅࡿᨺᑕ⥺㔞ࢆ㝖࠸ࡓ
⏕ᾭ࠾ࡅࡿ⣼✚ࡢᐇຠ⥺㔞ࡋ࡚ࠊ࠾࠾ࡼࡑP6Y௨ୖ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊᑠඣࡢᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣឤ
ཷᛶࡀᡂேࡼࡾ㧗࠸ྍ⬟ᛶ㸦⏥≧⭢ࡀࢇࡸⓑ⾑㸧ࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋP6Yᮍ‶ࡢᗣᙳ㡪ゝཬࡍࡿࡇࡣ
⌧ᅾᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ▱ぢࡽࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠖ➼ࡢពぢࢆࡲࡵࡓ㣗ရᗣᙳ㡪ホ౯᭩ࢆཌປ┬㏻▱ࡋࡓࠋ


ཌປ┬ࣄࣜࣥࢢ



⚟ᓥ┴ࡽ㸦࠸ࡎࢀࡶཎங㸧ࠊⲈᇛ┴ࡽ㸦࠸ࡎࢀࡶ࣍࢘ࣞࣥࢯ࢘㸧ࠊᰣᮌ┴ࡽ㸦࠸ࡎࢀࡶ࣍࢘ࣞࣥ
ࢯ࢘㸧ࠊᮾி㒔ࡽ㸦ࢩࣗࣥࢠࢡ㸧ࠊ⩌㤿┴ࡽ㸦࣍࢘ࣞࣥࢯ࢘ࠊ࢝࢟ࢼ㸧ࠋ



⚟ᓥ┴⏘ࡢ⤖⌫ᛶⴥ⳯㢮ࡸⲈᇛ┴⏘ࡢཎங࣭ࣃࢭࣜ࡞ࠋ
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ࡲࡓࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡀࠊ᭶᪥ࠊࠕ᳨ᰝィ⏬ࠊฟⲴไ㝈➼ࡢရ┠࣭༊ᇦࡢタᐃ࣭ゎ㝖ࡢ⪃࠼᪉ࠖ
ࢆⓎฟࡋࡓࡇࡼࡾࠊฟⲴไ㝈ࡢ༊ᇦࡢタᐃࡘࡁ┴ᇦࢆཎ๎ࡋࡘࡘࡶࠊᕷ⏫ᮧ༢࡞
┴ࢆศࡋࡓ༢ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊᐇ㝿ࡢ᳨ᰝయ࡛࠶ࡾࠊࡘ
ฟⲴไ㝈ࡢయ࡛࠶ࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊ⏕⏘⪅࡛࠶ࡿఫẸᑐࡋ࡚㓄៖ࡋࡓᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊྠタᐃ࣭ゎ㝖ࡢ⪃࠼᪉ࡼࡾࠊ࠸ࡗࡓࢇฟⲴไ㝈ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡓ༊ᇦ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㐌㛫ࡈࡢ᳨ᰝ࡛ᅇ㐃⥆ᬻᐃつไ್௨ୗ࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡇࢆ᮲௳
ࠊヱᙜ㒔㐨ᗓ┴ࡢ⏦ㄳࡼࡾฟⲴไ㝈ᣦ♧ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇࡀྍ⬟ࡉࢀࡓࠋࡇࢀᇶ࡙
ࡁࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ᭶᪥ࠊ⚟ᓥ┴ࡢὠᆅ᪉ࡢ୍㒊㸦႐ከ᪉ᕷࡸ☬Დ⏫࡞㸧࠾࠸࡚⏘ฟ
ࡉࢀࡓཎஙࠊ୪ࡧ⩌㤿┴ࡢᇦ࡛⏘ฟࡉࢀࡿ࣍࢘ࣞࣥࢯ࢘ཬࡧ࢝࢟ࢼࡘ࠸࡚ฟⲴไ㝈ᣦ
♧ࢆゎ㝖ࡋࡓࠋ
௨ᚋࠊྛᆅ࡛ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ᳨ᰝࡼࡾởᰁࡉࢀࡓ㣗ရࡀⓎぢࡉࢀࡿࡓࡧࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ
ฟⲴไ㝈ᣦ♧ࡢᑐ㇟࡞ࡿᆅᇦཬࡧရ┠ࢆ㏣ຍࡋࠊࡲࡓ㝶ゎ㝖ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶୰⾜ࢃࢀࡓ㣗ရ᳨ᰝࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴᳨࡛యࡀ᳨ᰝࡉࢀࠊ࠺ࡕ௳ࡀᬻᐃつไ್
ࢆ㉸㐣ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡲ࡛ࡢཌປ┬
Ⓨ⾲ࡿ㣗ရࡢ᳨ᰝ⥲ᩘࡣ௳ཬࢇ࡛࠾ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕᬻᐃつไ್ࢆ㉸㐣ࡋࡓࡶ
ࡢࡣ௳࡛࠶ࡿࠋ


Eᬻᐃつไ್ࡢጇᙜᛶၥ㢟Ⅼ
ᬻᐃつไ್ࡣࠊ㜵⅏ᣦ㔪࡛ᐃࡵࡿࠕ㣧㣗≀ᦤྲྀไ㝈㛵ࡍࡿᣦᶆࠖཬࡧࢥ࣮ࢹࢵࢡࢫጤဨ
ࡢつ᱁ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡘࡁᐇຠ⥺㔞P6Yᖺ㸦ᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡼࡿ⏥≧
⭢➼౯⥺㔞ࡢሙྜࡣP6Yᖺ㸧ࢆᇶ‽ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓࠋ௨ୗࡢ⾲ࡀࠊᬻᐃつไ್ࢆ⾲ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠕ⾲㸲㸲㸱㸯ࠖ㸧ࠋ





ࡑࡢᚋࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࢭࢩ࣒࢘ࡢᙳ㡪ཬࡧ㣗ရᦤྲྀࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᨵṇࡋࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶᪥∵⫗ཬࡧࢥ࣓ࢆ㏣ຍࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥᪂ᇶ‽್ࡢタᐃࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊゎ㝖㛵ࡍ
ࡿ⪃࠼᪉ࢆᨵṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ཌປ┬ࠕ㣗ရ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸦ᴫ␎㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



ཌປ┬ࠕ㣗ရ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁᳨ᰝࡢ⤖ᯝࡘ࠸࡚㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡲ࡛ࡢ᳨ᰝᐇศ㸧㸦ᴫせ∧㸧ࠖࣉࣞࢫࣜࣜ
࣮ࢫ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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ᑐ㇟
㣧ᩱỈ
∵ங࣭ங〇ရ ͤὀ

ᨺᑕᛶࣚ࢘⣲㸦ΰྜ᰾✀ࡢ௦⾲᰾✀㸸,㸧
%TNJ௨ୖ

㔝⳯㢮㸦᰿⳯㢮ࠊⰞ㢮ࢆ㝖ࡃ㸧 %TNJ௨ୖ
ᑐ㇟
㣧ᩱỈ
∵ங࣭ங〇ရ

ᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘
%TNJ௨ୖ

㔝⳯㢮
✐㢮

%TNJ௨ୖ

⫗࣭༸࣭㨶࣭ࡑࡢ
ᑐ㇟

࢘ࣛࣥ

ஙᗂඣ⏝㣗ရ
㣧ᩱỈ

%TNJ௨ୖ

∵ங࣭ங〇ရ
㔝⳯㢮
✐㢮

%TNJ௨ୖ

⫗࣭༸࣭㨶࣭ࡑࡢ
ࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ཬࡧ㉸࢘ࣛࣥඖ⣲ࡢࣝࣇ᰾✀
ᑐ㇟

㸦3Xࠊ3Xࠊ3Xࠊ3Xࠊ$Pࠊ&Pࠊ
&Pࠊ&Pࡢᨺᑕ⬟⃰ᗘࡢྜィ㸧

ஙᗂඣ⏝㣗ရ
㣧ᩱỈ

%TNJ௨ୖ

∵ங࣭ங〇ရ
㔝⳯㢮
✐㢮

%TNJ௨ୖ

⫗࣭༸࣭㨶࣭ࡑࡢ
ͤὀ%TNJࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡣࠊஙඣ⏝ㄪᩚ⢊ஙཬࡧ┤᥋㣧⏝౪ࡍࡿங⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࡇ
⾲㸲㸲㸱㸯 ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶Ⓨ⾲ࡋࡓ㣗ရࡢᬻᐃつไ್


ᬻᐃつไ್࠾࠸࡚ࡣࠊࢥ࣮ࢹࢵࢡࢫጤဨࡢつ᱁ࢆཧ⪃ࡋ࡚ࣚ࢘⣲ࡀ%TNJࢆ㉸࠼
ࡿ∵ங࣭ங〇ရ㛵ࡋ࡚ࠊࠕஙඣ⏝ㄪᩚ⢊ஙཬࡧ┤᥋㣧⏝౪ࡍࡿங⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᣦᑟ
ࡍࡿࡇࠖ࠸࠺ὀព᭩ࡁࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊஙඣ௨እࡢᨺᑕ⥺ᑐࡍࡿឤཷᛶࡢ㧗࠸ேࠎ
ᑐࡍࡿ㓄៖ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ࡶぢ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࠊୖグࡢつไ್ࡢࡶ࡞ࡿᣦᶆࡣࠊ᪥ᮏேࢆᡂேࠊᗂඣཬࡧஙඣࡢ࢝ࢸࢦࣜ
ศࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡀᖹᆒⓗᖺ㛫ᦤྲྀࡍࡿ㣗㔞ࢆᇶ‽ࠊ,&53ࡢᐃࡵࡿ⟬ಀᩘࢆ
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࠸ࠊᖺ㛫P6Yࡢ⿕ࡤࡃࢆ㉸࠼࡞࠸ࡼ࠺ᨻᗓࡀධࢆ⾜࠺㝈ᗘࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ⃰ᗘࢆィ⟬
ࡋ࡚ࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ᭱ᑠ್ࢆᣦᶆ್ᐃࡵࡓ್࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᬻᐃつไ್ࡢタᐃ࠾࠸࡚ࠊ
ᨺᑕ⥺ᑐࡍࡿឤཷᛶࡢ㧗࠸ேࠎࡢ୍ᐃࡢ㓄៖ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ಶࠎேࡢᨺᑕ⥺ឤཷᛶࡘ࠸࡚ࡣ୍ᐃ⛬ᗘࡢ㓄៖ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᣦᶆ್ཬࡧ
ࡑࢀᇶ࡙ࡃᬻᐃつไ್ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ⿕ࡤࡃ⤒㊰㓄៖ࡉࢀࡓ್ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᏳ
ጤဨࡀᣦᶆ್ࢆ⟇ᐃࡋࡓⅬࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊእ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡸ྾࠸㎸ࡳࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺
㔞ࢆ⪃៖ࡏࡎࠊ㣗ရࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃࡢࡳࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛P6Yᖺࢆᇶ‽ࡋ࡚ᣦᶆ್ࢆ
ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ⿕ࡤࡃ⤒㊰ࡣ」ᩘ࠶ࡾ࠺ࡿࡶࢃࡽࡎࡇࢀࡀ༑ศ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
ࡽࠊᣦᶆ್ཬࡧᬻᐃつไ್ࡣࠊᚲࡎࡋࡶᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿேయࡢᙳ㡪ࢆ⥙⨶ⓗᢕᥱࡋ
ࡓ࠺࠼࡛ᅜẸࡢᗣࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢ್ࡣ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡉࡽࠊᣦᶆ್ࡣࠊつไᙜᒁࡀ⥭ᛴែ࠾ࡅࡿධ㸦㜵ㆤᑐ⟇ࡋ࡚ࡢ㣧㣗≀ᦤྲྀไ㝈
ᥐ⨨ࡢᑟධ㸧ࢆỴᐃࡍࡿ㝿ࡢ┠Ᏻࡍࡿ್࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㣧㣗≀୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ㛗ᮇࢃࡓࡾ
ᗣᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྰࢆุ᩿ࡍࡿ⃰ᗘᇶ‽࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏ᮶ࠊつไᙜᒁࡣࠊࡇࡢᣦᶆ್
ࢆཧ⪃ࡋ࡚ࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᦤྲྀࡼࡿᗣᙳ㡪ࢆᴟᑠࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺᦤྲྀไ㝈ࡼࡾ⏕
ࡌࡿᰤ㣴ኻㄪ➼ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆẚ㍑ࡋ࡚ᇶ‽ࢆỴࡵࡿࡇࡀᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᐇ
㝿ࡣつไᙜᒁ࡛࠶ࡿཌປ┬ࡣᣦᶆ್ࢆࡰࡑࡢࡲࡲᬻᐃつไ್ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ,&53ࡢᐃࡵ
ࡿᖹᖖࡢබ⾗⿕ࡤࡃࡢ⥺㔞㝈ᗘP6Yᖺࡢಸࡢ್࡛࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶᏳࢆ᭱ඃඛࡋࡓᇶ
‽࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡣୖ㏙ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡶࡶ㜵⅏ᣦ㔪࠾࠸࡚ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓᨾࡢつᶍࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡀ
㛫ࡢࡳ⥅⥆ࡍࡿ࠸࠺⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡿᨾࢆᐃࡋࡓᣦᶆ್ཬࡧࡑࢀᇶ࡙ࡃ㣗ရ
ࡢฟⲴไ㝈ࡘ࠸࡚ࠊ㜵⅏ᣦ㔪ୖࡣᮇ㛫ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㛗ᮇࡍࡿࡇࡣᐃࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏳጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ᪂ࡓ࡞ᇶ‽್ࡢタᐃࢆ
᪩ᛴ⾜࠺ࡇࢆຓゝࡋࠊ௨ᚋ」ᩘᅇࢃࡓࡗ࡚ྠ㊃᪨ࡢຓゝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᇶ
‽್ࡢタᐃࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡲ࡛ᚅࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋཌປ┬ࡣࠊᇶ‽್ࡢタᐃ
㝿ࡋ࡚ࠊ㣗ရᏳጤဨࡢㅎၥࢆཷࡅࡿ࠸࠺ᖹྠᵝࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡓࡗࡓ⤖ᯝࠊ
ᖺ௨ୖࡢ㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

F᳨ᰝయไࡢΰ
ཎ⅏ἲᇶ࡙ࡃ㣗ရࡢฟⲴไ㝈ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚௨㝆ࠊ㣗ရࡢ᳨ᰝィ⏬ࡣྛ㒔㐨ᗓ┴ࡀసᡂࡍ




Ᏻጤဨົᒁࣄࣜࣥࢢ



Ᏻጤဨົᒁࣄࣜࣥࢢ



♫ᅋἲே᪥ᮏࢯࢺ࣮ࣉ༠ࠗᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢᖺ່࿌࠘ 3XEOLFDWLRQ 㸦ၿࠊᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧



㜵⅏ᣦ㔪 ᒓ㈨ᩱࠕ(3=ࡘ࠸࡚ࡢᢏ⾡ⓗഃ㠃ࡽࡢ᳨ウࠖ



Ᏻጤဨົᒁࣄࣜࣥࢢ
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ࡿࡶࡢࡉࢀࡓࠋཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊᑐ㇟ရ┠ࠊᑐ㇟ᆅᇦࠊ᳨ᰝ㢖ᗘ࡞ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃
࠼᪉ࢆᥦ♧ࡋࠊྛ㒔㐨ᗓ┴᳨ᰝィ⏬ࡢ⟇ᐃࢆồࡵࡓࠋ
ཎ⅏ᮏ㒊ࡽ᳨ᰝࡢᑐ㇟ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡓရ┠ࡣࠊ
ձ ࡑࢀࡲ࡛ᬻᐃつไ್ࢆ㉸࠼ࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓရ┠
ղ ࣍࢘ࣞࣥࢯ࢘ࠊࢩࣗࣥࢠࢡࠊ࢝࢟ࢼ࡞㟢ᆅ≀ࡸஙࠊࡑࡢᅜࡀᣦᐃࡍࡿᣦᶆ
ࡍࡿࡁရ┠
ճ ⏕⏘≧ἣࢆ຺ࡋࡓせ㎰⏘≀
մ ᕷሙ࠾࠸࡚ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㣗ရ
յ ⎔ቃࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ≧ἣ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ᅜࡀู㏵ᣦ♧ࡍࡿရ┠
࡞࡛࠶ࡾࠊ᳨ᰝ㢖ᗘࡣཎ๎ࡋ࡚㐌ᅇ⛬ᗘᐇࡍࡿࡇࡉࢀࡓࠋ
ࡋࡋࠊཎ⅏ᮏ㒊ཬࡧཌປ┬ࡣࠊ㣗ရࡢ᳨ᰝࢆ㒔㐨ᗓ┴ࡢ᳨ᰝィ⏬ጤࡡࡓࡓࡵࠊ㒔㐨ᗓ
┴ࡼࡗ᳨࡚ᰝࡢࣞ࣋ࣝࡤࡽࡘࡁࡀ⏕ࡌࡓࠋ
ྛ㒔㐨ᗓ┴࠾ࡅࡿ᳨ᰝᶵჾ➼ࡢࣥࣇࣛࡣⓎ⅏ᙜึ࠾࠸࡚ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦ㛫ࡢ
᱁ᕪࡀ⏕ࡌࡓࠋࡓ࠼ࡤࠊ⚟ᓥ┴ࡣࠊᮏᨾ௨๓ࡽࢤ࣐ࣝࢽ࣒༙࢘ᑟయ᳨ฟჾࢆྎಖ᭷
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ࠺ࡕྎࡣ㑊㞴༊ᇦࡢ⇃⏫ࡢཎᏊຊࢭࣥࢱ࣮࠶ࡾࠊṧࡾྎࡣཎᏊຊࢭࣥࢱ
࣮⚟ᓥᨭᡤ࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ㣗ရࡢ᳨ᰝࡣ⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ┴࡛
ࡣࠊ┴ࡢ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ࡢ୰㣗ရࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࡢ᳨ᰝࢆ⾜࠺ᢸᙜࡢ㒊⨫ࡣ࡞ࡃࠊ
㣗ရࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࢆ᳨ᰝࡍࡿࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ࡞ࡗࡓࠋ⚟ᓥ┴࡛ࡣ᭶᪥ࡇࢁࡽ
✵㛫⥺㔞ࡸᅵተởᰁ⃰ᗘ➼ࢆ⪃៖ධࢀ࡚ࠊ㎰ᯘົᡤࡢᢸᙜ⪅ࡀࠊ᳨ᰝࡢࡓࡵゼၥࡍࡿ
㎰ᐙࢆỴࡵ᳨࡚ᰝࢆጞࡵࡓࠋ⚟ᓥ┴ࡢ㎰ᯘỈ⏘㒊ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ᳨࡚ᰝయไࡢᩚഛࢆࣞࣥ
ࢪࡋࠊึᮇࡣ᳨ᰝయไࡀᩚࢃ࡞࠸ࡇࡽࠊ᪥ᮏศᯒࢭࣥࢱ࣮᪥㔞᭱Ⅼࡢࢧࣥࣉࣝࢆ
㏦ࡋࠊ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࣥࣇࣛࡢ㊊ຍ࠼ࠊ㢼ホ⿕ᐖࡢᠱᛕࡽ᳨ᰝᾘᴟⓗ࡞⮬యࡶ࠶ࡾࠊ⮬
యࡼࡗ᳨࡚ᰝࡢࣞ࣋ࣝࡤࡽࡘࡁࡀ⏕ࡌࡓࠋఫẸࡢᏳ☜ಖࡢࡓࡵᗈᇦ࡛ࡢ⤫୍ⓗ࡞
᳨ᰝయไࢆᩚ࠼ࡿ࠸࠺㊃᪨㚷ࡳࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࡼ࠺⮬య㛫࡛ࡤࡽࡘࡁࡀ⏕ࡌࡿࡇ
ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
࡞࠾ࠊẸ㛫ᴗ࠾࠸࡚ࠊ⮬ⓗ᳨ᰝࢆ⾜࠺ືࡁࡶ࠶ࡿࠋᬻᐃつไ್ཬࡧ᪂ᇶ‽್ࡼࡾ
ࡶప࠸್ࡢ⮬ᇶ‽ࢆタࡅ࡚ࠊ⮬ⓗ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛⮬ᇶ‽ࢆ㉸࠼ࡓ㣗ရࡘ࠸࡚
ࡣᗑ㢌⨨࡞࠸࠸࠺㐠⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿᑠᗑࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓ⮬᳨ᰝᑐࡋ
࡚ࠊ㎰Ỉ┬ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡚ࠊࠕ㣗ရ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ಀࡿ⮬᳨ᰝ




┴ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬ࡼࡾᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㣧㣗≀ฟⲴไ㝈ᥐ⨨ࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡀࠊ⥭ᛴࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆཧ↷ࡋ࡚ࠊ
㛵ಀᕷ⏫ᮧᑐࡋ࡚ฟⲴไ㝈ᣦ♧ࢆ⾜࠸ࠊ㛵ಀᕷ⏫ᮧࡀࠊఫẸࠊ⏕⏘⪅ཬࡧ⏕⏘ὶ㏻㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయᑐࡋࠊ㎰␆
Ỉ⏘≀ࡢฟⲴࢆ⚗Ṇࡍࡿ࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ཌປ┬ࠕ㎰␆Ỉ⏘≀➼ࡢᨺᑕᛶ≀㉁᳨ᰝࡘ࠸ู࡚ࠖ⣬ཧ⪃㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



⚟ᓥ┴ᗇࣄࣜࣥࢢ



⚟ᓥ┴ᗇࣄࣜࣥࢢ
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࠾ࡅࡿಙ㢗࡛ࡁࡿศᯒ➼ࡘ࠸࡚ࠖ㢟ࡍࡿ᭩㠃ࢆ㣗ရ⏘ᴗᅋయࡢ㛗ᐄ࡚Ⓨฟࡋ㸦㣗⏘
➨ྕ㸧ࠊ㐣࡞つไᾘ㈝ẁ㝵࡛ࡢΰࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ⮬᳨ᰝ࠾࠸࡚ࡶἲࡢᐃࡵࡿ
ᇶ‽್ᚑ࠺ࡼ࠺㏻▱ࡋࡓࠋ⮬⏤⩏ᅜᐙ࡛࠶ࡿ᪥ᮏ࠾࠸࡚Ẹ㛫ᅋయࡀἲࡢᐃࡵࡿᇶ‽ࡼ
ࡾࡶཝࡋ࠸⮬ᇶ‽ࢆタࡅ࡚⮬つไࢆ⾜࠺ࡇࢆᅜᐙᶵ㛵ࡽไ㝈ࡉࢀࡿ⌮⏤ࡶ࡞ࡃࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞㎰Ỉ┬ࡢᑐᛂࡣᇶᮏⓗၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࡢ㏻▱ࡢⓎฟࡣ⏕⏘⪅ࡢ┈ཬ
ࡧ㢼ホ⿕ᐖࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢၥ㢟ࡢ㞴ࡋࡉࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

G㣗ရ᳨ᰝࡘࡢ₃ࢀ
ᬻᐃつไ್ࡢタᐃཬࡧᐇ㝿ࡢ㣗ရࡢ᳨ᰝࡢᐇࡣࠊ᰾✀ࡢ₃ࢀཬࡧရ┠ࡢ₃ࢀࡀ࠶ࡗࡓࠋ
௨ୗࡑࡢၥ㢟Ⅼࢆ♧ࡍࡿࠋ

ձ ᙜึࡢᬻᐃつไ್ࡽ₃ࢀࡓ㨶㢮ࡢࣚ࢘⣲᳨ᰝ㡯┠ࡽ₃ࢀࡓࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘
ᙜึࡢᬻᐃつไ್࡛ࡣࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㨶㢮➼ࡣᑐ㇟እ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࡶ
ࡶࡢᣦᶆ್ࡀᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡘ࠸࡚ࡣ༙ῶᮇࡀ▷࠸ࡇࡽ㣧ᩱỈࠊⴥ≀㔝⳯ࠊ∵
ஙங〇ရࡘ࠸࡚ࡢࡳ⪃៖ࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊⲈᇛ┴
Ἀࡢࢥ࢘ࢼࢦࡽ%T࠸࠺㧗࠸⃰ᗘࡢᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࡓࡵࠊཌປ┬ࡣࠊ
Ᏻጤဨࡢຓゝࢆᚓ࡚ࠊ⩣᭶᪥ᨺᑕ⥺ࣚ࢘⣲ࡘ࠸࡚㨶㢮ࡢᬻᐃつไ್ࢆ㔝⳯ྠ
ࡌࡃ%Tタᐃࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᬻᐃつไ್ࡣࠊேయ㧗࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡉࢀࡿࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡢつไࡣタᐃࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡶࡶࡢᣦᶆ್ࡢタᐃẁ㝵࡛ࠊࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡣࢭࢩ࣒࢘ΰྜࡍࡿ࠸࠺
⌮⏤࡛ࠊࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࢭࢩ࣒࢘ẚࢆᑐࡋ࡚ᢅ࠺ࡶࡢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ⊂❧ࡋ
ࡓつไ್ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᰝࡣࢇ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⊂❧⾜ᨻἲேỈ⏘⥲ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣐࣡ࢩࠊࢥ࢘ࢼࢦࠊ࢝ࢱࢡࢳ࣡ࢩࡢ
ィ᳨యࡢ ᐃ⤖ᯝࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୍ᅇࡢ᳨ᰝ⮬యࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ᳨ฟ㸦᳨ฟୗ
㝈್㹼㸧࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡀ᳨ᰝ㡯┠ࡽ₃ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
㣗ရࡢࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡢởᰁᑐࡍࡿᅜẸࡢᏳࡀゎᾘࡉࢀ࡞࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ


ղ ㎰స≀ࡼࡾࡶ᳨ᰝཬࡧつไࡀ㐜ࢀࡓ⫧ᩱ࣭㣫ᩱࡸ࢟ࣀࢥཎᮌ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊᮾி㒔ෆ࡛㣗⫗ฎ⌮ࡉࢀࡓ⚟ᓥ┴༡┦㤿ᕷ⏘ࡢ∵⫗ࡽᬻᐃつ
ไ್ࢆୖᅇࡿࢭࢩ࣒࢘ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࠋ࢚ࢧࡢ✄ࢃࡽࡀởᰁࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᪉ἲ




㎰Ỉ┬ࣄࣜࣥࢢ



ཌປ┬ࠕ㨶㢮୰ࡢᨺᑕᛶࣚ࢘⣲㛵ࡍࡿᬻᐃつไ್ࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧ཌປ┬⸆
࣭㣗ရ⾨⏕ᑂ㆟㣗ရ⾨⏕ศ⛉ᨺᑕᛶ≀㉁ᑐ⟇㒊ࠕ㨶㢮୰ࡢࣚ࢘⣲㛵ࡍࡿᙜ㠃ࡢᡤぢูࠖῧ㈨ᩱ㸦ᖹ
ᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



Ᏻጤဨࠕ㣧㣗≀ᦤྲྀไ㝈㛵ࡍࡿᣦᶆࡘ࠸࡚ࠖ㈨ᩱ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



Ỉ⏘ᗇࠕỈ⏘≀ࡢࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ ᐃ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠖࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

ࡀ㐺ษ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡇࡽ⫗∵ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁẼ࡙࡞ࡗࡓࡢࡀཎᅉุ
᫂ࡋࡓࠋ㎰Ỉ┬ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐙ␆ࡢ㣫㣴
⟶⌮ࡘ࠸࡚ࠖ㢟ࡍࡿ㏻▱ࢆฟࡋ࡚ࠊཎⓎᨾᚋᒇእಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡓ∾ⲡࠊⲡ࡞ࡢ㣫
ᩱࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺␆⏘㎰ᐙᣦᑟࡋࡓࡀࠊ✄ࢃࡽࡣ㣫ᩱྵࡲࢀࡿࡣ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗ
ࡓࠋ⚟ᓥ┴㎰ᯘỈ⏘㒊ࡶྠᵝྠ᭶᪥ࡢࠕᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ཬࡧᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾక࠺㎰స≀➼㛵ࡍࡿ㎰ᴗᢏ⾡ሗ㸦➨ሗ㸧ࠖ㢟ࡍࡿ᭩㠃࡛ࠊᒇ
እ࡛ಖ⟶ࡍࡿ✄ࢃࡽそ࠸ࢆࡅࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪤ᒇእಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡘ
࠸࡚ࡣ᫂♧ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᣦᑟࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽ⫗∵ࡢởᰁࢆ๓᳨
ฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡋ࡚ࠊởᰁࡉࢀࡓ✄ࢃࡽࢆ࢚ࢧࡋ࡚࠼ࡓྍ⬟ᛶࡢ࠶
ࡿ∵⣙㢌ࡀἈ⦖┴ࢆ㝖ࡃᅜὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢩࢱࢣ➼ࡢ࢟ࣀࢥ㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾక࠺㣗ရởᰁၥ㢟࠾
࠸࡚ᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྲྀࡾ㎸ࡳࡸࡍ࠸㣗ရ࡛࠶ࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࢁࠊ᪥ᮏ࡛ࡶࠊཎᮌࢩ
ࢱࢣ➼ࡘ࠸࡚᪩ࡃࡽᬻᐃつไ್ࢆୖᅇࡿࣚ࢘⣲ࠊࢭࢩ࣒࢘ࡀ᳨ฟࡉࢀࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡼ
ࡾฟⲴไ㝈ᣦ♧ࡀฟࡉࢀࡓࠋ⛅࡞ࡗ࡚ࡶཎᮌࢡࣜࢱࢣࠊཎᮌࢼ࣓ࢥ࡞ᬻᐃつไ್㉸࠼࡛
ฟⲴไ㝈ࢆཷࡅࡿࡶࡢࡀ┦ḟ࠸ࡔࡀࠊࡇࢀࡽࡢ࢟ࣀࢥࡢཎᮌ➼ࡣఱࡽࡢᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚
࠸࡞ࡗࡓࠋ᭶᪥ࠊ㎰Ỉ┬ࡣࠊࡼ࠺ࡸࡃ࢟ࣀࢥཎᮌ➼ࡢᣦᶆ್ࢆタᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
ᯘ㔝ᗇࡀᐇ㝿ཎᮌ࢟ࣀࢥࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࡢㄪᰝ㛫ࡀࡗࡓࡶࡢ࠸࠼ࡿ


ࠋ


HP6Yᖺࢆᇶ‽ࡋࡓ㣗ရࡢ᪂つไ್
㣗ရᏳጤဨࡼࡿᗣᙳ㡪ホ౯ࡼࡾࠊᨵࡵ࡚ࠊᬻᐃつไ್㛵ࡋࠊ㑇ఏⓗᨺᑕ⥺
ࡢឤཷᛶࡀ㧗࠸ேࡘ࠸࡚ಶูᑐᛂࡍࡿᚲせᛶࡀᣦࡉࢀࡓࠋ
㣗ရᏳጤဨࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊࠕᨺᑕᛶ≀㉁㛵ࡍࡿ⥭ᛴࡾࡲࡵࠖࢆ
ᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕ㣗ရ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊᮏ᮶ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾపῶࡉࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ≉ዷ⏘፬ⱝࡋࡃࡣዷፎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿዪᛶࠊஙඣ࣭ᗂඣ➼㛵ࡋ࡚ࡣࠊ༑ศ␃
ពࡉࢀࡿࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࡢᇶᮏⓗ⪃࠼ࢆ㏙ࡓୖ࡛ࠊࣚ࢘⣲ࠊࢭࢩ࣒࢘ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ
⾜ࡗࡓࡀࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣሗ㞟ࡶ༑ศ࡛࠶ࡾࠊᚋࠊ⥅⥆ࡋ࡚㣗ရᙳ㡪ホ౯ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ
࠶ࡿࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘ࡘ࠸࡚ࡶሗ㞟ࡢᚲせᛶࡀグࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ᭶᪥ࠊ㣗ရᏳጤဨࡣࠊᨺᑕ⥺ࡼࡿᙳ㡪ࡀぢฟࡉࢀࡿࡢࡣࠊ⏕ᾭ࠾
ࡅࡿ㏣ຍࡢ⣼✚⥺㔞ࡀ࠾࠾ࡼࡑP6Y௨ୖ࡛࠶ࡿࡇࠊࡑࡢ࠺ࡕᑠඣࡢᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣឤཷ




᭶᪥ࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡣࠊ⚟ᓥ┴ᑐࡋࠊ┴ෆ࡛㣫㣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿ∵ࡢ┴እࡢฟⲴ␆ሙࡢฟⲴไ㝈ᣦ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᐑᇛ┴㸦᭶᪥㸧ࠊᒾᡭ┴㸦᭶᪥㸧ࠊᰣᮌ┴㸦᭶᪥㸧ฟⲴไ㝈ᣦ♧ࡀ┦ḟ࠸ࡔࠋࡇࡢࡓࡵࠊ∵⫗
ࡘ࠸࡚ࡣィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࠊ⥭ᛴ㑊㞴‽ഛ༊ᇦ➼ࡘ࠸࡚ࡣ㢌᳨ᰝࢆࠊࡑࢀ௨እࡢ⚟ᓥ┴ࡢ༊ᇦࡘ࠸࡚ࡣ
ᡞ᳨ᰝ㸦㎰ᐙࡈึᅇฟⲴ∵ࡢ࠺ࡕ㢌௨ୖ᳨ᰝ㸧ࢆࠊせồࡍࡿ࡞᳨ᰝయไࡢᙉࢆ⾜ࡗࡓࠋ



㎰Ỉ┬ࠕࡁࡢࡇཎᮌཬࡧ⳦ᗋ⏝ᇵᆅࡢᙜ㠃ࡢᣦᶆ್ࡢタᐃࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



㎰Ỉ┬ࣄࣜࣥࢢ
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ᛶࡀᡂேࡼࡾ㧗࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠊP6Yᮍ‶ࡢᗣᙳ㡪ゝཬࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ
➼ࡢ㣗ရᗣᙳ㡪ホ౯᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵࠊཌປ┬㏻▱ࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊཌປ┬࡛ࡣࠊ
㣗ရ⾨⏕ἲᇶ࡙ࡃ᪂ᇶ‽್ࡢタᐃྲྀࡾ⤌ࡳࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡽ᪂ᇶ‽್ࡀ㐺
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣP6Yᖺࢆᇶ‽⟇ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᇶᮏⓗࡣ,&53ࡢィ⏬⿕ࡤࡃ≧ἣ
࠾ࡅࡿබ⾗ࡢ⥺㔞ୖ㝈ࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋࡋࡋࠊ㣗ရࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃࡢࡳࢆ⪃
៖ࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣᬻᐃつไ್ኚࢃࡽࡎྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ

㹤࣮࣋ࣛࣝࢩࠊࣟࢩࠊ࢘ࢡࣛࢼࡢࡁࡵ⣽࠸㣗ရࡢつไ್
௨ୗࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾ࡛⿕ᐖ࠶ࡗࡓ࣮࣋ࣛࣝࢩࠊࣟࢩࠊ࢘ࢡࣛࢼཬࡧཧ
⪃ࡋ࡚(8ࡢྛ㣗ရつไ್ࢆ♧ࡍࠋࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎ࿘㎶ᅜ࡛ࡣࠊᅜẸࡢ㣗⏕άࡢዲࡳ
ᛂࡌ࡚ࠊ㣗ရࡢ㡯┠ᑐࡋ࡚ࡁࡵ⣽ࡃつไ್ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾ
ᚋࠊ࢘ࢡࣛࢼ࡞࡛ࡣࠊP6Yᖺࢆᇶ‽ࡋ࡚㎰Ỉ⏘≀ࡈᇶ‽್ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡁ࡞࢝ࢸࢦࣜศࡅࢆࡋ࡚ᇶ‽್ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋᇶᮏ
࡞ࡿP6Yᖺࡢ⪃࠼᪉ࡣྠࡌࡔࡀࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎ࿘㎶ᅜࡣࠊ᪥ᮏࡼࡾࡶࡁࡵ⣽ࡸ
࡞ᑐᛂ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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(8

࣮࣋ࣛࣝࢩ

ࣟࢩ

࢘ࢡࣛࢼ

 ᖺ

 ᖺ

 ᖺ

 ᖺ

࣑ࣝࢡ









ஙඣ⏝〇ရ









ங〇ရ









⫗࣭⫗ຍᕤရ









㨶









༸







%T(JJ
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ࣃ࣭ࣥᑠ㯏࣭ࢩࣜࣝ〇ရ




















ᑐ㇟

᪥ᮏ

㣧ᩱỈ

%TNJ

∵ங

%TNJ

୍⯡㣗ရ

%TNJ

ஙඣ⏝㣗ရ

%TNJ

⾲㸲㸲㸱㸰 ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾᚋタᐃࡉࢀࡓࠊ㣗ရࡢࢭࢩ࣒࢘㛵ࡍࡿつไ್㸦%TNJ㸧


ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡽ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ㣗ရࡢࢭࢩ࣒࢘㛵ࡍࡿ᪂ᇶ‽್㸦%TNJ㸧



㸱㸧ෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡀྵࡲࢀ࡞࠸┴Ẹᗣㄪᰝ
ᨺᑕ⥺ࡼࡿᗣᙳ㡪ࡣ㛗ᮇⓗ㏣㊧ࡋ᳨ドࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⚟ᓥ┴࡛ࡣᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠕ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝ᳨ࠖウጤဨࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡇࡢ┠ⓗࡣࠕཎⓎᨾ
㛵ࢃࡿ┴ẸࡢᏳࡢゎᾘࠊ㛗ᮇࢃࡓࡿ┴Ẹࡢᗣ⟶⌮ࡼࡿᏳ࣭Ᏻᚰࡢ☜ಖࠖ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ┴Ẹᗣㄪᰝࡣ┴Ẹࡀᑐ㇟࡞ࡿᇶᮏㄪᰝࠊṓᮍ‶ࡢᏊࡶࠊዷ⏘፬ࡸࠊᇶᮏㄪ
ᰝࡢ⤖ᯝㄪᰝࡀᚲせㄆࡵࡽࢀࡓேࡀᑐ㇟࡞ࡿヲ⣽ㄪᰝࡢࡘ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏㄪ
ᰝࡣࠊ┴Ẹ୍ே୍ேၥデ⚊ࢆ㏦ࡾࠊ✵㛫⥺㔞ࡀ᭱ࡶ㧗ࡗࡓᮇ㛫࠾ࡅࡿእ㒊⿕ࡤࡃ⥺
㔞ࢆ᥎ィࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋヲ⣽ㄪᰝࡣࠊṓᮍ‶ࢆᑐ㇟ࡋࡓ⏥≧⭢᳨ᰝࠊヲ⣽࡞⾑




,$($͆(QYLURQPHQWDO&RQVHTXHQFHVRIWKH&KHUQRE\O$FFLGHQWDQGWKHLU5HPHGLDWLRQ7ZHQW\<HDUVRI
([SHULHQFH5HSRUWRIWKH&KHUQRE\O)RUXP([SHUW*URXS͂(QYLURQPHQW͇̓  



⚟ᓥ┴ࠕ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝ᳨ࠖウጤဨࠕ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝࡢᴫせࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



ࠕ┴Ẹᗣ⟶⌮ㄪᰝ᳨ࠖウጤဨ㈨ᩱࡼࡿࠊ᭱ࡶ⥺㔞ࡀ㧗ࡗࡓᮇ㛫ࡣ㟈⅏ᙜ᪥ࡽ᭶ᚋࡢ᭶᪥ࡲ࡛
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

- 459 -

ᾮ᳨ᰝࢆຍ࠼ࡓᗣデᰝࠊዷ⏘፬ࡢㄪᰝཬࡧࡇࡇࢁࡢᗣ࣭⏕ά⩦័㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ
ࡘࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊㄪᰝ㡯┠ࡢ୰ࡣᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᙳ㡪㓄៖ࡋࡓෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡣྵࡲ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ:%&ࡼࡿఫẸࡢ᳨ᰝࡣᕷ⏫ᮧࡸ㝔࡛ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆ
㞟ࡋࠊ㛗ᮇⓗ࡞ᙳ㡪ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡍࡿᅜࠊ┴ࡢィ⏬ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸲㸲㸱㸯ࠚ
ࢆཧ↷㸧ࠋ

D┴Ẹᗣㄪᰝ:%&ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝ
┴Ẹᗣㄪᰝ࡛ࡣࠊඛ⾜ㄪᰝࡋ࡚ࠊ:%&ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡀᐇࡉࢀࡓࡀࠊྠㄪᰝ
᳨ウጤဨ㛵ಀ⪅ࡢࣄࣜࣥࢢࡼࡿࠊࠕෆ㒊⿕ࡤࡃࡋ࡚࠸ࡿ⥺㔞ࡀ㠀ᖖపࡃࠊᚋ
㣗ရ࡞ࡢᦤྲྀࡼࡗ࡚ୖࡀࡿࡇࡣ⪃࠼ࡃ࠸ࡓࡵࠖࠊ:%&ࡼࡿㄪᰝࡣᚋࡢ┴Ẹᗣ
ㄪᰝࡣྵࡲࢀ࡞࠸࠸࠺ࠋ⚟ᓥ┴࡛ࡣ┴Ẹேࡢ࠺ࡕࠊᨾᚋ࢝᭶ࡓࡗࡓⅬ࡛
⣙ேࡋෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡀᐇࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢศࡢࡣ୍㒊ࡢ㝔ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ


E⏕ࡉࢀ࡞࠸ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜࡢᩍカ
:%&ࡢ᳨ᰝᑐࡋ࡚ᅜࡸ┴ࡀᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ㸦㸧ᖺࡢࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎ
Ⓨᨾࢆ⤒㦂ࡋࡓ࢘ࢡࣛࢼࠊ࣮࣋ࣛࣝࢩཬࡧࣟࢩ࡛ࡣࠊởᰁᆅᇦࡢఫẸᑐࡋ࡚:%&᳨
ᰝࡀ᪥ᖖⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊᅜࡋ࡚㛗ᮇⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ✚ࡋࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࢆࡶ
⿕ࡤࡃపῶ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ࢝ᅜ࡛ࡣởᰁᆅᇦࡢఫẸᑐࡋ࡚ᖺᗘ:%&ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ ᐃࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᏊࡶࡸዷ፬ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㠀ởᰁᆅᇦ࡛ࡢಖ㣴㸦ࢧࢼࢺ࣒ࣜ࢘㸧ࠊఇᬤࡢ㏣ຍࠊ
⏘ఇࡢᘏ㛗࡞ࡢᨻ⟇ࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢘ࢡࣛࢼ࡛ࡣࠊởᰁᆅᇦ࠶ࡓࡿᕞࡢಖᶵ㛵࡞:%&ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᐃᮇデ
ࡢ:%&᳨ᰝࡣูఫẸࡣ᪥ᖖⓗෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡉࢀࠊᖺ㱋ࠊᛶูࠊ⫋ᴗ࡞ࡼࡿఫẸࡢ≉ṦᛶࡸࠊᏘ⠇
ࡼࡿኚືᇶ࡙ࡁศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱࡣࠊᗣᙳ㡪ࡢᴟᑠࢆ┠ᣦࡍ㛗ᮇⓗ
⟇Ỵᐃࡢᇶ┙ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢘ࢡࣛࢼ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࡽࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ேཱྀ㞟ᅋࢆ≉
ᐃࡋࠊᆅᇦࡸᏘ⠇ྜࢃࡏࡓᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ




ᗣデᰝࡣࠊ᪤Ꮡࡢᗣデ᩿ࢆά⏝ࠋ



⚟ᓥ┴㈨ᩱ



ࡇࡇࢁࡢᗣ࣭⏕ά⩦័㛵ࡍࡿㄪᰝࡣࠊ㑊㞴༊ᇦ➼ࡢఫẸࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࠋ



┴Ẹᗣㄪᰝࡢண⟬ࡣࠊ⤒⏘┬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇཎᏊຊ❧ᆅ࣭᰾⇞ᩱࢧࢡࣝ⏘ᴗㄢࡼࡿᖹᡂᖺᗘ㸦㸧ࡢ
➨ḟ⿵ṇண⟬ࠕཎᏊຊ⿕⅏⪅࣭Ꮚࡶᗣᇶ㔠㸦൨㸧ࠖࡀ࠶࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ



┴Ẹᗣㄪᰝ᳨ウጤဨ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ

- 460 -

➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

࢘ࢡࣛࢼ࣭࢚࢟ࣇᕞ࡛ࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࠊ࠸ࡗࡓࢇపୗࡋ࡚ࡁࡓయෆࢭ
ࢩ࣒࢘㔞ࡀᨾࡽᖺᚋࡧቑຍࡋࡓ࠸࠺ែࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡇࢀࡣෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀ
పୗࡋ࡚ࡁࡓࡇࡸᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᪧࢯ㐃ࡢᔂቯ࡛♫⤒῭≧ែࡢΰࡀᙳ㡪ࡋࠊࡑࢀ
ࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓởᰁᆅᇦྥࡅࡢつไ㸦ᆅሙ⏘㣗ရࡢᦤྲྀつไ㸧ࡸ⿵ൾ 㠀ởᰁ㣗ᩱࡢ౪⤥
࡞ ࡀ⦆ࡉࢀࡓࡓࡵࠊᆅሙ⏘㣗ရࢆ㣗ࡿఫẸࡀቑຍࡋࡓࡇࡀཎᅉࡔࡗࡓࠋᑐᛂ⟇
ࡋ࡚ࠊෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆῶࡽࡍࡓࡵᆅሙ⏘㣗ရᑐࡋ࡚ᗘつไࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ
ࡇࡣࠊෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ༑ᩘᖺࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡽࡇࡑࠊ⥺㔞
ࡢኚືࢆ▱ࡾࠊᑐᛂ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ࠸࠼ࡿࠋ

Fෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢഛ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ
ᚋ௬ࠊ
㣗ရࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃࡢ⤖ᯝࠊ
ఫẸࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢୖ᪼ࡀ⏕ࡌ࡚ࡶࠊ
ෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⥺㔞ࡢୖ᪼ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡎࠊᑐᛂ
⟇ࢆྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢୖࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣᅜࡶ┴ࡶෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢㄪᰝࡣィ⏬ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠋ:%&ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡣࠊ┴ࡢ┴Ẹᗣㄪᰝࡢ㡯┠ධࡽ࡞࠸୍᪉࡛ࠊఫẸࡢࢽ
࣮ࢬࡣ㧗ࡃࠊᕷ⏫ᮧࡸಶูࡢ㝔ࠊࡉࡽẸ㛫ᅋయ⮳ࡿࡲ࡛ࠊ:%&ࢆタ⨨ࡋ᳨ᰝࢆᐇࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࡣ⤫ྜࡉࢀࡿࡇࡀ࡞ࡃࠊྛ⮬యࡸ㝔ࡀಶู࡛⟶⌮ࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
:%&᳨ᰝࢆఫẸᑐࡋ↓ᩱ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ୍㒊ࡢ㝔࡛ࡣࠊ⊂⮬࡛㞟ࡵࡓ:%&ࡢ ᐃࢹ࣮ࢱ
ࡘ࠸࡚┴ࡽᥦ౪ࢆồࡵࡽࢀࡓࡀ᩿ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࠊᥦ౪ࡣ⿕᳨⪅ࡢྠពࡀᚲせ
࡞ࡇ࡞ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
⤖ᒁࠊᅜࡶ┴ࡶෆ㒊⿕ࡤࡃࡢࢹ࣮ࢱࢆࡢࡼ࠺⟶⌮ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠸࠺᪉㔪ࡀ࡞ࡃࠊ
:%&ࡼࡿ᳨ᰝᐇࡘ࠸࡚ࡢ⟇ࡶ࡞࠸ࡓࡵ⊂⮬࡛:%&᳨ᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿ㝔ࡸᕷ⏫ᮧࡢ
㐃ᦠࠊ༠ຊࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸲㸧㣗ရࡢ᳨ᰝෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢᚲせᛶ
㣗ရࡢ᳨ᰝࡘ࠸࡚ࡣᇶ‽್ࢆ㉸࠼ࡿởᰁࢆཷࡅࡓ㣗ရࡢὶ㏻ࡀᮍ↛㜵ࡀࢀ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀከ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡽᖺ㛫タᐃࡉࢀࡓ㣗ရࡢᬻᐃつไ್ࡣ
᰾✀ࠊ᳨ᰝᑐ㇟࡞ࡢ₃ࢀࡀ⏕ࡌࡓࡢࡣᐇ࡛࠶ࡿࠋ
ᚋࠊ୰㛗ᮇⓗఫẸࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࢆపῶࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊᐃᮇⓗ࡞ෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡼ
ࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ⚟ᓥ┴ࡣ┴Ẹᗣㄪᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ㛗ᮇⓗ࡞ෆ㒊
⿕ࡤࡃ᳨ᰝ㡯┠ࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊఫẸࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃࢆ⥅⥆ⓗ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋ࡚࠸ࡃయไࡀᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋໟᣓⓗෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆศᯒࡍࡿィ⏬ࡶᏑᅾ




࢘ࢡࣛࢼᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ࢘ࢡࣛࢼᨻᗓ㛵ಀ⪅➼ࣄࣜࣥࢢ



㝔㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ



㝔㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⊂⮬:%&᳨ᰝࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧࡸ་⒪ᶵ㛵㐃ᦠࡶ࡞ࡃࠊྛᶵ㛵┴
ࡢ㊊୪ࡳࡣࡑࢁࡗ࡚࠸࡞࠸࠸࠼ࡿࠋᅜཪࡣ┴ࡣࠊఫẸࢆෆ㒊⿕ࡤࡃࡽᏲࡿࡓࡵࠊ:%&᳨ᰝ
࡞ࡼࡿໟᣓⓗ࡞ෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝデ⒪యไࢆᵓ⠏ࡋࠊప⥺㔞⿕ࡤࡃࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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㸲㸲㸲 Ꮫᰯ㛤ၥ㢟

㸯㸧㛤ࡢྍྰࡽᰯᗞ⏝ไ㝈ࡢせྰࡢㄽⅬࡢ㌿
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ୗ᪪ࡽࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭᏛᰯ㸦௨
ୗࠕᏛᰯࠖ࠸࠺㸧୪ࡧಖ⫱ᡤࡣ㝶ఇࡳධࡗࡓࠋ⚟ᓥ┴ࡣ᭶ࡽணᐃࡉࢀࡿᏛᰯཬ
ࡧಖ⫱ᡤࡢ᪂Ꮫᮇྥࡅ࡚ࠊணᐃ㏻ࡾ᪂Ꮫᮇࢆ㛤ጞࡍࡁྰ࠸࠺ၥ㢟㸦௨ୗࠕᏛᰯ㛤
ၥ㢟ࠖ࠸࠺㸧ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏᨾᚋࠊཎ⅏ᮏ㒊࡛ࡣᩥ⛉┬ࡀᏛᰯ㛤ၥ㢟ࡢุ᩿ᇶ‽ࡢタᐃࢆᢸᙜࡍࡿỴࡲࡗࡓࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᩥ⛉┬ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊᏳጤဨᑐࡋ࡚⚟ᓥ┴ෆࡢᑠᏛᰯ࡞
ࡢᰯᗞࡢ✵㛫⥺㔞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⤖ᯝࢆῧࡋࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢᑠᏛᰯ࡞ࡢ㛤ᙜࡓࡗ࡚ࡢᏳ
ᛶཬࡧᑠᏛᰯ➼ࢆ㛤ࡋ࡚ࡼ࠸ࡘ࠸࡚ຓゝࢆ౫㢗ࡋࡓࠋྠ᪥ࠊᏳጤဨࡣࠊձ⚟ᓥ➨୍
ཎⓎࡽNPࡽNPࡢ⠊ᅖෆࡢᒇෆ㏥㑊༊ᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯࢆ㛤ࡍࡿࡋ࡚ࡶᒇእ࡛㐟
ࡤࡏࡿࡇࡀዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࡇࠊղࡑࢀ௨እࡢᆅᇦࡘ࠸࡚ࡶ✵㛫⥺㔞⋡ࡢ್ࡀపࡃ࡞࠸ᆅᇦ
࠾࠸࡚ࡣࠊᏛᰯࢆ㛤ࡍࡿ࠺༑ศ᳨ウࡍࡿࡁᅇ⟅ࡋࡓࠋྠ᪥୰ᩥ⛉┬ࡣࠊᏳ
ጤဨᑐࡋ࡚ࠊᗘྠෆᐜࡢຓゝࢆ౫㢗ࡋࠊୖグղࡢࠕ✵㛫⥺㔞⋡ࡢ್ࡀపࡃ࡞࠸ᆅᇦࠖ
ࡢලయࢆ౫㢗ࡋࡓࡇࢁࠊᏳጤဨࡣࠊ⩣᪥ࠊᩥ⛉┬ࡀ⮬ࡽุ᩿ᇶ‽ࢆ♧ࡍࡁ࡛࠶ࡿ
♧ࡋࠊཧ⪃್ࡋ࡚ࠊබ⾗ࡢ⿕ࡤࡃ㛵ࡍࡿ⥺㔞㝈ᗘࡣP6Yᖺ࡛࠶ࡿࡢຓゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ᏻጤဨࡽࡢຓゝࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᩥ⛉┬ࡣࠊࡉࡽྠ᪥ࠊᏳጤဨᑐࡋࠊ
ྠᵝࡢᏛᰯ㛤ࡢྍྰ㛵ࡍࡿຓゝࢆ౫㢗ࡋࡓࡇࢁࠊ๓ᅇࡢᅇ⟅࠾ࡾࠊ࠸࠺ᅇ⟅ࢆᚓࡓ


ࠋ
ࡑࡢᚋࠊᩥ⛉┬ࡣ᭶᪥ࠊ᳨ウࡍࡁၥ㢟ࢆᏛᰯ㛤ࡢྍྰ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯࡢ㛤ࢆ๓ᥦ

ࡋࡓᏛᰯࡢᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿ᇶ‽ࡢᩘ್ኚ᭦ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛,&53ࡢᖺ່࿌ࡢ
ᐃࡵࡿᨾ᮰ᚋࡢ୍⯡බ⾗ࡢཷࡅࡿ⥺㔞ࡢཧ⪃ࣞ࣋ࣝࡢୖ㝈್ࢆཧ⪃⿕ࡤࡃ⥺㔞P6Y
ᖺࢆ┠ᏳࡍࡿࡇࢆᏳጤဨᥦࡋࡓࠋࡇࢀᑐࡋࠊᏳጤဨࡣྠ᪥ࠊձ,&53
ᖺ່࿌ࡢཧ⪃ࣞ࣋ࣝࡢୖ㝈್࡛࠶ࡿP6Yᖺࡢᇶ‽ࡣ㝈ᐃⓗ⏝࠸ࡿࡁࡇࠊղ௬ࡇࡢ್
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡋ࡚ࡶእ㒊⿕ࡤࡃෆ㒊⿕ࡤࡃࢆేࡏ࡚ୖグࡢ್ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡾࠊᮏ௳ࡢࡼ
࠺እ㒊⿕ࡤࡃࡢࡳࡢཷᚸ㝈ᗘࢆᐃࡵࡿࡓࡵࡣࠊෆ㒊⿕ࡤࡃࡢᐤࢆእ㒊⿕ࡤࡃྠ➼⛬ᗘ
ぢ✚ࡶࡾࠊࡇࡢୖ㝈್ࢆศࡢ⛬ᗘࡋࡓ࠺࠼࡛┠ᏳࢆỴࡵࡿࡁ࠸࠺㊃᪨ࡢࡇࢆຓゝ
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᏳጤဨࡢጤဨࡣࠊ᭶᪥ࠊグ⪅ぢ࡛ෆ㒊⿕ࡤࡃࢆ⪃៖ࡍࡿP6Yᖺ




ᩥ⛉┬ࣄࣜࣥࢢ



Ᏻጤဨົᒁ㈨ᩱ



Ᏻጤဨົᒁ㈨ᩱ



Ᏻጤဨົᒁ㈨ᩱ



♫ᅋἲே᪥ᮏࢯࢺ࣮ࣉ༠ࠗᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢᖺ່࿌࠘ 3XEOLFDWLRQ 㸦ၿࠊᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧



Ᏻጤဨົᒁ㈨ᩱ



Ᏻጤဨົᒁ㈨ᩱ
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ࡃࡽ࠸ࢆ┠ᣦࡍࡇࡀᮃࡲࡋ࠸㏙ࡓࠋ
ࡋࡋࠊࡑࡢᚋᩥ⛉┬ࡣࠊࡑࡢ㐣⛬࡛ෆ㒊⿕ࡤࡃࡢᐤᗘࡀ↓ど࡛ࡁࡿᑠࡉ࠸⊂⮬ࡢ
ィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ」ᩘᅇࡢᏳጤဨࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ⤒࡚᭶᪥ࠊ⿕ࡤࡃ⥺㔞㹼
P6YᖺࢆᏛᰯࡢᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿࠾ࡅࡿᬻᐃⓗ࡞┠ᏳỴᐃࡋࠊ㹫6Yᖺ࠸࠺
್ࡇࡔࢃࡗࡓࠋᩥ⛉┬ࡣࡇࡢ್ᇶ࡙ࡁࠊᰯᗞ࣭ᅬᗞ࡛⿕ࡤࡃ⥺㔞P6Yᖺ┦ᙜࡍࡿ✵
㛫⥺㔞ȣ6YK௨ୖࡀィ ࡉࢀࡓᏛᰯ➼ࡘ࠸࡚ࡢࡳࠊඣ❺࣭⏕ᚐࡢᒇእάືࡢ⏝ࢆไ㝈
ࡍࡿࡇࡋࡓࠋȣ6YKᮍ‶ࡢᏛᰯ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࢆᖹᖖ㏻ࡾ⏝ࡋ࡚ᕪࡋ
ᨭ࠼࡞࠸ࡇࢆᏳጤဨࡾࡲࡵࠊࡑࡢ᪨ࢆཎ⅏ᮏ㒊ࡀⓎ⾲ࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᩥ⛉
┬ࡣྠෆᐜࢆ⚟ᓥ┴ᩍ⫱ጤဨᑐࡋ࡚㏻▱ࢆⓎฟࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊȣ6YKࢆ㉸࠼ࡿ
ᰯ㸦᭶᪥Ⅼ㸧ࡀࠊᒇእάືࢆ᪥㛫௨ෆ㝈ᐃࡍࡿࡇࡸ◁ሙࡢ⏝ไ㝈࡞ࡢᰯᗞ
⏝ࡸᒇእάືࡢไ㝈ࢆㄢࡉࢀࡓࠋ
࡞࠾ࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢᏛᰯཬࡧಖ⫱ᡤࡣࠊᴫࡡᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ཬࡧ᪥᪂Ꮫᮇࡀ㛤ጞ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊୖ㏙ࡢᩥ⛉┬ࡼࡿ᳨ウㄽⅬࡢኚ᭦ࡣࡇࡢᮇྠࡌࢱ࣑ࣥࢢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᩥ⛉┬ࡣᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿ᇶ‽ࢆᐃࡵࡿ࠶ࡓࡾࠊ᭶᪥ࡢᏳጤဨ
ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢⅬ࡛ࠊᰯᗞࡢ⏝ไ㝈ࢆㄢࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸Ꮫᰯཬࡧಖ⫱ᡤࡢᩘࢆ☜ㄆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ✵㛫⥺㔞ȣ6YKࠊࡑࡢศࡢࡢ✵㛫⥺㔞ȣ6YKࢆ⏝ุ᩿ᇶ‽ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓ
ሙྜヱᙜࡍࡿᏛᰯᩘࡣࠊࡑࢀࡒࢀ⚟ᓥ┴ෆ࡛ᰯࠊᰯ㸦᭶᪥Ⅼ㸧ࡔࡗࡓࠋ
ᩥ⛉┬ࡢ᳨ウㄽⅬࡢኚ᭦ཬࡧP6Yᖺࡢᇳ╔ࡣࠊ⌧≧ࢆ㏣ㄆࡋࠊ᭱ప㝈ࡢᒇእάືࡢไ㝈
ࢆࡍࡿࡓࡵ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏊࡶࡢᗣᏳࡢ㓄៖࠸࠺Ⅼ࡛ࡣၥࡀṧࡿࠋ

㸰㸧┠Ᏻ್ࡢព
ᩥ⛉┬ࡀᰯᗞ⏝ไ㝈ࡢ┠Ᏻ್ࡋ࡚ᐃࡵࡓ✵㛫⥺㔞ȣ6YK࠸࠺್ࡣࠊ,&53ᖺ່
࿌ࡢ㠀ᖖែ᮰ᚋࡢ୍⯡බ⾗ࡢཷࡅࡿ⥺㔞ࡢཧ⪃ࣞ࣋ࣝࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓ㹼P6Yᖺࡢ




Ᏻጤဨグ⪅ぢ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤ⓎᶵᵓᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠕ⚟ᓥ┴ᑠᏛᰯ➼㛵ࡍࡿ⥺㔞ホ౯ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



ཎ⅏ᮏ㒊ࠕ⚟ᓥ┴ෆࡢᏛᰯ➼ࡢᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿࠾ࡅࡿᬻᐃⓗ⪃࠼᪉ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



ඣ❺⏕ᚐ➼ࡢཷࡅࡿ⥺㔞ࢆ⪃៖ࡍࡿୖ࡛㛫ࡢᒇෆ㸦ᮌ㐀㸧ࠊ㛫ࡢᒇእάືࡢ⏕άࣃࢱ࣮ࣥࢆᐃࡍࡿࠊ
P6Yᖺ฿㐩ࡍࡿ✵㛫⥺㔞ࡣࠊᒇእȣ6YKࠊᒇෆȣ6YK࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ✵㛫⥺㔞⋡ࡀࡇࢀࢆୗ
ᅇࡿᏛᰯ➼࡛ࡣࠊඣ❺⏕ᚐ➼ࡀཷࡅࡿ⥺㔞ࡣࠊᖹᖖ࠾ࡾࡢάືࡼࡗ࡚P6Yᖺࢆ㉸࠼ࡿࡇࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋཎ⅏ᮏ㒊ࠕ⚟ᓥ┴ෆࡢᏛᰯ➼ࡢᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿࠾ࡅࡿᬻᐃⓗ⪃࠼᪉ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥㸧



ཎ⅏ᮏ㒊ࠕ⚟ᓥ┴ෆࡢᏛᰯ➼ࡢᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿࠾ࡅࡿᬻᐃⓗ⪃࠼᪉ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



㕥ᮌᐶᩥ㒊⛉Ꮫ⮧グ⪅ぢ㸦ᖹᡂ ࠑࠒᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࡓࡔࡋࠊ㒆ᒣᕷࡸ┦㤿ᕷ࡞࡛ࡣᆅ㟈ࡸὠἼࡢᙳ㡪ࡼࡗ࡚ࠊᰯ⯋ᦆയࡀぢࡽࢀࡿࡀ࠶ࡿ࡞ࡢ⌮⏤࡛Ꮫᰯ



㛤ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡓࠋ⚟ᓥ┴ෆᕷ⏫ᮧ㸦⚟ᓥᕷࠊ㒆ᒣᕷࠊఀ㐩ᕷࠊᮏᯇᕷࠊ┦㤿ᕷࠊᮏᐑᕷࠊὠⱝᯇᕷ࡞㸧ᩍ
⫱ጤဨࣄࣜࣥࢢ


Ᏻጤဨົᒁ㈨ᩱ



ࡇࢀࢆୖᅇࡿ⿕ࡤࡃࡢⓎ⏕ࢆチࡍィ⏬ࡢ⟇ᐃࡣ㐺ษ࡛࠶ࡿุ᩿ࡉࢀࠊࡲࡓࡑࢀࡺ࠼ࠊࡇࡢࣞ࣋ࣝᑐࡋ㜵ㆤᑐ
⟇ࡀィ⏬ࡉࢀ᭱㐺ࡉࢀࡿࡁ⥺㔞ཪࡣࣜࢫࢡࡢࣞ࣋ࣝࠋ᪥ᮏࢯࢺ࣮ࣉ༠ࠗᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢ
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ୖ㝈್ࢆ᥇⏝ࡋ࡚⟬ฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑࡢᩘ್ࡣࠊࡰྠᮇࡢ᭶᪥タᐃ
ࡉࢀࡓィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦࡢタᐃࡢ๓ᥦ࡛࠶ࡿ✚⟬⥺㔞P6Yᖺྠ➼ࡢ್ࡔࡗࡓࡓࡵࠊᏊࡶࡢ
Ᏻࢆᅗࡿ┠Ᏻ್ࡀ㑊㞴ࢆ᰿ᣐ࡙ࡅࡿࣞ࣋ࣝྠ➼࡛ࡣ㧗ࡍࡂࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᅜẸୡㄽࡢ
ᙉ࠸Ⓨࢆࢇࡔࠋ
࡞࠾ࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡽᖺ⤒㐣ᚋࡢ࢘ࢡࣛࢼ࡛ࡣࠊᒃఫࡍࡿࡇࡀ⚗Ṇࡉࢀ
ࡓᙉไ㏥ཤ༊ᇦࡢᇶ‽ࡀࠊண ࡉࢀࡿᐇຠ⥺㔞࡛P6Yᖺ௨ୖ࡛࠶ࡾࠊᩥ⛉┬ࡢᐃࡵࡓᰯ
ᗞ⏝ไ㝈ࡢ┠Ᏻ್ࡣࠊࡇࡢᇶ‽ẚࡋ࡚ࡶ㧗࠸⥺㔞࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸧⿕ࡤࡃపῶᥐ⨨ࡢᑐᛂ
ᩥ⛉┬ࡼࡿ⚟ᓥ┴ᑐࡍࡿᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿ᇶ‽ࡢ㏻▱ࡢⓎฟᚋࠊ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ
ࡸ᪥ᮏ་ᖌࡣࠊᰯᗞ⏝ไ㝈ᑐࡍࡿៅ㔜࡞ᑐᛂࢆồࡵࡿኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡉࡽࠊ
㧘ᮌ⩏᫂ᩥ⛉⮧ࡣࠊ᭶᪥࡛⚟ᓥ┴ࡢಖㆤ⪅ேࡽᰯᗞ⏝ࡢ┠Ᏻ್P6Yᖺࡢ᧔ᅇ
ࡢせㄳࢆཷࡅࡓࠋ
ࡇࢀࡽࢆཷࡅ࡚ࠊᩥ⛉┬ࡣ᭶᪥ࠊ⚟ᓥ┴ᑐࡋ࡚ࠕ⚟ᓥ┴ෆ࠾ࡅࡿඣ❺⏕ᚐ➼ࡀᏛᰯ
➼࠾࠸࡚ཷࡅࡿ⥺㔞పῶྥࡅࡓᙜ㠃ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠖ㢟ࡍࡿ㏻▱ࢆⓎฟࡋࠊୖグࡢ㹼
P6Yᖺ࠸࠺┠Ᏻࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘࠊᏛᰯ࠾࠸࡚ඣ❺⏕ᚐ➼ࡀཷࡅࡿ
⥺㔞ࡘ࠸࡚ࠊᙜ㠃ࠊP6Yᖺࢆ┠ᣦࡍࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ⚟ᓥ┴ෆࡢ࡚ࡢᏛᰯಖ⫱ᡤᑐࡋ
࡚✚⟬⥺㔞ィࢆ㓄ᕸࡍࡿࡇཬࡧᰯᗞ➼ࡢ✵㛫⥺㔞⋡ࡀȣ6YK௨ୖࡢᏛᰯࡘ࠸࡚ࠊ㝖ᰁ㈝
⏝ࡢ㈈ᨻᨭࢆ⾜࠺ࡇࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊᩥ⛉┬ࡣࠊࡇࢀ௨๓ࡣ⚟ᓥ┴ᑐࡋ࡚ᩍ⫋ဨ⥺㔞ィࢆ╔⏝ࡉࡏ࡚⿕ࡤࡃ≧ἣࢆ☜
ㄆࡍࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࡢࡳࡔࡗࡓࠋᩥ⛉┬ࡣࠊ✵㛫⥺㔞ȣ6YKࢆ㉸࠼࡞࠸Ꮫᰯࡘ࠸࡚ࠊ
ᰯᗞ⏝ไ㝈ࡸ㛤ᰯᘏᮇ࡞ࠊྜ⌮ⓗᐇ⾜ྍ⬟࡞⿕ࡤࡃపῶ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᨺᑕ⥺⿕ࡤ
ࡃࡣࠊྜ⌮ⓗ㐩ᡂྍ⬟࡞㝈ࡾపࡃᢚ࠼ࡿࡁ࡛࠶ࡿ࠸࠺,&53ࡢ⪃࠼᪉ࢆ๓ᥦࡍࡿࠊ✵
㛫⥺㔞ࡢ┠Ᏻ್ࢆ㉸࠼࡞࠸Ꮫᰯࡘ࠸࡚ࡶࠊఱࡽࡢ⿕ࡤࡃపῶᥐ⨨ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡗࡓᩥ⛉┬
ࡢែᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ




ᖺ່࿌࠘㸦3XEOLFDWLRQ㸧㸦ၿࠊᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧


ࢭࢩ࣒࢘ྠయࡢᅵተởᰁ⃰ᗘࡀ&LNP௨ୖࠊཪࡣࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘&LNP௨ୖࠊࡲࡓࡣࣉࣝࢺࢽ࣒࢘
&LNP௨ୖ࡛ࠊ᳜≀ࡢᨺᑕᛶ᰾✀⛣⾜ಀᩘࡑࡢࡢせ⣲ࢆຍࡋࡓே㛫ࡢண ᐇຠ⥺㔞ᙜ㔞ࡀᨾ๓Ỉ‽ࡼࡾ
P6Yᖺࢆୖᅇࡿ༊ᇦࠋ



᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜࠕࠗ⚟ᓥ┴ෆࡢᏛᰯ➼ࡢᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿࠾ࡅࡿᬻᐃⓗ⪃࠼᪉ࡘ࠸࡚࠘㛵ࡍࡿ㛗
ኌ᫂ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



᪥ᮏ་ᖌࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ⚟ᓥ┴ෆࡢᏛᰯ࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿࠾ࡅࡿᬻᐃⓗ࡞⪃࠼᪉࠘ᑐࡍࡿ᪥ᮏ་ᖌࡢぢ
ゎࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



㧘ᮌ⩏᫂ᩥ㒊⛉Ꮫ⮧グ⪅ぢ㘓㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



࡞࠾ࠊᩥ⛉┬ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ㝖ᰁ㈝⏝ࡢ⿵ຓࡢ⤖ᯝ㝖ᰁࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡞ࡼࡾࠊȣ6YKࢆ㉸
࠼ࡿ✵㛫⥺㔞ࡀ ᐃࡉࢀࡿᏛᰯࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ┠Ᏻ್ࢆP6YKኚ᭦ࡋࡓࠋ



ཎ⅏ᮏ㒊ࠕ⚟ᓥ┴ෆࡢᏛᰯ➼ࡢᰯ⯋࣭ᰯᗞ➼ࡢ⏝ุ᩿࠾ࡅࡿᬻᐃⓗ⪃࠼᪉ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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㸲㸲㸳 ཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃ
ᖹᡂ  ᖺ᭶᪥ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡣྕᶵࡀศゎⅬ᳨୰࡛ࠊྕᶵཬࡧྕᶵࡀᐃᮇ᳨
ᰝ୰ࡔࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾࠊேࢆ㉸࠼ࡿ༠ຊ♫ࡢᚑᴗဨࡀാ࠸࡚࠾ࡾࠊᮾ㟁ࡢᚑᴗဨࡶྵࡵ
ࡿ⥲ໃ⣙ேࡀᚑࡋ࡚࠸ࡓࠋ㟈⅏ᚋࡢ⥭ᛴసᴗ࠾࠸࡚ࠊཎⓎసᴗဨࡢ୰ࡣ/17ࣔࢹ
ࣝ㸦ࠕ㸲㸬㸲㸬㸯ࠖཧ↷㸧ࢆ๓ᥦࡋ࡚ࡀࢇࡢⓎࣜࢫࢡᏛⓗ᭷ពᕪࡀฟࡿ್ࡉࢀ࡚
࠸ࡿP6Yࢆ㉸࠼ࡓ⿕ࡤࡃ㸦ෆ㒊⿕ࡤࡃእ㒊⿕ࡤࡃࡢྜィ㸧ࢆࡋࡓேࡀே࠾ࡾࠊ࠺ࡕ
ἲ௧ୖࡢ⥭ᛴసᴗࡢ⿕ࡤࡃୖ㝈ᇶ‽P6Yࢆ㉸࠼ࡓཎⓎసᴗဨࡣேࠊዪᛶ㛵ࡍࡿ⿕ࡤࡃ
ୖ㝈ࢆ㉸࠼ࡓసᴗဨࡣே࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡲ࡛ࡢ
㛫ࡢᮾ㟁ᚑᴗဨཬࡧ༠ຊ♫ᚑᴗဨࡢᖹᆒ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡣࡑࢀࡒࢀP6YཬࡧP6Yࡔࡗࡓ


ࠋ
ᙜጤဨࡣࠊᐇ㝿ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᨾ┤ᚋࡢࠊᮾ㟁ࡼࡿཎⓎసᴗဨᑐࡍࡿᨺᑕ⥺㜵

ㆤࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࣄࣜࣥࢢࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋࣥࢣ࣮ࢺࡣᨾⓎ⏕
⚟ᓥ➨୍ཎⓎົࡋ࡚࠸ࡓཎⓎసᴗဨ⣙ேࢆᑐ㇟ࡋࠊᮾ㟁ࡢ⥺㔞⟶⌮ࢆࡣࡌࡵࡍ
ࡿᨾ┤ᚋࡢᨺᑕ⥺㜵ㆤ⟇ࡘ࠸࡚ࡢពぢࢆ㞟ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ᪉ࠊࣄࣜ
ࣥࢢㄪᰝ࡛ࡣཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃ㔞ࢆ⟶⌮ࡍࡿᮾ㟁ࡢᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅㸦ᮏᗑཬࡧ⌧ᆅ㸧
ࡶࠊP6Y௨ୖ⿕ࡤࡃࡋࡓே୰ࡢேࢆྵࡵࡓཎⓎసᴗဨ࡞ࠊᘏேヰࢆ⪺࠸ࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐࡍࡿഛ࠼ࡀ༑ศ࡛࠶ࡾࠊᮏᨾ࠾ࡅࡿᮾ㟁ࡢᨾ᮰ᑐ
ᛂ࠾ࡅࡿཎⓎసᴗဨࡢᨺᑕ⥺㜵ㆤ㛵ࡋ࡚ࠊ⥭ᛴసᴗࡢ⿕ࡤࡃୖ㝈ࢆ㉸࠼ࡓཎⓎసᴗဨࡀ
」ᩘⓎ⏕ࡋࡓࡇࡣᣦࡍࡁၥ㢟Ⅼ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᮾ㟁࠾࠸࡚ࠊෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡢ㐜ࢀ
ࡼࡾཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢᢕᥱࡀ㐜ࢀࡓࡇࡸࠊཎⓎసᴗဨࡢ⣼✚⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ⟶⌮ࡀ
༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇࡣࡶ࠺୍ࡘᣦࡍࡁၥ㢟Ⅼࡔ࠸࠼ࡿࠋ᪉ࠊᐇ㝿⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⌧
ሙ࠾࠸࡚ࠊᮾ㟁ᚑᴗဨࡽࡀࠊཎⓎᩜᆅෆࡢởᰁᗘࢆ ᐃࡋࠊ⥺㔞࣐ࢵࣉࢆసࡿ࡞ࠊ⌧ሙุ
᩿࡛ཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃపῶࡢࡓࡵࡢ㜵ㆤ⟇ࡀࡽࢀࡓⅬࡣᣦࡍࡿ್ࡍࡿᐇ࡛࠶ࡿ
㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸲㸲㸳ࠚཧ↷㸧ࠋ
࡞࠾ࠊఫẸࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿࡣࠊཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃᑐ⟇ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊᚋࡶᨾᑐᛂ
࠾ࡅࡿཎⓎసᴗဨࡢᏳ☜ಖࡣ㔜せ࡞ࡿࠋ




 ᮾ㟁ᚑᴗဨே༠ຊ♫ᚑᴗဨேࠋ



 ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤసᴗ⪅ࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢホ౯≧ἣࡘ࠸࡚ࠖࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥㸧



 ᮏㄪᰝᑐࡍࡿ༠ຊࢆᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓᴗࡢᚑᴗဨࡢㄪᰝࡣᐇ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࢧࣥࣉࣝࡣᑐ㇟ࡋࡓ
ᴗࡢసᴗဨࢆ㐺ษ௦⾲ࡋࡓࡶࡢࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ೫ࡾࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᙜጤဨࡣᮾ㟁ࡢྛ༠ຊ♫ᑐࡋ
࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥⚟ᓥ➨୍ཎⓎົࡋ࡚࠸ࡓᚑᴗဨࡢ᪉ࡢ⌧ᅾࡢఫᡤࡢᥦ౪ࢆ౫㢗ࡋࡓࡇࢁࠊ
ྛ༠ຊ♫ࡢ㒔ྜࡼࡾࠊᐇ㝿ཷ㡿ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣ᭶᪥௨㝆ࡢᨾ᮰ᴗົᦠࢃࡗࡓ⪅ࡶྵࢇ࡛࠾ࡾࠊࡑࢀ
ࡽࡢ⪅ࡶㄪᰝᑐ㇟ᩘ㸦⣙ྡ㸧ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏㄪᰝࡀᇶ࡙ࡃࢧࣥࣉࣝࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶᪥⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ົࡋ࡚࠸ࡓసᴗဨᑐࡍࡿ⤫ィⓗゎ㔘ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ࢧࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡿࡣゝ࠼࡞
࠸ࠋᑐ㇟⪅ࡰဨࡢఫᡤࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓᮾ㟁ࢆ㝖ࡁࠊ⤫ィⓗᩘ್ࡢಙ㢗ᛶࡣ᳨ドࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ



 ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡚ࠊ㟁㞳๎ཬࡧᐇ⏝⅔つ๎ᐃࡵࡿ್ࡘ࠸࡚ࡢ≉ࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ


㸯㸧ᨻᗓࡼࡿཎⓎసᴗဨࡢ⥺㔞ᇶ‽ࡢᘬࡁୖࡆ
ᮏᨾࡢⓎ⏕ࢆཷࡅࠊཌປ┬ࡣࠊᨺᑕ⥺ᑂ㆟ࡢ⟅⏦ࢆཷࡅ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ
㟁㞳ᨺᑕ⥺㞀ᐖ㜵Ṇつ๎㸦௨ୗࠕ㟁㞳๎ࠖ࠸࠺㸧➨᮲➨㡯ࡢ≉㛵ࡍࡿ┬௧ࢆᐃࡵࠊ
ࡲࡓ⤒⏘┬ࡣࠊྠᵝᨺᑕ⥺ᑂ㆟ࡢ⟅⏦ࢆཷࡅ࡚ࠊᐇ⏝Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔ࡢタ⨨ࠊ㐠㌿➼㛵ࡍ
ࡿつ๎ࡢつᐃ㸦௨ୗࠕᐇ⏝⅔つ๎ࠖ࠸࠺㸧➨᮲➨㡯ಀࡿ≉ࡢ࿌♧ࢆᐃࡵࠊ⚟ᓥ➨୍ཎ
Ⓨ࡛⥭ᛴసᴗࢆࡍࡿཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢୖ㝈ࢆࠊP6YࡽP6Yᘬࡁୖࡆࡓࠋྠ
᭶᪥௨㝆ࠊෆ㛶ᐁᡣࡢຓゝࢳ࣮࣒ࡀᐁ㑰ᑐࡋ࡚ࡉࡽ⥭ᛴసᴗࡢ⥺㔞ୖ㝈ࢆP6Yᘬ
ࡁୖࡆࡿࡼ࠺ຓゝࡋࡓࡀࠊ⤖ᒁᐁ㑰࡛ࡢ㆟ㄽࡲࡾࠊཌປ┬ෆ㒊࡛ࡢ᳨ウࡣ࡞ࡉࢀ࡞
ࡗࡓࠋ
ཌປ┬ࡣࠊ⤒⏘┬ࡽࡢせㄳᇶ࡙ࡁࠊྠᖺ᭶᪥ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛⥭ᛴసᴗᚑࡋࡓ
ᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅ࡀࠊ⥭ᛴసᴗ௨እࡢᨺᑕ⥺ᴗົᚑࡍࡿሙྜࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡢ⥭ᛴస
ᴗࡢ✚⟬࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⥭ᛴసᴗ௨እࡢసᴗࡢࡳ࡛ࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀᖺ㛫ࡘࡁP6Yࢆ㉸࠼ࡓሙ
ྜࡢࡳ㟁㞳๎㐪ࡍࡿࡶࡢᩚ⌮ࡋࡓ㸦ᇶⓎ➨ྕ㸧ࠋཌປ┬ࡀ⤒⏘┬ࡽㄝ᫂ࢆཷ
ࡅࡓ⫼ᬒᐇࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡢ⥭ᛴసᴗᚑࡍࡿసᴗဨࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊࡢ
ཎⓎࡢసᴗဨࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᛂ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⥭ᛴసᴗ࠾ࡅࡿ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀᖹ࠾
ࡅࡿཎⓎసᴗဨࡢ⥺㔞ୖ㝈㸦ᖺ㛫P6Yཪࡣᖺ㛫࡛P6Y㸧ࡢィ⟬⟬ධࡉࢀࡿࡍࡿࠊᛂ
ᚋࠊඖࡢཎⓎᡠࡗ࡚ࡽసᴗࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿ࠸࠺㒔ྜࡀ⏕ࡌࡿ࠸࠺ࡇ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊୖグࡢ㏻㐩ࡼࡾࠊἲ௧ୖࠊࡢཎⓎࢧࢺࡽᛂせဨࡋ࡚⚟ᓥ➨
୍ཎⓎ᮶ࡿᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅ࡘ࠸࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡛ࡢసᴗࢆ㏻ᖖࡢసᴗࡽษࡾ㞳ࡍࡇ
ࢆྍ⬟ࡋࡓࠋࡶࡗࡶࠊᛂసᴗဨࡀཷࡅࡓ✚⟬⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀኚࢃࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗣ
ཷࡅࡿᙳ㡪ࡀ/17ࣔࢹࣝᇶ࡙࠸࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡣኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ

㸰㸧㧗ᗘࡢ⿕ࡤࡃ⿕ᐖࡢᐇែ
ᮾ㟁㸦ᴗ⪅㸧ࡢᚑᴗဨᑐࡍࡿἲⓗ࡞㈐௵ࡘ࠸࡚ࡣ㟁㞳๎ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼ
ࢀࡤࠊᴗ⪅ࡣࠊᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅ࡢእ㒊⿕ࡤࡃࡸෆ㒊⿕ࡤࡃࡢ⥺㔞ࢆ ᐃࡍࡿ⩏ົཬࡧࡇࢀ
ࢆ㐜࡞ࡃᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅ᑐࡋ࡚▱ࡽࡏࡿ⩏ົ࡞ࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᨾ┤ᚋࡢ⥭ᛴ




ࠕP6Yࠖ࠸࠺⥺㔞ࡣࠊ,&53ࡢᖺ່࿌ᐃࡵࡽࢀࡓ⥭ᛴ⿕ࡤࡃ≧ἣ࠾ࡅࡿࠕࡢ⥭ᛴᩆຓάືࠖࡢཧ⪃
ࣞ࣋ࣝࡢ⠊ᅖෆ࡛࠶ࡿࠋ



ࠕP6Yࠖࡢ⥺㔞ࡣࠊ,&53ࡢᐃࡵࡿ⥭ᛴసᴗࡢሙྜࡢཧ⪃ࣞ࣋ࣝࡢ⠊ᅖෆࠋ



ෆ㛶ᐁᡣ㛵ಀ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ཌປ┬ࣄࣜࣥࢢ࡞࠾ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ㟁㞳๎≉┬௧ࡣᗫṆࡉࢀࠊᮏᨾᑐᛂ㛵ࡋ࡚ࡶࠊ⥭ᛴ
సᴗࡢ⿕ࡤࡃ㝈ᗘࡣP6Yᡠࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㧗⥺㔞༊ᇦ࡛ཎᏊ⅔タഛࡢࢺࣛࣈࣝ࡞ᑐᛂࡍࡿసᴗဨࡍ
࡛⥭ᛴసᴗᚑࡋ࡚࠸ࡿసᴗဨᑐࡋ࡚ࡣࠊ≉ࡋ࡚⿕ࡤࡃୖ㝈ࢆኚ᭦ࡏࡎP6Yࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⤒㐣
ᥐ⨨ࡋ࡚ࡍ࡛P6Yࢆ㉸࠼ࡿ⪅࡛ࠊཎᏊ⅔タࡢ෭༷⥔ᣢ➼ࡢసᴗḞࡃࡇࡢ࡛ࡁ࡞࠸㧗ᗘ࡞▱㆑ࢆᣢࡘᮾ
㟁♫ဨ⣙ྡࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ⿕ࡤࡃ㝈ᗘࢆP6Yࡋࡓࠋ



ཌປ┬ࣄࣜࣥࢢಖᏳ㝔㈨ᩱ
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࠾࠸࡚⥺㔞ィࡀὠἼ࡛ὶࡉࢀࡿ࡞ᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢࡓࡵࡢᶵᮦࡀ㊊ࡋࠊཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃ⥺
㔞ࡢ⟶⌮ཬࡧᨺᑕ⥺㜵ㆤ⟇ࢆ༑ศ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ᐇ㝿ࠊᮾ㟁ࡣࠊᨾ௨๓ࡽཎⓎసᴗဨࡢ⥺㔞ࢆୗࡆࡿࡼ࠺ດຊࡋ࡚ࡁࡓヰࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᮏᨾᚋࡢᑐᛂ࠾࠸࡚ࡣࠊᮾ㟁ᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࡢࣄࣜࣥࢢࡼࢀࡤࠊ⥺㔞⟶⌮ࡣᐇ㝿
ࡣ⌧ሙࡢุ᩿ࡺࡔࡡࡽࢀࡓ㒊ศࡶࡁࡗࡓࠋࡇࡢⅬࠊᙜጤဨ࡛ᐇࡋࡓ⌧ሙసᴗဨ
ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡳࡿཎⓎసᴗဨࡽ‶ࡢኌࡀከᩘୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗࠊලయⓗࠊ㧗ᗘࡢ⿕ࡤࡃࡀ⏕ࡌࡓཬࡧἲ௧㐪ࡢࢆᣲࡆࡿࠋ

Dྕᶵࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇởᰁỈࡼࡿ⿕ࡤࡃ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ㝵ཬࡧᆅୗ㝵࡛ࠊࢣ࣮ࣈࣝ
ࡢᩜタసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ༠ຊ♫ᚑᴗဨேࡀࠊ㊊ࡀởᰁỈᾐࡾP6Y௨ୖࡢእ㒊⿕ࡤ
ࡃࢆࡋࡓࠋ࠺ࡕேࡣ▷㠐ࢆᒚ࠸࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ㊊╔ࡋ࣮࣋ࢱ⥺⇕യࡢྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ┴❧་㝔࡛ࡢཷデࡢᚋࠊ⩣᪥ᨺ་◊ࡢ㔜⢏Ꮚ་⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮
㝔ධ㝔ࡋࡓࠋṧࡾேࡘ࠸࡚ࡣ┴❧་㝔ᦙ㏦ࡉࢀࠊ⩣᪥㔜⢏Ꮚ་⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮
㝔ධ㝔ࡋࡓࠋ᳨ᰝࡢ⤖ᯝࠊேࡶ㊊ཬࡧෆ㒊⿕ࡤࡃඹ⒪ࡀᚲせ࡞ࡿ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞
ࡗࡓࠋ


Eዪᛶసᴗဨࡘ࠸࡚
ᖹᡂᖺ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡽ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊዪᛶసᴗဨ㸦ṓ௦㸧ࡀᾘ㜵㌴࡞ࡢ
⤥Ἔసᴗࢆ⾜࠺࡞ࡢ⌧ሙసᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡛✚⟬P6Yࡢᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧࠊྠᖺ᭶᪥
ࡽ᪥㛫࡛ࠊูࡢዪᛶసᴗဨ㸦ṓ௦㸧ࡀච㟈㔜せᲷෆ࡛ࡢ་⒪㛵ಀసᴗᚑࡍࡿࡇ
࡛✚⟬P6Yࡢᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧࡓࠋࡇࢀࡣࠊ㟁㞳๎➨᮲➨㡯ࡢᐃࡵࡿዪᛶࡢᨺᑕ⥺ᴗົ
ᚑ⪅ࡢཷࡅࡿᐇຠ⥺㔞ࡢୖ㝈࡛࠶ࡿ࢝᭶࡛P6Yࡢᇶ‽ࢆࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋዪᛶసᴗ
ဨேࡣ་ᖌࡼࡿデᐹࡢ⤖ᯝࠊ⿕ࡤࡃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᗣࡢᙳ㡪ࡀ࡞࠸デ᩿ࡉࢀࡓࠋ


F⥭ᛴࡢ⥺㔞㝈ᗘ࡛࠶ࡿP6Yࢆ㉸࠼ࡓసᴗဨࡘ࠸࡚
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊྕᶵࡢ୰ኸไᚚᐊ࡛ົࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓᮾ㟁ᚑᴗဨ㸦ṓ௦㸧ࡣࠊ୰ኸไᚚᐊ࡛ࡢࢹ࣮ࢱ᥇ྲྀࠊࣉࣛࣥࢺෆࡢᶵჾ᧯సࠊᒇ




ᮾ㟁ࡣࠊᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢཎ๎ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ$/$5$㸦$V/RZDVUHDVRQDEO\DFKLHYDEOH㸧ࡢཎ๎ࢆ㐩ᡂࡍࡿດຊࡀ༑
ศ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ$/$5$ࡢཎ๎ࡣࠊ,&53ࢆ୰ᚰ☜❧ࡉࢀࡓᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢ᭱㐺㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊ
⿕ࡤࡃࡢ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࠊ⿕ࡤࡃࡍࡿேࡢᩘཬࡧᙼࡽࡢಶே⥺㔞ࡢࡁࡉࡣࠊࡍ࡚ࡢ⤒῭ⓗཬࡧ♫ⓗせᅉࢆ⪃
៖ධࢀ࡞ࡀࡽࠊྜ⌮ⓗ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ㝈ࡾపࡃಖࡘࡁ࡛࠶ࡿࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ࠸࠺ࠋ♫ᅋἲே᪥ᮏࢯࢺ࣮ࣉ
༠ࠗᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨࡢᖺ່࿌࠘ 3XEOLFDWLRQ 㸦ၿࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧



ᮾ㟁ᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ṓ௦ࡢዪᛶసᴗဨࡢ⥺㔞ࡢෆヂࡣእ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Yࠊෆ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Y



ṓ௦ࡢዪᛶసᴗဨࡢ⥺㔞ࡢෆヂࡣእ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Yࠊෆ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Y
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

እࡸࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇࡸཎᏊ⅔ᘓᒇෆ࡛సᴗᚑࡋ࡚࠾ࡾࠊ✚⟬P6Yࡢᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧ
ࡓࠋࡲࡓࠊྠᖺ᭶᪥ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊྕᶵࡢ୰ኸไᚚᐊ࡛ົࢆ
ࡋ࡚࠸ࡓᮾ㟁ᚑᴗဨ㸦ṓ௦㸧ࡶྠᵝࡢసᴗࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ✚⟬P6Yࡢᨺᑕ⥺ࢆᾎࡧ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽࡣࠊྠᖺ᭶᪥ࡽ࢝᭶㛫ࠊࠊྕᶵࡢ୰ኸไᚚᐊ࡛ᙜ┤㛗ࡋ࡚ົࢆࡋ࡚࠸
ࡓᮾ㟁ᚑᴗဨ㸦ṓ௦㸧ࡣࠊ୰ኸไᚚᐊ࡛ࡢ㐠㌿ဨࡢᣦ♧ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡸࢱ࣮
ࣅࣥᘓᒇෆධࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ✚⟬P6Yࡢ⿕ࡤࡃࢆࡋࡓࠋ
ୖグࡢேࡢඹ㏻Ⅼࡣࠊ᭶᪥ࡢⓎ⅏ᚋࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࡢ᪥㛫ࠊࠊྕᶵ୰ኸไᚚᐊ࡛
ົࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇࠊࢳ࣮࣒࡛୰ኸไᚚᐊࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ࣭ཎᏊ⅔ᘓᒇࢆ ࡍࡿ࡞ࣉࣛ
ࣥࢺෆࡢᶵჾ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࠊᖹᡂᖺ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡽ᭶ୖ᪪ࡇࢁࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᮾ㟁ᚑᴗဨࡢேࡀ⌧
ᆅᪧ⌜ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡋ࡚ࠊච㟈㔜せᲷࠊྕᶵ୰ኸไᚚᐊࢆ⾜ࡁ᮶ࡋࠊィჾࡢィ ࠊ
ᪧࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୰ኸไᚚᐊ࠾࠸࡚ࡣࠊཎᏊ⅔ᘓᒇࡸࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇฟ࡚࠸ࡁࠊࢣ࣮ࣈࣝ
᥋⥆ࡸࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢ㐠ᦙ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡶ࠶ࡗࡓࠋ࢝᭶ᙅࡢᴗົ࡛ேࡣ✚⟬㹼
P6Yࡢᨺᑕ⥺㔞ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽேࡢ⿕ࡤࡃ㔞ࡣࠊ㟁㞳๎➨᮲➨㡯ࡢ≉㛵ࡍࡿ┬௧ࡢᐃࡵࡿ⥭ᛴసᴗࡢ⿕
ࡤࡃୖ㝈⥺㔞P6Yࢆࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ


㸱㸧༑ศ࡞ཎⓎసᴗဨࡢᨺᑕ⥺㜵ㆤᩍ⫱⌧ሙุ᩿ࡼࡿᨺᑕ⥺㜵ㆤᑐ⟇

Dᨺᑕ⥺㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡢᐇែ
ᮾ㟁ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶୰ࡢసᴗ㛵ࡋ࡚ࠊᑠྡࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࡸ-ࣦࣞࢵࢪ࡞
࡛ࠊ㟁※ᪧసᴗ➼ࡢ⥭ᛴసᴗ㛵ࢃࡿ༠ຊ♫ࡢసᴗဨᑐࡋ࡚ࠊᚲせ᭱ప㝈ࡢᨺᑕ⥺ᩍ
⫱ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢෆᐜࡘ࠸࡚⣙ศ㛫ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ձ⥭ᛴࡢ⥺㔞㝈ᗘ㸸P6Yࡢ࠼ࡿᗣᙳ㡪࡞ࡘ࠸࡚
ղᚲせ࡞㜵ㆤഛ㸸㠃࣐ࢫࢡࠊࢱ࣋ࢵࢡࠊࢦ࣒ᡭ⿄➼ࡘ࠸࡚
ճసᴗ㛫⟶⌮㸸ᚲせ௨ୖࡢ⿕ࡤࡃࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢసᴗࡢຠ⋡ࡘ࠸࡚
մ⌧ሙࡢ⥺㔞㸸⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㛵ࡍࡿᒇእ✵㛫⥺㔞




ṓ௦ࡢᮾ㟁ᚑᴗဨࡢ⥺㔞ࡢෆヂࡣእ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Yࠊෆ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Y



ṓ௦ࡢᮾ㟁ᚑᴗဨࡢ⥺㔞ࡢෆヂࡣእ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Yࠊෆ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Y



ṓ௦ࡢᮾ㟁ᚑᴗဨࡢ⥺㔞ࡢෆヂࡣእ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Yࠊෆ㒊⿕ࡤࡃࡀP6Y



ᮾ㟁ᚑᴗဨࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᚑᴗဨࣄࣜࣥࢢ



ྡࡢ⥭ᛴసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡣࡑࢀࡒࢀࠊ✚⟬P6Y㸦እ㒊⿕ࡤࡃ㸸P6Yࠊෆ㒊⿕ࡤࡃ㸸P6Y㸧ࠊ
P6Y㸦እ㒊⿕ࡤࡃ㸸P6Yࠊෆ㒊⿕ࡤࡃ㸸P6Y㸧ཬࡧ✚⟬P6Y㸦እ㒊⿕ࡤࡃ㸸P6Yࠊෆ㒊
⿕ࡤࡃ㸸P6Y㸧࡛࠶ࡿࠋ



ᮾ㟁ᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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յ࣐ࢫࢡࡢ╔⏝᪉ἲ㸸࣐ࢫࢡࡢ╔☜ㄆ᪉ἲ
ࡇࢀࡽࡢᩍ⫱㡯┠ࡣࠊ㟁㞳๎ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ㛵ಀἲ௧ࠖࠕ㟁㞳ᨺᑕ⥺ࡢ⏕య࠼ࡿ
ᙳ㡪ࠖ࡞⟶⌮༊ᇦෆ࡛సᴗဨᑐࡋ࡚ࡉࢀࡿࡁᩍ⫱ෆᐜࡢせ௳ࢆ༑ศ‶ࡓࡋ࡚࠸
ࡿࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡉࡽࠊᙜጤဨࡀ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺࡼࢀࡤࠊᖹᡂ㸦ᖺ㸧
᭶᪥ࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎෆ࡛ᚑࡋ࡚࠸ࡓసᴗဨࡢࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅ࡋࡓᮾ㟁
♫ဨࡢ㸣ࡣཎᏊ⅔ࡀ༴㝤࡞≧ែ࡛࠶ࡿཪࡣࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠸࠺ㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ
ᑐࡋ࡚ࠊ༠ຊ♫ࡢᚑᴗဨࡢࢇࡣཎᏊ⅔ࡢ≧ែࡢㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᅇ⟅ࡋ࡚࠸
ࡿ㸦ࠕᅗ㸲㸲㸳㸯ࠖཧ↷㸧ࠋ


㻽㻠㻚 㻟᭶㻝㻝᪥䛾ᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋ䚸ᮾி㟁ຊ䛛䜙䚸Ⓨ㟁ᡤ䛾ཎᏊ⅔䛜༴㝤
䛺≧ែ䛷䛒䜛䚸䜎䛯䛿䛭䛾ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛸䛔䛖ㄝ᫂䛿䛒䜚䜎䛧䛯䛛
0%

20%

ᮾி㟁ຊ
㻟᭶㻝㻝᪥䛻
㑊㞴䛫䛪䛻
ṧ䛳䛯
ᚑᴗဨ

40%

47%

ඖㄳ䛡

㻟᭶㻝㻝᪥䛻
㑊㞴䛧䛯
ᚑᴗဨ

80%

100%

53%
95%

୍ḟㄳ䛡௨ୗ
ᮾி㟁ຊ

60%

98%
8%

92%

ඖㄳ䛡

99%

୍ḟㄳ䛡௨ୗ

99%
ㄝ᫂䛜䛒䛳䛯

ㄝ᫂䛿䛺䛛䛳䛯


ᅗ㸲㸲㸳㸯 ཎⓎసᴗဨࡢ༴㝤ሗ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡢ᭷↓




㟁㞳๎➨᮲ࡢ࡛ࡣࠊࠕᴗ⪅ࡣࠊཎᏊ⅔タࡢ⟶⌮༊ᇦෆ࠾࠸࡚ࠊ᰾⇞ᩱ≀㉁ⱝࡋࡃࡣ⏝῭⇞ᩱཪࡣࡇࢀ
ࡽࡼࡗ࡚ởᰁࡉࢀࡓ≀ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᴗົປാ⪅ࢆᑵࡏࡿࡁࡣࠊᙜヱປാ⪅ᑐࡋࠊḟࡢ⛉┠ࡘ࠸࡚ࠊ≉
ูࡢᩍ⫱ࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ձ

᰾⇞ᩱ≀㉁ⱝࡋࡃࡣ⏝῭⇞ᩱཪࡣࡇࢀࡽࡼࡗ࡚ởᰁࡉࢀࡓ≀㛵ࡍࡿ▱㆑

ղ

ཎᏊ⅔タ࠾ࡅࡿసᴗࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿ▱㆑

ճ

ཎᏊ⅔タಀࡿタഛࡢᵓ㐀ཬࡧྲྀᢅ࠸ࡢ᪉ἲ㛵ࡍࡿ▱㆑

մ

㟁㞳ᨺᑕ⥺ࡢ⏕య࠼ࡿᙳ㡪

յ

㛵ಀἲ௧

ն

ཎᏊ⅔タ࠾ࡅࡿసᴗࡢ᪉ἲཬࡧྠタಀࡿタഛࡢྲྀᢅ࠸



ࡲࡓࠊసᴗဨࡢ୍㒊ࡀ࣐ࢫࢡࢆእࡋ࡚㣧㣗ࡸႚ↮ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀぢࡽࢀࡓࡇࠊ࣓࢞ࢿࡢ╔ࡼࡿ࣮ࣜࢡࡀ࠶
ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࠊᨺᑕ⥺ᴗົᚑ⪅௨እࡢ⪅ࡀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࡚ົࡍࡿ⮳ࡗࡓࡇ➼ࡽ⪃࠼࡚ࠊ
⤖ᯝⓗࡣࠊᩍ⫱ࡅࡿ㛫ཬࡧෆᐜࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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E⌧ሙุ᩿ࡼࡿ⥺㔞⟶⌮
ᨾࡢ㐍ᒎక࠸ࠊ⟶⌮༊ᇦእ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ✵㛫⥺㔞ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᮾ㟁ࡣච㟈㔜せ
Ჷࡢእ࡛సᴗࡍࡿཎⓎసᴗဨᑐࡋ࡚ࠊసᴗࢆ⾜࠺ሙᡤࡢ✵㛫⥺㔞ࡸ⿕ࡤࡃࡢྍ⬟ᛶࡢࡁ
ࡉࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆࡍࡿᥐ⨨ࢆྲྀࡗࡓࠋ⌧ሙࡢᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
᪥ࡈࢁࡽᮅኤࠊྛసᴗဨࡀཎⓎタෆࡢྛసᴗሙᡤ࡛⾜ࡗࡓ✵㛫⥺㔞ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢሗ
ࢆఏ࠼ࡿ㆟ࢆጞࡵࠊࡲࡓ᪥ࡈࢁࡽࠊసᴗሙᡤࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢሗຍ࠼࡚ࠊࡑࢀ௨እ
ࡢሙᡤ࠾ࡅࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢሗࡶࡗ࡚ཎⓎᩜᆅෆࡢởᰁᆅᅗࢆసᡂࡋࠊࡇࢀࡼࡾᩜᆅ
ෆࡢởᰁሗࢆ㛤♧ࡋࡓࠋ


㸲㸧ཎⓎసᴗဨࡢປാ⎔ቃ

Dእ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ⟶⌮
ᮾ㟁ࡣᨾࠊ⣙ྎࡢಶே⥺㔞ィ㸦௨ୗࠕ$3'ࠖ࠸࠺㸧ࢆ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᩜᆅෆಖ
᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᨾ௨๓ࡣࠊᮾ㟁ࡣࡇࢀࡽࡢ$3'ࢆಶࠎே㓄ᕸࡍࡿࡇ࡛ྛసᴗဨࡢసᴗ୰
ࡢእ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᆅ㟈࣭ὠἼࡢ┤ᚋከࡃࡢ$3'ࡀὶฟࡋࠊ⏝
ྍ⬟࡞$3'ᩘࡣ⣙ྎῶࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮾ㟁ࡣ᭶᪥๓ᚋࡢసᴗ࠾࠸࡚ࠊ⟶⌮༊
ᇦཪࡣ⟶⌮༊ᇦ┦ᙜࡢ✵㛫⥺㔞ࡀィ ࡉࢀࡿሙᡤ⾜ࡃཎⓎసᴗဨဨ$3'ࢆᦠᖏࡉࡏࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊᮾ㟁ࡣసᴗဨ୍ேࡦࡾࡢ⥺㔞ࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࠊᨾ
᮰సᴗ࠶ࡓࡿྛసᴗࢢ࣮ࣝࣉྎࡢ$3'ࢆ㈚ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋᇶᮏⓗࡣ⌧ሙࡢᨺᑕ
⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࡀࠊཎⓎసᴗဨᑐࡋ࡚$3'ࢆ㈚ࡋฟࡍ㝿ࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ⾜࠺సᴗ
ෆᐜࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊࢢ࣮ࣝࣉྎࡢ$3'ࢆ㈚ࡍࡿࠊಶࠎே$3'ࢆ㈚ࡍ
ࡿࡢุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠊࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタ࡞ࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡼࡿ✵㛫⥺㔞ࡢᢕᥱࡀྍ⬟࡞ᆅⅬ࡛ࡢᒇእస
ᴗ࠾࠸࡚ࡣࠊ㞟ᅋ࡛ࡢ$3'ࡼࡿ⥺㔞⟶⌮ࡢ㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ




ᮏᨾ๓࠾࠸࡚ࡣ⟶⌮༊ᇦࡣཎᏊ⅔ᘓᒇཬࡧࢱ࣮ࣅࣥᘓᒇ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊ㟁㞳๎➨᮲➨㡯➨ྕཬࡧ
➨ྕࡼࢀࡤࠊ⟶⌮༊ᇦࡣձእ㒊ᨺᑕ⥺ࡼࡿᐇຠ⥺㔞✵Ẽ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿᐇຠ⥺㔞ࡢྜィࡀ࢝
᭶㛫ࡘࡁP6Yࢆ㉸࠼ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ༊ᇦղᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ⾲㠃ᐦᗘࡀู⾲➨୕ᥖࡆࡿ㝈ᗘ㸦ࠑDࠒࣝࣇ
⥺ࢆᨺฟࡍࡿᨺᑕᛶྠඖ⣲ࡘࡁ%TੌࠊࠑEࠒࣝࣇ⥺ࢆᨺฟࡋ࡞࠸ᨺᑕᛶྠඖ⣲ࡘࡁ%Tੌ㸧ࡢ
ศࡢࢆ㉸࠼ࡿ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ༊ᇦࢆ࠸࠺ࠋ



ᮾ㟁ᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ࡣࠊ㟁㐃ࢆࡋ࡚ྛ㟁ຊ♫ᑐࡋ࡚ᨭࢆせㄳࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡲ࡛$3'⣙ྎࡢධⲴࢆ
ࡋࡓࡀࠊ㆙ሗタᐃ⨨ࡀᏑᅾࡋ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊྠ⣙ྎࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏝ྍ⬟࡞≧ែᩚഛࡍࡿࡇࡀ࡞ࢃ
࡞ࡗࡓࠋྠᖺ᭶᪥⥭ᛴ㉎㈙ศྎࡀᒆࡅࡽࢀࠊ᭶᪥᯽ᓮส⩚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡽ⣙ྎࢆධⲴࡋࠊ$3'
ࡣ⣙ྎ࡞ࡗࡓࠋᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁ᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡓࡔࡋࠊྛྕᶵࡢỈ⣲⇿Ⓨࡼࡿ⇿㢼࡛ࢻࡀቯࢀࡓ࡞ࡢ⌮⏤࡛ࠊྕᶵཬࡧࠊྕᶵ
ࡢ୰ኸไᚚᐊࡣ✵㛫⥺㔞ࡀୖ᪼ࡋࡓࡀࠊྠᵝ㞟ᅋ࡛ࡢ$3'ࡼࡿ⥺㔞⟶⌮ࡢ㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊᙜጤဨࡀ⾜ࡗࡓࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊసᴗဨࡢ㹼㸣ࡀ㞟ᅋ࡛$3'ࡼࡾ⥺㔞⟶⌮
ࡉࢀࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡇࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᭶ᮎࡲ࡛ࡢ㛫⮬ศᑓ⏝ࡢ$3'ࢆᣢࡗࡓసᴗဨࡶ
ྠ➼⛬ᗘ࠸ࡓࠋࡋࡋࠊᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⥺㔞ィࡀࡃ㓄ᕸࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡿ࠸࠺
సᴗဨࡶ࠸ࡓࠋ


ᅗ㸲㸲㸳㸰 ཎⓎసᴗဨࡢ⥺㔞⟶⌮≧ἣ㸦」ᩘᅇ⟅㸧


࡞࠾ࠊ$3'ࡼࡿ⥺㔞ࡢ㞟ᅋ࡛ࡢ⟶⌮⮬యࠊᚲࡎࡋࡶἲ௧㐪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
$3'ࢆ㞟ᅋࡘ㓄ᕸࡍࡿಶࠎே㓄ᕸࡍࡿ࠸࠺⌧ሙࡢᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࡢุ᩿ࡢ㐺
ษࡉࢆᢸಖࡍࡿᡭẁࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊᨾᚋࡣ⌧ሙࡢᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅
ࡀ$3'ࡢࢹ࣮ࢱࢆᡭ᭩ࡁࡸࢫࣉࣞࢵࢻࢩ࣮ࢺࡼࡗ࡚⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇࡽࡶࠊ
ಶࠎேࡢཎⓎసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ⟶⌮ࡢ༑ศࡉࢆᣦ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ᮏࣥࢣ࣮ࢺࡼࡿࠊ㸣๓ᚋࡢཎⓎసᴗဨࡀ୍ᗘࡶ⣼✚⿕ࡤࡃ⥺㔞ࢆఏ࠼ࡽࢀ࡞ࡗ
ࡓࡇࡀศࡗࡓࠋ




ᮾ㟁ᚑᴗဨࣄࣜࣥࢢ



㟁㞳๎➨᮲➨㡯ཬࡧ➨㡯ࡼࢀࡤࠊᴗ⪅ࡣࠊィ⟬ࡼࡾసᴗဨࡢ⿕ࡤࡃᐇຠ⥺㔞࡞ࢆ⟬ฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ᨾⓎ⏕ᚋ䛛䜙ᖹᡂ㻞㻟䠄㻞㻜㻝㻝䠅ᖺ㻟᭶ᮎ䜎䛷䛾㛫䚸⮬ศ䛾⣼✚⿕䜀䛟⥺㔞䛻
䛴䛔䛶䚸♫䜎䛯䛿ᮾ㟁䛛䜙▱䜙䛥䜜䛶䛔䜎䛧䛯䛛
0%

20%

ᮾி㟁ຊ

40%
55%

ඖㄳ䛡
୍ḟㄳ䛡௨ୗ

60%

80%

17%

63%

12%

49%

15%

సᴗᚋ䛻䛿ẖᅇ▱䜙䛥䜜䛶䛔䛯

100%

28%
25%
35%

ఱᗘ䛛▱䜙䛥䜜䛺䛔䛣䛸䛜䛒䛳䛯

୍ᗘ䜒▱䜙䛥䜜䛯䛣䛸䛿䛺䛛䛳䛯


ᅗ㸲㸲㸳㸱 ⣼✚⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡘ࠸࡚


E㸬ෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ⟶⌮
ձ㐜ࢀࡓෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝ
ཎⓎసᴗဨࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࡘ࠸࡚ࠊ:%&ࡼࡿ᳨ᰝࡀ㐜ࢀࡓࡓࡵࠊ㧗ᗘࡢ⿕ࡤࡃࢆཷࡅࡓ
ཎⓎసᴗဨࡢ≉ᐃࡶ㐜ࢀࡓࠋᮏᨾ࠾࠸࡚ࠊἲ௧ୖ㝈ࢆ㉸࠼ࡿ㧗ᗘࡢ⿕ࡤࡃࢆࡋࡓཎⓎస
ᴗဨࡢ୰ࡣP6Yࡶࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࢆཷࡅࡓᮾ㟁ᚑᴗဨࡶ࠾ࡾࠊෆ㒊⿕ࡤࡃ㔞ࡢ᳨ᰝࡢ㔜せ
ᛶࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡞ࡗࡓࠋ
:%&ࡼࡿෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝࡢ㐜ࢀࡣࠊձᨾࡣ⏝ྍ⬟࡞:%&ࡀ㊊ࡾࡎࠊղ᳨ᰝ
㛫ࡀࡗࡓ࠸࠺ཎᅉࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᨾ๓ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡣ:%&
ࡀྎタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢝᭶ࡈཎⓎసᴗဨࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࢆ᳨ᰝࡍࡿࡇࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ
ࡋࠊᮏᨾࡼࡿつᶍ࡞ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࡼࡗ࡚ࠊ⎔ቃ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ⃰ᗘࡀୖ᪼
ࡋࠊタ⨨ሙᡤࡢ✵㛫⥺㔞㸦ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ㸧ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡽࠊྎࡢ:%&ࢆ
⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮾ㟁ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡽ-$($ࡢᡤ᭷ࡍ
ࡿ㌴㍕ᘧࡢ:%&ࢆࡾཷࡅࠊᑠྡࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮タ⨨ࡋ࡚ཎⓎసᴗဨࡢෆ㒊⿕ࡤࡃ᳨ᰝ
ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᮾ㟁ࡣࡑࡢᚋࠊ᳨ᰝேᩘࢆቑࡸࡍࡓࡵ㝶:%&ࢆ-$($࡞ࡽࡾཷࡅ࡚ࠊฎ
⌮ᩘࡢቑຍࢆᅗࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊࢹ࣮ࢱࡢホ౯ࡘ࠸࡚ࡶ㛫ࡀࡗࡓࠋཎⓎసᴗဨࡀ:%&᳨ᰝࢆཷࡅࡓᚋࠊ㧗ᗘ
ࡢ⿕ࡤࡃࡀほᐹࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ㌟య㝖ᰁࡼࡾࠊእ㒊ởᰁࢆ㝖ཤࡋࠊᗘ⣧⢋ෆ㒊⿕ࡤ
ࡃࡢ᳨ᰝࢆࡍࡿࡓࡵࠊ㐌㛫⛬ᗘࡢ㛫ࢆ࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ᳨ᰝࡶᩘ㐌㛫࠾ࡁཷ
ࡅ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏᨾࡢᙳ㡪ࡼࡾࠊ✵㛫⥺㔞㸦ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ㸧ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡛ࠊཎⓎᩜᆅෆ
ಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ:%&ࢆ⏝࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡀ᰿ᮏⓗ࡞ཎᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮾ㟁ࡀ
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ᨾࡼࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࢆᐃࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓⅬࡣࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

ղෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀ㧗ࡲࡗࡓ⫼ᬒ
ෆ㒊⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡀ㧗ࡲࡗࡓせᅉࡢ୍ࡘᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ྾ᘬࢆ㜵ࡄಖㆤලࡢ‽ഛࡢ༑ศ
ࡉࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋసᴗဨࡢෆ㒊⿕ࡤࡃࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ᭱ࡶ㔜せࡘ⡆౽࡞ഛࡀ㠃࣐ࢫ
ࢡ࡛࠶ࡿࠋ㠃࣐ࢫࢡࡣࢲࢫࢺ࣐ࢫࢡࢳࣕࢥ࣮࣐ࣝࢫࢡࡀ࠶ࡾࠊ୧⪅ࡣᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࢆࣇ
ࣝࢱࣜࣥࢢࡍࡿྰ࠸࠺Ⅼࡀ␗࡞ࡿࠋᨾ┤ᚋ࠾࠸࡚ࡣࠊᨺᑕᛶࣚ࢘⣲ࡼࡿ⿕ࡤ
ࡃࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊࣚ࢘⣲ࢆ྾╔ࡉࡏࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿࢳࣕࢥ࣮࣐ࣝࢫࢡࡢ╔⏝ࡀᚲせ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
୰ኸไᚚᐊࡣࡶࡶ⟶⌮༊ᇦእ࡛࠶ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡾ㠃࣐ࢫࢡࡢഛ࠼ࡀ༑ศ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡇ࡛సᴗࢆࡋ࡚࠸ࡓసᴗဨࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫᘓᒇഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࢳࣕࢥ࣮࣐ࣝࢫࢡཬࡧ
ࢲࢫࢺ࣐ࢫࢡࢆࡗ࡚⥭ᛴࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࢳࣕࢥ࣮࣐ࣝࢫࢡࡢᩘࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊ᭱ప㝈ࡢ⟶⌮ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢཎⓎసᴗဨᑐࡋ࡚༑ศ࡞ᩘࡣ⏝ពࡉࢀ࡚࠸࡞
ࡗࡓࠋᮾ㟁ࡢᨾᑐࡍࡿᐃࡢ⏑ࡉ㉳ᅉࡋࡓࢳࣕࢥ࣮࣐ࣝࢫࢡࡢഛ㊊࠸࠺Ⅼ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊㄢ㢟ࡀṧࡿࠋ












ᮾ㟁ᨺᑕ⥺⟶⌮ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

㸲㸲㸴 㑊㞴ࡢ㛗ᮇࡼࡿ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢᙳ㡪

㸯㸧௨๓ࡽᣦࡉࢀࡿ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇ࡢ㔜せᛶ
ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡢ㛵ಀ⪅ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ࿘㎶ఫẸࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇ࡢ
㔜せᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢘ࢡࣛࢼࡢࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾ࿘ᖺ࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣࠊ
㸦㸧ᖺࡢࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡼࡾࠊ࿘㎶ఫẸࡢ୰ࠕᨾࡼࡗ࡚ே⏕ࢆྎ↓ࡋ
ࡉࢀࡓ࠸࠺⪃࠼᪉㸦V\QGURPHRIDYLFWLP㸧ࠖࡸࠕᨻᗓࡢ⏕άಖ㞀౫Ꮡࡋࠊ⮬㌟࡛⾜ືࢆ
Ỵᐃࡋ࡞࠸ጼໃ㸦V\QGURPHRIVRFLDOH[FOXVLRQ㸧ࠖ࠸ࡗࡓᚰ⌮≧ἣ࠶ࡿ⪅ࡀほᐹࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡞ࡗࡓࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᙜጤဨࡢ➨ᅇጤဨ࠾࠸࡚ࠊ࢘ࢡࣛࢼ㠀ᖖែ┬ࡢ㛵ಀ⪅ࡣࠕࢫࢺࣞࢫࡀேࠎ
ࡢᗣࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡣ㸦୰␎㸧ࠊᗣ≧ែᝏᙳ㡪ࢆ࠼ࠊ
㌟యⓗ࡞ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇࡶศࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠖ㏙ࠊཎⓎᨾ࠾ࡅࡿ࿘㎶ఫẸࡸ
ཎⓎసᴗ⪅ᑐࡍࡿ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ㸦⢭⚄ᗣ㸧ࡢᙳ㡪ࢆᣦࡋࡓࠋ
ᅜෆ࠾࠸࡚ࡶࠊ-&2ᨾࢆཷࡅࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇ࡢ㔜せᛶࡀᣦࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋᏳጤဨࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖⓎ⏕┤ᚋࡽᆅ᪉බඹᅋయࡀタ⨨ࡍࡿ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊࣓ࣥ
ࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢᑓ㛛ᐙࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡶࠊಖᡤࡸᕷ⏫ᮧಖࢭࣥࢱ࣮➼࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ
⟇ࡢᣐⅬࢆ⨨ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ➼ࠊ⅏ᐖⓎ⏕┤ᚋࡽࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇ᑓ㛛ᐙࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡢ
㔜せᛶࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ


㸰㸧ᮏᨾ࠾ࡅࡿఫẸࡢ⢭⚄ⓗᙳ㡪ᑐ⟇
ᮏᨾᚋࠊ㑊㞴ᡤ࠾ࡅࡿ㑊㞴⏕άࡼࡗ࡚ࠊ⢭⚄ⓗࢫࢺࣞࢫࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⿕⅏⪅ࡀከᩘᏑ
ᅾࡍࡿࠋᙜጤဨࡢᐇࡋࡓ㑊㞴ఫẸࡢࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤ᅇ⟅ḍ࠾࠸࡚ࠊᨾᚋࡢࢩࣙࢵ
ࢡ࡛⢭⚄ⓗ㏣࠸ワࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ኌࡸࠊ⢭⚄Ᏻᐃࢆ᭹⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ኌࡀᐤࡏ
ࡽࢀࡓࠋ㑊㞴ᡤࢆᕠᅇࡍࡿ་ᖌࡽࡣࠊデ⒪ࡍࡿᝈ⪅ࡢከࡃ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢣࡢᚲせᛶࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࡢᣦࡶ࠶ࡿࠋ




0LQLVWU\RI8NUDLQHRI(PHUJHQFLHV͆7ZHQW\ILYH<HDUVDIWHU&KHUQRE\O$FFLGHQW6DIHW\IRUWKH)XWXUH͇
.L0 S



ࣦ࢛ࣟࢹ࣑࣮࣭࣮ࣝ࣍ࣟࢩࣕ ࢘ࢡࣛࢼ㠀ᖖែ┬ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜ❧ධ⚗Ṇ༊ᇦ⟶⌮ᗇ㛗ᐁ ➨ᅇጤဨ



ᏳጤဨࠕཎᏊຊ⅏ᐖ࠾ࡅࡿ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧



ࠕఱࢆ᭩࠸࡚ࡶࡇࡢ⌧≧ࢆኚ࠼ࡿࡣྍ⬟ᛮ࠸ࡲࡍࠋᨾ㒓ࢆ࡞ࡃࡋࡓᡃࠎࡣ୍యࡇྥ࠼ࡤⰋ࠸ࡢᩍ࠼
࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࡀ୍ᡠࢀࡿᵝ࡞ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊṚࢆ┠๓ࡋࡓ㡭ᗫࡋࡓᡃᐙࢆぢ࡚ࡢࢩ
ࣙࢵࢡṚࡀ࠸࠸ᡤ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࡚ࢆ࡞ࡃࡋ࡚ᾦࡶ࡛ࡲࡏࢇࠋࡏ࠸ࡐ࠸ྠࡌᵝ࡞ᨾࡀ㉳ࡁ࡞࠸ᵝ♳ࡿࡋ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࢿࠋ⢭⚄ⓗ㏣࠸ࡘࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺࡀ㐣ࡂ࡚᭦㔜ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ࡇࡢ㡭ࠖᙜጤဨᐇࣥࢣ࣮
ࢺࡼࡾࠋ



ࠕ⢭⚄ⓗࠊ㌟యⓗࡶ㝈⏺᮶࡚ࡿୖࠊ▱ࡽ࡞࠸ᅵᆅ࡛⢭⚄Ᏻᐃࢆ㣧ࡲ࡞࠸╀ࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᨻᗓࡣᑐ
ᛂࡀ㐜ࡍࡂ࡛ࡍඹ࢘ࢯࠊഇࡾ࡞ࡃᮏᙜࡢ㛤♧ࢆࡋ࡚ᮇᚅࢆᣢࡓࡏ࡞࠸࡛ࡋ࠸ࠖᙜጤဨᐇࣥࢣ࣮ࢺࡼ
ࡾࠋ



་ᖌࣄࣜࣥࢢ
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ཌປ┬ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ୗ᪪ࡈࢁࡽࠊᅜࡢ⢭⚄⛉་ࡸ┳ㆤᖌࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠕᚰ
ࡢࢣࢳ࣮࣒ࠖࡢ⿕⅏ᆅࡢὴ㐵ࢆ᩷᪕ࡋࡓࠋࡇࡢࠕᚰࡢࢣࢳ࣮࣒ࠖࡣࠊὠἼࡸᆅ㟈࡛⿕
ᐖࢆཷࡅࡓఫẸࡸཎⓎᨾࡼࡗ࡚㑊㞴ࡋࡓఫẸࡢᚰࡢࢣࡢࡓࡵ㑊㞴ᡤ࡞ὴ㐵ࡉࢀ
ࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊཌປ┬ࡣࠊ⚟ᓥ┴㐃ᦠࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊᚰࡢࢣࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊ
ᚰⓗእയᚋࢫࢺࣞࢫ㞀ᐖ㸦376'㸧➼ࡢ⢭⚄ᝈ㛵ࡍࡿ┦ㄯᨭࡸ௬タఫᏯ➼ࡢᕠᅇ┦ㄯ➼
ࡢᑐ⟇ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢣࡣ▷ᮇⓗゎỴࡍࡿၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡞ᑐᛂࡀᚲ
せ࡞ࡿࠋ









ཌປ┬ࠕ⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࡢᚰࡢࢣࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



࡞≧ࣇࣛࢵࢩࣗࣂࢵࢡࠊ㢌③ࠊ⭡③ࠊྤࡁẼ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
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㸲㸳 ⎔ቃởᰁ㛗ᮇࡍࡿ㝖ᰁၥ㢟

࠸ࡗࡓࢇὶฟࡋࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊᑗ᮶ࢃࡓࡗ࡚Ꮡᅾࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡞ࡿࠋᨻᗓࡣࡑࢀࢆ
๓ᥦࡋ࡚⎔ቃࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾᚋࡢ⤒⦋ࢆࡳ
ࡿࠊᗈ⠊ᅖᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊᒣᯘ㛗ࡃࡲࡾࠊఱ༑ᖺࡓࡗ࡚ࡶ✵㛫⥺㔞
ࡣ⮬↛ࡣ༑ศపῶࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡣ㝆㞵࡞ࡼࡗ࡚⛣ືࡋࠊ†ࡢᗏ㉁
࡞ẚ㍑ⓗ㧗⃰ᗘࡢሙᡤࡀᙧᡂࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋᨻᗓࡣ㛗ᮇⓗど㔝ࢆࡶࡗ࡚ࠊᨺᑕᛶ≀㉁
ࡼࡿ⎔ቃởᰁࡢᑐᛂ㎿㏿ྲྀࡾࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊᨻᗓࡣ㝖ᰁࢆつᶍ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡭἲࡣ㝖ᰁᑐ㇟➼ࡼࡗ࡚ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ
㝖ᰁࡢ㠀ࡘ࠸࡚ࡣఫẸࡢᖐ㑏ࡸ⿵ൾࡶࡁࡃ㛵ಀࡍࡿࡓࡵࠊྠࡌࢥ࣑ࣗࢽࢸࡢఫ
Ẹ㛫࡛ࡶࡁࡃពぢࡀศࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㝖ᰁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ᭱ࡶࡁ࡞ㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀởᰁᅵተࡢ
௬⨨ࡁሙࡢ☜ಖ࡛࠶ࡾࠊ๓ᕷ⏫ᮧఫẸࡀ⥥ᐦ࡞ヰࡋྜ࠸ࢆᣢࡗࡓ⤖ᯝࠊ௬⨨ࡁሙࡢ
タ⨨ᡂຌࡋࡓࡀ」ᩘ࠶ࡿࠋᨻᗓ࣭⮬యࡣᙧᘧⓗἲࡸ࢞ࢻࣛࣥࡢᐃࡵࡿᡭ⥆ࡁ
๎ࡗ࡚⟇ᐃࡋࡓ㝖ᰁᐇィ⏬ᚑ࠺ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᐇィ⏬⟇ᐃࡸ௬⨨ࡁሙࡢ㑅ᐃ࡞ࡢ
ࣉࣟࢭࢫ࠾࠸࡚ࠊఫẸࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥດࡵࠊఫẸࡢุ᩿ࡢᮦᩱ࡞ࡿሗࢆ
ᥦ౪ࡋࡓୖ࡛ࠊఫẸࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋࡓ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ



㸲㸳㸯 ⎔ቃởᰁ

㸯㸧⎔ቃ࠾ࡅࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ✚
⎔ቃ୰ᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊẼ୰ᣑᩓࡋࡓᚋࠊ㝆㞵࡞ࡼࡗ࡚ᅵተࡸ†ࠊ
ᾏὒ➼㝆ୗࡋࠊࡑࡢᚋࠊᚠ⎔ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽᚎࠎ✚ࡍࡿࠋ࠸ࡗࡓࢇ✚ࡋࡓᨺᑕᛶ≀
㉁ࡣࠊᴫࡋ࡚ῶ⾶ࡀ㐜ࡃࠊởᰁࡀ㛗ᮇࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏᨾ࡛ࡶ⎔ቃࡀᗈ⠊ᅖ
ởᰁࡉࢀࡓࡀࠊ⚟ᓥ┴ෆ࡛ࡣࠊ᳃ᯘࡸἙᕝ࣭†ࡢᗏ࡞ᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ✚ࡉࢀࡿೃࡀぢ
ࡽࢀࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜᨾྠᵝࠊởᰁࡢ㛗ᮇࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

D᳃ᯘ࠾ࡅࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ✚
᳃ᯘ࡛ࡣࠊᶞᮌࡢᯞⴥ╔ࡋࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡀࠊⴠⴥࠊⴠᯞࡸ㝆㞵ࡼࡗ࡚ᆅ⾲㠃⛣⾜
ࡋࠊᆅ⾲㝆ୗࡋࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡶ⾲ᒙᅵተᾐ㏱ࡋࠊᅵተࡽ᰿ࢆ㏻ࡌ࡚ᶞᮌ྾
ࡉࢀࠊ᳃ᯘ⏕ែ⣔ࡢෆ㒊ᚠ⎔ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿࠋᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ୍㒊ࡣࠊ㝆㞵࡞క࠺ᅵተ




ᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ



,$($͆(QYLURQPHQWDO&RQVHTXHQFHVRIWKH&KHUQRE\O$FFLGHQWDQGWKHLU5HPHGLDWLRQ7ZHQW\<HDUVRI
([SHULHQFH5HSRUWRIWKH&KHUQRE\O)RUXP([SHUW*URXS͂(QYLURQPHQW͇̓  
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ࡢᾐ㣗࣭ὶฟ࡞ࡼࡾ᳃ᯘእὶฟࡍࡿࡀࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᅵተ୰ࡢᾐ㏱ࡀ㠀ᖖ㐜࠸
ࡓࡵᆅୗỈࡢ⛣⾜ࡣ㠀ᖖపࡃࠊ⤖ᯝࡋ࡚ࡑࡢ㔞ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ㏆㞄ࡢ᳃ᯘ࡛ࡣࠊࢭࢩ࣒࢘ࡢ᳃ᯘእࡢὶฟ㔞ࡣࠊᖺ㛫㸣௨ୗࡲࡾࠊ
⮬↛ᔂቯ㸦༙ῶᮇᚑࡗࡓῶ⾶㸧ࡼࡿࡶࡢ௨እࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ⃰ᗘࡢపୗࡣࢇぢ
ࡽࢀ࡞࠸ࡍࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩥ⛉┬ࡀ⚟ᓥ┴ෆࡢ᳃ᯘ࠾࠸࡚ᅵ◁ᾐ㣗క࠺ᨺᑕ
ᛶࢭࢩ࣒࢘ࡢ⛣⾜㔞ࢆㄪࡓࡇࢁࠊ᳃ᯘࡢᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡀ࢝᭶ࡢ㛫⛣⾜ࡋࡓ㔞ࡣ
࡛᭱ࡶ⣙㸣ᮍ‶࡛࠶ࡾࠊࢇ⛣⾜ࡋ࡞࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡽࠊࢳ࢙
ࣝࣀࣈࣜཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ㏆㞄ࡢ᳃ᯘྠᵝᨺᑕᛶ≀㉁ࡢởᰁࡀ㛗ᮇࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ

Eᕝᗏ࣭†ᗏ࠾ࡅࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ✚
ᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊ᳃ᯘࡔࡅ࡛࡞ࡃᕝᗏࡸ†ᗏࡶ✚ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅ
⾲㝆ୗࡋࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊᅵተࡢᾐ㣗࣭ὶฟ࡞కࡗ࡚Ἑᕝࠊ†ὶධࡋࠊᅵተ⢏
Ꮚࡶᕝᗏࡸ†ᗏỿ㝆ࠊሁ✚ࡍࡿࠋࡇࡢ⌧㇟ࡣࠊ࢘ࢡࣛࢼࠊࣟࢩཬࡧ࣮࣋ࣛࣝࢩ
࡛ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ࡣࠊᨾᚋ⎔ቃ┬ࡀ⚟ᓥ┴ෆࡢබඹ⏝Ỉᇦ࡛ࡢỈ㉁ࣔࢽࢱࣜࣥࢢㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡼࡿࠊᕝᗏࠊ†ᗏࡢ࠸ࡎࢀ࠾࠸࡚ࡶ%TNJ㸦Ἶ㸧ࢆ㉸࠼ࡿᆅⅬࡀᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁᑐฎ≉ᥐἲ➨᮲ࡼࡾࠊ㞟ࡸ㐠ᦙ࡞࠾࠸࡚≉ู࡞
⟶⌮ࡀᚲせࡉࢀࡿ≉ᐃᗫᲠ≀ࡢᇶ‽್%TNJࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ⥅⥆ⓗ࡞ࣔࢽࢱ
ࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁ㧗⃰ᗘࡢᆅⅬࡀほ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࠕ⾲㸲㸳㸯㸯ࠖཧ↷㸧




ᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ



,$($͆(QYLURQPHQWDO&RQVHTXHQFHVRIWKH&KHUQRE\O$FFLGHQWDQGWKHLU5HPHGLDWLRQ7ZHQW\<HDUVRI
([SHULHQFH5HSRUWRIWKH&KHUQRE\O)RUXP([SHUW*URXS͂(QYLURQPHQW͇̓  



ᩥ⛉┬ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾక࠸ᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀㉁ࡢศᕸ≧ἣ➼㛵ࡍࡿㄪᰝ◊
✲⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



,$($͆(QYLURQPHQWDO&RQVHTXHQFHVRIWKH&KHUQRE\O$FFLGHQWDQGWKHLU5HPHGLDWLRQ7ZHQW\<HDUVRI
([SHULHQFH5HSRUWRIWKH&KHUQRE\O)RUXP([SHUW*URXS͂(QYLURQPHQW͇̓  



ྠἲྠ᮲ࡢᐃࡵࡿᇶ‽ࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁᑐฎ≉ᥐἲ⾜つ๎➨᮲つᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢭࢩ࣒࢘ࢭࢩ࣒࢘
ࡢྜィࡘࡁ%TNJࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊྠ᮲ᇶ࡙ࡃ⟶⌮ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡉࢀࡿࠋ



ᕝᗏཬࡧ†ᗏࡘ࠸࡚ࡣࠊ」ᩘࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣏ࣥࢺࡀᏑᅾࡋࠊୖグࡢ⾲ࡣྛࢧࣥࣉࣝ࠾ࡅࡿởᰁ⃰ᗘࡢ⠊ᅖ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᕝᗏ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢⅬ࡛ᆅⅬࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢⅬ࡛
ᆅⅬ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ†ᗏ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢⅬ࡛ᆅⅬࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢⅬ࡛ᆅ
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⎔ቃ┬ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅ࠾ࡅࡿᨺᑕᛶ≀㉁㛵㐃ࡢ⎔ቃࣔࢽࢱࣜࣥࢢㄪᰝࡘ࠸࡚ࠖ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

㻌

㻌
ሙᡤ㻌
ᕝᗏ㻌

㻌
᰾✀㻌

㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻢 ᭶බ⾲㻌

䝉䝅䜴䝮 㻝㻟㻠㻌

㻠㻤䡚㻝  㻠㻜㻜㻜

䝉䝅䜴䝮 㻝㻟㻣㻌

㻡㻝䡚㻝  㻢㻜㻜㻜

㻌

㻌

ሙᡤ㻌

᰾✀㻌

㻌

㻌

㻔㻮㼝㻛Ἶ 㼗㼓㻕㻌
ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ 㻟 ᭶බ⾲㻌
᳨ฟ䡚㻟  㻤㻜㻜㻜㻌
᳨ฟ䡚㻡  㻠㻜㻜㻜㻌

㻌

ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻝㻝 ᭶බ⾲ 㻌

㻌
ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ 㻟 ᭶බ⾲㻌

㻌

†ᗏ㻌

䝉䝅䜴䝮 㻝㻟㻠㻌

᳨ฟ䡚㻝  㻣㻜㻜㻜 㻌

᳨ฟ䡚㻝㻝 㻌

䝉䝅䜴䝮 㻝㻟㻣㻌

᳨ฟ䡚㻞  㻌

㻝㻣䡚㻝㻡 㻌

⾲㸲㸳㸯㸯 ᕝᗏ࣭†ᗏởᰁࡢᐇែ


㸰㸧⏕άᅪࡢ⎔ቃởᰁࡢᙳ㡪ࡑࡢᑐ⟇
⎔ቃ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊ⎔ቃᨺᑕ⥺ࡢ┤᥋ࡢ᭚㟢ࡸởᰁ㣗ရࡢ⤒ཱྀᦤྲྀࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఫẸࡢ
ᗣ㛗ᮇⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ࠼ࡤࠊ࿘ᅖࢆᒣᯘ࡛ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿᮏᯇᕷ
࡛ࡣࠊ㝖ᰁࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ᒣᯘࡼࡿᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࡀࡁࡃࠊᒣᯘ㏆࠸ఫᏯࡣ≉㝖ᰁࡔࡅ
࡛ࡣ✵㛫⥺㔞ࡀపῶࡋࡃ࠸ࡇࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢘ࢡࣛࢼ࠾࠸࡚ࡣࠊࢳ࢙
ࣝࣀࣈࣜཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㏆㞄ࡢ᳃ᯘởᰁࡼࡗ࡚ࠊ࢟ࣀࢥࡸ࣮࣋ࣜ㢮ࡀᅵተࡸᶞᮌࡽࡢᨺᑕ
ᛶ≀㉁ࡢ⛣⾜ࡼࡾởᰁࡉࢀࡿࡀほᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓ┤᥋ⓗ࡞ேయᑐࡍࡿᙳ㡪ࡣูࠊ⎔ቃ୰ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡀ≀⌮ⓗ࡞ືࡁࡸ⏕ែ
ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࡼࡾḟⓗởᰁ⠊ᅖࢆᣑᩓࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡶ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋලయⓗ࡞ࡋ࡚ࡣᒣⅆ࡞ࡼࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ࢘ࢡࣛࢼࡢ
❧ධ⚗Ṇ༊ᇦෆ࠶ࡿࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜᨺᑕ⥺⏕ែᏛࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᒣⅆࡼࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑ
ᩓࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ㛫యไ࡛᳃ᯘࢆ┘どࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ⛉┬ࠊ⎔ቃ┬ཬࡧᯘ㔝ᗇ
୪ࡧ⚟ᓥ┴ࡣࠊ⎔ቃࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿởᰁࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁࡑ
ࡢᐇࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ










ᮏᯇᕷࣄࣜࣥࢢ



ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ



ᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢࣟࢩࡢࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡼࡿởᰁᆅᇦ࡛࠶ࡿࣈࣜࣕࣥࢫࢡᕞ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶ࠊᒣⅆࡀ㉳ࡇࡾࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᣑᩓࡢ༴㝤ࡀ⏕ࡌࡓࠋ,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV7LPHV$XJXVW
 KWWSMSLEWLPHVFRPDUWLFOHEL]QHZVKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧




࢘ࢡࣛࢼᨻᗓ㛵ಀ⪅➼ࣄࣜࣥࢢ
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㸲㸳㸰 㝖ᰁၥ㢟
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓ㝖ᰁᴗࡼࡗ࡚ࠊ㝖ᰁࡼࡿ⥺㔞పῶࡢຠᯝ㝈⏺
ࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾࠊᰯᗞࠊබᅬࠊఫᏯᆅࡘ
࠸࡚ࡣࠊ⥺㔞పῶࡢຠᯝࡀ࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࡢຠᯝࡣ࠾࠾ࡴࡡ࢝᭶ᚋࡢ
Ⅼ⮳ࡿࡲ࡛ࠊ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾࢆ⾜࠺ࡇࡀ
ᅔ㞴࡞㎰ᆅࡸ᳃ᯘ࡛ࡣࠊ㝖ᰁࡼࡿ⥺㔞పῶࡣࠊ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ
⏕άᇶ┙ࡢᅇࡣࠊ㝖ᰁࡀᐇ⾜ࡉࢀࡍࢀࡤᐇ⌧ࡍࡿ࠸࠺⡆༢࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᨻᗓࡣࠊ
ఫẸࡢ⏕άᇶ┙ࡢᅇࡶ⪃៖ࡢୖࠊ㝖ᰁࡼࡿ⥺㔞పῶࡢຠᯝཬࡧ㝈⏺ࢆ༑ศ᳨ウࡋ࡚ࠊఫ
Ẹᑐࡍࡿᨭࡢ⟇ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃៖ࡢୖ࡛ࠊᨻᗓཬࡧᇶ♏⮬యࡣࠊ
㝖ᰁሙᡤࡢ㑅ูᇶ‽సᴗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ♧ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊởᰁᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣ㝖ᰁࡀࡍࢀࡤఫẸࡢᖐ㑏ࡀࡍࡄᐇ⌧ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋఫ
Ẹࡢ⮬ᕫỴᐃᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿࡃࠊఫẸࡀࠊ㝖ᰁᚋࡢᖐᏯⱝࡋࡃࡣ⛣㌿ࠊཪࡣ⿵ൾࢆ⮬ศุ࡛᩿
ࡋࠊ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅᇦࡢᐇࡸఫẸࡢពᛮࢆࡃࢇࡔࠊ⥲ྜⓗ࡞⿕ࡤࡃపῶ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ

㸯㸧㝖ᰁࡢ┠ⓗཬࡧᨻᗓࡢ᪉㔪
ప⥺㔞⿕ࡤࡃࡼࡿᗣᙳ㡪ࡣ⛉Ꮫⓗ༑ศゎ᫂ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢほ
Ⅼࡽࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ⿕ࡤࡃࢆపῶࡉࡏࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᪉ἲࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡽ
㐲ࡊࡿ㸦㑊㞴㸧ࠊཪࡣᨺᑕᛶ≀㉁ࢆ⏕ά⎔ቃࡽ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ㐲ࡊࡅࡿ㸦㝖ᰁ㸧ࡢ࠸ࡎࢀ
࡛࠶ࡿࠋ
㝖ᰁࡘ࠸࡚ࡣࠊཎ⅏ᮏ㒊ࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠕ㝖ᰁ㛵ࡍࡿ⥭ᛴᐇᇶᮏ᪉㔪ࠖ
ࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ᪉㔪ࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ởᰁࡉࢀࡓᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᖺᚋࡲ୍࡛⯡බ⾗ࡢ
᥎ᐃᖺ㛫⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ⣙㸣ῶᑡࢆ┠ᣦࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃࡶ⣙㸣ࢆ㝖ᰁࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡍ
ࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏊࡶࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛᰯࠊබᅬ࡞ࢆᚭᗏⓗ㝖ᰁࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ
ᖺᚋࡲ࡛ࠊᏊࡶࡢ᥎ᐃᖺ㛫⿕ࡤࡃ⥺㔞ࡢ⣙㸣ῶᑡࢆ┠ᣦࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕᑡ࡞ࡃࡶ⣙㸣
ࢆ㝖ᰁࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⌧ᅾࠊ㝖ᰁࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ᑐฎ≉ูᥐ⨨ἲᇶ
࡙ࡁࠊ⎔ቃ┬ࡀ㝖ᰁࢆᢸᙜࡍࡿ㝖ᰁ≉ูᆅᇦྛ⮬యࡀ㝖ᰁࢆᢸᙜࡍࡿởᰁ≧ἣ㔜Ⅼᆅᇦ


ࡢࡘࡢᯟ⤌ࡳ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ






ᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ⮬↛ῶ⾶ཬࡧ㢼㞵࡞ࡢ⮬↛せᅉࡼࡿῶ⾶ࢆ⣙㸣ぢ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋཎ⅏ᮏ㒊ࠕ㝖ᰁ㛵ࡍࡿ⥭ᛴ
ᐇᇶᮏ᪉㔪ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧



ᖹᡂ༑୕ᖺ୕᭶༑୍᪥Ⓨ⏕ࡋࡓᮾᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈క࠺ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾࡼࡾᨺฟࡉࢀࡓᨺᑕᛶ≀
㉁ࡼࡿ⎔ቃࡢởᰁࡢᑐฎ㛵ࡍࡿ≉ูᥐ⨨ἲ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥ἲᚊ➨ྕ㸧



㝖ᰁ≉ูᆅᇦࡣ㆙ᡄᆅᇦ㸦ᅪෆ㸧ィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ┦ᙜࡍࡿᆅᇦ࡛ࠊ⎔ቃ┬ࡀ㝖ᰁࢆᢸᙜࡍࡿࡓࡵࠊ┤㎄ᆅ
ᇦࡤࢀࡿࠋ



ởᰁ≧ἣ㔜Ⅼᆅᇦࡣࠊ✵㛫⥺㔞ࡀȣ6Y௨ୖࡢሙᡤ࡛࠶ࡾࠊ⎔ቃ┬࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛ⮬యࡀ㝖ᰁࢆᢸᙜࡍࡿࡓ
ࡵࠊ㠀┤㎄ᆅᇦࡤࢀࡿࠋ
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㸰㸧ởᰁ≧ἣ㔜Ⅼᆅᇦࡢ㝖ᰁ࠾ࡅࡿ⥺㔞పῶຠᯝࡑࡢ㝈⏺
ᙜጤဨ࡛ࡣࠊୖグࡘࡢᆅᇦࡢ࠺ࡕࠊࡼࡾከࡃࡢᆅᇦ࡛㝖ᰁࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿởᰁ≧ἣ㔜Ⅼ
ᆅᇦ࠾ࡅࡿ㝖ᰁࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᆅㄪᰝࢆᐇࡋࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ㝖ᰁ
ࡢᑐ㇟ࡈࠊ㝖ᰁࡢ᪉ἲࠊຠᯝࡑࡢ㝈⏺ࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

DᏛᰯࠊබᅬࠊᐙᒇࠊ㐨㊰࣭ഃ⁁ࡢ㝖ᰁ
ձᏛᰯࠊබᅬࡢ㝖ᰁ
Ꮫᰯࡸබᅬࡢ㝖ᰁࡣࠊᏊࡶࡢ⿕ࡤࡃపῶࢆᅗࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊ᭱ඃඛᐇࡉࢀࡓࠋ
Ꮫᰯࡢᰯᗞࡸබᅬࡢ㝖ᰁࡣࠊ⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾᅵተࡢ⿕そ࠸࠺ᡭἲ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡞ᡭἲࡣࠊᆅ⾲FPࡢ⾲ᅵࢆ㔜ᶵ࡛ࡂྲྀࡾࠊࡑࡢୖࡽ᪂ࡋ࠸ᅵተࢆ⿕そࡍࡿ࠸
࠺ᡭἲ࡛࠶ࡿࠋࡣࡂྲྀࡗࡓ⾲ᅵࡣࠊᙜヱᩜᆅ㸦ᰯᗞࡸබᅬ㸧ࡢ୍ゅᇙࡵ࡚ࠊ௬⨨ࡁሙࡀỴ
ࡲࡿࡲ࡛ᬻᐃⓗ⟶⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋᮏᯇᕷࡸ༡┦㤿ᕷࡢᑠᏛᰯࡢ࡛ࡣࠊP
⛬ᗘࡢ✰ࠊࡣࡂྲྀࡗࡓ⾲ᅵࢆᇙタࡋࡓᚋࠊୖࡽ᪂ࡋ࠸ᅵተࢆP⛬ᗘ⿕そࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊᮏᯇᕷࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯᰯࡢᒇእ㸦ᰯᗞ㸧࡛ࡣࠊ㝖ᰁ๓ᖹᆒȣ6Y࡛࠶ࡗࡓ
⥺㔞ࡀᖹᆒȣ6Yࡲ࡛పῶࡋࡓࠋࡲࡓࠊ༡┦㤿ᕷࡢᏛᰯᩍ⫱タタࡢᒇእ㸦ᰯ
ᗞ㸧࠾࠸࡚ࡶࠊᖹᆒȣ6Yࡽᖹᆒȣ6Yࡲ࡛పῶࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾᅵተࡢ⿕そࡣࠊ୍ᐃࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㝖ᰁຠᯝ
ࡢ⥅⥆ࡘ࠸࡚ࠊ㝖ᰁᚋࡶ⥅⥆ⓗࣔࢽࢱࣜࣥࢢㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ㝖ᰁࡢຠᯝࡣ⥔ᣢࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᏛᰯࡢ㐟ල㸦ᮌ〇㐟ලࡸ࣮ࣟࣉ࡞㸧ࡸࠊᨺᑕᛶ
≀㉁ࡀ㞟✚ࡋࡸࡍ࠸ࣉ࣮ࣝࢧࢻࡢഃ⁁࡛ࡣ㧗⥺㔞ࡀィ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶ࠶ࡾࠊᚋࡢㄢ
㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ղᐙᒇࡢ㝖ᰁ
ᐙᒇࡢ㝖ᰁࡣࠊᒇ᰿ࠊ㞵࠸࣭ഃ⁁ࠊእቨࠊᗞࠊᰙ࣭ሟ➼ࡢ㒊ศࡘ࠸࡚ࠊὙίࡸࠊⴠࡕ
ⴥ➼ࡢ㝖ཤࠊ㝖ⲡࠊ⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾ➼ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⾲㸲㸳㸰㸯ࠖࡣࠊఀ㐩ᕷࡢ㌺ࡢ୍⯡ఫᏯࡢ㝖ᰁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀᩘ࢝ᡤࡎࡘ
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ ᐃ್ࡣᖜࡀ࠶ࡿࡀࠊᐙᒇ%ࡢ⮬Ꮿࢆ㝖ࡁࠊ࠾࠾ࡴࡡ㝖ᰁᚋࡢపῶຠ
ᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ㞵࠸ࡸ㞵࠸ୗࡣ㧗⥺㔞࡛࠶ࡿሙྜࡀከࡃࠊ≉ࠊࡇࢀࡽࡢ⟠ᡤࡢὙί
ࡣ⥺㔞పῶຠᯝࡀ㧗࠸ࡇࡀศࡿࠋࡲࡓࠊ㝖ᰁࡽ࢝᭶⤒㐣ᚋ࠾࠸࡚ࡶࠊ㝖ᰁࡢຠ
ᯝࡀ࠾࠾ࡴࡡࠊᐙᒇ$ࡢ㞵࠸ୗ࡞ࢆ㝖ࡁ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ





ᮏᯇᕷࠊ༡┦㤿ᕷࣄࣜࣥࢢ



ᮏᯇᕷࣄࣜࣥࢢ



༡┦㤿ᕷࣄࣜࣥࢢ



ఀ㐩ᕷࣄࣜࣥࢢ



ఀ㐩ᕷࣄࣜࣥࢢ
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ᐙᒇ㻭
㝖ᰁ๓
⋞㛵๓
ᗞ
⮬Ꮿ

㝖ᰁᚋ

㻞㻚㻞䡚㻟㻚㻟 㻜㻚㻤䡚㻝㻚㻜

ᐙᒇ㻮
㻟䜹᭶ᚋ
㻜㻚㻤

㻞㻚㻡䡚㻠㻚㻝 㻝㻚㻡䡚㻞㻚㻡 㻝㻚㻞䡚㻝㻚㻟

㝖ᰁ๓

㝖ᰁᚋ

ᐙᒇ㻯
㻟䜹᭶ᚋ

㻜㻚㻤䡚㻝㻜㻚㻥 㻜㻚㻥䡚㻞㻚㻤 㻜㻚㻠䡚㻟㻚㻡
䇷

䇷

䇷

㝖ᰁ๓

㝖ᰁᚋ

㻟䜹᭶ᚋ

㻟㻚㻞

㻜㻚㻤

㻜㻚㻣

㻞㻚㻜䡚㻞㻥㻚㻡 㻜㻚㻢䡚㻡㻚㻡 㻜㻚㻡䡚㻠㻚㻤

㻝㻚㻜䡚㻠㻚㻟 㻜㻚㻣䡚㻟㻚㻠 㻜㻚㻣䡚㻟㻚㻞 㻝㻚㻞䡚㻞㻠㻚㻜 㻜㻚㻡䡚㻟㻝㻚㻝 㻜㻚㻤䡚㻤㻚㻞 㻞㻚㻢䡚㻠㻢㻚㻞 㻜㻚㻣䡚㻣㻚㻢 㻜㻚㻥䡚㻤㻚㻡

㞵䛹䛔䚸㞵䛹䛔ୗ

㻢㻚㻡

㻜㻚㻥

㻞㻚㻥

㻥㻣㻚㻠

㻢㻚㻥

㻝㻚㻣

㻟㻥㻚㻟

㻝㻚㻣

㻝㻚㻜

⾲㸲㸳㸰㸯ఀ㐩ᕷ࠾ࡅࡿ㝖ᰁຠᯝࡢ㸦ᆅ⾲࠾ࡅࡿ⥺㔞㸹༢ȣ6YK㸧


ࡲࡓࠊ
ᮏᯇᕷࡢ୍⯡ఫᏯ࡛ࡣࠊ
㝖ᰁࡼࡾࠊ
ᒇ᰿ࡸ㞵࠸➼࡛㸣ࠊ
Ỉ⁁ࡸᗞ➼࡛㸣ࠊ
㥔㌴ሙ࡛㸣ࡢ⥺㔞పῶࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊㄪᰝࡼࢀࡤࠊఫᏯࡢ❧ᆅ⎔ቃࡼࡿ⥺㔞పῶຠᯝࡢ㐪࠸ࡶぢࡽࢀࠊ࠼ࡤࠊᒣᯘ
ᅖࡲࢀࡓᆅᇦࡢఫᏯ࡛ࡣࠊ✵㛫⥺㔞༨ࡵࡿᒣᯘࡽࡢᨺᑕ⥺ࡼࡿᙳ㡪ࡀࡁ࠸ࡓࡵࠊ
㝖ᰁࢆᐇࡋ࡚ࡶࠊ⥺㔞పῶຠᯝࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠋ

ճ㐨㊰࣭ഃ⁁ࡢ㝖ᰁ
㐨㊰ࡢ㝖ᰁࡣࠊ⯒㠃ࡢ㧗ᅽὙί㐨➃ࡢⲡสࡾࠊഃ⁁ࡢሁ✚≀ࡢ㝖ཤ࡞ࡼࡾ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋᮏᯇᕷ࡛ࡣࠊ⯒㠃ࡼࡾࠊഃ⁁ࡢ㝖ᰁࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣഃ⁁ࡢሁ✚
≀ࡢ㝖ཤࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ㧗࠸⥺㔞పῶ⋡ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊ⯒㠃ࡢὙίỈࡀ⏝Ỉ
㊰ࡽἙᕝὶฟࡍࡿࡇࡼࡿỈ㉁ởᰁࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᮏᯇᕷࡢ࡛ࡣࠊ
㐨㊰ࡢ㝖ᰁࡼࡾࠊ㝖ᰁ๓ᖹᆒȣ6Y࡛࠶ࡗࡓ⥺㔞ࡀᖹᆒȣ6Yࡲ࡛పῶࡋࡓࠋ

ᕝෆᮧ࠾࠸࡚ࡣࠊᐙᒇ➼ࡢ㝖ᰁక࠺ᗫᲠ≀㐠ᦙࡢࡓࡵ㐨㊰ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡽࠊᐙ
ᒇ➼ࡢ㝖ᰁࢆࡲࡎ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊ㝖ᰁࡀࡋࡓᐙᒇ➼ࡢ࿘㎶ࡢ㐨㊰ࢆ㝖ᰁࡍࡿ᪉㔪࡛㐍ࡵ
࡚࠸ࡿࠋ

E㎰ᆅࠊ᳃ᯘࡢ㝖ᰁ
ձ㎰ᆅࡢ㝖ᰁ
㎰ᆅ㸦Ỉ⏣ࠊ⏿ࠊ∾ⲡᆅ࡞ࢆྵࡴ㸧ࡘ࠸࡚ࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣࠊ㈝⏝ᑐຠᯝぢྜ࠺ຠ⋡ⓗ
࡞㝖ᰁ᪉ἲࡀ࡞࠸ࠋᰯᗞࡸఫᏯྠࡌࡼ࠺⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾࢆ⾜࠼ࡤࠊ୍ᐃࡢຠᯝࡣぢ㎸ࡵ
ࡿࡀࠊࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣࠊ㔞ࡢởᰁᅵተࡢⓎ⏕ࡀㄢ㢟࡞ࡿࠋ῝⪔ࡸኳᆅ㏉ࡋࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ᆅᇦࡶከ࠸ࡀࠊࡇࡢ᪉ἲࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡢ㝖ཤ࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᕼ㔘ࠊᣑᩓ࡛࠶ࡾࠊᨺᑕᛶ≀
㉁ࡢ⥲㔞ࡢ๐ῶࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢᣦࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࠊᙜጤဨࡀ⾜ࡗࡓ࢘ࢡࣛࢼࡢ㎰ᴗᑓ㛛ᐙᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࡼࢀࡤࠊ࢘ࢡࣛ




ᮏᯇᕷࣄࣜࣥࢢ



ᮏᯇᕷࣄࣜࣥࢢ



ᕝෆᮧࣄࣜࣥࢢ
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ࢼ࡛ࡣࠊ㎰ᆅࡘ࠸࡚ࡣ✚ᴟⓗ㝖ᰁࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ࢘ࢡࣛࢼ࡛ࡣࠊ⾲ᅵࡂྲྀ
ࡾࡣࠊ㧗ࢥࢫࢺ࡛࠶ࡿࡇࠊᅵተࡢ⫧Ỻࡉࢆᦆ࡞࠺ࡇࠊởᰁᅵተࡢᇙࡵ❧࡚ሙᡤ࡛⏕ែᏛ
ⓗ࡞ၥ㢟Ⅼࡀ⏕ࡌࡿࡇࠊ࠸ࡗࡓ⌮⏤࡛ࠊ㎰ᆅᑐࡍࡿ㝖ᰁࡢᐇࡣ㐺ᙜ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢘ࢡࣛࢼ࡛ࡣࠊ㎰ᆅởᰁࡀࡑࡢࡲࡲ㣗ရởᰁࡘ࡞ࡀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ
╔┠ࡋࠊ㎰ᆅࢆά⏝ࡍࡿᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㝖ᰁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣒࢝ࣜ࢘ࢆከ⏝ࡍࡿᅵተᨵ
Ⰻࠊ᳜≀ࡀ྾ࡍࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢྜࢆ⪃៖ࡋࡓ㎰ᴗࠊᐙ␆ࡢయෆࡢࢭࢩ࣒࢘⃰ᗘࢆపῶ
ࡉࡏࡿ㓗㎰ࡸ␆⏘ࠊࢭࢩ࣒࢘྾╔ࡢ⏝࡞ࡢ᪉ἲࡼࡾࠊởᰁᗘࡢప࠸㣗ရࢆ⏕⏘
ࡍࡿᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ղ᳃ᯘࡢ㝖ᰁ
᳃ᯘࡢ㝖ᰁࡶࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣࠊ᭷ຠ࡞ᡭẁࡀᑡ࡞࠸ࠋᶞᮌࡢᯞⴥࡢᐃࠊ⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾ
ཬࡧそᅵࢆࠊ≉ᐃࡢᆅⅬ࡛ࡣ࡞ࡃࡼࡾᗈ࠸㠃✚ᑐࡋ⾜࠼ࡤࠊ⥺㔞ࡢపῶࡣぢ㎸ࡵࡿࡀࠊ᳃
ᯘࡢ㠃✚ࡣࠊ㎰ᆅ௨ୖᗈ࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪉ἲࡼࡿ㝖ᰁࡣࠊᐇ㝿ୖࠊᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࡇࡢᡭἲ࡛ࡣࠊ⾲ᅵὶฟࡼࡿᅵ◁⅏ᐖࡢⓎ⏕࡞ࡶᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊఫᏯࡢ࿘㎶ࡢ᳃ᯘ㝈ࡾࠊ᳃ᯘࡢ⦕ࡽ᳃ᯘࡢዟྥࡗ࡚Pࢆ┠Ᏻࡋ࡚ࠊᯞ
ࡢᐃࡸⴠࡕⴥࡢ㝖ཤࡀᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡣࠊ㢼㞵ࡼࡾࠊ᳃ᯘࡢዟ
ࡽఫᏯࡢ᪉ྥᑐࡋ࡚ὶࢀ㎸ࡴྍ⬟ᛶࡀྰᐃ࡛ࡁࡎࠊࡇࡢⅬࢆ༴ࡍࡿኌࡶ࠶ࡿࠋ

㸱㸧㝖ᰁక࠺ㅖၥ㢟

D⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾࡼࡿᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢฎศࡢၥ㢟
⌧Ⅼ࡛ࠊ㝖ᰁࡼࡿ⥺㔞పῶຠᯝࡀ᭱ࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲࡣࠊ⾲ᅵࡢࡂྲྀࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊࡇࢀࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࢆྵࡴởᰁᅵ➼ࡢᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࢆ㔞Ⓨ⏕ࡉࡏࡿࠋ
⎔ቃ┬ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࢆ㞟୰ⓗ⟶⌮ࡍࡿಖ⟶ሙᡤ㸦୰㛫㈓ⶶタ㸧ࢆᖺ
௨ෆᘓタࡍࡿࡋ࡚࠾ࡾࠊ୰㛫㈓ⶶタ࡛ᖺ㛫୰㛫㈓ⶶࡋࡓᚋࠊ⚟ᓥ┴እ࡛᭱⤊ฎศࡍ




ࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ



,$($͆(QYLURQPHQWDO&RQVHTXHQFHVRIWKH&KHUQRE\O$FFLGHQWDQGWKHLU5HPHGLDWLRQ7ZHQW\<HDUVRI
([SHULHQFH5HSRUWRIWKH&KHUQRE\O)RUXP([SHUW*URXS͂(QYLURQPHQW͇̓  



᳜≀ࡼࡾࢭࢩ࣒࢘ࡢ⛣⾜ಀᩘ㸦ᨺᑕᛶ≀㉁ࡀᅵተࡽ᳜≀྾ࡉࢀࡿྜ㸧ࡀ␗࡞ࡿࡇ╔┠ࡋࠊ⛣⾜ಀᩘ
ࡀ㧗࠸᳜≀ࡣ᱂ᇵࡋ࡞࠸㎰ᴗࡢ㌿ࡸࠊ⳯✀ࡼࡿࢭࢩ࣒࢘྾╔ࢆ⏝ࡋࡓᅵተࡢᨵⰋ࡞ࢆ⾜࠺ࠋ



ᐙ␆ࢆฎ⌮ࡍࡿ࢝᭶๓⛬ᗘࡽࠊࢭࢩ࣒࢘ởᰁࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᐙ␆㣫ᩱࢆ࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᐙ␆ࡢయෆࡢࢭ
ࢩ࣒࢘⃰ᗘࢆపῶࡉࡏࡿ㓗㎰ࠊ␆⏘ࢆ⾜࠺ࠋ



ࣉࣝࢩࣥࣈ࣮ࣝࡢࡼ࠺࡞ࢭࢩ࣒࢘྾╔ࢆᐙ␆࠼ࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊᐙ␆ࡀ྾ࡍࡿࢭࢩ࣒࢘ࢆῶࡽࡍ㓗㎰ࠊ
␆⏘ࢆ⾜࠺ࠋ



࢘ࢡࣛࢼ㎰ᴗᨺᑕ⥺◊✲ᡤࣄࣜࣥࢢྠࡌࡃࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾࡼࡾ㎰ᆅࡀởᰁࡉࢀࡓ࣮࣋ࣛࣝࢩࠊࣟ
ࢩ࡛ࡶࡇࢀࡽࡢᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



⎔ቃ┬ࠕ㝖ᰁ㛵ಀ࢞ࢻࣛࣥࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧
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ࡿࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ୰㛫㈓ⶶタࡢỴᐃࡣ㞴⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

E௬⨨ࡁሙࡢၥ㢟
ୖグࠕDࠖࡢ࠾ࡾࠊ㝖ᰁࢆᐇࡍࡿ⮬య࠾࠸࡚ࠊ㝖ᰁక࠸Ⓨ⏕ࡍࡿᨺᑕᛶᗫᲠ≀
ࢆ୰㛫㈓ⶶタࡢᡂࡲ࡛ࠊᖺࢆࡵಖ⟶ࡍࡿࠕ௬⨨ࡁሙࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡿࠋࡋࡋࠊ୰
㛫㈓ⶶタࡢỴᐃࡀ㞴⯟ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢタ⨨ࡢぢ㎸ࡳࡀ❧ࡓ࡞࠸ࡇࡽࠊྛ⮬యཬࡧఫ
Ẹࡽࡣࠊ௬⨨ࡁሙࡀᖺࢆ㉸࠼࡚⨨ࢀ⥆ࡅࡿࡇ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ᠱᛕࡢኌࡶ
࠶ࡾࠊࡑࡢ㑅ᐃࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡽࠊᙜヱᗫᲠ≀ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ
ᡤᬻᐃⓗಖ⟶ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᑐ⟇ࡀྛ⮬య࡛ඹ㏻ࡢၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜึࠊྛ⮬యࡣࠊࡑࡢබ᭷ᆅ௬⨨ࡁሙࢆタ⨨ࡍࡿணᐃ࡛ㄪᩚࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋࡋࠊ
ከࡃࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊ㏆㞄ఫẸࡢ⌮ゎࢆᚓࡽࢀࡎࠊ௬⨨ࡁሙࡢሙᡤࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᙜヱ⮬యࡣࠊఫẸࡢㄝ᫂ࢆᩘᗘࢃࡓࡾᐇࡋࠊఫẸࡢ⌮ゎࢆ⋓ᚓࡋࠊྛ⮬
యࡢ⾜ᨻ༊༢࡛௬⨨ࡁሙࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ௬⨨ࡁሙࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊᬻᐃ
ⓗྛఫᏯࡢᩜᆅෆᇙタࡍࡿᡭẁࢆࡗ࡚࠸ࡿࡶ࠶ࡿࠋ
௬⨨ࡁሙࡢ☜ಖ࠸࠺ㄢ㢟ࡣࠊᾏእ࠾ࡅࡿ㝖ᰁసᴗ࡛ࡶ᭱ࡢதⅬ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜ
ྜ⾗ᅜ⎔ቃಖㆤᗇ࠾࠸࡚ࡣࠊ௬⨨ࡁሙタ⨨ࡢఫẸᑐࡍࡿㄝ᫂ࡸ΅ࡀࠊ㝖ᰁ㒊⨫ࡢົ
ෆᐜࡢ༙ศ⛬ᗘࢆ༨ࡵࡿࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸧㝖ᰁ௨እࡢ⿕ࡤࡃపῶ⟇ࡢᚲせᛶ
ୖグࡢ࠾ࡾࠊ㝖ᰁࡣ୍ᐃࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊ࠼ࡤࠊᒣᯘᅖࡲࢀࡓᆅᇦࡢఫᏯ࡞
ࠊ㝖ᰁࡼࡿ⥺㔞పῶຠᯝࡀ㝈ᐃⓗ࡞ᆅᇦࡶᏑᅾࡍࡿࠋᚋ⫼ᯘࢆ᭷ࡍࡿఫᏯᐦ㞟ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠊ
⚟ᓥᕷΏᆅ༊ࡸἼᆅ༊࡛ࡣࠊ᳃ᯘࡽࡢᨺᑕ⥺ࡼࡾࠊ✵㛫⥺㔞⋡ࡀ⚟ᓥᕷෆ࡛ࡶ㧗࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝖ᰁ௨እࡢ⿕ࡤࡃపῶ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᆅ༊࠾࠸࡚ࡣࠊᏊࡶࡸዷ፬ࡢ⿕ࡤࡃࢆపῶࡉࡏࡿࡓࡵࠊ୍㑊㞴ࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋྠᵝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾᚋ࠾࠸࡚ࡶࢧࢼࢺ࣒ࣜ࢘
㸦ࠕ㸲㸲㸱ࠖཧ↷㸧ࡋ࡚ᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㝖ᰁ⭾࡞ண⟬ࡀᢞධࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ୍
㑊㞴࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡣၥ㢟࡛࠶ࡿ࠸࠼ࡿࠋ








୰㛫㈓ⶶタࡣࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣࠊ㹼P㸦ᮾிࢻ࣮࣒ࡢ㹼ಸ㸧ࡢᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡢฟࢆᐃࡋࠊ㹼NP
ࡢᩜᆅ㠃✚ࢆ☜ಖࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⎔ቃ┬ࡣࠊ୰㛫㈓ⶶタࡢ❧ᆅሙᡤࡘ࠸࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢ
Ⅼ࡛ࡣࠊⴥ⏫ࠊ⇃⏫ࠊᴍⴥ⏫୰㛫㈓ⶶタࢆศᩓタ⨨ࡍࡿ᪉ྥ࡛㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊỴᐃࡣ㞴⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



⚟ᓥ┴㛵ಀ⮬యࣄࣜࣥࢢ



⡿ᅜྜ⾗ᅜ⎔ቃಖㆤᗇᑓ㛛ᐙࣄࣜࣥࢢ
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➨㸲㒊 ⿕ᐖࡢ≧ἣ⿕ᐖᣑࡢせᅉ

㸳㸧㝖ᰁ≉ูᆅᇦࡢ㝖ᰁࡢ⌧≧
๓グࡢ࠾ࡾࠊ㝖ᰁࡣࠊ㝖ᰁ≉ูᆅᇦởᰁ≧ἣ㔜Ⅼᆅᇦࡢࡘࡢᯟ⤌ࡳ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
㆙ᡄᆅᇦィ⏬ⓗ㑊㞴༊ᇦ┦ᙜࡍࡿᆅᇦࡣࠊ㝖ᰁ≉ูᆅᇦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ⎔ቃ┬
ࡀ㝖ᰁࢆᢸᙜࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊྛ⮬యࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿởᰁ≧ἣ㔜Ⅼᆅᇦ␗࡞ࡾࠊ
ࣔࢹࣝᴗඛ⾜㝖ᰁࡀ⾜ࢃࢀࡓ௨እࡣᐇࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㝖ᰁ≉ูᆅᇦࡣࠊᖺ㛫P6Y௨ୖࡢᆅᇦࡀከࡃࠊఫẸࡣཎ๎ࡋ࡚㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽᆅ
ᇦࡢᚋࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝖ᰁࡑࢀࡼࡿ᪩ᮇࡢᖐ㑏ࢆồࡵࡿኌࠊ㝖ᰁ௨እࡢᨭࢆồ
ࡵࡿពぢ࡞ࠊఫẸࡢ⪃࠼᪉ࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௨ୗᙜጤဨࡀᐇࡋࡓఫẸࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬
⏤ᅇ⟅ḍࡢෆᐜࡢ୍㒊ࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋ

D㝖ᰁ㸦ཬࡧࡑࢀࡼࡿ᪩ᮇࡢᖐ㑏㸧㈶ᡂࡍࡿពぢ
ࠕᮏᙜᅜࡀ⏫ẸࢆᡠࡍẼᣢࡕࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⥲ຊࢆ࠶ࡆ࡚᪩ᮇ㝖ᰁࢆࡍࡁ࡛࠶
ࡿࠖ㸦ⴥ⏫ࡢఫẸ㸧
ࠕᮏ᱁ⓗ㝖ᰁࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊඖࡶࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠖ㸦ᕝಛ⏫ࡢఫẸ㸧
ࠕ୍้࡛ࡶ୍᪥࡛ࡶ᪩ࡃ㝖ᰁࢆࡋ࡚ඖࡢ⚟ᓥⴥ㒆ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋᖺࡶᖺࡶࡣࠊ
࡚ࡶᚅ࡚ࡲࡏࢇࠋࡢ⏕άࡣࠊ࡚ࡶ⑂ࢀࡲࡍࠋ୍᪥ࡶ᪩ࡃඖࡢࡇࢁᖐࡾࡓ࠸࡛ࡍࠖ
㸦ᴍ
ⴥ⏫ࡢఫẸ㸧

E㝖ᰁ௨እࡢᨭࢆồࡵࡿពぢ
ࠕ㝖ᰁࡼࡾࡶࠊⴠࡕࡘ࠸࡚⏕άฟ᮶ࡿሙᡤࡀࡋ࠸ࠋ͐͐ᑠࡉ࡞ᐙ࡛⤖ᵓ࡛ࡍࡽసࡗ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠖ㸦ⴥ⏫ࡢఫẸ㸧
ࠕ㸦⏫㸧ᖐࡾࡓ࠸ࡀࠊ⌧ᐇⓗࡣ↓⌮࡞ࡢࡣࠊࡳࢇ࡞ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࠋ㝖ᰁࡼࡾ㈺
ൾࢆ☜ᐇ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋᡭࢮࢿࢥࣥࡔࡅࡀᚓࢆࡍࡿ㸦㝖ᰁ㸧㑊㞴⪅ࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀࡼ
ࡾࡶࠊᆅ༊⛣ఫࡍࡿ㈨㔠㸦㈺ൾ㸧ࡀࡋ࠸ࠖ㸦ⴥ⏫ࡢఫẸ㸧
ࠕ⇃⏫㝖ᰁࡣᚲせ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ࣒ࢲ࡞㈝⏝ࢆࢃࡎู࡞᪉ண⟬ࢆᅇࡍࡁࡔᛮ
࠺ࠋ᪩ࡃఫẸࡢ᪉ྥᛶࢆỴࡵ࡚ࡋ࠸ࠖ㸦⇃⏫ࡢఫẸ㸧

௨ୖࡢ࠾ࡾࠊ㝖ᰁࡼࡿ⥺㔞పῶࡣࠊ୍ᐃࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡿ༙㠃ࠊ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇࡶ
᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ୰ࠊఫẸࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ኌࡀ࠶ࡿࠋ

㸴㸧㝖ᰁࡢᅾࡾ᪉ఫẸࡢ㑅ᢥᶒ
⏕άᇶ┙ࡢᅇࡣࠊ㝖ᰁࡀᐇࡉࢀࡍࢀࡤᐇ⌧ࡍࡿ࠸࠺⡆༢࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᨻᗓࡣࠊ
ఫẸࡢ⏕άᇶ┙ࡢᅇࡶ⪃៖ࡢୖࠊ㝖ᰁࡼࡿ⥺㔞పῶࡢຠᯝཬࡧ㝈⏺ࢆ༑ศ᳨ウࡋ࡚ࠊఫ
Ẹᑐࡍࡿᨭࡢ⟇ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃៖ࡢୖ࡛ࠊᨻᗓࡣࠊ㝖ᰁሙᡤࡢ㑅ู
ᇶ‽సᴗࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ♧ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅜࡢ㑊㞴ᣦ♧ࡢ᭷↓ࢃࡽࡎࠊ㑊㞴ࡋࡓ⪅ࡶࠊ㑊㞴ࡏࡎࡲࡗࡓ⪅ࡶࠊ
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➼ࡋࡃ㐺ษࡘᚲせ࡞ᨭࡀ⾜ࢃࢀࡿไᗘࡀᮃࡲࢀࡿࠋཎⓎᨾᏊࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭἲࡣࠊ
ࡑࡢ➨୍Ṍ࡛࠶ࡿࡀࠊྠἲᇶ࡙ࡃලయⓗ࡞ᨻ⟇ࡸண⟬ࡣࡇࢀࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊఫẸࡢ
⮬ᕫỴᐃᶒࢆᑛ㔜ࡍࡿࡃࠊఫẸࡀࠊᖐᏯཪࡣ⛣㌿ࠊ⿵ൾࢆ⮬ศุ࡛᩿ࡋࠊ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࠊ
ᆅᇦࡢᐇࡸఫẸࡢពᛮࢆࡃࢇࡔࠊ⥲ྜⓗ࡞⿕ࡤࡃపῶ⟇ࢆㅮࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ





ᮾி㟁ຊཎᏊຊᨾࡼࡾ⿕⅏ࡋࡓᏊࡶࢆࡣࡌࡵࡍࡿఫẸ➼ࡢ⏕άࢆᏲࡾᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢ⿕⅏⪅ࡢ⏕άᨭ➼
㛵ࡍࡿ⟇ࡢ᥎㐍㛵ࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥ᡂ❧㸧
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➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟


➨㸳㒊࡛ࡣࠊᨾࡢཎᅉࠊ๓ᑐ⟇ࡢഛࠊ༴ᶵ⟶⌮ୖࡢၥ㢟Ⅼࠊᨾᚋࡢ⿕ᐖᣑ㜵Ṇ
⟇ࡢၥ㢟Ⅼ࡞ࠊࡇࢀࡲ᳨࡛ドࡋ࡚ࡁࡓ㇟ࡘ࠸࡚ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢほⅬࡽศᯒࡍࡿࡇ
࡛ࠊᨾᙜ⪅࡛࠶ࡿᮾ㟁ཬࡧつไᙜᒁࡢ⤌⧊ୖ࠶ࡿ࠸ࡣไᗘୖࡢၥ㢟ࢆ᫂ࡽࡋࠊ
ᚋࡢᒎᮃࡶྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿࠋ


㻌

㻌
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㸳㸯 ᨾཎᅉࡢ⏕ࡲࢀࡓ⫼ᬒ

ᅇࡢᨾࡢཎᅉࡣࠊఱᗘࡶᆅ㟈࣭ὠἼࡢࣜࢫࢡ㆙㚝ࡀ㬆ࡽࡉࢀࠊᑐᛂࡍࡿᶵࡀ࠶ࡗ
ࡓࡶࢃࡽࡎࠊᮾி㟁ຊᰴᘧ♫㸦ᮾ㟁㸧ࡀᑐ⟇ࢆ࠾ࢁࡑࡋ࡚ࡁࡓⅬ࠶ࡿࠋᮾ
㟁ࡣࠊᐇ㝿Ⓨ⏕ࡋࡓ㇟ࡘ࠸࡚ࡣᑐ⟇ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢࡢ㇟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡓ࠼㆙㚝ࡀ㬆ࡽࡉࢀࡓࡋ࡚ࡶࠊⓎ⏕ྍ⬟ᛶࡢ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࢆཱྀᐇࡋ࡚ᑐ⟇ࢆඛ㏦ࡾࡋ
࡚ࡁࡓࠋࡑࡢព࡛ࠊᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⪃࠼᪉ࡣ᰿ᮏⓗ࡞Ḟ㝗ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᮾ㟁ࡢጼໃࢆチࡋ࡚ࡁࡓつไᙜᒁࡢ㈐௵ࡶ㔜࠸ࠋつไᙜᒁࡣࠊࡑࡢຊ㔞㊊ࡽࠊ
㟁Ẽᴗ㐃ྜ㸦㟁㐃㸧ࢆ㏻ࡌࡓ㟁ຊᴗ⏺ࡢᢠࢆᢚ࠼ࡁࢀࡎࠊᣦᑟࡸ┘╩ࢆ࠾ࢁࡑ
ࡋ࡚ࡁࡓࠋ㟁㐃ഃࡢᥦࡍࡿつไࣔࢹࣝࢆࡢࡳࡋࠊッゴୖࡢࣜࢫࢡࢆ㍍ῶࡍࡿ᪉
ྥ࡛ᮾ㟁ඹ㜚ࡍࡿጼໃࡣࠊつไᙜᒁࡋ࡚ࡢయࢆᡂࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ⾜ᨻഃ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸
సⅭࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢホࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
࠼ࡤࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣࠊ᭱⤊ሗ࿌ࡲ࡛⮳ࢀࡤࠊᆅ㟈࣭ὠἼ➼ࡢタィᐃࢆ㉸࠼ࡿ
ࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮾ㟁ࡣ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆᮇ㝈࠾ࡾ
⤊ࡉࡏࡎࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᅇࡢᨾࢆᣍ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆᴗ⪅ࡢ௵ព
ࡢసᴗࡍࡿࡇࢆチࡋࡓࡤࡾࠊࡑࡢ᪩ᮇ⤊ࢆಁࡍດຊࢆᛰࡗࡓ⤒῭⏘ᴗ┬ཎᏊຊ
Ᏻ࣭ಖᏳ㝔㸦ಖᏳ㝔㸧ࡶ࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᾏእ࡛ࡢつไᐇ➼ࢆཷࡅ࡚ࠊὶ㟁※႙ኻᑐ⟇ࡢᣦ㔪ࡢᫎࡸࠊ┤ὶ㟁※ࡢ
ಙ㢗ᛶ㛵ࡍࡿ᳨ウ➼ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᣦ㔪ᨵゞࡼࡿつไࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ᮏᨾ⮳ࡿࡲ࡛ࠊ㛗㛫ࢃࡓࡿὶ㟁※႙ኻࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡢෆᐜࡀኚ᭦
ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊᮾ㟁ཬࡧಖᏳ㝔ࡣࠊຮᙉ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᅵᮌᏛホ౯ࢆୖᅇࡿὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙ
ྜᾏỈ࣏ࣥࣉࡀᶵ⬟႙ኻࡋ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠊᩜᆅ㧗ࡉࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ
฿᮶ࡋࡓሙྜࡣ㟁※႙ኻ⮳ࡿࡇࠊᩜᆅ㧗ࡉࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ฿᮶ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ༑ศ
ప࠸ࡍࡿ᰿ᣐࡀ࡞࠸ࡇࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋᮾ㟁ཬࡧಖᏳ㝔ࡗ࡚ࠊᅇࡢᨾࡣỴࡋ
࡚ࠕᐃእࠖࡣ࠸࠼ࡎࠊᑐ⟇ࡢഛࡘ࠸࡚㈐௵ࢆචࢀࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ



㸳㸯㸯 ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㐜ࢀ
ᮾ㟁⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸦௨ୗࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠖ࠸࠺㸧࠾ࡅࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵ
ゞཬࡧಖᏳ㝔ࡢᣦ♧ᇶ࡙ࡃ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣᙜึᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡀᮇ㝈ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡀࠊᮏᨾⅬ࠾࠸࡚ᮾ㟁ࡼࡿ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣ⤊ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢ
ᥦฟணᐃࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ
♧ࡽ⣙ᖺࠊ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞࡢዎᶵ࡞ࡗࡓ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏ࡽᖺࡢᖺ᭶ࢆせࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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せ࡞ࡿᐃࡉࢀࡓࡀࠊ⪏㟈⿵ᙉᕤࡣ╔ᡭࡉࢀࡓࡤࡾ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓᕤࡣ࡞ࡗࡓࠋ

ࡲࡓࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ୰㛫ሗ࿌ࡣࠊὠἼ➼ࡢᆅ㟈㝶క㇟㛵ࡍࡿホ౯ࡣྵࡲࢀ࡚
࠸࡞ࡗࡓࠋ୰㛫ሗ࿌ᥦฟಀࡿᴗ⪅ಖᏳ㝔㛫ࡢ༠㆟㐣⛬ࡣ㏱࡛᫂࠶ࡾࠊ୰㛫ሗ࿌ࡢෆ
ᐜࡢ๓ᥦࡸ㝈⏺ࡘ࠸࡚ࡶᆅඖ⮬యࡸఫẸ➼ṇ☜ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⪏
㟈⿱ᗘࡀ༑ศ࠶ࡿ࠸࠺ࡇࢆᩘᏐୖ♧ࡍࡇࡀ㞴ࡋࡗࡓࡓࡵࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ⤖
ᯝࡸࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣᑐእⓗබ⾲ࡉࢀࡎࠊᮾ㟁ࠊಖᏳ㝔ࡶ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖཬࡧㄝ᫂㈐௵࠸
ࡗࡓ㈐ົࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
≉ࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ᪩ᮇࡣಖᏳ㝔ࡗ࡚㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊ
ಖᏳ㝔ࡣࡑࡢ㐍ᤖ≧ἣࡢ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊබ㛤ࡢሙ࡛☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇࡶ࡞ࡗࡓࠋಖᏳ㝔
ࡢつไᙜᒁࡋ࡚ࡢጼໃࡣ࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

㸯㸧ಖᏳ㝔ࡼࡿ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ♧
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥᪂ࡓ࡞ࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖ㸦௨ୗ
ࠕ᪂⪏㟈ᣦ㔪ࠖ࠸࠺㸧ࡀෆ㛶ᗓཎᏊຊᏳጤဨ㸦௨ୗࠕᏳጤဨࠖ࠸࠺㸧࡛ṇᘧỴ
ᐃࡉࢀࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ᮾ㟁ࡀᥦฟࡋࡓ᪤タཎᏊ⅔タഛࡢ⪏㟈Ᏻホ౯ᐇィ
⏬᭩ࡼࡿࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶ᮎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

㸰㸧⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ୰㛫ሗ࿌
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊᮾ㟁᯽ᓮส⩚ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸦௨ୗ
ࠕ᯽ᓮส⩚ཎⓎࠖ࠸࠺㸧࡛タィࢆࡁࡃୖᅇࡿᦂࢀࡀほ ࡉࢀࡓࠋ᭶᪥⤒῭⏘ᴗ⮧
ࡽձ⮬⾨ᾘ㜵యไࡢᙉࠊղ㎿㏿ࡘཝ᱁࡞ᨾሗ࿌యไࡢᵓ⠏ࠊճᅜẸࡢᏳࢆ➨୍ࡋ
ࡓ⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆ㛵ࡍࡿᣦ♧ࡀ࡞ࡉࢀࠊᙜึᖹᡂ㸦㸧ᖺィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⪏㟈ࣂࢵ
ࢡࢳ࢙ࢵࢡ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇࡢᖜ࡞๓ಽࡋࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡢ㟁Ẽᴗ⪅ࡶ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇࡢᖜ࡞๓ಽࡋࡣ㞴ࡋࡃࠊ࠸ࡃࡘ
ࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࡛ᩘ࢝᭶๓ಽࡋ࡛ࡁࡓ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᮎࡲ࡛
ࠊᑡ࡞ࡃࡶ࠾ࡢ࠾ࡢࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ௦⾲ࣉࣛࣥࢺ࡛୰㛫ሗ࿌ࢆᐇࡍࡿࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋ
୰㛫ሗ࿌ࡢᑐ㇟⠊ᅖࡣձᇶ‽ᆅ㟈ືࡢ⟇ᐃࠊղᏳୖ㔜せ࡞ᘓ≀࣭ᵓ⠏≀ࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࠊ
ճᏳୖ㔜せ࡞ᶵჾ࣭㓄⟶⣔ࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࡉࢀࠊմᆅ㟈㝶క㇟ᑐࡍࡿ⪃៖㸦࿘㎶ᩳ
㠃ࠊὠἼ㸧ࠊյཎᏊ⅔ᘓᒇᇶ♏ᆅ┙ࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࠊնᒇእ㔜せᅵᮌᵓ㐀≀ࡢ⪏㟈Ᏻᛶࠊ




ᮾ㟁㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ
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ࡣ୰㛫ሗ࿌ࡢᑐ㇟⠊ᅖࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ୰㛫ሗ࿌ࢆ⾜࠺ࡇࡣಖᏳ㝔ᴗ⪅ࡢ㛫࡛ㄪᩚ
ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢỴᐃ⤒⦋ࡣ୍⯡ࡣබ⾲ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
୰㛫ሗ࿌ࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࡢᑐ㇟ࡣ㠀ᖖ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊࢆ㉸࠼ࡿタഛࡢ࠺ࡕࠊࠕṆࡵ
ࡿࠖࠕ෭ࡸࡍࠖࠕ㛢ࡌ㎸ࡵࡿࠖ㛵ࡍࡿせタഛࡢࡳࡀᑐ㇟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋṧ␃⇕㝖ཤ⣔ࡢ
㓄⟶⣔ࡢホ౯࠾࠸࡚ࡶࠊࢧ࣏࣮ࢺホ౯ࡣฟࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㝸㞳෭༷⣔ࡶᑐ㇟ྵࡲࢀ࡚࠸
࡞࠸ࡇࡽࠊࠕṆࡵࡿࠖࠕ෭ࡸࡍࠖࠕ㛢ࡌ㎸ࡵࡿࠖࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿせ࡞タഛࡘ࠸࡚⪏㟈
Ᏻᛶࡀ༑ศ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤖ㄽ࡙ࡅࡿࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚㟁㐃
ཬࡧಖᏳ㝔ࡣࠊࠕᶵჾࡢホ౯ࡣ୰㏵࡛࠶ࡾࠊせタഛࡢ୍ࢆ♧ࡋࠊ࠾࠾ࡴࡡၥ㢟࡞࠸⪃࠼
ࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡍࡇࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊⓎ㟁ᡤタഛࡢ⪏㟈Ᏻᛶࢆᅜ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ
┠ⓗࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜጤဨࡀ」ᩘࡢ㟁Ẽᴗ⪅ཬࡧಖᏳ㝔ࡢᢸᙜ
⪅࠶ࡽࡓࡵ࡚☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊ୰㛫ሗ࿌ࡢᶵჾࡢホ౯ࡣ㏵୰࡛࠶ࡿࡓࡵࠊⓎ㟁ᡤタഛࡢ
⪏㟈Ᏻᛶࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸧⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝࡢᑟධక࠺⪏㟈Ᏻᛶホ౯
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࠾ࡅࡿࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝࡢᑟධ㝿ࡋ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠊ⚟ᓥ┴▱
࡛࠶ࡿబ⸨㞝ᖹẶࡣࠊ⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆࠊ㧗⤒ᖺᑐ⟇ࡢ☜ㄆࠊᦙධᚋᖺ⤒㐣ࡋࡓΰྜ㓟
≀㸦02;㸧⇞ᩱࡢᛶ☜ㄆࡢࡘࡢᢏ⾡᮲௳㸦௨ୗࠕᢏ⾡ⓗ᮲௳ࠖ࠸࠺㸧ࡀ࡚‶ࡓࡉ
ࢀࡿࡇࢆᐇཷࡅධࢀᚲせྍḞ࡞᮲௳ࡋࡓࠋ
⚟ᓥ┴ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᏳᢏ⾡㐃⤡ጤဨ࡛࠶ࡿ⚟ᓥ┴ࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊᢏ⾡ⓗ᮲௳㛵ࡋ࡚ࠕ┴
ࡀᏳุ᩿ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜࡀᏳホ౯ࡋࡓࡇ⣡ᚓࡋࡓࠖࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪉࡛ࠊಖᏳ㝔ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵಀࡿ୰㛫ሗ࿌ࡢホ౯⤖ᯝࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ᪨ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊ୰㛫ሗ࿌ࡣ⪏㟈Ᏻᛶࢆᅜࡀ☜ㄆࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
⪏㟈Ᏻᛶࡀ༑ศ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤖ㄽ࡙ࡅࡿࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᐇࡣࠊ⚟ᓥ┴
ࡢᆅඖ⮬యࡣఏ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ


㸲㸧⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㐜ࢀ
ᙜึணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࢆ㐣ࡂࡿಖᏳ㝔ෆ࡛ࡶ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ
㐜ࢀࡀၥ㢟どࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾࠊಖᏳ㝔ࡢせㄳᇶ࡙ࡁ㟁㐃ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ྛ♫





 ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



 ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



 㟁㐃㈨ᩱ



 ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧᮾ㟁ຊᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



 ᮾ㟁㈨ᩱ



 ಖᏳ㝔㈨ᩱ



ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢཬࡧᮾ㟁ຊᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



 ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡢ᭱⤊ሗ࿌ᥦฟࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆࡲࡵ࡚ᥦฟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୍ぴࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈
ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᮎ௨㝆グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏᨾ
Ⅼࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡣᥦฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮾ㟁ࡢෆ㒊㈨ᩱࡼࡿᮏᨾ
Ⅼ࠾ࡅࡿ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟணᐃࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ
⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ♧ࡽ⣙ᖺࠊ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞࡢዎᶵ࡞ࡗࡓ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈
⅏ࡽᖺࡢᖺ᭶ࢆせࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸳㸧ᚲせ࡞⪏㟈⿵ᙉᕤ
ᮏᨾⅬ࠾࠸࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡಀࡿ⪏㟈⿵ᙉᕤせࡍࡿ㈝⏝
ࡣ൨⛬ᗘᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮏᨾⅬ࠾࠸࡚⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㹼ྕᶵཬࡧྕᶵࡢ
⪏㟈⿵ᙉᕤࡢᐇᐇ⦼ࡣ࡞ࡃࠊࠊྕᶵࡶᐃᮇ᳨ᰝྜࢃࡏ࡚⪏㟈⿵ᙉᕤࡀ╔ᡭࡉࢀࡓࡤ
ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᐇ῭ࡳࡢ⪏㟈⿵ᙉᕤࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࠊ⿵ᙉᕤ⟠ᡤࡣᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿ㸦ࠊ
ྕᶵ࠾࠸࡚ࡶ᳨῭ࡳࡢᕤࡣ࡞࠸㸧ࠋ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

ᮏᨾⅬ࠾࠸࡚ࡣࠊ⪏㟈⿵ᙉᕤࡢᐇᐇ⦼ࡣ࡞ࡗ

ࠊࠊࠊྕᶵ

ࡓࠋ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

ࢹ࣮ࢮࣝ⿵ᶵ෭༷ᾏỈ⣔㸦'*6:㸧࣏ࣥࣉᇶ♏࣎ࣝࢺࡢᕤ

ྕᶵ

ࢆᐇ୰ࠋ

⚟ᓥ➨୍ཎⓎ

㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺ࢝ᡤࡢ⿵ᙉࢆᐇ῭ࡳࠋ

ྕᶵ
⾲㸳㸯㸯㸯

ᐇ῭ࡳࡢ⪏㟈⿵ᙉᕤ


㸴㸧⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢᑐእⓗ࡞බ⾲
⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ᭱⤊ሗ࿌⤖ᯝࡀබ⾲ࡉࢀࡓ㝿ࠊཎⓎࡢ❧ᆅࡍࡿᆅඖఫẸࡀ⤖ᯝࢆၥ
㢟どࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ཎᏊ⅔ࡀṆࡍࡿࣜࢫࢡࢆᠱᛕࡋࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ⤖ᯝࡢබ⾲ࡣ
⪏㟈⿵ᙉᕤࡀ⤊ࡋࡓᚋ⾜࠺ࡇࡉࢀࠊࡲࡓࠊཎᏊ⅔ࡢ✌ാ⋡ࢆඃඛࡍࡿࡓࡵࠊ⪏㟈
⿵ᙉᕤࡣᐃᮇ᳨ᰝࡢ᳨ᰝᮇ㛫୰ࡢࡳᐇࡉࢀࡿࡼ࠺ィ⏬ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ
࢙ࢵࢡ⪏㟈⿵ᙉᕤࡢணᐃཬࡧ㐍ᤖࡀබ⾲ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ




㟁㐃㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ⪏㟈⿵ᙉᕤࡢ㐜ࢀࡘ࠸࡚ࠊಖᏳ㝔ࡢ⪏㟈Ᏻᑂᰝᐊ㛗ࡣࠕ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺⅬ࠾࠸࡚㸧⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᮇ㝈ࡀᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆
࡛ࡣ㐜࠸᪨ࢆఏ࠼ࠖࡲࡓࠊࠕᐃᮇⅬ᳨ࡢࢱ࣑ࣥࢢ࡛⪏㟈⿵ᙉࡀࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ┦ᙜࡢ
㛫ࡀࡿࡇࡶ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡾࠊཎᏊ⅔ࡢ✌ാࢆṆࡵ࡚ᕤࢆ⾜࠺ࡁ⪃࠼࡚࠸ࡓࠖࢥ
࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋ๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟணᐃࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢணᐃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊಖ
Ᏻ㝔ࡣ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㐍ᤖ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᮾ㟁ࡶලయⓗ࡞ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢࢫ
ࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆಖᏳ㝔ఏ࠼ࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊ┤㏆ࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀᑐእⓗ
බ⾲ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ



㸳㸯㸰 ඛ㏦ࡾࡉࢀࡓὠἼᑐ⟇
ᅵᮌᏛホ౯ࢆୖᅇࡿὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜᾏỈ࣏ࣥࣉࡀᶵ⬟႙ኻࡋ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿ༴㝤
ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢᩜᆅ㧗ࡉࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜ㟁※႙ኻ⮳ࡿࡇ
ࢆつไᙜᒁཬࡧᮾ㟁ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᅇࠊ㔜࡞ὠἼࡢࣜࢫࢡࡀ┳㐣ࡉࢀࡓཎᅉࡣࠊᆅ㟈Ꮫࡸホ౯ᡭἲ⮬యࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ
㟈Ꮫࡸホ౯ᡭἲࢆ㒔ྜࡼࡃゎ㔘ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᑐ⟇ࡢඛ㏦ࡾࢆṇᙜࡍࡿᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⪃࠼᪉࠶ࡗࡓ࠸࠼ࡿࠋ⛉Ꮫⓗ❧ドࡉࢀ࡚࠸࡞ࡃࡶࠊྍ⬟ᛶࡀྰᐃ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㇟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾᑐ⟇ࢆㅮࡎࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ᪂▱ぢ࡛ྍ⬟ᛶ
ࡀ♧ࡉࢀࡓⅬ࡛ࠊཎᏊ⅔ࡢᏳᑐࡋ୍࡚⩏ⓗ࡞㈐௵ࢆ㈇࠺ᴗ⪅ồࡵࡽࢀࡿ⾜ືࡣࠊሁ
✚≀ㄪᰝ➼࡛⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࢆ᫂☜ࡋࡓࡾࠊ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࡀ᫂☜࡛࡞࠸▱ぢࡀᇶ‽ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ
࡞࠸ࡼ࠺ാࡁࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚑ๓ࡢᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼᑐࡋ࡚ࡶࠊྍ⬟࡞㝈ࡾᑐ
⟇ࢆㅮࡌࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ᮾ㟁ࡢὠἼᑐࡍࡿᑐᛂࡢ㐜ࢀࡣࠊつไᙜᒁ࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ࡶㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ
ࡢὠἼᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣಖᏳ㝔ෆ࡛༑ศሗඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⪏
㟈࣭ὠἼࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡍࡿ⟶⌮ࡣษ㏕ᛶࢆᣢࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋಖᏳ㝔ࡣὠ
Ἴᑐࡍࡿᑐᛂࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞ᣦ♧ࡣ⾜ࢃࡎࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㐍ᤖ≧ἣࡶ㐺ษ⟶⌮ࡣ⾜
ࢃࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋつไᙜᒁࡋ࡚ࡢ⫋㈐ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓつไᙜᒁࡢ㈐௵ࡣ㔜࠸ࠋ





ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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㸯㸧タィỈࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡼࡿ㟁※႙ኻཬࡧ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿ༴㝤ᛶࡢㄆ㆑

D㸬⁄Ỉຮᙉ࠾ࡅࡿᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼᑐࡍࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⬤ᙅᛶಀࡿㄆ㆑
ಖᏳ㝔⊂❧⾜ᨻἲேཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓ㸦௨ୗࠕ-1(6ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊ⡿ᅜෆⓎ㟁ᡤࡢෆ
㒊⁄Ỉᑐࡍࡿタィ⬤ᙅᛶࡢၥ㢟ࡸࢫ࣐ࢺࣛἈὠἼࡼࡿࣥࢻⓎ㟁ᡤࡢᾏỈ࣏ࣥࣉᾐỈࠊ
࡞ࡽࡧᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᐑᇛ┴Ἀᆅ㟈࠾࠸࡚ᇶ‽ᆅ㟈ືࢆ㉸࠼ࡿᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ࡇࡽᐃࢆ㉸࠼ࡿ㇟ࡶ୍ᐃࡢ☜⋡࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡢၥ㢟ព㆑ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶⁄Ỉຮᙉࢆタ⨨ࡋࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ⁄Ỉຮᙉ࠾࠸࡚⚟ᓥ➨୍
ཎⓎྕᶵࡢᐃእὠἼಀࡿ᳨ウ≧ἣࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࠊ23㸦ᑠྡ ᕤᇶ‽㠃㸧P
ࡢὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜࠊ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀᶵ⬟႙ኻࡋ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇࠊ
ࡲࡓ23PࡢὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜࠊᘓᒇࡢᾐỈక࠸㟁※႙ኻ⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
ࡀᮾ㟁ࡶඹ᭷ࡉࢀࡓࠋࡇࡢሗࡣᮾ㟁ࡢཎᏊຊ㒊㛛ࡢᢸᙜ♫㛗ࡲ࡛ࡣඹ᭷ࡉࢀࡓࡀࠊ
♫㛗ཬࡧ㛗ࡲ࡛ࡣఏ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
⁄Ỉຮᙉࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಖᏳ㝔-1(6ࡢ㛫࡛㛤ദࡉࢀࡓᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ➨
ᅇᏳሗ᳨ウ࠾࠸࡚ࠊಖᏳ㝔ࡢ㤳ᖍ⤫ᣓᐁࡣࠕ⪏㟈ᣦ㔪ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࡣᅵᮌᏛ
ᡭἲࡢࡼ࠺࡞Ỵᐃㄽⓗ࡞ホ౯࡛2.࡛࠶ࡗࡓࡋ࡚ࡶࠊࣁࢨ࣮ࢻホ౯⤖ᯝࡽṧవࡢࣜࢫࢡ
ࡀ㧗࠸ᛮࢃࢀࡿࢧࢺ࡛ࡣᛕࡢࡓࡵಶࠎᑐᛂࢆ⪃࠼ࡓ࠺ࡀࡼ࠸࠸࠺ᮦᩱࡀ㞟ࡲࡗ
࡚ࡁࡓࠋᾏỈ࣏ࣥࣉࡢᙳ㡪࡛ࡣࠊࣁࢨ࣮ࢻ☜⋡Ҹ⅔ᚰᦆയ☜⋡ࠋὠἼࣁࢨ࣮ࢻࡢ⢭ᗘࡣప
ࡃࠊ-1(6ゎᯒホ౯㒊࡛ࡶᏳ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠖⓎゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨ᅇᏳሗ᳨ウ㈨ᩱࡣࠊࠕᩜᆅࣞ࣋ࣝPࢆ௬ᐃࡋࡓሙྜࠊ࠸ࡎࢀࡢࣉࣛࣥࢺ
ࡘ࠸࡚ࡶᾐỈࡢྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ⚟ᓥ➨୍ྕᶵࠊἩࠊ
ྕᶵࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᆅㄪᰝࢆᐇࡋࠊୖグ᳨ウ⤖ᯝࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠖグ㍕ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊつไᙜᒁࡣࠊ᪤ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢẁ㝵࡛ࠊᩜᆅ㧗ࡉࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ᮶ࢀ
ࡤࠊ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀᶵ⬟ࢆኻ࠸⅔ᚰᦆയ⮳ࡗࡓࡾࠊ㟁※႙ኻ⮳ࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
ࢆ༑ศㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡞ࡿࠋ

E⁄Ỉຮᙉ➼ࢆཷࡅࡓᴗ⪅ࡢᛂ㸦◊✲ẁ㝵࠶ࡗࡓὠἼ36$㸧
ୖグࢆ㋃ࡲ࠼࡚㟁㐃ࡢ⥲ྜ㒊࠾࠸࡚ὠἼࣜࢫࢡࡢㄆ㆑ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕホ౯ᐃࢆୖᅇࡿὠἼࡣ☜⋡ㄽⓗᏳホ౯㸦ὠἼ36$㸧࡛ࣜࢫࢡࡀᑠࡉ࠸ࡇ




ಖᏳ㝔㈨ᩱ



ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ಖᏳ㝔㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ

- 494 -

➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ࢆ☜ㄆࡍࡁࡶࡢࠊࡋࡋࠊ࠸ࡲࡔ◊✲ẁ㝵࡛࠶ࡾࠊࡍࡄࡣ⤖ㄽࡀ࡛࡞࠸ࠖ
ࠕᅜࡢᛂࡣࠊᅵᮌᏛᡭἲࡼࡿὠἼࡢᐃᑐࡋ࡚ࠊᩘ༑FPࡣㄗᕪࡢㄆ
㆑ࠋవ⿱ࡢᑡ࡞࠸ࣉࣛࣥࢺࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗࣁࢨ࣮ࢻ☜⋡Ҹ⅔ᚰᦆയ☜⋡࠘ࡢㄆ
㆑ࡢࡶࠊࣜࢫࢡࡢ㧗࠸ࣉࣛࣥࢺࡘ࠸࡚ࡣᛕࡢࡓࡵಶูࡢᑐᛂࡀᮃࡲࢀࡿࡢ
ㄆ㆑ࠖ

ࡋࡋࠊὠἼࡼࡿ⁄Ỉࣜࢫࢡࡢᣦࢆཷࡅࠊ᳨ウࡉࢀࡓෆᐜࡣࠊὠἼࡸ⁄Ỉࡢලయⓗ
࡞ᑐ⟇ࢆヰࡋྜ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊタィᐃࡣಖᏲⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊཎᏊ⅔ࡢᏳᛶᙳ㡪ࡣ࡞࠸
ࡢᙇࢆᘬࡁ⥆ࡁ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋ

ࠕᅵᮌᏛࡢᡭἲࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊಖᏲᛶࢆᙇࠋὠἼ36$ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟁
ຊඹ㏻◊✲ࡼࡾ᳨ウࢆ⥅⥆ࡋࡘࡘࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡵࠊὠἼࣁࢨ࣮ࢻࡢࣞ࣋ࣝ
ࢆᢕᥱࡋࠊࣜࢫࢡࡀᑠࡉ࠸ࡇࢆᙇࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋὠἼ36$ࡼࡿࣜࢫࢡࡢ᳨ウ
⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚲせ࡛࠶ࢀࡤࠊ⮬ⓗࠊࡘィ⏬ⓗᑐᛂ⟇ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠖ

࡞࠾ࠊᅵᮌᏛࡢὠἼホ౯㒊ࡣࠊ㟁ຊඹ㏻◊✲࡛ࡢ᳨ウෆᐜࢆᑓ㛛ᐙࡶྵࡵࡓሙ࡛ᶒጾ
࡙ࡅࡿࡓࡵࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺタ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

F㸬ὠἼࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡍࡿಖᏳ㝔ࡽࡢཱྀ㢌ᣦ♧
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡಀࡿ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ᐇィ⏬᭩ࡢ♫
୍ᣓࣄࣜࣥࢢࡢᖍୖ࡛ࠊ⪏㟈Ᏻᑂᰝᐊ㛗ࡽὠἼᑐᛂࡘ࠸࡚ࠕᮏ௳ࡣࠊಖᏳ㝔㛗௨ୗ
ࡢᣦ♧࡛ࡶࡗ࡚ࠊಖᏳ㝔ࢆ௦⾲ࡋ࡚ゝࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡽࠊྛ♫ࠊ㔜ࡃཷࡅṆࡵ࡚ᑐᛂࡏࡼࠊ
ࡲࡓࠊᮏ௳ࠊୖᒙ㒊ࡶఏ࠼ࡼࠖࡋࠊ௨ୗࡢෆᐜࡀཱྀ㢌࡛ఏ࠼ࡽࢀࡓࠋࠕࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
࡛ࡣࢳ࢙ࢵࢡ⤖ᯝࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡑࡢᑐᛂ⟇ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡍࡿࠖࠕ⮬↛⌧㇟࡛࠶ࡾࠊタィ
ᐃࢆ㉸࠼ࡿࡇࡶ࠶ࡾᚓࡿ⪃࠼ࡿࡁࠋὠἼవ⿱ࡀᑡ࡞࠸ࣉࣛࣥࢺࡣලయⓗࠊ≀⌮ⓗᑐ
ᛂࢆྲྀࡗ࡚ࡋ࠸ࠖࠕὠἼ㸦㧗Ἴ㸧ࡘ࠸࡚ࠊὠἼ㧗ࡉᩜᆅ㧗ࡉࡀᩘ༑FP࠶ࡲࡾኚࢃࡽ
࡞࠸ࢧࢺࡀ࠶ࡿࠋホ౯ୖ2.࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬↛⌧㇟࡛࠶ࡾࠊタィᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ᮶ࡿᜍࢀ
ࡀ࠶ࡿࠋᐃࢆୖᅇࡿሙྜࠊ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡀᶵ⬟႙ኻࡋࠊࡑࡢࡲࡲ⅔ᚰᦆയ࡞ࡿࡓࡵ
Ᏻవ⿱ࡀ࡞࠸ࠖࠕᅇࡣࠊಖᏳ㝔ࡋ࡚ࡢせᮃ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢሙࢆࡾ࡚ࠊྛ♫ࡋࡗࡾ
࿘▱ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ཷࡅṆࡵࠊྛ♫ୖᒙ㒊ఏ࠼ࡿࡇࠖࠋࡇࡢᣦ♧ࡣᮾ㟁ࡢཎᏊຊ㒊㛛
ࡢᢸᙜ♫㛗ࡲ࡛ࡣඹ᭷ࡉࢀࡓࡀࠊ♫㛗ཬࡧ㛗ࡲ࡛ࡣఏ࠼ࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ





㟁㐃ࡢ⾜࠺◊✲άືࡢ୍✀࡛ࠊ㟁Ẽᴗ⪅ඹ㏻ࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿࡁ࡞ࢸ࣮࣐ࡘ࠸࡚⾜ࢃࢀࡿඹྠ◊✲ࢆᣦࡍࠋ




㟁㐃㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ
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G㸬ᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼᑐࡍࡿᑐᛂ⟇
ୖグ㡯ࡘ࠸࡚ࡣ㟁㐃ࡢ㆟య࡛ࡶ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪩ᛴᑐᛂࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊୖᒙ㒊ࡽࡶᑐᛂࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ㟁ຊഃࡢ᳨ウᡂᯝࢆࡶࡗ࡚ࠊಖᏳ㝔ᡴ
ࡕྜࢃࡏࡿࡇࡉࢀࡓࠋ
ᙜಖᏳ㝔ࡣᅵᮌᏛᡭἲࡼࡿὠἼࡢᐃᑐࡋ࡚ࠊᩘ༑FPࡣㄗᕪࡢㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢ㠀ᖖ⏝ᾏỈ࣏ࣥࣉࡢ࣮ࣔࢱ⨨ࡣP࡛࠶ࡾᅵᮌᏛᡭἲࡼࡿὠἼ
㧗ࡉࡢホ౯್ࡶྠ୍ࡢP࡛࠶ࡗࡓࠋ
㟁㐃ᢸᙜ⪅ཬࡧᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࡀྠᖍࡋࡓᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢὠἼࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
㛵ࡍࡿಖᏳ㝔ࡢᡴࡕྜࢃࡏࡢᖍୖ࡛ࠊᮾ㟁ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡋ࡚ᑐ⟇ࢆྲྀࡿ᪉㔪ఏ࠼
ࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᾏỈ࣏ࣥࣉࡢỈᐦࡸᘓᒇࡢタ⨨࠸ࡗࡓᑐᛂ⟇ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ
ᮏᨾⅬࡲ࡛᭷ຠ࡞ᑐᛂ⟇ࡣྲྀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨㝆ྲྀࡽࢀࡓ
ᑐᛂ⟇ࡣࠊྕᶵࡘ࠸࡚ࢆ㈝ࡸࡋ࡚ᾏỈ࣏ࣥࣉࡢỈᑒಀࡿ㍍ᚤ࡞ᑐᛂࡀྲྀ
ࡽࢀࡓࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋୖグࡢᡴࡕྜࢃࡏࡢᖍୖࠊಖᏳ㝔ഃࡽࡢࠕᅵᮌᏛὠἼࢆP㉸࠼ࡿὠ
Ἴࡣ⤯ᑐ᮶࡞࠸ゝ࠸ษࢀࡿࡢ㸽ࠖࡢ㉁ၥᑐࡋ࡚㟁㐃ᢸᙜ⪅ࡣࠕᆅ㟈࡛ࡶṧవࡢ
ࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࡢྠᵝࠊὠἼࡶ☜ᐃㄽ࡛ࡢᐃὠἼࢆ⤯ᑐ㉸࠼࡞࠸ࠊ
࠸࠼࡞࠸ࡇࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠖᅇ⟅ࡋࠊಖᏳ㝔ഃࡽࡣࠕᆅ㟈ࡣタィࢆ㉸࠼࡚ࡶタഛഃ
వ⿱ࡀ࠶ࡿࠋὠἼࠊ≉ୖ᪼ഃࡣ࠶ࡿࣞ࣋ࣝࢆ㉸࠼ࡿ⅔ᚰᦆയ⮳ࡿࡇࢆẼࡋ࡚࠸ࡿࠖ
ࡢ⪃࠼ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

H㸬ᙜጤဨ࠾ࡅࡿᮾ㟁ಛ㛗ࡢᅇ⟅
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢᙜጤဨ࠾࠸࡚ᮾ㟁ࡢಛᜏஂ㛗ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺Ⓨゝࡋ
࡚࠸ࡿࠋ

ۑ㔝ᮧጤဨ㸸㸦␎㸧ὠἼࡀ᮶࡚ࡋࡲࡗࡓࡁ㟁※႙ኻ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸
࠸࠺▱ぢࡀᖺࡢࡁᒆࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡞ࢇ࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡣὠἼࡀ᮶ࡓ
ሙྜࡣ㟁※႙ኻ࡞ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀศࡗ࡚࠸ࡓࡽࠊఱᑐ⟇
ࢆㅮࡌࡿࡇࡣ࡛ࡁࡓࢇࡌࡷ࡞࠸ࢇ࡛ࡍࠋ
ۑಛ㛗㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡࠊ࠶ࡿព࡛ࠊࡇࡢୗࡢ᪉ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㠀ᖖ⏝ࡢᾏỈ
࣏ࣥࣉ➼ࠎࡢᑐᛂ➼࠸࠺ࡢࡶሙྜࡼࡗ࡚ࡣᅗࢀࡓࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡑ࠺ࡋ
ࡓព࡛ࠊࡇࡢሗ࠸࠺ࡢࡣᮏ㒊Ṇࡲࡾ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠺ࡇࡣ୍ࡘࡢᚋࡢㄢ
㢟࡛࠶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇ࡛ࡍࡡࠋ
㸦୰␎㸧





㟁㐃㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ
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ۑ㔝ᮧጤဨ㸸㸦␎㸧ࡀ୍ࡢࡇࡀ㉳ࡇࡗࡓࡽ㟁※႙ኻࡀ㉳ࡇࡿ࠸࠺⊂❧
ࡢ㇟ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡇࡽࡉࡲࡊࡲ࡞ࡇࡀ㉳ࡇࡗࡓ⤖ᯝࠊ⅔ᚰᦆയࡲ࡛㉳ࡇࡿ
࠸࠺ᣦ♧ࠊࡑ࠺࠸࠺ሗࡀᒆ࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࡼࡡࠋࡇࢀࡣࠊᬑ㏻⪃࠼ࢀࡤ
࡚ࡶ༴࡞࠸ฟ᮶ࡢヰࡔᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࠋࡇ࠺࠸࠺ฟ᮶ࡢࡇࡀ᮶࡚ࡶࠊࡑࡢ
๓ࡢࡇࢁ࡛ཎᅉ࡞ࡿࡁὠἼࡣ᮶࡞࠸࠸࠺ࡩ࠺ุ᩿ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊࡓ࠼
ࡇࡢሗࡀᒆ࠸࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶᑐ⟇ࡣㅮࡌ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࢇࡔ࠸࠺࠾⪃࠼࡛ࡼࢁ
ࡋ࠸࡛ࡍࡼࡡࠋ
ۑಛ㛗㸸࠸࠺ࡇࡀ࠸ࡗ࡚ࡳࢀࡤᅇࡢ୍␒ࡁ࡞┬ᮦᩱ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᚋ⚟ᓥࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ㄢ㢟࠸࠺ࡶࡢࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠊࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

㸰㸧⪏㟈࣭ὠἼࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᑐࡍࡿᑐᛂࡢ㐜ࢀ

Dᮾ㟁ࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᑐࡍࡿᑐᛂࡢ㐜ࢀ
ಖᏳ㝔ࡼࡿὠἼホ౯㛵ࡍࡿࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᣦ♧ࢆཷࡅ࡚ࠊᮾ㟁ࡣࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎཬࡧ
⚟ᓥ➨ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㸦௨ୗࠕ⚟ᓥ➨ཎⓎࠖ࠸࠺㸧㛵ࡍࡿసᴗࢆ㐍ࡵࡓࡀࠊὠἼホ౯
ࢆ᳨ウࡍࡿ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᩥ⛉┬ᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ᥎
ᮏࠖ࠸࠺㸧ࡽබ⾲ࡉࢀࡓࠊ
ࠕ୕㝣Ἀࡽᡣ⥲Ἀࡅ࡚ࡢᆅ㟈άືࡢ㛗ᮇホ౯ࡘ࠸࡚ࠖ
࡛㏙ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕᖺࡢ᫂୕㝣ᆅ㟈ྠᵝࡢᆅ㟈ࡣࠊ୕㝣Ἀ㒊ࡽᡣ⥲Ἀࡢᾏ⁁ᐤ
ࡾࡢ㡿ᇦෆࡢࡇ࡛ࡶⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࠸࠺▱ぢࢆ࠸ྲྀࡾᢅ࠺ࡀၥ㢟࡞ࡗ
ࡓࠋᮾ㟁ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡈࢁࠊᆅ㟈◊✲ࡢ᭷㆑⪅ពぢࢆồࡵࡓࡇࢁࠊࠕ⚟ᓥ
┴Ἀᾏ⁁ἢ࠸࡛ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊἼ※ࡋ࡚⪃៖ࡍࡁ࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡿࠖࡢពぢࡀฟࡉࢀࡓࡇࢆཷࡅ࡚ࠊ㐜ࡃࡶᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ୗ᪪ࡽྠᖺ
᭶ୖ᪪ࡈࢁࡲ࡛ࠊ᥎ᮏࡢ㛗ᮇホ౯ᇶ࡙ࡁὠἼホ౯ᢏ⾡࡛タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ୕㝣ἈࡢἼ※ࣔ
ࢹࣝࢆ⚟ᓥἈὶ⏝ࡋ࡚ヨ⟬ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀࡒࢀ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㏆࡛23Pࠊ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ㏆࡛23Pࠊᩜᆅ༡㒊࡛23P࠸ࡗࡓᐃἼ㧗ࡢᩘ್ࢆᚓ
ࡓࡀࠊṊ⸨ᰤᮾ㟁ཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊ᮏ㒊㛗ࡣὠἼ฿᮶ࡢ⥭ᛴᛶࡣప࠸⪃࠼ࡓࠋὠ
Ἴᑐ⟇ࡣ㜵₻ሐࠊ㜵ἼሐࠊᾏỈ࣏ࣥࣉࡢỈᐦ୪ࡧᘓᒇࡢタ⨨࠸ࡗࡓᑐᛂ⟇ࡀ᳨ウࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡢࠊᨾⅬࡲ࡛Ᏻᛶ☜ಖ༑ศ࡞ᑐ⟇ࡀྲྀࡽࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ


Eࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᑐᛂ㐜ࢀࢆ┳㐣ࡋࡓಖᏳ㝔
ᮾ㟁ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡋ࡚ࠊ௦⾲ࣉࣛࣥࢺ࡛࠶ࡿ⚟ᓥ➨




ಛᜏஂᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ㛗➨ᅇጤဨ



ᮾ㟁㈨ᩱ



Ṋ⸨ᰤ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊㛗ࣄࣜࣥࢢ
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୍ཎⓎྕᶵཬࡧ⚟ᓥ➨ཎⓎྕᶵࡢ୰㛫ሗ࿌ࢆಖᏳ㝔ᥦฟࡋࡓࡀࠊ⪏㟈Ᏻᛶホ౯ࡢ୰
㛫ሗ࿌᭩ᑐࡍࡿホ౯ࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ཬࡧ᭶ࠊࠕ⥲ྜ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ㄪᰝཎᏊ
ຊᏳ࣭ಖᏳ㒊⪏㟈࣭ᵓ㐀タィᑠጤဨᆅ㟈࣭ὠἼࠊᆅ㟈࣭ᆅ┙ྜྠ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝ
ࣉࠖ㸦௨ୗࠕྜྠ:*ࠖ࠸࠺㸧࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㝿ࠊྜྠ:*ࡢጤဨࡽࠊ㈆ほ୕㝣Ἀᆅ
㟈࣭ὠἼࢆ⪃៖ࡍࡁ᪨ࡢពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ཬࡧ᭶᪥ಖᏳ㝔ࡢᑂᰝᐁࡣࠊᮾ㟁ࡽὠἼホ౯
㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆཷࡅࠊᅵᮌᏛᡭἲᇶ࡙ࡃホ౯್ࢆᖜୖᅇࡿὠἼࡀ฿᮶ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡇࢆㄆ㆑ࡋࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝࡢᑟධࡘ࠸࡚⚟ᓥ┴▱
ࡽ⪏㟈Ᏻᛶࡢホ౯ࡀồࡵࡽࢀࡓ㝿ࠊᢸᙜᑂ㆟ᐁࡣ㒊ୗ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊಖᏳ㝔㛗ཬࡧḟ㛗
ᑐࡋ࡚௨ୗࡢ࠾ࡾ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࡣࠊ㈆ほᆅ㟈ࡼࡿὠἼ
ホ౯ࡀ᭱ࡢ☜ᐃせ⣲࡛࠶ࡿ᪨ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ᭱㏆㈆ほࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࠋ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ:*࡛ࡶࠊ
㈆ほࡢᆅ㟈㛵ࡍࡿㄽᩥࢆ⪃៖ࡋ᳨ウࡍࡁࡢᑓ㛛ᐙࡢᣦࢆཷࡅࠊᆅ㟈ືホ
౯ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊಖᏳ㝔ࡢሗ࿌᭩ࡣࠊᚋࠊὠἼホ౯ࠊᆅ㟈ືホ౯ࡢ
ほⅬࡽㄪᰝ◊✲ᡂᯝᛂࡌࡓ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆྲྀࡿࡁ᭩࠸࡚࠾ࡾࠊᐟ㢟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈆ほࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ㟈ືࡼࡿ⿕ᐖࡼࡾࠊὠἼࡼࡿ⿕ᐖࡀ
ࡁࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ⪃࠼ࡶ࠶ࡿࠋ㈆ほࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣࠊࡶࡗࡥࡽ
ྎᖹ㔝ࡢὠἼሁ✚≀ࢆᇶᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢἼ※ࢆࡑࡢࡲࡲ࠺ࠊ⚟
ᓥᑐࡍࡿᙳ㡪ࡣࡁ࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ⚟ᓥࡣࠊᩜᆅࡀ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞ࡃࠊࡶࡶ
ὠἼᑐࡋ࡚ࡣὀពࡀᚲせࡔࡀࠊ㈆ほࡢᆅ㟈ࡣᩜᆅ㧗ࢆࡁࡃ㉸࠼ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶
ࡿࠖ

ಖᏳ㝔ࡽᮾ㟁ࡢᣦ♧ࡣࠊ⥲ㄽࡋ࡚⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆᛴࡄࡼ࠺ࡢᣦ♧ࡀ࡞ࡉ
ࢀࡓࡔࡅ࡛ࠊලయⓗ࡞ᣦ♧ࡣ࡞ࡉࢀࡎࠊࡲࡓ๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㐍ᤖࡣᙜ
ึィ⏬ࡼࡾᖜ㐜ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊಖᏳ㝔ഃࡽ㐍ᤖࡢᢕᥱࠊ┘╩ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ

ಖᏳ㝔ࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡಀࡿ㐍ᤖ⟶⌮ࡀ⏑ࡗࡓࡇ㛵ࡋ࡚ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࡣ௨
ୗࡢࡼ࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕ⁄Ỉࡢຮᙉฟ࡚࠸ࢀࡤࠊࡇࢀࡣ㟁※႙ኻ࡞ࡿࠊ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ┦ᙜ
ࣉࢵࢩࣗࡋࡓᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊ⚾ࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ຮᙉࡀ࠶ࡗࡓࡇ⮬యࠊ↛▱
ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡁࡕࡗᘬࡁ⥅ࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇࡣࠊᮏᙜಖᏳ㝔ࡢᝏ࠸ࡇ




ಖᏳ㝔㈨ᩱ
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➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ࢁ࡛ࡍࠖ

⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡍࡿ┘╩㒊⨫࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ࡢ⪏㟈ᏳᑂᰝᐊࡀࠊಖᏳ㝔ෆࡢሗ
ඹ᭷ࡢഛࡼࡗ࡚ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢὠἼᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࢆ༑ศㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ
ࡣ࠸ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ

F⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝࡢᑟධ㛵ࡍࡿ⚟ᓥ┴ࡢ༠㆟
๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡢࣉࣝࢧ࣮࣐ࣝࡢᑟධࡘ࠸
࡚⚟ᓥ┴▱ࡽ⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆࡀồࡵࡽࢀࡓ㝿ࠊὠἼホ౯ࡀࡁ࡞ㄽⅬ࡞ࡗࡓࠋ⪏
㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆࡢࡓࡵᥦ♧ࡉࢀࡓ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ୰㛫ሗ࿌ࡣ⪏㟈Ᏻᛶࡀ༑ศ☜
ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤖ㄽ࡙ࡅࡿࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡤࡾ࡛࡞ࡃࠊὠἼ➼ࡢᆅ㟈㝶క㇟
㛵ࡍࡿホ౯ࢆྵࡲ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ಖᏳ㝔ࡣࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵࡘ࠸࡚ࠊ௬୰㛫ሗ࿌ᑐࡍࡿಖᏳ㝔ࡢホ౯ࡀồࡵࡽࢀ
ࡓࡋ࡚ࡶࠊ୍᪉࡛㈆ほࡢᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ୰࡛ࠊࡣࡓࡋ࡚ὠἼᑐࡋ࡚ホ
౯ࢆࡏࡎࡍࡴࡢࡣၥ࡛࠶ࡿࠋὠἼࡢၥ㢟㆟ㄽࡀⓎᒎࡍࡿࠊཝࡋ࠸⤖ᯝࡀணࡉࢀ
ࡿࡢ࡛ホ౯࡞ࡾࡢ㛫ࢆせࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃࠊ⤖ᯝⓗᑐ⟇ࡀᚲせ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ༑
ศ࠶ࡿࠖࡋ࡚ὠἼホ౯ࡢᚲせᛶࢆ༑ศㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋὠἼホ౯㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣࣉࣝ
ࢧ࣮࣐ࣝࢆᑟࡋ࡚࠸ࡓ⤒῭⏘ᴗ┬㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ᗇ㸦௨ୗࠕ࢚ࢿᗇࠖ࠸࠺㸧ࡶఏ࠼ࡽ
ࢀࡓࡀࠊ࢚ࢿᗇࡣὠἼホ౯ࡢᚲせᛶࢆ⚟ᓥ┴ࡣఏ࠼࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊ࢚ࢿᗇࡣᏳጤဨࡢホ౯ࡀᚲせྰ࠸࠺Ⅼࡘ࠸࡚ࠊ⚟ᓥ┴▱┦ㄯ
ࡋࡓୖ࡛ࠊᏳጤဨࡢࢲࣈࣝࢳ࢙ࢵࢡࡘ࠸࡚ࡣせุ᩿ࡋࡓࡀࠊࠕ▱ࡲ࡛ୖࡆࡿ
ࡢࡣᚓ⟇࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡋ࡚▱ࡣᚲせᛶࡢ☜ㄆࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ࢚ࢿᗇཬࡧಖᏳ㝔ࡀ
㏱᫂ᛶࡢ㧗࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⚟ᓥ┴ྲྀࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊὠἼホ౯ࡀ࡞ࡉࢀᮏᨾࡀ㜵ࡆ
ࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

㸱㸧Ỵᐃㄽⓗࣔࢹࣝࡢ㝈⏺ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ᅵᮌᏛࡢホ౯ᢏ⾡ࡣࠊࠕᩥ⊩ࡸሁ✚≀ࡽ᥎ᐃ࡛ࡁࡿ᪤ ᭱ࡢὠἼࠖࢆࡶ⿱ᗘࢆᣢ
ࡓࡏࡓ☜ᐃㄽⓗᡭἲ࡛࠶ࡾࠊ᪤ ᭱ࡢಸ⛬ᗘࡢホ౯⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢホ
౯ᢏ⾡ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓὠἼᐃ㧗ࢆᇶ‽ࡋ࡚ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢタഛタィࠊᶵᲔタィࢆ⾜ࡗ




ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ಖᏳ㝔㈨ᩱ



࢚ࢿᗇ㈨ᩱಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



࢚ࢿᗇᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



࢚ࢿᗇ㈨ᩱ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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࡚࠸ࡿࡀࠊᮾ㟁࡛ࡣᐃ㧗ࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡢࣜࢫࢡᑐࡋ࡚ࡣ≉ẁࡢᑐ⟇ࡣྲྀࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ᘓᒇࡢᇶ♏࡛࠶ࡿ㐳ୖ㧗Pࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓሙྜࠊ⁄Ỉຮᙉ࡛ࡢᣦ࠶ࡿ࠾ࡾࠊ
㧗࠸☜⋡࡛㟁※႙ኻ⮳ࡿ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࠊᮾ㟁ཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊࡛ࡣࠕὠ
Ἴࡢᐃ್ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊタィࢆࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ☜ᐃㄽⓗᡭἲ࡛ᐃ㧗ࢆタ
ᐃࡍࡿࡢࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ࠖࠕᐃࢆ㉸࠼ࡿࣜࢫࢡࡢ☜⋡ࢆホ౯ࡍࡿࠗὠἼ36$࠘ࡣࠊ㛤Ⓨẁ㝵
࡛࠶ࡾࠊᐇ⏝ẁ㝵࡞ࡗࡓࠖࠕ⌧ᅾࡢ☜ᐃㄽⓗᡭἲ࡛༑ศ࡞⿱ᗘࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ㉸࠼ࡿὠ
Ἴࡀ᮶ࡿࡣ⪃࠼࡚࠸࡞ࡗࡓࠖ࡞ࡢពぢࡀ⪺ࢀࡓࠋ
ࡋࡋ᪉࡛ࠊ㟁㐃ࡢ᳨ウ㈨ᩱࡽࡣࠊእ㒊せᅉᑐࡍࡿ36$ࡣࠊෆ㒊せᅉᑐࡍࡿ36$
ࡼࡾ☜ᐇᛶࡀࡁࡃࠊ㐺⏝ࡋࡓሙྜࡣࠊ⅔ᚰᦆയ㢖ᗘࡢᏳ┠ᶆ㐩ࡋ࡞࠸ࣉࣛࣥࢺࡀᏑ
ᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅵᮌᏛᡭἲࡣ࠶ࡃࡲ࡛☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ᪤ ὠἼࡀ๓ᥦ࡞ࡾࠊࡑࡢᮇ㛫ࡣᩥ
⊩࡛ᩘⓒ㹼༓ᩘⓒᖺࠊὠἼሁ✚≀࡛ࡶᖺ⛬ᗘࡀㄪᰝࡢ㝈⏺࡛࠶ࡿࠋᅵᮌᏛᡭἲࡢᐃ
㧗ࢆ㉸࠼ࡿὠἼࡢࣜࢫࢡࢆ↓どࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡍࡿ༑ศ࡞᰿ᣐࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡࡀ┳㐣ࡉࢀࡓཎᅉࡣࠊᆅ㟈Ꮫࡸホ౯ᡭἲ⮬య࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ㟈Ꮫࡸホ౯ᡭἲ
ࢆ㒔ྜࡼࡃゎ㔘ࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⪃࠼᪉࠶ࡗࡓࠋ⛉Ꮫⓗ❧ドࡉࢀ
࡚࠸࡞ࡃࡶࠊྍ⬟ᛶࡀྰᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㇟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾᑐ⟇ࢆㅮࡎࡁ࡛࠶ࡿࠋ
᥎ᮏࡸ㈆ほࡢ᪂▱ぢ࡛ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓⅬ࡛ࠊཎᏊ⅔ࡢᏳᑐࡋ୍࡚⩏ⓗ࡞㈐௵ࢆ㈇࠺
ᴗ⪅ồࡵࡽࢀࡿ⾜ືࡣࠊሁ✚≀ㄪᰝ➼࡛⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࢆ᫂☜ࡋࡓࡾࠊ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࡀ᫂☜࡛࡞
࠸▱ぢࡀᇶ‽ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ാࡁࡅࡿࡇ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚑ๓ࡢᐃࢆ㉸࠼ࡿὠἼᑐ
ࡋ࡚ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾᑐ⟇ࢆㅮࡌࡿࡇ࡛࠶ࡗࡓ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
ᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡࡢᑐᛂࡢ≉ᚩࡋ࡚ࠊ๓㏙ࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ㸦6$㸧ᑐ⟇ࡸ⮬↛⅏ᐖᑐ⟇࡞ࡢᐇࡀᴟࡵ࡚⦆៏࡛ࠊ᳨ウࡽᑐ⟇ࡲ࡛
㹼ᖺ࠸ࡗࡓ㛗࠸㛫ࢆࡅࡿ࠸࠺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ᮾ㟁ࡢṊ⸨ᰤ
♫㛗㸦௨ୗࠕṊ⸨♫㛗ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠕᖺᅇ௨ୗ࠸ࡗࡓࠊ⅔ࡢᑑࢫࣃࣥࡼࡾࡶ㢖ᗘ
ࡀప࠸ࡼ࠺࡞⮬↛⅏ᐖࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࡣࠊษ㏕ᛶࡀ࡞࠸ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡓࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ᪥ᮏᏑᅾࡍࡿᇶࡢࣉࣛࣥࢺࡢ࠾ࡢ࠾ࡢ࡛ࠊ௬ᖺᗘ㸦ᖺ࣭⅔㸧ࡢ㢖ᗘ࡛
ᨾ⮳ࡿࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡࢆᨺ⨨ࡍࡿࡍࢀࡤࠊ᪥ᮏ୰ࡢࡇ࡛ᨾࡀⓎ⏕ࡍࡿ☜⋡ࡣ┦ᛂ
㧗ࡲࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែࡀᖺ㛫༢࡛ᨺ⨨ࡉࢀࡓࡍࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢࡇ࡛ᨾࡀ㉳ࡇࡗࡓ
ࡋ࡚ࡶఱࡽᛮ㆟࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⦆៏࡞ࣜࢫࢡᑐᛂࡢጼໃࡣࠊᴗ⪅ࡋ࡚฿ᗏチࡉ




ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



㟁㐃㈨ᩱ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



Ṋ⸨ᰤ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊㛗ࣄࣜࣥࢢ
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ࢀࡊࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸧ᮾ㟁ࡢᆅ㟈ㄪᰝ◊✲᥎㐍ᮏ㒊ࡢὠἼホ౯ࡢᖸ΅
ᮾἈ࡛㉳ࡁࡿᆅ㟈ࡘ࠸࡚ࠊ᥎ᮏࡣ㛗ᮇホ౯ࡢᨵゞࢆᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡽ㐍ࡵ࡚
࠾ࡾࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶බ⾲ணᐃࡔࡗࡓࠋࡇࡢ୰ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢἈ࡛㈆ほᆅ㟈┦
ᙜࡍࡿࡼ࠺࡞ᕧὠἼࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢᣦࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ
᥎ᮏົᒁ࡛࠶ࡿᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᆅ㟈࣭㜵⅏◊✲ㄢࡣࠊᮾ㟁ࠊᮾ㟁ຊࠊ᪥ᮏཎᏊຊⓎ㟁ࡢ♫

㛗ᮇホ౯ࡘ࠸࡚ࡢ㠀බᘧྜ㸦ሗ㸧ࢆᮏᨾࡀⓎ⏕ࡍࡿ᪥๓ࡢ᭶᪥㛤࠸ࡓࠋ
ᮾ㟁ࡣࠕ㈆ほᆅ㟈ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡼ࠺ࡶㄞࡵࡿࡢ࡛ࠊ⾲⌧ࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡓ
ࡔࡁࡓ࠸ࠖせᮃࡋࡓࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦௨ୗࠕᩥ⛉┬ࠖ࠸࠺㸧ࡢ㛤♧ࡋࡓᩥ᭩ࡼࡿࠊࡇ
ࡢྜᚋᢸᙜ⪅ࡣࠕ⧞ࡾ㏉ࡋⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࢆุ᩿ࡍࡿࡢ㐺ษ࡞ࢹ࣮
ࢱࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࡓࡵࠊࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺୍ᩥࢆຍ࠼ࡿಟṇࢆసࡗ࡚࠸
ࡓࠋ
ᩥ⛉┬㈨ᩱࡼࢀࡤࠊ⌧Ⅼ࡛ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㟁Ẽᴗ⪅ࡢබ⾲๓ࡢពぢࡣᖹᡂ
㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ୍ᗘࡢࡳ࠸࠺ࠋ
᥎ᮏࡀࡲࡵࡓホ౯⤖ᯝࢆࠊつไᙜᒁ࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ࡀ⏝ࡍࡿ࠸࠺ࡢࡀᮏ᮶ࡢጼ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢁࡀホ౯⤖ᯝࢆࠊつไᑐ㇟࡞ࡿ㟁ຊ♫ࡀᨵኚࡋࡼ࠺ࡋࡓࡢࡣ࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᩥ
⛉┬ࡢᑐᛂࡶၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



㸳㸯㸱 ὶ㟁※႙ኻ㸦6%2㸧ᑐ⟇つไࡢඛ㏦ࡾ
Ᏻタィᑂᰝᣦ㔪ࡣ㛗㛫ࢃࡓࡿὶ㟁※႙ኻ㸦௨ୗࠕὶ㟁※႙ኻࠖⱝࡋࡃࡣࠕ6%2ࠖ
࠸࠺㸧ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜ࡛ࡢ㸦㸧ᖺࡢつไᐇ➼ࢆཷࡅ
࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ㹼ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡅ࡚ὶ㟁※႙ኻࡢᣦ㔪ࡢᫎࠊ┤ὶ㟁※ࡢ
ಙ㢗ᛶ㛵ࡍࡿ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊᣦ㔪ᨵゞࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋᮏᨾ⮳ࡿࡲ࡛ࠊ㛗
㛫ࢃࡓࡿὶ㟁※႙ኻࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡢෆᐜࡀኚ᭦ࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ⡿
ᅜ➼ᾏእࡢ≧ἣࢆᐹ▱ࡋ࡞ࡀࡽᑐᛂࢆ⾜ࢃࡎࠊᮏᨾࢆᣍ࠸ࡓᏳጤဨࡢ㛗ᖺࡢᑐᛂࡣၥ㢟
࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ᏻጤဨࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ㹼ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡅ࡚ࡢᣦ㔪ᨵゞ㛵ࡍࡿ᳨ウ㐣⛬࠾
࠸࡚ࠊሗ࿌᭩ࡢཎసࡾࡢከࡃࢆ㟁Ẽᴗ⪅ศᢸࡉࡏ࡚࠾ࡾࠊ㛗㛫ࡢὶ㟁※႙ኻࢆ⪃
࠼࡞ࡃ࡚ࡼ࠸సᩥ࡙ࡃࡾࢆ㟁Ẽᴗ⪅౫㢗ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ᏻጤဨࡢᑐᛂࡣ࠸ၥ㢟
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㐣ཤࡢ᳨ウ⤒⦋ࢆ༑ศᢕᥱࡍࡿࡇ࡞ࡃ㐍ࡵࡓᮏᨾᚋࡢᏳタィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞ




ᩥ⛉┬㈨ᩱᮾ㟁㈨ᩱ



ᩥ⛉┬㈨ᩱ
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㻌
㸯㸧ὶ㟁※႙ኻᑐ⟇つไ㛵ࡍࡿ᳨ウ㐣⛬
Ᏻጤဨࡣࠊ⡿ᅜ࡛ࡢ㸦㸧ᖺࡢつไᐇ➼ࢆཷࡅ࡚ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺྠጤ
ဨෆࡢཎᏊຊタᨾ࣭ᨾ㞀ศᯒホ౯᳨ウࠕὶ㟁※႙ኻ㇟᳨ウ:*ࠖࢆタࡅࠊ
ὶ㟁※႙ኻ㇟ࡢᑂᰝᣦ㔪ࡢᫎࡢ᳨ウ➼ࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋྠ:*ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥
ࡽᅇࡢྜࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤ࠾ࡅࡿὶ㟁※႙ኻ
㇟ࡘ࠸࡚ࠖ࠸࠺ሗ࿌᭩ࢆࡲࡵࡓࠋࡇࡢሗ࿌᭩࡛ࡣࠕ▷㛫࡛ὶ㟁※ࡀᪧ࡛ࡁࡎ6%2
ࡀ㛗㛫ཬࡪሙྜࡣ㸦␎㸧⅔ᚰࡢᦆയ➼ࡢ㔜࡞⤖ᯝ⮳ࡿྍ⬟ᛶࡀ⏕ࡌࡿࠖᣦࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ⤖ㄽࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢእ㒊㟁※ཬࡧ㠀ᖖ⏝㟁※ࡢಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆᙉㄪࡋὶ㟁※
႙ኻࡢⓎ⏕ࡢ☜⋡ࡀపࡃࠊཎᏊຊࣉࣛࣥࢺࡢὶ㟁※႙ኻᑐࡍࡿ⪏ஂᛶࡶ༑ศ࡛࠶ࡿࡋ
࡚ࠊᏳタィᑂᰝᣦ㔪ࡢᫎࡘ࠸࡚ࡃᥦゝࡏࡎࠊࣁ࣮ࢻ㠃࡛ࡢᑐ⟇ࢆồࡵ࡞ࡗࡓࠋᏳ
ጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ㆟࡛ࡇࡢሗ࿌᭩ࢆཎ๎㠀බ⾲ࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࠊ
ࡑࡢᚋᮏᨾ⮳ࡿࡲ࡛ࠊ㛗㛫ࢃࡓࡿὶ㟁※႙ኻࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡢᏳタィ
ᑂᰝᣦ㔪ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
⌜┠ᶞཎᏊຊᏳጤဨጤဨ㛗㸦௨ୗࠕ⌜┠ጤဨ㛗ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
᪥ࡢᙜጤဨ࠾࠸࡚ࠊ⡿ᅜࡢὶ㟁※႙ኻつไࢆࠕᶓ┠ぢ࡞ࡀࡽࠊఱࡽᑐᛂࡶࡋ࡞
ࡗࡓ࠸࠺ࡢࡣၥ㢟࡛࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ⤖ᒁࠊࡇࡢၥ㢟ࡢࡉࡽ᰿ࡗࡇ࠶ࡿࡇࢁࡣࠊ͐
͐ࢃࡀᅜ࡛ࡣࡑࡇࡲ࡛ࡸࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࡼ࠸࠺ࠊゝ࠸ヂ࠸࠸ࡲࡍࠊࡸࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸
࠸࠺ࡇࡢㄝ᫂ࡤࡾ㛫ࢆࡅ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ࠸ࡃࡽᢠࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࡸࡿࢇࡔ࠸࠺ពᛮỴ
ᐃࡀ࡞࡞࡛ࡁࡃ࠸ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠕ୍␒ప࠸Ᏻᇶ‽ఱࢆ㟁ຊ♫ࡀᥦ
ࡍࡿఱ࡞ࡃࡑࢀࢆつไᙜᒁࡋ࡚ࡣ㣧ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࠋᗘࡣࡑࢀࡀฟࡉࢀࡿࠊᅜࡀ᪤
ࡇࡇ࡛࠾ቚࡁࢆ࠼࡚࠸ࡿࢇࡔࡽᏳ࡛ࡍࡼ࠸ࡗ࡚ࠊᏳᛶࢆྥୖࡉࡏࡿດຊ࠸࠺ࡢ
ࢆᴗ⪅ࡢ᪉࡛ࡣࡸࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋఱࡑ࠺࠸࠺ᝏᚠ⎔㝗ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸧ὶ㟁※႙ኻ㇟᳨ウࡢᑂ㆟⤒⦋
ὶ㟁※႙ኻ㇟᳨ウ:*ࡢጤဨࡣே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࠕ㒊እ༠ຊ⪅ࠖࡋ࡚ᮾ㟁ཬࡧ㛵す㟁
ຊࡽ࠾ࡢ࠾ࡢேࡀ࡚ࡢྜฟᖍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᙜᏳጤဨࡢົᒁࢆົࡵ࡚࠸
ࡓ⛉Ꮫᢏ⾡ᗇ㸦௨ୗࠕ⛉ᢏᗇࠖ࠸࠺㸧ࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㛵ࡍࡿ▱ぢஈࡋࡃࠊ:*ࢆ୰ᚰⓗ
ྲྀࡾࡲࡵ࡚࠸ࡓ⛉ᢏᗇཎᏊຊᏳㄪᰝᐊࡢᢸᙜ⪅ࡣ㟁Ẽᴗ⪅ࡽࡢฟྥ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
:*ࡢሗ࿌᭩㦵Ꮚ㸦㸧࡛ࡣࠊὶ㟁※႙ኻࡢᏳタィᑂᰝᣦ㔪ࡢᫎࡶ᳨ウࡉࢀࡓࡀࠊ
ᮾ㟁ཬࡧ㛵す㟁ຊࡽࡣࠕタィᣦ㔪ࡢᫎࡣ⾜ࡁ㐣ࡂࠖࠕὶ㟁※႙ኻࢆタィᇶ‽㇟




⌜┠ᶞཎᏊຊᏳጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨ



ඖ⛉ᢏᗇᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡍࡿ࠸࠺᪉ྥ࡛࠶ࢀࡤᚑ᮶ࡢᏳタィࡢᛮࡢ᰿ᮏⓗኚ᭦࡞ࡿࠖࠕὶ㟁※႙ኻࡢࡳタ
ィᣦ㔪ࡸᏳホ౯ᣦ㔪ࡢྲྀࡾ㎸ࡳࢆ᳨ウࡍࡿ࠸࠺⤖ㄽࡣࠊࣂࣛࣥࢫࡀࢀ࡞࠸ࠖࡢពぢ
ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋ
ሗ࿌᭩ࡢ㉳ࡣ㟁Ẽᴗ⪅ࡶྵࡵ࡚ศᢸࡉࢀࠊᅜෆእࡢᨾᨾ㞀ࠊ6%2ᑐࡍࡿࢃࡀᅜ
ࡢࣉࣛࣥࢺࡢタィࡢ⌧≧ࠊᅜෆእࡢ㐠㌿⟶⌮ᐇ≧ἣ➼ࡢሗ࿌᭩ࡀ๓ᥦࡍࡿ༴㝤ᛶࡢ⛬ᗘ
㛵ࡍࡿᐇࡢ㒊ศ㸦ࢃࡀᅜ࡛ࡢ6%2ࡢⓎ⏕☜⋡ࡢホ౯ࡶྵࡲࢀࡿ㸧ࡀ㟁Ẽᴗ⪅ࡢᢸᙜࡉ
ࢀࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥࡛ࠊ:*ࡢົᒁࢆᢸᙜࡍࡿཎᏊຊᏳㄪᰝᐊࡣࠊ㟁Ẽᴗ⪅
ࡽࡢ㒊እ༠ຊဨேᑐࡋ࡚ࠕࠗศ⛬ᗘ࠘ࡋ࡚࠸ࡿ᰿ᣐࢆእ㒊㟁※➼ࡢᨾ㞀⋡ࠊಙ㢗ᛶࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚సᩥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࠕᚋࡶࠗศ⛬ᗘ࡛࠘ၥ㢟࡞࠸㸦୰㛗㛫ࡢ6%2ࢆ⪃
࠼࡞ࡃ࡚Ⰻ࠸㸧⌮⏤ࢆసᩥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡢ⌧⾜ᣦ㔪ࢆᨵゞࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸᰿ᣐࡢసᩥࡢ౫
㢗ࢆྵࡴ㡯┠ࡢ㉁ၥᩥ᭩ࢆⓎฟࡋࡓࠋࡇࢀᑐࡋ࡚ᮾ㟁ࡣࠕࢃࡀᅜࡢ6%2ࡢ⨨ࡅࡣእ㒊
㟁※ཬࡧ'*ࡢಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࠊᡭ㡰᭩ࡢᩚഛࢆᫎࡋࠊ36$ࡢ⤖ᯝࡽぢ࡚ࡶ✺ฟࡋࡓ⅔ᚰᦆയ
㢖ᗘࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ௬⡿ᅜࡢ5*ᇶ࡙࠸࡚ࢃࡀᅜࣉࣛࣥࢺࡢ㐺ྜᛶ
ࢆぢࡓࡁࠊ⪏ஂ⬟ຊࡢせồ㛫ࡣ㛫࡞ࡿࡀࠊࡇࢀᑐࡋࢃࡀᅜࣉࣛࣥࢺࡣᑡ࡞ࡃࡶ
㛫ࡢ⪏ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊࢃࡀᅜࣉࣛࣥࢺࡣศ⛬ᗘࡢ6%2ᑐࡍࡿ⪏ᛶ࡛タィࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀᑐࡍࡿタィࡢవ⿱ཬࡧࢃࡀᅜ'*ࡢಙ㢗ᛶࡢᐇ⦼➼ࡢ⌧≧࠾࠸࡚ࡣࠊ㐺
ษ࡞࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ᧯సࡀᐇࡉࢀࢀࡤ㺂༑ศ࡞Ᏻᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡶࡢ࡞ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡞ሗ࿌᭩ࡣୖグࡢᮾ㟁ᅇ⟅ࡢ㊃᪨ࡀᫎࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
:*࡛ࡣ┤ὶ㟁※ࡢಙ㢗ᛶࡘ࠸࡚ࡶࡓࡧࡓࡧ㆟ㄽࡉࢀࡓࡀࠊ┤ὶ㟁※ࡘ࠸࡚ࡣࠕᨾ㞀
ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢಙ㢗ᛶࡣ㧗࠸ࠖグ㏙ࡉࢀࡓࠋ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦'*㸧ࡢ⇞ᩱ㈓ⶶ⛣㏦
⣔ࠊ෭༷ᾏỈ⣔➼ࡢᒓタഛࢆྵࡵࡓ⪏㟈ᛶࡢ᳨ウࠊ⛣ືᘧ㠀ᖖ⏝'*ࡢタ⨨ࡸࣉࣛࣥࢺ'*
ࢆ⏝ࡋࡓ㟁ຊ⼥㏻➼ࡢሗ࿌᭩ࡢグ㍕ࡶ᳨ウࡉࢀࡓࡀࠊ࡚᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢグ㍕㡯ࡽࡣ๐
㝖ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ:*ࡢሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣ㟁Ẽᴗ⪅ࡽࡢฟྥ⪅ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ྲྀࡾࡲࡵస
ᴗࢆ⾜ࡗࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
⌜┠ጤဨ㛗ࡣグ⪅ぢ࠾࠸࡚ࠊᣦ㔪㢮⟇ᐃࡢࠕཎసࡾࢆ㠀බ㛤ࡢሙ࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡓࡇ⮬




Ᏻጤဨࠕὶ㟁※႙ኻ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ㆟㈨ᩱࠊ㆟ᴫせ➼㸦➨ᅇྜ㸧㛵㐃㈨ᩱࠖ

 ࠕὶ㟁※႙ኻ㇟ሗ࿌᭩㦵Ꮚ㸦㸧ࠖᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㸦㛵す㟁ຊ㸧
 KWWSZZZQVFJRMSVHQPRQVKLGDL]HQNRXU\XB:*BNDQUHQ]HQNRXU\XB:*BNDQUHQVLU\RSGI 
 㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
 ࠕὶ㟁※႙ኻ㇟ሗ࿌᭩㦵Ꮚ㸦㸧ࠖᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㸦ᮾி㟁ຊ㸧
 KWWSZZZQVFJRMSVHQPRQVKLGDL]HQNRXU\XB:*BNDQUHQ]HQNRXU\XB:*BNDQUHQVLU\RSGI 
 㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


Ᏻጤဨࠕὶ㟁※႙ኻ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ㆟㈨ᩱࠊ㆟ᴫせ➼㸦➨ᅇྜ㸧㛵㐃㈨ᩱࠖ

 KWWSZZZQVFJRMSVHQPRQVKLGDL]HQNRXU\XB:*BNDQUHQ]HQNRXU\XB:*BNDQUHQVLU\RSGI
 㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


ඖ⛉ᢏᗇᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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యࠊ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࡋࠊࡉࡽࠊᅇࠊ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࡢࡣࠊࡑࡢཎ࡞ࡿࡶࡢࢆ㟁
ຊ♫ࠊ࡞ࡾศᢸࡉࡏ࡚ᇳ➹ࡉࡏ࡚࠸ࡓ࠸࠺ࡇࡣ᫂ࡽ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ኚ⏦ࡋヂ࡞࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖⓎゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࠊὶ㟁※႙ኻ㇟᳨ウ:*ࡢᑂ㆟⤒⦋ࡘ࠸࡚ࠊᏳጤဨົᒁࡣᙜࡢ⤒⦋㛵
ࡍࡿㄪᰝࢆࢇ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᙜࡢ⤒⦋ࡣศࡽ࡞࠸ࡋ࡚ࠊᙜጤဨᑐࡋ࡚ࡶࠊබ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱ௨ୖࡢㄝ᫂ࡣ୍ษ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌜┠ጤဨ㛗ࡣࠊࠕ㈨ᩱࡀṧࡗ࡚࠸ࡓ࠸
࠺ࡇࢆ⚾⮬㌟ࡣᢕᥱࡋ࡞࠸࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁᣦ㔪ࡢᨵᐃసᴗࢆ㐍ࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࡇ⮬యࡣࠊၥ
㢟ࡀ࠶ࡿࡣᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖⓎゝࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᨾᚋ⾜ࡗࡓᏳタィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞ
సᴗࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡇࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ




ᏳጤဨࠕཎᏊຊᏳጤဨグ⪅ࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 KWWSZZZQVFJRMSLQIRSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


ᏳጤဨࠕཎᏊຊᏳጤဨグ⪅ࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 KWWSZZZQVFJRMSLQIRSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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㸳㸬㸰 ᮾ㟁࣭㟁㐃ࡢࠕࠖ࡞ࡗࡓつไᙜᒁ

➨㸯㒊࡛♧ࡋࡓᅇࡢᨾࡢ᰿※ⓗཎᅉࡢ࠺ࡕᆅ㟈ཬࡧὠἼᑐ⟇ࡢᮍᐇࠊࢩࣅࢡࢩ
ࢹࣥࢺ㸦6$㸧ᑐ⟇ࡢഛࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟁㐃ࡀࡑࡢ㈐௵ࡢ୍➃ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㟁㐃ࡣ௵
ពᅋయ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㟁Ẽᴗ⪅ࡢ࠸ࢃࡤ㐃ྜయ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࡛㟁Ẽᴗ⪅ࡢ㈐௵ࡶၥࢃ
ࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
㟁Ẽᴗ⪅ࡣ⪏㟈Ᏻᛶࡢホ౯ಀࡿࣂࢵࢡࣇࢵࢺࠊ6$ᑐ⟇ࡢつไ➼ࡢつไᙉࡘ࡞
ࡀࡿືࡁࢆࡓࡃ࡞ᣄࡳ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᨾࣜࢫࢡపῶᚲせ࡞つไ
ࡢᑟධࡀ㐍ࡲࡎࠊᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤࡢᛮࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸Ⅼ࡛ୡ⏺ᶆ‽ࡽᚋࢀࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
つไཬࡧᣦ㔪㢮ࡢ᳨ウ㐣⛬ࡢᐇែࡣࠊᏳ☜ಖᚲせ࡞つไࢆ⟇ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ࡞ࣉࣟ
ࢭࢫࡣᠱࡅ㞳ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊつไഃࡶᴗ⪅ഃࡶࠊ
ࠕ᪤タࡢ⅔ࢆṆࡋ࡞࠸ࠖ࠸࠺
᮲௳ࢆ๓ᥦࠊయࡀᩚ࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡛つไࡢⴠࡋࡇࢁࢆ᥈ࡾྜ࠺࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
つไഃᴗ⪅ഃࡣࠊ㐣ཤࡢつไ᪤タ⅔ࡢᏳᛶࡀྰᐃࡉࢀࠊッゴ࡞ࡼࡗ࡚᪤タ⅔
ࡀṆࡍࡿࣜࢫࢡࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ୧᪉ࡢᐖࡀ୍⮴ࡍࡿࡇࢁ࡛ࠊ
ࠕཎⓎࡣᏳࡀࡶࡶ
☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺๓ᥦࢆሀᣢࡋࠊ᪤タ⅔ࡢᏳᛶࠊ㐣ཤࡢつไࡢṇᙜᛶࢆྰᐃ
ࡍࡿࡼ࠺࡞ពぢࡀᅇ㑊ࠊ⦆ࠊඛ㏦ࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㟁㐃ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᏛ⏺ཬࡧつไ
ᙜᒁ࡞ྛ᪉㠃ࡢാࡁࡅࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ᙜጤဨ࡛ࡣࠊᴗ⪅つไᙜᒁࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿᙜࡓࡾࠊᴗ⪅ࡢࣟࣅ࣮άືࡁ
࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ㟁㐃ࢆ୰ᚰㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊᴗ⏺࠾ࡅ
ࡿ㟁Ẽᴗ⪅つไᙜᒁࡢ㛵ಀࡣࠊᚲせ࡞⊂❧ᛶཬࡧ㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃࠊࡲ
ࡉࠕ㸦ࡾࡇ㸧
ࠖࡢᵓ㐀࠸࠼ࡿ≧ែ࡛࠶ࡾࠊᏳᩥࡣ┦࠸ࢀ࡞࠸ᐇែࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗࡓࠋ
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ᅗ㸳㸰㸯 つไ࣭ᣦ㔪ࡢ⟇ᐃ࣭ᨵゞࣉࣟࢭࢫ


㸳㸰㸯 ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞ⤒⦋
㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊ᪤タཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᙳ㡪ホ౯ࠊッゴࡢ㓄៖ࡀᚲせࡢㄆ㆑ࡽࠊබ㛤ᑂ㆟
ྥࡅ࡚⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢཎసࡾࢆ࿘฿‽ഛࡋ࡚ࡁࡓࠋ㠀බ㛤ࡢሙ࡛ࡢ㟁Ẽᴗ⪅ࡢ
๓᳨ウཧຍࡋ࡚࠸ࡓᏛ㆑⤒㦂⪅ࡢ㒊ศࡣ⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉ࡢᵓᡂဨ࡛ࡶ࠶ࡾࠊጤဨ
㑅ᐃࡢ㏱᫂ᛶࡢᛕࡣᣔ࠼࡞࠸ࠋ
බ㛤ࡢሙ࡛࠶ࡿ⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉࡛ࡢᑂ㆟㛤ጞᚋࡶࠊཎᏊຊᏳ༠㸦௨ୗࠕཎᏳ༠ࠖ
࠸࠺㸧➼ࡢ㠀බ㛤ࡢ㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ጤဨ㛫ࡢㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀࠊࡲࡓ㟁Ẽᴗ⪅ࡢពぢࡣ≉ᐃࡢጤဨ
ࢆ㏻ࡌ࡚ศ⛉ᥦ♧ࡉࢀࡓࠋ⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉ࡢ㆟ෆᐜࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᐇ㉁ⓗ࡞
Ỵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿ㆟ࡀ㠀බ㛤࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࡽࠊ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞࣉࣟࢭࢫࡢ
㏱᫂ᛶࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊつไᙜᒁᑐࡋࣂࢵࢡࣇࢵࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇࠊࣂࢵ
ࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣᖺ⛬ᗘࡢ⊰ணᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇࢆせᮃࡋࡓࠋᙜึࡣࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᮇ㛫ࡀ
ᖺ㛗ᮇ㛫࡞ࡿࡇಖᏳ㝔ࠊᏳጤဨࡶၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶᪥ࡢಖᏳ㝔ࡢᣦ♧ࢆཷࡅ࡚ᮾ㟁ࡀᥦฟࡋࡓࠕ᪤タཎᏊ⅔タഛࡢ⪏㟈Ᏻホ౯ᐇィ⏬
᭩ࠖࡼࡿࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟᮇ㝈ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
ᮎࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊィ⏬ࡉࢀࡓࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᮇ㛫ࡣ⣙ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊᮏᨾⅬ㸦ಖᏳ㝔ࡼࡿࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ♧ࡽᖺ༙ᚋ㸧࠾
࠸࡚ࡶ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡣᥦฟࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᮾ㟁ࡢෆ㒊㈨ᩱ
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ࡼࡿᮏᨾⅬ࠾ࡅࡿ᭱⤊ሗ࿌᭩ࡢᥦฟணᐃࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࣂࢵ
ࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᣦ♧ࡽ⣙ᖺࡶࡢᮇ㛫ࢆࡅࡿ࠸࠺⦆៏࡞ィ⏬࡛࠶ࡗࡓࠋ
⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᖜ࡞㐜ࢀࡢཎᅉࡘ࠸࡚ࠊಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࡣࠕࣂࢵࢡࣇࢵࢺ࡛࡞
ࡗࡓࡓࡵᙉไຊࡀ࡞ࡗࡓࠖࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍㐃ࡢ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞࡢ⤒⦋
㚷ࡳࢀࡤࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡢせᮃࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅධࢀࠊ㐍ᤖࡘ࠸࡚༑ศ┘╩ࢆ⾜ࢃࡎࠊ⤖ᯝ
ࡋ࡚⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᖜ࡞㐜ࢀࢆᣍ࠸ࡓಖᏳ㝔ࡢጼໃࡣ࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ


㸯㸧බ㛤ࡢሙ࡛ࡢ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᑂ㆟⮳ࡿ⤒⦋
ᙜጤဨࡀᏳጤဨົᒁࡽཷࡅࡓㄝ᫂ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ㜰⚄࣭ῐ㊰㟈⅏㸦රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈㸧Ⓨ⏕ࡢ᪥ᚋ㸦᭶᪥㸧
Ᏻጤဨࡣࠕᖹᡂᖺරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓཎᏊຊタ⪏㟈Ᏻ᳨ウ㸦௨ୗࠕ⪏㟈Ᏻ
᳨ウࠖ࠸࠺㸧ࠖࢆタ⨨ࡋࠊྠᖺ᭶ሗ࿌᭩ࢆྲྀࡾࡲࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕཎᏊຊ
タࡢ⪏㟈タィࢆつᐃࡍࡿ㛵㐃ᣦ㔪㢮ࡘ࠸࡚ࠊරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡶࠊࡑࡢጇᙜᛶࡀ
ᦆ࡞ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠖࡢ⤖ㄽ⮳ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊࠕཎᏊຊ㛵ಀ⪅ࡣࠊࡇࢀ
Ᏻఫࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊ⪏㟈タィ࠾࠸࡚ᖖ᭱᪂ࡢ▱ぢࢆᫎࡍࡿ࡞ࠊཎᏊຊタࡢ⪏㟈Ᏻ
ᛶᑐࡍࡿಙ㢗ᛶࢆ୍ᒙྥୖࡉࡏࡿࡓࡵᘬࡁ⥆ࡁດຊࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ࡇ
࡛ࠊཎᏊຊ㛵ಀ⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄪᰝࠊ◊✲ㄢ㢟ࡢิᣲࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᏳጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ㹼㸦㸧ᖺᗘࡢᖺ㛫ࠊ㈈ᅋἲேཎᏊຊⓎ㟁ᢏ
⾡ᶵᵓ㸦௨ୗࠕ183(&ࠖ࠸࠺㸧ࡢጤクㄪᰝ➼ࡼࡾཎᏊຊタࡢ⪏㟈Ᏻᛶ㛵ࡍࡿᾏእ
ࡢᇶ‽㢮ࡸᩥ⊩ࡢ㞟ᩚ⌮➼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏳጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺ᭶ཎᏊຊᏳᇶ‽ᑓ㛛㒊ࠊ⪏㟈㛵ಀࡢᣦ㔪㢮ࡢ᭱᪂ࡢ▱ぢࡢᫎࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ
ᑂ㆟ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ᣦ♧ࢆฟࡍ⮳ࡾࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶බ㛤ࡢሙ࡛࠶ࡿ⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉
࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ

㸰㸧ᴗ⪅ࢆ࠼ࡓ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞྥࡅࡓ‽ഛ
୍᪉࡛ࠊᙜጤဨࡀ㟁㐃㈨ᩱ➼ࢆࡶ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉㸦බ㛤㸧⮳ࡿ
ヲ⣽࡞⤒⦋ࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
᪤タཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᙳ㡪ホ౯ࠊッゴࡢ㓄៖ࡀᚲせࡢㄆ㆑ࡽࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࢆ୰ᚰࡋ࡚
බ㛤ࡢሙ࡛ࡢ᳨ウྥࡅ࡚ࡢ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢཎసࡾࡀ࿘฿‽ഛࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㠀බ㛤ࡢሙ࡛ࡢ㟁Ẽᴗ⪅ࡢ๓᳨ウཧຍࡋ࡚࠸ࡓᏛ㆑⤒㦂⪅ࡢ㒊ศࡣ⪏㟈
ᣦ㔪᳨ウศ⛉ࡢᵓᡂဨ࡛ࡶ࠶ࡾࠊጤဨ㑅ᐃࡢ㏱᫂ᛶಀࡿᛕࡣᣔ࠼࡞࠸ࠋ

D ⪏㟈᳨ウࡢ㟁Ẽᴗ⪅ࡼࡿᨭ
රᗜ┴༡㒊ᆅ㟈ࢆཷࡅ࡚Ᏻጤဨࡣ⪏㟈Ᏻ᳨ウࢆタ⨨ࡋࡓࠋ⪏㟈Ᏻ᳨ウࡣࠊ
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㒊እ༠ຊ⪅ࠊ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚ከᩘࡢ㟁Ẽᴗ⪅♫ဨࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⪏㟈Ᏻ᳨ウ
ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠊ㏻⏘┬ࠊ㟁Ẽᴗ⪅ཬࡧ183(&࡛ཎᏊຊタ⪏㟈㐃⤡ࡀᐃᮇⓗ㛤ദࡉ
ࢀࠊ㟁㐃సᡂ㈨ᩱࢆࡶ㏻⏘┬༠㆟ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⪏㟈Ᏻ᳨ウࡢሙ᳨ウ㈨ᩱࡀᥦฟ
ࡉࢀࡓࠋ

E Ᏻጤဨົᒁཬࡧ࢚ࢿᗇࡢពྥ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺᙜࠊᏳጤဨົᒁࡣ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ᪤タཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡞ࡓࡵࠊ࢚ࢿᗇཎసࡾࢆࡉࡏࡿពྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࢚ࢿᗇཎᏊຊᏳᑂᰝㄢࡣࠊ183(&ࢆ୰ᚰ㟁Ẽᴗ⪅ࡢពぢࢆᫎࡋࠊᖺ⛬ᗘ࡛ᣦ
㔪ᨵゞࡢ࢘ࢺࣛࣥࢆࡲࡵࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࠋᣦ㔪ᨵゞᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ᪤タཎᏊຊⓎ㟁
ᡤࡢᙳ㡪ࡸッゴࡢ㓄៖ࡀᚲせࡢㄆ㆑ࡣ㟁Ẽᴗ⪅ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢᏳጤဨ
ົᒁཬࡧ࢚ࢿᗇཎᏊຊᏳᑂᰝㄢࡢពྥࡣ㟁㐃ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

F ࢚ࢿᗇࡢᏳጤဨࡢྛጤဨᑐࡍࡿ⪏㟈ᣦ㔪ᨵゞ㛵ࡍࡿせㄳ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢᏳጤဨ⤊ᚋࡢ㠀බᘧ࡞ㄝ᫂ࡢሙ࡛Ᏻጤဨࡢྛጤဨ
ᑐࡋ࢚ࢿᗇཎᏊຊᏳᑂᰝㄢࡼࡾ⪏㟈ᣦ㔪ࡢ㧗ᗘ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ྠㄢࡣᏳጤဨࡢྛጤဨᑐࡋ࡚ࠊ⪏㟈ᣦ㔪ᨵゞࡢ≧ἣࢆㄝ᫂ࡋࠊ⪏㟈ᣦ㔪ᨵゞ㛵ࡍ
ࡿⓎゝࢆ᥍࠼࡚ࡋ࠸᪨ࢆせㄳࡋࡓࠋලయⓗෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࠕᒸࠊᚿ㈡ࡢチྍࡀฟ࡚ࡽ᮶ᖺ᭶ࡼࡾᇶ‽㒊࡛ᑂ㆟㛤ጞࡋࠊࡑࢀࡲ࡛
ࡣ⪏㟈ᣦ㔪ᨵゞ㛵ࡍࡿⓎゝࡣ᥍࠼࡚ḧࡋ࠸ࠋ⪏㟈ᣦ㔪ᨵゞࡢⓎゝࢆࡍࡿࡣࠊ
⌧⾜ᣦ㔪ࡢ㧗ᗘࢆ┠ᣦࡍ➼ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆ᫂☜ࡋࡓᏳጤဨࡢỴᐃᩥࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠖ

Ᏻጤဨࡢྛጤဨᣦ㔪ᨵゞࡢ㐍ࡵ᪉ࡘ࠸࡚⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡛ࠊ࢚ࢿᗇཎᏊຊᏳ
ᑂᰝㄢࡣࠊࡑࡢᚋࠊᏳጤဨࡢྛጤဨ㠀බᘧ࡞ㄝ᫂ࡢሙ࡛ᣦ㔪ᨵゞࡢ᳨ウ≧ἣࢆㄝ᫂
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡗࡓࠋ

G࢚ࢿᗇࡼࡿཎᏊຊᏳጤဨࡢ㠀බᘧ࡞୰㛫ሗ࿌
⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟁㐃࡛⤌⧊ⓗ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ
᭶୰㛫ሗ࿌ࢆࡲࡵࠊ࢚ࢿᗇཎᏊຊᏳᑂᰝㄢㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢚ࢿᗇཎᏊ
ຊᏳᑂᰝㄢࡣࠊ㟁㐃ࡢ୰㛫ሗ࿌ᇶ࡙ࡁࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ཎᏊຊᏳጤဨ
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ཬࡧ⛉ᢏᗇཎᏊຊᏳㄪᰝᐊ㠀බᘧ࡞ࡀࡽ୰㛫ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࡢணᐃࡣࠊ࢚ࢿᗇཎᏊຊᏳᑂᰝㄢࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶㟁㐃ࡽࡢ᭱⤊ሗ࿌
ࢆཷࡅࠊ࢚ࢿᗇ㢳ၥཬࡧཎᏊຊᏳጤဨሗ࿌ࡍࡿពྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ⪏㟈タィᑂᰝᣦ
㔪ࡢᨵゞ╔ᡭࡢබ⾲ᮇࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

Hᅄ⪅㸦⛉ᢏᗇ࣭࢚ࢿᗇ࣭183(&࣭㟁Ẽᴗ⪅㸧㛫༠㆟
⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛉ᢏᗇ࣭࢚ࢿᗇ࣭183(&࣭㟁Ẽᴗ⪅ࡢᅄ⪅࡛⥅⥆
ⓗ࡞༠㆟ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࠾࠸࡚ᚋࡢయࢫࢣࢪࣗ
࣮ࣝ㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡼࡾ௨ୗࡢⅬࡀㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋ

࣭ᣦ㔪ᨵゞࡢ᪉ྥᛶࢆᐃࡵࡿ┠ⓗ࡛⾜࠺ᑓ㛛ᐙࢆ࠼ࡓࠕ๓᳨ウࠖࢆᐇࡍࡿࡇࠋ

࣭ྠ᳨ウ࡛ᣦ㔪ᨵゞࡢᢏ⾡ⓗ᪉㔪ࡢぢ㏻ࡋࢆᚓࡓᚋࠊ᳨ウ╔ᡭࢆබ⾲ࡍࡁࡇࠋ
࣭᪤タᙳ㡪ホ౯ࡸẸ㛫ᣦ㔪ᨵゞࢆྵࡵᣦ㔪ᨵゞせࡍࡿᮇ㛫ࡀ⣙ᖺ࡛࠶ࡿࡇࠋ

≉ࠊᏳጤဨࡼࡿ╔ᡭබ⾲ࡣᑐእⓗΰࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵᢏ⾡ⓗㄢ㢟ࡢぢ㏻ࡋࡀ❧ࡗ࡚
ࡽៅ㔜⾜࠺ࡁᙇࡋࡓࠋ
⛉ᢏᗇཎᏊຊᏳㄪᰝᐊཬࡧ࢚ࢿᗇཎᏊຊᏳᑂᰝㄢࡣࠊᇶᮏⓗࡣ㟁Ẽᴗ⪅ࡢᥦ
㈶ᡂࡢពྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ᑓ㛛ᐙࢆ࠼ࡓࠕ๓᳨ウࠖࡣࠊጤဨ㑅ᐃࡸዎ⣙ᡭ⥆ࡁࡢ㛵ಀୖ㛤ጞࡀᖺ᫂ࡅ௨㝆࡞
ࡿࡶࡢࡢࠊᏳጤဨጤဨ㛗ࡢពྥࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ᪩ᮇ㛤ጞࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࢀࡲ࡛ࡣࠊࠕ⪏㟈タィຮᙉࠖ⛠ࡋࠊ࢚ࢿᗇࠊ㟁ຊ㛫᳨࡛ウࡋ࡚ࡁࡓ㈨ᩱࢆࠕ๓᳨ウࠖ
ཬࡧࡑࡢᚋࡢබ㛤ࡢሙ࠾ࡅࡿ㆟ㄽሓ࠼ࡿࡶࡢࡍࡃᅄ⪅࡛㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡃࡇࡋࡓࠋ


I183(&⪏㟈᳨ウ
⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋ᪩ࡃ╔ᡭࡍࡁࡍࡿᏳጤဨጤဨ㛗ࡢពྥࢆཷࡅࠊᏳ
ጤဨົᒁᑂᰝᣦ㔪ㄢ⤒῭⏘ᴗ┬㸦௨ୗࠕ⤒⏘┬ࠖ࠸࠺㸧ཎᏊຊⓎ㟁Ᏻᑂᰝㄢࡣࠊ
183(&⪏㟈᳨ウࢆ⤌⧊ࡋࠊᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞࡢ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚Ꮫ⪅ࢆ࠼࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⪏㟈᳨ウࡢᵓᡂဨࡣᏛ㆑⤒㦂⪅ேࠊ㟁ຊ♫ேࠊ183(&ேࡢィே࡛࠶ࡗࡓࠋ
࡞࠾ࠊ㟁㐃㈨ᩱࡽࡣ⪏㟈᳨ウࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘᅇࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘ
ᅇ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠺ࡀࢃࢀࠊ⪏㟈᳨ウࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡗࡓᏛ㆑⤒㦂⪅ேࡢ࠺
ࡕேࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶タࡅࡽࢀࡓ⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉ࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡗࡓࠋ





㟁㐃㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ

- 509 -

㸱㸧⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉௨㝆ࡢ᳨ウ≧ἣ

D⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉࠾ࡅࡿᑂ㆟⤒⦋
ศ⛉࡛ࡢᑂ㆟㡯ࡣࠊձᣦ㔪ᫎࡍࡁ᭱᪂▱ぢࡢᢳฟ࣭ᩚ⌮ࠊղ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊᚲせ
ᛂࡌ࡚᪂ᣦ㔪ࡢసᡂࠊࡉࢀࡓࠋ᳨ウᮇ㛫ࡘ࠸࡚ࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ┠Ᏻࡋ࡚࠾
࠾ࡴࡡᖺ⛬ᗘࡀ┠ᶆࡉࢀࡓࠋ⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶➨ᅇศ⛉
ࡀ㛤ദࡉࢀࠊ➨ᅇศ⛉࡛ᚋ᳨ウࡍࡁ㡯┠ࡀࡲࡵࡽࢀࡓࠋ᳨ウ㡯┠ࡘ࠸࡚ᇶ
ᮏ:*ࠊタ:*ࠊᆅ㟈࣭ᆅ㟈ື:*ࡢࡘࡢ:*࡛ᚲせ࡞ྛ✀▱ぢ➼ࡢᩚ⌮సᴗࡀ⾜ࢃࢀࠊศ⛉
ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢ➨ᅇศ⛉࠾࠸࡚ࠕ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖᨵゞࡢ࣏ࣥࢺࡀ♧
ࡉࢀࡓࡀࠊタィࡢጇᙜᛶ㛵ࡍࡿุ᩿ࠕṧవࡢࣜࢫࢡࠖࡀ㆟ㄽࡉࢀࠊᆅ㟈ືホ౯ࠕ☜⋡
ㄽⓗࠖグ㏙ࢆࡍࡁ࠺࡛ࠊ㛗㛫㆟ㄽࡉࢀࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢ➨ᅇศ⛉ࡼࡾ㡰ḟࠊᣦ㔪యࡢ㦵Ꮚࡀົᒁࡼࡾᥦฟࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ᭶ᅇ௨ୖࡢ࣮࣌ࢫ࡛ᮏ᱁ⓗᣦ㔪ࡢ⣲సࡾࡢ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ㄢ㢟ࡋ࡚௨ୗࡢ㡯➼ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ձ㟈※ࢆ≉ᐃࡏࡎ⟇ᐃࡍࡿᆅ㟈ື
ղά᩿ᒙࡢホ౯ᮇ㛫
ճࠕṧవࡢࣜࢫࢡࠖࡢᐃ㔞ホ౯
մࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ࣭ࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡢᢅ࠸

EཎᏊຊᏳ༠➼ࡢ㠀බ㛤㆟ࡢ⏝
ศ⛉࡛ࡢᑂ㆟ෆᐜࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᏳጤဨົᒁཬࡧಖᏳ㝔ཎᏊຊᏳᑂᰝㄢ
ࡣࠊᚋࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡃࠊ㠀බ㛤ࡢ㆟㸦ཎᏳ༠ࡢ㺀⪏㟈タィ㧗ᗘㄪᰝᑓ㛛ጤ
ဨ㺁➼㸧ࢆ⏝ࡋࠊᏛ㆑⤒㦂⪅ࡢពぢㄪᩚࢆࡍࡿࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊཎᏳ༠ࡣࠊ
Ꮫ㆑⤒㦂⪅ࡢពぢㄪᩚࡢሙࡋ࡚✚ᴟⓗ⏝ࡉࢀࡓࡇࡀᙜࡢ㆟㘓➼࡛☜ㄆࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
㻌
Fጤဨࢆ㏻ࡌࡓ㟁Ẽᴗ⪅ࡢពぢࡢศ⛉ࡢᥦ♧
⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᑐᛂࡘ࠸࡚㟁㐃㈨ᩱࡣ௨ୗࡢࡼ࠺グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㟁Ẽ
ᴗ⪅ࡢពぢࡀጤဨࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⪏㟈ᣦ㔪᳨ウศ⛉ᥦ♧ࡉࢀࡓࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
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≉ᐃጤဨࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋࠊ㸦ά᩿ᒙࡢホ౯ᮇ㛫ࡀ㸧ᖺ࡛༑ศ࡛࠶ࡿࡇࢆᙇࡋ
࡚࠸ࡓࡔࡃࡀ㸦㟁ຊពぢࡣඛ⏕ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚ศ⛉ᥦ♧ணᐃ㸧ࠊేࡏ࡚ࠊ
⌧ᐇࡢά᩿ᒙࡢ࠺ࡕࠊㄪᰝ࣭ホ౯ࡢࣉࣛࢡࢸࢫࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡿࠕᖺࠖࡢ
௦ࡋ࡚ࠊ⌧ᐇ㐠⏝ྍ⬟࡛ࠊྜ⌮ⓗホ౯ࡼࡾ᪤ᏑⓎ㟁ᡤࡢᙳ㡪ࡶᑡ࡞࠸
௦ࢆ᳨ウࡋࠊྠᵝ≉ᐃጤဨࡽศ⛉࡛ᥦ♧࠸ࡓࡔࡃணᐃࠋࡲࡓࠊά᩿ᒙᑓ
㛛ᐙࡢྜពࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࡓࡵጤဨࡢㄝ᫂ࢆ୪⾜ࡋ࡚ᐇ

ࠕ㟈※ࢆ≉ᐃࡏࡎ⟇ᐃࡍࡿᆅ㟈ືࠖࢆ*DO࡛ᢚ࠼ࡓ࠸ࡀࠊࡶࡗࡁࡃࡍࡁ
ᙇࡍࡿጤဨࡀ࠸ࡿࡇ㛵ࡋ࡚ཎᏊຊ࡛⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿᆅ㟈ືࡀ୍⯡ࡢタィࡸ
㜵⅏࡛⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿᆅ㟈ືẚྠ➼௨ୖ࡛࠶ࡿࡇࢆせጤဨㄝ᫂ࡋ࡚
࠸ࡃ

㸲㸧ࣂࢵࢡࣇࢵࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ

DᏳጤဨࡢពྥᥦ♧ࢆཷࡅࡓ㟁Ẽᴗ⪅ࡢᛂ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ᏳጤဨົᒁࡣࠊᏳጤဨጤဨ㛗ཬࡧྛጤဨࡢពྥࢆ㋃ࡲ


࠼ ࠊᣦ㔪ᨵゞక࠺᪂つタཬࡧ᪤Ꮡタࡢ⪏㟈Ᏻᛶ㛵ࡍࡿホ౯ࠊ☜ㄆ᪉㔪➼ࢆグ㍕
ࡋࡓ࣓ࣔࢆసᡂࡋࠊಖᏳ㝔ཬࡧ㟁Ẽᴗ⪅ᥦ♧ࡋ࡚ࡑࡢពྥࢆఏ࠼ࡓࠋ
㟁㐃ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠕ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵᐃಀࡿぢゎ࣮࣌ࣃ࣮ᑐ
ࡍࡿពぢࠖࢆᏳጤဨົᒁᥦ♧ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡋ࡚ࠊ

ぢゎ࣮࣌ࣃ࣮࡛ࡣࠊᨵᐃᣦ㔪ᇶ࡙ࡃࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆ᪤タ⅔ᑐࡋ࡚᪩ᛴ
ᐇࡍࡁࡢ᪉ྥᛶㄞࡵࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⌧⾜ᣦ㔪ࡢጇᙜᛶࡘ࠸࡚グ㍕ࢆ
㏣ຍࡍࡿࡶࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⊰ணᮇ㛫ࢆࡶࡗ࡚せㄳ
ࡍࡿ᪨ࡢᩥ᭩ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㺃㺃㺃㺃ࠗ᪤タ⅔ࡘ࠸࡚グࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ‽
⏝ࡋࡓᙧ࡛㐺⏝ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࠘ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠗ‽⏝࠘ࡣ᪂ᣦ㔪ᇶ࡙
ࡃࣂࢵࢡࣇࢵࢺࢆồࡵ࡚࠸ࡃࡇྠ⩏ㄞࡵࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ⌧⾜ࣉࣛࣥࢺࡢ
⪏㟈Ᏻᛶࡀ༑ศࡢᙇⓎᒎࡋࡸࡍࡃࠊᘓタ㸦㐠㌿㸧ᕪṆッゴ࠼ࡿᙳ
㡪ࡀࡁ࠸





㟁㐃㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ



Ᏻጤဨᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



Ᏻጤဨ㈨ᩱ



Ᏻጤဨ㈨ᩱ
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ࡢពぢࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࠊ㟁㐃ࡽᏳጤဨᑐࡋ࡚ࠊࣂࢵࢡࣇࢵࢺ࡛
ࡣ࡞ࡃࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୍ᐃࡢ⊰ணᮇ㛫ࢆタࡅࡿࡇࡀせᮃ
ࡉࢀࡓࠋ
㻌
E㟁Ẽᴗ⪅ࡽࡢಖᏳ㝔ཬࡧᏳጤဨࡢせᮃ
㟁㐃ࡣࠊ㺀⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞ࠶ࡓࡗ࡚ࡢཎᏊ⅔タ࠾ࡅࡿᑐᛂࡘ࠸࡚㺁ࢆࡲ
ࡵࠊಖᏳ㝔ཎᏊຊᏳᑂᰝㄢཬࡧᏳጤဨົᒁ༠㆟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ

ᅇࡢᨵゞ࡛ࡣࠊ୍㒊ࡢ᪤タࣉࣛࣥࢺ࡛ࡣᑐᛂᥐ⨨㸦⪏㟈⿱ᗘྥୖᕤ➼㸧ࡀ
ᚲせ࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡾࠊᴗ⪅ࡣࠊࡼࡾ୍ᒙࡢ⪏㟈Ᏻᛶཬࡧಙ㢗ᛶྥୖࢆᅗ
ࡿほⅬࡽࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇࡋ✚ᴟⓗᑐᛂᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵ࡚
࠸ࡃᡤᏑࠋ
ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣࠊᆅ㟈ືホ౯㛗ᮇ㛫せࡍࡿ࡞ࡢࡀ࠶ࡾࠊᑐᛂᥐ⨨
ᐇࢆྵࡵ࡚ࠊ┦ᛂࡢᮇ㛫ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ㐠㌿ࢆ⥅⥆ࡋࡘࡘィ⏬ⓗᐇࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᅜࡣࠊᣦ㔪ᨵゞࡢ⨨࡙ࡅࡸ᪤タࣉࣛࣥࢺࡢᢅ࠸ࢆ᫂☜♧ࡋࠊձ⌧⾜ᣦ
㔪ᇶ࡙ࡁタィࡉࢀࡓ᪤タࣉࣛࣥࢺࡢ⪏㟈Ᏻᛶࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠊ
ղ᪤タࣉࣛࣥࢺࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᑐᛂᥐ⨨ࡘ࠸࡚㐺ษ࡞⊰ணᮇ㛫ࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡇࠊճࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊ⠊ᅖࢆࢡࣛࢫ,タഛࡢ6VࡼࡿᏳᶵ⬟
☜ㄆࡍࡿࡇࠊ࡞ࢆせᮃ

࠸ࡗࡓ᪉㔪࡛༠㆟ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊಖᏳ㝔ཬࡧᏳጤဨᥦ♧ࡉࢀࡓㄝ᫂㈨ᩱࡣ௨ୗ
ࡢෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋ

⯡ࡢ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞࡘ࠸࡚ࡣࠊࡾࡲࡵྥࡅࡓ᳨ウసᴗࡢࣆࢵ
ࢳࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋᴗ⪅ࡋ࡚ࡶࡇࢀࡲ࡛ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼
ᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊ୍㒊ࡢ᪤タࣉࣛࣥࢺ࡛ࡣᑐᛂᥐ⨨㸦⪏㟈⿱ᗘ
ྥୖᕤ➼㸧ࡀᚲせ࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡛ࡍࠋࡇࢀࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ୍ᒙࡢ⪏㟈Ᏻᛶཬ
ࡧಙ㢗ᛶྥୖࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ⪏㟈Ᏻᛶホ౯㸦ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㸧ࢆᐇࡋࠊ✚
ᴟⓗᑐᛂᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡃᡤᏑ࡛ࡍࠋ
ᴗ⪅ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ㐠㌿ࢆ⥅⥆ࡋࡘࡘィ⏬ⓗᐇࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࠊᅜ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡶࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾࠊ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ࠾㢪
࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ


㟁㐃㈨ᩱ
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 ᣦ㔪ᨵゞಀࡿᇶᮏࢫࢱࣥࢫ
㸧⯡ࡢᣦ㔪ᨵゞࡣࠊ୍ᒙࡢ⪏㟈Ᏻᛶཬࡧಙ㢗ᛶࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊ᭱᪂▱
ぢࡢᫎࠊ⿱ᗘࡢྥୖ➼ࡢ㧗ᗘࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢࠋ⌧⾜ᣦ㔪ᇶ࡙ࡁタィ
ࡉࢀࡓ᪤タࣉࣛࣥࢺࡢ⪏㟈Ᏻᛶࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸧ᨵゞᣦ㔪ࡣࠊ᪂タ⅔ࢆᑐ㇟ࡋࡓࡶࡢࠋ᪤タࣉࣛࣥࢺᑐࡋ࡚ࡣࠊ୍ᒙࡢ
Ᏻᛶཬࡧಙ㢗ᛶྥୖࡢほⅬࡽࠊ㐺ษ࡞ᮇ㛫࡛ᨵゞᣦ㔪↷ࡽࡋࡓ⪏㟈
Ᏻᛶホ౯ࢆᐇࡋ✚ᴟⓗᑐᛂᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡃࠋ
㸧࡞࠾ࠊᨵゞᣦ㔪࡛ࡣࠊᇶ‽ᆅ㟈ື⟇ᐃᚲせ࡞㔜せ࡞ᇶ‽ࡀ᫂☜ᐃࡵࡽ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᚲせ࡞ᑐᛂࢆࡿࡓࡵࡢ㐺ษ࡞᳨ウᮇ㛫ࡀᚲせࠋ
 ᪤Ꮡࣉࣛࣥࢺࡢ⪏㟈Ᏻᛶホ౯
 ୖグ ࡢᇶᮏࢫࢱࣥࢫࡢࡶࠊ⪏㟈Ᏻᛶࡢࡓࡵࡢᮇ㛫ࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊィ
⏬ⓗࡘ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳጼໃࢆ♧ࡏࡿࡼ࠺ࠊᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊᴗ⪅ホ
౯ᐇィ⏬ࡢሗ࿌ᚩ㸦⣙  ࢝᭶㸧ࢆ⾜ࡗ࡚㡬ࡁࠊేࡏ࡚ࠊホ౯⤊ࡲ࡛
ࡢᡤせࡢᮇ㛫㸦 ᖺ⛬ᗘ㸧ࢆᥦ♧㡬ࡃࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦୰␎㸧
 ᙜ㠃ࡢ㐠㌿⥅⥆ࡢጇᙜᛶ㸦୰␎㸧
 タ⨨チྍᑂᰝ୰ࡢࣉࣛࣥࢺࡢᢅ࠸
 ᣦ㔪ᨵゞタ⨨チྍ୰ࡢࣉࣛࣥࢺࡣࠊᨵゞᣦ㔪↷ࡽࡋࡓᆅ㟈ືホ౯
㛗ᮇ㛫せࡍࡿ࡞ࠊ┤ࡕࡑࡢ㐺ྜᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ≧ἣࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸧ࡲࡓࠊ㛫Ⓨ㟁ᡤ࠾࠸࡚ࡣࠊࣉࣝࢺࢽ࣒࢘⏝ィ⏬ࡢጇᙜᛶࡸ❧ᆅᆅᇦ
ࡢ╔ᕤ࣭ᘓタࡢᮇᚅࢆ༑ศ㓄៖ࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸦୰␎㸧
 ࡑࡢ
㸧⯡ࡢᣦ㔪ᨵゞࡣࠊ⮬యࡸ࣐ࢫࢥ࣑➼♫ⓗ㛵ᚰࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊᏳጤဨ
ࡸಖᏳ㝔࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊᨵゞࡢ⨨ࡅࡸ᪤タࣉࣛࣥࢺࡢᢅ࠸࡞
༑ศ࡞ᑐእㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸧⪏㟈Ᏻᛶホ౯࠾࠸࡚ࠊ㺀㟈※ࢆ≉ᐃࡏࡎ⟇ᐃࡍࡿᆅ㟈ື㺁ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᪥ᮏ㟁Ẽ༠࡛⟇ᐃࡋࡓᆅ㟈ື㸦*DO㸧⮴ࡋࡓࡃࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋ
ࡓ࠸ࠋ
㸧ᣦ㔪ᨵゞࡢᕤㄆྍ࠾ࡅࡿᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡶᚋㄪᩚࡉࡏ࡚㡬ࡁࡓ࠸

FಖᏳ㝔ཬࡧᏳጤဨࡢᛂ
㟁㐃ࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊಖᏳ㝔㛗ᑐࡋࠊ᪤タࣉࣛࣥࢺࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
ࡘ࠸࡚ࡢせᮃࢆఏ࠼ࡿࡓࡵࠊពぢࢆᐇࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࡢಖᏳ㝔ࡢᛂࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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࣭ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᮇ㛫ᖺࡣ㛗࠸ࠋಖᏳ㝔ࡋ࡚ᑐእⓗࡇࢀࡀ㐺ษࡋ࡚ㄝ᫂ࡍ
ࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
࣭ఀ᪉ุࢆ⪃៖ࡍࡿࠊᅇࡢᣦ㔪ᨵゞࡀ᪂▱ぢ࠺ࠊ⌧⾜ᣦ㔪ၥ㢟ࡀ
࠶ࡿࡢ࠺ࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋಖᏳ㝔ࠊ㟁ຊࡶἲⓗ࡞ၥ㢟ࢆワࡵ࡚࠾ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ᣦ㔪ᨵゞྥࡅ࡚ࠊࣃࣈࢥ࣓ᮇ㛫୰ࡽ㐺ษᑐእᑐᛂࢆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᚋࠊつไഃࠊᴗ⪅ࡶ㐃ᦠࢆᙉࡋ࡚ࠊ༑ศ┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽ⢭ຊⓗ㐍ࡵ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ
࣭᪂ᣦ㔪ࡣࠊලయⓗ࡞ᇶ‽ࡀ㊊ࠋලయⓗᇶ‽ࡸ㐠⏝᪉ἲࢆᏳጤဨồࡵࡓ
࠸ࠋ
㸦୰␎㸧
࣭ᑂᰝㄢࡋ࡚ࡣࠊ㐺ᐅࠊᴗ⪅ᑐᛂࢆ┦ㄯࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐠㌿ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡘࡘィ
⏬ⓗᑐᛂࡍࡿࡣࠊࡇࡢᇶᮏࢫࢱࣥࢫࡢⰋ࠸ࡣ࡞࠸ࡀࠊᐇ㝿ᑐᛂࡍ
ࡿ࡞ࡿ㞴ࡋ࠸ࠋᅜࡋ࡚ࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᑐࡋ࡚ࠊࡋࡗࡾྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿጼໃࢆᑐእⓗぢࡏ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࡇࡀ㔜せࡢ⪃࠼㸦ᑂᰝㄢ㛗㸧

 ࡲࡓࠊᙜࡢᏳጤဨົᒁᑂᰝᣦ㔪ㄢࡢᛂࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡᑐᛂᥐ⨨ࡘ࠸࡚ࠊ⊰ணᮇ㛫ࡀᚲせࡢㄆ㆑ࡣ࠶ࡿࡀࠊࣂࢵ
ࢡࢳ࢙ࢵࢡࡘ࠸࡚ᖺ㛗ᮇ㛫࡞ࡿࡇၥ㢟ព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣂࢵ
ࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊᨵゞᣦ㔪↷ࡽࡋ࡚࡚ࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡢᙧࢆồࡵ
࡚࠾ࡾࠊࢡࣛࢫϨタഛᑐࡍࡿ6VᏳᶵ⬟☜ㄆᑐ㇟ࢆ⤠ࡗ࡚ᐇࡋࡼ࠺ࡋ࡚
࠸ࡿ㟁ຊഃࡢ⪃࠼ࡢ㛫㞳ࡀ࠶ࡿ

GಖᏳ㝔ཎᏊຊᏳᑂᰝㄢࡽᏳጤဨࡢ⏦ࡋධࢀ
ಖᏳ㝔ཎᏊຊᏳᑂᰝㄢࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࠗ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ᨵゞᙜࡓࡗ࡚
ཎᏊຊᏳጤဨࡽ⾲᫂ࡋ࡚ᡝࡁࡓ࠸㡯࠘ࢆࡲࡵ࡚Ᏻጤဨ⏦ࡋධࢀࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࠾࠾ࡴࡡ㟁Ẽᴗ⪅ࡢせᮃἢࡗࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

 ᅇࡢᣦ㔪ᨵゞࡣࠊ୍ᒙࡢ⪏㟈Ᏻᛶཬࡧಙ㢗ᛶࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ⌧ᅾࡢ⛉ᏛỈ‽↷ࡽࡋ࡚ࡶᚑ᮶ࡢᣦ㔪⅏ᐖୖ㜵Ṇࢆᅗࡿୖ࡛ྜ⌮
࡞Ⅼࡀ࡞࠸ࡇࡣኚࢃࡾࡣ࡞ࡃࠊᚑࡗ࡚ᚑ᮶ࡢᣦ㔪ᇶ࡙ࡁࠊࡇࢀ㐺ྜ
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ࡍࡿࡉࢀࡓཎᏊຊタࡢ⪏㟈Ᏻᛶࢆఱࡽྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ

 Ⓨ㟁⏝ཎᏊ⅔௨እࡢタಀࡿᏳᑂᰝᣦ㔪㸦࣭࢘ࣛࣥࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ΰྜ㓟
≀⇞ᩱຍᕤタᏳᑂᰝᣦ㔪➼㸧ࡢ୰ࡢ⪏㟈Ᏻᛶ㛵ࡍࡿ㒊ศࡘ࠸࡚
ࡣࠊᨵࡵ᳨࡚ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ

 ཎᏊຊᏳጤဨࡀせᮃࡍࡿ᪤タࡢⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タࡘ࠸࡚ࡢᨵゞᚋࡢᣦ
㔪↷ࡽࡋࡓ⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆࡣࠊཎᏊ⅔➼つไἲࠊ㟁Ẽᴗἲᇶ࡙ࡃ⩏
ົⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ┦ᛂࡢ㛫ࢆせࡍࡿࡇࢆ⪃៖ࡋࠊ୍ᐃࡢྜ⌮ⓗ
࡞ᮇ㛫ෆ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡇ


HಖᏳ㝔≉ูㄪᰝㄢࡽᏳጤဨࡢ⏦ࡋධࢀ
ࡉࡽᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡣࠊಖᏳ㝔≉ูㄪᰝㄢࡽ㺀ࠗⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔㛵ࡍࡿ⪏㟈タ
ィᑂᰝᣦ㔪࠘ᨵゞྥࡅ࡚ὀពࡍࡁⅬ㺁㢟ࡍࡿᩥ᭩ࡀᏳጤဨົᒁᒆࡅࡽࢀࡓࠋ
㈨ᩱ࡛ࡣࠕࠗⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪࠘ᨵゞࡼࡾࠊᪧᣦ㔪࡛ࡣࠗ⅏
ᐖࡢⓎ⏕ࡢ㜵Ṇୖᨭ㞀ࡀ࡞࠸࠘࠸࠺ྕせ௳ࡢᑂᰝᇶ‽ࡋ࡚ྜ⌮࡞ࡗࡓࡇࢆព
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢆ᫂♧ࡍࡿࡇࡀᚲせࠖࡋ࡚ࠊ᫂♧ࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠕᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊ
⪏㟈Ᏻᛶࡢド᫂ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞᪤タཎᏊ⅔ࡢᏳᑂᰝࢆࡋࡓࡇࡘ࠸࡚ࠊ⾜ᨻᗇཬࡧ
ཎᏊຊᏳጤဨࡢぢゎ࣭㈐௵ࡀཝࡋࡃ㏣ཬࡉࢀࡿࠖ➼ࡢ㔜࡞ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿᣦࡋ
࡚࠸ࡓࠋ
㻌
Iࣂࢵࢡࣇࢵࢺཬࡧࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡍࡿᏳጤဨࡢ᭱⤊ⓗ࡞ᩚ⌮
Ᏻጤဨࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠕⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࠖ
➼ࢆᨵゞࡍࡿࡇࢆỴᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠕ㸦᪤タࡢタࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆࡣ㸧࠶ࡃࡲ࡛
ࡶἲ௧ᇶ࡙ࡃつไ⾜Ⅽࡢእഃࠖᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ
᪂ᣦ㔪ࡢ㐺⏝᪉㔪➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࠗⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪࠘➼ࡢ⪏㟈
ᏳᛶಀࡿᏳタィᑂᰝᣦ㔪㢮ࡢᨵゞ➼ࡘ࠸࡚㸦Ᏻጤྕࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶
᪥ࠊᏳጤဨỴᐃ㸧ࠖ࠾࠸࡚Ᏻጤဨࡋ࡚᪉㔪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
ࡢᐇせㄳ㛵ࡍࡿᩥ᭩࠾࠸࡚ࡣࠊ࡞ࡐᏳጤဨࡀࡇࡢ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪ࡢᨵゞࢆᶵ
ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᐇࢆせㄳࡍࡿࡢ࠸࠺Ᏻጤဨࡋ࡚ࡢ⪃࠼᪉ࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊࠕ㸦ᨵゞࡣ㸧ᆅ㟈Ꮫࠊᆅ㟈ᕤᏛ➼ࡢ᭱᪂ࡢ▱ぢࡇࢀࡲ࡛ࡢᏳᑂᰝࡢ⤒㦂ࡢ✚
ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢࠖࡋࡓୖ࡛ࠊࠕཎᏊຊタࡢᏳᛶࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸦୰␎㸧ᖖ᭱᪂ࡢ⛉Ꮫⓗ
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▱ぢ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿᏳᛶࡢྥୖດࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖࠕ㸦⪏㟈タ
ィᑂᰝᣦ㔪㢮ࡢ㸧ᨵゞ➼ࢆዎᶵࠊ᪤ᏑࡢཎᏊຊタࡘ࠸࡚ࠊ㸦ᨵゞᣦ㔪ࡢつᐃෆᐜࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓ㸧⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆࢆᐇࡍࡿࡇࡀࠊࢃࡀᅜࡢཎᏊຊタࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡢ୍ᒙࡢྥ
ୖ㈨ࡍࡿࡶࡢࠖࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㔜せᛶࡸព⩏ࡘ࠸࡚᫂☜࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆⓎࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᨵゞࡉࢀࡓᣦ㔪ࡢ⏝㏵ࡸつไไᗘୖࡢ⨨ࡅ➼㛵㐃ࡋ࡚ࠊ⌧⾜ἲ௧ୖ࠸ࢃࡺ
ࡿࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀᏑᅾࡋ࡞࠸࠸࠺≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕ㸦ᨵゞࡉࢀࡓᣦ㔪㢮
ࡣ㸧ᚋࡢᏳᑂᰝ➼⏝࠸ࡿࡇࢆ➨୍⩏ⓗ࡞┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊᣦ㔪㢮ࡢᨵゞࡀ࡞ࡉࢀࡓ
ࡽ࠸ࡗ࡚ࠊ㸦ࡑࡢࡇ⮬యࢆࡶࡗ࡚┤ࡕ㸧᪤タࡢཎᏊຊタࡢ⪏㟈タィ᪉㔪㛵ࡍࡿ
Ᏻᑂᰝࡢࡸࡾ┤ࡋࢆᚲせࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊಶูࡢཎᏊຊタࡢタ⨨チྍཪࡣྛ✀
ࡢᴗチྍ➼ࢆ↓ຠࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠖᩚ⌮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࠊࠕཎᏊ⅔
➼つไἲ࡛ࡣ᪂ࡓ࡞Ᏻᇶ‽➼ࡢ㐳ཬ㐺⏝㛵ࡍࡿつᐃࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓࠊࡑࡶࡑࡶ
Ᏻጤဨࡀ⟇ᐃࡍࡿᣦ㔪㢮ࡢἲⓗ⨨ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᣦ㔪㢮ࡢᨵゞࡑ
ࡢࡶࡢࡀἲ௧ୖࡢุ᩿ᇶ‽㸦タ⨨チྍ➼ࡢᇶ‽㸧ࡢኚ᭦ᙜࡓࡿࡲ࡛ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡇࡽࠊ
㸦᪤タࡢタࡢ⪏㟈Ᏻᛶࡢ☜ㄆࡣ㸧࠶ࡃࡲ࡛ࡶἲ௧ᇶ࡙ࡃつไ⾜Ⅽࡢእഃ㸦⨨ࡅ
ࡽࢀࡿࡁࡶࡢ㸧ࠖࡋࡓࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛ࠊࣂࢵࢡࣇࢵࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ୍
ᐃࡢ⊰ணᮇ㛫ࢆタࡅ࡚ࡋ࠸࠸ࡗࡓ㟁Ẽᴗ⪅ࡢせᮃࡣ‶ࡓࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ



㸳㸰㸰 6$ᑐ⟇つไ㛵ࡋ࡚
᪥ᮏࡢ6$ᑐ⟇つไࡣᾏእẚ࡚㐜ࢀ࡚ࡁࡓ㸦ヲ⣽ࡣࠕ㸰㸱ࠖཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸦㸧
ᖺࡢᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸦,$($㸧ࡢᣦࢆཷࡅ࡚ࠊಖᏳ㝔ཬࡧᏳጤဨࡣ6$ᑐ⟇ࡢつไಀࡿ
᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣ6$ᑐ⟇ࡢつไࢆ⤒Ⴀୖࡢࣜࢫࢡᤊ࠼ࠊࡑࢀᢠࡋࡓࠋ6$
ᑐ⟇ࡢつไࡘ࠸࡚ࡣࠊᴗ⪅つไᙜᒁࡣࠊ6$ᑐ⟇ࡢつไࡢ๓ᥦ᮲௳ࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔ࡢ
タ⨨ฎศࡢྲྀᾘッゴࡸࠊ᪤タ⅔ࡢ✌ാᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇࢆඹ㏻ࡢㄆ㆑ࡋࠊᏳᩥࡣ
┦࠸ࢀ࡞࠸᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᳨ウ㐣⛬ࡽࡣࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳྥୖࢆ᭱ඃඛ
⪃࠼ࡎࠊッゴࣜࢫࢡࡸ✌ാ⋡ࢆඃඛࡍࡿᴗ⪅つไᙜᒁࡢጼໃࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ

㻌
㸯㸧6$つไࡢ᳨ウ⤒⦋

Dᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ,$($ࡢ,556ࡢᣦཬࡧᇶᮏᨻ⟇ᑠጤ
,$($ࡢ⥲ྜⓗつไホ౯ࢧ࣮ࣅࢫ㸦,556㸧ሗ࿌᭩ࡣࠕ᪤タᇶ‽እࡢ⪃៖ᑐࡋࠊἲ௧ୖࡢ
つไࡀ࡞࠸ࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆཷࡅ࡚ಖᏳ㝔ࡢᇶᮏᨻ⟇ᑠጤဨሗ࿌᭩࡛ࡣࠕつไ
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ไᗘࡢ୰ࡢ⨨ࡅࡸἲ௧ୖࡢྲྀࡾᢅ࠸➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠖሗ࿌ࡉࢀ
ࡓࠋ

EᏳጤဨ
⌜┠ጤဨ㛗ࡣࠊᏳ☜ಖࡣタィᇶ‽㇟࡛༑ศࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࡉࡽ࡞ࡿᏳᛶྥୖࡢࡓࡵ
ᐇ⾜ྍ⬟࡞ᑐ⟇ࢆྲྀࡿࡇࡣᚲせࡔࡋ࡚ࠊࠕᙜ㠃ࡢ⟇ࡢᇶᮏ᪉㔪࡛ࠖ6$ᑐ⟇ࡢつไࢆ
⾲᫂ࡋࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡣࠕ$0㛵ࡍࡿཎᏳጤỴᐃ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㸧ࠖࢆᗫ
Ṇࡋ᪂ࡓ࡞Ỵᐃࢆ⾜࠺ពྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ


㸰㸧6$つไࢆ⤒Ⴀୖࡢࣜࢫࢡᤊ࠼ࡓᮾ㟁
ཎᏊ⅔ࡢᏳࢆᙉࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ6$ᑐ⟇ࡢつไࢆࠊᮾ㟁ࡣࠕつไࡢෆᐜࡼࡗ
࡚ࡣࠊࢥࢫࢺぢྜࢃ࡞࠸タഛせồࡸ᪤タ⅔ࡢࣂࢵࢡࣇࢵࢺࠊタ⨨チྍྲྀࡾᾘࡋッゴࡢ
⇞࡞ከࡃࡢᒁ㠃࡛ከ࡞ᑐᛂࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡿࠖࡋ࡚⤒Ⴀୖࡢࣜࢫࢡᤊ࠼ࡓࠋ


㸱㸧ᴗ⪅ࡽつไᙜᒁࡢാࡁࡅ
ಖᏳ㝔ࡢពྥࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ㟁㐃࡛ࡣࠊ6$つไࡢ࠶ࡿࡁጼࡀࠊᚋࡢᡓ␎ࡶྵࡵ᳨࡚ウࡉࢀࠊ
つไୖࡢ⨨࡙ࡅ㸦チㄆྍࡢせ௳ࡍࡿࡢྰ㸧ࠊつไࡢᑐ㇟㸦ಶูࡢ6$㇟ࢆつไࡢᑐ㇟
ࡍࡿྰ㸧ࠊᚑ᮶ࡢッゴୖࡢࢫࢱࣥࢫࡢᙳ㡪ࠊ᪤タ⅔ࡢ㐳ཬ㐺⏝ࡢ㐺ྰ࡞┦㛵
㐃ࡍࡿከᩘࡢㄽⅬࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ㟁㐃ࡢཎᏊຊ㛤Ⓨᑐ⟇ጤဨ࡛ࡣ௨ୗࡢᑐᛂ᪉㔪ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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6$つไ㛵ࡍࡿᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᑐᛂ᪉㔪

ᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᏳ☜ಖࡢỈ‽㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉
ձ ┠ᣦࡍࡁᏳỈ‽
 ᭱᪂ࡢ,$($ࠊ⡿ᅜ࡞ࡢືྥࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊྜ⌮ⓗྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ࠊ6$ᑐࡍࡿ
Ᏻᛶࡢࡉࡽ࡞ࡿྥୖࢆࡣࡿࠋ


᪤タ㸸⌧᭷タഛࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡚ᑐᛂ
э ᖹᡂᖺ௨㝆ࡢ$0⟇㸦タഛᑐᛂཬࡧᡭ㡰᭩ᩚഛ➼㸧ࡼࡾࠊ⅔ᚰᦆയ㢖ᗘ
➼ࡀపῶࡍࡿࡇࢆ36$ࡼࡾᐃ㔞ⓗホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧≧ࡢ$0ᩚഛࡣㅖ
እᅜࡢ᪤タ⅔ᑐᛂẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㐯Ⰽ↓ࡃࠊ㏣
㏣ຍタഛ࡞ࡣᚲせ࡞࠸ࠋ



᪂タ㸸௨ୗࡢ⠊ᅖ࡛ࠊタィẁ㝵ࡽ6$ࢆ⪃៖ࡋ࡚Ᏻᛶࡢ᭦࡞ࡿྥୖࢆࡣࡿࠋ





6$Ⓨ⏕㜵Ṇࡋ࡚%'%(ࡢⓎ⏕㜵Ṇཬࡧ6$ࡢᣑ㜵Ṇࢆ⪃៖ࡋࡓタィ





6$ᙳ㡪⦆ࡋ࡚ཎᏳ༠&9࢞ࢻࣛࣥ┦ᙜ㐺ྜࡍࡿタィ

ղ ⌮⏤
ᇶᮏⓗࡣ⌧⾜つไࡢ⠊ᅖ࡛ᏳỈ‽ࡣ༑ศ㧗࠸≧ែࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽᛕࡢ
ࡓࡵࠊ᪤タ࡛ࡣDVEXLOWࡢࡶࡢ㸦᪤タタഛά⏝ᡭ㡰ᩚഛࡼࡿ$0ᩚഛ࡞㸧ࢆ୰ᚰ
ࡍ࡛ࡉࡽ㧗࠸Ỉ‽ࢆ㐩ᡂ῭ࡳࠋ
᪂タࡘ࠸࡚ࡣタィẁ㝵ࡽEXLOWLQ㸦タィẁ㝵ࡽ6$ࢆ⪃៖ࡋࡓ㸧ࡍࡿࡇࡼ
ࡾࠊྜ⌮ⓗྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛6$ᑐࡋ࡚ࡼࡾࣟࣂࢫࢺࡍࡿࡇࡼࡾࠊ᪤タࡼࡾࡉࡽ
㧗࠸ᏳỈ‽ࡢ㐩ᡂࡀྍ⬟ࠋ

6$㛵ࡍࡿつไୖࡢྲྀᢅ᳨ウ
6$ἲ௧ୖࡢ⨨ࡅ᳨ウ㛵ࡍࡿᇶᮏㄆ㆑
6$㛵ࡍࡿつไୖࡢྲྀࡾᢅ࠸㛵ࡍࡿᇶᮏㄆ㆑ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ



ㄆ㆑ձ㸸᪤タ⅔ᑐࡍࡿッゴࡢほⅬࡽᙳ㡪ࡢ࡞࠸ࡇࠋ



ㄆ㆑ղ㸸᪤タ⅔ࡣ$0⟇ࢆㅮࡌᏳỈ‽ࡣ༑ศ࡞ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂ࡞ࡿ
ࡇࠋ


࡞࠾ࠊタഛせồࡣᢏ⾡ࡢ㐍ᒎᑐࡍࡿタィࡢᰂ㌾ᛶࢆ㜼ᐖࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊつไୖ
ࡢせồᵝࡣタഛせồ࡛ࡣ࡞ࡃᛶ⬟せồࡋࠊ⣽࡞ホ౯᮲௳ࡸࡵࡸࡍࡣูཧ↷ࡍࡿయ⣔
ࡍࡿࠋ
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ᅗ㸳㸰㸰㸯 ᴗ⪅ࡼࡿ6$つไࡢᢡ⾪≧ἣ 


ୖグࡢࡼ࠺ࠊ6$ᑐ⟇㛵ࡍࡿᴗ⪅ࡢつไᙜᒁᑐࡍࡿᢡ⾪᪉㔪ࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋッゴᝏ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡉ࡞࠸ࡇཬࡧ᪤タ⅔ࡢࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡇࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣂ
ࢵࢡࣇࢵࢺࡢ㆙ᡄࡣࠊㄆ㆑ղ㸦ࠕᅗ㸳㸰㸰㸯ࠖཧ↷㸧ࠕ㐠㌿Ṇ⮳ࡿࡇࡀ࡞࠸
ࡇࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࠊ✌ാ⋡పୗࡢᠱᛕ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊッゴୖࡢၥ㢟ࡀ
⏕ࡌࡿࡇᑐࡍࡿ㆙ᡄࡶࠊཎᏊ⅔タ⨨チྍฎศࡢྲྀᾘッゴᅜࡀᩋッࡍࡿࡇ࡛㐠㌿Ṇ
࡞ࡾ✌ാ⋡ࡀపୗࡍࡿࡇࢆᠱᛕࡋࡓࡶࡢ⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ


㸲㸧つไᙜᒁ㟁Ẽᴗ⪅ࡢࠕࠖࡢ㛵ಀ
௨ୖࡢෆᐜࡣಖᏳ㝔ㄝ᫂ࡉࢀࠊ㟁㐃ࡢཎᑐ୕ᙺ㸦せ㟁Ẽᴗ⪅ࡢཎᏊຊ㒊㛛ᢸᙜ♫
㛗㸧ࡣࠕ6$つไ㛵ࡍࡿᴗ⪅ࡋ࡚ࡢᑐᛂ᪉㔪ࠖࢆࡶಖᏳ㝔㛗ࡸḟ㛗ࡽពぢࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ




㟁㐃㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂ

- 519 -

ࠕᅜ㝿ᇶ‽ࡢᩚྜᛶࡶ࡛࠶ࡿࡀッゴୖࡢࣜࢫࢡࢣࡍࡿࡇࡢ᪉ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠖ
ࡢㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࠊࠕ᪤Ꮡ⅔ࡢᏳỈ‽ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࡇࠖᑐࡋ࡚⌮ゎࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ಖᏳ㝔㛗ࡽࡢලయⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࠕᴗ⪅ࡢ❧ሙࡸᐇ㛵ಀࡣᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᐇ᪤Ꮡ⅔ࡀ฿㐩࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
ࢆせồࡍࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࠋ࠾࠸ࠊッゴࣜࢫࢡࢆ⪃៖ධࢀ࡚ៅ㔜⪃࠼࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸ࠋᇶᮏࡣࠊ⪏㟈ᣦ㔪ᨵᐃࡢࡁྠࡌࡼ࠺ᑐᛂ࡛ࡁࢀࡤ࠸࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⪏㟈ᣦ㔪ࡢࡁࡶ࡞ࡾᚰ㓄ࡋࡓࡀࠊ⤖ᯝⓗࠊ᪤Ꮡ⅔ࢆホ౯⤖ᯝࡀฟࡿࡲ࡛Ṇ
ࡵ࡚࠾ࡃࡁࡔ࠸࠺ேࡣ࠶ࡲࡾฟ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋ⪏㟈ࡣ⿱ᗘⓗ࡞ㄝ᫂ࡔࡽࠊ
ࡑࢀ࡞ࡾ⣡ᚓឤࠊㄝᚓឤࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ6$ࡣ㐪࠺ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋฟࡋ᪉ࢆㄗࡿࠊ
ࡑࡶࡑࡶࠊ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࢇ࡛ࡋࡻࠊ࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࢁࡽጞࡲࡿヰ࡞ࡢ࡛ࠊ
⏝ពฟ࡚⾜ࡃᧁࢆࡃࡽ࠺ࣜࢫࢡ࠶ࡾᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋฟࡋ᪉ࡘ࠸࡚ࡣᏳ
ጤဨࡶヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪤Ꮡ⅔ࡘ࠸࡚ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿᛮࡗ࡚࠸ࡿࠖ

ࡲࡓࠊ⤖ࡧࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺ࢥ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠕᝎࡳࡇࢁࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿឤࡌࡓࠋ͐͐ᖺ᫂ࡅࡽබᘧ࡞᳨ウࢆタ⨨ࡍ
ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢ๓ࠊ࠾࠸╔ᆅⅬࢆぢ࠸ࡔࡋࡓ࠸ࠖ

つไᙜᒁࡢࢺࢵࣉ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊᴗ⪅ࡢࠕࠖ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿಖᏳ㝔㛗ࡢᵝᏊࡀࡼ
ࡃࢃࡿࠋ
ᴗ⪅つไᙜᒁ࡛ࡣࠊ6$ᑐ⟇ࡢつไࡢ๓ᥦ᮲௳ࡋ࡚ࠊཎᏊ⅔タ⨨チྍฎศࡢྲྀᾘッゴ
࡛ᅜഃࡀᩋッ࡞ࡗࡓࡾࠊࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡀᙉไࡉࢀࡓࡾࡍࡿࡇࢆᅇ㑊ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ
᪤タ⅔ࡢ✌ാᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࡋࡓ࠸࠸࠺ඹ㏻ࡢㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊᏳᩥࡣ┦
࠸ࢀ࡞࠸᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᳨ウ㐣⛬ࡽࡣࠊཎᏊຊᏳࡢྥୖࢆ᭱ඃඛ⪃࠼ࡎࠊ
ッゴࣜࢫࢡࡸ✌ാ⋡ࢆඃඛࡍࡿᴗ⪅つไᙜᒁࡢጼໃࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ



㸳㸰㸱 ᭱᪂ࡢ▱ぢ➼ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆᕠࡿ㆟ㄽ

㸯㸧,&53່࿌ࡢつไྲྀࡾ㎸ࡳᑐࡍࡿᢠ
㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊཎᏊ⅔タഛ㛵ࡍࡿつไࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᨺᑕ⥺⟶⌮ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢാࡁࡅ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿ᨺᑕ⥺㜵ㆤጤဨ㸦,&53㸧ᖹᡂ㸦㸧ᖺ່࿌ࡢᅜෆไᗘ➼ࡢྲྀࡾධ
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ࢀᑐࡍࡿᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊᴗ⪅ࡽ㟁㐃ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊせጤဨࡢࣟࣅ࣮άືࢆ⾜࠺ࡼ࠺
ᣦ♧ࡉࢀࡓࠋ

¾ ⫋ᴗ⿕ࡤࡃࡢ⥺㔞ᣊ᮰್ࡣࠊつไྲྀࡾ⤌ࡴࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
¾ ᑂ㆟ࡢඛ⏕᪉ࡢࣟࣅ࣮άືࢆ༑ศ⾜࠺ࡇࠋ
¾ ⫋ᴗ⿕ࡤࡃᑐࡍࡿ⥺㔞ᣊ᮰್ࡢࠕ㟁ຊࡢ⪃࠼᪉ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌮⏤࣭᰿ᣐࡢᙉࢆ
ᅗࡿࡇࠋ
¾ බ⾗⿕ࡤࡃࡢ⥺㔞ᣊ᮰್ࡸ┘ど༊ᇦࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰㌟ࢆࡼࡃ᳨ウࡋࡓୖ࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ
ࠋ

ᨺᑕ⥺ᑂ㆟࡛ࡣ ,&53 ᖺ່࿌ࡢᅜෆไᗘྲྀධࢀ㛵ࡍࡿ᳨ウࢆᐇ୰ࠋ ᖺᗘ
ᮎࡣ᳨ࠗウࡍࡁ㡯┠ཬࡧၥ㢟Ⅼ࠘㛵ࡋ࡚୰㛫ሗ࿌ࢆྲྀ⧳ࡵࡿணᐃࠋࡲࡓࠊᏳጤဨ
࡛ࡣᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࠋ୧⪅ࡢάືᑐࡍࡿ㟁㐃࡛ࡢᑐᛂ≧
ἣࡘ࠸࡚ࡈሗ࿌ࡋࡓࠋ

ձᅜෆไᗘྲྀධࢀక࠺ᑐእⓗ࡞ാࡁࡅࡢᚲせᛶ
 ᖺ່࿌࡛ࡣ⥺㔞㝈ᗘᙳ㡪ࡣ࠼࡞࠸ࡀࠊᨺᑕ⥺ᑂ㆟࡛ࡣ⌧ᅾࡢᅜෆไᗘ࡛ࡣ
ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸⥺㔞ᣊ᮰್ࡸ┘ど༊ᇦࡀ᳨ウࡉࢀࡿணᐃࠋࡇࢀࡽࡀ㐣ᗘཝࡋ࠸ᨺ
ᑕ⥺㜵ㆤୖࡢせồ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ,&53 ່࡛࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡶ㛵ࢃࡽࡎ⌧⾜ἲ௧࡛せồࡉࢀ࡚࠸ࡿྜ⌮࡞⟶⌮㡯┠ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࡶせᮃࡋ
࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡓࡵࠊᨺᑕ⥺ᑂ㆟ཬࡧᏳጤဨ㟁ຊពぢࢆᫎࡍࡃാࡁࡅࢆ⾜࠺ࠋ


ղᅜෆไᗘྲྀධࢀ㛵ࡍࡿ㟁ຊࡢᑐᛂ᪉㔪⪃࠼᪉
㸦୰␎㸧
సᴗ⪅ࡢ⿕ࡤࡃ⟶⌮ࡣ⌧≧࡛㐺ษᐇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࠕ⫋ᴗ⿕ࡤࡃࡢ⥺㔞ᣊ᮰್ࠖࡣ
せ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓつ๎ྲྀࡾධࢀࡿࡁ࡛࡞࠸ࠋ
ࠕබ⾗⿕ࡤࡃࡢ⥺㔞ᣊ᮰್ࠖࡣࠊ⥺㔞㝈ᗘ
P6Y\ ࢆᢸಖࡍࡿⅬ࡛ࡣ᭷⏝࡞ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊྲྀࡾධࢀࡣ㢮ఝᴫᛕ࡛࠶ࡿ᪤Ꮡ
ࡢ⥺㔞┠ᶆ್㸦Ᏻጤဨࡢᣦ㔪㸧ࡢᩚ⌮ࡀᚲせࠋ┘ど༊ᇦࡣࠊᴗ⪅ุ᩿࡛タᐃ࣭ゎ
㝖ࡀ࡛ࡁࠊࡘ⡆༢࡞⟶⌮ࢆࡍࡿࡇࠋዪᛶࡢ≉ู࡞⥺㔞㝈ᗘࠊᚑ⪅ࡢ≉ู࡞ᗣデ᩿ࠊ
ᚤ㔞࡞ෆ㒊ྲྀ㎸ࡳࡢデ᩿࣭ฎ⨨ཬࡧ⥭ᛴ⿕ࡤࡃࡢἲ௧ୖࡢ⥺㔞㝈ᗘࡘ࠸࡚ࡣᗫṆࡍ
ࡁࠋ
ࠕཎᏊ⅔❧ᆅᑂᰝᣦ㔪ࠖࡢࡵࡸࡍ⥺㔞ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧≧࡛ࡶ༑ศಖᏲⓗ࡞ࡶࡢࠋ

ճᚋࡢᑐᛂ
ᚋࠊᨺᑕ⥺ᑂ㆟ཬࡧᏳጤဨ࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡢάⓎࡀணࠋ㛵ಀ⟠ᡤ㐃ᦠࡋ࡞
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ࡀࡽᑐᛂࢆᅗࡿࠋᨺᑕ⥺ᑂ㆟ 㟁ຊጤဨࡽࡢពぢⓎಙཬࡧせጤဨࡢࣟࣅ࣮άື
࡚ࠊ㟁ຊᙇෆᐜࡢᫎࢆ┠ᣦࡍࠋᏳጤဨ せጤဨࣟࣅ࣮άືࢆ⾜࠸ࠊ㟁ຊࡢ⪃
࠼ከࡃࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࠋ

ୡ⏺ⓗ࡞ᇶ‽࡛࠶ࡿ ,&53 ່࿌ࢆཷࡅ࡚ࠊᅜෆࡢつไࡀᙉྥ࠺ࡇࡀணࡉࢀࡓ
ࡇࡽࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣ㟁㐃ࢆ㏻ࡌ࡚ࣟࣅ࣮άື➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡘ࠸࡚ࠊ
ᐇ㝿ᨺᑕ⥺ಀࡿᑂ㆟➼࠾࠸࡚㟁Ẽᴗ⪅ࡢᙇࡀᫎࡉࢀࡓࡇࡀ࠺ࡀࢃࢀࡿࠋ

¾ ,&53 ᖺ່࿌ἲ௧ྲྀධࢀࡢᑐᛂ  
࣭ᨺᑕ⥺ᑂ㆟ᇶᮏ㒊㸦ᩥ⛉┬ㅎၥᶵ㛵㸧
࣭,&53 ᖺ່࿌➼ᑐࡍࡿ㟁ຊࡢᙇࡀ࡚ᫎࡉࢀࡓࠋ
㸦୰␎㸧
¾ Ᏻጤဨ ᨺᑕ⥺㜵ㆤయ⣔᳨ウࡢ༠ຊࡘ࠸࡚

࣭⥭ᛴࡘ㔜Ⅼⓗ᥎㐍ࡍࡁᨺᑕ⥺㜵ㆤ◊✲ࡣࠊ⏘ᴗ⏺ࡢពぢࡀᫎࡉࢀࡓࠋ

㸰㸧㟁Ẽᴗ⪅ᨺᑕ⥺ᑓ㛛ᐙࡢ㛵ࢃࡾ
㟁Ẽᴗ⪅ࡣᨾ๓ࡼࡾᨺᑕ⥺㜵ㆤつไࢆ⦆ࡉࡏࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᨺᑕ⥺ࡢ
ᗣᙳ㡪㛵ࡍࡿ◊✲ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡼࡾᗣ⿕ᐖࡀᑡ࡞࠸ࡍࡿ᪉ྥࠊᅜෆእᑓ㛛ᐙࡢᨺᑕ
⥺㜵ㆤ㛵ࡍࡿぢゎࡘ࠸࡚ࡣࠊ㜵ㆤࡸ⟶⌮ࡀ⦆ࡉࢀࡿ᪉ྥࠊࡑࢀࡒࢀㄏᑟࡋࡼ࠺ࡋ࡚
ࡁࡓࠋලయⓗࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ぢゎࢆᨭᣢࡍࡿ◊✲ࡸ㜵ㆤ࣭⟶⌮ࡢ᪉㔪ࡀ㐍ࡴࡇࢆᮇᚅࡋ
࡚࠸ࡓࠋ

⥺㔞✚ᛶ㛵ࡍࡿ◊✲Ѝ⥺㔞ᙳ㡪ࡀ✚ࡋ࡞࠸ࡇࡀ⛉Ꮫⓗᐇドࡉࢀࢀࡤࠊᑗ᮶ⓗ
⥺㔞㝈ᗘࡢぢ┤ࡋ࡞ᖜ࡞つไ⦆ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ
ࣜࢫࢡࡢᖺ㱋౫Ꮡᛶ㛵ࡍࡿ◊✲Ѝࣜࢫࢡࡢᖺ㱋౫Ꮡᛶࡀ⛉Ꮫⓗᐇドࡉࢀࢀࡤࠊᑗ᮶
ⓗᖺ㱋ẖࡢ⥺㔞㝈ᗘࡢタᐃ࡞୍㒊つไ⦆ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
㠀ࡀࢇᙳ㡪㛵ࡍࡿ◊✲Ѝ᭱㏆ࠊ(8 ࢆ୰ᚰ⛉Ꮫⓗ࡞▱ぢࡀ༑ศ࡛࠶ࡗ࡚ࡶண㜵ཎ
๎ࡢほⅬࡽཝࡋ࠸ᨺᑕ⥺㜵ㆤࢆせồࡍࡿືࡁࡀᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㠀ࡀࢇᙳ㡪
ࡘ࠸࡚ࡶ㐣ᗘཝࡋ࠸ᨺᑕ⥺㜵ㆤせồ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺◊✲ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡲࡓࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣつไࢆ⦆ࡍࡿࡼ࠺ᨺᑕ⥺◊✲άືࢆ┘どࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ







㟁㐃㈨ᩱ



㟁㐃㈨ᩱ

- 522 -

➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟



㒊㛗㸸Ᏻጤဨࡣつไࢆ⦆ࡃࡍࡿ᪉ྥࢆྥ࠸࡚࠸ࡿࡢ㸽
ᢸᙜ⪅㸸ᑡ࡞ࡃࡶ≉ᐃጤဨࡣࡑ࠺ࡍࡁ⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋࡢጤဨࡣࡑ࠺ࡶ㝈ࡽ
࡞࠸ࠋ
㸦୰␎㸧
Ṋ⸨㒊㛗㸸ప⥺㔞ศ㔝ࢆࡲࡶ◊✲ࡍࢀࡤኚ࡞㸦࡞㸧⤖ᯝࡣฟ࡚ࡇ࡞࠸ࡣࡎࠋ
㸦୰␎㸧
㒊㛗㸸ప⥺㔞ᇦࡣ༴㝤࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡑࡢศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡓࡕࡣ㣤ࡢ✀ࢆኻ࠺
ࡇ࡞ࡿࠋࡑࢀ࡛ప⥺㔞ᇦࡢ༴㝤ᛶࢆ႖ఏࡋ࡚࠸ࡿ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ
㸦୰␎㸧
Ṋ⸨㒊㛗㸸ᝏ࠸◊✲⪅ࡗྲྀࡽࢀ࡚ᝏ࠸᪉ྥྥࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ◊✲ࡢືྥࢆ┘ど
ࡋ࡚࠾ࡃࡇࠋ

ࡲࡓࠊ㟁ຊ୰ኸ◊✲ᡤࡢ◊✲┠ⓗࡋ࡚ࠊୗグࡢࡼ࠺࡞ᨺᑕ⥺㜵ㆤᇶ‽ࡢཝ᱁ᢚṆࡢാࡁ
ࡅࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ


▷ᮇⓗࡣࠊᖺࡢ,&53᪂່࿌ࢆཷࡅ࡚⌧ᅾ່ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ,$($ࡢ%66ᨵゞࠊࡑࢀ
⥆ࡃᅜෆἲ௧ࡢᨵṇ࠾࠸࡚ࠊᨺᑕ⥺㜵ㆤᇶ‽ࡀᚲせ௨ୖཝࡋࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊྛᶵ
㛵ᑐࡋ࡚⛉Ꮫⓗ࡞ࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓാࡁࡅࢆᙉࡵࡿࠋ

࡞࠾ࠊ㟁㐃ࡣࠕ,&53ㄪᰝ◊✲㐃⤡ࠖ㸦බ┈㈈ᅋἲேᨺᑕ⥺ᙳ㡪༠㸧ࡢ㈝⏝㈇ᢸ
࠸࠺ྡ┠࡛ࠊ,&53ጤဨཬࡧᑓ㛛ጤဨጤဨࡢᅜ㝿㆟ฟᖍಀࡿ᪑㈝➼ࡘ࠸࡚㛗ᖺࢃ
ࡓࡗ࡚㈝⏝㈇ᢸࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ



㸳㸰㸲 ᑠᣓ 㟁Ẽᴗ⪅つไᙜᒁࡀᏲࢁ࠺ࡋࡓࡶࡢ
ᮏ❶࡛㏙࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊ᪤タ⅔ࡢ✌ാ⋡ࡢᙳ㡪ࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵࠊࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᙧ࡛つไᙜᒁാࡁࡅࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢࡢྲྀࡾධࢀࡀࠊつไ࡛ࡣ࡞
ࡃᣦ㔪࣭⾜ᨻᣦᑟࡵࡽࢀࠊ⾜ᨻᣦᑟࡘ࠸࡚ࡣࠕᴗ⪅ࡢ௵ពດຊࡼࡿ⮬ಖᏳࠖ
࠸࠺ྡ┠ࡀࡉࢀࡿࡇ࡛ᮇ㝈ࡀタࡅࡽࢀࡎࠊ⦆៏࡞࣮࣌ࢫ࡛ᐇࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊつไࡼ
ࡾ᪤タ⅔ࡢ✌ാṆࡢࣜࢫࢡࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣࠊᴗ⪅ࡣࡶࡼࡾつไഃ࡛ࡶࢱࣈ࣮࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ᪤タ⅔ࡢᚑ๓ࡽࡢᏳᛶ⩏ࡀ⏕ࡌࡓࡾࠊ᪤タ⅔ࡢタィࡢ㝈⏺ࡽᑐᛂࡀᅔ㞴࡞ࡿ




㟁㐃㈨ᩱ
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ࡼ࠺࡞ᇶ‽ࡣࠊࡓ࠼Ᏻ☜ಖᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᥇⏝ࡀぢ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡤࡾ
ࠊᴗ⪅ࡶつไഃࡶࠊࠕࡶࡶཎⓎࡢᏳࡣ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࡢ❧ሙ❧⬮ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
つไ࣭ᣦ㔪ᮏ᮶ࡢࠕᮏ㉁ⓗ࡞ࣜࢫࢡࡢపῶࠖࡸࠕᏳࡢ☜ಖࠖ࠸ࡗࡓ┠ⓗࢆᛀࢀࠊ᪥ᮏࡢཎ
Ⓨࡀ࠸Ᏻࢆ♧ࡋࡓࡾࠊᆅඖఫẸࡢᏳࢆᡶᣔࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢ㐨ලࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ
ᵝᏊࡉ࠼࠺ࡀ࠼ࡿࠋ
つไഃࡢ㏱᫂ᛶࠊ⊂❧ᛶࡘ࠸࡚ࡶࠊಖᏳ㝔ᴗ⪅ࡢពぢࣉࣟࢭࢫࡣࠊ࡚බ㛤ࡉࢀ
ࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ᪤タ⅔ࡢ㐠㌿ࡢᙳ㡪ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡼ࠺࡞㔜せ࡞ᇶ‽ࡸࠊබ⾲ࡍ
ࡿࡇ࡛ᚑ๓ࡢᏳᛶ⩏ࡀ⏕ࡌࡿࡼ࠺࡞▱ぢࡘ࠸࡚ࡣࠊ㠀බ㛤ࡢሙ࡛ࡍࡾྜࢃࡏࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡲࡓࠊᴗ⪅ẚಖᏳ㝔ࡢ᪉ࡀᑓ㛛ᛶ
ஈࡋ࠸ࡇࡽࠊᇶ‽ࡢヲ⣽ࡘ࠸࡚ᴗ⪅ഃࡢᥦࢆཷࡅධࢀࡿ࠸ࡗࡓ᪉ἲࡀࡽࢀࡿࡇ
ࡶ࠶ࡾࠊつไᙜᒁࡢ⊂❧ᛶࡶࢃࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
᪉࡛ࠊ㟁Ẽᴗ⪅ࡣࠊᏛ⏺ᑐࡋ࡚ࡶᵝࠎ࡞ാࡁࡅࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋᨾࣜࢫࢡ㛵ࡍࡿ᪂
▱ぢࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡿ᭷㆑⪅ࡣࠊᴗ⪅ࡀ▱ぢࡢ㞟ࠊពぢ⫈ྲྀࢆ⾜࠺㐣⛬࡛㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋࠊ
ᑡ࡞ࡃࡶᩛᑐⓗ㛵ಀࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ാࡁࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࣜࢫࢡࢆ♧ࡍ᪂▱ぢ⮬యᑐ
ࡋ࡚ࡶࠊ࠼ࡤᆅ㟈36$ࠊὠἼ36$࡞ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ☜ᐇᛶࡀ㧗ࡃ⛉Ꮫⓗ᰿ᣐࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡛
࠶ࡾࠊ◊✲ẁ㝵ࠖ࠸࠺⌮⏤ࢆᥖࡆ࡚ᢲࡋ㎸ࡵࠊつไࡸᣦ㔪ࡢ᥇⏝ࢆඛ㏦ࡾࡍࡿࡼ࠺ാࡁ
ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏᨾࡢཎᅉࡀ㐺ษᑐฎࡉࢀࡎࠊ㛗ᮇ㛫ᨺ⨨ࡉࢀࡓ⫼ᬒࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊ㟁Ẽᴗ⪅
つไഃࡢ࡞㛵ಀ㸦ࠕࡢᵓ㐀ࠖ㸧ࡀ࠶ࡗࡓࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓཎᏊຊᴗ⏺
ࡢᕢࡢ᰿ᗏࡣࠊཎᏊຊᴗ⏺ࡢᏑ⥆ࡀ᪤タ⅔ࡢ✌ാ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
࠾࠸࡚ࡣࠊ⏘ᴗࠊᨻ⟇ࠊᑓ㛛▱㆑ࠊࡢഃ㠃ࢆྲྀࡗ࡚ࡶᴗ⪅ࡀ⟶⌮ࡍࡿཎᏊ⅔ࢆᢤࡁㄒ
ࡿࡇࡣྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ᪤タ⅔ࡢṆࡣࠊ
ࠕཎᏊຊᴗ⏺ࠖ㛵ࢃࡾࢆᣢࡘࡍ࡚ࡢ⪅ࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢᏑᅾព⩏ࢆ⬣ࡍ㇟࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊᴗ⏺ࡣࠊつไࡍࡿഃࡶࠊつไࡉࢀࡿ
ഃࡶࠊᐈほⓗ࡞▱ぢࢆᥦ♧ࡍࡿᙺ┠ࡢ᭷㆑⪅࡛ࡉ࠼ࡶࠊࢇ࡚ࡢࣉ࣮࣮ࣞࣖࡀ᪤タ⅔
౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊ⊂❧ᛶᑓ㛛⬟ຊࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡇࡀᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ࠕ୍ⶈᡸ⏕ࠖࡢ
ᵓ㐀࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࡽࠊཎᏊຊᴗ⏺࡛ࡣ࠸ࡘࡋᬯ㯲ࡢゎࡋ࡚ࠊࠕస
Ⅽࡽᨾࢆ㉳ࡇࡍ㈐௵ࠖࡼࡾࡶࠊࠕ₯ᅾⓗ࡞ᨾࣜࢫࢡࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ᪤タ⅔ࢆṆࡉࡏࡿ
㈐௵ࠖࡢ᪉ࡀ㔜ࡃཷࡅṆࡵࡽࢀࠊᚷ㑊ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᴗ⪅ࡶつไഃࡶࠊ᪤タ⅔ࢆ✌ാࡉࡏ⥆ࡅࡿࡓࡵࡣࠕཎⓎࡣᏳ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠖ࠸࠺ࡇࢆ⮳ୖ㢟ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪤タ⅔ࡢᙳ㡪ࢆ㐽᩿ࡍࡿࡓࡵࠕཎⓎࡣ
ࡶࡶᏳ࡛࠶ࡿࠖᙇࡋ࡚ࠊᨾࣜࢫࢡ㛵ࡍࡿᣦࡸ᪂▱ぢࢆⴿࡾཤࡗ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡀᅇࡢᨾࢆᣍ࠸ࡓゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㸳㸱 ᮾ㟁ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ᮾ㟁ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡸཎᏊຊつไᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆ⾜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⮬ࡽࡣ▮㠃❧ࡓ
ࡎࠊᙺᡤ㈐௵ࢆ㌿᎑ࡍࡿ㯮ᖥࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮾ㟁ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫ
ࡣࠊ⮬ᚊᛶ㈐௵ឤࡀᕼ࡛ⷧࠊᐁⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊཎᏊຊᢏ⾡㛵ࡍࡿሗ
ࡢ᱁ᕪࢆṊჾࠊ㟁㐃➼ࢆࡋ࡚つไࢆ㦵ᢤࡁࡍࡿヨࡳࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒࡣࠊ
ᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡺࡀࡳࢆᣦࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊཎᏊຊ㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࢆ᳨ウࡍࡿ㆟యࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࢆ
⮬↛⅏ᐖేࡏ࡚♫ಙ㢗ࡢኻቒࡸ✌ാ⋡ࡢపୗ⮳ࡿࣜࢫࢡࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠾ࡾࠊࢩࣅ
ࢡࢩࢹࣥࢺ㸦6$㸧⮳ࡿࣜࢫࢡࡋ࡚ᢅ࠺ࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࡋ࡚ࡣࠊཎᏊຊ
ࡢᏳࡣཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊ࣛࣥࡢ୰࡛ᢸಖࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ⤒Ⴀࡋ࡚⟶⌮ࡍࡁࣜࢫࢡ
ࡋ࡚ࡣᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢࡇࡀࠊᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡺࡀࡳࢆᣍ࠸ࡓࠋᏛ
➼࡛ὠἼ㛵ࡍࡿ᪂ࡋ࠸▱ぢࡀฟࡉࢀࡓሙྜࠊᮏ᮶࡞ࡽࡤࠊࣜࢫࢡࡢⓎ⏕ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲ
ࡗࡓࡶࡢ⌮ゎࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊᮾ㟁ࡢሙྜࡣࠊࣜࢫࢡࡢⓎ⏕ྍ⬟ᛶ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣜࢫ
ࢡࡢ⤒Ⴀᑐࡍࡿᙳ㡪ᗘࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓࡶࡢ⌮ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡇࡣࠊࢩࣅࢡ
ࢩࢹࣥࢺࡼࡗ࡚࿘㎶ఫẸࡢᗣ➼ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡇ⮬యࢆࣜࢫࢡࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᑐ⟇ࢆㅮࡌࡓࡾࠊ᪤タ⅔ࢆṆࡋࡓࡾࠊッゴୖ࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡇࢆࣜࢫࢡ
ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡓࡇࢆពࡍࡿࠋ
ཎᏊຊ㒊㛛ࡢ⤒Ⴀࡀཝࡋࡃ࡞ࡿ୰࡛ࠊ㏆ᖺࠕࢥࢫࢺ࢝ࢵࢺࠖཬࡧࠕཎⓎ⏝⋡ࡢྥୖࠖࡀ
㔜せ࡞⤒Ⴀㄢ㢟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊ࡸⓎ㟁ᡤࡢ⌧ሙᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕᏳ☜ಖࡀ᭱ඃඛࠖ♫ෆྕ௧ࢆࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᐇែࡋ
࡚ࡣᏳ☜ಖ⤒Ⴀㄢ㢟ࡢ㛫࡛⾪✺ࡀ⏕ࡌࠊᏳࢆ᭱ඃඛࡍࡿጼໃၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊ㓄⟶ィ⥺ᅗࡢഛࡀ㛗ᖺᨺ⨨ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡞ࡣࡑࡢ
㇟ᚩ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢࡇࡀࠊᅇࡢᨾฎ⌮࠾࠸࡚࣋ࣥࢺࡢ㐜ࢀࢆᣍ࠸ࡓཎᅉࡢ୍ࡘ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᨾⓎ⏕ᚋࠊᮾ㟁ࡣᨾࢆ᮰ࡉࡏࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡶࠊ㏆㞄ఫẸࢆࡣࡌࡵࠊᅜẸ
ཬࡧୡ⏺ࡢ㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚ࠊⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᐇࡘ࠸࡚㐺㐺ษබ㛤ࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢⅬࠊᮾ㟁ࡀ⾜ࡗࡓሗබ㛤ࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡣ࠸࠼ࡎࠊ⤖ᯝࡋ࡚⿕ᐖ
ᣑࡢ㐲ᅉ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾᅽຊୖ᪼㛵ࢃࡿሗබ㛤
ࡘ࠸࡚ࡣ᭶᪥ศᾏỈὀධࡘ࠸࡚ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿⚟ᓥ
➨୍ཎⓎṇ㛛㏆ࡢ⥺㔞ୖ᪼ࡣྠ᪥ࡢࡽࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬ࡛ࡢὀពႏ㉳ࡣ
࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓྕᶵࡢᅽຊᢚไᐊࡢ␗ᖖⓎ⏕ࡘ࠸࡚ࡶᐁᗇࡢሗ࿌ࣉࣞࢫࣜ
࣮ࣜࢫࡢᮇࡁ࡞ࡎࢀࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ῝้ࡉࢆ᥍࠼ࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
᭶᪥ࡢྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾᅽຊࡢୖ᪼㛵ࡋ࡚ࠊಖᏳ㝔ࡽࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫබ⾲ࡢ
ᕪࡋṆࡵࢆᣦ♧ࡉࢀࡓࡓࡵ⾜ࢃ࡞ࡗࡓࡢᮾ㟁ഃࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ᐁ㑰ഃࡣᑡ࡞
ࡃࡶࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡢ㝿ࡣᐁ㑰ࡶఏ࠼ࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆࡋࡓࡔࡅࡢࡇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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ᮾ㟁ࡀࠊᐁ㑰ࡸ┘╩ᐁᗇࡽࡢᣦ♧ᚑࡗ࡚⾜ືࡍࡿ࠸࠺ࡇ⮬యࡣࠊྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏆㞄ఫẸ➼ࡀ༴㝤ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣୗ࠾
࠸࡚ࠊሗࡢ㏱᫂ᛶࡼࡾࡶࠊᐁᑐࡍࡿᴗ⪅ࡋ࡚ࡢయ㠃ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗࡓࠋ



㸳㸱㸯 ᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮యไࡢၥ㢟Ⅼ

㸯㸧ᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮యไ
ᮾ㟁ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡸཎᏊຊつไᙉ࠸ᙳ㡪ຊࢆ⾜ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⮬ࡽࡣ▮㠃❧ࡓࡎࠊ
ᙺᡤ㈐௵ࢆ㌿᎑ࡍࡿ㯮ᖥࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᮾ㟁ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣࠊ⮬ᚊ
ᛶ㈐௵ឤࡀᕼ࡛ⷧࠊᐁⓗ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊཎᏊຊᢏ⾡㛵ࡍࡿሗࡢ᱁ᕪࢆṊჾ
ࠊ㟁㐃➼ࢆࡋ࡚つไࢆ㦵ᢤࡁࡍࡿヨࡳࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
ᮾ㟁ࡀࡑ࠺ࡋࡓ⾜ືฟࡓ⫼ᬒࡣࠊᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡺࡀࡳࢆᣦࡍࡿࡇࡀ
࡛ࡁࡿࠋᮾ㟁ࡣ♫ࣜࢫࢡࢆᢕᥱࡍࡿ㆟యࡋ࡚ࠊࠕࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨࠖࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢୗ
㒊ࡢ㆟ࡋ࡚ࠊཎᏊຊ㒊㛛ࡢࣜࢫࢡ≉ࡋࡓࠕཎᏊຊࣜࢫࢡ⟶⌮㆟ࠖࡀ࠶ࡿࠋࣜࢫࢡ
⟶⌮ጤဨ࡛ࡣ㺀ࣜࢫࢡ࣐ࢵࣉ㺁ࡀࠊཎᏊຊࣜࢫࢡ⟶⌮㆟࡛ࡣ㺀ཎᏊຊ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲㺁ࡀࡑ
ࢀࡒࢀ⟶⌮ཬࡧཧ↷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㺀ཎᏊຊ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲㺁ࡣྛཎᏊຊ㛵㐃㒊⨫ࡀࣜࢫࢡࢆ
ᢳฟࡋࠊཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊࡛ྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࠊࡑࡢ୰ࡽ≉⤒Ⴀㄢ㢟ࡋ࡚㔜せ࡞ࡶࡢࡀࠊ
ࣜࢫࢡ࣐ࢵࣉᢳฟࡉࢀࡿࠋ





ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ

- 526 -

➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

 ᅗ㸳㸱㸯㸯 ཎᏊຊ㛵㐃㆟యヲ⣽ෆᐜ

ᮾ㟁࡛ࡣࠊ⤒Ⴀୖࡢࣜࢫࢡࢆ᳨ウࡍࡿୖ࡛ࠊ㺀ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨ㺁࡛సᡂࡉࢀࡓࠕࣜࢫࢡ࣐ࢵ
ࣉࠖࠕ⤒Ⴀ࡛⟶⌮ࡍࡁ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㒊㛛㸦ཎᏊຊࠊ
ⅆຊࠊ㟁ຊὶ㏻ࠊ㈍Ⴀᴗࠊࢢ࣮ࣝࣉ♫ࠊ⏬࣭⟶⌮㸧ࡢྛࣜࢫࢡ⟶⌮㆟᳨࡛ウࡉࢀࡓࣜ
ࢫࢡࡽࠊ㺀⤒Ⴀ࡛⟶⌮ࡍࡁ㔜せࣜࢫࢡ㺁ࢆᢳฟࡍࡿࡇࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ཎᏊຊ㛵㐃ࡍࡿࣜࢫࢡࡣࠊ㺀ࣜࢫࢡ⟶⌮ጤဨ㺁ࡢୗ㒊㆟య࡛࠶ࡿ㺀ཎᏊຊࣜࢫࢡ⟶⌮
㆟㺁࡛⟶⌮᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡢせ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊㛗ࠊᮏ㒊㛗ࠊྛ㒊ࡢ㒊
㛗ཬࡧ㒊㛗௦⌮ࠊⓎ㟁ᡤࡢᏳရ㉁ᢸᙜᡤ㛗࡛࠶ࡿࠋᙜヱ㆟࡛ࡣࠊྛ㒊ࡀసᡂࡍࡿ㺀ཎᏊ

ຊ࣭❧ᆅᮏ㒊࡛⟶⌮ࡍࡁ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲㺁ࢆ⏝࠸࡚ࠊࣜࢫࢡࡢᢕᥱ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ




ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ
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㸰㸧㆟ཬࡧ⟶⌮⾲࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࣜࢫࢡࡢഴྥ
ᮾ㟁ཎᏊຊ㒊㛛࡛ࡣࠊ㆟ཬࡧ⟶⌮⾲࡛ᢅࢃࢀࡿࣜࢫࢡࡣࠊࡶࡗࡥࡽཎᏊ⅔ࡢ✌ാ⋡ࡢపୗࠊ
♫ⓗಙ⏝ࡢ႙ኻࢆࡶࡓࡽࡍせᅉࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢ㉳ᅉ㇟ࡋ
࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊࣜࢫࢡ࣐ࢵࣉཬࡧཎᏊຊ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲
࠾࠸࡚ࠕ⮬↛⅏ᐖࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢ㉳ᅉ㇟࡛ࡣ࡞ࡃࠊつไ
ࡸࣉࣛࣥࢺṆࡢࣜࢫࢡせᅉࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕཎᏊຊ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲ࠖグ㍕ࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡣࠊ♫ಙ㢗ࡢኻቒࠊ✌ാ⋡ࡢపୗࠊཎᏊ
⇞ᩱࢧࢡࣝࡢ㜼ᐖ࠸ࡗࡓせᅉ࡛ᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕཎᏊຊ㒊㛛ࡢࣜࢫࢡ㸻ཎᏊ⅔ࡀ㛗
ᮇ㛫Ώࡗ࡚Ṇࡍࡿࣜࢫࢡࠖᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪂つࢩࢼ
ࣜ࢜ࡋ࡚㺀つไᙉ㺁ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶྠᵝἲつไࡼࡾཎᏊ⅔ࢆṆࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡽࠊタഛ✌ാ⋡ࡢపୗࣜࢫࢡࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ཎᏊຊ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲࡛ࡣࠊᨾࡢ㉳ᅉ㇟࡞ࡾᚓࡿ㇟࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࠕࣉࣛࣥࢺࡢ㛗
ᮇṆࠖࠕ♫ⓗ࡞ಙ⏝ኻቒࠖࠕṆࡼࡿ㟂⤥㐕㏕ࠖ࡞ࡀࣜࢫࢡࢩࢼࣜ࢜ࡢᖐ⤖ࡋ࡚ᣲ
ࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᨾࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཎⓎ✌ാ⋡ࡢ㜼ᐖせᅉࠊ㛗ᮇṆࡀࣜࢫࢡࡋ࡚ᤊ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ

















 ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ
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➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ၥ㢟㇟

ᐃࣜࢫࢡࢩࢼࣜ࢜

3/5㓄⟶➼ࡢ6&&

ࣉࣛࣥࢺࡢ㛗ᮇṆ

Ⓨ㟁ᡤෆࡢⅆ⅏

♫ⓗ࡞ಙ⏝ኻቒ

2*⣔ᇙタ㓄⟶◚ᦆ

ᐃ᳨ᕤ⛬ᘏ㛗ࡼࡿ㟂⤥㐕㏕

࣮࣋ࣟࢬ◚ᦆ

ᐃ᳨ᕤ⛬ᘏ㛗ࡼࡿ㟂⤥㐕㏕

63Ỉࢧ࣮ࢪࢱࣥࢡ㸤⛣㏦⣔ᦆയ

ಙ⏝ኻቒ࣭ᐃ᳨ᘏ㛗㟂⤥㐕㏕

⪁ᮙࡼࡿタഛࢺࣛࣈࣝ

Ᏻᐃ㐠㌿ࡢᨭ㞀

タィᇶ‽ࢆୖᅇࡿᆅ㟈ࡢⓎ⏕

㛗ᮇṆࡼࡿ㟂⤥㐕㏕

ࢸࣟࣜࢫࢺࡼࡿጉᐖ◚ቯ⾜Ⅽ

ᨺᑕᛶ≀㉁ᨺฟࡼࡿಙ⏝ኻቒ

⾲㸳㸱㸯㸯 ཎᏊຊ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲ิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟㇟ᐃࣜࢫࢡࢩࢼࣜ࢜


ࡲࡓࠊ⤒Ⴀࣞ࣋ࣝሗ࿌ࡉࢀࡿࣜࢫࢡ࣐ࢵࣉ࠾࠸࡚ࡶࠊ⮬↛⅏ᐖ➼ᑐࡍࡿつไᙉࡸࡑ
ࢀక࠺ཎᏊ⅔Ṇࡢࣜࢫࢡࡣᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬↛⅏ᐖ➼ࡑࢀ⮬యࢆࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ
ࡢ㉳ᅉ㇟ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿᙧ㊧ࡣ࡞࠸ࠋ
࠼ࡤࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶Ⓨ⾲ࡉࢀࡓㄽᩥࢆཷࡅࠊᅵᮌᏛᡭἲࡼࡾ⟬ฟࡉࢀ࡚࠸
ࡿᚑ๓ࡢᐃỈࢆୖᅇࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ᪂ࡓ࡞▱ぢࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡇࡼࡾࠊྠᖺ
᭶ࡣࠊὠἼࡼࡿ⁄Ỉ࡞ࢆྵࡴࠕ⮬↛⅏ᐖࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊཎᏊຊ㔜せ⟶⌮⾲ཬࡧ
ࣜࢫࢡ࣐ࢵࣉ࡛ࡣࠊࠕᙳ㡪ᗘࠖࡀᑠࡽᘬࡁୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ぢࠊ᪂▱ぢࡼࡾὠἼ
ࡼࡿࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢࣜࢫࢡࡀぢ┤ࡉࢀࡓࡼ࠺ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊ๓㏙ࡢࣜࢫࢡᐃ⩏
ࡸどⅬྜࢃࡏࠊ௬ࠕὠἼࡼࡿእ㒊⁄Ỉࠖࢆࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢ㉳ᅉࣜࢫࢡࡋ࡚ᤊ
࠼࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊ᪂▱ぢࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡢࡣࠊᙳ㡪ᗘ࡛ࡣ࡞ࡃྍ⬟ᛶࡢቑຍࡢࡣࡎ࡛࠶
ࡿࠋࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࢆࣜࢫࢡࡋ࡚ᤊ࠼ࡿᮏ᮶ࡢ⪃࠼᪉ࡽࡍࢀࡤࠊὠἼ➼ࡢᙳ㡪ᗘࡣ᪂
▱ぢ௨๓࠾࠸࡚᪤ࠕ࡛ࠖ࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂▱ぢࡼࡗ࡚ᙳ㡪ᗘࡀኚࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
ࡇࡇ࡛ࡽ࠼࡚࠸ࡿࣜࢫࢡࡀࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ⮳ࡿࣜࢫࢡ࡛ࡣ࡞ࡗࡓࡇࢆ⾲ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࠕࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢつไᙉࡢືࡁࠖࡀࣜࢫࢡࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࣜ
ࢫࢡࢩࢼࣜ࢜ࡋ࡚ࠕつไᙉࡢෆᐜࡼࡗ࡚ࡣࠊࣂࢵࢡࣇࢵࢺ࣭タഛせồ➼ࡼࡿࢥࢫࢺ
ቑࠊタ⨨チྍྲྀࡾᾘࡋࠊッゴࡢ⇞ࠖᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ




ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ

- 529 -

ࡇࡢࡼ࠺ࠊᮾ㟁ࡢ⤒Ⴀ㝕ࡗ࡚ࡣࠊᅵᮌᏛࡢᇶ‽ᘬࡁୖࡆకࡗ࡚⏕ࡎࡿᑐᛂࢥࢫࢺ
ࡢⓎ⏕ࡸࠊཎᏊ⅔ࡢ㛗ᮇṆࡢྍ⬟ᛶࡇࡑࡀࠕࣜࢫࢡ࡛ࠖ࠶ࡿᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀศࡿࠋ


ᅗ㸳㸱㸯㸰 ࣜࢫࢡ࣐ࢵࣉࡢ


ࡇࡢࡼ࠺ࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ⮬యࡀࣜࢫࢡࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡞࠸⌮⏤ࡋ࡚ࠊཎᏊຊ࣭❧ᆅ
ᮏ㒊ࡽࡣࠊࡋ࡚ࠊࠕཎᏊຊࡢᏳࡣࣛࣥᴗົࡢ୰࡛ࡋࡗࡾᢸಖࡍࡿࡁࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡲࡓ๓ᥦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⟶⌮⾲グ㍕ࡉࢀ࡞࠸ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕࠗὠἼ࠘
࡞ࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢ㉳ᅉ㇟ࡑࡢࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊၥ㢟࡞࠸ࠖ
࠸࠺ពぢࡶ⪺ࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ᇶ࡙࠸࡚ཎᏊຊᏳࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜ࡗࡓ
ሙྜࠊࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍࠊ௨ୗ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ

㸱㸧ᮾ㟁ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢၥ㢟Ⅼ
᪂▱ぢࡼࡾࠊᚑ๓ࡢㄆ㆑ࡼࡾࡶࡁ࡞ὠἼࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀᣦࡉࢀࡓࡇࢆཷࡅࠊࠕࣃ
ࢱ࣮ࣥ$㸸ཎⓎࡢᏳ☜ಖࢆ┠ⓗࡋࡓࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࠕࣃࢱ࣮ࣥ%㸸ཎⓎࡢ✌ാ࣭ࢥ
ࢫࢺࢆ┠ⓗࡋࡓࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦ᮾ㟁ࡢሙྜ㸧࡛ࠖࠊ࠺⤖ㄽࡀ␗࡞ࡿࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳ
ࡿࠋ






ᮾ㟁㈨ᩱ



Ṋ⸨ᰤ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊㛗➨ᅇጤဨᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ձࣃࢱ࣮ࣥ$㸸ཎⓎࡢᏳ☜ಖࢆ┠ⓗࡋࡓࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ᑐ㇟࡞ࡿࣜࢫࢡࡢᐃ⩏
ὠἼ㸦ࢆ㉳ᅉࡋ࡚ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ⮳ࡿࣜࢫࢡ㸧
ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ๓ᥦ
ཎᏊ⅔ࡢᨾࡣࠊᖖ㉳ࡇࡾᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ཎᏊ⅔ࡢ㔜ᨾࡢࣜࢫࢡᑐ⟇ࡣࠊ✌ാ⋡ཬࡧࢥࢫࢺࡼࡾᖖඃඛࡍࡿࠋ
ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ┠ⓗ
㔜ᨾⓎ⏕ࣜࢫࢡࡢ᭱ᑠ
ᨾⓎ⏕ࡢ⿕ᐖࡢ᭱ᑠ
ࣜࢫࢡపῶࡢࡓࡵࡢྜ⌮ⓗ࡞⟇㸦⟇$㸧
ὠἼᑐ⟇ࡢㄪᰝᐇࠊィ⏬❧ࠊᕤᐇ
ὠἼᑐ⟇ࡢࡲ࡛ࡢ㛫ࠊᬻᐃⓗ࡞ࣜࢫࢡ㍍ῶᥐ⨨
ᬻᐃⓗ࡞㍍ῶᥐ⨨ࡼࡿ༑ศ࡞ࣜࢫࢡపῶࡀྍ⬟࡞ሙྜࠊ⟇ࡲ࡛ཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿ࢆ
Ṇ

ղࣃࢱ࣮ࣥ%㸸ཎⓎࡢ✌ാ࣭ࢥࢫࢺࢆ┠ⓗࡋࡓࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦ᮾ㟁ࡢሙྜ㸧
ᑐ㇟࡞ࡿࣜࢫࢡࡢᐃ⩏
ὠἼ㸦ᑐࡍࡿつไࡀᙉࡉࢀࠊ✌ാṆࡢྍ⬟ᛶࡸணᐃእࡢᑐ⟇ࢥࢫࢺࡀ⏕ࡌࡿࣜࢫࢡ㸧

ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ๓ᥦ
ཎᏊ⅔ࡢᏳࡣࡶࡼࡾ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ┠ⓗ
つไᙉࠊッゴࠊಙ㢗Რᦆ࡞ࠊཎⓎ✌ാ⋡ࡢ㜼ᐖࣜࢫࢡࡢ᭱ᑠ
ィ⏬እ⭾࡞ࢥࢫࢺࡀⓎ⏕ࡍࡿࣜࢫࢡࡢ᭱ᑠ
ࣜࢫࢡపῶࡢࡓࡵࡢྜ⌮ⓗ࡞⟇㸦⟇%㸧
᪂▱ぢࡼࡾࠊὠἼ㛵ࡍࡿつไࡢᇶ‽ࡀᙉࡉࢀࡿࣜࢫࢡࡢ᭱ᑠ
᪂▱ぢࡼࡾࠊᚑ๓ࡢᏳᑐࡍࡿಙ㢗ᛶ⩏ࡀ⏕ࡌࡿࣜࢫࢡࡢ᭱ᑠ
ὠἼⓎ⏕ࡼࡿᙳ㡪ࡼࡾࠊཎᏊ⅔ࡢ✌ാࡀ㛗ᮇ㛫Ṇࡍࡿࣜࢫࢡࡢ᭱ᑠ
ὠἼᑐ⟇ࡼࡾࠊ⭾࡞ィ⏬እࢥࢫࢺࡀⓎ⏕ࡋࠊ┈ࢆᝏࡉࡏࡿࣜࢫࢡࡢ᭱ᑠ

ୖグࡢࡼ࠺ࠊ᪂▱ぢࡼࡗ࡚ࠊࠕὠἼࠖ㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓሙྜࠊࣃࢱ࣮ࣥ$ࠕᏳ
ࢆ┠ⓗࡋࡓࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࢀࡤࠊࣜࢫࢡపῶࡢྜ⌮ⓗ࡞⟇ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ᭱
㝈ࡢὠἼᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡇ࡛࠶ࡾࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ᭱㝈ࡢὠἼᑐ⟇ࡀࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࡣࠊሙྜ
ࡼࡗ࡚ࡣཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿ࢆṆࡍࡿࡇࡶど㔝ධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
᪉࡛ࠊࣃࢱ࣮ࣥ%ࠕཎᏊ⅔ࡢ✌ാ⋡ࢥࢫࢺࢆ┠ⓗࡋࡓࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ࠸࠺ど
Ⅼࡽࡣࠊ࠸ࡘ᮶ࡿศࡽ࡞࠸ὠἼᑐࡋ࡚ࠊࠕ༑ศ࡞⟇ࡢᐇࠖࠕᏳࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡲ
࡛ࡢཎᏊ⅔ࡢṆࠖ࠸࠺⟇ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡛ࠊᐇ㝿ὠἼࡀ฿᮶ࡋࡓࡾࠊつไࡀᙉࡉࢀ
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࡚✌ാṆࡸᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀࡿࡼࡾ๓ࠊ⮬ࡽࡢᡭ࡛ࠕࢥࢫࢺⓎ⏕ࠖࠕ✌ാࡢṆࠖ࠸࠺ࣜࢫ
ࢡࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡞ࡾࠊࡃ㠀ྜ⌮࡞⟇࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࣃࢱ࣮ࣥ%࠾࠸࡚ࠊຠ⋡ⓗ
ࡘ┤᥋ⓗࣜࢫࢡࢆపῶࡍࡿ᪉ἲࡢ୍ࡘࡣࠊ᪂▱ぢࡽᚓࡽࢀࡿὠἼࡢᙳ㡪ࢆ▸ᑠࡋࡓࡾࠊ
ᇶ‽ࡀᙉࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺ാࡁࡅࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿ᇶ‽ࡀᙉࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ࡛ࡁࡿ㝈
ࡾࡺࡗࡃࡾᑐᛂࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋᮾ㟁ࡢ༴ᶵᑐᛂ㛵ࡍࡿ⾜ືཎ⌮ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿ࠾ࡾࠊὠ
Ἴࡢᑐᛂ㝈ࡽࡎࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
✌ാ⋡ࡸᑐ⟇ࢥࢫࢺ࠸࠺⤒Ⴀㄢ㢟ୖࡢࣜࢫࢡࡣࠊᮇ㛫ࡋ࡚ᩘᖺࡢ⠊ᅖෆࠊᙳ㡪ࡶᮾ㟁ཬ
ࡧ㟁Ẽᴗ⪅ࡢ⠊ᅖࡲࡿࠋ᪉࡛ᩘⓒᖺࠊᩘ༓ᖺᗘ࠸࠺ࣜࢫࢡࢆ┳㐣ࡍࢀࡤࠊ᪥
ᮏࠊୡ⏺࠸࠺ᗈ⠊ᅖᙳ㡪ࢆ࠼ࡡ࡞࠸ཎⓎᨾࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊ┦ᛂࡢ㛗ᮇⓗ
どⅬ࣭ಠ▔ⓗどⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓど㔝ࡢᗈࡉࢆᣢࡕᚓࡿ⪅ࡀ⾜࠺ࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊᐜ᫆
▷ᮇⓗ࡞⤒ႠࣜࢫࢡࡢࡓࡵཎⓎࡢᏳࡀ≛≅ࡉࢀࡓࡾࠊ㔜せ࡞ཎⓎᨾࡢࣜࢫࢡࡀぢ㐣
ࡈࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ



ᅗ㸳㸱㸯㸱 ࣃࢱ࣮ࣥ$ཬࡧࣃࢱ࣮ࣥ%ࣜࢫࢡ࣐ࢵࣉ
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ᅗ㸳㸱㸯㸲 ࣃࢱ࣮ࣥ$%ࡢど㔝ࡢ㐪࠸


᪥ࠎࡢ㐠㌿ࡸཎᏊ⅔ࡢရ㉁⟶⌮ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ሙࡢ᪥ᖖᴗົ࡛ࡑࡢᏳᛶࡀᢸಖ࡛ࡁࡓࡋ
࡚ࡶࠊ⮬↛⅏ᐖ࡞ࡢⓎ⏕㢖ᗘࡀపࡃࠊ⟇ከ࡞ࢥࢫࢺࢆせࡍࡿࣜࢫࢡࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤌⧊
ⓗࡘ࡞ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࠕᏳ☜ಖࡢ᭱ඃඛࠖࢆᶆᴶࡋࠊྛࣛࣥ
࡛ࡢᏳ☜ಖࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺⤌⧊࡛ࣞ࣋ࣝ✌ാ⋡ࡢ⥔ᣢࡸࢥࢫࢺࡢ๐ῶࢆ
┠ⓗࡋࡓࣜࢫࢡ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡚ࡣࠊ⤒Ⴀຠ⋡Ᏻ☜ಖࡢ㛫࡛⏕ࡌࡿࢥࣥࣇࣜࢡࢺࢆ⌧ሙ
ᢲࡋࡘࡅ࡚࠸ࡿࡍࡂ࡞࠸ࠋ
ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡑࡢࡶࡢࡀࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢᑐ㇟࡞ࡽ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡋ࡚ࠊṊ⸨♫㛗ࡣ
ࠕᏳ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺๓ᥦࢆ⨨࠸࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡍࡿࡇࡣࢃࢀࢃࢀࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠖ
㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࠕཎⓎࡢᏳࡣࡶࡶ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠸࠺๓ᥦࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊ
ࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺ⮳ࡿࣜࢫࢡࢆ┿⟶⌮ࡋࡼ࠺ࡍࡿືᶵࡀ⏕ࡌࡿࡣࡎࡶ࡞ࡃࠊᙧ㧁
ࡍࡿࡢࡣ⮬࡛᫂࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ๓ᥦࡀᡶᣔࡉࢀ࡞࠸㝈ࡾࠊ࡞ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ⌧ࡣ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ



㸳㸱㸰 ⤒Ⴀㄢ㢟Ᏻ᭱ඃඛࡢጼໃ
ᮾ㟁࡛ࡣࠊ㏆ᖺࠕࢥࢫࢺ࢝ࢵࢺࠖཬࡧࠕཎⓎ⏝⋡ࡢྥୖࠖࡀ㔜せ࡞⤒Ⴀㄢ㢟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊ࡸⓎ㟁ᡤࡢ⌧ሙᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕᏳ☜ಖࡀ᭱ඃඛࠖ
ྕ௧ࢆࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᏳ☜ಖ⤒Ⴀㄢ㢟ࡢ㛫࡛⾪✺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡳࡽ
ࢀࡿࠋ




Ṋ⸨ᰤ๓ᮾ㟁ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊㛗ࣄࣜࣥࢢ
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ࡇ࠺ࡋࡓ⾪✺ࢆ⫼ᬒࡋ࡚ࠊㄆ㆑ࡉࢀࡓᏳࣜࢫࢡࡢᑐᛂⳘ࡞ࢥࢫࢺࡀぢ㎸ࡲࢀࡿሙ
ྜࡸࠊᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚᪤タ⅔ࡢ✌ാ⋡ࢆపୗࡉࡏࡿᠱᛕࡀ࠶ࡿሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊࣜࢫ
ࢡᐃࡢᘬࡁୗࡆࠊつไࡸᣦ㔪ࡢ⦆ࠊ⟇ࡢඛᘏࡤࡋ࡞ࡢ᪉ἲ࡛ᑐฎࡍࡿ᪉㔪ࡀྲྀࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡳࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ⌧ሙࡸ」ᩘࡢእ㒊ᶵ㛵➼ࡽᏳᩥၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡞ࠊཎᏊຊࢆ
ᢅ࠺ᴗ⪅ࡋ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞Ᏻ᭱ඃඛࡢጼໃၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸯㸧ཝࡋ࠸ཎᏊຊ㒊㛛ࡢ⤒Ⴀ≧ἣ
᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈క࠸᯽ᓮส⩚ཎⓎࡣṆࡋࠊྕᶵࡢ✌ാࡀィ⏬ࡉࢀࡓࡀࠊ㹼ྕᶵ
ࡣ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈ࡽᖺ㏆ࡃࡀ⤒㐣ࡋࡓⅬ࠾࠸࡚ࡶ✌ാࡣᯝࡓࡏ࡞ࡗࡓࠋཎᏊຊ
Ⓨ㟁ᡤయࡢタഛ⏝⋡ࡣప㏞ࡋ㸦ࠕᅗ㸳㸱㸰㸯ࠖཧ↷㸧ࠊᮾ㟁ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘཬ
ࡧᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘࡢᮇ㐃⥆࡛᭱⤊㉥Ꮠ㌿ⴠࡋཝࡋ࠸⤒Ⴀ≧ἣ࠶ࡗࡓࠋཎᏊຊⓎ㟁
ᡤࡢタഛ⏝⋡ࡢᦆ┈ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡣ൨㸣⛬ᗘࡁࡃࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢタഛ⏝⋡
ྥୖཬࡧࢥࢫࢺ๐ῶࡀ♫ⓗ࡞⤒Ⴀㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ

4000

90%

3000

80%

2000

70%

1000

60%

0

50%

-1000

40%

-2000

30%

-3000

20%

-4000

10%

⤒ᖖ┈

ཎᏊຊタഛ⏝⋡

ཎᏊຊタഛ⏝⋡(㸣)

⤒ᖖᦆ┈(൨)





ᅗ㸳㸱㸰㸯 ཎᏊຊⓎ㟁ᡤタഛ⏝⋡ཬࡧ⤒ᖖᦆ┈㸦༢⊂㸧

㻌
㸰㸧Ᏻᑐ⟇⤒Ⴀㄢ㢟㸦ࢥࢫࢺ࣭タഛ⏝⋡㸧ࡢ⾪✺
ᮾ㟁࡛ࡣࠊ㏆ᖺࠕࢥࢫࢺ࢝ࢵࢺࠖཬࡧࠕཎⓎ⏝⋡ࡢྥୖࠖࡀ㔜せ࡞⤒Ⴀㄢ㢟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊཎᏊຊ࣭❧ᆅᮏ㒊ࡸⓎ㟁ᡤᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕᏳ☜ಖࡀ᭱ඃඛࠖྕ௧ࢆ




ᮾ㟁㈨ᩱ



ᑠ᳃᫂⏕ᮾ㟁ᖖົྲྀ⥾ᙺࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ
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ࡅ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᏳ☜ಖ⤒Ⴀㄢ㢟ࡢ㛫࡛⾪✺ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡳࡽࢀࡿࠋ

ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢཎᏊຊࣜࢫࢡ⟶⌮㆟࠾࠸࡚Ṋ⸨ᰤᮾ㟁ᖖົ㸦ᙜ㸧ࡣࠕ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺࡢ㸧⚈௨㝆ࡲ࡛ࡣᏳᛶ࣭ရ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡢ⤌ࡳࢆసࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ࡑࢁࡑࢁཎᏊຊࡘ࠸࡚ࡶ࠾㔠࢟ࣕࢵࣉࡀࡗ࡚᮶ࡿࠖⓎゝࡋ࡚࠾ࡾࠊᏳᛶ㛵ࡍ
ࡿタഛᢞ㈨ࡘ࠸࡚ࡶࢥࢫࢺ๐ῶࡣ↓⦕࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⾪✺ࢆ⫼ᬒࡋ࡚ࠊㄆ㆑ࡉࢀࡓᏳࣜࢫࢡࡢᑐᛂⳘ࡞ࢥࢫࢺࡀぢ㎸ࡲࢀࡿሙ
ྜࡸࠊᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇࡼࡗ࡚᪤タ⅔ࡢ✌ാ⋡ࢆపୗࡉࡏࡿᠱᛕࡀ࠶ࡿሙྜࡘ࠸࡚ࡣࠊࣜࢫ
ࢡᐃࡢᘬࡁୗࡆࠊつไࡸᣦ㔪ࡢ⦆ࠊ⟇ࡢඛᘏࡤࡋ࡞ࡢ᪉ἲ࡛ᑐฎࡍࡿ᪉㔪ࡀྲྀࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡳࡽࢀࡿࠋ

ࡲࡓྠᖺࡢཎᏊຊ࣭❧ᆅ⏬㆟㈨ᩱࡼࡿ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ࣭➨ཎⓎࡢࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ
㛵ࢃࡿ⪏㟈⿵ᙉᕤ㈝⏝ࡢቑຍక࠸ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺᗘ௨㝆ࡢタഛᢞ㈨㢠ࡘ࠸࡚ࡣ⪏㟈
⿵ᙉᕤࡶྵࡵ࡚㊊ษࡾࠊඛ㏦ࡾࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸧Ᏻᩥᑐࡍࡿ୕ࡢᣦ
ᮾ㟁ᑐࡋ࡚ࡣࠊⓎ㟁ᡤᖿ㒊ࡢ⾜ືࡸゝືᏳ➨୍▩┪ࡍࡿⅬࡀぢཷࡅࡽࢀࡿ࠸࠺ព
ぢ㸦⚟ᓥ➨୍ཎⓎ7/ࣥࢣ࣮ࢺ㸧ࡸᏳࡼࡾᕤ⛬ඃඛࡢഴྥ㸦-$17,ࢥࣥࢧࣝ㸧ࡀ࠶ࡿࡢᣦ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓୡ⏺ཎᏊຊⓎ㟁ᴗ⪅༠㸦:$12㸧ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺࣆࣞࣅ࣮ࣗ㸦&35㸧࡛ᚭᗏⓗၥ࠸
ࡅࡿጼໃࠊಖᏲⓗ࡞㐠㌿ࣉ࣮ࣟࢳࠊᏳୖ㔜せ࡞సᴗάືᑐࡍࡿព㆑ぢཷࡅࡽࢀࡿᙅ
Ⅼ࡞ࠊཎᏊຊᏳᩥࡢ㔜せ࡞≉ᛶࢆᐇ㊶ࡋ࡞࠸⾜ືࢆᫎࡍࡿ࠸ࡃࡘࡢ㇟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚
࠾ࡾࠊᏳᩥၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᏳᩥ㔊ᡂࡢᚲせᛶ㛵ࢃࡿ᳨ウ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ௨እࡶࠊ」ᩘࡢእ㒊ᶵ㛵➼ࡽᏳᩥၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸧㛗ᖺᨺ⨨ࡉࢀࡓ㓄⟶ィ⥺ᅗ䛾ഛ
๓㏙ࡢ࠾ࡾࠊ୰ኸไᚚᐊഛ࠼ࡅࡢᅗ㠃㞟ࡢ୰ࠊ⣔⤫ࡋ࡚⊂❧ࡋࡓ࣋ࣥࢺࣛࣥࡢ
㓄⟶ィ⥺ᅗࡀ࡞ࡗࡓࡇࡀࠊ࣋ࣥࢺᐇࡀ㐜ࢀࡓ୍ࡘࡢせᅉ࡞ࡗࡓ㸦ࠕ㸰㸯㸴ࠖཧ↷㸧ࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ㔜せ࡞㆟㈨ᩱࡼࢀࡤ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢࠊࠊྕᶵࡢࠕ㐺ྜ㚷ࡳ
ࡓィჾጇᙜᛶ⥲Ⅼ᳨㝿ࡋࠊタィᅗ᭩ࡀᙜ♫࡞࠸RU㐺ษ࡞ᨵゞࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡃ⢭ᗘࡀప࠸➼ࡢ
㐺ྜࡀ㟢ぢࠖࡋࡓグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢタィᅗ᭩ࡢഛࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㐠㌿㛤ጞ




ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ
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࣓࣮࣮࢝ࡽᅗ㠃ࡀ㐺ษᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢែࡣ㛗ᖺ
ࢃࡓࡗ࡚ᨺ⨨ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎྕᶵ࠾ࡅࡿࣉࣛࣥࢺࡢ༙ᩘࡢ⣔⤫ࡘ࠸࡚ࠊ㓄⟶ィ⥺ᅗ⌧ሙࡢ↷ྜ
ࢆᐇࡋࡓ⤖ᯝࠊಟṇࡀᚲせ࡞⟠ᡤࡀ⣙Ꮡᅾࡋࡓࡓࡵࠊࡑࡢᚋᅇࡢᐃᮇ᳨ᰝ࡛ྕᶵࡢ⌧
ሙㄪᰝࢆ⾜࠸ᅗ㠃ࢆಟṇࡍࡿࡇࡉࢀࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜึィ⏬࠾ࡾసᴗࡣ㐍ࡲࡎࠊ
ᮏᨾⅬ࠾࠸࡚ࡶㄪᰝసᴗࡣ⤊ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࣉࣛࣥࢺࡢ᭱᪂ࡢ≧ἣࢆ♧ࡍ㓄⟶
ィ⥺ᅗࡣᏑᅾࡋ࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊయࡢ⣙ࡀᮍㄪᰝࡢ≧ែ࡛࠶ࡾࠊㄪᰝ῭ࡢ⟠ᡤࡔࡅ
࡛ࡶ⟠ᡤ㸦యࡢ㸣⛬ᗘ㸧࠾࠸࡚ᅗ㠃ࡢಟṇࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᙜヱタഛᅗ᭩ࡢഛࡘ࠸࡚ࠊཎᏊຊ㒊㛛ࡢ㔜せࣜࢫࢡ⟶⌮⾲ࡣࠊձ㛫㐪ࡗࡓタഛሗࢆ
ᴗົ⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶࠊղࢺࣛࣈࣝぢ⯙ࢃࢀࡓ㝿ࠊᚲせሗࡀ㞟࡛ࡁ࡞࠸ࠊճᴗົရ㉁
ࡢⰋࢆᣦࡉࢀࡿྍ⬟ᛶ➼ࡢࣜࢫࢡࡀṧᏑࡍࡿグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᨾᚋࡢ࣋ࣥࢺᐇࡢ
㐜ࢀࡣࡲࡉࠕࢺࣛࣈࣝぢ⯙ࢃࢀࡓ㝿ࠊᚲせሗࡀ㞟࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠖࡇࡼࡗ࡚ࡶࡓ
ࡽࡉࢀࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ཎᏊ⅔ࡢ㐠㌿ᚲせ࡞㓄⟶ィ⥺ᅗࡀࠊ᭱᪂ࡢࣉࣛࣥࢺࡢ≧ἣࢆᫎࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡣ
⏤ࠎࡋࡁែ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㛗ᖺࢃࡓࡗ࡚ᨺ⨨ࡋ࡚ࡁࡓᮾ㟁ࡢጼໃࡣ࠸ၥ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ

㸳㸧Ᏻ᭱ඃඛࡢጼໃ࠾ࡅࡿ㔜࡞ၥ㢟
ᮾ㟁ࡣཎᏊ⅔ࡢᏳࢆᙉࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ6$つไࢆࠕつไࡢෆᐜࡼࡗ࡚ࡣࠊࢥ
ࢫࢺぢྜࢃ࡞࠸タഛせồࡸ᪤タ⅔ࡢࣂࢵࢡࣇࢵࢺࠊタ⨨チྍྲྀࡾᾘࡋッゴࡢ⇞࡞ከ
ࡃࡢᒁ㠃࡛ከ࡞ᑐᛂࢆవ࡞ࡃࡉࢀࡿࠖࡋ࡚⤒Ⴀୖࡢࣜࢫࢡᤊ࠼ࡓࠋ
ࡲࡓᮾ㟁ࡣ⤒Ⴀୖࡢඃඛㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠕࢥࢫࢺ࢝ࢵࢺࠖཬࡧࠕཎⓎ⏝⋡ࡢྥୖࠖඃඛࡢࡓ
ࡵࠊᏳ☜ಖᚲせ࡞⪏㟈⿵ᙉᕤ➼ࡢタഛᢞ㈨ࡢᡴࡕษࡾࡸࠊඛ㏦ࡾࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
⌧ሙࡸ」ᩘࡢእ㒊ᶵ㛵➼ࡽᏳᩥၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡢᣦࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡞ࠊཎᏊຊࢆᢅ࠺
ᴗ⪅ࡋ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞Ᏻ᭱ඃඛࡢጼໃ㔜࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



㸳㸱㸱 ⦪ࡾ⤌⧊ࡢᘢᐖ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㟁※ࡣࠊഅⓎⓗ࡞ᨾ㞀ࡸ㏻ᖖࡢ㟁ᑐࡋ࡚ࡣ༑ศ࡞ከ㔜ᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡓ
࠸࠼ࡿࡀࠊࣉࣛࣥࢺ㛫࡛ࡢከᵝᛶࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇᶵ⬟ࡶ㓄㟁┙ࡸ┤ὶ㟁※౫




ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ
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Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⮬↛⅏ᐖࡸࢸࣟ࡞࡛ྠ」ᩘࡢ㟁※ᶵ⬟ࢆ႙ኻࡍࡿែࡣࠊ⬤ᙅ࡞ᵓ
ᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᮾ㟁࡛ࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ㏦㟁ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡘ࠸࡚ࠊᆅ┙ࡢၥ㢟ࡽᆅ
㟈ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࠊᇶ‽ᆅ㟈ືࢡࣛࢫࡢᆅ㟈ࡢሙྜࡣࠊ᪥௨ෆ㏦㟁☜ಖ
ࡀᅔ㞴ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊኚ㟁ᡤཬࡧ㏦㟁⥙ࡢᆅ㟈ᑐᛂணᐃࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡢᐜ㔞ࢆ⣔⤫᪥㛫௨ୖᣑᙇࡍ
ࡿィ⏬ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᮏᨾⅬ࡛ࡣᮍᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࠋ
᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡢ⬤ᙅᛶၥ㢟ࡘ࠸࡚ᢸᙜࡉࢀࡓᕤົ㒊࡛ࡣࠊ㟂せ⪅ᑐࡍࡿ㏦㟁
Ṇ㛵ࡍࡿࣜࢫࢡࡀᑐᛂࡍࡁ㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ㟁※႙ኻᑐ⟇ࡢぢ┤ࡋࡀ᪩
ᛴᐇࡉࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ⦪ࡾ⤌⧊ࡢᘢᐖࡼࡾ㔜࡞ࣜࢫࢡࡢぢⴠࡋࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

㸯㸧⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㟁※ከ㔜ᛶ࣭ከᵝᛶ
Ᏻタィᑂᰝᣦ㔪ࡣࠕࠗ㟁※႙ኻᑐࡍࡿタィୖࡢ⪃៖࠘㛵㐃ࡋࠊ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡿ
ὶືຊ㟁※႙ኻࡣ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊཎᏊ⅔タࡢᏳᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊ
⪃៖ࡍࡁ㟁※႙ኻࡢ⥅⥆㛫ࡣศ௨ୗ࡛࠶ࡿඹ㏻ゎ㔘ࡍࡿ័⾜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⚟ᓥ➨
୍ཎⓎ࡛ࡣࠊ⇞ᩱᐜ㔞᪥ศࢆ᭷ࡍ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦'*㸧ࢆྛࣉࣛࣥࢺ⣔⤫㓄⨨
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊྕᶵ'*ᘓᒇタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ௨እࡣࠊ࡚ᆅୗ㓄⨨ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊὠἼࡼࡗ࡚࡚ᾐỈࡋࠊ⏝ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ௬㠀ᖖ⏝
ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡀᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶࠊ㉳ື┤ὶ㟁※ࡀᚲせ࡞ࡓࡵࠊ㓄㟁┙ⱝࡋ
ࡃࡣ┤ὶ㟁※ᐊࡀᶵ⬟ࢆ႙ኻࡋࡓሙྜࡣࠊ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࢆ⏝ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶
ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
㟁※႙ኻࡣࠊ㞄᥋ࡍࡿࣉࣛࣥࢺࡽ㟁※ࢆ⼥㏻ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺タィࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ྠ㞄᥋ࡍࡿࣉࣛࣥࢺࡀ㟁※႙ኻࡋࡓሙྜࡣࡶࡼࡾࠊ㟁※┙ࡀቯࢀࡓሙྜࡣࠊ௬㞄᥋
ࡍࡿࣉࣛࣥࢺ㟁※ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡓࡋ࡚ࡶࠊ㟁Ẽࢆ⼥㏻ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡢ㟁※ࡣࠊഅⓎⓗ࡞ᨾ㞀ࡸ㏻ᖖࡢ㟁ࡣ༑ศ࡞ከ㔜ᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡓ࠸࠼
ࡿࡀࠊୖ㏙ࡢ࠾ࡾࠊࣉࣛࣥࢺ㛫࡛ࡢከᵝᛶࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓࣇ࢙ࣝࢭ࣮ࣇᶵ⬟ࡶ㓄㟁┙ࡸ┤ὶ
㟁※౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⮬↛⅏ᐖࡸࢸࣟ࡞࡛ྠ」ᩘࡢ㟁※ᶵ⬟ࢆ႙ኻࡍࡿែࡣࠊ
⬤ᙅ࡞ᵓᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋ








Ᏻጤဨ㈨ᩱ
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㟁※ࡢከ㔜ᛶ࣭ከᵝᛶ
እ㒊㟁※
㸦ὶ㸧

㠀ᖖ⏝'*
㸦ὶ㸧

㟁※౪⤥ඖ࡛࠶ࡿ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡸ㏦㟁⥺⥙ࡣࠊⴥ᩿ᒙ࡞
ࡢᙳ㡪࡛⪏㟈ᛶࡀ⬤ᙅ࡛࠶ࡾࠊᇶ‽ᆅ㟈ືࡢሙྜࡣᪧ᭱
ప᪥ࢆせࡍࡇࡀᐃࡉࢀࡓࠋ
┤ὶ㟁※ࡼࡾ㉳ືࡍࡿࡓࡵࠊ┤ὶ㟁※ᐊⱝࡋࡃࡣ㓄㟁┙ࡢ
ᶵ⬟႙ኻࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ㉳ື࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
⇞ᩱࡢᐜ㔞ࡣࠊྛࣉࣛࣥࢺࡈ᪥ศࢆ⣔⤫ࠋ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠊ࣋ࣥࢺᘚ➼ࡢไᚚࠊ㧗ᅽὀỈ⣔㸦+3&,㸧࡞

┤ὶ㟁※

⏝ࡉࢀࡿࠋ
ྛࣉࣛࣥࢺ┤ὶ㟁※ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊỈἐ➼࡛⏝ྍࠋ

㞄 ᥋ ࣉ ࣛࣥࢺ

┤ὶࠊὶඹྍ⬟ࡔࡀࠊ㓄㟁┙ࡀᶵ⬟႙ኻࡋࡓሙྜࡸࠊ㞄

ࡢ㟁※⼥㏻

᥋ࣉࣛࣥࢺࡀྠ㟁※႙ኻࡋࡓሙྜࡣ⼥㏻࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

⾲㸳㸱㸱㸯 㟁※ࡢከ㔜ᛶ࣭ከᵝᛶ

㻌
㸰㸧እ㒊㟁※ࡢ⬤ᙅᛶ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎᑐࡍࡿ㏦㟁ࡣࠊ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡽⴥ⥺࣭ኪࡢ᳃⥺ࠊ⇃⥺ࢆ⤒⏤ࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ





ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂ
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ᮾ䛔䜟䛝ᖿ⥺

ᮾ༡┦㤿ኚ㟁ᡤ

༡࠸ࢃࡁ㛤㛢ᡤ

⚟ᓥ➨୍ࠊྕᶵ
⚟ᓥ➨୍㹼ྕᶵ
㸦N:㸧

᪂⚟ᓥ
ኚ㟁ᡤ
⚟ᓥ➨
㸦N:㸧

᪂࠸ࢃࡁ㛤㛢ᡤ

ᅗ㸳㸱㸱㸯 ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊ➨ཎⓎࡢ㏦㟁⥙


ᮾ㟁࡛ࡣࠊࡇࡢ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡢᆅ㟈ᑐࡍࡿ⬤ᙅᛶࡘ࠸࡚ࠊ⤒Ⴀ⪅࡛ࣞ࣋ࣝㄆ㆑ࡉࢀࠊ㆟
ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋලయⓗࡣࠊ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡣࠊ9᪼ᅽ௨᮶ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠾ࡾタഛຎ
ࡀ࠶ࡿࡇࠊᩜᆅࡢᆅ┙≉ᛶࡼࡾ㝆㞵㐀ᡂᆅ┙ࡢࡾ㠃ࡢᔂቯࡀᩓⓎࡋ࡚࠸ࡿ࡞ࡢၥ
㢟ຍ࠼ࠊ」㞧࡞ᆅ┙ᵓ㐀ୖ㸦ⴥ᩿ᒙୖ㸧❧ᆅࡍࡿࡓࡵࠊᇶ‽ᆅ㟈ືࢡࣛࢫࡢᆅ㟈ࡀⓎ⏕
ࡋࡓ㝿ࡣࠊ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤᆅⅬ࡛ࡣᆅ㟈ືࡀቑࡋࠊ㛤ᨺᇶ┙㠃࡛᭱ຍ㏿ᗘ*DOࡶ࡞
ࡿᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦⚟ᓥ➨୍ཎⓎࠊ➨ཎⓎࡢ᭱ຍ㏿ᗘࡣ*DOᐃ㸧ࠋ
᳨ウ㈨ᩱࡣࠊ㛤ᨺᇶ┙㠃࡛᭱ຍ㏿ᗘ*DOࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡘ࠸࡚ࠊ⌧≧ࡢタഛ࡛⿕⅏
ࡋࡓሙྜࡣࠊ㉳ື⏝㟁※ࢆ᪥௨ෆ☜ಖࡍࡿࡇࡣᅔ㞴ࡍࡿグ㍕ࡶぢࡽࢀࡿࠋ
᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤཬࡧ㏦㟁⥙ࡢᑐᛂࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡀணᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ⚟ᓥ➨
୍ཎⓎࡢ㠀ᖖ⏝ࢹ࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵࡢᐜ㔞ࢆ⣔⤫᪥㛫௨ୖᣑᙇࡍࡿィ⏬ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ࠸ࡎ
ࢀࡶᮏᨾⅬ࡛ࡣᮍᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࠋᏳጤဨࡢබ⾲㈨ᩱࡼࡿࠊᅇࡢᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋࠊ




ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ
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᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡽࡢ㏦㟁Ṇࡢ᥎ᐃせᅉࡋ࡚ࡣࠊ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤෆ࠾ࡅࡿ㏦㟁⥺ࡢ㕲ሪࡢ
᥋ゐࡲࡓࡣ᥋㏆ࠊ⇃⥺/ࠊ/ࡢ㛤㛢ᡤෆࡢཷ㟁㐽᩿ჾ➼ࡢᦆയࠊᩜᆅෆࡢኪࡢ᳃⥺ࡢ㕲ሪࡢ
ᔂቯࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂⚟ᓥኚ㟁ᡤࡢ⿕ᐖࡘ࠸࡚ヲ⣽ࡣ㏙ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᙜヱኚ
㟁ᡤཬࡧ㏦㟁⥙ࡢᆅ┙⬤ᙅᛶࡽ㕲ሪಽቯ࡞ࡀⓎ⏕ࡋࠊ㏦㟁ᶵ⬟ࢆ႙ኻࡋࡓࡳࡽࢀࠊ๓
㏙ࡢ㆟ㄽ࡛ᠱᛕࡉࢀࡓࣜࢫࢡࡀ㢧ᅾࡋࡓࡶࡢ࠸࠼ࡿࠋ
㛗㛫ࡢእ㒊ὶ㟁※႙ኻࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡗ࡚ᴟࡵ࡚㔜࡞ࣜࢫࢡ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂⚟ᓥኚ
㟁ᡤࡢ⬤ᙅᛶၥ㢟ࡘ࠸࡚ᢸᙜࡉࢀࡓᕤົ㒊࡛ࡣࠊ㟂せ⪅ᑐࡍࡿ㏦㟁Ṇ㛵ࡍࡿ
ࣜࢫࢡࡀᑐฎࡍࡁ㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ㟁※႙ኻᑐ⟇ࡢぢ┤ࡋࡀ᪩ᛴᐇࡉ
ࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ⦪ࡾ⤌⧊ࡢᘢᐖࡼࡾ㔜࡞ࣜࢫࢡࡢぢⴠࡋࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶ
ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ


㸳㸱㸲 ᮾ㟁ࡢሗබ㛤ࡢၥ㢟Ⅼ
ᮏᨾⓎ⏕ᚋࠊᮾ㟁ࡣࠊᨾࢆ᮰ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㏆㞄ఫẸࢆࡣࡌࡵࠊᅜẸཬࡧୡ
⏺ࡢ㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚ࠊⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᐇࡘ࠸࡚㐺㐺ษබ㛤ࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ
ᮾ㟁ࡀ⾜ࡗࡓሗබ㛤ࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡣ࠸࠼ࡎࠊ⤖ᯝࡋ࡚⿕ᐖᣑࡢ㐲ᅉ࡞ࡗ
ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᨾ┤ᚋࠊᮾ㟁ࡽ༑ศ࡞ሗ㛤♧ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠊ୍⩏ⓗࡣ┤ὶ㟁※႙ኻࡼ
ࡾࠊᮾ㟁⮬㌟ࡶᚲせ࡞ሗࢆࢇྲྀᚓࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡇ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊἲᚊ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ㏻ሗࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢⅬุ࡛᫂ࡋ࡚࠸ࡿሗࢆ࡚㛤
♧ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ➼࠾࠸࡚ࡶࠊ✚ᴟⓗሗࡢ㞃࠸ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿド㊧ࡣⓎぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
᪉࡛ࠊᨾᚋ᪩ࡃࡢẁ㝵࡛ࠊᐁ㑰ࡽࡶᅜẸࡽࡶࠊᮾ㟁ࡢሗ㛤♧ࡣࢆᣢࡗ࡚ᤊ࠼
ࡽࢀࠊሗࡢ㞃࠸ࡍࡽࢃࢀࡓࡢࡣ࡞ࡐࠋࡇࢀࡣࠊᮾ㟁ࡀඖ᮶᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࣮࢜ࣉࣥࡣ
ゝ࠸㞴࠸ሗබ㛤ࡢጼໃࢆࠊᨾᑐᛂ࠾࠸࡚ࡶࠊ↓ព㆑ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣព㆑ⓗ㐺⏝ࡋ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࡇ࠶ࡿ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮾ㟁ࡢሗබ㛤ࡢጼໃࡣࠊ
ձἲⓗ⩏ົࡅࡽࢀࡓሗ㛤♧ࡣᚲࡎ⾜࠺ࠋ
ղ☜ᐃࡋࡓᐇࠊ☜ㄆࡉࢀࡓᐇࡢࡳࢆሗ㛤♧ࡍࡿࠋ
ճձղ௨እࡢሗࠊ≉㒔ྜ࡞ሗࡣ㛤♧ࡋ࡞࠸ࠋ
࠸ࡗࡓ≉ᚩࡀᩓぢࡉࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓሗ㛤♧ࡢጼໃࡣࠊ௬ἲⓗࡣၥ㢟ࡀ࡞ࡃࡶࠊබඹᛶࡢᴟࡵ࡚㧗࠸㟁ຊ♫ࡢ
ሗබ㛤ࡢጼໃࡋ࡚ၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ
ᖹ࡛࠶ࢀࡤࠊ≉ࠊつไᙜᒁࡸ᭷㆑⪅ࠊ࣐ࢫ࣓ࢹᑐࡋ࡚ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡘᮾ㟁࡛




ᮾ㟁㈨ᩱ
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࠶ࢀࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓሗ㛤♧ጼໃࡢၥ㢟Ⅼࢆ㟢ぢࡉࡏࡿࡇ࡞ࡃࠊホุࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇࡣྍ⬟࡛
࠶ࡗࡓࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊᮾ㟁ࡣࠊ⥭ᛴ࡛࠶ࡿᮏᨾᚋࡶྠᵝࡢࢫࢱࣥࢫ࡛ሗබ㛤ࢆ
⾜࠸ࠊ㏻ሗ⩏ົᇶ࡙ࡁࠊ☜ㄆࡉࢀࡓᐇࡢࡳࢆῐࠎᥦ౪ࡋࠊሗࡀᝒほⓗ࡞ࢽࣗࣥࢫࡸ
ண ࢆకࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇࢆᴟຊ㝖ࡋࡼ࠺ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᭱ᝏࡢែࡢᐃࡸண ࡞
ࠊᨻᗓࡸᅜẸࡢពᛮỴᐃ㈨ࡍࡿሗࡢᥦ౪ࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ཎᏊ⅔ࡢ≧ែࡀᛴ㏿
ᝏࡍࡿ≧ἣୗ࡛ࠊᚑ๓ᥦ౪ࡉࢀࡓሗࡽࡣീ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞῝้࡞ែࡀḟࠎ㟢ぢ
ࡍࡿࡓࡧࠊᨻᗓ࣭ᅜẸࡢഃࡣಙឤࢆເࡽࡏ࡚࠸ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮾ㟁ࢆࡣࡌࡵࠊᅜẸࡢᏳࡸ⏕άࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋᚓࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆ㐠Ⴀࡍࡿᴗ⪅
ࡣࠊἲつไᚑ࠺ࡇ࡛༑ศࡏࡎࠊ࠸ᅜẸࡢุ᩿ࠊពᛮỴᐃ㈨ࡍࡿሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡃࡁࠊ୍ᗘࡑࡢጼໃࢆ᰿ᮏⓗぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

㸯㸧ሗබ㛤ࡢ㐜ࢀᐇࡢ▸ᑠ
ᮏᨾⓎ⏕ᚋࠊᮾ㟁ࡣࠊᨾࢆ᮰ࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㏆㞄ఫẸࢆࡣࡌࡵࠊᅜẸཬࡧୡ
⏺ࡢ㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚ࠊⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᐇࡘ࠸࡚㐺㐺ษබ㛤ࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࠊ
ᮾ㟁ࡀ⾜ࡗࡓሗබ㛤ࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡣ࠸࠼ࡎࠊ⤖ᯝࡋ࡚⿕ᐖᣑࡢ㐲ᅉ࡞ࡗ
ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Dྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾᅽຊୖ᪼㛵ࢃࡿሗබ㛤
᭶᪥ࡈࢁࡽྕᶵࡢὀỈࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡼࡾࠊỈࡀపୗࡍࡿࡶࠊ
᱁⣡ᐜჾᅽຊࡀୖ᪼ࡋࠊ⩣᪥ᮅࡲ࡛㠀ᖖ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ㝗ࡿࡀࠊᙜヱ≧ἣࡘ࠸࡚㐺ษ
࡞ሗබ㛤ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
᭶᪥ศ⌧ᅾࡢྕᶵࡢ≧ἣࢆఏ࠼ࡿᮾ㟁ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡢグ㍕ෆᐜࡣ௨ୗࡢ
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࠕཎᏊ⅔ࡣṆࡋ࡚࠾ࡾࠊཎᏊ⅔㝸㞳෭༷⣔ࡼࡿ⤥Ỉࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
ཎᏊ⅔㝸㞳෭༷⣔ࡢṆࡼࡾࠊཎᏊ⅔ỈࡀపୗࠊཎᏊ⅔ᅽຊࡀୖ᪼ࡋࡲࡋ
ࡓࠋᅜࡢᣦ♧ࡼࡾࠊᏳࢆ༑ศ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾࡢᅽຊࢆ㝆ୗࡉ
ࡏࡿᥐ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࡇࠊཎᏊ⅔ෆᾏỈࢆὀධࡋࡓࡇࡽࠊཎᏊ⅔ỈࡸཎᏊ
⅔ᅽຊࡣᅇࡋࡲࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊཎᏊ⅔ᾏỈࢆὀධࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖ
 




ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࣉࣛࣥࢺ≧ἣ➼ࡢ࠾▱ࡽࡏ㸦᭶᪥༗ᚋศ⌧ᅾ㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥㸧
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11:00
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ṇ㛛㏆䛻䛶
11930.0ʅSv/h䜢グ㘓


ᅗ㸳㸱㸲㸯 ྕᶵ ཎᏊ⅔Ỉཬࡧࢻ࢙ࣛ࢘ࣝ㸦':㸧ᅽຊࡢ᥎⛣㸦᪥㹼᪥㸧 


⩣᪥ࡢ⚟ᓥ➨୍ཎⓎṇ㛛㏆ࡢᨺᑕ⥺㔞ࡣȣ6YKࢆグ㘓ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡣ
ྕᶵࡢ␗ᖖ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ๓ࡢὀពႏ㉳ሗࡀⓎಙࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ㏆
㞄ᆅᇦࡢᙳ㡪ࢆ㍍ῶࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ᮾ㟁ࡣࠊᙜヱ༴ᶵⓗ≧ἣࡢ୰࡛ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽࡢ㏥㑊ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏆㞄ఫẸ➼
ࡢᏳࢆ⪃៖ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊྕᶵࡀ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࠶ࡿࡇࡘ࠸࡚㐺බ⾲ࡍࡁ࡛࠶
ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㼎㻚㻌㻞ྕᶵ䛾ᅽຊᢚไᐊ䛾␗ᖖⓎ⏕௨㝆䛻㛵䜟䜛ሗබ㛤㻌
᭶᪥ࡈࢁྕᶵࡢᅽຊᢚไᐊ㏆࡚⾪ᧁ㡢ࡀࡋࡓࡇక࠸ࠊᚲせ࡞せဨࢆ㝖
ࡁࠊసᴗせဨࡣ⚟ᓥ➨୍ཎⓎࡽ⚟ᓥ➨ཎⓎ㏥㑊ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜヱ㇟ࡘ࠸࡚ࠊᐁᗇ➼
ᑐࡋ࡚ศⓎಙࡉࢀࡓ㏻ሗෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࠕศ㹼ศࡈࢁࡁ࡞⾪ᧁ㡢ࡀࡋࡲࡋࡓࠋ‽ഛࡀ࡛ࡁḟ➨ࠊᛕࡢࡓࡵࠊ
ᑐ⟇ᮏ㒊ࢆ⚟ᓥ➨ཎⓎ⛣ࡍࡇࡋࠊ㑊㞴࠸ࡓࡋࡲࡍࠖ

୍᪉࡛ࠊ⌧ᅾࡢ≧ἣࡋ࡚ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡉࢀࡓෆᐜࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࠕࡈࢁᅽຊᢚไᐊ㏆࡛␗㡢ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡶྠᐊࡢᅽຊࡀపୗࡋࡲ




ᮾ㟁㈨ᩱࢆࡶᙜጤဨసᡂ
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➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊཎᏊ⅔ᾏỈࡢὀධࢆຊ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊྠసᴗ┤
᥋㛵ࢃࡾ࡞࠸༠ຊᴗసᴗဨཬࡧᙜ♫♫ဨࢆ୍ⓗᏳ࡞ሙᡤ࡞⛣ື㛤ጞ
ࡋࡲࡋࡓࠖ

ᐁᗇ➼ᑐࡍࡿ㏻ሗࡢᮇࡸෆᐜẚ㍑ࡍࡿࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡢᮇࡣⴭࡋࡃ㐜ࢀࠊࡲ
ࡓෆᐜࡘ࠸࡚ࡶែࡢ῝้ࡉࢆ᥍࠼ࡓࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ

Fィ⏬㟁ࡢᐇ㛵ࢃࡿሗබ㛤
ᮾ㟁ࡣࠊᮏᨾࡼࡿ㟁ຊ౪⤥ຊపୗక࠸ࠊィ⏬㟁ࡢᐇ㋃ࡳษࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࡢ
ሗබ㛤࠾࠸࡚ࡶࠊ༑ศ࡞㏱᫂ᛶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡓࡣゝ࠸㞴࠸ሙ㠃ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ
᭶᪥ࡈࢁࠊᮾ㟁ࡣ௨ୗࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆ⾜࠸ࠊ⩣᪥ศࡽィ⏬㟁ࢆᐇ
ࡍࡿࡇࢆබ⾲ࡋࡓࠋ

ࠕᚋணࡉࢀࡲࡍ㟁Ẽࡢ⏝㔞ᑐࡋࠊ౪⤥ຊࡀኚཝࡋ࠸≧ἣ࠶ࡿࡇ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊணぢᛶ࡞࠸ࡲࡲつᶍ࡞㟁㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᫂᪥௨㝆ࡣࠊィ⏬ⓗ
㟁ࢆ࠾㢪࠸ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠖ

ᮾ㟁ࡢࢸࣞࣅ㆟ࡢグ㘓ࡼࡿࠊ᪥ࡈࢁࠊ᪥༗๓୰ࡢィ⏬㟁ࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
ᐁ㑰ࡽᙉ࠸せㄳࡀ࠶ࡿࡇࡀᮾ㟁ෆ࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊᮾ㟁ࡣ᪥༗๓୰
ࡢィ⏬㟁ࡣᐇࡋ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡍࡿࡀࠊᙜヱᐇࡘ࠸࡚ࡣศࡈࢁ࡞ࡗ࡚ึࡵ
࡚ࠕ➨ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㟁㸦ศ㛤ጞ㸧ࢆぢ㏦ࡿࠖࡢⓎ⾲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥
ᨵゞ∧ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ࠾࠸࡚ࡣࠊ༗๓୰ࡢィ⏬㟁୰Ṇࡘ࠸࡚ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

ᐁ㑰ࡽࡢせㄳࡼࡾࠊᙜึࡢィ⏬ࡢぢ┤ࡋࢆవ࡞ࡃࡉࢀࠊᮾ㟁ෆ࡛ΰࡀ⏕ࡌࡓࡇ
ࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊ㟁ຊ㟂せ⪅ࡢ┈ࡢࡓࡵࡣࠊィ⏬㟁ࡢ᪉㔪ࡀ☜ᐃࡋࡓẁ㝵࡛ࠊ㐺
බ⾲ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸰㸧ᐁ㑰➼ࡽࡢᣦ♧క࠺ሗࡢ㠀㛤♧
᭶᪥ࡈࢁࠊྕᶵࡢ᱁⣡ᐜჾᅽຊࡀ␗ᖖୖ᪼ࡋࡓࡓࡵࠊᮾ㟁ࡣࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࢆ⏝ព
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᐁ㑰ཬࡧಖᏳ㝔ࡽබ⾲ࢆṆࡵࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡉࢀࡓࡓࡵࠊᙜヱࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡣ⾜
ࢃ࡞ࡗࡓࠋ
ᮾ㟁ࡼࡿࠊྕᶵࡢ㇟ࡘ࠸࡚ࡣಖᏳ㝔➼ᑐࡋ࡚ἲᚊᇶ࡙ࡃ㏻ሗࢆ⾜࠺ࡇࡀ⩏




ᮾ㟁ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࣉࣛࣥࢺ≧ἣ➼ࡢ࠾▱ࡽࡏ㸦᭶᪥༗ᚋ⌧ᅾ㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
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ᮾ㟁ࠕ㟂⤥㐕㏕ࡼࡿィ⏬㟁ࡢᐇ୍ᒙࡢ⠇㟁ࡢ࠾㢪࠸ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZWHSFRFRMSFFSUHVVMKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ⾜ࡗࡓࡀࠊࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡣᴗ⪅ࡢ⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊᐁ㑰➼ࡢᣦ♧
ᚑ࠸⾜ࢃ࡞ࡗࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋ
୍ᴗ⪅࡛࠶ࡿᮾ㟁ࡀࠊᐁ㑰ࡸ┘╩ᐁᗇࡽࡢᣦ♧ᚑࡗ࡚⾜ືࡍࡿ࠸࠺ࡇ⮬యࡣࠊྜ
⌮ⓗ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏆㞄ఫẸ➼ࡀ༴㝤ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧
ἣୗ࠾࠸࡚ࠊሗࡢ㏱᫂ᛶࡼࡾࡶᐁᑐࡍࡿᴗ⪅ࡋ࡚ࡢ❧ሙࢆ㔜どࡍࡿጼࡣࠊᮾ㟁ࡢ
ᴗయ㉁ࡢၥ㢟ࡀ㟢࿊ࡋࡓぢࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࠋ

Ⓨಙ⪅

Ⓨゝෆᐜ

᭶᪥ศ
ࠊ࠶ࡢࠊྕᶵࡢཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾᅽຊ␗ᖖୖ᪼࠸࠺ࡇ࡛ࠊ᮲ࡢࣉࣞࢫ
ศࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᅜࡽ࠶ࡢࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࢆṆࡵ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊ
ࣉࣞࢫⓎ⾲ࢆ⾜ࢃࡎᚅࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡗࠊ୍᪉࡛ࠊ⚟ᓥ┴
)ᗈሗ⌜
ࡢ᪉ࡽࡽ㛵ಀ㒊㛗㆟ࢆ࣐ࢫࢥ࣑࣮࢜ࣉ࡛ࣥ⾜࠸ࡓ࠸ࠊࡑࢀ࡞ࡢ࡛ࠊ
ࡲ࡛ࡇࡢࣉࣞࢫࢆ⾜࠺ࡼ࠺౫㢗ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋㄪᩚࢆ࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ
ᛮ࠺ࢇ࡛ࡍࡀࠊ࠸ࡀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ᮏᗑ

ࡑࢀ࡛ࠊࡑࡢࠊ୰ኸഃࡢ᪉ࡢㄪᩚࡢ᪉ࡀ࡞ࡢࠊࡗࡕ࡞ࡢࠋ

ᅜࡀ࣐ࢫࢥ࣑ࢆṆࡵ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࠊࣉࣞࢫⓎ⾲ࢆ࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛࠸ࡿ
ࠊ)ࡢ᪉࡛ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࡀࠊᐇ࡞ࡢ࡛࠶ࢀࡤࡲ࡛ࣉࣞࢫࢆࡉࡏ
)ᗈሗ⌜
࡚ࡃࢀ࠸࠺ࠊ⚟ᓥ┴ࡽࡢせᮃࢆ⪺ࡃࡋࡓࡽࠊࡑ࠺࠸࠺ᣦ♧ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸
ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᮏᗑ

ᮏᗑഃࡋ࡚ࡣࠊඛ㧗ᶫ㒊㛗ࡢ᪉ࡽ࠾ヰࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ㇟
㛵ࡋ࡚ࡣᐁ㑰ࡶಖᏳ㝔ࡢ᪉ࡶ࡚ࣉࣞࢫᑐࡍࡿሗࡣṆࡵ࡚࠸ࡿࠊࡑࢀ
కࡗ࡚ᴗ⪅ࡽࡢබ⾲ࡶࡸࡵࢁ࠸࠺ࡇ࡛ࠊṆࡵࡽࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ
≧ἣࡢ୰࡛ࠊᗘࡣ┴ࡢ᪉ࡀࡸࢀゝࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

ᮏᗑ

࠸ࡸࠊࡔࡽࠊᴗ⪅ࡋ࡚ࡣࠊ┴ࡀゝࡗ࡚ࡲࡍࡼࡗ࡚ヰࡣఏ࠼࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊ
┴ಖᏳ㝔࡛ࠊࡕࡻࡗㄪᩚࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡋ࡞ࡃ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡢỴᐃᶒࡗ
࡚࠸࠺ࡢࡣࡕࡽ࠸࠺ࠊᮏ௳ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖ≉ูᥐ⨨ἲᇶ࡙࠸ࡓᅜ
ࡢഃࡀ࠺ࢇᙉ࠸୰ࡢヰ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠋࡶࡕࢁࢇ┴ࢆ↓どࡍࡿࡇࡣࡃ
࡞࠸ࢇࡔࡀࠋ

ᮏᗑ
᫂

ࡌࡷ࠶ࠊࡲࡎᐁ㑰࿌ࡆཱྀࠊ┴ࡽࡇ࠺ゝࢃࢀ࡚ᅔࡗ࡚ࡿࠋ
せࡣࢃࢀࢃࢀࡀㄆ㆑ࡋ࡚࠾࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡣࠊࡑ࠺࠸࠺ㄝ᫂ࡋ࡚ࡶࠊ
┴ࡣᚲࡎ༢⊂࡛ࣉࣞࢫࢆࡍࡿࡇ࡞ࡿࡽࠊࡑࡢࡁ࠺ࡍࡿࡗ࡚ࡇ
ࢆ⪃࠼࠸ࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡗ࡚ࡇ࡛ࡍࡅࡡࠋ

ᮏᗑ

࠼࠼ࠋ

᫂

ࡕࡻࡗ⪃࠼ࡲࡍࠋࡣ࠸ࠋ

ᮏᗑ

ࡕࡻࡗࠊࡲ࠶ࠊࡽࡢ㛵ಀ㒊㛗㆟࡛ᛴゝࢃࢀ࡚ࡶࠊࡶ࠺㛫ⓗవ⿱
ࡀ࠶ࢇࡲࡾ࡞࠸࡞ࠋ




ᮾ㟁ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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Ⓨಙ⪅

Ⓨゝෆᐜ

ᮏᗑ

࠸ࡲࠊࡑࢀㄡࠊᐁ㑰ヰࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡚ࡿ㸽

ᮏᗑ

ࡕࡻ࠺ࡸࡗ࡚ࡃࢀ࡚ࡲࡍࠋ

ᮏᗑ

ࡣ࠸ࠋࡣ࠸ࠋ

ᮏᗑ

┴ࡣ࡛ࡍࡡࠋ⚟ᓥົᡤࢆ㏻ࡌ࡚ࡇࢀࡽࡸࡗࡁࡲࡍࡽࠋ

ᮏᗑ

ࡣ࠸ࠋ

᭶᪥ศ
)

ศࡢࢹ࣮ࢱ࡛࡛ࡍࡡࠋྕ࡛ࡍࡡࠋࢧࣉࢳࣕࣥᅽຊࠋࡑࡢࡲࡲ๓ᅇ
ࡔࡗࡓࡢࡀࠊࡕࡻࡗࡲ࡛ୖࡀࡗ࡚ࡲࡍࠋࡕࡻࡗ୍㐣ⓗ࡞ࡶࡢ࠺ࠊ
⥅⥆ࡋ࡚ୖࡀࡿࡶࡢ࠺ࠊࡕࡻࡗᚋぢࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᮏᗑ

ࡍࡳࡲࡏࢇࠋඛࡢࣉࣞࢫ㛵ࡍࡿሗ࡛ࡍࠋࠊ❆ཱྀࡢ᪉࡛ಖᏳ㝔1,6$
ࡢ᪉☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡽࠊ⤯ᑐ㥏┠ࡔ࠸࠺ࡢࡀ1,6$ࡢぢゎ࡛ࠊࡇ
ࡢࣉࣞࢫࡣ⾜࠺࡞࠸࠺ᙉ࠸せㄳࠊᣦ♧ࡔࡑ࠺࡛ࡍࠋ

ᮏᗑ

ࡑࢀࠊ᭩⏬ࡽࡕࡻࡗⴠࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ᭩⏬ࡢ⏬㠃ࡽⴠࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ

⾲㸳㸱㸲㸯 ᮾ㟁㈨ᩱࡼࡾ
ͤ࡞࠾ࠊᮾ㟁♫ෆࡢヰ㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᮾ㟁ࡢࢸࣞࣅ㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㘓⏬ᫎീࡽࡢ⪺ࡁྲྀ
ࡾࡼࡿᴫせ࡛࠶ࡿࠋ


㸱㸧㐣ཤఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡁࡓᮾ㟁ࡢሗබ㛤ࡢၥ㢟
ୖグࡢᮏᨾ┤ᚋࡢሗබ㛤㝈ࡽࡎࠊᮾ㟁ࡀ㐣ཤ࠾࠸࡚ࠊⓎ⏕ࡋࡓᐇࢆ㐺බ㛤ࡏ
ࡎࠊ⮬♫ࡢ㒔ྜࡼࡾබ㛤ᮇࢆ᧯సࡋ࡚࠸ࡓᐇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

D⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡ㛵ࡍࡿሗ
⚟ᓥ➨୍ཎⓎཬࡧ⚟ᓥ➨ཎⓎࡢ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ࡢ᪂₲┴
୰㉺Ἀᆅ㟈ࡢⓎ⏕௨㝆ࠊᖜ㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭱⤊ሗ࿌ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ᙜヱᐇࡘ࠸࡚ࡣබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢ⤒Ⴀᨻ⟇㆟㈨ᩱࡼࡿࠊ⚟ᓥࡢㅖㄢ㢟㛵ࢃࡿ㈨ᩱ
࠾࠸࡚ࠊࠕ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢᕤ⛬ࡀ㐜ࢀࡿࡇ㛵ࡍࡿබ⾲ࡣࠊ⚟ᓥࡢᆅᇦໃࢆ຺
ࡋ࡚ᮇࢆㄪᩚࠖࠕ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ᭱⤊ሗ࿌ホ౯ࡀฟ࡚࠸࡞࠸ࡇࠊ୪ࡧ⪏㟈ᙉ
ᕤࡀ⤊ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࢆᆅඖࡀၥ㢟どࡍࡿྍ⬟ᛶ᭷ࡾࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅᇦఫẸࡢᏳ㛵ಀࡍࡿሗࡣ㐺බ⾲ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊᮾ㟁ࡣᆅᇦఫẸࡢⓎ
ࢆᣍࡃࡼ࠺࡞ሗ㛤♧ࡣཎᏊ⅔ࡢ✌ാᝏᙳ㡪ࢆ࠼ࡡ࡞࠸༴ࡋࠊᙜヱሗ㛤♧ࢆ
⾜ࢃ࡞ࡗࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ




ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ

- 545 -


Eᖹᡂ㸦㸧ᖺኟࡢ㟁ຊ౪⤥㔞㛵ࡍࡿሗ
ᮏᨾⓎ⏕క࠺ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢṆࡼࡾࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺኟࡢ㟁ຊ౪⤥㔞ࡀ㐕㏕ࡍ
ࡿࡇࡀணࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭶᪥ࡢ⤒Ⴀᨻ⟇㆟㈨ᩱ࠾࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㍕ࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓࠋ




බ⾲್

᭶୰᪪

᭶ᮎ

㟂せ

N:

N:

N:

౪⤥ຊ

N:

N:

N:

⾲㸳㸱㸲㸰 ᖹᡂ㸦㸧ᖺኟࡢ㟁ຊ౪⤥ຊ㛵ࡍࡿࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ


ࡇࢀࡣࠊ᭶᪥බ⾲ࡋࡓ㟁ຊ౪⤥ຊࡣN:࡛࠶ࡾࠊ᭶୰᪪ཬࡧ᭶ᮎබ⾲ணᐃ
ࡢ㟁ຊ౪⤥ຊࡣࠊࡑࢀࡒࢀN:ࠊN:࡛࠶ࡿࡇࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿ࠊ᭶᪥ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ࡚ࠊ᭶᪥බ⾲ࡢ㟁ຊ౪⤥ຊN:ࡽ
N:㹼N:ୖ᪉ಟṇࡋ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽࠊ᭶᪥ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ࡚ࠊ
N:㹼N:ୖ᪉ಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ

᭶᪥

N:

᭶᪥

N:㹼N:

᭶᪥

N:㹼N:

ᑡ࡞ࡃࡶ᭶᪥ࡢⅬ࠾࠸࡚ࠊኟࡢ
㟁ຊ౪⤥㔞ࡀN:⛬ᗘࡣ☜ಖ࡛ࡁࡿ
ぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡗࡓࡶࢃࡽࡎࠊ᭶᪥
ཬࡧ᭶᪥ࡢẁ㝵ศࡅ࡚ୖ᪉ಟṇࡢ
ሗ㛤♧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


ᅗ㸳㸱㸲㸰 㟁ຊ౪⤥㔞ࡢබ⾲್


ᮾ㟁ࡼࡿࠊ᭶᪥Ⅼ࠾࠸࡚ணࡉࢀ࡚࠸ࡓᐇࡘ࠸࡚ࠊ࠶࠼࡚ẁ㝵ⓗබ⾲
ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊබ⾲ࡢ᪉ࡘ࠸࡚ᨻᗓㄪᩚࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࡢࡇ࡛࠶ࡿࡀࠊ⤖ᯝⓗࡣ㟂




ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁ࠕኟࡢ㟂⤥ぢ㏻ࡋᑐ⟇ࡘ࠸࡚㸦➨ሗ㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 KWWSZZZWHSFRFRMSFFSUHVVMKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


ᮾ㟁ࠕኟࡢ㟂⤥ぢ㏻ࡋᑐ⟇ࡘ࠸࡚㸦➨ሗ㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧

 KWWSZZZWHSFRFRMSFFSUHVVMKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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せ⪅ࡗ࡚ᚲせ࡞ሗࡀ㐺බ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㟂せ⪅ࡢ┈ࢆ࡞࠸ࡀࡋࢁࡋࡓሗ
බ㛤ࡢጼໃࡀ࠺ࡀ࠼ࡿࠋ

㸲㸧ᆅඖఫẸࡢពぢᙧᡂᑐࡍࡿࠕࡸࡽࡏࠖࡢၥ㢟
᪤㏙ࡢ࠾ࡾࠊᮾ㟁ࡣ⤒Ⴀୖࡢ㔜せ࡞ࣜࢫࢡࡢᇶ‽ࡋ࡚ࠕཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ✌ാ⋡ࡢపୗࠖ
ࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀక࠸ࠊཎⓎࡢ✌ാࢆṆࡉࡏࡿせᅉࠊࡾࢃࡅᆅඖఫẸࡢឤᑐࡋ࡚
ࡣ㠀ᖖ⚄⤒㉁࡞ࡗ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠾࠸࡚ࠊᮾ㟁ࡣࡋ࡚ࠊཎⓎࡢᏳᛶᑐࡍࡿᆅඖఫẸࡢពぢᙧᡂ✚
ᴟⓗാࡁࡅࠊཎⓎࡢ✌ാࢆ㜼ᐖࡉࡏࡿせᅉࡢ㝖ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᙜヱάື
ࡢ୍ࡘࡢᐇࡋ࡚௨ୗࢆᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࠊಖᏳ㝔ࡢദࡼࡾࠊ⚟ᓥ┴⇃⏫ཬࡧⴥ⏫ࡢఫẸࢆᑐ㇟
ࡋ࡚ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᛶホ౯㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᙜヱㄝ᫂㝿ࡋ࡚ࠊᮾ㟁ࡣ୍
㒊ࡢ♫ဨᑐࡋ࡚ㄝ᫂ฟᖍࡍࡿࡼ࠺せㄳࢆ⾜࠺ࡶࠊㄝ᫂࠾࠸࡚㓄ᕸࡉࢀࡿ㉁ၥ
⚊ࡢグධ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡶ᭩㠃࡛౫㢗ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽࠊ⮬♫♫ဨࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ༠ຊ♫
ࡢ⫋ဨேᑐࡋ࡚ࡶฟᖍࡢせㄳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᮾ㟁ࡼࡿࠊᙜヱㄝ᫂ඛ❧ࡗ࡚㛤ദࡉࢀࡓ᪂₲┴᯽ᓮᕷ࡛ࡢఫẸㄝ᫂࠾࠸࡚ࠊ
ᑐὴࡢⓎゝࡼࡾ㆟ࡀΰࡋࡓࡓࡵࠊᑐὴࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼࡚ࠊ㈶ᡂࡢ❧ሙ࠶ࡿ♫
ဨࡢືဨࢆせㄳࡋࡓࡢࡇ࡛࠶ࡿࠋཎⓎᴗ⪅ࡋ࡚ࡣࠊᆅඖఫẸࡢពぢࢆ⮬♫ࡢ᭷࡞
᪉ྥㄏᑟࡋࡓ࠸⪃࠼ࡿࡢࡣࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᮏ௳ࡣ᫂ࡽ⾜ࡁ㐣ࡂࡓ⾜Ⅽ࡛
࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ











ᮾ㟁㈨ᩱ



ᮾ㟁㈨ᩱ
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ࢃࡀᅜࡢつไᙜᒁࡣࠊᅜẸࡢᗣᏳࢆ᭱ඃඛ⪃࠼ࠊཎᏊຊࡢᏳᑐࡍࡿ┘╩࣭
⤫ࢆ☜ᅛࡓࡿࡶࡢࡍࡿ⤌⧊ⓗ࡞㢼ᅵࡶᩥࡶḞⴠࡋ࡚࠸ࡓࠋࢃࡀᅜࡢཎᏊຊ⾜ᨻࡣ
ࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ⓗḞ㝗ࡀ࠶ࡗࡓࡢࠊ⤌⧊ࠊἲไࠊேᮦ࡞ࡢ㠃ࢃࡓࡗ࡚ᚭᗏࡋ࡚ゎ᫂
ࢆ⾜࠸ࠊ┬Ⅼࢆぢ࠸ࡔࡋࠊᩍカࢆࡃࡳྲྀࡗࡓୖ࡛ᑗ᮶ྥࡅ࡚ᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࢆᅗࡿࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡇࡑࡀኻࢃࢀࡓᅜẸࡢಙ㢗ᅇࡾ㔜せ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࡣࠊ➨୍ࠊཎᏊຊᏳࡀタഛ࣭タࡢᏳࡲࡽࡎࠊఫẸ࣭ᅜẸࡢᏳ
࠶ࡿࡇࢆ๓ᥦ࡚ࡢつไࡢ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࠊ➨᪂ࡋ࠸つไ⤌⧊ࡢ❧ࡕ
ୖࡆᙜࡓࡗ࡚ࡣ㧗࠸⊂❧ᛶࠊ㏱᫂ࢆ㐍ࡵࡿࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊᑓ㛛ⓗ⬟ຊࢆ᭷ࡋ⫋ົ㈐
௵ࢆᣢࡗࡓேᮦࢆ᥇⏝࣭⫱ᡂࡋࠊᴗ⪅ᑐࡍࡿ┘ど⬟ຊࢆᙉࡍࡿࡇࠊ➨୕ࠊᴗ
⪅つไᙜᒁࡢ㛫ࡢࠕࠖࡢ㛵ಀࢆᢤᮏⓗኚ࠼ࠊᅜ㝿Ᏻᇶ‽ἢ࠸ࢃࡀᅜࡢᏳつ
ไయไࢆ⥅⥆ⓗྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠕ㛤ࢀࡓయไࠖྥࡅࡓᛮ࠸ษࡗࡓ⯦ࡢษࡾ᭰
࠼ࢆ⾜࠺ࡇࠊ➨ᅄ⥭ᛴࡢ㎿㏿࡞ሗඹ᭷ࠊពᛮỴᐃࠊྖ௧ሪᶵ⬟ࡢⓎྥࡅࡓຠ
ᯝⓗ࡞୍ඖࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



㸳㸲㸯 Ᏻᩥࢆ㝖ࡍࡿᵓ㐀ⓗ࡞⤌ࡳ
㐣ཤୡ⏺࡛㉳ࡁࡓ㔜࡞ཎᏊຊᨾࡢཎᅉࡣࠊ㸦㸧ᖺࡢ⡿ᅜࢫ࣮࣐ࣜࣝᓥཎ
Ⓨᨾ㸦௨ୗࠕ70,ᨾࠖ࠸࠺㸧࡛ࡣࣉࣛࣥࢺ⤥Ỉࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿᶵᲔࡢᨾ㞀ࡇࢀᑐ
ฎࡍࡿ㝿ࡢ㐠㌿ဨࡢ᧯స࣑ࢫࠊ㸦㸧ᖺࡢᪧࢯ㐃ࡢࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎⓎᨾ㸦௨ୗࠕࢳ
࢙ࣝࣀࣈࣜᨾࠖ࠸࠺㸧࡛ࡣࠊ㐠㌿ဨࡢ᧯స࣑ࢫཎᏊ⅔タタィୖࡢḞ㝗ࡀ㔜࡞ࡗࡓࡇ
࠶ࡿሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶࡣࡗࡁࡾࠕேⅭ࣑ࢫࠖࡢᏑᅾࢆ᩿ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᙜጤဨࡼࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊᮏᨾࡢⓎ⏕ᣑࢆ㜵ࡂᚓ࡞ࡗࡓせᅉࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢཎ
Ꮚຊつไࢩࢫࢸ࣒య㛵ࢃࡿ⤌⧊ⓗࠊไᗘⓗ࡞㠃࠾࠸࡚࠸ࡃࡘࡶࡢၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡁࡽ࡞
ࡗࡓࠋᮾ㟁ࡢᨾሗ࿌᭩ࡀࠊᅇࡢᨾཎᅉࢆᐃእࡢὠἼࡋ࡚∦ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣཷࡅධࢀ
㞴࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ࢃࡀᅜࡢཎᏊຊᏳつไ࠾࠸࡚ࠕᏳࠖࡼࡾࡶࠕ᥎㐍ࠖᙉࡃ㍈㊊ࡀ⨨ࢀ࡚ࡁࡓࡇࡣ
᪤ᣦࡋࡓ㸦ࠕ㸳㸯ࠖࠊࠕ㸳㸰ࠖཧ↷㸧ࠋ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࡢஈࡋ࠸ࢃࡀᅜࡢᅜ⟇ࡋ࡚ཎ
Ꮚຊ⏝ࡢ᥎㐍ࡀࡲࡎඛ࠶ࡗ࡚ࠊ᥎㐍ࡢࡓࡵᅜẸ❧ᆅ⮬యᑐࡋ࡚ࠕᏳࡢㄝ᫂ࠖࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᩥ⬦࡛つไࡀᙧసࡽࢀ࡚ࡁࡓṔྐⓗ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ࡞Ᏻᩥࡢᙧ




ࠕ௨ୖࡢ࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ⯡ࡢὠἼࡣᙜึࡢᐃࢆࡁࡃ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊ⤖ᯝⓗὠἼᑐࡍࡿഛ࠼ࡀ㊊ࡽࡎࠊὠἼࡢ⿕ᐖࢆ㜵ࡄࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠖᮾ㟁ࡣ♫ෆㄪᰝࡢ୰㛫ሗ࿌࡛
⤖ㄽࡅࡓࠋᮾ㟁ࠕ⚟ᓥཎᏊຊᨾㄪᰝሗ࿌᭩㸦୰㛫ሗ࿌᭩㸧ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
KWWSZZZWHSFRFRMSFFSUHVVEHWXBMLPDJHVFSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

- 548 -

➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ᡂⓎᒎࢆ㜼ࢇ࡛ࡁࡓ᰿ᮏཎᅉ࡛࠶ࡿ࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺Ᏻᩥࡣࠊ⮬ࡽᏳᑐࡋ
࡚⌧≧‶㊊ࡏࡎࠊࡼࡾ㧗࠸┠ᶆྥࡗ࡚⮬ᕫኚ㠉ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࡇࢆ♧ࡍࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⤌⧊ࡢ୰࡛ࠊᏳࡘ࠸࡚ၥࡀ࠶ࢀࡤࡓ࠼ୖྖࡢ๓࡛ࡶ㉁ၥࢆࡋࠊࡲࡓᾏእࡢ▱ぢࡢ
ྲྀࡾ㎸ࡳ࡞ࡶ✚ᴟⓗ⾜࠸࡞ࡀࡽ⮬ᕫኚ㠉ࢆ⥆ࡅࡿ࠸࠺ពࢆᣢࡘࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏࡢつไᙜ
ᒁࡣࠊ᥎㐍ࡀ᭱ඃඛ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓつไࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛㐣ཤࡢᏳᛶၥ➢ࡀࡘࡃࡇࡼ
ࡿᩋッࡢࣜࢫࢡࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊࡲࡓ❧ᆅఫẸࡸᅜẸࡢ┠ࡀྥࡃࡇࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊᚭᗏⓗ
↓ㅸᛶࡇࡔࢃࡾࠊつไࢆᨵၿࡍࡿࡇྰᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᏳᩥࢆᵓ㐀ⓗཷࡅධࢀ࡞
࠸⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ᮶ཎᏊຊ⏝ࡣࠊࡁ࡞౽┈ᕧ࡞₯ᅾࣜࢫࢡࡀ⾲୍య࡛࠶ࡿࠋ≉ᨺᑕ⬟ࠊᨺᑕ⥺
⿕ᐖࡢᜍࢁࡋࡉࡣࠊࣄࣟࢩ࣐ࠊࢼ࢞ࢧ࢟ࢆ⤒㦂ࡋࡓࢃࡀᅜࡀ᭱ࡶࡼࡃ▱ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚᰾ᨾࢆ⤯ᑐ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡓࡵࠊᏳࢆᚭᗏࡍࡿࡇ࠾࠸࡚Ᏻ᫆࡞ጇ༠ࡣチࡉࢀ࡞
࠸ࠋࡑࡢୖୡ⏺᭷ᩘࡢᆅ㟈ᅜࠊὠἼᅜ࡛ࡶ࠶ࡿᅜࡋ࡚Ᏻୖ≉ẁࡢཝࡋ࠸ᡄࡵࡀ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡣࡎࡔࠋ
ࡋࡋࠊᴗ⪅ࡸつไᙜᒁࡣࠊཎᏊຊ᥎㐍ࢆඃඛࡋᏳ㏣ồᛰ៏ࡀ࠶ࡾࠊࠕཝࡋ࠸ᡄࡵࠖ
Ḟࡅࡓࠋࡲࡓࠊࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜᨾ࡞ࡽࡢᩍカࡸᅜ㝿ⓗ࡞Ᏻᇶ‽ࡢ㐍ࡽᏛࡧྲྀࡿ
ㅬࡉ㈐௵ឤࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋࡘ࠸ᖺ๓┠ࡢᙜࡓࡾࡋࡓࣥࢻὒὠἼࡢ
ࡍࡉࡲࡌࡉࢆぢ࡚ࢃࡀᅜࡢഛ࠼⏕ࡍ࠸࠺ീຊࡶḞࡅࡓࠋࠕᐷࡓᏊࢆ㉳ࡇࡍ࡞ࠖࡤ
ࡾᏳ᫆࡞ᑐᛂὶࢀࠊᏳ☜ಖࡢయไḞ㝗ࡸᙅⅬࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢព㆑ࡀᙅࡃࠊ
⥭ᙇឤ࠶ࡿྲྀࡾ⤌ࡳᛰࡾࡀ࠶ࡗࡓㄆࡵࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࠶ࡿࡢࡣࠊᵓ㐀ⓗ᪂ࡋ
࠸▱ぢࢆྲྀࡾ㎸ࡵ࡞࠸ࠊ⮬ศࡽᨵၿࢆ㐍ࡵࡽࢀ࡞࠸Ᏻᩥ┦࠸ࢀ࡞࠸ᐁᶵᵓࡢᮏ㉁࡛
࠶ࡿࠋ
ᮏሗ࿌࡛᪤ぢ࡚ࡁࡓὠἼᑐ⟇ࡢ㐜ࢀࠊ⪏㟈ࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡢ㐜ࢀࠊ㐣㓞ᨾᑐ⟇ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࡢ㐜ࢀ࡞㸦ࠕ㸳㸯ࠖࠊࠕ㸳㸬㸰ࠖཧ↷㸧ࠊࡑࡢࡣᯛᣲ࠸ࡲࡀ࡞࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕࠖࢆ㏄࠼ࡓࠋ70,ᨾࡢ⤫㡿ㄪᰝጤဨሗ࿌ࡣࠕࡍ࡚ࡢḞ㝗ࢆ⪃࠼ྜࢃ
ࡏࡿࠊᨾࡣ㉳ࡇࡿࡃࡋ࡚㉳ࡇࡗࡓࠖ⤖ㄽࡅ࡚࠸ࡿࠋᮏᨾࡶࠕ㉳ࡇࡿࡃࡋ࡚㉳
ࡇࡗࡓࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢឤࢆᣔ࠼࡞࠸ࠋྠࠊࡶࡋつไᙜᒁᴗ⪅ࡢ᪉ࡀᏳ➨୍ᚭ
ࡋࠊᚲせ࡞ഛ࠼ᛰࡾ࡞ࡁࢆᮇࡋ࡚࠸ࢀࡤ༑ศࠕ㜵ࡂᚓࡓࠖ⅏ᐖ࡛࠶ࡿࠋᨾࢆศᯒࡋࡓ⡿
ᅜ࣮࢝ࢿࢠ࣮㈈ᅋࡢᑓ㛛ᐙሗ࿌ࡣࠊࡇࡢⅬࢆᣦࡋ࡚ࠕࡶࡋᮾ㟁ಖᏳ㝔ࡀὠἼࣜࢫࢡ┿
ྥࡁྜ࠸ࠊእ㒊ࡽࡢ㆙࿌⪥ࢆഴࡅࠊᾏእࡢⰋዲὀពࢆྥࡅ࡚࠸ࢀࡤࠊὠἼࡢഛ
࠼ࡀ༑ศ࡛࠶ࡿࡇẼࡁࠊᑐ⟇ࢆྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὀពࡉ
࠼࠶ࢀࡤࠊࡇࡢᨾࡣ㑊ࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠖ⤖ㄽࡋ࡚࠸ࡿࠋ




ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭$࣭࣓ࢨ࣮ࣈඖ⡿ᅜཎᏊຊつไጤဨጤဨ㛗➨ ᅇጤဨ
㯮ᕝΎጤဨ㛗ࢥ࣓ࣥࢺ➨ ᅇጤဨ

-RKQ*.HPHQ\͆3UHVLGHQW䇻V&RPPLVVLRQRQWKH$FFLGHQWDW7KUHH0LOH,VODQG͇  S


-DPHV0$FWLRQDQG0DUN+LEEV͆:K\)XNXVKLPDZDVSUHYHQWDEOH͇7KH&DUQHJLH3DSHUV1XFOHDU3ROLF\  
S
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ᅇᨾࡢ⫼ᬒせᅉࡋ࡚ࠊつไᙜᒁࡀᵓ㐀ⓗᏳᩥࡣ┦࠸ࢀ࡞࠸⤌⧊࡛࠶ࡗࡓࡇ
ࡀᣦࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢつไ⤌⧊࠾࠸࡚ࠊᏳᩥ࠸࠺ࡢࡣ᭷ྡ↓ᐇ࡛࠶ࡾ
ࠕᏳࠖࠕᏳᚰࠖࡢ↓㈐௵࡞Ᏻࡾࡀࠊ㧗౯࡛ᝒⓗ࡞௦ൾࢆక࠺⤖ᯝࢆᣍࡃࡇࡘ࡞ࡀࡗ
ࡓࠋࢃࡀᅜࡢཎᏊຊ⏕ࡢࡓࡵࡣࡲࡎࠊᴗ⪅ࡢᮾ㟁ࡣࡌࡵࠊつไᙜᒁࠊ┤᥋㛫᥋ཎⓎ᥎
㐍㛵ࡋ࡚ࡁࡓከࡃࡢᑓ㛛ᐙࠊᨻᐙࡑࡢࡢ㛵ಀ⪅ࡢ⊛┬ࡣྍḞࡔࡀࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
Ᏻᩥ࠸࠺ࡶࡢࡀᐇ㉁ⓗ᰿ࡃࡓࡵࡢ⤌⧊ࠊไᗘࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

௨ୗࠊࡇࡇ࡛ࡣయⓗぢᆅࡽࠊつไᶵ㛵ࡢ⤌⧊ⓗࠊไᗘⓗࠊேⓗ⬟ຊⓗഃ㠃↔Ⅼࢆᙜ࡚
᳨࡚ドࡍࡿࠋཎᏊຊᏳࡢᅜ㝿ᇶ‽ࡋ࡚ఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢆᴫほࡋࠊᚋࡢᨵ㠉ᨵၿ⟇
ࡢ᪉ྥࢆ᥈ࡿࠋ



㸳㸲㸰 つไᶵ㛵ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟Ⅼ
ࠕ㸳㸰࡛ࠖࡣࠊཎᏊຊつไ⾜ᨻ࠾࠸࡚ࠊつไᶵ㛵ᴗ⪅ࡢ㏱᫂࡞㛵ಀࡼࡗ࡚ࠊᏳ
つไࡀᐇຠⓗᐃࡵࡽࢀࡎࠊ⮬↛⅏ᐖ➼ࡢࣜࢫࢡࡀᣦࡉࢀ࡚ࡶලయⓗ࡞ᑐ⟇ࡀㅮࡌࡽࢀ࡚
ࡇ࡞ࡗࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ែࢆᣍ࠸ࡓつไᶵ㛵ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟Ⅼࡣࠕ⊂❧ᛶࡢḞዴࠖࠕ㏱᫂ᛶࡢḞዴࠖࠕᑓ
㛛ᛶࡢḞዴࠖ㞟⣙ࡉࢀࡿࠋ

ཎᏊຊࡢ⏝ࡢ᥎㐍࠸࠺ᨻ⟇┠ᶆࢆཷࡅࠊつไᶵ㛵࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ࡣᚲࡎࡋࡶࡳࡎࡽࡣᢏ
⾡ⓗ⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ⤌⧊ࡢ┈ࢆඃඛࡍࡿࡓࡵࠕᏳࠖࢆᐉఏࡋࠊཎᏊຊ⏝᥎㐍
యไࢆᏲࡿ࠸࠺ᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦⊂❧ᛶࡢḞዴ㸧ࠋ࿘㎶ఫẸࠊᅜẸࠊᅜ㝿♫
ࡀᏳᑐࡋ࡚ၥࢆᢪࡁࠊཎᏊຊ⏝ࡢ᥎㐍㞀ᐖࡀ⏕ࡌࠊ᪤タ⅔ࡢ✌ാ⋡ࡲ࡛ᙳ㡪ࡍ
ࡿࡇࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊࣜࢫࢡ㛵ࡍࡿሗࢆ᧯సࠊ㞃࠸ࡋ࡚ࡁࡓ㸦㏱᫂ᛶࡢḞዴ㸧ࠋࡉࡽ
ࠊᏳᛶホ౯⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᴗ⪅ࡽ⊂❧ࡋ࡚㐺ษ࡞つไࢆ⾜࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠸࠺ᝏᚠ⎔ࡀ⏕ࡌࡓ㸦ᑓ㛛ᛶࡢḞዴ㸧ࠋ
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ཎᏊຊつไ⾜ᨻ䛾ၥ㢟Ⅼ
ᨾⓎ⏕䛾
Ᏻつไ䛾≧ἣ

ᵓ㐀ⓗせᅉ

つไᶵ㛵䛸ᴗ⪅䛻䜘䜛
Ᏻつไ᳨ウ䛾ᐇែ

つไᶵ㛵䛾
⤌⧊ⓗၥ㢟Ⅼ

• ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ3ྕᶵ䛾䝥䝹䝃䞊䝬䝹ᑟධ䛾㝿䚸ಖ
Ᏻ㝔䛿ὠἼ䝸䝇䜽䜢ㄆ㆑䛧䛶䛚䜚䚸⤒⏘┬䞉䜶䝛ᗇ
ୖᒙ㒊䛻ఏ䛘䛯䛜䚸ὠἼホ౯䛿⾜䜟䜜䛺䛛䛳䛯
ὠἼᑐ⟇

ὠἼ䝸䝇䜽䛿
ㄆ㆑䛥䜜䛶䛔䛯䛜
ᑐ⟇䛥䜜䛺䛛䛳䛯

• ⤒⏘┬䞉䜶䝛ᗇ䛿⚟ᓥ┴▱䛻ᑐ䛧䛶䚸Ᏻጤဨ
䛾䝎䝤䝹䝏䜵䝑䜽䛾ᚲせᛶ䜢☜ㄆ䛧䛺䛛䛳䛯
• ಖᏳ㝔䛿ὠἼ䝸䝇䜽䜢ㄆ㆑䛧䛶䜒䚸ὠἼᑐ⟇䜢ཱྀ
㢌ᣦ♧䛧䛯䛰䛡䛷䚸ᑐ⟇䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢☜ㄆ䛧䛺
䛛䛳䛯

ಖᏳ㝔䛾
᥎㐍⾜ᨻ䛛䜙䛾
⊂❧ᛶ䛾Ḟዴ

• Ᏻጤဨཬ䜃䜶䝛ᗇ䛿᪤タ⅔䜈䛾ᙳ㡪䚸ッゴ
䜈䛾㓄៖䛜ᚲせ䛸⪃䛘䚸ᣦ㔪䛾ཎస䜚䛿ᴗ⪅
୰ᚰ䛻㐍䜑䜙䜜䛯

⪏㟈ᣦ㔪
䞉⪏㟈䝞䝑
䜽䝏䜵䝑䜽

⪏㟈Ᏻᛶ䛿
༑ศ䛷䛒䛳䛯䛜
⪏㟈⿵ᙉᕤ䛿
ᐇ䛥䜜䛺䛛䛳䛯

• ಖᏳ㝔䛿ッゴ䝸䝇䜽䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑䛻⪏㟈䝞䝑䜽
䝏䜵䝑䜽䜢⮬つไ䛸䛩䜛䜘䛖Ᏻጤဨ䛻ാ䛝䛛
䛡䛯
• ಖᏳ㝔䛿ᴗ⪅䛾⪏㟈䝞䝑䜽䝏䜵䝑䜽䜔⪏㟈⿵ᙉ
ᕤ䛾㐍ᤖ䛜㐜䛔䛸ᣦ䛧䛶䛔䛯䛜䚸㐍ᤖ⟶⌮䜢
⾜䜟䛺䛛䛳䛯

つไ᳨ウ䝥䝻䝉䝇䞉
䝸䝇䜽ሗ䛾බ㛤䛻䛚䛡
䜛㏱᫂ᛶ䛾Ḟዴ

• ಖᏳ㝔䞉ᴗ⪅䛿⪏㟈䝞䝑䜽䝏䜵䝑䜽䛾⤖ᯝ䜔⪏㟈
⿵ᙉᕤ䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢බ⾲䛧䛺䛛䛳䛯

䝅䝡䜰䜰䜽
䝅䝕䞁䝖
䠄SA䠅ᑐ⟇

SAᑐ⟇䛛䜙
ᆅ㟈䞉ὠἼ䛜
㝖እ䛥䜜䛶䛔䛯

㜵⅏

つᶍཎᏊຊ⅏
ᐖ䞉」ྜ⅏ᐖ䜢ᐃ
䛧䛯㜵⅏యไ䛾
ᵓ⠏䛜㐜䜜䛯

• ಖᏳ㝔䞉ᴗ⪅䛾㛫䛷䚸ッゴ䝸䝇䜽䜢ᅇ㑊䛩䜛䚸᪤
Ꮡ⅔䜢Ṇ䜑䛺䛔䛣䛸䜢๓ᥦ䛸䛧䛶㐣㓞ᨾᑐ⟇䛾
つไ䛜᳨ウ䛥䜜䛯
• ᆅ㟈PSAホ౯䛿ᐇ䛥䜜䛯䛜䚸⅔ᚰᦆയ㢖ᗘ䛾ᇶ
‽䜢ୖᅇ䜛䝥䝷䞁䝖䛜ከᩘᏑᅾ䛧䛯䛯䜑䚸බ⾲䛜ぢ
㏦䜙䜜䛯
• Ᏻጤဨ䛾PAZ➼䛾ᅜ㝿ᇶ‽䛾ᑟධᥦ䛻ᑐ䛧
䛶䚸ᙜึಖᏳ㝔䛜ᑐ䛧䛯

ಖᏳ㝔䛾つไ⟇ᐃ⬟ຊ
䠄ᑓ㛛ᛶ䠅䛾Ḟዴ䞉ᛰ៏

• ᆅ㟈䛻䜘䛳䛶ཎᏊຊ⅏ᐖ䛿㉳䛣䜙䛺䛔䛸䛔䛖ᘓ๓䜢
Ᏺ䜛䛯䜑䛻䚸」ྜ⅏ᐖ䜢ᐃ䛧䛯ᆅᇦ㜵⅏ィ⏬䛾
᳨ウ䛜㐍䜎䛺䛛䛳䛯



ᅗ㸳㸲㸰㸯 つไᶵ㛵ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟Ⅼ


ࠕ➨㸱㒊ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ࠊつไᶵ㛵࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ཬࡧࡇࢀࢆ┘どࡍࡿᏳጤ
ဨࡀᶵ⬟㝗ࡾࠊᑐᛂഛࡀ⏕ࡌࡓࡇࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤌⧊࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼࡋ
࡚ࠊࠕつไᶵ㛵ࡢ⥭ᛴᑐᛂ⬟ຊࡢḞዴࠖࠕ⦪ࡾ⾜ᨻࡢᘢᐖࠖࡀᣦࡉࢀࡿࠋ

ಖᏳ㝔ࡣཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇ᮏ㒊ົᒁᣦᐃࡉࢀ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿ࡢ⥭ᛴᐃࡋࡓᐇຠⓗ
࡞ഛ࠼ࢆࢇ⾜ࡗ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡇࡀࠊᮏᨾࡼࡿ⿕ᐖࢆᣑࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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⥭ᛴᑐᛂ䛾ၥ㢟Ⅼ
ᨻᗓ䛾
⥭ᛴᑐᛂ䛾ၥ㢟Ⅼ

ᵓ㐀ⓗせᅉ

ཎᅉ䛸䛺䛳䛯
⾜ᨻᶵ㛵䛾⥭ᛴᑐᛂ䛾ၥ㢟Ⅼ

⥭ᛴᑐᛂ䛻㛵䛩䜛
⾜ᨻᶵ㛵䛾⤌⧊ⓗၥ㢟Ⅼ

• ಖᏳ㝔䛻䛿ཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ䛸䛧䛶ྛ┬
䛸㐃ᦠ䛧䛶ᨾᑐᛂ䛻 ᙜ䛯䜛䝜䜴䝝䜴䛜
Ḟዴ䛧䛶䛔䛯䚹䛭䜜䛻䜘䛳䛶ᐁ㑰5㝵䛸䛔
䛖ἲⓗ᰿ᣐ䛜᭕䛺⤌⧊䛜ᨾᑐᛂ䜢
ᑟ䛧䚸ᣦ௧⣔⤫䛻ΰ䜢ᣍ䛔䛯
ᨾ᮰

ᨾ᮰䛻ᑐ䛧䛶
᭷ຠ䛺ᑐ⟇䜢᳨ウ䞉
ᐇ䛷䛝䛺䛛䛳䛯

• ಖᏳ㝔䛜ᐁ㑰䛻ᑐ䛧䛶㎿㏿䛻ሗ䜢ᥦ
౪䛷䛝䛪䚸ᑐ⟇䜒ᥦ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
• Ᏻጤဨ䛜ᐁ㑰䛾ಙ㢗䜢ኻ䛔䚸⥭ᛴ
䛾ຓゝ⤌⧊䛸䛧䛶ᶵ⬟䛧䛺䛛䛳䛯

ಖᏳ㝔䞉Ᏻጤဨ䛾
⥭ᛴᑐᛂ⬟ຊ䛾Ḟዴ

• ⚟ᓥ➨୍䛾䝃䜲䝖ෆ䛻ᖖ㥔䛧䛶䛔䛯ಖᏳ
㝔䛾⫋ဨ䛿ᴗ⪅䛻ᑐ䛧䛶᭷ຠ䛺ຓゝ
䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯

ఫẸ㜵ㆤ
ᑐ⟇

ᨾ䛻㛵䛩䜛ሗ䞉
㑊㞴ᣦ♧䜔ᨺᑕ⥺
䛾ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶ఫ
Ẹ䛻㐺ษ䛻ሗ䛜
ᥦ౪䛥䜜䛪䚸Ᏻ䞉
ಙ䜢ᣍ䛔䛯

• 㑊㞴ᣦ♧䛾䜢ཎ⅏ᮏ㒊ົᒁ䛛䜙ୖ
⏦䛩䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛶䛔䛯䛜䚸ሗ䛜䛺䛟ᶵ
⬟䛧䛺䛛䛳䛯

⤒⏘┬䞉ᩥ⛉┬䛺䛹䛾
ཎᏊຊ⾜ᨻ䛻㛵䛩䜛
⦪䜚䛾ᘢᐖ

• ಖᏳ㝔䞉ᩥ⛉┬䞉Ᏻጤဨ䛾㛫䛷
SPEEDI䛾ᢅ䛔䛜ඹ᭷䛥䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯
• ⥭ᛴ䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾䝕䞊䝍㞟䞉ホ౯
య䛜᫂☜䛻ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛯
䜑䚸䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛾ᐇ䞉ホ౯䞉බ⾲䛻䛚
䛔䛶ΰ䞉㐜䜜䛜⏕䛨䛯



ᅗ㸳㸲㸰㸰 ⥭ᛴᑐᛂ㛵ࡍࡿ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟Ⅼ

ᮏᨾࡼࡗ࡚᫂ࡽ࡞ࡗࡓࢃࡀᅜࡢつไᶵ㛵ࡢၥ㢟Ⅼࡣࠊ70,ᨾࡸࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜཎ
Ⓨᨾ➼ࡢ┬ࡽࠊ,$($㸦ᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸧ࡸࡢせཎᏊຊᅜ࠾࠸࡚ࠊつไᶵ㛵ࡀඞ᭹
ࡍࡁせ௳ࡋ࡚ᥦゝࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
,$($ࡢࠕᇶᮏᏳཎ๎ࠖ࠾࠸࡚ࡶࠊࠕཎ๎ᨻᗓࡢᙺࠖࡋ࡚ࠕ⊂❧ࡋࡓつไᶵ㛵ࢆྵ
ࡴᏳࡢࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞ἲ௧ୖཬࡧ⾜ᨻୖࡢᯟ⤌ࡳࡀᐃࡵࡽࢀࠊ⥔ᣢࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
つᐃࡉࢀࠊつไᶵ㛵ࡀഛ࠼ࡿࡁせ௳ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯┠ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸬つไᶵ㛵ࡣࠊ௨ୗࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
୍⮬ࡽࡢ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ㐺ษ࡞ἲⓗᶒ⬟ࠊᢏ⾡ཬࡧ⟶⌮ࡢ⬟ຊࠊ୪ࡧேⓗࠊ㈨
㔠ⓗ㈨※ࢆ᭷ࡍࡿࡇࠋ
୍ᐖ㛵ಀ⪅ࡽᙜ࡞ᅽຊࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊチㄆྍྲྀᚓ⪅ཬࡧࡑࡢࡢ࡚ࡢ
ᶵ㛵ࡽᐇ㉁ⓗ⊂❧࡛࠶ࡿࡇࠋ
୍タάືࡢᏳᛶ㸦ᗣ⎔ቃࡢഃ㠃ࢆྵࡴ㸧つไᡭ⥆ࡁࡘ࠸࡚࿘ᅖࡢᅋయࠊබ⾗ࠊ
ᐖ㛵ಀ⪅ཬࡧሗ࣓ࢹఏ㐩ࡍࡿ㐺ษ࡞ᡭẁࢆ᭷ࡍࡿࡇࠋ
୍㐺ᐅࠊ㛤ᨺⓗ࡛ㄡ࡛ࡶཧຍࡋࡸࡍ࠸ࣉࣟࢭࢫࡼࡾࠊ࿘ᅖࡢᅋయࠊබ⾗ཬࡧࡢᐖ㛵ಀ
⪅ࡢពぢࢆồࡵࡿࡇࠋ




,$($ࡢᏳᇶ‽ࡣຍ┕ᅜ㑂Ᏺࢆ⩏ົࡅࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᅜ㝿つ᱁ࡋ࡚ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊຍ┕ྛᅜࡢάືࡸ
ุ᩿ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᅜෆἲᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ,$($͆/RQJ7HUP6WUXFWXUHRIWKH,$($6DIHW\6WDQGDUGV
DQG6WDWXV͇SS KWWSZZZQVLDHDRUJFRPPLWWHHVILOHV&66VWDWXVSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶
᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



,$($6DIHW\6WDQGDUG6HULHV6))XQGDPHQWDO6DIHW\3ULQFLSOHV  SS
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➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙜጤဨ࠾࠸࡚ࠊඖ⡿ᅜ15&㸦ཎᏊຊつไጤဨ㸧ጤဨ㛗ࡢ
࣓ࢨ࣮ࣈ༤ኈࡣࠊつไᶵ㛵ࡑࡢேᮦồࡵࡽࢀࡿࡇࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺Ⓨゝࡋࡓࠋ

ࠕ ཎᏊຊᦠࢃࡿ⪅ࡣࠊᏳ㛵ࡋ࡚㧗࠸つ⠊ࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᖖࠊࡉࡽ㧗
࠸ᏳỈ‽ࢆ┠ᣦࡋ࡚ᣮᡓࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋ
つไᶵ㛵ࡣࠊᖹࡔࡅ࡛࡞ࡃ⥭ᛴ࠾࠸࡚ࡶࠊᖖᴗ⪅ṇࡋ࠸ุ᩿ࢆ⾜ࢃࡏࠊᐇ
⾜ࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊᨾࡢᣑ㜵Ṇࢆᐇ⌧ࡍࡿ⬟ຊࢆഛ࠼ࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠋ
ᅜᐙᏳಖ㞀➼ಀࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡍ࡚ࡢពᛮỴᐃࢆ㏱᫂ࡋ࡚࠸ࡃࡇࠊࡉࡽࡣ
ᅜẸࡀཧຍࡢᶵࢆᣢࡘࡇࠊពぢࢆ࠸࠺ᶵࡀ࠶ࡿࡇࡀࠊ⊂❧ᛶࢆᢸಖࡍࡿୖ࡛ࠊ
ࡲࡓᅜẸࠊୡ⏺ࡽࡢಙ㢗ࢆᚓࡿୖ࡛㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
15&࡛ࡣࠊཎᏊຊᏳ࢟ࣕࣜࢆࡅࡿᑓ㛛ⓗ࡞ேᮦࡀ୰ᚰⓗᙺࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࠗཎ
ᏊຊᏳࢆ➨୍ࡢࡋࡓ⤌⧊࠘ࡢ୰࡛࢟ࣕࣜࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡇ
ࡀ୍ࡘࡢ࣮࣏࢟ࣥࢺࡔࠖ



㸳㸲㸱 ⊂❧ᛶࡢḞዴ
᪥ᮏࡢሙྜࠊಖᏳ㝔ࡣ⤒⏘┬ࡢእᒁ࡛࠶ࡿ࢚ࢿᗇࡢࠕ≉ูࡢᶵ㛵ࠖࡋ࡚⨨ࡅࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊேࠊண⟬ࡢ⊂❧ᛶࡣ࡞࠸ࠋཎᏊຊ⏝᥎㐍ࢆᢸ࠺࢚ࢿᗇࡢேὶ࡞ࡶ࠶ࡾࠊᐇ㉁
ⓗ࡞⊂❧ᛶࡣḞዴࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡇၥ㢟ࡀఅᅾࡍࡿࡇࡣࠊࡡ࡚ෆእࡢᑓ㛛ᐙ➼ࡼࡾᣦ
ࡉࢀࠊ㐣ཤ࠾࠸࡚ᅜᑂ㆟ࡢሙ࡛ఱᗘࡶၥࡀᢞࡆࡅࡽࢀࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ┿᳨ウࡉࢀ
ࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊᨵ㠉⤖ࡧࡃࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ
Ṕྐⓗ⤒⦋ࢆぢࡿࠊཎᏊຊᨻ⟇ࡀጞࡲࡗࡓᙜึࡽࠊ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣࠊཎᏊຊࡢ᥎㐍つ
ไࡣ୍యࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㸦㸧ᖺタ⨨ࡉࢀࡓෆ㛶ᗓཎᏊຊጤဨ㸦௨ୗࠕཎᏊຊጤ
ဨࠖ࠸࠺㸧ࠊྠᖺタ⨨ࡉࢀࡓ⛉ᢏᗇཎᏊຊᒁࡀ᥎㐍つไࡢ୧᪉ࡢᶵ⬟ࢆවࡡഛ࠼࡚
࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢᙜࡽつไࡢ㐺⏝๓ࡣᚲࡎ㟁ຊᴗ⪅ㄪᩚࡍࡿࡇࡀ័⩦࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊཎᏊຊጤဨᴗ⪅ࡣᐦ᥋࡞㐃ᦠࡢୗࠊཎᏊຊࡢ᥎㐍ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ㸦㸧
ᖺࡢ᪥ᮏึࡢᐇ⏝⅔ࡢ㛤Ⓨྥࡅ࡚ࠊヨ㦂◊✲⅔ࡣ⛉ᢏᗇࠊᐇ⏝⅔ࡣ㏻ၟ⏘ᴗ┬㸦ᙜࠋ௨ୗ
ࠕ㏻⏘┬ࠖ࠸࠺㸧࠸࠺ศᢸࡢୗࠊཎᏊຊⓎ㟁ᴗࡢ᥎㐍ࡣ㏻⏘┬ࡢୗ࡛᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ

㸦㸧ᖺࡢ࢜ࣝࢩࣙࢵࢡࢆࡁࡗࡅࡋ࡚࢚ࢿᗇࡀタ❧ࡉࢀࠊཎᏊຊ⏝᥎㐍⾜
ᨻࡀ⛣⟶ࡉࢀࡿࡀࠊ㸦㸧ᖺࡢཎᏊຊ⯪ࠕࡴࡘࠖࡢᨾࡢ┬ࡽࠊ࠸ࢃࡺࡿ᭷⃝⾜
ᨻ᠓ㄯࡢሗ࿌ࢆཷࡅࠊ㸦㸧ᖺᏳጤဨࡢタ⨨ࡼࡗ࡚つไ⾜ᨻᶵ㛵ᑐࡍࡿ




ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭$࣭࣓ࢨ࣮ࣈඖ⡿ᅜཎᏊຊつไጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨ
㯮ᕝΎጤဨ㛗ࢥ࣓ࣥࢺ➨ᅇጤဨ



➨ᅇ⾗㆟㝔ᮏ㆟ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧࣮࣌ࢪ➨ᅇ⾗㆟㝔ண⟬ጤဨ➨ศ⛉ྕ㸦ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶᪥㸧࣮࣌ࢪ➨ᅇཧ㆟㝔⤒῭⏘ᴗጤဨྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧࣮࣌ࢪ࡞
ཧ↷ࡢࡇࠋ
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┘どᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿࡶࠊ㸦㸧ᖺࡽࡣつไࡢ୍㈏ࡢࡓࡵ࢚ࢿᗇࡀᐇ⏝⅔
ࡢ᥎㐍࣭つไ⾜ᨻࢆ୍ᡭᢸ࠺ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㸦㸧ᖺࡢࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜ
ᨾࢆࡁࡗࡅ,$($࠾࠸࡚ཎᏊຊᏳࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᙉࡉࢀࠊ᥎㐍ᶵ㛵つไᶵ㛵ࡢศ㞳
ࡢ㔜せᛶࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ᥎㐍つไࡢศ㞳ࡣ㔜せどࡉࢀࡿࡇࡀ࡞ࡗࡓࠋ

᪥ᮏࡢཎᏊຊ⾜ᨻ࠾ࡅࡿ⤌⧊ኚ㠉ࡀ࠾ࡁࡿࡢࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢࡶࢇࡌࡹࡢࢼࢺ࣒ࣜ࢘
₃࠼࠸ᨾᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ-&2ᨾࡀ❧࡚⥆ࡅ㉳ࡁ࡛ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ⛉ᢏᗇࡀゎయ
ࡉࢀࠊฎ⌮࡞ࡢつไࡀ⛉ᢏᗇࡽ㏻⏘┬୍ඖࡉࢀࠊḟ࢚ࢿᗇࡽつไࡢᙺࢆศ㞳
ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࠊ࢚ࢿᗇࡢࠕ≉ูࡢᶵ㛵ࠖࡋ࡚ಖᏳ㝔ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊಖᏳ㝔ࡣࠊ
ཎᏊຊࡢ᥎㐍ࢆᢸ࠺⤒⏘┬ࡢ⟶㎄ୗ⨨ࢀࠊண⟬ேᶒࡣྠ┬ࡀᤸᥱࡋࡓࠋࡇࡢࡇࡽࠊ
ᅜ࠾࠸࡚᥎㐍ᶵ㛵ࡽࡢ⊂❧ᛶࡀ࡞࠸ࡇࡀၥ㢟どࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊ௨๓ࡼࡾࡶ⊂❧ᛶࡀᙉ
ࡲࡿࡇࠊᏳጤဨࡼࡿ┘どᶵ⬟ࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡢㄝ᫂ࡀᨻᗓഃࡽ࡞ࡉࢀࡓࡓࡵ
ࠊ⊂❧ᛶࡢḞዴࡢᣦࡣ㏥ࡅࡽࢀࡓࠋࡋࡋᐇ㝿ࡣࠊಖᏳ㝔ࡢከࡃࡢ⫋ဨࡣ࢚ࢿᗇࡸᩥ
⛉┬࡞ࡢཎᏊຊ⏝᥎㐍ᶵ㛵ࡽ⛣⡠ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢᶵ㛵ࡢேᮦὶࡶᚑ᮶ࡢᐁ⤌
⧊ࡢ࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ୰࡛ᙜ↛ࡢࡼ࠺⾜ࢃࢀࠊᐇ㉁ⓗ࡞⊂❧ᛶࡶ☜ಖࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

ࡲࡓࠊᏳጤဨࡣಖᏳ㝔ࡢつไ⾜ᨻࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿᙺࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࠕ㸳㸬㸯ࠖࠊ
ࠕ㸳㸬㸰࡛ࠖ♧ࡉࢀࡓࡼ࠺ࠊࡑࡢᐇែࡣཎᏊຊ⏝᥎㐍ࡢ㞀ᐖ࡞ࡿࡼ࠺࡞つไࡢᑟධࢆ⾜
ࢃ࡞࠸࡞ࠊ᥎㐍⾜ᨻࡽࡢ⊂❧ᛶࡀḞዴࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ᮶ࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
Ᏻጤဨࡣ㸦㸧ᖺࡢཎᏊຊ⯪ࠕࡴࡘࠖࡢᨾࢆࡁࡗࡅࠊ㸦㸧ᖺ
タ⨨ࡉࢀࠊᏳつไࢆࢲࣈࣝࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿᶵ⬟ࡸつไࡢᨻ⟇ࢆᑂ㆟࣭Ỵᐃࡍࡿᶵ⬟ࡀࡉ
ࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊつไᶵ㛵ᑐࡍࡿෆ㛶⥲⌮⮧ࢆ㏻ࡋࡓ່࿌ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᏳጤဨ
ࡣᅜࡢྠពࢆ⤒࡚௵ࡉࢀࡿጤဨࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᙧᘧୖࡣ୍ᐃࡢ⊂❧ᛶࢆಖ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ࠼ࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᏳጤဨࡢົᒁࡣᩥ⛉┬ࡸ⤒⏘┬ฟ㌟⪅➼࡛༨
ࡵࡽࢀࠊ㏻ᖖࡢᐁ⤌⧊ࡢ࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ୰࡛ேᮦὶࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ⫋ဨࡣᩘᖺ࡛ධࢀ
᭰ࢃࡿࡓࡵᑓ㛛ᛶࡣᇵࢃࢀࡎࠊつไᶵ㛵ࢆᐇຠⓗ┘╩ࡍࡿࡼ࠺࡞⬟ຊࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊつไᶵ㛵࣭ᴗ⪅ᑐࡍࡿㄪᰝᶒࡸ⨩๎ᶒ㝈➼ࡣ࡞ࡃࠊ┘どࡍࡿᑐ㇟࡛࠶ࡿࡣࡎࡢಖ
Ᏻ㝔ࡽᣦ♧ࢆཷࡅࡿ࡞ࠊᐇ㝿ࡢ㐠⏝࠾࠸࡚ࡣᴟࡵ࡚㍍どࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
Ᏻጤဨࡀࡑࡢᶒ㝈ࢆ⾜ࡋࠊෆ㛶⥲⌮⮧ࢆ㏻ࡋ࡚⤒῭⏘ᴗ⮧ᑐࡋ່࡚࿌ࢆ⾜ࡗࡓ
ࡢࡣ㸦㸧ᖺࡢタ⨨௨᮶ࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶᪥ࡢᮾ㟁࡞ࡢṇၥ㢟ࢆཷࡅࡓ
ࠕཎᏊຊᏳࡢಙ㢗ࡢᅇ㛵ࡍࡿ່࿌ࠖࡓࡔᅇࡔࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢከᩘࡢཎᏊຊᨾ࣭
௳ࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊつไᶵ㛵ࢆ┘どࡋࠊᨾࢆᮍ↛㜵Ṇࡍࡿᙺࡣࡃᯝࡓࡏ࡚࠸࡞ࡗ
ࡓ࠸࠼ࡿࠋ




➨ᅇ⾗㆟㝔ᮏ㆟ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧࣮࣌ࢪ



ཎᏊຊᏳጤဨࠕཎᏊຊᏳࡢಙ㢗ࡢᅇ㛵ࡍࡿ່࿌ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZQVFJRMSNLVHLSGISDJHBSDJHBSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ᅜẚ㍑ࡋ࡚ࡶࠊつไᶵ㛵᥎㐍ᶵ㛵ࡀྠࡌ┬ᗇ⟶㎄ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜࡣ᪥ᮏ௨እ࡞ࡃࠊ
ከࡃࡢᅜ࡛ࡣࠊ❧ἲᗓࡶつไᶵ㛵ᑐࡍࡿ┘ど࣭┘╩ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢつไᶵ㛵ࠊ
ཬࡧつไᶵ㛵ࢆ┘ど࣭┘╩ࡍࡿᶵ㛵ࡢ⤌⧊タィୖࠊㅖእᅜẚ㍑ࡋ࡚⊂❧ᛶࡀ㍍どࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇࡶᏳつไࡢഛࢆᣍ࠸ࡓ୍ࡘࡢせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ



ᅗ㸳㸲㸱㸯 せཎᏊຊᅜࡢつไᶵ㛵࣭᥎㐍ᶵ㛵ࡢᴫせ


㸺ཧ⪃ᩥ⊩㸼
ۑཎⓎࡢ౫Ꮡᗘ
࣭(/(&75,&,7<,1)250$7,21 (GLWLRQ SSϪࡼࡾィ⟬ࠋ
ۑ⡿ᅜ
࣭ᘅ℩῟Ꮚࠕ࣓ࣜ࢝ࡢ⤫㡿⾜ᨻᗓ⤫㡿⿵బᐁࠖ
ࠗࣞࣇࣞࣥࢫ࠘᭶ྕ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧㹼࣮࣌ࢪ
ࢫࣥࣛࣇۑ
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࣭/RLQUHODWLYH¢ODWUDQVSDUHQFHHW¢ODV«FXULW«HQPDWLªUHQXFO«DLUH
㸦ཎᏊຊ㛵ࡍࡿ㏱᫂ᛶཬࡧᏳᛶ㛵ࡍࡿᖺ᭶᪥ࡢἲᚊ ➨ྕ㸧
࣭ึᐟṇ࣭㎷ᮧࡳࡼᏊ⦅ࠗ᪂ゎㄝୡ⏺᠇ἲ㞟 ➨∧࠘㸦୕┬ᇽࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
࣮࣌ࢪ
ࢫࣜࢠۑ
࣭':3+6()5$0(:25.'2&80(17SS
KWWSZZZKVHJRYXNDERXWXVKRZZHZRUNPDQDJHPHQWGZSKVHSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ
᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
࣭'HSDUWPHQWRI(QHUJ\DQG&OLPDWH&KDQJH͆7+(81,7('.,1*'20䇻6),)7+1$7,21$/5(3257
21&203/,$1&(:,7+7+(&219(17,212118&/($56$)(7<2%/,*$7,216͇2FWREHU
SS 
KWWSZZZGHFFJRYXNDVVHWVGHFF:KDWZHGR8.HQHUJ\VXSSO\(QHUJ\
PL[1XFOHDULVVXHVVDIHW\LQWHUQDWLRQDOXNWKQXFOHDUVDIHW\REVSGI
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
࣭ຍ⸨⣫ᤩࠗᴫㄝ ࢠࣜࢫ᠇ἲ࠘㸦ວⲡ᭩ᡣࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧࣮࣌ࢪ
ࢶࢻۑ
࣭&RQYHQWLRQRQ1XFOHDU6DIHW\͆5HSRUWE\WKH*RYHUQPHQWRIWKH)HGHUDO5HSXEOLFRI
*HUPDQ\IRUWKH)LIWK5HYLHZ0HHWLQJLQ$SULO͇SS
KWWSZZZEIVGHHQNHUQWHFKQLN&16B(1*SGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀
ぴ㸧
࣭ึᐟṇ࣭㎷ᮧࡳࡼᏊ⦅ࠗ᪂ゎㄝୡ⏺᠇ἲ㞟 ➨∧࠘㸦୕┬ᇽࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
࣮࣌ࢪ
ۑ㡑ᅜ
࣭⸨ཎኟேࠕ㡑ᅜ࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ཎᏊຊᏳጤဨࠖࠗእᅜࡢ❧ἲ࠘ᕳ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧㹼࣮࣌ࢪ
࣭ึᐟṇ࣭㎷ᮧࡳࡼᏊ⦅ࠗ᪂ゎㄝୡ⏺᠇ἲ㞟 ➨∧࠘㸦୕┬ᇽࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
࣮࣌ࢪ



㸳㸲㸲 ㏱᫂ᛶࡢḞዴ
ཎᏊຊⓎ㟁ࡀࡶࡓࡽࡍ౽┈ࡣྠࡁ࡞₯ᅾࣜࢫࢡࢆక࠺ࡢ࡛ࠊᅜࢆၥࢃࡎཎᏊຊᏳ☜
ಖᑐࡍࡿබ⾗ࡢ㛵ᚰࡣᴟࡵ࡚㧗ࡃࠊࡑࢀࡔࡅ㧗࠸㏱᫂ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋつไᶵ㛵⮬ࡽࠊཎ
ᏊຊᏳࡸつไࡿ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࡑࡢ㛵㐃ሗࢆࠊཎⓎ❧ᆅ⮬యࡢఫẸࡣࡶࡼࡾࠊ
ᗈࡃ୍⯡ᅜẸබ⾲ࡍࡿࡇࡀࠊᅜẸࡢಙ㢗ࢆ㔊ᡂࡍࡿࠋࡇࡢࡇࡣㅖእᅜࡸ,$($ࡀ➼ࡋࡃㄆ
ࡵ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
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᪥ᮏࡢሙྜࠊඛ㏙ࡋࡓつไᶵ㛵ࡢ⊂❧ᛶࡢḞዴࡼࡗ࡚ࠊཎᏊຊ⏝ࡢ᥎㐍ࡢ㞀ᐖ࡞ࡾᚓ
ࡿཎᏊ⅔ࡢࣜࢫࢡ㛵ࡍࡿሗࡣᕦጁ᧯సࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᴗ⪅࣭つไᶵ㛵࡛ࡣࠊᮏᨾ࠾
࠸࡚ၥ㢟࡞ࡗࡓࠊ㏱᫂࡞Ᏻᇶ‽ࡢ᳨ウࣉࣟࢭࢫࡸᆅ㟈࣭ὠἼࣜࢫࢡ㛵ࡍࡿሗ᧯స
㞃࠸ࡲࡽࡎࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢᮾ㟁ࡢෆ㒊࿌Ⓨࡢ㞃࠸ࠊ⚟ᓥᨾᚋⓎぬࡋࡓ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾ࡅࡿࡸࡽࡏၥ㢟࡞ࠊሗࡢ㞃࠸᧯సࡀᖖែࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ᏻつไᑐࡍࡿ㛵ಀ⮬యࡢ㛵ᚰ㛵ࡣ㔜せ࡛࠶ࡾࠊఫẸࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤ㛵ࡍࡿ
ሗ㛤♧Ᏻࣜࢫࢡ㛵ࡍࡿ༑ศ࡞ㄝ᫂ࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠕᏳ༠ᐃࠖࡀ⮬య࣭ఫ
Ẹࡢሗ㛤♧㛵ࡍࡿせồᛂ࠼ࡿ᪉ἲࡋ୍࡚ᐃࡢᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊἲ௧ୖࠊ⮬య
ࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ✌ാࡢពᛮỴᐃ㛵ࡍࡿᶒ㝈ࡣ࡞ࡃࠊᅜᆅ᪉ࠊᴗ⪅ࡢ㈐௵ᙺࡢศ
ᢸࡣἲⓗ᭕࡛࠶ࡾ㏱᫂ᛶࡀከ࠸ࠋᅇࡢᨾࡢᩍカࡋ࡚ࠊᚑ᮶㏱࡛᫂࠶ࡗࡓ⮬య
ࡼࡿ㛵ࡢṇ⤫ᛶἲⓗ᰿ᣐࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇࡣ༑ศ᳨ウ್ࡍࡿࠋ
ㅖእᅜ࡛ࡣ㏱᫂ᛶ☜ಖࡢ୍⎔ࡋ࡚❧ᆅࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮ࡢ༠㆟ࣉࣟࢭࢫຊࡀὀࡀࢀࠊཎ
Ꮚຊ⏝ࡢ᥎㐍ࡢᅜẸ⌮ゎࢆᚓࡿࡓࡵࠊᅜẸࡢሗ㛤♧ࢆᇶᮏࡋࡓಙ㢗⋓ᚓࡁ࡞
ດຊࡀᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠼ࡤࠊ15&࡛ࡣࠊཎᏊຊᴗ⪅ࡢ⏦ㄳ᳨࣭ᰝ㡯┠ࡸᴗ⪅つไᙜᒁ
ࡢࡸࡾྲྀࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡞ࡣᇶᮏⓗ࡚ᩥ᭩࡛බ㛤ࡉࢀࠊពᛮỴᐃ㐣⛬ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿᙧែ
ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ㏱᫂ᛶࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣࠕཎᏊຊ㛵ࡍࡿ㏱᫂ᛶཬࡧ
Ᏻᛶ㛵ࡍࡿἲᚊࠖ㸦761ἲ㸧㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧ࡼࡾࢃࡊࢃࡊࠕ㏱᫂ᛶࠖࢆ࠺ࡓ࠺❧
ἲࢆ⾜ࡗ࡚ࠊሗ㛤♧ࡸᆅᇦఫẸࡢሗඹ᭷ࢆ㏻ࡌ࡚ྠᅜࡢཎᏊຊάືࡢ㏱᫂ᛶྥୖࢆᅗࡿ
ࡇࢆ᫂☜ࡋࠊᅜẸࡢಙ㢗☜ಖࡘ࡞ࡆࡿດຊࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
๓ฟࡢ࣓ࢨ࣮ࣈ༤ኈࡣࠊᅜẸࠊఫẸࡢಙ㢗ࡀ୍ᗘኻࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡁࡑࡢᅇࡢ㐨ࡣ
ኚ㞴ࡋ࠸ࠊ࡛ࡁࡿࡇࡣᚭᗏⓗ࡞ሗ㛤♧࡛࠶ࡾࠊពᛮỴᐃࡢ୰ᅜẸࠊఫẸࢆཧຍࡉࡏ࡚࠸
ࡃ௨እ࡞࠸ࠊ㏙࡚࠸ࡿࠋ



㸳㸲㸳 ᑓ㛛ᛶࡢḞዴேᮦࡢၥ㢟
つไᶵ㛵ࡀࡑࡢᶵ⬟ࢆࡋࡗࡾᯝࡓࡋᚓࡿࡓࡵࡣࠊ㈐௵࠶ࡿ❧ሙࡢே㛫ᑓᚑࢫࢱࢵࣇࡀ
ࣉࣟ㞟ᅋࡋ࡚㧗ᗘࡢᑓ㛛⬟ຊ⤒㦂ࢆᣢࡕࠊ㐺ษ࡞つไάືࢆ⾜࠺ࡇࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ⊂
❧ᛶࡢᢸಖࡣࠊ⊂❧ࡋࡓᶒ㝈ࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊチㄆྍࡸ᳨ᰝᴗົ࠾࠸࡚ᴗ⪅౫ᣐࡏ
ࡎ⊂❧ࡋุ࡚᩿࡛ࡁࡿᑓ㛛ᛶ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⬟ຊ࡞ࡃࡋ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ




 ෆ㒊࿌Ⓨࡼࡾᮾ㟁ࡀཎᏊ⅔ࡢࢩࣗࣛ࢘ࢻ⏕ࡌ࡚࠸ࡓയࡢೃࢆ㞃ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀⓎぬࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊෆ㒊
࿌Ⓨࡀ࠶ࡗ࡚ࡶಖᏳ㝔ࡀᐇୖᖺࡶᨺ⨨ࡋࠊࡉࡽෆ㒊࿌Ⓨ⪅ࡢẶྡࢆᮾி㟁ຊᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓၥ㢟ࠋಖᏳ㝔ࡣ
ࡇࡢၥ㢟㛵ࡍࡿሗ࿌᭩࠾࠸࡚ࠕᙜ㝔ࡣࠊࡇࢀࡽࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ┤ࡕཎᏊ⅔ࡢᏳᙳ㡪ࢆ
࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࠖ⤖ㄽࡅ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣୗグ85/ཧ↷ࠋ
KWWSZZZPHWLJRMSUHSRUWGRZQORDGILOHVJGMSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
KWWSZZZPHWLJRMSUHSRUWGRZQORDGILOHVJGMSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



 ⤒⏘┬ࠕཎᏊຊⓎ㟁ಀࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࡘ࠸࡚ࡢ➨୕⪅ㄪᰝጤဨ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠖ
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ᮏᨾࡼࡗ࡚ࠊつไᙜᒁ࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ࡢᑓ㛛ᛶࡀప࠸ᐇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋᨾⓎ⏕┤
ᚋ࠾࠸࡚ࠊᐁ㑰࠾࠸࡚ᑓ㛛ⓗຓゝࢆࡍࡁ❧ሙ࠶ࡿಖᏳ㝔㛵ಀ⪅ࡣࠊሗᑓ㛛ᛶࡢ
㊊ࡢࡓࡵ༑ศᙺࢆᯝࡓࡏ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡓಖᏳ㝔ࡢཎᏊຊ
ಖᏳ᳨ᰝᐁࡀᨾᑐᛂ࠾࠸࡚ᴗ⪅ᑐࡋ࡚ఱࡽᙺ❧ࡘຓゝࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋᮏ᮶ࠊᴗ⪅
ࢆ⟶⌮࣭┘╩ࡍࡿࡓࡵࡢつไάືᚑࡍࡿ⪅ࡣᴗ⪅ࡼࡾࡶ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢᑓ㛛ᛶࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀࠊಖᏳ㝔ࡢேࡣ㏻ᖖࡢᐁே࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ୰࡛ࠊつไࡢㄪᰝࡸᅜ
ᑐᛂ࡞ࡢົⓗᴗົࢆᛕ㢌ົᐁࡋ࡚ࡢ⬟ຊࡀඃඛࡉࢀ࡚⾜ࢃࢀࡿࡇࡀከࡗࡓࠋࡲ
ࡓᑓ㛛ᛶࡢᇶ‽ࠊ฿㐩┠ᶆࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࡓࡵࠊࣞ࣋ࣝࡀపࡃ࡚ࡶດຊࡣࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡇ
࡛ぢ㏨ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
つไᙜᒁࡣࠊᴗ⪅ࡽᩍ࠼ࡽࢀࡿᙧ࡛ᑓ㛛▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋ࡚ࡁࡓ࠸࠺ᐇែࡶ࠶ࡗࡓࠋಖᏳ
㝔ᖿ㒊ࡼࢀࡤࠊಖᏳ㝔ࡢ⫋ဨࡀእ㒊᭷㆑⪅ࣄࣜࣥࢢࢆ⾜࠺㝿ࡶࠊᴗ⪅ࡀྠ⾜ࡍࡿࢣ࣮
ࢫࡀከࡃࠊ᭷㆑⪅ࡀᴗ⪅ࡢពࡑࡄࢃࡠࡇࢆゝ࠺ᴗ⪅ࡽࡢධࡀ࠶ࡾࠊಖᏳ㝔⫋ဨ
ࡀ⮬ࡽᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿᶵࢆ㐓ࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓࠊᑓ㛛ᛶࡢ㊊㛵ࡋ࡚ࡣࠊᑎᆏಙಖᏳ㝔㛗ࡶㄆࡵࡿࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࠕ⌧ሙࡇࡲ
࡛⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠊᢏ⾡ࡀ࠺࠸࠺ࡩ࠺ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠊᅇࡢࡼ࠺࡞⥭ᛴែࡢ୰࡛ࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᙧ࡛ࡢᣦࠊᣦᑟ࠶ࡿ࠸ࡣຓゝࡀ࡛ࡁࡿேᮦࡀࡋࡗࡾഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ≧ែゝࢃࢀ
ࢀࡤࠊࡸࡣࡾ⚾ࡋ࡚ࡣྰᐃⓗぢࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠖ
ࠕᑓ㛛ᛶࡑࢀࡽ▱ぢࠊ⩦⇍ᗘࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ㅖእᅜࠊ⡿ᅜࠊࣇࣛࣥࢫẚࡓࡁࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࠊཎᏊຊᏳ࣭ಖᏳ㝔ࡢຊ࠸࠺ࡶࡢࡣᚲ
ࡎࡋࡶ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ㸦୰␎㸧ࡴࡋࢁࠊᙅ࠸࠸࠺ࡩ࠺ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠖ
ຍ࠼࡚ࠊಖᏳ㝔ࡢᢏ⾡ᨭᶵ㛵࡛࠶ࡿࡘࡢ⊂❧⾜ᨻἲே㸦ཎᏊຊᏳᇶ┙ᶵᵓࠑ-1(6ࠒཬ
ࡧ᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࠑ-$($ࠒ㸧ࡶࠊぶ⤌⧊ࡓࡿಖᏳ㝔➼ᑐࡍࡿᚑᒓᛶࡀ㧗ࡍࡂࡿࠋࡲ
ࡓࠊぶ⤌⧊ࡢ⟶⌮ࡀཝࡋ࠸ࡇࡽࠊᮏ᮶ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛ⓗぢᆅࡽࡢつไᨵၿࡢᥦゝࡸ
㐀ⓗ࡞◊✲ྲྀࡾ⤌ࡴ࠸࠺◊✲⪅࣭ᢏ⾡⪅ࡋ࡚ࡢືᶵࡅࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢᣦ
ࡶ⪺ࢀࡓࠋ
⌧ሙὴ㐵ࡉࢀࡿ⪅ࢆྵࡵᑓ㛛ᐙᑐࡍࡿ◊ಟ࣭カ⦎タഛࡢᐇࢆᅗࡾࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡ࠊཎᏊ
ຊ㛵ࢃࡿᖜᗈ࠸ど㔝ࠊᅜ㝿ど㔝ࢆᣢࡘேᮦࡢ⫱ᡂດࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



㸳㸲㸴 ཎᏊຊ⾜ᨻ࠾ࡅࡿከඖ
ᮏᨾᑐᛂ࠾࠸࡚ࠊཎᏊຊ⾜ᨻࡢ⦪ࡾ⾜ᨻࡢᘢᐖࡀ㢧ᅾࡋࡓࡇࡶᣦࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋཎᏊຊᏳ㛵ࢃࡿ⾜ᨻ⤌⧊ࢆぢࡿࠊࡑࡢ」㞧࣭⣽ศࡢᐇែࡣࠕᅗ㸳㸲㸴㸯ࠖ
ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞⤌⧊ᵓ㐀ࡣࠊ⥭ᛴࡢ㎿㏿࡞ሗඹ᭷ࠊពᛮỴᐃࠊⓗ☜࡞
ᣦ♧ࠊᨻᗓయࡢ⤫ᣓ㸦ྖ௧ሪᶵ⬟㸧࠸ࡗࡓ㠃࡛῝้࡞㜼ᐖせᅉ࡞ࡾᚓࡿࠋᐇ㝿ࠊᮏᨾ




ಖᏳ㝔ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ



ᑎᆏಙ๓ಖᏳ㝔㛗➨ᅇጤဨ
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┤ᚋࡢᑐᛂ࠾࠸࡚ࠊᨾሗࡢᢕᥱࠊ㑊㞴ᣦ♧ࠊ63((',ࡢά⏝ࠊሗⓎಙ࡞ㅖഃ㠃࠾࠸
࡚ᡭ㝿ࡀ㝶ᡤぢࡽࢀࠊᙅⅬࢆ㟢࿊ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓ㸦ࠕ㸱㸰ࠖࠕ㸱㸱ࠖ➼ཧ↷㸧ࠋᮏ
ᨾࡢㄪᰝᙜࡓࡗࡓ,$($ᅜ㝿ᑓ㛛ᐙㄪᰝᅋࡢሗ࿌㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶㹼᭶㸧ࡣࠊㄪᰝࡽ
ᚓࡽࢀࡓ⤖ㄽࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢࠕ」㞧࡞ᵓ㐀⤌⧊ࡣ⥭ᛴࡢពᛮỴᐃ࠾࠸࡚㐜ࢀࢆࡶ
ࡓࡽࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥭ᛴ㎿㏿ࡘຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝⓗᑐᛂࡋᚓࡿࡓࡵ
ࠊ⤌⧊యไࢆ୍ඖࡍࡿ᪉ྥ࡛ᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ㧗࠸ࡇࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᅗ㸳㸲㸴㸯 ᪥ᮏࡢཎᏊຊࡢつไయไ


≉㔜せ࡞ࡢࡣᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢᑐ⟇࡛࠶ࡿࠋ
ᨺᑕ⥺㜵ㆤ㛵ಀࡍࡿ⾜ᨻ⤌⧊ࢆぢࡿࠊᚋฟࡢࡼ࠺ࡘศࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⤌
⧊ࡀ≉ᐃࡢ⠊ᅖ࡛ᨺᑕ⥺㜵ㆤࡢ㈐௵ᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣ≉⥭ᛴ࠶ࡗ࡚ࡣ㈐௵
ࡢᡤᅾࡀ᫂☜࡞ࡾࠊ┦ࡢㄪᩚࡸᑐᛂࡶΰࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋᐇࠊ⚟ᓥ┴ୗ࠾࠸࡚
ᨾ┤ᚋࡢᨺᑕ⥺⿕ࡤࡃᇶ‽ࡢၥ㢟ࢆࡣࡌࡵከࡃࡢΰࢆ⏕ࡌࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᡤ⟶ࡢ」㞧ከඖ
ࡀ୍ᅉ࡛࠶ࡗࡓぢࡽࢀࡿࠋᨾࡢ┬ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊᨻᗓయࡋ࡚ᨺᑕ⥺Ᏻつไࢆᩚ




,$($͆0,66,215(32577+(*5($7($67-$3$1($57+48$.((;3(570,66,21,$($,17(51$7,21$/)$&7),1',1*
(;3(570,66,212)7+()8.86+,0$'$,,&+,133$&&,'(17)2//2:,1*7+(*5($7($67-$3$1($57+48$.($1'7681$0,
7RN\R)XNXVKLPD'DLLFKL133)XNXVKLPD'DLQL133DQG7RNDL'DLQL133-DSDQ0D\̽-XQH͇
SS



す⬥⏤ᘯࠕᡃࡀᅜࡢࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡢኚ㑄ࠖ⇕ὶື࣭ィ⟬⛉Ꮫᢏ⾡ྜྠ⏬ࢭࢵࢩࣙࣥ㸦ᖹᡂࠑࠒ
ᖺ㸧࣮࣌ࢪ
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⌮⤫ྜࡋ࡚ࠊศࡾࡸࡍ࠸ࠊຠ⋡ⓗ࡞つไ⤌⧊ࢆᨵ⦅ࡍࡿࡶࠊேᮦࡢศᩓࢆᑡ࡞ࡃࡋ
᭷ຠά⏝ࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪉ྥ࡛ᨵṇࡀ᳨ウࡉࢀ࡚ࡼ࠸ࠋ
࣭Ᏻጤဨ㸦ෆ㛶ᗓ㸧㸸ཎᏊຊ⏝క࠺㞀ᐖ㜵Ṇࡢᇶᮏ⟅⏦
࣭ᩥ⛉┬㸸ᨺᑕ⥺㞀ᐖ㜵Ṇἲࡢᡤ⟶
࣭ᨺᑕ⥺ᑂ㆟㸸ᨺᑕ⥺ᢏ⾡ᇶ‽ࡢ⟅⏦
࣭ಖᏳ㝔㸦⤒⏘┬㸧㸸ཎᏊ⅔➼つไἲࡢᡤ⟶
࣭ཌປ┬㸸㣗ရ⾨⏕ἲࢆᡤ⟶
࣭㣗ရᏳጤဨ㸸㣗ရᏳᇶ‽ࢆ⟅⏦
࣭ཌປ┬㸸ປാᏳ⾨⏕ἲ
ᐇ㝿ࡢࡇࢁࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡼࡿᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ᭷ຠᶵ⬟ࡋ࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ⌮⏤ࡣᆅ㟈࣭ὠἼ⿕ᐖ࡛タࡢ༙ࡀ࠼࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏࢆṇࡏࡤ㒔㐨ᗓ┴
ࡀᐇࡍࡿᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢἲⓗ⨨ࡅࡀ᫂☜࡛࡞࠸ࡇࡶ୍ᅉࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ,$($ᇶᮏᏳཎ๎ࡣࠊ࠾࠸࡚ࠕᨻᗓつไᶵ㛵ࡣࠊᨺᑕ⥺ࣜࢫࢡࡽே⎔ቃࢆ㜵
ㆤࡍࡿࡓࡵࠊᇶ‽ࢆᐃࡵࠊつไୖࡢᯟ⤌ࡳࢆᐃࡵࡿ㔜せ࡞㈐௵ࢆࡶࡘࠖࡋࡓୖ࡛ࠊ≉⥭
ᛴࡢᑐᛂࡘ࠸࡚ࠊ࠾࠸࡚ࡣࠕつไᶵ㛵ࡣࠊ⥭ᛴែⓎ⏕࠾࠸࡚ᨻᗓ⟶㎄⟶
㎄ᙜᒁᑐࡋຓゝࢆࡋࠊ࠼ࡤᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣭ࢧ࣮ࣅࢫཬࡧᨺᑕ⥺ࣜࢫࢡࡢࣜࢫࢡホ౯
ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡋ࡚ࠊ㈐௵ᙺࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせᛶࢆ࠺ࡓࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
⌧≧࡛ࡣࠊᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡣ⮬యࡢάືࡋ࡚⾜ࢃࢀࠊᅜࡀ㈈ᨻⓗࡇࢀࢆᨭࡍࡿ
ᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᨺᑕ⥺㞀ᐖࡽ❧ᆅ⮬యࡢఫẸࡢᗣᏳࢆᏲࡿࡓࡵࡢࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࡢᅾࡾ᪉ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏᨾࡢᩍカࡋ࡚ࠊཎᏊຊタࡢつไ㈐௵ࢆ
ᣢࡘᅜࠊఫẸ㏆࠸❧ሙ࡛ࡑࡢᏳ☜ಖ㈐௵ࢆᣢࡘ㒔㐨ᗓ┴ࡑࢀࡒࢀࡢ㈐௵ᙺศᢸࢆ
᫂ࡽࡋࡓୖ࡛ࠊಙ㢗ᛶ࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒సࡾ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᅜ⮬యࡢ
㛵ಀࢆぢ┤ࡍ୰࡛ࠊ,$($Ᏻᇶ‽ࢆཧ⪃ࠊࠕᨺᑕ⥺㞀ᐖࡢ㜵Ṇࠖࠕᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠖࢆ
ࡢࡼ࠺ᢅ࠺ࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡢࠊἲᚊୖࡢᢅ࠸ࢆྵࡵࠊලయⓗ࡞᳨ウࡀᮃࡲࢀࡿࠋ



㸳㸲㸵 ᅜ㝿ⓗ㛤ࢀࡓつไࡢᅾࡾ᪉ྥࡅ࡚
ࢃࡀᅜࡢཎᏊຊᏳつไࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᮏࡣࠊཎᏊຊᑟධࡀጞࡲࡗࡓᖺ๓ࡢ㯪᫂ᮇࡽ
ࢇᨵၿࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲ᥎⛣ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢཎᅉࡢ୍ࡘࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞Ᏻᇶ‽ࡸྛᅜࡢⰋዲ
㸦ࢢࢵࢻ࣭ࣉࣛࢡࢸࢫ㸧ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊࢃࡀᅜࡢつไᙜᒁࡀෆྥࡁ࡛ᅜ㝿ⓗ࡞ᇶ‽ࡢྲྀ
ࡾධࢀᑐࡍࡿጼໃࡀᙅࡃࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᾏእࡢືྥࡽᚋࢀࢆྲྀࡾࠊᏳᙉࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ
ຎᚋࡋࡓࡇࡼࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣᏳᩥᵓ㐀ⓗ┦࠸ࢀ࡞࠸᪥ᮏࡢつไᙜᒁࡢ⤌




,$($6DIHW\6WDQGDUG6HULHV6))XQGDPHQWDO6DIHW\3ULQFLSOHV  S



,$($6DIHW\6WDQGDUG6HULHV6))XQGDPHQWDO6DIHW\3ULQFLSOHV  S
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⧊ㄢ㢟࠸࠼ࡿࠋ
≉ࠊ70,ᨾࡸࢳ࢙ࣝࣀࣈࣜᨾࢆཷࡅࠊㅖእᅜࡣࠊᩍカࢆ⏕ࡋࠊᏳᙉࡢࡓࡵࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ✚ᴟࡉࡏࡓࠋᖹᡂ㸦㸧ᖺࡇࢁࡲ࡛ࡣḢᕞ㐃ྜ㸦(8㸧ࡢຍ┕ᅜࡸ⡿ᅜࡣ⮬
ᅜࡢཎᏊຊᏳつไࢆ,$($Ᏻᇶ‽ᩚྜࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠶ࡗ࡚ࠊࢃࡀᅜ
ࡣࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡢᏳᇶ‽ࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡁࡃ㐜ࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋせᅜ࡛ࡣ
᪥ᮏࡔࡅࡀࠕ≉Ṧࠖࢆ⌮⏤ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࡾ㐜ࢀࠕ⺅ᖒࡢእ⨨ࢀࡿ࠸࠺␗
ᖖ≧ែࠖ࠶ࡗࡓࠋ㛵ಀ⪅ࡢⓎゝࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏᙜᒁࡢືࡁࡣ㕌ࡃࠊᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓぢࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ,$($ᇶ‽సᡂࡢẁ㝵࡛ᩘከࡃ㛤ࢀࡓᑓ㛛ᐙྜ࡞ࡢࢃࡀᅜࡽࡢཧຍ⪅ࡣᑡ
࡞ࡃࠊཷࡅ㌟ጼໃࡀ┠❧ࡗࡓࠋ
ᅜෆ࡛ࡣࠊࠕᐷࡓᏊࢆ㉳ࡇࡍ࡞ࠖ࠸࠺✵Ẽࡀᙉࡃࠊ᪤Ꮡࡢ᥎㐍యไࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇᅛᇳ
ࡋࠊ᪥ᮏࡢつไᙜᒁᴗ⪅ࡢ㆟ㄽ࠾࠸࡚ᮏ㉁ⓗᏳࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡣఱࡀᚲせ࠸
࠺㆟ㄽࡣ࡞ࡉࢀࡎࠊᅜẸࡸ❧ᆅ⮬యࠊᅜ㝿♫ᑐࡋ࡚ࠊ࠸᪤Ꮡࡢᑐ⟇࡛Ᏻࡀ☜ಖࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ㄝ᫂ࢆࡍࡿࠊ࠸࠺ࡇຊⅬࡀ⨨ࢀ࡚࠸ࡓࠋ

ࠕㅖእᅜ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ᳨ウࡉࢀࡓࡁࠊࡸࡸࡶࡍࡿࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣࡑࡇࡲ࡛ࡸࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ
࠸࠸ࡼ࠸࠺ࠊゝ࠸ࢃࡅ࠸࠸ࡲࡍࠊࡸࡽ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸࠸࠺ࡇࡢㄝ᫂ࡤࡾ㛫ࢆ
ࡅ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊᗄࡽᢠࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࡸࡿࢇࡔ࠸࠺ពᛮỴᐃࡀ࡞࡞࡛ࡁࡃ࠸ࢩࢫࢸ
࣒࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠶ࡓࡾၥ㢟ࡢ᰿ࡗࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ

᪥ᮏࡣ㐣ཤ,$($ࡼࡿࣆ࣭ࣞࣅ࣮ࣗࢆཷࡅࡓࡀࠊࡑࡢ⤖ᯝᑐࡋ࡚ࡶࠊ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆᛰࡗ
࡚ࡁࡓࠋ
ࣆ࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡣࠊ,$($ຍ┕ᅜࡀ࠸ࡢつไࡸἲⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆᨵၿࡍࡿ┠ⓗ࡛ᐇࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᣦ㡯ࠊ≉່࿌ᑐࡋ࡚ࡣㄔᐇᑐᛂࡋࠊᨵၿྥࡅ࡚ດຊࡍࡿࡇࡀཷࡅ
ධࢀᅜࡣᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡣࠊ,$($ࡢࣆ࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡢ࠺ࡕἲయ⣔ࡸつไᶵ㛵ࢆホ౯ࡍࡿ⥲ྜつไホ౯㸦,556㸧ࢆ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺཷࡅධࢀࡓࡀࠊ⌧Ⅼࡲ࡛ලయⓗ࡞ᨵၿ⟇ࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸦࡞࠾ࠊⰋ
ዲࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯ࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲࡎࡋࡶᐇែࡀṇ☜ᢕᥱࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ␃ពࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ㸧௨ୗࡢ⾲ࡣࠊࡑࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡃ࡞ᣦ㡯㸦່࿌ࡣィࠊຓゝࡣィࠊⰋዲ
ࡣィࡢᣦ㸧ಖᏳ㝔ࡢᐇែ࣭⌧Ⅼࡲ࡛ࡢᑐᛂ≧ἣࢆࡲࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ




㇂ཱྀᐩ⿱ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ௦࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢཎᏊຊᏳつไࠖࠗ(QHUJ\5HYLHZ࠘ᕳ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
࣮࣌ࢪ



➨ᅇཎᏊຊᏳጤဨ㏿グ㘓㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧࣮࣌ࢪ



⌜┠ᶞᏳጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨ



,$($͆,QWHJUDWHG5HJXODWRU\5HYLHZVHUYLFH͇KWWSZZZQVLDHDRUJUHYLHZVUVUHYLHZVDVS
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸳㸲㸵ࠚཧ↷ࡢࡇࠋ



,$($͆,QWHJUDWHG5HJXODWRU\5HYLHZ6HUYLFH ,556 WR-DSDQ͇  
KWWSZZZQLVDPHWLJRMSJHQVKLU\RNXILOHVUHSRUWSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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ಖᏳ㝔䛾యไ䛻ᑐ䛩䜛IAEA䛾ホ౯

ಖᏳ㝔䛾ᐇែ

䛆່࿌䛇ಖᏳ㝔䛸Ᏻጤဨ䛾ᙺ䜢᫂
☜䛩䜉䛝䚹
䛆ຓゝ䛇䜶䝛ᗇ䛛䜙ᐇຠⓗ䛻⊂❧䛧䛶䛔䜛
䛜䚸ᑗ᮶ἲ௧䛻᫂☜䛻ᫎ䛩䜛䛣䛸䛿䛷
䛝ᚓ䜛䚹

䞉Ᏻጤဨ䛿ಖᏳ㝔䛾つไ䛾┘どᶵ
㛵䛸䛧䛶⨨䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᮏ᮶䛾
ᶵ⬟䜢䛿䛯䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹
䞉⤒⏘┬䛻ᚑᒓ䛩䜛ಖᏳ㝔䛻䛿ᐇຠⓗ
䛺⊂❧ᛶ䛿䛺䛟䚸່࿌ᚋ䜒つไᙜᒁཬ䜃
つไయไ䛻ኚ䛿䛺䛔䚹

䛆ຓゝ䛇ಖᏳ㝔䛸ᴗ⪅䛸䛾㛫䛾Ⰻዲ䛺
┦⌮ゎ䛸ಙ㢗ᵓ⠏䜢ಁ㐍䛩䜉䛝䛷䛒
䜛䚹

䞉ᐇែ䛿䛂䛃䛾㛵ಀ䛷䛒䛳䛯䚹᪤タ⅔䜢
Ṇ䜑䛺䛔䚸ッゴ䝸䝇䜽䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑䛻
㐺ษ䛺つไ䛾᳨ウ䜢⾜䛳䛶䛔䛯䚹

ᑓ㛛ᛶ

䛆່࿌䛇᳨ᰝせ௳䛾䛶䛜ྵ䜎䜜䜛䜘䛖
カ⦎䜢ᙉ䛩䜉䛝䚹
䛆່࿌䛇ຠᯝⓗ䛺ཎᏊຊᏳつไ䜢☜ಖ
䛩䜛䛯䜑䛻᭱ᑠ㝈䛾ᚲせᩘ䜢᫂☜䛻≉
ᐃ䛩䜛ேဨィ⏬䜢సᡂ䛩䜉䛝䚹

䞉⫋ဨ䛜ᴗ⪅䛛䜙ᩍ䛘䜙䜜䜛ᙧ䛷ᑓ㛛
▱㆑䜢⋓ᚓ䛧䛶䛝䛯䛯䜑䚸ᴗ⪅䜢㉸䛘
䜛ᑓ㛛ᛶ䜢ᣢ䛱䛘䛺䛛䛳䛯䚹
䞉⤒⏘┬䛾䛂ㄢ㢟䛾ᩚ⌮䛃䛻䛚䛔䛶ேᮦ
⫱ᡂ䛾᪉㔪䛜♧䛥䜜䛯䚹

㏱᫂ᛶ

䛆Ⰻዲ䛇ಖᏳ㝔䚸බ⾗ཬ䜃㐠㌿ᶵ㛵
䛾㛫䛾ᐃᮇⓗ䛛䛴✚ᴟⓗ䛺ពᛮ㏻䛾
ሙ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛䚹
䛆Ⰻዲ䛇බ⾗䛿ಖᏳ㝔䛾ㅎၥጤဨ
䛻ཧຍ䛧䛶䛔䜛䚹

䞉ཎⓎ䛾䝸䝇䜽䛻㛵䛩䜛㔜せ䛺ሗ䜢㛤
♧䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䚹
䞉ㅎၥጤဨ䛻䛿୍㒊䛾ᑓ㛛ᐙ䛜ཧຍ
䛧䛶䛔䜛䛾䜏䛷䚸බ⾗䛻ᑐ䛧䛶බ㛤䛥䜜
䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹

ᨻ
䛛䜙

⊂
❧
ᛶ

ᴗ⪅
䛛䜙



ᅗ㸳㸲㸵㸯 ᪥ᮏᨻᗓᑐࡍࡿࣆ࣭ࣞࣅ࣮ࣗ


ᮏ᮶ࡣࠊ,556ࡢᐇࡽᖺ௨ෆࠕࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࣭࣑ࢵࢩࣙࣥࠖࢆཷࡅࠊᣦ㡯ࡀ
ᨵၿࡉࢀࠊୡ⏺ᶆ‽ࡀ㑂Ᏺࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆࢳ࢙ࢵࢡࡉࢀࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏ
ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ᭶ཷࡅࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࣭࣑ࢵࢩࣙࣥࢆ⤒⏘┬ࡢᑐᛂ
ࡢ㐜ࢀࡼࡾ࠸ࡲࡔཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᑐࠊ㐣ཤࡢ,$($ࡢཎᏊຊᏳ᮲⣙᳨ウ㆟࠾࠸࡚ྛᅜࡽᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓಖᏳ㝔
ࡢ⊂❧ᛶࡢḞዴ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣ,556ࡼࡗ࡚⊂❧ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇࢆ✚ᴟⓗ
ࣆ࣮ࣝࡋ࡚࠸ࡿࠋ,556ࢆཷࡅ࡚ࢃࡎ࢝᭶ᚋࠊ➨ᅇཎᏊຊᏳ᮲⣙᳨ウྜྥࡅ࡚᪥
ᮏᨻᗓࡀ‽ഛࡋࡓᅜูሗ࿌᭩ࡣࠊ,556ࡼࡗ࡚ಖᏳ㝔ࡀ᥎㐍⾜ᨻࡽᐇຠⓗ⊂❧ࡋ࡚࠸
ࡿࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࠊಖᏳ㝔ࡢ⊂❧ᛶࢆၥどࡍ




⤒⏘┬ࡼࢀࡤࠕᇶᮏᨻ⟇ᑠጤဨࡽࡢᥦゝࢆᐇࡋࡓ࠺࠼࡛ࣞࣅ࣮ࣗࢆཷࡅࡓ࠺ࡀࡼࡾᐇຠⓗ࡛࠶ࡿࠖ
࠸࠺ࡇࢆ᰿ᣐࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉ࣭࣑ࢵࢩࣙࣥࡣᘏᮇࡉࢀࡓࠋ⤒⏘┬ࠕ⾜ᨻࣞࣅ࣮ࣗࢩ࣮ࢺཎᏊຊᏳつไᶵ㛵
ホ౯ᴗᣐฟ㔠ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧
KWWSZZZPHWLJRMSLQIRUPDWLRQBGRZQORDGILOHVUHYLHZBVKHHWSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀
ぴ㸧



ཎᏊຊᏳ᮲⣙➨ᅇ᳨ウྜ࠾ࡅࡿࠕ᪥ᮏᅜูሗ࿌᭩ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㉁ၥࡢᅇ⟅ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ 
㹼࣮࣌ࢪ&RQYHQWLRQRQ1XFOHDU6DIHW\͆4XHVWLRQV3RVWHGWR-DSDQLQ͇  SS



*RYHUQPHQWRI-DSDQ͆&RQYHQWLRQRQ1XFOHDU6DIHW\1DWLRQDO5HSRUWRI-DSDQIRUWKH)RXUWKUHYLHZ0HHWLQJ͇
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➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ࡿᅜࡣ」ᩘ࠶ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣࠊྛᅜࡢᅇ⟅ࡋ࡚ࡶ,556ࡢሗ࿌᭩ࢆᘬ⏝ࡋ࡚⊂❧ᛶࢆ
ᙇࡋ⥆ࡅࡿ࠸࠺ጼໃࢆᔂࡉ࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡣ,$($ࡼࡿࣆ࣭ࣞࣅ࣮ࣗࢆࠊ⮬ࡽࡢつไ࣭ἲⓗᯟ⤌ࡳࡢᨵၿ
⏝࠸ࡿ࠸࠺ࡼࡾࡣࠊಖᏳ㝔ࡢ⊂❧ᛶࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢࣆ࣮ࣝ⏝ࡋࡓゝ࠼ࡿࠋ



ᅗ㸳㸲㸵㸰 ᪥ᮏᨻᗓࡢ,556㛵ࡍࡿ࡞ฟ᮶

ࡉࡽࠊྛᅜࡢつไᶵ㛵࠶ࡿ࠸ࡣᴗ⪅ࡢ┬Ⅼ࡞ࡣᚋࡢ࠶ࡽࡺࡿ㇟ࡢᑐᛂ㝿ࡋ
࡚᭷┈㈨ࡍࡿሗ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏ࡛ࡣᨵၿ࠾࠸࡚ᣦ㡯ࡣࡃ⏕ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋࡓ࠼ࡤࠊᅜࡢつไᶵ㛵,556ࡸ26$57࡞ࡢࣆ࣭ࣞࣅ࣮ࣗ㉱࠸ࡓ᪥ᮏࡢᑓ
㛛ᐙࡣࡑࡢ▱㆑ࢆᅜෆ࡛ඹ᭷ࡍࡁ࡛࠶ࡿࡋࠊᴗ⪅ࡢࣆ࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡢሗ࿌᭩ࡶᴗ⪅㛫


 S KWWSZZZQLVDPHWLJRMSHQJOLVKLQWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQFRQYHQWLRQVFQV
SGIWKB1DWLRQDO5HSRUWSGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ 


ࠕࡢ⥾⣙ᅜࡽᡃࡀᅜᐤࡏࡽࢀࡓ๓㉁ၥ୍ぴࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧㹼࣮࣌ࢪ
ࠕࡢ⥾⣙ᅜࡽᡃࡀᅜᐤࡏࡽࢀࡓ๓㉁ၥ୍ぴࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧㹼࣮࣌ࢪ



ᙜጤဨసᡂ



,$($ࡣ,556ࡢᴗ⪅ᑐࡍࡿᏳ㐠㌿ㄪᰝᅋ㸦26$57㸧ࡢࣆ࣭ࣞࣅ࣮ࣗࢧ࣮ࣅࢫࡶᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࡛ඹ᭷ࡋ࠶࠸ࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊᏳࢆయⓗྥୖࡋᗏୖࡆࢆᅗࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ
ࣆ࣭ࣞࣅ࣮࡛ࣗཷࡅࡓᣦࢆಖᏳ㝔ࡀ◊✲ࡍࡿ࡞ࠊ⾜ᨻࡋ࡚ᨵၿࡍࡁⅬࢆ◊✲ࡍࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ



㸳㸲㸶 ᪂ࡋ࠸つไ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉
ᅇᨾࡢ┬ᇶ࡙ࡁࠊ᪂ࡋ࠸ཎᏊຊつไ⤌⧊ࡢタ⨨ࡀ᳨ウࡢಋୖ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ⌧⾜ไᗘࡀᢪ࠼ࡿ✀ࠎࡢၥ㢟Ⅼ㸦⊂❧ᛶࠊ㏱᫂ᛶࠊᑓ㛛ᛶࠊ┘
どᶵ⬟࡞ࡢḞዴ㸧ࢆඞ᭹ࡍࡿᙧ࡛ࡢ᪂つไᶵ㛵ࡢタ⨨ࡑࡢ㐠⏝యไࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡍࡁࡇ
ࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ」㞧ࡋ㈐௵ࡢᡤᅾࡀ᭕࡞ࡾࡀࡕ࡞⌧⾜ࡢつไ⤌⧊ࢆ࡛ࡁࡿ㝈
ࡾ୍యࡍࡿయไࡢ㌿ࡀᛴົ࡛࠶ࡾࠊ≉⥭ᛴ㎿㏿ࡘຠ⋡ⓗࠊຠᯝⓗᑐᛂࡋᚓࡿ
ࡓࡵࡶࠊᚑ᮶ࡢ⦪ࡾ⾜ᨻࡢࡋࡀࡽࡳࡽࢃࢀ࡞࠸ไᗘࡢ❧࡚┤ࡋࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ
ᨾࡢᩍカࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚋࡢㅖㄢ㢟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬࢆྲྀࡾᡠࡋࠊㅖ
እᅜࡢᐇࡶཧ⪃ࠊෆྥࡁࢆ⬺⓶ࡋ⥅⥆ⓗ⮬ᕫᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞యไࡢๅ᪂ࢆ┠
ᣦࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ཎᏊຊᏳࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࢆᅗࡿほⅬࡽࠊḟࡢⅬࡀᙉㄪࡉࢀ࡚ࡼ࠸ࠋ
➨୍ࡣࠊᅜ⟇ࡋ࡚ཎᏊຊ᥎㐍ࡀඛ࠶ࡾࠊᏳࡢྲྀࡾ⤌ࡳᚋࢀࢆྲྀࡾࠊ࡞Ᏻᩥ
ࡢ⫱ᡂࡀ㜼ࡲࢀࡓࡇࡢ┬ࡽࠊᅜẸࡢᗣᏳࠊ⎔ቃࢆᏲࡿ࠸࠺ᇶᮏ┠ⓗࢆἲไୖ
ࡢᑐ⟇ࢆྵࡵࠊᚭᗏࡉࡏࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
➨ࠊ᪂ࡋ࠸つไ⤌⧊ࡢ❧ࡕୖࡆᙜࡓࡗ࡚ࡣ㧗࠸⊂❧ᛶࠊ㏱᫂ࢆ㐍ࡵࡿࡇࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ᑓ㛛ⓗ⬟ຊࢆ᭷ࡋࡓேᮦࢆ᥇⏝࣭⫱ᡂࡋࠊᴗ⪅ᑐࡍࡿ┘どᶵ⬟ࢆᙉࡍࡿࡇࠋ
➨୕ࠊᴗ⪅つไᙜᒁࡢ࡞ࢀྜ࠸య㉁ࢆኚ࠼ࠊෆྥࡁᚿྥࢆ⬺༷ࡋࠊᅜ㝿Ᏻᇶ‽ἢ
࠸ᡃࡀᅜࡢᏳつไయไࢆ⥅⥆ⓗྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠸࠺ࠕ㛤ࢀࡓయไࠖྥࡅࡓᛮ࠸ษࡗ
ࡓ⯦ࡢษࡾ᭰࠼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊᚋࡣࠕཎᏊຊᏳࠖຍ࠼࡚ࠊࠕ᰾ࢭ࢟ࣗࣜࢸࠖࠊࠕ᰾ᣑᩓ࣭ಖ㞀ᥐ⨨ࠖ
ࡘ࠸࡚ࡶయไࡢᙉࢆᅗࡿࡇࡶᚲせ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋཎᏊຊタࡢᏳᛶࢆ☜ಖࡍࡿၥ
㢟㸦ཎᏊຊᏳ㸧ࡣࠊタࡸᨺᑕᛶ≀㉁ࢆࢸࣟ⾜Ⅽ࡞ࡽ≀⌮ⓗ㜵ㆤࡍࡿࡇ㸦᰾ࢭ࢟ࣗ
ࣜࢸ㸧ࠊ᰾≀㉁ࡢ㌷㌿⏝ࡢ㜼Ṇࢆࡣࡿᣑᩓ࣭ಖ㞀ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇ㸦᰾ࢭ࣮ࣇ࢞
࣮ࢻ㸧ࡶ┦ᐦ᥋㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉᰾ࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢᙉࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜྠከⓎ




 ಖᏳ㝔㐣ཤ᪥ᮏࡢᴗ⪅ࡍ࡚⾜ࢃࢀࡓ26$57㛵ࡋ࡚ࠊᙜጤဨࡀ㈨ᩱ㛤♧ࢆㄳồࡋࡓࡇࢁࠊࠕ26$57ࡢ
ሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ᪉࡛ࡣ⾜ᨻᩥ᭩ಖᏑᮇ㝈㸦ᖺ㸧ࢆ㐣ࡂ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶
ࡗࡓࠋࡕ࡞ࡳࠊ㐣ཤ࠾࠸࡚ࡣࠊ㸦㸧ᖺ㛵す㟁ຊᰴᘧ♫㧗ཎᏊຊⓎ㟁ᡤཬࡧྕᶵࡀࠊᖹᡂ
㸦㸧ᖺ⚟ᓥ➨ཎⓎཬࡧྕᶵࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ୰㒊㟁ຊᰴᘧ♫ᒸཎᏊຊⓎ㟁ᡤཬࡧྕᶵࡀࠊ
ᖹᡂ㸦㸧ᖺ᯽ᓮส⩚ཎⓎཬࡧྕᶵࡀࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺ㛵す㟁ຊᰴᘧ♫⨾ཎᏊຊⓎ㟁ᡤྕᶵࡀࠊ
ࡑࢀࡒࢀ26$57ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
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ࢸࣟࡢⓎ⏕➼ࢆཷࡅ࡚ࠊᅜ㝿ⓗ࡞㔜せ㛵ᚰ㡯࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜ࡛ࡶࠊ┿࡞㆟ㄽࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ



㸳㸲㸷 せཎᏊຊᅜࡢつไᶵ㛵ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
᭱ᚋࠊᏳつไᶵ㛵ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊ⊂❧ᛶࠊ㏱᫂ᛶࠊᑓ㛛ᛶࡢぢᆅࡽࠊཎᏊ⅔ᩘୡ
⏺➨ࡢ⡿ᅜ㸦ᇶ䠅ࠊୡ⏺➨ࡢࣇࣛࣥࢫ㸦ᇶ㸧ࡢࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ㸦⡿ࠊ௨እࡢ
せᅜࡢᴫせࡣ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸳㸲㸷ࠚཧ↷ࡢࡇࠋ㸧
᪥ᮏࡢつไᶵ㛵࡛࠶ࡿಖᏳ㝔ᑐᛂࡍࡿ⤌⧊ࡣࠊ⡿ᅜࡣࠕ15&㸦ཎᏊຊつไጤဨ㸧ࠖࠊࣇ
ࣛࣥࢫࡣࠕ$61㸦ཎᏊຊᏳᗇ㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ



⊂
❧
ᛶ

᪥ᮏ

⡿ᅜ

䝣䝷䞁䝇

ಖᏳ㝔

NRC

ASN
• ⤫㡿┤㎄䞉⊂⮬ண⟬
• ㆟䛾ᤚᰝဨ䛻䜘䜛ᨻ
⟇䛛䜙䛾⊂❧ᛶ䛾┘ど

• ᴗ⪅䛻౫Ꮡ䛧䛺䛔᳨
ᰝᐁ⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮

᥎㐍
䛛䜙䛾
⊂❧

• ே䞉ண⟬䛾㠃䛷⤒῭
⏘ᴗ┬䛻ᚑᒓ

• ⤫㡿┤㎄䞉⊂⮬ண⟬
• ㆟䛾ᤚᰝဨ䛻䜘䜛ᨻ
⟇䛛䜙䛾⊂❧ᛶ䛾┘ど
• ෆ㒊ྖἲ䜢ᣢ䛱⤫
㡿䞉㆟䛾ᅽຊ䜢ไ㝈

ᴗ⪅
䛛䜙䛾
⊂❧

• つไ䛾ヲ⣽タィ䜢ᴗ
⪅䛻౫Ꮡ

• ᴗ⪅䛻౫Ꮡ䛧䛺䛔᳨
ᰝᐁ⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮
• ㏥⫋┤ᚋ䛾ᴗ⪅䜈䛾
ᑵ⫋ไ㝈

• ᳨ᰝᐁ䛾⫱ᡂ䜢ᴗ⪅
䛻౫Ꮡ䛧䚸ᴗ⪅䜢㉸䛘
䜛ᑓ㛛ᛶ⋓ᚓ䛻ኻᩋ

•
•
•
•

• ᴗ⪅䛸ඹ䛻䚸ཎᏊຊ
ᨻ⟇䛾᥎㐍䛾㞀ᐖ䛸䛺
䜚䛖䜛䝸䝇䜽䜢㞃䜊䛔

• ጤဨ䛾䝯䞊䝹䞉ጤဨ
䛾ྜ䛾බ㛤
• ㆟䛾ᤚᰝဨ䞉ィ᳨
ᰝ㝔䛻䜘䜛ṇㄪᰝ
• ఫẸ䛸䛾ពぢ䜢
㛤ദ

ᑓ㛛ᛶ

㏱᫂ᛶ

ᑓ㛛᳨ᰝᐁ䛾カ⦎ไᗘ
㧗ᚅ㐝䛻䜘䜛ேᮦ☜ಖ
㆙ᐹᶒ䞉㐊ᤕᶒ䜢ಖ᭷
ෆ㒊࿌Ⓨ⪅ไᗘ

• ᑓ㛛᳨ᰝᐁ䛾カ⦎ไᗘ
• ᢏ⾡ⓗᑓ㛛ᛶ䛻䛴䛔䛶
IRSN䠄Ᏻ◊✲ᶵ㛵䠅䛛
䜙䛾ᨭ䛻䜘䛳䛶⿵
• ⮬య䛻ᚑᒓ䛩䜛CLI
䠄ᆅᇦሗጤဨ䠅䛻䜘
䜛ASN䚸ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛
බ㛤ㄪᰝ
• CLI䛻䜘䜛ఫẸ䛛䜙ASN
䜈䛾㉁ၥ䞉ሗ㛤♧ㄳ
ồไᗘ



ᅗ㸳㸲㸷㸯 ᪥⡿ࡢつไᶵ㛵ࡢ⊂❧ᛶ࣭ᑓ㛛ᛶ࣭㏱᫂ᛶ㛵ࡍࡿไᗘ࣭ྲྀ⤌


㸯㸧70,ᨾࢆཷࡅࡓ⡿ᅜつไᶵ㛵ࡢᨵ㠉
⡿ᅜ࡛ࡣࠊつไᶵ㛵࡛࠶ࡿ15&ࡼࡿつไࠊཎᏊຊᴗ⪅ᅋయࠕཎᏊຊⓎ㟁㐠㌿༠㸦,132㸧ࠖ
ࡼࡿᴗ⪅㛫ࡢ┦┘ど⮬ⓗ࡞Ᏻᛶྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㔜ࡢᏳᛶྥୖࡢయไࡀຠ




⡿ᅜ⤫㡿ࡢࡧࡅ࡛➨ᅇ᰾ࢭ࢟ࣗࣜࢸࢧ࣑ࢵࢺ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊ࣡ࢩࣥࢺࣥ'&䠅ࠊ➨ᅇ᰾ࢭ࢟ࣗࣜ
ࢸࢧ࣑ࢵࢺ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶ࠊࢯ࢘ࣝ㸧ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᯝⓗᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢཎᏊຊ⾜ᨻࡢయ⣔ࡣࠊ70,ᨾࢆཷࡅ࡚ࠊࡑࡢ┬ࡽᨵ㠉ࡀᐇ
ࡉࢀࡓࡇຍ࠼ࠊ୍ࡢᨵ㠉␃ࡲࡽࡎࠊࡑࡢᚋ࠾࠸࡚ࡶࠊᖖᨵၿࡋ⥆ࡅࡿࡇࡼࡗ
࡚సࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⡿ᅜࡀ70,ᨾࡢཎᅉࡋ࡚┬ࡋࡓ㐣ཤࡢཎᏊຊ⾜ᨻࡢ㐣ࡕࡣࠊᮏᨾ࠾࠸࡚ᣦࡉࢀ
ࡓ᪥ᮏࡢཎᏊຊ⾜ᨻࡢၥ㢟Ⅼඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡶከࡃࠊ⡿ᅜࡢࡑࡢᚋࡢᨵ㠉ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣཧ⪃
࡞ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ⡿ᅜࡀࠊ70,ᨾࢆཷࡅ࡚ᨵၿࡋࡓ࡞Ⅼࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ձつไయไࡢᙉ
y

᥎㐍⾜ᨻࡽࡢ⊂❧ᛶࡢᙉ㸸15&ጤဨ㛗ࡢᶒ㝈ࢆᙉࡍࡿྠࠊ㆟ࡽࡢᰝ
ᐹᐁࢆὴ㐵ࡋࠊ┘どࢆᙉࡵࡓࠋ

y

ᴗ⪅ᑐࡍࡿつᚊࡢᙉ㸸ᴗ⪅ࡢഇ⏦࿌ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ15&ᴗ⪅ࡢㄪ
ᰝᶒࢆࡋࠊഇ⏦࿌ᑐࡍࡿ⨩๎ࢆタࡅࡓࠋ

y

㏱᫂ᛶࡢᙉ㸸⾜ᨻᩥ᭩ࡸጤဨࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼ࠊ࠶ࡽࡺࡿᩥ᭩ࢆ:HEୖ࡛බ㛤ࡋࠊ㧗
࠸ࣞ࣋ࣝࡢሗබ㛤ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡉࡽࠊ15&ࡢጤဨࡀே௨ୖ㞟ࡲࡿሙྜࡣࠊ๓
チྍࢆྲྀࡾࡘࠊබ㛤ࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀࡓࠋ

y

ᑓ㛛ᛶࡢᙉ㸸つไᶵ㛵⫋ဨࡢカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᙉࡍࡿྠࠊඃ⚽࡞ேᮦࢆ⋓
ᚓࡍࡿࡓࡵ㧗࠸ࣥࢭࣥࢸࣈࡢാࡁࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾດࡵࡓࠋ


ղ⥭ᛴᑐᛂయไࡢᙉ
y

ཎᏊຊ⅏ᐖࡢᑐᛂࡢ⤫ᣓࢆࠊ⮬↛⅏ᐖ࣭ࢸࣟᑐ⟇࡞ࡢ⥭ᛴᑐᛂࢆ⤫ᣓࡍࡿ㐃㑥
⥭ᛴែ⟶⌮ᗇ㸦)(0$㸧⛣⟶ࡋࡓࠋ

y

࢜ࣥࢧࢺࡣᴗ⪅ࠊ࢜ࣇࢧࢺࡣᨻᗓ࠸࠺ᙺศᢸࢆ᫂☜ࡋࡓࠋ

y

ᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ❧ᆅᆅᇦࡢ㜵⅏ィ⏬㐃ᦠࡋࡓ⥭ᛴᑐᛂィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡇࢆ⩏
ົࡅࡓࠋ


ճᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗ࡞Ᏻྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
y

ᴗ⪅㛫ࡢ┦┘ど㸸ᴗ⪅⮬ࡽࡀࠊࡢᴗ⪅ࡀつไᶵ㛵ࡢつไࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࢆ┦┘どࡍࡿ┠ⓗ࡛,132ࢆタ❧ࡋࡓࠋ

y

,132࠾࠸࡚࠸ࡢⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶࢆホ౯ࡋࠊࡑࡢホ౯ࢆᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ಖ㝤ᩱࡢ⟬ᐃ
ᫎࡉࡏࠊᏳᛶྥୖᑐࡍࡿ㔠㖹ⓗࣥࢭࣥࢸࣈࢆᙉࡋࡓࠋ

D70,ᨾ๓ࡢつไయ⣔ࡢᴫせ
⡿ᅜࡣ㸦㸧
ᖺࡽᖺᙅࠊ
ཎᏊຊࡢ᥎㐍つไ㛵ࡍࡿ⾜ᨻࢆཎᏊຊጤဨ
㸦$(&㸧
ࡀᢸࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ᥎㐍つไࡢศ㞳ᑐࡍࡿୡㄽࡢ㧗ࡲࡾࡼࡾࠊ㸦㸧ᖺᏳ




ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭$࣭࣓ࢨ࣮ࣈඖ⡿ᅜཎᏊຊつไጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨ
㯮ᕝΎጤဨ㛗ࢥ࣓ࣥࢺ➨ᅇጤဨ
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つไࢆᢸ࠺15&᥎㐍ᶵ㛵࡛࠶ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮┬㸦'2(㸧ศ㞳ࡉࢀࡓࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢᐇែࡣ᥎㐍ᶵ㛵ࡢᙳ㡪ࢆᐇ㉁ⓗᙉࡃཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓࠊᴗ⪅ᑐࡍࡿ༑ศ࡞᳨ᰝ࣭┘╩ࡶᐇࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ70,ᨾࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍཎᅉ࡞
ࡗࡓࠋ

E70,ᨾࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓ⤌⧊ⓗせᅉ
ᨾཎᅉࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ15&ࡀᐇ㉁ⓗ᥎㐍⾜ᨻࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡀᣦࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᙜ15&ࡣࠊ⤌⧊యไࡋ࡚ࡣ᥎㐍ᶵ㛵ࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᙧࡔࡅࢆᩚ࠼ࡓࡍ
ࡂࡎࠊᐇែࡣࡁࡃ࠸㞳ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠼ࡤࠊ15&ࡢேᶒࡣ⤫㡿㆟ࡀࠊண⟬ᶒࡣ㆟ࡀᤸᥱࡋ࡚࠾ࡾࠊ15&ᑐࡍࡿ㆟
ࡼࡿ୍ᐃࡢ┘どᶵ⬟ࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ⤫㡿ࡣࠊ15&ࡢேࡢጤဨࡢ࠺ࡕࠊጤဨ㛗ࢆ
ྵࡵேࡢጤဨࢆ௵ࡍࡿᶒ㝈ࢆࡉࢀࠊ㆟ࡣ15&ࡢጤဨࡢ࠺ࡕṧࡾேࡢ௵ᶒண⟬
ᶒࢆᤸᥱࡋ࡚࠾ࡾࠊ15&ࡽࡢẖᖺࡢሗ࿌ຍ࠼࡚ࠊ㆟ဨࡢせㄳࡼࡾィ᳨ᰝ㝔㸦*$2㸧ࡀ
ㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ70,ᨾࢆཷࡅ࡚సᡂࡉࢀࡓࢣ࣓ࢽ࣮ሗ࿌᭩ࡼࢀࡤࠊ15&ෆ㒊ࡢ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᐇ㉁ⓗ࡞⊂❧ᛶࡀኻࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ15&ࡣ
⤫㡿࣭㆟ࡼࡗ࡚௵ࡉࢀࡿேࡢጤဨࡼࡿጤဨຍ࠼࡚ࠊྲྀ⥾ᙺᴗᮏ㒊㛗㸦('2㸧
ࢆࢺࢵࣉࡋ࡚ᐇົࢆᢸ࠺ᐁ⤌⧊࡛࠶ࡿົᒁࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ('2ࢆࡣࡌࡵࠊ
15&ົᒁࡢᖿ㒊ࡀ᥎㐍ᶵ㛵ฟ㌟⪅࡛࠶ࡾࠊつไࢆᙉࡋࡼ࠺ࡍࡿጤဨࡢពྥἢࢃ࡞
࠸ᙧ࡛ᐇົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋᙜࡣ$(&ࡽ⊂❧ࡋ࡚㛫ࡶ࡞࠸࠸࠺ࡇࡶ࠶ࡾࠊ᥎㐍ࡢ⪃࠼
ࡀ⫋ဨෆ᰿࠸࡚࠾ࡾࠊつไࢆᙉࡍࡿࡇࡀᅔ㞴ࡔࡗࡓࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ15&ࡢᴗ⪅ᑐࡍࡿ᳨ᰝࠊᴗ⪅ࡢ⮬ⓗ࡞᳨ᰝࡀඹ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ
ࡶᨾཎᅉࡢ୍ࡘࡋ࡚ᣦࡉࢀࡓࠋᴗ⪅ᑐࡋ࡚15&ࡣࡑࡢつᐃ࠾࠸࡚ࠊ15&᳨ᰝᐁ
ࡼࡿ᳨ᰝᴗົࡢᐇࢆ⩏ົࡅ࡚࠾ࡽࡎࠊᴗ⪅ࡶ⮬ⓗ࡞᳨ᰝࢆᛰࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡼࡗ
࡚ࠊタഛࡢഛࢆぢ㏨ࡋࡓࡇࡀࠊᨾࡢ┤᥋ⓗ࡞ཎᅉ࡞ࡗࡓࠋࣉࣛࣥࢺ࠾ࡅࡿ᳨ᰝࡢ
ᡭ㡰ࡣ」㞧࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᡭᘬࡁࡶ㠀ᖖศཌ࠸ࡶࡢ᳨࡛ᰝᐁࡀ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇࡀࠊ
70,๓⾜ࢃࢀࡓ᳨ᰝᐇ≧ἣࡢㄪᰝ࠾࠸࡚ࡶᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ('2ࡣ㐠㌿チྍࢆ࠼ࡿ㝿
ࡁ࡞ᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࡶࢃࡽࡎࠊᩥ⣔ฟ㌟࡛࠶ࡿࡓࡵ⫢ᚰࡢᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑Ḟࡅ㐺ษ
࡞ุ᩿ࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓ࠸࠺⫼ᬒࡶ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࢣ࣓ࢽ࣮ሗ࿌᭩ࡼࢀࡤࠊ15&ࡣࣉࣛࣥࢺࡢᏳᛶᑐࡍࡿ୍⯡ࡢὀ┠ᗘࡀୖࡀࡿ
ࡇࢆ㑊ࡅࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓഴྥࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜࡢ15&ࡢሗ㛤♧ࡣࠊᅜẸࡀཎᏊ
ຊⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ




ᵽ୕ᯞᏊࠕ࣓ࣜ࢝ࡢཎᏊຊἲไᨻ⟇ࠖࠗእᅜࡢ❧ἲ࠘ᕳ ᖹᡂࠑࠒᖺ ࣮࣌ࢪ



-RKQ*.HPHQ\͆3UHVLGHQW䇻V&RPPLVVLRQRQWKH$FFLGHQWDW7KUHH0LOH,VODQG͇  S



-RKQ*.HPHQ\͆3UHVLGHQW䇻V&RPPLVVLRQRQWKH$FFLGHQWDW7KUHH0LOH,VODQG͇  S

- 567 -

ຍ࠼࡚70,ᨾ௨๓ࠊ⡿ᅜࡣཎᏊຊ⅏ᐖഛ࠼࡚ᨻᗓࠊ⮬యࠊᴗ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ⥭ᛴ
ィ⏬ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ70,ᨾࡢ㝿ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⥭ᛴィ⏬ࡀ㐃ᦠࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓࡇ
ࡀࠊሗఏ㐩ࡢΰࡸ㑊㞴ᣦ♧ࡢ㘒⥈࡞ࠊᑐᛂࡢኻᩋࢆᣍ࠸ࡓࠋࡇࡢཎᅉࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ
15&࠾࠸࡚タ㠃ࡢ㐣ಙࡽ⥭ᛴィ⏬ࡢព㆑ࡀపࡃࠊᴗ⪅ࡢసᡂࡍࡿ⥭ᛴィ⏬
ࡢつᚊࡀஈࡋࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࡣࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࡶࠊᨺᑕ⬟₃ࢀࡢ
ᑐᛂࡢ⟶㎄ᶒࡀศᩓࡋࠊ」㞧࡞యไ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ㐃㑥ᨻᗓෆࡢ┬ᗇ㛫ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᕞ࣭
ᕷ⏫ᮧࡢ㐃ᦠࡶᨭ㞀ࢆ᮶ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣓ࢹࡀཎⓎᨾ㛵ࡍࡿ༑ศ࡞▱㆑ࢆᣢࡗ࡚
࠸࡞ࡗࡓࡓࡵࠊㄗࡗࡓሗ㐨ࡼࡗ࡚ᅜẸࡢᏳࢆቑᖜࡉࡏࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ

F70,ᨾࢆཷࡅࡓつไయไࡢᨵ㠉
70,ᨾࡢཎᅉ✲᫂ࡢ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊከࡃࡢㄪᰝᅋࡢሗ࿌᭩ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࡞ࡗࡓつไ
యไࡢၥ㢟Ⅼᑐࡋࠊ⡿ᅜᨻᗓࡣཎᏊຊ⾜ᨻࡢಙ㢗ࢆᅇࡍࡿࡓࡵࠊᨾㄪᰝᅋࡢሗ࿌
᭩ࢆࡶࡲࡵࡓࠕ70,⾜ືィ⏬ࠖࢆ㸦㸧ᖺ᭶సᡂࡋࠊつไᶵ㛵ࡢ⊂❧ᛶࠊ
㏱᫂ᛶࠊᑓ㛛ᛶࡢ☜ಖࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᖺ௨ୖࢃࡓࡿつᶍ࡞⤌⧊ᨵ㠉ࡾฟࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊཎᏊຊᴗ⪅⮬㌟ࡶࠊ,132ࢆタ❧ࡋࠊᏳ㛵ࡍࡿሗඹ᭷ࠊつไ㑂Ᏺᑐࡍࡿ
ᴗ⪅㛫ࡢ┦┘どࡼࡗ࡚ࠊᨾࡢⓎ㜵ṆཎᏊຊࡢಙ㢗ᅇྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ࡇࢀࡽࡢᨵ㠉ࡣᨾ┤ᚋᐇࡉࢀࡿࡔࡅࡢ୍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣ⤊ࢃࡽࡎࠊ⌧ᅾ࠾࠸
࡚ࡶᖖᨵၿࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

ձつไయไࡢᙉ
y ᥎㐍⾜ᨻࡽࡢ⊂❧ᛶࡢᙉ
70,⾜ືィ⏬ࡼࡾࠊ15&ጤဨ㛗ࡢᶒ㝈ࡀᙉࡉࢀࡿࡶࠊ15&ෆ㆟ࡽὴ㐵ࡉࢀ
ࡓ┘ᰝᒁ㸦2,*㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ㆟ࡼࡿ┘どᶵ⬟ࡀᙉࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊጤဨࡼࡿ15&ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊጤဨ㛗ࠊጤဨࠊ('2ࡑࢀࡒࢀࡢ
ᶒ㝈ࢆ᫂☜ࡋࠊጤဨࡼࡿ⤫ไࡢᙉࡀᅗࡽࢀࡓࠋලయⓗࡣࠊձ15&ࡢ᭱㧗ពᛮỴ
ᐃ⪅ࡣጤဨ㛗࡛࠶ࡾࠊ('2ࡣጤဨ㛗ࡽጤ௵ࡉࢀࡓᶒ㝈ᇶ࡙ࡁࠊࡑࡢᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋࡉ
ࡽࠊጤဨ㛗ࡣࠊබ⾗ᑐᛂཬࡧ㆟ᑐᛂࡢࡘࡢ㒊㛵ࡋ࡚ࡣ('2ࢆ㏻ࡉࡎࠊ┤᥋ሗ࿌ࢆཷࡅ
ࡿࠋղጤဨࡣᨻ⟇ࡢ⟇ᐃࠊつ๎సࡾࠊ௧ཬࡧᐃ㛵ࡋ࡚ᶒ㝈㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿࠋճ('2
ࡢ15&ࢫࢱࢵࣇᑐࡍࡿሗ࿌ࢆཷࡅࠊࡑࡢෆᐜࢆጤဨ㛗ࢆ㏻ࡋ࡚ጤဨ㐺ࠊ༑ศ⾜࠺
ࡇࡀつᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇࡼࡾࠊጤဨ㛗15&ࡢࢫࢱࢵࣇࢆ㐃⤖ࡍࡿ('2ࡢᶒ㝈ࡀᩚ⌮ࡉ




-DPHV57HPSOHV͆7KH1XFOHDU5HJXODWRU\&RPPLVVLRQDQGWKH3ROLWLFVRI5HJXODWRU\5HIRUP6LQFH7KUHH
PLOH,VODQG䇿3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQ5HYLHZ9RO1R  SS



15&͆5HVROXWLRQRI*HQHULFVDIHW\,VVXHV7DVN9)2UJDQL]DWLRQDQG0DQDJHPHQW 185(*0DLQ5HSRUW
ZLWK6XSSOHPHQWV ͇
KWWSZZZQUFJRYUHDGLQJUPGRFFROOHFWLRQVQXUHJVVWDIIVUVHFIKWPO
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
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➨㸳㒊 ᨾᙜ⪅ࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟

ࢀࠊጤဨࡢពྥࡼࡾ㐺ษ࡞つไࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊᖹᡂඖ㸦㸧ᖺ
ࡣ15&ෆ2,*ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ㆟ࡀ15&ෆࡢṇ➼ࡢㄪᰝࢆ⊂⮬⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ


y ᴗ⪅ᑐࡍࡿつᚊࡢᙉ
༑ศ࡞᳨ᰝࡀ70,ᨾࢆᣍ࠸ࡓࡇࡽࠊ15&᳨ᰝᐁࡼࡿ᳨ᰝᴗົࢆ⩏ົࡍࡿࡶ
ࠊᴗ⪅ࡢ㐪ᑐࡋ࡚ฮ⨩ࢆ⛉ࡍࡇࡋࡓࠋࡑࢀక࠸ࠊᴗ⪅ᑐࡍࡿㄪᰝ⬟ຊ
ࡢᙉࡢࡓࡵࠊ㐊ᤕᶒࢆᣢࡘᤚᰝᒁ㸦2,㸧ࡀ15&タ⨨ࡉࢀࡓࠋࡉࡽࠊ15&ᴗ⪅
ࡢ⒵╔ࢆᮍ↛㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ15&ࡽ⿕つไᴗ⪅ࡢ㌿⫋ࢆ୍ᐃᮇ㛫ไ⣙ࡍࡿࡶ
ࠊ୍ᐃࡢᙺ⫋ࡘ࠸࡚࠸ࡓ15&ࡢඖ⫋ဨࡀ୍ᐃᮇ㛫15&㐃⤡ࢆྲྀࡿࡇࡶ⚗Ṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
15&⊂⮬ࡢカ⦎ࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊᴗ⪅ࡢࣉࣛࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓカ⦎ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡛ࠊ⫋ဨ
ᴗ⪅ࡢᚲせ௨ୖࡢ᥋ゐࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㸦㸧ᖺ࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ᶵᵓ⤌⧊ἲෆ㒊࿌Ⓨ⪅ไᗘࡀタࡅࡽࢀࠊἲⓗෆ㒊࿌Ⓨ⪅ࢆಖㆤࡍࡿྠࠊ
ᴗ⪅ࡢㄪᰝࢆᐇࡍࡿࡇࡀつᐃࡉࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ15&ࡣᴗ⪅ࡢ㐠㌿ဨᑐࡋ࡚カ⦎ࡢ᭱
పᇶ‽ࢆࡶ࠺ࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢỈ‽ࡣపࡗࡓࡢ࡛ࠊᐃᮇⓗ࡞カ⦎ෆᐜࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡼ࠺
࡞ࡗࡓࠋ

y ㏱᫂ᛶࡢᙉ
70,ᨾᚋࠊ15&ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢཝࡋ࠸つ๎ࡀ㐺⏝ࡉࢀ
ࡓࠋ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ15&ࡣ࠶ࡽࡺࡿᩥ᭩ࢆ:HEୖ࡛බ㛤ࡍࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣጤ
ဨࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡲ࡛⮳ࡿࠋࡉࡽࡣࠊㄯྜ࡞ࡢࣜࢫࢡࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ15&࡛ࡣጤဨࡀ
ே௨ୖ㞟ࡲࡿሙྜࡣࠊ๓チྍࢆྲྀࡾࡘබ㛤ࡍࡿࡇࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

y ᑓ㛛ᛶࡢᙉ
70,ᨾࡢ┬ࡽࠊ15&ࡣᑓ㛛ᐁ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋࠊࡉࡽࠊ⫋ဨࡢࣥࢭࣥࢸ
ࣈࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ⟇ࢆᐇࡋࡓࠋ
ᢏ⾡⫋ဨ㥔ᅾ᳨ᰝᐁࡢᑓ㛛ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ15&⫋ဨࢆカ⦎ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂ
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᨾᚋⓎ⏕ࡋࡓཎᏊຊᑓ㛛ேᮦࡢ㟂⤥ࢠࣕࢵࣉ㸦ᚿᮃࡍࡿᏛ⏕ࡢῶᑡேᮦ
㟂せࡢቑຍ㸧ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࠊධ㛛ࣞ࣋ࣝࡢᑓ㛛ᐙࢆ㣴ᡂࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶసᡂࡋࡓࠋ≉
ࠊᚋ⪅㛵ࡋ࡚ࡣ͆*URZ2XU2ZQ͇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡤࢀࠊẖᖺேࡢ༞⪅ࢆカ⦎ࡍࡿ




15&͆5HVROXWLRQRI*HQHULFVDIHW\,VVXHV7DVN,9$6WUHQJWKHQ(QIRUFHPHQW3URFHVV 185(*0DLQ
5HSRUWZLWK6XSSOHPHQWV ͇
KWWSZZZQUFJRYUHDGLQJUPGRFFROOHFWLRQVQXUHJVVWDIIVUVHFDKWPO
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭$࣭࣓ࢨ࣮ࣈඖ⡿ᅜཎᏊຊつไጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨ



⡿ᅜ15&ᢸᙜ⪅ࣄࣜࣥࢢ
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ࡢࢻࣝࡢண⟬ࢆ࠸ࡓࠋ15&࡛ࡣ᳨ᰝᐁࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ◊ಟᡤࢆᅜෆ࡛࢝ᡤタࡅ
࡚࠾ࡾࠊᑓ㛛ⓗ࡞᳨ᰝᐁ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢカ⦎ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⣙ே࠸ࡿ⫋ဨࡣ15&ᑵ⫋ᚋ
㌿⫋ࡍࡿࡇࡣࡲࢀ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ඃ⚽࡞ேᮦࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ15&ࡣࡢෆᐜࠊ⤥ᩱཬ
ࡧಶࠎேࡢ㟂せࡀ‶ࡓࡉࢀࡿࡼ࠺ດຊࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ≉ᑓ㛛ⓗᢏ⾡ࢆᣢࡘ⫋ဨࠊ࠼ࡤ
᳨ᰝᐁࡸཎᏊ⅔つไᒁࡢ⪅ࡣࢻࣝࡢ⤥ᩱࡢ⪅ࡶ࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊேᒁࡀ㐃㑥⫋ဨࡢ
⫋ሙࡢ‶㊊ᗘࢆẖᖺㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ15&ࡣᖺ௨ୖ‶㊊ᗘ➨ࡋ࡚ࣛࣥ࢟ࣥࢢࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ


ղ⥭ᛴᑐᛂయไࡢᙉ
⡿ᅜࡣྎ㢼ࠊ❳ᕳ➼ࡢ⮬↛⅏ᐖࡸཎⓎᨾࠊࢸࣟ࡞ࡢேⅭⓗ⅏ᐖᑐࡋ࡚ຠᯝⓗᑐᛂ
ࡍࡿࡓࡵࠊ⅏ᐖࡢ✀㢮ࡼࡽࡎࠊ㐃㑥⥭ᛴែ⟶⌮ᗇ㸦)(0$㸧ࡀ୰ᚰ࡞ࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿయ
ไࢆᩜ࠸࡚࠸ࡿࠋ༴ᶵ⟶⌮ࡢ㇏ᐩ࡞⤒㦂ࢆᣢࡘ)(0$ࡢ㛗ᐁࡀ᭱㧗㈐௵⪅࡞ࡾࠊ࡚ࡢ┬
ᗇࠊᆅ᪉ᨻᗓࡸ㛵㐃ᶵ㛵ࢆ㐃ᦠࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ༴ᶵ⟶⌮ࡢᇶᮏ㸦ᨻᗓࡢᙺ࣭ඃඛ㡰ࡢ⪃
࠼᪉ࠊᅜẸࡢࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞㸧ࢆ㋃くࡋࡓୖ࡛ࠊ⅏ᐖᑐࡋ࡚ᰂ㌾ᑐᛂ
ࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ)(0$ࡣඖ᮶⮬↛⅏ᐖࢆᐃࡋ࡚సࡽࢀࡓᶵ㛵࡛࠶ࡿࡀࠊ70,
ᨾࢆཷࡅ࡚ཎᏊຊ⅏ᐖࡶ⤫ᣓࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋ
)(0$ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖⓎ⏕ࡢ࢜ࣇࢧࢺᑐᛂࢆᢸ࠺ࡇຍ࠼࡚ࠊᖹ࠾࠸࡚ࡶࠊཎᏊ
ຊ⅏ᐖഛ࠼࡚ࠊྛࣉࣛࣥࢺࡘࡁᖺᗘࠊ㛵㐃┬ᗇࠊ❧ᆅ⮬య㐃ᦠࡋࡓつᶍ࡞カ
⦎ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊබ⾗ࡢᗣᏳࢆ㔜どࡋࠊⓎ㟁ᡤࡢチྍ⏦ㄳᙜࡓࡾࠊᆅ
᪉㐃ᦠࡋࡓ⥭ᛴィ⏬ࢆ‽ഛࡍࡿࡇࡀㄆྍࡢせ௳ࡋ࡚タࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽࠊሗ㐨ࡀᏳࢆቑᖜࡉࡏࡓࡇࡢ┬ࡽࠊ࣓ࢹࡀཎᏊຊࡸᨺᑕ⬟ᑐࡋ࡚
ṇ☜࡞▱㆑ࢆᣢࡕࠊᅜẸⓗ☜࡞ሗࡀఏ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ15&࠾࠸࡚࣓ࢹࡢᩍ⫱




15&͆5HVROXWLRQRI*HQHULF6DIHW\,VVXHV7DVN,9'15&6WDII7UDLQLQJ 185(*0DLQ5HSRUWVZLWK
6XSSOHPHQWV ͇KWWSZZZQUFJRYUHDGLQJUPGRFFROOHFWLRQVQXUHJVVWDIIVUVHFGKWPO
ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ 



ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭$࣭࣓ࢨ࣮ࣈඖ⡿ᅜཎᏊຊつไጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨ



8QLWHG6WDWHV2IILFHRI3HUVRQQHO0DQDJHPHQW͆(PSOR\HH6XPPDU\)HHGEDFN5HSRUWRIWKH)HGHUDO(PSOR\HH
9LHZSRLQW6XUYH\͇KWWSSEDGXSZVQUFJRYGRFV0/0/SGI㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧



㛗ᐁࡢ㐺ᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࣁࣜࢣ࣮࣭ࣥ࢝ࢺ࣮ࣜࢼࡢ㝿ࡢኻᩋࡽᚓࡓᩍカࡀⰍ⃰ࡃᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ⡿ᅜࡣ*:
ࣈࢵࢩࣗᨻᶒࡢୗࠊࢸࣟᑐ⟇ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ)(0$ࡀ᪂ࡋࡃࢸࣟᑐ⟇ࡶᢸ࠺ࡇ࡞ࡾࠊ)(0$㛗ᐁࡣࢸࣟ
ᑐ⟇⤒㦂⪅ࡀ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⮬↛⅏ᐖࡢࡶࡓࡽࡍ⿕ᐖཬࡧ㢖ᗘࢆ⪃៖ࡋࠊ༴ᶵ⟶⌮ᑐ⟇ࡢ⤒㦂⪅ࡀ௵ࡉࢀࡿ
ࡇ࡞ࡗࡓࠋ



15&͆5HVROXWLRQRI*HQHULF6DIHW\,VVXHV7DVN,,,%(PHUJHQF\3UHSDUHGQHVVRI6WDWHDQG/RFDO*RYHUQPHQWV
185(*0DLQ5HSRUWVZLWK6XSSOHPHQWV ͇
KWWSZZZQUFJRYUHDGLQJUPGRFFROOHFWLRQVQXUHJVVWDIIVUVHFEKWPO
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ 



ఫẸᆅᇦࡢᏛᰯࡸᴗࡶཧຍࡋ࡚⾜࠺カ⦎ࠋᖺ㛫ணᐃࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ๓ࡢࡼ࠺࡞ࢩࢼ࡛ࣜ࢜カ
⦎ࡉࢀࡿࡣබ⾲ࡉࢀࡎࠊ⥭ᛴ࠾ࡅࡿᑐᛂࡀⓗ☜⾜࠼ࡿሗ࿌᭩ࡀࡲࡵࡽࢀࡿࠋ
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ࡀࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ15&ࡢᢏ⾡⣔⫋ဨᑐࡋ࡚ࡶࠊᑓ㛛⏝ㄒࢆࢃࡎࠊศࡾࡸ
ࡍࡃ≧ἣࢆఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺カ⦎ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ճᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗ࡞Ᏻྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
70,ᨾ௨㝆ࡢᴗ⪅ࡼࡿ⮬ⓗ࡞Ᏻಙ㢗ᅇࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡋ࡚ࠊ,132ࢆ୰
ᚰࡍࡿᴗ⪅㛫ࡢ┦┘どయไࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᴗ⪅ࡣࠊ70,ᨾࡼࡗ࡚పୗࡋࡓ⡿ᅜ
ᅜẸࡽࡢಙ㢗ࢆᅇࡉࡏࡿࡓࡵࠊᏳ㛵ࡍࡿሗඹ᭷┦┘どࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
㸦㸧ᖺ᭶,132ࢆタ❧ࡋࡓࠋ⌧ᅾཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆᡤ᭷ࡍࡿ㟁ຊ♫♫ࡸ࣓࣮࢝
࣮ࠊಖ㝤♫➼ࡀཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡶ᪥ᮏࢆྵࡵࡓᅜࡢᴗ⪅ࡶ㛵ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜ
ヱ⤌⧊ࡢ⌮ࡣ㟁ຊ♫ࡢ&(2ࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㢳ၥホ㆟ࡣࠊ㠀ཎᏊຊࡢᑓ㛛ᐙ
ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ,132ࡣᴗ⪅ࡀ⮬ⓗᏳᛶࢆྥୖࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ࢇࡢሗࡣ㠀බ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍⯡ᅜẸࡀ,132ࡢሗࢡࢭࢫࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡋࡋࠊ㠀බ㛤࡛࠶ࡿࡇࡀࠊல⣽࡞ฟ᮶ࡶሗ࿌ࡋྜ࠸ࠊ࠸ᨵၿⅬࢆᣦࡋྜ࠺ࡇ
ᐤࡋ࡚࠸ࡿㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜึ15&ࡣ,132ᑐࡋ࡚㠀ᖖៅ㔜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᑓ
㛛ᛶࢹ࣮ࢱࡢ✚ࡼࡾࠊ࡛ࡣࡁ࡞ಙ㢗ࢆࡕᚓ࡚࠸ࡿࠋ

y

,132ࡢヲ⣽
,132ࡣྛⓎ㟁ᡤࡢᏳᛶホ౯ຍ࠼ࠊᖺᅇࠊ,132ࡢ㢳ၥホ㆟ဨᴗ⪅&(2ࡢࡳࡀཧຍ

࡛ࡁࡿ&(2㆟ࢆ㛤ദࡋࠊሗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ,132ࡼࡿホ౯ࡀపࡗࡓཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ&(2ࡣᙜヱⓎ㟁ᡤࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ,132ࡼࡿᏳᛶホ౯
ࡣ࣓ࣥࣂ࣮௨እࡣ㠀බ㛤࡛࠶ࡿࡀࠊཎᏊຊಖ㝤♫㸦1(,/㸧ࡣ㏻▱ࡉࢀࠊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
ಖ㝤ᩱࡢ⟬ᐃᫎࡉࢀࡿࡓࡵࠊ⤒῭ⓗࡶᏳᛶࢆྥୖࡍࡿࣥࢭࣥࢸࣈࡀാࡃ⤌ࡳ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
,132ࡢྛⓎ㟁ᡤࡢホ౯ࡣẁ㝵ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊሗ࿌᭩ࡣ&(2ࡢࡳ㏻▱ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚
᪥ᚋࡧ,132ࡀࡑࡢホ౯ࢆᒚ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡇࡢ,132ࡼࡿホ౯ࡀ㠀බ㛤࡛࠶
ࡿࡇࡣࡓࡧࡓࡧᢈุࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊබ㛤ࡋ࡞࠸ࡇࡼࡾ୍⯡⾗ࡢᏳࢆ࠸ࡓࡎࡽ࠶
࠾ࡿࡇ࡞ࡃࠊᴗ⏺ෆ࡛ࡋධᡭࡋᚓ࡞࠸㔜せ࡞ሗࡶඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿⅬࡶㄆࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
,132ࡣᴗ⪅ࡼࡿ⊂❧ࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡾࠊࢫࢱࢵࣇࡣ⌧ᅾேࠊண⟬ࡣ⣙ࢻࣝ ᖹ
ᡂࠑࠒᖺⅬ ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ⣙㸣ࡀ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㈝ࡼࡗ࡚㈥ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣐ࢢ࢘ࢵࢻ⡿ᅜ15&ጤဨࡣᙜጤဨࣄࣜࣥࢢ࠾࠸࡚ࠊࠕ15&ࡀᩍᤵࡔࡍࢀࡤࠊⓎ㟁ᡤ




15&͆5HVROXWLRQRI*HQHULFVDIHW\,VVXHV7DVN,,,&3XEOLF,QIRUPDWLRQ 185(*0DLQ5HSRUWZLWK
6XSSOHPHQWV ͇KWWSZZZQUFJRYUHDGLQJUPGRFFROOHFWLRQVQXUHJVVWDIIVUVHFFKWPO
㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ 



ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭$࣭࣓ࢨ࣮ࣈඖ⡿ᅜཎᏊຊつไጤဨጤဨ㛗➨ᅇጤဨ



,132ࣄࣜࣥࢢ࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸳㸲㸷ࠚཧ↷ࡢࡇࠋ
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ࡣᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚,132ࡣࠊᏛ⏕ࡀᩍᤵࡽྏ㈐ࢆཷࡅ࡞࠸ࡓࡵࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿᐙᗞᩍᖌ
࡛࠶ࡿࠋᩍᤵࡣࠊᐙᗞᩍᖌࡀᏛ⏕ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ▱ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐙ
ᗞᩍᖌࡣᏛ⏕⮬㌟ࡀ⮬ศࢆྥୖࡍࡿࡓࡵ㞠࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᩍᤵࡶ⤖ᯝࡋ࡚Ꮫ⏕ࡢᡂ⦼ࡀ
ୖࡀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤᩥྃࢆゝ࠺ࡇࡶ࡞࠸ࠖ㏙࡚࠸ࡿࠋ


㸰㸧ࣇࣛࣥࢫࡢཎᏊຊつไᶵ㛵ࡢ
ࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿཎᏊຊᏳࡣࠊつไᶵ㛵࡛࠶ࡿཎᏊຊᏳᗇ㸦$61㸧ࡑࡢᢏ⾡ࢆᨭࡍ
ࡿ◊✲ᶵ㛵ࡢཎᏊຊᨺᑕ⥺㜵ㆤ࣭ཎᏊຊᏳ◊✲ᡤ㸦,561㸧ࠊࡉࡽཎᏊຊᨻ⟇ࢆྵࡴᅜᐙࡢ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇య㛵ࡋ᥎㐍ᶵ㛵࡛ࡶ࠶ࡿཎᏊຊᗇ㸦&($㸧ࡼࡾᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢ㏱᫂ᛶࡢ☜ಖࢆ┘╩ࡍࡿᶵ㛵ࡋ࡚ࠊྛⓎ㟁ᡤࡢ࿘㎶ᆅᇦ࠾࠸࡚㏱᫂ᛶࢆྥୖࡍࡿࡓ
ࡵࡢᆅᇦሗጤဨ㸦&/,㸧ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
≉ࠊࣇࣛࣥࢫࡢཎᏊຊ⾜ᨻ࠾࠸࡚ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢࠕཎᏊຊ㛵ࡍࡿ㏱᫂ᛶཬࡧᏳ
ᛶ㛵ࡍࡿἲᚊࠖ㸦761ἲ㸧ࡢ⾜ࡼࡾࠊᅜẸࡢሗᥦ౪ࢆ㔜どࡋࠊつไᶵ㛵ࡢ⤌⧊య
ไࢆᨵ⦅ࡋࡓࡇ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡢཎᏊຊタᏳᒁ㸦'6,1㸧ࡣ」ᩘࡢ┬ᗇࡢୗ⨨ࢀ
࡚࠾ࡾࠊ୍ඖྠࠊつไᶵ㛵ࡢ⊂❧ࢆᅗࡿࡓࡵ⤫㡿┤㎄ୗࡋ࡚$61ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ$61ᢏ⾡ࢆᨭࡍࡿࡢࡀ,561࡛࠶ࡾࠊ$61ࡢᶒ㝈࣭⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿᙺࢆᢸ࠺ࠋࡉࡽࠊ┘
どࡋࡓୖ࡛ᆅᇦఫẸሗࢆఏ࠼ࡿ&/,ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ࠊ&/,ࡣཎⓎ࿘㎶ఫẸࡢሗ
ࢆ㛤♧ࡋ㏱᫂ᛶࢆಁ㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦఫẸࡢ⌮ゎࢆᚓࡿᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ


D᥎㐍⾜ᨻࡽࡢ⊂❧
⤫㡿┤㎄ࡢ$61ࡀ᥎㐍⾜ᨻࡽ⊂❧ᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊ$61ࡣ⤫㡿ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㆟
ࡶᖺḟሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿࠋࡉࡽࠊ㆟ෆタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ⛉Ꮫᢏ⾡㑅ᢥホ౯㆟ᒁ
㸦23(&67㸧ࠖࡶྠᵝᖺḟሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡛ࠊᶵ㛵ࡽ┘どࢆཷࡅࡓ≧ែ࡛㐺ษ
࡞つไࢆᴗ⪅ㄢࡋ࡚࠸ࡃࠋ
$61ࡢጤဨࡣཎᏊຊࡢᏳศ㔝࠾ࡅࡿ᭷㆑⪅ࡽ㑅ฟࡉࢀࠊጤဨ㛗ࢆྵࡴேࡣ⤫㡿
ࡽࠊࡑࡋ࡚㆟ࡢඖ⪁㝔࣭ᅜẸ㆟ࡽேࡎࡘ௵ࡉࢀࡿࡇ࡛ࣂࣛࣥࢫࢆྲྀࡿไᗘ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

E㏱᫂ᛶ
ࣇࣛࣥࢫࡢཎᏊຊᏳつไ࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣࠊᖹᡂ㸦㸧ᖺࡢ761ἲ࡛&/,ࡢไᗘࡀἲᚊ
ࡉࢀࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋ&/,ࡣཎⓎ࿘㎶ఫẸࡢሗ㛤♧ࡼࡾ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋࠊពぢ࣭
༠㆟ࡢሙࢆタࡅࡿࡇ࡛ᆅᇦఫẸࡢཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⌮ゎࢆᚓࡿᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ




࣒࣭࣐࢘ࣜࢢ࢘ࢵࢻ⡿ᅜ15&ጤဨࣄࣜࣥࢢ



㕥ᮌᑛ⣫ࠕࣇࣛࣥࢫ࠾ࡅࡿཎᏊຊᏳ㏱᫂ἲ̿ཎᏊຊᏳᗇཬࡧᆅᇦሗጤဨࢆ୰ᚰ̿ࠖࠗእᅜࡢ❧ἲ࠘
ᕳ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧࣮࣌ࢪ
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ᵓᡂࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡᆅඖ㆟ဨ㸣ࠊ⎔ቃಖㆤᅋయ㸣ࠊປാ⤌ྜ㸣ࠊᑓ㛛ᐙ࣭᭷㆑⪅㸣௨
ୖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
$61ࡣࠊᴗ⪅ᑐࡍࡿ᳨ᰝ࡞ࢆࡣࡌࡵ:HEࢧࢺせ࡞ሗࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡛ᅜẸ
ሗࢆබ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ
&/,ࡣᖹᡂ㸦㸧ᖺ௨๓ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ761ἲࡢἲᩥୖᶵ⬟ࡀ᫂グࡉࢀࡿࡇ
ࡼࡾᅜ࠶ࡿࡢ&/,⤫୍ࡋࡓᶵ⬟ࡀࡉࢀࡓࠋ&/,ࡣ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ
$61ᴗ⪅࠶ࡽࡺࡿ㉁ၥࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࠊᴗ⪅ࡣ&/,ࡽ㉁ၥࢆཷࡅࡓሙྜࠊ᪥௨
ෆᅇ⟅ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ761ἲ࡛ࡣࠊཎᏊຊタ࠾ࡅࡿ❧ᆅࡢቑタ࣭ኚ᭦ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊ&/,ࢆ㏻ࡌࡿ࿘㎶
ఫẸࡢᑐヰ༠㆟࠾࠸࡚ࠊᕷẸཧຍᆺࡢබ㛤๓ㄪᰝࡸබ㛤ウㄽࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤌ࡳࡼࡾࠊ&/,ࢆ㏻ࡌࠊබⓗᆅඖఫẸࡢពぢࢆ$61ఏ࠼ࡿࡇ
ࡼࡾࠊᅜẸࡢពぢࡀ$61ᒆࡃࡇࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

Fᑓ㛛ᛶ
$61ࡣ⣙ேࡢࢫࢱࢵࣇࡀ࠾ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕࡢேࡣ᳨ᰝᐁ࡛࠶ࡿࠋ᳨ᰝᐁࡣ$61ࡢカ⦎
ㄢ⛬ࢆ⤒࡚௵ࡉࢀࠊึᖺᗘࡣ࢝᭶㛫カ⦎ࢆཷࡅࡿࠋࡑࡢᚋࡣẖᖺ᪥㛫ࡢカ⦎ࢆཷࡅࡓ
ୖ࡛ࠊୖ⣭᳨ᰝᐁࡢ᪼᱁ヨ㦂ࢆཷ㦂ࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ,561ࡣ᳨ᰝࢆ⾜࠺㝿$61ࡢ
᳨ᰝᐁྠ⾜ࡋ᳨ᰝᑐ㇟ࣉࣛࣥࢺ࠶ࡿ࠸ࡣ᳨ᰝࢺࣆࢵࢡࢫ㛵ࡋ࡚ࠊᢏ⾡ⓗᨭࡍࡿࠋ
ࡉࡽࡣࠊ,561ࡣᚲせᛂࡌ࡚ࠊ$61ࡢ᳨ᰝࡽᚓࡽࢀࡓᡤぢࡢࡉࡽ࡞ࡿᢏ⾡ⓗࣞࣅ࣮ࣗࢆ
$61ࡽせㄳࡉࢀࡿሙྜࠊᨭࡍࡿࡇ࡞ࡿࠋ



㸳㸲㸯㸮 ᑠᣓ
ձࢃࡀᅜ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜ⟇ࡋ࡚ཎᏊຊ᥎㐍ࡀඛ࠶ࡾࠊᏳࡢྲྀࡾ⤌ࡳᚋࢀࢆྲྀࡗࡓࠋ
ᴗ⪅つไᙜᒁࡢ᪉࡞ࢀྜ࠸ࡀ࠶ࡾࠊෆྥࡁᚿྥࡀᙉࡃࠊ,$($ᅜ㝿ᇶ‽ࡸ㐣ཤࡢ㔜
ᨾࡢᩍカ࡞ࡽᏛࢇ࡛Ᏻᙉ⏕ࡍ࠸࠺㈐௵ឤḞࡅࠊᛰ៏ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ղ⤖ᯝࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢつไయไࡣ⡿ᅜࠊࣇࣛࣥࢫ࡞ᅜẚࡁࡃᚋࢀࢆྲྀࡿࡇ
࡞ࡗࡓࠋつไᶵ㛵ࡢ⊂❧ᛶࠊ㏱᫂ᛶࠊᑓ㛛ᛶࡢഛつไᶵ㛵ࢆ┘どࡍࡿᶵ⬟ࡢḞዴࡀࠊ
Ᏻᑐ⟇ᚭᗏࡢ㐜ࢀࢆᣍࡁࠊ㈐௵ᅇ㑊ࡢഴྥࢆ⫱ࡳࠊᮏᨾࡢⓎ⏕ᣑࢆ㜵ࡂᚓ࡞ࡗ




/RLQrGXMXLQUHODWLYH̿¢ODWUDQVSDUHQFHHW¢ODV«FXULW«HQPDWLªUHQXFO«DLUH㸦ཎ
Ꮚຊ㛵ࡍࡿ㏱᫂ᛶཬࡧᏳᛶ㛵ࡍࡿᖺ᭶᪥ࡢἲᚊ ➨ྕ㸧➨᮲ཧ↷ࡢࡇ



$61ࣄࣜࣥࢢ



$61͆7KH)UHQFK1XFOHDU/HJLVODWLRQ͇SS
KWWSZZZDQVQRUJ&RPPRQWRSLFV2SHQ7RSLFDVS[",'  ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ /RLQr
GXMXLQUHODWLYH̿¢ODWUDQVSDUHQFHHW¢ODV«FXULW«HQPDWLªUHQXFO«DLUH㸦ཎᏊຊ
㛵ࡍࡿ㏱᫂ᛶཬࡧᏳᛶ㛵ࡍࡿᖺ᭶᪥ࡢἲᚊ ➨ྕ㸧



᪥ᮏ࢚ࢾ࣭࣮࣭࢚ࣘࢫࠕḢ⡿せᅜࡢཎᏊຊἲつไࡢㄪᰝ㸦ሗ࿌᭩㸧ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧㹼࣮࣌ࢪ
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ࡓࠋᅜ㝿Ᏻᇶ‽ἢ࠺ᛮ࠸ษࡗࡓࡌࡢษࡾ᭰࠼ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճᮏᨾࡢ┬❧ࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸つไᶵ㛵ࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀ↔┱ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊἲ
ࡀᅜᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊᅜ㝿ⓗぢ࡚ࡶ㐯Ⰽࡢ࡞࠸ᙧ࡛ࠊᶒ㝈ࠊேࠊண⟬
ࡢ㠃ࢆྵࡵ᪂ᶵ㛵ࡢᐇ㉁ⓗ࡞㧗࠸⊂❧ᛶࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪂యไࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿ࠺
ࡀࡁࡃၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺࡛᭱㧗Ỉ‽ࡢᏳ☜ಖࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ」㞧ࡋࡓつไ⤌
⧊ࢆࢫ࣒ࣜࠊ୍ඖࡍࡿ᪉ྥ࡛ᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
մ࠸⤌⧊ࢆᨵ⦅ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆᢸ࠺ேᮦࡢၥ㢟ࡀ࡞࠾᭱㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏᨾࡢᙳ㡪ࡶ࠶
ࡗ࡚ࠊཎᏊຊศ㔝ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡢῶᑡഴྥࢆ៧࠼ࡿኌࡶ⪺ࢀࡿࠋࢃࡀᅜࡢཎᏊຊᨻ⟇ࡀ
ᚋࡢࡼ࠺ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ᫂ࡽ࡛࡞࠸ࡀࠊ࠸ࡎࢀࡏࡼࠊᮏᨾࡢᚋࡢᑐᛂࡸ
ࡑࡢࡢ᪤ᏑཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ㐠㌿࣭┘╩ࡢࡓࡵࠊᚋࡶඃ⚽࡞ேᮦᢞධࡢᚲせᛶࡣኚࢃࡽ
࡞࠸ࠋᑓ㛛ேᮦࡢ㔞ࢆ☜ಖࡋࠊୡ⏺㏻⏝ࡍࡿࡼ࠺࡞㧗ᗘ࡞ேᮦ⫱ᡂࢆࡍࡿࡶࠊࡑ
ࡢ㉁࣭ኈẼࢆ㧗Ỉ‽⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵࠊ⤌ࡳࡘ࠸࡚┿࡞ᑐᛂᕤኵࡀᙉࡃồࡵ
ࡽࢀࡿࠋ
յᮏᨾ࡛ࡁࡃᦆ࡞ࢃࢀࡓᅜẸࡢཎᏊຊᏳᑐࡍࡿಙ㢗ࢆᅇࡍࡿୖ࡛ࡣࠊ࡞Ᏻ
ᩥࡢ⫱ᡂࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡶࠊᅜẸᑐࡍࡿሗ㛤♧ࡢᚭᗏࡼࡿ㏱᫂ᛶࡢ
ྥୖࠊ≉❧ᆅ⮬యࡢᑐヰ༠㆟ࡢ⤌ࡳࡢᨵၿ࡞┿ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
նྠࠊࠕᅜ⟇ẸႠ࡛ࠖ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࢃࡀᅜࡢཎᏊຊ᥎㐍࠾ࡅࡿࠕᅜࡢ㈐௵ࠖࡀ᭕
ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡇࠊࡲࡓࠊᅜࡢ㛵ࡀࠊᅜࡢᐇẚ㍑ࡋ࡚ᑡ࡞࠸࠸࠺
ᐇࡶ࠶ࡿࠋᮏᨾࡢᩍカࡋ࡚ࠊཎᏊຊࡢᏳᩥࡢྥୖᅜẸࡢಙ㢗ᅇࡢࡓࡵࡶࠊ
ᅜࡢ㈐௵ࡢᅾࡾ᪉ᅜࡢ㛵ࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡇࡢ㝿┿࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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➨㸴㒊 ἲᩚഛࡢᚲせᛶ


➨㸴㒊࡛ࡣࠊᮏᨾࡢ᳨ドࢆ㋃ࡲ࠼ࠊἲᩚഛࡢᚲせᛶࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡉࡽࠊᑗ᮶
ࢃࡓࡗ࡚࠶ࡿࡁཎᏊຊἲつไࡢ⟇ᐃࠊᐇࡀᢸಖࡉࢀࡿࡓࡵᚲせ࡞యไࡢᩚഛࡘ࠸
࡚ࡶ᳨ウࡍࡿࠋ
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➨㸴㒊 ἲᩚഛࡢᚲせᛶ

㸴㸯 ཎᏊຊἲつไࡢᢤᮏⓗぢ┤ࡋࡢᚲせᛶ

ᮏᨾ࡛ࡣࠊཎᏊຊἲつไࢆᢤᮏⓗぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไࡣࠊᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤࠊ᪥ᮏࡢࡳ࡞ࡽࡎㅖእᅜࡢᨾᇶ࡙ࡃᩍカࠊୡ⏺
࠾ࡅࡿ㛵㐃ἲつ࣭Ᏻᇶ‽ࡢືྥࡸ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࡀ᳨ウࡉࢀࠊࡇࢀࡽࢆ㐺ษ
ᫎࡋࡓᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡑࡢᨵᐃ࠾࠸࡚ࡣࠊᐇ㝿Ⓨ⏕ࡋࡓᨾ
ࡢࡳࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᑐ⒪ἲⓗࠊࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡⓗᑐᛂࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊண ྍ
⬟࡞ࣜࢫࢡ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㐣ཤ㢧ᅾࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᑐ⟇ࡀㅮࡌࡽࢀࡎࠊᖖᐃእࡢࣜࢫ
ࢡࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊㅖእᅜ࠾ࡅࡿᨾࡸᏳࡢྲྀࡾ⤌ࡳ➼ࢆ┿ᦸ
ཷࡅṆࡵ࡚ἲつไࢆぢ┤ࡍጼໃࡶḞࡅ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไࡣࠊᏳࢆᚿྥࡍࡿ
ㅖእᅜࡢἲつไ㐜ࢀࡓ㝞⭉ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡎࠊつไᙜᒁᑐࡋ࡚ࠊἲᚊୖࠊෆእࡢᨾᇶ࡙ࡃᩍカ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࢆᫎ
ࡍࡿἲయ⣔ࢆ᩿ࡘ㎿㏿ᩚഛࡋࠊࡇࢀࢆ⥅⥆ⓗᐇ⾜ࡍࡿ⩏ົࢆㄢࡋࠊࡑࡢᒚ⾜ࢆ┘
どࡍࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᨵᐃࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸࣮ࣝࣝࢆࠊ᪤タࡢཎᏊ⅔
㐳ཬ㐺⏝㸦ࣂࢵࢡࣇࢵࢺ㸧ࡍࡿࡇࢆཎ๎ࡋࠊࡑࢀࡀ࣮ࣝࣝᨵᐃࡢᢚไ࠸ࡗࡓᮏᮎ
㌿ಽ࡞ែࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᗫ⅔ࡍࡁሙྜḟၿࡢ⟇ࡀチࡉࢀࡿሙྜࡢ⥺ᘬࡁ
ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊㅖእᅜ࡛ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿཎᏊຊࡢᏳ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆᫎࡍࡃࠊཎᏊຊ
ἲつไࡢయࢆ㏻ࡌ࡚ࠊཎᏊຊタࡢᏳ☜ಖᑐࡍࡿ➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࡣᴗ⪅࠶ࡿࡇ
ࡀ᫂☜ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᴗ⪅ࡀࡿ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊཎ
Ꮚຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ㸦ཎ⅏ἲ㸧ୖࠊᨾᑐᛂ࠾࠸࡚ࠊᴗ⪅ࡑࢀ௨እࡢᨾᑐᛂ
ᙜࡓࡿᙜ⪅ࡢᙺศᢸࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊཎᏊຊࡢୡ⏺࠾
࠸࡚ࠊタࡢᏳ☜ಖࡢࡓࡵ᭱ࡶ㔜せ࡞ᴫᛕࡉࢀࡿ῝ᒙ㜵ㆤ㸦'HIHQFHLQ'HSWK㸧ࡀ
ཎᏊຊἲつไୖ༑ศ☜ಖࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ୖグຍ࠼ࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไࡣࠊཎᏊຊ⏝ࡢಁ㐍ࡀ➨୍⩏ⓗ࡞┠ⓗࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ᅜẸࡢ⏕ࠊ㌟యࡢᏳࢆ➨୍ࡍࡿࠊ୍ඖⓗ࡞ἲయ⣔ᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊཎ⅏ἲࡣࠊ」ྜ⅏ᐖࢆᐃࡋࠊ⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲࡽ⊂❧ࡋࡓ୍⩌ࡢἲつไࡋ࡚
ᵓ⠏ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᵓ⠏࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࡢ㔜せᛶࡽࠊ
ࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ



㸴㸯㸯 ཎᏊຊἲつไࡢయീ
᪥ᮏࡢཎᏊຊᏳ㛵ࡍࡿἲᚊࡣࠊࡲࡎࠊཎᏊຊ⏝㛵ࡍࡿᇶᮏ⌮ᛕࢆᐃ⩏ࡍࡿཎᏊຊ
ᇶᮏἲࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢୗࠊཎᏊຊᏳつไ㛵ࡍࡿἲᚊࡋ࡚ࠊ᰾ཎᩱ≀㉁ࠊ᰾⇞ᩱ≀㉁ཬࡧ
ཎᏊ⅔ࡢつไ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗࠕཎᏊ⅔➼つไἲࠖ࠸࠺㸧ࠊ㟁Ẽᴗἲࠊᨺᑕᛶྠඖ⣲
➼ࡼࡿᨺᑕ⥺㞀ᐖࡢ㜵Ṇ㛵ࡍࡿἲᚊ㸦௨ୗࠕᨺᑕ⥺㞀ᐖ㜵Ṇἲࠖ࠸࠺㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
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ཎᏊຊ㜵⅏యไ㛵ࡍࡿἲᚊࡋ࡚ࠊ⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ㸦௨ୗࠕ⅏ᑐἲࠖ࠸࠺㸧ཬࡧཎᏊຊ⅏
ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ㸦௨ୗࠕཎ⅏ἲࠖ࠸࠺㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
ཎᏊຊᏳ㛵ࡍࡿἲᚊࡣୖグ㝈ࡽࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊᙜጤဨࡢㄪᰝ
┠ⓗᐦ᥋㛵㐃ࡍࡿࠊཎᏊຊᏳつไ㛵ࡍࡿἲᚊཎᏊຊ㜵⅏యไ㛵ࡍࡿἲᚊ╔┠ࡋ
᳨࡚ウࡍࡿࠋ

㢮㻌 ᆺ

ྡ㻌 ⛠

ෆ㻌 ᐜ

ᇶᮏἲ

ཎᏊຊᇶᮏἲ

ཎᏊຊ⏝䛾ᇶᮏ⌮ᛕ➼

ཎᏊຊᏳつไ䛻

ཎᏊ⅔➼つไἲ

ཎᏊຊタ䛻ᑐ䛩䜛つไ➼

㛵䛩䜛ἲᚊ

㟁Ẽᴗἲ

Ⓨ㟁タ䛸䛧䛶䛾ཎᏊ⅔䛾つไ➼

ᨺᑕ⥺㞀ᐖ㜵Ṇἲ

ᨺᑕᛶྠඖ⣲➼䛾⏝䛻ᑐ䛩䜛つไ➼

ཎᏊຊ㜵⅏యไ䛻

⅏ᐖᑐ⟇ᇶᮏἲ

㜵⅏䛻㛵䛩䜛ᇶᮏἲ

㛵䛩䜛ἲᚊ

ཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲ

ཎᏊຊ㜵⅏䛻㛵䛩䜛≉ูἲ


ᅗ㸴㸯㸯㸯 ཎᏊຊᏳつไ㛵ࡍࡿἲᚊཎᏊຊ㜵⅏యไ㛵ࡍࡿἲᚊ



㸴㸯㸰 ཎᏊຊἲつไࡢᅾࡾ᪉ࡢどⅬ

㸯㸧ᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࡢᫎࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡢᚲせᛶ
ཎᏊຊ⅏ᐖࡢ≉ṦᛶࡽࠊཎᏊຊἲつไࡣࠊᅜẸࡢᏳࢆᏲࡿࡓࡵࠊᖖ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱
ぢ➼ࡢᫎࡼࡿ᭦᪂ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊつไᙜᒁᑐࡋ࡚ࠊࡿ
ᫎࢆ⾜࠺ἲⓗ⩏ົࢆㄢࡍࡶࠊ᪂ࡋ࠸࣮ࣝࣝࢆ᪤タࡢཎᏊ⅔㸦௨ୗࠕ᪤タ⅔ࠖ࠸࠺㸧
ࡶ㐳ཬⓗ㐺⏝ࡍࡿࡇ㸦ࣂࢵࢡࣇࢵࢺ㸧ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


Dᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࡢᫎࡢᚲせᛶ
ཎᏊຊ⅏ᐖࡣࠊࡑࡢⓎ⏕ࡼࡾࠊ⏒ࡘ῝้࡞⿕ᐖࢆཬࡰࡍ࠸࠺≉Ṧᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡿ⅏ᐖࢆ㜵Ṇࡋࠊࡘࠊࡀ୍ࠊ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿ࡣ⿕ᐖࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ㍍ῶࡍࡿࡃࠊ
ཎᏊຊἲつไࡣࠊࡑࡢไᐃᚋ࠾࠸࡚ࡶࠊᖖࠊ᭱᪂ࡢࠊ᪥ᮏࡢࡳ࡞ࡽࡎㅖእᅜࡢᨾᇶ
࡙ࡃᩍカࠊୡ⏺࠾ࡅࡿ㛵㐃ἲつࠊᏳᇶ‽ࡢືྥࡸᢏ⾡ⓗ▱ぢ㸦௨ୗࠕ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ
➼ࠖ࠸࠺㸧ࢆ᳨ウࡋࠊࡇࢀࡽࢆ㐺ษᫎࡋࡓᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࡋࡋࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไࡣࠊᨾࡀ㉳ࡇࡗࡓሙྜ୍ᐃࡢᨵᐃ➼ࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊ
࠸ࡎࢀࡶࠊᙜヱᨾࡢࡳᑐᛂࡍࡿ࠸࠺ࠊᑐ⒪ἲⓗࠊࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡⓗᨵᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲ




࠼ࡤࠊཎᏊຊᏳ㛵ࡍࡿἲ௧ࡣࠊཎᏊຊጤဨཬࡧཎᏊຊᏳጤဨタ⨨ἲ➼ࡢ⤌⧊ἲࡸࠊཎᏊຊᦆᐖࡢ㈺
ൾ㛵ࡍࡿἲᚊ➼ࡢᩆ῭ἲࡶไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨㸴㒊ࡢ᳨ウ࡛ࡣ㝖ࡃࠋ
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ࡓࠊࡑࡶࡑࡶࠊᨵᐃࡢᩍカࡋ࡚ࡁࡓᨾࡣࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿࡶࡢࢆᇶᮏⓗ࡞ᑐ㇟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ㅖእᅜ࠾ࡅࡿᨾࢆ┿ᦸཷࡅṆࡵ࡚ཎᏊຊἲつไࢆぢ┤ࡍጼໃḞࡅ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ
ࡣࠊ-&2ᨾࡢᩍカࢆ㋃ࡲ࠼࡚タ⨨ࡉࢀࡓ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡀᅇࡢᨾᑐᛂࡢึື࡛ᶵ
⬟㝗ࡗࡓࡇࡸࠊᮏᨾࢆཷࡅࡓࠊᨻᗓࡼࡿᴗ⪅ࡢᑐ⟇ࡢ᳨ウ࣭ᣦ♧ࡀࠊࡑࡢ
ᑐ㇟ࢆࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᮏᨾྠ➼ࡢᨾࡢࡳࢆᐃࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊண ྍ⬟࡞ࣜࢫࢡ࡛ࡶ㐣ཤ㢧ᅾࡋ࡚࠸࡞࠸㝈ࡾᑐ⟇ࡀㅮࡌࡽࢀࡎࠊᖖᐃ
እࡢࣜࢫࢡࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไࡣࠊㅖእᅜ࡛ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ
Ᏻࡢ⪃࠼᪉㐜ࢀࡓ㝞⭉ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋ
ᚋࡣࠊ᪥ᮏ㝈ࡽࡎࠊୡ⏺࠾ࡅࡿཎᏊຊᨾࡸࠊ⤒㦂ᇶ࡙ࡃᩍカࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᙜヱ
ᨾࠊ⤒㦂ࡲࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࡓୖ࡛ࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࡀ㐺ࡘ㐺ษཎ
Ꮚຊἲつไᫎࡉࢀࡿᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


EつไᙜᒁᑐࡍࡿἲⓗసⅭ⩏ົࡢ᫂☜
ࠕD㸬ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊཎᏊຊἲつไࡣࠊ㐺㐺ษᨵᐃࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡲ
࡛ࡿᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࡁ࡞せᅉࡢ୍ࡘࠊつไᙜᒁࡢసⅭࡀ࠶ࡿࠋ
ཎᏊ⅔ࡢᏳᛶ᭱᪂ࡢ▱ぢࡘ࠸࡚ࡣࠊఀ᪉ཎᏊຊⓎ㟁ᡤッゴ᭱㧗ุỴ㸦ุ᭱ᖹᡂ
ࠑࠒᖺ᭶᪥Ẹ㞟ᕳྕ㡫㸧ࡀࠊཎᏊ⅔タ⨨チྍฎศࡢ㐪ἲᛶࡢุ᩿ࡣࠕ⌧ᅾ
ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡Ỉ‽↷ࡽࡋ࡚ࠖ࡞ࡉࢀࡿࡇࢆุ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊつไᙜᒁࡣࠊᙜヱุ
ᚑ࠸ࠊ᭱᪂ࡢ▱ぢᇶ࡙࠸࡚ཎᏊ⅔ࡢᏳᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢἲつไࢆ᳨ウࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ㏫ࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࡀᫎࡉࢀࡓつไࢆᐃࡵࡿࡇࡀࠊ㐣ཤ⾜ࡗࡓཎᏊ⅔タ⨨
チྍฎศࡢྲྀᾘッゴࡢᥦ㉳ࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆᜍࢀࠊつไࡢᨵᐃᾘᴟⓗ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ุࡼࡿᚋⓗ࡞≌ไ࡛ࡣࠊཎᏊ⅔タ⨨チྍฎศࡢྲྀᾘッゴࡀᥦ㉳ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ⌧ᅾࡢ
⛉Ꮫᢏ⾡Ỉ‽ࡢᫎࡢ᭷↓ࡣၥ㢟࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊつไᙜᒁࡣッゴᥦ㉳ࡢྍ⬟ᛶࡢ᭷
↓ࡼࡗ࡚ἲつไᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࢆᫎࡍࡿ࠺ࢆỴࡵࡿ࠸ࡗࡓࠊᮏᮎ㌿ಽ࡞ุ᩿ࢆ
⾜࠸ࡀࡕ࡞ࡾࠊつไᙜᒁࡢጼໃࡺࡀࡳࡀ⏕ࡌࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ែࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡣࠊἲᚊୖࠊつไᙜᒁࡀࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࢆᫎࡍ
ࡿἲయ⣔ࢆ᩿ࡘ㎿㏿ᩚഛࡋࠊࡇࢀࢆ⥅⥆ⓗᐇ⾜ࡍࡿ⩏ົࢆᐃࡵࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮࢃࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⩏ົࡣࠊཎᏊຊࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡁつไᙜᒁࡋ࡚ࡣࠊᮏ᮶ࠊᙜ↛ࡢ㈐
ົ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࢆἲᩥୖ᫂ࡽࡋࠊࡘࠊࡑࡢᐇຠᛶࢆᢸಖࡍࡿࡃࠊࡿ⩏ົ㛵
ࡍࡿ᳨ウࠊᒚ⾜ࡢ≧ἣࢆබ㛤ࡉࡏࠊࡲࡓࠊ⊂❧ࡋࡓᑓ㛛ᐙࡸఫẸ➼ࡀᐃᮇⓗࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜
࠺⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ





ᖹᡂ㸦㸧ᖺᰴᘧ♫ࢪ࢙࣮࣭ࢩ࣮࣭࣮࢜᰾⇞ᩱຍᕤタ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ⮫⏺ᨾࠋ



⤒⏘┬ࠕᮾி㟁ຊᰴᘧ♫⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥㸧
KWWSZZZPHWLJRMSSUHVVKWPO㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ᭶᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

- 579 -

Fࣂࢵࢡࣇࢵࢺไᗘࡢ᳨ウࡢᚲせᛶ
᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ᇶ࡙ࡃཎᏊຊἲつไࡀไᐃࡉࢀ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ᪤タ⅔㐺⏝ࡉࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤᅜẸࡢᏳࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊཝ᱁ࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡍࡿࡇࡀᢏ⾡ⓗྍ
⬟࡞ሙྜࡶ࠶ࡾᚓࡿࡓࡵࠊࣂࢵࢡࣇࢵࢺไᗘࡢᅾࡾ᪉ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ
ࠕ㸳㸬㸰࡛ࠖ㏙ࡓ࠾ࡾࠊᴗ⪅ཬࡧつไᙜᒁࡣ୍࡞ࡗ࡚ࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࢆ
ᫎࡋ࡞࠸ࡼ࠺ດࡵ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡁ࡞⌮⏤ࡢ୍ࡘࡣࠊᙜヱ▱ぢ➼ࡀ᪤タ⅔㐺⏝ࡉࢀࡿ
ࡇ࡞ࡗࡓሙྜࠊ᪤タ⅔ࡢ✌ാࡀṆࡉࢀࡿཪࡣࡑࡢタ⨨チྍྲྀᾘฎศࢆồࡵࡿッゴࡀᥦ
㉳ࡉࢀࡿ࠸࠺ࣜࢫࢡࢆᜍࢀࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳࡢ☜ಖࢆᚿྥࡍࡁᴗ⪅ཬࡧつไᙜᒁࡀࡿᑐᛂࢆྲྀࡿࡇࡣ
ᮏᮎ㌿ಽ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋཎᏊ⅔ࡢᏳ☜ಖࡢࡓࡵࡣࠊ᪂タࡢཎᏊ⅔᪤タ⅔
ࢆၥࢃࡎࠊ୍ᚊࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࢆᫎࡋࡓᑐ⟇ࢆᐇࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸࣮ࣝࣝࢆ᪤タ⅔ࡶࣂࢵࢡࣇࢵࢺࡍࡿࡇࢆཎ๎ࡋࠊࡑࢀࡀ࣮ࣝࣝᨵ
ᐃࡢᢚไ࠸ࡗࡓᮏᮎ㌿ಽ࡞ែࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᗫ⅔ࡍࡁሙྜḟၿࡢ⟇ࡀチࡉ
ࢀࡿሙྜࡢ⥺ᘬࡁࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸰㸧ㅖእᅜࡢཎᏊຊᏳ㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢᫎ
᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไୖࠊࡑࡢయࢆ㏻ࡌ࡚ࠊཎᏊຊタࡢᏳ☜ಖᑐࡍࡿ➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵
ࡣᴗ⪅࠶ࡿࡇࡀ᫂☜ࡉࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᴗ⪅ࡀࡿ㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡼ࠺ࠊཎ⅏ἲୖࠊᨾᑐᛂ࠾࠸࡚ࠊᴗ⪅ࡑࢀ௨እࡢᨾᑐᛂᙜࡓࡿᙜ⪅ࡢᙺ
ศᢸࢆ᫂☜ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽࠊཎᏊຊࡢୡ⏺࠾࠸࡚ࠊཎᏊຊタࡢᏳ☜
ಖࡢࡓࡵ᭱ࡶ㔜せ࡞ᴫᛕࡉࢀࡿ῝ᒙ㜵ㆤ㸦'HIHQFHLQ'HSWK㸧ࡀࠊཎᏊຊἲつไୖ༑ศ
☜ಖࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

DᏳ☜ಖࡢ➨୍⩏ⓗ㈐௵ࡀࠊཎᏊຊἲつไయࢆ㏻ࡌ࡚ᴗ⪅࠶ࡿࡇࡢ᫂☜
᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไࡢၥ㢟Ⅼࡋ࡚ࠊࡲࡎࠊཎᏊຊᇶᮏἲ➼ࡢᇶᮏἲ࠾࠸࡚ࠊཎᏊຊ
タࡢᏳ☜ಖᑐࡍࡿ➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࡀᴗ⪅࠶ࡿࡇࡀ᫂☜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺Ⅼ
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ཎᏊຊἲつไࡣࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼↷ࡽࡋ࡚㐺ᨵᐃࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡋ
ࡋࠊ୍ᐃࡢᡭ⥆ࡁࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊᐇົୖࠊࡿᨵᐃࢆ༶⾜࠺ࡇࡣ㞴ࡋࡃࠊࡲࡓࠊ
ࡿᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ⌧ᐇࡣᏑᅾࡍࡿࠋ᪉ࠊཎᏊຊἲつไࡢᐇయ࡛࠶ࡿ
ཎᏊຊᴗ⪅ࡣࠊἲつไࡢ᭷↓ࢃࡽࡎࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳࢆ☜ಖࡍࡿ⩏ົᇶ࡙ࡁࠊ
᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࡘࡁ㎿㏿ᑐᛂࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢほⅬࡽࡶࠊ᭱⤊ⓗ࡞ཎ
ᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳࡢ☜ಖࡣࠊᴗ⪅ࡀ㈇࠺ࡁ࡛࠶ࡿࠋᮏᨾ࠾࠸࡚ࡶࠊᴗ⪅ࡀࠊࡓ
࠼ἲつไࡀ࡞ࡃࡶࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ᇶ࡙ࡁཎᏊ⅔ࡢᏳ☜ಖࡢࡓࡵࡢྛᑐ⟇㸦᪂⪏
㟈ᣦ㔪ᇶ࡙ࡃࣂࢵࢡࢳ࢙ࢵࢡࡸࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇➼㸧ࢆ⮬ⓗ⾜ࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊ
ᨾࢆ㜵ࡄࡇࡀ࡛ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
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ཎᏊຊタࡢᏳ☜ಖᑐࡍࡿ➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࡀࠊᙜヱཎᏊຊᴗࡢチㄆྍྲྀᚓ⪅㸦ࡍ࡞
ࢃࡕࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ㟁ຊᴗ⪅㸧࠶ࡿࡇࡣࠊ,$($㸦ᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸧ࡢᇶᮏᏳཎ๎࡛ࡶ᫂
ᩥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡶཎ⅏ἲ࠾࠸࡚ࠕཎᏊຊᴗ⪅ࡣࠊࡇࡢἲᚊཪࡣ㛵ಀἲᚊࡢつ
ᐃᇶ࡙ࡁࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢⓎ⏕ࡢ㜵Ṇ㛵ࡋࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡢᣑ
ࡢ㜵ṆཬࡧཎᏊຊ⅏ᐖࡢᪧ㛵ࡋࠊㄔពࢆࡶࡗ࡚ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ㈐ົࢆ᭷ࡍࡿࠖ
つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ཎ⅏ἲ➨᮲㸧ࠋྠ᮲ࡣࠊࠕࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠖ࠸࠺ᩥゝࡼࡾࠕ⅏
ᐖࡢⓎ⏕ཬࡧᣑࡢ㜵Ṇࡘ࠸࡚ྍ⬟࡞୍ษࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ㈐௵ࠖࢆ㈇ࢃࡏࡿ㊃᪨࡛࠶ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࠊཎᏊຊ⅏ᐖ㛵ࡍࡿ➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࡣཎᏊຊᴗ⪅࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡋࠊཎᏊຊ㜵⅏యไࡢሙ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛࠶ࡗ࡚ࠊཎᏊຊᏳつไࢆྵࡴཎᏊຊἲつไ
య࠾࠸࡚ࠊཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᏳ☜ಖࡢࡓࡵࡢ➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࡀᴗ⪅࠶ࡿࡇࢆ᫂☜
ࡋࡓἲయ⣔ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

E➨୍⩏ⓗ㈐௵ࢆ㈇࠺ᴗ⪅ࡢᙜ⪅ࡢᙺศᢸࡢ᫂☜
ᮏᨾ࡛ࡣࠊཎ⅏ἲᇶ࡙ࡁࠊᐁ㑰ࠊᨻᗓࠊᆅ᪉⮬యࠊཎᏊຊᴗ⪅㸦ᮾ㟁㸧ࡢྛᙜ
⪅ࡀᨾᑐᛂࢆࡋࡓࡀࠊཎ⅏ἲୖࠊࡑࡢᙺศᢸࡢヲ⣽ࡀ᫂☜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ΰࡀ⏕ࡌࡓࠋ
ᮏ᮶ࠊᨾࡢ᮰➨୍⩏ⓗ࡞㈐௵ࢆ㈇࠺ࡢࡣᴗ⪅ࠊලయⓗࡣཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ⌧ሙ࡛
࠶ࡾࠊᴗ⪅௨እࡢྛᙜ⪅ࡣࠊࡿ⌧ሙࢆᨭࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᅇࡢᨾᑐᛂ
࡛⾜ࢃࢀࡓᐁ㑰ࡼࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ධࡣࠊࡇࢀࡼࡾᨾᑐᛂࡀᨵၿࡋࡓ➼ࡢࡣㄆࡵࡽ
ࢀࡎࠊ⌧ሙࡼࡿᨾᑐᛂࡢᨭ㞀௨እࡢఱࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡗࡓࠋᚋࡣࠊᨾ࠾ࡅࡿⓎ㟁
ᡤෆ㸦࢜ࣥࢧࢺ㸧࡛ࡢᑐᛂ㸦Ṇࡵࡿࠊ෭ࡸࡍࠊ㛢ࡌ㎸ࡵࡿ㸧ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨻࡼࡿሙᙜ
ࡓࡾⓗ࡞ᣦ♧࣭ධࢆ㜵ࡄ⤌ࡳࢆタࡅࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊಖᏳ㝔ࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖ
ᑐ⟇ᮏ㒊ࡢົᒁࡋ࡚ࠊᴗ⪅ࡼࡿᨾᑐᛂᑐࡍࡿ㐺ษ࡞ᨭࢆ⾜࠺ࡇࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡓࡀࠊࡑࡢᙺࢆᯝࡓࡍࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࠋ
ᮏᨾࢆ㋃ࡲ࠼ࠊཎᏊຊ⅏ᐖⓎ⏕࠾ࡅࡿྛ㛵ಀᙜ⪅ࡢᙺࢆཎ⅏ἲୖ᫂☜ࡋࠊྛ
ᙜ⪅ࡢᙺࡀ༑ศᯝࡓࡉࢀࡿࡼ࠺ᐇຠࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᴗ⪅ࡢᙺࡋ࡚ࠊ࢜ࣥࢧࢺ㸦Ⓨ㟁ᡤෆ㸧ࡢᨾ᮰ࡢ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡇࡣࡶࡕ
ࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀࠊᴗ⪅ࡣࠊⓎ㟁ᡤࡢࣉࣛࣥࢺሗ┤᥋ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊఫẸࡢ
㜵ㆤᑐ⟇ࡢ㛵ಀ࡛ࡶ㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡍࡁࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ




 ,$($6DIHW\6WDQGDUG6HULHV6))XQGDPHQWDO6DIHW\3ULQFLSOHV  



ཎᏊຊ㜵⅏ἲ௧◊✲ࠗཎᏊຊ⅏ᐖᑐ⟇≉ูᥐ⨨ἲゎㄝ࠘㸦ᡂฟ∧♫ࠊᖹᡂࠑࠒᖺ㸧࣮࣌ࢪ



࡞࠾ࠊཎ⅏ἲୖࠊཎᏊຊᴗ⪅ࡣࠊཎᏊຊᴗᡤࡈࠊཎᏊຊ㜵⅏⤌⧊ࢆ⤫ᣓ࣭⟶⌮ࡍࡿ⪅ࡋ࡚ࠊཎᏊຊ㜵⅏
⟶⌮⪅➼ࢆ㑅௵ࡍࡿࡶࡢࡋ࡚࠸ࡿ㸦ཎ⅏ἲ➨᮲㸧ࡀࠊᮏᨾࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ༑ศ࡞ᨾᑐᛂࢆ⾜࠺࠸࠺ほⅬࡽࠊ
ཎᏊຊ㜵⅏⟶⌮⪅ࡘ࠸࡚ࠊἲᚊୖࠊ୍ᐃࡢ㈨᱁せ௳ࢆồࡵࡿࡇࡶ᳨ウ್ࡍࡿࠋࡲࡓࠊཎᏊ⅔➼つไἲᐃ
ࡵࡿཎᏊ⅔௵ᢏ⾡⪅㸦ཎᏊ⅔➼つไἲ➨᮲㸧ࡘ࠸࡚ࡶࠊཎᏊ⅔ࡈே㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃව
௵ࡀチࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᮏᨾࡢࡼ࠺ྠከⓎⓗ」ᩘࡢཎᏊ⅔࡛ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡶ༑ศ࡞ᑐᛂࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊཎᏊ⅔ࡈேࡍࡿࡇࡶ᳨ウࡉࢀࡼ࠺ࠋ

- 581 -

ᨻᗓࡸᆅ᪉⮬యࡀఫẸ㑊㞴ࡢせྰࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ࠊᨾࡢ㇟㛵ࡍࡿሗࢆ㏿
ࡸᢕᥱࡋࠊ┤ࡕࡇࢀࢆᨻᗓఏ㐩ࡍࡿࡼ࠺⩏ົࡅࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ
ࡿሗࢆࡶࡗ࡚ࠊ࠶ࡽࡌࡵỴࡵࡽࢀࡓ㑊㞴ᇶ‽➼ᇶ࡙࠸࡚㎿㏿ࡘ☜ᐇ࡞࿘㎶ఫẸ
ࡢ㑊㞴ࠊ㏥㑊ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺ࠊᨻᐙࡢุ᩿ࢆᅾࡉࡏࡿࡇ࡞ࡃఫẸࡢ㜵ㆤᑐ⟇ࢆㅮࡎ
ࡿࡇࡢ࡛ࡁࡿ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

F῝ᒙ㜵ㆤࡢ☜ಖࢆ༑ศ⾜࠺ࡓࡵࡢ᳨ウ࣭ἲᩚഛࡢᚲせᛶ
ୖグຍ࠼࡚ࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไ࡛ࡣࠊ῝ᒙ㜵ㆤࡢ☜ಖࡀ༑ศ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࠸࠺
ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ῝ᒙ㜵ㆤࡣࠊࡼࡾ㧗࠸ᏳᛶࢆồࡵࡿࡓࡵࠊཎᏊ⅔タ࡛ࡣࠊ௬࠸ࡃࡘ
ࡢᏳᑐ⟇ࡀᶵ⬟ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶࠊయࡋ࡚㐺ษᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺࡞ከᒙⓗ࡞㜵ㆤ⟇ࢆᵓ
ᡂࡍࡁࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾࠊタィࠊᘓタࠊ㐠㌿⟶⌮➼ࢆྵࡵࡓ࡚ࡢᏳ☜ಖάື㐺⏝
ࡉࢀࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊㅖእᅜ࡛ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸴㸯㸰ࠚཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡎࠊ᪥ᮏ࠾ࡅࡿཎᏊຊᏳつไࡣࠊ㟁ẼᴗἲཬࡧཎᏊ⅔➼つไἲࡼࡗ࡚ᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊᇶᮏⓗࡣࠊᒙࡽ࡞ࡿ῝ᒙ㜵ㆤࡢ࠺ࡕ➨ᒙࢆ㉸࠼ࡿ㇟ࡣᐇୖ㉳ࡁᚓ࡞
࠸ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ᒙࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㸯㸱ࠖࠕ㸳㸰㸰ࠖ㏙ࡓ࠾ࡾࠊᮏ௳ࡢ
ࡼ࠺࡞ᨾࡢᑐᛂࢆྍ⬟ࡍࡿࡓࡵࡢࠊእ㒊㇟ࡶ⪃៖ࡋࡓࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺᑐ⟇ࡀ༑
ศ࡞᳨ウࢆ⤒࡞࠸ࡲࡲࠊᴗ⪅ࡢ⮬ᛶ௵ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ḟࠊཎᏊຊ㜵⅏యไ࠾࠸࡚ࡶࠊ➨ᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤࡢ☜ಖᐇຠᛶࢆᣢࡓࡏࡿ࠸࠺Ⅼ
࠾࠸࡚༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣࠊࠕ㜵⅏ᑐ⟇ࡣཎᏊ⅔タࡢᏳᛶ☜ಖࡢࡓࡵࡢᥐ⨨ࡢ
እഃ⨨ࡋࠊཎᏊ⅔➼つไἲᇶ࡙ࡃᏳつไࡣ⊂❧‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ⾜ᨻⓗᥐ⨨࡛࠶
ࡿࠖࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥ᮏࡢཎᏊຊἲつไ࠾࠸࡚ࡣࠊཎᏊ⅔ࡢᏳᛶࡢ☜ಖ
㜵⅏ᑐ⟇ࡣࠊ㛵ಀࡋ࡞࠸ࡶࡢࡽ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋࡋࠊ,$($ࡢ➨ᒙࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࢆᐇຠ




 ῝ᒙ㜵ㆤࡢྛᒙࡢᴫせࡣࠊ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸴㸯㸰ࠚཧ↷㸧ࠋ
➨ᒙ㸸㐠㌿␗ᖖࡸᨾ㞀ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࠊᏳࢆ㔜どࡋࡓవ⿱࠶ࡿタィࡸࠊᘓタ࣭㐠㌿࠾ࡅࡿ
㧗࠸ရ㉁ࢆಖࡘࠋ
➨ᒙ㸸␗ᖖ࡞㐠㌿ࢆไᚚࡋࡓࡾࠊᨾ㞀ࡢⓎ⏕ࢆ᳨▱ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵࠊ⟶⌮࣭ไᚚ࣭ಖㆤࡢࢩࢫࢸ࣒ࡸࠊࡑࡢ┘
どᶵ⬟ࢆᑟධࡍࡿࠋ
➨ᒙ㸸タィᇶ‽ᨾ㸦タィ⪃៖ࡉࢀࡓᐃᨾ㸧ࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࡲࡓタィᇶ‽ᨾࡀࢩࣅࢡࢩࢹࣥ
ࢺ㸦タィᇶ‽ᨾࢆᖜ㉸࠼ࡿᨾ㸧㐍ᒎࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊᕤᏛⓗᏳタ㸦㠀ᖖ⏝⅔ᚰ෭༷タഛࠊ
ཎᏊ⅔᱁⣡ᐜჾ➼ࡢᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟࢆ㜵Ṇ࣭ᢚไࡍࡿタഛ㸧ࢆᑟධࡍࡿࡶᨾࡢᑐᛂᡭ㡰ࢆ‽ഛࡍࡿࠋ
➨ᒙ㸸ᨾࡢ㐍ᒎ㜵Ṇࠊࢩࣅࢡࢩࢹࣥࢺࡢᙳ㡪⦆➼ࠊⓎ㟁ᡤࡢ㐣㓞࡞≧ἣࢆไᚚࡋࠊ㛢ࡌ㎸ࡵࡢᶵ⬟ࢆ
⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊ⿵ⓗ࡞ᡭẁཬࡧࢡࢩࢹࣥࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦タィᇶ‽ᨾࢆ㉸࠼ࡿែഛ࠼࡚タ⨨ࡉࢀࡓᶵ
ჾ➼ࡼࡿᥐ⨨㸧ࢆᑟධࡍࡿࠋ
➨ᒙ㸸ᨺᑕᛶ≀㉁ࡀእ㒊⎔ቃᨺฟࡉࢀࡿࡇࡼࡿᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࢆ⦆ࡍࡿࡓࡵࠊ࢜ࣇࢧࢺ㸦Ⓨ㟁ᡤእ㸧࡛
ࡢ⥭ᛴᑐᛂࢆ‽ഛࡍࡿࠋ



 ᏳጤဨཎᏊຊᏳᇶ‽ᑓ㛛㒊ࠕᏳᑂᰝᣦ㔪ࡢయ⣔ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂࠑࠒᖺ㸧࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊ
ྠ࣮࣌ࢪ࡛ࡣࠊࠕࡋࡋࠊᑗ᮶ⓗࡣࠊᏳ☜ಖಀࡿᅜ㝿ⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢືྥࢆ⪃៖ࡋࡓ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺
⪃࠼ࡿࠖゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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➨㸴㒊 ἲᩚഛࡢᚲせᛶ

࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࡣࠊ㜵⅏ᑐ⟇Ᏻつไࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ
࠼ࡤࠊཎ⅏ἲ࡛ࡣࠊᴗ⪅ࡼࡿཎᏊຊᴗ⪅㜵⅏ᴗົィ⏬ࡢసᡂ➼ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸦ཎ⅏ἲ➨᮲㸧ࠊࡑࡢసᡂࡣࠊཎᏊ⅔ࡢタ⨨ࡸ㐠㌿ࡣ㐃ືࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊཎᏊ
ຊタࡢタ⨨チྍࠊ㐜ࡃࡶ㐠㌿ㄆྍࠊࡑࡢせ௳ࡋ࡚ࠊᴗ⪅ࡣ⥭ᛴࡢ㜵⅏ᑐ⟇
ࢆㅮࡌࡿࡇࠊࡲࡓࠊつไᶵ㛵ࡣࠊᴗ⪅⥭ᛴࡢ㜵⅏ᑐ⟇ࢆ⾜࠺ࡼ࠺せồࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࠸࠺㜵⅏ᑐ⟇ࢆᫎࡋࡓᏳつไࢆᐃࡵࡿࡇࡶ᳨ウ್ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡿほⅬࡽࠊᴗ⪅ࡀỴᐃࡋࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊつไᶵ㛵ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺ἲయ⣔ࢆ
ᩚഛࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ



㸴㸯㸱 ཎᏊຊἲつไࡢㄢ㢟
ཎᏊຊἲつไ࡛ࡣࠊཎᏊຊ⏝ࡢಁ㐍ࡀ➨୍⩏ⓗ࡞┠ⓗࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᅜẸࡢ⏕ࠊ㌟యࡢ
Ᏻࢆ➨୍ࡍࡿࠊ୍ඖⓗ࡞ἲయ⣔ᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊཎ⅏ἲࡣࠊ」ྜ
⅏ᐖࢆᐃࡋࠊ⅏ᑐἲࡽ⊂❧ࡋࡓ୍⩌ࡢἲつไࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᵓ
⠏ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ᭱᪂ࡢᢏ⾡ⓗ▱ぢ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ


㸯㸧ࠕᅜẸࡢ⏕࣭㌟యࡢᏳࠖࢆ୰᰾ᤣ࠼ࡓἲయ⣔
᪥ᮏࡢཎᏊຊᏳ㛵ࡍࡿἲᚊࡣࠊᡓᚋࠊཎᏊຊ⏝ࡢಁ㐍ࢆ➨୍⩏ⓗ࡞┠ⓗࡋ࡚ࠊཎᏊ
ຊ⏝క࠺༴㝤ᛶࠊ≉ࠊ㔜࡞ཎᏊຊᨾࡼࡗ࡚ᅜෆእ῝้ࡘ㛗ᮇࢃࡓࡿ⿕ᐖࡀ
ཬࡪࣜࢫࢡࢆ᫂☜࡞ㄢ㢟ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡞ࡃไᐃࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢᚋࡢἲᨵṇࠊἲไᐃ
࠾࠸࡚ࡶࠊ⌧ᐇⓎ⏕ࡋࡓᨾࡽࡢᩍカࡀࣃࢵࢳ࣮࣡ࢡⓗᫎࡉࢀࡿࡲࡾࠊᅜ
Ẹࡢ⏕ࠊ㌟యࡢᏳࡢ☜ಖࢆ➨୍⩏ⓗ࡞┠ⓗࡋࡓᢤᮏⓗ࡞ἲᨵṇ➼ࡣ⾜ࢃࢀ࡞ࡗࡓࠋ
࠼ࡤࠊཎᏊຊᇶᮏἲࢆࡳࡿࠊཎᏊຊࡢᏳ☜ಖࡢၥ㢟ࡣࠊྠἲ➨᮲ࡢᇶᮏ᪉㔪࠾࠸
࡚ࠊ୍ゝゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡍࡂࡎࠊᅜẸࡢ⏕࣭㌟యࡢᏳࡢ☜ಖࡘ࠸࡚ࡣἲᚊୖ᫂グࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ┠ⓗࢆᐃࡵࡿྠἲ➨᮲࠾࠸࡚ࡣࠊཎᏊຊࡢ◊✲ࠊ㛤Ⓨཬࡧ⏝ࡢಁ㐍ࡀ
┠ⓗࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊཎᏊ⅔➼つไἲ࠾࠸࡚ࡶࠊཎᏊຊᏳࡢゝཬඛ❧ࡗ࡚ࠊ




 ࡞࠾ࠊᒙࡢ῝ᒙ㜵ㆤࡣࠊྛᒙࡀ⊂❧ⓗຠᯝࢆⓎࡍࡿࡇࡀᚲせࡉࢀࠊࡑࡢ๓ᥦ࡞ࡿᒙ౫Ꮡࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࡉࢀࡿࡀࠊྛᒙࡢ㐃ᦠࡣࠊࡿྛᒙࡢ⊂❧ࡣ▩┪ࡋ࡞࠸ࡶࡢゎࡉࢀࡿࠋ



 ,$($6DIHW\6WDQGDUGV6HULHV*653UHSDUHGQHVVDQG5HVSRQVHIRUD1XFOHDURU5DGLRORJLFDO(PHUJHQF\

6DIHW\5HTXLUHPHQWV  
㻝㻝

㻌 ⌧⾜ࡢཎ⅏ἲ࡛࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡀタࡅࡽࢀࡓ㊃᪨ࡣࠊᏳጤဨ࡛ࠕ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ᵓࠖࡋ࡚ᥦゝࡋ࡚࠸
ࡓཎᆺࡀࠊ-&2ᨾ࡛ᡂຌࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᮏᨾ࡛ࡣࠊᨾ┤ᚋࠊ࢜ࣇࢧࢺࢭࣥࢱ࣮ࡀᶵ⬟㝗ࡗࡓ
ࡇࡼࡾࠊᨾᑐᛂࡢึື࠾࠸࡚ࠊカ⦎࡛ᐃࡋ࡚࠸ࡓᨻᗓཎᏊຊ⅏ᐖ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊㸦௨ୗࠕ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࠖ࠸
࠺㸧ࢆ୰ᚰࡋࡓ㜵⅏ᑐ⟇ࡀࡃ⾜ࢃࢀࡎࠊึືᑐᛂࡢΰࡢ୍➃࡞ࡗࡓࠋࡑࡶࡑࡶࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡀᶵ⬟ࡋ࡞࠸ሙ
ྜഛ࠼࡚ࡢᑐᛂ⟇ࡸࠊ⌧ᆅᑐ⟇ᮏ㒊ࡢᶒ㝈ጤ௵ࡢุ᩿ᇶ‽ࡀ᫂☜ࡍࡿࡼ࠺ࠊἲ௧ࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ



 ࡞࠾ࠊࡇࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊㅖእᅜࡽࡶᏳࡢಖㆤ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᥎㐍ࡢἲᚊᛮࢃࢀࡿ᪨ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㸦ཎᏊຊᏳ᮲⣙➨ᅇ᳨ウྜ࠾ࡅࡿࠕ᪥ᮏᅜูሗ࿌᭩ᑐࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ㉁ၥࡢᅇ⟅ࠖ ᖹᡂࠑࠒᖺ 
࣮࣌ࢪ㸧
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ࠕ᰾ཎᩱ≀㉁ࠊ᰾⇞ᩱ≀㉁ཬࡧཎᏊ⅔ࡢ⏝ࡀ͐㸦␎㸧͐ィ⏬ⓗ⾜ࢃࢀࡿࡇࢆ☜ಖࡍࡿࠖ
ࡇࢆ┠ⓗᣲࡆࠊࡑࢀేグࡍࡿᙧ࡛ࠊ⅏ᐖࡢ㜵Ṇࡸ᰾⇞ᩱ≀㉁ࡢ㜵ㆤࡼࡗ࡚බඹࡢᏳ
ࢆᅗࡿࡇࢆἲ┠ⓗᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊᅜẸࡢ⏕࣭㌟యࡢᏳࡣ┠ⓗࡋ࡚᫂☜つᐃ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
௨ୖࡢ┠ⓗつᐃぢࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢཎᏊ⅔ࡢᏳつไ㛵ࡍࡿἲయ⣔ࡣࠊཎᏊຊ
⏝ࡢ᥎㐍ࢆᇶᮏࡋ࡚ࠊ➨ḟⓗཎᏊຊࡢᏳࡢ☜ಖࡀ㏣ồࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞
࠸ࠋᚋࡣࠊ⌧⾜ࡢཎᏊຊἲつไࢆᢤᮏⓗぢ┤ࡋࠊཎᏊຊࡢᏳࡢ☜ಖࠊࡇࢀࡼࡿᅜẸࡢ
⏕࣭㌟యࡢᏳࢆ➨୍ࡍࡿἲయ⣔ᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊἲయ⣔ࡢᵓ⠏ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ」ᩘࡢἲᚊࡢ㐺⏝ࡸᡤᤸᐁᗇࡢศᩓࡼࡿᘢᐖࡢ࡞࠸
ࡼ࠺ࠊ୍ඖⓗ࡞ἲయ⣔࡞ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊᡤᤸᐁᗇࡀ」ᩘࢃࡓࡿሙྜ࡛ࡶࠊࡑࡢ
ࡇࡼࡿἲᩚഛࡢ㐜ࢀࡀ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡋ࡚ᨵᐃᙜࡓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸰㸧㐺ṇ࡞Ᏻᑂᰝᣦ㔪㢮ࡢ౫Ꮡࡢぢ┤ࡋ
ཎᏊຊᏳつไୖࠊ㔜せ࡞㡯ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᇶ‽ࡢไᐃࢆྵࡵࡓุ᩿ࡀ⾜ᨻࡢ㔞ጤࡡ
ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
࠼ࡤࠊཎᏊ⅔➼つไἲୖࡢཎᏊ⅔ࡢタ⨨チྍࡢᇶ‽ࡋ࡚ࠊࠕཎᏊ⅔タࡢ⨨ࠊᵓ㐀ཬ
ࡧタഛࡀ᰾⇞ᩱ≀㉁͐͐ཪࡣཎᏊ⅔ࡼࡿ⅏ᐖࡢ㜵Ṇୖᨭ㞀ࡀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠖࡀせồࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ཎᏊ⅔➼つไἲ➨᮲➨㡯➨ྕ㸧ࠋࡋࡋࠊཎᏊ⅔➼つไἲୖࠊఱࢆࡶࡗ࡚ࠕ⅏
ᐖࡢ㜵Ṇୖᨭ㞀ࡀ࡞࠸ࡶࡢุ᩿ࠖࡍࡿࡣ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋෆ㛶ᗓཎᏊຊᏳጤဨ
㸦௨ୗࠕᏳጤဨࠖ࠸࠺㸧ࡢពぢࢆ⫈ࡃࡇࡀせ௳ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢุ᩿ࡣ⾜
ᨻ௵ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡇࡢⅬࠊཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ๓つไࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㐍ᒎ༶ᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊୖグ
ࡢࠕ⅏ᐖࡢ㜵Ṇୖᨭ㞀ࡀ࡞࠸ࡶࡢࠖࡢุ᩿㛵㐃ࡋ࡚ࠊᏳጤဨࡀྛ✀ࡢᏳᑂᰝᣦ㔪㢮ࢆ
సᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊࡇࢀࡣᡭ⥆ࡁࡀ᫂☜࡛࠶ࡾࠊࡘࠊෆᐜࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿ࠸࠺ၥ
㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊᏳᑂᰝᣦ㔪㢮ࡢ⟇ᐃᡭ⥆ࡁ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊබṇࡉࢆ☜ಖࡋࡓ᫂☜࡞つ๎ࡀタࡅࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊከᵝ࡞ពぢࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀཧຍࡋࡓබ㛤ࡢሙ࡛ᑂ㆟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢᢈุࡀ࠶ࡿࠋ
ᚋࡣࠊᴗ⪅ࡽ⊂❧ࡋࡓࠊᏳᛶ☜ಖࡢពᛮ⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡀཧຍࡍࡿබ㛤ࡢሙ࡛ᑂ㆟
ࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࢆ᫂☜ࡍࡃྍ⬟࡞㝈ࡾᨻ௧ࡸ┬௧࡛ᡭ⥆ࡁࢆᐃࡵࡿດຊࢆࡍࡿྠࠊ⾜
ᨻ㒊㛛࡛ࡢỴᐃᡭ⥆ࡢ㐺ṇࢆᅗࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏳᑂᰝᣦ㔪㢮ࡣࠊࡑࡢෆᐜࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗලయࢆᣲࡆࡿࡼ࠺ࠊࡲ࡛
༑ศཎᏊ⅔ࡢᏳࡀ☜ಖࡉࢀ࡚ࡇ࡞ࡗࡓࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

࣭ Ⓨ㟁⏝㍍ỈᆺཎᏊ⅔タࡢᏳホ౯㛵ࡍࡿᑂᰝᣦ㔪࡛ࡣࠊᏳᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ
ᐃࡍࡿࠕᨾࠖࢆࠊཎᅉࡀཎᏊ⅔タෆ࠶ࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿෆ㒊㇟ࠊࡘࠊᶵჾࡢ༢୍
ᨾ㞀ࡼࡿࡶࡢ௬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᨾࡢࡼ࠺࡞」ྜ⅏ᐖࡼࡿከ㔜ᨾ㞀ࡀᐃࡉࢀ࡚
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➨㸴㒊 ἲᩚഛࡢᚲせᛶ

࠸࡞࠸ࠋ
࣭ 㸦㸧ᖺไᐃࡉࢀ࡚ᖹᡂඖ㸦㸧ᖺᨵゞࡉࢀࡓࠕཎᏊ⅔❧ᆅᑂᰝᣦ㔪ཬ
ࡧࡑࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿุ᩿ࡢࡵࡸࡍࡘ࠸࡚ࠖ㸦௨ୗࠕ❧ᆅᑂᰝᣦ㔪ࠖ࠸࠺㸧࡛ࡣࠊ㔜
ᨾ㸦ᩜᆅ࿘㎶ࡢ㇟ࠊཎᏊ⅔ࡢ≉ᛶࠊᏳ㜵ㆤタ➼ࢆ⪃៖ࡋࠊᢏ⾡ⓗぢᆅࡽぢ
࡚ࠊ᭱ᝏࡢሙྜࡣ㉳ࡁࡿࡶࡋࢀ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡿ㔜࡞ᨾ㸧ࡢⓎ⏕ࢆᐃࡋ࡚ཎ
Ꮚ⅔࿘㎶ࡢ࠶ࡿ⠊ᅖࢆ㠀ᒃఫ༊ᇦࡍࡿࡶࠊ௬ᨾ㸦㔜ᨾࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠊ
ᢏ⾡ⓗぢᆅࡽࡣ㉳ࡁࡿࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ᨾ㸧ࢆᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ㠀ᒃఫ༊ᇦࢆ㉸࠼ࡓ
࠶ࡿ⠊ᅖࢆపேཱྀᆅᖏࡍࡿࡇࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ㠀ᒃఫ༊ᇦࡸపேཱྀᆅᖏ
ࡢタᐃࡢ๓ᥦ࡞ࡿᨺᑕᛶ≀㉁ࡢᨺฟ㔞ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ༊ᇦ࣭ᆅᖏࡀཎᏊ⅔タࡢᩜᆅෆ
ࡲࡿࡼ࠺㏫⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏᨾࡣࠊᐃࡉࢀࡓ௬ᨾࢆ
ࡣࡿ㉸࠼࡚࠸ࡓࠋ
࣭ Ⓨ㟁⏝㍍ỈᆺཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿᏳタィᑂᰝᣦ㔪࠾࠸࡚ࡣࠊ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡿὶ
ືຊ㟁※႙ኻࡣ⪃៖ࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡶࡢࡉࢀࠊ㠀ᖖ⏝ὶ㟁※タഛࡢಙ㢗ᗘࡀ༑ศ
㧗ࡅࢀࡤࠊタィୖὶືຊ㟁※႙ኻࢆᐃࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡶࡢࡉࢀࡓࠋࡋࡋࠊᮏ
ᨾ࠾࠸࡚ࡣࠊ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡿ㟁※႙ኻࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ

ୖグࡢࠊⓎ㟁⏝ཎᏊ⅔タ㛵ࡍࡿ⪏㟈タィᑂᰝᣦ㔪㛵ࡍࡿၥ㢟Ⅼࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ㸯
㸯㸳࡛ࠖ㏙࡚࠸ࡿ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺ࠊᏳᑂᰝᣦ㔪㢮ࡘ࠸࡚ࡣࠊཎᏊ⅔ࡢᏳ
ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊ⟇ᐃᡭ⥆ࡁࡢ᫂☜ཬࡧෆᐜࡢ㐺ṇࢆᅗࡾࠊᮏᨾࢆ㋃ࡲ࠼ࡓぢ┤ࡋࢆ⾜
࠺ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸧ཎᏊຊ⅏ᐖࡢ≉Ṧᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓཎ⅏ἲࡢ⨨ࡅ
⌧⾜ࡢཎ⅏ἲࡣࠊ⿕ᐖⓎ⏕ࡢㄆ㆑ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ⿕ᐖࡢつᶍࡶ☜ᐃࡋࡃ࠸࠸ࡗࡓཎᏊຊ
⅏ᐖࡢ≉ᚩ㚷ࡳࠊ⅏ᑐἲࡢ≉ูἲࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊཎᏊຊ⅏ᐖ࠸࠼
ࡶࠊࡑࡢᇶᮏࡣࠊ⅏ᑐἲࡢ⪃࠼᪉❧⬮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡣࠊᨺᑕᛶ≀㉁ࡼࡿḟ⿕ᐖࡢ༴㝤ᛶࡢ୰࡛ᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸Ⅼࡸࠊ῝้ࡘ㛗ᮇࡢ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡍⅬ➼࠾࠸࡚ࠊ᫂ࡽ≉Ṧ࡞⅏ᐖ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ⅏ᑐἲࡽࡣ⊂❧ࡋࡓ୍⩌ࡢἲつไࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏᨾࡣࠊཎᏊຊ⅏ᐖࡀࠊᆅ㟈࣭ὠἼ࠸࠺⮬↛⅏ᐖࡼࡾᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞」ྜ⅏ᐖࡘ࠸࡚ࡢ㜵⅏యไࡀἲ௧࡛ᐃࡵࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡉࡲࡊ
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付録 1

略語表・用語解説

略語表
略語
安全委員会
委員会法
意見聴取会
エネ庁
オフサイトセンター

名称
内閣府原子力安全委員会
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法
高経年化技術評価に関する意見聴取会
経済産業省資源エネルギー庁
福島県原子力災害対策センター
（大熊町にある施設を示す）
緊急事態宣言
原子力緊急事態宣言
緊対本部
緊急時対策本部
県災対本部／県災害対策本部 福島県災害対策本部
原災法
原子力災害対策特別措置法
（平成 11 年法律第 156 号。
その後の改正を含む）
原災マニュアル
原子力災害対策マニュアル
原子力センター
福島県原子力センター
原子炉等規制法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
（昭和 32 年法律第 166 号。その後改正も含む）
原災本部
政府原子力災害対策本部
現地合同協議会／合同協議会 原子力災害合同対策協議会
現地対策本部
政府原子力災害現地対策本部
災対法
災害対策基本法
（昭和 36 年法律第 223 号。その後の改
正を含む）
災対本部
政府災害対策本部
参与
内閣府本府参与
推本
地震調査研究推進本部
調査委員
緊急事態応急対策調査委員
電事連
電気事業連合会
当委員会
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
統合本部／統合対策本部
福島原子力発電所事故対策統合本部
東電
東京電力株式会社
東北地方太平洋沖地震
平成 23 年東北地方太平洋沖地震
発電所対策本部
福島第一原発内に設置された非常災害対策本部、緊急時
対策本部
福島第一原発
東電福島第一原子力発電所
福島第二原発
東電福島第二原子力発電所
分科会
耐震指針検討分科会
保安院
経済産業省原子力安全・保安院
本事故
東北地方太平洋沖地震によって福島第一原発において発
生した一連の事故の総称
本調査
当委員会による今回の調査
本店対策本部
東電本店内に設置された非常災害対策本部、緊急時対策
本部
本報告基準日
本報告の事実関係を確定させる基準となる日
（調査活動終
了日）
耐震バックチェック
耐震安全性評価

̺̺

略語
1F
2F
AM
AO 弁
ARI
ATWS
B-DBA
BAF
BWR
CAMS
CCI
CRD
CV ベント
D/G
D/W
DBA
DGSW
ECCS
EECW
EOP
ERC
ERSS
FAC
FTA
HCU
HPCI
HPCS
HVAC
IA
IAEA
IC
ICRP
INES
IPE
IPEEE
JAEA

英語名称
日本語名称
Fukushima Daiichi
福島第一原子力発電所
Fukushima Daini
福島第二原子力発電所
Accident Management
アクシデントマネジメント
Air Operated Valve
空気作動弁
Alternative Rods Injection
代替制御棒挿入
Anticipated Transient Without スクラム不能過渡事象
Scram
Beyond Design Basis Accident 設計外事故
Bottom of Active Fuel
有効燃料下端
Boiling Water Reactor
沸騰水型軽水炉
Cont a i n ment Atomosphere 格納容器雰囲気モニタリング系
Monitoring System
Core-Concrete Interaction
コアコンクリート反応
Control Rod Drive
制御棒駆動機構
Containment Vessel Vent
格納容器耐圧強化ベント
Diesel Generator
ディーゼル発電機
Dry-Well
ドライウェル
Design Basis Accident
設計事故
Diesel Generator Sea Water ディーゼル発電機海水冷却系
System
Emergency Core Cooling System 非常用炉心冷却系
Emergency Equipment Cooling 非常用補機冷却水系
Water
Emergency Operating Procedures 事故時運転操作手順書
（徴候ベース）
Emergency Response Center
経済産業省緊急時対応センター
Emergency Response Support 緊急時対策支援システム
System
Flow-Accelerated Corrosion
流れ加速型腐食
Fault Tree Analysis
故障の木解析
Hydraulic Control System
水圧制御ユニット
High Pressure Coolant Injection 高圧注入系
System
H ig h P re s su re C ore Spr ay 高圧炉心スプレイ系
System
Heating Ventilating and Air 原子炉建屋空調設備
Conditioning System
Instrument Air system
計装用圧縮空気系
International Atomic Energy 国際原子力機構
Agency
Isolation Condenser
非常用復水器
International Commission on 国際放射線防護委員会
Radiological Protection
The International Nuclear and 国際原子力・放射能事象評価尺度
Radiological Event Scale
Individual Plant Examination
個別プラントによる確率論的安全評価
Individual Plant Examination for 外部事象に関する個別プラントによる確率
External Events
論的安全評価
Japan Atomic Energy Agency
独立行政法人日本原子力研究開発機構

̺̺
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英略語表
略語
JNES
LB-LOCA
LOCA
LPCI
M/C
MAAP
MB-LOCA
MCC
MOX
MO 弁
MP
MSIV
MUWC
NISA
NRC
P/C
PSA
PSR
RCIC
RHR
RHRC
RHRS
RPT
RPV
S/C
SA
SB-LOCA
SBO
SCC
SGTS
SHC
SLC
SOP
SPEEDI

SR 弁
T/B
TAF
UHS
WBC
WHO

英語名称
日本語名称
Japan Nuclear Energy Safety
独立行政法人原子力安全基盤機構
Organization
Large Break LOCA
大破口冷却材喪失事故
Loss Of Coolant Accident
冷却材喪失事故
Low Pressure Coolant Injection 低圧注水系
System
Metal-Clad Switch Gear
金属閉鎖配電盤
Modular Accident Analysis
過酷事故解析コード
Program
Medium Break LOCA
中破口冷却材喪失事故
Motor Control Center
モータコントロールセンター
Mixed Oxide Fuel
混合酸化物燃料
Motor Operated valve
電動駆動弁
Monitoring Post
モニタリングポスト
Main Steam Isolation Valve
主蒸気隔離弁
Make-Up Water Condensate system 復水補給水系
Nuclear and Industrial Safety
経済産業省原子力安全・保安院
Agency
Nuclear Regulatory Commission 米国原子力規制委員会
Power Center
パワーセンター
Probabilistic Safety Assessment 確率論的安全評価
Periodic Safety Review
定期安全レビュー
Reactor Core Isolation Cooling 原子炉隔離時冷却系
System
Residual Heat Removal System 残留熱除去系
Residual Heat Removal Cooling 残留熱除去冷却系
System
Residual Heat Removal Sea
残留熱除去海水系
Water System
Recirculation Pump Trip
再循環ポンプトリップ
Reactor Pressure Vessel
原子炉圧力容器
Suppression Chamber
圧力抑制室
Severe Accident
シビアアクシデント／過酷事故
Small Break LOCA
小破口冷却材喪失事故
Station Blackout
全交流電源喪失
Stress Corrosion Cracking
応力腐食割れ
Standby Gas Treatment System 非常用ガス処理系
Shutdown Cooling System
原子炉停止時冷却系
Standby Liquid Control System ホウ酸水注入系
Severe Accident Operating
事故時運転操作手順書
Procedures
（シビアアクシデント）
System for Prediction of
緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシ
Environmental Emergency Dose ステム
Information
Safety Relief Valve
主蒸気逃がし安全弁
Turbine Building
タービン建屋
Top of Active Fuel
有効燃料頂部
Ultimate Heat Sink
最終ヒートシンク
Whole Body Counter
ホール・ボディ・カウンター
World Health Organization
世界保健機関

̺̺

用語
HPCI

解説
非常用炉心冷却系の一つ。配管等の破断が比較的小さく、原子炉圧
力が急激には下がらないような事故時、蒸気タービン駆動の高圧ポン
プで原子炉に冷却水を注入する系統をいう。

IC

非常用復水器。沸騰水型軽水炉の原子炉隔離時における原子炉の除
熱装置。原子炉蒸気を二次側の水により冷却し、復水として自然循環
により原子炉に戻すもの。

INES

国際原子力機関
（IAEA）が策定した原子力事故及び故障の評価尺度。
チェルノブイリ事故や福島第一原発事故は、最も深刻な
「レベル 7」
とさ
れる。

LOCA

原子炉冷却材喪失事故
（Loss Of Coolant Accident）
。原子炉冷却系の
配管が破断して冷却材が喪失する事故をいう。

RCIC

原子炉隔離時冷却系。通常運転中に何らかの原因で主復水器が使用
できなくなった場合、原子炉の蒸気でタービン駆動ポンプを運転して冷
却水を原子炉に注水し、燃料の崩壊熱を除去し減圧する系統をいう。

S/C

サプレッション チェンバー。沸騰水型原子炉だけにある装置で、原子
炉圧力容器内の冷却水が何らかの事故で減少し、蒸気圧が高くなった
場合に、この蒸気をベント管等により圧力抑制室に導いて冷却し、圧
力容器内の圧力を低下させる設備。

SBO

ステーションブラックアウト。全交流電源喪失。

SR 弁

主蒸気逃がし安全弁。原子炉圧力が異常上昇した場合、原子炉圧力
容器保護のため、自動あるいは中央制御室で手動により蒸気を圧力抑
制プールに逃がす弁をいう。

緊急被ばく医療機関 全国の原発立地県では、緊急被ばく医療機関が指定されており、原子
力災害事故により被ばく患者が生じた場合、放射線量の測定及び除染
などが行える医療機関。初期、二次、三次被ばく医療機関の３つに分
かれている。
空間線量率

対象とする空間の単位時間当たりの放射線量を空間線量率といい、モ
ニタリングポスト等で測定される。単位は Gy/h（グレイ / 時間）で表示
される。

クリフエッジ効果

原子力発電所において、一つの発電所パラメータの小さな逸脱の結果、
ある発電所の状態から別の状態への急激な移行によって生じる、通常
から大きく外れる発電所挙動の事例であり、入力の小さな変動に反応し
て発電所の状態が突然大きく変動することをいう。

グレイ（Gy）

物質 1 kg 当たりに吸収されるエネルギー量
（吸収線量）
。人体
（組織・
臓器ごと）
の被ばく量を表す場合に用いられる単位。

最終ヒートシンク

燃料から発生する熱
（崩壊熱）や機器の運転により発生する熱を除去し
放出する最終的な熱の逃がし場をいう。通常、熱交換器を介して海水
による熱除去を行う。

サ イ バ ー セ キ ュ リ コンピュータウイルスによる原発の稼働停止など、インターネットを通じ
ティ
たサイバーテロ行為が実際に起きており、日本でも原発のサイバーセ
キュリティ対策が急務となっている。
シーピーエム（cpm） 1 分間に計測される放射線の数。人体の被ばく量を把握するために、
通常、シーベルトに換算して用いる。
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用語解説
用語
シーベルト（Sv）

解説
放射線の種類や組織・臓器による人体への影響の違いを反映し、
足し合わせ可能にした単位であり、等価線量と実効線量の 2 つ
がある。

実効線量

実効線量は組織・臓器ごとの等価線量に重み付けをして、合算し、
全身の被ばく量とした値。

シビアアクシデント

過酷事故。SA ともいう。設計基準事象を大幅に超える事象
であり、安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の
冷却または反応度の制御ができず、結果として、炉心の重大
な損傷に至る事象のこと。

シュラウド

炉心部を構成する燃料集合体や制御棒を内部に収容する円筒
状の構造物。

除染

放射性物質の付着した人体、衣服、土壌、工作物等から放射
性物質を除去する、あるいは汚染拡散を防止するための措置。

ジルコニウム - 水反応

燃料被覆管などに使用されているジルコニウムが、高温に熱
せられることで周辺の冷却材である水と反応を起こして酸化
し、水素ガスが発生する反応をいう。

深層防護

原子力施設の安全対策を多段的に設ける考え方。IAEA（国
際原子力機関）
では 5 層まで考慮されている。

スクリーニング検査

人体や衣服に付着した放射性物質による被ばく量を測定する
検査。本事故では主に、人体除染を実施する対象を決定する
ために実施された。

耐震バックチェック

耐震性について、新たな安全基準が作成された際に、それ以
前に作られた原子炉について、新基準に照らし合わせて調査
し直すこと。

多重性

同一の機能を有する同一の性質の系統又は機器が 2 つ以上あ
ることをいう。

多様性

同一の機能を有する異なる性質の系統又は機器が 2 つ以上あ
ることをいう。

単一故障

単一の原因によって一つの機械器具が所定の安全機能を失う
ことをいい、単一の原因によって必然的に発生する要因に基
づく多重故障を含む。

等価線量

等価線量は放射線の種類による影響を考慮して、吸収線量か
ら換算した値。アルファ線 1 Gy は 20 Sv に、ベータ線とガ
ンマ線 1 Gy は 1 Sv に相当する。

独立性

2 つ以上の系統又は機器が設計上考慮する環境条件及び運転
状態において、共通要因又は従属要因によって、同時にその
機能が阻害されないことをいう。

バックチェック

新たな安全基準が作成された際に、それ以前に作られた原子
炉について、新基準に照らし合わせて調査し直すこと。日本
の原子力規制と事業者との関係に見合うように作られた用
語。米国では、既存の原発にも最新基準への適合を義務付け
る「バックフィット」
という言葉が用いられる。

バックフィット

既設炉にも最新基準への適合を義務付ける制度。

̺̺

用語
B.5.b

解説
平成 13（2001）年 9 月 11 日の同時多発テロの後、平成
14（2002）年に NRC（米国原子力規制委員会）が策定し
たテロ対策。全電源喪失を想定した機材の備えと訓練を
米国の全原子力発電所に義務付けている。

ブローアウトパネル

主蒸気配管破断に伴う原子炉建屋及びタービン建屋内で
の急激な内圧上昇が発生した場合にこれを開放し、建屋
や機器・設備の損傷・破壊を防止するためのものをいう。

ベクレル（Bq）

1 秒間に崩壊する原子核の数。放射性物質の量を表す場
合に用いられる単位。

ベント

格納容器圧力の異常上昇を防止し、格納容器を保護す
るため、放射性物質を含む格納容器内の気体
（ほとんど
が窒素）を一部外部環境に放出し、圧力を降下させる措
置をいう。

ホール・ボディ・カウンター 体内に存在する放射性物質の量を測定する機器。
ミスコミュニケーション

意思の疎通に失敗すること。日本語は、社会的関係を
入れて話すことになるので、はっきり意見を言わず、
相手の顔色をうかがいながら話すことが多い。重要な
局面での意思疎通に際しては、互いに問い返し、確認
を取ることが肝心である。

メルトスルー

炉心溶融の後、溶融燃料が原子炉圧力容器底部から漏
えいし、それを損傷させることをいう。

メルトダウン

炉心溶融のことをいい、原子炉の炉心の冷却が不十分
な状態が続き、あるいは炉心の異常な出力上昇により、
炉心温度が上昇し、燃料溶融に至ることをいう。

モニタリング

個人の被ばく線量や環境中の放射線量を測定すること。
前者では個人が一定期間内にどれくらいの被ばくをし
たか、その蓄積量を測定し、後者では森林や河川といっ
た環境が照射する放射線量を確認するために実施され
る。

ヨウ素剤

放射性ヨウ素は身体に取り込まれると甲状腺に集積し、
甲状腺がんを発生させる可能性がある。この集積を防
ぐためにヨウ素剤
（安定ヨウ素）を服用する。
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付録 ２ 国 会 に よ る 継 続 監 視 が 必 要 な 事 項

付録 2

国会による継続監視が必要な事項

今回の事故調査において抽出されたさまざまな問題の多くについては、個々の処理
の進捗と実施の状況を国会が継続監視すべきである。以下には、その中でも特に重要
と思われるものを例として挙げる。これらが未解決事項の全てでないことは言うまで
もない。
1.

安全目標の策定
安全目標は、国民の健康と安全を守る観点から、定性的かつ定量的に策定
すべきである。
個々の原子力施設に対しては、かかる安全目標への適合性が示されなけれ
ばならない。
かかる安全目標の策定とは別に、原子炉事故が現実に発生し得るものであ
ることを前提に、避難や緊急時モニタリングをはじめとした防災計画及び事
故に伴う被害に対する適正な補償制度を含む充実した深層防護を確立する。

2.

指針類の抜本的見直し
今回の事故により、原子力安全を担保しているはずの立地、設計、安全評
価に関する審査指針など
（以下
「指針類」という）が不完全で、実効的でなかっ
たことが明らかになった。現行の関係法令との関連性も含め、指針類の体系、
決定手続き、その後の運用を適正化するために、これらを直ちに抜本的に見
直す必要がある。
指針類は、新たな技術的知見を踏まえて適宜改訂し、かつそのような技術
的知見がない場合においても定期的に見直しを行うものとし、必要なバック
フィットを適用することにより、安全目標への持続的な適合を図る。

3.

バックチェックの完遂と評価結果の公開
全ての原子力施設の全ての安全上重要な建物・構築物、機器・配管系
（以
下
「施設」という）に関する耐震・耐津波バックチェックについて、事業者に
おける最新の進捗状況の詳細を速やかに公開させ、原子力規制機関において
は、その実施内容を厳正に評価し、その評価結果を公開するとともに必要な対
策を取らせることが必要である。
そのようなバックチェックに当たっては、ほかの自然現象
（過酷な気象現
象、地盤災害、火山噴火など）はもちろんのこと、あらゆる内部要因と外部
要因についても考慮すべきである。

4.

過酷事故対策の先取的取り組み
今後の過酷事故対策では、地震、津波、強風、地滑り、火山の噴火等の自
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テロ攻撃を含めたあらゆる内部、外部、作為的事象に対し、これまでのような対症療
法的
（リアクティブ）
ではない、先取的
（プロアクティブ）な対応が必要である。
原子力規制機関においては、事業者のそのような取り組みが可及的速やかになされ
るよう早急に指針類を整備し、監視する必要がある。
5.

複数ユニットの原子力発電所における運転体制の改善
複数ユニットのある全原子力発電所において、同時多発した過酷事故を想定した対
応手順書を速やかに整備する必要がある。
複数ユニットにより運転されている原子力発電所では、緊急時に実務を統率するこ
とは容易ではなく、特に炉型が異なる場合にはその難度が増すため、発電所ごとに模
擬訓練を反復し、それぞれにとっての最善の方法を見いだしていく必要がある。

6.

クリフエッジ効果のある事象に対する特別な配慮
発生頻度は低いが一度起きると甚大な被害を及ぼす可能性のある「クリフエッジ」効
果のある事象に関しては、その設計基準の定め方について、特に慎重な配慮が必要で
ある。
そのようなクリフエッジ効果のある現象としては津波が代表的ではあるが、そのほ
かの自然現象や事象においても同様の潜在性を有するものがないか、慎重な洗い出し
と検討を行う。

7.

地震の誘発事象に対する評価と対策
地震は、原子力施設に地震動、断層変位、地殻変動
（地盤の隆起・沈降）
、津波とい
う一次的な脅威を及ぼすほかにも、施設内及び施設外にさまざまな二次的影響を与え
る。例えば、
原子力施設内の土木構造物や電気設備などの地震被災、タービンミサイル、
原子力施設外の送電系統やダムの地震被災による外部電源喪失、洪水の発生等、考え
られる限りの誘発事象を評価して対策を講ずる。

8.

事故解析ツール、モニタリング設備の整備
各原子力発電所において、各ユニットの過酷事故進展に対しリアルタイムで更新で
きる予想解析ツールと、そのような解析ツールの活用に精通した専門家を配備する。
そのような解析は、原子炉及び使用済み燃料プールにおける事故に対応できるものと
する。
放射能の飛散状況を予測し、被災拡大を抑制するための解析ツール及びモニタリン
グ設備
（環境放射線モニタリング並びに作業者や住民のための身体汚染、外部被ばく
及び内部被ばくを測定するための設備）を整備する。
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然現象、火災、内部溢水、デジタルコンピュータの共通起因事象による故障、さらには、
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モニタリング設備の整備においては、機種の多様性、設置場所の分散化、情報処理
の高速化などを考慮する。
9.

通信手段の強化
災害時連絡回線として、多様な通信回線（衛星通信システム・市町村防災行政無線・
J-ALERT）間の相互乗り入れ・共有が必要である。また、緊急時対策本部や事業者との
テレビ会議システムを早期に設置することも有効である。これら通信手段の確保に当
たっては、地震対策の徹底にも配慮しつつ十分な防災対策を行い、プラント・事業者
本社・オフサイトセンター・緊急時対策本部・被災自治体間での現状把握や情報伝達
の手段を確保することが必要である。
中断による影響が大きい、地震・津波の被災者等の救助活動などにあっては、多く
の場合、避難指示の発令後も活動が継続されることから、放射線被ばくの危険が増大
したときなどの退避命令などの伝達手段として、通信障害発生の恐れの少ない通信手
段の確保が重要である。

10.

避難区域の設定
原子力事故発災時の避難の実効性を確保する観点から、避難経路などを含め、避難
区域の見直しがなされる必要がある。一定範囲の半径に複数の原子力発電所が存在す
る地域に居住する住民は、より高いリスクの下に置かれていることになる。このよう
な複数のユニットが集中して設置されている原子力発電所においては、より保守的な
安全目標が設定され、避難区域なども見直される必要がある。
具体的には予防的防護措置を準備する区域（PAZ）や 20km 圏、30km 圏の避難区域
を設定し、これらを防災訓練に組み込み、住民に周知徹底することが必要である。

11.

自力避難困難者の避難支援の整備
政府においては、避難区域になり得る地域に病院や介護施設が存在することを前提
とし、原発立地自治体と連携して、地域防災計画やマニュアルの見直し、訓練、通信
手段の整備、事故時に備えた自治体間の連携体制の整備などの緊急時避難体制を構築
することが必要である。
20km 圏以内に位置する病院が緊急時の患者受け入れ先やそこまでの搬送手段を確
保できるよう政府及び自治体は支援体制を整える。

12.

生活圏回復のためのアクションプランの構築・遂行
住民の生活圏回復という視点から、森林、河川・湖沼、農地、市街地などに場合分
けした環境放射線モニタリングの結果を基礎として規制基準を設定し、これに基づい
て除染などの個別具体的な対策を含むアクションプランを構築し、長期的に遂行する
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13.

ヨウ素剤服用体制の整備
適切な時間内にヨウ素剤の服用ができるように備蓄や事前配布を行うほか、連絡網、
通信網を整備し、事故の状況に応じてヨウ素剤の服用指示が対象住民に適切に届くよ
うに準備、訓練を行うなど、緊急時の不手際が発生しないような体制を構築する。

14.

免震重要棟の整備
今回の事故を超える過酷事故を想定し、免震重要棟の電源、正圧環境、緊急時（最
悪時）にも対応できる体制、ホール・ボディ・カウンター、放射線分析機能、エアラ
インマスクの清浄設備等について十分な対策を取る必要がある。

15.

福島第一原子力発電所事故の未解明問題のフォローアップ
未解明の部分の事故原因、今もなお続いている事故の収束プロセスの監視について、
今後、第三者調査機関による継続した調査検証が必要である。これらの検証は、格納
容器又は原子炉建屋内にあるために今後長期間検証できない問題を除いて、早期に行
うべきである。併せて、1 号機から 4 号機までの建物と原子炉の耐震安全性評価を行
う必要がある。
以下は、未解明問題として、早期に検証すべき事項の例である。
1）溶融物による侵食が、原子炉建屋の人工岩盤の深くにまでさらに進行した場合、既
発生の状況を劇的に上回る規模で、放射性物質が外部環境に放出される可能性はあ
るのか。侵食が人工岩盤を貫通した場合にはどうか。
2）原子炉圧力容器を直接支持している鋼製のスカートについては、今般の原子炉事故
の進展によってどの程度劣化しているものと推定されるのか。高温のため座屈した
可能性などはあるのか。
3）原子炉圧力容器を支えるコンクリート部材は、どの程度劣化しているものと推定さ
れるのか。現在は問題なくても将来はどうなのか。
4）ペデスタルのコンクリートはどの程度劣化しているのか。コンクリートが崩れて、
鉄筋が座屈してしまうことはないのか。原子炉圧力容器・生体遮へい間のスタビラ
イザの支持能力は低下していないのか。生体遮へい・格納容器間のスタビライザの
支持能力は低下していないのか。
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5）水素爆発の原因について、
「第 4 の壁」である格納容器から、
「第 5 の壁」である原子炉
建屋への水素の漏えい経路がどこであったのか。このような漏えいが今後起きない
ための対策は何か。
6）福島第一原子力発電所 4 号機においては、使用済み燃料プールに貯蔵されていた使
用済み燃料の損傷とそれに伴う影響が懸念されていたと後日報じられている。それ
は、具体的にはどのような懸念についてであったのか。
16.

既設プラントに対する安全性向上のための検討
1）原子力発電所とサイバーセキュリティ
原子力発電所の稼働がコンピュータウイルスにより妨害されるサイバーテロは、海
外で既に発生している（2003 年の米国デービス・ベッセ原子力発電所 、2010 年のイ
ランのブシェール原子力発電所など）
。ウイルスは制御システムを狙い、原発のみな
らず、電力・ガス・水道や交通機関等の重要社会インフラをも停止させる威力を持っ
ており、各国も警戒を高め、対策を講じている。
NRC（米国原子力規制委員会）は 2001 年から本格的に取り組み始め、2009 年に全
原子炉に対しサイバーセキュリティに関する義務化を行い、さらに 2010 年にはガイ
ドラインを発表している。
IAEA も 2011 年に核施設におけるコンピュータセキュリティに関するガイドライン
を発表し、メンバー諸国にも積極的に対策と訓練を行うように促している。日本国内
の原子力発電所におけるサイバーセキュリティも世界と同レベルで万全の対策を取っ
ていくことが必要である。
2）
「B.5.b 項」
の実施とシビアアクシデント対策の構築
「9-11 対策」として 2002 年 2 月 25 日付の NRC からの命令書の「B.5.b 項」で要求さ
れた内部事象に対する対策、外部事象に対する対策、テロ攻撃に対する対策にはシビ
アアクシデント対策との緊密な共通性が存在している。日本における原子力安全の取
り組みにおいても、このような認識に基づくシビアアクシデント対策の構築が将来の
不測の事態において役に立つ。事業者における最新のシビアアクシデント対策の詳細
を直ちに公開、実施させ、原子力規制機関においてはその実施を厳正に評価し、その
詳細を公開することが必要である。
以下は、構築すべきと考えられるシビアアクシデント対策の例である。
1）設計思想の統一化
• 所外電源と所内非常用電源の優先順位
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• 代替低圧注水系統の仕様
（ポンプの最低吐出圧力、最低流量）
2）
分散化させた重要バックアップ直流電源の追加
3）
高圧注水機能の追加
4）
圧力抑制室プール水に対する専用ヒートシンクの追加
5）
内部溢水対策
6）
中央制御室と同室内電子機器類のためのバックアップ空調設備
7）
遠隔停止操作パネルからの主要パラメータ読み取り用バックアップ電源の追加
8）
テロ攻撃への防衛
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• 非常用電源母線のクロスタイ
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委員会の概要
国会事故調査委員会・タウンミーティング

国会事故調（東京電力福島原子力発電所事故調査委員会）では、
情報公開を徹底するため、
開催された 19 回の委員会、
及び 3 回のタウンミーティングを全て公開で行った。委員会では、合計 38 人の参考人を呼び、また、タウンミーティン
グでは合計 400 人超の被災された方にご参加いただき、生の声をお聞かせいただいた。福島第一原子力発電所訪問
ののち福島市で行った第１回を除き、全てが日本語及び英語で動画配信されている。その模様は、国会事故調のホー
ムページ（http://naiic.go.jp）で視聴可能となっている。
第1回委員会

平成23年12月19日（福島ビューホテル）
委員会運営／福島の事故後の現状

第2 回委員会

平成24 年1月16日 （憲政記念館）
事故調査説明聴取／政府事故調、東電調査、文科省検証
参考人 : 畑村 洋太郎 氏（政府事故調委員長）／山崎 雅男氏（東京電力 副社長）／
渡辺 格氏（文部科学省 科学技術・学術政策局 次長）

第3 回委員会

平成24 年1月30日 （市民プラザかぞ）
参考人：井戸川 克隆氏（双葉町長）
双葉町の方々とのタウンミーティング

第 4 回委員会

平成24 年2月15日 （衆議院第16 委員室）
参考人：班目 春樹氏（原子力安全委員長）／寺坂 信昭氏（前原子力安全・保安院長）

第5 回委員会

平成24 年2月27日 （参議院議員会館内講堂）

第6 回委員会

平成24 年 3月14日 （参議院議員会館内講堂）

参考人：リチャード・A・メザーブ博士（元米国原子力規制委員長）
参考人：武藤 栄氏（前東京電力 副社長）

第 7 回委員会

平成24 年 3月19日 （参議院議員会館内講堂）
参考人：ヴォロディミール・ホローシャ氏（チェルノブイリ立入禁止区域管理庁長官）他

第 8 回委員会

平成24 年 3月28日 （参議院議員会館内講堂）
参考人：武黒 一郎氏（東京電力 フェロー）／広瀬 研吉氏（内閣府 参与）

第9 回委員会

平成24 年 4月18日 （参議院議員会館内講堂）
参考人：深野 弘行氏（保安院長）

第10 回委員会

平成24 年 4月21日 （二本松市民会館）
参考人：馬場 有氏（浪江町長）他
浪江町の方々とのタウンミーティング

第11回委員会

平成24 年 4月22日 （会津大学講堂）
参考人：渡辺 利綱氏（大熊町長）他
大熊町の方々とのタウンミーティング

第12 回委員会

平成24 年 5月14日 （参議院議員会館内講堂）
参考人：勝俣 恒久氏（東京電力 会長）

第13 回委員会

平成24 年 5月16日 （衆議院第16 委員室）
参考人：松永 和夫氏（前経済産業省 事務次官）

第14 回委員会

平成24 年 5月17日 （参議院議員会館内講堂）
参考人：海江田 万里氏（元経済産業大臣）
調査報告／論点整理（1回目）

第15 回委員会

平成24 年 5月27日 （参議院議員会館内講堂）
参考人：枝野 幸男氏（前内閣官房長官）

第16 回委員会

平成24 年 5月28日 （参議院議員会館内講堂）
参考人：菅 直人氏（前内閣総理大臣）

第17 回委員会

平成24 年 5月29日 （福島テルサ）
参考人：佐藤 雄平氏（福島県知事）

第18 回委員会

平成24 年6月8日 （参議院議員会館内講堂）
参考人：清水 正孝氏（前東京電力社長）

第19 回委員会

平成24 年6月9日 （参議院議員会館内講堂）
調査報告／アンケート／論点整理（2回目）
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第1回委員会
平成23年12月19日
（福島県福島市

概要

福島ビューホテル）

員会の活動を開始するに当たり、委員会運営規程案について議決し、主査の

委 指名、ワーキンググループや事務局の体制などを決定するとともに、委員会
法第 10 条に基づく具体的な調査・検証項目の枠組みについて検討した。
また、事故後の福島の状況について、東電福島第一原子力発電所（以下「福島第一
原発」
という）
のある大熊町から会津若松市の仮設住宅に避難している蜂須賀禮子委
員から、安全と言われながら原発とともに生活してきたが、事故後は何一つ心の安
心がない、との被災者が置かれた厳しい状況の報告があった。

主要ポイント

なお、委員会では、第１回委員会の福島市での開催に合わせて福島第一原発及び
被災地の状況を直接把握するため、前日の 12 月 18 日（日）には福島第一原発及
び大熊町役場での除染実証事業の模様を視察するとともに、12 月 19 日（月）の
委員会終了後には、線量の高い川俣町山木屋地区からの避難者が入居する同じ川俣
町内の仮設住宅を訪問し、古川道郎町長及び仮設住宅の自治会長から説明を受け、
また、山木屋地区での農地・山林の除染実証事業の模様を視察した。

第１回委員会の様子

第１回委員会の様子

視察の様子

平成２３年１２月１８日、福島第一原発視察の様子

̺̺

平成２３年１２月１9日、川俣町視察の様子

付録 ３ 委 員 会 の 概 要

第2回委員会
平成24年1月16日
（憲政記念館）

概要

頭で、委員長代理の指名、各ワーキンググループの共同議長を選任した。そ

冒 の後、事故に関する中間報告書等を既に提出している、政府の事故調査・検

証委員会、東京電力、文部科学省から、それぞれ参考人聴取を行った。政府の事
故調査・検証委員会が取りまとめた中間報告に対しては、地震・津波災害と原子力災
害が重なった複合災害の視点が欠けているのではないかとする疑問や、地震による
影響に関する見解について質疑があった。東京電力による事故調査の中間報告書
に対しては、高い津波が起きることに科学的な根拠がなかったとする東京電力の見
解や、各種対策へのコストの影響などについて質疑があった。文部科学省に対して
は、当初、放射線量を実測したモニタリングデータが住民に周知されていなかった点、
原発事故による放射線の影響予測等を行う SPEEDI（ 緊急時迅速放射能影響予測
ネットワークシステム）のデータが、公表前に米軍に提供されていた点などについて
質疑があった。

東京電力福島原子力
1．
発電所における事故調査・
検証委員会
「中間報告」

東京電力
2．
「福島原子力事故調査
報告書
（中間報告書）
」

畑村 洋太郎 参考人
（東京電力福島原子力発電所
における事故調査・検証委員
会 委員長）

山崎雅男 参考人
（東京電力 取締役副社長）

尾野昌之

小川新二

参考人

（東京電力福島原子力発電所
における事故調査・検証委員
会 事務局長）

石田昌幸

参考人

（東京電力 原子力品質監査
部長）

参考人

（東京電力 原子力品質・安全
部部長）

文部科学省
3．
「東日本大震災からの復旧・
復興に関する取組について
の中間的な検証結果のまと
め
（第一次報告書）
」

渡辺

格

参考人

（文部科学省 科学技術・学術
政策局次長）

神田忠雄

参考人

（文部科学省 大臣官房政策
課評価室長）

̺̺

明野吉成 参考人
（文部科学省 科学技術・学術
政策局原子力安全課長）

平成24年1月30日
（埼玉県加須市

概要

井戸川克隆参考人
（双葉町長）

発言ポイント

市民プラザかぞ）

島第一原発の立地町である双葉町の井戸川克隆町長から、原発事故以前の

福 状況、事故・避難時の状況などについて説明を聴取し、意見交換を行った。
井戸川参考人は、なぜこのような事故が起き、事故後の対応がうまくいかなかったの
か、事故前に行われてきた規制当局や東京電力の緊急時の準備に問題がなかった
か、事故後の対応は適切であったか等について検証してほしいと訴えた。特に、事
故後の避難については、国から具体的な避難指示が全くなかった上、SPEEDI のデ
ータを早期に入手できず避難時の被ばくを防げなかったことを強く非難した。
今回の委員会は、双葉町が役場機能を移転し、多くの町民が避難生活を送ってい
る埼玉県加須市で開催し、委員会終了後には町民から事故・避難時の状況や避難生
活の実態などについて生の声を聴くためのタウンミーティングを開催した。町民か
らは、まさか原子力発電所で事故が起きるとは思わなかったという声や、小児や乳
児の被ばく検査が不十分であるといった声が聞かれた。

○想定外は理由にならない
町長就任以来、東京電力と経済産業省原子力安全・保安院（以下「保安院」とい
う）に原発が心配と言い続けてきたが、心配はいらない、絶対に安全と言われてき
た。しかし、事故は起きてしまった。想定外は理由にならない。
○政府からの連絡は避難指示以降ない
テレビが唯一の情報源であった。政府からの連絡は避難指示以降なく、その後の
行動については一切指示、指導がないまま今日に至っている。
○オフサイトセンターに関する検証
オフサイトセンターは原発から近過ぎて使いものにならなかった。緊急時対応の
オフサイトセンターはどのような事故を想定して作られたのか、検証が必要である。
○規制当局と事業者に関する検証
原子力の規制当局がどのような役割を果たしてきたのか、事業者との関係はどう
であったのか、などについての解明が必要である。東京電力については、経済優先
のため現場の声が封殺されていなかったか、人材は育成されていたのか、技術は伝
承されていたのか、定期検査の際に大量に動員される臨時雇用の作業員にはどのよ
うな訓練をしているのか、危機管理部門は機能していたのか、など事故につながっ
た経緯を検証してもらいたい。
○福島県に関する検証
福島県についても、県民に的確な情報を出したのか、県民のニーズに合った保護
が行われているか、などの検証が必要である。
○被ばくの基準に係る混乱
被ばくの基準については、いろいろな話があり混乱している。一般公衆は年間１
mSv が限度である。自然界の放射能以外で放射能にさらされるのは事故による被
ばくである。外部に飛び散った放射能が、東京電力のものではなく無主物だという
主張はとんでもない。

̺̺

付録 ３ 委 員 会 の 概 要

第 3 回 委 員 会・タウンミーティング

付録 ３ 委 員 会 の 概 要

第4回委員会
平成24年2月15日
（衆議院第16委員室）

概要

子力発電所の事故当時、最前線の責任者として対応に当たった、内閣府原子

原 力安全委員会（以下「安全委員会」という）の班目春樹委員長、保安院の寺坂

信昭前院長を参考人として招き、当時の状況及び経緯について説明を受けるととも
に、被害の軽減対策、今後の原子力安全の在り方等について議論した。
安全委員会が原子力の安全確保に関する基本的な考え方を示すために発行して
きた安全審査指針類が、原発を建てられるようにつくられてきたことが示唆された。
また、保安院の規制強化が不十分であった背景として、事故は起こらない、起こると
しても非常に小さい確率であるとの意識があったことが指摘された。また、寺坂参
考人が、組織の長でありながら事故後まもなく官邸から保安院に戻ったことについて、
自身が事務系の人間であり技術的知見に難があると自ら判断したためと釈明した。

班目春樹 参考人
（安全委員会委員長）

主要ポイント

寺坂信昭 参考人
（前保安院長）

○安全委員会の安全指針類は全面的な改訂が必要
安全委員会の班目委員長自身が安全指針類そのものに瑕疵（欠陥）があったこと
を認め、謝罪した。特に、昭和 39(1964) 年に策定された原子炉立地審査指針とい
う時代にそぐわない指針に基づいて設置が許可されていること、今回の事故では、
同指針が規定する「仮想事故」
（重大事故を超えるような技術的には起こることは
考えられない事故）よりも、はるかに多くの放射能が放出され、既存の発電所にお
ける安全性に大きな問題があることが明らかになった。また、原子力発電所を建て
られるように基準を作っており、その全面的な改訂が必要であるとの認識も示され
た。
○従来の原子力政策は緊急時の備えが不十分
両組織とも原子力の安全を担う使命を持っているものの、緊急時の備えが不十分
であった。その背景には、事故は起きないであろうという前提で推進されてきた原
子力政策の根本的な問題がある。両組織に住民あるいは国民の安全を守るという意
識が欠如していることも判明した。
○規制組織の専門性が欠如
組織としての専門性の欠如、組織の長としての専門性の欠如という問題も浮き彫
りになり、独立性が高く科学的根拠に基づいた勧告や提言を出せる組織や制度の重
要性があらためてクローズアップされた。また、事故を引き起こした当事国として、
わが国に国際的な信頼に足る安全基準をつくる責務があることも浮き彫りになっ
た。

̺̺

平成24年2月27日
（参議院議員会館内講堂）

概要

リチャード・Ａ・
メザーブ参考人

1

999 年から 2003 年まで米国原子力規制委員会の委員長を務めたリチャード・Ａ・

メザーブ博士を招き、原子力規制組織の在り方等について説明を受け、意見交
換を行った。米国でも、かつて同じ組織が原子力の推進と規制の両方を担っていた
が、この体制では厳しい規制ができないとの認識から、独立性を備えた規制機関と
して原子力規制委員会 (NRC) が生まれた。発電事業者においても、原子力発電運
転協会（INPO）を立ち上げ、規制に基づく義務を超えた「最高レベルの安全性と信
頼性」の達成を目指し、各種活動を行っている。
メザーブ博士は、規制機関には独立性と透明性が重要であり、米国では例えばベ
ントの指示を大統領が出すようなことは考えられないと述べた。

（元米国原子力規制委員会
委員長）

得られた教訓・知見

○原子力に関わる者全てが高い安全規範を持つべき
原子力に携わる者は安全に対して高い規範を持たなければならず、常に、より高
い水準の安全を目指して取り組む責任を負う。事業者やメーカーが、規制機関が定
める基準を守っていればよいといった甘えた考えを持つことは許されない。規制機
関も、専門性では事業者にかなわない、一義的な責任は事業者にある、といった言
い訳は許されない。
○事業者は事故と被害拡大の防止に一義的な責任を負う
発電所の事故防止と被害拡大の阻止については事業者が一義的な責任を負う。緊
急時の事故対応において、事業者は政府や政治家の影響を受けず、自らの責任の下
に判断する必要がある。発電所の運転において、政治家の判断を仰がねばならない
事態は避けるべきであり、事業者は、安全確保のための厳しい原則を自己責任にお
いて確立し、常にそのための能力を維持しなければならない。
○規制機関は事業者に正しい判断をさせる責任を負う
規制機関には、平時だけでなく緊急時においても、常に事業者に正しい判断をさ
せて、事故の拡大を防止する能力を備える責任がある。その責任を負うためには、
規制機関の独立性が確保されなければならない。また、規制機関は、あらかじめ緊
急時を想定し、役割分担及び指示命令系統を明確にするとともに、訓練によってこ
れを徹底的に浸透させる義務を負わなければならない。
○全ての意思決定を透明にすべき
国家安全保障等に係る場合を除き、全ての意思決定を透明にしていくことが、独
立性を確保し、また、国民そして世界からの信頼を得る上で非常に重要である。
○規制機関は専門家を育成すべき
NRC では原子力安全に人生をかける専門家人材が主体になっている。
「原子力安
全を第一の使命とした組織」の中でキャリアを積めるようにすることがポイントで
ある。官僚組織の中をローテーションしながら育成された人材が緊急時に役に立た
なかったことは、当委員会でも明らかになった。専門家にインセンティブを与える
ことも重要である。
○事故調査機関は独立性と透明性を持つべき
原発事故調査においては独立性と透明性が何よりも重要である。国会事故調のよ
うな独立の第三者機関を活用していかなければ、世界に対して説明がつかないと同
時に、世界からも信頼を得られない。

̺̺

付録 ３ 委 員 会 の 概 要

第5回委員会

付録 ３ 委 員 会 の 概 要

第6回委員会
平成24年3月14日
（参議院議員会館内講堂）

概要

故当時、東京電力の副社長であり、事故対応の最大の責任者の一人であった

事 と思われる武藤栄氏を招き、現場で何があったのか、なぜ事故が起きてしま
ったのか等について質疑応答を行った。
事故発生後、菅総理らが事故対応に追われる発電所を訪問し、また、官邸の意
向で東京電力本店内に政府との統合本部を設置するなど、官邸から東京電力に対
するさまざまな働きかけがあったが、その是非をめぐってはさまざまな議論がある。
委員会では、いわゆる「原発からの撤退」、
「ベントの実施」等の問題をめぐり、官
邸と東京電力の間でどのようなやり取りがあり、事故対応にどのような影響を与えた
のかが焦点となった。
また、事故発生前に進められていた耐震バックチェックや津波評価といった安全
対策について、検討や対応が遅れていたことが今回の事故につながったのではない
かと指摘されている。過去の安全対策について、責任者としてどのように認識してい
るかについても質問が投げかけられた。

武藤栄参考人
（前東京電力取締役副社長）

主要ポイント

○官邸と東京電力の関係
発電所からの撤退、ベントの実施等についての説明から、電力会社、事業者とし
て官邸の介入に納得していないことが分かった。
菅総理が、福島第一原発の吉田所長の携帯電話番号を聞き出していたことが分
かった。しかし、武藤参考人は、菅総理が吉田所長にどのような指示をしたのか把
握していなかった。
○東京電力の事業者としての能力
武藤参考人は、原子力発電の一義的な責任は事業者にあると述べた。しかし、結
果としてベントに時間がかかった上、水素爆発が起きてしまったことは事実であり、
果たして東京電力にその責任を果たす能力があったのか検証する必要がある。
○事故に対する備え
事故に対する備えが十分でなかったことが確認された。例えば、平成 18（2006）
年以降、耐震バックチェックが実施されているが、設備機器、配管類の多くについ
て耐震安全性の確認がなされないまま今回の震災を迎えたことを武藤参考人は認め
た。
武藤参考人は、津波が今回の事故の全ての原因であるかのように説明したが、平
成 14（2002）年には津波の予測がなされ、現場でそのリスクは認識されていた。
武藤参考人はそれについて知らないと説明した。東京電力社内における安全情報の
共有に疑問が残る。

̺̺

付録 ３ 委 員 会 の 概 要

第7回委員会
平成24年3月19日
（参議院議員会館内講堂）

概要

クライナの非常事態省及びチェルノブイリ原子力発電所から 3 人の専門家を招

ウ き、1986 年に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故のその後の状況と対
策について説明を受け、意見交換を行った。
チェルノブイリの事故は、福島と同じレベル 7 という大規模な原子力災害であり、
大量の放射性物質が放出され、多くの人々の生活や環境に大きな影響を与えた先例
といえる。委員会では、住民避難の方法、除染等の対策と効果、住民の健康を守る
対策（健康管理、放射線に関する教育、農作物・食品検査、事故に伴うストレスの
影響等）
、環境や森林の汚染状況、事故を起こした施設の管理・モニタリング、国
際協力、国民への情報開示、農業の再生等について質疑があった。
3 人の参考人は、実際に事故後の対応に当たってきた経験を持っており、実際に
現場でどのような問題が生じ、どのような対策が講じられたのか等に関心が集まっ
た。

ヴォロディミール・
ホローシャ参考人
（ウクライナ非常事態省チェル
ノブイリ立入禁止区域管理庁
長官）

レオニドゥ・
タバチニー参考人
（ウクライナ非常事態省水文気
象学局中央地球物理観測所副
所長）

アナトリー・ゴーラ参考人
（チェルノブイリ原子力発電所副
所長）

得られた教訓・知見

○被ばくと健康管理
ウクライナでは、事故処理、除染など事後の対応に携わった人の多くが被ばくし
た。また、子どもの被ばくが多数見つかり、主に甲状腺に関わる病気が多かった。
子どもの甲状腺被害だけでなく、被ばくは全ての臓器に影響している。
ストレスに関しては、避難住民に放射線恐怖症が見られた。食べ物については、
種類、摂取量等に応じて細かく管理している。
○情報開示の重要性
情報伝達については、ソ連時代の反省を踏まえ、ウクライナ独立後はその重要性
が認められている。
ただし、ベクレル、シーベルト、キュリー等の数字を示しても国民には十分に理
解されず、もっと具体的で国民に分かりやすい情報開示が必要であると認識してい
るようである。
○国際的な知見
福島第一原発の事故に関する今後の対応を考える際、国際的な視野に立ち、広く
知見を集めていくべきであることが確認できた。

̺̺
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第8回委員会
平成24年3月28日
（参議院議員会館内講堂）

概要

京電力ならびに原子力規制機関の原子力安全に対する取り組みと事故当時の

東 対応について、参考人質疑を行い聴取した。武黒一郎氏は東京電力の原子力
部門における、元責任者であり、事故当時同社の技術専門のフェローとして官邸に
詰めていた。広瀬研吉氏は、安全委員会事務局長と保安院長の双方を唯一歴任し、
事故直後に原子力規制関係の著書を発行する等、原子力規制の専門家であり、また
事故後昨年３月下旬から内閣府本府参与（安全委員会担当）として事故処理に対応した。
国際原子力機関（IAEA）は、原子力施設での安全確保について、安全防護のた
めの障壁を多重に備える「深層防護」という概念を示している。この「深層防護」
は第 1 層から第 5 層までの 5 層によって構成されており、わが国の原子力規制や、
原子力発電所の事業者が、この「深層防護」に十分対応しているかどうか、その責
任についてどう考えているかなどが主な論点となった。

武黒一郎参考人
（東京電力フェロー）

主要ポイント

広瀬研吉参考人
（内閣府本府参与、元保安院
長）

○東京電力の事業者としての意識・能力の欠如
東京電力は、事故防止及び被害拡大防止に一義的責任を負っているにもかかわら
ず、これまで原発事故を防ぐための自助努力、そして国民目線での対応の努力が足
りなかった。
また、原子力安全に関して事業者がなすべきことについて、必ずしも明確には認
識していない。深層防護について「5 層のうち 3 層まで注力してきた」との発言が
あったが、それ以上については必ずしも自らの責任範囲ではないと考えているよう
である。
事故当時、東京電力は武黒フェローを官邸に送り込んだが、本人は現場の情報を
官邸に伝えるよりも、官邸の意向を現場に伝えていたように思われた。
○規制機関の安全に対する責任感の欠如
規制機関は、これまで住民や国民の安全を第一に考えず、自らの責務を果たして
こなかった。バックチェックなど重要な安全策を事業者任せにし、IAEA など外部
からの警告にも耳を貸さず、安全文化を重視しなかった。安全委員会と保安院のダ
ブルチェック機能が働いていないことも分かった。

̺̺

平成24年4月18日
（参議院議員会館内講堂）

概要

子力安全に関する規制機関である保安院の現職のトップである深野弘行氏に

原 対する参考人質疑を行った。

保安院は、福島第一原発事故について専門家の意見などを踏まえ、「東京電力株
式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見について」（以下「技術的知見」と
いう）を平成 24（2012）年 3 月 28 日に取りまとめた。「技術的知見」には、今
後の規制に反映すべきと考えられる 30 の事項（以下「30 項目」という）が盛り
込まれており、保安院は、この 30 項目を今後の原子力規制のベースになるものと
位置付けている。
一方、総理大臣など 4 大臣は、
「原子力発電所に関する四大臣会合」を開催し、
「原
子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準」（以下「判断基準」と
いう）を決定した。「判断基準」は、この 30 項目について「着実な実施計画が事
業者により明らかにされていること」を求めているにすぎず、30 項目が全て完了
していなくても原子力発電所を再起動できることを示した。
委員会では、「判断基準」が決定された経緯と 30 項目との関係、30 項目が安全
対策として十分かどうか等が論点となった。

主要ポイント

深野弘行参考人
（保安院長）

○政府が策定した判断基準の基礎となっている「技術的知見」
に示された対策は、暫
定的な原因分析に基づいている。
○
「判断基準」が想定する事故は、
「事故原因が福島第一原発事故と同じである」との
前提に基づいている。
○安全に稼働するために必要な以下のような対策も先送りされ、
「判断基準」の想定
を超える災害があった場合の対策ができていない。
―福島第一原発の事故対応で重要な役割を果たしたとされる免震重要棟の設置が
「中長期的課題」とされている。
―欧州の多くの国で採用されているフィルタ効果のあるベント設備の設置が「中長
期的課題」
とされている。
―住民避難計画等を含む原子力防災は、住民の安全確保にとって非常に重要である
にもかかわらず、
「技術的知見」では検討の範囲外に位置付けられている。
当委員会は上記の議論を踏まえ、特に以下の点について、さらに検討する必要が
あると認識した。
○規制当局は、事故原因を特定の事象に限定して対策するのではなく、地震、津波、
火災、またテロも含めたあらゆる事象に耐えられる対策を立てるべきである。
○住民の健康と安全を最優先に、事故発生及び事故拡大の防止、住民の安全な避難
を含めた多層の安全対策を策定すべきではないか。
○政府が設定した判断基準が、
必ずしも上記のような対策を基本としていない以上、
原発の安全確保に十分なものであるといえるか。
○政治からの独立、事業からの独立が必要な規制組織の在り方を考えるに当たって、
その独立性を実質的にどう担保すべきか。
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第9回委員会

付録 ３ 委 員 会 の 概 要

第 10 回 委 員 会・タウンミーティング
平成24年4月21日
浪江町
（二本松市民会館）

第 11 回 委 員 会・タウンミーティング
平成24年4月22日
大熊町
（会津大学講堂）

概要

10 回委員会として浪江町の馬場有町長ほか 6 人の参考人から、また第 11

第 回委員会として大熊町の渡辺利綱町長ほか 4 人の参考人から説明を聴取し
た。また、各委員会の終了後、避難を余儀なくされている、浪江町と大熊町の住
民から事故・避難時の状況や避難生活の実態など生の声を聴くためのタウンミー
ティングを開催した。委員会及びタウンミーティングは、浪江町と大熊町の住民
の主な避難先となっている、二本松市と会津若松市でそれぞれ開催した。
馬場参考人は、11 日の夕方に起きた原発事故について連絡、通報がなく、翌 12
日早朝に原発事故の発生と 10km 圏内の避難指示が出ていることをテレビで知っ
たと述べた。その後、20km 圏外に出るため北西部の浪江町津島に役場機能を移
したが、SPEEDI が早期に公開されていれば別の避難方法もあったと考えており、
SPEEDI の能力と公開について検証してほしいと訴えた。
渡辺参考人は、11 日の夕方に原発事故の連絡があり、19 時ごろに緊急事態宣言
が発令されたが、当初はあまり危機感を持っていなかったと当時を振り返った。ま
た、原子力発電所の安全確保を繰り返し要望してきたが、心の底では安全神話を過
信し過ぎたことは否定できず、小さなトラブルがあっても、多重防護システムで守
られるため大事には至らないという先入観があったと述べた。

馬場

有参考人

（浪江町長）

渡辺利綱参考人
（大熊町長）

吉田数博参考人（浪江町議会議長）
鈴木 充参考人（浪江町行政区長会会長）
松﨑俊憲参考人（浪江町商工会会長）
叶谷守久参考人（相馬双葉漁業協同組合請戸支所長）
菊池好平参考人（ふたば農業協同組合理事）
佐藤 隆参考人（浪江町PTA連絡協議会会長）

仲野孝男参考人（大熊町行政区長会会長）
松本一彦参考人（大熊町消防団技術分団長）
石田宗宏参考人（大熊町立大野小学校PTA会長）
石田 仁参考人（大熊町生活環境課長）

̺̺
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主要ポイント

○避難指示・避難の実態
「国、県、東京電力から、事故、避難指示、避難方向についての情報が何も
無いままに避難しなければならなかった」、
「東京電力の社員などもっと早く分
かっていた人たちがいたのではないか」といった生の怒りが伝わってきた。住
民の側にとって分かりやすい情報を、より早く伝えることの重要性について
再度認識した。
○住民の安全を守るという視点
役場の方からは当時を振り返って「果たして、住民の安全を守るという役
場の役割を果たせたのか」との自問自答があった。「防災訓練は訓練のための
訓練で、主催者の自己満足のためだった」
「もっと現実に即した訓練をすべき
、
だったのではないか」といった言葉もあった。過去の委員会での参考人の話は、
原子力の安全を守るべき規制当局に、この住民の安全を守るという意識がすっ
ぽり抜けていることを示唆している。
○立地町としてのメッセージ
特に大熊町の方からは、
「立地町として
『安全』について聞きなれてきた。洗
脳されてきた」、
「まさか原発が問題を起こすなんて、と考えていた」
「人間に
、
制御できないことがあるということを伝えられてこなかった」等、他の原子力
発電所の立地地域の住民に対して大きな意味があるご意見もいただいた。
○政府との関係・信頼の視点
事故当初に必要な情報を出さなかった政府に対して「いまだに信頼が築けな
い」
「現在の 4 号機や線量などの情報も信じられない」という言葉があった。
、
一度失った信頼関係を取り戻すには大変な時間と努力が必要だ。
○避難生活、将来
当時の避難指示の遅れ、あるいは「念のため」といったあいまいな伝え方が、
いかに住民に深刻な影響を与えてしまったのか、あらためて痛感した。「子ど
もたちへの放射線の影響について、将来にわたって国が責任を持って健康を
見守っていく制度が必要ではないか」といった意見もいただいた。このほか、
何度も
「原子力発電所がある市町村の皆さんに私たちと同じ体験をさせること
のないよう切にお願いをしたい」という心からの訴えがあった。
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第 12 回 委 員 会
平成24年5月14日
（参議院議員会館内講堂）

概要

京電力取締役会長であり、電気事業連合会元会長の勝俣恒久氏を参考人と

東 して聴取した。勝俣恒久参考人は 2002 年以降、東京電力の社長・会長として

経営に当たってきた。東京電力の経営者として、原子力発電所の安全性について事
故前はどのように考え、評価していたのか、事故当時における経営層の対応、事業
者としての安全対策の在り方等について聴取した。
委員会では、原発事故の主な原因が想定外の津波であるとする見解がある中で、
事故前の段階で巨大津波に関するさまざまな知見に対して東京電力社内でどのよう
な評価をしていたか、またその評価が、全電源を喪失した際の対策など深層防護に
基づく安全対策にどう影響したかについて質疑がなされた。このほか、事故当時の
対応として、原子炉への海水注入や計画停電を実施するまでの経緯等が論点となっ
た。

勝俣恒久参考人
（東京電力取締役会長）

主要ポイント

○原子力事業者としての責任と当事者意識
「原子力発電所の安全に関する一義的な責任は電力事業者」と述べる一方、「現場
の判断を優先すべきだが、総理が対策本部長だった」と発言した。また、
東京電力トッ
プ 3 人が同時に本社を留守にし、事故時初めて社長の留守を知ったこと、帰国後、
本社に戻るまで連絡を取らなかったことなど、原子力を扱う組織としての危機感の
なさが浮き彫りになった。
○津波に関する見解
事故の原因については、「事故については東京電力自らも検証中である」という
発言があった一方、想定外の津波が主原因だと主張していた。
特に、津波については、想定を超える規模で発生した場合のリスクについて、東
京電力の社内で会長にまでも伝えられていないことも分かった。勝俣会長は「その
ような津波は現実に起こりえない」との判断であったことが判明した。さらに確率
論的に津波のリスクを考えることをしていなかったように思われた。
○原子力規制への関与
規制の簡素化について強調されていたが、一方で事業者の自主的対応とされた耐
震バックチェック、シビアアクシデント対策などの対応がなされてこなかった。簡
素化の要求と先送りの関係には強い疑問を感じる。
また、一般にはあまり知られていない電気事業連合会がロビー活動の場であった
ということも明らかになった。
○経営トップとしての覚悟
今振り返ってみれば津波対策あるいはシビアアクシデント対策など、対応を講ず
べき点は多かったとの言葉はあったが、具体的な点については明言を避け続けた。
今回の議論を通じて果たして原子力を担う巨大な電力会社の経営トップとしての
覚悟があったかどうかは今後、国民が判断することとなろう。

̺̺

平成24年5月16日
（衆議院第16委員室）

概要

松永和夫参考人
（前経済産業事務次官）

主要ポイント

2

010 年 7 月から 2011 年 8 月まで経済産業事務次官を務め、経済産業省の事務

方トップとして、事故対応に当たった松永和夫氏に参考人としての聴取を行った。
松永氏は 2004 年 6 月から 2005 年 9 月まで、原子力安全規制を所掌する保安院長
も務めている。
委員会では、事故前の安全確保に関しては、安全委員会が 2006 年 9 月に改訂
した新耐震指針で、「施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性が
あると想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響を受け
る恐れがないこと」と定めた。米国では同時多発テロを受け、米国原子力規制委員
会が「B.5.b」と呼ばれる対策を策定する等の動きがあり、こうした動きに保安院
がどう対応したかについて質疑がなされた。
事故後については、電力供給に不安の残る中、原子力発電所の再起動（再稼働）
をめぐって、供給力を確保するために早期の再起動を求める考え方と、事故を踏ま
えた安全対策の徹底を求める考え方とがあり、原子力の安全と推進の双方を所管す
る経済産業省が両者をどのように位置づけ、どのような対応を行ったかが論点と
なった。

○事故前の安全確保に関する判断
保安院長時代、新耐震指針を導入した際には美浜原発の事故への対応に忙しくて
時間をさけなかったと述べた。また、
「B.5.b」と呼ばれる対策の導入検討について
も関知していないと述べるなど、原子力の安全の重要な局面で直接関与していない、
あるいは自らの責任の所在について明言を避けた。
○原発の再起動に係る安全性の判断
海江田経済産業大臣が 2011 年 6 月 18 日の談話・声明で示したように、政府の
事故原因調査が終わっていない中で、経済産業省が早々に原子力発電所の再起動に
は安全上支障がないと決定したのであれば、エネルギー政策と原子力の安全規制を
所管する責任者としての判断の妥当性に疑問が残る。ストレステストについても自
らの関与についての言及を避けた。
○電力供給量の発表
夏季の電力供給については、社会に大きな影響を与えるため、資源エネルギー庁
は東京電力と密接に協議していた。東京電力は、早期に自らの電力供給量を把握し
ていたにもかかわらず発表を遅らせたが、そのことについて松永参考人は承知して
いないとした。
○プルサーマル導入
福島第一原発 3 号機のプルサーマル導入が検討されていた時期、プルサーマル
特別交付金などで導入を急がせる一方で、時間がかかる耐震バックチェックを実施
する機会が失われた可能性がある。
○緊急時の対応能力
保安院と同様、経済産業省も緊急時の対応について準備が不足していた可能性が
あることも明らかになった。経済産業省を含め、原子力の推進や安全確保に責任を
持つ行政機関の在り方に問題が見える。原子力に正面から向き合っていくために何
が必要かを真剣に考える必要性を再認識した。
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第 13 回 委 員 会
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第 14 回 委 員 会
平成24年5月17日
（参議院議員会館内講堂）

概要

議院議員であり、事故当時、経済産業大臣を務めた、海江田万里氏に参考

衆 人聴取を行った。事故当時、原子力を所管していた経済産業大臣として、経
済産業省や原災本部事務局である保安院とともに、どのような対応を行ったのか等
について聞いた。
特に、ベント等、東京電力の対応が遅れたとされている問題に関しては、当時の
官邸、政府が事態をどのように認識していたか、東京電力との情報共有は機能して
いたか等について、質疑がなされた。また、今回の事故を踏まえ、今後の規制機関
の在り方、緊急時体制の在り方についても論点となった。
また、当委員会における現時点での論点整理（第１回）を行った。

海江田万里参考人
（衆議院議員、元経済産業大臣）

主要ポイント

○事故当時の認識について
・総理の理解を得るのに時間がかかり、緊急事態宣言が遅れたことへの責任を感
じているとの発言があった。
・情報開示について、菅総理の福島原発視察の経緯は知らず、その目的について
も分からなかった、とした。
・東京電力清水社長から退避についての電話を海江田大臣が受け、
「全員撤退」
という言葉はなかったが、「第一発電所」、
「第二発電所」
、
「退避」という 3 つの言
葉を記憶しており、「清水社長自らが電話をしてきたことには重い意味がある」と
本人が解釈していたことが分かった。
・ベントの実施だけではなく、5 号機、6 号機の廃炉についても、東京電力が判
断をためらったように感じたとの発言もあった。ベントについては、原子炉等規制
法による命令を「民間企業の判断を後押しするため」に発出したとし、政府と事業
者との責任分担の曖昧さが見えた。
・
「まるで伝言ゲームのようだった」、
「政府の対応には反省すべき点がある」な
どと発言し、発災直後から、官邸、東京電力本店、事故現場等の間で情報の伝達・
共有ができていなかったことが明らかになった。
・政府による事前の対策については、「十分ではなかった」
、「訓練で SPEEDI 等に
ついて活用すべきであった」との発言があった。
・水素爆発に関して、
「当時水素爆発が起こるとは誰も考えていなかった」
、
「水
素爆発を防げなかったことは大きな反省。スリーマイル島の事故の経験が生かされ
なかった」といった重要な発言もあった。
○ストレステスト
海江田参考人は、ストレステストの導入時、原発再起動の条件としてストレステ
ストを考えたが、バックチェックを強制すれば事業者が早く進めることができた可
能性があることには思い至らなかったと述べた。

̺̺
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○規制機関の在り方、緊急体制の在り方
・海江田参考人は、保安院は国民から期待される役割は果たせなかったのではな
いか、緊急時の対応体制はスリムにしておのおのが役割を理解して進めることが重
要でないかとの意見を述べた。
・海江田参考人は、規制機関には、独立性をもって安全面からの規制をしっかり
やってもらいたいと述べ、事故が起きた場合の放射線に対しての知識や装備を持つ
緊急展開部隊的なものも必要かもしれないとも示唆した。

第1回論点整理

○論点 1
今回の事故から今後の対策を検討するに当たっては、特定の事故原因への対応に
とどまらず、解決すべき課題を、より広く、より深く抽出、検討する必要があるの
ではないか。
○論点 2
海外の知見、最新の科学的知見を迅速に安全規制に反映するための制度的枠組み
が欠落していたのではないか。
○論点 3
現在の規制当局には、安全文化が欠如しており、また組織として、透明性、専門
性、高い独立性を実現していくための運営のプロセス及び仕組みが欠けていたので
はないか。
○論点 4
安全文化を持った規制組織の実現は、組織の形態の変更だけでは達成できない。
規制組織を構成する人材の抜本的な改善、強化策が必要ではないか。
○論点 5
事業者の側についても、安全文化を醸成する仕組み、事業者が自ら進んで最高の
安全を求めていくための制度的枠組みが必要ではないか。
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第 15 回 委 員 会
平成24年5月27日
（参議院議員会館内講堂）

概要

議院議員で、現在、経済産業大臣を務める枝野幸男氏に参考人聴取を行った。

衆 枝野参考人は、事故当時、内閣官房長官として対応に当たっており、官邸や

政府が当時どのような対応を行ったのか、事故当時の政府の広報活動や情報伝達の
在り方等について聴取した。
特に、
記者会見等での公表に関しては、
「直ちに影響はない」等の表現が多用され、
原子力発電所の状況や放射性物質の影響等が十分に伝わらず、周辺住民の避難等に
支障を来したのではないかという指摘がある。
委員会では、国民への公表方法のほか、「撤退問題」、東京電力等の開示への関与
等についても質疑があった。

枝野幸男参考人
（衆議院議員、経済産業大臣、
前内閣官房長官）

主要ポイント

○「撤退問題」
に対する見解
撤退問題については、正確な言葉のやりとりまでは記憶はないとのことであった。
しかし、撤退すると対応する人がいなくなり、悪化を食い止めることができなくな
る、と言った趣旨のことを伝えたとき、清水社長は口ごもって何の答えもなかった
ので、「部分的に残すという趣旨ではなかったことは明確」と語った。その後、吉
田所長に確認したら「まだやれることあります。がんばります」といった内容のこ
とを言われた。
○東電の情報開示への関与
東電に対して、情報開示の際には、同時に官邸に伝えてくれとの指示をしたが、
事前に官邸の了解をとるように、といった意図はなかった。
○海外からの支援への対応
官邸からは、海外からの支援を含めて法的問題を超えて受け入れるように各省に
対して指示をした。
○反省点、問題点等
今回の経験を踏まえた反省点、問題点等として、以下のような趣旨のコメントが
あった。
・情報を伝えてきたつもりではあるが、今日の議論を聞いて国民、住民の側から
見て十分に伝わっていないということを認識した。リスクコミュニケーション上に
反省すべき点があった。
・情報の集約、予測・推定ができなかった点にも問題があった。
「念のため」な
どというときに、その判断の根拠そのものが明確にできないことに問題があったの
ではないか。
・日本には広報官という仕組みがない。内閣官房長官が広報官の役割を果たして
いる。特に、有事においては「しんどい仕組みである」と思っており、分けた方が
よいのではないか。広報官には相当専門的なトレーニングが必要ではないか。

̺̺

平成24年5月28日
（参議院議員会館内講堂）

概要

議院議員で、事故当時には内閣総理大臣として事故対応に当たった菅直人氏

衆 に参考人聴取を行った。

事故当時、原子力事故が時々刻々と進展し緊急対応が必要な中で、官邸が現場を
訪問して責任者と面会したり、現場と直接連絡をとったりしたことに対する批判も
聞かれる。委員会では、官邸における事故時の状況、事故対応時の現場への関与等
について質疑がなされた。

菅直人参考人
（衆議院議員、前内閣総理大臣）

主要ポイント

○事故発生前に関する発言
・今回の事故は、国策として続けられてきた原子力発電所によって引き起こされ
たものであり、最大の責任は国にある。事故発生時の国の責任者として、この事故
を止められなかったことに対してあらためておわびしたい。
・原子力事故における、内閣総理大臣あるいは対策本部の本部長の権限について、
事故以前に、詳しい説明を聞いたことはない。
・総合防災訓練における、本部長の権限等をそのときに深く認識したかというと
必ずしもそうではなかった。
○事故発生時に関する発言
・保安院、安全委員会、東京電力の技術担当フェローなどから、原子炉の状態が
どうなりそうか、どういう対策をとるべきかという話が一切なかった。事故直後に
原子力発電所を視察したのは、発電所の責任者と直接会うことで状況把握ができる
と考えたからである。
・海水注入に関して、淡水から海水に切り替えることによって再臨界が起こると
の認識はなかった。しかし、班目委員長から（再臨界の）可能性はゼロではないと
いう話があった。官邸にいた東京電力の人の発言が「官邸の意向」と言われること
がある。
・
「撤退問題」については、吉田所長から細野補佐官に 2 度電話があった。1 度
目は「非常に厳しい」、2 度目は「注水ができ、まだやれる」ということだった。
もう一度自分から電話をしたが詳細は覚えていない。その後 15 日未明、経済産業
大臣から連絡があり、東京電力の撤退の話を聞いた。撤退はとんでもないことだと
感じた。
・現場で事故対応に努力された人々に対してお礼と敬意を表したい。
○政府、官邸の対応について
・地震・津波という最大級の災害と原子力発電所事故が同時に起きた。これを官
邸地下の危機管理センターで対応することは難しく、現地のオフサイトセンターも
機能しなかった。
・原災法の想定が極めて不十分であったために、事故時の司令塔機能を果たさざ
るを得なかった。
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・直接、現場に対して電話連絡をするのは非常手段なので、事業者、保安院から
きちんと情報があがっていれば必要性は少なかった。
・海外専門家の官邸駐在を断ったのは枝野官房長官である。自分は聞いていない。
・保安院が、海外からの援助申し出を断ったのであれば問題である。
・技術的な助言については、法令に定められている以外にもさまざまな専門家か
ら助言を受けた。
・特定の議員に対して協力をしてほしいと言ったことがあるが、助言チームのよ
うなものをつくるよう指示したという認識はない。
○今後目指すべきことについて
・今回の原発事故は、わが国の病根を照らし出したと認識している。
・東京電力、電気事業連合会を中心とした原子力ムラの組織的構造を解体するこ
とが原子力行政の抜本的な改革の第一歩である。外国人の専門家を招へいすること
は、日本の原子力ムラ社会を壊すきっかけになる。
・日本は脱原発を実現する方向で努力すべきである。
今回の議論を通じて、非常時における政府、行政の在り方について真剣に考えて
いかなければならないことが明らかになった。

̺̺

平成24年5月29日
（福島県福島市

概要

福島テルサ）

藤雄平福島県知事に参考人聴取を行った。佐藤氏は事故当時、知事として対

佐 応に当たった。委員会では、事故時、県がどのような対応をとったのか、政
府の動きはどのように見えたのか、また、原子力事故発災時の県の対応の在り方等
について聴取した。
福島第一原発では、3 号機において、プルトニウムを含んだ燃料を用いるプルサー
マル発電を導入することを 2010 年に決定したが、プルサーマルの導入をめぐって
は危険性が高まる等の意見が出されるなど物議を醸していた。
事故対応においては、国から県に提供された SPEEDI 試算結果の電子メールを削
除し、この情報が地元自治体に伝わらなかったことが問題となった。

佐藤雄平参考人
（福島県知事）

主要ポイント

○事故前の認識
原子力災害の危険性について、国ならびに東京電力からは、多重防護でしっかり
守られているという説明を聞いた。一方、県としては安全協定に基づく対応をして
きた。
○避難指示について
2㎞圏避難については、国の対応が遅いとの判断で県が行ったが、避難指示の伝
達は通信途絶のため支障を来した。
その後の国からの避難指示は、報道機関を通じて知る状況で、国からの指示が具
体的でなく、住民が苦しい避難を余儀なくされた。
○プルサーマル導入について
3 号機へのプルサーマル導入の際、佐藤参考人は、県から国に示した 3 条件の一
つである耐震安全性の確保について、5 号機の耐震バックチェック中間報告と同様
の確認をするよう求めた。しかし、5 号機の耐震バックチェックに津波対策があっ
たにもかかわらず、3 号機の耐震バックチェックでは津波が取り上げられていない
ことについて、
佐藤参考人には伝えられていなかった可能性がある。また、プルサー
マル導入の際、プルサーマル特別交付金について知らなかった。
○今後に向けて
原子力安全確保の縦割り行政の弊害を指摘し、一元化が強く求められるとする意
見を述べた。また、SPEEDI などをはじめとした情報の錯綜、事務局内の情報の伝達、
共有が十分でなく、県には組織として問題があり、危機管理の在り方を見直してい
く意向を示した。今後については、事故収束と再発防止のために、知見、組織、信
頼できる人、これらの要素が密接に連携することが重要ではないかと述べた。
最後に、発災以降、全国の皆さんに協力いただいた、二度と再びこのようなこと
が起きないよう、未来ある社会づくりに貢献していきたいと発言した。
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第 18 回 委 員 会
平成24年6月8日

（参議院議員会館内講堂）

概要

故当時、東京電力社長であった清水正孝氏に対して参考人聴取を行った。
「撤

事 退問題」をめぐっては、清水参考人が官邸、政府に対してどのような要請を行

ったのかが注目を集めていた。
委員会では、この「撤退問題」のほか、海水注入への関与などにおける官邸との
コミュニケーションや、シビアアクシデントに対する事業者として対応の在り方等
に関して質疑がなされた。

清水正孝参考人
（前東京電力社長）

主要ポイント

○官邸とのコミュニケーション
清水社長は、出張から帰ったとき、「官邸がベントに関して東電の対応に不信感
を持っていることに気が付かなかった」。また
「全員撤退」と総理に言われてから、
「そ
う考えていたのか」と気づくなど、官邸との認識のギャップを理解することに欠け
ていたと思われる。
当初からの両者の認識の食い違いや、官邸と東電の間の相互の信頼がない中で生
じたコミュニケーションのミスが、今回の「撤退問題」をめぐる両者の食い違いに
発展した一つの原因と考えられる。
○「撤退問題」
について
現場は一貫して炉の問題を解決するために懸命に取り組んでおり、撤退というこ
とを考えていなかったことは本日の証言に限らず、当委員会の調査から判明してい
る。この間、東京電力が、いわゆる「全面撤退」を決定した形跡は見受けられない。
今回の例を見る限り、最終的に危機的な状況におかれた原子炉に対応できたのは、
炉の状況をよく把握していた現場であり、最後まで持ち場を離れないという現場の
人々の使命感がカギとなった。
○海水注入について
海水注入の例においても、現場及び技術的判断のできる人が意思決定をすべきで
あり、官邸の意向をおもんぱかることは避けるべきであった。この問題は、今後さ
らに厳しい状況に直面したときに、事業者の在り方、あるいは原子力の専門家では
ない官邸の介入の是非について重要な示唆を与えた。
○今後の安全対策
シビアアクシデント時における、免震重要棟の重要性について「あれがなければ
と思うとぞっとする」といった発言があった。今後は、原子力発電所がより厳しい
状況になることも前提にした上でさまざまな準備をしておくことが必要である。
また、国民の命を守るという目的から見ても、発電所における現場の作業員の安
全を守りきることの重要性が明らかになった。

̺̺

平成24年6月9日

（参議院議員会館内講堂）

主要ポイント

○住民アンケートについて
政府の事故情報の発信・伝達の遅れが、その後の混乱につながった。住民から見
ると、避難指示が場当たり的で、何回も避難した人、線量の高いところに避難した
人、着の身着のままで避難した人々が続出した。
また、アンケートからは、避難を強いられた方々の苦悩や、他に伝える手段がな
く、
行き場のない住民の声や思いが伝わってきた。いまだに問題は解決しておらず、
早急な対応が求められる。
これは何とか国会に伝えていきたい。
○論点整理について
危機管理体制の構築、リスクコミュニケーションの在り方等について、現時点の
論点を暫定的に示した。これは、当委員会の論点の全てを示すものではなく、また、
当委員会としての結論を示すものではない。

第 2 回論点整理

○論点 1
今回の事故の対応においては、官邸が、オンサイト（発電所内）の事故対応に過
剰な介入をしたのではないか。
○論点 2
官邸を含めた危機管理体制の抜本的な再構築が必要ではないか。特に初動の重要
性から、事故発生時に直ちに対応できる危機管理体制作りが求められているのでは
ないか。
○論点 3
原子力災害が発生した場合、すなわち緊急時、特にシビアアクシデントが発生し
たときには、オンサイト（発電所内）については事業者が責任をもって対応するこ
とを原則とし、オフサイト（発電所外）については政府等が責任をもって対応する
ことを原則とするべきではないか。また、今回の事故の教訓を踏まえ、政府は事故
対応に当たり、指揮命令系統を一本化するべきではないか。
○論点 4
原子力災害が発生した場合、すなわち緊急時には、事態の進展を先取りした、迅
速かつ的確なリスクコミュニケーションが不可欠ではないか。緊急事態に当たって、
事故現場での事態確認ができないとして、確実な情報のみを発信するという平時の
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対応をし続けたことが、被災住民の避難にも甚大な混乱と被害を引き起こしたので
はないか。
○論点 5
原子力災害における各事象が急速に進展する場合、初動の避難指示に当たっては
緊急時迅速放射能環境予測ネットワークシステム（SPEEDI）の活用は困難ではな
いか。モニタリング手法の多様化と測定地点の多数化、分散化に努めるべきではな
いか。政府の中では SPEEDI の活用方法についての認識が共有化されておらず、住
民にもその機能が正しく伝えられていなかったのではないか。
○論点 6
全体を通じての認識として、これまで原子力の安全の議論はなされるが、住民の
健康と安全確保という視点が欠けていたのではないか。その結果、安全規制におい
て、深層防護の第 4 層に当たるシビアアクシデントの対応、第 5 層に当たる防災
の観点が欠落し、被害の拡大を招いたと考えられる。リスクコミュニケーションに
おいても混乱を防ぐという名のもとに情報発出側の責任を回避することに主眼が置
かれ、住民の健康と安全は顧みられなかった。今後の組織、危機管理の制度設計に
おいては、住民の健康と安全確保の視点を第一に考えるべきではないか。また国民
の命を守るという目的から見ても、発電所現場の作業員の安全を守りきることが重
要ではないか。
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ࠉᅄࠉࡇࢀࡲ࡛ࡢཎᏊຊ㛵ࡍࡿᨻ⟇ࡢỴᐃཪࡣゎཬࡧࡑࡢ⤒⦋ࡑࡢࡢ㡯ࡘ࠸࡚ࡢㄪ
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࡚ࡣࠊጤဨࡢ㆟Ỵࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ࠉࠉᰝࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ࠉࠉ๓ྛྕࡢㄪᰝ
㸦௨ୗ
ࠕᨾㄪᰝࠖ࠸࠺ࠋ
㸧ࡢ⤖ᯝᇶ࡙ࡁࠊཎᏊຊ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ᨻ⟇ཬ
ࠉࠉࡧᙜヱᨻ⟇㛵ࡍࡿ㡯ࢆᡤᤸࡍࡿ⾜ᨻ⤌⧊ࡢᅾࡾ᪉ࡢぢ┤ࡋࢆྵࡴཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾ
ࠉࠉࡢ㜵ṆཬࡧཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢᨾక࠸Ⓨ⏕ࡍࡿ⿕ᐖࡢ㍍ῶࡢࡓࡵㅮࡎࡁ⟇ཪࡣᥐ⨨
ࠉࠉࡘ࠸࡚ࠊᥦゝࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ࠉභࠉ๓ྛྕᥖࡆࡿົࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞ㄪᰝཬࡧ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇࠋ
ࠉ
㸦ཧ⪃ேࡢฟ㢌㸧
➨༑୍᮲ࠉጤဨࡣࠊᨾㄪᰝࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊཧ⪃ேࡢฟ㢌ࢆồࡵࠊࡑࡢ
ពぢࢆ⫈ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰ࠉ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾጤဨฟ㢌ࡋࡓཧ⪃ேࡣࠊ㆟㝔ฟ㢌ࡍࡿドே➼ࡢ᪑㈝ཬࡧ᪥ᙜ
㛵ࡍࡿἲᚊ㸦༑ᖺἲᚊ➨ඵ༑୍ྕ㸧
ࡢつᐃࡢࡼࡾ᪑㈝ཬࡧ᪥ᙜࢆᨭ⤥ࡍࡿࠋ
ࠉ
㸦㈨ᩱࡢᥦฟࡢせồ㸧
➨༑᮲ࠉጤဨࡣࠊᨾㄪᰝࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࠊᆅ᪉බඹᅋ
యࡢබ⨫ࠊཎᏊຊᴗ⪅ࡑࡢࡢ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ㈨ᩱࡢᥦฟࢆせồࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢሙ
ྜ࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱせồࢆཷࡅࡓ⪅ࡣࠊࡇࡢἲᚊูẁࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊࡇࢀᛂ
ࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰ࠉ๓㡯ࡢせồࢆཷࡅࡓᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢබ⨫ࡣࠊᙜヱせồࢆཷࡅࡓ᪥ࡽ
᪥௨ෆࠊᙜヱせồಀࡿ㈨ᩱࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢᮇ㛫ෆᙜヱ㈨ᩱ
ࢆᥦฟࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡘ࠸࡚ṇᙜࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ཬࡧᥦฟ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿྜ⌮ⓗ࡞ᮇ㝈ࢆ᫂♧ࡋࡓࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛࡞࠸ࠋ
㸱ࠉ๓㡯ࡓࡔࡋ᭩つᐃࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ➨୍㡯ࡢせồࢆཷࡅࡓᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ཬࡧᆅ᪉බ
ඹᅋయࡢබ⨫ࡣࠊᙜヱ᫂♧ࡋࡓᮇ㝈ෆࠊᙜヱせồಀࡿ㈨ᩱࢆᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠉ
㸦⫋ົୖࡢ⛎ᐦ㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢᥦฟ㸧
➨༑୕᮲ࠉ๓᮲➨୍㡯ࡢせồࢆཷࡅࡓᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ཪࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢබ⨫ࡣࠊᙜヱせồಀ
ࡿ㈨ᩱࡘ࠸࡚ࠊ⫋ົୖࡢ⛎ᐦ㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡢ⏦❧࡚ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᥦฟࢆᣄࡴ
ࡁࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆጤဨ࠾࠸࡚
ཷㅙࡋᚓࡿࡁࡣࠊᙜヱᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ཪࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢබ⨫ࡣࠊᙜヱせồಀࡿ㈨ᩱࢆᥦ
ฟࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋ
㸰ࠉ๓㡯ࡢ⌮⏤ࢆཷㅙࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊጤဨࡣࠊ୧㆟㝔ࡢ㆟㛗ᑐࡋ࡚ࠊ๓᮲➨
୍㡯ࡢせồಀࡿ㈨ᩱࡢᥦฟࡀᅜᐙࡢ㔜࡞┈ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ᪨ࡢෆ㛶ࡢኌ᫂ཪࡣྠ㡯
ࡢせồಀࡿ㈨ᩱࡢᥦฟࡀබࡢ┈ࢆᐖࡍࡿ᪨ࡢᙜヱᆅ᪉බඹᅋయࡢኌ᫂ࢆせồࡍࡿࡼ࠺ồ
ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱ࠉ๓㡯ࡢồࡵࢆཷࡅࡓྛ㆟㝔ࡢ㆟㛗ࡀྠ㡯ࡢኌ᫂ࢆせồࡋࠊࡇࢀᑐࡋ࡚ྠ㡯ࡢኌ᫂ࡀ࠶ࡗ

̺̺

ಀࡿ㈨ᩱࢆᥦฟࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸ࠋ
㸲ࠉ๓㡯ࡢせồᚋ༑᪥௨ෆࠊෆ㛶ཪࡣᆅ᪉බඹᅋయࡀ➨㡯ࡢኌ᫂ࢆฟࡉ࡞࠸ࡁࡣࠊ๓᮲
➨୍㡯ࡢせồࢆཷࡅࡓᅜࡢ⾜ᨻᶵ㛵ཪࡣᆅ᪉බඹᅋయࡢබ⨫ࡣࠊᙜヱせồಀࡿ㈨ᩱࢆᥦฟ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠉ
㸦≉ᐃࡢጤဨ➼ࡼࡿணഛⓗཪࡣ⿵ⓗ࡞ㄪᰝ㸧
➨༑ᅄ᮲ࠉጤဨࡣࠊጤဨ࠾ࡅࡿཧ⪃ேࡽࡢពぢ⫈ྲྀ➼ጤဨࡢㄪᰝࢆຠ⋡ⓗཬࡧᐇຠ
ⓗ⾜࠺ࡓࡵࠊ≉ᐃࡢጤဨཪࡣົᒁ⫋ဨࠊ๓ཪࡣᚋࡢணഛⓗཪࡣ⿵ⓗ࡞ㄪᰝࢆ⾜
ࢃࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰ࠉ๓㡯ࡢணഛⓗཪࡣ⿵ⓗ࡞ㄪᰝࡣࠊ≉ᐃࡢጤဨཪࡣົᒁ⫋ဨࢆὴ㐵ࡋ࡚⾜࠺ࠊ➨
༑୍᮲ཬࡧ➨༑᮲➨୍㡯๓ẁࡢつᐃࡢ‽ࡌ࡚⾜࠺ࡶࡢࡍࡿࠋ
ࠉ
㸦୧㝔ྜྠ༠㆟ᑐࡍࡿᅜᨻㄪᰝࡢせㄳ㸧
➨༑᮲ࠉጤဨࡣࠊ≉ᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡿࡁࡣࠊ୧㝔ྜྠ༠㆟ᑐࡋࠊᅜἲ㝃๎➨
㡯ࡢつᐃࡼࡾᅜᨻ㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜࠺ࡼ࠺ࠊせㄳࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࠉ
㸦ሗ࿌᭩ࡢᥦฟ➼㸧
➨༑භ᮲ࠉጤဨࡣࠊጤဨ㛗ཬࡧጤဨࡢ௵ࡢ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚࠾࠾ࡴࡡභ᭶ᚋࢆ┠㏵ࡋ࡚ࠊ
ᨾㄪᰝࡢ⤖ᯝཬࡧ➨༑᮲➨ྕࡢᥦゝࢆグ㍕ࡋࡓሗ࿌᭩ࢆ୧㆟㝔ࡢ㆟㛗ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸰ࠉ୧㆟㝔ࡢ㆟㛗ࡣࠊ๓㡯ࡢሗ࿌᭩ࢆཷ⌮ࡋࡓࡁࡣࠊࡇࢀࢆᗈࡃබ⾲ࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢ
ࡍࡿࠋ
㸱ࠉ➨୍㡯ࡢሗ࿌᭩ࡣࠊ୧㆟㝔ࡢ㆟㛗ࡀ༠㆟ࡋ࡚ᐃࡵࡿࡇࢁࡼࡾࠊෆ㛶㏦ࡍࡿࠋ
ࠉ
㸦ㄪᰝάືࡢ⤊㸧
➨༑᮲ࠉጤဨࡣࠊ๓᮲➨୍㡯ࡢሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡋࡓࡁࠊࡑࡢㄪᰝάືࢆ⤊ࡍࡿࠋ
ࠉࠉࠉ➨ᅄ❶ࠉ㈈ᨻᥐ⨨➼
➨༑ඵ᮲ࠉࡇࡢἲᚊࡢ⾜ᚲせ࡞ࡿேဨࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ⫋ဨࡢᐃဨୖࡏࡋ࡚☜ಖࡉ
ࢀࡿࡇࡍࡿࡶࠊࡇࡢἲᚊࡢ⾜ᚲせ࡞ࡿ⤒㈝ࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡼ࠺ࠊ᱁ูࡢ㈈ᨻ
ᥐ⨨ࡀㅮࡌࡽࢀࡿࡶࡢࡍࡿࠋ
ࠉࠉࠉ㝃ࠉ๎
ࠉ
㸦⾜ᮇ᪥㸧
➨୍᮲ࠉࡇࡢἲᚊࡣࠊᅜἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂ༑୕ᖺἲᚊ➨ⓒ༑୍ྕ㸧ࡢ⾜ࡢ᪥
ࡽ⾜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊḟ᮲ࡢつᐃࡣࠊබᕸࡢ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
ࠉ
㸦‽ഛ⾜Ⅽ㸧
➨᮲ࠉጤဨࡢጤဨ㛗ཬࡧጤဨࡢ௵ࡢࡓࡵᚲせ࡞⾜Ⅽࡑࡢጤဨࡢタ⨨ࡢࡓࡵᚲせ

̺̺

付録４ 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法
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࡞‽ഛ⾜Ⅽࡣࠊࡇࡢἲᚊࡢ⾜๓࠾࠸࡚ࡶ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉ
㸦ࡇࡢἲᚊࡢኻຠ㸧
➨୕᮲ࠉࡇࡢἲᚊࡣࠊࡇࡢἲᚊࡢ⾜ࡢ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ୍࡚ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥ࠊࡑࡢຠຊࢆኻ࠺ࠋ
ࠉ
㸦ᅜ⫋ဨἲࡢ୍㒊ᨵṇ㸧
➨ᅄ᮲ࠉᅜ⫋ဨἲ
㸦༑ᖺἲᚊ➨ඵ༑ྕ㸧ࡢ୍㒊ࢆḟࡢࡼ࠺ᨵṇࡍࡿࠋ
ࠉࠉ㝃๎ḟࡢ㡯ࢆຍ࠼ࡿࠋ
ࠉࠉᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝጤဨἲ
㸦ᖹᡂ༑୕ᖺἲᚊ➨ⓒ༑ྕ㸧ࡀࡑࡢຠຊࢆ
᭷ࡍࡿ㛫࠾ࡅࡿ➨୍᮲ࠊ➨᮲ࠊ➨ඵ᮲ࠊ➨༑᮲ࡢභࠊ➨༑භ᮲ࠊ➨༑ᅄ᮲ࡢ୕➨୍
㡯ࠊ➨༑ඵ᮲➨୍㡯ཬࡧ➨୕༑୕᮲ࡢつᐃࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨୍᮲୰ࠕḟᥖࡆࡿ⪅ࠖ
࠶ࡿࡢࡣ
ࠕḟᥖࡆࡿ⪅୪ࡧᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝጤဨࡢጤဨ㛗ཬࡧጤဨࡑ
ࡢࡢ⫋ဨࠖࠊ➨᮲ࠊ➨ඵ᮲ཬࡧ➨༑ඵ᮲➨୍㡯୰ࠕ୪ࡧᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࠖ࠶ࡿࡢࡣ
ࠕࠊᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࠖࠊ
ࠕᑓ㛛ㄪᰝဨࠖ࠶ࡿࡢࡣࠕᑓ㛛ㄪᰝဨ୪ࡧᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁
ᡤᨾㄪᰝጤဨࡢጤဨ㛗ཬࡧጤဨࠖࠊ➨༑᮲ࡢභ୰ࠕᐃࡵࡿࠖ࠶ࡿࡢࡣࠕᐃࡵࠊᮾி㟁
ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝጤဨࡢ⫋ဨࡘ࠸࡚ࡣᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝጤ
ဨࡢጤဨ㛗ࡀ୧㆟㝔ࡢ㆟㝔㐠Ⴀጤဨࡢᢎㄆࢆ⤒࡚ᐃࡵࡿࠖࠊ➨༑භ᮲୰ࠕᑓ㛛ㄪᰝဨࠖ
࠶ࡿࡢࡣ
ࠕᑓ㛛ㄪᰝဨࠊᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝጤဨࡢጤဨ㛗ཬࡧጤဨࠖࠊ➨
༑ᅄ᮲ࡢ୕➨୍㡯୰ࠕ୪ࡧᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࡢ㤋㛗ࠖ࠶ࡿࡢࡣࠕࠊᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ࡢ㤋㛗୪
ࡧᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝጤဨࡢጤဨ㛗ཬࡧጤဨࠖࠊ➨୕༑୕᮲୰ࠕッ㏣ጤ
ဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧
ࠖ࠶ࡿࡢࡣ
ࠕッ㏣ጤဨࠖ࠸࠺ࠋ
㸧୪ࡧᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝ
ጤဨࠖࡍࡿࠋ
ࠉࠉ๓㡯ࡢつᐃࡼࡾㄞࡳ᭰࠼࡚㐺⏝ࡍࡿ➨୕༑୕᮲ࡢつᐃࡼࡾᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤ
ᨾㄪᰝጤဨタࡅࡿᅜ⫋ဨ⪃ᰝጤဨࡢጤဨ㛗ࡣࠊᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪ
ᰝጤဨࡢጤဨ㛗ࠊࡑࡢጤဨࡣࠊᮾி㟁ຊ⚟ᓥཎᏊຊⓎ㟁ᡤᨾㄪᰝጤဨࡢጤဨࠊྛ㆟
㝔ົᒁࡢົ⥲㛗ཬࡧົḟ㛗୪ࡧྛ㆟㝔ἲไᒁࡢἲไᒁ㛗ཬࡧἲไḟ㛗ࡀࠊࡇࢀᙜ
ࡓࡿࠋ
ࠉ
㸦ᅜ⨨ࢀࡿᶵ㛵ࡢఇ᪥㛵ࡍࡿἲᚊࡢ୍㒊ᨵṇ㸧
➨᮲ࠉᅜ⨨ࢀࡿᶵ㛵ࡢఇ᪥㛵ࡍࡿἲᚊ
㸦භ༑୕ᖺἲᚊ➨ⓒྕ㸧ࡢ୍㒊ࢆḟࡢࡼ
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付録 5

委員長と委員からのメッセージ

現実と向き合い、自然の前に謙虚であれ

委員長と委員からのメッセージ

黒川

清

私が国会事故調査委員会の委員長に就任したころからであろうか、国内だけではなく、海外
の友人たちから送られてくる言葉があった。『どれ程の技術の進歩があっても、現実に目を向け、
自然の前に謙虚でなくてはいけない』。これは、スペースシャトル・チャレンジャー号事故（1986
年）の調査に参加し、独自の視点で事故の根本的な原因を分析したリチャード・ファインマン
（1965 年、ノーベル物理学賞受賞）が調査報告書に残した言葉である。
また、スリーマイル島原子力発電所事故の調査委員会（ケメニー委員会）では、複雑な大型
の科学技術に対して人間が陥りやすい「思いこみの落とし穴」があると報告している。この「思
いこみ」は、文化や教育、先入観などから作られる独自の常識ともいえる。
この２つの報告書のメッセージは、私たちがこの 6 か月間の調査を経て、見えてきた今回の
事故の本質をとらえている。
日本の当事者たちは「事故は起こる」「機械は故障する」
「人間は過ちをおかす」という大原
則を忘れていた。そして、事故の可能性を過小評価し、事故が起こる可能性さえも認めず、現
実の前に謙虚さを失った。私たちの身近に教訓となり得る現実がある。2004 年 12 月にマグニ
チュード（M）9.1 を記録したスマトラ島沖地震では、翌年に M8.6 の地震が、今年も M8.6 と
いう大地震が起きている。同じことが、今回の東北地方太平洋沖地震で起こらない保証はない。
脆弱な福島原子力発電所は言うまでもないが、安全基準が整っていない原子力発電所への対策
は、時間との競争である。
今回の事故の原因は、日本の社会構造を受容してきた私たちの「思いこみ（マインドセット）」
の中にあったのかもしれない。現実から目を背けることなく、私たち一人一人が生まれ変わる
時を迎えている、未来を創る子供たちのためにも、謙虚に、新たな日本へと。
最後に、憲政史上初という前例の無い中、組織の立ち上げ、調査活動、報告書の編纂、編集、
そして国際版の作成など、各フェーズで、あらゆる課題を解決しながら、実に多様な専門性をもっ
た方々が助けてくれた。この報告書は、このような方々、一人一人により出来上がったものだ。
私たち 10 名の委員を支えてくれたことに、心から感謝する。
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付録５

痛恨の念を抱きつつ

現 場 検 証 が ま っ た く 不 可 能 と い う 制 約 の も と で、 地 震・ 津 波 と 福 島 第 一 原 発 事 故 の 因
果 関 係 を 究 明 す る た め に は（ と く に、 多 く の 事 故 調 査 が 無 視 し て い る 地 震 の 影 響 を 知
る た め に は ）、 地 震・ 津 波 以 降 の 事 象 を 分 析 す る だ け で は 駄 目 で、 次 の よ う な ア プ ロ ー
チが必要だろう。すなわち、①福島第一原発の過去を調べて 3.11 直前の耐震「基礎体力」を明
らかにする、② 3.11 に原発を襲った地震動を理解する、③地震以降の原発の状況の推移を詳細
に分析・検討する、という三段階を総合した攻め方である。事故を起こした原発の個別的な条
件を押さえなければ事故の真相には迫れないし、それによって逆に、地震列島の他の原発の耐
震安全性についての教訓が得られるだろう。
事故調査ワーキンググループでは、この基本路線に沿い、協力調査員と調査統括の方々の献
身的な努力によって、国会事故調独自の調査結果を得たと思う。ただし、何といっても時間不
足で、突っ込んだ調査と十分なまとめができなかったのは残念である。
一方、個人的には、
「起こしてはいけないことが起きてしまった」という痛恨の念が常に胸の
底に澱んでいたから、本委員会の報道を見たりすると、しばしば以下の拙文（神戸新聞、平成
17 年 6 月 22 日付夕刊「随想」
）を思い出した。
【原発震災】◆尼崎 JR 脱線事故の記事を見るたびに、いずれ起こりかねない壮絶な災害
のことを思わずにはいられない。私が以前から指摘している「原発震災」である。◆これは、
大地震で原子力発電所が大事故を起こし、放射能災害と通常の地震災害とが複合する破局
的震災だ。通常の震災の何百倍もの人々が、思いもよらずに命を奪われてしまう。◆日本
列島を縁取る 53 基の発電用大型原子炉は、どんな大地震でも大丈夫とされている。しかし、
地震学的には多くの問題があり、地震に対する安全を最優先に考えているとは言えない。
（中
略）原発の建設と運転が至上命題だと言わざるをえない。驚くべきことは、そんな基本姿
勢が、電力会社ばかりか国の原子力行政の根幹にあることだ。（中略）◆大多数の人々が夢
想もしなかったインド洋大津波や尼崎脱線事故が起きたように、大地震活動期に入った日
本列島で近い将来原発震災が生じても不思議ではない。米国や英国では、原発の万一の大
事故の際の注意を住民に広報しているが、我々もまずその可能性を直視すべきだろう。こ
ればかりは、起きてしまってから大騒ぎしたところで、本当に取り返しがつかない。（拙著
『原発震災−警鐘の軌跡』〈七つ森書館、平成 24 年〉にも収録）
つまり、自分も「起きてしまってから大騒ぎ」している一人ではないかと自問自答して、虚
しい気がしてしまうのだった。だが、起きてしまった以上、二度とこのような災害を起こさな
いために、その根本原因に迫らなければなるまい。そのつど、そう思って気を取り直した。
今回の場合、事故原因を特定することは所詮不可能だろうが、私たちは、「津波さえ来なけれ
ば事故は起きなかった」とは言えないことを論証した。この調査結果をどう活かすか。より安
全で穏やかな暮らしを取り戻すための国民的議論が、この報告書から始まることを期待したい。
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委員長と委員からのメッセージ

石橋克彦

付録５

大事な教訓

委員長と委員からのメッセージ

大島賢三
今回事故の教訓の第一は、原子力に対する国民の信頼回復のため原子力安全文化を根底から
作り直すことだと信ずる。まず事業者、安全規制当局、さらには「原子力ムラ」の関係者の強
い反省の下に、システム全体の抜本的改革が求められるが、その実現には政治の強いリーダー
シップが不可欠だ。国会がもっと大きな役割を果たすことへの期待も強い。既得権益や縦割り
行政などの壁の前に改革が不徹底に終わり、万一、日本で再び大きな事故や不祥事が繰り返さ
れれば、国民の信頼はもとより世界の信用をも失い、笑い物になるだけでは済まされない。
第二の教訓は、防災と危機管理体制の強化である。この狭い国土にこれだけ多数の原子力施
設がひしめき、これだけ頻繁に地震・津波などの大規模災害が起こる宿命と複合災害リスクを
抱えた国である。大自然は気紛れだ。今回は 54 基原発の中でも、最も古く幾つもの脆弱性を
抱えた福島第一原発を狙い、そのタイミングたるや東電経営陣トップの 2 人の不在日をわざわ
ざ狙い澄ましたかのごとき

狡猾さ

を見せた。この大災害に直面した官邸を含む当局の危機

管理能力は褒められたものとは言い難い。防災対策もまだまだである。経験と知恵を結集して
安全対策に万全を期すとともに、原子力事故や複合災害の再来に備え、防災と危機管理の抜本
的な体制強化を今やっておかなければ、国の将来は危ういとさえ思う。これが大自然の警告で
はないか。国民の不安は募るばかりである。
第三の教訓は、
「国の責任」が何であるのかを改めて問いなおすこと。原子力開発を「国策民営」
として進めてきた歴史の中で、国（中央の政府と地方自治体）が責任を果たす上で及び腰に過
ぎたのではないか。安全規制組織の在り方、専門人材育成、過酷事故対策、緊急時対応、国と
地方自治体との関係、原子力事故損害賠償などを含め、国の責任の在り方につき改めて見直し
を図る必要性は高い。
第四の教訓は、国際安全基準などに背を向けた内向きの態度から、国際的に開かれた体制、
国際協調と国際協力を重視する原子力政策と行政への脱皮である。原子力開発に踏み出した往
時の初心をいつの間にか忘れ、規制当局は事業者となれあい、技術への過信に陥り、他国の事
例から学ぶといった謙虚さも失って、狭い専門社会の殻に閉じこもったツケは大きい。今後、
新興国をはじめ世界全体では原発の数は大幅に増え、事故リスク、核テロなどのリスクも増え
ると見ておかねばならない。今回の経験と教訓を活かして、国民の健康と安全を第一にわが国
自身の安全強化を図る中で、世界の原子力安全のためにも積極的に貢献するという発想の転換
が求められる。「日本の原子力発電の安全性を世界最高水準に高める」という野田首相が発した
国際公約は、この道によらずして達成は不可能である。
最後に、今回、チェルノブイリ事故（原子炉そのものの爆発）のような最悪事態から救って
くれたのは、東電本店の経営陣、
官邸や官僚組織ではなく現場の力であった。多少の幸運も手伝っ
たかもしれないが、悪条件の中で決死の覚悟で対応に当たった人々の勇気と「現場力」の確か
さのおかげである。海外の称賛を集めた被災者の冷静沈着な行動とともに、敬意をこめて記憶
にとどめておきたいことである。
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付録５

これからなすべきこと

昨年 3 月続けざまに破壊された福島第一原発の映像を見た時の体の震えが蘇ってくる。窓枠
にシールをはり、あるだけの容器に水をためた。福島原発に使用済み核燃料がどれだけあるの
か調べたばかりであったからだ。事故の進展や風向きによっては、官邸で想定されていたよう
に、首都圏の住民も避難しなければならなかったかもしれない。あれから 1 年半近く経った今、
生活の基盤を失ったまま、何時終わるとも知れない避難生活を強いられておられる方々も多い。
まだ事故は続いており、状況はこれから悪化しないとも限らない。時間の経過と共に、損傷し
た冷却プールも原子炉も劣化が進行し、危険はさらに増大することが心配される。現場作業員
の積算被ばく線量は作業時間が長引けばそれだけ多くなる。線量限度に達してしまう作業者も
増えるだろう。このような状況下、日本政府及び電力会社のなすべきことは、何をおいても、
事故の拡大を防ぎ、放射性物質がこれ以上拡散しないよう全力をあげることである。他の原発
を再稼働させるために使う資金と労力があるのならば、それを事故収束のために使ってほしい。
これは無理難題ではなく、その意志さえあればできることであり、しなければならないことで
ある。日本人のみならず、地球上の全ての生き物に対し、原子力政策を進めてきた当事者の責
任として。
この事故で明らかになったように、一旦放射性物質が原子炉から放出されてしまえば、人間
のできることは大量の被ばくを避けて逃げることくらいである。避難によって急性障害を免れ
たとしても、風に運ばれ拡散してゆく放射性物質、長く続く汚染を人間はほとんどコントロー
ルできない。それはチェルノブイリ事故後 26 年のウクライナ、ベラルーシ、ロシアの現状を
見ても明らかである。
また、「地震大国に 54 基もの原発を造ってしまった」という事故の間接的原因の究明がほと
んど行われなかったこと、さらにこれから大きな問題となる使用済み核燃料の問題も手つかず
であることが残念である。原発建設がすすめられた背景には政治、経済、学校教育、メディア
も含めた社会教育、司法の責任など多くの要因が重なってある。特に調査をしながら本調査報
告書に盛り込めなかった原子力教育の問題は、文部科学省の教科書検定制度も含めて検証され
なければならない。放射線のリスクに関しては、電事連の資料によると、事業者が ICRP 委員に
働きかけ、なるべく規制を緩めようとしている姿が見える（「５. ２. ３」参照）
。事業者と官僚、
専門家の関係はいわゆる原子力ムラと酷似している。これからさらに明らかにするべき課題は
多いので、継続的調査が必要だ。
なお終わりの見えない事故を経験している私達が今なすべきことは、価値観の転換をはかり、
多少の不便は我慢しても、子孫に残す負の遺産をできる限り少なくすることだと思う。
最後に事故調査委員の仕事をする機会を与えてくださった皆様、ご協力くださった調査員、
事務局員の皆様、お忙しい中ヒアリング調査に応じてくださった被災地の皆様に厚くお礼を申
しあげます。
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委員長と委員からのメッセージ

崎山比早子
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「安心と安全」

委員長と委員からのメッセージ

櫻井正史
私の福島第一原発の事故調査の本格的な第一歩は、昨年１２月１８日の福島第一原発の視察
から始まった。津波の威力のすさまじさ、水素爆発のすごさはいずれも想像以上のものだった。
しかし、何より衝撃を受けたのは、J ビレッジからバスで原発に向かいつつ目にした２０キロ
圏内の町の様子であった。地震の被害は思いのほか見えず、そこにあるのは、いつものありふ
れた町の姿だった。住宅、商店、自動販売機などまるで何事もなかったかに見える姿、しかし、
そこには誰もいない。この話をすると多くの人は、ゴーストタウンというが、そのような言葉
で表せない不条理さを感じた。あらためて目に見えない放射能というものの怖さを知った。
避難区域の半径２０キロという長さは、現実に移動するとその長さがわかる。事故当時、避
難指示が３キロ、１０キロ、２０キロと発表されるのをニュースなどで聞いていた。その時、
この長さについての実感はなかった。調査の中で避難区域の設定などに係った関係者のヒアリ
ングをしたが、範囲を決めた人たちの中でこの長さを実感し、そこに生活していた人たちの姿
を描いた人はどれだけいたのだろうか。特に２０キロか３０キロかと範囲を検討したときに、
この差の１０キロの姿を描いただろうか。
多くの政府などの関係者から事故の対応の話をうかがった。それぞれの方の対応にはいろい
ろ評価の違いはあろうが、誰もがあの緊急事態の中で、全力を尽くして対応していた。しかし、
現実には、住民は避難によって生活の基盤を失い、また、放射線被ばくの被害をこうむった。
そして多くの住民に政府・東電等への不信感などが生じている。事故に取り組んだ人たちと守
られるべき人たちとの間でこのようなギャップが生じていることはなんともつらい。なぜこの
ギャップが生じたのだろうか。
「安全」と「安心」ということを考える必要があるのではないだろうか。政府等の発表、説明
の内容、表現にはそれぞれ理由があることは一応は理解できる。しかし、なぜ住民は不信感、
不満を抱いているのであろうか。当たり前のことではあるが、情報あるいは対応についての発
信側とこれを伝えられる住民の受け止め方には違いがある。事後になって発信側は縷々説明、
弁解するが、受け止め側がどのように受け取るだろうかという配慮が不足したことについて、
心底から振り返っているとは思えなかった。
安全に取り組んだ官邸・政府・東電等に対して住民は、安全と安心を求めていたのであり、
今も求めているということの違いであろうか。安心というのは主観、心の問題であろうが、こ
れに応えているとは思われない。受け手の心に対する発信について、私にこの回答をだせるほ
どの力はないが、これからの政府等の被災者に対する施策において、これまでのような安全だ
けを前面にだしての対応で、被災者、国民の理解は得られるのだろうか。新しい規制組織につ
いての立法がなされようとしているが、報道による限りでは、住民の安心についていかなる改革、
改善を考えているのか判然としない。どのような組織になるとしても、住民の安心について配
慮ができる組織、運用としてもらいたい。

̺̺

付録５

これからの日本へ

原子力の専門家ではない私が、どんな役割を果たせるのか？

右往左往している間に半年が

過ぎてしまったが、多くのことを考えさせられ学ぶことができた半年でもあった。もっとも有
意義だったのは、被災された方々の声を直接伺えたことである。大半が大変厳しい状況を切々
と訴えるお話だったが、中には、
「原発は危険だと思い続けていた」「酒の席で何気なく『原子
炉がボカンとなったら終わりだよね』と話した」という意外なお話が。3.11 以前は「科学技術
先進国の日本では絶対安全と言っても良いのでは」とぼんやり思っていた私よりも、リテラシー
の高い方々が多くいらっしゃったことである。
原子力等の専門に限らない。主に科学技術に関するリテラシーとは、事実に対して謙虚である、
興味や遣り甲斐を持って取り組む、自分の頭で考えようとする、と私は考える。物作り大国に
驕りはなかったか、まわりの空気に流されず自分の頭で考えていたか、反省すべき点が多い。「安
全神話」が存在できると人々から思われていた分野の声も伺った。日本における新幹線も航空
機も、自らは神話を唱えられてはいなかった。
いかなる分野でもゼロリスクは存在しない。科学には、まだ分からない部分が沢山あるから
世界中の研究者が解明に努力しているのであり、新たに分かることで例えば安全・安心に貢献
できる。分からない部分を残したままで絶対安全と断言するのは矛盾しており、絶対安全と思っ
た瞬間、安全を高める力は萎える。新幹線や航空機では、常に乗客の目があり、日本人の生真
面目さも手伝って、部門をまたいで地道な活動・対策が積み重ねられてきた。それが最も大切
な信頼を生む。それがなければ、正しいことを唱えても信用して貰えない。
このように、将来に向けたヒントが沢山ある日本の中に、まだ十分活かされていない特長が
ある。その１つが物作りの「現場」である。そこにはアイデアを出し合う文化がある。様々な
分野の人々が知恵を持ち寄ることで、新たな発想が生まれている。例えば自動車では、化学・
物理・電気・ソフトウェア・機械・デザイン・環境学・安全工学等々の分野が協力している。
異分野の人々のチームワークから、独創性・創造さえも生まれるのである。原子力発電が始まっ
た半世紀前と比べると、科学技術の恩恵も携わる人々も膨大になり、悪影響も無視できなくなっ
てきている。にもかかわらず、一部の専門家だけで将来が決められていたとするなら残念である。
各々の分野の専門家と国民が、分かり易く誤解の少ない言葉でアイデアを出し合うコミュニ
ケーションを積み重ねることで、信頼と遣り甲斐、そして未来が生まれる、と感じた半年であっ
た。
本報告書は委員 10 名のみによる成果ではない。事務局・協力調査員数 10 名の出身は、政策
立案、弁護士を含む法務、経理、広報、様々な分野の科学者・技術者。その他にも、ヒアリン
グに協力頂いた千名強、アンケートに参加頂いた１万名を超える皆様、本当に様々な分野の方々
が協力して作り上げた報告書である。とりわけ裏方として全力を尽くして頂いた事務局と協力
調査員の皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。

̺̺

委員長と委員からのメッセージ

田中耕一

付録５

浮上しはじめた崖っぷちの安全論

委員長と委員からのメッセージ

田中三彦
もっぱら技術的な視点から福島原発事故の調査をすることが、国会事故調査委員会の一委員
として、私が求められた仕事だった。あれも調べねば、これも調べねば、という焦りに突き動
かされつづけた半年間だった。調査期間が長ければよいというものではないが、半年という時
間はあまりにも短すぎた。しかしその一方で、文字通り少数精鋭の意欲的な調査員の方々の知
識と熱意に支えられての半年間でもあった。日常の仕事を犠牲にしながら積極的に事故調査に
関わってくださった方々に、まずは心から御礼を申し上げたい。
事故調査委員としての半年間は、私のような物書き稼業の人間にとっては、正直なところ、
外に向かって言いたいことが言えない、少々フラストレーションのたまる不自由な半年間でも
あった。だから、ということでもないが、少しのガス抜きもかねて、いただいた貴重なスペー
スを使って、雑感を二つ書き留めておきたい。
福島第一原発事故は、けっして、原発という巨大な構造物が、ある日突然、地震と

想定外

の津波をきっかけに、一本の因果的な道を機械的、無機的にたどって起きたといったような単
純な話ではない。こうした大事故には、それが起こる前も、そしてもちろん起きてからも、つ
ねに人間が不可分に関わっている。
実際、福島原発事故のどの側面を照らしても、結局いつも浮き彫りになるのは、原発という
巨大な構築物と人間との関わり方である。本報告書においても、いたるところでそうした話が
登場する。別な言い方をすれば、福島原発事故は人間と原発との長期にわたる相互作用の結果
であり、それ以下でも以上でもない。そういう意味で、われわれには福島原発事故を回避するチャ
ンスは過去にいくらでもあった。あったが見逃してきた、ということである。
この単純な事実を福島の悲劇の最大の教訓として学ばなければ、ふたたび日本のどこかで同
じ惨禍が繰り返されるのに、そう長い時間を必要としないだろう。津波対策で原発は安全、と
安心していたら、今度は

想定外

の機械的故障や運転操作によって、大事故が誘発されるか

もしれない。実際、福島原発事故を含め、これまでに世界が経験した三つの重大原発事故のう
ち二回は地震も津波も無関係であったことを、われわれは強く意識しておく必要がある。
大飯原発の再稼働が間近のようだ。3.11 以降、われわれ日本人の原発に対する 安全基準 が、
昨夏、突然導入された「ストレステスト」なるものによって、いつのまにか危ない側にシフト
してしまったように思えてならない。
3.11 以前、日本の原発は、関連する法規、技術基準、指針などの要求を満たしているから安
全だとされてきた。しかし、ストレステスト導入後、今度は日本の原発の安全性の議論は、た
とえ事故を起こしてもシビアアクシデント（過酷事故）にいたらなければよしとする、法的に
はまったく根拠のない、いわば崖っぷちの安全論へと大きくシフトした感がある。
日本の個々の原発の安全性は、何よりもまず、2006 年に改定された耐震設計審査指針（新指
針）の諸要求を満たしているかどうか、そこから議論されねばならない。事故を起こした福島
原発を含む日本のほとんど全ての原発が、そんな基本的なことでさえいまだに確認されていな
い。そして福島原発事故は、
そのことがいかに深刻な問題であるかをまさに実証しているように、
私には見える。

̺̺

付録５

「虜となった怪物」が透けて見えた参考人質疑

また同じ怪物を見た。
政・官・財のトライアングルと学界・マスコミとが織りなす日本の病巣。不良債権の処理に
携わった時も、年金記録の問題を調査した時も、はたまた郵政民営化のプロセスを監視した時も、
いつも同じ構図が見え隠れしていた。
その中核に位置する官僚機構を、
かつて中江兆民は縦割りの弊害を揶揄して「多頭一身の怪物」
に例えた。また、末弘厳太郎は「役人学三則」の中で、役人として出世したければ、①専門性
を追求するな、②法律を盾に形式的理屈をこねろ、③縄張り根性を涵養せよと述べた。もちろ
んこれは、官僚機構に対する痛烈なる逆説的な批判であるが、残念ながらこの３つが「多頭一
身の怪物」の特徴であることは今も変わっていない。
各種の疑獄事件を経験しても政治と財界との関係は根深く、公務員に対する過剰接待が摘発
されても、官僚と財界は天下り等の期待によって繋がり続けた。薬害エイズ事件で政策決定に
関与する学者の責任が問われた後も、官僚と学界との関係が十分に浄化されたとは言えない。
福島第一原子力発電所の事故では、この日本の病巣が一気に明るみに出た。例えば、経営上
の観点から既設炉の稼働率と訴訟への影響にこだわる東電と、専門能力の乏しさから電力業界
の要望に屈し続けてきた規制当局、そして、その間に立って両者の間に「虜（とりこ）」の関係
を作り出した電事連という図式は、日本の病巣の縮図であった。
「虜」の関係とは、ジョージ・スティグラーの研究 “The Theory of Economic Regulation” によっ
て明らかにされたもので、規制する官僚が、専門性の隔たりや情報不足等の理由から規制され
る事業者の「虜」となってしまい、規制が骨抜きになる事態を指す。本報告書は、保安院等の
規制当局が「多頭一身の怪物」であることを指摘しただけではなく、電力業界が、その怪物ま
でをも「虜」にすることで、事前規制を骨抜きにしてきたことを明らかにした。
では、今回の事故調査はこの日本の病巣を治癒できたのだろうか。提言の具体化はこれから
であるが、公開の場で参考人質疑を行ったことは、それ自体一定の効用を発揮したと思う。
憲政史上初めてだったため、毎回の委員会が試行錯誤の連続で、十分期待に応えられなかっ
たことは否めない。しかし、「はい」か「いいえ」で答えるように迫っても、何度も同じ言い訳
を繰り返す官僚の姿や、電力業界の意向に屈して過酷事故対策を先送りした証拠を示しても「覚
えていない」と言い張る官僚の姿は、多くの国民に衝撃を与えたに違いない。これまでであれ
ば国民の目の届かないところに潜んでいたはずの「多頭一身の怪物」が、電力事業者の「虜」
になっていたという不都合な真実。これが国民の知るところとなった意義は少なくない。調査
で集めた内部資料を突きつけて参考人に厳しく迫った際には、一部の方から「やり過ぎだ」と
のお叱りも受けたが、他方で日本の根深い構造が透けて見えたとの反響も多くいただいた。
もはや国民は騙されない。今こそ、あらゆる場面で日本の病巣にメスを入れ、膿を出し切る
ことが必要だ。その覚悟を共有することが今回の事故の教訓に違いない。そして、それこそが、
今なお避難を続けられている被災者の方々に報いる唯一の方法なのではないだろうか。
もう二度と同じ怪物は見たくない。そう感じたのは、きっと私だけではないはずだ。
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委員長と委員からのメッセージ

野村修也

付録５

避難者の一人として事故調査に向き合って

委員長と委員からのメッセージ

蜂須賀禮子
昨年３月 11 日、東日本大震災、夜も寝れず車の中で過ごした。
そして、３月１２日早朝、何の説明もないままに避難をして１年数ヶ月が過ぎた。
自分に何ができるのか、どんな行動を起こせば避難者が苦しまない生活をできるかと色々と
考えていた時に、国会福島原子力発電所事故調査委員のお話がきた。
しかし、知識も学歴もないこんな私に何ができるだろうか、私が後世のために委員として何
の役に立つのだろうかと思った。
でも、ただ１つ私にしかできないことがある。
（避難者）としての今の現実、そして声の奥の心の叫び、原子力発電所と共に過ごしてきた町
民にしか分からないことなどを直接伝えることが私の仕事と思い委員を引き受けた。
しかし、この委員会は、それはそれは大変な仕事だった。
普通の人では考えさえしないこと、思ってもみたことのない原発事故の色々な事が知らされ、
真実を知っていく過程、調査が進む中で他の委員の人たちとは異なる思いがふつふつと沸いて
きた。
しかし、この事がいかに事故が重いもので、これが事実と思い、怒りと失望に体が震えるの
を感じながら事故の調査に向き合った。
この事故は、避難者だけの問題ではない。これから生きていかなければならない子、孫達、
そして、日本ばかりではなく、世界中の原子力を持つ国の人たちのために、日本で起きてしまっ
たとても悲しくて悲惨な歴史的な大きなこの事故を伝えなければいけない。
この報告書にまとめられた、多くの協力調査員、そして委員の先生方が調べた事実に間違い
はないと思う。
報告書が出たとき、色々な方面のバッシングや賞賛の声が出てくると思うが、この内容が夜
昼を問わず、血の滲むような努力をしてまとめた調査の結果である事に私は誇りを持ちたいと
思う。
最後に、まだまだ原発事故によって苦しんでいる多くの人たち、おいしいフルーツがたわわ
に実り、四季折々の花が咲き乱れる住みなれた故郷に戻りたいと思う人たちがいること。この
ことを、国会議員の皆様には決して忘れることなく、国会の場で、いまだ避難をしている一人
ひとりが安心して人としての生活を１日も早く取り戻せるよう話し合いをしていただく事を
願っております。

̺̺

付録５

委員会活動を通じての思い

今、この文章を書くことができることは本当にありがたいと思う。原発事故発生直後、数日
間の展開によってはこの文章を書くことはかなわなかったはずだ。今のある程度落ち着いた状
況を私たちに与えてくれたのは官邸でも、保安院でも、原子力安全委員会でも、東電本店でも、
福島県庁でもなく、起こるとは思いもしなかった事故に戸惑いながらも、やらなければいけな
いことはやるのだと事故の現場で作業を続けた人たちである。あの時、首相だけでなく、上記
組織の関係者が誰であったとしても結果は大きく変わらなかったのではないかというのが種々
のヒアリングを通じての個人的感想である。
大きく変わったのではないかと思う部分は、住民の視点に立った施策の実施である。臨機応
変だがぶれず、素早い住民への避難指示、多少落ち着いた時期では、住民全体ではなく個別の
事情にも気配りした対策、長期的には個々人の健康と生活への将来不安に答えるような対話型
情報提供などの施策が欠けている。多くの住民にとって考えもしなかった状況での心身の苦難
は現在も終わっていない。しかし、それは住民向けの施策に関わった、そして、今も関わって
いる個々人の能力とか思考形態の問題を超えている。
住民の苦難を改善する施策は当然、大至急やるべきであるが、それだけでは十分ではない。
背景にある日本社会全体の原発に対する基本的な思想、それに基づく的確な課題設定、解決策
を具現化する、技術を超えた社会システムに目を向ける時期にきていたにもかかわらず、日本
の原子力関係者は慣れ親しんできたやり方に安住していたように思える。
極めて扱いにくく、素人にとって通常の生活感覚ではつかみきれない、原子力という科学技
術を人間は手にした問題を今回実感した。扱うべきではないという決断もありうる。しかし、
何とか扱おうとする場合は覚悟がいる。過去、いろいろな試行錯誤と事故の経験を経て、つま
るところ、
「原発を守るのではなく、人を守るのだ」ということから組み立てる思想が、近年、
世界の流れであり、それに基づいた課題設定がされてきている。「日本は科学技術が優れている」
という傲慢な技術至上的発想のせいで、科学技術のみでは全てを解決しえないという、時代の
思想に取り残されていることに気付かず、課題設定の間違いと視野狭窄、思い込みと思考停止
に陥っていたのではないかと感じることが多かった。
「人を守る」という思想に基づいた課題設定をすればもっと柔軟な思考が展開したはずである。
原子炉の安全対策も、
「ひとつこければみなこける」という「単調な多重」ではない選択肢を考
えたであろう。また、ハードウェア中心ではなく、運営システムを含めて一体的に考え、あれ
がダメならこれがある、これがダメならまだ他にもあるという、多系統で多種多様な事故封じ
込めと住民への被害拡大防止の選択肢が考えられたはずである。
運営システムとは原子炉の安全確保だけにとどまらない。例えば、緊急時にも対応できる胆
力を持ち、臨機応変の判断ができる人物が組織の長に選ばれるような「人材育成・選別システム」
も運営システムの一つである。法律による制度や組織の「箱」は運営システムが陳腐化すると
形骸化する。そして、まさにそれが起こったのである。少し賢くなった今、「大きな災い転じて
大きな福となす」思考と行動を巻き起こしたいとつくづく思う。
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委員長と委員からのメッセージ

横山禎徳
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在、Health and Global Policy Institute 代表理事、Chair and Founder, IMPACT Foundation Japan。著書は『世
界級キャリアのつくり方』（共著、東洋経済新報社）ほか。http://www.kiyoshikurokawa.com/

委員
石橋

克彦

理学博士、地震学者、神戸大学名誉教授

神奈川県出身。1973 年東京大学大学院理学系研究科博士課程単位取得退学。東京大学理学部助手、建
設省建築研究所応用地震学室長などを経て、1996 年神戸大学都市安全研究センター教授。2008 年退職。
著書は『大地動乱の時代―地震学者は警告する』（岩波書店）ほか。

大島

賢三

独立行政法人国際協力機構顧問、元国際連合大使

広島県出身。東京大学法学部中退。1967 年外務省入省。外務省経済協力局長、国際連合事務局事務
次長
（人道問題担当）及びチェルノブイリ国際支援調整官、オーストラリア特命全権大使、国際連合日
本政府代表部常駐代表、独立行政法人国際協力機構副理事長、放射線被曝者医療国際協力推進協議会
（HICARE）理事。

崎山

比早子

医学博士、元放射線医学総合研究所主任研究官

東京都出身。1974 年千葉大学大学院医学研究科卒業。マサチューセッツ工科大学研究員を経て、科学
技術庁放射線医学総合研究所に入所、同主任研究官を経て退官。高木学校メンバー。

櫻井

正史

弁護士、元名古屋高等検察庁検事長、元防衛省防衛監察監

東京都出身。早稲田大学法学部卒。最高検察庁刑事部長、東京地方検察庁検事正、名古屋高等検察庁
検事長などを歴任し、その後防衛省防衛監察監を経て、現在弁護士。

̺̺

耕一

分析化学者、株式会社島津製作所フェロー

富山県出身。東北大学工学部電気工学科卒。株式会社島津製作所入社。2002 年ノーベル化学賞受賞。
島津製作所フェロー、同社田中耕一記念質量分析研究所所長、田中最先端研究所所長。東北大学、東
京大学及び京都大学客員教授。

田中

三彦

科学ジャーナリスト

栃木県出身。東京工業大学工学部生産機械工学科卒。株式会社バブコック日立に入社。同社呉工場で
9 年間原子炉圧力容器の設計などに従事。その後、自然科学関係の評論・執筆活動を始める。

野村

修也

中央大学法科大学院教授、弁護士

北海道出身。中央大学法学部卒業及び中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了。西南学院大学院
専任講師、同大学助教授、中央大学法学部教授を経て、現在中央大学法科大学院教授及び弁護士。

蜂須賀

禮子

福島県大熊町商工会会長

福島県出身。福島県立浪江高等学校卒。フラワーショップ「はなさく」（生花店）代表、福島県商工会女
性部連合会副会長を経て、福島県大熊町商工会会長及び避難先の会津若松市内でコミュニティー施設
兼共同店舗である「おおくまステーション おみせ屋さん」代表。

横山

禎徳

社会システム・デザイナー
東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム企画・推進責任者

広島県出身。東京大学工学部建築学科卒。ハーバード大学デザイン大学院修了及びマサチューセッツ
工科大学経営大学院修了。マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社長を経て、株式会社イグレッ
ク SSDI 代表取締役、東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム企画・推進責任者を兼務。

̺̺

委員 長 ・ 委 員 プ ロ フ ィ ー ル

田中

国会事故調
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
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