資料８−１

地域主権改革の推進について
〜自立した自治体の創造に向けて〜
平成２４年７月１９日
全 国 知 事 会
地域主権改革については、これまで、国と地方の協議の場の法制化、２
次にわたる一括法の成立など評価できる点もあるが、義務付け・枠付けの
見直しに際して「従うべき基準」が多用されたことや、国の出先機関原則
廃止に向けた成果が出ていないなど、民主党が政権公約として国民に約束
したことから比べると、まだ不十分である。
衆議院議員の任期は、残るところ１年余である。政府においては、国は
国本来の役割に専念し、地域のことは地域に住む住民が決めるという地域
主権改革の原点に立ち返り、改革を推進することを求める。
全国知事会として、地域主権改革により、地方自治体の自己決定と自己
責任を確立し、真の意味で自立した自治体の創造に向け、邁進していく決
意である。
≪全般的事項≫
１ 政治主導による全体方針の決定と政権公約の実行
地域主権改革は、既存の中央集権体制からの転換である以上、政治主導
でしかなし得るものではなく、また、このためには、政府における羅針盤
となる強い方針決定が必要である。
政府は、今夏に「地域主権推進大綱（仮称）
」を策定することを、地域
主権戦略大綱において明記していたが、
未だ、
その内容が示されていない。
ついては、政府に以下の点を求める。
（１）全国知事会が既に提言した「当面の地域主権改革の方向性に関する
提言」
（別添１）に沿って、地域主権推進大綱（仮称）を策定するこ
と。その際、地域主権戦略会議における協議はもとより、国と地方の
協議の場において、地方と協議すること。
（２）地域主権推進大綱（仮称）策定後は、政治主導で改革を進め、政権
公約で国民に約束した地域主権改革を実現すること。
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２ 国と地方の協議の場の積極活用による国・地方の力の結集
地域主権改革を推進し、また、国と地方の新しい関係を構築するために
は、国と地方の協議の場を積極的に活用することが不可欠である。
国と地方の協議の場を、より実りあるものにするためには、法律に基づ
き分科会を設置することが必要であるが、これまで、社会保障・税一体改
革分科会が設置されたのみである。
全国知事会としても、今般、常任委員会・特別委員会などを見直し、政
府との協議に対応できる組織体制を整えたところである。
ついては、政府に以下の点を求める。
（１）国と地方の協議の場に、税制改正、地方財政対策に関する「地方税
財政分科会（仮称）
」や、
「社会保障分科会（仮称）
」など分野別の分
科会を設置し、政策の企画・立案段階から国と地方の力を結集できる
仕組みを作ること。
（２）特に、今後の社会保障改革は、社会保障そのものを国と地方が連帯
し、国民にサービスを提供していることから、国と地方の協議が重要
である。このため、各府省と全国知事会等との協議を精力的に進める
とともに、
最終結論は、
必ず、
国と地方の協議の場において出すこと。

３ 意欲ある地域の力を引き出すスーパー総合特区（仮称）の創設
現在の日本をみると、直面している課題そのものが地域ごとに異なって
いることに加え、解決に向けた官民含めた人材、資金、環境などの地域資
源の蓄積の度合いと即応力も異なっている。
こうした地域の力を引き出し、課題解決、経済の活性化・成長に結びつ
けるためには、従来の構造改革特区や総合特区のように国が審査し、認定
する枠組みを超えて、各種規制の特例措置を原則として認めることを基本
とし、地域の自主性と責任の下での施策展開を可能とする「スーパー総合
特区（仮称）
」を創設することが必要である。
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≪分野別事項≫
４ 「質」の充実を伴う義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大
義務付け・枠付けの見直しについては、２次にわたる一括法成立により
一定の進展があるものの、
「従うべき基準」の多用など実質的に地方の自由
度が高まっておらず、見直しの量だけでなく、質が重要である。
都道府県としても、改革の成果を住民に示すため、見直しに伴い条例制
定権が拡大したものについては、地域の実情を踏まえた、地域にとっても
っともふさわしい条例制定を進めることとしている。
ついては、政府に以下の点を求める。
（１）政府の要請を受け「今後の義務付け・枠付けの見直し（第４次見直
し）に向けた提案事項」
（別添２）をとりまとめたところであり、義
務付け・枠付けの見直しの「質」を高める観点から、政府はこれを真
摯に受け止め、確実に見直し、条例制定権を拡大すること。
（２）第４次見直しは、従来の手法にとらわれることなく、地域主権戦略
会議や国と地方の協議の場における協議等、政務三役・首長レベルで
の協議を踏まえ、行うこと。
（３）別添２以外の条項についても、かつての地方分権改革推進委員会は、
政府に対して4,076 条項の見直しを勧告し、民主党も野党時代に最低
限見直すとしていたことから、政府の責任において、確実に見直しを
進めること。

５ 基礎自治体への権限移譲の推進
基礎自治体への権限移譲については、都道府県としても、事務処理特例
条例の活用をさらに進めることとしているが、政府においても、地方分権
改革推進委員会第１次勧告のうち、積み残された項目を中心に、地方との
協議を経て早期に工程表を策定することが必要である。
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特に、義務付け・枠付けの見直しと併せて、基礎自治体への権限移譲を
進めることが、地域の自由度の拡大の観点から望ましい項目についても、
別添２に記述しているところである。

６ 政権公約に明記した国の出先機関原則廃止の断行
国の出先機関原則廃止は、
「アクション・プラン〜出先機関の原則廃止に
向けて〜」が閣議決定されたものの、順調に進んでいるとは言えない。
特に、
「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案（仮称）
」
については、広域的実施体制の整備は、ブロック機関の地方移管を可能と
する有効な方策であるが、なお与党における検討中であり、国会提出の時
期が明確となっていない。
ついては、政府に以下の点を強く求める。
（１）国の出先機関原則廃止は、
民主党が政権公約で国民に約束したこと
であり、また、住民に身近なところで物事が決定され、国と地方の行
政が効率化されることにより、国民負担の軽減にもつながるものであ
る。
今一度、政府・与党として、この原点を確認すること。
（２）出先機関の事務権限・人員・財源の「丸ごと」移管に向けた「国の
特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案（仮称）
」について、
政府・与党として、法案を国会に提出し、与野党間の論議を深めるこ
と。
（３）ハローワークについては、特区及び一体的取組を地方の提案に沿っ
て積極的に進めるとともに、１年以上実質的な進展が見られない直轄
道路・直轄河川、共通課題については、前向きに協議を進め、国の出
先機関原則廃止・地方移管に向けた取組を進めること。
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７ 各府省の政策立案における地域主権改革の視点の強化
（１）国庫補助負担金の補助要綱や、介護報酬、診療報酬の決定は、各府
省において行われるが、内容によっては、地方の自由度を損なうこと
にもなりかねない。各府省においては、こうした財政的な関与につい
ても積極的に見直し、地方の自由度を高めること。
（２）独立行政法人の中には、都道府県行政と関係の深いものもあること
から、独立行政法人改革に際しては、その業務の都道府県移管も検討
すること。
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別添１
（５月７日提言済）

当面の地域主権改革の方向性に関する提言

全 国 知 事 会

地域主権改革については、国と地方の協議の場の法制化、２次にわたる一括法
の成立など評価できる点もあるが、義務付け・枠付けの見直しに際して「従うべ
き基準」が多用されたことや、地域自主戦略交付金等が補助金適正化法の対象と
なっているなど、地方の自由度の拡大という点からすれば、まだ不十分と言わざ
るを得ない。
さらに、
政府における各般の政策立案を見ると、
「地域主権改革」
という理念が、
政府与党においてどれほど共有されているのか疑問を感じる場面も多々見られる。
改革には、政治主導で進めるための羅針盤が必要である。本提言を今夏に策定
される地域主権推進大綱（仮称）などに盛り込み、政府として明確な方向性を改
めて示していただきたい。
政府には、地域のことは地域に住む住民が決めるという原点に立ち返り、改革
を推進するとともに、この国のあり方について骨太のビジョンを示すことを求め
る。全国知事会としても、さらに個別具体的な提案を行い、改革の推進を責任と
自主性をもってともに実施していく。

１ 国と地方の関係、改革の進め方について
○地域主権改革の理念の徹底と政治主導による改革の実行
「補完性の原則」や「民主主義そのものの改革」といった地域主権戦略大
綱にも記載された改革の理念を、政府全体で共有することが必要である。そ
の上で、中央集権体制を抜本的に改める改革には相当の抵抗を伴うものであ
ることから、総理のリーダーシップの下、政治主導で決断し、実行すること
を求める。
○国と地方との関係の見直し
国と地方の対等なパートナーシップを確立することが、これからの日本の
ために必要である。そのためにも、国は国際社会における国家としての存立
に関わる事務を始めとする本来果たすべき役割に専念し、内政に関する事務
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は主に地方が担うといった基本的方向を共有し、国と地方の役割分担の最適
化を図ることが必要である。
○国と地方の協議の場の積極的な活用
改革の推進には国と地方の協議の場における地方との協議が欠かせない。
国と地方の新しい関係を構築するため、必要な分科会の設置及びその活用を
含め、企画・立案段階から国と地方の協議の場において真摯に協議を重ねる
ことを求める。
○意欲ある地方自治体の力を引き出す改革の推進
これまでは全国一律の制度改革に重きが置かれていた。しかし、地方自治
体も規模や地理的状況だけでなく、直面している課題も異なっている。地域
の自主性・自律性を高める観点からは、全国一律の実施に拘ることなく、構
造改革特区等特区制度をさらに使い勝手がよいものとするなど、意欲ある地
方の力を引き出すことも重要である。

２ 義務付け・枠付けの見直し
義務付け・枠付けの見直しについては、見直しの量だけでなく、質が重要で
あり、より政治主導を発揮した取組が必要である。都道府県としても、今後の
見直し（第４次見直し）に向けた提案を行うとともに、既に条例委任された項
目については、地域の実情に最もふさわしい条例制定を進め、住民に改革の成
果を具体的に示す決意である。
ついては、以下の方向で今後の改革を進めるべきである。
○従うべき基準の限定
従うべき基準は、地方分権改革推進委員会第３次勧告に従い、真に必要な
場合に限定し、第１次一括法附則第４６条等の規定に基づき、従うべき基準
とされた福祉施設に配置する職員の数、居室の面積等については、廃止また
は参酌すべき基準へ移行するよう、速やかに見直すこと。
○積み残し項目などの見直し
これまでの見直しで未実施とされた項目や一部実施に止まっている項目及
び見直しが手付かずの項目について、第１次一括法附則第４７条の規定に基
2

づき見直すこと。計画策定義務や、同意・協議等の関与を見直すことは、国
地方を通じた行政コストの縮減等行政の効率化・簡素化に資することから確
実に見直すこと。
○国の基準の根拠の開示
条例制定権の拡充を意義あるものとするため、政省令で定めた基準の算定
根拠や考え方等について開示すること。
○立法原則・政府におけるチェックシステムの確立
義務付け・枠付けを必要最小限とするため、地方分権改革推進委員会第３
次勧告において示された「義務付け・枠付けに関する立法の原則」について、
地方の自主性が高まるよう検討し、国と地方の協議の場で協議の上、法制化
すること。また、政府における「チェックのための仕組み」を確立すること。
○抜本的な条例制定権の拡大に向けた専門的な検討
条例による法令の上書き権については、復興特区法においても一部その趣
旨が取り入れられたことから、本格的な上書き権の検討や従うべき基準のあ
り方等抜本的な条例制定権の拡大に向け、専門家の知見も交え、積極的に検
討すること。

３ 基礎自治体への権限移譲
基礎自治体への権限移譲については、第２次一括法以降の法定移譲に向けた
取組が進んでいない。都道府県における事務処理特例条例の活用をさらに進め
るためにも、政府として基礎自治体への権限移譲に向けた方針が必要である。
都道府県としても、基礎自治体との協議を経て、事務処理特例条例による移
譲に取り組むほか、必要な人的支援・研修など円滑な移譲に向けた取組を進め
る決意である。
ついては、以下の方向で今後の改革を進めるべきである。
○地方分権改革推進委員会第１次勧告の積み残し項目の確実な実施
地域主権戦略大綱以降、権限移譲に向けた政府としての具体的な工程表が
示されていない。第１次勧告で示された項目のうち県費負担教職員の任命権
など多くが積み残されており、地方との協議を経て早期に工程表を策定し、
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基礎自治体への法定移譲を進めること。
○権限移譲にあたっての市町村への配慮
移譲される権限の内容によっては単独の市町村への移譲に課題があること
も予想される。そうした場合には、引き続き都道府県が事務を処理すること
を可能にするなど都道府県と市町村の権限配分を地域の実情に応じて柔軟に
変更できる法的な仕組みも検討すること。
○基礎自治体への移譲を円滑に進める支援の充実
基礎自治体への権限移譲が円滑に進むよう、移譲に伴い必要となる人件費
や各種システムの改修経費などを含め、全ての基礎自治体に確実に財源措置
を講ずること。

４ 国の出先機関原則廃止
国の出先機関原則廃止については、
「アクション・プラン～出先機関の原則
廃止に向けて～」が閣議決定されたものの、順調に進んでいるとは言えない。
単なる都道府県への権限移譲に止まることなく、出先機関「原則廃止」に結び
つく取組を確実に進めることが必要である。
都道府県としても、国の出先機関の地方移管に向けた関係者との合意形成、
基礎自治体との連携などに積極的に取り組む決意である。
ついては、以下の方向で今後の改革を進めるべきである。
○アクション・プラン推進委員会の各チームにおける取組の強化
アクション・プラン推進委員会で協議中の「直轄道路・直轄河川」
、
「ハロ
ーワーク」
、
「共通課題」は、出先機関原則廃止に向けた一里塚である。法案
化が必要なものは平成２５年の通常国会に法案を提出すること。
直轄道路・直轄河川については、いわゆる三省合意（平成 20 年９月 17 日
付）や全国知事会が提案した財源フレームを踏まえ早期に財源フレームを確
定させ、平成２５年度から同一都道府県内完結道路・河川を移管できるよう
にすること。
ハローワークについては、ハローワーク特区（仮称）及び一体的取組を地
方の提案に沿って速やかに進め、移管可能性の検証を行い、移管を実現する
こと。
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共通課題については、地方が求める３分野の事務について早期に移管に向
けた結論を出し、出先機関の原則廃止に結びつくさらなる事務権限の移譲を
検討すること。
○広域的実施体制の実現と制度設計
広域的実施体制については、
「丸ごと移管」に向けて、今通常国会に法案を
提出し、実現までの工程を明確にするとともに、事業計画のあり方などの運
用は、地域主権改革の趣旨に沿ったものとすること。
また、人員移管の仕組みや、財源措置のあり方などなお検討を要する課題
について、平成２６年度の移管に向けた協議を精力的に進めること。
さらに、関西、九州、四国など、地域の発意に基づく取組が進んでいるも
のから速やかに移管を進めること。
○出先機関原則廃止に向けたさらなる検討の実施（都道府県等への移譲）
広域的実施体制などアクション・プラン推進委員会で協議中のテーマを確
実に進めることに加え、単独の都道府県又は複数の都道府県の広域連携によ
り国の出先機関の事務権限の一部が移譲される仕組みづくりに取り組むこと。

５ 一括交付金
一括交付金については、対象事業の拡大などに取り組んでいるところである
が、地方の自由度の拡大という観点からはなお改善の余地がある。
ついては、以下の方向で今後の改革を進めるべきである。
○税財源移譲に向けた検討の実施
地域自主戦略交付金は、過渡的な制度であり、地方の自主性を高める観点
からは、国庫補助負担金を廃止し、税源移譲等の一般財源化を行うことが必
要であることから、税源移譲に向けた検討を進めること。
○着実な事業実施を可能とする総額の確保等
一括交付金の予算措置に際しては、対象となる事業が着実に執行できるよ
う、総額を十分確保するとともに、対象事業の拡大に見合った予算額を確保
すること。また、都道府県の予算編成に支障が生じないよう早期の情報提供
に努めること。
5

○客観的指標による配分方法の見直し
客観的指標による配分については、社会資本整備の遅れなど地方の実情に
配慮した仕組みとなるよう必要な見直しを行うこと。
○地方の自由度の拡大
実質的に地方の自主財源とするため補助金適正化法の適用除外とすること
や、年度間流用をはじめとした予算の流用のさらなる弾力化など、より地方
の自由度を高める制度とするとともに、内閣府への事務の一元化、提出書類
の簡素化など行政コストの縮減につながる取組を進めること。

６ 直轄事業負担金
直轄事業負担金については、維持管理費負担金の廃止は評価するが、平成２
５年度までに結論を得るとされた建設費負担金の廃止に向けた議論が進んでい
ない。
ついては、以下の方向で今後の改革を進めるべきである。
○建設費負担金の廃止に向けた速やかな検討の開始
負担金制度の廃止を明確にし、具体的な手順等を盛り込んだ工程表を作成
するとともに、国と地方の役割分担の見直しや地方への権限と財源の一体的
な移譲など地方との具体的な協議を進め、制度廃止に向けた取組を確実に進
めること。
その際には、社会資本整備の着実な実施にも配慮すること。

７ 地方税財源の充実・強化
地方税財政については、地方交付税等一般財源総額が確保されたことや、社
会保障と税の一体改革の中で、地方単独事業の役割を認識し、国と地方の消費
税収の配分を決めたことは評価するが、抜本的な制度改革には至っていない。
都道府県としても、国民・住民に税負担の必要性を理解していただけるよう
積極的に取り組むとともに、地域の実情に応じて、課税自主権の活用を進める
決意である。
ついては、以下の方向で今後の改革を進めるべきである。
6

○税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築
地方が自由に使える財源を増やすことが必要であり、国と地方の税財源配
分を国と地方の役割分担に見合った形で見直すとともに、地方消費税の充実
や地方法人課税のあり方を見直すことにより税源の偏在性が小さく、税収が
安定的な地方税体系を構築すること。
○国と地方の協議の場を踏まえた地方財政対策と税制改正
毎年度の地方財政対策と税制改正については、国と地方の協議の場におけ
る協議を踏まえ、一般財源総額の確保及び地方税の見直しを行うこと。
○地方交付税制度の見直し
地方単独事業や社会保障関係経費などを地方財政計画に適正に計上するほ
か、持続可能な制度の確立を図るため、臨時財政対策債に過度に依存するこ
とがないよう、地方交付税の法定率の引き上げも含めた抜本的な見直しを検
討すること。
○地球温暖化対策のための税財源の確保
地球温暖化対策など環境施策の推進に地方自治体が大きな役割を担ってい
ることを踏まえ、地方の役割等に応じた税財源を確保する仕組みを創設する
こと。
○課税自主権の活用
地域の特色、事情等を踏まえた地方の創意工夫を活かすためにも、課税自
主権のさらなる活用、拡充に向けた検討を進めること。

８ 大都市制度問題を含めた地方行政体制のあり方
大都市制度や、道州制を含む広域自治体のあり方等、地方行政体制に関する
諸問題については、全国知事会としても検討を進めているところであり、政府
での検討に際しては、都道府県との十分な協議を踏まえ、地域主権型の国づく
りにふさわしい制度設計を行うこと。

7

９ 地方公務員の新たな労使関係制度
現在検討されている地方公務員の新たな労使関係制度については、その理
念・目的が明確でなく、協約締結権の付与に伴う費用便益も明らかでない。さ
らに二元代表制から生じる懸念など国と地方の関係において整理すべき課題
についての議論が十分尽くされていない。
ついては、国と地方の協議の場における十分かつ真摯な議論を求める。
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䋻๓ㄪᩚ䛿䛻䜘䜚༙ᖺ䛛䜙䠍ᖺ䜢㉸䛘䜛䛣䛸䜒
䠄䠞ᅋయ䠅ᗘ㔜䛺䜛㈨ᩱせồ䜔ㄝ᫂䜢ồ䜑䜙䜜䚸๓ㄪᩚ䛰䛡䛷䠍ᖺ䠒䛛᭶䜒䛛䛛䛳䛯䚹ㄪᩚ
䛾㐜䜜䛻䜘䜚䚸ᆅඖㄪᩚ䛜ᗘᚲせ䛸䛺䜛䛺䛹᭦䛺䜛㐜䜜䜢⏕䜏ฟ䛩ᝏᚠ⎔䛻䚹
䠄㻯ᅋయ䠅ᐃ䜑䜙䜜䛯ᵝᘧ௨እ䛻ከ䛟䛾㈨ᩱ䜢ồ䜑䜙䜜䜛䛺䛹๓ㄪᩚ䛰䛡䛷༙ᖺ㛫䜒せ䛧䚸㒔
ᕷィ⏬Ỵᐃ䛻㐜䜜䛜⏕䛨䛯䚹

ႸਦẴۋ
䕿༠㆟䛻ಀ䜛㛫䛜せ䛸䛺䜚䚸㒔ᕷィ⏬Ỵᐃ䛾㎿㏿䚸ᅜ䞉ᆅ᪉᪉䛾⾜ᨻ䝁䝇
䝖䛾๐ῶ䛜ᅗ䜙䜜䚸ᆅᇦ䛾䝙䞊䝈䛻㎿㏿䞉ⓗ☜䛻ᑐᛂ䚹
䕿㒔ᕷィ⏬䜢䚸ᆅᇦ䛾㈐௵䛷Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸᭦䛺䜛⮬ព㆑䚸ఫẸ⮬䛾㛵
ᚰ䜢㧗䜑䜛䚹
7

‴タ䛻ಀ䜛⮧ㄆᐃ䛾ᗫṆ
ᥦ㡯
䍾⌧⾜䍿 ‴༊ᇦእ➼䛻ᩚഛ䛥䜜䜛タ䛜䚸 ‴タ䛸䛧䛶䜏䛺䛥䜜䜛䛻䛿ᅜᅵ
㏻⮧䛾ㄆᐃ䛜ᚲせ䚹
䍾ᥦ䍿㛫䛾䛛䛛䜛⮧ㄆᐃ䜢ᗫṆ䛧䚸㎿㏿䛺䜎䛱䛵䛟䜚䜢ྍ⬟䛻䚹
ᨭ㞀
䠄䠝ᅋయ䠅⏦ㄳ᭩㢮䛾๓ㄪᩚ➼䛷⣙༙ᖺ㛫䜒せ䛩䜛䚹ᙜヱタ䛜⿵ຓᴗ䛾᥇ᢥ䜢ཷ䛡䛶䛔
䛶䜒 ㄆᐃ䛜䛧䛺䛔䛸⿵ຓ㔠䛾⏦ㄳ䛜䛷䛝䛪 ᴗ䛾㛤ጞ 㐍ᤖ䛜䛝䛟㐜䜜䜛
䛶䜒䚸ㄆᐃ䛜䛧䛺䛔䛸⿵ຓ㔠䛾⏦ㄳ䛜䛷䛝䛪䚸ᴗ䛾㛤ጞ䚸㐍ᤖ䛜䛝䛟㐜䜜䜛
ែ䛜Ⓨ⏕䚹
䠄䠞ᅋయ䠅⏦ㄳ᭩ཷ⌮䜎䛷䛻ከ䛺㛫䜢せ䛩䜛䚹䜎䛯䚸ᖺ䠍䠎᭶䛻䠏ḟぢ┤䛧䛻ಀ䜛ᑐᛂ䛷ᨵ
ၿ䜢ᅗ䜛᪨䛾㏻▱䛜ᅜ䛛䜙ฟ䛥䜜䛯䛜䚸ᖺᗘᮎ䛻ᐇ䛥䜜䜛䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䛒
䜙䛛䛨䜑⏦࿌䛧䛶䛔䛺䛔䛸ཎ๎ㄆᐃ䛥䜜䛺䛔䛯䜑䚸ᐇయୖ䛿ఱ䜙ᨵၿ䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹

ႸਦẴۋ

䕿ㄆᐃ䛻ಀ䜛㛫䛜せ䛸䛺䜚䚸䛺ᴗᐇ䚸ᅜ䞉ᆅ᪉᪉䛾⾜ᨻ䝁䝇
䝖䛾๐ῶ䛜ᅗ䜙䜜䜛䚹
䕿㎿㏿䛺 ‴ᶵ⬟䛾ᙉ䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ⤒῭䛾Ⓨᒎ䜔ᆅᇦఫẸ䛾Ᏻ䞉Ᏻᚰ
䛾ྥୖ䛻䛔䛱᪩䛟ᐤ䚹
8

ᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨ䛻ಀ䜛ேᶒ➼䛾⛣ㆡ
ᥦ㡯
䍾⌧⾜䍿ᩍ⫋ဨ䛾ேᶒ➼䛿㒔㐨ᗓ┴ᶒ㝈䚹
ᨻ௧ᕷ䛿ேᶒ䜢ᣢ䛴䛜⤥㈇ᢸ䛿㒔㐨ᗓ┴㈇ᢸ䚹
䍾ᥦ䍿ᨻ௧ᕷ䛻䛚䛡䜛ேᶒ䛸⤥㈇ᢸ䜢ඛ⾜䛧䛶୍ඖ䚹
䛭䛾ᚋ䚸ᨻ௧ᕷ௨እ䛾ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛡䜛ேᶒ䛸⤥㈇ᢸ䛾ᅾ䜚᪉䜢ᆅᇦ䛾
ᐇ䛻ᛂ䛨䛶Ỵᐃ䛷䛝䜛䜘䛖᳨ウ䚹
ᨭ㞀
䠄䠝ᅋయ䠅㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛔䛶ຍ㓄ᩍ⫋ဨᐃᩘ䛻䛴䛔䛶ᅜ䜈⏦ㄳ䜢⾜䛖䛜䚸ᕼᮃ䛹䛚䜚㓄ศ䛥䜜䛺
䛛䛳䛯ሙྜ䛻䛿䚸ᶒ㝈䛾䛽䛨䜜䛾䛯䜑㒔㐨ᗓ┴䛸ᨻ௧ᕷ䛻䛚䛔䛶ㄪᩚ䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹
䠄䠞ᅋయ䠅ᨻ௧ᕷ௨እ䛾ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᩍ⫋ဨ䛾᭹ົ䜢┘╩䛩䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛜䚸௵ᶒ
䜢ᣢ䛯䛺䛔䛯䜑ศ㝈䚸ᠬᡄ➼䛜⾜䛘䛺䛔≧ែ䚹
䠄䠟ᅋయ䠅⮬య㛫䛾ᩍ⫱᱁ᕪ䛜⏕䛨䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛜ᣦ䛥䜜䜛䛜䚸㜰ᗓ䛾㒊䠑ᕷ⏫䛻䛚䛔䛶
ᗈᇦே䜢⾜䛖⤌䜏䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䛒䜛䚹

ႸਦẴۋ

䕿Ꮫᰯタ⨨⪅䛷䛒䜛ᕷ⏫ᮧ䛻䛚䛔䛶⮬ⓗ䚸యⓗ䛺ᩍ⫱䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹
䕿ᶒ㝈䛸㈐௵䛾ᡤᅾ䛾䛽䛨䜜䛜ゎᾘ䛥䜜䚸᫂☜䛩䜛䚹
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ᩍ⫱ጤဨ䛸㤳㛗㒊ᒁ䛾ᶒ㝈㓄ศ䛾ᙎຊ
ᥦ㡯
䍾⌧⾜䍿ᩍ⫱ጤဨ䛿ᚲ⨨䚹ᩍ⫱ጤဨ䛛䜙㤳㛗㒊ᒁ䜈䛾ົ⛣⟶䜒」㞧䚹
䍾ᥦ䍿ᩍ⫱ጤဨ䛸㤳㛗㒊ᒁ䛾ᶒ㝈㓄ศ䛿䚸⮬య䛾⮬ᛶ䛻ጤ䛽䜛䚹
ᩍ⫱ጤဨ䜢㑅ᢥไ䛸䛩䜛䚹
ᨭ㞀
䠄䠝ᅋయ䠅㤳㛗㒊ᒁ䛜ᆅᇦ䛾ᩥ⾜ᨻ䜢୍ඖⓗ䛻⾜䛚䛖䛸䛧䛶䜒䚸ᅗ᭩㤋䚸༤≀㤋➼䛿ἲᚊ䛷ᩍ
⫱ጤဨ䛾ົ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑 ୍㒊ᩍ⫱ጤဨ䛾ົ䜢⿵ຓᇳ⾜䛩䜛䛻䛸䛹䜎䜚
⫱ጤဨ䛾ົ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸
㒊ᩍ⫱ጤဨ䛾ົ䜢⿵ຓᇳ⾜䛩䜛䛻䛸䛹䜎䜚䚸㤳㛗
㤳㛗
䛾㈐௵䛷୍ඖⓗ䛻⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䠄䠞ᅋయ䠅㤳㛗㒊ᒁ䛷༤≀㤋䛾ົ䜢⾜䛖ሙྜ䚸ᑂ㆟➼䛾ጤဨ䜢ᨵ㑅䛩䜛㝿䛻ே䜢㤳㛗
㒊ᒁ䛜ෆᐃ䛧䛶䜒䚸᭱⤊ⓗ䛻ᩍ⫱ጤဨ䛷Ỵᐃ䛧䚸㎡௧䜢ฟ䛩䛺䛹䚸ᐇែ䛸ᶒ㝈䛾ᡤᅾ䛜
୍⮴䚹

ႸਦẴۋ

䕿ᆅᇦ䛻ྜ䛳䛯యไ䛷ᩍ⫱⾜ᨻ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛷䚸㈐௵యไ䛜᫂☜䛸䛺䜛䚹
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ᚋ䛾⩏ົ䛡䞉ᯟ䛡䛾ぢ┤䛧䠄➨䠐ḟぢ┤䛧䠅䛻ಀ䜛ᥦ㡯୍ぴ
䠄⚟♴ศ㔝䠅
㻺㼛㻚 ศ㔝 ㏻␒

ἲ㻌ᚊ㻌ྡ

᮲

➨㻟᮲

㻝

㻝㻜

㻞

ᑵᏛ๓䛾Ꮚ䛹䜒䛻
㛵䛩䜛ᩍ⫱䚸ಖ⫱
➼䛾⥲ྜⓗ䛺ᥦ౪
䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛ἲ
ᚊ

➨㻟᮲

㡯

ᥦ㻌㻌䛾㻌ᴫ㻌せ

䛆ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛻ಀ䜛ㄆᐃᇶ‽䛾᮲
ጤ௵䠄ཧ㓃ᇶ‽䠅䛇
䚷ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛻䛚䛡䜛タタ⨨䞉⫋ဨ
㓄⨨➼䛾ᇶ‽➼䛿䚸ᗂ⛶ᅬ䞉ಖ⫱ᡤ
᪉䛾ᇶ‽䜢㐺⏝䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ಖ⫱
ᡤ䛸ᗂ⛶ᅬ䛾୍ඖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⤫୍
➨㻞㡯 䛧䛯ᶆ‽ⓗไᗘ䛸䛧䛶ᵓ⠏䛧䚸ᇶ‽䜢᮲
ጤ௵䠄ཧ㓃ᇶ‽䠅䛩䜉䛝䚹
䚷≉䛻䚸ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛾㻞㝵
䛻ಖ⫱ᐊ䜢⨨䛟ሙྜ䚸䛭䛾ᘓ≀య䜢
⪏ⅆᘓ⠏≀䛸䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸䛣䜜
䛿ඣ❺⚟♴タ䛾タഛཬ䜃㐠Ⴀ䛻㛵
䛩䜛ᇶ‽䜢ୖᅇ䜛ᚲせ௨ୖ䛾せ௳䜢ㄢ
䛩䜒䛾䛷䛒䜛䛯䜑䚸ᇶ‽䜢᮲ጤ௵䠄ཧ
㓃ᇶ‽䠅䛩䜉䛝䚹

➨㻠㡯

ලయⓗ䛺ᨭ㞀䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䜢㋃䜎䛘䛯ᚲせᛶ

༊䚷ศ

䛆䠍䛇
䚷ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䜢᪂⠏䛩䜛㝿䚸ᩜᆅ䛾ไ㝈➼
䛷㻞㝵ᘓ䛶䛸䛩䜛䛿䚸ᗂ⛶ᅬ㒊ศ䛿ᗂ⛶ᅬタ⨨ᇶ‽䛻
ᇶ䛵䛝ᅬ⯋䛜⪏ⅆᘓ⠏≀䛷䛺䛔ሙྜ䚸ಖ⫱ᐊ䜢㻞㝵䛻⨨
䛟䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䚷୍᪉䚸ಖ⫱ᡤタ⨨ᇶ‽䛷䛿䚸⪏ⅆᘓ⠏≀䜎䛯䛿‽⪏ⅆ
ᘓ⠏≀䛸ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸‽⪏ⅆᘓ⠏≀䛾ሙྜ䚸
㻞㝵䛷ಖ⫱䛷䛝䜛䛾䛿ಖ⫱ᡤ⡠䛾Ꮚ䛹䜒䛰䛡䛸䛺䜛䚹
䚷ᐇ㝿䛾ಖ⫱䛾⌧ሙ䛷䚸䛭䛾䜘䛖䛺༊ศಖ⫱䛿⌧ᐇⓗ䛷
䛿䛺䛔䛯䜑䚸ಖ⫱ᡤ䛷䛿ồ䜑䜙䜜䛶䛿䛔䛺䛔䛜䚸ᘓ≀
య䜢⪏ⅆᘓ⠏≀䛸䛧䛶ᘓ⠏䛫䛦䜛䜢ᚓ䛪䚸㐣䛺ᢞ㈨䜢
ᙉ䛔䜙䜜䛶䛔䜛䚹
✚䜏ṧ䛧
䛆䠎䛇
䚷ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬไᗘ䛿䚸ᗂ⛶ᅬ䛸ಖ⫱ᡤ䛾ไᗘ䜢ᇶ♏䛸 㻔ᆅ᪉せᮃ䠅
䛧䚸ㄆᐃᇶ‽䛿䚸ᗂ⛶ᅬ䛸ಖ⫱ᡤ䛾ㄆྍᇶ‽䛻‽ᣐ䛧䛶
䛔䜛䚹
㻌㻌ᗂ⛶ᅬ䛸ಖ⫱ᡤ䛾ㄆྍᇶ‽䛿䚸⫋ဨ䚸ᅬ⯋䞉ಖ⫱ᐊ➼䚸
ᒇእ㐟ᡙሙ➼䛻䛴䛔䛶䚸ேᩘ䚸ᑐ㇟⠊ᅖ䚸㠃✚➼䛷ᕪ␗
䛜䛒䜛䜒䛾䛾䚸ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛿ཎ๎᪉䛾ᇶ‽䜢‶䛯䛩
ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䚷䛣䛾䛯䜑䚸୍䛴䛾㡯┠䛻ᑐ䛧䛶䚸䛴䛾どⅬ䛛䜙ᑂᰝ
䛜䛷䛝䜛䜘䛖ㄆᐃ⏦ㄳ᭩䜔ῧ᭩㢮䜢సᡂ䛩䜛ᚲせ䛜䛒
䜛䛾䛷䚸ᗂ⛶ᅬ䜔ಖ⫱ᡤ༢య䛾ㄆྍ䛻ẚ䜉䛶⦾㞧䛻䛺䛳
䛶䛔䜛䚹

㻝

㻺㼛㻚 ศ㔝 ㏻␒

ἲ㻌ᚊ㻌ྡ

᮲

㡯

ᥦ㻌㻌䛾㻌ᴫ㻌せ
䛆ಖᡤ㛗䛾㈨᱁せ௳䛾᮲ጤ௵䠄ཧ
㓃ᇶ‽䠅䛇
䚷ಖᡤ㛗䛾㈨᱁せ௳䜢᮲ጤ௵䠄ཧ
㓃ᇶ‽䠅䛩䜉䛝䚹

㻞

㻟

㻞㻜

㻞㻜

㻝

㻡

ᆅᇦಖἲ

㣗ရ⾨⏕ἲ

➨㻝㻜᮲

➨㻡㻞᮲

ලయⓗ䛺ᨭ㞀䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䜢㋃䜎䛘䛯ᚲせᛶ

䚷ಖᡤ㛗䛾་ᖌ㈨᱁せ௳䛻䛴䛔䛶䛿䚸ಖᡤ䛻་ᖌ
䛜㓄⨨䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛻㝈䜚䚸་ᖌ䛸ྠ➼௨ୖ䛾ᑓ㛛ᛶ
䜢᭷䛩䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛ሙྜ➼୍ᐃせ௳䜢‶䛯䛩⫋ဨ䛷䛒
䜜䜀་ᖌ௨እ䛾⪅䛷䛒䛳䛶䜒ಖᡤ㛗䛻䛶䜛䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䜘䛖せ௳⦆䛜䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛾䚸䛺䛚せ௳䛜ཝ䛧
䛟䚸ヱᙜ⫋ဨ䛾☜ಖ䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹
䚷ಖᡤ㛗⫋䛻㐺䛧䛯ேᮦ䛾☜ಖ䛜㠀ᖖ䛻㞴䛧䛔䛣䛸䛛
䜙䚸ᆅᇦ䛻䜘䛳䛶䛿䚸୍ே䛾ᡤ㛗䛜䛾⟶㎄ᆅᇦ䛾ᡤ㛗
䜢වົ䛩䜛䜿䞊䝇䜒ฟ䛶䛔䜛䚹䛣䛾䜿䞊䝇䛷䛿䚸ಖᡤ㛗
ᅾ䛾ಖᡤ䛿䜒䛸䜘䜚䚸ᮏົഃ䛾ಖᡤ䛻䛚䛔䛶䜒
䛺ᴗົ㐠Ⴀ䛻ᨭ㞀䛜⏕䛨䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹䜎䛯䚸✺Ⓨⓗ
䛺ᗣ༴ᶵ⟶⌮➼䛻ᑐ䛧䛶䚸ᮏົ䚸වົ䛾୧⟶㎄ᆅ
✚䜏ṧ䛧
ᇦ䛾ᑐᛂ䛜༑ศ䛻⾜䛘䛺䛔ሙྜ䜒ᐃ䛥䜜䜛䚹
㻔ᆅ᪉せᮃ䠅
䚷ಖᡤ㛗䛾㈨᱁せ௳䜢䚸ಖᡤタ⨨య䛾᮲䛻ጤ
䛽䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ಖᡤ䛻䛚䛡䜛ᗣ༴ᶵ⟶⌮➼䛾ᙺ
䜢༑ศ⪃៖䛧䛴䛴䜒䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛බ⾗⾨⏕་ᖌ㊊䛾
ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ᑐᛂᥐ⨨䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹
䚷≉䛻䚸ᡤ㛗䜽䝷䝇䛾බ⾗⾨⏕་ᖌ䛾☜ಖ䛜ᅔ㞴䛺ᆅᇦ
䜔」ᩘಖᡤ㛗䜢୍ே䛾ᡤ㛗䛜වົ䛧䛶䛔䜛䜘䛖䛺ែ
䛜⏕䛨䛶䛔䜛ᆅᇦ➼䛻䛚䛔䛶䛿䚸ಖᡤෆ䛻་ᖌ䜢㓄⨨
䛧䛯ሙྜ䛻ಖᡤ㛗䛾་ᖌ㈨᱁せ௳䛜ᗫṆ䛷䛝䜜䜀䚸
ᰂ㌾䛺ே㓄⨨䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䛣䛸䛛䜙䚸⟶㎄ᆅᇦ䛻䛚䛡
䜛䛺ᴗົ㐠Ⴀ䛻䜒ᐤ䛩䜛䜒䛾䛷䛒䜛䚹

䛆㣧㣗ᗑႠᴗ➼䛾Ⴀᴗチྍ䛻㛵䛩䜛Ḟ 䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸⾜ᨻົ䛛䜙䛾
㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䛜䚸ᮏἲ䛷䛿ᭀຊᅋ䛷䛒䜛䛣䛸䜢䜒䛳䛶
᱁⏤䛾᮲ጤ௵➼䛇
䚷㣧㣗ᗑႠᴗ➼䛾Ⴀᴗチྍ䛻㛵䛩䜛Ḟ チྍ➼䛛䜙㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
᱁⏤䛜㝈ᐃิᣲ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸
ᚲせ䛺ᇶ‽䜢᮲䛷ຍ䛷䛝䜛䜘䛖䛻
➨㻞㡯 䛩䜛䛺䛹ᆅ᪉䛾㔞䜢㧗䜑䜛䜉䛝䚹
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䛆Ỉ㐨ᴗ⤒Ⴀ䛻ಀ䜛ㄆྍᶒ㝈䛾⛣
ㆡ䛇
䚷つᶍ➼䛻ᛂ䛨䛶ཌ⏕ປാ⮧ཪ䛿㒔
㐨ᗓ┴▱䛾䛔䛪䜜䛛䛜⾜䛖䛣䛸䛻
䛺䛳䛶䛔䜛Ỉ㐨ᴗ➼䛾⤒Ⴀ䛾ㄆྍ
䜢䚸䛶㒔㐨ᗓ┴▱䛾ㄆྍ䛸䛩䜉
䛝䚹

䚷Ỉ㐨Ỉ※ィ⏬䚸ᗈᇦⓗ䛺Ỉ㐨ᩚഛィ⏬ཬ䜃ᆅᇦỈ㐨
䝡䝆䝵䞁䛿㒔㐨ᗓ┴䛜⟇ᐃ䛧䛶䛚䜚䚸⮧ㄆྍ௳䛾Ỉ
㐨ᴗ➼䛻䛴䛔䛶䜒䚸䛣䜜䜙䛾ィ⏬䛸䛾ᩚྜ䛜ᅗ䜙䜜䛶
䛔䜛䛛๓䛻☜ㄆ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛶䛾ㄆྍ
䛻䛴䛔䛶䚸㒔㐨ᗓ┴▱䛾ົ䛸䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䚷Ỉ㐨ᴗ➼䛾⤒Ⴀ䛾ㄆྍ䚸ᣦᑟ┘╩䛻䛚䛡䜛㒔㐨ᗓ
┴䛾䛣䜜䜎䛷䛾ᐇ⦼䜢⪃៖䛧䛯ሙྜ䚸⤥Ỉேཱྀ㻡㻜㻘㻜㻜㻜ே
㉸䛾Ỉ㐨ᴗ➼䛻㛵䛩䜛ົ䛾ᇳ⾜䛿ᑓ㛛ⓗ䞉ᢏ⾡ⓗ
䛻䜒ྍ⬟䛷䛒䜚䚸ேཱྀせ௳䛷ㄆྍᶒ㝈䜢༊ศ䛩䜛ྜ⌮ᛶ
䛜ஈ䛧䛟䠈ົ䛾ຠ⋡䜔㔜⾜ᨻ䛾ゎᾘ䛾ほⅬ䛛䜙
䜒䚸㒔㐨ᗓ┴ᶒ㝈䛻୍ඖ䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷䜎䛯䚸Ỉ㐨ᨾⓎ⏕䛾ᑐᛂ䛾㝿䚸⮧ㄆྍᴗ䛻䛴
䛔䛶䛿䚸▱䛿ሗ䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸㐺ษ䛺ᣦᑟຓ
ゝ䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹
䚷⛣ㆡ䜢㐍䜑䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᗈᇦ䛾᥎㐍䚸ᴗ⪅䛾౽
ᛶྥୖ䚸ཬ䜃ᴗ⪅䛻ᑐ䛩䜛㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛㎿㏿䛛䛴䛝
䜑⣽䛛䛺┘╩䛾ᐇ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹
䚷Ỉ㐨ᴗㄆྍ➼䛻㛵䛩䜛ᴗົ䜢㌟㏆䛺㒔㐨ᗓ┴䛜ᐇ
䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᴗ⪅䛾౽ᛶ䛜ྥୖ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸
Ỉ㐨Ỉ䛾Ᏻᛶ䜔Ᏻᐃ౪⤥䛾䛯䜑䛾᪉⟇➼䛻䛴䛔䛶ᆅ
ᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯䛝䜑⣽䜔䛛䛺┘╩䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹
䚷ྛỈ㐨ᴗయ䛾⏦ㄳົ䛾⡆౽䚸ᆅᇦỈ㐨䛾ᗈᇦ
᥎㐍䚸㎿㏿䛺༴ᶵ⟶⌮ᑐᛂ䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䚹
䈜ᾏ㐨䠖㐨ᕞไ≉ู༊ไᗘ䛻䜘䜚㐨ෆỈ㐨ᴗ䛻
ᑐ䛩䜛ᶒ㝈䛜⛣ㆡ῭䜏

➨㻝㡯

䛆᪑㤋ᴗ䛾チྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛾᮲ጤ
௵䛇
➨㻞㡯 䚷⌧⾜ἲ䛾チྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛿㝈ᐃ
ⓗ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨ἲ䛾┠ⓗ
䜢㜼ᐖ䛩䜛せᅉ䜢㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᚲせ䛺ᇶ‽䜢᮲䛷
ຍ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹

➨㻤᮲

䛆䛇
䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᭀຊᅋ㝖᮲
䜢ไᐃ䛧䚸⾜ᨻົᴗ䛛䜙䛾㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
䚷᮲⾜ᚋ䚸㆙ᐹ䛛䜙䛾㏻ሗ䛻䜘䜚ᭀຊᅋ䛸ᐦ᥋䛻㛵
ಀ䛩䜛⪅䛜䚸ᙜヱᴗ䛾チྍ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛜ぢ䜙䜜
䜛䚹
䚷ᭀຊᅋ䛿♫ⓗໃຊ䛾୰ᚰ䛷䛒䜚䚸ᭀຊᅋဨཬ䜃䛭
䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ⪅䜢ᙜヱᴗ䛛䜙㝖䛧䛯䛔䛜䚸ἲᚊ䛻ᭀ
᮲㡯䛜䛺䛟䚸㝖ᥐ⨨䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
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䛆䛸␆ሙ䛾チྍ䛻㛵䛩䜛Ḟ᱁⏤䛾᮲ 䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸⾜ᨻົ䛛䜙䛾
㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䛜䚸ᮏἲ䛷䛿ᭀຊᅋ䛷䛒䜛䛣䛸䜢䜒䛳䛶
ጤ௵➼䛇
䚷䛸␆ሙ䛾チྍ䛻㛵䛩䜛Ḟ᱁⏤䛜㝈 チྍ➼䛛䜙㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
➨㻝㡯 ᐃิᣲ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᚲせ䛺ᇶ‽
䜢᮲䛷ຍ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛺䛹ᆅ᪉
䛾㔞䜢㧗䜑䜛䜉䛝䚹
䛆ᇶ‽ᗋᩘ䛾㒔㐨ᗓ┴䛻䜘䜛⊂⮬䛾
ຍῶྍ⬟䛇
䚷ᇶ‽ᗋᩘ䜢㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛔䛶⊂⮬
䛻ຍῶ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹

༊䚷ศ

䛭䛾

䛆䠍䛇
䚷䠝ᕷෆ䛾㝔ᩘ䛜⌧⾜䛾་⒪ィ⏬⟇ᐃᚋ䛻ᛴ㏿䛻ῶ
ᑡ䛧䛶䛧䜎䛔䚸ᩆᛴ㍯␒䛾⥔ᣢ䛜ᅔ㞴䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䠝ᕷ
䛛䜙㝔䜢ㄏ⮴䛧䛯䛔䛸ᙉ䛟せᮃ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䠝ᕷ䛾䛒
䜛ḟ་⒪ᅪ䛿ᗋ㐣ᆅᇦ䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸᪂䛯䛺
㝔ᩚഛ䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䛆䠎䛇
䚷ᅜ䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜚䛂᪤Ꮡᗋ䛃䛾⿵ṇᇶ‽䛻䛴䛔䛶᮲
䛻ጤ௵䛥䜜䛯䛜䚸䛂ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛃䛷䛒䜚䚸ᆅ᪉䛻㔞䛾
వᆅ䛜䛺䛔䚹䜎䛯䚸ᆅ᪉ᥦゝ䛾㊃᪨䛷䛒䜛䛂ᇶ‽ᗋ䛃ᩘ
タᐃ䛾ᗫṆ䛷䛿䛺䛟䚸ᐇ㉁ⓗ䛻䛿⌧⾜䛾ไᗘ䛸ྠ䛨≧ἣ
䛷䛒䜚䚸㐺㐺ษ䛺ᗋᩚഛ䛜ᅔ㞴䛺≧ἣ䛷䛒䜛䚹
䚷ᮏ┴䛾᭱㏆䛾䛸䛧䛶䛿䚸䛜䜣་⒪ᥦ౪యไᙉ䛾
䛯䜑┴❧䛜䜣䝉䞁䝍䞊䛾ቑᗋ䜢⾜䛳䛯䛜䚸ᗋ㐣ᆅᇦ
䛷䛒䛳䛯䛯䜑≉ᗋไᗘ䛻䜘䜛ቑᗋ䛧䛛ᡭẁ䛜↓䛟䚸
ཌ⏕ປാ⮧䛾ྠព䜢ᚓ䜛䜎䛷䛻㻝ᖺ༙䜢せ䛧䛯䚹
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㻞㻜
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➨㻟㻜᮲
䛾㻠

䛆䠏䛇
䚷ᮏ┴䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻠᭶䛻ᇶ‽ᗋᩘ䛾ぢ┤䛧
䜢⾜䛳䛯䚹⟬ᐃ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䚸ᗋ㐣䛸䛺䛳䛯ᅪᇦ䛛
䜙䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ᗋ䛾㓄ศ䛻䛴䛔䛶せᮃ䛜䛒䛳
䛯䛜䚸⟬ᐃᘧ䛜ᅜ䛾୍ᚊ䛾ᇶ‽䛻䜘䜚ᐃ䜑䜙䜜䛶䛚䜚䚸
ቑᗋ䛾ᑐᛂ䛜䛷䛝䛺䛔䚹

➨㻡㡯

䛆䠐䛇
䚷་⒪ἲ䛷つᐃ䛩䜛ᇶ‽ᗋᩘไᗘ䛿䚸ᅜ୍ᚊ䛾⟬
ᐃ᪉ᘧ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸㒔㐨ᗓ┴䛾㔞䛾వᆅ䛜䛺䛟䚸≉ᐃ
ᶵ⬟㝔䛺䛹䛾㧗ᗘ་⒪䜢⾜䛖㝔䛻ᅜ䛛䜙ᝈ⪅䛜
㞟䜎䜛ᆅᇦ䛾≉ᛶ䛺䛹䚸ᆅᇦ་⒪䛾ᐇែ䜢ᫎ䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䛺䛔䚹
㻠
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䛆䠑䛇
䚷ᇶ‽ᗋᩘ䜎䛷ᗋ䛾ᩚഛ䛜㐍䜣䛰ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䛿䚸
ḟ䛾䜘䛖䛺ၥ㢟䛜㢧ᅾ䛧䛶䛔䜛䚹
䞉㝔䛾᪂つཧධ䛜䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸་⒪䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾
➇த䛜㉳䛣䜚䛻䛟䛔≧ἣ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䞉᪤Ꮡ䛾㝔䛾ᗋ䛜᪤ᚓᶒ䛧䚸⏝䛥䜜䛶䛔䛺䛔᪤
Ꮡᗋ䛜䛒䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪ᆅᇦ䛷ᚲせ䛸䛥䜜䜛་⒪
䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛩䜛㝔䛾ቑᗋཪ䛿᪂つ㛤タ䛜䛷䛝䛺
䛔䚹ᮏ┴䛻䛚䛔䛶䛿䚸チྍ䜢ཷ䛡䛶䛔䛶䜒㛗ᮇ㛫⏝䛧
䛶䛔䛺䛔ᗋ䛜⣙㻢㻜㻜ᗋᏑᅾ䛩䜛䚹
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䛆⸆ᒁ䛾㛤タチྍ䛻㛵䛩䜛Ḟ᱁⏤䛾 䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸⾜ᨻົ䛛䜙䛾
㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䛜䚸ᮏἲ䛷䛿ᭀຊᅋ䛷䛒䜛䛣䛸䜢䜒䛳䛶
᮲ጤ௵➼䛇
䚷⸆ᒁ䛾㛤タチྍ䛻㛵䛩䜛Ḟ᱁⏤䛜 チྍ➼䛛䜙㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
㝈ᐃิᣲ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᚲせ䛺ᇶ
‽䜢᮲䛷ຍ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛺䛹ᆅ
᪉䛾㔞䜢㧗䜑䜛䜉䛝䚹

♫⚟♴ἲ
➨㻣㻞᮲

䛆㯞⸆༺ᴗ⪅➼䛾චチ䛻㛵䛩䜛Ḟ᱁ 䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸⾜ᨻົ䛛䜙䛾
㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䛜䚸ᮏἲ䛷䛿ᭀຊᅋ䛷䛒䜛䛣䛸䜢䜒䛳䛶
⏤䛾᮲ጤ௵➼䛇
䚷㯞⸆༺ᴗ⪅➼䛾චチ䛻㛵䛩䜛Ḟ᱁ チྍ➼䛛䜙㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
➨㻟㡯 ⏤䛜㝈ᐃิᣲ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᚲ
せ䛺ᇶ‽䜢᮲䛷ຍ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩
䜛䛺䛹ᆅ᪉䛾㔞䜢㧗䜑䜛䜉䛝䚹
䛆➨୍✀♫⚟♴ᴗ䛻ಀ䜛♫⚟♴
タ䛾チྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛾᮲ጤ௵䛇
➨㻠㡯 䚷⌧⾜ἲ䛾チྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛿㝈ᐃ
ⓗ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨ἲ䛾┠ⓗ
䜢㜼ᐖ䛩䜛せᅉ䜢㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᚲせ䛺ᇶ‽䜢᮲䛷
ຍ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹
➨㻝㡯

䛭䛾

䛭䛾

䛆䛇
䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᭀຊᅋ㝖᮲
䜢ไᐃ䛧䚸⾜ᨻົᴗ䛛䜙䛾㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
ᮍ᳨ウ᮲㡯
䚷᮲⾜ᚋ䚸㆙ᐹ䛛䜙䛾㏻ሗ䛻䜘䜚ᭀຊᅋ䛸ᐦ᥋䛻㛵
ಀ䛩䜛⪅䛜䚸♫⚟♴ᴗ䜢⤒Ⴀ䛧䛶䛔䜛䛜ぢ䜙䜜
䜛䚹
䚷ᭀຊᅋ䛿♫ⓗໃຊ䛾୰ᚰ䛷䛒䜚䚸ᭀຊᅋဨཬ䜃䛭
䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ⪅䜢ᙜヱᴗ䛛䜙㝖䛧䛯䛔䛜䚸ἲᚊ䛻ᭀ
䛭䛾
᮲㡯䛜䛺䛟䚸㝖ᥐ⨨䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹

㻡

㻺㼛㻚 ศ㔝 ㏻␒

㻝㻝

㻝㻞

㻞㻝

㻞㻝

㻢

㻢

ἲ㻌ᚊ㻌ྡ

ඣ❺⚟♴ἲ

ඣ❺⚟♴ἲ

᮲

㻢

ඣ❺⚟♴ἲ

䛆ᐙᗞⓗಖ⫱ᴗ䛻ಀ䜛ᇶ‽䛾᮲ጤ
௵䠄ཧ㓃ᇶ‽䠅䛇
䚷ᐙᗞⓗಖ⫱ᴗ䜢⾜䛖ᕷ⏫ᮧ䛜㑂Ᏺ
䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔㠃✚ᇶ‽䜔ಖ⫱⪅
䛾㓄⨨ᇶ‽䜢䚸᮲ጤ௵䠄ཧ㓃ᇶ‽
䠅䛩䜉䛝䚹

䚷ᕷ⏫ᮧ䛜䚸ᆅᇦ䛾ಖ⫱䝙䞊䝈ཬ䜃ಖ⫱ᐇ⎔ቃ䜢㋃䜎
䛘䛶యⓗ䛻㠃✚ᇶ‽䜔ಖ⫱⪅䛾㓄⨨ᇶ‽䜢タᐃ䛷䛝
䜛䜘䛖䛻䛺䜜䜀䚸䜘䜚ᆅᇦ䛾䝙䞊䝈䛻䛒䛳䛯ከᵝ䛺ಖ⫱
䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ౪䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸ᚅᶵඣ❺ゎᾘཬ䜃ᑵປᶵ
䛾ᣑ䛻䛴䛺䛜䜛䚹

➨㻟㻠᮲
䛾㻝㻢

➨㻠㻢᮲

䚷ᕷ⏫ᮧ䛜⮬䜙䛾ุ᩿䛻䜘䜚㔜Ⅼⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐⟇䜢㑅
➨㻠㡯 䛆ಖ⫱ᡤ䛾タ⨨ㄆྍᶒ㝈➼䛾⛣ㆡ䛇
䚷ಖ⫱ᡤ䛾タ⨨ㄆྍᶒ㝈䚸タ⨨⟶⌮ᇶ ᢥ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛻䛺䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ඣ❺⚟♴
➨㻝㡯 ‽䜢ᐃ䜑䜛ᶒ㝈䚸ᣦᑟ┘╩ᶒ㝈䜢ᕷ⏫ ⟇䛾ᒎ㛤䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䚹
➨㻝㡯 ᮧ䛻⛣ㆡ䛩䜉䛝䚹
➨㻟㡯

➨㻠㻢᮲

➨㻠㡯

➨㻠㻢᮲

➨㻟㻡᮲
㻝㻠

㻞㻝

㻢

ලయⓗ䛺ᨭ㞀䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䜢㋃䜎䛘䛯ᚲせᛶ
䛆䛇
䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᭀຊᅋ㝖᮲
䜢ไᐃ䛧䚸⾜ᨻົᴗ䛛䜙䛾㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
䚷᮲⾜ᚋ䚸㆙ᐹ䛛䜙䛾㏻ሗ䛻䜘䜚ᭀຊᅋ䛸ᐦ᥋䛻㛵
ಀ䛩䜛⪅䛜䚸♫⚟♴ᴗ䜢⤒Ⴀ䛧䛶䛔䜛䛜ぢ䜙䜜
䜛䚹
䚷ᭀຊᅋ䛿♫ⓗໃຊ䛾୰ᚰ䛷䛒䜚䚸ᭀຊᅋဨཬ䜃䛭
䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ⪅䜢ᙜヱᴗ䛛䜙㝖䛧䛯䛔䛜䚸ἲᚊ䛻ᭀ
᮲㡯䛜䛺䛟䚸㝖ᥐ⨨䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹

➨㻠㻡᮲
㻞㻝

ᥦ㻌㻌䛾㻌ᴫ㻌せ

䛆㞀ᐖඣ㏻ᡤᨭᴗ⪅ཬ䜃㞀ᐖඣධ
ᡤタ䛾ᣦᐃ䛻ಀ䜛ྲྀᾘᇶ‽䛾᮲
➨㻞㻝᮲
➨㻝㡯 ጤ௵䛇
䛾㻡䛾㻞㻟
䚷⌧⾜ἲ䛾ᣦᐃྲྀᾘᇶ‽䛿㝈ᐃⓗ䛷
䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨ἲ䛾┠ⓗ䜢㜼
ᐖ䛩䜛せᅉ䜢㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䛣䛾䛯䜑䚸ᚲせ䛺ᇶ‽䜢᮲䛷ຍ䛩
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹
➨㻞㻠᮲
䛾㻝㻣

➨㻟㻡᮲
㻝㻟

㡯

ඣ❺⚟♴ἲ

䛆ඣ❺⚟♴タ䛾ㄆྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛾
᮲ጤ௵䛇
➨㻠㡯 䚷⌧⾜ἲ䛾ㄆྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛿㝈ᐃ
ⓗ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨ἲ䛾┠ⓗ
䜢㜼ᐖ䛩䜛せᅉ䜢㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᚲせ䛺ᇶ‽䜢᮲䛷
ຍ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹

➨㻡㻤᮲

㻢

䛆䛇
䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᭀຊᅋ㝖᮲
䜢ไᐃ䛧䚸⾜ᨻົᴗ䛛䜙䛾㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
䚷᮲⾜ᚋ䚸㆙ᐹ䛛䜙䛾㏻ሗ䛻䜘䜚ᭀຊᅋ䛸ᐦ᥋䛻㛵
ಀ䛩䜛⪅䛜䚸♫⚟♴ᴗ䜢⤒Ⴀ䛧䛶䛔䜛䛜ぢ䜙䜜
䜛䚹
䚷ᭀຊᅋ䛿♫ⓗໃຊ䛾୰ᚰ䛷䛒䜚䚸ᭀຊᅋဨཬ䜃䛭
䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ⪅䜢ᙜヱᴗ䛛䜙㝖䛧䛯䛔䛜䚸ἲᚊ䛻ᭀ
᮲㡯䛜䛺䛟䚸㝖ᥐ⨨䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹

༊䚷ศ

䛭䛾

䛭䛾

ᶒ㝈⛣ㆡ

䛭䛾

㻺㼛㻚 ศ㔝 ㏻␒

㻝㻡

㻞㻝

㻢

ἲ㻌ᚊ㻌ྡ

ඣ❺⚟♴ἲ

᮲

➨㻠㻡᮲

㡯

ᥦ㻌㻌䛾㻌ᴫ㻌せ

ලయⓗ䛺ᨭ㞀䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䜢㋃䜎䛘䛯ᚲせᛶ

䛆ඣ❺⚟♴タ䛻ಀ䜛ᇶ‽䛾᮲ጤ௵
䠄ཧ㓃ᇶ‽䠅䛇
䚷ಖ⫱タ䛾タ⨨䞉㐠Ⴀ⎔ቃ䛿䚸ᆅᇦ
㛫䛷䛝䛟␗䛺䜛䛯䜑䚸タ䜔㐠Ⴀ䛾
ᇶ‽䛻䛴䛔䛶䚸ಖ⫱䛾ᐇయ䛷䛒䜛
ᕷ⏫ᮧ䛜ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶ᐇ䛷䛝
䜛䜘䛖䚸䛂ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛃䛛䜙䛂ཧ㓃䛩䜉
䛝ᇶ‽䛃䛻ኚ᭦䛩䜉䛝䚹
䚷䜎䛯䚸ᇶ‽䜢ぢ┤䛩㝿䛿䚸⿵ຓ㔠➼
䛻㛵䛩䜛ᶒ㝈䛸䝉䝑䝖䛷ぢ┤䛩䜉䛝䚹

䛆䠍䛇
䚷ᆅᇦ䛻䜘䛳䛶䛿䚸༓ே䜢㉸䛘䜛ಖ⫱ᡤᚅᶵඣ❺䛜⥅⥆
䛧䚸ཷධᯟ䛾ᣑ䛜ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛ᆅᇦ䜒䛒䜛䚹
䚷䛧䛛䛧䚸᮲䛷ᐃ䜑䜛ಖ⫱ᡤ䛾ᒃᐊ㠃✚ᇶ‽䛿䚸䚷䛂ᚑ
䛖䜉䛝ᇶ‽䛃䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸䛂ᶆ‽䛃䛸䛺䜛ᕷ䜢㝖䛝ᕷ
⏫ᮧ䛾㔞䛻䜘䜛ཷධᯟ䛾ᣑ䛜䛷䛝䛺䛔≧ἣ䛷䛒䜛䚹

༊䚷ศ

䛆䠎䛇
䚷ಖ⫱ኈ䛾㓄⨨䜔タഛ䛾㠃✚䛻䛴䛔䛶䛿䛂ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛃
䛸䛥䜜䚸䛭䛾⦆➼䛜ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚹
䚷䛭䛾䛯䜑䚸Ꮚ䛹䜒䛜ᑡ䛺䛟䚸ಖ⫱ኈ䛾☜ಖ䜒ᅔ㞴䛺㒆㒊
䜔㞳ᓥ➼䛷㓄⨨ᇶ‽䜢ぢ┤䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䛆䠏䛇
䚷ಖ⫱䝃䞊䝡䝇䛾タᇶ‽➼䛜䚸ᅜ୍ᚊ䛾䛯䜑䚸ᆅ᪉
⮬య䛜ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶ᴗ䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴
䛷䛒䜛䚹
䚷ㄆྍಖ⫱ᡤ䜔䛣䛹䜒ᅬ䛾䛂⫋ဨ䛾㈨᱁䚸ဨᩘ䛃䚸䛂ಖ⫱ᐊ
ཬ䜃䛭䛾㠃✚䛃➼䛾ᇶ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜ䛜䛂ᚑ䛖䜉䛝ᇶ
✚䜏ṧ䛧
‽䛃䜢♧䛩䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᆅ᪉䛾㈐௵䛸ุ᩿䛻ጤ䛽 㻔ᆅ᪉せᮃ䠅
䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹

➨㻞㡯

䛆䠐䛇
䚷ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬ䛾ㄆᐃ䜢ཷ䛡䜛䛻䛒䛯䜚䚸➨㻝
ḟ୍ᣓἲ䛷䛂ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛃䛸䛧䛶ᐃ䜑䜙䜜䛯ㄪ⌮ᐊ䛾タ
⨨䛜䜽䝸䜰䛷䛝䛪䚸⛣⾜䜢᩿ᛕ䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜛䚹
䚷ᆅ᪉䛾㔞䛷㐠⏝䛷䛝䜛䜘䛖䛂ཧ㓃䛩䜉䛝ᇶ‽䛃䛸䛩䜉
䛝䛷䛒䜛䚹
䛆䠑䛇
䚷㒔ᕷᅪ䛻䛚䛔䛶䛿䚸タタ⨨ᇶ‽䛾⦆ᥐ⨨䛜タ
䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸㒔ᕷᅪ䛻㝈䜛䛣䛸䛺䛟ᚅᶵඣ❺䛜Ⓨ⏕
䛧䛶䛔䜛ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᚅᶵඣ❺ゎᾘ䛻ྥ䛡䛯ᇶ‽䛵
䛟䜚䛾ᕤኵ䛜ฟ᮶䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷ᚅᶵඣ❺䛜䛔䛶䜒䚸➨㻝ḟ୍ᣓἲ㝃๎䛾≉ᥐ⨨䛾ᑐ
㇟䛸䛺䜛ᆅᇦ䛾ᇶ‽䛜ཝ䛧䛔䛯䜑䚸ᚅᶵඣ❺ᩘ䛜䚸ᕷ⏫
ᮧಖ⫱ィ⏬䜢ᐃ䜑䜛ᇶ‽䛸䛺䜛㻡㻜ே௨ୖ䛾ᆅᇦ䛷䛒䛳䛶
䜒䚸≉ᥐ⨨䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛺䛔ᆅᇦ䛜䛒䜛䚹
㻣

㻺㼛㻚 ศ㔝 ㏻␒

ἲ㻌ᚊ㻌ྡ

᮲

㡯

ᥦ㻌㻌䛾㻌ᴫ㻌せ

ලయⓗ䛺ᨭ㞀䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䜢㋃䜎䛘䛯ᚲせᛶ
䛆䠒䛇
䚷ಖ⫱ᡤ䛻䛚䛡䜛⤥㣗䛾እ㒊ᦙධ䛿䚸㻟ṓ䛻‶䛯䛺䛔ඣ
❺䛻ᑐ䛧≉༊䛻䛚䛡䜛つไ䛾≉ᥐ⨨䛸䛧䛶䚸බ❧ಖ⫱
ᡤ䛾䜏ᐇྍ⬟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷ᆅᇦ䛻䜘䛳䛶䛿䚸ஙᗂඣᩘ䛾ῶᑡ䛛䜙⮬ᅬㄪ⌮䛜䛝
䛺㈇ᢸ䛸䛺䛳䛶䛔䜛Ẹ㛫ಖ⫱ᡤ䛜䛒䜚䚸㐠Ⴀ䛾ྜ⌮䜢
ᅗ䜛䛯䜑እ㒊ᦙධ䜢⾜䛚䛖䛸䛧䛶䜒䚸䛣䛾ᇶ‽䛾䛯䜑䛻ᐇ
䛷䛝䛺䛔䚹
䛆䠓䛇
䚷‶㻟ṓ䛻‶䛯䛺䛔ඣ❺䛾㣗䛾እ㒊ᦙධ䛜䚸බ❧ಖ⫱
ᡤ䛸ྠᵝ䛻⚾❧ಖ⫱ᡤ䛷䜒ㄆ䜑䜙䜜䜜䜀䚸බ❧䞉⚾❧㛫
䛾ᕪ␗䛜䛺䛟䛺䜚䚸ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀ䛾ྜ⌮䛜ᅗ䜙䜜䜛䚹
䛆䠔䛇
䚷ᮾி㒔䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ㻝㻟ᖺᗘ䛛䜙ᚅᶵඣ❺䛾ゎᾘ䛻
ྥ䛡䚸㻜ṓඣಖ⫱䜔䚸㻝㻟㛫㛤ᡤ䜢⩏ົ䛡䜛➼䚸⊂⮬
䛾ྲྀ⤌䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛜䚸ᅜ䛿ᮍ䛰䛻㒔䛾ㄆドಖ⫱ᡤไᗘ
䜢ㄆ䜑䛶䛔䛺䛔䚹
䛆䠕䛇
䚷ಖ⫱ᡤ䛾タഛ䛾ᇶ‽䛻䛴䛔䛶䛿䚸㒔㐨ᗓ┴䛜᮲䛷ᐃ
䜑䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛯䛜䚸⫋ဨ䛾㓄⨨䜔ಖ⫱ᐊ䛾㠃✚➼䛿䚸
ཌ⏕ປാ┬௧䛷ᐃ䜑䜛ᇶ‽䛻ᚑ䛔ᐃ䜑䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛚
䜚䚸ᆅ᪉䛻䛚䛡䜛䛭䜜䛮䜜䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯᳨ウ䛜䛷䛝䛺
䛔䚹
䚷䛺䛚䚸௬䛻䛂ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛃䛛䜙䛂ཧ㓃䛩䜉䛝ᇶ‽䛃䛻ኚ
᭦䛥䜜䛯䛸䛧䛶䜒䚸ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀ㈝䛾✚⟬䜔䚸タᩚഛ䛾
⿵ຓ㔠せ⥘䛿ᅜ䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛䛾䛷䚸⌧ᐇⓗ䛻䛿ᆅ
᪉䛾㔞䛜ാ䛝䛻䛟䛔⤌䜏䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
䚷䛂ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛃䜢ぢ┤䛩㝿䛿䚸⿵ຓ㔠䛻㛵䛩䜛ᶒ㝈䛸
䝉䝑䝖䛷ぢ┤䛩ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䠄ලయ䠅
ಖ⫱ᡤ䛻䛚䛡䜛ಖ⫱ኈ䛾ᩘ䛿䚸
䞉ஙඣ䛚䛚䜐䛽㻟ே䛻䛴䛝㻝ே௨ୖ
䞉‶㻝ṓ௨ୖ㻟ṓᮍ‶䛾ᗂඣ䛚䛚䜐䛽㻢ே䛻䛴䛝㻝ே௨ୖ
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䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸≉䛻䠍ṓඣ䛿䚸ᡭཌ䛔⫋ဨ㓄⨨䜢ồ䜑䜛
ኌ䛜⌧ሙ䛛䜙ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䚹ᚑ䛖䜉䛝ᇶ‽䛷䛒䛳䛶䜒ୖᅇ
䜛᪉ྥ䛷䛾ᇶ‽タᐃ䛿ྍ⬟䛷䛿䛒䜛䛜䚸ே௳㈝䛻┤⤖
䛩䜛ၥ㢟䛾䛯䜑䚸㐠Ⴀ㈝䛾⟬ᐃ䛻ᫎ䛥䜜䛺䛔䜎䜎䛷䚸
ᆅ᪉༢⊂ᥐ⨨䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹
䈜௬䛷䛒䜛䛜䚸㈇ᢸ㔠㢠䛿ᅜ䛾ᇶ‽䛹䛚䜚⟬ᐃ䛧䚸㒔
㐨ᗓ┴䛻䛧䚸㒔㐨ᗓ┴䛾ุ᩿䛷䚸⥲㢠䛾ᯟෆ䛷ྛ
タ䜈䛾ᇶ‽䜢ኚ᭦䛷䛝䜛䛂⥲㢠㔞ไ䛃䛾䜘䛖䛺䛣䛸
䛿䛷䛝䛺䛔䛛䚹
䛆㻝㻜䛇
䚷ඣ❺⚟♴タ䛾タഛཬ䜃㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽➨㻟㻟᮲➨㻞
㡯䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ㻝㻜ᖺ㻠᭶䛾ᨵṇ┬௧䛾㝃๎䛻䜘䜚䚸
䛂ஙඣ㻢ே௨ୖ䜢ධᡤ䛥䛫䜛ಖ⫱ᡤ䛻ಀ䜛ᨵṇᚋ䛾➨㻟㻟
᮲➨㻞㡯䛻つᐃ䛩䜛ಖ⫱ኈ䛾ᩘ䛾⟬ᐃ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᙜศ
䛾㛫䚸ᙜヱಖ⫱ᡤ䛻ົ䛩䜛ಖᖌཪ䛿┳ㆤᖌ䜢䚸㻝ே
䛻㝈䛳䛶䚸ಖ⫱ኈ䛸䜏䛺䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹䛃䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹
䚷䠝┴䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᵓ㐀ᨵ㠉≉༊䛾⏦ㄳ䜢⾜䛔䚸ᖹᡂ㻞㻟
ᖺ㻟᭶㻞㻡᪥䛡䛷䛂ஙඣ㻢ே௨ୖ䛃䜢䛂ஙඣ㻠ே௨ୖ䛃䛸䛩䜛
ㄆᐃ䛜䛺䛥䜜䛯䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹
䚷ಖ⫱䛾⌧ሙ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ṇ┳ㆤᖌ䛾☜ಖ䛿㞴䛧䛟䚸ẚ
㍑ⓗ☜ಖ䛧䜔䛩䛔┳ㆤᖌ䜢㞠⏝䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛜ከ䛔
䛜䚸䛭䛾㈤㔠䛿ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀ㈝䛾ᑐ㇟䛸䛺䜙䛪䛻ᅬ䛜㈇ᢸ
䛧䛶䛔䜛≧ἣ䛻䛒䜛䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣ䜢ཷ䛡䛶䚸䛂ಖ⫱ᡤ┳ㆤᖌ㓄⨨ಁ㐍≉
༊䛃䛾ᐇຠᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛻䜒䚸ᨻ⟇ᥦ䛻䛚䛔䛶䚸
䞉ಖ⫱ኈᐃᩘ䜈䛾⟬ධ䜢ṇ┳ㆤᖌ䛻㝈ᐃ䛫䛪┳ㆤᖌ
䜒ᑐ㇟䛸䛩䜛䛣䛸䚹
䜢せᮃ䛧䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹
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䛆㣴ㆤ⪁ே䝩䞊䝮ཪ䛿≉ู㣴ㆤ⪁ே
䝩䞊䝮䛾タ⨨ㄆྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛾᮲
ጤ௵䛇
➨㻢㡯 䚷⌧⾜ἲ䛾タ⨨ㄆྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛿
㝈ᐃⓗ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨ἲ䛾
┠ⓗ䜢㜼ᐖ䛩䜛せᅉ䜢㝖䛩䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᚲせ䛺ᇶ‽䜢᮲
䛷ຍ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹

➨㻝㡯

䛆㒔㐨ᗓ┴་⒪㈝㐺ṇィ⏬䛾⟇ᐃ
⩏ົ䛾ᗫṆ䛇
䚷㒔㐨ᗓ┴་⒪㈝㐺ṇィ⏬䛾⟇ᐃ
➨㻝㡯 ⩏ົཬ䜃ᙜヱィ⏬䛻ಀ䜛ホ౯䠄୰㛫ᖺ
ᗘ䚸᭱⤊ᖺᗘ䠅䜢ᗫṆ䛩䜉䛝䚹

㧗㱋⪅䛾་⒪䛾
➨㻝㻝᮲
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➨㻝㡯

➨㻝㻞᮲
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䛆䛇
䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᭀຊᅋ㝖᮲
䜢ไᐃ䛧䚸⾜ᨻົᴗ䛛䜙䛾㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
䚷᮲⾜ᚋ䚸㆙ᐹ䛛䜙䛾㏻ሗ䛻䜘䜚ᭀຊᅋ䛸ᐦ᥋䛻㛵
ಀ䛩䜛⪅䛜䚸⪁ே⚟♴ἲୖ䛾᭷ᩱ⪁ே䝩䞊䝮䛾⤒Ⴀ䜢
⾜䛳䛶䛔䜛䛜ぢ䜙䜜䜛䚹
䚷᭷ᩱ⪁ே䝩䞊䝮䛾⤒Ⴀ䛿ᒆฟ㡯䛷䛒䜛䛜䚸ྠ䛨⪁ே
⚟♴ἲ䛻ᇶ䛵䛟ᙜヱᴗ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᭀຊᅋ䛜ཧධ䛩䜛
ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䚷ᭀຊᅋ䛿♫ⓗໃຊ䛾୰ᚰ䛷䛒䜚䚸ᭀຊᅋဨཬ䜃䛭
䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ⪅䜢ᙜヱᴗ䛛䜙㝖䛧䛯䛔䛜䚸ἲᚊ䛻ᭀ
᮲㡯䛜䛺䛟䚸㝖ᥐ⨨䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹

䚷ィ⏬䛻ᥖ䛢䜙䜜䜛┠ᶆ䠄≉ᐃᗣデᰝ䛾ᐇ⋡䚸ᖹᆒ
ᅾ㝔᪥ᩘ➼䠅ཬ䜃ྲྀ⤌䛻䛴䛔䛶䛿䚸᪤Ꮡ䛾ᗣቑ㐍ィ
⏬䚸་⒪ィ⏬䚸ㆤಖ㝤ᴗᨭィ⏬➼䛷䜹䝞䞊䛷䛝䜛
䜒䛾䛷䚸ᨵ䜑䛶┠ᶆ䛸䛩䜛ᚲせᛶ䛜䛺䛟䚸୰㛫ᖺᗘཬ䜃ィ
⏬᭱⤊ᖺᗘ䛾⩣ᖺᗘ䛻ホ౯䜢⾜䛖䛺䛹䚸㠀ຠ⋡䛷䛒䜛䚹
䚷䛥䜙䛻䚸ḟᮇ་⒪㈝㐺ṇ᪉㔪䛷䛿䚸ィ⏬ᮇ㛫䛾་
⒪㈝䛾ぢ㏻䛧䛻㛵䛩䜛㡯䛾䜏䛜ᚲ㡲グ㍕㡯䛸䛥䜜䚸
ᅜィ⏬䛻䛚䛔䛶䚸ᅜ䛸䛧䛶་⒪㈝䜢ぢ㏻䛩䛣䛸䛷㊊䜚䜛
䛸⪃䛘䜙䜜䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛔䛶⟇ᐃ䜢⩏ົ䛡䜛䜋䛹
䛾ィ⏬䛻್䛧䛺䛔䚹
䚷⌧⾜䠄ḟᮇ䠅ィ⏬⟇ᐃ䛻䛒䛯䜚䚸ᇶ♏䛸䛺䜛་⒪㈝䛻ಀ
䜛䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䛿䚸ཌປ┬䛛䜙ᥦ౪䛥䜜䜛ྛ✀䝕䞊䝍䚸
⊂⮬䝒䞊䝹䜢⏝䛔䛶⟬ᐃ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸㐍ᤖ≧ἣ䛻䛴
䛔䛶ᢕᥱ䚸⟶⌮䛩䜛䛣䛸䛜⌧ᐇⓗ䛻ྍ⬟䛷䛒䜚ィ⏬䜢
⟇ᐃ䛩䜛䛣䛸䛾ព䛜䛺䛔䚹
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䛆せㆤㄆᐃㄪᰝ䛾ጤク䛻ಀ䜛බ♧⩏
ົ䛾ᗫṆ䛇
䚷䛂᪂つ䛃䛾せㆤㄆᐃㄪᰝ䛻䛚䛔䛶䚸
ᕷ⏫ᮧ䛜㒔㐨ᗓ┴ᣦᐃ䛾ᣦᐃᕷ⏫ᮧ
ົཷクἲே䛻ㄪᰝ䜢ጤク䛩䜛㝿䛾
බ♧⩏ົ䜢ᗫṆ䛩䜉䛝䚹

䚷䛂᪂つ䛃䛾せㆤㄆᐃ⏦ㄳ䛾ሙྜ䛿䚸ᴗᡤ䜈䛾ጤク
䛜䛷䛝䛺䛔䚹䛭䛾䛯䜑䚸ㄪᰝᑐ㇟⪅䛜㐲㝸ᆅ䛻䛔䛶䚸ᕷ
⏫ᮧ䛻䜘䜛┤᥋ㄪᰝ䛜ᅔ㞴䛺ሙྜ䚸ಶู䛾䜿䞊䝇ẖ䛻䚸
ㄪᰝᑐ㇟⪅䛾䛔䜛㐲㝸ᆅᕷ⏫ᮧ䛻ㄪᰝ䜢ጤკ䛩䜛䛛䚸
㐲㝸ᆅᕷ⏫ᮧ䛾ᣦᐃᕷ⏫ᮧົཷクἲே䛻ㄪᰝ䜢ጤク
䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹
䚷䛧䛛䛧䚸ጤク䛧䜘䛖䛸䛩䜜䜀㻝௳䛾ㄪᰝጤク䛾䛯䜑䛻䜒
බ♧䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛪䚸⌧ᐇⓗ䛻䛿ጤク䛿ᅔ㞴䛸䛺䜛䚹
䛭䛖䛺䜛䛸䚸㐲㝸ᆅᕷ⏫ᮧ䜈䛾ጤკ䛸䛺䜛䛜䚸䛭䛾ሙྜ䚸
ጤკ䜢ཷ䛡䛯㐲㝸ᆅᕷ⏫ᮧ䛾ົ㈇ᢸ䛜䛝䛟䛺䜛䚹
䚷බ♧䛺䛧䛻ᣦᐃᕷ⏫ᮧົཷクἲே䜈䛾ጤク䛜䛷䛝
䜜䜀䚸㐲㝸ᆅᕷ⏫ᮧ䛾ົ㈇ᢸ䜢↓䛟䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹

➨㻡㡯

䛆ᣦᐃᒃᏯ䝃䞊䝡䝇ᴗ⪅䚸ᣦᐃᒃᏯ
ㆤᨭᴗ⪅ཬ䜃ᣦᐃㆤண㜵
➨㻝㡯 䝃䞊䝡䝇ᴗ⪅䛾ᣦᐃ䛻ಀ䜛ྲྀᾘᇶ
‽䛾᮲ጤ௵䛇
䚷⌧⾜ἲ䛾ᣦᐃྲྀᾘᇶ‽䛿㝈ᐃⓗ䛷
䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨ἲ䛾┠ⓗ䜢㜼
➨㻝㡯 ᐖ䛩䜛せᅉ䜢㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䛣䛾䛯䜑䚸ᚲせ䛺ᇶ‽䜢᮲䛷ຍ䛩
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹

䛆䛇
䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᭀຊᅋ㝖᮲
䜢ไᐃ䛧䚸⾜ᨻົᴗ䛛䜙䛾㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
䚷᮲⾜ᚋ䚸㆙ᐹ䛛䜙䛾㏻ሗ䛻䜘䜚ᭀຊᅋ䛸ᐦ᥋䛻㛵
ಀ䛩䜛⪅䛜䚸ᙜヱᴗ䛾ᣦᐃ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛜ぢ䜙䜜
䜛䚹
䚷ᭀຊᅋ䛿♫ⓗໃຊ䛾୰ᚰ䛷䛒䜚䚸ᭀຊᅋဨཬ䜃䛭
䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ⪅䜢ᙜヱᴗ䛛䜙㝖䛧䛯䛔䛜䚸ἲᚊ䛻ᭀ
᮲㡯䛜䛺䛟䚸㝖ᥐ⨨䜢ᐇ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
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ጤ௵䛇
➨㻥㻞᮲ ➨㻝㡯 䚷⌧⾜ἲ䛾ᣦᐃཬ䜃チྍᇶ‽୪䜃䛻䛭
䛾ྲྀᾘᇶ‽䛿㝈ᐃⓗ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ
䛻ᛂ䛨ἲ䛾┠ⓗ䜢㜼ᐖ䛩䜛せᅉ䜢
➨㻥㻠᮲ ➨㻟㡯 㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᚲせ
䛺ᇶ‽䜢᮲䛷ຍ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
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䜢ไᐃ䛧䚸⾜ᨻົᴗ䛛䜙䛾㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
䚷᮲⾜ᚋ䚸㆙ᐹ䛛䜙䛾㏻ሗ䛻䜘䜚ᭀຊᅋ䛸ᐦ᥋䛻㛵
ಀ䛩䜛⪅䛜䚸ᙜヱᴗ䛾ᣦᐃ➼䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛜ぢ䜙
䜜䜛䚹
䚷ᭀຊᅋ䛿♫ⓗໃຊ䛾୰ᚰ䛷䛒䜚䚸ᭀຊᅋဨཬ䜃䛭
䛾ᐦ᥋䛺㛵ಀ⪅䜢ᙜヱᴗ䛛䜙㝖䛧䛯䛔䛜䚸ἲᚊ䛻ᭀ
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䛆ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ᇶ♏ㄪᰝ䛾ᐇ
䛇
䚷㒔㐨ᗓ┴䛿䛚䛚䜐䛽㻡ᖺ䛤䛸䛻㒔ᕷ
ィ⏬䛻㛵䛩䜛ヲ⣽䛺ᇶ♏ㄪᰝ䜢⾜䛖䛣
䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸䛭䜒䛭䜒ᆅᇦ䛜య
ⓗ䛺䜎䛱䛵䛟䜚䜢㐍䜑䜛䛻ᙜ䛯䛳䛶ᚲせ
➨㻝㡯 䛸䛺䜛ㄪᰝ䛿䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶ᐇ
䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷䛣䛾䛯䜑䚸‽㒔ᕷィ⏬༊ᇦ䛻ಀ䜛ᇶ
♏ㄪᰝ䛾䜘䛖䛻䚸䛂ᚲせ䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜛
䛸䛝䛃䛻ᐇ䛩䜛᪨䛾つᐃ䛻ᨵ䜑䜛䜉
䛝䚹
䛆≉ᐃἲ௧䛻䜘䜛༊ᇦ༊ศ䛾⩏ົ䛡
䛾ᗫṆ䛇
䚷༊ᇦ༊ศ䛿䚸ᆅᇦ䛜ィ⏬ⓗ䛺ᕷ⾤
䜢ᅗ䜛䛯䜑ᚲせ䛜䛒䜛䛸ㄆ䜑䜛䛻ᐃ
䜑䜛䛣䛸䛸䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸㏆␥ᅪᩚഛἲ
➨㻝㡯 ➼୍㒊䛾ἲ௧䛷つᐃ䛥䜜䛯༊ᇦ䛻䛴䛔
䛶䛿䚸ไᐃ䛜⩏ົ䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸
䛛䜙䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯㐺ษ䛺༊ᇦ
༊ศタᐃ䛾ጉ䛢䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᗫṆ䛩
䜉䛝䚹

䚷䛶䛾㒔ᕷィ⏬༊ᇦ䛻䛚䛔䛶䚸䛚䛚䜐䛽㻡ᖺ䛻㻝ᅇ䛾ே
ཱྀ䜔ᘓ≀䛾❧ᆅ≧ἣ➼䛾ㄪᰝ䛜⩏ົ䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䚷䛘䜀䚸䠝┴䛷䛿䚸㻡ᖺ䜢䛛䛡䛶㒔ᕷィ⏬༊ᇦ䛾ㄪᰝ
䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸ẖᖺ㻞㻜㻘㻜㻜㻜༓⛬ᗘ䛾ㄪᰝ㈝䜢せ䛧䛶䛔
䜛䚹
䚷䛧䛛䛧䚸ᴗ䛜ᒎ㛤䛥䜜䛶䛔䛺䛔༊ᇦ䜔ᅵᆅ⏝䜔ᇶ
┙ᩚഛ䛾≧ἣ➼䛻䛝䛺ኚ䛜↓䛔༊ᇦ䛷䛿ㄪᰝ⤖ᯝ ᮍ᳨ウ᮲㡯
䜢ά⏝䛩䜛䛣䛸䛜ᑡ䛺䛔䛣䛸䛛䜙䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻䛒䜟䛫䚸
ᚲせ䛻ᛂ䛨䛯ㄪᰝ༊ᇦ䛾㑅ᢥཬ䜃ᐇ䛜ྍ⬟䛸䛺䜛䜘
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䛆ᣦᐃ༊㛫እᅜ㐨䛾㒔ᕷィ⏬Ỵᐃ䛻ಀ
䜛ᅜᅵ㏻⮧䛾༠㆟䚸ྠព䛾ᗫṆ䛇
䚷ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛యⓗ䛺䜎䛱䛵䛟䜚䜢⾜
䛖䛯䜑䚸ᅜᅵ㏻⮧䛾ྠព䛜ᚲせ䛸
➨㻟㡯 䛺䜛ᅜ䛾ᐖ䛻㔜䛺㛵ಀ䛜䛒䜛㒔ᕷ
ィ⏬䛾䛖䛱䚸㒔㐨ᗓ┴䛜⟶⌮䛩䜛ᣦᐃ
༊㛫እᅜ㐨䛿ᑐ㇟እ䛸䛧䚸ሗ࿌➼䛸䛩
䜉䛝䚹
䛆㒔㐨ᗓ┴䛾㒔ᕷィ⏬༊ᇦ䛾ᩚഛ䚸㛤
Ⓨཬ䜃ಖ䛾᪉㔪䛾⟇ᐃ➼䛻ಀ䜛㎰
ᯘỈ⏘⮧䛾༠㆟䛾ᗫṆ䛇
➨䠍㡯 䚷ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛యⓗ䛺䜎䛱䛵䛟䜚䜢⾜
䛖䛯䜑䚸㒔ᕷィ⏬༊ᇦ䛾ᩚഛ䚸㛤Ⓨཬ
䜃ಖ䛾᪉㔪䛾⟇ᐃ➼䛻ಀ䜛㎰ᯘỈ
⏘⮧䛾༠㆟䜢ᗫṆ䛩䜉䛝䚹

䚷㒔㐨ᗓ┴䛜⟶⌮䛩䜛ᣦᐃ༊㛫እᅜ㐨䛾㒔ᕷィ⏬Ỵᐃ
䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᆅ᪉ᩚഛᒁ䛸䛾๓┦ㄯ䜢ྵ䜑䚸༠㆟䚸ྠ
ព䛻㻝䛛᭶௨ୖ䛾㛫䜢せ䛧䛶䛚䜚䚸㒔㐨ᗓ┴䛜ᐇ䛩
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㻞㻞
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༊ศᗫṆ䛾㠀䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸䛭䛾
ᚲせᛶ䜢᳨ウ䛧䚸⮬䜙Ỵᐃ䛧䜘䛖䛸䛧䛶䜒䚸㏆␥ᅪᩚഛἲ
䛾つᐃ䛻䜘䜚༊ᇦ༊ศ䛜⩏ົ䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛭 ᮍ᳨ウ᮲㡯
䛾せྰ䛻䛴䛔䛶ᆅᇦ䛾⮬ⓗ䛺Ỵᐃ䛜䛷䛝䛺䛔≧ἣ䛸
䛺䛳䛶䛔䜛䚹

✚䜏ṧ䛧
㻔ᆅ᪉せᮃ䠅

㻌䚷㎰ᯘỈ⏘⮧༠㆟䛻䛴䛔䛶䛿䚸ἲᐃ༠㆟௨๓䛻௵ព
䛾๓༠㆟䚸๓ㄪᩚ䚸䛥䜙䛻䛿๓┦ㄯ䛸䛔䛳䛯⤌
䜏䛜Ꮡᅾ䛧䚸䜎䛯䚸ྛ༠㆟ẁ㝵䛷ከ㔞䛾㈨ᩱ䜢せồ䛥䜜
䜛䛯䜑䚸䛭䛾ົฎ⌮䛻༙ᖺ䛛䜙㻞ᖺ㏆䛟䛻䜒ཬ䜆㛗ᮇ䛾 ✚䜏ṧ䛧
㛫䛸ປຊ䜢せ䛩䜛≧ἣ䛸䛺䛳䛶䛚䜚䚸ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛య 㻔ᆅ᪉せᮃ䠅
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䛆㐨㊰ᶆ㆑タ⨨ᇶ‽䛾᮲ጤ௵㐺⏝
⠊ᅖ䛾ᣑ䛇
䚷➨㻝ḟ୍ᣓἲ䛾⾜䛻䜘䜚䚸㐨㊰ᶆ㆑
タ⨨ᇶ‽䛾୍㒊䜢ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᐃ䜑䜙
䜜䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䛜䚸䛣䛾ᇶ‽䛿㒔㐨ᗓ
┴㐨ཪ䛿ᕷ⏫ᮧ㐨䛾䜏䛻㐺⏝䛥䜜䜛䜒
➨㻟㡯 䛾䛷䚸㒔㐨ᗓ┴䛜⟶⌮䛩䜛ᣦᐃ༊㛫እ
䛾ᅜ㐨䛻䛿㐺⏝䛥䜜䛺䛔䚹㐨㊰⟶⌮⪅
䛾୍యⓗ䛺㐨㊰⟶⌮ಁ㐍䛾ほⅬ䛛䜙
䜒䚸㒔㐨ᗓ┴䛜⟶⌮䛩䜛ᣦᐃ༊㛫እ䛾
ᅜ㐨䛻䛴䛔䛶䜒㐺⏝䛩䜉䛝䚹

䚷㒔㐨ᗓ┴㐨䛸ᣦᐃ༊㛫እᅜ㐨䛾ྠ୍㐨㊰⟶⌮⪅䛜㻞䛴
䛾タ⨨ᇶ‽䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᴗົ䛾⦾㞧䜢ᣍ䛟䛸䛸䜒
䛻䚸ᆅᇦ䛾㈐௵䛸ุ᩿䛻䜘䜛䚸䜘䜚㨩ຊ䛒䜛㐨㊰✵㛫䛾
ᙧᡂ䜔ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯㐨㊰ᩚഛ䚸⟶⌮䛾ᨭ㞀䛸䛺
䜛䚹

䚷➨㻞ḟ୍ᣓἲ䛻䜘䜚㒔㐨ᗓ┴➼䛜┤᥋⟶⌮䛩䜛᭷ᩱ㐨
㊰䛻䛴䛔䛶䛿䚸᮲䛻ᇶ䛵䛟⟶⌮㐠Ⴀ䛜ྍ⬟䛸䛺䜚䚸ᅜᅵ
㏻⮧䜈䛾ᒆฟ䛾䜏䛷㊊䜚䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹
䚷ᆅ᪉㐨㊰බ♫䛜⟶⌮䛩䜛㒔㐨ᗓ┴㐨➼䛾᭷ᩱ㐨㊰䛻
䛴䛔䛶䜒䚸⏕άᑐ⟇䞉ほග⟇䛺䛹ᆅ᪉䛾㔞䛷䚸ᆅᇦ
䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ᩚഛ䞉⟶⌮䞉㐠Ⴀ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸チྍ䠄ㄆ
ྍ䠅ไ䜢ᒆฟไ䛻ኚ᭦䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
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➨㻝㡯 䛆ᆅ᪉㐨㊰බ♫䛜⟶⌮䛩䜛᭷ᩱ㐨㊰䛾
ᩱ㔠䚸ᚩᮇ㛫➼䛻ಀ䜛ᅜᅵ㏻⮧
➨㻠㡯 䛾チྍ䠄ㄆྍ䠅ไ䛛䜙ᒆฟไ䜈䛾ኚ᭦䛇
䚷ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯㐨㊰ᴗ䛾᥎㐍
➨㻝㡯 䛾䛯䜑䚸ᆅ᪉㐨㊰බ♫䛜⟶⌮䛩䜛㒔㐨
ᗓ┴㐨➼䛾᭷ᩱ㐨㊰䛾ᩱ㔠ཬ䜃ᩱ㔠
➨㻢㡯 ᚩᮇ㛫➼䛻䛴䛔䛶䚸㐨㊰⟶⌮⪅᭷ᩱ
㐨㊰䛸ྠᵝ䛻ᰂ㌾䛻タᐃ䛷䛝䜛䜘䛖䚸ᅜ
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ᇶ‽䛾୍㒊䜢ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ᐃ䜑䜙䜜䜛
䛣䛸䛸䛺䛳䛯䛜䚸䛣䛾ᇶ‽䛿㒔㐨ᗓ┴㐨
ཪ䛿ᕷ⏫ᮧ㐨䛾䜏䛻㐺⏝䛥䜜䜛䜒䛾
➨㻟㡯 䛷䚸㒔㐨ᗓ┴䛜⟶⌮䛩䜛ᣦᐃ༊㛫እ䛾
ᅜ㐨䛻䛿㐺⏝䛥䜜䛺䛔䚹㐨㊰⟶⌮⪅䛾
୍యⓗ䛺㐨㊰⟶⌮ಁ㐍䛾ほⅬ䛛䜙䜒䚸
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䛆ᘓタᴗ䛾チྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛾᮲ጤ
௵䛇
䚷⌧⾜ἲ䛾チྍཬ䜃ྲྀᾘᇶ‽䛿㝈ᐃ
ⓗ䛷䛒䜚䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨ἲ䛾┠ⓗ
䜢㜼ᐖ䛩䜛せᅉ䜢㝖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䛺䛔䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᚲせ䛺ᇶ‽䜢᮲䛷
ຍ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛩䜉䛝䚹

㻞㻠 ᘓタᴗἲ
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䛆䛇
䚷䠝┴䛷䛿䚸ᭀຊᅋᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᭀຊᅋ㝖᮲
䜢ไᐃ䛧䚸⾜ᨻົᴗ䛛䜙䛾㝖䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹
䚷᮲⾜ᚋ䚸㆙ᐹ䛛䜙䛾㏻ሗ䛻䜘䜚ᭀຊᅋ䛸ᐦ᥋䛻㛵
ಀ䛩䜛⪅䛜䚸ᙜヱᴗ䛾චチ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䛜ぢ䜙䜜
䜛䚹
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せ䛺ពᛮỴᐃ䛿䚸㤳㛗䠄㒊ᒁ䠅䛜ㄪᩚ䛧䛯䜢䚸ᙧᘧⓗ䛻
ᩍ⫱㛗䛜Ỵ䛩䜛䛣䛸䛸䛺䜚䚸ົ䛾ᐇ⪅䛸ᶒ㝈䛜
୍⮴䛷䛒䜛䛯䜑㈐௵䛜᫂☜䛻䛺䜛䜋䛛䚸ົ䛜ᗘᡭ
㛫䛸䛺䜛䚹䠄䚷༤≀㤋➼䛜ᡤ⟶䛩䜛㝃ᒓᶵ㛵䠄ᑂ㆟
➼䠅䛾ጤဨ䛾ᨵ㑅䛻䚸㤳㛗䠄㒊ᒁ䠅䛜ே㑅䛧䚸ᩍ⫱㛗䛾
Ỵ㻔ᩍ⫱ጤဨ䛾㆟Ỵ㻕䜢ᚓ䛶䚸ᩍ⫱ጤဨ䛾ྡ⩏䛷㎡
௧䜢Ⓨฟ䛩䜛䚹䠅
䚷䛣䛾䜘䛖䛻䚸ᆅ᪉ศᶒ䜢᥎㐍䛩䜛䛸䛔䛖ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻠᭶䛾
ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ䛾⤌⧊ཬ䜃㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛾ᨵṇ䛾㊃
᪨䛜༑ศ䛻Ⓨ䛥䜜䛺䛔≧ἣ䛷䛒䜚䚸ᩥ䛻㛵䛩䜛ົ
䜢㤳㛗䛾ୗ䛷⾜䛖ሙྜ䚸ಶูἲ䛻つᐃ䛥䜜䛯ົ䜒ᆅᇦ
䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛶㤳㛗䛾ᶒ㝈䛸䛷䛝䜛䛣䛸䛸䛧䚸୍ඖⓗ䛻
ົ䛜⾜䛘䜛యไ䛸䛩䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
䚷䛥䜙䛻䚸䛔䛨䜑ၥ㢟➼䜈䛾ᑐᛂ䛻ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛻䚸⌧⾜
䛾ᩍ⫱ጤဨไᗘ䛜ᮏᙜ䛻ఫẸ䛻ᑐ䛧䛶㈐௵䜢㈇䛖䛣䛸
䛜䛷䛝䜛యไ䞉య㉁䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛛䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛴䛔
䛶䚸ᅜẸ䛾㛫䛛䜙䜒ၥ䛾ኌ䛜࿊䛥䜜䛿䛨䜑䛶䛔䜛䚹
ᐇ䚸䛣䛖䛧䛯ၥ㢟䛾ᑐᛂ䚸Ⓨ㜵Ṇ⟇䛾᳨ウ䛿䚸ᩍ⫱ጤ
ဨ௵䛫䛻䛫䛪䚸㤳㛗䜒䛛䛛䜟䜚䛺䛜䜙⾜䛖䜉䛝䛸䛾ព
ぢ䜒䛒䜛䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺≧ἣ䛻䛚䛔䛶䚸ୖグ䛾䜘䛖䛺ᆅ᪉⮬యෆ㒊
䛾ົศᢸ䛿䚸ᆅ᪉⮬య䛜䚸ఫẸ䛾ពྥ䛻ἢ䛳䛶䚸ᆅ
ᇦ䛻䛒䛳䛯⾜ᨻ䜢ᒎ㛤䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸ᩍ⫱ጤဨ䜢ᘬ䛝
⥆䛝Ꮡ⨨䛧䚸⾜䛖䛛䚸㤳㛗䛾ୗ䚸⾜䛖䛛䛿䚸ᆅ᪉⮬య䛾
ุ᩿䠄㆟䛾ุ᩿䠅䛻䜘䛳䛶௵ព䛻㑅ᢥ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䜘䛖䛻ᨵ䜑䜛䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷
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ᥦ㻌㻌䛾㻌ᴫ㻌せ
䛆ᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯ䛾ᩍ⫋ဨ䛾ຍ㓄せ௳
䛾ぢ┤䛧䞉ᙎຊ䛇
䚷ᕷ⏫ᮧ❧Ꮫᰯ䛾ᩍ⫋ဨ䛾ຍ㓄䛻䛴
䛔䛶䚸ᐇែ䛻༶䛧䛯㓄⨨䛜⾜䛘䜛䜘䛖䚸
ຍ㓄せ௳䛾ぢ┤䛧䞉ᙎຊ䜢⾜䛖䜉䛝䚹

➨㻣᮲

㻟

㻝㻜

㻠

➨㻞㡯

බ❧⩏ົᩍ⫱ㅖ
Ꮫᰯ䛾Ꮫ⣭⦅ไ
ཬ䜃ᩍ⫋ဨᐃᩘ䛾
ᶆ‽䛻㛵䛩䜛ἲᚊ

➨㻝㻡᮲

㻞㻤

ලయⓗ䛺ᨭ㞀䚸ᆅᇦ䛾ᐇ䜢㋃䜎䛘䛯ᚲせᛶ

༊䚷ศ

䚷ຍ㓄ᩍ⫋ဨᐃᩘ䛿䚸⾜௧䛻䛚䛔䛶ຍ㓄せ௳䛜ᐃ䜑䜙
䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻ᇶ䛵䛝ຍ㓄せ௳䛤䛸䛾ᐃᩘ䛜㒔㐨ᗓ┴
ู䛻Ỵ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹Ꮫᰯ䛜ᢪ䛘䜛ㄢ㢟䛿ᵝ䚻䛷䛒䜚䚸
ㄢ㢟ゎỴ䛻ᚲせ䛸䛺䜛ᐃᩘ䛿ᕷ⏫ᮧ䜔㒔㐨ᗓ┴䛺䛹䚸ᆅ
ᇦ䛻䜘䛳䛶䛝䛟ኚ䜟䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸ຍ㓄せ௳䛤䛸䛻
ᐃᩘ䛜Ỵ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᚲせ䛺ᐃᩘ䛜㊊䜚䛺䛔
䜒䛾䜒䛒䜛䚹
䚷䛘䜀䚸ᑡேᩘᣦᑟ䛻ಀ䜛ຍ㓄ᐃᩘ䛿䚸䜋䜌ᑠ୰Ꮫᰯ
ᰯ䛻㓄⨨䛷䛝䜛䜒䛾䛾䚸≉ูᨭᩍ⫱䛻㛵䛩䜛ᐃᩘ➼
䛿ᚲせᩘ䛻‶䛯䛺䛔䜘䛖䛺ሙྜ䚸㓄ศ䛥䜜䛯ຍ㓄ᐃᩘ
య䛾୰䛷ຍ㓄せ௳䛾ᯟ䜢㉸䛘䚸䜘䜚ᆅᇦ䛾ᐇែ䛻༶䛧䛶
Ꮫᰯ䜈㓄⨨䛷䛝䜛䜘䛖ㄪᩚ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹
䚷䜎䛯䚸㏆ᖺㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚸㏻ᖖᏛ⣭䛻ᅾ⡠䛩䜛Ⓨ㐩 ✚䜏ṧ䛧
㞀ᐖ䛺䛹䛾ඣ❺⏕ᚐ䜈䛾ᑐᛂ䜔䚸⫋ົ㐙⾜⬟ຊ䜢༑ศ 㻔ᆅ᪉せᮃ䠅
䛻Ⓨ䛷䛝䛺䛔⫋ဨ䠄ົ⫋ဨ➼䠅䜈䛾ᑐᛂ䛺䛹䚸᪤Ꮡ䛾
ຍ㓄せ௳䛷䛿ᑐᛂ䛜ᅔ㞴䛺ㄢ㢟䜒ቑຍ䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺䛣䛸䛛䜙䚸ຍ㓄せ௳䛻⦡䜙䜜䛪䛻䚸Ꮫᰯ䜔ᕷ
⏫ᮧ䛜䛛䛛䛘䜛ಶ䚻䛾ㄢ㢟䛻ᰂ㌾䛺ᑐᛂ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛺
ไᗘ䜈䛾ぢ┤䛧䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹

ᚋ䛾⩏ົ䛡䞉ᯟ䛡䛾ぢ┤䛧䠄➨䠐ḟぢ┤䛧䠅䛻ಀ䜛ᥦ㡯୍ぴ
䠄⅏ᐖ䛭䛾ศ㔝䠅
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䛆㒔㐨ᗓ┴ᅜᅵ⏝ィ⏬䛾⟇ᐃ䛻ಀ䜛
㆟䛾㆟Ỵ䛾ぢ┤䛧䛇
䚷㒔㐨ᗓ┴ᅜᅵ⏝ィ⏬䛾⟇ᐃ䛻ᙜ
䛯䛳䛶䛾ἲ䛻䜘䜛㆟䛾㆟Ỵ䜢せ䛸
䛩䜉䛝䚹

䚷ἲᚊ䛷ィ⏬䛾⟇ᐃ䛻㒔㐨ᗓ┴㆟䛾㆟Ỵ䜢⩏ົ
䛡䛶䛔䜛ィ⏬䛜ᑡ䛺䛔䛣䛸䜔䚸ᙜヱィ⏬䛿⟇ᐃ⮬య䛜௵
ព䛷䛒䜛䛣䛸䛺䛹䜢㋃䜎䛘䚸⟇ᐃᡭ⥆䛸䛧䛶㆟䛾㆟Ỵ䜢
ἲ䛻䜘䜚⩏ົ䛡䜛䛣䛸䜢せ䛸䛩䜉䛝䛷䛒䜛䚹
䚷᪤䛻༙ᩘ⛬ᗘ䛾㒔㐨ᗓ┴䛷䛿䚸᮲䛻䜘䜚㒔㐨ᗓ┴䛜
సᡂ䛩䜛ィ⏬䜢㆟䛾㆟Ỵ㡯䛸䛩䜛᮲䜢⟇ᐃ䛧䛶䛚
䜚䚸䛣䛖䛧䛯㒔㐨ᗓ┴䛜సᡂ䛩䜛ィ⏬䛻䛴䛔䛶䛿䚸ἲᚊ䛻
䜘䜛⩏ົ䛡䜢ᗫṆ䛧䛶䜒䚸㆟䛾ุ᩿䛻䜘䜚㆟䛾ᑂ
㆟䞉㆟Ỵ㡯䛸䛩䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛷䛒䜛䚹

➨㻟㡯

䛆ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ⩏ົ䛾ᗫ
Ṇ䛇
䚷ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ⩏ົ䜢ᗫ
Ṇ䛩䜉䛝䚹
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➨㻥᮲

䛭䛾

䚷㒔㐨ᗓ┴䛻䛚䛡䜛ᅵᆅ⏝䛿䚸᪤䛻ྛ✀ಶูつไἲ䛾
ᢸᙜㄢ䛾㛫䛷䚸⤌⧊ᶓ᩿ⓗ䛻㐃ᦠ䜢ᅗ䛳䛶ᑐᛂ䛧䛶䛚
䜚䚸ᅵᆅ⏝䛾ㄪᩚ᪉㔪䜢ィ⏬䛻⨨䛵䛡䜛ᚲせᛶ䛿ⷧ
䛔䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ䜢⩏ົ䛡䜛䜉
䛝䛷䛺䛟䚸㒔㐨ᗓ┴䛾⮬ᛶ䛻௵䛫௵ព䛾ィ⏬䛸䛩䜉䛝
䛸⪃䛘䜛䚹
䛆䛇
䚷䜶䝸䜰ෆ䛷ⓑᆅᆅᇦ䛜䜋䛸䜣䛹䛺䛔䠝┴䛷䛿䚸㒔ᕷィ⏬
ἲ䜔᳃ᯘἲ➼䛾ಶูἲ䛻䜘䜛↓⛛ᗎ䛺㛤Ⓨ䛾ᢚไ䛜ྍ
⬟䛷䛒䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᙜヱィ⏬䜢⟇ᐃ䛩䜛䛣䛸䛺䛧䛻ಶู
つไἲ䛾ᢸᙜㄢ㛫䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛾
┠ⓗ䛷䛒䜛ᅵᆅ⏝ㄪᩚ䜢⾜䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
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䛆ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛻ಀ䜛ᅜᅵ㏻
⮧䛾༠㆟䛾ぢ┤䛧䛇
䚷ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ䞉ኚ᭦䛻䛴
䛔䛶䚸ᅜᅵ㏻⮧䛾ྠព䜢せ䛧䛺䛔
༠㆟䜢ሗ࿌䛸䛩䜉䛝䚹

䛆䠍䛇
䚷ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ䞉ኚ᭦䛻ಀ䜛ᅜᅵ㏻⮧䜈
䛾༠㆟䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂⮧ྠព䛃䛜䛺䛟䛺䛳䛯䜒䛾䛾䚸
๓ㄪᩚ䜢ྵ䜑䚸ᡭ⥆䛿ᚑ๓䛸䜋䜌ྠ୍䛷䛒䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸
ィ⏬⟇ᐃ䞉ኚ᭦䛾㎿㏿䛻ᨭ㞀䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᆅᇦ
䛻䛚䛡䜛ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ᰂ㌾䛺ィ⏬స䜚䜈䛾㜼ᐖ䛸䜒䛺䛳
䛶䛔䜛䚹
䕔⤒㐣
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻝㻝᭶䚷ᮏ┬๓༠㆟㛤ጞ
䚷㻔ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻝㻞᭶䚷๓༠㆟㏣ຍ౫㢗䠅
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻌䠍᭶䚷ᮏ┬๓༠㆟
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻌䠎᭶䚷⮧༠㆟㛤ጞ
䚷㻌ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻌䠏᭶䚷⮧༠㆟
䛆䠎䛇
䚷ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛾⟇ᐃ䞉ኚ᭦䛻㛵䛧䛶䛿䚸ᖺᗘ䛾
ἲᨵṇ䛷ᚑ᮶ᚲせ䛸䛥䜜䛯ᅜᅵ㏻⮧䜈䛾༠㆟䚸ྠ
ព䛾䛖䛱䚸ྠព䛜ᗫṆ䛥䜜䛯䜒䛾䛾䚸༠㆟䛜Ꮡ⥆䛧䛶䛚
䜚䚸ᡭ⥆䛻䛚䛔䛶䛿ఱ䜙ኚ䜒䛺䛟䚸ᚑ᮶䛹䛚䜚䛾ㄪᩚ➼
䛻㛫䜢せ䛧䛶䛔䜛䚹
䕔⤒㐣
䚷ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻝㻝᭶䚷ᮏ┬๓༠㆟㛤ጞ
䚷ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻝㻞᭶䚷ᮏ┬๓༠㆟
䚷ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻌䠎᭶䚷⮧༠㆟㛤ጞ
䚷ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻌䠏᭶䚷⮧༠㆟
䚷ᮏ┬䛸䛾๓༠㆟䜎䛷䛻䚸ᆅ᪉ᨭศ㒊ᒁ䛺䛹䛸䜒ㄪᩚ
䜢⤒䛶䛔䜛䛺䛹䚸ົ䛜㔜」䛧䛶䛔䜛㇟䜒䛒䜛䛣䛸䛛
䜙䚸᭦䛺䜛ົ䛾ᨵၿ䛜ᚲせ
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䛆䠏䛇
䚷ᅜᅵ㏻┬䛸䛾๓༠㆟䛜ᖺ㻝㻞᭶䛛䜙⣙㻝䛛᭶䚸ᮏ
༠㆟䛜ᖺ㻞᭶ึ᪪䛛䜙⣙㻝䛛᭶䛸㛫䜢せ䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䛭䜒䛭䜒䚸ᅵᆅ⏝ᇶᮏィ⏬䛿䚸㒔㐨ᗓ┴䛾䜏䛻⟇ᐃ
⩏ົ䛜ㄢ䛫䜙䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸䛂༠㆟䛃䜢䛂ሗ࿌䛃䛻ኚ᭦
䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ຓゝ䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸➼
䛸䛩䜛䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䚹
䕔⤒㐣
䚷ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻝㻞᭶䚷ᮏ┬๓༠㆟㛤ጞ
䚷ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻌䠍᭶䚷ᮏ┬๓༠㆟
䚷ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻌䠎᭶䚷⮧༠㆟㛤ጞ
䚷ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻌䠏᭶䚷⮧༠㆟
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