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和歌山大学の歩み
創設と成長 ［師範学校］
1872〜1949／明治5年〜昭和24年

新設と発展
1922〜1949／大正11年〜昭和24年

師範学校正門
（1912）
1912（明治45）年、本館と同時に建築さ
れたと推定される。門柱は、
レンガと白
御影石が交互に積み上げられ、赤と白
の美しいコントラストをみせている。

［高等商業学校］

和 歌 山の
教 育のはじま り

和歌山師範学校之図
（1879〜83）
和歌山県師範学校は、1872（明治5）年の学
制公布に基づき設立された岡山小学が、
同８年改称されたことを端緒とする。写
真は同12年頃に撮影されたものとされ、
県内最古である可能性が高い。

明治
教育学部

寄宿舎と学生
（1890年頃）

星条旗があがった校庭
（1946）

寄宿舎は師範学校に在学する学生寮と
して明治期に建設され、男女別個に建て
られている。旧女子部寄宿舎は、1975（昭
和50）
年から海南寄宿舎となった。

高商は和歌山工業専門学校として終戦を迎え、
1945（昭和20）年9月25日、二里ヶ浜に上陸した
米軍が校舎を接収した。約200名が運動場にテ
ントを張り宿営した。

昭和
5年1月7日
（1872） 和歌山県学が開設される

教育学部

4年4月1日
（1929） 和歌山県女子師範学校が設置され、
師範学

校女子部が廃止される

5年8月3日
（1872） 学制公布
経済学部
教育学部

6年6月
（1931） 同盟休校事件

5年10月13日
（1872） 県学が廃止され、
岡山小学が設置される
14年
（1939） 興亜学生勤労報国隊が組織される

教育学部

8年5月4日
（1875） 和歌山県師範学校と改称設立される
16年3月1日
（1941） 国民学校令公布

教育学部
教育学部

9年1月24日
（1876） 附属小学校が設置され、
授業が開始される
19年7月〜9月
（1886） 和歌山尋常師範学校と改称される

師 範 学 校

22年2月11日
（1889） 大日本帝国憲法発布
教育学部

24年4月2日
（1891） 女子部が開設され、
開業式が挙行される

教育学部

31年4月1日
（1898） 和歌山県師範学校と改称される

教育学部

18年4月1日
（1943） 師範学校と女子師範が合併して和歌山師

経済学部

19年3月
（1944） 和歌山経済専門学校と改称され、
工業専門

教育学部

和歌山青
19年4月
（1944） 県立青年師範学校教員養成所が、

40年4月17日
（1907） 師範学校規程が公布される
（第二部設置）

範学校と改称される
学校に転換される
年師範学校として官立に移管される
20年7月9日
（1945） 和歌山大空襲
20年8月15日
（1945） 終戦

高 等 商 業 学 校

大正
教育学部

経済学部

教育学部

経済学部

8年12月1日
（1919） 師範学校内に和歌山県立実業補習学校教

員養成所が設置される

経済学部

11年4月23日
（1922） 和歌山高等商業学校第1回入学宣誓式が

20年9月
（1945） 米軍に校舎が接収される
21年4月1日
（1946） 和歌山工業専門学校が経済専門学校に転

換される
21年11月3日
（1946） 日本国憲法公布

挙行される

22年3月31日
（1947） 教育基本法・学校教育法公布

13年6月
（1924） 校旗が制定される

〈 教育学部と経済学部の源流 〉1 8 7 5 / 1922

〈 和歌山大学の出発 〉1 9 4 9

日本が近代化へと向かう明治に、国民の教育水準を上げるための教員養成を担う

戦後の学制改革により1949年に和歌山大学が発足。
ともに
「人間の育成」
を目指す

師範学校が全国に設置されました。和歌山県師範学校は、
その後さまざまな時代の変

2学を包括し、
2学部からなる新制総合大学として出発しました。

動を経ながらも、幅広い視野と教養を身に付けた人材を育成するという理念を継承

〈 新キャンパスへの統合移転 〉1 9 8 5 / 1987

し、現在の
「教育学部」
へと至っています。
一方で、現在の
「経済学部」
の前身である和歌山高等商業学校は、移民が多く商業

1966年に学芸学部から改称した教育学部は、1985年に新設された栄谷キャンパ

が盛んな和歌山をけん引する人材の育成を目指して設立され、1922年に第1回入学

スへと移転。2年後には経済学部が続き、1987年の9月に念願の学舎移転統合が完

宣誓式を挙行。初代校長（岡本一郎）
は
「商人たるに先立ちて先ず人となれ」
と訓じ、教

了します。
「和歌山市が一望できる海抜70メートルの高台は、世界に開かれている」第

養教育と肉体の鍛錬を教育の第一に掲げたのでした。

11代学長
（小野朝男）
がそう記してから、
30余年の歳月が流れました。



WAK AYAMA UN I V ERSI T Y
新たなる出発［新制大学］
1949〜／昭和24年〜

新しい体 制と
更なる 成 長

高商校舎前景
（1922）

階段教室
（1926）
高商の本館にあった階段教室では、
海外から招聘された教員も含めた高
度な教育が行なわれていた。

商 人たるに先だちて
先 ず人となれ

和歌山高等商業学校は、旧藩主徳川家ほか県内企業な
どからの寄付を受け、1922（大正11）年、海草郡雑賀村
（現西高松1丁目）付近に設立された。写真は設立当時
の校舎前景。

栄谷キャンパス
（1987〜）
和歌山大学は、学芸学部(教育学部前身)と経済学部か
らなる新制大学として発足した。1987(昭和62)年栄谷
地区に移転統合され、1995(平成7)年にシステム工学
部が、
2008(平成20)年には観光学部が設置された。

昭和
全学部

平成
24年5月31日
（1949） 師範学校・青年師範学校・経済専門学校を

経済学部

システム工学部
経済学部

24年6月
（1949） 経済学部同窓会柑芦会が発足
全学部

教育学部

5年4月
（1993） 経済学部の夜間主コース学生受入開始

包括した和歌山大学が設置される

25年9月
（1950） 学芸学部
（教育学部前身）同窓会紀学同窓

会発足

システム工学部

8年4月
（1996） システム工学部3学科の学生受入開始
8年10月
（1996） 経済短期大学部が廃止される
14年5月10日（2002） 博士課程設置記念式典が挙行される

和 歌 山 大 学

全学部

26年11月
（1951） 紀州経済史文化史研究所が設置される

全学部

16年4月
（2004） 国立大学法人和歌山大学発足

全学部

29年4月1日
（1954） 和歌山大学経済短期大学部が開校される

全学部

17年4月
（2005） 紀南サテライト部が設置される

全学部

18年4月
（2006） 岸和田サテライトが設置される

35年6月
（1960） 安全保障条約反対全学抗議集会が開催さ

れる
観光学部
経済学部

教育学部

全学部

経済学部

38年3月
（1963） 電子計算機
（MADIC-ⅡA）が購入され、経

済学部経済計測研究所が設置される

全学部

41年4月
（1966） 学芸学部が教育学部と改称される

観光学部

44年2月
（1969） 全学共闘会議が結成され、
翌月の卒業式は

全学部

紛争のため中止される

62年10月
（1987） 学舎移転統合完了式典が挙行される

〈 理系学部の誕生〉1 9 9 5

24年10月
（2012）「教養の森」
センターが設置される
26年4月
（2014） 観光学研究科博士課程が設置される
28年4月
（2016） 国際観光学研究センター
（CTR）
を設置

令和

59年12月
（1984） 経済学部第4研究室・経済研究棟で火災発生

全学部
全学部

20年4月
（2008） 観光学部が設置される

2年4月
（2020） 紀伊半島価値共創基幹(Kii-Plus)を設置

〈 学際学部への展開 〉2 0 0 8

1995年、和歌山県待望の理系学部として、経済学部の産業工学科が発展した
「シ

2008年、前年に経済学部に設置された観光学科を母体とする
「観光学部」がス

ステム工学部」
が誕生しました。
この
「システム工学」
という耳慣れない呼称は、21世紀

タートしました。観光学は、真に豊かで持続可能な社会に貢献するために、人文・社会

の今、
ようやく実態を明らかにしつつあります。

科学から自然科学までの幅広い分野を融合、横断する最先端の学問領域です。
そして

「いま私たちの生活を支える多くの製造物は、様々な技術を集積してできたシステム

和歌山大学観光学部は、学部から大学院、研究センターまでを有する国立大学唯一の

として存在しています。
さらにひとつのシステムが他と連動してより大きなシステムとな

観光学の高等教育機関です。時代が直面する複雑な課題を解決するために、
日本の高

り、
自然環境や社会活動に複雑に影響を与えます。
システム工学は、
これまでの個別技

等教育はいかに多様な教育・研究に挑むべきか。新しい大学の形を求めて、和歌山大

術を発展させるとともに、
それらを融合してできる新しい領域を開拓します。
（システム
」

学の挑戦は続きます。

工学部「CAMPUS GUIDE2002」
より抄録）
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ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ᑓ㛛ᩍ⫱ࡼࡾࠊ㐀ᛶᛂ⏝ຊᐩࢇࡔேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
㸰Ꮫ⏕༞ᴗᚋࡢ㐍㊰ࢆព㆑ࡉࡏࠊ☜ᐇ࡞ᑓ㛛ᛶࢆ㌟ࡘࡅࡉࡏࡿᩍ⫱య⣔ࡼࡾࠊ⮬ࡽࡢᑗ᮶┠ᶆ
⮬ಙࢆᣢࡕࠊࡑࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚⢓ࡾᙉࡃྲྀࡾ⤌ࡴேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࠋ
࠙◊✲ࠚ
㸯⊂ⓗ࡛ⴌⱆⓗ࡞◊✲ࡸ᪂ࡓ࡞ศ㔝ࢆษࡾ㛤ࡃᇶ♏◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊᑗ᮶ࡢᏛ⾡ᇶ┙ࡢ᰾ࢆ⫱࡚ࡿࠋ
㸰ほගᏛ࡞᪂ࡋ࠸ศ㔝࡛ඛᑟⓗ࡞◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏࠊୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿᾏእࡢㅖᏛ㐃ᦠࡋࡓᅜ㝿ⓗ࡞
◊✲ᣐⅬࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
㸱ḷᒣ┴ࢆ୰ᚰࡍࡿࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦࡢⓎᒎࡢࡓࡵࠊᆅᇦࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡍᛂ⏝◊✲࣭⏘Ꮫ㐃ᦠ
◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࠙ᆅᇦ♫ࡢ㐃ᦠࠚ
㸯ᆅᇦࡢᴗࠊ⮬యࠊᅋయ㐃ᦠࡋࡓᐇ㊶ⓗ࡞ㄢ㢟ゐࢀࡿࠕᆅᇦ⼥ྜࡋࡓ῝࠸Ꮫࡧࠖࡼࡾࠊᰂ㌾
࡞♫ᛶᑐே㛵ಀຊࢆ㣴࠸ࠊᆅᇦࡾࢆᣢࡕࠊᆅᇦ♫㈉⊩ࡍࡿேᮦࢆ㍮ฟࡍࡿࠋ
㸰ḷᒣᅪᇦࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞㈈⏘࡛࠶ࡿ㎰⏘≀ࠊ㣗ရࡢຍ౯್ࢆ㧗ࡵࠊ㎰ᯘᴗ㣗ࠊᗣࠊ⎔ቃ㛵ࡍࡿ
ࢢ࣮ࣜࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
㸱ேཱྀῶᑡࠊ㧗㱋ࡢㄢ㢟ゎỴࠊ㜵⅏࣭ῶ⅏ᐤࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᆅᇦ♫ࡶྲྀࡾ⤌ࡴࠋ

௨ୖࡢᇶᮏⓗ࡞┠ᶆࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊḷᒣᏛࡣࠊ♫ࡸᆅᇦࡢせㄳᛂ࠼ࠊᩍ⫱ࠊ◊✲ཬࡧᆅᇦ♫
ࡢ㐃ᦠᶵ⬟ࢆ࡛᭱ࡁࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ

㸦➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆ㸧
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ḷᒣᏛࡢࣅࢪ࣭ࣙࣥᡓ␎➼      

یḷᒣᏛࢢࣛࣥࢻࢹࢨࣥ 
࠙ᩍ⫱᪉㔪ࠚ
♫ࠊ⏘ᴗࡢᙧែࡣ᪥ࠎኚࡋࠊ」ྜࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋゎỴࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸♫ㄢ㢟ࡶ」㞧࣭」ྜ
ࡋࠊ」ᩘࡢ␗࡞ࡿᑓ㛛㡿ᇦࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᮏ㑥ࡣேཱྀῶᑡᮇධࡾࠊ♫࠾࠸࡚ಶࠎேࡀᯝࡓ
ࡍᙺࡣከඖ࣭」㞧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸯ࡘࡢᑓ㛛ࡢࡳࢆ῝ࡵࡿࡇ࡛ࡣࠊ⌧௦ࡢ♫ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇࡣᅔ
㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋḷᒣᏛࡣࠊ」㞧ࡍࡿ♫ㄢ㢟ࢆゎỴ࡛ࡁࡿேᮦࢆࠊᏛෆእࡢ㐃ᦠࡼࡾ」ྜⓗ
Ꮫࡪᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒㸦࣮࢜ࣉ࢚ࣥࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࡼࡾ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆᩍ⫱ࡢ㍈࠾ࡃࠋࡇࡢࡓࡵࠊ㛗
ᮇⓗ௨ୗࡢ⟇ࢆ᳨ウᐇࡍࡿࠋ
㸯࣮࢜ࣉ࢚ࣥࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᩍ⫱ࡢ୰᰾⨨ࡁࠊᏛ㝿ⓗ࣭Ꮫ⌮⼥ྜⓗ࡞ᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
㸰Ꮫ㒊࣭◊✲⛉㐃ᦠࢆ㐍ࡵࠊ␗ศ㔝ᒓࡍࡿᩍဨࡢ㐃ᦠ࣭┦స⏝ࢆ㧗ࡵࡿࠋ
㸱♫ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵࠊᏛ⏕ࡀ♫ேࡶᏛࡪࢩࢼࢪ࣮ࢆ⏕ࡳฟࡍᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
㸲ᩍ㣴ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡋࠊᗈࡃᏛࡪࡇࡀ࡛ࡁࡿᩍ⫱యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
㸳ᩥ⌮⼥ྜᆺࢲࣈ࣓ࣝࢪ࣮ࣕᩍ⫱ࡢᑟධࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
࠙タᩚഛ᪉㔪ࠚ
ୖグࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡋ࡚ࡢタᩚഛࡢ᪉㔪ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺ᐃࡵࡿࠋ
㸯タᩚഛࡣᏛⓗㄢ㢟ࡋࠊᏛ㛗ࡢࢽࢩࢸࣈࡢୗ᳨࡛ウࢆ⾜࠺ࠋ
㸰࣮࢜ࣉ࢚ࣥࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇࡍࡿሙࢆタࡅࡿࠋ
㸯 Ꮫ㒊㛫࣭◊✲⛉㛫ࡀ㐃ᦠࡋࡓᩍ⫱ࢆᐇ࡛ࡁࡿሙࡢ☜ಖ
㸰 Ꮫ⏕♫ேࡀࡶᏛࡧࠊࢩࢼࢪ࣮ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡢ࡛ࡁࡿࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ㔜Ⅼࢆ࠾
࠸ࡓሙࡢ☜ಖ
㸱 ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢሙࢆ㐺ษ☜ಖ
㸱࣮࢜ࣉ࢚ࣥࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥᐇ㛵ࡍࡿ᭷ຠᛶࢆᩚഛඃඛᗘᫎࡍࡿࠋ
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ḷᒣᏛࡢពᛮỴᐃయไ  

Ꮫ 㛗㻌

Ꮫ㛗㑅⪃㆟㻌

┘㻌

Ꮫ㛗ࡢ㑅⪃࣭ᴗົホ౯ࢆ⾜࠺
ᶵ㛵㻌

ᴗົ⯡ࡘ࠸࡚┘ᰝ

ᵓᡂဨ㸦 ྡ㸧㻌

㸦 ྡ㸧㻌
ᙺဨ㻌

ᩍ⫱◊✲ホ㆟㻌

⤒Ⴀ༠㆟㻌
Ꮫࡢ㔜せ㡯ࢆᑂ㆟㻌

ᩍ⫱◊✲㠃ࢆᑂ㆟

ᵓᡂဨ㸦 ྡ㸧㻌

ᵓᡂဨ㸦 ྡ㸧㻌

Ꮫ㛗ࠊ⌮㻌

Ꮫ㛗ࠊ⌮ࠊᏛ㒊㛗ࠊ

⤒Ⴀ㠃ࢆᑂ㆟㻌
ᵓᡂဨ㸦 ྡ㸧㻌
Ꮫ㛗ࠊ⌮ࠊᏛእጤဨ㻌

ྛᏛ㒊ࡽ㑅ฟࡉࢀࡓᩍᤵ➼㻌

⤒Ⴀ༠㆟

㈈ົ࣭タጤဨ

Ꮫࡢ⤒Ⴀ㛵ࡍࡿ㔜せ࡞㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ

Ꮫࡢධࠊᨭฟཬࡧண⟬⦅ᡂࠊண⟬ࡢᇳ⾜ཬࡧ

Ꮫ㛗ࠊᏛ㛗ࡀᣦྡࡍࡿ⌮ࠊᏛ㛗ࡀ௵ࡍࡿᏛእጤဨ

Ỵ⟬ࠊ㈨㔠ཬࡧ㈨⏘ࡢ⟶⌮㐠⏝ࠊタࡢᑗ᮶ィ⏬

ࡼࡾᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋጤဨࡢ㐣༙ᩘࢆᏛእጤဨࡍࡿ

ࡸ᭷ຠ⏝ࠊࡑࡢ㈈ົ࣭タ㛵ࡍࡿ㔜せ㡯

ࡇࡼࡾࠊᏛእ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ㐺ษᑂ㆟ᫎࡉࡏ

ࢆᑂ㆟ࡍࡿ⤌⧊ࡋ࡚ࠊ⤌⧊つ๎⨨ࡅࡽࢀ

ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⤌ࡳ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡚࠸ࡲࡍࠋᖺ㸴ᅇ⛬ᗘጤဨࢆ㛤ദࡋ࡚ᑂ㆟ࡸሗ



࿌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸺Ꮫእጤဨ㸼       

㻌

௧  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ
 ᓥ  ṇ༤

㸺ጤဨ㸼       
௧  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ

ᰴ ᓥ⢭ᶵ〇సᡤ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 

 ୗ   ᏹ ḷᒣ┴▱

 ㈈ົᢸᙜ⌮㻌

 Ύᮌ Ꮥᝋ

 タᢸᙜ⌮㻌

Ꮫ ᩥᏛᅬ⌮ࠊ Ꮫ ᩥᏛᅬᏛ 

       ົᒁ㛗

 ᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍᤵ㸦ᩍ⫱◊✲ホ㆟ホ㆟ဨ㸧㻌

 ⏣ᮧ ග✑

 ⤒῭Ꮫ㒊ᩍᤵ㸦ᩍ⫱◊✲ホ㆟ホ㆟ဨ㸧㻌

බ㈈ ḷᒣ┴ࢫ࣏࣮ࢶ⯆㈈ᅋᖖົ

       ⌮࣭ົᒁ㛗

 ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊ᩍᤵ㸦ᩍ⫱◊✲ホ㆟ホ㆟ဨ㸧㻌

      

ඖḷᒣ┴❧ḷᒣᕤᴗ㧗ᰯᰯ㛗 

 ほගᏛ㒊ᩍᤵ㸦ᩍ⫱◊✲ホ㆟ホ㆟ဨ㸧

 ㎷  ᭖⏕

ᰴ ᑿ㧗ᕤసᡤྲྀ⥾ᙺ㛗

 ᅜ㝿㐃ᦠ㒊㛛㛗㻌

 すᖹ㒔⣖Ꮚ

ᰴ ಙ⃰㊰௦⾲ྲྀ⥾ᙺ

 ㈈ົㄢ㛗㻌

Ꮫ ḷᒣಙឡዪᏛ㝔⌮㛗ࠊ

 タᩚഛㄢ㛗㻌

᳃⏣ⓏᚿᏊ

ḷᒣಙឡᏛᏛ㛗
Ώ㎶ ᗣᏊ ᪥ᮏᨺ㏦༠ḷᒣᨺ㏦ᒁ㛗
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௧㸰ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡞ᴗ
ᩍ⫱

࣮ࢱ࣮࢛ࢡیไࡢᑟධ
ᮏᏛ࡛ࡣࠊ௧㸰ᖺᗘ㛤ㅮ⛉┠ࡽ㸰Ꮫᮇ㸲ࢡ࢛࣮ࢱ࣮ไࢆᑟධࡋࡲࡋࡓࠋࢡ࢛࣮ࢱ࣮ไࡣࠊᏛእᏛ
ಟ㸦ᾏእ␃Ꮫࠊᆅᇦ␃Ꮫࠊ୰㛗ᮇࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࠊ࣎ࣛࣥࢸάື࡞㸧ࡢᨵၿࡸࠊᚑ᮶ࡢ༙ศࡢ
ẁ㝵࡛ࡢᡂ⦼ホ౯㸦฿㐩ᗘࡢ☜ㄆ㸧
ࠊ▷ᮇ㛫࡛㞟୰ࡋ࡚Ꮫࡪࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊࢡ࢛࣮ࢱ࣮ไᑟධక࠸ᐃᮇヨ㦂ไᗘࢆぢ┤ࡋ࡚༢ㄆᐃヨ㦂ࢆᑟධࡋࠊྛᏛ㒊ࡢཷㅮⓏ㘓ࠊᡂ
⦼ุᐃࠊ␗㆟⏦ࡋ❧࡚➼ࡢ᪥⛬ࢆ⤫୍ࡍࡿ࡞ࠊ㛵㐃ࡍࡿไᗘࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ

ی㐲㝸ᤵᴗࡢᐇ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁᣑࡢࡓࡵࠊ➨㸯ࢡ࢛࣮ࢱ࣮ࡣ⛉┠ࢆ㐲㝸ᤵᴗ࡛ᐇࡋࡲࡋࡓࠋ㐲㝸ᤵ
ᴗࢆึࡵ࡚⾜࠺ᩍဨࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢࡓࡵࠊᩍ⫱ࢥࣥࢸ
ࣥࢶసᡂࡢ࣏ࣥࢺࢆࡲࡵࡓ࣐ࢽࣗࣝࡢᥦ౪
ࡸ≉௵ᢏ⾡⫋ဨࡼࡿࢥࣥࢸࣥࢶసᡂ࣭㘓ࡢ⿵ຓ
ࢆᐇࡋࡲࡋࡓࠋ➨㸰ࢡ࢛࣮ࢱ࣮ࡽࡣࠊᐇ㦂ᐇ⩦
࡞ᑐ㠃࡛ࡢᐇࡀᚲせ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ⛉┠௨እࢆ
㐲㝸ᤵᴗ࡛ᐇࡋࡲࡋࡓࠋ๓ᮇ⤊ࠊዲ
࡞ࡿྲྀ⤌ࢆබເࡋࠊᏛࡢᩍဨ⤂ࡍࡿ )' ◊ಟ
ࢆᐇࡋࡲࡋࡓࠋᩍဨࡀᩍᮦࢆᕤኵࡋࡓࡇࡼ
ࡾࠊᏛ⏕ࡢᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ๓ᖺᗘࡼࡾ‶㊊
ᗘࡀྥୖࡋࠊࢥࣟࢼ⚝࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ࢆᥦ
ᩍဨ䛻䜘䜛䜸䞁䝷䜲䞁Ꮫ⏕䝃䝫䞊䝖㻌

౪ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

◊✲

یᏛෆ➇தⓗ㈨㔠ࡼࡿ◊✲ࡢ᥎㐍
ᮏᏛ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢᏛෆ➇தⓗ㈨㔠ࡼࡿ◊✲ࡢ᥎㐍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠕ⊂ⓗ◊✲ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊᩍဨࡢάⓎ࡞◊✲άືࢆ᥎㐍ࡋࠊᆺ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤖ᐇ
ࡉࡏࡿࡓࡵᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸿ࡣつᶍᏛ⾡◊✲ࢆࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㹀ࡣ◊✲Ⓨᒎࢆ┠ⓗ
ᨭࡋ࡚࠾ࡾࠊ௧㸰ᖺᗘࡣ㸳௳ࡢ◊✲ண⟬ࢆ
㔜Ⅼ㓄ศࡋࡲࡋࡓࠋ௧㸰ᖺᗘ᥇ᢥࡢࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞
ᆅᇦ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢࡓࡵࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨࠖ
ࡣࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ほගࠊᆅᇦ㛤Ⓨ࡞ࡢ㈉⊩ࢆ┠ⓗ
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࠕᆅᇦάᛶ◊✲ᨭࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡣࠊᆅᇦ㐃
ᦠࡸ♫㈉⊩ཬࡧᆅᇦࢆᚿྥࡋࡓᩍ⫱࣭◊✲ࢆ᥎㐍
ࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦࡢㄢ㢟ࡢඞ᭹ᣢ⥆ྍ⬟࡞♫ࡢᐇ
⌧ࢆྍ⬟ࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡋࡓ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ࢆᨭࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ௧㸰ᖺᗘࡣࠊ㸳௳ࡀ᥇ᢥࡉࢀ
ࡲࡋࡓࠋ

䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺ほග䛃䛻ྥ䛡䛯䛂ගᐖ䛃㻌
㍍ῶ䛾䛯䜑䛾⾤ⅉ䛾᳨ド䠄ㄽᓥ䠅㻌
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௧㸰ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡞ᴗ
ᆅᇦ㈉⊩
ࠕی⣖ఀ༙ᓥ౯್ඹᇶᖿࠖࡢタ⨨
ᮏᏛ࡛ࡣࠊ㎰ᯘᴗ㣗ࠊᗣࠊ⎔ቃ㛵ࡍࡿࢢ࣮ࣜࣥࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥎㐍ࡸࠊேཱྀῶᑡࠊ
㧗㱋ࡢㄢ㢟ゎỴࠊ㜵⅏࣭ῶ⅏ᐤࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛྲྀࡾ⤌ࡴࡇࢆᇶᮏ┠ᶆᥖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௧  ᖺ  ᭶ࡣࠊᏛ㛗┤㎄ࡢ⤌⧊ࡋ࡚ࠕ⣖ఀ༙ᓥ౯್ඹᇶᖿࠖࢆタ⨨ࡋࠊᆅᇦ㐃ᦠࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡍࡿேᮦࡋ࡚ࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇࢧ࣮㸦ᆅᇦ∧ 85$㸧
ࠖࢆ㓄⨨ࡋࡲࡋࡓࠋ⮬యࡢ࣐ࣝࢳࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࢩࢵࣉࡼࡿᆅᇦࢽ࣮ࢬᛂࡌࡓ◊✲ᡂᯝࡢ♫ᐇࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊྠᖺ  ᭶ࡽḷᒣᕷほගㄢࠊྠ
ᖺ  ᭶ࡽḷᒣ┴♫⚟♴༠㆟ࡼࡾࡑࢀࡒ
ࢀࠕ౯್ඹ◊✲ဨࠖࢆཷࡅධࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢ
ࠊ᭶ࡣ⅏ᐖ⛉Ꮫ࣭ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫඹࢭ
ࣥࢱ࣮≉௵ᩍဨ㸯ྡࢆ㓄⨨ࡋࠊほගࡸ㜵⅏㛵
ಀ࡞ࡢ♫ᐇᩍ⫱◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎
㐍ࡍࡿయไࢆᩚഛࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘࡣ㜰ᗓ㜰༡ᕷ࡞ࡢ⮬   
య➼ᆅᇦ㐃ᦠ༠ᐃ➼ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠊ-5 
す᪥ᮏḷᒣᨭ♫ඹྠ࡛ࠕὠἼࢧ࣑ࢵࢺࠖࢆ
㛤ദࡋࡓࡾࠊ༡ᾏ㟁㕲ࠕࡈ㏆ᡤほගࢶ࣮ᴗࠖ

ࢆඹࡋࡓࡾࡍࡿ࡞ࠊᆅᇦ⮬యࡸᆅᇦᴗ
ࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍࣭ᙉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

⣖ఀ༙ᓥ౯್ඹᇶᖿ䛾Ⓨ㊊ᘧ㻌



ᅜ㝿ὶ
ࡢ࡛⚝ࢼࣟࢥیᅜ㝿ὶ
ᮏᏛࢢ࣮ࣟࣂࣝ᥎㐍ᶵᵓࢢ࣮ࣟࣂࣝ᥎㐍㒊㸦:8 ,QWHUQDWLRQDO㸧࡛ࡣࠊ:DND\DPD 8QLYHUVLW\
6\PSRVLXP6HULHV 㢟ࡋࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᐃ㛤ദࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௧  ᖺ  ᭶  ᪥㛤ദࡉࢀࡓ➨  ᅇࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ
ࠕࢪ࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱̿⌧≧ㄢ㢟࡛̿ࠖࠊ
ᅜෆእࡽ᪥ᮏㄒᩍᖌࡀ࡛࢜ࣥࣛࣥ㞟࠸ࠊᇶㄪㅮ₇ࠊሗ࿌ࠊࣃࢿ࣭ࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿࡶࠊ┦⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢜ࣥࣛࣥᑐ㠃ࢆ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡓࣁࣈࣜࢵࢻᆺᤵᴗࡢྍ⬟ᛶࢆ࡞
㆟㢟ࡋࠊࢥࣟࢼ⚝࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᅾࡾ
᪉ࡘ࠸࡚άⓎ࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ
➨  ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣࠊୡ⏺  ᅜ
ࡽ  ྡࡢど⫈⪅ࡀཧຍࡋࠊከࡃࡢ㉁ၥࡀᐤࡏ
ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
ᚋࡣࣁࣈࣜࢵࢻᆺᤵᴗ࡞ࠊ࣏ࢫࢺࢥࣟ
ࢼࡢୡ⏺࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᩍ⫱ἲࡢ☜❧ࢆࡵࡊ
ࡋࡲࡍࠋ

䜸䞁䝷䜲䞁䛷ᐇ䛥䜜䛯䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛾ᵝᏊ㻌
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௧㸰ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡞ᴗ㸦ᩍ⫱Ꮫ㒊࣭ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉㸧

    

ᩍ⫱

ᩍဨࡢ㣴ᡂ࣭᥇⏝࣭◊ಟࡢ୍యⓗᨵ㠉᥎㐍ᴗ



 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢጤクᴗࠕᩍဨࡢ㣴ᡂ࣭᥇
⏝࣭◊ಟࡢ୍యⓗᨵ㠉᥎㐍ᴗࠖࡋ࡚ࠊ
ࠕࣈࣞࣥࢹࢵࢻ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡼࡿᩍဨ
◊ಟᒚಟド᫂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖࢆ⾜࠸ࡲ
ࡋࡓࠋලయⓗࡣࠊ࣭࢜ࣥࣛࣥᑐ㠃࣭ZHE
ᩍᮦࡼࡿ⮬Ꮫ㸦࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻ㸧࣭ࢢ࣮ࣝ
ࣉᏛ⩦࡞ࡢ᪉ἲࢆෆᐜᛂࡌ࡚࣑ࢵࢡࢫ
ࡢ᭱㐺ࢆᅗࡾࡲࡋࡓࠋḷᒣ┴ࡢᆅ⌮ⓗ
ㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡋࠊ◊ಟせࡍࡿ⛣ື㛫ࢆ⠇
⣙ࡋࡘࡘࠊᏛ⩦ពḧࡸඹᏛࡢ୍యឤࢆྥୖ
ࡉࡏࠊ⌧⫋ᩍဨࡢᏛࡧࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏
ᐤࡋࡲࡋࡓࠋ
 



◊✲

㝃ᒓᏛᰯཬࡧ㏆㞄බ❧Ꮫᰯࡢඹྠ◊✲ᴗ
 ḷᒣ┴ᩍ⫱ጤဨࡢࠕᆅᇦ㐃ᦠ㸴
ᴗࠖࡢ୍⎔ࡋ࡚ࠊᩍ⫱࣭ᆅᇦᨭ㒊㛛
ࡢ㐃ᦠࡢࡶࠊᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᏛᰯཬࡧ㏆
㞄ࡢබ❧Ꮫᰯࡢඹྠ◊✲ᴗࢆᐇࡋࡲ
ࡋࡓࠋ
 ௧  ᖺᗘࡣࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ᩘࡀ  ௳࡞
ࡾࠊᏛᩍဨ  ྡࠊ㝃ᒓᏛᰯᩍဨ  ྡࡀ
㛵ࢃࡾࠊᏛ࣭㝃ᒓᏛᰯ࣭බ❧Ꮫᰯࡼࡿ
ඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࡀ╔ᐇ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ඹྠ◊✲ᴗᡂᯝሗ࿌䛾ᵝᏊ㻌

ᆅᇦ㈉⊩࣭
࣭ᅜ㝿ὶ➼
➼
ࡁᆅ࣭」ᘧᩍ⫱ᐇ⩦ᴗ
 ≉ᚩⓗ࡞ᩍ⫱ᐇ⩦ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠊ࣮࣒࣍
ࢫࢸᆺࡢࠕࡁᆅ࣭」ᘧᩍ⫱ᐇ⩦ࠖࢆࠊ
ᩍ⫱࣭ᆅᇦᨭ㒊㛛ࡢ㐃ᦠࡢࡶᖺ
ᐇࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ௧  ᖺᗘ࡛  ᖺ┠ࢆ㏄
࠼ࠊᖺ㏻ࡾ༠ຊᰯࡢㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊᐇ
ྥࡅ࡚‽ഛࢆ㐍ࡵࡲࡋࡓࡀࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ
࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᠱᛕࡽࠊ࣮࣒࣍ࢫ
ࢸᆺࡢ⌧ᆅᐇ⩦ࡢᐇࡣぢྜࢃࡏࡿࡇ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ௦᭰ᥐ⨨ࡋ࡚ࠊ௧ඖᖺ
ᗘࡢཧຍᏛ⏕ࠊཷࡅධࢀ༠ຊᰯഃࡢ
ὶࢆ῝ࡵࡿྲྀ⤌ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
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௧㸰ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡞ᴗ㸦⤒῭Ꮫ㒊࣭⤒῭Ꮫ◊✲⛉㸧
ᩍ⫱


    



Ꮫ⩦ᨭ࢜ࣇࢫᴗ

す  ྕ㤋  㝵Ꮫ⩦ᨭ࢜ࣇࢫࢆタ⨨ࡋࠊࢫࢱ
ࢵࣇࡼࡿࣛࢸࣥࢢࢧ࣏࣮ࢺࠊ⮬Ꮫ⮬⩦ࡢࡓࡵ
ࡢඹ᭷ࢫ࣮࣌ࢫࡢᥦ౪ࠊᏛࡧᚲせ࡞ഛရ➼ࡢ㈚
ฟࠊ᥎⸀ᅗ᭩ࡢ⤂ࠊ᪂ධ⏕࣭⦅ධ⏕ࡢᒚಟᨭ
ࡸࠊᏛ㒊⏕ࡢ㛫እᏛಟࡢᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᏛ㒊⏕ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㑅ᢥࠊࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㑅ᢥ
㛵ࡍࡿ┦ㄯᑐᛂࠊᏛ㒊⏕ࡢ༞ᴗㄽᩥࡢᇶᮏⓗ࡞㉁
ၥࢆཷࡅࡓࡾࠊ␃Ꮫ⏕㸦≉◊✲⏕ࡸᏛ㝔⏕㸧
ࡣ᪥ᮏㄒᣦᑟࡶ⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᩍဨᑐ㇟ࡣㅮ⩏㈨ᩱ➼ࡢࢫ࢟ࣕࣥࢧ࣮ࣅࢫࡸ 
ᖺḟࠊ ᖺḟᏛ⏕ᐇࡋࡓࢭࢫ࣓ࣥࢺ㸦♫ே
ᇶ♏ຊࢸࢫࢺ㸧⤖ᯝࢹ࣮ࢱࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ከᵝ䛺㈨ᩱ䜔᭩⡠䜢᭷䛩䜛Ꮫ⩦ᨭ䜸䝣䜱䝇㻌

◊✲

ḷᒣᆅᇦ⤒῭◊✲ᶵᵓ◊✲ຓᡂᴗ

䜸䞁䝷䜲䞁䛷ᐇ䛥䜜䛯◊✲䛾ᵝᏊ㻌

ᆅᇦ㈉⊩࣭
࣭ᅜ㝿ὶ➼
➼
◊✲᥎㐍࢜ࣇࢫᴗ



ᮏᴗ࡛ࡣࠊᖺᗘᐇࡋࡓࠕࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡛࠸
ࡸࡍ࠸ḷᒣᕷබඹ㏻య⣔ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓ◊✲ࠖࢆ
Ⓨᒎࡉࡏࠊࠕ6'*V ᮍ᮶㒔ᕷࡢᐇ⌧ྥࡅࠊࠕḷᒣᕷ
∧ 0DD6ࠖࡢᒎ㛤ࢆ୰ᚰࠊࡍ࡚ࡢබඹ㏻㛵㐃ࢧ࣮
ࣅࢫࡢࢩ࣮࣒ࣞࢫࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࠖࢆඹ㏻┠ᶆ
ࡋ࡚ࠊ ᅇࡢ◊✲ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ◊✲ࡣḷ
ᒣᆅᇦ⤒῭◊✲ᶵᵓࡢࠊ㕲㐨  ♫㸦-5 す᪥ᮏࠊ
༡ᾏ㟁㕲ࠊḷᒣ㟁㚩㸧ࠊḷᒣࣂࢫࠊࢱࢡࢩ࣮ᴗ
⪅㸦ࣘࢱ࢝㏻ࠊ┦ࢱࢡࢩ࣮㸧ࠊḷᒣ┴ḷᒣ
ᕷࡢ㛵ಀ㒊⨫ࠊḷᒣᕷほග༠ࠊḷᒣ㐠㍺ᨭᒁࠊ
⣖㝧㖟⾜ࠊࢺࣚࢱ࣮࢝ࣟࣛḷᒣࠊ୕ఫᾏୖࠊ
᪥ᮏ✵㍺ࠊࢺࣚࢱ⮬ື㌴ࠊ021(7 ࡽࡢཧຍࡶ࠶ࡾࠊ
㠀ᖖ┒ἣ࡛ࡋࡓࠋ┿ࡣ࢜ࣥࣛࣥ୰⥅୰ࡢ◊✲
ࡢᵝᏊ࡛ࡍࠋ 


 ௧ඖᖺᗘࡼࡾᆅᇦ࣭ᅜ㝿㐃ᦠ࢜ࣇࢫࡢᴗົࢆ
⥅ᢎࡋࡘࡘࠊ◊✲㛵ࢃࡿᵝࠎ࡞ᨭయไࢆᩚ࠼ࡿ
ࡓࡵࠊす  ྕ㤋  㝵◊✲᥎㐍࢜ࣇࢫࢆ᪂ࡓ
タ⨨ࡋࡲࡋࡓࠋ◊✲᥎㐍࢜ࣇࢫࡣᩍဨࡢᆅᇦ㈉⊩
άື㛵ࡍࡿሗࡢⓎಙࠊᆅᇦ♫ࡢᵝࠎ࡞ࢽ࣮ࢬ
ᛂ࠼ࡿࡓࡵࡢ❆ཱྀᴗົࠊᆅᇦ㐃ᦠࡢࡓࡵࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡᵓ⠏ࠊḷᒣᆅᇦ⤒῭◊✲ᶵᵓࡢ⏬㐠Ⴀࠊᾏ
እᐈဨ◊✲ဨࡢᣍ⪸ࠊᾏእ༠ᐃᏛࡢᅜ㝿ὶ
ᴗࠊᏛෆࡢ㛵㐃⤌⧊ࡢ㐃ᦠࡢࠊᏛ㒊◊✲᥎㐍ᨭ
ไᗘࡢ㐠⏝ᨭ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠊࡑࡢᡂᯝࢆάື୍
ぴ㸦Ꮚ㸧ࡲࡵࡲࡋࡓࠋ

ᆅᇦ䞉ᅜ㝿㈉⊩άື୍ぴ
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௧㸰ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡞ᴗ㸦ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊࣭ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ◊✲⛉㸧


ᩍ⫱


࣓ࢪ࣮ࣕయ㦂₇⩦ᴗ












྾Ỉᛶ䝫䝸䝬䞊䛾ྜᡂ䛾ᤵᴗ䛾ᵝᏊ㻌
䠄Ꮫ䝯䝆䝱䞊䠅㻌

  Ꮫ⛉  ࣓ࢪ࣮ࣕไࢆᑟධࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ
㒊⏕ࡣ  ᖺḟࡑࡢ୰ࡽ  ࣓ࢪ࣮ࣕࢆ㑅
ᢥࡋࠊ༞ᴗࡲ࡛ࡑࡢ  ศ㔝ࡘ࠸࡚」ྜⓗ
Ꮫࡧࡲࡍࠋࠕ࣓ࢪ࣮ࣕయ㦂₇⩦ࠖࡣ  ᖺ
⏕ᚋᮇࡢ㛤ㅮ⛉┠࡛ࠊྛ࣓ࢪ࣮ࣕࡢᩍ⫱◊
✲ෆᐜࡘ࠸࡚ࠊ₇⩦᪉ᘧ࡛ᐇ㝿య㦂ࡍ
ࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ௧  ᖺᗘࡶ
㛤ㅮࡋࠊᏛ⏕⮬㌟ࡀ⪃࠼ࡿ࢟ࣕࣜࣃࢫ
ᛂࡌࡓ࣓ࢪ࣮ࣕ㑅ᢥࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺Ꮫ㒊
ࡋ࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࠋ



◊✲


Ꮫ⏕࣭ᩍဨࡢᏛ࣭ᏛእⓎ⾲ᐇక࠺⤒㈝⿵ຓᴗ
 Ꮫ⏕ࡢᏛ࣭ᏛእⓎ⾲ࡸᩍဨࡢᾏእ࡛ࡢ
ᏛⓎ⾲ࠊᾏእ㞧ㄅࡢㄽᩥᢞ✏ࢆ᥎㐍ࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࡢᴗࡼࡾ⣙  ௳ࡢᏛ⏕ࡢᏛⓎ
⾲ࡸᩍဨࡢᏛእ◊✲Ⓨ⾲ࡢᐇ⦼ࢆᫎࡋࡓ
ࣥࢭࣥࢸࣈࡋ࡚ᩍဨ㓄ศࡋࠊᏛ
ཧຍ㈝ࡸண✏㞟௦➼ࡢ⤒㈝ࢆ⿵ຓࡋࡲࡋ
ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࡢᴗ௨እࡶⱥㄒㄽᩥᢞ✏
ࣥࢭࣥࢸࣈ⤒㈝ࡢ㓄ศࠊᏛ㒊ㄽᩥ㈹ࡢᐇ
ࡼࡿ◊✲ዡບ㈝ࡢ㓄ศ➼ࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛
ᩍဨ◊✲⤒㈝ࡋ࡚ࣥࢭࣥࢸࣈࢆ㓄
ศࡋࡲࡋࡓࠋ







Ꮫ⏕䛜⮬㌟䛾◊✲䜢Ⓨ⾲䛩䜛ᵝᏊ㻌
䠄䛂䝬䝹䝏䝯䝕䜱䜰䚸ศᩓ䚸༠ㄪ䛸㻌
䝰䝞䜲䝹䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄㻰㻵㻯㻻㻹㻻㻞㻜㻞㻜䠅䛃䛻䛶䠅㻌

 ᆅᇦ㈉⊩࣭
࣭ᅜ㝿ὶ➼
➼
ࢶࢽࣥࢢ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗ








䜸䞁䝷䜲䞁䛷ᐇ䛧䛯Ꮫ⏕Ⓨ⾲䛾ᵝᏊ㻌
䠄⌧ᆅ䝇䝍䝑䝣ᙳ䠅㻌
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 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺᗘ䛛䜙䝧䝖䝘䝮䞉䝝䝜䜲ᕤ⛉Ꮫ
䛸䛾䝒䜲䝙䞁䜾䞉䝥䝻䜾䝷䝮᪥ᮏ䝁䞁䝋䞊䝅䜰
䝮䛻䚸ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺᗘ䛛䜙䝰䞁䝂䝹ᅜᕤᏛ⣔㧗➼
ᩍ⫱ᨭᴗ䛻ཧຍ䛧䛶䛚䜚䚸䛭䜜䛮䜜䛾Ꮫ
⏕䜢䝅䝇䝔䝮ᕤᏛ⛉⦅ධ⏕䛸䛧䛶ཷ䛡ධ䜜䛶
䛔䜎䛩䚹ඃ⚽䛺␃Ꮫ⏕䜢⤌⧊ⓗ䛛䛴ᐃᖖⓗ䛻
ཷ䛡ධ䜜䜛䛣䛸䛷䚸Ἴཬⓗ䛻ᮏᏛ㒊Ꮫ⏕䛾䜾
䝻䞊䝞䝹䛺άືຊ䜢㣴ᡂ䛩䜛䛣䛸䛻⧅䛜䛳䛶
䛔䜎䛩䚹㻌
㻌 ௧ 㻞 ᖺᗘ䛿᪂ᆺ䝁䝻䝘䜴䜲䝹䝇ឤᰁ䛾
ᙳ㡪䛷⌧ᆅ䛷䛾ㅮ⩏ᐇ➼䛿䛷䛝䜎䛫䜣䛷䛧
䛯䛜䚸䜸䞁䝷䜲䞁䛷Ꮫ⏕Ⓨ⾲䞉㞟୰ㅮ⩏➼䜢
ᐇ䛧䜎䛧䛯䚹㻌

௧  ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࢇࡔ࡞ᴗ㸦ほගᏛ㒊࣭ほගᏛ◊✲⛉㸧

    

ᩍ⫱

ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛཬࡧᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗ



 ᖹᡂ  ᖺᗘࡽ㛤ጞࡋࡓ *3 ⛉┠ *OREDO
3URJUDPࠊⱥㄒ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠ ࡘ࠸
࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ⛉┠ࡢᐇດࡵࡲࡋࡓࠋ
 *,3㸦*OREDO ,QWHQVLYH 3URMHFW㸧࡛ࡣࠊ᪂ᆺ
ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪࡛ᾏእ࡛ࡢࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ࡛ࡁࡎࠊ࢜ࣥࣛࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ษࡾ᭰࠼ࡓࠊᅜ㐃ୡ⏺ほගᶵ㛵㸦81:72㸧ࡢฟ
∧≀ࠗ,QWHUQDWLRQDO7RXULVP+LJKOLJKWV 
ᖺ᪥ᮏㄒ∧࠘ࡢ⩻ヂసᴗྲྀࡾ⤌ࡴࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢆᐇࡍࡿ࡞ᅜෆ࡛ࡢάືࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ*3 ᑐ㇟ࡢ⮬₇⩦⛉┠ 6HOI'LUHFWHG
3URMHFW ࡋ࡚ࠕᅜ㝿ࢤࢫࢺㅮ⩏ࢩ࣮ࣜࢬ᪂ᆺ
ࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡀ᪥ᖖ⏕άཬࡧほගᴗ⏺
࠼ࡓᙳ㡪ࢆᏛࡪࠖࢆ㛤ㅮࡍࡿ࡞ࠊࢥࣟࢼ⚝
ࡔࡽࡇࡑ࡛ࡁࡿᏛಟྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋ






㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼕㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼗㼕㼘㼘㼟㻌㼒㼛㼞㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻯㼕㼠㼕㼦㼑㼚㼟㼔㼕㼜㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑䠄䜹䝘䝎䠅㻌
䠄㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌㻭㼏㼠㼕㼢㼕㼠㼥䚸䜸䞁䝷䜲䞁䠇Ꮫෆ◊ಟ䠅㻌



◊✲

ᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢࡓࡵࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢶ࣮ࣝ㛤Ⓨᴗ
ほගᗇࡀ  ᖺⓎ⾜ࡋࡓࠕ᪥ᮏ∧ᣢ⥆ྍ⬟
࡞ほග࢞ࢻࣛࣥ -676' ࠖࡣ  ศ㔝ࠊ ᇶ‽
ࡽᡂࡾࠊ6'*V ࡢᩚྜᛶࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋほ
ගᆅᇦࡢ⥲ྜⓗᣢ⥆ྍ⬟ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢᅜ㝿ᣦ
ᶆ *67&' ‽ᣐࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏᴗ࡛ࡣࠊࡇࢀ
ࢆᆅᇦࡀᣢ⥆ᛶ㛵ࡍࡿ⮬ᕫศᯒࠊㄢ㢟ࡢ≉ᐃࠊ
┠ᶆタᐃࡀ࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࡋ࡚࢜ࣥࣛࣥࡋࠊ
6'*V ⏘ ᐁ Ꮫ 㐃 ᦠ ࣉ ࣛ ࢵ ࢺ ࣇ ࢛ ࣮ ࣒ 3ODWIRUP
&ORYHU ᥖ㍕ࡋࡲࡋࡓࠋᑗ᮶ⓗࡣᆅᇦࡢᣢ⥆
ྍ⬟࡞ほග᥎㐍ࣉࣟ㣴ᡂࢶ࣮ࣝࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ
ࡇࡶᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᣢ⥆ྍ⬟䛺ほග䜺䜲䝗䝷䜲䞁
䠄㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼘㼕㼠㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼗㼍㼚㼗㼛㼏㼔㼛㻛㼏㼛㼚㼠㼑㼚㼠㻛㻜㻜㻝㻟㻡㻜㻤㻠㻥㻚㼜㼐㼒䠅㻌

ᆅᇦ㈉⊩࣭
࣭ᅜ㝿ὶ➼
➼
ᆅᇦࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗ

 ḷᒣ┴ෆཬࡧ㜰ᗓ༡㒊ࡢᕷ⏫ᮧ➼ࡢ㐃
ᦠࡢࡶࠕᆅᇦࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛ
㸦/RFDO,QWHUQVKLS3URJUDP㸧ࠖࢆᐇࡋࠊᆅᇦ
ㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓᇶ♏ㄪᰝࡸၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ
ࣉࣟࢭࢫࢆᐇドⓗᏛࡪࡶࠊ◊✲ᡂᯝࢆሗ࿌
ࡸሗ࿌᭩➼ࡢᙧ࡛♫㑏ඖࡋࡲࡋࡓࠋ
 ௧  ᖺᗘࡣ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇࡋࠊ ྡ
㸦ᘏேᩘ㸧ࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼ
࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢࡓࡵࠊ⌧ᆅ࡛ࡢάືࡀᛮ࠺
ࡼ࠺ᐇ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࡛࢜ࣥࣛࣥࡢ
άື➼ࢆྲྀࡾධࢀࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᆅ
ᇦࡢㄢ㢟ࢆᏛࡪ࠸࠺㈗㔜࡞⤒㦂ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

⣖䛾ᕝᕷ 㻸㻵㻼㽢⸨᱈ᗡ㻌 䝁䝷䝪䝇䜲䞊䝒㈍䚸㻌
䛚䜘䜃Ꮫෆヨ㣗䜲䝧䞁䝖㻌
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ḷᒣᏛᇶ㔠ࡘ࠸࡚



ḷᒣᏛ࡛ࡣࠊᛴ㏿࡞♫ኚᑐᛂࡋࡘࡘࠊᏛ⏕ࡢᨭࠊᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ࡢྥୖཬࡧ♫
࣭ᆅᇦ㈉⊩άືࡢᐇࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊḷᒣᏛᇶ㔠ࢆᖹᡂ  ᖺᗘタࡋࡲࡋ
ࡓࠋ

 یᇶ㔠ࡼࡿᴗィ⏬
࠙Ꮫάືᨭᇶ㔠ࠚ
㸦㏵≉ᐃ࡞ࡋ㸧
ᇶ㔠ࡋ࡚㐠⏝ࡋᏛయࡢࡓࡵά⏝ࠋ
࠼ࡤࠊᏛࢆ࠶ࡆ࡚ࡢᩍ⫱࣭◊✲࣭ᆅᇦ㈉⊩ಀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᨭࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⎔ቃᩚഛ࡞
ᇶ㔠ࡋ࡚㐠⏝ࡋᏛయࡢࡓࡵά⏝ࠋ
࠙≉ᐃ┠ⓗᨭᇶ㔠ࠚ
㸦㏵≉ᐃ࠶ࡾ㸧
⅏ᐖᨭᇶ㔠ᴗ㸸࣎ࣛࣥࢸὴ㐵࡞ࡢ⅏ᐖᨭࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂᴗ㸸ᾏእὴ㐵Ꮫ⏕ࡢᨭ࡞ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂᨭࠋ
ᩍ⫱⯆ᇶ㔠ᴗ㸸ඛ㐍ⓗ࣭ඛ➃ⓗ࡞Ꮫၥศ㔝ࡢᩍ⫱࡞ࡢᨭࠋ
◊✲ᨭᇶ㔠ᴗ㸸◊✲άື➼ᑐࡍࡿᨭࠋ
ㄢእάື➼ㅖᨭᴗ㸸
ㄢእάືࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࠊᏛタ࣭タഛࡢᩚഛࡸࠊᚲせ࡞ഛရ㉎ධ➼ࡢᨭࠋ
ᆅ᪉⏕ᴗ㸸ᆅ᪉⏕ࡿᴗᨭࠋ
࠙ಟᏛᨭᴗᇶ㔠ࠚ
ᤵᴗᩱ➼ῶචᴗ㸸
ᤵᴗᩱࠊධᏛᩱཪࡣᐤᐟᩱࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࡢච㝖ࡑࡢᏛ⏕➼ࡢ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶࢆᅗࡿᴗࠋ
ዡᏛ㔠ᴗ㸸Ꮫ㈨ࢆ㈚ࡲࡓࡣ⤥ࡍࡿࡇ࡛⤒῭ⓗຓࢆ⾜࠺ᴗࠋ
␃Ꮫᨭᴗ㸸
ᩍ⫱◊✲ୖࡢᚲせࡀ࠶ࡿㄆࡵࡓᏛ⏕➼ࡼࡿᾏእࡢ␃Ꮫಀࡿ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿᴗࠋ
7$࣭5$ ᴗ㸸
Ꮫ⏕ࡢ㈨㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࢆࡓࡿ┠ⓗࡋ࡚ࠊᏛ⏕ࢆᩍ⫱◊✲ಀࡿᴗົ㞠⏝ࡍࡿࡓࡵ
ᚲせ࡞⤒㈝ࢆ㈇ᢸࡍࡿᴗࠋ
࠙◊✲➼ᨭᴗᇶ㔠ࠚ
ᨭᑐ㇟◊✲⪅ࡀබເࡼࡾ㑅ᐃࡉࢀ࡚ཧຍࡍࡿ◊✲㛵ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᨭᑐ
㇟◊✲⪅ࡀ⮬❧ࡋࡓ◊✲⪅ࡋ࡚⾜࠺◊✲άືせࡍࡿ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡍࡿᴗࠋ
ㄽᩥࡢห⾜せࡍࡿ㈝⏝ࠊᏛ➼ࡢཧຍせࡍࡿ᪑㈝ࡑࡢࡢ㈝⏝࡛◊✲άືࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿ
ࡓࡵᚲせ࡞ࡶࡢࢆ㈇ᢸࡍࡿᴗࠋ
Ꮫ㝔ᅾᏛࡍࡿᨭᑐ㇟◊✲⪅ࡢࡑࡢᑓ㛛ࡍࡿศ㔝ಀࡿ◊✲⪅ࡋ࡚ࡢ⬟ຊཬࡧ㈨㉁ࡢྥ
ୖࢆࡓࡿ┠ⓗࡋ࡚ࠊ␗ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡢὶࡑࡢࡢࡢ◊✲⪅ཪࡣᐇົ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡢ
ὶࢆಁ㐍ࡍࡿᴗࠋ

௧  ᖺᗘࡣࠊᐤ㝃㔠యࡋ࡚⣙  ⓒࡢࡈᐤ㝃ࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊᏛ⏕ࡢᑵᏛᨭࡸㄢ
እάືࡢᨭ࡞ࠊ᭷ព⩏ά⏝ࡋࡲࡋࡓࠋ
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௧㸰ᖺᗘỴ⟬ࡢ࣏ࣥࢺ

௧㸰ᖺᗘࡣࠊᑐ๓ᖺᗘẚ㍑࡛ࠊ⤒ᖖ㈝⏝ࡀ⣙  ⓒῶࠊ⤒ᖖ┈ࡀ⣙  ⓒቑ࡞ࡾࠊᙜᮇ
⥲┈ࡣࠊἲேయ࡛⣙  ൨  ⓒࢆィୖࡋࡲࡋࡓࠋ࠺ࡕࠊ๓ᮇ⧞㉺Ḟᦆ㔠⣙  ⓒࢆᕪࡋᘬ࠸
ࡓ⣙  ⓒࡀ┠ⓗ✚❧㔠ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࠊᏛᩍ⫱ࡢᐇ➼ά⏝ࡍࡿணᐃ࡛ࡍࠋ
⤒ᖖ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧ඖᖺᗘẚ㍑ࡋࠊ୍⯡⟶⌮㈝࠾ࡼࡧே௳㈝ࡢῶࡀࡁࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ୍⯡
⟶⌮㈝ࡣࠊ௧ඖᖺᗘ⾜ࡗࡓᮾ  ྕ㤋ᨵಟ➼ࡼࡿಟ⧋㈝ࡀࠊ௧  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࡣᖜῶࡗࡓࡓ
ࡵࠊ⣙  ⓒࡢῶ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊே௳㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫋ဨᩘࡢῶᑡ➼ࡼࡾࠊ௧ඖᖺᗘ
ẚ㍑ࡋ࡚⣙  ⓒࡢῶ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
⤒ᖖ┈ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௧  ᖺᗘᤵᴗᩱ➼ῶච㈝㔠ࡢไᗘࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡇࡼࡾࠊ⿵ຓ㔠
┈ࡀ௧ඖᖺᗘẚ㍑ࡋ࡚ࠊ⣙  ⓒࡢቑ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ே௳㈝䛿䜔䜔ῶᑡ㻌

ᙜᮇ⥲┈䛿ᖜ䛻ቑຍ㻌





୍⯡⟶⌮㈝䛿ῶᑡ㻌

⿵ຓ㔠➼┈䛿ᖜ䛻ቑຍ㻌

ᩍ⫱⤒㈝䛿䜔䜔ቑຍ㻌

◊✲⤒㈝䛿๓ᖺᗘ୪䜏㻌
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ᅜࡽࡢ㈈※ᥐ⨨➼


㐠Ⴀ㈝㔠
ᅜ❧Ꮫἲேࡣࠊࡑࡢᴗົ㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢ⤒㈝ࡋ࡚ࠊᅜࡽ㐠Ⴀ㈝㔠ࡀࡉࢀࠊᮏᏛࡣࠊ௧
 ᖺᗘ⣙  ൨ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡣᏛయࡢධ㸦⣙  ൨㸧ࡢ⣙ 㸣┦ᙜࡋࡲࡍࠋ
ࡑࡢෆヂࡣࠊ㏵ࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ᇶᖿ㐠Ⴀ㈝㔠㸦ᶵ⬟ᙉ⤒㈝௨እ㸧
ࠊ㏵ࡀ≉ᐃࡉࢀࡿᇶᖿ㐠Ⴀ㈝
㔠㸦ᶵ⬟ᙉ⤒㈝㸧ཬࡧ≉Ṧせᅉ㐠Ⴀ㈝㔠㸦㏥⫋ᡭᙜ➼㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ


タ㈝
ᅜ❧Ꮫἲேࡣࠊタᩚഛ➼ࡢࡓࡵࡢ⤒㈝ࡋ࡚ࠊᅜࡽタᩚഛ㈝⿵ຓ㔠ࠊ⊂❧⾜ᨻἲேᏛᨵ㠉
ᨭ࣭Ꮫᤵᶵᵓࡽタ㈝㔠ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮏᏛࡣࠊ௧  ᖺᗘ⣙  ൨  ༓ࡢタ㈝ࡀࡉࢀࠊᮾ  ྕ㤋ࡢᨵಟᕤࠊࣛࣇࣛࣥ⏕ࠊ
㝃ᒓᏛᰯࡢᰯෆ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛ࡞ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ


⿵ຓ㔠➼

㸦༢㸸ⓒ㸧

ᅜ❧Ꮫἲேࡣࠊ≉ᐃࡢᩍ⫱࣭◊✲άື➼ࡢ
ᴗᑐࡋࠊᅜࡸᆅ᪉⮬యࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ⿵ຓ
㔠ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

༊ࠉࠉศ

ᙜᮇ㢠

ᤵᴗᩱ➼ῶච㈝㔠
ᅜ❧Ꮫἲேሗᶵჾᩚഛ㈝⿵ຓ㔠

ᮏᏛࡣࠊ௧  ᖺᗘ⣙  ൨  ༓ࡢ⿵ຓ㔠ࡀ
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ⣙  ൨  ༓ࡣࠊ௧
  ᖺᗘ᪂タࡢᤵᴗᩱ➼ῶච㈝㔠࡛ࠊಟᏛಀ

◊✲ᣐⅬᙧᡂ㈝➼⿵ຓ㔠㸦HQ3L7
Ꮫᰯಖ≉ูᑐ⟇ᴗ㈝⿵ຓ㔠
ḷᒣᏛᓊ⏣ࢧࢸࣛࢺᆅᇦ㐃ᦠᴗ⿵ຓ㔠

ࡑࡢ

ࡿ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶࡢࡓࡵ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊ௧  ᖺᗘࡣࠊ࢜ࣥࣛࣥᤵᴗࡢ⎔ቃᩚഛ

ྜࠉࠉィ









ͤࠉ༢ᮍ‶ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྜィ㢠ࡀྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࢆ┠ⓗࡋࡓᅜ❧Ꮫἲேሗᶵჾᩚഛ㈝⿵ຓ㔠ࡸ
㝃ᒓᏛᰯࡢࢥࣟࢼᑐ⟇ࢆ┠ⓗࡋࡓᏛᰯಖ≉ูᑐ⟇ᴗ㈝⿵ຓ㔠࡞ࠊࢥࣟࢼ⚝࡛ᐇࡋࡓᩍ⫱άື
ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡶ⿵ຓ㔠ࡀά⏝ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ


⛉Ꮫ◊✲㈝➼
ேᩥ♫⛉Ꮫࡸ⮬↛⛉Ꮫ࡞ࡍ࡚ࡢศ㔝ࢃࡓࡾࠊ◊✲⪅ࡢ⮬⏤࡞Ⓨᇶ࡙ࡃᇶ♏ࡽᛂ⏝ࡲ࡛
ࡢ࠶ࡽࡺࡿᏛ⾡◊✲ࢆᑐ㇟ࡋࡓ➇தⓗ㈨㔠ࡋ࡚⛉Ꮫ◊✲㈝ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᮏᏛࡣࠊ௧  ᖺᗘ⣙  ൨  ༓ࡢࢆཷࡅࠊᮏᏛࡢ◊✲άືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞㈈※
ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ


یᅜẸࡢࡳ࡞ࡉࡲࡈ㈇ᢸ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࢥࢫࢺ
ᅜ❧Ꮫἲேࡣࠊࡑࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᅜẸࡢࡳ࡞ࡉࡲࢀࡔࡅࡢࢥ
ࢫࢺࢆࡈ㈇ᢸ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊ
ࠕᅜ❧Ꮫἲே
➼ᴗົᐇࢥࢫࢺィ⟬᭩ࠖࡢసᡂࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡢᴗົ
ᐇࢥࢫࢺィ⟬᭩࠾ࡅࡿᮏᏛࡢ௧  ᖺᗘࡢᴗົᐇࢥࢫࢺࡣ⣙
 ൨  ⓒ࡛ࠊᅜẸ୍ேᙜࡓࡾࡢࢥࢫࢺ㈇ᢸ㢠ࡣࠊ⣙  ࡞ࡾ
ࡲࡍ㸦௧  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾ࠾ࡅࡿ⥲ົ┬⤫ィᒁࡢேཱྀ᥎ィ☜ᐃ
್ࡽィ⟬ࡋࡲࡋࡓ㸧
ࠋ
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ൟɟʴ࢘ƨǓƷ
ਃ᫇

ኖ  ό

ᤵᴗᩱ➼ࡢᏛ⏕⣡㔠ࡢཷධ≧ἣ


یᏛ⏕⣡㔠
௧  ᖺᗘ࠾ࡅࡿᏛ⏕⣡㔠ࡣࠊ⣙  ൨
 ༓࡛ࠊᏛయࡢධ㸦⣙  ൨㸧ࡢ
⣙ 㸣ࢆ༨ࡵࠊᮏᏛ࠾ࡅࡿᩍ⫱࣭◊✲άື
ࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞㈈※࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ



㸦༢㸸ⓒ㸧

༊ࠉࠉศ
ᤵᴗᩱ
ධᏛᩱ
᳨ᐃᩱ
ྜࠉࠉィ

௧  ඖ ᖺ ᗘ ௧  ᖺ ᗘ














یᤵᴗᩱච㝖ཬࡧධᏛᩱච㝖
㸦༢㸸ⓒ㸧

ᮏᏛࡣࠊ⤒῭ⓗ࡞⌮⏤ࡼࡗ࡚ᤵᴗᩱࡢ⣡

༊ࠉࠉศ

ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࡘᏛᴗඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࡸࡑࡢ
ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸⌮⏤ࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿ➼ࡢᏛ
⏕ᑐࡋ࡚ࠊධᏛᩱཪࡣᤵᴗᩱࡢ㒊ࡶࡋࡃࡣ

௧  ඖ ᖺ ᗘ ௧  ᖺ ᗘ

ᤵᴗᩱච㝖
ධᏛᩱච㝖







୍㒊ࢆච㝖ࡍࡿไᗘࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ௧  ᖺᗘࡣࠊ 
ᤵᴗᩱࢆ⣙  ൨  ༓ࠊධᏛᩱࢆ⣙  ༓  ⓒ
ච㝖ࡋࡲࡋࡓࠋ




㻌
ᮏᏛ࡛ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐ⟇ࠊᑐᛂࡋ࡚ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ
㐲㝸ᤵᴗࡢ⎔ቃᩚഛࢆ᪩ᛴ⾜࠸ࠊ➨㸯ࢡ࢛࣮ࢱ࣮ࡽ㐲㝸ᤵᴗࢆᐇࠋ➨㸰ࢡ࢛࣮ࢱ࣮ࡽࡣࠊᐇ㦂ࡸ
ᐇ⩦࡞ࡣᑐ㠃࡛⾜࠺࡞ࠊ࢜ࣥࣛࣥᑐ㠃ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊឤᰁ㜵Ṇ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽᏛ⏕ࡢᏛ⩦ᶵࡢ☜
ಖດࡵࡲࡋࡓࠋ࢜ࣥࣛࣥᤵᴗࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵࠊ࣐ࢽࣗࣝࡢᥦ౪ࡸ≉௵ᢏ⾡⫋ဨࡼࡿࢥࣥࢸࣥࢶసᡂ࣭
㘓ࡢ⿵ຓ࡞ࢆ⾜࠸ࠊᏛ⏕ࡢᤵᴗࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ๓ᖺᗘࡼࡾ‶㊊ᗘࡀྥୖࡋࡲࡋࡓࠋ
ᑐ㠃ᤵᴗ࡛ࡢឤᰁᑐ⟇࡛ࡣࠊࣝࢥ࣮ࣝᾘẘᾮࡸ㠀᥋ゐయ ィࡢタ⨨ࠊᩍᐊᐃဨࢆῶࡽࡍ࡞ࡢᇶᮏⓗᑐ
⟇ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛㅮ⩏ᐊࡢẼタഛཬࡧ⥙ᡞタ⨨࡞ࡢタഛᨵಟࢆక࠺ᑐ⟇ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡢᨭ࡛ࡣࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪࡛⏕άࡀⱞࡋࡃ࡞ࡗࡓᏛ⏕ࢆᨭࡍࡿࡓࡵࠕḷ
ᒣᏛᐙィᛴኚዡᏛᨭ≉ᥐ⨨ࠖࢆタࡅࠊ≉ᅔ❓ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕㸳ࢆᨭ⤥ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⊂❧⾜
ᨻἲே᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ຓᡂᴗࠖᮏᏛᐤ㝃㔠ࢆά⏝ࡋࡓ㣗ๆࡢ㓄
ࡸࠊᆅᇦᴗ㸦-$ ࢃࡸࡲ㸧ࡽࡢᨭࢆཷࡅ࡚ࠊᕼᮃࡍࡿᏛ⏕ࡢ⡿㸳ࡢ㓄ࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ⤒῭㠃ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊయ⫱㤋㏦㢼ᶵࢆタ⨨ࡍࡿ࡞ㄢእάືࡢᨭࠊ࢜ࣥ
࡛ࣛࣥࡢ࢟ࣕࣜᨭࠊᏛ⏕ࡢ࣓ࣥࢱࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡞ࠊᏛ⏕⏕
άᑐࡍࡿᖜᗈ࠸ࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㝃ᒓᏛᰯ࠾࠸࡚ࡣࠊẼタഛཬࡧ⥙ᡞタ⨨ࠊỈᰦࣞࣂ࣮ྲྀ᭰࡞
ࠊឤᰁᑐ⟇ࡢࡓࡵࡢタഛᨵಟࢆ⾜ࡗࡓࠊឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊ
Ꮫᰯ⾜ࡢᐇෆᐜࡢぢ┤ࡋࠊ㐲㝸ᤵᴗࡢᐇࠊᩍ⫱άື࠾ࡅࡿ
୕ᐦᅇ㑊ࠊᰯ⯋ࡸഛရࡢᾘẘࡢᚭᗏࠊᐃᮇⓗ࡞Ẽ➼ࠊ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃
࡛ྲྀ⤌ࢆᚭᗏࡋࠊᰯෆ࡛ࡢឤᰁࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊᮏᏛ࡛ࡣᵝࠎ࡞㠃࡛᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢᑐ⟇ࡸ
ᑐᛂࢆ⾜࠸ࠊឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇ᩍ⫱ᶵࡢᥦ౪ࠊᏛ⏕⏕ά➼ࡢᨭ
ࡢ୧❧ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
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ᐤ㝃䛥䜜䛯⡿䜢ཷ䛡ྲྀ䜛Ꮫ⏕㻌

እ㒊㈨㔠ࡢ⋓ᚓ≧ἣ
یእ㒊㈨㔠ࡢཷධ≧ἣ
ᮏᏛࡣ⏘ᐁᏛ㐃ᦠάືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࡢᡂᯝࢆᗈࡃ♫㑏ඖࡍࡿࡇࢆ┠ⓗእ㒊㈨㔠ࡢཷධࢀࢆ✚
ᴟⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋእ㒊㈨㔠ࡣࠊᅜ࣭ᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵➼ࡽ≉ᐃࡢ◊✲ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ጤクࢆཷࡅࠊᮏ
Ꮫࡢ◊✲⪅ࡀ◊✲ࢆᐇࡍࡿࠕཷク◊✲ࠖ
ࠊẸ㛫ᴗ➼ࡢ◊✲⪅ᮏᏛࡢ◊✲⪅ࡀඹ㏻ㄢ㢟ࡘ࠸࡚◊✲
ࢆᐇࡍࡿࠕඹྠ◊✲ࠖࠊጤクࢆཷࡅ࡚ᴗࢆᐇࡍࡿࠕཷクᴗࠖ
ࠊᴗࡸᆅᇦࡢࡳ࡞ࡉࡲࡽࡢࠕᐤ
㝃㔠ࠖ࡞ࡀ࠶ࡾࠊᩍ⫱◊✲άືࡢ㔜せ࡞㈈※࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᐤ㝃㔠ࡢཷධ௳ᩘࡘ࠸࡚ࠊ௨
๓ࡣᇶ㔠ࡢᐤ㝃௳ᩘࢆࡲࡵ࡚  ௳ࡋ࡚ィୖࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾಶูィୖࡋ࡚࠸ࡿ
ࡓࡵ௳ᩘࡀቑ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ

ཷク◊✲ ඹྠ◊✲


ཷクᴗ➼ᐤ㝃㔠



▱یⓗ㈈⏘ࡢ≧ἣ
ᮏᏛࡢ㈨⏘ࡢ୰ࡣࠊ≉チᶒࡸၟᶆᶒ࡞ࡢ▱ⓗ㈈⏘ࡀྵࡲࢀࠊ▱ⓗ㈈⏘ࡢ㐀ࡢಁ㐍ࡸ◊✲ពḧࡢ
ྥୖཬࡧᡂᯝࡢᬑཬ㸦ᴗ࠾ࡅࡿ◊✲㛤Ⓨ➼㸧ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

༊ࠉࠉศ
≉チᶒฟ㢪௳ᩘ
≉チᶒྲྀᚓ௳ᩘ
≉チᶒ➼ධ௳ᩘ
≉チᶒ➼ධ㔠㢠

ᖹ ᡂ ᖺ ᗘ
௳
௳
௳
༓

௧ඖᖺᗘ
௳
௳
௳
༓
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௧  ᖺ ᗘ





௳
௳
௳
༓
ԧജܖٻޛȞǹǳȃȈǭȣȩǯǿȸ
žǘ
ǘƩƴǌǜſǋ
ǋՠႇƠƯƍǇ
ǇƢŵ


㈈ົศᯒ       
یᩍ⫱⤒㈝
ᮏᏛࡢධᏛヨ㦂ࡸᏛ⏕ᑐࡍࡿᤵᴗࠊᑵ⫋ᨭࠊධᏛᩱ࣭ᤵᴗᩱච㝖ࠊᩍ⫱㛵㐃タࡢᩚഛ➼ࡢ௧ 
ᖺᗘ࠾ࡅࡿᩍ⫱㛵ಀ⤒㈝ࡣࠊ⣙  ൨  ༓࡛ࡍࠋ࡞࠾ࠊᏛ⏕୍ேᙜࡓࡾࡢᩍ⫱㛵ಀ⤒㈝ࡣࠊ⣙ 
࡞ࡾࡲࡍࠋ
༊ࠉࠉศ
ᩍ⫱⤒㈝
ᩍ⫱ᨭ⤒㈝ࠉͤ
ᩍ⫱㛵ಀே௳㈝ࠉͤ
ᩍ⫱㛵ಀ⤒㈝
Ꮫ⏕ᩘ

௧ඖᖺᗘ

௧  ᖺ ᗘ

ⓒ
ⓒ
ⓒ
ⓒ  
ே

ܖဃɟʴ࢘ƨǓƷ

ⓒ
ⓒ
ⓒ
ⓒ  
ே

ͤࠉᩍ⫱ᨭ⤒㈝ࡣࠊᦆ┈ィ⟬᭩ࡢᩍ⫱◊✲ᨭ⤒㈝ࡢ༙ศ࡛࠶ࡿࡳ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ͤࠉᩍ⫱㛵ಀே௳㈝ࡣࠊᦆ┈ィ⟬᭩ࡢᩍဨே௳㈝ࡢ༙ศ࡛࠶ࡿࡳ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ͤࠉ༢ᮍ‶ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྜィ㢠ࡀྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

Ꮛ᧙̞ኺᝲ
ᲢᏋ᧙̞ኺᝲhܖဃૠᲣ

ኖ  ɢό







یᴗົ㈝ᑐᩍ⫱⤒㈝ẚ⋡
Ꮫࡢᴗົࡢ࠺ࡕࠊᩍ⫱άືࡢẚ㔜ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡛ࡍࠋ
ᩍ⫱⤒㈝ࡣࠊᤵᴗᚲせ࡞≀ရࡢ㉎ධࠊᩍ⫱タഛࡢᩚഛࠊᤵᴗᩱච㝖➼ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦ࡇࡇࡣࠊ
ᩍ⫱άືせࡍࡿே௳㈝ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊῶ౯ൾ༷㈝ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸧ࠋ
௧  ᖺᗘࡣࠊධᏛ㔠ච㝖⪅ቑ࡛ධᏛ㔠ዡᏛ㈝ࡀቑຍࡋࡓࡇ➼ࡼࡾࠊᩍ⫱⤒㈝ࡀቑຍࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᩍ⫱⤒㈝ࡢቑຍక࠸ࠊᴗົ㈝ᑐᩍ⫱⤒㈝ẚ⋡ࡣቑຍࡋࡲࡋࡓࠋ




㸦ᴗົ㈝ᑐᩍ⫱⤒㈝ẚ⋡㸸㧗࠸᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸧
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㈈ົศᯒ       
㈝⤒✲◊ی

㸦༢㸸༓㸧

༊ࠉࠉศ

௧  ᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ◊✲⤒㈝ࡣࠊ⣙
 ൨࡛࠶ࡾࠊ
ᮏᏛ࠾ࡅࡿ◊✲ࡢ᥎㐍ࠊ
◊✲タࡢᩚഛ➼⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᩍဨ୍ேᙜࡓࡾࡢ◊✲⤒㈝ࡣࠊ
⣙  ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋእ㒊ࡽ⋓

ᩍဨ୍ேᙜࡓࡾࡢ◊✲⤒㈝

௧ඖᖺᗘ




ͤࠉࠕᩍဨ୍ேᙜࡓࡾࡢ◊✲⤒㈝ࠖࡣࠊࠕ㸦◊✲⤒㈝㸧㸦ᩍဨᩘ㸧ࠖࡽ⟬ฟࡉ
ࢀࡲࡍࡀࠊࠕᩍဨᩘࠖࡣࠊ㝃ᒓ᫂⣽᭩ࠕ  ᙺဨཬࡧᩍ⫋ဨࡢ⤥ࡢ᫂⣽ࠖ࠾ࡅ
ࡿᖖࡢᩍဨ㸦௵ᮇࡁᩍဨࢆྵࡳࡲࡍࠋ㸧ಀࡿ⤥ࡢᖺ㛫ᖹᆒᨭ⤥ேဨᩘࢆᣦ
ࡋࡲࡍࠋ

㸦༢㸸༓㸧

ᚓࡋࡓ㈨㔠㸦ཷク◊✲㈝࣭⛉◊㈝➼㸧ࢆ
༊ࠉࠉศ

ྵࡵࡓሙྜࡢ◊✲⤒㈝ࡣ⣙  ൨࡛࠶
ࡾࠊᩍဨ୍ேᙜࡓࡾࡣࠊ⣙  ࡞

௧  ᖺ ᗘ

ᩍဨ୍ேᙜࡓࡾࡢ◊✲⤒㈝
㸦እ㒊ࡽ⋓ᚓࡋࡓ㈨㔠ࢆྵࡴࠋ㸧

௧ඖᖺᗘ


௧  ᖺ ᗘ


ࡾࡲࡍࠋ
ͤࠉࠕᩍဨ୍ேᙜࡓࡾࡢ◊✲⤒㈝ࠉ㸦እ㒊ࡽ⋓ᚓࡋࡓ㈨㔠ࢆྵࡴࠋ㸧ࠖࡣࠊ
ࠕ 㸦◊✲⤒㈝㸧㸦ཷク◊✲㈝㸧㸦ඹྠ◊✲㈝㸧㸦⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠➼
㸦┤᥋⤒㈝㸧㸧 㸦ᩍဨᩘ㸧ࠖࡽ⟬ฟࡉࢀࡲࡍࡀࠊࠕᩍဨᩘࠖࡣࠊ㝃ᒓ᫂⣽᭩
ࠕ  ᙺဨཬࡧᩍ⫋ဨࡢ⤥ࡢ᫂⣽ࠖ࠾ࡅࡿᖖࡢᩍဨ㸦௵ᮇࡁᩍဨࢆྵࡳࡲ
ࡍࠋ㸧ಀࡿ⤥ࡢᖺ㛫ᖹᆒᨭ⤥ேဨᩘࢆᣦࡋࡲࡍࠋ

یᴗົ㈝ᑐ◊✲⤒㈝ẚ⋡
Ꮫࡢᴗົࡢ࠺ࡕࠊ◊✲άືࡢẚ㔜ࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡛ࡍࠋ
◊✲⤒㈝ࡣࠊ◊✲ᚲせ࡞≀ရࡢ㉎ධࠊ◊✲タഛࡢᨵಟ➼ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸦ࡇࡇࡣࠊ◊✲άື
せࡍࡿே௳㈝ࠊཷク◊✲㈝࣭⛉Ꮫ◊✲㈝➼ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠊῶ౯ൾ༷㈝ࡣྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸧
௧  ᖺᗘࡢ◊✲⤒㈝ࡣ๓ᖺᗘྠ➼⛬ᗘ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ๓ᖺᗘࡣࠊࢥࣟࢼ⚝ࡢᙳ㡪࡛ᖖᩍဨ᪑
㈝➼ࡀῶᑡࡋࡓ࡞ࡢ⌮⏤࡛ࠊ◊✲⤒㈝ࡀῶᑡࡋࡲࡋࡓࡀࠊ๓ᖺᗘᘬࡁ⥆ࡁࢥࣟࢼ⚝ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ
๓ࠎᖺᗘẚ㍑ࡍࡿ◊✲⤒㈝ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

















㸦ᴗົ㈝ᑐ◊✲⤒㈝ẚ⋡㸸㧗࠸᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸧
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㈈ົศᯒ       
یே௳㈝ཬࡧே௳㈝ẚ⋡
ᴗົ㈝ᑐࡍࡿே௳㈝ࡢྜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡼࡾᑡ
࡞࠸ே௳㈝࡛ࡼࡾࡼࡃᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ࠸࠺ほⅬࡽࠊ

㸦༢㸸ⓒ㸧

༊ࠉࠉศ

௧ඖᖺᗘ

ຠ⋡ᛶ㛵ࡍࡿᣦᶆࡋ࡚ࢃࢀࡲࡍࠋ୍⯡ⓗண⟬つ ⤥ᩱཬࡧሗ㓘
㈹
ᶍࡢᑠࡉ࡞Ꮫࡣྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㏥⫋⤥㈝⏝

௧㸰ᖺᗘࡣࠊᩍ⫋ဨᩘࡢῶᑡ࡛ࠊ⤥ᩱཬࡧሗ㓘ࡀῶ ἲᐃ⚟㈝
ᑡࡋࡓࡇ࡞ࡢ⌮⏤ࡼࡾࠊᴗົ㈝༨ࡵࡿே௳㈝ࡢ

ྜࠉࠉィ

௧  ᖺ ᗘ















ྜࡣ๓ᖺᗘࡽῶᑡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ















㸦ே௳㈝ẚ⋡㸸ప࠸᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸧

㈝⌮⟶⯡୍ࡧཬ㈝⌮⟶⯡୍یẚ⋡
ᴗົ㈝ᑐࡍࡿ୍⯡⟶⌮㈝ࡢྜ࡛ࠊᴗົ㐠Ⴀࡢຠ⋡ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
௧  ᖺᗘࡣࠊᮾ  ྕ㤋ᨵಟ➼ࡼࡿಟ⧋㈝ࡀᖜῶࡗࡓࡓࡵࠊ୍⯡⟶⌮㈝ࡣῶᑡࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
୍⯡⟶⌮㈝ࡢῶᑡࡼࡾࠊᴗົ㈝ᑐ୍⯡⟶⌮㈝⋡ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦୍⯡⟶⌮㈝ẚ⋡㸸ప࠸᪉ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㸧
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㈈ົሗ
ی㈚ᑐ↷⾲
㈚ᑐ↷⾲ࡣࠊᮏᏛࡢ㈈ᨻ≧ែࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊ㈚ᑐ↷⾲᪥㸦ᮇᮎ᪥㸸 ᭶  ᪥㸧࠾ࡅࡿ
࡚ࡢ㈨⏘ࠊ㈇മཬࡧ⣧㈨⏘㸦㈨ᮏ㸧ࢆ⾲♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
㸦༢㸸ⓒ㸧

༊ࠉࠉศ

௧ඖᖺᗘ

ᑐ๓ᖺᗘẚ
ቑῶ

௧  ᖺ ᗘ

༊ࠉࠉศ

௧ඖᖺᗘ

㈨⏘ࡢ㒊
ᅛᐃ㈨⏘

㈇മࡢ㒊

 

 

   ڹᅛ ᐃ ㈇ മ

 

 

  ڹ

ᅵᆅ





ڹ

ᘓ≀







ᵓ⠏≀



ᶵᲔ⨨
ᕤලჾලഛရ

᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘

ᅗ᭩
ࡑࡢ
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘
ᢞ㈨ࡑࡢࡢ㈨⏘
ὶື㈨⏘
⌧㔠ཬࡧ㡸㔠
ࡑࡢ

ᑐ๓ᖺᗘẚ
ቑῶ

௧  ᖺ ᗘ

 

 

 ڹ





ڹ





ڹ

ࡑࡢ









 ڹὶ ື ㈇ മ

 

 







ڹ

㐠Ⴀ㈝㔠മົ

㸫









ڹ

ᐤ㝃㔠മົ











ڹ

ᮍᡶ㔠





ڹ





ڹ

ࡑࡢ













㈇മࡢ㒊

 

 

 ڹ





㸫



 







  

 

㸫









㸫

㈨ᮏవ㔠

  ڹ

  ڹ

  ڹ

┈వ㔠

 ڹ



 

㈨⏘ぢ㏉㈇മ
㛗ᮇᮍᡶ㔠

⣧㈨⏘ࡢ㒊

 ㈨ ᮏ 㔠


ᨻᗓฟ㈨㔠

㈨⏘ࡢ㒊

 

 

  ڹ⣧ ㈨ ⏘ ࡢ 㒊

 

 

 ڹ

㈨⏘ྜィ

 

 

  ڹ㈇ മ ࣭ ⣧ ㈨ ⏘ ྜ ィ

 

 

 ڹ

ͤࠉⓒᮍ‶ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྜィ㢠ࡀྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ



یᵓᡂࡢෆヂ
㈨⏘

㈇മ





22

㈈ົሗ
┈ᦆیィ⟬᭩
ᦆ┈ィ⟬᭩ࡣࠊᮏᏛࡢ㐠Ⴀ≧ἣࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊ୍ィᮇ㛫ᒓࡍࡿᮏᏛࡢ࡚ࡢ㈝⏝ࡇࢀ
ᑐᛂࡍࡿ࡚ࡢ┈ࢆグ㍕ࡋ࡚ᙜᮇ⥲┈ࢆ⾲♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
㸦༢㸸ⓒ㸧

༊ࠉࠉศ

௧ඖᖺᗘ

⤒ᖖ㈝⏝
ᴗົ㈝
ᩍ⫱⤒㈝
◊✲⤒㈝
ᩍ⫱◊✲ᨭ⤒㈝
ཷク◊✲㈝࣭ඹྠ◊✲㈝࣭ཷクᴗ㈝➼
ᙺဨே௳㈝
ᩍဨே௳㈝
⫋ဨே௳㈝
୍⯡⟶⌮㈝
ࡑࡢ
⤒ᖖ┈
㐠Ⴀ㈝㔠┈
ᤵᴗᩱ┈
ධᏛ㔠┈
᳨ᐃᩱ┈

௧  ᖺ ᗘ
  










  











 ڹ


 ڹ

 ڹ

ཷク◊✲┈࣭ඹྠ◊✲┈࣭ཷクᴗ➼┈

ᐤ㝃㔠┈
タ㈝┈
⿵ຓ㔠➼┈
㈨⏘ぢ㏉㈇മᡠධ
㞧┈
ࡑࡢ
⤒ᖖ┈ཪࡣ⤒ᖖᦆኻ
⮫ᦆኻ
⮫┈
ᙜᮇ⣧┈ཪࡣᙜᮇ⣧ᦆኻ
┠ⓗ✚❧㔠ྲྀᔂ㢠
ᙜᮇ⥲┈ཪࡣᙜᮇ⥲ᦆኻ
ͤࠉⓒᮍ‶ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྜィ㢠ࡀྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ



یᵓᡂࡢෆヂ
⤒ᖖ㈝⏝

⤒ᖖ┈



23

ᑐ๓ᖺᗘẚቑῶ
  










  











 


 
㸫
 

 ڹ


ڹ




ڹ
ڹ


ڹ
ڹ

ڹ


ڹ


ڹ
ڹ
 
 ڹ
 ڹ
 
ڹ
 

㈈ົሗ

࣮ࣟࣇ࣭ࣗࢩࢵࣕ࢟یィ⟬᭩
࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࣇ࣮ࣟィ⟬᭩ࡣࠊᮏᏛࡢ୍ィᮇ㛫ࡢ㈨㔠ᨭࢆάື༊ศูグ㍕ࡋࠊᮏᏛࡢάືࢆ
㈨㔠ࡢὶࢀࡽ⾲♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋᨭฟ㸦ῶᑡ㸧ࡣ࣐ࢼࢫࠊධ㸦ቑຍ㸧ࡣࣉࣛࢫ࡛⾲グࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦༢㸸ⓒ㸧

༊ࠉࠉศ

௧ඖᖺᗘ

௧  ᖺ ᗘ

ᑐ๓ᖺᗘẚቑῶ

Ϩࠉᴗົάືࡼࡿ࢟ࣕࢵࢩࣗ㺃ࣇ࣮ࣟ

ڹ





ϩࠉᢞ㈨άືࡼࡿ࢟ࣕࢵࢩࣗ㺃ࣇ࣮ࣟ



ڹ

ڹ

Ϫࠉ㈈ົάືࡼࡿ࢟ࣕࢵࢩࣗ㺃ࣇ࣮ࣟ

ڹ

ڹ

ڹ

㸫

㸫

㸫

Ϭࠉ㈨㔠ቑຍ㢠ཪࡣ㈨㔠ῶᑡ㢠





ڹ

ϭࠉ㈨㔠ᮇ㤳ṧ㧗







Ϯࠉ㈨㔠ᮇᮎṧ㧗







ϫࠉ㈨㔠ಀࡿ⟬ᕪ㢠

ͤࠉⓒᮍ‶ࢆᅄᤞධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊྜィ㢠ࡀྜࢃ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


یᅜ❧Ꮫἲே➼ᴗົᐇࢥࢫࢺィ⟬᭩
ᅜ❧Ꮫἲே➼ᴗົᐇࢥࢫࢺィ⟬᭩ࡣࠊ୍ィᮇ㛫࠾ࡅࡿᮏᏛࡢᴗົ㐠Ⴀ㛵ࡋࠊᅜẸࡢࡳ࡞
ࡉࡲࡈ㈇ᢸ࠸ࡓࡔࡃࢥࢫࢺࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦༢㸸ⓒ㸧

༊ࠉࠉศ

௧ඖᖺᗘ

Ϩࠉᴗົ㈝⏝

௧  ᖺ ᗘ

ᑐ๓ᖺᗘẚቑῶ





ڹ

㸦㸧ᦆ┈ィ⟬᭩ୖࡢ㈝⏝





ڹ

㸦㸧㸦᥍㝖㸧⮬ᕫධ➼

ڹ

ڹ



ϩࠉᦆ┈እῶ౯ൾ༷┦ᙜ㢠







Ϫࠉᦆ┈እῶᦆᦆኻ┦ᙜ㢠

㸫





ϫࠉᦆ┈እ᭷౯ドๆᦆ┈┦ᙜ㢠㸦☜ᐃ㸧

㸫

㸫

㸫

Ϭࠉᦆ┈እ᭷౯ドๆᦆ┈┦ᙜ㢠㸦ࡑࡢ㸧

㸫

㸫

㸫

ϭࠉᦆ┈እᜥ㈝⏝┦ᙜ㢠

㸫

㸫

㸫





ڹ



ڹ

ڹ





ڹ







㸫

㸫

㸫





ڹ

Ϯࠉᦆ┈እ㝖༷ᕪ㢠┦ᙜ㢠
ϯࠉᘬᙜእ㈹ቑຍぢ✚㢠
ϰࠉᘬᙜእ㏥⫋⤥ቑຍぢ✚㢠
ϱࠉᶵ㈝⏝
ϲࠉ㸦᥍㝖㸧ᅜᗜ⣡㢠
ϳࠉᅜ❧Ꮫἲே➼ᴗົᐇࢥࢫࢺ
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㈈ົሗ
یᏛ㒊ู㈈ົሗ
㸦༢㸸ⓒ㸧

༊ ศ

ᩍ⫱Ꮫ㒊
ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉

⤒῭Ꮫ㒊
⤒῭Ꮫ◊✲⛉

ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊
ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ◊✲⛉

ほගᏛ㒊
ほගᏛ◊✲⛉

ᴗົ㈝⏝
ࠉᴗົ㈝
ࠉࠉᩍ⫱⤒㈝
ࠉࠉ◊✲⤒㈝
ࠉࠉཷク◊✲㈝
ࠉࠉඹྠ◊✲㈝
ࠉࠉཷクᴗ㈝➼
ࠉࠉே௳㈝
ࠉ୍⯡⟶⌮㈝
ࠉ㞧ᦆ
ࠉࠉᑠࠉࠉィ
















㸫




















㸫



















㸫
















㸫










 



ᴗົ┈
ࠉ㐠Ⴀ㈝㔠┈
ࠉᏛ⏕⣡㔠┈
ࠉཷク◊✲┈
ࠉඹྠ◊✲┈
ࠉཷクᴗ➼┈
ࠉᐤ㝃㔠┈
ࠉ㞧┈
ࠉࠉᑠࠉࠉィ

ᴗົᦆ┈

࠙Ꮫ㒊ูᴗົ㈝⏝ࡢෆヂࠚ
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ᅜ❧Ꮫἲேィࡘ࠸࡚

ᅜ❧Ꮫἲேィᇶ‽ࡣᴗィཎ๎ࢆᇶ♏ࡋࠊᅜ❧Ꮫἲேࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼࡚ಟṇࢆ⾜࠸ࠊసᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ࡞≉ᚩࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ

ی㈈※ูࡢィฎ⌮
ᅜ❧Ꮫἲேࡢධࡣࠊᅜࡽࡢ㐠Ⴀ㈝㔠ࠊᤵᴗᩱ➼ࡢᏛ⏕ࡽࡢ⣡㔠ࠊእ㒊㈨㔠➼ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢධ※ࡢᛶ㉁ᛂࡌ࡚ィฎ⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊタᩚഛࡢࡓࡵᅜ➼ࡽᥐ⨨ࡉࢀࡿタ㈝ࡣࠊᅜ❧Ꮫἲேࡀ⊂⮬ࡢุ᩿࡛ពᛮỴᐃࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᦆ┈ィ⟬ࡣᫎࡉࡏ࡞࠸ฎ⌮ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᘬᙜ㔠ࡢィୖࡘ࠸࡚ࡶࠊᚲ
せ࡞㈝⏝ࡀ㈈※ᥐ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࡼࡾィฎ⌮ࡀኚࢃࡾࡲࡍࠋ


┈ᦆیᆒ⾮ࡢィฎ⌮
ᅜ❧Ꮫἲேࡣࠊ┈⋓ᚓࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ㏻ᖖࡢᴗົ
ࢆ⾜࠼ࡤᦆ┈ࡀᆒ⾮ࡍࡿࡼ࠺ไᗘタィࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡓ࠼ࡤࠊᤵᴗᩱ࡛ᅛᐃ㈨⏘ࢆྲྀᚓࡋࡓࡁࠊྲྀᚓྲྀᚓ㈨⏘
┦ᙜ㢠ࡢᤵᴗᩱമົࢆࠕ㈨⏘ぢ㏉㐠Ⴀ㈝㔠➼ࠖ࠸࠺≉᭷ࡢ㈇
മࡢ຺ᐃ⛉┠ࡾ᭰࠼ࠊẖᖺᗘῶ౯ൾ༷㈝ࢆィୖࡍࡿ㒔ᗘࠊྠ㢠
ࢆࠕ㈨⏘ぢ㏉㐠Ⴀ㈝㔠➼ᡠධࠖ࠸࠺┈ࡢ຺ᐃ⛉┠ࡾ᭰
࠼ࡿࡢ࡛ࠊᦆ┈ࡣᆒ⾮ࡋࡲࡍࠋ


ی㐠Ⴀ㈝㔠മົࠊᤵᴗᩱമົ➼ࡢィୖཬࡧ┈
㐠Ⴀ㈝㔠ࠊᤵᴗᩱ
➼ࡣཷ㡿┤ࡕ┈
ࡣࡏࡎࠊᩍ⫱࣭◊✲➼ࡢ
ᴗົࢆᐇࡍࡿ⩏ົࡀ࠶
ࡿࡇࡽ㈇മࡋ࡚ィ
ୖࡋࡲࡍࠋ
㐠Ⴀ㈝㔠മົཬࡧ
ᤵᴗᩱമົࡣཎ๎ࡋ࡚
ᮇ㛫ࡢ⤒㐣కࡗ࡚ᴗົࡀ㐍⾜ࡋࡓࡳ࡞ࡋࠊ┈ࡾ᭰࠼ࡲࡍࠋࡇࡢ┈ࡢ࣮ࣝࣝࢆࠕᮇ㛫㐍⾜
ᇶ‽ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋࡣᐤ㝃㔠ࠊ㐠Ⴀ㈝㔠ࡢ㏥⫋ᡭᙜᥐ⨨㢠➼ࠊ㈝⏝ࡢⓎ⏕క࠸ᴗົࡀ㐍⾜ࡋ
ࡓࡳ࡞ࡍࠕ㈝⏝㐍⾜ᇶ‽ࠖࡸ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ➼ࡢᴗົࡢ㐩ᡂᗘࡼࡗ࡚┈ࡍࡿࠕᴗົ㐩ᡂᇶ‽ࠖ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


⤒یႠດຊࢆ⪃៖ࡋࡓ┈ࡢฎศ
ୖグࡢ࠾ࡾࠊᇶᮏⓗᦆ┈ࡣᆒ⾮ࡋࡲࡍࡀࠊ㈝⏝ࢆᢚ࠼ࡓຠ
⋡ⓗ࡞ᴗົ㐠Ⴀࡸ⮬ᕫධࡢቑຍ➼ࡢࡓࡵࡢ⤒Ⴀດຊࢆ⾜࠺ࠊ
ࡑࡢศ┈ࡀⓎ⏕ࡋࡲࡍࠋࡇࡢศࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⤒Ⴀດຊࡀᅜ
ㄆᐃࡉࢀࢀࡤࠊ⩣ᴗᖺᗘ௨ᚋࠊ┠ⓗ✚❧㔠ࡋ࡚୰ᮇィ⏬
ᐃࡵࡓ┠ⓗᚑࡗ࡚⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ
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ᅜ❧ᏛἲேḷᒣᏛ㈈ົㄢ
ᮏᏛࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
   
ᮏᏛࡢ㈈ົㅖ⾲➼    




ࠛ

 ḷᒣᕷᰤ㇂ 

KWWSVZZZZDND\DPDXDFMS
KWWSVZZZZDND\DPDXDFMSDERXWSXEOLFILQILQDQFLDOKWPO

