産業廃棄物処理業界の
今後の方向性に関するアンケート
結果報告書

平成 27 年 7 月

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会
産業廃棄物処理業の業法を含めた振興策の検討に関する
タスクフォース

産業廃棄物処理業界の今後の方向性に関するアンケート結果の概要
各都道県協会に所属する会員企業に対して、表記のアンケート調査を行った。発送数
6,157 に対して、総回答数 2,619 で、回収率 42.5％となった。
各問の結果概要は、次の通りである。（自由記述詳細については後掲）
問１．はじめに、貴社の概要についてお答えください。本社所在欄には都道府県名をご記
入ください。資本金・従業員数・業務内容については、適切なものに一つ○をお付け
下さい。
資本金では、1000 万円超～5000 万円以下が 50.7%と最も多く、次いで 1000 万円以下が
33.8%、5000 万円超～１億円以下が 10.1%、１億円超が 5.5%であった。5000 万円以下の企
業が約 85%を占めている。
従業員数は、６～30 人以下が 49.1%と半数近くを占め、次いで 31～50 人以下が 17.9%、
51～100 人以下が 13.3%となり、約 90%の企業が従業員 100 人以下である。
業務内容としては、収集・運搬と中間処理を兼ねた企業が 61.3%と圧倒的に多く、次い
で収集・運搬のみが 16.5%、中間処理のみが 9.3%、収集・運搬、中間処理、最終処分を兼
ねた企業は 8.7%であった。
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問２．あなたは産業廃棄物処理業の将来（およそ 10 年先）をどのように見ていますか。
適切なものに一つ○をお付け下さい。
「どちらかと言えば暗い」との回答が 57.3%で最も多く、「とても暗い」を含めて約 61%
が将来的に暗いイメージをもっていた。反面、
「どちらかと言えば明るい」が 36.2%で、
「と
ても明るい」を含め 40%近くが明るいイメージを持っていることがわかった。ちなみに、
「とても暗い」は 4%、「とても明るい」は 2.4%でわずかであった。
これを資本金別にみると、1000 万円以下（[1]）では「とても」を含め暗いイメージ持
つ者が約 65%あるのに対して、5000 万円超～1 億円以下（[3]）では、暗いイメージを持つ
者が約 57%いるものの、「とても明るい」と回答した者が 4.3%、1 億円超（[4]）では、明
るいイメージと暗いイメージがほぼ同程度であり、資本金規模により、将来への見通しが
異なっていることがわかった。
また業務内容別では、全てで「どちらかと言えば暗い」が半数以上、次いで「どちらか
と言えば明るい」が 1/3 以上であり、全体と同様の傾向だった。最も企業数の多いＤ収集・
運搬+中間処理においても、「どちらかと言えば暗い」の回答率が若干多いものの、他と大
差ない結果であった。
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問２－２．そう思われる要因は何ですか。最も大きな要因を①～⑤の中から２つまで選び、
○をお付け下さい。またその他のご意見がある場合は、⑥の空欄箇所に具体的にご記
入下さい。
①資源・循環分野で新たな仕事が拡大し、これまでの経験や技術が活かせる
②産業構造の変化やリサイクル増加になり、廃棄物量が減少する
③廃棄物量減少に伴う処理費用の競争が激化する
④他業界（特に大企業）からの新規参入が増加する
⑤技術力や経営力がこれまで以上に問われるようになる
⑥その他（具体的に）：別紙参照（256 件）
そう思う要因について、③処理費用の競争激化を要因に挙げた者が 26.1%、②廃棄物量
減少を挙げた者が 25.8%とほぼ同率であり、次いで⑤技術力・経営力が問われることを要
因とした者が 21.6%であった。一方明るい要因として、①新たな仕事の拡大を挙げた者も
18.4%いた。
これを資本金規模でみると、5000 万円以下（[1][2]）では、③価格競争激化、②廃棄物
量減少、⑤技術力・経営力が問われることの順で挙げているが、5000 万円～1 億円以下（[3]）
では②と③が同比率、1 億円以上（[4]）になると、⑤技術力・経営力が問われる、と、②
廃棄物量減少がほぼ同比率、次いで①新たな仕事の拡大を要因として挙げており、資本金
規模による要因の違いがみられた。
業務内容別では、要因として挙げた順位に大差は見られなかった。
また、その他回答の記述を問２の選択肢別にみると、「とても明るい」を選択した者は、
「時代の変化はめまぐるしくリサイクル技術や海外への技術展開の可能性が拡大するか
ら」「人間が活動する以上必ずごみは出るから」「忌避される産業のため新規参入がしにく
いから」「会社の質を上げることで排出事業者から選ばれる企業が強化される時代が来て
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いるから」などの理由を挙げていた。
「どちらかと言えば明るい」を選択した者は、
「資源、
循環分野に参入できれば廃棄物を原材料とした資源化物（製品）の製造加工を行うことと
なり、一種の製造業的な役割を担うこととなる。よって、新たな事案の創出など、事業の
幅を拡大できる」「資源・循環分野での新たな事案が創出される」「産廃に対する企業の考
え方の変化により、再資源化は益々進んでいくと思われる。今よりもっと有用な資源とな
る可能性がある」などの理由を挙げていた。
一方、「どちらかと言えば暗い」を選択した者は、「新規採用人員・運転者の確保など人
材不足」「公共事業の減少によるごみ量の減少」「人口減少等に伴うごみ量の減少」「価格
競争の激化」「施設更新の費用増加」「最終処分場不足・確保困難」「法令の行き詰まり」
などの理由を挙げていた。さらに、「暗い」を選択した者も、「地方での公共工事の減少に
よる廃棄物量の減少」「産業界から小さな商店までも廃棄物を減らす方向に進むことによ
るごみ量の減少」
「価格競争」
「施設更新の困難さと処分場不足」などの理由を挙げていた。
⑥その他の記述の多くが、①～⑤の選択肢を補足説明するものだった。
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問３．資源循環、低炭素化が求められる中で、より社会に役立ち信頼される産業廃棄物処
理業とはどのようなものだとお考えですか。お考えに近いものを①～⑥の中から２つ
まで選び、○をお付け下さい。またその他のご意見がある場合は、⑦の空欄箇所に具
体的にご記入下さい。
①法制度のコンプライアンスが確立されている
②排出事業者が安心して仕事を任せられる能力を有している
③情報の公開により周辺住民、地域等に安心感を与えている
④高い事業力、技術力を持っている
⑤人格・能力ともに優れた人材を育て抱えている
⑥廃棄物処理法に基づく優良業者として認定されている
⑦その他（具体的に）：別紙参照（64 件）
社会に役立ち信頼される要素として、②排出事業者からの信頼を挙げた者が 31.6%と最
も多く、次いで①コンプライアンスの確立が 21.1%、③情報公開と安心感が 17.2%、④高い
事業力・技術力が 13.0%、⑤人材が 10.7%であり、⑥優良認定は 6.5%であった。優良認定
が社会的信頼につながると考える者は少ないことがわかった。
資本金別に見ると、１億円以下（[1][2][3]）では、②排出事業者からの信頼が 30%以上
で最も多いが、１億円以上（[4]）になると、①コンプライアンスが約 28%、②排出事業者
からの信頼が約 24%で、資本金規模により、若干差異がみられる。
業務内容別では回答に大きな差異は見られなかった。
また、その他回答の記述をみると、選択肢①～⑥を補足する内容が多く、例えば、②に
関しては「永続的な受け入れができる」、③に関しては「地域との共存共栄の努力」、⑤に
関しては「企業も業界も人材次第」、⑥に関しては「認定だけでは信頼できない。いかに丁
寧に選別し処理するかだ」
「 認定基準があいまいで統一感に欠ける」などが挙げられていた。
選択肢とは別の内容としては、
「顧客に役立つ技術を有し、地域と社会的課題解決に貢献
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できる企業」
「業界全体の底上げ」
「クリーンなイメージで信頼を得られる対策」
「業界の透
明性」など<企業・業界の改善が必要>とする意見、「より効率的な処理方法が可能になる
ような法制度の改善」「実務に沿った制度の確立」「リサイクル品目を簡単に増やしてほし
い」など<法制度の改善が必要>とする意見、「排出事業所にとって、コンプライアンス、
技術力、優れた人材等は関係なく、安くて適正処理できればどこでもいい」
「排出事業者へ
の教育」など<排出事業者の変革を求める>意見などが多くみられた。その他として、「こ
の業界に上記選択肢のような理想論は、もはや存在しない」という厳しい意見もあった。
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問４．産業廃棄物処理業における資源循環の事業を後押しする方策として、次の①～⑧が
考えられます。このうち重要と思われるものを３つまで選び、○をお付け下さい。ま
たその他のご意見がある場合は、⑨の空欄箇所に具体的にご記入下さい。
①サービス業から脱して独自の業としての確立（日本標準産業分類上も）
②技術管理者等の国家資格の導入
③人材育成に対する公的な支援
④技術開発に対する公的支援の拡大
⑤資源循環のための有利な融資枠拡大
⑥海外展開のための人材育成・情報提供
⑦産業廃棄物処理や資源循環に係る政策形成過程への参画（関連法令等策定に当たって
必ず意見を言える仕組み）
⑧周辺の地域住民等との紛争処理の仕組みづくり
⑨その他（具体的に）：別紙参照（108 件）
資源循環事業を後押しする方策として、④技術開発への公的支援拡大 18.7%、③人材育
成への公的支援 17.4%、⑤有利な融資枠拡大 16.8%の順で挙げられていた。次いで、⑦政策
形成過程への参画 13.9%、①業としての確立 13.4%だった。これまであまり行われてこなか
った技術開発への支援や人材育成への支援を求める者が多いことがわかる。
資本金別にみると、5000 万円以下（[1][2]）では全体と同様の傾向にあるが、1 億円超
（[4]）では、④技術開発への支援拡大が 22.3%、⑦政策形成過程への参加を挙げていた。
業務内容別では、多くが④技術開発への支援拡大をトップに挙げていたが、最終処分を
行う企業（[C]）は、①業の確立も同率トップ、中間処理と最終処分を行う企業（[E]）で
は、③人材育成への支援をトップに挙げていた。最終処分は、他と比較して地域住民との
関係性がより深いことによるものと考えられる。
また、その他回答の記述をみると、選択肢①～⑧を補足する意見として、①に関しては、
「①なくして業の発展は有りえない」「産業として特化することは業態を鑑みて良策とは
思えない」という意見が挙げられたほか、③に関しては「人材確保に公的支援が欲しい」
「従業員確保がますます困難になる」などの意見、④に関しては「先進的技術の情報提供」
「資格ではなく企業の実績の重視」などの意見、⑤に関しては「リサイクルというが、法
が厳しく、リサイクル可能なものでも廃棄せざるを得ない。であれば、設備を整えもっと
素晴らしい資源を作ってみたい」という意見もあった。
選択肢とは別の内容としては、<法制度の改善>と<行政の変革>を求める意見が多く出さ
れた。具体的には、<法制度の改善>に関しては、「現状に合った法の整備」「適正価格を維
持できるような法的支援」「再生資源とバージン資源のコスト差を埋める制度の創設」「排
出事業者における廃棄物管理が徹底される方策」「炭素税や産廃税がリサイクルに流れる
社会システム」「産業廃棄物処理の規格化」などの意見があった。また<行政の変革>に関
しては、「申請等手続きの簡略化」「県や市の担当者のプロ化」「排出事業者、処理業者 、
行政担当の認識度の違いを埋める情報の共有化」などの意見があった。その他では、<施
設・設備に対する公的支援>として、「資源循環の促進を呼びかけるにもかかわらず市や県
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の支援がないのは如何なものか」「中小企業の投資に関する優遇税制は、従来機械装置と
工具器具に限られてきたが、処理施設新設増改造に必要な投資全般に広げてほしい」など
の意見、<リサイクル品の促進>として、「リサイクル製品を使用する義務、強制化、国の
積極的な指針が必要」「リサイクル品の認定及び品質基準の明確化」「市場経済原則にそぐ
わないリサイクル品が市場で優位になる方策」などの意見、<排出事業者責任の拡大>とし
て、「排出事業者の意識改革」「排出事業者責任に資源循環を後押しする要綱を盛り込む 」
などの意見があった。さらに、
「製造業で技術革新（資源循環、CO2 削減、廃棄物削減など）
が進むので、私たちは時代の変化に対応できるように努力する必要がある」などの意見も
あった。
全体
①860
(13.4%)

0%

②620
(9.6%)

10%

選択肢①

③1,116
(17.4%)

20%

選択肢②

30%

④1,202
(18.7%)

40%

選択肢③

50%

選択肢④

⑤1,080
(16.8%)

60%

⑥127 ⑦893
(2.0%) (13.9%)

70%

選択肢⑤

80%

選択肢⑥

⑧534
(8.3%)

90%

選択肢⑦

100%
選択肢⑧

資本金別
[1]

①294
(13.8%)

②167
(7.9%)

[2]

①430
(13.4%)

②339
(10.6%)

[3]

①90
(13.9%)

②64
(9.9%)

[4]

①38
(10.6%)

③387
(18.2%)

②38
(10.6%)

A

①130
(12.5%)

②120
(11.6%)

B

①71
(12.5%)

②55
(9.7%)

D
E
F
G

①15
(17.4%)
①532
(13.6%)
①15
(12.2%)
①5
(7.7%)
①83
(14.4%)

③568
(17.7%)

30%
選択肢③

②15
(12.2%)
②11
(16.9%)
②56
(9.7%)

0%
10%
20%
選択肢①
選択肢②

⑤103
(15.9%)
⑤51
(14.2%)

40%
50%
60%
選択肢④
選択肢⑤

③198
(19.1%)

業務内容別
④202
(19.5%)

③84
(14.8%)

②342
(8.8%)

③699
(17.9%)
③15
(12.2%)
③13
(20.0%)

30%
選択肢③

⑥62 ⑦428
(1.9%) (13.3%)

⑧260
(8.1%)

⑥11
(3.1%)

70%
選択肢⑥

⑥19 ⑦104
(1.8%)(10.0%)
⑦86
(15.1%)
⑦12
(14.0%)
⑥83
⑦561
(2.1%) (14.4%)

⑤18
⑥2
(14.6%) (1.6%)

④12
(18.5%)

⑤9
(13.8%)
⑤94
(16.3%)

40%
50%
60%
選択肢④
選択肢⑤

⑥12
(2.1%)

70%
選択肢⑥

⑧54
(8.4%)
⑧35
(9.8%)

80%
90%
100%
選択肢⑦
選択肢⑧

⑥10
(1.8%)

⑤688
(17.6%)

④29
(23.6%)

⑦104
(16.1%)
⑦60
(16.8%)

⑤9
(10.5%)

④699
(17.9%)
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⑧177
(8.3%)

⑥13
(2.0%)

⑤88
(15.5%)
④15
(17.4%)

④109
(19.0%)

⑥39 ⑥291
(1.8%) (13.7%)

⑤164
(15.8%)

④120
(21.1%)
③12
(14.0%)

③81
(14.1%)

⑤523
(16.3％)

④121
(18.7%)
④80
(22.3%)

②13
(15.1%)

⑤387
(18.2%)

④601
(18.7%)

③97
(15.0%)
③45
(12.6%)

0%
10%
20%
選択肢①
選択肢②

C

④382
(18.0%)

⑦23
(18.7%)
⑦10
(15.4%)
⑦89
(15.5%)

⑧101
(9.7%)
⑧54
(9.5%)
⑧10
(11.6%)
⑧297
(7.6%)
⑧6
(4.9%)
⑧5
(7.7%)
⑧51
(8.9%)

80%
90%
100%
選択肢⑦
選択肢⑧

問５．廃棄物処理法や関係法令の改正すべき点として、重要なものはどれですか。①～⑥
のうち、重要と思われるものを２つまで選び、○をお付け下さい。またその他のご意
見がある場合は、⑦の空欄箇所に具体的にご記入下さい。
①欠格要件における、該当範囲と「取り消さなければならない」とされている規定の見
直し
②情報提供をはじめとする排出事業者責任の一層の明確化
③優良事業者認定のメリットの充実
④能力、技術力のある産業廃棄物処理業者には、再委託を含め、自由裁量で行える業務
範囲の拡大
⑤建築基準法第 51 条ただし書き規定の見直し
⑥都道府県等による事前協議や廃棄物処理法の運用の違いの是正
⑦その他（具体的に）：別紙参照（127 件）
廃棄物処理法等の改正点として、②排出事業者責任の明確化が 26.4%、⑥都道府県によ
る運用の違いの是正が 25.4%で、この 2 点が圧倒的に多かった。次いで、④業務範囲の拡
大 18.2%、③優良認定のメリット充実 16.5%となった。
資本金別にみると、5000 万円以下（[1][2]）では全体と同様の傾向であるが、5000 万円
超（[3][4]）になると、⑥都道府県による運用の違いの是正と②排出事業者責任の順位が
入れ替わっており、特に 1 億円以上（[4]）では、⑥都道府県による運用の違いの是正を上
げる者が 30%を超えていた。資本金額が多いほど、多くの都道府県にまたがって事業を営
んでいる可能性が高く、そのことからくる回答と考えられる。
業務内容別では、様々な業を行っている者ほど、⑥を挙げる傾向が強くみられたが、こ
れも行政窓口との関係性が深いためと考えられる。
その他回答の記述をみると、選択肢①～⑥を補足する意見が多く、特に⑥都道府県に関
する意見が多く出された。具体的には、
「届出、申請書の様式が自治体や担当者により違い
が多すぎる。全自治体同一にすべき」
「施設整備に厳しすぎる。機材の買い替え等の際の手
続き簡略化」「事前協議の必要性なし」「収集運搬許可は一つの許可で全国運搬できるよう
にする」などの意見が多く寄せられた。また①欠格要件については、
「厳しすぎる。もっと
一般業種と同様にすべき」という意見が多くみられた。また②排出事業者については、
「責
任の罰則強化」
「現状の法規制では不足。企業名の公表などすべき」といった意見、③優良
認定については、
「 本当に優良かどうかの認定が必要」
「 認定制度の要件のハードルを上げ、
メリットも充実させる」という意見の一方で、
「 優良認定は必要ない」との意見も見られた。
選択肢とは別の内容として、<廃棄物区分>として、「一廃・産廃の区分の見直し」を求
める意見が多く出されたほか、「業種指定の撤廃」「廃棄物の種類についての統一見解の明
示」「廃棄物と有価物の区分の明確化」などの意見が挙げられた。また<法制度改正>とし
て、
「法制度そのものの見直し」
「マニフェスト制の見直し」
「各種法律の必要性は理解する
が、廃棄物処理法を一番厳しい内容にして、これをクリアすれば全てよしという法律にし
てほしい」などの意見が見られた。その他として、<再生品>について、「再生品の計画的
利用の検討」
「リサイクル品の推進」
「明確なガイドラインの作成」
「リサイクル法と処理法
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の矛盾の解消」などの意見もあった。

全体
①439
(9.3%)

0%

②1,242
(26.4%)

10%

20%
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③774
(16.5%)

30%

40%

選択肢②

④856
(18.2%)
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⑤196
(4.2%)
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(25.4%)

70%
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80%

90%
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資本金別
[1]

①160
(10.4%)

[2]

①220
(9.3%)

[3]

①39
(8.4%)

[4]

②420
(27.4%)

③228
(14.9%)

②628
(26.5%)

③405
(17.1%)

②117
(25.2%)

①17
(6.6%)
10%

③41
(15.8%)

20%

①

30%
②

50%

⑥580
(24.4%)

⑤19
(4.1%)

⑥121
(26.0%)

⑤19
(7.3%)
60%

③

⑥392
(25.5%)

⑤92
(3.9%)

④85
(18.3%)
④44
(17.0%)

40%

⑤62
(4.0%)

④448
(18.9%)

③84
(18.1%)

②58
(22.4%)

0%

④273
(17.8%)

⑥80
(30.9%)

70%

80%

④

90%

⑤

100%

⑥

業務内容別
A

①71
(9.5%)

B

①37
(8.7%)

C

①7
(11.9%)

D
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(9.5%)

E
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G

①2
(4.3%)
①37
(8.8%)
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20%
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50%
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⑥26
(28.9%)

⑤1
(2.2%)
④74
(17.7%)

③59
(14.1%)

60%
選択肢④

⑥13
(22.0%)

⑤132
(4.6%)

④22
(24.4%)

③11
(12.2%)

②25
(27.8%)
②10
(21.7%)

④536
(18.7%)

③448
(15.7%)

②749
(26.2%)

⑥97
(22.8%)

⑤4
④5
(8.5%) (6.8%)

③11
(18.6%)

②19
(32.2%)

⑥189
(25.3%)

⑤15
(3.5%)

④83
(19.5%)

③85
(20.0%)

②109
(25.6%)

①6
(6.7%)

⑤8
④119
(16.0%) (1.1%)

③146
(19.6%)

②213
(28.6%)

⑥18
(39.1%)
⑤31
(7.4%)
70%

80%
選択肢⑤

⑥113
(27.0%)
90%
100%
選択肢⑥

問６．不適正業者を排除するために、規制の強化もやむなしという意見がありますが、あ
なたはどのように思われますか。次のうち、どちらかに○をお付け下さい。
不適正業者に対する規制の強化については、83.2％がやむなしと考えていることが分か
った。
資本金別にみると、大差はないものの傾向を見ると、１億円以上（[4]）では「そう 思
う」回答率が他の比べて最も高くなっている。
また従業員数 6～30 人以下（[b]）では、
「そう思わない」割合が他と比較して高かった。
規模の小さな企業は規制強化が事業の存続に関わると考えられているためではないか
と思われる。
全体
2,137
(83.2%)
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40%
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(16.8%)
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資本金別
688
(80.8%)

[1]

164
(19.2%)

1,086
(84.8%)

[2]

195
(15.2%)

205
(80.4%)

[3]

50
(19.6%)

121
(85.8%)

[4]
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(14.2%)
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60%

そう思う

70%

80%

90%

100%

そう思わない

従業員数別
162
(85.3%)
1010
(81.2%)
384
(84.4%)
286
(84.9%)
134
(83.8%)
41
(87.2%)
85
(87.6%)

a
b
c
d
e
f
g
0%

10%

20%

30%
そう思う

40%

28
(14.7%)
234
(18.8%)
71
(15.6%)
51
(15.9%)
26
(16.3%)
6
(12.8%)
12
(12.4%)
50%

11

60%

70%
80%
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100%

業務内容別
364
(86.1%)
204
(86.1%)
28
(84.8%)
1,276
(82.3%)
40
(80.0%)
23
(92.0%)
176
(79.6%)

A
B
C
D
E
F
G
0%

10%

20%

30%
そう思う

40%

50%

59
(13.9%)
33
(13.9%)
5
(15.2%)
274
(17.7%)
10
(20.0%)
2
(8.0%)
45
(20.4%)
60%

70%
80%
そう思わない

90%

100%

問７．次世代の経営者や従業員が希望と誇りをもって、この産業廃棄物処理業界で働き続
けられるようにするために、今、業界全体として何をすべきとお考えですか。ご自由
にお書き下さい。
自由記述数は 1,251 であったが、一人がいくつもの要素を記述するケースも多くみられ
た。また、設問とは直接関係しない回答もかなり見られた。
これらを大きく（１）自社・業界内関連、（２）法律・役所関連、（３）外部との連携等
その他に分け、さらにいくつかの項目ごとに分類した。以下、
（１）
（２）
（３）毎に、記述
内容として数の多かった項目を順にあげ、項目の中でも記述の多かった内容について順に
掲載する。
（１）自社・業界内関連
自社・業界内関連の記述として最も多かったのは、業界のイメージアップに関すること
と人材の確保・資質の向上・教育に関することであった。次いで、資源循環に関すること、
社内環境の整備・改善に関すること、地位向上とレベルアップに関すること、自らの意識
改革に関すること、業としての確立や業界名称に関することの順であった。
①業界のイメージアップについて
<業界のイメージアップ>を求める意見が多く見られた。具体的には「ダークな業界イメ
ージを払拭する」「クリーンなイメージを伝える」「企業からは無駄な出費、一般からはダ
ークなイメージだが、正しく分別することにより大きな資源になる事をわかってほしい」
「あくまで環境を守る重要な産業であるというイメージの向上」
「今後、産廃を原材料にし
た製品の開発を行い、自社が変革する姿を顧客や社会から評価される様に、情報発信力を
高め「ブランド」に変えていかなければならない」「10 年先を見越した新技術の樹立と業
界イメージの一新」などの意見が挙げられた。
その方策として、<TV、メディア等での PR>が有効とする意見が多く出された。具体的に
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は、「産廃業の必要性、社会的使命を新聞、TVCM、インターネット、TV ドラマ、アニメ、
映画を活用して PR」
「優良業者の紹介」
「今後の各企業の努力と、それを支援する行政の応
援が期待される（AC 公共広告機構の CM によるイメージアップとそれを可能にする陳情活
動が重要）」という意見があった。また、<普及啓発>として、「地域住民と密接な関係を保
ち、社会見学として工場をアピールするような素晴らしい会社にする」
「リサイクルや廃棄
物の処分でどのように資源が活用されているか、もっと一般の人々に知ってもらうことが
大事」という意見も見られた。
②教育・人材の確保等について
教育や人材に関する意見もイメージアップ同様に多く見られた。その中でも、特に<教
育の実施>に関する意見が多く、具体的には、「各社内における人材育成や教育等の支援を
確立する制度や補助があれば良い」
「 関係者が循環型社会の構築を自らが担っているという
意識を持ち、学習、教育していくことが必要」
「魅力ある企業、業界創りのための人材育成
の仕組作りとネットワークの構築」
「若手経営者向けの意見交換会の場を設ける。または次
世代経営者の成功例の情報提供」「資源の重要性、自然とのかかわり等の講習会（勉強会）
を１～２回／年無料開催するなど、講習会等の資料を無償配布等、会員企業に対し、地道
な努力が必要」などの意見があった。また、人材の確保が困難な状況を反映して、<人材
の確保>が重要とする意見も多く、具体的には、「廃棄物処理業＝住民の敵・環境破壊では
なく、あくまでも環境を守るための重要な産業であるというイメージの向上なくして優良
な社員は集まらない」
「自社のことばかりではなく、業界としての発展を願うために世代交
代は必要。10 年先を考えられる経営者のつながり」「まずは若い人達の働き所として認め
てから、次に外人の確保を考える」
「資格者の導入、育成を重視し、会社にとっても必要な
人材であることを明確にする」
「求職者支援団体等で、廃棄物処理業向けのプログラムを取
り入れ、人材を紹介頂ければ、人材の確保もしやすくなり、就職後も実務にスムーズに溶
け込み、継続して働き続けられる」などの意見が見られた。これに関連して、<賃金 ・ 福
利厚生など労働条件の改善>に関する意見も多く見られた。具体的には、「福利厚生の充実
と金銭面の待遇改善」を望む声が多く、
「職場の労働環境を快適に整え、生産性を高める努
力を労使共に継続的に行うことで会社の収益を高め、従業員の賃金を高め、永く続く会社
と永く働ける雇用形態を作り上げることで、技術の畜積ある伝統ある企業を建設する」な
どの意見があった。さらに、<資質の向上>として、「業界全体の経営者のレベルや資質向
上が不可欠」「社員個々の質の向上」「一般の企業と同様になること。人の面では基本がで
きてないので一般常識を必要とする」
「 経営者には、道徳哲学が必要」などの意見があった。
③資源循環
次世代のために資源循環の推進が重要とする意見も多くあった。そのうち、<資源 循 環
に関する技術力の向上>が必要とする意見が最も多く、具体的には「技術開発に対する公
的支援が必要」「技術開発（再成率 100％）をめざす」「産学官と連携し、より環境負荷の
少ない処理技術について研究・開発を行う」
「リサイクル技術等の開発をもっと容易にでき
る環境を整備し、中小企業にも技術力を活かした経営を行えるようにしてほしい」
「リサイ
クルを行いやすい制度の見直しや、リサイクルを行う上での技術向上を目的とした研修会
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を設けることが必要」
「高度なリサイクル技術を確立。汎用施設化し、安価に産業廃棄物処
理業界へ供給」
「産業廃棄物処理のプロとして、リサイクルする方が有益なものと、処分す
る方が有益なもののサビ分けができることが重要。その線引きが行えるような技術力、情
報力の向上と体制づくり」という意見があった。その反面、
「所謂、業界というものに、自
社の将来のために期待を持っている人は、ほとんどいないと思われる。革新的な技術やノ
ウハウは各社共、門外不出であり、やはり自主的な研鑽を積むことに尽きるのではないか」
との意見もあった。また、<リサイクル率向上>として、「できる限りの再資源化を目指す」
「有益な資源廃棄物をリサイクルしようとすると、コストが合わなくなるので、コスト的
に見合うようにするシステム作り」
「 限りなくリサイクルをする努力をするための設備投資
に対する行政の協力(補助費、許可)が必要」
「最終処分量を限りなくゼロに近づけ、資源の
再利用リサイクルに最大限努め、日本産業界一番の原材料供給源となり、日本を支えて行
き、廃棄物処理従事者の生活水準のレベルアップを目指す」
「 業界の枠組みに縛られないで、
エネルギーや製造とのリンクを積極的に行い、高効率な資源化等を目指す」などの意見が
あった。さらに、<資源循環の推進>として、「「ゴミ屋」からの脱出！静脈産業ではなく、
付加価値ある産業への認識」
「国を挙げて産業廃棄物業の地位の向上。環境事業としての社
会的位置づけ」
「本当の資源循環を目指すべき。資源化すると言って物を集め、実際は資源
化できない等、見せかけの資源化が非常に多い。廃棄物ではなく、本当にもう一度製造の
原料になる等資源としてしっかり取り組めるよう責任のある事業を」
「 廃棄物処理＝資源循
環事業が成りたつような製造業との兼ね合いでゴミの概念を変える」などの意見があった。
④社内環境の整備・改善
これについても多くの意見が寄せられた。<社内環境の整備・ハードの改善>として、
「職
場環境の近代化」「３Ｋ産業と言われる職場環境、イメージの改善」「傷害が多い作業内容
を減らす」
「廃棄物処理に伴う作業環境が著しく悪い。重労働や建屋内作業の場合、夏期作
業は熱中症などなりやすい。希望と誇りを持つためには、事業所の環境整備が必要であり、
そのための設備投資が出来る仕組みを作らなければならない」などの意見があった。また
<法令遵守>として、「産業廃棄物処理業が法令を順守することは当然のこと」という意見
が多かったものの、
「業界全体が廃棄物の適正処理、及びコンプライアンス面を順守できる
様な仕組み作り」を求める意見もあった。
その他、<健全な運営>として、
「まずは業界としての健全化を考えなければならない」
「安
定した仕事量／資金力が必要」とする意見、<企業規模>として、「競争激化により、技術
力・経営力の優れた大手業者のみが残っていくようになる。我々中小業者も生き残れる支
援をお願いしたい」
「中小規模の事業者が多すぎて、産業として成立していない。合併や資
本の受け入れなどにより規模の拡大、業者数減少を進めないと、不毛なダンピング、既得
権益者としての縄張りなどが横行したままになる」などの意見もあった。
⑤地位向上とレベルアップ
業界の社会的地位を上げレベルアップすることが将来のために必要とする意見も見られ
た。具体的には、
「リサイクル等中間処理・収運・最終処分など、本業の健全な運営ができ
ることを前提に、社会貢献など社会的地位の向上に努力することが大事」
「品格の形成。ま
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だまだ産廃業者ということだけで人間性を疑われるような傾向がやや残る。それを除去す
るには簡単なこと、例えば挨拶、見だしなみをしっかりというような当り前のことを確立
させることが必要」
「国の環境対策の中で重要な役割をなす業界であることから、環境業と
しての位置付けを行い、若者が参加できる内容の構築を目指す」
「淘汰も必要であり、しっ
かりとした企業が生き残る仕組み」
「業界としては未成熟なので安全、作業等マニュアルの
確立を充実し段階的成長を図る」などの意見があった。
⑥自らの意識改革
将来の為には自らの意識改革が必要との意見も見られた。具体的には、
「廃棄物のリサイ
クル、資源化を進めることによって、産業廃棄物処理業が社会の循環の一翼を担っている
という自覚と誇りが持てるようになれればと思う」
「経営者はもちろんのこと、従業員一人
ひとりに至るまでの意識向上」
「 経営環境が激変する中での課題としてリスクマネジメント
の重要性が叫ばれている昨今、この廃棄物処理は避けては通れない道である。誇りを持っ
て事業推進して行きたい」などの意見があった。
⑦業としての確立と業界名称の変更
全体数としてはさほど多くなかったが、「サービス業から脱して独自の業としての確立
する必要がある。廃棄物処理業は製造や人の生活の中に必ず搬出される物で、独自の業と
しては何ら問題のない業種。早く独自の業として認められ、業界の信用度の向上と、業界
全体の資質向上に努めていかなければならない」
「資源循環会社（業界）として製造業・エ
ネルギー産業と同等の地位を確立するべき」などの意見が多く見られた。
また名称については、「環境創造事業」「地球循環事業」「資源循環業」等、循環型社会
の形成の一翼を担っているというポジティブなイメージが湧く名称に変更してほしいとの
意見が見られた。
（２）法律・役所関連
法律や役所関係についての記述のうち、廃棄物処理法やその規制・許可等に関する記述
が圧倒的に多く、次いで処理価格に関すること、行政の対応に関すること、排出事業者に
関すること、全体的な法律整備に関すること、リサイクル製品に関すること、処理施設に
関すること、廃棄物区分に関することの順で多かった。
①廃棄物処理法、規制・許可等について
最も多かった意見は、<不適正業者の取り締まり強化と排除>に関するもので、「真面目
な適正業者が不利益を被るケースが非常に多いことから、監視網を強化し、不適正業者を
排除し適正業者だけが残る仕組みが必要」との意見が圧倒的に多くみられた。
また「法を含めた規制緩和。他の業種に比べて罰則が厳しすぎ」「罰則ばかりでは希望
も誇りも持てない」
「法規制を強化するだけでなく自由裁量をもう少し認めないと、資源循
環を進める上で海外に追いつけない」など<法を含めた規制緩和が必要>との意見も多くみ
られた。一方数としては緩和より少ないものの「間違った規制強化は考え直す必要がある
が、規制強化は進めた方がいい」という<規制強化>の意見も見られた。
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許可についてもいくつかの意見があった。<許可の厳格化>として、「どの様な者にも許
可を交付しているので不適正業者が横行する」
「 処理業の許可基準を高く設定し不適格な事
業者の参入を予防する」という意見の一方、
「廃棄物の種類により収集・運搬の許可を持た
ない運送業者でも運搬できるようにする」「中間処理に関し、許可制度を緩和してほしい」
など<許可の緩和>

を求める意見、そして<許認可の適正、公平性>を求める意見もあった。

<優良産廃業者の優遇>については、再委託の解禁、営業窓口業務を行う企業を中心とし
たグループ化、審査優遇などを求める意見があった。
<欠格要件>に関しては、見直しを求める意見が多くみられたが、実施の厳格化を求める
意見もあった。
廃棄物処理法自体に関しても、「現時点の運用状況ではどうしてもグレーな部分が出る。
業種指定品目の対応などの点を払拭しなければ、ほんの一部の処理業者を除き、いつまで
も一つの産業として認知されにくい状況にある」
「廃棄物処理は、世の中で必須の事業活動
であるにも関わらず、処理業者任せの状態である。事業者だけでは対応できない部分につ
いては、解決するための公的な仕組みづくりが必要。例えば、最終処分場が欠乏しない様
に、公的な機関が最終処分場を計画的に設置する等」という意見や、
「許認可の権限をすべ
ての産廃、一廃処理業の権限を一元的に管理する」という意見も見られた。
規制緩和や許認可については様々な意見があったが、次世代のために、不適正業者の取
り締まりは緊急の課題として多くの人が挙げていた。
②処理価格の適正化について
<処理価格の適正化>を求める意見も多く見られた。具体的には、「無意味な価格競争を
なくすため適切価格を決め、適正処理に努める」という意見が圧倒的に多く、
「品質ごとの
最低処理単価を決める」という意見も多く見られた。その他、
「製造業者が製造時に処理コ
ストを上乗せするなど、製造物の処理責任を製造者が負う」
「過度な価格競争は互いに消耗
する。しかし話し合いは法に触れる恐れもあり悩ましい」
「排出側に相応の処理費負担をお
願いできる仕組み作りが必要」
「収集・処分は県が許可を出しているのだから最後までチェ
ックすべき」「大企業の参入で価格が下げられてしまう」「誇りをもって従事するよう教育
してきたが、安値の前には何も効果なし」という意見もあった。処理価格の適正化は、自
社のみでは困難であるが、少なくとも業界としての取組が期待されていることが伺える。
③行政対応について
<行政手続きの迅速化、簡素化>と<行政対応の統一化>を求める意見が多く出された。ま
た、「行政との意見交換などの連携」「行政は指導という立場ではなく、アドバイスできる
ような組織づくり」「公正公平な立場での立ち入り調査」を期待する意見や、「環境省、各
自治体担当者に対して、前向き、健全な経済性に富む廃棄物対策」
「担当者のプロ化」を望
む意見も見られた。
④排出事業者について
排出事業者に対しても多くの意見が挙げられた。特に、<排出事業者の意識向上とその
ための教育>に対する意見が最も多く、次いで、<排出事業者の責任の拡大>として「処理
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業者にばかり責任を押し付けて、厳しい法律を適正に守り、価格の値下げばかりでは未来
がない」「廃棄物処理に関する適正ランク付けが必要」という意見もあった。一方、<排出
事業者との対等な関係作り>についても「排出事業者は下請けに頼らず自ら処理業者との
対話が必要」などの意見があった。
⑤法律整備について
「長いスパンで考え健全な方向への改正が必要」
「資源循環社会の構築、リサイクル定義
の明確化など法の整備が必要」
「零細・中小企業がほとんどだが、処理技術や回収スキーム
は国際的にみても非常に高いクオリティなので、日本の産廃業界が世界をリードする、あ
るいは、世界基準となるような政策を目指すことが将来的発展に繋がる」など、中長期的
かつグローバルな視点からの法整備を期待する意見が見られた。また地方特性を考慮した
法整備を求める意見もあった。
⑥リサイクル製品について
<リサイクル製品の推奨と価格の安定化>を求める意見が最も多く、具体的には、「分別
は忍耐のいる仕事でみんなが楽しくやるには製品を売るしかない。売れるしくみを作らな
いといくら分別してもダメ」という意見も見られた。また<リサイクル品質基準の明確化>
が必要とする意見も多く見られ、
「産廃を重要な資源ととらえ、リサイクル化など明確な指
針を公にする」という意見もあった。さらに<安定的なリサイクルルート確立>に関する意
見も見られた。
⑦処理施設について
将来の業界のために、<最終処分場の安定確保>を求める意見や<処理施設のイメージア
ップ>が必要との意見、各県市や業界が共同で最終処分場を設置する案も見られた。
⑧廃棄物区分について
「事業系一廃を全て産廃にすべし」という意見や「一廃と産廃の区分を見直し広く廃棄
物処理を適正に行えるようにする」が多くみられるなど、区分の撤廃または見直しが必要
との意見が挙げられていた。
（３）外部との連携など
次世代の業界のために、
「連携が必要」という意見も多く見られた。特に、普及啓発が重
要とする記述が最も多く、次いで、資格制度の必要性、業界内外との連携の必要性、情報
公開についての記述もあった。その他、助成等支援の必要性、社会貢献、反社会組織の排
除、海外対策、さらに連合会への意見も見られた。
①普及啓発の必要性
<一般市民への普及啓発>として、「産廃に関する知識や経験が学べるような講習など、
業者だけでなく住民も含めた産廃についての意識向上とそのための普及啓発」が必要とす
る意見が最も多く、<学校での教育>として、「小・中・高の教育段階で、業界の意義・概
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要を伝える」ことが大切とする意見も多く見られた。その他、
「 資源循環がなぜ必要なのか？
社会に対して説明する努力が必要。教育にも取り入れ、義務と責任ある人間形成も視野に
入れ、廃棄物は社会全体の問題として中長期的に取り組む必要有り」という意見もあった。
②資格制度の創設
次世代の業界のために、
「 管理等技術者国家資格の導入等で社会からより良い認識を得る」
として<国家資格の導入>を求める意見が多く出された他、「現行の技術士だけでなく、事
務処理や重機運転、プラント操作にも資格を」といった<資格制度の細分化>、「業界ロー
ドマップを作成し、業に関わる資格を国家資格まで引き上げ、プロフェッショナルな業界
にすること」
「今後の産廃業界は、知識、資格、資源循環的ノウハウを兼ね備えた企業が生
き残れる」という意見もあった。
③業界内外との連携
「業界全体で良くコミュニケーションを取り、良いことは続け、悪いことは改善し、働
きやすいようにする。」など<業界内の連携強化が必要>とする意見が多く挙げられた他、
排 出 事 業 者 と の 連 携 な ど <動 脈 産 業 と の 連 携 強 化 ><行 政 と の 連 携 強 化 >が 必 要 と す る 意 見
も多くあった。さらにトラック業界や「メーカー、流通、小売といった他業種との連携に
よる業界のあり方をつくるべき」という意見や「適正処理、リサイクルが豊かな社会を形
成している意味を、他業界にアピールするべき」という意見も見られた。
④情報公開について
「業界の透明性を高めるために積極的情報公開が必要」という意見が多く見られた。ま
た「どの様な廃棄物がどのような処理で、どのようなエネルギー資源に役立っているかな
ど多種多様な処理を明確化すべき」「魅力ある業界として、行政や排出事業者だけでなく、
社会に向けての情報発信を継続」という外部に向けた情報発信に加えて、各事業者への情
報提供を求める意見も見られた。
⑤支援・補助・助成等
「技術開発、特にリサイクル・リデュースに関する助成・支援の強化」
「人材と技術に関
する支援制度」を求める意見が多く出された他、施設整備や運搬車両に対する補助制度を
求める意見が見られた。
「廃棄物処理業は、なくてはならない事業ながら、全般的には企業
の体力は脆弱な業界。よって、安定的な収益が確保でき、従業員の士気を高める処遇と、
処理設備の高度化や周辺環境の保全に資する投資が可能な体力をつける必要があります。
そのためには、金融、税制面での政策的誘導が不可欠」との意見もあった。
⑥社会貢献・奉仕
「個々の企業も適正処理は元より、事業に根ざした社会貢献活動を積極的に行い、その
地域に広く優良企業として、認知される努力をすることを前提にし、個々企業において足
りないところを補う仕組みが必要」など、地域貢献が重要との意見もあった。
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⑦反社会的組織の排除
「反社会的勢力とつながりのある業者がまだたくさんあり、その業者が価格競争等に大
きな影響を与えている。法とは何か？と考えさせられるし、業界のイメージダウンにつな
がり迷惑だ。」など、反社会的組織の排除を求める意見も見られた。
⑧海外
「世界的な廃棄物処理についての統一資格制度や規準を作るための組織化が必要。産廃
＝環境問題の解決の一端と位置づけて、世界共通の舞台が必要」
「海外展開。処理業を軸と
しつつ、資源循環、リサイクル方向への業務範囲の拡大」という積極的意見が見られた。
⑨産業廃棄物連合会への期待
次世代の業界のために、連合会への期待・要望も、数は少ないものの寄せられた。主な
意見は次の通りである。


収支改善を図るため、処理料金の統一化、公示化を徹底すべき。格安処理料業者の排
除を協会主導で行い、地域格差をなくすようにすべきで、協会の強力な指導をお願い
したい。



全産廃連が窓口となり、許認可の受け付けを代行すべき（各県協会？）



政治連盟の組織（発言力）強化。青年部への支援強化。



少子高齢化がかなりのスピードで進んでいることは、全員の方が承知してます。数の
力⇔中身の力のバランスを取りながら、特に若者に関心を持たせるような、持っても
らえるような、業界推進、発展を期待申し上げます。



収運・処分業者の許可業者は、県協会に全員加入してもらい、各保健所等の懇談会に
出席してもらい、正しい処理に努めてもらう。



業界のイメージアップにつながるテレビ、ラジオでのＣＭ。協会への加入促進。



青年部で行っているＣＯ２マイナス活動やＣＳＲ活動等、業界の将来を見据えて「こ
うあるべき」という活動を業界全体で推進し、それに参加する各社のレベルアップを
図る。結局のところ各社がレベルアップしなければ、今後の厳しい経済環境の中で各
社が発展することもできないし、社員も希望や誇りを持つことはできない。



連合会は１本でまとまっているというが、地方ではまだまとまっていない。地区内で
の指導方をお願い致します。名前だけの「砕石業組合」だけではダメ。



所謂、業界というものに、自社の将来のために期待を持っている人は、ほとんどいな
いと思われる。業界＝各協会とすれば、その意味は、情報収集のために参加している
ことにある。革新的な技術やノウハウは各社共、門外不出であり、やはり自主的な研
鑽を積むことに尽きるのではないか？



連合会等で、我々小さな会社にもメリットのある構造改革をしてほしい。



次世代の従業員（若手職員や学生など）をイメージし、この業界に対して魅力ややり
がいを感じられるようにするために、業界全体としてすべきことについて記述しても
らえば良いと思います。



収運から中間処理、最終処分まで全てを行い、かつ、最終処分を主体とした企業は資
金力も名声も高い……これらの企業から産廃協会の役員が出ている。一方で、収運主
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体の小企業は、資金力も能力もない……協会の役員にもなっていない。したがって、
協会役員から地域協議会……連合会と上に行くほど発言力が強いので、その意見が産
廃業界全体の意見のごとく出てくる。そこには小企業の意見はほとんどない。業界の
中での大手企業、中企業、小企業から役員が出て連合会も業界を網羅する組織体にし
ないと業界の発展はない。連合会は大手企業だけのものではない。


若年者の雇用確保によって、産業廃棄物についての知識、法令を学ぶための技術講習
の拡大をお願いします。



産業廃棄物処理業の範囲は非常に広いが、業界全体で将来の在り方を検討する必要を
強く感じる。個別の創意・工夫は、各社で行っていると思うが、業界全体の纏まった
方向付けは非常に難しいことである。
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問８．現行の廃棄物処理法には業の振興の妨げになっている様々な規制があるとのご意見
や、資源循環を含め今後の産業廃棄物処理業の健全な発展を目指すべきというご意見
などを踏まえ、現在、連合会では新たな制度の創設や廃棄物処理法の改正などについ
て議論しています。今のところ大きく下記の考え方の方向が提案されていますが、あ
なたはどの方向が望ましいとお考えですか。お考えに最も近いものを１つだけ選び、
○をお付け下さい。またその他のご意見がある場合は、④の空欄箇所に具体的にご記
入下さい。
なお、業の振興のイメージとしては、問４の①～⑥を参考にして下さい。
①廃棄物処理法の改正を行い、その中に業の振興のための制度を入れるのがよい
②廃棄物処理法は適宜見直すが、その他に新たに業の振興のための制度を盛り込んだ別
の法律を制定する方がよい
③今のままでよい
④その他（具体的に）：別紙参照（124 件）
②別の法律制定が望ましいと考える者が 48.0%、①廃棄物処理法等改正が 36.2%であり、
③「今のままでよい」は 15.8%であった。
資本金別にみると、資本金額が少ないほど、②と①の比率の差が他と比較して少なく、
5000 万円超～1 億円以下（[3]）で②別の法律制定を望む割合が最も高かった。
従業員別では、5 人以下（[a]）の小規模企業では「今のままでよい」が他と比較して高
い割合を占めていた。法律改正についていくことが困難な状況が伺える。
業務内容別では、収集・運搬・最終処分（[E]）を行う者は、①廃棄物処理法等の改正
を望む割合が最も高く、他とは異なる回答傾向を示した。中間処理を行う者ほどには資源
循環と直接関わりのない業態であるためと考えられる。
その他回答の記述を見ると、選択肢を補足する内容が多くみられた。①廃棄物処理法改
正と振興策については、<現行法の見直し>に対する意見が多く、具体的には、「シンプル
な法体系にするなど抜本的改正」「処理法の緩和」「リサイクル困難物が多くなっているな
ど、現状に合った法改正」「適正処理への配慮と共に、経済合理性や商業上の常識への配
慮も忘れずバランスよく」などが挙げられた。また<一廃と産廃>に関して、「一廃・産廃
を見直さなければ業界の未来は見えてこない」「事業系一廃は全て産廃に」「一廃、産廃の
垣根を低く」などの意見、<地域間格差>に関して、「環境省から都道府県への指導を統一
してほしい」などの意見、<不適正処理業者>に関しては、「静脈産業の負担とコストのバ
ランスが壊れているから、不適正処理が何度も繰り返している」「無許可業者への罰則が
非常に緩い」などの意見が挙げられた。
また②新たな振興法については、<法制度>として、「省庁の調整に時間が採られない制
度」「現行の“産廃だけ”という考えで行ったら、どんな振興制度を作っても同じ。持続
可能社会支援サービスとして、作る、使う、資源化、処理に柔軟かつ横断的に関わる革新
が必要」「固執された組織での法改正であれば、周りの法律に何らかの問題が生じる。関
係する全ての省庁との法改正が必要」「振興は自然発生的でよい。作業者に至るまで資格
要件を義務付け、徹底した区分けを付け、正規業者の格付けアップを図る」「リサイクル
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に関する新しい法整備が必要」「地域から必要とされるような新制度」「既に業者が飽和状
態なので、新規参入や継続要件を厳しく」などの意見が挙げられた。
③に関しては、
「改正の速度が速すぎ、なかなか浸透しない」という意見が寄せられた。
その他として、「短期的な議員立法に頼るのではなく、省庁が意見を的確に汲み上げら
れるような人的交流から始めるべき」「悪貨が良貨を駆逐する風潮がなくなる制度なら形
は問わない」「再生処理技術の向上を促す制度が必要」「大手が強くなるだけでなく、小規
模企業の負担にならないように」「法制度で全ては解決できないが、健全な発展を目指す
制度なら大賛成」「基本的に省資源の再利用外で廃棄物という中身を少なくしていく政策
を」「規制強化もいいが、必要な許可は業界育成のためにも出してほしい」など意見が挙
げられた。
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ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡾࠊ୍✀ࡢ〇㐀ᴗⓗ࡞ᙺࢆᢸ࠺ࡇ࡞ࡿ⪃࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡓ
࡞ࡢฟ࡞ࠊᴗࡢᖜࢆᣑ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿࠋ࠼ࡤࠊཎᮦᩱ〇㐀࣓࣮࣮࢝࡞
ࠋ



㛵ᮾ᪉㠃࡛ࡢᬒẼᢲࡋୖࡆࠊᮾ᪉㠃࡛ࡢ⯆ᨭ➼ࠊᩘᖺ㛫ࡣᬒẼࢆᨭ࠼ࡿ࡛ࡋࡻ
࠺ࡀࠊࡑࡢᚋࡣୗ㝆ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᢏ⾡ຊࡸ⾜ືຊࢆᣢࡗ࡚ࠊ᪂ศ㔝ࠊ
ࡲࡓࡣࠊ᪂ၟရࡢ㛤Ⓨࡀ᫂ᬯࢆศࡅࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ



ື⬦⏘ᴗࡢࣛࣥࢫࠊࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲ࡛ࡣᑐᛂࡢฟ᮶࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡾࠊἲࡀኚࢃࡿࡇ࡛ࡀ᪂ࡓ⏕ࡲࢀ
ࡿࠋ



ᾏእ┠ࢆྥࡅࡓሙྜࠊ㛤ᣅࡢవᆅࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ

㸰 㸬ࡈࡳࡣฟࡿ


⏘ᴗᗫᲠ≀ࡣࠊྛ⏘ᴗ࠾࠸࡚ᚲࡎฟࡿࡶࡢࡔࡽࠋ㸦㸰㸧



ࡢ⏘ᴗࡽࡶ㔞ࡢቑῶࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᚲࡎᗫᲠ≀ࡣⓎ⏕ࡍࡿࠋඃⰋᴗ⪅ࡢ⫱ᡂ㸦ᝏ
ᚨᴗ⪅ࡢ㝖㸧ࡸᚋ⥅⪅ၥ㢟ࡼࡾࠊࡉࡽ⤒῭άືࡢ⦰ᑠ࠸࠺ほⅬࡽῈửࡀ㐍
ࡴྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᢏ⾡ຊࡸ⤒Ⴀ⬟ຊࡀࡲࡍࡲࡍၥࢃࢀ࡚ࡃࡿ⪃࠼ࡿࡓࡵࠋ



᪥ᮏ࠸࠺ᅜ⮬యࡀάືṆ࡞ࡽ࡞࠸㝈ࡾࡣࠊᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕ࡣ⥆ࡃࡢ࡛ࠊᴗࡋ࡚
ࡣࠊᑗ᮶ࡶάືࡋ࡚࠸ࡃ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡋࡋࠊᴗ⏺ࡢࢢࣛࣥࢻࢹࢨࣥࢆタィࡋࠊ࠶ࡿ
ࡁᴗయࢆసࡾୖࡆࠊฟᴗ⪅ᡭࢆᦠ࠼ࠊ⾜ᨻࠊᴗ⏺ࠊฟ⪅ࡢ❧ሙࢆᑛ㔜ࡋ࠶࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



᪤ᴗ➼ࡀᆺタࢆᣢࡗ࡚ࡢ᪂つཧධࡀぢࡽࢀࠊ➇த⃭ࡍࡿ୰࡛ࠊ㛗ᖺࡀࢇ
ࡤࡗ࡚࠸ࡿ୰ᑠᴗ㸦ᑓᴗ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗ㸧ࡀཝࡋ࠸≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣ᫂ⓑ
࡛ࠊᚋࡶࡇࡢཝࡋࡉࡀ⥆ࡃᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ୰࡛ࡶᗫᲠ≀ࡣ࡞ࡃ࡞
ࡿࡇࡣ࡞࠸࠸࠺≧ἣࢆ⪃࠼ࡿࠊከᑡࡣ᫂ࡿࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ



ᚋࠊ⤒῭ࡢືྥࡼࡾ≉ᐃࡢᗫᲠ≀ࡀ㔞Ⓨ⏕ࡍࡿぢ㎸ࡳࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊࣀ࢘
ࣁ࣭࢘ᢏ⾡ຊࡀάࡏࠊࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛௨ୖၥࢃࢀࠊࡑࡇࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫࡀ࠶
ࡿࡇࡽࠋ



ᅜෆ࡛ࡢ⏕⏘ᅇᖐࡋࠊᗫᲠ≀ࡣቑ࠼ࡿ㸦ேཱྀῶࡼࡾࠊ ᖺඛࡣ࡞ࢇࡶゝ࠼࡞࠸
ࡀ ࠋ



ゎయᕤࡢቑຍక࠸㞟㐠ᦙࠊฎศ㔞ࡣቑຍࠋࣜࢧࢡࣝࡢቑຍࡼࡾࠊ᭱⤊ฎศ
➼ࡣῶᑡࡍࡿࠋ



᪥ᮏᅜෆࡋ࡚ࡣࠊᗫᲠ≀ࡢ㔞ࡀῶᑡࡍࡿࡀࠊୡ⏺ⓗぢࡿά㊰ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣࠊ
ᛮ࠺ࠋ



㝖ᰁసᴗ➼ࡼࡾⓎ⏕ࡋࡓᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࡀ㐍ࢇ࡛ࡃࡿᛮࢃࢀࡿࠋ



㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇᘓタࡉࢀࡓ㹐㹁ᵓ㐀≀ࡀ⪁ᮙࡼࡾࠊゎయᮇࢆ㏄࠼ࡿࠋ

㸱㸬ࣜࢧࢡࣝᣑ


ࣂ࣐࢜ࢫ⏝タࡢቑຍࡼࡗ࡚ࠊᚑ᮶ࡢᮌ㉁ᗫᲠ≀ࡢࣜࢧࢡࣝ⏝㏵ᖜࡀᗈࡀ
ࡿࠋ㸦㸯㸧



⎔ቃ◚ቯ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊࣜࢧࢡࣝᮦ㸦ᨵⰋᅵ㸧ࡢ⏝ࡀቑ࠼ࡿࡼ࠺タィྲྀࡾධࢀ
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ࡿࠋ


᭦ᅜ➼ࡀ㸱㹐ࡢᐇ㊶ྲྀࡾ⤌ࡴయไᙉᮇᚅࠋ



ᗫᲠ≀ࡢࣜࢧࢡࣝࡣቑຍࡋ࡚ࡶࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢ୰࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࣜࢧࢡࣝࡣ
ῶᑡࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᙜ♫ࡢࡼ࠺࡞↝༷⅔ࢆᣢࡗ࡚୰㛫ฎ⌮ࢆࡋ࡚࠸࡚ࠊ↝༷ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᗫᲠ≀ࡀ↓ࡃ࡞ࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ



⏘ᗫᑐࡍࡿᴗࡢ⪃࠼᪉ࡢኚࡼࡾࠊ㈨※ࡣ┈ࠎ㐍ࢇ࡛࠸ࡃᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡼࡾࡶࡗ᭷⏝࡞㈨※࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ㸦㸱㸧

㸲 㸬᪂つཧධ࡞ࡋ


ᚷ㑊ࡉࢀࡿ⏘ᴗࡺ࠼ࠋ



᪂つཧධࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠊ᪤ᏑࡢᴗࡀᏳᐃࡋ࡚ࡃࡿࡽࠋ㸦㸯㸧



ἲᩚഛࡀ㐍ࡳࠊᴗ⏺ࡀῈửࡉࢀ࡚࠸ࡃ⪃࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊỌᖺࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢࡗࡓ
ᴗࡣࠊ⏕ࡁṧࡾࢆᅗࢀࡿ⪃࠼ࠊ᪥ࠎࡢດຊࡀᐇࢆ⤖ࡪ⪃࠼ࡿࠋ



ฎศሙࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ➇த┦ᡭࡀᑡ࡞࠸ࠋ



ேᮦ㊊ࡼࡿᴗ⪅ᩘῶᑡ



ᴗ⏺ࡑࡢࡶࡢ⮬యࡀẚᜨࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸳㸬ࡑࡢ


ᩚ⌮࣭⤫ྜࡀ㐍ࡳࠊ㈨ᮏࡼࡿᐻ༨ࡢጞࡲࡾ࡞ࡿࠋ



ᚋࠊᴗ⏺ࡢ⦅ࠊᴗ⪅ࡢῈửࡀᣑࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣࠊ⤒㦂ࠊᢏ⾡ຊࠊ
⤒Ⴀຊࡀ࠶ࡾࠊṇ⩏ឤࠊ⌮ほࡢ࠶ࡿᴗ⪅ࡀṧࡗ࡚࠸ࡁࠊ⤖ᯝⓗᑓ㛛ⓗ࡞ඃⰋᴗ⪅
ࡀྛᆅᇦ࡛㐍ᤖࡍࡿࠋ㸦㸯㸧



ᝏ㉁ᴗ⪅ࢆ㝖ࡋ࡚⾜ࡃࡇ࡛ࠊ♫ࡢㄆ▱ᗘࢆ㧗ࡵ࡚ࡺࡅࡤࠊᑗ᮶ࡣ᫂ࡿ࠸ࡶࡢ
࡞ࡿᛮ࠺ࠋ



ᗫᲠ≀ᴗ⏺ࡣࠊࡇࢀࡽࡲࡍࡲࡍᴗ⏺ෆ᱁ᕪࡀ᫂☜࡞ࡿࠋ



ᗫᲠ≀㔞ࡣ☜ᐇῶᑡࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࡘ❧ᆅࡍࡿᆅᇦ㸦ᅵᆅ㸧ࡣࠊ㧗㱋ேཱྀῶᑡ
ࡀ㐍ࡳࠊయࡀ⦰ࡳࡘࡘ࠶ࡿࠋᴗ⦼ᝏࢆṆࡵࡿࡓࡵࠊࢫ࣋ࢫࢺࡢప

ฎ⌮ࢆᶍ⣴

୰ࠋᴗࡲ࡛ࡣࠊ⣛వ᭤ᢡࡀணࡉࢀࡿࡀࠊ㑌㐍ࡍࡿࡼࡾ↓ࡋ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ


᭱⤊ฎศሙᘓタࡢࡓࡵᚲせ࡞ᅵᆅࡢ☜ಖࡀ㠀ᖖᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ᪂つฎศሙࡢ㛤タࡀ
ྍ⬟㏆࠸ࠊࡇࡢഴྥࡣᚋࡲࡍࡲࡍᙉࡃ࡞ࡿࠋ



᭱⤊ฎศሙࡢ㐕㏕➼ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊฎ⌮ᩱ㔠ࡢ್ୖࡆࡸศู⌮ゎࢆᚓࡸ
ࡍ࠸≧ἣࡀ࡛ࡁࡘࡘ࠶ࡿࠋ㸦㸯㸧



,62ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡣࠊࡸࡗඃⰋㄆᐃಀࡿグ㍕ࡶฟ࡚ࠊᴗ⏺ࡢᮏ᮶᭱㔜
せࡉࢀ࡚࠸ࡿἲไᗘࡢ㡰Ᏺ≧ἣࡀホ౯ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋ



බඹᕤ➼ࡢᩘࡣ࠶ࡲࡾኚ࡞࠸ᛮ࠺ࠋᘢ♫࢚ࣜࡣฎศሙࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊᶓࡤ࠸
≧ែ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࠋ



௨๓ẚࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢ♫ⓗ❧ሙࠊ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿᵝ࡞ࡾࠊࡲࡓࠊ⎔ቃ
ၥ㢟ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿ୰࡛ࠊᚠ⎔ᆺᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊ௨ୖ♫ồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᴗάືࡋ࡚ᚲせྍḞ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦㸯㸧



᪥ᮏࡢᢏ⾡ࠊࣀ࢘ࣁ࢘ࡀᾏእ࡛άࡏࡿ௦࡞ࡿᛮ࠺ࠋ



୍⯡ᗫᲠ≀ฎ⌮ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ➼ࠊᗫᲠ≀ฎ⌮య࡛ࡢྜ⌮ࢆ㐍ࡵࡿࠋ



ᅜࠊࡲࡓࡣࠊᆅ᪉⮬యࡀᚠ⎔ᆺ♫ྥࡅ࡚ฟཱྀࢆࡶࡗᗈࡆࠊ༠ຊࢆᝰࡋࡲࡎࠊ
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┿ࡢᚠ⎔ᆺᅜ㐀ࡾࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠋ


⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡋ࡚ࡣࠊ⣙  ᖺࡢ⤒㦂ࡋ࡞࠸ࡀࠊᚋࡶฟᴗ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ
ᛂ࠼ࠊ⎔ቃᴗࡋ࡚ࠊࡲࡔࡲࡔᴗ⏺ࡋ࡚ఙࡧࡿᛮ࠺ࠋ



ᙜ♫ࡣࠊᮌࡃࡎฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᑗ᮶ࡣࠊఆ᥇➼ࡢཱྀࡀᖜῶᑡࡍࡿᛮࢃ
ࢀࡿࠋ



ࡸࡾ᪉ḟ➨࡛࠶ࡿࡀࠊࡁ࡞㒊ศ࡛ࡣᬯ࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ࣐ࢡࣟࡢ㒊ศ࡛ࡣ᫂ࡿ࠸ࠋ


㸺 ࠕճࡕࡽゝ࠼ࡤᬯ࠸ࠖ㑅ᢥ⪅ᅇ⟅㸼
㸬ேᮦ㊊


᪂つ᥇⏝ேဨࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࠊཬࡧ㐠㌿⪅ࡢ☜ಖࡘ࠸࡚ࠊ≀ὶᴗ⏺ࡢ➇த⃭
ປാ᮲௳ࡢၥ㢟ࡶゎỴࡍࡿᚲせ࠶ࡾࠋ㸦㸴㸧



ฎ⌮ࢥࢫࢺࡢቑẚ࡚ࠊฎ⌮㈝⏝ࡢ㌿᎑ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋேᮦࡢ㊊㸦≉ⱝᖺᒙ㸧ࠋ



ᑡᏊࡼࡿປാຊࡢῶᑡࠋ㸱㹉ேᡭᅇࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ㸦 㸧



ᢏ⾡⪅㊊ࠊࡼࡾ㧗ᗘ࡞タഛࢆᚲせࡍࡿࠋ



㞽⣽ᴗࡀከࡃࠊᑠつᶍᴗ⪅ࡣ㧗㱋ࡋࠊᚋ⥅⪅㊊ࡽᗫᴗࠊㆡΏࡀ㐍ࡳࠊ୍᪉
ࡇࢀࡽࡼࡾࠊつᶍࢆᣑࡋࡓᴗ⪅ࡣࠊᴗົࠊேࡢ⟶⌮ࠊᩍ⫱࠸ࡗࡓ♫ෆⓗ࡞ࡶ
ࡢࠊ㐺ษ࡞ฎ⌮ࢆ⾜࠺ᴗົࡢࡇࠊ౯᱁➇தࡢᑐᛂ࡛ࠊࡼࡾ⤒Ⴀຊࡀᚲせ࡞ࡾ
ࡲࡍࠋ



㧗㱋♫ࡢ㧗㱋⪅ᑵປࡣⰋ࠸࡛ࡍࡀࠊⱝᖺᒙࡢᑵປ⪅ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ



ᴗ⏺ࡀ⦅ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸㸭ᚑ⪅ࡢ㧗㱋

㸬㔞ࡢῶᑡ


㈨※ᚠ⎔ศ㔝ࡣࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢ⠊ᅖෆࡼࡾࠊ⏕⏘ᕤ⛬ࠊタィᕤ⛬࡛ࡢᨵၿࡀ㔜
せ࡛࠶ࡾࠊᢏ⾡㛤Ⓨࡼࡾࠊ⏘ᗫ≀ࢆᖜῶ㔞ࡉࡏࡿ᪉ྥ࡞ࡿᛮ࠺ࠋ



බඹᴗࠊᕤⓎὀ㔞ࡢῶᑡࡼࡾᗫᲠ≀㔞ࡀῶᑡࠋ㸦㸯㸱㸧



බඹᕤࡢෆᐜࡀࠊ᪂ࡓ࡞♫㈨ᮏᩚഛࡽ⥔ᣢ⟶⌮ཬࡧಟ⧋ࢩࣇࢺࡋࠊᘓタ⏘
≀ࡢฟ㔞ࡀῶᑡࡍࡿࠋ



ᑡᏊ㧗㱋࣭ேཱྀῶక࠺Ⓨ⏕ῶࠋ㸦㸶㸧



ࣜࢧࢡࣝቑຍ࡞ࡾ㐣ࡂࠊ⏝ࡀῶࡾࠊᅾᗜࡀቑ࠼ࡿࠋ



㞳ᓥࡢࡓࡵࠊ⏘ᗫࡀᑡ࡞ࡃ⤒Ⴀࡀཝࡋ࠸࡛ࡍࠋⱝ⪅ࡀ㒔ฟ࡚⾜ࡁࠊேཱྀࡀῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࠋ



ᆅ᪉⑂ᘢࡼࡾࠊᘓタᕤ㛵ಀࡀῶᑡࡍࡿࠋ㸦㸰㸧



⌧ሙᴗᡤ࡚⮬ࡽ⏝ࡸಶูᣦᐃ࡞⛠ࡋࡓ↓チྍタࡀቑ࠼ࠊᏳ᫆࡞ฎ⌮ࡀ࡞
ࡉࢀࡿࡓࡵࠊṇつチྍᴗ⪅ࡣࠊᗫᲠ≀㔞ࡀῶᑡࡋࠊฎ⌮㈝⏝ࡢ➇தࡀ⃭ࡍࡿࡢࠊ
ཷࡅධࢀᗫᲠ≀ࡣࠊฎ⌮ࢥࢫࢺࡀࡿฎ⌮ᅔ㞴≀ࡤࡾ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ



⏕άάືࡀ㧗ᗘᡂ㛗ᮇࡢᵝάⓎ࡞ࡿ௦ࡀ᮶ࡿࡇࡣ↓࠸⪃࠼ࠊࣜࢧࢡࣝព
㆑ࡀ㧗ࡲࡿୡࡢ୰࡛ࠊᗫᲠ≀ࡀῶᑡࡋࠊ➇தࡣ⃭ࡋࡃ࡞ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ



୰㛫ฎ⌮タ࡛ࡣࠊ⣽ศࡀၥࢃࢀࠊᢏ⾡ຊつᶍࡀᚲせ࡞ࡾࠊ࡛ࡁࡿ࡛ࡁ࡞࠸
࡛ᴟࡍࡿࠋᘢ♫ࡣᘓタᴗ࡛ࡢゎయᕤࢆႠࢇ࡛࠸ࡲࡍࡀࠊ⌧ሙ࡛ࡣࠊࢫ࣋ࢫ
ࢺྵ᭷ᘓᮦ➼ࠊ≉Ṧ࡞ᗫᲠ≀ࢆ㝖ࡁࠊࢇࡀศูࡉࢀࠊ୰㛫ฎ⌮タ࡛㈨※ࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࡣࠊ᭦ࢮ࢚࣑ࣟࢵࢩࣙࣥࡀ㐍ࡴࡓࡵ㸟


ᬒẼࡀⰋࡃ࡞ࡽ࡞࠸㝈ࡾࠊᵓ㐀≀ࡢᘓ࡚᭰࠼ࡀቑ࠼࡞࠸ࠋ



㐠ࡔࡅ࡛ࡣ㸽ᮌࡃࡎࡀⓎ㟁ࡼࡾ⏘ᗫ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸽



ேཱྀῶᑡཬࡧ〇㐀ᴗࡢᾏእ⛣㌿➼ࡽᗫᲠ≀ࡢῶᑡࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ࡣࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ⏕⏘ࡀᾏእ⛣ࡿࡓࡵῶࡿࠋᅜෆࡣࠊ⪁ேࡋ࡚⏕⏘ῶࠋ
⏘ᗫ࡞ࢇࢥࢫࢺࡀపࡃᢚ࠼ࡽࢀࡿࠋ

 㸬౯᱁➇த


Ⰽࢇ࡞㠃ࡢἲつไࡀཝࡋࡃ࡞ࡿୖࠊ༢౯➇த࡞ࡾࡑ࠺࡞Ẽࡀࡋࡲࡍࠋ



つไ➼ࡀཝࡋࡃ࡞ࡿ୍᪉ࠊฎศ㈝ࠊ㹐㹁○▼➼ࡢ౯᱁ࡀࠊ➇தࡀ⃭ࡋ࠸ࡓࡵࠊᛮ࠺ࡼ
࠺ୖࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧ࠋ



ᡭฎ⌮ᴗ⪅୰ᑠつᶍࡢฎ⌮ᴗ⪅ࡣῈử㸽ࡉࢀࠊ᭦㈨㔠ຊࠊᢏ⾡ຊࡽฎ⌮タഛ
ࡢ᱁ᕪࡀ㛤ࡁࠊฎ⌮㈝⏝ࡢୗⴠ➼࡛ኴยᡴࡕ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠋ㸦㸱㸧



ᇙ❧࡚➼ࡢ᭱⤊ฎศጤクಀࡿ㈝⏝ࡢ㧗㦐ࠋ



ᴗ⪅㈍ࠊ㐠ᦙࡢᆅᇦࡶᣑࡋ࡚⾜ࡁࠊ౯᱁➇தࡶ⃭ࡋࡃ࡞ࡿࠋ



ฎ⌮㈝ࡢ༢౯➇தࠊ᭷౯≀ࡢ㈙ྲྀ౯᱁ࠊᅜෆእ࠾ࡅࡿ౯᱁ኚືࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡼࡿ༢
౯ࡢ┦㐪࡞ࡉࡲࡊࡲࠋ



ேཱྀῶᑡࡼࡿฟᴗ⪅ࡢῈửࡼࡿ➇தࡢ⃭ࠋ



ฟᴗᡤࡢฎ⌮㈝⏝ࡀ㐺ṇ౯᱁࡞࡞ᛂࡌ࡚ࡃࢀ࡞࠸㸦ฟᴗᡤࡢᗫᲠ≀ฎ
⌮㛵ࡍࡿ▱㆑ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ ࠋ



᪤ࠊ⏘ᗫฎ⌮࠸࠺ࡼࡾࣜࢧࢡࣝࡢὶࢀࠋ⏘ᗫฎ⌮ࡀ⾲ฟ࡚᮶ࡿࠊࢽࢵ
ࢳࡋ࡚ࡢ┈ࡀᮃࡵ࡞࠸ࠋ➇த⃭ࡼࡾࠊ࣮࢜ࣥࣜ࣡ࣥࢆ┠ᣦࡉ࡞࠸⏕ࡁṧࢀ
࡞࠸ࠋ



ฎ⌮タࡢ⪁ᮙక࠺㛢㙐ࠋ᪂つཧධࡢῶᑡ㸦≉୰㛫ฎ⌮ᴗࠊ᭱⤊ฎศᴗ ࠋබඹ
㛵ࡸᴗࡼࡿ༢౯ࡢῶᑡࠋ



ᕷἣࡢ┦ሙ༢౯ࡀฎ⌮ᴗồࡵࡽࢀࡿᐇໃཎ౯㊊ࡾࡎࠊཎ౯ࡢቑຍࡣᐜ᫆ീࡀ
ࡘࡃࡶࡢࡢࠊ┦ሙ༢౯ࡢ㐺ṇྥࡅࡓᴗ⏺ࡢ㊊୪ࡳࡀᥞࢃ࡞࠸ࠋ



ࢥࢫࢺࡀぢྜࢃ࡞࠸㸦ࢥࣥࣉࣛࣥࢫᑐᛂ㸧㸭ᅜࡸ⾜ᨻࡢ༠ຊయไࡀ࡞࠸ࠋ



᭷౯≀ࡋ࡚ࡢ➇தࡀ⃭ࡍࡿࠋ



ᴗ⪅ࡀ㣬≧ែ࡛ࠊฎ⌮㈝ࡢୗⴠࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ



ᴟศࡀ㐍ࡳࠊつᶍᴗ⪅୰ᑠ㞽⣽ࡢⰍศࡅࡀ᫂☜࡞ࡿࠋつᶍࡢ࡞࠸ᴗ⪅ࡣῈ
ửࡉࢀ࡚ࡺࡃࠋ



ฎศࡲ࡛࡛ࡁ࡞࠸ࠊ㞟㐠ᦙࡔࡅ࡛ࡣ㝈ᗘࡀ࠶ࡿࠋ



ᬑ㏻ࠊㄡࡶࡀᗫᲠ≀ฎ⌮ಀࡿࢥࢫࢺࢆୗࡆࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡽࠋ



㈙࠸ྲྀࡾࡢ⛣⾜



ᗫᲠ≀ࢆฎ⌮ࡋ〇ရࡋ࡚ࡶࠊබඹᴗࡢῶᑡࡀ㐍ࡳࠊ㈍༢౯ࡢୗⴠࡀணࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊႠᴗ➇தࡀ⃭ࡋ࡚⾜ࡁࠊ⤖ᯝࠊཷࡅධࢀฟⲴࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀࡿࠋ

㸬タ㈝⏝ࠊ᭱⤊ฎศሙ㊊


ືࠊ㦁㡢ࠊ⢊ࡌࢇᑐ⟇せࡍࡿ㈝⏝ࡢቑࠋ㸭᪂つ⏦ㄳᑐࡍࡿ࿘㎶ఫẸࡢ⌮ゎࢆ
ᚓࡿࡇࡀᅔ㞴ࠋ㸭ᐁබᗇࡢᑂᰝᑐᛂ࡞㛫ࡀࡾࠊࢱ࣑ࣥࢢࢆኻ࠺ࠋ



᪂つࡢᕤሙ❧ᆅࡀ↓࠸ࠋ
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᭱⤊ฎศሙࡢ㊊࣭☜ಖᅔ㞴ࠋ㸦ᆅඖ⌮ゎࠊἲไᗘࠊ㈨㔠㛫➼㸧ࠋ㸦㸯㸴㸧



タࡢ❧ᆅ᮲௳ࠋฎ⌮⬟ຊ㝈ࡾࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᗫᲠ≀ࡀ࡞࡞ῶࡽ࡞࠸ࠋ



ἲつไࢆᏲࡿࡓࡵࠊࣜࢧࢡࣝࡍࡿࡀࠊⓎ⏕≀ࡢฎศ࣭ศูࢥࢫࢺࡀࡿࠋ
㸦㸱㸧



㧗ᗘᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᑟධከ࡞㈨㔠ࡀᚲせࠋ



⏕㈨※㸦㊰┙ᮦ㸧ࡢཷධඛࡢၥ㢟ࠋࡀࢀࡁཷࡅධࢀ㊰┙ᮦฟⲴ㔞ࡢࣂࣛࣥࢫࠋ



ᘓ⠏ᢞ㈨⦰ᑠ



᪂つᮦᩱ㸦᪂ᮦᩱ㸧ࡢᬑཬ࡛ࠊ⏘ᗫฎ⌮᪉ἲࡢ☜❧ࢆ⾜࠾࠺ࡍࡿࠊࡑࢀᑐࡍࡿࠊ
ᢏ⾡㠉᪂ᑐࡍࡿタഛᢞ㈨➼ࠊᑠつᶍᴗ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ



ฎ⌮ᶵᲔ࣭タഛࡢ⪁ᮙࡼࡿฎ⌮࣭ಟ⌮㈝⏝ࡢቑ㸦 㸧



୰㛫ฎ⌮ᚋฟࡓṧ´≀ࡢฎ⌮ࡀᅔ㞴ࠋᤞሙ㊊ࠋ

 ἲ௧⾜ࡁワࡲࡾ


ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲ⮬య⾜ࡁワࡲࡾࢆឤࡌࡿࠋἲࡢつไࡀከࡃࠊ⡆⣲ࡉࢀࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᵓ⠏ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸㸽㸦㸰㸧



ἲᚊ࡞ࡢつไࡀཝࡋࡃ࡞ࡿࠋ



㣗ရࣜࢧࢡࣝἲ࡞ࠊࢦ࣑㸦㣗ရṧᅵ➼㸧ᑐࡍࡿㄆ▱ᗘ࡞ࠊ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ
ࡀከ࠸ឤࡌࡿࠋ



ࣜࢧࢡࣝἲࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀከࡃࠊタഛࡀฎ⌮᪉ἲ࡛ᅔᝨࡍࡿࡇࢁࡀ࠶
ࡿࠋ



ᗫᲠ≀㛵ಀ࡛ఱၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊチྍᴗ⪅ࡢつไࢆୖࡏࡋࠊࡲ
࡛せ࡛࠶ࡗࡓົࡸᴗົࡢ㔞ࡀቑ࠼ࠊ⤒Ⴀࢆᅽ㏕ࡍࡿࡀࠊἲ࡛↓チྍ࡛࠸࠸ࡆ
ࢇ࡞ࡇࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿேࡓࡕࡣࠊᨺ⨨ࡋࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ



ἲ௧ࡸఫẸࡢぢ᪉ࡀཝࡋࡃ࡞ࡿ୍᪉ࡔࡽࠋ



ἲつไࡀཝࡋ࠸ࠋ㐺ṇฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗࡶ㎞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



チྍᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡢᣦ♧➼ࡀࠊ┴ࡢᢸᙜ⪅ࡼࡾࡁࡃኚࢃࡿࡋࠊタᑐࡋ࡚ཝࡋ
࠸࡛ࡍ㸦୰㛫ฎ⌮◚○ࣉࣛࣥࢺ㸧ࠋ



ᅜ❧බᅬࡢᣦᐃࠋࢪ࢜ࣃ࣮ࢡㄆᐃ➼ࠋ⎔ቃᇶ‽ࡢ⥾ࡵࡅࠊ⎔ቃ⏕άࡢࡣࡊࡲࠋ



ἲࡀཝࡋࡃ࡞ࡗࡓࡾࠊ᪉ἲ➼ࡢኚ᭦ࢆవ࡞ࡃࡉࢀࠊ⤒㈝ࡀቑࡋ࡚࠸ࡃࠋ



ἲつไᙉࡼࡿチྍྲྀᚓᅔ㞴ࠋ



ἲつไࡼࡾࠊ◚○タࡢᩚഛ࡞チྍ⏦ㄳ㛫㈝⏝ࢆせࡍࡿࠋᏳᛶࠊ⎔ቃ㠃
࡛ࡢᨵၿࢆィ⏬ࡋ࡚ࡶࠊᡭ⥆ࡁࡀཝࡋ࠸࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࠋ



ฎศᴗ࠾ࡅࡿつไࡀࠊཝࡋ࠸ᇶ‽ࢆᣢࡗ࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶࠊἲࢆ≢ࡋ
ᴗࢆࡋ࡚࠸ࡿᴗࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡇࡽࠊἲࢆᏲࡽ࡞࠸ᴗࡀ┈ࢆୖࡆࠊἲࢆᏲ
ࡿᴗࡢ┈ࡀῶࡿࠊ࠸࠺ࡇࡀ⌧ᐇၥ㢟ࡋ࡚࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⏘ᗫᴗࡢᑗ᮶ࡣᬯ࠸ࡋࠊ
ᒣཱྀ┴࡛ࡶἲࢆ≢ࡋ࡞ࡀࡽᴗࢆ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗࡀఱ♫࠶ࡿࠋ



⎔ቃᩚഛ⨾ࢆᅜࡀ᥎㐍ࡋ࡚⾜ࡃᛮࢃࢀࡿࡓࡵࠊࡑࢀ㛵ࡋࠊྛᴗ࠾ࡅࡿ㈨※
ಖ୪ࡧฟつไࡀࠊᚋ᭦ཝࡋࡃࡉࢀࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

㸬ࡑࡢ


⏘ᗫ㛵ಀࡢㅮ⩦➼࡛㔠ࢆ㞟ࡵࡿᅋయࡀ᭷ࡾࡍࡂࠋ



᭷౯࠸࠺⨨࡙ࡅࡼࡾࠊἲࢆ↓どࡍࡿᴗࡀከࡃࠊࡲࡓࠊἲࡢᩚഛࡶ㐍ᒎ࡞ࡃᆅ
᪉⮬యࡢ⪃࠼᪉ࡶ⤫୍ᛶḞࡅࠊΰࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋ᭷౯㈨※ࡢ㐺ṇ࡞ᯟ⤌ࡳࡢ☜
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❧ࠋ


ࣜࢧࢡࣝ〇ရᑐࡍࡿ౯್ほࡢపࡉࡼࡾࠊၟရࡢⓎᒎ➼ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ



ᆅᇦࡢᝏ⮯༠㆟➼࠾࠸࡚ࠊᨵၿࠊ༠㆟ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᴗົ⦰ᑠࢆ⾜࠺ィ⏬࡛ࡍࠋ
㸦㸯㸧



ࡁࢀ࠸࡞ᚠ⎔ᵓ㐀࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ



ᐙᒇゎయ࠾࠸࡚ࠊࣁ࢘ࢫ࣓࣮࣮࢝ࡢᘓ⠏≀㝈ࡾࠊ⏕࡛ࡁࡿᮦᩱ࡛సࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡇࡇ᮶࡚ࠊእቨࡢᙇ᭰࠼ᕤࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࢇᇙࡵ❧࡚ฎศ ࠋ



ᘓタᕤࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿᴗ⪅ࡀࠊᕤ㔞ࡢῶᑡక࠸ࠊࡇࡢᴗ⏺ධࡗ࡚ࡃࡿ᪉ࠎࡀከ
ࡃ࡞ࡿᛮ࠺ࠋ



㐺ṇ⾜ࡗ࡚࠸࡚ࡶᖖᶓ┠࡛ぢࡽࢀࠊᆅඖఫẸࡢ㏞ᝨᩱ➼ࢆせồࡉࢀࡿࠋࡇࡢ
ᴗࢆ  ᖺ௨ୖࡸࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ୍ᗘࡶ࠸࠸ࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋᚋ⥅⪅ࡣ⥅ࡀࡏࡓࡃ࡞࠸ࠋ



Ᏻᐃฎศᆅࡢཷࡅධࢀᇶ‽ࡀࠊᴗ⪅ࡸ⮬య࡛ࣂࣛࣂࣛࡍࡂ࡚సᴗᨭ㞀ࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡿࠋ⤫୍ࡋ࡚ࡋ࠸㸦ᅜ࡛ ࠋ



ேཱྀῶ✵Ὕࠋ⣲ᮦᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࠋ



⏘ᴗ⏺ࡢኚక࠸ࠊᗫᲠ≀ࡶኚࡋࠊేࡏ࡚ᴗ⏺ໃࡶኚࡋ࡚ࡁࡓࠋ࠸࠺Ṕྐ
ࢆ⪃࠼ࡿࠊᚋࡣࠕ᭦࡞ࡿ㐺ᛂຊࠖࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ



ࢭ࣓ࣥࢺᴗ⏺࡛ࡣᢅ࠸ࡃ࠸ᗫᲠ≀㸦࠼ࡤỈศ㐣ከࠊሷ⣲㐣ከࠊ㔜㔠ᒓ㢮➼㸧ࢆฎ
⌮ࡍࡿᙺࡀồࡵࡽࢀࡿࡽࠋ



᫂ᬯࡢᐃ⩏ࡀ⌮ゎࡋࡡࡲࡍࠋඈࡅࡀୖࡀࡿࡇࢆ᫂ࡍࡿࡢࠊ㹁㹑㹐ࢆྵࡵࠊ♫
ⓗᆅࡢྥୖࢆ᫂ࡍࡿࡢࠊㄽࠊ๓ᚋ⪅ඹ㐩ᡂࡀᮃࡲࡋ࠸࡛ࡍࡀࠊᚋ⪅ࢆ⌮
ゎ࡛ࡁ࡞࠸᪉ࡀࡇࡢᴗ⏺ࡣከᩘᏑᅾࡍࡿࡢࡀ⌧≧ࠋࡋࡶࠊᴗ⏺ࢆ≌ᘬࡍࡿ⤌⧊ࡢ
ᙺဨከᩘぢ࠼ࡿ௨ୖࠊᴗ⏺ࡢⓎᒎࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࠋ



ศูྍ࡞ࡶࡢࡀቑ࠼ࡿഴྥ࠶ࡾࠊฎ⌮㈝ࡀࡉࢇ࡛ࡃࡿࠋ



ධᮐ➼ࠊ⌧⾜ࡢฎ⌮ᴗ⪅௨እࡢᴗ⪅ࡀධࡗ࡚⾜ࡁࡃ࠸ᵝ᭩࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ぢ
ཷࡅࡽࢀࡿࠋฟඖࡶ࠺ᑡࡋ㏱᫂ࡢᣦᑟᇶ‽ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤᛮ࠺ࠋ



♫ⓗໃຊࡀ㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡿၥࠋ



ฎ⌮㈝⏝ࡢ್ୖࡀࡾࢆ♫ෆດຊ࡛࢝ࣂ࣮ࠋ



㏆ᖺࡢ⺯ගⅉࡢฎ⌮ࡋ࡚ࡶࠊᴗ⏺ࡢᣦᑟࡣ࠶ࡿࡀࠊᴗ⪅ࡢᣦᑟࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡲࡓࠊᐜჾࣜࢧࢡࣝ࡞ࠊᮏ᮶ᅜෆ࡛ࣜࢧࢡࣝࡍࡿࡶࡢࡀࠊ㏵୰ࡲ࡛ࡋࣜ
ࢧࢡࣝ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ


㸺ࠕմ࡚ࡶᬯ࠸ࠖ㑅ᢥ⪅ᅇ⟅㸼
㸬බඹᴗῶᑡ


ᆅ᪉㸦≉ࡁᆅ࠾࠸࡚㸧බඹᕤࡢῶᑡࡼࡾࠊᗫᲠ≀㔞ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸴㸧



Ẹ㛫ᕤࡢ᭱ᝏࡢᬒẼࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋᚋࡢᨻᗓࡢබඹᕤⓎὀࡼࡿᬒẼᑐ⟇ࡀ
ぢ㎸ࡵ࡞࠸ࠋ⅏ᐖ⿕ᐖࡼࡿබඹᕤࡀฟࡿ࠺㢗ࡿࡋ࡞࠸≧ἣࠋ

㸬㔞ࡢῶᑡ


⏘ᴗ⏺ࡽᑠࡉ࡞ၟᗑࡲ࡛ࡶᗫᲠ≀ࢆῶࡽࡍ᪉ྥ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ



ᡭᴗࡀᾏእ㐍ฟࢆࡸࡵ࡞࠸㝈ࡾࠊᅜෆࡢ〇㐀ᴗࡣ⾶㏥ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᅜෆࡢ
〇㐀ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࢀࡤࠊᗫᲠ≀ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࣜࢧࢡࣝࡢཎᩱࡶ↓ࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
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ࣜࢧࢡࣝῶᑡࠊᗫᲠ≀㔞ቑຍ㸦ฎศࢆ⪃࠼࡞࠸ྥୖ⏕ရ ○▼ ࡀቑຍࡍࡿ ࠋ
ͤᗫᲠ≀ࡢฟࡿᴗ࣭ᶵ㛵ࡣࠊ⏕ࢆࡋ࡚⏝ࡍࡿᕤἲࢆィ⏬ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



㏆㑹ࡢ⌧ሙࠊ≀௳➼ࡀῶᑡࡍࡿࡓࡵࠊཷࡅධࢀᩘ㔞ࡀῶᑡࡍࡿࡽࠋ



ᙜ♫ࡣᮌࡃࡎࡢࡳ࡛ࡍࡀࠊࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁ᡤࡢᘓタ࡛ࠊ᭷౯ฎ⌮࡞ࡢቑຍ࡛ᮌࡃࡎ
ࡀ↓ࡃ࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࠊ⌧≧࠾࠸࡚ࡶࠊࣂ࣐࢜ࢫᴗࢆ⏘ᗫᴗ⪅ࡀ㐠Ⴀࡍࡿ
ࡓࡵࠊᖿࠊ᰿ᰴ࡞᭷౯࡛㈙࠸ྲྀࡾࠊࣂ࣐࢜ࢫᘓタᆅ࡛ฎศᴗࡢチྍࡀ↓࠸ࡢࡶ
ࢃࡽࡎࠊ㐲᪉ᆅࡢ⮬㌴ฎศሙ࡛ཷࡅධࢀࡓᵝ࣐࢝ࣛࢽࣇ࢙ࢫࢺࢆⓎ⾜ࡍࡿࡓࡵࠊ
ᮌࡃࡎࡀ༙ศࡲ࡛ⴠࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ

 㸬౯᱁➇த


ࢥ࣮ࣄ࣮⢑ࡸࢺ࣮ࣇ⢑࡞ࡀࠊ᭷౯ࡢྲྀࡾᘬࡁ࡞ࡾࠊࡑࢀࡀᙳ㡪ࡋ࡚ࡢ≀ࡶ್ୗ
ࡆ㌿ࡌࡿࡇࡀࠊࡍ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ



ධᮐไᗘ࡛ࠊẖᖺⴠᮐ㢠ࡀῶࡗ࡚࠸ࡿࠋྠࡌసᴗࢆࡋ࡚ࡶࠊᩘᖺᚋ࡛ࡣ㉥Ꮠ࡞ࡾࠊ
ᴗᏑ⥆ࡀ༴࠺࠸ࠋ



ฎ⌮㈝⏝ࡢῶ㢠ࡀ୍ᒙ㐍ࡴࡽࠋ



⌧ᅾࡢฎ⌮㈝⏝࡛ࡣࠊᘓタởἾฎ⌮≀ࡢ㐺ṇฎ⌮㸦᭱⤊ฎศ᭷ൾ༷㸧ࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࡽࠋ↓チྍࡢᗫᲠ≀ࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿᴗ⪅ࢆྲྀࡾ⥾ࡲࡿࡇ࡞ࡃࠊ㛗ᮇ㛫㔝ᨺ
ࡋ≧ែࡔࡽࠋ



ฟᴗ⪅ࡢᗫᲠ≀ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉㈝⏝ࡀࠊ⌧ሙ࠶ࡲࡾࡶ

ᗘᕪࡀ࠶ࡿࠋ

㸬タ᭦᪂࣭ฎศሙ㊊


タࡢ᭦᪂ࡀኚࠋ



⏘ᗫฎ⌮ᚲせ࡞ᶵᲔࡢ⤒㈝ࡀฟ࡞࠸ࠋ



ࣜࢧࢡ࡛ࣝࡁ࡞࠸≀ࡢ⾜ࡁሙࡀ࡞࠸ࠋ᭱⤊ฎศᆅࡢ⃭ῶࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ



୰㛫ฎ⌮ཬࡧ᭱⤊ฎศࡢタഛᢞ㈨ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ⌮ㄽୖ࡛ࡣฟ᮶࡚ࡶࠊᢞ㈨ຠ⋡ࡀᝏࡃࠊ
ࡲࡓࠊタഛࡢෆᐜࡶᢏ⾡ⓗᛂ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᑡ࡞࠸ࠋ୰㏵༙➃࡞௦≀ࡀከࡍࡂࡿࠋ



᪂ࡋ࠸ᘓ≀⟶⌮ᆺရ┠ࠊฎ⌮ᅔ㞴࡞ᮦᩱࡀࢃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊฎ⌮㈝⏝ࡢ㧗㦐ࠊ
ฎศሙࡢῶᑡ࡛ࠊฎศࡀ⌧ᅾࡼࡾࢫ࣒࣮ࢬ⾜࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



ฎศሙࡢῶᑡࠋ㐲᪉ࡼࡾࠊฎ⌮㈝⏝ࡢࢥࢫࢺ㧗ࠋ

㸬ࡑࡢ


⏘ᴗᗫᲠ≀ฎศᴗࡢチྍࢆྲྀᚓࡍࡿࡲ࡛ࡢྛ✀ᡭ⥆ࡁࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ



㗪≀ࡢ⏕⏘ࡀ㹃㹔⮬ື㌴࡞ࡢᙳ㡪ࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㗪≀ᗫ◁ࡀῶᑡࡋࠊ㹐
㹁㹑㸦〇ရ㸧ࡢ㈍ࡶῶᑡഴྥ࠶ࡿࠋ



࠸ࡃࡽࣜࢧࢡࣝࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢၟရࡀᕤࡢタィධࡗ࡚ࡶᙺᡤࡣࢃ࡞࠸ࠋኚ᭦ࡍ
ࡿࠋ



ᅜࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ࠾ࡋ࠸ࠋἲᚊࡀཝࡋࡍࡂࡿࠋ



እேࡢ᪉ࠎࡢࡸࡾ᪉ࠋእேࡢ᪉ࠎࡢၟࡢ᪉ࠋ



ࣜࢧࢡࣝタࡍࡿᵝ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓᅜࡀࠊࡑࡇࢆ㣕ࡤࡋ࡚࠸ࡿࠋࢦ࣑Ѝ᭷౯Ѝࣜ
ࢧࢡࣝ⏝͐ۑ㸦ࡇࢀ࡛ࡣ⏘ᗫᴗࡣ࣒ࢲ㸧ࠊࢦ࣑Ѝ⏘ᗫЍࣜࢧࢡࣝ⏝͐ݳ㸦ࡇࡢ
᪉ྥ㐍ࡵ࡚⾜ࡃࡁ㸧ࠊఱࡢࡓࡵチྍࢆྲྀࡗࡓࡢࠋ↓チྍ࡛ࣜࢧࢡࣝࡣ࠾ࡋ
࠸ࠋ



⏘ᗫ༠ධࡗ࡚࠸ࡿᡤධࡗ࡚࠸࡞࠸ᡤࡢᕪࡣࡃぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ⾜ᨻࡶே
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ࡢࡼ࠺↓㛵ᚰ࡛ࠊᣦᑟຊࡣ⾶࠼࡚࠸ࡿࠋ
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ၥ㸱㸬㈨※ᚠ⎔ࠊపⅣ⣲ࡀồࡵࡽࢀࡿ୰࡛ࠊࡼࡾ♫ᙺ❧ࡕಙ㢗ࡉࢀࡿ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ
⌮ᴗࡣࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔ࠾⪃࠼࡛ࡍࠋ
ࠕշࡑࡢࠖᅇ⟅グ㏙㒊ศ
㸺㑅ᢥ⫥㛵㐃ᅇ⟅㸼
ձἲไᗘࡢࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛵㐃


Ᏻᑐ⟇ࡶྵࡵࡓࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ☜❧㸭ሗ㛤♧ࡢ⩏ົ

ղฟᴗ⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚ࢆ௵ࡏࡽࢀࡿ⬟ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㛵㐃


Ọ⥆ⓗ࡞ཷࡅධࢀࠋ



ฟᴗ⪅ࡀᏳᚰࡋ࡚ࢆ௵ࡏࡽࢀࡿࡣࠊ⤖ᯝⓗࡣࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡀᏲࢀ
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡾࠊே᱁ࠊ⬟ຊඹඃࢀࡓேᮦࡣࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊಙ㢗ࡶ࠶ࡾࠊᢏ⾡
ຊࡶඃࢀ࡚࠸ࡿேࡔᛮ࠺ࡽࠋ



㑅ᢥ⫥ձࠊճࡣࠊ⥅⥆ⓗᴗࢆႠࡴࡓࡵᚲせ࡞♏ㄆ㆑㸦㸻ղ㸧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ճሗࡢබ㛤ࡼࡾ࿘㎶ఫẸࠊᆅᇦ➼Ᏻᚰឤࢆ࠼࡚࠸ࡿ㛵㐃


ሗබ㛤ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞㹁㹑㹐άືࢆ⾜ࡗࡓࡾࠊᆅᇦࡢၟᕤ୰࡛ࡶඃⰋࡔᛮ
ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ♫ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡛࿘㎶ఫẸࠊᆅᇦ➼Ᏻᚰឤࢆ࠼࡚࠸ࡿ♫ࠋ



୍ࡶࡶᆅඖࡢ⌮ゎࡀ➨୍࡛࠶ࡿࠋࡇࡲ࡛ᴗࡀᆅඖ᰿ࡊࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࡿࠋ



ฟᴗ⪅୪ࡧᆅᇦఫẸ࡞ࡽࡢၥྜࢃࡏࠊ⩏ᑐࡋ࡚㎿㏿ᅇ⟅࡛ࡁࡿయไ
ࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋ



ᆅᇦࡢඹᏑඹᰤࡢດຊࢆ⥅⥆ࡋࠊㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

մ㧗࠸ᴗຊࠊᢏ⾡ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㛵㐃


ᙺ❧ࡘࣜࢧࢡࣝࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᅇຠ⋡ࡢ㧗࠸↝༷ࠊᏳ࣭Ᏻᚰ࡞ᇙ❧ฎศࡀ࡛ࡁࡿ
ᴗ⪅ࠋ



ᮏᙜࡢᗫᲠ≀ࢆᑡ࡞ࡃࡋࠊ࠸㈨※ࡋ࡚࠸ࡃࠊࡑࡇࢀࡃࡽ࠸ᢏ⾡ຊࢆ㈝ࡸ
ࡍ࡛ᥦ౪࡛ࡁࡿᴗࡀ☜❧࡛ࡁࡿࠋ

յே᱁࣭⬟ຊࡶඃࢀࡓேᮦࢆ⫱࡚ᢪ࠼࡚࠸ࡿ㛵㐃


ඃࢀࡓேᮦࡀ࠸ࢀࡤࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡶ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡣࠊேᮦ㊊࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ࣞ࣋ࣝࢆୖࡆࡿᚲせᛶࡀ㧗࠸ࠋୡ㛫ࡽࡢ㸱
㹉㸦࢟ࢶࠊở࠸ࠊ༴㝤㸧࣓࣮ࢪࢆ࡞ࡃࡍດຊࢆࡶࡗࡍࡿ



ㄡ࡛ࡶ⡆༢ጞࡵࡽࢀࡿᴗ✀࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅜᐙ㈨᱁࡞ࢆタࡅࠊ㧗ᗘ࡞▱㆑ᢏ⾡ࡀ࡞
ࡅࢀࡤࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡍࡿࡇࡀᚲせ⪃࠼ࡿࠋ



ඃࢀࡓேᮦ㸦≉ⱝᖺᒙ㸧ࡢ⫱ᡂࡢ㞴ࡋࡉࠋ



♫ᙺ❧ࡘ࠸࠺どⅬ࡛ࡣࠊேᮦ⫱ᡂࡀᚲせࠋᑗ᮶ࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊᚋୡఱࢆṧ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡢࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ⤒ႠࡢどⅬࡽ࡛ࡍࠊ⟅࠼ࡣ
࡚㐪࠸ࡲࡍࠋ



ᴗࡶᴗ⏺ࡶேᮦḟ➨࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ



ࡼࡾ♫ಙ㢗ࡉࢀࡿࡓࡵࡣࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㑂Ᏺࠊ㧗࠸ᢏ⾡ຊࡀᚲせ࡞ࡢࡣᙜ
↛࡛࠶ࡿࡀࠊఱࡼࡾỴ᩿ࡍࡿࡢࡣே࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡢ࡛ࠊඃࢀࡓேᮦࢆ⫱࡚ࡿ⤌ࡳ࡙ࡃ
ࡾࡀ㔜せ࡞ࡿࠋ



⣽ศࡉࢀࡓฎ⌮᪉ἲ࡛ࡢඃࢀࡓேᮦࡣᙜࡓࡾ๓ࡢࡇࠋ
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ն ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲᇶ࡙ࡃඃⰋᴗ⪅ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛵㐃


ඃⰋᴗ⪅ㄆᐃࡔࡅ࡛ࡣࠊಙ㢗ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ⚾ࡣࠊ࠸ᑀ㑅ูࢆࡋࠊฎ⌮ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ



ඃⰋㄆᐃࡶᚲせ࡞ࡇࡔ⌮ゎࡣ࡛ࡁࡲࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊἲᢞᲠࡸᗫᤲἲࢆ㑂Ᏺ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ᴗࡀྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶᐇࠋㄆᐃᇶ‽ၥࠋ



ඃⰋᴗ⪅࠸࠺ㄆᐃࡀࠊ࠸ࡲ࠸ࡕࣆࣥ᮶࡞࠸ࠋ㹆㹎࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡾࠊỴ⟬᭩ࢆබ
㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊඃⰋࡣゝ࠼࡞࠸ᛮ࠺ࠋඃⰋ࡛࡞࠸ࡽᝏ࠸ᴗ⪅ࠊᛮࢃࢀࡿ
ࡢࡣ࠺ᛮ࠺ࠋྛ┴ࡢඃⰋࡢᇶ‽ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡛ࠊ⤫୍ឤḞࡅࡿࠋ



ඃⰋᴗ⪅ㄆᐃࡢ౯್ほࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺ດຊ㢪࠸ࡲࡍࠋ



ඃⰋᴗ⪅ࡢホ౯ࡼࡾࠊᝏ㉁ᴗ⪅ࢆබ⾲ࡋࠊ㐺ṇᴗ⪅ྰࢆබ⾲ࡋࠊฎ⌮ᴗ⪅ࢆᾘ㈝
㑅ᢥࡉࡏࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࡢ࡛ࡣ㸽


㸺ࡑࢀ௨እࡢᅇ⟅㸼
㸺ᴗࡢᨵၿ㸼


ᆅᇦᐦ╔ᆺᴗ㐍ࡴࠋ



㹁㹐㹑άື㸦 㸧㸭ྠᴗ⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦 㸧



㈈ົෆᐜ



࠾ᐈᵝࡢ㌟㏆ᙺ❧ࡘᢏ⾡ࢆ᭷ࡋࠊᆅᇦ㈉⊩♫ၥ㢟ゎỴ㈉⊩ࡍࡿᴗ࡛࠶ࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ



㈨ᮏຊࡀᚲせ࡞ࡿࠋ



ࢇ࡞ᴗ✀ࡶᚠ⎔ࢆࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊேᮦࡶྵࡵࠊྥୖᚰࡢ࠶ࡿ♫࡛࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠺ࠋᆅᇦࡽࡶ౫㢗ࡉࢀࡿ♫ࠋ



㈨※ᚠ⎔≉㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚ᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ



ᴗ㸦ᚓពඛᵝ㸧ࡶ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿᥦࢆฟࡏࡿࡇࡶ㔜せ⪃࠼ࡲࡍࠋ

㸺ᴗ⏺ࡢᨵၿ㸼


ᴗ⏺యࡢᗏୖࡆࠊฟ⪅ࡽࡢᗫᲠ≀ࢆጤクࡉࢀ࡚ฎ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡽࠊṇᙜ࡞
ᑐ౯࡛ᴗࢆ⾜࠺ࡁࠋ



㐺ษ࡞౯᱁ࡀᥦ♧࡛ࡁࡿࡇࠋ



㈨※ᚠ⎔ࠊపⅣ⣲➼ࡢゝⴥࢆṇࡋࡃᏛ⩦⌮ゎࡋࠊཷࡅධࢀែໃࢆᩚ࠼ࠊᴗ⏺ࡋ࡚
Ṍࡴࡁ᪉ྥࠊ㐨ࢆᶍ⣴ࡍࡿ┠ⓗࠊ┠ᶆࢆᩚ࠼ࠊࡑࡢୖ࡛ᴗ⏺ࡢពぢࢆồࡵࠊᴗ✀
ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࠊ➼ᴗ⏺ࡢṌࡴࡁேࠊᴗࢆసࡿࡇࡀᛮ࠺ࠋ



㛗ᮇࢃࡓࡾࠊᏳᐃⓗᗫᲠ≀ࡢ㈨※ᚠ⎔ࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ



ࣔࣀࡽࢃࢀࡿࡼࡾࠊ᭱ࡶษ࡞ே㛫♫࠾ࡅࡿ♫ᵓ㐀ࡢࡋࡃࡳࣇ࢛࣮࢝ࢫ
ࡍࡁࠋ



ሗබ㛤ࢆࡋ࡚ࡶࠊබඹᕤࡢཷὀᴗ⪅ࡀ୍㒊ぢࡿ࠺࡛ࠊពࡀ࡞࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋୡ㛫ࡢ⏘ᗫᑐࡍࡿ࣓࣮ࢪࠊㄆ㆑ࢆࢡ࣮࡛ࣜࣥࠊಙ⏝ࢆᚓࡽࢀࡿᑐ⟇ࡀᚲせࠋ
⮬ᕫ‶㊊ࡢᮘୖࡢ✵ㄽࠋ⏘ᗫࡢἲᢞᲠࠊ㐪ࡀሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࡣࠊࡃពࡀ
↓࠸ࠋ



⎔ቃ⏘ᴗࡋ࡚ࡢᴗົㄆᐃࡀࡉࢀࠊᴗ✀ࡋ࡚ࡢ♫ⓗㄆ▱ࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊ࠸ࡘ
ࡲ࡛ࡶ✌ᴗࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡶࡗᴗ⏺ࡢ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡇࠋ

㸺 ἲไᗘࡢᨵၿ㸼


ࡼࡾຠ⋡ࡢⰋ࠸ฎ⌮᪉ἲࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊἲࡢぢ┤ࡋࡀᚲせࠋලయⓗࡣࠊࣜࢧࢡ
ࣝࡢᖜࢆᗈࡆࡿ᭷ᶵ≀ࡣࠊ࣮࢝ࣟࣜࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᭷ᶵ≀࡛࠶ࢀࡤࠊ⇞ᩱࢆㄆࡵࡿ࡞
ࠋ



ᘓ࣭ᅵ࣭⎔ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⾜ᨻࡀࠊᐇົἢࡗࡓไᗘࢆ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ▩┪ࡔࡽ
ࡅࡔࠋ࠸ࡘつᶍ࡞͆ࡕࡷࡪྎ㏉ࡋ͇ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠊΰࡣᚲ⮳ࡔࠋ



ἲࡀ୍␒ࡔᛮ࠺ࠋ



ࣜࢧࢡࣝရ┠ࢆ⡆༢ቑࡸࡉࡏ࡚ࡋ࠸ࠋᢡゅࠊ㈍ࡋࡼ࠺ᛮࡗ࡚ࡶࠊἲゐࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ࠾ࡋ࠸ࠋ



᪂つᴗ⪅ࡢࡓࡵࡢἲࡼࡿつไࡼࡾࠊ᮲௳ⓗኚ㞴ࡋ࠸ࡇࠊ㛫ࡀኚྲྀ
ࡽࢀࡿࠋ

㸺ฟᴗ⪅ࡢᣦᑟ➼㸼


ྛ༠ཬࡧ⤌ྜဨ࡛࡞࠸ᴗ⪅ࡀከᩘ࠸࡚ࠊࡑࡢᴗ⪅ࡀప౯᱁࡛ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ
ฟᴗᡤࡗ࡚ࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫࠊᢏ⾡ຊࠊඃࢀࡓேᮦ➼ࡣ㛵ಀ࡞࠸ࠋᏳࡃ࡚ࠊ
㐺ṇฎ⌮࡛ࡁࢀࡤࡇ࡛ࡶⰋ࠸ࠋ



ฟᴗ⪅ࡢᩍ⫱ࠋ┠ࡢ๓ࡽ⏘Რ≀ࡀ↓ࡃ࡞ࢀࡤࡑࢀ࡛Ⰻ࠸ࠊ࠸࠺⪃࠼᪉ࡀᮍ
ࡔከ࠸ᵝ࡞Ẽࡀࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡸࡸࡇࡋ࠸ࡢ࡛ࣉࣟ㸦ᴗ⪅㸧୍௵ࡍࡿࡢࡀ࣋ࢫࢺࠊ
࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊฟᴗ⪅⮬㌟ࡢࣞ࣋ࣝࡶ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊ♫
ᙺ❧ࡕࠊಙ㢗ࡉࢀࡿࡇ⧅ࡀࡿࠋ



ฟᴗ⪅ࡢᇶ‽ࡶ⌧ᅾࡼࡾࡶࡗཝࡋ࠸ᇶ‽ࢆタࡅ࡚ࠊチྍࢆ᭷ࡋ࡚ᴗࢆ⾜࠺
ᴗ࡛࠶ࢀࡤࠊチྍࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤⰋ࠸ࠋฎศᴗ⪅ࡶཝࡋ࠸ᇶ‽ࡀᚲせ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ฟᴗ⪅ഃࡶ᭦࡞ࡿᇶ‽ࢆタᐃࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ



ฟᴗ⪅ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ༠ຊࡀᚲせࠋ

㸺ࡑࡢ㸼


ἲⓗࢥࣥࣉࣛࣥࢫࢆ㡰Ᏺࡋ࡚࠸ࡿ♫ࢆᅜ࣭ᕷ⏫ᮧⓎὀࡢᕤᑐࡋ࡚᥎⸀ࡋ
࡚ࡣ࠺㸽ࡲࡓࠊ⏕○▼㸦㹐㹁㸫㸲㸮㸧ࡣྡࡤࡾ࡛ࠊࢥࣥẆࠊࢫẆࡀࡃ
ධࡗ࡚࠸࡞࠸ࢡࣛࢵࢩ࣮ࣕࣛࣥࢆᐑᇛ┴▼ᕳᆅ༊ࡢ○▼ᴗ⪅ࡀᖹẼ࡛ฟⲴࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ᆅඖࢮࢿࢥࣥࡶࡑࢀࢆ㯲ㄆࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡛㐺ṇ࡞ᚠ⎔ᆺ᥎㐍♫࠸࠼
ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺"ࡇࡢⅬࡣࠊཝࡋࡃྲྀࡾ⥾ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ⌧ሙࢆぢࣚ○▼ᴗ
⪅ࠊᅵᮌᕤཷὀᴗ⪅ࠊᐁᗇࡢ⒵╔ࡀ࠶ࡿࡋᛮ࠼࡞࠸



ࣜࢧࢡࣝ〇ရࡀṔྐⓗぢ࡚ᨾࡀ࡞ࡃࠊᏳᐃࡋ࡚㈍࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ



ࣂ࣐࢜ࢫ࢚ࢿࣝࢠ࣮⥲ྜᡓ␎Ỵᐃ௨㝆ࠊᆅᇦ㈿Ꮡࡍࡿࣂ࣐࢜ࢫࢆ⏝ࡋࡓࣂ
࣐࢜ࢫⓎ㟁ࠊሁ⫧ࠊ࢚ࢥࣇ࣮ࢻ➼ࡢᥦࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊࢀࡶྲྀࡾୖࡆ࡚ࡶࡽ
࠼࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ┴ࡣ᭱⤊ฎศ➼ࡢᘓタࢆㄆࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ



ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞♫࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡢ㈨※ᚠ⎔ࠊపⅣ⣲ࡢ㐍ࡵ᪉ࡣࠊᅜ㝿➇தຊ
࠸࠺ព࡛㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᅜẸࡢ⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳసࡾࡀษ࡛࠶ࡿࠋ



㑅ᢥ⫥ձ㹼ն࡚ࡀồࡵࡽࢀࡿᛮ࠸ࡲࡍ㸦 㸧ࠋణࡋࠊࢥࣥࣉࣛࣥࢫࢆཝࡋࡃ
ࡍࢀࡤࡍࡿࠊᖖ㆑ⓗ࡞ࡇࡽ㞳ࡋࠊⰋᚰⓗ࡞ᴗࡀ㏥ሙࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ᠱᛕࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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ἲไᗘࡶ᭦ཝࡋࡃ࡞ࡾࠊ⏕⏝ࡢရ┠ࡶቑ࠼ࠊࡑࡢࡓࡵࡢつᶍᢏ⾡ຊࡀᚲせ
࡞ࡾࠊࢻࢶࡢࡼ࠺ࠊ᭱⤊ฎศሙฎศࡍࡿᗫᲠ≀ࡀࢇ↓ࡃ࡞ࡾ୍⯡ࡢேࠎ
ࡶ㛵ᚰࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ



ࡇࡢᴗ⏺ୖグ㑅ᢥ⫥ࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽࡣࠊࡶࡣࡸᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ





- 313 36


ၥ㸲㸬⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ࠾ࡅࡿ㈨※ᚠ⎔ࡢᴗࢆᚋᢲࡋࡍࡿ᪉⟇
ࠕոࡑࡢࠖᅇ⟅グ㏙㒊ศ
㸺㑅ᢥ⫥㛵㐃ᅇ⟅㸼
ձࢧ࣮ࣅࢫᴗࡽ⬺ࡋ࡚⊂⮬ࡢᴗࡋ࡚ࡢ☜❧㸦᪥ᮏᶆ‽⏘ᴗศ㢮ୖࡶ㸧㛵㐃


㑅ᢥ⫥ձࡢ㐩ᡂ࡞ࡃࡋ࡚Ⓨᒎࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸⪃࠼ࡲࡍࠋ



⏘ᴗࡋ࡚≉ࡍࡿࡇࡣࠊᴗែࢆ㚷ࡳ࡚Ⰻ⟇ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋ࡚ࡢᴗ✀ධࡾ㎸ࡳࠊ
ᚲせࡉࢀࡿᙧࡢ㐍ࢆ⪃࠼ࡿࡁࠋ

ղᢏ⾡⟶⌮⪅➼ࡢᅜᐙ㈨᱁ࡢᑟධ㛵㐃


බඹᕤࡢቑຍࠋ

ճேᮦ⫱ᡂᑐࡍࡿබⓗ࡞ᨭ㛵㐃


ேᮦ☜ಖᑐࡍࡿබⓗ࡞ᨭࠋᴗ⏺ࡢᗏୖࡆᑐࡍࡿබⓗ࡞ᨭࠋ



ᖺ㸯ᅇࠊᙉไⓗㅮ⩦ࢆ㛤ദࡍࢀࡤࠊㅮ⩦ᚋࠊヨ㦂ձ㹼մࡇࡔࢃࡽࡎࠊ▱㆑ࠊ
ព㆑ࡢ㧗ᥭࡘ࡞ࡀࡿࠋ



⌧ᅾࠊᚑᴗဨࡢ☜ಖࡀ࡞ࡾ㞴ࡋ࠸ࠋở࠸సᴗࢆࡸࡿ᪉ࡣࠊᚋࡲࡍࡲࡍῶࡿ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋ

մᢏ⾡㛤Ⓨᑐࡍࡿබⓗᨭࡢᣑ㛵㐃


ඛ㐍ⓗᢏ⾡ࡢሗᥦ౪ࠋ



㈨᱁㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᴗࡢᐇ⦼ࡢ㔜どࠋ



ᢏ⾡㛤Ⓨᑐࡍࡿබⓗຓᡂ㔠ࡢ☜❧ࡀᚲせࠋ

յ㈨※ᚠ⎔ࡢࡓࡵࡢ᭷࡞⼥㈨ᯟᣑ


ࣜࢧࢡࣝࠊࣜࢧࢡࣝゝࢃࢀࡲࡍࡀࠊἲࡀཝࡋࡃ࡚ࠊࣜࢧࢡࣝྍ⬟࡞ࡶࡢࡲ࡛
ᗫᲠࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ࡛࠶ࢀࡤࠊタഛࢆᩚ࠼ࠊࡶࡗࡍࡤࡽࡋ࠸㈨※ࢆసࡗ࡚ࡳࡓ࠸

նᾏእᒎ㛤ࡢࡓࡵࡢேᮦ⫱ᡂ࣭ሗᥦ౪


ேᮦ⫱ᡂࠊ࡚ࡶࡍࡤࡽࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋධᅜࡀཝࡋࡃ࡚ᩘᖺ๓ࡼࡃぢࡅࡓእᅜே
ࡶࠊࡣࢇぢࡲࡏࢇࠋ

շ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ࡸ㈨※ᚠ⎔ಀࡿᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬ࡢཧ⏬㸦㛵㐃ἲ௧➼⟇ᐃᙜࡓࡗ࡚ᚲ
ࡎពぢࢆゝ࠼ࡿ⤌ࡳ㸧


ពぢࢆゝ࠼ࡿሙࡀ࠶ࡿᮃࡲࡋ࠸ࡽࠋ



ἲࡢᨵᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊฎศᴗ⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡿᙧࢆసࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

ո࿘㎶ࡢᆅᇦఫẸ➼ࡢ⣮தฎ⌮ࡢ⤌ࡳ࡙ࡃࡾ


タࢆタ⨨㸦ᆅᇦࡢ༠㆟࡞ࡋ㸧࡛ࡁࡿ≉༊ࢆసࡿࠋ



ఫẸࡢ⣮தࠊᅜࡀࡶࡗᴗ⪅ࢆぢᏲࡗ࡚ࡋ࠸ࠋఫẸࡢពぢࡢࡳ⪺ࡁධࢀ࡚࠸ࡿࠋ


ձ㹼ո」ᩘヱᙜ


㑅ᢥ⫥մյࠊ≉ᨭᣑࢆᕼᮃࡍࡿࠋ



㑅ᢥ⫥մཬࡧշ࠶ࡓࡾࠊᴗ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⾜ᨻࢧࢻࡶ㈨※ࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠊ
᪂ࡓ࡞ά⏝᪉ἲ➼ࢆ✚ᴟⓗฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
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㸺 ࡑࢀ௨እࡢᅇ⟅㸼
㸺ἲไᗘࡢᨵၿ㸼


ࡉࡲࡊࡲ࡞ἲᚊࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ⌧≧ྜࡗࡓ≀ࡀᑡ࡞ࡃឤࡌࡿࠋ⌧≧ྜࡗࡓἲᚊ
ࡢᩚഛࡀᚲせ㸦㸱㸧ࠋ



⌧ᅾࡢᗫᤲἲྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿ᪂ࡋ࠸ἲᚊసࡾኚ࠼ࡿࠋḞ㝗ࡔࡽࡅࡔࡽࠊࠐࠐࣜࢧ
ࢡࣝἲ࡞ࡿࡶࡢࡀḟࠎ⏕ࡲࢀࡿࠋḞ㝗㸯㸬ᭀຊᅋࢆᐃࡋࡓ㒊ศࢆษࡾ㞳ࡍࡁ
㸦ูࡢἲᚊ࡛⟶⌮ࡍࡿ ࠋḞ㝗㸰㸬୍ᗫ⏘ᗫࡢ༊ูࢆ࡞ࡃࡍࡁ㸦㸯㸧ࠋḞ㝗㸱㸬
ᴗ✀ᣦᐃࢆ࡞ࡃࡍࡁࠋࡇࢀࡽࡀᚠ⎔ᆺࡢᘢᐖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋἲ௧ࡢࣜࣥࢡ㸸ᚠ
⎔ฎศ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆసࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠊỴࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



ኴ㝧ගࣃࢿࣝฎศἲ☜❧



ฟᴗᡤ࠾ࡅࡿᗫᲠ≀⟶⌮ࡀᚭᗏࡉࢀࡿ᪉⟇ࠋ



᭷౯↓౯ࡢつᐃࡢ᫂☜ࠊ࡞࠸ࡋࡣࠊฟ≀ࡋ୍࡚ᵝྲྀࡾᢅ࠺ἲไᗘࡢつᐃࠋ



ᗫᲠ≀ࡢ㈨※ᑐࡍࡿつไࡢ⦆ࠋ



㈨※ᚠ⎔ࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⏕㈨※ࣂ࣮ࢪࣥ㈨※ࡢࢥࢫࢺᕪࢆᇙࡵࡿไᗘࢆタ
ࡍࡿࠋ



⏕㈨※ࢆ୍ᐃࡢྜ࡛⏝ࡍࡿࡇࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿࡇ➼ࢆࠕ⎔ቃ㓄៖ዎ⣙ἲࠖ➼࡛
つᐃࡍࡿ➼ࠊ᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒ࢆάࡋࡓไᗘᵓ⠏ࢆᅗࡿࡃࠊᅜࡢാࡁࡅࢆᐇࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ



㐣ᙜ➇தࡼࡾࠊฎ⌮㈝ࡢୗⴠഴྥࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࣛࣇࣛࣥࡢ୍㒊ࢆᢸ࠺⏘ᴗ
ࡋ࡚ࠊ㐺ṇ౯᱁ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ἲⓗ࡞ᨭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ



㐺ṇᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢࢥࢫࢺࢆࠊື⬦⏘ᴗࡀ㐺ṇ㈇ᢸࡍࡿࡓࡵࠊ
ࢹ࣍ࢪࢵࢺࡋ࡚බⓗබᖹᚩࡋࠊᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ᴗ⪅㓄ศࡍࡿ⤌ࡳ➼ࢆ
タࡍࡿࠋ



୍⯡ᗫᲠ≀ྠࡌࡼ࠺ࠊ⮬༊ෆฎ⌮ࡍࡿࠋᗈᇦฎ⌮ࢆࡋ࡞࠸ࠋ



㐺ṇᴗ⪅ࡢ㝖ࠋ



ᘓタ⣔ࡢ⏘ᴗᗫᲠ≀ࡽࡢศ㞳ࠊᡤ⟶ࢆᅜ┬㸦ฟᴗ⪅ࡢ❧ሙࡢ㐪࠸㸧ࠋ



㐣࡞⮬⏤➇தࡢ㝖ࠋ᭱᪂タഛࡢᑟධࡸᨵၿࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢἲつไࡢぢ┤ࡋࠋ



ᙉไຊࢆᣢࡓࡏࡓࠕࢢ࣮ࣜࣥ㉎ධἲࠖ➼ࢆ┒ࡾ㎸ࡵ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ



ᕤᴗᅋᆅཬࡧὶ㏻ᴗົࠊᅋᆅ㐀ᡂᴗ࠾ࡅࡿᗫᲠ≀ฎศ⏝ᆅ㸦㒔ᕷィ⏬࠾࠸࡚
⨨ࡢỴᐃࢆ⾜ࡗࡓ⏝ᆅ㸧ࡢ☜ಖ⩏ົࠋ



ࠕඃⰋᴗ⪅ࠖࡣࠊఱࡘࡅ࡚᭷࡞᪉ἲࢆࠕඃⰋᴗ⪅ࠖࡣࠊ⏦ㄳࡣྛ༠ࡢ
㸦࠾ቚࡁ㸧ࢆῧࡍࡿࡇࡼࡾࠊຍධ⪅ࡣቑຍࠋ࢘ࢺ࣮ࣟࡢῶᑡࠋЍᴗࡢᚲせ
ᛶࠋ



ඃⰋ⏘ᗫฎ⌮ᴗ⪅ࡢ᭦࡞ࡿඃ㐝ไᗘ㸦タᩚഛ࣭ᢏ⾡㛤Ⓨ➼⿵ຓ㔠࣓ࢽ࣮ࣗቑຍࠊ
ቑᯟ࡞ ࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ࡢつ᱁㸦㹈㹇㹑㸧



ᘓタ㈨ᮦࡢ᪂つ〇ရࡢᇶ‽ࠊฎศࡍࡿࡇࡲ࡛ྵࡵࡓ〇ရ㛤Ⓨࡢὶࢀࢆᕼᮃࡋࡲࡍࠋ



Ⅳ⣲⛯ࡸ⏘ᗫ⛯࡞ࠊࣜࢧࢡࣝὶࢀࡿ♫ࢩࢫࢸ࣒ࠋ



࣐ࢼࢫ௳ᑐࡋ࡚⟇ࢆฟࡍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣉࣛࢫࢆホ౯ࡍࡿᨻ⟇ࡀᚲせࠋ

㸺⾜ᨻࡢኚ㠉㸼
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ᚲせྍḞ࡞࡞ࡢࠊ㏞ᝨタࠊᒇ᰿ࢆࡅ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠊ᭱⤊ฎศሙ
ࡢチྍࡀฟ࡞࠸ࠊ⾜ᨻഃࡢᨵၿࠊἲ௧ࡢእ➼ࠊᐁẸ࡛సࡾୖࡆ࡚࠸ࡃጼໃࠋ



ࣜࢧࢡࣝᴗࡢ⾜ᨻࡢ⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡢ⡆␎ࠊඃⰋᴗ⪅⾜ᨻࡽࣜࢧࢡࣝ
ᴗࡢാࡁࡅࠋ㸦㸰㸧



බⓗᨭᑟධࡢᡭ⥆ࡁࠊ᮲௳ࡀ↹㞧ࡍࡂ࡚࠼࡞࠸ࠋ



࠾㔠࡛ࡣゎỴࡋ࡞࠸ࠋᢸᙜᙺேࡢ㢌ࡢ୰ࢆኚ࠼࡚ࡃࢀ㸟┴ࡸᕷ㸦ᅜ㸧ࡢᢸᙜ⪅ࡣࠊࡶ
ࡗࣉࣟ࡞ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ㸦㸰㸧



⏘ᗫἲࡢ㐠⏝᪉ἲࡢ⦆ࠋᶵᲔࡢධࢀ᭰࠼➼ࠊࡶ࠺ᑡࡋ⡆༢ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



Ᏻ᫆࡞⿵ຓ㔠ࡣṆࡵࠊ⿵ຓ㔠ࢆฟࡍഃࡢᢏ㔞ࡢᙉࠋ



ྛ⟶㎄ࡢ⾜ᨻࡢ༠ຊయไࡀᚲせࠋ⾜ᨻࡢ༠ຊ࡞ࡋ࡛ࡣࠊ࡞ࡾࡓࡓ࡞࠸ᴗ⏺࡛࠶ࡿࠋ



㒔㐨ᗓ┴ྛࠎ࡛⨨ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ␗࡞ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢฎ⌮ࠊ᪉㔪ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓ
ࡔࡁࡓ࠸㸦ேཱྀᐦᗘࡸ᭱⤊ฎศࡢ❧ᆅ➼㸧ࠋ



ᆅᇦᙺᡤࡢ㐃ᦠࠋ



බⓗᶵ㛵ࡢධᮐไᗘࡢぢ┤ࡋࠋ༢࡞ࡿ౯᱁ඃඛ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⥲ྜホ౯ไᗘࡢᑟධࡢಁ㐍ࠋ



᭱⤊ฎศሙᘓタࡣࠊබඹᶵ㛵ࡀ㛵ࢃࡿࡁᛮ࠺ࠋ



 㐨 ▱ࠊ ᕷ ⎔ቃ㒊ࡀࠊ⮬♫࡛⾜࠸ࠊタቑ㔞ࡢࡓࡵィ⏬ࡢẁ㝵ᑐࡋ࡚⪺ࡁྲྀ
ࡾୖࡆ࡚ࠊ㒊ᡤࠊࡲࡓࡣࠊಀ᪉ࡢᑐᛂࡀ࠶ࡿࢫ࣒࣮ࢬὶࢀ࡚ࠊ╔ᕤࡶᴦࠋࡲࡓࠊ
㐀ᡂࠊタഛ➼ࡀ㐺㐍ࡵ࡚⾜ࡅࡿ⪃࠼ࡲࡍࠋ



ฟᴗ⪅ࠊฎ⌮ᴗ⪅ࠊ⾜ᨻᢸᙜࡢㄆ㆑ᗘࠊ⌮ゎᗘࡢ

ᗘᕪࢆᇙࡵࡿሗࡢඹ᭷ࡀ

ᚲせᛮࢃࢀࡿࠋ


ฟ⪅㸦ἲே࣭ಶே㸧ᑗ᮶ࡢ㐺ṇฎ⌮㸦ࣜࢧࢡࣝ㸧㈝⏝ࡢㄝ᫂⌮ゎࢆồࡵ࡚ࡋ
࠸ࠋ



ࣜࢧࢡࣝࡍࡿࡣࠊ୍᪦ࠊ⏘ᗫᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࡽࡋ࡚ࡋ࠸ࠋఱࡢࡓࡵࡢチྍ࡛ࡍ
ࠋ



┴እᦙධ๓༠㆟ࡢᗫṆ



ಶࠎࡢ⮬యࡢ᮲ࡼࡿつไࡀࠊᗈᇦⓗ࡞ᴗᒎ㛤ࡸຠ⋡ࡢ㞀ᐖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸺 タ࣭タഛᑐࡍࡿබⓗᨭ㸼


ᕤሙࡢ࣓ࣥࢸࠊಟ⌮➼ࠊ⥔ᣢ⟶⌮࡞タᩚഛᑐࡍࡿබⓗᨭࠋ



ฎ⌮タࡢᩚഛࡸ㌴୧ࡢ௦᭰➼ࡢබⓗຓᡂࠋ



㈨※ᚠ⎔ࡢᴗࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾࠊබⓗ࡞ᨭࡀ↓ࡃࠊྛᴗᡤࡀ⮬㈝࡛ᕤሙࢆసࡾࠊ
Ⴀᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋ┴ࡸᕷࡣᙜࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺ࣜࢧࢡࣝࠊ࢚ࢥゝ࠺ࡀࠊఱࡶᨭࡣࡋ
࡞࠸࠸࠺ࡢࡣ࠸ࡀࠋ



୰ᑠᴗࡢᢞ㈨㛵ࡍࡿඃ㐝⛯ไࡣࠊᚑ᮶ࠊᶵᲔ⨨ᕤලჾල㝈ࡽࢀ࡚᮶ࡓࡀࠊ
ฎ⌮タ᪂タቑᨵ㐀క࠺ᚲせ࡞ᢞ㈨⯡ࡘ࠸࡚⛯ไᨵṇࢆ⾜ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

㸺ࣜࢧࢡࣝရࡢಁ㐍㸼


ࣜࢧࢡࣝ〇ရࢆ⏝ࡍࡿ⩏ົࠊᙉไࠊᅜࡢ✚ᴟⓗ࡞ᣦ㔪ࠋ㸦㸴㸧



〇ရࡢ㟂せᣑࡢබⓗᨭ



ࣜࢧࢡࣝ〇ရࡢ౯᱁ࢆබⓗ⿵ຓࡢᣑࡼࡾࢵࣉࡉࡏࡿ㸦ᾘ㈝⪅ࡢࣜࢧࢡࣝ〇
ရࡢ㉎ධࡀಁ㐍ࡉࢀࠊ㈨※ᚠ⎔ࡢຠ⋡ࡀⰋࡃ࡞ࡿ ࠋ



ࣜࢧࢡࣝရࢆࢇࢇ⏝ࡋ࡚ࠊࢦ࣑ࢆῶࡽࡉ࡞࠸ኚ࡞ࡇ࡞ࡿࠋ
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ᕷሙ⤒῭ཎ๎ࡑࡄࢃ࡞࠸ࣜࢧࢡࣝရࡀᕷሙ࡛ඃ࡞ࡿ᪉⟇ࠋ



⮬♫ࡣሁ⫧࡛ࡍࡀࠊ┴⫋㸦㎰ᨻ㸧ࡀࠕ⏘ᗫ࡛సࡗࡓሁ⫧ࡣ͐ࠖ࡞ࣜࢧࢡࣝ
ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞Ⓨゝࢆࡍࡿࠋ᭷ᶵ㹈㸿㹑࡞࡛ࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸࡞ࠊබⓗ࡞ே㐩ࡢ
ព㆑ᨵ㠉ࡀᚲせ



ࣜࢧࢡࣝရࡢㄆᐃࠊཬࡧရ㉁ᇶ‽ࡢ᫂☜㸭ཷࡅධࢀᇶ‽ࡢ᫂☜ᗫᲠ≀ࡢ࢝ࢫ
ࢣ࣮ࢻ⏝ࡢ᥎㐍



ᅜ┴ᕷ⏫ᮧࠊྛᙺᡤࡽฟࡿ⏘ᗫ࡛ࣜࢧࢡ࡛ࣝࡁࡿ≀ࡣࠊᗘࠊ⏝ࡍࡿࡼ࠺⾜
ᨻᣦᑟࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



㈨※ᚠ⎔ࢆ⥔ᣢ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵࡣࠊᕷἣࡢ౯᱁➼ࡢኚࣜࢫࢡࡀక࠺ࡓࡵࠊ⾜ᨻࡶ
㈝⏝ࡢ㈇ᢸࢆࡍࡿ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ



ࣜࢧࢡࣝᴗ㸦Ҹ〇㐀ᴗ㸧ฎศᴗࢆศ㢮ࡋࠊࣜࢧࢡࣝᴗࡢチྍᇶ‽ࡢ⦆ࡸ⿵
ຓ㔠ไᗘࡢᣑࢆồࡵࡿࠋ


㸺ฟᴗ⪅㈐௵ࡢᣑ㸼


ฟᴗ⪅ࡢព㆑ᨵ㠉



ฟ⪅㸦ἲே࣭ಶே㸧ᑗ᮶ࡢ㐺ṇฎ⌮㸦ࣜࢧࢡࣝ㸧㈝⏝ࡢㄝ᫂⌮ゎࢆồࡵ࡚ࡋ
࠸ࠋ



ゎయᴗ⪅ࡘ࠸࡚ࠊᗫᲠ≀ࡢ㑅ูࡢᚭᗏࢆࡉࡏࡿᵝᣦᑟࠊࡶࡋࡃࡣࠊἲᩚഛࢆ࠾㢪
࠸ࡋࡓ࠸ࠋ



ฟᴗ⪅㈐௵㈨※ᚠ⎔ࢆᚋᢲࡋࡍࡿせ㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࠋฎ⌮ᴗ༢య࡛ゎỴࡍࡿၥ㢟
࡛ࡣ࡞࠸㸟

㸺ࡑࡢ㸼


ேேࡢࡩࢀ࠶࠸ࡢ࠶ࡿࠊඹ༠ാ࡛ࡁࡿ♫࡙ࡃࡾᨭࠋᗈ⠊ᅖࢃࡓࡿࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢά⏝ࠋ



ࠕ⏘ᗫࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡢ᧔ᗫЍࠕ⎔ቃᴗࠖ



᪥ᮏᅜẸࠊ┴ẸࠊᕷẸࡋ࡚ฟࡍࡿᗫᲠ≀ࡢ⾜᪉ࡘ࠸࡚ࠊၨⵚࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⾜ᨻࡢ㐃ᦠࡣࡔࡀࠊࡲࡎࠊẸ㛫ᴗࡋ࡚ࡢ᪉ྥࢆᐃࡵࡿࡁࠋ



ඹྠ⤌ྜࠊඹྠᴗయࡋ࡚ࡢ⤒Ⴀࢆㄆࡵࡿࠋ



〇㐀ᴗࡢ᪉࡛ᢏ⾡㠉᪂㸦㈨※ᚠ⎔ࠊ㹁㹍 ๐ῶࠊᗫᲠ≀ࡢ๐ῶࡑࡢ㸧ࡀ㐍ࡴࡢ࡛ࠊ
⚾ࡓࡕࡣࠊ௦ࡢኚᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ



ᴗࡋ࡚ࡢ┈☜ಖࡢࡋࡃࡳసࡾࠋ



୰㛫ฎ⌮ᚋࠊṧ´ࡢฎ⌮࠾ࡅࡿฟᴗ⪅㈐௵ࢆ࡞ࡃࡋࠊ୰㛫ฎ⌮ᴗ⪅ࡢࡳࡢ㈐௵
ࡍࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ୰㛫ฎ⌮ᴗ⪅ࡀᗫᲠ≀ࡽ㈨※≀㸦〇ရ㸧ࢆ〇㐀ࡍࡿ࠶ࡓ
ࡾࠊᗫᲠ≀ࡢ↓ኚࠊᏳᐃ࡞ฎ⌮ࢆᐇࡋࡓᚋࡢṧ´ࡣࠊᗫᲠ≀ࡢᯟ⤌ࡳࡽእ
ࢀࡓཎᮦᩱ࡞ࡋ࡚ࠊྲྀࡾᢅ࠼ࡿࡼ࠺ࡋࠊḟຍᕤࠊ୕ḟຍᕤࢆ⾜࠸ࡸࡍࡃࡍࡿࠋ



ࡇࡽࡀ⏘Რ≀ヱᙜࡋࠊࡇࡽࡀ㈨※≀ࡢ〇㐀ᙜࡓࡿุ᩿ࡍࡿᇶ‽࡞
ࡀ࠶ࢀࡤࠊࡼࡾⰋ࠸⪃࠼ࡿࠋ



♫ⓗໃຊࡢ㝖ࠋ



ᐇ⦼ࡢホ౯ࠋࡲࡓࠊࡑࡢホ౯ࢆ࡛ᫎࡁࡿ⤌ࡳࠋ



ᆅඖᆅᇦඹᏑඹᰤࡍࡿࡓࡵࡢ᭷┈࡞ᚠ⎔ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡉࡏࡿ㸦ேⓗὶࠊ⤒῭ᨭ
㸧ࠋ
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ᮌᮦࢳࢵࣉࢆάࡋࡓᅵተᨵⰋ㜵ㆤᰙ➼ࡢᑐ⟇㈝ࡋ࡚⏘ᗫ⛯ࡢ㑏ඖດࡵ࡚ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸ࠋᅜቃࡢᓥࢆᅜ⏘ᴗᗫᲠ≀㐃ྜ➼࡛Ᏺࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ



タ➼ࢆタ⨨ࡍࡿሙྜࠊ⎔ቃ┬ண⟬ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅ࡢᆅ
ྥୖࡘ࡞ࡀࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ



↝༷ฎ⌮ࢆᚓពࡍࡿ⏘ᗫᕤሙ࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ୍⯡ᗫᲠ≀ࡢཷࡅධࢀ᥎㐍
ࢆᅇࡿࡇࡼࡾࠊྜ⌮ࡉࢀࡓฎ⌮యไࢆ☜❧ࡍࡿࠋ



⏘ᗫࣜࢧࢡࣝฎ⌮ሙࡢ⏘ᴗᅵᆅࡢㄆᐃࡢ⦆ࠋ㐺ṇᴗ⪅ࡢྲྀࡾ⥾ࡲࡾ㝖ࡢᚭ
ᗏࠋ
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ၥ 㸳㸬ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡸ㛵ಀἲ௧ࡢᨵṇࡍࡁⅬࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞ࡶࡢࡣࢀ࡛ࡍࠋ
ࠕշࡑࡢࠖᅇ⟅グ㏙㒊ศ
㸺㑅ᢥ⫥㛵㐃ᅇ⟅㸼
ձḞ᱁せ௳࠾ࡅࡿࠊヱᙜ⠊ᅖࠕྲྀࡾᾘࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿつᐃࡢぢ┤
ࡋ


⏘ᗫࡢἲᚊࡣฮࡢḟཝࡋ࠸ࠋἲᚊࡢᚋ࣓ࣜࢵࢺࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊ
ࡶࡗ୍⯡ࡢᴗ✀ྠᵝࡍࡁࠋࡲࡓࠊ๓༠㆟ࡸෆᐜࡀཝࡋࡍࡂࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇࢆ
୍⯡ⓗࡍࡿࡇࠊ㛫ࢆ▷⦰ࡍࡁࡔࠋ



ᗫᤲἲ௨እ࡛ࡢチྍྲྀᾘࡋ㸦៖ࡢ㏻ᨾ➼㸧ࡣࠊࡸࡾ㐣ࡂࡔᛮ࠺ࠋ



ἲ⾜Ⅽࡼࡿチྍࡢྲྀࡾᾘࡋࡸࠊᠬᙺฮࠊ⨩㔠ࡀ㔜ࡍࡂࡲࡍࠋつᶍᴗ⪅ࡼࡿ
⨩๎ࡢᙉࡢࡇ࡛ࡍࡀࠊ୰ᑠつᶍᴗ⪅ࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿᴗ⏺࡛ࡣࠊᠬᙺฮࠊ⨩
㔠㸱൨ࡣཝࡋࡍࡂࡲࡍࠋ㍍ᚤ࡞⨩๎ᨵṇࡍࡁ࡛ࡍࠋ



Ḟ᱁せ௳ࡀཝࡋ㐣ࡂ࡚ࠊᚋ⥅⪅ᴗົࢆㆡࡿࡢࡀ㓞ࡍࡂࡿࠋ㨩ຊࡢ࡞࠸ᴗ⏺࡛࠶ࡿࠋ



⌧≧ࡢḞ᱁せ௳ࡔࠊ࠶ࡿ᪥✺↛♫ࡀಽ⏘ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ♫ဨࠊᐙ
᪘ࡢࡇࢆᛮ࠺ࠊḞ᱁せ௳ࡢぢ┤ࡋࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ



ࠕྲྀࡾᾘࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ 㑅ᢥ⫥ձ㸧࠸࠺㡯┠ࡣ㠀᧔ᗫࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ⚾
ࡓࡕࡣࠊ࠸ࡃࡽẼࢆࡅ࡚ࡶὀព࠸࠺ࡶࡢࡣࠊከࠎ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ࠾๓ࡣṚࡡ
࠸࠺ࡶࡢ࡛ࡍࠋ



Ḟ᱁せ௳࡞ࡗࡓ⪅ࢆ᪥ࢆᡠࡋ࡚ᙺဨࡽእࡋࠊḞ᱁㏨ࢀࢆࡍࡿࡇࡢ⚗Ṇࠋ



௦⾲⪅ࢆኚ࠼࡚⤒Ⴀࡍࡿ࡞ࠋ

ղሗᥦ౪ࢆࡣࡌࡵࡍࡿฟᴗ⪅㈐௵ࡢ୍ᒙࡢ᫂☜


ฟᴗ⪅㈐௵ࡢ⨩๎ᙉࠋ



ฟᴗ⪅ࡢ㈐௵࠸࠺ࡇࡀࠊ↛ᗈࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋྛᘓ⠏ᴗ➼㞟㐠ᦙཬࡧฎ
ศᴗ⪅ࡀㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࠋ



ฟᴗ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊฟ⪅ࡢ㈐௵ࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ⌧≧ࡢἲつไࡔࡅ࡛ࡣ㊊࡛ࡍࠋ
ᴗྡࡢබ⾲࡞ࠊᗫᲠ≀ࢆᏳࡃᣢࡗ࡚⾜ࡏࢀࡤ⤊ࢃࡾࠊ࡛࡞࠸ࡇࢆࡋࡗࡾ࿌
▱ࡍࡿࡇࠋ㸦㸯㸧



ฟᴗ⪅ฎ⌮ᴗ⪅ࡢ⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡀࡁ࠸ࠋࡶࡗὶࢆࡋ࠸ពぢࢆヰࡏ
ࡿሙࡀḧࡋ࠸ࠋ



ฟᴗ⪅ࡢ㛵ಀἲ௧ࡢᚭᗏ㸦▱㆑㊊ࡀぢࡽࢀࡿ ࠋ

ճඃⰋᴗ⪅ㄆᐃࡢ࣓ࣜࢵࢺࡢᐇ


ᐇ⦼ࡢ࠶ࡿᴗ⪅ࡢ㏣ຍチྍࡣᐜ᫆ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



࣮࣌ࣃ࣮ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮏᙜඃⰋ࠺ࡢㄆᐃࡀᚲせࠋ



ᘓタᴗ࠾ࡅࡿ⤒Ⴀᑂᰝ࠾࠸࡚ࠊඃⰋ⏘ᗫฎ⌮ᴗ⪅ࡢጤク㔞ࡘࡁࠊຍⅬࡍࡿไ
ᗘࡢ᪂タࠋ



ฎศタ࠾࠸࡚ࠊ᭦᪂࣭ኚ᭦➼ࢆࡍࡿሙྜࠊᐇ⦼㸦ᖺᩘࡸඃⰋ➼㸧ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶࡽ
࠼ࡿฎ⌮ἲࡸ᮲➼ࡢぢ┤ࡋࠋ



ඃⰋᴗ⪅ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣせࠋⰋᴗ⪅ᑐࡋࠊචチྲྀࡾᾘࡋࡢ᪉ྥἲᨵṇࡋ࡚
ࡋ࠸ࠋ



ඃⰋㄆᐃไᗘࡢせ௳ࡢࣁ࣮ࢻࣝࢆୖࡆࠊࡲࡓࠊாཷ࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࡶᐇࡉࡏࡿࠋ
㸦
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࠼ࡤࠊࠕඃⰋᴗ⪅ྠኈ࡞ࡽጤクࢆྍ⬟ࡍࡿࠖ㸧


ඃⰋᴗ⪅ㄆᐃࡣᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㹇㹑㹍ྲྀᚓࡸ㌴୧ᩚഛ㈝⏝ࡀࡾࠊ⚾ࡶࡢᵝ
࡞ᑠࡉ࡞♫࡛ࡣࠊ฿ᗏ↓⌮࡛ࡍࠋࢥࢶࢥࢶࡲࡌࡵ㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⮬ศࣉࣛ
ࢻࢆᣢࡗ࡚ᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊඃⰋࡔᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

մ ⬟ຊࠊᢏ⾡ຊࡢ࠶ࡿ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊጤクࢆྵࡵࠊ⮬⏤㔞࡛⾜࠼ࡿᴗົ⠊
ᅖࡢᣑ


ᗫᲠ≀ᙧ≧ࡼࡾࠊ㛗ᑻ㌴୧ࢆᚲせࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜࠊ⮬㌴࡛⿵࠼࡞࠸ࡣࠊࣞࣥࢱ
ࣝ⏝ฟ᮶ࡿࡼ࠺ᨵṇࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ



⮬⏤㔞ࡣ᭤ゎࡉࡏࡿࡇࡀ࠶ࡾࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ౽ࡣ࠶ࡿࡁࠋ♫ໃຊࢆ㝖ࡍ
ࡁḞ᱁せ௳ᰂ㌾ᛶࢆᣢࡓࡏ࡞࠸ࠊసⅭ࡞ࡁၿⰋ⪅ࡀᴗࢆṆࡵࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ

յᘓ⠏ᇶ‽ἲ➨  ᮲ࡓࡔࡋ᭩ࡁつᐃࡢぢ┤ࡋ


ᴗࢆ⥔ᣢࠊࡲࡓࠊ᪂ᢏ⾡ࠊ᪂〇ရࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡃ୰࡛ࠊΎᤲἲ  ᮲ࠊࡲࡓࠊᘓ⠏ᇶ
‽ἲ  ᮲ࡀጉࡆ࡞ࡾࠊ㎿㏿࡞⾜ືࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㎿㏿࡞ᴗィ⏬ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ



୍ᐃᮇ㛫㸦㸳ᖺ㹼 ᖺ㸧⤒Ⴀࢆࡋ࡚࠸ࡿᴗᡤࡣࠊ㑅ᢥ⫥յࡢつᐃࡢ⦆➼ࠊ
ฎ⌮ἲࡢタഛࡢࡾ࠼ࡶྵࡵࠊᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

ն㒔㐨ᗓ┴➼ࡼࡿ๓༠㆟ࡸᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡢ㐠⏝ࡢ㐪࠸ࡢṇ


ᒆฟࠊ⏦ㄳ᭩ࡢᵝᘧࡀ⮬యࡸᢸᙜ⪅ࡼࡾ㐪࠸ࡀከࡍࡂࡿ⮬యྠ୍ࡍࡁ
㸦ົฎ⌮ࠊ᭩㢮సᡂࡢ⡆␎㸧ࠋ㸦㸵㸧



ྠ୍ᩜᆅෆ࡛⛣ືᘧタᐃࡉࢀࡓ◚○タ㸦◚○ᶵ㸧ࡢ㸦ྠ⬟ຊ㸧ࡢ㈙࠸᭰࠼ࠊ୰㛫
ฎ⌮タ࠾ࡅࡿ◚○ᶵ➼ࡢධ᭰࠼ࠊྠ➼ࡢᶵᲔࢆᑟධࡍࡿሙྜࡣࠊ⌧ᅾࡼࡾ⡆
᫆࡞ᡭ⥆ࡁ࡛ᑟධྍ⬟ࡍࡿࡁࠋ㛫▷⦰㸦㸲㸧



๓༠㆟ࡣᚲせ࡞࠸ࠋ㞄ࡢ┴⾜ࡃࡓࡧ๓༠㆟ࡋ࡚࠸࡚ࡣࠊ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᙺᡤ
ഃࡢ↓㥏࡞ᶒࡢ⏝ࠋ㐺ṇᴗ⪅ࡣࠊ๓༠㆟ࢆ㏻ࡉ࡞࠸ࡢ࡛ࠊไᗘࡢពࢆ࡞ࡉ
࡞࠸ࠋ㸦㸲㸧



 ᖺ௨ୖ⏘ᗫࡢチྍࢆࡶࡽࡗ࡚Ⴀᴗࡋ࡚࠸ࡿ♫ࡀᶵᲔࢆ᪂ࡋࡃࡍࡿࠋ᭦᪂ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
⬟ຊࢵࣉࡍࡿ㞴ࡋ࠸ࡢࡣၥ㢟࡛ࡍࠋ



ᙺᡤࡢ᪉ࡶࡗຮᙉࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ ᖺᚋࠊ ᖺᚋࡢࡇࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ
࠸ࠋ



チㄆྍࡢ㏣ຍࡘ࠸࡚ࠊ᪂つᴗ⪅ࡢᕪูࠋ᭦᪂ࡢ⌧≧⥔ᣢࡀ⤯ᑐ࠸࠺ጼໃࢆ
⾜ᨻᨵࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ



チྍࡢྲྀᚓ௨㝆㛗ࡃႠᴗࡋࠊၥ㢟ࡢ࡞࠸ᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⦆ᥐ⨨➼ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓ
ࡔࡁࡓ࠸ࠋ⏦ㄳ㛗㛫ࢆせࡍࡽ



◚○ᶵᮏయࡢධࢀ᭰࠼㝿ࡋࠊྠ➼࡞⬟ຊࡢࡶࡢ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⏦ㄳࡢࡳࡍࡿࠋ⌧ᅾ
࡛ࡣࠊྠ➼ࡢ≀࡛ࡶධࢀ᭰࠼ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ



タഛኚ᭦ࡘ࠸࡚ཝࡋࡍࡂࡿࠋᖺᩘࡀ⤒࡚ࡤࠊฎ⌮ࣛࣥࡢぢ┤ࡋࡸࠊฎ⌮ᶵᲔࡢࣔ
ࢹࣝࢳ࢙ࣥࢪࡶ࠶ࡿࡢࠊ๓༠㆟ࡸ᪂つチྍ࡞ࡳࡢ᭩㢮సᡂ㛫࠾㔠ࢆ㈝ࡸࡍ
ࡢࡣ࠾ࡋ࠸ࠋ❧ධ᳨ᰝࡣᚲ㡲ࡔࡽࠊࡑࡢྍྰࢆุ᩿ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ
㸦㸰㸧



୍ᗫ࡛ྛ⮬యࡀฎ⌮࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ⏘ᗫࡢᴗ✀㝈ᐃࢆእࡋࠊ⏘ᗫ࡛ࡸࡿࡁࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡸ㛵ಀἲ௧ࠊᚲせ᭩㢮㸦࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺ➼ࡢ㸧⡆␎ࠊ⡆⣲ࠋ㸦㸯㸧
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㞟㐠ᦙࡢチྍࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡈ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍ࡘࡢチྍ࡛ᅜ㐠ᦙ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ



┴ቃ࡛ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡢ᭷ຠᛶࡋ࡚ࠕ┴እ⏘ᗫࠖ
ࠕ┴チྍࠖࡢᣑࠋᅜ⤫୍チྍ㸦㸰㸧ࠊ
ฎศྍ⬟ࠋ



㒔㐨ᗓ┴⊂⮬ࡢෆ⥘ࡢ᧔ᗫࠋྠࡌ㒔㐨ᗓ┴ෆ࡛ࡶࠊ⾜ᨻࡢᢸᙜ⪅ࡼࡗ࡚ࠊ୍ᗫࠊ⏘
ᗫ➼ࡢㄆ㆑┦㐪ࡀ᭷ࡿࠋἲᚊࡢ▩┪Ⅼࡀከ࠸ࠋ



ಶேㄳ㈇㸦ᘓタᴗ࣭ゎయᴗ㸧ࡢチྍࢆᣢࡓ࡞࠸ᴗ⪅ࡢ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ἲཬࡧྲྀࡾᢅ
࠸ࢆチྍᴗ⪅ྠ➼ᣦᑟࡋࠊࡲࡓࠊチྍࢆᣢࡘࡼ࠺ࡍࡁ࡛ࡍࠋᮍࡔṇฎ⌮ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ



チྍ᭩ࡣࡑࡢ⬟ຊࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㹲ࡢฎ⌮ᴗ㸰㹲㸭᪥ࡢᴗ⪅ࡀㄆᐃࡉ
ࢀ࡚ᙺᡤࡀㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝࠊἲᐃእ࡛సᴗ㸦⛣ືᘧ㸧ࢆࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽኻⅆࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊᙺᡤࡣ⟶⌮ࠊ┘╩ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ



㛵ಀࡍࡿྛ┬ᗇࡶ⌧ᐇᛶࡢ↓࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡤࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊฎ⌮ฎ
ศᴗ⪅ࡀ㐺ṇฎ⌮࣭ฎศࢆᐇ⾜ྍ⬟࡞ࡿᐇ⌧ᛶࡢ࠶ࡿἲᨵṇⓎὀ⪅㈐௵ࡶ᫂☜
ࡍࡿࡇࡀ⤯ᑐᚲせ࡛࠶ࡿࠋ



ᐙᒇゎయࡢᒆࡅฟᦙฟᴗ⪅ࢆグධࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࠊᐇែࡣ⏘ᗫᴗ⪅ᗫᲠ≀ࡀ᮶
࡞࠸㸦≉ゎయᮌᮦ➼㸧ಶேࡢᐙᒇゎయࡸᗫ⯪ࡢᒆࡅࡶࠊ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࢆ
ᥦฟࡉࡏࡿ⾜ᨻ࡛࠶ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ



ᘓ⠏ᇶ‽ἲࡢᴗ✀㝈ᐃࡽࡢ㝖እࠋྛ┴ูチྍ➼ࡢᣦᑟ⤫୍ࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲᝏ⮯㜵Ṇἲཬࡧྛ⾜ᨻࡢ᮲ࡢぢゎࡢ⤫୍ࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮タᑐࡍࡿ୍⯡ᗫᲠ≀ฎ⌮タࡢタ⨨チྍᴗࡢチྍࡘ࠸࡚ࠊ⮬
యࡈ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡢ⮬య࡛ࡶチྍࢆฟࡍࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸㸦ᴗ⣔୍⯡ᗫ
Რ≀ࢆ⏘ᗫฎ⌮タ࡛ࡶฎ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ ࠋ㸦㸯㸧



チྍᶒ⪅ࡢぢ┤ࡋ㸦ලయ㸸㞟㐠ᦙᴗࡢチྍࡣࠊᅜࡼࡿᅜ୍ᣓチྍぢ┤ࡍ ࠋ



ᘓ⠏ゎయᕤࡢศ㞳Ⓨὀࠊ⌧ᅾࡣᘓ⠏୍ᣓ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊゎయᕤࡣࠊࢇ
ୗㄳࡅ௵ࡏࠊฎ⌮ࡢ୍ᒙࡢ᫂☜ࡀᚲせࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮タࡢタ⨨チྍࢆࠊ✀㢮ࡈࡢチྍࢆṆࡵࠊᴗྠᵝ࡞チྍぢ┤ࡍ
㸦ᗫᲠ≀ࡣࠊ✀㢮ࡀΰྜࡉࢀࡓ≧ែ࡛࠶ࡿࡀࠊタ⨨チྍࡀ✀㢮ู༢ရ≧ែ࡛࠶ࡿࡇ
ࢆせồࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿ᩚྜࡋ࡞࠸ ࠋ


㸺 ࡑࢀ௨እࡢᅇ⟅㸼
㸺ᗫᲠ≀༊ศ㸼


୍ᗫࠊ⏘ᗫࡢ༊ศࡢぢ┤ࡋ㸦㸷㸧ࠋᴗ✀ᣦᐃࡢ᧔ᗫ➼㸦㸯㸧ࠋᗫᲠ≀ࡢ✀㢮ࡘ࠸
࡚ࡢ⤫୍ⓗぢゎࢆ᫂♧ࡍࡿࠋ



ᮌᮦࡣᅜෆ᭱ࡢ㈨※࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ㈨※ࢆ⏘ᗫࠊ୍⯡ᗫ༊ูࡍࡿࡇࡣ࡞࠸ࠋ▼Ἔ
➼ࡢ㈨※ྠࡌᯟࢆእࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊྛ⮬⾜ᨻࡀᐙᗞࢦ࣑ᑓᛕ࡛
ࡁࡿࠋ



⏘ᗫᴗ㸦୰㛫ฎ⌮㸧ࡋ࡚ࠊᮌࡃࡎࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ➉ᯘᩚഛࡸ᳃ᯘᩚഛ࡛⏕ࡌ
ࡿఆ➉ࠊఆ᥇ᮦ㸦୍⯡ᗫᲠ≀㸧ࡶᢅ࠼ࡿࡼ࠺࡛ࡁ࡞࠸㸽㸦ฟ⪅ࡽࡢせᮃࡀከ
࠸㸧



୰㛫ฎ⌮タࡢᐃ⩏ࡢぢ┤ࡋࠋ
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ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺẆࠊࢫࣇࣝࢺẆࡣࠊ◚○ࡋ࡚㸲㸮㸫㸮ࡢ〇ရ࡞ࡗ࡚ࡶᗫᲠ≀ᢅ࠸
࡛ࡍ㸦㟼ᒸ┴ ࠋࡀࢀࡁ㢮ࡁ࡞ᣓࡾࡋ࡞࠸࡛ࠊࢥࣥ࢞ࣛࠊࢫ࢞ࣛࡣࠊูࡋ࡚
ࡋ࠸࡛ࡍࠋ



ᗫᲠ≀᭷౯≀ࡢ༊ูࡢ᫂☜ࠋ㸦㸯㸧



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮タᑐࡍࡿ୍⯡ᗫᲠ≀ฎ⌮タࡢタ⨨チྍᴗࡢチྍࡘ࠸࡚ࠊ⮬
యࡈ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡢ⮬య࡛ࡶチྍࢆฟࡍࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸㸦ᴗ⣔୍⯡ᗫ
Რ≀ࢆ⏘ᗫฎ⌮タ࡛ࡶฎ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵ ࠋ

㸺 ἲไᗘᨵṇ㸼


ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡣࠊᗫᲠ≀ࡢ㐺ṇฎ⌮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀᙺ࡛࠶ࡾࠊつไἲ࠸࠺ഃ㠃
ࡀ㠀ᖖᙉࡃࠊᨵṇ➼ࡼࡾ┈ࠎཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊィ⏬ⓗ࡛╔ᐇ
࡞ᴗࡢᐇࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊᴗࡢಟṇࡸ᪂ࡓ࡞ᴗᒎ㛤ࡀ⾜࠸࡙ࡽ࠸⫼ᬒ࣭⎔ቃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



つไ⦆ᗫᤲἲࡢ┠ⓗࡢぢ┤ࡋ㸦⌧≧ࡢබ⾗⾨⏕ࡘ࠸࡚ࡣูᯟ࡛ᤣ࠼ࡿ ࠋ



ἲࡸἲ௧ࡢぢ┤ࡋࠋᗫᲠ≀ࡢࢇࡀ⏘ᴗᗫᲠ≀࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡣࠊ᭷౯ࠊ㈨
※ࡀὶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᡭ㛫ࡢࡿᚲせ᭩㢮ࡀከࡍࡂࡿࠋ



⏘ᗫ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺไᗘࡢᨵゞࠋ㔞↓㛵ಀࠊࡋࡶ✀㢮ࡈ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࢆせồ
ࡍࡿࡢࡣࠊ⌧ᐇࡃྜࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋH[㸧㉥ࡕࡻ࠺ࡕࢇࡢ㣧ࡳᒇࡀ࠺࡞⪃࠼ࡽࢀ
࡞࠸ࠋᗫᲠ≀ฎ⌮ጤクዎ⣙᭩ࡸ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࡢ⡆⣲ࠋົฎ⌮㔞ࡢ㍍ῶࡢࡓࡵࡢ
⟇ࠋ



ᘓタ⣔ᗫᲠ≀ࡢ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࡢぢ┤ࡋࠋ



㟁Ꮚ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࢆチྍ᮲௳ຍ࠼ࡿࡇ㸦㞟㐠ᦙᴗࠊ୰㛫ฎ⌮ᴗࠊ᭱⤊ฎศሙࠊ
ฟᴗ⪅➼࡚ ࠋࡇࢀࡔࡅ㹇㹒࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡶࡗぢ࠼ࡿࡀᚲせࠋ



ᰴᘧศ࡛⤒Ⴀᚲせ࡞⤌⧊ᨵ㠉ࢆ⾜࠸ࡓࡗࡓࡀࠊᡭ⥆ࡁࡀཝࡋࡃࠊᐇ㉁ⓗࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ឤࡌࡓࠋࡶ࠺ᑡࡋᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀྲྀࢀࡿࡼ࠺ἲᨵṇࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



㹕㹂㹑ࡢ㐠⏝ࡢぢ┤ࡋࠋࠕࡊࡿࡢ┠ࠖ࠸ࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ᗫᤲἲࡢᩚഛࠋ



➨᮲㸦ᐃ⩏㸧ࡢᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋࠋᅜ㝿ⓗ࡞ྛㅖไᗘࠊඛ㐍ྛᅜࡢไᗘ㏆࡙ࡅࡿࠋ



ᑓࡽ≀ࡸྂ≀ၟࡘ࠸࡚ࡶᗫᤲἲ࡛ࡢ⾜ᨻฎศࢆ⾜࠺ࠋ



ᡃࠎ⏘ᴗ⏺ࡢᑗ᮶ࡢᴗࡋ࡚ࠊබඹ㛵ࢃࡿධᮐไᗘ᭱పไ㝈౯᱁ࡢㄆᐃࢆල⏦
せᮃࡍࡿࠋ



ྛ✀ἲᚊࡢᚲせᛶࡣ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡀࠊࠗᗫᲠ≀ฎ⌮ἲ࠘ࢆ୍␒ཝࡋ࠸ෆᐜࡋ࡚ࠊࠗࡇࡢ
ฎ⌮ἲ࠘ࢆࢡࣜࡍࢀࡤ࡚Ⰻࡋࠊ࠸࠺ἲᚊ㸯␒ࢆᥖࡆࡿࡃࡽ࠸ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ㒔
ᕷィ⏬ἲࠊබᅬἲࠊ᳃ᯘἲ➼ࠎࠊࢡࣜࡍࡿἲᚊࡀከࡍࡂࡿࠋ⏘ᗫฎ⌮༊ᇦࡣࠊ㸳ᖺ
ࡈぢ┤ࡋࡉࢀࡿ㒔ᕷィ⏬ฎ⌮༊ᇦᣦᐃࡋ࡚ࠊࡑࡢ㒔ᕷࡢ୍㒊ࡣࠊᚲࡎᣦᐃ༊
ᇦࢆタ⨨ࡍࡿࡇࢆᮃࡳࡲࡍࠋ

㸺⏕ရ㸼


⏕〇ရࡘ࠸࡚ࡢᗫᲠ≀ᢅ࠸ࡢ᮲௳ࡢ⦆ࠋ



⏕〇ရࡢィ⏬⏝ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ⾜ࡁᙜࡓࡾࡤࡗࡓࡾ࡛ࡣࠊ㈨㔠⧞ࡾ➼࠸ࡘ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍศࡽࡎࠊⓎᒎࡢࢿࢵࢡ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ



ࣜࢧࢡࣝ〇ရᑐࡋ࡚⎔ቃ┬ࡀཝࡋࡍࡂࡿࠋㄝ᫂⾜ࡗ࡚ࡶྲྀࡾྜ࠾࠺ࡋ࡞࠸ࠋ
∵Ṍᡓ⾡ࢆࡿࠋ᫂☜࡞࢞ࢻࣛࣥࢆ〇సࡍࡿࡁࠋࣜࢧࢡࣝἲฎ⌮ἲࡢ▩┪
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ࡶゎᾘࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ


ࣜࢧࢡࣝ〇ရࡢ᥎㐍㸦⾜ᨻⓎὀᕤࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦ࣮࣒࣍ࢭࣥࢱ࣮ࠊᆺࢩࣙࢵ
ࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㈍ᶒ㸧



⏕⏝ㄆᐃไᗘ㛵ࡍࡿㄆᐃᑐ㇟⏘ᗫ͆ᮌࡃࡎ͇ࡢ㏣ຍࠊཬࡧ⏕⏝ࡢෆᐜࡢ
ᇶ‽Ⓨ㟁ࡢࡓࡵࡢ⇞ᩱࡢ㏣ຍࠋ

㸺 つไᙉ㸼


チྍᴗ⪅ᑐࡍࡿࢳ࢙ࢵࢡࡣཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊฟᴗ⪅ࡸ↓チྍᴗ⪅ᑐࡍࡿ
ࢳ࢙ࢵࢡࡣ⏑ࡍࡂࡿࠋྲྀࡾ⥾ࡲࡾࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ



ၥ㢟ࢆ㉳ࡇࡋࡓᴗ⪅ࡀࠊ௦⾲⪅ࡸᴗྡࢆኚ࠼ࠊࡑࡢࡲࡲᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᯝ
ࡓࡋ࡚ࡑࢀ࡛࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺㸟

㸺ࡑࡢ㸼


⣬ࡃࡎࠊᮌࡃࡎࠊ⧄⥔ࡃࡎ➼ࡢᴗ✀ᣦᐃࡢᗫṆࠋ



⏘ᗫ⛯ࡢ㏵ࡢ᫂☜ࠋ



ἲ௧ࢆసࡿࡢࡶே࡛࠶ࢀࡤࠊᏲࡿࡢࡶே࡛࠶ࡿࠋࡑࡢἲ௧ࢆసࡿேࡢୖࠊ᪥ᮏࡢ㐨
ᚨဴᏛ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ᮏᙜᚲせ࡞ࡶࡢ࡞ࡢྰࡢุ᩿ࢆࡍࡿேࡀᚲせࠋ



ᅜࡼࡿᴗ⪅ࡢ㑅ᐃࢆᅗࡿࠋ



⮬ࡽࡢᗫᲠ≀ࢆ⮬ࡽゎయฎศࠊ㐠ᦙࡍࡿሙྜࡣࠊチྍࡀ࠸ࡽ࡞࠸⪺࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ࠾
ࡋ࠸ᛮ࠺ࠋ



ᆅ᪉ࡢ୰㏵༙➃࡞୰㛫ฎ⌮ᴗ⪅ࡢ⤯⁛



ᒆฟせࡢᑠᆺ↝༷⅔㛵ࡍࡿሗࡢࡼࡾ୍ᒙࡢ㛤♧ࠊᒎ㛤ࠋ



ᙉไⓗ࡞㆟ࡀᑡ࡞ࡃࠊ⯆ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ୍Ṍ๓㐍ࡵ࡞࠸ࠋ୍Ṍ๓㐍ࡳࡓࡃ࡚ࡶ͐
ྠ୍ே≀ࡢཧຍ⪅ࡤࡾ࡛࡞ࡃᗏ㎶ࢆᗈࡆࡿࠋ



୍⯡ᗫᲠ≀ࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢྲྀࡾᢅ࠸ᑐࡍࡿࣇ࣮ࣟሗࡢඹ᭷㸦බ㛤ཬࡧᣦᑟ㸧ࡢሙࠋ
㸭⏘ᴗᗫᲠ≀ࡋ࡚ࡢ ⟬ಀᩘࡢ⤫୍ࠋ 㸸ࡀࢀࡁ㢮ࡣ⏘ᗫ⛯➼ ࡢ⟬࡛ࡣࠊ㹋
࠶ࡿࡀ㸦ᐇ㝿ࡇࢀࡃࡽ࠸࡞ࡿ㸧ࠊ◚○ฎ⌮タࡣࡇࡶࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡑࡢ
ࡶࡢࡢẚ㔜㹋ࢆ⏝ࡍࡿࡓࡵࠊᐇ㝿㔞ࡁ࡞ㄗᕪࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࠋ



♫ⓗໃຊࡢᚭᗏࡋࡓ⥾ࡵฟࡋࠋࡲࡓࠊᴗ⏺࡛⮬ίస⏝ࢆാࡏࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ
⪃࠼ࡿࡀ͐㞴ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋ



ἲไᐃࡽఱࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ㐠ฎ⌮ࡢࡓࡵࡢᐜჾไᐃࡢぢ┤ࡋࡶ࡞ࡃࠊᏳ౯ࡢࡳ
᭷ຠࡢᴗ⏺ࡢ≧ἣࡀỌ⥆ࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ရ┠ฟࡢᴗ✀ᣦᐃࢆ㝖እࡍࡿⅬࠋ
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ၥ 㸵㸬ḟୡ௦ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡸᚑᴗဨࡀᕼᮃࡾࢆࡶࡗ࡚ࠊࡇࡢ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ
⏺࡛ാࡁ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊࠊᴗ⏺యࡋ࡚ఱࢆࡍࡁ
࠾⪃࠼࡛ࡍࠋࡈ⮬⏤࠾᭩ࡁୗࡉ࠸ࠋ
㸦㸯㸧⮬♫ࠊᴗ⏺ෆ㛵㐃
ձᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪࢵࣉ㸦n㸻230㸧
ۑᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪࢵࣉ㸦135㸧


ᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪࢵࣉࠋࢡ࣮ࣜࣥ࡞࣓࣮ࢪࢆఏ࠼࡚࠸ࡃࠋ㸦ከᩘ㸧



ࠕ⏘ᴗᗫᲠ≀ࠖࡢ୍⯡ⓗ࣓࣮ࢪࢆኚ࠼ࡿࡇࡀࠋ
͆⏘ᴗᗫᲠ≀͜㸻ᴗഃࡣ↓
㥏࡞ฟ㈝ࠊ୍⯡ேࡽࡣࢦ࣑ゝ࠺ࢲ࣮ࢡ࡞࣓࣮ࢪࡀࡁࡶࡢࡔࡀࠊṇࡋ࠸ศู
ࡼࡗ࡚ࡁ࡞㈨※࡞ࡾ࠺ࡿࡇࢆࡶࡗศࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ㸦㸳㸧



ἲᢞᲠ➼ࡢ㐺ṇᴗ⪅ࡢつไࡢࡓࡵࠊ⏘ᗫἲไࡣṇᙜ࡞チྍᴗ⪅ࡢ࣓࣮ࢪࡶᦆ
ࡌࡿᵝ࡞㐣ᗘ࡞つไ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠕࢲ࣮ࢡ࡞ᴗ⏺ࠖ࠸࠺࣓࣮ࢪࡀฟ᮶
ୖࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡶᣔࢆࡍࡿࡁᛮ࠺ࠋ㸦㸱㸧



ᴗࡗ࡚⏘ᴗฎ⌮ࡣᚲࡎᚲせ࡛࠶ࡿࠋࣅࢪࢿࢫࡋ࡚ࡢ㔠㢠ࡶࡁ࠸ࡢ࡛࣓࣮
ࢪࢆ࡞ࢇࡋࡓ࠸ࠋ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡞ࠋ



ᴗ⏺యࡢ࣓࣮ࢪࢵࣉࢆᅗࡿࡓࡵࡢ࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࢆつᶍᐇࡍࡿ㸦ᑠ࣭୰
Ꮫᰯࡢ⎔ቃᩍ⫱ࡢ୍㈏ࢆྵࡵ࡚)ࠋ



୍㒊ࡢᝏ㉁ᴗ⪅ࡀ࣓ࢹ➼࡛ሗ㐨ࡉࢀࠊᴗ⏺యࡀᝏ㉁຺㐪࠸ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⠇ࡀ࠶
ࡿࠋ



ᆅᇦ࡛㐪࠸ࡣ࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊⱝ⪅ୡ௦ࡣ⏘ᴗᗫᲠ≀⪺ࡃࠊ࣐ࢼࢫ࣓࣮ࢪࡀᙉ
ࡃឤࡌࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ⏘ᗫࡢ୍㒊ࡣྲྀᢅ࠸ὀពࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊ༙ࡣᬑẁࡽ
ࡼࡃ┠ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࢀࢆ㐺ṇฎ⌮࡛⎔ቃ㈇Ⲵࢆపῶࡉࡏࡿ࠸࠺ᙜࡓࡾ๓ࡢ
ࡇࢆᴗ⏺య࡛⾜࠺ࠋྛ┴࡛ලయⓗ࡞ࢆฟࡋࠊୡ㛫ࣆ࣮ࣝࡋࠊ࣓࣮ࢪࢵ
ࣉࢆ⾜࠺Ⰻ࠸ᛮ࠺ࠋ㸦㸯㸧



ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ㸻ఫẸࡢᩛ࣭⎔ቃ◚ቯ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⎔ቃࢆᏲࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞⏘
ᴗ࡛࠶ࡿ࠸࠺࣓࣮ࢪࡢྥୖ࡞ࡃࡋ࡚ඃⰋ࡞♫ဨࡣ㞟ࡲࡽ࡞࠸ࠋ㸦㸯㸧



ᗫᲠ≀ࡢ㈨※ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡼࡾࠊ࣓࣮ࢪࢵࣉ᪂つᴗࡼࡿᴗ⏺ࡢⓎ
ᒎࡘ࡞ࡀࡿࠋ



͆ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ͇࣓࣮ࢪࡀở࡞࠸ࠊࢦ࣑ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺࣓࣮ࢪࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
タഛࡢ㏆௦➼࡛࣓࣮ࢪࢵࣉࢆ⾜࡞࠼ࢀࡤ⪃࠼ࡿࠋ



ᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪࡢᡶᣔࠋࡲࡔࡲࡔປാ⪅ࡢព㆑⮬యࡶప࠸ࠋᴗ⏺ࠊᚑᴗဨࠊ♫ࠊ㸱
⪅ࡀඹ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᐁẸ࠶ࡆ࡚๓ྥࡁྲྀࡾ⤌ࡴࠋ



ᚋࠊ⏘ᗫࢆཎᮦᩱࡋࡓ〇ရࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸ࠊ⮬♫ࡀኚ㠉ࡍࡿጼࢆ㢳ᐈࡸ♫ࡽホ
౯ࡉࢀࡿᵝࠊሗⓎಙຊࢆ㧗ࡵࠕࣈࣛࣥࢻࠖኚ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ



10 ᖺඛࢆぢ㉺ࡋࡓ᪂ᢏ⾡ࡢᶞ❧ᴗ⏺࣓࣮ࢪࡢ୍᪂ࠋ

㸦ᨵၿ⟇㸧
ۑ㹒㹔ࠊ࣓ࢹ➼࡛ࡢ PR㸦81㸧


⎔ቃၥ㢟ྲྀࡾ⤌ࡴᴗࡋ࡚ࡢࣆ࣮ࣝࡀ㔜せࠋ⎔ቃ㠃࡛㐜ࢀ࡚࠸ࡿᅜࠎẚ㍑ࡋ
࡚ࠊ➨୍ḟ⏘ᴗࡢ⏕⏘άືࡁ࡞㈉⊩ࡀ࠶ࡿࡇࢆᙉㄪࡍࡿ➼ࠎࡢᐉఏࡀ㔜せࠋ
㸦
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㸯㸴㸧


⏘ᗫฎ⌮ࡢᚲせᛶࡸࠊ♫ࡢ㈉⊩ᗘࢆࡶࡗᅜෆ࡛㹎㹐㸦ࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜ࢆ㏻ࡌ࡚㸧
ࡍࡿࡁࠋ㸦㸶㸧



࣐ࢫࢥ࣑➼࠾࠸࡚ࠊᝏ࠸༳㇟ࢆ࠼ࡿࢽ࣮ࣗࢫࡀከࡃឤࡌࡿࡢ࡛ࠊᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪ



࣓ࢹࡼࡿඃⰋᴗ⪅ࡢ⤂㸦㸯㸧



⏘ᗫᴗࡣ͆ࢦ࣑ᒇ͇࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣜࢧࢡࣝ㸤㈨※ᴗ࡛࠶ࡿࡇࡢ࣓࣮ࢪࢵࣉ
ࢆᅗࡿࠋసᴗୖฟ࡚᮶ࡿᚲ↛ᛶࠊࡑࢀࢆ࠸᭷ຠ⏝ࡍࡿࡇࡀࠊ♫ࡢࢩࢫ
ࢸ࣒ୖࠊ᭷⏝࡞ࡇ࡛࠶ࡿࡇࡢᐉఏࠋ㸦㸯㸧



୍⯡ᾘ㈝⪅㸦ᕷẸ etc㸧ᑐࡋ࡚ࠊ࣐ࢼࢫࡢ࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿᴗ⏺㸦ἲᢞᲠࠊ᭱⤊ฎ
ศሙࡢ❧ᆅᑐ㸦ᣦᐃᗫᲠ≀㸧࡞㸧ࠊࡇࢀࢆ⎔ቃࡸࡉࡋ࠸ࠊᚲ㡲ࡢࡶࡢ࡞Ⰻ࠸ヰ
࡛ఏࢃࡿᵝࠊᗈ࿌㸦࣓࣮ࢪᗈ࿌࡛㹍㹉㸧ࡍࡁࠋ



ࣜࢧࢡࣝᑐࡋ࡚ࠊྛ♫ࡢᗈ࠸⪃࠼ࢆᣢࡗࡓ⤂ࠋ



ᚠ⎔ᆺ♫ᙧᡂࡢ୍ဨࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ≧ἣࡘ࠸࡚ࠊ࣐ࢫ፹యࢆ⏝ࡋ࡚ࡢ
࣓࣮ࢪࢵࣉࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢᚲせᛶࠊ♫ⓗࢆࠊ᪂⪺ࠊ㹒㹔㹁㹋ࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊ㹒㹔
ࢻ࣐ࣛࠊࢽ࣓ࠊᫎ⏬ࢆά⏝ࡋ࡚㹎㹐ࡍࡁࠋ



㐣ཤࡢ㧗ᗘᡂ㛗ᮇࡣࠊ≀ࡢ〇㐀ࡔࡅ࡛⾜࡞ࢃࢀබᐖࢆ⏕ࢇࡔࠋᚋࡢ⤒῭ᡂ㛗ࡣᚲ
ࡎ≀ࡢ〇㐀⎔ቃ㈇ຍῶᑡࢆ୧❧ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⎔ቃ㛵㐃ᴗ⪅ྲྀᘬ➼ࢆ
〇ရ㢮༷ຍ౯್ࡋ࡚ࣆ࣮ࣝྍ⬟ࡍࡿࡼ࠺࡞⤌➼ࢆసᡂࡋ࡚ࡺࡃࡇ
ࡶᚲせࡔᛮ࠺ࠋ



ᚋࡢྛᴗࡢດຊࠊࡑࢀࢆᨭࡍࡿ⾜ᨻࡢᛂࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸦㸿㹁බඹᗈ࿌ᶵᵓ
ࡢ㹁㹋ࡼࡿ࣓࣮ࢪࢵࣉࡑࢀࢆྍ⬟ࡍࡿ㝞άືࡀ㔜せ)ࠋ



⌧ᅾ࠾࠸࡚ࡶࡲࡔࠊ⏘ᗫゝ࠺ᆅᇦఫẸࡢ୰ࡣᝏ࠸࣓࣮ࢪ㸦⮯࠸ࠊở࠸ࠊ
⎔ቃࢆởࡍ➼㸧ࢆᣢࡘ᪉ࡀ࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠾࠸࡚ࡣࠊࡸࡣࡾᕼᮃࡾࢆᣢ
ࡘࡢࡣ㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࠋᴗ⏺యࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ୰࡛ࢦ࣑ࢆᢅ࠺ࡀ⏘ᗫᴗࡣࢡ࣮ࣜࣥࡔࠊ
࠸࠺ᅛᐃᴫᛕࢆᣢࡘࡼ࠺ࠊ㹎㹐ࡍࡁᛮ࠺ࠋ



ᚠ⎔ᆺ♫ࡢᙧᡂࡀ࠸ษࢆࠊᐁᴗ⏺ࡀ୍య࡞ࡗ࡚ࣆ࣮ࣝࡍࡿࠋ

 ۑᬑཬၨⓎ㸦14㸧


⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅ࡣࠊࡑ࠺⡆༢࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࢆࠊࡶࡗᗈࡃఏ࠼ࡓ࠸ࠋ



ࣜࢧࢡࣝࡸᗫᲠ≀ࡢฎศ࡛ࡢࡼ࠺㈨※ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡶࡗ୍⯡ࡢேࠎ
▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡀࡔᛮࢃࢀࡲࡍࠋ



ᆅᇦఫẸᐦ᥋࡞㛵ಀࢆಖࡕࠊ♫ぢᏛࡋ࡚ᕤሙࢆࣆ࣮ࣝࡍࡿࡼ࠺࡞⣲ᬕࡽࡋ࠸
♫ࡍࡿࡇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ



ᆅᇦఫẸࡢၨⵚάືࢆ᥎㐍ࡋࠊ⏘ᗫฎ⌮ᴗ⏺ࡢᆅྥୖࢆ┠ࡊࡍࠋ



⏘ᗫࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࡸᚲせᛶࢆࠊࡶࡗᗈࡃ୍⯡ᕷẸ▱ࡽࡏ࡚ࡋ࠸ࠋᴗࢆᣢࡗ
࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿ♫ࢆࠊࢦ࣑ᒇࡉࢇపࣞ࣋ࣝ࡞⪃࠼࡛࠸࡚ࡋࡃ࡞࠸ࠋ

ղᩍ⫱࣭ேᮦࡢ☜ಖ㸦n㸻201㸧
ۑᩍ⫱㸦98㸧


ேᮦ⫱ᡂࡢⅭᩍ⫱ᨭ㸦ຓᡂ㸧㸦㸶㸧
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⏘ᗫࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆᏛࡿࡼ࠺࡞ືࡁࡸࠊㅮ⩦࡞ࠊᴗ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊఫẸ
࡞ࢆྵࡵࡓ⏘ᗫࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࡢྥୖࠋ㸦㸳㸧



㛵ಀ⪅ࡀᚠ⎔ᆺ♫ࡢᵓ⠏ࢆ⮬ࡽࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡕࠊᏛ⩦ࠊᩍ⫱ࡋ࡚࠸
ࡃࡇࡀᚲせࠋ㸦㸱㸧



㈨※ࡢ㔜せᛶࠊ⮬↛ࡢࢃࡾ➼ࡢㅮ⩦㸦ຮᙉ㸧ࢆ㸯㹼㸰ᅇ㸭ᖺࠊ↓ᩱ㛤ദࡍ
ࡿࠊㅮ⩦➼ࡢ㈨ᩱࢆ↓ൾ㓄ᕸ➼ࠊဨᴗᑐࡋࠊᆅ㐨࡞ດຊࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸
ࠋ㸦㸰㸧



㨩ຊ࠶ࡿᴗࠊᴗ⏺ࡾࡢࡓࡵࡢேᮦ⫱ᡂࡢ⤌సࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠋ



ⱝᡭ⤒Ⴀ⪅ྥࡅࡢពぢࡢሙࢆタࡅࡿࠋࡲࡓࡣḟୡ௦⤒Ⴀ⪅ࡢᡂຌࡢሗᥦ౪ࠋ



ྛ♫ෆ࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂࡸᩍ⫱➼ࡢᨭࢆ☜❧ࡍࡿไᗘࡸࠊ⿵ຓࡀ࠶ࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ



ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㑂Ᏺࡢࡓࡵࡢㅮ⩦ࠊேᮦ⫱ᡂࡢᙉ㸦㸯㸧



⥅⥆ⓗ࡞◊ಟࡢ㛤ദ➼ࡢேᮦᩍ⫱ࠋ



Ᏻసᴗࡢᩍ⫱カ⦎➼ࡢᐇ⩦ࠊㅮ⩦ࢆ✚ᴟⓗ⾜࠺ࠋ



ᩍ⫱㸦♩ࠊᏳࠊᢏ⾡ࠊᚰࡀࡅࠊእぢ➼㸧ࡢᶵ㛵ࡀ࠶ࢀࡤຓࡿࠋᩍ⫱ᶵ㛵ࡸ࣐
ࢫࢱ࣮ไᗘࠋ



ฟᴗ⪅ࠊ㐠ᦙᴗ⪅ࡢᏛ⩦ᙉࠋ



ᚑᴗဨ࡚ࡀࠊἲࡢ༑ศ࡞⌮ゎ㑂Ᏺࡣㄽࡢࡇࠊ୍ேࡦࡾࡀឤㅰࡢẼᣢࡕࢆᣢ
ࡘࡇࡀ࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂࠊࢺࢵࣉ⮬ࡽຊࢆὀࡄࡇࡀ᰿ᮏ࡞ࡿࠋᮏᙜឤㅰࡢ
Ẽᣢࡕࡀ࠶ࢀࡤࠊ࠾ᐈᵝࡣㄽࠊㄡᑐࡋ࡚ࡶ㌟࡞ࡾࠊゝⴥ㐵࠸ࠊㅬࡉࠊᛮ࠸ࡸ
ࡾࠊᚰ࡙࠸ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡍࠋேேࡢ⦕ࢆዴఱ࡛ࡁࡿ㸽ࡑ࠺
ࡋࡓே㈈࡙ࡃࡾࡀᚲせࠋ



⤒Ⴀ⪅⮬ࡽࡀ⎔ቃ㛵ࡍࡿຮᙉࢆࡋ࡚ࠊ♫ࡢ♫ဨࢆᩍ⫱ࡋࠊ༠ࢆ㏻ࡋ࡚ᨻ㠃࡛
ࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊຊࢆྜࢃࡏ⾜ືࡍࡿࡇࡀ㔜せ⪃࠼ࡿࠋ㸦㸯㸧



ඃࢀࡓேᮦࢆ⫱ᡂ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢ⎔ቃ࡙ࡃࡾ࠾ࡅࡿ⾜ᨻࡢ⌮ゎ༠ຊࠋ



ḟୡ௦ࡢ♫ဨࡀാࡁ⥆ࡅࡽࢀࡿᵝࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡢᩍ⫱ࢆẖᖺ㛤࠸࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦 㸯㸧

 ۑேᮦࡢ☜ಖ㸦31㸧


ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ㸻ఫẸࡢᩛ࣭⎔ቃ◚ቯ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⎔ቃࢆᏲࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞⏘
ᴗ࡛࠶ࡿ࠸࠺࣓࣮ࢪࡢྥୖ࡞ࡃࡋ࡚ඃⰋ࡞♫ဨࡣ㞟ࡲࡽ࡞࠸ࠋ㸦㸳㸧



⮬♫ࡢࡇࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᴗ⏺ࡋ࡚ࡢⓎᒎࢆ㢪࠺ࡓࡵୡ௦௦ࡣᚲせࠋ(10 ᖺ
ඛࢆ⪃࠼ࡽࢀࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸧㸦㸰㸧



ồ⫋⪅ᨭᅋయ➼࡛ࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗྥࡅࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊேᮦࢆ
⤂࠸ࡓࡔࡅࢀࡤࠊேᮦࡢ☜ಖࡶࡋࡸࡍࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓࠊᑵ⫋ᚋࡶᐇົࢫ࣒࣮ࢬ⁐
ࡅ㎸ࡳࠊ⥅⥆ࡋ࡚ാࡁ⥆ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣࠋ㸦㸯㸧



ⱝᖺᒙࡢῶᑡࡼࡾࠊ⏘ᗫᴗࡢᵝ࡞≉Ṧ࡞ᴗ✀ࡣࠊᑗ᮶㞠⏝ࡀኚ࡞ࡿࡇࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ



ࡲࡎࡣⱝ࠸ே㐩ࡢാࡁᡤࡋ࡚ㄆࡵ࡚ࡽࠊḟእேࡢ☜ಖࢆ⪃࠼ࡿࠋ



㧗༞ࠊ༞⪅ࡀධ♫ᑐ㇟࡞ࡿࡼ࠺࡞ᴗ⏺࡞ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ



㈨᱁⪅ࡢᑟධࠊ⫱ᡂࢆ㔜⏝ࡋࠊ♫ࡗ࡚ࡶᚲせ࡞ேᮦ࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ



ேᮦࡢ☜ಖࢆ᭱ඃඛㄢ㢟ࠋ㨩ຊ࠶ࡿᴗ⏺ࡋࠊⱝ࠸ேࡀാࡁࡓ࠸ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃ
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ࢆᩚ࠼ࡿࡇࡀᚲせࠋ


ேᮦࢆ࠶ࡗࡏࢇࠊ☜ಖࠋேᮦ㊊ࢆᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋእᅜࡽேᮦࢆཷࡅධࢀࡓ࠸(⮬
⏤)ࠋ



ᥦຊࠊ⟶⌮⬟ຊࠊᴗົ㐙⾜⬟ຊ➼ࡼࡾࠊฎ⌮ᴗ⪅㛫ࡢᕪูࢆᅗࡾࡘࡘࠊጤク
⚗Ṇࢆ᮲௳ࡁ࡛ぢ┤ࡋࠊ⣔ิࡼࡿᴗ⏺⦅ࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࡢࡇ࡛ᴗ⏺ࡢᆅࢆ
ᨵၿࡉࡏࠊᚑᴗ⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡃಖࡘࡶࠊඃ⚽࡞ᑵᴗᚿᮃ⪅ࢆ☜ಖࡍ
ࡿࠋ

 ۑປാ᮲௳(㈤㔠ࠊᚅ㐝ࠊ⚟ཌ⏕➼)㸦55㸧


⚟ཌ⏕ᐇ㸭㔠㖹㠃ࡢᚅ㐝ᨵၿ㸦㸯㸮㸧



ᚑᴗဨࡢ⫋ሙ⎔ቃࡢᨵၿࢆࡣࡿࡓࡵࡢከᵝ࡞ไᗘᨵ㠉ࡀᚲせࠋ



㧗㱋ࡲ࡛ാࡅࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠋ



⤒Ⴀ⪅ࡶᚑᴗဨࡶ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⏺࡛ാࡁ⥆ࡅࡽࢀࡿᵝࠊ㹟㸬⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅
⿵ຓ㔠ࢆฟࡋ㸦⛯㔠ࡽ)ࠊാࡃேࡢ⏕άࡀᴦ࡞ࡿᵝࠊࡢᚿ㢪⪅ࡀቑ࠼ࡿᵝ
ࡍࡿࠋ㹠㸬ປാ⎔ቃࢆⰋࡃࡍࡿࡓࡵࡢᶵᲔࠊཬࡧປാ⪅៘Ᏻࡶ⪃៖ࡍࡿࠋ㸭ᗣ࡛
᫂ࡿࡃඖẼ࡛ാࡅࡿᵝࠊ་⒪ࡢ㔜どࠊປാ⪅⟶⌮ࢆ༑ศࠋ



㞠⏝᮲௳ࡢぢ┤ࡋ㸦ᇶᮏ⤥࣭ㅖᡭᙜ࣭᪼⤥㸧⌧ᅾࡢሗ㓘ࡣᑗ᮶ⓗᏳᐃࡋࡓ⏕ά
ࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿࡶࡢ࡞ࡢ㸽㸦ᨭ⤥ࡋ࡚࠸ࡿࠊཷ⤥ࡋ࡚࠸ࡿ㸧㸦ᨵၿࡢᚲせᛶࡣ㸧



⫋ሙࡢປാ⎔ቃࢆᛌ㐺ᩚ࠼ࠊ⏕⏘ᛶࢆ㧗ࡵࡿດຊࢆປඹ⥅⥆ⓗ⾜࠺ࡇ࡛
♫ࡢ┈ࢆ㧗ࡵࠊᚑᴗဨࡢ㈤㔠ࢆ㧗ࡵࠊỌࡃ⥆ࡃ♫Ọࡃാࡅࡿ㞠⏝⣔ែࢆసࡾୖ
ࡆࡿࡇ࡛ࠊᢏ⾡ࡢ␆✚࠶ࡿఏ⤫࠶ࡿᴗࢆᘓタࡍࡿࠋ



බⓗᨭࠊᚑᴗဨᚅ㐝ᨵၿࠋ



Ᏻᐃࡋࡓ┈ࠊᏳᐃࡋࡓ⤥ࠋ㨩ຊ࠶ࡿ⏘ᴗᗫᲠ≀ᴗ⏺ࡢ᥎㐍㸦බⓗᨭࡢᚲせᛶ㸧



ዪᛶ㞠⏝ࡢ᥎㐍



ࠕ⎔ቃࠖ࠸࠺⪺ࡇ࠼ࡣⰋ࠸ࡀࠊᮎ➃ࡢసᴗࡣࢀࡶ㸱㹉࡛࠶ࡾࠊⱝ࠸ே㐩ࡸዪᛶ
ࡢᑵປ⪅ࡣቑ࠼ࡃ࠸⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ୍ᒙࡢ㈤㔠ᘬࡁୖࡆࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦⿵
ຓ㔠ࡣ㞴ࡋ࠸ᛮ࠺ࡀ)ࠋ

ۑ㈨㉁ࡢྥୖ㸦17㸧


ᴗ⏺యࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢࣞ࣋ࣝࡸ㈨㉁ྥୖࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ㸦㸲㸧



♫ဨಶࠎࡢ㉁ࡢྥୖ㸦㸲㸧



୍⯡ࡢᴗྠᵝ࡞ࡿࡇࠋ㸦㸧(ே)ࡢ㠃࡛ࡣࠊᇶᮏࡀ࡛ࡁ࡚࡞࠸ࡢ࡛ࠊ୍⯡ᖖ㆑
ࢆᚲせࡍࡿࠋ(ᇶᮏࡣࠊே࡛ࡍ)



୰ᑠࡢ⊂❧ᙧࡢᴗ⪅ࡣࠊᚋ⥅⪅ࢆྵࡵ⌧ᴗဨࡢ☜ಖ࡞ⱞᡓࡋ࡚࠸ࡿ⪺ࡃࠋᇶᮏ
ⓗ࡞ࡽጞࡵࡿࡢࡀ㏆㐨࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠼ࡤᣵᣜ➼ࡢ࣐ࢼ࣮ᩍ⫱ࡢᚭᗏࠊᴗ㛵ࢃ
ࡿࢻࣛࣂ࣮ࡢ࣐ࢼ࣮ཬࡧᏳᩍ⫱ࠊࡑࡋ࡚➗㢦ࠋ



⤒Ⴀ⪅ࡣࠊ㐨ᚨဴᏛࡀᚲせࠋ



⏘ᗫ≀ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆ㧗ࡵ࡚ࠊ♫ࠊᚑᴗဨయ࡛ᏛࡪタഛࢆᐇࡉࡏࠊᏳᐃࡋࡓ
ධࡀᚓࡽࢀࡿࡇࠋ
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ճ ㈨※ᚠ⎔㸦n㸻131㸧
 ۑᢏ⾡ຊྥୖ 㸦67㸧


ᢏ⾡㛤Ⓨᑐࡍࡿබⓗᨭࠋ㸦㸯㸮㸧



⬟ຊࠊᢏ⾡ຊࡢ⫱ᡂࠋ㸦㸴㸧



ᢏ⾡㛤Ⓨ㸦ᡂ⋡ 100㸣㸧㸦㸲㸧



⏘Ꮫᐁ㐃ᦠࡋࠊࡼࡾ⎔ቃ㈇Ⲵࡢᑡ࡞࠸ฎ⌮ᢏ⾡ࡘ࠸࡚◊✲࣭㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ㸦㸰㸧



බᐖ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᢏ⾡㠉᪂ࢆࡋ࡚ࠊ⥅⥆ࡋ࡚ົࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ㸦㸯㸧



㹇㹒ࢆ᥎㐍ࡍࡿ㸦ࣔࣂࣝ)ࠋࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡞ࡽࠊ㟁Ꮚ࣐ࢽࣗࣇ࢙ࢫࢺࡢ㏦
ཷಙࢆࡍࡿࠋ㸦㸯㸧



ࣜࢧࢡࣝᢏ⾡➼ࡢ㛤Ⓨࢆࡶࡗᐜ࡛᫆ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ୰ᑠᴗࡶᢏ⾡ຊࢆ
άࡋࡓ⤒Ⴀࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ



㞵ኳ࡛ࡶసᴗ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᢏ⾡ࢆ㐀ࡋ࡚ࡋࡿࡁ௦ࡔࠋ



㈨※ࡢᑡ࡞࠸᪥ᮏࡗ࡚ࠊᚋࠊ㈨※ࣜࢧࢡࣝࡣ㐍ࡵ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡣࠊࣜࢧࢡࣝࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠸ไᗘࡢぢ┤ࡋࡸࠊࣜࢧࢡࣝࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢᢏ
⾡ྥୖࢆ┠ⓗࡋࡓࠊ◊ಟࢆタࡅࡿࡇࡀᚲせࠋ



ᵝࠎ࡞㸱㹐ࡢࢽ࣮ࢬᑐᛂࡋ࠺ࡿయไࡢᙉࠋ



➨୕⪅ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵࠊฎ⌮࣭ࣜࢧࢡࣝᢏ⾡ࡢ☜❧ࢆࡍࡿࠋ



ᢏ⾡⤒Ⴀඃࢀࡓᴗ⪅ࡀࠊᡂ㛗ࠊⓎᒎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳ࡙ࡃࡾࠋ



ࣉࣛࣥࢺタࡢᣑࡸࠊ᪂ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨᑟධࢆ㐍ࡵࠊᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪࢆࣈࣛࣥࢻࡍࡿࠋ



㧗ᗘ࡞ࣜࢧࢡࣝᢏ⾡ࢆ☜❧ࠋỗ⏝タࡋࠊᏳ౯⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⏺౪⤥ࠋ



᪂ࡋ࠸ฎ⌮᪉ἲࡸࢩࢫࢸ࣒ࠊసᴗࡢ⡆␎ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᚑᴗဨࡢ㈇ᢸࡶῶࡾࠊࢥࢫࢺ
๐ῶࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ



10 ᖺඛࢆぢ㉺ࡋࡓ᪂ᢏ⾡ࡢᶞ❧ᴗ⏺࣓࣮ࢪࡢ୍᪂ࠋ



⚟ᓥཎⓎၥ㢟➃ࢆⓎࡍࡿᨺᑕᛶᗫᲠ≀ࡘ࠸࡚ࡶࠊᅜ༠ຊࡋ࡚ࠊᢏ⾡ⓗゎỴ⟇ࢆ
᳨ウࡍࡁࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ࡢࣉࣟࡋ࡚ࠊࣜࢧࢡࣝࡍࡿ᪉ࡀ᭷┈࡞ࡶࡢࠊฎศࡍࡿ᪉ࡀ᭷┈
࡞ࡶࡢࡢࢧࣅศࡅࡀ࡛ࡁࡿࡇࡀ㔜せࠋࡑࡢ⥺ᘬࡁࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ᢏ⾡ຊࠊሗຊࡢ
ྥୖయไ࡙ࡃࡾࠋ



ᡤㅝࠊᴗ⏺࠸࠺ࡶࡢࠊ⮬♫ࡢᑗ᮶ࡢࡓࡵᮇᚅࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡣࠊࢇ࠸࡞
࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ㠉᪂ⓗ࡞ᢏ⾡ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡣྛ♫ඹࠊ㛛እฟ࡛࠶ࡾࠊࡸࡣࡾ⮬ⓗ࡞
◊㛑ࢆ✚ࡴࡇᑾࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸽



⏘ᗫฎ⌮㈝⏝ࡢᏳᐃ㸦ᆒ୍㸧ࡼࡾࠊฎ⌮ᢏ⾡ຊࢆ㧗ࡵࡿࠋ



㹎㸿㹒➼ࠊඃ⚽ᢏ⾡ࢆᣦᶆࡋࡓ᱁ࡅ

ୖྥ⋡ࣝࢡࢧࣜۑ㸦36㸧


ฟ᮶ࡿ㝈ࡾࡢ㈨※ࢆ┠ᣦࡍࠋ㸦㸯㸲㸧



㸯㸮㸮㸣ࣜࢧࢡࣝࢆ㏣ồࡋࠊᆅᇦఫẸࡽࡶཷࡅධࢀࡽࢀࡿດຊࢆࡍࡿࡇࡼࡗ
࡚ࠊᴗ⏺ࡋ࡚ࡢᆅࢆࢵࣉࡍࡿࡇࡀࠋ㸦㸯㸧



᭷┈࡞㈨※ᗫᲠ≀ࢆࣜࢧࢡࣝࡋࡼ࠺ࡍࡿࠊࢥࢫࢺࡀྜࢃ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡇࢀࢆࢥࢫ
ࢺⓗぢྜ࠺ࡼ࠺ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒సࡾࠋ



≉ࣜࢧࢡ࣭ࣝࣜࢹ࣮ࣗࢫ㛵ࡋ࡚ࡢຓᡂࠊᨭࢆᙉࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
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୍⯡┴Ẹྥࡅࡓࣆ࣮࣮ࣝࡋ࡚ᗫᲠ≀ࡢ⏝ࠊ㈨※ࡢྍどࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ



ᑠつᶍࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁タࡢࡼ࠺࿘㎶ᆅᇦ࡛⤖࡛ࡁࡿࠊ᪂ࡓ࡞ࣜࢧࢡࣝࢆᒎ㛤
ࡍࡿࠋ



㝈ࡾ࡞ࡃࣜࢧࢡࣝࢆࡍࡿດຊࢆࡍࡿࡓࡵࡢタഛᢞ㈨ᑐࡍࡿ⾜ᨻࡢ༠ຊ(⿵ຓ㈝ࠊチ
ྍ)ࡀᚲせࠋ



᭱⤊ฎศ㔞ࢆ㝈ࡾ࡞ࡃࢮࣟ㏆࡙ࡅࠊ㈨※ࡢ⏝ࣜࢧࢡࣝ᭱㝈ດࡵࠊ᪥ᮏ⏘
ᴗ⏺୍␒ࡢཎᮦᩱ౪⤥※࡞ࡾࠊ᪥ᮏࢆᨭ࠼⾜ࡁࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ᚑ⪅ࡢ⏕άỈ‽ࡢࣞ
࣋ࣝࢵࣉࢆ┠ᶆࡍࢀࡤ͐



〇㐀ᴗ⪅ࡢࣜࢧࢡࣝࢆ๓ᥦࡋࡓ≀࣭⣲ᮦ࡙ࡃࡾࠋ



ࢫࣇࣝࢺᗫᮦࡘ࠸࡚ࡣࠊࢫࣇࣝࢺྜᮦ〇㐀ᡤඃඛⓗᦙධࡉࡏࡿࡇࠋ
ͤ㈨※ࡢ⏝ࡢࡓࡵࠋ



ᴗ⏺ࡢᯟ⤌ࡳ⦡ࡽࢀ࡞࠸࡛ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸ〇㐀ࡢࣜࣥࢡࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊ㧗ຠ⋡
࡞㈨※➼ࢆ┠ᣦࡍ㸦ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡔࡅࡢࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ)ࠋ



ᗫᲠ≀࠾ࡅࡿ㈨※ᚠ⎔ไᗘࡢᗫṆࠋ⌮⏤ࠊ㈨※(ཎἜ)ࡣ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ



ᚠ⎔ᆺ♫ࡢ᭦࡞ࡿྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊฟᴗ⪅࣭ฎ⌮ᴗ⪅࣭⾜ᨻ➼ࡀ༠ຊయไ࡛ྍ
⬟࡞㝈ࡾࠊሗࡢබ㛤࣭ᨭ࣭⼥㈨➼ࢆ⾜࠸ࠊᚠ⎔ᆺ♫ࡢᵓ⠏⾜ᨻࡀ✚ᴟⓗࣜ
ࢧࢡࣝၟရࡢ㈍ಁ㐍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ



᭷ຠ㔠ᒓᅇࡢࡓࡵࡢ㈨※ࣜࢧࢡࣝᴗࢆඃ㐝ࡍࡿฎ⨨ࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢࣜࢧࢡࣝࢆඃඛࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࠊ┴⏘ရᆅᇦᛶࡇࡔࢃࡽࡎࠊ
ࡢᆅᇦ࡛ࡶࠊࢦ࣑ࡶ㈨※ࡔ࠸࠺Ⓨ࡛ࣜࢧࢡࣝᙉࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺẆࢆྲྀࡾᢅ࠺⏘ᴗᗫᲠ≀㛵ࡋ࡚ࡣࠊฎ⌮๓≀ฎ⌮ᚋ≀ࡢᚠ⎔ࡀ࠺ࡲ
ࡃᅇࡿࡼ࠺࡞⤌ࡳࢆసࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ≉ࠊฎ⌮ᚋ≀㸦㹐㹁㸧ࡢ࠸㐨ࡘ࠸࡚ࠋ

 ۑ㈨※ᚠ⎔ࡢ᥎㐍㸦28㸧


ࠕࢦ࣑ᒇࠖࡽࡢ⬺ฟ㸟㟼⬦⏘ᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊຍ౯್࠶ࡿ⏘ᴗࡢㄆ㆑ࠋ㸦㸴㸧



ᅜࢆ࠶ࡆ࡚⏘ᴗᗫᲠ≀ᴗࡢᆅࡢྥୖࠋ⎔ቃᴗࡋ࡚ࡢ♫ⓗ⨨ࠋ㸦㸲㸧



ᮏᙜࡢ㈨※ᚠ⎔ࢆ┠ᣦࡍࡁࠋ㈨※ࡍࡿゝࡗ࡚≀ࢆ㞟ࡵࠊᐇ㝿ࡣ㈨※࡛ࡁ࡞࠸
➼ࠊぢࡏࡅࡢ㈨※ࡀ㠀ᖖከ࠸ࠋᗫᲠ≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏᙜࡶ࠺୍ᗘ〇㐀ࡢ※ᩱ
࡞ࡿ➼ࡢࠊ㈨※ࡋ࡚ࡋࡗࡾྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺㈐௵ࡢ࠶ࡿᴗࡋ࡚┿ࠋ



┈ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᮏᙜᆅ⌫⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿࠋ



౯᱁➇தࡔࡅࡽࢃࢀࡎࠊࣜࢧࢡ࣭࢚ࣝࢥࢆ୰ᚰ⪃࠼࡚࠸ࡃࡁࠋ



ᑗ᮶ⓗ࡞ே㛫୰ᚰࡢ⎔ቃࣅࢪࣙࣥࢆ⪃࠼ࡿࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡽࣜࢧࢡࣝᴗࡢ㌿㸦࣓࣮ࢪࢵࣉ)ࠋ



㈨※ᚠ⎔♫ࡢᵓ⠏ࠊἲࡢᩚഛ➼ࠋ



ࣜࢧࢡ࡛ࣝࡁ࡞࠸⏘ᗫ≀ࢆῶࡽࡋࠊࢦ࣑㸮ࢆࡵࡊࡍࠋ



⎔ቃࣅࢪࢿࢫࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ᫂☜ࡍࡿࠋ



ᴗ⏺பࠎࡼࡾࡶࠊࡲࡎࠊ⎔ቃ➨୍⪃࠼ࠊᏳᐃᆺฎศሙࢆ↓ࡃࡍࡁࡔࠋ࡛࡞࠸ࠊ
Ᏻᚰࡋ࡚ฎ⌮ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ



ᚠ⎔ᆺࡢ㔜せᛶࢆ㔜どࠋᏳᐃᛶᮍ᮶ᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡃࠋᬯ࠸࣓࣮ࢪࡽ᫂ࡿ࠸
࣓࣮ࢪࡢດຊ㸦⏘ᗫᴗ⏺)ࠋ



ᚋࡢ⏘ᗫᴗ⏺ࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊᆅ⌫⎔ቃၥ㢟ࡣỌ㐲ࡢࢸ࣮࣐⪃࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᆅ⌫
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⎔ቃၥ㢟ࡢ㈉⊩ࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺▱ᜨࢆฟࡍࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧
ἣࡢ୰࡛ࠊྛ✀ࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㏻ࡋ࡚⮬♫ࡢ⎔ቃព㆑ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ


ᗫᲠ≀ฎ⌮㸻㈨※ᚠ⎔ᴗࠊࡀᡂࡾࡓࡘࡼ࠺࡞ࠊ〇㐀ᴗࡢවࡡྜ࠸࡛ࢦ࣑ࡢᴫᛕࢆ
ኚ࠼ࡿࠋ



ฎ⌮ࠊฎศᴗ㈨※ᚠ⎔ᴗࡢ᫂☜࡞༊ศࢆ⾜࠺ࡇࠋᅜෆࠊᾏእࡢ⎔ቃ⟶⌮ィ
➼ࡢᬑཬࠋ

մ ♫ෆ⎔ቃᩚഛ࣭ᨵၿ㸦n㸻108㸧
♫ۑෆ⎔ቃ㸦ࣁ࣮ࢻ㸧ᨵၿ㸦50㸧


⫋ሙ⎔ቃࡢ㏆௦ࠋ㸦㸶㸧



㸱㹉⏘ᴗゝࢃࢀࡿ⫋ሙ⎔ቃࠊ࣓࣮ࢪࡢᨵၿࠋ㸦㸱㸧



യᐖࡀከ࠸సᴗෆᐜࢆῶࡽࡍࠋ㸦㸱㸧



ᗫᲠ≀ฎ⌮క࠺సᴗ⎔ቃࡀⴭࡋࡃᝏ࠸ࠋ㔜ປാࡸᘓᒇෆసᴗࡢሙྜࠊኟᮇసᴗࡣ⇕
୰࡞࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋᕼᮃࡾࢆᣢࡘࡓࡵࡣࠊᴗᡤࡢ⎔ቃᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢタഛᢞ㈨ࡀฟ᮶ࡿ⤌ࡳࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦㸰㸧



࡞ࡿࡃᏳᐃⓗ㛗ࡃ㞠⏝࡛ࡁࡿ⫋ሙࡢ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠊᏳᩍ⫱ࢆྵࡵࡓ▱㆑ࡢྲྀᚓ
ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࠋ



ᴗົෆᐜࡢ᫂☜



ᗣ⿕ᐖࡢᡶᣔ



㐠ᦙ㌴㍗➼≀ⓗ㈨※ࡢᩚഛࠋ

ۑἲ௧㡰Ᏺ㸦ࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㸧㸦33㸧


⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡀἲ௧ࢆ㡰Ᏺࡍࡿࡇࡣᙜ↛ࡢࡇࠋ㸦 20㸧



⤒Ⴀ⪅ࠊᚑᴗဨඹἲᚊ㸦࣮ࣝࣝ㸧ࢆⰋࡃ⌮ゎࡋࠊฎ⌮ᢏ⾡ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ࠊฟ
ᴗ⪅ࠊᆅᇦࡢၨⵚάືࢆᆅ㐨⥆ࡅࡿࠋ



ᴗົရ㉁ࢆྥୖࡉࡏࠊฟ⪅ࡋ࠸࡚ࡣᅜẸࡽಙ㢗ࡉࢀࡿᴗ⏺ࠊᴗ⪅࡞ࡿࡇࡀ➨
୍ࠋࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡀ᭱ࡶ㔜せࠋ♫㈉⊩ࠊ♫ዊࡶ㔜せࠋ



ᴗ⏺యࡀᗫᲠ≀ࡢ㐺ṇฎ⌮ࠊཬࡧࢥࣥࣉࣛࣥࢫ㠃ࢆ㡰Ᏺ࡛ࡁࡿᵝ࡞⤌ࡳసࡾࠊ
ࡲࡓࠕᗫᲠ≀ࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡢࢡ࣮࣓࣮ࣜࣥࢪࢵࣉࠋ



ຠ⋡ⓗ࡞ࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢᩚഛࡀᚲせࠋ

ۑ࡞㐠Ⴀ㸦17㸧


ࣜࢧࢡࣝ➼୰㛫ฎ⌮࣭㐠࣭᭱⤊ฎศ࡞ࠊᮏᴗࡢ࡞㐠Ⴀࡀ࡛ࡁࡓࡇࢆ๓ᥦ
ࠊ♫㈉⊩࡞♫ⓗᆅࡢྥୖດຊࡍࡿࡇࡀࠋ



⎔ቃࢆᩚ࠼ࡿࡓࡵࠊ┈ࡀฟࡿయ㉁ࡍࡿࡇࠋ



ࡲࡎࡣᴗ⏺ࡋ࡚ࡢࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⪃࠼ࡿ㸦࠸ࡲࡔἲᢞᲠ➼ࡢၥ
㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ)ࠋ



ᙜࡾ๓ࠊ࢘ࢯࢆࡘࡎࠊࡲࡗ࠺ᴗࢆ⾜࠸ࠊಙ㢗ࢆᚓࡿࠋ



Ᏻᐃࡋࡓ㔞㸭㈨㔠ຊᐙᴗࡽᴗ㸦⏘ᴗ㸧ࡋ࡚ᡂ⇍ࡍࡿࡇࠋ



Ᏻᐃࡋࡓ㟂せ౪⤥࡛ࠊࡀ㏵⤯࠼ࡿࡇࡀ↓࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡇࠋክࢆࡶࡗ࡚ാࡅ
ࡿࡼ࠺࡞⫋✀ࡍࡿࡇࠋ
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 ۑᴗつᶍ㸦8㸧


ᴗࡀ㞟㐠ᦙࡽฎศࡲ࡛ࢆ㈨ᮏ⣔ิ➼ࢆ⏝ࡋ࡚ᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗࠸㛫ࡢྲྀᘬ
ඛࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ᴗྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡃࡢࡀ⌧≧ࠋ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡽᴗࡣฎศᴗᚭ
ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋᑠࡉ࡞ࡲ࡛ዣࢃࢀࠊࡑࡋ࡚ࡀ࡞࠸ࡢ࡛Რ࡚࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ
ࡣᡠࡿࡀ್ࡣୗࡆࡽࢀࡓࡲࡲࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡞ࡽ࡞࠸ᴗࡢཧධࢆᮃࡴࠋ



➇த⃭ࡼࡾࠊᢏ⾡ຊ࣭⤒Ⴀຊࡢඃࢀࡓᡭᴗ⪅ࡢࡳࡀṧࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ࡿࠋᡃࠎ
୰ᑠᴗ⪅ࡶ⏕ࡁṧࢀࡿᨭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ



᪥ᮏᅜෆࡢ〇㐀ᴗࠊ≉୰ᑠ㞽⣽ࡀᅄⱞඵⱞࠋᅜຊࡢⴠࡕࡓ≧ែ࡛ࡣࠊゎỴ⟇ࡣ௰ࠎ
ぢࡘࡅࡃ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ



୰ᑠつᶍࡢᴗ⪅ࡀከࡍࡂ࡚ࠊ⏘ᴗࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋྜేࡸ㈨ᮏࡢཷࡅධࢀ࡞
ࡼࡾつᶍࡢᣑࠊᴗ⪅ᩘῶᑡࢆ㐍ࡵ࡞࠸ࠊẟ࡞ࢲࣥࣆࣥࢢࠊ᪤ᚓᶒ┈⪅ࡋ
࡚ࡢ⦖ᙇࡾ࡞ࡀᶓ⾜ࡋࡓࡲࡲ࡞ࡿࠋ



㐣ཤࠊ⌧ᅾࠊᮍ᮶ࡢ୕Ⅼ࡛ࠊṔྐኚࢆㄒࢀࡿᴗ⏺ࡍࡁࠋᴗ⏺ࡣࠊୡࡢ୰ᚲ
せ࡛࠶ࡿព⩏ࢆఏ࠼ࡿࡁࠋാࡃே୍ேࡦࡾࡢព㆑ᨵ㠉ࠊປാ್ࡍࡿ㈤㔠☜❧ࠋ
ᴗࡢཧධࢆ㜼ࡳࠊᴗ⏺ࡢດຊࢆᐇࡽࡏ⬚ࢆᙇࡿࡇࠋ



つᶍࠊ㈨ᮏࡼࡾࠊ⏘ᴗྠᵝ࡞ᆅࡢ☜ಖࠋ

յᆅྥୖࣞ࣋ࣝࢵࣉ 㸦n㸻69㸧


ࣜࢧࢡࣝ➼୰㛫ฎ⌮࣭㐠࣭᭱⤊ฎศ࡞ࠊᮏᴗࡢ࡞㐠Ⴀࡀ࡛ࡁࡓࡇࢆ๓ᥦ
ࠊ♫㈉⊩࡞♫ⓗᆅࡢྥୖດຊࡍࡿࡇࡀ㸦㸱㸴㸧ࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢ♫ⓗ⨨ࡅࡀప࠸ࠋ⚟ᓥ┴ࡢሙྜࠊᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰
ࡣධࢀ࡞࠸ᗫᲠ≀ࡢࡀ᭷ࡾஆࡽࠊᅵᮌࠊ㐠㏦ᴗᴗ⏺࡛ษࡗ࡚ᒃࡿࠋࡲࡓ┴ࡢ⏘
ᗫ༠ࡶࠊవࡾάືࡶぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ㣵ࡀ᭷ࡾஆࡽ㣗ࡿࡇࡀฟ᮶࡞࠸ᴗ⏺ࡣᕼᮃ
ࡶⷧࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ



୰ᑠつᶍࡢᴗ⪅ࡀከࡍࡂ࡚ࠊ⏘ᴗࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋྜేࡸ㈨ᮏࡢཷࡅධࢀ࡞
ࡼࡾつᶍࡢᣑࠊᴗ⪅ᩘῶᑡࢆ㐍ࡵ࡞࠸ࠊẟ࡞ࢲࣥࣆࣥࢢࠊ᪤ᚓᶒ┈⪅ࡋ
࡚ࡢ⦖ᙇࡾ࡞ࡀᶓ⾜ࡋࡓࡲࡲ࡞ࡿࠋ



୍ὶᴗࡢ⏘ᗫᴗࡀ⫱ࡘࡇࠋ



ປാ್ࡍࡿ㈤㔠☜❧ࠋᴗࡢཧධࢆ㜼ࡳࠊᴗ⏺ࡢດຊࢆᐇࡽࡏ⬚ࢆᙇࡿࡇࠋ



ရ᱁ࡢᙧᡂࠋࡲࡔࡲࡔ⏘ᗫᴗ⪅࠸࠺ࡇࡔࡅ࡛ே㛫ᛶࢆࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ഴྥࡀࡸࡸ
ṧࡿࠋࡑࢀࢆ㝖ཤࡍࡿࡓࡵࡣ⡆༢࡞ࡇࠋ࠼ࡤᣵᣜࠊぢࡔࡋ࡞ࡳࢆࡋࡗࡾ࠸
࠺ࡼ࠺࡞ᙜࡾ๓ࡢࡇࢆ☜❧ࡉࡏࡿࡇ࡞ࡀᚲせᛮ࠺ࠋ



ዊࡢẼᣢࡕࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ



ᆅᇦఫẸࡢၨⵚάືࢆ᥎㐍ࡋࠊ⏘ᗫฎ⌮ᴗ⏺ࡢᆅྥୖࢆ┠ࡊࡍࠋ



බඹ㛵ࡢฎ⌮タẸ㛫ฎ⌮タࡢฎ⌮㈝⏝ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ࡞ࡃࡋࠊ㐺ṇ࡞ฎ⌮ࢥࢫ
ࢺࢆẸ㛫ᴗࡀタᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊ࡞⤒Ⴀࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ



Ꮫᰯࠊぶᡉࠊ㐩⬚ࢆᙇࡗ࡚⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ࡛ࡍ⟅࠼ࡽࢀࡿேࡀఱே࠸ࡿ࡛ࡋ
ࡻ࠺ࠋࡇࢀ࡛ࡣࠊᕼᮃࡾࢆᣢࡗࡓ᭷ᮃ࡞ேᮦࡣ㞟ࡲࡾࡲࡏࢇࠋ᪩ࡃࠊ⎔ቃ⏘ᴗ
࡛ࡍ⟅࠼ࡓ࠸࡛ࡍࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ࠸ࡗ࡚ࡶⰍࠎ࡞ᴗ✀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ⌧Ⅼ࡛ࡣࡇࡢᴗ✀ࠊ࡞ࡃ࡚
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ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᴗ✀ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡶᚲࡎᚲせ࡞ᴗ✀࡛ࡍࠋᑗ᮶ⓗࠊ
࠸ࡘࡣࠕࡈࡳᒇࡉࢇࠖࡤࢀࡿ᪥ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑ࠺࠸࠺♫ᚲࡎ࡞
ࡿᛮ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡑ࠺࠸࠺ᴗ✀ࡀࡲ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡽ㸦ᅵᮌࠊᘓタᴗ⏺࡞)ࠋ


ᅜࡢ⎔ቃᑐ⟇ࡢ୰࡛㔜せ࡞ᙺࢆ࡞ࡍᴗ⏺࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ⎔ቃᴗࡋ࡚ࡢ⨨ࡅ
ࢆ⾜࠸ࠊⱝ⪅ࡀཧຍ࡛ࡁࡿෆᐜࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



Ὲửࡶᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡋࡗࡾࡋࡓᴗࡀ⏕ࡁṧࡿ⤌ࡳࠋ



ᴗ⏺ࡋ࡚ࡣᮍᡂ⇍࡞ࡢ࡛Ᏻࠊసᴗ➼࣐ࢽࣗࣝࡢ☜❧ࢆᐇࡋẁ㝵ⓗᡂ㛗ࢆᅗࡿࠋ



ᴗ࡛ࡣၟရࢆ⏬ࡍࡿேࠊసࡿࠊࡿ➼ࡢᴗົࢆᙜ࡚㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᴗᗫᲠ≀
ฎ⌮ᴗ⏺ࡀᴗഃࡢ࣓࣮࣮࢝ࡢ୍㒊ࠊࡲࡓࡣࠊᴗࢆᨭ࠼ࡿ⎔ቃ㒊㛛࡛࠶ࡿࡇࢆࠊ
♫ࡶࡗࣆ࣮ࣝࡋࠊᆅࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀ㔜せ⪃࠼ࡿࠋ



ฟᴗ⪅ࡽಙ㢗ࡉࢀࡿᴗ⪅ЍᗫᲠ≀ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࢆ┠ᣦࡍࠋձ㐺ṇฎ⌮ేࡏ
࡚ぢࡏࡿྥୖࡢᩚഛࠊղฟᴗ⪅㐺ṇฎ⌮ࡢᥦࠋ㸭ేࡏ࡚⾜ᨻࡢࣂࢵࢡࢵࣉ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊձᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡢ⌮ゎࠊղ❧ࡕධࡾ᳨ᰝ⬟ຊࠊճ㐪ሗࡢᑐᛂ
➼ࡢㄢ㢟ࡀᒣ✚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ն ⮬ࡽࡢព㆑ᨵ㠉㸦n㸻34㸧


ᗫᲠ≀ࡢࣜࢧࢡࣝࠊ㈨※ࢆ㐍ࡵࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡀࠊ♫ࡢᚠ
⎔ࡢ୍⩼ࢆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺⮬ぬࡾࡀᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡞ࢀࢀࡤᛮ࠺ࠋ㸦㸯㸮㸧



⤒Ⴀ⪅ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇࠊᚑᴗဨ୍ேࡦࡾ⮳ࡿࡲ࡛ࡢព㆑ྥୖࠋ㸦㸲㸧



⤒Ⴀ⎔ቃࡀ⃭ኚࡍࡿ୰࡛ࡢㄢ㢟ࡋ࡚ࠕࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㔜せᛶࠖࡀྉࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠊࡇࡢᗫᲠ≀ฎ⌮ࡣ㑊ࡅ࡚ࡣ㏻ࢀ࡞࠸㐨࡛࠶ࡿࠋࡾࢆᣢࡗ࡚ᴗ᥎㐍ࡋ࡚⾜
ࡁࡓ࠸ࠋ㸦㸱㸧



㐣ཤࠊ⌧ᅾࠊᮍ᮶ࡢ୕Ⅼ࡛ࠊṔྐኚࢆㄒࢀࡿᴗ⏺ࡍࡁࠋປാ್ࡍࡿ㈤㔠☜
❧ࠋᴗࡢཧධࢆ㜼ࡳࠊᴗ⏺ࡢດຊࢆᐇࡽࡏ⬚ࢆᙇࡿࡇࠋ



▱ᜨࢆάࡋ࡞ࡀࡽࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ᴗ⏺㐺ṇฎ⌮ດࡵ࡚ཧࡿࡇࠋ



ἲ௧㡰Ᏺࠊ㢳ᐈ➨୍⩏ࢆᚭᗏࡋ࡚࠸ࡃࡇࠋ㸦㸯㸧



᭱㧗㈐௵⪅ࡢ⮬ᴗࠊ୪ࡧᴗ⏺యᆅࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍᚰពẼࠋ
㸦㸯㸧⾜ືつᚊࡢ
☜❧ࢆồࡵࡿࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅࡛ࡍࠋ(ࢦ࣑ᒇ)࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᆅᇦࠊᐙᗞࡶ⮬៏࡛ࡁࡿၟ
࡛࠶ࡿࡓࡵࡣㄗࡕࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋ 46 ᖺ ᗫᤲἲⓎ㊊ࡃࡽ࠸ࡽࡢᴗ⪅ࡣඃⰋᴗ
⪅࡛࠶ࡿࠊ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ാࡅࡿ⎔ቃࡍࡿࡇࠊ࡛ࡍࠋ



ᴗ⏺ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀ㐀ࡿࡶࡢࡔ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࣇࣞࣥࢻ࣮ࣜ࡞ࢧ࣮
ࣅࢫᴗࡋ࡚ࡇࡢ♫ࢆ㐀ࡾࡲࡍࠋ㸦㸯㸧

շᴗࡋ࡚ࡢ☜❧㸦n㸻31㸧


ࢧ࣮ࣅࢫᴗࡽ⬺ࡋ࡚⊂⮬ࡢᴗࡋ࡚ࡢ☜❧ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡣ〇㐀
ࡸேࡢ⏕άࡢ୰ᚲࡎᦙฟࡉࢀࡿ≀࡛ࠊ⊂⮬ࡢᴗࡋ࡚ࡣఱࡽၥ㢟ࡢ࡞࠸ᴗ✀ࠋ᪩ࡃ
⊂⮬ࡢᴗࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࠊᴗ⏺ࡢಙ⏝ᗘࡢྥୖࠊᴗ⏺యࡢ㈨㉁ྥୖດࡵ࡚࠸
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦㸯㸴㸧



㈨※ᚠ⎔♫㸦ᴗ⏺㸧ࡋ࡚〇㐀ᴗ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮⏘ᴗྠ➼ࡢᆅࢆ☜❧ࡍࡿࡁ࡛
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࠶ࡿࠋ㸦㸵㸧


ᴗ✀ㄆᐃேᮦ⫱ᡂ



ᅜࡢࣂࢵࢡࢵࣉࢆ๓㠃ฟࡋࡓᴗ✀ࡋ࡚☜❧ࡍࡿࠋ



ฎศᴗᴗ⪅ࡀᚑ᮶ࡽࠕࢦ࣑ᒇࠖࡤࢀࡿࡼ࠺࡛ࡣ᪂ࡋ࠸ேᮦࡣቑ࠼࡞࠸ࡋάẼࡣ
ฟ࡞࠸ࠋᴗ✀ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࡽ⊂❧ࡋࡓᴗࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ᅜാࡁࡅ
ࡿࡇࠋᴗ⪅ࡋ࡚ࠊἲࡢ㑂Ᏺࠊ♫ⓗせㄳࢆᏲࡿࡇࢆࡋࡗࡾࡸࡿࡋ࡞࠸ࠋ



ேᮦࠊᢏ⾡ࠊࢥࣥࣉࣛ➼ࡢ㠃࡛ᴗ✀ẚ࡚ࡶྠࣞ࣋ࣝࡲ࡛ᡂ㛗ࡍࡿࡇࠋ

ո ᴗ⏺ྡ⛠㸦n㸻14㸧


⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⏺࠸࠺ࠊᬯ࠸࣓࣮ࢪࡀࡍࡿࡢ࡛ࠊูࡢࢿ࣮࣑ࣥࢢࢆ⪃࠼࡚
ࡋ࠸ࠋ㸦㸳㸧



⏘ᴗᗫᲠ≀࠸࠺ࢿ࣮࣑ࣥࢢࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋศࡾࡸࡍࡃࠊ⨾ⓗ࡞⾲⌧࡞ࢀࡤᛮ࠺ࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⏺࠸࠺ᴗ⏺ྡ㐪ឤࡀ࠶ࡿࠋ⎔ቃ⏘ᴗࠊ⎔ቃ⯆͐ᴗ⏺ྡࢆᕤ
ኵࡋࠊ࣓࣮ࢪࢵࣉ࡛ࡁࡓࡽⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ



ࠕ⎔ቃ㐀ᴗࠖࠕᆅ⌫ᚠ⎔ᴗࠖ➼ྡ⛠ࢆኚ࠼ࡽࢀࡿⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ



ࠕ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࠖ࠸࠺ࡧ᪉ࢆࠕᚠ⎔㈨※⥔ᣢࠖ➼ࡍࡿࡇ࡛ࠊ࣓࣮ࢪ
ࢵࣉࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋ



ฎ⌮ᴗ࠸࠺ゝⴥࡀⰋࡃ࡞࠸ࠋ



ࠕᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡑࡢࡶࡢࡀࢿ࢞ࢸࣈ࡞༳㇟ࢆ࠼ࡿࠋ
ࠕ ㈨※ᚠ⎔ᴗࠖ➼ࠊ
ᚠ⎔ᆺ♫ࡢᙧᡂࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺࣏ࢪࢸࣈ࡞࣓࣮ࢪࡀࡃྡ⛠ኚ᭦
ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



ࠕ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࠖ࠸࠺ྡ⛠ࡢኚ᭦ࠋ࡛ࡁࢀࡤࠊἲᚊୖࡢྡ⛠ࡶኚ᭦࡛ࡁࢀࡤ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࠊࡇࡢᴗ⏺ධࡗ࡚ࡃࡿேࡢࡓࡵࠋ

㸦㸰㸧ᙺᡤ࣭ἲᚊ㛵㐃
ձᗫᤲἲつไ⦆➼ 㸦n㸻201㸧


㐺ṇᴗ⪅ࡢྲྀࡾ⥾ࡲࡾᙉ㸦↓チྍᴗ⪅ࡢ㝖)බ⾲ࠋ㸦㸯㸰㸲㸧



ᴗࡢ┈ࡤࡾࢆ㏣ồࡍࡿ㐺᱁ᴗ⪅ࡀ౯᱁➇தࡕࠊⰋ࠸┠ࢆࡋࠊࡲࡌࡵ࡞㐺
ṇᴗ⪅ࡀࣂ࢝ࢆぢࡿࢣ࣮ࢫࡀ㠀ᖖከ࠸ࠋṚάၥ㢟ࡣ࠶ࡿࡋࢁࠊつไࡣ࡚Ᏺࡽ࡞
ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ᛮ࠺ࡋࠊ᪥ᮏᅜẸࡢ⏕㈈⏘ࢆᏲࡿࡢࡀἲᚊ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢ
⎔ቃ㛵ࡋ࡚ࡢἲつไࡣࠊ࡚ࡢチྍᴗ⪅ྠิ࡛㡰Ᏺࡉࡏࡿࡁࡔࡋࠊࡑࢀࢆ┘ど
ࡍࡿሗ⥙ࢆቑࡸࡋࠊ㐺ṇᴗ⪅ࢆ㝖ࡋ࡚㐺ṇᴗ⪅ࡔࡅࡀṧࡿ⤌ࡳࡀᚲせࠋ



ἲࢆྵࡵࡓつไ⦆ࠋᦙฟᴗ⪅ࡸ㐠ᦙᴗ⪅ᑐࡍࡿ⨩๎ẚࡿࠊ⏘ᗫᴗ⪅ࡢࡑ
ࢀࡣ㠀ᖖཝࡋ࠸ࠋ㸦㸯㸱㸧



ඃⰋ⏘ᗫᴗ⪅ࡢඃ㐝㸦ጤクࡢゎ⚗ࠊႠᴗ❆ཱྀᴗົࢆ⾜࠺ᴗࢆ୰ᚰࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ
ࠊᑂᰝඃ㐝㸧㸦㸷㸧



チྍࡢཝ᱁㸦㸴㸧



つไࡢᙉࡣࡶࡕࢁࢇ㐍ࡵࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡀࠊࡲࡕࡀࡗࡓつไࡢᙉࡣࠊ⪃࠼࡞࠾ࡉ࡞ࡅ
ࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸㸦㸲㸧
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チྍࡢ⦆㸦㸲㸧



Ḟ᱁せ௳ࡢぢ┤ࡋࠋྲྀ⥾ᙺ➼ࡢḞ᱁࡛⡆༢♫ࡀ↓ࡃ࡞ࡾࠊᚑᴗဨࡣᏳᐃ࡞ࡿࠋ
㸦㸲㸧



ἲつไࢆᙉࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᴗࡢ⮬⏤㔞ࢆࡶ࠺ᑡࡋㄆࡵࡿࡁࠋ㈨※ᚠ⎔ࢆ
㐍ࡵࡿୖ࡛ᾏእ㏣࠸ࡘࡅ࡞࠸ࠋ㸦㸱㸧



᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ᑐࡋ࡚ཧධ㞀ቨࡀ㧗ࡃࠊఱࡋࡽࡢᇶ‽ࡸつ᱁ࡢไᐃ㸦㸯㸧



ἲᚊࢆ▱ࡽ࡞࠸ᴗ⪅➼ࠊつไࢆᙉࡋ࡚ࡶࠊ⦡ࡽࢀࡿࡢࡣ┿㠃┠࡞ᴗ⪅ࡤࡾ࡛ࠊἲ
ᚊࢆ㐠⏝ࡉࢀࡿࡇຊࢆࡑࡑࡄ᪉ࡀ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ┿㠃┠࡞ᴗ⪅ࡤࡾࡀᦆࢆࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺≧ἣࡢᨵၿ⟇ࡀ㔜せࡔᛮ࠺ࠋࡾࢆᣢࡘࡔࡅ࡛ࡣᴗࡀ⥔ᣢ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸦㸯㸧



Ᏻᐃᙧฎศሙࡢᘓタἲᚊࡢ⦆ᚲせࠋ



ࡑࡢࠊࡑࡢሙ࡛ࡢἲつไ࡛⌧ሙࡢ᱁ᕪࡀ⏕ࡌࠊఱࡢࡓࡵࡢἲつไ⌮⏤ࡀศࡽ
࡞࠸ࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࡘ࠸࡚ࠊ┴ࠊᕷࠊᴗ⪅ඹ༠ຊࡋྜ࠸⪃࠼ࡿࡁ࡛ࠊつไࡤࡾ
࡛ࡣᕼᮃࡶࡾࡶᣢ࡚࡞࠸ࠋᴗ⏺యࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿேࡣ࠸࡞࠸ࠋ



ᗫᤲἲࡢ⌧Ⅼࡢ㐠⏝≧ἣ࡛ࡣ࠺ࡋ࡚ࡶࠕࢢ࣮ࣞࠖ࡞㒊ศࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ㸻ࠕ⣬ࡃࡎࠖ
ࠕᮌࡃࡎࠖ
ࠕ⧄⥔ࡃࡎࠖ➼ࡢᴗ✀ᣦᐃရ┠ࡢᑐᛂ࡞ࠋࡲࡎࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓⅬࢆᡶᣔࡋ࡞
ࡅࢀࡤࠊࢇࡢ୍㒊ࡢฎ⌮ᴗ⪅ࢆ㝖ࡁࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶࠕ୍ࡘࡢ⏘ᴗࠖࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ
ࡃ࠸≧ἣ࠶ࡿࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢᴗ⏺Ⓨᒎࢆ㜼ᐖࡋ࡚࠸ࡿឤࡌࡿᑓࡽᴗᑓ㛛ᴗ⪅ࡶᗫᤲἲࡢ㐺ᛂࢆᣑ
ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ࡣࠊୡࡢ୰࡛ᚲ㡲ࡢᴗάື࡛࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊฎ⌮ᴗ⪅௵ࡏࡢ≧ែ࡛
࠶ࡿࠋᴗ⪅ࡔࡅ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡘ࠸࡚ࡣࠊゎỴࡍࡿࡓࡵࡢබⓗ࡞⤌ࡳ࡙
ࡃࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸦࠼ࡤࠊ᭱⤊ฎศሙࡀḞஈࡋ࡞࠸ᵝࠊබⓗ࡞ᶵ㛵ࡀ᭱⤊ฎศሙ
ࢆィ⏬ⓗタ⨨ࡍࡿ➼)ࠋ



チㄆྍࡢᶒ㝈ࢆࡍ࡚ࡢ⏘ᗫࠊ୍ᗫฎ⌮ᴗࡢᶒ㝈ࢆ୍ඖⓗ⟶⌮ࡍࡿ㸦࠼ࡤ┴ࠊཪ
ࡣᅜ㸧ࡼ࠺࡞ࡿࠊἲࡢࡋࡃࡳࡶྵࡵ࡚⡆₩࡞ࡗ࡚Ⰻ࠸ᛮ࠺ࠋ



ࡢᵝ࡞⪅ࡶࠕチྍࠖࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㐺ṇᴗ⪅ࡀᶓ⾜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋఫᏯ
タഛࠊᅵᮌᘓタࠊᐙ㟁㈍➼ࡢᴗ⪅ࡣࠊᮏ᮶ࡑࢀࡽࢆᴗࡋ࡚࠾ࡾࠊᡃࠎࡢ࡛࠶
ࡿࠕ⏘ᗫチྍࠖࢆ࠼࡚࠸ࡿࡇၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢチྍᇶ‽ࢆ㧗ࡃタᐃࡋࠊ㐺᱁࡞ᴗ⪅ࡢཧධࢆண㜵࡛ࡁࡿἲไᗘ
ࢆせᮃࡍࡿ㸦㧗ᗘࡢつไᴗ✀ࡍࡿ)ࠋࡲࡓࠊᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠊᴗ㐠Ⴀୖࡢ㧗࠸ࣔࣛ
ࣝࢆせồࡋࠊᝏ㉁ᴗ⪅ࢆ㝖ࡍࡿࠋ



チㄆྍࡢ㐺ṇࠊබᖹࠋ



ᗫᲠ≀ࡢ✀㢮ࡼࡗ࡚ࡣࠊ㞟࣭㐠ᦙࡢチྍࢆᣢࡓ࡞࠸㐠㏦ᴗ⪅࡛ࡶ㐠ᦙ࡛ࡁࡿᵝ
ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋࡁࡉࡸࠊ㔜㔞࡛≉Ṧ࡞㌴୧࡛࡞࠸㐠ᦙ࡛ࡁ࡞࠸≀ࡀ࠶ࡿࠋ



㛗ᖺࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿேࡀࠊ᪂つチྍ⏦ㄳࡋࡓሙྜࡢඃ㐝ไᗘࢆタ
ࡅࡿࡇ࡛ࡢᕪูࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮㸦୰㛫ฎ⌮㸧㛵ࡋࠊチྍไᗘࡢ⦆ࠋͤ◚○➼ࡢチྍ㸦⎔ቃࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺ࣭ྠព᭩࣭ࡑࡢ㸧➼ࠊࢡࣜࡍࡿ㡯┠ࡀከࡍࡂࡿࠋ



᭷౯㸦㈙ྲྀ㸧㸭㏫᭷ൾ࠸ࡎࢀࡶ࡞ࡿ⮬⏤ᗘࡢつไࠋ᭷౯࡛⮬⏤㸦㐺ṇ㸧ὶࢀ
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ࡿࡇ㜵Ṇ


┴እ࡛ࡢ㐠ᦙྲྀᘬࡣࠊࡑࡢ⮬య࡛ࡶチྍࢆྲྀࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ἲ௧ࢆ㝖ࡋ࡚ࡶ
Ⰻ࠸ᛮ࠺ࠋ



⌧≧࡛ࡣチྍࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣ㠀ᖖࡁ࠸ࡀࠊࡑࢀྠᵝࡁ࡞ࣜ
ࢫࢡࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ㐠ᦙ୰ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ᨾ࡛ࡢ㣕ᩓࠊฟᴗ⪅ࡽ㛫㐪ࡗࡓሗ
ࢆୗฎ⌮ࡋࡓ㝿ࡶࠊࡁ࡞⨩๎ࡀ࠶ࡿࡢࡣࣜࢫࢡ௨እࡢ࡞ࢇ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᩍ
⫱ࢆཷࡅࡿࡢࡣே㛫࡛ࡍࠋࡑࡢ⾜ືࠊ⪃࠼ࡢ⠊ࢆ㉸࠼ࡓ௳࡛ࡢࡣᚋࡢㄢ㢟ࠋ



ゎయᴗࡢศู(チྍ) Ѝ 㞟(チྍ) Ѝ ࡀࢀࡁฎศ(୰㛫)(チྍ) Ѝ ⏕㦵ᮦ(㈍) ࡢ
୍㐃ࡢసᴗࢆࠊฟᴗ⪅ࡋ࡚ࣜࢧࢡࣝࡋ࡚࠾ࡾࠊ51 ᮲㛵㐃ࡀࠊ୍ᐃࡢ᮲௳ࡢࡶ
࡛⦆ࡉࢀࡿࡇࢆᮃࡴࠋ



Ḟ᱁せ௳ࡢ᫂☜ᐇࢆཝ᱁ࡍࡿࠋ



ᥦຊࠊ⟶⌮⬟ຊࠊᴗົ㐙⾜⬟ຊ➼ࡼࡾࠊฎ⌮ᴗ⪅㛫ࡢᕪูࢆᅗࡾࡘࡘࠊጤク
⚗Ṇࢆ᮲௳ࡁ࡛ぢ┤ࡋࠊ⣔ิࡼࡿᴗ⏺⦅ࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࡢࡇ࡛ᴗ⏺ࡢᆅࢆ
ᨵၿࡉࡏࠊᚑᴗ⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡃಖࡘࡶࠊඃ⚽࡞ᑵᴗᚿᮃ⪅ࢆ☜ಖࡍ
ࡿࠋ


ղ ฎ⌮౯᱁㸦n㸻132㸧


౯᱁➇த➼ࢆ↓ࡃࡍࡓࡵࠊ㐺ṇ౯᱁ࢆỴࡵࠊ㐺ṇฎ⌮ࡢ࿘▱ດࡵࡿࠋ㸦㸷㸴㸧



ရ✀ࡈࡢ᭱పฎ⌮༢౯ࢆỴᐃࡋࠊ༢౯➇தࡼࡿ↓ព࡞த࠸ࢆ࡞ࡃࡍ㸦㒔㐨ᗓ┴
ู࣭ᆅᇦูࡢタᐃࡣᚲせ)ࠋ㸦㸶㸧



ฟഃ┦ᛂࡢฎ⌮㈝㈇ᢸࢆ࠾㢪࠸࡛ࡁࡿ⎔ቃసࡾࡀᚲせࠋ➇தࡔࡅࡢ⤌ࡳ࡛ࡣ
┈ࡀᝏࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊప㈤㔠ࡽ⬺༷࡛ࡁ࡞࠸ࠋ㸦 1㸧



ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡣࠊ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᴗ࡞ࡀࡽࠊ⯡ⓗࡣᴗࡢయຊࡣ⬤ᙅ࡞ᴗ⏺ࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊᏳᐃⓗ࡞┈ࡀ☜ಖ࡛ࡁࠊᚑᴗဨࡢኈẼࢆ㧗ࡵࡿฎ㐝ࠊฎ⌮タഛࡢ㧗ᗘ
ࡸ࿘㎶⎔ቃࡢಖ㈨ࡍࡿᢞ㈨ࡀྍ⬟࡞యຊࢆࡘࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊ㔠
⼥ࠊ⛯ไ㠃࡛ࡢᨻ⟇ⓗㄏᑟࡀྍḞ࡛ࡍࠋ㸦 1㸧



ࡾࢆᣢࡗ࡚ᚑࡍࡿࡼ࠺ᩍ⫱ࡋ࡚᮶ࡓࡀࠊᏳ್ࡢ๓ࡣఱࡢຠᯝࡶ࡞ࡋࠋ



〇㐀ᴗ⪅ࡣ〇㐀ࡢࢥࢫࢺ⏘ᗫࢥࢫࢺࢆୖࡏࡋࠊࡲࡓࠊᴗ⪅㈇ᢸࢆࡅ࡞࠸
㐺ษ࡞㈝⏝࡛ࡑࢀࢆタᐃࡋࠊ〇㐀≀ࡢฎ⌮㈐௵ࢆ〇㐀ᴗ⪅ࡀ㈇࠺ࡇ࡛㐺ษ࡞ฎ⌮
ࢆ⾜࠸ࠊἲᢞᲠࢆᢚไࡋࠊ♫ⓗព⩏ࢆ୍⯡ᗈࡵࡿࡇࡀࠋ



ᴗ⏺యࡋ࡚ࠊࡢၥᑐࡋ࡚ࡣࠊ࠶ࡲࡾࡶᑠࡉ࠸ၥ㢟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⊃࠸άື⠊
ᅖ࠾ࡅࡿႠᴗάືࡢᘢᐖࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊ㞟㐠ᦙࠊཬࡧฎ⌮㈝⏝ࡢᘬࡁୗࡆ➇தࡀ
⃭ࡋ࠸ࠋ㐺ᗘ࡞➇㉮ࡣዲ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡀࠊ㐣ᗘ࡞ࡿయຊࢆᾘ⪖ࡋ࡚࠸ࡗ࡚
ࡋࡲ࠺ࠋゝࡗ࡚ࠊヰࡋྜ࠸ࢆࡍࢀࡤἲゐࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࠊᝎࡲࡋ࠸ࠋ



࠸ࡃࡽ⮬⏤➇தࡣゝ࠼ࠊ್ẁࢆⴠࡋࠊฎศࡶࡲࡶࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᡤ㢗ࡲࢀࢀ
ࡤ➇தࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ㞟࣭ฎศࡋ࡚ࡶ┴ࡀチྍࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࡽࠊ᭱ᚋࡲ࡛ࢳ
࢙ࢵࢡࡍࡁ࡛࠶ࡿᛮ࠺ࠋ



౯᱁ࡢ➇த࡛ࡣ࡞ࡃရ㉁ࡢษ☩⌶☻ࠋ



㞟㐠ᦙᴗࡔࡅ࡛ࡣ㉥Ꮠ⤒Ⴀ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ⏘ᗫⓎ⏕࣮ࣘࢨ࣮ࡀᾏእࢩࣇࢺࡋ࡚࠸
ࡃ୰࡛ࠊᅜෆ࡛ࡣ⏘ᗫ㔞ࡀῶࡗ࡚࠸ࡃᛮ࠺ࠋ
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ᴗࡀ㞟㐠ᦙࡽฎศࡲ࡛ࢆ㈨ᮏ⣔ิ➼ࢆ⏝ࡋ࡚ᣑࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛗࠸㛫ࡢྲྀᘬ
ඛࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ᴗྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡃࡢࡀ⌧≧ࠋ࡛ࡁࡿࡇ࡞ࡽᴗࡣฎศᴗᚭ
ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋᑠࡉ࡞ࡲ࡛ዣࢃࢀࠊࡑࡋ࡚ࡀ࡞࠸ࡢ࡛Რ࡚࡚࠸ࡃࠋࡲࡓࠊ
ࡣᡠࡿࡀ್ࡣୗࡆࡽࢀࡓࡲࡲࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡞ࡽ࡞࠸ᴗࡢཧධࢆᮃࡴࠋ



ᡭࢮࢿࢥࣥࡀయ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࣈ࣮࣮ࣟ࢝ࡢάື㝖ࠋ⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢዎ⣙᭩ࡢ᫂☜
㸦ࣈ࣮࣮ࣟ࢝ࡀᅾࡍࡿࡇ࡛ࠊᩘ♫ዎ⣙ࡀぬ᭩➼࡛㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ)ࡇࢀࡽࡢ㝖ࠋ



ḟୡ௦ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᴗࢆᏳᐃᡂ㛗ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⣲ᆅసࡾࡀྍḞ࡛
࠶ࡾࠊᴗ⏺ࡋ࡚ࠊ㐺ṇฎ⌮࣭ᏳᚰᏳ࡞࣓࣮ࢪࢆసࡾୖࡆࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせࠋࡲ
ࡓࠊಶࠎࡢᴗࡶ㐺ṇฎ⌮ࡣඖࡼࡾࠊᴗ᰿ࡊࡋࡓ♫㈉⊩άືࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢᆅᇦᗈࡃඃⰋᴗࡋ࡚ࠊㄆ▱ࡉࢀࡿດຊࢆࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࡋࠊಶࠎᴗ
࠾࠸࡚㊊ࡾ࡞࠸ࡇࢁࢆ⿵࠺⤌ࡳࡀᚲせࠋ

ճ ⾜ᨻᑐᛂ㸦n㸻82㸧


⾜ᨻᡭ⥆ࡁࡢ㎿㏿ࠊ⡆␎㸦㸯㸴㸧



⾜ᨻᑐᛂࡢ⤫୍㸦㸯㸲㸧



ᴗ⏺⾜ᨻࡢ㐃ᦠ㸦㸲㸧



⎔ቃ┬ᢸᙜ⪅ࡸྛ⮬ యᢸᙜ⪅ࠊ๓ྥࡁࠊ ࡞⤒῭ᛶᐩࡴᗫ Რ≀ᑐ⟇ࢆᮃࡴࠋ
㸦㸯㸧



⏘ᗫᑐࡍࡿࠊᅜࠊ┴ࠊᕷ࡞༠ຊࡍࡿయไసࡾࡀᚲせࠋ㸦㸰㸧



ᴗ⪅ࡢ❧ሙࡽぢ࡚ࠊ᫂ࡽ㐣ᛮࢃࢀࡿࡼ࠺࡞つไࡸᣦᑟࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡤࡾ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ሙࡢኈẼࡶⴠࡍࡋࠊࡑࢀࡼࡿࢥࢫࢺቑࡣ⤒Ⴀୖࠊ┈ࢆᅽ㏕ࡋࠊ
⤖ᒁࠊᖜࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࢀࡤᨭᡶ࠺⛯㔠ࡶᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡲࡓࠊᙺᡤࡢࡶࠊࡑࡢつไ
࡛ேࢆቑࡸࡏࡤࡲࡓே௳㈝࡛⛯㔠ࢆ࠺ࠋ㈈ᨻ㞴࡞ࡢࡔࡽࠊࡸࡿ࡞ࡽ⌧ሙࡢᐇ
ྜࡗࡓྜ⌮ⓗ࡞ࡶࡢࡔࡅࡋ࡚ࡋ࠸ࠋᙺᡤࡢಖ㌟ࡢࡓࡵసࡿつไࡣࡸࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ



⾜ᨻഃࡀᣦᑟ࠸࠺❧ሙࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࢻࣂࢫࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞⤌⧊సࡾࢆࡋ࡚ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸ࠋ



ฎศሙಖᡤࡽࡢኳୗࡾࢆ⤯ᑐࡉࡏ࡞࠸ࠋ



බṇබᖹ࡞❧ሙࡢ᪉㸦➨୕⪅ᶵ㛵㸧ࡀฎศᴗ⪅ࡢ❧ࡕධࡾㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊṇ࡞ᆺ࡛
ࡢ㞟ࠊฎ⌮ࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ౯᱁ඃඛ࡛ࡢཷࡅධࢀᴗ⪅
ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ▩┪ࡀከࡃၥⅬࡀከ࠸ᴗ⏺࡛࠶ࡿࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ࡣࠊேཱྀῶᑡࡶࠊࡍ࡚ࡢ⏘ᴗࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿᵝẸ㛫ᴗࡋ
࡚ᡂࡾ❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡿࠋබඹᴗࠊࡍ࡚㸦ࡵࢇ࠺࡞ࡣẸ㛫ࠊࡣࠊࡸࡵ࡚ࡋ
࠸)ࠋ



⾜ᨻࡀἲᢞᲠࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡽࡺࡿ⫋ᛶࡢᴗ⪅ࡢྲྀ⥾ࡽࠋ



ᚲせࡉࢀࡿࡁሗⓎಙࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ



ᅜࡀࡶࡗຊࢆฟࡍࡁࡇ㸦タഛ㔠ࢆฟࡍࡇ)ࠋᗫᲠ≀ᑐࡋ࡚ࠊᅜࡀࡶࡗຮ
ᙉࡍࡋࠋ



ᢸᙜ⾜ᨻࡢᙉ࠸ᣦᑟࡼࡾࠊ㐺ṇᴗ⪅ࡢῈửࢆࡋࠊఫẸ➼ࡢಙ㢗ࢆ㧗ࡵ࡚ࡺࡃࡇ
ࡼࡾࠊ♫ᚲせ࡞ᴗ⏺࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ



⏘ᗫ⛯ࡢ᭷ຠ࡞࠸᪉ࡘ࠸࡚ࠊ⣡ධࡍࡿഃࡽࡣࡃ㏱᫂ࡋゝ࠸ᵝࡀ࡞࠸ࠋ
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㈨※ࡢࣜࢧࢡࣝࢆྵࡵࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ࡣษ࡞ᴗ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᅜࡢᚋᢲࡋࡀᚲ
せ⪃࠼ࡿࠋ

մ ฟᴗ⪅㸦n㸻62㸧


ฟᴗ⪅ࡢព㆑ྥୖ㸦 1㸶㸧



Ᏻᚰࡋ࡚ࡢฟ᮶ࡿฟᴗ⪅ࡢᩍ⫱ࠋ㸦㸯㸴㸧ᘓタᴗ



ฟᴗ⪅ࡢ㈐௵ࢆࡶࡗᣑࡍࡁࠋฎ⌮ᴗࡔࡅ㈐௵ࢆᢲࡋࡘࡅ࡚ࠊཝࡋ࠸ἲᚊ
ࢆ㐺ṇᏲࡾࠊ౯᱁ࡢ್ୗࡆࡤࡾ࡛ࡣࠊᮍ᮶ࡀ↓࠸ࠋ㸦 7㸧



ฟᴗ⪅ࡢಙ㢗㛵ಀࡀ㐀ࢀࡿ⤌ࡳࠋᑐ➼࡞㛵ಀసࡾࠋ㸦㸳㸧



ฟᴗ⪅ࡢ㺔㺼㺐㺢㺼㺵㺐㺻Ⓨಙ㸦㸲㸧



ฟᴗ⪅ࡢᚭᗏᣦᑟࡢἲᚊ㸦㸱㸧



⏘ᗫᴗ⪅ࡢṇࠊᚨ࡞⾜ⅭࡢཎᅉࡣࠊỈᴗ⪅ࡢศูࡢ༑ศࡉࠊሗࡢṇ☜
࡞㛤♧ࡀ༑ศ࡞ࡇࡼࡿᮏព࡞ᑐᛂࡀ࡞ཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐣ཤࡣࣔࣛࣝ
ࡢప࠸ᴗ⪅ࡶከᩘᏑᅾࡋࡓࡀࠊࡣࡴࡋࢁࣔࣛࣝࡢప࠸ฟᴗ⪅ࡼࡿ௳ࡀከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᴗ⏺ࡋ࡚ࡣฟᴗ⪅ࡢฟ࣮࡙ࣝࣝࡃࡾࢆᅜാࡁࡅࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ



බඹᕤ࡞࡛࡚ࡶከ࠸࡛ࠊᮇ㝈ࢆ㝈ᐃ㸦᪩ᮇ㸧ࡋ࡚㹃⚊ࡢ㏉༷ࢆồࡵࡿࡇ
ࡸࠊΰྜᗫᲠ≀ࡢࡲࡲᴗ⪅ᘬࡁΏࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ༢ရရ┠ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡛ฎศ㈝
ࡢ๐ῶࢆᅗࡗࡓࡾࠊᮏ㡢ᘓ๓ࡀ㠀ᖖከ࠸ࠋ↓⌮࡞せồࢆࡋ࡚ࡃࡿฟ⪅ࡢ
ࢇࡀࠊබඹᕤࡸࠊᡭࢮࢿࢥࣥ࡞ࡢୗㄳࡅᴗ⪅ࡀከ࠸ࠋฟᴗ⪅ࡣୗㄳࡅ
㢗ࡽࡎࠊ⮬ࡽࡀฎ⌮ᴗ⪅ᑐヰࢆࡍࡿࡇࢆᚭᗏࡍࡿࡁࠋ



ฟᴗ⪅ࡽฟࡿᗫᲠ≀ࡀ」㞧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊฟ⪅ࡀ᫂☜ࢹ࣮ࢱ࡞㈐௵
ࢆᣢࡗ࡚ฎ⌮ᴗ⪅ఏ࠼࡚ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵఱ᫂☜࡞ࡿࡼ࠺࡞᭩㢮ࡸ┿ࠊ㈨
ᩱࢆసࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓࡽࠊᚑᴗဨࡶ⮬㌟ࢆᣢࡕࠊసᴗࢆ⾜࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



ฟᴗ⪅ࡢ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࡢᚭᗏ࿘▱ࠋ



ฟᴗ⪅ࡢᗫᲠ≀ฎ⌮㛵ࡋ࡚ࡢ㐺ᛶࣛࣥࢡࡅࠋ



ฟᴗ⪅ᑐࡋࠊᗫᲠ≀ࢆศูࡍࡿ㐣⛬࠾࠸࡚ࠊࣜࢧࢡࣝྍ⬟࡞〇ရࢆసᡂࡍ
ࡿࡼ࠺ാࡁࡅࢆ⾜࠺ࠋ



ฟᴗ⪅ࡽಙ㢗ࡉࢀࡿᴗ⪅ЍᗫᲠ≀ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࢆ┠ᣦࡍࠋձ㐺ṇฎ⌮ేࡏ
࡚ぢࡏࡿྥୖࡢᩚഛࠊղฟᴗ⪅㐺ṇฎ⌮ࡢᥦࠋ㸭ేࡏ࡚⾜ᨻࡢࣂࢵࢡࢵࣉ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊձᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡢ⌮ゎࠊղ❧ࡕධࡾ᳨ᰝ⬟ຊࠊճ㐪ሗࡢᑐᛂ
➼ࡢㄢ㢟ࡀᒣ✚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

յἲᚊᩚഛ㸦n㸻55㸧


㛗࠸ࢫࣃࣥࢆ࡞᪉ྥࡢᨵṇ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ㸦㸶㸧



㈨※ᚠ⎔♫ࡢᵓ⠏ࠊࣜࢧࢡࣝᐃ⩏ࡢ᫂☜࡞ࠊἲࡢᩚഛ➼ࠋ㸦㸵㸧



⤒῭ⓗࡶࠊ⮬↛⎔ቃࡗ࡚ࡶ࣮ࣜࢬࢼࣈࣝ࡞ἲつไࡢ⤫ไࠋ㸦㸰㸧



㐠ᴗࢆ⏕ᴗࡋ࡚Ⴀࡴሙྜࡣ⮬ᐙ⏝ࢼࣥࣂ࣮㸦ⓑ㸧࡛ࡢ⏦ㄳࢆ㹌㹅ࡋࠊᴗ⏝ࢼ
ࣥࣂ࣮㸦⥳㸧ࡢ㌴୧ࡢࡳ⏦ㄳЍⓏ㘓࡛ࡁࡿࠊ࠸࠺࣮ࣝࣝࢆタࡅ࡚ࡋ࠸ࠋࢻࣛࣂ
࣮ࡢࣉࣟព㆑ྥୖࠊ⟶⌮⪅ࡢ⬟ຊྥୖᚲࡎࡘ࡞ࡀࡾࠊാࡃពḧࡶྥୖࡍࡿࠋ㸦㸰㸧
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ᴗἲࡢ⛣⾜㸦㸯㸧



ฎ⌮ᴗ⪅ࡢ㈐௵ᶒ㝈ࢆ᫂☜ࡋࡓᴗἲࡀᚲせࠋ⌧ᐇࡣࠊฟᴗ⪅㈐௵ࡢᯟ⤌ࡳ
ࡢ୰࡛ࠊฎ⌮ᴗ⪅ࡢ㈐௵ࡀ᭕ࠋᘓタᴗࠊ㐠㏦ᴗྠᵝᴗἲࡀᚲせࠋ



ᇶ‽ࢆタࡅ࡚⏕⏝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢἲᚊࡢᨵṇࠋ



ἲᚊࡽࡋ࡚ࣜࢧࢡ࡛ࣝࡁ࡞࠸ࡶࡢࡣసࡽ࡞࠸ࠋసࡿᴗ⪅ࡽ࣓ࢫࢆ࠸ࢀ࡞࠸ࠊ
ᇙࡵ❧࡚ࡢチྍࡀྲྀࢀ࡞࠸ࡇࡢ௦ࠊᇙࡵ❧࡚ࡋ᪉ἲࡀ࡞࠸〇ရࡀከࡍࡂࡿࠋື
⬦⏘ᴗ㟼⬦⏘ᴗࡢᅜࡢᢅ࠸⮬యࡀࣂࣛࣥࢫࡀࡃࡎࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ᅜෆ࡛ᙜศ㔝ࡣ㞽⣽㹼୰ᑠᴗࡀṤࡔࡀࠊࡑࡢฎ⌮ᢏ⾡ࡸᅇࢫ࣮࣒࢟ࡣࠊᅜ㝿ⓗ
ぢ࡚ࡶ㠀ᖖࢡ࢜ࣜࢸࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ⏘ᗫᴗ⏺ࡀୡ⏺ࢆ࣮ࣜࢻࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࠊୡ⏺ᇶ‽࡞ࡿࡼ࠺࡞ᨻ⟇ࢆ┠ᣦࡍࡇࡀᑗ᮶ⓗ࡞Ⓨᒎࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡿࠋ



チྍᴗ⪅㛫ࡢࣂࣛࢶ࢟㸦ᢏ⾡ࠊ⬟ຊ㸧ࡀࡁࡍࡂ࡚ࠊ୍ࡲࡵ㆟ㄽࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋἲⓗつᶍ࡞ࠊ⬟ຊࡀ࠶ࡿᴗࢆᐃࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ᛮࢃࢀࡿࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊࢇࡢᴗ࡛⾜࠼࡞࠸ࡇࢆࠊἲⓗ࡞つไ࡞ࡾࠊ࠸࠸ࢃࡅ⛬ᗘ࡛ࡢࠊ
ࡲࡓࡣࠊ᮲௳ࡁࡢ㐺ἲ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋ



ᗫᲠ≀ᴗ⏺ࡋ࡚ࠊ㈨※ᚠ⎔ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡣࠊᴗ⏺ࡢ⾶㏥ࢆຍ㏿ࡉࡏࡿ⾜Ⅽ࡛ࠊኚ
ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ከࡃࡢᴗࡀῈửࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋᗫᲠ≀ࡀῶࡗ࡚࠸ࡃᑗ᮶ᑐࡋ࡚ࠊ
ᴗ⏺ࡋ࡚㈨※ᚠ⎔ࢆ᥎㐍ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ⏝ရࡀ᭷౯≀ࡋ࡚ྲྀᘬࡉࢀࡓሙྜࡘ࠸
࡚ࡶࠊ」ྜ⣲ᮦ࡛࠶ࢀࡤࠊᗫᲠ≀ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿࡼ࠺࡞ἲᚊࡸ⤌ࡳࢆ
సࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ



⏘ᗫ⛯୰Ṇ



ᾏ㐨Ἀ⦖࡛ࡣẼೃࠊᆅᇦࡢ≉ᛶࡶ㐪࠺ࡢࡔࡽࠊࡑࡢᆅ᪉࠶ࡗࡓไᗘࡀ㔜せࠋ



⌧⾜ࡢ᪉ἲࡢࡲࡲ࡛ࠊฎ⌮ᴗࢆ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



ἲே⛯≉ูඃ㐝ᥐ⨨ࡢ☜❧

ն ࣜࢧࢡࣝ〇ရ㸦n㸻29㸧


ࣜࢧࢡࣝၟရࡢ᥎ዡࡸ౯᱁ࡢᏳᐃࠋ㸦㸯㸳㸧



ࣜࢧࢡࣝရ㉁ᇶ‽ࡢ᫂☜㸦㸵㸧



Ᏻᐃⓗ࡞ࣜࢧࢡ࣮ࣝࣝࢺࡢ☜❧㸦㸰㸧



ศูࡣᚸ⪏ࡢ࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⱝ࠸ேࡣ࣒ࣜࠋᴦࡋࡃࠊⓙ࡛ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡣࠊ
ࣜࢧࢡࣝࡋ࡚〇ရࢆࡿࡋ࡞࠸ࠋ⮬ศࡓࡕࡀศูࡋࡓࡶࡢࡀࡼࡳࡀ࠼ࡿࠊ࠺ࢀࡋ
࠸࡛ࡍࡼࡡࠋࢀࡿࡋࡃࡳࢆసࡽ࡞࠸࠸ࡃࡽࡋ࡚ࡶ୍⥴࡛ࡍࠋ



᭱⤊ฎศ୪ࡧࣜࢧࢡࣝཷࡅධࢀඛࡢᩚഛ



⏘ᴗᗫᲠ≀ࢆ㔜せ࡞㈨ ※ࡋ࡚ࡽ࠼ࣜࢧ ࢡࣝ➼ࡢ᫂☜࡞ᣦ㔪 ࢆබࡍࡿ ࠋ㸦
㸰㸧



⏘ᴗᗫᲠ≀㔞ࡢῶᑡ࡞ࡼࡾࠊᴗ✀ࡢᏳᐃࡀᏳ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ࠶ࡗࡓࣜࢧࢡࣝ
㔞࡛タィࡋ࡚ࠊ᪂ᮦࡢ⏝ࡶ⪃࠼࡚ࡋ࠸ࠋ



ฎ⌮タ࠾ࡅࡿࣜࢧࢡࣝ⋡ࡼࡗ࡚ࡢ⼥㈨ᯟࡢᣑ



ᙜ♫ࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࠊࢫࣇࣝࢺࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ◚○ࡼࡿฎ⌮ࡢࡳࢆ⾜࠸ࠊ
⏕○▼ࡋ࡚㈍ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⏕㦵ᮦࡘ࠸࡚ࡢ⏝ᇶ‽ࡀཝࡋ࠸ࡓࡵࠊࡀࢀࡁ㢮
㸦ୖグࢆ㝖ࡃ㸧ࡣᇙ❧ฎ⌮ࢆ⾜ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡶ࠺ᑡࡋᙎຊⓗ㐠⏝ࡋࠊ㈨※ࡢಖ
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ㆤࢆᅗࡿࡁᛮ࠺ࠋ
շ ฎ⌮࣭ฎศタ㸦n㸻23㸧


᭱⤊ฎศሙ㸦Ᏻᐃᆺ㸧ࡢᏳᐃ☜ಖࠋ㸦㸳㸧



ฎ⌮タࡢ࣓࣮ࢪࢵࣉ㸦㸰㸧



ᆅᇦ≉ᛶࢆάࡋࠊ⊃㝼࡞ᒣ㛫ࡢᅵᆅࡣ᭱⤊ฎศሙ㸦Ᏻᐃᆺ㸧ࢆᘓタࡋࠊ▼Ἔ〇ရ
࡛࠶ࡿᗫࣉࣛ㝈ᐃࡋ࡚ᇙ❧ฎ⌮ࢆࡍࡿࡇ࡛ࠊ▼Ἔഛᇶᆅࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࠋᯤῬࡋ
࡚ࡃࡿ▼Ἔ㈨※ࢆேᕤⓗసࡾฟࡏࡿࠋ௨ୖࡢࡇࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡛ࠊᆅᇦ㞠⏝ࡣ
⏕ࡲࢀࠊᆅᇦάᛶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡛ࠊࡾࡢᣢ࡚ࡿᴗࡀỌ⥆ࡍࡿࠋ



ฎศሙᘓタ㸦Ᏻᐃᆺ㸧ࡍࡿࡢ㜵Ỉࢩ࣮ࢺࢆタࡅࡉࡏࡿ➼ࠊᅜࡢᇶ‽ࢆࡁࡃୖᅇࡿ
つไࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᘓタ㈝⏝ࡀࡾฎศ㈝ࡀ㧗࡞ࡿࠋ



ྛ┴ᕷ᭱⤊ฎศሙ㸦⟶⌮ᆺ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ࢆཷࡅධࢀ࡚ࠊἲᢞᲠࢆ࡞ࡃ
ࡋࠊ᫂ࡿ࠸⏫ࡍࡁᛮ࠺ࠋ



ච⛯㍍Ἔࡢᑐ㇟ᕤሙࡍࡿ㸦ሙෆࡽ㔜ᶵ➼ฟ࡞࠸)ࠋ



ฎ⌮タ㛵ࡍࡿಖ㝤ࡢ⊂༨⚗Ṇ㸦࠶࠸࠾࠸ࢽࢵࢭྠᦆಖࡢࡳ)ࠋ



タࡢᨵಟᵓ⠏ᑐࡋ࡚ࡢ༢౯ࡢぢ┤ࡋࡸప౯᱁ࠋ



ᴗ➼ࡢඹྠࡢ᭱⤊ฎศሙࢆタ⨨㸦ྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㐺ṇ㓄⨨ࠋ㈨㔠ࡣࠊᅜࠊ┴ࠊᕷ⏫ᮧࠊ
ᴗ⏺ࡀᢞ㈨ࠋ)



㒔ᕷィ⏬ࡋ࡚ᚲせ࡞タ⪃࠼ࡿ 㸫 ⅏ᐖࡢᑐᛂࢆྵࡵ࡚㸦 1㸧



ࣜࢧࢡࣝタࡢつᶍࠊ㧗ᗘ㸦 1㸧



ᅜ┴ࡢタ➼ࡢࣂࢵࢡࢵࣉࠋ

ոᗫᲠ≀༊ศ㸦n㸻15㸧


ᴗ⣔୍ᗫࢆࡍ࡚⏘ᗫࡍࡋࠋࡑ࠺ࡋ࡞࠸ࠊࢢ࣮ࣞ࡞㒊ศࡀከࡍࡂ࡚ኚᅔࡿ!!
㸦㸶㸧ᴗ⤒ႠࡣẸ㛫௵ࡏࡿ



୍⯡ᗫᲠ≀⏘ᴗᗫᲠ≀ࡢ༊ศࢆぢ┤ࡋࠊᗈࡃᗫᲠ≀ฎ⌮ࢆ㐺ṇ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
㸦㸴㸧



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢほⅬࡽࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍⯡ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢほⅬࡽࡢࣂࣛࣥࢫ
ࢆಖࡕ࡞ࡀࡽ⪃࠼࡚࠸ࡃࡁࠋ



୍ᗫᴗ⪅ࡣ⡆༢⏘ᗫᴗධࡾ㎸ࡴࡇࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࡢ㏫ࡀ↓⌮࡞ࡢࡣࠊ⊂⚗ἲ
ࡶ㐪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠾ࡋ࠸ࠋ



ฎ⌮ࠊฎศᴗ㈨※ᚠ⎔ᴗࡢ᫂☜࡞༊ศࢆ⾜࠺ࡇࠋ

㸦㸱㸧እ㒊ࡢ㐃ᦠ࡞
ձᬑཬၨⓎ㸦n㸻69㸧


⏘ᗫࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆᏛࡿࡼ࠺࡞ືࡁࡸࠊㅮ⩦࡞ࠊᴗ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊఫẸ
࡞ࢆྵࡵࡓ⏘ᗫࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࡢྥୖࠋၨⓎάື㸦㸱㸲㸧



ᑠ࣭୰࣭㧗ࡢᩍ⫱ẁ㝵࡛ࠊᴗ⏺ࡢព⩏࣭ᴫせࢆఏ࠼ࡿࠋ㸦㸯㸲㸧



⏘ᗫᴗ⪅ࡢࡳ࡛⏘ᗫࢆ⪃࠼ࡿࡢ࡛࡞ࡃࠊᐙᗞࠊᆅᇦࠊఫẸࡢ୰࡛࢚ࢥࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓࠊ
ᴗࡢ୰࡛ࡶࠊᣢ⥆ྍ⬟࡛↓⌮ࡢ࡞࠸♫ᮏᙜኚ࠼࡚࠸࡞࠸ࠊ
ࠕ ᪥ᮏࡢࡩࡿ㔛ࠖ
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ࢆᏲࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ


㈨※ᚠ⎔ࡀఱᨾᚲせ࡞ࡢࠊ♫ᑐࡋㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃດຊࠋ⟶Ꮫ༠ຊࡋࠊᏊ౪ࡓࡕ
ࡢᩍ⫱ࡶྲྀࡾධࢀࠊ⩏ົ㈐௵࠶ࡿே㛫ᙧᡂࡶど㔝ධࢀࠊ⏕άЍ⏕⏘ЍᗫᲠ≀ฎ
⌮Ѝ㈨ࢆᅗࡿࠋᗫᲠ≀ࡣ♫యࡢၥ㢟ࡋ࡚ࠊ୰㛗ᮇྲྀ⤌ࡴᚲせ࠶ࡾࠋ
㸦㸯㸧



ᑗ᮶ࡢ᪥ᮏ⤒῭ࢆᨭ࠼ࡿࡢࡣᏊ౪ࡓࡕ࡛ࡍࠋᏛᰯ➼ࢆ༞ᴗࡍࡿࠊࡇࡢ⏘ᗫᴗ⏺ᑵ
⫋ࡋࡓ࠸ᛮࢃࢀࡿᴗ⏺ᅋయࠋ࠸ᚠ⎔ᆺ♫ࡀୡࡢ୰ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࢆࠊ♫
యࣆ࣮ࣝࡋࡓࡽ࠸࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



Ꮫ࡛ࡶࡗ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⏺ࢆᗈሗࡋࠊᑵ⫋ࡋࡓ࠸ᛮ࠼ࡿᵝⱝ⪅ࣆ࣮ࣝ
ࡍࡿࠋ



⎔ቃ㛵ࡍࡿᏛᰯἲே㸦ᑓ㛛Ꮫᰯ࡞㸧ࡢタ❧ࠋ

ղ ㈨᱁ไᗘ㸦n㸻47㸧


⟶⌮➼ᢏ⾡⪅ᅜᐙ㈨᱁ࡢᑟධ➼࡛ࠊ♫ࡽࡼࡾⰋ࠸ㄆ㆑ࢆᚓࡿࠋ㸦㸰㸯㸧



ᚑ⪅ᑐࡍࡿᅜᐙⓗ㈨᱁ࡢᤵ㸦⤒㦂ᖺᩘࢥࣥࣉࣛࣥࢫࡢ᪉ࡼࡾุᐃ)ࠋ



㈨᱁ไᗘࡢ⣽ศ㸦⌧⾜ࡢᢏ⾡ኈࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊົฎ⌮ࡸ㔜ᶵ㐠㌿ᡭࠊࣉࣛࣥࢺ᧯
సဨࡘ࠸࡚ࡢ᭷㈨᱁)ࠋ



ᴗ⏺࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡋࠊᴗ㛵ࢃࡿ㈨᱁ࢆᅜᐙ㈨᱁ࡲ࡛ᘬࡁୖࡆࠊࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩ
ࣙࢼࣝᴗ⏺ࡍࡿࡇࠋ㸦㸯㸧



ᢏ⾡ኈࡢ㈨᱁ྲྀᚓ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࡢప౯㢠ࠋ



ᚋࡢ⏘ᗫฎ⌮ᴗࡣࠊ▱㆑ࠊ㈨᱁ࠊ㈨※ᚠ⎔ⓗࣀ࢘ࣁ࢘ࢆවࡡഛ࠼ࡓᴗࡀ⏕ࡁṧࢀ
ࡿᛮ࠺ࠋࡑࢀ௨እࡣࠊࢺ࢘ࢱࠊࡉࢀ࡚࠸ࡃᛮࢃࢀࡿࠋ

ճᴗ⏺ෆእࡢ㐃ᦠ㸦n㸻40㸧


ᴗ⏺య࡛Ⰻࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾࠊⰋ࠸ࡇࡣ⥆ࡅࠊᝏ࠸ࡇࡣᨵၿࡋࠊാ
ࡁࡸࡍ࠸ࡼ࠺ࡍࡿࠋ㸦㸴㸧



ሗⓎಙ㛵ಀ⮬యࡢ⧅ࡀࡾ࣭ಙ㢗ࡢᙉࠋ⏝ఫẸࠊᴗ⏺ࠊ⾜ᨻࡀࡀࡗࡕ
ࡾ㐃ᦠࢆ⤌ࡳ᥎㐍ࡍࡁࠋ㸦㸱㸧



ฟᴗ⪅ࠊฎ⌮ᴗ⪅ࠊᅜࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡿᚠ⎔ᆺ♫ࡢ☜❧ࠋ㸦㸯㸧



ᴗࡢ༠ᴗࡀᚲせࠋ㸦㸯㸧



ᗫᲠ≀ᴗ⏺యࢆࣆ࣮ࣝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊᡭᴗࡢཧ⏬ࠊඃ
Ⰻᴗࡢ㐃ᦠ➼ࢆᅗࡿ㸦ࢦ࣑ᒇ࠸࠺࣓࣮ࢪࢆ࡞ࡃࡍ)ࠋࡑࡋ࡚ࠊᩘከ࠸᪥ᮏᴗ
ࡢ୰࠾ࡅࡿ୍ᴗࡋ࡚ࡢ⨨ࡅࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᭦ࡣࠊྠᴗ⪅ࡢⰋ
࠸ព࡛ࡢ㐃ᦠࡀᚲせᛮ࠺ࠋ



㐺ṇฎ⌮ࠊࣜࢧࢡࣝࡀ㇏࡞♫ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿពࢆࠊᴗ⏺ࣆ࣮ࣝࡍࡁࠋ



㨩ຊ࠶ࡿᴗࠊᴗ⏺ࡾࡢࡓࡵࡢேᮦ⫱ᡂࡢ⤌సࡾࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠋ



ᴗ⏺ྠᚿࡶᙉࡃࡍࡿࡇ㸟



⚾ࡓࡕᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅ࡢ⤖᮰ࡀࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠾࠸ࡢሗࡸࠊ⾜
ᨻᑐࡋ࡚≀ࡀゝ࠼ࡿ⤌⧊ࡀࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᅜ⏘ᴗᗫᲠ≀㐃ྜࡢᵝ࡞ࠋࡑ࠺
ࡍࢀࡤᡃࠎᴗ⪅ࡶࠊᏳᚰࡋ࡚ᴗࡀႠࡲࢀࡿࠋ



ಶࠎᕼᮃࡾࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿᵝດຊࡍࡿࡇࡀ࡛࠶ࡾࠊᴗ⏺యࡋ࡚
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ఱࢆࡍࡁ㸽ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋЍᴗ⏺ᅋయ౫Ꮡഴྥ࡞ࡿࡢ࡛͐ࠋ


┴ࡢ༠ຊ㸦ฎศ㔞ࡢつṇࡢぢ┤ࡋ㸧



⤒῭⏘ᴗᅋయ㸦ື⬦⏘ᴗ㸧ࡢ㐃ᦠᙉࠋ㸦ฟࡢ᰿ඖࡓࡿ〇㐀ᴗࡢ㐃ᦠ㸧



ᚭᗏⓗἲᢞᲠࡀฟ᮶࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⏘ᗫᴗ⏺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྛᴗ⏺ᅋయ୍⥴ྲྀࡾ
⤌ࡳࠊ⨩๎ᙉࡢᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



࣓࣮࣮࢝ࠊὶ㏻ࠊᑠ࠸ࡗࡓᴗ✀ࡢ㐃ᦠࡼࡿᴗ⏺ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡘࡃࡿࡁࠋ



ሗࡢඹ᭷ࡼࡾࠊ࡞Ⓨᒎࢆࡋࠊ㨩ຊⓗ࡞ᴗ✀ࡶࡗ࡚⾜ࡃࠋ



ᗫᲠ≀ࢆ㈨※ࡋ࡚ࡢ⏝ඛࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ⫋ሙࡢᨵၿࠋ



ྛᨭ㒊ࡢࠊ⤖᮰ຊࠊព㆑ࡢ㧗ᥭࠋ



ᚠ⎔ᆺ♫ࡢ᭦࡞ࡿྥୖࢆᅗࡿࡓࡵࠊฟᴗ⪅࣭ฎ⌮ᴗ⪅࣭⾜ᨻ➼ࡀ༠ຊయไ࡛ྍ
⬟࡞㝈ࡾࠊሗࡢබ㛤࣭ᨭ࣭⼥㈨➼ࢆ⾜࠸ࠊᚠ⎔ᆺ♫ࡢᵓ⠏⾜ᨻࡀ✚ᴟⓗࣜ
ࢧࢡࣝၟရࡢ㈍ಁ㐍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ



ᴗ⏺㸦ࢺࣛࢵࢡ༠㸧➼ࡢᴗ✀ⓗ⿕ࡗ࡚࠸ࡿᅋయ࠺ࡋࡀࠊ㐃ᦠࡋ࡚ࠊᡭࢆྲྀࡾ
ྜࡗ࡚ࠊࡀ㐍ࡵࡸࡍ࠸ᵝࠊࡲࡓࠊಙ㢗ࡉࢀࡿᵝࠊྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ᶓࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵࠊ⤒ႠࡢᏳᐃࢆᅗࡿࠋ

մ ሗබ㛤㸦n㸻34㸧


ᴗ⏺ࡢ㏱᫂ᛶࡢࡓࡵ✚ᴟⓗሗබ㛤㸦㸰㸮㸧



ࡢࡼ࠺࡞ᗫᲠ≀ࡀ࠺࠸࠺ฎ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚ࠊࡢࡼ࠺࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮㈨※ࡋ࡚ᙺ❧ࡗ
࡚࠸ࡿࡢࠊከ✀ከᵝ࡞ฎ⌮ࡔࡀࠊ᫂☜ࡍࡁࠋ㸦㸱㸧



ἲᇶ࡙ࡁࡁࡕࢇࡋࡓฎ⌮ᴗ⪅ࢆබ⾲ࡍࡿ᪉ἲࡢ᳨ウࠋ



ࣜࢧࢡࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ〇ရ➼ࢆ✚ᴟⓗࣆ࣮ࣝࡋࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ᴗ⏺య
ࡢ࣓࣮ࢪࢵࣉࡘ࡞ࡀࡿࠕሗⓎಙຊࠖࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ



ࣜࢧࢡࣝ⋡ࠊฎศᐇ⦼ࡢぢ࠼ࡿࠋ



㨩ຊ࠶ࡿ⏘ᗫฎ⌮ᴗ⏺ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻࡸฟᴗ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ♫ྥࡅ࡚ࡢሗⓎಙ
ࡢ⥅⥆ࠋ



ྛᴗ⪅ࡢሗᥦ౪㸦ἲฎศࡢᐇ㝿ࡢ⨩๎࡞)ࠊࣜࣝ࡞ࢆఏ࠼ࡿࠋ

յᨭ࣭⿵ຓ࣭ຓᡂ➼㸦n㸻31㸧


⚾ඹࡣᆅᇦ᰿࡙࠸ࡓᑠࡉ࡞♫࡛ࠊࡁ࡞タഛᢞ㈨ࡶ࡛ࡁࡎࠊຠ⋡ࡢᝏ࠸ࡢ
᪉࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋබⓗ࡞㈨㔠ㄪ㐩࡞ࡀ࡛ࡁࡿ࠸࠸ᛮ࠺ࠋ㸦㸵㸧



ᢏ⾡㛤Ⓨࠊ≉ࣜࢧࢡ࣭ࣝࣜࢹ࣮ࣗࢫ㛵ࡍࡿຓᡂࠊᨭࢆᙉࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ
㸦㸵㸧



ேᮦᢏ⾡ᑐࡍࡿ㈨㔠ᨭ㸦බⓗ㸧㸦㸵㸧



㐠ᦙ㌴㍗ᑐࡍࡿ⿵ຓไᗘࡢᡂ❧㸦㸳㸧



ἲᢞᲠࢆ↓ࡃࡍࡓࡵࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎศ㈝⏝ࡘ࠸࡚ࠊಶேࠊࡲࡓࡣࠊ୰ᑠᴗࡢ⪅
ࡣࠊᅜ࣭┴ࡽࡢ⿵ຓ㔠➼ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ⤌ࡳࢆసࡿࠋ



⏘ᗫ㞟㐠ᦙࠊฎ⌮ᴗࠊゎయᴗࠊ㸱㹉ࡢ࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᴗ⪅ࡢ⿵ຓ㔠
➼ࡼࡾࠊ㜵ሻᑐ⟇ࠊởࢀᑐ⟇ࠊ㜵㡢ᑐ⟇ࡢ⿵ຓࡼࡾࠊΎ₩࡞⫋ሙ࣭సᴗ⎔ቃࡸࠊ
⌧ሙసᴗဨࡢ࣐ࢼ࣮ࡸࣔࣛࣝྥୖࡘ࡞ࡀࡾࠊ⏘ᗫ㛵ಀࡢ࿘㎶ఫẸࡽࡢ༳㇟ࢆྥୖ
ࡉࡏࡿࡇࡀᚲせࠋ
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ἲᨵṇ➼ࡼࡿ⥾ࡵࡘࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᴗ⏺ࡋ࡚ࢡ࣮ࣜࣥ࡞࣓࣮ࢪసࡾࠊ⏘ᴗ⏺ࡢ⦕
ࡢୗࡢຊᣢࡕ࠸ࡗࡓㄆ㆑ࢆࠊࡳ࡞ᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࡀᚲせᛮ࠺ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓྲྀ
ࡾ⤌ࡳᑐࡋࠊᅜࡢ⿵ຓࡀ࠶ࡗ࡚ࡶⰋ࠸ᛮ࠺ࠋ



⿵ຓ㔠ࡢ☜❧



ᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡣࠊ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ᴗ࡞ࡀࡽࠊ⯡ⓗࡣᴗࡢయຊࡣ⬤ᙅ࡞ᴗ⏺
࡛ࡍࠋࡼࡗ࡚ࠊᏳᐃⓗ࡞┈ࡀ☜ಖ࡛ࡁࠊᚑᴗဨࡢኈẼࢆ㧗ࡵࡿฎ㐝ࠊฎ⌮タഛࡢ
㧗ᗘࡸ࿘㎶⎔ቃࡢಖ㈨ࡍࡿᢞ㈨ࡀྍ⬟࡞యຊࢆࡘࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓ
ࡵࡣࠊ㔠⼥ࠊ⛯ไ㠃࡛ࡢᨻ⟇ⓗㄏᑟࡀྍḞ࡛ࡍࠋ

ն ♫㈉⊩࣭ዊ㸦n㸻10㸧


ᆅᇦ㈉⊩㸦㸴㸧



ዊࡢẼᣢࡕࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ



࣎ࣛࣥࢸάືࡼࡿἲᢞᲠ≀ࡢΎᤲࠋᏛᰯᩍ⫱࠾ࡅࡿ㐨ᚨ࡞ࡢᐇࠋ



ಶࠎࡢᴗࡶ㐺ṇฎ⌮ࡣඖࡼࡾࠊᴗ᰿ࡊࡋࡓ♫㈉⊩άືࢆ✚ᴟⓗ⾜࠸ࠊࡑࡢ
ᆅᇦᗈࡃඃⰋᴗࡋ࡚ࠊㄆ▱ࡉࢀࡿດຊࢆࡍࡿࡇࢆ๓ᥦࡋࠊಶࠎᴗ࠾࠸
࡚㊊ࡾ࡞࠸ࡇࢁࢆ⿵࠺⤌ࡳࡀᚲせࠋ

շ♫⤌⧊㸦n㸻15㸧


♫ⓗໃຊࡢ㝖㸦㸯㸮㸧



♫ⓗໃຊࡘ࡞ࡀࡾࡢ࠶ࡿᴗ⪅ࡀࡲࡔࡓࡃࡉࢇ࠶ࡾࠊࡑࡢᴗ⪅ࡀ౯᱁➇த➼
ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸ࡿࠋἲࡣఱ㸽⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡿࡋࠊᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪࢲ࢘ࣥ
ࡘ࡞ࡀࡾࠊ㏞ᝨࡔࠋ



♫ⓗໃຊࡢ㛵ಀࢆ࡞ࡃࡋ࡚ࠊᴗ⏺࣓࣮ࢪࢆᨵၿࡍࡿࠋ⏘ᗫฎ⌮ࡀฎ⌮ᢏ⾡ࢆ
ࢵࣉࡋ࡚ࠊᬑ㏻♫ᚲせ࡞ᴗ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ດຊࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ

ոᾏእ 㸦n㸻5㸧


ୡ⏺ⓗ࡞ᗫᲠ≀ฎ⌮ࡘ࠸࡚ࡢ⤫୍㈨᱁ไᗘࡸつ‽ࢆసࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ࡀᚲせࠋ⏘ᗫ
㸻⎔ቃၥ㢟ࡢゎỴࡢ୍➃⨨࡙ࡅ࡚ࠊୡ⏺ඹ㏻ࡢ⯙ྎࡀᚲせࠋ



᪂⯆ᅜࡢ᪥ᮏࡢࣜࢧࢡࣝᢏ⾡ࡢᥦ౪



ᾏእᒎ㛤ࠋฎ⌮ᴗࢆ㍈ࡋࡘࡘࠊ㈨※ᚠ⎔ࠊࣜࢧࢡࣝ᪉ྥࡢᴗົ⠊ᅖࡢᣑࠋ



ᗫᲠ≀࠸࠺ࡶࡢࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡶษࠋᨺᑕᛶ≀㉁ࡢࡇࡶࠊᆅ⌫
つᶍ࡛⪃࠼ࡿࡁ࡞ࡢ࡛ࡣ㸽



㈨※ࡢᾏእὶฟ⚗Ṇ

չ⏘ᴗᗫᲠ≀㐃ྜ㸦n㸻14㸧


ᨭᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵࠊฎ⌮ᩱ㔠ࡢ⤫୍ࠊබ♧ࢆᚭᗏࡍࡁࠋ᱁Ᏻฎ⌮ᩱᴗ⪅ࡢ
㝖ࢆ༠ᑟ࡛⾜࠸ᆅᇦ᱁ᕪࢆ࡞ࡃࡍࡼ࠺ࠊ༠ࡢᙉຊ࡞ᣦᑟࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ



⏘ᗫ㐃ࡀ❆ཱྀ࡞ࡾࠊチㄆྍࡢཷࡅࡅࢆ௦⾜ࡍࡁ㸦ྛ┴༠㸽㸧



ᨻ㐃┕ࡢ⤌⧊㸦Ⓨゝຊ㸧ᙉࠋ㟷ᖺ㒊ࡢᨭᙉࠋ
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ᑡᏊ㧗㱋ࡀ࡞ࡾࡢࢫࣆ࣮ࢻ࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡣࠊဨࡢ᪉ࡀᢎ▱ࡋ࡚ࡲࡍࠋᩘࡢ
ຊя୰㌟ࡢຊࡢࣂࣛࣥࢫࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࠊ≉ⱝ⪅㛵ᚰࢆᣢࡓࡏࡿࡼ࠺࡞ࠊᣢࡗ࡚ࡶ
ࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࠊᴗ⏺᥎㐍ࠊⓎᒎࢆᮇᚅ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ



㐠࣭ฎศᴗ⪅ࡢチྍᴗ⪅ࡣࠊ┴༠ဨຍධࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊྛಖᡤ➼ࡢ᠓ㄯ
ฟᖍࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊṇࡋ࠸ฎ⌮ດࡵ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ



ᴗ⏺ࡢ࣓࣮ࢪࢵࣉࡘ࡞ࡀࡿࢸࣞࣅࠊࣛࢪ࡛࢜ࡢ㹁㹋ࠋ༠ࡢຍධಁ㐍ࠋ



㟷ᖺ㒊࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㹁㹍㸰࣐ࢼࢫάືࡸ㹁㹑㹐άື➼ࠊᴗ⏺ࡢᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼࡚ࠕࡇ
࠺࠶ࡿࡁࠖ࠸࠺άືࢆᴗ⏺య࡛᥎㐍ࡋࠊࡑࢀཧຍࡍࡿྛ♫ࡢࣞ࣋ࣝࢵࣉࢆ
ᅗࡿࠋ⤖ᒁࡢࡇࢁྛ♫ࡀࣞ࣋ࣝࢵࣉࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊᚋࡢཝࡋ࠸⤒῭⎔ቃࡢ୰࡛ྛ
♫ࡀⓎᒎࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊ♫ဨࡶᕼᮃࡸࡾࢆᣢࡘࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ



㐃ྜࡣ㸯ᮏ࡛ࡲࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ࡀࠊᆅ᪉࡛ࡣࡲࡔࡲࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᆅ༊ෆ࡛
ࡢᣦᑟ᪉ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋྡ๓ࡔࡅࡢࠕ○▼ᴗ⤌ྜࠖࡔࡅ࡛ࡣࢲ࣓ࠋ



ᡤㅝࠊᴗ⏺࠸࠺ࡶࡢࠊ⮬♫ࡢᑗ᮶ࡢࡓࡵᮇᚅࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿேࡣࠊࢇ࠸࡞
࠸ᛮࢃࢀࡿࠋᴗ⏺㸻ྛ༠ࡍࢀࡤࠊࡑࡢពࡣࠊሗ㞟ࡢࡓࡵཧຍࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࠶ࡿࠋ㠉᪂ⓗ࡞ᢏ⾡ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡣྛ♫ඹࠊ㛛እฟ࡛࠶ࡾࠊࡸࡣࡾ⮬ⓗ࡞◊
㛑ࢆ✚ࡴࡇᑾࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸽



㐃ྜ➼࡛ࠊᡃࠎᑠࡉ࡞♫ࡶ࣓ࣜࢵࢺࡢ࠶ࡿᵓ㐀ᨵ㠉ࢆࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



ḟୡ௦ࡢᚑᴗဨ㸦ⱝᡭ⫋ဨࡸᏛ⏕࡞㸧ࢆ࣓࣮ࢪࡋࠊࡇࡢᴗ⏺ᑐࡋ࡚㨩ຊࡸࡸࡾ
ࡀ࠸ࢆឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࡓࡵࠊᴗ⏺యࡋ࡚ࡍࡁࡇࢆグ㏙ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ



㐠ࡽ୰㛫ฎ⌮ࠊ᭱⤊ฎศࡲ࡛࡚ࢆ⾜࠸ࠊࡘࠊ᭱⤊ฎศࢆయࡋࡓᴗࡣ㈨
㔠ຊࡶྡኌࡶ㧗࠸͐͐ࡇࢀࡽࡢᴗࡽ⏘ᗫ༠ࡢᙺဨࡀฟ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ㐠
యࡢᑠᴗࡣࠊ㈨㔠ຊࡶ⬟ຊࡶ࡞࠸͐͐༠ࡢᙺဨࡶ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
༠ᙺဨࡽᆅᇦ༠㆟͐͐㐃ྜୖ⾜ࡃⓎゝຊࡀᙉ࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢពぢࡀ⏘
ᗫᴗ⏺యࡢពぢࡢࡈࡃฟ࡚ࡃࡿࠋࡑࡇࡣᑠᴗࡢពぢࡣࢇ࡞࠸ࠋᴗ⏺ࡢ
୰࡛ࡢᡭᴗࠊ୰ᴗࠊᑠᴗࡽᙺဨࡀฟ࡚㐃ྜࡶᴗ⏺ࢆ⥙⨶ࡍࡿ⤌⧊యࡋ
࡞࠸ᴗ⏺ࡢⓎᒎࡣ࡞࠸ࠋ㐃ྜࡣᡭᴗࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ



ⱝᖺ⪅ࡢ㞠⏝☜ಖࡼࡗ࡚ࠊ⏘ᴗᗫᲠ≀ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࠊἲ௧ࢆᏛࡪࡓࡵࡢᢏ⾡ㅮ⩦
ࡢᣑࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ



⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢ⠊ᅖࡣ㠀ᖖᗈ࠸ࡀࠊᴗ⏺య࡛ᑗ᮶ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࢆ
ᙉࡃឤࡌࡿࠋಶูࡢព࣭ᕤኵࡣࠊྛ♫࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿᛮ࠺ࡀࠊᴗ⏺యࡢ⧳ࡲࡗࡓ
᪉ྥࡅࡣ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ࡇ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢࡑ ۑ 㸦n㸻22㸧


ᗫᲠ≀ࡢῶ㔞ࢆࡍࡍࡵࡿࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࢆ⥆ࡅ࡚ࡺࡃࠊࡇࡢ㸰ࡘ▩┪ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ



ᮍࡔฎ⌮ᴗ༠ࡢྛ┴ᮏᨭ㒊ࡢ㛗ࡢ୰ࡑࡢᆅࢆୡくࡉࡏࡓࡾࠊ୍᪘ࡢ⪅ࢆ௦᭰
ࡋ࡚㛗ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᪧయ㉁ࡀ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࡞ᴗ⏺ࡢⓎ
ᒎࢆ㜼ᐖࡍࡿ୍ᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡍࡄࡉࡲᨵࡵࡉࡏࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ



⌧ᅾࠊᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿタഛ࡛ฟ᮶ࡿࡇࡔࡅࠊ╔ᐇࡇ࡞ࡋ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢඛ
ࡶྠࡌ⪃࠼࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡃࠋᴗ⏺యࡢࡇࡲ࡛⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ



⌧≧⥔ᣢ㸦㸳㸧
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ၥ 㸶㸬⌧⾜ࡢᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡣᴗࡢ⯆ࡢጉࡆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞つไࡀ࠶ࡿࡢࡈពぢ
ࡸࠊ㈨※ᚠ⎔ࢆྵࡵᚋࡢ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗࡢ࡞Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡍࡁ࠸࠺ࡈពぢ࡞
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⌧ᅾࠊ㐃ྜ࡛ࡣ᪂ࡓ࡞ไᗘࡢタࡸᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡢᨵṇ࡞ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡢࡇࢁࡁࡃୗグࡢ⪃࠼᪉ࡢ᪉ྥࡀᥦࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ࠶࡞ࡓࡣࡢ᪉
ྥࡀᮃࡲࡋ࠸࠾⪃࠼࡛ࡍࠋ
ࠕմࡑࡢࠖᅇ⟅グ㏙㒊ศ
ձ㛵㐃ࡋ࡚
㸺⌧⾜ἲࡢぢ┤ࡋ㸼


㈨※ᚠ⎔ࢆᑗ᮶᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㑅ᢥ⫥ձࡀᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ࡿࠋ≀㉁ࡼࡿ
ศ㢮࡛ࡣ࡞ࡃࠊฟ⪅ࡼࡗ࡚ࠊ⏘ᗫ୍⯡ศࢀ࡚ࡋࡲ࠺⌧⾜ἲࡣࠊ㈨※ᚠ⎔࡞
ฎ⌮ࡍࡿഃࡽࡍࡿ࠾ࡋ࠸ࠋ



⌧≧࡛ࡶ㈨※ᚠ⎔ࡣྍ⬟ࡢࡣࡎ࡛ࡣ㸽つ๎ࡢぢ┤ࡋ➼࡛ᵝᏊࢆぢࡿࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡢ⦆ࠋᢤᮏⓗ࡞ᨵṇࠋἲయ⣔ࡣࢩࣥࣉࣝࠋ
㸦⌮ㄽ◚⥢ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡸ
࣒ࣜࡀከ࠸ࡇࢁࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊࢱࢸࡾࡢ⪃࠼᪉ࡀከࡃࠊ࠼ࡤࠊᘓタᴗ࡛⪃࠼ࡿࡶࡢࠊ
ཌ⏕┬࡛⪃࠼ࡿࡶࡢ࡞࡛ࠊ⤫୍ࡋࡓࡶࡢࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



Ύᤲἲไᐃ๓ᚋᴗࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡣࠊᴗ⪅ࢆᏲࡿ๓ᥦ࡛ἲᨵṇࡣᚲせࡔࠋ



㐺ṇᴗ⪅౫㢗ࡋࡓሙྜࡢᕤⅬᩘࡢࢵࣉ➼ࢆ᫂☜ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
㸽



⌮ᒅ࡛ࡣ࡞ࡃ⌧ᐇ↓ᐖࡢᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࢆ⦆ࡍࡿࠊྠᆺᶵࡢ⪁ᮙࠊᨾ㞀ࡢࡓ
ࡵࡢࡾ࠼ࡣࠊᒆࡅฟࡔࡅ࡛Ⰻࡋࡍࡿ➼ࡢᨵṇࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ



ࠕᆅᇦఫẸࡢྠពࡀᚲせࠖࢆ↓ࡃࡍࠋ᪂つཧධࠊᴗົᣑࠊኚ᭦࡞ࡢጉࡆ࡞ࡿࠋ



᪂ࡋ࠸ᶵᲔࠊࡲࡓࡣࠊᶵᲔࡢධࢀ᭰࠼ࢆ⾜࠺ࠊ࿘ᅖࡢྠព࡞ࡣᚲせ࡞ࡢ㸽⏝
㌴ࢆධࢀ᭰࠼ࡿ࿘ᅖࡢྠពࡣ࠸ࡽ࡞࠸ࡢࠋᶵᲔࡣỌஂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᚲࡎ⪁ࡋ࡚
ࡃࡿࠋ



ฟᴗ⪅ࡢὶࡀᑡ࡞࠸ࠋฟᴗ⪅ࡢពぢࢆࡶࡗࣆࢵࢡࢵࣉࡋࠊฎศᴗ⪅
ࢆ࠼ࡓⓎࡢ㌿ࢆồࡵ࡚࠸ࡃࠋ



ฟᴗ⪅ࡢࢮ࢚࣑ࣟࡢ⪃࠼᪉ࢆ┤ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋᘓᗫ⣔ࡢΰྜ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆಟṇ
ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࠋ㑅ูチྍࡢṇ㸦㐠ࡢရ┠チྍΰྜࡣ࡞࠸㸧ࠋ



ඃⰋไㄆᐃ➼ࡢά⏝ࡼࡾࠊᴗ⏺ࡢࣔࣛࣝᢏ⾡ࡢྥୖࢆᅗࡿࡁࠋᕪูࡶᚲせ
ࡶ



ฟᴗ⪅ࡢ㈐௵ࢆ㔜ࡃࡍࡿࠋ



⌧ᅾࡢチྍෆᐜ㸦୰㛫ฎ⌮㸧ࡢձ◚○ࠊᅽ⦰ࠊษ᩿࡞ࡣࠊ࡞ࡾྂ࠸ᮇไᐃࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᙜࡣ༢⣧Ⓨ⏕㔞ࢆῶ⁐ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧≧ࡣྜࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ㸽⌧ᅾࡣࣜࢧࢡࣝࡶ㐍ࡳࠊရ┠ࡈࡢࣜࢧࢡࣝᑓ㛛ᴗ⪅ࡀ࡞ࡾከ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ◚○ࢆࡋ࡚ࡣࠊ㏫ࣜࢧࢡࣝࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࠊ
୰㛫ฎ⌮⬟ຊྜࢃࡏࡓࠕ㑅ูࠖ࡞ࡢ୰㛫ฎ⌮ࢆㄆࡵࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ⌧
⾜ྜࡗࡓᨵṇ㸦ࣜࢧࢡࣝᅔ㞴≀ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸧



ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲᴗἲࡣ▩┪ࡏࡎᩚഛྍ⬟ࠋฎ⌮ἲࡢつᐃࡢ୰࡛ࠊᨵṇࡍࡁⅬࡣࠊ
ᚎࠎᨵṇࡍࡿ᪉ྥࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
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ฎ⌮ἲࡢᨵṇࡣࠊ㐺ṇฎ⌮ࡢ㓄៖ඹࠊ⤒῭ྜ⌮ᛶࡸၟᴗୖࡢᖖ㆑ࡢ㓄៖ࡶᛀࢀ
ࡎࣂࣛࣥࢫⰋࡃ⾜ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ

㸺 ୍ᗫ࣭⏘ᗫ㸼


୍ᗫࠊ⏘ᗫࢆぢ┤ࡉ࡞ࡅࢀࡤࠊᴗ⏺ࡢᮍ᮶ࡣぢ࠼࡚᮶࡞࠸㸦≉୍ᗫᴗ⪅ ࠋ



୍⯡⏘ᗫࡢ⥺ᘬࡁࡀࠊ┴ᕷࡼࡾ㐪࠺ࡢࡣࠊఱࡼࡾࡶᴗࡢ㐍ᒎ㞴ࠋ



୍⯡ᗫᲠ≀ࡑࡢࡘ࠸࡚ࠊᅜ࣭┴࣭ᕷࡢぢゎࡀ⏘ᴗᗫᲠ≀༊ูࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ



୍⯡ᗫᲠ≀⏘ᗫࡢ⤫ྜࠊཬࡧ⾜ᨻ㛫ㄪᩚࡢ࠸ࡽ࡞࠸ࡋࡃࡳసࡾࠋ



 ᴗ ⣔ ୍ ᗫ ࢆ ࡍ  ࡚ ⏘ ᗫ  ࡍ  ࡋ 㸟 ࡶ ࡗ  ⏘ ᗫ  ୍ ᗫ ࡢ ᇉ ᰿ ࢆ ࢩ ࣥ ࣉ ࣝ  ࡍ  ࡋ 
㸦㸯㸧



୍ᗘࠊ⏘ᗫࡢᇉ᰿ࢆపࡃࡍࡿࠋ



ᗫᲠ≀ࡢศ㢮ࡀศࡾ࡙ࡽ࠸ࠋࡲࡓࠊ୍⯡ᗫᲠ≀⏘ᗫࢆศࡅࡿᚲせᛶࡣ㸽ྠ୍ရ┠
ྠ୍ᛶ≧ࡢ≀ࡣࡕࡽ࡛ࡶⰋ࠸ࡢ࡛ࡣࠋ

㸺ᆅᇦ㛫ࡢᕪ㸼


㑅ᢥ⫥ղࡣ㐠⏝ࡀ↹㞧ࡋࠊࡕࡽࡢἲᚊࡀᙉ࠸ᙅ࠸࠸࠺ヰࡀฟ࡚ΰࡍࡿࠋ
㒔㐨ᗓ┴➼ࡼࡿ㐠⏝ࡢ㐪࠸ࢆṇࡍࡿ⤌ࡳࡸㄪᩚࡍࡿᶵ㛵ࡀᚲせࠋ



┴ࡼࡗ࡚ࠊ᭩ᘧࡢࣇ࢛࣮࣒ࡸ㸦ᢸᙜࡢ㸧⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸ࡀᅔࡿࠋ



ᗫᤲἲࡢᨵṇࡶⰋ࠸ࡀࠊࡑࢀࢆ㐠⏝ࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㐪࠸ࡀࡁ㐣ࡂࡿࠋ⎔ቃ┬ࡽྛ
㒔㐨ᗓ┴ࡢᣦᑟࢆ⤫୍ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ㸦㸱㸧



ᴗࡢチྍࡣࠊᅜ࡛ฟࡋ࡚ࡋ࠸ࠋྛ⮬యࡢᛮᝨ࡛ࠊ✚ಖ➼ᚲせ࡞チྍࡀྲྀࢀ࡞࠸ࢣ
࣮ࢫࡀከࡃࠊᴗࡢ⤌ࡳ❧࡚ࡀᅔ㞴࡞ࡇࡀከ࠸ࠋ



㈨※ᚠ⎔ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⮬యࡼࡗ࡚ἲࡢ㐠⏝

ᗘᕪࡀ࠶ࡾࠊ〇ရಖ⟶➼࡛ࣜ

ࢧࢡࣝࡢጉࡆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀṇࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㑅ᢥ⫥ղ࡛
ࡶྪ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ
㸺㐺ṇฎ⌮ᴗ⪅㸼


つไᙉࠋἲእᅜே⤒Ⴀ⪅ࡢ㝖ࠋ



チྍࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ᡤࡀᇽࠎႠᴗࡋ࡚࠸ࡿࠋἲᢞᲠࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊฎศࡣⓗ☜
ࡋ࡚࠸࡞࠸㸦✚ࡳ㐣ࡂ➼ ࠋチྍࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ⾜ᨻࡢᣦᑟࢆཷࡅࠊチྍࡣᣢࡗ
࡚࠸࡞࠸ࡀࠊἲᢞᲠࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⾜ᨻࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡞࠸ࠊ࠸࠺
ᐇࡀ࠶ࡿࠋ



㟼⬦⏘ᴗࡢ㈇ᢸࢥࢫࢺࡢࣂࣛࣥࢫࡀᔂࢀ࡚࠸ࡿࡽࠊ㐺ṇᴗ⪅ࢆఱᗘࡶ⧞ࡾ㏉ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ



↓チྍᴗ⪅ࡢ⨩๎ࡀ㠀ᖖ⦆࠸ࠋ


؇㛵㐃ࡋ࡚
㸺ἲไᗘ㸼


㸦ⓙࢇ࡞ࡀ㸧ࢃ࡞࠸ไᗘࢆṧࡋ࡚࠾࡞࠸ࡇࠋ┬ᗇࡢㄪᩚ㛫ࢆࡽࡏ࡞࠸ไ
ᗘࡸᙺࢆ⪃࠼࡚ࡋ࠸ࠋ



ᗫᤲἲ㝈ࡽࡎࠊ⎔ቃᇶᮏἲࢆ㡬Ⅼࡍࡿἲయ⣔ࢆศࡾࡸࡍࡃᩚഛࡍࡿࡢࡀⰋ࠸ࠋ



⌧⾜࡛ࡢ͆⏘ᗫࡔࡅ͇࠸࠺⪃࠼࡛࠸ࡗࡓࡽࠊࢇ࡞⯆ไᗘࢆసࡗ࡚ࡶྠࡌࠋព
࡞ࡋࠋᣢ⥆ྍ⬟♫ᨭࢧ࣮ࣅࢫࡋ࡚ࠕసࡿࠖ
ࠕ࠺ࠖ
ࠕ㈨※ࠖ
ࠕฎ⌮ࠖᰂ㌾ࡘ
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ᶓ᩿ⓗ㛵ࢃࡿ㠉᪂ࡀᚲせࠋ


ᅛᇳࡉࢀࡓ⤌⧊࡛ࡢἲᨵṇ࡛࠶ࢀࡤࠊ࿘ࡾࡢἲᚊఱࡽࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋ㛵ಀࡍࡿ
ࡍ࡚ࡢ┬ᗇࡢἲᨵṇࡀᚲせࡔᛮ࠺ࠋ



⯆㸻ฎ⌮ᴗ⪅ࢆᏲࡿࠊ࡞ࡿࡼ࠺࡞㒊ศࡶቑࡸࡍࡁࠋ



᪤ᴗ⪅ᩘࡀ㣬≧ែ࡞ࡢ࡛ࠊ᪂つࡢཧධࡸࠊ⥅⥆ࡢせ௳ࢆཝࡋࡃࡍࡁࠋ



᪂ࡓ࡞ᴗไᗘࡣࠊ᪂つཧධ⪅ࢆ࠸ࡓࡎࡽቑࡸࡋࠊᴗ⏺ࡢ㉁ࡢపୗࢆᣍࡃࠋࡲࡓࠊࣜ
ࢧࢡࣝᴗࡀᢤࡅⴠࡕࡿࠋ



౫↛ࠊࢲ࣮ࢡ࡞࣓࣮ࢪࡢᴗ⏺ࡢࡓࡵࠊᆅᇦࡽᚲせࡉࢀࡿࡼ࠺࡞᪂ไᗘᮇᚅࡍ
ࡿ㸦༞⪅ࡀᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿࡼ࠺࡞㸧ࠋ



⯆ࡣ⮬↛Ⓨ⏕ⓗ࡛Ⰻ࠸ࠋసᴗ⪅⮳ࡿࡲ࡛㈨᱁せ௳ࢆ⩏ົࡅࠊᚭᗏࡋࡓ༊ูࢆ
ࡅࠊṇつᴗ⪅ࡢ᱁ࡅࢵࣉࢆᅗࡿࠋ



ྲྀࡾ⥾ࡲࡾࡶᚲせ࡞ࡀࡽࠊᴗ⏺ࢆ⫱࡚࡚⾜ࡗ࡚ࠊ᭦࡞ࡿ⯆ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ



ᴗࡢ⯆ࡢࡓࡵࡢไᗘࡣᚲせ⪃࠼ࡿࡀࠊ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࡣࠊຮᙉࡢࡓࡵศࡾࡲ
ࡏࢇࠋ



⏘ᗫฎ⌮タࠊ᭷ᐖ≀㉁➼ᑐࡋ࡚ࡢ㢼ホࢆⓎࡍࡿᕷẸᅋయࠊྡ┠ⓗ㸦Ꮫ⪅ࠊ㆟ဨ㸧
ࡢཝ⨩ἲ㸦㸸ᒣᮏኴ㑻㸧ࠋ



᭷౯≀ࣜࢧࢡࣝ㐺ṇἲ



ࡼࡾ㏆௦ࡢタࢆసࡿࡓࡵࠊἲࡢつไࡢ⦆┴࡞ࡢ⼥㈨ไᗘࡢᐇࢆࡋ࡚
ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ



≉ᥐ⨨ࡢᣑࠋᵝࠎ࡞ゅᗘࡽ⎔ቃⰋ࠸ᙧࢆぢࡘࡅࠊᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡛ࠊ㠀ຠ⋡࡞
ᴗົࡀᨵၿࡉࢀ⎔ቃ㈇Ⲵపῶ࡛ࡁࡿࠋ



ᴗἲࡋ࡚ࡢ☜❧



⌧≧ࡢἲࢆὙ࠸┤ࡋࠊᐇ≧≧༶ࡋࡓἲࢆసࡿࡇࠋࡲ࡛ࡢࡅ↝ࡁลⓗἲᨵṇ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᮍ᮶ཷࡅධࢀࡽࢀࡿἲࢆࠋ



ἲయ⣔ࡢ⡆⣲ࡶ┠ᣦࡍࡁࠋ



ྛ┬ᗇࡢᇉ᰿ࢆ↓ࡃࡉ࡞࠸ࠊᙜᒁࡢධࡀከࡍࡂࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋཎⓎࡢၥ㢟ྠᵝ
࡛ࡍࠋࡋࡗࡾࡋࡓࣅࢪࣙࣥࢆ♧ࡋ࡚ࡋ࠸࡛ࡍࠋ



⌧ᅾࡢ⏘ᗫฎ⌮ἲࡣつไἲࡋ࡚ᚲせ࡞ࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࣜࢧࢡࣝ㛵ࡋ࡚
ఱ᪂ࡋ࠸ἲᩚഛࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ㸭⎔ቃ┬ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࠊᅜᅵ㏻┬ࠊ㎰
ᯘỈ⏘┬➼ࡢ㛵ಀ┬ᗇ࡚㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ᪂ࡋ࠸ไᗘࢆฟࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ



⌧ᐇ㸦⌧ሙ㸧ࢆࡶ࠺ᑡࡋぢ࡚ࠊἲᚊᫎࡉࡏࡿࡁ⪃࠼ࡿࠋ



ࣜࢧࢡࣝࡸጤク⏕➼ࡢ᫂☜ࡀᚲせࠋᑗ᮶ࡘ࡞ࡀࡿᴗࡀㄆ▱ࡉࢀࡿἲไᗘࠋ



㛵ಀ┬ᗇࡶ⮬ศࡢࡇࡔࡅࢆ⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡁ࡞♫ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢆ
ㄆ㆑ࡋࠊ᪩ᛴᨵࡵ࡞ࡅࢀࡤኚ࡞ࡇ࡞ࡿࡇẼ࡙࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ



ேᮦ⫱ᡂᑐࡍࡿබⓗ࡞ᨭࠋ


ճ 㛵㐃ࡋ࡚
㸺ᨵṇࡢ㏿ᗘ㸼


࠶ࡲࡾἲᚊࢆኚ᭦ࡋ࡞࠸࡛ࡋ࠸ࠋ



㐠㌿ᡭἲᚊࢆᩍ࠼ࡿࡣࠊ࠶ࡲࡾࡶᨵṇࡀ᪩ࡍࡂ࡚ࠊ࡞࠾ᐈᵝࡢࡘ࡞ࡀࡾ
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ࡀᕼⷧ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᚋࠊἲᨵṇࡣ㸳ᖺ༢࡛⾜ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ㸦㸯㸧


ࡲ࡛ࠊᮅ௧ᬽᨵⓗࡲ࡛ࡣゝࢃ࡞࠸ࡀࠊᴗ⪅ᾐ㏱ࡍࡿ㡭ࡣࠊࡲࡓࠊኚࢃࡿᵝ࡞
ἲࡶ࠶ࡾࠊ┴ࡢᢸᙜ⪅ࡢಶேᕪุ࡛᩿ࡀ㐪࠸ࠊᴗ⪅ࡶᅔࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᅵᮌᴗ⪅ࡢᵝ
᫂☜࡛ࡁ࡞࠸ࠋ



ἲᚊࢆࢥࣟࢥࣟኚ᭦ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋከ㢠ࢆࡅ࡚ࣉࣛࣥࢺࢆసࡗ࡚ࡶࢲ࣓࡞ࡗ
࡚ಽ⏘ࡋࡓ♫ࡶ࠶ࡿࠋࡓࡃࡉࢇ㌴ࢆධࢀ࡚ࠊேᮦࡶධࢀ࡚ࠊࢲ࣓࡞ࡗࡓࡽ♫ဨࡶ
ᅔࡿࡢ࡛ࠊ⏕ࡁᘏࡧࡿ᪉ἲࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


մ 㛵㐃ࡋ࡚


⌧Ⅼ࡛ࡣࠊࡕࡽࡀⰋ࠸ศࡽ࡞࠸ࠋ



ẖᖺࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣥࢣ࣮ࢺࢆ┠ࡋࡲࡍࡀࠊࡇࡢᴗ⏺ࡣࠊࡼࡾⰋ࠸᪉ྥࡣ⾜ࡎࠊ
࠾ࡑࡽࡃ  ᖺ  ᖺ⤒ࡗ࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ᛮ࠺ࠋ


㸺ࡑࡢ㸼


⇞ᩱࢳࢵࣉࡣࠊ୍᪦ࢦ࣑ࡋ࡚ࡽࣜࢧࢡࣝࡋ࡚㈍ࠊࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



ᗫᲠ≀ࡢㅮ⩦ࡢሙྜࠊࡶࡗ᪂ࡋ࠸ࢸ࢟ࢫࢺࢆసࡿࡁ͐ྂ࠸ࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡢᣦᑟ࡛
ࡣࠊ⌧≧ྜࢃ࡞࠸ࠋ



⛣ືᘧࢡࣛࢵࢩ࣮ࣕࡢ㏣ຍ⏦ㄳ㛫࠾㔠ࡀࡾࡍࡂࡿࠋ



▷ᮇⓗ࡞㆟ဨ❧ἲ㢗ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┬ᗇࡀពぢࢆⓗ☜Ữࡳୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ேⓗ
ὶࡽጞࡵࡿࡁ㸦ᮇ㝈ࢆ㆟ဨ❧ࡕ࠸ࡢࡶࠊỴࡵࡿࡢࡣᚲ㡲 ࠋ



ࠕᝏ㈌ࡀⰋ㈌ࢆ㥑㏲ࡍࡿࠖ㢼₻ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿไᗘ࡞ࢀࡤᙧࡣၥࢃ࡞࠸ࠋ



ᨵṇࠊไᗘࠊࡕࡽࡢሙྜ࡛ࡶࠊᑠつᶍ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ♫㈇ᢸ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡋ
࡚ࡋ࠸ࠋ



チྍᶒ⪅ࡀࡍ࡚ࡢ⏦ㄳෆᐜࢆྠ୍⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࢣ࣮ࢫࡈࡢุ᩿ᣦᑟࡀᚲせࠋ



㐪➼ࡀ࠶ࡗ࡚ࡽࡢἲᨵṇࡀከ࠸ࠋⰍࠎཷࡅࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㅮ⩦ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ



ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢࡩࡿ࠸ศࡅࠋ



ࢫᗫᮦࡀฎ⌮⬟ຊ ᪥ᑐࡋࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᗫᮦࡀ⬟ຊ ᪥࡞ࡢࠊྠࡌࡃ
 ᪥࡞ࡢỴࡵ࡚ࡋ࠸ࠋ



࢞ࢫ୰ࡢࢲ࢜࢟ࢩࣥつᐃ್㸯QJ7(4㹫1ࢆࢡࣜࡍࡿࡓࡵࠊྛ♫ࡣኚⱞ៖
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠼ࡤࠊ↝༷⅊㸦⅊ ࠊᅛ⅊ྠࡌ᪤ᐃ್㸱QJ7(4㹫1ᨵṇࡍࡿ➼ࠊ
⦆ᥐ⨨ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ



ఱ୍࡛ᗫࡀ⤡ࡴࡢ㸽୍ᗫࡣ⾜ᨻᑟᆺ࡛࠶ࡿࡓࡵ⪃៖ࡋ࡞࠸࡛ࠊ⚾➼ᴗ⏺ࡀఱࢆ
࡞ࡍࡁࠋࡑࡢᙺࢆッ࠼࡚ࡋ࠸ࠋ



⌧ᅾࠊ㣗ᗫἜᴗ⏺࠾࠸࡚ࠊఱࡢ㛵ಀࡶ࡞࠸ᴗ⪅ࡀࢳࣛࢩ➼ࢆ㓄ᕸࡋ࡚Ⴀᴗࢆ⾜࠸ࠊ
᭷౯࡛ᘬࡁྲྀࡾࠊᅇࡣチྍࡢ࠶ࡿேࡓࡕ௵ࡏࠊ࠾㔠ࡔࡅ⮬ศࡓࡕࡀ㡬ࡃ࠸࠺ࡇ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢃࡎ࡛ࡶ௦㔠ࢆᨭᡶ࠼ࡤࠊチྍせ࠸࠺⌧ᅾࡢไᗘ
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡢࡼ࠺࡞᮲௳࡛ࡶᴗࢆ⾜࠺⪅ࡍ࡚ࡀチྍࡀᚲせࠊ࠸࠺ࡇࡋ
࡞࠸ࢲ࣓ࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ



ᗫᲠ≀ฎ⌮ἲࠊ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺไᗘࠊඹࡸࡸࡇࡋࡃ࡚ࠊᴗ⏺ࡢእ୍࡛⯡ⓗ⌮ゎࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ
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㈨※ᚠ⎔ᑐࡋ࡚ࠊ㏱᫂ᛶࢆᚲせࡍࡿࠋ



୰㛫ฎ⌮࠾ࡅࡿฎ⌮ᶵᲔࡢ᭦᪂㸦ධ᭰㸧⏦ㄳࡢ⡆⣲㸟



ฟᴗ⪅ࡢᴗ✀ࡼࡗ࡚ࡶࠊⓎ⏕ࡍࡿ᮲௳➼ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊ⏘ᗫᴗ⏺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ฟᴗ⪅ࡶ࠼࡚ពぢࢆ㞟⣙ࡍࡁࠋ



୍ᗫ࣭⏘ᗫࡢᇉ᰿ࡸởἾࡸṧᅵ࡞ࠊ㠀ᖖุ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡀከࡃࠊἲ࡛ࡣ࡚ࢆ
ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ࡞Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡍไᗘࡣ㈶ᡂ࡛࠶ࡿࠋ



Ⓨᒎࡋ࡞ࡃ࡚Ⰻ࠸ࠋқᡭࡀᙉࡃ࡞ࡿࡔࡅࠋ࡞㐠Ⴀࡢࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀᚲせࠋ



┒ࡾ㎸ࡳࡣᚲせ࡞ࡶࡢࡔࡅ࡛Ⰻ࠸ࠋࢥࢫࢺࡀࡽ࡞࠸ぢ┤ࡋࢆࠋ



チྍࡣࠊඃⰋࡣ⡆༢ࠋᬑ㏻ࡣ⌧≧ࠋḞ᱁ࡢሙྜࡣࠊ༶ྲྀᾘࡋ࡞ࠋ
㸦㐣ཤࡢ㐪ࡶྵ
ࡵ࡚㸧



ฟ⪅ࡢ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺ≧ἣሗ࿌ࡘ࠸࡚ࠊ࢜ࣇࢫࡢᑡ㔞➼ࡢሙྜࡣせࡋࡓ
࠸ࠋᡭ㛫ࠋᕤሙࠊᘓタ➼ཱྀ㸦≀㔞࡛༊ศࡅ㸧ࢆࠋ



ᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࡼࡗ࡚ࠊฎ⌮᪉ᘧࡣᵝࠎ࡛ࠊἲᨵṇ࡛ࡣ㠀ᖖᢳ㇟ⓗ࡛ࠊㄞࡳ࠼ࢀ
ࡤᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࠋಶࠎࠊࡑࡢࢣ࣮ࢫࡼࡗ࡚ぢᐃࡵࠊලయⓗ♧ࡍࡇ
ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࠊ๓ࡣⰋࡗࡓࡅࡣࢲ࣓ࠊ๓ࡣࢲ࣓ࡔࡗࡓࡀ
ࡣⰋ࠸ࠊ࠶࡛ᖹ‶ࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺ྲྀࡾィࡽࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ



⏘ᗫ⣔ࡢ࣐ࢽࣇ࢙ࢫࢺࢆࡶ࠺ᑡࡋ⡆༢ࠋᯛᩘࢆῶࡽࡍ࡞ࡣྍ⬟㸽



⏕ฎ⌮ᢏ⾡ࡢྥୖࢆಁࡍไᗘࡀᚲせࠋ



つไ⦆ࡀᚲせࠋ



ᇶᮏⓗ┬㈨※ࡢ⏝እ࡛ᗫᲠ≀࠸࠺୰㌟ࢆᑡ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡃᨻ⟇ࢆྲྀࡗ࡚ࡋ࠸ࠋ
ࡑࡢ௦ࠊ≧ἣࠊᢏ⾡ᛂࡌ࡚ᨵṇࢆ⾜࠺ࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ



ఆ᥇ᮦࡢฎ⌮ࡋ࡚ࠊᮌⅣࡢ〇ရ⸄ࢫࢺ࣮ࣈࡢ⇞ᩱࡋ࡚ࡢ୰㛫ฎ⌮ࡶㄆࡵ࡚ࡶ
ࡽ࠸ࡓ࠸ࠋᚠ⎔ᆺ♫ࡢᵓ⠏ࢆᙧᡂࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ



ἲᨵṇࡢ⪃࠼᪉ࡶⰋ࠸ᛮ࠺ࡀࠊ㛵ಀ┬ᗇࡢᑐ❧㛵ಀ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࠊ㛵ಀ┬ᗇ⏕ࡢ⌧ሙࡢኌࢆ⪺࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࢀࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀษࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᅽຊᅋయࡋ࡚ࡢάືࡣዴఱ࡞ࡶࡢ͐



ἲ௧ᅜྛ⾜ᨻࡢ᮲ࡢぢゎࢆྠࡌࡍࡿࡇࠋྛ⾜ᨻࡢᙇࡀኚࢃࡿࡓࡧ⪃࠼
᪉ࡀኚࡍࡿࡢࡣ࠾ࡋ࠸ࠋ



ฟᴗ⪅ฎ⌮ᴗ⪅ࡢ▱㆑ࡢᕪࡀࡁ࠸ࡢ࡛ࠊฟᴗ⪅ᗫᲠ≀㈨᱁ไᗘࢆసࡿࠋ



㑅ᢥ⫥ձղ୧᪉ྲྀࡾ⤌ࡴࡁࠋձࡣࠊつไ⦆ࢆ୰ᚰࠋղࡣࠊྲྀࡾ⥾ࡲࡿ⾜ᨻഃ
ࡢไᐃࠋ⌧ᅾࡣᶒ㝈ࢆᣢࡕࡍࡂࡔࠋㄗࡗࡓุ᩿ࡸࠊᴗ⪅ࢆ㝗ࢀࡿ⪅ࠊ㈐௵ࢆᴗ⪅ࡸ
࡞ࡍࡾࡘࡅࡿ⪅➼ࡣࠊゎ㞠ㄳồฟ᮶ࡿࡼ࠺❧ἲࡍࡁࠋ



ἲつไࡢཝࡋࡉࡢࠊබඹᛶࡢୖࡆ༢౯ࡀᗮ౯࡛ࡍࠋ



㐃ྜࠊᨻ㐃┕㸦㆟ဨ㸧ᅜാࡁࡅࠊ㑅ᢥ⫥ࡢၥ㢟ゎỴດຊࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ



つไࡢᙉࡶ࠸࠸ࡀࠊ୍᪉࡛ᚲせ࡞チྍࡣฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋᴗ⏺⫱ᡂࡢࡓࡵࡶࠋ



つไ⦆ࢆ㐍ࡵ㐣ࡂࡿᴗ⏺ࡢཧධ㞀ቨࡀⷧࡃ࡞ࡾࠊᴗࡢཧධࢆᣍࡃᜍࢀࡀ࠶
ࡿࠋᴗ⏺ࡣ୰ᑠᴗࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࢹ࣓ࣜࢵࢺࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ



ἲࡀཝࡋࡃ࡞ࡿࡢࡣⰋ࠸ࡀࠊࡑࢀకࡗ࡚ࠊ㐪ࡋࡓ⪅ࡣࠊࡁࡕࢇ⨩๎ࢆ࠼࡚
ࡋ࠸ࠋ୰㛫ฎ⌮ᴗ⪅ࡢ㈇ᢸࡤࡾቑ࠼࡚࠸ࡿẼࡀࡍࡿࠋ
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