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➨㸰㸳ᅇ୰ᅄᅜࢺࢧ㆟㘓 

 

᪥ 㸸ᖹᡂ㸰㸵ᖺ㸷᭶㸲᪥㸦㔠㸧 㸯㸱㸸㸱㸮㹼㸯㸳㸸㸮㸴 

ሙ ᡤ㸸ᒣཱྀࠕ ࣝࢸࢻࣥࣛࢢ㬅ตࠖ 

 

  㸦ୖ㔝ᒣཱྀ┴⥲ྜ⏬㒊㛗㸧ྖۑ

ࡓᙜ㛤ࠋࡍࡋࡓ࠸㛤ദࢺࢧ㸰㸳ᅇ୰ᅄᅜ➨ࠊࡔࡓࠊࡣ࡛ࡑ 

 ࠋࡍࡆୖࡋ⏦ᚚᣵᣜࡀᮧᒸ▱ࡢ┴ᒣཱྀࡍ࠶࡛┴㛤ദࠊ࡚ࡋ

 

 ᮧᒸᒣཱྀ┴▱ۑ

 ⓙࠋࡣࡕࡇࠊࡉᒣཱྀ┴▱ࡢᮧᒸ࡛ࠋࡍ࠸ࡊࡈᮏ᪥ࠊࡣ➨㸰㸳ᅇ୰ᅄᅜࢧ

༓ࡢᅄ⤒㐃ࠊࡉᒣୗ㛗ࡢ୰⤒㐃ࠊࡓ࡚ࡋࡑࠊࡉ▱ࠊ▱ࡢ┴ྛࢺ

ⴥ㛗ࠊࡉᚚከ⏝ࠊࡇࡢ㐲㊰ᒣཱྀ࠾࡛㉺ࠊ࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸ࡋㄔ࠺ࡀ࠶

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ

 ᒣཱྀ┴ࠊࡣࠊἙࠕࣛࢻⰼ⇞ࡀࠖᨺࠊࡋࡍ࠸࡚ࡉほගᐈࡀቑ࠸࡚࠼

⇞ⰼࠕࡢࡑࠋࡍ࠶࡛ࡇ ࠕ㸳᭶ࡢᖺࠊࡣᯇୗᮧሿࡍ࠶࡛ྎ⯙ࠖࡢ

᪥ᮏࡢ⏘ᴗ㠉㑇⏘ࠖࠊ࡛ࡇ࠺࠸ⴗࡢ㸳ࡢࡘ㈨⏘ࠊྵᒣཱྀ㉺࡚࠼ᕞࡢ

㸰㸱ࡢ㈨⏘ࡀୡ⏺㑇⏘Ⓩ㘓ࡢࡇࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡓࡉ㆟ⴗࡢ᪉࡛࡛

᪂ᖿࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࡉⓙ࠸ࡋኚᛁࠊࡅࡍ࠶࡛ࡇࡓࡗ࠾࡚ࡗᛮࡤࡁ

ࡋ࡞ࡇ࠺࠸㛤ദ࡛ࡕࡇࠊ࡚ࡋ࡞ࡇ࠺࠸࠸࡞࡛ࡤࡑࡄࡍࡢ⥺

ࡓࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡋ♧ᒎࡢṔྐࡢࠊṔྐࡢᖥᮎࡢᒣཱྀࡇࡢධཱྀࠋࡓ

 ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ぴࡈࡦࡐࡕࡇࡤ࠶ࡀ㛫࠾

 ᐇࡣᖹᡂ㸱㸮ᖺࡣ⥔᪂㸯㸳㸮ᖺ࠺࠸࡞ࡁ⠇┠ࡢᖺࡅྥࡇࠋࡍ࡞

ᒣཱྀᖥᮎࠕ࣮ࣥࣥࣕࡢほග┴ᒣཱྀࠊ࡚ࡋ ISHIN⚍࡚ࠖࡋ࠺ࡢ࠺࠸

ࣥࣕࡓࡗᣢ࣮ࢸ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡇ࠺࠸㛗ᅵ⫧㐃ྜ⸂ࡣඛ᪥ࠊࡓࠋࡍ࠾

ࡅࡍ࠶࡛ࡇࡓጞࡇ࠺࠸࠺ࡇ࠸࡚ࡗ࡚ࡋ㸲┴࡛㐃ᦠ࣮ࣥ

ࡅࡓࡗ࠶㸯㸳㸮ᖺ๓ࡀࡢ࠺࠸㌿࡞ࡁࡓࡅᖥᮎࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛

ேཱྀῶᑡ࣭ࡢᆅ᪉ࠊ୰࡛࠶༴ᶵࡀኚᆅ᪉ࠊ࡛ࡇ࠺࠸⏕ᆅ᪉ࠊ࡚ࡋࡑ 

ேཱྀὶฟࡢၥ㢟ゎỴࠊ࡚ࡋᮾி୍ᴟ㞟୰ࡢṇࠊ࡚ࡋᆅᇦࡢάຊ㧗࠺ࡑࠊ࡚

ᡃࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡅ࠶ࡀࡁື࠺࠸࠺ࡇ࠸࡚㐍ࡃᅜయ࡛ຊᙉ⤌ྲྀࡓࡗ࠸ ࠎ

㐍⤌ྲྀࡓࡅྥ⏕ࠊ⏕ࡢᆅᇦࡢࡒࡑࡀ࡞ࡋάࡗࡋࢫࣥࣕࢳࡣ

ࡢ┴ྛࡇࠊࡅࡍ࠶࡛ࡇ࠸࡚ࡗᛮ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࡅ࡞࠸࡚

᪉࡛ࡒࡑࠊᆅ᪉⏕ࡢᡓ␎సࠊࡀࡍ࠾࡚ࡗ࡞ᅜࡢ᪉࡛ࡉࡇ

ࠊࡍಖ☜※㈈ࡢࡓࡢࡑࠊࡣ࠸࠶ࠊࡃ࠸࡚ࡅྥᆅ᪉ὶࡢࡑලయⓗ

ࡇ࠸࡚ࡗᛮ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࡅ࡞ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡗࡋࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛

▱ࡢ┴ྛࠊ࡚ࡋ࣮ࢸࡢࡘ୍⏕ᆅ᪉ࠊពぢࡢᮏ᪥ࠊព࡛ࡓࡗ࠸࠺ࡑ 
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ࠊࡋࡍ࠾࡚ࡗᛮࡤࡁ࡛ࡀពぢ࡞⩏᭷ពⓙᵝ᪉ࡢ⏺῭⤒࡚ࡋࡑࠊࡉ

࠶ࡀㄢ㢟࡞ࠎᵝࠊ࡞ಖ☜ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢿ㧗㏿㏻ࠊࡣ࡚ࡋㄢ㢟ࡢᆅᇦࠊࡓ

ព࡞࠸ࠊ࡚ࡋ㐃ᦠࡗࡋࡀᆅᇦࡢ୰ᅄᅜࡢࡇ࠼ᢪㄢ㢟࡞࠺ࡌྠࠋࡍ

ぢࡌྠࡀ࡞ࡋ᪉ྥࠊࡓ࡚ࡋࡑࠊࡃ࠸࡛⤌ྲྀ࡚ࡗྥᚲせᛂ࡚ࡌᅜ

ࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡗᛮ࠶㔜せ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋࡅࡁാ࡚ࡋ㐃ᦠ࡚ࡋᑐ

ᛕ࠺ࡁ࡛ࡀពぢ࡞⩏᭷ពࡅࡍ࠶ࡣ㛫࡛ࡓ㝈ࡣ᪥ࠊ࠺

㢪ࡢ⚾ࠊ࡚ࡋࡋࡓ࠸ᚚᣵᣜࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ᪥࠾ࡃࡋࡣ㢪ࠋࡍࡋ࠸ 

 

 㸦ୖ㔝ᒣཱྀ┴⥲ྜ⏬㒊㛗㸧ྖۑ

 ᮏ᪥ᚚฟᖍࡢⓙᵝ᪉ࠊࡣ࡚ࡋࡁࡘኚ⦰࡛࠾ࠊࡅࡍᡭඖࡢฟᖍ⪅ྡ⡙

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠼௦ᚚ⤂ࠊ

ᒣཱྀࠊࡣࡇࠊࡅࡍ࠾࡚ࡋព⏝ࡢࡓࡋ⣬ໟࡘ㸰࣮ࣝࢸࠊࡓ 

ᖐࡕᣢ࠾ࡦࡐࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࠖ─ᑠࡢ↝ⴗࠕࡢ࡚ࡋグᛕࡓ࡞ࡋ㉺࠾

 ࠋࡍࡌᏑࡤࡅࡔࡓ࠸

ࡓ࠸㓄࠾ⰾࠖ⛅ࠕࡢ᪪ࡀࡢ⏘≉┴ᮏࡓࡋጞࡀඛ᪥ฟⲴࠊ⛬ᚋࠊࡓ 

 ࠋࡍ࠸ᛮࡤࡅࡔࡓ࠸ᚚ㈹ࡒ࠺ࠊ࡛ࡢࡍࡋ

ࡋ័ࠊࡣ㆟㛗ࡢࢺࢧᙜࠋࡍ࠶࡛࡚࠸ࡘ㑅ฟࡢ㆟㛗ࠊࡣ࡛ࡑ 

࡚㛤ദ┴ࡢ▱ࠋࡍ࠾࡚ࡗ࡞ࡇົࡀᒣཱྀ┴ࡢᮧᒸ▱ࡀ㆟ࡢ㐍⾜ົ

 ࠋ࠺ࡋ࡛ࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡀ࠸ࠊࡀࡍࡌᏑ࠸ࡓࡋࡓ࠸ࡇ

 

㸦ࠕ␗㆟ࡢࠖࡋ࡞ኌ㸧 

 

 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࠊᮧᒸ▱ࠊࡣ࡛ࡑࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࡒ࠺ࠊ࡛ࡢࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉົ㆟㛗ࠊࡣ࡛ࡑ 

  

᭱ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏධ᪩㏿㆟ࠊࡣ࡛ࡑ ࠊࡀࡍ࠸ࡊࡈணᐃ࡛ࡢᮏ᪥ࠊึ

ᮏ᪥ࠊࡣ༗ᚋ㸱㡭ࡢࢺࢧࡢࡇ࡛㆟ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࠼⤊ᚋࠊඹྠグ⪅ぢ

࠺ࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚࠼⪄࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ⤊㸱༙ࠊ࡚ࡋ࠸⾜

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋ

 

࡛࡚ࠖ࠸ࡘ⤌ྲྀࡓࡅྥ᪥ᮏᡂ⏕ᆅ᪉ࠕࠊࡣពぢࡢึ᭱  ࠋࡍ࠸ࡊࡈ

 ࠋࡍ࠾࡚࠼⪄ࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏ⾜࣮ࣝࣆඹྠࠊࡣ࡚࠸ࡘࡕࡇ

ᩥࡢࡇࠋࡍ࠸ᛮࡤࡅࡔࡓ࠸ᚚぴ㈨ᩱ㸯ࠊ࣮ࣝࣆඹྠࡢᡭඖ࠾ࠊࡎ 

ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉㄝ࡚࠸ࡘ㊃᪨ࡢࡑࠊ⚾ࡍࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡋᮏ┴࡛సᡂࡣ

 ࠋࡍ

 ᆅ᪉⏕ࡢࡒࡑࠊࡣ࡚ࡋࡁࡘᆅᇦࠊ࡚࠸࠾⏘ᐁᏛ㔠ປゝࡀ㐃ᦠࠊ࡚ࡋ
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ᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎ࡢ⟇ᐃㄢ㢟ゎỴࡓࡅྥ᪂ࡀ⤌ྲྀ࡞ࡓጞࠊ࡞᪥ᮏᡂࡘ

 ࠋࡍ࠾࡚ࡋ࠺⏕ࡀὶ࠸ຊᙉࡀ࡞

ࡀࡅࡔᆅ᪉ࠎᡃࠊࡣࡓ࡞ࡢ࠶ᐇຠ┿ࡀ⏕ᆅ᪉ࡢࡇࠊࡀ࡞ࡋࡋ 

㡹ᙇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢᅜࠊ࡚࠸࠾ᅜඹ㏻ࡢㄢ㢟ᵓ㐀ⓗㄢ㢟ࡢゎỴࠊ࡚ࡋࡅྥ

 ࠋࡍ࠶ᚲせྍḞ࡛ࡀࡇ࠺࡛⤌ྲྀᙉຊࠊ⟇ࡁࡍ࡞ࡀ⮬

ྜ⥲ࠊᡂ⦆ࡢ⟭ᙜึணࡢ᮶ᖺᗘࠊ࡚࠸࠾ᅜࠊࡣ࡚ࡋࡅᖺᮎࡇࠊ≉ 

ᡓ␎ࡢᨵᐃࠊࡣ࠸࠶ࠊᆅ᪉⛣㌿ࡍᨻᗓᶵ㛵ࡢỴᐃࠊ࡞ᚋࡢᆅ᪉⏕ࡢ᪉ྥ

ᛶࡀỴࡃ࠸࡚ࡗ㔜せ࡞ᮇ㏄ࠋࡍ࡞ࡇ࠼ 

ᆅ᪉ࠊ୍ᗘࠊᶵࡢࡇ࠺㞟ࡀࢺࡢ⏺῭⤒ᨻ⾜ࡢ┴୰ᅄᅜᆅ᪉㸷ࠊ࡛ࡇࡑ 

⏕ࡓࡅྥᡃࡢࠎỴព☜ㄆࠊࡍᅜᑐࡍせㄳ࠺ࡣ࡚

 ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉព⏝ᩥ࣮ࣝࣆࡢࡇࠊ࡚ࡋ࠼⪄

 㛫ࡢ㛵ಀࠊ࡛ࡢࡍ࠸ࡊࡈಶูࡢෆᐜ࠾ࠊࡣ࡚ࡋࡁࡘᡭඖࡢ㈨ᩱ࡛ᚚ☜ㄆ

 ࠋࡍ࠸ᛮࡤࡅࡔࡓ࠸

 ḟࠊ㈨ᩱ㸰ࠊ࡚ࡋ᪂ᆺ㔠ᩥ࣮ࣝࣆูࠊ࡚࠸ࡘ⏝ពࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

 ࠋࡍ࠾࡚࠸

 ᪂ᆺ㔠࡛ࠊࡅࡍ࠶㐌᭶᭙᪥ᥦฟࡓࡉᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘᙜึண⟬ࡢ

ᴫ⟬せồ┒㎸ࠊࡓࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡇࡓබඹᴗ㛵ಀ㈝ᑐ㇟ࡀᣑ

ࡀ࡞ࡋࡋࠋࡍ࡛ࡇࡓࡀ๓㐍ࡢᐃ୍ࠊ࠼ᛂせᮃࡢᆅ᪉ࠊ࡞ࡉ

ᡃࠊ ࠊⅬࡓࡗ࠸࠺ࡢ࡞ไᗘタィ࠸㧗ࡢᗘ⏤⮬࡞࠺ࡍ࠾࡚ồࡀࠎ

ண⟬ࡢつᶍ࡚࠸ࡘ࡞ㄢ㢟ࡀṧ࠸࡚ࡗᛮࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍ࠸ᆅ᪉⏕ࡢ῝ྥ

≉ࠊࠊࡀࡇࡃ࠸࡚ồᅜᣑࡢᒙ୍ࡢつᶍไᗘタィࡢᙧ࡛࠸Ⰻࠊ࡚ࡅ

ࡘࡕࡇࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉព⏝ᩥ࣮ࣝࣆᙧ࡛ࡢࡋฟ≉ࠊ࠼⪄ᚲせ

 ࠋࡍ࠸ᛮࡤࡅࡔࡓ࠸㈨ᩱ࡛ᚚ☜ㄆࡢᡭඖ࠾ࠊࡣෆᐜࡢಶูࠊ࡚ࡋࡁ

ࡓ࠸ᚚពぢࠊ࡚ࡋࡁࡘ࣮ࢸࡢࡇࠊ࡚ࡋ࠸ࡊࡈ௨ୖ࡛ࡣ㊃᪨ㄝࡢ⚾ 

 ࠋ࠺ࡋ࠸ࡊࡈ࡛ࡀ࠸ࠊࡅࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࡉ༓ⴥ㛗ࠊࡣ࡛ࡑ 

 

 ༓ⴥᅄᅜ⤒῭㐃ྜ㛗ۑ

 ᖺࡢ㸴᭶ᅄ⤒㐃㛗ࠊࡍ࠾࡚ົ༓ⴥ࡛࠾ࡃࡋࠋࡍ࠸ࡊࡈ㢪࠸

࡚࠸ࡘ⤌ྲྀࡓࡅྥ᪥ᮏᡂ⏕ᆅ᪉ࠕ㈨ᩱ㸯ࠊ⚾ࠋࡍࡋࡓ࠸ ࡇࠖࠊ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ゝ୍࡚࠸ࡘ⟇ᑡᏊᑐࠊ࡚ࡋ㛵㐃

 ᅄᅜ࡛ࠊࡣᖺࡢ㸷᭶▱⤒῭ᅋయࡍࡋࡓ࠸࣮ࣂ࣓ࣥ࡞ࢺࡢᅄᅜ

ᑡᏊᑐ⟇㆟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡆୖࡕ❧ⱝᖺேཱྀࡢὶฟῶ࣭ὶධቑ➼ࠊฟ⏕⋡ྥ

ࡋࡋࡓ࠸ࡇ⤌ྲྀ⟇ேཱྀῶᑡᑐࠊᑡᏊ࡚ࡗ࡞୍ࡀᅄᅜ୧㠃ࡢୖ

ᡓࡢࡇࠊᅾ⌧ࠋࡍ࡛ࡇࡓࠖ␎ᅄᅜᑡᏊඞ᭹ᡓࠕࡣᮏᖺ㸳᭶ࠋࡓ

ࠊ࡚࠸ࡘᨭࡢ⏘ฟࠊ᪩ᮇ⤖፧ࡢ⪅ᐁẸ୍య࡛ⱝࠊࡓࠊ┴ᅄࠊ࡚ࡋࡁᇶ࡙␎



 

4 

 

 ࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠸࡚㐍⤌ྲྀࡢ➼ࢺࢡࢪࣟ

 ୍᪉࡛ࠊᑡᏊࠊேཱྀῶᑡᑐ⟇ࡣࡢ࠺࠸᪥ᮏయࡢㄢ㢟࡛ྛࠋࡍ࠸ࡊࡈᆅᇦࡢ

࠶ࠊᮾி୍ᴟ㞟୰ṇࠋࡍ࠶ྍḞ࡛ࡀᨻ⟇᥎㐍࡞ᙉຊᅜࠊ࠼ຍ⤌ྲྀ

ࡁࡍせᮃࡃᙉ࡚ࡋᮏ㆟య࡚࠸ࡘ⟇ࡁồᅜ࡞ಖ☜ࡢ※㈈ࠊࡣ࠸

 ࠋࡍ௨ୖ࡛ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚࠼⪄࠶࡛

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࠊࡉ㣤Ἠ▱ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 㣤Ἠᚨᓥ┴▱ۑ

 ࠊᮧᒸ▱ࡉゝࡢࡇࠊ࠺ࡓࡋᆅ᪉⏕ࠊࡉࠊ᪥ᮏᡂ

࠸ゝࠋࡍ࠸࡚࠼⪄ࡔ࣮ࣝࣆඹྠࡢࢺࢧ୰ᅄᅜ࡞ኚ㔜せࠊ࡚ࡅྥ

ᚨᓥ࡛㛤ദࡣࢺࢧ୰ᅄᅜࠊᖺࡣᐇࠊࡍ࠸ゝ᪥࠺ࡕࡢᖺࠊࡢࡍ

᪥ࡢఱࡣ㸷᭶㸱᪥ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗࡔ㸷᭶㸱᪥࠺ࡕࠊ࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

ᆅ࡞᭷ྐ௨᮶ึࡢ᪥ᮏṇࠊ࡛ࡇ࠺࠸ࢺ࣮ࢱࢫ㸰ḟᏳಸᨵ㐀ෆ㛶➨ࠊ࠺࠸

᪉⏕ᢸᙜ⮧ࠊ▼◚⮧ࡀㄌ⏕ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࠺ࡑࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡓࡉ

ṇᮾி୍ᴟ㞟୰࡚ࡋࡑࠊṇ㠃ࡇࠊேཱྀῶᑡၥ㢟ࡀࡢ࠺࠸ⓗ┠ࡢ␒୍

ከ┠␒ࠊᅄᅜࡀࡢ࠸ከ␒୍ࠊ㝈⏺㞟ⴠࡤ࠼ࠊࡍࡁ࡚ࡗ࡞࠺ࡑࠋࡔࡍ

ࡎࠊ࡚ࡋࡅඛ㥑ࡢᅜࡉࡣ୰ᅄᅜࠊࡣேཱྀῶᑡၥ㢟ࠊ࡛ࡇ࠺࠸୰ᅜࡀࡢ࠸

ࡕᡴ⟣ฎ᪉ࡢࡑඛࡗ┿࡚࠸ࡘ࣮ࢸࡢࡇࠊࡤ࠶࡛ࠋㄢ㢟ࡓࡁ࡛⤌ྲྀࡗ

ฟࡣࡢࡍ୰ᅄᅜࠊࡋࠊࡔ࡛ࡇ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࢺࢧᅜࢡࣟࡢ▱

ࡋᛴᥦ⥭ࠊ࡛ࡇ࠺࠸࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗධ⾲௦ࡢ⏺῭⤒၏୍ࠊࡣ࡚ࡋ

ࡄࡍࡑࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡇࡓྲྀ┠㸯㸮㡯࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛࠺

࠶ࠊᅜ▱ࡢᚋࡢࡑࡀࡑࠊ࡚ࡋࡋࡕᣢ࠾ࡇࡢ⮧◚▼㸷᭶㸯㸮᪥

ࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠶ࡀࡇ࠺࠸ࡓࡗ࡞ࢫ࣮ࡢ␎ᡓྜ⥲࡞࠸࠸ࡢᨻᗓࡣ࠸

ᅇࠊࠊᮧᒸ▱ࡉゝࡇࡢࡇࠊ࠺ࡓᅜࡢฎ᪉⟢ࡗࡋ࡚ࡋ

୰ᅄࡣ♏ࡢ᪥ᮏᡂࡣࡉࠊࣝࢹࣔࡢࡑࠊ⏕ᆅ᪉ࠊ࡚ࡋࡑࠊࡍฟࡕᡴᅜ

ᅜࡓࡋ࠺ࡇࠊࡔࡃ࠸࡚ࡋ♧ࡑࡇẼᴫ࡛ྲྀ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ⤌ᛮࠋࡍ࠸ 

ࡉᒸᒣ࡛㛤ദ㸵᭶ࠊࡣࡘ୍ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ヰ࠾ࡋ㸰Ⅼᑡࠊ࡛ࡇࡑ 

᪉ࡢ⚾࡛ࡇࡑࠋࡓࡋ࡞ୡヰ࠾ኚࠊࡉཎᮌ▱ఀࠊࡣᅜ▱㆟࡛ࡓ

Ⓨゝࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᅜࡀᮾி୍ᴟ㞟୰ᡴ◚ࠊࡋᴗࡢᮏ♫ᶵ⬟ᆅ

᪉ᒎ㛤ಁࠊ࠺ࡋ㐍⛯ไࡀࡇࠊᡴࡕฟࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡉከࡢࡃᴗࡢⓙ

࠾ࠊࡅࡔ࡞ኚ࡞࡞ࡣࡇࠊ࠺࠸⛣ᆅ᪉࡞ࡁ࠸ࠊࡣ᪉ࡉ

࠸࠺ࡔ࠸࡞࠼࡚ࡗఱࡢࡓࡋ࠺ࡑࠊ࠶ࡉࡃࡓࡣࡕẼᣢ࠸ࡓࡋ♩

᭱ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ᚲせࡀࡢࡓࡋ࠺ࡇࠊ⛯⣡ࡉࡩ࠸ࡢ∧ᴗࠊ࡛ࡇ࠺

⤊ⓗࡓࡋ࠺ࡑࡣẼᣢࡀࡕᗘ࠸࠸ࡣᆅ᪉ࠊ࠺ࡇ࠸࡚ࡗ⛣ᘬࡁ㔠࠸࡞

ᮏࡢᅜࠊࡣ࡚࠸ࡘศࡢࡇࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉⓎゝࠊ࡛ࡢࡓࡋ࠶ࡀࡇ࠺

Ẽᗘࠊࡤࡅ࠸࡛ࡇ࠺࠸ࡍ♧ᙜ↛ࠊᅜ⛯࡛ࡍ࠶ἲே⛯ࡑࠊᡃࠎᆅ᪉ࡢ
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ἲேఫẸ⛯ࡏྜ⤌ࡃ࠺ࡢࡓࡋ࠺ࡇࠊᙧ࡛࠺࠸ࢻ࣮ࢨࣁࣝࣛࣔࡓࠊⅬ

ࡢࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡉᣦࠊࡣ࡛⛯⣡ࡉࡩࡢಶே࠸࠸ࠊ࡛

ᡃࠊࡓࡗྜჶ ࡅ࡙⨨ࡗࡋ⛯⣡ࡉࡩ∧ᴗࡢᥦࡢᆅ᪉ࠎ

ࡁࡔࡓ࠸㈶ྠ࡚࠸ࡘⅬࡢࡑࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚࠼⪄࠺ࡢࡇࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓ

࠶ၥ㢟࡛ࡢ᪥ᮏ∧㹁㹁㹐㹁ࠖࠕ࠸࡚ࡗ࡞ၥ㢟࡞ࡁࠊࡣ㸯Ⅼ࠺ࡑ 

࠺ࡑࠊࡢࡍ࠺ఫᏯ࠸࡚ࡗᣢࠊ᪉ࡢῧ㒔▱⯖࡚࠸ࡘࡇࠋࡍ

࠸㈙ࡢఫᏯࡢ᪉ࡉⓙࡢఫẸ࠸㒔ᕷࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡀᑐᛂࡢ࡚࠸ࡘⅬࡓࡋ

ఫ⛣ᆅ᪉ࠊࡋᑡ࠺ࠊࡀࡍ࠶࡛ࡅ࠶ࡣไ⛯ࡢᐃ୍ࠊࠊ࡚࠸ࡘ࠼᭰

ゝ୍ࡣࠊ୰ࡢࡇࠊࡢࡓࡋ࠺ࡇࠊᨭࡍࡌࡣไ⛯࡞࠸࠸ࡢࡁ

᭩ࡃ࠾࡚࠸ᚲせ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠶ࡀᛮ࠺ࡕࠊ❶ᩥࡢࡇࠊࡘࠋࡍ࠸㸯ࡢ(㸯)

ࡢ㒔ᕷ㒊ࠕࠊ๓ࡢᙧࠖᚓゎ⌮ࠕࠊୗ␒୍ࠊࡀࡍ࠶࡛ࡅ࠶ࡇࡢյࡢ

㧗㱋⪅ࡀ⛣ఫ࠸ࡍࡋᨭไᗘࡢタࠖྵධࠊ࡚ࡗࡇ㏫ᮾிࡣ

ࡃࡣࡉⓙࡢ୰ᅄᅜࡣࠊ࠶ࠕࠊ᪉ࡉⓙࡓࡋ࠺ࡇࠊ┴㸯㒔㸱ࡍࡌ

㇟༳ࡓࡋ࠺ࡇࠊࠖ࠸࡚ࡃ࡚࠼⪄ࡇࡢࡕࡓศ⮬ࠕࠊࠖ࠸࡚ࡃ࡚࠼⪄

ᣢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠼࡚ࡗᛮࠋࡍ࠸ 

ࡗ࡞ไᗘᨵṇࠊ㸲᭶ࡢᖺࡀࡇࠊ㧗ఫࢧ☜ࠋࡍ㧗ఫ࡛ࢧࡣⅬ୍࠺ࠊࡔࡓ 

࡞᪉࠼⪄ࡢ㒔ᕷ㒊୰ᚰ࡞ⓗࢸࢩࢺࢡࣃࣥࢥ࡚ࡋ࠺ࡔࠊࡀࡍ࠶࡛ࡅࡓ

ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ఫ⛣ࡕ࠺࡞ඖẼࡀࡉⓙࡢ⪅㧗㱋୰ᒣ㛫ᆅᇦࡣࠋࡍ࠸࡚ࡗ

࡚ࡗ࡞ᐙࡁ✵࡛ࠋ࠶᪤ࡀᐇᐙࡢศ⮬ࠊࡤ࠼ࠊࠊ࡞ࡇ࠺࠸ࡃࡔ

⦅௳せࡁ࡛㧗ఫࢧ࡞ࡓ᪂ᐙࡁ✵ࡓࡋ࠺ࡇࠊほⅬ࡛ࡓࡗ࠸⟇ᐙᑐࡁ✵ࠋ࠸

ࡢࡇࡗࡋࡇࠊ୰ࡣᡴࡕ㎸ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡁࡃ࠾࡛ᡃࡉࠎ

୰ᅄᅜࡢ▱ᜨ࡚ࡋฟ࠾ࡃࡋࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡁࡍ㢪࠸

 ࠋࡍ௨ୖ࡛ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉᖹ▱ࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 ᖹ㫽ྲྀ┴▱ۑ

⣲࡞࠺ࡢࡇࡉⓙࡢ┴ᒣཱྀࠊࡌࡣᮧᒸ▱ࠊࡣᮏ᪥ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶

ᬕ࠸ࡋ୰ᅄᅜࠊ࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢬࢼ࣮ࢺࢧㄔ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶

⏦ឤㅰࠊ࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸࡛ࡋ࡞࡚࠾ࡢࡋࡃᚰ࡙ࠊࡌࡣ↝ⴗࠊࡓࠋࡓࡋ

ᒣୗ㛗ࡉࠊ༓ⴥ㛗ᵝࡓࡋࡉ௵ᗘᑵࡢࡇࠊࡣᮏ᪥ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡆୖࡋ

ᵝ࡚ࡋ࠼୰ᅄᅜࡀࢺࢧ㛤ࠊࡦࡐࠋࡓࡋ࡞ࡇᐇࡢከ࠸㆟

ࡇࡁࡋ࠾ࠕࠋࡍ࠸ᛮࡤ࡞ࡇ࠺࠸ࡃ㛤➃ᡓࡢ⏕ᆅ᪉ࠊ࡚ࡗ࡞

ࡅ࡞ᚰࡣࡢࡋ࡞ࡍࠊࡃࡋ࠾ୡࡁ࡞ ࡚ࡗఛྃࡢ㎡ୡࡢ㧗ᮡసࠖࠊ

ࡏࡋ࠺ࡑࡤ࡚࠼⪄ࠊ࠶ࡀࡇ࠸㎞࠸࠸ࠊࡣࡇࠋࡍ࠾

࠾ࡑ࡚ࡗ࠶࡛ࡇ࠸ࡋཝ࡛ࡑࠊ࠶ࠊ࡚࠸㏣ࡔᆅ᪉ࡔᆅ᪉ࠋ
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ࠊࡁྲྀࡁᘬᜥࠊ࡚ࡋࡑࠋࡔ࡞ᚰࠊỴពࡢࡕࡓ⚾ࡣࡑࠊࡃ࠸࡚࠼ኚࡃࡋ

㧗ᮡసࠖࡓࡗࡋ࠾ࠕࡣㄒ࠺ࡩ࠺࠸ࡓࡗఏࠋࡍ࠸࡚࠼ᅇࡑࠊ

࠸ࡊࡈࡣ࡛ࡅ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࡅ࡞࠸࡚ࡋ⌧ᐇ࡞⏕ᆅ᪉ࠊ࡛ࡅ࠺࠸࠺

Ⓨ㊊ࡢᏳ㒊ෆ㛶ࡤ࠶ᖺ࡛ࡣ᪥ࠊ࠺ࡓࡗࡋࡗ࠾ࡀ㣤Ἠ▱ඛࠊࡀࡍ

ࠊ᪥ࡢ࠶ࠋࡓࡋ࠶᪥࡛ࡢཎⅬࡢ⏕ᆅ᪉ࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡓࡗࡔ᪥ࡢ

▼◚⮧ࡀᑵ௵ࡑࠊ࡚ࡋࡉ⣙㸯㐌㛫ᚋࡀࢫࢡࣂ࣮ࢱࢫ㐍ฟỴࡋ

ࡣࡑࠋࡍ࠸ࡊࡈࡇ࠼ᛮࡔࡓࡗኚࡀṔྐ࠶ࠊ☜ࠋࡓ

࠸ᛮࡓࡗࡔ᪥ࡢ⾜බᕸ࣭ࡢዪᛶά㌍᥎㐍ἲࠊ☜ࠊࡣ᪥ࠊ࡚ࡋࡋࡓ࠸ࡃ

㆟ࠖࡗዪᛶά㌍ຍ㏿ࡃ㍤ࠕࠊ༠㆟ࡃᇶ࡙ࡑࠊࡣ࡚ࡋ┴㫽ྲྀࠋࡍ

⤒ࡣ᪥ࠊࡀࡍ࠶࡛ࡅ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡇࡍ᪥ጞື㆟࠺࠸

᪥ࠊ࡚ࡋฟ๓㠃ࡇࠊά㌍ࡢዪᛶ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡍ࠸ࡋࡗ࠸᪉ࡢ⏺῭

࣮ࣝࣆᅛỴព࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࠸࡚ࡗ㊃᪨ධ࠺࠸࠺ࡑ୰ࡢ⏕ᆅ᪉ࡢ

ᡃࠋࡍ࠼⪄࡞࠸࡞ࡣ࡛ࡁࡍ࡚ࡋࠎ᪂࠸ࡋാࡁ᪉ࡢ୰࡛࠸࠸ࠊᨾ㒓ࡀฟ᮶

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗࡀୖ

ࡣࠊ➼ࡇࡢ㔠࠸࡚ࡉᙇࡡࡀࡡࡀ▱㷂ࡣࡇࠊ࡚ࡏేࡑ 

ࡋࡏేࠋࡍ࠸ᛮ࠶ࡀヰࡇࠋࡍ࠸ᛮࡔᚲせࡃቃ࡙⎔ࠊࠎᡃ

࠸࠸ࠋࡓࡋࡁࡀษ⥾ࡇࠊᆅ᪉⛣㌿ࡢᨻᗓᶵ㛵ࡢᅜࡓ࠸࡚⾜ࡀເ㞟ࠊ࡚

ࡁ࡞ぢࡑࠊ࠺ᮏẼ࡛ࡀᨻᗓࡣࠎᡃࠋࡍ࡞ࡇ࠺࠸ࡇ

㌿⛣ࡢᨻᗓࠋ࠸࡚࠼⪄࡞࠸࡚ࡋⱞປࡀᆅ᪉ࡅࡔࡇࠋࡍ࠸ᛮ࠸࡞ࡅ࠸

క㉮ᆺ᪉ࡢᅜࠊࡣ௨ୖ࠸࡚ྲྀ␎ᡓࡢ⏕ᆅ᪉ࠊࡑࠊࡔࡢ

ࢭ࣓ࡢࡑࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࡓᯝࡇࡁࡕࡁࠊ࡚ࡋ࠾࡚ࡗゝ

㌟ࡍⱞປࠕࠋࡍ࠸ᛮࡔࡇ࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛ࡁࡍฟ୰ᅄᅜࡃᙉࢪ࣮

࠺࠶ࡢᩫ⏥ࡋⱞປࠊࡡམࡣ ࠊࡀࡍ࠸ࡊࡈ୍࡛ྠࠊ㧗ᮡస࡛ࡇࠖࠋ

ࡃቃ࡙⎔ࠊࡣ࡚ࡋไᗘࠊ࠺࠶ࡢᩫ⏥ࡋⱞປࠊࡀࡍ࡛ࡍⱞປࡣࠎᡃࡣ

 ࠋࡍồ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡉ⏣▱ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 ⏣㤶ᕝ┴▱ۑ

୍ࠊ㛵ಀࡢ࣮ࣝࣆࡢࡇࠊ࠾࠶ࡢヰ࠾ඛ⛬᮶ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠊ࠸ࡣ 

ᖺ⤒ࠊ࡚࠸ࡘᩥ࣮ࣝࣆࡢࡇࠊࡣ⚾ࠊࡅࡍ࡛࡞ࡇ࠺࠸ࡓࡗᇶᮏⓗ㈶

ᡂࡢ❧ሙ࡛ࠊࡅࡍᙉࠊࡁࡓࡆୖࡋ⏦࡚࠸ᖹ▱ࡓࡗࡋࡗ࠾ࡀᅜࡢ㛵

ಀࠊᅜࡢ᪉ࡢẼᴫࠊᡃࠎ༑ศẼᴫᣢ࠶ࠊࡅࡍ࡛ࡘ࠸࡚ࡁ࡛⮫࡚ࡗ

ࡁࡇࡇࠊࡀࡍ࡛ࠊ࡚ࡁ࡚ࡋࢺ࣮ࢱࢫࠊ㸯ᖺ㛫ࡢࡇࠊࡤ࠼ゝࡎㄗゎ࡚࠼

࡚ኻ㏿ࡇ࠺࠸࠸࡞࡚ࡗ࡞ࡕࡀࡋᠱᛕぬࠋࡍ࠾࡚࠼᪂ᆺ㔠ࡢつᶍ

❧ᅜࠊࡣࡢ࠺࠸せồィୖ㢠ࡢẁ㝵࡛⌧ࠊࡀࡍ࠶ࡀホ౯࡞࠸࠸ࠊ࡚࠸ࡘ

➇ᢏሙ㸯ࡘศᑡ࠺ࡩ࠺࠸࠸࡞ゝࡣࠊࡅࡍ࠸࡚ᆅ᪉ࡀ༢࠾



 

7 

 

ࡔ࠸࡞ࡅ࠸ࡁ࡞࠸࡚ࡗ࡚ࡋᅜయࡣࡇࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡚ࡋࡔࡡ

๓ᅇࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗࡔỴពࡢ࡚ࡌ㏻ᅜ࣭ᆅ᪉ࡢ㸯ᖺ๓ࡉࠊࡀࡢ࠺࠸

࡞ࡀഃࡢᅜࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡋࡗ࠾࡚࠼࠶ࡀ▱㷂ࠊᅜ▱㆟࡛ࡢᒸᒣ࡛ࡢ

࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ่㔥ࡢ࠸࡚ࡗゝ࠸࡞ࡌ࠸࠸ᗘ࡛⛬ࡢࡇࡃ࡞

࡞ࡑࠊ࡚ゝࡃ࡚ࡗ࡞࡛ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡅࡍ࡛ࡅ

῭⤒ࠊ୰ᅄᅜᅪ࡛ࠎᡃࠊࡁࡗࡣ࡛ࡇࡇᗘ୍࠺ࠊࡣࡇ࠺࠸ࡔ࠸࡞ࡌࡢ

࡞ࠋࡍ࠸ᛮ࠸࡞ࡌ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋ࣮ࣝࣆࠊ♧⾲ពᛮࠊ࡚ྵࠎ᪉ࡢ⏺

⾨Ᏻಖ㜵ࠊ࡚ࡗ࠸࡛㎸ࡗᘬᚋࡋᑡ⏕ᆅ᪉ࠊࡣ᪉ࡢᚋ᭱ࠊ㸯ᖺ㛫ࡢࡇࡃ࡞

ࡍ࠶ࡇ࠸࡞ᚓࠋ࠸࡚ࡗ࡞࣮ࢸ࡞ࡁࡢᅜᨻࡀ᪉ࡢࡕࡗࡑ

ࡅྥ⏕ᆅ᪉ࠕࠊࡤࡍࡍ࠸㢪࠾࡚࠼࠶ࡅࡔ㸯⟠ᡤࠊࡤ࠼ゝⓗ➃ࠊࡅ

ࢢࣛࣃ㸰➨ࡢࡑࠊࡅࡍ࡛ࡇࡢ␒㸰ࡢ࣮ࣝࣆࡢึ᭱࠺࠸ಖࠖ☜ࡢ※㈈ࡓ

࠶ࠖࡇᅗᣑࡢᒙ୍࡚࠸ࡘつᶍࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ᪂ᆺ㔠ࠕࠊ࡛ࣇࣛ

ᛮࠕࠊ࡚ࡋᙉㄪࡋᑡ࠺ࠊࡀࡍ࠸ᛮࡔࡁᅗᣑࡢᒙ୍ࠊ↛ᙜࠊࡅࡍ

࠸࠺ࡑ࡞࠺ࡓ࠸࡚ࡗゝ࡛▱ࠊࠖᅇୖᖜ๓ᖺᗘࠕࠖࡓࡗษ࠸

ࡍ࡛ࡅ࡞ࡋ㏉⧞ࡢࡇࡓࡁ࡚ࡗゝ࡛ࡇࠊࡣព࡛࠶ࠊ࡚࠼࠶⌧⾲࠺

࠸࡞ࡌ࠺ࡑࠎᡃࠊ࡚ᛮࡔ࠸࠸ᆅ᪉ഃ࡛ࡇ࠺ࡃ࡞࡞ࠊࡅ

ࡣ࡛ࡉࡪࡢㄆࠎᡃࠊࡣࡇ࠸࡚ࡋ࠺⤌ᠱྲྀ⏕୍ᅜࠊࡍ࡛

ࡘ㌿⛣ࡢᆅ᪉ᶵ㛵ࠊ࠶ࡀ㊊ᯬ࡞࠸ࠊࡇࡢᐇ㝿ࠊࡅࡏ࠶

࠶࡛ࡎ࠶ࡋࡁ࡞⌧ࡇ࡞࠺࠺࠸ࡔ࠸࡚ࡗᅔᮏᙜࠊ࡚࠸

ධ࣮ࣝࣆࡇࡓࡗࡀᑤ࠸ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡞࠺ࡍ┤ධ႑࡚ᨵࠊ࡚ࡋ

 ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤࡅࡔࡓ࠸ᚚ⪃៖ࠊ࡛ࡢࡍ࠸ᛮ࠸࡞ࡌ࠸࠸࡚

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ᑿ㷂▱ࠋࡉ 

 

 ᑿ㷂㧗▱┴▱ۑ

࠸ࡘ᪂ᆺ㔠ࠊ࠺ࡓࡋゝ⏣▱ඛࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

࠺࠸࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡦࡐ⤌ྲྀ࡞ࡁࡢẁつᶍឤ୍࠺ࠊ㔠㢠ⓗࡣࠊ࡚

ᛮࠋࡍ࠶࡛࠸ᅇࠊᙜึண⟬࣮࡚ࡋࢫ☜ಖࡇ࠸࡚ࡋ࠺ࡉ⮬యࠊࡣ 

ኚ㧗ࡃホ౯࡛ࡔࡇࡁᛮࡢࡑࠋࡍ࠸୰࡛ࠊ㔠㢠ⓗ୍ᐃࡢไ㝈ࡀฟ࡚ྍࡃ

⬟ᛶ⌮ゎ࡛ࡣࠊࡀࡏ࠶ࡣࡃ࡞ࡁ⤖ᯝㄽ୍࠺ࠊࡦࡐࠊ࡚ࡋẁࣝࣇ࣡ࣃ

ᛶ⬟ྍ࡞࠸➼ṇᑐᛂ⿵ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠸㢪࠾ࡇࡍࡁ࠸࡚㐍ࡀ⤌ྲྀ࡞

ᚋᢲ⤌ྲྀࡢᆅ᪉యࡃຊᙉ࡚ࡋᯝ⤖ࠊ࡛ࡢࡍ࠸ᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠼⪄ࡀ

ࡢ⏺῭⤒ࠊ࡚ࡋ୰ᅄᅜ▱ࠎᡃࠋࡃ࠸࡚ࡋ࠸㢪࠾ࡦࡐࠊ࠺࡞ࡇࡍࡋ

ⓙᵝຊᙉࡃッࡀࡇࡃ࠸࡚࠼࡛࠸࡞ࡣᛮࠋࡍ࠸ 

⟇ᑡᏊᑐࠊሙ❧ࡍ㈶ྠ࠸ࡇࡓゝࡀ༓ⴥ㛗ࠋ㸯Ⅼ࠺ࡑ 

ᅜ▱ࠊ࡚࠸ࡘ⟇ᑡᏊᑐࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡆୖࡋ⏦ほⅬ࡛ࡢ

ḟୡ௦⫱ᡂᨭᑐ⟇࡚ࡋࡑࠊྲྀ࡛࣮ࢳࢺࢡࢪࣟᅜ▱࡛ྲྀ
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ᨻࡢ㸲Ⅼࠊ࡚ࡋ࠸ఛ࠾ඛ᪥ࡇࡢ⮧᭷ᮧࠊ࡚࠸ࡘᥦゝ᭩ࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚

⟇ᥦゝࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ㸯Ⅼ┠ࠊᆅᇦᑡᏊᑐ⟇ᙉ㔠ࠊ࡚࠸ࡘ

ಖࡢ㸱Ꮚ௨㝆➨ࠊ┠㸰Ⅼࠋࡇࡍᙜึண⟬ィୖࠊࡋ㔠࠸ࡢᡭ࠸

⫱ᩱ↓ൾࡢ࡞⫹࡞⤒῭ⓗᨭ⟇ㅮࠋࡇࡎ㸱Ⅼ┠ࠊᏊ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ

᪂ไᗘᚲせ࡞㸯㉸ࡢ㈈※ࡢ☜ಖᅗ࡚ࡋࡑࠋࡇ㸲Ⅼ┠ࠊᏊࡢ㈋ᅔᑐ

࡛ࡅࡓࡁ࡚࠼ッࡇ࠶࡛ࡁ㐍⤌ྲྀ࡚ࡋ࣮࣡ࣃࠊ࡚࠸ࡘ⟇

ᚋࠊࡅࡍ࠸ᛮ࠸࡚ࡁ࡚ࡉᴫ⟬せồࡒࡑᐃ୍ࠋࡍ࠶

࠺࠶᪉࡛⾜ࡢᆅᇦᑡᏊᑐ⟇ᙉ㔠ࠊࡀࡘ୍ࡢࡇ࠸࡞ࡉチண᩿ࠊ≉

ࡍ┴㸲㸵㒔㐨ᗓࠊᯝ⤖ࡓࡉ⨨㸰ᖺ㐃⥆⿵ṇண⟬࡛ᥐࡀ㔠ࡢࡇࠋࡍ࠾࡚࠼⪄

⤌ྲྀ࡞ࡓ᪂ࡢ⟇ᑡᏊᑐࠊ࡚ࡋࡁ࠾య⮬ࡢࡢࡑ࠼㉸㸰㸮㸮࡚ࡋࡑࠊ࡚

㔠ࡓࡋࢡ࣮ࣖ㏵⟇ᑡᏊᑐࡣࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡅࡓࡁ࡛㐍ࡀ

ࡋᚋᢲ⤌ྲྀ࠸ࡋ᪂ࡢయ࡛⮬ࡢࡒࡑ࡚ࡋᯝ⤖ࠊࡣࡇࡃ࠾࡚ࡋಖ☜ࡗࡋ

ࡓࡢࡑࠋࡍ࠾࡚࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡢ▱࠸❚ࡀࡇ࠸࡚ࡗ࡞ຊ࡞ࡁࡍ

ࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚࠼⪄࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚ᅗࡗࡋࡀᙜึண⟬ィୖࠊ

 ࠋࡍ࠸ᛮࡔࡀࡇࡅ⥆ࡋ࣮ࣟࣇ࡚ධ୰ᅄᅜ▱࡛ຊࠊࡦ

፧⤖ࠊ୰࡛ࡢ⟇ᑡᏊᑐ࡞࠸࠸ࡢᨻᗓࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ㏵ࠊࡘ୍࠺࡚ࡋࡑ 

ᑐ⟇ࠊ࡚࠸ࡘᑡᏊᑐ⟇ᢸᙜ⮧ࡣᚚ⌮ゎࡢࡑࠊࡀࡍ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸ࡢ᪉ࠊ

㛵ࡀ㟘ࠊẼឤ✵࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠶ࡀ㠃࠸࡞࠸࡚࠸ᒆࡁ⾜ࡀᚚ⌮ゎࡔࡔ

ᮍࠊࡍぢ࡚ཎᅉࡢᑡᏊࠋࡍ࠶ࡀࡇࡌ୰࡛ឤ࠸࡚ࡗᅇ࠸࠸

፧ࠊᬌ፧ࡢせᅉࡀᑡᏊࡢཎᅉࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡅ࠸࡚ࡗ࡞ᡃࠎᆅ᪉࠸࠾

୍࡚⏕ᠱ⤖፧ᨭ➼ࠊࡀࡍ࠶࡛ࡅࡓࡁ࡚ࡋ⤌ྲྀࡢࠕࡤ࠼፧ά࠺࠺࠸

⌮࡚࠸ࡘⅬࡢࡇ࡞࡞ࠊ࡛ࡌឤࡢࡤゝࠖࡢࡍ㛵ࡀᨻᗓࡇ࡞

ゎࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠺࠸࠸࡞ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ᪥ࠊࡣඛ᮶ᖹ▱ࡀᖥᮎ⥔

᪂ಀリャ⚾ࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡛┿ఝ࡚ࡋゝࠋࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏᮏᙜࠊ

㧗▱୍⏕ᠱ⤖፧ᨭࠕࠋࡍ࡛ࡅࡓࡁ࡚ࡗୡࡢேࡣᡃఱゝࡤゝ࠼ ᡃ

Ⅽࡣࡇࡍᡃ▱ࡒࡢ ࡇࠊ࡛࠸ᛮ࠺࠸࠺ࡑࠊࡅࡍ࡛ྃࡢᆏᮏ㱟㤿ࡣࡇࠖࠊ

ᮍ፧࣭ࠊ⟇፧ᑐ⤖ࠊࡔࡓࠋࡓࡋࡁ࡚㐍⤌ྲྀ࡛࠸ᛮ࠺࠸ࡔࡣ⟇ᑡᏊᑐࡢ

ᬌ፧ᑐ⟇ࢫࣥࢱࢫ࠺࠸ࡗࡋᨻᗓ୍࠺࡚ࡋẁ☜ᡴࡕฟ࡚ࡋ

࡞㏵ࡢᆅᇦᑡᏊᑐ⟇ᙉ㔠ࠊ࡚ࡋ࠸࡚ࡗᛮࡔࡀࡇࡃࡔࡓ࠸

ࡃ࡚ࡗ࠸ᛮࠋࡍ࠸ 

 ⦰࡛ࠊࡀࡍ࠸ࡊࡈඹྠࠊ࡚࠸ࡘ࣮ࣝࣆົ᪉࣮࠺࡛ࢫᑡࡋ᪩ゝࡗ

᥎㐍ࠖࡢ⟇ᑐࡓࡌᛂᐇࡢᆅᇦࠕࠊ㸦㸱㸧ࡢ┠㸱ᯛࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡤࡅ࠾࡚

⤖ࡢ⪅ⱝࠕࠊࡇࡢղࠊ࡚࠸ձ࡛᭩ࠖࡇࡍᑡᏊᑐ⟇㹼㔠ࠕࠊ࡚ࡋ

፧ࠊዷፎ࣭ฟ⏘ࠊᏊ⫱࡚ࡢᕼᮃࡢࡇࠊ࡚ࡋࠖ࠺࠺ྔࡀᚋࡄࡍዷ⒪ࡢヰධ

ࢸࢪࡍၨⓎࡉⰋࡢᐙᗞ፧⤖ࠕࠊ࡛ࡇࡢࢶ㸰ࡢୗࠋࡍ࠾࡚ࡗ

࠶࣮ࣥࣥࣕࢸࢪࡢ┠ࢶ㸰ࡣ࡚࠸ࡘ፧ẁ㝵⤖ࠊ࡞ヰࡢ࣮ࠖࣥࣥࣕ

ࡢ࠸ฟ㠀ᖖࡣ࡚࠸࠾ᆅ᪉ࡣᐇ㝿ࠊࡀࡍ࠾࡚ࡗ࡞ࡇࡃฟ࡚ࡓ

ࡢၨⓎάືࡢ࡞࣮ࣥࣥࣕࢸࢪࠊࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࡛࡞సࡅࡗࡁ
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๓ࡢ㸯ࡢࢶලయⓗࡢࢶ࣮ࣃࡍື⾜࡞୰ࠕࠊᆅᇦࡢᐇᛂࡓࡌ⤖፧ᨭࠖ࡞

ࡢ፧ẁ㝵⤖ࡣ࡚࠸࠾ᆅ᪉ࡢ୰ࡢᆅ᪉ࡢ➼୰ᒣ㛫≉ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ධゝᩥࡢ

࠾࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡀ࠶ࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋᙉㄪⅬ࠺࠸ࡔ㔜せࠊࢡࣂ

ࣛ࠸㏵ࡢࡑࠊࡇࡍಖ☜ࡗࡋᆅᇦᑡᏊᑐ⟇ᙉ㔠ࠋࡍ

ࡋ⟇ᑡᏊᑐࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ࠺ࡁᒎ㛤࡛ࡅࡔ๓ẁ㝵࡛ฟ᮶ࡢࢪ࣮ࢸࢫࣇ

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ウ᳨ࡈࠊ࡛ࡢࡍ࠸ᛮࡔࢺ࡚ࣥ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡉ▱⏥ୖࠊࡣ࡛ࡑ 

 

 ឡ┴▱⏥ୖۑ

 ឡ┴▱ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛⏥ୖࡢᮏ᪥ࡣ୰ᮧ▱ࡀᡤ⏝࡛ฟᖍ࡛ࠊ࡛ࡏࡁ௦

⌮࡛ฟᖍࠋࡍ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉⓎゝࡢᶵ࠶࠺࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸࡚࠼

࠾࡚ࡋ㈶ྠ࠸ࠊࡕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࣮ࣝࣆඹྠࡢࡇࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ

ྰࡀឤ࠸࡚ࡋᚋ㏥ࡣ᪂ᆺ㔠࡞࠺ࡓ࠾࡚ࡗゝࡀ⏣▱ඛࠊࡓࠋࡍ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸࠸ㄪཱྀ࡛࠸ᙉࠊ࡛ࡢ࠸࡞

࠾࡚ࡗᣢ㛵ᚰ࡞ࡁᆅ᪉⛣㌿ࡢᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࠊࡣ࡚ࡋ┴ឡࠊ࡛ୖࡢࡑ 

┬㛵ಀࠊࡣࠊࡀࡍ࡛ࡇ࠸࡚ࡋᥦ㒊⛣㌿୍ࡢᾏୖᢏ⾡Ᏻ◊✲ᡤࠊ࡚ࡋ

ᗇࡢᢠ┦ᙜணࡤࡍ࠺ࠋࡍࡉᐇ⌧࡛࠺࠸ࡁどⅬ࡛࠸ࡃࡢࠊᅜ

ᛮ࠺ࡇ࠸࡚ࡅ⥆せᮃ࡚ࡋ┴ᮏࠊࡋ┠ὀ㠀ᖖࡇ࠺࠸⮫ᮏẼ࡛ࡀ

ᛮ࠸ࡓࡀ࠶࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࡗࡋ࣮ࣝࣆඹྠ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡗ

 ࠋࡍ࠸࡚ࡗ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉཎᮌ▱ఀࠊࡣ࡛ࡑ 

 

 ཎᮌᒸᒣ┴▱ఀۑ

ᒸᒣࡣ7᭶ࠊࡓࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ᚚ‽ഛࡢᅇࠋࡍ࡛┴ᒸᒣࠊ࠸ࡣ 

㈶ᡂ㠃ⓗ࣮ࣝࣆඹྠࡢࡇࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠊ࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸ࡋ㉺࠾

ࠊ࠾࠸࡚ゝࡀ▱㷂ࠊࡤࡅ࠸࡚ࡆᣲࡘ୍ࡘ୍ࠊࡃࠋࡍ࠶࡛

ࡣ࠸ᛮ࠺࠸࠸࠸ࡤࡃ࡚ධຊࡋᑡ࠺ࡇࡇࠊ࠸࠸ࡤ࠶ࡀ⟭ணࡋᑡ࠺

ᙜ↛ࡕࡁࡣࡑࠋࡍ࠶ゝ୍ࠋࡃ࠸࡚ࡅ⥆࠸⮴ᅋ⤖࡚ࡋゝ࠺࠸ࡃ࠸࡚ࡅ⥆࠸

ࡕࡇࡣ⌮⥲Ᏻಸࠊࡍ࡚࠼⪄࡚ࡗ࡞෭㟼ࡗࡕࠊࡀࡍ࠸ᛮࡔࡀࡢ

ఱே୰ᅄᅜࠋࡍ㫽ྲྀ┴ฟ㌟࡛ࡣ⮧◚▼ࡍ࠶࡛⮧ᆅ᪉⏕ࠊᒣཱྀฟ㌟࡛ࡢ

ࡣ࡚ึࠊࡣෆ㛶ࡃ࡚ࡗᠱ⏕୍ࡇࡢᆅ᪉࡛ࡇࡇࠊෆ㛶࡛࠸ฟ࡚

ゝ࡞ࡢ࡞ࡪࡋஂ࡞ࠊࡀࡏ࠸ᛮࠋࡍ࠸࡚ࡗᆅ᪉ඖẼ࡛ࡇࡍ᪥

ᮏⰋࡔࡍࡃ㸯ᖺ๓ࠎⓗ㡹ᙇࠊࡣ⚾ࠊࡁ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗᗏὶ

࠸࡚ࡗᛮࡔࡀࡇ㡹ᙇ⥴୍ࡘࡘࡋឤㅰࠊࡍᛂෆ㛶࠺࠸࠺ࡑࠊࡣ
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⏕ᆅ᪉ࠊ࡚ࡗ࡞ࡇ࠺࠸ࡔ↛༑ศ࠺࠶࠶ࠊࡔࠊࡔࡇࠋࡍ

ࠊ࠺࠸࠸࡞࠸ࡓࡗᛮ࠸࡚ࡗ࠶┠࠸ࡦ࡚ࡗ࠼ࠊࡓࡋฟ࠸ゝ

ࡓࡗᣢᛮ࠺࠸ࡔ࠼ኚ᪥ᮏᆅ᪉ࠋࡍ࠶ࡀࡕẼᣢ࠺࠸࠸࡞ヂࡋ⏦

ෆ㛶ࡦࡐᛂࠊࡘࡘࡋᡃࠎ⮬㌟࠾࠸࠸ࠊ㔠ࡢ࠸᪉ࠊ࡚ࡋⓙࡉ⣡ᚓࡓ࠸࡚ࡋ

 ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ㡹ᙇ࠺ࡅࡔ

ᖹ▱࡚࠸⥆ᑿ㷂▱࡛リャ≧ἣ࡛࠺࠸࠺ࡑࠊ⚾ࠊࡀࡍ‽ഛࡎࡏ

࠺࠸࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ㡹ᙇࠊࡀࡏ࠶ࡣ᪉࡛⤊࡞࠸ࡁࠊ࡛ࡢࡓࡗࡋ᮶࡚

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࠊ࡛ࡇ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡉᒣୗ㛗ࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 ᒣୗ୰ᅜ⤒῭㐃ྜ㛗ۑ

 ୰⤒㐃ࡢᒣୗ࡛ࠋࡍ࠸ࡊࡈ୰ᅜᆅ᪉ࡣ㸰㸮ᖺ๓ᑡᏊ㧗㱋ࠊ࡚ࡋࡁ࡚ࡗ࡞

㛗ᖺࠊ୰⤒㐃ࡢࡇࠊࡣ࡚ࡋࡋᑡᏊ㧗㱋ࡢ୰࡛࠸୰ᅜᆅ᪉άᛶࡃ࠸࡚ࡋ

࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࠶࡛ࡇࡓࡁ࡚ࡋᥦゝ࡚ࡋ✲◊ㄪᰝ࣭࡞ࠎᵝࠊ࡛ࡇ࠺࠸

ពࠊᅇ࠺࠸࠺ࡇࠊ୰ᅄᅜࡢࢺࢧ୰࡛ඹྠ࣮ࣝࣆฟࡇ࠺࠸ࡍ

ᑐ⚾ࠊࡣ࡚ࡋᚰᙉࡃᛮࡕࠊࡋࡍ࠾࡚ࡗඹྠ࣮ࣝࣆᙉࡃ㈶ྠࡍ

 ࠋࡍ࠶࡛ࡢ

⾜࡚ࡆᣲᅜࡀ⏕ᆅ᪉ࠊࡣ┠㸯Ⅼࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰ࠾ࡢࡘ㸰ࠊ࡛ୖࡢࡑ 

ᕷྛࠊࡀࡍ࠸ࡋࡗ࠸࡚ࡗసᡓ␎ྜ⥲ࡓࡋࡕࡁࡣ࡛┴ࠊ୰࡛࠸࡚

⏫ᮧࠋࡍ࠶ࡇࡢࡔࡔࠊࡍ࡞ᡃࠎ୰⤒㐃ྛࠊ┴ྛࠊࡣ࡚ࡋᕷ

⏫ᮧ࡞࠸࠸ࡢᆅ᪉⏕ࡢලయ⟇࡚࠸ࡘㄪᰝ࣭◊✲ࡋ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

ࡗᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡋᣦᑟ࡚ࡋ┴ࠊࡓ࠶ࡢࡑࡋᑡ࠺ࠊ࡚

ࡓࡁ࠸࡚ࡗ࠺ࡁᥦゝ࡛࡛ୖࡓࡋ✲◊ぢ࡚୰㌟ࡢࡑ⚾ࠊࡋࡍ࠾࡚

࡚ࡗᛮ࠺ࡩ࠺࠸࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ⏺῭⤒࡚࠸ờ࡚ࡗ࡞⥴୍ࠊࡍせࠋ࠸

 ࠋࡍ࠾

ᚑ᮶ࡣᙜ㐃ྜࠊࡅࡍ࠸ࡊࡈ࡛௳ࡢタࡢ᪂ᆺ㔠ࡣࡘ୍࠺ࡑ 

୰࡛᪂ᆺ㔠࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࠶࡛ࡇࡓࡁ࡚ࡋᙇ᥎㐍ࡢᆅ᪉ศᶒࡃᙉ

ᕤኵࠊࡍぢ୰㌟ࡢ࣮ࣝࣆࠊࡅࡍ࠶࡛ࡇࡓࡉฟ࠼⪄ࡓ᪂ࡀ

ᚰ㠀ᖖ⚾ࠊ࠾࡚ồ࠺ࡍไᗘ࡞ⓗ⥆⥅ࡁ࡛⏝άᰂ㌾ࡀ࡞ࡋ

ᙉࡃᛮࠋࡍ࠾࡚ࡗつᶍࡢᣑ࡞࠸࠸ࡣࡢ࠺࠸ၥ㢟࠶ࡀᛮࠋࡍ࠸

ᆅࡀࡑࠊࡍไᗘࡁ࡛⏝άᰂ㌾ࡀ࡞ࡋᕤኵࡀᆅ᪉ᐇ☜ࠊࡣึ᭱ࡎ࠼࠶

᪉ศᶒࡢᶫ㢌ಖࡣ⚾࡞ᛮࡢࡇࡦࡐࠋࡍ࠾࡚ࡗไᗘᐇ⌧࠸࠸ࠊ࡚ࡏࡉ

⤖ᯝฟࠊࡀࡑࠊ࡚ࡋඛࡢࠎᆅ᪉ศᶒࡢ᥎㐍ࡉࠊไᗘࡢᣑࡃ࠸࡚ࡗࡀ⧄

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡍ࠸ࡊࡈ௨ୖ࡛ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮ࠺ࡩ࠺࠸

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ
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 ࠋࡉ▱㷂ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 ▱┴ᓥᗈ㷂ۑ

 ᪥ࠊࡣᮏᙜᒣཱྀ┴ኚ࠾ୡヰࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠊ࡚ࡋ࡞ඛ

࠾࡚ࡗᛮࡃࡋኚᎰ࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸↷ᚚཧࡉⓙⓎゝࡢ▱ࡢᒸᒣ࡛ࡢ⚾

ࡍࡆୖࡋ⏦࡚࠸ࡘࡇࡢゝ㔠୍⚾ࠊ࡛ࡇ࠺࠸ࡉᮇᚅࠊࡀࡍ

ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ഃ㠃ࡢࡘ㸰ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡇࡢ㔠ࡢ⯡ࠊ

㸯ࡣࡇࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࢫࣝࢸࣜࢡࠊࡣࡘẸ㛫ᴗ࡛ࡤ࠶ᚚ⌮ゎ

ࣝࢸࣜࢡࠊࡁ࠺࠸ࡍฟຠᯝ࡚ࡋᢞ㈨ఱࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡅࡔࡓ࠸

㏫ࠊࡘࠋ࠸࡞ࡇฟ࡚ࡣຠᯝࡢࡑࡤࡅ࡞ࡋᢞ㈨ࡢつᶍࡢᐃ୍ࠊࡘࠊࢫ

࠺࠸࠺ࡋ࡚ࡗ࡞㥏↓࡚ࡗ࠼ࠊࡣࡢࡓࡋᢞ㈨࠸࡞⮳ࢫࣝࢸࣜࢡ

ࠊሙྜࡍᑟධ࣮ࢱ࣮࣓ࢺ࣮ࢫࠊࡤ࠼㟁ຊ࡛ゝࡤ࠼ࠋࡍ࠸ᛮ࠺࠶ࡀࡇ

㟁ຊࡢ୰࡛ࠊࡤ࠼㸱㸣࡚ࡗ࠸ࡍࡋ࣮ࢱ࣮࣓ࢺ࣮ࢫࡃពࡅ࠸࡞ࡀ

ࢫࠊ࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࡇ࠺࠸㸯㸮㸮㸣ࡤࡁ࡛ࠊ㸶ࡇࠊ࠶࡛

࠸ほⅬ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠺࠸࠸࡞ࡉࡓᯝ⬟ᶵࡢ࡚ࡋ࣮ࢱ࣮࣓ࢺ࣮

ᆅ᪉ࠊ࡚ࡋࢺࢫᑡᏊࡢ᪥ᮏࡀ㔠㢠࠺࠸㸯㸪㸮㸮㸮൨ࡢయ୍ࠊࡁࡓࡗ

ࠊࡇ࠺࠸ࡃ࠸࡚ࡗࡃࡘᆅ᪉࡚ࡋࡑࠊࡋࡃே࡙ࠊࡋ⏕ࡕࡢ

ᮏᙜࡢព࡛ຠᯝࢫࣝࢸࣜࢡࡢࡅࡔࡆୖ㐩࡞࠺ࡍᢞ㈨࠸ࡢ࡞

ᛮࡣ࠺ࡑࡣ⚾ࠊࡣ࡚ࡋㄽ⤖ࠋࡍ࠸ᛮ࡞࠸࡞ࡣ࡛ࡁၥࡣࡀࡇ࠺

 ࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞࠼

␎ᡓྜ⥲ࡢࡇࠊࡀࡍ࠾࡚ࡗస␎ᡓྜ⥲ࡢ⏕ᆅ᪉ࠊࠎᡃࠊࠊࡣࡘ୍࠺ 

㔠ࡢ㛵ಀࡓ࠼⪄ሙྜࠊࡣ⚾ࠊᮏᙜࠊ࠼⪄ࡃࡃᆅ᪉ࡀ㤿㮵࡚ࡉ

࠾࡚ࡋⓎゝ࡞㐣⃭ࠊࡏࡍࠊ㏆᭱ࠋࡍ࠸࡚ࡋࡀẼ࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸

ࡇ࠺࠸࠺ࡣࡑࠊࡀࡍ࠶࡛ࡅࡍࡓ࠸Ⓨゝ࡞㐣⃭ࡎࡏ㐲៖ࠊ࡚ࡋ

࡞ࠊࡃ࡚ࡗᣢᆅ᪉ࠊࡏၥ㢟ࡢேཱྀῶᑡࡗࡎ࡛ࡇࡣࠎᡃࠊ࠺࠸

࡛ࡘࡓࡁ࡚ࡗ࡚ධᙜຊ┦ࠊࡏࡇ࠺࠸ࡃࡘᆅ᪉ࠊࡣࡋ࠸

ᮾி୍ᴟ㞟୰ࡣ࡚ࡋᐇែࡀࡑࠊ࡚ࡗゝࡣ࠺ࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡑࠋࡍ࠶

⏫ᕷ┴㒔㐨ᗓࠊᆅ᪉ྛࠊࡣ࡚ࡋᗘᅜࠊ࡛ࡑࠋ࠶ࡀᐇែ࠺࠸࠸࡛㐍ࡀ

ᮧ⥲ྜᡓ␎సࠊ࠸ࡉ࡞⥲ྜᡓ␎సࠊࡣࡇ࠺࠸ᡃࡇ࠸࡚ࡗࡀࠎ

⛬༓ᩘࠊࡍᕷ⏫ᮧ༢࡛ྛࠊ࡚ࡋ┤⤌ࠊࡀࡍ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡍ┤⤌

ᗘ࠾ࡢ㔠ᩘ࡛ୖࡓࡋ┤⤌ࠊࡀࡍ࡛ࡅ࡞༓࠾ࡢ㔠ࡤࡅࡘୡࡢ୰ኚࡔ

ྰᐃࡣࡇࡓࡁ࡚ࡗࡀࠎᡃ࡛ࡇࠊࡘࠋࡍ࡛ࡅ࠸࡚ゝࠊ࠺

స⏬ィࡀ┴㒔㐨ᗓᕷ⏫ᮧྛ࡚ࡗᚑ␎ᡓྜ⥲ࡢᅜࠊ࡚ࡗస␎ᡓྜ⥲ࡀᅜࠊ࡚ࡋ

ࡇࠋࡡࡍ࡛ࡅ࠸࡚ࡗゝ࠺ࡔኚࡣ᪥ᮏࡓࡅࡘ㔠࠾ࡗࡕࠊ࡚ࡋ┤

ࠊࡣࡑࠊ࡛ࡅ࠸ࡓ࠸ゝࡀࡇ࠺࠸ࠖࡍᮏᙜ࡛ࠕࡗࡕࡣ⚾ࠊࡥࡗࡣ

ᆅ᪉ࡢ࡛ࡇࡢᡓ␎ࡀᝏࠊࡓࡗᮏẼ࡛ᆅᇦ⏕ࡇ࠺࠸ࡍᢞ㈨ࡀᅇ

ᅇࡀᢞ㈨ࡗࡕࡁࡇࡑࠊࡣࠊ࡚ࡋࠎᡃࠊ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡓࡗ࡞࠸࡚ࡗ

⥲ࡢࡇࠊព࡛࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࠶࡛ࡅ࠺ᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡇ࠺࠸ࡓࡗ࡞࠸࡚ࡗ
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ྜᡓ␎ࡃࡑ࠾ࠊࡣᗈᓥ┴ࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑࡣ࡞ᚑ᮶ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡁὶࡀ

ኚࡢࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅὶࡢ୰࡛ࡉࠊຊධࠊ࠺࠸࡚ຍ࡚ࡋ

ࡇ࠺࠸࡚ධࡉຊࡢࡇࡑࠋ࠸࡚ࡗ࡞␎ᡓྜ⥲࡞࠺࠺࠸࠺

ࡃ࠸࡚࠸ືᐇ㝿ࡀ᪥ᮏࠊࢫࣝࢸࣜࢡࠊࡍᢞ㈨ࡢᛂศࡢ࡞ࡑࠊ

ࡢ࠺࠸⏕ᆅ᪉ࠊᒁ⤖ࠊࡤࡅ࡞ࡋᢞ㈨࡞࠺ࡍ㐩ࢫࣝࢸࣜࢡࡢࡅࡔ

ࡢ㛶࠶ࠊ࡚ࡆୖࡋ⏦┤ṇࠋࡍ࠶࡛ࡅ࠺ᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡋ࡚ࡋኻᩋࡣ

᪉࠾ヰ࡛ࡇ࠺ࠊ࠸ࠕࠊࡁࡓ࠸࡚ࡋఱᗘࠖࡣࡇࠊࡔࡓࡁ࡚ࡗ

ㄆ࠺࠸࠺ࡑࠊᡤヮࠋࡓࡋ࠶ᚚⓎゝ࡞࠺࠺࠸ࠖࡍኻᩋࡣࡢ࡞ࡇࠕࠊ

㆑ࠊ࠺ࡣࡑࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡍ࡛࡞ᅇࡢᆅ᪉⏕࠺ࡑࠊࡣࡢ࠺࠸

ࠊ࡛ࡋ㏉⧞ࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡛ࡇࠊ࠺࠸ࣝࣗࢪ࣮ࣘࢬࢫࢿࢪࣅ࠺࠸

ࡑࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡅᅔࡣㄆ㆑࡛࡞ࡑࠊ࡞࠺࠺࠸࠸࡞ࡅฟ᮶࠶

ព࠺࠸࠺ࡑࠋ࡞࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࡅ࡞࠸࡚ࡗゝࡃᙜຊᙉ┦ࡣࠎᡃࡥࡗ

࡛ࠊࡣ⏣▱ࡀඛᚚᥦࡢ࡛ࡇࡇࠊ࠺ࡓࡉᥦ᭱ࡢᚋࠊᙉㄪ࡚ࡋゝࡗ

 ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮࡔ㈶ᡂࡣࡇ࠺࠸ࡃ࠸࡚

࠸࡚㐍ࡇࠊᆅ᪉⛣㌿ࡢᶵ㛵ࡢᅜࠊࡀࡍヰ࡛ࡢᆅ᪉⛣㌿ࠊࡣࡘ୍࠺ࡑ 

ࡋὀどࡗࡋࠎᡃࠊࡇ࠺࠸ࡍ⾜ᐇ㌿⛣ᐇ㝿ࠊ࡚ࡋ࠾࡚࠸ࡔࡓ

࡚ࡗసᆅ᪉࡛ᮏᙜࠊࡣࡘ୍࠺ࡑࠋࡍ࠸ᛮ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࡅ࡞࠸࡚

࡛ࡇ࡞㔜せᮏᙜࡀࡇࡃ࠸࡚ࡋ㌿⛣ࡀᴗࠊ࡚࠼ຍᶵ㛵ࡢᅜࠊࡣࡓࡃ࠸

࠸࡚ࡋ㌿⛣ࡀᴗࠊࡣࠊࡓࡗᛮ࠺ᅗព࡛ᆅ᪉ศᩓࡢᮏᙜࠊ࡚ࡋ࠶

࣮ࣝࣆࠊ⯡ࠊ࡛ࡢࡍ࠶ࡀࡇ࠺࠸࠸࡞㐍࡚ࡋᐇែࡣࡑࠊࡤࡅ࡞

ࠊ࡚ࡋ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ධ࡚ࡅタ┠㡯≉ࠊ࡚࠸ࡘᆅ᪉⛣㌿ࡢᴗ୰ࡢᩥ

ᩘ್┠ᶆ௳ࡢධࠊ࡛ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࠊᅜࡢ⥲ྜᡓ

ᴟ✚ࡗࠊࡀࡍ࠸࡚ࡗ࡞ᶆ್┠ࡢᙧ࡞࠺࠺࠸ᙉࡢᆅ᪉ᣐⅬࠊࡣ୰࡛ࡢ␎

ⓗࠊᮾிᅪࡢ⛣㌿ࡗࡋࡇ࠺࠸ᡴࡕฟ࠸ࡋ࡚ࡗ࠸࡚ࡋᛮࡍ࠸

ࡢ♫ᮏࠊ࡚ࡗࡓᙜᆅ᪉⛣㌿ࠊࡤ࠼ࠊࡀࡍ࡛ࡇ࠸࡚ࡗゝࡀࠎᡃࠊࡢࡑࠊࡋ

࠶ࠊ࠺ࡋ⟬ධ㔠┈┈ࡢື⏘ㆡΏࡢࡑࠊሙྜࡓࡗ⏘ື

ᡭẁㅮࠊ࡚ࡌᴗࡢᆅ᪉⛣㌿ᐇ⌧ࡇ࠺࠸ࡍᨻᗓッ࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ᛮ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡇ࠾࡚ࡗ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉᑠᯘ▱ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 ᑠᯘᓥ᰿┴▱ۑ

 ᓥ᰿┴ࡢ▱ࡢᑠᯘ࡛ࠋࡍ࠸ࡊࡈᮏ᪥ࡣ▱ࡢ௦⌮࡛ฟᖍࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

㈶ᡂ࡛ࡕࡣ࡚࠸ࡘ㸰Ⅼ࣮ࣝࣆࡢࡇࠊࡣ⚾ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࠋࡓ

࡚࠸ࡘⅬࡢࡑࠊࡀࡍ࠸ᛮࡓࡗ࠶ࡀಟṇఱⅬࠊࠊ࡚࠼ຍࠊࡋࡍ࠸ࡊࡈ

㈶ᡂ⚾ࠋࡍࡋࡓ࠸ᓥ᰿┴࡛ࡢࡇࠊࡅࡍ㛫ࠊᮏᙜẼᴫᣢࡉࠊ࡚ࡗ

ᕤኵ࡞ࠎᵝࠊ࡛࠸௮༠ຊࡢࠎ᪉࡞࠸ࡢẸ㛫ࡢෆ┴ࠊ࡚ࡋ㐃ᦠ᪉ࡢᕷ⏫ᮧࡣ
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㔜࡞࠸࡚ࡡᑐ⟇ᡴ࡚ࡗཧࠋࡓࡋຍࠊ࡚࠼ᵝ࡞ࠎ⾜ᨻᨵ㠉➼ࠊࡀ࡞࠸⾜

㝈ࡓ㈈※ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡃ㛫ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗᆅ᪉⏕ࡇ࠺࠸

ࡢࠎ➼᪂ᆺ㔠ࠊࡣࠊࡣࡓࡢࡑࠋ࠸ࡓࡋ࣮࣡ࣃࡉࠊࡤ࠶࡛

㈈※ࡢᢸಖࠊࡓࠊࡋࡍ࡛࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࡁࡗࡣᏊ⫱࡚ᨭ➼ࡣࡇࠊࠎᅜ

యࡢ࡞ࡁㄢ㢟࡛ࠋࡍබඹᅋయࣞࣝ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡁ࡛⌮ᩚ࡛ࡅࡔᛮ࠾࡚ࡗ

ࡗసไᗘࡗࡋ࡚ࡋ⟇ᅜࠊ࠺ࡍ࠶ᩥ࣮ࣝࣆࠊ࡚ࡋ࠸ࡀࡓࡋࠋࡍ

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋ࠺ࠋࡍ࠾࡚࠼⪄࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

ࠊ࡚ࡋ㛵㐃࣮ࢸ࡞㔜せ࠺࠸⏕ᆅ᪉ࠊⓙᵝ᪉ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

㈗㔜࡞ᚚពぢࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸㔠ࡢ㈈※ࡢၥ㢟ࡣ࠸࠶ࠊᑡᏊᑐ⟇ࠊᨻᗓ

ᶵ㛵ࠊᴗࡢᆅ᪉⛣㌿ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊྵὶࠊࡃ࠸࡚ࡗࡃࡘᵝ࡞ࠎ㈗㔜࡞ᚚពぢ

࠸ᚚពぢࡢಟṇࡘࡃ࠸ࡣᩥ࣮ࣝࣆࠊ୰࡛ࡢࡑࠋࡍ࠶࡛ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸

ࡋఫ⛣ࡀఫẸࡢ㒔ᕷ㒊ࠊ࡚࠸ࡘ㒊ศࡢ㹁㹁㹐㹁ࠊ㣤Ἠ▱ࡎࠋࡓࡋࡁࡔࡓ

࠸ᚚពぢࡢ࡚࠸ࡘ㧗㱋⪅ఫᏯࡢࡁࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣ࠸࠶ࠊࡍቃᩚഛ⎔࠸ࡍ

ࡋ࡛ࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡋ࡛ࡇ࠺࠸ࡍࡣ࡚࠸ࡘࡇࠊࡀࡍ࡛ࡓ࠸ࡔࡓ

 ࠋ࠺

 

㸦␗㆟ࡢࡋ࡞ኌ㸧 

 

࡚⫱Ꮚࠊ⏘ዷፎ࣭ฟࠊ፧⤖ࠊ᪉ࡢᑿ㷂▱ࠊࡑࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

ᐇࡢᆅᇦࠕᚋࡢࠖ࠺࠺ྔࡀᕼᮃࠕࠊ࡛ࡇࡢࢶࡢ┠ࡘ㸯ࡢ㸦㸱㸧ղࠊࡇࡢ

ᛂࡓࡌ⤖፧ᨭࠖධ࡚࠸ࡘࡕࡇࠊࡀࡍ࡛ࡇ࠺࠸ࡃ࠸࡚ಟṇ࡚ࡋ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡋ

 

㸦␗㆟ࡢࡋ࡞ኌ㸧 

 

※㈈ࠊࡓࡋ࠶ࡀᚚពぢⓙᵝ᪉࠸࠸ࠊࡑࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

ࡋᑐᅜࠊࡍゝⴥࡢ⏣▱ࠊ࡚࠸ࡘࡇࠋࡍ࠶࡛ࡇࡢ㒊ศࡢ

࡚႑ධ࠺࠶ࡣ࡛ࡇ࠺࠸ᛮࠊࡅࡍ࠸୍ࠕࠊᒙࡢᣑᅗ

ࡍ┤࠺ࡩ࠺࠸ࠖࡓࡗษ࠸ᛮࠕࡉ⏣▱ࠊࡇ࠸࡚࠸᭩ࠖࡇ

ᙧ࡛ಟ࠺࠸ࠖࡓࡗษ࠸ᛮࠕࠊ࡚ࡋࡁࡘ㒊ศࡢࡑࠊࡀࡓࡋ࠶ᚚᥦ࠺࠸

ṇࠋ࠺ࡋ࡛࠸ࡋ࡛ࡇ࠺࠸ࡍ 

 

㸦␗㆟ࡢࡋ࡞ኌ㸧 

 

 ศࠊࡓࡋࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋࡢ㸱Ⅼࠊົᒁ࡛ಟṇ࠺࠸ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

 ࠋ࠺ࡋ࡛ࡏ࠸ࡊࡈᚚ␗㆟࡛ࡇ
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㸦␗㆟ࡢࡋ࡞ኌ㸧 

 

㓄࠾⛬ᚋࠊࡣ࡚ࡋࡁࡘ࣮ࣝࣆࡓࡋಟṇࠊࡣ࡛ࡑࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋ࠺ࠊ࡛ࡢࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

 ᪂ᆺ㔠ࠊࡇࡢࠕࡢᛮ࠸ษ࠺ࡌྠࡣࡇࡢࠖࡓࡗಟṇ࠸࡚ࡏࡉ

 ࠋࡍࡁࡔࡓ

  

ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ⛣ഛಁ㐍ࠖᩚࡢࢡ࣮࣡ࢺࢿ㧗㏿㏻ࠕ࡚ࡋࡁ⥆ࠊࡣ࡛ࡑ

ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏ⾜࣮ࣝࣆඹྠࠊ࡚ࡋࡁࡘࡕࡇࠋࡍ

ᩥ࠾ࡣᡭඖࡢ㈨ᩱ㸱ᩥ࣮ࣝࣆࡢࡕࡇࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛࠾ࡢࠊ࡚ࡋࡁࡘ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ヰ࠾࡚࠸ࡘ㊃᪨ࠊ⚾ࠊࡎ

㧗つ᱁ᖿ⥺㐨㊰࣭ᆅᇦ㧗つ᱁㐨㊰ࡢ࡞㐨㊰ࠊࡣࢡ࣮࣡ࢺࢿ⏘ᴗほගࡢ⯆ࠊ

Ᏻᚰ࣭Ᏻࡢ☜ಖ➼㏻࡚ࡌᆅ᪉⏕㈨ࡍ㔜せ࡞♫ᇶ┙࡛ࠊ࡚ࡋ࠶᪩ᮇ

 ࠋࡍ࠶ࡀᚲせᅗᐇ࣭ᙉࡢࡑ

ࡍ࠾࡚ࡋ㏆ᖺ㢖Ⓨࠊᆅ㟈࡞つᶍࠊࡣࢡ࣮࣡ࢺࢿ㧗㏿㏻ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡓ 

ྎ㢼㞟୰㞵ࡢ࡞つᶍ⅏ᐖࠊᩆᛴάື⥭ᛴ≀㈨ࡢ㍺㏦ࡣ࠸࠶ࠊᪧᨭ

➼ࠊ࡛ୖࡍ࠸⾜㔜せ࡞ᙺᢸࠋࡍ࠶࡛ࡢ࠺ 

࠸࠺ࡑࠋࡍ࠶ἣ࡛≦࠶ᮍ╔ᡭ࡛ࡔᮍࡀ⣙㸶ࡢᮏ┴࡛ᒣ㝜㐨ࠊࡀ࡞ࡋࡋ 

ࣥࢩࡢ㧗㏿㐨㊰ࠊࡣ࡚࠸࠾୰ᅜ࣭ᅄᅜᆅᇦࠊ࡚ࡋࡋࡓ࠸ࡌࡣࡇࡓࡗ

ࠊ⯆ほග⮴ᴗㄏࠋࡍ࠾࡚ࡋከᩘᏑᅾࡀ౪⏝༊㛫ࡢ࡛⥺ᬻᐃ㸰㌴ࢡࣥࣜࢢ

ᆅሙ⏘ရࡢᕷሙᣑ⤌ྲྀࡢ࡞㐍࡛ୖ࡞ࡁ㞀ᐖ࠸࡚ࡗ࡞ᛮ࠸࡚ࡗ

ࠊ࡚࠸ࡘഛಁ㐍ࠖᩚࡢࢡ࣮࣡ࢺࢿ㧗㏿㏻ࠕࡅ࠾୰ᅄᅜᆅᇦࠊࡓࡢࡇࠋࡍ

ᙉࡃᅜồࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡢ 

ⓙࠊ࡚ࡋࡁࡘ࣮ࢸࡢࡇࠊࡣ࡛ࡑࠊ࡚ࡋ࠸ࡊࡈ௨ୖ࡛ࡣ㊃᪨ㄝࡢ⚾

ᵝ᪉ᚚពぢ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ᛮ࠾ࡃࡋࡒ࠺ࠋࡍ࠸㢪࡛ࡀ࠸ࠋࡍࡋ࠸

 ࠋ࠺ࡋ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉ⏣▱ࠊࡣ࡛ࡑ 

 

 ⏣㤶ᕝ┴▱ۑ

 ඛఀࠊࡣཎᮌ▱ᨻᗓᑐࠊࡍ㠀ᖖ࡚ࡗ࡚ࡗ࡞⥴୍ࠊ࠸ࡓࡓ࠶

ศ⮬ࠊ࡚ࡃ࡞ࡌࡗࡤ㠀㞴ᆅ᪉ࠊ࡚ࡋᑐᨻᗓูࠎᡃࠊ࠺࠸ࡔࡁࡃ࠸

ࡢᣦᚚࡢ▱㷂ࠊࡋࡋ୰࡛ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࡅ࡞࠸࡚ࡗࡗࡕࡁࡀࡕࡓ

ࡅ࡞ゝࡣࡇࡁ࠺ゝࡣࠊࡢ࡞࠺ࡣἣ࡛≦࡞➃୰㏵༙ࡗࡕࠊ࠺

ࠊࡅࡍ࡛⦰࡛࠺ᡠヰ㢟ࡢࡁࡗࡉࠊ࡚ࡋ࠾࡚ࡗᛮ࡞࠸࡞ࡅ࠸ࡤ

ᮏᙜ㔠ࡢつᶍࠊࡣࡗࡕࠊࡃ࠸࡛ࡢ㔞ⓗ࡞᪉࡞ࡃࡘࡁࡀ

ࡋ࡚ࡗ࡞ᙧ࠺࠸࡚࡞ࡏㄆ࠸࡞ࡌࡢ࠸ࡋ᪂┠ࠊ࠸࡞ࡌ
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ࡕࡓࡉ㛗⏫ࠊᕷ㛗࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡗゝ┤⋠ࠊ࡞࠺࠸࡚ࡉ㋀ࠊ࠺

࠺៧㠀ᖖ࡚ࡋᅜయࠋ࠸࡞ࡡ࡞ࡇ࡞࠺࠸࡚࠸ྥࡗࡑࡤ༙ࠊࡀ

ࡣ࡛ࡅࡀ࡞ࡘ᥋┤ࡇࡑࠋࡍ࡛➨ḟࡓࡆୖࡋ⏦࡚ࡗᛮ࡞࠸࡞ࡌ࡞ࡇࡁ

ヂࡋ⏦ᚋ࡛ࡓࡋㄪᩚ࠸࠸᪤ົⓗࠊ࡚ࡋ㛵㧗㏿㏻ࠊࡅࡍ࡛࠸࡞

୰ᅄᅜᆅࠋࡍ࡛ࡇࡢഛࠖᩚࡢ⥙㧗㏿㕲㐨ࠕᚋ࡛᭱ࡢᚋ᭱␒୍ࠊࡅࡍ࡛࠸࡞

ᇦࡅ࠾᪂ᖿ⥺ィ⏬ࡣபࠊ࡛ࡇ࠺࠸ࠎ᪂ᖿ⥺ゝཬࡊࡈ࡛ࡅ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸

⯡୍㠀ᖖࠊ㒊୍ࠊࡣせồࡢ㛵ಀࡢഛ᪂ᖿ⥺௨እᩚࠊࡣᴫ⟬せồୖࠊࡅࡍ࠸

ⓗ࡞ㄪᰝ㈝ࠊ⎔ቃㄪᰝࡀࡢ࡞࠸ࡓ㸳༓ࡅࡔቑ㢠ࠊࡅࡍ࡛࠺࠸࡚ࡉ

࠸࡞ࡓಗㄽࡣࡢ࠺࠸㔜せᛶࡢ⥺᪂ᖿࡢ࡚ࡗᅄᅜࠎᡃ≉ࠊ୰ᅄᅜࠊࡣ

ࡋ⌧⾲ࡢⅬ⌧ࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡇ࠸࡚ࡁ࡚ࡡ㔜ⱞປ࠸࠸ࠊ࡛ࡇ࠺࠸

㧗㏿㕲ࡅ࠾୰ᅄᅜࠕࡀࡇࡢᚋ᭱ࠊᡤ୍ࡤ࠼ࠊࡅࡍ࡛⦰ኚࠊ࡚

㐨⥙ᩚࠊ࡚࠸ࡘഛ⤌ྲྀࡓࡅྥຍ㏿ࠖࠋࡇࡍ ᙧࡓࡋ┤ࡅཷⓗ⯡୍ࠊ

࠸ᛮ࠸࠸ࡣࣝࢺࢱ࠺࠸ഛࠖᩚࡢ⥙㧗㏿㕲㐨ࠕࡢ␒㸳ࠊࡅࡍ࠸࡚ࡗ࡞

ࡅጞࠖ࠾࡚ࡗ⏬ᇶᮏィࠊࡣ⏬᪂ᖿ⥺ィࠕࠊୖ❶ᩥࠊࡅࡍ

ྥഛᩚࠊ࡚࠸ࡘ⏬᪂ᖿ⥺ィࡅ࠾୰ᅄᅜࠕࡇࡅཷᚋ᭱ࠊ࡚ࡋ࠶࡛

ࡍຍ㏿⤌ྲྀࡓࡅ ⏬᪂ᖿ⥺ィࡢ୰ᅄᅜ࠸࡚ࡗ⏬ᇶᮏィࠊࡍせࠖࠋ

ࡓ࠸࡚ࡋ☜ពᩥࡢࡇࡇࡦࡐࠊࡍຍ㏿⤌ྲྀࡓࡅྥ⏬ഛィᩚࠊ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࠊ࡛ࡢࡍ࠶࡛➨ḟࡍ࠸㢪࠾ࡤࡅࡔ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ༓ⴥ㛗ࠋࡉ 

 

 ༓ⴥᅄᅜ⤒῭㐃ྜ㛗ۑ

 㤶ᕝ┴ࡢ⏣▱ࠊࡀ᪂ᖿ⥺ࡢヰゐྠࡃࡓࡗ⚾ࠊࡅࡓࡋឤ࡛࠶

㐨ࡢࠕ࠸ࠊࡣ࡚ࡋࢡ࣮࣡ࢺࢿࡢ㧗㏿㍺㏦ࠊࡣᅄᅜ࡛ࠋࡍ ඵࠕࡢ࡚ࡋࠖ

ࢡ࣮࣡ࢺࢿᏐࡢ ࠊၥ㢟࠺࠸ࡍゎᾘ᪩ᮇࢡࣥࣜࢢࣥࢩࡢ㧗㏿㐨㊰ࠖࠊ

ඹྠࡢᅇࠋ࠸࡚࠼⪄࠸ࡓ⤌ᙜ࡚࡚ྲྀ㔜Ⅼࡇࠊ⏬᪂ᖿ⥺ィࡣࡘ୍࠺

ࠊࡀࡍ࡛࠸ࡓࡀ࠶ࡅࡔࡓ࠸㒊ᩥゝಟṇ୍࡞࠺ࡢࠊ࡚ࡋᐉゝᩥ࣮ࣝࣆ

ᇶᮏⓗ୰㌟ࡔ࠾ࡢࡇࡣ࡚࠸ࡘᛮ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࠸୰࡛ࠊᅄᅜࡢ≧ἣࡘ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉㄝ࡚ࡋ㊊⿵ࠊࡋᑡ࡚࠸

ᐇࠊࡣᅄᅜࡢ᪂ᖿ⥺ィ⏬ࠊࡣᇶᮏィ⏬ࡣ࡚ࡋ㜰ᣐⅬ࡚ࡋ⣖ῐᾏᓙ

㇏ࡣᗘࠊศࠊ࡚ࡅᢤᯇᒣ࡚ࡋࡑࠊ㧗ᯇࠊ࡚ࡋ⏤⤒ᚨᓥࠊ࡚ࡗ᥀࡛ࣝࢿࣥࢺ

ணᾏᓙᣳ࠸ࠊࡀࡘ୍࠺ࡑࠊ࡛ᒸᒣ㉳Ⅼࠊ࡚ࡋ℩ᡞᶫ⤒⏤࡛ࠊ

ᅄᅜᶓ᩿࡚ࡋ㧗▱ᢤࡀࡇࠋࡅᇶᮏィ⏬࡚ࡋࠊࡀࡇࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛

࠸ࠊ࡛ࢺࢫࢥ㧗㠀ᖖࠊࡅࡓࡋࡋࡣウ᳨࠸࠸ࠊ࡚࠸ࡘࡀ㈝ㄪᰝ࡚ࡘ

ࡑࠋࡍἣ࡛≦࠺࠸ࡃฟ࡚ࡀࡢ࠺࠸࠸࡞ࡀୖ࡞࡞ᑐຠᯝ⏝㈝ࠊ㹀㸭㹁

᪂ᖿࠊ࡛ࡇ࠺࠸࡛ࣝࣞ࠶ࡀᐇ⌧ᛶࡋᑡ࠺ࠊࡣ࡚ࡋࡋࠎᡃ࡛ࡇ

ᡞᶫ℩ᒸᒣࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡃࡘ᪂ᖿ⥺ᵝ࡛ࠊᡞᶫ℩࠶ᵝ࡛ࡢ⥺
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㸲࠸ࠊ▱㧗ࡘ୍࠺ࠊᯇᒣ࡚ࡋࡑࠊᚨᓥࠊ㧗ᯇࡣ࠶ࠊධᅄᅜ࡚ࡋ⏤⤒

ヰࠊࡀ㹀㸭㹁ࡀࡇࡣᐇࠊࡀࡍ࠾࡚࠼⪄⏬᪂ᖿ⥺ィࡢᙧ࠺࠸࠺ࡇࠋ㏻┴

㢟ࠊࡍ࠾࡚ࡗ࡞᮶ᖺࡃࡑ࠾ภ㤋ࡑࠊ࡚ࡗ࠸ḟࠊᮐᖠᢤࡃ࠸࡚ࡅᾏ

㐨᪂ᖿ⥺ࡢࡇࠊ㹀㸭㹁ẚ࡚㐯Ⰽ࠺࠸࠺ࡇࠋ࠸࡞ࡣホ౯࡛࠸ࡀࡓࡋࠋࡍ࠶

ࡋ⌧ᐇ⏬᪂ᖿ⥺ィࡢ࡛ࢺ࣮ࣝ࠸ࡋ᪂ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡦࡐࠊࡣ࡚ࡋࡋࠎᡃࠊ࡚ࡋ

᪂ࡢᅄᅜࡢࡇࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠸࡚ࡋ⤌ྲྀ࡚ࡆᐁẸᣲࠊࠊ࡛ࡇ࠺࠸࠸ࡓ

ᖿ⥺ࡣࡢ࠺࠸༢ᅄᅜࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡇ࠺࠸୰ᅄᅜᆅᇦࡣࡉࠊす

᪥ᮏయࡢᗈᇦὶࡢᣑࡃࡁᐤࠊ࡛ࡢࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡇ࠺࠸ࡔࡢࡍ

࠸ࡓࡀ࠶ࡤࡅࡔࡓ࠸࡚῝ㄆ㆑ࠊ࠺࠸⤌ྲྀࡢ୰࡛ࡢ୰ᅄᅜయࠊࡦࡐ

 ࠋࡍ௨ୖ࡛ࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠸࡚࠼⪄࠺ࡩ࠺࠸

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉ㣤Ἠ▱ࠊࡣ࡛ࡑ 

 

 㣤Ἠᚨᓥ┴▱ۑ

 ࡢ㛵㐃ࠊ࡚ࡋ⏣▱ࡢࡉᚚᥦ㈶ᡂ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦࡛ࡇ࠺࠸ᛮ࠸

㜵⅏ຊᙉ❧☜ࡢ࣮ࢩࣥࢲࣥࢲࣜࠕࡇࡇࠊࡣᐇࠋࡍ ࠊࡅㄽ⌮ࡢࡑ࠶࡚࠸᭩ࠖ

࠸࡚ࡗ࡞࠺య୍ࡀ≀Ⲵࡢᕞࠊ࡚ࡋヰࡢὶ≀ࡣᐇࠊࡀࡍ࡛࡞ࡇ࠺࠸ࡉ

୰࡛୰ࠊ࡛ࣝࢿࣥࢺᶫࠊ࡚ࡗ㏻㛵㛛ࠊࡘࠊᒣཱྀࡢࡇࡣᚑ᮶ࠊࡣࡇࠊࡢ

ᅜ㏻࡚ࡗ㏆␥ࡣ࠸࠶ࠊ㛵ᮾࡢ᪉ࡘ୍࠺ࠊ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࠊ᪂ࡋ

ᮾᕞࡣᐇࠊၥ㢟ࡓࡋ࠺ࡇࠊ㐣㔜ປാࡢࡉ㐠㌿ᡭࡢࢡࣛࢺ≉ࠊࡀࢺ࣮ࣝ࠸

⮬ື㌴㐨࡛ࠊࡣ࠸࠶ࠊ࠶ᅄᅜࡢ㧗㏿㐨㊰ᩚࡢഛࡀ㐍ࡇ࠺࠸ࡔ

ࡗ㏻㧗㏿㐨㊰࡛ᚨᓥࠊΏឡ࡛࣮ࣜࣇ࡚ࡗ㏻ண㇏ࠊࡣᐇࠊࡀࡍ࡛࠶

ࠊ࠺ゝࡕࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢺ࣮ࣝࡢࡘ㸰ࡢࡇࠊࡃ⾜࡚ࡅᢤῐ㊰ᓥࡣᗘࠊ࡚

ࡘࠋࡍ࠸࡚ゝࡣᐇࡀヰ࠺࠸࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃከࡀᩘࡀ᪉ࡢࢺᅄᅜ࣮ࣝࡢࡇ

࡞ࡇ࠺࠸࠸࡚ࡗࡀฟ᮶ୖ࡚ࡗ࠺ࡇࡀ࣮ࢩࣥࢲࣥࢲࣜ᪤ࡣ࡚࠸ࡘὶ≀ࠊ

࠺ࡑࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠶࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞ࡋ⥺ᒣ㝧᪂ᖿࡣ⥺᪂ᖿࠊࡔࡓࠋࡡࡍ࡛

ࡑࠋ࠸࡞ࡣᚲせ࡛ࡀࡢࡃ࠸࡚ࡋฟࡕᡴࡃᙉࡋᑡ࠺ᖺࠊ࡚࠸ࡘⅬࡓࡋ

ࠖ⥺ᅄᅜ᪂ᖿࠕࡣ࡚ࡋࠎᡃࡃࠊ࠺ࡓࡗࡋࡗ࠾ࡀ༓ⴥ㛗ࠊࠊ

ࡎࠊⅬ࡛ࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠶ࡀᚲせࡅ࡙㇟༳ᅜࡗࡋྡ࠺࠸

⦪㍈ࡢヰࡢ࡚࠸ࡘᡴࡕฟࠊࡣࡢ࠶ࡘ୍࠺ࠊࡔࡓࠋࡍ࠸࡚ࡋᅄᅜࡢ

ᅜ㆟ဨࡃࡀࡉゝࠊࡀࡍ࡛࠺ᅄᅜ᪂ᖿ⥺ྡࡢฟࡇࡢࡑࠊ࡛ࡅࡔࡓࡋ

ࠊព࡛࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡉቑ௰㛫ࡗࠋࡡࡍ࡛࠺࠸ぢ࡛┠࠸ⓑ

ࡋᙺࡢᚨᓥࠎᡃࡘ୍࠺ࠊࡇ࠺࠸࠸ࡓࡀ࠶㠀ᖖࡣࢺࢧ୰ᅄᅜࡢࡇ

㛵ࡣᐇࠊࡀࡍ࡛ࡅ࠶ࡀࡢ࠺࠸ࡢࡍ࠺ࡇࠋࡓࡋ࠶ࡀヰࡢᶓ㍈ࠊ࡚

すᗈᇦ㐃ྜࠊࡌࡣ㏆␥ࡢ᪉ࡣ㛵✵᪂ᖿ⥺ࢽࣜࡣ࠸࠶ධࠋ࠺㛵✵

࡛ධࠊࡓࡋῐ㊰ᓥ࠺ࡑࡣ㐲ࠋ࠸࡞ࡃඛࠊ℩ᡞᶫࡀ᪂ᖿ⥺ᵝ࠺࠸ヰࡀ

᪉ࡢ␥㏆ࠊ࡛ࡇ࠺ゝࠋࡡࡍ࡛࡞᪂ᖿ⥺ᵝ㬆㛛ᶫࡣᐇࠊࡀࡍ࡛ࡓࡗ࠶
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ࡇࡇࡣព࡛࠺࠸ࡆᗈ௰㛫ࠊ࡚ࡗ࠶ヰࡓࡋ࠺ࡇࠊ࠺ࡇ࠸࡛⤖ࡇࡇࡣ

㔜せࠊᚨᓥࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣ࡚ࡋ᪉㠃࡛௰㛫ເࡇ࠺࠸࠺ࡇ࠸࡚ࡗ㐍࠾࡚

ᛂᚚ⌮ゎ᪉ࡉⓙࡢࢺࢧ୰ᅄᅜࠊ࡚࠸ࡘⅬࡓࡋ࠺ࡇࠊࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ

 ࠋࡍࡆୖࡋ⏦࠸㢪࠾ࡃࡋࠊ࡛ࡢࡍ࠸ᛮࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉ▱⏥ୖࠊࡣ࡛ࡑ 

 

 ឡ┴▱⏥ୖۑ

 㕲㐨㛵㐃ࠊࡅࡍ࡞ࠊᅜࡢ┴ᗇᡤᅾᆅ᪂ᖿ⥺ࡢ㥐ࢫࢭࢡࡢ

ࡋẸ┴ࠊ࡚ࡋ࠸ࡊࡈ࡛࠺࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠺࠸┴࠸㐲᭱ࡀឡࠊࡣࡢ࠺࠸

Ⓨᒎࡢ୰ᅄᅜࠊࡣࡋࡁࡘ㕲㐨ࠋࡍ࠾࡚࠼⪄⥺᪂ᖿࡃ᪩᪥୍ࠊࡦࡐࡣ࡚

ಖ☜ࡢ௦᭰ᡭẁࡢᗈᇦ㏻ࡢつᶍᆅ㟈Ⓨ⏕ࠊⓎᒎ࠶⾮ᆒࡢᅜᅵࠊࡣ

୰ᅄᅜ࡚ࡋ┴ᮏࠊ࡚ࡋ࠾࡚ࡋㄆ㆑ࡔࡁ⤌ྲྀ࡚ࡋ⟇ᅜⅬ࠺࠸

ࡆୖ┒ࡢᶵ㐠࡚ࡋㄝຠᯝ⩏ពࡢࡑࠊࡀ࡞ࡋ㐃ᦠⓙᵝࡢᅋయ῭⤒┴ྛ

 ࠋࡍ࡛ࡇ࠸࡚࠼⪄࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗᅗ

࡛ࡅ࠶ࡀࢡࣥࣜࢢࣥࢩࡢࡘ㸱ࡣ┴ឡࠊࡣ࡚ࡋࡁࡘ㧗㏿㐨㊰ࠊࡓ 

ࡋࡗ࠾ࡀ㣤Ἠ▱ඛࠊࡑࠊ୰ᅜᆅ᪉ᅄᅜࠊࡣゎᾘࡢࡇࠊࡅࡍ

ࡢつᶍ⅏ᐖࠊ㐍ಁࡢὶ࣭ὶ≀࡞ᗈᇦⓗࡢᕞ࣭ᅄᅜ࣭ி㜰⚄㛫࡛ࡓ

ᖺ≉ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮ࠶ㄢ㢟࡛࡞㔜せ࡚ᴟࠊ࡞ᨭࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ

㸱᭶࡞ࠕࠊ⾤㐨ࠖࡀ⥺౪⏝ࠊ࡞᪥ᮏᾏഃ࡞ࡋᾏ㐨ࡢ࡛⦪㍈

ࠊࡓᅗ㐃ᦠᙉࡢ୰ᅄᅜᆅᇦయ࡞᭦ࠊ࡛ࡇ࠺࠸ࡓࡗࡀ࡞ࡘࡀ

ࣆඹྠࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡛ᮃゎᾘ࡞᪩ᛴࡢࢡࣥࣜࢢࣥࢩ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ㈶ྠ࡛ࡕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࣮ࣝ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ᑿ㷂▱ࠋࡉ 

 

 ᑿ㷂㧗▱┴▱ۑ

࠸ࡘၥ㢟ࡢ⥺᪂ᖿࡢᅄᅜࠊࡍ࠶ࡀヰ࠾᮶ඛࠊ࡚࠸ࡘ࣮ࣝࣆඹྠࡢࡇ 

ࡗࡋᅄᅜࠎᡃࠊ࡚࠸ࡘ⣽㒊ࠊ࠾࡚࠼⪄ࡔࢺࢡࢪࣟ࡞㔜せ㠀ᖖࠊ࡚

ᚲࡃ࠸࡚ࡡ㔜ດຊ࡞࠺ᚓᚚ⌮ゎࡉⓙࡢᅜࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡡ㔜ウ᳨

せࠋࡍ࠾࡚࠼⪄࠶ࡀᅜࡢ୰࡛ࠊ᪂ᖿ⥺ࡀᙜࡓ๓࠶ࡘࡘ࡞ࣛࣇࣥࡢ

ᚓᡂࢹࣥࣁ࡞ࡁ࡚ࡗࠎᡃࠊ┤ṇࠊࡣࡇ࠸࡞ࡅࡔᅄᅜࠊ࡚࠸࠾୰

ᅄᅜ᪂ࠊࡦࡐࠊࡓࡢᑗ᮶ࡢ㸯㸮㸮ᖺᚋࠊ㸳㸮ᖺᚋࡢᅄᅜࠊࡦࡐࠋࡍ࠶࡛ࡢ

ᖿ⥺ᐇ⌧࡛ࠊ࠺ࡁດຊࠋࡍ࠾࡚࠼⪄࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ 

 ᅄᅜ᪂ᖿ⥺ࠊࡣ୰ᅜ㏻࡚ࡗᅄᅜධࡦࡐࠊ࠶࡛ࡅ࡞ࡇࡃ࡚ࡗ୰ᅜᆅ

᪉ࡢⓙᵝ᪉ࡢᚚ⌮ゎ㈷࠾࠺ࡍ㢪ࠋࡍ࠾࡚࠼⪄࠸ࡓࡆୖࡋ⏦࠸ 
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᭩ࠊࡀࡍ࡛ᩥ࣮ࣝࣆඹྠࡢ࡚ࠖ࠸ࡘഛಁ㐍ᩚࡢࢡ࣮࣡ࢺࢿ㧗㏿㏻ࠕ࡚ࡋࡑ 

Ꮡᅾࡢ㧗㏿㐨㊰ࠊࡁ࠼⪄⟇ᑐࡍᑐつᶍ⅏ᐖࠊ࠶࡛࠾࠸࡚

࠼⪄ࣛࣇࣥᇶᖿࡢ୰ࡢᇶᖿࠊ࠶ࡀࡇ࠸㞴࠼⪄࡞࡞ࡣ⅏ᐖᑐᛂ࡚ࡋࡃ࡞

 ࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠸࡚

ᆅ᪉ࡢኌࡀࡢࡃ⪺࡞ศ㔝ᛮࠊ࡛ࡢࡍ࠸᪩ᮇࢡࣥࣜࢢࣥࢩࡢゎᾘࠊ

࡞ᨵⰋࡢᬻᐃ㸰㌴⥺༊㛫࠸࡞ࡋᐜ㔞࡞ࡉᑠᅽಽⓗ࡚ࡋẚ㏻㔞ࡣࡉ

࠸㢪࠾ࡃࡋࠋࡍ࠼⪄࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ⤌ྲྀ࡚ධຊඹࡦࡐࠊ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡍࡋࡓ࠸

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉᖹ▱ࠊࡣ࡛ࡑ 

 

 ᖹ㫽ྲྀ┴▱ۑ

 ⏣▱⓶ษࠊ࡚ࡋᅄᅜഃࡢࡉࡃࡓពぢࡀฟ⚾ࠋࡓࡋ⏣▱ࡀ

ࡋࡗ࠾ࡀ㣤Ἠ▱๓ࡋᑡ࠺ࠊ࡚ࡋ࠸ࡊࡈ㈶ᡂ࡛ࡣಟᩥ࡞࠺ࡋࡗ࠾

ࡀ༓ⴥ㛗ࠊࡔࡓࠋࡍ࠸ᛮࡔࡇ࠺࠸࠸࡞ࡣᮇ࡛࠸࠸࡚ධ࠺

ฟ࡚ࡇࡀពぢࡈ࡞࠸ࠊࡔࡇࡢ㹀㸭㹁࠸࠸ࠊ࠺ࡓࡗࡋࡗ࠾

࠶ࡀ⏬ィࡢ⥺ᒣ㝜᪂ᖿࠊࡣ୰ᅜᆅ᪉࡛ࡣᐇࠊࡋࡍ࠼⪄ࡇࡃ

࡞࠺ࡌྠᅄᅜࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ⏬ィࡢࡇࠊ⥺ᶓ᩿᪂ᖿࡢ୰ᅜᆅ᪉ࠊࡑࠋࡍ

࠶┴ᓥ᰿┴ᒸᒣࠊࠊࡣ࡛⚾ࠋࡍ࠸ᛮ࠶ࡀ⏬ィࡢ㸰㏻ࠊ࡛ࡇ

㫽ྲྀ┴࡛༠ຊࠊ࡚ࡋࡋලయⓗ࡚ࡃ࡞ࡅ㈝⤒࠶ࠊ࠼⪄㧗㏿ࡀ

㐍ࠊࡇ࡞࠺ࠊㄪᰝጞࡢࡑ⛅ࡢࡇࠊ࡚ࡋ࠸࡚ㄪᰝ⤖ᯝࡀ㸰࣮ࣝࡢࡘ

⾜ᅉ⨾⥺࣭ᬛ㢌ᛴࡣࡘ୍࠺ࠊࢺ࣮ࣝࡢ⏤⤒⥺ഛࡣࡘ㸯ࠋࡍ࡞ࡇฟ࡛ࢺ

ࡣᑗ᮶ⓗࠊ࡚࠼⪄ࡇࡢ㹀㸭㹁ࠊࡍᨵⰋࢺ࣮ࣝࡢࡘ㸰ࡢࡇࠊࢺ࣮ࣝࡢ⏤⤒

࡚ࡋᙇ࠺࠸࠺ࡑ࡞ᕷ㛗ࡣࡇࠊ࠶ࡀᵓ࠺࠸⥺᪂ᖿࡢつ᱁ࣝࣇࡕ

࠸ࡊࡈ࡛ࡇ࠸࡚ጞウ᳨࡞ᐇⓗ⌧ࠊලయⓗࡓࡏేࡇ࠺࠸࠺ࡑࠊࡀࡍ࠸

࠸ഛᩚࡢ⥙㧗㏿㕲㐨ࠊࡋ࠸࡞⏬᪂ᖿ⥺ィࡓࡋ࠺ࡇ࡚ࡗ࡞୰ᅄᅜ୍యࠊࡦࡐࠋࡍ

 ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮࡔࡀࡇࡏ㍕ಋୖࡢ㆟ㄽࡎࡢᐇ⌧ࡇ࠺

ࡢ⥺ᕞ᪂ᖿࡢ๓ࡢࡑࠊ࣮ࣂ࣮ࣇほග࡞ኚ࠺క㛤㏻ࡢ⥺㝣᪂ᖿࡢᗘࡢࡇ 

ࡃࡘࠊࡣ࡚࠸ࡘࡇࡢ᪂ᖿ⥺㛵㐃ࡢࡇࠊࡣࠊࡍ࠸ぢ࡚➼࣮ࣂ࣮ࣇ

ࡗࡃࡘ࡛⟇ᅜࡇࠊࡇ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡑࠊࡣࠋ࠶ࡀ㠃࠺࠸ᆅᇦ㛫᱁ᕪࡓ

㎸⥺᪂ᖿࠊࡔࢥࣝࢺࡔࢩࢿࢻࣥࠊࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡅ࠸࡚

ࡇࠊࡔࡁࡃࡘࡕࡁ⥙㧗㏿㕲㐨ࡓࡋ࠺ࡑࡢᅜෆࠊ࡚ࡋၥ㢟࡛ࡢ௨๓ࡍ࠺

 ࠋࡍ࠸ᛮࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋฟࡇࡢ

ࠊ࡞࠺ⱝᖸㄆࡃᖜᗈࡋᑡࡇࡢ᪂ᖿ⥺ィ⏬௨እࠊ㝿ࡍಟᩥࠊࡍ࡛ 

⥺᪂ᖿࡅ࠾୰ᅄᅜࠕࠊࡤ࠼ࠊࡀࡍ࡛࠶ᛕ㢌ࡀ⏬᪂ᖿ⥺ィࡣࢫࣥࣗࢽ

ࡍຍ㏿⤌ྲྀ࡞ලయⓗࡓࡅྥ㧗㏿㕲㐨⥙ᩚഛࠊࡌࡣࣥࣞࢺࢪ࣮ࢤ࣮ࣜࣇ

ࡏⱝᖸྜᖹࠊࡇ࠸࡚ࡗ⤌ྲྀලయⓗ࠸࠸ᅾ⌧ࠊ࡛࠸ࡄࠖࡇ
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ࡤ࠼࡚ࡋ࣮ࣝࣆࡢ࡚ࡋ୰ᅄᅜ୍యࠊࡋ࠸㢪࠾ಟᩥ࡞࠺ࡅࡔࡓ࠸࡚

 ࠋࡍ࠸ᛮ

 ඛࠊᒣཱྀࡢࠊኚ⏑࠸ࡋ࠸࠾࡚ࡃࠕࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸᪂⯆࡛ࠖ࠸ࡊࡈ

᪂⏑Ἠࠖࠕࡀࡍ࠸ࡊࡈ⤯㈶Ⓨ୰࡛ࠋࡓࡋసࡢ✀᪂ࠊ┴㫽ྲྀࡣᐇࠋࡍ

࠶࡛࠺ࡑࡘ⤒㸲㸮ᖺ࡚ࡋ㛤㏻ࠊ⥺ᒣ㝧᪂ᖿࠋἨ࠸⏑࠸ࡋ᪂ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛࠺࠸

స᪂⏑Ἠࠖࠕ㣗ࡎ࠼࠶ࠊࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛࡚ࡗ⤒㸲㸮ᖺࠊࡀࡍ

᪂⯆ࠕࠋࡣ┴ᒣཱྀࠊࡡࡍ࡛ࡀࡍࡉࠋࡓࡋ  ࠋࡓࡋ࡛⾜ฟⓎ㐍ࠖࠋ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ᑠᯘ▱ࠋࡉ 

 

 ᑠᯘᓥ᰿┴▱ۑ

࡞୰ᅜ㸱᭶ࡢᖺࠊࡀࡍ࠸ฟ࡚ඛࠊࡀࡍ㛵ಀ࡛ࡢ㧗㏿㐨㊰ࠊࡎ 

ࠊ᪥ᮏᾏࡑኴᖹὒࠊ࡚ࡋࡌ㏻ᾏ㐨࡞ࡋࠊ࡚ࡋࡋࡓ࠸⥺㛤㏻ࡀ㐨⾤

༡ࡄ࡞ࡘ㐨ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡅࡓࡁ࡛ࡀ 

ᅄࠊࡏࡋࡢࡓࡗ࠶ᡂᯝࡢࡑࠊ࡚ࡋࡉᅜᐆࡀᯇỤᇛ㸵᭶ࠊࡓ 

ᅜࡢ᪉ࠊ㧗㏿㐨㊰㏻ࡢࡉࡃࡓ࡚ࡌ᪉࠾ࡀぢࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞࠼ᨵ࡚㧗㏿

㐨㊰ࡢຠᯝࡢ࠺࠸ᐇឤࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡅ࠸࡚ࡋ⅏ᐖᑐ⟇➼ࠊࡀࡍ࡛࡚ྵ

ᆅ᪉⏕ࡢࢡࣥࣜࢢࣥࢩࡓࡢ᪩ᮇゎᾘࡀ㔜せࠋࡍ࠾࡚࠼⪄ 

㛵ࡢᘬࡢࡇࠊ࡛ࠎ➼୰ᒣ㛫ᆅᇦࠊࡀࡍ࡛࡞㛵ಀࡢ㹃㹒㹁ᘬࠊ᪉୍ࠊ࡛ࡇ 

ಀ࡛ࠊேࡢ≀ὶ㏻ᝏࡁࡋᙳ㡪ࡀฟ࡚ࡀࡢ࠺࠸࠸ᐇࠋࡍ࠶ࡣ㧗㏿㐨㊰ࡢ

ᩱ㔠ࡣࠊࡣ࡚࠸ࡘᆅᇦࡢᐇ༶ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡢࡓࡋษࡔࡇ࡞

 ࠋࡍ࠸࡚࠼⪄

ࡤࡁ࡛⌧ᐇࡦࡐࠋࡓࡋࡋࡁ⪺࠾ᵓࡢᅄᅜࠋヰࡢ⥺᪂ᖿࡢඛࠊࡑ 

ඛࠊࡣᚋẁ㒊ศࡢ⥙㧗㏿㕲㐨ࡢࡇࡢᩥ࣮ࣝࣆࠊࡔࡓࠊࡀࡍ࡛ࡅ࠼⪄

ᖹ▱࠺࠺ࡓࡗࡋࡗ࠾ࡀࡉᑡࡋᗈ࠸ᴫᛕ㎸⚾ᩥ࣮ࣝࣆࡓ

ᢎ▱ࡢࡇ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍ࠾࡚ࡋಟᩥࠊࡣ࡚࠸ࡘᑡࠊࡋᖹ▱ࡓࡗࡋࡗ࠾ࡀ

 ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋㄪᩚ࡚ྵࡇ࡞࠺

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉཎᮌ▱ఀࠊ࠸ࡣࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 ཎᮌᒸᒣ┴▱ఀۑ

 ᒸᒣ┴ࡢࡇࠊࡤࡍ㸱␒ࡢᬻᐃ㸰㌴⥺༊㛫ࡢ᪩ᮇ㸲㌴⥺ࡕࡁࡇ࠺࠸

ධࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ᮏᙜࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ᡃࠊ࡚ࡋࠎ㸲㌴⥺ࡤࡍ

㍈ࡢ⦪ࠋࡏ࠶ࡣ࡛ࡇࡢࡅࡔᒸᒣࠋࡍ࠾࡚ࡗᣢಙ☜࠼ࡗࡗ

㐨㊰㛵㐃ணࡢ␒㸯ࠊ࠶ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮࡔ㠀ᖖほගࠊᴗ⏘ࠊ㜵⅏ࠊࡣ

ேࡢ┴ࡢࡒࡑࠊࡢ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡗࡣᮏᙜࠊࡤ࠼ゝ࡛ࡇ࠺࠸⟭
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ᒸᒣࠎ᪉ࡢ▱ࡢᅜࠊኟࠋࡍ࠶ࡇ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡔ࡞ࡇࡣ

ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ㏻ࢫࣃࣂᅜ㐨㸰ྕࠊࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋື⛣㏵୰ࠊࡁࡔࡓ࠸ࡋ㉺࠾

ࡔࡇࠊࡀࡍ࡛࡞ጼࡓ័ᮏᙜࡍࠎᡃࠊࡣࡢࢫࣃࣂ㸰ྕࠋࡓࡋ

࠸࡞ࡅ࠸࠸࡞ࡗࡗࡣᮏᙜࠊࡣࡢ࠺࠸ᗘ⛬ࡢࡇࠊࡢ࠶ࡀ㏻㔞ࡅ

ࢫࣅ࣮ࢧ࠺࠸࠺ࡑࠊࡢ࠶ࡀ࣮ࣗࣜࠊࡣࠊ࡚ゝࡉ▱ࡢ┴

ࠋࡍ࠶࡛➨ḟࡓࡌឤ࡚ᨵࡇ࠺࠸࡞ࡔ࡞ၥ㢟ࡣࡢ࠺࠸࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ

ᮏᙜ㐨㊰ࡣࡢ࠺࠸ࢡ࣮࣡ࢺࢿ࡞ࡔᛮࠋࡍ࠸࡚ࡗ 

άࢺ࣓ࣜࡢࡑࠊࡦࡐࠊ࡚ࡋ࠶ᆅᇦ࡛ࡓᜨࡣ㕲㊰࡛ࠊࡣᒸᒣࡣᐇࠊ࠶ 

࠸࡚࠼ぢࡀᬒⰍࡢูࡍࡕࡓேࡢᒸᒣࠊࡀࡍ࡛࠸࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ

࠸࡚ࡋⱞປ㠀ᖖࠊࠊࡣ⥺ཎࡢ┴ᒸᒣࠊࡤ࠼ࠊࡀࡢ࠺࠸ࠋࡍ࠶㒊ศ

࠸࡚ࡗ࡞ࡣࡁྥୖࠊ࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡗ㡹ᙇࡃࡈࡍࡀࡉ㛗♫ࡢẸ㛫ฟ㌟࠸ࡋ᪂ࠋࡍ

ࠊࡣ⥺⨾ᅉࠊ⥺ጲ᪂ࠊ⥺㹈㹐ὠᒣࠊࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡀゎᾘࡢ㉥Ꮠ࡞࡞ࠊࡀࡍ

ᐈ࠸ࡘࡀ㸯㸮ᖺ๓ẚ༙࡚ῶ㏆࡛ࠊࡓࡗ࡞ࡇ࡞࠺࠸ ṓ࡛ࡅࡔࡓࡁ

࠺࠸࠸࡚ࡗ㡹ᙇࡀ࡞ࡋឤ③ࡇ࠺࠸࡞ࡔኚᣢ⥔ࡢᚋࡢࡑࠊ࠸࡞࡞

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡍ࠶࡛ࡇ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

ࡓࡁ࡛࠸㢪࠾▷ᡭࠊ࡚ࡋ࠸࡚ࡁ࡚ࡋᢲࡪ࠸ࡔࡀ㛫ࠋࡉ▱㷂ࠊࡣ࡛ࡑ 

 ࠋࡍ࠸ᛮ

 

 ▱┴ᓥᗈ㷂ۑ

ᜥᏊࡢ㸲ṓࡢࡕ࠺ࠊኟࡢᖺࠊࡀࡍ࠸ゝࡇ࡞వィ࠺࠸ࡅࡔゝ୍ࠋ࠸ࡣ 

ࠊୣ◁ࠊ࡚ࡋ࠸࡚ࡗ⾜┴㫽ྲྀࠊࡍ࡛ࡢ࠺ゝ࠸ࡓࡁ⾜ぢୣ◁ࡀ

ኚΰ㞧ࠊ࡚ࡋ㫽ྲྀ┴ࡣࡤ࡞ࡍࠊࡑࠊࡡࡍ࡛࣮⌆⍄࠺ࡇ⾜ᛮࡓࡗ

ࠊ࡚ࡗᖐ࡚ㅉ࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞୪࡚ࠊ࡚࠸࡛୪ࡉࡃࡓࡀே࡚ࠊ

ࡗ㏻⥺ᑿ㐨ᯇỤࠊ㐨⾤࡞୰ᅜࠊ⚾ࠊ㝿ࡢࡑࠊࡀࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋࣛࢺࡓ

ࡅࡓࡗ⾜࡛㫽ྲྀ࡚ࡋࡑࠊ࡚ࡗ㏻⥺㸷ྕ࡚ࡋࡑࠊ㏻ᒣ㝜⮬ື㌴㐨࡚ࡋࡑࠊ࡚

㫽ྲྀ⡿Ꮚࠊ࡛ࡓ࠶⡿Ꮚࠊ࡚ࡋࡋࡓ࠸ฟⓎᗈᓥ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡀࡍ࠶࡛

ࠊ࡛ࡇ࠺࠸㏻ୗࠊ⥺㸷ྕࠊࡣࠋࡓࡋࡀ㛫ࡢ࠸ࡃࡌྠ࡛

ࡀ㉳ࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࡁ࡞ࠊ࡚ྵ㛫ࠋࡍ࠶࡛ࡇࡓࡗࡀ

᪥ᖖࠊ࠼ゝࡣ࠸࡞ᵓࠊࡍほගᐈ࡛ࡣࡕࡓ⚾ࠊࡣࠊࡍ࡚ࡗ⩻࡛ࡇࡑ

ࡁ㠀ᖖࡣⓗ῭⤒ࡣࡇ࠺࠸࠸࡞ࡁ࡛ࡀὶ≀࡞Ᏻᐃⓗࠊࡣ࠸࠶ࠊά⏕ࡢ

ࠊព࡛࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࠶࡛ࡇࡓࡌឤ࡚ᨵࠊ࠺ࡩ࠺࠸࠺࠶࡛ࢹࣥࣁ࡞

࡚ࡋゎᾘࡇࠊኴᖹὒഃࡑ᪥ᮏᾏഃࡍ࠶ࡀࢡࣥࣜࢢࣥࢩ࠸㛗≉

࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㔜せ㠀ᖖ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡗᅗⓎᒎ῭⤒ࡢ୰ᅜᅄᅜࠊࡣࡇ࠺࠸ࡃ࠸

ఱᗘࡇࠊᐇࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡇ࠺࠸㹀㸭㹁༢ࡔࡓࡣࡇࠊࡋࡍ࠸ᛮ࡞

ྰࡣࡇ࠺࠸⾜㌴࡛ࡀࡢ࠺࠸ὶ≀ࠊࠊࡅࡍ࡛ࡇ࠸࡚ࡆୖࡋ⏦

ᐃࡋ㞴ࠊࡘࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡇ࠸Ᏻᐃⓗ࡞㧗㏿㉮⾜ࡁ࡛ࡀ㐨㊰࠺࠸࠸࡞ࡀ
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ప㝈ಖド᭱ࡣࡑࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡅཷไ⣙࡞ࡁ㠀ᖖὶ≀ࠊࡣࡇ

ࠊ࡛ࡇࡓ࠼㉸㹀㸭㹁࠺ࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡗᛮ࡞࠸࡞ࡣ࡛ࡇࡁࡉ

࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ᚲせࡣ࡚࠸ࡘ㧗㏿㐨㊰≉ࡀࡇ࠺࠸ࡃ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࡕࡁ

 ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮ࡞

ࠊࡀࡍ࠶㔜せ࡛ࡇ࠺࠸ᐃᛶࠊ㧗㏿ᛶࠊࡣ࡚࠸ࡘ⥺ᬻᐃ㸰㌴ࠊࡓ 

࠾࡚ゝࡀࡇ࡞࠺࠺࠸࠸࡚ࡋከⓎࡀᬻᐃ㸰㌴⥺༊㛫࡛ᨾࡣ㏆᭱ࡉ

࡚ࡗ⾜ฟ࡚⥺ᑐ㌴ࠊ࡛ࡅࡔ࠸࡚ษ࡛࣮ࣥࢥࡀ୰┿ࠊࡣࡇࠊ࡚ࡋ

ࠊ࡚ྵࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࠾࡚ゝࡇ࡞࠺࠺࠸࠸ከࡀࢫ࣮ࢣ࠺ࡋ

࡚ࡗᛮ࡞࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞࠸࡚㐍ࡦࡐࠊࡣࡢ࠺࠸㸲㌴⥺ࡢࡇ

 ࠋࡍ࠾

ព⏝ࡃ⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡇࡓࡗᛮ࠸ࡓࡋᚚᢨ㟢ឤࡢୣ◁ࠊ㤳୍⚾࡛ࡇࡇ

ࡢࡏḷྜࡔࡔࡀ㆟ࡢࡇࡃ࡞࡞ࡍࡁ࠸࡛ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡏ࠸࡚ࡋ

 ࠋࡍࡁ࡛㎸ࡣḟᅇࠊࡔࡓࠊ࡛ࡢࡍ࡞ࡌឤ࡞࠺

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

࣮࣡ࢺࢿ㧗㏿㏻ࠊⓙᵝ᪉ࠋ࠺ࡋ࡛࠸ࡋࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

ࡑࠋࡍ࠸ᛮࡓ࠸ࡔࡓ࠸ヰ࠾࠺࠸࠶㔜せ࡛ࡣ࡚࠸࠾୰ᅄᅜᆅᇦࠊࡣࢡ

ࡢᚋ᭱ࠋࡍ࠶࡛ࡇࡢഛᩚࡢ⥙㧗㏿㕲㐨ࠊࡓࡋ࠶ࡢᚚពぢࡢಟᩥࠊ୰࡛ࡢ

ゝ⌧⾲࠺࠸⥺᪂ᖿࠊࡣⓙᵝ᪉ࡢᆅᇦࡢᅄᅜࠊࡀࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡇ

᪂ᖿࠊࡃ࠸ウ≧ἣ᳨ࡢ୰ᅜࡓࡋ࠶ࡢᚚᥦ᪉ࡢࡉᖹ▱ࠊࡀࡓࡋ

ಟࡢࡇࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡇ࠺࠸࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡀ᪉ࡢࣥࣞࢺࢪ࣮ࢤ࣮ࣜࣇ⥺

▱ᖹࠊ࡛ࡢࡍ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡃ࠸࡚ࡋせồ࡚ࡗ࡞ࡘ୍ࡀ୰ᅄᅜࠊࡣ࡚ࡋᩥ

ࡉಟᩥࠕࠊࡓࡋ࠶ࡀ୰ᅄᅜࡅ࠾᪂ᖿ⥺ࡣࣥࣞࢺࢪ࣮ࢤ࣮ࣜࣇ

ࡇࡍຍ㏿⤌ྲྀ࡞ලయⓗࡓࡅྥഛᩚࡢ⥙㧗㏿㕲㐨ࠊࡌ ᙧ࡛ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠖࠊ

 ࠋ࠺ࡋ࠸ࡊࡈ࡛ࡀ࠸ࠊࡅࡍ࠸࡚࠼⪄࠸ࡓ

 

㸦␗㆟ࡢࡋ࡞ኌ㸧 

 

ࡇࠊ࡛ୖࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉಟᩥ࡞࠺ࡢࡑࠊࡣ࡛ࡑࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 ࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᩥ࣮ࣝࣆࡢ

 

ࡘ࣮ࢸࡢࡇࠋࡍ࠶࡛࡚ࠖ࠸ࡘ⤌ྲྀࡢᅜᅵᙉ㠎ࠕࡢ┠␒㸱ࠊ࡚ࡋࡁ⥆ 

ࡉᑿ㷂▱ࡣࡎࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸ᚚᥦ┴▱㧗ࠊࡣ࡚ࡋࡁ

ᥦ㊃᪨ࠊ࡚ࡋࡁࡘᚚㄝ࠾㢪ࠋࡍࡋ࠸ 

 

 ᑿ㷂㧗▱┴▱ۑ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰ࠾ࠊ࡚࠸ࡘ⤌ྲྀࡢᅜᅵᙉ㠎ࠊࡣ࡛ࡑ 

つᶍ࡞⅏ᐖᑐࡍᑐ⟇ࠊࡣ࡚ࡋࡁࡘ୰ᅄᅜ㐃ᦠ࡚ࡋ⤌ྲྀࡢᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸱᭶
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࡞ࡁᆅ㟈࡛ࣇࣛࢺ༡ᾏࠋࡍ࠶࡛ࡇࡓࡋ⤖⥾༠ᐃࡢไᗘࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ

⿕ᐖࡀᐃࡉᮏ┴ࠊࡣ࡚ࡋኚᚰᙉࡃᛮࡢ࡛ࡇࠊ࠶࡛ࡇ࠸࡚ࡗ㛫

ࠊࡦࡐᚋࠋࡍ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ⾜࡞㆟ࡢࣝࣞ⪅ᐇົ⦏ඹྠカࡢ୰ᅄᅜ࡛

࠸㢪࠾ࡃࡋᚚ༠ຊࠊ࡞㐍ᴟⓗ✚㐃ᦠࡢ࡛ࢫࣇ࣭ࢺ࣭ࢫࣇ

 ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦

ࡋࡅཷࡇࡓࡉ㛶㆟Ỵᐃࡀ⏬ᅜᅵᙉ㠎ᇶᮏィᖹᡂ㸰㸴ᖺࠊ୰࡛࠺࠸࠺ࡑ 

ᮏࠋࡍ࠸ᛮࡇ࠸࡚⾜ࡀᐃ⟇ࡢ⏬ᅜᅵᙉ㠎ᆅᇦィ࡛ࡒࡑ┴ྛࠊ࡚

ࢺ༡ᾏࠊ࠸࡚ࡗ࡞┠㸰ᮇࠊࡋࡍ࠶࡛ࡇࡓࡋᐃ⟇⏬ィࡢࡇࠊඛ᭶┴

࠶࡛ࡇ࠸࡚㐍⅏ᐖᑐᛂᐇ☜ࠊ࡚ࡋࡁᇶ࡙⏬ᆅ㟈ᑐ⟇⾜ືィࣇࣛ

⤌ྲྀ࡚࠸࠾┴ᮏࠊࡅࡍ࠸ᛮ࠸࡚㐍⤌ྲྀࡒࡑ┴ྛࠋࡍ

ࡅࡃ࡚ࡗ࡞ࣜࢡ࠸ࡀࡇ࠸࡞ࡁᑐᛂ࡛ࡣ࡛ࡅࡔࣝࣞ┴ࠊ୰࡛ࡃ࠸࡚ࡋ

ሙࠊ㐃ᦠࡢᅜ࡛ࣞࣝࠊ㐃ᦠࡢ୰ᅄᅜ࡛ࣞࣝࠊ㐃ᦠࡢᅄᅜ࡛ࣞࣝࠋࡍ࠶࡛

 ࠋࡍࡁ࡚࡛ၥ㢟࠺࠶࡛࠸࡞࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡀ௮ᨭࡢእᅜࠊࡣ࡚ࡗྜ

ࡍࡍࡀⅬࡢࡑࠊ୰࡛ࡢ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋᐃ⟇⏬ᅜᅵᙉ㠎ᆅᇦィࡀࡒࡑ┴ྛ 

࠸࡛㐍ࡒࡑࡀᐃ⟇ࡢ⏬ᚋᆅᇦィࠋࡍ࡛ࡅ࠺ᛮ࠺ࡔࡃ࡚ࡗ࡞ࣜࢡ

࡚ࡋලయࡢࡑࠊ࠺ࡋ࡛ࡃ࡚ࡋලయࡀ㡯ᛮࡔᚲせࡀ୰࡛༠ຊࡃ

࡛➨ḟ࠼⪄ࡤࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ୰ᅄᅜ࡛㐃ᦠࠊᙧ࡛࡞ලయⓗࠊ࡚࠸ࡘ㡯ࡓࡁ

 ࠋࡍ࠸ࡊࡈ

 ࠊࡤ࠼ᩆຓ࣭ᩆᛴ࣭ᾘⅆάືಀᗈᇦⓗཷ࡞యไࠊࡍ࠺㛵ಀᶵ㛵

㐃ᦠࡓࡋ≀㈨ㄪ㐩࣭౪⤥యไࠊࡍ࠺ᗈᇦ㑊㞴⪅ཷࡢධయไࠊࡍ࠺ᛂ

ᛴ௬タఫᏯࡢᘓ⠏㈨ᮦ࣭సᴗဨࡀ㊊ࡇࡍᅇ㑊ࡢࡓࡍయไࡢᵓ⠏ࡍ࠺

⬟ྍࡀタᐃࡢࢲࣥࢪ࡞ලయⓗࠊࡘ㐍ࡒࡑࡀᐃ⟇ࡢ⏬ᆅᇦィࠊࠎ➼

ࠊࡀࡍ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ㐃ᦠ࠸࠸ලయⓗ᪤ࠋࡍ࠸ᛮ࠺ࡔ࡞

࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᚚ༠ຊࡦࡐ࠺ࡍࡁ࡛ࡀࡇࡆ㐙῝࡞ࡉ

 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࡒ࠺ࠋࡍ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࡢᥦࠊ࡚ࡋࡁࡘ㣤Ἠ▱࠾ࡃࡋࡉ㢪ࠋࡍࡋ࠸ 

 

 㣤Ἠᚨᓥ┴▱ۑ

 ࠊᑿ㷂▱ࡀࡉゝࠊࡣ࡚࠸ࡘ௳ࡓ㠃ⓗ㈶ᡂ࡛ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࠶⚾

ࠊ㸱᭶㸯㸴᪥ࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏస⏬ᆅᇦィ࡚ࡗษࢺᅜ࡛ࠊ㸱᭶㸲᪥

ྎ࡛⾜ࡓᅜ㐃㜵⅏ୡ⏺㆟࡛ᅜࡢ᪉Ⓨ⾲࠺࠸ࡋᡴデࡋ࠶ࡀ

 ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡛ࡢࡓ

 ඛᑿ㷂▱ࡀࡉゝࡢࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥࡓ῝ࡓࡗ࠸Ⅼࠊࡀࡍ࡛࡞ᐇ

ࡣᐇ᪉ࡢࡉᖖ┙㛗ࡢ௵๓ࡢࡉ༓ⴥ㛗ࠊ୰࡛ࡢࢺࢧ୰ᅄᅜࡢᖺࠊࡣ

ᚚᥦࠊࡘࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸㸯ḟࡣࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥࡢ㒊࡛ࠊࡀࡔ࠸࡚ࡁ

ࡤ࠼ᒸᒣ㤶ᕝྠࡀ⿕⅏ࡓࡋሙྜูࠊ ࡌ࠶ࡀᚲせ࠺࡚ࡅຓࡇࡢ
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ࢱࣥ࡞㸰ḟⓗࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ᚚ㈶ྠ᪉ࡉⓙࠊࡣᐇࡇࠊ࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞

స⏬ᆅᇦィࡀࡒࡑࡇࡦࡐࠊ࡛ࡢࡓࡋ࠶ࡀヰ࠺࠸࠺సࢺ࣮ࣃ࣮

ࡍ࠾࡚ࡗỴ࠺ࡣࡇࠊࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࡞㸯ḟⓗࡎࠊ࡚ࡗࡓ࠶ࡃ࠸࡚ࡗ

࡞㸰ḟⓗࠊࡣሙྜࡓࡗࡋ࡚ࡅ⿕⅏ཷྠࡀࡑࠊࡋࠊࡉࡇࠊ

̀̔ࠊ࡚࠸ࡘⅬࡓࡗ࠸㎸ࡁ᭩୰ࡢࡑࡗࡋࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ ࠺࠸ࡍᑿ

ᓮ▱ࡢࡉᚚᥦࡢࡑࡦࡐࠊ࡚࠸ࡘ㒊ศ࠾ࡃࡋ㢪࠸ࡓࡋ࠸ᛮࠋࡍ࠸

ᖺࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡇࡓࡗ࠸࣮ࣟࣇࡢ 

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡉ▱㷂ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

 ▱┴ᓥᗈ㷂ۑ

 ᖺࡢ୰ᅄᅜࡣ⚾ࠊࢺࢧḞᖍࠊࡣࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡋ㸶᭶㸰㸮᪥ࡢᅵ◁⅏ᐖ

ྛࠊࡣ࡚ࡋࡁ࠾ᅵ◁⅏ᐖࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡋࡓ࠸Ḟᖍࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࠸ࡊࡈࡀ

ࡢࡇࠊࠎ➼ὴ㐵ࡢ࣮ࣜࢱࢡࢻࠊᾘ㜵㆙ᐹࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸ᚚᨭ࡞ࠎᵝ┴

ሙ࠾ࠊ࡚ࡋᚰᚚ♩⏦࠸ࡓࡆୖࡋᛮࠋࡍ࠸ 

 ඛࡢᑿ㷂▱ࡢᚚᥦ࡛ࡔ࠾ࡢࡑ⚾ࠊࡅࡍឤࡌḟ➨࡛ࠊࡀࡍ

ලయⓗࠊࡓࡃ࠸࡛⤌ྲྀࡤ࠼ົ᳨ࣞࣝࡢウྜ㐍࠺࠸࠺ࡋ

࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ㈶ྠࡣ࡚࠸ࡘࡑ⚾ࠊࡤࡍ࠶ᚚ㊃᪨࡛࡞࠺

 ࠋࡍ࠾

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ᒣୗ㛗ࠋࡉ 

 

 ᒣୗ୰ᅜ⤒῭㐃ྜ㛗ۑ

 ᅜᅵᙉ㠎ࡗࡕࡣእヰࠊࡀࡏࡋ࡞ᚚ⌮ゎ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸

࠶ࡀヰ࠾ඛࠊࡣ࡚࠸ࡘഛಁ㐍ᩚࡢ㐨㊰ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉⓎゝࠊࡓ

ᐇ࡞ィ⏬ⓗࡢ⟇ᮙᑐ⪂ࡣ࠸࠶㟈⪏ࡢ➼タ‴ ࡣ⚾ࠊ௨እࡑࠋࡓࡋ

ᅜ࠾㢪ࠋࡍ࠾࡚ࡋࡓ࠸࠸⪏⏝ᖺᩘࡀ㐣ࡦࡐࠊࡋࡍ࠸࡚ࡂᚚ⌮ゎࡔࡓ࠸

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ

࠸ࡊࡈ࡛ࡅ࠸࡚ࡋᆅ❧ࡉࡃࡓࡀᴗࡣᡞෆᾏἢᓊ℩ࠊࡣࡘ୍࠺ࡑ 

ࠊ࡚ࡋ࠸ࡀࡓࡋࠋࡍ࠶ࡘࡘ࡞タഛ࡞㌾ᙅ࠼⪄࡞ὠἼࠊࡅࡍ

ᴗࡀ㜵⅏ῶ⅏ࠊ࡚࠸ࡘ⛯ไⓗ࡞ඃ㐝ᥐ⨨せᮃࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡋࡓ࠸

࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡍ࠸ࡊࡈ௨ୖ࡛ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ᚚ⌮ゎࡢⓙᵝ᪉ࡦ

 ࠋࡍ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

ࠊ㛵ಀࡢ⟇ᑐࡢつᶍ⅏ᐖࡢࡇࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡋ 
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ኚ㐃ᦠࡀ㔜せ࠺࠸ࡔㄆ㆑࡛ⓙ࠸࡚ࡉ⮴୍ࡀࡉᛮࡇࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡍ࠸

㣤Ἠ▱ࠊࡓ࡚ࡋࡑࠊ㐃ᦠࡢ࡛ࣝࣞ࡞ලయⓗࡢᚋ࡛ࡓࡋᐃ⟇⏬ᆅᇦィ

࠸ྜࡋヰࡢࣝࣞ࡞ᐇົⓗ࠸࠸ࠊྵࢺ࣮ࣃ࣮ࢱࣥ࡞㸰ḟⓗࡓࡗ࠶ࡢヰ࠾

࠸ࡃ࠸࡚῝㐃ᦠࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡗᛮ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋࡗࡋ

࠺࠸࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠸ྜࡋヰࡢ࡛ࣝࣞ࡞ᐇົⓗࠊ࡛ୖࡓࡋඹ㏻ㄆ㆑࠺

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᅇࡇ

 

ࡣ࣮ࢸࡢ௨ୖࠊ࡚ࡋࡁ⥆ࠊ࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉពぢ᭱ࡢᚋࠊ࣮ࢸࡢ

࠸ᚚᥦ┴ឡࡣ࣮ࢸࡢࡇࠋࡍ࠶࡛࡚ࠖ࠸ࡘ᥎㐍ࡢほග㐃ᦠ࡞ᗈᇦⓗࠕ

ୖࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚࠸ࡔࡓ ⏥▱ࡉᥦ㊃᪨࡚࠸ࡘᚚㄝ࠾㢪ࠋࡍࡋ࠸ 

 

 ឡ┴▱⏥ୖۑ

୰ᅜᮏᖺ㸱᭶ࠊࡅࡓࡋࡋヰ࠾ࡗࡕඛࠋࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

⧄ࡀ㍈⦪࡛ᾏ㐨࡞ࡋᡞෆ℩᪥ᮏᾏࠊ࡚ࡋ࡞⥺㛤㏻ࡀ㐨⾤࡞

㸰㸴ᖺᗘࠊࡓࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛ࡅࡓࡉ⦰▷ࡀ㛫ື⛣ࡢ୰ᅄᅜ㛫ࠊ࡛ࡇࡓࡗࡀ

ά࡞᭦ࡢᆅᇦὶࠊ࡚ࡗ┦ຠᯝࡢᅜඹ㏻ᩱ㔠ࡢ㏿ᮏᅄ㧗ࡓࡋࡉᑟධ

Ⓨࡀぢ㎸ࠋࡍ࡛ࡇ࠸࡚ 

༡ண༤㸰㸮㸯㸴ࡢࡋ࠸ࡦ࠼ࠕࡣ࡛┴ᮏࠊࡣ᮶ᖺࠊ୰ࡓࡋ࠺ࡇ ࡣ࡛┴㤶ᕝࠖࠊ

ᡞෆᅜ㝿ⱁ⾡⚍㸰㸮㸯㸴℩ࠕ ࣥᆅ࡛ᆺྛࠊ࡞ዟᅄ༑༤ࠖࠕࡣ࡛┴▱㧗ࠖࠊ

 ࠋࡍ࠸࡚ࡉணᐃࡀࢺ

ᅗ㐃ᦠ࡞ᗈᇦⓗࡢ࡞ࢺࣥᆅᇦࢺࣥᆺ⾜୰ᅜᅄᅜ࡛ࠊ࡛ࡇࡑ

ほග࿘㐟࣮ࣝ࡞ᗈᇦⓗࠊࡣ࡚ࡋᑐᅪᇦእࠊࡍ᥎㐍ほගὶࡢᅪᇦෆࠊ࡚ࡗ

ࡉᥦ࡚ࡋ࣮ࢸࡢពぢࡢᅇࠊ࠼⪄࠺ࡣ࡚ࡋሗⓎಙࠊ࡚ࡋタᐃࢺ

 ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ

 ྛࠊࡤ࠼┴ඹྠ࡛ࡢつᶍࡢࢺࣥሗⓎಙࠊ⛣ືᡭẁࠊ㛫ࠊ㊥㞳ࠊ⤒

㊰ࡢ࡞ሗⓎಙ࣮ࢸࠊࡌࡣࢢࣥࣜࢡࢧࠊࡓࠊᛶ࠶ࡢ࿘㐟࣮ࣝࡢࢺ㐃ᦠ࣭

༠ຊྛࠊࡍ࠼⪄ࡀ࡞ ࡞ࢹඛ⾜࠸࡚⤌ྲྀࡀ┴

ሗඹ᭷ࠊࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᰂ㌾࡞ࡊࡉ㐃ᦠດ࠾࡚࠼⪄࠸ࡓࡁ࠸࡚

 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࠋࡍ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ᚚពぢ࡚ࡋࡁࡘ࣮ࢸࡢࡇࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡉᖹ▱ࠊࡀࡍ

 

 ᖹ㫽ྲྀ┴▱ۑ

 ୖ⏥▱ࡢᚚពぢ㈶ᡂ࡛ࠋࡍ࠸ࡊࡈࠊࡣᾏእ᮶࠾ࡓᐈࡉ

࠼⪄୰ᅄᅜయ࡛ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡋ࠸ࡊࡈ࡛ࡇ࠺࠸ࡃ࡚ࡗᣢ࡚ࡗ࠺

ᡞෆ℩ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡚ࡍࡀᡞෆᾏ℩ࠊ࡛ࡇ࠺࠸ࡔ୰ᅄᅜࠋࡍ࠶࡛ࡁ
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ᾏ☜ࡣෆᾏ࡛⚾࡞ࡔ࠸ࡁࠊࡍ࠶ᛮࠊࡋࡍ࠸ዲࡅࡍ࡛࡞ࡁ

ࠊ࡚ࡋ࠸ࡊࡈෆᾏ࡛ࡢ㝣ࢪ᪥ᮏิᓥࡢࠎᡃ᪥ᮏᾏࠊࡤ࠶ෆᾏ࡛ࠊ

ࡅࡔ࠸࡞ゝ࠸ᝏࡀㄒ࿅࠺࠸ࠖ࠸࠸࡞ࡓࡁࠕࠊ࡛ࡢ࡞ෆᾏ࠶ࠊࡔࡓ

▱㧗ࡐ࠸ࡋ⨾ኴᖹὒࠊࡑࠋ࠸ࡋ⨾࡚ࡗࡔ᪥ᮏᾏࠊࡍ࡛ࠋࡍ࠶࡛

ほග࣮ࣝࡓࡆ⧄ࡘ㸱ࡢࡇࠊ࡚ࡋࢺ㸱ᾏ࣮ࣝࠊ࡚ࡋ࠸ࡊࡈ࡛ࡅ࠺ゝ

ᗈᇦᅜ㝿࠺࠸࠺ࡑࠊࡦࡐࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈᶆ࡛┠ࡢ୰ᅄᅜయ࡛ࡀࡢ࠺࠸࠺సࢺ

ほග࣮ࣝ࡞ࡇࡓࡋ࠺ࡑࠊࢺᛕ㢌ࡣ࠸࠶ࠊࡁ⨨タᐃࡓࡉ௨እࢺ࣮ࣝࡢタᐃ

 ࠋࡍ࠸ᛮࡤࡅࡔࡓ࠸ᚚ⌮ゎࠋࡍ࠸ᛮ࡞࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡓࡋⓙ᳨࡛ウ

 ࠊࡤ࠼ᒣୗ㛗୰⤒㐃ᘬࡗᙇࠊ࡚ࡋ࠾࡚ࡗほග㠀ᖖ⇕ᚰྲྀ⤌

㹂㹋㹍ࠊࡤ࠶࡛ࡢ࠺࠸ࡍタᐃࢺᅜ㝿ほග࣮ࣝࡢᒣ㝜ഃ࡛ࠋࡍ࠾࡛

βࠊࡅࡍ࠸ᛮࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋᙜ↛ཧຍ ࡤࡅ࡞ࡀ㐃ᦠࡓ࠼㉸ᐁẸ࡞ࠎ

㐍ࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡅ࠸࡞ࡢᆅᇦࡣࡇ㈇ࠊࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡅ㡹ᙇ࡚ࡗ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠺ࡇ࠸࡚ࡗ

ࡘ࠸ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᨵྡ┴ྲྀ⽣ࠊࡓࡣ┴㫽ྲྀ㸷᭶ࠊ࡞ࡕ 

㫽ྲྀ࡛ࣝࢽḼ㏄࠾ࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚ࡋᚅࠋࡍ࠾࡚ࡆୖࡋ⏦ࡕ 

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ఀཎᮌ▱ࠋࡉ 

 

 ཎᮌᒸᒣ┴▱ఀۑ

 ఱ௰㛫እ࡞࠺࠸࡚ࡋᝏ࠸ឤࠊࡅࡍࡋࡀࡌ↛࠶ࡣࡇ࡞ࡑ

ࡗỴ┴ᒸᒣࠊࡀ࣮ࣥࣥࣕࣥࣙࢩ࣮ࢿࢸࢫࢹࡢ㹈㹐ࠊࡢ᮶ᖺࡣᐇࠋࡏ

ࡏゝ᪉ࡢ㹈㹐ࠊࡣ࣮ࣥࣥࣕࣥࣙࢩ࣮ࢿࢸࢫࢹࡢᒸᒣࡢᅇࠋࡍ࠾࡚

࡛ࡅࡔ┴ᒸᒣࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ࡚ึࡣࡢ⤌ྲྀᗈᇦ࿘㐟ࡃ࡞࡛ࡅࡔ┴ࡢࡘ㸯

ࠋࡍ࠸࡚㐍ഛ‽࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡔࡓ࠸᮶࡚ᗈᇦࠊ୰ᚰ┴ᒸᒣࠊࡃ࡞ࡣ

ࡣࡁࡍ㹎㹐ᾏእࠊࡋࡔ࠺ࡑᅜෆ࡛≉ࠊ࡚ࡋ࠶࡛ࡇࡢ↛ᙜࠊࡣࡇ

ᒸᒣࡋࡣࡢ࠺࠸ࡅࡔᦆ࡛ࠊ୰ᅜᆅ᪉࡛ࡢูࠊࡓࡗ࠶ᅛࡓࡗ࠶࡛᪉ࣥࣆࡀ

࡞࡚࠾ࡓࡏྜዲࠊࢪ࣮࣓ࡢᐈᵝ࠾ࠊ࡛ࡢࡍᙉຊ࡛ࡀຊᙇࡗᘬࠊࡋࡃ

ࠊࡦࡐࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠺࠸ࡃ࡚ࡗ࡞ᗈᇦ↛⮬ࠊ࡞ࡇ࠺࠸ࡍࡋ

᮶ᖺࠊ࡛࣮ࣥࣥࣕࣥࣙࢩ࣮ࢿࢸࢫࢹࡢⓙᵝ᪉ࢺ࣓ࣜ⥴୍ாཷ࠸࡚ࡋ

ࢺ࣓ࣜࡦࡐࠊ࡛࣮ࣥࣥࣕࡉࡀⓙᵝ᪉ࠊᑗ᮶ࠊࡋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ

ாཷ࠸ࡓࡋᛮࠋࡍ࠸࡚ࡗ༠ຊ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ࡚ࡋᛮࠋࡍ࠸ 

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ᑿ㷂▱ࠋࡉ 

 

 ᑿ㷂㧗▱┴▱ۑ

 ࠊᖹ▱ࠊෆᾏࡣࡢ࠺࠸℩ᡞෆᾏࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ᪥ᮏᾏ࠾࠺࠸ࡔ࠺ࡑ
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ヰࠋࡓࡋ࠶ࡀᾏࠊࡣࡢ࠺࠸ෆᾏࠋࡏ࠶ࡣ࡛ࡅࡔኴᖹὒࠊእᾏࡢ࠺࠸

࡞㨩ຊⓗほⅬ࠺࠸⏕ᆅ᪉ࠊ῭⤒ࠊ࡚ࡋ⤌ᯟࡢࢺࢧ୰ᅄᅜࠋࡍ࠶

࡞ࡣ࡛ࡇࡁ࡛ࡀ㐃ᦠࡢ㉸ᗈᇦ࡛㒊ぢ᪥ᮏᾏࠊᡞෆᾏ℩ࠊኴᖹὒࡣࡢ

 ࠋࡍ࠶࡛ࡅ࠺ᛮ࠸

ࡁ࡛ࡢࡇ࠺㐢୍ࡑࠋࡍ࠸㐪ࡀಶᛶࡒࡑࠊᾏࡢࡘ㸱ࠊ࡚࠼⪄

ᙜ࣓┦୰࡛ࡢ᪥ᮏࠊ࠶࡛⤌ᯟࡢࡇࠊࡤࡍࡁ࡛ࡀࡇసࢺ࿘㐟࣮ࣝ

 ࠋࡍ࠶࡛ࡇ࠸࡚࠼⪄࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞⤌ྲྀ࠶ࡢࢺࣜ

ᅄᅜ࿘㐟࣮ࣝࢺ℩ᡞෆ࿘㐟࣮ࣝࡒࡑ࡛ࢺ༠ຊࡢࡒࡑࠊࡀ࡞ࡋᆅᇦ࡛

⚾┴ྲྀ⽣ࠋࡍ࡛ࡅ࠺ᛮ࠸࠸ከ㔜ᵓ㐀࡛ࡣࢺ࿘㐟࣮࡚ࣝࡏేࠊࡀ࡞ࡋ༠ຊ

ከ㔜ᵓ㐀ࡢᙧ࡛࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ⾜ேࡢ㒊ศࠊࡋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ⾜

ⓗ࡞㐃ᦠࡀ㐍࠾ࡃࡋࡦࡐࠊ࠺ࡍࡁ࠸࡛㢪࠾࡚࠼⪄࠸ࡓࡆୖࡋ⏦࠸

 ࠋࡍ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 㣤Ἠ▱ࠋࡉ 

 

 㣤Ἠᚨᓥ┴▱ۑ

 ࠊࡒࡑࠊ୰ᅄᅜ࡛ࡢ࿘㐟࣮ࣝࢻࣥࣂࣥࡋࠊࢺᑐ⟇࠾࠺࠸ヰ࠶ࡀ

ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᥦᚨᓥࠊ࡛ୖࡓࡋᐃࡇࠊ࡛ࢺࢧ୰ᅄᅜࡢᖺࠋࡓࡋ

⏬࿘࡛⤌ࡀ┴㸷ࡑ♫࣮ࢱࣥࣞࠊࡓࠊ㹌㹃㹖㹁㹍す᪥ᮏࠊࡀࡢࡓ࠸

㐟ࡘࠊ㧗㏿㐨㊰ࡢ⏬ᘬࡇ࠺࠸࠺ࡇࠊᥦࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

㈶ྠࡢࡑࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸ᚋࠊᐇࠊࡣ࠾ヰࡓࡗ࠶ࡢᗈᇦ࿘㐟ほග࣮ࣝࡢࢺᇶ࡛࠶

ࡣᐇࡀヰࡢᵝྠ᥎㐍㐃ྜࢻࣥࣛᡞෆ℩ࡣ࠸࠶ࠊ㐀ᶵᵓࢬ࣮ࣜࢶᅄᅜࡍ

㹌㹃㹖㹁㹍す᪥ᮏࠊ࡚࠸࡚ࡗ⾜㹌㹃㹖㹁㹍す᪥ᮏࡢ᪉࡞ㄪᩚࡃ࡚ࡋ

ゝࠋࡍ࡛ࡇ࠸࡚࠾ࡢヰ࡛ࡣࠊࡃ࠸㸷┴య࡛ࡁ࡛ࡢࡇ࠺

ഛ‽ࠊࡣᖺᗘ୰ࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠸ᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡚ࡋ⟇ᑐࢻࣥࣂࣥ

࡛ࠊ࡛ࡇ࠺࠸⤌ᯟࡢ┴㸷ࡢࡇࡀࡢ࠸࡛㐍␒୍ࡀ ࠸࠸ᖺᗘ୰ࡤࡁ

ࡣࡎࠊ࡚࠸ࡔࡓ࠸ᚚ༠ຊⓙᵝ᪉ࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠾࡚࠼⪄࠺ࡋࢺ࣮ࢱࢫ

ᐇドᐇ㦂ⓗඛ⾜࠺࠸࡚ࡋᙧ࡛㐍࠸ࡓᛮ࠾ࡃࡋࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠸㢪࠸

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

ࠎᵝⓙᵝ᪉ࠋ࠺ࡋ࡛ࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡋࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

᭱ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸ᚚពぢ࡞ ᚋࡢ㹌㹃㹖㹁㹍ࡢ㛵ಀ࠾ࡢヰࡦࡐࠊࡣ๓㐍ࠊ࠺

ࠊ࠺ࡓࡋ࠶ࡀヰ࠾࠸࠸ࠊࡓࠊࡋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋᮇᚅࡇ㐍ࡀ⤌ྲྀ

༢┴ࠊ࡚ࡃ࡞ࡌ୰ᅄᅜయ࡛ࠊほගࡢሗඹ᭷ࠊሗⓎಙࠊᵝ࠼⪄ࡀࡇ࡞ࠎ

୰ᅄᅜ࡛ࠊ୰࡛࠸࡚ࡗ㡹ᙇ⚾ࠊ࡛ࢡࣟྛࠊࡣࠋࡍ࠸ᛮ

ࠊⅬࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡗᛮ࠶ࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡗࡗࡋࡣࡇࡅ࠸࡚ࡗ
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ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉウ᳨ࡗࡋࡁ࡛ࡀࡇࡓࡗ࠸࠺ࠊົ࡛ࣞࣝࡓ

ࡋᚋࠊᙧ࡛ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡣ࡛ࡑࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࠊ࡛ࡢࡍ࠸

࣮ࢸࡢࡘ௨ୖ㸲ࠊ࡚ࡋࡋ࠺ࡩ࠺࠸࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉົ᳨࡛ࣞࣝウࡗ

⤊࡚ࡍ࡛ࡇࡣ┠ពぢ㡯ࡓࡋ࠾࡚ࡋᮏ᪥ணᐃࠊ࡚ࡋ⤊࡚ࡍࠊ

 ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ

ࡓ࠸ࡕᚅ࠾ࡗࡕ࠺ࠊ࡚ࡋ࠾࡚ࡋ࣮ࣆࢥࡢࡓࡋಟṇࠊࡣᩥ࣮ࣝࣆ 

ົᒁࠊ࡛ࡢࡍ࠸ࡊࡈࡀሗ࿌㡯ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ㐍ඛࠊ࡚ࡋࡁࡔ

ሗ࿌㡯࠾ࡃࡋ࡚ࡋࡁࡘ㢪ࠋࡍࡋ࠸ 

 

 㸦ୖ㔝ᒣཱྀ┴⥲ྜ⏬㒊㛗㸧ྖۑ

ࡍ࠶㸲ࡢ㈨ᩱᡭඖ࠾ࠋࡍࡆୖࡋ⏦ᚚㄝ࡚࠸ࡘሗ࿌㡯ࠊࡣ࡛ࡑ 

࡚࠸ࡘ࠸㞟ࡢ୰ᅄᅜᩥ ࢺࣥඹྠࠕࠊࡅ ࠋࡍ࠸࡚ࡋ㓄࠾㈨ᩱࠖࡢ

୰ᅄᅜ㸷┴࡛ࠊࡣᣢࡕᅇࠊ࡛ᖹᡂ㸲ᖺᗘᩥὶᐇࠊ࡚ࡋ࠾࡚ࡋᖺ

ᗘࠊࡣ㸯㸯᭶ᓥ᰿┴࡛㛤ദࠋࡓࡋࡉ㠃ࠊ࡚ࡋ࠸ᮏᖺࠊࡣ࡚ࡋࡁ࠾

㸯㸯᭶㤶ᕝ┴࡛㛤ദࡢணᐃࡢࡒࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ෆᐜࠊࡣ࡚ࡋࡁࡘ㈨ᩱ

 ࠋࡍࡆୖࡋ⏦࠸㢪࠾ࡃࡋࡒ࠺ࠋࡍ࠸ࡊࡈ࡛࠾ࡢ

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

࠸ࡊࡈࠊ࡞ᚚ㉁ၥⓙᵝ᪉ࠊ࡚ࡋࡁࡘⅬࡢࡇࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ௨ୖࡣሗ࿌㡯ࠊࡣ࡛ࠋ࠺ࡋ࡛࠸ࡋࠋ࠺ࡋ࡛ࡍ

 

 ᭱ᚋࠊḟᅇࡢ㛤ദ࠾ࠊ࡚࠸ࡘㅎ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᛮ࡛ࡇࠋࡍ࠸

▱⏥ୖࠊࡅࡍ࠶࡛ࡅ࡞ࡉ┴ឡࡣḟࠊࡍ࠸࡛␒㡰ࡢ

 ࠋ࠺ࡋ࠸ࡊࡈ࡛ࡀ࠸ࠊࡉ

 

 ឡ┴▱⏥ୖۑ

 ႐ࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡅཷ࡛ 

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ⓙᵝ᪉ࠋ࠺ࡋ࡛ࡍ࠸ࡊࡈ࠺ࡋ 

 

㸦ᢿᡭཬࠕࡧ␗㆟ࡢࠖࡋ࡞ኌ㸧 

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

࠸࡚ࡏࡉ┴ឡࡣ┴㛤ദࡢḟᅇࠊ࡛ࡢࡓࡋࡁࡔࡓ࠸ᚚ㈶ྠࠊⓙᵝࠊࡣ࡛ࡑ 

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ゝ୍ࡉ▱⏥ୖࠊ࡛ࡇࡇࠊࡣ࡛ࡑ 
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 ឡ┴▱⏥ୖۑ

 ୍ゝᚚᣵᣜࠋࡍࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᖺᗘࡢࢺࢧࡢ㛤ദࠊࡣ࡚ࡋࡓ࠶ᮧ

ᒸ▱ࠊࡌࡣᒣཱྀ┴ࡢⓙᵝ᪉ࠊࡣᮏᙜኚ࠾ୡヰ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ࠊ࡞

 ࠋࡓࡋ

ḟᅇࠊᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࠊឡ┴࡛㛤ദࠊ࡛ࡢࡍ࡛ࡇ࠺࠸ࡅࡔࡓ࠸ㅽࡅཷ࠾࡛

ࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡋດຊ࠺ࡍ࡞㆟࠸ከᐇࠊᖺᗘྠᵝࠋࡍࡋࡓ࠸

 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋ

㸯㸯᭶㸰㸶ᖺ㸱᭶ࡣ࡛┴ᮏࠊࡀࡍ࠾࡚ࡋ㓄࠾ࢺࣞࣇࣥࣃᡭඖ࠾ 

᮶ࠋࡍ࠾࡚ࡋࡓ࠸ࡇࡍ㛤ദ༡ண༤㸰㸮㸯㸴ࠖࡢࡋ࠸ࡦ࠼ࠕࠊ࡚ࡅ

ᖺᗘࡢࢺࣥ࠺ࡕࠊࡣࢺࢧࡢᮇ㛫୰࡛࠸࡞ࡣᛮࠊࡦࡐࠊ࡛ࡢࡍ࠸

ከࡢࡃ᪉༡ணᆅᇦ࠾㉺ࡦࠊ࠸᠁ࡉࠕࠊ࡚ࡋࡁࡔࡓ࠸ࡋࡦ࠼ࠋ

༡ணࡋ࠸ࠊࡢ᪑ࠖࠋ  ࠋࡍࡌᏑࡃࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋయឤ

ⓙᵝ᪉࠾ࡢ㉺ࡋᚰ࠾ᚅࠊ࡚ࡋࡆୖࡋ⏦ࡕᚚᣵᣜࠊࡒ࠺ࠋࡍࡋࡓ࠸

 ࠋࡍࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋ

 

㸦ᢿᡭ㸧 

 

 ㆟㛗㸦ᮧᒸᒣཱྀ┴▱㸧ۑ

 ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋ᮶ᖺࡓࠊࡦࡐࠋࡓࡋ࠸ࡊࡈ࠺ࡀ࠶ 

 

㈨ᩱࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉㄝࠊ㢌ཱྀ࡛ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ྜ㛫ࡀ࣮ࣆࢥ 

㸯࡛ࠊࡎࠊࡅࡍ࠸ࡊࡈ㸯㸦㸯㸧յࠕࡢ᪥ᮏ∧㹁㹁㹐㹁ࠖ࠸ࡊࡈ࡛ࡇࡢ

㈈ࠕࡢ┠⾜㸰ୗࠊࡀࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ᚚぴ㈨ᩱࡢࡕࡇࠊࡅࡍ
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第２５回中四国サミット共同記者会見議事録 

 

日 時：平成２７年９月４日（金） １５：１５～１５：２９ 

場 所：山口グランドホテル 「孔雀」 

 

○司会（上野山口県総合企画部長） 

 それでは、ただ今から、共同記者会見を始めさせていただきます。本日採択されま

した共同アピールはお手元にお配りしておりますとおりでございます。最初は、この

内容につきまして、今回のサミットの議長であります村岡知事から説明をお願いいた

します。 

 

○村岡山口県知事 

 本日、いろんな意見交換をいたしましたが、共同アピールとしてまとめております。

１つは「地方創生から日本創成に向けた取組」ということであります。今、地方創生

の取組、各地方でもそれぞれの総合戦略を作るという作業をしているところでありま

すけれども、国の取組をもっともっと強く打ち出していただきたいというところ、こ

れは我々共通の、懸念もありまして、しっかりこのタイミングで強くアピールをして

いこうということでございます。 

 １つは、特に中四国地域、課題先進地域ということで、本当に少子高齢化、人口流

出、多くの課題がこの中四国には大変立ちふさがっているわけであります。この地域

で、ぜひ地方創生を成功させるということが大変重要なことだというふうに思います

ので、そういった思いも込めまして、一緒になってアピールしていきたいということ

であります。内容はお配りしておりますとおりでありますけれども、地方への新しい

ひとの流れをつくっていくということ、そしてまた、安定した雇用を創出していく、

そして、特に若い世代の結婚、妊娠・出産、子育ての希望をかなえるといった点、そ

れからまちづくりですね、様々な点で取り組んでいく必要がある。そしてまた、特に、

地方創生に向けまして財源の確保という点が重要だったと思います。概算要求も行わ

れましてこれから予算編成が進んでいくわけでありますけれども、地方創生を本格的

に進めていく上では、思い切った拡大が必要である。そしてまた、自由度を高いもの

にしていく必要がある。このあたりは特に地方創生を進めていく上で財源が大変重要

でございます。これについては、各県でも国の情報について懸念する声もございまし

た。そういったことも踏まえて国に対してしっかりと訴えていくということで財源の

思い切った拡大等も、アピール文を修正をし、しっかり今回訴えていこうということ

でございます。 

 それとは別に「新型交付金の創設」については、別にもアピール文を作りましたの

で、そういった意味も込めまして、交付金、財源については、特に力を入れてアピー

ルしていこうということでございます。 

 それから、２点目は「高速交通ネットワークの整備促進」ということであります。
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これも、中四国地域、ミッシングリンクの問題、暫定２車線の問題、様々、都市の高

速交通ネットワークの形成が不十分であると思います。地方創生を進めていく上でも

やはりこのあたりの充実が必要でございますし、また、安心安全の確保という意味で

も大変重要な点であろうと思いますので、この点も国に対してしっかりとアピール、

中四国のまとまった思いとして、しっかりと伝えていきたいということでございます。 

 こういったアピールをまとめましたのと、それから、災害対応の連携、観光の取組、

こういった点、特に広域での連携をしっかりしながら取り組んでいこうと、そういっ

たことを確認をして、これからまた具体的な検討をしていきたいと思っているところ

でございます。私からは以上です。 

 

○司会（上野山口県総合企画部長） 

それでは、ここから質問のお受けをいたしたいと思います。質問に際しましては、

社名と名前、それから発言をしていただきたい方を御指名の上、質問お願いいたしま

す。 

 

○中国新聞 

中国新聞記者の村田と言います。最初に村岡知事にお尋ねしますが、今日、アピー

ルにもありましたけれども、来年度予算の確保について、内閣府の概算要求では１，

０８０億円という額になっていますけれど、そういった点も踏まえて、中四国サミッ

トとしては、この評価について、どういうふうに受け止めていらっしゃるのかについ

てお伺いしたいのと、あと具体的な意見交換にあまり上がらなかったと思うんですけ

れども、新型交付金に対する地方の負担額について、地方の新型交付金の執行に伴う

地方負担についての財政支援についても今回アピール文の中にも入っていると思う

んですけれども、それを盛り込んだ狙いについて教えてください。 

 

○村岡山口県知事 

この新型交付金についてでありますが、これは今日も御覧いただいたように各県か

らいろんな意見が出てまいりました。前回の、昨年度措置された交付金については、

補正予算であったわけでありますが、今回は当初予算で計上するということで、今要

求されているというところであります。国の予算編成のルールからいきますと、当初

予算に新しいものを盛り込むということは、大変なことでありますので、これが盛り

込まれること自体は、これは大きな前進だと思いますし、それは今日の御意見でもあ

りましたとおり、いろんな思いは各県もあるところであります。地方創生をしっかり

としたものにしていくためには、相当な、規模の思い切ったものにしていただきたい

ということで、各県がこれから地方創生の戦略を作っていく中で、やっぱりその取組

をする上で、どうしても財源というのは大変重要なものとして出てまいります。です

ので、当初予算もそうですが、今後の５年間も見据えまして、しっかりと国の姿勢を

強く打ち出してほしい。財源の面も大変強力な投資をしてほしいと、そういった思い
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をしっかりと伝えていこうということで、今回、強調していこうということでありま

す。そういったところで修正もしながら、アピールも日程を確保してこれから持って

いきますけれども、その点は伝えていきたいと思います。それから地方負担の点であ

りますけれども、これは今回の交付金の仕組み上、地方負担が想定されているところ

でございます。これにつきましても、裏負担分についてしっかりと財政措置をしてい

ただく必要があると思いますので、その点についてもしっかりと訴えていって、表の

交付金、そして裏の地方の財政負担についての措置、ここを、しっかり両方ともマネ

ジメントしてもらう必要があると思っておりますので、そういったところをしっかり

記載をして訴えていきたいと思います。 

 

○中国新聞 

細かい点ですが、地方財政措置は交付金での措置という趣旨でよろしいでしょうか。

交付金じゃないですね、交付税交付金の方で、地方交付税の措置ということでよろし

いでしょうか。 

 

○村岡山口県知事 

通常考えると、補助金の裏というのは交付税の措置ということになりますので、そ

ういったところで、しっかりと経常予算に算定されるということを求めていくという

ことであります。 

 

○日本農業新聞 

日本農業新聞の橋本と申します。村岡知事に伺いたいんですけれど、あまり話に出

てこなかったんですが、農林水産業につきまして伺います。地方の重要な産業という

位置付けで書いてありますけど、ＪＡグループの自己改革ということで、地方創生に

貢献しようといろいろ取り組んでいると思うんですけれども、知事からしてどのよう

な改革、どういった取組を望まれるか、聞かせてください。 

 

○村岡山口県知事 

各地域それぞれあると思いますけれども、山口県の方でもＪＡですね、しっかり強

化していこうということで、中でも改革の案をまとめてそれを取り組もうとされてい

るところでありますので、それをしっかりと後押しをして、我々としても施策的に連

携できる部分はしっかりしていきたいと思います。地方創生の中でも、やっぱり農林

水産業というのは重要でして、山口県について言いますと、農業者の高齢化というの

が全国２番目に高くなっておりまして、その減少率も全国で非常に高いということで

ありますので、担い手の確保をしっかりしないといけないということで、山口県のこ

とについて言うと、今年度の予算で、農林水産業全ての担い手の確保をするための所

得の保障とか、住まいの確保とか、技術をしっかり身に付ける。その３点を全国トッ

プクラスを目指そうということで「日本一の担い手支援」ということを打ち出してい
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ます。各県それぞれ、農林水産業、どの地域も重要な課題だと思っておりますが、し

っかりと農協とも連携をし、そしてまた各県でそれぞれその特性に応じた取組をする、

そういったことが重要であろうと思いますし、今回のアピール文の中でも、特にその

成長産業化を目指しまして、６次産業化や農商工連携、これもそれぞれ取組がありま

す。山口県でも連携の取組を進めておりますけれども、各県がしっかりと取組をする、

そしてまた国の方で後押しをしっかりとしていただくということが重要になると思

いますので、それを求める内容をアピール文としております。 

 

○日本農業新聞 

 １つだけ、輸出拡大などというふうにありますけれども、各県での取組に加えて、

中四国の枠組みで、現時点で一緒にやれるというか、何か連携したいと思っているも

のがありますでしょうか。 

 

○村岡山口県知事 

 各県それぞれ思いがあると思いますが、１つはいろいろな取組を、海外に対してし

ていく、連携というのは、これは中国でも、四国でもそれぞれあると思います。観光

が中心でやっているところでありますけれども、そういう中で、やはり地域の魅力と

して、１つは農林水産物、加工品も含めてですけれども、あると思いますので、そう

いう海外にアピールするときに、なかなか単体ではできないところがありますから、

連携してやっていく中で、農林水産物も含めてしっかりアピールするということが効

果的じゃないかと思いますので、そういった方法も、これからまた具体的に考え、実

現していくということを重ねていくことが必要かなと思います。 

 

○共同通信 

 共同通信の本田と言います。徳島の飯泉知事にお伺いしたいんですけど、意見交換

の中で、ふるさと納税の企業版の創設について触れられたと思うんですけれども、今

後想定される国からの意見など、提案というのを教えていただければありがたいんで

すけれども。 

 

○飯泉徳島県知事 

 はい。これ元々、個人のふるさと納税、知事会から提案をさせていただいて、これ

が実現したと。ただ、最初に提案をしたときには東京都、神奈川県、愛知県、大阪府

といったところから反対意見が出たんですね。つまり、そうした大都市部の税金を地

方に持っていくのかという話がありましたので、我々、当時、たぶん平井知事さんも

一緒だったと思うんですが、その時には、国にもひと肌脱いでいただこうと、所得税

を入れたといって、これだったら、当時の東京都の石原知事さんも、それなら分かっ

たということで出来たんですね。ですから、今回のこの企業版のふるさと納税につい

ても「国にしっかりと」と言ったのはそうした意味がありまして、やはり、財務省の
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皆さん方の気持ちといったものも考えると、しっかりとこれは法人税といったものも

入れ込んでもらう必要があるんじゃないか。今も寄附として、例えば、損金算入とい

うのがあるんですけどね、これを税額控除という形で正面から打ち出してもらう。も

ちろん我々の場合には地方の住民税、法人住民税があるわけでなんですけれども、こ

うした点についてしっかりとタイムリーに考えていっていただく必要があるという

ことで、これは国にはかつてから提案をさせていただいていまして、ようやく今回、

概算要求、税制要求の中で、この地方創生を応援する税制という形で入れられている

ところではあるんですが、果たして最後まで、例えば財務省の方が納得をしてくれる

のかどうか、これは全くの未知数になっていますので、しっかりと地方の中だけでお

金を動かすということではなくて、国もしっかり応援するんだと。先程交付金の話も

出たように、やはり国が本気でもって、地方と言いますか、こうしたものを応援をし

ていくんだと、今回の地方創生を応援する支えとなる、こうした点が非常に重要とな

ってきますので、こうした点、引き続きしっかりと訴えかけていきたいと思います。 

 

○共同通信 

 追加で、いきなり本社が地方へ移るのは大変だという話を聞いた中で、きっかけに

なればということがあると思うんですが、具体的な想定される動きというのを教えて

いただければと思うんですが。 

 

○飯泉徳島県知事 

 はい。これは具体的には企業からのお話なんですがね。やはり、いきなり本社を動

かすというのはかつてから大変だと、今回はそれを後押しする移転の税制が、促進税

制が出来上がったんですね、平成２７年度からということで。しかし、これもなかな

か準備が大変だということで、まずは応援したいところをしっかりと応援をする、そ

の意味でのいわゆる企業版のふるさと納税、こうしたものがあったらいいなと。そし

て、顔の見える関係が出来ることによって、じゃあ従業員の皆さん方も、あるいは、

商売先、取引先の皆さん方もということで、じゃあもう本社ごとその地方に移ろうで

はないかと、こうした顔の見える関係をつくるためには、やはり、一定の関係を突き

固めていく、これが一番のポイントということで、どちらかというと、個人版のふる

さと納税、我々が提唱した後に、すぐ企業の皆さん方が、じゃあ企業だって法人とい

うじゃないか、だから企業版のふるさと納税だっていいじゃないかと、こうしたとこ

ろが実はいろんなところから聞こえた。それを政策提言として行ってきたということ

になります。 

 

○司会（上野山口県総合企画部長） 

 よろしいでしょうか。それではもう時間となりましたので、これをもちまして共同

記者会見を終了させていただきます。皆さん、どうも御苦労様でございました。 
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